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伸率

一般会計(1) 32,550,000 千円 33,050,000 千円 △ 500,000 千円 △ 1.5

特別会計(7) 8,117,100 千円 8,131,700 千円 △ 14,600 千円 △ 0.2

企業会計(3) 15,459,567 千円 15,168,407 千円 291,160 千円 1.9

合計(11) 56,126,667 千円 56,350,107 千円 △ 223,440 千円 △ 0.4

令和２年度 令和元年度 対前年度増減額

 令和２年度は、いよいよ普通交付税が合併算定替えによる段階的縮小の経過措置

終了に伴い通常の自治体と同様の算定となるとともに、平成１６年の町村合併以降、

本市の計画的なまちづくりの財源として活用してきた合併特例債が発行限度額に

達することから発行が出来なくなること、加えて平成２７年度に策定した南砺幸せ

なまちづくり創生総合戦略が令和元年度で終了することから、これまで以上の徹底

した財源確保をもとに新たな「第２次南砺市総合計画（案）」に基づき、市政を運

営していく第一歩となる年度に当たります。 

 こうした中、本市は令和元年度に「ＳＤＧｓ未来都市」及び自治体ＳＤＧｓモデ

ル事業にも選定され、２０１５年９月の国連サミットで採択された国際社会全体の

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に基づき、「誰ひとり取り残さない」社会の実現

を目指し、これまでの戦略事業を中心とした各種施策の効果検証のもと、事業の精

査及び統廃合を積極的に行い、政策間連携や官民連携による手法の活用も行いなが

ら取り組みを行うこととしています。 

 令和２年度の予算要求に当たっては、本市がこれまで南砺幸せなまちづくり創生

総合戦略やエコビレッジ構想等により取組を進めてきました、①人口減少対策への

さらなる取組の強化、②小規模多機能自治による住民自治の取組の推進、③地域包

括医療ケアによる地域全体で支え合うまちづくりを中心とした各種施策について、

ＳＤＧｓが掲げる５つの原則と１７のゴール、１６９のターゲットを意識し、切れ

目のない予算要求とするよう指示したところです。 

 また、公共施設再編計画を推進するに当たり、令和元年度に進めてまいりました

令和２年度 南砺市当初予算（案）



庁舎機能の再編については、その効果をしっかりと表せるようコスト部分だけでな

く、予算費目の整理・統合や各行政センター業務の見直しに伴う各担当課への業務

移行など実態に沿った適切な予算化に取り組んだところです。 

 さらに、令和元年度に開催された、南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ２０１９や、

第９回シアター・オリンピックス、第７５回国民体育大会冬季大会スキー競技会な

どの各種大型イベント事業はどれも成功裏に終え、その結果、国内外の多くの方々

に南砺市へ来訪頂き、南砺市の文化、芸術等を存分に味わって頂いたものと思って

おります。このことから、いよいよ東京２０２０オリンピック・パラリンピックの

開催年である本年においては、これまで以上の南砺市へ交流人口の獲得だけでなく、

更なる関係人口の拡大に向け、官民一体となって取り組んでいくこととしています。 

これらの本市を取り巻く現状を踏まえ、令和２年度一般会計予算総額は３２５億

５，０００万円と、前年度と比較すると、５億円、１．５％の減となりました。 

 その主な内容としましては、まず始めに、建設事業としまして、統合庁舎関連で

は、福光庁舎への非常用電源を供えた太陽光発電設備設置工事として９，７１０万

円計上しました。また、市民の安全・安心関連では、平地域のドクターヘリランデ

ブーポイントの未舗装エリア舗装工事として８７６万円の計上や、市内中学校への

防犯カメラ設置工事として１，４９６万円を計上しました。子育て充実関連では、

福野児童センター「アルカス」の大規模改修工事として２，８９２万円を計上しま

した。交通網整備関連では、事業実施主体はＮＥＸＣＯ中日本ですが、（仮称）城

端スマートＩＣ整備における市負担金として１，２００万円を計上しました。 

 そのほか、社会インフラの整備としては、道路整備５箇年計画等に基づく市道・

都市計画街路及び消融雪施設の整備費や維持修繕費として１８億２，８０９万円と

前年度より２４％増の予算額を確保するとともに、これまで継続して取り組んでい

る福光中部小学校長寿命化改修（第４期）工事として５億７，６４０万円を計上し

ています。加えて、（仮称）井口地域義務教育学校の工事施工に本格的に取り組む

ことから、新築工事として１億３，９７０万円を計上しています。この（仮称）井

口地域義務教育学校につきましては、完成を令和５年度と見込んでいます。 

（その他詳細については、資料２を参照願います。） 



次に、本年度策定しました「第２次南砺市総合計画（案）」の施策体系別（４つ

の目指すべきにまちの姿）（※資料１を参照願います）に分類しました主なソフト

事業についてです。 

まず、①「未来に希望がもてるまち」の施策として、小中学校へのＩＣＴ機器（電

子黒板やパソコン）整備事業費８，７５７万円、旧戦略事業から継続であります出

生祝金事業費（三世代同居加算は廃止）２，５００万円、放課後児童クラブ事業費

４，４９４万円、あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト（ＡＩＰ４８）事業費９１

２万円など、子育て支援や学校教育環境充実、結婚・出会いの場の創出などに重点

的に予算化したものです。 

次に、②「多様な幸せを実感できるまち」の施策として、軽度要介護者を対象と

した訪問型Ｂサービス事業費５３万円、学齢期の肥満対策である学生健診事業費 

３２１万円、外国人児童生徒への支援事業費４１９万円など、地域包括ケアの充実

や多様性を認める社会の構築などに重点的に予算化したものです。 

次に、③「心豊な暮らしができるまち」の施策として、求人活動支援である就活・

雇用促進事業費４８７万円、多世代同居推進住宅改修等助成事業費１，５００万円、

移住コーディネート事業費１，０７５万円、空き家・空き店舗利用促進事業費９１

１万円、企業立地奨励事業費７，４７２万円、新規就農研修支援事業費１５０万円

など、市内への移住・定住や新たな起業に向けての支援などに重点的に予算化した

ものです。 

 次に、④「皆で考えともに行動するまち」の施策として、これまで継続して取り

組んでいる非認知スキルのアップに繋げるべくふるさと教育推進事業費２２０万

円、地場産農産物やオーガニックを取り込んだなんと自然給食ものがたり事業費 

１３３万円、若者活躍ネットワーク事業費２７万円などを計上しております。また、

令和元年度よりスタートしました「小規模多機能自治」によるまちづくりとして、

本年４月から市内３１の全地域で小規模多機能自治が取り組まれることから、課題

解決型の住民自治の仕組みが地域にしっかりと根付くよう、継続的な支援として

「住民自治推進交付金」を約２億４，９７４万円計上するとともに、人口減少や少

子高齢化による空き家・空き店舗の増加や地域担い手不足などのさまざまな地域課



題解決の取組を行う団体への支援として、新たに事業化促進事業補助金制度（予

算：７５万円）を創設し、地域課題解決の後方支援を行います。市民の皆様が参加

したくなるまちづくり、南砺市に誇りを持っていただける事業を重点的に予算化し

たものです。（その他詳細については、資料３を参照願います。） 

 これらの事業に要する財源として、国県支出金、市債のほか、特定目的基金繰入

金を活用することとし、なおも不足する財源として、財政調整基金を繰り入れて対

応することとしています。 

 一方、特別会計の予算規模は、前年度当初予算に比べ１，４６０万円、０．２％

の減となりました。 

会計別では、バス事業特別会計では、市営バス運行業務委託において立野脇線運

行業務委託料の増や、市営バス車両２台の更新費用の増により７．４％の増、国民

健康保険事業特別会計では、医療給付費の伸び率を過去３ヵ年の平均を元に試算し

た結果、一般被保険者及び前期高齢者への療養給付費の増などにより１．７％の微

増、国民健康保険診療所事業特別会計では、職員数の増に伴う給与費の増や公債費

の増等により７．８％の増、後期高齢者医療事業特別会計では、広域連合に納付す

る保険基盤安定分納付金や保険料納付金が、令和元年度における実績を勘案し増額

となる見通しであることから０．８％の微増、介護事業特別会計では、平・上平・

利賀・井口デーサービスセンターの指定管理料の増額に伴い３．９％の増、訪問看

護事業特別会計では、前年度当初予算額と横ばいの０．５％の微減、工業用地造成

事業特別会計では、吉江中工業用地造成事業の終了に伴い７６．１％の大幅減とな

りました。 

 次に、企業会計の予算規模は、前年度当初予算に比べ、２億９，１１６万円、 

１．９％の増となりました。 

病院事業会計では、収益的支出において、建物や器械備品の減価償却費の増等に

より２．１％の微増となった一方、資本的支出においては、南砺市民病院では器械

器具等備品の購入や企業債償還の減、公立南砺中央病院でも他会計からの長期借入

金償還金の減等により６．２％の減となりました。 

また、南砺市民病院・南砺中央病院ともに、収支黒字化の現状のもと、更なる高



度医療の推進として電子カルテの更新や医療機器（乳房Ｘ線撮影装置や超音波画像

診断装置など）の更新を行い、地域住民が安心して医療を受けられるよう取り組ん

でいきます。 

なお、これまで取り組んできました病院改革プランにより、令和２年度予算にお

いては、両病院とも、入院患者数の順調な伸びを見込んでいるところであり、予算

見積もり時点ではありますが、両病院とも年度末における改革プラン目標数値を達

成することができるものと見込んでいるところです。 

次に、水道事業会計では、収益的支出において、漏水調査委託料や修繕料及び舗

装本復旧工事費等の減により４．０％の減となった一方、資本的支出においては、

企業債元金償還金や他会計への貸付金等の増により９０．２％の大幅増となりまし

た。 

次に、下水道事業会計では、収益的支出において、企業債利子償還金が減になっ

たことにより２．６％の減、資本的支出においては、流域下水道事業の建設負担金

や農業集落排水事業の管渠整備工事費の減額等により６．７％の減となりました。 

 令和元年度は、本市の最大懸案事項の一つであった庁舎統合整備が完了すること

から、令和２年度は、市民の皆様にとってより満足度が高く、効果的な統合であっ

たと実感いただけるよう、職員一丸となり、窓口業務はもとより各種施策にしっか

りと取組むこととしています。 

また、第２次南砺市総合計画（案）に掲げる将来像である「誰ひとり取り残さな

い 誰もが笑顔で暮らし続けられるまちへ」に基づき、ＳＤＧｓ未来都市に選定さ

れた本市ならではの取組として、地域の課題解決能力を高める「小規模多機能自治」

による住民主体の自治の取組のさらなる推進に加え、地域のお金の循環と未来への

投資を促す「南砺幸せ未来基金」と連携を深めていきます。 

 これらのことを盛り込んだものとして、第２次南砺市総合計画（案）に掲げてお

ります「未来に希望がもてるまち」、「多様な幸せを実感できるまち」、「心豊かな暮

らしができるまち」、「皆で考えともに行動するまち」の実現を目指し、その初年度

として予算編成に努めたところです。 



（ 単位 ： 千円、％ ）

