
　平成２６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　　
　  総　務　費

みんなでつくる協働のまち 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
推進事業費 　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。

なめりかわイメージアップ 710 　・滑川市イメージアップキャラクター「キラリン」を県内外の
推進費 　イベントに派遣し、市のイメージアップと知名度の向上を図る。

新 　・「キラリン」オリジナル切手の作成（事務提案）　　51千円

一般管理費 86,237 　職員研修費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000千円

人権擁護事業費 814 新 　人権啓発講演会の開催　　　　　　　　　　　　　　 495千円

市有財産維持管理費 56,271 新 　大ホール グランドピアノ購入　　　　　　　　　　7,000千円

国際化へのまちづくり推進費 500 拡 　幼児を対象としたボール遊び等を通じた英語教室「英語で運動！」
に対する助成

歴史と文化が薫るまちづくり 4,000 　歴史的建造物修復工事に対する助成
事業費

並行在来線開業準備費 2,700 　経営安定基金への拠出金

交通安全運動推進費 3,423 　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　　
　・高齢者運転免許証自主返納者への支援
  ・交通安全クッキング教室の開催
　・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 3,047 　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 638 　・「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

コミュニティ防災センター 4,065 　・防災センターの屋根防水工事・内装修繕　　　　 3,700千円
管理費

防災対策推進費 5,310 　・津波対策資機材整備に対する助成(４か所)　　　　 800千円
新 　・津波避難案内表示板の作成(５か所)　　　　　　　 200千円

　・防災士養成研修助成　　　　　　　　　　　　　　　86千円　

平成26年度
予  算  額

滑　川　市　主　要　事　業　の　概　要

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

住民記録事務費 23,596 　住民基本台帳法改正に伴うシステム改修 　　　  9,996千円

コミュニティバス運行費 51,379 　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

新 　コミュニティバス１台の更新及びキラリンのラッピング費用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  12,300千円

 民　生　費

新 臨時福祉給付金給付事業費 92,665 　消費税率引き上げに伴う低所得者への暫定的・臨時的給付

新 子育て世帯臨時特例給付金 43,570 　消費税率引き上げに伴う子育て世帯への臨時的給付
給付事業費

社会福祉事業振興費 23,795 　・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設置補助
　・社会福祉活動専任職員設置補助
　・地域福祉活動コーディネーター設置補助

生活困窮者等援護費 1,210 　歳末慰問金の支給等

生活安定資金融資事業費 3,000 　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 1,406 　・ボランティアコーディネーター設置補助
　・ボランティアセンター運営費
　・災害救援ボランティア活動支援事業

地域福祉推進費 1,614 　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
　・総合相談センター運営費
　・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 4,725 　各地区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）

地域見守り連携強化事業費 384 　高齢者や障がい者等において支援を必要とする者を把握しサポ
ートするため、地域住民・民生委員・社協・市の連携を強化し、
見守り支援事業を実施

新 　・地域の見守り全体研修会の開催
新 　・「支え合いマップ活用フォローアップセミナー」の開催に

　　対する補助

地域自殺対策事業費 341 　地域における自殺対策を強化するため各種事業を実施
　・普及啓発、市内企業への出前講座開催
　・自殺対策としての相談員養成
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

社会福祉事務費 1,053 新 　災害時要援護者システム地図データ更新　　　　　　 287千円

自立支援給付費 433,600 　障がい者に対する自立支援給付費の支給
　・施設入所・ホームヘルパー派遣等に係る介護給付費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 336,000千円
　・自立訓練及び就労移行支援等に係る訓練等給付費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  97,600千円

障害児通所給付費 35,331 　児童発達支援、放課後等デイサービスなど障害児通所給付費の
支給

補装具給付費 8,015 　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

更生医療給付費 8,014 　障がい者が日常生活能力や職業能力等を回復・獲得するための
医療費を支給

育成医療給付費 965 　障がい児の障がいを除去・軽減し生活能力を得るための医療費
を支給

重度障害者等医療給付費 120,546 　・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 4,446 　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」

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）

障害者福祉券給付費 2,427 　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、美容に利用できる福祉券を給
付する。
　　対象者　1,480人　　１人　　12枚／年

福祉タクシー利用助成費 1,582 　障がい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　400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

障害者のるMyCar無料乗車券 450 「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

特別障害者手当等支給事業費 9,109 　特別障害者手当　　17人　　　26,080円/月
　障害児福祉手当　　19人　　　14,180円/月
　経過的福祉手当　　３人　　　14,180円/月
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

