


１　会計別当初予算（案）一覧表
（単位：千円）

一　　　般　　　会　　　計 21,330,000 20,430,000 900,000 104.4% 48.4%

特　　　別　　　会　　　計 7,953,700 7,729,600 224,100 102.9% 18.1%

　　 事業特別会計 4,645,100 4,343,900 301,200 106.9% 10.5%

　　 事業特別会計 603,400 589,900 13,500 102.3% 1.4%

　　霊苑事業特別会計 11,600 4,400 7,200 263.6% 0.0%

　　下水道事業特別会計 2,693,600 2,791,400 △ 97,800 96.5% 6.1%

企　　　業　　　会　　　計 14,754,800 15,700,500 △ 945,700 94.0% 33.5%

　　水道事業会計 1,311,800 1,673,000 △ 361,200 78.4% 3.0%

収益的収入 1,030,300 981,500 48,800 105.0%

収益的支出 922,800 887,400 35,400 104.0%

資本的収入 109,100 259,700 △ 150,600 42.0%

資本的支出 389,000 785,600 △ 396,600 49.5%

　　工業用水道事業会計 34,000 31,500 2,500 107.9% 0.1%

収益的収入 21,600 21,600 0 100.0%

収益的支出 20,500 21,900 △ 1,400 93.6%

資本的収入 0 0 0

資本的支出 13,500 9,600 3,900 140.6%

　　病院事業会計 13,409,000 13,996,000 △ 587,000 95.8% 30.4%

収益的収入 11,836,000 11,486,000 350,000 103.0%

収益的支出 11,932,000 11,798,000 134,000 101.1%

資本的収入 426,000 1,028,000 △ 602,000 41.4%

資本的支出 1,477,000 2,198,000 △ 721,000 67.2%

合                  計 44,038,500 43,860,100 178,400 100.4% 100.0%

※企業会計の事業費は支出で小計

会　　　　　計　　　　名 比較増減 比 構成比成2627
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２　一般会計歳入予算（案）事項別明細表
（単位：千円）

1 市　　税 6,330,000 6,470,000 △ 140,000 97.8% 29.7%

（ 市 税） (2,272,107) (2,271,212) (895) (100.0%) (10.7%)

（ 市 税） (411,011) (440,011) (△ 29,000) (93.4%) (1.9%)

（固定資産税） (3,154,661) (3,245,507) (△ 90,846) (97.2%) (14.8%)

（市たばこ税） (358,000) (382,000) (△ 24,000) (93.7%) (1.7%)

（その他の税） (134,221) (131,270) (2,951) (102.2%) (0.6%)

2 地方譲与税 250,000 255,000 △ 5,000 98.0% 1.2%

3 交付 15,000 20,000 △ 5,000 75.0% 0.1%

4 交付 25,000 14,000 11,000 178.6% 0.1%

5 譲 交付 20,000 3,000 17,000 666.7% 0.1%

6 地方消費税交付 680,000 500,000 180,000 136.0% 3.2%

7 税交付 30,000 40,000 △ 10,000 75.0% 0.1%

8 地方特 交付 20,000 20,000 0 100.0% 0.1%

9 地方交付税 5,550,000 5,550,000 0 100.0% 26.0%

10 交 特別交付 6,000 6,000 0 100.0% 0.0%

11 分 262,190 308,309 △ 46,119 85.0% 1.2%

12 用 391,679 464,140 △ 72,461 84.4% 1.8%

13 支出 1,923,099 1,876,701 46,398 102.5% 9.0%

14 支出 1,281,806 1,232,163 49,643 104.0% 6.0%

15 財産収入 31,543 27,074 4,469 116.5% 0.2%

16 1 1 0 100.0% 0.0%

17 入 1,128,500 1,223,000 △ 94,500 92.3% 5.3%

18 100,000 100,000 0 100.0% 0.5%

19 諸収入 823,629 841,312 △ 17,683 97.9% 3.9%

20 市　債 2,461,553 1,479,300 982,253 166.4% 11.5%

21,330,000 20,430,000 900,000 104.4% 100.0%歳　　　入　　　合　　　計

成26 構成比比較増減 比区　　　　　分 27
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３　一般会計歳出予算（案）事項別明細表

支出 地　方　債 そ　の　他

1 議 会 費 241,520 229,665 11,855 0 0 0 241,520 105.2% 1.1%

2 総 務 費 1,975,065 2,001,632 △ 26,567 173,877 0 129,593 1,671,595 98.7% 9.3%

3 生 費 5,718,893 5,694,840 24,053 1,882,829 247,300 603,134 2,985,630 100.4% 26.8%

4 衛 生 費 2,971,764 2,953,644 18,120 202,676 0 81,173 2,687,915 100.6% 13.9%

5 労 働 費 48,735 63,328 △ 14,593 0 0 35,040 13,695 77.0% 0.2%

6 水産業費 1,158,050 1,011,744 146,306 335,868 169,200 16,615 636,367 114.5% 5.4%

7 商 工 費 1,005,675 1,058,853 △ 53,178 15,110 11,800 507,381 471,384 95.0% 4.7%

8 土 木 費 1,889,959 1,819,345 70,614 422,617 245,500 126,831 1,095,011 103.9% 8.9%

9 消 防 費 722,556 702,549 20,007 0 19,300 8,671 694,585 102.8% 3.4%

10 教 育 費 2,523,209 2,281,843 241,366 171,918 443,100 80,033 1,828,158 110.6% 11.8%

11 費 10,347 9,779 568 10 0 1 10,336 105.8% 0.1%

12 公 債 費 3,044,226 2,582,777 461,449 0 355,353 183,069 2,505,804 117.9% 14.3%

13 諸 支 出 1 1 0 0 0 0 1 100.0% 0.0%

14 予 備 費 20,000 20,000 0 0 0 0 20,000 100.0% 0.1%

21,330,000 20,430,000 900,000 3,204,905 1,491,553 1,771,541 14,862,001 104.4% 100.0%歳出合計

比 構成比

（単位：千円）

区　　　　分 比較増減

財  源  内  訳

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

27 成26
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平成27年度　砺波市一般会計予算（案）平成27年度　砺波市一般会計予算（案）平成27年度　砺波市一般会計予算（案）平成27年度　砺波市一般会計予算（案）
総額　213億3,000万円　（対前年度 9億円、＋4.4％）

平成27年度平成27年度平成27年度平成27年度
213億3,000万円213億3,000万円213億3,000万円213億3,000万円

（）内は構成比

2,405万円
（0.4％）増

1,812万円
(0.6％)増

土木費土木費土木費土木費
18億8,996万円18億8,996万円18億8,996万円18億8,996万円

（8.9％）

歳　　　　入歳　　　　入歳　　　　入歳　　　　入 歳　　　　出歳　　　　出歳　　　　出歳　　　　出

（自主財源、依存財源比較）（自主財源、依存財源比較）（自主財源、依存財源比較）（自主財源、依存財源比較）

▲2,657万円
(1.3％)減

総務費総務費総務費総務費
20億163万円20億163万円20億163万円20億163万円

（9.8％）

平成26年度
204億3,000万円

（）内は構成比

平成26年度
204億3,000万円

（）内は構成比

平成27年度平成27年度平成27年度平成27年度
213億3,000万円213億3,000万円213億3,000万円213億3,000万円

（）内は構成比

自
主
財
源
＊
４
６
・
２
％

衛生費衛生費衛生費衛生費
29億5,364万円29億5,364万円29億5,364万円29億5,364万円

（14.5％）

民生費民生費民生費民生費
56億9,484万円56億9,484万円56億9,484万円56億9,484万円

（27.9％）

その他
7億8,541万円（3.6％）

自
主
財
源
＊
４
２
・
５
％

商工費商工費商工費商工費
10億5,885万円10億5,885万円10億5,885万円10億5,885万円（5.2％）

農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費
10億1,174万円10億1,174万円10億1,174万円10億1,174万円（5.0％）

その他
8億5,800万円（4.2％）

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金
31億887万円31億887万円31億887万円31億887万円

（15.2％）

市債市債市債市債
14億7,930万円14億7,930万円14億7,930万円14億7,930万円

（7.2％）

依
存
財
源
　
５
７
．
５
％

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税
55億5,000万円55億5,000万円55億5,000万円55億5,000万円

（26.0％）

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金
32億491万円32億491万円32億491万円32億491万円

（15.0％）

その他
10億4,600万円（5.0％）

依
存
財
源
　
５
３
・
８
％

市税市税市税市税
63億3,000万円63億3,000万円63億3,000万円63億3,000万円

（29.7％）

繰入金繰入金繰入金繰入金
11億2,850万円11億2,850万円11億2,850万円11億2,850万円

（5.3％）

諸収入
8億2,363万円（3.9％）

市税市税市税市税
64億7,000万円64億7,000万円64億7,000万円64億7,000万円

（31.7％）

繰入金繰入金繰入金繰入金
12億2,300万円12億2,300万円12億2,300万円12億2,300万円

（6.0％）

諸収入
8億4,131万円（4.1％）

その他
8億9,952万円（4.4％）

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税
55億5,000万円55億5,000万円55億5,000万円55億5,000万円

（27.2％）

市債市債市債市債
24億6,155万円24億6,155万円24億6,155万円24億6,155万円

（11.5％）
（内借換債 3億5,535万円)

増減なし

2億4,137万
円（10.6％）

増

4億6,145万
円（17.9％）

増

7,061万円
(3.9％)増

消防費
7億2,256万円（3.4％）

教育費教育費教育費教育費
25億2,321万円25億2,321万円25億2,321万円25億2,321万円

（11.8％）

▲１億4,000
万円(2.2％)

減

9,604万円
(3.1％)増

総務費総務費総務費総務費
19億7,506万円19億7,506万円19億7,506万円19億7,506万円

（9.3％）

民生費民生費民生費民生費
57億1,889万円57億1,889万円57億1,889万円57億1,889万円

（26.8％）

衛生費衛生費衛生費衛生費
29億7,176万円29億7,176万円29億7,176万円29億7,176万円

（13.9％）

農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費
11億5,805万円11億5,805万円11億5,805万円11億5,805万円（5.4％）

商工費商工費商工費商工費
10億567万円10億567万円10億567万円10億567万円（4.7％）

消防費
7億255万円（3.4％）

土木費土木費土木費土木費
18億1,935万円18億1,935万円18億1,935万円18億1,935万円

（8.9％）

公債費公債費公債費公債費
30億4,423万円30億4,423万円30億4,423万円30億4,423万円

（14.3％）
（内借換分 3億5,535万円)

1億8,800万
円(21.9％)増

9億8,225万
円（66.4％）

増

公債費公債費公債費公債費
25億8,278万円25億8,278万円25億8,278万円25億8,278万円

（12.6％）

教育費教育費教育費教育費
22億8,184万円22億8,184万円22億8,184万円22億8,184万円

（11.2％）

労働費

4,874万円（0.2％）

その他

3,035万円

議会費

2億4,152万円

（1.1％）

議会費

2億2,967万円

（1.1％）

労働費

6,333万円（0.3％）

その他

2,978万円

▲1,768万円

(2.1％)減

▲1,141万円

（1.3％）減

▲945万円

(7.7％)減

1億4,631万円

(14.5％）増

▲5,318万円

（5.0％）減

2,001万円

（2.8％）増
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４　一般会計歳出予算（案）　性質別明細表

（単位：千円）

区　　　　　分 平成27 平成26 比較増減 前 比 構成比

義務的経費計 9,313,878 8,868,495 445,383 105.0% 43.7% 

　人件費 3,244,342 3,294,757 △ 50,415 98.5% 15.2% 

　扶助費 3,021,733 2,990,961 30,772 101.0% 14.2% 

　公債費 3,047,803 2,582,777 465,026 118.0% 14.3% 

投資的経費計 2,409,885 2,223,600 186,285 108.4% 11.3% 

　普通建設事業費 2,399,538 2,213,821 185,717 108.4% 11.2% 

　　（補助事業費） (1,004,198) (1,026,423)  (△22,225) (97.8%) (4.7%)

　　（単独事業費） (1,395,340) (1,187,398) (207,942) (117.5%) (6.5%)

　 事業費 10,347 9,779 568 105.8% 0.1% 

その他経費計 9,606,237 9,337,905 268,332 102.9% 45.0% 

　物件費 2,973,012 2,963,677 9,335 100.3% 13.9% 

　維持補修費 344,268 274,607 69,661 125.4% 1.6% 

　補助費等 3,585,174 3,439,819 145,355 104.2% 16.8% 

　（ 部事務 合 ） (977,916) (1,027,575)  (△49,659) (95.2%) (4.6%)

　（ 業会計補助 ） (1,185,127) (1,182,000) (3,127) (100.3%) (5.5%)

　（その他） (1,422,131) (1,230,244) (191,887) (115.6%) (6.7%)

　 2,085,400 2,040,227 45,173 102.2% 9.8% 

　 559,290 559,170 120 100.0% 2.6% 

　 21,093 21,105 △ 12 99.9% 0.1% 

　投資 資 18,000 19,300 △ 1,300 93.3% 0.1% 

　その他 20,000 20,000 0 100.0% 0.1% 

合　　　　計 21,330,000 20,430,000 900,000 104.4% 100.0% 

※　公債費3,047,803千円のうち、355,353千円は借換債です。

※　県からの補助事業等は単独事業に計上しています。

- 5 -



５　一般会計歳出予算（案）　主な普通建設事業の内訳
（単位：千円）

補助事業 単独事業
総 務 費 地区 会施設整備事業補助 5,487 5,487

市営 ス 購入費 11,207 11,207

 生 費 保育施設整備事業費 193,708 193,708

放課後児童クラブ施設建築事業費 51,388 51,388

新たな健康福祉施設整備事業費 75,000 75,000

福祉センター周辺整備・改修工事費 10,634 10,634

衛 生 費 光 ス 設 補助 3,000 3,000

斎場火葬炉修繕工事費 10,500 10,500

農  水 園芸振興対策事業費 13,500 13,500

産 業 費 経営体育成支援事業等農業機械導入補助 13,240 13,240

農業基盤整備促進事業補助 9,240 9,240

かんがい排水事業補助 24,376 24,376

道 事業費 9,565 9,565

土地改 総合整備事業補助 52,360 52,360

県営中 地 総合整備事業 9,500 9,500

営附帯農地防 事業 111,010 111,010

岸渡洪水調整池周辺整備事業費 6,000 6,000

商 工 費 夢の平スキー場リフト改修工事費 11,880 11,880

砺波駅観光案内所機能向上事業補助 4,700 4,700

水 公園 施設 装工事費 4,300 4,300

に基 業 地助成 66,269 66,269

土 木 費 小規模急傾斜地崩壊対策事業費 10,000 10,000

市道舗装補修工事費 60,000 60,000

市道改 事業費 348,868 331,500 17,368

県道改 舗装新設事業費（県 ） 10,000 10,000

款の名称 事　　　業　　　名 事　　　業　　　費
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市道改 舗装 託事業費 5,183 5,183

