
村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 総務費 1 2

事業名称 3,766 千円 担当：

千円

千円

千円

文書広報一般経費

文書広報費

　〔　財　源　〕

千円負担金、補助及び交付金 15          

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕

需用費 3,751      千円

庶務係

【事業概要】
「広報しらかわ」を毎月発行します。全世帯に配布し、村に関係する行事や出来事・行政からのお知らせ
など、村民に知っていただきたい事項を掲載するとともに、村の歴史が分かる資料として、そして永久保
存する広報誌として、皆さんに読みやすく、分かりやすいものを作成します。広報誌をデータ化してホー
ムページに掲載することで、村外者に向けて発信します。また、村内行事やゴミ収集の予定を掲載した
「村民カレンダー」を作成し、毎年３月頃、区長宛文書を通じて配布します。

総務管理費

一般財源

県支出金

3,559        

100          

その他 107          



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 6 商工費 1 2

事業名称 21,502 千円 担当：

千円

商工費 商工業振興費

企業立地支援事業 産業振興係

【事業概要】
　企業立地促進条例に基づく助成金支援に伴う事業所等助成金。令和４年度は、次の事業所へ助成する。
　　①事業所等立地助成金　→
　　②事業所等設置助成金　→　ドミール白川、白川農場
　　③　　雇用促進助成金　→　御宿結の庄、白川農場
　　④事業所等借上助成金　→　白川農場

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

負担金、補助及び交付金 21,502      千円 一般財源 21,502      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 総務費 1 8

事業名称 24,056 千円 担当：

千円

千円

千円

千円

総務管理費 企画費

企画一般経費 産業振興係

【事業概要】
　企画関係全般に関する業務。事業費として、岐阜県空き家等総合相談員の招聘経費、各種関係協議会経費
を計上。また企画係に関係する補助金等の予算を一括計上。主な補助事業として、村外通勤助成、村づくり
活動支援補助、空き家改修等補助、ソーシャルビジネス支援補助、起業者支援補助、民間賃貸住宅居住助成
事業を計上。

千円 諸収入 1             

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

旅費 691         千円 県支出金 1,923        

千円

需用費 2,021       千円 寄附金 13,032      

役務費 2,720       

委託料 139         千円 一般財源 9,100        

負担金、補助及び交付金 18,485     



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 総務費 1 8

事業名称 3,553 千円 担当：

千円

総務管理費 企画費

地域おこし協力隊事業 産業振興係

【事業概要】
　地域おこし協力隊事業（人件費280万円/人、活動費200万円/人　特別交付税措置有り　最長3年/人）
　都市部の有能な人材の発想、視点、ノウハウを村づくりに活かすため、国の制度を活用し、地域おこし協
力隊として迎え入れる。３年の任期中は、村づくりに関連する事業に従事する一方で、３年後に事業自立化
の準備をしていただく。また行政側は、完全移住に向けた支援を行う。
　令和４年度は、村で開発した飛騨牛すったて鍋の食材である「すったて」をメインに、保木脇地区の深山
豆富店（〒501-5501岐阜県大野郡白川村保木脇260-14）が培ってきた「技術や技の継承」と「すったての製
造・販売・経営の確立」、また、カフェや飲食店などの新たな事業展開を企画・運営する。（令和３年度よ
り継続）

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

給料 1,930       千円 一般財源 3,553        

千円

職員手当等 488         千円 （特別交付税対象）

共済費 395         

需用費 200         千円

使用料及び賃借料 540         



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 総務費 1 8

事業名称 2,335 千円 担当：

千円

千円

総務管理費 企画費

地域ブランド開発育成事業 産業振興係

【事業概要】
　既存の白川郷産品のブランド化やブランド付加価値の創出を強化し、ブランド開発研究に向けた補助事業
と併用して総合的なブランド開発育成に向けた活動を推進する。
　①（補助金）地域ブランド開発支援事業：特産品の開発、サービスの構築など、村民が抱いている
　　　　　　　地域ブランドづくりの実現に向けた調査・研究・開発に係る経費の一部を補助する。
　②（交付金）白川村産農特産物の普及促進事業：六次産業化の活性化を図るため、
　　　　　　　結旨豚をはじめとする白川郷産品の価値の向上に努める取り組みに対して支援する。