地域生活支援事業費 14,376 　障がい者が自立した日常生活・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　　　　　　　　　 2,414千円
　　聴覚障がい者に手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣
　②日常生活用具給付事業      　　　　　　　　　 8,023千円
　　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                　　　　　　　　　 150千円
　　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            　　　　　　　　 1,730千円
　　介護者の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　          　　　　　　　　 1,945千円
　　・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

　　　・成年後見制度利用支援事業
　⑥更生訓練費給付事業　          　　　　　　　　 114千円
　　障害者施設入所者に社会復帰のための訓練費を支給

ことばの教室開設費 373 　ことばの発達が気になる幼児とその保護者を対象とした教室
の開催（「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)

心身障害者(児)年金 9,025 　在宅の身障１級～３級等 年額14,500円～9,300円　受給者858人

重度身体障害者対策費 1,107 　・重度身体障害者の寝具丸洗い乾燥費の助成
　・重度身体障害者のおむつ、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 482 　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

心身障害者(児)援護費 953 　・心身障害者(児)の通学等に要する交通費を一部助成
　・障害者手帳を所持する中高生の保護者を対象とした、障がい
　者福祉施設見学会を開催
　・全国障害者スポーツ大会派遣選手激励費

新 障害福祉計画策定費 406 　第４期障害福祉計画の策定（計画期間Ｈ27～29年度）

障害者自立支援事務費 3,442 　身体障害者相談員(７人)、知的障害者相談員(２人)の設置等

生活支援ハウス運営事業費 15,100 拡 　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）
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

新 老人福祉施設等整備費補助金 4,000 　社会福祉協議会が実施する富山型デイサービス施設整備に
対する補助

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 5,069 　・単位老人クラブ補助金　　　　　　　　　　　　 3,992千円
　・老人クラブ連合会補助金　　　                   897千円
　・訪問支援活動事業補助金　　　　　　　　　　　　 180千円

老人のための福祉のまち推進費 15,259 　①高齢者福祉入浴券の給付
　②ひとり暮らし高齢者の集い開催
　③長寿、米寿祝等

新 　④市民交流プラザに月１回「老人の日」を設け、老人のため
　　のイベントを実施する。

緊急通報装置等設置事業費 2,235 　ひとり暮らし高齢者世帯等に身体の異常等、緊急事態が発生し
た際の通報体制の整備を図る。（45件 うち新規10件）

高齢者生きがい事業費 1,473 　・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 3,528 　①生きがいデイサービス
　②寝具類等洗濯乾燥消毒サービス
　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 2,268 　①高齢者ミドルステイ事業（寝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)

拡 　⑤おむつ費用支給（対象者を従来の要介護４以上から要介護
　　３以上に拡大）

新 除雪困難者対策事業費 885 　シルバー人材センターの小型除雪機購入に対する補助

在宅要介護高齢者福祉金支給 3,667   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
センター運営費 児をサポートする。（実施主体　市社会福祉協議会）

新 子ども・子育て支援事業計画 486 　子ども・子育て支援法に基づき、滑川市子ども・子育て支援
　　　　　　　　策定費 事業計画を策定する。

児童相談等事業費 2,352 　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
生防止を図るための体制強化

児童福祉事務費 1,093 新 　キラリンをデザインしたガーゼハンカチを出生のお祝いとして、
プレゼントする。（事務提案）　　　　　　　　　　　 320千円
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

幼・保・小連携促進事業費 64 　小学校への就学期にある子どもの育ちを支え、小学校教育への
円滑な接続を図るため、幼稚園・保育所・小学校の関係者が連携
を強め、相互理解を深めることを目的とする研修会を開催する。

保育所委託運営費 773,439 　市内私立保育所10か所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
　・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 5,393 　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　　　　　　　　　　　　　　　　 2,074千円
　　(定員割)定員×2,000円/人＋(施設割)40,000円/１か所
　②保育所建設の償還金補助金　　　　　　　　　　 2,319千円
　　　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園児送迎用バス購入補助金（童和保育園）　　　 1,000千円

私立保育所特別保育事業費 110,455 　特別保育事業に対する補助
　・休日保育事業　       　　　　     ６園
　・病児・病後児保育事業            　７園
　・延長保育事業　　　　     　       ９園
　・延長保育減免事業　　            　９園
　・年度途中入所促進事業　　          ９園

