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１　会計別当初予算一覧表
（単位：千円）

一　　　般　　　会　　　計 22,940,000 21,923,000 1,017,000 104.6% 48.2%

特　　　別　　　会　　　計 4,881,100 5,160,300 △ 279,200 94.6% 10.2%

　　国民健康保険事業特別会計 3,772,200 4,097,000 △ 324,800 92.1% 7.9%

　　後期高齢者医療事業特別会計 755,300 716,600 38,700 105.4% 1.6%

　　霊苑事業特別会計 3,800 2,900 900 131.0% 0.0%

　工業団地造成事業特別会計 349,800 343,800 6,000 101.7% 0.7%

企　　　業　　　会　　　計 19,790,100 19,211,700 578,400 103.0% 41.6%

　　水道事業会計 1,923,000 1,994,900 △ 71,900 96.4% 4.0%

収益的収入 1,115,100 1,087,800 27,300 102.5%

収益的支出 1,075,400 1,035,300 40,100 103.9%

資本的収入 245,500 328,800 △ 83,300 74.7%

資本的支出 847,600 959,600 △ 112,000 88.3%

　　工業用水道事業会計 30,200 29,200 1,000 103.4% 0.1%

収益的収入 21,900 21,900 0 100.0%

収益的支出 17,300 16,500 800 104.8%

資本的収入 0 0 0 0.0%

資本的支出 12,900 12,700 200 101.6%

　　下水道事業会計 3,474,900 3,391,600 83,300 102.5% 7.3%

収益的収入 1,513,600 1,473,400 40,200 102.7%

収益的支出 1,512,100 1,471,800 40,300 102.7%

資本的収入 1,383,300 1,304,300 79,000 106.1%

資本的支出 1,962,800 1,919,800 43,000 102.2%

　　病院事業会計 14,362,000 13,796,000 566,000 104.1% 30.2%

収益的収入 12,488,000 12,129,000 359,000 103.0%

収益的支出 12,473,000 12,119,000 354,000 102.9%

資本的収入 841,000 663,000 178,000 126.8%

資本的支出 1,889,000 1,677,000 212,000 112.6%

合                  計 47,611,200 46,295,000 1,316,200 102.8% 100.0%
※ 企業会計の事業費は支出で小計

会　　　　　計　　　　名 令和５年度 令和4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 6,886,000 6,720,000 166,000 102.5% 30.0%

（個人市民税） (2,556,506) (2,466,561) (89,945) (103.6%) (11.1%)

（法人市民税） (403,665) (357,250) (46,415) (113.0%) (1.8%)

（固定資産税） (3,419,639) (3,396,020) (23,619) (100.7%) (14.9%)

（市たばこ税） (307,000) (307,000) (0) (100.0%) (1.3%)

（その他の税） (199,190) (193,169) (6,021) (103.1%) (0.9%)

2 地方譲与税 246,000 252,800 △ 6,800 97.3% 1.1%

3 利子割交付金 2,700 4,000 △ 1,300 67.5% 0.0%

4 配当割交付金 37,000 28,000 9,000 132.1% 0.2%

5 株式等譲渡所得割交付金 26,000 43,000 △ 17,000 60.5% 0.1%

6 法人事業税交付金 101,000 94,000 7,000 107.4% 0.4%

7 地方消費税交付金 1,099,000 991,000 108,000 110.9% 4.8%

8 環境性能割交付金 9,000 12,000 △ 3,000 75.0% 0.0%

9 地方特例交付金 36,600 35,800 800 102.2% 0.2%

10 地方交付税 5,470,000 5,400,000 70,000 101.3% 23.9%

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 16,179 16,495 △ 316 98.1% 0.1%

13 使用料及び手数料 415,763 441,644 △ 25,881 94.1% 1.8%

14 国庫支出金 2,325,915 2,173,685 152,230 107.0% 10.1%

15 県支出金 1,487,371 1,409,531 77,840 105.5% 6.5%

16 財産収入 37,985 29,420 8,565 129.1% 0.2%

17 寄附金 55,900 21,700 34,200 257.6% 0.3%

18 繰入金 2,417,383 2,376,658 40,725 101.7% 10.5%

19 繰越金 100,000 100,000 0 100.0% 0.4%

20 諸収入 899,324 909,767 △ 10,443 98.9% 3.9%

21 市　債 1,265,880 858,500 407,380 147.5% 5.5%

22,940,000 21,923,000 1,017,000 104.6% 100.0%歳　　　入　　　合　　　計

区　　　　　分 令和5年度 令和4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 204,445 202,799 1,646 0 0 1 204,444 100.8% 0.9%

2 総 務 費 2,542,963 2,303,441 239,522 196,302 64,700 129,289 2,152,672 110.4% 11.1%

3 民 生 費 6,697,058 6,686,715 10,343 2,472,255 17,900 688,199 3,518,704 100.2% 29.2%

4 衛 生 費 3,378,619 3,177,271 201,348 288,540 0 113,864 2,976,215 106.3% 14.7%

5 労 働 費 41,379 41,330 49 0 0 29,000 12,379 100.1% 0.2%

6 農林水産業費 970,913 931,768 39,145 287,616 174,400 55,522 453,375 104.2% 4.2%

7 商 工 費 1,080,400 984,860 95,540 20,859 32,000 588,292 439,249 109.7% 4.7%

8 土 木 費 2,328,302 2,103,461 224,841 378,229 383,700 119,247 1,447,126 110.7% 10.1%

