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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．．．．総務管理総務管理総務管理総務管理費費費費    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事業運行業務委託事業運行業務委託事業運行業務委託事業    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 

 

 

 

 

・ 過疎債        ６，５００千円 

・ 一般財源         ５２０千円 
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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．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ２２２２．．．．文書広報費文書広報費文書広報費文書広報費 

事業名称 文書広報一般経費事業文書広報一般経費事業文書広報一般経費事業文書広報一般経費事業    ３３３３，，，，７７７７７４７４７４７４千円千円千円千円    （担当： 総務課 庶務環境係 ） 

 

「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、今年度は広報綴り用冊子の作製を行います。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

広報誌・広報誌綴冊子印刷費  ３，７５９千円 

日本広報協会への負担金       １５千円 

 

県支出金              １００千円 

一般財源            ３，６７４千円 
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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．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ３３３３．．．．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，，，，２４２２４２２４２２４２千円千円千円千円    （ 担当：総務課 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っていきます。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

研修に参加する旅費           ８千円 

コンサル委託経費        １，２３４千円 

 

内訳：合同コンサル委託料     ４８６千円 

財務書類作成指導・助言委託 ７４８千円 

一般財源           １，２４２千円 
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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．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ５５５５．．．．財政管理費財政管理費財政管理費財政管理費 

事業名称 財産管理臨時経費財産管理臨時経費財産管理臨時経費財産管理臨時経費    ５５５５，，，，３８４３８４３８４３８４千円千円千円千円    （担当： 総務課 管財係 ） 

    

役場裏手にある車庫において、雨漏りが発生していることから、トタン屋根への葺き替えを行います。 

〔〔〔〔    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          ４，９８５千円 

設計監理委託料          ３９９千円 

 

 

 

一般財源           ５，３８４千円 
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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 ２２２２．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ５５５５．．．．財政管理費財政管理費財政管理費財政管理費 

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    ２２２２，，，，２３０２３０２３０２３０千円千円千円千円    （担当： 総務課 管財係 ） 

    

マイナンバー制度の本格運用が、平成２９年７月に迫っています。村民の皆様に安心してご利用をいただくた

めに、役場内で使用するマイナンバー関連システムの運用テストを実施します。 

（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    〕〕〕〕    

テスト実施に伴う業務委託料    ２，２３０千円 

 

 

 

 

一般財源            ２，２３０千円 
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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．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ５５５５．．．．財政管理費財政管理費財政管理費財政管理費 

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    １１１１，，，，９６３９６３９６３９６３千円千円千円千円    （担当： 総務課 管財係 ） 

    

職員が普段利用している庁用車のリース料です。平成２８年度は４台分を予定しています。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

役場両用車のリース料      １，９６３千円 

 

 

 

一般財源           １，９６３千円 
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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．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ５５５５．．．．財政管理費財政管理費財政管理費財政管理費 

事業名称 庁用車整備事業庁用車整備事業庁用車整備事業庁用車整備事業    ４４４４，，，，２３２３２３２３３３３３千円千円千円千円    （担当： 総務課 管財係 ） 

    

役場で所有しているトラック（１０号車）のエンジンが故障したため、車両を新しく購入します。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

トラックの購入にかかる経費   ４，２３３千円 

 

 

 

 

一般財源   ４，２３３千円 
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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．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１．．．．総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費    ５５５５．．．．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    １４１４１４１４，，，，１７２１７２１７２１７２千円千円千円千円    （担当： 総務課 管財係 ） 

    

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。２ヵ年事業の２年目です。 

（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    〕〕〕〕    

登記業務委託料       １４，１７２千円 

 

 

一般財源         １４，１７２千円 
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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．．．．総務総務総務総務費費費費    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．．．．企画企画企画企画費費費費 

事業名称 総合戦略推進事業総合戦略推進事業総合戦略推進事業総合戦略推進事業    ２２２２，，，，６１７６１７６１７６１７千円千円千円千円    （担当：観光振興課産業振興係） 

    

平成 27 年度策定した第六次総合計画後期基本計画、並びにまち・ひと・しごと創生「白川村総合戦略」の推

進を目的として、産学官金労言が参画する推進組織を設置し、新たな戦略の立案や、見直し、重要業績評価指

標（ＫＰＩ）の評価検証を実施しＰＤＣＡサイクルを推進します。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・推進組織に構成する委員報酬  ５５０千円 

・組織運営に係る旅費      ４４７千円 

・組織運営委託料      １，６２０千円 

・国支出金         １，３００千円 

・一般財源         １，３１７千円 
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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    ３３３３，，，，１２０１２０１２０１２０千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

村内に住居があり、村外に安定的かつ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

就労している若者（満４０歳未満）に対し、通勤費助成金を交付します。Ｈ２７年度に要綱改正し、一般道を

片道４０ｋｍ以上走行または高速道路を利用し、村以外に通勤されている方を対象に助成します。 

 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

ただくことにより、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    ３，１２０千円 

 

・ 地方債           ２，０００千円 

・一般財源          １，１２０千円 
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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進事業推進事業推進事業推進事業    ４４４４，，，，８００８００８００８００千円千円千円千円    （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（村づくり活動支援事業補助金）。 

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白川郷産品の認定制度やブランド認定制度の制度運用を行い、村産品のＰＲ等に努めます。 

④若者未来会議を行い、若者が考える村の将来像を実現できるよう繋げていきます。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・補助金             ５００千円 

・交付金           ４，３００千円 

 