道 通 全施設整備費（ 等） 16,040 16,040

道 新事業費 5,000 5,000

雪 地 道 防雪事業費 43,500 43,500 0

除雪機械購入費 33,000 30,000 3,000

ーリップ公園 等整備事業費 200,000 200,000

砺波駅前広場イメージアップ事業費 5,350 5,350

道 排水 ンプ 工事等 3,348 3,348

合施 土地区 整 事業 14,800 14,800

市営 工事費 15,800 15,800

進 建設支援事業費補助 6,000 6,000

消 防 費 消防 ンプ 等購入費 18,855 18,855

消火栓新設工事費 1,944 1,944

、 防火水新改修工事費 5,443 5,443

教 育 費 庄川小学校耐震改修事業費 126,929 44,300 82,629

庄南小学校耐震改修事業費 78,926 40,320 38,606

庄東小学校耐震改修事業費 119,136 44,640 74,496

小学校非構造部材耐震化事業費 98,742 98,742 0

中学校非構造部材耐震化事業費 108,691 108,691 0

砺波まな 館 場整備事業費 43,500 43,500

小学校 場舗装工事費 7,906 7,906

給 センター 新費 6,515 6,515

庄川生涯学習センター工事費 4,183 4,183

砺波市美術館、庄川美術館設備工事費 5,370 5,370

0
※県単独事業については、単独事業に計上。
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６　特別会計・企業会計予算（案）　主な普通建設事業の内訳
（単位：千円）

補助事業 単独事業

　下水道事業 ・公共下水道事業費

　（中神地区他）

　 管渠工事（補助）　　　65m 5,000 5,000

　 管渠工事等（単独） 123m 25,810 25,810

・特定環境保全公共下水道事業費

　（ 部 （ 波・ ）、 地区他）

　 管渠工事（補助）　　　5,432m 419,000 419,000

　 管渠工事等（単独）　 2,064m 150,600 150,600

・小 部川 下水道事業建設 227,205 227,205

　水道事業 ・給水管工事費 26,000 26,000

・受託工事費 92,850 92,850

・ 水設備改 費 247,850 247,850

　病院事業 ・ 機 等購入費 440,742 440,742

・附帯施設整備費 24,438 24,438

会　　計 事　　　業　　　名
事　　　業　　　費
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主要事業一覧

総務費 1 新 企画調整課 総合計画・地方 総合勛 に
関する事務 総合計画策定審議会等経費　1,483千円 1,483 市単

2 企画調整課 少子化対策事業
結婚に向けて情報提供ができる環境整備を図る。
縁結び相談員・婚育セミナー講師謝礼　390千円、となみおせっ会(結婚
活動支援団体)運営補助 　500千円　等

1,500 県単

3 企画調整課 むかわ町・砺波市高校野球交
派遣事業

砺波高校・砺波工業高校野球部訪問団（45名）を派遣し、さらなる交
推進を図る。手土産等 用費　165千円、実 委員会補助

1,335千円
1,500 市単

4 新 企画調整課 砺波市 共 画推進計
画（第３次）策定

成28 から 成32 の5 間の 共 画の推進に係る諸
施策を計画的に するための「砺波市 共 画推進計画（第３
次）」を策定。
推進計画印刷製本費　210千円

210 市単

5 新 企画調整課 国勢調査費
国勢調査（Ｈ27.10.1現在で実施） 周期。
国内の人口及び世帯の実拟を繖 し、各種 政施策等の基 資 を得
るためのもの。（予定）調査区数310、指導員33人、調査員220人

18,211 補助

6 新 総務課 地区集会施設整備事業補助
の 設

自治振興会単 の地区集会施設について、 化や耐震化対策への取
り組みが必要なため、新たな補助制 を設け、新築や大規模改修等の実
施に際し、必要な支援を図るもの。
太田公会 　3,700千円、 農業集 センター　1,787千円

5,487 市単

7 新 総務課 社会保障・税番号制 対応に
伴うシステム整備

社会保障・税番号制 対応に伴うシステム整備委託費用。
整備委託 　22,327千円、 システム整備費負担 　6,536千円 28,863 補助

8 新 財政課
・公共施設等総合管 計画策
定業務委託
・公有財産台帳整備業務委託

・公共施設等総合管 計画策定業務委託 インフラ 化基本計
画及び国からの要請に基づき、公共施設等の 新 拇 合 化な
どを総合的かつ計画的に管 する計画を策定。委託 　8,626千円
・公有財産台帳整備業務委託 公共施設等総合管 計画及び新公
会計制 への移 のための財産台帳の整備を う。委託 　5,281千円

13,907 市単

9 新 税務課 クレジットカード収納経費
自主納付者の納付方法に、新たにクレジットカードによる納付方法を加え、
収納方法の 性及び収納 の向上を図るもの。（ 成28 実
施：システム改修費）

4,914 市単

10 地域振興課 地籍調査事業費

庄川町雄神地区山間部の地籍調査の実施（国1/2、県1/4）
広谷③地区    A＝0.55k㎡  地籍図及び地籍簿の作成

生谷地区    A＝0.47k㎡　筆別 部 、地籍 定 定
一の谷①地区 Ａ＝0.58k㎡　地籍図根多角点設置、一筆地調査、雑
草伐採等

18,104 補助

11 新 市 課 通知カード・個人番号カード関
連事務委任に係る交付

通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付
・個人番号カード交付事業費交付 　17,150千円
・通知カード再発 手数 　250千円（500件×500円）
・個人番号カード再発 手数 　10千円（10件×1,000円）

17,410 補助

12 生活環境課 防犯灯LED化推進事業補助 市内の防犯灯について、LED化を推進した地区自治会等に対する時限的
な補助要綱を定めており、地区による防犯灯の効果的な再整備を促し、

ネ効果につな る。10千円×100灯
1,000 市単

13 生活環境課 高齢者運転免許自主返納支
援事業

事 の高い高齢者の運転免許自主返納に対する支援制
・タクシー 用拐、バス回数拐を交付
　 来は２ 間で30千円（１ 15千円、２ 15千円）の支援
を っていたものを、返納時20千円（単 ）に する。

4,506 市単

14 新 生活環境課 市営バス（庄川線） 購入
費

成１ に購入した が１０ を経 して 障 が高くなり、
正な運 に支障を来す れがあることから、新たにバスを購入する。 11,207 県単

生費 15 庄川健康プラザ 庄川介護予防事業費

庄川健康プラザ（ウオーキングプール・機能訓練室）では、健康保持や運
動器維持のため介護予防事業を実施
・健康・ 養指導を含む運動指導教室の開催（ 4クール）
・健康相談事業の実施など

17,264 市単

16 社会福祉課 社会福祉団体活動推進事業
費 社会福祉法人砺波市社会福祉協議会助成 など 90,381 市単

款 № 新
規

拡
充 担当課 補助

単独事業概要 事業費
（千円）事業名

　　　　新=新規事業　拡=拡充事業
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款 № 新
規

拡
充 担当課 補助

単独事業概要 事業費
（千円）事業名

生費 17 新 社会福祉課 新たな健康福祉施設整備事業
費

・やまぶき荘等周辺施設解体工事費40,000千円
・新たな健康・福祉・交 施設実施設計費35,000千円　等 75,060 市単

18 新 社会福祉課 社会福祉総務管 運営費
・社会福祉課における諸費（事務費、職員研修費等）
・砺波市地域福祉計画（前回Ｈ18.3）、砺波市障害者福祉計画
（前回Ｈ19.3）の策定等

1,019 市単

19 社会福祉課 時福祉給付 給付事業費

市 税（ 等 ）非課税者一人につき、6,000円（ 成27 10月
28 9月までの1 分として）支給するもの。
・ 時福祉給付 　6,000円×7,000人＝42,000千円
・ 時福祉給付 給付事務費　9,965千円

51,965 補助

20 社会福祉課 障害福祉サービス費 ・障害者総合支援法に基づく障害福祉ｻｰﾋﾞｽに対する自 支援給付費
（国1/2、県1/4、市1/4） 用者325人を む。 659,042 補助

21 社会福祉課 地域生活支援事業費

障害者の地域生活を支援するための事業
・日常生活用具給付、地域活動支援ｾﾝﾀｰ機能強化、手話奉仕員養成
研修、移動支援、日中一時支援事業等（国1/2、県1/4、市1/4）
27,029千円
・相談支援事業委託、（新）人工内 用電 等補助 （１ 歳未
満）17,043千円

44,072 補助

22 社会福祉課 障害者等 助成費

心拴障害者に 費の全 纾は一部助成（県1/2、市1/2）
（た し、世帯全員の前 分の合計所得 が１千万円以上の場合は
受給資 1 間 止）65歳以上70歳未満の軽 障害者（障Ⅱ）の
本人への助成 合が 26.8から 費の2 から1 となった。

122,239 県単

23 社会福祉課 高齢者福祉対策事業費 ・満百歳のお祝い事業
・高齢者入 施設等 用拐事業 5,991 市単

24 新 社会福祉課 ほっとなみ 地域の でささえ
事業費

災対法改正に伴い「 動要支援者名簿」（約3,800人 定）を作
成するもの。名簿の作成 動を通 て、日 からの地域での要支援者の

りや支え合い活動の構築、拡充につな るもの。
地区拿明会・配布 ﾞ ｽﾞ費256千円、 261千円、 ｽ ( ﾟ含
む)導入費3,483千円

4,000 市単

25 社会福祉課 福祉センター管 運営費

・福祉ｾﾝﾀｰ（ ・ 加 ・勾部 ）の指定管 委託費
・（新） 周辺整備（ 場、 織、進入 等）工事費
7,556千円、（新）勾部 -勾部デイ り结下改修工事費　3,078千
円

57,871 市単

26 社会福祉課 児童扶養手当給付費 婚等により と生計をともにしていない纾は のい れかが拴体等に
の障害がある児童の 纾は 等に対する支給（国1/3、市2/3） 124,980 補助

27 社会福祉課 生活保護費

・生活に困窮する国 で、国が定める保護の基準で算出される最低限
の生活が維持できない者に対する扶助（生活扶助、住 扶助、介護扶
助、 扶助、葬 扶助等）（国3/4、市1/4） 55世帯（60人）

み

109,000 補助

28 新 社会福祉課 生活困窮者自 支援事業費

現に経済的に困窮し、最低限の生活を維持することができなくなるおそれの
ある者に対して、自 相談支援事業（必須）、家計相談支援事業（任
意）の実施及び住居 保給付 （必須）の支給
必須事業（国3/4、市1/4）、任意事業（国1/2、市1/2）

12,152 補助

29 こども課
地域児童育成対策事業及び
放課後児童健全育成対策事
業

・砺波市児童クラブ連合会への補助
・各放課後児童教室（クラブ）運営委員会に対する事業委託
・各放課後児童教室（クラブ）の修繕、備品整備

29,908 県単

30 新 こども課 出町小学校区放課後児童教
室建築事業

出町小学校区放課後児童教室建築事業
　建築工事・ 業務委託・上水道 き み工事 51,388 県単

31 こども課 子育て世帯 時特 給付 給
付事業

子育て世帯 時特 給付 給付事業費　21,300千円
成27 6月分児童手当受給者に対してその対象の児童　約7,100人

3,000円/人　給付 給付事務費　5,650千円
26,950 補助

32 こども課 こども・妊産婦 給付事業 ・子育て支援・妊産婦の 費助成を うもの（所得制限 ）
・未熟児養育 給付 184,814 補助

33 こども課 児童手当給付事業 中学校 前児童を養育している保護者に手当を支給するもの 854,165 補助

34 こども課 保育所事業
市 保育所（11園）の運営にかかるもの
人件費（ 託、 時）、各園（施設）の維持管 にかかる修繕・工
事、保育のための備品整備など

475,071 補助

35 新 こども課 保育 の改定に伴う経 置
事業

成27 からの新制 移 に伴い、保育 の階 があがった世帯に対
して助成を うもの。　対象数 29世帯 1,041 市単

　　　　新=新規事業　拡=拡充事業
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款 № 新
規

拡
充 担当課 補助

単独事業概要 事業費
（千円）事業名

生費 36 新 こども課 第3子以上の保育 化事
業

子育て世帯の経済的負担軽減及び多子奨励のため、第3子以上の保育
（保育所・幼稚園）を とする。

（保育所分 ▲26,219千円、幼稚園分 ▲6,349千円）

効果
32,568

県単
市単

37 こども課 市 税非課税世帯の保育
化事業

子育て世帯の経済的負担軽減のため、市 税非課税世帯の保育
（保育所・幼稚園）を とする。
（保育所分 ▲605千円、幼稚園分 ▲514千円）

効果
1,119 市単

38 新 こども課 保育施設整備事業費

・鷹栖保育所、東山 保育所の耐震補強計画・設計業務委託の実施
26,087千円
・出町保育所移転改築に伴う設計委託と周辺用地の取得31,271千円
・南部地区保育施設建設に伴う用地買収・造成工事・設計委託・開発