9 消 防 費 886,742 787,410 99,332 462 111,600 6,800 767,880 112.6% 3.9%

10 教 育 費 2,152,917 2,009,437 143,480 141,129 52,500 50,219 1,909,069 107.1% 9.4%

11 災害復旧費 16,414 16,414 0 10 0 1 16,403 100.0% 0.1%

12 公 債 費 2,589,847 2,628,093 △ 38,246 0 229,080 792,571 1,568,196 98.5% 11.3%

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%

22,940,000 21,923,000 1,017,000 3,785,402 1,065,880 2,573,005 15,515,713 104.6% 100.0%

（単位：千円）

令和5年度予算額の財源内訳

特　　　定　　　財　　　源

歳出合計

区　　　　分 令和5年度 令和4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　229億4,000万円　（対前年度　10億1,700万円、＋4.6％）

歳　　　　入 歳　　　　出

（自主財源、依存財源比較）

令和5年度
229億4,000万円

（　）内は構成比

令和4年度
219億2,300万円

（　）内は構成比

令和5年度
229億4,000万円

（　）内は構成比

令和4年度
219億2,300万円

（　）内は構成比

その他　6億2,583万円（2.8％）

その他　6億 926万円（2.8％）

自
主
財
源
　
４
７
．
２
％

市税
68億8,600万円

（30.0％）

総務費
25億4,296万円

（11.1％）

1億6,600万円

（＋2.5％） 自
主
財
源
　
４
８
．
４
％

市税
67億2,000万円

（30.7％）

2億3,952万円

(＋10.4％）
総務費

23億 344万円
（10.5％）

民生費
66億9,706万円

（29.2％）
1,034万円

(＋0.2％）
民生費

66億8,672万円
（30.5％）

繰入金
24億1,738万円

（10.5％）
4,072万円

（＋1.7％）
繰入金

23億7,666万円
（10.8％）

衛生費
33億7,862万円

（14.7％）

諸収入
8億9,932万円（3.9％）

2億135万円

(6.3％）
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
２
．
８
％

地方交付税
54億7,000万円

（23.9％）
7,000万円

（＋1.3％）

依
存
財
源
　
５
１
．
６
％

地方交付税
54億円
（24.6％）

農林水産業費
9億7,091万円（4.2％）

農林水産業費
9億3,177万円（4.2％）商工費

10億8,040万円（4.7％）
商工費

9億8,486万円（4.5％）

土木費
23億2,830万円

（10.1％）
2億2,484万円

(＋10.7％）

土木費
21億 346万円

（9.6％）

国県支出金
38億1,329万円

（16.6％）

消防費 8億8,674万円
（3.9％）

2億3,007万円

（＋6.4％）
国県支出金

35億8,322万円
（16.4％）

消防費 7億8,741万円（3.6％）

教育費
21億5,292万円

（9.4％）

1億4,348万円

(＋7.1％）

教育費
20億 944万円

（9.2％）

公債費
25億8,985万円

（11.3％）
（内 借換分　2億2,908万円）

▲3,824万円

(▲1.5％）

公債費
26億2,809万円

（12.0％）
（内 借換分　0万円）

その他
15億6,230万円（6.8％）

9,670万円

（＋6.6％）

その他
14億6,560万円（6.7％）

3,914万円

(＋4.2％）

労働費

4,133万円

（0.2％）

その他

6,641万円

（0.3％）

議会費

2億 280万円

（0.9％）

9,933万円

(＋12.6％）

 4億738万円

（＋47.5％）

市債　12億6,588万（5.5％）

労働費

4,138万円

（0.2％）

その他

6,641万円

（0.3％）

議会費

2億445万円

（0.9％）

（内 臨財債分 4億円）

市債　8億5,850万円（3.9％）

9,554万円

(＋9.7％）

▲1,044万円

(▲1.1％）

1,657万円

(＋2.7％）

内 臨財債分2億円

内 借換分2億2,908万
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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５年度 令和４年度 比較増減 前年度比 構成比

義務的経費計 10,152,228 10,232,913 △ 80,685 99.2% 44.2% 

　人件費 4,041,914 4,183,521 △ 141,607 96.6% 17.6% 

　扶助費 3,520,467 3,421,299 99,168 102.9% 15.3% 

　公債費 2,589,847 2,628,093 △ 38,246 98.5% 11.3% 

投資的経費計 2,031,751 1,749,912 281,839 116.1% 8.9% 

　普通建設事業費 2,015,337 1,733,498 281,839 116.3% 8.8% 

　　（補助事業費） (833,805) (731,773) (102,032) (113.9%) (3.6%)

　　（単独事業費） (1,181,532) (1,001,725) (179,807) (117.9%) (5.2%)

　災害復旧事業費 16,414 16,414 0 100.0% 0.1% 

その他経費計 10,756,021 9,940,175 815,846 108.2% 46.9% 

　物件費 3,428,196 2,955,941 472,255 116.0% 14.9% 

　維持補修費 444,635 450,420 △ 5,785 98.7% 1.9% 

　補助費等 4,527,651 4,207,846 319,805 107.6% 19.8% 

　（一部事務組合負担金） (1,146,794) (1,101,427) (45,367) (104.1%) (5.0%)

　（企業会計補助金） (1,893,500) (1,693,500) (200,000) (111.8%) (8.3%)