・一般財源          ４，８００千円 
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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 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，，，，１１１１７７７７００００千円千円千円千円    （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。 

隊員一人につき、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。 

Ｈ２７年度までに７名の隊員が活動をしています。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・給与（7 人分）14,376 千円・職員手当等 2,163 千円 

・共済費     2,896 千円・使用料及び賃借料 

・需用費     3,906 千円       4,829 千円 

・交付金    5,000 千円 

 

・ 一般財源          ３３，１７０千円 

※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 

①補助率１００％（上限５０万円） 

②原則、年間１団体（個人）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    〕〕〕〕    

・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。 

①補助率１００％（上限３００万円） 

②原則、年間１団体（個人）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    〕〕〕〕    

・補助金    ３，０００千円 

 

・ 一般財源     ３，０００千円（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 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    １１１１１１１１１１１１，，，，７９２７９２７９２７９２千円千円千円千円    （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。 

Ｈ２７～２８：設計管理及び工事請負 

Ｈ２８：通信インフラ工事、周辺環境整備、備品整備、寄贈図書受入れ 

 

〔〔〔〔    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             ７５０千円 

・監理委託料         ５，０１７千円 

・工事請負費       １０３，７２５千円 

・備品購入費         ２，３００千円 

・ 国庫支出金        ５１，３７１千円 

※集落活性化推進事業補助金 

・地 方 債          ５０，０００千円 

・ 一般財源         １０，４２１千円 
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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    ８８８８目目目目．．．．企画費企画費企画費企画費 

事業名称 民間賃貸住宅居住者助成事業民間賃貸住宅居住者助成事業民間賃貸住宅居住者助成事業民間賃貸住宅居住者助成事業    ５２５２５２５２００００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

 村の定住人口の増加を図るため、村が指定する民間賃貸住宅（現在はドミール白川のみ）に新たに居住する

方に対し、予算の範囲内において民間賃貸住宅居住助成金を交付します。 

①家賃の１か月相当分（上限４万円） 

②村に住所を有し、契約者が入居者自身である場合対象となります。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・交付金            ５２０千円 

 

・ 一般財源           ５２０千円 
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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 国際交流国際交流国際交流国際交流事業事業事業事業    ５５５５，，，，７１６７１６７１６７１６千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

 友好関係にあるイタリアのアルベロベッロ市やフランスのリクヴィル村との交流を行います。この交流を通

じて海外自治体の文化財保存や活用、地域活性化策等、村づくりの参考にします。 

 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・旅費             ３０６千円 

・需用費            １１０千円 

・委託料          ５，３００千円 

 

・ 一般財源         ５，７１６千円 
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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 移住交流促進事業移住交流促進事業移住交流促進事業移住交流促進事業    ９９９９，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

 村内にある空き家を公募型のワークショップにて整備します。このことにより、ワークショップ参加者が移

住対象者またはリピーターになることが期待されます。観る観光ではなく、村に関わる観光に重点を置き、交

流人口及び移住者獲得を促進します。 

※ワークショップは業務委託にて行います。 

〔〔〔〔    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          ９，０００千円 

 

・ 国庫支出金         ４，０００千円 

           ※地方創生加速化交付金 

・ 一般財源           ５，０００千円 
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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 都市住民交流事業都市住民交流事業都市住民交流事業都市住民交流事業    １１１１，，，，２１２２１２２１２２１２千円千円千円千円    （担当：観光振興課 産業振興係） 

    

 主に３大都市圏にて「白川村ナイト」を開催し、都市部に住む方に村の食、自然、文化、ヒト等の魅力を感

じてもらい、新たな交流人口の獲得と村に足を運んでもらうきっかけの場を作ります。 

また都市部の方との新たな繋がりや、観光マーケティングの場としても有効であることから、希望する村民

の方にも参加していただきます。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・旅費              ８１２千円 

・委託料             ４００千円 

 

・ 国庫支出金          ５００千円 

           ※地方創生加速化交付金 

・ 一般財源           ７１２千円 
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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 経済経済経済経済センサスセンサスセンサスセンサス活動調査費活動調査費活動調査費活動調査費    ３３５３３５３３５３３５千円千円千円千円    （担当： 総務課 庶務・環境係 ） 

    

この調査は、統計法（平成１９年法律第５３号）に基づく基幹統計調査として我が国の全産業分野における事

業所及び企業の経済活動の状態を全国的及び地域別に明らかにするとともに、売上高や費用などの経理項目の

把握に重点を置いて実施します。 

平成２８年６月１日を基準日として実施します。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・報酬             ２２８千円 

・旅費               ２千円 

・事務用品            ８５千円 

・郵便代             ２０千円 

・経済センサス活動調査費     ２００千円 

・一般財源            １３５千円 
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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．．．．民生費民生費民生費民生費            ２２２２....児童福祉費児童福祉費児童福祉費児童福祉費            ２２２２....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    ２４２４２４２４，，，，２２５２２５２２５２２５千円千円千円千円    （担当： 村民課村民健康福祉係 ） 

    

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 に支給し、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×給付額） 

 

 被用者児童手当 

  中学生          416 人*10,000 円 

  3 歳以上小学校終了前 

   第 1 子・第 2 子     772 人*10,000 円 

   第 3 子以降        223 人*15,000 円 

  3 歳未満          317 人*15,000 円 

 

