
主な経費 主な経費
教育センターの運営費 万円 スクールソーシャルワーカー　3人
教育相談の講師謝礼など 万円 賃金など 万円
教職員の研修費など 万円
南砺市分野別説明教材印刷費など

万円
学力分析ﾊﾟｿｺﾝ修繕など 万円
教師用ﾊﾟｿｺﾝ、校外学習バス賃借料など

万円
万円
万円

各種研究会負担金など 万円

補助金の内訳
主な経費 振興補助金 万円
適応指導員　３人 就園奨励費補助金 万円
教室運営費 万円 保育料軽減事業補助金 万円
指導員賃金など 万円

市内にある私立幼稚園
福野青葉幼稚園
福光青葉幼稚園

財源 財源
国県支出金 万円 国県支出金 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円

万円
（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

　市内の私立幼稚園2施設には、約95人の子
どもたちが通っています。
　子どもたちが、健康で安全な生活ができ、健
やかに成長されるよう、市では幼稚園の運営を
支援しています。
　また、幼稚園教育の普及・充実と保護者の経
済的負担を軽減するために、保育料の減免を行
います。

885

15

27

私立幼稚園補助費

26

1,083
202

212

200

（ 担当：井波庁舎　教育センター　　問合せ先　　２３-２０３１）

万円万円

55

1,285

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ配置事業 176

　児童生徒が問題行動等をおこす状況や背景に
は、心の問題や置かれている環境の問題（家
庭、友人関係、地域、学校等）が、複雑に絡み
あっていると考えられています。
　この事業では、スクールソーシャルワーカー
を配置し、問題を抱えている児童生徒やその保
護者、学校等に対し、より実態にあった相談業
務を通じて、問題に対する助言や解決に向けた
援助を行います。

345

　さまざまな不安や悩みがあって学校に行けな
い児童生徒を支援するために、適応指導教室
（いおう教室）を福光青少年センター内に設置
しています。
　ここでは、児童生徒に応じた相談や助言、指
導を通じて、学校への復帰に向け支援を行いま
す。

教育センター管理運営費 1,814
（ 担当：井波庁舎　教育センター　　問合せ先　　２３-２０３１）

　市教育センターの管理運営にかかる経費で
す。
　ここでは、教職員の資質向上を目指して、学
習指導に関する資料や情報を提供したり、研修
会を開催しています。
　また、教育相談を行い、子どもや保護者、教
職員の悩みや困難に対し、助言や解決の援助を
行います。
　さらに、小中学校の副読本を作成するなど、
教材・資料等の開発にも努めています。

万円
（ 担当：井波庁舎　教育センター　　問合せ先　　２３-２０３１）

適応指導教室運営費 227

17652
148

143
100

1,052
106
17
170

教育ﾈｯﾄﾜｰｸの保守点検など
教育研修用ﾊﾟｿｺﾝ購入など

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）

教育と福祉の両面に関して、専門的な

知識・技術を有するとともに、過去に教

育や福祉の分野において、活動経験の実

績等がある人
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主な経費
施設運営費 万円

主な経費
外国語指導助手（ALT）7名 施設の光熱水費 万円
賃金など 万円 施設等の修繕及び工事 万円

施設管理委託料 万円

財源
万円
万円

主な経費
施設運営費 万円 ○福光東部小学校耐震補強等改修事業

事業年度：Ｈ２２～Ｈ２６
施設の光熱水費 万円 平成25年度事業
校務助手賃金など 万円 大規模改修工事が必要な校舎
施設の修繕及び工事 万円 の実施設計など 万円
管理委託料 万円 校舎の備品購入 万円
管理備品購入 万円

○平・上平統合小学校建設事業
事業年度：Ｈ２２～Ｈ２６
平成25年度事業
平・上平統合小学校新築工事など
（継続事業） 万円

財源
財源 国県支出金 万円
その他（施設使用料） 万円 起債 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円

199

万円

　利賀複合教育施設「アーパス」（利賀小学
校、利賀中学校、利賀公民館）の管理運営にか
かる経費です。
　ここでは、適切な維持管理や利用しやすい環
境を整えることにより、子どもたちや地域の皆
さんにとって居心地の良い施設づくりに努めて
います。

万円
（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

478

（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

　現在、7名の外国語指導助手（ALT）を、小
中学校18校に派遣しています。
　児童生徒が、英語でコミュニケーションを
とったり、外国の文化や習慣、考え方など多く
のことを学んだりしています。
　この事業では、英語教育の充実と国際理解教
育の推進を図り、”英語が使える児童生徒”が
育つことを目標としています。

1,957

（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

万円

470
1,900

640

万円
（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

900

　小学校の耐震補強工事や老朽化が著しい校舎
の大規模改修工事、統合小学校の建設工事を進
めています。
　小学校の平成２４年度末の耐震化率は９５%
です。平成２５年度末には全ての耐震化工事を
完了する計画です。

3,333

3,333

アーパス管理費

　電話料や学校用品など

300

1,987

97
　電話料や運営消耗品など

　市内には、10校の小学校があります。
　児童が、安全に学校生活を送り、安心して教
育を受けることができるように、学校施設を適
切に維持管理し、より良い教育環境を整えま
す。

