
　平成２４年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　　
　  総　務　費

なめりかわイメージアップ 800 　滑川市イメージアップキャラクター「キラリン」をご当地キャ
推進費 ラクターまつり等県内外のイベントに派遣するとともにキラリン

グッズを製作し、市のイメージアップと知名度の向上を図る。

明るく元気なまち推進事業費 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。

一般管理費 95,822 　職員研修費　5,680千円

市有財産維持管理費 33,252 新 　可動式音響反射板の購入　1,200千円

新 庁舎耐震補強事業費 12,000 　市庁舎耐震計画及び耐震改修工事設計業務委託

新 海洋高校跡地整備費 432,787 　・クラブハウス新築　１棟
　・サッカー人工芝コート新設　２面
　・夜間照明施設　10基　　
　・用地取得　ほか　

新 並行在来線開業準備費 11,000 　並行在来線第三セクター会社への出資金

交通安全運動推進費 3,455 　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 3,032 　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 558 　・「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

　・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

平成24年度
予  算  額

滑　川　市　主　要　事　業　の　概　要

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

－ 6 －



平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

防災対策推進費 11,502 新 　・防災行政無線の聞え難いエリアをカバーするとともに、広報
　伝達手段の多様化を図るため、防災行政無線の電波を受信する
　ラジオを購入し、希望者に有償配布する。
　　　購入数量 500台、設置者負担金 2,000円／台

新 　・職員自衛消防隊資器材等の整備
新 　・土砂災害ハザードマップの作成

　・自主防災組織活動補助金、災害備蓄品の補充

住基ネットワークシステム 16,116 新 　住民基本台帳法改正に伴うシステム改修　　　　10,000千円
　　　　　　　　　　　管理費

コミュニティバス運行費 35,124 　コミュニティバスの運行
　（路　　線）７路線 
　（運 行 日）毎日運行（12/31、1/1、1/2を除く）　
　（運行便数）平日：４～６便　
　　　　　　　土曜日、日曜日、祝日：３～４便

 民　生　費

社会福祉事業振興費 19,753 　・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
　・社会福祉活動専任職員設置補助

生活困窮者等援護費 1,260 　歳末慰問金の支給等

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 1,749 　・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
　・地域子育て支援ボランティア養成講座開催費補助

地域福祉推進費 2,074 　地域福祉計画に基づく事業
新 　・地域福祉計画の概要版の作成

　社会福祉協議会が主体となって行う地域特性に応じた福祉サー
ビスに対する補助
　・福祉出前講座・地域フォローアップ講座
　・車椅子移送車貸出サービス事業
　・福祉支え合いマップ活用実践セミナー
　・総合相談センター運営費

福祉見回り隊育成事業費 4,720 　小地域（旧小学校区）を単位とし、その地域の住民が主体と
なって行う見守り活動等に対する補助
　・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）
　・ケアネットセンター運営費 （実施主体　市社会福祉協議会）
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

地域自殺対策事業費 1,277 　地域における自殺対策を強化するため各種事業の実施
　・相談支援、市内企業への出前講座開催

新 　・自殺対策としての相談員養成
新 　・こころの健康講演会開催（鎌田 實氏招致）

障害者自立支援特別対策事業費 2,118 　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
　・新体系定着支援事業

自立支援給付費(介護給付) 257,586 　障害者の施設入所・ホームヘルパー派遣等に係る介護給付費の
支給

自立支援給付費(訓練等給付) 73,568 　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

新 障害児通所給付費 24,262 　放課後等デイサービスなどの障害児通所等に係る費用の支給

補装具給付事業費 7,015 　身体障害者(児)に係る補装具の購入、修理に係る費用の支給

更生医療支給費 5,514 　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

重度障害者等医療給付費 121,610 　・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

地域活動支援センター事業費 3,979 　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」

地域生活支援事業費 13,111 　障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むための各種支援
　①コミュニケーション支援事業　　　　　　　　　2,715千円
　　・聴覚障害者に手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣する。
　②日常生活用具給付事業      　　　　　　　　　7,500千円
　　・ストーマ用装具、人工咽頭、点字器等の給付
　③移動支援事業                　　　　　　　　　126千円
　　・外出時の付き添いなどの支援の提供
　④日中一時支援事業            　　　　　　　　　900千円
　　・介護者による一時的な介護不能時における一時見守りの実施
　⑤社会参加促進事業　          　　　　　　　　1,681千円
　　・手話教室の開催
　　・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）
　　・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
　⑥更生訓練費給付事業　          　　　　　　　　189千円
　　・障害者施設入所者に社会復帰のための訓練費を支給

