
　平成１９年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容

　　
　  総　務　費

企画調査費 822 新 　ときどき富山県民推進協議会への参加　200千円

富山医療福祉専門学校 10,000 　富山医療福祉専門学校看護学科　
看護学科建設補助金 　　全日制　３年課程　　１学年定員　４０人　

　　校舎　　鉄筋コンクリート２階建て　2,078㎡　
　　事業費　　　　　503,000千円　
　市補助限度額　　　 50,000千円　（平成17年～21年）

国際化へのまちづくり推進事業費 450 　・国際交流の集い開催、国際交流関係費
新 　・市庁舎内多言語表記案内板の設置

国際交流員設置事業費 5,856 　国際交流員(ＣＩＲ)１名

地域コミュニティ活性化事業費 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、実施するソフト関係の事業に対し交付金を交付する。

新 　・市街地空き家対策特認事業の新設
　　（危険回避のための応急修繕経費、倒壊家屋の撤去費用等）

市街地活性化推進費 120 　・市街地活性化推進協議会の開催
　・空き家・空き地情報バンクの運営

交通安全運動推進費 2,925 　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　　67千円
　・幼児、児童、生徒の交通安全教室の実施

　

シグナルリーダー活動事業費 3,043 　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

安全なまちづくり推進センター 800 　Ｈ18年度に設置した「安全なまちづくり推進センター」に運営費
運営事業費 を補助する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600千円　　

新 　Ｈ18年度に設立された地区センター４箇所に運営費を補助する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200千円

国民保護計画推進事業費 250 　・国民保護協議会の開催
　・市国民保護計画の周知・啓発

固定資産税評価システム管理費 38,373 　・固定資産税評価システム関係費
新 　・デジタル写真図作成、評価替に係る調査費

平成19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19年度
予  算  額

戸籍電算化システム導入事業費 26,778 　 　・戸籍、平成改製原戸籍の電算システム化（H17～運用済）
　・除籍、昭和改製原戸籍の電算システム化（H18～運用済)

新 コミュニティバス運行費 44,254 　従来の市営バス、コミュニティバス、福祉バスを統合し、新たに
６月からコミュニティバス(８コース)を実証運行する。
　・各コース、月曜日～土曜日の週６日運行
　・各コース１日５便運行

 民　生　費

社会福祉事業振興費 23,609 　・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
　・ホームヘルパー人件費補てん

生活困窮者等援護費 1,640 　歳末慰問金の支給等（在宅被・要援護世帯・・・137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 2.6%)

ボランティア振興費 2,051 　・ボランティアコーディネーター設置補助
　・ボランティア活動の連絡協力体制の確立と振興を図る。
　・ボランティアセンター運営費

新 　・災害ボランティア活動支援事業

福祉都市推進費 3,243 　福祉都市推進計画に基づき、福祉都市日本一の実現を目指し
て下記の事業を実施する。
　・ヤングオールド対策(滑川壮年、団塊の世代対策)

新 　・宅老所事業の検討
　・「近隣地域ボランティア入門・体験講座」の開催

　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。
　・総合相談センター運営費
　・近隣地域福祉活動事業費
　・車椅子移送貸出サービス

福祉見回り隊育成事業費 5,650 　近隣地域（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。
（市社会福祉協議会）
　①福祉見回り隊活動事業
　②ケアネット活動事業
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

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）

特別養護老人ホーム建設補助金 27,161 　建設借入金元利償還補助　・清寿荘(H16～H26)　　
　　　　　　　　　　　　　・カモメ荘(H14～H23)

民間老人福祉施設借入金償還 7,535 　建設借入金元金償還補助　・かづみの里(H12～H32)
補助金 　　　　　　　　　　　　　・ほたるの里(H15～H34)

老人クラブ活動助成費 5,441 　単位老人クラブ補助金　　　4,457千円
　老人クラブ連合会補助金　　　984千円

老人のための福祉のまち推進費 15,246 　・老人福祉週間期間中における各種行事の開催
　　　（長寿、米寿祝等）
　・ひとり暮らし高齢者の集い
　・高齢者無料入浴券の給付
　　７０～７４歳　６枚／年　　７５歳以上　１２枚／年