　（その他） (1,487,357) (1,412,919) (74,438) (105.3%) (6.5%)

　繰出金 1,607,145 1,581,534 25,611 101.6% 7.0% 

　貸付金 553,310 557,270 △ 3,960 99.3% 2.4% 

　積立金 127,084 119,164 7,920 106.6% 0.6% 

　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 22,940,000 21,923,000 1,017,000 104.6% 100.0% 

※　県からの補助事業等は単独事業に計上しています。
※　公債費2,589,847千円のうち、229,080千円は借換債（民間資金一括償還）です。
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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

総務費
1 新 広報情報課

子育て支援情報HPデザイン改修
事業 子育て支援情報まとめページ「となみぃ～の子育て支援情報」をより見やすいデザインに改修するもの。 1,925 市単

民生費
2 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。 66,792 補助

3 新 こども課
子ども・子育て支援事業計画調
査業務委託等 次期の子ども・子育て支援事業計画（R7～R11年度）策定に向け、ニーズ調査等を行うもの。 2,364 市単

4 新 こども課 子ども食堂事業支援 子ども食堂を立ち上げる団体に対し支援するもの。 400 県単
市単

5 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。 468 市単

6 拡 こども課 こども・妊産婦医療給付事業
こども・妊産婦の医療費助成を行うもの（18歳になる年度末までに拡充）また、未熟児養育医療費
の公費負担分を負担するもの。（拡充分 23,498千円） 169,700 県単

市単

7 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、少子化対策の推進を図るもの。 23,013 市単

8 新 こども課 庄東地域保育施設整備事業 令和6年に開設予定の庄東地域における認定こども園の整備を進めるもの。 353,481 補助
市単

衛生費
9 健康センター 産前・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

10 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。 2,970 補助

11 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

3,151 補助

12 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。 8,725 県単

市単

13 新
健康センター

こども課 出産・子育て応援事業
全ての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、伴走型相談支援の充実と経済的支
援をするもの。 37,254 補助

14 健康センター 子育て支援アプリ活用事業
妊娠から子育ての切れ目ない支援、簡便で安心安全な子育て支援で、子育て負担の軽減、不安・孤
独の解消、家族・地域のコミュニティの活性化など住民サービスの向上を図るもの。 660 補助

671,203

WAVE２　【拓く】質の高い学びプロジェクト

教育費
15 新 教育総務課 学校規模適正化検討事業

「砺波市立学校の適正規模・適正配置に関する基本的な考え方」に基づき、今後の学校規模・配置
等の適正化について検討するもの。 619 市単

16 教育総務課
外国語指導助手（ALT）派遣
事業

外国語教育の充実を図るため、各小中学校の英語科又は外国語活動等の授業に外国語指導助手
を派遣するもの。 44,134 市単

17 教育総務課 ふるさと学習推進事業
ふるさとの自然や文化、歴史等の学習を通して、児童生徒のふるさとへの誇りや愛着を育む取組みを推
進するもの。 2,490 市単

18 拡 教育総務課
特別教室用(理科室)電子黒板
導入 各小学校の特別教室(理科室)に電子黒板を配備し、授業環境の向上を図るもの。 2,288 市単

19 教育総務課 ＧＩＧＡスクール構想推進事業 ＧＩＧＡスクール構想推進に向けた校内通信ネットワーク、タブレット端末、電子黒板等の運用 43,700 補助
市単

20 拡 教育総務課
教師用ＧＩＧＡスクール端末購
入 教師が授業で使用する端末を順次更新して機能強化を図るもの。 8,498 市単

21 新
生涯学習・
スポーツ課

水資料デジタルコンテンツ作成業
務委託・QRコード看板設置業務
委託

庄川水資料館の展示内容をデジタル化し、水記念公園への来場者がQRコードでコンテンツにアクセス
できるよう整備するもの。 16,699 補助

22
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。 17,814 市単

23 図書館 図書館運営活動事業 図書館活動の充実を図るもの。 35,072 市単

171,314

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
24 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。 3,542 市単

25
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。 1,720 市単

26
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
基本チェックリスト該当者と要支援認定者に運動器の機能向上を図ることにより、生活機能の向上を図
るもの。 5,855 市単

27
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。 249 市単

28
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

29
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）

1,785 市単

30
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。 1,386 市単

衛生費
31 新 健康センター

砺波市健康プラン21（第3次）
策定事業 自殺対策計画を盛り込んだ砺波市健康プラン21(第3次)を策定するもの。 5,189 県単

32 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。 8,214 補助

33 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の積極的勧奨に伴い、定期対象者（中1～高1）とキャッチアップ接種（高2
～24歳）により対象者を拡大するとともに、9価ワクチンを使用し実施するもの。 57,824 市単

34 健康センター 健康ガイドブック作成
健康ガイドブックにより健(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。 418 市単

（国保）
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。 1,066 県単

市単

36 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） 7,340 県単

37 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） 4,161 県単

市単

38 拡 健康センター がん予防検診事業
がん検診の受診が特に推奨される40歳から69歳に重点を置いた検診を実施するため、新たに65歳節
目検診（無料）を追加拡充し、受診率の向上につなげるもの。（県1/2） 62,967

補助
県単
市単

39 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） 639 県単

国保
40 市民課 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。 769 県単

41 拡 市民課 39歳以下健康診査事業
若い頃からの健康に対する意識を高め、早期から生活習慣改善を図ることを目的に、39歳以下の国保
被保険者を対象として特定健康診査実施期間に市内医療機関で健診を実施するもの。 1,121 県単

