


令和４年度
予算総額

556億8,413万円
特別会計

78億7,130万円

企業会計
153億6,283万円

一般会計
324億5,000万円

バス事業特別会計 1億8,630万円
国⺠健康保険事業特別会計 51億9,330万円
国⺠健康保険診療所事業特別会計 3億7,420万円
後期高齢者医療事業特別会計 16億6,270万円
介護事業特別会計 2億1,080万円
訪問看護事業特別会計 2億4,400万円
⼯業⽤地造成事業特別会計 −

病院事業会計 78億3,931万円
水道事業会計 24億9,135万円
下水道事業会計 50億3,217万円

企業会計の内訳

特別会計の内訳

① 令和４年度 会計別予算
一般会計当初予算 ３２４億５,０００万円（前年度比１.４％増）

総額 ５５６億８,４１３万円

南砺市の予算は３種類の会計
で構成されています。
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② 一般会計の歳入と歳出
一般会計 歳入

歳入の特徴
一般会計の主な収入には、①市税、②国から交付される地方交付税、③銀

行などから借り入れる市債、④特定の事業を実施するために交付される国や県
の支出金などがあります。これらの収入は、市が自ら調達できる「自主財源」
と、国・県等から交付される「依存財源」に分けられます。

南砺市の自主財源比率は30.7％（前年度：29.2％）となっており、財源の多
くを地方交付税、市債、国・県支出金などの依存財源（依存財源比率：69.3％
（前年度：70.8％））に頼っている状況だといえます。

令和4年度は、個⼈・法⼈市⺠税の持ち直しの状況が⾒られることなどか
ら、市税収入は昨年度から約2.1億円の増額を⾒込んでいます。また、地方交
付税については、国において所要の財源が確保されていることが示されている
ことなどから、昨年度から6.8億円の増加を⾒込んでいます。

市税
63億8,726万円
市⺠税、固定資産税、
軽自動車税、市たばこ税、入湯税

その他自主財源
35億7,196万円
分担金及び負担金、
使用料及び手数料、
財産収入、寄附金、
繰入金、繰越金、
諸収入

地方交付税
140億円
一定の基準に基づき、
国から交付されるお金

市債
23億1,060万円
事業を行うために
借り入れる市の借金

国庫支出金
26億7,827万円
国からの負担金、
補助金等

県支出金
19億2,981万円
県からの負担金、
補助金等

その他依存財源
15億7,210万円
地方消費税交付金、
地方譲与税等

％30.7自主財源比率
99億5,922万円
市が自主的に収入できる財源
（市税〜その他自主財源）

％69.3依存財源比率
224億9,078万円
国や県から交付される財源
（地方交付税〜その他依存財源）

歳入総額
324億

5,000万円
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歳出の特徴
令和4年度の当初予算は前年度から4億5,000万円の増加となりました

（+1.4％）。
増加の主な要因は、富山県共同型クラウドへの加入に係る関連費用に2億

9,481万円を新規で計上したことや、過去に発行した大型事業に係る地方債の
元金償還が開始したことにより、公債費が前年度から1億8,358万円増加したこ
とが挙げられます。

第2次南砺市総合計画・南砺まちづくりプランに掲げる事業については、
計125事業・総額18億9,108万円を計上しています。主なものとして、南砺つば
き学舎整備事業に5億4,282万円、住⺠自治推進事業交付金事業に2億4,265万
円、山村留学定住事業に7,801万円を計上しており、「目指すべきまちの姿」
の実現に向け、積極的に事業を実施します。

また、新型コロナウイルス感染症対策事業には、2億2,372万円を計上してお
り、地域経済の活性化及び感染予防対策を図るために、各種事業を進めます。

一般会計 歳出

⺠⽣費
83億1,532万円
高齢者福祉、子育て支援等
に関する経費

公債費
52億1,014万円
市の借金返済に
関する経費

土木費
42億4,531万円
道路建設や公園整備等に
関する経費

総務費
36億2,806万円
⼈事、選挙、財政など
市政全般に関する経費

教育費
34億9,700万円
学校教育、スポーツ・
文化振興に関する経費

衛⽣費
30億7,349万円
健康診査や環境保全に
関する経費

農林水産業費
14億4,625万円
農林水産業の振興に
関する経費

商⼯費
14億559万円
商工業、観光に
関する経費

消防費
10億7,967万円
消防・防災に
関する経費

その他
5億4,917万円
議会費、災害復旧費等

歳出総額
324億5,000万円
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③ 前年度予算額との比較（一般会計）

歳 入 歳 出

令和3年度
320億円

（ ）内は構成比

令和4年度
324億5,000万円
（ ）内は構成比

総額 324億5,000万円（対前年度 +4.5億円 +1.4％）
令和3年度

320億円
（ ）内は構成比

令和4年度
324億5,000万円
（ ）内は構成比

公債費
52億1,014万円

（16.1％）

公債費
50億2,656万円

（15.7％）県支出金
19億2,132万円

（6.0％）

県支出金
19億2,981万円

（5.9％）

地方譲与税

地方消費税交付金等

教育費
34億2,394万円

（10.7％）

市債
31億4,370万円

（9.8％）

その他

17億2,460万円

（5.4％）

衛生費

30億7,349万円
（9.5％）

農林水産業費

14億4,625万円

（4.4％）

農林水産業費

13億7,390万円
（4.3％）

商工費

14億559万円

（4.3％）

商工費

15億8,479万円

（5.0％）

土木費
42億4,531万円

（13.１％）

土木費
42億9,487万円

（13.4％）

消防費

10億7,967万円

（3.3％）

消防費
10億7,648万円

（3.4％）

教育費
34億9,700万円

（10.8％）

自
主
財
源
３
０
・
７
％

市税
63億8,726万円

（19.7％）

衛生費
31億1,109万円

（9.7％）

国庫支出金
25億3,504万円

（7.9％）

国庫支出金
26億7,827万円

（8.3％）

市債
23億1,060万円

（7.1％）

・臨時財政対策債
　3億3,000万円
・その他
　19億8,060万円

総務費
36億2,806万円

（11.2％）

自
主
財
源
　
２
９
．
２
％

市税
61億7,810万円

（19.3％）

総務費
32億7,751万円

（10.2％）

民生費
82億2,229万円

（25.7％）

民生費
83億1,532万円

（25.6％）

繰入金
20億664万円（6.2％）

繰入金

16億5,991万円（5.1％）

依
存
財
源
　
７
０
・
８
％

地方交付税
133億2,000万円

（41.8％）

普通交付税
117億2,000万円

特別交付税
16億円

依
存
財
源
　
６
９
・
３
％

地方交付税
140億円
（43.2％）

普通交付税
124億円

特別交付税
16億円

その他

6億857万円

（1.9％）

その他

5億4,917万円

（1.7％）

その他

15億7,210万円

（4.8％）

その他

6億2,870万円

（1.9％）

その他

6億8,766万円

（2.1％）

諸収入

8億7,766万円

（2.7％）

諸収入

8億8,863万円

（2.8％）
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④ 特 別 会 計

バス事業特別会計‥１億８,６３０万円
利便性の高い公共交通ネットワークを構築し、高齢化などに対応するた

め、⺠間のバス会社では補えない地域で市営バスを運行しています。

＜主な予算＞
・市営バス運行委託 9,643万円
・車両燃料代 2,626万円
・車両購入費 1,002万円
・なんバスで暮らそう事業 260万円

国⺠健康保険事業特別会計‥５１億９,３３０万円
国⺠健康保険（国保）は、病気やけがをしたときに安⼼して医療機関にか

かれるよう、加入者の皆さんが保険料（国⺠健康保険税）を出し合い、そこ
から医療費を支出する助け合いの制度です。

＜主な予算＞
・医療給付費
（医療機関への支払）など 31億9,339万円

・高額療養費 4億6,902万円
・出産育児一時金、葬祭費 1,141万円
・国保事業費納付金 12億5,372万円
・特定健康診査等事業 9,873万円

国⺠健康保険診療所事業特別会計‥３億７,４２０万円
南砺市では地域住⺠の健康を守る拠点として、南砺家庭・地域医療セン

ター、平診療所、上平診療所及び利賀診療所の４施設を運営しています。

＜主な予算＞
・４診療所の⼈件費 2億358万円
・４診療所の運営費用 5,845万円
・医療用機械器具購入費など 1,368万円
・医薬品及び診療材料費など 7,401万円