－ 8 －



平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

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善
事業費 費用の補助（補助限度額900千円）

福祉タクシー利用助成費 1,579 　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 2,599 　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　1,446人　　１人　　12枚／年

障害者のるMyCar無料乗車券 861 「のるMyCar」無料乗車券（100円券×24枚）の給付
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

ことばの教室開設費 373 　６歳未満の言語障害児とその保護者を対象とした教室の実施
　（「ことばの指導訓練」、「ことばの発達相談」）

知的障害者更生施設建設補助金 1,994 　・社会福祉法人新川会「四ツ葉園　体育館」  (H15～H34)
                      「四ツ葉園  増築分」  (H17～H36)
　・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)

特別障害者手当等支給事業費 8,426 　特別障害者手当　　14人　　　26,340円/月
　障害児福祉手当　　20人　　　14,330円/月
　経過的福祉手当　　３人　　　14,330円/月

心身障害者(児)年金 9,116 　在宅の身障１級～３級等 年額14,500円～9,300円　受給者866人

重度身体障害者対策費 680 　・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

在宅障害者(児)介護福祉手当 530 　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（4,000円/月）

障害児放課後児童対策事業費 752 　養護学校等に通学する障害児の放課後、土日及び長期休暇中
における遊びや生活の場を設ける事業者を支援する。

新 障害者福祉計画策定費 861 　障害者基本法に基づく障害者福祉計画の策定(第２期　H25～H29)
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

生活支援ハウス運営事業費 14,200 　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 18,680 　建設借入金償還金補助　・清寿荘　　(H６～H26)　　
　　　　　　　　　　　　・ほたるの里(H15～H34)
　　　　　　　　　　　　・かづみの里(H12～H32)

老人クラブ活動助成費 4,902 　・単位老人クラブ補助金　　                  　3,996千円
　・老人クラブ連合会補助金　　　                  906千円

老人のための福祉のまち推進費 14,660 　・高齢者福祉入浴券の給付
　・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 2,289 　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６件）

高齢者生きがい事業費 1,597 　・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 3,203 　①生きがいデイサービス
　②寝具類等洗濯乾燥消每サービス
　③軽度生活援助    月10時間/年30時間限度

　
高齢者日常生活支援サービス 1,437 　①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）
　②福祉電話事業
　③高齢福祉推進員設置事業
　④訪問理髪サービス事業(委託先　理容組合)
　⑤おむつ代支給

在宅要介護高齢者福祉金支給 4,816   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  　（5,000円/月　所得制限あり）

ファミリー・サポート・ 420 　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）

児童相談等事業費 995 　・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

児童福祉事務費 1,526 新 　指導員派遣による発達障害児に対する相談、支援　 　36千円

幼・保・小連携促進事業費 103 　幼稚園・保育所・小学校の関係者による研修会の開催
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

保育所委託運営費 755,077 拡 　市内私立保育所10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 （市単）
　・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 7,884 拡 　市内私立保育所10か所に対する運営費等補助金
　①運営費補助金　2,134千円
　・(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　5,750千円
　　　中加積保育園(H17～H30)
　　　浜加積保育園(H15～H34)
　　　上小泉保育園(H18～H27)

私立保育所特別保育事業費 111,733 　特別保育事業に対する補助
　・休日保育事業　       　　　　     ６園

拡 　・病児・病後児保育事業            　７園
　・延長保育事業　　　　     　       ９園

拡 　・延長保育減免事業　　            　９園
　・年度途中入所促進事業　　          ９園

新 　・すこやか保育事業　　　　　　　　　１園
　・障害児保育事業　　　            　５園

拡 　・一時預かり事業　　 　　　　　　　 ９園
拡 　・地域活動事業　　     　　       　10園

　・地域子育て支援拠点事業(ひろば型)　１園

子どものための手当支給費 638,953 　中学校修了前までの子どもを対象に、一人につき以下の区分で
養育者に支給する。
　　３歳未満、小学校修了前の第３子　　　　15,000円/月
　　小学校修了前の第１子・第２子、中学生　10,000円/月
　　所得制限世帯　　　　　　　　　　　　   5,000円/月

子ども・妊産婦医療給付費 133,815 　・中学校修了前までの入院、通院医療費の助成（所得制限なし）
　・妊産婦の対象医療費の自己負担分の助成　　（所得制限なし）

放課後児童対策事業費 27,396 　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）
　生活・学習アドバイザーの派遣により指導者の質の向上を図る。

　 地域子育て支援センター運営費 9,955 　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

新 子育てサポーター配置事業費 288 　子育てに関しての相談に対応する人材（＝子育てサポーター）
を配置する。

児童扶養手当支給費 96,089 　母子・父子家庭等で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 41,550円/月、一部支給 41,540～9,810円/月
　（所得制限あり）
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