1,213

その他（施設使用料） 30
市の負担額

外国語指導助手招致事業

1億5,856

小学校施設整備費 9億9,397

９億7,857

２億9,889
５億4,910
１億4,598

7,251
1,217
3,545

小学校管理費 1億6,156

1,773
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主な経費
燃料費 万円

主な経費 スクールバスや
臨時調理員賃金など 万円 スクールバス停の修繕料 万円
給食食器の更新や給食用品など タイヤなどの消耗品 万円

万円 運行委託料 万円
調理場の燃料費 万円 井波小学校
調理場の修繕など 万円 　スクールバス更新 万円
調理機器の更新 万円 車検費用など 万円
調理場の点検や調理員の検査など

万円

財源
起債 万円

万円

中学校管理費

主な経費
施設運営費 万円 ○福野中学校耐震補強等改修事業

事業年度：Ｈ２２～Ｈ２６
施設の光熱水費 万円 平成2５年度事業
校務助手賃金など 万円 福野中学校C棟・D棟耐震補強等改修
施設の修繕及び工事 万円 工事実施設計など 万円
管理委託料 万円 校舎の備品購入 万円
管理備品購入 万円

財源 財源
その他（施設使用料） 万円 起債 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円

1,142

万円

　市内には、8校の中学校があります。
　生徒が、安全に学校生活を送り、安心して教
育を受けることができるように、学校施設を適
切に維持管理し、より良い教育環境を整えま
す。

1億1,537 万円中学校施設整備費 3,819
（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

万円

1,790
市の負担額

（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

万円6,055
（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

スクールバス運行費

　市では、遠距離通学児童のためにスクールバ
スを運行しています。
　利用できる児童は、特別な理由がある場合を
除き、低学年２㎞以上、高学年2.5㎞以上とし
ています。

2,700

1,893
248

（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

350

4,265

小学校給食費 3,317

　市内には、8つの小学校単独校調理場と2つ
の小中学校共同調理場があります。
　市では、給食施設の修繕や点検、調理機器の
更新を適切に行うことで、きめ細かな衛生管理
を行い、安全で安心な給食を児童においしく食
べてもらえるよう努めます。

651
629
231
138

157

220
1,511

644

1,379
300

　中学校の耐震補強工事や老朽化が著しい校舎
の大規模改修工事を進めています。
　中学校の平成２４年度末の耐震化率は８３%
です。福野中学校以外の中学校の耐震化は完了
しました。平成２６年度末には全ての耐震化工
事を完了する計画です。

2,819
1,000

2,440

1,634
1,753
420

1億1,237

　電話料や学校用品など
5,383
1,205

福野中学校第１体育館
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主な経費 主な経費
臨時調理員賃金など 万円 指導ボランティア謝礼 万円
給食食器の更新や給食用品など 報告書作成費など 万円

万円 指導ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料 万円
調理場の燃料費 万円
調理場の修繕など 万円
調理機器の更新 万円
調理場の点検や調理員の検査など

万円
給食調理業務の民間委託

万円
城端中学校､井波中学校､福野中学校
福光中学校、吉江中学校の給食調理
業務を民間業者へ委託しています。

財源
国県支出金 万円
市の負担額 万円

主な経費
学校医の報償費など 万円
保健衛生、医薬材など 万円
健康診断、各種検査委託 万円 主な経費
学校保健備品購入 万円 小学校援助費 万円
災害共済負担金 万円 中学校援助費 万円
医療費の給付など 万円

財源 財源
その他（給付金など） 万円 国県支出金 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円1,840

2,519
（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

万円

　児童生徒や教職員が健康を保ち、元気に学校
生活を過ごすことができるよう、学校保健安全
法に基づく健康診断や検査などを行います。

703
454
420
57
367
518

679

小中学校健康管理費

万円

万円

119

（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

50

120

209

39

14歳の挑戦実施費

　中学２年生が、身近な地域の会社や職場で１
週間の職場体験活動や福祉ボランティア活動等
に参加します。
　社会での活動を通じ、規範意識や社会性を高
め、将来の自分の生き方を考えるたくましい力
を身につけられるよう、事業を実施します。

90

612
156
125

44

6,384

中学校給食費 7,826

　市内には、6つの中学校に単独校調理場があ
ります。
　市では、給食施設の修繕や点検、調理機器の
更新を適切に行うことで、きめ細かな衛生管理
を行い、安全で安心な給食を生徒においしく食
べてもらえるよう努めます。

169

336

（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

万円

20
2,371

小中学校就学援助費 2,391

　経済的に就学が困難な小中学校の児童生徒や
東日本大震災により被災された児童生徒の保護
者に、学用品などに係る経費の援助を行いま
す。また、特別支援学級の児童生徒の保護者に
も経済的負担を軽減するために援助を行いま
す。
　援助対象者は、世帯の収入額などにより認定
されます。

1,049
1,342

（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

職場体験活動
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（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

