
万円
（ 担当：福光庁舎　議会事務局 　問合せ先　２３-２２２２） （ 担当：福光庁舎　議会事務局 　問合せ先　２３-２２２２）
○議員報酬、議員期末手当 1億4,888万円 ○議長交際費 140万円

南砺市議会議員（24人） 議会を代表して、議会運営のために必要な経
報酬及び期末手当は、条例に基づき支給します。 費を支出します。

☆議員報酬（月額） 議長 46万円 ○会議録検索システム経費 136万円
副議長 41万円 定例会及び臨時会の会議録を作成しています。
議員 38万円 会議録はインターネットで配信しています。

○市議会議員共済会負担金 5,711万円 ○議会映像録画配信 25万円
全国の議員年金や退職一時金等の給付を行う 定例会の様子を録画し、ケーブルテレビにて

共済会への負担金を支出します。 放送しています。

○負担金 176万円
全国市議会議長会等への負担金を支出します。

（ 担当：福光庁舎　議会事務局 　問合せ先　２３-２２２２） （ 担当：福光庁舎　議会事務局 　問合せ先　２３-２２２２）
○先進地行政視察 320万円 ○事務費 174万円

先進的に取り組んでいる自治体の実情や効果
などを調査し、市の施策に反映します。

○正副議長の会議出席旅費 106万円
各種会議への出席や、国・県への要望等にか

かる旅費を支給します。

○議会だよりの発行等にかかる費用 160万円
定例会における議決事項や審議の内容、議員

からの質問などについて、各世帯に年4回配布
しています。

○政務活動費 792万円
議員の調査・研究・活動に必要な経費の一部

として、各会派に対して交付しています。

☆月額（一人当たり） 27,500円 本会議はいつでも傍聴できます。
ぜひお越しください。

○事務費 61万円

議員調査活動費

万円477議会運営費議員報酬 2億599

174 万円万円1,439 議会事務局費

14



（ 担当：各行政センター ） （ 担当：各行政センター ）

主な経費

財源
財源 起債 万円

万円 万円
万円 万円

（ 担当：各行政センター ） （ 担当：各行政センター ）

主な経費 主な経費

・燃料費 万円 ・電気・水道料等（外部施設） 万円
・消耗品費・修繕料 万円 ・草刈等施設維持管理経費 万円
・車検に係る経費 万円 ・市有施設管理委託料 万円
・車両購入・リース料 万円 ・土地建物賃借料 万円
・除雪機械購入 万円 ・その他 万円
・その他 万円

財源
万円
万円

万円

市有車の管理費

・庁舎改修工事
・格納庫新築工事

81
・庁舎耐震設計・工事1,590

万円

万円
万円・その他事務経費 451

・その他事務経費 万円385

3億4,956

2億7,130

・事務機器購入費

0763-22-1100

0763-62-1212
0763-66-2131

3,633

   職員が公務で使用する車両の管理に必要な経費で
す。

万円
万円

13
420

305

　城端行政センター

267

・一般修繕料 538

その他（貸付料など）211

　上平行政センター
　利賀行政センター
　井波行政センター

市の負担額 3,551

1,217
2億3,849市の負担額 4,603 市の負担額

0763-68-2111
0763-82-1180
0763-64-2211

2,418その他の施設管理費

0763-67-3211

414
219

772

その他（経費分担金など）

万円

   行政センター内にあるコピー機や印刷機・FAXな
どの使用料、郵便物の郵送料、電話料、新聞や定期
購読物の費用や事務用品費用等、日常事務をするた
めに必要な費用です。共通経費については紙等のム
ダ使いをなくし、費用削減に努めています。

   行政センターの光熱水費や施設の管理、警備の委
託などの費用です。
   行政センターは老朽化等により修理が必要な箇所
が増加していますが、施設の適切な管理に努め大切
に使用します。

万円

・事務機器修繕料 28
・消耗品・機器使用料

4,814庁舎の共通経費

7,041
・冷暖房用燃料 1,174

2,664
万円

万円
万円

庁舎の維持管理 5億2,196

・警備などの業務委託
料

万円

　市有の土地、建物、市道、林道等の維持管理経費
です。

・電気・水道料など

1,633
2,481

万円
万円
万円

3,988

万円

98

1,420

　福光行政センター 0763-52-1111

各行政センター連絡先：　電話番号

主な経費

　平行政センター

　井口行政センター

・通信費

1,077

82

1,046

その他（使用料など）

　福野行政センター
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（ 担当：福野庁舎　政策推進課　問合せ先　２３-２００１） （ 担当：福野庁舎　政策推進課　問合せ先　２３-２００２）

（ 担当：福野庁舎　政策推進課　問合せ先　２３-２００２） （ 担当：福野庁舎　政策推進課　問合せ先　２３-２００２）

・政策参与報酬　　　　　　　　　　 　   15万円

　市政功労表彰状作成、弔慰等の印刷、新聞広告
　など

・使用料　　　　　　　　　　　  　　  　31万円
　各種会議の会場使用料など

　全国市長会、富山県市長会等の負担金
・その他事務費　　　　　　　　　　  　106万円

・市政功労表彰記念品　　　                   60万円
　市民の模範となり、市政に功労のあった方を
　表彰します。

・負担金　　　　　　　　　　　　　　  147万円

・市長・副市長・随行職員等の旅費　     443万円
・交際費　　　　　　　　　　　　　     330万円
　香典、見舞、祝いなど、市長などが市を代表して
　行政を進める上で市のために必要と思われる交際
　に使われる経費
・業務委託費　　　　　　　　　　        115万円
　感謝状、市政功労などの賞状の筆耕を委託します。

