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6 政策推進課 とやま呉西圏域連携事業負担金

富山県西部６市では、これまで一体的な経済・生活圏を形成して
きた。しかし、本圏域を含め、全国的に急速な人口減少が進行す
る中、圏域の活力を将来的に維持・向上するためには、圏域ネッ
トワークの一層の強化を図り、地域経済の活性化や交流人口の
拡大、定住の促進を図っていく必要があることから、圏域を構成
する６市が持つそれぞれの個性・特性を活かし、圏域の発展に向
けた新たな取り組みやこれまで進めてきた連携を更に深めること
により、圏域全体の経済成長や住民サービスの向上につなげる
ため、連携事業を実施する。

制度的（負担金） 908 849 A

7 政策推進課 幸せリーグ負担金

住民の幸福実感向上という志を同じくする全国の自治体が、相互
の連携、協力や自治体職員の学びの場を設けることで住民の幸
福実感向上を目指して取り組んでいる。 団体運営費（負担金） 0 10 A

8 政策推進課 飛越協議会負担金

富山県、岐阜県の県境地域を「日本の心のふるさとゾーン」と位
置づけ、当該地域の経済団体、観光団体、行政で、地域の自然
や文化等の優れた地域資源を守り、活かしながら地域振興を図
ることを目的とする。また、全国に向けての「日本の心のふるさと」
というイメージ形成に向けた情報発信やファンクラブの設立による
交流人口の増加を目指す。

団体運営費（負担金） 100 100 A

9 政策推進課 城端・氷見線活性化推進協議会通常負担金

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第
59号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき作成した城
端線・氷見線沿線地域公共交通網形成計画（平成29年３月策定）
（以下、「形成計画」という。）の実施に関する協議及び城端・氷見
線（以下「両線」という。）の活性化を推進し、もって沿線地域の発
展に寄与することを目的とする。

団体運営費（負担金） 422 422 A

10 政策推進課 城端・氷見線活性化推進協議会特別負担金

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第
59号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき作成した城
端線・氷見線沿線地域公共交通網形成計画（平成29年３月策定）
（以下、「形成計画」という。）の実施に関する協議及び城端・氷見
線（以下「両線」という。）の活性化を推進し、もって沿線地域の発
展に寄与することを目的とする。

事業費（負担金） 16,066 16,866 A

11 政策推進課
民営乗合バス路線維持対策連絡協議会生活路線維持対策
費負担金

国庫補助を受ける路線として、輸送量１５人以上を確保するため
の負担金 制度的（負担金） 0 7,714 A

14 情報政策課 富山県市長会負担金

県内各市間の連絡疎通を図り、市政の円滑な運営と地方自治の
興隆に資することを目的として、以下の事業を行っている。
①市政各般に関する連絡調整
②全国市長会・北信越市長会の連絡調整
③行政、財政に関する調査研究
④各種協議会、講習会の開催
⑤その他本会の目的を達成するために必要な事項

団体運営費（負担金） 861 861 A

15 情報政策課 全国市長会負担金

　全国814市の市区長により組織される、市長の全国的連合組織
（総務大臣への届出団体）であり、以下の事業を行うことを目的と
する。
①市政に関する中央地方の調整
②地方自治に影響を及ぼす国の政策等に関する関係大臣との国
と地方の協議
③地方自治に影響を及ぼす国の政策等に関する内閣への意見
の申出
④行政、財政に関する調査研究
⑤研究会、講習会の開催
⑥機関紙その他市政に関する図書の刊行頒布
⑦市又は市職員の共通利益に関する事項
⑧その他本会の目的を達成するために必要名事項。

団体運営費（負担金） 357 357 A

16 情報政策課 （一社）農村文明創生日本塾年会費

農耕漁労文化が営々と築いてきた歴史的、文化的、教育的な価
値、地域で支えあう地域自治機能と食糧生産、水源涵養、癒しの
場といった多面的な機能を、時代に即してさらに磨きをかけ、志を
同じくする者を有機的に連携させ、農山漁村と都市をつなぐ共通
の価値観としての「農村文明」の創生を目的とする。

団体運営費（会費） 60 60 A

17 情報政策課 全国ICT教育首長協議会年会費

未来の子どもたちのために、行政と教育委員会が連携してICT教
育などの教育水準の向上と魅力あるまちづくりを推進し、予測困
難なグローバル社会の中で活躍できる人材を育むために、以下
の事業を行う。
①教育ICT加速化のための財源確保、制度改革党に係る国への
提言要望
②教育ICT加速化のための事業野実施
③都道府県・市町村相互間の情報交換・実践交流
④その他目的達成に必要な事業

団体運営費（会費） 10 10 A
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18 情報政策課 公益社団法人日本広報協会会費

自治体が、その活動の基盤となる情報発信、情報収集、コミュニ
ケーション等をより効果的・効率的に行うための広報・広聴活動を
充実させ、その向上を図ることに対して当該協会から支援を受け
ることを目的として当該法人に加盟している。

団体運営費（会費） 24 24 A

19 情報政策課 砺波地域情報通信研究会負担金
砺波地域情報通信研究会に対する負担金。

団体運営費（負担金） 3 3 A

25 エコビレッジ推進課 公益財団法人とやま環境財団負担金

市町村との環境パートナーシップを形成し、環境保全活動におけ
る連携・協力を推進するため、１０市のエコライフイベントにおける
支援を行う。 団体運営費（負担金） 300 300 A

26 エコビレッジ推進課 庄川・小矢部川地域地下水利用対策協議会負担金

庄川・小矢部川地域（高岡市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺
市）の地下水の適正かつ合理的な利用を促進し、もって地域の健
全な発展を図ることを目的とする。 団体運営費（負担金） 15 30 A

27 エコビレッジ推進課 南砺市環境保健協議会負担金

南砺市における環境改善の推進、保健衛生の向上に寄与し、健
康で文化的な市民生活の実現に資するとともに、会員相互の連
絡協調を図ることを目的とする。
富山県での循環型社会の構築、県土美化や健康づくり事業等に
ついて、環境衛生・保健衛生行政施策と呼応し、環境保健衛生の
改善を強力に推進することにより公衆衛生の向上を図る。

団体運営費（負担金） 484 483 A

28 エコビレッジ推進課 富山一級水系水質汚濁対策連絡協議会負担金

黒部川、常願寺、神通川、庄川及び小矢部川の各水系につい
て、河川水質汚濁対策に関する各機関相互の連絡調整を図るこ
とを目的とする。

団体運営費（負担金） 15 15 A

29 エコビレッジ推進課 環境と共生する社会経済形成事業負担金（呉西連携）

富山県西部６市では、これまで一体的な経済・生活圏を形成して
きた。しかし、本圏域を含め、全国的に急速な人口減少が進行す
る中、圏域の活力を将来的に維持・向上するためには、圏域ネッ
トワークの一層の強化を図り、地域経済の活性化や交流人口の
拡大、定住の促進を図っていく必要があることから、圏域を構成
する６市が持つそれぞれの個性・特性を活かし、圏域の発展に向
けた新たな取り組みやこれまで進めてきた連携を更に深めること
により、圏域全体の経済成長や住民サービスの向上につなげる
ため、連携事業を実施する。

制度的（負担金） 11 19 A

30 エコビレッジ推進課 バイオマス産業都市推進協議会年会費

バイオマス産業都市推進協議会への年会費

団体運営費（会費） 10 10 A

37 総務課 陸上自衛隊富山駐屯地協力会負担金

当該協力会へ助成することにより、市民に自衛隊に対する理解を
深めてもらい、もって入隊者の増加及び国防に対する意識の高
揚を図ることを目的とする。 事業費（負担金） 30 30 A

38 総務課 一般財団法人北陸経済研究所賛助会費

地域を代表するシンクタンクへ助成することにより、地元経済の発
展に資することを目的とする。 団体運営費（会費） 10 10 A

39 総務課 富山県歴史資料保存利用機関連絡協議会会費

公文書の歴史的価値を伝える当該団体へ助成することにより、適
正な公文書管理の推進に資することを目的とする。

団体運営費（会費） 10 10 A

40 総務課 全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部総会負担金

公正な選挙の執行に資することを目的とする。

団体運営費（負担金） 0 72 A

41 総務課 富山県明るい選挙推進協議会共同事業市町村分担金

選挙の公正な執行及び選挙啓発活動の推進に資することを目的
とする。 団体運営費（分担金） 10 10 A

42 総務課 全国市区選挙管理委員会連合会分担金

公正な選挙の執行に資することを目的とする。

団体運営費（分担金） 28 28 A

43 総務課 全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部分担金

公正な選挙の執行に資することを目的とする。

団体運営費（分担金） 9 9 A

44 総務課 富山県防災士養成事業負担金

市からの推薦により、富山県防災士養成研修を受講した者の人
数に応じ、富山県へ市町村負担金を納入するもの。

奨励費（負担金） 201 395 A

45 総務課 富山県消防協会負担金

消防団等の活性化及び消防施設の充実強化を推進することによ
り、災害防止と地域社会の健全な発展に寄与することを目的とし
ている。 団体運営費（負担金） 1,800 1,780 A

2



●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別Ａ（負担金、分担金、会費等：２８３件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

46 総務課 砺波地域消防連絡会負担金

本会は３市消防団及び本部等の消防相互間の連携協調を図るこ
とを目的としており、砺波地域消防組合管轄区域に係る住民の安
心安全な暮らしを維持するためには重要な役割を果たしており、
本会の運営維持を目的とする。

団体運営費（負担金） 5 5 A

47 総務課 消火栓嵩上げ修繕等負担金

火災等の際有効的である消火栓の整備及び修繕を行い、市民の
安心安全なまちづくりに資することを目的としている。 事業費（負担金） 3,000 2,800 A

48 総務課 富山県防災行政無線維持管理負担金

住民の生命、身体及び財産を災害から保護する防災対策及び一
般行政事務の通信連絡体制の確立のため、富山県高度情報通
信ネットワーク維持管理を目的とする。 事業費（負担金） 255 257 A

49 総務課 富山県消防防災ヘリコプター運航負担金

県民の生命と財産を守るため運航を行っている富山県消防防災
ヘリコプター運航に係る経費等として交付する。 事業費（負担金） 4,159 4,279 A

50 総務課 産業医派遣負担金

労働安全衛生法の規定に基づき、職員の安全衛生管理の円滑な
推進を図ることを目的として、産業医の選定が義務づけられてお
り、また同法に規定されているストレスチェック制度の実施につい
て、必要に応じて産業医による健康診断、健康教育等を実施する
こととなっている。

制度的（負担金） 109 109 A

51 総務課 砺波地域都市職員研修協議会分担金

砺波市・小矢部市・南砺市の職員に対する研修を広域的に連携
して企画開催する協議会の運営経費。

事業費（分担金） 0 80 A

52 総務課 全国公平委員会連合会会費

公平委員会の相互の連絡を緊密にし、協力して人事公平制度の
円滑なる運営を図り、もって公正な人事行政の確立に寄与するこ
とを目的とした団体であり、全国レベルでの調査、研究及び資料
の収集など、必要な情報提供を得るために加入している団体へ
の負担金。

団体運営費（会費） 31 31 A

53 総務課 富山県公平委員会連合会負担金

公平委員会の相互の連絡を緊密にし、協力して人事公平制度の
円滑なる運営を図り、もって地方自治の本旨の実現に資すること
を目的とした団体であり、県レベルでの団体の相互連携のため加
入している団体への負担金。

団体運営費（負担金） 9 9 A

54 財政課 南砺市危険物安全協会会費
市の危険物安全協会への年会費。

団体運営費（会費） 5 5 A

58 市民課 地方公共団体情報システム機構・コンビに交付事業負担金

コンビニ事業者等取扱店における証明書等自動交付及び交付に
係る手数料の収納
取扱店において収納された交付手数料に係る収納情報の取りま
とめ
取扱店において交付された証明書等の件数の取りまとめ
取扱店において収納された交付手数料の取りまとめ
データセンターのシステムの構築及び運用
データへの偽造防止対策　等

制度的（負担金） 2,728 2,728 A

59 市民課 砺波地区戸籍・住民基本台帳事務協議会市負担金

戸籍及び住民基本台帳の事務に関する法令の研究及び改善進
歩を図る 団体運営費（負担金） 15 15 A

60 税務課 砺波地区たばこ税対策協議会分担金

たばこ販売の促進により、たばこ税の増収を図る活動に対し分担
金を交付する。 団体運営費（分担金） 214 214 A

61 税務課 一般財団法人資産評価システム研究センター正会員会費

固定資産税制度及び資産評価に関する調査研究、地方公共団
体における固定資産評価技術の向上のための研修事業並びに
固定資産税及び評価関係情報の収集提供等の諸事業を推進す
るもの。

団体運営費（会費） 90 90 A

62 税務課
地方税共同機構・負担金

地方公共団体の相互協力を基本理念とし税電子化に係 る事業
を推進することにより、納税者の利便性向上や地方税務行政の
高度化及び効率化に寄与することを目的とする。 団体運営費（負担金） 1,226 1,290 A

73 生活環境課 更生保護法人富山養得園負担金

富山養得園は、富山保護観察所指導のもと、非行をした少年、刑
務所から出所した者、刑の執行猶予や起訴猶予の処分を受けた
者で身元引き受けがなく保護を必要とする者を収容して生活指導
や就職斡旋等の援護を行い、自立更生させ社会復帰をさせること
を目的とした施設である。
富山養得園の経費は国からの委託費、地方公共団体補助金、共
同募金配分金、富山県更生保護事業協会助成金、賛助金等でま
かなわれており、当市も賛助金を交付して同施設の運営に協力し
ている。

団体運営費（負担金） 20 20 A

3



●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別Ａ（負担金、分担金、会費等：２８３件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

74 生活環境課 南砺市交通安全協会安全運転管理者部会費

市の交通安全協会安全運転管理者部会への年会費

団体運営費（会費） 7 廃止 A

75 生活環境課 富山県消費者協会負担金

富山県消費者協会は、消費者トラブルの被害を未然に防止する
ため、一人一人の消費者が問題意識を持って行動できるための
普及啓発や情報提供等の支援を行っている。
富山県消費者協会の経費は、賛助金や県補助金、市町村の補
助金・負担金等でまかなわれており、当市も負担金を交付して同
協会の運営に協力している。

団体運営費（負担金） 46 46 A

76 生活環境課 富山県市町村一般廃棄物対策推進協議会会費

一般廃棄物対策に関する事項について富山県内の各市町村及
び廃棄物に関する一部事務組合が相互に連絡協調することによ
り、総合的な廃棄物行政の円滑な推進を図る。 団体運営費（会費） 29 29 A

77 生活環境課 井波庄川共同衛生施設施設管理負担金

井波庄川地域を収集範囲とするし尿及び汚泥の中間貯留施設の
共同管理。 団体運営費（負担金） 35 35 A

97 南砺で暮らしません課 砺波ブロック行政相談委員連絡協議会活動負担金

砺波ブロック内の行政相談委員の活動に関する連絡、研修並び
に情報の交換を図るとともに、富山行政監視行政相談センター、
砺波市及び南砺市の連携や協力を行い、行政相談委員の資質
の向上と円滑な地域行政相談活動の推進するため。

事業費（負担金） 47 127 A

98 南砺で暮らしません課 砺波人権擁護活動助成金

人権擁護委員が国民の基本的人権の尊重のため行なう人権の
普及高揚に努める活動に対して補助金を交付。

事業費（助成金） 282 279 A

99 南砺で暮らしません課 「くらしたい国、富山」推進本部負担金

「くらしたい国、富山」推進本部が主催する定住セミナー及び出展
する移住フェアへ参加するための参加するための負担金

事業費（負担金） 125 390 A

100 南砺で暮らしません課 孫とふるさと学習支援事業負担金

祖父母と孫が地域に根付いた特徴ある施設を利用、体験すること
で、郷土について学びふるさとを愛する心をはぐくむ。また、定住
や移住（都会の孫）を促進する効果が期待できる。 事業費（負担金） 16 18 A

101 南砺で暮らしません課 定住・移住トータルサポート事業負担金（呉西連携）

呉西圏域の構成する６市（高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、南
砺）が連携して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。
・定住・移住サポートステーションの首都圏設置
・地域おこし協力隊ネットワーク形成
・空き家情報バンクの共同運営
・都市と農村漁村の交流推進（グリーンツーリズム）　等

制度的（負担金） 436 580 A

102 南砺で暮らしません課 金沢大学セミナーハウス家屋利用料負担金

平成２６年１２月１８日に締結された「国立大学法人金沢大学と南
砺市の包括的連携協定」に基づき、五箇山地域を中心とした活動
拠点施設として、空き家を再整備し「金沢大学セミナーハウス」と
して活用する。

団体運営費（負担金） 120 120 A

148 農政課 砺波地区米麦改良協議会負担金

米麦の改良と市場声価の向上を図り、農家経営の発展に寄与す
る活動のために負担金を交付する。
構成組織：JAとなみ野、JAなんと、JA福光、JAいなば、高岡農林
振興センター、砺波農林振興センター、砺波市、南砺市、小矢部
市、高岡市、富山県農業共済組合等

団体運営費（負担金） 35 35 A

149 農政課 富山県都市農業連絡協議会負担金

都市農業についての調査・研究することを目的
　・農業諸施策の事務に関する連絡
　・研修、研究会等の開催と情報交換
　・その他目的達成上必要な事項
構成　県内各市（１０市農業関係課）

団体運営費（負担金） 5 5 A

150 農政課 富山県農業教育振興会負担金

農業教育の振興を図るためため、富山県農業教育振興会が実施
する農業教育振興事業に対し、予算の範囲内において、負担金
を支出するもの。 団体運営費（負担金） 26 35 A

151 農政課 農業技術者協議会負担金

農業振興、農家生活の改善・向上、及び地域活性化を図るため、
各農業者協議会が　　実施する農業推進事業に対し、予算の範
囲内において負担金を支出する。
となみ野地域農業技術者協議会：砺波農林振興センター、南砺
市、JAとなみ野、富山県農業共済組合、利賀ふるさと財団、福光
農業改良協議会：砺波農林振興センター、南砺市、JA福光、富山
県農業共済組合

団体運営費（負担金） 420 390 A
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152 農政課 営農日誌印刷製本負担金

経営所得安定対策や各補助事業の紹介をはじめ、農業振興、農
家生活の改善・向上、及び地域活性化を図るため、各農業者協
議会が発行する営農日誌に対し、予算の範囲内において負担金
を支出する。 事業費（負担金） 695 695 A

153 農政課 全国中山間地域振興対策協議会会費

会員相互の連絡を密にし、協調して中山間地域振興対策に必要
な事業などの円滑な推進を図るとともに、中山間地域の自主性、
創意工夫を通じて農山漁村の多面的帰農の強化による地域の活
性化と定住促進のための整備を推進することを目的とする。

団体運営費（会費） 10 10 A

154 農政課 全国中山間地域振興対策協議会会費北陸支部協議会会費

会員相互の連絡を密にし、協調して中山間地域振興対策に必要
な事業などの円滑な推進を図るとともに、中山間地域の自主性、
創意工夫を通じて農山漁村の多面的帰農の強化による地域の活
性化と定住促進のための整備を推進することを目的とする。

団体運営費（負担金） 10 10 A

155 農政課 となみ野田園空間博物館推進協議会負担金

砺波平野の散居村が持つ、豊かな自然や伝統文化などの多面的
な機能を再評価し、美しい田園空間の保全、活用を行い、都市と
農村の共生、地域の活性化を目指すための地域住民との連携し
た諸政策について、計画的かつ効率的な推進を図ることを目的と
する。
役員改選はあるが、例年、砺波市長が会長、南砺市長が副会長
である。

事業費（負担金） 1,500 1,500 A

156 農政課 全国散居村連絡協議会負担金

散居村の特性を活かしたまちづくり及び散居村における地域課題
の解決施策を推進することを目的とする。

団体運営費（負担金） 50 50 A

157 農政課 小矢部川漁協負担金

小矢部川の内水面漁場の維持管理の支援。

事業費（負担金） 437 437 A

158 農政課 小矢部川漁協南砺地区負担金

小矢部川の内水面漁場の維持管理の支援。

事業費（負担金） 300 300 A

159 農政課 西部地域畜産経営技術推進指導協議会負担金

畜産農家の経営技術向上を図るため、関係機関の連携を密に
し、畜産経営技術に関する指導を強化する。

事業費（負担金） 26 26 A

160 農政課 富山県酪農ヘルパー利用推進協議会負担金

酪農ヘルパー利用農家の普及と定着を図るため、関係機関の相
互の連絡を密にし、指導及び事業の円滑稼働等について協議
し、もって酪農家の経営安定に寄与すること。 扶助費（負担金） 36 36 A

161 農政課 富山県基幹牧場経営安定推進協議会負担金

基幹牧場の経営安定対策をもって畜産業の経営安定を図る。

事業費（負担金） 294 294 A

162 農政課 富山県畜産振興協会負担金

畜産業を営む者及びその組織する団体に対し、経営・運営の指
導及び家畜の飼養管理指導、肉用子牛生産者補給金の交付等
価格安定対策並びに家畜の保健衛生に関する技術指導等を行
い、もって県内畜産業の振興と県民の食生活の安定・改善に寄
与する。

団体運営費（負担金） 170 155 A

163 農政課 特産物販売促進負担金

農産物及び農産加工品を首都圏で販売し、農業者とバイヤー若
しくは消費者と繋ぎ、首都圏に住む人たちを南砺市に呼び込む。

事業費（負担金） 1,070 1,000 A

164 農政課 ブランド育成事業負担金（呉西連携）

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
定着化を図るため、生産者と企業等のマッチング会の開催及び
共通献立の給食を提供する。

制度的補助金 546 546 A

165 農政課
水土里ネット富山（富山県土地改良事業団体連合会）一般賦
課金

農業農村を巡る情勢が大きな転換期を迎える中で新たな課題に
的確に対応していくため、国・県並びに関係団体と密接な連携を
図りながら会員の共同利益増進のために次の事業を行う。
①農業農村整備事業に関する事務指導並びに技術指導援助
②農家負担金軽減支援対策事業の推進
③農業農村整備事業に関する教育及び事業の推進
④農業農村整備事業に関する調査研究

団体運営費（賦課金) 10 10 A
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166 農政課
水土里ネット富山（富山県土地改良事業団体連合会）特別賦
課金

農業農村を巡る情勢が大きな転換期を迎える中で新たな課題に
的確に対応していくため、国・県並びに関係団体と密接な連携を
図りながら会員の共同利益増進を図る 団体運営費（賦課金) 391 541 A

167 農政課 砺波土地改良協議会　一般賦課金

砺波農林振興センター管内の土地改良事業に携わる関係者の親
睦を図るとともに、事業の向上発展を期する

団体運営費（賦課金) 20 20 A

168 農政課 砺波土地改良協議会　特別賦課金

砺波農林振興センター管内の土地改良事業に携わる関係者の親
睦を図るとともに、事業の向上発展を期する

団体運営費（賦課金) 246 315 A

169 農政課 砺波土地改良事業研究会　負担金

砺波農林振興センター管内における土地改良関係職員相互の研
修並びに親睦を図り、かつ職員の緊密なる連絡協調によって管
内土地改良事業の促進に寄与するとともに職員の福祉向上をは
かる

団体運営費（負担金） 55 55 A

170 農政課 砺波土地改良事業研究会　特別負担金

砺波農林振興センター管内における土地改良関係職員相互の研
修並びに親睦を図り、かつ職員の緊密なる連絡協調によって管
内土地改良事業の促進に寄与するとともに職員の福祉向上をは
かるもの

団体運営費（負担金） 2 30 A

171 農政課 庄川左岸地区用排水対策促進協議会　負担金

４市（南砺市・砺波市・高岡市・小矢部市）にまたがる受益をもつ
庄川左岸地域の基幹用排水路の老朽化に伴う更新対策、並びに
水路の溢水被害を防止するための排水対策事業の早期実現を
促進し、農業経営の確立と地域住民の生活安定を図る

