
　平成１８年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容

　　
　  総　務　費

文化・スポーツ振興財団委託費 49,037 　市民会館、市営駐車場等の指定管理費　27,705千円
新 　市民会館に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置　84千円

市有財産維持管理費 30,339 　市有財産（土地、建物等）の維持管理費
新 　旧東海カーボン跡地周辺景観向上のための花緑化試行費　500千円

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）

国際交流員設置事業費 6,074 　国際交流員(ＣＩＲ)１名

新 地域コミュニティ活性化事業費 3,000 　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。
　　（交付限度額100千円×30団体）

新 空き家・空き地情報バンク 200 　防災防犯上の観点や空地の有効活用の観点から、広く市内外
設置事業費 に空き家・空き地の情報提供を行う。

新 中心市街地活性化推進協議会 100 　旧町部の活性化や直面する課題の対応等について協議、検討
設置事業費 を行う。

地域情報化推進費 50,691 新 　情報通信格差是正事業により携帯電話不感地帯の解消を図る。
　　　蓑輪地区　　　事業費　47,000千円　

交通安全運動推進費 3,005 　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

新 　・高齢者自転車大会の実施　　82千円
　・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 3,038 　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

新 安全なまちづくり推進センター 600 　市民総ぐるみによる安全なまちづくりを推進するため、「安
設置費 全なまちづくり推進センター」を設置する。

新 国民保護計画推進事業費 211 　・国民保護協議会の開催
　・市国民保護計画の策定・啓発

平成18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18年度
予  算  額

戸籍電算化システム導入事業費 26,866 　 　・戸籍、平成改製原戸籍の電算システム化（H17～運用済）
新 　・除籍、昭和改製原戸籍の電算システム化（11,000千円)

コミュニティバス運行費 12,836 　高齢者等の生活の足を確保し、中心市街地の活性化を目指す
ため、３コースのコミュニティバスを運行する。
　・各コース週３日運行
　・１日６便運行

新 　市営バス、コミュニティバス、福祉バスの統合に向けての計
画策定・調査事業、施設整備事業及び利用促進事業を実施する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,148千円

 民　生　費

社会福祉事業振興費 20,679 　・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 1,695 　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 拡 　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 1,961 　・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　　　　　　（社会福祉協議会）

更生保護推進費 588 新 社会を明るくする運動富山県シンポジウムの開催（７月） 300千円

地域ふれあいサロン運営費 2,250 　空き店舗を利用した地域交流ふれあいサロン「福祉ほたる」
の運営費等に対する補助（市社会福祉協議会）

福祉都市推進費 3,600 　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。

新 　・ヤングオールド対策(「滑川壮年」)の検討
　・「保健・医療・福祉の連携を深めるための研修会」の開催
　・「小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
　・小地域福祉活動事業費
　・福祉出前講座（車椅子体験・高齢者疑似体験）

－ 7 －



事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成18年度
予  算  額

福祉見回り隊育成事業費 6,400 　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。
（市社会福祉協議会）
　①福祉見回り隊活動事業
　②地域総合福祉活動・ケアネット活動事業

生活支援ハウス運営事業費 10,665 　ひとりで生活することに不安のある高齢者等に対し、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 27,321 　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)

老人のための福祉のまち推進費 15,346 　・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　年６枚　　７５歳以上　年１２枚

緊急通報装置等設置事業費 2,984 　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。（５８件 うち新規５件）

老人クラブ活動助成費 5,489 単位老人クラブ補助金　　　4,505千円
老人クラブ連合会補助金　　　984千円

高齢者生きがい事業費 2,478 　・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、ふれあい農園等）の実施

高齢者在宅支援事業費 8,768 　・介護予防の観点から、介護保険のサービスが受けられない
　　者に対し、デイサービスやショートステイを実施する。
　・ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯等に配食サービス
　　を実施する。（自己負担額500円/回）

　 　・シルバー料理教室（材料費自己負担）
　・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

高齢者地域支援体制整備事業 739 　高齢者が日常の悩みや困りごとなどを気軽に相談することが
できる高齢者地区相談窓口を、高齢者に身近な各地区に設置す
る。
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成18年度
予  算  額

