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平成３１年度
予算方針

「元気で、あんきな、
誇りの持てるふるさと飛騨市」

飛騨市の目指す将来像

元気

あんき

誇り

人口減少の影響を軽減するため、地域外から所得を稼
ぐ製造業、農業、観光を振興しようとする取り組み。
商品（地域）の魅力を高め、産業を支える人を確保す
る。

地方自治体の本務である市民の安全・安心を守る取り
組み。介護、医療、障がい児者支援、低所得対策など。
一人ではできないが、誰もがやってほしいと思うこと
をやる。

飛騨市の地域資源を掘り起こし、市民の自信につなげ
ることで、飛騨市を誇りに思う気持ちを高め、若者の
定着とＵターン、移住を促進する。
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平成２８年度

飛騨市発展のチャンスの芽を探し、種を植える

観光分野では、地域外所得獲得のため「飛騨市みんなの博覧
会」の開催準備、外国人誘客の拡大ための「まちなか観光案内
所」の開設等を図ってきました。また、生産現場や農家を支える
担い手の確保にも積極的に取り組みました。

2

あわせて、市民の皆様が飛騨市に誇りを持っていただくため、
市内各小中学校において「ふるさと教育活動」を推進し、市民の
まちづくり活動を応援するため「小さなまちづくり応援助成金」
制度を創設するなど、地域資源の掘り起こしに取り組み、地域の
活力に繋げてきました。

一方で、市民の生活を守り不安のない暮らしを作るため、喫緊
の課題である介護人材の確保に複数の施策を重層的に講じました。

「市民と市長の意見交換会」を市内１７箇所で開催し、いただ
いた意見を予算に反映させ、早期に着手すべき事業や重点的に実
施すべき施策を行いました。



平成２９年度

チャンスを活かした観光誘客に資する地域資源づくりと
医療・福祉関連施設の充実と体制の強化

観光分野では、これまでにないチャンスを活かし、道の駅宙
ドームや飛騨古川まつり会館の改修、ロケツーリズムの推進など
様々な取り組みを行ってきました。
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福祉分野では、飛騨市こどものこころクリニックの開設や介護
人材の確保など、全国初や県内初となる取り組みを展開し、乳幼
児から高齢者まで安心して暮らすことのできるまちづくりを進め
てきました。また、危機管理体制や障がい児者の支援等に専門部
署を設置しました。

地域資源の活用では、山城跡の学術調査研究を行い、専門家を
招いた座学や現地ガイドツアーを開催するなど、山城等の魅力を
広くお伝えしてきました。

市民の皆さんからいただいたヒントやご要望を出来る限り実現
すべく、「市民と市長の意見交換会」や「どうやなボックス」、
「議会からのご提言」、議会で議論された項目を全てチェックし
ながら市政を進めてきました。



平成３０年度

全ての人が安心して暮らせるよう「あんき」を
最重点項目に位置づけた予算
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これまでどおり、市民の皆様からのご意見や、現場の状況を丁
寧に確認するとともに、飛騨市総合政策審議会における委員の皆
様のご意見も踏まえながら、現在の政策を更に前進させ、また未
着手の分野に新たに対策を講じるという考え方のもとで、市政運
営を図ってきました。

特に、平成30年度は次の５つを最重要課題として位置づけ、
多くの施策を実施しました。
①地域包括ケアに必要な市民の役割としての健康づくりを追及
し、自分達の健康を自分達で作るために自主的に取り組んで
いただけるような健康づくり体制の推進

②これまで大きな問題意識がありながら、未着手であった暮ら
しに困難を抱える方等への支援

③市民の安心安全の基本である防災・防犯の強化
④これまで取り組んできた介護職に加え、医療職や製造業、農
林畜産業等の人材の確保と育成

⑤地域づくりとしての文学・芸術の掘り起こし



平成３１年度
平成31年度に向けた政策協議では、まだまだ不足している分野に手

を打っていくことと同時に、これまでの取り組みを発展させていくと
いうことを基本に検討を重ねてまいりました。

特に、これまで必ずしも十分ではなかった分野として「身近な暮ら
しの充実」に今一度目を向け、市民の皆様が本当に何に困り、そして
何を望んでいるのかを、もう一度深く追求するということを協議の中
心に据え、全ての分野を総点検しました。
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このことから、平成31年度は、

①生活の質を高めるための「スポーツの振興」

②市民や企業と一緒に取り組む「ごみ減量化の推進」

③亡くなられたあとの「遺族を支える終活の支援」

④課題解決能力を育む保小中高特連携教育「飛騨市学園構想」

⑤母親の不安を取り除く「産前産後ママサポプロジェクト」

これら５つを平成31年度の重点政策とし、様々な事業を展開します。

をテーマとした施策を計画しています。

平成３１年度予算方針

人口減少先進地である飛騨市で、全ての人が楽しく安心して暮らせるよう

「身近な暮らしの充実」



平成３１年度
重点政策

別紙①

１．スポーツの振興

３．遺族を支える終活の支援

８．医療・介護・福祉職の人材確保

【目次】

５．産前産後ママサポプロジェクト

４．飛騨市学園構想

２．ごみ減量化の推進

７．産業の人材確保

身近な暮らしの充実を図る政策

新たな施策の展開を図る分野

これまでの取り組みを更に発展させる分野

９．障がい児者の支援

６．市内産品の販路拡大



新たな施策の展開を図る分野

～ 身近な暮らしの充実を図る政策 ～

１．スポーツの振興

・スポーツを通した交流に造詣の深い市民で構成

市民活動施設

スポーツ大会・宿泊誘致施設

事業全体を推進するソフト整備

（団体等の要望度合や利用者等の事業効果から検証）

（団体等の要望度合や事業効果から検証）

飛騨市スポーツ施設整備計画（案）

（利用度や施設健全度、経済性から検証）

③スポーツの普及のためのソフト事業の推進②施設の活用を推進していく体制の強化

11月15日に市長に答申
・全７回にわたる意見交換や現地調査を実施

飛騨市では、各地域において盛んに各種スポーツが行われており、地域の実情に合わせ伝統と実績を積み重ねていま
す。また、高齢者を中心としたグラウンドゴルフなどといった軽スポーツも各地で盛んに行われており、市民の健康づくり、生
きがいづくりのためにも、更なるスポーツの振興を図る必要があります。

飛騨市スポーツ施設整備計画策定委員会

しかし、近年はスポーツ施設に対するニーズが多様化しており、更には、これまで整備してきた施設の老朽化が進んでいる
ことから、既存施設の管理や新施設整備などの費用のバランスを取りながら整備をすすめることが課題となっています。

【背景】

（平成30年度～平成39年度の10年間）

・客観的に判断できる評価基準を設定

施設の整備とあわせて

新設もしくは改修整備

既存施設の維持整備

飛騨市スポーツ施設整備計画

・指導団体等の体制強化
・飛騨市体育協会の体制強化

・ウオーキング等スポーツイベントの開催
・体験会の定期開催の拡充

①計画に沿った施設の改修と修繕

・桜ケ丘体育館健康増進トレーニング室整備
・屋内体育館の整備内容について検討
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２．ごみ減量化の推進

企業の取り組みを支援 市民の取り組みを支援 リデュースの啓発

ごみ組成分析結果（過去５年間の平均）

右図は、飛騨市の過去5年間のごみ組成分析結果の平均値です。【背景】

「紙類」は機密文書等、「ビニール・合成樹脂・ゴム類」は基本的に
リサイクル困難であるため、焼却することはやむを得ません。

しかし、「布類」については、まだまだリサイクルが進んでいる状況で
はなく、「厨芥類（食べ残しなどの生ゴミ）」についても発生を抑制
することができると考えます。特に水分を多く含む「厨芥類」は焼却設
備にも大きな負荷を与えています。

【飛騨市ごみゼロパートナー宣言】

飛騨市内に住所を有する事業所・店
舗等が、ごみ減量化に向けた取り組み
を宣言した場合、取り組み内容等を
市がPRするとともにPRグッズ等を交付
し、他の事業者への啓発に繋げます。

紙類

29%

布類

16%
ビニール・合成樹

脂・ゴム類

23%

木・竹・藁類

12%

厨芥類

17%

その他（5mm以下）

2%

不燃物類

1%

【飛騨市リサイクルスタンプカード】

焼却ごみの減量化と目指し、「衣類」
を対象としたリサイクルを推進します。
指定日に市役所等に持ち込みいただ
き、量に応じてスタンプを押印し、貯
まったらごみ袋１冊をプレゼントします。