万円

万円

　南砺市全体で人口減少が進む中、特に山間地域で
は、大幅な人口減少や著しい高齢化等の深刻な過疎
問題が発生しています。山間地域の過疎化は、そこ
に住む人たちだけの問題ではなく市全体の問題であ
り、南砺の山間地域の役割や重要性を南砺市民みん
なで考えるシンポジウムを開催します。

主な経費
○講師謝礼等　　　　　　　　　　　 25万円
○会場使用料　　　　　　　　　　　 10万円
○事務費　　　　　　　　　　　　　　5万円

万円

万円 総合計画市民意識調査費 111

　総合計画は、平成2４年度から後期5年が始ま
り、その成果を評価する方法として、行政で把握で
きる統計データの他に市民の満足度や意識などを加
えるため、満20歳以上の方3,000人（無作為抽
出）を対象として市民意識調査を実施します。
　調査結果は、成果の達成度を調査するだけでな
く、様々なご意見を今後の市政運営にも反映してい
きます。

主な経費
○封筒作成料・通信料　　　　　　　 41万円
○調査分析業務委託料　　　　　　　 70万円

秘書費 1,247

主な経費

なんとに住んでみられ事業 30940山間過疎地域を考えるシンポジウム

　南砺市への移住・定住を希望する方に、市内での
生活体験のできる空き家を、体験ハウスとして自由
に短期間利用していただくことにより、市への移
住・定住を促進し、地域の活性化を図ります。

体験ハウスの経費　　　　　　　　　  289万円
（西赤尾体験ハウス・下島体験ハウス）
　・ハウス修繕費　　　　 　　　　100万円
　・　〃　　管理委託等　 　  　　　62万円
　・　〃　　使用料等　　 　　　　  72万円
　・事業広報費　　　　  　 　　　   55万円
とやま定住体験会　　　　　　　　　　20万円

下島体験ハウス

とやま定住体験
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（ 担当：福野庁舎　政策推進課　問合せ先　２３-２００２） （ 担当：福野庁舎　政策推進課　問合せ先　２３-２００２）

巴女在住の地“巴塚”

（ 担当：福野庁舎　政策推進課　問合せ先　２３-２００２） （ 担当：福野庁舎　政策推進課　問合せ先　２３-２００２）

砺波広域圏シンボルマーク

平成23年度の開催（金沢市）

「義仲・巴」大河ドラマ誘致に向けた活動が浸透し
てきています。南砺市内にも「義仲・巴」ゆかりの
地があることから、ＰＲ活動を展開し広域観光の推
進や地域活性化等に取り組みます。

＜目的・効果＞
　①知名度アップ、観光客の増加
　②真の義仲・巴像を理解し、発信する。
　③ふるさと教育の推進
＜内容＞
　①ゆかりの地の紹介
　②全国連携大会に向けた準備活動

主な経費
○資料印刷等事務費　　　　　　　　　10万円

　南砺市と砺波市で組織する砺波広域圏事務組合の
一般管理費を人口割合に応じて負担しています。ま
た、派遣職員の退職手当支給に関して、定められた
割合で算定された金額を負担しています。

主な経費
○一般管理費分担金　　　　　　　3,249万円
○派遣職員退職手当負担金　　　　　543万円
○事務費　　　　　　　　　　　　　　 7万円

3

　両市は歴史的にも深いつながりを持ち、また、国
道３０４号、主要地方道金沢井波線等の社会資本基
盤整備等隣接する自治体として共通の行政課題に対
して相互協議、協力を行うことで、両市発展を図っ
ていきます。
　隔年開催で、会場は両市交互としており、平成２
５年度は南砺市での開催となります。

主な経費
○会場使用料等　　　　　　　　　　　 ３万円

　市内において空き家が各地域に見られるようにな
り、その戸数は人口流出、高齢化に伴い、確実に増
加しているものと推察されます。このような状況に
対応するため、空き家バンク登録制度を実施し、民
間不動産会社の物件を利用した場合も含め、空き家
の賃貸及び売買や、改修に要した経費など、補助率
に応じて、空き家登録した者及び登録した物件を利
用した者両者への支援を行い、空き家の解消を図る
とともに、併せて人口の増加へと繋げます。

主な経費
　・空き家バンク登録者及び利用者補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　200万円
　・広報事務費　　　　　　　　  　10万円

万円空き家バンク活用促進事業 210 万円 「義仲・巴」ＰＲ活動事業 10

万円万円 砺波広域圏事務組合負担金金沢・南砺行政懇談会 3,799
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電算管理業務
（ 担当：福野庁舎　政策推進課　問合せ先　２３-２００２）

主な経費
・総合行政システム保守委託料 万円
・総合行政システムサーバ等賃借料 万円
・総合行政システムパソコン賃借料 万円
・ICカード標準システム外国人対応委託料 万円
・ICカード標準システム等保守委託料 万円

　事務の効率化と高度化を図るため、様々な業務を
コンピュータで処理しています。
　平成２３年度からは、新しいパッケージシステム
を採用し、業務運用の標準化を図り、併せて一部の
サーバーをデータセンターに預けることにより、シ
ステム運用コストの低減と管理業務の軽減、そし
て、データの安全性向上を図りました。このこと
は、将来的な自治体クラウドや共同アウトソーシン
グへの第一歩になるものと考えており、その際には
大幅なコスト削減が期待できます。
　また、住民基本台帳カードのＩＣカード標準シス
テムを活用して、証明書のコンビニ交付を行うな
ど、より住民の利便性が高まるように努めていま
す。

