
平成19年度にスタートしました現在の「南砺市
地域福祉計画」は計画期間が平成28年度に終了し
ます。
社会福祉法第107条の規定に基づき、南砺市総合

計画に即し、地域における福祉サービスの適切な
利用の推進、社会福祉を目的とする事業の健全な
発達、地域福祉に関する活動への住民参加の促進
など、地域福祉を推進するため「第2期南砺市
地域福祉計画」を策定します。
「第2期地域福祉計画」の策定期間は、平成29年
度から平成33年度までの５年間です。

主な経費
○ 策定委員会委員謝礼　

○ 地域福祉計画印刷費

○ 策定業務委託料

○ 事務費

財源 財源
市の負担額 370万円 現在の計画書 市の負担額 1億6,060万円

・広報（なんとの福祉）発行事業 24万円
・日常生活自立支援事業 900万円
・福野老人福祉センター運営管理 1,185万円
・福光老人福祉センター運営管理
・井波社会福祉センター運営管理 925万円

28万円

・井口社会福祉センター運営管理 397万円
・すぱーく福野運営管理 123万円
・外出支援サービス事業

333万円

96万円
・ボランティアサポーター活動事業

社会福祉協議会補助金 万円南砺市地域福祉計画策定費 370 1億6,060
（前年度：312万円） （前年度：1億6,035万円）

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　23-2009） （ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　23-2009）

31万円

1,442万円
・児童生徒のボランティア活動普及推進事業

万円

25万円

　南砺市社会福祉協議会への補助金です。

・法人運営事業 4,985万円
・委員会活動事業 4万円

（1-1-3 社会福祉推進費）（1-1-3 社会福祉推進費）

・地域総合福祉活動推進事業 4,397万円
・地区社協助成事業 139万円
・ボランティア活動助成事業 90万円
・社会福祉団体等補助金 127万円
・ボランティアセンター活動事業 105万円
・ボランティアコーディネーター活動事業

1,062万円

11万円

1万円

財源
国県支出金 万円

財源 市の負担額 万円
国支出金 4,153万円

１．支給対象者
　　平成28年度分　市民税（均等割）が課税され

　　支給対象者うち障害基礎年金又は遺族基礎年金
の

臨時福祉給付金 4,153 生活困窮者自立支援事業
（前年度：669万円）

万円

　・家計相談支援事業

　・自立相談支援事業

　所得の低い方々へ消費税引上げ（5→8％）によ
る影響を緩和するため、引き続き臨時福祉給付金を
給付するものです。

万円
（前年度：5,110万円）

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　23-2009） （ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３－２００９）

　されます。

３．加算措置

　　支給対象者一人につき　3,000円です。
２．支給額

４．事業費の内訳
・臨時福祉給付金

（1-1-9 臨時福祉給付金給付費） （１-１－１１ 生活困窮者自立支援費）

　受給者については一人につき　30,000円が加算

・年金生活者等支援臨時福祉給付金 1,350万円
・事務費 820万円

676

　生活保護受給者以外の生活に困っている方に対し
て、就労など自立に関する相談や住居の確保に必要
な費用の給付などを行います。

190

　８３万円

　・事務費 ３７万円

486

　仕事をやめたことにより住宅を失った又は失う
おそれのある方に対し、家賃相当の給付金を支給

します。 ４０万円

　家計に関する相談、家計管理に関する指導や貸
付のあっせんを行います。

　生活やお金、仕事などの相談を受け、自立に向
けたプランを作成します。

５１６万円

1,983万円

　ていない方が対象です。ただし、

　・住居確保給付金の給付　　生活保護制度の被保護者となっている場合
　などは、対象外です。

　　ご自身を扶養している方が課税される場合
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財源
国県支出金 万円

財源 その他（生活保護返納金） 万円
国支出金 1億7,978万円 市の負担額 万円

　保護人員　　57人

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　23-2009）

１．支給対象者

生活保護事業 9,056

　　平成27年度の臨時福祉給付金対象者のうち
介護等の扶助費を支給します。

平成28年1月31日現在

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３－２００９）
　生活に困っている方に対して、困っておられる状
況と程度に応じて健康で文化的な最低限度の生活を
保障するとともに、自立して生活できるよう支援を
します。

　されていない方。ただし、

　　平成28年度中に65歳以上になる方が対象
      です。

6,794
10

2,252

（1-3-2 生活保護扶助費）

　　ご自身を扶養している方が課税される場合
　　生活保護制度の被保護者となっている場合
　などは、対象外です。

　　支給対象者一人につき　30,000円です。
２．支給額

　　(平成27年度の臨時福祉給付金対象者）
　　平成27年度分　市民税（均等割）が課税

　保護になった方には、生活・住宅・教育・医療・

万円 万円
（前年度：1億1,300万円）

【新】年金生活者等支援臨時福祉給付金 1億7,978

　低所得の高齢者等を対象に年金生活者等支援臨時
福祉給付金を給付するものです。

（３月補正）

　保護世帯　　44世帯

・年金生活者等支援臨時福祉給付金 1億7,340万円
３．事業費の内訳

（1-1-14 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付費）

・事務費 　　638万円

財源 財源
市の負担額 303万円 市の負担額 755万円

高齢者入浴券助成事業 755 万円

（1-4-1高齢者福祉推進費（単独））

（前年度：276万円） （前年度：765万円）
（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４） （ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）

　永きに亘りご家族の繁栄はもとより、地域社会の
発展のために尽くされたことに感謝する意味を込
め、市内に住所を有する満１００歳及び満８８歳の
方々に、祝い状や記念品を贈呈しています。

・満１００歳の方は、誕生月等適宜の機会に自宅等
へ市長が訪問して贈呈します。
　　（対象者：約３５名）
・満８８歳の方は、毎年実施する敬老会で贈呈しま
す。
　　（対象者：約５４０名）

　６５歳以上のひとり暮らし高齢者及び７０歳以上
の高齢者のみ世帯の方に、入浴施設(市内１2施設)を
利用することができる入浴助成券を交付し、心身の
健康増進を図っていただく事業です。

・1枚300円分の助成券（不足分は個人負担で
す。）
・交付枚数…年間１０枚/人

（1-4-1高齢者福祉推進費（単独））

長寿祝い事業 303 万円
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内訳

地域ぐるみで開催される「敬老会」の

様子

財源 財源
市の負担額 2,214万円 市の負担額 512万円

万円シルバー人材センター補助金 2,214 万円 敬老会委託料 512
（前年度：1,935万円） （前年度：510万円）

（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４） （ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）

　高齢者の長寿を祝い、永年の地域社会へのご貢献
に感謝の意を表するため各地域で敬老会を開催して
います。実施主体の社会福祉協議会へ支払う業務委
託料です。

・委託先：南砺市社会福祉協議会
・事業費：５１２万円
・対象者：約10,３00人  （満75歳以上の方）

　　　　　　　　　　　　　　 2,209万円
・全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費
　　　　　　　　　　　　　　 　　 5万円

   高齢者の就業を通じて、高齢者の福祉と健康の増
進につなげることを目的としたシルバー人材セン
ターの運営に対して補助金を交付しています。

・シルバー人材センター運営補助金

（1-4-1高齢者福祉推進費（単独））

在宅高齢者等生活支援事業 560 万円 そくさいネット「ふれⅰTVⅡ」 181 万円

（1-4-1高齢者福祉推進費（単独））

・外出支援サービス　　　　 　　　９6万円

・緊急通報装置貸与サービス　　　　　

・訪問理美容サービス　　　　　　　

・軽度生活援助サービス　　　　　　　

財源
市の負担額 181万円

在宅高齢者等生活支援事業 560 万円 そくさいネット「ふれⅰTVⅡ」 181 万円
（前年度：561万円） 福祉支援事業 （前年度： 453万円）

（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　問合せ先　２３-２０３４） （ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）

　高齢者世帯における日常生活上の不便性と孤独感
の解消、健康・福祉に関する支援、緊急時における
行政情報の提供などを目的として、ＴＶ電話機器等
を貸与し、利用料の一部を助成する事業です。（山
間過疎地域は負担の軽減があります。）
　助成の対象世帯は、65歳以上のひとり暮らし高齢
者世帯、70歳以上の高齢者のみ世帯、重度身体障害
者のみ世帯等です。　日常生活に支障がある高齢者世帯等の方に、２

４時間通報可能な機器を貸与し、緊急時の連絡体
制を整えることで、高齢者の日常生活の不安を解
消し、生活の安全安心を守ります。

152万円
　一般の公共交通機関を利用して外出することが
困難な在宅要介護高齢者や障がい者の方に、移送
用車両を利用した医療機関への送迎を支援しま
す。(山間過疎地域は支援が増額されます。）

320万円

・寝具類等洗濯乾燥消毒サービス　　 30万円
　寝たきり高齢者等が、清潔感を保ち、快適な生
活が送れるよう、寝具の洗濯、乾燥、消毒費用を
支援します。

6万円

　理美容院へ行くことが困難な寝たきり高齢者等
の家庭を理容師または美容師が訪問し、サービス
を提供することで、清潔で快適な生活を送れるよ
う支援します。

52万円

（1-4-1高齢者福祉推進費（単独）） （1-4-1高齢者福祉推進費（単独））

　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ等で構成する
世帯が、庭木の伐採や家周りの除草、家屋内の整
頓・清掃等でシルバー人材センターを利用した作
業費用を支援します。(山間過疎地域は支援が増
額されます。）

「ふれiTVⅡ」端末

市の負担額 560万円
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○助成対象者

財源 財源
市の負担額 50万円 市の負担額 600万円

万円介護人材育成支援事業助成金 50 万円 【戦略・新】介護予防・日常生活支援 600
（前年度：50万円） 活動拠点施設改修及び備品等整備事業(前年度：0万円)

（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４） （ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）

　南砺市内の介護・福祉施設の職員確保を図るた
め、介護職員初任者研修の研修受講料の２分の１
（上限50,000円）を助成します。（１人１回限
り）

地域の高齢者のための介護予防・生活支援サービ
スを、新規に実施する地域の団体等が、地域の施設
を利用して実施する場合において、活動拠点施設の
改修や備品等の整備に係る費用を助成し、地域ぐる
みの支え合い体制や活動体制の構築を支援します。

計画実施する地区団体等に、1地区２００万円を限度
に（計３地区）補助します。

下記の①②どちらかの条件に該当し、就労期間が６
月経過している方。
　①平成２６年１月１日以降に介護職員初任者研修
を修了した者で市内の指定事業所に就労している者
　②介護職員初任者研修修了日の翌日から起算して
１年以内に市内の指定事業所に就労した者

○申請に必要なもの
　受講料領収書の写し
　修了証明書又は受講修了を証明する書類の写し
　実務経験証明書
　税情報確認に対する同意書又は納税証明書
　詳細は地域包括ケア課へお問い合わせください。

（1-4-1高齢福祉推進費（単独）） （1-4-1高齢福祉推進費（単独））

（1-4-2高齢者福祉推進費（補助事業）） （1-4-2高齢者福祉推進費（補助事業））
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財源 財源
その他（個人負担金） 1,818万円 国県支出金 77万円
市の負担額 6,519万円 市の負担額 78万円

万円高齢者保護措置費 8,337 万円 高齢者ミドルステイ事業 155
（前年度：8,525万円） （前年度：162万円）

（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４） （ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）

　住民税所得割非課税の高齢者で身体的・精神的又
は家庭環境上の事由により、在宅で日常生活を営む
ことが困難な方の施設入所・生活の自立を支援して
います。

（1-4-3高齢者保護措置費） （1-4-4在宅福祉対策事業費）

　在宅高齢者への介護が、介護者の入院や出張、住
宅改修などの理由により、中期的に困難となった場
合、３カ月を限度とした宿泊（ショートステイの利
用期間を含む）を提供し、在宅で自立した生活が営
めるように支援するものです。施設利用費の一部を
市が負担します。

・利用対象者：要介護認定を受けた高齢者

・利用者負担：世帯の所得段階により利用料に対す
                     る利用者負担額が決まります。

財源 財源
国県支出金 １１３万円 国県支出金 125万円

市の負担額 １１２万円 市の負担額 175万円

万円高齢者が住みよい住宅改善 225 万円 高齢者宅除雪支援事業 300
支援事業　　　　　　　　　　　　　　　（前年度：175万円） （前年度：350万円）
（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４） （ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）

（1-4-4在宅福祉対策事業費） （1-4-4在宅福祉対策事業費）

　高齢者が、身体機能が低下しても住み慣れた家庭
でできるだけ長く生活できるよう、居宅環境改善に
必要な経費を支援します。

   ○利用対象者：65歳以上で介護認定を受けて
　　　　　　　　いる高齢者がいる世帯。
　　　　　　　※但し、家族全員が所得税非課税
　　　　　　　　世帯に限ります。

　○支 給 金 額：限度対象工事費９０万円の
　　　　　　　　２/３の６０万円を限度に
　　　　　　　　助成します。

　高齢者世帯等の屋根雪除雪の費用を下記の内容の
とおり支援します。（但し、家周りの除雪は、軽度
生活援助サービスの対象作業となります。）

   ○利用対象者：65歳以上のひとり暮らし高齢者
　　　　　　　　世帯、６５歳以上の高齢者のみで
　　　　　　　　構成する世帯、ひとり暮らしの
　　　　　　　　身体障がい者１･２級の方など。
　　　　　　　　※但し、前年の所得税課税世帯
　　　　　　　　を除きます。

　○支 給 金 額：１回あたり１０,０0０円を限度に
　　　　　　　　支援します。
　　　　　　　　但し、１降雪期間あたり２回を
　　　　　　　　限度とします。
                　      (※山間過疎地域は4回を限度。)
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・利用対象者：

・支 給 金 額：

財源
国県支出金 575万円 財源
市の負担額 575万円 市の負担額 270万円

万円在宅要介護高齢者福祉金支給事業 1,150 万円 高齢者緊急ショートステイ 270

（1-4-4在宅福祉対策事業費） （1-4-5高齢者施設運営費）

（前年度：1,150万円） 床確保事業 （前年度：303万円）
（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４） （ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）

　在宅の重度要介護高齢者に、経済的負担を軽減
し、要介護高齢者の福祉の増進を図るため福祉金を
支給します。

65歳以上の要介護４以上の在宅
高齢者
※所得制限があります。

月5,000円の福祉金を年２回に
分けて支給します。
※施設入所・長期入院の方は支
給期間が変更になります。

　在宅要介護者と家族の安心を確保するため、介護
者の急病などで在宅要介護者が緊急にショートステ
イ（短期入所介護）を利用する必要が生じた場合に
備え、特別養護老人ホームに併設したショートステ
イ床を２床確保しています。

【実施施設】
・特別養護老人ホーム福寿園　　１床
・特別養護老人ホームいなみ　　１床

財源
国県支出金 5,637万円

財源
市の負担額 4,334万円

　南砺市、砺波市、小矢部市及び高岡市内にある介
護施設等の建設・増築時に要した費用に対し、長期
にわたり分割して補助等を行っています。

　【対象施設】
　○南砺市
　・特別養護老人ホーム きらら　　　1,180万円
・介護老人保健施設 城端うらら　　　615万円
・ケアハウス 城端うらら　　　　　1,101万円
○砺波市
　・砺波市南部デイサービスセンター　　94万円
　○小矢部市
　・特別養護老人ホーム
ほっとはうす千羽　　　　　　 　1,195万円
・小矢部市総合保健福祉センター　　   64万円
○高岡市
・特別養護老人ホーム アルテン赤丸　  85万円

万円高齢者福祉施設建設分担金 4,334 万円 地域密着型サービス施設整備事業 5,637

（1-4-5高齢者施設運営費） （1-4-5高齢者施設運営費）

（前年度：4,786万円） （前年度：3,092万円）
（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４） （ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）

　第６期砺波地方介護保険事業計画（27～29年度）に

基づき、高齢者グループホームや小規模多機能型居
宅介護施設等を整備する法人等に補助金を交付し、
地域密着型サービスを推進します。

【高齢者グループホーム】
　箇所数　３ユニット（１ユニットは９床）
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○

財源
国県支出金 1,597万円

財源
その他（地域支援事業交付金） 3,842万円

訪問介護看護事業補助金 （前年度：1,576万円）
（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）

定期巡回・随時対応型 1,597 万円

　砺波地方介護保険組合は、南砺市、砺波市、
小矢部市の３市による広域組合（一部事務組
合）として、介護保険事業を実施しており、必
要な経費を各市で負担しています。

総合事業移行分
・訪問介護

　日中・夜間を通じて高齢者の在宅での生活を支援
するため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所を整備する法人等に補助金を交付します。

（1-4-5高齢者施設運営費）

砺波地方介護保険組合負担金 3,842 万円
(総合事業移行分）　　　　　　　　　（前年度：　　０万円）
（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　２３－２０３４）

