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１　会計別当初予算一覧表
（単位：千円）

一　　　般　　　会　　　計 21,923,000 22,296,000 △ 373,000 98.3% 47.4%

特　　　別　　　会　　　計 5,160,300 5,341,900 △ 181,600 96.6% 11.1%

　　国民健康保険事業特別会計 4,097,000 4,294,500 △ 197,500 95.4% 8.9%

　　後期高齢者医療事業特別会計 716,600 690,400 26,200 103.8% 1.5%

　　霊苑事業特別会計 2,900 2,900 0 100.0% 0.0%

　工業団地造成事業特別会計 343,800 354,100 △ 10,300 97.1% 0.7%

企　　　業　　　会　　　計 19,211,700 18,943,500 268,200 101.4% 41.5%

　　水道事業会計 1,994,900 1,684,500 310,400 118.4% 4.3%

収益的収入 1,087,800 1,102,100 △ 14,300 98.7%

収益的支出 1,035,300 1,003,500 31,800 103.2%

資本的収入 328,800 216,600 112,200 151.8%

資本的支出 959,600 681,000 278,600 140.9%

　　工業用水道事業会計 29,200 30,800 △ 1,600 94.8% 0.1%

収益的収入 21,900 21,900 0 100.0%

収益的支出 16,500 18,300 △ 1,800 90.2%

資本的収入 0 0 0 0.0%

資本的支出 12,700 12,500 200 101.6%

　　下水道事業会計 3,391,600 3,301,200 90,400 102.7% 7.3%

収益的収入 1,473,400 1,515,200 △ 41,800 97.2%

収益的支出 1,471,800 1,504,600 △ 32,800 97.8%

資本的収入 1,304,300 1,173,100 131,200 111.2%

資本的支出 1,919,800 1,796,600 123,200 106.9%

　　病院事業会計 13,796,000 13,927,000 △ 131,000 99.1% 29.8%

収益的収入 12,129,000 12,219,000 △ 90,000 99.3%

収益的支出 12,119,000 12,209,000 △ 90,000 99.3%

資本的収入 663,000 624,000 39,000 106.3%

資本的支出 1,677,000 1,718,000 △ 41,000 97.6%

合                  計 46,295,000 46,581,400 △ 286,400 99.4% 100.0%
※ 企業会計の事業費は支出で小計

会　　　　　計　　　　名 令和4年度 令和3年度 比較増減 前年度比 構成比
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２ 一般会計予算事項別明細表
（１）歳入

（単位：千円）

1 市　　税 6,720,000 6,346,000 374,000 105.9% 30.7%

（個人市民税） (2,466,561) (2,289,904) (176,657) (107.7%) (11.3%)

（法人市民税） (357,250) (357,011) (239) (100.1%) (1.6%)

（固定資産税） (3,396,020) (3,225,983) (170,037) (105.3%) (15.5%)

（市たばこ税） (307,000) (290,000) (17,000) (105.9%) (1.4%)

（その他の税） (193,169) (183,102) (10,067) (105.5%) (0.9%)

2 地方譲与税 252,800 236,400 16,400 106.9% 1.2%

3 利子割交付金 4,000 4,000 0 100.0% 0.0%

4 配当割交付金 28,000 26,000 2,000 107.7% 0.1%

5 株式等譲渡所得割交付金 43,000 32,000 11,000 134.4% 0.2%

6 法人事業税交付金 94,000 46,000 48,000 204.3% 0.4%

7 地方消費税交付金 991,000 965,000 26,000 102.7% 4.5%

8 環境性能割交付金 12,000 10,000 2,000 120.0% 0.1%

9 地方特例交付金 35,800 136,000 △ 100,200 26.3% 0.2%

10 地方交付税 5,400,000 5,350,000 50,000 100.9% 24.6%

11 交通安全対策特別交付金 5,000 5,000 0 100.0% 0.0%

12 分担金及び負担金 16,495 15,762 733 104.7% 0.1%

13 使用料及び手数料 441,644 440,298 1,346 100.3% 2.0%

14 国庫支出金 2,173,685 2,029,160 144,525 107.1% 9.9%

15 県支出金 1,409,531 1,321,210 88,321 106.7% 6.4%

16 財産収入 29,420 93,829 △ 64,409 31.4% 0.1%

17 寄附金 21,700 17,755 3,945 122.2% 0.1%

18 繰入金 2,376,658 2,077,501 299,157 114.4% 10.8%

19 繰越金 100,000 100,000 0 100.0% 0.5%

20 諸収入 909,767 894,383 15,384 101.7% 4.2%

21 市　債 858,500 2,149,702 △ 1,291,202 39.9% 3.9%

21,923,000 22,296,000 △ 373,000 98.3% 100.0%歳　　　入　　　合　　　計

区　　　　　分 令和4年度 令和3年度 比較増減 前年度比 構成比
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（２）歳出

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 議 会 費 202,799 205,281 △ 2,482 0 0 1 202,798 98.8% 0.9%

2 総 務 費 2,303,441 2,243,513 59,928 173,354 0 124,578 2,005,509 102.7% 10.5%

3 民 生 費 6,686,715 6,477,839 208,876 2,428,909 0 753,268 3,504,538 103.2% 30.5%

4 衛 生 費 3,177,271 3,228,075 △ 50,804 245,348 0 114,587 2,817,336 98.4% 14.5%

5 労 働 費 41,330 47,716 △ 6,386 0 0 29,000 12,330 86.6% 0.2%

6 農林水産業費 931,768 866,461 65,307 296,305 155,500 25,395 454,568 107.5% 4.2%

7 商 工 費 984,860 980,433 4,427 805 0 547,586 436,469 100.5% 4.5%

8 土 木 費 2,103,461 1,991,401 112,060 295,896 237,800 72,094 1,497,671 105.6% 9.6%

9 消 防 費 787,410 749,897 37,513 1,000 46,700 6,500 733,210 105.0% 3.6%

10 教 育 費 2,009,437 1,946,651 62,786 113,433 18,500 77,723 1,799,781 103.2% 9.2%

11 災害復旧費 16,414 16,114 300 10 0 1 16,403 101.9% 0.1%

12 公 債 費 2,628,093 3,492,618 △ 864,525 0 0 808,390 1,819,703 75.2% 12.0%

13 諸 支 出 金 1 1 0 0 0 0 1 100.0% 0.0%

14 予 備 費 50,000 50,000 0 0 0 0 50,000 100.0% 0.2%

21,923,000 22,296,000 △ 373,000 3,555,060 458,500 2,559,123 15,350,317 98.3% 100.0%

（単位：千円）

令和4年度予算額の財源内訳

特　　　定　　　財　　　源

歳出合計

区　　　　分 令和4年度 令和3年度 比較増減 前年度比 構成比
一般財源
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３　一般会計予算の比較