70歳以上の高齢者を対象に、
なんバスが1年間乗り放題とな
るパスを、5千円で発行してい
ます。

40歳以上の国保加入者を
対象に、糖尿病などの生
活習慣病を予防するため
の特定健康診査を行って
います。

南砺市には、７つの
特別会計があります。
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後期高齢者医療事業特別会計‥１６億６,２７０万円
75歳（一定の障がいがあるときは65歳）以上の方は、後期高齢者医療に

加入します。南砺市では、窓口での対応や、「富山県後期高齢者医療広域連
合」に対して保険料を納付しています。

＜主な予算＞
・広域連合納付金 16億5,152万円
・保健事業費 280万円

介護事業特別会計‥２億１,０８０万円
南砺市では、介護が必要な方々を支援する

ため、各種事業を実施しています。

＜主な予算＞
・在宅介護支援センター事業 8,966万円
・デイサービスセンター事業 5,591万円
・ホームヘルプ

ステーション事業 3,892万円
・生活支援ハウス事業 625万円

訪問看護事業特別会計‥２億４,４００万円
南砺市では、平地から山間地域までにわたり、地域住⺠の皆さんが希望

される在宅医療・療養のサービスを提供するため、訪問看護ステーション
を設置しています。

＜主な予算＞
・⼈件費 2億 710万円
・訪問看護事業費 3,135万円

⼯業⽤地造成事業特別会計‥計上なし
南砺市内の企業の育成や、市外からの企業を誘致することを目的に、工場

等を立地するための用地の確保と工業用地の造成をするための事業を行って
います。

(※)令和4年度予算はありません。

１ 居宅介護支援事業所
・井波在宅介護支援センター

（TEL：82-7773）
・五箇山在宅介護支援センター

（TEL：66-2808）
２ ホームヘルプステーション
・井波ホームヘルプステーション

（TEL：82-0524）

南砺市の直営営業所
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⑤ 企 業 会 計

病院事業会計‥７８億３,９３１万円
南砺市⺠病院、公立南砺中央病院及び両病院を統括する部⾨の経営に加

え、これらに必要な施設・医療機器の整備などを行っています。
＜主な予算＞
・医業費用 66億2,064万円
・医業外費用 1億 177 万円
・企業債の返済及び

⻑期借入償還金等 7億4,281万円
・建設改良費 3億7,409万円

水道事業会計‥２４億９,１３５万円
市⺠の皆さんに安全・安⼼な水道水を利用してもらえるよう、水道管の耐

震化及び老朽管の更新事業などに取り組んでいます。

＜主な予算＞
・原水及び浄水費 3億3,940万円
・配水及び給水費 1億8,340万円
・減価償却費 5億1,407万円
・建設改良費 6億7,308万円
・企業債の返済 2億8,833万円

下水道事業会計‥５０億３,２１７万円
下水の処理と、その処理に必要となる下水道施設の維持管理及び整備など

を行っています。

＜主な予算＞
・管きょ費 4億2,345万円
・浄化センター、処理場費 1億8,966万円
・建設改良費 2億8,688万円
・企業債の返済 19億9,411万円

南砺市には、３つの公営企業会計があります。公営企
業会計は、⺠間の企業と同じように、事業収益によって
運営される会計です。

職員⼈件費や診療材料費、給食材料
費のほか、施設の維持管理、減価償
却費などに使われる予算です。

施設整備や医療機器の購入のために
借り入れた企業債（借金）の利子の
支払いなどに使われる予算です。

砺波広域圏事務組合水道事業所へ支
払う受水費や、水質検査などに使わ
れる予算です。

⼈件費や漏水調査などに使われる予
算です。

水道管の耐震化や施設の更新に使わ
れる予算です。

整備済みの下水道の維持管理に使
われる予算です。

下水をきれいな水に浄化する下水
処理施設の維持管理に使われる予
算です。

医療機器の整備などに使われる予算
です。
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⑥ ＳＤＧｓって知っていますか？

持続可能な開発目標
サスティナブル ディベロップメント ゴールズ

Sustainable Development Goals

持続可能な開発目標（SDGs）は、「世界中の誰ひとり取り残さない」を
テーマに、貧困、健康、福祉、教育、気候変動、平和などの17分野にわた
り、2030年までに達成すべき課題と具体的な目標を定めた「世界共通の
キーワード」です。目標を達成するために何ができるかを、私たち一⼈ひ
とりが考えることがとても大切です。

南砺市では、予算編成に当たり、⼈口減少対策への取組強化、子育て支
援・教育の充実、地域包括医療ケアシステムの推進といった各種施策につ
いて、SDGsを意識した事業内容となるように取り組んでいます。

以下では、SDGsが掲げる17の目標をご紹介します。

ＳＤＧｓが掲げる17の目標

貧困をなくそう

質の高い教育を
みんなに

エネルギーを
みんなにそして
クリーンに
人や国の不平等
をなくそう

気候変動に
具体的な対策を

平和と公正を
すべての人に

飢餓をゼロに

ジェンダー平等
を実現しよう

働きがいも
経済成⻑も

住み続けられる
まちづくりを

海の豊かさを
守ろう

パートナーシップで
目標を達成しよう

すべての人に
健康と福祉を

安全な水と
トイレを世界中に

産業と技術革新
の基盤をつくろう

つくる責任
つかう責任

陸の豊かさも
守ろう

エスディージーズ

ＳＤＧｓ
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⑦ 第２次南砺市総合計画について
南砺市では、２００７年３月に南砺市総合計画を策定し、これ

まで、それぞれの地域において培われた個性や役割を尊重しなが
ら、市の均衡ある発展や一体感の醸成が進むように、各種施策に
取り組んできました。

近年において、急激な⼈口減少や少子高齢化の進行、全国的に
多発する自然災害の発生、北陸新幹線の開業など、大きな時代の
変化や市を取り巻く環境の変化がみられます。また、今後のまち
づくりには多様な主体との協働が欠かせないことや、ＰＤＣＡサ
イクルなど政策評価への意識の高まりといった社会状況の変化も
踏まえ、新たな南砺市の目標を明確にするために、令和２年３月
に「第２次南砺市総合計画」を策定しました。

第２次南砺市総合計画は、「南砺まちづくりビジョン」及び
「南砺まちづくりプラン」の２層構成となっており、市の将来像
として「誰ひとり取り残さない 誰もが笑顔で暮らし続けられる
まちへ」をキャッチフレーズに掲げています。

また、１０年間の計画期間のなかで、「目指すべき４つのまち
の姿」も示しており、その実現に向けてやるべきことを整理した
上で、各種事業に取り組んでいます。

次のページから、“目指すべき
まちの姿”の実現のために実施
する「総合計画事業」をご紹介
します︕
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令和４年度南砺市総合計画事業