緊急通報装置等設置事業費 2,640 　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。（５１件 うち新規２件）

高齢者生きがい事業費 1,869 　・スポーツ、レクリエーション、ゲートボール大会の開催
　・高齢者スポーツの振興
　・高齢者いきがい活動事業(陶芸、世代交流等）の実施

高齢者在宅支援事業費 5,834 　・介護保険のサービスが受けられない者に対し、介護予防の
　　観点から、デイサービスやショートステイを実施する。
　・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 2,942 　・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

事業費 　　る家族が、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
　・高齢者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)

在宅要介護高齢者福祉金支給 1,750  　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）

在宅福祉介護手当支給事業費 2,603 　在宅の重度ねたきり高齢者・重度障害者・特定疾患患者及び
認知症高齢者を介護する者に対し、介護手当を支給(月4,000円)

新 富山県後期高齢者医療広域連合 17,720 　富山県後期高齢者医療連合の共通経費分の負担金
負担金
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

新 後期高齢者医療事務費 35,260 　後期高齢者医療制度開始にかかる準備経費(H20.4月 制度開始）
（保険料徴収システムの導入、関連システムの改修等）

障害者介護給付審査会事業費 526 　障害者自立支援法に基づく審査会の開催

障害者訓練等事業費 1,353 　就労継続のための訓練等給付の利用について支援する。
（報恩の家）

知的障害者ホーム 1,581 　知的障害者(児)の家庭へのホームヘルパー派遣を支援する。
ヘルパー派遣事業費

障害者居住支援費 1,757 　知的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。（仲間の家、こころの学校富山北）

地域活動支援センター事業費 7,000 　知的障害者の地域活動支援センター（Ⅲ型）事業運営費補助
（セラピー滑川）

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

新 障害者訓練等事業費 2,489 　身体障害者に個々に必要な訓練サービスを提供する。
　・自立支援
　・就労移行支援
　・就労継続支援

補装具給付事業費 9,018 　補装具の購入、修理に係る費用の支給

更生医療支給費 2,514 　身体に障害のある者に、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する。

日常生活用具給付事業費 7,020 　日常生活用具給付費（ストーマ用装具、人工咽頭、点字器等）

身体障害者ホーム 2,587 　身体障害者(児)の家庭へのホームヘルパー派遣を支援する。
ヘルパー派遣事業費

児童デイサービス事業費 2,022 　障害児のデイサービス事業

障害者生活介護事業費 4,918 　障害者に入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作
的活動又は生産活動の機会を提供する。
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

障害者短期入所事業費 1,459 　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。

重度身体障害者対策費 832 　・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

福祉タクシー利用助成費 1,654 　身体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
　　　１・２級　１６枚／年　　３級　８枚／年

障害者社会参加促進事業費 2,411 　・手話教室の開催、手話通訳者派遣事業
新 　・聴覚障害者が参加するイベント等に要約筆記奉仕員を派遣

　・障害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

障害者無料入浴券給付費 2,904 　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、無料入浴券を交付する。
　　対象者　1,306人　　１人　6～12枚／年

重度心身障害者等医療給付費 120,669 　・1～64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）
　・老人保健法医療受給者で身障1～3級,4級の一部及び療育Ａ
　　　　　　　  →医療費一部負担の助成

特別障害者手当等支給事業費 8,742 　特別障害者手当　１１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　　８人　　月額　14,430円

心身障害者(児)年金 8,187 　在宅の身障１級～３級等 年額14,500円～9,300円　受給者 768人

在宅重度障害者等住宅改善事業費 4,200 　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
改善費用を補助する。　　　　　　　　（補助限度額900千円）

障害者訓練等事業費 4,598 　精神障害者の自立訓練や就労継続支援等訓練を支援する。

障害者居宅生活支援事業費 2,288 　精神障害者のホームヘルプ・短期入所・グループホーム利用
に対する支援
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