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

報償費 240         千円 寄附金 132          

旅費 236         千円 一般財源 2,203        

需用費 249         

負担金、補助及び交付金 1,610       千円



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 総務費 1 8

事業名称 3,750 千円 担当：

千円

千円

千円

総務管理費 企画費

移住交流促進事業 産業振興係

【事業概要】
　移住促進を目的とした、移住体験住宅（だいだいどころ）とシェアハウス（やま小屋以上ほしぞら未満）
の運営管理を行う。また、岐阜県移住支援事業（わくわく地方生活実現政策パッケージ）による東京圏から
の移住支援を実施する。

千円 一般財源 1,000        

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

需用費 72           千円 県支出金 750          

委託料 2,453       千円 寄附金 2,000        

使用料及び賃借料 225         

負担金、補助及び交付金 1,000       千円



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 総務費 1 8

事業名称 3,109 千円 担当：

千円

千円

総務管理費 企画費

交流関係移住窓口運営事業 産業振興係

【事業概要】
　移住希望者と村民をつなぐ中間支援の仕組みを構築し、移住希望者の把握や、村内イベント、お試し移住
の機会を提供し、村の暮らし方の紹介を行う。また移住者と村民が触れ合える歓迎会や交流会を定期的に開
催し定住を促すほか、空き家調査やヒアリングによる空き家バンクの整備、地域ルールの明文化などソフト
面の整備を図る。また、令和４年度より、移住を考える候補者に対して、定期的に移住情報の発信を行う。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

報償費 150        千円 寄附金 2,000        

委託料 2,959      千円 一般財源 1,109        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 総務費 1 8

事業名称 103,813 千円 担当：

千円

総務管理費 企画費

ふるさと納税推進事業 産業振興係

【事業概要】
　村の活性化のための財源確保を目的に寄付金を募り、そのお返しとして寄付者の方の返礼品を贈答する。
寄付は直接寄付をする方法とサイトを経由する方法の２通りある。令和４年度は２１０，０００，０００円
の寄付金額を目標にし、事業に係る経費を寄付金額の４９.４％（１０３，８１３，０００円）とし、差額
の１０６，１８７，０００円を村の財源として確保する見込みである。※実績　R2：７４，４５８，１２６
円）

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

報償費 56,700     千円 寄附金 103,813    

役務費 11,170     千円

委託料 35,943     



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 総務費 1 8

事業名称 3,322 千円 担当：

千円

千円

総務管理費 企画費

シティプロモーション事業 産業振興係

【事業概要】
　郷土愛を育むシビックプライドの醸成に軸足を置いたシティプロモーションを促進するため、飛騨日日新
聞というローカルメディアを創設し、暮らしの中にある豊かさや誇りを掘り起こし、ＷＥＢ、ＳＮＳ、タブ
ロイド紙で発信する。
　令和４年度は、更なる移住定住促進を目的に内容の変更、配布先の精査等を行い、村に愛着を持った者及
びUターン候補者の移住促進を図る。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

委託料 3,322       千円 寄附金 3,000        

一般財源 322          



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 総務費 4 5

事業名称 3,457 千円 担当：

千円

千円

選挙費 参議院議員選挙費

参議院議員選挙費 庶務係

【事業概要】
　第26回参議院議員通常選挙にかかる費用。

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

報酬 168        千円 一般財源 3,038        

千円

職員手当等 2,200      千円 その他 419          

需用費 230        

委託料 611        千円

その他(旅費・役務費) 248        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 3 民生費 1 1

事業名称 1,500 千円 担当：

千円

千円

社会福祉費 社会福祉費

結婚新生活支援事業 村民福祉係

【事業概要】
【R4.4～新規事業】
結婚に伴う住宅取得費用・住宅賃借費用・引っ越し費用・リフォーム費用等を補助
対象世帯：夫婦共に婚姻日における年齢が３９歳以下かつ世帯年収４００万円未満の世帯
補助上限額：夫婦ともに２９歳以下の世帯は６０万円、それ以外は３０万円
非該当世帯：１０年以上定住予定の世帯に１０万円を支給

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

補助金及び交付金 1,200      千円 県支出金 800          

扶助費 300        千円 一般財源 700          



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 3 民生費 1 1

事業名称 2,161 千円 担当：

一般財源 千円

社会福祉費 社会福祉費

緊急通報サービス事業 村民福祉係

【事業概要】
　高齢者と障がい者のみの世帯に緊急通報装置を設置する。
緊急時にワンタッチでベルセンターに繋がり、センターから１１９番通報や登録者への連絡を行う。
月に２回程度、委託事業者が安否確認の電話をし、高齢者等の様子を把握している。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

