平成 27 年度下呂市予算の
年度下呂市予算の概要

◆予算編成
予算編成の
予算編成の基本的な
基本的な考え方
平成 27 年度予算編成にあたっては、将来に向けたまちづくりの羅針盤として策定
された第二次総合計画の各種施策を計画的に実施するため、市が直面する喫緊の課題
や将来を見据えた重要課題を総点検し、限られた財源で最大限の効果をあげ、健全な
財政運営が維持できるよう努めております。
また、将来世代への負担軽減ということを最優先課題として取り組み、職員一丸と
なって「身の丈に合った」予算編成を行ってまいりました。
今年度も引き続きとなりますが、
①誰もが安全で安心して暮らせる社会を目指した「
「安心、
安心、安全なまちづくり
安全なまちづくり」
なまちづくり」
②地域の元気が伸び行く社会を目指した「
「元気なまちづくり
元気なまちづくり」
なまちづくり」
③市民と行政がともに手を携え連携する社会を目指した「
「信頼できる
信頼できる市政運営
できる市政運営」
市政運営」
の、大きな３本柱を基本とした事務事業に取り組んでまいります。

◆予算
予算の
予算の規模

※千円単位を四捨五入しているため、合計が合致しない場合があります。

一 般 会 計

２０６億
２０６億４,０００万
０００万円 （６．２％）

特 別 会 計（９会計）

１２６億
１２６億１,２５８万円
２５８万円 （７．７％）

国民健康保険事業（事業勘定）

４６億

後期高齢者医療

４億７,１４５万円

介護保険（介護サービス事業勘定）

１億８,３３８万円

介護保険（保険事業勘定）

３６億７,５８３万円

簡易水道事業

９億７,４１０万円

下水道事業

２２億８,５７０万円

国民健康保険事業（診療施設勘定）

２億５,５３３万円

下呂財産区

４２８万円

学校給食費

１億６,１２８万円

企 業 会 計（３会計）

２ ３億

７５４万円
７５４万円 （△１７．８％）

水道事業

３億３,９１９万円

下呂温泉合掌村事業

２億６,２２７万円

金山病院事業

合

１２３万円

計

１７億

６０９万円

３５５億
５５億６,０１２万円
０１２万円 （４．７％）
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◆平成
平成 27 年度予算
年度予算の
予算の特色
～ 『もっと住
もっと住みたい 訪れたい みんなのふるさと わくわく下呂市
わくわく下呂市』
下呂市』
の実現を
実現を目指す
目指す 地域活力創出予算 ～
平成 27 年度一般会計予算規模は２０６億４千万円（対前年比１２億円、6.2％増）となり
ました。
これは、普通建設事業費が約１０億円の増額で、旧下呂温泉病院跡地の購入や環境衛生施
設整備事業、あさぎりスポーツ公園施設整備事業などの大規模事業に着手することが大きく
影響しています。また、昨年８月の豪雨による災害復旧事業につきましても早期の完了を目
指して平成 26 年度に引き続き実施してまいります。
なお、歳入歳出不足額にあたる財政調整基金からの繰入金は、普通交付税の段階的な縮減
の影響などにより平成 26 年度と比較して４億３，５００万円増の７億３，５００万円を予定
しております。
今後も、人口減による市税の落ち込みは避けることができず、下呂市を取り巻く環境は
今後ますます厳しくなることが予想されますが、第二次総合計画の重点プロジェクトとして
位置付けられている「人口減少対策」「行財政改革」「地域づくりのしくみ」を強く推進する
とともに、最少の経費で最大の効果を上げるという自治体運営の原則をあらゆる方面に展開
し、きめ細やかな予算配分により、これからの下呂市に即した行政改革を強力に推進してま
いります。

