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平成25年度 平成24年度
当初予算額 当初予算額

346億1,000万円 344億3,000万円 1億8,000万円 0.5 %

1億2,960万円 1億3,140万円 △180万円 △1.4 %

59億200万円 57億6,650万円 1億3,550万円 2.3 %

4億380万円 3億6,050万円 4,330万円 12.0 %

14億7,230万円 14億3,540万円 3,690万円 2.6 %

3億8,050万円 3億3,910万円 4,140万円 12.2 %

2億3,610万円 2億2,510万円 1,100万円 4.9 %

1億4,590万円 6億2,760万円 △4億8,170万円 △76.8 %

3億7,950万円 3億4,650万円 3,300万円 9.5 %

90億4,970万円 92億3,210万円 △1億8,240万円 △2.0 %

85億5,157万円 79億728万円 6億4,429万円 8.1 %

66億3,489万円 62億9,133万円 3億4,356万円 5.5 %

19億1,668万円 16億1,595万円 3億73万円 18.6 %

16億762万円 17億3,067万円 △1億2,305万円 △7.1 %

11億2,363万円 10億7,033万円 5,330万円 5.0 %

4億8,399万円 6億6,034万円 △1億7,635万円 △26.7 %

58億2,225万円 59億4,371万円 △1億2,146万円 △2.0 %

32億7,403万円 33億7,212万円 △9,809万円 △2.9 %

25億4,822万円 25億7,159万円 △2,337万円 △0.9 %

159億8,144万円 155億8,166万円 3億9,978万円 2.6 %

596億4,114万円 592億4,376万円 3億9,738万円 0.7 %

差　引

一 般 会 計

特

別

会

計

バ ス 事 業 特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険診療所事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

工業用地造成事業特別会計

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

小 計

企

業

会

計

病 院 事 業 会 計

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

水 道 事 業 会 計

会 計 名

資 本 的 支 出

小 計

介 護 事 業 特 別 会 計

訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計

合　　　　　　　　計

伸　率

平成２５年度会計別予算集計表

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

下 水 道 事 業 会 計

収 益 的 支 出
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35 万円
125 万円
901 万円
2,879 万円
1,102 万円
7,036 万円
686 万円
2,005 万円
2,553 万円

5億4,171 万円
1,050 万円
614 万円
3,164 万円

2,498 万円
101 万円
5,833 万円

7,192 万円
6,572 万円

1億8,233 万円
3億4,573 万円
12億2,625 万円
1億1,050 万円
8億670 万円
5,550 万円

1億2,960 万円

1億7,484 万円
285 万円

12億3,147 万円

1,873 万円

4億4,372 万円
6,905 万円

5億3,079 万円

住宅費 2億36 万円

1,451 万円
5,113 万円

美化推進費
不法投棄対策費
田園空間整備費
里山再生整備事業費
治山費 

平成２５年度事業施策別一覧表

緑化推進費 
林業施設管理費
自然保護費 
河川総務費

ごみ処理費
資源再利用等推進費
環境保全推進費　
エコビレッジ推進費

農業委員会費
農地制度実施円滑化事業費

地籍調査費

公共交通費
バス事業特別会計繰出金
土木総務費
道路橋梁維持費
道路改良費
都市計画総務費（都市計画管理費除く）

都市計画街路費
道路河川災害復旧費
バス事業特別会計

災害対策費
利賀ダム費
消防費

生活安全対策費　　

除雪対策費
消融雪施設管理費
消融雪施設整備費

都市計画管理費
公園管理費
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（美しく住みよいまち）　　　　　　　　　　　　（安全で快適なまちづくり）