42 市民課 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。 318 県単

43 市民課 第3期データヘルス計画策定業務 第3期データヘルス（保健事業実施）計画を策定するもの。 550 県単

(後期)
44 新 市民課

健診結果提供者謝礼事業（R-
1クーポン配布） 健診結果を窓口に提供する方の謝礼として、「R-1」のクーポンを配布するもの。 115 補助

市単

165,396WAVE３（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
45 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、夫婦どちらかが39歳以下の世帯や15歳未満の子育て世帯が市外から
転入して住宅取得した場合に補助するもの。 64,380 市単

46 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、夫婦どちらかが39歳以下の世帯や15歳未満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補助するもの。 13,270 市単

47 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コスト（住宅取得費用、家賃、引越費用、
リフォーム費用）を支援するもの。 3,000 補助

48 市民生活課
＜となみ（1073）プロジェクト＞
出産祝い事業 令和5年4月以降に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。 990 市単

49 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

夫婦及び子育て世帯、並びにＵターン単身世帯の三世代同居を推進するため、本市への引越し費用
を支援するもの。 960 市単

50 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家屋を利活用し居住や三世代同居・近居する場合、改修
等経費の一部を支援するもの。 3,500 市単

51 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補助金
を交付するもの。 3,200 県単

民生費
52 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。 475 市単

53 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補助す
るもの。 240 市単

54 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。 3,000 市単

55 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、砺波市内にある子育てサービス事業に使えるクーポン券を交付するも
の。（交付はR3末で終了しているが、誕生日から3年間は使用可能。また、R4に新生児出産サポート
事業を創設し、子宝券に代わる事業を実施）

1,600 市単

商工費
56 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
57 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補助するもの。 40,025 市単

教育費
58

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などを通して、三世代交流の活動を支援するもの。 800 市単

136,240WAVE４（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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WAVE５　【魅せる】情報発信プロジェクト

総務費
59 広報情報課 情報発信力アップセミナー事業 職員対象に速やかかつ的確な情報を発信するためのレベルアップ研修を開催するもの。 300 市単

60 新 広報情報課
となみシティプロモーション映像制
作事業 本市の魅力を効果的に発信するプロモーション映像を制作するもの。 4,500 市単

61 新 広報情報課
ホームページAIチャットボット導入
事業

市HPにAIを搭載したチャットボットを導入し、市民からの問い合わせに24時間対応できるようにするも
の。 3,960 補助

62 拡 広報情報課 庁内テレワーク推進事業 多様な働き方に対応するため、本庁舎勤務の正規職員全てにテレワーク環境を整備するもの。 117,105 市単

63 拡 広報情報課 RPA導入事業
R4に導入したRPAに、「精神手帳・自立支援医療受給者判定結果入力業務」を追加し、さらなる事
務効率化を図るもの。 923 市単

64 拡 広報情報課 スマート窓口対象事務拡大事業
R4に導入したスマート窓口の対象事務を、市民係以外の手続き（国保年金、子育て関係）に拡大
するもの。 22,000 補助

65 新 総務課 文書管理システム導入事業
R6からの運用開始に向けて、公文書の収受、保存、廃棄に至るサイクルを一元的にデータ管理するシ
ステムを構築するもの。 10,216 市単

66 拡 財政課 ふるさと寄附事業
提携事業者を増やすことにより、情報発信力の強化、業務の効率化及び寄附額の増加を図るもの。
（3事業者追加予定） 31,244 市単

67 新 税務課 個人住民税システム改修事業
R6年度から開始する、「特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化対応」に伴うシステム改修を
行うもの。 1,562 市単

68 新
税務課

上下水道課
市税等のWeb口座振替受付
サービス事業 口座振替申込のオンライン手続きサービスを実施するもの。（水道事業・下水道事業含む） 2,498 市単

商工費
69 商工観光課 海外誘客促進事業 台湾からの誘客回復を図るため、現地の旅行会社を訪問する市長セールスコールを実施するもの。 723 市単

70 新 商工観光課 首都圏・関西誘客事業
北陸ＤＣと同様のターゲットである首都圏・関西における砺波市の認知度向上を図るため、ＳＮＳ等
を活用したＰＲを実施するもの。 2,500 市単

71 新 商工観光課
となみブランドフェア開催事業（日
本橋とやま館） となみブランドの周知を図るため、日本橋とやま館での展示販売を行うもの。 560 市単

教育費
72 新 教育総務課 学校安全メール新システム導入

県の電算システムの一部廃止に伴い、学校から各保護者への一斉緊急連絡システムを新たに導入する
もの。 190 市単

下水道
73 新 上下水道課 【下水道事業会計】

水洗化人口等集計システムの構築 住民記録と連携した水洗化人口等の自動集計システムを構築する。 3,960 市単

198,091WAVE５（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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WAVE６　【備える】地域防災力プロジェクト