２４事業 １億７,２４４万円（基金１億円）
R4成果向上枠 令和３年度に実施した評価・検証を踏まえ、より一層目標に向かって推進するために見直しを図る事業、事業間の

連携により相乗効果をあげる事業、女性や若者の意見を実現する事業等を積極的に推進します。

●新型コロナウィルスの影響による外出・活動機会の減少による体
調、気力の心身状態の悪化が懸念されており、必要な対策をしな
がら健康寿命の延伸に取り組む。

● ＳＤＧｓや電子地域通貨、官学連携や男女共同参画など、新しい
視点や発想で地域づくりの活性化を図り、持続可能な住民自治
システムと連携・支援体制の構築に努める。

学校間をつなぐ遠隔協働学習事業 205万円
中学校部活動支援事業 1,085万円
特色ある学校ＰＲ事業 403万円
南砺市型「ネウボラ」促進事業 385万円
働き方改革促進事業 268万円
子どもの権利条例づくり事業 602万円
子ども家庭総合支援拠点事業 678万円
子育て支援アプリ運営事業 640万円
「こどものえがおクリニック」運営事業 541万円

スポーツで健康向上事業 350万円

循環型地域づくり事業補助金 300万円
屋敷林剪定枝粉砕機購入補助事業 70万円
地域内資金循環システム構築事業 627万円

就活・雇用促進事業 167万円
移住コーディネート事業 1,247万円
官学・官民連携事業 100万円
ＵＩＪターン継承等促進事 50万円
令和新時代のまちづくり推進事業 8,260万円
過疎地域を考えるシンポジウム事業 42万円
市営バスデマンド実証運行事業 218万円
農・食マッチングツアー事業 30万円
特産物販売促進事業 105万円
園芸産地剪定粉砕機購入補助事業 ５３2万円
企業立地ニーズ調査事業 339万円

● すべての小・中学生にタブレット端末が配備されたことから、新
たな学びのあり方を確立するとともに、地域を基盤とした特色あ
る教育活動を展開する。
●妊娠・出産・育児期における妊婦や母親の不安を取り除くため、
「なんとHug」を活用した気軽に相談できる体制を充実させる。
●子供が心身ともに健康で自分らしく育ち、自分の気持ちを大切
にしながら相手の気持ちを大切にすることが出来る「子供が育ち
たいまちづくり」を市全体の取組として展開していく。

●都市圏の若い世代に地方への移住意欲が高まっている機運を
逃さず、オンラインツール等を積極的に活用し、ＵＩＪターンの促進
に取り組む。
●市民生活の足としての市営バス運行維持に努めるとともに、オン
ラインによるデマンド運行予約の導入検討など利便性向上にも
取り組む。
●新規就農者と農業法人との協力関係の締結などにより、農業機
械への投資や労働力不足を補完することで、コストの削減や規模
の拡大による農業所得の増大を図る。

未来に希望がもてるまち

多様な幸せを実感できるまち

心豊かな暮らしができるまち

皆で考えともに行動するまち

評価検証結果（今後の取組方針） 成果向上枠事業

２次南砺市総合計画・南砺まちづくりプランに掲げる予算 全１２５事業 １８億９,１０８万円

10億3,596万円

4,264万円

4億6,706万円

3億4,542万円
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令和４年度南砺市総合計画事業

●学校間をつなぐ遠隔協働学習事業【拡充】
●山村留学定住事業
●小中学校ＩＣＴ機器整備事業
●井口地域義務教育学校整備事業
●中学校部活動支援事業【拡充】
●副読本作成事業

未来に希望がもてるまち

① 未来を切り拓く南砺っ子プロジェクト （教育環境の充実）

概要
自身の夢をかなえることができる、また、地
域を支え、地域に大きく貢献できる人材を育て
るために、思いやりと助け合う心の育成及び
生きていく力を身につけることができる教育の
充実や、「学ぶことが楽しい」と思える、ステー
ジに応じた教育環境の充実を図ります。

主な事業

② 子どもも親もにっこにこプロジェクト （子育て世代の増加）

③ 素敵な結婚応援プロジェクト （子どもの減少を抑える）

目
標
指
標

「将来を担う世代の育み」
教育環境の充実度、⼦育て世代の転⼊数、出⽣数

8事業 6億6,288万円

概要
子どもが欲しいと願う全ての人の希望がか

なうように、妊娠から出産・子育てまでの切れ
目のない積極的な支援を行い、子育てが楽し
い、子どもの成長が楽しみと思ってもらえる環
境の充実を図ります。

主な事業

●子育て応援制度
●こども妊産婦医療費助成制度
●保育料等軽減事業
●子育て交流サロン
●働き方改革推進事業【拡充】
●南砺市型「ネウボラ」推進事業【拡充】
●子育て支援アプリ運営事業【拡充】

24事業 3億5,990万円
●出生祝い金事業
●子どもの権利条例づくり事業【拡充】
●放課後児童クラブ事業
●新生児聴覚検査事業
●出産準備支援金助成事業
●子ども家庭総合支援拠点事業【新規】
●「こどものえがおクリニック」運営事業【拡充】

概要
少子化の原因の一つである若者の非婚化
や晩婚化に対して、若者の出会いの場の創出
と、「結婚したい」と思える意識の醸成を図り
ます。

主な事業
●あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト（AIP48）事業
●婚活応援団なんとおせっ会プロジェクト事業
●結婚新生活支援事業

3事業 1,318万円

●「あなたのからだをナビゲート」事業
●介護予防・日常生活支援活動拠点施設改修及び備品等整備事業
●介護人材雇用型訓練委託事業
●訪問型サービスB事業（軽度介護者向け）
●学生健診事業
●若年層胃疾患リスク健診事業
●新40歳人間ドック受診促進事業
●フレイル※予防事業
●通所型サービスＢ型事業（地域住民主体）
●スポーツで健康向上事業【新規】

多様な幸せを実感できるまち

① いつまでも元気で活躍プロジェクト （健康寿命をのばす）

② 誰もが認めあえる社会形成プロジェクト （地域の人との交流を充実させる）

※フレイル…健常から要介護に移行中間の段階をいい、この時期に適切な支援を受けることで、
健常な状態に戻ることができるといわれています。

目
標
指
標

「幸福度の向上」
健康寿命、多様な地域とのつながり

概要
いつまでも健やかに、安心して暮らせるよう

に、高齢者福祉の充実と医療体制の確保を図
ります。また、ライフステージに応じた健康管理
により、健康の維持と増進を図ります。

主な事業 10事業 3,422万円

●観光客受入環境整備事業
●外国人観光客受入環境ICT活用事業（AIチャットボット）
●外国人児童生徒支援事業

概要
年齢や性別、国籍、文化、障がいの有無な
どにとらわれず、様々な生き方や考え方など
の多様さを受け入れ、互いを認め合い、とも
に生活し、活躍していくことができる、寛容な
社会の構築を図ります。

主な事業 ３事業 842万円

目指すべきまちの姿１

目指すべきまちの姿２

●なんと元気っ子教室事業
●特色ある学校ＰＲ事業【新規】
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令和４年度南砺市総合計画事業

●空き家・空き店舗利用促進事業
●南砺ブランド商品開発支援事業
●クリエイティブ産業振興・発信事業、クリエイター育成マッチング事業
●なんバスで暮らそう事業（シルバーパス、とやまロケーションシステム）