委託料 1,655      千円 2,161        

使用料及び賃借料 506        千円



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 3 民生費 1 1

事業名称 27,232 千円 担当：

千円

千円

千円

社会福祉費 社会福祉費

外出支援事業 村民福祉係

【事業概要】
高齢者の移動手段確保のための福祉車両運行に関する経費
〇福祉バス（村内）　　　ダイヤ運行
〇まめなカー（村内）　　令和４年４月から完全予約制にて自宅から目的地まで運行
〇いかまいカー（村外）　令和３年１２月から高山方面以外（岐阜方面や富山・石川県）も運行

千円 一般財源 10,198      

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

運行に係る経費（委託料） 23,535    千円 過疎対策事業債 15,000      

需用費 1,910      千円 寄付金（ふるさと納税） 2,034        

リース料 1,630      

負担金 157        千円



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 3 民生費 1 2

事業名称 500 千円 担当：

千円

社会福祉費 老人福祉費

補聴器購入助成事業 村民福祉係

【事業概要】
【R4.4～新規事業】
難聴を放置しておくとコミュニケーション不足により孤立が進み、認知機能の低下やうつ病を発症するリ
スクが高まったり、事故を回避できないことがあるため、６５歳以上の障害者手帳を有しない中度難聴
（40db以上70db未満）者の補聴器の購入を補助する
補助基準額：１０万円、補助率：１／２、補助上限：５万円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

扶助費 500        千円 一般財源 500          



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 3 民生費 1 2

事業名称 500 千円 担当：

千円

社会福祉費 老人福祉費

敬老会開催事業 村民福祉係

【事業概要】
・村内在住の７０歳以上の高齢者を対象とし、９月１６日に敬老会を開催する。
・喜寿及び米寿を迎える方に記念品を贈呈
・１００歳を迎える高齢者に祝金１０万円を贈呈

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

報償費 412        千円 一般財源 1,453        

需用費 521        千円

委託料 500        

その他 20          千円



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 3 民生費 1 4

事業名称 2,640 千円 担当：

千円

千円

社会福祉費 福祉医療費

村単福祉医療費助成事業 村民福祉係

【事業概要】
児童等医療費助成事業。（白川郷学園入学から卒業まで）
保険診療にかかる自己負担額を助成。（県内は現物給付、県外は償還払い）

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

扶助費 2,640      千円 過疎対策事業債 2,000        

一般財源 640          



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 3 民生費 2 3

事業名称 10,784 千円 担当：

千円

千円

児童福祉費 児童福祉施設費

児童公園管理一般経費 社会教育係

【事業概要】
　児童公園遊具保守点検委託料の計上。平瀬児童公園グラウンドゴルフ場芝生管理業務委託料の計上。草刈
り・除草剤散布・トイレ掃除をシルバー人材に環境整備委託料の計上。R4は白川公園遊具修繕、白川公園休
憩施設新設工事、平瀬児童公園の砂場新設工事の計上。

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

需用費 1,410      千円 地方債（過疎対策事業債） 7,800        

委託料 1,095      千円 一般財源 2,987        

工事請負費 8,279      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 3 民生費 2 4

事業名称 46,298 千円 担当：

千円

千円

千円

児童福祉費 児童福祉施設費

保育所臨時経費 保育園

【事業概要】
　築２７年が経過した白川保育園の園舎、外構（遊具、プールなど）の改修工事や、南部地区の園児送迎用
の幼児用バスを購入し、より一層、子育てしやすい環境や、質の高い保育を行っていく環境を整備する。

千円 一般財源 8,822        

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

工事請負費 40,000    千円 地方債（過疎対策事業債） 32,900      

備品購入費 4,958      千円 県支出金 4,576        

委託料 1,340      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 5 農林水産業費 1 3

事業名称 6,695 千円 担当：

千円

千円

農業費 農業振興費

中山間地域等直接支払事業 農林係

【事業概要】
　中山間地域における農地の耕作放棄地の防止や、農業生産の条件不利地域の解消などの目的から、農地の
傾斜・面積に応じて交付金を支払う。Ｒ２年度～Ｒ６年度の継続事業（第５期対策）