312 万円
1億1,522 万円
22億7,845 万円
3億7,950 万円
16億762 万円
58億2,225 万円

357 万円
5,051 万円
91 万円

1億3,388 万円
197 万円

2億824 万円
1,183 万円

1億4,737 万円
8,928 万円

85 万円
5,492 万円

26億4,177 万円
1,285 万円

2億7,276 万円
8億4,423 万円
4,818 万円
524 万円

5億9,268 万円
1億3,208 万円
3億8,050 万円
2億3,610 万円

11億4,224 万円

1億3,939 万円
1億4,506 万円
1,143 万円
7,074 万円
5,412 万円

1億4,234 万円
12億232 万円
4億380 万円

85億5,157 万円

3億3,283 万円
58 万円
699 万円

1億343 万円
37 万円

8億7,635 万円
8億3,533 万円
59億200 万円
14億7,230 万円

水道事業会計繰出金
簡易水道事業特別会計繰出金

下水道事業会計繰出金
簡易水道事業特別会計
水道事業会計
下水道事業会計

市営墓地管理費
斎場運営費
狂犬病予防費
し尿処理費
環境調査費

社会福祉総務費
民生児童委員費
社会福祉推進費（ボランティア推進経費除く）

社会福祉施設運営費

親水施設運営費
児童館費
保育実施費
私立幼稚園補助費

児童福祉総務費
児童措置費
地域子育て支援センター費

地域子ども教室推進費

老人福祉費
介護事業特別会計繰出金　

介護事業特別会計
訪問看護事業特別会計

心身障害者福祉費

保健衛生総務費
予防費
保健センター運営費
健康増進対策費
母子保健費

国民健康保険診療所事業特別会計繰出金

病院事業会計繰出金
国民健康保険診療所特別会計

病院事業会計

国民健康保険事業特別会計繰出金　

住宅手当緊急特別措置事業費

国民年金費
生活保護費
老人保健医療事業費
後期高齢者医療事業特別会計繰出金

介護保険事業費
国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計
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204 万円
1億5,690 万円
2,063 万円
2,653 万円

15億7,294 万円
3億8,099 万円

3億2,504 万円
1,471 万円
1億903 万円
8,266 万円

1億7,389 万円

7,399 万円
1,617 万円

3億9,426 万円

1億693 万円
8,406 万円

1億813 万円
6,979 万円

1億126 万円
8 万円

6億1,189 万円
365 万円
2,287 万円
241 万円
8,668 万円
350 万円
319 万円
107 万円
3,380 万円

9,262 万円
5,661 万円

2億4,688 万円
1億506 万円
2,960 万円

1億2,732 万円
849 万円

1億5,145 万円
7,001 万円

教育委員会費
教育委員会事務局費（私立幼稚園補助費除く）

教育施設管理費
教育センター費
小学校費
中学校費

社会教育総務費
社会教育振興費（地域子ども教室推進費除く）

公民館費
図書館費
教育文化施設費

体育総務費
体育振興費
体育施設費

芸術文化推進費
美術館費

文化財保護費　　
博物館費

農業総務費
農業者年金事務費
農業振興費
畜産振興費
農業施設管理費
桜ヶ池周辺施設費
農地総務費
中山間地整備費
農道費
水産業振興費 
農業用施設等災害復旧費

林業総務費
林業振興費（里山再生整備事業費除く）

林道費
林業構造改善費
林道災害復旧費

商工総務費
伝統的工芸産業振興費
商工振興費
商工施設管理費
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1億9,692 万円
5億7,264 万円
4,132 万円

591 万円
5億3,298 万円
8,121 万円

1億4,590 万円

労働諸費 8,041 万円

企画費 776 万円
1,000 万円

交流費 4,730 万円

50 万円
1,524 万円
3,903 万円
7億483 万円

選挙費 3,380 万円

8,869 万円

1,700 万円

166 万円

2億9,477 万円

観光推進費
観光施設管理費
伝統芸能会館費

地域産業振興事業費
中小企業金融対策費
企業立地推進費
工業用地造成事業特別会計

結婚活動支援費

情報公開費
文書広報費
協働によるまちづくり推進費

行政センター費（一般管理費等）

自治振興費

ボランティア推進経費

男女共同参画推進費

電算管理費
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（開かれたふれあいのまち）　　　　　　　　（健全で開かれたまちづくり）

議会費 2億7,658 万円
7億3,106 万円
4,243 万円
606 万円

秘書費 1,248 万円
3,799 万円
28 万円

1億3,815 万円
450 万円
2,782 万円

138 万円
1億5,643 万円
5億8,247 万円

徴税費 2億8,713 万円
公債費 47億8,750 万円
基金費 5,558 万円
予備費 5,000 万円

合計 596億4,114万円

総務一般管理費
人事管理費
会計管理費

広域行政費
公平委員会費
戸籍住民基本台帳費　　
統計調査費
監査委員費

財政管理費
財産管理費
行政センター費（庁舎等管理）
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○ことしの主な事業 