◆歳入
歳入のポイント
歳入のポイント
○市税について
区

分

平成２７年度（現年度課税分） 平成２６年度（現年度課税分）

市民税（個人分）

増減率

１２億４,１３０万円

１２億１,２１４万円

２.４％

２億１,７６０万円

２億３,１３３万円

△５.９％

２５億１,９６１万円

２６億１,９８０万円

△３.８％

軽自動車税

８,１７１万円

７,９６１万円

２.６％

市たばこ税

２億３,９４０万円

２億５,０３８万円

△４.４％

入湯税

１億５,１９０万円

１億４,８２７万円

２.４％

４４億５,１５２万円

４５億４,１５３万円

△２.０％

〃

（法人分）

固定資産税

※注

現年度課税分 計
※注

固定資産税には、国有資産等所在市町村交付金及び納付金を含む。

市税収入については、ここ数年の賦課・徴収の状況や、平成 26 年度の決算見込等を考慮
して、市税全体では、対前年比△８,９２０万円（△1.95％）の４４億９,０９２万円を見
込みました。
市民税個人分については、納税義務者及び労働人口の減少により、平成 26 年度決算見込
比 1.0％減（対前年比では２，９１６万円（2.4％）増）の１２億４,１３０万円を見込んで
おります。また市民税法人分は、法人数の減少に歯止めが掛からない状況が続いているこ
とから、対前年比 5.9％減の２億１,７６０万円を見込みました。
固定資産税については、土地価格の下落が続いていることから対前年比 1.6％減、家屋は
評価替えの影響を考慮して対前年比 6.0％の減、償却資産は減価などにより対前年比 3.5％
減を見込み固定資産税全体では対前年比 3.8 減の２５億１,９６１万円を見込んでおります。
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軽自動車税では、４輪乗用車（自家用）において大幅な台数増が見込めることから、対
前年比 2.6％増の８,１７１万円を計上しました。
市たばこ税については、喫煙者数の減少傾向が続いていることなどから、対前年比 4.4％
減の２億３,９４０万円を、また入湯税については、宿泊者数を年間１００万人と見込み、
平成 27 年度から新たに入湯税を課する日帰り客を年間５万人と想定して、対前年比 2.4％
増の１億５,１９０万円を見込んでおります。
○地方交付税について
国の予算では、地方交付税の総額が 26 年度とほぼ同額の１６兆７，５４８億円とされま
した。普通交付税については、現時点で不明確な部分が非常に多いものの、個別算定経費、
包括算定経費に係る測定単位についても、捕捉可能な限り算定に反映するようにしており
ます。算定結果として対前年比４億円減の７９億円を計上し、特別交付税３億円を合わせ
た交付税総額は８２億円としております。
○地方譲与税、地方特例交付金等は、地方財政計画の伸び率などを基に算定しました。なお、
地方消費税交付金については、消費税率引き上げの影響を考慮し１億３，４００万円の増
額を見込んでおります。
○国庫支出金については、災害復旧費負担金、循環型社会形成推進交付金、防災・安全交付
金、学校施設環境改善交付金などが増額、臨時福祉給付金給付事業補助金、子育て世帯臨
時特例給付金給付事業補助金などは減額となり、総額では２億７５３万円増の１４億
８，０２３万円を計上しております。
○県支出金では、清流の国ぎふ 2020 プロジェクト推進補助金、多面的機能支払交付金、機構
集積協力金交付事業費補助金、県議会議員選挙交付金、国政調査委託金などの増額、介護
基盤等緊急整備補助金、建築物耐震化促進事業補助金などは減額となり、総額では
７，７５６万円増の１０億４，４７９万円を計上しております。
○繰入金のうち基金繰入金は、総額で１３億３，７６１万円を計上しました。このうち、
財源不足分を補うための財政調整基金繰入金は７億３，５００万円を計上しております。
また、旧下呂温泉病院跡地の購入及び旧ホテル下呂館の解体工事の財源として公共事業基
金繰からは５億３，５７０万円、その他、看護師等修学資金基金から２,７７２万円、ぬく
森の里施設整備基金から１，５４４万円など、その他の目的基金からの繰り入れは６億
２６１万円を予定しております。
○市債発行が必要な事業については、「合併特例事業債」「過疎対策事業債」など交付税措置
上、有利なものを選択しております。環境衛生施設整備事業、あさぎりスポーツ公園施設
整備事業など１５事業に７億９，４９０万円を計上しました。（４億５，７７０万円増）
○地方財源の不足に対処する臨時財政対策債については、発行可能限度額を前年度比２億
３，１００万円減の６億８，０００万円と見込んでおります。
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◆歳出
歳出における
歳出における主要事業
における主要事業
○市単独事業（●新規・◎拡充）、△補助事業等（▲新規・拡充）