団体運営費（負担金） 26 16 A

172 農政課 富山県農業用小水力利用促進協議会　年会費

富山県における農業用水を利用した小水力発電などを会員が共
同して推進することにより、再生可能エネルギー利用の促進を図
ると共に、土地改良施設管理の適正化と機能の保全並びに地域
の活性化を進める

団体運営費（会費） 10 10 A

173 農政課 小矢部川上流用水土地改良区　明神用水維持管理負担金

明神用水路を維持管理するための負担金

事業費（負担金） 442 442 A

174 農政課
小矢部川上流用水土地改良区　西部山麓用水維持管理負
担金

西部山麓用水路を維持管理するための負担金

事業費（負担金） 538 538 A

175 農政課 小矢部川上流用水土地改良区　明神用水事務所費

明神用水路を維持管理するための事務所負担金

団体運営費（負担金） 441 442 A

176 農政課
小矢部川上流用水土地改良区　立野原用水維持管理負担
金

立野原用水路を維持管理するための負担金

事業費（負担金） 9 9 A

177 農政課
庄川上流用水土地改良区　井波旧南砺用水（水利権）負担
金

南砺山麓用水路を維持管理するための負担金

事業費（負担金） 160 160 A

178 農政課 国営土地改良事業等負担金

国営・県営土地事業等における地方公共団体の義務的負担

制度的（負担金） 114,592 84,970 A

179 農業委員会事務局 富山県西部地域農業委員会連絡協議会負担金

西部地域農業委員会連絡協議会の運営に要する費用を負担す
るもの 団体運営費（負担金） 10 10 A

180 農業委員会事務局 富山県農業委員会事務研究会負担金

農業委員会職員の相互の研鑽により、資質の向上を図り、技能
の習得に努めることなど

団体運営費（負担金） 31 31 A

181 農業委員会事務局 農業情報利用活動事業負担金

一般農政・食料、農村・農地、農業技術等に関する情報を収集
し、農業委員会、認定農業者等に情報等の形で提供する。また、
広報・宣伝や相談活動を積極的に実施、情報の提供活動を通じ
て「新・農地を活かし、担い手を応援する全国運動」の推進に資す
る。

団体運営費（負担金） 111 111 A

182 農業委員会事務局 農業委員会長連絡協議会負担金

富山県農業会議の主催による、研修会に要する費用を負担する
もの 団体運営費（負担金） 57 57 A

183 農業委員会事務局 富山県農業委員会女性協議会会費

富山県農業会議の主催による、研修会に要する費用を負担する
もの

団体運営費（負担金） 4 4 A
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202 林政課 富山県自然保護協会会費

特定非営利活動法人富山県自然保護協会は、一般県民に対し
て、自然教室の開催や環境調査等に関する事業を行い、自然と
環境の保護に寄与することを目的に活動している。市はこの協会
の趣旨に賛同し賛助会員として加入し負担金を納める。

団体運営費（会費） 40 40 A

203 林政課 白山ユネスコエコパーク協議会負担金

石川県白山自然保護センター等による調査研究の蓄積が評価さ
れ、白山は１９８０年にユネスコエコパークに登録された。２０１４
年１月には、持続可能な発展に重点を置く移行地域を新設する拡
張登録をユネスコに申請し、ユネスコエコパークの活動を持続的
に進めていくため、白山を取り囲む４県７市村が（南砺市、石川県
白山市、福井県大野市・勝山市、岐阜県高山市・郡上市・白川
村）と環白山保護利用管理協会を中心に、白山ユネスコエコパー
ク協議会が設立された。環白山地域が連携を深めて、白山の価
値を守り伝え、さらに世界に向けて発信、貢献していけるよう取り
組むことが趣旨。

団体運営費（負担金） 859 859 A

204 林政課 富山県国土調査推進協議会負担金

全国国土調査協会及び北信越ブロック国土調査推進連絡協議会
と密接な連携を取りながら、進捗率の低い都市部や山村部の地
籍調査に重点を置いた国の第６次十箇年計画の考えに基づき、
県内の地籍調査を計画的に実施するために必要な事業量及び
事業費の確保、地籍調査事業の推進とその成果利活用の促進
等の事業推進活動を行う。

団体運営費（負担金） 143 126 A

205 林政課 日本ツバキ協会会費

日本のツバキに関する総合的な調査研究、栽培や新品種育成の
指導・奨励を行い、その成果を国内外の関係方面に提供し、連携
してツバキの普及活動の一層の充実を図ることによって、日本に
おけるツバキ文化を継承発展させ、その文化を広く発信すること
を目的としている。

団体運営費（会費） 10 10 A

206 林政課 富山県緑化推進機構負担金

昭和25年に国土緑化運動を推進するために各都道府県に緑化
推進委員会として発足し、県下全市町村が委員として加入し活動
をしている。その後平成25年に公益社団法人国土緑化機構とや
ま緑化推進機構に移行後も森林の整備及び緑化の推進、もって
水と森に恵まれた県土の保全を目的に、「花とみどりの少年団」
育成、緑の募金、学校環境緑化整備の支援事業等を行ってい
る。

団体運営費（負担金） 120 120 A

207 林政課 砺波林業協会会費

砺波農林振興センター管内における林業関係事業を推進し、会
員相互の連帯を図って、地域林業の振興に寄与することを目的と
する。

団体運営費（会費） 205 205 A

208 林政課 富山県山林協会会費

協会規約には、「国土保全と林業の振興を図り、もって民生の安
定と林業者の経済的社会的地位の向上に寄与することを目的と
する。」とあり、特に富山県内における森林整備事業や治山林道
事業を推進し、地域林業の振興に寄与することを目的としてい
る。

団体運営費（会費） 3,160 3,330 A

209 林政課 富山県水源林造林協議会会費

会員相互及び関係機関との連絡強調を緊密にし、森林整備セン
ターが実施する分収造林事業の実行確保並びに事業の拡充を図
る。

団体運営費（会費） 52 60 A

210 林政課 富山県西部森林組合振興対策協議会負担金

県西部６市における林業関係事業を促進し、会員相互の連携を
図り、地域林業の振興に寄与する。

団体運営費（負担金） 40 40 A

211 林政課 日本花の会会費

日本花の会への年会費。

団体運営費（会費） 50 50 A

266 商工企業立地課 南砺ブランド商品開発支援事業負担金

南砺の優れた産品の魅力をより一層向上させ、販路を広げ、国内
外に発信することにより、南砺の知名度の向上や地域経済が活
性化すること 事業費（負担金） 30 500 A

267 商工企業立地課 異業種交流促進事業負担金（メッセナゴヤ出展事業負担金）

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の推進。
展示会への共同出展（メッセナゴヤ） 制度的（負担金） 100 808 A

268 商工企業立地課 起業・創業支援事業負担金

圏域内における起業・創業の拡大に向け、新たな掘り起こしや一
体的なサポートに取り組む。
起業・創業支援に関する情報共有・発信体制を構築することによ
り、圏域内における起業・創業者の増加が期待される。また、起
業・創業の受け皿となるインキュベーション施設の安定的な確保
等の創業支援につながる。

制度的（負担金） 99 108 A
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269 商工企業立地課 高機能素材研究活動事業負担金

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。

制度的（負担金） 116 116 A

270 商工企業立地課 （財）伝統的工芸品産業振興協会会費

全国の伝統的工芸品産業の振興を図るとともに、一般消費者、
生活者が伝統的工芸品を正しく理解していただくことを目的とした
一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会が行う各種事業を支
援するもの。

団体運営費（会費） 50 50 A

271 商工企業立地課
北陸伝統工芸品展開催事業負担金（富山県伝統的工芸品
展開催事業負担金）

県内の伝統的工芸品を広く県民に紹介しその普及に努めるととも
に、日頃研鑽を重ねている生産者に対し、技術・技法の発表の場
を設け生産意欲の向上を図る。 事業費（負担金） 60 60 A

272 商工企業立地課 富山県伝統工芸士展負担金

富山県内の経済産業大臣指定伝統的工芸品（高岡銅器・高岡漆
器・井波彫刻・庄川挽物木地・越中和紙）の伝統工芸士が、伝統
の技と現代感覚を融合させて制作する作品の展示、体験教室を
実施することにより、伝統工芸の技術と魅力を伝える。

事業費（負担金） 0 70 A

273 商工企業立地課 富山県和紙振興事業負担金

和紙原料の購入斡旋、各種展示会を通じての共同販売、和紙及
び和紙製品の普及宣伝や販路拡大のための事業を行う。

事業費（負担金） 40 40 A

274 商工企業立地課 富山県伝統的工芸品ふれあい教室開催事業負担金

伝統的工芸品を将来に向けて継承するためには、小学生時代か
ら郷土の伝統的工芸品に関心を持ち、慣れ親しむ機会を与えるこ
とが重要であり、学校教育においても小学生・中学生を対象に伝
統的工芸品に対する学習が実施されているところであるが、実際
に伝統的工芸品の制作を体験することにより、さらなる理解を深
めてもらうものとする。

事業費（負担金） 35 35 A

275 商工企業立地課 高岡地域文化財等修理協会負担金

会員の技術と資質向上と情報収集を図るため、文化財修復技術
講習会の実施や、各種講演会、研修会等に参加する機会の増大
に努め、高岡地域が有する伝統的技術者の育成・確保、技術・技
法の継承等を図り、会員の増大にも努めるための事業を推進し、
協会の円滑な運営に努める。

団体運営費（負担金） 100 100 A

276 商工企業立地課 【呉西】伝統産業連携PR事業負担金

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

制度的（負担金） 231 240 A

277 商工企業立地課 地場産品展示負担金

地場産品の紹介と販路拡大に資するため、地場産品常設展示場
を富山産業展示館内に開設し、主として催物の来館者向けに展
示する。

団体運営費（負担金） 71 71 A

278 商工企業立地課 県西部地区産業開発協議会会費

富山県西部地域の総合的な振興を図るという目的を達成するた
め「県西部は一体である」との考えに立ち、経済活動の広域化に
対応し、情報交換を活発に行い、地域産業の振興を図ると共に、
高速道路体系の整備、道の駅・インター周辺の整備、JR各線、バ
ス路線等公共交通システムの強化などの都市間交通体系の充
実に努め、広域的な地域連携活動を強化する。

団体運営費（会費） 30 30 A

279 商工企業立地課 県発明とくふう展開催負担金

創意工夫・発明くふうに対する子ども達の関心を高め、物を創作
することへの喜びを育み、発明・発見による優れた物造りによっ
て、一層発展した社会の構築を目指す。 事業費（負担金） 30 30 A

280 商工企業立地課 富山県国際経済交流推進協議会負担金

県、市町村、県内経済団体及び企業との緊密な連絡のもとに、海
外諸国との経済交流を促進し、県内産業の振興を図る。

事業費（負担金） 20 20 A

281 商工企業立地課 ジャパンクリエーション出展負担金

富山県繊維産地企業の経営の安定化及び競争力強化のため、
国内最大級の繊維見本市に出展し、とやま繊維の知名度向上及
び地域産地企業の販路拡大を支援する。 事業費（負担金） 100 100 A
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282 商工企業立地課 ジョブキッズとやま負担金

人口減少、少子高齢化時代に、地域の子供たちがふるさとを楽し
く学べる空間や子育てしやすい環境づくりを演出し、将来、ふるさ
と富山で働くことへのあこがれや夢へとつながるよう職業意識育
成の場を提供し、若年層の県内定着率を高めることを目的に、産
学官連携して各種方面から活動する会員組織として、ふるさとと
学び楽しむ子育てとやまコンソーシアムを組織する。

事業費（負担金） 400 350 A

283 商工企業立地課 富山県インキュベーション推進協議会負担金

県内のインキュベーション施設に入居している企業が抱える経営
課題等について、中小企業診断士や当機構職員が指導・助言を
行うことで、入居企業の自立・成長を支援。 団体運営費（負担金） 101 101 A

284 商工企業立地課 富山県技術専門学院砺波センター協力会負担金

富山県技術専門学院砺波センターにおいて実施されるパソコン、
簿記、会計、介護サービスなど、就業のための技術訓練に対し、
地域における人材育成、及び新規採用を目的として協力会に対
して負担金補助金を交付する。

団体運営費（負担金） 100 100 A

285 商工企業立地課 とやま企業立地セミナー開催経費負担金

県内で開催される企業立地セミナーに対し、その出展ブースに対
する負担。

事業費（負担金） 100 200 A

286 商工企業立地課 ものづくり開発人材育成事業負担金（呉西連携）

呉西圏域の構成する６市（高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、南
砺）が連携してものづくりに係る人材育成促進を図る事業に対す
る負担。 事業費（負担金） 126 122 A

287 商工企業立地課 就業マッチング支援事業負担金（呉西連携）

呉西圏域の構成する６市（高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、南
砺）が連携して都市圏とのビジネスマッチング等交流促進を図る
事業に対する負担。 事業費（負担金） 663 672 A

288 商工企業立地課 ビジネス交流交歓会開催事業負担金（呉西連携）

呉西圏域の構成する６市（高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、南
砺）が連携して都市圏とのビジネスマッチング等交流促進を図る
事業に対する負担。 事業費（負担金） 101 1,342 A

289 商工企業立地課 企業立地動向調査事業負担金（呉西連携）

呉西圏域の構成する７市（高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、南
砺）が連携して企業立地に対する動向調査を実施する事業に対
する負担。 事業費（負担金） 191 221 A

320 交流観光まちづくり課 富山県日中友好協会負担金

事業方針：これまで進めてきた民間交流の活動を一層活発にし、
将来にわたって日中両国の絆を確かなものとし日中両国更には
アジアの繁栄と平和に寄与することを目的とする。

団体運営費（負担金） 20 20 A

321 交流観光まちづくり課 富山県南米協会負担金

事業方針：２０世紀当初以来富山県出身者の南米移住を踏まえ、
中南米で活躍されている移住者及び家族との絆を大切にし、将
来にわたり県と移住関係者との交流を深めることを目的とする。

団体運営費（負担金） 130 130 A

322 交流観光まちづくり課 富山日米協会負担金

事業方針：富山県とアメリカ合衆国の相互理解を深めるとともに、
日米両国間の友好親善関係を促進することを目的とし、事業実施
するもの。 団体運営費（負担金） 10 10 A

323 交流観光まちづくり課 富山インド協会負担金

協会概要：富山とインドとの交流促進を目的に2011年に発足。協
会ではインドの首都へ視察団の派遣、県内での現地産業セミ
ナーの開催、文化紹介イベントの開催など、経済文化両面ににお
いて相互理解につとめている。

団体運営費（負担金） 10 10 A

324 交流観光まちづくり課 富山県海外移住家族会負担金

事業方針：かつて夢を抱いて富山県から中南米の諸国に雄飛さ
れた移住者の留守家族を主体として、相互の連絡を密にして情
報交換を行い、親睦を深めるとともに移住者援護に資するため、
県人会をはじめ国内外の関係期間等からの情報の収集と提供を
行う。

団体運営費（負担金） 64 64 A

325 交流観光まちづくり課 北陸都市国際交流連絡会負担金

事業目的：北陸三県内の都市の国際交流の情報交換の場として
相互に連絡を密にすることで多文化共生の地域づくりを推し進
め、誰もが安心して豊かに暮らせる社会を目指していくことを目的
とする。

団体運営費（負担金） 1 1 A

326 交流観光まちづくり課 外国青年招致事業負担金

外国青年招致事業（国際交流員受入事業）に係る（一財）自治体
国際化協会への会費及び負担金。

団体運営費（負担金） 135 135 A

327 交流観光まちづくり課 武蔵野市交流市町村協議会負担金

武蔵野市との交流市町村における連携協議会において、各種活
動を実施し、相互の連携強化を行うだけでなく、情報共有や人的
交流、観光振興等にも資するもの。 団体運営費（負担金） 100 100 A
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328 交流観光まちづくり課 富山県コンベンションビューロー負担金

事業方針：富山県におけるコンベンションの振興をはかるため、
県、市町村、民間団体と連携し、大学や各種団体への積極的な
誘致活動を展開するとともに、主催団体に対するきめ細やかな支
援、開催の魅力の広報・宣伝、コンベンションに関する調査や各
種情報の収集、関係者への情報提供等の事業を積極的に展開
する。

事業費+団体運営費(負担金) 140 140 A

329 交流観光まちづくり課 富山県観光連盟砺波地区会負担金

富山県砺波地区の観光地を調査、研究及び宣伝し、観光及び産
業を発展させる。

事業費（負担金） 760 760 A

330 交流観光まちづくり課 富山県西部地区観光協議会負担金

富山県西部地区の観光事業を推進するための調査研究・情報交
換・宣伝事業に交付するもの。

事業費（負担金） 200 200 A

331 交流観光まちづくり課 北陸広域観光推進協議会（白山周遊観光事業）負担金

白山を中心とした圏域全体の魅力向上を図り観光誘客の推進に
向けて取り組む

事業費（負担金） 60 60 A

332 交流観光まちづくり課 北陸国際観光テーマ地区推進富山協議会負担金

富山県・石川県・福井県の北陸三県を周遊する観光ルートを宣伝
するとともに、訪日外国人観光客の受入体制の整備を図ること等
により、各県への誘客推進を実施することを目的とし交付するも
の。

事業費（負担金） 100 100 A

333 交流観光まちづくり課 飛越能経済観光都市懇談会負担金

飛騨、富山県西部、能登にまたがる地域の経済・観光に関係する
資源の有効活用を図り、地域の活性化を推進すため、関係する
県及び関係都市が連携して情報交換、調査研究及び事業展開を
実施するために交付するもの。

事業費（負担金） 100 100 A

334 交流観光まちづくり課 金沢・富山県西部広域観光推進協議会負担金

この協議会は、藩政期以来の加賀藩の歴史及び文化を共有する
地域の行政機関及び観光関連団体等の連携により広域観光の
振興を図り、当該地域の交流人口の拡大と地域の活性化に寄与
することを目的とする。

事業費（負担金） 150 150 A

335 交流観光まちづくり課
富山県市町村タイアップ及び観光資源重点磨き上げプロジェ
クト事業負担金

とやま観光推進機構を中心に県及び県内市町村と連携し、着地
型の観光プログラムを造成・ブラッシュアップすることにより、観光
客の周遊性を高め、滞在時間・宿泊の増加につなげる。また、首
都圏に向けての当該プログラムのPRも実施し、定番化を目指す。

事業費（負担金） 500 1,000 A

336 交流観光まちづくり課 とやま観光推進機構ＤＭＯ活動費負担金

とやま観光推進機構において、客観的データに基づいたマーケ
ティング、戦略的な観光地域づくりを進める。

事業費（負担金） 1,603 1,603 A

337 交流観光まちづくり課 全国麺類文化地域間交流推進協議会年会費

事業方針：そばによる地域振興を活動に掲げ、地域活性化イベン
トと認定事業を二本柱として、「そばで人と人をつなぎ、そばによ
る地域間交流と連携によって地域を元気にする」活動を進める。

団体運営費（会費） 90 90 A

338 交流観光まちづくり課 全国麺類文化地域間交流推進協議会　中日本支部年会費

事業方針：そばによる地域振興を活動に掲げ、地域活性化イベン
トと認定事業を二本柱として、「そばで人と人をつなぎ、そばによ
る地域間交流と連携によって地域を元気にする」活動を進める。 団体運営費（会費） 10 10 A

339 交流観光まちづくり課 ＪＮＴＯ（日本政府観光局）賛助会員年会費

JNTO（日本政府観光局）賛助会員になるための年会費
会員になれば様々なインバウンド関連の情報を得ることができる

団体運営費（会費） 300 300 A

340 交流観光まちづくり課 富山県西部地区観光協議会（特別会計事業）負担金

北陸新幹線開業後の観光需要を見極め、富山県西部６市の観光
ブランド定着を図るため、６市の広域連携による観光プロモーショ
ンを重点的に実施し、国内外からの誘客に資するため交付するも
の。

事業費（負担金） 2,100 2,100 A

341 交流観光まちづくり課 世界遺産バス運行負担金（高岡～城端）高速分

とやま呉西圏域都市圏ビジョンに基づき8呉西観光誘客推進事業
として実施する。世界遺産バス運行負担金として富山県5,000千
円、高岡市2,500千円、南砺市2,500千円を負担する。 制度的（負担金） 2,500 2,500 A

342 交流観光まちづくり課 城端線・氷見線活性化推進協議会負担金

とやま呉西圏域都市圏ビジョンに基づき、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
誘客を図るために交付する。（交流観光まちづくり課予算では、観
光列車に係る負担金を計上）

制度的（負担金） 908 908 A
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343 交流観光まちづくり課 ＪＲ特別企画周遊パス無料入館券負担金

名古屋地区をはじめ、各方面から飛騨、富山地区への鉄道の利
用を促進する目的で設定しているもの。この割引切符の特典とし
て、下記の施設の入館料を100％減免し、無料で拝観できるよう
にすることで、割引きっぷの魅力が上がり、より一層の誘客が期
待できる。

事業費（負担金） 140 140 A

344 交流観光まちづくり課 北陸飛騨信州３つ星街道観光協議会負担金

協議会は、北陸新幹線金沢開業を契機として、圏域全体の魅力
向上を図るため、世界遺産や３つ星観光地といった我が国屈指
の観光資源を有する金沢市、松本市、高山市、南砺市、白川村
の観光誘客の推進に向けて官民一体となって取り組むことを目的
とする。

事業費（負担金） 1,563 1,563 A

345 交流観光まちづくり課
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
首長連合負担金

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催の機会を契機とし、
地域が広域的に連携を図り、その特色を活かした様々な取り組
みを進めることで、国内外に地域の魅力を発信することにより、地
域活性化をさらに推進するために交付するもの。

事業費+団体運営費(負担金) 100 100 A

346 交流観光まちづくり課 ユネスコ５大祭連携ＰＲ部会負担金

ユネスコ無形文化遺産に登録された山・鉾・屋台行事のある５市
が連携し、観光資源を有効活用した新たな観光・経済の振興事業
を推進することにより、飛越能地域全体のブランド力向上と域内
交流の活性化を図ることを目的とし交付するもの。

事業費（負担金） 1,000 600 A

347 交流観光まちづくり課 全国及び北陸道の駅連絡会会費

各市町村に所在する道の駅間の情報共有と相互の地域活性化
に係る推進に資するために実施する事業等への負担金。

団体運営費（会費） 94 94 A

379 文化・世界遺産課 富山県博物館協会費

富山県内にある博物館とこれに類する施設が相互の連携事務を
とり、博物館事業の普及発展を図るもの。

団体運営費（会費） 5 5 A

380 文化・世界遺産課 北信越博物館協議会会費

富山県・新潟県・石川県・福井県・長野県にある博物館とこれに類
する施設が加入しており、相互に連携事務をとり、博物館事業の
普及発展を図るもの。 団体運営費（会費） 3 3 A

381 文化・世界遺産課 日本花菖蒲協会会費

日本国内の花菖蒲の進歩発展を図り、花菖蒲を通じて国際親善
に寄与することを目的としている。

団体運営費（会費） 4 4 A

384 文化・世界遺産課 ユネスコ無形文化財情報発信事業負担金

富山県が事業主体となり、ユネスコ無形文化遺産登録の県内曳
山行事について、人材育成、情報発信、普及啓発保護活動等の
取り組みが行われることに対して、登録自治体として事業費の一
部を負担するもの。

