
　平成２２年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容

　　
　  総　務　費

総合計画策定費 4,607 　第４次総合計画の策定関係経費

企画調査費 787 新 　うち富山地方鉄道が実施する地鉄バスへのＩＣカードシステム
導入支援補助金　　201千円

国際交流員設置事業費 5,861 　国際交流員(ＣＩＲ)１名

新 明るく元気なまち推進事業費 3,500 　・町内会や地域に根ざした活動を行っている各種団体等が自主
　　的に運営し、実施するソフト事業等に対し交付金を交付する。
　・町内会等が行う地域の空き家・空き店舗の危険回避のための
　　応急修繕や倒壊家屋の撤去等に対し交付金を交付する。

コンピュータ管理運営費 63,139 　総合行政情報システム等の管理運営費
新 　　うち市ホームページのリニューアル等　　3,000千円

市有財産維持管理費 55,000 新 　市民会館空調設備の改修

交通安全運動推進費 3,643 　交通安全啓発活動を推進し、事故防止を図る。
　・「交通安全運動」の実施(年４回)
　・高齢者事故防止「たっしゃけ気つけられｴ運動」の実施
　・高齢者自転車大会の実施　　
　・高齢者運転免許自主返納者への支援
　・幼児、児童、生徒の交通安全教室の実施
　・幼児、児童への交通安全啓発活動用品配布等

　
シグナルリーダー活動事業費 3,060 　交通安全の指導と意識の高揚を図る。(シグナルリーダー１名)

　・幼児、児童の交通安全教室の開催　
　・高齢者交通安全教室の開催
　・交通安全七夕まつりの開催

安全なまちづくり推進センター 490 　・「安全なまちづくり推進センター」運営費及び地区センター
運営事業費   　５箇所への運営費補助

新 　・青パト活動支援事業補助金（市単）
　　　青色回転灯装備車両１台あたり10千円を限度に補助

防災対策推進費 4,638 新 　・富山県総合防災訓練の開催
　・自主防災組織活動補助金、災害備蓄品の補充
　・地域防災計画の全面改訂

固定資産評価事務費 23,869 　・固定資産評価関係経費
新 　・評価替えに係る調査費

平成22年度
予  算  額

滑　川　市　主　要　事　業　の　概　要
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

戸籍電算化システム導入事業費 10,912 　 　除籍・昭和改製原戸籍の電算システム化（H18～運用済)

コミュニティバス運行費 41,690 　・コミュニティバス実証実験運行の実施（H19年度から実施）
新 　・バス新車購入

 民　生　費

社会福祉事業振興費 16,804 　・地区敬老会開催、社会福祉団体活動に対する助成
　・社会福祉活動専門員、社協専任職員設置補助
　・地域福祉活動コーディネーター設置補助
　・社会福祉従事者活動補助

生活困窮者等援護費 1,260 　歳末慰問金の支給等（在宅被・要援護世帯・・・136世帯）

生活安定資金融資事業費 6,000 　生活資金・結婚資金などの融資のための預託
    限度額　５０万円(４年償還、年利率 2.7%)

ボランティア振興費 1,690 　・ボランティアコーディネーター設置補助
　・災害救援ボランティア活動支援事業
　・ボランティアセンター運営費

地域福祉推進費 3,306 　福祉都市推進計画に基づく事業
新 　・平成15年度に策定した計画の見直し作業を行う。

　社会福祉協議会が主体となって、民生委員・児童委員やボラン
ティア団体等のマンパワーを活用し、地域特性に応じた福祉サー
ビスの提供等を地域の中で推進する。
　・「福祉出前講座・地域フォローアップ講座」の開催
　・総合相談センターの運営
　・小地域福祉活動事業
　・車椅子移送車貸出サービス事業

福祉見回り隊育成事業費 5,170 　小地域（旧小学校区）を単位として、乳幼児から高齢者までの
日常生活に支障がある者を対象に、その地域の住民が主体となっ
て行う見守り活動等に対し補助を行う。
　・ケアネットセンターの運営 （実施主体　市社会福祉協議会）
　・福祉見回り隊活動事業及びケアネット活動事業
　　　　　　　　　　　　　　 （実施主体　地区社会福祉協議会）

障害者自立支援特別対策事業費 3,635 　障害者自立支援法の円滑な実施を図るための特別対策事業
　①事業運営円滑化事業
　②新事業移行促進事業
　③通所サービス利用促進事業
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

自立支援給付費(介護給付) 217,027 　障害者自立支援法による各種自立支援給付費
　①支援施設入所支援　164,711千円　　
　　　知的障害者　入所者43人、通所者3人
      身体障害者　入所者15人、通所者1人
　②ホームヘルパー派遣事業　4,012千円　　
　　　障害者(児)の家庭へのホームヘルパー派遣を支援する。
　③居住支援事業　6,310千円
　　　障害者のグループホーム、ケアホーム入居に係る費用を支
　　給する。
　④短期入所事業　3,798千円
　　　在宅の障害者を介護している家族が居宅での介護が困難に
　　なった場合等に、一時的に施設で介護する費用を支給する。
　⑤児童デイサービス事業　4,932千円
　　　障害児のデイサービス事業
　⑥生活介護事業　33,264千円
　　　障害者に入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創
　　作的な活動又は生産活動の機会を提供する。