信頼できる
信頼できる市政運営
できる市政運営
●総合計画推進事業 P37

658 千円

第２次総合計画の進捗を検証し、市民の意見を反映しながら計画を推進するための経費
●総合計画重点プロジェクト推進事業 P38

866 千円

第２次総合計画（H27 年度～）に掲げる３つの重点プロジェクトの推進に要する経費
「人口減少対策」
「行財政改革推進」「地域づくりのしくみ」

人口減少対策プロジェクト
人口減少対策プロジェクト
安心・
安心・安全なまちづくり
安全なまちづくり
【保健・
保健・医療施策】
医療施策】
○医師招へい事業 P123

10,000 千円

下呂温泉病院の産婦人科医師の招聘に伴い１人年間 500 万円を補助（2 名分）
○看護師等修学資金貸与事業 P123

27,720 千円

※33 名予定

市内の公立病院で看護師等として勤務する意思のある学生に対する修学資金。月７万円を貸与
◎予防接種事業 P126

48,164 千円

定期予防接種（Ａ類）の実施経費 麻疹風疹・ヒブ・小児肺炎球菌・子宮頸がん・水痘など
◎子育て支援予防接種事業 P126

12,881 千円

新 風しん・インフルエンザ（中３まで）
任意予防接種の接種費用助成 おたふくかぜ・○

〇特定不妊治療費助成事業 P138

2,000 千円

体外受精または顕微授精を対象とした不妊治療について費用の一部を助成
▲一般不妊治療助成事業 P138

990 千円（県補助）
千円

一般不妊治療のうち人工授精について費用の一部を助成
【福祉施策・
福祉施策・子育て
子育て支援】
支援】
○社会福祉諸経費（結婚相談事業）P73

3,756 千円

結婚相談所の運営と相談業務の委託に要する経費（飛騨３市１村とも同一の運営会社へ委託）
○福祉医療費助成事業（小・中学生）P103

60,929 千円

小中学生の医療費の自己負担分を助成（入院・外来分）
○国民健康保険特別会計繰出金（法定外繰出）P74

18,945 千円

福祉医療費助成制度による国保会計への影響額分を一般会計から繰り出し
▲子ども・子育て支援事業 P106

17,807 千円（
千円（国県負担）

「子ども・子育て支援事業計画」に基づき実施する地域型保育給付費負担金 など
〇保育所運営費 P112

185,756 千円

公設公営保育園７園の運営に要する経費
◎地域子育て支援拠点事業 P115

31,040
千円増）
31,040 千円（6,764
千円

児童館及び子育て支援センターの運営に要する経費
○障がい児加配保育士設置事業 P117

49,294 千円

個別に支援が必要と判定された園児に対する加配保育士の設置に要する経費
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元気なまちづくり
元気なまちづくり
【道路・
道路・河川・
河川・都市計画・
都市計画・住宅】
住宅】
◎市営住宅維持補修費 P219