事業費（負担金） 200 400 A

394 文化・世界遺産課 全国史跡整備市町村協議会会費

加盟市町村が協調して史跡等の整備に関する調査研究及びその
具体的方策の推進を図り、もって文化財の保存と活用に資する

団体運営費（会費） 40 40 A

395 文化・世界遺産課 全国史跡整備市町村協議会北信越地区協議会分担金

加盟市町村が協調して「全国史跡整備市町村協議会」の目的達
成のために、地方における組織活動の強化をはかる

団体運営費（分担金） 10 10 A

396 文化・世界遺産課 全国民俗芸能保存振興市町村連盟会費

加盟市町村が協調して民俗芸能等の保存と振興をはかり、わが
国文化の向上に資する

団体運営費（会費） 15 15 A

397 文化・世界遺産課 日本遺産連盟負担金

日本遺産に認定されて地域が集まり、日本遺産をさらに国民や地
域住民に浸透させ、観光やさらに魅力あるまちづくり、情報発信
に取り組むことを目的とする。

団体運営費（負担金） 20 廃止 A

398 文化・世界遺産課 「世界文化遺産」地域連携会議　市町村長会　会費

日本国内の「世界文化遺産」に関係する市町村とそれに関連する
専門家や市民リーダーが連携し、相互の親睦を深めるとともに、
文化財の永続的な保全やそれを前提とした観光と地域づくりのあ
り方、各種の共同事業実現などについて積極的な情報交換を行
う

団体運営費（会費） 40 40 A

399 文化・世界遺産課 全国伝統的建造物群保存地区協議会年会費

加盟市町村が協調して保存地区の保存整備に関する調査研究
及び施策の推進をはかり、もって伝統的建造物群の保存と活用
及び地域文化の向上に資する 団体運営費（会費） 50 50 A
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400 福光美術館 （財）日本博物館協会負担金

博物館に関する諸事業の実施を通じて、博物館の健全な発達を
図り、社会教育の進展に資するとともに、我が国の教育、学術及
び文化の発展に寄与することを目的とする活動に参画し、必要な
情報を収集するため。

団体運営費（負担金） 25 30 A

401 福光美術館 富山県博物館協会負担金

富山県内にある博物館とこれに類する施設が相互の連絡をとり、
博物館事業の普及発展をはかることを目的とする。

団体運営費（負担金） 5 5 A

402 福光美術館 北信越博物館協会負担金

博物館相互の連絡を図り、博物館活動の振興に努め、学術及び
文化の発展に寄与することを目的とする。

団体運営費（負担金） 3 3 A

403 福光美術館 南砺市棟方志功まちづくり連絡協議会負担金

各種団体の横断的な連携により棟方志功を活かしたまちづくりを
目指す。

団体運営費（負担金） 10 10 A

404 福光美術館 （一社）全国美術館会議負担金

全国の美術館の情報交換を得る場としての活動に対し負担金を
支払う。

団体運営費（負担金） 0 0 A

406 建設整備課 日本道路協会富山県支部　負担金

日本道路協会は、国内外の道路の果たす多様な役割を通じて、
国民生活に不可欠な道路政策のあり方を研究し、道路に関する
知識の普及、道路及び交通の発達を推進することを目的として、
各事業活動を行う公益法人。
富山支部はその下位組織であり、県内の会員相互の親睦を深
め、会員福祉の増進と技術の向上を図ることを目的とする。
事務局：県道路課

団体運営費（負担金） 6 6 A

407 建設整備課 富山県道路整備促進協会　負担金

当協会は、会員総員の総意に基づき、日本道路協会並びに全国
道路利用者会議及び中部地区道路利用者会議と密接な連絡を
図り、県下の各道路の整備改善を促進することを目的とする。
事務局：県道路課

団体運営費（負担金） 692 687 A

408 建設整備課 富山県道路使用適正化協会　負担金

当協会は、道路を使用する関係団体、事業者等が連帯し、道路
使用の適正化と良好な道路交通環境の保持に努め、交通の安全
と円滑の実現に寄与することを目的とする。 団体運営費（負担金） 40 40 A

409 建設整備課 富山県国道等道路事業促進協会　負担金

富山県内の一般国道及び市町村道に係る事業の促進並びに維
持管理の円滑化を図り、安全で快適な道路ネットワークの形成を
目的とする。
事務局：富山市

団体運営費（負担金） 81 81 A

410 建設整備課 一般国道３０４号道路整備促進期成同盟会　負担金

金沢市～南砺市間の国道沿線地域一帯の総合開発の促進を期
するため、その根幹をなす本道路の整備促進を図ることを目的と
する。
構成：金沢市、南砺市（事務局）、白川村

団体運営費（負担金） 54 54 A

411 建設整備課 主要地方道砺波福光線整備促進期成同盟会　負担金

本会は南砺地方の基幹道路である主要地方道砺波福光線の整
備促進を図り、交通の安全と生活環境の改善及び地域の発展を
図ることを目的とする。
構成：砺波市、南砺市（事務局）

団体運営費（負担金） 44 44 A

412 建設整備課 金沢福光連絡道路整備促進期成同盟会　負担金

本会は、金沢福光連絡道路の広域道路としての整備を促進する
ことにより、金沢市と富山県南西部地域との連携・交流を強化し、
地域の生活、産業、文化の振興・発展に寄与することを目的とす
る。
構成：金沢市、南砺市（事務局）

団体運営費（負担金） 300 300 A

413 建設整備課 国道４７１号道路整備促進期成同盟会　負担金

本会は、国道４７１号の整備改善を促進し、交通・運輸の円滑化
を図るとともに地域開発と産業発展に寄与することを目的とする。
構成：小矢部市（事務局）、砺波市、南砺市、富山市 団体運営費（負担金） 50 50 A

414 建設整備課 砺波土木協会　負担金

砺波地域における土木行政の振興と発展を目指し、建設技術の
向上と会員相互の連携を図ることを目的とする。
構成：富山県砺波土木センター、砺波市、南砺市（事務局は、砺
波と南砺で２年毎に交代）

団体運営費（負担金） 215 223 A

415 建設整備課 設計積算電算化推進市町村連絡協議会

県内の市町村、県の出先機関の積算システムの経費を協議会で
とりまとめ、積算システムの利用に関して、職員相互の知識等を
共有する組織である。スケールメリットを活かし経費を抑える効果
もある。
平成２９年度より共同利用型設計積算システム分を含む。

団体運営費（負担金） 6,395 6,600 A
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416 建設整備課 国道３０４号線荒木高宮バイパス対策協議会　負担金

本国道の整備と併せて沿線地域の整備を進めるため、このことに
関する諸問題の調査研究と啓発を図ることを目的とする。

団体運営費（負担金） 200 200 A

417 建設整備課 国道１５６号郡上・砺波間道路改良促進期成同盟会

国道１５６号岐阜県郡上市～富山県砺波市間の早期改良整備の
推進と維持管理の充実をはかり、住民福祉、産業文化および経
済の発展を図ることを目的とする。
構成：岐阜県(郡上市、高山市、白川村）、富山県（南砺市、砺波
市）

団体運営費（負担金） 46 46 A

418 建設整備課 全国街道交流協会「街道交流首長会」負担金

日本百街道に南砺市から五箇山街道が入っており、街道に係る
地域づくり活動または街道文化・街道観光の振興等についての
自治体間の情報交換に関する事業等を通じて、地域振興及び街
道振興を促進することを目的としている。 団体運営費（負担金） 50 50 A

419 建設整備課 全国街路事業促進協議会負担金

都市計画道路の速やかな整備、充実を積極的に推進すること。

団体運営費（負担金） 10 10 A

420 建設整備課 富山県都市計画協会負担金

県下において都市計画法の適用を受ける市町村の都市計画並
びに都市計画事業の促進及び完成を期するため、関係市町村相
互の連絡調整を図る。 団体運営費（会費） 343 358 A

421 建設整備課 無電柱化を推進する市区町村長の会費

無電柱化のより一層の推進により、安全で快適な魅力のある地
域社会と豊かな生活の形成に資することを図る

団体運営費（会費） 3 3 A

430 建設維持課 雪センター負担金

協議会は、雪に強い地域づくりを促進するため、雪に関する各種
情報交換及び広報等を行い、地域の特性や社会情勢の変化に
応じた雪対策を推進することを目的とする。
交付した額は、雪センターの各種事業経費や各都道府県の雪対
策協議会への補助金として交付される。

団体運営費（負担金） 80 80 A

431 建設維持課 全国積雪寒冷地帯振興協議会分担金

全国の寒冷地が

団体運営費（負担金） 3 3 A

432 建設維持課 全国治水既成同盟会連合会負担金

本会は、治水及び利水事業の緊要性の普及徹底を図るとともに、
これら事業の実施を協力的に推進することを目的とする。

団体運営費（負担金） 15 15 A

433 建設維持課 富山県治水砂防協会負担金

本会は、富山県の治水及び利水事業の緊要性の普及徹底を図
るとともに、これら事業の実施を協力的に推進することを目的とす
る。 団体運営費（負担金） 287 700 A

434 建設維持課 富山県河川海岸協会負担金

本会は、富山県の河川海岸事業の緊要性の普及徹底を図るとと
もに、これら事業の実施を協力的に推進することを目的とする。

団体運営費（負担金） 150 150 A

435 建設維持課 利賀ダム建設促進期成同盟会負担金

本協議会は、利賀ダムの建設に伴い、関係する自治体と継続し
て国への要望活動や現地視察等を行い、早期完成を目指すも
の。 団体運営費（負担金） 66 66 A

436 建設維持課 公益社団法人全国都市計画協会会費

都市計画の基本政策を研究し、都市計画に関する知識の普及並
びに都市計画及び都市計画事業の発展を図り、もって公共の福
祉の増進に寄与すること。 団体運営費（会費） 123 123 A

437 建設維持課 一般社団法人日本公園緑地協会会費

国民がみどりとオープンスペースの持つ多様な機能の恩恵を享
受できるよう、公園、緑地、緑化等に関する事業の実施と促進を
図り、またその成果を活用することにより、みどり豊かで良好な景
観と快適な都市環境、社会環境を創出し、もって国民生活の質の
向上と健康で文化的なまちづくり、国づくりの推進に寄与するこ
と。

団体運営費（会費） 38 38 A

438 建設維持課 全国都市公園整備促進協議会会費

加盟地方公共団体が協力して、公園緑地問題を総合的に研究し
て、公園緑地整備を図るための税財政上の具体的方策を推進す
ること。 団体運営費（会費） 42 42 A
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439 建設維持課 富山県住まい・街づくり協会会費

住まい・街づくり行政の円滑な促進と会員相互の連絡協調を図る
ことにより安全で安心な豊かで住みよい県を実現し、もって公共
の福祉の増進を図る。 団体運営費（会費） 50 50 A

441 議会事務局 全国市議会議長会負担金

地方自治法第２６３条の３に定める地方公共団体の議会の議長
が、その相互間の連絡、共通する問題協議及び処理のために設
けた「全国的連合組織」であり、地方自治法の本旨に沿い、都市
の興隆発展を図ることを目的とする。

団体運営費（負担金） 367 367 A

442 議会事務局 北信越市議会議長会負担金

地方自治の本旨に基づき、都市行財政の各般にわたり調査研究
し北信越各市の伸長発展に寄与するとともに、各市相互の意思
の疎通をはかることを目的とする。 団体運営費（負担金） 0 38 A

443 議会事務局 北信越市議会議長会慶弔基金会計負担金

会員相互の親睦を図るため、会員の慶弔に際し、規程に定める
金品を贈る。

団体運営費（負担金） 2 2 A

444 議会事務局 富山県市議会議長会負担金

地方自治の本旨に基づき、市の興隆発展と親睦を図ることを目的
とする。

団体運営費（負担金） 838 835 A

445 議会事務局 富山県西部市議会議長会負担金

地方自治の本旨に沿い、地域の発展と親睦を図ることを目的とす
る。

団体運営費（負担金） 50 50 A

446 議会事務局 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金

自治体病院を経営する都市の議会議長（一部事務組合議会の議
長を含む）が連絡協調して、自治体病院経営の健全化を図り、
もって自治体病院の興隆発展に寄与する。 団体運営費（負担金） 18 18 A

447 議会事務局 全国広域連携市議会協議会負担金

広域連携を推進するとともに、要望事項の実現を図るため、政府
並びに国会に対する要請、関係団体との連絡及び必要な調査研
究を行う。 団体運営費（負担金） 15 15 A

448 議会事務局 全国高速自動車道市議会協議会負担金

高速自動車道の建設促進と通過市共通の問題を総合的に研究
し、この解決を図るための財政上の具体的方策を協議するととも
に、その実眼を強力に促進していくことを目的とする。 団体運営費（負担金） 20 20 A

449 議会事務局 日本国際連合協会富山県本部会費

日本国際連合協会の次の目的達成に協力するとともに、富山県
民に国際連合及び国際問題に関する知識を普及徹底し、もって
文化国家の建設発展に寄与することを目的とする。
・国民の運動として、国際連合の目的実現に協力すること
・国民の間に、世界連帯観念を普及し、国際協力を促進すること
・国民の理想を表明し、もって世界平和の確立及び国際問題の解
決に寄与すること

団体運営費（会費） 2 2 A

450 議会事務局 全国伝統工芸品振興市議会協議会負担金

全国の市議会相互の緊密な連携と協力のもと、伝統工芸品の需
要の喚起と販路の拡大に寄与するための諸活動を行うことによ
り、その振興を図り、もって次世代で継承、発展させることを目的
とする。

団体運営費（負担金） 20 20 A

451 監査委員事務局 全国都市監査委員会会費

全国都市監査委員相互の連絡を密にし、監査委員制度の円滑な
る運営とその健全なる発達を図ることをもって目的とする。
組織：北海道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州
の各地区都市監査委員会を構成する都市の監査委員をもって構
成する。

団体運営費（会費） 23 23 A

452 監査委員事務局 北陸地区都市監査委員会会費

会員相互の連絡協調を密にし、都市監査制度の円滑なる運営と
その健全なる発達を図ることをもって目的とする。
組織：福井・石川・富山・新潟の４県内の都市監査委員をもって組
織し、加入都市監査委員を会員とする。

団体運営費（会費） 19 19 A

453 監査委員事務局 富山県都市監査委員会協議会会費

会員相互の連絡を密にし、都市委員制度の円滑なる運営とその
健全な発展に寄与することを目的とする。
組織：県内各都市の監査委員及び事務局職員をもって組織する。 団体運営費（会費） 27 27 A

465 教育総務課 富山県統計教育研究会会費

富山県における、統計教育に関する研究活動を推進し、統計思
想の普及充実を図ることを目的とする。

団体運営費（会費） 8 8 A
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466 教育総務課 富山県地方教育センター協議会分担金

教育センター相互の連携を密にするとともに協業化を進め、研
修・研究その他の事業の効果的な推進を図ることを目的とする。

団体運営費（分担金） 3 3 A

467 教育総務課 砺波地区教育センター協議会負担金

砺波地区内における教育センターの研究活動を推進するため相
互の連絡を密にして、教育の振興に資することを目的とする。

団体運営費（会費） 36 36 A

468 教育総務課 富山県特別支援教育研究会負担金

・富山県特別支援教育の充実を図る。
・小学校部会、中学校部会、特別支援学校部会の研究の推進を
図る。
・知的障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教
育、病弱教育、情緒障害教育、視覚障害教育　等の研究推進を
図る。

団体運営費（負担金） 17 33 A

469 教育総務課 砺波地区中高生徒指導協議会負担金

砺波地区内の中学校・高等学校における生徒指導の充実を図る
ため、相互連絡を密にし、共通する生徒指導上の諸問題を研究
協議し、生徒の健全な育成に努めることを目的とする。 団体運営費（負担金） 7 6 A

470 教育総務課 富山県へき地・小規模学校教育研究会負担金

県内へき地・小規模学校の会員相互の連絡連携を密にし、へき
地・小規模学校教育の研究と振興を図ることを目的とする。

団体運営費（負担金） 45 53 A

471 教育総務課 富山県小学校教育課程研究会負担金

県内各地区およびブロックにおける小学校教育研究活動の交流
と推進を図ることを目的とする。
・現職教育に関すること
・小学校教育の調査研究に関すること
・研究の収録発表に関すること
・各種研究集会に関すること

団体運営費（負担金） 278 廃止 A

472 教育総務課
富山県小学校教育研究会会費
※Ｒ３より県小学校教育課程研究会と統一し、南砺市小学校
教育研究会負担金へ変更

教育研究活動を通じ、小学校教育の向上進展に資するとともに、
会員の指導力向上を図ることを目的とする。

団体運営費（会費） 47 324 A

473 教育総務課 富山県中学校教育研究会会費

県内中学校教員全員が加入している。富山県中学校教育研究の
実を高め、各郡市における中学校教育研究活動の連絡と促進を
図ることを目的とする。 団体運営費（会費） 192 廃止 A

474 教育総務課 砺波地区中学校教育研究会会費

砺波地区内中学校教育に関する研究事業を推進することを目的
とする。

団体運営費（会費） 12 廃止 A

475 教育総務課
南砺市中学校教育研究会会費
※Ｒ３より県中学校教育研究会及び砺波地区中学校教育研
究会と統一

南砺市内中学校教育に関する研究事業を推進することを目的と
する。

団体運営費（会費） 36 240 A

476 教育総務課 砺波音楽協会の研修事業助成金

砺波地区内会員の音楽的教養を高め、音楽教育の向上を期する
ことを目的とする。

団体運営費（助成金) 0 廃止 A

477 教育総務課 富山県養護教諭会会費

県内会員相互の連携を図り、養護教諭の職務等について研修と
調査研究を行うとともに、養護教諭の資質を高め、学校保健の向
上に寄与することを目的とする。 団体運営費（会費） 18 37 A

478 教育総務課 富山県図書館協議会会費

富山県学校図書館相互の連絡を密にし、その充実発展を図り、
富山県教育の振興に寄与することを目的とする。

団体運営費（会費） 20 19 A

479 教育総務課 南砺市中学校体育連盟負担金

南砺市中体連及び市内各学校の運動部の健全な発達を図ること
を目的とする。

団体運営費（負担金） 412 404 A

480 教育総務課 中学校文化連盟負担金

砺波地区中学校における生徒の文化活動を総合的に促進し、そ
の振興発展を図ることを目的とする。

団体運営費（負担金） 194 190 A
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481 教育総務課 南砺市危険物安全協会会費

南砺市所在の危険物製造所・貯蔵所・取扱所等の所有者又は管
理者及び危険物取扱者を持って組織される協会の会費

団体運営費（会費） 5 5 A

482 教育総務課 なんとハートフルランチ食材費負担金

南砺市食育推進の一環として実施するもので、地元食材を積極
的に活用し、食を通じて地域を理解することや、食文化の継承を
図ること、自然の恵みや勤労の大切さなどを理解することを目的
として、給食に係る食材費の一部を負担するもの。

団体運営費（負担金） 784 813 A

483 教育総務課 富山県学校保健会会費

学校保健の充実発展にかかわる必要な事業を行い、その健全な
発展を図ることを目的とする。

団体運営費（会費） 92 97 A

484 教育総務課 学校給食保存用材料費負担金

学校給食施設において調理後に施設管理者や栄養士が給食の
内容が実際に献立計画にしたがって実施されたかを確認するとと
もに栄養面・衛生面・嗜好面から食事を検査するための材料費を
負担するもの。

制度的（負担金） 386 428 A

485 教育総務課 砺波地区栄養教諭・学校栄養職員研究会会費

児童生徒の望ましい食習慣を育てるため、食育の推進及び学校
給食の充実を図るとともに、栄養教諭・学校栄養職員の資質の向
上を図ることを目的とする。 団体運営費（会費） 0 廃止 A

486 教育総務課 砺波地区地方教育委員会連絡協議会負担金

会員相互の連絡を密にして、教育行政の効率化と学校教育及び
社会教育の充実向上を図ることを目的としている。

団体運営費（負担金） 86 86 A

487 教育総務課 全国都市教育長協議会負担金

全国都市の連絡を緊密にし、相協力して民主的な教育行政の親
展を図り、わが国の教育向上に尽くすことを目的とする。

団体運営費（負担金） 17 21 A

488 教育総務課 東海北陸都市教育長協議会負担金

東海北陸地区の各都市が相協力して教育行政の親展を図り、我
が国の教育向上に尽くすことを目的とする。

団体運営費（負担金） 10 5 A

489 教育総務課 富山県市町村教育委員会連合会負担金

富山県市町村教育委員会相互の連絡調整を図り、並びに全国市
町村教育委員会連合会との連携を保ち、以て教育水準の向上を
図り、教育行政の公正にして円滑なる運営に寄与することを目的
とする。

団体運営費（負担金） 35 35 A

490 教育総務課 富山県市町村教育長会負担金

市町村教育長の事務連絡をはかる外、連合会長の諮問に応ずる

団体運営費（負担金） 9 9 A

491 教育総務課 富山県立となみ総合支援学校教育振興会会費

富山県立となみ総合支援学校の教育の振興について協力、支援
を行うとともに、児童生徒の福祉厚生の充実に寄与する。

団体運営費（会費） 9 9 A

492 教育総務課 富山県吹奏楽連盟年会費

吹奏楽及び管・打楽器による音楽の普及・向上を図り、富山県の
芸術文化の発展と音楽教育の向上・発展に寄与することを目的と
する。 団体運営費（会費） 40 40 A

493 教育総務課 全国山村留学協会年会費

地方公共団体、法人その他の団体及び個人に対して、青少年の
自然体験、山村留学、及び都市と農村漁村との交流の普及促進
を図る事業を行い、国民生活の活性化に寄与することを目的とし
ている。

団体運営費（会費） 50 50 A

494 教育総務課 日本スポーツ振興センター災害共済掛金加入金

独立行政法人日本スポーツ振興センターと学校・保育所等の設
置者との契約により、学校・保育所等の管理下における児童生徒
等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）に対して災害共済給付
（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給）を行うもの。その
運営に要する経費を国、設置者及び保護者の三者で負担する互
助共済制度。

制度的（加入金) 3,132 3,105 2,867 A

495 教育総務課 災害共済給付金

独立行政法人日本スポーツ振興センターと学校・保育所等の設
置者との契約により、学校・保育所等の管理下における児童生徒
等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）に対して災害共済給付
（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給）を行うもの。

制度的（給付金) 5,000 3,500 5,000 A
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496 教育総務課 とやま呉西圏域都市圏ビジョン負担金

呉西圏域事業で実施する事業に対し応分の負担を行うもの。

制度的（負担金） 0 11 A

512 生涯学習スポーツ課 砺波地区視聴覚教育協議会負担金

砺波市と南砺市が視聴覚教育に関する事務を共有して管理執行
する事を目的とする。

団体運営費（負担金） 0 0 A

513 生涯学習スポーツ課 富山県公民館連合会負担金

県内公民館相互の連絡提携を図り、もって公民館活動の振興発
展に寄与することを目的とする。

団体運営費（負担金） 296 295 A

514 生涯学習スポーツ課 全国スポーツ推進委員連合会費

全国スポーツ推進委員連合の年会費。連合の普通会員登録費
及び同連合の事業・運営経費として、都道府県スポーツ推進委員
協議会を通じて支払うもの。 団体運営費（会費） 35 38 A

515 生涯学習スポーツ課 県スポーツ推進委員協議会負担金

富山県スポーツ推進委員協議会の年会費として支払い、同協議
会の事業及び運営経費として支払うもの。

団体運営費（会費） 56 60 A

516 生涯学習スポーツ課 県派遣スポーツ主事人件費負担金

社会教育主事（スポーツ担当）の南砺市への派遣負担金

制度的（負担金） 4,030 4,500 A

517 生涯学習スポーツ課 全国ボート場所在市町村協議会負担金

当該協議会は、全国ボート場所在市町村の文化、経済など広い
範囲にわたり、共通の基盤を有する各自治体が、一層の地域振
興、ふるさとづくりを推進するために相互に情報を交換し、協調を
深め、もって広域的課題の解決に取り組むことを目的として設立
されており、南砺市も加盟している。加盟自治体として協議会の
定める負担基準に従い負担金を支払っている。