4,914
1,772
614
147
109

国内交流事業補助金 298

　南砺市友好交流協会に加盟する市内の民間団体が
行う国内の友好都市等との友好交流事業（派遣・受
入）に対して補助金を交付します。

・たいら地域交流の会（愛知県半田市）77万円
・福野地域友好協会（北海道中札内村）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　65万円
・福野児童クラブ・多度津町子ども交流会
　（香川県多度津町）　　　　　　　　31万円
・羽幌町交流事業（北海道羽幌町）　  　3万円
・門前おさよ祭り交流（石川県輪島市） １万円
・飛越柔道大会（岐阜県白川村）　　　  1万円
・武蔵野交流事業（東京都武蔵野市）　58万円
・井波少年少女国内交流事業実行委員会
    （香川県土庄町） 　　　　　　　 　62万円

国際交流事業補助金

南砺市友好交流協会補助金 1,253

　南砺市友好交流協会は、南砺市と国内外友好都市
と文化・教育・産業など多方面にわたる交流を図り
ながら、相互の理解と繁栄に貢献することを目的と
して、平成１９年に設立されました。
　この補助金は、協会の運営経費や国内外の友好都
市との交流事業を除く事業の活動費に対して交付し
ています。

主な経費
・運営費　　　　　　　　　　　　　1,120万円
　（給与等人件費　　　　　   　　　876万円）
　（旅費　　　　　　　　　  　　　　26万円）
　（消耗品他事務費　　　　　   　　218万円）
・事業活動費（多文化共生事業など）　 36万円
・自主事業費（語学普及事業など） 　   97万円

万円

万円
（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　　２３-２０１９）

（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　　２３-２０１９）

1,749

万円7,888

万円

　南砺市友好交流協会に加盟する市内の民間団体が
行う国外の友好都市等との友好交流事業（派遣・受
入）に対して補助金を交付します。

・南砺市日中友好協会（中国紹興市）  　　10万円
・中国紹興市受入事業　　　　    　   　　　5万円
・南砺市日中友好教育会（中国紹興市）   162万円
・南砺市ギリシャ国際交流事業実行委員会308万円
・利賀地域国内外友好交流事業実行委員会
　（韓国平昌郡）　　　　　　　　 　　    19万円
・福野小学校父母と教師の会
　（米国リッチモンド市）　　　　　　  　42万円
・南砺市中学生ポートランド派遣推進協議会
　（米国ポートランド市）　 　　　　  　420万円
・城端国際交流協会（米国マルボロ町）   366万円
・南砺市中学生オーストラリア派遣実行委員会
  （オーストラリアアーミデル市）  　  　377万円
・南砺福野高校
  （オーストラリアゴールドコースト市）   19万円
・南砺ラオス会（ラオス）　　　　　 　　 10万円
・南砺市福紹会（中国紹興市）                   6万円
・南砺福光高校
  （オーストラリアメルボルン市） 　 　　   5万円

（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　　２３-２０１９）

中札内村小学生交流事業

中学生オース
トラリア派遣
団の交流風景

友好交流協会国際交流フェスティバル
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（ 担当：福野庁舎　政策推進課　問合せ先　２３-２００２） （ 担当：南砺市協働のまちづくり支援センター　市民協働課
問合せ先　　２３-２０３６）

主な経費
・大判カルタ印刷費（A1サイズ）

・人口移動調査　　　　　　　　   　　    6万円
　（毎月の人口・世帯数を集計します）

・統計調査員確保対策事業　　　　  　  　５万円
・学校基本調査　     　 　 　　         　   2万円
・商業統計調査、経済センサス準備費　　 ４万円

国県支出金 万円
万円

　我が国の将来像を見据え、また、本市の元気な夢
のある安心できるまちづくりを目指して、各種行政
施策の基礎資料となる統計調査を実施します。
・住宅・土地統計調査（10月1日）　　 369万円
　我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、
世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と
推移を明らかにする調査です。調査の結果は、住生
活基本計画、土地利用計画などの諸施策の企画、立
案、評価等の基礎資料として利用されています。
・工業統計調査（12月31日）　　  　 　63万円
　我が国の工業の実態を明らかにし、産業政策、中
小企業政策など、国や都道府県などの地方公共団体
の行政施策のための基礎資料となります。

＜随時、登録調査員を募集しています＞
＜市のホームページでご確認ください＞

財源

　男女共同参画の啓発は、８つの支部による活動を
中心に推進されています。そこで、新たな推進ツー
ルとして啓発用カルタを大判化して、各支部活動な
どにおいて活用することで啓発活動の活性化を目指
すものです。

30 万円

万円 万円統計調査費 450

449
市の負担額 1

30男女共同参画推進啓発カルタ作成
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（ 担当：南砺市協働のまちづくり支援センター　市民協働課　　問合せ先　　２３-２０３６）

※世帯数、人口は平成2４年11月1日を基準日としています。
※各団体からの請求により、年2回に分けて交付します。（5月に7割相当額、10月に残額）

○地域づくり交付金 8,593 万円

地域調整額 ８地域に各80万円

行政区割
行政区割額 25,000円×行政区数
世帯割額 500円×世帯数

基本割
均等割額 6,200万円×40％÷31
世帯割額 6,200万円×30％×地域世帯数÷市世帯数
人口割額 6,200万円×30％×地域人口÷市人口

　地域における課題や問題の解決と安心・安全な地域づくりに向けて、地域の皆さんが自ら考え自ら行動する
活動を支援し、市民の皆さんと行政との協働によるまちづくりを推進するために、平成23年度から「地域づ
くり交付金」を交付しています。
　これは、地域の自由な考えで、地域の実情に応じた活動を、地域の皆さんの合意に基づいて行うことを可能
とする「地域内分権制度」を推進するものです。これまで市より交付していた住民自治活動推進交付金、がん
ばる自治振興会応援プログラム補助金、地域づくり計画策定補助金、自治振興会事務費支援補助金、防犯灯設
置補助金、ごみステーション設置補助金を廃止して、地域づくり交付金としてまとめて交付しているもので
す。