20,274 千円（1,530
千円増）
千円

市営住宅 645 戸の維持補修経費 内外装修繕、給排水衛生設備修繕 など
△住宅・建築物耐震等改修事業 P220

10,529 千円（国県補助）
千円

木造住宅耐震診断委託、耐震診断補助、耐震補強工事補助 など
【観光振興】
観光振興】
◎観光振興団体活動事業助成費 P197

17,061 千円（1,214
千円増）
千円

地域力の強化を図るため各地域の観光協会の運営費を補助
○観光戦略強化事業 P197

100,000 千円

官民一体となって観光客誘致に取り組む事業。特別誘致対策協議会負担金等
◎観光客誘致対策事業 P198

56,474 千円（2,978
千円増）
千円

観光客誘致のための各種事業の実施、イベント開催経費の負担等
【商工業振興】
商工業振興】
○勤労者生活資金融資事業 P151

2,000 千円

市内に居住する勤労者に対して、生活に一時必要となる資金の融資制度 2,000 千円限度
○勤労者住宅資金融資事業 P152

12,500 千円

市内に居住もしくは居住しようとする勤労者に対して、住宅の新築、購入、増改築等に必要と
なる資金の融資制度 20,000 千円限度
○小口融資事業 P190

249,786 千円

中小企業者の経営安定を図るための運転資金・簡易な設備投資資金の融資制度

○商工業活性化事業助成費 P191

12,000 千円限度

4,698 千円

商工会・商店街発展会等が実施する地域活性化イベント等に助成
○経営安定資金融資事業 P192

365,426 千円

中小企業者の経営安定を図るための運転資金・設備投資資金の融資制度 17,500 千円限度
○企業立地促進支援事業 P192

6,140 千円

事業所の新設・増設等により雇用の拡大が図られる場合、初期投資費用等に対して助成
○特産品開発助成事業 P193

1,500 千円

地域特性を生かした特産品の開発、販売促進経費に対して助成
◎空き店舗等活用支援事業助成費 P194

2,196 千円（1,026
千円増）
千円

空き店舗等を活用した事業を営もうとする場合、家賃・改修費に対して助成
平成 27 年度より、空き家活用の場合も適用
【農林業振興】
農林業振興】
▲アグリチャレンジサポート事業 P159

19,003 千円（8,056
千円増）
千円

新規就農者（青年）確保のための事業。研修体制、就農後のフォローアップ など
▲集落営農活動促進事業 P162

5,653 千円（4,205
千円増、県補助）
千円

営農組織の法人化支援、小規模農家の組織化支援などによる「人と農地」の仕組みづくり
▲元気な農業産地構造改革支援事業 P166 31,166 千円（14,940
千円増、県補助）
千円
ぎふクリーン農業の生産拡大を図るため、機械の導入や施設整備費用を助成
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◎飛騨牛雌牛保留対策事業 P169

8,850 千円（1,170
千円増、一部県畜産協会補助）
千円

飛騨牛銘柄産地強化のための雌牛保留・導入支援。補助分 234 千円×25 頭、市単分 200 千円×15 頭

◎木質バイオマス利用推進事業 P182

2,300 千円（300
千円増、一部県補助：森林・環境基金）
千円

新 未利用材の搬出に要する経費を補助
ペレットストーブ等の購入経費を補助、○

○産直住宅建設促進事業 P183

5,190 千円

下呂市産材を使用した新築・増改築（市内）に助成。新築 30 万円、増改築 15 万円上限。
○森林環境学習事業 P183

1,354 千円

小中学生の体験型研修（位山岐大演習林・御嶽山・皇樹の杜）
、保育園児の学習プログラム

◎間伐材安定供給支援事業 P185

など

13,000 千円（500
千円増）
千円

チップ材（C,D 材）やラミナー材（B 材）の搬出経費の一部を助成
【教育施策】
教育施策】
◎学業支援員等設置事業 P237

38,995 千円（1,062
千円増）
千円

発達障がい・不登校等の児童・生徒に対する教育指導員・学業支援員の配置 など
◎学校非構造部材耐震化事業 P244・P251

54,337 千円（42,695
千円増、合併特例事業債）
千円

大規模空間（屋内運動場等）の天井・照明器具等の耐震化
小学校 27,049 千円（実施設計 7 校、耐震化工事 6 校）
中学校 27,288 千円（実施設計 6 校、耐震化工事 4 校）
▲金山中学校屋内運動場改修事業 P252

113,200 千円（国庫補助、合併特例事業債）
千円

屋内運動場の大規模改修を実施、天井・内装・床・トイレ外壁等
○中学生姉妹都市交流事業 P272

21,157 千円

ケチカン市・ペンサコーラ市との交流事業。国際交流員報酬、中学生派遣事業 など
【その他
その他の施策】
施策】
▲飛騨御嶽高地トレーニングエリア推進事業 P40

30,002 千円（県補助）
千円

飛騨御嶽高原スポレクセンタートイレ改修、クロスカントリーコース整備（旧濁河スキー場）、
市内小中高生宿泊費助成（エリア内の宿泊施設）
▲ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設活用事業 P43
医・科学サポートの実施、トレーニング機器の整備 など
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14,686 千円（国庫委託）

行財政改革推進プロジェクト
行財政改革推進プロジェクト
安心・
安心・安全なまちづくり
安全なまちづくり・
なまちづくり・元気なまちづくり
元気なまちづくり
●下呂市民会館管理費臨時 P30

10,189 千円

下呂市民会館の電気設備改修取替工事
◎保育所公設民営事業 P113

400,413 千円（79,082
千円増）
千円

公設民営保育園の指定管理料（2 園⇒3 園）新規：萩原北保育園
●星雲会館管理運営費臨時 P270

13,061 千円

星雲会館の耐震補強工事にかかる実施設計 S49 建築、RC4 階建
▲あさぎりスポーツ公園施設整備事業 P280 186,179 千円（176,890 千円増、国補助、合併特例事業債）
あさぎり体育館の耐震補強工事
下水道事業特別会計
▲公共下呂処理区整備費 施設統合（幸田・南部）詳細設計業務委託 P349