高齢者福祉サービスメニュー 4,630 　・高齢者ミドルステイ事業：ねたきり高齢者等を介護して
事業費 　　いる家族が、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。
 （1回につき、介護保険制度利用と併せて3ヶ月まで利用可）
　・福祉電話事業
　・高齢者福祉推進員設置事業（研修）
　・訪問理容サービス事業(委託先　理容組合)
　・おむつ支給事業

在宅要介護高齢者福祉金支給 1,500  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 2,403 　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、介護の労をねぎらうための
介護手当を支給（月4,000円）

新 障害者介護給付審査会事業費 1,159 　障害者自立支援法に基づく審査会の開催

新 障害福祉計画策定費 1,688 　「障害福祉計画」の策定

知的障害者ホーム 2,780 　知的障害者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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（利用者１割負担）

小規模授産所運営費補助金 6,542 　「セラピー滑川」運営費補助　県補１／２

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」(H14～H33)
                      「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

知的障害者グループホーム 2,867 　知的障害者のグループホーム入居に係る費用を支援費として
入居支援費 支給（仲間の家、報恩の家）　　　（利用者１割負担）

新 障害者地域生活支援事業費 1,022 　障害者自立支援法に基づく地域生活支援
　　・コーディネーター（四ツ葉園）設置
　　・地域自立支援協議会の開催

身体障害者援護費 18,510 　・補装具の交付、修理
　・更生医療（人工透析・心臓・肢体等）
　・日常生活用具（特殊寝台、特殊マット等）
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成18年度
予  算  額

身体障害者ホーム 4,360 　身体障害者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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（利用者１割負担）

心身障害者年金 8,485 　身障１級～３級等　年額12,500円～9,300円　受給者 790人

障害者無料入浴券給付費 2,904 　・身体障害者手帳所持者(１～４級)
　・知的障害者手帳所持者(療育手帳Ａ・Ｂ)
　・傷痍軍人
　・精神保健福祉手帳所持者(１～３級)に対し、無料入浴券を
　　交付する。
　　　対象者　1,306人　　１人年間　6～12枚

重度心身障害者等医療給付費 127,115 　・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 9,467 　特別障害者手当　１１人　　月額　26,520円
　障害児福祉手当　２６人　　月額　14,430円
　経過的福祉手当　　８人　　月額　14,430円

心豊かなまちづくり推進費 1,974 　・福祉タクシー実施事業
　　　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　３１０名
　　　　　１・２級　年１６枚、３級　年８枚
　・身体障害者に機能回復の一助として、温泉療養の機会を作
　　り、費用の補助を行う。
　・身体障害者福祉電話設置事業

　 　　　電話基本料の補助

障害者デイサービス事業費 6,867 　障害者のデイサービス事業

障害者社会参加促進事業費 2,267 　・手話奉仕員養成、手話通訳者派遣事業
　・スポーツ教室開催事業
　・声のたより発行及びテレフォンサービスの実施
　・障害者インターネット普及事業
　・生活訓練事業（料理教室・出前講座）
　・本人活動支援
　・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

障害者短期入所事業費 2,398 　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
なった場合に、一時的に施設に保護する費用を扶助する。

精神障害者居宅生活支援事業費 2,696 　・精神障害者小規模通所授産施設への運営費補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　(むつみの里「であい」)
　・精神障害者の家庭へのホームヘルパー派遣事業
　・精神障害者短期入所事業
　・グループホーム運営費
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成18年度
予  算  額

保育所建設補助金 73,243 　・上小泉保育園建設補助　70,534千円
　・私立保育所建設の償還金補助　2,709千円
　　　　　　　　　　　　　・中加積　(H17～H30)
　　　　　　　　　　　　　・浜加積  (H14～H34)

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
新 　・子育てマップの更新　　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 978 　・児童虐待防止連絡会議等を開催し、児童虐待の早期発見、
　早期対応を推進し、児童虐待の発生防止を図る。
　・家庭児童相談員の設置