総額　219億2,300万円　（対前年度　▲3億7,300万円、▲1.7％）

歳　　　　入 歳　　　　出

（自主財源、依存財源比較）

令和3年度
222億9,600万円

（　）内は構成比

令和4年度
219億2,300万円

（　）内は構成比

令和3年度
222億9,600万円

（　）内は構成比

令和4年度
219億2,300万円

（　）内は構成比

その他　6億 926万円（2.8％）

（内 借換分　6億6,710万円）

自
主
財
源
　
４
４
．
８
％

市税
63億4,600万円

（28.5％）

総務費
22億4,351万円

（10.1％）

3億7,400万円

（＋5.9％） 自
主
財
源
　
４
８
．
４
％

市税
67億2,000万円

（30.7％）

5,993万円

(＋2.7％）
総務費

23億 344万円
（10.5％）

民生費
64億7,784万円

（29.0％）
2億 888万円

(＋3.2％）
民生費

66億8,672万円
（30.5％）

繰入金
20億7,750万円

（9.3％） 2億9,916万円

（＋14.4％） 繰入金
23億7,666万円

（10.8％）諸収入
8億9,438万円（4.0％）

衛生費
32億2,808万円

（14.5％）

その他　6億6,765万円（3.0％）

▲5,081万円

(▲1.6％）
衛生費

31億7,727万円
（14.5％）

諸収入
9億 976万円（4.1％）

依
存
財
源
　
５
５
．
２
％

地方交付税
53億5,000万円

（24.0％）
5,000万円

（＋0.9％）

依
存
財
源
　
５
１
．
６
％

地方交付税
54億円
（24.6％）

農林水産業費
8億6,646万円（3.9％）

農林水産業費
9億3,177万円（4.2％）

商工費
9億8,043万円（4.4％）

商工費
9億8,486万円（4.5％）土木費

19億9,140万円
（8.9％）

1億1,206万円

(＋5.6％）
土木費

21億 346万円
（9.6％）

国県支出金
33億5,037万円

（15.0％）

消防費 7億4,990万円（3.4％）

2億3,285万円

（＋6.9％） 国県支出金
35億8,322万円

（16.4％）

教育費
19億4,665万円

（8.7％）

消防費 7億8,741万円（3.6％）

6,279万円

(＋3.2％）
教育費

20億 944万円
（9.2％）

公債費
34億9,262万円

（15.7％）
▲8億6,453万円

(▲24.8％）

公債費
26億2,809万円

（12.0％）
（内 借換分　0万円）その他

14億6,040万円（6.6％）
その他

14億6,560万円（6.7％）
520万円

（＋0.4％）

労働費

4,133万円

（0.2％）

その他

6,641万円

議会費

2億 280万円

（0.9％）

3,751万円

(＋5.0％）

1,538万円

(＋1.7％）

▲5,839万円

(▲8.7％）

 ▲12億9,120万円

（▲60.1％）
（内 臨財債分10億7,0  00万円）

（内  借 換 分　6億6,710万円）

 市債

 21億4,970万円

（9.6％）

労働費

4,772万円

（0.2％）

その他

6,611万円

議会費

2億528万円

（0.9％）

（内 臨財債分 4億円）

市債　8億5,850万円（3.9％）

443万円

(＋0.5％）

6,531万円

(＋7.5％）
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４　一般会計歳出予算　性質別明細表

（単位：千円）

区　　　　　分 令和４年度 令和３年度 比較増減 前年度比 構成比

義務的経費計 10,232,913 10,940,475 △ 707,562 93.5% 46.7% 

　人件費 4,183,521 4,207,687 △ 24,166 99.4% 19.1% 

　扶助費 3,421,299 3,240,170 181,129 105.6% 15.6% 

　公債費 2,628,093 3,492,618 △ 864,525 75.2% 12.0% 

投資的経費計 1,749,912 1,585,291 164,621 110.4% 8.0% 

　普通建設事業費 1,733,498 1,569,177 164,321 110.5% 7.9% 

　　（補助事業費） (731,773) (671,907) (59,866) (108.9%) (3.3%)

　　（単独事業費） (1,001,725) (897,270) (104,455) (111.6%) (4.6%)

　災害復旧事業費 16,414 16,114 300 101.9% 0.1% 

その他経費計 9,940,175 9,770,234 169,941 101.7% 45.3% 

　物件費 2,955,941 2,761,904 194,037 107.0% 13.5% 

　維持補修費 450,420 394,645 55,775 114.1% 2.1% 

　補助費等 4,207,846 4,324,406 △ 116,560 97.3% 19.2% 

　（一部事務組合負担金） (1,101,427) (1,208,317)  (△106,890) (91.2%) (5.0%)

　（企業会計補助金） (1,693,500) (1,693,500) (0) (100.0%) (7.7%)

　（その他） (1,412,919) (1,422,589)  (△9,670) (99.3%) (6.5%)

　繰出金 1,581,534 1,555,087 26,447 101.7% 7.2% 

　貸付金 557,270 560,310 △ 3,040 99.5% 2.5% 

　積立金 119,164 105,882 13,282 112.5% 0.5% 

　投資及び出資金 18,000 18,000 0 100.0% 0.1% 

　その他 50,000 50,000 0 100.0% 0.2% 

合　　　　計 21,923,000 22,296,000 △ 373,000 98.3% 100.0% 

※　県からの補助事業等は単独事業に計上しています。
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10WAVEプロジェクト
新＝新規事業　拡＝拡充事業 市単=市単独事業　県単＝県単独事業　補助＝国（県含）補助事業

WAVE１　【つなぐ】子育て応援プロジェクト

民生費
1 社会福祉課 児童発達支援事業 在宅の障害児が身近な地域で支援が受けられるように、児童発達支援給付費を支払うもの。 58,320 補助

2 こども課 放課後児童クラブ設備工事 放課後児童クラブの設備を改善するもの。 2,012 市単

3 こども課 新生児出産サポート事業 「となみっ子応援基金」を活用し、出産時にサポート金を贈るもの。 18,386 市単

4 拡 こども課 庄川地域保育施設整備事業 令和5年に開設予定の庄川地域における認定こども園の整備を支援するもの。 262,896 補助

5 新 こども課 庄東地域保育施設整備事業（用
地測量業務委託） 庄東地域保育施設整備のための用地測量業務委託を行うもの。 1,500 市単

衛生費
6 健康センター 産後ヘルパー派遣事業 出産後に家事支援が必要な家庭や多胎出産の家庭にヘルパー派遣し家事育児支援を行い、安

心して子育てできる環境をサポートするもの。 300 県単

7 健康センター 産婦健康診査事業
産後うつの予防や新生児の虐待予防等を図るため、産婦健診２回分の費用を助成し、心身のケ
アや育児サポート等を必要とする母子を把握し、産後ケア事業につなげていくもの。
(新)多胎妊婦健診　25千円

2,815 補助

8 健康センター 子育て世代包括支援センター（ママ
ほっと相談室）事業

子育て世代包括支援センターに係る費用（国1/2）
・産前・産後サポート事業
・産後もママ安心事業　など

3,462 補助

9 健康センター 不妊・不育症治療費助成金交付
事業

不妊治療又は不育症治療等を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の自己負
担分に対し助成するもの。 16,850 県単

市単

10 健康センター 子育て支援アプリ導入 妊娠から出産、育児までの切れ目ないサポートを行うため子育て支援アプリを導入するもの。 770 補助

367,311

WAVE２　【拓く】質の高い学びプロジェクト

教育費
11 教育総務課 砺波市立学校のあり方検討委員会 小中学校におけるより良い教育環境を整備し、充実した教育の実現に資するため、学校の適正規

模や適正配置等について検討を行う委員会を開催するもの。 421 市単

12 教育総務課 外国語指導助手（ALT）配置 英語科及び外国語活動の授業に外国語指導助手を配置し、外国語教育の充実を図るもの。 41,890 市単

13 教育総務課 ふるさと学習推進事業 小中学校へふるさと学習推進補助金を通じて、学校教育の充実を図るもの。 1,920 市単

14 新 教育総務課 校外活動用インターネット回線使用
料

GIGAスクールWi-Fiの電波がない校外においても、教職員が校外活動の状況を学校ホームページ
に掲出すること等ができるよう、インターネット回線を調達するもの。 260 市単