１，０８５万円
・通所介護 ２，７５７万円

（１-４-６　介護予防事業費）

介護予防・生活支援サービス事業　

（ 担当：　地域包括支援センター　　問合せ先　２３－２０３４）

１．介護予防ケアマネジメント
　要支援や要介護状態となるおそれの高い方の、介護予防プランを作成し、自立した生活を支援します。

２，運動器機能向上事業（健やか元気塾）

３，認知症予防事業（脳の健康教室）

４，通所型サービスB 事業（補助金）

財源
その他（地域支援事業交付金） 3,046万円

（前年度：2,571万円）

 　介護が必要な状態にならないように、また介護を受けている状態を軽減若しくは悪化させずに、住み慣れた
地域でできる限り元気で生き生きとした生活が送れるよう、専門的なサービスに加え地域の多様な社会資源を
積極的に活用しながら実施します。

　住民主体による要支援者を中心とする自主的な活動の場づくりとしてのサロンの開設に対し補助を行いま
す。

（１-４-６　介護予防事業費）

介護予防・生活支援サービス事業　 3,046

１，５６８万円

　基本的な動作や歩行等の運動器機能低下が認められる高齢者に対して、筋力トレーニング等を通して運動習
慣の定着化を図ります。

７６４万円

６６４万円

万円

　閉じこもり、認知症、うつ等の生活機能低下ありと判定された方を対象に、簡単な音読や計算、参加者同士
のコミュニケーションを通して脳の活性化を図ります。

５０万円
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（ 担当：　地域包括支援センター　　問合せ先　２３－２０３４）

１．生活機能評価事業

２，31地区運動講師派遣事業

３，高齢者いきがいと健康づくり事業

４，高齢者サロン

５．モデル地区事業型週１サロン（高齢者サロン事業）

６，地域介護予防活動支援事業

財源
その他（地域支援事業交付金） 2,720万円

(仮称)地域包括医療

１６７万円

一般介護予防事業 2,720 万円
（前年度：　　　０万円）

　すべての高齢者及びその支援のための活動に関わる方を対象に住民主体の通いの場を充実させ、人と人との
つながりを通じた、参加者の交流の場が継続的に拡大していくような地域づくりを進めるとともに、要介護状
態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域をめざし、一般介護予防事業を実施します。

９４２万円
　高齢者の方々が要介護状態になることなく、健康で生き生きとした生活が送れるよう、各種のサロンを開催
しています。

　社会福祉協議会等で実施する高齢者のスポーツ、芸能、健康増進活動、教養講座などの活動に対して支援し
ます。

２００万円
　住民主体による高齢者を中心とする自主的な通いの場づくりを支援します。

１９４万円

　要支援・要介護認定を受けていない方が、基本チェックリストを記入することにより、介護予防・生活支援
サービス事業対象者の基準に該当するか確認します。

２２１万円
　31自治振興会単位に運動の講師を派遣し、「運動」を中心とした住民主体の介護予防活動の地域展開を目指
します。

９９６万円

（１-４-６　介護予防事業費）

万円

　誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、ボランティア人材の育成や地域活
動組織を支援します。

万円 【新】在宅医療・介護連携推進事業　　351５億1,668(仮称)地域包括医療
　　 ケアセンター建設事業

○工事等の内容

・建設工事 ５億　442万円
・監理業務委託 464万円
・備品購入  746万円
・竣工式等  16万円

 計 5億1,668万円

財源
国県支出金 万円 財源

万円
万円

万円万円 【新】在宅医療・介護連携推進事業　　351５億1,668
（前年度：3億4,728万円）

市の負担額 6,430

（１-４-7　包括的支援事業費）

　医療と介護を両方必要とする高齢者が、住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける
ことができるよう、在宅医療と介護サービスを一体
的に提供するために、医療と介護の関係者の連携を
推進するものです。

（ア）地域の医療・介護の資源の把握　　　　 71万円
（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20万円
（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の
　　　構築推進　　　　　　　　　　　　　　８０万円
（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援　　１０万円
（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援　１０万円
（カ）在宅医療・介護関係者の研修　　　　  125万円
（キ）地域住民への普及啓発　　　　　　　　 35万円

（前年度：　0万円　）
（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）

（１-４-7　包括的支援事業費）

その他(地域支援事業交付金） 351万円

578

起債 4億4,660

（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）

　市民が一生を通じて、健康で安らかな生活を送っ
ていくために、保健・医療・介護予防サービス等が
有機的かつ総合的に提供できる体制を整えるため、
平成2３年度末に閉校となった井波高等学校跡地を
利用して、関係部門を集約し（仮称）地域包括医療
ケアセンターを建設するものです。
　集約する関係部門として、医療課、地域包括支援
センター、井波保健センター等を計画しています。
また、発達障がい児の相談室や大学サテライト室も
併設します。
　工事は、平成２７年度から平成２８年度にかけて
の継続事業となっています。
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（1-4-8在宅介護支援事業費）
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年間介護予防サービス計画作成予定数

財源 財源
その他（新予防給付費雑入など） 1,493万円 市の負担額 万円

作成件数 新規（内訳）

　平成28年度にオープンする（仮称）地域包括医療
ケアセンターの維持管理費です。

　　事務費　　　　　　　　　　　　　１１万円
　　事務機器等使用料　　　　　　　　１３万円
　　維持管理費　　　　　　　　　　　７３万円
　　清掃業務委託料　　　　　　　　　　６万円
　　施設管理業務委託料　　　　　　１０１万円
　　設備保守業務委託料　　　　　　　　９万円

予防給付事業 1,493 万円 【新】（仮称）地域包括医療 213 万円
（前年度：2,451万円） ケアセンター管理費　　　　　  　　（前年度：0万円）

（ 担当：　地域包括支援センター　　問合せ先　２３－２０３４） （ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）

　要支援１及び要支援２の方の介護予防サービス計
画を作成し、介護保険サービス等が利用できるよう
調整し、自立に向けた在宅生活を支援します。

委託事業所 1,450件 　90件

地域包括支援センター 1,925件  １０件

計 3,375件  100件

（１-４-９　新予防給付事業費） （1-4-10地域包括医療ケアセンター管理費）

砺波地方介護保険組合負担金 9億3,478 万円

213

○砺波地方介護保険組合負担金
・一般事務費分担金  6,２２０万円
・認定等事務費分担金 ５,６８９万円
・介護給付費負担金 7億７,９８８万円

○地域支援事業負担金
・介護予防事業 １,２４１万円
・包括的支援事業及び任意事業 １,８０９万円
・任意事業(砺波地方介護保険組合分)８２万円

○介護保険料負担軽減負担金 ４４９万円

財源
国県支出金 万円
市の負担額 万円

（1-5-1介護保険事業費）

砺波地方介護保険組合負担金 9億3,478 万円

  砺波地方介護保険組合は、南砺市、砺波市、小矢
部市の3市による広域組合(一部事務組合)として、
介護保険事業を実施しており、必要な経費を各市で
負担しています。

339
9億3,139

（前年度：9億6,091万円）
（ 担当：井口行政センター　地域包括ケア課　　問合せ先　　２３-２０３４）
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（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９）

主な事業と経費
・相談支援事業
相談に応じ、情報提供や権利擁護のための援助を行います。

・意思疎通支援事業
手話通訳や要約筆記を行う者を派遣します。

・日常生活用具等給付事業
重度障害のある人等に対し、日常生活上の便宜を図るために用具を給付します。

・移動支援事業
屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。

・地域活動支援センター事業
創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。

・スポーツ、レクリエーション教室開催事業
・障害者等理解促進研修・啓発事業
・声の広報作成（障害者福祉のしおり）
・その他事業

財源

国県支出金 万円
市の負担額 万円

289 万円

障害者地域生活支援事業 5,714 万円
（前年度：5,604 万円）

　市が中心となり、障害のある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むこと
ができるよう、さまざまな事業を実施します。

54 万円

1,450 万円

272 万円

2,708 万円

70 万円
17 万円
58 万円
796 万円

訪問入浴サービス事業、更生訓練費給付事業、日中一時支援事業、手話奉仕員
養成事業、自動車運転免許取得・改造助成事業、成年後見人制度利用支援事
業、障害支援区分認定等事務

2,769
2,945

（1-6-1　地域生活支援事業費）

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９）

財源

国県支出金 万円
市の負担額 万円

重度障害者住宅改善費補助金 270 万円

（１-６-１　地域生活支援事業費）

（前年度：270万円）

  在宅の重度障害者の方が今お住まいの住宅について、その障害に適応するよう、または介護者の介護負担を軽
減するために必要な工事費を補助します。

・対象者
　○在宅で身体障害者手帳1･2級の視覚障害又は肢体不自由の方
　○在宅で内部障害があり、補装具で車いすの交付を受けている方
　○在宅で療育手帳Aをお持ちの方

・対象経費
　居室、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下などで必要な部分の工事費

・補助額
　○生活保護世帯・市民税所得割非課税世帯・市民税均等割のみ課税世帯
　　･･･対象経費の実支出額と90万円を比較して低い額から、介護保険での住宅改修費又は障害者等日常
　　　　生活用具給付等を控除した額（補助限度額90万円）
　○所得税課税世帯・前年分所得税　～287,500円まで
　　･･･対象経費の実支出額と90万円を比較して低い額から、住宅改修費を控除した額の3分の2の額
　　　　（補助限度額60万円）

　※　必ず工事にかかる前にご相談ください。

135
135
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（前年度：   ７万円）

財源

国県支出金 万円
その他（個人負担金） 万円 財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円

万円
（前年度：258万円）

障害児わくわく子育て支援事業 261 万円 市開催行事手話通訳者・要約筆
記者派遣事業

29

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９） （ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９）

　特別支援学校や特別支援学級の放課後、土曜日、
長期休暇中に障害児の遊びや生活の場を設け集団活
動や生活訓練等を行います。

　南砺市が行う市民全体を対象とした講演会や大会
等に対して、手話通訳者・要約筆記者を配置しま
す。

130
28
103

（１-６-１　地域生活支援事業費） （１-６-１　地域生活支援事業費）

29

万円【新】児童発達支援センター整備事業 4,818 万円 【新】南砺市障害者計画策定事業 430
（前年度：0万円） （前年度：0万円）

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９） （ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９）

（１-６-２　障害福祉推進費） （１-６-２　障害福祉推進費）
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・特別障害者手当
      月額　26,830円

・障害児福祉手当
      月額　14,600円

※所得制限があります。

財源
市の負担額 手当額は平成28年4月1日から適用

万円
財源

国県支出金 万円
市の負担額 万円

634 万円
（前年度：    ５００万円） （前年度：720万円）

　　　避難スペース整備補助金　　　　８６９万円

障害者グループホーム整備
補助金

2,545 万円 特別障害者等手当支給事業

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９） （ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９）

　障害者の自立を支援するため、社会福祉法人等が
夜間や休日に共同生活を行うための「障害者グルー
プホーム」を建設整備する経費に対して補助金を交
付します。また避難スペース整備に要する費用、用
地取得に要する費用に対しても補助金を交付しま
す。

　心身に重度の障害があるため、日常生活において
常時介護を必要とする在宅の方を対象に支給しま
す。

障害者グループホーム補助金　　　　　５００万円

障害者グループホーム公有財産用地取得補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　１，１７６万円

159
475

2,545

（１-６-２　障害福祉推進費） （１-６-２　障害福祉推進費）

（前年度：180万円）

・障害者支援施設 花椿 万円
・セーナー苑 ほほえみの丘 万円
・セーナー苑 わかくさの丘 万円
・セーナー苑 やまびこの丘 万円
・セーナー苑 のぞみの丘 万円
・マーシ園 木の香 万円

財源
市の負担額

万円

　心身障害者又は心身障害児の保護者に対して、生
活の激励と福祉の増進を図ることを目的として、福
祉金を支給します。　　財源
　　　　　　　　　　　市の負担額　348万円

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９） （ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９）

　障害のある方の入所施設等の建設費や改修工事費
の一部を関係する市町村で分担します。負担する期
間は、単年度のものから複数年度に渡るものなど施
設によって異なります。

（前年度：868万円）

心身障害者（児）福祉金
給付事業

障害者支援施設建設費分担金 852 万円 348 万円

15 　　　　（精神障害者保健福祉手帳１級～３級）

14 20,000円／年

498 障害児童（身体障害者手帳1級～5級、療育手帳Ａ～Ｂ）　

10 重度障害者（身体障害者手帳1級～2級、療育手帳Ａ）

5 　　　　　（精神障害者保健福祉手帳１級～２級）

310 20,000円／年

中度障害者（身体障害者手帳3級、療育手帳Ｂ）

・対象者本人の世帯が支給年度において、市民税非課税世帯で

　　　　　（精神障害者保健福祉手帳3級）

14,000円／年

支給要件（以下のすべてを満たす方）

・南砺市に住民登録又は外国人登録をしていること。

・障害にかかる年金及び、障害にかかる年金の付加給付、

　特別障害給付金を受給していないこと。

・特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、

　在宅要介護高齢者福祉金を受給していないこと。

・生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、障害者総合支援法、

　介護保険法に規定する施設に入所していないこと。852

　あること。（対象者本人と同居する者または生計を同じく

　する者に市民税の課税者がいる場合は支給の対象になりま

　　　せん。）

（１-６-２　障害福祉推進費） （１-６-２　障害福祉推進費）
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財源

財源 国県支出金 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円

万円【新】窓口用磁気ループ設置 5 万円 障害児通所支援費 3,059
（前年度：０万円） （前年度：2,184万円）

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９） （ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９）

　聴覚障害者の窓口対応備品として、磁気誘導
ループシステムを設置します。
　福祉課窓口に設置しますが、ポータブル型な
ので持ち運び可能です。
　これは聴力が弱くなっている人が対象で、窓
口で応対する職員の声を強力な音声磁場を発生
させ相手の声だけを明瞭な音声で聞くことがで
きます。

　障害児が障害児施設に通園し、日常生活訓練など
を通じて将来的な知識と技能を習得できるよう支援
します。

・障害児発達支援給付　　　　　　2,400万円

・放課後等デイサービス　　　　  　480万円

・保育所等訪問支援　　　　　　　 　60万円

・児童相談支援　　　　　　　　　  119万円

2,294
5 765

（１-６-２　障害福祉推進費） （１-６-３　自立支援給付事業費）

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９）

主な事業と経費
・介護給付（自宅や施設で入浴、排泄、食事などの介護を行います。）

　グループホ－ム、就労支援など

・障害者相談支援

・補装具費給付
（体の失われた部分や損なわれた機能を補うための用具の購入費と修理費を支給します。）

・障害者医療費（①育成医療・②更生医療・③療養介護医療）
（障がいを除去、軽減して職業能力の増進、日常生活を容易にするための医療を給付します。）

財源

国県支出金 7億 万円
市の負担額 2億 万円

障害者自立支援給付事業 10億546 万円
（前年度：8億 7,796万円）

　障害の種別（身体、知的、精神）にかかわらず、障害のある方々がその有する能力や適性に応じ、自立した
日常生活、社会生活を営むことができるよう必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行います。

6億1,254 万円

ホームヘルプサービス、デイサービス、短期入所、施設入所（通所）、療養介護など

・訓練等給付（地域生活に向けた身体機能・生活能力向上、就労支援などを行います。）
3億3,990 万円

1,428 万円

（サービス等利用計画案の作成、サービス事業者等との連絡調整、モニタリング等を行います。）

1,162 万円

2,712 万円

5,410
5,136

（１-６-３　自立支援給付事業費）

-75-



（前年度：30万円） （前年度：0万円）

財源

国県支出金 万円 財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円

万円軽度・中等度難聴児補聴器購入費
等補助金

12 万円 2
【新】人工内耳用電池購入費補助金

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９） （ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９）

　障害者総合支援法の対象とならない軽度・中度難
聴児に対して、補聴器購入、買換えに必要な費用の
一部を補助します。早期に補聴器を利用することに
よって、言語の習得や社会性の向上を図ることが期
待されます。

購入基準額に対する補助率
　県1/3　　市1/3　　本人（保護者）1/3

　人工内耳を装用する障害児に対し、人工内耳用電
池の購入費用を助成します。障害児の聴覚・言語の
発達支援と経済的な負担の軽減を図ることを目的と
しています。

6
6

（１-６-３　自立支援給付事業費） （１-６-３　自立支援給付事業費）

2

重度心身障害者等医療費 社会福祉施設管理費
助成事業 （前年度：1億5,175万円）

助成対象者 ・ラフォーレ（井波）指定管理料　 3,910万円

・65歳未満の重度障害者 （安達建設㈱）

（身体障害者手帳1･2級、療育手帳Ａの方） ・くろば温泉（上平）指定管理料　　　　　　　　1,275万円

・65歳以上の重中度障害者 （上平観光開発㈱）

（身体障害者手帳１～４級の一部、療育手帳Ａ ・ゆ～楽（平）指定管理料　　　　　　　　　　996万円
（ケービックス㈱大阪支社）

受給者のうち、後期高齢者医療保険加入の方） ・平ふれあい健康センター指定管理料　　　　　　

・65～69歳の軽度障害者 （ケービックス㈱大阪支社）

（身体障害者手帳４～６級、療育手帳Ｂの方） ・ゆ～ゆうランド（井口）指定管理料　　　　　　

（トナミグリーン㈱）

※障害程度等により、助成割合が異なります。

限られています。

財源 　くろば温泉
国県支出金 万円
その他 万円 財源
市の負担額 万円 市の負担額 万円

（1-7-1 社会福祉施設管理費）

7,625

1,400万円

44万円

7,625 万円

精神障害者保健福祉手帳1･2級、障害年金1･2級

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

　市内の社会福祉施設を指定管理者制度により運営
を委託しております。民間手法を用いて、弾力性や
柔軟性のある施設運営を行うことで利用者のサービ
ス、利便性の向上を目指します。