34,000 千円

信頼できる
信頼できる市政運営
できる市政運営
◎職員研修費 P14

4,529 千円（2,640
千円増）
千円

専門的知識の向上を図るための職員研修に要する経費など
●財産管理諸経費臨時 P24

4,763 千円

公共施設等総合管理計画策定のための固定資産台帳の整備に要する経費
◎ふるさと寄付金推進事業 P41

2,256 千円（1,945
千円増）
千円

新クレジット収納の導入
ふるさと寄付金の推進に要する経費 寄付者への特典、○

◎賦課徴収諸経費 P63

11,657 千円

新コンビニ収納・クレジット収納の導入
市税の賦課徴収に要する経常的な経費 ○

○庁舎内情報化推進諸経費臨時 P45

63,409 千円

社会保障・税番号制度の導入に向けたシステム改修経費、行政ネットワーク機器更新費用など
○地域情報化推進諸経費臨時 P46

30,277 千円

市が保有している地域情報化施設の機器・システムの更改に必要な経費
◎教育ネットワーク管理費臨時 P238

12,023 千円（3,602
千円増）
千円

新 学校徴収金管理システムの構築
校内ネットワーク機器更新、○
など

学校給食費特別会計
●学校給食費特別会計の新設 P366～P368

161,280 千円

学校給食費会計の経理の適正化を図るため、学校ごとの私会計から市が予算管理する公会計へ移行

地域づくりのしくみプロジェクト
地域づくりのしくみプロジェクト
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安心・
安心・安全なまちづくり
安全なまちづくり
【福祉施策・
福祉施策・子育て
子育て支援】
支援】
◎福祉のまちづくり事業 P78

1,827 千円

福祉のまちづくり講演会の開催、避難行動要支援者名簿の作成 など

元気なまちづくり
元気なまちづくり
【農林業振興】
農林業振興】
○獣害防除対策事業 P157

12,737 千円

電気牧柵などの購入補助、カワウ対策、サル調査、講演会の開催 など
○有害鳥獣捕獲事業 P158

34,667 千円

新鳥獣被害対策実施隊員育成
有害鳥獣の捕獲報償金、捕獲檻設置補助、猟友会活動支援、○

△野生生物保護管理事業 P158

ほか

10,535 千円（県補助：森林・環境基金）
千円

ニホンジカの個体調整目的の捕獲事業、市職員の猟銃免許取得等への補助
△わな捕獲体制モデル事業 P159

7,200 千円（県補助：森林環境基金）
千円

ニホンジカからの被害防止のため、地域主体の「わな」を使っての捕獲体制構築に対する補助金

▲多面機能支払交付金事業 P175

49,899 千円（39,742
千円
千円増、国県補助）

地域共同で行う、多面的機能を支える活動や地域資源の質的向上を図る活動を支援
平成 25 年度までは、農地・水保全管理支払交付金、制度変更により負担金→補助金
【その他
その他の施策】
施策】
◎地域おこし協力隊事業（３地域）P52・P53

15,809 千円（3,809
千円増）
千円

新 馬瀬地域に 1 名増員
小坂・下呂・馬瀬地域での「地域おこし協力隊員」の活動経費、○

◎地域振興事業の拡充 P49～P51

127,240 千円（3,235
千円増）
千円

特定の地域性が認められる事業や、地域の創意・工夫により地域力強化（まちづくり）に繋がって
いく事業を、振興事務所単位の予算とする。自治活動交付金、原材料支給、各種活動費など。

萩原地域 27,605、小坂地域 19,411、下呂地域 35,436、金山地域 25,632、馬瀬地域 19,156

信頼できる
信頼できる市政運営
できる市政運営
○地域活性化事業 P42

10,803 千円

飛騨萩原駅・飛騨金山駅を活用した活性化事業への交付金（事業主体：商工会）

その他
その他の主要事業
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安心・
安心・安全なまちづくり
安全なまちづくり
【防災・
防災・消防】
消防】
◎災害対策諸経費 P232

