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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 １１１１款款款款．．．．議会費議会費議会費議会費．．．．１１１１項項項項．．．．議会費議会費議会費議会費    １１１１目目目目．．．．議会費議会費議会費議会費 

事業名称 議会人件費議会人件費議会人件費議会人件費    ３１３１３１３１，，，，４８４４８４４８４４８４千円千円千円千円    （ 担当：議会事務局 ） 

    

白川村議会議員の報酬  議   長  ２６０千円（１名）／月、副 議 長  ２００千円（１名）／月 

           常任委員長  １９０千円（１名）／月、広報委員長  １９０千円（１名）／月 

           議   員  １８０千円（３名）／月 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

議員報酬   １６，４７５千円 

職員手当等   ６，１９０千円 

共済費     ８，８１９千円 

一般財源  ３１，４８４千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 １１１１款款款款．．．．議会費議会費議会費議会費．．．．１１１１項項項項．．．．議会費議会費議会費議会費    １１１１目目目目．．．．議会費議会費議会費議会費 

事業名称 議会一般経費議会一般経費議会一般経費議会一般経費    ２２２２，，，，６８２６８２６８２６８２千円千円千円千円    （ 担当：議会事務局 ） 

    

議会改革の一環により、開かれた議会とするため「議会だより」を発行します。 

通常「広報しらかわ」により定例会翌月に一般質問などを掲載していましたが、今後は定例会翌月に「議会だより」とし

て、議員自らが原稿を書き、村民目線に立った広報づくりを目指します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

議員の旅費（費用弁償）や月刊誌の購入保ほかに、 

印刷製本費 ８００千円 

（議会だより ４回／年を発行） 

一般財源    ８００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 １１１１款款款款．．．．議会費議会費議会費議会費．．．．１１１１項項項項．．．．議会費議会費議会費議会費    １１１１目目目目．．．．議会費議会費議会費議会費 

事業名称 議会臨時経費議会臨時経費議会臨時経費議会臨時経費    ４４４４，，，，０９８０９８０９８０９８千円千円千円千円    （ 担当： 議会事務局 ） 

    

各議会議員がタブレットを保有し、議員としての情報発信を行ないます。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

通信運搬費   ５７２千円 

業務委託料 ２，０２２千円 

備品購入費   ６６４千円 

政務活動費   ８４０千年円（７名分） 

（議員一人当たり １０千円／月） 

一般財源   ４，０９８，０００円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 １１１１款款款款．．．．議会費議会費議会費議会費．．．．１１１１項項項項．．．．議会費議会費議会費議会費    １１１１目目目目．．．．議会費議会費議会費議会費 

事業名称 視察研修視察研修視察研修視察研修事業事業事業事業        ９８２９８２９８２９８２千円千円千円千円    （ 担当： 議会事務局 ） 

    

円滑で活発な議会運営や議員のレベルアップ、各種調査を行います。 

更に、国や県への陳情を行い、国・県予算の配分増を要望し村公共事業等の実施に向け強く要望活動を実施します。 

岐阜県選出の国会議員を対象とした東京陳情を実施します。（毎年継続的に） 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

議会議員 費用弁償 ７人☓１２２千円 

事務局  普通旅費 １人☓１２４千円 

 

いずれも、村一般財源 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    １１１１目目目目．．．．一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 

事業名称 特別職報酬等審議会委員報酬特別職報酬等審議会委員報酬特別職報酬等審議会委員報酬特別職報酬等審議会委員報酬    １７１７１７１７千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

報酬（委員３名） 

 特別職や議会議員の報酬について審議いたします。 

平成２６年度の報酬等審議委員 

 民生児童委員会長、選挙管理委員会委員長、女性会代表（荻町女性会長） 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

報酬（１回）１６，５００円 

（５，５００円☓３人☓１日） 

村一般財源 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    １１１１目目目目．．．．一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 

事業名称 一般管理臨時経費一般管理臨時経費一般管理臨時経費一般管理臨時経費    ２３５２３５２３５２３５千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

報償費（自治功労者表彰記念品、村長表彰記念、職員表彰記念） 

 ※表彰者は、現時点では不明なため、概算人数により費用を算出しております。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

報償費 自治功労者・村長表彰記念品  

４人分 ２１５千円 

村職員表彰在職３０年記念品 

１人分  １５千円 

 

村一般財源 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    １１１１目目目目．．．．一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 

事業名称 白川村例規集白川村例規集白川村例規集白川村例規集デジタルデジタルデジタルデジタル化事業化事業化事業化事業    １２１２１２１２，，，，１０９１０９１０９１０９千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

法改正等による村例規集の更新への対応やデジタル化対応への委託作業を実施します。 

また、平成２７年度に予定されている「行政手続整備及び行政不服審査法改正整備」関連の新規事業委託の実施を行いま

す。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

更新・保守管理委託等  １１，０７２千円 

使用料          １，０３７千円 

村一般財源 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    １１１１目目目目．．．．一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 

事業名称 区長会補助事業区長会補助事業区長会補助事業区長会補助事業    ３００３００３００３００千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

村区長会は、村内１６集落の各区長、事業所（電源開発、関西電力、警察、トヨタ白川郷自然學校、愛知慈恵会など）の

併せて２３名で構成されております。 

毎年１１月に国内研修を兼ねて、交流・親睦を深める研修会を１泊２日で開催しています。 

参加者からは、参加負担金１０，０００円を徴収しております。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

区長会視察研修補助金 １５名×２０，０００円 村一般財源 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    １１１１目目目目．．．．一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 

事業名称 職員研修一般経費職員研修一般経費職員研修一般経費職員研修一般経費    ５０５５０５５０５５０５千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

岐阜県市町村職員研修センターなどの関連研修施設に受講する、職員研修費用となります。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

職員 普通旅費 ３７名分 ５００，０００円 

研修負担金          ５，０００円 

村一般財源 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    １１１１目目目目．．．．一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 

事業名称 顧問弁護士報酬顧問弁護士報酬顧問弁護士報酬顧問弁護士報酬    ５１９５１９５１９５１９千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

村内で発生する問題に対し、職員では対応しきれない法的な対応が必要な場合において、法律の専門家に相談するための

経費となります。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

報酬 ５１９，０００円 村一般財源 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    １１１１目目目目．．．．一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 

事業名称 マイクロバスマイクロバスマイクロバスマイクロバス運行業務委託運行業務委託運行業務委託運行業務委託事業事業事業事業    ７７７７，，，，０２００２００２００２０千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

 村が主体となってマイクロバス運行業務を実施し、村が実施する行事や小中学校及びその他公共団体が利用します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

 

運行委託料  ７，０２０千円 

 

 

 

 

一般財源    ５２０千円 

過疎債   ６，５００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ３３３３目目目目．．．．財政管理費財政管理費財政管理費財政管理費 

事業名称 公共施設等総合管理計画策定事業公共施設等総合管理計画策定事業公共施設等総合管理計画策定事業公共施設等総合管理計画策定事業    ２８２８２８２８，，，，１８５１８５１８５１８５千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

安定した施設管理を実現し、また公会計制度を導入するため、公会計管理台帳及び公共施設等総合管理計画を策定します。 

（公共施設等総合管理計画策定に係る特別交付税措置１／２[H26～H28]） 

※公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、 

財政負担の軽減・平準化や公共施設等の最適な配置の実現を目指すための計画策定経費。 

（統一的な基準による地方公会計整備に係る特別交付税措置[H26～H29]） 

※固定資産台帳の整備に要する経費及び財務書類等の作成に必要なコンサルテイング等に要する経費など。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

業務委託料 ８，１８５千円 

（詳細） 

公共施設等総合管理計画策定業務 １８，０００千円 

公会計管理台帳整備事業     １０，１８５千円 

一般財源 ２８，１８５千円 

（詳細） 

公共施設等総合管理計画策定業務 １８，０００千円 

公会計管理台帳整備事業     １０，１８５千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ３３３３目目目目．．．．財政管理費財政管理費財政管理費財政管理費 

事業名称 新地方公会計制度導入経費新地方公会計制度導入経費新地方公会計制度導入経費新地方公会計制度導入経費    １１１１，，，，０２６０２６０２６０２６千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 税財政係 ） 

    

財政状況を診断するための財務諸表を充実するため、企業経営に用いられる複式簿記を取り入れ、「貸借対照表」・「行政コ

スト計算書」・「純資産変動計算書」・「資金収支計算書」を整備し、資産（財産等）や債務（借金等）、コスト等の把握や管理

に努めます。導入経費にあたってはコンサル委託を行い、合同講習会及び個別指導により連結財務書類も含めた計算書の作

成を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

研修に参加する旅費      ８千円 

コンサル委託経費   １，０１８千円 

内訳：合同コンサル委託料  ２７０千円 

財務書類作成指導・助言委託 ７４８千円 

 

一般財源       １，０２６千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ５５５５目目目目．．．．財産管理費財産管理費財産管理費財産管理費 

事業名称 電算管理臨時経費電算管理臨時経費電算管理臨時経費電算管理臨時経費    ８８８８，，，，４２４２４２４２１１１１千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

 平成２７年１０月より実施されるマイナンバー制度に対応するため、平成２６年度に整備済みである総合行政システムの

改修を実施します。 

（マイナンバー制度とは、個人番号カードの交付により、年金や雇用保険、医療保険の手続き、確定申告など法律で定めら

れた事務に限り行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。また、情報提供等記録開示システムによる情報の確認、提供

などのサービスが利用できます。） 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

 

業務委託料   ８，４２１千円 

 

 

 

 

一般財源  ８，４２１千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ５５５５目目目目．．．．財産管理費財産管理費財産管理費財産管理費 

事業名称 庁用車庁用車庁用車庁用車リースリースリースリース事業事業事業事業    ２２２２，，，，５７３５７３５７３５７３千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

 役場にて使用する車両をリースで整備することにより、適切な管理を実施いたします。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

 

使用料及び賃借料   ２，５７３千円 

 

 

 

 

一般財源  ２，５７３千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ５５５５目目目目．．．．財産管理費財産管理費財産管理費財産管理費 

事業名称 不動産登不動産登不動産登不動産登記委託事業記委託事業記委託事業記委託事業    ４００４００４００４００千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

 役場で管理している土地・建物の移動等について、適切な業務を行うべく、岐阜県土地家屋調査士協会への委託を行いま

す。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

 

委託料   ４００千円 

 

 

 

 

一般財源   ４００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ８８８８目目目目．．．．企画費企画費企画費企画費 

事業名称 村外通勤助成事業村外通勤助成事業村外通勤助成事業村外通勤助成事業    ２２２２，，，，８８０８８０８８０８８０千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

 村内に住所をおき村外に安定的、通年にわたり雇用され、社会通念上月の就業すべき日数勤務し、通勤就労している者に

対し、通勤費助成金を給付します。 

 雇用環境が十分ではない村の現状を踏まえた上で、村外に就職しながらも生活の本拠地を白川村においていただき、定住

人口の維持・増加を図ります。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・扶助費    ２，８８０千円 

 

・ 一般財源      ８８０千円（３１％） 

・地 方 債    ２，０００千円（６９％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ８８８８目目目目．．．．企企企企画費画費画費画費 

事業名称 ふるさとふるさとふるさとふるさと博士認定博士認定博士認定博士認定事業事業事業事業    １１１１，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

全ての村民が自分の個性と村特有の資源（自然、歴史、生活文化等）を再認識し、再発見することを目的として、「ふるさ

と博士」認定制度を創設し、運用していきます。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・業務委託料    １，０００千円  

 

 

 

 

・ 一般財源     １，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ８８８８目目目目．．．．企画費企画費企画費企画費 

事業名称 元気元気元気元気なななな地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり推推推推進事業進事業進事業進事業    ５５５５，，，，２００２００２００２００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

地域のことは地域で考え解決していく自立した地域づくりを目指すために以下のことを行います。 

①各地域の地域づくり団体等の活動を支援します。 

②外部との交流や村内外の有識者・協力者の力を借りることで、元気な村づくりに繋げていきます。 

③地域ブランド商品の開発支援等の取組を中心に、夢が叶う村として村民の皆さんを応援します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・補助金      ５００千円 

・交付金    ４，７００千円 

 

・一般財源     ５，２００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ８８８８目目目目．．．．企画費企画費企画費企画費 

