令和３年度予算(案)について
１

予算（案）の位置づけ

「次代を拓く変革予算」
本市では、
「市民創造都市 高岡」の実現を掲げ、Society5.0 の社会構築やＳＤＧｓの推
進といった新たな潮流を取り入れながら、
「まち」
「ひと」
「しごと」づくりにおいて、市民
の様々な活動が新たな価値を生み、人口減少社会の中においても持続可能な社会を創造す
る好循環の形成を戦略的に進めてきた。
令和３年度は、これらの取り組みの指針となる総合計画第３次基本計画の最終年度とな
るほか、産業、観光、歴史・文化といった政策分野の指針となる本市の主要計画や、県西
部地域の経済成長や市民サービスの向上を目指す第２期とやま呉西圏域連携中枢都市圏
ビジョンがスタートする年である。
これまで進めてきたまちづくりを総括し、その成果をベースとしながら、次のステージ
へ向けての一歩を踏み出す年であり、更に令和４年度以降の新たな指針となる総合計画第
４次基本計画の策定につなげていかなければならない。
一方、昨年来の新型コロナウイルスの感染拡大により、市民生活や社会活動、経済活動
など様々な面において地域が大きな影響を受けており、市民、事業者、地域、行政といっ
た活動主体が、それぞれの活動の在り方を見直し、あらゆる分野、場面で、今までの行動
を変革していくことが求められている。
令和３年度予算は、新しい変革の時代への道筋をつけるため、コロナ禍からの脱却、10
年来培ってきた「都市の強み」と「まちの魅力」を活かす取り組みの強化、更には市民や
地域による「ひとの力」の結集に焦点をあて、現在策定中の第４次基本計画の視点である
「次世代から共感を得られるまちづくり」を進める「次代を拓く変革予算」として編成し
た。
２

予算（案）の特徴

「高岡市財政健全化緊急プログラム」により持続可能な行財政運営を構築することを念
頭に、コロナ禍からの脱却に向けた安全・安心な市民生活の確保、
「都市の強み」を活かし
た経済循環の回復や、「まちの魅力」の向上と更なる活用・発信、次代を担う「ひとの育
成」などを中心に取り組む。また、デジタルトランスフォーメーションやＳＤＧｓなどの
新たな時代の潮流を取り込んだ「ポストコロナ時代の『未来につなぐ高岡新機軸』事業」
を通じ、以下の５つの方策に取り組むもの。
(1) 市民生活の根幹をなす安全・安心の確保
(2) 経済の好循環の回復、まちの賑わい創出
(3) まちの魅力の磨き上げ、魅力の活用・発信
(4) 次代を担うひとの育成
(5) 新しい潮流への対応
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(1) 市民生活の根幹をなす安全・安心の確保

【新】
：新規事業、【拡】：拡充事業、
【新機軸】：未来につなぐ高岡新機軸事業
(P 、 )主な事業の該当頁、Ｒ3 年度予算額(Ｒ2 年度予算額)

感染症の拡大を防止し、経済循環の回復と次なる成長を実現するため、本年１月に設置した「新
型コロナウイルスワクチン接種事業実施本部」により、ワクチンの接種を円滑に実施するほか、更
なる感染防止対策・予防対策に取り組む。また、防災・減災対策を推進し安全・安心な市民生活を
確保する。
＜ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と市民生活の安定 ＞
【新】児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業（P40、80,450(0)）衛生資材購入に対する補助
【拡】 住居確保給付金（P49、20,000(630)）
【新機軸】 コンビニ交付サービス事業（P61、22,500(32,430)）手数料の引き下げによるコンビニ交付サービスの利用促進
令和２年度補正分
【新】高岡市営駐車場キャッシュレス化事業（P36、18,469(0)）
【新】市立学校教育活動継続支援事業（P44、41,200(0)）感染症対策に必要な物品の配備
【新】図書館情報システム整備事業（P47、4,088(0)）感染症対策として中央図書館への自動返却機導入
【新】新型コロナウイルスワクチン接種事業（P53、1,160,000(0)）
【新】消防・救急事業（P57、3,274(0)）感染症対応のための救急消耗品の購入
＜ 地域共生社会の実現 ＞
障害者自立支援事業（P49、3,159,938(3,149,513)）
重度心身障害者等医療費助成事業（P49、505,782(506,242)）
地域包括支援センター事業（P50、285,404(285,496)）
【新機軸】 健康づくり・介護予防活動の充実（P50、4,774(3,300)）「通いの場」の活動充実及びフレイル予防対策の推進
【新機軸】 あっかり総合サポート推進事業（P51、2,767(0)）福祉連携推進室を新設、支援機関等と連携した重層的な支援
＜ 防災・減災対策の推進 ＞
防災行政無線整備事業（P55、31,539(10,000)）移動系防災行政無線設備の更新整備
【拡】 自主防災組織育成事業補助金（P55、1,897(1,900)）
【拡】自主防災組織資機材整備補助金（更新に
かかる費用に対する補助）、【新】地区防災計画策定促進補助金（計画策定支援のための防災士の招へいに対する補助）

