
財源 財源
万円 国県支出金 万円
万円 起債 万円

万円

道路照明

　南砺市の道路網を構築する重要な路線の施設整備
について国の交付金や起債によって整備を行うほ
か、橋梁やトンネル、照明施設などの点検・長寿命
化を図る対策工事を進めています。

・祖山線(雪崩柵)
・西赤尾小瀬形線(柵修繕)
・庚申塚北川線(側溝改修)
・中ノ江岩木線(路盤改良)
・田向湯谷線(法面対策)
・八日町通線(石畳補修)
・山の神線(舗装打換)
・七ツ屋荒木町線(舗装打換)

・土生新嫁兼線(舗装打換)
舗装打換

・井波環状線(舗装打換)
・橋梁点検(市内一円)
・橋梁補修工事(福光地内)
　　　　橋梁補修

オーバレイ

　南砺市には約1,3４5ｋｍの市道があります。道
路や橋を常に良好な状態に保ち、歩行者や交通車両
に支障が出ないように舗装補修、安全柵修繕、照明
灯電気代などや自治会より要望のあった事項への対
応にかかる費用です。

市の負担額 7,513

（2-１-1　道路橋梁維持費費） （2-1-2　道路橋梁施設整備費）

万円万円道路橋梁維持費 1億6,438 道路橋梁施設整備費 2億7,170
（前年度：1億5,579万円） （前年度：2億925万円）

（ 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）

道路補修街路樹剪定

6,040
13,617

1億4,063
その他（道路占用料） 2,375
市の負担額

○整備路線 ○整備路線
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・坂上上百瀬線（利賀） ・ ・

・ ・
・ ・
・

H27.12月完成

財源
国県支出金 4億8,533 万円 財源
起債 3億1,020 万円 起債 1億9,040 万円
市の負担額 1,702 万円 市の負担額 6,470 万円

道路新設改良費（補助）8億1,255 道路新設改良費（単独）2億5,510万円 万円
（前年度：6億7,882万円） （前年度：3億7,968万円）

（ 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）

池尻上広安線（井口）

高堀太美山線（福野）

荒木８号線（福光）
祖谷山田線（福光）二日町広安線（福野）

苗島安清線（福野）
高堀太美山線（福光）

井波環状線（井波）

（2-2-1　道路新設改良費（補助）） （2-2-2　道路新設改良費（単独））

　南砺市の道路網を構築する幹線市道の整備を、国
の交付金・補助金を活用して進めています。

　除雪等の生活環境の改善や、他事業の実施を支援
する市道の整備を起債を活用して進めています。

小坂岩木線（福光）

高屋井口線（井波）

坂下閑乗寺線（井波）

豆谷菅沼線（利賀）

利賀診療所線（利賀）

利賀百瀬川線（利賀）

高宮２号線他（福光）

高屋井口線（井波） 上村口線（平）

南砺SI線他（福野）

下出入谷線（みずかみ谷橋）

舘市野沢線（福光）

野下盛新線（城端）

H27.12月完成

土山能美線（福光）

舘市野沢線（完成区間）

上梨小原線（上平）

H27.３月完成

下出入谷線（平）
犬藪坪野１号線（井波）

二日町線他(福野)

竹林宮後線（福光）

石黒北山田線（福光）
高畠城端栄町線（城端）

高堀太美山線（福野）

荒木高宮線（福光）

高堀太美山線（福光）

中の江６号線（福光） 桜ヶ池クアガーデン線（城端）

中の平線（平）

遊部１０号線（福光）

前田安居線（福野）
南砺SI線他（福野）

小坂岩木線（福光）
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○整備路線
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・

主要地方道　金沢井波線
法林寺地内　道路拡幅 財源

財源 国県支出金 万円
起債 1,340 万円 その他（受託除雪料） 万円
市の負担額 80 万円 市の負担額 万円

国道３０４号（福光） 国道４７１号（福野）

291

　富山県が単独費で実施する県道の道路改良事業、
道路舗装事業、雪寒対策施設事業に対して事業費の
10～20％を負担金として納入します。

砺波福光線（福光） 林道温泉線（城端）

金沢湯涌福光線（福光） 小森谷庄川線（井波）
金沢井波線（福光） 才川七城端線（城端）
利賀河合線（利賀） 才川七法林寺線（福光）

砺波福光線（福野） 福野城端線（城端）
井波福野線（井波）

万円 万円
（前年度：1,420万円） （前年度：3億5,851万円）

（ 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）

県道整備事業負担金 1,420 除雪対策費 3億3,788

林道温泉線（城端）

　冬季間の交通確保のため車道７29ｋｍ、歩道79
ｋｍの機械除雪を市内９の除雪企業体に委託し、南
砺市所有と民間建設業者が所有する計１４７台の除
雪車で除雪作業を行っています。
　市の除雪車両の車検整備費やチェーン・凍結防止
剤などの消耗品・企業体への委託経費です。
　除雪時間が遅いなどの苦情も多く有りますが、よ
りよき除雪となるよう今後も努力してまいりますの
で、ご協力をお願いいたします。

除雪作業

1,400

3億2,097

（2-4-1　除雪対策費）（2-2-4　県道整備費）

・除雪ロータリー　2.2m級　
・除雪ドーザ　　  １３ｔ級
・凍結防止散布車

機械活用による地域除雪  除排雪機械購入

財源
財源 国県支出金 万円

国県支出金 万円 万円

起債 万円 万円
万円 万円

（2-4-4　地域ぐるみ除排雪促進費）

市の負担額

4,110
1,950

（2-4-3　除雪機械整備費）

　南砺市所有の除雪車１１５台のうち老朽化した車
両を国の補助金により更新を進めてまいります。

（１台）

2,973

（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　２３-２０２１）
（前年度：3,080万円）

万円地域ぐるみ除排雪促進費

除雪車更新

市の負担額 127

（１台）
（１台）

（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　２３-２０２１）

6,187除雪機械購入費
（前年度：7,962万円）

万円

　富山県が実施する富山県地域ぐるみ除排雪促進事
業を活用し小型除雪機械の除雪活動を行う団体（自
治会・協議会等）へ貸し出ししています。
　負担割合　県1/3、地元1/10、市残り1７/30
（上限額があります）
　貸し出し後は、団体において保管・保険・修理費
が必要です。H2８年度は９団体を予定しています。

810
その他（地元負担金） 686

265

起債
1,212
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消融雪施設整備費（補助） 4,200

　地下水や河川水を利用した消雪・融雪装置に必要
な電気代やポンプ取替え等の修繕、散水管の点検費
用です。
　融雪の電力は第２融雪電力として安価な契約をし
ているため、１１時～１２時・１３時～１４時まで
は散水できませんのでご理解をお願いいたします。

（前年度：7,219万円） （前年度：4,200万円）
（ 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）

万円 万円

　消雪・融雪装置の新設や設備の更新工事を、国の
補助金を活用して整備を進めています。

（城端）東廻り線他（更新）

消融雪装置管理費 7,346

・

　地下水や河川水を利用した消雪・融雪装置に必要
な電気代やポンプ取替え等の修繕、散水管の点検費
用です。
　融雪の電力は第２融雪電力として安価な契約をし
ているため、１１時～１２時・１３時～１４時まで
は散水できませんのでご理解をお願いいたします。

（福野）遠方監視システム（更新）
（城端）東廻り線他（更新）

・

堀之内１号線他（更新）

　地下水や河川水を利用した消雪・融雪装置に必要
な電気代やポンプ取替え等の修繕、散水管の点検費
用です。
　融雪の電力は第２融雪電力として安価な契約をし
ているため、１１時～１２時・１３時～１４時まで
は散水できませんのでご理解をお願いいたします。

（福野）
（井波）

遠方監視システム（更新）

・
（福光）

堀之内１号線他（更新）

吉江中中ノ江線他（新設）

　地下水や河川水を利用した消雪・融雪装置に必要
な電気代やポンプ取替え等の修繕、散水管の点検費
用です。
　融雪の電力は第２融雪電力として安価な契約をし
ているため、１１時～１２時・１３時～１４時まで
は散水できませんのでご理解をお願いいたします。

