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会計別予算 

一般会計  190億7,500万円 (  )は構成比 

会計名 

一般会計 

特別会計 

　国民健康保険事業 

　国保太田診療所事業 

　老人保健医療事業 

　後期高齢者医療事業 

　霊苑事業 

　下水道事業 

企業会計 

　水道事業 

　工業用水道事業 

　病院事業 

合計 

平成21年度 

190億7,500万円 

72億3,320万円 

37億7,700万円 

1,660万円 

410万円 

4億8,700万円 

1,950万円 

29億2,900万円 

146億2,370万円 

13億5,730万円 

2億1,940万円 

130億4,700万円 

409億3,190万円 

平成20年度 

195億2,000万円 

84億7,620万円 

40億4,600万円 

1,740万円 

3億8,670万円 

5億4,050万円 

1,960万円 

34億6,600万円 

152億1,990万円 

13億860万円 

5億2,230万円 

133億8,900万円 

432億1,610万円 

前年度比 

97.7% 

85.3% 

93.4% 

95.4% 

1.1% 

90.1% 

99.5% 

84.5% 

96.1% 

103.7% 

42.0% 

97.4% 

94.7%

　平成21年度の砺波市予算が、市議会3月定例会で可決されました。厳しい財政状況を踏まえ歳出
の縮減に努めつつ、小中学校の耐震改修や乳幼児・児童・妊産婦の医療費助成など市民の安全・安
心につながる事業に重点的に予算を配分するとともに、新「砺波市」誕生5周年記念事業やとなみ
“もっと”元気事業など多くのソフト事業を盛り込み、「人が輝く活力あふれるまちづくり」を進めます。 

平成21年度 予算と事業をお知らせします 平成21年度 予算と事業をお知らせします 平成21年度 予算と事業をお知らせします 

備考 

 

 

国民健康保険事業を運営するための会計 

太田地区にある太田診療所を運営するための会計 

老人保健医療事業を運営するための会計 

後期高齢者医療事業を運営するための会計 

般若地区と東山見地区にある霊苑を運営するための会計 

公共下水道などを運営するための会計 

 

上水道事業を運営するための会計 

企業へ水を供給する事業を運営するための会計 

市立砺波総合病院を運営するための会計 

市民1人あたりの支出額 
 

※平成21年2月末人口 50，037人 
　（外国人登録者605人を含む） 
　により算定 

市民１人当たりの税額 
市税　　　　　　132,822円 

（うち個人市民税　47,181円） 

（うち固定資産税　67,681円） 

民生費 

公債費 

衛生費 

土木費 

教育費 

総務費 

商工費 

農林水産業費 

消防費 

82，586円 

62，155円 

59，374円 

40，231円 

39，917円 

39，717円 

19，207円 

16，640円 

14，239円 

歳入 

国・県支出金 
18億7,784万円 
（9.8%） 
市が特定の事業を行うに当
たり、国や県から交付される
ものです。 

市税 
66億4,600万円 
（34.8%） 

固定資産税、個人市民税、法
人市民税、軽自動車税、市た
ばこ税などです。 

市債 
17億6,810万円 
（9.3%） 

公共施設の建設などを行う
ときに計画的に借り入れる
長期借入金のことです。 

地方交付税 
49億3,000万円 
（25.8%） 

財政力に差のある市町村間
の行政サービスを調整する
ために、国から地方公共団
体に交付されるものです。 

その他 
38億5,306万円 
（20.3%） 

地方譲与税、地方消費税交
付金、分担金及び負担金、使
用料及び手数料、繰入金な
どがあります。 

問合せ　財政課　 33-1111内線342、343　Ｅメールアドレス　zaisei@city.tonami.lg.jp
予算についての詳細は、市ホームページにも掲載しています。 
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今年度の主な事業です 
砺波市総合計画のまちづくり“5つの柱”に沿って、平成21年度の主要施策をご紹介します。（◎は新規事業） 