総務費
74 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。 5,781 市単

75 総務課
砺波市防災デ－／砺波市総合
防災訓練事業

地震や大雨などの災害に備えるため、地域住民が協力して避難所運営訓練などを行う。
R5は出町地区で実施。 2,336 市単

76 総務課 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。 2,700 県単

77 総務課 防災士育成事業 地域における迅速な災害対応や防災意識の向上のため、防災士の育成を図るもの。 783 市単

78 総務課 自主防災組織支援事業 女性防災士の拡充等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

79 総務課
防災備蓄品の拡充整備及び防
災士の育成研修事業
≪とやま呉西圏域連携事業≫

圏域内で連携し、地域の防災リーダーとなる防災士を育成し、地域防災力の要となる自主防災組織の
活動の支援・活性化と防災力の強化を図るもの。また、市域を超えた避難所への受入れを行うととも
に、圏域の災害備蓄計画を策定し、資機材の連携備蓄を図るもの。

964 市単

80 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

81 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

82 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

83 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 84 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
に対して補助するもの。 1,178 市単

85 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」及び「庄川右岸地域」の施行におい
て、市負担金を支出するもの。 66,462 市単

土木費
86 新 土木課

市街地溢水対策水門遠隔化事
業

ゲリラ豪雨に伴う溢水を抑えるため、水門操作の迅速化・省力化を目的として、主要水門を遠隔操作
可能に改修するもの。 30,000 市単

消防費
87 新 総務課

(砺波消防署)
栴檀山消防分団器具置場建設
事業 栃上地内に栴檀山消防分団器具置場を新設するもの。 69,446 市単

88 新 総務課
(砺波消防署) 防火水槽新設事業 水利の不足している鷹栖出地内（団地公園内・市有地）に防火水槽を新設するもの。 15,400 市単

295,689WAVE６（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

商工費
89 新 商工観光課

庄川水記念公園特産館リニュー
アル事業 R7のリニューアルに向け事業構想や店舗誘致事業を委託するもの。 6,900 市単

土木費
90 土木課 道路橋りょう維持修繕事業

　・橋りょう修繕事業（和田川第3号橋ほか） 174,000千円
　・道路舗装修繕事業（矢木東石丸線ほか）　26,000千円　ほか 239,966 補助

市単

91 土木課 道路交通安全施設整備事業
　・防護柵等安全施設整備（中村石丸線ほか）　11,800千円　ほか
　・ガードレール設置工事（中村石丸線）　　　　　　 6,400千円　ほか 23,600 補助

市単

92 土木課 雪寒地域道路防雪事業
　・消雪管新設（千代東石丸線ほか）12,000千円
　・消雪管リフレッシュ（三谷5号線）　10,000千円
　・ポンプ更新（秋元下中条線ほか）　 6,000千円

28,000 補助
市単

93 新 都市整備課 都市計画基礎調査事業
都市計画法に基づき、人口規模、土地利用、交通量等の現況及び将来見通しを把握するもの。（５
年毎に実施） 8,041 県単

94 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あわせ、都市基盤整備を実施するもの。 18,500 市単

95 都市整備課 街路事業費
出町東部第３土地区画整理事業に関連し、春日町永福町線の歩道幅員及び交差点形状の改良
工事を行うもの。また、県施行の都市計画道路駅前栄町線整備に対し負担するもの。 120,750 補助

市単

96 都市整備課 公園管理事業
都市公園の管理、遊具の修繕・更新等を行うもの。
　・都市公園遊具更新事業（太郎丸西部４号公園）20,000千円　ほか 55,221 補助

市単

97 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を行うもの。
　・ひょうたん池浚せつ事業（第1期）4,055千円　ほか 58,900 市単

98 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再整備計画に基づき整備を行うもの。
　・南門周辺整備事業　138,060千円　※R4年度2月補正含む 158,060 補助

市単

99 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
　・実施設計業務委託　15,000千円　ほか 17,502 市単

教育費
100 新

生涯学習・
スポーツ課

砺波市文化会館舞台幕取替事
業 舞台幕の取替を行うもの。 10,000 市単

101 新
生涯学習・
スポーツ課

砺波市美術館北側屋根・樋部分
防水改修事業 美術館の北側の建物天井に漏水があるため、屋根と樋部分の防水工事を行うもの。 2,937 市単

水道
102 新 上下水道課

【水道事業会計】
衛星画像解析等漏水調査事業

人工衛星から取得した画像データをAI解析し、抽出された漏水エリアのデータをもとに路面音聴調査を
行い、漏水箇所を特定する。 15,460 市単

103 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。（市道大辻五郎丸線ほか） 335,400 市単

104 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工事　　　　60,500千円
　・岩黒配水場電機室更新詳細設計　10,600千円 71,100 市単

下水道
105 上下水道課

【下水道事業会計】
公共下水道事業

　・枝線管渠工事（出町東部第３地区）　12,500千円
　・宅地造成関連取付管工事      　　     　16,500千円　ほか 46,364 市単

106 新 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 　・枝線測量設計業務委託（鷹栖・高波・油田地区）109,000千円 109,000 補助

市単

107 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

　・枝線管渠工事・舗装工事（北部Ⅱ期地区）　395,500千円
　・宅地造成関連取付管工事　　　　　　　　 　　 　　11,000千円　ほか 435,493 補助

市単
病院

108 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。
　　水熱源空調機器更新工事（東棟2階及び東棟3階）　46,915千円
　　外壁・防水改修工事　99,000千円
　　中央監視装置更新工事　155,023千円
　　医局棟受電設備更新工事　82,500千円

383,438 市単

2,137,732WAVE７（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
109 拡 企画政策課 チョイソコとなみ運行事業