（井波）
　及び ・ （福光）吉江中中ノ江線他（新設）

3,136消雪電気代及び監視装置電話代・ 万円

・修繕・工事代 万円

・点検委託料 万円

・ 万円

消雪配管更新　580
3,499
131

消雪配管維持管理点検

3,136消雪電気代及び監視装置電話代

その他

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 起債 万円

　 市の負担額 万円

1,590
2,520

消雪配管維持管理点検

20
7,326

　 90

（２-５-1　消雪装置管理費） （２-６-１　消融雪施設整備費（補助））

・井波地域大型貯水槽建設工事 3億4,331万円

・ 1億2,361万円
・市道吉江野小山線消雪管配管工事 550万円

3,335万円
1億5,000万円

　　　松島貯水槽
2,000万円

財源 財源
起債 万円 国県支出金
市の負担額 万円 起債

市の負担額

万円

（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　２３-２０２１）

5億27

準用河川(浚渫・補修)

（４河川）・準用河川等(浚渫・補修)井波地域導水管布設工事

（前年度：3億4,709万円） (前年度：5,301万円）
（ 担当：福光庁舎　建設課　　問合せ先　２３-２０２１）

万円1億7,697

（２-６-２　消融雪施設整備費（単独）） （3-1-1　河川管理費）

1,247 万円

・【新】荒田町川・合掌川・大鋸屋川バイパス排水路工事

・【新】急傾斜地崩壊対策事業

急傾斜地崩壊対策事業

1億450
4億4,350
5,677

○整備箇所

万円
6,000 万円

　補助事業の対象とならない消雪・融雪装置の新設
や古くなった設備の更新工事を、まちづくり基金と
起債を活用して整備を進めます。

　準用河川の維持管理(補修・浚渫)や浸水対策事業
及び急傾斜地崩壊対策事業を国・県の補助金や起債
を活用して整備を進めています。

河川管理費消融雪施設整備費（単独）
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（前年度： 500万円）

財源 財源

国県支出金 193万円 起債 万円
市の負担額 193万円 市の負担額 万円

386

（4-1-2　都市計画管理費）

万円 駐車場等管理費 1,705 万円
（前年度： ８２２万円）

（ 担当：福光庁舎　　都市計画課　　問合せ先　　２３－２０２２）

　南砺市内にある駐車場（９箇所）と駐輪場（７箇
所）において、利用者の皆さんに安心・安全な施設
となるよう維持管理に努めます。

・主な駐車場
城端駅前駐車場　　福光駅前駐車場　　福野駅前駐
車場　　高儀駅前駐車場　　井波交通広場（有料）
他５箇所

・主な駐輪場
城端駅前駐輪場　　福光駅前駐輪場　　福野駅前駐
輪場　　高儀駅前駐輪場　　他３箇所

・主な経費
○城端駅前広場等整備実施設計業務委託費
　　　　　　　　　　　　　　　　　９５０万円

○井波交通広場管理業務委託費　　　４８０万円

○その他駐車場及び駐輪場管理業務委託費等
　　　　　　　　　　　　　　　　　２７５万円

（ 担当：福光庁舎　　都市計画課　　問合せ先　　２３－２０２２）

900
805

（4-1-3　駐車場管理費）

景観づくり住民協定等推進事業
補助金

　地域の特性を活かした住民の自主的・主体的な景
観づくりへの取り組みについて、景観づくり住民協
定の締結に向けた取り組み、又はその協定に基づき
住民が行う修景事業について、南砺市景観づくり事
業補助金交付要綱に基づき補助をしています。
　景観づくり住民協定は、井波区域の八日町、上新
町、三日町地区で締結され、協定に基づき修景事業
に取り組まれています。

都市計画道路 松原柴田屋線（福野・松原新地内）
2億円

都市計画道路 百町二日町線（苗島・八塚地内）
1億3,100万円

都市計画道路 荒木線
福光駅東口駅前広場（荒木地内） 2,900万円

財源 財源
国県支出金 2億1,420万円 起債 ６,６５０万円
起債 1億3,560万円 市の負担額 ３５０万円
市の負担額 1,020万円

万円 県街路整備費 万円都市計画街路費 3億6,000
（前年度：7,000万円）

　南砺市施行の都市計画道路の建設事業です。
快適で利便性の高い道路網を形成するため、幹
線道路と生活道路の整備を進め、市街地での交
通環境の整備充実を図ります。

○県施行都市計画道路事業負担金

　富山県が施行している南砺市内の都市計画道路建
設にかかる事業の負担金です。市街地交通の円滑化
と良好な市街地環境の整備を進めます。

（4-2-1　都市計画街路費） （4-2-3　県街路整備費）

（前年度：2億5,400万円）
（ 担当：福光庁舎　　都市計画課　　問合せ先　　２３－２０２２） （ 担当：福光庁舎　　都市計画課　　問合せ先　　２３－２０２２）

　都市計画道路 谷今町線　（井波・本町・北川地内）
　都市計画道路 井波城端線（北野・理休地内）
　都市計画道路 荒木線　　（荒木地内）

7,000

（都）松原柴田屋線

（都）百町二日町線

（都）谷今町線（都）荒木線

（都）井波城端線

（都）荒木線

福光駅東口駅前広場
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財源
（桜ヶ池公園） 国県支出金 2,000万円

財源 起債 1,900万円
市の負担額 4,573万円 市の負担額 100万円

都市公園管理費 4,573

　閑乗寺スキー場は、平成２５年度シー
ズンを最後に廃止となり、「四季の散居
村が眺望できるビュースポット」「親子
が年間を通じて楽しめるレクリエーショ
ンエリア」を新たなコンセプトとして、
平成２６年度より閑乗寺公園の施設整備
を進めています。

主な都市公園
　城端地域：桜ヶ池公園、城南公園ほか

万円 都市公園整備費 4,000 万円
（前年度：5,378万円） （前年度：5,460万円）

　井波地域：井波児童公園、大門川河川公園ほか
　福野地域：猿ヶ辻緑地、旅川親水公園ほか

（ 担当：福光庁舎　　都市計画課　　問合せ先　　２３－２０２２） （ 担当：福光庁舎　　都市計画課　　問合せ先　　２３－２０２２）

　都市公園の管理について、多様化する利用者
のニーズを踏まえて、サービスの向上、経費節
減も含め、良好な公園の維持管理に努めます。

（4-4-1　公園管理費） （4-4-2　公園整備費）

閑乗寺公園施設長寿命化対策支援事業
　福光地域：福光公園、小矢部川公園ほか 第２駐車場等更新工事 4,000万円

閑乗寺公園指定管理料 　　750万円
（閑乗寺そよ風の会）

財源

財源 国県支出金 万円

市の負担額 750万円 市の負担額 万円

　指定管理者制度を導入した市が所有する公園
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。

750 万円

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

217
83

（4-６-１　公園施設管理費）   （5-1-1　住宅管理費）

　市では、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、県と連携してその経費の一部を補助してい
ます。
　対象となる住宅は、
　①木造の一戸建で、２階建て以下のもの
　②昭和56年5月31日以前に着工して建築された
　　もの
　③在来軸組工法によるもの
以上の要件を全て満たす住宅です。
　また、対象となる工事は、（財）日本建築防災協
会による一般耐震診断、精密診断等により、耐震補
強の必要性があるとされた住宅（診断結果、総合判
定が1.0未満の場合）を耐震改修工事後、総合判定
が1.0以上とする耐震改修工事です。
　補助金の額は、耐震改修工事に要する費用の３分
の２です。ただし、補助金額が６０万円を超える場
合は６０万円となります。

　主な経費
　・南砺市木造住宅耐震改修支援事業費補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300万円

（前年度：300万円）
（ 担当：福光庁舎　　都市計画課　　問合せ先　　２３－２０２２）

木造住宅耐震改修支援事業 300 万円公園施設管理費
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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

　市では、市民の屋根雪下ろしの負担軽減と危険防
止を図るため、山間過疎地域において克雪住宅を新
築、改築又は改良する方に補助金を交付していま
す。
　克雪住宅とは住宅の屋根雪を人力で下ろす必要の
ない落雪式又は融雪式の住宅です。落雪式は屋根を
金属板でふき雪割を設けた構造で、雪が自然滑落す
る住宅です。融雪式は熱エネルギーを使用し、屋根
融雪設備を設置した住宅です。
　補助の対象となる工事費は、屋根施設（構造）の
克雪住宅化に要する費用で、補助金の額は落雪式は
対象工事費100万円以上のものに対し30万円、融
雪式は対象工事費150万円以上のものに対し５０万
円です。