ひとり親家庭等医療給付費 17,784 　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
その親を対象に医療費の自己負担分を助成する。
  （入院医療費に関し所得制限なし）

母子家庭自立支援給付金 1,867 　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 5,179 　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　　340人　　両親　30,000円/年　　 ３人
　　　　　　　　　　 　片親　15,000円/年　　337人

市立保育所運営費 74,909 　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 （市単）
　・同時保育でなくても第４子以降は保育料を無料化（市単）

児童館改築調査費 91 　児童館建設に向けての調査、検討

生活保護費 131,540 　生活保護法に基づく扶助

 衛　生　費

母子保健対策費 28,013 　母子保健法及び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（受診回数14回）

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｡
　　100千円／件　年３回限度（県補助に準拠）

生涯いきいき食育推進事業費 1,196 　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。

拡 　・体験型食育教室（キッズ料理教室、食育クラブ）の開催
　・各地区での食育講座の開催
　・母子栄養事業(離乳食講習会等）
　・食育ボランティアの育成
　・食育推進連絡会等関係組織の運営

拡   ・保育所、幼稚園での食育教室の開催強化

食育なめりかわ推進事業費 2,076 　・地産地消メニュー集の作成
　・食育の普及啓発のためのぼり旗配布
　・食育サポーター養成講座の開催
　・キッズ料理教室（講師：坂本　廣子氏）
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

なめりかわヘルスアップ２１ 239 　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提供
　・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 556 　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
開催及び子どもへの支援に関わる従事者対象の研修会の開催

救急医療対策費 4,923 　・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 　 1,725千円

厚生連滑川病院救急医療補助金 30,000 　救急医療体制維持のための補助金

新 医療機器設置助成費 15,000 　厚生連滑川病院に対する医療機器設置費補助金

生活習慣病予防対策事業費 1,299 　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 61,869 　①健康手帳
　②健康教育
　③健康相談　　　　
　④機能訓練
　⑤訪問指導
　⑥健康診査
　 (1)健康診査
   (2)がん検診　
　　　　胃(バリウム、カメラ)、肺(Ｘ線、喀痰、ヘリカルＣＴ)、
　　　　大腸、子宮、乳房（がん検診無料クーポン券の配付）
   (3)骨粗鬆症検診
   (4)歯周疾患検診
   (5)肝炎ウィルス検診

新 ＧＯ！５・０！がん検診強化事業費 13,039 　・受診率向上対策として、節目年齢(50、55、60、65、70、75歳)
　の市民へ胃、肺、大腸がん検診の無料クーポン券を配布する。
　・医療機関での肺検診にヘリカルＣＴを導入

後期高齢者健康診査等事業費 14,745 　・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（自己負担分は市補助）　　　　
　・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 1,315 　・幼児のフッ素塗布事業の実施
　・妊婦の歯科健診及び歯科保健指導の実施
  ・市内保育所、幼稚園においてむし歯予防教室の開催

ゴーゴー
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

予防接種事業費 71,850   予防接種法に基づく事業
　  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
　　　　　　　　ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）
　　　　　　　　小児用肺炎球菌
　  児童・生徒：ジフテリア破傷風二種混合（小６）
　 　　　　　　 麻しん風しん混合（中１、高３）
　　　　　　　　子宮頸がん（中１～高１）
　  高齢者　　：インフルエンザ　　　　    自己負担1,000円

市民健康センター運営費 2,970 新 　建物耐震診断業務委託（S55.3建築）　　 　　　　1,069千円

環境フェア開催費 300 　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 4,407 　・地域ぐるみの美化清掃活動に伴うダンプ借上、乳剤の支給
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,034千円
　・不法投棄廃棄物、大型金属等の運搬処分委託　　　895千円
　・ごみ集積場設置補助金　　　  　　　　　　　　　600千円
　・不法投棄防止パトロール（重点分野雇用対策分）1,211千円

リサイクル推進事業費 95,390 　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）購入補助金　  　 30千円

（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金　  　　　　　　360千円

（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　  23,924千円
　　⑥資源回収報奨金　　 　　　　 　　   　　　13,428千円
　　　・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　  35,305千円 
　　　・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家電リサイクル製品収集運搬委託料　　  　　　327千円
　　⑨資源ごみ集積場設置補助金　　             　 600千円
　　⑩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  　15,406千円
　　⑪小型家電製品拠点回収の実施　　　　　 　  　 441千円
　　　・家電リサイクル法対象外製品を市内４箇所の拠点にお
　　　いて回収

地球にやさしいまちづくり 3,402 　・住宅用太陽光発電システム設置費補助
推進費 　・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 　・環境標語コンテストの実施　
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