心豊かな暮らしができるまち

① 若者が住みたくなる魅力ＵＰプロジェクト （若者のＩＪＵターンを増やそう）

② 暮らしを楽しめるまち創造プロジェクト （市内での消費額を増やそう）

③ 地域の活力を支える産業育成プロジェクト （市民所得を増やそう）

目
標
指
標

「暮らしやすさの実感の向上」
ＩＪＵターン数、域内消費、平均所得

●就活･雇用促進事業（企業訪問、ジョブサイト運営等）
●起業家育成支援事業（補助金、中学校出前授業）
●応援市民、官学・官民連携事業
●過疎地域を考えるシンポジウム事業【新規】
●令和新時代のまちづくり推進事業【新規】

概要
次代を担う若者が、本市で暮らしたくなるよ
う、定住促進や若者が集える場の確保などに
より流出抑制を図るとともに、本市の魅力の
発信と交流活動の積極的な展開により、交流
人口と関係人口の増加を目指します。

主な事業 21事業 2億8,152万円
●移住・定住支援事業
●とやま呉西圏域連携事業
●地域おこし協力隊事業
●移住コーディネート事業【拡充】
●ＵＩＪターン継承等促進事業【新規】

概要
公共交通の利便性向上や魅力ある商店・

商品づくり、ＩｏＴなどの活用による生活の利
便性向上など、出かけたくなる、暮らしやすい
快適で便利なまちづくりを進めます。

主な事業 6事業 2,147万円

●なんと！幸せのおすそわけキャンペーン事業
●観光誘客推進に向けた広域連携事業
●ツーリズムＥＸＰＯ及びトラベル＆ＭＩＣＥマート事業
●小規模事業者・伝統的工芸品後継者支援事業
●リモートセンシング技術による収量向上支援事業
●園芸産地剪定枝粉砕機購入補助事業【新規】
●農・食マッチングツアー事業【新規】

概要
本市が将来においても活力と魅力を維持

し、市民や企業が安定した収入を得られ、地
域が持続的に発展していくために、産業の振
興や本市の地域資源の活用、科学技術の積
極的な導入などを図ります。

主な事業 21事業 1億6,407万円
●企業立地奨励事業
●南砺金沢線活用誘客促進事業
●森林・林業担い手育成
●南砺の宿ブラッシュアップ事業
●ニューツーリズム開発促進事業
●特産物販売促進事業【拡充】
●企業立地ニーズ調査事業【新規】

●SDGｓ推進事業
●地場産農作物消費向上事業
●散居景観保全事業
●松村記念館資料調査・DVＤ作成事業
●棟方志功資料調査事業
●循環型地域づくり事業補助金【新規】

●ふるさと教育推進事業
●五箇山茅場の造成補助事業
●なんと自然給食ものがたり事業
●文化芸術アーカイブズＨＰ推進事業
●屋敷林剪定枝粉砕機購入補助事業【新規】
●地域再エネ活用促進事業【新規】

皆で考えともに行動するまち

① 南砺大好き市民を増やそうプロジェクト （誇りや愛着を感じる人を増やそう）

② みんなでまちを考える気運創出プロジェクト （まちづくりに参加する人を増やそう）

③ みんなのみんなによるまちづくりプロジェクト （地域を自分たちで良くすると考える人を増やす）

目
標
指
標

「シビックプライドの醸成」
誇り、まちづくりへの参加、まちづくりの実感

概要
本市を選んでもらい、そしていつまでも住み
続けてもらうために、地域の魅力を知り、学ぶ
機会を創出するとともに、地域住民の郷土愛
の醸成を図ります。また、地域固有の景観や
文化を保全・継承し、我がまちを誇りに思うこ
とができる地域づくりを進めます。

主な事業 15事業 4,752万円

●地域の困りごと解決事業・副業応援市民プロジェクト事業
●若者ネットワーク事業
●地域住民主体のまちづくり拠点施設整備事業
●地域住民主体のまちづくり活動支援事業

概要
まちづくりや地域づくりにもっと関心をもっ
てもらい、まちづくりのアイデアを様々な人か
ら募るために、市民と行政の接点となる機会
を積極的に創出し、まちづくり情報の共有と
参加者の増加を図ります。

主な事業 4事業 3,716万円

●地域内資金循環システム構築事業【拡充】
●住民自治推進交付金事業
●小規模多機能自治推進セミナー
●なんと未来創造塾開催事業
●地域課題解決支援事業（事業化促進）

概要
「我々のまちは、我々がつくり、我々が守り

育てる」と考える、地域づくりを担う人材を育
成するために、小規模多機能自治の考え方
のもと、地域活動への支援や人材育成支援
を積極的に図ります。

主な事業 10事業 2億6,074万円
●地域空き家対策推進員設置事業
●空き家対策連絡協議会推進事業
●景観づくり住民協定等推進事業
●地域医療推進事業
●地域コミュニティＤＸ活用調査事業【新規】

目指すべきまちの姿３

目指すべきまちの姿４

●市営バスデマンド実証運行事業【新規】
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●未来に夢と希望を持てる教育環境の充実（８事業）      予算額計：662,882 千円 

・学校間をつなぐ遠隔協働学習事業 
 

6,189 千円 

・山村留学定住事業 
 

78,010 千円 

・ＩＣＴ機器整備事業 
 

9,240 千円 

・南砺つばき学舎整備事業（ハード事業） 
 

542,817 千円 

・中学校部活動支援事業 
 

21,834 千円 

・副読本作成事業 
 

560 千円 

・なんと元気っ子教室事業 
 

200 千円 

・【新】特色ある学校ＰＲ事業 
 

4,032 千円 

 

●出産・子育て支援（２４事業）               予算額計：359,903 千円 

・子育て応援制度 
 

10,355 千円 

・なんとの宝お祝い事業 
 

5,156 千円 

・こども妊産婦医療費助成制度 
 

130,275 千円 

・保育料等軽減事業（公立・私立分） 
 

74,476 千円 

・認可外保育施設に通う子どもにかかる利用料（保育料等） 

支援事業  
1,469 千円 

・子育て交流サロン 
 

866 千円 

令和４年度当初予算におけるソフト事業 
（一部、ハード事業含む） 

（第２次南砺市総合計画の施策体系別に分類） 

全１２５事業 予算額合計：１８億９，１０８万円 

１．未来に希望がもてるまち 

【教育、成長、学び、子育て、結婚】 

13



・子育て・親育ち応援事業 
 

135 千円 

・母子家庭等就業自立支援事業 
 

1,730 千円 

・妊娠・出産包括支援事業（南砺市型「ネウボラ」推進事業） 
 

23,051 千円 

・働き方改革推進事業 
 

2,676 千円 

・なんと！やさしい子育て応援企業認定制度 
 

883 千円 

・子どもの居場所づくり促進事業 
 

240 千円 

・放課後子ども教室事業 
 

2,484 千円 

・土曜学習推進事業 
 

1,926 千円 

・とやまっ子さんさん広場推進事業 
 

6,850 千円 

・放課後児童クラブ事業 
 

43,112 千円 

・出生祝い金事業 
 

25,000 千円 

・子どもの権利条例づくり事業 
 

6,019 千円 

・子育て支援ガイドブック電子化事業 
 

406 千円 

・新生児聴覚検査事業 
 

1,604 千円 

・出産準備支援金助成事業 
 

2,600 千円 

・【新】子ども家庭総合支援拠点事業 
 

6,784 千円 

・【新】子育て支援アプリ運営事業 
 

6,401 千円 

・「こどものえがおクリニック」運営事業 
 

5,405 千円 

 