事業名称 空空空空きききき家再生活用事業家再生活用事業家再生活用事業家再生活用事業    ４４４４，，，，１８０１８０１８０１８０千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

 利活用可能な空き家をリストとして整理し、村外からの移住希望者や現村民の希望者に対して斡旋、必要な改修費用、購

入費用、賃借料について助成します。空き家を活用することで、限界集落化を防ぎ、村の定住人口の増加を図ります。※高

山市、飛騨市と同条件（購入費助成は近隣市に制度なし） 

①改修費助成 改修費の１／２ 上限３００万円 ②購入費助成 購入費の１／３ 上限１００万円 

③賃借費助成 賃借料の１／３ 上限１５千円／月 最長３６カ月 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・補助金    ４，１８０千円 

 

・ 一般財源     ４，１８０千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ８８８８目目目目．．．．企画費企画費企画費企画費 

事業名称 地域地域地域地域おこしおこしおこしおこし協力隊事業協力隊事業協力隊事業協力隊事業    ３３３３３３３３，，，，２５９２５９２５９２５９千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

 都市部の若者を地域おこし協力隊として村に迎え入れ、外部の発想、視点、ノウハウを村づくりに活かすとともに、隊員

の完全移住（村への定住）を支援します。 

 総務省の地域おこし協力隊事業を活用します。隊員の任期は最長３年間です。 

隊員１人につき、賃金等２００万円、活動経費２００万円が特別交付税にて国から交付されます。 

Ｈ２６年度は３人を隊員として委嘱、Ｈ２７年度は４名を隊員として受け入れます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・給与（7人分）14,028千円・職員手当等 992千円 

・共済費     2,325千円・使用料及び賃借料 

・交付金    5,250千円             6,542千円 

・需用費    4,122千円 

・ 一般財源     ３３，２５９千円 

※特別交付税にて措置されます 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ８８８８目目目目．．．．企画費企画費企画費企画費 

事業名称 地域地域地域地域ブランドブランドブランドブランド開発支援事業開発支援事業開発支援事業開発支援事業    ５００５００５００５００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

 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

の一部を補助します。 

補助率１００％（上限５０万円） 審査会を開催し審査結果により採択します 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・補助金    ５００千円 

 

・ 一般財源     ５００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ８８８８目目目目．．．．企画費企画費企画費企画費 

事業名称 起業者支援事業起業者支援事業起業者支援事業起業者支援事業    ３３３３，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

 特産品の製造・販売・飲食及びサービス等を行う施設、または、村民のために利便性があり、より豊かな生活環境を提供

する施設等の整備に係る経費の一部を補助します。 

補助率１００％（上限３００万円） 審査会を開催し審査結果により採択します 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・補助金    ３，０００千円 

 

・地 方 債     ３，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１項項項項．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ８８８８目目目目．．．．企画費企画費企画費企画費 

事業名称 旧平瀬小学校再生活用事業旧平瀬小学校再生活用事業旧平瀬小学校再生活用事業旧平瀬小学校再生活用事業    １１０１１０１１０１１０，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

 旧学校下検討委員会の提言に基づき、旧平瀬小校舎の改修工事を行います。 

地域住民が集まれる生涯学習・福祉・行政サービス等の複合施設として整備します。 

 今年度改修工事を行い、Ｈ２８年４月オープンする予定です。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・設計監理委託料    １０，０００千円 

・工事請負費     １００，０００千円 

 

・ 一般財源   ５，０００千円（ ５％） 

・ 国補助金  ５５，０００千円（５０％） 

・地 方 債  ５０，０００千円（４５％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    ２２２２項項項項．．．．徴税費徴税費徴税費徴税費    ２２２２目目目目．．．．賦課徴収費賦課徴収費賦課徴収費賦課徴収費 

事業名称 村民税賦課徴収村民税賦課徴収村民税賦課徴収村民税賦課徴収事業事業事業事業    ２２２２，，，，２５６２５６２５６２５６千千千千円円円円    （ 担当： 総務課 税財政係 ） 

    

住民税の賦課徴収や各種証明を円滑・的確に行うため、(財)岐阜県市町村行政情報センターにその電算処理を依頼します。

住民情報システムと連携しているため、村民の異動の状況把握や、他課のデータ（国民健康保険料、介護保険料）の照会等

が可能です。賦課作業の第一段階である申告時期での入力誤りや確認事務（扶養・障害者・社会保険料）も少なくなり、公

平・公正な賦課徴収事務を遂行するにあたり、必要な事業です。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・需用費    ３２６千円 

 ・委託料  １，０５２千円 

 ・使用料    ８１９千円 

 ・負担金     ５９千円 

 

・一般財源   ２，２５６千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款....総務費総務費総務費総務費                ２２２２項項項項....徴税費徴税費徴税費徴税費                ２２２２目目目目....賦課徴収費賦課徴収費賦課徴収費賦課徴収費 

事業名称 固定資産税賦課徴収経費固定資産税賦課徴収経費固定資産税賦課徴収経費固定資産税賦課徴収経費    ３３３３，，，，４８４４８４４８４４８４千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 税財政係 ） 

    

固定資産税の賦課にあたり、毎年変動する土地・家屋・償却資産の状況を的確に把握するため、航空写真と公図を合成さ

せた固定資産管理システムや、家屋評価計算システム、固定資産税賦課計算等の電算処理を行い、納税者に対して適正で公

平な課税を行います。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・需用費             ３２５千円 

・委託料           ２，８６７千円 

・使用料及び賃借料        ２９２千円 

 

一般財源    ３，４８４千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    ５５５５項項項項．．．．統計調査費統計調査費統計調査費統計調査費    ２２２２目目目目．．．．指定統計費指定統計費指定統計費指定統計費 

事業名称 国勢調査国勢調査国勢調査国勢調査費費費費    １１１１，，，，６７６６７６６７６６７６千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

国勢調査統計法に定める基幹統計調査として、実施する人及び世帯に関する全数調査で、調査結果は国及び地方公共団体の

各種行政施策はもとより、企業、団体その他各方面の利用に供されています。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

報酬   １，２００千円 

旅費      １６千円 

事務用品   ４４０千円 

 

 

国勢調査費見込額     １，６００千円（９５％） 

一般財源            ７６千円（ ５％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    ５５５５項項項項．．．．統計調査費統計調査費統計調査費統計調査費    ２２２２目目目目．．．．指定統計費指定統計費指定統計費指定統計費 

事業名称 学校基本調査費学校基本調査費学校基本調査費学校基本調査費    ５５５５千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

学校に関する基本的事項を調査し，学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的としています。 

（学校数，在学者数，教職員数，学校施設，学校経費，卒業後の進路状況等） 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

事務用品   ５千円 

 

 

学校基本調査費   ４千円（８０％） 

一般財源      １千円（２０％） 

 

    

村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    
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予算科目 ２２２２款款款款．．．．総務費総務費総務費総務費    ５５５５項項項項．．．．統計調査費統計調査費統計調査費統計調査費    ２２２２目目目目．．．．指定統計費指定統計費指定統計費指定統計費 

事業名称 県人口動態統計調査費県人口動態統計調査費県人口動態統計調査費県人口動態統計調査費    ３３３３３３３３千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

人口動態統計は、市区町村長が作成する人口動態調査票に基づいて表わされます。  

 出生・死亡・婚姻及び離婚については「戸籍法」（昭和22年法律第224号）による届書から、死産については「死産の届出

に関する規程」（昭和21年厚生省令第42号）による届書から人口動態調査票が作成され、これを収集し集計したものが人口動

態統計です。人口動態事象を把握し、人口及び厚生行政施策の基礎資料を得ることを目的とします。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

事務用品   ３３千円 

 

 

県人口動態統計調査費   ３２千円（９７％） 

一般財源          １千円（ ３％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    １１１１項項項項．．．．社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費    １１１１目目目目．．．．社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費 

事業名称 介護者手当支給事業介護者手当支給事業介護者手当支給事業介護者手当支給事業    ３３３３，，，，１００１００１００１００千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

自宅において寝たきり老人等を介護している方に、より良い介護をしていただくため手当を支給します。 

また、子育てと介護が重なる世帯の介護負担軽減のために、割り増しで手当を支給します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

扶助費   ３，１００千円 過疎債   ２，０００千円（６５％） 

一般財源  １，１００千円（３５％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    １１１１項項項項．．．．社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費    １１１１目目目目．．．．社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費 

事業名称 遺族会補助事業遺族会補助事業遺族会補助事業遺族会補助事業    ９０９０９０９０千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

白川村戦没者遺族会の追悼式・役員会等の活動について補助金を交付しています。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・補助金 ９０千円 ・一般財源 ９０千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    １１１１項項項項．．．．社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費    １１１１目目目目．．．．社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費 

事業名称 在宅障在宅障在宅障在宅障がいがいがいがい者支援事業者支援事業者支援事業者支援事業    ７４０７４０７４０７４０千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

人工透析が必要な方への支援として、高山市内への病院へ送迎サービスを実施しており、その運行に係る経費及び、また

自ら通院している障がい者に対して、交通費の一部助成（１／２）を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・障がい者通院扶助費   ７４０千円 ・一般財源     ７４０千円 



平成 27 年度村議会特別委員会資料  33 
 

村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    １１１１項項項項．．．．社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費    １１１１目目目目．．．．社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費 

事業名称 障障障障がいがいがいがい者者者者地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業    ２９２２９２２９２２９２千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

知的・精神障がい者の相談支援事業所への委託費を３市１村で人口割にて委託費を案分しています。 

内訳：①知的相談支援事業所委託 ひだ障がい者総合支援センタープリズム 

    ②精神地域生活支援センター やまびこ ③精神相談支援事業 生仁会 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・業務委託料         ２９２千円 ・一般財源           ２９２千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    １１１１項項項項．．．．社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費    １１１１目目目目．．．．社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費 

事業名称 外出支援事業外出支援事業外出支援事業外出支援事業    １２１２１２１２，，，，３２８３２８３２８３２８千千千千円円円円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

高齢者の外出支援を目的に、村内移動サポートを補助する「まめなカー」を運行する事業です。６５歳以上の高齢者の方

ならどなたでもご利用できます。 

（株）共立メンテナンスに運行業務を委託します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・運行に係る経費（委託料）１０，９２６千円 

・燃料費            ８５４千円 

・その他経費          ５４８千円 

 

・過疎債     ６，０００千円（４８．７％） 

・一般財源    ６，３２８千円（５１．３％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    １１１１項項項項．．．．社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費    １１１１目目目目．．．．社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費 

事業名称 結婚支援事業結婚支援事業結婚支援事業結婚支援事業    １１１１，，，，６６６６７８７８７８７８千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

白川村社会福祉協議会内にしらかわ縁結びとの会を設置し、「笑顔の夫婦や子供たちがあふれる白川村となるために」結婚

支援を行います。 

白川郷コン（出会いイベント）開催・街コン等参加費助成 

大手結婚支援センターへの入会費支援 

結婚祝い金支給 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・業務委託料（社協・結婚支援ｾﾝﾀｰ）１，１７８千円 

・扶助費（結婚祝金）         ５００千円 

・一般財源    １,６７８千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    １１１１項項項項．．．．社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費    １１１１目目目目．．．．社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費 

事業名称 高齢者等住宅改善助成事業高齢者等住宅改善助成事業高齢者等住宅改善助成事業高齢者等住宅改善助成事業    ２２２２，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

高齢者等に住みよい住環境を創出し、又は介護にあたる家族の負担を軽減するための住宅改善に対して助成します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・助成金            ２，０００千円 

 

・一般財源          ２，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    １１１１項項項項．．．．社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費    １１１１目目目目．．．．社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費社会福祉総務費 

事業名称 地域福祉計画策定地域福祉計画策定地域福祉計画策定地域福祉計画策定事業事業事業事業    ４４４４，，，，６６６６６０６０６０６０千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

白川村地域福祉計画（第２次）について、今後の白川村の地域福祉を総合的に推進するため、地域住民の皆様の意見を十

分に反映させながら策定を進めます。 

（地域福祉計画は、社会福祉事業法により規定される計画です。） 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・調査（計画）事業委託料  ３，９７５千円 

・報償費（有識者謝礼）     ４００千円 

・費用弁償・旅費        ２０１千円 

・需用費             ８４千円 

 

・一般財源          ４，６６０千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    １１１１項項項項．．．．社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費    ２２２２目目目目．．．．老人福祉費老人福祉費老人福祉費老人福祉費 