地域づくり交付金 8,593 万円

地域の皆さんの意見や要望をまとめられる組織で、市の自治振興会連合会を構成する団体として、住

民自治の中心組織である31の「自治振興会等」に対し、次の計算で得られる額の合計額を交付します。

≪どこへ、いくら≫

自治振興会

地域住民

ＮＰＯ

事業所・商店 婦人会、老人ｸﾗﾌﾞ等、

各種団体

自治会

町内会

市
役
所

ＰＴＡ
民生委員

地域づくり交付金
・事業限定なし、補助率なし

・自由裁量、重点配分

・地域の合意で使途決定

協働のまちづくり
・地域課題の解決

・地域づくりの推進

地域の皆さんの考え

で、それぞれの地域

の実情にあったまち

づくりが実践可能に

なります。

地域づくり

≪新たな住民自治の仕組み≫～地域内分権の推進～
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（ 担当：南砺市協働のまちづくり支援センター　市民協働課　　問合せ先　　２３-２０３６）

主な経費
○協働のまちづくりモデル事業補助金 万円

[集落、町内会、自治会分26地区　680万円]
＜平成22年度採択地区補助金　　　　　　　　30万円×10地区＞
＜平成23年度採択地区補助金　　　　　　　　30万円×  6地区＞ 稲刈り、はさがけ
＜平成24年度採択地区補助金　　　　　　　　30万円×  5地区＞ （ちびっこ百姓DNA３継承ネット）

＜平成25年度新規採択地区補助金　　　　　　10万円×  5地区＞

[NPO、市民団体への拡大分19団体　570万円]　≪元気事業≫
＜平成23年度採択団体（３年継続枠）　　　　30万円×  5団体＞
＜平成24年度採択団体（３年継続枠）　　　　30万円×  4団体＞
＜平成25年度新規採択団体（3年継続枠）       30万円×  5団体＞
＜平成25年度新規採択団体（単年度事業枠）　30万円×  5団体＞

標柱作り（坂上地区）
[高齢化の著しい集落への拡大分8団体　140万円]　≪元気事業≫
＜平成22年度集落支援員派遣事業枠　　　　　30万円×  2団体＞
＜平成23年度通常枠　　　　　　　　　　　　30万円×  1団体＞
＜平成25年度通常枠　　　　　　　　　　　　10万円×  5団体＞

保育園での収穫感謝祭
（あんぜんでおいしい野菜をつくる会）

1,390

　「市民と行政の協働のまちづくり」の実現には、地域の問題や課題の解決、安心安全な地域づくりのため
に、自ら考え自ら行動する「地域力」の高い住民組織や市民活動団体などの存在が重要です。このようなこと
から、平成21年度より積極的な取り組みを計画する地区を、モデル地区として選考して支援しています。
　この事業は、採択の年は4ヵ年の計画を策定し、次年度以降3ヵ年で計画に沿った事業を展開していくことに
なります。（市民団体などは計画策定経費無し）
　また、平成23年度からは、対象団体を、従来の集落、自治会、町内会に加えて、NPO等の市民団体や高齢
化の著しい集落への拡大を図りました。そして、平成2５年度からは、高齢化の著しい集落と山間過疎地域振
興条例対象地区における補助率をアップするなど、支援を充実してまいりますので、奮って応募してくださ
い。

協働のまちづくりモデル事業 1,390 万円
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（ 担当：南砺市協働のまちづくり支援センター　市民協働課　　問合せ先　　２３-２０３６）

主な経費
・研修経費
　　＜講師謝礼、旅費、研修バス経費＞
・研修会場使用料
・事務費

（ 担当：南砺市協働のまちづくり支援センター　市民協働課　　問合せ先　　２３-２０３６）

主な経費
・部屋の賃借料
・管理費（第2支援センター人件費他）
・印刷機などのリース料 万円
・機器保守関係経費 万円
・消耗品費（用紙、インク代他） 万円
・光熱水費（電気、水道代）

財源 ・庁用車関係費 万円
その他（利用料） 万円 ・その他諸費 万円
市の負担額 万円 ＜電話代、清掃委託費、CATV関係費＞

180
32 万円
46
22

700
180

178
61

84 万円
万円277

　「市民目線の行政運営」、「市民が主役の市政」、「市民と行政の協働のまちづくり」を進めてきて5年目
を迎えました。平成22年度4月に、協働のパートナーである住民自治組織（自治振興会、町内会、自治会、集
落）や、市民団体（各種団体、ＮＰＯ、ボランティアなど）の活動を、積極的に支援することを目的に、南砺
市協働のまちづくり支援センターを、井波コミュニティプラザ「アスモ」2階の一角に開設して3年が経過しま
した。それ以降、多くの団体の皆様のご利用をいただき、年々、利用団体の数や回数も増加してきました。
　このようなことから、平成24年度には福光地域において第2支援センターを開設
するとともに、ホームページも開設してより多くのまちづくり情報等を発信してま
いります。
　センターには、印刷機や大型プリンター、紙折り機、ページセッターなど、
最新の機器を取り揃えています。皆様のご利用を心からお待ち申し上げております。

