
 

 

 

 

 

 

 

南砺市国土強靱化地域計画 

別 表 

（事業一覧表） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 
 



別表-1 

施策分野 (1)行政機能・防災教育分野 

事業概要 事業名（計画名） 担当課 

防災会議、防災体制の確認、自主防災組織研修

会 

防災対策事業 総務課 

総合防災訓練の実施 防災対策事業 総務課 

消火栓による初期消火資機材整備又は更新 南砺市初期消火資機材整備等

補助金 

総務課 

自主防災組織が実施する資機材整備に対する

補助 

南砺市自主防災組織資機材整

備事業補助金 

総務課 

防災無線の維持・修繕 防災対策事業 総務課 

防災アプリ保守、気象情報告知サービス、防災

メール配信サービス 

防災対策事業 総務課 

砺波地域消防組合の運営 消防分担金 総務課 

防災計画、国民保護訓練、国民保護計画の見直

し、県防災訓練への参加 

防災対策事業 総務課 

地域づくり協議会での防災訓練 住民自治推進交付金 南砺で暮らしません課 

ため池堤体の安全性調査 農村地域防災減災事業 農政課 

公営住宅の長寿命化、建替え ほか 社会資本整備総合交付金事業 建設維持課 

土砂災害ハザードマップの整備 社会資本整備総合交付金事業 建設維持課 

市道の改築及び自歩道整備 防災・安全交付金事業 建設整備課 

市道の改築及び自歩道整備 社会資本整備総合交付金事業 建設整備課 

行旅人等への支援・対応 援護支援事業 福祉課 

  



別表-2 

施策分野 (2)住環境分野 

事業概要 事業名（計画名） 担当課 

災害備蓄の食料や飲料水等の更新 防災対策事業 総務課 

老朽危険空き家を解体し、除却する者に対し、

予算の範囲内において補助金を交付するもの。 

南砺市老朽危険空き家除却支

援事業費補助金 

南砺で暮らしません課 

公営住宅の長寿命化、建替え ほか 社会資本整備総合交付金事業 建設維持課 

昭和 56 年以前に建築された木造住宅の耐震改

修補助 

木造住宅耐震改修支援事業 建設維持課 

耐震性を有する配水池への緊急遮断弁設置 緊急時給水拠点確保事業 上下水道課 

基幹管路に属する送･配水管の耐震化 水道管路耐震化事業 上下水道課 

接続管渠整備 下水道広域化推進事業 上下水道課 

浄化センター改築等 下水道ストックマネジメント 上下水道課 

重要文化財の老朽化した防災設備の更新 重要文化財等防災施設整備事

業 

文化・世界遺産課 

重要文化財の耐震性能の向上 重要文化財等防災施設整備事

業 

文化・世界遺産課 

 

  



別表-3 

施策分野 (3)保健医療・福祉分野 

事業概要 事業名（計画名） 担当課 

障害者総合支援法に基づき市町村が主体とな

って実施する事業 

地域生活支援事業 福祉課 

民生委員・児童委員の活動支援 民生委員・児童委員活動支援事

業 

福祉課 

地域福祉計画の策定、推進、日本赤十字社事業

の支援、地域福祉推進員設置事業、避難行動要

支援者名簿に関する事務、社会福祉協議会との

連携、活動補助 

社会福祉推進事業 福祉課 

社会福祉施設の維持管理、運営 社会福祉施設運営事業 福祉課 

地域包括ケアセンターの施設管理 地域包括ケアセンター管理事

業 

福祉課 

こころの健康づくりの推進 自殺予防対策事業 健康課 

新型インフルエンザ・新型コロナウイルス等対

策の実施 

感染症対策事業 健康課 

健康教育・健康相談・訪問指導の実施 健康教育・健康相談・訪問指導

事業 

健康課 

支援が必要な母子への継続支援の実施 母子保健訪問・相談・教室事業 健康課 

 

  