令和２年度 令和元年度
当初予算額 当初予算額

32,550,000 33,050,000 500,000 1.5

195,600 182,100 13,500 7.4

5,432,000 5,338,700 93,300 1.7

383,300 355,500 27,800 7.8

1,613,300 1,600,900 12,400 0.8

205,300 197,500 7,800 3.9

234,800 236,000 1,200 0.5

52,800 221,000 168,200 76.1

8,117,100 8,131,700 14,600 0.2

7,860,492 7,795,484 65,008 0.8

6,735,382 6,595,437 139,945 2.1

1,125,110 1,200,047 △74,937 △6.2

2,369,635 1,894,673 474,962 25.1

1,256,882 1,309,490 △52,608 △4.0

1,112,753 585,183 527,570 90.2

5,229,440 5,478,250 248,810 4.5

2,827,117 2,902,075 △74,958 △2.6

2,402,323 2,576,175 △173,852 △6.7

15,459,567 15,168,407 291,160 1.9

56,126,667 56,350,107 223,440 0.4

下 水 道 事 業 会 計

訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計

小 計

合　　　　　　　　計

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

令和２年度　会計別予算（案）　集計表

差　引 伸　率

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

企

業

会

計

会 計 名

一 般 会 計

バ ス 事 業 特 別 会 計

後期高齢者医療事業特別会計

介 護 事 業 特 別 会 計

特

別

会

計

小 計

病 院 事 業 会 計

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

工 業 用 地 造 成 事 業 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

国民健康保険診療所事業特別会計

水 道 事 業 会 計
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（歳　　入） （単位：千円、％）

＊ 自主財源比率（款の○印） 9,527,719 29.3% 10,624,445 32.1% 66.4%
＊ 依存財源比率 23,022,281 70.7% 22,425,555 67.9% 33.6%
＊ 一般財源比率（款の◎印） 22,811,918 70.1% 22,659,402 68.6% 69.9%
＊ 地方債依存度（款の×印） 2,127,800 6.5% 2,597,400 7.9% 6.8%

令和２年度　一般会計当初予算（案）　款別集計表

令和２年度予算 令和元年度予算 地方財政計画
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（歳　　出） （単位：千円、％）

差　引 伸　率

予算額
(A)

構成比
(A')

予算額
(B)

構成比
(B')

(A)-(B)
 (C)

(C)/(B)

議 会 費 237,993 0.7 277,151 0.8 39,158 14.1

総 務 費 3,635,002 11.2 4,046,831 12.2 411,829 10.2

民 生 費 8,224,732 25.4 8,071,953 24.5 152,779 1.9

衛 生 費 2,980,822 9.2 3,081,667 9.3 100,845 3.3

労 働 費 46,996 0.1 47,418 0.1 422 0.9

農 林 水 産 業 費 1,691,001 5.2 1,622,069 4.9 68,932 4.2

商 工 費 1,218,449 3.7 1,298,975 3.9 80,526 6.2

土 木 費 4,976,737 15.3 4,712,982 14.3 263,755 5.6

消 防 費 1,071,915 3.3 1,057,423 3.2 14,492 1.4

教 育 費 3,333,792 10.2 3,818,353 11.6 484,561 12.7

災 害 復 旧 費 129,511 0.4 193,923 0.6 64,412 33.2

公 債 費 4,858,456 14.9 4,697,223 14.2 161,233 3.4

諸 支 出 金 74,594 0.2 54,032 0.2 20,562 38.1

予 備 費 70,000 0.2 70,000 0.2 0 0.0

合 計 32,550,000 100.0 33,050,000 100.0 500,000 1.5

1
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令和２年度　一般会計当初予算（案）　款別集計表

款

令和２年度　当初 令和元年度　当初

2

3

4

5

6

14

8

9

10

11

12

13
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（単位：千円、％）

差　引 伸　率

予算額
(A)

構成比
(A')

予算額
(B)

構成比
(B')

(A)-(B)
 (C)

(C)/(B)

△ 5,189,988 16.0 4,375,127 13.2 814,861 18.6

4,083,776 12.5 4,353,044 13.2 269,268 6.2

703,442 2.2 731,375 2.2 27,933 3.8

△ 3,009,795 9.2 3,333,127 10.1 323,332 9.7

6,131,978 18.8 6,385,855 19.3 253,877 4.0

○ 4,466,537 13.7 5,102,369 15.4 635,832 12.5

補 助 事 業 2,675,586 8.2 2,457,497 7.4 218,089 8.9

単 独 事 業 1,494,753 4.6 2,378,449 7.2 883,696 37.2

県 営 事 業 281,532 0.9 257,118 0.8 24,414 9.5

受 託 事 業 14,666 0.0 9,305 0.0 5,361 57.6

○ 129,511 0.4 193,923 0.6 64,412 33.2

△ 4,858,456 14.9 4,697,223 14.2 161,233 3.4

74,424 0.2 53,470 0.2 20,954 39.2

857,621 2.7 806,940 2.5 50,681 6.3

342,000 1.1 378,100 1.1 36,100 9.5

2,632,472 8.1 2,569,447 7.8 63,025 2.5

70,000 0.2 70,000 0.2 0 0.0

32,550,000 100.0 33,050,000 100.0 500,000 1.5

4,596,048 14.1 5,296,292 16.0 700,244 13.2

13,058,239 40.1 12,405,477 37.5 652,762 5.3

14,895,713 45.8 15,348,231 46.5 452,518 2.9

32,550,000 100.0 33,050,000 100.0 500,000 1.5合　　　計

人 件 費

合 計

投資的経費（上記○の計）

義務的経費（上記△の計）

その他経費（上記′の計）

予 備 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

普 通 建 設 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

積 立 金

投資及び出資金

貸 付 金

繰 出 金

令和２年度　　一般会計当初予算（案）   性質別一覧表

性　　質　　名

令和２年度　当初 令和元年度　当初
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令和元年度

330億5,000万円
（　　）内は構成比

令和２年度

325億5,000万円
（　　）内は構成比

自
主
財
源

２
９
．
３
％

衛生費
29億8,082万円
（9.2％）

総務費
36億3,500万円
（11.2％）

民生費
82億2,473万円
（25.4％）

地方交付税

その他
6億1,040万円（1.9％）

諸収入
10億5,246万円（3.2％）

繰入金
11億9,814万円（3.7％）

市税
66億6,672万円
（20.5％）

総務費
40億4,683万円
（12.2％）

民生費
80億7,196万円
（24.5％）

衛生費
30億8,167万円
（9.3％）

自
主
財
源

３
２
．
１
％

市税
66億686万円
（20.0％）

繰入金
24億1,750万円（7.3％）

諸収入
8億4,567万円（2.6％）

その他
7億5,442万円（2.2％）

令和２年度　南砺市一般会計予算

総額　325億5,000万円（対前年度　▲5.0億円　▲1.5％）

令和元年度

330億5,000万円
（　　）内は構成比

令和２年度

325億5,000万円
（　　）内は構成比

歳　　入 歳　　出

依
存
財
源

７
０
・
７
％

農林水産業費
16億9,100万円
（5.2％）

市債
29億780万円
（8.9％）

・臨時財政対策債
　　7億8,000万円
・その他
　21億2,780万円

地方交付税
136億円
（41.8％）

普通交付税
120億円
特別交付税
16億円

教育費
33億3,379万円
（10.2％）

消防費
10億7,192万円
（3.3％）

土木費
49億7,674万円
（15.3％）

商工費
12億1,845万円
（3.7％）

農林水産業費
16億2,207万円
（4.9％）

商工費
12億9,898万円
（3.9％）

土木費
47億1,298万円
（14.3％）

消防費
10億5,742万円
（3.2％）

教育費
38億1,835万円
（11.6％）

公債費
46億9,722万円
（14.2％）

依
存
財
源

６
７
・
９
％

地方交付税
132億円
（39.9％）

普通交付税
116億円
特別交付税
16億円

市債
33億9,740万円
（10.3％）

国支出金
24億1,876万円
（7.3％）

県支出金
20億813万円
（6.1％）

国支出金
27億9,267万円
（8.6％）

その他
14億126万円
（4.3％）

その他
6億4,252万円（1.9％）

公債費
48億5,846万円
（14.9％）

その他
5億5,909万円（1.7％）

その他
15億5,620万円
（4.8％）

地方譲与税
地方消費税交付金等

県支出金
21億6,561万円
（6.7％）
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令和２年度 一般会計市債発行状況 