地域活動支援センター事業費 10,930 　・精神障害者の地域活動支援センター（Ⅲ型）事業運営費補助
　　「ＮＰＯ法人　あすなろ滑川」
　・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「(社)自然房」

保育所建設補助金 5,996 　私立保育園建設の償還金補助　5,996千円
　　　　　　　　　　　・中加積保育園　(H17～H30)
　　　　　　　　　　　・浜加積保育園  (H15～H34)
　　　　　　　　　　　・上小泉保育園　(H18～H27)

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 335 　・子育て支援出前講座
　・子育てマップの作成　　200千円

ファミリー・サポート・ 200 　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
センター運営費 育児をサポートする。　　　　（委託先　市社会福祉協議会）

児童相談等事業費 986 　・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 689,235 　市内私立保育所７か所等に対する委託運営費
　少子化対策として
　・同時保育の第３子以降は保育料を無料化(市単)
　・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）

私立保育所特別保育事業費 66,202 次の特別保育事業に対する補助
　・延長保育事業　　　　　７園
　・地域活動事業　　　　　７園
　・休日保育事業　　　　　４園
　・障害児保育事業　　　　３園
　・途中入所対策事業　　　７園
　・一時保育事業　　　　　１園
　・すこやか保育事業　　　２園

新 　・子育てミニサロン　　　２園
新 　・病児・病後児保育事業　３園

一時保育奨励事業費 1,640 　一時的に保育に欠ける児童を保育する市内私立保育所(６園)
への補助(市単)

児童手当支給費 304,308 拡 　小学校修了前児童の養育者に対し支給
　・３歳未満児　　　　一律  月額　10,000円
　　　　　　　　　　（第1子･第2子  5,000円→10,000円に拡充）
　・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
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

児童扶養手当支給費 74,845 　母子家庭等で高校卒業までの子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）

乳児､幼児、児童及び妊産婦 97,815 　・０歳児の入院及び通院医療費自己負担分の助成(県補)
医療給付費　 　・１歳～未就学児の入院及び通院医療費自己負担分の助成

（一部県補）
　・妊産婦の対象医療費の自己負担分の助成（市単）
　・小学校３年生修了前までの入院医療費の助成（県補）

放課後児童対策事業費 11,876 　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。

夏休み学童保育推進事業費 904 　夏休み期間中、平日昼間に保護者のいない家庭の小学校低学
年児童を対象に、学童保育を実施する。

障害児放課後児童対策事業費 1,054 　養護学校等に通学する障害児の放課後、土曜日及び長期休暇
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 10,000 　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

ひとり親家庭等医療給付費 18,985 　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。

母子家庭自立支援給付金 500 　母子家庭の母の就業を支援する。（国補）

遺児福祉年金 5,121 　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　３３９人　両親　年額30,000円　　　２人
　　　　　　　　　　　片親　年額15,000円　３３７人

市立保育所運営費 73,314 　少子化対策として
(特別保育事業分除く) 　 　・同時保育の第３子以降は保育料を無料化(市単)

　・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）

(特別保育事業分) 1,787 　延長保育、乳児保育等に係る経費

生活保護費 96,000 　生活保護法に基づく扶助
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

 衛　生　費

母子保健対策費 13,962 　母子保健事業実施要綱に定める事業のうち、次の事業を実施
する。
　・母子保健訪問・相談指導事業
　　　　　　　（妊産婦・新生児・乳幼児言語発達相談会等）
　・すこやかお誕生健診事業
　・４カ月､１歳６カ月､３歳児健康診査事業及び育児支援事業
　・母子栄養管理事業(離乳食講習会、すこやか食育教室）
　・パパママ教室
　・ママと赤ちゃんのふれ愛会

救急医療対策費 4,933 　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　　 1,735千円

不妊治療助成事業費 1,500 　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　

なめりかわヘルスアップ２１ 410 　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）

　・休日の保健室（出前医療相談等）
　・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
　・ヘルスアップリーダー養成