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　交付金 6,695        千円 　一般財源 1,674        

　県支出金 5,021        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 5 農林水産業費 1 3

事業名称 1,000 千円 担当：

千円

農業費 農業振興費

農業振興一般経費（白川郷美味しいお米プロジェクト） 農林係

【事業概要】
　白川村産米の食味品質の向上と地産地消を進め、観光と連携したブランド化を行っていく。
【食味品質の向上】：全国規模の米・食味コンクールにおいて上位入賞を目指す。参画農家全体の栽培技術
の向上を図り、美味しいお米の産地といての認知度を高める。
【地産】：白川郷産米の村内産認定制度やブランドロゴ等の作成。
【地消】：観光と連携した地消形態の構築、ブランド商標登録。
【管理】：白川郷産米の個別管理体制の確立、ブランド管理体制の確立。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　交付金 1,000        千円 　一般財源 1,000        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 5 農林水産業費 1 3

事業名称 6,461 千円 担当：

千円

千円

農業費 農業振興費

耕畜環境循環化事業 農林係

【事業概要】
白川村畜産クラスター計画に基づき、養豚場から出る優良な堆肥を地域内循環するため必要な施設・機械整
備を実施する。また美味しいお米プロジェクトと連携し、畑だけでなく水稲にも活用できる連携体制を構築
する。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　委託料 1,461       千円 　地方債 3,800        

　備品購入費 5,000       千円 　一般財源 2,661        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 5 農林水産業費 1 4

事業名称 9,500 千円 担当：

千円

農業費 畜産業費

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 農林係

【事業概要】
　白川村畜産クラスター計画に基づき、村内の耕畜循環型農業を推進する。畜産農家が導入する農業機械整
備に対し国や県の財源を活用し補助する。（国補助1/2）

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　補助金 9,500       千円 　国庫支出金 9,500        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 5 農林水産業費 1 6

事業名称 8,850 千円 担当：

千円

千円

農業費 農地費

多面的機能支払交付金事業 農林係

【事業概要】
　農地の有する多面的機能の維持増進のために、地域で行う共同作業（農道等の草刈り）に対する賃金や農
地に付随する設備（用水路等）の更新等を行う。Ｒ元～５年度の５カ年事業。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　交付金 8,850       千円 　県支出金 6,637        

　一般財源 2,213        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 5 農林水産業費 1 6

事業名称 12,000 千円 担当：

千円

千円

農業費 農地費

中山間地域総合整備事業 建設係

【事業概要】
　県営中山間地域総合整備事業「合掌地区」（R1～R5）
令和元年度に詳細設計を実施し、その成果に基づき飛騨農林事務所が施工主体となり事業を実施する。事業
費の１５％を負担金として計上する。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　負担金 12,000      千円 　地方債 11,100      

　負担金 900          



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 5 農林水産業費 1 6

事業名称 18,692 千円 担当：

千円

千円

農業費 農地費

戸ヶ野用水清流発電施設管理経費 建設係

【事業概要】
　戸ヶ野清流発電所管理経費　一式
　水利組合、電気主任技術者の委託
　発電機水車の保守管理
　施設管理のための管理道路整備と自動除塵機チェーン取替を行う
　売電収入を財源とし実施する。
　各維持管理経費の他、村の施設（道の駅や下水処理場、農業農村整備事業で整備した施設）への電気代に
充当し、残った金額を今後の発電機補修のために積立てる

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　維持管理委託料 3,802       千円 　電気売払収入 18,646      

　負担金（電気料充当） 624          千円 　基金利子 46           

　工事請負費 5,000       

　積立金 1,990       千円



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 5 農林水産業費 2 2

事業名称 10,000 千円 担当：

千円

林業費 林業振興費

清流の国ぎふ森林・環境基金事業 農林係

【事業概要】
　造林以外の目的とする森林施業に係る事業。里山のカシノナガキクイムシ被害木（不用木）を除去するた
めの伐採・村民の生活に直接危険を及ぼす立木、枯損木（危険木）を除去するための伐採について、森林環
境税を財源として実施する。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

業務委託料
（危険木・不用木除去）

10,000      千円 　県補助金 10,000      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 5 農林水産業費 2 2