（１）２次南砺市総合計画（案）に基づく予算編成に努めました。 

各種起債事業については、今後１０カ年の実質公債費比率及び適正な財源を

考慮して予算化しました。 

（２）市債については、市債残高見込みを注視しながら、市の後年度元利償還金が

地方交付税で措置される有利なものを厳選しました。 

（単位：千円） 

令和２年度 令和元年度 

一般会計元金償還額 4,642,476 4,443,221

一般会計市債発行総額 2,907,800 3,397,400

 ＜内訳＞ 

 ・一般会計出資債 71,700 0

 ・合併特例債 0 707,700

 ・過疎対策事業債 1,197,200 1,179,000

 ・過疎対策事業債（ソフト分） 117,100 100,100

 ・辺地対策事業債 151,600 157,600

 ・学校教育施設等整備事業債 193,200 0

 ・補助災害復旧事業債 38,100 62,000

 ・緊急防災・減災事業債 33,100 126,300

 ・公共事業等債 217,700 0

 ・一般事業債 2,900 0

 ・地方道路等整備事業債 33,000 0

 ・公共施設等適正管理推進事業債 0 36,000

 ・防災・減債・国土強靱化緊急対策事業債 72,200 0

 ・臨時財政対策債 780,000 800,000

一般会計年度末現在高見込 43,078,337 44,813,013

※令和２年度末残高見込のうち、後年度元利償還金が普通交付税に算入される

割合は、７６．８％と見込んでいます。  
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第２次南砺市総合計画・南砺まちづくりプラン（案）
市民と行政が共有する30年後の南砺市の将来像「南砺まちづくりビジョン」の実現に向けて、今後、10年間で
目指すべきまちの姿を掲げ、実現に向けて戦略的に取り組むことで高い効果が見込まれるプロジェクトを「南砺ま
ちづくりプラン」にまとめた。

【10年間で目指すべきまちの姿】
子どもが夢や希望をもち、その実現に向かって成長していくことができるよう、
地域全体で子どもたちの育みを支える体制を整えるとともに、南砺で家庭を
持ちたい、子育てしたいと思う若者の希望に応え、子どもたちが南砺に生ま
れてよかったと思える、希望に満ちあふれた地域づくりを進める。

【10年間で目指すべきまちの姿】
地域に愛着をもち、互いに尊重し合い、安心とやすらぎを感じて生活してい

①未来に希望がもてるまち

②多様な幸せを実感できるまち

やるべき
こと

やるべき

●未来を切り拓く南砺っ子プロジェクト
未来に夢と希望をもてる教育環境の充実

●子どもも親もにっこにこプロジェクト
出産・子育て支援

●素敵な結婚応援プロジェクト
結婚・出会いの場の創出

●いつまでも元気で活躍プロジェクト
心身ともに健康で暮らしやすい社会の構築地域に愛着をもち、互いに尊重し合い、安心とやすらぎを感じて生活してい

くことができ、「いつまでも、南砺で暮らしていたい」と思ってもらえる、また、
年齢や性別、国籍をはじめ、多様な個性を認め合い、「このまちに住んでい
てよかった」と幸福感が得られる地域づくりを進める。

【10年間で目指すべきまちの姿】
都市基盤が整い、産業に活力ある中で、市民が暮らしやすさを実感し、若
者が住みたくなる魅力があり、また、豊かな自然や人のつながりのなかで南
砺の暮らしを楽しみながら、仕事や家庭、地域での生活に充実感を持ち、
多様な働き方や生き方がある、市外の方も興味をもつ地域づくりを進める。

【10年間で目指すべきまちの姿】
情報共有やコミュニケーションが充実し、皆が参加したくなるまちづくりを皆
で考え、行動することにより、地域への愛着や誇りをもつ地域づくりを担う人
材が育ち、市民一人ひとりの地域を想う心や相互の支え合いによって取り
組まれる、市民と行政の協働によるまちづくりを進める。

③心豊かな暮らしができるまち

④皆で考えともに行動するまち

やるべき
こと

やるべき
こと

やるべき
こと

心身ともに健康で暮らしやすい社会の構築

●誰もが認めあえる社会形成プロジェクト
多様性を認める社会の構築

●若者が住みたくなる魅力ＵＰプロジェクト
若者が住みたくなる魅力づくり

●暮らしを楽しめるまち創造プロジェクト
誰もが暮らしを楽しめる生活環境の充実

●地域の活力を支える産業育成プロジェクト
地域の活力を支える産業の発展

●南砺大好き市民を増やそうプロジェクト
南砺の暮らしへの誇り・愛着の醸成

●みんなでまちを考える気運創出プロジェクト
みんなが参加したくなるまちづくり

●みんなのみんなによるまちづくりプロジェクト
市民がまちをつくる実感の醸成

1
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①未来に希望がもてるまち目指すべきまちの姿

現
状
や
課
題

・少子化に対応した活力ある教育環境の整備
・少子化に伴う、部活動等における子どもの
選択肢の減少
・教育のＩＣＴ化に向けた環境整備
・高校の統廃合による進学先に対する選択肢
の減少と経済的負担等の増加
・初めての子育てに対する不安
・出産、子育てにかかる経済的負担が大きい
・夫の子育てに対する意識の向上が必要
・仕事と家庭を両立できる働き方環境の充実
・地域でのつながりの希薄化による子育て環
境の変化
・放課後でも子どもを見てもらえる環境が不十
分
・結婚を意識できる相手にめぐり合えない等

【前期５年間の方針】
思いやりと助け合う心
の育成及び生きていく
力を身につけることが
できる教育の充実や学
ぶことが楽しいと思える
教育環境を充実する。

●未来を切り拓く南砺っ子プロジェクト

【前期５年間の方針】
子どもが欲しいと願う全

●子どもも親もにっこにこプロジェクト

【主な具体的な事業】
・【拡充】中学校部活動支援事業
・【拡充】山村留学定住事業
・【拡充】学校間をつなぐ遠隔協働学習
・【拡充】なんと元気っ子教室事業
・【ハード・新】井口地域義務教育学校整備事業

令和２年度当初予算額 ２．８億円 （７事業）

【主な具体的な事業】
・【拡充】子育て応援制度 子育て交流サロン事業

令和２年度当初予算額
６．３億円

学校が楽しいと思っている
児童生徒数を増やす

子育て世代の数を
（成り行き値より）増やす

子どもの減少を抑える

・結婚を意識できる相手にめぐり合えない等
の理由による晩婚化・非婚化
・価値観の多様化
・経済的な負担等、将来に対する潜在的な不
安感による出生数の減少

子どもが欲しいと願う全
ての人の希望がかない、
子育てが楽しい、子ど
もの成長が楽しみと
思ってもらえる環境を
充実する。

【前期５年間の方針】
若者の非婚化や晩婚
化に対して、若者の出
会いの場の創出と、「結
婚したい」と思える意識
を醸成する。

●素敵な結婚応援プロジェクト

・【拡充】子育て応援制度 ・子育て交流サロン事業
・子育て・親育ち応援事業 ・小児医療推進事業
・土曜学習推進事業 ・【新】働き方改革推進事業
・【拡充】とやまっ子さんさん広場推進事業
・なんと！やさしい子育て応援企業認定制度事業
・【新】子どもの居場所づくり促進事業
・妊娠・出産包括支援事業(南砺市型「ﾈｳﾎﾞﾗ」推進事業)

令和２年度当初予算額 ３．４億円 （１７事業）

【具体的な事業】
・あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト（ＡＩＰ48）
・婚活応援団なんとおせっ会プロジェクト
・【新】結婚等意識調査事業

令和２年度当初予算額 ０．１億円 （３事業）

1
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②多様な幸せを実感できるまち目指すべき
まちの姿

現
状
や
課
題

・地域での介護予防事業の推進が必要
・人間ドックの費用負担が高額なイメージ
があり受診が敬遠される
・若年層における健康診断の受診率が低
く、将来的な受診率低下が懸念される
・外国人の定住や来訪が近年増加してき
ている
・年齢や性別、国籍などにとらわれず、多
様な市民が活躍できるまちづくりが必要

【前期５年間の方針】
いつまでも健やかに、安
心して暮らせるように、高
齢者福祉の充実と医療
体制の確保を図る。また、
ライフステージに応じた
健康管理により、健康の
維持と増進を図る。

●いつまでも元気で活躍プロジェクト

【具体的な事業】
・介護予防・日常生活支援活動拠点施設改修及び備
品等整備事業
・介護人材雇用型訓練委託事業
・【新】訪問型サービスＢ事業
・【新】フレイル予防事業（フレイルトレーナー養成）
・「あなたのからだをナビゲート」事業
・【新】学生健診事業
・若年層胃疾患リスク健診事業
・新40歳人間ドック受診促進事業

令和２年度当初予算額 ０．１億円 （８事業）

令和２年度当初予算額
０．２億円

健康寿命を延ばす

地域の人との交流を充実させる

【前期５年間の方針】
年齢や性別、国籍、文化、
障がいの有無などにとら
われず、様々な生き方や
考え方などの多様さを受
け入れ、互いを認め合い、
ともに生活し、活躍してい
くことができる、寛容な社
会の構築を図る。

●誰もが認めあえる社会形成プロジェクト

令和２年度当初予算額 ０．１億円 （８事業）

【具体的な事業】
・【拡充】外国人児童生徒支援事業
・観光客受入環境整備事業

令和２年度当初予算額 ０．１億円 （２事業）

1
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③心豊かな暮らしができるまち目指すべき
まちの姿

現
状
や
課
題

・市内企業の魅力が知られていない
・大学進学で地域とのつながりが希薄に
なる
・転出した若年層を就職等で呼び戻すこ
とが必要
・南砺を「選ぶ」「戻る」という動機づけが必
要
・市内での購買意欲の低さ
・市内での経済循環の向上
・高齢者や中高生の移動手段の確保
・魅力ある商品や店舗の充実
・農林業従事者の減少・高齢化、後継者
不足
・市内観光消費額の向上、広域での観光

【前期５年間の方針】
次代を担う若者が、本市で暮ら
したくなるよう、定住促進や若者
が集える場の確保などにより流
出抑制を図るとともに、本市の
魅力の発信と交流活動の積極
的な展開により、交流人口と関
係人口の増加を目指す。