24時間資源回収ステーションを若宮駐車場に設置

【もったいないをなくす】

食べ残しゼロの必要性を小学生に伝
え、標語やポスターを作成してもらい、
優秀な作品を印刷して、市内飲食店
等に掲示してもらうことで、食べ残しゼ
ロの啓発をおこないます。

更に取り組みを加速

３．遺族を支える終活の支援
「終活」とは、「終」末期に向けた「活」動で、人生の最後に向けた準備であり、また、人生の棚卸し
を行い、今後の人生をより豊かに自分らしく生きる為の活動です。
飛騨市では、一人暮らしをされていて、ご自身が亡くなられたあとの不安を抱えておられる高齢者が増
えてきており、また、遠方におられるご家族の方も不安に思ってみえるという意見があります。

行政書士 司法書士

石材店

お寺

飛騨市役所 運営委託
弁護士

解体業者

相談

遺品整理業者会計事務所

・遺言書の作成
・PCや携帯のデータ
・SNS等のアカウント
・部屋の整理など

身辺の整理

【終活アドバイザー】

・生前の本人への終活支援
・死後の遺族への終活支援
・終活セミナー等の開催
・各事業者との仲介

・葬儀の仕方
・お墓の準備など
・役所等の諸手続き
⇒ ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ窓口
「おくやみコーナー」の開設

葬儀等

・預貯金
・株式等の有価証券
・生命保険等
・遺品整理
・空き家
・相続登記

資産の管理
相続等

・エンディングノート
・終末期医療の事前指示書
・ドナーカード
・成年後見制度
・生前事務委任契約
・死後事務委任契約

終末期の
迎え方

1人身だし、今後
私に何かあったらど
うしたらいいの？

飛騨市に住んでない
から何をどこに頼めば
いいかわからない・・・

飛騨市終活支援サービスセンター

葬儀会社

【背景】

２

主な相談内容



４．飛騨市学園構想

課題解決型人材育成のための保小中高特連携をおこなう飛騨市学園構想

現在、学習指導要領の改訂から大学入試制度改革など、知識中心の教育から課題解決能力の育成や、
ICTを活用した主体的・対話的で深い学びの実現にシフトするなど、学習環境は大きく変わりつつあります。

【背景】

「地域のスーパーが無くなる」という課題に対して・・・

保育園 小学校
中学校

高校

「スーパーが無くなる」と、
おうちがどう困るかを学ぶ

「スーパーが無くなる」と、
地域がどうなるかを学ぶ

「スーパーが無くなる」という
地域課題の解決方法を
自分で考える

「スーパーが無くなる」という
地域課題の解決法を学ぶ

山之村小学校と古川西小学校によるICTを活用した遠隔合同授業地域の枠を超えた合同授業 【例】

共通軸での課題解決授業 【例】

《飛騨市学園構想の具体的イメージ》

吉城高等学校と古川小学校による英語を使ったワークショップ型の合同授業年代の枠を超えた合同授業 【例】

飛騨市では、保育園や小中学校、高等学校、特別支援学校は、それぞれの規模や地域の特性に応じた
様々な教育を行っていますが、小さい市ならではの、園や学校の連携、さらにはコミュニティ・スクールの導入によ
る家庭や地域とも連携・協働し、各段階に応じた一つの共通の軸を持った教育や、ICTを活用した遠隔地同
士、段階別同士による合同授業などが出来るのではと考えています。

５．産前産後ママサポプロジェクト
近年、自分の親等の親族から距離的に離れたところで妊娠・出産することがまれではなくなっているなど、
様々な事情から親を頼れない妊産婦が増えてきており、妊産婦の孤立化が問題になっています。
産後うつになる可能性は、約10％といわれている中で、愛着形成として最も大切な時期である産前産
後の母子に手厚い支援が必要です。

【背景】

母子保健の推進

【保健師による支援】

・電子母子手帳の導入

・健康相談・健康診査、家庭訪問など

【母子の健康を守る】

生活の支援

【各団体との連携による支援】

・家事支援事業の支援

・乳児託児事業の支援

【ママの負担を軽減する】

産前産後ママサロンの開設

【助産師による支援】

・気軽に育児相談ができる体制の整備

・ママさん交流会の開催

【ママの孤立を防ぐ】

産後ケアの支援

【産後ケアの利用料支援】

・宿泊型・デイサービス型の利用

・家庭訪問型（助産師）の利用

【ママの心身をケアする】

産前産後ママサポプロジェクト

行政・専門機関が連携し、 地域みんなで切れ目なく子育てを応

援する飛騨市型子育て支援体制づくりを目指します。

３



これまでの取り組みを更に発展させる分野

６．市内産品の販路拡大

４

こうした産品のブランド化を目的に、平成30年度より、「飛騨市モノづくり事業者育成プロジェクト」
と題し、高付加価値を付けた商品の首都圏等での販路拡大を行うことで、モノを通して国内外に飛
騨市の魅力を発信できる事業者の育成に取り組んでいます。

【背景】

市外への販路拡大

①農畜産物をメインとした市内流通を加速させるため
のプラットフォームの設置。

②各産物の旬の時期に合わせた市内飲食店等での
活用イベントの開催。

③生産者による産物を語るセミナー等の開催。
④市内の空き家を活用した高付加価値商品のテスト
販売

飛騨市には、飛騨牛や、先日、米・食味分析鑑定コンクールでの好成績が話題となっている飛騨
米、飛騨市産広葉樹を使った製品や地酒など、国内外に誇れる産品が多数あり、こうした産品の
高付加価値化が重要となっています。

しかし、まだまだ掘り起こせていない産品の発掘やブランド化の支援はもちろん、あわせて、市内で
の利活用・認知があまり進んでいない産品の利活用を図る取り組みも必要です。

市内への利活用推進

①ネットを活用した新たな販路開拓の支援。
②地域食材のストーリーを付けたブランディングと首都
圏での販路開拓。

③高く売るための高付加価値商品の首都圏でのテスト
マーケティング。

④市内事業者のマーケティング力、デザイン力アップの
ためのセミナー開催。

⑤首都圏で開催される商談会等への参加



●市内企業の魅力を家族に知ってもらう機会の創出。
●建設業などの職種にあわせたセミナー等の開催。

７．産業の人材確保
飛騨市ではこれまで、企業の人材確保力の強化のための情報発信の支援や、外国人技能実習生
の生活面での支援、交流会の開催に加え、企業が外国人技能実習生を雇用しやすくなるよう、面接
にかかる渡航費の支援等を行ってきました。

【背景】

【現状】 〇飛騨市内総生産の経済活動別構成比では、1位が製造業で32.2％、2位が建設業で8.2％で
あり、製造業の占める割合が最も多い。（H27岐阜県市町村民経済計算より）

〇同調査において求人数の多い上位3種（建設業、製造業、医療・福祉）の求人数に対する就職
数の割合（充足率）は、建設業が5.4％で最も低い。

〇平成30年１月から９月までの求人数に対する就職数のギャップは、約-250人を推移。（商工課調べ）
《参考》現在の飛騨市の中学３年生の生徒数が244人。仮に子どもたちが全て市内就職しても

まかなえる数ではない。

〇市が高校生を対象に発行している就職情報誌のアンケート調査の結果から、市内企業の就職情報
が家族に伝わっていないが、子どもたちは家族からの情報に大きく左右される。

●外国人技能実習生等へのインセンティブの拡充。
●外国人技能実習生等の生活相談支援員を配置。

企業の人材確保力の強化外国人技能実習生等の支援

更なる外国人を含めた人材の確保と
市内企業の人材確保力の強化が不可欠

８．医療・介護・福祉職の人材確保
これまで介護職を主とした人材確保に、重層的にあらゆる施策を講じてきました。

【①介護機器・器具導入支援】

【③医療・介護等人材育成支援】

【②工夫した求人活動の支援】【緊急対策】 ・特養等の夜勤手当増額に対する支援

【④医療・福祉専門職員の研修受講支援】

県下初

【⑤医療・介護人材掘り起こし促進】 【⑥外部からの医療・介護職就職参入促進】

・介護ロボット導入支援補助金

・介護ロボット以外の有用介護器具等導入支援

・空き家の社宅化利用の推進

・人材発掘・紹介者の利用支援
・介護事業所の魅力のブラッシュアップ補助金

・介護事業所地域イベント出店支援事業

・介護福祉士実務者研修費用助成

・介護職員初任者研修実施事業
・若手介護・福祉人材育成支援（県内専門学校との育成連携協定）
・ひとり親家庭への介護の資格取得支援

・専門職の専門的な研修受講に対する支援

・外部講師招聘による社内研修費用の助成
・介護職員の先進的介護現場での現場実地研修支援
・一般病棟看護師と訪問看護師による相互実地研修支援
・看護人材人事交流奨励支援