児童福祉事務費 1,048 新 　保育所民営化等検討委員会の設置　　71千円

私立保育所委託運営費 708,836 　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 52,274 次の特別保育事業に対する補助
　・延長保育事業　　　６園
　・地域活動事業　　　７園
　・休日保育事業　　　３園
　・乳児保育促進事業　４園　
　・障害児保育事業　　３園
　・途中入所対策事業　３園
　・一時保育事業　　　１園
　・すこやか保育事業　２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 261,648 拡 　小学校終了前児童の養育者に対し支給
　　　　　　　　　　　　　　　（３学年→６学年までに拡大）
　・第１子、第２子　　　　月額　 5,000円
　・第３子以降　　　　　　月額　10,000円

児童扶養手当支給費 75,996 　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 41,880円/月、一部支給 41,870～9,880円/月
　（所得制限あり）
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成18年度
予  算  額

乳児､幼児、児童及び妊産婦 94,009 　・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（県補）

新 　・小学校３年生修了前まで入院医療費無料に拡大　2,500千円

放課後児童対策事業費 11,573 　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。

新 　・とやまっ子さんさん広場モデル事業（中加積地区）　500千円

夏休み学童保育推進事業費 904 　夏休み期間中、平日の昼間保護者のいない家庭の小学校低学
年児童を対象に、学童保育を児童館等で実施する。

障害児放課後児童対策事業費 773 　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に援助する。

　 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 18,154 　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本人負担分を助成する。

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 4,785 　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　３１７人　両親　年額30,000円　　　２人
　　　　　　　　　　　片親　年額15,000円　３１５人

市立保育所運営費 220,783 　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）

新 　・カメラ付玄関インターホン設置（全保育所）　250千円

(特別保育事業分) 4,034 　延長保育、乳児保育等に係る経費

生活保護費 96,138 　生活保護法に基づく扶助

 衛　生　費

母子保健対策費 14,630 　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
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成18年度
予  算  額

保健対策推進事業費 1,141 　・早月、東加積地区健康づくり推進事業（H16～H18）

救急医療対策費 4,927 　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　　 1,729千円

不妊治療助成事業費 2,000 　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２１ 409 　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・男子専科料理教室ほか）

　・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

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。

厚生連滑川病院診療棟建設補助金 10,000 　補助限度額　75,000千円（平成14～18年度）

生活習慣病予防対策事業費 3,375 　生活習慣病予防の観点から、若人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 116,120 　・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（必要者は胃カメラ含む）、子宮が
　　ん、乳房がん、肺がん、大腸がん検診（H16～医療機関で
　　の検診に受診者負担金の見直し。H17～集団検診でも受診
　　者負担金を徴収）
　・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
　　の充実を図る。（言語リハ包括・参加者をタクシー送迎）
　・Ｃ型肝炎対策：４０～７０歳の５歳ごとの節目年齢者等
　　を対象に基本健康診査の中で実施する。
　・糖尿病対策として、イブニング相談を開設し、就労者の利
　　用促進を図る。

新 　・生活機能評価の実施：（介護保険制度改正に伴う） 1,732千円
　　対象＝６５歳以上
　　目的＝高齢者の生活機能低下を早期発見し、特定高齢者の
　　　　　把握を行い、在宅介護に資する
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成18年度
予  算  額

歯科保健事業費 830 　幼児フッ素塗布事業を実施する。

結核予防対策費 2,657 　結核予防法に基づくもの。
　・胸部レントゲン＝６５歳以上
　・ＢＣＧ予防接種＝生後６カ月まで（個別）

予防接種事業費 33,950 　予防接種法に基づく事業。
新 　・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）
　・乳幼児→ポリオ・三種混合

新 　・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

環境美化促進費 4,056 　地域ぐるみで清掃を実施し、住みよい環境を実現する。
　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
施し環境美化を図る。
　そ族昆虫の駆除を行い住み良い環境をつくる。
　・ごみ集積場設置補助金　10箇所　　　　　　1,000千円

リサイクル推進事業費 75,882 　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

２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　28,230千円
　　⑥資源回収報奨金　　 　 　　　 　　　　　　4,877千円
　　　・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　　31,399千円 
　　　・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３箇所拠点回収含む）
　　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　　10箇所　 　　　 1,000千円

合併処理浄化槽設置推進事業費 20,385 　生活排水による公共用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18年度
予  算  額