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。

富山県ＰＥＴセンター出資金 2,000 　とやま医療健康システム株式会社への出資金

新 厚生連滑川病院救急医療補助金 10,000 　救急医療体制維持のための補助金

生活習慣病予防対策事業費 2,845 　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。

老人保健予防対策事業費 114,756 　・健康教育及び相談、機能訓練、生活習慣改善・訪問指導
　・基本健康診査、胃がん、子宮がん、乳房がん、肺がん、
　　　　　　　　　大腸がん検診
　・集団検診：肺ヘリカルＣＴ検査
　・子宮がん検診
　　　　　　　　対象＝２０歳以上の隔年受診
　・乳房がん検診：マンモグラフィー検査
　　　　　　　　対象＝４０歳以上の隔年受診
　・骨粗鬆症検診
　　　　　　　　対象＝４０～７０歳の５歳ごと（女性）
　・歯周疾患検診
　　　　　　　　対象＝４０～７０歳の１０歳ごと
　・リハビリ送迎サービス：市民健康センターでの機能訓練の充実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者をタクシー送迎）
　・Ｃ型肝炎対策
　　　　　　　　対象＝４０～７０歳の５歳ごと
　・イブニング相談を開設：糖尿病対策として就労者の利便を図る

　・生活機能評価
　　　　　　　　対象＝６５歳以上
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

歯科保健事業費 831 　幼児のフッ素塗布事業を実施する。

予防接種事業費 32,424 　予防接種法に基づく事業。
　・12カ月～24カ月及び年長児→麻しん風しんの２種混合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワクチン（個別）
　・ＢＣＧ予防接種＝生後６カ月まで（個別）
　・乳幼児→ポリオ・三種混合
　・児童→ジフテリア破傷風二種混合（個別）
　・高齢者→インフルエンザ予防接種

新 環境フェア開催費 600 　市民一人ひとりが環境にやさしい暮らしを実践する契機とし
て、環境に関する展示や講演会、クイズ、修理相談、リサイク
ルの普及啓発などを行う。

環境美化促進費 3,790 　・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。
　・そ族昆虫の駆除を実施。
　・ごみ集積場設置補助金　8箇所　　　　　　　　800千円

リサイクル推進事業費 75,941 　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（雑誌）引取り補助金

1.5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　28,370千円
　　⑥資源回収報奨金　　 　 　　　 　　　　　　6,107千円
　　　・資源ごみ回収(ビン・缶)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　　31,585千円 
　　　・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家電リサイクル法施行に伴う収集運搬委託料　322千円
　　⑨新聞・雑誌の拠点回収の実施
　　　拠点箇所：西地区コミュニティセンター、勤労者会館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　898千円
　　⑩ごみ集積場設置補助金　　 8箇所　 　　  　 800千円

合併処理浄化槽設置推進事業費 20,147 　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）
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

地下水保全対策費 5,981 新 　早月川左岸扇状地の地下水動向を監視するため新たな観測井戸の
設置を行う。

富山地区広域圏ごみ処理施設 263,518 　・ごみ処理事業費負担金        　　　　　　 20,842千円
負担金 　・新ごみ処理施設建設事業負担金　　　　　　195,593千円

　・リサイクル事業費負担金　　　　　　　　　 47,083千円

ごみ収集委託費 146,082 　・可燃ごみ収集運搬業務委託　　　　    　　 121,206千円
　・不燃ごみ収集運搬業務委託　　　　    　　　22,270千円
　・衛生センター業務委託　　　　　　　 　　　　2,606千円

旧ごみ焼却場解体事業費 140,000 新 　旧ごみ焼却場解体工事及び監理業務委託

し尿収集委託費 53,334 　・し尿収集運搬業務委託　　　　　　　 　　　 37,489千円
　・衛生センターし尿業務委託　　　　　　      15,162千円
　・し尿収集手数料徴収業務委託　　　　　　　 　　683千円

し尿処理場管理運営費 36,737 　・し尿処理施設の管理運営費　　　　　　　　　13,737千円
　・余剰汚泥の中間処理と運搬委託　　　　　　　15,314千円