拡 　・障害児保育事業（補助単価を増額）　７園
　・一時預かり事業　　 　　　　　　　 ８園

新 　・すこやか保育推進事業　　　 　　　 １園
　・地域活動事業　　     　　       　10園
　・地域子育て支援拠点事業　　　　　　１園

放課後児童対策事業費 29,045 　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。
　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。

児童手当支給費 591,267 　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 111,376 　・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）

養育医療給付費 925 　未熟児が入院治療等を受ける場合に医療費を助成

子育てサポーター配置事業費 250 　子育てに関して専門的な知識を有する子育てサポーターを保育
所・子育て支援センターに派遣することで、子育て不安の緩和を
図るとともに、子どもの健やかな育ちを促進する。

児童扶養手当支給費 90,130 　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 41,140円/月、一部支給 41,130～9,710円/月
　（所得制限あり）
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

ひとり親家庭等医療給付費 18,563 　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 1,792 　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 5,128 　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　30,000円/年　　 １人
　　　　　　　　　　 　片親　15,000円/年　　338人

市立保育所運営費 63,336 　市立保育所２か所の運営費
　 　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
　・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）

新 児童館改築事業費 18,000 　改築工事実施設計

生活保護費 141,216 　生活保護法に基づく扶助

 衛　生　費

母子保健対策費 29,440 　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）
　・未熟児訪問指導事業
　・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
　・すこやかお誕生健診事業
　・母子健康教室
　（パパママ教室・すこやか子育て相談会等）
　・妊産婦健康診査（受診回数14回）

不妊治療助成事業費 3,000 　不妊治療費用の助成　　100千円／件　

生涯いきいき食育推進事業費 2,062 　各ライフステージにおける食育活動の推進により市民の健康増
進を図るため、以下の事業を実施する。

新 　・食育インストラクターの養成
新 　・海洋深層水を利用した「海の食育事業」の開催

　・各地区における食育講座の開催
　・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
  ・保育所、幼稚園での食育教室の開催
　・放課後児童クラブを対象とした体験型食育教室の開催

なめりかわヘルスアップ２１ 302 　第２次ヘルスアップ21推進計画（計画期間Ｈ25～34年度）をも
推進事業費 とに、がん、糖尿病、メタボリックシンドローム対策を強化した

健康づくり事業を展開する。
　・滑川市医師会と共催で健康フォーラムを開催する。
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

健やか元気子育て支援事業費 574 　発達障害の疑いのある幼児とその保護者を支援するため、以下
の事業を実施する。
　・ほたるっ子広場（言語・発達相談）
　・ジャングルジム（親子の遊び教室）
　・保育所、幼稚園等子どもに関わる従事者を対象とした研修会

救急医療対策費 4,540 　・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次救急医療負担金   1,342千円

厚生連滑川病院運営費補助金 40,000 　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 987 　生活習慣病予防の観点から若年者の検診を推進し、健康管理の
意識高揚を図る。

健康増進事業費 64,373 　市民の健康増進を図るため、以下の事業を実施する。
　①健康手帳配布
　②健康教育（糖尿病予防教室等）
　③健康相談（糖尿病健康相談等）　　
　④訪問指導
　⑤健康診査等
　 (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

ＧＯ！５・０！がん検診強化事業費 14,962 　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。

後期高齢者健康診査等事業費 16,411 　・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係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 1,626 　・幼児のフッ素塗布事業
　・妊婦歯科健診及び歯科保健指導の実施
  ・保育所・幼稚園におけるむし歯予防教室の開催

予防接種事業費 79,654   予防接種法に基づく事業
　  乳幼児　　：四種混合
　　 　　　　  （不活化ポリオ、ジフテリア、百日咳、破傷風）
　　 　　　　   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　等
　  児童・生徒：ジフテリア破傷風二種混合（小６）
　　　　　　　　子宮頸がん（中１～高１）
　　　　　　　　日本脳炎
　　高齢者　　：インフルエンザ　　　　　　自己負担 1,000円

環境フェア開催費 302 　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。

ゴー ゴー 
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

環境美化促進費 4,557 　・地域ぐるみの美化清掃活動に伴うダンプ借上、乳剤の支給等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,041千円
　・不法投棄廃棄物、大型金属等の運搬処分委託　　 1,310千円
　・ごみ集積場設置補助金　　　  　　　　　　　　　 600千円
　・不法投棄防止パトロール　　　　　　　　　　　　 424千円

