
８広 報�� 2019／４   

① 豊かな自然を活かした農業・畜産業・水産業を

　 育てます

　　新規就農サポート事業 …………………… ３９０万円

　　農林水産物ブランド化向上事業 ………… １００万円

　　世界農業遺産推進事業 …………………… ７５０万円

　　地場農産物拡販奨励事業 ………………… ３９９万円

　　元気な農業産地構造改革支援事業 …… ２,０７７万円

　　後継者等就農給付金事業 ………………… ７５０万円

② 豊富な森林の保全と活用を図ります

　　里山林整備事業 ………………………… １,９００万円

　　森林経営管理事業 ……………………… ５,１９６万円

　　林業技術者育成・確保事業 ……………… ５９５万円

　　森林・林業普及啓発事業 ………………… ２００万円

　　郡上地域林業成長産業化モデル事業 … １,０００万円

　　郡上市産材住宅建設等支援事業 ……… ２,２１０万円

③ ひと・もの・情報の集まる商工業を育てます

　　産業支援センター活動経費 …………… １,７４２万円

　　小規模事業者支援事業 ………………… １,０４５万円

　　産業連関表作成事業 ……………………… ８７８万円

　　商工会活動事業 ………………………… ４,８２２万円

④ 地域産業の核となる観光・交流産業の活性化を

　 図ります

　　郡上カンパニープロジェクト推進事業   ８,１６６万円

　　「観光立市郡上」推進事業 ……………… ５,０５９万円

　　「日本一のおどりのまち郡上」推進事業

　　　　　 …………………………………… ２,５０７万円

　　観光施設整備事業 ………………… ４億３,５４３万円

　　イベント開催事業 ……………………… １,４２２万円

　　宿泊施設改修支援事業 …………………  ３,００９万円

⑤ 雇用の場・機会の創出と魅力ある就労環境を

　 目指します

　　企業誘致関連整備事業 …………… ３億１,７０９万円

　　工業団地造成事業 ………………… ２億１,１８０万円

　　企業誘致促進事業 ……………………… １,０１９万円

　　雇用対策推進事業 ……………………… ３,１５３万円

　　空き店舗等活用事業 …………………… １,８１６万円

産業・雇用
　《地域資源を活かして産業を育てるまち》

　　都市再生整備計画事業 …………… ５億２,４１２万円

② 循環型社会の実現を図ります

　　ごみ減量化対策事業 ……………………… 　５９万円

　　ごみ収集車整備事業 ……………………… ７６４万円

　　県営地域用水環境整備事業 …………… ４,３７５万円

　　小水力発電研究事業 ……………………… １９２万円

　　郡上クリーンセンター大規模修繕事業

　　　　 ………………………………… １億１,９９４万円

　　環境衛生センター大規模修繕事業 …… ８,８３０万円

③ 暮らしの中の安全・安心を守ります

　　風倒木等林内処理事業 …………………… ５５０万円

　　消防施設整備事業 ………………… １億４,４８２万円

　　消防車輌整備事業 ………………… １億    ７１２万円

　　災害対策事業費 ………………………… ２,２５４万円

　　災害対策施設・設備整備事業 ………… ８,９２３万円

　　ライフライン保全対策事業 …………… ２,７９６万円

④ 効果的な整備と適切な維持管理により

　 社会基盤の充実を図ります

　　地方交通線車両整備事業 ………………… ４５７万円

　　地方交通対策経費 ………………… １億８,９９０万円

　　携帯電話等エリア整備事業 …………… ２,０７１万円

　　ケーブルテレビ伝送路等更新事業

　　　　 ………………………………………… 　７億円

　　ケーブルテレビ整備事業 ……………… ６,４０４万円

　　社会資本整備総合交付金事業 …… ２億６,５５０万円

　　　【道路・橋りょう整備】

　　　［八幡］下尾崎・本町線他３路線

　　　［大和］上剣・中万場線

　　　［白鳥］干田野線他２路線

　　　［高鷲］大原線他１路線

　　　［明宝］岩野上切線他１路線

① 結婚から出産、子育てへの切れ目のない支援を

　 充実します

　　ふれあい交流事業 ………………………… ５１９万円

　　乳幼児医療費助成事業（県） …………   ５,２４５万円

　　小中学生医療費助成事業（市） ………   ７,４９１万円

　　高校生等医療費助成事業（市） ………   １,１８２万円

　　がんばれ子育て応援事業 ……………… ３,５１０万円

　　放課後児童健全育成事業 ……………… ４,２３０万円

　　産後ケア事業 ………………………………  ３４万円

② 心身ともに健やかな暮らしの実現を目指します

　　予防接種事業 …………………………… ９,０１８万円

　　がん検診 ………………………………… ７,２３４万円

① 自然環境を守り、快適な住環境の実現を図ります

　　過疎地域等空き家活用推進事業 ………  ３００万円

　　清流条例推進事業 ……………………… 　１４４万円

　　観光景観林１００年事業   …………………   ３１５万円

　 平成31年度 「がんばるしごと」 　 ◆◆ ◆◆

環境・防災・社会基盤
　《美しい水と緑を守り、暮らしの基盤が整う共生のまち》

健康・福祉
　《支えあい助け合う安心のまち》
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　　健康づくりプロジェクト事業 ……………  ４５万円