自立支援給付費(訓練等給付) 53,331 　障害者の自立訓練及び就労移行支援に係る訓練等給付費の支給

補装具給付事業費 6,015 　身体障害者(児)にかかる補装具の購入、修理に係る費用の支給

更生医療支給費 12,414 　障害者が日常生活能力や職業能力等を回復・獲得するために行
う医療費を支給

地域生活支援事業費 12,836 　障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むため各種支援を
行う。
　①社会参加促進事業　5,130千円
　・手話教室の開催
　・コミュニケーション支援事業（ふるさと雇用再生分）
　　（聴覚障害者に手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣する）
　・障がい者レクリエーション大会の開催
　・テレフォンサービスの実施
　・生活訓練事業（料理教室等日常生活に必要な訓練を行う）
　・ボランティア活動等支援
　・自動車運転免許取得・改造助成事業
　・福祉機器リサイクル事業
　②更生訓練費給付事業　164千円
　・障害者施設入所者に社会復帰のための訓練費を支給
　③日常生活用具給付事業　6,023千円
　・ストーマ用装具、人工咽頭、点字器等の給付
　④移動支援事業　569千円
　・円滑に外出できるよう移動を支援
　⑤日中一時支援事業　950千円
　・一時的に介護が必要となった場合に利用

相談支援事業費 2,050 　中新川地域の市町村が共同で地域生活相談室(四ツ葉園)を運営
する。

地域活動支援センター事業費 3,956 　精神障害者の地域活動支援センター(Ⅰ型)事業運営費補助
　　上市町「自然房」
　　魚津市「サポート新川」
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

重度障害者等医療給付費 120,553 　・0～64歳の身障1･2級及び療育Ａ
　　　　　　　　→医療費自己負担分全額助成
　・65～69歳の身障4級の一部と5･6級及び療育Ｂ
　　　　　　　　→医療費自己負担分助成（一部負担を除く）
　・後期高齢者医療被保険者で身障1～3級､4級の一部､療育Ａ､
　　精神1･2級､障害年金1･2級等 →医療費一部負担の助成

在宅重度障害者等住宅改善 2,400 　在宅重度障害者の日常生活を容易なものにするための、住宅改
事業費 善費用を補助する。　　　　　　　　　（補助限度額900千円）

福祉タクシー利用助成費 1,607 　障害者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図るため、
タクシーの乗車チケットを交付する。
　　対象者　３５０名
　身体：　　１・２級　１６枚／年　　　　３級　　８枚／年
　知的：　　　Ａ　　　１６枚／年　　
　精神：　 　１級　 　１６枚／年

障害者福祉券給付費 5,708 拡 　在宅身体障害者(児)・在宅知的障害者(児)・精神福祉手帳保持
者・傷痍軍人に対し、入浴と理容、美容も利用できる福祉券を給
付する。
　　対象者　1,369人　　１人　１２枚／年

障害者のるMyCar無料乗車券 1,064 「のるMyCar」無料乗車券（100円券×24枚）を給付する。
給付費 　・身体障害者手帳の３級～６級の保有者

　・療育手帳Ｂの保有者
　・精神障害者保健福祉手帳の２級及び３級の保有者

言語治療教室開設費 373 　６歳未満の言語障害児とその保護者を対象にした「ことばの指
導訓練」、「ことばの発達相談」の教室を実施
（市内保育所、幼稚園を対象）

知的障害者更生施設建設補助金 5,384 　・社会福祉法人新川会「四ツ葉園」(H4～H23)
　                  　「四ツ葉園　体育館」(H15～H34)
                      「四ツ葉園（増築分）」(H17～H36)
                                             建設償還金補助
　・社会福祉法人セーナー苑「はるかぜの丘」(H8～H27)
                      　　「ほほえみの丘」(H9～H28)
                      　　「わかくさの丘」(H10～H29)
                          「やまびこの丘」(H11～H30)
                          「のぞみの丘」(H12～H31)
                                             建設償還金補助

特別障害者手当等支給事業費 9,307 　特別障害者手当　１５人　　月額　26,440円
　障害児福祉手当　２２人　　月額　14,430円
　経過的福祉手当　　４人　　月額　14,430円

心身障害者(児)年金 8,611 　在宅の身障１級～３級等 年額14,500円～9,300円　受給者815人

重度身体障害者対策費 808 　・重度身体障害者の寝具丸洗い乾燥費の助成
　・重度身体障害者のオムツ・尿とりパッド等購入費の助成
　・身体障害者に機能回復の一助として、温泉療養の費用を助成
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

在宅障害者(児)介護福祉手当 626 　在宅の重度障害者及び特定疾患患者を介護する者に対し、介護
支給事業費 手当を支給（月額4,000円）

生活支援ハウス運営事業費 10,665 　ひとり暮らしの高齢者等に対し、快適な居住・交流空間を提供
し、安心して生活を送れるよう支援する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託先　ほたるの里）

老人福祉施設借入金償還補助金 27,764 　建設借入金元利償還補助　・清寿荘(H６～H26)　　
　　　　　　　　　　　　　・カモメ荘(H14～H23)
　　　　　　　　　　　　　・かづみの里(H12～H32)
　　　　　　　　　　　　　・ほたるの里(H15～H34)

老人クラブ活動助成費 5,195 　・単位老人クラブ補助金　　　4,278千円
　・老人クラブ連合会補助金　　　917千円

老人のための福祉のまち推進費 14,443 　・高齢者無料入浴券の給付
　・ひとり暮らし高齢者の集い
　・長寿、米寿祝等

緊急通報装置等設置事業費 2,328 　ひとり暮らし高齢者家庭等に身体の異常等、緊急事態が発生し
た時の通報体制の整備を図る。（４７件 うち新規３件）

高齢者生きがい事業費 1,660 　・ニュースポーツ等の振興
　・高齢者生きがい活動事業(陶芸、世代交流等）の実施

高齢者在宅支援事業費 4,511 　・生きがいデイサービス
　・寝具類等洗濯乾燥消毒サービス
　・軽度生活援助    月10時間/年30時間限度

　
高齢者福祉サービスメニュー 1,407 　・高齢者ミドルステイ事業：ねたきり高齢者等を介護している

事業費 　　家族が在宅介護を一時的又は中期的にできなくなった場合、
　　特別養護老人ホーム等に介護を委託する。
　・福祉電話事業
　・高齢福祉推進員設置事業
　・訪問理容サービス事業(委託先　理容組合)
　・おむつ代支給