笑顔があふれる福祉のまちづくり 
○こども・妊産婦医療給付事業････････････1億3,363万円 
　乳幼児、児童、妊産婦の入通院にかかる医療費の助成 

◎妊産婦・乳児健康診査事業･････････････････5,137万円 
　妊婦健康診査について5回助成から14回助成へ拡充 

「人」と「心」を育むまちづくり 
◎砺波北部小学校耐震改修事業･･････････････4,200万円 
　砺波北部小の補強計画・耐力度調査・設計業務委託 
◎小中学校耐震診断事業････････････････････3,300万円 
　庄川小、庄南小、庄東小及び出町中の耐震診断委託 
◎となみ“もっと”元気事業････････････････････48万円 
　若者からの提案や企画を受け、地域の活性化を推進していく。 
◎「はつらつママさんバレーボール」事業･････････45万円 
　新「砺波市」誕生5周年を記念し、宝くじスポーツフェア「は
　つらつママさんバレーボール」事業を開催（11月） 

住民と行政が協働するまちづくり 
◎新「砺波市」誕生5周年記念事業･････････････163万円 
　記念シンポジウム開催、NHKテレビ「それいけ民謡うた祭り」
　公開録画、となみ野讃歌編曲など 

衛生費 
29億7,090万円（15.6%） 
各種健診、予防接種、環境・公害対策、ごみ・し尿処理
などに使われます。 

民生費 
41億3,236万円（21.7%） 
高齢者、児童などを対象とする福祉事業や生活保護
などに使われます。 

教育費 
19億9,730万円（10.5%） 
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、体育・文化施設
の整備や維持管理などに使われます。 

土木費 
20億1,304万円（10.6%） 
道路、公園、公営住宅などの整備や維持管理
などに使われます。 

総務費 
19億8,730万円（10.4%） 
市の一般事務、交通安全対策、防災、国際交流、
統計調査、選挙、市営バス運行などに使われます。 

公債費 
31億1,003万円（16.3%） 
市債の元金の返済や利子の支払いに使わ
れます。 

商工費 
9億6,106万円（5.0%） 
商工業や観光などの振興のために使われます。 

消防費 
7億1,250万円（3.7%） 
消防・救急活動などに使われます。 

農林水産業費 
8億3,263万円（4.4%） 
農業振興、農道・林道整備、緑花推進事業など
に使われます。 

その他 
3億5,788万円（1.8%） 
議会費、労働費、災害復旧費などがあります。 

歳出 

庄川と散居に広がる快適なまちづくり 
◎地域優良賃貸住宅（高齢者型）整備助成事業･･･2億7,700万円 
　ＪＡとなみ野が建設する高齢者向け賃貸住宅の高齢対応
　構造などの整備にかかる補助 
○まちづくり交付金事業･･････････････････2億  300万円 
　出町子供歌舞伎曳山会館(10月オープン予定)建設費ほか 
◎斎場増改築事業･･････････････････････1億5,095万円 
　火葬炉、待合室などの増改築工事 
○砺波消防署庄東出張所整備事業････････････7,000万円 
　砺波消防署庄東出張所の建設費負担金 
○民具館整備事業･･･････････････････････････260万円 
　民具館（6月オープン予定）の備品購入費など 

魅力ある産業が発展するまちづくり 
◎となみ産業フェア2009開催補助･･････････････800万円 
　となみ産業フェア2009(パワー博)開催にかかる補助 
◎名古屋事務所の開設･･･････････････････････542万円 
　観光ＰＲ、企業誘致などを推進するため砺波広域圏事務組 
　合が設置する名古屋事務所の開設費負担金 
◎高校生就労体験（インターンシップ）事業････････16万円 
　若年労働者に
　広く就労体験
　をしてもらい、
　働く意識の向
　上と市内企業
　の雇用確保を
　図る。 
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平成21年度 砺波市行政出前講座メニュー

ご利用
ください！
ご利用
ください！「行政出前講座」「行政出前講座」

　「砺波市がめざすまちづくりを教えてほしい」、「い
ざというときの家庭や職場の防災対策は？」、「介護
保険制度の仕組みやその利用方法は？」、「地球環境
にやさしいリサイクルの推進や都市計画が知りた
い」などの声におこたえし、より開かれた市政を推進
するため、『行政出前講座』を実施します。
　担当の職員が、講座を希望された団体などに出向
いてお話をします。
　講座のテーマ・内容はメニューのとおりです。また、
メニューにない内容でもできる限りご希望に沿える
ようにしますので、お気軽にご利用ください。