（１-６ｰ４　心身障害者医療費）

1億4,351 万円

（ 担当：井波庁舎　福祉課　　問合せ先　　２３-２００９）

　重度心身障害者の健康維持や経済的な負担を軽減
するため、保険診療として認められる医療費を助成
します。

※世帯の合計所得額が1,000万円未満の方に

6,361
1,700
6,290
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・城端美山荘本館指定管理料　
(南砺市社会福祉協議会)

・城端美山荘別館指定管理料　 ○祝い金（出生児１名につき）

((社)手をつなぐとなみ野南砺作業所　 　第１子…３万５千円（三世代同居の場合…6万5千円）

　第２子…１０万円（三世代同居の場合…２０万円）

・城端ふれあいはうす指定管理料 　第３子…１５万円（三世代同居の場合…３０万円）

((社)手をつなぐとなみ野南砺作業所　 　第４子…２５万円（三世代同居の場合…５０万円）

　第５子以降…５０万円（三世代同居の場合…１００万円）

・上平ことぶき館指定管理料　 ※チャイルドシート購入助成含む

(上平観光開発㈱) ※交付額が10万円を超えた金額については口座振込

・福祉の家 福光光龍館指定管理料　
(㈱技研サービス) ○申請手続き

財源
財源 その他（基金繰入） 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
　お子様の健やかな成長を願い、お子様が出生された場
合、出生祝い金として商工会商品券等をお贈りします。出
生により三世代以上が同居する世帯には、各世代が安心し
て暮らせるように支援します。

○対象になる方
　お子さんを養育する父または母で、出生時に南砺市に住
所があり、ともに引き続き南砺市にお住まいになる方

　出生日から６０日以内に各行政センター窓口で出生祝い
金支給申請書を提出してください。

   老人福祉施設に指定管理者制度を導入することに
より、公共サービスの継続を基本に、民間事業者等
のノウハウを活用した管理手法を取り入れ、また市
民への福祉向上につなげることを目的としていま
す。

814万円

57万円

福祉作業所エルハート城端)

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

（前年度：2,061万円）

老人福祉施設管理費 2,073 万円
（前年度2,059万円）

【戦略】出生祝い金 3,890 万円

（1-7-2高齢者福祉施設管理費）

1,500
2,073 2,390

（2-1-2　児童育成費）

159万円

福祉作業所エルハート城端)
69万円

974万円

○受付日・時間 ○企業向け事業

　月曜日～金曜日　9:00～16:00　

　※事前に電話等で連絡をお願いします。

来所、訪問等ご都合に合わせて対応いたします。

○相談窓口　女性・こども相談室　（井波庁舎２階）

　0763－23－2026 

（関係機関） ○ひとり親家庭支援事業

○ 相談対応者

女性相談員（離婚やDVなどの相談）

母子・父子自立支援員（ひとり親家庭の相談）

こども相談員（こどもの発達に関する相談）

財源 財源
国県支出金 万円 市の負担額 万円
市の負担額 万円

540

　ひとり親世帯において、就労しながら無理なく子育てが
できるよう雇用や勤務体系などにおいて育児への理解のあ
る企業等を増やし、勤めながら子育てする環境の向上を支
援するほか、子育てにかかる費用を支援します。

　育児に理解のある市内企業等を調査し、導入を促す対策
を講じます。一定の条件を満たしている企業を「優良企
業」として認定し、広報なんと及び市ホームページで紹介
します。

　ひとり親家庭に対し、入学祝い金（小、中、高）の支給
や高校通学定期券の１／２補助を行います。

（2-1-2　児童育成費） （2-1-2　児童育成費）

相談支援事業 568 万円 【戦略・新】 540 万円

67
501

　育児やこどもの発達、児童虐待など子育てに関するこ
とや、離婚や配偶者等による暴力などさまざまな問題や
心配事に応じるため、相談員を配置しています。個人情
報は守りますので、ひとりで悩まないで気軽にご相談く
ださい。

　高岡児童相談所　            0766-21-2124

　富山県女性相談センター　076-465-6722

家庭児童相談員（児童虐待や育児の相談、子育て支援
事業の情報提供）

（前年度：541万円） ひとり親世帯子育て応援制度 （前年度：0万円）
（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０） （ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
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○補助の要件
・
・自治会等が傷害保険に加入し、管理していること

○補助率・限度額
・補助率　事業費(撤去費用含む）１／２以内
　　　（千円未満切捨）

・限度額
　　設置（新規・更新）　15万円
　　修繕　　　　　　　     ５万円

○その他

財源 財源
市の負担額 万円 市の負担額 万円

（2-1-2　児童育成費）

20

（2-1-2　児童育成費）

282

万円児童遊具整備補助金 20
（前年度：384万円）

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
　新生児の手形で真鍮製のメモリアルレリーフを作
成し、公共施設で展示します。展示後にお祝いとし
て贈呈します。

万円手形メモリアルレリーフ作成事業 282
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前年度：20万円）

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
　自治会等が、児童の遊び場の確保のため児童遊具
を新しく設置したり、修繕をする場合に事業費の一
部を補助します。

面積がおおむね150㎡以上の児童遊園的な広場

補助は１広場につき 年度
１回に限る。

（2-1-4　ひとり親家庭医療費給付費）（2-1-2　児童育成費）、（2-1-5　こども妊産婦医療費給付費）
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財源
国県支出金 万円 財源

万円 国県支出金 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円7,565

（2-1-5　こども妊産婦医療費給付費）

助成対象

こども医療 中学3年生までの医療費

妊産婦医療
妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産
科出血、心疾患、切迫早産にかかる医
療費

2,107
その他（基金繰入、高額療養費収入） 4,750

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
こども・妊産婦にかかる医療費（保険適用分）の

自己負担額を助成します。
今年度から中学生の通院医療費の助成について

は、保護者負担を廃止して全額助成し、現物対応を
開始します。所得制限はありません。

（2-1-5　こども妊産婦医療費給付費）

57

○対象者
　出生体重が2,000ｇに満たない、呼吸が安定しな
い、黄疸が強いなど、医師が治療を必要と認めたお
子さん。

こども妊産婦医療費 1億4,422 万円

173

（前年度：230万円）
（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
　からだの発達が未熟なままで産まれて、入院を必
要とするお子さんが、指定された病院で入院治療を
受けるときに、その治療に必要な医療費の一部を、
国・県・市で負担する制度です。

万円養育医療給付費 230
【戦略】こども医療費助成制度（前年度：1億4,046万円）

○交付対象

○主な事業
・

○応援券の金額
　第１子、２子…１万円分 ・

・

○利用できるサービス ・

　保健サービス…任意の予防接種 など ・

※

財源 財源
国県支出金 万円 市の負担額 万円

（2-1-8　児童発達支援費）

ことばや発達に関する専門職（臨床心理士・言語
聴覚士）による個別相談会

未就園児の保護者を対象とした、乳幼児期の発達
に関する教室の開催

発達に気がかりがある年中・年長児とその保護者
を対象とした子どもへの関わり方教室の開催

子育て中の保護者や放課後児童クラブや児童館の
スタッフを対象に、ほめて育てる効果的なしつけ
を目指した育児講座の開催

251

（2-1-6　とやまっ子　子育て支援サービス普及事業費）

　保育サービス…一時預かり、病後児保育 など

423

詳細は、行政センター窓口での申請時にお渡し
する「パンフレット」「子育て支援ガイド」
「南砺市ホームページ」をご覧ください。

　子育て家庭の経済的・精神的負担の軽減を図り、
子育て支援サービス等の利用を促進するため、県と
市が共同で、サービス等の利用券を交付します。

　第３子以降…３万円分
○申請に必要なもの
　印鑑

　平成25年4月2日以降に生まれたお子さんをお持
ちの家庭。ただし、誕生日から3年間有効です。
※兄弟姉妹にも利用できます。

　発達に気がかりがあるこどもを持つ親が気軽に身
近な相談機関で相談できる体制づくりを目指しま
す。
　また、発達に気がかりがあるこどもに関わる人
が、こどもの発達にあった支援や情報を共有してい
けるよう、関係機関との連携をとっていきます。

（前年度：３７８万円）

言語聴覚士による保育園・認定こども園等への訪
問

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
（前年度：２５３万円）

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）

児童発達支援費 251 万円とやまっ子子育て応援券 423 万円
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母子家庭等就業自立支援事業 　（前年度0万円）

○手当の額
　全部支給（月額）42,330円 　資格取得に必要な修業年数

　一部支給（月額）42,320円～9,990円
※

　住民税の課税世帯　　　月　７万５００円

※ 　住民税の非課税世帯　　月１０万円

○支給時期

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

○支給期間

○申請手続き
　申請の前に一度、こども課女性こども相談室へご相談く
ださい。担当の母子・父子自立支援員が制度の概要、手続
きについて説明を行い、申請の手続を行います。

（2-2-2　児童扶養手当給付費）

児童が２人の場合は、5,000円、３人以降
は、さらに3,000円ずつ加算されます。

受給者本人および扶養義務者の所得額と扶養
親族の人数によって、支給額が決定されま
す。

　認定請求された月の翌月分から、年3回（4
月、8月、12月）支払月の前月までの分が支払
われます。

3,426
6,855

（前年度：1億232万円）
（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）

　父母の離婚などで、児童がひとり親家庭で養育さ
れるようになった場合、その家庭の生活の安定と児
童の健やかな成長を願って支給される手当です。

○対象になる方

（2-2-3　母子家庭等就業自立支援費）

131
43

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
　看護師や保育士等、就職に結びつきやすい資格の取得を
目指すひとり親等に対して、世帯の所得に応じて資格取得
に必要な費用を給付します。

○支給額

　お子さんを養育するひとり親等の父または母で、資格の
取得を目的とした養成機関の進学が決定した方、および在
学中の方

万円児童扶養手当の給付 １億281 万円 【戦略】 174

○ 児童館の概要

○ 支給対象 ①開館時間

０歳から中学校修了前の児童を養育している方 月～金曜日

○ 手当の額
0～2歳
3歳～小学生（第1･2子）
3歳～小学生（第3子以降） 　　※土曜日、長期休業日は4館とも9:00～18:00

中学生 ②休みの日 日曜日、祝日、年末年始

所得制限世帯（特例給付） ・児童館運営委員謝礼

・城端児童館改築に伴う備品購入等

○ 支給時期 ○

○ 臨時保育室

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

（前年度：3,129万円）
（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
　児童館では子どもたちに健全な遊びを提供し、お互いに
交流を深めながら健やかな身体と豊かな心を育てるお手伝
いをしています。
　また、ファミリーサポートセンター事業や臨時保育室設
置事業も実施し、子育て家庭の支援を行っています。

児童館名

城端児童館

13:00～18:00井波児童館　　　「きぼりっこ」　　

福野児童センター「アルカス」

（2-3-1　児童センター・児童館管理運営費）

15万円

628万円

ファミリーサポートセンター事業 140万円

事務局 福野おひさま保育園併設子育て支援センター

｢あっぷる｣内

3万円

94
692

　次代を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援
するという観点から支給される手当です。

1万5千円
1万円

1万5千円
1万円
5千円

　年3回（6月、10月、2月）支払月の前月まで
の分が支払われます。

福光児童館　「きっずらんど」 9:00～18:00

児童センター・児童館の運営 786 万円

（2-2-6　児童手当給付費）

5億8,976

1億559

（前年度：7億796万円）
（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）

児童手当の給付 6億9,535 万円
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（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）

○放課後児童クラブの概要
管理運営費　　　　　4,095万円

①開設場所 城端放課後児童クラブ　（城端児童館内）
井波子どもホーム　　　（井波児童館きぼりっこ内）
アルカスクラブ　　　　（福野児童センターアルカス内）
アルカスのびのびひろば（　　　　　　〃　　　　　　）
きっずらんどクラブ　　（福光児童館きっずらんど内）
福光中部っ子クラブ　　（福光中部小学校内）
福光東部っ子クラブ　　（福光東部小学校内）

【新】 東部げんきっ子クラブ　（旧吉江保育園内）
福光南部っ子クラブ　　（福光南部小学校内）

②開設時間 月～金曜日　 13:00～18:30
土曜日・長期休業日   8:00～18:30

③休みの日　 日曜日、祝日、年末年始

○とやまっ子さんさん広場
財源
国県支出金 万円
その他（スポーツ安全保険料） 万円
市の負担額 万円

（2-3-2　放課後児童クラブ費）

万円
（前年度：3,946万円）

　保護者が仕事などで昼間留守になっている家庭の児童を対象に、放課後の時間帯に適切な遊びや生活の場を
提供する放課後児童クラブを開設することで、児童の健全な育成を図っています。

15
1,556

　学童保育を民間で実施する5カ所のクラブ
に助成しています。　　　　　　　383万円 2,907

放課後児童クラブの管理運営 4,478

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）

【戦略・新】なんとで育児and育自（子育て交流サロン）事業　　　　　   

国県支出金
その他（参加者負担金）
市の負担額

（2-4-2　子育て支援センター費）

【戦略】イクメン応援事業 9万円

　積極的に子育てを楽しみ、自らも成長する男性
（イクメン）を増やすため、子育てに関する講座を
開催することにより、育児休業等の子育てに理解の
ある市内企業の増加を図り、市全体で子育てしやす
い職場環境づくりを推進します。

4,041万円
6万円

2,028万円

298万円

　市内の子育て支援センター2ヶ所(たんぽぽ、にこ
にこ)を土日に開き、夫婦と子どもが一緒に来所し、
ゆったりとした自分たちの時間をおしゃべりやおも
ちゃ、絵本などで楽しみながら、子育てに関する情
報交換ができる場所を提供します。

　・なかよし広場（井波地域） ・たんぽぽ（福野地域）

　・あっぷる      （福野地域） ・にこにこ（福光地域）

   ・コスモス      （福光地域） ・ほほえみ（業務運営委託 福光地域）

　子育て支援センターは、家庭で子育てをしている保護者の方々を支援するため、子育て親子に交流の場を提
供するとともに、子育てに関する相談や講習等の実施、子育て関連情報の提供などを行っています。
　市内には、以下の公立施設（8施設）のほか私立喜志麻保育園内に開設されています。

　公立の子育て支援センター  運営管理費 5,768万円
　・さくらんぼ   （城端地域） ・きらきら（井波地域）

子育て支援センター費 6,075 万円
（前年度：6,055万円）
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（前年度：6億7,650万円）

※

　・市立保育園保育事業費

　・市立保育園施設・設備管理費

財源

国県支出金
その他（保護者負担金等） 財源
市の負担額 市の負担額

 　 　1億8万円

（2-５-2　保育園費） （2-５-2　保育園費）

4億7,226万円 216万円
その他（すこやか子育て基金繰入金） 1億1,772万円

3,692万円
2億444万円

　・移住定住者世帯保育料免除（歳入影響額） 　216万円
移住・定住者の負担軽減と定住促進を図る
ため、保育園等に入園する児童保育料を３
年間無料とします。

　（光熱水費、施設・設備修繕費・委託料等）

【戦略・新】移住定住者の保育料無料制度

保育園管理運営費 7億1,362 万円

【新】保育園審議会費 　　　　　45万円 【戦略】保育料等軽減事業（歳入影響額）
　　6億1,309万円 ・第3子以降児童保育料無料化 6,717万円

　（臨時職員賃金等、保育材料費、給食賄材料費等） ・多子世帯保育料軽減 3,046万円

・三世代同居世帯保育料軽減 2,009万円

保護者が就労などにより、日中、児童を養育でき
ない場合、市内では公立保育園（12園）や私立喜
志麻保育園において保育をしています。認定こども
園井波にじいろ保育園は、保育の必要性がない児童
（教育標準時間・1号認定利用）も入園できる施設
となっています。
また、通勤などの事情により、市外の保育園に入

園することもできます。

市では、子育て世帯の経済的な負担を軽減するた
め、保育園や認定こども園において、第3子以降の
保育料などの無料化、多子世帯の保育料や、三世代
同居する世帯の保育料を軽減し、子育て世帯を支援
します。
また、移住定住者世帯に係る保育料の３年間無料