　　◇支援センター　開設場所　　井波コミュニティプラザ「アスモ」２階
　　◇第２センター　開設場所　　福光青少年センター２階

272 万円

9 万円
12 万円

協働のまちづくり支援センター運営費 880 万円

　“まちづくりは人づくり”と言われるように、地域の課題を見出し解決に向けて取り組むには、リーダーの
存在が不可欠です。市では、これまで４年にわたり明日の南砺市を担う若い地域のリーダーを養成することを
目的として、「七転び八起き塾」を開講してきました。また、市の施策の柱でもある「市民と行政による協働
のまちづくり」は、まちづくり基本条例の制定によってその仕組みが出来上がりました。条例に定められたま
ちづくりの基本原則にもあるように、まちづくりの主体は市民です。
　このようなことから、本条例を推進する意味でも幅広い世代を対象として地域リーダーを養成することで、
協働のまちづくりを推進したいと考えています。

五十の手習い塾事業 293 万円

■平成２4年度利用状況（H２5年１月末現在）

◇利用登録団体数 ４４９団体

◇利用件数（印刷など） ９４６件

◇ 〃 （会議利用） ８３件

■塾 生 30名程度とし、南砺市に在住、若しくは勤務する36歳以上70歳までのやる気のある方を

募集。

■内 容 入塾にあたっては試験を実施し、月2～3回の開催で6ヶ月程度の研修期間に著名な講師を

招いてその成功事例からまちづくりのノウハウを学ぶとともに、学んだ成果をまとめて広

く発表する機会を設けることで、地域におけるまちづくりのリーダーとなり得る人材育成が

図られるよりハイレベルなまちづくり塾を目指す。

・地域経営の観点から、まちづくりや地域づくりに必要な研修を外部講師を招いて実施

・国内の先進的なまちづくり事例の視察（３泊４日）

・入塾試験の実施、卒業論文の提出及び発表会の開催

■受講料 無料。（受講に係る交通費及び傷害に係る経費などは塾生負担）
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（ 担当：南砺市協働のまちづくり支援センター　市民協働課 （ 担当：南砺市協働のまちづくり支援センター　市民協働課
問合せ先　　２３-２０３６） 問合せ先　　２３-２０３６）

主な経費
・4期生まちづくり提案事業助成金
・研修経費 主な経費
＜講師謝礼・旅費、研修バス経費＞ ・隊員賃金、共済費 万円

・研修会場使用料 ・研修旅費 万円
・事務費 ・住宅家賃、敷金

・車両賃借料、燃料代
・事務費

３期生による情報誌「日々南砺」の発行

（ 担当：南砺市協働のまちづくり支援センター　市民協働課 （ 担当：南砺市協働のまちづくり支援センター　市民協働課
問合せ先　　２３-２０３６） 問合せ先　　２３-２０３６）

○「広報なんと」発行

○広報なんと保存用ファイル制作
《採用点数》審査会を開催し、14点採用します。

H25年のカレンダー

　最優秀賞　１点、優秀賞　３点、佳作 １０点
《応募期限》平成25年10月31日（木）（必着）

H24年のカレンダー

　・カラー4P採用、 原則 36P (各課からの
　　お知らせ、なんとのひろば、スポーツ特報、
　　市民・健康カレンダー、広告掲載 等)

《応募企画》横位置の「カラープリント写真」で応募
　　　　　　  H25年に撮影した未発表のもの
　　　　　　　（ H24年11月～H25年10月）
　カラープリント１枚(LL版以上で台紙付)一人一点のみ
　※後日デジタルデータでの提出をお願いする場合が
　あります。

　・かわいい「なんとみらいちゃん」のカット絵も
　　毎回連載中

《応募方法》作品の裏に住所、氏名、年齢、職業、
        　　　 電話番号、題名、写真説明を記載

　毎月発行している広報保存用のファイルです。
　19,000部作成（3年ごとに更新予定） 　採用作品の版権は南砺市に帰属。トリミングする

　場合もあります。

154万円

114 万円

  今年もカレンダーに、あなたの撮った写真を
  飾ってみませんか。（最終年）

（市内全世帯にお届けします）
　・毎月25日発行　19,500部作成
　・区長さんを通じて全世帯に配布。県内外の
　　関係者の方にも発送しています。
　　また、市ホームページにも掲載中

《テ  ー  マ》「南砺の魅力」
　　　　　　　(あなたの伝えたい南砺の魅力)

広報発行費 1,248 万円 なんとカレンダー制作事業

1,094万円

万円
135 万円
20 万円

548
4 万円 60
1 万円 102

万円

　”まちづくりは人づくり”明日の南砺市を担う若
い地域リーダーの養成を目的に、平成21年度から
取り組んでいる事業です。平成25年度は、その第5
期生を募集して、1年間を通じて一緒に学び、一緒
に考え、一緒に行動する機会を提供するものです。
また、平成24年度の第4期生のまちづくり提案事業
を実施する経費も計上しています。
20歳から35歳までのあなた！是非応募ください！

　少子高齢化が急激に進展している南砺市ですが、
特に五箇山地域の人口の減少と高齢化は顕著であ
り、早急に対策を講じることが重要な施策です。
　そこで、五箇山地域の課題や問題の解決を、地域
住民とともに協働で解決を図る「地域おこし協力
隊」２名を派遣します。隊員の活動は、地域の実情
や希望に応じた支援を行うもので、地域活性化やま
ちづくりなど様々な分野における支援を業務とする
ものです。

300 万円
59 万円

七転び八起き塾事業 364 万円 地域おこし協力隊事業 865
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（ 担当：南砺市協働のまちづくり支援センター　市民協働課 （ 担当：南砺市協働のまちづくり支援センター　市民協働課
問合せ先　　２３-２０３６） 問合せ先　　２３-２０３６）