・シニア介護職就職奨励金
・看護現場見学奨励支援金

・市内医療機関アルバイト奨励金
・就職準備金貸付制度

・介護のお仕事体験＆介護施設見学バスツアー

・UIターン就職奨励金
・賃貸住宅家賃補助制度
・就職準備金貸付制度

・医療学生・実習生の市内職場体験奨励事業
・外国人介護人材受入促進事業

地域包括ケアの実現に向けては、看護師等医療関係職の人手不足と、
市内民間医療機関等の医師確保が課題。

全国的に例なし

・介護職員初任者研修受講料助成

【戦略１】 飛騨市出身者の人材バンク
学生や医療・介護・福祉専門職、医師等を対象とした
飛騨市出身者の人材バンクの創設とアプローチ。

【戦略２】 民間医療機関等の事業承継
市内医療機関等に常勤医として新たに勤務する医師
への奨励金創設と受入医療機関の設備改修支援。

県下初

全国的にも
珍しい

全国的に例なし
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９．障がい児者の支援

① 医療的ケア児、重症心身障がい児、重度障がい児のケアと、方法を学ぶ取り組みに着手します。
② 障がい者就労支援施設の仕事が、まだまだ不足していることから、仕事調達の支援に取り組みます。
③ これまで、児童発達支援で支援を受けていた未就学児の就学後の支援体制が整備されていなかっ

たことから、就学後の継続した支援をおこなえる体制整備に取り組みます。

飛騨市ではこれまで、発達支援センターと関係機関との連携や支援体制の強化を中心として、飛騨
市こどものこころクリニックの開設、神岡町の障がい児福祉サービスを担う複合児童福祉施設の整備な
ど、障がいのある子どもたちの支援に力を入れてきました。
また、障がいのある方が能力と適性に応じた雇用の場に就き、誇りを持って自立した生活を送ることが
できるよう、就労に向けた訓練や居場所を提供する事業所の参入に対する支援などに取り組んできまし
た。
しかし、まだまだ不足している部分があり、これまで取り組めていなかった部分も含めた施策の展開が必
要です。

【背景】

重症児等のケアと体制整備 障がい者の就労支援

・市発達支援センターに公認心理師・
看護師を配置。
・医療的ケアが必要な方を理解し支え
る方法を学ぶ研修会の開催。

・障がい者就労施設からの物品調達
に奨励金等を交付。
・重度障がい者雇用の就労環境や待
遇改善

「福祉のまちづくり条例」の制定
～障がいのある人とその家族の生活全体を支え、「障がいのある人もない人も安心して暮らせるまち」をつくる～

障がい児者の療育等生活支援

・就学後の支援を継続するため放課
後等デイサービス「きゃっち」の開設。
・日中一時支援事業を含めた多機能
型障がい者支援施設の新築。

これまで取り組んでいなかった分野を強化します。
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平成31年度 主要事業の概要（案）

平成30年12月18日

○この資料は、第3回飛騨市総合政策審議会の資料です。内容は、

予算要求ベースのものであり、現在も協議中のものです。今後は、市全

体の予算のバランスの中で、事業内容も含めた協議を進めていきます。

　したがいまして、この資料に掲載された、平成31年度の各事業は実施

を決定するものではありません。お取扱いには十分ご注意いただきますよ

う、お願い致します。

別紙②



事業の主な概要

新年度から新たにスタートする事業

今年度までの事業内容を改め変化させる事業

今年度までの事業内容を拡張・充実させる事業
事業の詳細な内容

今年度までの事業内容を引き続き継続させる事業

新規 桜ヶ丘体育館健康増進トレーニング室の整備
スポーツ施設整備計画に基づき、桜ヶ丘体育館の会議室を有酸素系トレーニング室として改修

し、あわせて、ランニングマシンやエアロバイクといった有酸素系器具を配置します。

継続

新規

改革

拡充

●

●

【資料の説明】

◎ 協働と交流が根付いたまちをつくる

一緒に楽しめるまちづくり

● 地域を自慢できるまちづくり

●

快適に暮らせるまちづくり

●

◎ 飛騨市の未来をつくる

　誇りの持てる飛騨市をつくる

災害や犯罪が少ないまちづくり

● 行ってみたくなる観光地づくり

　あんきな飛騨市をつくる

弱い立場の方が暮らしやすいまちづくり

● 活気あふれる農林畜産業づくり

子育てしやすいまちづくり

●

障がいのある方が暮らしやすいまちづくり

全ての人がいつまでも安心して暮らせるまちをつくる

●

●

◎

目　次

　元気な飛騨市をつくる

【政策の柱】

● 魅力あふれる企業づくり

◎ 元気な産業が集まるまちをつくる

● スポーツを楽しめるまちづくり

◎

◎ みんなが楽しめるまちをつくる

特色ある学びができるまちづくり

環境にやさしいまちづくり●

安心して人生の終末を迎えられるまちづくり

安心・安全を実感できるまちをつくる

●

●

住み慣れた地域で健康に暮らせるまちづくり



桜ヶ丘体育館健康増進トレーニング室の整備新規

スポーツ施設整備計画に基づき、桜ヶ丘体育館の会議室を有酸素系トレーニング室として改修し、あわせ

て、ランニングマシンやエアロバイクといった有酸素系器具を配置します。

平成31年度予算　主要事業の概要（案）

元気 元気な飛騨市をつくる

みんなが楽しめるまちをつくる

スポーツを楽しめるまちづくり

スポーツをしやすい環境の整備

薬草の展示・体験施設の開設新規

薬草活用を更に推進するため、古川町市街地の空き家を活用して、薬草の展示やティーセレモニーなどの体

験、商品の販売等をおこなう施設を整備します。

新規 古川トレーニングセンターの整備
古川トレーニングセンターの柔道場の畳の入れ替えを行い、市民の利便性の向上を図ります。

新規

クアオルト健康ウオーキングのガイド体制強化と自治体間連携

新規 飛騨市屋内体育館整備検討委員会の発足
スポーツ施設整備計画に基づいた、新たな全天候型屋内体育館の整備に向け、関係者による検討委員会

を設置し、設置場所や施設の内容等について検討を行い、次年度以降の整備につなげます。

スポーツの普及推進と受入体制の整備

体験・体感ができる観光地づくり

行ってみたくなる観光地づくり

スポーツ推進の体制強化

飛騨市体育協会の体制強化
専属の体育教員経験者等体育に知見のある人物を事務職員として雇用し、既定の町民スポーツ大会の運

営はもとより、競技スポーツの更なる振興を図ります。

新規 「ひだノルディックウオークフェスタ2019（仮称）」の開催
年齢を問わず気軽に取り組むことの出来るノルディックウオーキングの普及のため、ひだノルディックウオーキング

フェスタを開催し、市民と全国から募る愛好家との交流を深め、情報交換の場を創出します。

拡充

新規 ねんりんピックリハーサル大会の開催
平成32年度に岐阜県において開催される、第33回全国健康福祉祭ぎふ大会「ねんりんピック岐阜2020」

を想定したリハーサル大会を開催します。
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合宿・大会に適したまちづくり