在宅要介護高齢者福祉金支給 2,766   在宅の要介護高齢者（要介護４及び５）に福祉金を支給
事業費  　（月5,000円、所得制限あり）

出生推奨事業費 1,600 　出生率の向上を図るため、３子以上の出生を推奨する。
　　出生祝金　　第３子　20,000円、第４子以上　30,000円
　　第３子以上の児童の小学校就学時に祝金(商品券)を贈呈

育児支援推進事業費 148 　・子育て支援出前講座
　・子育て支援ガイドの発行

ファミリー・サポート・ 180 　仕事と育児を両立し安心して働き続けることができるよう育児
センター運営費 をサポートする。　　　　　　（実施主体　市社会福祉協議会）
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

児童相談等事業費 975 　・要保護児童対策地域協議会を開催し、要保護児童の早期発見、
　早期対応を推進し、児童虐待等の発生防止を図る。
　・家庭児童相談員の設置

保育所委託運営費 732,002 　市内私立保育所８か所に対する委託運営費
　尐子化対策として
　・同時保育の第３子以降は保育料を無料化
　・同時保育でなくても第３子は保育料の1/2を軽減
　・同時保育でなくても第４子以降は保育料を無料化（市単）

私立保育所育成事業費 8,807 　市内私立保育所８か所に対する運営費等補助金
　①運営費補助金　1,960千円
　・(定員割)定員×2,000円/人＋(施設割)40,000円/１カ所
　②保育所建設の償還金補助金　5,847千円
　　　　　　　　　　　・中加積保育園　(H17～H30)
　　　　　　　　　　　・浜加積保育園  (H15～H34)
　　　　　　　　　　　・上小泉保育園　(H18～H27)

新 　③児童送迎バス購入費補助金　1,000千円
　・滑川中央保育園の児童送迎用バス購入費

私立保育所特別保育事業費 97,203 　次の特別保育事業に対する補助
　・一時預かり事業　　 　　　　　　　 ８園
　・休日保育事業　       　　　　     ６園
　・病児・病後児保育事業            　５園

新 　・地域子育て支援拠点事業(ひろば型)　１園
　・延長保育事業　　　　     　       ８園
　・地域活動事業　　     　　       　８園
　・途中入所促進事業　　            　８園
　・すこやか保育推進事業 　　       　１園
　・障害児保育事業　　　            　７園
　・子育てミニサロン　　            　１園
　・延長保育減免事業　　            　８園

新 子ども手当支給費 628,532 　中学校修了前までの子どもを対象に一人につき13,000円/月を
養育者に支給する。（10カ月分）
　・対象となる子ども数　4,800人
　・対象となる受給者数　3,100人

児童手当支給費 48,040 　小学校修了前までの児童の養育者に対し支給する。（２カ月分）
　・３歳未満児　　一律  月額　10,000円
　・３歳児以上　　第１子、第２子　月額　 5,000円
　　　　　　　　　第３子以降　　　月額　10,000円

子ども、妊産婦医療給付費 112,519 拡 　・中学校修了前までの入院、通院医療費の助成(一部県補)
　　※10月から実施
　・妊産婦の対象医療費の自己負担分の助成(県補)
　（所得制限あり）

放課後児童対策事業費 22,746 　昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童の健全育成を目的
として、遊びを主とした放課後児童健全育成事業を市内全小学校
区の児童育成クラブ運営協議会に委託する。
 　(学校が休みとなる土曜日や夏休み等も含む）
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

障害児放課後児童対策事業費 744 　養護学校等に通学する障害児の放課後、土日等及び長期休暇中
における遊びや生活の場を設ける事業者を支援する。

　 地域子育て支援センター運営費 9,932 　子育て支援に関する企画、調整、相談指導などの活動を行う子
育て支援センター（あずま保育所に併設）の運営費

ハートフル保育サポートモデル 625 　保育する上で特別な配慮を必要とする児童の保育所に、半ボラ
事業費 ンティアの保育サポーターを配置する。

児童扶養手当支給費 87,694 　母子家庭等で18歳に達する日以後、最初の３月31日までの児童
を扶養する者に支給
　全部支給 41,720円/月、一部支給 41,710～9,850円/月
　（所得制限あり）

ひとり親家庭等医療給付費 16,728 　両親のいない児童とその養育者及び母子・父子家庭の児童と母
親・父親を対象に医療費の自己負担分を助成する。

拡   （入院医療費に関し所得制限を撤廃）※10月から実施

母子家庭自立支援給付金 3,020 　母子家庭の母親を対象にした就業を促進するための給付金
　・自立支援教育訓練給付金事業
　・高等技能訓練促進事業

遺児福祉年金 5,631 　両親または片親の保護に欠ける義務教育終了までの児童に支給
　　受給者　３７２人　両親　年額30,000円　　　３人
　　　　　　　　　　　片親　年額15,000円　３６９人

市立保育所運営費 58,616 　尐子化対策として
　 　・同時保育の第３子以降は保育料を無料化

　・同時保育でなくても第３子は保育料の1/2を軽減
　・同時保育でなくても第４子以降は保育料を無料化（市単）

生活保護費 129,211 　生活保護法に基づく扶助

 衛　生　費

母子保健対策費 31,217 　母子保健法・次世代育成支援対策推進法に基づき以下の事業を
実施する。
　・母子保健訪問・相談指導事業
　（妊産婦・新生児・こんにちは赤ちゃん訪問
　　　　　　　　　　　　　　　　・乳幼児言語発達相談会等）
　・すこやかお誕生健診事業
　・４か月､１歳６か月､３歳児健康診査事業及び育児支援事業
　・すこやか子育て相談会
　・パパママ教室
　・ママと赤ちゃんのふれ愛会
　・妊産婦健康診査（Ｈ２２年度末時限で、妊婦一般健康診査の
　　受診回数を５回から１４回へ拡大）