臨任講師等配置事業 万円 適応指導員・スタディメイト配置事業
万円

市内３校へ配置。
市内７校へ配置。

図書館司書助手配置事業 万円
主な経費

万円
万円

市内10校へ配置。 万円
万円

理科実験準備等支援事業 万円 万円

財源
市内１０校へ配置。 国県支出金 万円

市の負担額 万円

（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

図書館司書助手配置事業 万円 適応指導員配置事業 万円

市内8校へ配置。 市内６校へ配置。

スポーツエキスパート派遣事業 万円
主な経費
臨任講師の配置 万円

万円
市内8校へ6３名派遣。 生徒用図書購入 万円

教育教材備品購入など 万円
通学費支援 万円
各種大会出場補助 万円

財源
国県支出金 万円
市の負担額 万円

390
教育ﾊﾟｿｺﾝ、施設使用料など 2,871

万円

理科の観察・実験の際にアシスタントを
配置し、より一層質の高い指導が行える
ように支援します。

2,470

8,958

教育ﾊﾟｿｺﾝ、施設使用料など

1,372
小規模校の複式学級に対応できるよう臨
任講師を配置し、よりよい学習環境づく
りを支援します。

発達障害や不登校などの事情を抱える児
童に対し、学校生活に適応できるよう支
援します。

　市内10校の小学校には、約2,520人の児童が元気に通学しています。
　この事業では、安心して教育を受けられる環境づくりや総合的な学習の支援、情報教育環境の整
備、図書、教材備品の購入などを行い、より充実した学校教育ができるよう努めています。

全小学校に図書館司書助手を配置し、読
書に親しむ機会づくりと、楽しんで読書
ができるよう支援します。

小学校教育振興費

352

78

545
490
2,980

271

児童用図書購入
教育教材備品購入など
通学費支援
各種大会出場補助

6,825

　市内8校の中学校には、約1,360人の生徒が元気に通学しています。
　この事業では、安心して教育を受けられる環境づくりや総合的な学習の支援、情報教育環境の整
備、スポーツエキスパートの派遣、図書、教材備品の購入などを行い、より充実した学校教育がで
きるよう努めています。

150 750

万円

117

378

400

6,644

400
560
196
1,130

全中学校に図書館司書助手を配置し、読
書に親しむ機会づくりと、楽しんで読書
ができるよう支援します。

中学校部活動へ地域の優れたスポーツ指
導者を派遣し、運動能力や技術力の向上
を支援します。

181

8,841

発達障害や不登校などの事情を抱える生
徒に対し、学校生活に適応できるよう支
援します。

中学校教育振興費
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なんと元気なまちづくり事業（小中学校分）
（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３-２０１２）

新規事業 新規事業
万円 万円

ふるさと教育推進事業 万円 「南砺の偉人」作成事業 万円

万円 万円

万円 万円
万円 万円

　小中学生の卒業証書を市の伝統的工芸品である「五箇山和紙」で作成します。
　卒業式では、小学生、中学生が五箇山和紙の卒業証書を受け取ります。
　子どもたちは、市の伝統工芸に触れ、"ふるさと"を思い愛する心を育みます。

小学校なんとハートフルランチ 69
中学校なんとハートフルランチ 38

　小中学校の校舎などにグリーンカーテン
の設置を推進します。子どもたちは、植物
の世話を通してエネルギー問題など、さま
ざまな学習をします。

　「なんとハートフルランチの日」に南砺
市の地元食材で作った学校給食を食べま
す。食材費の１/２を市が負担します。
　学校給食を通して「食育」を進め、地元
の農産物などのおいしさを知り、生産者と
のつながりを深めます。

小学校グリーンカーテン推進事業 20
中学校グリーンカーテン推進事業 20

万円

40

696

小中学校生活アンケート調査実施事業 80 中学校学力向上支援事業

小学校五箇山和紙でマイ卒業証書 52 中学校五箇山和紙でマイ卒業証書 52

不登校、いじめ対策やよりよい学級づくり
に活用するため、子どもたち個々の意欲や
満足感、学級の状態を質問紙により測定し
ます。

　「確かな学力」育成のため、中学校が独
自に行う学力向上事業の取組を支援しま
す。

216

　「ふるさと教育」を重点的に行い、子ど
もたちの"ふるさと"を思い愛する心を育みま
す。
　将来、南砺市で働き、家庭を築こうとす
る若者を多く育てるため、小中学校の独自
の取り組みを支援します。

109

　平成２４年度から２カ年をかけて、郷土
の先人を調査・選考し、南砺の偉人として
まとめた冊子を作成します。
　子どもたちに夢と希望を与え、故郷に対
する理解と誇りが生まれ、ふるさと教育の
推進につながります。

グリーンカーテン推進事業なんとハートフルランチ
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・社会教育委員設置費 52万円 ・社会教育推進大会開催費 119万円