 非被用者児童手当 

  中学生          120 人*10,000 円 

  3 歳以上小学校終了前 

   第 1 子・第 2 子     171 人*10,000 円 

   第 3 子以降        27 人*15,000 円 

  3 歳未満          62 人*15,000 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 
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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．．．．民生費民生費民生費民生費        ２２２２．．．．児童福祉費児童福祉費児童福祉費児童福祉費        ３３３３．．．．児童福祉施設費児童福祉施設費児童福祉施設費児童福祉施設費 

事業名称 保育所臨時経費保育所臨時経費保育所臨時経費保育所臨時経費    １１１１，，，，３７３３７３３７３３７３千円千円千円千円    （担当： 教育委員会 保育園 ） 

    

 増化する未満児保育の要望に対し、施設側の受け入れ態勢の充実を図り、もって、子どもたちが安心して生

活(保育)ができる環境の整備を図ります。不足する 2 歳児の保育室を確保するため、カーペット床の談話室を、

子どもたちが安全に生活を送ることができるよう、転倒・転落及び衝突に配慮した、クッション性に富んだカ

ーペットに張り替えるとともに、保育室を隔てるハンガーウォールの傷んだ箇所の修理を行います。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

改修に係る工事請負費     １，２６３ 千円 

工事に関する設計監理委託料    １１０ 千円 

一般財源           １，３７３ 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．．．．民生費民生費民生費民生費        ２２２２．．．．児童福祉費児童福祉費児童福祉費児童福祉費        ３３３３．．．．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 広域入所委託事業広域入所委託事業広域入所委託事業広域入所委託事業    １１１１，，，，９４２９４２９４２９４２千円千円千円千円    （担当： 教育委員会 保育園 ） 

    

 村の北部地域(小白川)に生活する児童(２名)を、自宅より十数キロ離れた白川保育園へ入所するより、２km

程度しか離れていない南砺市立上平保育園へ入所した方が、保護者の負担が軽減され、定住人口の減少が一時

的に抑制されるとともに、高齢化が著しい当該地域にあって、児童らによる賑わいが創出されます。 

 ただ、児童に要する保育経費は保育の実施権者である当村が負担しなければならず、その経費の算出にあた

っては、保育施設等に対する国庫補助金の算定根拠となる公定価格により算出される額となり、受け入れ先に

対する費用負担分となります。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

業務委託料         １，９４２ 千円 一般財源          １，９４２ 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    １１１１．．．．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    １１１１，，，，００１００１００１００１千円千円千円千円    （担当： 村民課 村民健康福祉係） 

    

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    〕〕〕〕    

手数料              １千円 

扶助費          １，０００千円 

国庫支出金          ５００千円 

県支出金           ２５０千円 

一般財源           ２５１千円 
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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    １１１１．．．．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，，，，０５５０５５０５５０５５千円千円千円千円    （担当： 村民課 村民健康福祉係） 

    

母子健康手帳の交付、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、

乳幼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    〕〕〕〕    

栄養士等報償費          １０６千円 

妊婦健康診査等需用費        ９７千円 

妊婦健康診査等委託料     １，４５９千円 

妊婦健康診査等扶助費       ３９３千円 

 

一般財源          ２，０５５千円 
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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    １１１１．．．．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 ゆりかごゆりかごゆりかごゆりかご事業事業事業事業    ３３３３，，，，５００５００５００５００千円千円千円千円    （担当： 村民課 村民健康福祉係） 

    

出産祝金を助成することにより、妊娠中や出産してからの経済的負担の軽減を図る。そして安心して出産を迎

えられる環境を作り、子育ての支援を充実します。 

第１，２子出産→１０万円  第３子以降の出産→５０万円。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

扶助費           ３，５００千円 一般財源          ３，５００千円 
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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 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 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    ３３３３，，，，６４３６４３６４３６４３千円千円千円千円    （担当： 村民課 村民健康福祉係） 

    

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   ２，６１６千円 

健康管理システム使用料及び賃借料  ８０５千円 

健診用封筒印刷費等         ２０５千円 

健診案内役務費            １７千円 

国庫支出金             ９千円 

県支出金             ４０千円 

負担金             ３０４千円 

一般財源          ３，２９０千円 
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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 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 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，，，，０５５０５５０５５０５５千円千円千円千円    （担当： 村民課 村民健康福祉係） 

    

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る。 

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る。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    〕〕〕〕    

筋力トレーニング需用費      １９５千円 

システム使用料        １，４２８千円 

業務委託料            ４３２千円 

補助金(後期高齢者連合補助金)    ６００千円 

負担金               ３１１千円 

一般財源            １，１４４千円 
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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 健康体操教室健康体操教室健康体操教室健康体操教室事業事業事業事業    ２６８２６８２６８２６８千円千円千円千円    （担当： 村民課 村民健康福祉係） 

    

村民が参加しやすい健康体操教室を開催し、健康増進と介護予防・認知症予防を行う。また、自分の健診結果

から身体の状況を知ったうえで、保健指導、自分に合ったバランス食、温泉等を活用した休養を体験する講座

を開催します。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

報償費             １２千円 

需用費             ９６千円 

使用料等            ５２千円 

備品購入           １０８千円 

一般財源          ２６８千円 
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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 生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防事業事業事業事業    ５７３５７３５７３５７３千円千円千円千円    （担当： 村民課 村民健康福祉係） 

    

健診受診者のうち、必要な方に二次健診を行うことにより、動脈硬化の早期発見及び重症化の予防を行います。

また、バランス食や運動等の体験講座を実施します。 

〔〔〔〔    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            ２２千円 

需用費            ４５千円 

健診委託料         ４８８千円 

使用料等           １８千円 

 