救急医療対策費 4,453 　休日診療及び在宅当番医制運営業務委託　　 　　3,198千円
　富山地区広域圏における第２次救急医療負担　　 1,255千円
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

新 生涯いきいき食育推進事業費 1,000 　健康増進を目的とした食育の推進を図るため以下の事業を実施
する。
　・食育推進連絡会等関係組織の運営
　・各地区や学校での食育講座の開催
　・母子栄養管理事業(離乳食講習会等）
　・食育ボランティアの育成

不妊治療助成事業費 2,800 　生殖補助医療による不妊治療を受けている方に対し補助する｡
（県補助に準拠）100千円／件(年２回まで）　

なめりかわヘルスアップ２１ 328 　ヘルスアップ２１推進計画に基づき下記の事業を実施する。
推進事業費 　・出前健康教室（禁煙教室・心の健康教室ほか）

　・職域の健康情報誌等の発行
　・地域栄養改善連絡会の運営
　・ヘルスアップカレッジ講座
　・就労者を対象とした健康教室・健康相談の開催

健康市民講座事業費 100 　滑川市医師会と共同で健康フォーラムを開催する。

健やか元気子育て支援事業費 498 　発達障害の疑いのある幼児とその保護者を支援する育児教室の
開催と子どもへの支援に関わる従事者対象の研修会を開催する。

生活習慣病予防対策事業費 1,670 　生活習慣病予防の観点から、若年者の検診を推進して健康管理
の意識高揚を図る。

健康増進事業費 75,448 　①健康手帳
　②健康教育
　③健康相談（イブニング相談）　　　　
　④機能訓練
　⑤訪問指導
　⑥健康診断
　 (1)健康診査（生活保護受給者等対象）
   (2)がん検診　胃(バリウム､カメラ)、肺(Ｘ線､ヘリカルＣＴ)、
　　　　　　　　大腸、子宮、乳房
   (3)骨粗鬆症検診
   (4)歯周疾患検診
   (5)肝炎ウィルス検診

新 働き盛り男性胃がん予防 3,000 　受診率の低い働き盛りの年代層に胃がん検診無料クーポン券を
推進事業費 配布し、早世予防、胃がん死亡の減尐に取組む。

　(40.45.50.55.60.65歳の節目年齢の市民を対象)

後期高齢者健康診査等事業費 12,294 　・富山県後期高齢者医療広域連合から後期高齢者の健康診査を
 　 受託実施（自己負担分は市負担）　　　　
　・後期高齢者の健診事業における富山県後期高齢者医療広域連
  　合への補助金（国・県と同額）

歯科保健事業費 1,056 　幼児のフッ素塗布事業を実施する。
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

予防接種事業費 44,757   予防接種法に基づく事業
拡 　  乳幼児　　：ポリオ（集団）

　　 　　　　   三種混合、ＢＣＧ、麻しん風しん混合、
　　 　　　　　 日本脳炎、新日本脳炎（個別）
　  児童・生徒：ジフテリア破傷二種混合（小６：個別）
　 　　　　　　 麻しん風しん混合（中１、高３：個別）
　  高齢者　　：インフルエンザ（個別）

環境フェア開催費 310 　環境に関する様々な展示や体験コーナーを設けた環境フェアを
開催し、日常生活における温室効果ガス排出抑制を促すとともに、
ごみの減量化やリサイクルの徹底を推進する。

環境美化促進費 5,665 　・地域ぐるみで清掃を実施
　・ボランティア団体等の協力を得て、道路・海岸等の清掃を
　　実施
　・ごみ集積場設置補助金　　　  　　　　　　　　800千円
　・不法投棄防止パトロール（緊急雇用対策分）　2,416千円

リサイクル推進事業費 94,770 　ストックヤードの開設に伴い、さらなるごみの減量、分別収集の
徹底など意識の高揚と再資源化体制の整備を図るため、
　　①リサイクル可能な廃棄物の回収団体に対し3円／㎏の
　　　報奨金を交付（回収見込 1,100,000㎏）
　　②ごみ自家処理器（堆肥化容器）購入補助

（購入費用の1/2、限度　3,000円）
　　③電動式生ごみ処理機購入補助

（購入費用の1/2、限度 20,000円）
　　④資源回収業者に対する逆有償物（古布）引取り補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　1円／kg
　　⑤資源ごみ（ビン・缶）の分別収集及び運搬業務委託料
　　　　　　　　　　　　　 　　　月２回収集　25,598千円
　　⑥資源回収報奨金　　 　　　　 　　 　　　 8,505千円
　　　・資源ごみ回収(ビン・缶・ペットボトル)を実施して
　　　　いる町内会に対し報奨金を交付する。
　　⑦容器包装リサイクル関係収集及び運搬委託料
　　　　　 　　　　　　　　　　月２回収集　　35,593千円 
　　　・段ボール、紙パック、ペットボトル、その他のプラス
　　　　チック類等を資源ごみとして回収
　　　　　　　　　　　　　　（市内４箇所の拠点回収含む）
　　⑧家電リサイクル収集運搬委託料　　　　　　　327千円
　　⑨新聞・雑誌等の拠点回収の実施
　　　拠点箇所：西地区コミュニティセンター、勤労者会館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　910千円
　　⑩資源ごみ集積場設置補助金　　           　 800千円
　　⑪資源ごみ(新聞、雑誌、古布)の分別収集及び運搬業務委託料
　　　　　　　　　　　　 　　　　月１回収集　17,151千円