拡充 飛騨かわい音楽コンクールの支援体制整備

おもてなしの強化

拡充 大学等の音楽合宿誘致のための交通費支援の拡充

就業農家等と連携した通年型オーナー制度商品やNPOとも連携した薬草を使った手作り体験など商品販

売を通して、地域色を前面に押し出し、観光客や健康に感心のある層に訴求していきます。

新規 就業農家等と連携した通年体験できる観光メニューの造成

飛騨古川まつり会館の展示装飾等リニューアルの実施拡充

新規 電気自動車を活用したカーシェアリングサービスの支援
飛騨古川駅前に整備される予定の㈱日産自動車e-シェアモビ及び市内宿泊事業者と連携して、カーシェア

リングの利用を条件に宿泊額を一定額割り引く宿泊プランを造成し、観光客の利便性向上を図ります。

新規 まちなか観光案内所への特区通訳案内士の試験的配置
特区通訳案内士（英語・中国語）をまちなか観光案内所に一定期間配置し、インバウンド観光客向けに

案内を実施するほか、アンケート調査を実施し、インバウンド観光客の満足度や動向把握を行います。

快適に過ごせる観光地づくり

市内まちなかの飲食店を中心とするフードダイバーシティマップを作成し、ムスリム等のベジタリアンに対応できる

メニュー表示化を進めます。また、受入れの際の注意事項などを学ぶ研修会を実施します。

拡充

まち歩きガイド組織２団体に対するガイド依頼の受付等事務作業を行う専門職員１名を飛騨市観光協会

に配置し、旅行会社との調整やガイドの受付業務を行います。

拡充 大学観光学部との連携強化

新規 古川・神岡まち歩き案内人組織の体制強化

拡充

飛騨市観光Wi-Fiエリアの拡張

新規 インスタフォトコンテストの開催
平成30年度にインターンシップで受入れた大学生からの提案により、「インスタ映え」する飛騨市に関係する地

域資源やグルメ等を発掘するため、インスタグラムを活用したフォトコンテストを開催します。

ムスリムやベジタリアンなどフードダイバーシティの推進

拡充 池ケ原湿原のＰＲ強化と地域おこし協力隊制度を活用した受入体制の強化

新規 市内ロケ誘致のための補助制度の創設
市内での映画やドラマなどのロケを誘致するため、ロケにかかる費用の一部を支援するほか、市内で開催する

映画上映会等の開催についてもあわせて支援を行います。

「ひだ宇宙科学館カミオカラボ」の運営のための専属職員の配置

新規
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建設業など職種にあわせた情報発信力強化セミナーの開催

拡充 宿泊業へのインターンシップ支援の拡大

拡充 中学生を対象とした建設業体験等の実施

現在の古川町朝開町の農産物直売施設の老朽化が著しいことから、新たな農産物直売施設の設置場所

も含めた検討と整備に向けた設計を行い、市民はもとより観光客への販売促進を図ります。

新規 飛騨地域統一ブランド認証による特産品の販売促進
飛騨地域３市１村により飛騨地域産品の統一ブランドロゴを作成し、それぞれの市村のブランド認証との連

携を図りながら、飛騨地域産品のブランド向上と、販売促進を図ります。

買いたくなる商品づくり

働きたくなる企業づくり

子供の就職や進学に対し、親の発言が大きな部分を占めるようになってきていることから、親世代を対象に地

元企業の情報を的確に伝え理解を深めていただくためのセミナーや、地元企業との相談会等を開催します。

新規 外国人技能実習生の雇用奨励金の創設
外国人技能実習生は、実習生同士の広域なネットワークを持っていることが、これまでの取組みから分かった

ため、そのネットワークの中で市のイメージを上げ、就業地として選んでもらえるよう奨励金を交付します。

新規 親世代を対象とした地元就職セミナーの開催

長期に渡ってなんらかの理由で就業できない若者に対し、職安ではトライアル制度を設けているが、そこに市が

追加支援することで、企業の試用を推進し、長期離業者の社会復帰を支援します。

拡充

新規 古川町農産物直売施設の整備に係る設計

新規 長期離業者トライアル支援の創設

元気な産業が集まるまちをつくる

魅力あふれる企業づくり

併用住宅の空き店舗賃借料支援の拡大

小規模商店の災害時事業継続の支援

拡充 宿泊業への企業立地促進助成の拡大

現在実施している相談アドバイス型の「よろず支援拠点」とあわせ、寄り添いながら事業者を支援する仕組み

を構築し、市内の全ての事業者が気軽に相談できる体制の整備を行います。

新規

拡充

新規開業される方又は創業して1年未満の方が、新規開業等に必要なため金融機関より借り入れた事業

資金の支払利子に対し、その一部を補給することで、新規開業の促進と経営の安定を図ります。

創業支援資金の利子補給

今年度に発生した長期停電を踏まえ、市内の小規模商店を対象として、「停電」や「孤立」といった毎回違う

テーマで災害時の商売継続を考えるセミナーを開催します。

寄り添い型企業支援「飛騨市ビジネスサポートセンター」の開設

持続経営しやすい環境づくり

新規

新規

新規 外国人技能実習生の生活相談支援員の配置
外国人技能実習生が、日本のルールや風習などを母国語で相談できる支援体制を構築するため、母国出

身で飛騨エリア在住の生活相談支援員を配置し、実習生の不安軽減を図ります。
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事業者と市（獣医師）が、牛の健康状態等について共通の繁殖管理電子ソフトを用いて共有することによ