【新】
【新】
【新】
【新】
【拡】
【拡】

まるごとまちごとハザードマップ整備事業（P55、1,000(0)）電柱等への洪水時の浸水深の表示板の整備
消防本部・高岡消防署庁舎改築事業（P56、69,624(0)）基本設計
消防救急デジタル無線設備改修事業（P56、21,525(0)）保守期間の終了に伴う改修
氷見市消防事務受託事業（P56、431,414(0)）令和３年４月からの氷見市との消防広域化に伴うもの
道路維持管理事業（P58、227,416(208,991)）【 Ｒ ２ 】 道 路 維 持 管 理 ク ラ ウ ド シ ス テ ム 、 Ａ Ｉ 路 面 調 査 サ ー ビ ス の 導 入
雪に強いまちづくり事業（P59、115,000(131,000)）消雪施設整備、民間消雪施設設置助成

令和２年度補正分
準用河川整備事業（P56、R3:47,596(105,359),R2:75,000）
【拡】 道路メンテナンス事業（P58、R3:177,600(101,000),R2:32,000）橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的な修繕・更新・撤去
【拡】 地域ぐるみ除排雪活動促進事業（P59、18,480(4,620)）小型除雪機械購入費

(2) 経済の好循環の回復、まちの賑わい創出
第２期 産業振興ビジョンで掲げた将来像「ひとの力を紡ぎ、業を次代につなぐまち～産業の継
承・革新・創出～」を実現するため、商工・観光・農林水産業など各分野で策定した計画で掲げた
事業を推進する。また、中心市街地の活性化や観光・交流などまちの賑わいづくりを推進する。
＜ 経済の好循環の回復 ＞
【拡】【新機軸】ものづくり持続的成長推進事業（P17、23,143(12,068)）
【新機軸】未来につなぐチャレンジ事業補
助金、
【新機軸】ものづくり事業承継ハブ推進事業

ものづくり開発人材育成事業（連携事業）
（P17、933(954)）高度専門的な研究機関と企業による共同研究・開発
【新機軸】 ST@R-ZIBA 運営支援事業（P18、4,000(0)）
【拡】 中小・小規模企業向け融資事業（P19、3,139,908(3,532,224)）
【新】小規模事業者経営改善資金
(マル経融資)利子補給事業

【新】事業承継特別保証制度保証料補給事業
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【拡】 企業立地推進事業（P19、5,174(3,226)）新たな産業団地の候補地検討・適地調査の実施等
【新】 生産性向上のための設備投資促進事業（P20、20,000(0)）生産性向上に繋げるための設備投資への支援
強い農業・担い手づくり総合支援事業（P21、19,402(21,482)）
【拡】【新機軸】 新規就農・後継者確保促進事業（P21、16,675(3,360)）
【拡】【新機軸】 ６次産業化推進事業（P21、1,000(160)）
【新機軸】 中山間地域等条件不利農地集積事業（P22、1,125(0)）
【拡】 農業特産物開発育成事業（P22、9,481(2,673)）
【拡】 中山間地域等農業活性化支援事業（P23、29,253(25,382)）農業の生産条件不利地に対する支援
【拡】 林業対策事業（P24、23,489(13,800)）森林環境譲与税を活用した森林整備等