課・係名

企
画
調
整
課

企画調整係

●わたしたちのまちづくり
　将来像の実現に向けて（砺波市総合計画の紹介）
●男女共同参画
　女も男も共に輝き、活力ある社会とは？
●姉妹都市交流
　民間交流の輪を広げるための事業や北海道むかわ
　町との姉妹都市交流
●国際交流
　ヤロバ市（トルコ）、盤錦市（中国）、リッセ市（オラ
　ンダ）との姉妹友好都市交流など
●広聴事業
　市政への市民参画と意見反映のための広聴施策

●統計からみた砺波市
　市の人口、産業、労働、社会保障、教育文化、保
　健衛生および環境など様々な統計から見た市の実態

●情報公開・個人情報保護制度の仕組み
　市の情報公開・個人情報保護制度の概要と利用方法

●やさしい選挙の話
　国政選挙、地方選挙のイ.ロ.ハ

●市の財政事情
　市の財政の現状・予算の仕組み

●私たちの税金
　税の知識一般「私たちのくらしと税」

●生活に関連する税金の仕組み
　市民税、国民健康保険税、軽自動車税の課税の仕組み
●農業所得収支計算
　農業所得の収支内訳書の作成方法

●入札制度
　入札と契約の仕組み

テーマ・内容

財
政
課

財政係

管財係

税
務
課

納税係

市民税係

広
報
情
報
課

総
務
課

広報情報係

行政係

法規文書係

統計電算係

選挙管理委員会 

●固定資産税の仕組み
　固定資産税の課税の仕組み（賦課期日、納税義務　
　者、課税標準額、特例措置等）、届出事項など

課・係名

●長寿社会と地域福祉
　地域における要援護者の見守り体制づくりや高齢
　者の生きがい支援

●在宅介護を支援する制度とサービス
　介護保険法その他の制度によるサービスと利用方法
●在宅での介護の方法
　介護・看護の方法、福祉制度の活用方法

●これからの健康づくり
　「自分の健康は自分で守る」健康づくりのポイント
　①生活習慣病予防　②メタボリックシンドローム
●介護予防
　転倒骨折予防、低栄養改善、口腔機能の改善など
●子育て講座
　子供の発達、生活習慣、虫歯予防、しつけなど

●窓ロワンポイントアドバイス
　①戸籍、印鑑証明、住基カードなどの交付申請手続き
　②各種届出書の書き方など

●国民健康保険
　①加入と喪失　②保険税　③給付と負担　
　④特定健診・保健指導など
●国民年金
　①加入　②保険料　③保険料の減免制度など
●後期高齢者医療制度
　①加入と喪失　②保険料　③給付と負担　
　④広域連合と市のつながりなど

●環境美化
　地球環境にやさしい循環型社会をめざして、紙・
　プラスチックの分別収集、リサイクルなど

●交通安全
　子供と高齢者のための交通安全
●消費生活講座
　消費生活トラブルと対処法

●商工業の振興と支援
　商工業の現状と支援条例による振興策など地域の活性化

●地場産業、伝統工芸品
　地場産業や伝統工芸品の紹介および振興の取り組み

●観光事業
　四季の花イベントや温泉などの観光資源のほか通年
　の観光事業、広域観光、観光地整備

●障害者福祉制度
　障害者自立支援法等の支援制度
●ひとり親家庭等を支援する制度
　父子・母子家庭等の現状とサポート制度

テーマ・内容

企業地産推進室

社
会
福
祉
課

高
齢
介
護
課

市
民
課

生
活
環
境
課

商
工
観
光
課

健
康
セ
ン
タ
ー

地域福祉係

自立支援係

市民係

国保年金係

環境保全係

生活交通係

商工係

観光物産係

介護係
在宅係

健康増進係

母子保健係

対 　 象

開 催 日
時 　 間

会 　 場
費 　 用
申 込 み
問 合 せ

申 込 書

市内に在住または勤務されている方で、
概ね10人以上の団体など
曜日は問いません。
午前9時から午後9時までの間
（１講座概ね90分以内）
指定された会場に出向きます。
講師の派遣は無料です。
砺波市企画調整課　
開催予定日の2週間前までにお申込みく
ださい。（電話・FAX・Ｅ-mail可）
〒939-1398　砺波市栄町7-3
TEL：33-1111（内線202）
FAX：33-5325
E-mail:kikaku@city.tonami.lg.jp
砺波市ホームページからもダウンロー
ドできます。