11,169 千円（1,240
千円増）
千円

防災士資格取得助成、自主防災組織支援補助金（資材整備の助成）
、備蓄品の購入 など
●災害対策諸経費臨時 P232

11,063 千円

新御嶽山噴火対策 など
ＢＣＰ（業務継続）計画の策定、避難所施設への資機材配備、○
※簡易トイレ・御嶽山登山口電光掲示板、火山防災用ヘルメット等
△消防自動車等購入事業 P231

20,826 千円（電源立地地域対策交付金）
千円

老朽化した消防ポンプ自動車の更新費用

馬瀬第 1 分団第 1 部

▲小型動力ポンプ購入事業 P231

4,075 千円（電源立地地域対策交付金）
千円

老朽化した小型動力ポンプの更新費用 下呂第 2 分団第 3 部、小坂第 1 分団第 1 部
【保健・
保健・医療施策
医療施策】
施策】
◎予防接種事業 P126

29,770
29,770 千円

定期予防接種（Ｂ類）の実施経費 インフルエンザ（65 歳以上）、高齢者肺炎球菌
○休日診療所管理運営費 P136

17,387 千円

休日診療所の管理運営に係る経費。医師・薬剤師・看護師報酬、医薬材料等の購入 など
【福祉施策・
施策・子育て
子育て支援】
支援】
○福祉医療費助成事業（市単独分）P99・P102

①34,249
34,249 千円、②2,300
2,300 千円
千円

①重度障がい（身障４級・療育Ｂ２）、②精神（３級）
●福祉乗合型移動サービス事業 P78

130 千円

平成 26 年 10 月から試行中の乗合タクシー（まめなカー）の配車受付業務
▲生活困窮者自立支援事業 P119

14,351 千円（国庫負担）
千円

生活困窮者自立支援法の施行に伴う自立相談支援事業に要する経費
○市立老人ホーム施設整備事業 P95

44,508 千円

あさぎりサニーランド 養護棟トイレ及びリネン室改修
●介護関連施設維持補修費 P98

17,748 千円

上原デイサービスセンター 屋根修繕、やすらぎセンター四美 浴室修繕
小坂デイサービスセンター ボイラー更新
●介護関連施設整備事業 P98

1,890 千円

やすらぎセンター四美 全自動洗濯機１台購入
【環境施策】
環境施策】
○ごみ減量化促進対策事業 P131

4,800 千円

家庭から排出される資源ごみの減量化及び再利用の推進経費 資源回収奨励金の交付
○住宅用太陽光発電システム設置事業助成金 P132

3,200 千円

最大出力 1Kw あたり 2 万円を助成（限度額 8 万円）
○塵介収集費 P145

150,825 千円

市内各家庭等から排出される一般廃棄物収集業務の委託に要する経費
▲環境衛生施設整備事業 P149

326,688 千円（203,855
千円増、国庫補助、合併特例事業債）
千円

新クリーンセンター施設整備に係る生活環境影響調査、施設建設工事費、施工管理委託など
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新し尿処理施設整備に向けた基本設計、生活環境影響調査、用地買収など
【水道・
水道・下水道】
下水道】
水道事業会計
●森 4 号配水管布設工事

10,241 千円

●東上田取水場水源開発調査業務委託

8,586 千円

●釜ヶ野地区拡張基本計画策定業務委託

2,967 千円 ほか

簡易水道事業特別会計
●小坂落合浄水場改良工事 P341

156,792 千円

●竹原（筑後地区）配水管布設工事 P341

72,798 千円

●萩原簡水緊急管敷設工事 P341

43,978 千円 ほか

下水道事業特別会計
△低コスト型農業集落排水施設更新事業 P350

8,400 千円

施設の長寿命化・ライフサイクルコストの低減化を目的とした機能診断（南部４施設）
▲公共下呂処理区施備費 湯之島浄化センター長寿命化実施設計業務委託 P351 15,000 千円
▲特環施設整備費 上呂水処理センター長寿命化詳細設計業務委託 P351