合併処理浄化槽設置推進事業費 4,057 　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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０基）

富山地区広域圏ごみ処理施設 282,693 　・ごみ処理事業費負担金        　　  　　  　 33,909千円
負担金 　・新ごみ処理施設建設事業負担金　　　    　　195,864千円

　・リサイクル事業負担金　　　　　　 　   　　 52,920千円

ごみ収集委託費 146,847 　・可燃ごみ収集運搬業務委託料　　　     　　 135,150千円
　・不燃ごみ収集運搬業務委託料　　　     　　　 9,065千円
　・衛生センター業務委託料　　　　　　  　　　　2,632千円

ストックヤード管理運営費 4,108 　・ストックヤードの管理委託料　　     　　　　 3,780千円

し尿収集委託費 46,858 　・し尿収集運搬業務委託料　　　　　　  　　　 31,020千円
　・衛生センターし尿業務委託料　　　　 　      15,428千円
　・し尿収集手数料徴収業務委託料　　　  　 　 　　410千円

し尿処理場管理運営費 21,597 　・し尿処理施設の管理運営費　　　　　　   　　13,393千円
　・余剰汚泥等の中間処理と運搬委託料　　 　　　 8,204千円

富山地域衛生組合 40,037 　し尿処理施設建設負担金等
　し尿処理施設負担金

 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、40歳以上65歳未満の者の技能再訓
　　練に補助
　・中高年齢離職者雇用奨励金
　　　市内在住１年以上で、55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5千円を支給
　・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 24,531 　・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
　・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等　 　　131千円

雇用対策推進事業費 8,536 　・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。
　・ハローワーク滑川・滑川商工会議所との連携により、大学
　　生等を対象とした市内企業説明会を開催
　・臨時職員の雇用　　（重点分野雇用対策分）   7,464千円
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

 農林水産業費

農村研修センター運営費 1,559 新 　建物耐震診断業務委託（S55.3建築）　 　　 　　　889千円

農業公社運営費 6,734 　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等　　　 　　1,735千円
　　　　　　　　　　　（重点分野雇用対策分）

農地・水保全管理対策事業費 5,423 　・共同活動支援事業
　　　農地、用排水路、農道等の生産資源の保全とその質を高
　　める地域共同の取組みに対する補助 　14地区　4,784千円

新 　・向上活動支援事業
　　　老朽化した水路等農業用施設の補修等の取組みに対する
　　補助　　　　　　　　　　　　　　　 ２地区　　639千円

学校給食米粉食品 62 拡 　米の消費拡大を図るため、生産者・農業団体・行政が協力し、
利用助成事業費 学校給食に県内産米粉パンを供給する（毎月１回の実施に拡大）

　　

新 環境にやさしい農業支援事業費 1,720 　地球温暖化防止・生物多様性保全を目的として、化学肥料・
化学合成農薬を原則５割以上低減した上での緑肥等の作付けや
有機農業等への取組みに対して助成する。

豊かな農村づくり推進費 18,000 　水田農業を取り巻く厳しい環境の中、総合的に農業振興を図
るため、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新たな滑川産ブランド推進費
　　　深層水等を活用した農産物を振興するため有効と認めら
　　れた事業計画に対する補助
　③需給調整推進費
　　　大豆・大麦の集約的作付け及び野菜を学校給食用等に作
　　付けした場合への支援補助

拡 　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）
　　　・堆肥散布機械（マニュアスプレッダ）更新等補助
　　　・土壌改良資材（ケイ酸）散布手数料補助（　300円/10a）
　　　・地力増進作物作付け補助　　　　　　（1,000円/10a）
　⑤市産市消促進対策費
　　　学校給食への新米供給費（てんたかく・コシヒカリ）、
　　滑川産米袋作成費
　⑥学校給食地場産食材供給モデル推進費
　　　学校給食への供給を目的とした作付に対し、栽培用資材
　　や市場との価格差を助成

中山間地域等対策事業費 71,188 　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 16,800～21,000円/10a）
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

生産調整対策事業費 5,169 　米の需給調整等に係る事業に対して助成
　・戸別所得補償制度推進対策指導費　　　　　　 4,280千円
　・農地流動化促進対策事業費　　　　　　　　　 　460千円
　・水田利活用推進助成事業費　　　　　　　　　 　429千円

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 　そばやよもぎの収穫等、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。

地産地消推進事業費 263 新 　・滑川産食材を用いたランチ販売「なめりかわ産とれたてラ
　ンチ」事業を実施する。
　・滑川産食材を用いた一品料理コンテスト及び地元伝承料理
　教室等を通して地産地消への関心を高めてもらう。