リサイクル推進事業費 101,543 　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、以下の事業を実施する。
　　①リサイクル可能な廃棄物の回収団体に対して3円／㎏の
　　　報奨金の交付（回収見込：1,000ｔ）
　　②ごみ自家処理器（堆肥化容器）購入補助金　  　  18千円

（購入費用の1/2、限度額：3,000円）　
　　③電動式生ごみ処理機購入補助金　  　　　　　　 120千円

（購入費用の1/2、限度額：20,000円）　
　　④資源回収業者に対する逆有償物（古布）引取り負担金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　　 1円／kg　
　　⑤資源ごみ（ビン・缶）の分別収集及び運搬業務委託
　　　　　　　　　　　　　 　　　 月２回収集　  26,968千円
　　⑥資源回収報奨金　　 　　　　 　　   　　　 11,045千円
　　　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
　　　　　 　　　　　　　　　　　 月２回収集　  40,627千円 
　　　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する。
　　　　　　　　　　　　　　（市内３か所の拠点回収含む）
　　⑧家電リサイクル製品収集運搬委託　　　  　　　 306千円
　　⑨資源ごみ集積場設置補助金　　             　  500千円
　　⑩資源ごみ(新聞、雑誌、古布)の分別収集及び運搬業務委託
　　　　　　　　　　　　 　　　　 月１回収集  　15,899千円
　　⑪小型家電製品拠点回収の実施　　　　　 　  　  454千円
　　　家電リサイクル法及びパソコンリサイクル法対象外製品を
　　　市内３か所の拠点において回収する。

地球にやさしいまちづくり 2,950 　・住宅用太陽光発電システム設置費補助金（50,000円/１件）
推進費 　・緑のカーテンコンテストの実施

　・エコクッキング講習会　　　　　　
　・環境標語コンテスト（隔年実施）

新 　・こどもエコクラブ
　　夏休み期間中に放課後児童育成クラブの児童を対象にした
　　講演や体験型環境教育を実施する。

合併処理浄化槽設置推進事業費 3,017 　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対して補助する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８基）

富山地区広域圏ごみ処理施設 270,483 　・ごみ処理事業運営負担金       　　  　　  　 23,025千円
負担金 　・ごみ処理施設等建設負担金　　　　　    　　 194,971千円

　・リサイクル事業負担金　　　　　　 　   　　  52,487千円

ごみ収集委託費 142,900 　・可燃ごみ収集運搬業務委託　　　　     　　  124,971千円
　・不燃ごみ収集運搬業務委託　　　　     　　　 12,966千円

ストックヤード等管理運営費 4,767 　分別作業・施設管理等委託　　　　     　　　　  3,935千円

し尿収集委託費 35,818 　・し尿収集運搬業務委託　　　　　　　   　　　 35,256千円
　・し尿収集手数料徴収業務委託等　 　　 　 　 　　 562千円
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

富山地区広域圏し尿処理施設 47,866 　・し尿処理事業運営負担金　　　　　　　　　　  45,143千円
　負担金 　・し尿処理施設建設等負担金                     2,723千円

 労　働　費

労働対策推進費 1,128 　①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
　　対して補助する。
　②高年齢者雇用奨励金
　　市内在住で、55歳以上65歳未満の者を雇用した事業者に対し
　　て、１人につき１年間、月額５千円を支給する。
　③心身障害者雇用奨励金
　　市内在住１年以上の心身障害者を雇用した事業者に対して、
　　１人につき年額60千円を支給する。
　④心身障害者就職支度金
　　市内在住１年以上の心身障害者が、最初に就職した時に支度
　　金を支給する。

勤労者福祉対策費 24,520 　・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　　 　　  120千円

雇用対策推進事業費 1,096 　・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する。

サン・アビリティーズ滑川 6,861 　・指定管理費　　　　　　　　　　 　　　　　　  5,361千円
管理運営費 新 　・体育館カーテンレール取替工事　 　　　　　　  1,500千円

 農林水産業費

農業公社運営費 7,073 　滑川市農業公社に対する活動助成及び運営費
　　うち滑川産農産物等の販売促進業務委託 　　  1,886千円

農地・水保全管理対策事業費 5,246 　・農地維持支払及び資源向上支払（共同活動）
　　　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　 　 11地区　 4,607千円
　・資源向上支払（長寿命化）
　　　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

環境にやさしい農業支援事業費 513 　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。

中山間地域等対策事業費 71,773 　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）

生産調整対策事業費 5,741 　米の需給調整等に係る事業に対して助成する。
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

