
平成24年度 平成23年度
当初予算額 当初予算額

344億3,000万円 331億800万円 13億2,200万円 4.0 %

1億3,140万円 1億2,550万円 590万円 4.7 %

57億6,650万円 56億6,230万円 1億420万円 1.8 %

3億6,050万円 3億6,810万円 △760万円 △2.1 %

14億3,540万円 13億3,080万円 1億460万円 7.9 %

3億3,910万円 3億1,900万円 2,010万円 6.3 %

2億2,510万円 2億2,480万円 30万円 0.1 %

6億2,760万円 10万円 6億2,750万円 激増

3億4,650万円 3億2,010万円 2,640万円 8.2 %

92億3,210万円 83億5,070万円 8億8,140万円 10.6 %

79億728万円 69億9,814万円 9億914万円 13.0 %

62億9,133万円 62億8,395万円 738万円 0.1 %

16億1,595万円 7億1,419万円 9億176万円 126.3 %

17億3,067万円 16億154万円 1億2,913万円 8.1 %

10億7,033万円 10億2,819万円 4,214万円 4.1 %

6億6,034万円 5億7,335万円 8,699万円 15.2 %

59億4,371万円 57億6,399万円 1億7,972万円 3.1 %

33億7,212万円 34億757万円 △3,545万円 △1.0 %

25億7,159万円 23億5,642万円 2億1,517万円 9.1 %

155億8,166万円 143億6,367万円 12億1,799万円 8.5 %

592億4,376万円 558億2,237万円 34億2,139万円 6.1 %

資 本 的 支 出

小 計

合　　　　　　　　計

小 計

企

業

会

計

病 院 事 業 会 計

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

水 道 事 業 会 計

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

下 水 道 事 業 会 計

収 益 的 支 出

一 般 会 計

特

別

会

計

バ ス 事 業 特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険診療所事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

介 護 事 業 特 別 会 計

訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計

工業用地造成事業特別会計

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

平成２４年度会計別予算集計表

会 計 名 差　引 伸　率
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26 万円
131 万円
886 万円
2,379 万円
1,127 万円
7,453 万円
722 万円
2,459 万円
3,185 万円

5億78 万円
1,548 万円
871 万円
200 万円

2,480 万円
104 万円
9,332 万円

7,717 万円
6,569 万円

1億8,394 万円
3億6,828 万円
16億2,850 万円
9,726 万円

3億8,165 万円
2億9,500 万円
5,550 万円

1億3,140 万円

5,181 万円
361 万円

10億2,801 万円

1,959 万円

3億2,064 万円
5,029 万円

1億5,520 万円

住宅費 4億3,974 万円

991 万円
5,383 万円

平成２４年度事業施策別一覧表

美化推進費

ごみ処理費

林業施設管理費

里山再生整備事業費

都市計画総務費（都市計画管理費除く）

農業委員会費

河川総務費

公園管理費

田園空間整備費

地籍調査費

道路改良費

都市計画管理費

消防費

生活安全対策費　　

除雪対策費
消融雪施設管理費
消融雪施設整備費

不法投棄対策費

治山費 

自然保護費 

緑化推進費 

資源再利用等推進費

エコビレッジ推進費

災害対策費
利賀ダム費

環境保全推進費　

都市計画街路費
都市再生整備計画事業費
道路河川災害復旧費
バス事業特別会計

農地制度実施円滑化事業費

公共交通費
バス事業特別会計繰出金
土木総務費
道路橋梁維持費
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（美しく住みよいまち）　　　　　　　　　　　　（安全で快適なまちづくり）