　主な経費
　・南砺市克雪住宅普及事業補助金　　　140万円

（前年度：1４0万円）
（ 担当：福光庁舎　　都市計画課　　問合せ先　　２３－２０２２）

万円克雪住宅普及事業 140

63
77

  （5-1-1　住宅管理費）

1,893

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

　平成２３年度策定の公営住宅等長寿命化計画に基
づき、居住性向上や長寿命化を図るため、既存ス
トックの個別改善事業をするものです。改善事業に
より、将来の維持管理コスト削減と住棟の長寿命化
につなげます。
　平成２８年度は平成３年建設の泉沢団地１号棟の
屋上防水工事と外壁塗装工事をします。

　主な経費
　・実施設計・施工監理業務委託料　   107万円
　・工事費　　                              2,377万円

　○泉沢団地１号棟

  （5-3-1　住宅施設管理費）

公営住宅等ストック総合改善事業 2,484 万円

591
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・
・
・
・
・
・
・

・ ・
・
・ ・

財源

その他（受託収入等） 万円 財源

万円 市の負担額 万円

消防団員報酬

消防団員出動手当
幼年・少年消防クラブ報償費など

（消防団運営費）

　南砺市消防団は、８方面団に３７分団、なんとレ
ディー分団及び音楽隊で組織され、団員定数は
1,264人です。出初式や消防操法大会等の運営費、
団員の報酬、出動手当、災害補償費、被服費、表彰
費のほか、幼年・少年消防クラブや婦人防火クラブ
の活動補助を行っています。

万円

消防協会南砺支部補助金ほか 125 万円
婦人防火クラブ他活動補助金 25 万円

富山県消防協会他負担金 212 万円

9億2,300
（前年度：9億391万円） （前年度：1億380万円）

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

（1-1-1　常備消防費） （1-2-1・2　消防団運営費・消防団員等災害補償負担金）

万円
署所運営委託料、賃借料など 472 万円

　消防署の運営、維持管理等に係る費用です。南砺
市内の消防救急業務は、砺波地域消防組合によって
行われていますので、運営経費や車両等の整備費
用、再編による消防署等の建設経費を負担金で支払
います。

万円

　南砺市には、これまで平野部に
４カ所の消防署、出張所等があり
ましたが、消防署所の再編によ
り、平成27年4月から福光と城端
が「南砺署」として統合され、平
成28年4月からは、井波・庄川と
福野出張所が統合され、「東分
署」として業務が開始されまし
た。

3,081 万円
185

万円

1億 1979億1,600
700

市の負担額

万円 消防団運営費・災害補償負担金 1億 197常備消防費

砺波地域消防組合運営負担金 8億7,520 万円
　　　〃　　　　特別分担金 4,308

消防団福祉共済掛金 372 万円

2,609

平成28年1月9日
南砺市消防団
出初式

出初式・操法・訓練経費 600 万円

消防団員公務災害補償負担金 2,988 万円
（災害補償負担金）

○
○

○
平成２７年度 ○
消防ポンプ車
蓑谷分団

※

積載車
大鋸屋分団
上平南部分団

財源

万円 起債

万円 市の負担額

　消防団が使用する屯所、車庫、機械器具置場等の
消防施設や小型ポンプ、車両等の装備の整備、維持
管理に係る経費です。今年度は、消防ポンプ車１
台、積載車３台の整備・購入を計画しています。

施設・装備維持管理費 1,533 万円

（前年度：1,351万円）
（ 担当：福野庁舎　総務課　問合せ先　２３－２００３） （ 担当：福野庁舎　総務課　問合せ先　２３－２００３）

（1-2-3　消防団施設費） （1-3-1　消防施設整備費）

（前年度：6,302万円）

財源

2,740
市の負担額 1,682
起債

整備・更新に係る費用
・消防ポンプ車　１台
・積載車３台 1,402

89 万円
・消火栓新設工事 120

消防水利の維持管理費 455 万円

73 万円

万円万円消防団施設費 4,422 消防施設整備費 1,090

万円
万円

210
880

・消火栓新設・修繕負担金 353

防火水槽は、平成7年の阪神淡路大震災以降、
国の補助制度において、耐震強度のある耐震性
貯水槽とされ、消防署所再編に合わせ、特に市
街地への整備を推進しています。

　消火栓、防火水槽、消防専
用配管、標識などの消防水利
施設の維持管理及び整備に係
る経費です。
　主な内容は、翌年度整備を
行う耐震性貯水槽実施設計、
防火水槽等の修繕、その他消
火栓等の新設更新を計画して
います。

万円

整備・更新に係る費用
・耐震性貯水槽実施設計委託料

万円
1,487

・防火水槽修繕工事費

万円

万円
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・

財源

万円

（1-４-1　消防施設管理費）

市の負担額 5,644

旧南砺消防署福野出張所解体工事 5,644 万円

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

　これまで進めてまいりました消防署所の再編によ
り、福野出張所は平成２８年４月から南砺消防署東
分署に統合となりましたので、旧福野出張所建物を
解体いたします。

消防施設管理費 5,644 万円
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（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２） （ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２）

主な経費
外部評価委員謝礼 万円
教育委員会表彰等記念品 万円 主な経費
交際費 万円 外国語指導助手（ALT）7名
【戦略】山村留学本調査費 万円 賃金など 万円
事務費 万円
学校災害賠償補償等保険料 万円

万円

　財源 　財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円

万円事務局運営費 619 万円 外国語指導助手招致事業 3,349
（前年度：328万円） （前年度：3,361万円）

　教育委員会事務局運営にかかる経費です。
　平成２７年度に利賀地域において山村留学事業の
取組み方法について現地予備調査を実施しました。
平成２８年度は山村留学の方針を決定し、事業実施
に向けての基本計画や中長期計画策定のための本調
査を実施します。

　外国語指導助手（ALT）7名を、小中学校17校に
派遣します。
　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
びます。
　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。

3
13
25
354 3,349
153
43

国県市町村教育長会等負担金 28

619 3,349

（1-2-2　事務局運営費） （1-2-5　外国語指導助手事業費）

（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２） （ 担当：井波庁舎　教育センター　　問合せ先　　２３－２０３１）

主な経費
施設運営費 万円

施設の光熱水費 万円 主な経費
施設等の修繕及び工事 万円 管理運営事務費 万円
施設管理委託料 万円 教職員の研修費 万円

分野別教材等印刷製本 万円
子どもいじめ防止対策事業 万円

万円
【新】小中連携事業 万円
とやま型学力向上プログラム事業 9 万円

万円
万円

各種研究会負担金等 万円

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

複合教育施設維持費 1,567 万円 教育センター管理運営費 1,220 万円

69

（前年度：1,612万円） （前年度：1,005万円）

　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。
　施設の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
居心地の良い施設管理に努めています。

　市教育センターの管理運営にかかる経費です。
　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
の悩みや課題に対し、助言や解決に向けた援助を行
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。

82
（電話料や運営消耗品等）

958
256 291
271 119

24
【戦略】ふるさと教育推進事業 200

30

校外学習用民間バス運行委託 119

1,537 1,211

（1-3-1　複合教育施設維持費） （1-4-1　教育センター管理費、1-4-2　教育センター運営費）

パソコンソフトライセンス料 206
153

30 9
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（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２） （ 担当：井波庁舎　教育センター　　問合せ先　　２３－２０３１）

主な経費 主な経費
万円 スクールソーシャルワーカー　1人

賃金等 万円
【対象校】
利賀小学校 上平小学校 井口小学校
利賀中学校 平中学校 井口中学校

財源
国県支出金 万円
起債 万円 　財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円

　　　　　　活用した実証事業　　　（前年度：881万円） （前年度：177万円）

　テレビ会議システムや電子黒板を利用した遠隔協
働学習の場を設け、交流授業を行うことで、他校の
児童生徒と切磋琢磨する中で考えを深め、学習内容
のさらなる定着に結び付けるものです。平成２８年
度は平・利賀・井口中学校も参加し、中中連携を実
施し、国語科や社会科、算数科・数学科、道徳、総
合的な学習等において、1～3学期にかけて遠隔協
働学習を計画的に行います。

　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
えています。
　この事業では、スクールソーシャルワーカーを市
教育センターに配置し、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。

学校間をつなぐ遠隔協働学習 1,283

万円【戦略】学校教育におけるICTを 1,283 万円 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ配置事業 230