一般財源           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 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    ２０２０２０２０，，，，０１０１０１０１３３３３千円千円千円千円    （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。 

二軸式破砕機を購入することにより、大型の廃棄物を細かくし、適正な廃棄物処理に努めます。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・消耗品、燃料費等          ９４１千円 

・ごみ処理手数料等          ５９７千円 

・分別作業業務委託等        ２，１６２千円 

・自動車借上等            １１３千円 

・二軸式粉砕機等購入費     １６，２００千円 

・ 有価物売捌手数料等      ６７２千円 

・ 過疎債          １０，０００千円 

・一般財源         ９，３４１千円 
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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    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    １９１９１９１９，，，，１６６１６６１６６１６６千円千円千円千円    （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となります。高山市への可燃

ごみ処理委託料及び最終処分場埋立地浸透水質検査業務委託料等が含まれます。 

容器包装等の分別により、可燃ごみの削減に努めます。 

〔〔〔〔    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  ２，３７８千円 

・ごみ袋取扱手数料、車検手数料等      １，１６１千円 

・可燃・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               １５，３９０千円 

・ダンプ借上げ料等                 ９８千円 

・その他経費                 １３９千円 

・ 廃棄物処理手数料       ３，６１０千円 

・一般財源           １５，５５６千円 
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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    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

委託しておますが、平成２８年度からは一部村内で処理を行います。また、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)    ６，９１２千円 

・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．．．．農業農業農業農業費費費費    ６６６６目目目目．．．．農地農地農地農地費費費費 

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    ８８８８，，，，９４９９４９９４９９４９千円千円千円千円    （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ヶ年事業となります。（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

います。 

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

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・負担金          ７，９５０千円 

・委託料            ９９９千円 

 

 ・分 担 金         １，４８５千円 

 ・地 方 債         ７，０００千円 

 ・一般財源           ４６４千円 
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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．．．．農業農業農業農業費費費費    ６６６６目目目目．．．．農地農地農地農地費費費費 

事業名称 
県営県単小水力発電施設整備県営県単小水力発電施設整備県営県単小水力発電施設整備県営県単小水力発電施設整備

事業事業事業事業    
３３３３３３３３，，，，２５０２５０２５０２５０千円千円千円千円    （担当： 基盤整備課 建設係 ） 

    

平成２６年度から平成２９年度までの４ヶ年事業となります。（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） 

牛首谷川から取水している戸ヶ野用水の高低差を利用し、水力発電施設整備を行います。売電した収益を土地

改良施設の維持管理費や農業農村施設の電気代等に充当する予定です。 

（事業費の２５％を白川村が負担します。） 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・負担金        ３３，２５０千円 

 

 

・一般財源         ３３，２５０千円 
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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 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    ４４４４，，，，４９２４９２４９２４９２千円千円千円千円    （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。また、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       ４，１６０千円 

危険鳥獣出没緊急対応賃金      １２０千円 

消耗品費               ５０千円 

有害鳥獣捕獲隊員補助金        ７２千円 

わな狩猟免許取得補助金        ９０千円 

県交付金等             ９６６千円 

一般財源           ３，５２６千円 
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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 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，，，，０９３０９３０９３０９３千円千円千円千円    （担当： 基盤整備課 農林係 ） 

    

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

が行います。 

 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    〕〕〕〕    

消耗品費(肥料等)         ２７２千円 

管理委託料(草刈)       ３，０００千円 

業務委託料(花苗等)        ８２１千円 

地 方 債            ３，０００千円 

一般財源            １，０９３千円 
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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 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    ５３２５３２５３２５３２千円千円千円千円    （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です。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の計画を作成します。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。また、２８年度については１４．００ｈａを予定し、森林所

有者に対して計画作成にかかる費用は発生いたしません。 

〔〔〔〔    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            ５３２千円 県交付金             ３９９千円 

一般財源             １３３千円 
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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 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行います。 

 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    １０１０１０１０，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 基盤整備課 農林係 ） 

    

危険木除去（ナラ枯れ被害木 倒伏の恐れのある木の伐採）、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(危険木除去)   １０，０００千円 

 

県補助金          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 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う。 

 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    〕〕〕〕    

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    ２２２２，，，，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         ２，０００千円 

 

諸収入(森林総合研究所より)   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 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    ４４４４目目目目．．．．林道費林道費林道費林道費 

事業名称 
県単林道改良県単林道改良県単林道改良県単林道改良事業事業事業事業    

野野野野ヶヶヶヶ島林道法面補修工事島林道法面補修工事島林道法面補修工事島林道法面補修工事    
２２２２，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 基盤整備課 建設係 ） 

    

野ヶ島林道法面補修工事 A=２９３．０㎡  

 島地内にある野ヶ島林道において、法面の雨水による崩落を防ぐためフトン籠及びコルゲート管を設置し崩

落被害の拡大防止に努めます。 

 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

工事請負費           ２，０００千円 

 

 

県補助金 １/２        １，０００千円 

一般財源 １/２        １，０００千円 



総務課政策担当財政係  |  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 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    ４４４４目目目目．．．．林道費林道費林道費林道費 

事業名称 
林道林道林道林道・・・・点検診断保全整備点検診断保全整備点検診断保全整備点検診断保全整備事業事業事業事業    

橋橋橋橋りょうりょうりょうりょう点検業務委託点検業務委託点検業務委託点検業務委託    
３３３３，，，，８００８００８００８００千円千円千円千円    （担当： 基盤整備課 建設係 ） 