33 万円
1億1,693 万円
22億7,794 万円
3億4,650 万円
17億3,067 万円
59億4,372 万円

2,565 万円
1,212 万円
4,950 万円
57 万円

1億6,775 万円
337 万円

2億1,893 万円
1,182 万円

2億8,475 万円
8,875 万円

86 万円
4,038 万円

32億630 万円
2,026 万円

2億6,565 万円
8億8,178 万円
3,147 万円
539 万円

3億8,297 万円
1億1,517 万円
3億3,910 万円
2億2,510 万円

10億5,881 万円

1億3,683 万円
1億4,147 万円
1,208 万円
7,820 万円
5,462 万円

1億3,555 万円
13億6,811 万円
3億6,050 万円
79億727 万円

4億848 万円
58 万円
803 万円

1億355 万円
62 万円

8億6,831 万円
8億588 万円

57億6,650 万円
14億3,540 万円

環境総務費

社会福祉総務費
民生児童委員費

水道事業会計
下水道事業会計

斎場運営費
狂犬病予防費

市営墓地管理費

水道事業会計繰出金

下水道事業会計繰出金
簡易水道事業特別会計

生活保護費
老人保健医療事業費

後期高齢者医療事業特別会計

国民健康保険診療所特別会計

心身障害者福祉費

国民健康保険事業特別会計

訪問看護事業特別会計

児童福祉総務費
児童措置費

地域子ども教室推進費

保健衛生総務費
予防費

病院事業会計繰出金

病院事業会計

介護保険事業費

私立幼稚園補助費

し尿処理費
環境調査費

老人福祉費

国民健康保険診療所事業特別会計繰出金

保健センター運営費
健康増進対策費
母子保健費

国民健康保険事業特別会計繰出金　

住宅手当緊急特別措置事業費

国民年金費

後期高齢者医療事業特別会計繰出金

介護事業特別会計繰出金　
介護事業特別会計

社会福祉施設運営費
社会福祉推進費

地域子育て支援センター費

親水施設運営費
児童館費
保育実施費

簡易水道事業特別会計繰出金
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185 万円
1億5,775 万円
1,932 万円
2,273 万円

10億4,161 万円
4億114 万円

3億1,657 万円
1,507 万円

1億1,265 万円
8,107 万円

2億1,954 万円

7,405 万円
1,976 万円

5億1,001 万円

9,979 万円
5,886 万円

1億3,378 万円
2,722 万円

9,096 万円
8 万円

4億2,749 万円
430 万円
1,696 万円
536 万円

1億4,360 万円
600 万円
1,163 万円
107 万円
3,401 万円

8,972 万円
7,733 万円

2億6,524 万円
3,575 万円

2億3,233 万円

1億912 万円
400 万円

1億2,581 万円
7,962 万円

林業総務費
林業振興費（里山再生整備事業費除く）

林道費
林業構造改善費
林道災害復旧費

商工総務費
伝統的工芸産業振興費
商工振興費
商工施設管理費

水産業振興費 
農業用施設等災害復旧費

文化財保護費　　
博物館費

農業総務費
農業者年金事務費
農業振興費
畜産振興費
農業施設管理費
桜ヶ池周辺施設費
農地総務費
中山間地整備費
農道費

教育委員会費

芸術文化推進費
美術館費

体育総務費
体育振興費
体育施設費

図書館費
教育文化施設費

教育施設管理費
教育センター費
小学校費
中学校費

社会教育総務費
社会教育振興費（地域子ども教室推進費除く）

公民館費

教育委員会事務局費（私立幼稚園補助費除く）
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2億2,724 万円
6億3,690 万円
4,517 万円

430 万円
7億3,760 万円
1億6,468 万円
6億2,760 万円

労働諸費 8,010 万円

企画費 2,552 万円
1,000 万円

交流費 3,497 万円

50 万円
1,416 万円
3,376 万円
7億770 万円
1億661 万円

8,869 万円

200 万円

2億2,681 万円

3億2,878 万円
6億8,703 万円
4,356 万円
593 万円
1,205 万円
3,882 万円
29 万円

1億6,065 万円
313 万円
2,891 万円

電算管理費

男女共同参画推進費

自治振興費

総務一般管理費

監査委員費
統計調査費
戸籍住民基本台帳費　　

議会費

人事管理費
会計管理費
秘書費
広域行政費

情報公開費
文書広報費
協働によるまちづくり推進費
行政センター費（一般管理費等）

選挙費

結婚活動支援費

地域産業振興事業費
中小企業金融対策費
企業立地推進費
工業用地造成事業特別会計

観光推進費

公平委員会費

観光施設管理費
伝統芸能会館費
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（開かれたふれあいのまち）　　　　　　　　（健全で開かれたまちづくり）

145 万円
6,010 万円

2億2,025 万円
徴税費 2億6,966 万円
公債費 47億3,480 万円
基金費 5,954 万円
予備費 5,000 万円

合計 592億4,376 万円

行政センター費（庁舎等管理）
財産管理費
財政管理費
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○ことしの主な事業 