事業名称 敬老会開催経費敬老会開催経費敬老会開催経費敬老会開催経費    １１１１，，，，４４４４７６７６７６７６千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

村内外から来賓をお迎えし、７０歳以上の高齢者を対象に敬老会を開催します。 

高齢者に交流の場を提供するとともに、米寿（８８歳）、喜寿（７７歳）を迎えられた方をお祝いします。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・敬老会開催経費  ３６６千円 

・食糧費      ５３３千円 

・業務委託料    ５５０千円 

・その他経費     ２７千円 

・一般財源         １，４７６千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    １１１１項項項項．．．．社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費    ２２２２目目目目．．．．老人福祉老人福祉老人福祉老人福祉費費費費 

事業名称 老人日常生活用具給付費老人日常生活用具給付費老人日常生活用具給付費老人日常生活用具給付費    ９８２９８２９８２９８２千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

在宅で介護をしている世帯をサポートするために、日常生活用具給付（オムツ等）を毎月宅配します。 

また、オムツ処理のためのごみ袋も合わせて支給します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

扶助費   ９８２千円 一般財源    ９８２千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    １１１１項項項項．．．．児童福祉費児童福祉費児童福祉費児童福祉費    ２２２２目目目目．．．．児童福祉総務費児童福祉総務費児童福祉総務費児童福祉総務費 

事業名称 学童保育事業学童保育事業学童保育事業学童保育事業    １１１１，，，，１１１１１１１１１１１１千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

「白川村学童保育の手引き」に基づき小学校低・中学年を対象とした学童保育事業を実施します。保護者会に補助金を交

付する等の支援を行うことで、共働きや核家族化の増加によって要望が高まっている児童の健全育成と女性の社会進出対策

とします。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・費用弁償     ３５千円 

・消耗品等     ３６千円 

・補助金   １，０４０千円 

一般財源    １，１１１千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    ２２２２項項項項．．．．児童福祉費児童福祉費児童福祉費児童福祉費    １１１１目目目目．．．．児童福祉総務費児童福祉総務費児童福祉総務費児童福祉総務費 

事業名称 ごみごみごみごみ袋支給事業袋支給事業袋支給事業袋支給事業    ３６３６３６３６千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

新生児、乳幼児がいる家庭は、紙おむつによりごみ袋の消費量が多くなります。そのため子育て支援策として、新生児、

乳幼児がみえる家庭にオムツ処理の為のごみ袋を支給し、子育てへの安心感を増し、経済的負担を軽減します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

扶助費 ３６千円 一般財源    ３６千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費        １１１１項項項項．．．．社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費        ４４４４目目目目．．．．福祉医療費福祉医療費福祉医療費福祉医療費 

事業名称 児童等医療費助成事業児童等医療費助成事業児童等医療費助成事業児童等医療費助成事業    ３３３３，，，，３６０３６０３６０３６０千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

白川村の子育て支援として、小学校入学から義務教育終了までの医療費自己負担に対する助成を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

 扶助費   ３，３６０千円 

 

 

 

 

 一般財源     ３６０千円（１０．７％） 

 過疎債    ３，０００千円（８９．３％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費        １１１１項項項項．．．．社会社会社会社会福祉費福祉費福祉費福祉費        ４４４４目目目目．．．．福祉医療費福祉医療費福祉医療費福祉医療費 

事業名称 県単福祉医療費助成事業県単福祉医療費助成事業県単福祉医療費助成事業県単福祉医療費助成事業    １０１０１０１０，，，，１８８１８８１８８１８８千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

県の補助金により、乳幼児（０歳～就学前）・重度心身障害者・母子父子家庭の医療費自己負担に対する助成事業となりま

す。 

・助成方法 岐阜県内の医療機関は受給者証提示により現物給付（窓口無料） 

      岐阜県外での受診は、償還払（一旦自己負担額を支払っていただき、申請により助成） 

        申請に必要なもの･･･医療機関の領収書・受給者証・印かん 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

 扶助費    １０，１８８千円 

 

 

 

 

 県支出金    ５，０９４千円（５０％） 

 一般財源    ５，０９４千円（５０％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ３３３３款款款款．．．．民生費民生費民生費民生費    ２２２２項項項項....児童福祉費児童福祉費児童福祉費児童福祉費    ２２２２目目目目....児童措置費児童措置費児童措置費児童措置費 

事業名称 児童手当支給事業児童手当支給事業児童手当支給事業児童手当支給事業    ２６２６２６２６，，，，６７０６７０６７０６７０千円千円千円千円    （担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

事業説明事業説明事業説明事業説明    

０歳から中学校終了までの子どもを養育している父母等に手当を支給します。 

支給月：年３回：６月、１０月、２月 に支給  

前年度の所得額に応じ、手当月額が変わるので、毎年６月に現況届を提出していただきます。 

支給額支給額支給額支給額（（（（月額月額月額月額））））中学生一律中学生一律中学生一律中学生一律１０１０１０１０，，，，００００００００００００円円円円                        ３３３３歳以上小学校修了前歳以上小学校修了前歳以上小学校修了前歳以上小学校修了前        第第第第１１１１子子子子・・・・第第第第２２２２子子子子    １０１０１０１０，，，，００００００００００００円円円円    

                            ００００歳以上歳以上歳以上歳以上３３３３歳未満歳未満歳未満歳未満    １５１５１５１５，，，，００００００００００００円円円円                                                        第第第第３３３３子以降子以降子以降子以降            １５１５１５１５，，，，００００００００００００円円円円 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

児童手当（延人数×支給額） 

◎被用者（0～3歳未満） 

 281人 × 15,000円 ＝ 4,215,000円 

◎被用者（3歳以上中学校終了前） 

 10,000円×1,210人＝12,100,000円 

 15,000円×219＝3,285,000円 

◎非被用者 

 10,000円×431人＝4,310,000円 

 15,000円×184人＝2,760,000円 

   

  区分 交付金（国費） 負担金（県費） 

児
童
手
当 

被用者（0 歳～3 歳未満） 37/45 4/45 

非被用者（０歳～3 歳未満）  2/3  1/6 

被用者（3 歳以上小学校

修了前） 

第1 子・第2 子  2/3  1/6 

第3 子以降  2/3  1/6 

非被用者（3 歳以上小学

校修了前） 

第1 子・第2 子  2/3  1/6 

第3 子以降  2/3  1/6 

小学校終了後中学校終了前  2/3  1/6 
 



平成 27 年度村議会特別委員会資料  45 
 

村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    １１１１項項項項．．．．保健衛生費保健衛生費保健衛生費保健衛生費    １１１１目目目目．．．．保健衛生総務費保健衛生総務費保健衛生総務費保健衛生総務費 

事業名称 養育医療費給付養育医療費給付養育医療費給付養育医療費給付事業事業事業事業    １０１１０１１０１１０１千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

出生体重2,000g以下の未熟児の医療費支援を行います。 

養育のために必要な医療費の給付とそれに要する費用を支給します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

医療費等に係る扶助費等 １０１千円 

 

  

国庫支出金 ５０千円（４９．５％） 

県支出金  ２５千円（２４．８％） 

一般財源  ２６千円（２５．７％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    １１１１項項項項．．．．保健衛生費保健衛生費保健衛生費保健衛生費    １１１１目目目目．．．．保健衛生総務費保健衛生総務費保健衛生総務費保健衛生総務費 

事業名称 歯科保健歯科保健歯科保健歯科保健事業事業事業事業    １１１１，，，，０８８０８８０８８０８８千千千千円円円円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

歯科に関する健康の保持増進を目的として、ライフステージに応じた歯科検診と保健指導を行います。 

むし歯予防のため、保育園年長児、小中学生に対してフッ素洗口及びフッ素塗布を実施します。 

母子保健法における1歳6か月児及び3歳児歯科検診、及び、健康増進法における成人歯科検診の実施をします。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

歯科医師報償費       ２８０千円 

歯科医師旅費        ２８６千円 

委託料           ４１９千円 

歯科検診等に係る消耗品費  １０３千円 

 

一般財源  １，０８８千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    １１１１項項項項．．．．保健衛生費保健衛生費保健衛生費保健衛生費    １１１１目目目目．．．．保健衛生総務費保健衛生総務費保健衛生総務費保健衛生総務費 

事業名称 母子保健母子保健母子保健母子保健事業事業事業事業    ２２２２，，，，２８６２８６２８６２８６千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

母子健康手帳の発行、妊婦健康診査費用助成を行うことで、全ての妊婦に平等で適切な妊婦健康診査の受診を支援します。

妊娠期から産後まで、家庭訪問等で保健指導を行うことで、切れ目のない支援を行っています。 

新生児聴覚検査、新生児訪問、乳幼児健診、離乳食教室等を行い、母子の健康の保持増進を支援するとともに、児の健や

かな健康発達を支援します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

栄養士報償費         ８７千円 

栄養士旅費         ２６１千円 

妊婦健康診査等委託料  １，４４０千円 

妊婦健康診査等扶助費    ４０２千円 

妊婦健康診査等需用費     ９６千円 

一般財源  ２，２８６千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    １１１１項項項項．．．．保健衛生費保健衛生費保健衛生費保健衛生費    １１１１目目目目．．．．保健衛生総務費保健衛生総務費保健衛生総務費保健衛生総務費 

事業名称 保健推進員活動保健推進員活動保健推進員活動保健推進員活動事業事業事業事業    ２００２００２００２００千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

住民として地域に生活している保健推進員(22 名)が保健師と協働して成人保健事業について活動を行うことで、地域住民

全体の健康意識の向上を担って活動をしています。保健推進員は、住民と保健師のパイプ役としての存在であり、住民の身

近な存在として地域で活動をしています。 

また、日赤奉仕団の活動を兼ねており、災害時の炊き出し訓練等、災害時の活動に備えた研修を実施しています。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

報償費     １７６千円 

研修会費用等   ２４千円 

一般財源  ２００千円 



平成 27 年度村議会特別委員会資料  49 
 

村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    １１１１項項項項．．．．保健衛生費保健衛生費保健衛生費保健衛生費    ２２２２目目目目．．．．予防費予防費予防費予防費 

事業名称 住民健康診査住民健康診査住民健康診査住民健康診査事業事業事業事業    ２２２２，，，，３３３３９８９８９８９８千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

健康増進法に基づき、各種疾病の早期発見、健康の保持増進、疾病予防を目的として、健康診査及びがん検診を実施して

います。 

 多くの住民に健康診査とがん検診を受診してもらえるように、特定健康診査、ぎふ・すこやか健診及び基本健康診査とが

ん検診を併用で実施することにより、住民の受診に対しての利便性に考慮しています。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

健康診査及びがん検診委託料     １，９７０千円 

健康管理システム使用料及び賃借料    ２８８千円 

健診案内用紙印刷費等          １２３千円 

健診案内役務費              １７千円 

県支出金     ５０千円（ ２．１％） 

負担金     １４９千円（ ６．２％） 

一般財源  ２，１９９千円（９１．７％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    １１１１項項項項．．．．保健衛生費保健衛生費保健衛生費保健衛生費    ２２２２目目目目．．．．予防費予防費予防費予防費 

事業名称 筋力筋力筋力筋力トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング事業事業事業事業    ２２２２，，，，２５１２５１２５１２５１千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

壮年期から老年期までの住民を対象とし、メタボリックシンドローム、ロコモティブシンドローム及び筋力の低下の予防

を目的としています。 

教室での筋力トレーニングとエアロバイクの実施と(週 1 回)、自宅での同様の運動を継続することで、健康の保持増進に

対する意識を向上させるとともに、生活習慣病の予防、寝たきりの予防(将来的には介護保険が必要になる人の抑制)、及び

健康寿命の延伸を図っています。特定健診結果を基に、特定保健指導対象者や情報提供者を中心に生活習慣病予防のための

運動支援も兼ねています。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

コンサルティング委託料    ４３２千円 

コンサルティング需用費    １９５千円 

システム使用料      １，６２４千円 

補助金     ６００千円（２６．７％） 

(後期高齢者連合補助金) 

負担金     ５１５千円（２２．９％） 

一般財源  １，１３６千円（５０．４％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    １１１１項項項項．．．．保健衛生費保健衛生費保健衛生費保健衛生費    ２２２２目目目目．．．．予防費予防費予防費予防費 