農商連携農産物栽培 600 　ひまわり・菜種・エゴマを栽培し油を生産する農業者を支援
モデル事業費 することで、新規農産物栽培、景観観光を推進する。

鳥獣被害防止総合対策事業費 1,242 　・カラス、クマ、イノシシ等駆除に係る委託料等　 667千円
　・有害鳥獣対策協議会費用　　　　　　　　　　　 500千円
　・狩猟免許等取得費用に係る補助　 25千円×３名＝ 75千円

土地改良対策事業費 29,706 　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　　　 　1,995千円
　　・県営造成施設管理体制整備促進事業　　　 　　116千円
　　・県営経営体育成基盤整備事業　　　　　　  20,900千円
　土地改良事業補助金（県単・市単）　　　　　　 6,695千円

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

手づくりで住みよい村 2,000 　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
づくり事業費 料を支給する。

水と緑の森づくり事業費 8,578 　「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。

森林整備対策事業費 1,526 新 　・国庫補助に該当する大規模な間伐に対して、事業主負担分
　を市単独で上乗せ補助（小森地内　5ha）　　　　　438千円

新 　・新川森林組合に対する林業機械（ハーベスタ）導入補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 410千円
　・間伐、枝打ち等修景林整備に対する補助　　　　 498千円
　・間伐等の整備を推進するため、森林所有者の境界確認や測
　量等の実施に対して補助　　　　　　　　　　　　 180千円

林業事務費 9,629 新 　市内森林全筆に係る登記情報等の一覧表及び図面の作成
　　　　　　　　　　　 （重点分野雇用対策分）　9,000千円
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

漁業振興事業費 28,857 新 　滑川漁業協同組合漁具倉庫改築工事費補助金　　26,000千円

栽培漁業振興対策費 459,320 新 　・滑川栽培漁業センター施設整備費補助金　　 457,600千円
　　（ヒラメ種苗生産棟、親魚養成棟等の整備）
　・種苗放流事業　　 　　　　　　　　　　　　　1,720千円
　　 (アワビ、サザエ、ヒラメ、クルマエビ)　

漁業災害対策費補助金 5,975 　・漁船保険加入者の自己負担掛金の20％を補助　   577千円
　・漁獲共済加入者の自己負担掛金の20％を補助 　5,398千円

漁港管理費 10,944 　・ストックマネジメント事業に係る市負担額　　 8,700千円
　・県営滑川漁港の整備事業に係る市負担額　　　 1,600千円

 商　工　費

消費者行政推進費 2,000 　うち消費生活相談員の配置    　　　　　　　　　1,527千円

中小企業振興費 3,185 　・中小企業相談所事業補助金　　　　　　　　  　3,000千円
　・中小企業永年勤続優良従業員表彰　　　　 　 　　185千円

中小企業融資事業費 405,817 　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　　  　　　667千円
　県小口事業資金保証料補給金　  　　　　　  　　　150千円

市民交流プラザ管理運営費 23,536 　市民交流プラザの指定管理費　　　　　 　　　  19,936千円

工業振興対策費 34,732 　工業振興を図るため、指定地域内における工場の新増設に対
して固定資産税相当額を補助

新 　　うち平成24年度新規対象分　　　　　　　３件　7,564千円

観光行政推進事業費 17,134 新 　・観光協会専任職員の設置、観光案内所設置等による、観光
　　振興事業費　　　　　（重点分野雇用対策分） 10,640千円
　・ほたるいか海上観光事業委託料等　　　　 　 　3,900千円

ふるさと龍宮まつり開催補助金 6,000 　2012ふるさと龍宮まつり開催補助金

観光圏整備事業費 1,600 　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

新 地域観光推進事業費 4,839 　ほたるいかミュージアムにおける企画展等の開催費及び地域
特産物の販売・ＰＲ事業費（重点分野雇用対策分）

ほたるいか観光施設管理委託費 95,273 　ほたるいかミュージアム、タラソピア指定管理費
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

深層水分水施設管理委託費 4,120 　アクアポケット指定管理費　  　 　　　　　　　 　

施設設備充実費 3,500 　ほたるいかミュージアムの施設改善充実費用
　・駐車場誘導看板設置費　　　　　　　　　　　　　500千円
　・レストラン及び売店のエアコン設置・改修工事　3,000千円

深層水利活用推進事業費 2,954 　・海洋深層水温浴による健康増進と皮膚状態の改善に関する
　研究　　　　　　　　　　　　　　 　　   　　　1,900千円
　・富山県深層水協議会ＰＲ負担金　　　　   　　 　770千円