平成２４年度予算の主な事業を紹介します。 

① 総合計画の実現に向けて、事業を着実に実行すること   

（仮称）井波地域統合保育園整備事業（建設） (P44) 8 億 3,750 万円 

 井波地域の山野保育園を除く４保育園を統合する計画であり、平成２４年

度早々に工事に着手し、平成２５年４月開園を目指します。 

（仮称）福光中部統合保育園整備事業（造成、設計）(P44) 1 億 250 万円 

 福光中部小学校下の４保育園を統合する計画であり、平成２４年度は用地

造成工事と実施設計に取り組みます。平成２５年度着工、平成２６年４月

開園を目指します。 

（仮称）福光南部統合保育園整備事業（建設） (P44) 4 億 700 万円 

 福光南部小学校下の４保育園を統合する計画であり、平成２４年度は工事

に着手し、平成２５年４月開園を目指します。 

（仮称）遊部住宅建築事業（建設） (P85) 3 億 388 万円 

福光地域の遊部地区に４４戸を建設します。うち１０戸は高齢社会に対応

したシルバーハウジングとしており、子育て世代から高齢者まで幅広く入

居することができます。入居開始は平成２４年１１月頃の予定です。 

（仮称）平、上平統合小学校建設事業（建設） (P90) 4 億 8,075 万円 

 皆葎地内に統合小学校を建設します。平成２４年度は校舎の建設に着手し

ます。平成２６年度開校予定です。 

② “なんと 元気な まちづくり事業”を展開すること（内訳はＰ１１参照） 

Ⅰ 協働のまちづくり事業 1 億 565 万円 

Ⅱ なんと発信事業 2,820 万円 

Ⅲ 住みたいまち「なんと」事業 4,627 万円 

Ⅳ 行きたいまち「なんと」事業 3,393 万円 

Ⅴ 過疎地域対策事業 1,191 万円 

Ⅵ 地方からの「新たな暮らし方」の構築事業 2,573 万円 

③ 市民要望を実現すること   

道路橋梁維持修繕 (P79) 1 億 6,200 万円 

舗装補修や安全柵修繕を行い、道路や橋を常に良好な状態に保ちます。 

 （内 8,000 万円は緊急要望対応分） 
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道路橋梁施設整備 (P79) 5,600 万円 

道路の落石防護柵やガードレールの設置、側溝改修などをすすめ、安全確

保を図ります。 

消融雪施設整備 (P81) 4,200 万円 

道路の消雪・融雪装置の新設や設備の更新工事をすすめ、降雪時の交通確

保や除雪作業の軽減を図ります。 

林道維持修繕 (P60) 2,000 万円 

優先度の高い林道の維持修繕を実施し、森林施業の効率化、通行の安全確

保を図ります。 

④ 協働のまちづくりを推進すること   

協働のまちづくり支援センター運営費 (P22) 467 万円 

市民と行政の協働のまちづくりの実現のため、各種団体の活動を支援しま

す。（井波地域の支援センターに加え、今年度から新たに福光地域で第２

のセンターを開設し、これまで要望の多かった利用時間の延長にも対応し

ます。※「なんと元気なまちづくり事業」として別に予算計上しています。） 

集落支援員派遣事業 (P22) 51 万円 

地域の課題や問題を自ら解決しようとする地域に集落支援員“いっしょに

頑張り隊”を派遣し、今後の集落について考え、課題解決へのサポートを

します。 

七転び八起き塾事業 (P23) 364 万円 

明日の南砺市を担う若い地域リーダーの養成を目的に、平成 21年度から

取り組んでいる事業です。1年間を通じて一緒に学び、一緒に考え、一緒

に行動する機会を提供します。 

⑤ 活気あるまちづくりを推進すること  

観光協会補助金 (P68) 6,810 万円 

プロモーションによる誘客、旅行商品の開発など、南砺市の戦略的な観光

振興を進める南砺市観光協会を支援します。 

イベント開催補助金 (P69) 7,005 万円 

市内の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を支援し

ます。 

南砺里山博補助金 (P69) 500 万円 

南砺市来訪者に、市内の魅力ある自然、文化、産業資源を堪能してもらう

事業である南砺里山博の開催を支援します。 

世界遺産マスタープラン策定事業 (P100) 293 万円 

 世界遺産を次世代に引き継ぐ指針となるマスタープランを策定します。 
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スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド事業補助金 (P103) 1,000 万円 