・社会教育指導員報酬 672万円

・市民大学講演会開催費 181万円
・社会教育団体活動育成費 299万円

南砺市連合婦人会
南砺市ＰＴＡ連絡協議会
ボーイスカウト南砺市協議会
南砺市ガールスカウト協議会
青年団（平・上平・利賀地域）

青年リーダー
研修会

起債 万円 ・砺波地区視聴覚教育協議会負担金
市の負担額 万円 59万円

・子ども体験活動事業 146万円 ・市民大学講座 188万円

　ふるさとの歴史　（前期・後期）
　自然の探訪　　　（前期・後期）
　いなみ木彫りの講座　（通年）
　なんとを語る　　（前期・後期）

パソコンを使って 　ふるさとを巡る　　　（通年）
ロボットを動かす様子 　となみ野の技に触れる（前期・後期）

　ことばを学ぶ　　　　（後期）
・子育て講座事業 48万円 　安全な暮らしを考える（後期）
・子育てサポーター養成講座　　21万円 ・なんと市民学遊塾 58万円

・成人式開催費 262万円 ・なんと陶芸講座 57万円
・青少年育成市民会議活動費 85万円
財源 財源
その他（保険料・参加費） 万円 その他（受講料） 万円

万円 万円市の負担額 555 市の負担額 210

市民の自主的、自発的な「学び」の場。
塾の運営をサポートします。

7 93

　市民を対象に「南砺市民大学講座」や「なん
と市民学遊塾」などを開講し、市民の学びたい
心を応援します。

「子ども伝統芸能塾」「週末子ども文
化塾」「チャレンジ自然塾」といった
3分野の体験活動を実施します。

専門的な知識を持った講師による教養
講座や、生活の向上や潤いを持つため
の知識や技能を身につける講座です。

地域の家庭教育・子育て支援をサポー
トする人材を養成します。

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

　市内の子どもたちが、豊かな自然と文化の中
で心豊かで健やかに育つことを願って、体験活
動や講座など様々な活動を行っています。

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

青少年育成費 562 万円 講座開設費 303 万円

社会教育総務費 1,023 万円

　財源

1,013
10

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

　社会教育委員や社会教育指導員に関する経費
と社会教育団体の助成費です。

1６名委嘱。市社会教育事業に関し助
言をします。

7名配置。生涯学習講座の企画･運営､
社会教育団体を育成します。

万円社会教育推進費 359
（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

　社会教育推進大会や市民大学講演会の開催経
費と砺波地区視聴覚教育協議会負担金です。

社会教育等の推進に功労のあった個人
や団体を表彰し、実践発表や講演会を
行います。生涯学習講座活動報告・作
品展も併せて開催します。

様々な分野の著名な講師の講演を聴く
機会を提供しています。
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・緑の里講座開催費 125万円

茅刈り体験
緑の里講座

現地研修の
様子

実践コース
[基礎コースを修了した方を対象] ・地域高齢者教室開催支援 85万円

・ふるさと学習応援事業　　 20万円

財源 財源
その他（受講料） 万円 その他（受講料） 万円

万円 万円

公民館長報酬（31名） 155万円
公民館主事報酬（31名） 140万円

城端校区（2教室） 平校区　（1教室） 公民館指導員報酬（31名） 2,976万円
上平校区（1教室） 利賀校区（1教室） 地区公民館活動交付金 1,860万円
井波校区（2教室） 井口校区（1教室）
福光中部校区（1教室） 福野校区（1教室） ・家庭教育支援交付金 135万円
福光南部校区（1教室） 公民館における家庭教育・子育て支援に

係る事業を支援します。

公民館連合会補助金他 119万円
学習活動 富山県公民館連合会
茶道の様子 南砺市公民館連合会

砺波地区公民館連合会

財源
国県支出金 万円 南砺市公民館連合会

万円 研修会の様子

万円

五箇山自然文化解説員養成講座 17 万円
（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３） （担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

　昨年に引き続き「五箇山自然文化解説員養成
講座」を開設します。
　市民が五箇山地方の自然文化を学び、世界遺
産「五箇山合掌造り集落」に対する理解を深め
ることにより、伝統文化の継承へつなげます。

　市民の学びたい心の応援や生きがいづくりの
支援のため、講座や教室を開催しています。

講座回数　　年間6回（現地研修4回含） 各地域で開催される高齢者の教室やふ
るさと学習を支援します。

開催場所　   福野文化創造センターほか

市民を対象に、一般教養講座を年間20
回開催。会場は、福光庁舎別館、福野
文化創造センター、井波総合文化セン
ター、じょうはな座です。

市の負担額 10 市の負担額 188
7 42

万円地域子ども教室推進費 524 万円 公民館振興費
（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３） （担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

　小学生が、地域の中で安全に安心して活動で
きるよう「放課後子ども教室」を9小学校校区
で11教室開設します。
　この教室は、地域の方々の参画により勉強や
スポーツ、文化活動等を行なっており、社会体
育・教育施設や小学校の体育館等を利用し、平
日の放課後や週末・休日に活動しています。

　地区公民館は、地域の「憩いの場」「学びの
場」「ふれあいの場」として身近な生涯学習の
場所です。
　31館の自主的な学習活動や運営、地域の絆
づくりなどの公民館活動を支援します。

5,385

346
その他（保険料） 2
市の負担額 176

万円230高齢者学級費
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福光福祉会館等管理費 1,561万円
城端勤労青少年ホーム 430万円
指定管理料（城端地区自治振興会）
城端陶芸工房管理費 58万円

公民館維持管理費 福光福祉会館周辺施設 24万円
（平･上平･利賀地域等の公民館管理費） 再編検討事業
地区公民館維持管理交付金 1,200万円 福光福祉会館AED購入 35万円
福野産業文化会館指定管理料
（福野中部自治振興会）
公民館ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化工事