新 　・沈砂汚泥除去工事及び運搬委託　　　　　　 　7,686千円

　　　　　　　

 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、４０歳以上６５歳未満の者の技能
　　　再訓練に補助　
　高齢者雇用奨励金
　　・５５歳以上６５歳未満の者を雇用した事業者に対し、国
　　　の奨励金の支給満了後１年間支給
　　　(１人につき月額　5,000円)
　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60千円を支給
　　・心身障害者就職支度金
　　・市内在住１年以上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 24,586 　・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
　・優良勤労青少年表彰事業等　　　　　　　　 　　66千円
　・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 843 　・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。
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

 農林水産業費

農政企画調査費 818 新 　①景観植物としての「そば」試行栽培
新 　②農家台帳システムの改修

　③農政企画調査にかかる事務費

滑川市農業公社活動運営費 5,390 　滑川市農業公社に対する活動助成及び運営費

新 農地・水・環境保全向上対策 4,040 　農地や周辺の水路、農道などの生産資本を保全し、その質を
共同活動支援事業費 高める地域共同の取組みに対する補助（１０集落）

担い手育成事業費 240 　①認定農業者の経営改善・安定のための利子助成
　②地域農業を担う中核農家等の研修

担い手育成総合支援協議会 150 　認定農業者の経営改善や能力向上の支援、担い手育成の支援、
運営費 集落営農組織の育成や法人化の促進等を図るため地域協議会活

動に助成

　
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に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のために助成する。
　①団地化推進費
　　団地化推進及び土地利用集積に係る補助
　　（5,000円以内/10ａ）
　②産地づくり推進費
　　ＪＡアルプス地域重点野菜に対する補助
　　　さといも、にら、白ねぎ等
　　　（3,000円以内/10ａ）
　　地域特産物奨励補助
　　　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
　　大豆・麦出荷奨励補助
     180kg以上出荷した農家に対する奨励補助
   　（大豆：40円以内／㎏、麦：20円以内／㎏）
　③生産調整対策費
　　生産組合が達成した実転作面積に応じて生産組合に助成
　 （150円以内/10ａ）
　④品質向上対策費
　　一等米比率向上を図るため、地力増進対策として堆肥散布
　　手数料補助（500円以内/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する
　　原材料を支給する。

中山間地域等交付金事業費 63,050 　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（H17～H21）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 16,800～21,000円/10a　国、県、市各1/3）
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

新 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・省力化を推進
パワーアップ推進事業費 　　・水稲直播機の導入補助　

　　・海洋深層水種子消毒用温湯浴槽（２槽）の導入補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アルプス農業協同組合）