　　骨髄移植ドナー等助成事業 ………………  ２１万円

③ 生きがいをもち、安心できる暮らしの実現を

　 目指します

　　ねんりんピック開催事業 ………………… ２４４万円

　　在宅高齢者等介護慰労事業 …………… １,７０２万円

　　介護職員確保対策事業 …………………… 　５５万円

　　高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業

　　　　 ………………………………………… １５６万円

④ 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを

　 目指します

　　重度心身障害者医療費助成事業 … ２億６,６５７万円

　　障害者地域生活支援事業 ……………… ４,４８７万円

　　災害時避難行動要支援者支援事業 ……… 　６６万円

　　生活困窮者自立支援事業 ……………… １,７２２万円

③ 生涯スポーツ活動を推進します

　　生涯スポーツ振興事業 …………………… ５５７万円

　　２０２０スポーツツーリズム推進事業 …… ２,９０６万円

④ 生涯学習の充実を図り地域を担う人材育成の

　 機会を広げます

　　公民館活動経費 ………………………… ５,２６３万円

　　生涯学習振興事業 ………………………… ８０７万円

　　図書等整備事業 ………………………… １,２７０万円

　　図書館子ども読書活動推進事業 ………… 　８３万円

⑤ 郡上のこれまでと今を学び、郡上のこれからを

　 考え行動する「郡上学」を推進します

　　郡上学講座開催事業 ……………………… 　４０万円

　　郡上学推進事業 …………………………… １４１万円

　　夢づくり教育事業 ……………………… ２,４８０万円

　　郡上市史編纂・資料保存活用事業 ……… ４０６万円

① 確かな学力と豊かな心をもった「郡上人」を

 　育てます

　　高校生通学費助成事業 ………………… １,９８３万円

　　部活動指導員配置促進事業 ……………… ２０５万円

　　学力向上事業

　　　【小学校】

　　　　読書活動の充実（図書購入、図書館整備）

　　　　　　 ………………………………… １,８７３万円

　　　　プログラミング推進 ………………… ２９３万円

　　　　ＩＣＴ活用 ………………………… ３,５４５万円

　　　　指導法改善 …………………………… 　３０万円

　　　　幼保小連携 …………………………… 　８万円

　　　　通級・適応指導加配 ………………… ３５１万円

　　　【中学校】

　　　　読書活動の充実（図書購入、図書館整備）

　　　　　　 …………………………………… ２８５万円

　　　　ＩＣＴ活用 ………………………… ２,０１２万円

　　　　指導法改善 …………………………… 　２４万円

　　　　英語指導助手招へい ……………… ２,４３３万円

　　心の教育推進事業

　　　【小学校】

　　　　道徳教育推進 ………………………… 　５万円

　　　　不登校対策充実 ……………………… ８０７万円

　　　　不登校対策リーダー育成 ……………  ５６万円

　　　【中学校】

　　　　不登校対策充実 …………………… １,４８９万円

② 市民が地域文化に触れる機会を広げます

　　歌のまちづくり事業 ……………………… ６６５万円

　　青少年育成活動推進事業 ………………… ６０３万円

　　篠脇城跡・東氏館跡活用事業 …………… ３５８万円

　　文化施設整備事業 ………………… ３億１,９１４万円

① 市民主体のまちづくりを支援します

　　地域おこし協力隊派遣事業 …………… ２,２００万円

　　過疎地域自立促進事業 ………………… ２,７２３万円

　　住民自治推進事業 ……………………… １,４３２万円

　　（仮称）旧越前屋活用事業   ……………  １,０７２万円

② 誰もが尊重される地域社会を形成します

　　男女共同参画推進事業 …………………… １５３万円

　　人権啓発活動事業 ………………………… ２４２万円

③ 交流・連携によるまちづくりを推進します

　　ずっと郡上・もっと郡上都市農村対流戦略的

　　イノベーションプロジェクト事業 …… １,０１６万円

　　大都市ネットワーク構築事業 …………… １７２万円

　　交流・移住推進事業 …………………… １,７３６万円

　　関係人口創出事業 ………………………… ２８０万円

① 市民にとって開かれた身近な市役所を目指します

　　マスコットキャラクター啓発事業 ……… 　６０万円

　　広報活動経費 …………………………… １,０１０万円

② 成果を重視する効率的かつ効果的な行財政運営 

　 を図ります

　　ふるさと寄附啓発事業 ………………… １,３９６万円

　　公共施設マネジメント推進事業 ………… １５８万円

　　総合計画策定事業 ………………………… 　４０万円

　　行政ネットワーク機器更新事業 ……… ２,９０３万円

教育・文化・人づくり
　 《香り高い地域文化と心豊かな人を育むまち》

自治・まちづくり
　《市民と行政が協働でつくるまち》

行財政運営
　《健全な行財政運営を実行するまち》