 土　木　費

道路台帳整備費 4,500 新 　路線図デジタル化業務委託料　　　　　　　　　 2,000千円
　（平成24～29年度の６カ年計画）

新 橋梁長寿命化修繕計画策定費 10,000 　橋梁長寿命化修繕計画の策定（平成25年度）に向けた市道に
架かる橋梁297カ所の点検調査及び台帳作成業務委託料

道路関係事業費 113,936 　・市道の補修費等　　 　　　　　　　　 　  　28,828千円
　・除雪対策費　　　　 　　 　　　　　　   　 26,035千円
  ・地域ぐるみ除雪機械導入助成        　  　 　1,560千円
　・市道の改良費　　　　　　 　　　　　  　 　35,013千円
　・市道の舗装工事費　　　　　 　　 　　    　16,500千円
　・河川等の改良費　　　　　　　 　　　 　  　 5,300千円
　・薬草植栽ロードモデル事業費　  　　　　　　 　700千円
　　　市道柳原中村線植樹枡(52カ所)への薬草植栽　  　

消雪施設整備事業費 7,400 　・消雪井戸機能回復工事（中川原、柳原地内）　 4,800千円
新 　・消雪制御盤取替工事（柳原地内）　　　　  　 1,800千円

交通安全施設整備費 8,750 　・交通安全灯・防護柵等　　　　　 　　　　  　3,150千円
　・カーブミラー・区画線・警戒標識等　　　   　5,600千円

新 下梅沢上小泉線道路改良事業費 3,000 　通学路の拡幅改良工事に係る測量・設計業務委託料

新 都市計画策定費 250 　都市計画マスタープランの策定に向けたアンケート調査等の
実施費用

都市計画事務費 5,108 新 　・吾妻町地内水路補修工事　　　　　　　　　　 2,100千円
新 　・地籍調査実施に向けた地元説明会開催費　　　 　 32千円

行田公園整備事業費 4,750 新 　・西駐車場の舗装工事　　　　　　　　　　　　 4,000千円
　・西菖蒲園、東菖蒲園、南菖蒲園の株分け実施　 　750千円

運動公園整備事業費 1,750 新 　東日本軟式野球大会（平成26年度）の開催に向けた運動公園
野球場改修工事（本丸球場ベンチ側出入口設置工事他）
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

東福寺野自然公園管理費 8,403 　・指定管理費　　　　　　　　　　　　　　　　 5,387千円
　・園内誘導案内、各方面への営業活動等　　 　　1,116千円
　　　　　　　 　　　　（重点分野雇用対策分） 　 　　

新 　・パークゴルフ場防除委託料　　　　　　　　　　 900千円
新 　・園内芝生用芝刈り機購入費　　　　　　　　　 1,000千円

公園管理費 43,068 　・各公園維持管理費等　　　　　　　　　　　  40,558千円
　・市内公園の美化推進 （重点分野雇用対策分）　2,229千円

市街地空地空家活用支援事業費 2,450 　市街地における飲食料品小売業創業補助
　　土地・建物　取得費及び賃貸料並びに改装費用 2,000千円

まちなか居住推進事業費 8,260 　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×14戸分 　 ＝ 7,000千円
　　・家賃に係る助成（平成23年３月末までの入居者が対象）
　　　　　　　　　　　 　1万円×延べ126月分 ＝ 1,260千円

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　

危険老朽空き家対策事業費 3,900 　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　　　　  　１戸　　3,500千円
　・測量委託等　　　　　　　　　　　 　 １戸　　　400千円
  

緑化推進費 4,177 　地域における花と緑の推進事業
　・下小泉町、田中町、上小泉の各花壇に植栽
　・小学校へのチューリップ球根配布
　・市内各地区への花苗配布等

定住促進住宅管理費 17,438 　上小泉、吾妻、北野の各住宅の維持管理費（６カ月分）
　・共有部分の電気料及び水道料　　　　        　　927千円
　・住宅修繕料等　　　　　　　　　　　　　　   11,494千円　
　・管理業務委託料等　　　　　　　　      　　  5,017千円

雇用促進住宅購入費 40,088 　上小泉、吾妻、北野の各住宅の購入費用

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
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

　  消　防　費
　 　 　
消防運営費 28,741 　・消防大学校入校経費　　　　　　　　　  　  　　325千円

　・県防災ヘリコプター運営負担金　　　　  　  　1,475千円
　・海難救助船「雄山丸」運営負担金　　　  　  　1,024千円
　・被朋の購入　　　　　　　　　　　　　　　  　1,550千円

新 　・県消防救急無線デジタル化協議会負担金　  　　1,553千円
新 　・県東部消防広域化協議会負担金　  　　　　　　　678千円

消防施設整備事業費 12,713 　・防火水槽移設　１基       　　　　　　　  　 8,000千円
　・消火栓移設工事等　　　　　　　　　　　　  　4,713千円