チョイソコとなみ（デマンド型交通）の運行を行うもの。R5.10より運行区域を市内全域に拡大する。
　・運行業務委託　48,443千円　ほか 56,856 補助

県単

110 企画政策課 市営バス運行事業
市営バスの運行を行うもの。R6.4にバス路線の再編を含めダイヤ改正を実施する。
　・運行業務委託　　　49,955千円
　・バスダイヤ改正経費　3,632千円　ほか

58,749
補助
県単
市単

111 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・氷見線沿線地域公共交通網形成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。 15,964 市単

112 企画政策課
城端線・氷見線活性化等調査事
業 JR・県・沿線4市において城端線・氷見線の活性化等に向けた調査研究を行うもの。 1,945 市単

113 新 企画政策課
加越能バス「若林線」利用促進
キャンペーン事業

加越能バス「若林線」・「加越線」の利用促進を図るため、小矢部市及び南砺市と連携し、高校生を対
象としたお試しチケット付き利用啓発チラシを作成するもの。 658 市単

114 企画政策課 地域公共交通会議開催事業
地域公共交通会議を開催し,砺波市地域公共交通計画（R4～R8）に基づく総合的な交通施策の
推進を図るもの。 204 市単

115 新 市民生活課 市営駐車場管理運営事業 インボイス制度に対応するため、精算機を改修するもの。 110 市単

134,486

WAVE９　【稼ぐ】産業振興プロジェクト

農林水
産業費 116 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）への販路拡大を図るもの。 2,426 補助

117 農業振興課
チューリップ切花等国内販路拡大
支援事業 チューリップ切り花の首都圏等へのPR事業や、販路拡大に対し支援するもの。 1,642 補助

118 新 農業振興課
新規就農者育成総合対策事業
経営開始資金 認定新規就農者を対象に、経営開始のための資金を支援するもの。 3,000 補助

119 新 農業振興課 経営発展支援事業
認定新規就農者に対して、青年等就農計画に基づく農業機械・施設の初期投資に対して支援するも
の。 8,750 補助

120 新 農業振興課 女性の就農環境整備事業
農業法人等において女性が働きやすい環境整備に向け、女性の休憩スペースや託児スペースの施設
確保を支援するもの。 750 県単

121 新 農業振興課 とやま輸出拡大活動支援事業
農林水産物等の輸出に積極的に取り組む生産者・事業者の海外向け商談会等への参加や、現地
ニーズを反映した商品開発などを支援するもの。 2,350 県単

122 新 農業振興課
チューリップ球根ネット栽培普及支
援事業 チューリップ球根ネット栽培の普及拡大を図るため、ネット栽培費用の一部を支援するもの。 1,320 市単

123 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

124 農業振興課
チューリップ球根等新規生産振興
事業 チューリップ球根等新規生産者の初期経費を3年間継続して支援するもの。 600 市単

125 新 農業振興課
稼げる！園芸産地プラン推進事
業 地場産園芸作物の消費拡大や、生産拡大などの取組を支援するもの。 400 県単

126 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度経費を支援する
もの。 1,000 市単

127 農業振興課
となみ中山間地域グレードアップモ
デル事業

中山間地域の活性化を図るため、特色ある農作物の活用や商品開発への取り組みに対し支援するも
の。 150 市単

128 農業振興課
園芸作物等産地収益力強化事
業 園芸作物の生産振興を支援するもの。 19,800 県単

商工費
129 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

130 商工観光課 商工業振興助成金 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。 90,000 補助
市単

131 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。 2,100 市単

132 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。 150 市単

133 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 134 商工観光課 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ニーズ調査等に要
する経費について特別会計で計上するもの。 349,800 市単

488,552

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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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 議事調査課 タブレット導入に伴う使用環境整

備
議会タブレットの導入に伴い使用環境を整備するための関連費用を計上するもの。 679 市単

総務費
2 新 企画政策課 官民連携事業

のぼり旗やポスター作成などのイベント事業費を新たに計上し、官民連携事業の一層の推進を図るも
の。 1,000 市単

3 拡 企画政策課 パープルリボン事業
R4から実施したパープル・ライトアップ事業を継続するとともに、R5からはパープルリボンツリー事業を新規
で実施するもの。 170 市単

4 市民生活課 移住・定住トータルサポート事業 移住・定住セミナーやイベントを首都圏で開催し、移住・定住につなげるもの。 565 市単

5 総務課 地区集会施設整備事業 自治振興会集会施設の改修・修繕等に際し、必要な支援を行うもの。 76,500 市単

6 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

7 総務課 地区振興育成交付金事業
21地区自治振興会の運営を支援し、地域の連帯感の醸成、安全・安心なまちづくりと地域の活性化
等の実現を図るもの。 33,339 市単