 ●結婚・出会いの場の創出（３事業）             予算額計：13,176 千円 

・あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト（AIP48）事業 
 

8,794 千円 

・婚活応援団なんとおせっ会プロジェクト事業 
 

1,382 千円 

・結婚新生活支援事業 
 

3,000 千円 
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●心身ともに健康で暮らしやすい社会（１０事業）       予算額計：34,221 千円 

・「あなたのからだをナビゲート」事業 
 

1,186 千円 

・介護予防・日常生活支援活動拠点施設改修及び備品等整備事業 
 

2,000 千円 

・介護人材雇用型訓練委託事業 
 

1,600 千円 

・訪問型サービスＢ事業（軽度介護者向け） 
 

524 千円 

・学生健診事業 
 

3,110 千円 

・若年層胃疾患リスク健診事業 
 

172 千円 

・新 40 歳人間ドック受診促進事業 
 

1,711 千円 

・フレイル予防事業 
 

538 千円 

・通所型サービスＢ事業（地域住民主体） 
 

19,880 千円 

・【新】スポーツで健康向上事業 
 

3,500 千円 

 

●多様性を認める社会の構築（３事業）            予算額計：8,417 千円 

・観光客受入環境整備事業（従来分） 
 

1,400 千円 

・外国人観光客受入環境 ICT 活用事業（AI チャットボット） 
 

2,456 千円 

・外国人児童生徒支援事業 
 

4,561 千円 

 

 

 

 

 

●若者が住みたくなる魅力づくり（２１事業）         予算額計：281,522 千円 

・就活･雇用促進事業（なんと企業訪問バスツアー） 
 

415 千円 

・就活･雇用促進事業（求人活動支援事業補助金） 
 

1,000 千円 

２．多様な幸せを実感できるまち 

【地域包括ケア、地域活動、多様性の容認、ジェンダーギャップの解消】 

３．心豊かな暮らしができるまち 

【ライフスタイル、交通、しごと、働き方、移住・定住】 
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・就活･雇用促進事業（「なんとジョブ」サイト運営） 
 

1,672 千円 

・起業家育成支援事業（起業家育成支援事業補助金） 
 

12,925 千円 

・起業家育成支援事業（自分の未来を描く出前授業） 
 

440 千円 

・とやま呉西圏域連携事業の推進事業 
 

43,466 千円 

・応援市民登録制度運営事業 
 

485 千円 

・官学、官民連携事業（官学連携共同研究業務委託） 
 

500 千円 

・多世代同居推進住宅改修等助成事業 
 

15,000 千円 

・地域おこし協力隊事業 
 

52,403 千円 

・移住コンシェルジュ事業 
 

2,215 千円 

・定住支援事業 
 

40,000 千円 

・移住コーディネート事業 
 

12,468 千円 

・就農マッチングツアー事業 
 

100 千円 

・空き家バンク活用促進事業 
 

12,700 千円 

・「みんなで農作業の日」推進事業 
 

750 千円 

・【新】官学、官民連携事業（金沢大との共同研究） 
 

1,000 千円 

・【新】令和新時代まちづくり事業 
 

82,600 千円 

・【新】（仮称）若者と山間過疎地域の未来を描くシンポジウム 
 

425 千円 

・【新】ＵＩＪターン継承等促進事業 
 

500 千円 

・【新】市民むけイベント連携パンフ作成 
 

458 千円 

 

●誰もが暮らしを楽しめる生活環境の充実（６事業）      予算額計：21,469 千円 

・空き家・空き店舗利用促進事業 
 

9,780 千円 

・クリエイティブ産業振興・発信事業 

クリエイター育成マッチング事業  
690 千円 
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・南砺ブランド商品開発支援事業 
 

5,750 千円 

・なんバスで暮らそう事業（なんバスシルバーパス事業） 
 

2,600 千円 

・なんバスで暮らそう事業（とやまロケーションシステム） 
 

469 千円 

・【新】市営バスデマンド実証運行事業 
 

2,180 千円 

 

●地域の活力を支える産業の発展（２１事業）         予算額計：164,066 千円 

・企業立地奨励事業 
 

60,988 千円 

・観光誘客推進に向けた広域連携事業 
 

3,064 千円 

・なんと！幸せのおすそわけキャンペーン事業 
 

3,000 千円 

・コンベンション支援等事業 
 

600 千円 

・小規模事業者後継者支援事業（商店後継者支援事業） 
 

5,000 千円 

・伝統的工芸品後継者育成支援事業 
 

1,900 千円 

・森林・林業担い手育成業務委託 
 

2,000 千円 

・南砺金沢線活用誘客促進事業 
 

4,136 千円 

・ツーリズム EXPO 及びﾄラベル＆MICE マート事業 
 

4,532 千円 

・観光商品等開発支援事業 
 

500 千円 

・地方創生道整備推進交付金事業（ハード事業） 
 

58,000 千円 

・とやま帰農塾推進補助事業 
 

300 千円 

・リモートセンシング技術による収量向上支援事業 
 

1,000 千円 

・観光動向調査 
 

359 千円 

・特産物販売促進事業 
 

1,050 千円 

・ニューツーリズム開発促進事業 
 

6,182 千円 

・南砺の宿ブラッシュアップ事業 
 

2,123 千円 
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・【新】なんとの逸品体験プログラム 
 

325 千円 

・【新】農・食マッチングツアー事業 
 

300 千円 

・【新】園芸産地剪定枝粉砕機購入補助事業 
 

5,320 千円 

・【新】企業立地ニーズ調査事業 
 

3,387 千円 

 

 

 

 

 

 

●南砺の暮らしへの誇り・愛着の醸成（１５事業）       予算額計：47,525 千円 

・ふるさと教育推進事業 
 

2,200 千円 

・地場産農作物消費向上事業 
 

1,480 千円 

・五箇山茅場の造成補助事業 
 

1,351 千円 

・SDGs 推進事業 
 

2,184 千円 

・なんと自然給食ものがたり事業 
 

1,325 千円 

・南砺市文化芸術アーカイブズホームページ推進事業 
 

1,054 千円 

・文化と教育の先端自治体連合事業 
 

1,000 千円 

・散居景観保全事業 
 

9,150 千円 

・松村記念館資料調査・DVD 作成事業 
 

2,453 千円 

・棟方志功資料調査事業 
 

5,586 千円 

・【新】循環型地域づくり事業補助金 
 

3,000 千円 

・【新】ゼロカーボンポータルサイト開設事業 
 

42 千円 

・【新】地域再エネ活用促進事業 
 

15,000 千円 

・【新】屋敷林剪定枝粉砕機購入補助事業 
 

700 千円 

４．皆で考えともに行動するまち 

【まちづくり、情報公開・発信、誇り】 
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・【新】世界遺産条約 50 周年記念・日本条約締結 30 周年シン

ポジウム  
1,000 千円 

 

●みんなが参加したくなるまちづくり（４事業）        予算額計：37,156 千円 

・地域の困りごと解決事業・副業応援市民プロジェクト事業 
 

7,106 千円 

・若者ネットワーク事業 
 

12,207 千円 

・地域住民主体のまちづくり拠点施設整備事業 
 

16,544 千円 

・地域住民主体のまちづくり活動支援事業 
 

1,299 千円 

 