福野産業文化会館非常灯
更新工事

財源 福光青少年センター
起債 3,110 万円 財源
その他(施設使用料等) 134 万円 その他(施設使用料等) 221 万円
市の負担額 2,275 万円 市の負担額 1,887 万円

（ 担当：中央図書館　　問合せ先　　５２-０３１７）

○図書館管理運営費 5,832万円
賃金､光熱水費､清掃委託料等の維持管理費

○図書館資料整備費 2,354万円
一般書､児童書､視聴覚資料、新聞､雑誌購入費

○なんと元気なまちづくり事業 80万円
読み聞かせ推進事業（大型絵本・紙芝居の購入）

財源
その他（コピー代など） 万円 http://library.city.nanto.toyama.jp/www/index.jsp

市の負担額 万円8,226

　市立図書館は、生涯学習の拠点として中央館（福光）・４地域館（城端・平・井波・福野）、３サービス
コーナー（井口・上平・利賀）体制で運営しています。
　図書館では、図書や視聴覚資料の充実や読書感想文の書き方教室などの自主事業の開催を通じて、市民の皆
さんが読書に親しむ機会づくりを行ない、皆さんに親しまれる、利用しやすい図書館を目指しています。

南砺市立図書館のホームページは検索機能
が充実。自宅のパソコン、携帯電話からも
図書の検索や予約ができます。

40

図書館事業 8,266 万円

読書感想文書き方教室、子ども会、お話し会の講
師謝礼、材料代等の自主事業費

491万円

万円公民館管理費 5,519 その他社会教育施設管理費

469万円

3,284万円

75万円
（福野西部、石黒、広瀬舘）

万円
(担当：井波庁舎　生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課　問合せ先　２３-２０１３) (担当：井波庁舎　生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課　問合せ先　２３-２０１３)

　地区公民館31館と福野産業文化会館の施設
管理費です。
　公民館は、地区の活動の中で維持管理もお願
いしており、維持管理交付金を公民館の面積や
体育館の有無で算定して交付しています。
　現在、地区公民館のバリアフリー化工事を計
画的に行っています。

　福光福祉会館、松村記念館、福光青少年セン
ター、城端勤労青少年ホーム及び城端陶芸工房
の施設管理費です。

2,108

読書感想文

書き方教室
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（担当：井波庁舎　生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課　問合せ先　２３-２０１３）

城端西部体育館等体育施設指定管理料2,872万円 桜ヶ池クライミングセンター 176万円
（ＮＰＯクラブJoy） 管理業務委託料
福野体育館等体育施設指定管理料 4,595万円 福野テニスコート暗渠排水工事 130万円
（ＮＰＯふくのスポーツクラブ） （仮称）井口屋内グラウンド 1億985万円
井波社会体育館等体育施設指定管理料1,954万円 新設事業
（ＮＰＯアイウェーブ） 福光屋内グラウンド 2,675万円
福光体育館等体育施設指定管理料 2,413万円 砂入り人工芝改修工事
（ＮＰＯ福光スポーツクラブ） 城南スタジアム改修工事 536万円
福光里山体育館等体育施設指定管理料 460万円 クレー射場鉛弾飛散防止工事 219万円
（水口造園㈱） 社会体育館管理費 482万円
木彫りの里テニスコート指定管理料 250万円 テニスコート管理費 260万円
（㈱井波木彫りの里） プール管理費 23万円
城端温水プール指定管理料 1,690万円 グラウンド管理費 528万円
（安達建設㈱） その他施設管理費 788万円
福光総合グラウンド等体育施設 8,040万円
指定管理料（医王アローザ㈱） 財源
たいらクロスカントリー場指定管理料 350万円 その他（基金等） 1億1,426 万円
（㈱長田組） 市の負担額 2億8,000 万円

全国高校総体
南砺市体育協会補助金 4,300万円
青少年トップアスリート育成強化事業補助金

50万円

国体

スポーツ大会派遣費 400

社会体育施設管理費 3億9,426

4,350 万円

　予選大会を経てスポーツ大会等（交付要綱等
で定められている各種全国大会及びブロック大
会等）に出場する個人または団体に対し激励金
を交付します。

万円

　市内の主な社会体育施設は、指定管理者に運営を委任しております。
　弾力性や柔軟性のある施設運営を行い、利用者へのサービス、利便性の向上につなげます。
　また、皆さんに安心して利用していただけるよう、日常管理と計画的な改修修繕により、安全な
施設づくりに努めます。

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

バドミントン強化指導

　市体育協会は、市民にスポーツを普及・推進
し、市民の健康増進と体力の向上を図ります。
　また、全国で競い合えるトップアスリートの
育成強化に向け、対象とする競技種目を限定
し、才能あるジュニア選手の発掘育成をしま
す。

　市体育協会の事業概要
　・スポーツ行事の企画・運営
　・競技力の向上
　・スポーツ団体の育成強化
　・スポーツ指導者の養成

市民体育大会開会式

万円体育団体育成費
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いのくちスポーツクラブ補助金 175万円
スポーツ推進審議会委員報酬 12万円 利賀スポーツクラブ補助金 165万円
スポーツ推進委員報酬 210万円 たいらスポーツクラブ補助金 165万円
県派遣主事・委員研修負担金他 560万円 五箇山スポーツクラブ補助金 165万円