平成２５年度予算の主な事業を紹介します。 

① 総合計画の実現に向けて、事業を着実に実行すること   

防災拠点施設造成工事(P28)担当：総務課 1 億 3,380 万円 

 消防署所再編計画に基づき、国道３０４号線縄蔵交差点付近に防災拠点施設を整

備するため、敷地造成工事を行います。ここには防災センターと再編消防署所１

が併設される予定で、平成２７年度春の供用開始を目指します。 

（仮称）井波児童館建設事業（実施設計）(P46) 

担当：子育て支援室 

1,300 万円 

 児童に遊び場を提供して、心身ともに健全な成長を願うため、井波地域に児童館

の建設を進めます。本年度は実施設計を実施し、平成２６年度に建設、平成２７

年春の供用開始を目指します。 

統合保育園建設事業（建設・調査）(P47)担当：こども課 8 億 3,565 万円 

 福光中部小学校下４地域の保育園を統合して（仮称）福光中部統合保育園を建設

します。地域子育て支援センターを併設し、平成２５年度に建設、平成２６年春

の開園を目指します。（仮称）福光東部統合保育園は、平成２５年度に用地調査、

平成２６年度に実施設計を行い、平成２７年度の建設を目指します。 

井波地域大型貯水槽建設工事(P81)担当：土木課 4 億 6,479 万円 

井波地域の道路消雪は慢性的な水不足のため早急な対応が求められており、その

水源確保のため南砺市北川（坂ノ下）地内に 19,700t 級の貯水槽を建設します。

平成２６年度に導水管を整備した後に供用開始されます。 

エコビレッジ推進費(P58)担当：エコビレッジ推進課 3,164 万円 

 エコビレッジ構想の実現に向け、志民会議や再生可能エネルギー策定委員会でま

とめた計画に基づき、桜ヶ池をモデル地区として小水力など再生可能エネルギー

導入を行います。また併せて、相互に支え合いながら自立するコミュニティを実

現するための地域活性化施策を行います。その他、環境にやさしいまちづくりを

進めるため、街路灯をはじめとした照明のＬＥＤ化へ向けた取り組みの事前調査

を行います。 

地域ぐるみ除排雪促進(P80)担当：土木課 5,141 万円 

 市民が自らまちづくりの主体であることを認識し、「これからも住みつづけたい」

と思えるまちづくり活動を行う地域を支援するため、小型除雪機械の要望がある

地区に導入します。（平成２５年度は１５地区） 

平・上平統合小学校新築事業(P89)担当：教育総務課 8 億 8,739 万円 

平成２４年度から３ヶ年の継続事業として実施しています。平成２５年度中には

校舎とグラウンドが完成し、平成２６年度春に開校します。屋外プールは平成２

６年度に建設します。 

7



（仮称）井口屋内グラウンド整備事業(P97) 