広報番組制作放送業務委託 ○市政バスの運行 16万円

　・小学校入学・卒業式、中学校卒業式の放送

○出前市長室開設 14万円

（各地区1回/年）

○市政ご意見・苦情承り所開設 18万円

市民のみなさんからのご意見・苦情を承ります。
毎月1回、担当部局・課で受付いたします。

市政バス

（ 担当：南砺市協働のまちづくり支援センター　市民協働課　　問合せ先　　２３-２０３６）

主な経費
○婚活イベント・セミナー経費 万円
○婚活イベント企画運営補助金 万円
＜おせっ会主催分・団体主催分計19回＞

○成婚報奨金 万円
＜10組×2万円＞

○結婚祝い金 万円
＜５組×2万円、40代成婚は５組×3万円＞

○おせっ会運営経費 万円
＜名刺代、身分証明書作成費、安全保険＞

○ＰＲ等関係経費＜募集チラシ等＞ 万円
○ホームページ改修費 万円
○事務費 万円
○臨時職員賃金等 万円

25
18
248

58

30

25

　結婚を取り巻く状況はさらに厳しさを増してきています。このような中、南砺市では平成23年度から結婚活動
支援事業『あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト４８（通称名ＡＩＰ４８）』に取り組んでいます。
　その一つに『婚活倶楽部なんと』を設置して本気で結婚を考える独身男女に出会いの場の提供や結婚するための
自分磨き講座を開催しています。また、婚活応援団『なんとおせっ会』を組織して写真お見合い会を開催するなど
婚活支援の輪を市内全域に広げる運動を展開中です。（両会員とも随時加入できます）。さらには、テレビ番組
『なんとの花嫁お見合い大作戦』を誘致するなど平成24年中には８組の成婚カップルが誕生しました。

306
270

20

市政ご意見・苦情承り所

結婚活動支援費 1,000 万円

　・データ放送では、各地区のイベント情報等も
　　配信しています。

　各地域の行政センターに市長室を開設します。

　市民のみなさんからの市政に対する前向きな
　ご提言をお待ちしています。

48 万円

　８回開催（個人コースはバスの定員に達すると、
　別のコースになることもあります。）

　　南砺市内の小学校の入学式・卒業式、中学校の
　　卒業式の模様を放送します。

　個人申込　３コース(広報なんと5月号に掲載)
　団体申込　５コース(コースは団体担当者と協議)

　・TST番組内でも市内の施設や市からのお知ら
　　せを放送します。

CATV行政チャンネル費 70 万円 広聴活動費

■事業内容

◇婚活倶楽部なんと主催イベントの開催

・出会いパーティー、婚活セミナー、都市との交

流婚活バスツアー、お見合い大作戦

◇なんとおせっ会主催の写真お見合い会開催

◇街コンなどの出会いイベントへの助成

◇おせっ会さんが開催する婚活イベントへの助成

◇企業間や団体間で開催する婚活イベントへの助成

◇成婚祝い金の交付（ＡＩＰ会員に限る）

◇おせっ会さん成婚報奨金の交付

■加入の状況(平成25年2月末現在)

◇なんとおせっ会 100人

◇婚活倶楽部なんと 293人
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（ 担当：福野庁舎　財政課　　問合せ先　　２３-２００４） （ 担当：福野庁舎　財政課　　問合せ先　　２３-２００４）

主な経費

財源
万円

その他(売却・貸付収入など) 万円
万円

138

万円

万円万円財政費

1億1,995
・市有建物の損害保険料 1,071

1億4,881財産管理費

　南砺市が所有する普通財産（現在、利用目的のな
い土地や建物）の管理及び処分に係る費用、建物の
損害保険料、ＩＰ電話の維持管理費用などが該当し
ます。
　市の普通財産は、市民の皆さん等へ売却・貸付を
行っています。また、特殊建築物(不特定多数の人
が利用する施設)の外壁診断やＰＣＢ(ポリ塩化ビ
フェニル)廃棄物の処理なども行っており、効率的
かつ適正な財産の管理を行っています。

・普通財産の管理、解体等処分費 万円
万円

　当初予算をはじめとして数回の補正予算を編成し
ます。決算の状況を取りまとめ効率的な予算の執行
に心がけるとともに、市債の管理を行いながら中長
期に健全な財政運営が行えるよう努めています。
　市民の皆様からの透明性の高い市政運営の要望に
応えるため、予算のあらましを作成しています。具
体的な事業が掲載されていますので、様々な分野の
市政にも関心を持っていただき、共に知恵を出し合
い元気な南砺市を創り上げていきたいと考えており
ます。

・財政関連書籍など 23

　予算書、施策報告書印刷費 115

万円
万円
万円
万円

・ＩＰ電話管理費 492
401・ＰＣＢ廃棄物処理業務委託料等

・特殊建築物外壁診断業務委託料 502
420・事務費

1,400
7,681
5,800

地方債

市の負担額

万円
・予算のあらまし
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（ 担当：福野庁舎　税務課　　問合せ先　　２３-２００５）

　主な経費
　・固定資産評価審査委員報酬費等

万円
　・砺波地区たばこ税対策協議会負担金

万円
　・資産評価システム研究センター負担金 

万円
　・地番図異動修正委託料 万円
　・事務費 万円

（ 担当：福野庁舎　総務課　　問合せ先　２３－２００３） （ 担当：福野庁舎　総務課　　問合せ先　２３－２００３）

・

・

・ ・

・ ・

・ ・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

H24.7南相馬こどものつばさ
万円 両市旗に寄せ書きの作成
万円
万円 万円
万円

その他（基金）

万円

南相馬市支援物資 278 万円

南相馬市高齢被災者支援事業 84 万円

975起債 1億3,900
市の負担額 2,592

　東日本大震災の発生以来、市内の各種団体、企
業、個人の皆様から災害支援金を南砺市に預託いた
だきました。その趣旨に基づき、被災地福島県南相
馬市の被災者及び復興支援活動を市民団体の皆様と
協力して実施する経費です。