●市民がまちをつくる実感の醸成（１０事業）          予算額計：260,741 千円 

・地域内資金循環システム構築事業 
 

6,270 千円 

・住民自治組織強化事業（小規模多機能自治推進セミナー） 
 

450 千円 

・なんと未来創造塾開催事業 
 

501 千円 

・事業化促進事業（地域課題解決支援） 
 

500 千円 

・地域空き家対策推進員設置事業 
 

1,275 千円 

・空き家対策連絡協議会推進事業 
 

487 千円 

・景観づくり住民協定等推進事業 
 

5,267 千円 

・住民自治推進交付金事業（地域づくり費及び推進人件費分） 
 

242,653 千円 

・地域医療推進事業 
 

2,905 千円 

・【新】地域コミュニティシステム調査業務委託 
 

433 千円 
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【一般会計】                 予算額計：30 億 8,430 万 7 千円 

事業名 SDGs 予算額 

・【新】市庁舎本館照明制御装置更新工事 
 

11,341 千円 

・【新】市庁舎カーポート設置工事 
 

1,958 千円 

・【新】旧坂上小学校千束分校解体工事 
 

22,418 千円 

・【新】旧井波親水公園解体工事 
 

22,678 千円 

・【新】旧東太美保育園花壇撤去工事 
 

4,257 千円 

・【新】上平市民センター地下タンクライニング工事 
 

2,103 千円 

・福光斎場・福野斎場・上平斎場火葬炉等修繕工事 
 

20,200 千円 

・【新】田尻処理施設改修工事 
 

42,493 千円 

・【新】桜ケ池展望林休憩所桟橋修繕工事 
 

2,720 千円 

・【新】小来栖地区パイプライン修繕工事 
 

1,698 千円 

・【新】成出幹線水路改修工事 
 

5,000 千円 

・林道尾洞山線開設工事 
 

26,500 千円 

・県単林道整備事業 
 

23,100 千円 

・志観寺地内渓流斜面復旧工事他（治山事業） 
 

6,000 千円 

・白木水無県立自然公園水源湿地乾燥化対策丸太谷止工 

 設置工事  
1,786 千円 

・【新】桂湖オートキャンプ場トイレ改修工事 
 

1,298 千円 

・たいら・タカンボー・ＩＯＸアローザスキー場索道施設

修繕工事  
64,892 千円 

・【新】たいらスキー場受変電設備改修工事 
 

8,553 千円 

令和４年度当初予算における主な建設事業 
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事業名 SDGs 予算額 

・【新】タカンボースキー場圧雪車購入 
 

42,460 千円 

・【新】桜ケ池クアガーデン温浴棟照明器具更新工事 
 

1,595 千円 

・【新】天竺温泉の郷ろ過設備修繕工事 
 

2,948 千円 

・【新】天竺の湯トップライト排煙窓修繕工事 
 

21,010 千円 

・【新】ささら館自動火災報知設備更新工事 
 

1,815 千円 

・【新】イオックスヴァルトコテージ非常口修繕工事 
 

3,613 千円 

・世界遺産合掌造り家屋保護（山崎家住宅等屋根葺替他）

工事  
46,194 千円 

・【新】市有合掌造り家屋保護事業 
 

21,428 千円 

・【新】福光美術館展示室照明器具更新工事 
 

16,357 千円 

・道路新設改良事業（補助対象事業分） 
 

508,000 千円 

・道路新設改良事業（市単独事業分） 
 

122,500 千円 

・県道整備事業（負担金） 
 

37,107 千円 

・都市計画街路事業 
 

101,000 千円 

・道路橋梁施設整備事業（補助対象事業分） 
 

341,410 千円 

・道路橋梁施設整備事業（市単独事業分） 
 

67,600 千円 

・県街路整備事業（負担金） 
 

100,000 千円 

・消融雪施設整備事業（補助対象事業分） 
 

101,000 千円 

・除雪機械整備事業 
 

90,000 千円 

・地域ぐるみ除排雪促進事業 
 

12,908 千円 

・消融雪装置管理事業（消融雪設備更新工事他） 
 

28,127 千円 
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事業名 SDGs 予算額 

・荒田町川・合掌川・大鋸屋バイパス水路整備工事 
 

150,000 千円 

・準用河川浚渫工事他 
 

11,786 千円 

・【新】福野駅前駐輪場通路整備工事 
 

5,383 千円 

・みなみ団地３号棟浴室改修工事他 
 

60,666 千円 

・【新】アーパス屋根修繕工事他 
 

4,543 千円 

・【新】福野小学校ランチルーム棟ＬＥＤ化工事 
 

7,947 千円 

・【新】福野小学校防犯カメラ更新工事 
 

7,615 千円 

・【新】福光中部小学校プールフェンス設置工事 
 

5,726 千円 

・【新】福光東部小学校バックネット改修工事 
 

2,200 千円 

・【継】南砺つばき学舎整備事業（工事管理業務委託含む） 
 

544,062 千円 

・【新】福光中学校教職員室エアコン設置工事 
 

6,380 千円 

・【新】吉江中学校照明ＬＥＤ化工事 
 

7,783 千円 

・【新】福光中学校エレベータ更新工事 
 

10,758 千円 

・【新】平若者センター春光荘防災設備更新工事 
 

8,030 千円 

・【新】福野体育館機械設備更新工事 

（工事管理業務委託含む）  
127,193 千円 

・【新】福光プール空調設備更新工事 

（工事管理業務委託含む）  
53,386 千円 

・【新】福光屋内グラウンド空調設備更新工事 
 

2,236 千円 

・【新】福光屋内グラウンド高圧受電設備修繕工事 
 

1,805 千円 

・【新】タカンボースキー場バイアスロン競技施設解体工

事  
1,751 千円 

・【新】上平保育園屋根改修工事（工事管理業務委託含む） 
 

37,917 千円 
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事業名 SDGs 予算額 

・【新】井波にじいろ保育園玄関ホール空調工事 
 

4,092 千円 

・【新】福野ひまわり保育園床修繕工事 
 

2,941 千円 

・【新】（特養）いなみナースコール更新工事 
 

19,155 千円 

・【新】（特養）やすらぎ荘エレベータ―修繕工事 
 

1,832 千円 

・【新】くろば温泉源泉揚湯管洗浄更新工事他 
 

3,338 千円 

・【新】いなみ交流館ラフォーレ見学ホール床補修工事他 
 

5,711 千円 

・【新】（特養）福寿園外壁剥落対策工事 
 

26,207 千円 

・【新】旅川デイサービスセンター給湯設備更新工事 
 

27,797 千円 

 

 

【特別会計・企業会計】           予算額計：10 億 9,144 万 7 千円 

事業名 SDGs 予算額 

＜バス事業特別会計＞ 

・バス車輌購入事業（城端井波線・安居循環線）  
10,016 千円 

＜介護事業特別会計＞ 

・井口デイサービスセンター給湯設備更新工事  
4,785 千円 

＜病院事業会計＞（南砺市民病院） 

・Ⅹ線テレビ装置・医療機械器具購入  
142,400 千円 

＜病院事業会計＞（公立南砺中央病院） 

・中央監視装置更新事業  
44,660 千円 

＜病院事業会計＞（公立南砺中央病院） 

・ナースコールシステム・医療機械器具購入  
91,161 千円 

＜水道事業会計＞ 

・基幹管路耐震化更新事業及び老朽管更新工事他  
619,000 千円 

＜下水道事業会計＞ 

・管渠整備工事、公共枡設置工事他  
179,425 千円 
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（千円）