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等
　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
　　した場合への補助
　④品質向上対策費
　　　一等米比率向上を図るための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）
　　　・土壌改良資材（ケイ酸）散布手数料補助（　200円/10a）
　　　・地力増進作物作付け補助　　　　　　　（1,000円/10a）
　　　・地力増進作物鋤き込みに係る機械導入補助
　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

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・果実等の地
学校給食づくり事業費 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 　よもぎやそばの収穫等、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。

新 　・教育ファーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　90千円
　　年間を通した野菜栽培を体験することにより、地産地消や食
　育の意識を育てる。

地産地消推進事業費 427 新 　・滑川産食材を用いたスイーツを販売する「なめりかわ産とれ
　たて喫茶」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等を通して、地産地
　消への関心を高めてもらう。
　・米の消費拡大を図るため、生産者・農業団体・行政が協力し、
　学校給食に県内産米粉パン等を供給する。

新 　・滑川産食材を用いた料理等の提供に力を入れている飲食店等
　を「地産地消推進の店」として認定する。

鳥獣被害防止総合対策事業費 1,702 　・カラス、クマ、イノシシ等駆除に係る委託等　 　1,177千円
新 　・有害鳥獣捕獲活動経費　　　　　　　　　　　　　 200千円

　　　サル・イノシシ等の捕獲報酬
　・有害鳥獣対策協議会に対する補助　　　　　　　　 250千円
　・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 45,076 　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　　　　 　1,315千円
　　・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　　　　　　　  15,400千円
　　・農地整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　 375千円
　土地改良事業補助金（県単・市単）　　　　　　　27,870千円

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
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

手づくりで住みよい 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、原材料
村づくり事業費 を支給する。

水と緑の森づくり事業費 12,721 　「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
定及び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 2,359 　・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　9.8ha）　　　　　1,103千円
　・新川森林組合に対する林業機械（フォワーダ等）導入補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 276千円
　・間伐、枝打ち等修景林整備に対する補助　　　　　 530千円
　・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　　　　　　　　　　　　　　 450千円

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、クルマエビ)

漁業災害対策費補助金 4,632 　・漁船保険加入者の自己負担掛金の20％を補助　　   535千円
　・漁獲共済加入者の自己負担掛金の20％を補助 　　4,097千円

漁港管理費 11,638 　・ストックマネジメント事業に係る市負担金　　　 7,500千円
　・県営滑川漁港の整備事業に係る市負担金　　　　 1,600千円
　・漁港施設機能強化事業に係る市負担金　　　　　 1,950千円

 商　工　費

消費者行政推進費 1,931 　消費生活相談員の配置 　　   　　　　　　　　　　1,180千円

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 240,908 　預託金
　・中小企業振興資金融資預託金　　　　　　　  　 15,000千円
　・小口事業資金融資預託金　　　　　　　　　  　150,000千円
　・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　　　  　　　595千円
　県小口事業資金保証料補給金　  　　　　　　  　　　313千円

市民交流プラザ管理運営費 29,290 　指定管理費　　　　　　　　　　　　　　 　　　  22,290千円

工業振興対策費 26,023 　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する。

ふるさと龍宮まつり開催補助金 6,000 　2014ふるさと龍宮まつり開催補助金

観光圏整備事業費 1,562 　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

コンベンション等開催支援 442 　県外からの宿泊客を誘致するため、宿泊料の一定額を補助する。
　　　　　　　　　　　補助金
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

観光行政推進事業費 21,232 新 　まちの魅力ＵＰプロジェクト　　　　　　　　　　　　724千円
　・「キラリン散歩」の実施
　　市内外を問わずキラリンが「散歩」し、キラリンや滑川市に
　　ついて書かれたカードを配布することによって、キラリンと
　　滑川市をＰＲする。
　・「キラリンセーフティサイン」の配布
　　キラリンをデザインしたセーフティサインを出生のお祝いと
　　してプレゼントする。
　・公用車にキラリンをラッピング
　ほたるいか海上観光事業委託等　　　　　　 　 　　3,900千円
　新幹線開業カウントダウンイベント「キラリングルメの森」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円

新 　観光ＰＲ県市町村タイアップ事業負担金　　　　　　　500千円

ほたるいか観光施設管理委託費 93,921 　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 4,310 　アクアポケット指定管理費　  　 　　　　　　　 　

施設設備充実費 2,000 　周辺環境整備費用
  ・高圧開閉器取替工事　　　　　　　　　　　　　　2,000千円

深層水利活用推進事業費 2,803 　・海洋深層水中成分の健康増進効果に関する調査研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　   　　　1,900千円
　・富山県深層水協議会ＰＲ負担金　　　　　   　　 　675千円