り、病気（繁殖障害）の早期発見・治療や受胎率・分娩率の向上を図ります。

新規

きくらげは貨物コンテナを使用して栽培できるため通年生産が可能であり、また、国内生産は希少であり新規

開拓が見込まれることから、きくらげ生産を行うことで農家所得の向上を図ります。

飛騨市産農産物の販路拡大

拡充

古川町是重地区圃場整備に係るハウス移転の支援
土地改良事業に伴って生じる園芸施設ビニールハウスの移設に協力する事業者に対して、その費用の一部

を支援し、効率的な営農環境を構築を目指します。

新規 飛騨地鶏のブランド向上と地域内流通支援
飛騨市内での飛騨地鶏の流通のため市内飲食店等へのＰＲを行うほか、養鶏専門家による飼養管理研

修会の開催や飼料の研究を行います。

持続可能な農地の保全

新規 きくらげの試験栽培

新規

飛騨市産の「からだに優しい野菜」を使った食育の推進

農産物の首都圏での販路拡大を促進するため、都内流通企業と連携し、都内のレストランオーナーを対象と

したイベントへの出店や、レストランオーナーと市内農家との交流の場を創出します。

酪農家の乳用初妊牛導入に係る支援の拡大

農産物の市内流通プラットフォームの設置

飛騨牛研修・繁殖センター研修生の支援

新規 全国和牛能力共進会への応援体制強化
2022年に鹿児島県で開催予定の全国和牛能力共進会における飛騨牛の日本一奪還に向け、飛騨地域

3市1村及び関連団体と連携した応援体制を強化します。

飛騨牛研修・繁殖センターの研修生を対象として、人工授精師や重機免許などの資格取得費用を支援し、

あわせて、関係機関と協力し研修後の就農を見据えたカリキュラム等を支援します。

ネットを使った販路拡大の支援拡充

付加価値を高めた市内産品の首都圏と市内での試験販売

小さなお子様をお持ちのご家庭を対象に飛騨市産のからだに優しい野菜を紹介するツアーを実施し、安全安

心な野菜の良さを知ってもらうほか、購入できる場の創設に取組みます。

飛騨市産の米やえごま、寒干し大根、伝承作物に認定された白たまごなどの市内活用を促進し、市内農産

物等の味や安全性をあらためて周知することを目的とした組織を設置します。

新規 地域食材ブランディングの推進

新規

新規

活気あふれる農林畜産業づくり

飛騨牛や飛騨地鶏などの畜産振興

新規 繁殖雌牛疾病対策の強化

拡充
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森林経営に関する意向調査の実施

拡充 林業専門人材の育成と活用

危険木処理支援の適用範囲の拡大

あんきな飛騨市をつくる

全ての人がいつまでも安心して暮らせるまちをつくる

子育てしやすいまちづくり

新規 「産前産後ママサロン（仮）」の開設

新規

あんき

地域の助産師による産前産後ママサロンを開設し、子育て相談やママ友づくりの場の開催など、身近な相談

役として母親に寄り添った支援を行います。

死亡手続きのワンストップ窓口の開設
死亡後に遺族が市役所で行う税金や水道、保険、農地など様々な手続きをワンストップで行えるよう専用の

窓口を開設し、遺族の負担軽減を図ります。

産前産後の支援

拡充

広葉樹のイメージアップを図ることを目的に、広葉樹を紹介・展示できるような市役所応接室の改修と、広葉

樹を使った看板製作支援、広葉樹活用証明木製プレートの贈呈などをおこないます。

拡充 広葉樹姉妹森協定に基づく共同商品開発等の連携推進

新規 広葉樹のまちづくり基金の創設

新規 タブレットを端末を活用した農地利用状況調査の試験実施
農地利用状況調査の実施に際し、タブレット型ポータブルGISを試験的に一部導入し、調査にご協力いただ

いている市民の皆様の業務効率の向上と、負担の軽減を図ります。

新規

新たな森林管理システムの運用にあたり、市内モデル地区を定め、私有林及びその所有者の洗い出しの事

前準備を行うとともに、飛騨市森林集約化協議会と連携した意向調査を実施します。

飛騨市産広葉樹を活用したまちづくり

新規 小径木広葉樹を活用した新商品の全国展開支援

拡充 狩猟者増のためのジビエ流通の研究

新規

国主催の「山の恵みマッチング」サイトへの登録を行い、あわせて東京ビッグサイトにおいて開催される商談会

（逆見本市）への参加を通じ、全国のバイヤーに積極的なＰＲを実施します。

森林環境譲与税を出来る限り弾力的かつ効率的に活用し、森林整備及びその促進を図ることを目的に、

新たな特定目的基金を創設します。

飛騨市広葉樹の民間活用促進によるイメージアップ

安心して人生の終末を迎えられるまちづくり

新規 「飛騨市終活支援センター（仮称）」の開設
「飛騨市終活支援センター（仮称）」を開設し、生前のエンディングノートの作成支援や、死亡後の手続き

にかかる事業者とのつなぎを行うなど、遺族に寄り添った支援を行います。
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「福祉のまちづくり条例」の制定
多様な障がい者に対する支援を推進していくため、市民と協働して、障がいのある人もない人も安心して暮ら

せるまちづくりの条例を策定し、「あんきな飛騨市づくり」を推進します。

新規

多機能型障がい者支援施設を新たに整備し、家族の介護疲れの軽減を図るなど地域の障がい福祉サービ

スの向上を目指します。また、地域との交流を進めるため、ふれあいスペースを施設内に設置します。

障がいのある方が暮らしやすいまちづくり

相談支援ネットワークシステムの構築
関係機関と連携し、生涯一貫した相談支援体制づくりをおこなうため、相談支援ネットワークシステムを導入

し、過去の相談履歴や支援内容の分析を行い、総合的な相談支援体制の確立を目指します。

新規 障がい児者の医療的ケアに対する研修の開催
重症心身障がい在宅支援センターみらい飛騨サテライトと連携し、自己の体調を管理できない人や、喀痰吸

引等医療的ケアが必要な人を理解し、支える方法を学ぶ研修会を開催します。

拡充

飛騨市子育てガイドブックの作成

飛騨市子ども･子育て支援事業計画の策定

託児付きひとり親家庭パソコン教室のコース拡充

新規

新規

新規 放課後等デイサービス「きゃっち」の開設

新規

新規

就学児の遊ぶ能力を伸ばすことで運動の楽しさを体感し、仲間作りのための社会生活能力を身につけること

を保護者とともに学び、子どもたちの「やりたい」ことを実現できる放課後等デイサービス「きゃっち」を開設しま

拡充 山之村保育園・神岡子育て支援センターのエアコン整備

障がいのある方の生活支援

多機能型障がい者支援施設の建設

母子保健関係者連絡会議の開催

子育て環境の充実

紙の母子健康手帳を補完して電子アプリを導入することで、健診の記録、写真入りの育児日記や身長・体

重などの自動グラフ化などが行えるようになります。

育英基金償還免除型奨学金の貸付上限額の拡充拡充

市内の小児科医師、助産師など、母子保健に関わる関係者による定期的な会議を開催し、相互の連携に

より妊娠から育児まで途切れの無い支援の充実を図ります。

新規 助産師による赤ちゃんの託児事業の支援
市内で託児をおこなっている「スマイルキッズ」と助産師とが連携し、乳幼児の託児を実施することにより、母親

の育児疲れの軽減と心身のリフレッシュを図ります。

飛騨市の子育てに関する様々な情報を掲載した、見やすくわかりやすいガイドブックを民間事業者と共同発

行し、市内の15歳未満の児童生徒がいる世帯全戸に配布します。

平成30年度に行なう「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」の結果から得られた潜在的需要等を踏ま

え、平成32年度からの5年間について新たな飛騨市子ども・子育て支援事業計画を策定します。

母子健康手帳アプリの導入新規

新規

新規 掃除など子育て支援ヘルパーの派遣支援
助産師による訪問型支援にあわせて、家事支援を行うヘルパーの派遣と費用の一部を助成し、母親の家事

負担軽減と、産後の母親の不安解消を図ります。
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新規 低所得者の介護保険住宅改修・福祉用具購入の支援

いきいき券のサービス対象事業の拡大

継続 新和光園の整備

研修医の研修環境の改善を図るための研修医住宅の建設にあたり、従来型の『市で建設して市で維持管

理する手法』を排し民間活力を導入することで、建設コストを下げ維持管理業務量の低減を図ります。

生きがいデイサービスへのリハビリ専門職の派遣

新規 民間活力を利用した飛騨市民病院研修医住宅の整備

就労訓練のための福祉ボランティア登録及び受入企業登録制度の導入

障がい者就労支援事業所による就労訓練の支援

新規 障がい者就労施設からの物品調達等の奨励
障がい者就労施設からの企業の物品調達等を推進するため、発注企業を「応援事業所」として認定し、購

入金額の一部を支援する奨励制度を創設します。

発達支援センターへの看護師・公認心理師の配置による体制強化

拡充 こどものこころクリニックによる学校や地域を対象とした研修の推進

拡充

拡充

弱い立場の方が暮らしやすいまちづくり

市と障がい者就労支援事業所が連携し、障がい福祉制度が適用できない制度の狭間の方を対象とした就

労自立支援を実施し、就労訓練者には就労意欲の維持向上のため支援金等を支給します。

拡充 農×ジョブチャレンジ事業での送迎サービスの拡充

介護保険の住宅改修や福祉用具の購入は、一旦利用者が全額を支払い、後から保険適用分を返金して

いましたが、低所得世帯については、本来の負担分のみ支払う方式に変更し、負担軽減を図ります。

拡充

拡充

地域複合サロンの対象地域拡大

70歳以上で運転免許を自主返納された高齢者に対し、移動手段としてタクシーやひだまるの利用を支援す

ることを目的に、いきいき券を１冊支給します。

高齢者の暮らしを支える仕組みづくり

新規

免許自主返納者への支援

拡充

LGBTの方や事実上婚姻関係にありながら籍を入れない事実婚の方たちに、パートナーと認めるための証明を

発行し、市が行っているサービスの要件になっている「夫婦」や「親族」の適用対象とします。

就労訓練等を経て少し社会に慣れてきた方を登録し、高齢者生活支援等のボランティアを体験することで、

社会的役割や就労意識の喚起を図り、あわせて、登録した受入企業とのマッチングを行います。

生きづらさを感じている方の支援

事実婚や同姓婚の方へのパートナーシップ証明の導入

重度障がい者雇用支援の待遇改善（通勤経費の支給）

新規

新規

障がいのある方の就労支援

住み慣れた地域で健康に暮らせるまちづくり

医療・介護等専門職の方の学べる環境の整備

新規

7 ページ



民間の各医療機関が医師確保をしやすくするため、奨励金や環境整備の支援を行うことで、民間医療機関

等の医療提供体制の維持・確保を図ります。

若手介護・福祉人材育成支援の対象職種拡大

古川町における富山大学と連携した健康づくり中核人材の養成

新規 飛騨市リサイクルポイント制度による衣類リサイクルの推進
リサイクルが進んでいない「衣類」について、定めた回収日において市役所や各振興事務所で受け付け、持ち

込んだ量に応じたポイントで市のごみ袋と交換できるシステムを構築することで、リサイクルの促進を図ります。

拡充

環境にやさしいまちづくり

新規 企業との飛騨市ごみゼロパートナー宣言の実施
ごみ減量化に向けた取り組みを宣言する事業者を「飛騨市ごみゼロパートナー」として認定し、取り組み内容

等を市がＰＲすることで、企業のイメージアップと他の事業者への啓発につなげます。

拡充 飛騨市の豊かな自然環境の保全

安心・安全を実感できるまちをつくる

国民健康保険特定健診・特定保健指導の検査項目の充実

新規 「もったいない」を無くす飛騨市リデュースプロジェクトの推進
市内小学校での食べ残しゼロの重要性を伝え、あわせて、ポスターや標語を作成してもらい、中でも優秀な作