制度的（負担金） 44 220 A

518 生涯学習スポーツ課 富山県Ｂ＆Ｇ地域海洋センター連絡協議会負担金

B&G海洋体験学習事業を通じて海洋性レクリエーションなどの体
験をしてもらい、次代を担う子どもたちの「こころ」と「からだ」の健
全な育成を推進する。 制度的（負担金） 70 70 A

519 生涯学習スポーツ課 富山県体育施設協会負担金

富山県内における体育・スポーツ及びレクリエーション施設の適
正な運営について研究協議し、体育の振興に寄与することを目的
とする。 団体運営費（負担金） 7 7 A

520 生涯学習スポーツ課 スポーツ大会・合宿誘致等促進事業負担金（呉西連携）

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。 制度的（負担金） 25 0 A

521 中央図書館 日本図書館協会会費

公共図書館、大学図書館、学校図書館、専門図書館、公民館図
書室、国立国会図書館、その他の読書施設並びに情報提供施設
の進歩発展を図る事業を行うことにより、人々の読書や情報資料
の利用を支援し、もって文化及び学術並びに科学の振興に寄与
することを目的とする。

団体運営費（会費） 23 23 A

522 中央図書館 富山県図書館協会負担金

県内図書館の相互連絡及び図書館職員研修の実施により、地域
に根ざした図書サービスの実現をめざすとともに、県内の文化及
び学術並びに科学の振興に寄与することを目的とする。 団体運営費（負担金） 14 14 A

523 中央図書館 富山県読書会連絡協議会会費

県下の読書会が緊密に連絡を取り合い、読書文化の普及を図
り、読書により生活の向上に寄与することを目的とする。

団体運営費（会費） 2 2 A

536 こども課 全国婦人相談員連絡協議会会費

全国婦人相談員連絡協議会の事業を実施するための経費とし
て、婦人相談員一人あたり2,000円の会費を支払うもの。

団体運営費（会費） 2 2 A

537 こども課 家庭児童相談員連絡協議会会費

全国家庭相談員および富山県家庭児童相談員の事業を実施す
るための経費として、家庭児童相談員一人あたり5,000円（全国
700円　富山県　4,300円）の会費を支払うもの。 団体運営費（会費） 5 10 A

538 こども課 母子・父子自立支援員協議会会費

全国母子・父子自立支援員協議会の事業を実施するための経費
として、母子・父子自立支援員一人あたり3,000円の会費を支払う
もの。 団体運営費（会費） 3 3 A
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539 こども課 富山県子育て支援センター連絡協議会年会費

支援センター事業の発展向上を期し、富山県内及び全国の支援
センター間の連携、連絡調整を行うとともに、事業に関する調査、
研究、協議並びに情報の共有を行い、地域の児童福祉の向上に
寄与すること

団体運営費（会費） 50 60 A

540 こども課 日本スポーツ振興センター災害共済掛金加入金

独立行政法人日本スポーツ振興センターと学校・保育所等の設
置者との契約により、学校・保育所等の管理下における児童生徒
等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）に対して災害共済給付
（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給）を行うもの。その
運営に要する経費を国、設置者及び保護者の三者で負担する互
助共済制度。

制度的（加入金) 516 542 A

541 こども課 保育園児災害共済給付金

独立行政法人日本スポーツ振興センターと学校・保育所等の設
置者との契約により、学校・保育所等の管理下における児童生徒
等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）に対して災害共済給付
（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給）を行うもの。 制度的（給付金) 200 250 A

542 こども課 富山県社会福祉協議会会員会費(公立分保育所会費)

県内における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業
の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域
福祉の推進を図ること 団体運営費（会費） 71 71 A

543 こども課 富山県保育連絡協議会会費、全国保育協議会分担金

保育・こども家庭福祉の質の向上のために、全国及び県の保育
組織の運営に対し負担するもの。

団体運営費（会費、分担金） 120 120 A

544 こども課 児童発達支援人材育成事業負担金（呉西連携）

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。
 
 

制度的（負担金） 68 64 A

546 医療課 富山県学校保健会会費

学校保健の推進のために行う各種事業の経費として

団体運営費（会費） 0 3 A

547 医療課 富山県国民健康保険団体連合会負担金

富山県国民健康保険団体連合会は国民健康保険法第83条に基
づき、会員である保険者（15市町村、医師国保組合、建設国保組
合）が共同して、必要な事業を行うことを目的として設立されてい
る。各事業の実施のため保険者が負担金を納入する。

制度的（負担金） 90 90 A

548 医療課 国診協年会費

治療と予防の一体的運営を地域医療の分野に実現し、社会保障
及び国民保健の向上に寄与しようとする国民健康保険の理念に
立脚し、国民健康保険の機能の充実強化と地域医療に関する医
学の向上、並びに施設の運営の合理化を図り、もって地域社会に
おける地域包括医療・ケアの推進に寄与することを目的とする。

制度的（会費) 200 200 A

549 医療課 全国訪問看護事業協会年会費

全国の訪問看護ステーションの情報拠点として、訪問看護事業の
普及活動、訪問看護事業に関する情報提供、サービスの質の確
保向上等に関する調査研究事業、研修事業等の実施を目的とし
ている。

団体運営費（会費） 20 20 A

550 医療課 日本訪問看護財団年会費

訪問看護をはじめとする在宅ケアの質的・量的拡充を図り、病気
や障がいがあっても安心して暮らせる社会を目指し、事業に従事
する人材の育成や事業運営等の支援、調査研究、情報の提供及
び制度改革等の政策提言を行うと共に、訪問看護等在宅ケアの
推進に努め、もって国民の健康と福祉の向上に寄与することを目
的としている。

団体運営費（会費） 20 20 A

551 医療課 日本訪問リハビリテーション協会年会費

訪問リハビリテーション・サービスの質的向上を図り、医療・保健・
福祉の充実に寄与することを目的とする。

団体運営費（会費） 33 33 A

552 医療課 富山県訪問看護ステーション連絡協議会年会費

富山県内における訪問看護ステーションの業務の連携を図り、事
業の発展向上を期し、会員相互の連絡調整を行うとともに、事業
に関する調査、研究、協議を行い、かつ訪問看護の充実と推進を
図ることを目的とする。

団体運営費（会費） 10 10 A

553 医療課 医師会会費（県・市）

医道の高揚、医学及び医術の発達普及と公衆衛生の向上を図
り、もって社会福祉を増進することを目的とする。
また、医師会において特定健康診査の請求事務等を代行して
行っているため、施設管理者は医師会員であることが必須であ
る。

団体運営費（負担金） 173 244 A
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565 地域包括ケア課 砺波地区ホームヘルパー連絡協議会事業助成金

砺波地区ホームヘルパー連絡協議会の活動事業について助成
するもの

団体運営費（助成金） 0 0 A

566 地域包括ケア課 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費

全国シルバー人材センター事業協会はシルバー人材センター及
びシルバー人材センター連合本部の健全な発展をはかるととも
に、定年退職者等の能力の積極的な活用促進することにより、高
齢者の福祉の増進に資することを目的としている。高齢者の雇用
の安定等に関する法律により全国で唯一厚生労働大臣の指定を
受けた団体であるとともに、シルバー人材センター及びシルバー
人材センター連合本部を会員とした公益社団法人で、次の事業を
行っている。
・事業の普及啓発
・事業関係者に対する研修
・事業の連絡調整・指導その他の援助
・事業に関する情報・資料の収集及び提供　他

団体運営費（賛助金） 50 50 A

567 地域包括ケア課
地域共生政策自治体連携機構（旧福祉自治体ユニット）加盟
年会費

介護・医療をはじめ障がい・子育て・貧困等社会保障全般に研鑽
を積む「わがまち福祉行政」に取り組んでいる団体の正会員の年
会費 団体運営費（会費） 50 50 A

568 地域包括ケア課 富山県介護支援専門員協会会費

当法人の事業として①介護支援専門員の資質向上に関する研修
会の開催②介護支援専門員の業務遂行に関するサポート体制の
整備③介護支援専門員の業務遂行に関する情報の提供④介護
支援サービスに関する調査・研究⑤日本介護支援専門員協会富
山県支部としての連絡調整⑥関係期間及び関係団体との連絡・
調整⑦介護支援専門員に関する刊行物の発行⑧その他法人の
目的を達成するために必要な事業を行っている。

団体運営費（会費） 60 60 A

569 地域包括ケア課 砺波地方居宅介護支援事業者連絡協議会会費

この協議会に加入していることで、構成市（砺波市・小矢部市・南
砺市）の居宅介護支援事業所の介護支援専門員の情報交換の
ための機会が持て、企画されるスキルアップのための研修会にも
参加することが可能である。

団体運営費（会費） 10 10 A

582 福祉課 富山県社会福祉協議会会員会費

富山県社会福祉協議会に南砺市民生委員児童委員の会費を負
担するもの

団体運営費（会費） 186 186 A

583 福祉課 南砺市社会福祉協議会会費

南砺市社会福祉協議会に南砺市民生委員児童委員の会費を負
担するもの

団体運営費（会費） 155 155 A

584 福祉課 全国民生委員互助共励事業会費

富山県社会福祉協議会に南砺市民生委員児童委員の全国民生
委員互助共励会費を負担するもの

団体運営費（会費） 295 295 A

585 福祉課 富山県民生委員児童委員協議会会費

富山県民生委員児童委員協議会に南砺市民生委員児童委員１
５５名分の富山県民生委員児童委員協議会会費、富山県民生委
員児童委員協議会共済事業会費、全国民生委員児童委員連合
会会費を負担するもの

団体運営費（会費） 620 620 A

586 福祉課 砺波地域障害者自立支援協議会運営負担金

障害福祉計画に係る指針において、障がい者等への支援体制の
整備を図るため地域の実情に応じて協議会を置くように努めなけ
ればないないと、されている。砺波地域（砺波市・小矢部市・南砺
市)における障害福祉のシステムづくりについて協議（相談支援事
業の運営評価、困難事例への対応のあり方、地域の関係期間に
よるネットワーク機構、障がい者の差別の解消の推進など）する
ための運営費

団体運営費（負担金） 50 50 A

587 福祉課 生活困窮者自立相談支援事業職員出向負担金

生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業の実施に必
要な職員の出向を委託する。

制度的（負担金） 4,791 5,351 A

588 福祉課 地域活動支援センターⅠ型負担金

地域活動視線センターへの負担金

団体運営費（負担金） 162 246 A

589 福祉課 福祉施設建設費負担金

福祉施設を建設した際の負担金

団体運営費（負担金） 7,946 2,934 A
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別Ａ（負担金、分担金、会費等：２８３件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

593 健康課 富山県市町村保健師研究連絡協議会会費

富山県市町村保健師研究連絡協議会は市町村に勤務する保健
師で組織されており、保健師相互間の識見と技術の研鑽に努め、
地域に密着した保健師活動の効果的運営をはかり、もって住民
の健康保持増進に寄与することを目的としている。 団体運営費（会費） 72 72 A

594 健康課 富山県母乳育児推進連絡協議会負担金

富山県母乳育児推進連絡協議会は、母乳の重要性を認識し、母
乳育児を広く啓発し、普及するとともに、乳幼児の健全育成のた
めの活動を推進し、人間形成の基礎づくりに寄与することを目的
とする。

団体運営費（負担金） 18 18 A

595 健康課 富山県公衆栄養研究会会費

県下の公衆栄養関係者が相互の連絡協調と資質の向上を図り、
各種の栄養改善及び健康増進関連事業を効果的に推進する方
途を研究することにより、県民の豊かな健康づくりに資することを
目的とする。

団体運営費（会費） 9 6 A

596 健康課 富山県国民健康保険団体連合会負担金

富山県国民健康保険団体連合会は国民健康保険法第83条に基
づき、会員である保険者（15市町村、医師国保組合、建設国保組
合）が共同して、必要な事業を行うことを目的として設立されてい
る。各事業の実施のため保険者が負担金を納入する。 制度的（負担金） 594 592 A

597 健康課 国民健康保険団体連合会砺波支部負担金

富山県国民健康保険団体連合会砺波支部（砺波市、小矢部市、
南砺市）は富山県国民健康保険団体連合会支部設置規則の規
定により、国民健康保険事業の能率的運営とその振興を図ること
を目的として設立されている。各事業の実施のため負担金を交付
している。

団体運営費（負担金） 52 52 A

201,850 171,864
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別B（公益性が大きい団体への補助金：８件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

63 生活環境課 防犯協会補助金

市民の防犯意識の高揚を図り、地域の防犯活動を推進するため
の事業及び活動を行うもの。 団体運営費補助金 7,538 7,538 定額

公益性の高い団体であることから、現状維持を基本とするものの、
毎年、補助事業の実績から補助金額を精査する。

B

66 生活環境課 交通安全協会補助金

交通道徳の向上と交通事故防止の推進に努め、地域における交
通安全の発展に寄与するための事業を行うもの。 団体運営費補助金 1,986 1,986 定額

公益性の高い団体であることから、現状維持を基本とするものの、
毎年、補助事業の実績から補助金額を精査する。

B

78 南砺で暮らしません課 地域づくり協議会連合会活動補助金

市民と行政の協働のまちづくりに向けて、住民自治組織が積極的
に関わるための活動の実施

団体運営費補助金 609 609 定額
公益性の高い団体であることから、現状維持を基本とするものの、
毎年、補助事業の実績から補助金額を精査する。

B

220 商工企業立地課 南砺市商工会補助金

南砺市内の商工業の振興に資するため、南砺市商工会（支部を
含む）が実施する事業を支援するもの。

事業費＋団体運営費補助金 8,433 8,158
一般事業12％以内
個別事業23％以内

公益性の高い団体であることから、現状維持を基本とするものの、
毎年、補助事業の実績から補助金額を精査する。

B

290 交流観光まちづくり課 友好交流協会補助金

南砺市における国内外友好都市との市民交流事業の推進を図
り、広く文化・教育・産業と多方面にわたる交流を図りながら、相
互の理解と繁栄に貢献することを目的とし、友好交流事業、相互
理解促進事業、支援協力事業、語学普及事業等の各種事業活
動を支援。

事業費＋団体運営費補助金 8,900 25,882
1/2
※県1/2

公益性の高い団体であることから、現状維持を基本とするものの、
毎年、補助事業の実績から補助金額を精査する。

B

292 交流観光まちづくり課 観光協会運営補助金

南砺市における観光事業の健全な発展と振興を図り、南砺の魅
力を市内外に発信するとともに、地域経済の発展及び地域文化
の向上に寄与すべく、行政ではできない部分を実施していただく
ために交付するもの。（特に観光商品の造成や観光事業者等へ
の商談、販売促進等、資格が必要な業務も多く、関係機関との有
効な関係性の構築にも寄与いただいている。）

事業費＋団体運営費補助金 45,998 47,380 定額
公益性の高い団体であることから、現状維持を基本とするものの、
毎年、補助事業の実績から補助金額を精査する。

B

501 生涯学習スポーツ課 南砺市体育協会補助金

チャンピオンスポーツの推進(競技力向上の施策と実施)、次代を
担うジュニア層の育成、スポーツ人口の拡大及びコミュニティス
ポーツの推進を図る。 事業費＋団体運営費補助金 27,000 41,500 定額

公益性の高い団体であることから、現状維持を基本とするものの、
毎年、補助事業の実績から補助金額を精査する。

B

572 福祉課 社会福祉協議会活動事業補助金

社会福祉協議会は、社会福祉法第１０９条に「地域の推進を図る
ことを目的とする団体」と規定されている、公共性・公益性の高い
非営利の民間組織である。南砺市の地域社会における福祉の問
題に対し、その地域の住民や福祉関係者が協力して取り組むこと
で、福祉の推進を図る目的として補助するもの

事業費＋団体運営費補助金 163,362 161,062 対象事業の実績に応じて
公益性の高い団体であることから、現状維持を基本とするものの、
毎年、補助事業の実績から補助金額を精査する。

B

263,826 294,115
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別①（制度的補助金：６７件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

1 政策推進課 一般コミュニティ助成事業補助金

宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品
や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生まちづくり、地域文化
への支援や地域の国際化推進及び活力ある地域づくり等に対し
て助成を行い、コミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地
域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与する。

制度的補助金 11,800 0
宝くじ助成事業のため市負担
はなし

─ ①

5 政策推進課 路線対策費特別補助金及び路線維持費特別補助金
バス路線の維持対策に係る経費について支援するもの。

事業費補助金 36,134 50,990 定額（赤字補てん） 制度的補助金としての取扱いとする ①

34 総務課 コミュニティ助成事業（地域防災組織育成助成事業）補助金

宝くじの社会貢献広報を目的に、宝くじ受託事業収入を財源とし
て（一財）自治総合センターが実施しているコミュニティ助成事業
の1メニューで、地域の防災活動に必要な設備等の整備に関して
助成を行うことで、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図り、地
域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的と
している。

制度的補助金 0 0
宝くじ助成事業のため市負担
はなし

─ ①

55 行革・施設管理課 公共施設再編推進補助金

第２次南砺市公共施設再編計画に基づく施設再編の確実な推進
を図るため、施設再編に伴い課税されることとなる固定資産税相
当額について助成するもの。

奨励的補助金 2,891 4,408

①初年度から３年間は、対象
固定資産に課された固定資産
税相当額
②４年目及び５年目は、対象固
定資産に課された固定資産税
額の1/2相当額

制度的補助金としての取扱いとする ①

57 行革・施設管理課 公共施設再編解体補助金

第２次南砺市公共施設再編計画に基づき、指定する公共的団体
に譲渡した施設で、これまでの行政目的に係る事業を廃止する場
合に限り、施設解体費相当額について助成するもの。 奨励的補助金 0 0 解体費相当額 制度的補助金としての取扱いとする ①

68 生活環境課 高齢者運転免許自主返納支援事業補助金

交通事故の減少を目的として、富山県公安委員会に運転免許を
自主的に返納した高齢者に対する支援（乗車券）を行うもの。

奨励的補助金 4,100 4,500 定額 制度的補助金としての取扱いとする ①

79 南砺で暮らしません課 男女共同参画推進員南砺市連絡会活動事業補助金

南砺市男女協働参画推進条例の目的とする男女協働参画の推
進に向けて行なう普及や地域における啓発活動に対して補助金
を交付。 制度的補助金 159 172

定額
※男女協働参画推進条例関連

─ ①

81 南砺で暮らしません課 住民共同活動応援事業補助金

南砺市山間過疎地域振興条例(平成25年南砺市条例第2号)第2
条第1号に定める山間過疎地域における草刈り、江浚え等の住民
共同活動で不足する労働力の受入れに対し、支援するもの。 制度的補助金 200 300

100％（上限あり）
※山間過疎地域振興条例

─ ①

88 南砺で暮らしません課 県外転入者空き家改修支援補助金

定住、空き家対策の一環として、富山県外から移住した者で空き
家に居住することを目的とした改修工事の費用に対し補助金を交
付することで、空き家を活用した移住促進を強化する。 制度的補助金 0 1,000

2/3(上限あり)
※空き家対策の推進に関する
特別措置法関連

─ ①

94 南砺で暮らしません課 住民自治推進交付金

小規模多機能自治の手法の導入により、各地域づくり協議会に
て必要となる人件費相当額をはじめとする経費を交付するもの。 事業費+団体運営費補助金 248,688 243,960 定額 制度的補助金としての取扱いとする ①

107 農政課 農林漁業振興事業（農協営農指導事業強化費）補助金

市農林漁業振興のためため、農業協同組合が実施する営農指導
事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するもの。

事業費補助金 1,402 1,402 1/2 ─ ①

108 農政課
機構集積協力金（経営転換協力金・耕作者集積協力金・地
域集積協力金）

機構に対し農地を貸し付けた個人及び地域を支援することによ
り、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速すること
を目的として交付するもの。 制度的補助金 29,220 4,443 国10/10 ─ ①

109 農政課 農林漁業振興事業（経営所得安定対策推進指導費）補助金

国が運用する経営所得安定対策の実施にあたり、国からの交付
金の支払いの前提となる南砺市農業再生協議会が行う現場にお
ける推進活動や交付申請手続、作付状況や作付面積の確認等
の業務に必要となる経費に対し、予算の範囲内において補助金
を交付するもの。

制度的補助金 23,767 24,757 国10/10 ─ ①

110 農政課 農林漁業振興事業（産地パワーアップ事業）補助金

水田・畑作・野菜・果樹等について地域の営農戦略として定めた
計画に基づき、意欲のある農業者等が販売額の増加や生産・集
出荷・加工コストの削減等の目標を設定し、高収益な作物・栽培
体系への転換を図るために導入する農業用機械・施設の整備に
対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。

制度的補助金 251,223 0
5/100
※国1/2

─ ①

111 農政課
農林漁業振興事業（強い農業・担い手づくり総合支援交付金
（旧）富山県経営体育成支援事業）補助金

地域の中心となる経営体等が、融資を活用して農業用機械・施設
を導入し経営改善・発展に取り組む際に必要となる経費に対し、
予算の範囲内において補助金を交付するもの。 制度的補助金 10,639 0 国3/10 ─ ①
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別①（制度的補助金：６７件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

112 農政課
農林漁業振興事業（富山県農業次世代人材投資事業）補助
金

次世代を担う農業者の育成確保に向けた取り組みを総合的に講
じていく必要性があり、まず、新規就農を進めるに当たっては、相
談体制の整備や短期就業体験、若者の就農意欲を喚起する取
組、新規学卒者や農業への転職を希望する者を就農に結び付け
る取組。就農に向けた研修の支援や、経営開始直後の新規就農
者を支える取組

制度的補助金 10,500 15,750 国10/10 ─ ①

113 農政課 農林漁業振興事業（園芸作物等特産振興事業）補助金

米の生産調整の円滑な実施及び食料自給率向上に対応した収
益性の高い農業への転換のため、生産調整実施者が実施する
園芸作物等の特産振興等に要する対策に対し、予算の範囲内に
おいて、補助金を交付するもの。

制度的補助金 8,768 9,088 県10/10 ─ ①

114 農政課 学校給食米粉食品利用助成事業

補助金の交付により、市内の学校給食に県産米粉食品を供給
し、米の多様な利用について理解を深めてもらい、米の消費拡大
を目的とする。

制度的補助金 43 44 事業費の15％ ─ ①

117 農政課
南砺市農林漁業振興事業（富山県担い手確保・経営強化支
援事業）補助金

売上高の拡大や経営コストの縮減などに意欲的に取り組む地域
の担い手が、融資を活用して農業用機械・施設を導入する際に必
要となる経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するも
の。

制度的補助金 7,476 0 国1/2 ─ ①

118 農政課 環境保全型農業直接支払交付金

農業が有する自然循環機能の維持・増進のため、自然環境の保
全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推
進する事業を実施する農業者団体が実施する、自然環境の保全
に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動に対し、予算
の範囲内において、補助金を交付するもの。

制度的補助金 14,858 15,331
1/4
※国1/2、県1/4

─ ①

119 農政課 とやま農業経営支援事業補助金（とやま型モデル実践事業）

水田農業を主とする富山県の農業を担う「効率的かつ安定的な
経営を行う経営体」として、地域の農業の相当部分を担う構造の
確立を目指し、経営面積の拡大や経営の複合化、６次産業化、集
落営農の組織化など、「とやま型経営モデル」の実践に必要な農
業機械や施設等の導入を支援し、農業経営体の所得向上を図
る。

制度的補助金 5,670 7,500
1/6
※県1/3

─ ①

120 農政課 就農マッチングツアー事業

市内の農業法人においても従業員が不足していることから、就職
希望者に求人をしている農業法人を紹介するツアー事業の実施
について担い手育成総合支援協議会へ補助するもの。
人材不足により経営の縮小を強いられている法人も存在してお
り、経営縮小により耕作放棄地の発生や農産物生産額の減少が
懸念される。農業人口の減少高齢化による後継者不足からも市
内担い手農業者の経営安定を図る必要がある。