水田農業 13,500 新 　平成１９年２月に法人化した(農)きたかづみのトラクター
経営体活性化対策事業費 田植機・コンバイン等の導入に対する補助

新 水田農業構造改善事業費 105,106 　強い農業づくりを推進するため、開営農組合が整備する
「米麦乾燥調製貯蔵・育苗施設」に対する補助

学校給食 500 　市産市消を推進するため、地元で生産された野菜、果実等の
ふるさと食材活用事業費 地場産食材を学校給食に活用する。

新 とやま食材ふれあい講座事業費 400 　食育を推進するため、地元の食の伝承人等を講師とし、
地元食材を活用した体験講座の開催

土地改良事業補助金 33,120 　土地改良事業に係る市分担金及び補助金

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

元気な地域づくり交付金事業費 19,355 新 　滑川東部土地改良区が開地区において実施する農道整備
に対する補助（Ｌ＝120ｍ）

新 　南部土地改良区が有金地区及び安田・寺町地区において
実施する排水路整備に対する補助（Ｌ＝495ｍ）

新 南部農免農道改良事業費 756 　南部農免農道（堀江地内）の道路拡幅に伴う用地取得費

道路等補修費 2,000 　農振地域内農用地区域外における道路等施設の補修等

新 水と緑の森づくり事業費 2,317 　「水と緑の森づくり税」財源の活用により、里山管理
利用計画を策定し、森林整備事業を実施する。

新 林道黒川線開設事業費 20,025 　「ふるさと林道黒川線」を開通するとともに、地元
ボランティアにより桜を植栽

有害鳥獣等駆除対策事業費 2,002 　サル、カラス、クマ等による農産物被害防止対策

地域水産物消費拡大推進事業費 300 　・地元の魚や水産物の消費普及事業への助成

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 5,148 　・漁船保険加入者の自己負担掛金の20％を補助　  688千円
　・漁獲共済加入者の自己負担掛金の20％を補助　4,460千円
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

 商　工　費

中小企業振興費 3,383 　・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

中小企業融資事業費 418,054 　預託金
　・中小企業振興資金　　　  　　　　　　　　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　 　　　　　　　　80,000千円
　県小口事業資金保証料補給金　  　　　　　　　7,000千円
　県小口事業資金保証料軽減に係る補助金　　　　1,054千円

商店街改造融資資金 10,000 　商店街改造資金預託金

商業振興事務費 354 　商品券販売拡大推進事業補助　　　　　　　　　　300千円

市民交流プラザ建設事業費 26,744 　・市民交流プラザの建設費（継続費）
　　　　　　　　　　　　　　　　（17年度　　487,592千円）
　　　　　　　　　　　　　　　　（18年度　1,132,558千円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　19年度  　　5,155千円
　　　　　　　　　　　　　　　　（　計　　1,625,305千円）

新 　・露天風呂ガラスルーフ等設置工事　 　　　　11,500千円
新 　・什器備品購入費　　　　　　　　　　　　 　10,000千円

新 まちづくり活動推進事業費 8,900 　・まちづくり交付金事業の事業効果測定検証
　・コミュニティバスの満足度調査等

新 市民交流プラザ管理運営費 14,856 　市民交流プラザの指定管理費

薬業振興融資資金 5,000 　家庭薬配置販売業育成資金預託金

工業振興対策費 67,560 新 　条例にかかる工業振興事業費補助金　１件　　66,600千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県補助1/2）

観光行政推進事業費 6,132 　・ほたるいか海上観光事業委託料　　　　　 　2,900千円
　・滑川市観光協会補助金　　　　　 　　　　　1,000千円

ふるさと龍宮まつり開催補助金 6,000 　2007ふるさと龍宮まつり開催補助金

深層水関連施設管理委託費 99,350 　・ほたるいかミュージアム、タラソピア指定管理費　 99,350千円

深層水分水施設管理委託費 9,766 　・アクアポケット指定管理費　  　 　　　　　　　 　9,766千円

深層水利活用推進事業費 32,373 　・濃縮深層水のスキンケア利用に関する県との共同研究等
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　2,011千円

新 　・深層水足湯設備設置工事費　　　　　　　　28,000千円
　・深層水足湯実施委託費　　　　　　　　 　　1,000千円
　・海洋深層水の利用促進に関する情報交換会の開催
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

深層水取水施設管理費 3,166 　・法に基づく水質検査及び細菌類等検査等

 土　木　費

新 新幹線沿線対策費 20,000 　新幹線沿線公共的施設等の整備を実施する町内会への補助
　（県1/3、市1/3、地元1/3）

新 消雪施設設置事業費 2,000 　町内会が設置する消雪施設更新に対する補助（補助率4/10）

下梅沢上小泉線歩道設置事業費 20,000 　総事業費　　　４５０，０００千円（国補 55/100）
　期　　間　　　平成１５～１９年度　　延長 ８２０ｍ

新 宮窪大島線道路改良事業費 3,600 　市道宮窪大島線道路改良事業（歩道等）の調査費

道路関係事業費 97,100 　・市道の補修費等　　　　 　　　　　45,654千円
新 　・雪みち計画策定費　　　 　　　 　　5,000千円

　・市道の改良費　　　　　　 　　　　33,246千円
　・市道の舗装工事費　　　　　 　　　 5,700千円
　・河川等の改良　　　　　　　 　　　 7,500千円