15 新 教育総務課 児童用机・椅子更新事業 児童用机・椅子について、新JIS規格対応品に変更するため計画的に購入するもの。
【※令和３年度補正予算】 40,726 補助

16 教育総務課 ＧＩＧＡスクール校内通信ネット
ワーク運用事業 ＧＩＧＡスクール校内通信ネットワークの管理やセキュリティ対策等を実施するもの。 18,309 市単

17 拡 教育総務課 ＧＩＧＡスクール教師用端末更新 教師用タブレットを計画的に更新するもの。 7,140 市単

18 生涯学習・ス
ポーツ課 公民館活動振興事業 公民館活動の活性化を図るもの。 17,766 市単

128,432

WAVE１（小計）

WAVE２（小計）

款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独

款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独
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WAVE 3　　【支える】健康づくりプロジェクト

民生費
19 社会福祉課 シニア元気あっぷポイント事業 元気な高齢者が支援を必要とする高齢者を支えることで、高齢者の介護予防を推進するもの。 3,463 市単

20 拡 地域包括
支援センター いきいき百歳体操推進事業 いきいき百歳体操を推進し、健康維持と介護予防のため運動習慣の定着を図るもの。

「百歳体操交流会」を実施 1,829 市単

21
地域包括

支援センター・
庄川健康プラザ

いきいき元気教室事業 心身の衰えを感じている高齢者の方を対象とした体操教室を開催し、日常生活の基本的活動に
必要な機能の向上を図るもの。 6,635 市単

22 地域包括
支援センター ほっとなみずっと元気プラン事業 いきいき百歳体操の会場で運動機能等をチェックするとともに、必要な方には訪問や短期集中予防

サービスを行うことで運動機能の向上を図るもの。 248 市単

23 地域包括
支援センター 認知症サポーター養成講座事業 認知症を正しく理解する人を増やし、認知症の本人や家族を応援し、サポートできる地域づくりを目

指すもの。 168 市単

24 地域包括
支援センター

認知症高齢者等SOS緊急ダイヤル
システム事業

認知症などで行方不明になられた方の早期発見・早期保護の体制として、協力事業所による発見
システムを設置するもの。（認知症高齢者等おでかけ安心損害保険事業、ほっとなみ見守りシール
交付事業）

1,853 市単

25 地域包括
支援センター ほっとなみカフェ事業 認知症本人とその家族、地域住民が集い交流の場を持つことで、介護予防につなげるもの。 1,379 市単

26 地域包括
支援センター 地域生活支援相談窓口事業 地域包括サブセンターとして、在宅介護支援センターが実施する地域生活支援相談窓口としての

取組みを支援するもの。 1,920 市単

衛生費
27 新 健康センター 健康プラン21策定に向けた市民アン

ケート調査 砺波市健康プラン21(第3次)策定に向けて、市民を対象にアンケート調査を行うもの。 2,222 県単

28 健康センター 風しん予防接種･抗体検査事業 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性に対する風しん抗体検査を実
施し、結果が陰性の方に対し無料で予防接種を実施するもの。 14,730 補助

29 拡 健康センター 子宮頸がんワクチン予防接種 子宮頸がんワクチン接種を中学1年生から高校1年生までの女子を対象として積極的勧奨として実
施するもの。 24,838 市単

30 新 健康センター 健康ガイドブック作成 既存の健康カレンダーを健康ガイドブックとして内容を刷新し、健(検)診情報をわかりやすく周知し、
受診率の向上を図るとともに病気の早期発見・早期治療を促進するもの。 396 市単

31 健康センター 肝炎ウイルス検診事業 健康増進法に基づき、40歳、50歳、55歳、60歳を対象に肝炎ウィルス検診を実施するもの。
（県2/3） 7,235 県単

32 健康センター 歯周疾患検診事業 健康増進法に基づき30歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳を対象に歯周疾患
検診を実施し、歯周疾患の早期の発見・予防を行うもの。（県2/3） 3,822 県単

市単

33 拡 健康センター がん予防検診事業費 がんの早期発見を目的として、重点年齢（胃：50歳代、子宮：20～30歳代、乳：40歳代、
大腸50歳代）を中心に受診率の向上に努めるもの。（県1/2） 60,130

補助
県単
市単

34 健康センター 地域自殺対策強化事業 心の相談支援体制の充実を図るとともに、こころの健康づくりや自殺予防に関する普及啓発を行う
もの。（県1/2） 628 県単

35 健康センター
(市民課) となベジプロジェクト推進事業 働く世代の生活習慣病の発症予防と重症化予防のため、野菜を食べやすい環境づくりを推進する

もの。（国民健康保険事業特別会計　218千円を含む） 624 県単
市単

132,120WAVE３（小計）

款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独
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WAVE４　【選ばれる】となみ（1073）暮らし応援プロジェクト

総務費
36 市民生活課 ＜となみ（1073）プロジェクト＞

住宅取得支援事業
移住定住の促進を図るため、若者世帯や中学生までの子育て世帯が市外から転入して住宅取得
した場合に支援するもの。 53,650 市単

37 市民生活課 ＜となみ（1073）プロジェクト＞
家賃支援事業

移住定住の促進を図るため、若者世帯や中学生までの子育て世帯が市外から転入して賃貸住宅
に住む場合の家賃を支援するもの。 24,000 市単

38 拡 市民生活課 ＜となみ（1073）プロジェクト＞
結婚新生活支援事業

新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る費用（住宅取得費用、家賃、引越、リ
フォーム費用）を支援するもの。 3,000 県単

39 市民生活課 ＜となみ（1073）プロジェクト＞
出産祝い事業 出生した子と同居する世帯に対して砺波オリジナルスタイを贈るもの。 930 市単

40 市民生活課 ＜となみ（1073）プロジェクト＞
移住・定住引越し支援事業 新たに三世代同居・近居を推進するため、本市への引越し費用を支援するもの。 960 市単

41 拡 市民生活課 ＜となみ（1073）プロジェクト＞
定住促進空き家利活用事業

砺波市空き家情報バンクに登録されている空き家を利活用する場合、改修等経費の一部を支援
するもの。 3,500 市単

民生費
42 社会福祉課 高齢者ちょっとねぎらい事業 三世代同居家庭の高齢者に対し、日頃の労をねぎらい心身のリフレッシュを図るため、市内宿泊施

設等で宿泊や日帰りなどに利用できる利用証を交付するもの。 575 市単

43 高齢介護課 介護者もちょっと一息事業 三世代同居世帯で在宅の要介護高齢者を介護している世帯に対し、ショートステイの利用料を支
援するもの。 481 市単

44 こども課 となみっ子にっこり子育てプロジェクト 三世代同居・近居で、孫世代の子どもを０歳から２歳まで自宅で育児している世帯に対して支援
するもの。 3,500 市単