制度的補助金 100 100
1/2
※県1/2

─ ①

121 農政課
とやま型農業経営支援事業補助金（集落営農新規設立推進
事業）

新たに設立する集落営農組織を対象に農業機械等の導入の支
援を行うもの。

制度的補助金 15,000 7,500
1/6
※県1/3

─ ①

122 農政課
がんばる女性起業発展支援事業（農村女性先進モデル企業
育成事業）

女性農業者による直売や農業加工などの起業活動の経営基盤を
強化するため、事業規模の拡大に必要な調査活動や、直売・加
工施設の整備などを支援するもの。 制度的補助金 250 1,000 県1/2、上限250千円 ─ ①

123 農政課
強い農業・担い手づくり総合支援交付金（産地基幹施設等支
援タイプ）

地域農業において中心的な役割を果たしている農業法人や農業
者団体等による集出荷貯蔵施設等の産地の基幹施設の導入を
支援するもの。 制度的補助金 0 0

1/20
※国1/2、県1/10

─ ①

124 農政課 新規就農支援事業補助金

市内の農業者が減少しており、農地の維持管理が難しくなってい
るため、農業者を育成し、増加させる必要がある。国の制度では
就農時45歳未満を対象に研修制度があるが、45歳以上に対する
研修制度は無いため、45歳未満の青年等以外の65歳未満までを
対象とし、農業者を増加させること目的とする。

奨励的補助金 1,500 0 定額 制度的補助金としての取扱いとする ①

126 農政課
農林漁業振興事業（富山県新規担い手確保総合対策強化
事業）補助金

市町村から青年就農計画に基づいて先進農家などで実践的な研
修を円滑に実施することを目的とする。

制度的補助金 724 756
1/2
※県1/2

─ ①

127 農政課 農林漁業振興事業（新規担い手規模拡大支援事業）補助金

市が認めた新規就農者（認定新規就農者）を対象として、計画的
な規模拡大が実現できるよう経営基盤を整備することを目的とし
て、早期の農業経営を確立するために初期投資に係る農業用機
械・施設等の整備に対し必要な経費について、予算の範囲内に
おいて補助金を交付するもの。

制度的補助金 18,288 18,495
1/6
※県1/3

─ ①
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別①（制度的補助金：６７件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

139 農政課 多面的機能支払交付金

市長は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を目的とす
る地域の共同活動を支援するため、多面的機能支払交付金実施
要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依
命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に規定する農地維持支
払交付金及び同別紙2に規定する資源向上支払交付金に係る事
業に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施要綱第3の
2の(2)に規定する事業計画に基づき、同対象組織(以下「対象組
織」という。)に対し交付金等を交付するものとする。

制度的補助金 285,387 287,578
1/4
※国1/2、県1/4

─ ①

140 農政課 農林漁業振興事業補助金（中山間地域等直接支払交付金）

市長は、市における農林漁業振興に関する事務又は事業に要す
る経費に対し、予算の範囲内において当該事業を行う者に補助
金を交付する。 制度的補助金 38,898 38,914

定額
※国1/2、県1/4

─ ①

141 農政課 農林漁業振興事業（１億円産地づくり条件整備事業）補助金

米に特化している農業からバランスのとれた生産構造にするた
め、農業協同組合が中心となり、地域の農業者、営農組織が一
体となって取り組む１品目１億円規模の園芸産地づくりを支援し、
県産野菜等の生産拡大を促進するもの。

制度的補助金 7,019 0
1/6
※県1/3

─ ①

142 農政課
農林漁業振興事業（学校給食向け県産食材活用プロジェクト
事業）補助金

地場産食材を活用した特別給食の日の実施を充実・強化すること
により、その活用を定着及び拡大すること。また教育委員会や農
業関係団体、生産者等の協力を得ながら児童生徒等が地場産食
材への知識や理解を深めることを目的とする。

事業費補助金 1,300 1,300
定額
※県1/2

制度的補助金としての取扱いとする
（一部、委託料へ組替え）

①

144 農政課
農林漁業振興事業（とやまの園芸産地グレードアップ事業）
補助金

経営状況に応じた複合化品目を求める担い手のニーズや多様な
消費者ニーズに対応するため、園芸生産振興に必要な機械施設
設備を支援するもの。 制度的補助金 0 9,536

1/6(上限あり)
※県1/3

─ ①

187 林政課 高性能林業機械等整備助成事業補助金

国の合板・製材生産性強化対策事業の交付を受けて実施する補
助事業に関し、合板・製材生産性強化対策事業実施要綱（H28．
1.20付け27林整計第236号農林水産事務次官依令通知。以下
「国の実施要綱」という。）、合板・製材生産性強化対策事業実施
要領の運用について（H28.1.20付け27林整計第238号林野庁長官
通知。）、富山県補助金等交付規則（昭和37年富山県規則第10
号。以下「県の規則」という。）及び富山県林業関係事業補助金交
付要綱（S48富山県告示第233号。以下「県要綱」という。）に定め
るもののほか、必要な事項を定めるものとする。

制度的補助金 28,526 3,750
4.5％
国1/2、県5％

─ ①

188 林政課 里山再生整備事業「県民参加の森づくり」交付金

富山県森づくり条例に基づき、里山再生整備事業を実施した地区
において、住民やボランティアの協働により簡易な整備及び維持
管理を行い、明るい里山を継続的に管理することを目的とする。

制度的補助金 3,300 3,100 県10/10 ─ ①

194 林政課 森林環境保全直接支援事業

森林の有する多面的機能を発揮させるため、集約化して計画的
な森林整備を行うための「森林経営計画」を基に実施する造林事
業に対して補助を行うもの。（交付先：森林経営計画策定者） 制度的補助金 12,045 13,345 間伐7.5/100、その他5/100 ─ ①

195 林政課 特定森林再生整備事業

集約化による計画的な森林整備が困難であるなど、適切な森林
整備を行うことができない森林の公益的機能を発揮させるため、
公的主体による広葉樹林化等に向けた施業に対し補助金を交付
するもの。（交付先：森林組合、農林水産公社、NPO法人等）

制度的補助金 61 6 間伐7.5/100、その他5/100 ─ ①

196 林政課 県単独森林整備事業

材木の健全な成長など森林の公営的機能の維持、向上を目的と
し、より効果的な森林整備普及の向上を図るため、補助金を交付
するもの。（交付先：林業事業体） 制度的補助金 36,926 25,900

1/2以下
※県1/3～10/10

─ ①

197 林政課 森林整備地域活動支援交付金事業

森林経営計画作成のための森林情報の収集、森林調査、森林位
置情報の確認、森林所有者との合意形成について交付金を交付
するもの。（交付先：森林経営計画策定者） 制度的補助金 2,770 1,152

1/2
※国1/2、県1/4

─ ①

199 林政課 クマ生息環境管理事業補助金

柿や栗、クルミはクマの餌になり易く、近年は餌を求めて平野部
にまで頻繁にクマの出没が見られる。そのため柿等の放任果実
の伐採をを行う地区への支援を行うもの。 制度的補助金 1,000 3,000

1/2
※県1/2

─ ①

224 商工企業立地課 福野まちづくり㈱支援補助金

地域商業活性化を目指し、ショッピングセンター、文化教養施設
及び宿泊施設と一体となった公共性の強いコミュニティゾーンの
運営を健全かつ効果的に行うことを目的とする。 団体運営費補助金 19,000 23,910 定額 制度的補助金としての取扱いとする ①
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別①（制度的補助金：６７件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

317 交流観光まちづくり課 コンベンションタクシー助成事業補助金

タクシー事業者が行うコンベンションタクシー助成事業に要する経
費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの
※富山県コンベンションタクシー助成事業
県外からのコンベンション参加者（宿泊者）が、タクシーで県内観
光を行う場合に、その料金を半額とする県の助成事業。コンベン
ション開催の誘致促進、観光リピーターの増加を図る。（料金の負
担割合　利用者5/10 県2/10 市2/10 タクシー事業者1/10）

制度的補助金 0 0
1/5
※県1/5、タクシー事業者1/10

─ ①

318 交流観光まちづくり課 経営改善支援業務補助金（道の駅いなみ木彫りの里）

道の駅いなみ木彫りの里の経営改善に対する支援のための助成
制度（時限的なものとして実施。）

制度的補助金 6,000 6,000
定額
※H30～R４までの４年間

時限的制度として、市が直接支援しているもの ①

348 文化・世界遺産課
国指定文化財保存修理事業補助金（城端神明宮祭の曳山
行事曳山等保存修理事業）

国指定文化財の保護の充実に資することを目的とし、指定文化
財の所有者又は管理者が行う、指定文化財の管理又は修理及
びその保存のための事業に対し、国に随伴して補助金を交付す
るもの。

制度的補助金 1,821 1,275
市1/4
※国1/2、県1/5

─ ①

349 文化・世界遺産課 県指定文化財保存修理補助金

県指定文化財の保護の充実に資することを目的とし、指定文化
財の所有者又は管理者が行う、指定文化財の管理又は修理及
びその保存のための事業に対し、県に随伴して補助金を交付す
るもの。

制度的補助金 0 0 2/5(県指定文化財対象) ─ ①

354 文化・世界遺産課 越中五箇山相倉・菅沼集落保存修理事業等補助金

世界文化遺産、国指定史跡、重要伝統的建造物群である相倉及
び菅沼集落の、景観保全に資する修景事業や、保存修理事業に
対し、支援する。 制度的補助金 1,600 2,000

4/10（上限あり）
※県1/2

─ ①

355 文化・世界遺産課 指定文化財管理事業補助金

文化財保護法の規定に基づき指定された、重要文化財、史跡の
維持管理の万全を期するため、文化財所有者等が行う事業に要
する経費に対し、支援する。 制度的補助金 17,871 18,404

1/4
※国1/4、県12.5％

─ ①

356 文化・世界遺産課 文化財建築物管理事業補助金（菅沼集落史跡外建築物）

世界遺産菅沼合掌造り集落において、史跡の範囲外にある文化
財建築物の維持管理に万全を期するため、文化財所有者等が行
う事業に要する経費に対し、支援する。 制度的補助金 309 309 62.5％

制度的補助金としての取扱いとする
（指定文化財管理事業補助金に準じたものである）

①

359 文化・世界遺産課 合掌造り家屋保存事業補助金（差し茅、雪下ろしを含む）

本市における伝統的建造物である貴重な合掌造り家屋の保存の
ため、その所有者等が実施する屋根葺替え事業や差し茅等の小
修理、雪下ろし等の維持管理に対し、予算の範囲内において、補
助金を交付する。

制度的補助金 7,234 8,285
95％以内、90％以内、65％以
内、60％以内、50％以内
※一部、県1/5あり

一部、市単独補助分は、補助率を段階的に見直す ①

376 文化・世界遺産課 舞台芸術事業補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

制度的補助金 5,000 廃止
県との協議により決定
※補助率1/2以下

廃止（R2で終了） ①

378 文化・世界遺産課 世界的舞台芸術拠点づくり推進事業補助金

アジアにおける国際的な舞台芸術拠点である「利賀」をさらに発
展させるため、「創造と教育」をテーマにアジア諸国との共同事
業、世界に類をみない利賀という芸術環境をいかした先進的な事
業を行う。

制度的補助金 7,200 7,000
県との協議により決定
※補助率1/2以下

─ ①

440 議会事務局 政務活動費

地方自治法第100条第１４項から第１６項までの規定に基づき、南
砺市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な
経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付
する。

事業費補助金 1,000 5,940 定額 制度的補助金としての取扱いとする ①

505 生涯学習スポーツ課 総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金

市内に４つある旧村部の総合型地域スポーツクラブへの支援を
目的とするもの。

事業費＋団体運営費補助金 5,000 5,750 定額（旧４村対象） 義務（制度）的団体であるため、制度的補助金として扱う ①

506 生涯学習スポーツ課 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事業費補助金

・市内８つの総合型地域スポーツクラブで組織する連絡協議会事
業への支援を目的とするもの。
・市民の健康と体力増進、運動・スポーツの実施率向上につなが
る事業及び指導者的役割の指導者育成に関わる事業の開催を
支援し、市民のスポーツ活動を活性化させ、生涯スポーツ社会の
実現に寄与する。

事業費補助金 0 250 定額 義務（制度）的団体であるため、制度的補助金として扱う ①

529 こども課 とやまっ子さんさん広場推進事業補助金

地域の力を生かした子育ての新たな支え合いを推進するため、と
やまっ子さんさん広場推進事業の実施主体に対し、予算の範囲
内において補助金を交付する。 制度的補助金 6,050 4,025

1/2（上限あり）
※県1/2、山間過疎地域は上
乗せあり

─ ①
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別①（制度的補助金：６７件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

531 こども課 保育の質の向上のための研修事業等補助金

質の高い保育及び地域型保育並びに地域子ども・子育て支援事
業等を提供するに当たって、担い手となる職員の資質向上及び
人材確保を行うため。 制度的補助金 250 458

1/2
※国1/2

─ ①

556 地域包括ケア課
高年齢者就業機会確保事業補助金及び雇用開発支援事業
補助金、地域就業機会創出・拡大事業補助金（シルバー人
材センター）

シルバー人材センターは、「高齢者の雇用の安定等に関する法
律」に基づき設立された、公共性・公益性の高い公益社団法人で
あり、豊富な知識・経験・技能をもつシルバー会員が仕事や社会
奉仕活動等を通じて、生きがいのある生活を送り、高齢者の能力
を生かした活力ある地域社会に貢献することを目的としている。
シルバー人材センターへ運営費等の補助金を交付することによ
り、高齢者生きがいを持って生活できる環境づくりを推進を目指
す。

制度的補助金 18,328 18,329
1/2
※国1/2

─ ①

557 地域包括ケア課
介護予防・日常生活支援活動拠点施設改修及び備品等整
備事業費補助金

まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るため、介護保険法に
規定する介護予防・日常生活支援総合事業に基づく、南砺市介
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
の実施に関し、新規に自主性及び自発性を持って地域住民主体
で取り組む団体に対し、支援するもの。

事業費補助金 0 2,000
定額（上限200万円）
※国からの定額補助あり
※介護保険組合補助あり

制度的補助とする ①

559 地域包括ケア課 単位老人クラブ活動費補助金

在宅における高齢者等ができる限り自立し、生きがいを持ち、安
心して暮らせる社会づくりを推進することを目的として各地域の単
位老人クラブへ交付する。 制度的補助金 8,852 9,151

1/3
※国1/3、県1/3

─ ①

560 地域包括ケア課 老人クラブ連合会活動補助金

在宅における高齢者等ができる限り自立し、生きがいを持ち、安
心して暮らせる社会づくりを推進することを目的として老人クラブ
連合会へ交付する。 制度的補助金 1,375 1,451

1/3
※国1/3、県1/3

─ ①

562 地域包括ケア課
高齢者施設運営費補助金（地域密着型サービス拠点整備事
業）

平成26年９月12日老発0912第１号厚生労働省老健局長通知の
別紙「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」別記１「介護施
設等の整備に関する事業」に基づき実施する地域密着型サービ
ス等整備助成事業、介護施設等の施設開設準備経費等支援事
業、定期借地権設定のための一時金の支援事業及び既存の特
別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業を行うもので
ある。

制度的補助金 0 36,288
1施設あたり19,800千円
※県補助要綱に基づく

─ ①

563 地域包括ケア課 高齢者施設運営費補助金（施設開設準備等事業）

平成26年９月12日老発0912第１号厚生労働省老健局長通知の
別紙「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」別記１「介護施
設等の整備に関する事業」に基づき実施する地域密着型サービ
ス等整備助成事業、介護施設等の施設開設準備経費等支援事
業、定期借地権設定のための一時金の支援事業及び既存の特
別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業を行うもので
ある。

制度的補助金 0 5,873
1施設あたり621千円×施設定
員数
※県補助要綱に基づく

─ ①

564 地域包括ケア課 介護予防・日常生活支援総合事業補助金

砺波地方介護保険組合介護予防・日常生活支援総合事業実施
要項第15条の規定に基づき、南砺市介護予防・日常生活支援総
合事業を実施することにより介護予防を推進することを目的に補
助金を交付する。 制度的補助金 15,080 19,203

費用額の80/100相当額
※砺波地方介護保険組合介護
予防・日常生活支援総合事業
実施要項に基づく

─ ①

571 福祉課 民生委員児童委員協議会活動補助金

８地域の民生委員児童委員協議会の活動に対し、それぞれの地
域の市民生活の向上に帰するための活動を実施することに対す
る支援 事業費+団体運営費補助金 310 155

定額(実質1/2以内)
※県からも定額補助あり

制度的補助金としての取扱いとする ①

573 福祉課 富山型デイサービス施設支援事業費補助金

高齢者、障害者（児）、児童、乳幼児等の全てを対象にしたデイ
サービス、ショートステイ等の日中及び夜間の介護、訓練及びレ
クリエーション並びに保護・預かりを行う富山型デイサービス施設
の整備又は充実を推進するため、事業実施主体に対して、事業
に必要な経費について予算の範囲内において補助するもの

制度的補助金 0 0
1/3
※県1/3

─ ①

574 福祉課 在宅重度障害者住宅改善費補助金

在宅の重度障がい者の方の住宅について、その障がいに適応す
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
費を補助するもの 制度的補助金 700 1,400

所得税非課税世帯の各区分に
応じ
①対象工事費の全額(上限あ
り)

─ ①

581 福祉課 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金

身体障害者手帳交付の対象とならない軽度・中等度難聴児に対
して、言語の習得や社会性の向上を図るために、補聴器の購入
費を補助金を交付するもの 制度的補助金 258 258

1/3
※県1/3

─ ①

1,195,936 925,801
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別②（補助金のあり方（性質含む）を見直すもの：１件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

510 生涯学習スポーツ課 スポレクデーｉｎなんと補助金

・生涯スポーツの推進、競技力の向上を図るため、各種スポーツ
大会等に対する補助金交付
・誰もが気軽に参加できる「スポレクデー」の設置により、スポー
ツ・レクリエーション活動の推進と子どもたちの健全育成、中高齢
者の健康保持・増進を図る。
（１）地域住民がスポーツに対する興味関心を高めるような内容
　　　　（スポーツ教室、スポーツ交流大会等）
（２）事業全体を通じて多世代が参加できる内容

事業費補助金 200 300 定額 令和５年度までに委託事業となるよう、実施主体と調整する。 ②

200 300
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別③（３年間の経過措置期間中に廃止となるもの：９件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

4 政策推進課 南砺の城端線活性化支援事業補助金
ＪＲ城端線の利用促進及び活性化に帰するもの。

事業費補助金 150 150 100％（上限あり） 廃止（R4以降廃止予定） ③

83 南砺で暮らしません課 定住促進雇用対策事業奨励金

定住人口の増加を図るため、新たに南砺市の移住者を新規で正
規雇用する事業主に対して奨励金を交付する。

奨励的補助金 6,000 1,000 1/2 廃止（R1で終了）　過年度交付決定分あり ③

85 南砺で暮らしません課 三世代同居奨励事業補助金

定住人口の増加を図るため、新たに三世代同居世帯となる世帯
に対して補助金を交付する。

奨励的補助金 3,910 690 定額 廃止（R1で終了）　過年度交付決定分あり ③

115 農政課 6次産業化支援融資資金利子助成金

農業者又は事業者の6次産業化に必要な事業資金について協調
融資を行うことにより、農業経営の多角化及び農村地域の活性化
を図ることを目的とする。 奨励的補助金 88 23 1/100 廃止（R1で終了）　過年度交付決定分あり ③

116 農政課 農業経営基盤強化資金利子助成金

農林作物を安定供給できる体制を整え、食料自給率の向上を図
るためには、生産拡大等に意欲的に取組む農業者等の経営を支
えることが重要との認識の下、認定農業者向けの農業近代化資
金及びｽ－パーＬ資金を借り入れる者の金利負担を軽減する。

奨励的補助金 531 414 0.4/100以内 廃止（R1で終了）　過年度交付決定分あり ③

222 商工企業立地課 商工業者指導環境整備助成金

商工会事業の安定的な運営を図るため、福野にある南砺市商工
会館の敷地借地料を補助するもの。

団体運営費補助金 1,114 廃止 定額 廃止（R2で終了） ③

351 文化・世界遺産課 井波日本遺産推進協議会運営等補助金

日本遺産認定に伴い、日本遺産の更なる認知向上と地域活性化
に資するための協議会を立ち上げ、井波日本遺産の推進業務を
実行するための支援を行うもの。 事業費＋団体運営費補助金 2,000 廃止 定額 廃止（R2で終了） ③

377 文化・世界遺産課 利賀芸術文化振興事業補助金

利賀芸術公園で開催される舞台芸術事業を円滑に実施するため
の会場内警備、案内、村内の送迎業務等を円滑に行う団体に対
して補助金を交付する。 事業費補助金 360 廃止 県との協議により決定 廃止（R2で終了） ③

454 教育総務課 奨学資金支援助成金

南砺市に定住し、地域の担い手として就職する者を対象に、南砺
市奨学資金の返還額の助成を行う。

奨励的補助金 1,903 1,903

①市内に定住し、市内に就職
又は起業　償還額の総額（上
限あり）
②市内に定住し、市外に就職
又は起業　償還額の1/2

廃止（R1で終了）　過年度交付決定分あり ③

15,906 4,030
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別④（補助率が1/2以下、又は実質1/2以下のもの：１６４件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

2 政策推進課 城端線で体験学習・出かけよう事業補助金
ＪＲ城端線の利用促進及び活性化に帰するもの。

奨励的補助金 10 50 1/2 ─ ④

21 エコビレッジ推進課 住宅用太陽光発電システム設置補助金

再生可能エネルギーの普及を行うことにより温室効果ガスの排出
削減を行い、地球温暖化抑制と地球環境の保全を図る。

奨励的補助金 500 1,000 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

22 エコビレッジ推進課 ペレットストーブ等設置事業補助金

再生可能エネルギーの普及を行うことにより温室効果ガスの排出
削減を行い、地球温暖化抑制と地球環境の保全を図る。また、木
材利用の拡大により森林整備を促進し、森林の公益的機能の保
全を図る。

奨励的補助金 1,500 9,557 1/2以内 ─ ④

23 エコビレッジ推進課 エネルギー用木材搬出支援事業補助金
エネルギー用の木材搬出に対する支援を行うもの

奨励的補助金 6,810 6000 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

24 エコビレッジ推進課 木質ペレット燃料購入者支援補助金
木質ペレット用の燃料購入者に対する支援を行うもの

奨励的補助金 100 500 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

31 総務課 初期消火資機材整備等補助金

火災による被害を最小限に抑えるため、自治会、自治振興会、自
主防災組織等（以下これらを「団体」という）が実施する消火栓に
よる初期消火資機材の整備又は更新に対し、補助金を交付する
もの。

事業費補助金 734 400 1/2以内 ─ ④

32 総務課 自主防災組織資機材整備事業補助金

災害による被害を最小限に抑えるために不可欠な地域住民の防
災力の向上を図るため、自主防災組織が実施する自主防災組織
の資機材整備に対し、補助金を交付するもの。 事業費補助金 861 0

3/4以内（うち県1/2あり）
※実質37.5％補助

─ ④

33 総務課 孤立集落資機材緊急整備事業補助金

災害による被害を最小限に抑えるために不可欠な地域住民の防
災力の向上を図るため、災害時に孤立が予想される集落が実施
する集落の通信機器及び防災資機材整備に対し、補助金を交付
するもの。

事業費補助金 0 0 1/2以内 ─ ④

56 行革・施設管理課 公共施設再編改修等補助金

第２次南砺市公共施設再編計画に基づく施設再編について、譲
渡施設の円滑な民間活用を図るため、新たな利活用に向けた施
設改修費等について助成するもの。 奨励的補助金 2,415 1,000 1/2以内（上限あり） ─ ④