交通安全施設整備費 8,307 　交通安全灯・防護柵等　　　　　　　　2,707千円
　カーブミラー・区画線・警戒標識等　　5,600千円

高質空間形成整備事業費 16,400 　市民交流プラザ周辺の高質空間整備
　　　（まちづくり交付金） 新 　・連絡通路上屋設置工事

地域生活基盤整備事業費 72,300 　市民交流プラザ周辺の地域生活基盤整備
　　　（まちづくり交付金） 新 　・街なか休憩スペースの整備

新 　・誘導サインの整備（歩行系、車両系）

都市計画策定費 2,410 新 　都市計画道路見直し計画に係る調査

都市計画街路整備事業費 50,000 　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建物　　
移転　

滑川駅南土地区画整理事業費 154,814 新 　事業完了に伴う清算事務及び事業完成記念式典の実施等

行田公園整備事業費 2,207 新 　菖蒲園蘇生工事ほか

　 東福寺野自然公園整備事業費 46,500 新 　アクティブゾーン整備工事（大型滑り台の整備等）

緑化推進費 4,688 　地域や職域における花と緑の推進事業

２１世紀桜のまち推進事業費 500 　市内企業や民有地における桜の植栽にかかる苗木等の配布

市営住宅維持管理費 13,193 　駅前住宅高架水槽改修工事ほか
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

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。

　  消　防　費
　 　 　 　
消防運営費 28,998 　・救急救命士研修（薬剤投与研修等）派遣　　　1,166千円

　・県防災ヘリコプター運営負担金　　　　　　　1,670千円
　・県災害救助船「雄山丸」運営負担金　　　　　1,025千円

消防施設整備事業費 11,790 　・防火水槽新設　１基　　　　　　　　　　　　6,000千円
　・庁舎空調機器取替工事　　　　　　　　　　　1,500千円
　・消火栓及び標識設置等　　　　　　　　　　　4,290千円

　 消防団運営費 19,966 　・出動手当　　　　　　　　　　　　　　　　　5,544千円
　・被服の購入　　　　　　　　　　　　　　　　　600千円

消防分団施設整備事業費 5,434 新 　東加積分団上大浦詰所の改築工事等

防災対策推進費 1,251 　自主防災組織活動補助金、災害備蓄品の補充

 教　育　費

・学校教育関係

健康診断・健康相談事業費 5,876 　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に
係る事業費

奨学資金 3,000 　・大学(県外)　　　　12,000円以内/月
　 　〃 (県内)　　　　 6,000円以内/月
　・短大(県外)　　　　10,000円以内/月
　 　〃 (県内)　　　　 5,000円以内/月
　・高校　　　　　　　 4,000円以内/月

幼児教育振興費 16,213 　・私立幼稚園６園に対する運営費補助金　　　　 7,140千円
　・私立幼稚園リフレッシュ事業費補助金

新 　　　①希望幼稚園園舎改修工事　 　　　　　　　4,914千円
　　　②早月加積幼稚園改築工事補助金（園舎分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（H14～H24） 4,159千円　　

幼稚園就園奨励費 9,770 　市民税所得割課税額の合計額が42,500円以下の世帯に対し、
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
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

新 宇宙科学ふれあい事業費 1,000 　宇宙や地球を知ることを通じて、生命の大切さを感じることに
より、科学の世界を身近に感じ、科学を体験することを学ぶ講演
や展示会の開催