南相馬こどものつばさ事業 388 万円

南相馬市激励事業（もちつき） 75

初期消火資機材等補助金 5 万円

財源
国県支出金 15

万円

県防災士養成研修事業負担金 32 万円

自主防災組織資機材整備・訓練補助金 60 万円

67万円

◆行政改革の必要性と取組みの姿勢
　（「第2次南砺市行政改革大綱」より）

　自主財源に乏しく市債残高が多い本市で
は、財政の硬直化が懸念されることから、今
まで以上に財政規律の厳格化を進めるととも
に、さらなる行政改革の断行に取組む必要が
あります。
　改革にあたっては、相当な覚悟とエネル
ギーが必要となることから、次の考え方を踏
まえて、改革に対する市民の理解と協力を求
めていきます。

①改革・改善を先送りしない
②施策や事務事業に優先順位をつけて取組む
③無駄を根絶する

災害対策費

　防災事務事業、資機材、備蓄品、防災施設（防災
行政無線、防災情報システム、富山県防災ヘリ等）
の整備及び維持管理、負担金、国民保護事務に係る
経費です。平野部消防署所再編に併せ防災拠点施設
の造成工事、実施設計を進めます。市総合防災訓練
を、福野地域で開催予定としています。防災行政無
線山間部中継局の実施設計を進めます。

万円

県防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ運航負担金 444 万円

万円

防災行政無線中継局実施設計 858 万円

県防災システム負担金 163 万円

1億6,509

13

37

（ 担当：福野庁舎　行革・施設再編課　　問合せ先　　２３-２００３（代表））

　平成24年度に策定した「第2次南砺市行政改革大
綱」及び「第2次南砺市行政改革実施計画」に基づ
き行政改革を推進します。

・行政改革懇談会の開催 21万円
・指定管理者評価委員会の開催

財源

万円

市民団体が行なう支援事業補助金 150 万円

災害支援費 975

6万円
・公共施設の売却譲渡等にかかる経費

その他（施設使用料等） 2

9
1,442
76

　（固定資産評価審査委員会）
　固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に
登録された価格について不服がある場合は、文書を
もって、固定資産評価審査委員会に審査の申し出を
することができます。

　委員は３人で、任期は３年です。

災害救助物資備蓄品 50

防災行政無線拡声子局修繕工事 406

万円

市総合防災訓練費 170 万円

防災行政無線等維持管理費 788 万円

防災・国民保護関係事務費 153 万円

防災拠点施設造成工事 1億3,380 

税務総務費　　　 1,577 万円 行政改革推進費 94 万円

　固定資産評価審査委員会の事務、砺波地区たばこ
税対策協議会への負担、土地の地番図異動修正作業
等を行う経費です。
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（ 担当：福野庁舎　会計課　　問合せ先　２３-２００６）
参議院議員選挙の執行にかかる経費です。

《任期満了日》７月２８日
《選挙期日》　任期満了日前３０日以内
《告示日》　　選挙期日の１７日前

《主な経費》
・管理者、立会人報酬
・職員手当
・事務補助賃金
・ポスター掲示場設置撤去管理等委託料

・開票所使用料等
・開票作業備品購入費
・事務費

財源
国県支出金 万円

（担当：福野庁舎　検査室　問合せ先　２３-２００６） （担当：福野庁舎　監査委員事務局　問合せ先　２３-２００７)

主な監査
・定期監査　　
　対象：出先機関を含む全ての部（室）局

・財政援助団体等監査　
　対象：補助金交付団体、出資団体及び指定

　　　　　 管理者

・例月出納検査
　対象：一般会計・特別会計、企業会計

・決算審査
　対象：一般会計・特別会計、企業会計

・基金の運用状況審査
・財政健全化指標審査

○報　酬　　　　　　 　115万円
○事務費　　　　　　　　48万円　　　　　　　　　　

   南砺市が発注する公共工事（道路、上下水道、建
物等）や委託業務（清掃、消防設備点検等）が完
成・完了したら、請負代金を支払う前に契約内容
（設計書、仕様書等）どおり完成・完了しているか
を確認するための検査を行う費用です。
　また、工事においては、検査を通じて適正な工事
の施工、品質を確保するための技術指導を行うこと
により、受注者の技術の向上と公共工事の品質向上
を図ります。

　　538万円
1,451万円

　　168万円

　　554万円
　　　84万円
　　　44万円
　　451万円

3,290

参議院議員選挙費
（ 担当：福野庁舎　選挙管理委員会　問合せ先　　２３-２００３）

万円万円検査費 65 163監査委員費

万円5423,290 万円 会計管理費

　南砺市へ入る歳入（国や県からの交付金や補助
金、市民の皆さんから納めていただく税金、保育料
などの収入）をとりまとめ、その収入金で各課が行
う事業等の経費の支払を行っています。
　また、南砺市が将来いろいろな事業をするための
積立金や準備金をそれぞれの基金として管理してい
ます。

主な経費
金融機関手数料（振込等） 364 万円
金融機関委託料 105 万円
振込依頼書など印刷代 55 万円
事務費 5 万円
公金総合保険料 13 万円

主な経費
使用料（工事成績評定システム） 53 万円
　　　（工事実績情報システム） 1 万円
事務費 9 万円

　主に監査委員2名に対する報酬・旅費に係る経費
です。監査は、公正な立場で対象となる市政の全般
にわたって調査し、事務及び事業の公正及び効率の
確保に努め、住民の福祉増進を志しております。