64 生活環境課 安全なまちづくり推進センター補助金

市民の自主防犯活動を推進するとともに犯罪の防止に配慮した
環境整備を促進するための事業を行うもの。 事業費＋団体運営費補助金 20 20 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

65 生活環境課 南砺保護司会補助金

更生保護関係機関・団体との連携を密にし、犯罪の予防及び社
会復帰支援を充実するための事業及び活動を行うため。
同補助金については、全額、南砺市更生保護協力会の補助金と
して交付されている。

団体運営費補助金 155 155 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

69 生活環境課 公衆浴場衛生設備改善事業補助金

公衆浴場の確保及び経営の合理化並びに公衆衛生の向上を図
るため、公衆浴場を経営している者が行う衛生設備の改善に要
する経費に対し、補助金を交付するもの。 事業費補助金 0 0 1/3又は1/4以内 ─ ④

70 生活環境課 スズメバチの巣駆除費補助金

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、予算
の範囲内において補助金を交付するもの。 事業費補助金 90 100 1/3(上限あり) ─ ④

71 生活環境課 住宅街等防犯設備設置事業補助金

地域づくり協議会が設置する地域内の住宅街における防犯設備
の設置にかかる経費への助成。

事業費補助金 2,500 3,100 1/2（上限あり） ─ ④

72 生活環境課 生ごみ処理機購入補助金

市民が容易に処分できる一般廃棄物の自己処理を推進すること
により、ごみの減量、資源化の促進、及び市民のごみ処理に対す
る意識の高揚を図る。 奨励的補助金 438 788 1/2（上限あり） ─ ④

84 南砺で暮らしません課 三世代同居推進住宅改修等助成金

定住人口の増加を図るため、新たに三世代同居を目的とした既
存住宅のリフォーム工事、建替え工事、同一敷地内の別棟新築
工事等の費用に対して助成する。 奨励的補助金 14,644 15,000 1/5 ─ ④

86 南砺で暮らしません課 定住奨励金

定住人口の増加を図るため、住宅の取得に対し奨励金を交付し、
元気に満ちあふれた地域社会を築くことを目的とする。

奨励的補助金 53,600 40,000 定額 補助率は、実質1/2以下である ④
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別④（補助率が1/2以下、又は実質1/2以下のもの：１６４件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

87 南砺で暮らしません課 民間賃貸住宅居住補助金

定住人口の増加を図るため、市内のアパート等の民間賃貸住宅
に入居された方に対し、家賃を補助することで、元気に満ちあふ
れた地域社会を築くことを目的とする。 奨励的補助金 10,000 5,400 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

89 南砺で暮らしません課 転入等世帯リフォーム助成金

定住人口の増加を図るため、山間過疎地域に世帯全員が転入ま
たは転居して３年を超え１０年以内の世帯が行う既存住宅（一戸
建て住宅）のリフォーム工事の費用に対して助成を行う。 事業費補助金 0 300 1/5 ─ ④

90 南砺で暮らしません課 空き家バンク活用促進事業補助金

空き家対策の一環として、空き家バンクの活用を促進するため、
空き家バンク登録物件が賃貸または売買された場合に補助金を
交付することで、空き家利活用の促進のする。 奨励的補助金 8,950 14,500 1/2、1/5、1/10 ─ ④

91 南砺で暮らしません課 老朽危険空き家除却支援事業補助金

空き家対策の一環として、老朽化し危険となった空き家の除却に
対する補助金を交付することで、市民の安心、安全な生活に寄与
する。 事業費補助金 4,400 3,000 1/2、1/3 ─ ④

93 南砺で暮らしません課 地域おこし協力隊起業支援補助金

地域おこし協力隊が定住に向け起業する場合に、支援補助金を
交付することにより、一層の定住促進と地域の活性化が期待でき
る。 奨励的補助金 2,000 0 1/2 ─ ④

95 南砺で暮らしません課 事業化促進事業補助金

小規模多機能自治の手法の導入により、各地域づくり協議会に
て必要となる事業を継続・促進するために支援するもの。 事業費補助金 250 500 1/2 ─ ④

96 南砺で暮らしません課 結婚新生活支援補助金

結婚された夫婦が市内で生活を営んでいく際に必要な生活支援
として助成するもの。 事業費補助金 0 9,000 1/2 ─ ④

104 農政課 農林漁業振興事業（米作改良対策事業）負担金

「美味しいとなみ野米」を中心として、麦、大豆、種子生産との一
体的振興を目的に生産基盤の強化及び生産性の向上、流通販
売を推進するため、JAとなみ野を中心に関係する機関及び諸団
体をもってJAとなみ野米作改良対策本部を設置する。
構成団体：JAとなみ野、砺波農林振興センター、砺波市、南砺
市、富山県農業共済組合

団体運営費補助金 70 70 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

105 農政課
農林漁業振興事業（南砺うまい米総合運動推進事業）補助
金

米をめぐる情勢は、産地間競争の激化と価格の低迷、さらには実
需者・消費者の安全・安心への高まりから、より美味しくて、品質
のよい、特徴ある米づくりの要望が強まっている。このことから、
南砺地域の豊かな環境を活かし、優れた栽培技術により高品質
な米づくりを目指すための必要経費を補助するもの。

事業費補助金 285 270 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

106 農政課 農林漁業振興事業(担い手育成支援事業)補助金

県協議会と連携し新規就農者の育成、新規就農者の発掘と円滑
な就農を促進するとともに、効率かつ安定的な農業経営に向けた
経営規模の拡大、農地集積、集落営農の組織化などの担い手育
成・確保の取組を支援する。

事業費補助金 464 464
1/2
※県1/2

─ ④

125 農政課 農業経営短期融資資金利子助成金

農業の協業化の推進、認定農業者等の経営安定を図る目的で、
1年以内の融資を行う。協業組織の創設時には、資金が無い為、
当初の資材購入費や運転資金に融資することで、円滑な組織運
営を実施するために融資を行う。また、生産品目によっては、収
入の時期が偏ることがあるため、規模拡大等の資金が不足する
場合に、融資を行うことで目的を達成することが出来る。その融資
資金の利子助成を行うことで、協業組織や認定農業者の安定経
営に資する。

奨励的補助金 0 0 利子助成率1.0％ ─ ④

128 農政課 農林業振興資金利子助成金

認定農業者等が、国、県及び市長が認めた金融機関の融資制度
により借り入れた農林業振興資金に対する利子助成を行うもの。

奨励的補助金 0 0 0.5％ ─ ④

129 農政課 農林漁業振興事業（となみ野農業祭事業）補助金

となみ野の豊かな大地の恵みを受けて育った農作物の収穫を祝
し、その喜びを生産者はもとより広く地域住民の方と分かち合い、
農業まつりでの交流を通じ、地産地消、農業振興に結び付ける。 事業費補助金 50 40 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

131 農政課 農林漁業振興事業（いなみ農業祭事業）補助金

１年間の農作物の収穫に感謝し、更なる生産意欲の高揚と生産
技術・品質の向上に努めるとともに、消費者と生産者の交流に
よって、消費拡大・農業への理解を深めてもらうことにより、井波
地域の農業振興を図る。

事業費補助金 0 374 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

132 農政課
農林漁業振興事業（特産振興事業農産物直売・加工グルー
プ）補助金

地域の特色ある農産物の販売及び農産加工に取組む組織の連
携を図り、研修を行って自己研鑽に努め、安心・安全な農産物の
生産と加工・販売技術の向上を目指す。 事業費補助金 70 70 定額 補助率は、実質1/2以下である ④
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別④（補助率が1/2以下、又は実質1/2以下のもの：１６４件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

133 農政課 農林漁業振興事業（カウベルト）補助金

牛を放牧することにより、福光里山農園及びその周辺を熊やイノ
シシの被害から守ると同時に、畜産の普及にもつなげる。

事業費補助金 63 50 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

134 農政課 農林漁業振興事業（砺波酪農ヘルパー事業）補助金

年間を通じて拘束される酪農労働の特殊性を鑑み、酪農ヘル
パー事業の導入により改善し酪農家の経営の近代化及び生活の
合理化を図る。

扶助的補助金 295 236 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

135 農政課 農林漁業振興事業（畜産振興事業）補助金

畜産農家の経営と家畜衛生技術の向上を図り、畜産農家相互に
連携し啓発活動を推進する。

事業費補助金 64 51 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

137 農政課 農林漁業振興事業補助金（とやま帰農塾推進事業）

団塊の世代を中心として、農業体験や田舎暮らしに興味のある方
を対象に、定住、半定住のきっかけづくりを目的として、その地な
らではの体験や農村での暮らし方等を内容とした田舎暮らしの定
住体験を提供する。菅沼（上平)、飛騨屋（井波）、土山（福光）で
事業を展開。いずれも合掌集落、散居村などの地域独自の生活
を反映させた体験メニューになっている。

事業費補助金 300 300
1/2
※県1/2

─ ④

138 農政課 農林漁業振興事業（南砺ふれあいヘラブナ釣り大会事業）

県内外の釣り愛好家が集う場となっている赤祖父湖での釣り大会
を通じ、釣りの愛好家だけでなく広く市民が参加し、「自然を愛す
るこころ」を育むとともに南砺市内外との交流を促進し、地域の活
性化をより推進することを目的とする。

事業費補助金 0 145 定額
補助率は、実質1/2以下である。
（３年に一度の稚魚放流費については、予算化しない）

④

143 農政課 ６次産業化とやまの魅力発信事業費補助金

農林水産業は、産品の価格の低迷、従事者の減少等により厳し
い環境にあることから、農林漁業者が生産だけでなく加工及び販
売も行う６次産業化の取組を進め、付加価値及び収益性を高め
ていくことが重要となっている。農林漁業者が行う６次産業化に向
けた取組に支援するもの。

事業費補助金 0 0
1/6
※県1/3

─ ④

145 農政課
農林漁業振興事業（次世代型チューリップ生産技術実証モ
デル事業）補助金

品質の高いチューリップ球根の生産性を向上させるため、ネット
栽培技術を実践するための経費に補助する。

制度的補助金 561 446
1/6
※県1/3

─ ④

146 農政課 南砺市土地改良事業補助金

農業生産基盤及び農村環境の整備のため、国、県、土地改良
区、農業協同組合その他市長が適当と認めるものが行う土地改
良事業に要する経費に対し、予算の範囲内において国、県営事
業については受益者負担をする主体に、団体営(国若しくは県の
補助事業又は融資制度を受けて行う事業)及びその他の事業(市
長が適当と認めるもの)については当該事業を行う事業主体に補
助金を交付するもの。

事業費補助金 20,819 21,325

①団体営土地改良事業（10％
以内、20％以内）
②県単独土地改良事業（5～
30％以内）
③市単独土地改良事業（40～
60％以内）

③については、山間過疎地域振興条例に基づいているため、制度
的補助金としての取扱いとする

④

147 農政課 南砺市散居景観保全事業補助金

市の美しい散居景観の保全及び創造を図るため、市民が自主的
かる主体的に行う散居景観を活かした地域づくりに資する活動等
に対する散居景観保全事業に対する補助金 事業費補助金 9,150 9,150

1/4（上限あり）
※県1/4

─ ④

184 林政課 ナチュラリスト連絡協議会富山県ナチュラリスト大会補助金

人と自然が織りなす、わが郷土が誇る「世界文化遺産・合掌造り」
を”第２６回富山県ナチュラリストが開催される。・合掌造りでの貴
重な四季のくらし。・歳月を重ねて冬の豪雪に耐えうる合掌造りの
歴史と強さ、総持ちの概念を見学し学ぶ。・結いの精神を今に伝
える屋根葺きの見学と体験。などを広く学びナチュラリストの資質
の向上と相互啓発の機会を図ることを目的に開催される。

事業費補助金 0 0 定額（実質1/2以内） ─ ④

185 林政課 南砺市の木利用促進事業補助金

南砺市産木材の住宅への利用を促進し、市内林業の活性化と優
良な木造住宅の普及を図る。

奨励的補助金 3,300 3,300
2千円/m3（上限あり、実質1/2
以内)

─ ④

186 林政課 森林組合育成指導事業補助金

継続的な林業生産活動を通じて森林の適切な森林資源の持続
的な利用を推進するため、森林所有者の負託に応える中核森林
組合の林業担い手の確保・育成、森林管理体制の整備に対する
支援を行うことを目的としている。

事業費補助金 3,258 3,426 1/2、1/3 ─ ④

189 林政課 花と緑の銀行緑化推進事業補助金

南砺市内の緑化推進を目的としている。
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
するための補助 事業費補助金 8,782 9,052 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

190 林政課 南砺花と緑のフェスティバル補助金

花と緑にあふれたイベントを開催することにより、花と緑の普及を
図るとともに市民に楽しみと安らぎを与える場を提供する。

事業費補助金 80 770 定額 補助率は、実質1/2以下である ④
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※種類別④（補助率が1/2以下、又は実質1/2以下のもの：１６４件）
（単位：千円）
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Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

191 林政課 花と緑の少年団活動事業補助金

次世代を担う子どもたちが、緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育て
る活動を通じて、ふるさとを愛し、そして人を愛する心豊かな人に
育っていくことを目的とする。 事業費補助金 400 300 定額（実質1/2以内） 補助率は、実質1/2以下である ④

192 林政課 有害鳥獣被害防止対策事業補助金

市内において、イノシシを中心とした鳥獣による被害や捕獲頭数
の増加が顕著であり、深刻な問題となっている。
有害鳥獣による被害を防止するために電気柵の設置管理をはじ
めとし、捕獲檻の購入並びにカラスの一斉捕獲、講習会の開催等
の支援を実施する。

事業費補助金 3,702 966
定額
※国、県、農業共済補助あり

補助率は、実質1/2以下である ④

193 林政課 有害鳥獣捕獲補助金

市内において有害捕獲を担う市有害鳥獣捕獲隊へ捕獲活動に付
随する諸経費並びに大口径ライフル射撃場運営経費に対して補
助を行い、イノシシやハクビシン、カラス、ゴイサギといった農作物
だけでなく市民の住居、生活に被害をもたらす鳥獣捕獲の一助と
なることを目指す。

奨励的補助金 1,320 1,440 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

198 林政課 狩猟免許試験手数料等補助

イノシシ等による農作物被害やクマによる人身被害が発生し、市
民生活に多大な影響を及ぼしていることから、有害鳥獣の捕獲に
従事する狩猟者を養成するため、わな猟免許、第一種銃猟免許
又は第二種銃猟免許を取得した場合に、当該取得に要した経費
に対し補助金を交付するもの。

奨励的補助金 100 100
上限10,000円（登録手数料、猟
友会費等の免許取得費用を含
め実質1/2以下）

特別交付税措置80％あり ④

200 林政課 侵入防止柵設置支援事業補助金

イノシシやシカの農作物被害を防止するため、恒久柵等の設置に
ついて支援を行うもの。
農作物対策には大きな時間と労力が必要であり、高齢化や人口
減少により省力化が必要であり、被害防止に加えて耕作意欲の
低下防止にも必要である。

事業費補助金 2,000 4,325 1/2 ─ ④

201 林政課 捕獲推進事業補助金

イノシシやシカの農作物被害を防止するため、個体数削減に努力
していただく有害鳥獣捕獲隊へ補助金を交付するもの。

事業費補助金 1,250 1,250 1/2 ─ ④

212 商工企業立地課 木彫刻職業訓練校補助金

技と伝統を誇る井波木彫刻技術・技能の基礎訓練及び創造力の
開拓を目指し、後継者を育成する。

事業費＋団体運営費補助金 1,037 985 1/2以内 ─ ④

213 商工企業立地課 木彫刻工芸振興事業補助金

伝統的工芸品としての基本的な技術・技法を研鑽し、組合員の資
質を高めるとともに、後継者の育成に努め、経営の拡充及び販路
の開拓を図り、木彫刻工芸の振興に資することを目的とする。 事業費補助金 186 176 1/2以内 ─ ④

214 商工企業立地課 井波彫刻まつり開催事業補助金

長い歴史を持ち、地域の伝統産業として育まれてきた井波彫刻
を、各彫刻工房で展示し、各種イベントを行うことにより、広く内外
に紹介宣伝し、誘客と作品販売拡張及び品質向上をはかるととも
に井波彫刻産業の振興と地域経済の発展に資する。

事業費補助金 0 146 定額 実質1/2以下である ④

217 商工企業立地課 伝統的工芸品後継者育成奨励金

後継者の確保及び育成を図り、伝統的工芸品産業の技術の伝承
に資すること

奨励的補助金 1,450 100 1/2(上限あり) ─ ④

218 商工企業立地課 ビジネスマッチング等販路拡大支援事業補助金

市外で開催されるビジネスマッチング、見本市、物産展、展示会、
商談会、経済交流等に出展する事により、新規事業の創出及び
販路拡大等に資すること 事業費補助金 400 移行 1/2 Ｒ３からは事業継続支援事業補助金へ移行 ④

219 商工企業立地課 起業家育成支援事業補助金

多様で魅力的な起業環境の充実及び域内循環の促進を図るた
め、市内で事業所等を開設し、事業及び販路の拡大等を積極的
に行おうとする起業家に対し、支援する。 事業費補助金 14,679 14,108 1/2以内 ─ ④

221 商工企業立地課 経営改善普及事業補助金

南砺市商工会が行う小規模事業者の指導事業並びに商工業者
の振興及び安定を図り、もって地域商工業の総合的な発展に寄
与することを目的とする。 事業費＋団体運営費補助金 40,022 40,744 県補助額の37％ ─ ④

223 商工企業立地課 商店街空き店舗対策支援事業補助金

市内の中心商店街の活性化及び域内循環を図るため、中心商店
街の空き店舗等を利用して小売業、宿泊業、サービス業又は飲
食業(風俗営業等の規則及び義務の適正化等に関する法律(昭
和23年法律第122号)の適用を受ける場合及び公序良俗に反する
ものは除く。)を開業する事業者に対し、支援するもの。

事業費補助金 1,042 760 1/2以内 ─ ④
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※種類別④（補助率が1/2以下、又は実質1/2以下のもの：１６４件）
（単位：千円）
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Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

225 商工企業立地課 まちなみアートinいなみ開催事業補助金

歴史ある町の彫刻をはじめとしたアート作品を展示する事により
美的空間をつくり、文化・芸術の町井波を県内外へ広く発信し、ま
ち並びに木彫りの活性化を目的とする。 事業費補助金 0 769 1/2以内 ─ ④

226 商工企業立地課 小規模事業者後継者育成支援事業

後継者不足に直面している小規模事業者の実情を踏まえ、廃業
による雇用の機会又は貴重な技術等の喪失防止及び地域のコ
ミュニティを維持するため、後継者に対し予算の範囲内において
補助金を交付するもの。

事業費補助金 268 5,000 1/2以内 ─ ④

230 商工企業立地課 商店街整備奨励事業補助金

市街地における商店街の共同施設及び環境を整備し、並びに共
同事業を奨励及び支援し、商店街の振興を図ることを目的とす
る。 事業費補助金 0 0 1/3以内（上限あり） ─ ④

231 商工企業立地課 中小商工業者災害時利子補給金

災害の発生に起因して運転資金等を確保するために融資を受け
た中小商工業者の負担軽減及び経営安定を図ることを目的とし
て利子補給金を交付する。 扶助的補助金 0 0 1/2以内（上限あり） ─ ④

232 商工企業立地課 産学共同研究補助金

市内中小企業者の新技術の導入及び技術の高度化による産業
振興を図る

事業費補助金 0 0 1/2以内（上限あり） ─ ④

233 商工企業立地課 南砺市空き家活用型しごとの場創出支援事業補助金

市内において多様な働き方を創出できる環境整備を推進するた
め、市内の空き家を活用して仕事の場を開設し、事業及び販路の
拡大等を積極的に行おうとするものに対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。

事業費補助金 300 500 1/2以内（上限あり） ─ ④

234 商工企業立地課 南砺ブランド商品開発支援事業補助金

南砺の優れた産品の魅力をより一層向上させ、販路を広げ、国内
外に発信することにより、南砺の知名度の向上や地域経済が活
性化するため、既存商品の磨き上げ、新商品開発、販路開拓等
に取り組む市内事業者に対し補助金を交付するもの。

事業費補助金 971 1,050 1/2以内（上限あり） ─ ④

235 商工企業立地課 伝統的工芸品産業再生支援事業補助金

伝統工芸品産業の後継者の確保及び育成を図るとともに、地域
の活性化及び地場産業の振興を図るため、伝統的工芸品の産業
再生にかかる事業（市場調査、商品開発、販路開拓等）に対し補
助金を交付するもの。

事業費補助金 400 1,000 1/2以内(上限あり) ─ ④

236 商工企業立地課 南砺の未来を担う伝統的工芸品若手職人応援補助金

伝統工芸品産業の後継者の確保及び育成を図るとともに、地域
の活性化及び地場産業の振興を図るため、新規従事者の家賃等
に対し補助金を交付するもの。 事業費補助金 300 1,500 1/2以内（上限あり） ─ ④

237 商工企業立地課 空き家・空き店舗利用促進事業補助金

空き家や空き店舗を活用して事業に利用しようとする事業者に対
して改修費用等の一部を補助するもの。

事業費補助金 2,175 10,168 1/2以内（上限あり） ─ ④

238 商工企業立地課 商工労働関係団体事業補助金

商工労働関係団体の行う商工業振興、地域産業振興、地域活性
化、勤労者福祉向上等に係る事業等を行うことに要する経費に対
し、予算の範囲内において補助金を交付する。 事業費補助金 0 181 1/2以内 ─ ④

239 商工企業立地課 求人活動支援事業補助金

市商工会が行う小規模事業者の指導事業、商工業者の振興、安
定を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付する。

事業費補助金 2,000 2,000 1/2以内 ─ ④

240 商工企業立地課 企業立地奨励事業助成金

市内に新規立地、工場増設や新規雇用等を行う企業に対し、投
下固定資産額に応じた助成率により助成する。

事業費補助金 18,645 19,456
助成対象経費×12.5/100
（上限あり）

─ ④

241 商工企業立地課 物流業務施設立地奨励事業助成金

物流業務施設の設置者が、物流業務施設を設置するための用地
及び物流業務施設の取得に要する経費に対し助成する。

事業費補助金 27,627 10,145
助成対象経費×5/100
（上限あり）

─ ④

242 商工企業立地課 雇用創出事業助成金

工場等又は物流業務施設の設置者が雇用機会の拡大に資する
ため、市内に住所を有する者を新規に雇用した場合に助成する。

事業費補助金 3,700 8,400
新規雇用従業員数×30万円
(上限あり）

補助率は、実質1/2以下である ④

243 商工企業立地課 工場環境等整備事業補助金

工場等又は物流業務施設の設置者が、
（１）廃棄物処理施設、排水路等の環境保全施設、緑地、ため池
等の環境施設
（２）消融雪施設、除雪機械等施設、設備及び機器
を整備した場合に要する経費に対し助成する。

事業費補助金 3,000 0 1/3 ─ ④
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244 商工企業立地課 宿泊施設立地促進事業助成金

市内において、宿泊施設を新設・増設する事業者に対して助成す
ることにより、宿泊施設の立地促進を図るとともに、観光の振興、
賑わいの創出及び雇用機会の拡大を図り、地域経済の発展に資
する。