230

【スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）】
　家庭等の環境に働きかけ、よりよい教育環
境づくりのためにネットワークを築き、子ど
もの抱える問題の解決を支援する専門職

230

630
650
3

（1-4-2　教育センター運営費） （1-4-2　教育センター運営費）

（前年度：425万円）
（ 担当：井波庁舎　教育センター　　問合せ先　　２３－２０３１） （ 担当：井波庁舎　教育センター　　問合せ先　　２３－２０３１）

主な経費
適応指導員　2人

主な経費 教室運営費 万円
特別支援教育コーディネーター　2人 指導員賃金等 万円
賃金等 万円

　財源 　財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円

453

【特別支援教育コーディネーター】
　発達障害等で支援が必要な児童生徒に対す
る教育相談・支援体制の構築を促進する専門
的スタッフ

（1-4-2　教育センター運営費） （1-4-3　適応指導教室運営費）

万円

配置事業 （前年度：326万円）

　学習困難の傾向や発達障害等が要因で特別な支援
が必要とされる児童生徒に対して個別の教育支援を
行うものです。
　特別支援教育の専門家が、要請に応じて各学校を
訪問し、支援を必要とする児童生徒や保護者、教師
等との面談を行い、「個別指導計画」や「個別の教
育支援計画」の策定をサポートします。

　さまざまな不安や悩みがあって学校に登校できな
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、個々の児童生徒の悩みや不安に応じた
相談や助言、指導を通じて、学校への復帰に向けた
支援を行います。

25

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 453 万円 適応指導教室運営費 316

291

453 316
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（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２） （ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２）

主な経費
学校医の報償費等 万円
保健衛生、医薬材料費等 万円

主な経費 健康診断、各種検査委託 万円
施設運営費 万円 学校保健備品購入 万円
（電話料や学校用品等） 災害共済負担金 万円
施設の光熱水費 万円 医療費の給付等 万円
校務助手賃金等 万円
施設の修繕及び工事 万円
管理委託料 万円
管理備品購入 万円

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

万円小学校管理費 1億3,760 万円 小・中学校健康管理費 2,350
（前年度：1億5,194万円） （前年度：2,536万円）

　市内には、９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。

　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。

688
398

20

331
1,496 73

343
6,753 517
1,610
1,870
1,581
450

235 667
1億3,525 1,663

（2-1-2　小学校管理費） （2-1-3　小学校健康管理費、3-1-3　中学校健康管理費）

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

主な経費
臨時調理員賃金等 万円
給食食器の更新や給食用品等

井波小学校備品廃棄 万円 万円
井波小学校備品移設 万円 調理場の燃料費 万円
井波小学校備品購入 万円 調理場の修繕等 万円

調理機器の更新 万円
【新】福光東部小学校
給食調理の民間委託 万円

調理場の点検や調理員の検査等
万円

なんとハートフルランチ 万円

　財源 　財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円

160

4,609863

1,369

605
321
48

103
700

1,399

万円小学校施設整備費 863 万円 小学校給食費 4,609
（前年度：5億289万円） （前年度：3,762万円）

　平成2７年度から老朽化した井波小学校舎等の大
規模改修を進めています。平成２８年度には、井波
小学校大規模改修（第２期）工事に伴い、使用出来
なくなった備品を廃棄し、新たに備品を購入しま
す。

事業概要

60 649

　市内には、7つの小学校単独校調理場と井口と利賀に小
中学校共同調理場があります。
　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ています。
　地元産食材を使用した「なんとハートフルランチ」や
「学校給食週間」等の給食企画をとおして、「食育」を進
めるとともに、地元産品や生産者の皆さんとのつながりを
深めています。

（2-1-4　小学校施設整備費） （2-2-2　小学校給食費）

58
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（前年度：90万円） （前年度：1,320万円）
（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２）

主な経費

万円
事務費 万円

万円

万円

　財源 　財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円

万円早期からの教育相談・支援体制 66 万円 なんとっ子まなびサポーター 1,351

構築事業 配置事業
（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２）

　発達障害等で特別な支援が必要となる可能性があ
る子どもとその保護者に対し、幼・保・小が連携し
て小学校就学前からの情報提供や相談会の実施等を
とおしてきめ細やかな支援を行います。
　なお、この事業の一部は、砺波市、小矢部市とと
もに砺波地域の3市が連携して取り組みます。

　学習内容が難しくなる小学校４年生から国語や算
数の学習についていけなくなる子どもが増えてきま
す。中学校になると個人差がより大きくなり、成績
が伸び悩む傾向が見られます。
　このような児童生徒のつまずきを解消するため、
「なんとっ子まなびサポーター」を配置して国語科
や算数科、数学科の学習内容の定着を図るようサ
ポートします。

早期支援コーディネーターの派遣
62 主な経費

4 小学校　9校
なんとっ子まなびサポーター配置
（報償費、旅費等） 744
中学校　8校
なんとっ子まなびサポーター配置
（報償費、旅費等） 607

66 1,351

（2-3-1　小学校教育振興費） （2-3-1　小学校教育振興費、3-3-1　中学校教育振興費）

（ 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 スクールガード・リーダー配置事業 万円

図書館司書助手配置事業 万円 主な経費
万円

児童用図書購入 万円
【新】電子黒板機器等購入 万円

万円 教育教材備品購入等 万円
通学費支援 万円
各種大会出場補助 万円

理科実験準備等支援事業 万円

とやま型学力向上プログラム事業 万円
国県支出金 万円
市の負担額 万円

（前年度：9,794万円）

　市内の小学校には、約2,340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・
教材備品の購入等を行い、より充実した学校教育ができるよう努めています。

724 18

（2-3-1　小学校教育振興費） （2-3-1　小学校教育振興費、3-3-1　中学校教育振興費）

小学校教育振興費 1億920 万円

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。市内2校へ配置

児童の登下校時に、定期的な巡回や教職員に
対して防犯体制の具体的な指導を行います。

366
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。市内９校へ配置

教育パソコン、施設使用料等 3,261
450
1,152

適応指導員・スタディメイト配置事業 4,136 306
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６校へ配置

80
330

「確かな学力」の育成のための実践研究を行
い、その取組に対して支援し、成果の普及を
図ります。福光南部小学校で実施

157
1億763

（2-3-1　小学校教育振興費、2-3-3　小学校教育教材備品整備費）

79
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。市内7校へ配置

18
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検査実施事業 （前年度： 335万円）
（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２） （ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２）

援助費の内訳
小学校
特別支援教育就学奨励費 万円
要保護・準要保護児童生徒

万円 就学援助費 万円
中学校
特別支援教育就学奨励費 万円

万円 要保護・準要保護児童生徒
就学援助費 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

万円小・中学校全国標準学力 327 万円 小・中学校就学援助費 2,772

（前年度：2,732万円）

　2015全国学力・学習状況調査では、市内の小学
校・中学校ともすべての教科で全国平均を上回り改
善傾向にあるものの、中学校においては、全教科で
富山県平均を下回る結果となりました。
　児童・生徒の学力の実態を客観的に把握し、学習
指導への活用はもとより、教育課程の編成や指導計
画の策定、指導方法等の改善に役立てることを目的
として、全国標準学力検査（NRTテスト）を実施
します。

　経済的に就学が困難な小・中学校の児童生徒の保
護者に、学用品などにかかる経費を援助します。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。
　援助の対象となる方は、世帯の収入額などを基準
に認定されます。

主な経費 84

（1年生、2年生） 1,515

小学校　4教科
全国標準学力検査実施 174 1,130
（3年生、4年生、5年生）
中学校　5教科 43
全国標準学力検査実施 153

63
2,709

（2-3-1　小学校教育振興費、3-3-1　中学校教育振興費） （2-3-2　小学校就学援助費、3-3-2　中学校就学援助費）

327

（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２）

主な経費
施設運営費 万円

施設の光熱水費 万円
主な経費 校務助手賃金等 万円
燃料費 万円 施設の修繕及び工事 万円
スクールバスや 管理委託料 万円
スクールバス停の修繕料 万円 管理備品購入 万円
タイヤ等の消耗品 万円 空調設備リース料 万円
城端小学校
スクールバス更新 万円

運行委託料 万円
車検費用等 万円

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

スクールバス運行費 6,609 万円 万円中学校管理費 1億1,530

（前年度：4,367万円）

　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、低学年は2㎞以上、高学年は2.5㎞以上として
います。
　また、平、上平地域のスクールバス２台分の運行
を平成２８年度より民間委託します。