45 こども課 となみっ子 子宝券事業 三世代同居・近居世帯に対し交付したクーポン券を、砺波市内にある子育てサービス事業に利用
するもの。 2,100 市単

商工費
46 商工観光課 孫とお出かけ支援事業 高齢者の外出を促すとともに、世代間交流を通じた家族の絆を深めるため、祖父母と孫が一緒に対

象施設を訪れた場合の入館料を無料とするもの。 800 市単

土木費
47 都市整備課 ＜となみ（1073)プロジェクト＞

三世代同居・近居住宅支援事業 三世代世帯が家屋新築・増改築する場合にその工事費用の一部を支援するもの。 47,390 市単

教育費
48 生涯学習・

スポーツ課 三世代交流ふれあい事業 昔ながらの遊びやレクリエーションを通して、三世代交流の活動を支援するもの。 800 市単

141,686

WAVE５　【魅せる】情報発信プロジェクト

総務費
49 新 広報情報課

自治体の行政手続きのオンライン化
に係る申請管理システム等の構築
業務委託

国で整備するマイナンバーカードを活用した電子申請システム（ぴったりサービス）からの申請データ
を、今回設置する申請管理システムで受け取り、事務の効率化・マイナンバーカードの普及を目指
すもの。

24,544 市単

50 拡 広報情報課 市民みんながPR大使講座 各部署の情報発信担当職員を含め、全ての職員や市民が情報発信の意識を改革してスキルを高
めるため、令和3年度に引き続き「市民みんながPR大使講座」として継続開催するもの。 300 市単

51 拡 財政課 ふるさと寄附事業 ふるさと納税の提携先を増やすことにより、更なるふるさと寄附の情報発信力強化、業務の効率化
及びふるさと納税額の増加を図るもの。 11,841 市単

商工費
52 商工観光課 外国人観光客回復事業 台湾からの誘客回復を図るため、観光キャンペーンとして、市内民間事業者とともに現地の旅行会

社等を訪問するもの。 719 市単

53 商工観光課 となみ首都圏プロモーシヨン事業 本市の知名度向上と首都圏からの誘客促進のため、観光PRを実施するもの。【※令和３年度補
正予算含む】 10,000 市単

54 商工観光課 地域おこし協力隊（魅力発信）事
業 砺波市観光協会に地域おこし協力隊員を配置し、本市の観光等の魅力発信の充実を図るもの。 4,450 市単

51,854

WAVE４（小計）

WAVE５（小計）

款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独

款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独
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WAVE６　【備える】地域防災力プロジェクト

総務費
55 総務課 防災・危機管理専門員設置事業 防災対策の充実・強化を図るため、防災・危機管理専門員を配置するもの。 5,782 市単

56 拡 総務課 富山県地域防災力向上支援事業 自治会及び自主防災組織の防災活動に必要な防災資機材などの整備に対して支援するもの。
（県１/２） 2,700 県単

57 新 総務課 防災無線管理運営費 H25に防災行政無線を整備してから約10年が経過したことから、必要な部分を交換し、不測の事
態に備えるもの。 100 市単

58 拡 総務課 防災士育成事業 避難所運営委員会の立ち上げや女性防災士の増加、また、世代交代を円滑に進めるため、市推
薦枠を6名から30名に増加し、地域における防災意識の向上と災害時の迅速な対応を図るもの。 671 市単

59 総務課 防災士連絡協議会支援事業 女性防災士の拡充などにより会員数が増加した防災士連絡協議会の活動を支援するもの。 250 市単

60 財政課 庁舎整備基金積立金 市役所庁舎の再整備に向け、基金を積み立てるもの。 100,000 市単

61 市民生活課 空き家見学ツアー事業 市内にある空き家の利活用例や管理不全な空き家を見学し、自分の居住する家について考えても
らう機会を創出し、空き家発生を未然に防止するもの。 31 市単

62 市民生活課 空き家実態調査（老朽危険空き
家判定）事業 空き家実態調査を引き続き実施し、老朽危険空き家の判定を行うもの。 110 市単

63 市民生活課 空き家所有者等特定事業 空き家実態調査を実施した後に、新たに老朽危険空き家に判定された空き家について、所有者や
相続人の調査を行うもの。 248 市単

農林水
産業費 64 拡 農業振興課 有害鳥獣被害防止対策事業 有害鳥獣による農作物の被害防止対策として、地区協議会が実施する侵入防止対策に要する経

費に対して支援するもの。 800 市単

65 農地林務課 国営附帯県営農地防災事業 農地の防災・減災対策のため、国営附帯県営「庄川左岸地区」の施行において、市負担金を支
出するもの。 93,273 市単

土木費

66 新 土木課 市道災害防除施設整備事業費

法面対策工事 単独・辺地
　　名ヶ原線                                 　　      9,000千円
　　舟戸橋隠尾線                           　　     6,500千円
水路改修工事　緊急自然災害防止対策事業債
　　庄川町金屋地内　　　　　　　　　　　　　　　 　7,000千円 

22,500 市単

67 新 都市整備課 地震発生時における建築物応急危
険度判定をするための事務費

地震発生時における建築物の倒壊による応急危険度判定するための調査表などの事務用品を購
入するもの。 115 市単

消防費
68 新 総務課

（砺波消防署） 防火水槽新設工事 防火水槽新設の工事を実施するもの。（表町） 17,534 市単

病院
69 拡 総合病院 【病院事業会計】

災害拠点病院資機材整備事業
市立砺波総合病院が国の災害拠点病院の指定を受けていることから、必要な資機材を計画的に
整備するもの。 1,300 市単

245,414WAVE６（小計）

款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独
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WAVE７　【活かす】生活基盤等マネジメントプロジェクト

土木費

70 土木課 道路橋りょう維持修繕事業

橋りょう修繕事業　交付金（国55/100）
　　橋梁点検業務委託（79橋）　　　　　　　15,000千円
　　橋梁修繕設計業務委託（5橋）　　　　　17,000千円
　　橋梁撤去設計業務委託（山見橋）　　　　5,800千円
　　舟戸橋隠尾線（舟戸橋）                　40,000千円
　　正権寺池原線（丸山橋）                　22,000千円
　　庄４号線（和田川第6号橋）ほか        73,700千円
舗装修繕事業　交付金（国50/100）
　　栄町千保線ほか                            　 20,000千円
単独
　　栄町中神線舗装補修工事　　　           　 5,000千円
　　庄川環状線道路側溝修繕工事           　 1,700千円　　ほか   

235,360 補助
市単

71 土木課 道路交通安全施設整備事業

カラー舗装工事 交付金（国55/100）
　　金屋青島１号線　　　　　　　　　　　　　　　　5,400千円
道路照明灯更新工事 交付金（国50/100）　　　　　　　　　　　
　　春日町永福町線　　　　　　　　　　　　　　　  5,000千円　　ほか

20,990 補助
市単

72 土木課 雪寒地域道路防雪事業

消雪管工事　交付金（国60/100）
　　千代東石丸線                             　 　 8,000千円
消雪管等リフレッシュ工事
　　金屋青島2号線外5路線　　　　　　　　　　　4,000千円　交付金（国60/100）
　　三谷5号線消雪管リフレッシュ工事　　　　　10,000千円　単独・辺地

22,000 補助
市単

73 都市整備課 街路事業 出町東部第３土地区画整理事業に関連し、春日町永福町線の整備を行うもの。また、県施行に
て、都市計画道路駅前栄町線を整備されるために負担金を負担するもの。 51,000 補助