 「音楽を通して異文化交流」をテーマに、コンサートをはじめ、さまざま

なプログラムをボランティアスタッフの企画運営により実施しています。 

福光声楽サマーセミナー補助金 (P101) 1,250 万円 

 福光ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡを会場に、声楽家志望者のセミナーを実施すると

ともに、ガラ・コンサート等を開催して地域住民との交流を図ります。 

利賀中村体育館改修事業 (P97) 1 億 8,500 万円 

 利賀をアジアにおける世界的な舞台芸術の拠点とするため、利賀中村体育

館を屋内劇場としても使用できるよう改修します。 

⑥ 安全・安心づくりを推進すること  

ふれｉTV サポートセンター運営費 (P19) 336 万円 

簡単に操作できるテレビ電話端末により、地域のお知らせや緊急情報を伝

達したり、遠隔地のパソコンなどから顔を見ながら会話をすることができ

ます。今年度から買物支援システムや健康体操映像などのサービスが追加

され、高齢者世帯等を側面から支援します。 

防災拠点施設整備事業 (P26) 1,124 万円 

消防署所再編に併せ防災拠点施設の基本設計を進めます。災害時の消防団

活動拠点機能、消防団及び自主防災組織の訓練・研修施設、災害備蓄倉庫

などの施設構成と被災時の支援人員宿泊機能を考えています。 

地域防災計画修正業務委託料 (P26) 430 万円 

平成２０年７月の豪雨災害を教訓に、減災対策や初動体制、災害時要援護

者対策、情報伝達体制の強化などを再度見直すとともに、東日本大震災に

伴う国・県の防災計画修正に合わせ、地震対策の改定、原子力対策の新設

を行います。 

自主防災組織訓練実施補助金 (P26) 30 万円 

自治会や自主防災組織が実施する住民参加型防災訓練に必要な経費を補

助します。 

公共（的）施設耐震補強整備事業 

(P13、31、92、96、99、101、112) 
11 億 9,350 万円 

 上平・利賀庁舎、福野中学校、南砺市民病院の耐震化事業、大鋸屋・蓑谷

公民館、城端曳山会館の耐震診断、井波社会福祉センター耐震化工事補助

金、城端別院善徳寺本堂緊急震災対策事業補助金の交付を行います。 

高齢者宅除雪支援事業 (P34) 100 万円 

６５歳以上のひとり暮らし高齢者世帯や高齢者のみで構成する世帯等の

屋根雪を除雪する費用を支援します。 
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子どものための手当等給付費 (P43) 7 億 7,145 万円 

 ０歳から中学校修了前の子どもを養育している方に月額１万円（３歳未満

と３歳から小学生の第３子以降は１万５千円）を給付します。 

環境基本計画策定事業 (P51) 290 万円 

 南砺市の目指すべき環境像と環境保全に向けた取り組みを示す環境基本

計画を策定します。 

健康プラン策定事業 (P45) 108 万円 

 健康寿命を延伸し心豊かに生活できることを目的として、平成２５年度か

ら１０年間の健康プランを策定し、南砺市の健康づくりの普及に努めま

す。 

鳥獣害防止総合対策事業 (P53) 884 万円 

イノシシをはじめとする鳥獣害の農作物被害を防止する対策を進めます。 

土砂災害ハザードマップ作成事業 (P81) 400 万円 

土砂災害での人的被害が発生しないようハザードマップを作成します。 

木造住宅耐震改修支援事業費補助金 (P85) 300 万円 

地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、木造住

宅の耐震改修を行う方にその経費の一部を補助します。 

消防ポンプ車購入費、耐震性貯水槽新設工事 (P87) 5,472 万円 

 消防団活動をより充実強化するため、消防ポンプ車１台、小型動力付きポ

ンプ積載車１台を購入します。また、耐震性貯水槽２基を新設します。 

公民館バリアフリー化工事 (P96) 3,286 万円 

 高瀬公民館、高瀬西公民館、西太美公民館に、玄関スロープや多目的トイ

レ設置などのバリアフリー化工事等を行います。 

⑦ 社会資本の整備  

道路整備費（市道、街路、農道、林道） 18 億 874 万円 

 快適で利便性の高い道路網を整備します。 

（仮称）南砺スマートＩＣ関連事業 (P82) 7 億 1,000 万円 

 南砺スマートインターチェンジ予定地の用地買収をします。 

上水道整備費（管路整備） (P117) 4 億 8,721 万円 

水道事業所からの浄水受水に切り換える高度浄水施設整備事業や、老朽管

などの更新事業を行います。 

下水道整備費（管渠整備） (P119) 2 億 8,556 万円 

汚水・雨水管渠の新設や、下水処理施設の更新を行います。 
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大分類 中分類 掲載ページ