    

 村内林道の橋梁点検を行います。 

（飯島林道２本・横道林道１本・一匹林道１本・有家ヶ原林道３本）計７本 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

保守(点検)管理委託料     ３，８００千円 

 

国交付金 １/２      １，９００千円 

一般財源 １/２      １，９００千円 
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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    ４４４４目目目目．．．．林道費林道費林道費林道費 

事業名称 林道費臨時経費林道費臨時経費林道費臨時経費林道費臨時経費    １１１１１１１１，，，，６５０６５０６５０６５０千円千円千円千円    （担当： 基盤整備課 建設係 ） 

    

林道利用者が、安全に通行できるよう維持管理と軽微な改修工事を行います。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

修繕費 ・修繕費        ３，０００千円 

委託費 ・林道台帳整備     ２，０００千円 

工事費 ・牛首林道側溝改修工事 ３，５００千円 

    ・宮谷林道洗越改良工事 １，５００千円 

    ・大沼林道舗装工事   １，６５０千円 

一般財源           １１，６５０千円 
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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    ５５５５目目目目．．．．白山林道管理費白山林道管理費白山林道管理費白山林道管理費 

事業名称 白山林道管理一般経費白山林道管理一般経費白山林道管理一般経費白山林道管理一般経費    １０４１０４１０４１０４，，，，２１９２１９２１９２１９千円千円千円千円    （担当： 基盤整備課 建設係 ） 

    

岐阜県森林公社より白山白川郷ホワイトロードの管理運営業務を受託し、料金徴収業務の他、維持管理等を行

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    〕〕〕〕    

委託費 ・トイレ新築工事監理業務  ７７８千円 

    ・春期除雪業務    １５，６６０千円 

    ・料金徴収、道路維持 ２５，１６４千円 

工事費 ・トイレ等新築工事  ３４，８８０千円 

    ・舗装補修工事    １２，０９６千円 

その他費用（賃金・需用費など）１５，６４１千円 

受託事業収入       １０４，０６５千円 

一般財源             １５４千円 
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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    ３３３３，，，，３１７３１７３１７３１７千円千円千円千円    （ 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          ２，４２８千円 

・車両・システム等リース料     ８１６千円 

・旅費                 ８千円 

・消耗品費              ２０千円 

・自動車損害保険料          ４５千円 

・国県負担金    １，８２１千円 

（事業費申請額   ２，４２８千円に対し 

    国２／４・県１／４) 

・一般財源     １，４９６千円 



総務課政策担当財政係  |  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 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） 

    

円滑な商工会活動と村の商工業の振興発展に寄与するため、白川村商工会の運営に対し補助金を支出します。 

〔〔〔〔    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．．．．商工費商工費商工費商工費    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 企業立地支援事業企業立地支援事業企業立地支援事業企業立地支援事業    １１１１，，，，２００２００２００２００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

企業立地支援施策として定めた企業立地促進条例に基づき、進出した賃貸住宅ドミール白川（株式会社共立

メンテナンス）への企業設置助成金を交付し支援します。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・交付金          １，２００千円 ・一般財源         １，２００千円 
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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 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，，，，５３１５３１５３１５３１千円千円千円千円    （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、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   ６００千円 ・旅費１，０６２千円 

・需用費   ３３３千円 ・役務費  ９６千円 

・委託料 １，５３８千円  

・使用料 ３，９０２千円 

・寄付金（観光振興指定 WAON 寄付金）１，２００千円 

・一般財源            ５，１３２千円 
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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 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 白山国立公園管理事業白山国立公園管理事業白山国立公園管理事業白山国立公園管理事業    ７７７７，，，，１４５１４５１４５１４５千円千円千円千円    （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います。また、継続して白山国立公園岐阜県協会と連携し、

携帯トイレの設置も行います。 

 

〔〔〔〔    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  １，８００千円 ・役務費 １８０千円 

・委託料  ４，３０４千円 ・使用料 １２０千円 

・原材料費   １３０千円 ・負担金 ６１１千円 

・県委託金            ３７１千円 

・一般財源          ６，７７４千円 
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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 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。（４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 
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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    １３１３１３１３，，，，２７９２７９２７９２７９千円千円千円千円    （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。荻町地内観光車両乗入規制（Ｈ２６．４）を実施していますが、Ｈ２

７年度と同様に４月～１１月まで毎日誘導員を配置し、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       １３，２７９千円 

 

・地方債          １０，０００千円 

・世界遺産交通対策等寄付金  ２，８２９千円 

・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 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

の充実を図る。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。 

〔〔〔〔    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 
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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，，，，５００５００５００５００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

大白川渓谷ウォーキングに変わる南部地域に人が集うイベント開催のための経費。平瀬キャンプサイトを活用

して、また、トレイル事業と絡めながらのミニシネマキャラバンを開催します。 

  

 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・業務委託料        １，５００千円 

 

 

 

・一般財源         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 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    ２０２０２０２０，，，，６０２６０２６０２６０２千円千円千円千円    （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。 

延期となっている島地区山下家の東面の葺替要望（Ｈ２６）があり、これと合わせて木谷地区焔家及び合掌

造り民家園村瀬家の葺替補助も地区外合掌保存の観点から実施します。 

〔〔〔〔    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         ２０，６０２千円 

 ・葺替補助        １９，２０２千円 

・棟茅補助         １，０００千円 

・差茅補助           ４００千円 

 