＜ まちの賑わいの創出 ＞
【新】 飲食店向けキャッシュレス還元事業（P32、70,000(0)）
【拡】 高岡駅前東地区整備推進事業（P33、219,386(87,493)）民間活力によるマンション等の整備事業への支援
福岡駅前土地区画整理事業（P33、303,558(201,549)）
リノベーションまちづくり事業（P34、5,000(7,000)）
中心商店街賑わい回帰支援事業（P34、10,470(13,350)）御旅屋通り周辺での５Ｇ技術を活用したイベント開催支援等
セリオタウン推進事業（P34、178,011(179,715)）
【拡】 中心市街地活性化基本計画推進事業（P34、4,500(240)）第４期中心市街地活性化基本計画の策定
大型クルーズ船受入事業（P37、10,493(7,293)）受入環境の整備、バスツアーの開催、【新機軸】 新型コロナウイルス感染症対策
令和２年度補正分
【拡】 飲食店関連店舗支援事業（P32、22,800(0)）地域商業を下支えするため、酒販業者等に対し給付金を支給

＜ 観光・交流の推進 ＞
【拡】 団体旅行誘致促進事業・個人旅行誘客強化事業（P28、80,435(29,148)）新高岡駅を利用した商品開発支援等
呉西観光誘客推進事業（連携事業）
（P28、5,270(5,290)）
【拡】 新高岡駅利用促進事業（P28、28,516(8,980)）【新機軸】新たな旅行商品の造成等
【拡】 新高岡駅利用促進観光バス事業（連携事業）
（P29、13,700(9,500)）世界遺産バス、わくライナー、高山便の乗車料金割引支援
【拡】 コンベンション誘致・支援事業（P30、12,000(8,230)）
インバウンド強化事業（P30、1,680(2,200)）
【拡】 祭・イベント支援事業（P31、62,648(54,248)）
【新】 官民連携による地域振興施設活用事業（P31、100,000(0)）とやま・ふくおか家族旅行村の利活用による新たな魅力創出
【新】【拡】 総合交通戦略推進事業（P36、233,733(179,079)）【新】福岡駅周辺地区のバリアフリー基本構想
の策定、【拡】城端・氷見線の LRT 化に向けた検討調査負担金

万葉線利用促進事業（連携事業）
（P36、66,631(53,828)）車両の冷房化等
【新機軸】 持続可能な地域交通の構築に向けたバス利用実態調査（P36、3,500(0)）
【新機軸】 市民協働型地域交通システムの導入支援（P36、500(0）
）
【拡】 公営バス運行管理費（P37、74,073(36,088)）バス車両の更新、バス車庫改修
東京 2020 オリンピック・パラリンピック推進事業（P48、29,644(10,958)）
【新】 全国高等学校総合体育大会実施事業（P48、13,000(0)）

(3) まちの魅力の磨き上げ、魅力の活用・発信
吉久の重要伝統的建造物群保存地区の選定や勝興寺の大修理の完了を機に、第２期歴史まちづ
くり計画に基づき、まちの魅力を更に磨き上げ、魅力の活用・発信を推進するとともに、北部地域
での取り組みを強化する。また、市民の活動を支援し、地域に根差した創造的な芸術・文化活動を
育成する。
＜ 歴史・文化 ＞
【拡】 市内町並み保存対策事業（P25、1,395(559)）吉久重伝建地区のまち歩きマップの制作支援
赤レンガ建物利活用調査事業（P25、18,202(46,361)）耐震補強計画、保存活用計画の策定、
【R2-3 継続費 44,000 千円】R2：26,800 千円、R3：17,200 千円

勝興寺保存活用事業（P25、11,026(29,724)）
「GO
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FOR KOGEI 展覧会」など勝興寺の魅力発信

【拡】 重要伝統的建造物群保存地区整備事業（P25、30,159(33,280)）吉久をはじめ建物等の修理・修景
【拡】 まちなか歴史資産魅力向上事業（P26、463(400)）歴史文化資産の文献資料調査