事業費補助金 0 0
（新規）投下固定資産額の20％
（改修）改修事業費の10％

─ ④

245 商工企業立地課 中小企業退職金共済加入促進補助金

中小企業の振興及び雇用の促進と安定を図るため、退職金共済
制度への加入を促進するものである。

事業費補助金 428 252 1/5 ─ ④

246 商工企業立地課 南砺市商店街活性化支援事業補助金

商店街の組合等が行う創造的で質の高い消費生活を住民
に提供し、又は特色あるまちづくりを推進する事業を支援す
ることにより、中小小売商業の活性化を図るもの。

事業費補助金 0 0 1/2（上限あり） 実質1/2以下である ④

247 商工企業立地課 クリエイタープラザ利用促進事業補助金

クリエイタープラザの利用促進を図るため、利用者に使用料
の一部を支援するもの。 事業費補助金 1,000 2,550 定額 実質1/2以下である ④

291 交流観光まちづくり課 金沢・南砺医王会事業補助金

南砺市民と金沢市民の歴史的つながりを再認識し今後の更なる
交流の発展に寄与するため、補助事業者である主催団体に補助
金を交付し事業支援する。 事業費補助金 138 650 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

293 交流観光まちづくり課 城端曳山祭観光振興事業補助金

歴史と伝統のある祭りや個性と魅力にあふれたイベントがあり、
これらを観光客誘致や地域振興につなげるため、補助事業者で
ある主催団体に補助金を交付し事業支援する。 事業費補助金 957 957 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

295 交流観光まちづくり課 福野夜高祭推進事業補助金

歴史と伝統のある祭りや個性と魅力にあふれたイベントがあり、
これらを観光客誘致や地域振興につなげるため、補助事業者で
ある主催団体に補助金を交付し事業支援する。 事業費補助金 1,875 3,018 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

297 交流観光まちづくり課 いなみ太子伝観光祭事業補助金

古くから「信仰と木彫りの里」である当地区で、もっともにぎわうの
が「太子伝会」。この太子伝会は、浄土真宗信仰のシンボルであ
る東本願寺別院瑞泉寺にて、毎年７月２１日から２９日まで１週間
にわたってくり広げられ、寺宝の虫干しを兼ねて、聖徳太子像の
開扉と太子の生涯を描いた八幅の絵伝の絵解きが行われ、全国
的にも稀な行事として、北陸をはじめ多方面から多くの人々が訪
れる。　いなみ太子伝観光祭は、この太子伝会の期間に合わせ
て行う当地区の代表的なイベントであり「木遣り踊り」や「氷彫刻」
など井波地区の伝統と文化にちなんだ催しを行うことで広くアピー
ルし、地区活性化に資することを目的に実施する。

事業費補助金 0 1,706 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

298 交流観光まちづくり課 南砺市アイスフェス事業助金事業補助金

瑞泉寺再建に始まり200年余りの歴史を持つ「井波彫刻」で知ら
れる南砺市井波彫刻師約300人、工房150件を抱える日本一の木
彫刻の町である。この南砺市井波の持つ個性と伝統を活かして、
他にはない企画を盛り込んだイベントを行う。

事業費補助金 0 345 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

301 交流観光まちづくり課 南砺ふくみつ雪あかり祭り事業補助金

会場の「道の駅福光」周辺は金沢市と世界遺産五箇山を結ぶ国
道３０４号の傍にあり、飛騨地方との入り口に位置し交通の要に
ある。日本国内でも秋田県西木村と南砺市だけで行われてる巨
大紙風船上げである。この紙風船の製作、打上げを通じて雪に親
しむ機会を提供するとともに地域のコミュニケーションと南砺市の
活性化を図り、南砺地域の冬まつりとしてイベントを定着させ、県
内外よりの交流人口の拡大を図り、また南砺市の観光・文化と特
産品等を県内外に広くＰＲ、地域活性に繋げる。

事業費補助金 0 1,510 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

302 交流観光まちづくり課 五箇山麦屋まつり事業補助金

歴史と伝統のある祭りや個性と魅力にあふれたイベントがあり、
これらを観光客誘致や地域振興につなげるため、補助事業者で
ある主催団体に補助金を交付し事業支援する。 事業費補助金 0 1,337 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

304 交流観光まちづくり課 こきりこの里四季の祭り事業補助金

歴史と伝統のある祭りや個性と魅力にあふれたイベントがあり、
これらを観光客誘致や地域振興につなげるため、補助事業者で
ある主催団体に補助金を交付し事業支援する。 事業費補助金 300 346 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

305 交流観光まちづくり課 四季の五箇山事業補助金

歴史と伝統のある祭りや個性と魅力にあふれたイベントがあり、
これらを観光客誘致や地域振興につなげるため、補助事業者で
ある主催団体に補助金を交付し事業支援する。 事業費補助金 2,250 2,250 定額 補助率は、実質1/2以下である ④
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306 交流観光まちづくり課 TOGAしんりょく祭り開催事業補助金

利賀地域の活性化を図るべく地域住民（中央地区）と利賀地域内
に組合員や会員を持つ三団体（森林組合・農協・商工会）がそれ
ぞれの特色を生かし、相互協力のもと、地域の活性化につなげる
賑わいづくりを図るとともに、市民へ憩いの時間を提供する。併せ
て、市外からの観光客にも利賀の特産「そば」の他、新緑と山菜
等春の旬の素材を生かした食を楽しんでいただけるイベントとす
る。

事業費補助金 0 158 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

308 交流観光まちづくり課 南砺利賀そば祭り事業補助金

南砺市における冬の一大イベントとして、市民に親しまれながら
雪国の豊かな伝統文化や自然風土などの情報を発信し、地域の
活性化を図る。 事業費補助金 0 7,283 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

309 交流観光まちづくり課 つばきの郷赤祖父夏まつり事業補助金

地域住民、各団体が一体となって「つばきの郷赤祖父夏まつり」
の企画や運営に携わり、あんどんコンクールや丸太切り選手権、
打ち上げ花火などのイベントを通じて、地域の連携を深めるととも
に、都市と農村の交流を盛んにすることにより、地域社会の活性
化を目指す。

事業費補助金 0 608 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

311 交流観光まちづくり課 南砺市観光資源発掘事業補助金

観光資源開発及び地域振興を目的とした南砺市の歴史・伝統文
化、自然体験等を交えた交流イベントの開催を支援。

事業費補助金 187 1,500

３年間の時限的補助
１年目：150万円
２年目：100万円
３年目：  50万円

補助率は、実質1/2以下である ④

312 交流観光まちづくり課 観光商品等開発支援事業補助金

市の地域資源、工芸技術を活用して製造された農林水産物、工
芸品、産業観光等の観光商品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う個人及び団体に対し、予算の範囲
内において補助金を交付する

事業費補助金 0 0 1/2 ─ ④

315 交流観光まちづくり課 観光客受入環境整備事業補助金

市内では、観光を担う人材・観光サービス等の不足、施設の老朽
化が課題となっている。当該事業により事業者の方の意識向上
に繋がるとの声がある。補助事業について広く周知を図り、事業
実施主体に対し、観光事業者として自助努力の必要性を伝え課
題解決に繋げるもの。

事業費補助金 1,456 1,500 1/2以内（上限あり） ─ ④

316 交流観光まちづくり課 コンベンション支援事業補助金

コンベンションの誘致を促進し、交流人口の増大及び市内の活性
化を図る

奨励的補助金 699 600
延宿泊人数×1,500円（上限あ
り)

補助率は、実質1/2以下である ④

350 文化・世界遺産課 市指定文化財保存修理事業補助金

指定文化財の保護の充実に資することを目的とし、南砺市指定
文化財の所有者又は管理者が行う、指定文化財の管理又は修
理及びその保存のための事業に対し、補助金を交付するもの。 事業費補助金 0 100 3/10以内 ─ ④

352 文化・世界遺産課 善徳寺史料調査補助金

４６０年間火災などに被災していない県指定文化財「善徳寺」の膨
大な古文書を解読することにより、史料の歴史的価値を明らかに
し、善徳寺の文化財的価値をさらに高めるとともに、次世代に確
実に継承していくもの。 事業費補助金 5,500 6,000

市2/5
※県2/5

─ ④

353 文化・世界遺産課 相倉及び菅沼集落茅場整備事業補助金

世界遺産合掌造り集落の保全に不可欠な、合掌造りの屋根材で
あるコガヤの確保のため、相倉及び菅沼集落住民等で組織す
る、世界遺産の保存継承を目的とした団体が取り組む、茅場の造
成及び維持管理作業に対し、支援する。

事業費補助金 350 350 3/10（上限あり） ─ ④

360 文化・世界遺産課 スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド開催事業補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費補助金 2,000 8,730 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

361 文化・世界遺産課 荒木ねつおくり祭り保存活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費＋団体運営費補助金 0 70 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

362 文化・世界遺産課 城端曳山連合会活動事業補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費＋団体運営費補助金 0 97 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

363 文化・世界遺産課 城端地域芸能大会開催事業補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費補助金 0 廃止 定額 補助率は、実質1/2以下である ④
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※種類別④（補助率が1/2以下、又は実質1/2以下のもの：１６４件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

364 文化・世界遺産課 城端美術協会活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費補助金 39 廃止 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

365 文化・世界遺産課 井波美術協会活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費＋団体運営費補助金 152 152 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

366 文化・世界遺産課 井波文化協会活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費＋団体運営費補助金 663 663 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

367 文化・世界遺産課 越中五箇山民謡保存会活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費＋団体運営費補助金 81 81 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

368 文化・世界遺産課 五箇山深山会活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費補助金 53 53 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

369 文化・世界遺産課 城端曳山祭保存会活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費＋団体運営費補助金 245 420 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

370 文化・世界遺産課 城端千代音加礼保存会活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費補助金 27 廃止 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

371 文化・世界遺産課 福光ちょんがれ保存会活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費＋団体運営費補助金 27 27 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

372 文化・世界遺産課 福光文化協会活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費＋団体運営費補助金 919 919 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

373 文化・世界遺産課 福野文化協会活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費＋団体運営費補助金 564 774 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

374 文化・世界遺産課 平文化協会活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費＋団体運営費補助金 1,177 1,050 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

375 文化・世界遺産課 利賀文化協会活動補助金

市内で開催される、地域活性化イベント及び各種活動に対し、支
援する。

事業費＋団体運営費補助金 368 廃止 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

383 文化・世界遺産課 文化と教育の先端自治体連合事業負担金

構成自治体（北海道東川町、岡山県奈義町、香川県小豆島町、
兵庫県豊岡市、南砺市）によるそれぞれの自治体の価値を理解
した上で、その魅力に惹かれて訪れたり、移住してくる人を増や
し、ふるさとに愛着や誇りを持ち、自治体や地域に貢献していく人
材を育成することを目的とする。

事業費（負担金） 500 1,000
定額
※国1/2

補助率は、実質1/2以下である ④

387 文化・世界遺産課 村上家住宅耐震工事補助金 村上家住宅耐震工事にかかる補助金 事業費補助金 0 2,040 補助率6％ ─ ④

388 文化・世界遺産課 岩瀬家住宅防災施設工事積算業務委託補助金 岩瀬家住宅防災施設工事積算業務委託にかかる補助金 事業費補助金 0 302 補助率62.5％ 単年度補助 ─ ④

389 文化・世界遺産課 楮・トロロアオイ栽培事業費補助金 楮・トロロアオイ栽培事業にかかる補助金 事業費補助金 0 184
補助率12％
（国70％、県12％、地元6％）

─ ④

390 文化・世界遺産課 城端文化協会活動補助金 城端文化協会活動にかかる補助金 事業費・団体運営費補助金 0 228 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

391 文化・世界遺産課 利賀村むぎや節保存会活動補助金 利賀村むぎや節保存会活動にかかる補助金 事業費・団体運営費補助金 0 160 定額 補助率は、実質1/2以下である ④
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※種類別④（補助率が1/2以下、又は実質1/2以下のもの：１６４件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

392 文化・世界遺産課 利賀村こども民謡保存会活動補助金 利賀村こども民謡保存会活動にかかる補助金 事業費・団体運営費補助金 0 150 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

405 建設整備課 景観づくり事業補助金

市長は、優れた景観を保全し、及び創造する目的で、市における
景観づくりを推進するための事業を行う者に対し、予算の範囲内
で補助金を交付するものとする。 事業費補助金 3,000 3,500

1/2（上限あり）
※県補助適用の場合は2/3を
上限

─ ④

422 建設維持課 南砺市生活基盤整備事業補助金

市長は、地域の環境整備の向上に資するため、自治会、町内会
等の住民自治組織が行う生活基盤整備事業に要する経費に対
し、予算の範囲内において補助金を交付するもの
農地関係は他の補助金（県単独農業農村整備事業・市単独土地
改良事業）があるが、その他（非農地関係）はそのような補助金が
ないために公正性を欠くために制定した。補助率は４０％と他の
補助率と同率である。

事業費補助金 1,000 1,000 40％以内（上限あり） ─ ④

423 建設維持課 南砺市道路クリーンアップ事業補助金

市道における道路景観及び道路環境の向上を目的として、地域
をあげて実施する事業に要する経費に対し、支援するもの。
市民から市道の草刈の要望が多数あったため、市道とはいえ地
元の景観及び環境に大きく帰依することから、地元住民による事
業への当補助金の制定をした。

事業費補助金 1,600 1,600
地域づくり協議会世帯数×200
円

補助率は、実質1/2以下である ④

424 建設維持課 利賀ダム協議会活動補助金

本協議会は、利賀ダムの建設に伴い、家屋や土地の水没が予定
される地域の居住者を含め組織し、必要に応じて別の対策委員
会を設けることかできる。また、利賀ダムの早期完成を目指すた
めに、先進地視察や国への要望・各種イベント等の支援協力を行
うもの。

団体運営費補助金 54 270 1/2以内 ─ ④

425 建設維持課 利賀ダム建設口山地区対策協議会補助金

本協議会は、利賀ダムの建設に伴い、家屋や土地の水没や物件
補償等が予定される地域の居住者を含め組織し、必要に応じて
別の対策委員会を設けることかできる。また、利賀ダムの早期完
成を目指すために、先進地視察や国への要望・各種イベント等の
支援協力を行うもの。

団体運営費補助金 45 45 1/2以内 ─ ④

426 建設維持課 優良住宅団地開発支援事業補助金

住宅団地造成の誘導促進及び適正かつ良好な公共施設の整備
を行い、低廉で質の高い宅地の供給を推進し、もって定住の促進
を図ることを目的とする。 事業費補助金 5,550 0 1/2以内（上限あり） ─ ④

427 建設維持課 木造住宅耐震改修支援事業費補助金

市長は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防
止することを目的として、地域住宅計画に基づき住宅の所有者が
行う木造住宅耐震改修事業に要する経費に対して、予算の範囲
内において補助金を交付するものとする。 事業費補助金 2,000 2,000

①耐震改修費用の4/5（上限あ
り）
②租税特別措置法に規定する
所得税額の特別控除額
※国2/5、県1/5、市1/5

─ ④

428 建設維持課 克雪住宅普及事業補助金

市民の屋根雪下ろしの負担軽減及び危険防止を図るため、市長
は、克雪住宅を新築し、改築し、又は改良し、その普及を図る者
に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

事業費補助金 600 800

①落雪式住宅　対象工事費
100万円以上に対し30万円
②融雪式住宅　対象工事費
150万円以上に対し50万円

─ ④

429 建設維持課 民間建築物アスベスト除去等支援事業費補助金

民間施設の修繕においてアスベストが発見された場合、そのアス
ベストを除去するための支援を行うために補助金を交付する。

事業費補助金 2,000 0 1/2以内（上限あり） ─ ④

455 教育総務課 小学校長会補助金

管内の教育団体の育成と振興を図るため各団体に対して予算の
範囲内で補助金の交付する。

団体運営費補助金 245 245 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

456 教育総務課 中学校長会補助金

管内の教育団体の育成と振興を図るため各団体に対して予算の
範囲内で補助金の交付する。

団体運営費補助金 218 218 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

457 教育総務課 小学校教頭会補助金

管内の教育団体の育成と振興を図るため各団体に対して予算の
範囲内で補助金の交付する。

団体運営費補助金 125 125 定額 補助率は、実質1/2以下である ④
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458 教育総務課 中学校教頭会補助金

管内の教育団体の育成と振興を図るため各団体に対して予算の
範囲内で補助金の交付する。

団体運営費補助金 96 96 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

459 教育総務課 小中学校事務職員会補助金

管内の教育団体の育成と振興を図るため各団体に対して予算の
範囲内で補助金の交付する。

団体運営費補助金 0 60 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

460 教育総務課 市内高等学校教育振興会補助金

管内の教育団体の育成と振興を図るため各団体に対して予算の
範囲内で補助金の交付する。

事業費補助金 500 400 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

463 教育総務課 砺波地域吹奏楽振興事業実行委員会補助金

砺波地区小学校管楽器クラブ、中学校・高等学校吹奏楽部の生
徒を対象に各種講習会を開催し、音楽文化の定着と質的向上に
貢献する。 団体運営費（会費） 50 50 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

464 教育総務課 英語検定助成金

南砺市中学校に対し、国の目標値である中学校卒業時の英検３
級以上取得者５０％を目指し、検定料の半額を助成する。さらに
準２級、２級取得希望者に対しても半額を助成し、英語力の向上
を図る。

奨励的（助成金） 527 527 1/2 ─ ④

500 生涯学習スポーツ課 南砺市生涯学習事業補助金

婦人教育、青年教育、少年教育、成人教育、地域コミュニティ、芸
術文化活動の振興に要する事業を実施し、又は事業に参加する
団体若しくは個人に対し、その経費のうち必要かつ適当と認める
ものについて補助金を交付する。 団体運営費補助金 1,570 1,320 定額（１団体以外実質1/2）

補助率は、実質1/2以下である。(ただし、青少年育成南砺市民会
議分のみ委託料へ組替え)

④

502 生涯学習スポーツ課 全国大会及び北信越大会等出場激励金

市におけるスポーツ及び文化芸能の振興を図るため、大会に参
加する個人又は団体に対する激励金及び助成金(以下「激励金
等」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 奨励的（激励金) 400 3,450

5,000円～30,000円（県内開催
の場合は一律3,000円）

補助率は、実質1/2以下である ④

503 生涯学習スポーツ課 スポーツ推進委員ユニフォーム補助金

スポーツ推進委員改選に伴い新たなユニフォーム（トレーニング
ウェア上下とポロシャツ）の購入費を補助するもの。

事業費補助金 510 0
1/2（上限あり）
※２年に１回

─ ④

504 生涯学習スポーツ課 スポーツ推進委員協議会事業補助金

市スポーツ推進委員の資質向上と実践力の育成を図り、ニュース
ポーツ等の普及・指導事業（出前指導等）を通して、市民にスポー
ツ活動への参加機会を提供しながら、生涯スポーツ社会の実現
に寄与する。

事業費補助金 0 50 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

509 生涯学習スポーツ課 西日本バイアスロン選手権大会補助金

全国レベルの大会を開催して競技レベルの向上を図るとともに、
ミニバイアスロン種目を設定して市民の参加や競技の認知度を高
めることにより競技の普及・振興を図る。

事業費補助金 100 750 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

511 生涯学習スポーツ課 B&G海洋体験学習事業　派遣補助金

B&G海洋体験学習事業を通じて海洋性レクリエーションなどの体
験をしてもらい、次代を担う子どもたちの「こころ」と「からだ」の健
全な育成を推進する。 奨励的補助金 0 0 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

524 こども課 ひとり親家庭高校生定期券購入費補助金

ひとり親家庭の高校生の定期券購入費の一部を補助することに
より、児童の健全育成を助長し、もってひとり親家庭の福祉の増
進に資する。 扶助的補助金 4,527 2,300 1/2 ─ ④

525 こども課 児童遊具整備費補助金

自治会その他公共的な団体が、児童の遊び場の確保のため児
童遊具を設置し、又は修繕する場合に、予算の範囲内において、
補助金を交付するもの。 事業費補助金 200 200 1/2以内 ─ ④

526 こども課 南砺の３人っ子助成金通学定期券助成金

多子世帯の子育てに係る負担を軽減し、経済的支援を行う。

扶助的補助金 0 0 1/2 ─ ④

527 こども課 母子父子家庭高等職業訓練促進費

母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、就職の際に有利であ
り生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に
係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練
促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における
負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給す
ることにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にする。

扶助的補助金 1,680 0
非課税世帯　月額100千円
課税世帯　　 月額70.5千円
※国3/4

─ ④
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別④（補助率が1/2以下、又は実質1/2以下のもの：１６４件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

528 こども課 高等職業訓練修了支援金

母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、就職の際に有利であ
り生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に
係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練
促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における
負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給す
ることにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にする。

扶助的補助金 50 0
非課税世帯　月額50千円
課税世帯　　 月額25千円
※国3/4

─ ④

530 こども課 特別保育事業費等補助金

国又は地方公共団体が設置している次に掲げる施設が実施する
特別保育事業等に要する経費に対し補助金を交付する
（１）児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所
（２）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推
進に関する法律第２条第６項に規定する認定こども園

事業費補助金 20,381 18,131
国等補助金交付額×150/100
以内
※国1/3、県1/3

─ ④

532 こども課 認可外保育施設保育料軽減事業補助金

市内に住所を有し、保育園及び認定こども園に入園している児童
と同様に、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、認可外
保育施設へ入園した児童の保護者に対し、補助金を交付する。

扶助的補助金 1,162 757

第２子：1/2
第３子：認可外保育施設保育
料と利用者負担額のどちらか
少ない額
三世代同居：3/10

─ ④

535 こども課 子どもの居場所づくり促進事業補助金

子どもが安心して過ごすことができる地域の居場所づくり及び多
世代交流の促進、保護者が働きながら子育てしやすい環境を整
備するため、地域において子どもの居場所づくりを行う団体に対
して補助を行うもの。

事業費補助金 120 240 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

545 医療課 地域医療再生事業実施団体等補助金

地域医療再生を支援するため、地域医療再生マイスター養成講
座を終了したもので組織する団体、個人又はそれに相当すると市
長が認めるものが実施する地域医療再生事業に要する経費に対
し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。

団体運営費補助金 0 50 1/2以内(上限あり) ─ ④

558 地域包括ケア課 介護人材資材育成支援事業助成金

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
研修課程を修了した者に対し、研修受講料の一部を予算の範囲
内で交付する南砺市介護職員初任者研修費助成金(以下「助成
金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

奨励的補助金 53 250 1/2(上限あり) ─ ④

561 地域包括ケア課 高齢者が住みよい住宅改善支援助成金

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、排せつ、入浴、移動等を容易にするための居住
環境改善に必要な経費を助成し、高齢者の在宅での生活の自立
支援及び在宅介護者の介護負担の軽減を図ることを目的とする。

扶助的補助金 500 1,000
1/3(上限あり)
※1/3

─ ④

575 福祉課 障害者通所費補助金

心身に障がいのある方が、日常生活訓練などのため作業所等へ
通所している場合、通所にかかる費用の一部を助成するもの

扶助的補助金 2,200 2,256 1/2以内 ─ ④

576 福祉課 心身障害者扶養保険掛金助成

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に掛金
を納めることにより、保護者に万一（死亡・重度障がい）のことが
あったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制
度の掛金の一部を助成するもの

扶助的補助金 200 326 年掛金の1/4以内 ─ ④

577 福祉課 全国障害者スポーツ大会出場者激励金

障がい者のスポーツへの参加を促すため、全国大会へ参加する
個人に激励金を交付するもの

奨励的補助金 0 20 10千円/人 補助率は、実質1/2以下である ④

578 福祉課 障害者グループホーム等整備事業補助金

障がい者の自立生活を助長し、生活施設の整備促進を図るた
め、グループホーム等の施設整備事業に要する経費に対して、
予算の範囲内において補助金を交付するもの 事業費補助金 0 0

1/4又は県補助金の1/2相当額
のいずれか少ない額(上限あり)

─ ④

579 福祉課 手をつなぐ育成会補助金

心身障がい（児）者の支援を必要とする人たちの権利を擁護し、
福祉を増進させるため、予算の範囲内において、補助金を交付す
るもの 事業費補助金 0 0 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