・一般財源         ２０，６０２千円 
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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整備事整備事整備事

業業業業    
１３１３１３１３，，，，５００５００５００５００千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

旧診療所車庫の屋根等修繕、また、信号移設を行うための改修事業となります。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・工事請負費        １３，５００千円 

 

 

 

 

・一般財源         １３，５００千円 
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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 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    ３３３３，，，，３８５３８５３８５３８５千円千円千円千円    （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ます。平成２６年度より実施しているこの北陸

新幹線対策事業について、開業後も引き続き岐阜県がこの協議会事業に加わり、平成２８年度も継続して北陸

からの飛騨へ誘客する大きな柱の一つとして引き続き事業を展開することとなりました。 

 また、地域創生関係事業の負担金も、飛騨三市一村と絡むため、ここで負担金の計上を行います。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・負担金           ３，１８５千円 

 

 

 

・地域創生交付金       １，０５０千円 

・一般財源          ２，３３５千円 
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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    ７７７７，，，，８１３８１３８１３８１３千円千円千円千円    （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、パンフレット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、各地域活性化を主体とした多言語観光パンフレットの作成を行います。 

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    〕〕〕〕    

・需用費           ７，０８３千円 

・役務費             ７３０千円 

 

 

・一般財源         ７，８１３千円 
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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    ３３３３，，，，７２６７２６７２６７２６千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

村の自然資源を活用したロングトレイルを整備・実施し、トレイルを利用した村内各地域への誘客を図りま

す。本年度もコースの整備やガイド育成及びツアー造成、広報等を行います。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・業務委託          ３，７２６千円 

 

一般財源           ３，７２６千円 
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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 魅力魅力魅力魅力あるあるあるある観光地域観光地域観光地域観光地域づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業    ７７７７，，，，９３３９３３９３３９３３千円千円千円千円    （担当：観光振興課 商工観光係） 

    

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）によれば、平成 25 年の訪日外客数は過去最大となる 1,341 万人を記録した。本村

においても過去最大となる 211,812 人を記録し、数年来の円安基調等により右肩上がりの傾向を示している。

中部運輸局や北陸信越運輸局、中部広域観光推進協議会が海外からのインバウンドを推進する「曻龍道プロジ

ェクト」をはじめ、飛騨地域創生連絡協議会による海外観光誘客など、今後益々インバウンド観光が進むこと

が予測されることからこれに対する受入環境整備を進めます。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

・観光事業調査委託料       １，０８０千円 

・外国人観光客動態調査委託料   ２，１６０千円 

・ＨＰ多言語作業委託料      ３，１５０千円 

・ＨＰ多言語翻訳委託料        ６６３千円 

・スマートフォン対応化業務委託料   ８８０千円 

国支出金             ３，９００千円 

一般財源             ４，０３３千円 
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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．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２．．．．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．．．．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いました。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 

地方債            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．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２．．．．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．．．．道路維持道路維持道路維持道路維持費費費費 

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））））    
４０４０４０４０，，，，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、伸縮装置の取り替えなど改修を平成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

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          ４０，０００千円 

 

 

 

社会資本整備総合交付金    ２４，０００千円 

地方債            １６，０００千円 
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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．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２．．．．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．．．．道路新設改良道路新設改良道路新設改良道路新設改良費費費費 

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    

（（（（飯島大溝幅線改良事業飯島大溝幅線改良事業飯島大溝幅線改良事業飯島大溝幅線改良事業））））    
２０２０２０２０，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 基盤整備課 土木係） 

    

村道飯島大溝幅線は路線が狭小であり、車両のすれ違いが困難となっているため危険である。当路線を拡幅

し安全に通行できるよう工事を行う。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

測量設計委託料         ２，０００千円 

工事請負費          １８，０００千円 

 

 

 

 

社会資本整備総合交付金    １２，０００千円 

地方債              ８，０００千円 
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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 １１１１．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２．．．．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．．．．道路新設改良道路新設改良道路新設改良道路新設改良費費費費 

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））））    
１０１０１０１０，，，，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あります。 

各所に落石の後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２８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          １０，０００千円 

 

 

 

 

社会資本整備総合交付金     ６，０００千円 

地方債             ４，０００千円 
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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．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２．．．．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．．．．道路新設改良道路新設改良道路新設改良道路新設改良費費費費 

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））））    
３０３０３０３０，，，，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          ３０，０００千円 

 

 

 

社会資本整備総合交付金   １８，０００千円 

地方債           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．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２．．．．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．．．．道路新設改良道路新設改良道路新設改良道路新設改良費費費費 

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

（（（（荻町中央幹線拡幅事業荻町中央幹線拡幅事業荻町中央幹線拡幅事業荻町中央幹線拡幅事業））））    
３５３５３５３５，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 基盤整備課 土木係） 

    

村道荻町中央幹線は交差点から合掌集落内を通っている路線であるが、狭小な箇所があり危険である。当路

線を拡幅し歩行者と車が安全に通行できるようにします。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

測量設計委託料         １，０００千円 

工事請負費           ５，０００千円 

補償費            ２９，０００千円 

 

 

社会資本整備総合交付金    ２１，０００千円 

地方債            １４，０００千円 
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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．．．．土木費土木費土木費土木費    ２２２２．．．．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．．．．道路新設改良道路新設改良道路新設改良道路新設改良費費費費 

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    

（（（（村道木谷稗田線雪崩対策事業村道木谷稗田線雪崩対策事業村道木谷稗田線雪崩対策事業村道木谷稗田線雪崩対策事業））））    
２７２７２７２７，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 基盤整備課 土木係） 