担当：生涯学習スポーツ課

1億 985 万円 

かねてより井口地域から要望のあった屋内グラウンドを整備します。地域住民の

スポーツ並びに健康の保持・増進施設として活用が期待されます。テニス・ゲー

トボール・ペタンクの各コートを整備し、３世代間交流の促進や生涯スポーツの

推進が図られます。建設の事業費には施設等整備基金からの繰入金を充てます。 

福光美術館増築実施設計業務(P103)担当：福光美術館 2,236 万円 

平成２４年度に美術館増築検討委員会で検討された結果を踏まえ、実施設計に着 

 手致します。質量ともに充実した収蔵品に対して手狭な展示室は魅力ある展示が 

困難なため、また北陸新幹線開通を見据えた地域の魅力ある観光資源を全国に発

信するために展示室の増築を図るものです。また併せて、今後の作品の収集や寄

贈作品の受入れ体制を整備するため収蔵庫の増設も計画しています。 

② “なんと 元気な まちづくり事業”を展開すること（内訳はＰ13 参照） 

Ⅰ 「誇り」安心・定住 2,481 万円 

Ⅱ 「元気」産業・子育て・人づくり 4,641 万円 

Ⅲ 「共生」協働・環境 1 億 1,033 万円 

Ⅳ その他上記以外で必要と認められる事業 2,475 万円 

③ 市民要望を実現すること  ＊一部合併まちづくり基金を財源としています。

道路橋梁維持修繕(P79)担当：土木課 1 億 3,500 万円 

舗装補修や安全柵修繕を行い、道路や橋を常に良好な状態に保ちます。 

 （内 8,000 万円は緊急要望対応分です。） 

道路橋梁施設整備(P79)担当：土木課 4,300 万円 

道路の落石防護柵やガードレールの設置、側溝改修などをすすめ、安全確保を図

ります。 

消融雪施設整備(P81)担当：土木課 4,200 万円 

道路の消雪・融雪装置の新設や設備の更新工事をすすめ、降雪時の交通確保や除

雪作業の軽減を図ります。 

林道維持修繕(P62)担当：林政課 2,000 万円 

優先度の高い林道の維持修繕を実施し、森林施業の効率化、通行の安全確保を図

ります。 
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④ 協働のまちづくりを推進すること   

協働のまちづくり支援センター運営費(P24)担当：市民協働課     880 万円 

市民と行政の協働のまちづくりの実現のため、市民団体等の活動を支援します。

井波地域と福光地域の２カ所に開設しています。利用時間は、午前１０時（福光

の第２支援センターは午後１時）から午後９時（第２支援センターは午後９時半）

までです。（夜間及び土日の相談受付が可能）皆様のご利用をお待ちしておりま

す。 

七転び八起き塾事業≪第５期生≫(P25)担当：市民協働課 364 万円 

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。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

会を提供します。独創的なまちづくり事業の提案をいただき、最優秀の提案は次

年度で塾生を中心に実施されます。 

⑤ 活気あるまちづくりを推進すること  

観光協会補助金(P72)担当：交流観光まちづくり課 6,330 万円 

平成２５年度から一般社団法人としてスタートし、観光物産展と連携した出向宣

伝などで観光客の誘致を図るとともに、温泉ＰＲ事業ホームページの更新などお

もてなしの体制整備で南砺市の戦略的な観光振興を進める南砺市観光協会を支

援します。 

イベント開催補助金(P72)担当：交流観光まちづくり課 6,755 万円 

市内の歴史と伝統のある祭りや個性と魅力にあふれたイベントを支援します。 

南砺里山博補助金(P72)担当：交流観光まちづくり課 500 万円 

南砺市来訪者に、市内の魅力ある自然、文化、産業資源を堪能してもらう事業で

ある南砺里山博の開催を支援します。 

ｽｷﾔｷ･ﾐｰﾂ･ｻﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ事業補助金(P101)担当：文化・世界遺産課 1,000 万円 

 「音楽を通して異文化交流」をテーマに、コンサートをはじめ、さまざまなプ

ログラムをボランティアスタッフの企画運営により実施しています。この他に

事前会期（100 万円）として海外アーティストワークショップ（曲作り等）や

市内３ヶ所程度でのアウトリーチ（小中学校等の出前公演）が実施されるとと

もに、事後会期（125 万円）として首都圏でコンサートを通してスキヤキの活

動や南砺市の魅力を発信します。 

BeSeTo 演劇祭２０周年記念事業(P101)担当：文化・世界遺産課 1,000 万円 

 BeSeTo 演劇祭は 1994 年に韓国、中国、日本の３ヶ国により立ち上げられた

国際演劇祭です。名称は北京（Beijing）、ソウル（Seoul）、東京（Tokyo） 

 の頭文字に由来し、持ち回りで開催されています。本年度の日本開催は第 20

回の節目でもあり、「交流から共存へ！」をテーマに行われます。 

平成 25 年 9月 2日から 30 日（予定）利賀芸術公園にて開催されます。 
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⑥ 安全・安心づくりを推進すること  