　 消防団運営費 19,710 　・出動手当　　　　　　　　　　　　　　　  　　5,544千円
　・消防補償組合負担金　　　　　　　　　　  　　8,030千円
　・被朋の購入　　　　　　　　　　　　　　  　　　668千円

 教　育　費

・学校教育関係

健康診断・健康相談事業費 4,998 　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 11,680 　経済的理由によって修学が困難な者に対して、教育の機会均等
を図るため、奨学金を貸与又は給与し、本市の発展を支える有能
な人材の育成を目指す。

新 《貸与》※新規を対象
　・大学等(県外)  月額  40,000円
　  　〃　(県内)        20,000円

《給与》※継続のみ対象
　・大学(県外)　　月額　12,000円
　 　〃 (県内)　　　　  10,000円
　・短大(県外)　　　　　10,000円
　 　〃 (県内)　　　　 　8,000円
　  ひとり親加算　　 　　2,000円

幼児教育振興費 11,370 　・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(H15～H24)　    4,159千円

新 　・同朊幼稚園園舎外壁他修繕工事補助金　　　    1,191千円

幼稚園就園奨励費 8,000 　保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減するため、
入園料及び保育料の一部を助成する。

幼稚園保育料軽減事業費 1,000 　・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 5,265 　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 10,930 　語学指導助手(ＡＬＴ)２人を配置
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

不登校児童生徒適応指導事業費 3,808 　不登校児童等相談員３人を配置 

心の教室相談員設置事業費 945 　心の教室相談員を中学校２校、小学校１校に各１人を配置

特別支援教育推進事業費 13,713 　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）のある児童生徒に対し、介助支援、学習補助等を行
うスタディ･メイト（20人）を配置
　　　　　　　 　　　　 　 （重点分野雇用対策分） 680千円

社会に学ぶ１４歳の挑戦事業費 1,080 　２中学校の２年生を対象に実施

図書館司書配置事業費 3,053 　小・中学校に学校図書館司書４人を配置
〈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 875 　地域の人材を活用した英語活動支援員５人を配置
　　　　　　　　　　　　　　　　（小学校５、６年生を対象）

学力向上プラン研究事業費 500 　「学力向上プラン研究拠点校」を指定し、確かな学力の育成の
のための実践研究を行う。（中学校１校、小学校４校）

テレビ寺子屋事業費 2,400 　ケーブルテレビを活用した学習番組等を放送

確かな学びサポート事業費 636 拡 　全国学力調査の分析結果を踏まえ、授業や家庭学習の補完を目
的として、昨年度に引き続き第２段滑川市版ドリルを作成する。
今年度はより確実な習得に結びつけるため、内容の充実を図り、
学年別の配布とする。

学校教育充実事業費 292 拡 　教員の資質向上を図るため、年次別研修における対象者の拡大
や職務別研修会の実施回数を増やす。

新 人権教育研究事業費 210 　「人権教育研究拠点校」を指定し、人権教育の総合的な取組み
のための調査、研究を行う。（中学校１校）

教育センター運営費 12,292 　教育効果を高めるための研究調査及び研修の開催等を行う。
新 　・「なめりかわの自然」作成委員会経費 　　　　　　75千円

学校給食共同調理場管理運営費 61,807 　学校給食共同調理場運営に係る経費
　・給食残食調査の実施　（重点分野雇用対策分）  2,072千円

新 　・給食用トレイ（1,000枚）の更新               1,100千円
　　　　※3,570枚を４カ年で更新予定

小学校管理費 85,114 　小学校７校の管理運営に係る経費
新 　・市内企業見学（小学校５、６年生を対象）        630千円
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

小学校教育振興推進費 14,544 　・小学校７校の設備充実費
　・理科備品、児童用と職員用の図書などを充実

小学校情報教育設備充実費 29,847 　小学校７校の教育用コンピュータ管理運営費
新 　・指導要録の電算化　　　　　　　　　　　 　 　　473千円

中学校管理費 46,516 　中学校２校の管理運営に係る経費

中学校教育振興推進費 15,803 　・中学校２校の設備充実費
　・理科備品、生徒用と職員用の図書などを充実
　・教科書改訂に伴う教師用指導書、指導用教材等の購入

中学校情報教育設備充実費 25,963 　中学校２校の教育用コンピュータ管理運営費
新 　・通知表、指導要録の電算化　　　　　　　　  　2,100千円

・生涯学習関係

家庭教育推進費 170 　家庭教育力の向上を目的とした事業を実施
　・小学校入学児の保護者を対象とした「子育て講座」の開催
　・「親を学び伝える学習プログラム」を利用した「親学び講
　　座」(グループワーク)の開催