・地域内分権の実践 （継続） 地域づくり交付金の交付 20

（継続） 協働のまちづくり推進事業 21

（継続） 地域ぐるみ除排雪促進事業 80

（新規） 協働のまちづくり支援センターの増設 22

（新規） 協働のまちづくり提案事業実施費用 17,96,109

（新規）
草刈りイベントの日補助金【道路クリーンイメージアッ
プ大作戦】（仮称）の制定

82

（新規） 生活基盤整備事業補助金（仮称）の制定 82

・協働によるコミュニティビジネス支援事業 （継続） コミュニティビジネス起業講座 23

（継続） なんとブランド認証事業 54

（継続） なんとＢ級グルメ普及事業 69

（継続） 五箇山和紙で“マイ”卒業証書 91

（新規） 南砺市紹介アニメ制作事業 68

（新規） スキヤキ・トーキョー 103

（新規） 「アートで遊ぼう」 101

（継続） 南砺市スポンサー事業 14

（継続） 子育て支援　商店街レシートでサポート事業 65

（継続） 五箇山自然文化解説員養成講座 95

（新規） なんと地域おこし協力隊事業 15

（新規） 青少年トップアスリート育成強化事業 97

（継続） 赤い糸プロジェクト　ＡＩＰ４８ 24

（継続） 南砺の木活用促進事業 58

（新規） 南砺市民間賃貸住宅居住補助金制度 86

・花いっぱいのまちづくり事業 （継続） 緑化推進事業 61

・企業支援事業 （継続） ビジネスマッチング等出展助成事業 66

（継続） 空き店舗等対策支援事業 65

（継続） 景観づくり住民協定締結事業 84

（新規） ブライダル商品開発支援事業 66

・バイオマス事業、環境ビジネスの支援 （継続） 木質系エネルギー利活用事業 58

（継続） ワンセグ放送設備設置工事 19

（継続） なんとカレンダー制作事業 23

（継続） なんとツーリズムサポート事業 70

（継続） コンベンション支援事業 70

（新規） 「義仲・巴」ＰＲ活動事業 15

（新規） なんと温泉ＰＲ事業 71

（新規） ディスカバージャパン掲載事業 68

（新規）
富山市・南砺市・立山町シティプロモーション
（丸の内朝大学富山）

68

（継続） バス実証実験事業 70

（新規） 金沢井波線バス運行調査事業 16

（新規）
・ＪＲ城端線で体験学習事業補助金
・ＪＲ城端線で出かけよう事業補助金

16

（新規） 城端線で南砺市においでなはれ事業 16

（新規） 城端・氷見線地域公共交通総合連携計画事業負担金 70

（継続） （仮称）過疎地域振興条例の策定 14

（継続） なんとに住んでみられ事業 18

（継続） 福祉支援事業 32

（新規） 買い物サービス支援事業 66

（新規） 大人の食育教室（伝えたいみんなのケンコウ）事業 45

（新規）
街ぐるみでタバコの煙のない環境づくり事業
（受動喫煙防止対策）

47

（新規） 南砺市小水力発電普及事業 57

・エコビレッジ構想事業 （新規） 南砺市エコビレッジ事業 57

（新規） 電気自動車用充電設備設置工事 15

（新規） 電気自動車（庁用車）購入 15

（新規） 小中学校グリーンカーテン推進事業 91

（継続） 「なんと　ふるさと教育の日」　他 91

（新規） （仮称）なんとＧＮＨ（総幸福度）事業 15

（新規） 「南砺の偉人」作成事業 91

・郷土精神継承事業

３　住みた
いまち「な
んと」事業

・広域的公共交通の確立

・環境対策支援事業

４　行きた
いまち「な
んと」事業

５　過疎地
域対策事業

・過疎地域支援事業

６　地方か
らの「新た
な暮らし
方」の構築
事業（食・
エネル
ギー・健康
医療等の自
立自給な
ど）

・自立自給支援事業

・婚活　定住促進事業

・商店街や市街地の魅力づくり事業

・頑張る人応援事業

事業名

１　協働の
まちづくり
事業

・協働のまちづくり支援事業

平成２４年度　なんと元気なまちづくり事業

・魅力ある観光地づくり事業

２　なんと
発信事業

・なんとブランドＰＲ事業

・世界的発信力のある事業の支援策
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