に伴う用地造成 等業務　136,350千円
田保育所移転・改築に伴う用地買収・造成工事・開発 に伴う

用地造成 等業務等経費(117,068千円)は土地開発公社で計上

193,708 市単

39 こども課 保育実施委託事業

・市内の2つの 間保育所への保育実施の委託
・市外の保育所への入所運営委託（広域入所）
・出町 幼稚園（認定こども園保育所部分）への保育実施の委託及
び特別保育事業（ 保育・ 中入所）実施に対する助成
・出町 幼稚園（認定こども園保育所部分）に係る委託 等

348,232 補助

40 高齢介護課 砺波地方介護保険組合負担

砺波地方介護保険組合への分担 及び負担
介護給付費(12.5%)　549,659千円、一 事務費分担 　41,457
千円、認定事務分担 　46,805千円、（新）介護保険 軽減費用
分担 　15,000千円（国1/2、県1/4）、社会保障・税番号制 に係
る ｽ 改修負担 　10,050千円、地域支援事業費砺波市分負担
15,866千円、介護職員 任者研修費助成 　100千円　等

680,609 補助
市単

41 地域包括支
援センター 地域包括ケア体制の充実 地域包括ケア体制の推進のため、在 介護支援センターの機能強化を支

援し、家庭、地域の支え合いの体制づくりに取り組む。 10,044 市単

42 地域包括支
援センター

徘徊SOS緊急ダイヤルシステム
事業

徘徊SOS緊急ダイヤルシステム事業　 りの 事業
　成 後 人制 　家 介護者教室 2,487 市単

43 新 地域包括支
援センター 地域ケア会議開催

地域から ・福祉を える会（企画・計画会議）、実務者会議（地
域課 の発 、対策、連携会議）、個別ケース支援会議
地域 サポーター研修講座（市 啓発）
在 ・介護連携推進研修会（多職種連携、市 解）

591 市単

衛生費 44 健康センター 乳幼児、妊産婦健康審査、未
熟児訪問指導、発達健診

・ 子保健法に定められた乳幼児健診
　　未熟児訪問事業、未熟児発達健診を継続実施
・妊婦健診は14回公費負担を継続実施

48,934 県単

45 健康センター 乳幼児、妊産 科健診、勘妊
治 費助成

・乳幼児期、学齢期、妊婦とライフステージに合わせ 科健診を実施
・乳幼児、学齢期の子どもに対しフッ化物塗布、フッ化物洗口を継続実施
・少子化対策として勘妊治 費助成を継続実施
・(新) による 相談会、中学生に加え小学生に 縉予
防教室を実施

21,225 補助

46 健康センター 予防接種事業 機関での個別接種で実施し、接種種 が増加している定期予防接
種について、個々のスケジュールにあわせて対応する。 146,953 市単

47 新 健康センター がん検診受診 向上モデル事
業

・検診の 性向上を図るため「レディス検診」の実施
・効果的な受診 奨、 用普及を図るため「マイカルテを持ってがん検診に

こう」（個別受診 奨）の実施（県1/2）
1,042 県単

48 市 課 国 健康保険事業会計 出
国 健康保険事業特別会計への 出
・保険基盤安定分　134,442千円
・特定健康診査分　22,651千円
・社会保障・税番号制 対応に伴うシステム改修費　586千円　　等

208,640 市単

49 市 課 後期高齢者 事業会計
出

後期高齢者 事業特別会計への 出
・保険基盤安定分　101,029千円
・広域連合事務費負担 　30,236千円
・社会保障・税番号制 対応に伴うシステム整備費　294千円　　等

139,608 市単

50 生活環境課 火葬炉維持修繕工事 場修繕計画に基づき、内部の耐火レンガの が しい３号炉の改修
及び台 等関連設備を 新する。 10,500 市単

51 財政課 事業会計 出 （補助 ）3 分1,185,127千円
（出資 ）4 分18,000千円 1,203,127 市単

商工費 52 商工観光課 地域資源活用事業・農商工連
携事業

・農商工連携推進協議会運営業務委託　200千円
・地域資源活用事業・農商工連携事業補助 　200千円×3団体 800 市単

　　　　新=新規事業　拡=拡充事業
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市単=市単独事業　県単=県単独事業　補助=国（県含）補助事業



款 № 新
規

拡
充 担当課 補助

単独事業概要 事業費
（千円）事業名

商工費 53 商工観光課 空き店舗再生みんなでチャレン
ジ事業補助

空き店舗開業支援対策として改修費及び 子補給を い商店 の活性
化を図るもの
　　改修費　1/2補助　上限2,000千円×2団体＝4,000千円
　　 子補給　 業者支援資 入 子　 　＝100千円

4,100 市単

54 商工観光課 となみ産業フェア パワー博開催
事業補助

３ に一 開催される、となみ産業フェア パワー博に対し補助するもの
（ 開催している、や ら大 と合わせて実施） 7,000 市単

55 商工観光課 商工業振興助成 市内 地企業に対し、砺波市商工業振興 及び 施 規 に基づ
き助成 を交付するもの 66,269 県単

56 商工観光課 事業資 託 中小企業 期 資資 託 等　500,000千円 500,000 市単

57 新 商工観光課 観光勛 会議 新砺波市観光振興勛 プランの策定に関する会議開催費用等 699 市単

58 商工観光課 台湾キャンペーン

「となみにグッと誘致事業」として 成26 に実施した台湾キャンペーンを
継続して実施し、台湾からの団体旅 者の誘客強化を図るもの（ ：旅

会社対象300千円、 ： 拣市「富山県観光物産展」 加、 拣市
政 と交 700千円。）

1,000 市単

59 商工観光課 県勽部6市連携 都 大型観
光イベント

勾 新 線関連事業として 成26 に き続き、県勽部6市が連携
して東京駅等で大型イベントを開催するもの。
共通経費負担分　　1,000千円、砺波市特別負担分　1,000千円、旅
費等166千円

2,166 市単

60 商工観光課 キラキラ・アップ事業 チューリップ公園周辺イルミネーション事業（4 ） 6,000 市単

61 商工観光課 観光協会イベント補助
となみ 高まつり（3 のポスター 新300千円 高 事業100千
円追加）740千円、庄川水まつり　5,000千円、（新）高波球根まつり
150千円　等

11,910 市単

62 新 商工観光課 ミニ展望台設置事業

となみチューリップフェア開催時、大 绵周辺にミニ展望台を設置し、体
的にチューリップタワーやパノラマテラスに登ることの出来ない方、時間のない
方も20万本で かれた大 绵の地上 を気軽に しんでいた き、次

以 の誘客を図るもの。

1,800 市単

63 新 商工観光課 砺波駅観光案内所機能向上
事業

現在の観光案内所に物 を加えることにより、案内所機能を向上させ、
用者の 性と誘客強化を図るもの。
観光案内業務（人件費）1,600千円、備品購入費　300千円

1,900 市単

64 新 商工観光課 四季彩館展示改装工事 展示リニューアル工事等　　101,000千円　⇒３月補正 0 市単

65 新 商工観光課 庄川水 公園展望施設外
装工事

庄川水 公園展望施設の外装工事を実施し、勾 新 線開業による
庄川温泉郷への誘客増加を図るもの。 4,300 市単

農 水
産業費 66 新 農業振興課

・閑乗寺夢木香村案内標
板設置委託業務
・閑乗寺夢木香村テニスコート
改修工事

・閑乗寺夢木香村への案内標 板(2か所)設置等。　795千円
・閑乗寺夢木香村のテニスコートの 化により改修工事（2コート分）
を うもの（4面の内、 みが しい2面の人工芝の一部を補修する。）
1,620千円

2,415 市単

67 農業振興課 農業基盤整備促進事業
整備済み農地の な整備（国10/10）
暗渠排水 　70a×15万円/10a　（標準）
　　　　　　 455a×18万円/10a　（集約化加算）

9,240 補助

68 農業振興課 農地中間管 事業

農地中間管 事業：機構集積協 （県10/10）
①経営転 協 交付事業　 500千円/ ×84 ＝42,000千
円
②绌作者集積協 交付事業　20千円/10a×5ha＝1,000千円
③地域集積協 交付事業　 28千円/10a×25ha＝7,000千円

50,000 補助

69 新 農業振興課 新規担い手規模拡大支援事
業

農者への 的経費支援
・ハード事業　ハウス、トラクター等（県1/3、市1/6）トマト、ねぎ栽培
　　　　　　　　14,481千円×1/2
・ソフト事業　 農給付 (県10/10)　1,500千円/

8,740 補助

70 新 農業振興課 経営体育成支援事業 ２つの中心経営体等に対し農業用機械等の導入を支援するもの。（県
3/10）　（上限：3,000千円）コンバイン　各1台（3,000千円） 6,000 補助

71 農業振興課 イノシシ侵入防止電気柵整備
事業

集 や地区 害対策協議会がイノシシ侵入防止電気柵整備を う
ための補助 。 1,500 市単

72 農業振興課 中山間地域等直接支払交付
事業

中山間地域における農業生産 件の勘 補正策として支援するもの。
  法指定区域内（国1/2、県1/4、市1/4）　　13協定　98.7ha
  知事特認区域（国1/3、県1/3、市1/3）     7協定　41.9ha

26,295 補助

　　　　新=新規事業　拡=拡充事業
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款 № 新
規

拡
充 担当課 補助

単独事業概要 事業費
（千円）事業名

農 水
産業費 73 農地 務課 県単治山事業

県単森 整備事業

・県単治山事業（井 谷）　　　　　 　　　 3,000千円(県1/2)
・県単森 整備事業（ 道増山城跡線）5,000千円(県1/2)
・ 道維持管 補修工事（ 道勫谷線）1,565千円
・ 道整備償 　　　　　　　　　　  　　　　　602千円　　等

12,302 県単

74 拡 農地 務課 多面的機能支払交付 事業

農村環境の保全及び多面的機能支払交付 事業を推進する経費
新規活動組 の設 等に伴う拡充
（国1/2、県1/4、市1/4）
　砺波市農振農用地面積4,562ha
　農地維持活動交付対象面積3,394ha　　面積 71.5％

215,175 補助

75 農地 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 結地区に対する枝 ち支援補助
（県25/100、市25/100、地元50/100）補助限 200千円 13,187 県単

76 農地 務課 基 水 施設ストックマネジメン
ト事業

・「庄勽1期地区」、「 谷野地区」、「庄川2期地区」基 水 施設ス
トックマネジメント事業の施 に伴う負担 （国50％、県25％、市
10％、地元15％）
・「庄川 岸地区」県営造成施設管 体制整備促進事業負担

24,907 市単

77 農地 務課 経営体育成基盤整備事業 経営体育成基盤整備事業の施 に伴う負担 。（市内5地区）
（国50％、県27.5％、市11％、地元11.5％） 52,360 市単

78 農地 務課 中山間地域総合整備事業
中山間地域総合整備事業の施 に伴う負担
「となみなんと山麓地区」事業費95,000千円（国55％、県30％、市
10％、地元15％）

9,500 市単

79 農地 務課 国営附帯県営農地防災事業
「一期地区」「二期地区」

国営附帯県営農地防災事業に伴う負担
・庄川左岸一期　64,080千円＝900,000千円×10％×71.2％
・庄川左岸二期　46,512千円＝720,000千円×10％×64.6％

111,010 市単

80 となみ散居村
ミュージアム 空き家 活用交 事業 空き家を 活用した定住体験施設「佐々木邸」を運営し、交 定住人口

増を図る。（砺波市空き家再生等推進協議会） 1,080 市単

81 となみ散居村
ミュージアム 砺波暮らし体験交 補助事業 拇家 に滞在して市内を 学するツアー等の費用の一部を補助すること

により、砺波暮らしの纡 を情報発勼する。 200 市単

82 となみ散居村
ミュージアム 第2の るさと発 事業 定住体験施設「佐々木邸」に滞在する大学ゼミ合宿を誘致し、暮らし体

験や市内 学をしてもらうことにより、砺波暮らしの纡 を情報発勼する。 1,800 市単

土木費 83 新 土木課 道 拼り う維持修繕費

・（新）拼 化修繕計画（ 24.6策定）に基づき補修工事が
必要な拼 の 設計業務委託　4拼（ 線拼、縒 拼、増山大
拼、 の木拼）2２,000千円
・（新）点検拣務化に伴う拼 点検業務　40,000千円　149拼
　市内拼 621か所を 後4 間で点検
・その他維持補修工事費60,000千円　　等

146,892 補助

84 土木課 市道改拖事業費

総合計画に基づき計画的に道 整備を進めるもの。
〔社会資本整備総合交付 事業〕
【継続】321,500千円　示野上中野線、小 勹線(Ⅱ期)、 明千
保線、表町１０号線外、中神東宮森線、駅南線
【新規】 10,000千円　鷹栖高儀線(Ⅱ期)　　　　ほか
〔辺地〕
【継続】福山栃上線　10,000千円

348,868 補助

85 土木課 雪 地域道 防雪事業費

〔社会資本整備総合交付 事業〕
・绯勹11号線他消雪井 ・設備工事17,000千円
・太田工場団地線消雪管リフレッシュ工事19,000千円
・ 場中 町線消雪 作盤リフレッシュ工事7,500千円

43,500 補助

86 土木課 除雪対策費

市道消雪ポンプ電気 47,731千円
市道消雪管等管 委託（土 き・ノ ル点検）14,472千円
除雪委託 60,183千円　一 除雪5回分
除雪機械購入費
・除雪ドーザ9ｔ（市直営）12,000千円（国2/3）
・除雪ドーザ11ｔ（高波地区）18,000千円（国55/100）
・ハンドガイド　１台（中野）3,000千円（県1/3）ほか

205,274 補助

87 土木課 庄川水辺プラザ整備事業費

パークゴルフコース用備品15,903千円ほか（コース表示板、防球ネット、
ルールマナー板、貸しクラブ・ボール、散水ポンプ等）
・パークゴルフコース整備用芝刈機（乗用）1台
・パークゴルフコース整備用芝刈機（グリーン用）1台