8 総務課 人権のつどい開催事業 市民の人権意識の普及高揚を図るため、人権のつどいを開催するもの。（5年に1回） 442 補助

9 新 財政課 電子入札システム導入事業 県共同利用の電子入札システムをR5.4から開始するもの。 1,413 市単

10 新 税務課 個人住民税システム改修事業 R6年度から開始する、「森林環境税の賦課徴収に関する対応」に伴うシステム改修を行うもの。 2,970 市単

11 新 市民課 戸籍情報・住基システム改修 読み仮名の法制化に伴い各システムを改修するもの。 7,502 補助

12 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。 10,583 市単

13 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

14 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を交付する
もの。 3,000 市単

民生費
15 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 9,244 県単

16 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 87,801 市単

17 新 社会福祉課 社会福祉会館屋上防水工事 社会福祉会館の北側から南側の屋上防水工事を行うもの。 2,739 市単

18 新 社会福祉課 第7期障がい福祉計画策定事業 第7期障がい福祉計画を策定するもの。 1,975 市単

19 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 52,383 市単

20 新 社会福祉課 福祉センター工事費 北部苑及び苗加苑の施設修繕工事を行うもの。 1,753 市単

21 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） 100,000 補助

22 新 社会福祉課 社会保障生計調査事業 生活保護を受給している世帯の家計収支の実態を把握するため調査するもの。 156 県単

23 社会福祉課 生活困窮者自立支援事業 自立相談支援事業等を社会福祉協議会、たびだちの会に委託するもの。 14,107 補助

24 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（2施設分）　　　　　　　　2,326千円
・ケアポート庄川デイサービスセンター施設建設借入償還金補助金　 6,151千円 8,477 市単

25 新 高齢介護課
総合福祉施設老朽化更新工事
等

・北部デイサービスセンター車椅子用浴槽濾過器更新工事　　　2,513千円
・庄東デイサービスセンター車椅子用入浴リフト・搬送車購入　  5,198千円 7,711 市単

26 新 高齢介護課
第9期高齢者保健福祉計画策
定事業 第9期高齢者保健福祉計画を策定するもの。 524 市単

27 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%)　　　　　 574,843千円
・一般事務費分担金　　　　　　　　 52,260千円
・認定事務費分担金 　　　　　　　　45,956千円
・介護保険料軽減費用分担金　　 31,055千円（国1/2、県1/4）
・地域支援事業費分負担金　　　　34,035千円

738,149 補助
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

28 新 こども課 庄川４児童館統合改修事業 庄川４児童館を東山見保育所で統合・運営するため、トイレ等の改修工事を行うもの。 3,432 市単

29 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） 727,815 補助

30 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。 28,212 補助

31 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） 102,163 補助

32 新 こども課 市施設移管円滑化事業 青島・種田保育所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。 45,000 市単

衛生費
33 財政課 病院事業会計繰出金

・負担金:3条分　1,182,000千円（呉西連携10,474千円含む）
・出資金:4条分　　　 18,000千円 1,200,000 市単

34 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 225,175 補助
市単

35 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　　　　　　117,468千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・広域連合事務費負担金　　　　　 37,961千円
・保険料徴収事務費分　　　　　　　　4,275千円　など

162,204 県単
市単

36 市民生活課
「家庭ごみ」の分け方と出し方のチ
ラシ更新

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。 524 市単

37 上下水道課 合併処理浄化槽設置整備事業 合併処理浄化槽の設置に対し補助するもの。（国１/３、県１/３） 25,000 補助
市単

38 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し補助するもの。（下水道整備計画区域外） 8,400 市単

労働費
39 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。 30 市単

40 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 41 新 農業振興課

地域計画策定推進緊急対策事
業 10年後の農地利用の姿を「目標地図」としてまとめ、「地域計画」を策定するもの。 4,200 補助

42 新 農業振興課 農業公社事業継承補助金 農業公社の解散に伴う継承事業を支援するもの。 1,500 市単

43 新 農業振興課 コスモス荘魅力アップ事業
地域おこし協力隊員を配置し、レストランにおける新たな地域資源を活用した新メニューの開発や、宿
泊施設としての魅力アップを図るもの。 4,627 市単

44 新 農業振興課 湯山サブセンター解体工事 令和５年３月末で廃止する湯山サブセンターを解体するもの。 42,293 市単

45 新 農業振興課
砺波農村環境改善センター多目
的ホールワイヤレスシステム更新工
事

電波法関係法令の改正に伴い音響のワイヤレスシステムを更新するもの。 3,075 市単

46 新 農地林務課 森林環境譲与税事業

・森林経営意向調査等業務委託　　　　　　　 　　　 2,389千円
・支障木危険木除去業務委託　　　　　　　　　　　　 4,510千円
・主伐跡地地拵え業務委託（福山地区）　　　　　　 316千円
・更新伐跡地地拵え業務委託（庄川町庄地区） 1,203千円
・林道橋梁点検業務委託（亀山橋・湯谷川橋）  2,081千円
・県産材有効利用支援補助金（西部森林組合）  　532千円

11,031 市単

47 新 農地林務課
林道牛岳線トンネル長寿命化事
業

複数個所でひび割れ及び劣化等があり、共同管理者の富山市とともに補修を行うもの。
（令和５年度　空洞調査及び補修設計を実施） 2,400 市単

48 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。 41,648 市単

49 農地林務課 かんがい排水事業補助金 団体営・県単かんがい排水事業に対する補助金を支出するもの。 28,268 県単

50 拡 農地林務課 土地改良総合整備事業 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等の施行に伴う負担金・補助金を
支出するもの。 67,590 市単

51 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。（砺波市66.1％） 35,903 市単

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

53 農地林務課 県単林道事業工事 林道三谷線及び夢の平五谷線の舗装補修工事を実施するもの。 1,837 県単

54 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。 208,052 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
55 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

56 新 商工観光課 商工業振興計画策定事業 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。 1,000 市単