国 コロナ基金 臨時交付金 一般財源

1
商工企業
立地課

伝統的工芸品産
業支援

井波彫刻や五箇山和紙といった伝統的工
芸品産業の事業継続、新規販路開拓等を
支援するもの

14,000 14,000 0

2
商工企業
立地課

中小企業等事業
再構築促進補助
金

市内中小企業事業者等が事業を継続し、
事業の再構築に意欲を有する市内事業者
を支援するもの

15,000 15,000 0

3
商工企業
立地課

GOTOなんと商店
街補助金

商店街が取り組む集客回復及び地域経済
活性化を図る事業を支援するもの 15,000 15,000 0

4
商工企業
立地課

あなたのお店応
援チケット補助
事業

商工会が組織する実行委員会が実施する
プレミアム商品券付きチケット販売事業
に対して補助するもの

17,200 17,200 0

5
交流観光

まちづくり課

「南砺の宿」宿
泊促進キャン
ペーン事業

「なんと安全・安⼼と笑顔の宿」を宣言
した宿への宿泊促進及び市内周遊による
対策のため、南砺市内の観光施設、飲食
店、お土産店等で使用可能な「なんと観
光クーポン」を付与するもの

47,769 47,769 0

6 医療課
病院事業会計繰
出金

令和3年度及び令和4年度限定で、コロナ
禍に伴う増嵩経費に係る基準外繰出項目
を創設するもの

16,274 16,274 0

7 健康課

小・中学生、妊
婦のインフルエ
ンザ予防接種費
助成事業

新型コロナウイルス感染症とインフルエ
ンザの同時流行を抑制するため、経済
的・精神的負担の大きい子育て世帯及び
妊婦を対象に、インフルエンザ予防接種
費用を助成するもの

13,245 13,245 0

8 議会事務局
議会ペーパーレ
ス会議システム
使用料

ペーパーレス化・オンライン会議を促進
するもの 1,122 1,122 0

9 情報政策課
マイナンバー
カード利活用業
務

マイナンバーカード利活用・普及啓発を
図るため、対応窓口を設置して通常窓口
の混雑緩和を図るとともに、マイナン
バーカードの利用促進を図るもの

7,028 7,028 0

10 情報政策課
テレワーク用PC
購入

テレワークを促進するため、テレワーク
用のPCを10台整備するもの 2,057 2,057 0

事業名称 事業概要 事業費
財源内訳

⑧ 令和４年度当初予算における新型コロナウイルス感染症対策事業

NO 担当課

市⺠の安全・安⼼な⽣活の確保や、疲弊する地域経済の回復に向け、新型コロナウ
イルス感染症対策事業を引き続き実施します。これらの事業の財源として、国の新
型コロナウイルス感染症対応地方創⽣臨時交付金、市の新型コロナウイルス感染症
対策基金等を活⽤しています。
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国 コロナ基金 臨時交付金 一般財源

11 情報政策課 外部用PC購入
外部系PCを10台整備し、オンライン会議
等に活用するもの 2,057 2,057 0

12 情報政策課
SideBooksサー
ビス使用料

SideBooksサービスの上限容量を追加
し、ペーパーレス化・オンライン会議を
更に促進するもの

594 594 0

13 農政課
農業者収入保険
加入促進事業

新型コロナウイルス感染症の影響等によ
る市場価格の下落及び販路の減少並びに
病害虫、自然災害、従事者の事故、疾病
等の様々な経営リスクを抱える農業経営
において、農業者の所得の安定及び持続
的な地域農業の発展を図るため、収入保
険に加入した農業者に対して補助金を交
付するもの

2,850 2,850 0

14
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

市内事業者等のコロナ禍を乗り切るため
のビジネスプラン構築及びその実施に対
し、支援を行うもの（令和2年度（令和3
年度の追加募集分を含む。）のビジネス
プランコンテストで採択を受けた事業の
実施に対して補助金を交付する。）

9,000 9,000 0

15
交流観光

まちづくり課
サイクルツーリ
ズム推進事業

・コロナ対策の下、「新たな旅行スタイ
ル」の創出として自転車を活用した旅行
商品の造成、環境整備、情報発信、ガイ
ドの育成を行うもの
・初級者向けのサイクリングによる市内
周遊に加え、金沢、高山からの流動拡大
を目指すロングタイプのプランも用意
し、⾸都圏旅行客のみならず⻑期的に回
復するであろうインバウンドの受入れも
視野に入れ、環境整備を行うもの

3,399 1,699 1,700 0

16
交流観光

まちづくり課
ワーケーション
受入れ推進事業

・南砺市でのワーケーションの受入れに
必要な環境を整備するもの
・ワーケーションに関する南砺市の体
制、取組等の情報発信を行うことで、来
訪者増につなげるもの

2,783 1,391 1,392 0

17
交流観光

まちづくり課
南砺の宿ブラッ
シュアップ事業

・コロナで大打撃を受けている宿泊事業
者に対し、「選ばれる宿」に進化しても
らうため、既存の宿泊プランを磨き上げ
るプロジェクトへの支援を行うもの
・磨き上げた新しい宿泊プランを広くモ
ニターツアーとして利用してもらい、お
客様からの意⾒をもとに、更なるブラッ
シュアップを実施するもの

2,123 1,061 1,062 0

18
交流観光

まちづくり課
AIチャットボッ
ト保守運用事業

R2年度に導入した外国⼈観光客向けAI
チャットボット（外国⼈観光客が観光情
報に関してスマホを使って質問した際
に、多言語ガイドとして自動的に回答し
てくれるAIを活用したソフト）を運用す
るもの

2,456 1,228 1,228 0

事業費
財源内訳

NO 担当課 事業名称 事業概要
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国 コロナ基金 臨時交付金 一般財源

19
交流観光

まちづくり課
南砺金沢線活用
誘客促進事業

・金沢市からの誘客促進のため、南砺金
沢線・世界遺産バスの利用時に使用でき
るフリーパスの半額割引での販売業務を
観光協会に委託するもの
・金沢ホテル懇話会（金沢の主要7ホテ
ル）と連携し、南砺金沢線バスの利用者
数の増加を図るとともに、南砺の魅力を
発信するもの

4,136 4,136 0

20
交流観光

まちづくり課

桂湖オートキャ
ンプ場トイレ改
修工事

桂湖オートキャンプ場のトイレを洋式化
し、飛沫の飛散を防ぐもの 1,298 1,298 0

21
交流観光

まちづくり課

イオックスヴァ
ルトバーベ
キューハウス手
洗い設備設置工
事

利用者の衛生面対策のため、非接触水栓
の手洗い設備を設置するもの

550 550 0

22
文化・

世界遺産課
祭礼行事継承支
援事業補助金

南砺市の国・県の無形文化財や日本遺産
構成文化財である伝統文化行事につい
て、三度目の行事中止を回避し、文化の
保存継承を図るため、「城端曳山祭、福
野夜高祭、井波よいやさ祭」の事業継続
を支援するもの

1,500 1,500 0

23 建設維持課
閑乗寺公園トイ
レ洋式化改修工
事

閑乗寺公園のトイレを洋式化し、飛沫の
飛散を防ぐもの 1,265 1,265 0

24 教育総務課
校外学習用借り
上げバス増台

校外学習等で借上げバスで移動する際
に、バスを増台して過密防止対策を行う
もの

258 258 0

25 教育総務課
学習系ネット
ワーク回線利用
料

GIGAスクール構想に伴うタブレットの使
用に係るネットワーク回線利用料の充実
を図るもの

990 990 0

26 教育総務課
小学校コロナ対
策事業

校内にアルコール消毒剤等を備え、感染
防止対策等を行うもの 2,495 2,495 0

27 教育総務課
小学校コロナ対
策⻭鏡リース

⻭科検診時における⻭鏡の本数を増や
し、直接口腔内に触れないようにするも
の

430 430 0

28 教育総務課
校外学習用臨時
運行バス増便

校外学習等でスクールバスで移動する際
に、バスを増便して過密防止対策を行う
もの

6,754 6,754 0

29 教育総務課
中学校コロナ対
策事業

校内にアルコール消毒剤等を備え、感染
防止対策等を行うもの 1,433 1,433 0

30 教育総務課
中学校コロナ対
策⻭鏡リース

⻭科検診時における⻭鏡の本数を増や
し、直接口腔内に触れないようにするも
の 220 220 0

担当課
財源内訳

事業費事業名称 事業概要NO
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国 コロナ基金 臨時交付金 一般財源