地球にやさしいまちづくり 2,827 　・住宅用太陽光発電システム設置費補助
推進費 　　　（H21　600千円→H22　2,400千円）

　・緑のカーテンコンテスト事業　　
　・エコクッキング講習会　　　　　　
　・エコファミリー事業　

新 火葬場改修整備費 205,541 　火葬場改修費用（火葬炉改修工事、収骨室建築工事等）
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

合併処理浄化槽設置推進事業費 19,866 　生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、し尿と
雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽の設置に補助する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０基）

富山地区広域圏ごみ処理施設 273,041 　・ごみ処理事業費負担金        　　 　　　　 25,017千円
負担金 　・新ごみ処理施設建設事業負担金　　　 　　　195,785千円

　・リサイクル事業負担金　　　　　　 　　　　 52,239千円

ごみ収集委託費 145,480 　・可燃ごみ収集運搬業務委託　　　　    　　 134,105千円
　・不燃ごみ収集運搬業務委託　　　　    　　　 8,753千円
　・衛生センター業務委託　　　　　　　 　　　　2,622千円

ストックヤード管理運営費 4,102 　うちストックヤードの管理委託費　　　　　　　 3,840千円
　　　　　　　　　　　（ふるさと雇用再生分）

し尿収集委託費 53,425 　・し尿収集運搬業務委託　　　　　　　 　　　 37,553千円
　・衛生センターし尿業務委託　　　　　　      15,348千円
　・し尿収集手数料徴収業務委託　　　　　　　 　　524千円

し尿処理場管理運営費 24,742 　・し尿処理施設の管理運営費　　　　　　　　　15,496千円
　・余剰汚泥の中間処理と運搬委託　　　　　　　 9,246千円

富山地域衛生組合 22,165 　　富山地域衛生組合が策定する循環型社会形成推進地域計画に
　し尿処理施設負担金 　基づき建設されるし尿処理施設建設準備負担金

 労　働　費

労働対策推進費 1,148 　・中高年齢離職者技能再訓練奨励金
　　　市内在住２年以上で、３０歳以上６５歳未満の者の技能再
　　　訓練に補助
　　　（対象年齢及び奨励金額の拡充を１年間延長）
　・中高年齢離職者雇用奨励金
　　　市内在住１年以上で、４５歳以上６５歳未満の者を雇用し
　　　た事業者に対し、１人につき１年間、月額8千円を支給
　　　（対象年齢及び奨励金額の拡充を１年間延長）
　・心身障害者雇用奨励金
　　　心身障害者を雇用した事業者に対し、年額90千円を支給
　　　（奨励金額の拡充を１年間延長）
　・心身障害者就職支度金
　　　市内在住の心身障害者の最初の就職時に、支度金を支給

勤労者福祉対策費 24,575 　・富山県勤労者信用基金協会預託金　　　　　　4,000千円
　・北陸労働金庫預託金　　　　　　　　　　　 20,000千円
　・優良勤労青尐年表彰事業等　　　　　　　　 　　55千円
　・市勤労者協議会助成金　　　　　　　　　　　　400千円
　・中小企業退職金共済制度加入促進補助金　　　　120千円

雇用対策推進事業費 8,572 　・働く婦人の家に女性職業相談員を配置し、女性の就職相談
　　に応じる。
　・緊急雇用対策分　　　　　　　　　　　　　　5,040千円
　・重点分野雇用対策分　　　　　　　　　　　　2,500千円
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

 農林水産業費

農業公社運営費 8,829 　滑川市農業公社に対する活動助成及び運営費
　　うち滑川市産農産物等の販売促進　　　　　　3,380千円
　　　　（ふるさと雇用再生分）

農地・水・環境保全向上対策 3,754 　農地、用排水路、農道等の生産資本を保全し、その質を高め
共同活動支援事業費 る地域共同の取組みに対する補助（10地区）

担い手育成事業費 587 　・認定農業者の経営改善・安定のための借入に対する利子助成
　・地域農業を担う認定農業者等の研修

豊かな農村づくり推進費 20,000 　水田農業を取り巻く厳しい環境の中、総合的に対処するため、
アルプス地域水田農業ビジョンの推進に伴う以下の事業に助成
する。
　①優良品種奨励費
　　　チューリップ球根、花壇苗・野菜苗の優良品種導入に対
　　　する定額補助
　②夢のある農業推進費
　　　実験的に導入する農業技術等に対する補助
　③転作推進費

新 　　・大豆・大麦の集約的作付及び地域振興作物（直売用を含
　　　む）への支援補助
　　・生産調整を達成した転作面積に応じて生産組合に助成
　④品質向上対策費
　　　一等米比率向上を図るため、地力増進対策に対する補助
　　　　堆肥散布手数料補助　　（1,000円/10a）
　　　　地力増進作物作付け補助（1,000円/10a）
　⑤手づくりで住みよい村づくり推進事業
　　　住民の創意工夫による集落内の環境整備事業に対して、
　　　原材料を支給
　⑥出荷奨励推進費
　　　玄米のフレコン出荷を奨励し、出荷作業の低コスト化・
　　　作業労力の軽減を図るための補助
　⑦学校給食地場産食材供給モデル推進費
　　　学校給食に提供される食材の作付面積に対して助成

中山間地域等交付金事業費 63,686 　中山間地域等における耕作放棄を防止し、水田の多面的機能
を維持するため、集落協定に基づき５年間（H22～H26）の農業
生産活動を行う集落に対して、直接支払いを実施する。
　（田 21,000円/10a　　国・県・市各1/3）