そくさいネットふれｉTV普及機整備(P19)担当：政策推進課 6,488 万円 

家庭に設置する簡易型情報端末により、地域のお知らせや緊急情報を伝達した

り、遠隔地のパソコンなどから顔を見ながら会話をすることができます。アプリ

ケーションの充実も図り、音声による告知機能やインターネットラジオ、簡易型

安否確認機能、買物支援システム、その他オプションサービスを準備します。防

災面の強化と高齢者世帯等の生活全般を側面から支援します。 

消防指令業務共同運用にかかる整備負担金(P87)担当：総務課 1 億 6,179 万円 

平成 26 年 1 月から高岡市、氷見市、砺波地域消防組合が消防指令業務を共同

運用することになりました。そのため、高岡共同指令センター指令台の増設や、

署所の端末装置、救急・消防車への AVM（車両動態監視装置）を装備する負担

金です。これに伴い、広域的な救急消防業務が可能となり、防火防災体制の強化

が図られます。 

消防団車両動態監視装置整備負担金(P87)担当：総務課 2,849 万円 

上記共同運用に関連して、南砺市内 37 分団の基幹消防車両にＡＶＭ（動態監視

装置）を整備する負担金です。効率的な消防活動が期待されます。 

防災センター・消防署所１実施設計負担金(P87)担当：総務課 3,232 万円 

平成２７年度供用開始を目指して建設が予定される、防災センターと消防署所１

の実施設計負担金です。砺波地域消防組合が委託業務を発注します。 

防災行政無線実施設計業務(P28)担当：総務課 858 万円 

 消防救急無線のデジタル化法定期限は平成２８年５月とされています。中継局

は、防災行政無線との共用となることから、中継局を先行して整備するため実

施設計を行います。 

消防ポンプ車、積載車購入(P87)担当：総務課 3,093 万円 

 消防団装備をより充実強化するため、消防ポンプ車１台（西太美分団）、積載車

３台（福光分団、福野分団、両百瀬分団）、資機材車１台（南砺市消防団）を更

新整備します。 

デイサービスセンターいなみ増築工事(P32)担当：福祉課 1 億 172 万円 

平成９年４月に開設した当時は 23人利用施設でしたが、その後高齢化が進む

と同時に利用者が急増し、現在は訓練室や食堂のスペースを利用して 40 人規

模を受け入れています。そのため、本来の機能が活用できない状態であること

から、本年度増築を行うものです。 

こども医療費助成(P44)担当：子育て支援室                1 億 1,268 万円 

 子育て支援のため、平成２５年１０月から入院にかかる医療費無料化を中学校

３年生まで拡大します。通院医療費助成は従来どおり小学校６年生までです。 
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庁舎耐震補強工事(P15)担当：上平行政セ、利賀行政セ      ３億 4,615 万円 