品を印刷し市内飲食店等で掲示することで、食品廃棄ゼロを目指します。

民間医療機関等への医師就業奨励及び受入機関施設整備の支援

新規

新規

拡充

拡充

拡充

新規

まめとく健康ポイントの対象者拡大

自ら健康づくりをおこなえる環境づくり

看護師等修学資金の貸与額の拡充

医療・福祉専門職員の研修参加費用の支援

「飛騨市医療・福祉人材総合バンク」を創設して、飛騨市出身の学生や医療・介護・福祉専門職、医師等

に登録いただき、地元就職に係る情報提供や声かけ等の地道なアプローチ展開を図ります。

岐阜県内の看護学校と提携し学生の現場研修を受け入れ、飛騨市と市民病院の魅力発信と地域医療･

福祉を守る重要性を知ってもらうことで、学生の獲得をめざします。

市内医療機関等での職場体験支援の対象職種拡大

胃内視鏡検診車による検診日の拡大

拡充 外国人介護人材の受入にかかる現地面接費用の支援拡大

拡充

医療・福祉人材総合バンクの創設

拡充

拡充

拡充

飛騨市民病院による看護学生の研修費用の支援

医療・福祉人材の確保対策

里山ナース院内認定制度の推進

拡充
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古川町地区洪水ハザードマップの作成
古川地区において、安全に避難できるよう避難施設等の内容を反映した洪水ハザードマップを作成し、洪水

被害低減を図ります。

新規

ＪＲ線、濃飛バス等路線の検証と地域路線である市営バス12路線の検証を行うとともに、医療や温浴施

設などへの移動需要を調査し、平成32年4月からの公共交通網を形成する計画を策定します。

改革 通院支援タクシー運行の社会実験

新公共交通網形成計画の策定

新規

継続 地域の防犯灯のLED化の推進

拡充 飛騨市防災士会（仮称）の活動支援

拡充

民間が行う宅地分譲整備の支援
民間の事業者が行う宅地造成について、私道・公道内の上下水道本管整備工事（公共桝設置を含

む。）を市で施工することにより、民間活力を活かしながら市内への定住人口の増加を図ります。

拡充 災害時避難施設Wi-Fi環境の追加整備

拡充 福祉避難所開設訓練等防災体制の強化

新規 携帯電話不感地域の解消
山田防災ダム付近に、携帯電話２社の基地局を設置することにより、通信中断による様々な不便を解消す

るとともに、事故・災害発生時における通信手段確保による市民等の安心確保を図ります。

新規

新規 数河浄水場WEB監視装置の設置
先の豪雨災害時に道路が寸断され状況確認に支障が生じた古川町数河地区の浄水場について、施設状

況をパソコンやスマホ等からリアルタイムで監視することができる監視装置を設置します。

快適に暮らせるまちづくり

防犯体制の強化

拡充 防犯カメラの追加設置及び市内団体等への助成

拡充 避難所の熱中症対策など防災備蓄品の計画的拡充

消防団と飛騨市消防本部による合同訓練の実施

これまで、利用者が少なかったふるかわ循環バスを休止し、新たに古川町内で通院のためにタクシーを利用し

た際の費用の一部を支援する「通院支援タクシー券（仮）」を通院された医療機関等で交付します。

快適なインフラ環境の整備

新規 消防団装備品の充実
全国的に頻発している局地的な豪雨、台風等による洪水や氾濫等、火災のみに止まらず活動が多種多様

化している消防団員の安全を確保するため、防火衣やレインウェアなどの装備品を整備します。

地域防災力の強化

新規 危機管理水位計の運用
平成30年度に県が市内９ヶ所の河川に設置した危機管理型水位計が測定する水位に、避難勧告等の基

準を市独自で設定するとともに、避難の対象となる地域を設定し、災害時の体制強化を図ります。

災害や犯罪が少ないまちづくり
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誇り 誇りの持てる飛騨市をつくる