●若者が住みたくなる魅力ＵＰプロジェクト

●暮らしを楽しめるまち創造プロジェクト

【主な具体的な事業】
・就活・雇用促進事業
・応援市民制度運営事業
・とやま呉西圏域連携事業の推進事業
・移住ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ事業 ・起業家育成支援事業
・【新】移住コーディネート事業 ・定住支援事業
・空き家バンク活用促進事業
・【新】就農マッチングツアー事業

令和２年度当初予算額１．７億円(13事業)

令和２年度当初予算額
３．５億円

若者のＩＪＵターンを増やす

市内での消費額を増やす

市民の所得を増やす

・市内観光消費額の向上、広域での観光
振興
・魅力ある観光コンテンツの充実や開発
・外国人観光客対応の環境整備

【前期５年間の方針】
公共交通の利便性向上や魅力
ある商店・商品づくり、ＩｏＴなど
の活用による生活の利便性向
上など、出かけたくなる、暮らし
やすい快適で便利なまちづくり
を進める。

【前期５年間の方針】
本市が将来においても活力と
魅力を維持し、市民や企業が
安定した収入を得られ、地域が
持続的に発展していくために、
産業の振興や本市の地域資源
の活用、科学技術の積極的な
導入などを図る。

●地域の活力を支える産業育成プロジェクト

【主な具体的な事業】
・【統合】空き家・空き店舗利用促進事業
・南砺ブランド商品開発支援事業
・なんバスで暮らそう事業
・官学・官民連携事業

令和２年度当初予算額０．２億円(５事業)

【主な具体的な事業】
・【新】新規就農研修支援事業
・小規模事業者後継者支援事業
・【新】森林・林業担い手育成事業
・【新】南砺金沢線活用誘客促進事業
・【拡充】伝統的工芸品後継者育成支援事業

令和２年度当初予算額１．６億円(13事業)

1
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④皆で考えともに行動するまち目指すべき
まちの姿

現
状
や
課
題

・南砺の魅力を市民や他地域の人が十分
に認知していない
・南砺の伝統や魅力を知ることができる場
の創出
・魅力ある景観の保全・継承
・市民ニーズに適合したまちづくりへの支
援
・市民と行政のコミュニケーションの場の
充実
・地域活動を推進するための情報・資金・
人材の不足
・地域活動の拠点となる場所・施設の確保
・活動に関する情報の共有や地域間連携

【前期５年間の方針】
本市に住み続けてもらうために、
地域の魅力を知り、学ぶ機会を
創出するとともに、地域住民の
郷土愛の醸成を図る。また、地
域固有の景観や文化を保全・
継承し、我がまちを誇りに思うこ
とができる地域づくりを進める。

●南砺大好き市民を増やそうプロジェクト

●みんなでまちを考える気運創出プロジェクト

【主な具体的な事業】
・ふるさと教育推進事業
・五箇山茅場の造成補助事業
・【新】ＳＤＧｓ推進事業（普及啓発活動の推進）
・【新】なんと自然給食ものがたり事業
・散居村景観保全事業
・【新】松村記念館資料調査・ＤＶＤ作成事業
・【新】棟方志功資料調査事業

令和２年度当初予算額０．２億円(10事業)

令和２年度当初予算額
２．９億円

南砺市に誇りや愛着を感じる人
を増やす

まちづくりに参加する人を増やす

自分の地域は
自分たちで良くする事ができる

と考える人を増やす

【前期５年間の方針】
まちづくりや地域づくりにより関
心をもち、様々なアイデア出る
よう、市民と行政の接点となる
機会を積極的に創出し、まちづ
くり情報の共有と参加者の増加
を図る。

【前期５年間の方針】
「我々のまちは、我々がつくり、
我々が守り育てる」と考える、地
域づくりを担う人材を育成する
ために、小規模多機能自治の
考え方のもと、地域活動への支
援や人材育成支援を積極的に
図る。

●みんなのみんなによるまちづくりプロジェクト

【主な具体的な事業】
・【拡充】なんとポイント制度運営事業
・地域の困りごと解決・副業応援市民プロジェクト
事業
・【新】若者活躍ネットワーク創設事業

令和２年度当初予算額０．１億円(３事業)

【主な具体的な事業】
・【新】なんと未来創造塾開催事業
・【新】地域内資金循環システム構築事業
・【新】事業化促進事業（地域課題解決支援）
・【新】空き家対策連絡協議会推進事業
・【新】地域内移動サービス実証実験事業

令和２年度当初予算額２．６億円(９事業)

1
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【一般会計】               予算額計：40 億 290 万 2 千円

事業名 SDGs 予算額 

・【新】福光庁舎太陽光発電設備設置工事 97,100 千円 

・【新】平市民センタードクターヘリランデブーポイント

舗装工事 
8,764 千円 

・防災行政無線（同報系・移動系）移設工事 17,651 千円 

・【新】統合庁舎前駐車場整備測量設計業務委託 5,126 千円 

・【新】井波墓地合葬墓建立 3,289 千円 

・福光斎場火葬炉補修等工事 20,170 千円 

・【新】新規担い手規模拡大支援事業補助金（新規就農者

３名、ぶどう棚、柿乾燥機、園芸ハウス５棟等） 
19,458 千円 

・【新】集落営農新規設立推進事業補助金（コンバイン、

ハイクリブームスプレイヤー、育苗ハウス、播種機） 
15,000 千円 

・【新】強い農業・担い手づくり総合支援交付金（あんぽ

柿共同加工施設導入） 
244,891 千円 

・高性能林業機械等整備事業補助金（グラップルソー、フ

ォワーダ、グラップ付きトラック 
29,155 千円 

・【新】安居緑地広場ネットフェンス更新工事等 10,830 千円 

・【新】福光会館高圧受電機器更新工事 5,885 千円 

・【新】イオックスヴァルトコテージ修繕及び空調設備更

新工事 
10,070 千円 

・【新】道の駅福光駐車場舗装修繕工事 1,980 千円 

・【新】ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡスキー場高圧引込ケーブル更

新工事 
6,515 千円 

・【新】たいらスキー場ロッジ峰非常用照明更新工事 2,497 千円 

・【新】ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡスキー場圧雪車購入 42,350 千円 

・【新】五箇山荘屋根修繕・エレベーター電磁ブレーキコ

イル更新工事等 
6,745 千円 

令和２年度当初予算における主な建設事業

資料２
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事業名 SDGs 予算額 

・【新】桜ヶ池クアガーデンアトラクションポンプ更新工

事 
4,290 千円 

・相倉・菅沼合掌家屋等建築物修繕工事 25,227 千円 

・【新】菅沼放水銃設備機器更新工事 4.259 千円 

・道路整備 5 箇年計画の推進（市道及び街路） 1,131,950 千円 

・道路施設維持修繕５箇年計画の推進（市道ほか） 596,135 千円 

・消融雪施設整備５箇年計画の推進 100,000 千円 

・県道整備事業（負担金） 14,200 千円 

・【新】（仮称）城端ＳＡスマートＩＣ整備負担金 12,000 千円 

・北陸自動車道人母橋撤去業務委託 198,000 千円 

・除雪機械整備事業 131,044 千円 

・地域ぐるみ除排雪促進事業 19,700 千円 

・準用河川荒田町川他バイパス排水路整備工事 145,000 千円 

・団体営林道整備事業（高草嶺線、尾洞山線） 29,480 千円 

・県単林道整備事業（【新】西大谷線、【新】高清水線他） 19,800 千円 

・治山事業（蔵原地内法面保護工事） 5,800 千円 

・【新】吉江中学校テニスコート移設工事 60,412 千円 

・【新】山見住宅２号棟浴室改修他工事 28,710 千円 

・【新】みなみ団地給水設備等改修工事 18,271 千円 

・スクールバス更新事業（福野小） 31,734 千円 

・福光中部小学校長寿命化改修（第 4 期）工事 576,400 千円 

・福光中部小学校長寿命化改修（第 4 期）工事監理業務委

託 
7,434 千円 

20



・【新】（仮称）井口地域義務教育学校新築工事 139,700 千円 

・【新】（仮称）井口地域義務教育学校新築工事監理業務委

託 
9,372 千円 

・【新】中学校防犯カメラ設置工事（吉江中学校、福光中

学校、城端中学校） 
14,957 千円 

・【新】平若者センター春光荘屋根改修工事 23,364 千円 

・【新】旅川体育館等高圧受電設備修繕工事 5,899 千円 

・【新】福光プールマイクロバス購入 8,649 千円 

・【新】城南スタジアムグラウンド改修、照明修繕、高圧

受電設備修繕工事 
19,606 千円 

・【新】桂湖浮桟橋更新工事 4,539 千円 

・【新】福野児童センター「アルカス」大規模修繕工事 28,919 千円 

・【新】平みどり保育園空調設備更新工事 16,654 千円 

・【新】利賀ささゆり保育園空調設備更新工事 10,120 千円 

・【新】くろば温泉施設内設備更新等工事 4,198 千円 

・【新】ラフォーレ温水ヒーター及び空調設備工事 9,603 千円 

【特別会計・企業会計】            予算額計：6 億 7,819 万 4 千円

事業名 SDGs 予算額 

＜バス事業特別会計＞ 

・バス車輌購入事業（立野脇線・利賀村内線） 
26,768 千円 

＜病院事業会計＞ 

・乳房Ｘ線撮影装置購入事業（南砺市民病院） 
30,800 千円 

＜病院事業会計＞ 

・手術室等空調設備更新事業（公立南砺中央病院） 
34,672 千円 

＜病院事業会計＞ 

・乳房Ｘ線撮影装置・超音波画像診断装置等購入事業 

（公立南砺中央病院） 

86,350 千円 

＜水道事業会計＞ 

・基幹管路耐震化更新事業及び老朽管更新工事 
336,269 千円 

＜下水道事業会計＞ 

・管渠整備工事、公共枡設置工事 
163,335 千円 
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●未来に夢と希望を持てる教育環境の充実（６事業）      予算額計：128,641 千円 