税
務
課

資産税係

●ケーブルテレビ（CATV）の加入と活用
　ケーブルテレビのサービスと活用方法
●地上デジタル放送を楽しむ
　地上デジタルテレビ放送を受信するための方策
　とＣＡＴＶのデジタル化
●広報事業
　広報紙・ＣＡＴＶ・ＦＭラジオ・インターネットなど
　による情報発信とその活用、広報事業への市民参画

●自主防災組織
　「自分たちの地域は自分たちで守る」地域住民が
　取り組む自主防災組織の活動・訓練のポイント
●家庭や職場の防災対策
　災害による被害を最小限にくい止めるための家庭
　や職場での防災対策
●洪水ハザードマップ
　洪水ハザードマップの見方・使い方
●国民保護のあらまし
　武力攻撃などから、国民の生命、身体、財産を保
　護することを目的とした「国民保護法」の解説
●地縁による団体
　自治会・町内会が、不動産を団体名義で保有する方法

地域包括
支援センター



課・係名

こ
ど
も
課

●子育て支援サービス
　保育所、幼稚園、子育て支援センター、放課後児童ク
　ラブ、児童館、ファミリーサポートセンター、児童手
　当、子育て支援医療費助成など各種子育て支援サー
　ビス
●あいあいルーム（体験あり）
　保育士、調理師などが保育知識や技術を生かし、人
　の集まる地域社会に出かけて子育ての楽しさ、喜び
　を広めるため、手遊び・手作り遊具・手作りおやつ
　などの実技

●生涯学習のすすめ
　生涯学習の意義、市が実施する各種講座や生涯学習
　施設、子供の居場所づくりとしての体験活動や交流
　活動など

●遺跡から学ぶ砺波の歴史
　最新の発掘情報をもとに、出土品をお見せしながら
　2万年に及ぶ砺波の歴史を解説
●守ろう！散村の文化的景観
　魅力ある風景「砺波平野の散村」を未来へ残すため
　の文化的景観保全事業
●よみがえる中世－増山城跡
　7カ年に及ぶ増山城跡総合調査から、これまでの成
　果を紹介するとともに、越中三大山城の一つ、増山
　城跡の往時の姿と歴史を解説
●見て知って！砺波の文化財
　大切に守られてきた市内の指定文化財

●古文書に親しむ
　市内の古文書や古書籍を題材にわかりやすく解説
●民具・農具を知ろう
　市所蔵の民具・農具を紹介
●砺波地方の民俗文化
　砺波地方に伝わる食（郷土料理）、風習、伝統行事な
　どについて解説
●集落の歴史調査と集落史
　過去から近・現代までの史料の収集方法、集落史の
　編集方法などについて解説

●地理と歴史
　市内の地理や歴史について現地で解説

●子供たちの体力づくり
　子供たちの体力低下の現状と課題、運動能力の発達
●楽しい健康体操
　健康のための簡単な運動を指導
●体力テスト（実技指導）
　簡単な体力テストを指導

●監査委員制度など
　監査委員の組識や監査等の実施状況 

●開かれた議会の仕組み
　開かれた市議会を身近に知っていただくため、議会
　の構成、運営、請願や陳情の方法、傍聴など

●災害時の煙を体験（体験あり）
　火災時の煙により、視界が悪くなり避難が困難な状
　態の説明・体験（煙体験ハウスを利用）

●救命の第一走者に　Let's try（体験あり）
　救急車到着までの応急手当として心肺蘇生法、ＡＥＤ
　取扱方法、止血法など
　①救急講習（１時間） ②普通救命講習Ⅰ（３時間）
　③普通救命講習Ⅱ（４時間）④上級救命講習（８時間）
　※職業上必要とされる場合は、③④をお勧めします

テーマ・内容 課・係名

農
業
振
興
課

●農業公社の役割
　農業の現状を踏まえての農業公社の役割
●農業振興地域整備計画
　砺波農業振興地域整備計画の概要、農用地利用計画
　の変更（農振除外）手続きなど
●農地・水・環境保全向上対策（営農活動支援）
　農地・水・環境保全向上対策のうち、営農活動支援
　の概要、手続きなど