飛騨市の未来をつくる

特色ある学びができるまちづくり

「文字のかたちがわかりやすい」「読み間違えにくい」「文章が読みやすい」書体であるユニバーサルデザイン書体

を含むモリサワフォントを導入し、高齢者や弱視の方に配慮した広報ひだの作成を行います。

継続 税務課窓口の時間延長

保小連携強化を図るためのカリキュラムの実施

飛騨市ならではの教育

市内全ての保・小・中・高・特別支援学校、さらには家庭や地域とも連携して、課題解決型人材育成を目

指した「飛騨市学園構想」を構築し、これからの社会を主体的に生き抜く子どもたちの育成を目指します。

課題解決型人材育成のための保小中高特連携を行う飛騨市学園構想の推進

ＩＣＴ環境（固定式電子黒板、デジタル教材、無線ＬＡＮ等）の整備、ＩＣＴを活用した授業づくりの

実践研究を行い、新しい時代にふさわしい教育情報化の推進と飛騨市ならではの人づくりを進めます。

神岡小学校をモデルに、学校図書館を情報センターとして有効活用するため、話し合いの人数に応じて場所

や形を自由に変えられる机を導入し、あわせて、タブレットを活用できるようWi-fi環境を整備します。

新規

拡充

新規

新規 ICT機器を活用した教育の推進

学校図書館における情報センター機能の整備

拡充 さるぼぼコインを活用した窓口手数料支払いの各振興事務所への拡大

新規 市税等の支払いに係る電子マネーの活用推進

新規 高齢者等に配慮した広報ひだの作成

地域限定電子マネー「さるぼぼコイン」による税、国民健康保険料、水道料の納付と、あわせて電子マネー

「楽天Edy」による窓口手数料の納付を開始し、市民の利便性向上を図ります。

新規 高感度濁度計の設置
高感度濁度計が未整備である神岡町上村、柏原、寺林地区に、高感度濁度計を設置し、水質の監視を

常時行うことによって、安全な水供給体制の確保に努めます。

気多公園の再整備拡充

市民からの要望にきめ細かく対応する「基盤振興費」の創設
これまで市民からの要望等に各地区で対応できるよう設置していた地域振興費を、広く基盤整備事業全般

に対応できる「基盤振興費」に改良し、より柔軟にきめ細かく対応します。

拡充 飛騨市ケーブルテレビインターネットの通信速度向上

改革

行政サービスの向上

10 ページ



教育環境の基盤整備

地域資源を活かしたまちづくりの推進

新規

拡充

正月に里帰りした工女にゆかりのあった伝統行事「三寺まいり」の時期に合わせ、これまでの資料収集等の成

果を市美術館において企画展示するほか、岡谷市等関係自治体との連携を図ります。

古川小学校・神岡小学校非構造部材の耐震化整備

教員や児童生徒支援員の負担を考慮した研修体制の整備

部活動が教育効果を発揮し、生徒や保護者にとって有用なものとなるために、市の現状を踏まえた「部活動

指針」を定めるとともに、教員の多忙化を解消するために「部活動指導員」を配置します。

地域を自慢できるまちづくり

歴史・文化・芸術の研究と活用環境の整備

部活動指導員の配置新規

拡充

空調設備の更新をはじめ、収蔵庫の拡張や道路側壁の防音補強、研修室の壁を展示可能な壁に変更す

るなど、現在の美術館が抱える諸課題の解消に向けた美術館リニューアルの基本計画を策定します。

教員の負担軽減による質の向上

飛騨市美術館リニューアルの基本設計

新規 「飛騨の糸引き工女」展示会の開催

昨今の猛暑による熱中症等のリスクを軽減するため、市内小中学校の空調施設設備の整備を行い、安心・

安全な教育環境の確保を図ります。

新規 小中学校空調設備の整備

新規 飛騨まんが王国声優講座の市民体験会等の開催

天生の森の環境整備と止利仏師等飛騨の匠伝説の研究

新規 全国利き鮎会出品のための市内予選利き鮎会の開催
毎年９月に高知県で開催される「清流めぐり利き鮎会」に出品する清流みやがわ鮎の市内利き鮎会を開催

し、更なる知名度アップとグランプリ獲得を目指します。

賢プロダクションの声優による朗読劇や、中高生を対象とした声優体験のほか、声優たちの夏合宿の市民見

学会を開催し、サブカルチャーの持つ魅力を多くの市民に伝えます。

新規 河合地歌舞伎伝承のための備品整備
河合地歌舞伎に必要な鬘や衣装を市の備品として購入し、地歌舞伎を伝承する団体との適正な物品管理

を行う協定を締結することで、上演回数を増やすことができ、市外での上演や観光振興の寄与を図ります。

新規

天生の森の地質・植生等を調査し、景観と調和した遊歩道やサイン、休憩箇所等の整備について、4年間を

目標とした整備計画をまとめるとともに、舞台となっている止利仏師伝説の研究をおこないます。

新規 教員の業務改善に係る校務支援システムの整備
児童生徒名簿や健康調査票、指導要録、通知表の作成などに係る非効率な校務事務を改善するため、そ

れらを一元管理する校務支援システムを導入し、教育の質の向上と教員の働き方改革を推進します。

拡充 江馬氏城館跡の復元創造イラストの作成
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拡充

関係人口育成プロジェクト（関係人口研究所の開設）

拡充

拡充

新規 「ふるさと飛騨市応援隊（仮）」の創設
進学・就職等で飛騨市を離れた若者が「ふるさと飛騨市応援隊（仮）」に登録し、市指定ネットショップで市

産品を購入した場合の送料を無償化することで、飛騨市との繋がりの醸成と市産品のＰＲを図ります。

拡充

新規 台湾新港郷との小学生同士の英語を活用した交流授業

新規

ふるさと子ども大使の対象年齢の拡充による市の魅力PR

新パーク開設等ドローンプロジェクトの更なる推進

施設利用料や備品貸与等の支援によるまちづくりの応援

新規 飛騨市ファンクラブアプリの開発
飛騨市ファンクラブ会員に向けた情報発信や市内協力店舗のマッピング、会員証である楽天Edyカードとの

連動など、会員向けの携帯用アプリの開発を目指します。

協働と交流が根付いたまちをつくる

一緒に楽しめるまちづくり

官民協働によるまちづくり

関係人口によるまちづくり

「観光以上移住未満」である関係人口が生まれるメカニズムを研究し、飛騨市への関わり熟度を深める取り

組みを行うことで、人口減少先進地における様々な課題解決の一助となることを目指します。

「種蔵やりたいこと計画」の策定による「棚田と板倉の里」の活性化の推進

飛騨市公民館講座の体系化と各団体の紹介支援

水道施設体験ツアーの開催
水道水ができるまでの行程や、なぜ災害時は節水が必要なのかなど、飛騨市の水道についての理解と関心を

深めていただくことを目的とした水道施設見学会を開催します。

拡充

新規

新規 高原川ミズベリングイベントの開催
高原川区域全体の利活用マネージメントを行う事業者（施設利用者）を新たに公募で選定し、あわせて、

高原川河川敷でミズベリングイベントを行うことで、本格的なミズベリング事業の推進を図ります。

友好都市提携を締結している台湾新港郷と、テレビ通話システムを活用した小学生同士の英語による相互

交流授業を行い、英語を使ったコミュニケーション能力の向上と友好都市との更なる交流を図ります。
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地域再生計画の中間評価について 

 

 

 

【中間評価の目的】 

・現在、進行中の事業計画について、事業の進捗や目標の達成状況などを学識経験者等の第三者の意見

を求め、評価の透明性、客観性及び公平性を確保するように努め、必要に応じ計画の見直しを行う。 

 

 

【評価をお願いしたい計画】 

○飛騨市地域再生計画 

  「豊かな自然環境の持続と安定した暮らしのまちづくり計画」 

 

[事業期間] 

・平成 27 年～平成 31年度（5 年間） 

 

[地域再生を図るために行う事業] 

・林道整備 ： 林道整備により森林へのアクセスを確保し林道の安全性の確保及び間伐を推進し

て健全な森林整備を行う。 

・市道整備 ： 道路整備を行い通行の危険箇所の解消を図り、安全で安心して通行できる道路ネ

ットワークを構築する。 

 

[整備量及び事業費] 

・市道（９路線）L=1.78km C=444,000 千円（うち交付金 222,000 千円） 

       高野スキー場線、第 1館野町線、第 5梨ヶ根線、第 1塩野線、林～丸山線、 

角川～中澤上線支線 1号、新名山畔線、下村～中切線、跡津川線 

・林道（34路線）L=0.60km C=333,000 千円（うち交付金 155,700 千円） 

森安～万波線、登谷線、橋梁点検 32路線 53 箇所、橋梁整備 1路線 4箇所 

 

[地域再生計画の目標値] 

・目標１ 災害に強い森林づくり（搬出間伐量を 40％増加） 

・目標２ 市内道路の危険箇所の解消（危険箇所数を 40％解消） 

・目標３ エコ・グリーンツーリズムによる観光客の 31％の増加 

・目標４ 生活インフラとして重要な林道の安全性確保の推進（点検診断の実施） 

 

 

 

別紙③ 



【H29 年度までの実績（中間）事業進捗状況】 

 

 計画 H29 まで実績 進捗率 

市道 
444,000 千円 

1.78km 

251,000 千円 

1.49km 

56.5％ 

83.7％ 

林道 

333,000 千円 

0.60km 

53 箇所 

122,000 千円 

0.04km 

46箇所 

36.6％ 

6.7％ 

86.8％ 

全体 777,000 千円 373,000 千円 48.0％ 

 

 

【H29 年度までの実績（中間）目標達成状況】 

 

   基準年度 

H26 

中間年度 

H29 

最終年度 

H31 
中間結果 

目標１ 
搬出間伐量の 40％

増加 

目標 
4,073m3 

0％ 

5,300m3 

30％ 

5,700m3 

40％ 
 

実績 
 

 

5,998m3 

47％ 

- 

- 
達成 

目標２ 
市道の危険箇所の

40％解消 

目標 
22箇所 

0％ 

16箇所 

27％ 

13箇所 

40％ 
 

実績 
 

 

16箇所 

27％ 

- 

- 
達成 

目標 3 
ｴｺ・ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ観

光客の 31％増加 

目標 
38,000 人 

0％ 

40,000 人 

5％ 

50,000 人 

31％ 
 

実績 
 

 

49,663 人 

30％ 

- 

- 
達成 

目標 4 
林道橋梁(53 橋)点

検診断の実施率 

目標 
0 橋 

0％ 

53橋 

100％ 

53橋 

100％ 
 

実績 
 

 

46橋 

87％ 

53橋 

100％ 
達成(H30) 

 

 

【今後の方針】 

・本地域再生計画における事業進捗状況は、概ね計画どおりであり、目標値についても中間年度では達

成し、最終年度でも達成が見込まれる。よって、引き続き本地域再生計画に沿って事業を推進していき

たい。 
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地 域 再 生 計 画 

 

１ 地域再生計画の名称 

豊かな自然環境の持続と安定した暮らしのまちづくり計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

岐阜県、飛騨市 

 

３ 地域再生計画の区域 

飛騨市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

飛騨市は岐阜県の最北端にあり、高山市から北に約 15km、富山県富山市から南

へ約 68kmに位置し、北アルプスの豊かな水やブナの原生林、貴重な高山植物が咲

き誇る天生
あ も う

県立自然公園をはじめとする広大な緑に囲まれた、標高 200ｍから

2,800ｍの美しい自然環境に恵まれた地域であり、人口は約 26,000 人で少子高齢化

のすすむ過疎地域である。 

H22 の高齢化率は、全国 23.0%、岐阜県 24.1%、飛騨市 33.3%（県内 40/43 位)

だが、H52 人口推計では人口減少率は全国－16.2%、岐阜県－20.2%、飛騨市－

40.7%で、高齢化率は全国 36.1%、岐阜県 36.2%、飛騨市 45.5%となり、市では老

年人口が生産年齢人口を逆転すると予測されており、人口減少への対策が急務とな

っている。 

また市域の約 93%を森林が占め、農林業を中心とした典型的な中山間地域で、１

級河川宮川や高原川が流れ、清流を代表するアユが有名なことや海の幸が豊かな富

山湾に通じる神通川水系の上流域に位置することもあり、広大な森林には木材生産

機能だけでなく水源涵養や山地保全の防災機能等の発揮が求められている。 

しかし近年では、経費の高騰や林業従事者の高齢化、木材価格の長期に渡る低迷

により、森林所有者の森林に対する関心や施業実施意欲の減退が顕著に現れ森林整

備が進まず、平成 11、16 年には記録的豪雨により林地崩壊が渓流沿いの大量の立

木を土砂とともに流出させ、周辺地域や下流域に甚大な被害をもたらした。 

林道施設は建設から相当の年数が経過しており老朽化、保全対策が必要である。

また森林施業地周辺の市道には幅員狭小など安全に通行できない箇所が多数あり、

その危険個所を解消する道路整備が重要な課題となっている。 

そのため森林施業区域に接続する市道及び林道の整備により、間伐による森林整
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備を推進し災害に強い森林づくりを進めるとともに、手入れされた豊かな森林資源