・ＩＣＴ機器整備事業 

（電子黒板機器及び（新）電子黒板用パソコン） 
87,565 千円

・【拡充】学校間をつなぐ遠隔協働学習事業 9,608 千円

・【拡充】山村留学定住事業（新規：長期山村留学事業） 22,457 千円

・【拡充】中学校部活動支援事業 

（指導員 15 人及びスポーツエキスパート 58 人） 
8,656 千円

・副読本作成事業（小学校５年生理科・流れる水の働き） 155 千円

・【拡充】なんと元気っ子教室事業 200 千円

●出産・子育て支援（１７事業）               予算額計：336,845 千円

・出生祝い金事業 25,000 千円

・【拡充】子育て応援制度（ひとり親世帯・低所得者層世帯への

高校生通学定期券や医療費、入学・卒業祝い金の助成） 
8,846 千円

・こども医療費助成事業（対象：乳児～中学３年生、妊産婦） 138,320 千円

・保育料等軽減事業（対象：０歳～２歳児） 71,465 千円

・認可外保育施設に通う子どもにかかる利用料（保育料等） 

支援事業 
1,162 千円

・子育て交流サロン事業 1,571 千円

・子育て・親育ち応援事業 115 千円

・母子家庭等就業自立支援事業（高等職業訓練支援） 1,730 千円

・なんと！やさしい子育て応援企業認定制度事業 618 千円

・【新】子どもの居場所づくり促進事業 

(多世代交流事業運営支援) 
250 千円

令和２年度当初予算におけるソフト事業 

（第２次南砺市総合計画（案）の施策体系別に分類） 

１．未来に希望がもてるまち 

【教育、成長、学び、子育て、結婚】 

資料３
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・【拡充】とやまっ子さんさん広場推進事業 6,050 千円

・放課後児童クラブ事業 44,934 千円

・小児医療推進事業 11,500 千円

・妊娠・出産包括支援事業（南砺市型「ネウボラ」推進事業） 20,496 千円

・放課後こども教室事業 2,623 千円

・土曜学習推進事業 1,899 千円

・【新】働き方改革推進事業（ワークショップやシンポジウムの

開催） 
266 千円

 ●結婚・出会いの場の創出（３事業）             予算額計：10,430 千円 

・あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト（AIP48）事業 9,115 千円

・婚活応援団なんとおせっ会プロジェクト事業  640 千円

・【新】結婚等意識調査事業 675 千円

●心身ともに健康で暮らしやすい社会（８事業）        予算額計：10,495 千円 

・介護予防・日常生活支援活動拠点施設改修及び備品等整備 

事業 
1,000 千円

・介護人材雇用型訓練委託事業（対象：介護職員初任者研修 

修了者） 
1,600 千円

・【新】訪問型サービスＢ事業（対象：軽度要介護者） 524 千円

・【新】フレイル予防事業（フレイルトレーナー養成） 935 千円

・「あなたのからだをナビゲート」事業 122 千円

・【新】学生健診事業（学齢期の肥満対策） 3,216 千円

・若年層胃疾患リスク健診事業（対象：19 歳～39 歳） 1,461 千円

・新４０歳人間ドック受診促進事業 1,637 千円

２．多様な幸せを実感できるまち 

【地域包括ケア、地域活動、多様性の容認、ジェンダーギャップの解消】 
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●多様性を認める社会の構築（２事業）            予算額計：5,687 千円 

・【拡充】外国人児童生徒支援事業（中国語 5 人、ポルトガル語

1 人） 
4,187 千円

・観光客受入環境整備事業 1,500 千円

●若者が住みたくなる魅力づくり（１３事業）         予算額計：167,683 千円 

・就活･雇用促進事業（求人活動支援） 4,865 千円

・起業家育成支援事業 16,228 千円

・とやま呉西圏域連携事業の推進事業 32,156 千円

・応援市民制度運営事業 570 千円

・官学、官民連携事業（大学生等による地域課題解決に対する

活動支援（大学への共同研究業務委託料）） 
500 千円

・多世代同居推進住宅改修等助成事業 15,000 千円

・地域おこし協力隊事業 46,822 千円

・移住コンシェルジュ事業 2,690 千円

・定住支援事業（転入及び持ち家奨励金） 30,000 千円

・【新】移住コーディネート事業（地域おこし協力隊サポート、

移住体験ツアーの実施、体験ハウスの管理） 
10,752 千円

・空き家バンク活用促進事業 7,250 千円

・【新】就農マッチングツアー事業（農業法人等への紹介） 100 千円

・「みんなで農作業の日」推進事業 750 千円

●誰もが暮らしを楽しめる生活環境の充実（５事業）      予算額計：23,964 千円 

・【統合】空き家・空き店舗利用促進事業 9,108 千円

・クリエイティブ産業振興・発信事業 

 （さくラボ事業推進及びクリエイタープラザ利用促進） 
2,615 千円

・南砺ブランド商品開発支援事業 6,585 千円

３．心豊かな暮らしができるまち 

【ライフスタイル、交通、しごと、働き方、移住・定住】 
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・なんバスで暮らそう事業 

（なんバスシルバーパス事業、とやまロケーションシステム）
3,656 千円

・官学、官民連携事業（地域公共交通網形成計画推進に係る 

富山大学学術指導料） 
2,000 千円

●地域の活力を支える産業の発展（１２事業）         予算額計：102,048 千円 

・企業立地奨励事業 74,719 千円

・小規模事業者後継者支援事業 5,000 千円

・【拡充】伝統的工芸品後継者育成支援事業 1,700 千円

・新規就農研修支援事業 1,500 千円

・【新】森林・林業担い手育成事業（担い手育成講座の開催） 1,000 千円

・とやま帰農塾推進補助事業（井波塾、五箇山塾） 300 千円

・観光誘客推進に向けた広域連携事業 2,603 千円

・なんと！幸せのおすそわけキャンペーン事業 6,000 千円

・コンベンション支援等事業 1,500 千円

・【新】南砺金沢線活用誘客促進事業 

（路線の一部を観光ルート化） 
2,726 千円

・ツーリズムＥＸＰＯ及びトラベル＆ＭＩＣＥマート事業 4,000 千円

・観光商品等開発支援事業 1,000 千円

●南砺の暮らしへの誇り・愛着の醸成（１０事業）       予算額計：25,591 千円 

・ふるさと教育推進事業 2,200 千円

・【新】ＳＤＧｓ推進事業（普及啓発活動の推進） 1,639 千円

・五箇山茅場の造成補助事業 1,732 千円

・「南砺市文化芸術アーカイブズホームページ」推進事業 308 千円

４．皆で考えともに行動するまち 

【まちづくり、情報公開・発信、誇り】 
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・文化と教育の先端自治体連合事業（全国５自治体） 1,300 千円

・地場産農作物消費向上事業（小・中学校、保育園の給食で 

利用） 
1,475 千円

・【新】なんと自然給食ものがたり事業（オーガニック） 1,325 千円

・散居村景観保全事業 9,050 千円

・【新】松村記念館資料調査・ＤＶＤ作成事業 3,305 千円

・【新】棟方志功資料調査事業 3,257 千円

●みんなが参加したくなるまちづくり（３事業）        予算額計：6,438 千円 

・【拡充】なんとポイント制度運営事業 456 千円

・地域の困りごと解決事業・副業応援市民プロジェクト事業 5,709 千円

・【新】若者活躍ネットワーク創設事業 273 千円

●市民がまちをつくる実感の醸成（９事業）          予算額計：258,927 千円 

・住民自治推進交付金（地域づくり費＋推進人件費）事業 249,733 千円

・【新】地域内資金循環システム構築事業 947 千円

・住民自治組織強化事業（セミナーの開催） 721 千円

・【新】なんと未来創造塾開催事業（地域ビジネス人材育成） 726 千円

・【新】事業化促進事業（地域課題解決支援） 750 千円

・地域空き家対策推進員設置事業（空き家情報の把握、 

マッチングの実施） 
875 千円

・【新】空き家対策連絡協議会推進事業 575 千円

・【新】地域内移動サービス実証実験事業（地域で自主的に 

取り組む地域内移動サービス） 
1,600 千円

・景観づくり住民協定等推進事業（２自治会） 3,000 千円

                  全８８事業 予算額合計：1,076,749 千円
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担当課 款名 細目名 新規 事業名等 事業概要
予算額

（単位：千円）

総務課 総務費 災害対策費 ○
福光庁舎太陽光発電設備設置工
事

福光庁舎の屋上に太陽光パネルや
蓄電池を導入整備するもの（非常
時の電源確保も兼ねたもの）

97,100

総務課 総務費 災害対策費 防災行政無線等移設工事
防災行政無線（同報系・移動系）
や消防受令機等について、福光庁
舎への移設を実施するもの

24,366

総務課 総務費 災害対策費 ○
国土強靱化計画策定支援業務委
託料

令和３年度以降の国の補助金、交
付金の交付要件を満たすため、国
土強靱化地域計画の策定をするも
の

4,950

総務課 総務費
富山県知事選挙
費

○
富山県知事選挙(任期満了
R2.11.8)

富山県知事選挙執行経費 34,395

総務課 総務費 市長選挙費 ○ 市長選挙(任期満了R2.11.27) 南砺市長選挙執行経費 10,027

総務課 総務費
市議会議員選挙
費

○ 市議会選挙(任期満了R2.11.27) 南砺市議会議員選挙執行経費 62,985

総務課 消防費 消防団施設費 ○
消防ポンプ車（ＣＤ－１型）
吉江分団更新（１台分）（緊防
債）

消防ポンプ車の更新を行うもの 19,470

総務課 消防費 消防施設管理費 ○ 大鋸屋分団理休車庫建築工事 9,059

総務課 消防費 消防施設管理費 ○ ふれあい会館解体工事 4,050

地方創生推進課 総務費 企画費 応援市民制度運営費
応援市民制度を推進するための運
営費（会員管理用システム使用料
他）

571

地方創生推進課 総務費 企画費 南砺ポイント制度運営費
南砺ポイント制度を運営するため
の運営費（制度導入業務委託他） 456

地方創生推進課 総務費 企画費
県立南砺福光高校跡地利用調査
検討事業支援業務委託

南砺福光高校の跡地利用策につい
て、外部委員会と連携し、検討を 1,004

大鋸屋分団理休車庫は、老朽化が
著しく、地震災害時には危険建築
物ともなるため、早急に施設の新
築整備が必要であることから、ふ
れあい会館解体をして整備を進め
るもの