    

村道木谷稗田線は白弓スキー場へとつづく路線であるため、地元の方やスキー客などたくさんの人が利用す

る路線であります。 

当箇所は積雪により雪崩の発生する可能性があるため早急に対策をする必要があります。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

測量設計委託料        ４，０００千円 

工事請負費         ２３，０００千円 

 

社会資本整備総合交付金   １８，０００千円 

過疎対策事業債        ９，０００千円 
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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 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    １１１１目目目目．．．．常備消防費常備消防費常備消防費常備消防費 

事業名称 高規格救急自動車導入事業高規格救急自動車導入事業高規格救急自動車導入事業高規格救急自動車導入事業    ３４３４３４３４，，，，５１２５１２５１２５１２千円千円千円千円    担当： 総務課 庶務係） 

    

現行の救急自動車の老朽化がすすんでおり、新たに車両と救命資器材の更新を行います。高山市で事業をす

すめ、かかった費用につきましては負担金で支払います。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

負担金         ３４，５１２千円 

 

地方債          ２０，５００千円 

一般財源         １４，０１２千円 
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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    ２２２２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 次期岐阜県防災情報通信次期岐阜県防災情報通信次期岐阜県防災情報通信次期岐阜県防災情報通信システムシステムシステムシステム整備事業整備事業整備事業整備事業    １１１１１１１１，，，，８７１８７１８７１８７１千円千円千円千円    （担当： 総務課 庶務係） 

    

平成７年に運用を開始した現在の防災情報通信システムは、老朽化により数多くの障害が発生するとともに、

部品が製造中止になっているものがあり、復旧に時間を要する懸念があります。また、機器が古いため、大容

量通信が行えないとともに、現在の技術に対応しておらず、丸ごと機器の取り替えを行うことになりました。

平成２８年度～平成２９年度の２ヶ年に亘る事業で整備を行います。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

負担金         １１，８７１千円 

 

地方債         １０，０００千円   

一般財源         １，８７１千円 
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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軽積載車購入事業軽積載車購入事業軽積載車購入事業軽積載車購入事業    ６６６６，，，，６０９６０９６０９６０９千円千円千円千円    担当： 総務課 庶務係） 

    

消防団活動に必要な資機材の計画的な更新を図るため、南部分団４班と大郷分団３班の小型ポンプを、中部分

団６班と大郷分団４班の消防軽積載車を更新する。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    〕〕〕〕    

・ 備品購入          ６，４８０千円 

・ 自動車保険料など         ８９千円 

・ 自動車重量税           ４０千円 

 

 

・ 地方債           ６，０００千円 

・ 一般財源            ６０９千円 
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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 児童生徒輸送経費児童生徒輸送経費児童生徒輸送経費児童生徒輸送経費    １５１５１５１５，，，，９７２９７２９７２９７２千円千円千円千円    （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、送迎車の管理経費です。 

 

〔〔〔〔    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             ２，０７０千円 

車検等手数料          １，１０３千円 

運転、添乗業務委託料      ９，６８３千円 

その他の費用          ３，１１６千円 

一般財源           ５，９７２千円 

地方債           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 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，，，，３２１３２１３２１３２１千円千円千円千円    （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ただいています。 

〔〔〔〔    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        ３，６００千円 

ＡＬＴの社会保険料等       ６００千円  

その他の費用         １，１２１千円 

一般財源           １，８１１千円 

地方債            ３，０００千円 

使用料              ５１０千円 
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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 子育子育子育子育てててて教育推進事業教育推進事業教育推進事業教育推進事業    ３３３３，，，，５７０５７０５７０５７０千円千円千円千円    （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 

平成２８年度の対象は、給食免除を３３名予定、高校生通学費助成を１４人予定しています。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

給食費免除のための補助金    １，８９０千円 

高校生通学費用助成       １，６８０千円 

 

一般財源            ３，５７０千円 
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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 小中一貫教育推進事業小中一貫教育推進事業小中一貫教育推進事業小中一貫教育推進事業    ３４３３４３３４３３４３千円千円千円千円    （担当：教育委員会 生涯教育係） 

    

平成２３年度から「ひとりだち」する子の育成を目指して小中一貫教育に取り組んでおり、周知するためのリ

ーフレットを作成しています。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

印刷代              ３０３千円 

その他               ４０千円 

 

一般財源             ３４３千円 
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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    ７７７７，，，，６１６６１６６１６６１６千円千円千円千円    （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の向上を図ります。２７～２８年度でパソコン室パソコ

ン更新、タブレット端末の導入、プロジェクタ付ホワイトボードの設置、液晶型電子黒板の設置を行い、情報

や教材の活用、情報発信、学習方法に生かします。 

〔〔〔〔    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（タブレット、プロジェクタ付ホワイ

トボード） 

４，０３５千円 

・保守管理料、設置等委託料   ２，９６０千円 

・その他              ６２１千円   

・一般財源          ７，６１６千円 
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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    １７１７１７１７，，，，２８４２８４２８４２８４千円千円千円千円    （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    〕〕〕〕    

校務員、担任補助員雇用     ４，２６２千円 

教材や用紙代など消耗品等    ２，０２２千円 

光熱水費            ６，７８１千円 

プールや電気設備などの管理   １，０８２千円 

コピー機等機材のリース料    １，１４０千円 

その他の費用          １，９９７千円 

一般財源           １７，２８４千円 
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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    ５５５５，，，，９９４９９４９９４９９４千円千円千円千円    （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１６名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       ５，９９４千円 