事業名称 4,556 千円 担当：

千円

林業費 林業振興費

水源林造成事業 農林係

【事業概要】
　森林研究・整備機構森林整備センターによる旧公団造林の造林事業。水源涵養能力を高めるため、徐間伐
及び生物防除を行う。森林事業所を連携し要望・検査等実施する。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　工事請負費 4,556        千円 　諸収入（森林研究・整備機構より） 4,556        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 5 農林水産業費 2 2

事業名称 7,002 千円 担当：

千円

千円

林業費 林業振興費

森林環境保全直接支援事業 農林係

【事業概要】
　森林経営計画を作成し、間伐、下刈り、雪起こし等を行い、令和２年度から皆伐・再造林を行ってきた村
有林などの立木の成育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図り、森林資源の維持増進をする。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　業務委託料 7,002        千円 　県支出金 4,020        

　一般財源 2,982        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 5 農林水産業費 2 2

事業名称 3,092 千円 担当：

千円

千円

林業費 林業振興費

鳥獣被害対策事業 農林係

【事業概要】
　有害鳥獣による農林水産物等に係る被害防止のため被害防止における様々な支援を行う。また、国や県及
び近隣市町村と共に豚熱感染拡大の防止を図る。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　報償費 2,970        千円 　県支出金 581          

　その他（負担金等） 122          千円 　一般財源 2,511        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 5 農林水産業費 2 5

事業名称 116,236 千円 担当：

千円

千円

林業費 白山林道管理費

白山林道管理一般経費 建設係

【事業概要】
　白山林道管理運営業務　一式
　　白山林道全般の維持補修委託、料金徴収業務委託
　　区画線や路肩擁壁補修工事
　　白川郷展望台の整備計画に基づき展望台公園の整備を行う

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　委託料 ・春期除雪業務 15,000      千円 　受託事業収入 116,236    

　　　　・料金徴収、道路維持 42,000      千円 　一般財源 100          

工事費・白川郷展望台整備工事 38,000      

　　　 ・ライブカメラ設置工事 5,000        千円



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 6 商工費 1 3

事業名称 8,296 千円 担当：

千円

商工費 観光費

誘客宣伝事業 商工観光係

【事業概要】
　白川郷への誘客を図るため、国内外の観光キャンペーンの参加、各種メディアや旅行会社などの取材・視
察の受け入れを通じ、白川郷の魅力を発信します。
　令和４年度は、高山市と共同プロモーション事業を進めるための事業費の他、国内誘客を重点的に行うた
めの広告費を確保しています。

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

旅費 2,579      千円 一般財源 8,296        

千円

需用費 1,037      千円

役務費 1,149      

委託料 1,320      千円

使用料及び賃借料 2,211      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 6 商工費 1 3

事業名称 9,703 千円 担当：

千円

千円

商工費 観光費

白山国立公園管理事業 商工観光係

【事業概要】
　白山国立公園の保全と誘客のため、大白川園地の草刈り・点検(施設の雪囲い等)、公園内のゴミ処理、登
山道草刈りの他、大白川園地内施設および白山ブナの森キャンプ場の指定管理委託など行います。
　令和４年度は、三方岩登山の危険個所回避のため、登山道の一部付け替えを計画しています。

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

需用費 5,650      千円 県支出金 555          

千円

役務費 230        千円 一般財源 9,148        

委託料 2,814      

使用料及び賃借料 150        千円

負担金、補助及び交付金 859        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 6 商工費 1 3

事業名称 22,250 千円 担当：

千円

千円

商工費 観光費

駐車場等交通整理事業 商工観光係

【事業概要】
　荻町世界遺産集落における観光車両の乗入れ自主規制を進めるため、週末や観光繁忙期（ゴールデン
ウィーク、お盆、紅葉時期等）にガードマンを配置して交通整理誘導を行います。この他、どぶろく祭り等
のイベント開催時においても車輌誘導を行うため、ガードマンを計画的に配置します。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

委託料 22,250    千円 地方債（過疎対策事業債） 12,000      

一般財源 10,250      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 6 商工費 1 3

事業名称 7,565 千円 担当：

千円

商工費 観光費

魅力ある観光地域づくり推進事業 商工観光係

【事業概要】
　総合戦略にある「これからの観光地域づくり備える」を推進するため、白川村の魅力向上や観光ニーズを
取り込むための様々な事業について、当該事業にて試験的に実施することにより、効果を見定めます。
　令和４年度は、①アニメファンの誘客促進、②地元食材を使った食の開発、③バス事業者と連携した個人
旅行者の獲得、④地域の稼ぐ仕組みを構築するためのＤＭＯ（観光地域づくり法人）の調査研究の４事業を
行います。