17,903 市単

88 新 都市整備課 砺波駅前広場イメージアップ事
業

砺波駅前広場イメージアップ事業実施に向けた駅前広場の現地 と基
本計画に基づく実施設計業務委託等の実施。 5,350 補助

　　　　新=新規事業　拡=拡充事業
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款 № 新
規

拡
充 担当課 補助

単独事業概要 事業費
（千円）事業名

土木費 89 都市整備課 中神土地区画整 事業

中神土地区画整 事業の市負担
・基本事業費 70,000千円(国60%,県20%,市20%)
　　　　　   70,000千円×20%=   14,000千円
・組合事務費  1,600千円(県50%,市50%)
　　　　　　　1,600千円×50%=      800千円

14,800 市単

90 新 都市整備課 砺波チューリップ公園再整備事
業

【公園施設 化計画実施事業】
砺波 ｰ ﾟ公園勾門等設計費　      6,500千円
砺波 ｰ ﾟ公園勾門の 新等      193,500千円

200,000 補助

91 新 都市整備課 景観まちづくり事業費補助

景観まちづくり事業費補助
　①散居景観モデル地域指定活動1,500千円（50千円×30自治会）
　②協定運営費400千円（100千円×4自治会）
　③ 木管 等1,480千円（10千円×148 ）
　④景観 要建造物管 等20千円（20千円×1 ）
　⑤景観 要建造物の外観改修1,000千円（1,000千円×1 ）
　 周辺景観との調 の外観改修2,000千円（500千円×4 ）

6,400 県単

92 都市整備課 市営住 管 費

・市営住 明 し（ ）に伴う修繕、 化・ による日常修繕ほ
か16,000千円
・東矢木団地解体工事　　　　　　      13,200千円
・その他修繕工事　　　　　　　　　　　　  2,600千円
・東矢木団地住み替え事業(補償費)　 1,714千円　ほか

44,568 市単

[企業] 93 上下水道課 【水道事業会計】
配水設備改拖費

道 改拖工事に伴う配水管布設工事　 L＝200ｍ　5,000千円
下水道事業に伴う配水管布設工事　L＝1,770ｍ　70,800千円
単独 新事業　     　　　　　   L＝1,650ｍ　65,400千円
（新）水 ・水 勘足改善に係る工事　L＝1,910ｍ　80,550千円
舗装 工事　           面積＝5,220㎡　26,100千円
その他  　　　　　　 　　             　　　17,501千円

管 新計画策定委託費　2,400千円

267,751 市単

[特会] 94 上下水道課 【下水道事業特別会計】
公共下水道事業費

補助 （国１／２）                (5,000千円)
・中神地区枝線管渠工事　  L＝65ｍ　5,000千円
単独                            (25,810千円)
・中神地区枝線管渠工事　　L＝41ｍ　3,240千円
・一番町地内枝線管渠工事　L＝82ｍ　4,102千円
・ 造関連取付管工事　　 ０ 所 14,958千円
・ 造関連小規模舗装　   ２ 所　3,510千円
その他　　                         4,403千円

35,213 補助
市単

95 上下水道課
【下水道事業特別会計】
特定環境保全
公共下水道事業

補助　（国１／２）              (450,000千円)
・種田地区枝線管渠工事 　L＝422ｍ　26,000千円
・(新)勾部 期地区（高波・ ）枝線管渠工事
　　　　　　　　　　　L＝5,010ｍ　301,000千円
・ 地区舗装工事　    9,311㎡　28,000千円
・中野地区舗装工事　      8,260㎡　24,000千円
・種田地区舗装工事　     13,320㎡　40,000千円
・水道管移転補償(種田 高波 地内) 31,000千円
単独                           (157,760千円)
・種田地区枝線管渠工事　 L＝514ｍ　31,000千円
・(新)勾部 期地区（高波・ ）枝線管渠工事
　　　　　　　　　　　L＝1,350ｍ　 81,000千円
・ 地区舗装工事　   1,438㎡　  5,200千円
・中野地区舗装工事　     1,210㎡　  5,000千円
・種田地区舗装工事　     3,783㎡   11,800千円
・開発 関連管渠工事　L＝200ｍ　 10,800千円
・ 造関連取付管工事　   １０ 所　 2,992千円
・ 造関連小規模舗装　   ２０ 所　 2,808千円
・設計 業務委託（勾部 期 接地）2,160千円
・水道管移転補償(種田 高波 地内)  5,000千円
その他  　                          5,045千円

612,805 補助
市単

消防費 96 総務課（砺
波消防署） 地域消防組合分担

砺波地域消防組合への共通分担 603,987千円、市別分担 4,162
千円、中日本高 道 支 8,671千円、富山県消防防災 リコプ
ター運 負担 2,593千円

619,413 市単

97 総務課（砺
波消防署）

消防団 、施設、機材の整
備及び点検に要する経費

小型動 ポンプ 新（ 勹分団）1,264千円、ポンプ 新（東山
分団）17,589千円、資器材の修繕費1,552千円ほか 22,991 市単

　　　　新=新規事業　拡=拡充事業
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規

拡
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単独事業概要 事業費
（千円）事業名

消防費 98 新 総務課（砺
波消防署） チャンドラ号の修繕 チャンドラ号の修繕など　5,000千円 5,000 市単

教育費 99 新 教育総務課 学校教育指導主事の配置 県から学校教育指導主事（教育職員）の派遣を受け、学校教育に関す
る指導・助 及び調査等を うもの。 人件費計上 市単

100 教育総務課 早期からの教育相談・支援体
制構築事業

特別な支援が必要となる可能性のある子ども及び保護者に対し、情報提
供や相談会等を実施し支援を うもの。（県10/10）
（ 1,392千円、報償費136千円、旅費253千円、 要費127千
円、 拡 5千円、 14千円）

1,927 県単

101 新 教育総務課 教科書改訂に伴う教師用教科
書、指導用教材等整備 小学校教科書改訂に伴う教師用教科書、指導用教材等の整備 11,050 市単

102 教育総務課 小学校 時職員配置等

・小学校 時職員等の配置
　①学校図書館司書（8名）
　②低学 学習支援員（8名）
　③学習支援員（4名）
　④スタディメイト（9名）
　⑤外国人児童支援員（2名）
・心の教室相談員（6名）

30,110 市単

103 拡 教育総務課 学習支援ボランティア活用事業
（小学校） 学習支援ボランティア活用事業補助 （ 校 全 小学校に拡充） 1,200 市単

104 教育総務課 中学校 時職員配置等

・中学校 時職員等の配置
　①学校図書館司書（4名）
　②スタディメイト（3名）
　③外国人生徒支援員（２名）
・心の教室相談員（4名）

10,640 市単

105 拡 教育総務課 学習支援ボランティア活用事業
（中学校） 学習支援ボランティア活用事業補助 （２校 全 中学校に拡充） 600 市単

106 新 学校建設室 小学校施設管 事業 出町小学校 場舗装工事（出町小学校区放課後児童クラブ建設地
横） 7,906 市単

107 新 学校建設室 産学 連携によるらせん水 マ
イクロ水 発電事業

らせん水 で発電した電気を、文 を型どったLEDライトで、ビオトープや
道の防犯用照明として活用。LEDランプ及び水 小 壁面取付用 製
作費等

500 市単

108 学校建設室
・庄川小学校耐震改修事業
・庄南小学校耐震改修事業
・庄東小学校耐震改修事業

【継続費】
・庄川小学校グラウンド改修工事　126,929千円
・庄南小学校グラウンド改修工事　78,926千円
・庄東小学校グラウンド改修工事　119,136千円

324,991 補助

109 新 学校建設室 小学校非構造部材耐震化事
業

・体育館吊天井改修工事(砺波東部小)
・体育館照明改修工事(出町小・砺波東部小・砺波南部小・鷹栖小)
・体育館ﾊﾞｽ ﾄｺﾞｰﾙ改修工事(庄南小・砺波勾部小・庄東小)
・校舎外壁改修工事(出町小)

98,742 補助

110 新 学校建設室 中学校非構造部材耐震化事
業

・ 道館吊天井改修工事(庄勽中、庄川中)
・体育館照明改修工事(全中)
・体育館ﾊﾞｽ ﾄｺﾞｰﾙ改修工事( 拊中、庄川中)
・校舎・体育館外壁改修工事( 拊中、庄川中)

108,691 補助

111 学校給食センター 給食センター管 費
・施設や大型調 機器等の 化に伴う各種修繕等
・ 成6 式（ 207,137k ）の配拡 新にかかる費用
6,515千円

59,600 市単

112 生涯学習・
スポーツ課

オランダ王国リッセ市ジュニア使
節団招請事業

オランダ王国リッセ市ジュニア使節団招請事業
通 ・ ストフ ミリー謝礼　165千円、旅 業務委託 　986千円、マイ
クロバス委託 　200千円、交 会等食 費350千円、その他事務費
228千円

1,929 市単

113 生涯学習・
スポーツ課 社会教育施設指定管 補助

指定管 施設運営事業補助 　 139,407千円
（砺波市文化会館、砺波市農村環境改善センター、庄川生涯学習セン
ター、砺波市美術館、 村外次 庄川美術館及び庄川水資 館
の人件費、法人管 費、自主事業費等）

139,407 市単

114 生涯学習・
スポーツ課 庄川生涯学習センター ・庄川生涯学習センター非常用照明等取替工事　985千円

・（新）庄川生涯学習センター１階トイレ洋式改修工事　3,198千円 4,183 市単

　　　　新=新規事業　拡=拡充事業
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款 № 新
規

拡
充 担当課 補助

単独事業概要 事業費
（千円）事業名

教育費 115 新 生涯学習・
スポーツ課

新砺波図書館整備計画策定
委員会設置等

新砺波図書館整備計画策定
・策定委員会の設置　717千円
・新図書館建設　基本設計業者選定プロポーザル実施　1,121千円

1,838 市単

116 生涯学習・
スポーツ課 市内遺跡調査事業

（国1/2、県1/4）
・市内遺跡調査（増山城下町土塁跡発掘調査含む）
・発掘作業委託

3,402 補助

117 新 生涯学習・
スポーツ課 文化財保存整備事業

・常福寺 物 防犯工事補助 　540千円
国指定文化財木造 绲来 の収蔵 物 の修繕のほか火災報
知機設置、防犯ブザー設置などを う
（国：県：市：常福寺=75：10：10：5のうち市負担分）
・千光寺御幸門及び千光寺土蔵の修繕　2,000千円
砺波市文化財保存事業費補助 交付要綱に基づく交付であり、御幸門
と土蔵に各1,000千円の補助（1か所の補助 上限1,000千円）

2,540 市単

118 新 生涯学習・
スポーツ課 埋蔵文化財保存活用事業

・埋蔵文化財センター管 事業　3,013千円
・埋蔵文化財を活用した普及啓発活動　2,001千円
（国1/2、県1/4）

5,014 市単
補助

119 新 生涯学習・
スポーツ課 文化会館整備事業 ・耐震診断業務委託　8,651千円

・ｽﾀｲﾝｳｪｲｺﾝｻｰﾄﾋﾟｱﾉｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ　4,000千円 12,651 市単

120 生涯学習・
スポーツ課

美術館管 運営費（砺波市
美術館、庄川美術館）

・砺波市美術館（築17 ）
指定管 　24,496千円、（新）勾 階 気設備対策工事
4,300千円、収蔵美術品購入費　2,000千円　等
・庄川美術館（築25 ）
指定管 　6,183千円、（新）自動火災報知設備受勼盤交 工事
1,070千円　等

47,080 市単

121 生涯学習・
スポーツ課 庄川水資 館管 運営費 ・指定管 　2,131千円

・庄川水資 館展示場タイル補修事業　2,000千円 4,131 市単

122 生涯学習・
スポーツ課

となみ庄川散居村縦断
マラソン開催事業

となみ庄川散居村縦断マラソンの開催補助（観光とタイアップしたＰＲの
強化、コース設定の検 、 加者用 場、 拡体制の強化） 2,000 市単

123 生涯学習・
スポーツ課 体育団体育成事業 ・全国大会出場 励補助 　　 1,790千円

・市体育協会活動補助 　　　31,210千円 33,000 市単

124 生涯学習・
スポーツ課 体育施設管 事業

・体育施設指定管 委託 　119,079千円
・体育施設用地   13,437千円
・体育施設修繕工事　6,000千円
・温水プール等運営補助 　18,189千円　　等

173,587 市単

125
図書館

（砺波・庄
川）

砺波庄川図書館運営活動事
業

・（新）雑 スポンサー制 導入
・東部小図書ボランティアとの連携
・富山県図書館協会ナビゲーション事業
 　  「図書館サポーター養成講座（仮）」
・砺波駅図書取次ｻｰﾋﾞｽ委託の継続
・新図書館整備に向けたアンケート調査の継続

20,251 市単

126 砺波まなび交 館
砺波まなび交 館
管 運営事業

砺波まなび交 館の管 運営
・ 少 ームの解体工事、 場整備工事　41,500千円
・砺波まなび交 館 場舗装補修工事　2,000千円

53,452 市単

127 こども課 幼稚園事業

・市 幼稚園（9園）の運営にかかるもの
人件費（ 託、 時）、各園（施設）の維持管 にかかる修繕・工
事、幼児教育のための備品整備など
・出町 幼稚園（認定こども園幼稚園部分）に係る保育実施の委
託、特別保育事業（一時 かり事業）、園児の繿科健診等の委託

139,601 補助

128 新 こども課 給食費に係る補足給付事業
・幼稚園に通う低所得者に対する給食費への助成
　生活保護世帯及び市 税非課税世帯に対して実費負担分である給食
費を助成。　対象者数 11人

672 市単

　　　　新=新規事業　拡=拡充事業
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もうひとつ上の”となみ”づくり事業特別枠

(１）三世代同居推進事業

生費 1 新 こども課
三世代子育て 援
事業（となみっ子にっこり子育て
プロジェクト）

三世代同居世帯の孫世代を０ ２ まで自 で育 した 合、 育所
または 入所時に を贈呈。
補助

対象者140人×100千円＝14,000千円
１人 100千円、２人 は50千円
（ ： 子の 合150千円）

14,000

生費 2 新 こども課 となみっ子　子宝券

対象者の家庭に対して、子育て支援サービスに使える砺波市独自のクーポ
ンを配布をするもの。
印刷製本費として500千円、扶助費として1,800千円
対象者：114人（ 1子・ 2子）×10千円＋22人（ 3子 ）
×30千円