太陽光発電システム設置推進費 462 　住宅用太陽光発電システム設置促進補助（７基）

富山地区広域圏ごみ処理施設 260,439 　・ごみ処理事業費負担金        　　　　　　 25,220千円
負担金 　・新ごみ処理施設建設事業負担金　　　　　　195,437千円

　・リサイクル事業費負担金　　　　　　　　　 39,782千円

ごみ収集委託費 144,436 　・可燃ごみ収集運搬業務委託　　　　    　　 119,738千円
　・不燃ごみ収集運搬業務委託　　　　    　　　22,098千円
　・衛生センター業務委託　　　　　　　 　　　　2,600千円

旧ごみ焼却場解体事業費 5,000 新 　循環型社会形成推進地域計画作成業務及び旧ごみ焼却場解体
計画書作成業務委託

し尿収集委託費 53,301 　・し尿収集運搬業務委託　　　　　　　 　　　 37,483千円
　・衛生センターし尿業務委託　　　　　　      15,090千円
　・し尿収集手数料徴収業務委託　　　　　　　 　　728千円

し尿処理場管理運営費 30,318 　・し尿処理施設の管理運営費　　　　　　　　　13,318千円
　・余剰汚泥の中間処理と運搬委託　　　　　　　17,000千円

　　　　　　　

 労　働　費

労働対策推進費 1,148 　技能再訓練
　　・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
　　・５５歳以上６５歳未満の者を雇用した事業者に対し、国
　　　の支給満了後１人につき１年間支給(月額　5,000円)
　心身障害者
　　・心身障害者を雇用した事業者に対し、年額60千円を支給
　　・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 24,642 　預託金
　・富山県勤労者信用基金協会　　　　　　　　　4,000千円
　・北陸労働金庫　　　　　　　　　　　　　　 20,000千円
　富山県勤労者信用基金協会出捐金　　　　　　　　 57千円
　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18年度
予  算  額

 農林水産業費

農政企画調査費 601 新 　①品目横断的経営安定対策の普及啓発等　　　　363千円
　②海洋深層水の利活用
　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 5,537 　滑川市農業公社に対する活動助成及び運営費

新 農地・水・農村環境保全向上 462 　農地や農地周辺の水路、農道などの資源を保全し、その質を
活動支援事業費 高める地域共同の取組みに対する補助（中加積地区）

担い手育成事業費 191 　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

新 担い手育成総合支援協議会 100 　認定農業者の経営改善や能力向上の支援と、集落営農組織の
運営費 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し、豊かな農
村づくりを推進する。
　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及び
　　　りんごの栽培振興に対する定額補助
　　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

中山間地域等交付金事業費 63,365 　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、直接支払いを実施し生産条件の
不利を補う。(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18年度
予  算  額

「美味しい・安全・安心」 3,750 新 　高品質、良食味な米づくりを推進するため、野町農事組合法
富山米実践モデル事業費 人及び西加積地区受託者組合の乗用管理機の導入に対する補助

水田農業 6,138 新 　今年度から協業経営に移行する、吉浦・三ケ営農組合の田植
経営体活性化対策事業費 機・コンバインの導入に対する補助

学校給食 500 　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
ふるさと食材活用事業費 地場産食材を学校給食に取り入れる。

土地改良事業補助金 36,530 　土地改良事業に係る市の分担金及び補助金

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

新 元気な地域づくり交付金事業費 30,320 　滑川東部土地改良区が森野新地区及び開地区において実施す
る農道整備に対する補助（Ｌ＝700ｍ）

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

県単治山事業費 6,500 新 　小森地内の山腹崩壊復旧工事費

新 ふるさと林道開設事業費 336 　ふるさと林道黒川線と林道大林谷線を接続するための設計業
務委託費

有害鳥獣等駆除対策事業費 2,028 　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 400 　・地元の魚や水産物の消費普及事業(お魚まつり)の助成
新 　・全国水産物商業協同組合連合会全国大会開催補助  100千円

　（平成１８年、富山市で開催）　

栽培漁業振興対策費 1,720 　種苗放流事業(クルマエビ、アワビ、サザエ、ヒラメ)

漁業災害対策費補助金 5,140 　・漁船保険加入者の自己負担掛金の20％を補助　  636千円
　・漁獲共済加入者の自己負担掛金の20％を補助　4,504千円
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成18年度
予  算  額