スクールバス保有台数　17台

（前年度：1億2,156万円）

1,451

（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２）

　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。

1,122
（電話料や学校用品等）

5,389

543

361

1,388
1,852
200

239

1,793
3,429
244

128

1,690
4,919

（2-4-1　スクールバス運行費） （3-1-2　中学校管理費）

320
1億1,210
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（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２） （ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２）

調理業務を民間委託している学校　5校

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

主な経費
井波中学校備品廃棄 万円 栄養職員・臨時調理員賃金等 万円
井波中学校備品購入 万円 給食食器の更新や給食用品等

万円
調理場の燃料費 万円
調理場の修繕等 万円
調理機器の更新 万円
調理場の点検や調理員の検査等

万円
給食調理業務の民間委託 万円
なんとハートフルランチ 万円

財源 財源
市の負担額 万円 市の負担額 万円

中学校給食費 8,544

　市内には、６つの中学校に単独校調理場があります。
　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ています。
　地元産食材を使用した「なんとハートフルランチ」や
「学校給食週間」等の給食企画をとおして、「食育」を進
めるとともに、地元産品や生産者の皆さんとのつながりを
深めています。

7,011
32

479

234

198
3

47

万円
（前年度：8,342万円）

540

事業概要

60
600

（前年度：1億3,879万円）

　平成2８年度は、老朽化した井波中学校舎の長寿
命化改修（第１期）工事に伴い、使用出来なくなっ
た備品を廃棄し、新たに備品を購入します。

万円中学校施設整備費 660

（3-1-4　中学校施設整備費） （3-2-2　中学校給食費）

660 8,544

（ 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 【新】英語検定助成事業 万円

万円

臨任講師の配置 万円
万円

【新】電子黒板機器等購入 万円
スポーツエキスパート派遣事業 万円 生徒用図書購入 万円

教育教材備品購入等 万円
通学費支援 万円
各種大会出場等補助 万円

とやま型学力向上プログラム事業 万円
財源
国県支出金 万円
市の負担額 万円

203 21

中学校教育振興費 7,595 万円
（前年度：7,114万円）

　市内8校の中学校には、約1,290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・教材備品の購入等を行い、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。市内8校へ配置

国の目標値である中学卒業時の英検３級以上
取得者５０％を目指し、３級取得希望者に検
定料の1/2を負担します。

適応指導員等配置事業 1,164
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。市内６校へ配置

主な経費
412

教育ﾊﾟｿｺﾝ、施設使用料等 3,305

（3-3-1　中学校教育振興費、3-3-3　中学校教育教材備品整備費）

445
371 400

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。市内8校へ60名派遣

349
38
869

18

「確かな学力」の育成のための実践研究を行
い、その取組に対して支援し、成果の普及を
図ります。福野中学校で実施

217
7,378
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（３月補正）

主な経費
指導ボランティア謝礼 万円
報告書作成費等 万円
指導ボランティア保険料 万円

工事監理 万円

工事監理 万円

工事 万円

工事 万円

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

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

小学校施設整備費 10億1,732 万円

（前年度：192万円）
（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２）

　中学２年生が、身近な地域の会社や事業所等で5
日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。

116
38
49

万円社会に学ぶ14歳の挑戦事業 203

中学校施設整備費

　平成2７年度からは、老朽化した井波小学校舎等
の大規模改修を進めておりますが、平成２８年度実
施する井波小学校大規模改修（第２期）工事や平成
２８年度実施する井波中学校長寿命化改修（第１
期）工事についても、平成２７年度に前倒しするこ
とにより、早期の完成を目指し計画的に実施しま
す。

事業概要

90
113

（3-3-4　地域ぐるみ心の教育推進事業費）

井波小学校大規模改修（第２期）

986
井波中学校長寿命化改修（第１期）

839
井波小学校大規模改修（第２期）

4億1,814 
井波中学校長寿命化改修（第１期）

5億8,093

1億   150
8億4,640
6,942

（2-１-４　小学校施設整備費、3-１-４　中学校施設整備費）

（ 担当：井波庁舎　教育総務課　　問合せ先　　２３－２０１２）

主な経費
Ｕターン就職奨学
基金への積立金 万円

工事実施設計 万円

工事実施設計 万円

手数料 万円

工事実施設計 万円

財源 財源
起債 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円

小学校施設管理費 6,954 万円

中学校施設管理費

　平成2７年度からは、老朽化した井波小学校舎等
の大規模改修を進めておりますが、平成２８年度
は、井波小学校大規模改修（第３期）工事実施設計
や新たに、福光中部小学校大規模改修（第１期）工
事実施設計を行います。また、井波中学校長寿命化
改修（第２期）工事実施設計を行い、早期の完成を
目指し計画的に実施します。

2,614

福光中部小学校大規模改修（第１期）

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

井波中学校確認申請

600

奨学基金積立金

　南砺市奨学資金の貸与者が市内に定住し、市内で
就職等した場合、奨学資金の返還額の全額、市外で
就職等した場合は返還額の１／２の助成を行いま
す。
　学生や県外に住んでいる奨学資金の貸与者がＵ
ターンにより地域の担い手として就職し、地域が活
性化することを目標としています。

【戦略・新】Ｕターン就職 600 万円

井波小学校大規模改修（第３期）

1,678

事業概要

600

（2-6-1　小学校施設管理費、3-4-1　中学校施設管理費）

井波中学校長寿命化改修（第２期）

2,642

6,570

20

384

（13-2-35-1　Ｕターン就職奨学基金積立金）
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・社会教育委員設置費 34万円 ・社会教育推進大会開催費 123万円

東海北陸社会教育

研究大会へ参加

・市民大学講演会開催費 140万円

・社会教育指導員報酬 672万円

・社会教育団体活動育成費 247万円
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） ・砺波視聴覚教育協議会負担金

56万円
　財源 　財源

市の負担額 万円 市の負担額 万円

社会教育推進費 319

（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、
社会教育団体の活発な活動を支援するための育成費
です。

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

万円社会教育総務費 953 万円

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。生涯学習講座活動展示も併せて開催し
ます。

様々な分野の著名な講師による講演を聴く
機会を提供します。

319

（前年度：1,017万円）

（4-1-2 社会教育事務費、4-1-3 社会教育団体育成費）

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･運営や､社
会教育団体の育成を行います。

953

（前年度：359万円）

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

（4-2-1　社会教育推進費）

・子供体験活動事業費 143万円 ・市民大学講座 189万円

　ふるさと見聞シリーズ　（前期・後期）
乗馬体験教室 　人と自然・文化　　　　（前期・後期）

　ふるさとを巡る　　　　（通年）
　いなみ木彫りの講座　　（通年） など

・子育て講座事業費 45万円 ・なんと市民学遊塾 20万円
・成人式開催費 260万円
・【戦略】ふるさとを学び楽しむ子育てとやま
コンソーシアム構想負担金 30万円

・青少年育成市民会議活動費 85万円
「歌謡曲でフラダンス」教室

各支部活動発表

・なんと陶芸講座 55万円
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

77
市の負担額 558 市の負担額 187

万円万円

（4-2-4　講座開設費）

（前年度：269万円）

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

（4-2-3　青少年育成費）

5

（前年度：557万円）

　市内の子供たちが、豊かな自然と薫り高い文化の
中で、心豊かで健やかに育つことを願い、様々な体
験活動や講座等を行います。

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）
　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。

「子供伝統芸能塾」「週末子供文化塾」
「チャレンジ自然塾」といった3分野の体
験活動を開催します。

専門的な知識を持った講師による教養講座
や、生活の向上に役立つ知識や技能を身に
つける講座です。

市民が先生となり、自主的・自発的な
「学び」の場を作ります。市は塾の運営
をサポートします。

青少年育成費 563 講座開設費 264
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・緑の里講座開催費 116万円

全小学校区（１教室） 城端小校区（１教室）
上平小校区（２教室） 利賀小校区（１教室）

緑の里講座 井口小校区（１教室） 井波小校区（２教室）
福野小校区（１教室） 福光中部小校区（１教室）
福光南部小校区（1教室）

講演

放課後子ども教室

（福野小学校区）

・地区高齢者学級開催支援 84万円 財源
財源 国県支出金 万円
その他（受講料） 万円 万円

万円 万円
28 その他（保険料） 2

現地研修

339

（前年度：512万円）

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

万円
（前年度：204万円）

（4-2-6　地域子ども教室推進費）

市の負担額 171

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

200高齢者学級費 万円 地域子ども教室推進費 512

　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」・「土曜学習教室」を９
小学校区で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・休日に活動します。