 土　木　費

道路台帳整備費 4,500 　・市道の新規認定及び改良路線の修正
　・路線図デジタル化業務委託
　　　　　　　　　　　（平成24～29年度の６箇年計画）

新 橋梁長寿命化事業費 20,000 　橋梁長寿命化計画に基づく修繕
　・市道滑川富山線伊遠乃見橋ほか

道路関係事業費 105,758 　・市道の補修費等　　 　　　　　　　　　 　  　26,576千円
　・除雪対策費　　　　 　　 　　　　　　　   　 24,189千円
  ・地域ぐるみ除雪機械導入助成        　　  　 　1,560千円
　・市道の改良費　　　　　　 　　　　　　  　 　21,733千円
　・市道の舗装工事費　　　　　　 　　 　 　     17,500千円
　・河川等の改良費　　　　　　　　 　　　　 　  13,500千円
　・薬草植栽ロードモデル事業費　  　　　　　　　 　700千円
　　　市道菰原辰野線植樹枡(57か所)への薬草植栽　  　

新 滑川富山線等舗装改良費 30,000 　路面性状調査に基づく舗装修繕
　・滑川富山線舗装改良工事　　　　　　　　　　　15,000千円
　・柳原中村線舗装改良工事　　　　　　　　　　　 7,000千円
　・大榎宮窪線舗装改良工事　　　　　　　　　　　 8,000千円

消雪施設整備事業費 15,000 新 　・市道滑川富山線消雪施設整備　　　　　　　　　11,000千円
　・魚躬２号ポンプ分解整備　　　　　  　　　　　 3,500千円

新 道路付属施設改良費 10,000 　点検結果に基づく街灯・標識等の修繕
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

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

新 江尻高月線道路改良事業費 99,000 　道路の拡幅工事等に係る用地買収及び道路改良工事

浸水対策事業費 11,400 　豪雨時の排水機能向上のため側溝等の改修

都市計画策定費 4,000 新 　都市計画マスタープラン全体構想策定

運動公園整備事業費 2,248 新 　日本庭園修景池浚渫業務　　　　　　　　　　　　 1,600千円

新 いをのみ公園整備事業費 175,400 　フットボールセンター富山西側を既設のいをのみ公園と一体
的な公園として整備し、地域の活性化を図る。
　　既設いをのみ公園　　約2,500㎡
　　拡張部分　　　　　　約6,000㎡
　　計　　　　　　　　　約8,500㎡
　４ゾーンの整備
　・憩いゾーン　　　　四阿の設置
　・多目的ゾーン　　　芝生広場の整備
　・わんぱくゾーン　　築山等の設置
　・シルバーゾーン　　健康遊具の設置

東福寺野自然公園管理費 15,746 　・指定管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,507千円
　・わんぱく砦展望台取壊し工事　　　　　　　　　 2,500千円

新 　・時計台修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　 5,000千円

公園管理費 44,117 　・各公園維持管理費等　　　　　　　　　　　　  41,733千円

市街地空地空家活用支援事業費 2,000 　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

まちなか居住推進事業費 7,000 　ＤＩＤ区域内における住宅取得に係る助成
　・ＤＩＤ区域外居住者が区域内に住宅を取得　　500千円/１件

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/㎡
　　・公園等の整備　　　1,900円/㎡
　　・植栽　　　　　　 14,500円/㎡
　　・道路側溝整備　 　16,100円/ｍ
　　・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 4,279 　地域における花と緑の推進事業
　①小学校へのチューリップ球根配布
　②市内各地区への花苗配布等
　③記念花壇等に花苗を植栽
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

市営住宅維持管理費 48,063 新 　荒俣、有磯雑排水管清掃業務委託　　　　　　　　　1,200千円
新 　上小泉３号棟シャワー設置工事　　　　　　　　　 16,000千円
新 　上小泉２、３号棟手摺り設置工事　　　　　　　　　5,000千円

　駅前から上小泉への移転に伴う動産移転補償　　　 14,250千円

新 定住促進住宅維持管理費 41,260 　定住促進住宅の維持管理費　　　　　　　　　　　　8,905千円
　上小泉４号棟シャワー設置工事　　　　　　　　　 16,000千円
　自転車置場設置工事　　　　　　　　　　　　　　　3,000千円
　駐車場舗装工事　　　　　　　　　　　　　　　　　3,500千円
　上小泉２、３号棟から１、４号棟への移転に伴う
修繕及び動産移転補償　　　　　　　　　　　　　　　9,855千円