令和２年度当初予算 新規及び主要事業一覧表

地方創生推進課 総務費 企画費
検討事業支援業務委託

て、外部委員会と連携し、検討を
進めるもの

1,004

地方創生推進課 総務費 公共交通費 ○ 地域内移動サービス実証実験
地元住民により取り組まれる交通
移動サービスに対し支援するもの 1,600

地方創生推進課 バス事業特別会計
市営バス運行管
理費

なんバスシルバーパス事業

７０歳以上の方に、なんバス及び
民間バス路線の市内区間が１年間
乗り放題となるパスを販売するも
の

3,200

地方創生推進課 バス事業特別会計
市営バス車両管
理費

○
マイクロバス2台購入（立野脇
線、利賀村内線）

市内２路線のバスを購入 26,768

情報政策課 総務費 広報活動費 ○ 市勢要覧写真編発行業務
市勢要覧・写真編について、全面
改訂版として新規発行するもの 1,848

情報政策課 総務費 国勢調査費 ○ 国勢調査費 国勢調査実施経費 22,193

財政課 総務費 財産管理費 ○
統合庁舎前駐車場整備測量設計
業務委託

統合庁舎前の駐車場の再整備実施
のため測量設計業務委託を行うも
の

5,126

財政課 総務費 財産管理費 ○ 授乳室「mamaro」導入業務
統合庁舎に授乳室が無いため、個
室稼動型の授乳室「mamaro」を導
入するもの

832

財政課 総務費 総務施設管理費 ○ 丸山荘空調改修設計業務委託
丸山荘の空調改修設計業務委託を
行うもの 3,080

財政課 総務費 総務施設管理費 ○ 井波親水公園解体設計業務委託
井波親水公園の解体設計業務委託
を行うもの 423

財政課 総務費 総務施設管理費 ○
スノーバレーセンターハウス解
体工事

スノーバレーセンターハウスの解
体工事を行うもの 118,619

財政課 総務費 総務施設管理費 ○
旧吉江保育園解体工事・耐震工
事

旧吉江保育園の一部解体工事及び
耐震工事を行うもの 40,249

行革・施設管理課 総務費 行政改革推進費 公共施設再編計画見直し事業
公共施設再編計画見直に係るワー
クショップの開催や、策定支援業
務を委託するもの

4,971

市民生活課 総務費 防犯対策費 〇
住宅街等防犯設備整備事業補助
金

地域の危険個所等を把握している
地元に対して防犯カメラ設置の補
助を実施するもの

3,600
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担当課 款名 細目名 新規 事業名等 事業概要
予算額

（単位：千円）

エコビレッジ推進課 総務費
エコビレッジ推
進費

〇 SDGｓ推進事業

エコビレッジ構想とＳＤＧｓとの
相乗効果による持続可能な地域の
創出を目的とした、地域、企業、
団体等への巡回セミナーや推進連
携協定締結団体等への業務委託に
よる「総寄合」を実施し、普及啓
発活動を実施していくもの

1,639

エコビレッジ推進課 総務費
エコビレッジ推
進費

〇
地域内資金循環システム構築業
務委託

エコビレッジ構想に掲げる地域内
循環における木質資源循環の次の
ステップとして取組む資金（おカ
ネ）の循環システムを目指すもの

948

南砺で暮らしません課 総務費
女性・若者活躍
推進費

〇 働き方改革推進事業業務委託

働き方改革の推進についてのワー
クショップや働き方改革シンポジ
ウムを開催し、育児への家族協力
や働き方改革の意識づけに繋げる
もの

265

南砺で暮らしません課 総務費
女性・若者活躍
推進費

〇
若者活躍ネットワーク創設事業
業務委託

若い世代の地域参画の推進を図る
ため、各地区の若者参画の状況調
査や先進事例の研究を行い、同世
代の若者が集うコミュニティーの
あり方について検討するもの

273

南砺で暮らしません課 総務費 結婚活動支援費 〇 結婚等意識調査費

結婚等についての市内若者の意識
の実態把握と地域意識の啓発のた
めに調査を実施し、各地域づくり
協議会単位の婚活支援施策や少子
化対策に役立てるもの

675

南砺で暮らしません課 総務費 住民自治推進費 〇
なんと未来創造塾開催事業業務
委託

様々な地域課題を解決するため
に、地域ビジネスを担う人材の育
成を行うとともに、若者が希望す
る業種に取り組む事が出来る環境
づくりを行うもの

726

南砺で暮らしません課 総務費 住民自治推進費 ○ 事業化促進事業補助金
人口減少による地域課題を解決す
るための取り組みを行う団体に対
し、事業費の一部を支援するもの

750

南砺で暮らしません課 総務費 住民自治推進費 住民自治推進交付金
小規模多機能自治の手法を用いた
住民自治推進のための交付金を交
付するもの

248,493

南砺で暮らしません課 総務費 定住推進費 〇 移住コーディネート事業

移住希望者等への対応窓口を一元
化し、なんと未来支援センター委
託業務として、きめ細やかな相談 10,752託業務として、きめ細やかな相談
体制を構築するもの

南砺で暮らしません課 総務費 定住推進費
多世代同居推進住宅改修等助成
事業

これまでの三世代から多世代に緩
和し、また同一敷地内から同一集
落内での住宅改修等に助成をする
もの

15,000

南砺で暮らしません課 総務費 定住推進費 定住奨励金
転入及び持ち家を奨励し、移住・
定住に繋げるもの 30,000

南砺で暮らしません課 総務費 空き家対策費 〇 空き家対策連絡協議会

空き家にかかるさまざまな問題に
ついて包括的に対応していくた
め、不動産、建築、司法書士など
の各種専門家や、地域の空き家対
策推進員などで構成する組織を設
置するもの

575

農林課 農林水産業費
担い手育成対策
費

新規就農研修支援事業補助金
独立就農を希望する人に市内の先
進農業者で研修できる制度 1,500

農林課 農林水産業費
特産物振興対策
費

○
強い農業・担い手づくり総合支
援交付金（あんぽ柿共同加工施
設導入）

あんぽ柿共同加工施設を整備する
ことにより、輸出の拡大に向けた
高規格商品の増加及び売上額の増
加を図り、生産者の所得向上に繋
げるもの

244,891

農林課 農林水産業費 食育推進費 ○
なんと自然給食ものがたり事業
（オーガニックを含む地場産食
材の活用）

小中学校及び保育園の給食におい
て、オーガニックを含む地場産食
材活用を推進するもの

1,325

農林課 農林水産業費 林業振興対策費 ○
森林・林業担い手育成業務委託
（森林環境譲与税）

新たな森林・林業の担い手を育成
するため、森林施業や森林調査、
森林利用等の講座開催を（一社）
TOGA森の大学校へ委託するもの

1,000

農林課 農林水産業費 森林育成対策費 ○
森林経営管理事業（森林環境譲
与税）

所有者への森林経営管理意向調査
及び間伐等森林整備実施、森林所
有者情報等査・資料整備を行うも
の

20,979

農林課 農林水産業費 有害鳥獣対策費 ○ 恒久柵等設置事業補助金

電気柵によるイノシシの侵入防止
対策の補完と管理の省力化を目的
として新たに溶接金網等を用いた
恒久柵等の設置に対し助成を行う
もの

2,000
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担当課 款名 細目名 新規 事業名等 事業概要
予算額

（単位：千円）

商工課 商工費
地域産業振興事
業費

○
「自分の未来をえがく出前授
業」業務委託

中学生に対し色々な大人の考え
方、クリエイタープラザや多様な
企業に触れてもらうことによっ
て、将来進学等で地元を離れても
南砺でも活躍できる場所があるこ
とを伝えていくもの

440

商工課 商工費
伝統的工芸産業
振興費

○
南砺の未来を担う伝統的工芸品
若手職人応援補助金

伝統的工芸品産業の後継者確保と
定住に向けた新制度を創設するも
の

1,200

商工課 商工費 商工振興費 空き家・空き店舗利用促進事業
空き家・空き店舗を活用して事業
に利用する事業者に対し改修費用
の一部を助成するもの

9,108

企業誘致推進室 商工費
勤労者労務対策
費

就活・雇用促進事業
（なんと企業訪問バスツアー
分）

　ＵＩターン就活支援のため、就
活学生や父兄などへの情報発信
（なんと企業訪問バスツアー）を
行うことで市内就業者数の増加に
繋げるもの

435

交流観光まちづくり課 商工費 観光推進費 ○
南砺金沢線活用誘客促進事業
（南砺金沢線ルート変更）業務
委託

南砺金沢線の一部を城端駅経由に
ルート変更することにより、金沢
から五箇山へ移動する際の利便性
を向上させ、金沢からの誘客の増
加を図るもの

2,726

交流観光まちづくり課 商工費 観光施設管理費
五箇山合掌の里コテージ断熱改
修設計業務委託（２棟）

R1年度実施のコテージ1棟（荒井
家）の断熱化工事に続き、残り2
棟のコテージ断熱改修工事を行う
ため、設計業務を委託するもの

2,217

文化・世界遺産課 教育費 文化財保護費 ○ 善徳寺史料調査補助金

善徳寺所有の膨大な古文書を解読
して、資料の歴史的価値を明らか
にし、善徳寺の文化財価値を高め
るとともに、劣化している古文書
をアーカイブ化保存して次世代に
継承するもの