市民を対象に、一般教養講座を年間20回開
催します。会場は、福光福祉会館、福野文
化創造センター、井波総合文化センター、
じょうはな座等です。

　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ます。

（4-2-5　高齢者学級費）

市の負担額 172

公民館維持管理費 669万円

（平・上平・利賀地域等の公民館管理費）
地区公民館維持管理交付金 1,190万円 ○賃金､光熱水費､清掃委託料等の維持管理費

○自主事業の講師謝礼、材料代等
15万円

33万円

28万円

25万円

公民館土地賃借料 30万円

財源
財源
その他（施設使用料） 200万円 その他（コピー代など） 40万円
市の負担額 1,790万円 市の負担額 5,603万円

福野北部公民館駐車場設計
業務委託料

　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。

　市立図書館は、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。

山田保育園駐車場改修工事
設計業務委託料
旧広瀬保育園駐車場改修工
事設計業務委託料
広瀬舘公民館駐車場改修工
事設計業務委託料

（4-3-1　公民館管理費）

（ 担当：井波庁舎　生涯学習スポーツ課　　問合せ先　２３－２０１３）

（前年度：4,839万円）

（4-4-1　図書館管理運営費）

図書館管理運営費 5,643 万円
（前年度：5,938万円）

（ 担当：中央図書館　問合せ先　５２－０３１７）

公民館管理費 1,990 万円

読書感想文の

書き方教室
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公民館長報酬      （31名） 155万円
公民館主事報酬   （31名） 140万円
公民館指導員報酬（31名） 2,976万円 南砺市公民館連合会　

地区公民館活動交付金（３１館） 1,860万円 研修会

（防災センター）

公民館連合会補助金他
富山県公民館連合会 30万円
南砺市公民館連合会 48万円
砺波地区公民館連合会 2万円

砺波地区公民館連合会　

現地研修

（埋蔵文化財センター）

財源
市の負担額 5,211万円

　南砺市公民館連合会総会

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

公民館振興費
（前年度：5,211万円）

　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。

（4-3-2　公民館振興費）

万円5,211

○一般書､児童書､視聴覚資料､新聞､雑誌の購入
○読みたい本が無い場合は、市外の図書館から
取り寄せることもできます。

http://library.city.nanto.toyama.jp/www/index.jsp

＜事業内容＞
　長年の風雪で折れたり大きく傾いた柱等を復旧
　瓦屋根を鋼板葺きに変えて屋根全体を軽量化

市の負担額 2,268万円 市の負担額 万円

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、スマートフォ
ンからも図書の検索や予約ができます。

財源

（4-4-2　図書館資料整備費）

文化財保存修理事業補助金 3,377
（前年度：4,238万円）

（ 担当：城端庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

○国指定文化財
・城端曳山等修理事業補助金 177万円

　城端曳山祭保存会が国の補助を受けて行う
曳山等修理経費の一部を補助します。

○県指定文化財
・善徳寺本堂緊急震災対策事業補助金 2,400万円

　善徳寺が県の補助を受けて行う本堂耐震化
工事経費の一部を補助します。
　工事はH24～H28年度の５ケ年計画。

　屋根と床の骨組みを強化
　耐震化のため構造補強の金属フレームを新設

（ 担当：中央図書館　問合せ先　５２－０３１７）

図書館資料整備費 2,268 万円
（前年度：2,268万円）

（４-５-1　文化財保護費）

万円

・善徳寺山門保存修理事業補助金 ８00万円

財源

3,377
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（ 担当：城端庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

◇南砺市の指定文化財 (単位：件)

・縄ヶ池ミズバショウ群生地の環境整備
・ 谷の福寿草自生地（井口）の巡視
・福光城址栖霞園、池尻中世石塔群、立野原監的壕

・ 巴塚の松樹木保護
64万円

(単位：件)

2
県支出額 万円 2
市の負担額 万円 7

（４-５-1　文化財保護費）

50 選択文化財 記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財

780 登録文化財 建造物

指定文化財　合計 239

財源
◇南砺市の国選定・選択・登録文化財
選定文化財 伝統的建造物群保存地区

 ○城端曳山魅力発信事業補助金 100万円
小　　　計 13 28 198

　南砺市城端大会準備補助金 490万円 天然記念物 1 6
 ○【新】全国山・鉾・屋台保存連合会総会 名勝・天然記念物 4

 ○指定文化財説明板新設・更新(計４か所) 史跡･名勝・天然記念物 1
記念物

史跡 3 1 48

名勝 4

29

歴史資料 1 7

工芸品 2 13

の管理･除草
等

無形民俗文化財 1 2 6
民俗
文化財

有形民俗文化財 2 2

11
彫刻 1 5 21

考古資料 6

万円
（前年度：808万円）

　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きます。

種　別 国指定 県指定 市指定

有形
文化財

建造物 5 6 12

美
術
工
芸
品

絵画 2

指定文化財管理費 830

 ○指定文化財管理業務 176万円 書跡・典籍・古文書 2 1 34

財源

市の負担額 万円

○出土品整理作業　　　　　　　　　312万円　　　　　　

○文化財センター管理費・事務費　　102万円

487

（４-５-２　埋蔵文化財調査費）

埋蔵文化財調査費 487 万円
（前年度：1,117万円）

（ 担当：城端庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

　市内には大小600か所を超える埋蔵文化財包蔵地
（遺跡）が確認されています。先人が残した貴重な
遺跡を調査し、保護・活用に役立てます。

○市内遺跡試掘調査　　　　　　　   73万円　　　　

　ほ場整備事業や道路改良事業、住宅建設工
事などで遺跡が影響を受ける場合に、事前に
部分的な発掘調査を行い、遺跡の範囲や年代
などを確認し、遺跡の保護に役立てます。
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保存事業 （前年度：1億501万円）

○新規茅場造成事業等補助金 500万円

主な事業
○世界遺産マスタープラン事業 100 万円

○国史跡合掌造り集落保存修理事業 2,581万円

○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 1,530万円
784万円

○【新】相倉集落道路路肩整備事業 390万円

○【新】相倉バス停改修事業補助金 856万円

○茅場整備事業補助金 50万円

○市有合掌家屋保存修理工事 961万円

○民有合掌家屋保存修理補助金 965万円

　　財源
国県支出金 4,002万円

国県支出金 500万円 起債 3,210万円
その他（個人負担金） 114万円
市の負担額 1,691万円

万円
（３月補正）

○【戦略】おもてなしフリー Wi-Fi整備事業

【加速化】五箇山茅場の
造成事業補助金

500 万円 世界遺産・合掌造り家屋 9,017

（ 担当：城端庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４） （ 担当：城端庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

　五箇山地域では、世界文化遺産の合掌造り家屋等
の屋根葺替に使用する地元産の茅（コガヤ）が不足
していることから、新規茅場の造成事業など、コガ
ヤ増産への取り組みに対する補助を行い、雇用機会
の拡大にもつなげます。

　世界文化遺産「五箇山の合掌造り集落」の保護の
ため、茅葺き屋根の葺替など建築物の修理、石垣の
修復など集落環境の整備、防災施設の整備、茅場の
整備など様々な取り組みを実施し、また支援を行っ
ています。同様に、五箇山地域に点在する合掌造り
家屋についても、貴重な価値ある地域資源と位置づ
け、その保護事業に取り組んでいます。

財源

（４-５-3世界遺産関係費） （４-５-3世界遺産関係費、4合掌造り家屋保護事業費）

○文化協会、美術協会等活動補助金 511万円
○郷土芸能保存団体補助金 108万円

主な事業 ○南砺市庵唄保存伝承活動補助金 100万円
○井波美術館運営補助金 180万円
○【新】日彫北陸展開催事業補助金 15万円
○スキヤキ･ミーツ･ザ･ワールド事業補助金 920万円

財源 財源
その他（文化振興基金利子） 190万円 起債 200万円
市の負担額 353万円 市の負担額 1,634万円

芸術文化推進事業 543 万円 芸術文化団体育成事業 1,834 万円
（前年度：456万円） （前年度：6,417万円）

（ 担当：城端庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４） （ 担当：城端庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