化も行います。

参考

【戦略】保育園保育料等軽減事業 1億1,988 万円
（前年度：1憶2,860万円）

（ 担当：井波庁舎　こども課　　問合せ先　２３－２０１０） （ 担当：井波庁舎　こども課　　問合せ先　２３－２０１０）

その他負担金 国県支出金
市の負担額 市の負担額32万円 595万円

（2-5-6　病児・病後時保育事業費） （2-5-7　私立保育園育成費）

財源 財源

8万円 １,180万円

（前年度：44万円） （前年度：1,829万円）

（ 担当：井波庁舎　こども課　　問合せ先　２３－２０１０） （ 担当：井波庁舎　こども課　　問合せ先　２３－２０１０）

病後児保育事業（市に住所を有する満１歳以上の
病気回復期にある未就学児を一時的に預かる事業）
を城端さくら保育園、井波にじいろ保育園、福野ひ
まわり保育園、福光どんぐり保育園に加え、今年度
からは福光東部かがやき保育園の５園の病後児保育
室で実施します。

私立喜志麻保育園が行う延長保育、病児・病後児
保育（病後児対応、体調不良児対応）、一時預か
り、子育て支援センターなどの特別保育事業や、保
育士の研修に関わる事業経費等について支援してい
ます。

・特別保育事業費等補助金 1,759万円
・保育士研修等事業補助金 16万円

病児・病後児保育事業費 40 万円 私立保育園育成費 1,775 万円
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・主な経費

建設事業費 2億2,051万円
（本体工事・外構工事・監理費ほか）
既設児童館解体工事費 1,462万円
事務費 4万円

・延床面積 620㎡
・構造及び階層

財源 財源
国県支出金 国県支出金 万円
その他（保護者負担金等） その他（過疎債） 万円
市の負担額 市の負担額 万円

（2-５-9　施設型給付等支援費） （2-6-1　児童福祉施設管理費）

2億5,593万円
1,491万円 1億7,320

1億3,519万円 931

  ・広域保育業務委託費 1,084万円

  ・私立認定こども園給付費 9,046万円

5,266

○【新】認定こども園福野青葉幼稚園
　　新築整備補助金 1億9,128万円

○【戦略・新】認可外保育施設に通う
子どもに係る利用者支援事業費 ８4万円

○ 幼稚園就園奨励費補助金 20万円

○ 施設型給付費 鉄筋コンクリート造
一部木造平屋建て  ・私立保育園保育業務委託費 1億1,241万円

（前年度：1億9,056万円） 　（前年度：0万円）
（ 担当：井波庁舎　こども課　　問合せ先　２３－２０１０） （ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

子ども・子育て支援制度により、私立認定こども
園や保育園等に対して運営費の給付等を行い、質の
高いサービスの提供を支援しています。
また、私立認定こども園等に入園している第3子

以降の保育料無料化や１号認定（教育標準時間利
用）児童の給食費無料化、低所得世帯の給食費の軽
減をしています。
今年度からは、認可外保育施設に通う子どもにか

かる利用料の一部を助成することにより、子育て世
帯を支援します。

老朽化している城端児童館の改築を進めます。本
年度に建設工事を行い、平成29年４月の開館を目
指します。

万円施設型給付等支援費 4億603 万円 城端児童館の改築事業 2億3,517

・ 万円
・【新】東部げんきっ子クラブ開設工事費

万円
・山野保育園空調設備更新工事 万円

財源
国県支出金 万円
その他（合併特例債） 万円
市の負担額 万円

2,474
860
954

（2-6-1　児童福祉施設管理費）

913

児童福祉施設管理費 4,288 万円
（前年度：0万円）

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

　児童館、放課後児童クラブ、及び保育園の施設管
理費です。

児童館指定管理料（４館） 3,089

286
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（1-1-2　保健衛生推進費）

○乳幼児等予防接種委託料

（インフルエンザ・肺炎球菌感染症）

○風しん任意予防接種費助成

　①乳幼児予防接種は無料
　②高齢者インフルエンザ予防接種は1,300円
　③高齢者肺炎球菌感染症予防接種は2,300円

・接種場所　市指定医療機関

財源

その他（個人負担金） 万円
万円

（1-2-2　予防接種費）

2,389
市の負担額 1億2,217

・個人負担金

6,182万円
○高齢者対象予防接種委託料

8,102万円
25万円

○事務費 297万円

予防接種費 1億4,606 万円
（前年度：１億4,890万円）

（ 担当：福光保健センター　　問合せ先　５２－１７６７）
  予防接種法に基づき、乳幼児や高齢者の感染症を
予防するための予防接種を実施します。
　また、先天性風しん症候群予防のため、妊娠を希
望している女性とその夫、妊婦の夫を対象とした任
意の風しん予防接種について助成を行います。
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福光保健センター

光熱水費等の維持経費 万円

修繕料 万円

○胸部レントゲン検診委託料 万円 設備管理保守経費 万円

○新型インフルエンザ等備蓄品 万円 事務費 万円

○事務費等 万円 新井波保健センター備品等購入費 万円

万円

財源 財源
市の負担額 1,071万円 市の負担額 1,531万円

111

260

（１-２-３　感染症予防費） （１-３-１　保健センター運営費）

42 134

313

福光保健センター重油タンク復旧工事

（前年度：1,128万円） （前年度：1,013万円）

（ 担当：福光保健センター　　問合せ先　５２－１７６７） （ 担当：福光保健センター　　問合せ先　　５２-１７６７）

【期日】５月中旬から１１月中旬
【案内】対象者の方には、順次個人通知します。

　結核の発生とまん延を防止するために、市内各公
民館・保健センター等で、検診車による胸部レント
ゲン検診を実施しています。
【新】検診車による胸部レントゲン検診が困難な方
は、指定医療機関で検診を受けることができます。
　また、南砺市新型インフルエンザ等対策行動計画
により、非常時に素早く対応できる体制を整えま
す。

　南砺市の保健センター（福光・福野・城端・井
波・平）の運営管理をしています。
　井波保健センターが、平成２９年１月井波高校跡
地にオープン予定の（仮称）地域包括医療ケアセン
ター内に開所します。
　※健康相談にお気軽にお越しください。

万円感染症予防費 1,071 万円 保健センター運営費 1,531

【対象】南砺市に住所を有し、胸部レントゲンを
            受ける機会のない６５歳以上の方。

・胸部レントゲン検診（結核・肺がん検診）

952

168

【検査の内容】　問診

77

　　　　　　　　胸部Ｘ線検査 545

（ 担当：井波庁舎　健康課　　問合せ先　　２３－２０２７）

○がん検診事業 5,677万円 ○健康診査事業 1,364万円
・対象者 ＊39歳以下健診
胃、肺、大腸：40歳以上の男女 　 19歳～39歳の方を対象に集団健診で実施

子宮：20歳以上の女性　　　　　　 料金・・1,000円　　

【新】23歳、28歳、33歳、38歳を重点年齢に設定し、 ＊肝炎ウイルス検診
検診費の助成を行います。 40･50･60･65歳の方を対象に、医療機関で血液

乳：40歳以上の女性 検査を実施　料金・・無料

前立腺：50歳以上の男性　ﾍﾘｶﾙCT：50～70歳の男女 ＊口腔疾患検診
・実施方法　集団検診(胃・子宮・乳・肺・ヘリカルCT)　 40・45・50・55・60・65・70・75・80歳

施設検診(胃・子宮・乳・大腸・前立腺) の方を対象に歯科医療機関で実施　料金・・無料

○健康教育、健康相談、訪問指導事業等 143万円 ＊生活保護健診
＊健康教育 40歳以上の生活保護者

保健師や管理栄養士等が公民館等の施設に出向き、地域 ＊胃疾患リスク検診
の健康づくりを支援します。 40･45･50･55･60･65歳の方を対象に、

＊健康相談・訪問指導 医療機関で血液検査を実施　料金・・1,000円

生活習慣病や心身の健康について相談を受けたり、自宅 【戦略・新】あなたのからだをナビゲート事業　

への訪問などを通して支援します。 スマートフォンから、手軽に健康チェックや食事・

＊栄養教室 運動の健康づくりが行えるしくみを構築し、市民

食生活や栄養について学ぶ教室を開催しています。 の健康づくりを支援します。　　　　　714万円

＊ヘルスボランティア養成講座 財源
地域の健康づくりの原動力となる、ヘルスボランティア 県支出金 623万円

を養成しています。 その他（個人負担金） 1,044万円

市の負担額 6,231万円

（1-5-１　疾病予防対策費）

疾病予防対策費 7,898 万円
（前年度：7,297万円）

  市民のみなさまが健康で長生きできるように、主に成人の方を対象とした各種がん検診、健康診査、健康相
談、健康教室、訪問事業などを行います。
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（ 担当：福光保健センター　問合せ先　　５２－１７６７）

○すこやか親子支援ポータルサイトの運用　
・

・
○産後ケア事業　　　　      　15万円

・

　○母子保健訪問・相談・教室事業　　313万円
・出産後、家庭での育児に不安なことはないか、あなたの
地域担当の保健師が訪問して支援を行います。

・妊婦さんに対してマタニティ教室、出産後のお子様に対
して、相談や教室などを開催し、妊娠・出産・育児の

【戦略】すこやか親子支援事業費（南砺市型　ネウボラ） 2,945

　妊娠・出産・子育て期に生じる母親や家族の様々な不安や疑問に身近なところで対応できるよう、相談窓口
を一本化し、子育て期に必要な情報をタイムリーに集約・発信するためのネットワークの整備をします。
　妊娠・出産・子育て期における切れ目ない支援体制を整えることで、なんとの宝であるお子様を健やかに産
み育てるための支援を行います。

577万円

妊娠・出産・子育ての相談に関わる関係者間の、
ネットワークづくりを推進します。

産後母乳育児に不安を抱えている母親に対し、助
産師が家庭訪問を行います。

万円
（前年度：２,７７０万円）

○すこやか親子相談事業　　　　　　380万円
妊娠期から子育て期に生じる様々な悩みや不安に対し、
母子保健コーディネーター（地域担当の保健師）が相談
にのり、子育て支援プランを作成し、継続した支援を行
います。

健診結果、予防接種記録等の配信や子育て
に必要な情報を発信し、日々の育児記録が
できる親子支援ポータルサイトを運用し子
育てを支援します。

産後、自宅に戻っても家族等から十分な支
援を受けることができず不安がある方を対
象に授乳や育児、産後の体調管理などにつ
いてケアし、安心した子育てがスタートで
きるよう助産師が家庭訪問を行います。

○母子保健相談支援サポート事業　　　95万円
母子保健コーディネーターが把握する全ての妊産婦
や子ども、親等が感じている不安や相談に対応でき
る支援システムを活用し、継続した支援を行いきま
す。

<拡充> 妊娠出産包括支援事業 1,067万円

して、相談や教室などを開催し、妊娠・出産・育児の
様々な不安等への支援を行います。

○不妊治療助成費　　1,170万円 ○出産支援交通助成事業　 395万円

＜助成対象者＞ ＜助成対象者＞

＜助成金額＞ ＜助成金額＞
1年度当たり30万円を限度とします。 ・第一子・第二子　　　10,000円

＜助成対象となる治療＞ ・第三子以降　　　　　20,000円
・平、上平、利賀地域の方　5,000円の加算

＜申請期間＞
＜申請の手続き＞ 妊娠6か月（20週）から出産日の前日まで

＜申請に必要なもの＞
・出産支援交通費助成金交付申請書兼請求書
・母子健康手帳の写し

＜申請に必要なもの＞
・不妊治療費助成金交付申請書兼請求書

・不妊治療費医療機関受診証明書 財源
・領収書 国県支出金 万円
・健康保険証の写し その他（個人負担金） 2 万円
・富山県不妊治療費助成決定通知書 市の負担額 万円

（県の助成を受けた方）
（１-６-１　すこやか親子支援事業費）

　子を希望し、不妊治療を受けておられる
夫婦に、その治療に要した費用の一部を助
成します。

受診された医療機関に不妊治療費医療機関受診
証明書を記載してもらい、原則として１回の治
療が終了した日の属する年度内に福光保健セン
ターへ申請してください。

766

2,177

体外受精・顕微受精といった特定不妊治療以外
に、男性の検査・治療や一般的な不妊治療も対
象です。

　現在、市内には出産できる医療機関等がないこと
から、妊婦一般健康診査のために市外医療機関等へ
通院される交通費の一部を助成します。

日本国内の医療機関において医師による不妊治
療を行っており、不妊治療を開始した日の1年
以上前から市内に居住している夫婦

市内に住所を有し、母子健康手帳の交付を
受けた妊娠6か月（妊娠20週）以降の妊婦
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・　　   

・　　   

・看護師、管理栄養士賃金　　　   ・　　   
・医師等謝礼　　　　 　　 　  
・妊婦、乳児健診委託料、手数料、扶助費　

・歯科衛生士賃金等　　　    　     　  
・事務費　　　 　　　　       　　  ・歯科医師等謝礼   　　   　　　    　

・歯科保健講演会      　　　　　　 
・妊婦歯科健康診査等委託料　      　　
・フッ化物塗布・洗口関係費用 　   　　
・事務費等　 　　 　   　 　　  　  　 

財源
財源 国県支出金
国県支出金 万円 その他（個人負担金）

万円 市の負担額市の負担額 3,509

（1-6-2　母子健康診査費） (1-6-3 　むし歯予防費）

（前年度：3,548万円） （前年度：　642万円）

（ 担当：福光保健センター　　問合せ先　５２－１７６７）

3,307万円
72万円

万円万円母子健康診査事業費 3,542 むし歯予防対策事業費 634

（ 担当：福光保健センター　　　問合せ先　５２－１７６７）
　妊娠期から幼児・学童・生徒の口腔衛生の向上を
図るために、各種歯科健康診査や歯科保健教室を実
施しています。

妊婦歯科健康診査受診票の交付、マタニティ教室
での歯科保健指導

乳歯むし歯予防･･･離乳食や１歳児むし歯予防教
室での歯科保健指導、１歳６か月児～３歳６か月
児までの歯科健診、フッ化物塗布の実施

永久歯むし歯予防･･･保育・幼稚園・小・中学校
でのフッ化物洗口の実施、歯科保健教室の開催

49万円
114万円

365万円

○主な事業内容

100万円
27万円

　健やかなお子様の誕生と妊婦さん自身の健康を守
るために、14回の妊婦一般健康診査と必要な方に
産婦一般健康診査を受けていただくよう受診票を交
付しています。
　また、3か月児、1歳6か月児、3歳児健康診査を
実施し、お子様の身体・運動発達・精神発達を一緒
に確認するとともに、病気や障害等を早期発見し適
切な治療や療育につなげ、健やかな育ちの支援を行
います。

33
507万円

　77万円
19万円
 46万円
51万円
76万円

市営墓地維持管理費
斎場管理業務委託料
その他委託料
維持管理経費
火葬炉修繕工事費

井波墓地

福野斎場

財源 財源
その他（市営墓地永代使用料） 万円 万円

市の負担額 万円

170万円
2,365万円
1,204万円
1,373万円
406万円

その他（斎場、霊柩車等使用料） 1,913

　３斎場（福野・福光・上平）の運営管理をし
ています。
　今年度は福光及び福野斎場の火葬炉補修工事
を予定しています。

3,435

（２-１-２市営墓地管理費） （２-１-３斎場運営費）

170

（前年度：120万円） （前年度：5,636万円）
（ 担当：井波庁舎　市民生活課　　問合せ先　２３－２００８） （ 担当：井波庁舎　市民生活課　　問合せ先　２３－２００８）

　市営墓地（城端、井波、福野）の運営維持管
理をしています。

万円市営墓地管理費 170 万円 斎場運営費 5,348

-87-



・不法投棄監視員活動費 75万円
・不法投棄監視員保険料 4万円
・不法投棄物処理手数料 24万円
・事務費 11万円

財源
県補助金 3万円
市の負担額 111万円 市の負担額 万円

　　財源

　スズメバチによる危害を未然に防止し、安全で安
心な市民生活を確保するため、スズメバチの巣の駆
除に要した経費に対して補助金を交付します。

●補助対象要件（全て満たすもの）
・市内の土地又は建物に存在し、現にスズメバチが
活動していること。
・周囲に日常的に不特定の人が立ち入る可能性があ
るもの。

●補助対象者（いずれかに該当するもの）
・スズメバチが営巣している土地又は建物を所有
し、管理し又は占有する個人（駆除責任者）。
・駆除責任者に代わり、その巣を駆除しようとする
自治会又はこれに類するものとして市長が認める団
体。

●補助金の額
　補助対象経費の3分の1の額（その額に100円未
満の端数があるときは、これを切り捨てる。）と
し、10,000円を上限とします。

10

万円
（前年度：129万円）

（ 担当：井波庁舎　エコビレッジ推進課　問合せ先　２３－２０５０）

　南砺市の自然環境を守るため、不法投棄に対する
監視体制を整え、不法投棄のないきれいな環境を目
指します。

（２-１-７不法投棄対策費）

（前年度：　0万円）
（ 担当：井波庁舎　市民生活課　　問合せ先　２３－２００８）

（2-1-8衛生管理費）

【新】スズメバチの巣駆除費補助金 10 万円不法投棄対策費 114

・新聞、紙パック、布類、アルミ缶
⇒ 5円/kg

・ごみ袋代 1,489万円 ・段ボール ⇒ 7円/kg
・ごみ袋取扱手数料 1,278万円 ・雑誌 ⇒ 10円/kg
・ごみ収集委託料 1億9,099万円 ・天ぷら油 ⇒ 20円/ 
・クリーンセンターとなみ分担金 9,138万円 ・小型家電 ⇒ 20円/kg
・南砺リサイクルセンター分担金2億1,903万円
・事務費  67万円