市単

74 都市整備課 出町東部第3土地区画整理事業 県街路事業の施行に併せ、公共施設管理者負担金を活用した、組合施行による出町東部第3
土地区画整理事業により、都市基盤整備を実施するもの。 134,900 市単

75 都市整備課 公園管理事業 都市公園の管理、遊具の修繕、更新等に係る費用 77,000 補助
市単

76 都市整備課 砺波チューリップ公園再整備事業

砺波チューリップ公園の再整備に係る費用（国1/2）
　南門及び管理棟付近実施設計等業務委託　23,000千円
　北門周辺舗装工事　　　 8,000千円
　ライブカメラ設置工事　　　4,000千円
　放送設備更新工事　　　 3,000千円
　弁慶号建屋改修工事　　5,000千円
　大花壇側溝改修工事　10,000千円
【※令和３年度補正予算含む】

53,000 補助
市単

77 都市整備課 庄川水記念公園再整備事業 庄川水記念公園の再整備にかかる費用
　基本計画策定業務委託　14,400千円 14,400 市単

教育費
78 新 生涯学習・

スポーツ課 文化財保存活用地域計画作成 新たに文化財の中長期的な保存・活用に関する計画を作成するもの。 2,300 補助

水道
79 上下水道課 【水道事業会計】

基幹配水管耐震化更新事業 基幹配水管の耐震化工事を実施するもの。（県１/３） 501,100 補助

80 新 上下水道課 【水道事業会計】
水道施設更新事業 安川配水場電機室更新詳細設計業務委託 19,000 市単

下水道
81 新 上下水道課

【下水道事業会計】
下水道事業計画変更及び広域化・
共同化計画作成

〔交付金〕（国1/2）
（新）砺波公共下水道事業計画変更業務委託　6,090千円
（新）砺波市広域化・共同化計画策定業務委託　  3,910千円

10,000 補助

病院

82 総合病院 【病院事業会計】
市立砺波総合病院中期修繕事業

市立砺波総合病院中期修繕計画を実施するもの。
　　冷温水発生機更新工事（外来棟）　74,800千円
　　外壁・防水改修工事　70,180千円
　　防災監視盤更新工事　67,760千円
　　水熱源空調機器更新工事（西棟３階及び７階）　34,177千円

246,917 市単

1,387,967WAVE７（小計）

款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独
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WAVE８　【結ぶ】地域公共交通プロジェクト

総務費
83 企画政策課

広域的公共交通ネットワーク強化
事業
≪とやま呉西圏域連携事業≫

城端線・氷見線沿線地域公共交通計画に基づく各種施策の展開など、鉄軌道の連携強化を核と
した各種公共交通ネットワークの活性化を図るもの。 15,866 市単

84 企画政策課 城端線・氷見線LRT化検討会事業 城端線・氷見線LRT化検討会においてLRT化など新しい交通体系の実現に向けて調査研究を行
うもの。 6,484 市単

85 新 企画政策課 散居村型デマンドタクシー運行モデ
ル事業

デマンドタクシーにおいてAI配車システムを導入し、運行エリアを拡大（庄西・庄川中学校区）して
当日予約による実証運行を行うもの。（エリア拡大はR4.10月から） 24,883 県単

86 企画政策課 地域公共交通会議費 地域公共交通会議を開催し、令和3年度に策定した砺波市地域公共交通計画に基づく総合的
な交通施策の推進を図るもの。 221 市単

87 企画政策課 市営バス運行委託事業 市営バスの運行業務委託に係る費用。 45,744
補助
県単
市単

88 市民生活課 市営駐車場管理運営事業 市営駐車場の管理運営を行うもの。 5,951 市単

99,149

WAVE９　【稼ぐ】産業振興プロジェクト

農林水
産業費 89 農業振興課 チューリップ球根海外販路拡大支援

事業 チューリップ球根の海外（台湾）への販路拡大を支援するもの。 1,000 補助

90 拡 農業振興課 チューリップ切花等国内販路拡大支
援事業 切り花の首都圏PR事業、包装資材等作成に対し支援するもの。 1,642 補助

91 農業振興課 チューリップ球根ネット栽培実証普及
事業 チューリップ球根のネット栽培の取組みを支援するもの。 234 補助

92 農業振興課 チューリップ球根生産支援事業 チューリップ球根の生産拡大と土づくり、ウィルス対策等を支援するもの。 3,414 市単

93 農業振興課 チューリップ球根新規生産振興事業 チューリップ球根新規生産者等の初期経費を支援するもの。 500 市単

94 農業振興課 園芸生産チャレンジ事業 野菜等を生産し直売所やインショップ等への出荷、加工品の開発にチャレンジする初期経費を支援
するもの。 1,000 市単

95 農業振興課 園芸作物等特産振興事業 園芸作物の生産振興を支援するもの。（県10/10） 17,200 県単

96 新 農業振興課 就農準備研修事業 新規就農者が、就農に必要な知識や技術を習得するため、先進農家で行う実践的研修を支援す
るもの。 828 県単

97 農業振興課 経営体育成支援事業 産地の収益力強化と地域の担い手経営発展を推進するため、必要な農業用機械・施設の導入を
支援するもの。　 9,000 補助

98 農業振興課 とやま型農業経営支援事業
（とやま型モデル実践型タイプ） とやま型経営モデル実践のための経営戦略に基づいた機械・施設等の導入を支援するもの。 31,800 県単

99 新 農業振興課 とやま型農業経営支援事業
（就農スタートアップ事業） 認定新規就農者に対して、青年等就農計画に基づく機械・施設の初期投資を支援するもの。 5,750 補助

100 農業振興課 とやまの園芸産地グレードアップ事業 園芸作物の生産拡大に要する機械・施設の整備を支援するもの。 5,576 県単

商工費
101 商工観光課 地域資源活用事業・農商工連携

推進事業
地域資源等を活用した新商品やサービスの開発、販路開拓、市内外への情報発信など農商工等
の連携による地域活性化の取り組みを推進するもの。 400 市単

102 商工観光課 となみブランド後継者育成支援補助 となみブランドの希少な伝統的技術・技法の伝承を図るため、育成者と継承者を支援するもの。 1,200 市単

103 新 商工観光課 となみブランド力アップセミナー・ワーク
ショップの開催

となみブランドのブランド力向上のため、認定事業者や農商工連携事業者を対象に、海外への輸出
やブランド力向上のセミナーを開催するもの。 211 市単

104 商工観光課 となみブランド販路拡大補助金 新たな商品開発やPRによるとなみブランドのブランド力向上のため、販路拡大補助金を拡充するも
の。 500 市単

工業
団地 105 商工観光課 【工業団地造成事業特別会計】

工業団地造成事業
高岡砺波スマートインター柳瀬工場適地における工業団地造成に係る経費や企業訪問に要する
経費について特別会計で計上するもの。 343,800 市単

424,055

WAVE８（小計）

WAVE９（小計）

款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独

款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独
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WAVE１０　【受け継ぐ】循環型社会プロジェクト

衛生費
106 拡 市民生活課 落葉等専用ごみ袋の作成 落葉等の排出の利便性の向上を図るため、可燃用ごみ袋よりも強度の高い落葉等専用ごみ袋を

作成するもの。 5,147 市単

107 新 市民生活課 環境基本計画策定支援業務委託 次期の環境基本計画(R6～R15年度)策定に向けた現計画の見直しやアンケート調査等を実施
するもの。 1,424 市単