　芸術文化事業を推進し、創造の喜びに浸ることが
できる環境づくりを進めます。

　芸術文化活動を行っている団体の支援をします。

　　南砺市文化芸術振興基本計画
策定委員会

（４-６-１　芸術文化推進費） （４-６-３　芸術文化団体育成費）

○南砺市文化芸術振興基本計画推進・
　南砺市文化芸術振興実施計画策定事業 222万円

　平成27年度に策定した南砺市文化芸術振興基本
計画を推進し、市民の皆様に周知するとともに、計
画的・効率的な文化行政を実施するための計画を策
定します。

会期：平成２８年８月26日(金)～２8日(日)　

　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、異文化との交流を
通して新しい音楽を創り、世界へ発信するイ
ベントを支援します。

○いなみ国際木彫刻キャンプ作品塗装 65万円
○事務補助賃金 256万円
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○利賀芸術文化振興事業補助金 48万円

○世界的舞台芸術拠点づくり推進事業補助金
900万円

火起し体験教室

○芸術創造活動補助金 180万円

○利賀芸術公園指定管理料
（富山県文化振興財団）  804万円

○【新】文化村案内所テラス設置工事 200万円

起債 1,120万円 国県支出金

市の負担額 1,012万円 その他（施設使用料）
市の負担額

・SCOTサマー・シーズンをはじめとする舞台
芸術公演を支援します。

　約1,200年前の役所跡とされる国指定史跡
高瀬遺跡公園の管理と市内遺跡の発掘調査出
土品を収蔵・展示し、活用します。

○地域の埋蔵文化財活用事業 200万円
　・アジア諸国との共同制作 　高瀬遺跡公園内の埋

蔵文化財センターで、
火起し、勾玉作り、ガ
ラス玉作り、石器作
り、古代銭鋳造などの
古代体験教室を実施し
ます。

　　 中高生の演劇鑑賞事業
　　 アジア演出家フェスティバル
　　 世界の大学や劇団が学ぶスズキ･トレーニング･
　　 メソッドの指導

○埋蔵文化財センター管理運営費 971万円

（4-6-6　利賀芸術公園管理費） （4-7-1　埋蔵文化財センター費、2　城端曳山会館費）

1,494万円

　曳山会館では、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、併設の
蔵回廊では城端の歴史資料を展示してい
ます。

財源 財源

万円利賀芸術公園支援事業 2,132 万円 博物館運営費 2,665

150万円
298万円
2,217万円

　・アジア諸国との共同事業に係る企画、連絡調整

（前年度：２，８６２万円） （前年度：6,683万円）

（ 担当：城端庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４） （ 担当：城端庁舎　文化・世界遺産課　　問合せ先　　２３-２０１４）

○城端曳山会館管理運営費

3,749万円

（ 担当：井波庁舎　生涯学習スポーツ課　　問合せ先　　２３－２０１３）

【井波総合文化センター費】
土地賃借料 71万円 【城端伝統芸能会館管理費】

施設管理費（施設修繕） 47万円
【福野文化創造センター費】 城端伝統芸能会館雨どい修繕工事 60万円
土地賃借料 607万円

945万円

【その他社会教育施設維持費】
福光福祉会館等管理費 1,568万円
城端陶芸工房管理費 75万円

14万円

181万円 財源
その他（施設使用料） 278万円

181万円 市の負担額 3,471万円

（前年度：2億8,923万円）

　井波総合文化センター、福野文化創造センター、城端伝統芸能会館は、民間の技術や能力を活用する指定管
理者制度を導入し、指定管理者が施設管理や講演事業等を行っています。

　また、快適にご利用していただくために、適切な日常管理と計画的な施設・設備の修繕に努め、安心かつ安
全な施設サービスを提供しています。

教育文化施設維持費

舞台芸術プロデュース業務委託
料及び美術専門員設置費

地域包括支援センター大学サテ
ライト管理費

福光福祉会館周辺施設再編整備
協議支援業務委託料

福光福祉会館

地域包括支援センター大学サテ
ライト備品購入

（4-9-1～4　教育文化施設維持費）
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・施設管理費 万円

・施設管理費 万円
・荷解室,企画展示室シャッター修繕工事

万円
・中央監視装置更新工事 万円

万円

・企画展等の自主事業費 万円

起債 1,760万円
その他（入館料等） 1,100万円 その他（入館料等） 202万円
市の負担額 4,637万円 市の負担額 436万円

愛染苑

（4-8-1　美術館管理費、4-8-2　美術館自主事業費） （4-8-3　棟方志功記念館費）

2,624 鯉雨画斎

財源
財源

福光美術館事業 7,497万円 棟方志功記念館事業 638万円
（前年度：8,272万円） （前年度：671万円）

（ 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）

　福光美術館の常設展示や企画展を実施するた
めの経費と施設の維持管理費です。
　美術館では、皆さまが気軽に美術に親しめる
ように、色々なジャンルの展覧会を開催するよ
う心がけています。
　加えて、昨年度、増築工事が終了し、新しい
棟方志功・石崎光瑤の常設展示室がオープンし
ました。作品をたくさん展示していますので、
多くの皆さまのご来館をお待ちしております！

　棟方志功記念館（愛染苑・鯉雨画斎・青花
堂）の維持管理費です。
　愛染苑では、棟方志功が富山疎開中に制作し
た作品を中心に四季に応じて展示しています。

638

2,909

173
1,767

・展示台等備品購入 24

（ 担当：福光美術館　　問合せ先　　５２-７５７６）

■福光美術館企画展スケジュール

（4-8-2　美術館自主事業費、4-8-3　棟方志功記念館費）

福光美術館・棟方志功記念館愛染苑　平成28年度展示スケジュール

■増築した棟方志功・石崎光
瑤展示室(常設)も年４回程度展
示替えを行っています

■愛染苑展示スケジュール

会期 企画展

3／5(土)
～4／10(日)

　書・今を拓く
　　　石井南耕・駿・克代展

4／29(祝)
～6／5(日)

彩　光　風
-癒しの景色  安念余志子写真展-

6／18(土)

～8／7(日)

安野光雅 卆寿記念

「御所の花」　安野光雅展
－天皇・皇后両陛下の御住まいを
　　　　　　　彩る花々を描く－

8／13(土)
～8／28(日)

なんとの子どもたちが描く
和紙アート展

※ワークショップ（7/30予定）

南砺市の小学生を対象とした親子
で参加する和紙ワークショップを
実施し、制作した作品を一堂に展
示。

9／17(土)

～10／30(日)

なんとの至宝展Part 5

書画・篆刻の美を求めて－

近代の文人　谷  聴泉  展

南砺市城端出身の文人 谷聴泉のす
ぐれた書画、篆刻作品、ならび
に、聴泉自身が収集した貴重な篆
刻印譜のコレクション等を展示。

11／19(土)

～11／27(日)
（予定）

第12回　南砺市美術展
南砺市在住・在勤者による日本
画・洋画・彫刻・工芸・書・写真
の6部門からなる公募展。

平成29年
    1／14(土)
  ～2／12(日)

第15回
なんと版画年賀状公募展

版画によって制作された年賀状の
公募展。一般の部、中学生の部、
小学生以下の部の３部門にて公募
し、全応募作品を展示。

3／5(土)
～3／27(日)

福光美術館　収蔵品展

これまで福光美術館が購入した作
品や寄贈・寄託作品のうち、南砺
市出身の作家や、ゆかりの作家の
作品を中心に展示。

内容

南砺市出身の書道家 石井南耕の没後30年となることから、
石井駿、克代の三人による作品を展示。

風景写真家にとって権威ある前田真三賞を北陸で初めて受賞
した南砺市出身の写真家 安念余志子が、美しい景色を切り
取った芸術的な作品約100点を展示。

洗練された色使いと表現による絵本絵画で非常に人気のある
安野光雅が、皇居吹上御所に咲く花々を描いた130点を展
示。北陸では初の展示となる。

会期 展覧会名 内容

3／23(水)
～6／20(月)

女人讃頌展
生命の根源なる女人をさまざまに
表現して讃えた板画や倭画の作品
を中心に紹介。

6／22(水)
～9／26(月)

花々讃頌展
花々や小さな生き物をこよなく愛
し、それらをデザイン化して描い
た作品を中心に紹介。

9／28(水)
～12／26(月)