6,000

文化・世界遺産課 教育費 世界遺産関係費 ○ 菅沼放水銃設備機器更新工事

世界遺産の防火対策に万全を期す
るため、放水銃設備の劣化が進行
している機器について更新工事を
行うもの

4,259

文化・世界遺産課 教育費 世界遺産関係費 ○ 国史跡指定５０周年記念事業

相倉及び菅沼集落が国史跡指定５
０周年（世界遺産登録２５周年）
を迎えることから、節目の記念事
業を実施し、世界遺産及び文化財

273
業を実施し、世界遺産及び文化財
保護の普及啓発を図るもの

福光美術館 教育費
美術館自主事業
費

○ 棟方志功資料調査

令和４年度（棟方志功生誕１２０
年）までに寄贈を受ける未整理の
棟方志功関係資料について、調
査、整理及びデータ化を実施する
もの

3,257

建設課 農林水産業費 土地改良事務費 ○ ため池耐震性点検業務委託
地震時の安全性確保ため、ため池
耐震性点検を行い県へ報告を行う
もの

14,600

建設課 農林水産業費 土地改良事務費 ○
ため池ハザードマップ作成業務
委託

Ｒ２年に新防災重点ため池に選定
された箇所を含め、２７箇所のた
め池ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを作成し、地域の
防災意識の向上を図るもの

6,700

建設課 農林水産業費 県単土地改良費 ○ 高瀬排水路改修工事
１級河川大門川の占用区間におい
て、破損した農業用施設を早急に
復旧するもの

17,442

建設課 農林水産業費 県単土地改良費 ○ 散居景観保全事業補助金 屋敷林枝打等の事業費補助 9,050

建設課 土木費
道路橋梁施設整
備費

○ 人母橋撤去事業
北陸自動車道を跨道する市道人母
２号線人母橋の撤去を行うもの
（中日本高速道路㈱の受託工事）

198,000

建設課 土木費
道路新設改良費
（補助）

○
（仮称）城端ＳＡスマートＩＣ
建設事業

桜ヶ池周辺の観光施設の利便性向
上による誘客、広域連携による交
流人口の増加や地域活性化のた
め、北陸自動車道の城端ＳＡにス
マートＩＣを設置するもの

10,000

建設課 土木費
道路新設改良費
（単独）

○ 荒木墓地造成工事
　国道３０４号関連事業として、
荒木墓地造成工事（県補償対象）
等を行うもの

80,000

建設課 土木費 除雪機械整備費 除雪機械更新　4台

市道除雪に必要な除雪機械を計画
的に配備、更新するもの
除雪ﾄﾞｰｻﾞ［井波・福野・城端］
14ｔ級　各1台、ロータリー除雪
車［福光］　1台

131,000
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担当課 款名 細目名 新規 事業名等 事業概要
予算額

（単位：千円）

建設課 土木費
消融雪装置管理
費

○
井波地区消雪監視システム更新
工事

井波庁舎に設置されている井波地
区消雪遠方監視システムを庁舎統
合に伴い、福光庁舎に移設・改修
を行い、WEB化対応し、水位監
視、取水ゲート遠隔操作できるよ
うにするもの

2,970

建設課 土木費 河川管理費
荒田町川・合掌川・大鋸屋川バ
イパス水路整備工事

市街地の浸水対策として、平成２
７年度から計画的に準用河川バイ
パス排水路等の整備を行うもの

145,000

建設課 災害復旧費
農業用施設等災
害復旧費（単
独）

○
南原地内残土処分事業　測量設
計業務

南原地内にあるＨ２０年災害の崩
土仮置場の土砂処分に必要な残土
処分予定地の測量設計業務を行う
もの

3,311

都市計画課 土木費 駐車場管理費 ○ 福野駅前駐輪場借地買収事業
福野駅前駐車・駐輪場内で借地し
ている土地を買収するもの 7,287

都市計画課 土木費 都市計画街路費 福光駅自由通路整備委託事業
福光駅自由通路整備に係る事業を
実施するもの 25,000

都市計画課 土木費 公園整備費 ○
吉江中学校テニスコート移設工
事

都市計画道路開発に伴う、吉江中
学校テニスコートの移設工事 60,412

教育総務課 教育費 事務局運営費 ○
長期山村留学事業開設準備業務
委託

令和３年度からの長期山村留学の
受け入れに向けて準備を開始する
もの

15,471

教育総務課 教育費
小学校教育振興
費

小中学校ICT機器（電子黒板、投
影機、専用パソコン）購入

小中学校において計画的に電子黒
板等一式を整備するもの 48,008

教育総務課 教育費
スクールバス運
行費

○ 福野小学校スクールバス購入
平成16年に購入した75人乗りス
クールバスが老朽化したため、更
新計画により購入するもの

31,734

教育総務課 教育費
小学校施設管理
費

福光中部小学校長寿化命改修
（第４期）工事

計画的に実施している福光中部小
学校長寿命化改修工事の第４期工
事を実施するもの

583,834

教育総務課 教育費
小学校施設管理
費

○
（仮称）井口地域義務教育学校
新築工事

南砺市の特色ある学校として、９
年間の義務教育学校を設置し校区
外の児童生徒の転入を認める特認
校制度を採用し、未来に向い切磋
琢磨していく児童生徒の育成を目
指すもの

149,578

防犯カメラが未設置の学校（吉江

教育総務課 教育費
中学校施設整備
費

○
中学校防犯カメラ設置工事（吉
江、福光、城端）

防犯カメラが未設置の学校（吉江
中、福光中、城端中）に防犯カメ
ラを設置し、生徒たちが安心して
学校生活を送れるようにするもの

14,957

教育総務課 教育費
中学校教育振興
費

中学校部活動支援事業

専門的な知識・技能を有する指導
員を配置することで、部活動の質
的な向上を図るほか、教職員の負
担軽減を図るもの（１３人⇒１５
人）

5,068

生涯学習スポーツ課 教育費
その他社会教育
施設維持費

○
松村記念会館資料調査・DVD制作
事業

令和３年８月に政治家松村謙三氏
の没後５０年を迎えるに当たり、
資料調査を行いデータベース化に
取組むと同時に、DＶＤを制作
し、小中高校の教材、生涯学習講
座のメニューに活用するもの

3,305

生涯学習スポーツ課 教育費
社会教育施設管
理費

○ 春光荘屋根改修工事
既設の瓦屋根が傷んでおり、雨漏り
の原因となっているため、鋼鈑屋根
へ改修するもの

23,826

生涯学習スポーツ課 教育費
生涯スポーツ推
進費

○ 東京2020聖火リレー事業

聖火リレー南砺市ミニセレブレー
ション（出発式）会場の設営・撤
去委託と、富山県内における聖火
リレーの実施にかかる負担金を支
払うもの

1,892

生涯学習スポーツ課 教育費
グラウンド管理
費

○
城南スタジアムグラウンド改修
工事

グラウンドの排水不良と内外野の
段差解消のため改修工事を行うも
の

15,004

こども課 民生費 児童育成費 出生祝い金制度
少子化対策及び子育て支援対策と
して、第１子から第５子までの出
産に対し支援するもの

25,000

こども課 民生費 児童育成費 ○ 子育て応援事業

経済的な支援が必要な状況にある
家庭を対象に、小学校、中学校へ
の入学・卒業祝い金や高校に通学
させるための通学定期券購入費の
補助を行うもの

8,846
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担当課 款名 細目名 新規 事業名等 事業概要
予算額

（単位：千円）

こども課 民生費 児童育成費 ○ 子どもの権利条例づくり事業

子どもが自分の持っている力を伸
ばし、心豊かな人間として成長
し、未来を切り拓きたくましく生
きる力を備えられるよう、家庭や
地域、社会全体で取り組む必要が
あることから、市民協働で実現す
るための条例づくりに取り組むも
の

1,425

こども課 民生費
児童福祉施設管
理費

○
福野児童センター「アルカス」
大規模修繕事業(管理業務委託含
む）

平成7年度建築から20年以上経過
し、老朽化も著しく、児童の安全
安心な活動場所の確保のため大規
模改修工事を行うもの

29,848

こども課 民生費
児童福祉施設管
理費

○
平みどり保育園空調更新工事
（管理業務委託含む）

平成１７年５月に導入して１４年
が経過し老朽化しており、部品も
生産中止となったことから修繕す
ることが不可能なため、更新工事
を行うもの

17,583

こども課 民生費
児童福祉施設管
理費

○
利賀ささゆり保育園空調更新工
事（管理業務委託含む）

平成１６年１１月に導入して１５
年が経過し老朽化しており、部品
も生産中止となったことから、修
繕することが不可能なため、更新
工事を行うもの

10,795

地域包括ケア課 民生費
高齢者福祉推進
費（単独）

介護人材雇用型訓練委託事業
介護職員初任者研修修了者を対象
とした雇用型訓練を介護関連事業
所へ委託するもの

1,600

地域包括ケア課 民生費
高齢者福祉推進
費（単独）

○ 高齢者保健福祉計画策定事業
老人福祉法に基づき、3年毎に作
成するもの（第８期：令和３年度
～５年度）

9,191

地域包括ケア課 民生費
高齢者福祉推進
費（単独）

介護予防・日常生活支援活動拠
点施設改修及び備品等整備事業
補助

訪問型・通所型サービスB事業を
新規に地域住民主体で取り組む団
体に対し助成を行うもの

1,000

地域包括ケア課 民生費 介護予防事業費 〇
フレイル予防事業（東大高齢社
会福祉総合研究機構との連携事
業）

東京大学高齢社会福祉総合研究機
構との連携により、南砺市民病院
の専門職をフレイルトレーナーと
して養成するもの

834

地域包括ケア課 民生費 介護予防事業費 ○ 訪問型サービスＢ事業
軽度要介護者への生活支援事業
を、住民主体で行うものに対し助 524地域包括ケア課 民生費 介護予防事業費 ○ 訪問型サービスＢ事業 を、住民主体で行うものに対し助
成するもの