元気とふれあいの 600 　地産地消を推進するため、地元で生産された野菜、果実等の
学校給食づくり事業費 地場産食材を学校給食に活用する。

とやま食材ふれあい講座事業費 400 　そば作り・枝豆刈り等の農作業や地元食材を活用した調理等
を体験する講座を開催し、地域における地産地消や食育を推進
する。

元気な富山米 1,800 　高品質、良食味な米づくり及び低コスト・省力化の推進のた
パワーアップ推進事業費 め、乗用管理機の導入に対し補助する。
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

地域農業担い手育成推進事業費 13,500 　集落営農組織等の体質強化のため、トラクター・コンバイン
等の導入に対し補助する。

土地改良事業補助金 31,313 　・県営土地改良事業分担金
　　　国営造成施設管理体制整備促進事業　　　　2,406千円
　　　県営造成施設管理体制整備促進事業　　　　　203千円
　　　県営経営体育成基盤整備事業　　　　　　　8,050千円
　　　県営農道保全対策事業　　　　　　　　　　4,550千円
　・土地改良事業補助金
　　　農山漁村活性化プロジェクト支援交付金　　7,474千円
　　　維持管理適正化事業等補助金　　　　　　　8,630千円

室山野用水整備事業補助金 21,127 　室山野用水改修借入金元利償還金補助

造林維持管理費 3,021 　うち市行造林の枝打ち等　　　　　　　　　　　2,958千円
　　　　　　　　　　（重点分野雇用対策分）

有害鳥獣等駆除対策事業費 2,036 　・カラス、クマ、イノシシ等による農作物被害防止対策
　・狩猟免許等取得費用に係る補助　 30千円×３名＝90千円

水と緑の森づくり事業費 2,082 　「水と緑の森づくり税」を財源として、里山管理利用計画の
策定・県民参加の森づくり等の森林整備事業やカシノナガキク
イムシ対策を実施する。

森林整備事業費 1,846 　主要道路沿線の森林の景観向上を目的とした修景林の枝打や
林内から道端までの間伐材の搬出等

新 高性能林業機械導入事業費 582 　新川森林組合に対し、高性能林業機械（ハーベスタ、フォワ
ーダ）導入に対する補助

新 森林整備地域活動支援 450 　集約的な森林整備を実施するため、今後森林整備予定の小森
交付金事業費 地区における森林情報の収集活動を行うことに対し補助する。

栽培漁業振興対策費 1,720 　種苗放流事業(アワビ、サザエ、ヒラメ)

漁業災害対策費補助金 5,699 　・漁船保険加入者の自己負担掛金の20％を補助　  648千円
　・漁獲共済加入者の自己負担掛金の20％を補助　5,051千円

滑川漁港漁具干場等整備事業費 5,100 　・県営滑川漁港区域内における漁具干場整備事業に係る市負担額
　・ストックマネジメント事業に係る市負担額

 商　工　費

消費者行政推進費 2,899 　うち消費生活相談員の配置    　　　　　　　　1,456千円
　　　　　　　　　（ふるさと雇用再生分）

商工事務費 3,482 　うち富山地方鉄道(株)近代化設備整備費補助金　2,684千円
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

中小企業振興費 3,434 　・中小企業相談所事業補助金　　　　　　　　　3,000千円
　・富山県信用保証協会出捐金　　　　　　　　　　250千円
　・中小企業永年勤続優良従業員表彰　　　　　　　184千円

中小企業融資事業費 411,410 　預託金
　・中小企業振興資金融資預託金　　　　　　　100,000千円　
　・小口事業資金融資預託金　　　　　　　　　230,000千円
　・商工組合中央金庫預託金　 　　　　　　　　75,000千円
　県小口事業資金保証料軽減に係る補助金　　　　　868千円
　県小口事業資金保証料補給金　  　　　　　　　5,542千円
　　（保証料補給率3/5→4/5を１年間延長）

商店街改造融資資金 2,000 　商店街改造資金預託金

市民交流プラザ管理運営費 11,272 　市民交流プラザの指定管理費　　　　　　　　 11,167千円

新 プレミアム商品券発行事業 8,500 　プレミアム付商品券発行に係るプレミアム分及び事務費助成
助成費

薬業振興融資資金 2,000 　家庭薬配置販売業育成資金預託金

工業振興対策費 81,605 　・工業振興事業費補助金（県補助1/2）  １件　66,600千円
新 　・工業振興事業費補助金（市単）  　　 ２件　13,915千円

観光行政推進事業費 14,636 　・ほたるいか海上観光事業委託料等　　　　 　 　3,900千円
　・空港ほたるいか展示委託料　　　　　　　　　　1,200千円
　・市内観光施設のＰＲ、本市特産品の販売促進　　4,080千円
　　　　　　　　　　　　（ふるさと雇用再生分）
　・観光施設案内及び駐車場整理業務　　　　　　　2,504千円
　　　　　　　　　　　　（重点分野雇用対策分）

ふるさと龍宮まつり開催補助金 6,000 　2010ふるさと龍宮まつり開催補助金

観光圏整備事業費 1,208 　一般社団法人富山湾･黒部峡谷･越中にいかわ観光圏協議会に
係る事務費負担金及びソフト事業負担金

ほたるいか観光施設管理委託費 93,894 　ほたるいかミュージアム、タラソピア指定管理費

深層水分水施設管理委託費 3,920 　アクアポケット指定管理費　  　 　　　　　　　 　

深層水利活用推進事業費 3,275 　・メタボリック症候群に対する海洋深層水温浴の効果研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　1,980千円
　・富山県深層水協議会ＰＲ負担金　　　　　　 1,000千円

施設設備充実費 6,700 　ほたるいかミュージアム、タラソピア、アクアポケットの
施設改善充実費用
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