事業名称 飛飛飛飛まわりまわりまわりまわり会活動会活動会活動会活動事業事業事業事業    ５００５００５００５００千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

昭和56年食生活改善連絡協議会を発足。 

村内の独居高齢者に年 4 回弁当配布を行っています。また、高齢者学級にて昼食を作り、高齢者への栄養指導を行ってい

ます。 

栄養士による研修や学習会を行い、栄養についての知識を学習しています。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

研修会旅費  １６１千円 

食材費等   ２８０千円 

負担金    ２４千円（ ４．８％） 

一般財源  ４７６千円（９５．２％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    １１１１項項項項．．．．保健衛生費保健衛生費保健衛生費保健衛生費    ２２２２目目目目．．．．予防費予防費予防費予防費 

事業名称 がんがんがんがん検診推進検診推進検診推進検診推進事業事業事業事業    ５１４５１４５１４５１４千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診の受診啓発と受診率の向上を目的として、対象年齢に達する住民に対して検診費用

を全額助成しています。 

子宮頸がんと乳がん検診については年 2 回、大腸がん検診は年 1 回の集団検診を行い、集団検診以外の日程では個別検診

を行っています。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

検診委託料             ３３２千円 

がん検診手帳・クーポン印刷製本費  １８２千円 

国庫支出金  ２５７千円（５０％） 

一般財源   ２５７千円（５０％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    １１１１項項項項．．．．保健衛生費保健衛生費保健衛生費保健衛生費    ２２２２目目目目．．．．予防費予防費予防費予防費 

事業名称 こころのこころのこころのこころの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業    １３２１３２１３２１３２千円千円千円千円    （ 担当：村民課 健康福祉係 ） 

    

さまざまな悩みを抱えた人を対象として、住民一人一人が自殺予防のために行動(「気づき」「見守り」等)ができるように、

疾患に対する正しい情報の周知活動を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

パンフレット等消耗品費  １３２千円 県支出金  １３２千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    １１１１．．．．保健衛生費保健衛生費保健衛生費保健衛生費    ２２２２．．．．予防費予防費予防費予防費 

事業名称 
高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌ワクチンワクチンワクチンワクチン予防接種助予防接種助予防接種助予防接種助

成成成成事業事業事業事業    
２００２００２００２００千円千円千円千円    （ 担当： 村民課 村民健康福祉係 ） 

    

村が行政措置として実施する高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の費用を全額助成することにより、高齢者が予防接種を受けやすい体制を整備し、

肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重篤化を予防し、村民の健康寿命を延ばすことを目的とする。 

対象者は、65歳以上の要支援・要介護認定者、又は60歳以上の医師が予防接種を必要と判断した重篤な疾患のある者とするが、任意接種として

予防接種を受けることを前提とする。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

予防接種委託料  ２００千円 一般財源  ２００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    ２２２２項項項項．．．．清掃費清掃費清掃費清掃費    １１１１目目目目．．．．清掃総務費清掃総務費清掃総務費清掃総務費 

事業名称 リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル保管庫運営経費保管庫運営経費保管庫運営経費保管庫運営経費    ４４４４，，，，１５６１５６１５６１５６千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

リサイクルハウス運営に伴う経費となります。 

搬入された廃棄物の処理手数料や委託料。また、シルバー人材センターに分別作業や第２日曜日のリサイクルハウスの受

入を委託し適正処理を行うとともに、村民が利用しやすいリサイクルハウスの運営に努めます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・リサイクルハウス 

消耗品、燃料費等        １，０１４千円  

ごみ処理手数料等          ４７４千円 

分別作業業務委託等        ２，４７０千円 

 自動車借上等            １９８千円 

・ 有価物売捌手数料等    ６２２千円 

・一般財源       ３，５３４千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    ２２２２項項項項．．．．清掃費清掃費清掃費清掃費    １１１１目目目目．．．．清掃総務費清掃総務費清掃総務費清掃総務費 

事業名称 生生生生ごみごみごみごみ処理機補助経費処理機補助経費処理機補助経費処理機補助経費    ３０３０３０３０千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

可燃ごみの約５０～６０％が生ごみであり、減量化対策として家庭用生ごみ処理機、コンポスト、ぼかし菌の購入に対し

助成を行い、可燃ごみの減量化による経費削減を図ります。 

・ボカシの購入 １／２  ・コンポスト購入 １／２  ・電動生ごみ処理機購入 １／３ 限度額３０千円 

 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・補助金   ３０千円 

 

・一般財源   ３０千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    ２２２２項項項項．．．．清掃費清掃費清掃費清掃費    １１１１目目目目．．．．清掃総務費清掃総務費清掃総務費清掃総務費 

事業名称 不法投棄対策事業不法投棄対策事業不法投棄対策事業不法投棄対策事業    １５１１５１１５１１５１千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

廃棄物の適正処理が義務付けられたことや、交通の便が良くなったことにより、村内外者等の不法投棄が発生しないよう

美化運動、パトロール等の対策を行ないます。 

※不法投棄した場合、５年以下の懲役または１０００万円（法人には１億円まで加重ができる）以下の罰金にするなど、厳しい罰

則が設けられています。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・ごみ袋等購入費         １３千円 

・不法投棄廃棄物処理費      ８０千円 

・廃棄物運搬等車輌機器借上料等  ５８千円 

 

 

・代行処理費   １千円（ ０．７％） 

・一般財源  １５０千円（９９．４％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    ２２２２項項項項．．．．清掃費清掃費清掃費清掃費    ２２２２目目目目．．．．塵芥処理費塵芥処理費塵芥処理費塵芥処理費 

事業名称 塵芥処理一般経費塵芥処理一般経費塵芥処理一般経費塵芥処理一般経費    ２８２８２８２８，，，，９２３９２３９２３９２３千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

可燃ごみ、資源ごみの収集運搬を村で行っているため、収集車に伴う維持経費や高山市への可燃ごみ処理委託料、最終処

分場埋立地浸透水質検査業務委託料等となります。 

容器包装等の分別により、可燃ごみの削減に努めます。 

資源回収車老朽化に伴い新規購入を計画しております。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・村指定ごみ袋購入費、車輌などの維持費等      ３，４３３千円 

・ごみ袋取扱手数料、車検手数料等          １，４６１千円 

・可燃ごみ・資源ごみ処理委託料(高山市) 

埋立地浸透水水質検査、ﾘｻｲｸﾙﾊｳｽ作業等業務委託  １７，２９９千円 

・ダンプ借上げ料等                    １４３千円 

・資源回収車新規購入費               ６，５８７千円 

・ 廃棄物処理手数料  ３，６１０千円（１３％） 

・一般財源      ２５，３１３千円（８７％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ４４４４款款款款．．．．衛生費衛生費衛生費衛生費    ２２２２項項項項．．．．清掃費清掃費清掃費清掃費    ３３３３目目目目．．．．しししし尿処理費尿処理費尿処理費尿処理費 

事業名称 しししし尿処理一般経費尿処理一般経費尿処理一般経費尿処理一般経費    ６６６６，，，，９５１９５１９５１９５１千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

し尿・浄化槽汚泥の収集運搬や清掃業務を民間に委託し、処理については平成１７年２月から高山市に事務委託していま

す。業者との連携を図り、適正な収集運搬業務に努めます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・し尿処理委託料(高山市)  ６９，１２０千円 

・し尿汲み取り業務補助金      ３９千円 

・一般財源   ６，９５１千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費    １１１１項項項項．．．．農業費農業費農業費農業費    ３３３３目目目目．．．．農業振興費農業振興費農業振興費農業振興費    

事業名称 緊急新産業創出緊急新産業創出緊急新産業創出緊急新産業創出事業事業事業事業    １１１１，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 農林係 ） 

    

新農林産物の研究試験のため、白川郷きくらげ組合及びニンニク組合に対して原材料等の補助を行い、白川村の新たな特

産品開発を図ります。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・きくらげ組合に対する補助金 ６００千円 

・ニンニク組合に対する補助金 ４００千円 

 

・一般財源 １，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

        

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費    １１１１項項項項．．．．農業費農業費農業費農業費    ３３３３目目目目．．．．農業振興費農業振興費農業振興費農業振興費    

事業名称 中山間地域等直接支払事業中山間地域等直接支払事業中山間地域等直接支払事業中山間地域等直接支払事業    ７７７７，，，，６８４６８４６８４６８４千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 農林係 ） 

    

現在、中山間地域では過疎化・高齢化により農業者が減少し、その結果、耕作放棄地の増加や農林道・農業用水路等の管

理が問題となっています。当事業では、農業者・非農業者を問わず地域住民が一体となって、地域の農用地を管理していた

だくために交付金を交付しており、平成２７年度より第４期対策が開始します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・中山間地域等直接支払事業交付金 ７，６８４千円 

 

 

 

・県交付金 ５，７６３千円（７５％） 

・一般財源 １，９２１千円（２５％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

        

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費    １１１１項項項項．．．．農業費農業費農業費農業費    ３３３３目目目目．．．．農業振興費農業振興費農業振興費農業振興費    

事業名称 青年就農給付金青年就農給付金青年就農給付金青年就農給付金    １１１１，，，，５００５００５００５００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 農林係 ） 

    

国の施策により、平成２４年度から経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間（最長５年間）、年間

１５０万円を支援するための事業です。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・新規就農者１名分に対する補助金 １，５００千円 

 

 

 

・県補助金 １，５００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費    １１１１項項項項．．．．農業費農業費農業費農業費    ４４４４目目目目．．．．畜産業畜産業畜産業畜産業費費費費    

事業名称 新飛騨食肉新飛騨食肉新飛騨食肉新飛騨食肉センターセンターセンターセンター建設事業負担金建設事業負担金建設事業負担金建設事業負担金    １１１１，，，，１５１５１５１５８８８８千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備 農林係 ） 

    

高山市に既設する「新飛騨食肉センター」は、飛騨広域の関係市町村が募り平成１４年度に建設されました。 

施設建設費にあたっては、恩恵を受ける市村が、平成３３年度までの複数年度に亘り、経費を分担しながら支払いを行っ

ています。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・施設建設費負担金 １，１５８千円 

 

 

 

・一般財源 １，１５８千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費    １１１１項項項項．．．．農業費農業費農業費農業費    ６６６６目目目目．．．．農地費農地費農地費農地費 

事業名称 中山間地域総合整備事業中山間地域総合整備事業中山間地域総合整備事業中山間地域総合整備事業    １９１９１９１９，，，，２００２００２００２００千円千円千円千円    （担当：基盤整備課 建設係 ） 

    

平成２４年度から平成３０年度までの６ヶ年事業。（事業計画に基づき事業実施） 

事業主体：岐阜県（飛騨農林事務所農地整備課） 

農業の生産基盤や生活環境の整備を図ることにより、白川村の農業生産の向上に寄与するための事業費を負担します。（事

業費に対して１５％を白川村が負担する。（その他 事業内容や費用によって地域が３％負担する。） 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

負担金   １９，２００千円 

 

 分担金    ３，５０４千円（１８％） 

 一般財源  １５，６９６千円（８２％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産費農林水産費農林水産費農林水産費    ２２２２項項項項．．．．林業費林業費林業費林業費    ２２２２目目目目．．．．林業振興費林業振興費林業振興費林業振興費 

事業名称 有害鳥獣捕獲事業有害鳥獣捕獲事業有害鳥獣捕獲事業有害鳥獣捕獲事業    ２２２２，，，，７０５７０５７０５７０５千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 農林係 ） 

    

鳥獣による生活環境・農林水産業への被害防止、人身への危険防止を目的とした有害鳥獣捕獲業務を行います。 

有害鳥獣捕獲隊員の確保のため、狩猟税の半額について補助します。 

緊急事対応要員の確保として村職員を対象にわな免許取得について補助します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

有害鳥獣捕獲報償費     ２，２５０千円 

危険鳥獣出没緊急対応賃金    １５０千円 

消耗品費              ６０千円 

有害鳥獣捕獲隊員補助金     １５５千円 

わな狩猟免許取得補助金       ９０千円 

県交付金等     ７９１千円（２９％） 

一般財源   １，９１４千円（７１％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産費農林水産費農林水産費農林水産費    ２２２２項項項項．．．．林業費林業費林業費林業費    ２２２２目目目目．．．．林業振興費林業振興費林業振興費林業振興費 