108 新 市民生活課 開疎な脱炭素コミュニティ事業 地域脱炭素実現に向け、再エネ導入事例等の情報を発信するポータルサイトを県内市町村共同
で開設するもの。 42 補助

109 市民生活課 環境と共生する社会経済形成事業
≪とやま呉西圏域連携事業≫ 環境保全活動推進のための環境フェアを開催するもの。 58 市単

農林水
産業費 110 拡 農地林務課 剪定枝リサイクル大作戦 市民が指定場所へ持ち込んだ剪定枝を、市が無償で運搬処理するもの。11月と3月の年2回行

う。 7,998 市単

111 拡 農地林務課 剪定枝戸別回収実証実験 自分で剪定枝の運搬処理ができない世帯を対象とした戸別回収の実証実験をするもの。 1,165 市単

112 農地林務課 緑花促進補助金　 　　　　　　　　　　 　　　　　花と緑のまちづくり条例及び新砺波市グリーンプランに基づき緑花の推進と普及を図るため、花苗の
配布、花壇の維持管理、花とみどりの少年団の育成、保存樹の保全等を実施するもの。 29,038 市単

113 農地林務課 散居景観保全事業 散居景観を活かした地域づくり協定の締結地区に対し、屋敷林の維持管理について支援をするも
の。 11,431 県単

114 新 農地林務課 保存樹等保全事業 散居景観保全事業の対象地域外となる市街地や中山間地における保存樹等の維持管理につい
て支援するもの。 1,000 市単

115 農地林務課 「屋敷林保全対策」PT事業 庁内関係課によるプロジェクトチームで屋敷林保全対策を調査・研究するもの。 56 市単

土木費
116 都市整備課 景観まちづくり事業 散居景観保全のため、市の基準に加え自主的基準を協定し、地域ぐるみで行う取り組みを支援す

るもの。 5,550 県単
市単

62,909

3,040,897

WAVE１０（小計）

WAVE１～WAVE１０（合計）

款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独
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主要事業の概要（１０ＷＡＶＥプロジェクト以外）
新＝新規事業　拡＝拡充事業 市単=市単独事業　県単＝県単独事業　補助＝国（県含）補助事業

議会費
1 新 議事調査課 議会議事検索システム改修 開かれた議会とするため、本会議と同様に委員会の会議録を検索する議会議事検索

システムを改修するもの。 140 市単

総務費
2 新 企画政策課 異業種交流会 異業種で働く男女の交流と親睦を深めるため交流会を開催するもの。 110 市単

3 新 企画政策課 パープル・ライトアップ事業
「女性に対する暴力をなくす運動期間」（11月12日から25日）にあわせて、 チューリッ
プタワーを紫色にライトアップするもの。男女共同参画推進計画（第4次）にあわせて
新たに実施する。

83 市単

4 新 企画政策課 砺波市・盤錦市友好都市締結
３０年記念展開催補助金

日中友好交流協会との共催による「砺波市・盤錦市友好都市締結３０年記念展」を
開催するもの。 251 市単

5 広報情報課 事務電算化推進事業費
R4年度夏までに国から出される基幹系各業務の標準仕様書と、現行システム及び現
行運用との差異について、調査分析を行い、将来の標準システムへの移行に備えるも
の。

13,376 市単

6 新 広報情報課 RPAソフトウェア使用料 県共同調達により、他自治体で開発した軽自動車の申告書自動入力のRPAを横展
開により安価に導入し、事務効率化を図るもの。 791 市単

7 新 広報情報課 ｍｉｎｉ2となみーてぃんぐ開催
事業費

施策立案にあたり、広く市民などの意見を聴くためミニ広聴会を開催するもの。 35 市単

8 総務課 地区集会施設整備支援事業 自治振興会集会施設の改修・修繕等の実施に際し、必要な支援を行うもの。 5,560 市単

9 総務課 "となみ地域力“推進交付金事
業

地域力の充実と地域活性化の推進を図るため、地区自治振興会が主体的に実施する
地域づくり事業を支援するもの。 10,500 市単

10 総務課 地区振興育成交付金 21地区自治振興会の運営を支援し、地域の連帯感の醸成、市民憲章の実践、安
全・安心なまちづくり等の実現を図るもの。 33,284 市単

11 新 財政課 電子入札システム導入対応 入札業務の電子化に対応するための改修業務委託等。 7,097 市単

12 新 財政課 本庁舎高圧ケーブル取替工事 本庁舎の経年劣化した高圧ケーブルの取替を行うもの。 1,250 市単

13 新 税務課 基幹税務システム改修事業 地方税共通納税システムに固定資産税及び軽自動車税種別割が追加されることに合
わせ、納付書にQRコードを付与するためのシステム改修を行うもの。 11,674 市単

14 新 市民課 戸籍情報システム改修 戸籍法を一部を改正する法律により、戸籍情報システム改修を行うもの。 7,184 補助

15 新 市民課 住民票等コンビニ交付事業 住民票等のコンビニ交付を実施するもの。（R4.12から） 3,620 市単

16 新 市民生活課 移住者受入モデル地域育成支
援事業

移住者を受け入れようと意欲のある地域を「移住者受入モデル地域」として選定し、移
住者受入促進計画の策定や実施に対し支援するもの。 1,500 県単

17 拡 市民生活課 移住支援金 東京23区在住者又は23区への通勤者で、対象の中小企業等に就業又は起業した
者に対し支援するもの。 3,200 県単

18 新 市民生活課 空き家再生等推進事業 古民家を改修し、事業展開する事業者に改修費用を支援するもの。 1,000 市単

19 市民生活課 移住・定住トータルサポート事業 圏域内への移住・定住や都市部との交流推進に関するする総合支援の展開を図るも
の。 566 市単

20 市民生活課 防犯灯LED化推進事業 各地区の防犯灯のLED化を推進するもの。（300灯分） 3,000 市単

21 市民生活課 高齢者運転免許自主返納支
援事業

運転免許証を自主返納した高齢者に対し、タクシーやバス、福祉施設が利用できる支
援券等を交付するもの。 3,000 市単

民生費
22 社会福祉課 民生委員児童委員活動事業 民生委員児童委員の活動に関する助成 9,418 県単

23 社会福祉課 社会福祉団体活動推進事業 砺波市社会福祉協議会補助金等 90,055 市単

24 社会福祉課 福祉センター管理運営事業 福祉センター（麦秋苑・苗加苑・北部苑）への指定管理料　など 51,800 市単

25 社会福祉課 生活保護事業
生活に困窮する国民で、国が定める保護の基準で算出される最低限度の生活が維持
できない者に対する扶助（生活扶助、住宅扶助、介護扶助、医療扶助、葬祭扶助
等）（国3/4）

109,000 補助

26 新 社会福祉課 福祉センター工事費 北部苑の施設修繕工事を行うもの。 4,165 市単

27 高齢介護課 老人福祉施設建設分担金等
・砺波地区老人福祉施設の建設分担金（3施設分）　　　　　　　　3,861千円
・ケアポート庄川デイサービスセンター・砺波ふれあいの杜施設建設借入償還金補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　15,873千円

19,734 市単

款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独
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款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独