 土　木　費

道路関係事業費 86,570 　・市道の補修費等　　 　　　　　　　　 　　25,359千円
　・除雪関係費　　　　 　　 　　　　　　 　 28,629千円
　 （うち地域ぐるみ除排雪活動費補助        　2,000千円）
　・市道の改良費　　　　　　 　　　　　　 　20,582千円
　・市道の舗装工事費等　　　　 　　 　　　　 5,000千円
　・河川等の改良費　　　　　　　 　　　 　　 7,000千円

消雪施設整備事業費 13,700 　消雪パイプリフレッシュ工事　　　　　　 　 10,000千円
　　　市道蓑輪町内２号線　207ｍ

交通安全施設整備費 8,300 　交通安全灯・防護柵等　　　　　　 　　　　　2,700千円
　カーブミラー・区画線・警戒標識等　　　　 　5,600千円

宮窪大島線道路改良事業費 105,043 　全体計画　　1,100ｍ（H22年度　360ｍ）
　事業期間　　H20年～24年

都市計画街路整備事業費 46,310 　加島町下島線改良事業第２工区整備に係る用地取得及び物件　　
移転　

行田公園整備事業費 7,828 　北菖蒲園花菖蒲蘇生工事等

運動公園整備事業費 5,000 新 　滑川運動公園本丸球場観覧席防水改修工事

東福寺野自然公園整備事業費 20,000 　コミュニティゾーン整備（岩城家屋根・内外装改修工事）等

東福寺野自然公園管理費 7,732 　・園内誘導案内、各方面への営業活動等　　　　　 565千円
　　　　　　　 　　　　　　　　（緊急雇用対策分） 　 　　
　・パークゴルフ利用料の改定

公園管理費 44,927 　・各公園維持管理経費　　　　　　　　　　　  41,515千円
新 　・行田公園内トイレ下水道接続工事等　　　     1,627千円

　・市内公園の美化推進（緊急雇用対策分）　 　　1,785千円

市街地空地空家活用支援事業費 1,500 市街地における飲食料品小売業創業補助
　土地・建物　取得費及び改装費用　1,000千円×１件＝1,000千円
　土地・建物　賃貸費及び改装費用　　500千円×１件＝　500千円

まちなか居住推進事業費 12,400 ＤＩＤ区域内における住宅取得及び民間賃貸住宅入居家賃補助
　住宅取得に係る助成　　 　500千円×２０戸　　　＝10,000千円
　家賃に係る助成　　 　　　1万円×12ヶ月×２０戸＝ 2,400千円

民間宅地開発事業補助金 10,000 一定規模の宅地開発事業に係る公共施設整備費補助
　舗装　　　　　　　4,500円/㎡
　公園の緑地　　　　1,900円/㎡
　広場の植栽　　　 14,500円/㎡
　道路側溝整備　 　16,100円/㎡
　防火水槽　　　　2,000千円/基　
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

危険老朽空き家対策事業費 4,400 　老朽化した危険な空き家のうち、所有者から土地及び家屋の
寄附がなされたものについて、当該建物を解体除去し、市民の
安全と安心を確保する。
　危険老朽空き家の解体工事費　　１戸　　4,000千円
　測量委託費等　　　　　　　　　１戸　　　400千円

緑化推進費 4,977 　地域における花と緑の推進事業

市営住宅維持管理費 12,396 　駅前住宅３号棟手摺補修工事他

木造住宅耐震改修支援事業費 1,200 　地震に強い住宅の普及を図るため、一戸建て木造住宅の所有
者が実施する耐震改修に対して助成する。
　　600千円×２戸＝1,200千円

　  消　防　費
　 　 　
消防運営費 29,438 　・救急救命士研修派遣　　　　　　　　　　　　2,617千円

　・県防災ヘリコプター運営負担金　　　　　　　1,463千円
　・海難救助船「雄山丸」運営負担金　　　　　　　960千円
　・被服の購入　　　　　　　　　　　　　　　　　400千円

消防施設整備事業費 21,335 新 　・防火衣等の購入           　　　　　　　　 8,600千円
新 　・資器材搬送車の購入     　　　　　　　　   5,148千円

　・消火栓及び標識設置等　　　　　　　　　　　1,150千円
　・消防活動用住居間取りデータの電子化　　　　1,730千円
　  （緊急雇用対策分）

　 消防団運営費 19,783 　・出動手当　　　　　　　　　　　　　　　　　5,544千円
　・被服の購入　　　　　　　　　　　　　　　　　862千円

 教　育　費

・学校教育関係

健康診断・健康相談事業費 5,896 　児童・生徒及び教職員の健康診断等と適正就学指導委員会開
催等に係る事業費

奨学資金 3,000 拡 　経済的理由によって就学が困難な生徒に対し学資を給与し、
有用な人材の育成を図る。
　・大学(県外)　　月額　12,000円
　 　〃 (県内)　　　　  10,000円　拡
　・短大(県外)　　　　　10,000円
　 　〃 (県内)　　　　 　8,000円　拡
　・高校　　　　　　　 　4,000円

幼児教育振興費 10,179 　・私立幼稚園に対する運営費補助金　　　　　　 6,020千円
　・早月加積幼稚園改築事業補助金　　　　　　　 4,159千円
　　　(H15～H24年度)
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

幼稚園就園奨励費 9,770 　保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減するため、
入園料及び授業料の一部を助成する。

幼稚園保育料軽減事業費 1,600 　・第３子以降の４歳未満児の授業料の1/2を軽減
　・第３子以降の４歳児の授業料の1/3を軽減

教育委員会事務局事務費 5,662 　教育委員会事務の点検･評価の実施等

語学指導外国青年招致事業費 11,408 　語学指導助手(ＡＬＴ)２名

不登校児童生徒適応指導事業費 3,727 　不登校児童生徒相談員の配置 

心の教室相談員設置事業費 959 　心の教室相談員を中学校２校、小学校１校に設置

特別支援教育推進事業費 11,513 拡 　教育的配慮を要する障害（肢体不自由、ＬＤ、ＡＤＨＤ、
高機能自閉症等）のある児童に対し、介助支援、教育指導等
を行うスタディ･メイト（１９名）を配置する。