４NPO法人スポーツクラブ補助金 160万円
スポーツクラブ連絡協議会補助金 40万円

財源
起債 万円
市の負担額 万円

スポーツクライミングJOCジュニア
オリンピックカップ大会補助金 175万円

西日本バイアスロン選手権大会補助金

雪合戦なんと大会補助金 180万円 85万円
チャレンジデー補助金 60万円
スポレクデー補助金 30万円

雪合戦なんと

財源
起債 万円
その他（地域活性化センター助成金） 万円
市の負担額 万円5

80

　スポーツイベントを通して運動やスポーツを
継続して行うことの素晴らしさや大切さを知
り、健康づくりの意識の高揚を図ることで、運
動・スポーツ活動の習慣のきっかけをつくりま
す。また、目標に向かって団結し活動すること
で連帯感が生まれ、コミュニティづくりや地域
の活性化につながります。

スポーツイベント開催補助金 270

スポーツ選手活用体力向上事業

子どもの体力推進事業

380
490

ウオーキングイベント 新体操教室

チャレンジデー スポレクデー

万円

　スポーツの全国大会を誘致し、大会事業の助
成をします。レベルの高いスポーツを間近で観
ることにより、市民のスポーツへの関心が高ま
り、かつ競技力の向上につながります。

スポーツクライミングJOC
ジュニアオリンピックカップ
大会

スポーツ全国大会開催補助金 260 万円
（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

175

870 万円
（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

　総合型地域スポーツクラブは、市民が身近な
地域でスポ－ツに親しむことができ、地域住民
により自主的・主体的に運営されるクラブで
す。子どもから高齢者まで、また初心者でも、
様々なスポーツを愛好する人々が、それぞれの
志向・レベルに合わせて参加できます。

総合型地域スポーツクラブ育成費生涯スポーツ推進委員費 782 万円

　市民が生涯にわたり広くスポーツを楽しみ、
健康保持・増進に努められるよう、また、地域
のスポーツ振興のため、スポーツの実技その他
スポーツに関する指導・助言や住民や各種ス
ポーツ団体との連絡・調整を行います。

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

西日本バイアスロン

選手権大会
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（ 担当：井波庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

○指定文化財管理業務
維持管理謝礼 
・縄ヶ池ミズバショウ群生地（城端）の環境整備
・ 谷の福寿草自生地（井口）の巡視　　など
管理業務委託 
・

・黒髪庵（井波）樹木管理
・巴塚の松（福光）樹木保護

○指定文化財説明板更新

財源
国県支出金 万円

万円

<平・上平地域>
埋蔵文化財詳細分布調査 68 万円

＜実施内容＞
善徳寺本堂の耐震補強を目的とした部分修理
・屋根材の軽量化
・軒周り、小屋組、床組の解体と柱の建て
   起こし
・構造補強フレームの設置

文化財センター屋上防水工事 220 万円
市内遺跡試掘調査 137 万円
文化財センター管理費 112 万円

財源
国県支出金 万円
市の負担額 万円

城端曳山祭保存会が国庫補助を受けて行う曳山等
の修理について経費の一部を補助します。

○善徳寺本堂緊急震災対策事業補助金
                                             2,400万円
善徳寺が県費補助を受けて行う、本堂の緊急震災
対策のための修理工事について経費の一部を補助
します。この修理は５年計画で行われます。

○市指定文化財保存事業補助金　　641万円
  ・善徳寺庫裏、台所門修理事業等

537
（ 担当：井波庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

文化財保存修理事業補助金 3,438 万円 埋蔵文化財調査費

　平・上平地域において遺跡を探す調査を行い
ます。

指定文化財管理費 223 万円

173万円

　南砺市には239の指定文化財があります。文
化財は、私たちの歴史、伝統、文化などを理解す
るために欠かせないものであると同時に、将来の
文化の向上や発展の基礎となるものです。
　市では、住民や所有者との協働によって文化財
の適切な保存と活用を行い、未来へ守り伝えてい
けるよう努めます。

福光城址栖霞園(福光)池尻中世石塔群(井口)の管
理･除草等

（ 担当：井波庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

○城端曳山等修理事業補助金　　　397万円

万円

50万円

15
市の負担額 208

市指定文化財の所有者が行なう、文化財保存のた
めの保護や修理に要する経費の一部を補助します
(補助金額は経費の30%以内・3,000万円限度)。

150
387

※この補助制度を利用される場合は、着手の前年
度の10月までに文化･世界遺産課へご相談下さ
い。

国指定 県指定 市指定

5 6 12

絵画  2 11

彫刻 1 5 21

工芸品  2 13

書跡･典籍･古文書 2 1 34

考古資料  6

歴史資料  1 7

2 2

1 2 6

3 1 47

1

4

4

1 6 30

13 28 198

239

小　　　計

◆南砺市の指定文化財　　　　　　　　（単位：件）

記念物

史跡

史跡･名勝･天然記念物

名勝

名勝・天然記念物

天然記念物

無形民俗文化財

指定文化財　　総　計

種　別

有　形
文化財

建造物

美
術
工
芸
品

民　俗
文化財

有形民俗文化財

◆南砺市の国選定・選択・登録文化財　　　（単位：件）

選定文化財 2 伝統的建造物保存地区

選択文化財 2 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財

登録文化財 3 建造物

平・上平地域
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主な事業
世界遺産マスタープラン事業 141 万円
国史跡合掌造り集落保存修理事業