民生費

28 高齢介護課 砺波地方介護保険組合負担
金

砺波地方介護保険組合への分担金及び負担金の支出
・介護給付費(12.5%)　　　　　 576,809千円
・一般事務費分担金　　　　　　　　 49,899千円
・認定事務費分担金 　　　　　　　　44,839千円
・介護保険料軽減費用分担金　　 32,844千円（国1/2、県1/4）
・地域支援事業費分負担金　　　　32,097千円

736,488 補助
市単

28 新 こども課 旧高波幼稚園敷地利用事業 園舎を地元に譲渡し、地域コミュニティ施設として活用するもの。 27,775 市単

29 拡 こども課 鷹栖地区保育施設整備事業 鷹栖保育所園舎を解体工事し農村グラウンドの再整備を行うもの。 129,565 市単

31 こども課 こども・妊産婦医療費給付事業 子育て支援・妊産婦等の医療費助成を行うもの。 160,362 県単
市単

32 こども課 児童手当給付事業 0歳児から中学校修了前の児童を養育している保護者に手当を支給するもの。（所得
制限有り） 730,750 県単

市単

33 こども課 ひとり親家庭等医療費給付事
業

ひとり親家庭等に対し医療費助成を行うもの。 28,656 補助

34 こども課 児童扶養手当給付事業 0歳児から高等学校修了前の児童を養育しているひとり親の保護者又は養育者に手当
を支給するもの。（所得制限有り） 105,875 補助

衛生費
35 財政課 病院事業会計繰出金 ・負担金:3条分 　1,082,000千円（呉西連携10,474千円含む）

・出資金:4条分　　　18,000千円 1,100,000 市単

36 新 健康センター 訪問指導用公用車購入 老朽化した訪問指導・健康教育用の公用車を更新するもの。 1,586 市単

37 市民課 国民健康保険事業会計繰出
金

国民健康保険特別会計への繰出金 220,927 補助
市単

38 市民課
後期高齢者医療事業会計繰
出金

後期高齢者医療事業特別会計への繰出金
・保険基盤安定負担金　　　　　　106,742千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・広域連合事務費負担金　　　　　 29,227千円
・保険料徴収事務費分　　　　　　　　4,204千円　など

142,572 県単
市単

39 新 市民生活課 「家庭ごみ」の分け方と出し方の
リ-フレット更新

砺波広域圏作成のごみ分別便利帳の更新に併せて、「家庭ごみ」の分け方と出し方の
リ-フレットを2万部作製するもの。 480 市単

40 上下水道課 合併処理浄化槽設置事業 合併処理浄化槽設置に係る補助金（国１/３、県１/３） 20,000 補助

41 上下水道課 合併処理浄化槽維持管理事
業

合併処理浄化槽の維持管理に対する補助金（下水道整備計画区域外） 7,200 市単

労働費
42 商工観光課 ママの就活応援プロジェクト事業

出産や育児を機に仕事を離れた女性の再就職を応援するため、子育てしながら働ける
職場探しのための再就職準備セミナーや相談会を2回開催するもの。 88 市単

43 商工観光課 就業マッチング支援事業
求人と求職の両面からマッチングをサポートし、地元就職やUIJターン就職の促進を図る
もの。 656 市単

農林水
産業費 44 新 農業委員会

情報収集等業務効率化支援
事業

農業委員の農地パトロールや農地利用状況調査等を行う際に、タブレット端末を使用
することにより、確認作業の効率化を図るもの。 1,350 補助

45 新 農業振興課
砺波農業振興地域整備計画
変更事業

「富山県農業振興地域整備基本方針」の見直しを踏まえた、現行「砺波農業振興地
域整備計画」のR5計画変更に向け、基礎データを更新するもの。 1,581 市単

46 農地林務課 かんがい排水事業負担金 県営かんがい排水事業等に対する負担金を支出するもの。 48,101 市単

47 農地林務課 かんがい排水事業補助金 団体営等かんがい排水事業 等に対する補助金を支出するもの。 30,882 県単

48 農地林務課 土地改良総合経整備事業
農業生産基盤の整備とともに担い手を育成する県営農地整備事業の施行に伴う負担
金を支出するもの。 39,380 市単

49 農地林務課
国営総合農地防災事業負担
金

国営総合農地防災事業に伴う負担金であり、総額540,653千円をR17まで毎年度
35,903千円償還するもの。（高岡市20.3％、砺波市66.1％、小矢部市13.6％） 35,903 市単

50 新 農地林務課 県単治山事業工事 栃上地内の山腹崩壊防止工事を実施するもの。 5,000 県単

51 新 農地林務課 県単林道事業工事 林道三谷線の排水路改修工事を実施するもの。 960 県単

52 農地林務課 多面的機能支払交付金 農村環境の保全及び多面的機能支払交付金事業を推進するもの。 192,083 補助
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款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独

商工費
53 商工観光課 空き店舗再生みんなでチャレン

ジ事業
中心市街地の空き店舗や空き家情報バンク登録物件を改修して日中営業する店舗・
オフィスに対して、改修費及び創業者支援資金利子を支援するもの。 2,100 市単

54 商工観光課 商工業振興支援事業 市内立地企業に対し、砺波市商工業振興条例及び同施行規則に基づき助成金を交
付するもの。 26,809 市単

55 新 商工観光課 商工業振興計画策定事業 第3次商工業振興計画を策定するもの。 2,200 市単

56 拡 商工観光課 キラキラ・アップ事業負担金 チューリップ公園KIRAKIRAミッション開催のためのキラキラ・アップ実行委員会への負担
金 4,200 市単

57 商工観光課 特産館展示設計業務 R6のリニューアルに向け特産館の展示設計を行うもの。 10,000 市単

58 商工観光課 観光イベント支援事業 市内で開催される観光イベントを支援するもの。 9,960 市単

59 商工観光課 砺波市コンベンション開催支援
事業

砺波市内における会議や研修会等のコンベンション開催事業を支援するもの。 5,000 市単

60 商工観光課 観光産業回復事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止していた、中心市街地でのイベント再
開について支援するもの。
【※令和3年度補正予算】

2,100 補助

61 商工観光課 新型コロナウイルス感染症対応
資金等利子補給金

新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者に対して利子補
給の補助を行うもの。 28,209 補助

土木費

62 土木課 市道改良事業

総合計画に基づき計画的に道路整備を進めるもの。
交付金（国55/100）
・駅南線など　　　　 108,000千円
交付金（国50/100）
・桜づつみ/神島団地線 46,000千円　　　　　　　　　　
単独・辺地
・福山栃上線　　　　　　　10,000千円  　など

164,500 補助
市単

63 土木課 除雪対策事業
・除雪委託料 　　　　　　　　　 128,049千円（国一部）
・市道消雪等管理委託　　　　 21,778千円　
・除雪ドーザ購入　　　　　 　　　 21,000千円（国2/3）　　　　など　　