57 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。 61,918 市単

58 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 3,850 市単

59 新 商工観光課
夢の平スキー場リフト機器設備等
更新工事 夢の平ペアリフトの安全確保のため、機器更新工事を行うもの。 2,689 市単

60 新 商工観光課
チューリップ四季彩館施設改修工
事

・温室ポンプ室横変電設備更新工事　　　12,480千円
・高圧ケーブル改修及び避雷器取替工事　 3,053千円 15,533 市単

61 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観光協会を通じて支援するもの。 10,260 市単

62 商工観光課
砺波市コンベンション開催支援事
業 砺波市内におけるコンベンション開催事業を支援するもの。 4,000 市単

土木費
63 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。（小杉狐島線Ⅱ期ほか） 164,560 補助

市単

64 土木課 除雪対策事業
　・除雪委託　　　　　　　　　　　　　 　　103,200千円
　・市道消雪施設・設備管理委託　　　28,300千円
　・除雪ドーザ等購入 　　　          　　22,663千円　ほか

276,169
補助
県単
市単

65 都市整備課 市営住宅管理事業
　・修繕工事　27,973千円
　・豊町団地2棟解体工事　4,307千円　ほか 43,560 市単

66 都市整備課
公営住宅等ストック総合改善事
業

　・高道団地2号棟外壁改善・換気扇設置工事　24,060千円
　・東鷹栖団地4号棟外壁改善工事　　　　　　　　28,500千円 52,560 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
　・共通分担金　666,815千円
　・特別分担金　　13,762千円 680,577 市単

68 総務課
(砺波消防署) 小型動力ポンプ整備事業 計画に基づき21年経過した種田分団小型動力ポンプを更新するもの。 1,712 市単

69 総務課
(砺波消防署) ポンプ車整備事業 計画に基づき20年経過した南般若分団ポンプ車を更新するもの。 20,322 市単

70 総務課
(砺波消防署) 消火栓新設事業 消火栓を新設するもの。（鷹栖、林、栴檀野、栴檀山地区） 8,196 市単

教育費
71 新 教育総務課

砺波北部小・庄東小スクールバス
整備事業

市営バスの再編に伴って必要となる砺波北部小学校及び庄東小学校のスクールバスを新たに購入する
もの。 15,348 補助

72 新
生涯学習・
スポーツ課 史跡公有化事業 地権者の同意を得たことから、増山城跡内の10,225㎡の土地を購入するもの。 9,500 補助

73
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

74
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

75 拡
生涯学習・
スポーツ課 庄川美術館機能移転事業

庄川美術館に収蔵する美術作品を庄川支所2階と水記念公園内の旧ｿｰﾗｰｶｰ展示室に運搬するも
の。 30,000 市単

76 新
生涯学習・
スポーツ課 庄川水資料館機能移転事業

庄川水資料館の資料を庄川ふれあいプラザに移設するとともに、不要となった木製品の展示物を解体す
るもの。 1,871 市単

77 新
生涯学習・
スポーツ課 部活動地域移行推進事業 部活動地域移行による休日指導謝礼を支払うもの。 12,000 市単

78 新
生涯学習・
スポーツ課

スポーツ施設個別施設計画関連
事業 砺波市野球場スコアーボード改修にあたり、事業費の算出計算及び設計書作成を委託するもの。 6,402 市単

79
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） 128,799 市単

80 郷土資料館
旧庄川民芸館事業円滑化補助
金

郷土資料館の管理運営に係る費用
･旧庄川民芸館事業円滑化補助金　5,000千円　　など 24,835 市単

水道
81 新 上下水道課

【水道事業会計】
水管橋点検調査事業 市内146か所全ての水管橋の点検及び台帳整備を行うもの。(5年に1回) 9,410 市単

82 新 上下水道課
【水道事業会計】
水安全計画策定事業

水源から蛇口までの給水過程において、水質に悪影響を及ぼす恐れのある要因を分析・対応するため
の計画を策定するもの。 4,884 市単

83 新 上下水道課
【水道事業会計】
砺波市水道ビジョン等修正事業

砺波市水道ビジョン後期計画（R6～R10）を変更するため、アセットマネジメント計画及び経営戦略
の策定を含めて時点修正を行うもの。 7,300 市単
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（千円）
補助
単独

下水道
84 新 上下水道課

【下水道事業会計】
ストックマネジメント計画策定業務
委託

市内のマンホールポンプを調査し、長寿命化のための更新計画(R6～R10)を策定するもの。 7,740 補助
市単

85 上下水道課
【下水道事業会計】
農業集落排水事業

　・マンホールポンプ取替工事（４基）　11,429千円
　・宅地造成関連取付管工事　　　　　　  2,200千円　ほか 18,614 市単

病院
86 総合病院

【病院事業会計】
MRI装置 MRI装置を更新するもの。 119,790 市単

87 総合病院
【病院事業会計】
MRI室改修工事 MRI装置の更新に伴い、建物内装、電気設備、空調設備及びシールドを改修するもの。 20,000 市単

88 総合病院
【病院事業会計】
放射線治療情報システム 放射線治療情報システムを更新するもの。 54,450 市単

89 総合病院
【病院事業会計】
内視鏡マネジメントシステム 内視鏡マネジメントシステムを更新するもの。 34,100 市単

90 総合病院
【病院事業会計】
眼撮影装置 眼撮影装置を更新するもの。 27,440 補助

市単

91 総合病院
【病院事業会計】
ナースコール設備更新工事 ナースコール設備を更新するもの。 36,300 市単
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