＜ 芸術・文化 ＞
新たな芸術・文化創造推進事業（P27、8,390(12,333)）
藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリー事業（P27、36,164(39,924)）
新たな万葉のふるさとづくり事業（P27、2,500(2,565)）
万葉歴史館展示室魅力向上事業（P27、20,000(20,000)）【R2-3 継続費 40,000 千円】R2：20,000 千円、R3:20,000 千円
【新機軸】 みんなの文化ステージ創造プロジェクト事業（P27、10,000(0)）ユニークベニューTAKAOKA の拡充など
＜ 魅力の活用・発信 ＞
【拡】 団体旅行誘致促進事業・個人旅行誘客強化事業（P28、80,435(29,148)）※ 再掲
【拡】 新高岡駅利用促進事業（P28、28,516(8,980)） ※ 再掲
【新】 まちづくり企画検討事業（P29、3,000(0)）最先端の情報技術などを活用したまちづくりの企画
高岡ブランド発信事業（P29、70,987(37,643)）ふるさと納税制度を活用した高岡の魅力等の全国への発信
【新】
【拡】総合交通戦略推進事業（P36、233,733(179,079)）※ 再掲

(4) 次代を担うひとの育成
「ひと」の創生を起点とした好循環の確立を目指すため、移住・定住の促進や関係人口を創出・
裾野の拡大を図る。また、学校再編の着実な推進と高岡の誇りに根ざし世界を目指すＧＩＧＡス
クール構想の着実な推進による教育環境の充実、子育て世帯が安心して子育てできる環境づくり
の充実を図る。更に、ひとの力・地域の力を引き出す、市民が主役の地域づくりへの支援を行う。
＜ 移住・定住の促進 ＞
就業マッチング支援事業（連携事業）
（P17、5,803(5,719)）
ＵＩＪターンによる人材確保推進事業（P17,35、3,040(3,040)）
たかおかウェルカムサポート事業（P35、2,348(2,095)）
【拡】 とやま呉西圏域ウェルカムサポート事業（連携事業）
（P35、5,008(3,763)）オンライン移住セミナーの開催等
たかおか暮らし支援事業（P35、25,019(22,016)）まちなか区域や居住誘導区域での住宅取得支援等
【新機軸】 デジタル掲示板を活用した若者のまちづくりへの参画支援事業（P46,10,000(0)）
＜ 事業承継など後継者の育成 ＞
【拡】【新機軸】ものづくり持続的成長推進事業 ※ 再掲（P17、23,143(12,068)）ものづくり事業承継ハブ推進事業
次世代型ものづくり人材育成事業（P19、3,847(4,037)）伝統工芸産業人材養成スクール等
＜ 教育環境の充実 ＞
【拡】 部活動育成費（P41、6,476(6,138)）中学校の部活動の充実等のための非常勤講師の配置
【拡】 地域イントラネット整備事業（P42、91,848(63,899)）
【新機軸】学びのデジタル化推進事業（教員
の ICT 活用補助のための ICT 支援員の配置）
、【新機軸】次世代校務システム構築事業

【拡】 教育環境整備推進事業（P43、3,831(1,172)）各地域での統合小学校開設準備会、地域懇談会等の開催
【拡】 五位中学校区統合小学校整備事業（P43、549,813(323,408)）校舎の建築工事等 ※ Ｒ2-3,3-5 継続事業
国吉義務教育学校整備事業（P43、48,000(112,402)）校舎の改修等 ※ Ｒ２-３継続事業
【新】 高岡西部中学校区小中一貫校整備事業（P43、67,530(0)）基本設計・実施設計【R3-4 継続費 66,800】R2:33,400 千円、R3:33,400 万円
【新】 高陵中学校区小中一貫校整備事業（P43、57,584(0)）基本設計等
【新】 戸出中学校グラウンド改修事業（P44、117,653(0)）
【拡】 論理コミュニケーション推進事業（P45、4,390(3,935)）慶應義塾大学ＳＦＣ研究所による遠隔授業の実施
【拡】 図書館企画事業（P46、1,089(294)）【新機軸】高岡の魅力発信デジタルアーカイブ事業（歴史資料のデジタル化）