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）

　  消　防　費
　 　 　
消防運営費 3,427 　・県防災ヘリコプター運営負担金　　　　　  　  　1,397千円

　・海難救助船雄山丸運営負担金　　　　　　  　  　1,109千円

富山県東部消防組合負担金 327,359 　・組合運営費負担金　　　　　　　　　　　　　　 43,990千円
　・職員給与費等負担金　　　　　　　　　　　　　278,721千円
　・組合施設整備費負担金 　　　　　　　　　　　   2,340千円
　　（緊急援助隊支援車）
　・公債費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　  2,308千円

　 消防団運営費 20,117 　・出動手当　　　　　　　　　　　　　　　　  　　5,544千円
　・消防補償組合負担金　　　　　　　　　　　  　　8,014千円
　・被服の購入　　　　　　　　　　　　　　　  　　　695千円

消防分団施設整備事業費 3,000 新 　第一分団詰所外壁補修工事

 教　育　費

・学校教育関係

健康診断・健康相談事業費 4,801 　児童生徒及び教職員の健康診断の実施と適正就学指導委員会の
開催

奨学資金 4,696 　経済的理由により修学が困難な者に対し、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。
《貸与》
　・大学等(県外)  月額  40,000円
　  　〃　(県内)        20,000円

《給与》※継続者のみ対象
　・大学(県外)　　月額　12,000円
　  ひとり親加算　　 　　2,000円

《高校就学支援》
　・高校　　　　  年額 200,000円

幼児教育振興費 6,020 　私立幼稚園に対する運営費補助金　　 　　　
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

幼稚園就園奨励費 10,176 　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。

拡 　第２子等の就園に係る保護者負担軽減の拡充

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 5,262 新 　・滑川高校国際交流支援金　　　　　　　　　　　　　95千円

語学指導外国青年招致事業費 10,648 　語学指導助手(ＡＬＴ)２人を配置

不登校児童生徒適応指導事業費 4,131 　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 930 　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 13,700 　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

社会に学ぶ１４歳の挑戦事業費 1,200 　各中学校の２年生を対象に実施

図書館司書配置事業費 3,048 　小中学校に学校図書館司書４人を配置

学校評議員設置事業費 806 　市内全小中学校に学校評議員制度を導入、実施する。

小学校英語活動推進事業費 805 　地域の人材を活用した英語活動支援員５人を配置

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。

確かな学びサポート事業費 1,105 　学力到達度を検証するため、年１回、市内全小学生を対象に
国語と算数の標準学力検査（ＣＲＴ）を実施する。

特色ある学校づくり推進事業費 1,800 　「児童生徒の生きる力の育成」や「地域に開かれた学校運営」
など、各小中学校が実施する特色ある取組みに対して補助する。

新 土曜学習推進モデル事業費 1,440 　土曜日における教育活動の充実を図るため、通常の授業、地域
人材を活用した多様な学習や体験活動等の取組みを実施する。

教育センター運営費 12,236 　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 　・「郷土滑川のあゆみ」作成経費　　　　　　　　　 650千円

学校給食共同調理場管理運営費 71,130 　学校給食共同調理場運営に係る経費
　・給食用トレイ（1,200枚）の更新（３年目）      1,000千円
　　　　※3,500枚を３カ年で更新

新 　・食缶洗浄前処理機及び
　　　食缶・トレー洗浄機コンベアネット交換    　 1,900千円
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

小学校管理費 90,113 　小学校７校の管理運営に係る経費
　・熊出没時における児童帰宅タクシー借り上げ       100千円
　・市内企業見学（小学校５年生を対象） 　　        378千円
　・市内の文化財見学　　　　　　　　　　　         378千円

小学校教育振興推進費 13,100 　・小学校７校の設備充実費用
　・理科備品、児童用と職員用の図書などを充実

要・準要保護児童就学援助費 8,235 　経済的理由から就学が困難な学齢児童の保護者に対する助成
拡 　※支給費目にクラブ活動費、児童会費、ＰＴＡ会費を追加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　794千円

田中小学校改築等事業費 35,600 　田中小学校記念館改修工事

中学校教育振興推進費 9,446 　・中学校２校の設備充実費用
　・理科備品、生徒用と職員用の図書などを充実

要・準要保護生徒就学援助費 12,063 　経済的理由から就学が困難な学齢生徒の保護者に対する助成
拡 　※支給費目にクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費を追加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 2,452千円