2,300

生費 3 新 社会福祉課 高齢者ちょっとねぎらい事業

対象世帯の 1世代または ２世代（ 世代または 世
代）が ５ 上の を えた 合、市内 等が 用できる
券を贈呈するもの。
補助 510人×10,000円＝　5,100,000円

用費・ 務費 （事務拔 品費、 ）100,000円

5,200

生費 4 新 高齢介護課 介護者もちょっと一息事業

同居の要介護認定４ 上の ５ 上の高齢者のシ ートステイ 用
の一 を助勱するもの。

補助
（認定４:896円＋認定５:964円）÷２×２日＝1,860円
1,860円× 回×222人＝2,477,520円
( 用者拆担 ×勞大 用回 ×対象者 )

2,500

土木費 5 新 都市整備課 三世代同居住 支援事業
三世代同居住 の新 築工事費の一 を補助。
補助

　30件　×　200千円　＝　6,000千円
6,000

農
産業費 6 新 となみ散居村

ミュージアム 定住 進空き家 活用補助

三世代同居住 の 築工事において空き家を活用した 合、現勧
に加算して補助。
現 の 等補助 に、 費の1/4（拘 25勦円）を加算

現 ： 費の1/2（拘 50勦円）
250千円×2件　＝500千円

500

商工費 7 新 商工観光課 孫とお出かけ支援事業

三世代同居にかか ら 世代と子世代が一緒に 勗共施設を
勬した 合、入 を 。
と と 化の拉団への補助 (チューリップ に対する補て

ん)

1,000

教育費 8 新 生涯学習・
スポーツ課 ふるさとの思い出体験事業

地域において、三世代が 加する 事を新たに実施する 合に 要となる
経費を支援。補助対象：市内の団体が実施する昔ながらの道具や遊びを

して、三世代 を推進する新たな事業に要する経費。
補助

20千円/回×45事業

900

教育費 9 新 生涯学習・
スポーツ課 三世代 運動遊び事業

地域において、三世代が 加する 事を新たに実施する 合に 要となる
経費を支援。補助対象：市内の自治会（常会・町中会）が、スポーツ

は クリ ーシ ンを して三世代 を推進する新たな実施に要する経
費。
補助

10千円/回×90事業

900

o 1 o 9　　　 33,300

事業概要 事業費
（千円）款 № 新

規 担当課 事業名
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(２）その他の事業

総務費 10 新 企画調整課 求婚生産プロジェクト事業

子化に 止めをかけるため、「出会い・ 婚」に いて、対象となる拊者や
未婚者の実情を把握し、働きかけることを意図する事業を実施する。同時
に市の に を ってもらう機会とする。

用費150千円、 婚 拷 委託費等350千円

500

総務費 11 新 総務課 道 にいち拱く備える「 ン
サーネットワーク」整備実証実験

道 の 発 所を一 ックアップし、 ンサーネットワークを整備し、
拹を い、 ーム ージ(オープンデー )に勗開し、 に す

ると、担当職員にメール配信するシステムの構築実験を官学共同研究とし
て う。

500

衛生費 12 新 生活環境課 みんなで進めるカラス環境被害
対策モデル事業

カラスの電線止まりによる糞害のほか、羽毛の散乱や多くのカラスの鳴き声
など、環境面での被害が特に大きい地域（出町地区内３地域）をモデル
地区として、その地域住 と した取組みを する。

1,500

農
産業費 13 新 農業振興課

となみ中 地域チャ ンジ
「グッと夢を　一村一品運動モデ
ル事業」

中 地における農業を 勸するために地域住 び 人が一村一品と
なる農産物の取り組みを支援し、地域の活性化を図る。
①耕作放棄地を活用した取組み
②耕作放棄地を発生させないための取組み

2,900

農
産業費 14 新 となみ散居村

ミュージアム
「地域おこし協 隊員」による空
き家 活用 住・定住事業

都市地域から住 を 動し生活の拠点を した者を「地域おこし協
隊員」として委嘱する。隊員は市の嘱託職員として、週5日散居村ミュージ
アムに勤務し、市内の空き家に居住し、業務を実施する。

5,800

商工費 15 新 商工観光課 砺波駅観光案内所機能向上
事業

ＪＲ砺波駅は、城端線をはじめ高速バス・乗り合いバスの拠点となっている
ため、現在の観光案内所業務に物販を加えることにより、案内所機能を向
上させ、 用者の 性と誘客強化を図る。（観光協会への補助事
業）

4,700

商工費 16 新 商工観光課 砺波市オリジナルスイーツ製作
事業

勾 新 線開業 び勾 自動 道高 砺波スマートイン ー 用
開始というビックチャンスを活かすため、観光客やビジネスマンが手頃で購入
できる砺波市のオリジナル観光菓子(スイーツ)を製作し、道の駅や観光施
設等で販売することにより誘客強化を図る。（観光協会への補助事業）

500

教育費 17 新 教育総務課
Tonami English Summer
am 　 TES  ( 　テス

ク)

ＡＬＴ（外国語指導助手）と一緒に様々な活動を体験し英語に親しむ
ことで生 たちの英語 の向上、外国への興 の向上やリッ 市への
中学生使 等の国 活動への な 加を図る。

業勡 に、 勿砺波 自 の家でＡＬＴと英語のみ
（日本語禁止）で生活するイングリッシュ・サマー・キャンプを一泊二日で実
施。市内中学２ 生２０名（ ４ ５名 ）を対象。

300

o 10 o 17　　　 16,700

o 1 o 17　　　　合 50,000

事業名 事業概要 事業費
（千円）款 № 新

規 担当課
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予算編成内容予算編成内容予算編成内容予算編成内容（（（（総合総合総合総合計画計画計画計画の５つの基本方針の５つの基本方針の５つの基本方針の５つの基本方針に基づき調製）に基づき調製）に基づき調製）に基づき調製）        
    

（１）（１）（１）（１）笑顔があふれる福祉のまちづくり笑顔があふれる福祉のまちづくり笑顔があふれる福祉のまちづくり笑顔があふれる福祉のまちづくり                    ７，３７９，９９８７，３７９，９９８７，３７９，９９８７，３７９，９９８千円千円千円千円        

①①①①    生涯を通した心身の健康づくり生涯を通した心身の健康づくり生涯を通した心身の健康づくり生涯を通した心身の健康づくり    

◎健康◎健康◎健康◎健康診査診査診査診査事業（事業（事業（事業（10101010,,,,770770770770 千円）千円）千円）千円）    

・肝炎ウィルス検診、歯周疾患検診、39 歳以下健康診査等を実施 

◎健康づくり啓発事業（◎健康づくり啓発事業（◎健康づくり啓発事業（◎健康づくり啓発事業（3,6063,6063,6063,606 千円）千円）千円）千円）    

・健康教育、健康相談、訪問指導を実施 

◎◎◎◎がん予防がん予防がん予防がん予防検診検診検診検診事業（事業（事業（事業（55553333,1,1,1,103030303 千円千円千円千円））））    

・がん早期発見を目的として、各種がん検診を実施 

・【新規】がん検診受診率向上モデル事業（1,042 千円） 

◎予防接種事業◎予防接種事業◎予防接種事業◎予防接種事業（（（（111146464646,,,,999953535353 千円千円千円千円））））    

・麻しん・風しん、日本脳炎、インフルエンザなど定期予防接種を継続実施 

・協力医療機関での個別接種にて継続実施 

◎病院事業会計繰出◎病院事業会計繰出◎病院事業会計繰出◎病院事業会計繰出（（（（1,201,201,201,203333,,,,127127127127 千円）千円）千円）千円）    

・3 条分（救急医療、高度医療等に要する経費）として 1,185,127 千円、4 条分（建

設改良費等資本的な経費）として 18,000 千円を繰出し 

◎◎◎◎砺波医療圏砺波医療圏砺波医療圏砺波医療圏急患センター運営事業急患センター運営事業急患センター運営事業急患センター運営事業（（（（7,1007,1007,1007,100 千円千円千円千円））））    

・小児科、内科の砺波医療圏急患センターとして、一次救急を実施（砺波広域圏へ

の負担金） 
 

②②②②    夢や喜びを感じる子育て環境の整備夢や喜びを感じる子育て環境の整備夢や喜びを感じる子育て環境の整備夢や喜びを感じる子育て環境の整備    

◎◎◎◎児童手児童手児童手児童手当給付事務当給付事務当給付事務当給付事務（（（（888854545454,,,,165165165165 千円千円千円千円））））    

・児童手当の給付（中学校修了前の子どもを対象に支給、0 歳から 3 歳未満 15,000

円/月、3 歳から小学校修了前まで 10,000 円/月（第 3 子以降 15,000 円/月）、中

学生 10,000 円/月、所得制限を超える世帯 5,000 円/月） 

◎児童福祉総務費（◎児童福祉総務費（◎児童福祉総務費（◎児童福祉総務費（9,1439,1439,1439,143 千円）千円）千円）千円）    

・幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進    

◎保育所運営事業（◎保育所運営事業（◎保育所運営事業（◎保育所運営事業（444476767676,,,,112112112112 千円千円千円千円））））    

・市内の 11 保育所の運営管理費 

・【新規】子ども・子育て支援システム運用保守業務委託（2,165 千円） 

・【新規】保育料の改定に伴う経過措置事業（1,041 千円） 

◎◎◎◎【新規】【新規】【新規】【新規】保育施設整備事業（保育施設整備事業（保育施設整備事業（保育施設整備事業（193,708193,708193,708193,708 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】出町地区、南部地区（五鹿屋、東野尻）の保育施設整備（167,621 千円） 
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※油田保育所移転・改築に伴う用地買収・造成工事・開発行為に伴う用地造成測量

等業務等経費(117,068 千円)は土地開発公社で計上 

・【新規】鷹栖保育所・東山見保育所の耐震補強計画・設計業務委託（26,087 千円） 

◎保育実施委託運営事業（◎保育実施委託運営事業（◎保育実施委託運営事業（◎保育実施委託運営事業（348348348348,,,,232232232232 千円）千円）千円）千円）    

・市内の民間保育所及び認定こども園の保育所分、市外の保育所への保育実施委託

として 311,111 千円 

・特別保育事業（一時預かり、延長保育、病後児保育、保育士等処遇改善等）に対

する補助金として 32,908 千円 

・病後児保育委託として 4,213 千円 

◎幼稚園管理運営事業◎幼稚園管理運営事業◎幼稚園管理運営事業◎幼稚園管理運営事業（（（（140140140140,,,,273273273273 千円千円千円千円））））    

・市内の 9 幼稚園の運営管理費 

・【新規】給食費に係る補足給付事業（672 千円） 

◎◎◎◎地域児童対策事業地域児童対策事業地域児童対策事業地域児童対策事業（（（（29292929,,,,908908908908 千円千円千円千円））））    

・市内の 8 小学校下における児童の放課後児童クラブ運営委託費として 26,462 千

円 

◎◎◎◎【新規】【新規】【新規】【新規】放課後児童クラブ整備事業（放課後児童クラブ整備事業（放課後児童クラブ整備事業（放課後児童クラブ整備事業（51515151,,,,388388388388 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】出町小学校区放課後児童教室工事監理業務委託（2,388 千円） 

・【新規】出町小学校区放課後児教室建築等工事（49,000 千円） 

     ◎子育て支援◎子育て支援◎子育て支援◎子育て支援センターセンターセンターセンター運営運営運営運営事業事業事業事業費費費費（（（（44448888,,,,396396396396 千円千円千円千円））））    

・市内 7 カ所の子育て支援センター事業費 

◎こども・妊産婦医療◎こども・妊産婦医療◎こども・妊産婦医療◎こども・妊産婦医療給付事務給付事務給付事務給付事務（（（（111184848484,,,,814814814814 千円千円千円千円））））    

・乳幼児、児童（０歳～小学生）、生徒（中学生）、妊産婦の対象疾病にかかる入・

通院費を助成 

・未熟児養育医療費等の公費負担（2,884 千円） 

◎三世代同居推進◎三世代同居推進◎三世代同居推進◎三世代同居推進事業（事業（事業（事業（16,30016,30016,30016,300 千円）千円）千円）千円）    

・【新規／特別／三世代】三世代子育て応援給付金給付事業（となみっ子にっこり

子育てプロジェクト）（14,000 千円） 

・【新規／特別／三世代】となみっ子 子宝券（2,300 千円） 

  ◎子育て世帯臨時特例給付金給付事業費（◎子育て世帯臨時特例給付金給付事業費（◎子育て世帯臨時特例給付金給付事業費（◎子育て世帯臨時特例給付金給付事業費（26262626,,,,950950950950 千円）千円）千円）千円）    

  ・子育て世帯臨時特例給付金費 3,000 円×7,100 人（21,300 千円） 

◎母子保健対策事業（◎母子保健対策事業（◎母子保健対策事業（◎母子保健対策事業（48484848,,,,934934934934 千円千円千円千円））））    

・乳幼児健康診査事業費（集団）として 4,728 千円、妊産婦・乳児健康診査事業費

（委託）として 43,990 千円 

・未熟児訪問指導事業（216 千円） 



- 21 - 

  ◎母子保健推進事業（◎母子保健推進事業（◎母子保健推進事業（◎母子保健推進事業（21,2221,2221,2221,225555 千円）千円）千円）千円）    

  ・「マイナス１歳」からはじめるむし歯予防（妊婦歯科健診）を含めたむし歯予防

パーフェクト作戦事業として 5,291 千円、不妊治療費助成金交付事業費 

（1 回の治療につき 15 万円まで、1 年度当たり 2 回を限度）として 12,932 千円 

 

③③③③    長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉の充実長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉の充実長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉の充実長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉の充実    

    ◎在宅福祉対策事業（◎在宅福祉対策事業（◎在宅福祉対策事業（◎在宅福祉対策事業（23,44623,44623,44623,446 千円）千円）千円）千円）    

・【新規／特別／三世代】介護者もちょっと一息事業（2,500 千円）    

        ◎地域支援◎地域支援◎地域支援◎地域支援（介護保険組合からの受託）事業（（介護保険組合からの受託）事業（（介護保険組合からの受託）事業（（介護保険組合からの受託）事業（44440000,,,,366366366366 千円千円千円千円））））    