 新耐震基準を満たしていない２庁舎について、耐震補強工事を実施いたします。

工事期間中は来庁の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致

します。 

公民館バリアフリー化工事(P96)担当：生涯学習スポーツ課       3,284 万円 

 計画的に市内地区公民館のバリアフリー化工事を行っています。平成２５年度

は福野西部公民館、石黒公民館、広瀬舘公民館の３館について実施します。工

事期間中はご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致

します。 

井波美術館バリアフリー化工事(P101)担当：文化・世界遺産課     370 万円 

 井波美術館は、昭和 18年に洋風意匠のモダンな建造物として創建されました。 

 利用勝手の良い入口の追加や受付事務所の移設、内外装の塗り替えなどを予定

しております。工事期間中は来館の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、よ

ろしくお願い致します。 

埋蔵文化財センター耐震補強工事(P101)担当：文化・世界遺産課   4,400 万円 

 昭和 51 年開館の井波歴史民俗資料館は新耐震基準に満たないため、耐震補強

工事を実施します。なお併せて、展示室や収蔵庫の改修も行い南砺市埋蔵文化

財センターとしての機能を持たせ、ふるさと学習や歴史体験の拠点として今後

活用します。本年度から平成２７年度までの３ヶ年の事業となります。ご来館

の皆様にはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。 

城端曳山会館耐震化事業(P101)担当：文化・世界遺産課         150 万円 

 新耐震基準を満たさない城端曳山会館の耐震補強工事の基本設計を行うもので

す。平成２６年度に補強工事と改修工事を行います。 

木造住宅耐震改修支援事業(P85)担当：都市計画課          300 万円 

 地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、木造住宅の

耐震改修を行う方にその経費の一部を補助します。 

⑦ 社会資本の整備  

道路整備費（市道、街路、農道、林道） 22 億 5,095 万円 

 快適で利便性の高い道路網を整備します。特に市道・街路整備にあたりまして

は、道路整備５箇年計画の初年度として合併地域振興基金から繰り入れ、今後

も継続的に財源を確保しながら計画的な整備促進を図ってまいります。 

上水道整備費（管路整備等）(P117)担当：上下水道課 4 億 1,293 万円 

一部の水源では、塩素で駆除できない微生物の混入リスクがあります。これを

松島浄水場から送水する安全な水に切り換え、送水できない配水池では、紫外

線照射で駆除する施設を整備します。そのほか、老朽管などの更新も行います。 
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下水道整備費（管渠整備等）(P119)担当：上下水道課  2 億 1,543 万円 

公共下水道では、引き続き汚水管渠の整備により公共水域の水質保全を図ると

ともに、雨水管渠の整備により豪雨時の浸水被害の解消を目指します。農業集

落排水では、老朽化している汚水処理施設を大規模改修し、処理機能を強化し

ます。 
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重点施策 総合計画・施策の柱
掲載
ページ

城端線で体験学習事業・出かけよう事業 20

城端線で南砺市においでなはれ事業 20

南砺の城端線活性化支援事業 20

・健康づくりの推進 タバコの煙のない街づくり（受動喫煙防止対策事業） 49

なんとに住んでみられ事業 16

南砺市民間賃貸住宅居住補助金制度
（暮らしてみんまいけ事業）

86

(新規) 空き家バンク活用促進事業補助金 17

あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト ＡＩＰ４８ 26

山間過疎地域を考えるシンポジウム 16

市道クリーンアップ補助金　交付事業 82

金沢井波線バス運行調査事業 19

(新規) 移動児童館「児童館が来たよ！」事業 46

(新規) 読み聞かせ推進事業 96

(新規) 子育てサポーター養成講座事業 94

(新規) 家庭教育支援交付金 95

なんと　ふるさと教育の日（ふるさと推進事業） 93

「南砺の偉人」作成事業 93

なんと　ふるさと教育の日（なんとハートフルランチ） 93

(新規) 小中学校生活アンケート調査実施事業 93

(新規) 学力向上支援事業交付金 93

・農業・農村の振興 なんとの農産加工ブランド品認定制度 55

なんとカレンダー制作 25

「義仲・巴」ＰＲ活動事業 17

南砺市アニメツーリズム推進事業 70

富山市・南砺市・立山町シティプロモーション事業
（丸の内朝大学招聘事業）

71

なんとツーリズムサポート業務委託 70

二次交通バス運行実証実験事業 72

コンベンション支援事業 73

(新規) 「CREA Traveller」タイアップ事業 71

(新規) 空き店舗・空き工場等のマッチング支援事業 68

ビジネスマッチング等出展支援補助 68

・循環型社会の構築 小中学校グリーンカーテン推進事業 93

協働のまちづくりモデル事業 23

花いっぱいのまちづくり事業 64

(新規) 五十の手習い塾 24

(新規) 出前市長室開設 26

(新規) 市政ご意見・苦情承り所開設 26

地域づくり交付金 22

生活基盤整備事業補助金交付事業 82

(新規) 南砺市地域おこし協力隊 25

(新規) 男女共同参画推進啓発カルタ作成 21

買い物弱者支援事業 68

空き店舗等対策支援事業 67

ブライダル商品開発支援補助 68

(新規) 南砺市「ＦＢ良品NANTO」管理運営業務委託 68

小型除雪車運転講習会事業 80

景観づくり住民協定締結・支援事業 84

五箇山和紙でマイ卒業証書 93

五箇山自然文化解説員養成講座 95

青少年トップアスリート育成強化事業 97

アートで遊ぼう事業 101

スキヤキ・トーキョー事業 101

平成２５年度なんと元気なまちづくり事業

事業名

１　「誇り」安心・定住

・道路・交通ネットワークの充実

・定住化の推進

・その他上記以外で必要であると認められる事業

２　「元気」産業・子育て・
      人づくり

・工業の振興と企業誘致

３　「共生」協働・環境

・協働のまちづくり

・コミュニティ活動への支援

・道路・交通ネットワークの充実

・子育て環境の充実

・子育て家庭への支援

・学校教育の充実

・観光の振興
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