・生涯学習関係

家庭教育推進費 224 　家庭教育力の向上を目的とした事業(「子育て講座」等)を実施
拡 　・スマートフォンの普及に伴い表面化した社会問題に対し、

　「安全・安心ネット利用講座」を開催することで正しい知識の
　浸透を図る。

放課後子ども教室開催費 2,118 　放課後の安全・安心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・地域交流を図る取組みを実施する。

音楽鑑賞会開催費 100 　各種演奏会開催補助金

ひかりのプラン推進費 992 　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

郷土偉人顕彰事業費 386 拡 　「海の見える時計台祭り」と題したイベントを開催しふるさと
滑川を題材とした作品を募集・表彰することで郷土愛を育む。

ディスカバー「滑川」 827 　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

新 ふれあいのバス派遣事業費 2,260 　姉妹都市北海道豊頃町との交流事業

社会教育活動総合事業費 1,860 　生涯学習の振興を図るため、各種講座を実施する。

郷土芸能活性化事業費 890 　市内小中学生を対象とした新川古代神踊りの伝承　　
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平成26年度
予  算  額

事　　　業　　　内　　　容事　　業　　名

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 10,532 　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 9,148 新 　東加積地区公民館外壁補修工事　　　　　　　　　 5,000千円

公民館ふるさと教育推進事業費 450 　ふるさと滑川の歴史・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。

図書館運営費 15,962 　図書・視聴覚資料購入費等

展覧会等開催費 3,760 　企画展開催費
　　① 滑川の絵馬展
　　② 上梅沢遺跡展
　　③ 水墨美術館所蔵作品による滑川ゆかりの画家たち展

子ども科学教室開催費 418 　子どもの科学探究心育成を目的として各種教室を開催する。
　　①自然科学教室
　　②天文教室
　　③ロボットセミナー

新 青雲閣管理運営費 18,047 　指定管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,844千円

・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

温水プール運営費補助金 13,740 　室内温水プールの運営に対する補助金　　　　　 　

競技力向上対策費 2,802 　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 798 　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

子どもの体力向上推進事業費 218 　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
を実施する。

ほたるいかマラソン開催助成費 1,600 　｢第１８回滑川ほたるいかマラソン｣運営助成金

市民チャレンジウォーク開催費 84 　ウォーキングをしながら、滑川市の文化・自然を体験する。
　　　　　　　　　

バウンドテニス交流大会開催費 300 　バウンドテニス交流大会の実施に伴う実行委員会への助成

新 滑川オリンピック開催費 1,000 　４年に１度、スポーツ・健康の森公園において地区対抗の大運
動会を開催する。
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市民スポーツフェスタ開催費 500 　市民参加型の総合スポーツイベントを開催する。

幼児期の運動促進普及啓発 2,000 　幼児の運動教室開催、指導者講習会の開催など
                      事業費

夢の教室開催費 1,450 　スポーツ選手等が「夢先生」として小学生に夢を持つことの大
切さを教える。

新 みんなの体操会開催費 600 　特別巡回ラジオ体操、みんなの体操会の開催

社会体育施設管理費 11,873 　・下梅沢テニスコート指定管理費　　　　　　　　 1,109千円
　・千鳥スキー場指定管理費　 　　　　　　 　  　　 145千円

新 　・西部小学校グラウンド照明等改修工事　　　  　 5,800千円

テニス村管理運営費 34,267 　指定管理費　　　　　　　　　　 　　　　　  　 34,117千円

テニス村整備費 950 新 　源泉送湯用ポンプ施設配電盤復旧工事　　　　　　　 450千円

総合体育センター管理運営費 22,039 　指定管理費　　　　　　　　　　　

総合体育センター整備費 34,000 新 　・武道館外壁補修工事　　　　　　　　　　　　  29,000千円
新 　・アリーナ暗幕カーテン及びレール取替え工事　　 3,000千円
新 　・バスケットボールシステムカウンター及び

　　　ショットクロック更新　　　　　　　　　　　 1,800千円

スポーツ・健康の森公園 19,177 新 　指定管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　  11,387千円
管理運営費

スポーツ・健康の森公園整備費 63,507 新 　第２駐車場整備工事　　　　　　　　　　　　　  60,000千円
　　グラウンド整備面積：7,500㎡
　　ランニング走路延伸：　370ｍ
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