 

 

一般財源           ５，９９４千円 
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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    １３１３１３１３，，，，１１５１１５１１５１１５千円千円千円千円    （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    〕〕〕〕    

・学習指導員雇用         ２，５００千円 

・光熱水費            ４，２７４千円 

・教材や用紙代など消耗品     １，９７２千円 

・電気設備、機器管理         ６４５千円 

・コピー機等機材のリース料      ９４２千円 

・その他の費用          ２，７８２千円 

・一般財源         １２，７６８千円 

・その他             ３４７千円 
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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．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ３３３３．．．．文化財保護文化財保護文化財保護文化財保護費費費費 

事業名称 荻町伝建地区保存事業荻町伝建地区保存事業荻町伝建地区保存事業荻町伝建地区保存事業費費費費    ４０４０４０４０，，，，１６４１６４１６４１６４千円千円千円千円    （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   ４０，０３３千円 

文化庁指導のための旅費        ８９千円 

消耗品費               ４２千円 

・国補助金          ２６，０６５千円 

・世界遺産保存協力寄付金   １４，０９９千円 
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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．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ３３３３．．．．文化財保護文化財保護文化財保護文化財保護費費費費 

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    ４１４１４１４１，，，，９５７９５７９５７９５７千円千円千円千円    （担当： 教育委員会文化財係） 

    

平成２７年度に重要文化財旧遠山家住宅の屋根の葺替え及び軸組の部分修理が終了しました。平成２８年度は

旧遠山家民俗館を開館しながら、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」に基づいた整備活用（周辺付帯建物の屋根の葺替え工事、外構工事、博物館展示内容の見直し等）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    〕〕〕〕    

活用委員会開催のための報償費     ８０千円 

委員会、文化庁指導旅費       ２６４千円 

修理工事設計監理委託料     ３，０７４千円 

修理工事請負費        ３８，４２６千円 

その他経費             １１３千円 

国補助金        ２７，００１千円 

地 方 債        １０，０００千円 

一般財源         ４，９５６千円 
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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．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ３３３３．．．．文化財保護文化財保護文化財保護文化財保護費費費費 

事業名称 茅育成事業茅育成事業茅育成事業茅育成事業    ７７６７７６７７６７７６千円千円千円千円    （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      ７７６千円 

 

 

世界遺産保存協力寄付金      ７７６千円 
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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．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ３３３３．．．．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    ９１０９１０９１０９１０千円千円千円千円    （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２６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年間３件調査等を行います。

文化財愛護標柱の作成委託料も計上しています。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

調査にかかる報償費        １２０千円 

調査にかかる旅費         ４９１千円 

調査にかかる食料費        １４９千円 

文化財保護のための委託料     １５０千円 

 

 

・一般財源            ９１０千円 
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    村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ９９９９．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ３３３３．．．．文化財保護文化財保護文化財保護文化財保護費費費費 

事業名称 
文化遺産活用観光文化遺産活用観光文化遺産活用観光文化遺産活用観光マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント事事事事

業業業業    
１５１５１５１５，，，，２１６２１６２１６２１６千円千円千円千円    （担当： 教育委員会文化財係） 

    

 「白川村文化遺産活用観光マネジメント事業実行委員会」が行う、白川村の民謡や獅子舞の伝統芸能継承活

動の活性化を目的とした継承活動への支援「伝統芸能継承者養成事業」と合掌家屋の茅資材の村内自給率向上

を目的とした「村内産茅育成茅場造成調査研究事業」に対し補助を行います。特に茅場の造成は、刈りとり作

業の行いやすい平地に試験的に造成し効率的な茅の自給率向上を目指し研究します。 

 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

事業実施のための補助金    １５，２１６千円 

 

 

・国補助金          １５，２１５千円 

・一般財源               １千円 
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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．．．．教育費教育費教育費教育費    ４４４４．．．．社会教育費社会教育費社会教育費社会教育費    ３３３３．．．．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 荻町伝建保存臨時経費荻町伝建保存臨時経費荻町伝建保存臨時経費荻町伝建保存臨時経費    ６３０６３０６３０６３０千円千円千円千円    （担当： 教育委員会文化財係） 

    

 平成２８年、荻町合掌集落は昭和５０年に重要伝統的建造物群保存地区に選定され４０周年を迎えます。重

伝建選定４０周年の節目を記念してシンポジウムを開催します。また環境資源の新たな保存対象物の特定作業

を進めます。 

〔〔〔〔    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    〕〕〕〕    

記念シンポ及び調査の報償費     １００千円 

記念シンポ及び調査の旅費      １１０千円 

調査シンポ及び調査の食糧費      ５５千円 

記念シンポ看板作成費         ６５千円 

伝建地内防災施設修繕費       ３００千円 

 

・世界遺産保存協力寄附金     ６３０千円 
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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 

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    １９１９１９１９，，，，８９４８９４８９４８９４千円千円千円千円    （担当：教育委員会 生涯教育係） 

    

安心・安全で、おいしい給食を子どもたちに提供するための給食センター運営費です。 

 

〔〔〔〔    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       ４６０千円 

燃料代             ２，０３０千円 

光熱水費            ２，０９２千円 

冷蔵庫等のリース料         ７３１千円 

調理業務委託料        １３，６６０千円 

その他の費用            ９２１千円 

 

一般財源           １９，８９４千円 

    