2,200 万円
県単合掌造り集落保存修理事業400 万円
国指定文化財管理事業補助金1,250 万円
合掌造り家屋保護事業 1,679 万円

財源
国県支出金 万円
起債 万円 世界遺産　菅沼合掌集落
その他（所有者負担金） 万円
市の負担額 万円

世界遺産　菅沼合掌集落
1,266
82

世界遺産･合掌造り家屋保存事業 5,670 万円
（ 担当：井波庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

　世界遺産「五箇山の合掌造り集落」や周辺地
域の環境を維持、保全する事業です。
　茅屋根の葺き替え作業や家屋の修理、集落環
境の整備等を支援しています。世界遺産集落を
次世代に引き継ぐためのマスタープランに基づ
き取り組みます。

3,612
710
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○南砺市美術展開催事業　 　　　　352万円　 ○文化協会、美術協会等活動補助金   500万円
○郷土芸能保存団体補助金　　 　 　 107万円
○井波美術館運営補助金                  180万円
○となみ野文化事業連絡協議会等会費    6万円
○福光声楽サマーセミナー補助金   1,150万円

【部門】日本画・洋画・写真・彫刻・工芸・書
【賞】市展大賞･市展賞･奨励賞･努力賞･菊華賞

○文化芸術創造発信ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ事業　 1,100万円
【展示期間】11月9(土)～17日(日)を予定 ｽｷﾔｷ100、BeSeTo演劇祭２０周年1,000 国補50%

○ｽｷﾔｷ･ﾐｰﾂ･ｻﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ事業補助金    1,000万円

【観覧料金】無料

○アートで遊ぼう事業　　　　　　 　50万円　
○スキヤキ・トーキョー事業補助金  125万円

○井波美術館バリアフリー改修工事　370万円　 ○南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ補助金 
キャンプ作品展・広報    100万円

○南砺市いなみ全国連句大会補助金     80万円
○芸術文化推進プラン策定事業　        36万円　 ４年毎に開催の連句全国大会への助成

○いなみ国際木彫刻キャンプ作品塗装  80万円　

○市埋蔵文化財センター管理運営費 894万円 ○舞台芸術事業補助金 849万円

○ 700万円

・

○市埋蔵文化財センター改修工事   4,400万円 ・
○城端曳山会館管理運営費 1,536万円

・

○

685万円
○城端曳山会館耐震化工事実施設計　150万円

財源 ○

国県支出金 万円
起債 万円
その他（施設使用料） 万円 290万円
市の負担額 万円

2,020
355
2,355

1,200年前の役所跡、国史跡高瀬遺跡公園の
管理と市内遺跡発掘品の展示収蔵活用を目指しま
す。井波歴史民俗資料館を転用し、市埋蔵文化財
センターとして改修工事を始めます。
　また、史跡公園の活
用として、高瀬遺跡菖
蒲まつりが開催されて
います。（平成25年
6月22日、23日）
　高瀬遺跡復元推定図

世界的舞台芸術拠点づくり推進事業

シアター・オリンピックス開催と利賀で
の同時開催準備

アジア諸国との共同事業に係る企画、連
絡調整

アジア諸国との共同制作（中高生の鑑賞
会事業　ｱｼﾞｱ演出家ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　世界の大
学や劇団が学ぶｽｽﾞｷ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ﾒｿｯﾄﾞの指
導）

2,250
研修宿泊棟屋根壁
改修工事(3棟の内
3棟目)

芸術文化推進事業 888 万円

【本会期：平成２５年８月２３日(金)～２５日(日)】

入選作品と招待作品を一堂に展示します

　市内から広く一般公募することで、市民一人ひ
とりの芸術文化活動への自発的な参加と創作意欲
の向上につなげます。審査により入選・入賞作品
を選抜します。

【応募資格】市内に在住または勤務､通学する人

【展示会場】福野文化創造センター･福光美術館

（ 担当：井波庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

博物館運営費 6,980 万円

東京でスキヤキに出演したアーティストコンサートの
開催

　300年の歴史を誇る重要無形民俗
文化財・城端曳山祭を華麗に演出する
曳山・庵屋台・傘鉾を展示していま
す。山町6ヶ町のうち3ヶ町分を、毎
年5月4、5日の祭礼を境に入れ替え
て展示しています。

（ 担当：井波庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

　入口を側面に復元しバリアフリー化。受付事務
の移設及び内壁塗装。

利賀芸術公園指定
管理料（富山県文
化振興財団）

　福野文化創造センター・福光美術館主催で美術
創作活動に親子参加してもらい作品を市展に展
示。集客と新進作家育成を期待します。

　舞台芸術の拠点づくりを一層推進するた
めに、次の事業を支援します。

利賀芸術公園支援事業 2,524 万円

　利賀サマーアーツプログラムをはじめと
する舞台芸術公演を支援します。

　ボランティアスタッフの
運営で成り立ち、海外アー
ティストによるコンサート
や楽器演奏ワークショップ
など異文化交流を交わし、
新しい音楽を創り、世界へ
発信しています。