社会に学ぶ１４歳の挑戦事業費 1,200 　２中学校の２年生を対象に実施

図書館司書配置事業費 3,062 　小・中学校に学校図書館司書を４名配置する。
〈学校図書館〉

学校評議員設置事業費 838 　学校評議員制度を市内全小中学校で実施

小学校英語活動推進事業費 805 　学習指導要領の改訂により、小学校５,６年生を対象に地域の
人材を活用した外国語（英語）学習支援活動を実施

とやま型学力向上実践 250 「とやま型学力向上プログラム実践研究拠点校」を指定し、確か
　　　　　　　　研究事業費 な学力の育成のための実践研究を行う。

学校給食共同調理場管理運営費 56,509 　学校給食共同調理場運営に係る経費
拡 　・米飯給食の実施回数の拡大（週３回から週３.５回へ）

　・食育研修会の開催

小学校管理費 82,185 　小学校の管理運営に係る経費

設備充実費（小学校） 18,360 　・小学校７校の設備充実費
　・図書館用図書、理科備品などの充実

情報教育設備充実費（小学校） 22,104 　小学校７校の教育用コンピュータ管理運営費

小学校営繕費 8,000 　小学校施設の施設営繕費
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

南部小学校大規模改造事業費 40,000 　耐震補強及び大規模改造工事
　　事業期間　平成２１～２２年度
　　総事業費　５５０，０００千円

新 田中小学校体育館 5,000 　耐震補強及び改修工事
　　　　　　耐震補強事業費 　　事業期間　平成２１～２２年度

　　総事業費　１５５，５０５千円

中学校管理費 46,720 　中学校の管理運営に係る経費

設備充実費（中学校） 12,361 　・中学校２校の設備充実費
　・図書館用図書、理科備品などの充実

情報教育設備充実費（中学校） 23,757 　中学校２校の教育用コンピュータ管理運営費

・生涯学習関係

家庭教育推進費 100 　家庭教育力の向上を目的とし、「真の心の居場所」となる
家庭づくりのために、小学校入学予定の児童の保護者に「子
育て講座」を開催する。

放課後子ども教室開催費 2,100 　放課後の安心・安全な子どもの活動拠点として、学校施設
において、スポーツ・文化活動・地域交流を図る取り組みを
全児童を対象とし実施する。

文化・スポーツ振興財団 10,000 　 　市の文化・スポーツ活動の振興を図るため、文化・スポーツ
活動助成費 振興財団が実施する自主協賛事業に助成を行う。

（主な予定事業）
　・「光のコンサート」
　・「クラシック音楽の宝石箱」

音楽鑑賞会開催費 100 　各種演奏会開催補助金

音楽教室開催費 300 　小・中学生を対象として、優れた指導者による音楽教室を
開催する。

ディスカバー「滑川」 854 　児童生徒の社会参加意識の高揚等に努める。
ふれあい事業費 　　①学校ボランティア事業

　　②ふるさと探検事業（もっと知ろうホタルイカ等）
　　③子どもサミット事業

ひかりのプラン推進費 1,049 　ひかりのプラン推進員による男女共同参画社会推進活動

ふれあいのバス派遣事業費 2,468 　小学生が姉妹都市豊頃町を訪問し、交流を深める。

社会教育活動総合事業費 2,289 　生涯学習社会の実現に向けて、学級、講座、地域活動を実施
する。（ふるさと市民大学、福寿大学、中央公民館教養教室等）

新 　文化財ボランティア養成講座の開催
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成22年度
予  算  額

地区公民館活動推進費 9,942 　各地区公民館に対する活動助成金及び維持管理費

地区公民館整備費 2,159 新 　東地区公民館駐車場整備　1,238千円

図書館費 13,639 　図書・視聴覚資料購入費等

展覧会等開催費 3,214 新 　①郷倉和子展（平成23年2月～3月）
新 　②阿波加蒼岳展

・スポーツ関係

市民スポーツ振興費 4,120 新 　市民を対象とした、スポーツに対する意識調査の実施　　210千円
拡 　スポーツ尐年団育成補助金の増額　8,000円/団体⇒10,000円/団体

総合型地域スポ－ツクラブ 1,500 　総合型地域スポーツクラブの活動に対する助成
育成支援事業費 　・スポーツ教室、イベントの開催

　　・運営委員会の開催
　

温水プール運営費補助金 13,740 　運営補助金　　　　　　　　

競技力向上対策費 2,319 　全国大会等に向けた地元選手養成のための強化費等

スポーツエキスパート 794 　中学校運動部へ指導者を派遣し、競技力の向上を図る。
　　　　　　　　派遣事業費

ほたるいかマラソン開催助成費 1,600 　｢第１４回滑川ほたるいかマラソン｣運営助成金

新 全国スポーツ・レクリエー 2,294 　全国スポーツ・レクリエーション祭開催費
　　　　　　ション祭開催費 　　日時：平成22年10月17日（日）～18日（月）

　　会場：市総合体育センター
　　種目：バウンドテニス

テニス村管理運営費 34,250 　みのわテニス村指定管理費　　　　　　　　　 34,194千円

テニス村整備事業費 8,400 新 　ファミリーハウス外壁補修工事

総合体育センター管理運営費 21,663 　総合体育センターの指定管理費　　　　　　　 20,693千円

総合体育センター整備費 20,000 新 　トレーニング機器の購入（日本宝くじ協会）
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