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

需用費 465        千円 一般財源 7,565        

委託料 6,500      千円

使用料及び賃借料 100        

負担金、補助及び交付金 500        千円



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 6 商工費 1 3

事業名称 21,000 千円 担当：

千円

千円

商工費 観光費

観光マネージメントサイン看板整備事業 商工観光係

【事業概要】
　老朽化して文字の判別も困難な荻町集落内の観光案内看板の更新ついて、大学連携の一環として京都女子
大学生活デザイン研究所と「白川村観光マネジメントデザイン看板プロジェクト」として協働で進めてお
り、令和４年度を最終年度としてデザイン性と外国人でもわかりやすい表示と景観に配慮した看板を設置し
ます。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

委託料 2,000      千円 地方債（過疎対策事業債） 18,000      

工事請負費 19,000    千円 一般財源 3,000        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 6 商工費 1 3

事業名称 26,108 千円 担当：

千円

千円

商工費 観光費

小水力発電施設管理経費 建設係

【事業概要】
　白川村平瀬小水力発電「しらみずのチカラ」の維持管理経費。修繕計画に基づく電気設備修繕と、電気主
任技術者及び電気保守に係る委託を実施する。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　保守点検委託料 7,266        千円 　電気売払収入 26,080      

　積立金 14,264      千円 　基金利子 28           



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 7 土木費 2 2

事業名称 18,930 千円 担当：

千円

道路橋りょう費 道理維持費

村道補修経費 建設係

【事業概要】
　村管理道路の舗装補修、側溝補修など突発的補修業務に早急に対応できるよう、工区ごとに業務委託し緊
急補修を実施している。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　業務委託料（3工区） 18,930      千円 　一般財源 18,930      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 7 土木費 2 3

事業名称 90,000 千円 担当：

千円

千円

千円

道路橋りょう費 道路新設改良費

道路メンテナンス補助事業 建設係

【事業概要】
 　橋梁、トンネル、スノーシェッドなどの構造物長寿命化のために創設された補助金事業
 村道戸島鳩谷線に架かる戸島橋は平成21年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、老朽化対策として
補修工事を実施してきたが、塗装面の塗替工事を実施する。

　一般財源 35           

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　工事請負費 90,000      千円 　道路メンテナンス補助金(国庫) 52,965      

　地方債 37,000      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 7 土木費 2 3

事業名称 45,500 千円 担当：

千円

千円

千円

道路橋りょう費 道路新設改良費

社会資本整備総合交付金事業 建設係

【事業概要】
 平成２４年度に創設された防災安全交付金について５カ年計画を策定しており、法面対策や橋梁補修といっ
た災害防除、舗装補修や側溝補修なと、安全で快適な交通確保を目的とした計画で事業を実施する。今後も
継続して事業を実施していく。
 村道鳩谷馬狩線は白山白川郷ホワイトロードへと通じる観光路線であるが、法面は急峻で落石の恐れがある
ため、落石対策として落石防護柵を設置する。

　一般財源 5,500        

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　事務処理委託料費 5,500        千円 　社会資本整備総合交付金(国庫) 21,600      

　工事請負費 40,000      千円 　地方債 18,400      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 7 土木費 2 3

事業名称 106,000 千円 担当：

千円

千円

道路橋りょう費 道路新設改良費

村単村道改良事業 建設係

【事業概要】
　路面性状調査結果に基づく舗装面の老朽化に対し舗装補修工事を継続的に実施する。
　（木谷稗田線、ゲンダ洞線、荻町下ゴソ線、みだしま公園線、飯島集落センター前線）
　平瀬1号線消雪井戸ポンプ老朽化に伴う更新工事
　鳩谷馬狩線ガードレール更新工事

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

　工事請負費（７工事） 106,000     千円 　地方債 98,000      

　一般財源 8,000        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 8 消防費 1 1