191,758 補助
市単

64 都市整備課 砺波チューリップ公園管理事業 砺波チューリップ公園の管理に係る費用 55,100 市単

65 都市整備課 市営住宅管理事業 市営住宅管理修繕　23,123千円　など 39,477 市単

66 都市整備課 公営住宅等ストック総合改善事
業

東鷹栖団地外壁改善工事（国1/2） 13,000 補助

消防費
67 総務課

（砺波消防署）
砺波地域消防組合分担金等

・砺波地域消防組合分担金　651,516千円
・中日本高速道路支弁金　　　6,500千円
・県消防防災ヘリコプター運航負担金 2,760千円

660,776 市単

68 新 総務課
（砺波消防署）

消防操法大会消耗品支給 操法大会の消耗品の支給 756 市単

69 新 総務課
（砺波消防署）

中野分団ポンプ車更新 中野分団ポンプ車更新事業 19,201 市単

70 新 総務課
（砺波消防署）

般若分団小型動力ポンプ整備
事業

般若分団小型動力ポンプ整備事業 1,238 市単

71 新 総務課
（砺波消防署）

器具置場更新工事 消防団器具置場の改修（栴檀山・五谷） 832 市単

72 総務課
（砺波消防署）

消火栓新設工事 消火栓新設工事（出町、若林、青島、雄神、種田） 8,124 市単

教育費
73 教育総務課 休日部活動の地域移行に向け

た検討協議会
休日の部活動の地域移行について検討を行うもの。 21 市単

74 新 教育総務課 学校ホームページシステム使用
料

ホームページを教職員が校外においても更新できるよう、また、各校の画面構成を統一
して利用しやすくするため、各校共通のホームぺージシステムを導入するもの。 1,466 市単

75 新 教育総務課 庄東小スクールバス更新 老朽化した庄東小スクールバス１号車を更新するもの。 20,143 補助

76 新 教育総務課 オンライン学習通信費の追加給
付

就学援助費の受給者を対象に、児童生徒１人１台端末を自宅に持ち帰って学習する
際に必要となるインターネット回線調達費用を援助するもの。 5,034 補助

市単

77 新 学校給食
センター

コンテナ乾燥室床修繕工事 コンテナ乾燥室の床がひび割れしており、コンテナの転倒する恐れがあるため、修繕を行う
もの。 2,500 市単

78 新 学校給食
センター

配送車の更新 老朽化した配送車１台を更新するもの。 7,282 市単

79 新 生涯学習・
スポーツ課

庄川生涯学習センター排煙オペ
レーター等修繕工事

排煙装置、車庫屋根を修繕するもの。 2,134 市単

80 新 生涯学習・
スポーツ課

文化会館大ホール捲上機・電
動ワイヤー取替工事

開館当初から年数25年を超過しており、破損の危険性があるため更新するもの。（捲
上機19基中、3基更新済） 15,103 市単
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款 № 新規
拡充 担当課 事業名等 事業概要 事業費

（千円）
補助
単独

教育費
81 新 生涯学習・

スポーツ課
B&G海洋センター改修事業 B&G財団修繕助成金を活用し、屋根、外壁等を改修するもの。 49,194 市単

82 生涯学習・
スポーツ課

文化会館管理運営事業 文化会館指定管理料 14,830 市単

83 新 生涯学習・
スポーツ課

自動火災報知設備受信機更
新工事

砺波市美術館の煙感知器と受信機を更新するもの。 6,710 市単

84 生涯学習・
スポーツ課

砺波市美術館管理運営事業 砺波市美術館指定管理料 24,950 市単

85 新 生涯学習・
スポーツ課

収蔵品移転先（庄川支所）
改修工事

庄川美術館の機能移転を進めるため、庄川支所２階に美術作品用の収納棚等を設
置するもの。 8,536 市単

86 新 生涯学習・
スポーツ課

移転先展示パネル作製委託 庄川水資料館の機能移転を進めるため、庄川特産館及び庄川ふれあいプラザに展示
するパネルを作製するもの。 1,144 市単

87 生涯学習・
スポーツ課

体育施設管理運営事業 体育施設指定管理料（砺波体育センター外18施設、地域体育館９施設） 128,979 市単

88 新 生涯学習・
スポーツ課

庄川体育センター非常灯更新
事業

庄川体育センター内の非常灯を取替するもの。 3,091 市単

89 図書館
砺波・庄川図書館運営活動事
業

図書館運営活動に係る費用（システム更新を行うもの）
・図書購入費　　　　　　　12,000千円
・ハードウェア保守委託　　2,053千円
・システム賃借料　　　　  14,731千円　など

34,812 市単

90 郷土資料館 郷土資料館管理運営事業
郷土資料館の管理運営に係る費用
･旧庄川民芸館環境整備　146千円
・民具展示室ＡＲ用Wi-Fi設備導入工事　   843千円　　など

20,771 補助
市単

国保
91 市民課

(健康センター)

【国民健康保険事業特別会計】
糖尿病性腎症重症化予防事
業

糖尿病療養指導士等を雇用し、より質の高い保健指導を実施するもの。 432 県単

92 市民課
(健康センター)

【国民健康保険事業特別会計】
健康教育行動見える化事業

野菜摂取のレベルチェック「カゴメベジチェック®」を活用し、疾病予防のための行動の見
える化普及を図るもの。 337 県単

93 市民課
(健康センター)

【国民健康保険事業特別会計】
特定健診受診勧奨事業

特定健診の結果が受診勧奨判定値を超えていた者に対し、電話や訪問を行い医療機
関での受診につなげるもの。 230 県単

94 市民課
(健康センター)

【国民健康保険事業特別会計】
治療中断者への受診勧奨事業

健診結果とレセプト情報を突合し、生活習慣病治療中断者に対し受診勧奨をするも
の。 108 県単

水道
95 上下水道課 【水道事業会計】

配水及び給水費
上水道施設台帳システム整備業務委託 26,180 市単

96 上下水道課 【水道事業会計】
配水設備改良事業

単独
・配水管布設工事ほか（市道五郎丸太田線ほか）　Ｌ＝2,490m　170,300千円
・舗装本復旧工事（市道中神神島線ほか）　　　　　Ａ＝2,050㎡　　16,400千円
受託
・砺波市工業団地造成事業に伴う配水管布設工事  Ｌ＝　480ｍ　　30,000千円

216,700 市単

下水道

97 上下水道課 【下水道事業会計】
公共下水道事業

単独
・（新）出町東部第３地区枝線管渠工事　　 　　 　L=220m　19,300千円
・宅造関連取付管工事 （40か所）　　　　　　　　　　　　 　　　 　　22,000千円
・宅造関連小規模舗装工事 （50か所）　　　　　　　　　　　  　  　 8,250千円
受託
・（新）主要地方道砺波福光線取付管移設工事　（10か所）　5,300千円

54,850 市単

98 上下水道課
【下水道事業会計】
特定環境保全公共下水道事
業

交付金（国1/2）、単独　　　　　　　　　　　　　　
・枝線管渠工事（北部Ⅱ期地区　出町・鷹栖）　　L=3,660m　　367,000千円
・舗装工事（北部Ⅱ期地区　出町・鷹栖・林）　 　A=19,540㎡　132,000千円
・枝線管渠工事に伴う上水道管移転補償費　　 　　L=1,290m　　　67,000千円　

598,460 補助
市単

99 上下水道課 【下水道事業会計】
農業集落排水事業費

単独
・マンホールポンプ取替工事（頼成新1基、頼成上1基）　4,830千円　ほか 10,150 市単

病院
100 総合病院 【病院事業会計】

循環器用Ｘ線透視診断装置
循環器用Ｘ線透視診断装置を更新するもの。 129,800 市単

101 総合病院 【病院事業会計】
注射薬自動払出システム

注射薬自動払出システムを整備するもの。 57,200 市単

102 総合病院 【病院事業会計】
汎用Ｘ線透視診断装置

汎用Ｘ線透視診断装置を更新するもの。 41,800 市単
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