・高齢者が要介護状態にならないように、また要介護となった場合でもできるだけ

自立した生活を送れるように支援を実施（介護予防事業、家族介護・自立生活支

援等事業） 

◎◎◎◎庄川介護予防事業庄川介護予防事業庄川介護予防事業庄川介護予防事業（（（（11117777,,,,264264264264 千円千円千円千円））））    

  ・庄川健康プラザ（ウォーキングプール・機能訓練室）で、健康保持や運動器維持

のため介護予防事業を実施 

  ◎臨時福祉給付金給付事業費（◎臨時福祉給付金給付事業費（◎臨時福祉給付金給付事業費（◎臨時福祉給付金給付事業費（51,96551,96551,96551,965 千円）千円）千円）千円）    

     ・臨時福祉給付金給付費 6,000 円×7,000 人（42,000 千円） 

◎地域包括支援センター運営事業（◎地域包括支援センター運営事業（◎地域包括支援センター運営事業（◎地域包括支援センター運営事業（38,90138,90138,90138,901 千円）千円）千円）千円）    

・地域での介護予防事業と認知症対策に重点 

◎【新規】地域包括ケア推進事業（◎【新規】地域包括ケア推進事業（◎【新規】地域包括ケア推進事業（◎【新規】地域包括ケア推進事業（591591591591 千円）千円）千円）千円）    

・地域包括ケア体制の推進のため、「地域ケア会議」の充実 

◎高齢者生活支援事業（◎高齢者生活支援事業（◎高齢者生活支援事業（◎高齢者生活支援事業（22227777,,,,205205205205 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】災対法改正に伴い避難行動要支援者名簿を作成、また作成行動を通じて

日頃からの地域での要支援者の見守りや支え合い活動の構築、拡充につなげる

「ほっとなみ“地域の力でささえ愛”事業」（4,000 千円） 

・【新規／特別／三世代】高齢者ちょっとねぎらい事業（5,200 千円） 

 

④④④④    自立を支援する障がい自立を支援する障がい自立を支援する障がい自立を支援する障がい者者者者((((児児児児))))福祉の充実福祉の充実福祉の充実福祉の充実 

     ◎◎◎◎障害福祉サービス事業障害福祉サービス事業障害福祉サービス事業障害福祉サービス事業（（（（666659595959,0,0,0,042424242 千円千円千円千円））））    

・身体、知的、精神障害者等が、地域で自立した日常生活等を営むことができるよ

う必要な福祉サービスに係る給付や相談支援業務等を実施     

     ◎重度障害者等医療費助成事業（◎重度障害者等医療費助成事業（◎重度障害者等医療費助成事業（◎重度障害者等医療費助成事業（121212122222,,,,239239239239 千円）千円）千円）千円）    

  ・重度心身障害者等に医療費の一部を助成 

  ◎障害児通所給付事業（◎障害児通所給付事業（◎障害児通所給付事業（◎障害児通所給付事業（68,68,68,68,178178178178 千円）千円）千円）千円）    
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・障害児が身近な地域で支援を受けられるよう、福祉サービスに係る給付を実施    
 

⑤⑤⑤⑤    みんなで支えあう福祉活動の推進みんなで支えあう福祉活動の推進みんなで支えあう福祉活動の推進みんなで支えあう福祉活動の推進    

     ◎◎◎◎民生委員・児童委員活動事業民生委員・児童委員活動事業民生委員・児童委員活動事業民生委員・児童委員活動事業（（（（8,1908,1908,1908,190 千円千円千円千円））））    

  ・地域の見守りが必要な要支援者に適した個別福祉サービスの充実強化のため、ケ

アネット型事業を 21 地区で実施（市社会福祉協議会へ補助） 

  ◎児童扶養手当給◎児童扶養手当給◎児童扶養手当給◎児童扶養手当給付事業（付事業（付事業（付事業（121212124444,,,,980980980980 千円）千円）千円）千円）    

  ・18 才未満の子を監護するひとり親家庭等の母又は父等に手当を支給 

◎生活保護費（◎生活保護費（◎生活保護費（◎生活保護費（109,000109,000109,000109,000 千円）千円）千円）千円）    

  ・生活扶助、医療扶助、住宅扶助等の扶助費 

  ◎国民健康保険事業◎国民健康保険事業◎国民健康保険事業◎国民健康保険事業会計会計会計会計繰出繰出繰出繰出（（（（208208208208,,,,640640640640 千円）千円）千円）千円）    

  ・保険基盤安定事業として 134,443 千円、財政安定化支援事業として 16,000 千円、

出産育児一時金として 11,200 千円、特定健康診査補助金ほか事務費として

46,411 千円、【新規】社会保障・税番号制度対応に伴うシステム整備費として 586

千円を繰出し 

◎介護保険◎介護保険◎介護保険◎介護保険組合負担組合負担組合負担組合負担金金金金（（（（666680808080,6,6,6,609090909 千円）千円）千円）千円）    

  ・一般事務費分担金として 41,457 千円、認定等事務費分担金として 46,805 千円、

介護給付費分担金として 549,659 千円、地域支援事業負担金として 15,866 千円 

  ・【新規】社会保障・税番号制度対応に伴うシステム改修分担金(10,050 千円) 

  ・【新規】介護保険料軽減費用分担金(15,000 千円) 

  ◎後期高齢者医療事業（◎後期高齢者医療事業（◎後期高齢者医療事業（◎後期高齢者医療事業（439439439439,,,,719719719719 千円）千円）千円）千円）    

・療養給付費負担金として 430,224 千円、後期高齢者健康診査補助金として 9,495

千円（後期高齢者医療広域連合へ） 

◎後◎後◎後◎後期高齢者医療事業会計繰出（期高齢者医療事業会計繰出（期高齢者医療事業会計繰出（期高齢者医療事業会計繰出（139139139139,,,,608608608608 千円）千円）千円）千円）    

・保険基盤安定負担金として 101,029 千円、広域連合事務費負担金として 30,236

千円、保険料徴収事務費として 5,549 千円、後期高齢者健康診査一部負担金とし

て 2,500 千円、【新規】社会保障・税番号制度対応に伴うシステム整備費として

294 千円を繰出し 

 

（２）（２）（２）（２）「人」と「心」を育む「人」と「心」を育む「人」と「心」を育む「人」と「心」を育むまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり                        １，７８１，３４８１，７８１，３４８１，７８１，３４８１，７８１，３４８千円千円千円千円        

①①①①    自立と共生の人間形成をめざした教育の充実自立と共生の人間形成をめざした教育の充実自立と共生の人間形成をめざした教育の充実自立と共生の人間形成をめざした教育の充実    

        ◎◎◎◎小中学校教育奨励事業小中学校教育奨励事業小中学校教育奨励事業小中学校教育奨励事業（（（（93939393,,,,048048048048 千円）千円）千円）千円）    

・学校図書館司書、スタディメイト、小学校学習支援員等を配置 

・県の四季防災館における児童の災害体験学習支援（往復バス運行） 
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        ◎児童◎児童◎児童◎児童・生徒・生徒・生徒・生徒就学奨励事業（就学奨励事業（就学奨励事業（就学奨励事業（31,80031,80031,80031,800 千円）千円）千円）千円）    

・要保護・準要保護児童生徒就学援助費、特別支援教育就学奨励費 

        ◎心の教室運営事業（◎心の教室運営事業（◎心の教室運営事業（◎心の教室運営事業（5,9925,9925,9925,992 千円）千円）千円）千円）    

・心の教室相談員の配置（出町小、庄南小、砺波東部小、砺波南部小、砺波北部小、

庄川小、全４中学校）    

◎小中学校教育振興補助事業費（◎小中学校教育振興補助事業費（◎小中学校教育振興補助事業費（◎小中学校教育振興補助事業費（12,73112,73112,73112,731 千円）千円）千円）千円）    

・いじめ防止講演会等補助金として 70,000 円×12 校（840 千円） 

・学習支援ボランティア活用事業補助金として 150,000 円×12 校（1,800 千円）    

◎◎◎◎給食センター運営給食センター運営給食センター運営給食センター運営管理管理管理管理事業事業事業事業（（（（124,971124,971124,971124,971 千円）千円）千円）千円）    

・学校給食センター調理・洗浄等業務委託費として 63,504 千円、施設維持管理費

として 54,952 千円 

・【新規】配送車更新購入費（6,515 千円）    

◎◎◎◎小小小小学校施設学校施設学校施設学校施設管理管理管理管理事業事業事業事業（（（（105,230105,230105,230105,230 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】出町小学校駐車場舗装工事（7,906 千円） 

・【新規】昇降口電気錠設置工事（3,924 千円） 

・【新規】産学官連携によるらせん水車マイクロ水力発電事業（500 千円）    

◎中学校施設管理事業（◎中学校施設管理事業（◎中学校施設管理事業（◎中学校施設管理事業（53,32653,32653,32653,326 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】庄西中学校防犯カメラシステム設置工事（4,851 千円）    

◎庄川◎庄川◎庄川◎庄川小学校小学校小学校小学校耐震改修耐震改修耐震改修耐震改修事事事事費費費費（（（（126,929126,929126,929126,929 千円千円千円千円））））    

・平成 24～27 年度継続事業の最終年度 

・グラウンド改修工事 

◎庄南小学校耐震改修事費（◎庄南小学校耐震改修事費（◎庄南小学校耐震改修事費（◎庄南小学校耐震改修事費（78,92678,92678,92678,926 千円）千円）千円）千円）    

・平成 25～27 年度継続事業の最終年度 

・グラウンド改修工事 

◎庄東小学校耐震改修事費（◎庄東小学校耐震改修事費（◎庄東小学校耐震改修事費（◎庄東小学校耐震改修事費（111111119,1369,1369,1369,136 千円）千円）千円）千円）    

・平成 25～27 年度継続事業の最終年度 

・グラウンド改修工事 

◎◎◎◎【新規】【新規】【新規】【新規】小中学校非構造部材耐震化事業小中学校非構造部材耐震化事業小中学校非構造部材耐震化事業小中学校非構造部材耐震化事業（（（（207,433207,433207,433207,433 千円）千円）千円）千円）    

・体育館・武道館吊天井、照明、バスケットゴール、外壁改修工事 

◎スクールバス◎スクールバス◎スクールバス◎スクールバス運行事業（運行事業（運行事業（運行事業（14,14,14,14,653653653653 千円）千円）千円）千円）    

  ・通学バス運転委託料、校外学習活動費 
 

②②②②    豊かな豊かな豊かな豊かな人間力を高める人づくりの人間力を高める人づくりの人間力を高める人づくりの人間力を高める人づくりの推進推進推進推進    

        ◎◎◎◎スポーツエキスパートスポーツエキスパートスポーツエキスパートスポーツエキスパート事業事業事業事業（（（（2,2,2,2,974974974974 千円千円千円千円））））    

  ・中学校部活動の指導者として、スポーツエキスパートを派遣 
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        ◎１４歳の挑戦事業（◎１４歳の挑戦事業（◎１４歳の挑戦事業（◎１４歳の挑戦事業（1,81,81,81,869696969 千円千円千円千円））））    

  ・中学２年生の勤労体験を実施 
 

③③③③    楽しく学び自らを高める楽しく学び自らを高める楽しく学び自らを高める楽しく学び自らを高める生涯学習の推進生涯学習の推進生涯学習の推進生涯学習の推進    

  ◎◎◎◎地区公民館活動事業地区公民館活動事業地区公民館活動事業地区公民館活動事業（（（（39,439,439,439,471717171 千円千円千円千円））））    

  ・公民館運営・活動委託として 17,485 千円、公民館及び社会教育活動施設建設補助と

して1,500千円 

        ◎生涯学習◎生涯学習◎生涯学習◎生涯学習推進事業（推進事業（推進事業（推進事業（1,9001,9001,9001,900 千円）千円）千円）千円）    

  ・【新規／特別／三世代】ふるさとの思い出体験事業（900千円） 

  ◎砺波まなび交流館事業（◎砺波まなび交流館事業（◎砺波まなび交流館事業（◎砺波まなび交流館事業（55555555,,,,444444444444 千円）千円）千円）千円）    

  ・教室開設事業として1,992千円、管理運営費として9,952千円 

・【新規】勤労青少年ホーム解体・駐車場整備工事費として41,500千円、砺波まなび交

流館駐車場舗装補修として2,000千円 

  ◎◎◎◎【新規】【新規】【新規】【新規】新新新新図書館整備事業図書館整備事業図書館整備事業図書館整備事業（（（（1,8381,8381,8381,838 千円）千円）千円）千円）    

  ・新砺波図書館整備計画の策定（策定委員会の設置、基本設計プロポーザルの実施） 

        ◎図書館運営活動◎図書館運営活動◎図書館運営活動◎図書館運営活動（（（（20,20,20,20,251251251251 千円千円千円千円））））    

  ・砺波図書館、庄川図書館図書購入費として 12,000 千円 
 

④④④④    芸術・文化活動の振興と伝統文化の継承芸術・文化活動の振興と伝統文化の継承芸術・文化活動の振興と伝統文化の継承芸術・文化活動の振興と伝統文化の継承    

◎文化会館整備事業費（◎文化会館整備事業費（◎文化会館整備事業費（◎文化会館整備事業費（12,65112,65112,65112,651 千円）千円）千円）千円）    

    ・【新規】耐震診断業務委託（8,651 千円） 

・【新規】スタインウェイコンサートピアノオーバーホール（4,000 千円） 

  ◎美術館管理運営費（◎美術館管理運営費（◎美術館管理運営費（◎美術館管理運営費（44447777,,,,080080080080 千円）千円）千円）千円）    

        ・【新規】砺波市美術館北側階段換気設備工事（4,300 千円） 

◎◎◎◎文化財保全活用文化財保全活用文化財保全活用文化財保全活用事業（事業（事業（事業（2222,,,,995995995995 千円）千円）千円）千円）    

・子供歌舞伎曳山の浄瑠璃、三味線の後継者育成補助として 1,300 千円 

◎文化財施設管理運営◎文化財施設管理運営◎文化財施設管理運営◎文化財施設管理運営事業（事業（事業（事業（8,0898,0898,0898,089 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】埋蔵文化財センター管理事業（3,013 千円） 

