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飛騨市過疎地域自立促進計画の変更について 

 

 

 

過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第６条第７項において

準用する同条第１項の規定により、別紙のとおり飛騨市過疎地域自立促進計画を変

更したいので議会の議決を求める。 

 

 

       

令和２年８月３１日提出 

 

                        

飛騨市長  都 竹  淳 也 

 

 

提案理由 

事業の追加により計画の変更を要するため 
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別 紙 

過疎地域自立促進市町村計画 新旧対照表 

 

変 更 前 変 更 後 

（略） 

２ 産業の振興 

（１）現状と問題点 

ア 農業・畜産業 

（略） 

農業従事者の高齢化、後継者不足、市場価格の低迷、消費者ニーズの

多様化、産地間競争等の要因、さらにはＴＰＰへの不安など農業を取り

巻く環境は厳しいものとなっているが、これら諸要因を払しょくするた

め「飛騨」ブランド化の推進と販路拡大、               

       担い手・新規就農者・後継者育成への支援、新たな作物

の振興による産地の形成、６次産業化の支援等を推進し、農業者の所得

向上や地域の活性化を図ることが必要となっている。 

（略） 

（２）その対策 

ア 農業・畜産業 

（ア）農産物の需要動向を踏まえつつ、地域の地形・気候等の特性を活

かした安心・安全な農畜産物の生産により、地域農畜産物に高付加価値

を付け、さらにブランド化の推進やインターネット販売などの新しい流

通方法、農商工連携や６次産業化を探ることで、農家の所得の向上を図

っていく。                             

                                  

                                  

（略） 

２ 産業の振興 

（１）現状と問題点 

ア 農業・畜産業 

（略） 

農業従事者の高齢化、後継者不足、市場価格の低迷、消費者ニーズの

多様化、産地間競争等の要因、さらにはＴＰＰへの不安など農業を取り

巻く環境は厳しいものとなっているが、これら諸要因を払しょくするた

め「飛騨」ブランド化の推進と販路拡大、安全で安心な美味しい農畜産

物の流通促進、担い手・新規就農者・後継者育成への支援、新たな作物

の振興による産地の形成、６次産業化の支援等を推進し、農業者の所得

向上や地域の活性化を図ることが必要となっている。 

（略） 

（２）その対策 

ア 農業・畜産業 

（ア）農産物の需要動向を踏まえつつ、地域の地形・気候等の特性を活

かした安心・安全な農畜産物の生産により、地域農畜産物に高付加価値

を付け、さらにブランド化の推進やインターネット販売などの新しい流

通方法、農商工連携や６次産業化を探ることで、農家の所得の向上を図

っていく。また、市営農産物直売施設の機能を強化することで、市内の

生産者と市内外の消費者をつなぎ、市内で生産される農畜産物の流通を

促進するとともに、美味しい"食"を切り口とした観光・交流の推進を図
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（略） 