事業名称 117,318 千円 担当：

千円

千円使用料 2,266      千円 一般財源 117,076    

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

委託料 115,052   千円 県支出金 242          

消防費 常備消防費

常備消防一般経費 消防係

【事業概要】
　白川村における常備消防業務を高山市に委託する経費の他、消防署業務に係る費用を計上し、安心安全
に備える。事務委託料が白川出張所にかかる費用及び高山市消防本部の費用の内白川村に係る案分。使用
料がサイレン吹鳴にかかる回線使用料他となる。



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 8 消防費 1 3

事業名称 2,002 千円 担当：

千円

消防費 消防施設費

防災行政無線設備改修事業 消防係

【事業概要】
　雪崩の被害を受けた馬狩地内無線中継局舎の復旧に係る費用。移設した機器の移動設置等に関する工事
請負費を計上する。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

工事請負費 2,002      千円 一般財源 2,002        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 8 消防費 1 3

事業名称 5,262 千円 担当：

千円

千円

消防費 消防施設費

消防団車両等整備更新事業 消防係

【事業概要】
　老朽化した小型動力ポンプ2台を更新計画に基づき更新する。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

備品購入費 5,262      千円 県支出金 4,500        

一般財源 762          



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 1 2

事業名称 3,470 千円 担当：

千円

教育総務費 事務局費

子育て教育推進事業 学校教育係

【事業概要】
子育てを支援するための経費です。
①第３子以降と、片親世帯の児童生徒の給食費を全額免除
②第３子以降と、片親世帯の高校生及び障がいのある高校生の通学費を助成
令和４の対象は、給食費免除２５名、高校生通学費助成１７名を予定しています。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

扶助費 3,470      千円 一般財源 3,470        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 1 2

事業名称 5,445 千円 担当：

千円

教育総務費 事務局費

ＡＬＴ招致事業 学校教育係

【事業概要】
　ALT（外国語指導者助手）を招致して、本物の外国語を聞き、会話することで、語学力の向上や国際化に
対応する人材を育成します。村では、カナダ、アメリカ、オーストラリアなど英語圏からALTを招致して、
学校の英語授業や保育園等での外国語活動に携わっていただいています。令和４年度も民間業者に業務委
託して事業を行う。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

業務委託 5,445      千円 一般財源 5,445        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 1 2

事業名称 10,264 千円 担当：

千円

千円

教育総務費 事務局費

児童生徒輸送経費 学校教育係

【事業概要】
白川郷学園の児童生徒が安全安心に通学するための、スクールバス・送迎車両等の管理経費です。

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

需用費（燃料代他） 3,705      千円 地方債（過疎対策事業債） 5,000        

役務費（車検等手数料他） 944        千円 一般財源 5,264        

運転業務委託料 5,385      

その他の費用 230        千円



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 1 2

事業名称 1,292 千円 担当：

千円

千円

教育総務費 事務局費

義務教育学校推進事業 学校教育係

【事業概要】
　平成２３年度から児童生徒の「ひとりだち」を願い、小中一貫教育に取り組んでおり、平成２９年度か
ら義務教育学校を開校しました。「ひとりだち」のためには、将来の目標や生きる目的をできるだけ早い
時期に持たせることが重要であるため、一貫教育の強みの一つであるキャリア教育を強力に進めます。ま
た全国小中一貫教育サミットや特色ある教育を実施している現場を視察することで、全国の一貫教育の現
状や最新の教育現場の情報を的確に捉え、本村の教育に取り込みます。

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

報償費 130        千円 県支出金 992          

旅費 537        千円 一般財源 300          

需用費 249        

委託料他 376        千円



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 2 1

事業名称 23,690 千円 担当：

千円

千円

義務教育学校費 学校管理費

白川郷学園管理一般経費 学校教育係

【事業概要】
　白川郷学園の児童生徒が安心安全に学校生活を送るための施設管理や必要物品の購入にかかる経費を計
上しています。

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

需用費（光熱水費・消耗品等） 16,387    千円 その他 7,592        

千円

委託料（保守管理等） 2,753      千円 一般財源 16,098      

リース料 1,628      

備品購入費 600        千円

その他の経費（報償費等） 2,322      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 2 1

事業名称 23,690 千円 担当：

千円

義務教育学校費 学校管理費

白川郷学園ICT整備事業 学校教育係

【事業概要】
　白川郷学園のICT機器整備の一環として、平成２７年度からタブレット端末を導入し、児童生徒及び教員
に１人１台貸与しています。この事業では、そのタブレット端末及びその他ICT機器に関する経費を計上し
ています。
　本事業で導入した機器を活用し、児童生徒の学習意欲と情報化社会に対応した能力の向上を図るほか、
教員の授業教材準備等における労力軽減を目指します。