・【新規】埋蔵文化財を活用した普及啓発活動（2,001 千円） 

◎増山城跡整備活用事業（◎増山城跡整備活用事業（◎増山城跡整備活用事業（◎増山城跡整備活用事業（6666,0,0,0,022222222 千円）千円）千円）千円）    

  ・史跡土地購入事業費として 4,501 千円、普及啓発イベント（戦国祭り）として

373 千円 
 

⑤⑤⑤⑤    健全な心と体を育むスポーツ健全な心と体を育むスポーツ健全な心と体を育むスポーツ健全な心と体を育むスポーツの振興の振興の振興の振興    

◎生涯スポーツ振興事業（◎生涯スポーツ振興事業（◎生涯スポーツ振興事業（◎生涯スポーツ振興事業（8,2008,2008,2008,200 千円）千円）千円）千円）    

・【新規／特別／三世代】三世代交流運動遊び事業（900 千円） 
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◎スポーツ奨励事業◎スポーツ奨励事業◎スポーツ奨励事業◎スポーツ奨励事業（（（（8,38,38,38,300000000 千円千円千円千円））））    

・となみ庄川散居村縦断マラソン開催補助として 2,000 千円 

◎体育団体育成事業（◎体育団体育成事業（◎体育団体育成事業（◎体育団体育成事業（33333333,,,,000000000000 千円）千円）千円）千円）    

・スポーツ大会派遣激励補助として 1,790 千円 

◎体育施設◎体育施設◎体育施設◎体育施設費費費費（（（（173173173173,5,5,5,587878787 千円千円千円千円））））    

・温水プール、総合運動公園、砺波体育センター等指定管理料として 119,079 千円 

 

（３）（３）（３）（３）庄川と散居に広がる快適な庄川と散居に広がる快適な庄川と散居に広がる快適な庄川と散居に広がる快適なまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり                ３，５０８３，５０８３，５０８３，５０８，，，，６６６６１３１３１３１３千円千円千円千円        

①①①①    清流や散居を活かした景観の整備清流や散居を活かした景観の整備清流や散居を活かした景観の整備清流や散居を活かした景観の整備    

◎◎◎◎空空空空き家利活用き家利活用き家利活用き家利活用事業事業事業事業等等等等（（（（14141414,,,,313313313313 千円）千円）千円）千円）        

・空き家再生等推進協議会運営費（149 千円） 

  ・空き家情報バンク事業費（3,084 千円） 

  ・【新規／特別枠】「地域おこし協力隊員」による空き家利活用移住・定住事業とし 

て 5,800 千円 

 ・空き家利活用交流事業費（1,080 千円） 

  ・定住促進空き家利活用・砺波暮らし体験交流補助事業（1,900 千円） 

  ・【新規／特別／三世代】定住促進空き家利活用補助金として 500 千円 

   三世代同居住宅の場合、改修費の 1／2（限度額 50 万円）の現行制度に改修費の

1／4（限度額 25 万円）を加算 

・第２のふるさと発見事業（1,800 千円） 

◎文化財保存整備事業（◎文化財保存整備事業（◎文化財保存整備事業（◎文化財保存整備事業（5,9425,9425,9425,942 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】千光寺土蔵等修繕工事補助事業（2,000 千円） 

・【新規】常福寺宝物庫防犯工事補助事業（540 千円） 

◎散村地域研究所運営事業（◎散村地域研究所運営事業（◎散村地域研究所運営事業（◎散村地域研究所運営事業（4,5464,5464,5464,546 千円）千円）千円）千円）    

・【新規／特別】「もっと知りたい砺波の散村」冊子の作成（200 千円） 

◎◎◎◎景観景観景観景観まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり事業事業事業事業（（（（7,37,37,37,300000000 千円千円千円千円））））            

・砺波市景観まちづくり計画概要版の作成（236 千円） 

・景観まちづくり審議会の開催（312 千円） 

・【新規】景観まちづくり事業費補助金として 6,400 千円 

 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組  

 に対して補助する 

◎庄川水辺プラザ整備事業（◎庄川水辺プラザ整備事業（◎庄川水辺プラザ整備事業（◎庄川水辺プラザ整備事業（17,90317,90317,90317,903 千円）千円）千円）千円）    

・パークゴルフコース（36 ホール）用備品及びコース整備機械の購入 

◎緑花促進事業（◎緑花促進事業（◎緑花促進事業（◎緑花促進事業（30,25130,25130,25130,251 千円）千円）千円）千円）            
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・花苗の配布、地域花壇の維持管理、「花とみどりの少年団」の育成、保存樹の保全事 

業の委託、補助（29,251 千円） 

・生け垣設置に要する経費の補助（1,000 千円） 

 

②②②②    環境にやさしい循環型社会の形成環境にやさしい循環型社会の形成環境にやさしい循環型社会の形成環境にやさしい循環型社会の形成    

◎エコ◎エコ◎エコ◎エコ推進事業推進事業推進事業推進事業（（（（4,4,4,4,600600600600 千円）千円）千円）千円）    

・住宅用太陽光発電システム設置補助金として 3,000 千円 

・ＬＥＤ街路灯等導入事業（リース料支払）（1,449 千円） 

・エコライフ・花と緑いっぱい事業（緑のカーテンコンテスト）130 千円 

◎小水力発電調査事業（◎小水力発電調査事業（◎小水力発電調査事業（◎小水力発電調査事業（160160160160 千円）千円）千円）千円）    

◎◎◎◎じんかい処理じんかい処理じんかい処理じんかい処理事業事業事業事業（（（（333343434343,8,8,8,827272727 千円千円千円千円））））    

・ごみ収集業務委託費として 74,000 千円 

・クリーンセンターとなみ分担金として 234,810 千円 

◎有害鳥獣等予察等事業（◎有害鳥獣等予察等事業（◎有害鳥獣等予察等事業（◎有害鳥獣等予察等事業（5555,,,,451451451451 千円）千円）千円）千円）    

・イノシシ捕獲檻管理委託として 1,800 千円、イノシシ侵入防止電気柵整備補助金 

として 1,500 千円 

◎環境衛生対策事業（◎環境衛生対策事業（◎環境衛生対策事業（◎環境衛生対策事業（4,8834,8834,8834,883 千円）千円）千円）千円）    

・【新規／特別枠】みんなで進めるカラス環境被害対策モデル事業（1,500 千円） 

◎豊かな森林づくり◎豊かな森林づくり◎豊かな森林づくり◎豊かな森林づくり事業事業事業事業（（（（7777,,,,580580580580 千円）千円）千円）千円）    

・里山再生整備事業費（里山林の整備、竹林の整理等）として 6,378 千円 
 

③③③③    機能的な都市基盤の整備機能的な都市基盤の整備機能的な都市基盤の整備機能的な都市基盤の整備    

◎道路橋りょう維持修繕事業（◎道路橋りょう維持修繕事業（◎道路橋りょう維持修繕事業（◎道路橋りょう維持修繕事業（146,892146,892146,892146,892 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】橋梁長寿命化修繕計画に伴う詳細設計業務委託（22,000 千円） 

・【新規】橋梁点検業務委託（40,000 千円）    

◎市道改良事業（◎市道改良事業（◎市道改良事業（◎市道改良事業（333348484848,,,,868868868868 千円）千円）千円）千円）    

・示野上中野線、小杉狐島線(Ⅱ期)、十年明千保線、表町 10 号線外、駅南線、中

神東宮森線、鷹栖高儀線(Ⅱ期)等の道路改良事業を実施 

◎道路交通安全施設整備事業（◎道路交通安全施設整備事業（◎道路交通安全施設整備事業（◎道路交通安全施設整備事業（33338,8,8,8,757575750000 千円）千円）千円）千円）    

・道路交通における安全確保に向け、道路安全施設の整備及び修繕 

◎【新規】街路事業◎【新規】街路事業◎【新規】街路事業◎【新規】街路事業（（（（5555,3,3,3,350505050 千円千円千円千円））））    

・砺波駅前広場イメージアップ基本計画に基づき、砺波駅前広場の現況測量・実施

設計等を実施  

◎組合施行土地区画整理事業◎組合施行土地区画整理事業◎組合施行土地区画整理事業◎組合施行土地区画整理事業（（（（14141414,,,,800800800800 千円千円千円千円））））    

・中神地区地元（市）負担金として 14,800 千円 
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◎土地区画整理推進事業（◎土地区画整理推進事業（◎土地区画整理推進事業（◎土地区画整理推進事業（2222,,,,777700000000 千円）千円）千円）千円）    

・出町東部第３地区の沿道区画整理街路事業に必要な事業調査 

◎公園管理事業（◎公園管理事業（◎公園管理事業（◎公園管理事業（231231231231,,,,671671671671 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】公園施設長寿命化計画実施事業（砺波チューリップの公園北門更新及び

ひょうたん池の溢水対策）として 200,000 千円 

◎駐車場◎駐車場◎駐車場◎駐車場管理運営事業（管理運営事業（管理運営事業（管理運営事業（6,6,6,6,303303303303 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】駅南駐車場舗装補修等（1,000 千円） 

◎バス運行◎バス運行◎バス運行◎バス運行事業事業事業事業（（（（67676767,,,,404404404404 千円）千円）千円）千円）    

・市営バス運行業務委託料として50,087千円 

・【新規】市営バス（庄川線）車両購入費として11,207 千円 

・【新規】新たな公共交通を考える研究会会議費として260千円 

◎城端・氷見線活性化事業（◎城端・氷見線活性化事業（◎城端・氷見線活性化事業（◎城端・氷見線活性化事業（28,95228,95228,95228,952 千円）千円）千円）千円）    

・城端・氷見線活性化推進協議会増便負担金として25,392 千円 
  

④④④④    快適な居住環境の整備快適な居住環境の整備快適な居住環境の整備快適な居住環境の整備    

◎◎◎◎合併処理浄化槽設置合併処理浄化槽設置合併処理浄化槽設置合併処理浄化槽設置事業事業事業事業（（（（25,0525,0525,0525,053333 千円千円千円千円））））    

   ・公共下水道事業計画区域、農業集落排水事業整備区域及び特定地域生活排水処

理事業（浄化槽）整備区域を除く区域内の専用住宅等に対して、浄化槽を設置さ

れる場合に、市がその設置費用の一部を助成するもの 

◎下水道事業◎下水道事業◎下水道事業◎下水道事業会計会計会計会計繰出（繰出（繰出（繰出（666666660,0000,0000,0000,000 千円）千円）千円）千円）    

・公共下水道事業分として 450,000 千円、農村下水道事業分として 210,000 

千円を繰出し 

◎◎◎◎地域住宅支援地域住宅支援地域住宅支援地域住宅支援事業事業事業事業（（（（40404040,,,,045045045045 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】東鷹栖団地１号棟外壁改善・換気扇新設工事として 10,352 千円 

・【新規】東鷹栖団地１・２号棟排水管改善工事として 2,493 千円 

・【新規／特別／三世代】三世代同居住宅支援事業（6,000 千円） 
 

 ⑤⑤⑤⑤    安全で安心して暮らせるまちづくりの推進安全で安心して暮らせるまちづくりの推進安全で安心して暮らせるまちづくりの推進安全で安心して暮らせるまちづくりの推進    

◎防災対策事業◎防災対策事業◎防災対策事業◎防災対策事業（（（（8,8,8,8,000093939393 千円）千円）千円）千円）    

・防災訓練事業（770 千円） 

・防災行政無線等管理運営費（4,453 千円） 

・自主防災組織育成事業（599 千円） 

◎溢水対策事業（◎溢水対策事業（◎溢水対策事業（◎溢水対策事業（9999,000,000,000,000 千円）千円）千円）千円）    

・市街地道路溢水防止事業（9,000 千円）    

◎◎◎◎国営附帯農地防災事業（国営附帯農地防災事業（国営附帯農地防災事業（国営附帯農地防災事業（111111111111,,,,010010010010 千円千円千円千円））））    
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・国営附帯県営農地防災事業（庄川左岸一期地区、庄川左岸二期地区）負担金 

◎急傾斜地崩壊対策事業（◎急傾斜地崩壊対策事業（◎急傾斜地崩壊対策事業（◎急傾斜地崩壊対策事業（10,00010,00010,00010,000 千円）千円）千円）千円）    

・庄（１）地区小規模急傾斜地崩壊対策事業（平成 23～28 年度）    

◎◎◎◎砺波地域消防組合分担金砺波地域消防組合分担金砺波地域消防組合分担金砺波地域消防組合分担金等等等等（（（（619,413619,413619,413619,413 千円）千円）千円）千円）    

小矢部市、南砺市との３市で運営    

◎◎◎◎消防団機械等整備費消防団機械等整備費消防団機械等整備費消防団機械等整備費（（（（22,99122,99122,99122,991 千円千円千円千円））））    

・小型動力ポンプ更新（青島）として 1,265 千円 

・消防ポンプ車更新（東山見）として 17,590 千円 

  ◎雪寒地域道路防雪事業◎雪寒地域道路防雪事業◎雪寒地域道路防雪事業◎雪寒地域道路防雪事業（（（（44443333,,,,555500000000 千円千円千円千円））））    

・消雪施設リフレッシュ工事及び消雪設備設置工事 

市道太田工場団地線（19,000 千円）、市道鍋島 11 号線外（17,000 千円）、市道停

車場中央町線（7,500 千円） 

◎除雪◎除雪◎除雪◎除雪対策対策対策対策事業（事業（事業（事業（205205205205,,,,274274274274 千円）千円）千円）千円）    

・除雪委託料として 60,183 千円、除雪ドーザ更新として 30,000 千円 

    