 商　工　費

中小企業振興費 3,632 　・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　　　　　　　　　　500千円

中小企業融資事業費 419,000 　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　  　　　　　　　8,000千円
　県小口事業資金保証料軽減に係る補助金　　　　1,000千円

商店街改造融資資金 10,000 　商店街改造資金預託金

商業振興対策費 454 　商品券販売拡大推進事業補助　　　　　　　　　　300千円
新 　県中小企業団体中央会50周年記念事業補助　　　　100千円

市民交流プラザ建設事業費 1,141,813 　・市民交流プラザの建設費（平成１７年～１８年）
　　　（まちづくり交付金） 　　　　　　　　　　　　　　　17年度工事費　480,000千円

　　　　　　　　　　　　　　　18年度工事費1,120,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　 　　計　　 1,600,000千円

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

工業振興事業費 18,260 新 　条例にかかる工業振興事業費補助金　１件　　17,248千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県補助1/2）

観光行政推進事業費 7,657 　・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
　・まつり用備品購入費　 　　　　　　　　　　1,600千円

ふるさと龍宮まつり開催補助金 6,000 　2006ふるさと龍宮まつり開催補助金
　 　　開催予定日　　平成18年 7月15日(土)～16日(日)

深層水関連施設管理委託費 104,283 　・ほたるいかミュージアム、タラソピア指定管理費　 96,623千円
　・アクアポケット指定管理費　  　 　　　　　　　 　7,660千円

深層水利活用推進事業費 4,536 　・濃縮深層水のスキンケア利用に関する県との共同研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　2,011千円
　・「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

深層水取水分水管理運営費 3,107 　・法に基づく水質検査及び細菌類等検査等
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成18年度
予  算  額

 土　木　費

下梅沢上小泉線歩道設置事業費 92,500 　総事業費　　　４５０，０００千円（国補 55/100）
　期　　間　　　平成１５～１９年度　　延長 ８２０ｍ

道路関係事業費 93,821 　・市道の補修費等　　　　　　　　43,821千円
　・市道の改良費　　　　　　　　　21,230千円
　・市道の舗装工事費　　　　　　　 5,700千円
　・市道の橋梁工事費　　　　　　　 3,070千円
　・普通河川等の改良　　　　　　　20,000千円

交通安全施設整備費 8,830 拡 　交通安全防犯灯の拡充

高質空間形成整備事業費 66,500 　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 　・バスベイ設置工事・無散水融雪工事

新 　・公園通り通路改修工事

地域生活基盤整備事業費 55,000 　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 　・非常用発電装置の整備

都市計画街路整備事業費 31,500 　・加島町下島線改良事業　　
    第２工区整備　延長１５０ｍ

新 　・都市計画道路見直し計画業務委託費    　　　1,500千円

滑川駅南土地区画整理事業 70,979 　新市街地整備
　事業完了に向け換地計画作業委託等を実施

新 　保留地売買紹介にかかる報償制度を実施　200千円

　 東福寺野自然公園整備事業費 40,000 新 　アクティブゾーンに大型複合遊具を整備

緑化推進費 4,102 　市内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 　市内企業他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 16,298 　駅前住宅高架水槽改修工事及び外壁補修工事　　6,800千円
　荒俣住宅街灯整備工事　　　　　　　　　　　　　500千円

新 木造住宅耐震改修支援事業費 3,000 　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費用を補助する。
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成18年度
予  算  額

　  消　防　費
　 　 　 　
消防運営費 30,581 　・救急救命士研修派遣　　　　　　　　　　　　2,433千円

　・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
　・小型動力ポンプ補助　　　　　　　　　　　　　292千円

消防施設整備事業費 11,547 　・防火水槽新設　１基　　　　　　　　　　　　6,000千円
　・消火栓及び標識設置等　　　　　　　　　　　5,547千円

　 消防団運営費 19,033 　・出動手当　　　　　　　　　　　　　　　　　5,544千円
　・被服の購入　　　　　　　　　　　　　　　　　739千円

消防分団施設整備事業費 3,000 　分団詰所シャッター改修（第三・浜・早月・北・東）
　西加積分団詰所便所改修工事

防災対策推進費 995 拡 　自主防災組織活動補助金
新 　防災講演会の開催　　30千円

 教　育　費

・学校教育関係

健康診断・健康相談事業費 5,983 　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

新 　全小中学校に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置　　756千円
　聴力測定器（オージオメーター）の更新　　　　　　180千円