●安心して農地を貸し借りするために
　農業経営の規模拡大をめざす人、農地を貸したい人
　などのための農地の貸し借りの制度
●経営所得安定対策等大綱
　水田経営所得安定対策の仕組みなど

●散居景観を活かした地域づくり
　緑豊かな地域づくりを進めるための、屋敷林の保
　全・育成などへの支援策
●農地・水・環境保全向上対策（共同活動支援）
　農地・農業用水などの資源や農村環境を守り、質
　的向上を高める共同活動支援の概要、手続きなど 

●花と緑のまちづくり
　条例に基づく各種の緑化推進施策や支援

●となみ野田園空間博物館ととなみ散居村ミュージアム
　地域拠点施設の設置目的とはたらき
●砺波平野の歴史と散居村の成立
　歴史や成り立ち、屋敷林の効用、伝統文化、自然など

●農地の転用と権利移動
　農地（田畑等）を住宅地、駐車場等に転用する場合、
　および権利を移動する場合の許可申請の手続きの
　方法など

●みんなが通る身近な道路
　市民が利用する道路　①市道の認定・廃止　②道
　路占用許可の申請方法　③道路施設の管理　④街
　路樹の管理
●地域ぐるみの雪対策
　市と住民とが一体となって取り組む地域ぐるみ除排雪
　①除雪計画　②消雪装置の点検　③歩道除雪対策な
　ど

●道路整備の現状
　①安心・安全な道づくり　②各種道路事業

●都市計画
　都市計画事業（街路、区画整理、公園など）概要や仕組み
●まちづくりの制度
　地区計画や建築協定、その他の建築規制
●耐震改修支援
　木造住宅耐震改修支援事業などの概要

●安全でおいしい水を安定して送ります
　水道水が家庭に届くまで、水道料金、水質など

●下水道の仕組み　ＮＯ．１
　下水道の早期接続の必要性、接続および使用する際
　の注意点
●下水道の仕組み　ＮＯ．２
　受益者負担金・分担金制度、下水道料金の計算方法、
　排水設備工事の手続き、指定工事店制度

●学校給食の役割
　学校給食が子供たちの心身の健全な発達に果たす
　役割
●望ましい食生活
　子供たちの望ましい食生活や栄養のバランス
●給食が出来るまで
　献立の作成から給食の配送まで、給食が出来るまで
　を詳しく説明

●下水道の仕組み　ＮＯ．３
　公共下水道の計画から使用まで、下水道事業の全体
●下水道の仕組み　ＮＯ．４
　農村下水道事業全般および合併処理浄化槽設置整
　備事業補助金制度

●チューリップをはじめ、各種草花の栽培方法や楽　
　しみ方

テーマ・内容
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体育課

消
防
署

郷土資料館

散村地域研究所

監査事務局

議会事務局

児童家庭係

保育幼稚園係

生涯学習課

文化財室

●図書館活用法
　探す・調べる・知る・学ぶ
　図書館に収蔵している情報の活用法と図書の貸出
　し、予約、人気の本、催し物の紹介

●美術に親しむ
　美術を身近に感じていただくための美術館の企画
　展、ワークショップ、アトリエ活動など

図書館

美術館

予防係

消防係

チューリップ
四季彩館

となみ散居村
ミュージアム

農
地
林
務
課

農業委員会
事務局

土
木
課

都
市
整
備
課

上水道課

下
水
道
課

農村整備係

林政緑花係

道水路管理係

道路建設係

都市計画係

区画整理係

建築住宅係

管理普及係

学校給食センター

下水道建設係

農政係

農産係

ご利用
ください！
ご利用
ください！「行政出前講座」「行政出前講座」



「肝臓が悪いと言われたら」 
病院の専門医に 
みてもらいましょう 
～肝疾患市民公開講座～ 

１０ となみ 　広報　 2009.4

　3月7日、チューリップ四季彩館において、「国際交
流のつどいinとなみ」が開催されました。これは、市内
在住の外国人と市民に、互いの文化にふれあうことを通
して交流を深めてもらおうと、庄船会と婦翔会となみな
どが中心となってつくる実行委員会が開催したものです。 
　折り紙、福笑い、人間すごろくなど、日本の遊びを体
験してもらうコーナーが設けられたほか、もちつきや太
極拳の体験などが行われ、参加したおよそ200人が和や
かに交流しました。 
　最後に行われたブラジル・サンバの体験には、生演奏
の陽気なリズムに誘われて会場内のほぼ全員が参加。一
緒に大きな輪になって軽快なステップを楽しみ、盛り上
がりは最高潮に達しました。 