千円

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

需用費（消耗品等） 2,100      千円 一般財源 4,141        

使用料 845        千円

その他の経費 1,196      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 2 2

事業名称 4,451 千円 担当：

千円

義務教育学校費 事務局費

白川郷学園海外研修補助事業 学校教育係

【事業概要】
　白川郷学園の最高学園である９年生を海外（オーストラリア）に派遣し、ホームステイ・現地学校との
交流・世界遺産等視察などを通して、義務教育９年間で学んだ、英語学習・郷土学習・ひとりだちの集大
成として実施します。
　昨年度はコロナウイルスの影響により、国内研修に変更となりました。令和４年度においても、感染状
況を鑑みて研修先を検討します。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

補助金 4,451      千円 一般財源 4,451        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 3 3

事業名称 5,419 千円 担当：

千円

千円

社会教育費 文化財保護費

文化遺産活用観光マネージメント事業 文化財係

【事業概要】
　村の民謡や獅子舞等の伝統芸能継承活動活性化を目的とした継承活動支援を実施。また、令和4年度は
「ホンコサマ料理」の記録調査事業を実施。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

補助金 5,419      千円 国庫支出金 5,164        

一般財源 255          



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 3 3

事業名称 17,368 千円 担当：

千円

千円

社会教育費 文化財保護費

茅育成事業 文化財係

【事業概要】
　合掌造りの茅葺き屋根に使用する村内産茅の自給率向上を目的に茅の育成を実施。茅刈機械の運用とと
もに機械で刈り取った茅を茅束ね直し作業スペース確保のための茅保管庫の増築を実施。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

委託料 2,466      千円 保存協力寄付金 3,368        

工事請負費 14,902    千円 地方債（過疎対策事業債） 14,000      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 3 3

事業名称 41,999 千円 担当：

千円

千円

千円

千円

千円

社会教育費 文化財保護費

荻町伝建地区保存事業費 文化財係

【事業概要】
　白川村荻町重要伝統的建造物群保存地区を保全するための経費。令和4年度は合掌造りの屋根の葺き替え
6件及び軸部修理1件を実施。

千円 集落保存協力寄付金 3,950        

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

補助金 41,870    千円 国庫支出金 27,235      

集落保存基金繰入金 9,786        

旅費 89          千円 集落保存基金利子 28           

需要費 40          

WAON寄付金 1,000        



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 3 3

事業名称 10,806 千円 担当：

千円

千円

千円

社会教育費 文化財保護費

文化財保護臨時経費 文化財係

【事業概要】
　岐阜県指定名勝「白水滝」を国指定名勝とするための調査報告書作成し令和5年度の国名勝指定を目指し
ます。また、合掌造り民家園内県指定文化財旧山茂家馬小屋保存修理事業、旧中野長治郎家住宅保存修理
事業を実施します。

千円 一般財源 5,827        

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

報償費 260        千円 国庫支出金 1,625        

千円

旅費 534        千円 県支出金 3,354        

需要費（印刷製本含む） 1,316      

委託料 1,266      千円

補助金 6,708      



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 4 3

事業名称 54,868 千円 担当：

千円

千円

保健体育費 保健体育総務費

南部地区拠点施設再整備事業 社会体育係

【事業概要】
平瀬体育館大規模改修工事。令和３．４年度で改修工事費の計上。

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

設計委託料 2,046      千円 地方債（辺地対策事業債） 54,800      

工事請負費 52,822    千円 一般財源 68           



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 9 教育費 4 3

事業名称 33,470 千円 担当：

千円

千円

千円

保健体育費 学校給食費

学校給食センター管理経費 学校教育係

【事業概要】
　安心安全な給食提供のために必要な学校給食センターの管理運営にかかる経費を計上しています。

千円 一般財源 12,170      

　〔　主　な　経　費　内　訳　〕 　〔　財　源　〕

需用費（消耗品等） 14,541    千円 地方債（過疎対策事業債） 13,000      

委託料（業務委託） 16,384    千円 その他 8,300        

リース料 1,790      

その他の経費（報償費等） 755        千円