事業名称 花街道花街道花街道花街道････花花花花いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい運動推進事業運動推進事業運動推進事業運動推進事業    ４４４４，，，，０３２０３２０３２０３２千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 農林係 ） 

    

事業説明を記載（住民目線による説明内容） 

 村の美化を目的とした、自治会、各種団体を対象とした花苗の配布、肥料等の購入を行う。植栽は各団体が行う。 

 花街道整備（主要道路の沿線における山野草の植栽）を行った箇所の草刈等管理を委託する。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

消耗品費(肥料等)        ３０２千円 

管理委託料(草刈)      ２，８００千円 

業務委託料(花苗等)       ９３０千円 

一般財源      ５３２千円（１３％） 

地方債     ３，５００千円（８７％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産費農林水産費農林水産費農林水産費    ２２２２項項項項．．．．林業費林業費林業費林業費    ２２２２目目目目．．．．林業振興費林業振興費林業振興費林業振興費 

事業名称 森林整備地域活動支援事業森林整備地域活動支援事業森林整備地域活動支援事業森林整備地域活動支援事業    ６０２６０２６０２６０２千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 農林係 ） 

    

国庫補助による間伐を行うには森林法に定められた森林経営計画が必要となり、林班の１／２以上を集約して計画を立て

る必要があることから個人で計画を作成するのは困難な事であり、林業事業体が個々の森林所有者から経営委託を受けとり

まとめ計画を作成します。計画の作成には多くの時間と労力を要するため、作成者に対して森林整備地域活動支援交付金が

交付されます。27年度については15.83haを予定。森林所有者に対して計画作成にかかる費用は発生しません。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

交付金  ６０２千円 県交付金   ４５１千円（７５％） 

一般財源   １５１千円（２５％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産費農林水産費農林水産費農林水産費    ２２２２項項項項．．．．林業費林業費林業費林業費    ２２２２目目目目．．．．林業振興費林業振興費林業振興費林業振興費 

事業名称 間伐間伐間伐間伐事業補助金事業補助金事業補助金事業補助金    １１１１，，，，４００４００４００４００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 農林係 ） 

    

 間伐を行う事により、上層木の育成を促進するとともに下層植物が繁茂する自然災害に強く環境に優しい森林が整備さ

れる事を目的として、森林所有者の負担を軽減するための支援をします。 

 間伐標準経費に100分の95を乗じた金額から県補助金を控除した額以内の額を補助します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

補助金  １，４００千円 一般財源  １，４００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産費農林水産費農林水産費農林水産費    ２２２２項項項項．．．．林業費林業費林業費林業費    ２２２２目目目目．．．．林業振興費林業振興費林業振興費林業振興費 

事業名称 清流清流清流清流のののの国国国国ぎふぎふぎふぎふ森林森林森林森林・・・・環境基金事業環境基金事業環境基金事業環境基金事業    １３１３１３１３，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 農林係 ） 

    

 森林病害虫の防除（ナラ枯れの被害木処理）125m3、広葉樹の植栽2ha、危険木除去（予算の範囲内）、バッファゾーンの

整備（住宅地・農地と里山の間の除間伐）6haについて、森林環境税を財源とする基金を用いて実施します。（補助申請額の

ため交付額はこれより下がります。） 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

業務委託料(森林病害虫防除)  ５，０００千円 

業務委託料(広葉樹の植栽)   １，０００千円 

業務委託料(危険木の除去)   ２，８００千円 

業務委託料(ﾊﾞｯﾌｧｿﾞｰﾝ整備)   ４，２００千円 

県補助金  １３，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産費農林水産費農林水産費農林水産費    ２２２２項項項項．．．．林業費林業費林業費林業費    ２２２２目目目目．．．．林業振興林業振興林業振興林業振興費費費費 

事業名称 木質資源活用促進事業木質資源活用促進事業木質資源活用促進事業木質資源活用促進事業    300300300300千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 農林係 ） 

    

地球温暖化と里山管理対策の一環として木質バイオマスの普及を促進し、低炭素社会、木材資源の循環に対する村民の意

識を高めるため、薪ストーブの購入補助を行います。 

 本体価格に対して３分の１以内の額、１台あたり１０万円を上限とします。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

補助金  ３００千円 

 

一般財源  ３００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産費農林水産費農林水産費農林水産費    ２２２２項項項項．．．．林業費林業費林業費林業費    ３３３３目目目目．．．．造林事業造林事業造林事業造林事業費費費費 

事業名称 水源林造成水源林造成水源林造成水源林造成事業事業事業事業    ３３３３，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 農林係 ） 

    

旧森林開発公団造林地について、独立行政法人森林総合研究所造成事業より補助を受け、水源涵養機能を高めるための施

業を行います。実行期間は飛騨高山森林組合に限定され、森林組合・村・森林総合研究所の協議によって施業地・施業内容・

施業量を決めます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

工事請負費  ３，０００千円 

 

諸収入(森林総合研究所より)  ３，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費    ２２２２項項項項．．．．林業費林業費林業費林業費    ６６６６目目目目．．．．地籍調査費地籍調査費地籍調査費地籍調査費 

事業名称 地籍調査事業地籍調査事業地籍調査事業地籍調査事業    ７７７７，，，，８６４８６４８６４８６４千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 農林係 ） 

    

地籍の明確化を目的とします。 

土地の境界を確認・明示し、公共座標に基づく測量を行い、現地との整合性がとれた図面と簿冊を作成します。課税の適

正化、所有者の明確化等について期待できます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・業務委託料            ７，２７２千円 

・車両・システム等リース料       ５２６千円 

・旅費                   ９千円 

・消耗品費                ２０千円 

・自動車損害保険料            ３７千円 

・国県負担金 ５，４５４千円（６９％） 

（事業費申請額７，２７２千円に対し 国2/4・県1/4) 

・一般財源  ２，４１０千円（３１％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

予算科目 ５５５５款款款款．．．．農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業費費費費    ２２２２項項項項．．．．林業林業林業林業費費費費    ２２２２目目目目．．．．林業振興林業振興林業振興林業振興費費費費 

事業名称 清流清流清流清流のののの国国国国ぎふぎふぎふぎふ森林森林森林森林・・・・環境基金事業環境基金事業環境基金事業環境基金事業    １１１１，，，，１５３１５３１５３１５３千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

天生県立自然公園内の外来種除去を実施します。（オオハンゴウソウ、オオキンケイギクの除去。） 

飛騨市と連携し実施 ２年目 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・需用費（消耗品、印刷費） ７２千円 

・業務委託料 １，０８１千円 

・県補助金 １，１５３千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工商工商工商工費費費費    ２２２２目目目目．．．．商工業振興商工業振興商工業振興商工業振興費費費費 

事業名称 商工会補助商工会補助商工会補助商工会補助事業事業事業事業    ３３３３，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

白川村商工会の運営に対し補助金を支出することにより、円滑な商工会活動と村の商工業の振興発展に寄与します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・補助金 ３，０００千円 

 

 

 

・一般財源 ３，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工商工商工商工費費費費    ２２２２目目目目．．．．商工業振興商工業振興商工業振興商工業振興費費費費 

事業名称 企業立地企業立地企業立地企業立地支援支援支援支援事業事業事業事業    ３２３２３２３２，，，，８００８００８００８００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

企業立地促進条例に基づき現在営業・進行中の企業立地について、助成金・インフラ整備支援を行うための事業です。助

成金は雇用促進助成金（レイク・ルイーズ）・企業設置助成金（共立メンテナンス住宅）。インフラ整備は、住宅完成後の周

辺の舗装・排水側溝整備を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・修繕費 ２，０００千円 

・交付金 ３０，８００千円 

 

 

・一般財源   ３２，８００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工費商工費商工費商工費        １１１１項項項項．．．．商工費商工費商工費商工費        ３３３３目目目目．．．．観光費観光費観光費観光費    

事業名称 小水力発電施設管理経費小水力発電施設管理経費小水力発電施設管理経費小水力発電施設管理経費    ３５３５３５３５，，，，０５００５００５００５０千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 建設係 ） 

    

小水力発電施設は、平成１７年度に完成し、８年が経過しました。完成してからは、小規模修繕等を行って運転してきま

したが、運転開始から８年が経過し、水車羽根の消耗及びベアリング等の交換、更には、水車発電機の内部の分解整備（消

耗部品）の取替え等が必要になってきている状況です。このため、今後は、点検を密に行い安定した電力の売電に努めてい

きます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

総費用 ３５，０５０千円 

・賃金 電気主任技術者        ２３１千円 

・需用費             １，３３０千円 

・役務費                ４８千円 

・委託料             ６，１５６千円 

  保守管理委託料（月次・年次）   ９７２千円（中部電気保安協会） 

  管理委託料          ５，１８４千円（大白川温泉観光（株） 

・使用料及び賃借料           １１千円 

・積立金            ２１，０５８千円 

・しらみずの湯施設管理費     ６，２１６千円 

 ・小水力発電電力売払い収入  ３５，０００千円 

 ・小水力自家発電所基金        ５０千円 

 ・一般財源                ０円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工商工商工商工費費費費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 誘客宣伝事業誘客宣伝事業誘客宣伝事業誘客宣伝事業    ７７７７，，，，８７９８７９８７９８７９千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

白川郷への観光誘客を図るため、白川村独自や飛騨3市1村などの広域連携協議会と一体となり、国内外の観光キャンペ

ーンへの参加や国海外からのメディアや旅行会社などの視察の受け入れを行い、村内を案内・説明し白川郷の魅力を発信し

ます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・報償費 ６６０千円  ・旅費 １，０６２千円 

・需用費 ５３３千円  ・役務費    ９６千円 

・委託料 ７１３千円  ・使用料 ４，８１５千円 

 

・一般財源 ６，６７９千円（８４．８％） 

・観光振興指定WAON寄付金 １，２００千円 

               （１５．２％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工商工商工商工費費費費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 白山国立公園管理白山国立公園管理白山国立公園管理白山国立公園管理事業事業事業事業    ５５５５，，，，４２３４２３４２３４２３千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

白山国立公園内の保全と誘客のため、大白川園地内の草刈り・点検（施設の雪囲い等）、公園内のゴミ処理、登山道草刈り、大白川野営場の運営

管理などを行っています。また、大倉山避難小屋にトイレが無いため、白山国立公園岐阜県協会（郡上市、高山市、白川村で構成）と連携し、携

帯トイレの設置を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・役務費     １５０千円 

・委託料   ４，２７１千円 

・使用料     １２０千円 

・負担金     ８８２千円 

・県委託金   ３７１千円（６．８％） 

・一般財源 ５，０５２千円（９３．２％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工商工商工商工費費費費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 おもてなしおもてなしおもてなしおもてなし国際化補助事業国際化補助事業国際化補助事業国際化補助事業    ５００５００５００５００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

外国人観光客増加に伴う村内観光施設店舗でのおもてなし向上のため、外国語会話が可能な情報端末機やインターネット

が無料でできる無線ルーター設置の促進を図るための助成制度を設け、来訪者の利便性の向上を図ります。（３年目） 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・補助金 ５００千円 

 

・一般財源   ５００千円 



平成 27 年度村議会特別委員会資料  80 
 

村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工商工商工商工費費費費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 踊踊踊踊りりりり街道街道街道街道フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル開催事業開催事業開催事業開催事業    ９９９９，，，，３２０３２０３２０３２０千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

平成２７年度は、世界遺産登録２０周年記念事業のキックオフイベントとして開催する予定の「獅子舞共演会【６月１４

日（日）】」を、世界遺産を活用した事業として、文化庁の支援を受ける予定です。（現時点で、文化庁補助の詳細が確定して

いないため） 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・補助金 ９，３２０千円 

 

・一般財源 ９，３２０千円（１００％） 

※事業費は一時的に村で立替、翌年度実績に合わせて文化庁

から戻ります。文化庁補助対象にならない場合は、県補助を

充てる予定） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工商工商工商工費費費費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 駐車場等交通整理事業駐車場等交通整理事業駐車場等交通整理事業駐車場等交通整理事業    １５１５１５１５，，，，３２４３２４３２４３２４千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

ゴールデンウィークやお盆、紅葉時期の集落内の車輌誘導やどぶろく祭りなどのイベント開催時にガードマンを配置し交

通整理誘導などを行います。特にH26年4月からは荻町地内観光車両乗入規制を実施する方向となったことから、H27年度

も引き続き、週末（前後含む）や混雑期を中心に誘導員を配置し、観光車両進入抑制に努めます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・業務委託料 １５，３２４千円 ・地方債（過疎ソフト）１２，０００千円（７８．３％） 