524

地域包括ケア課 民生費
包括的支援事業
費

〇
（仮称）地域包括支援センター
サテライト開設

市民の方の利便性を考慮し、市民
の方からの相談を受け付け、集約
した上で地域包括支援センターに
つなぐための窓口機能を持つ場を
設置するもの

1,954

福祉課 民生費
地域生活支援事
業費

〇
基幹相談支援センター事業業務
委託

地域生活拠点等の整備を砺波福祉
圏域（砺波市・小矢部市・南砺
市）で実施するにあたり、相談支
援等業務の中核的な役割を担うた
めに３市にて共同設置するもの

8,814

健康課 衛生費 疾病予防対策費 〇 学生健診業務委託

学齢期の肥満対策・予防として
小・中学生及び高校生の学齢期の
生徒に対し血液検査を含む検査を
行い、適切な保健指導につなげる
もの

3,216
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（単位：千円）

1
とやま呉西圏域
都市圏ビジョン
推進事業

地方創生
推進課

　圏域の中長期的な将来像や連携協約に基づく
具体的取組等を定める都市圏ビジョンの推進を
図る。
〔主な事業〕
・とやま呉西圏域都市圏ビジョンの策定・推進
・圏域の産学金官民の関係機関・団体等で構成
するビジョン懇談会の実施

― 3,115 361

2
とやま呉西圏域
共創ビジネス研
究所運営事業

地方創生
推進課

　地域課題を地元中小企業のビジネスにつなげ
ることで、民間活力による住民サービスの向上
と地元中小企業の活性化を図ることを目的に、
主に富山大学「高度差4000」と連携したゼミ形
式の講座を運営する。

― 2,046 237

3
起業・創業支援
事業

商工課

　起業・創業サポート体制を構築する。
・育成支援セミナーや実践塾等の実施
・インキュベーション施設のあり方について研
究

― 858 99

総務課 22

商工課 851

5
ものづくり開発
人材育成事業

企業誘致
推進室

　圏域内にある高度専門的な研究機関と企業に
よる共同研究・開発の促進を図り、ものづくり
開発人材の育成強化につなげる。 共同研究・開発の

促進
1,087 126

連携事業名
（ビジョン記載事業）

担当課名 事業概要 個別事業名
令和２年度
全体事業費

令和２年度
南砺市
予算額

6,8264
異業種交流促進
事業

　圏域内の企業交流や域外企業との新たなビジ
ネスマッチングの実現に向けた機会創出を推進
する。
〔主な事業〕
・展示会への共同出展、企業への出展補助

メッセナゴヤ出展
事業

■とやま呉西圏域都市圏ビジョン 令和２年度実施事業一覧（南砺市負担分）

6
伝統産業連携Ｐ
Ｒ事業

商工課

　圏域内における伝統産業を一体でＰＲする。
〔主な事業〕
・新高岡駅を起点とする伝統的工芸品等の産地
をめぐる体験ツアーの企画
・各市の伝統産業を扱う施設等で圏域内の伝統
産業製品の展示・販売、ＰＲの実施

― 1,167 240

(1)マッチング事
業

1,387 161

(2)地産地消事業 2,552 385

8
呉西観光誘客推
進事業

交流観光
まちづく
り課

　圏域の多彩な観光資源（自然・文化・産業遺
産等）の連携によるマーケティング・ブラン
ディングにより、圏域の観光エリアのＰＲ強
化・充実に努め、観光誘客を図る。（世界遺産
バスを含む。）

― 34,000 4,600

交流観光
まちづく
り課 ―

908

地方創生
推進課

17,920

128,254

7
呉西圏域ブラン
ド育成事業

農林課

　圏域の農林水産業の振興に向け、生産者と企
業等が連携を図り、呉西圏域ブランドの育成に
つなげるとともに、圏域内の消費の定着化を図
る。

10
広域的公共交通
ネットワーク強
化事業

　城端線・氷見線沿線地域公共交通網形成計画
等に基づく各種施策、鉄軌道の連携強化を骨格
とした各種公共交通ネットワークの活性化を図
る。
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11

大学が取り組む
広域的な課題解
決に向けた連携
の推進

地方創生
推進課

　６市間における広域的または共通課題の解決
に向けた調査研究及び各大学が取り組む学生が
主体となった地域課題解決に向けた研究や富山
県内７高等教育機関が連携し実施しているＣＯ
Ｃ＋の目標実現に向けた取組みのうち、複数の
自治体にまたがる事案について、共同して対応
する。

― 2,678 310

12
高機能素材研究
活動支援事業

商工課

　圏域の産学官が連携し、圏域の強みを伸ばす
高機能素材の研究開発の促進に向けた一体的な
取り組みを展開する。
〔主な事業〕
・地域産業のイノベーションに必要となる高機
能素材の研究・開発に伴う活動支援
・高機能素材分野における専門性と技術力の発
信による高度な企業集積の促進
・新技術・新素材の開発拠点として、富山大学
が設置を目指す国際連携先端材料研究センター
の誘致推進

― 1,000 116

14
人間ドック・特
定健診推進事業

市民生活
課

　人間ドック及び特定健康診査の啓発活動や事
業改善に向けた調査・研究を行う。
[主な事業]
・人間ドック及び特定健康診査の啓発活動（ポ
スター、チラシの作成）
・人間ドック圏域間相互受診の研究（アンケー
ト調査等）

― 294 4

16
成年後見セン
ター設置事業

地域包括
ケア課

　高岡市社会福祉協議会内に設置した相談から
後見まで一貫した支援ができる成年後見支援セ
ンターにおいて、今後も成年後見に係る各種業
務の共同利用を図る。

－ 7,944 877

・圏域住民が６市の「こども医療費助成制度」
を利用して圏域内の医療機関を受診する場合に
おける助成方法を、現物支給に統一する。

(1)こども医療費
助成事業 1,945 1,132

令和２年度
南砺市
予算額

連携事業名
（ビジョン記載事業）

担当課名 事業概要 個別事業名
令和２年度
全体事業費

・研修会や派遣を通じ、児童発達支援に係る人
材育成を図るとともに、施設運営のあり方や供
給量について検討する。 (2)児童発達支援

人材育成事業 570 68

18
スポーツ大会・
合宿等誘致促進
事業

生涯学習
スポーツ
課

　スポーツの振興を通じて地域の活性化を図る
ため、全国・国際規模のスポーツ大会等を誘致
し、スポーツ施設や宿泊施設の相互の活用など
を推進する。 ― 1,100 183

19
呉西圏域ポイン
トサービス事業

健康課

　６市共通テーマとなる各市の事業に参画する
市民にポイントを付与し、一定のポイント数に
応じ、行政サービスや施設利用等に使用できる
金券や特産品等と交換できるサービスを検討す
る。
[主な事業]
・６市共通の健康ポータルサイトを利用した健
康意識向上への取組と健康づくり情報の提供
・健康づくりに関する個人の取組や事業への参
加に対するインセンティブの付与

― 1,084 129

(1)「とやま呉西
圏域6市ビジネス
交流交歓会（仮
称）開催事業

8,142 1,357

(2)企業立地動向
調査事業 1,931 224

17
こども福祉支援
相互連携事業

こども課

20
企業誘致の一体
的推進

企業誘致
推進室

　圏域における企業誘致を促進するため、立地
環境のＰＲ活動や企業ニーズ把握のための調
査、域内外の企業間のマッチング等に一体的に
取り組む。
〔主な事業〕
・圏域企業と３大都市圏企業のマッチングを図
るビジネス交流交歓会の実施
・企業の立地動向やニーズ把握のためのアン
ケート実施、企業ニーズに対応した立地環境の
PR
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21
就業マッチング
支援事業

企業誘致
推進室

・圏域による合同就職説明会等の実施
・Ｕターン・Ｉターン就職支援による圏域定着
の促進
・圏域内企業に対する総合的な求人サポート
（首都圏の就職説明会への出展支援や魅力発信
セミナーの開催等）

就業マッチング支
援事業【連携事
業】

5,719 663

22
歴史的建造物の
保全・活用事業

南砺で暮
らしませ
ん課

　住居、宿泊施設、レストラン、カフェなどと
して、歴史的・文化的・景観的に価値のある建
築物の保全・活用を図る。
〔主な事業〕
・各市の活用事例を用いた見学会や勉強会の実
施、事例集の作成によるノウハウの共有化
・保存・用途変更に係る法制面、技術面の課題
整理
・県の「移住促進のための空き家改修支援事
業」の活用推進と、より有効な事業の調査・検
討

― 409 68

23
広域防災連携事
業

総務課

・圏域内で連携し、地域の防災リーダーとなる
防災士などを育成し、地域防災力の要となる自
主防災組織の活動の支援・活性化と防災力の強
化を図る。

防災士育成 775 90

25
庄川左岸地区洪
水対策連携事業

建設課

　砺波平野「庄川左岸地区」の農地防災事業に
よる放水路・排水路・洪水調整池の整備（国営
事業：Ｈ30年度完了、県営事業：令和6年度完
了予定）に伴い、関係市と土地改良区が連携
し、雨天時の洪水対策の一元化を図る

― 17,934 364

(1)とやま環境
フェア 152 18

(2)環境保全・啓
発セミナー 456 53

連携事業名
（ビジョン記載事業）

担当課名 事業概要 個別事業名
令和２年度
全体事業費

令和２年度
南砺市
予算額

26
環境と共生する
社会経済形成事
業

エコビ
レッジ推
進課

　圏域の山から海に至る環境保全活動（啓発・
学習活動、体験活動、成果還元活動等）を推進
する。

発セミナー 456 53

27
生活関連機能相
互連携事業

エコビ
レッジ推
進課

　圏域各市の生活関連機能・サービスに係る相
互連携の推進を図る。

一般廃棄物処理連
携（施設の相互応
援体制の構築）

539 63

（仮称）移住サ
ポートステーショ
ン事業

3,763 436

30
職員人事交流・
統一的な職員研
修

総務課

　圏域６市の職員による人事交流や職員個々の
素養やスキルアップにつながる研修を統一的に
実施する。

職員研修事業 600 100

32,165南砺市予算額合計額

29
定住・移住トー
タルサポート事
業

南砺で暮
らしませ
ん課

　都市圏との交流推進や圏域内への定住・移住
に関する総合的支援の展開を図る。
〔主な事業〕
・定住・移住サポートステーションの首都圏設
置
・空き家情報バンクの共同運営
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