語学指導外国青年招致事業費 11,449 　語学指導助手(ＡＬＴ)２名

不登校児童生徒適応指導事業費 3,012 　不登校児童生徒相談員の設置(３名) 
　　　　　　　　　　週３日……２名
　　　　　　　　　　週２日……１名

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

スクールケアサポーター設置 1,800 　配慮を要する障害のある児童をきめ細かくケアサポートする
事業費 人（スクールケアサポーター）を３名配置

社会に学ぶ１４歳の挑戦事業費 1,080 　両中学校の２年生を対象に実施（県補1/2）

図書館司書配置事業費 3,062 　市内９小・中学校に学校図書館司書を４名配置する。
〈学校図書館〉 　　　　　　　　　　中学校……１名

　　　　　　　　　　小学校……３名

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

とやま型学校評価システム推進 100 　小・中学校が教育目標を達成するために、外部評価システム
事業費 を導入することにより、地域に開かれ信頼される学校づくりを

推進

新 生徒指導調査研究事業費 329 　小学校における非行防止、犯罪被害防止を支援するため、
児童の問題行動の早期発見、対応を行い、指導体制の充実を
図る

学校給食共同調理場管理運営費 54,539 　学校給食共同調理場運営に係る経費

小学校管理費 81,358 　小学校の管理運営に係る経費

設備充実費（小学校） 16,051 　・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） 31,556 　小学校７校の教育用コンピュータ管理運営費
新 　東加積小学校教職員用コンピュータの設置

小学校営繕費 10,400 　小学校施設の施設営繕費
新 　北加積小学校職員室空調設備　3,000千円
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成19年度
予  算  額

西部小学校大規模改造事業費 299,050 　既設校舎棟の耐震補強及び大規模改造工事の、
第１期工事（平成１８～１９年度）を実施

新 南部小学校大規模改造事業費 4,000 　既設校舎棟の耐震補強及び大規模改造工事に係る
基本計画策定

中学校管理費 50,571 　中学校の管理運営に係る経費

設備充実費（中学校） 11,229 　・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） 11,003 　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

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－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）
　　・「桂小米朝　落語と音楽の会」
　　・「クラシック音楽の宝石箱」

新 家庭教育推進費 300 　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、各地区においてワークショップを開催

新 放課後子ども教室開催費 2,870 　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。

音楽鑑賞会開催費 100 　各種演奏会開催補助金

ディスカバー「滑川」 862 　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（ホタル観賞等）
　　③子どもサミット事業

ひかりのプラン推進費 1,078 　男女共同参画プラン「ひかりのプラン」の推進費　 

公民館指導員設置費 10,200 拡 　指導員を週４日体制とし、安心・安全な地域活動の拠点
としての機能を強化

社会教育活動総合事業費 2,243 　生涯学習社会の実現に向けて、学級、講座、地域活動を実施
　（ふるさと市民大学、福寿大学、中央公民館教養教室等）

地区公民館活動推進費 9,827 　各地区公民館に対する活動助成金及び維持管理費
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図書館費 13,207 　図書・視聴覚資料購入費等

新 奥の細道サミット開催費 2,340 　第２０回奥の細道サミットの開催（市民交流プラザ）
　　　　　　　　　　　　　　　　 平成19年7月31日～8月1日
　　・基調講演等の開催
　　・「俳諧早稲の道」復刻版の作成

展覧会等開催費 2,070 新 　①奥の細道サミットに協賛する企画展の開催
　　　・芭蕉講座の開催（５回）
　　　・企画展示会の開催（図書館　平成19年8月1日～8月26日）
　②収蔵美術品展

・スポーツ関係

総合型地域スポ－ツクラブ 2,500 　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
　

温水プール建設等補助金 33,267 　建設費元利償還金補助　　　20,222千円（H5～H20）
　運営補助金　　　　　　　　13,740千円

競技力向上対策費 2,250 　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派遣事業費 1,108 　中学校運動部へ指導者を派遣し、競技力の向上を図る。

ほたるいかマラソン開催助成費 2,100 「第１１回滑川ほたるいかマラソン大会」に助成
　・運営助成金　　　　　　　　　　　1,600千円

新 　・コース変更に伴う資機材の充実　　　500千円

社会体育施設管理費 7,526 新 　カウント表示器の整備（市営野球場）　　　600千円
新 　グラウンド防球ネットの整備（南部小）　1,300千円

テニス村管理運営費 35,898 　みのわテニス村指定管理費　　　　　　　　35,341千円

総合体育センター管理運営費 25,963 　総合体育センターの指定管理費　　　　　　24,768千円
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