・一般財源 ３，３２４千円（２１．７％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工商工商工商工費費費費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 観光協会補助観光協会補助観光協会補助観光協会補助事業事業事業事業    ９９９９，，，，３２４３２４３２４３２４千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

白川郷へ訪れる方への案内業務を充実するため、白川郷観光協会に対する運営費補助金を支出し、受入体制の充実を図り

ます。観光協会では、窓口、電話、メールによる観光案内業務、イベント企画運営などを行っています。また、本事業では

観光営業者のおもてなし向上を目的におもてなし講習会も継続して開催します。 

おもてなし講習会は、年１回開催します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・補助金 ９，０００千円  

・委託料   ３２４千円  

 

 

 

・ 一般財源 ９，３２４千円（１００％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工費商工費商工費商工費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 南部地区活性化支援事業南部地区活性化支援事業南部地区活性化支援事業南部地区活性化支援事業    １１１１，，，，０８００８００８００８０千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

大白川渓谷ウォーキング開催に伴う委託経費（白川郷観光協会） 

Ｈ２４年度から開催。南部地域活性化の主たるイベントになるよう事業を展開中です。Ｈ２６年度事業より、白山公園

線開通に合わせる形で実施をしており、Ｈ２７年度もその方向で開催できるよう県土木との打合せも実施中です。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・業務委託料 １，０８０千円 

 

 

 

・一般財源 １，０８０千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工商工商工商工費費費費    ３３３３目目目目．．．．観光費観光費観光費観光費 

事業名称 地区外合掌家屋保存事業地区外合掌家屋保存事業地区外合掌家屋保存事業地区外合掌家屋保存事業    １１１１，，，，４００４００４００４００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

地区外の合掌造り家屋保存のための事業です。 

伝建地区以外の合掌造り建物の棟茅、差茅、葺替について補助金を交付し、建物の保存継承に努めます。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・補助金   １，４００千円 

・棟茅補助 １，０００千円 

・差茅補助   ４００千円 

 

・一般財源   １，４００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工費商工費商工費商工費    １１１１項項項項．．．．商工費商工費商工費商工費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 村有合掌造村有合掌造村有合掌造村有合掌造りりりり活用整備活用整備活用整備活用整備事業事業事業事業    ２２２２２２２２，，，，９００９００９００９００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

荻町地区内の村有合掌造りの内、旧藤坂家・旧観光案内所は観光施設の位置づけとし、世界遺産ビジターセンター及び休

憩所の位置づけとして利活用整備します。 

旧藤坂家は畳敷きの休憩施設として来訪者がゆっくりとくつろげる施設とし、旧観光案内所は土足でベンチを置く施設と

しバリアフリー化を図ります。２施設とも授乳室やおむつ替え、手洗い等を備え、来訪者が集い世界遺産を知る施設として

活用を図ります。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・監理委託料 １，７００千円 

・工事費  ２１，２００千円 

 

 

 

・一般財源    １７，９００千円（７８．１％） 

・社会資本整備事業交付金 ５，０００千円 

              （２１．８％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工費商工費商工費商工費    １１１１項項項項．．．．商工費商工費商工費商工費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 荻町地区荻町地区荻町地区荻町地区バスターミナルバスターミナルバスターミナルバスターミナル整備事業整備事業整備事業整備事業    101010108,0008,0008,0008,000千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

診療所跡地の利活用のため、バスターミナルを整備し、路線バス・ドライブイン昼食バス、寺尾臨時駐車場のシャトルバ

ス、身障者車両駐車場として整備し、現状のせせらぎ駐車場一極集中の分散化を図ります。 

また、最近多発する集中豪雨等により庄川のダム放流により「であい橋」を渡る危険により通行止めとなった場合、せせら

ぎP・みだしまPが閉鎖になった場合のバス駐車場・寺尾臨時Pのシャトルバス乗降所としても活用できます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・監理委託料 ８，０００千円 

・工事費 １００，０００千円 

 

 

 

・一般財源       ６，８００千円 

・社会資本整備交付金 ６１，２００千円 

・地方債（過疎ハード）４０，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工費商工費商工費商工費    １１１１項項項項．．．．商工費商工費商工費商工費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 荻町公衆荻町公衆荻町公衆荻町公衆トイレトイレトイレトイレ改修改修改修改修事業事業事業事業    ２１２１２１２１，，，，９６９６９６９６００００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

荻町公衆トイレ（旧荻町駐車場内）は、屋根・トイレとも老朽化により改修が必要となっています。このため、屋根葺替

（伝建補助事業）、トイレ改修を行います。トイレはこれまでの便器数から数を減らし、広いスペースを確保、利用・維持管

理の向上に努めます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・監理委託料 １，５６０千円 

・工事費  ２０，４００千円 

 

 

 

・一般財源 １９，５５６千円（８９．１％） 

・国庫補助  ２，４０４千円（１０．９％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工費商工費商工費商工費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 飛騨地域観光協議会負担金事業飛騨地域観光協議会負担金事業飛騨地域観光協議会負担金事業飛騨地域観光協議会負担金事業    １１１１，，，，２２７２２７２２７２２７千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

 平成17年から飛騨3市1村で構成し、観光誘客を進めているなか、平成27年3月に北陸新幹線が開業し、関東方面から

北陸へ入る来訪者が見込まれることから、26年度より岐阜県とも連携し、一層の誘客を図るため、県・3市1村の負担額を

大きく増額し、飛騨の観光誘客宣伝活動等を強力に行います。（Ｈ27年度で終了） 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・負担金     １，２２７千円 

 

 

 

・一般財源     １，２２７千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工費商工費商工費商工費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 観光観光観光観光パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット等作製等作製等作製等作製事業事業事業事業    １２１２１２１２，，，，２３０２３０２３０２３０千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

白川村の着地観光やPR促進のために、散策マップ（アクセスイラストマップ、荻町集落マップ）や観光名刺台紙の増刷を行います。また、新た

な観光素材・資源を発信するため、白川郷ブランド認定商品のポスターやラベルの作成、荻町公園整備・バスターミナルの完成による集落内の変

更、各地域の活性化を主体とした総合観光パンフレットの作成をします。 

パンフレット送付希望者には資料発送、ＰＲイベント時に配布を行い、更なる誘客促進を展開します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・印刷製本費 １１，５００千円  

・発送費等    ７３０千円 

 

 

・雑入 パンフレット等売りさばき代金 ４０千円 

    （０．３％） 

・一般財源 １２，１９０千円（９９．７％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工商工商工商工費費費費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 荻町合掌集落窓明荻町合掌集落窓明荻町合掌集落窓明荻町合掌集落窓明りりりり点検点検点検点検事業事業事業事業    ４５０４５０４５０４５０千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

白川郷を訪れるカメラマンにも好評のある夜の荻町合掌集落内の窓明かりサービスの保守点検として、合掌家屋内（約51

棟）に設置している窓明かりの点検を年1回行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・業務委託料   ４５０千円 

 

 

 

・一般財源    ４５０千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工商工商工商工費費費費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 ロングトレイルロングトレイルロングトレイルロングトレイル事業事業事業事業    ６６６６，，，，４２１４２１４２１４２１千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

・Ｈ２５年度より新たな観光誘客資源として、ロングトレイルのコース整備やガイド養成を行い、Ｈ26年度は、村内でトレ

イルフォーラムを開催することができました。Ｈ27年度は、組織の確立を図り、さらなるコース整備を進めながら、ツアー

開催の機会を増やし、地域を巻き込んだ事業を展開します。 

 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・業務委託    ６，４２１千円 

 

一般財源    ６，４２１千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工費商工費商工費商工費    ３３３３目目目目．．．．観光観光観光観光費費費費 

事業名称 世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録２０２０２０２０周年事業周年事業周年事業周年事業    ２２２２２２２２，，，，４７２４７２４７２４７２千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

世界遺産登録より２０周年を迎えるにあたり、従来の観光イベントに加え、本年度以降に滞在型観光に繋げられるよう事業

を展開します。【民家園への誘致事業、白山白川郷トレイルツアー、ライトアップ事業、シネマキャラバン開催事業、】合わ

せて、南砺市と共同で実施する事業についても負担金として計上し、その業務に充てます。【ホームページ解説、記念スタン

プ作成、ノベルティー作成 等】 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・需用費       １，１０８千円 

・役務費       ６，４２０千円 

・委託料      １０，３８９千円 

・使用料及び賃借料    ７００千円 

・負担金       ３，８５５千円 

県支出金 １０，０００千円（４４．４％） 

一般財源 １２，４７２千円（５５．６％） 

 



平成 27 年度村議会特別委員会資料  93 
 

村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ６６６６款款款款．．．．商工商工商工商工費費費費    １１１１項項項項．．．．商工費商工費商工費商工費    ４４４４目目目目．．．．消費者行政推進費消費者行政推進費消費者行政推進費消費者行政推進費 

事業名称 
    

消費者生活相談員等消費者生活相談員等消費者生活相談員等消費者生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業事業事業事業    
１１１１１１１１千円千円千円千円    （ 担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

相談窓口での相談に対応するために必要な研修に参加します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

研修に必要な旅費    １１千円 

 

一般財源         １１千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ７７７７款款款款．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２項項項項．．．．道路橋道路橋道路橋道路橋りょうりょうりょうりょう費費費費    ２２２２目目目目．．．．道路維持費道路維持費道路維持費道路維持費 

事業名称 社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業    

（（（（村道荻町鳩谷線舗装側溝補修事業村道荻町鳩谷線舗装側溝補修事業村道荻町鳩谷線舗装側溝補修事業村道荻町鳩谷線舗装側溝補修事業））））    
３０３０３０３０，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 土木係 ） 

    

村道荻町鳩谷線は、通学路にも指定されており歩行者も多いが、舗装及び側溝の老朽化による痛みも激しく安全な通行空

間が確保されていないため、平成２６年度、舗装補修及び側溝改修の詳細設計を行いました。 

平成２７年度工事施行し快適で安全な交通を図ります。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

  

工事請負費   ３０，０００千円 

  

 

 

  

社会資本整備総合交付金 １８，０００千円 

 過疎対策事業債     １２，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ７７７７款款款款．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２項項項項．．．．道路橋道路橋道路橋道路橋りょうりょうりょうりょう費費費費    ２２２２目目目目．．．．道路維持費道路維持費道路維持費道路維持費 

事業名称 社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業    

（（（（木谷橋補修事業木谷橋補修事業木谷橋補修事業木谷橋補修事業））））    
３０３０３０３０，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 土木係 ） 

    

村道木谷稗田線に架かる木谷橋は昭和４８年に架設されたが、経年の劣化が見られるため詳細点検及び詳細設計を行いま

した。 

橋梁の塗装塗替え及び舗装補修などの補修を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

  

工事請負費    ３０，０００千円 

  

 

 

  

社会資本整備総合交付金 １８，０００千円 

 辺地対策事業債     １２，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ７７７７款款款款．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２項項項項．．．．道路橋道路橋道路橋道路橋りょうりょうりょうりょう費費費費    ２２２２目目目目．．．．道路維持費道路維持費道路維持費道路維持費 

事業名称 社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業    

（（（（稗田橋補強事業稗田橋補強事業稗田橋補強事業稗田橋補強事業））））    
３０３０３０３０，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 土木係 ） 

    

村道木谷稗田橋線に架かる稗田橋は昭和４１年に架設された橋梁であり、平成２１年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画

に基づき、塗装塗替え伸縮装置の取替えなど改修工事を平成２４年度に施工しました。 

稗田橋は岐阜県の緊急輸送道路（３次）に指定されており、落橋防止装置の設置など補強が必要なため施工します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

 

 工事請負費   ３０，０００千円 

  

 

 

 

 社会資本整備総合交付金 １８，０００千円 

 辺地対策事業債     １２，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ７７７７款款款款．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２項項項項．．．．道路橋道路橋道路橋道路橋りょうりょうりょうりょう費費費費    ２２２２目目目目．．．．道路道路道路道路維持費維持費維持費維持費 

事業名称 社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業    

（（（（村道舗装補修事業村道舗装補修事業村道舗装補修事業村道舗装補修事業））））    
３０３０３０３０，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 土木係 ） 