財源
その他（ごみ袋販売手数料等） 3,961万円 財源
市の負担額 4億9,013万円 市の負担額 710万円

（２-２-２資源再利用等推進費）

◎対象となる団体

資源回収奨励金 710 万円

（ 担当：井波庁舎　エコビレッジ推進課　問合せ先　２３－２０５０）

　一般廃棄物の減量化及び資源の有効利用を図るた
め、町内会や各種団体などで集団的に資源回収を行
い、回収業者に引き渡した団体に対し奨励金を交付
します。

（２-２-１ごみ処理費）

（前年度：820万円）

　南砺市内において、住民の組織する営利を目的
としない団体で、年２回以上の資源回収に取り組
むことができる団体

◎登録について
　資源回収奨励金の交付を希望される団体は、年
１回団体登録が必要ですので、担当課にお問い合
わせください。

（前年度：5億1,910万円）
（ 担当：井波庁舎　エコビレッジ推進課　問合せ先　２３－２０５０）

　一般家庭から排出されるごみの収集、運搬業務や
広域圏で運営されているごみ処理施設の経費です。
　可燃ごみは、クリーンセンターとなみ管内（井
波、福野、利賀）で焼却し、南砺リサイクルセン
ター管内（城端、福光、平、上平、井口）はＲＤＦ
固形燃料の製造中止に伴い、平成24年10月から富
山地区広域圏クリーンセンターで焼却処分していま
す。
　資源ごみは、リサイクルするために分別し専門業
者に売却するなど、ごみの減量化を図っています。
環境にやさしい、きれいなまちづくりにご協力をお
願いいたします。

ごみ処理費 5億2,974 万円

◎奨励金の額
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・

・市税を完納している世帯
・処理機を他人に貸与、譲渡、売却しないこと

◎補助の内容
・

財源
市の負担額 105万円

（２-２-２資源再利用等推進費）

　　　密閉式　　　　 埋込式　　　　　電動式
　　3,000円　　　  5,000円　　　 50,000円

（前年度：108万円）
（ 担当：井波庁舎　エコビレッジ推進課　問合せ先　２３－２０５０）

生ごみ処理機購入助成金 105 万円

補助率は購入価格の1/2で、補助金額の上限は次
のとおりです。

　家庭から出される生ごみの減量と資源化の促進や
ごみ処理意識の高揚を図るため、生ごみ処理機を購
入された世帯に補助金を交付します。

◎対象となる方
南砺市内に住所があり、生ごみの減量化を実施で
きる世帯（事業所は除きます）

　・経常費分担金（運営費）　　4,720万円

財源 財源
市の負担額 4,720万円 市の負担額 182万円

環境調査費 182 万円
（前年度：5,363万円） （前年度：196万円）

（ 担当：井波庁舎　エコビレッジ推進課　問合せ先　２３－２０５０） （ 担当：井波庁舎　エコビレッジ推進課　問合せ先　２３－２０５０）

砺波地方衛生施設組合分担金 4,720 万円

　市内から収集されたし尿、浄化槽汚泥は砺波地方
衛生施設組合（南砺市、砺波市、小矢部市、高岡
市）で運営する「クリーンシステムとなみ」に持ち
込まれ、水分は臭いや細菌の無い清澄な処理水とし
て適正に処理されてから放流され、脱水された汚泥
は発酵し堆肥として利用しています。
　これらの処理施設の運転及び維持管理にかかる分
担金です。

　豊かな南砺市の自然環境を守り、未来に引き継ぐ
ため、市内の様々な環境（水質、大気、臭気、土壌
など）の状況について調査測定するものであり、安
心・安全な市民生活を守ります。

・飲料水理化学検査　　　33万円
・河川等水質調査　　　   94万円
・臭気土壌調査　　　　　37万円
・油流出事故水質調査　　14万円
・事務費　　　　　　　　  4万円

（２-２-３し尿処理費） （２-３-１環境調査費）
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○【戦略】
就活・雇用促進事業 380万円

○地域ふれあい説明会＆面接会 6万円

財源
財源 その他 4,200万円
その他（土地貸付収入） 57万円
市の負担額 455万円

万円

○北陸労働金庫融資対策
　3,600万円

勤労者労務対策費 512 万円 勤労者融資対策費 4,200
（前年度：5,318万円） （前年度：4,200万円）

（ 担当：城端庁舎　商工課　　問合せ先　　２３-２０１８） （ 担当：城端庁舎　商工課　　問合せ先　　２３-２０１８）

　市内企業の雇用や労働者の就労支援、ま
た市内企業の人材確保を目的としたマッチ
ング支援を行います。

　市内の勤労者のニーズに合った低利で安心
できるローンの提供を行うため、北陸労働金
庫等に貸付を行います。

　市内企業等の優秀な人材確保やU・Iター
ン者等の増加を促進する目的で、市内の中
小企業等に対して、企業採用情報掲載サイ
ト登録料等の一部支援やサイト登録した学
生に企業情報や合同説明会等の情報提供に
係る経費の一部を支援します。

　ハローワークと合同で、就職や転職を希
望している方と市内企業をマッチングする
説明会及び面接会を開催します。どなたで
もご参加いただけます。

　　600万円
○勤労者信用基金協会融資対策

（1-1-1　勤労者労務対策費） （1-1-2　勤労者融資対策費）

○農業委員会費 万円

○農業者年金事務費 万円

○機構集積支援事業費 万円

○学校給食米粉食品利用助成事業
　学校給食への米粉食品の普及 万円
○米消費拡大への支援 万円
○事務費 万円

財源 財源
国県支出金 万円 国県支出金 万円
その他（農業者年金基金） 6 万円 市の負担額 万円
市の負担額 万円

万円 農業振興対策・米消費拡大対策 2,171
（前年度：880万円） （前年度：8,146万円）

（ 担当：城端庁舎　農業委員会　　問合せ先　23-2020） （ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　農地法の許可申請や農地に関する相談業務と
農業者年金事務を行います。

　意欲のある農業者への活動支援、土地利用及
び地域振興作物への支援を行います。米の消費
減少の中で、今後とも安全・安心な良質米をは
じめとした農産物の総合的な需要拡大推進事業
を実施します。705

万円農業委員会費 852

6 ○【新】土づくりに係る補助金 200 万円
○営農指導事業補助金 149 万円

141 ○園芸作物等特産振興事業補助金 702 万円
○大麦・大豆の排水対策補助金 700 万円
○農業振興に係る負担金・補助金 224 万円

5
25
166

（1-3-1農業振興対策費、1-3-3農業経営体強化促進費、1-3-6水田農業経営体活性
化対策費、1-3-7土地利用型農業活性化対策費、1-3-9米消費拡大対策費）（1-2-1農業委員会費、1-2-2農業者年金事務費、1-2-5機構集積支援事業費）

580 1,640
531

266
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○経営所得安定対策推進指導費補助金 万円

○経営転換協力金 万円
○耕作者集積協力金 万円
○地域集積協力金 万円

財源 財源

国県支出金 万円 国県支出金 万円

万円
（前年度：　２億７,９２０万円） （前年度：２,３２７万円）

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016） （ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

農地集積・集約化対策 1,776 万円 経営所得安定対策 2,395

2,395

　農用地の有効利用や農業経営の効率化を進めるた
めに、農地中間管理機構という組織が中間的受け皿
となって、農用地を貸したいという農家（出し手）
から農地を借り受け、意欲がある担い手（受け手）
へ貸し付けることによって、担い手を支援します。
　機構へ農地を貸し付けた個人農家や、まとまった
農地を貸し付けた地域に対して、協力金を交付しま
す。

　米・畑作物の収入減少影響緩和対策の加入推進、
交付申請手続き、生産数量目標の達成状況の確認等
を行うための事務費です。

1,380
70
326

1,776 2,395

（1-3-5　米総合対策推進費） （1-3-５　米総合対策推進費）

○【戦略・新】干柿新規就農支援事業 万円
○【戦略・新】上級編　新規就農支援事業 万円
○【新】とやま型農業成長戦略チャレンジ
事業補助金 万円

○新規就農支援
青年就農給付金 万円

○認定農業者等機械等支援
経営体育成支援事業 万円

○法人化支援（推進費助成）
集落営農の法人化支援事業 万円

○農業経営基盤強化資金利子助成 万円

財源
国県支出金 万円
市の負担額 万円

432
648

219

1,229
1,314

450

468

集落営農・担い手育成対策 2,543 万円
（前年度：3,099万円）

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　農業の新規就農者や営農組織、認定農業者等の育成確保、意欲のある農業者の経営発展を促進する農業用機
械・施設等の導入を支援します。

（１-3-5米総合対策推進費、1-3-6水田農業経営体活性化対策費、1-3-10農業経営資金利子助成費）

280
46
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（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

融資事業預託金 億円
○第４期対策（H27～31）
交付金 万円
事務費 万円

財源
財源 国県支出金 万円
その他（元金収入） 億円 市の負担額 万円

６次産業起業支援融資事業 （前年度：0万円） （前年度：1億5,988万円）

【戦略・新】 1 億円 中山間地域等直接支払 1億5,600 万円

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　農業者が、自ら生産した農産物を加工、販売を実
施する6次産業に取り組む場合に、加工に関する機
械の導入や施設改修などの資金を金融機関と協調融
資を行います。

  中山間地域は耕作不利な条件から、農業生産性が
低い状態となっています。しかしながら農業生産、
自然環境保全、保健休養、景観など、多面的機能を
有している重要な地域です。
  そのために、5年間以上この地域において、農業経
営を行う農業者の所得の一部を補償することを目的
として、交付金を支払う制度です。

1億5,526

中山間地域での営
農活動

1億1,681

○【戦略・新】6次産業起業支援
1

74

1 3,919

（1-3-10農業経営資金利子助成費） （１-3-12　中山間地域等直接支払費）

万円 ○南砺市食育会議 万円
万円 ○とやま食材ふれあい講座事業 万円
万円 【戦略】
万円 万円
万円
万円

万円
万円

財源 財源
国県支出金 国県支出金 万円

万円 市の負担額 万円
万円

203 万円特産物振興対策費 2,125 万円 食育推進費

54

（前年度：2,802万円）
（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

○地域振興連動事業等補助金
○富山県野菜協会等会費 16 ○元気とふれあいの学校給食づくり事業 180

○１億円産地づくり条件整備事業 757 3
○６次産業化とやまの魅力発信事業 38

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　園芸作物の生産拡大を図るため、担い手の育成・
確保や、産地間競争に耐えうる生産基盤を強化、支
援を行います。また市の特色ある農産加工食品のブ
ランド化や振興を図ります。

　食を通じて健康で豊かな人間性を育み、活力ある
地域づくりを目指すため、推進会議や食育に関する
事業を行います。

50

190
○事務費
○野菜価格安定資金造成負担金等

90

【戦略・新】

20

（前年度：1９２万円）

○農産物直売所５億円産業化事業 1,000
○南砺市の食材を利用した健康管理食、 20
病態食の製造販売支援事業

とやま食材ふれあい講座

なんとの日の給食（上：保育
園　下：小中学校）

504 万円

その他（農業費雑入） 7 113

市の負担額 1,614

（１-3-16　特産物振興対策費） （１-3-19　食育推進費）
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棚田保全活動支援・都市農村交流対策

万円

万円

万円

万円

万円
万円

万円

万円

都市住民ボランティア体験活動及び棚田保全活動

○事務費 万円

（前年度：697万円）
（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　南砺市の自然、農業体験等を通じて都市農村交流
や都市住民の定住化を推進します。
　耕作放棄地等を活用し、短期から中期に渡り南砺
市に滞在しながら農作業体験事業を実施します。

【戦略・新】
○【初級編】なんとアグリクラブ　やさしい農業体験

40
短期滞在者及び市民の農業体験支援

272 万円

○とやま帰農塾推進事業 30
　田舎暮らし体験事業「とやま帰農塾」を南砺市
で開催し、都市農村交流を通じた就農・定住化を
推進します。

財源
国県支出金 65

○とやまの田舎交流支援事業 60 【戦略・新】
　指定された交流地域活性化重点地域の中から、
県外との交流人口の拡大に重点的に取り組みま
す。

○【中級編】なんとアグリクラブ　やさしい農業体験

40
中期滞在者及び市民の農業体験支援

○富山県棚田保全活動支援事業 25

市の負担額 207

○みんなで農作業の日事業 75
　利賀地域で「そばオーナー事業」を、平地域で
世界遺産の相倉合掌造り集落内で「棚田オーナー
事業」、上平地域で「赤かぶオーナー事業」を実
施します。

2

（1-3-14棚田保全活動支援費、１-3-18都市農村交流対策費）

万円 農地維持支払 万円
万円 資源向上支払 万円
万円 施設の長寿命化等 万円
万円 事務費 万円
万円 単価 （単位：円/10a）

万円
万円

財源

万円
万円
万円 施設の長寿命化による

万円 水路改修

財源

国県支出金 万円
万円

国県支出金 1,800

中山間地域対策費 6,353 万円

9 田

○中山間地域農園管理補助金 180 365

○利賀ふるさと財団農業部門出捐金 2,850 単価 農地維持支払資源向上支払※資源向上支払は、
５年経過で75％単
価が上限

○事務費 3,000

（１-3-20　中山間地域対策費） （１-3-21　多面的機能支払交付金費）

起債 1,080

その他（財産売払収入） 1,912

2億2,590
市の負担額 7,409

市の負担額 1,561

2,400

畑 2,000 1,440

○山村活性化支援交付金事業補助金 1,800

○上平堆肥舎土地賃借料 3 1億6,204
○農業用機械購入事業 1,211 9,500
○利賀村農業公社残余財産返還金 300 3,930

多面的機能支払交付金 2億9,999 万円
（前年度：2,622万円） （前年度：2億5,720万円）

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016） （ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　過疎化・高齢化が進行する中山間地域では、担い
手不足が深刻な状況にあり、農業生産活動の継続は
もとより、集落の維持も困難となっています。中山
間の、耕作不利地域の農業を支援します。

　地域が共同で行う農業の多面的機能を支える活動
や、地域資源（農地、水路、農道等）の保全管理、
質的向上を図る活動及び、施設の長寿命化のための
補修等の活動に、交付金を支払う制度です。
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万円
○カバークロップ（緑肥）

8,000円/10a 万円 ○富山県基幹牧場経営安定推進協議会負担金
○有機農業 8,000円/10a 万円 万円
○堆肥の施用 4,400円/10a 万円
○冬期湛水 8,000円/10a 万円 万円
○事務費 万円

万円

万円

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

環境保全型農業直接支払 1,517 万円 畜産振興費 228 万円

741
181 80

（前年度：955万円） （前年度：325万円）

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016） （ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　 農業者等が化学肥料・化学合成農薬の５割低減
の取組とセットで、地球温暖化防止を目的とした、
農地土壌への炭素貯留に効果の高い営農活動や生物
多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に
支援を行います。

　畜産振興を図るため、畜産農家の経営の近代化や
生活の合理化を目指し、経営安定の事業を行いま
す。また、原山牧場の健全な運営を行います。

○畜産振興事業負担金・補助金 31

○南砺市カウベルトの郷育成事業 8

505
69 ○砺波酪農ヘルパー事業 38
21

○原山牧場土地賃借料 71

1,142 10
375 218

（１-3-23　環境保全型農業直接支援対策費） （1-4-1畜産振興対策費、1-4-2原山牧場管理運営費）

万円
○桜ヶ池自遊の森指定管理料 万円

万円
万円

万円
○あずまだち高瀬指定管理料 万円

万円
○原山牧場指定管理委託料 万円

農業施設維持費 759

442

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016） （ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

　農業関連施設の維持管理を行っています。 　桜ヶ池の周辺にある施設や「あずまだち高瀬」、
「原山牧場」等の市有施設を管理しています。

財源
万円

市の負担額 759 万円

○桜ヶ池農産物直売所指定管理料 110
○田園空間整備費 281

万円 農業施設管理費 1,672 万円
（前年度：1,738万円）

1-5-6田園空間整備費、1-7-1桜ｹ池周辺施設維持費）

財源 市の負担額 1,672

○桜ヶ池農村公園管理費 226
1,000

○農業構造改善施設維持費 86

○桜ヶ池周辺施設維持費 166

（1-5-2桜ｹ池農村公園管理費、1-5-5農業構造改善施設維持費 （1-9-1農業施設管理費）

桜ヶ池農産物直売所

120
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  　補助金計　　       　 945万円　　   補助率　