別表-4 

施策分野 (4)産業分野 

事業概要 事業名（計画名） 担当課 

木質ペレット・薪の活用 再生可能エネルギー推進事業 エコビレッジ推進課 

防災アプリ保守、気象情報告知サービス、防災

メール配信サービス 

防災対策事業 総務課 

防災ステーション、避難所における Wi-Fi 設備

の確保 

防災対策事業 総務課 

耕地区画、農道及び用排水路等の整備 県営農地整備事業 農政課 

排水路の整備 県営農村地域防災減災事業 農政課 

ため池堤体の安全性調査 農村地域防災減災事業 農政課 

国庫補助事業に採択されない土地改良事業の

改修等に対する市補助事業 

県単土地改良事業補助金 農政課 

小規模な土地改良事業の改修等に対する市補

助事業 

市単土地改良事業補助金 農政課 

土地改良施設の長寿命化事業 土地改良施設維持管理適正化

事業補助金 

農政課 

品質・衛生管理の強化等を図る卸売市場施設、

産地・消費地での共同配送等に必要なストック

ポイント等の整備に対する支援 

強い農業・担い手づくり総合支

援交付金（産地生産基盤パワー

アップ事業） 

農政課 

農業の多面的機能を支える基礎的活動、地域資

源の質的向上を図る活動を支援。施設の長寿命

化のための活動を実施する組織を支援 

多面的機能支払交付金 農政課 

中山間地域の耕作条件不利地のコスト差補填、

耕作放棄の防止、洪水防止等、農地の多面的機

能の確保を支援 

中山間地域直接支払費 農政課 

森林整備の促進 森林育成対策事業 林政課 

耐震性を有する配水池への緊急遮断弁設置 緊急時給水拠点確保事業 上下水道課 

基幹管路に属する送･配水管の耐震化 水道管路耐震化事業 上下水道課 

 

  



別表-5 

施策分野 (5)国土保全・交通物流分野 

事業概要 事業名（計画名） 担当課 

防災会議、防災体制の確認 防災対策事業 総務課 

防災アプリ保守、気象情報告知サービス、防

災メール配信サービス 

防災対策事業 総務課 

防災備蓄体制の構築、防災計画 防災対策事業 総務課 

防災計画、防災会議 防災対策事業 総務課 

耕地区画、農道及び用排水路等の整備 県営農地整備事業 農政課 

排水路の整備 県営農村地域防災減災事業 農政課 

ため池堤体の安全性調査 農村地域防災減災事業 農政課 

農道橋の安全性調査、施設の長寿命化 農村地域防災減災事業 農政課 

国庫補助事業に採択されない土地改良事業の

改修等に対する市補助事業 

県単土地改良事業補助金 農政課 

小規模な土地改良事業の改修等 市単土地改良事業補助金 農政課 

土地改良施設の長寿命化 土地改良施設維持管理適正化

事業補助金 

農政課 

有害捕獲、侵入防止対策等の実施、促進活動 鳥獣被害防止対策事業 林政課 

森林整備の促進 森林育成対策事業 林政課 

里山林等整備の促進 里山再生整備事業 林政課 

県営林道の開設 県営林道事業 負担金 林政課 

林道の開設及び改良 団体営林道事業 林政課 

林道の改良 県単独森林整備事業 林政課 

橋梁等点検、橋梁・トンネル補修 道路メンテナンス補助事業 建設維持課 

避難場所に指定されている公園の維持管理 都市公園管理事業 建設維持課 

舗装修繕工事、安全柵設置工事 防災・安全交付金事業 建設維持課 

市街地の浸水対策事業 総合流域防災事業 建設維持課 

樹木伐採や浚渫を推進 準用河川浚渫事業 建設維持課 

除雪機械購入・消雪工事 防災・安全交付金事業 建設維持課 

利賀ダム建設事業の促進 防災対策事業 建設維持課 

総合防災訓練の実施 防災対策事業 建設維持課 

土砂災害ハザードマップの整備 社会資本整備総合交付金事業 建設維持課 

市内の国道・県道等の道路整備 県営道路・街路事業 建設整備課 

市道の改築及び自歩道整備 防災・安全交付金事業 建設整備課 

市道の改築及び自歩道整備 社会資本整備総合交付金事業 建設整備課 

東海北陸自動車道の４車線化整備（国、高速

道路会社） 

要望事業 建設整備課 

  



別表-6 

施策分野 (5)国土保全・交通物流分野 

事業概要 事業名（計画名） 担当課 

東海北陸自動車道城端ＳＩＣ整備 地域連携道路（補助）事業 建設整備課 

合併支援道路改良整備 県営道路事業 建設整備課 

金沢福光連絡道路整備 県営道路事業 建設整備課 

(仮称)八乙女連絡道路の整備 要望事業 建設整備課 

 