芸術文化団体育成事業 4,348 万円

　福光IOX-AROSAを会場に、声楽家志望者など全国
的に受講生を募集し、セミナーを開催。8月1日～7日

（ 担当：井波庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

（ 担当：井波庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）
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施設管理費　　　　　　　　　2,376万円　　　　　　　　　　　　　　
舞台音響設備改修工事　　　　　972万円
舞台照明設備改修工事　　　　2,226万円

自主事業費　　　　1,257万円
児童演劇「イソップ物語と王様の耳はロバの耳」（親子で楽し
めるぬいぐるみミュージカル）
松竹特別公演「三婆」   （戦後の混乱期を舞台にした本格喜劇）
太田裕美コンサート        （懐かしい音楽を楽しむコンサート）
山口智充お笑い＆ライブ  （モノマネとコントの爆笑ステージ）

財源
その他(使用料･入場料等) 万円
市の負担額 万円

○アートスペース事業（美術鑑賞）　457万円
現代版画展（多摩美大コレクション作品から展示）
富山県美術連合会展（県内巡回展）
収蔵品展（３作家の自画像展）

財源
円形劇場「ヘリオス」 起債 万円

その他(使用料･入場料等) 万円
市の負担額 万円

1,515

「ヘリオス」では、円形劇場という特徴を生かして、印象的なコンサートや優れた芸術文化の
鑑賞機会を提供する自主事業公演を実施しています。平成２５年度は、次の事業を行います。

○ヘリオス事業（舞台芸術鑑賞）　1,169万円
自主公演（国内アーティストの公演）
第21回元旦コンサート（元日に開催しているｸﾗｼｯｸ音楽会）
グルーヴィーナイト（今、注目されている音楽ライブ）
ヘリオス・アットホーム（気軽に楽しめる音楽会シリーズ）

1億1,333 万円
（ 担当：福野文化創造センター　　問合せ先　２２-１１２５）

　福野文化創造センターは、芸術文化と社会教育の施設です。円形劇場
「ヘリオス」や展示ホール「アートスペース」､会議室､練習スタジオ、
福野図書館があり、設備点検や整備を行ないながら、安全に安心して利
用していただける施設となるよう努めています。
　平成25年度には照明設備などの改修工事を行います。

2,580

7,238

井波総合文化センター事業 6,831 万円
（ 担当：井波総合文化センター　　問合せ先　８２－５８８５）

　井波総合文化センターは、生涯学習や文化活動、地域活動の場とし
て、また活動成果の発表の場として、快適に安心して使用できるよう
施設の管理・運営をしています。エレベータが設置され利用しやすく
なりました。
　平成25年度には、舞台音響・照明設備改修工事をおこない、さら
に安全に安心して利用していただける施設をめざします。

施設管理費　　　　　　6,702万円
舞台照明改修工事　　　2,730万円
その他の営繕・修繕工事　275万円 元旦コンサート

メモリアホール

　当センターでは、市民の皆さんが一流の芸術、文化、芸能に触れら
れるよう、自主事業公演を実施し、鑑賞の機会を提供しています。
　平成25年度には、次の公演を予定しています。

1,496
5,335

福野文化創造センター事業
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美術品整備

（ 担当：福光美術館　　問合せ先　　５２-７５７６） （ 担当：福光美術館　　問合せ先　　５２-７５７６）

・施設管理費 万円
・トビダス美術館出前授業 万円 ・施設管理費 万円
・美術館増築実施設計業務 万円 ・愛染苑屋根修繕工事 万円
・企画展示室空調機器更新工事 ・作品展示用木製額購入 万円

万円
万円

・自主事業費 万円
《平成25年度の企画展》
美を綴る　Artキルト展
川原竜三郎回顧展
なんとの至宝展　屏風絵の世界
クールなんと　前衛書家展
第12回なんと版画年賀状公募展
南砺の教育美術のさきがけ展

財源
起債 万円 財源
その他（入館料等） 万円 その他（入館料等） 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円

50 万円
（ 担当：福野文化創造センター　　問合せ先　２２-１１２５）

　福野文化創造センターには過去からの収蔵品や作
家の方からの寄贈など、さまざま美術品が収蔵され
ています。作品を展示するために必要な額装や整備
をします。

　これらの美術作品は市民の皆さんに鑑賞、親しん
でいただくため、福野文化創造センターの常設展示
や収蔵品展で公開しています。また、市外の美術館
の展覧会に貸し出すこともあります。

「同居の庭」（平成22年に整備）
　日本画家　齋藤清策先生から寄贈
された作品です。
　現在は平中学校で展示しています。

2,120
924 245

1,333

783

4,579 538

・展示用LEDスポットライト購入 45
1,672

2,236 126
36

万円

　福光美術館の企画展を実施する経費や電気料
や冷暖房などの維持管理費です。
　当美術館では、各種展覧会を開催し、皆さん
が気軽に美術に親しめる機会を提供します。

　棟方志功記念館「愛染苑」や隣接する「鯉雨
画斎」、「青花堂」の電気料や冷暖房などの維
持管理費や修繕工事です。
　当館では、棟方志功の作品や南砺地域の民芸
品等を、四季に応じて展示します。

2,333
4 621

福光美術館事業 7,623 万円 棟方志功記念館事業

103