31 教育総務課
福光中職員室エ
アコン更新

福光中学校職員室の空調を更新し、換気
を徹底するもの 6,380 6,380 0

32
生涯学習

スポーツ課

スポーツクラブ
入会促進事業補
助金

新型コロナの影響によってスポーツ⼈口
の減少が懸念される状況の中、スポーツ
クラブの新規加入者を対象に、年会費の
1/2助成を実施するもの

1,900 1,900 0

33
生涯学習

スポーツ課

井波社会体育館
シャワー室等空
調設備改修工事

井波社会体育館のシャワー室の換気設備
を改修するもの 481 481 0

34
生涯学習

スポーツ課
城端東部体育館
洋式化改修

城端東部体育館のトイレを洋式化し、飛
沫の飛散を防ぐもの 1,012 1,012 0

35
生涯学習

スポーツ課

城南屋内グラウ
ンド会議室ほか
網⼾設置工事

城南屋内グラウンド会議室などに網⼾を
設置するもの 913 913 0

36
生涯学習

スポーツ課

福光屋内グラウ
ンド空調設備更
新工事

福光屋内グラウンド事務室の空調を更新
し、換気を徹底するもの 2,237 2,237 0

37 中央図書館
市立図書館デジ
タル化推進事業

図書館のホームページ改修及び非接触型
サービスを強化するもの 4,268 4,268 0

38 こども課
放課後児童クラ
ブ感染拡大防止
用品購入

放課後児童クラブに消毒液等を購入する
もの 200 134 66 0

39 こども課
保育園ＩＣＴ支
援システム「コ
ドモン」使用料

保育園ICT支援システム「コドモン」の利
用により、オンラインでの情報伝達を促
進するもの

4,950 4,950 0

40 こども課
保育園感染拡大
防止用品購入

保育園において消毒液等を購入するも
の。また、⻭科検診で⻭鏡の本数を増や
し、直接口腔内に触れないようにするも
の

525 525 0

41 こども課
井波にじいろ保
育園ホール空調
工事

井波にじいろ保育園の空調を更新し、換
気を徹底するもの 4,092 4,092 0

42
地域包括
ケア課

訪問入浴介護事
業助成金

訪問入浴介護サービスの提供する事業者
に対し、南砺市内まで移動に係る分の⼈
件費の一部を助成するもの

970 970 0

43 健康課
感染症対策等の
備蓄品

感染症拡大防止のための備蓄品を整備
し、コロナ禍における感染症対応体制を
確保するもの

507 507 0

223,721 5,513 79,720 138,488 0

事業費
財源内訳

事業名称 事業概要担当課

合 計

NO
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資料編
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15.7 

264.6

212.4
235.0 243.7

258.2 261.9254.3 251.2254.9
275.5

■ 一 般 会 計 ･･･各種行政サービスを実施する上で、財源の不足を補うための積立金
財政調整基金 です。

R4年度取崩し予定額 ５億１,０００万円
■ 減 債 基 金･･･市の借金（市債）の返済を計画的に行うための積立金です。

R4年度取崩し予定額 ５億 ９００万円
■ 特定目的基金･･･市の施設整備や国際交流など特定の事業を実施する上で、財源の不足

を補うための積立金です。
R4年度取崩し予定額 ９億８,７６４万円

■ 定額運用基金･･･奨学金の貸付や、公共用地、美術品の取得のために一定の資金を運用
するものです。
R4年度取崩し予定額 ―

基金残高の推移
南砺市では、将来の市債の返済や、公共施設の再編を計画的に進めるなどの

ために、貯金をしています。
令和４年度は、子育てサービスを推進するための基金など、全体で約２１億

円を取り崩します。年度末の基金残高は、２５５億５,４２９万円となる⾒込み
です。

（単位：億円）
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■ 定額運用基金 ■ 特別会計財政調整基金 ■ 特定目的基金
■ 減債基金 ■ 一般会計財政調整基金

255.5
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南砺市では、学校や保育園、文化・スポーツ施設、道路などを整備する
ために、市債を発行しています。

これは、単に資金繰りの確保という面だけでなく、⻑い間利用される公
共施設の整備費は、それらを利用する将来世代にわたり、公平に負担して
もらうべきだという考えに基づいています。

ただし、多額の市債の発行は、将来世代への過度な負担となってしまう
ため、市の借金である市債を発行する場合は、事業の厳選による借入額の
抑制や、繰上償還による支払利子の圧縮などによって、適正な借入残高の
維持に努める必要があります。

（単位：億円）
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■ その他特別会計（簡易水道除く） ■ 病院事業会計 ■ 下水道事業会計
■ 水道事業会計 ■ 一般会計

◆市債残高のうち、市が実際に負担する金額（令和２年度末）
市債の中には、将来返済しなければならないお金の一部が「地方交付税」として国から

交付されるものがあります。
令和２年度末は、市債残高６８９億４,８７９万円に対し、４７３億７,００９万円が普

通交付税で措置される⾒込みです。そのため、市が実際に負担する額は２１５億７,８７０
万円程度と⾒込まれます。

市債残高の推移
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●実質公債費比率

●将来負担比率

標準財政規模に対する一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の比率を表し
ています。この比率が高いほど、市の一般財源規模に比べて、将来負担額が大き
いということになります。

南砺市は、借金の返済に充てることができる貯金や、返済の一部を国が補う有
利な借金を活用しているため、将来負担額はありませんでした。

標準財政規模に占める、実質的な借金返済にかかる支出の割合を表します。関連
する企業会計や一部事務組合などの公債費なども考慮して算出しており、実情に
⾒合った公債費負担の状況を表しています。

この比率（３か年平均）が１８％以上になると、市債の借入を行う際に、県知
事の許可が必要になります。

市町村の標準的な行政費用（歳出）に対する標準的な歳入の割合を表し、この値
が大きいほど市町村の財政力（財政上の余裕）が強いことを表します。

経常的な収入に対して、⼈件費や公債費（借金の返済）といった毎年必ず出てい
くお金の割合がどのくらいになっているかを示す値です。この値が大きくなればな
るほど、自由に使えるお金（新規の事業などを行う余裕）がなくなっていくことに
なります。市にあっては、７５％程度が妥当な水準とされています。

●財政力指数

南砺市の主な財政指標

●経常収支比率

●健全化判断比率

平成30年度 令和元年度 令和２年度

南砺市（％） 86.7 89.3 89.4

富山県内平均（％） 87.8 88.7 87.7

平成30年度 令和元年度 令和２年度

南砺市（単年度）（％）　　　　　　　　 4.1 4.9 5.5

南砺市（3か年平均）（％） 3.7 4.3 4.8

富山県内平均（％） 11.7 11.5 11.0

平成30年度 令和元年度 令和２年度

南砺市（％） - - -

富山県内平均（％） 88.8 90.0 80.1

令和元年度 令和2年度 令和３年度

南砺市 （単年度） 0.344 0.347 0.328

南砺市（3か年平均） 0.353 0.349 0.340

富山県内平均（3か年平均） 0.576 0.575 0.562
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