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 20,487 　・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早月加積幼稚園改修工事（遊戯室）　 　　9,188千円
　　　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 1,519 　・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18年度
予  算  額

教育委員会事務局事務費 6,834 　事務局経費
新 　田中幼稚園の存廃問題について協議するため、「田中幼稚園

問題懇談会」を設置　　　　　　　　　　　　　　　　44千円

語学指導外国青年招致事業費 11,679 　語学指導助手(ＡＬＴ)２名

不登校児童生徒適応指導事業費 3,037 　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 976 　心の教室相談員を中学校２校、小学校１校に設置

新 スクールケアサポーター設置 1,803 　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 1,350 　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 3,065 　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 950 拡 　学校評議員制度を市内全小中学校に導入

新 とやま型学校評価システム推進 250 　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

推進する。

学校給食共同調理場管理運営費 56,007 　給食配送コンテナ・二重保温食缶の購入　　　　　1,000千円

小学校管理費 82,075 　小学校の管理運営に係る経費
新 　学校安全パトロール隊用ユニフォーム購入　　　　　140千円
新 　実のなる樹木を植栽　　　　　　　　　　　　　　 　70千円

設備充実費（小学校） 16,028 　・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） 36,855 　小学校７校の教育用コンピュータ管理運営費
新 　東加積小学校コンピュータルーム用ＰＣ一式の更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,643千円

新 西部小学校大規模改造事業費 122,243 　既設校舎棟の耐震補強及び大規模改造工事（平成１８～２０
年度）のうち、第１期工事（平成１８～１９年度）を実施

中学校管理費 49,965 　中学校の管理運営に係る経費
新 　実のなる樹木を植栽　　　　　　　　　　　　　　 　20千円
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事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成18年度
予  算  額

設備充実費（中学校） 16,230 　・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

新 　・教科書改訂に伴う教師用教科書、指導書、準拠指導用教材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,270千円

情報教育設備充実費（中学校） 23,608 　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）
　　・「市原悦子　朗読とお話の世界」
　　・「文化講演会　大林素子バレー教室」
　　・モーツアルト生誕250周年記念コンサート

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」 913 　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 1,097 　男女共同参画プラン「ひかりのプラン」の推進費　 

新 ふれあいのバス派遣事業費 2,327 　姉妹都市豊頃町へ小学生２０名を派遣（３泊４日）

社会教育活動総合事業費 2,989 　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、公民
 　館活性化セミナ－等）

地区公民館活動推進費 9,819 　各地区公民館に対する活動助成金及び維持管理費

新 ふれあい施設整備資金貸付 7,000 　自治公民館建設にかかる貸付金（１件）　曲渕町内会
事業費

新 自治公民館建設補助金 2,500 　自治公民館建設にかかる補助金（１件）　曲渕町内会

図書館費 13,582 　図書・視聴覚資料購入費等

展覧会等開催費 1,603 　・「郷土文人遺作展」　蜷川小雨展
　・「現代作家展」　　　青山外二展

新 奥の細道サミット開催準備費 130 　平成19年度（第20回）奥の細道サミット開催準備費

－ 22 －



事　　業　　名　　 事　　　業　　　内　　　容
平成18年度
予  算  額

・スポーツ関係

総合型地域スポ－ツクラブ 5,000 　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

　・スポーツ情報の提供
　　・運営委員会の開催
　

温水プール建設等補助金 33,962 　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 2,168 　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 1,026 　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 1,800 拡 「第１０回滑川ほたるいかマラソン大会」（記念大会）に助成
　・運営助成金　　　　　　　　1,800千円

テニス村管理運営費 31,080 　みのわテニス村指定管理費　　　　　　　　30,932千円
新 　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置　　　　　　84千円

総合体育センター管理運営費 25,879 　総合体育センターの指定管理費　　　　　　24,600千円
新 　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置　　　　　  84千円
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