590 健康課 南砺市食生活改善推進協議会補助金

①市民の健康づくり活動並びに食生活改善推進等による健康保
持及び増進に資する事業
②健診及び相談の受診勧奨
③育児支援及び訪問活動

団体運営費補助金 405 405 定額 補助率は、実質1/2以下である ④
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別④（補助率が1/2以下、又は実質1/2以下のもの：１６４件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

591 健康課 南砺市ヘルスボランティア連絡会補助金

①市民の健康づくり活動並びに食生活改善推進等による健康保
持及び増進に資する事業
②健診及び相談の受診勧奨
③育児支援及び訪問活動

団体運営費補助金 216 216 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

592 健康課 南砺市母子保健推進員連絡協議会補助金

①市民の健康づくり活動並びに食生活改善推進等による健康保
持及び増進に資する事業
②健診及び相談の受診勧奨
③育児支援及び訪問活動

団体運営費補助金 40 40 定額 補助率は、実質1/2以下である ④

347,926 360,788
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別⑥（３年間の経過措置期間中に段階的に削減するもの：３２件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

3 政策推進課 城端線で体験学習事業補助金
ＪＲ城端線の利用促進及び活性化に帰するもの。

奨励的補助金 35 150 100％（上限あり） 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

20 エコビレッジ推進課 桜ヶ池エコビレッジプロジェクト推進委員会補助金

桜ヶ池エコビレッジ宣言の具現化を図るため、市民主体の持続可
能な桜再生活動へ向けた桜ヶ池への愛着醸成を目的に、湖畔の
美化等活動を行なう。 事業費補助金 20 50 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

35 総務課 女性防火クラブ活動費補助金

家庭防火という面から、日頃火気を扱う機会の多い女性が火災
予防の知識を習得し、併せて地域の協力体制と連帯意識の高揚
を図ることによって、健康で幸せな家庭づくり・安全で住みよいま
ちづくりを推進する。

団体運営費補助金 90 90
基準額＋定額
※県協会及び外部団体補助あ
り

補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

36 総務課 富山県消防協会南砺支部交付金

消防諸施設の改善と会員相互の親睦を図り、消防思想を普及徹
底し、本市の災害を防止し、市民生活の福利増進寄与することを
目的とする。 団体運営費（交付金） 880 704 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

67 生活環境課 交通安全母の会補助金

交通安全に果たす母親の役割の重要性に鑑み、家庭における交
通安全教育を進めるための諸活動のほか、交通事故のない明る
い社会づくりに寄与するための事業を行うもの。 団体運営費補助金 0 廃止 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

80 南砺で暮らしません課 女性団体連絡協議会活動補助金

南砺市内で主に女性が主体で活動する団体相互の連携を図り、
男女共に輝いて生きる社会を推進するための活動に対して補助
する。

事業費補助金 320 256 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

82 南砺で暮らしません課 結婚活動支援事業出会いイベント補助金

晩婚化及び未婚化が進む中、独身の男性及び女性の出会いの
きっかけを応援する雰囲気の醸成及び地域、事業所等における
結婚支援体制の充実を図り、もって市勢の発展に寄与するため、
次条に規定する団体が実施する結婚活動支援事業に要する経
費に対し、支援するもの。

事業費補助金 0 400 1/2（上限あり、一部100％） 一部100％補助については、補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

92 南砺で暮らしません課 空き家再生等推進事業補助金

空き家対策の一環として、空き家の集積が居住環境又は地域活
性化の阻害している一因となっている地域において、空き家を住
環境の整備改善のために再生を行う団体に対し助成を行う。 事業費補助金 0 0 2/3（上限あり） 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

103 農政課 農林漁業振興事業（農業者会活動事業）補助金

生産性の高い農業経営を育成し、農業生産の選択的拡大及び農
業生産性の向上のため、南砺市中核農業者連絡協議会が実施
する農業振興のための調査研究等に対し、予算の範囲内におい
て、補助金を交付するもの。

団体運営費補助金 408 408 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

130 農政課 農林漁業振興事業（なんと彩菜まつり事業）補助金

農山村地域の資源である地域農産物、地域伝統芸能、自然環境
等を内外にＰＲし交流人口の拡大を図るとともに、地元ＪＡと協力
して、消費者と生産者の交流の場を設け消費拡大と農業への理
解を深める。

事業費補助金 268 214 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

136 農政課
農林漁業振興事業補助金（「みんなで農作業の日in五箇
山」）

五箇山地区に存在する耕作放棄田等を活用して、年間を通して
多面的に農作業体験活動を提供することで、山村らしい原風景を
守るとともに、国土の保全に寄与することや中山間地域の棚田保
全の必要性と将来の農業のあり方を考える事を目的とする。ま
た、農作業体験を切り口に、当地区の特産ブランドを発掘・発信
し、また伝統文化等の当地区ならではの魅力も発信し、奥深い交
流によるネットワークの構築を通して、地域の活性化に資する。

事業費補助金 750 750 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

216 商工企業立地課 五箇山和紙まつり開催事業補助金

五箇山和紙まつりは、「全国和紙ちぎり絵展」を開催するほか、
「五箇山和紙」の技と魅力を、数々の作品や体験を通じて多くの
方々に感じ取ってもらい、伝統の和紙工芸品の認知度を高めると
ともに、和紙工芸品の提案募集による創作展示を行い、地域との
連携のもと更なる伝統工芸の振興を図ることを目的として開催。

事業費補助金 723 1,470 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

229 商工企業立地課 小規模事業者経営改善資金利子補給

南砺市商工会からの推薦を受け、株式会社日本政策金融公庫か
ら小規模事業者経営改善資金の融資の実行を受けた小規模事
業者の当該融資に係る利子に対し、予算の範囲内において、そ
の一部を補給金として交付することにより、小規模事業者の負担
軽減及び経営安定を図ることを目的とする。

奨励的補助金 1,885 3,500 2/3以内 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

294 交流観光まちづくり課 城端むぎや祭開催事業補助金

歴史と伝統のある祭りや個性と魅力にあふれたイベントがあり、
これらを観光客誘致や地域振興につなげるため、補助事業者で
ある主催団体に補助金を交付し事業支援する。 事業費補助金 0 10,332 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

41



●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別⑥（３年間の経過措置期間中に段階的に削減するもの：３２件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

296 交流観光まちづくり課 南砺菊まつり事業補助金

歴史と伝統のある祭りや個性と魅力にあふれたイベントがあり、
これらを観光客誘致や地域振興につなげるため、補助事業者で
ある主催団体に補助金を交付し事業支援する。 事業費補助金 6,040 7,948 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

299 交流観光まちづくり課 福光ねつおくり七夕祭り事業補助金

南砺地方に伝承されてきた「ねつおくり祭り」は３００年以上の歴
史がある五穀豊穣を願う神事であり、土用の三番に福光宇佐八
幡宮で祈願祭・ねつおくり太鼓打ちが奉納される。商店街では、
昭和２９年からこの土用の三番に呼応して夜店行事が新町商店
街で始まり、昭和５５年商店街近代化が完成した東町商店街が七
夕飾りを装飾、翌年からその他の商店街も加わり、納涼夜店や各
種企画を楽しんでもらう「福光ねつおくり七夕祭り」にスケールアッ
プした。今回も積極的に来場者に参加していただけるイベントを
企画し、祭りの新鮮さをアピールすることで市外、県外より多くの
来場者を呼び込み、南砺市の知名度向上を図る。また商店街と
地域住民の絆を深め、商業振興につなげていく。

事業費補助金 61 9,404 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

300 交流観光まちづくり課 ＩＯＸ・ＡＲＯＳＡ花・華まつり事業補助金

春、夏、秋と開花する花を観賞するイベントを開催することにより、
グリーンシーズンの活性化はかり、またウィンターシーズン到来の
予告として、雪恋まつりを開催し地域をあげて紹介すること、ま
た、南砺市内において同時期に開催されるイベントと連携し市内
の周遊を促進し、さらに南砺市の魅力をＰＲし、県内外からの観
光客を呼び込み、交流人口の拡大、観光の活性化、地域の活性
に繋げる。

事業費補助金 1,654 1,831 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

303 交流観光まちづくり課 こきりこ祭り事業補助金

歴史と伝統のある祭りや個性と魅力にあふれたイベントがあり、
これらを観光客誘致や地域振興につなげるため、補助事業者で
ある主催団体に補助金を交付し事業支援する。 事業費補助金 1,200 1,271 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

307 交流観光まちづくり課 ど～んと利賀の山祭り事業補助金

利賀の山村文化を広く県内外の都市住民にアピールするととも
に、当地域のイメージアップと地域住民の協調性を高める。
利賀の技を披露する場として①伝統行事石かちの再現（利賀地
域に伝わる伝統的な家屋の土台作りの技「石かち」行事を再現
し、来場者に利賀地域の山村文化体験の場を設ける）、②民謡・
郷土芸能の競演として利賀地域に伝わる民謡「麦屋節」・「こっき
りこ」などの他、地元子供たちによる、伝統行事「初午」や民謡を
披露する。また、地域間交流の一環として、利賀地域及び南砺市
内の民謡・郷土芸能等も出演依頼し、来場者に披露、③山のオブ
ジェを会場内に設置
利賀地域内の各団体等が自然の素材を利用して制作した大小の
「オブジェ（造形作品）」を会場内に展示し、来場者に鑑賞していた
だく。

事業費補助金 0 1,032 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

310 交流観光まちづくり課 南砺いのくち椿まつり事業補助金

南砺市井口地域のシンボルである椿を活用したイベントを通じ
て、住民の「自然を愛する心」「郷土を愛する心」を育むとともに、
南砺市内外との交流を促進し、椿を中心とする情報発信により人
的ネットワークを強化させ、地域を支える人づくりと地域の活性化
をより推進することを目的とする。

事業費補助金 2,500 3,279 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

313 交流観光まちづくり課 ツーリズムＥＸＰＯジャパン出展補助金

東京ビッグサイトで行われる日本最大級の旅行博である「ツーリ
ズムEXPOジャパン」に出展するため、事業者である南砺市観光
協会に補助金を交付し事業支援する。国内だけではなく、海外の
エージェントやエンドユーザーに対して、南砺市のさらなる売り込
みを行う。金沢市・白川村・高山市・松本市といった近隣の人気観
光地と一緒に南砺市を売り込むことができるため、南砺の知名度
をあげ、効果的にPRすることができる。
ツーリズムEXPOジャパンでは、多くのエージェントとの商談、エン
ドユーザーへのPRできる絶好の機会であり、多くの方の南砺市へ
の誘客を図る。

事業費補助金 2,343 4,545 定額
国の補助金があるため、R２年度までは継続。R３年度移行は、国
庫補助事業の検討又は、事業の統合や補助率1/2への削減を行
う。

⑥

314 交流観光まちづくり課 なんと幸せのおすそわけキャンペーン補助金

北陸新幹線開業を契機として市民が南砺の魅力を再認識し、地
域内の絆を深め、おもてなしの心を醸成させていくことを基本と
し、南砺市へ訪れる来訪者（お客様）の心に響くような情報発信、
交流イベントを首都圏と南砺市を中心に行うことによって南砺ファ
ンを増やし、南砺市民との交流を図ることで、交流人口の質的向
上と拡大を目的とする。

事業費補助金 3,943 3,000 定額
国の補助金があるため、R２年度までは継続。R３年度移行は、国
庫補助事業の検討又は、事業の統合や補助率1/2への削減を行
う。

⑥

357 文化・世界遺産課 茅場の造成事業補助金

合掌造り家屋等の保護の充実並びに茅場の維持管理等に係わ
る雇用の創出及び拡大に資するため、民間事業者が実施する茅
場の造成事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付す
る。

事業費補助金 1,732 1,545 90％以内（上限あり） 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別⑥（３年間の経過措置期間中に段階的に削減するもの：３２件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

358 文化・世界遺産課 遊部茅場造成事業補助金

遊部地域で合掌造り家屋等の保存に活用するための茅の造成を
実施する事業へ補助金を交付する。

事業費補助金 210 180 60％ 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

382 文化・世界遺産課 高瀬遺跡保存協会事業補助金

国指定史跡高瀬遺跡の顕彰と南砺市埋蔵文化財センターの展示
等に協力を得るために支援するもの。

事業費＋団体運営費補助金 260 250 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

461 教育総務課 小中学校児童生徒の各種行事参加補助金

小中学校の教育活動の一環として実施する校外行事に参加した
児童生徒に対し交付する。

奨励的補助金 5,117 12,816

①県内行事
　交通費、宿泊費1/2以内
　大会参加料の実費分
②県外行事
　旅費、宿泊費、運搬費用、そ
の他参加必要経費の実費分

補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

462 教育総務課 学校保健会補助金

南砺市小中学校の保健統計を基に、市内小中学校の健康づくり
の課題と対策を明らかするもの。

団体運営費補助金 45 45 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

507 生涯学習スポーツ課 チャレンジデーｉｎなんと補助金

①地域振興と市の一体感醸成
一つの目標に向かって活動することにより、地域の絆を強めると
同時に、市の一体感の醸成を図る。
②スポーツのきっかけづくり
多様なスポーツ機会を提供することにより、市民の誰もがスポー
ツの良さを見直す。
③運動継続による健康増進
継続してスポーツに取り組もうとする心情を養うとともに、健康の
保持増進につなげる。
④スポーツ団体の育成
総合型地域スポーツクラブや体育協会、スポーツ推進委員協議
会などを中心にスポーツイベントを企画し、市内スポーツ団体の
活性化につなげる。

事業費補助金 0 廃止
定額
※財団法人からの補助あり

補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

508 生涯学習スポーツ課 ザ雪合戦なんと補助金

・生涯スポーツの推進、競技力の向上を図るため、各種スポーツ
大会等に対する補助金交付
・雪の効果的な活用をはかることにより、家族とのふれあいや地
域コミュニティの輪を広めるとともに、冬季野外スポーツ・レクリ
エーションを推進する。

事業費補助金 0 1,230 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

533 こども課 地域児童健全育成推進活動事業補助金

・南砺市児童クラブ連合会が児童の健全育成、児童クラブ活動の
充実及び地域の振興を図ること。
・南砺市児童クラブ連合会に加入している児童クラブ等が行う、子
どもが企画、準備及び運営に関わり、その活動が豊かな地域づく
りに寄与すること。
・地域組織による児童の健全な育成に寄与すること。

事業費補助金 800 800 2/3以内(上限あり) 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

534 こども課
ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等利用支援助成
金

規定に該当するひとり親家庭等の子育ての負担軽減及び地域に
おける育児に関する相互援助活動の推進を図る。

扶助的補助金 23 240 10/10（上限あり） 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

580 福祉課 身体障害者協会補助金

身体障がい者福祉の促進と身体障がい者の更生意欲の高揚を
はかるため、予算の範囲内において、補助金を交付するもの

事業費＋団体運営費補助金 284 255 定額 補助率1/2へ段階的に削減する ⑥

30,566 67,001
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別⑦（他市と補助基準が同等程度であるため、現行制度のままのもの：２件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

227 商工企業立地課 中小企業振興保証料助成

市内の中小企業者に必要な事業資金について指定金融機関と
協調融資を行うとともに、保証料の助成を行い、もって商工業の
振興及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。 奨励的補助金 1,542 15,300

保証料の全額、1/2以内、1/3
以内、2/3以内、3/4以内

他市の補助内容と同等程度であるため、現行の通りとする ⑦

228 商工企業立地課 県信用保証協会補助金

富山県信用保証協会が実施する県小口事業資金（緊急経営改善
資金（県小口借換資金）を含む）融資に係る保証制度において、
借入対象者（中小企業者）が負担する保証料の軽減を維持する
ために支援するもの。

奨励的補助金 844 417
前年度10月末対象保証融資債
務残高÷協調倍率6培×利率
0.5％

他市の補助内容と同等程度であるため、現行の通りとする ⑦

2,386 15,717
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別⑧（隔年で生じるもの：３件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

215 商工企業立地課 全国木彫刻コンクール開催事業補助金

井波彫刻の歴史と伝統を育んできた土壌を生かし、木彫刻の美・
技・心を表現する全国公募展を開催（4年に1回）することにより、
木彫刻文化発展に寄与する。 事業費補助金 0 0 定額（４年ごと）

４年に１回（次期開催はR5年度）開催のため、開催年度の前年度
に補助制度について協議及び調整を図る

⑧

385 文化・世界遺産課 木彫刻キャンプ開催事業補助金

４年に１度開催している南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ事業に
ついて、前年度に準備事業を行うために交付するもの。

事業費補助金 0 0 定額 隔年事業として、事業費等精査のもと補助金額を決定 ⑧

386 文化・世界遺産課 いなみ全国連句大会開催事業補助金 いなみ全国連句大会開催への補助金 事業費補助金 0 60 定額 隔年事業として、事業費等精査のもと補助金額を決定 ⑧

0 60
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別⑨（コロナ対策事業として時限的な措置であるもの：２８件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

12 政策推進課 タクシー新型コロナウイルス対策緊急支援事業協力金
タクシーを運行する事業者に待機協力金として5千円/日を
協力金として支給。

コロナ対策 11,725 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

13 政策推進課
南砺市交通事業者新型コロナウイルス対策緊急支援事業
協力金

市内交通事業者に対して、事業継続支援のため、車両数に
応じた支援金を支給する

コロナ対策 7,750 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

248 商工企業立地課 あなたのお店応援しますサポート交付金事業

コロナ禍において、感染症拡大に伴い、飲食業事業者が厳
しい経営を強いられている中、企業や団体、グループなどが
飲食店を利用した際に、利用料の一定額を支援するもの。 コロナ対策 12,400 廃止 補助率最大3/4(上限あり） コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

249 商工企業立地課
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業継続緊急支援
補助金

事業継続緊急支援補助金について、現行制度の予算増額
を行い、新しい生活様式の実践(厚労省)のため、業種別感
染症拡大防止ガイドラインに沿った取り組み（非接触、換
気、消毒）に対して助成を行う。

コロナ対策 30,000 30,000 補助率最大3/4(上限あり） コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

250 商工企業立地課 雇用維持補助金

国の雇用調整助成金を活用して雇用維持に取り組む事業
所に対し、休業手当の費用の一部を助成。 コロナ対策 1,499 廃止 定額（上限あり） コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

251 商工企業立地課 雇用調整助成金申請支援補助金

国の雇用調整助成金の申請に必要な書類の作成に要した
費用の一部又は全部を助成 コロナ対策 1,692 廃止 定額（上限あり） コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

252 商工企業立地課 感染症拡大防止協力金負担金

休業要請等に協力する中小企業・事業所等に対し、県とと
もに協力金を支給 コロナ対策 16,666 廃止 定額（上限あり） コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

253 商工企業立地課 事業継続支援給付金

休業要請協力金の対象とならなかった、食事提供施設や
100㎡以下の小規模事業者等に対し、給付金10万円を支
給。

コロナ対策 15,700 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

254 商工企業立地課 休業等協力支援給付金

市からの原則閉鎖の延長や県からの休業要請の延長に対
し、ご協力いただいた世界遺産相倉、菅沼合掌造り集落内
等の事業者へ協力支援金を支給。 コロナ対策 5,200 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

255 商工企業立地課 創業者支援給付金

コロナ禍前に創業された事業主に対し、コロナ感染症拡大
に伴い経営が厳しくなった場合に対し、一定の支援を行うも
の。

コロナ対策 0 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

256 商工企業立地課 中小商工業短期事業資金補助金

中小商工業短期事業資金に新型コロナウイルス感染症枠
を拡充するとともに、利子・保証料の全額を支援する。

コロナ対策 253 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

257 商工企業立地課 国指定伝統的工芸品産業事業継続支援給付金

国が指定する伝統的工芸品産業（井波彫刻・五箇山和紙）
について、当該産業の従事者等に対して今後の事業継続を
支援する。 コロナ対策 14,758 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

258 商工企業立地課 あなたのお店応援しますチケット補助事業

市商工会が行う市内販売店で使用できるチケット（千円×
10枚）+なんと共通商品券(2千円)を付けたチケットの販売に
対して助成を行う。

コロナ対策 8,073 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

259 商工企業立地課 なんと笑顔の宿支援補助金

市観光協会が実施する「なんと安全・安心と笑顔の宿」キャ
ンペーンに参加する宿泊事業者が行う「南砺の宿版」ガイド
ラインに沿った取り組みに対して助成を行う。

コロナ対策 4,000 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

260 商工企業立地課 市単独家賃支援給付金

国家賃支援給付金の対象となる６月分の家賃（2/3）の残り
1/3を支援する

コロナ対策 8,948 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

261 商工企業立地課 離職者雇用事業所奨励金

コロナ禍において仕事を離職した方を雇用した事業所に対
し、雇用に係る支援を行うもの

コロナ対策 0 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

262 商工企業立地課 市出資法人新型コロナウイルス感染拡大防止協力給付金

休業要請等に協力する中小企業・事業所等に対し、県とと
もに協力金を支給

コロナ対策 1,250 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨
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●補助金等のあり方に関するガイドラインに基づく進捗状況一覧

※種類別⑨（コロナ対策事業として時限的な措置であるもの：２８件）
（単位：千円）

No 課名 補助金等名称（実施団体名含む） 交付目的・内容 区分名
Ｒ２
決算
見込額

Ｒ３
予算額

補助率(現行) 補助金等の見直し状況(今後の方向性) 種類別

263 商工企業立地課 市出資法人事業継続化給付金

県持続化・地域再生支援金の受給対象外となった第三セク
ターへの支援。

コロナ対策 1,142 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

264 商工企業立地課
コロナ危機打開・未来希望プロジェクト支援事業（ビジネスプ
ラン構築支援業務委託料）

未来にむけたビジネスプランの構築とそのプランを実行する
投資経費を支援するもの。

コロナ対策 0 45,000 補助率最大3/4(上限あり） コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

265 商工企業立地課 第三セクター家賃減額助成金

福野まちづくり株式会社に対するテナント料減額の一部を
補助するもの

コロナ対策 4,455 8,910 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

319 交流観光まちづくり課 なんとで同窓会応援プロジェクト補助金

コロナ禍において、宿泊事業者等が厳しい状況にある中、
同窓会開催を支援することにより、市内の宿泊事業者を含
め観光事業者の支援につながることから補助金を交付する
もの。

コロナ対策 48 500
2,000円／人（団体で最大150
千円まで）

コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

393 文化・世界遺産課 福野夜高祭継承支援事業補助金
コロナ禍において福野夜高祭を開催するにあたり、３蜜の回
避を行いながら開催するための経費を補助するもの。

コロナ対策 0 1,000 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

497 教育総務課 なんとっ子健康応援商品券支給事業

Ｒ2.4.1現在で0～17歳の子どもに1万円分の商品券を支給。

コロナ対策 63,840 廃止 対象者1万円の商品券 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

498 教育総務課 なんとっ子健やか未来応援商品券支給事業

R2.4.2以降に誕生または転入した子育て世帯の負担を軽減
するため、子ども一人につき1万円分の商品券を支給。 コロナ対策 3,200 廃止 対象者1万円の商品券 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

499 教育総務課 大学生等就学支援給付金事業 市出身の学生等の就学を支援するもの コロナ対策 55,500 廃止 大学生一人に対し50,000円 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

554 医療課 診療所新型コロナ感染症対応従事者慰労金
在宅介護家族に負担を軽減するため、２万円の商品券を給
付する

コロナ対策 3,651 廃止 関係世帯へ20,000円の商品券 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

555 医療課 訪問看護新型コロナ感染症対応従事者慰労金
在宅介護家族に負担を軽減するため、２万円の商品券を給
付する

コロナ対策 1,300 廃止 関係世帯へ20,000円の商品券 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

570 地域包括ケア課
新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金（通所型
サービスＢ）

通所型サービスＢ事業所の環境整備等に要するかかり増し
費用を助成するもの

コロナ対策 2,400 廃止 定額 コロナ対策事業であり、時限的な扱いとしている ⑨

255,975 85,410

47