8,000 千円

【災害復旧】
災害復旧】
▲過年補助災害復旧事業 P284

188,957 千円（国庫負担、災害復旧債）
千円

平成 26 年 8 月豪雨災害復旧工事（H26～H27） 栗原橋災害復旧、梅ヶ枝線災害復旧

元気なまちづくり
元気なまちづくり
【道路・
道路・河川・
河川・都市計画・
都市計画・住宅】
住宅】
△地籍調査費 P207

47,297 千円（県補助）
千円

調査地区：18 地区、調査面積：13.52K ㎡、登記：5 地区、登記面積 5.14K ㎡
○市道維持補修事業 P210

101,150 千円

経年劣化した道路構造物の維持補修経費
▲電源立地地域対策交付金事業 P211

36,100 千円（10,100
千円増、県補助）
千円

市道・水路等の大規模修繕 東上田 1 号線道路改良・舟野支線拡幅改良 ほか
▲社会資本整備総合交付金事業 P213 230,000 千円（72,667 千円増、国庫補助、過疎対策事業債）
横谷前山線舗装 1,000ｍ、幸田 3・8 号線排水路整備 200ｍ、上村桜谷線道路改良（詳細設計）など

▲防災・安全交付金事業 P213・P214 345,500 千円（158,500 千円増、国庫補助、過疎対策事業債）
道路ストック点検結果に基づく舗装及び構造物修繕 舗装修繕 3,000ｍ、構造物修繕 1,000ｍ
橋梁長寿命化のための点検業務及び補修工事、重要橋梁の耐震補強
橋梁点検 250 橋 76,000 千円、下呂大橋耐震補強工 90,000 千円 ほか
○河川・排水路補修事業 P215

11,520 千円

機能が低下した小規模河川・排水路等構造物の維持補修経費
▲都市計画区域マスタープラン策定事業 P217

8,169 千円

都市計画法に基づく都市計画基礎調査（5 年ごと）の実施

【観光振興】
観光振興】
○国内観光客誘致促進事業（H25～）P199

540
540 千円
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中部圏内からのさらなる誘客強化を目的に中部運輸局へ職員 1 名を派遣。情報発信等
◎馬瀬観光施設維持補修費 P201

19,309 千円（16,128
千円増）
千円

美輝の里冷暖房装置の取替にかかる経費 16,200 千円 など
【農林業振興】
農林業振興】
▲農地集積・集約化対策事業 P160

11,000 千円（県補助）
千円

農地中間管理機構に農地を貸付けた地域に対する支援（集積・集約の加速化促進）
●滝上牧場管理諸経費臨時 P168

1,500 千円

第１牧区に集牧施設（パドック）を整備
○市単作業路等整備事業 P180

4,020 千円

作業路の開設・維持補修に対する補助事業
▲清流の国ぎふ森林・環境基金事業 P184

5,000 千円（県補助：森林・環境基金）
千円

全国植樹祭関連行事に要する経費
▲集落環境保全整備事業 P188

11,094 千円（4,992
千円増、県補助）
千円

治山ダムと集落間の落石対策や流路施設を整備。ヒラタニビラ落石防護 39ｍ、水上洞流路整備 19ｍ

【教育施策】
教育施策】
◎要保護準要保護児童・生徒就学援助費 P246・P254

17,175 千円（3,364
千円増）
千円

学用品、給食費などの就学費用を援助、給食援助について所要額の全額支援に拡充
【その他
その他の施策】
施策】
●国際交流事業 P38

3,469 千円

姉妹提携都市（ケチカン市・ペンサコーラ市）との交流事業（締結 10 周年）
○市有地有効利用推進事業 P42

4,023 千円

市有地の有効活用に向けた計画策定。
（旧ホテル下呂館跡地ほか）
有線テレビ施設機器更新費用
◎コミュニティバス運行事業 P55

108,216 千円（9,537
千円増）
千円

１路線の追加（馬瀬地域）

信頼できる
信頼できる市政運営
できる市政運営
●財産管理諸経費臨時 P24

485,000 千円（公共事業基金
485,000 千円）
千円

旧下呂温泉病院跡地の購入に要する経費
●旧下呂館解体事業 P35

50,754 千円（公共事業基金
50,700 千円）
千円

旧ホテル下呂館解体工事（H26.11 月着手～H27.6 月）
▲国勢調査費 P69

14,835 千円（国庫委託）
千円

平成 27 年 10 月 1 日を期日として実施される国勢調査に要する経費
○市債償還元金 P285

2,759,747 千円（141,805
千円増）
千円

○市債償還利子 P285

248,796 千円（38,259
千円減）
千円

○財政調整基金への積立 P371・P373

113,000 千円

職員給与減額支給（平均４％）影響額の積立
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※H25.10～H31.3