施策分野 (6)リスクコミュニケーション分野 

事業概要 事業名（計画名） 担当課 

総合防災訓練 防災対策事業 総務課 

自主防災資機材補助金 南砺市自主防災組織資機材整

備事業補助金 

総務課 

初期消火資機材等整備補助金 初期消火資機材等整備補助金 総務課 

人口対策のため、地域づくり協議会等の団体

が新たに実施する事業に対する補助 

事業化促進事業補助金 南砺で暮らしません課 

水防訓練 防災訓練事業 建設維持課 

行旅人等への支援・対応 援護支援事業 福祉課 

民生委員・児童委員の活動支援 民生委員・児童委員活動支援

事業 

福祉課 

社会福祉施設の維持管理、運営 社会福祉施設運営事業 福祉課 

地域包括ケアセンターの施設管理 地域包括ケアセンター管理事

業 

福祉課 

 

  



別表-7 

施策分野 (7)人材育成分野 

事業概要 事業名（計画名） 担当課 

富山県防災士養成研修事業 防災士養成研修事業 総務課 

南砺市消防団活動に対する補助 富山県消防協会南砺支部補助

金 

総務課 

砺波地域消防組合への分担金 消防分担金 総務課 

地域包括ケアセンターの施設管理 地域包括ケアセンター管理事

業 

福祉課 

将来、市立医療機関において看護師として勤

務を志す者に対して修学資金を貸与 

看護学生修学資金貸付事業 医療課 

 

施策分野 (8)官民連携分野 

事業概要 事業名（計画名） 担当課 

総合防災訓練 防災対策事業 総務課 

防災会議、防災体制の確認 防災対策事業 総務課 

防災アプリ保守、気象情報告知サービス、防災

メール配信サービス 

防災対策事業 総務課 

災害備蓄の食料や飲料水の更新 防災対策事業 総務課 

防災計画、国民保護計画の見直し、国民保護訓

練、県防災訓練への参加 

防災対策事業 総務課 

地域づくり協議会での防災訓練 住民自治推進交付金 南砺で暮らしません課 

 

  



別表-8 

施策分野 (9)老朽化対策分野 

事業概要 事業名（計画名） 担当課 

市内 4 か所の貯溜槽躯体の劣化度点検・措置

検討・補修等による機能維持 

し尿等処理中間貯溜槽健全化

事業 

生活環境課 

ため池堤体の安全性調査 農村地域防災減災事業 農政課 

農道橋の安全性調査、施設の長寿命化 農村地域防災減災事業 農政課 

土地改良施設の長寿命化 土地改良施設維持管理適正化

事業補助金 

農政課 

森林整備の促進 森林育成対策事業 林政課 

里山林等整備の促進 里山再生整備事業 林政課 

治山事業の整備 県単独治山事業 林政課 

公営住宅の長寿命化、建替え ほか 社会資本整備総合交付金事業 建設維持課 

避難場所に指定されている公園の維持管理 都市公園管理事業 建設維持課 

橋梁等点検、橋梁・トンネル補修 道路メンテナンス補助事業 建設維持課 

市道の改築及び自歩道整備 防災・安全交付金事業 建設整備課 

高速道路工事 地域連携道路（補助）事業 建設整備課 

基幹管路に属する送･配水管の耐震化 水道管路耐震化事業 上下水道課 

石綿管､耐用年数超過の VP 管及び漏水多発管

路の更新 

上水道事業 上下水道課 

水道管路台帳のシステム化 水道施設設備台帳システム整

備 

上下水道課 

コンクリート製管の点検・調査等 下水道ストックマネジメント 上下水道課 

浄化センター改築等 下水道ストックマネジメント 上下水道課 

不明水調査、管渠修繕 下水道事業 上下水道課 

障害者福祉施設の建設費借入金償還補助、身

体障害者団体への補助、障害者福祉施設の維

持管理、特別障害者手当の支給、福祉金の支

給、障がい者計画等の策定 

障害福祉推進事業 福祉課 

社会福祉施設の維持管理、運営 社会福祉施設運営事業 福祉課 

地域包括ケアセンターの施設管理 地域包括ケアセンター管理事

業 

福祉課 

小中学校の校舎、屋内運動場や屋外グラウン

ドの改良整備 

学校施設環境改善交付金 教育総務課 

 

  



別表-9 

施策分野 (10)太平洋側のリダンダンシー※の確保分野 

事業概要 事業名（計画名） 担当課 

東海北陸自動車道の４車線化整備（国、高

速道路会社） 

要望事業 建設整備課 

東海北陸自動車道城端ＳＩＣ整備 地域連携道路（補助）事業 建設整備課 

※リダンダンシー（redundancy）：「冗長性」、「余剰」を意味する英語であり、国土計画上では、

自然災害等による障害発生時に、一部の区間の途絶や一部施設の破壊が全体の機能不全につなが

らないように、予め交通ネットワークやライフライン施設を多重化したり、予備の手段が用意さ

れている様な性質を示す。 

 