　3月1日、砺波市文化会館において、肝疾患市民公開講座「肝臓
が悪いと言われたら」が開かれました。 
　昨年3月、市立砺波総合病院は、肝臓の病気に対して専門的な
医療を提供する役割を担う「肝疾患診療連携拠点病院」に指定さ
れました。この講座は、肝疾患の予防法や治療法など肝臓につい
ての知識を深めてもらおうと、指定病院が行う事業の一環として同病院が市民を対象に開いたものです。 
　同病院消化器科の足立浩司部長が講演し、肝がんの大きな原因であるＣ型慢性肝炎に対するインターフェロン治療
法や、メタボリック症候群と関連した脂肪性肝炎からの発がんなどについて、医学的見地から説明。「肝臓は、“沈
黙の臓器”といわれるように、自覚症状が現れにくい臓器。“肝臓が悪いと言われたら”、病院で専門医にみてもら
いましょう。」と呼びかけました。 
　また、同病院の薬剤師がインターフェロンの薬物療法について、看護師や管理栄養士が肝疾患の症状を悪化させな
いための日常生活上の注意点についてそれぞれ説明し、大勢の参加者が熱心に耳を傾けていました。 
 

互いの文化にふれあう ～国際交流のつどいinとなみ～ 
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挑戦する喜び  作品にあふれる ～水きらら・人・花展～ 

　2月21日から3月22日まで、庄川美術館において、「第
19回水きらら・人・花展」が開催され、同美術館が主催す
る実技講座受講生の絵画、木彫レリーフなど87点が展示さ
れました。 
　今回は、藤森兼明氏、林清納氏など一流の作家を講師に招
いて昨年中に開催された6つの講座に、市内外から延べ151
名が参加し、そのうち75名の方が出品しました。どの作品
からも、新しいことに挑戦する受講生の創作の喜びが感じら
れ、訪れた人の目を楽しませていました。 
　会期中の3月1日には「展覧会のつどい」が行われ、受講
生の1人、斉藤 守さんが、自身の作品の制作意図や方法など
について、いきいきと発表しました。 

　2月21日、チューリップ四季彩館において、「健康フォーラム　心
の健康を考える」が開かれ、参加者がうつ病について理解を深めました。 
　フォーラムは、富山県砺波厚生センターの横川所長のコーディネー
トのもと、クイズ形式で進行。「砺波市の自殺による死亡率は、全国
値よりも高い」（答え．YES）などのクイズが参加者に出題され、市
立砺波総合病院精神科の金田医長や市の保健師が回答・解説しました。 
　出演者は、「うつ病にかかった場合は、受診して適切な治療を受け、
ゆっくり休むことが必要。周囲の人は、あせらず温かい目で本人を見

守ることが大切で、自分の考えを押しつけることはよくありません。」と説明。富山県砺波厚生センターなど身近な相
談機関を紹介し、「一人で悩まないで、気軽に相談してください。」と呼びかけました。 

心の健康に関する相談機関　富山県砺波厚生センター　  22－3512 
　　　　　　　　　　　　　砺波市健康センター　　　  32－7062

　3月15日、砺波市文化会館に
おいて、砺波市内の小中学生を
メンバーの中心とするミュージ
カルサークル「となみミュージ
カルキッズ」の第3回公演「おー
い　フレディリック」が上演さ
れました。 
　この作品は、「スイミー」な
どで知られるレオ＝レオニの絵
本『フレデリック』を独自にア
レンジしてミュージカル化した
もの。脚本や音楽は今回新たに
作り上げられたもので、同サークルにとって初のオリジナル作品となります。子どもたちは、この公演に向け、1月か
ら練習に取り組んできました。 

オリジナル作品を披露 ～となみミュージカルキッズ「おーい フレディリック」～ 

一人で悩まないで ～健康フォーラム～ 