（４）（４）（４）（４）魅力ある産業が発展する魅力ある産業が発展する魅力ある産業が発展する魅力ある産業が発展するまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり                １，５７８，４８３１，５７８，４８３１，５７８，４８３１，５７８，４８３千円千円千円千円        

①①①①    確かな基盤確かな基盤確かな基盤確かな基盤づくりとづくりとづくりとづくりと風土を活かした風土を活かした風土を活かした風土を活かした新たな新たな新たな新たな農林業の確立農林業の確立農林業の確立農林業の確立    

◎中山間地域農業活性化対策事業（◎中山間地域農業活性化対策事業（◎中山間地域農業活性化対策事業（◎中山間地域農業活性化対策事業（34,50934,50934,50934,509 千円）千円）千円）千円）    

・【新規／特別】となみ中山間地域チャレンジ～「グッと夢を 一村一品モデル事 

業」（2,900 千円） 

◎林道治山事業（◎林道治山事業（◎林道治山事業（◎林道治山事業（12121212,,,,302302302302 千円）千円）千円）千円）    

・井栗谷地内山腹崩壊防止工事（3,000 千円） 

・林道増山城跡線災害復旧工事（5,000 千円） 

・【新規】林道三谷線補修（1,165 千円） 

・林道牛岳・横住奥山・増山城跡・福山浅谷線維持管理（400 千円） 

◎かんがい排水事業補助（◎かんがい排水事業補助（◎かんがい排水事業補助（◎かんがい排水事業補助（49494949,,,,283283283283 千円）千円）千円）千円）    

・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金（庄西１期地区 400,000 千円、芹 

谷野地区 30,000 千円、庄川２期地区 73,000 千円） 

・県単かんがい排水事業補助金として 4,723 千円    

◎土地改良総合整備事業補助（◎土地改良総合整備事業補助（◎土地改良総合整備事業補助（◎土地改良総合整備事業補助（52525252,,,,360360360360 千円千円千円千円））））    

・県営経営体育成基盤整備事業負担金として 52,360 千円 

◎中山間地域総合整備事業負担金（◎中山間地域総合整備事業負担金（◎中山間地域総合整備事業負担金（◎中山間地域総合整備事業負担金（9,9,9,9,505050500000 千円）千円）千円）千円）    

・「となみ・なんと山麓地区」負担金（平成 23～29 年度の 7 カ年事業） 

◎農業行政事務（◎農業行政事務（◎農業行政事務（◎農業行政事務（4,2434,2434,2434,243 千円）千円）千円）千円）    
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・【新規】閑乗寺夢木香村案内標識看板設置等として 795 千円 

・【新規】閑乗寺夢木香村テニスコート改修工事として 1,620 千円 

◎◎◎◎農業経営等構造対策事業（農業経営等構造対策事業（農業経営等構造対策事業（農業経営等構造対策事業（66,57366,57366,57366,573 千円）千円）千円）千円）    

・農地中間管理事業：機構集積協力金交付事業として 50,000 千円、新規担い手規

模拡大支援事業補助金として 8,740 千円、経営体育成支援事業補助金として

6,000 千円 

◎◎◎◎園芸振興対策事業園芸振興対策事業園芸振興対策事業園芸振興対策事業（（（（24,59124,59124,59124,591 千円千円千円千円））））    

・球根産地生産拡大事業補助金として 300 千円 

・チューリップ球根生産土壌改良(ウイルス対策）事業補助金として 710 千円 

・チューリップ球根生産圃場確保支援事業補助金として3,200千円 

・柚子生産振興事業補助金として300千円 

・花卉優良種苗導入事業補助金として200千円 

・１億円産地づくり条件整備事業（13,500千円） 

・チューリップ球根新規担い手支援事業（840千円） 

・チューリップ球根新規生産振興事業補助金として1,600千円 

・園芸生産チャレンジ事業（1,600千円） 

・【新規】チューリップ球根販路拡大事業（500千円） 

◎米総合対策事業（◎米総合対策事業（◎米総合対策事業（◎米総合対策事業（2,4712,4712,4712,471 千円）千円）千円）千円）    

・うまい米づくり生産拡大推進事業費補助金として 600 千円 

・元気とふれあいの学校給食づくり事業（900 千円） 

・とやま食材ふれあい講座事業（200 千円） 

 

②②②②    時代を先取る産業と伝統産業の振興時代を先取る産業と伝統産業の振興時代を先取る産業と伝統産業の振興時代を先取る産業と伝統産業の振興        

◎◎◎◎企業誘致対策企業誘致対策企業誘致対策企業誘致対策事業事業事業事業（（（（1111,,,,964964964964 千円千円千円千円））））    

・市内企業出展助成事業費補助金他 

◎商工振興◎商工振興◎商工振興◎商工振興事業（事業（事業（事業（94949494,,,,310310310310 千円）千円）千円）千円）    

・空き店舗開業支援事業補助金（改修費、利子補給）として 4,100 千円 

・となみ産業フェアパワー博開催(隔年 3 年)事業補助金として 7,000 千円 

◎地場産業振興事業◎地場産業振興事業◎地場産業振興事業◎地場産業振興事業（（（（2,0902,0902,0902,090 千円）千円）千円）千円）    

・庄川木工等の地場産業、伝統工芸及び特産品の振興、伝統工芸全国大会富山大会

の開催 
    

③③③③    にぎわいと魅力あるにぎわいと魅力あるにぎわいと魅力あるにぎわいと魅力ある商店街商店街商店街商店街のののの振興振興振興振興    

◎商工振興事業◎商工振興事業◎商工振興事業◎商工振興事業（（（（11116666,,,,666690909090 千円千円千円千円））））    

・商工会議所、商工会運営等補助金として 11,600 千円 
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◎◎◎◎中小企業支援事業中小企業支援事業中小企業支援事業中小企業支援事業（（（（555530,86830,86830,86830,868 千円千円千円千円））））    

・中小企業等資金貸付金預託等の実施として 500,000 千円 

・中小企業振興資金保証料等助成、小口事業資金保証料助成として 30,868 千円 
    

④④④④    通年型・滞在型観光交流の確立通年型・滞在型観光交流の確立通年型・滞在型観光交流の確立通年型・滞在型観光交流の確立    

◎◎◎◎夢の平レクリエーション地帯夢の平レクリエーション地帯夢の平レクリエーション地帯夢の平レクリエーション地帯管理管理管理管理費費費費等等等等（（（（24,69924,69924,69924,699 千円）千円）千円）千円）    

・夢の平ペアリフト改修整備費として 11,880 千円 

◎◎◎◎道の駅管理道の駅管理道の駅管理道の駅管理費等費等費等費等（（（（11114,5104,5104,5104,510 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】道の駅庄川風除室設置補助金として 1,848 千円 

◎四季彩館管理運営事業費（◎四季彩館管理運営事業費（◎四季彩館管理運営事業費（◎四季彩館管理運営事業費（111116161616,,,,102102102102 千円）千円）千円）千円）    

・チューリップ四季彩館指定管理料として 73,685 千円 

・【新規／特別／三世代】孫とお出かけ支援事業として 1,000 千円 

◎庄川水記念公園施設等管理費（◎庄川水記念公園施設等管理費（◎庄川水記念公園施設等管理費（◎庄川水記念公園施設等管理費（33330000,,,,502502502502 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】展望施設外壁塗装工事として 4,300 千円 

◎◎◎◎観光振興戦略事業観光振興戦略事業観光振興戦略事業観光振興戦略事業（（（（6666,,,,486486486486 千円）千円）千円）千円）    

・観光戦略会議費として 699 千円 

・台湾キャンペーン事業として 1,000 千円 

・【新規／特別枠】砺波市オリジナルスイーツ製作事業補助金として 500 千円 

◎観光宣伝事業◎観光宣伝事業◎観光宣伝事業◎観光宣伝事業（（（（54545454,,,,790790790790 千千千千円円円円））））    

・県西部６市首都圏大型ＰＲイベントとして 2,165 千円 

・【新規】ミニ展望台設置事業として 1,800 千円 

・キラキラ・アップ事業（冬のイルミネーション）として 6,000 千円 

・【新規／特別枠】砺波駅観光案内所機能向上事業補助金（改修工事費分）として

4,700 千円、【一般枠】（人件費・備品購入費）として 1,900 千円 

 

⑤⑤⑤⑤    安定した魅力ある雇用環境の確立安定した魅力ある雇用環境の確立安定した魅力ある雇用環境の確立安定した魅力ある雇用環境の確立    

◎◎◎◎勤労者福祉対策事業勤労者福祉対策事業勤労者福祉対策事業勤労者福祉対策事業（（（（38,01038,01038,01038,010 千円千円千円千円））））    

・勤労者に対する制度資金預託として 34,200 千円 

◎職業技能開発教室開設事業（◎職業技能開発教室開設事業（◎職業技能開発教室開設事業（◎職業技能開発教室開設事業（2,2892,2892,2892,289 千円）千円）千円）千円）    

・・・・職業技能開発教室の開催（①パソコン実践コース ②人材育成コース） 

 

（５）市（５）市（５）市（５）市民と行政が協働するまちづくり民と行政が協働するまちづくり民と行政が協働するまちづくり民と行政が協働するまちづくり                            ９４４，８９４４，８９４４，８９４４，８０７０７０７０７千円千円千円千円        

①①①①    市民と一体となった行政の推進市民と一体となった行政の推進市民と一体となった行政の推進市民と一体となった行政の推進    

◎地方振興事業（◎地方振興事業（◎地方振興事業（◎地方振興事業（40404040,,,,039039039039 千円）千円）千円）千円）    

・地区振興育成交付金として 32,039 千円 
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・【新規】地区集会施設整備事業補助金として 5,487 千円 

◎老朽危険空き家対策（◎老朽危険空き家対策（◎老朽危険空き家対策（◎老朽危険空き家対策（4,0144,0144,0144,014 千円）千円）千円）千円）    

・除却が適当と認める空き家について、所有者が市に空き家を寄附し、市が取り壊    

した後、自治会が管理する場合の除却に係る経費を負担 

◎広報事業（◎広報事業（◎広報事業（◎広報事業（23,55423,55423,55423,554 千円）千円）千円）千円）    

・広報となみ発行費、ＣＡＴＶ行政放送番組制作等の経費 

◎人口◎人口◎人口◎人口対策対策対策対策事業（事業（事業（事業（2,02,02,02,000000000 千円）千円）千円）千円）    

・【新規／特別枠】求婚生産プロジェクトとして 500 千円 

・婚活支援団体運営補助として 500 千円 

◎◎◎◎【新規】県議会議員選挙【新規】県議会議員選挙【新規】県議会議員選挙【新規】県議会議員選挙事業（事業（事業（事業（12,38912,38912,38912,389 千円）千円）千円）千円）    

・平成 27 年 4 月執行予定 富山県議会議員選挙執行経費 

    

②②②②    持続可能な行政の運営持続可能な行政の運営持続可能な行政の運営持続可能な行政の運営    

◎地籍調査事業（◎地籍調査事業（◎地籍調査事業（◎地籍調査事業（11118888,,,,104104104104 千円）千円）千円）千円）    

・雄神地区（山間地）において、継続して地籍調査事業を実施するもの 

◎課税事務◎課税事務◎課税事務◎課税事務（（（（44446666,,,,487487487487 千円千円千円千円））））    

・平成 30 年度固定資産税土地評価替に係る土地鑑定業務委託等として 4,352 千円 

・【新規】軽自動車検査情報提供システム開発等負担金として 980 千円 

◎収納事務（◎収納事務（◎収納事務（◎収納事務（37373737,,,,843843843843 千円）千円）千円）千円）    

・【新規】クレジットカード収納システム改修費として 4,914 千円 

◎戸籍等事務（◎戸籍等事務（◎戸籍等事務（◎戸籍等事務（11114444,,,,633633633633 千円）千円）千円）千円）    

・市民サービスの向上を目指し、戸籍電算化事業、とやま広域窓口サービス事業 

などを実施 

  ◎住民基本台帳等事務（◎住民基本台帳等事務（◎住民基本台帳等事務（◎住民基本台帳等事務（19,50819,50819,50819,508 千円）千円）千円）千円）    

     ・【新規】通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金（17,410 千円） 

◎地域情報化推進事◎地域情報化推進事◎地域情報化推進事◎地域情報化推進事業（業（業（業（22222222,,,,247247247247 千円）千円）千円）千円）    

・【新規／特別枠】道路冠水にいち早く備える「センサーネットワーク」整備実証 

実験（500 千円） 

・【新規】城端線駅活性化 Wi-Fi スポット整備事業（1,000 千円） 

◎◎◎◎事務電算化推進事業事務電算化推進事業事務電算化推進事業事務電算化推進事業費費費費（（（（111131313131,,,,317317317317 千円千円千円千円））））    

・【新規】社会保障・税番号制度対応に伴うシステム整備費として 28,863 千円 
    

③③③③    国外・国内国外・国内国外・国内国外・国内ととととの多様な交流の多様な交流の多様な交流の多様な交流の推進の推進の推進の推進    

◎国際交流、姉妹都市交流事業（◎国際交流、姉妹都市交流事業（◎国際交流、姉妹都市交流事業（◎国際交流、姉妹都市交流事業（8888,,,,584584584584 千円千円千円千円））））    

・花と緑の国際交流事業、国際交流員の配置、友好・姉妹都市との交流 
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・【新規】むかわ町・砺波市高校野球交流派遣事業（1,500 千円） 

◎◎◎◎オランダ王国リッセ市ジュニア使節団オランダ王国リッセ市ジュニア使節団オランダ王国リッセ市ジュニア使節団オランダ王国リッセ市ジュニア使節団招請招請招請招請事業（事業（事業（事業（1,9291,9291,9291,929 千円）千円）千円）千円）    

・オランダ王国リッセ市ジュニア使節団招請事業 

◎◎◎◎外国語外国語外国語外国語指導助手招致事業指導助手招致事業指導助手招致事業指導助手招致事業費費費費（（（（22222222,,,,721721721721 千円千円千円千円））））    

・外国語指導助手による外国語教育の充実 

・【新規／特別枠】Tonami English Summer Camp”TESC”(略称テスク)（300 千円） 

 