    　   城端地域　　     3件　   　　
　       福野地域　　     1件　     市10%　

  補助金計　　  　 345万円　　
    　   福野地域　　     ４件　   　　

　補助金計　　   11件   620万円　　
　　城端地域　　 　 3件　　   　　
　　井波地域　　  　3件　　   　　
　　福野地域　　　  1件　　  　　　
　　福光地域　　　  4件　　  　　　

財源   

国県支出金 万円 財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円

万円農業基盤整備促進事業 1,565 万円 維持管理適正化事業 345

※畦畔除去10万円/10a 暗渠排水15万円/10a

（前年度：1,083万円） （前年度：557万円）
（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021） （ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021）

　地域の実情に応じた農地・農業水利施設等の整備
により農業競争力の強化を図ることを目的とし、事
業主体の土地改良区や農業経営者の負担を軽減する
ために補助金を交付する事業です。

　土地改良区は、管理する農業水利施設（用水路、
水門等）の機能保持のため、必要経費の一部を積み
立てて計画的に整備しています。これらの施設の機
能の保持と耐用年数の確保を目的とし、事業主体の
土地改良区の経費負担を軽減するために補助金を交
付する事業です。

○定率助成（国県70%　市10%）
    老朽化している水路等の農業施設の整備

  土地改良連合会90%（国30% 県30% 土改30%）

※事業メニューによって補助率が異なります。

○定額助成   （国100%）
生産効率の向上のために、農地の畦畔除去、暗渠
排水等の簡易な整備

620  
945 345

（2-1-2　土地改良事務費） （2-1-2　土地改良事務費）

農村地域防災減災事業

財源
財源 起債 万円
国県支出金 万円 市の負担額 万円

2,000 万円 県営土地改良事業 3,244 万円
（前年度：1億1,901万円） （前年度：3,967万円）

（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021） （ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021）

　ため池は築造時期が古いため、耐震状況が不明な
施設も多く、その対策が求められています。
　このため、早急に耐震調査を実施し、ハザード
マップの作成、耐震補強等の施設整備を進めます。

　県が事業主体となり、ほ場の大区画化や農道・用
排水路の整備などを総合的に実施する農地整備事業
や農地・用排水路など農業用施設の災害未然防止と
低下した機能を回復させる農地防災事業等を行ない
ます。市では、農家の負担金を軽減するために一部
負担金を拠出しています。

（農地整備事業）　　　　　　　　　2,200万円
　大西地区　川西地区　石黒東部地区

（農地防災事業）　　　　　　　　　　611万円
　庄川左岸１期地区　庄川左岸２期地区

（水利施設整備事業）　　　　　　　　130万円
　小矢部川３期地区　臼中２期地区

（農村地域防災減災事業）　　　　　　125万円
　柴田屋・上津地区　臼中２期地区

（県営造成施設管理体制整備事業）　　178万円
　庄川地区

  ため池の堤体土質調査、解析調査   1,000万円
　　　福光地域　1箇所

【新】ため池ハザードマップ作成業務 1,000万円
　　　福光地域　３箇所

2,750
2,000 494

（2-1-2　土地改良事務費） （2-1-4　県営土地改良費）
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 補助率（農道、用排水路整備　県補助率含）
   ・平　　地　　60%
   ・中山間地　　70%

　         補助金計
　　            城端地域　　 　  4件 
          　     井波地域　  　      1件
　               福光地域 　　        4件
　　            福野地域　         1件
　　            井口地域            1件
　　            緊急予備費　 
 財源 財源

市の負担額 万円 国県支出金 万円
万円

万円県単土地改良事業 1,290 万円 散居景観保全事業 600

1,290万円

（前年度：６１４万円） （前年度：600万円）
（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021） （ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021）

　国庫補助事業の採択基準に適合しない末端の小規
模な用排水路や農道の整備、ため池浚渫、用排水路
や農道の安全施設設置、また、用排水路を利用した
無雪害農村集落の建設など農村地域の生活環境の整
備を行うことを目的とし、農家の負担を軽減するた
めに事業主体の土地改良区に補助金を交付する事業
です。

　散居景観をつくる屋敷林は、家を守る防風林とし
て生活のなかで生かされていましたが、人々の意識
や生活習慣の変化により伐採や過度の枝打ちで減少
してきています。
　今後この散居景観を次世代に伝えるため、「地域
づくり協定」を締結した地区に対して屋敷林を管
理・保全することを目的とし、枝打ち等の経費の一
部を補助する事業です。

補助額
　経費の１／２又は20万円のうち、少ない額

　    ※事業メニューによって補助率が異なります。

1,290 300
市の負担額 300

（2-1-5　県単土地改良費） （2-1-5　県単土地改良費）

補助率（農道、用排水路整備の場合）
　山間過疎地域振興条例対象集落(10戸未満)
　山間過疎地域振興条例対象集落(10戸以上)
　上記以外の集落

　　補助金計　　

財源
財源 起債 万円
市の負担額 万円 地区負担金 万円

市の負担額 万円

万円市単土地改良事業 870 万円 中山間地域総合整備事業 1,679
（前年度：900万円） （前年度：650万円）

（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021） （ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021）

　県単土地改良事業の採択基準に適合しない小規模
な農道や用排水路の整備を図ることを目的とし、受
益者である農家の負担を軽減するために補助金を交
付する事業です。

　県が事業主体となり、農業生産基盤及び農村生活
環境基盤整備を通じて、中山間地域の立地条件を生
かした農業と活力ある農村づくりを促進し、地域に
おける定住促進、環境保全を目的とした事業を行な
います。市では、農家の負担金を軽減するために一
部負担金を拠出しています。

60% （中山間地域総合整備事業）
　　広域連携型　となみ・なんと山麓地区

　　南砺市内
　　・西太美・太美山地域
      　  　  用排水路、防火水槽

　　・大鋸屋・蓑谷地域
　　　　　用排水路、農道

　　・五箇山地域
　　　　　用排水路、防火水槽、集落道

50%
40%

870万円

1,490
870 110

79

（2-1-6　市単土地改良費） （2-2-2　中山間地整備費）
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・南砺市の木利用促進事業補助金
・ ・森林組合育成対策費補助金　  401万円
・ ・各種団体補助金  430万円
・    25万円

・事務費    31万円
財源
国県支出金 万円
市の負担額 万円 財源

市の負担金

（前年度：1,170万円）
（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

林業振興対策費 1,217 万円
（前年度：220万円）

（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021）

農道維持費 232 万円

1,217万円

（3-2-1林業振興対策費）

庄川水系森林環境保全協定

58

【新】南原跨道橋点検業務

174

　未舗装農道を維持管理するための補修用砕石
の支給を行います。また、急勾配箇所の路面洗
屈を防ぐためのコンクリートの原材料支給も行
い、通行の安全を図ります。

農道維持用原材料支給

道路賠償責任保険料

（2-3-1　農道維持費）

　林業に関係する業務を円滑に進めるために、林業
関係団体、森林組合職員の育成のために補助をして
います。
　また、植樹活動を実施する企業やＮＰＯ団体を支
援しています。

 330万円

【戦略】自然環境保全活動推進事業補助金

・地域森林管理整備事業 万円
・森林病害虫等防除事業 万円
【新】野田跨道橋点検業務 万円

万円
・環境林整備事業 万円
・県単独森林整備事業 万円
【戦略】とやま型冬季林業

万円
万円

・森林境界明確化支援事業 万円
・なんとの森利活用提案事業 万円

財源
国県支出金 万円
起債 万円
市の負担額 万円

　森林の持ついろいろな機能の維持・増進を図るた
め、森林を計画的に整備しています。森林の境界を
明確にし集約化を進め、効率的に造林公共事業等を
実施するとともに、森林病害虫被害の拡大を防止
し、森林環境の保全と林業の活性化のために事業を
進めています。

1,677

2,151

400
90

248
135

（3-2-1林業振興対策費）

森林育成対策費 4,756 万円
（前年度：3,078万円）

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

97
・森林環境保全直接支援事業 1,235

10

チャレンジ支援事業 78

90

・森林整備地域活動支援交付金事業 786

（3-2-２森林育成対策費）

2,515
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・造林事業費 万円
万円

・森林国営保険料 万円
・伐採収益分収金 万円
・事務費　 万円

財源

財源
その他（受託収入等） 万円

（前年度：734万円）

森林総研造林事業費 648 万円

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　森林総合研究所と南砺市の間で、４０地区の分収
造林契約を締結し、森林を育てています。
　また、この契約地において成長した木を伐採し販
売して、売上金を森林総合研究所と南砺市で分配し
ています。

市有林造成費 211 万円
（前年度：294万円）

619
・富山県水源林造林協議会負担金　 4

2

648

（3-2-5　森林総研造林費）

その他（施設使用料） 60万円
市の負担額 151万円

11万円・事務費

6
17

搬出間伐のための作業道

4万円

・作業道維持管理業務委託料 64万円
・松枯損木伐倒処理費 92万円
・分収造林分配金 10万円
・森林国営保険料

（3-2-4市有林造成費）

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

・公共造林事業山林所有者負担金 30万円

　市有林の木を成長させるため、枯れた木を伐った
り、下草刈りをしたりして、市有林を管理していま
す。
　また、市と木の収益を分配する契約をしている団
体などに、木の売上金を分配しています。
　利賀地域では、市有林において山菜採取をする場
合、入山料金をもらい林道維持などの管理をしてい
ます。

里山再生整備事業費

・里山再生整備事業 万円万円
・県民参加の森づくり事業 万円万円
・みどりの森再生推進事業、

実のなる木植栽推進事業 万円万円
・森林病害虫等枯損木除去事業 万円万円

財源 財源
国県支出金 万円 市の負担額 万円

（前年度：4,859万円）

4,722 万円

（3-2-6里山再生整備事業費）

　市が管理する林道沿線の草刈りや舗装の補
修、山開きや登山・観光シーズン前の春山除
雪、法面が崩れた後の土砂除去や、路肩補修な
どを実施し、森林施業（整備）の効率化、観光
地へのアクセスや緊急時の迂回路に利用するた
め、通行の安全確保を図ります。

（前年度：3,626万円）
（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021）

林道維持費 3,556

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　生活に利用されなくなり、うっそうとした里山林
を市民協働で整備するとともに、森林病害虫等の被
害木除去や、森林資源の有効活用を進めています。
　また、森林の公益的機能の確保や景観の保全を図
るため、風雪被害林や放置され過密となった人工林
などを、混交林へと誘導するための森林整備や森林
病害虫の被害跡地への実のなる木を植栽するための
調査を行っています。

4,722 3,556

（3-3-1　林道維持費）

3,052

125

340

万円

　機械草刈作業 側溝土砂上げ作業

<主な事業>
・幹線林道草刈り　　 86km（委託等）
・管理道草刈り          73km（委託等）

1,205

地域住民による活動

・崩土除去　　　・春山除雪
・修繕工事（舗装補修等）
・林道維持用原材料支給

・小規模林道草刈り    30km（地元等）
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万円

林道
・高草嶺線開設工事
・尾洞山線開設工事
・祖山大明神線開設工事

・高成1号線、高成2号線 ・高清水線舗装工事
・ふれあいの森線 財源

国県支出金 万円

財源 起債 万円
起債 万円 市の負担額 万円

団体営林道整備事業 1億1,002

県単林道整備事業 2,675 万円

林道整備事業負担金 2,780 万円
（前年度：1億4,002万円）（前年度：2,780万円）

（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021）

　採択条件から国・県補助対象となる事業で、
地域森林計画に位置付けられた路線の開設及び
改良等を実施します。森林施業の効率化、林業
従事者の就業環境の改善等を図ることを目的と
しています。

　富山県が事業主体で施工する平・上平・利賀
地区の林道の開設及び改良事業で、事業費の
１０％を市が負担し、各路線を継続で実施して
います。森林施業の効率化、林業従事者の就業
環境の改善等を図ることを目的としています。

（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021）

　ふれあいの森線

高草嶺線開設工事 高清水線舗装工事
<主な事業>

（3-3-4　団体営林道整備費）

（前年度：2,675万円）

<主な事業>

2,780

（3-3-2　林道整備事業負担金）

林道開設工事負担金

7,600

（前年度：1,137万円）

県単治山費

3,210
192

1,137 万円

樋瀬戸線舗装工事

　沖石伏流路工事

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

　採択要件が国・県補助対象事業にならない小
規模な開設及び改良等の事業を、市が県の補助
を受けて実施するものです。森林施業の効率
化、通行の安全確保を図ります。

（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021）

　山林からの土砂の流出の防止やなだれ、落石
の危険を防止する施設などを作ります。規模の
大きい治山事業は主に県が行います。比較的規
模が小さいものは、市が県から補助を受けて行
います。

（前年度：2,675万円）
（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　23-2021）

・樋瀬戸線舗装工事

<主な事業>
　林道

（3-3-5　県単林道整備費）

（前年度：1,137万円）

1,337
1,270
68

・高清水線改良工事
・奥孫線改良工事
・城福線改良工事
・西大谷線改良工事

47

（3-4-1　県単治山費）

500
590

<主な事業>
・沖石伏流路工事
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・花と緑の銀行南砺支店活動推進事業　
　　　　 　　　　　　　　　　 　　818万円
・花とみどりの少年団補助金　　 　　50万円
・花と緑のフェスティバル補助金 　   77万円 ・福光駅前花塔・プランター設置
・城端神明通り桜並木更新工事　　　 54万円　　　・城端ハイウェイオアシス花いっぱい
・花いっぱいのまちづくり事業　　  210万円　　　・城端駅前ハンギングバスケット設置
・花普及苗補助金　　              　　174万円　　　
・企画展　　                          　　  24万円　　　
・事務費　　　　　　　　　　 　　　51万円

財源
市の負担額

万円

財源

その他（銀行交付金・諸収入） 万円 福光駅前　プランター植込み作業
市の負担額 万円

（前年度：213万円）
（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　市内の道路、駅前、商店街などに花を植え、
訪れる人をいっぱいの花で出迎えるために「花
いっぱいのまちづくり事業」に取り組むもので
す。

花いっぱいのまちづくり事業 万円

（3-5-1緑化推進費）

再掲：210

・福野駅前ハンギングバスケット設置 

・福野街中プランター花苗配布
・南砺市８庁舎ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ､ﾌﾟﾗﾝﾀｰ設置
・菅沼合掌集落ハンギングバスケット等設置

210

984

（3-5-1緑化推進費）

　　一般花壇　　　　　　　　花の道　

474

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　花と緑の銀行南砺支店への事業支援をし、市
内に花と緑を普及するため、補助するもので
す。

緑化推進費 1,458 万円
（前年度：1,499万円）

・施設管理 万円 ・施設管理 万円

春の園芸植物園全景
財源 財源

7 万円 その他（使用料） 万円
万円 市の負担額 万円市の負担額

その他（スプレー菊利用権料等）

430

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　いのくち椿館は中国やベトナムの原種椿を
80種以上育成植栽する、国内では最大の施設
です。また、毎年３月に開催される椿まつりの
会場としても施設を開放しています。

210

（前年度：2,940万円） （前年度：2,176万円）

園芸植物園管理運営費 217 万円 カイニョと椿の森管理費 430 万円

217

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　園芸植物園は、「植物に関する文化情報の発
信」をキーワードに、訪れる人に花や緑が身近
に接しられます。
　キク科植物を集めた展示温室と、スプレーギ
クや食用菊などの育成を行うほ場や栽培温室な
どによって構成されています。

（3-5-3カイニョと椿の森公園管理費）

12
418

いのくち椿館

（3-5-2園芸植物園管理運営費）
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・小谷川森林公園管理委託料　 万円
・利賀ふれあいの森管理委託料 万円
・維持管理費 万円 万円

万円

ログローダによる積込み

財源
財源 万円
市の負担額 万円 万円

1,357

・林構施設土地賃借料 24

林業構造改善費 1,381

（富山県西部森林組合）
・高性能林業機械等整備補助金

万円

国県支出金 1,254
市の負担額 127

（3-6-1林間施設維持費）

（前年度：5,157万円）

（3-6-2林業構造改善費）

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　間伐などで伐採したスギの木を一時保管し、
市場に安定供給を図るための貯木場や、作業の
生産性の向上、労働の軽減を図るため高性能林
業機械等の整備に助成を行います。

70

小谷川森林公園

12
15
43

（前年度：969万円）
（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　小谷川森林公園・利賀ふれあいの森・つくば
ね森林公園・グリーンパーク池の平の、森林の
中での体験や木を利用した活動ができるフィー
ルドを管理しています。

林間施設維持費 70 万円

・緑地広場維持管理料 万円
・植栽管理料 万円

財源
財源 国県支出金 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円

緑地広場等管理費 161 万円 自然保護費 807 万円

161

（3-6-3緑地広場等管理費）

（前年度：895万円）（前年度：170万円）
（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016） （ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　福野地域にある安居緑地広場を、気持ちよく
利用していただくために、草刈や掃除、樹木や
遊具の管理をしています。