    

平成２５年度に道路ストックの総点検として主要村道の路面性状調査を行った。その結果に基づき、舗装劣化による路面

性状悪化路線の舗装補修工事を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

 

 工事請負費   ３０，０００千円 

  

 

 

 

 社会資本整備総合交付金 １８，０００千円 

 過疎対策事業債     １２，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ７７７７款款款款．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２項項項項．．．．道路橋道路橋道路橋道路橋りょうりょうりょうりょう費費費費    ２２２２目目目目．．．．道路維持費道路維持費道路維持費道路維持費 

事業名称 社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業    

（（（（橋梁点検橋梁点検橋梁点検橋梁点検））））    
５５５５，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 土木係 ） 

    

平成２４年１２月の笹子トンネル天井板崩落事故を受け、全国的に道路ストックの総点検を行っており、平成２６年に道

路法の改正により道路構造物を５年毎に点検するよう義務付けられました。 

平成２６年度は平成２１年度に橋梁長寿命化修繕計画において点検に位置付けられた１５ｍ以上の橋梁の点検を行いま

す。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

 

 調査事業委託料   ５,０００千円 

  

 

 

 

 社会資本整備総合交付金 ３，０００千円 

 過疎対策事業債     ２，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ７７７７款款款款．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２項項項項．．．．道路橋道路橋道路橋道路橋りょうりょうりょうりょう費費費費    ３３３３目目目目．．．．道路新設改良費道路新設改良費道路新設改良費道路新設改良費 

事業名称 社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業    

（（（（荻町下荻町下荻町下荻町下ゴソゴソゴソゴソ線改良事業線改良事業線改良事業線改良事業））））    
２５２５２５２５，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 土木係 ） 

    

国道３６０号から展望台へと向かう村道荻町下ゴソ線は路線であるが狭小で、観光バスなどの大型車両の交通量が増えた

ためすれ違いが困難となっています。 

当路線に待避所を設置し観光車両や大型バスなどが安全に通行できる改良を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

  

工事請負費    ２５，０００千円 

  

 

 

  

社会資本整備総合交付金 １５，０００千円 

 過疎対策事業債     １０，０００千円 
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 村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ７７７７款款款款．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２項項項項．．．．道路橋道路橋道路橋道路橋りょうりょうりょうりょう費費費費    ３３３３目目目目．．．．道路新設改良費道路新設改良費道路新設改良費道路新設改良費 

事業名称 社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業    

（（（（村道鳩谷寺尾線落石対策事業村道鳩谷寺尾線落石対策事業村道鳩谷寺尾線落石対策事業村道鳩谷寺尾線落石対策事業））））    
６６６６，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 土木係 ） 

    

村道鳩谷寺尾線は、平成８年度に実施した道路防災総点検により落石対策箇所とされた箇所です。 

各所に落石の跡が見られるため平成２５年度に法面の調査設計を行い落石防護柵設置工事を行っています。 

平成２７年度も引き続き落石防護柵設置工を実施し安全な路線を確保します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

  

工事請負費    ６，０００千円 

  

 

 

  

社会資本整備総合交付金 ３，６００千円 

 過疎対策事業債     ２，４００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ７７７７款款款款．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２項項項項．．．．道道道道路橋路橋路橋路橋りょうりょうりょうりょう費費費費    ３３３３目目目目．．．．道路新設改良費道路新設改良費道路新設改良費道路新設改良費 

事業名称 社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業    

（（（（村道鳩谷馬狩線落石対策事業村道鳩谷馬狩線落石対策事業村道鳩谷馬狩線落石対策事業村道鳩谷馬狩線落石対策事業））））    
１５１５１５１５，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （ 担当：基盤整備課 土木係 ） 

    

村道鳩谷馬狩線は、白山スーパー林道（白山白川郷ホワイトロード）へ続く観光道路であるが、各所に落石の跡が見られ

るため落石防護柵設置工を実施し安全な路線を確保します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

  

工事請負費    １０，０００千円 

設計監理委託料   ５，０００千円 

  

 

  

社会資本整備総合交付金 ９，０００千円 

 過疎対策事業債     ６，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ８８８８款款款款．．．．消防費消防費消防費消防費    １１１１項項項項．．．．消防費消防費消防費消防費    ２２２２目目目目．．．．非常備消防費非常備消防費非常備消防費非常備消防費 

事業名称 地域防災計画見直地域防災計画見直地域防災計画見直地域防災計画見直しししし事業事業事業事業    ２２２２，，，，２４６２４６２４６２４６千円千円千円千円    （担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

東日本大震災の経験から、国の災害対策基本法が改正されたことを受け、本村地域防災計画を前年度から二カ年に亘り見

直し改訂します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・ 委員報酬         ２４８千円 

・ 業務委託料      １，９９８千円 

・ 一般財源      ２，２４６千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ８８８８款款款款．．．．消防費消防費消防費消防費    １１１１項項項項．．．．消防費消防費消防費消防費    ３３３３目目目目．．．．消防施設費消防施設費消防施設費消防施設費 

事業名称 小型動力小型動力小型動力小型動力ポンプポンプポンプポンプ積載車購入事業積載車購入事業積載車購入事業積載車購入事業    １３１３１３１３，，，，８６６８６６８６６８６６千円千円千円千円    （担当： 総務課 庶務環境係 ） 

    

消防団活動に必要な資機材の計画的な更新を図るため、中部分団３班と大郷分団３班の消防積載車を更新します。なお、

更新の目安は車両２０年、小型ポンプ１５年を経過するものとします。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・ 備品購入   １３，６０８千円 

・ 自動車保険料など  １７８千円 

・ 自動車重量税     ８０千円 

 

 

・ 地方債      ８，０００千円（５８％） 

・ 一般財源     ５，８６６千円（４２％) 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    １１１１項項項項．．．．教育総務費教育総務費教育総務費教育総務費    ２２２２目目目目．．．．事務局費事務局費事務局費事務局費 

事業名称 ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ招致事業招致事業招致事業招致事業    ５５５５，，，，７９０７９０７９０７９０千円千円千円千円    （担当：教育委員会 生涯教育係） 

    

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、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、学校の英語授業や外国語活動に携わってい

ます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・ＡＬＴへの報酬    ２，８９４千円 

・ＡＬＴの社会保険料等   ４０５千円  

・代替ＡＬＴ派遣委託  １，８０７千円 

・その他の費用       ６８４千円 

・一般財源 ２，２９０千円（４０％） 

・地方債  ３，５００千円（６０％） 



平成 27 年度村議会特別委員会資料  105 
 

村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    １１１１項項項項．．．．教育総務費教育総務費教育総務費教育総務費    ２２２２目目目目．．．．事務局費事務局費事務局費事務局費 

事業名称 子育子育子育子育てててて教育教育教育教育推進推進推進推進事業事業事業事業    ３３３３，，，，９３０９３０９３０９３０千円千円千円千円    （担当：教育委員会 生涯教育係） 

    

子育てを支援するための経費です。 

① 第三子以降と、片親世帯の児童生徒の給食費を全額免除 

② 第三子以降と、片親世帯の高校生及び障がいのある高校生の通学費用を助成 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・給食費免除のための補助金    ２，２５０千円 

・高校生通学費用助成       １，６８０千円 

 

・一般財源   ３，９３０千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    １１１１項項項項．．．．教育総務費教育総務費教育総務費教育総務費    ２２２２目目目目．．．．事務局費事務局費事務局費事務局費 

事業名称 小学校施設整備事業小学校施設整備事業小学校施設整備事業小学校施設整備事業    ３３３３，，，，２５５２５５２５５２５５千円千円千円千円    （担当：教育委員会 生涯教育係） 

    

グラウンドに児童の遊具を増設したり、小学校施設修繕を行ったりして、学園での生活が安全で楽しく送れるようにしま

す。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・遊具設置、小学校施設修理工事 

３，１２４千円 

・その他の費用           １３１千円 

 

・一般財源     ３，２５５千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    １１１１項項項項．．．．教育総務費教育総務費教育総務費教育総務費    ２２２２目目目目．．．．事務局費事務局費事務局費事務局費 

事業名称 白川郷学園白川郷学園白川郷学園白川郷学園ICTICTICTICT整備事業整備事業整備事業整備事業    ５５５５，，，，６６６６６６６６６６６６千円千円千円千円    （担当：教育委員会 生涯教育係） 

    

白川郷学園の ICT 環境を整備し、児童生徒の学習環境を向上を図ります。パソコン室の整備、タブレット端末の導入、電

子黒板やプロジェクタ及びホワイトボードを設置します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・機器リース料（PC、タブレット、電子黒板等） 

２，７１２千円 

・保守管理料          １，９８７千円 

・備品購入（保管庫等）       ９６７千円    

 

・一般財源    ５，６６６千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    １１１１項項項項．．．．教育総務費教育総務費教育総務費教育総務費    ２２２２目目目目．．．．事務局費事務局費事務局費事務局費 

事業名称 児童生徒輸送児童生徒輸送児童生徒輸送児童生徒輸送経費経費経費経費    １８１８１８１８，，，，２３１２３１２３１２３１千円千円千円千円    （担当：教育委員会 生涯教育係） 

    

子どもたちが安心・安全に学校へ通学するために、スクールバスなどの管理経費です。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・燃料代             ２，７５８千円 

・車検等手数料            ８３５千円 

・運転、添乗業務委託料     １３，３００千円 

・その他の費用          １，３３８千円 

 

・一般財源   １８，２３１千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ２２２２項項項項．．．．小学校費小学校費小学校費小学校費    １１１１目目目目．．．．学校管理費学校管理費学校管理費学校管理費 

事業名称 白川小学校管理一般経費白川小学校管理一般経費白川小学校管理一般経費白川小学校管理一般経費    １１１１１１１１，，，，２９０２９０２９０２９０千円千円千円千円    （担当：教育委員会 生涯教育係） 

    

子どもたちが安心・安全に学校生活を送るための一般・施設管理費です。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・介助員、担任補助員雇用     ５，１３９千円 

・教材や用紙代など消耗品等    ２，０２４千円 

・プールや電気設備などの管理     ９９４千円 

・コピー機等機材のリース料      ４４７千円 

・その他の費用          ２，６８６千円 

・一般財源   １１，２９０千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ３３３３項項項項．．．．中学校費中学校費中学校費中学校費    ２２２２目目目目．．．．教育振興費教育振興費教育振興費教育振興費 

事業名称 中学生海外研修補助事業中学生海外研修補助事業中学生海外研修補助事業中学生海外研修補助事業    ７７７７，，，，４４８４４８４４８４４８千円千円千円千円    （担当：教育委員会 生涯教育係） 

    

学園での英語学習の総まとめとして中学３年生が英会話を現地で体験します。 

将来の白川村の担う子供たちに国際感覚を養うとともに郷土を見つめなおし誇りを持って世界へ情報発信する機会としま

す。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・海外研修費用補助金       ７，４４８千円 

 

 

・一般財源   ７，４４８千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ３３３３項項項項．．．．中学校費中学校費中学校費中学校費    １１１１目目目目．．．．学校管理費学校管理費学校管理費学校管理費 

事業名称 白川中学校管理一般経費白川中学校管理一般経費白川中学校管理一般経費白川中学校管理一般経費    ８８８８，，，，４５１４５１４５１４５１千円千円千円千円    （担当：教育委員会 生涯教育係） 

    

子どもたちが安心・安全に学校生活を送るための一般・施設管理費です。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・介助員、担任補助員賃金     ２，０４０千円 

・燃料代             １，０３９千円 

・教材や用紙代など消耗品     １，８５２千円 

・電気設備、機器管理         ６１８千円 

・コピー機等機材のリース料      ９５５千円 

・その他の費用           

・一般財源   ８，４５１千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    １１１１目目目目．．．．社会教育総務費社会教育総務費社会教育総務費社会教育総務費 

事業名称 放課後子放課後子放課後子放課後子どもどもどもども教室推進事業教室推進事業教室推進事業教室推進事業    ２２１２２１２２１２２１千円千円千円千円    （担当：教育委員会 社会教育係) 

    

郷土を愛し、郷土に夢と誇りを持てる子どもを育てるために、村の自然や資源を活用した課外授業を行います。専門的な

知識を有するＮＰＯ法人に運営を委託し、より内容の充実した活動を展開しています。 

 