神仏讃頌展

神仏を畏れ、深く敬い、生涯の
テーマとして表現した棟方志功。
その精神世界を表現した作品を紹
介。

12／28(水)
～3／20(祝)

民藝讃頌展

棟方志功を見出し、偉大な芸術家
へと導いた民藝。民藝の師である
柳宗悦、河井寛次郎、濱田庄司ら
との深い親交によって制作された
作品を紹介。
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（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

【委託料】

707万円

515万円

283万円

273万円

37万円

【指定管理料】
福野産業文化会館指定管理料 476万円
井波総合文化センター指定管理料 4,970万円 財源
福野文化創造センター指定管理料 7,964万円 国県支出金 528万円
城端勤労青少年ホーム指定管理料 427万円 起債（過疎債・合併特例債）3億2,090万円
城端伝統芸能会館指定管理料 3,888万円 その他（保健体育費雑入） 11万円
福野体育館等指定管理料 4,700万円 市の負担額 4億7,430万円
福光体育館等指定管理料 2,482万円
福光里山体育館等指定管理料 465万円 （4-10-1　社会教育施設管理費）

井波社会体育館等指定管理料 2,237万円
城南屋内グラウンド等指定管理料 3,422万円
木彫りの里テニスコート指定管理料 240万円

社会教育施設管理費 8億59 万円

　社会教育施設や社会体育施設に指定管理制度を導入し、公共施設再編計画に基づき施設維持改修工事等の一
元管理を行い、地区公民館及び社会体育館等の耐震補強や改修工事を進めていきます。

山田保育園施設改修工事設計業務
委託料

旧広瀬保育園施設改修工事設計業
務委託料

城端温水プール塗装工事設計業務
委託料

（仮称）上平公民館改修工事監理
業務委託料

大鋸屋公民館等耐震補強工事監理
業務委託料

（仮称）上平公民館
（旧上平小学校体育館）

木彫りの里テニスコート指定管理料 240万円

城端温水プール指定管理料 1,730万円 社会体育館管理費
福光屋内グラウンド等指定管理料 7,400万円

370万円

【工事】
（仮称）上平公民館改修工事 2億6,927万円 【委託料】
（仮称）上平公民館情報設備工事 140万円
大鋸屋公民館耐震補強工事 577万円 957万円
山野公民館耐震補強工事 3,076万円
石黒公民館耐震補強工事 1,092万円 【工事】

2,700万円 3億2,037万円

55万円

140万円

430万円

325万円

435万円
城端温水プール塗装工事 886万円 財源
城端温水プール煙突等改修工事 620万円 国県支出金 3,561万円
城端温水プールボイラー修繕工事 70万円 起債（合併特例債等） 2億8,290万円

市の負担額 1,143万円

井波社会体育館アリーナ

（５-３-1　社会体育館管理費）

たいらクロスカントリースキー
場指定管理料

井波総合文化センター舞台機構
改修工事

井波総合文化センター気中開閉
器更新工事

福野文化創造センター自家発電
用バッテリー更新工事

福野文化創造センター仮設袖舞
台更新工事

福野文化創造センター空調自動
制御機器修繕工事
利賀中村体育館玄関階段改修工
事

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

　井波社会体育館の耐震補強とバリアフリー化及び
老朽化のため、改修工事を行います。

井波社会体育館耐震補強等改修工
事監理業務委託料

井波社会体育館耐震補強等改修
工事

3億2,994 万円
（３月補正）
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国民体育大会壮行式

南砺市体育協会 4,200万円

財源 財源
市の負担額 4,200万円 市の負担額 360万円

万円スポーツ大会派遣費 360万円体育団体育成費 4,200

（5-1-3　スポーツ大会派遣費）

（前年度：360万円）
（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

　予選大会を勝ち抜いて、全国大会や北信越大会
（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）に出場する選手や監督に激励金を交
付します。

　市体育協会は、スポーツの普及や推進を通して、
市民の健康増進や体力の向上を図っています。
　また、全国で競い合える選手の育成や強化のた
め、才能あるジュニア選手の発掘や育成に努めま
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
　・スポーツに関する広報活動　等

（5-1-2　体育団体育成費）

富山県駅伝競走大会

南砺市民体育大会

（前年度：　　4,300万円）
（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

スポーツ推進審議会委員報酬 16万円
スポーツ推進委員報酬 210万円
県派遣主事・委員研修負担金他 599万円

いのくちスポーツクラブ 175万円
利賀スポーツクラブ 160万円
たいらスポーツクラブ 165万円
五箇山スポーツクラブ 165万円
市スポーツクラブ連絡協議会 35万円

財源
財源 起債 490万円
市の負担額 825万円 市の負担額 210万円

スポーツ推進委員研修会

（5-1-４　生涯スポーツ推進委員費）

万円総合型地域スポーツクラブ育成費
（前年度：781万円）

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

　市民が生涯にわたってスポーツに親しみ、健康の
保持や増進に取り組むために、スポーツの実技指導
や助言を行う委員を育成します。

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

（5-2-１　総合型地域スポーツクラブ育成費）

　総合型地域スポーツクラブは、市民が身近な地域
でスポ－ツに親しむことを目的に、地域住民による
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、様々なスポーツを愛好する人々が、
それぞれの目的・レベルに合わせて参加できます。
また、このようなスポーツクラブを支える指導者の
育成にも努めています。

キッズ教室 指導者育成事業　　

生涯スポーツ推進委員費 825 700万円
（前年度：705万円）
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○なんと元気っ子教室 21万円 ○スポーツ全国大会等開催補助 440万円

170万円
80万円

○スポーツイベントの開催補助 270万円
・雪合戦なんと大会 170万円 80万円
・チャレンジデー 70万円
・スポレクデーｉｎなんと 30万円 ３0万円

・【新】世界少年野球大会 80万円

財源
国県支出金 470万円
起債（過疎債） 80万円

○【新】桂湖競技用ボート購入（２艇）528万円 その他（地域活性化センター助成金） 90万円
市の負担額 619万円

生涯スポーツ推進事業 1,259
（前年度：544万円）

　市内幼稚園・保育園に運動
遊びの指導者を派遣し、幼児
期から運動に親しむ資質を育
て、運動の習慣化を目指しま
す。

　スポーツの全国大会を誘致して大会の開催費用を
助成します。レベルの高いスポーツを間近で観る機
会を増やすことにより、市民のスポーツへの関心を
高め、競技力の向上につなげます。

・【新】Ｖプレミアリーグ
バレーボール男子南砺大会

JOCジュニアオリンピックカップ

（5-2-2　生涯スポーツ推進費）

万円

（担当：井波庁舎 生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 問合せ先 ２３－２０１３）

・スポーツクライミング競技

・【新】全日本スキー選手権大会
フリースタイル競技

　JOCジュニアオリンピックカップ大会

・西日本バイアスロン選手権大会

スポレクデーinなんと チャレンジデー

3,463万円

（ 担当：井波庁舎　生涯学習スポーツ課　　問合せ先　　２３－２０１３）

【社会体育館管理費】 旅川グラウンドフェンス改修工事 1,230万円
社会体育館維持費 316万円
土地賃借料（福野北部体育館） 201万円 【その他施設維持費】

130万円 24万円

93万円 34万円

467万円 2万円

【テニスコート管理費】 【クレー射撃場運営費】
土地賃借料（福野テニスコート） 260万円 クレー射撃場維持費 51万円

【プール管理費】 182万円
福光プール環境調査委託料 31万円
城端温水プール環境調査等委託料 18万円 財源

その他（施設使用料） 393万円
【グラウンド管理費】 市の負担額 3,070万円
グラウンド維持費 174万円

250万円
（５-３-1～７　体育施設費）

社会体育施設維持費
（前年度：3億1,137万円）

　市内の主な社会体育施設は、指定管理者制度を導入しており、柔軟性のある施設運営を行い利用者へのサー
ビスや利便性の向上につなげます。

福野Ｂ＆Ｇ海洋センター気中開
閉器等更新工事

施設維持費（利賀室内ゲート
ボール場他）

福光体育館ランニングマシン備
品購入

スキー競技用計時システム
保守点検委託料

利賀中村体育館ＬＥＤ表示装置
購入

土地賃借料（バイアスロン
競技場）

クレー射撃場飛散防止ネッ
ト張替工事

土地賃借料（旅川グラウン
ド・東洋紡屋外競技場等）

　また、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と修繕により安全な施設づくりに努めま
す。
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