や天生
あ も う

湿原など三湿原のトレッキング、廃線となった神岡鉄道を利用したレールマ

ウンテンなどのエコツーリズム・グリーンツーリズムにより観光客の増加を目指し、

地元住民との交流を図りながら経済効果を持続させることで人口減少の歯止めの

一端を担い、豊かな自然環境の持続と安心・安全が実感できるまちを目指すもので

ある。 

 

（目標１）災害に強い森林づくり（搬出間伐量を 40％増加） 

4,073 ㎥（平成 20～25年度[異常値平成 24年度を除く]の平均） 

→5,300 ㎥（平成 29年度）→5,700㎥（平成 27～31年度の平均） 

（目標２）市内道路の危険個所の解消（危険個所数を 40％解消） 

22箇所（平成 26年度）→16箇所（平成 29年度） 

→ 13箇所（平成 31年度） 

（目標３）エコ・グリーンツーリズムによる観光客の 31％増加 

      38,000人（平成 26年度）→40,000人（平成 29年度） 

→ 50,000人（平成 31年度） 

（目標４）生活インフラとして重要な林道の安全性確保の推進（点検診断の実施率） 

0% （平成 26年度）→100%（平成 29年度）→ 100%（平成 31年度） 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

「林道森安～万波線」、「林道登谷線」の林道整備により森林へのアクセスを確保

し、林道の保全対策による林道の安全性の確保及び５－３その他の事業を活用し

て間伐を推進して健全な森林づくりを行う。 

また「市道高野スキー場線」、「市道第１館野町線」、「市道第５梨ヶ根線」、「市

道第１塩野線」、「市道林～丸山線」、「市道新名山
しんみょうやま

畔
うね

線」、「市道角川～中澤上
な か ぞ れ

線

支線１号」及び「市道下村～中切線」及び「市道跡津川線」の道路整備を行い通

行危険個所の解消を図り、安全で安心して通行できる道路ネットワークを構築す

る。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

道整備交付金【Ａ３００１】 

  対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続きを完了している。なお、

整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面による。 
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   ・市道 道路法に規定する市道に認定済み。（  ）内は認定年月日 

     高野スキー場線    （昭和 56年 1月 1日） 

     第１館野町線     （昭和 58年 3月 18日） 

     第５梨ヶ根線     （平成 15年 9月 26日） 

     第１塩野線      （昭和 58年 3月 18日） 

     新名山
しんみょうやま

畔
うね

線      （平成 14年 3月 29日） 

     角川～中澤上
な か ぞ れ

線支線１号（昭和 56年 3月 19日） 

     林～丸山線      （平成 12年 3月 29日） 

     下村～中切線     （昭和 56年 3月 19日） 

     跡津川線       （昭和 58年 3月 18日） 

   ・林道 森林法による宮・庄川地域森林計画変更計画書（平成 27 年 12 月

25日変更）に路線を記載。 

林道森安～万波線 

林道登谷線 

   ・林道の保全対策 

     林道双六瀬戸線 

[施設の種類]  [事業主体] 

・市 道   飛騨市 

・林 道   飛騨市  

 [事業区域] 

・飛騨市 

[事業期間] 

・市 道   平成 27年～平成 31年度 

・林 道   平成 27年～平成 31年度 

[整備量及び事業費] 

・市道 1.78km  

・林道 0.60km  

林道の保全対策（点検診断）32路線 53箇所（保全整備）1路線 4箇所 

・総事業費 777,000千円（うち交付金 377,700千円） 

市道 444,000千円（うち交付金 222,000千円） 

林道 333,000千円（うち交付金  155,700千円） 

 うち林道の保全対策 44,000千円（うち交付金 22,000 千円） 
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５－３ その他の事業 

地域再生法による特別の措置を活用するほか、「豊かな自然環境の持続と安定

した暮らしのまちづくり計画」を達成するため、以下の事業を総合的かつ一体的

に行うものとする。 

 ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

      該当なし 

 

 ５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

（１）森林整備地域活動支援交付金事業 

内  容 森林施業の集約化に必要な森林情報の収集、境界確認等の諸活動

に対して支援する。（農林水産省支援事業） 

実施主体 飛騨市 

実施期間 平成 27年 4月～平成 31年 3月 

（２）森林環境保全整備事業 

   内  容 面的にまとまって計画的に行う搬出間伐等の森林施業と、これと

一体となった森林作業道の開設を行う。（岐阜県支援事業） 

   実施主体 飛騨市森林組合、ひだ森林整備協同組合 

   実施期間 平成 27年 4月～平成 31年 3月 

（３）環境保全林整備事業 

内  容 既存の林業経営では採算の合わない飲用水や農業用水等の水源地

域や渓流域、急傾斜地等の森林の整備・保全を推進するため間伐

等を支援し、環境を重視した森林づくり、森林の公益的機能の維

持増進を図る。（岐阜県単独事業） 

実施主体 飛騨市、飛騨市森林組合 

実施期間 平成 27年 4月～平成 28年 3月 

（４）里山林整備事業 

   内  容 野生鳥獣による被害の軽減など地域住民の生活環境の保全や、生

物多様性の保全を図るため里山林の整備・管理を支援する。（岐

阜県単独事業） 

 実施主体 飛騨市、飛騨市森林組合 

実施期間 平成 27年 4月～平成 28年 3月 

 

６ 計画期間 

  平成 27年度～31年度 
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７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

  ４に示す地域再生計画の目標については、計画期間の中間年度及び計画年度終

了後に飛騨市が必要な調査等を行い、速やかに状況を把握する。 

定量的な目標に関わる基礎データは、岐阜県や飛騨市で行う調査データを用い

て評価を行う。 

 ７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

 

 26年 

基準年度 

29年 

(中間年度) 
最終目標 

目標１ 

搬出間伐量の 40％増加 

4,073㎥ 

H20～25平均 

(H24除く) 

5,300㎥ 5,700㎥ 

目標２ 

市道の危険箇所の 40％解消 

22箇所 

100% 

16箇所 

73% 

13箇所 

60% 

目標３ 

エコ・グリーンツーリズム 

観光客の 31％増加 

38,000人 40,000 人 50,000人 

目標４ 

点検診断の実施率 
0% 100% 100% 

 

（指標とする数値の収集方法） 

項  目 収集方法 

搬出間伐量の増加 岐阜県伐採実績管理データ 

市道危険個所の解消 飛騨市建設課の道路整備に関する調査 

エコ・グリーンツーリズム観光客

の増加 

観光レクレーション動態調査 

 

 ・目標の達成状況以外の評価を行う内容 

１．事業の進捗状況 

２．総合的な評価や今後の方針 

 

７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 



 

6 

 

 ４に示す地域再生計画の目標については、中間評価及び事後評価の内容を速や

かに岐阜県・飛騨市ホームページにより公表する。 

 



飛騨市地域再生計画飛騨市地域再生計画飛騨市地域再生計画飛騨市地域再生計画 整備箇所位置図整備箇所位置図整備箇所位置図整備箇所位置図

市道 角川～中澤上線支線１号(新設・改築)

林道 森安～万波線（開設）

市道 高野スキー場線（改築）

市道 第１館野町線(改築)

市道 第５梨ヶ根線(改築)

市道 新名山畦線（改築）

市道 下村～中切線（改築）

市道 林～丸山線（修繕）

市道 第１塩野線(補償)

飛騨市役所飛騨市役所飛騨市役所飛騨市役所

神神神神 通通通通 川川川川

林道洞～数河線林道洞～数河線林道洞～数河線林道洞～数河線

池ヶ原湿原池ヶ原湿原池ヶ原湿原池ヶ原湿原

天生湿原天生湿原天生湿原天生湿原

深洞湿原深洞湿原深洞湿原深洞湿原

山之村牧場山之村牧場山之村牧場山之村牧場

神岡城神岡城神岡城神岡城

林道保全対策（点検）

橋梁点検 32路線53橋

市道 跡津川線(改築)

林道 登谷線（改良）

スーパーカミオカンデスーパーカミオカンデスーパーカミオカンデスーパーカミオカンデ

富山県 有峰林道

大規模林道

高山市Ｒ４７１～富山県有峰林道

林道大谷線

林道森安万波線

未開設

林道大谷線

林道保全対策（保全整備）

橋梁整備 1路線4箇所
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