放課後子ども教室開催費 2,221 　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。
　

青雲閣運営費補助金 16,338 　・運営費補助金　　　　　　　　　　　　　 　

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
活動助成金 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）
　・「いっこく堂＆原口あきまさ 爆笑パフォーマンスショー」
　・「山崎バニラ活弁絵巻」
　・「佐藤ひろみち＆たにぞう ファミリーコンサート」

音楽鑑賞会開催費 700 　・各種演奏会開催補助金
新   ・大阪フィルハーモニー交響楽団の演奏会を開催（H24.6）

ディスカバー「滑川」 844 　児童生徒の豊かな人間性と社会性を育む
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（ホタルイカ解剖教室等）
　　③子どもサミット事業

ひかりのプラン推進費 998 　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

新 郷土偉人顕彰事業費 557 　郷土の詩人『高島 高』の顕彰に併せ、市民から募集した文芸作
品等を「滑川のふるさと文芸誌」として発行する。
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平成24年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

ふれあいのバス派遣事業費 2,288 　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 1,574 　・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）

郷土芸能活性化事業費 1,108 　・小中学生への新川古代神踊り伝承事業　　　  　　868千円
新 　・新川古代神踊りの原型民謡を記憶媒体へ保存　  　240千円

心豊かなまちづくり推進費 900 　各地区公民館において地域の人材を活かした多世代のふれあい
活動事業を実施する。

地区公民館活動推進費 10,506 　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 4,050 新 　・西地区、東加積地区、中加積地区公民館集会室等（学童保育
　室）カーペット張替工事　　 　　　　　　　  　 1,460千円

新 　・浜加積地区公民館講義室雤漏り補修工事　　  　1,650千円

公民館ふるさと教育推進事業費 450 　ふるさと滑川の自然・歴史・文化に対する理解を深め愛着を育
む「ふるさと講座」を各地区公民館で開催する。

新 北加積地区コミュニティ 6,510 　用地取得費、駐車場舗装工事
駐車場整備費

図書館運営費 16,144 　図書・視聴覚資料購入費等

展覧会等開催費 3,156 　企画展開催費
　　① 高橋明旺回顧展
　　② 東福寺焼展
　　③ 売薬版画展
　　④ 滑川の災害史展

子ども科学教室開催費 447 　子どもの科学探究心育成を目的として各種教室を開催
　・自然科学教室、天文教室
　・ロボットセミナー

青志会館管理運営費 6,048 新 　建物耐震診断業務委託（S46.4建築）　 　　 　　　 976千円

働く婦人の家管理運営費 7,387 新 　建物耐震診断業務委託（S56.4建築）　　 　 　　 　830千円

・スポーツ関係

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
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温水プール運営費補助金 14,759 　運営費補助金　　　　　　　　
新 　・建物診断に係る補助金　　　　　　　　 　 　　1,019千円

競技力向上対策費 2,774 　全国大会等に向けた地元選手養成のための強化費等
　・市民スポーツ大学の開催
　　（スポーツ指導者等を対象とした講習を実施）

スポーツエキスパート派遣事業費 798 　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 1,600 　｢第１６回滑川ほたるいかマラソン｣運営助成金

子どもの体力向上推進事業費 222 　児童生徒の体力向上を図るため、スポーツテスト、駅伝大会等
を実施

市民チャレンジウォーク 84 　ウォーキングをしながら、滑川市の文化・自然を体験
　　　　　　　　　開催事業費

新 全国バウンドテニス大会 1,000 　バウンドテニス全国大会の実施に伴う実行委員会への助成
開催事業費

社会体育施設管理費 7,247 　・下梅沢テニスコート指定管理費　 　　 　　  　1,108千円
　・千鳥スキー場指定管理費　 　　　　　　 　  　　145千円

新 　・寺家小グラウンド照明受電配電盤等改修工事  　2,000千円

テニス村管理運営費 33,609 　みのわテニス村指定管理費　　　 　　　　　  　33,553千円

テニス村整備費 2,900 新 　テニスコート改修工事等

総合体育センター管理運営費 22,106 　総合体育センターの指定管理費　　　　　　　

総合体育センター整備費 6,430 新 　・事務室外５部屋のエアコン改修工事 　 　  　　5,350千円
新 　・シャワー室床改修等　　　　　　　　　 　   　1,080千円

新 スポーツ・健康の森公園
管理運営費 6,757 　多目的広場等の維持管理費

スポーツ・健康の森公園整備費 314,000 新 　・運動施設ゾーン整備工事　　　　　　  　  　144,600千円
新 　・周辺施設整備工事等　 　　　　　　　　   　155,200千円
新 　・樹木里親プロジェクト関連経費等　  　　  　 14,200千円
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