（３）計画 

事業名 事業内容 事業主体 備考 

⑴基盤整備 （略） （略） （略） 

 農業 土地改良事業（経営体育成

基盤整備事業）（玄の子土

地改良事 A=15.8ha） 

岐阜県・飛騨市  

 三ヶ区用水農業水利施設保

全合理化事業（県営事業負

担金） 

岐阜県  

 畜産担い手育成総合整備事

業（その２） 

農畜産公社  

 林業 （略） （略） （略） 

  地籍調査事業 

A=160ha/年 

飛騨市  

⑷地場産業の 

振興 

 流通販売施 

 設 

農産物直売施設整備事業 飛騨市  

⑹起業の促進 起業化促進補助金交付事業 飛騨市  

（略） （略） （略） （略） 

あ 

る。 

（略） 

（３）計画 

事業名 事業内容 事業主体 備考 

⑴基盤整備 （略） （略） （略） 

 農業 玄の子地区経営体育成基盤

整備事業（県営事業負担金 

）          

岐阜県      

 三ヶ区用水農業水利施設保

全合理化事業（県営事業負

担金） 

岐阜県  

 畜産担い手育成総合整備事

業（その２） 

農畜産公社  

 林業 （略） （略） （略） 

  地籍調査事業 

A=160ha/年 

飛騨市  

⑷地場産業の 

振興 

 流通販売施 

 設 

農産物直売施設整備事業 飛騨市  

⑹起業の促進 起業化促進補助金交付事業 飛騨市  

（略） （略） （略） （略） 
 

３ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 

（１）略 

（２）略 

３ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 

（１）略 

（２）略 
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（３）計画 

事業名 事業内容 事業主体 備考 

⑴市町村道 （略） （略） （略） 

 道路 市道第２梨ケ根千防災対策

工事 L=30m、W=6.0m 

飛騨市  

 市道上野平岩線側溝改良事

業 L=170m、W=4.0m 

飛騨市  

 市道下野上段２号線側溝改

良事業 L=190m、W=4.0m 

飛騨市  

 市道農協スキー場線側溝改

良事業 L=90m、W=4.0m 

飛騨市  

 市道下野沖野線側溝改良事

業 L=192m、W=7.0m 

飛騨市  

 市道谷下野線側溝改良事業 

L=1,500m、W=6.0m 

飛騨市  

 市道中野西ヶ洞線道路改良

事業 L=80m、W=5.0m 

飛騨市  

 市道中野中田線道路改良事

業 L=210m、W=5.0m 

飛騨市  

 市道高野スキー場線道路改

良事業 L=380m、W=5.0m 

飛騨市  

（略） （略） （略） （略） 

⑶林道 （略） （略） （略） 

 道路 林道向山線舗装工事 

L=635m、W=3.6m 

飛騨市  

あ 

（３）計画 

事業名 事業内容 事業主体 備考 

⑴市町村道 （略） （略） （略） 

 道路 市道第２梨ケ根千防災対策

工事 L=30m、W=6.0m 

飛騨市  

 市道上野平岩線側溝改良事

業 L=170m、W=4.0m 

飛騨市  

 市道下野上段２号線側溝改

良事業 L=190m、W=4.0m 

飛騨市  

 市道農協スキー場線側溝改

良事業 L=90m、W=4.0m 

飛騨市  

 市道下野沖野線側溝改良事

業 L=192m、W=7.0m 

飛騨市  

 市道谷下野線側溝改良事業 

L=1,500m、W=6.0m 

飛騨市  

 市道中野西ヶ洞線道路改良

事業 L=80m、W=5.0m 

飛騨市  

 市道中野中田線道路改良事

業 L=210m、W=5.0m 

飛騨市  

 市道高野スキー場線道路改

良事業 L=380m、W=5.0m 

飛騨市  

（略） （略） （略） （略） 

⑶林道 （略） （略） （略） 

 道路 林道向山線舗装工事 

L=635m、W=3.6m 

飛騨市  
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あ 

 林道安峰線法面改良事業 

L=600m、W=3.6m 

飛騨市  

 林道大谷線道路改良事業 

L=370m、W=3.6m 

飛騨市  

（略） （略） （略） （略） 

あ 

 

 林道安峰線法面改良事業 

L=600m、W=3.6m 

飛騨市  

 林道大谷線道路改良事業 

L=370m、W=3.6m 

飛騨市  

（略） （略） （略） （略） 
 

４ 生活環境の整備 

（１）略 

（２）略 

（３）計画 

事業名 事業内容 事業主体 備考 

（略） （略） （略） （略） 

⑻その他 （略） （略） （略） 

  都市公園等長寿命化改修等

事業 

飛騨市  

 都市公園安全・安心対策事

業 

飛騨市  

 木造住宅耐震診断補助金事

業 

飛騨市  

（略） （略） （略） （略） 

 

（略） 

 

４ 生活環境の整備 

（１）略 

（２）略 

（３）計画 

事業名 事業内容 事業主体 備考 

（略） （略） （略） （略） 

⑻その他 （略） （略） （略） 

  都市公園等長寿命化改修等

事業 

飛騨市  

 都市公園安全・安心対策事

業 

飛騨市  

 木造住宅耐震診断補助金事

業 

飛騨市  

（略） （略） （略） （略） 

 

（略） 

 

 

 


	01.議案本体
	02.議案別紙