101
60

　国・県立自然公園のトイレ等、施設の維持管
理を行い、遊歩道の補修や草刈り等を委託して
います。

満開のソメイヨシノ

バーベキュー棟

<主な経費>
・県立自然､県定公園等整備工事費 160万円
・公園施設等管理費 647万円

赤摩木古山

370

（3-7-1自然保護費）

437
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・有害駆除隊員への捕獲技術向上支援

財源  
国県支出金 万円
市の負担額 万円

有害鳥獣対策費 1,177 万円
（前年度：1,108万円）

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

・処分地掘削重機賃借料 8万円

３０％の負担が必要です。

30
1,147 電気柵設置講習会

（3-7-２有害鳥獣対策費）

・鳥獣被害対策実施隊隊員報酬 45万円 ・鳥獣被害防止対策協議会運営補助 13万円

　人や農作物に被害をおよぼすクマ・イノシシ・ハクビシン・カラス等の有害鳥獣の捕獲、捕獲の
担い手となる人材育成を行っています。また、今年度より鳥獣被害対策実施隊を結成し、クマ等出
没時の緊急対応や人的被害の防止に努めます。
　近年、イノシシをはじめとする有害鳥獣の農作物被害が拡大しており、鳥獣被害防止対策協議会
による箱わな、電気柵設置支援、各種講習会を開催しています。

<主な経費>

・捕獲隊傷害保険料 84万円

・小動物捕獲報奨金 23万円 ※上記は市費のみで、別に国県費分は鳥獣被害防止
・イノシシ捕獲報奨金 154万円 対策協議会へ直接支払いがあります。
・有害鳥獣事務費 145万円 37万円

・有害鳥獣捕獲隊員補助金 138万円

・鳥獣被害防止対策実施隊事務委託費 ５万円
・有害鳥獣駆除対策業務委託 410万円

※自治会等において電気柵を設置する場合は、 捕獲したイノシシ

・大口径ライフル射撃場運営補助 7万円
・狩猟免許試験手数料補助金 5万円
・鳥獣被害防止対策協議会補助（電柵） 103万円

地籍調査費 4,580 万円 林業施設管理費 4,855 万円

万円

万円

万円

万円

財源
国県支出金 3,345 万円 財源
その他（個人負担金） 1 万円 その他（施設使用料） 67 万円
市の負担額 1,234 万円 市の負担額 4,788 万円

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

園芸植物園

　林業施設として、「つくばね森林公園」、「利賀
ふるさとの森林」、「園芸植物園」、「カイニョと
椿の森」を指定管理していきます。

○つくばね森林公園指定管理料 360

○利賀ふるさとの森林指定管理料 325

1,580

（3-8-1　地籍調査事業費） （3-10-1林業施設管理費）

○園芸植物園指定管理料 2,590

○カイニョと椿の森指定管理料

　登記所にある地図は明治初期につくられたものが
多く、測量の精度が低く現地と大きく食い違ってい
るものがたくさんあります。
　地籍調査により、地球上の座
標値と結びつけた一筆ごとの正
確な測量を行い、その成果に基
づき登記所にある登記簿と地図
を書き改めます。
<地籍調査のメリット・利活用>
◎災害で現地が変化しても、あなたの土地の境界を
　復元できます。
◎土地の境界に関するトラブルが減ります。
◎地理情報システム（ＧＩＳ）の基盤図として利用
　され、固定資産管理、農家台帳管理などの行政業
　務に活用されます。
<主な経費〉
　地籍調査等業務委託料　　　　　　 4,179万円
　筆界杭等購入費　　　　　　　　　　　47万円
　事務支援システムリース料　　　　　　78万円
　事務補助賃金　　　　　　　　　　　 144万円
　事務費　　　　　　　　　　　　　　 132万円

（前年度：5,507万円）
（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　２３－２０１６）

地籍調査費 4,580 万円 林業施設管理費 4,855 万円
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【戦略】
起業家育成支援事業 （前年度：754万円）

○【戦略】
起業家育成支援事業補助金 900万円

万円
万円
万円

財源
市の負担額

万円

○【戦略・新】
女性起業家育成道場 25万円

○【戦略・新】
なんとチャレンジショップ事業

30５万円

財源
市の負担額 1,230万円

草刈りの様子

万円

　市内で新規に事業を始める起業家に対し
て、必要経費の一部を支援します。

・事業所等開設
事業所・設備購入費、改修費
（ただし、5０万円以上）
補助率：1/2以内　限度額：30０万円

再掲：1,230

（ 担当：城端庁舎　商工課　　問合せ先　　２３－２０１８）

水産業振興事業 93 万円
（前年度：97万円）

（ 担当：城端庁舎　農林課　　問合せ先　23-2016）

　小矢部川水系の漁族育成を図るため、小矢部川漁
業協同組合への支援や、南砺市の水産業支援事業を
行います。

○小矢部川漁協負担金（本部） 44
○小矢部川漁協南砺地区負担金 30
○ヘラブナ釣り大会補助金 19

・事業所等の借上げ
最長３年間　補助率：1/2以内
限度額：2.５万円/月

・販売促進事業
広告料、展示会等に係る費用の助成。
補助率：1/2以内　限度額：4０万円

93

保育園児による鮎の放流

（4-1-1水産業振興費） （1-2-1　地域産業振興事業費）

地域産業振興事業費 2,068 万円
（前年度：1,115万円）

（ 担当：城端庁舎　商工課　　問合せ先　　２３-２０１８）

○「自治体特選ストア南砺」運営事業 389万円

○ビジネスマッチング等出展事業補助   40万円

300万円

○全国地域ブランド連携協議会負担金等 77万円

財源
市の負担額 2,068万円

市内の特産品等の販売促進、地域産業の活性化を支援します。

　インターネットを利用した自治体運営型通信
販売を行い、市内の特産品等の売上（地域所
得）向上を支援します。

（前年度：1,115万円）

　市内中小企業者が、展示会や見本市、商談会
等に出展する場合の会場費等を支援します。
（補助率；2/3以内  限度額；10万円）

○日本自治体等連合シンガポール事務所運営負担

　南砺市の特産品等の海外への販路拡大や訪日
旅行客の南砺市への誘致のため、全国7つの自
治体等共同でシンガポールに職員を派遣しま
す。

　地域の食、特産品、観光資源などをブランド
化するための情報発信を行い、民間活力の向上
や地域経済の活性化に寄与します。

（1-2-1　地域産業振興事業費）
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【戦略】

研修者：年額60万円/名 ○木彫刻職業訓練校補助　　　　　　120万円

補助期間：3年間
○和紙まつり・ちぎり絵展開催事業補助
 　　　　 　　　　　 160万円

（国指定伝統的工芸品） ○井波彫刻まつり開催事業補助　
18万円

○【戦略・新】滞在型彫刻体験支援事業　　　
80万円

財源 財源
市の負担額 360万円 起債　　　　　　　　　160万円

市の負担額　　　　　　635万円

　井波木彫刻工芸高等職業訓練校の運営に支
援し、後継者を育成します。

対象業種：井波彫刻、越中和紙（五箇山和紙）

（1-2-２　伝統的工芸産業振興費） （1-2-２　伝統的工芸産業振興費）

　伝統的工芸品を伝承するために弟子や従
業員を新規に雇用した場合、雇用者に対し
育成費用の一部を助成します。

　市内伝統工芸産業の持続・発展のため、新
商品の開発、販路拡大に向けたイベント事業
等を支援します。

万円 伝統的工芸産業振興費 795 万円
伝統的工芸品後継者育成支援事業 （前年度：240万円） （前年度：711万円）
（ 担当：城端庁舎　商工課　　問合せ先　　２３－２０１８） （ 担当：城端庁舎　商工課　　問合せ先　　２３-２０１８）

再掲：360

【戦略】
（3月補正） 小規模事業者後継者支援事業

・既存店舗改装事業
（補助率：1/2以内　限度額：300万円）　

財源 財源
国庫支出金 108万円 市の負担額 600万円

（1-2-２　伝統的工芸産業振興費） （1-2-3　商工振興費）

　「国宝法隆寺釈迦三尊像」を再現し、国
内外のプレス、在外公館（東京）等への発
表や博物館、美術館等で展示する事によ
り、地場産業の技術を内外に発信し、販路
開拓に繋げます。（高岡市と連携）

地場産業活性化モデル構築展開事業　 （前年度：900万円）

（ 担当：城端庁舎　商工課　　問合せ先　　２３－２０１８） （ 担当：城端庁舎　商工課　　問合せ先　　２３－２０１８）

　高岡市の鋳物技術と南砺市の彫刻技術を
活用した地場産業活性化モデルの構築・展
開事業に対し、助成します。

　経営を受け継ぎ、既存事業の継承又は新た
な事業を展開する後継者に対し、改築費等の
一部を助成します。

万円【加速化】 108 万円 再掲：600

-104-



【戦略】
空き店舗対策支援事業　（前年度：1,600万円）

・空き店舗等改装事業

○中小企業振興保証料助成　　　2,090万円

・空き店舗等借上事業

○マル経融資利子補給金  　 　      500万円　 
・販売促進事業

・店舗誘致事業

財源 財源
市の負担額 1,200万円 その他（元利収入）　3億6,000万円

市の負担額　　　　　　2,706万円

　空き店舗を賃貸借する場合の借上料の一
部を支援します。（補助期間：3年以内
補助率：1/2以内　限度額：2.5万円/月）

　広告料、展示会等に係る費用を助成します。

（補助率：1/2以内　限度額：40万円）

　商店街組合等が空き店舗入居希望者を誘
致し、商店街の活性化を推進した場合に奨
励金を交付します。（限度額：10万円）

（1-2-3　商工振興費） （1-2-４　中小企業金融対策費）

○事業融資資金預託金　　　 3億6,000万円

○県信用保証協会補助金　　　　   116万円
　県小口事業資金の信用保証料を補助しま
す。

　市内小規模事業者がマル経融資制度を利用
した場合の利子の一部を助成します。

万円万円
（前年度：　4億3,069万円）

（ 担当：城端庁舎　商工課　　問合せ先　　２３－２０１８） （ 担当：城端庁舎　商工課　　問合せ先　　２３-２０１８）

　都市計画法に規定する商業地域等に指定
された地域内において、空き店舗等を活用
し中心商店街の活性化を図る事業について
支援します。

　空き店舗を購入又は、賃貸借し、店舗を
改装する場合の経費の一部を支援します。
（補助率：1/2以内　限度額：300万円）

再掲：1,200 中小企業金融対策費 3億8,706

　市内中小企業者に必要な事業資金を指定金
融機関と協調融資を行うとともに、中小企業
者への保証料助成を行い、地域経済の活性化
を推進します。

　市内中小企業者が、市の融資制度等を利用
した場合に信用保証料の一部を助成します。

・県小口事業資金預託金
・商工企業融資資金預託金
・商工中金資金預託金

（ 担当：城端庁舎　商工課　　問合せ先　　２３-２０１８）

○南砺市商工業振興事業      　　　　　　5,597万円

・経営改善普及事業補助
・地域総合振興事業補助

100万円

○【戦略・新】テレワーク導入推進事業
200万円

財源
市の負担額 1億233万円

　テレワークを推進する南砺市に従業員を置く企業
に対し、テレワークに関する出退勤管理ソフト費用
等に助成します。
（補助金1/2以内、上限100万円）

（1-2-3　商工振興費）

　市内商工業の振興を図るため、商工業者の育成・指導を担う商工会、商工事業団体等を支援し
ます。

　商工業の振興と地域経済の安定を目的に指導的役割を担う商工会に対して、経営改善普及事業
や地域総合振興事業、商工会管理運営経費の一部を補助します。

商工会が行う小規模事業者の経費又は技術の改善発達等の支援
商工業の振興及び安定を図る事業及びその指導等の支援

○【戦略・新】空き家テレワークオフィス開設支援事業

　空き家を活用したテレワークオフィスを開設した
市外に本社を有する企業へ、その開設及び事務所の
運営に係る費用を助成する。

商工振興費 1億233 万円
（前年度：1億4,490万円）
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アニメツーリズム推進事業
（前年度：319万円） （前年度：16万円）

起債 万円
市の負担額 3 万円 市の負担額 万円

150

（ 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）

153万円 公共交通利用誘客促進事業 17 万円

　市が制作したオリジナルアニメを公開し、観光客
による交流人口の拡大と地域活性化を図るため、市
内を巡ってもらう取り組みとして、作品の舞台など
を巡るフォトラリーや市内に集まるクリエイターと
交流できるワークショップなどを開催します。
アニメツーリズム事業委託料　　153万円

　世界文化遺産である「五箇山の合掌造り集落」をはじ
め、富山・高岡・飛騨の観光地巡りにおすすめの商品「富
山・高山・金沢周遊の旅」の企画切符をＪＲと富山県が連
携して発売します。
　これに合わせ、その企画切符に五箇山の観光施設の入館
料を無料とする特典を付与して、JR各社が作成する観光
パンフレットに載せて情報発信を行い誘客を図ります。

恋旅～True Tours Nanto～

　市内を舞台としたオリジナル・ショートアニメーション。アニ
メーション制作は市内に拠点を置くP.A.WORKS。キャストや制
作スタッフ等には、城端地区を主に舞台モデルにしたTVアニメ
「true tears」を手掛け、市観光大使を務めるメンバーが集結
し、市内各エリアの美しい自然・風土・文化等とともに3つのオ
リジナルラブストーリーを描き出しています。

財源
財源

17

（1-3-1　観光推進費) （1-3-1　観光推進費)

©KOITABI～True Tours Nanto

（1-3-1　観光推進費) （1-3-1　観光推進費)
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財源 財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円4,982 120

（1-3-1　観光推進費） （1-3-1　観光推進費）

・プロモーション推進事業補助金 476万円
　国内外からの観光客誘客につなげるための出向
宣伝等のＰＲ事業を行うほか、インバウンドの推
進を行います。また、ホームページを利用した情
報発信にも力を入れています。

・誘客推進事業補助金 500万円
　大手旅行会社と連携して、旅行商品の造成を行
います。また、観光協会が催行する着地型旅行商
品の造成を行います。その他に観光客の受入環境
整備としてＪＲ各駅においての多言語の案内板を
整備するなど誘客を推進する事業を行います。

・運営補助金 4,006万円
　観光案内所や観光協会事務所の運営費、研修費
及び人件費等に対する補助金です。

（前年度：5,480万円） （前年度：120万円）
（ 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）

　市観光協会では、積極的にマーケティングやプロ
モーションを行うとともに、北陸新幹線を利用した
旅行商品の開発や観光客の受け入れ態勢の整備な
ど、誘客促進を第一に考え、民間団体のスピード感
と柔軟性を活かした事業展開をしています。市で
は、これらの事業や事務局運営費に対して補助金を
交付して支援しています。

　北陸新幹線及び城端線の利用促進に合わせタク
シーを利用する二次交通利用者の助成を行います。

・二次交通対策なんタク事業　　　　　120万円

万円観光協会補助金 4,982万円 【戦略】二次交通対策補助金 120

財源 財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円300 126

（1-3-1　観光推進費） （1-3-1　観光推進費）

合宿免許なんと観光支援事業　　（前年度： 500万円） （前年度： 157万円）
（ 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）

　市内の文化・体育施設や宿泊施設を有効利用し
て、市を訪れた方々に南砺の魅力に触れる機会をつ
くり、南砺ファンやリピーターを増やし、交流人口
を拡大するために、市内を主会場に開催される学
会、大会、会議、合宿等のコンベンションの経費の
一部を助成するほか、合宿して運転免許を取得する
方を対象として市内観光ツアーの助成を行います。

・コンベンション支援事業補助金　　　　300万円
・合宿免許なんと観光支援事業補助金　　  60万円

　利賀地域審議会から答申を受けた「スノーバレー
利賀スキー場廃止に伴う今後の地域活性化方策」を
基本として、各種施策を具体的に実施します。

・利賀地域ふるさと推進協議会補助金 126万円

【戦略】コンベンション支援事業 360 万円 利賀地域活性化支援事業 126 万円
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キャンペーン　

財源 財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円

【戦略】なんと！幸せのおすそわけ　 200 万円 観光商品等開発支援事業 200 万円
（前年度：600万円） （前年度： 200万円）

（ 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）

　北陸新幹線が開業し、北陸（南砺）への関心が高
くなってきている中、地域のおもてなし力を強化す
るとともに、戦略的な情報発信や交流創造の場づく
りを首都圏及び南砺で展開します。また、ターゲッ
トを絞ったプロモーションを行なうことで「南砺」
の認知度を高め「南砺ファン」の輪を広げていきま
す。このつながりを深めることによって人・モノ・
情報を循環させて地域活性化のためのキャンペーン
を積極的に展開していきます。

　観光商品等（市の地域資源または工芸技術を活用
して製造された農林水産物、工芸品、産業観光等で
市の魅力を効果的に情報発信できるもの。）を通じ
て本市の魅力を発信するとともに、地域の活性化及
び地場産業の振興を図るため、観光商品等の開発及
び商品化を行なう個人、団体に対し助成を行いま
す。