 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・ＮＰＯへの委託料 ２２１千円 

 

・ 県補助金 １４７千円（６７％） 

・ 一般財源  ７４千円（３３％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    １１１１目目目目．．．．社会教育総務費社会教育総務費社会教育総務費社会教育総務費 

事業名称 社会教育推進事業補助社会教育推進事業補助社会教育推進事業補助社会教育推進事業補助    ５００５００５００５００千円千円千円千円    （担当：教育委員会 社会教育係） 

    

高山中日文化センターと連携して行っている、白川村生涯学習講座の受講を促進するために、入会金と受講料の一部を村

が負担し、受講者の負担を軽減します。また皆さんが要望する、魅力ある内容の講座を開設できるよう努めるとともに、講

座で学んだことを生かすことのできる仕組みを検討します。（例）絵手紙教室受講者による、独居老人世帯への心温まる絵手

紙の配達など。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・村が負担する負担金 ５００千円 ・一般財源 ５００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ２２２２目目目目．．．．公民館費公民館費公民館費公民館費 

事業名称 公民館臨時経費公民館臨時経費公民館臨時経費公民館臨時経費    ９００９００９００９００千円千円千円千円    （担当：教育委員会 社会教育係） 

    

各地区公民館代表者による公民館運営連絡協議会に運営補助金を交付しています。公民館運営連絡協議会が主催し、毎年

行われている村民文化祭の開催経費や各地区公民館の活動経費補助に使われています。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・公民館運営連絡協議会への補助金 ９００千円 ・一般財源     ９００千円 



平成 27 年度村議会特別委員会資料  115 
 

村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ２２２２目目目目．．．．公民館費公民館費公民館費公民館費 

事業名称 総合文化交流施設管理運営事業総合文化交流施設管理運営事業総合文化交流施設管理運営事業総合文化交流施設管理運営事業    ２２２２，，，，１７５１７５１７５１７５千円千円千円千円    （担当：教育委員会 社会教育係） 

    

道の駅白川郷の横にある、総合文化交流施設の維持管理にかかる経費です。生涯学習の拠点施設として誰もが使いやすい

施設運営に努めます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・必要な消耗品等購入費 １，１５６千円 

・電話代         ６６千円 

・施設管理などの委託料 ９２７千円 

・テレビ受信料      ２６千円 

・一般財源   ２，１７５千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ４４４４目目目目．．．．青少年健全育成費青少年健全育成費青少年健全育成費青少年健全育成費 

事業名称 成人式開催事業成人式開催事業成人式開催事業成人式開催事業    ６００６００６００６００千円千円千円千円    （担当：教育委員会 社会教育係） 

    

村の将来を担う新成人の思い出に残る成人式を開催するための経費を実行委員会へ補助します。村青年会を中心に組織さ

れる実行委員会は、衰退する青年会の地域貢献の場となり、若きリーダーとしての自覚と責任が芽生える場となります。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・実行委員会への開催経費補助金 ６００千円 ・一般財源     ６００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ４４４４目目目目．．．．青少年健全育成費青少年健全育成費青少年健全育成費青少年健全育成費 

事業名称 青青青青少年少年少年少年研修補助事業研修補助事業研修補助事業研修補助事業    １１１１，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当：教育委員会 社会教育係） 

    

青少年を国内外に派遣することで、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の向上や他者を理解する心情を養います。また、海外を見聞することで、

ふるさとの良さや課題を発見・再認識し、次代のﾘｰﾀﾞｰとしての素地を養います。ただし、補助金の上限は１００万円です。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・研修青少年への補助金 １，０００千円 ・一般財源   １，０００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ４４４４目目目目．．．．青少年健全育成費青少年健全育成費青少年健全育成費青少年健全育成費 

事業名称 青少年村民育成会議補助事業青少年村民育成会議補助事業青少年村民育成会議補助事業青少年村民育成会議補助事業    １１１１，，，，３５０３５０３５０３５０千円千円千円千円    （担当：教育委員会 社会教育係） 

    

青少年育成村民会議へ補助金を交付し、村の子どもたちの健全育成に関する事業を行っています。青少年育成団体２団体

（子ども会育成委員会・ジュニアスポーツ連絡協議会）と青年会に活動助成金を交付し、育成活動の推進を行っています。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・村民会議への補助金   １，３５０千円 ・一般財源   １，３５０千円 



平成 27 年度村議会特別委員会資料  119 
 

村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ６６６６目目目目．．．．若者等創作活動施設管理費若者等創作活動施設管理費若者等創作活動施設管理費若者等創作活動施設管理費 

事業名称 若者等創作活動施設管理事業若者等創作活動施設管理事業若者等創作活動施設管理事業若者等創作活動施設管理事業    １１１１，，，，２５８２５８２５８２５８千円千円千円千円    （担当：教育委員会 社会教育係） 

    

平瀬カルチャーセンターの維持管理にかかる経費です。生涯学習の拠点施設として誰もが使いやすい施設運営に努めます。 

 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・清掃にかかる賃金          ３２４千円 

・光熱水費              ４６７千円 

・電話代                ４８千円 

・消耗品購入など施設管理に必要な費用 ４１９千円 

・施設使用料   １５千円（ ２％） 

・一般財源 １，２４３千円（９８％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ３３３３目目目目．．．．文化財保護費文化財保護費文化財保護費文化財保護費 

事業名称 荻町伝建地区保存事業費荻町伝建地区保存事業費荻町伝建地区保存事業費荻町伝建地区保存事業費    ２５２５２５２５，，，，６３２６３２６３２６３２千円千円千円千円    （担当：教育委員会 文化財係） 

    

白川村世界遺産マスタープランの三本の一つ「世界遺産の価値を高める。」の方針に基づき重要伝統的建造物群保存地区荻

町合掌集落内の歴史的建造物および環境を永続的に維持保存するための経費の補助を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

伝建物修理のための補助金 ２２，１６３千円 

放水銃設備修理工事     ３，３２０千円 

文化庁指導のための旅費      ８７千円 

消耗品費             ６２千円 

・国補助金       １４，４９５千円（６５％） 

・世界遺産保存協力寄付金 １１，１３７千円（３５％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ３３３３目目目目．．．．文化財保護費文化財保護費文化財保護費文化財保護費 

事業名称 旧遠山家住宅修理事業旧遠山家住宅修理事業旧遠山家住宅修理事業旧遠山家住宅修理事業    122,829122,829122,829122,829千円千円千円千円    （担当：教育委員会 文化財係） 

    

国指定重要文化財旧遠山家住宅は昭和 50 年に屋根の葺替えを行ってから 35 年経過し、茅葺き屋根の老朽化をはじめ軸部

部分も部分的に修理が必要な時期を迎えています。今後の旧遠山家住宅の保存管理や活用方針を定める「旧遠山家住宅保存

管理計画」の策定を行い、国の修理事業や今後の活用を念頭においた施設整備を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

計画書策定のための報償費     ８０千円 

計画書策定、文化庁指導旅費   ３５５千円 

修理工事設計監理委託料   ６，５３７千円 

修理工事請負費     １１５，７４６千円 

その他経費           １１１千円 

・国補助金      ７９，５４４千円（６５％） 

・一般財源      ４３，２８５千円（３５％） 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ３３３３目目目目．．．．文化財保護費文化財保護費文化財保護費文化財保護費 

事業名称 茅育成事業茅育成事業茅育成事業茅育成事業    １１１１１１１１，，，，５１０５１０５１０５１０千円千円千円千円    （担当：教育委員会 文化財係） 

    

村内の合掌造り民家の茅屋根葺替のための茅の自給率を上げるために、茅場の再生、造成、育成を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

茅場造成のための委託料   １１，５１０千円 

 

 

・世界遺産保存協力寄付金 ７，８２１千円（６８％） 

・一般財源        ３，６８９千円（３２％） 
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    村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ３３３３目目目目．．．．文化財保護費文化財保護費文化財保護費文化財保護費 

事業名称 文化財保護臨時経費文化財保護臨時経費文化財保護臨時経費文化財保護臨時経費    １１１１，，，，３８４３８４３８４３８４千円千円千円千円    （担当：教育委員会 文化財係） 

    

 現在村の指定文化財は法蓮寺山門や嘉念坊道場跡、又四郎ナシ等 18 件指定されていますが、村内にはまだまだ後世に伝

えるべき資産が存在します。それらの資産を評価し追加指定するための調査等を行います。また村内の指定文化財保護のた

めに臨時的にかかる経費について計上し早期対応に努めます。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

調査にかかる報償費        １２０千円 

調査にかかる旅費         ４４７千円 

文化財保護のための修繕料等    ４４７千円 

文化財保護のための委託料     ３７０千円 

 

 

・一般財源       １，３８４千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ３３３３目目目目．．．．文化財保護費文化財保護費文化財保護費文化財保護費 

事業名称 旧花植家活用整備事業旧花植家活用整備事業旧花植家活用整備事業旧花植家活用整備事業    １１１１１１１１，，，，３４５３４５３４５３４５千円千円千円千円    （担当：教育委員会 文化財係） 

    

白川村世界遺産マスタープランに位置づけられた空屋対策事業として平成２６年度村に寄贈を受けた旧花植家の活用計画を

策定し段階的な活用を図るための施設整備事業を行います。当面は大学の教育施設としての暫定活用を行い活用効果を検証

します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

整備工事のための設計監理委託料  ８８８千円 

 整備工事のための工事請負費 １０，４５７千円 

 

・世界遺産保存協力寄付金   １１，３４５千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４項項項項．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ３３３３目目目目．．．．文化財保護費文化財保護費文化財保護費文化財保護費 

事業名称 世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産２０２０２０２０周年記念教育周年記念教育周年記念教育周年記念教育プログラムプログラムプログラムプログラム事業事業事業事業    ２０２０２０２０，，，，０８６０８６０８６０８６千円千円千円千円    （担当：教育委員会 文化財係） 

    

平成７年に荻町合掌集落が世界文化遺産に登録され平成２７年度は２０周年の節目を迎え、「われらがつなぐ合掌文化」をメ

インテーマに掲げ教育プログラムを基軸にした各種記念イベントを実施します。主な事業としてメインイベントに１１月下

旬に記念フォーラムを開催、その他に教育プログラムとして合掌文化継承プログラムである「みんなでつくる茅ニュープロ

ジェクト」、白川遺産ツアー「われらが巡るホンモノの白川村」、白川遺産学セミナー「われらが学ぶホンモノの白川村（仮

題）」を計画しております。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

イベント実施のための委託料 １９，９０７千円 

 イベント実施に関わる旅費     １３２千円 

 イベント実施に関わる需用費     ４７千円 

・一般財源          ２０，０８６千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ５５５５項項項項．．．．保健体育費保健体育費保健体育費保健体育費    １１１１目目目目．．．．保健体育総務費保健体育総務費保健体育総務費保健体育総務費 

事業名称 保健体育総務一般経費保健体育総務一般経費保健体育総務一般経費保健体育総務一般経費    １１１１，，，，７８７７８７７８７７８７千円千円千円千円    （担当：教育委員会 社会教育係） 

    

村内のスポーツ振興を進めるとともに、現在村民が必要としているスポーツ環境の把握を行う。ジュニア(小学生)・部活

動(中学生)・体育協会(成人)らが互いに交流できる弾力のあるスポーツ環境づくりを行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・スポーツ指導者等への報酬  ６１２千円 

・体育・文化激励金      ４２０千円  

・消耗品購入など必要な費用  ７５５千円 

・一般財源   １，７８７千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９款款款款．．．．教育費教育費教育費教育費    ５５５５項項項項．．．．保健体育日費保健体育日費保健体育日費保健体育日費    ３３３３目目目目．．．．学校給食学校給食学校給食学校給食センセンセンセンターターターター管理経費管理経費管理経費管理経費 

事業名称 学校給食学校給食学校給食学校給食センターセンターセンターセンター管理経費管理経費管理経費管理経費    ８８８８，，，，４９６４９６４９６４９６千円千円千円千円    （担当：教育委員会 生涯教育係） 

    

子どもたちに安心・安全でおいしい給食を届けるための施設管理費です。 

 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・洗剤、消毒薬など消耗品       ８００千円 

・燃料代             ２，６０４千円 

・光熱水費            ２，９８１千円 

・冷蔵庫等のリース料         ４８１千円 

・その他の費用          １，６３０千円 

・一般財源   ８，４９６千円 

 