監査に当たっては次の観点から検証を行います。
「合規性」・・法令等に従って行われているか
「経済性」・・ムダな経費をかけていないか
「効率性」・・より成果のあがる方法はないか
「有効性」・・目的にかなっているか

工事検査用備品校正手数料 2 万円
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・消費生活相談窓口に係る経費
・「くらしの講座」開催

・啓発パンフレット等作成
・申請時に満年齢70歳以上の南砺市民であること。
・自主返納した日から1年以内であること。
○支援内容
①市営バス定期券　　６ヶ月定期券２枚を交付。　
②市営バス回数券
③加越能バス回数券 20,000円分を交付。
④ＪＲバス回数券
⑤タクシー利用券　

○申請手続きの流れ

財源 ①警察署で本人が運転免許返納を申請する。

国県支出金 万円 　運転免許取消通知書が交付される。　

万円 ②最寄りの行政センターで支援を申請する。

利用券20,000円分を交付。
（市内6社のタクシー会社か
ら一つを選択します。）

③後日、交付決定通知と希望の支援券が交付
   される（郵送）。

（ 担当：井波庁舎　住民生活課　　問合せ先　　２３-２０３５） （ 担当：井波庁舎　住民生活課　　問合せ先　　２３-２０３５）

万円防犯協会補助金 万円800 交通安全協会補助金 200

166
157

（ 担当：井波庁舎　住民生活課　　問合せ先　　２３-２０３５）（ 担当：井波庁舎　住民生活課　　問合せ先　　２３-２０３５）

○対象者
・有効期限前に、運転免許の全部を警察に自主的に
返納していること。

（次の①～⑤のうちいずれか1つとする。）

14

323消費者保護行政費 万円万円 312高齢者運転免許自主返納支援事業

　市内の交通(人身)事故件数は減少傾向にあります
が、高齢者事故の割合が依然として高く、今後、高
齢者人口の増加に伴い、高齢者事故も更なる増加が
懸念されます。高齢運転者に起因する交通事故を減
少させるため、運転免許を自主返納された70歳以
上の方を対象に、下記のことについて支援します。

25 万円

　悪質商法などの消費者被害から市民を守り、賢明
な消費行動を促進することで、安全・安心で持続可
能な社会の発展を目指します。
　平成21年度から消費生活専門相談員を配置し消
費生活相談窓口を充実させると共に、消費者の意識
高揚を図る事業を実施しています。

万円
万円

284

　平成24年中の市内の犯罪発生(刑法犯認知)件数は
128件で、過去10年間で最も少なく、合併後の平
成18年の288件と比較しても、大幅に減少してい
ます。
　犯罪を未然に防止して、市民が安心して暮らせる
安全なまちづくりを目指し、南砺市防犯協会へ防犯
活動推進のための補助金を交付しています。

　平成24年中の市内の交通(人身)事故発生件数は
162件で、過去10年間で最も少なく、合併後の平
成18年の241件と比較しても、大幅に減少してい
ます。
　また、交通死者数についても平成24年中は２名
で、過去10年間で最も少なく、平成22年の10名
から大幅に減少しています。
　悲惨な交通事故の防止を呼びかけ、市内での交通
死亡事故ゼロを目指すため、南砺市交通安全協会へ
交通安全啓発活動推進のための補助金を交付してい
ます。

市の負担額
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・取扱いできるカード　

・扱い証明書の種類,　手数料　
住民票の写し     　 　250円

180万円

419万円
　 （戸籍謄本）
戸籍個人事項証明書　400円

（戸籍抄本）

財源
国県支出金 万円
その他 (証明手数料など） 万円 ○主な経費

市の負担額 万円 地方自治情報センター運営負担金　　300万円
取扱い手数料（1件につき120円) 41万円
システム保守料等 103万円

○主な経費
・外国人住基ネット対応 　315万円

1,649万円

（ 担当：井波庁舎　住民生活課　　問合せ先　　２３-２００８）
　外国人住民の利便の向上や市町村行政事務の合理
化を目的として、平成24年7月に外国人登録制度が
廃止になり、住民基本台帳法の適用となったため、
住民基本台帳システムの改修を行う経費です。

・自動交付機関連システム改
　修、その他連携

住基法改正に伴う住基システム等改修委託料 1,964 万円

2,637

自動交付機保守・賃借料 682万円  　戸籍の附票の写し　　250円

とやま広域用ＦＡＸ賃借料     戸籍全部事項証明書　400円

・取扱い時間　　午前６時３０分～午後１１時まで

33 （年末年始12/29～1/3及びメンテナンス時を除く）

2,534

戸籍システム保守・賃借料 2,675万円
住基ネット機器保守・賃借料 1,248万円
公的個人認証機器保守料  　印鑑登録証明書　　　250円

444 万円
（ 担当：井波庁舎　住民生活課　　問合せ先　　２３-２００８） （ 担当：井波庁舎　住民生活課　　問合せ先　　２３-２００８）
　事務の効率化を図るため、戸籍事務をコンピュー
タで処理しています。また、住基カードの発行や住
基カードを利用し、証明書を自動交付機でも発行す
ることができるようシステムの運用をしています。
これらのシステムの維持管理費に係る経費です。

　住民基本台帳カードの有効利用と南砺市外でも取
得できるよう住民サービスの向上のため住民票の写
し、印鑑登録証明書、戸籍全部事項証明書（戸籍謄
本）、戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）、戸籍の附
票の写しを全国のコンビニエンスストアで取得でき
るサービスを提供しています。

有効期限が２０１９年４月１９日以降の自動交付
機暗証番号が登録された住基カード○主な経費

住基ネット・戸籍関係機器・ソフトリース及び保守料 5,204 万円 コンビニ交付実施事業
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