　＜対象となるのもの＞
　・特産品、お土産、ご当地グルメ、観光体験
　　メニュー、観光商品等を開発し商品化する
　　もの
　・既存の観光商品等を改良し、新たに商品化、
　　またその販路を拡大するもの
　・誘客に資する商品開発
　・産業観光資源の開発

200 200

（1-3-1　観光推進費） （1-3-1　観光推進費）

写真はイメージ

(1)南砺里山倶楽部会員を中心としたコミュニティづくり
(2)武蔵野市との連携強化（イベントの開催等）

(3)体験コンテンツの国内外向けの情報発信

（南砺里山倶楽部HP英語版の作成等）

(4)日本橋・富山県新アンテナショップの活用事業等

観光客受入環境整備事業補助金
・トイレ、風呂等の整備、レンタカー事業開業

財源 財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円

万円観光資源発掘事業 120万円 【戦略】観光客受入環境整備事業 440
（前年度： 230万円） （前年度： 700万円）

（ 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）

　市民の皆さんが誘客と地域活性化を目的として開
催する地域資源を活用したスポーツイベントを支援
します。
　また、塩硝の産地であった五箇山と加賀百万石の
金沢を「塩硝」と「鉄砲」をキーワードに広域的な
連携で繋ぎ、「体験」・「学習」・「交流」による
新たな観光資源で地域活性を目指します。

　観光客受入のためトイレ、風呂等の改修の整備に
要する経費及びWi-Fi等のインターネット環境の整備
に要する経費(初期費用に限る)について助成を行い
ます。

440万円

120万円 　  　　　　　　　　　　　 （上限50万円)
・Wi-Fi、クレジットカード決済等の整備（上限20万円)

120 440

（1-3-1　観光推進費) （1-3-1　観光推進費）
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財源 財源

国県支出金 万円 国県支出金 万円

【加速化】東京オリンピック・
パラリンピック情報発信事業

620 万円 【加速化】ＤＭＯを核とした観光
　　　　　　　　　　　振興事業

293 万円
（３月補正） （３月補正）

（ 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）

　「2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クを活用した地域活性化推進首長連合」が実施
主体となり、「東京・新虎通り」を中心に情報
発信やPR活動を行い、インバウンドなどの誘
客推進事業を行う。新潟県三条市ほか12市が
連携して実施する。

　富山県と県内自治体が連携して県観光連盟を
機能強化させ、日本版ＤＭＯとして客観的デー
タに基づいたマーケティングや観光戦略の実
践、観光プロモーション事業を行う。その他に
県西部６市が連携して観光振興、交流人口拡大
を図るため、首都圏を対象とした観光キャン
ペーンを実施する。
・旅行商品パンフレットの製作・販売
・モニターツアーの実施
・県西部地域「観光物産まつり」への支援
・県西部ﾓﾃﾞﾙｺｰｽ集「とやま遊楽ﾙｰﾄ」の配布

620 293

（1-3-1　観光推進費） （1-3-1　観光推進費）

財源 財源

国県支出金 万円 国県支出金 万円

【加速化】東日本連携
              プロモーション事業

277 万円 【加速化】日本橋富山県
  新アンテナショップ活用事業

100 万円
（３月補正） （３月補正）

（ 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）

　さいたま市を中心とした７市が、東日本連
携・創生事業として、広域観光ルートの策定や
ＰＲ冊子作成、連携拠点整備、農産物の輸出拠
点作り等を行う。（仮称）東日本連携支援セン
ターが実施する。

　富山県と県内自治体が連動して県の新アンテ
ナショップ（東京都日本橋にH28.5完成予
定）を活用して観光プロモーションを実施。本
市では、伝統工芸品の企画展示・販売や南砺食
材を使ったスペシャルメニューを提供するイベ
ントを行う。富山県及び県内９自治体が連携し
て実施する。

（1-3-1　観光推進費) （1-3-1　観光推進費）

277 100
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【戦略】企業立地奨励事業小規模事業者応援制度

（ 担当：城端庁舎　企業誘致推進室　　問合せ先　　２３－２０１７）

○企業立地奨励事業助成 万円

　・対象業種：製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、デザイン業
　　　　　　　インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業など
　・助成割合：新規立地の場合：投下固定資産額の   5.0～12.5％
　　　　　　　増設の場合　　：投下固定資産額の　5.0～10.0％

○物流業務施設立地奨励事業助成 万円

　・対象業種：製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業
　・助成割合：新規立地の場合：投下固定資産額の　5.0～7.5％
　　　　　　　増設の場合　　：投下固定資産額の　2.5～5.0％

○雇用創出事業助成 万円

○工場環境等整備事業 万円

○その他の助成
　・【新】公有財産活用奨励事業

　工場等の立地のため、用地・建物・設備を取得した場合に助成が受けられます。

236
　倉庫、配送センターなど物流業務施設の立地のため、用地・建物・設備を取得した場合に助成が受けられます。

180
　新規立地又は増設に伴って、南砺市民を新規雇用した場合に、一人につき30万円の助成が受けられます。

10

　環境施設（排水路、緑地、ため池等）や、地域の特殊性に対応するための施設・設備（消雪装置、除雪機械
等）などに要した経費に対して助成が受けられます。

　工場、倉庫、配送センター等の立地のため、公有財産（土地）を取得した場合に、取得用地に対して助成の

3,687 万円
（前年度： 1,649 万円）

　地域産業の振興及び雇用機会の拡大を図っていくことを目的として、工場等を新規立地又は増設した場合
に、南砺市企業立地振興条例に基づき助成します。平成２８年度より、事業採択の規準である投下固定資産額
や新規雇用従業員数の下限を引き下げます。

3,261

　・要件：「企業立地奨励事業」及び「物流業務施設立地奨励事業」の要件をベースとする。
　・助成割合：新規立地の場合：投下固定資産額の   15.0～30.0％
　　　　　　　増設の場合　　：投下固定資産額の　10.0～20.0％
　　　　　　　※上記助成率は「企業立地奨励事業」及び「物流業務施設立地奨励事業」の助成率を含みます。

　・【新】本社立地奨励事業

　・助成割合：新たに市民になった従業員：１人につき30万
　　　　　　　本社移転に伴う事務的経費（法人登記、印刷物等）：事務的経費の全額（上限50万）

　・利子補給事業

　・情報通信整備奨励事業

財源
市の負担額 3,687万円

（1-4-1　企業立地推進費）

　工場、倉庫、配送センター等の立地のため、公有財産（土地）を取得した場合に、取得用地に対して助成の
加算措置が受けられます。

　市内に本社立地・本社移転した場合に、新たに市民となった従業員及び本社移転に伴う事務的経費に対して
助成が受けられます。

　施設の整備に要する借入資金の利息に対し
て助成が受けられます。

　光ケーブル等高速通信回線の引込み工事費
に対して助成が受けられます。
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○【戦略・新】
    梅原南工業団地改修事業 万円

　・測量設計委託料及び工事費

万円

○企業誘致推進
万円

　・事務費等 万円

財源
市の負担額 2,394万円

（1-4-1　企業立地推進費）

24

（前年度：6,582万円）
（ 担当：城端庁舎　企業誘致推進室　問合せ先　２３－２０１７）

　南砺スマートインターチェンジの新設や北陸新幹
線の開業など、交通の利便性の向上と災害の少ない
地域性をアピールし、積極的な企業誘致活動を行い
ます。

2,296

○南砺市企業立地ガイド作成業務委託料 54

　・とやま企業立地セミナー開催負担金 20

企業立地推進費 2,394 万円

（1-5-1　商工施設維持費）
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財源

起債 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円56

（1-5-3　桂湖施設維持費）

桂湖施設維持費 56 万円

（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　23-2019）

　市が所有する観光施設の設置目的をより効果的、
効率的に達成するため、民間の技術や能力を活用す
る指定管理者制度を導入し、桂湖レクリエーション
施設の運営・維持・管理等の業務を指定管理者に委
託して行っています。
　平成２８年度は、ボート艇庫吊戸雪害修繕工事を
行います。

　ボート艇庫吊戸雪害修繕工事　　　　　56万円

五箇山合掌の里   　桂　湖

（前年度1,000万円）

（1-5-2　合掌の里管理費）

合掌の里管理費 4,979 万円
（前年度：1億2,288万円）

（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　23-2019）

4,720
259

　市が所有する観光施設の設置目的をより効果的、
効率的に達成するため、民間の技術や能力を活用す
る指定管理者制度を導入し、五箇山合掌の里の運
営・維持・管理等の業務を指定管理者に委託して
行っています。
　平成２８年度は、排水配管更新工事を行います。

　排水配管更新工事　　  　　　　　　4,979万円

財源

その他（貸付金返済金）　　　　  　500万円
市の負担額 万円

道の駅井波「いなみ木彫りの里」

500
110

　国、県、市、民間企業等が出資して設立された第
３セクター株式会社井波木彫りの里が所有する物産
展示・販売ホール、レストラン、浴場、体験彫刻・
多目的創作工房、イベントホール、観光情報コー
ナー等からなる創遊館及び木彫り技術者の創作・製
造の場である匠工房施設の円滑な運営のための振興
支援を行っています。

　施設土地賃借料　　　　　　　　     466万円
　施設運営支援補助金　              　　144万円

（前年度：3,289万円）

（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　23-2019）

（1-5-7　道の駅いなみ木彫りの里振興費）

道の駅いなみ木彫りの里振興費 610 万円
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財源 財源
市の負担額 万円 市の負担額 万円

（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　23-2019）

201

  国見公園

万円

（1-5-10　国見公園管理費）

（前年度：196万円）

　石川県との県境に位置し、散居村の風景が望める
医王山に国見公園があり、国見ヒュッテ、バーベ
キュー棟等の運営・維持・管理を行っています。

主な経費
　国見公園内施設管理委託料　　　　105万円
　施設清掃等委託料　　　　　　　　  16万円

国見公園管理費 201

3

赤祖父レイクサイド管理費 3
（前年度：537万円）

　市が所有する観光施設の設置目的をより効果的、
効率的に達成するため、民間の技術や能力を活用す
る指定管理者制度を導入し、赤祖父公園、パットゴ
ルフ場、テニスコート、展望台、湖畔あかそぶ、
バーベキュー場等の施設を有する赤祖父レイクサイ
ドパークの運営・維持・管理等の業務を指定管理者
に委託して行っています。

　施設土地賃借料　 　　　　　　　　3万円

（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　23-2019）

万円

　　　　赤祖父公園                赤祖父湖

（1-5-23　赤祖父レイクサイド管理費）

瞑想の郷
曼荼羅

財源 財源
その他（行政財産使用料） 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円1,261

（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　23-2019）

利賀観光施設維持費

　市が所有する観光施設の設置目的をより効果的、
効率的に達成するため、民間の技術や能力を活用す
る指定管理者制度を導入し、そばの郷、瞑想の郷、
国際キャンプ場等の利賀観光施設の運営・維持・管
理等の業務を指定管理者に委託して行っています。

主な経費
　旧スノーバレー利賀スキー場
　　　　　　　建物除雪作業委託料　832万円
　施設土地賃借料　　　　　　　      342万円

（1-5-24　利賀観光施設維持費）

アミュー広場管理費 103 万円

103

（前年度：１２３万円）

（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　23-2019）

　福野地域寺家新屋敷地内に催し物等の開催場所及
び市民の憩いとふれあいの場所として整備されたア
ミュー広場があり、清掃や樹木剪定、外灯等施設の
維持・管理を行っています。

主な経費
　光熱水費・修繕料等広場管理経費　   33万円
　広場清掃委託料　　　　　　　　　　23万円
　広場樹木剪定委託料　　　　　　　　25万円
　消雪装置維持管理業務委託料　　　　22万円

アミュー広場

（1-5-27　アミュー広場管理費）

1,264
（前年度：2,865万円）

3

万円
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祖山公衆トイレ 財源
財源

起債 万円
その他（自販機販売手数料） 7 その他（施設貸付料等） 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円

万円
（前年度：225万円）

（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　23-2019）

その他施設維持費 303

（1-5-32　その他施設維持費）

上梨公衆トイレ

万円
296

　市内の観光に関連する施設、公衆トイレ、駐車
場、案内看板、モニュメント等の維持・管理を行っ
ています。

主な経費
   光熱水費・修繕料等施設管理経費    101万円
   施設清掃委託料                    　　　104万円
   ささらアーチ詳細点検業務委託料　　66万円
　土地賃借料                                　  32万円

スキー場管理費 5,349 万円
（前年度：1億3,535万円）

（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　23-2019）

（1-5-36　スキー場管理費）

3,990
181
1,178

　 市が所有するスキー場施設の設置目的をより効果
的、効率的に達成するため、民間の技術や能力を活
用する指定管理者制度を導入し、たいらスキー場、
タカンボースキー場及びＩＯＸ-ＡＲＯＳＡスキー場
の運営・維持管理等の業務を指定管理者に委託して
行っています。平成２８年度は、下記のとおり施設
修繕工事及び圧雪車の購入等を行います。

主な経費
   IOX-AROSAスキー場浄化槽機器取替工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　146万円
   たいらスキー場圧雪車購入             4,200万円
   土地賃借料                                　437万円

たいらスキー場
タカンボー

スキー場

IOX-AROSA

スキー場

主な経費

ぬく森の郷

財源

その他（温泉使用料） 万円
市の負担額 万円

天竺温泉の郷

　源泉管理業務委託料　　　　　　　　 139万円
　天竺温泉の郷濾過材入替工事　　　　 363万円
   利賀ふるさと財団無利子貸付金　　 1,700万円
   利賀ふるさと財団出捐金　　　　　 1,150万円

3,277

（1-5-38　温泉施設維持費）

248

温泉施設維持費 3,525
（前年度：6,511万円）

（ 担当：城端庁舎　交流観光まちづくり課　　問合せ先　23－2019　）

  市が所有し、市民や観光客の皆様が利用される宿泊施設等を併設する温泉施設の設置目的をより効果的、効率
的に達成するため、民間の技術や能力を活用する指定管理者制度を導入し、桜ヶ池クアガーデン、天竺温泉の
郷及びぬく森の郷の温泉施設の運営・維持・管理等の業務を指定管理者に委託して行っています。また、周辺
施設等に温泉を供給している福光温泉及びアローザ温泉の源泉井戸２箇所の維持・管理を行っています。平成
２８年度は、下記のとおり各温泉施設にて施設修繕工事等を行います。

万円
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○指定管理費

・福光会館等（ふくみつ光房） 　
754万円

・井波彫刻総合会館等　（井波彫刻協同組合）
1,815万円

・五箇山和紙の里等　（五箇山和紙の里）　      
2,156万円

・起業家支援センター（NPO法人　創藝）
527万円

・城端織物会館「織館」（南砺市商工会）
861万円

・井波物産展示館（南砺市観光協会）
91万円

・井波商業観光施設「よいとこ井波」
（まちづくり井波） 566万円

財源

市の負担額　　　　　　6,770万円

　市の商工関連施設は、指定管理制度により
管理委託を実施します。

万円

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

　伝統工芸を含む産業・商工業の振興を図る施
設の運営・管理を行います。

（1-7-1　商工施設管理費）

商工施設管理費 6,770

合掌の里指定管理料　　  2,009万円 桜ヶ池クアガーデン指定管理料　    3,000万円
　（一般財団法人五箇山合掌の里） 　（株式会社ジェイウイング）　　
桂湖施設指定管理料　　1,000万円　 天竺温泉の郷指定管理料　　　　    2,610万円
　（上平観光開発株式会社）　 　（一般財団法人利賀ふるさと財団）　　　　　　
道の駅福光「なんと一福茶屋」指定管理料 ささら館指定管理料    399万円
　（道の駅福光株式会社）　　　853万円 　（上平観光開発株式会社）
利賀みどりの一里塚指定管理料 桜ヶ池クアガーデンレストラン棟屋根塗装工事
　（利賀みどりの一里塚管理組合）116万円    464万円
赤祖父レイクサイド指定管理料　 　488万円　 グルメ館トイレ改修工事 2,160万円
　（トナミグリーン株式会社）
利賀観光施設指定管理料　　      1,330万円
　（一般財団法人利賀ふるさと財団）
民謡の里指定管理料　　　　　　 　170万円　
　（小原地区振興会）

桜ヶ池クアガーデン
（医王アローザ株式会社）

財源
（株式会社長田組） 起債 万円

その他（貸付金返済金等） 万円
（上平観光開発株式会社） 市の負担額 万円

523
     2億766

（1-7-2　観光施設管理費）

2,230

観光施設管理費 ２億3,519 万円

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

　指定管理者制度を導入した市が所有する各種観光施設に対して、指定管理者の募集、選定及び指定管理料の支
払い等を行います。又、各種観光施設における修繕工事等を適宜実施し、施設の適正な管理を図ります。

主な経費

IOX-AROSAスキー場指定管理料　3,000万円

たいらスキー場指定管理料    　　　3,300万円

タカンボースキー場指定管理料　　　700万円
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