令和２年度補正分
【新】 市立学校空調整備事業（P44、772,750(0)）特別教室及び給食室
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＜ 保育環境の充実 ＞
私立保育所入所運営委託事業（P38、1,710,593(1,590,498)）
【拡】 私立認定こども園等施設型給付費（P38、2,481,859(2,369,916)）
【拡】 産後ケア事業（P38、4,285(3,979)）産後のメンタルヘルスケアの強化等
【新】 産後ヘルパー派遣事業（P38、1,000(0)）ワンオペ育児の解消のための家事代行サービス
放課後児童健全育成事業（P39、250,737(241,346)）
【拡】 保育サービス充実事業（P39、394,726(362,536)）延長保育や病児保育等の多様な保育サービスの充実
【新】 市民病院３階東病棟改修事業（P53、11,000(0)）安全で落ち着いた出産・育児環境の提供のための産婦人科病棟の改修
＜ 市民が主役の地域づくり ＞
まちづくり人材育成事業（P29、5,000(5,000)）大人のための小学校「熱中寺子屋」の取組支援
大学・地域連携推進事業（連携事業）
（P45、3,015(3,086)）とやま呉西圏域共創ビジネス研究所の運営等
【新】 石堤公民館整備事業（P47、35,000(0)）石堤公民館の移転（旧石堤小学校の諸室の一部改修）
【新機軸】 共創の地域づくり促進事業（P60、1,600(0)）地域活動組織の再構築に向けた地域での取組への支援
【新】 地域おこし協力隊の活動支援事業（P60、8,268(0)）地域課題に対し「ひとの力」による課題の解決に取り組む
【新】 新型コロナウイルス対策地域活動支援補助金（P60、5,000(0)）工夫した地域活動に対する支援
【新機軸】 元気たかおか推進事業（P61、3,600(0)）寄附型クラウドファンディングを活用した市民が主役のまちづくり支援制度創設

(5) 新しい潮流への対応
市民サービスにおいて、デジタル技術やデータの活用などデジタルトランスフォーメーション
を推進し、市民の利便性を向上させるとともに、ＡＩなどの活用により業務効率化を図り、人的資
源を行政サービスの更なる向上につなげていくもの。
＜ ＳＤＧｓの推進 ＞
低炭素社会づくり事業（P54、2,132(2,289)）蓄電池付き太陽光発電システムの設置支援等
循環型社会づくり事業（P54、11,425(12,846)）ごみの減量化と資源の有効活用
【新】 男女平等推進プラン・ＤＶ対策基本計画策定事業（P61、811(0)）
【新】 多文化共生プラン策定事業（P62、1,049(0)）
【新機軸】 ＳＤＧｓ推進事業（P64、1,000(600)）本市施策への取り込み、市民や団体、民間企業との連携強化
【拡】 公共施設照明ＬＥＤ化事業（P65、244,684(34,441)）生涯学習センター,Ｕホール,スポーツ施設(一部),図書館(一部)ほか
＜ 市民サービスの向上 ＞
納税環境整備事業（P64、1,085(414)）市税等におけるスマートフォン決済アプリを利用した「スマホ収納」サービスの開始
【新機軸】 Web 口座振替受付サービス導入事業（P64、4,180(0)）
【新機軸】 電子入札システム共同利用事業（P65、8,778(0)）県及び県内市町の共同利用システムの導入
令和２年度補正分
【新】 ＡＩチャットボット導入負担金（P30、314(0)）訪日客への効率的な観光情報の提供（県負担金）
【新】 公開型地図情報システム導入事業（P33、9,702(0)）公開型地図情報システムの導入に向けた電子データ整備
＜ 行政のデジタル化 ＞
【新】 情報化推進基本方針、アクションプランの改訂（P63、160(0)）
【新機軸】 ＡＩ音声認識技術の導入による業務改善事業（P63、1,386(0)）
【新機軸】 新たなコミュニケーションツールの導入による業務改善事業（P63、2,500(0)）ロゴチャットの導入
【拡】 行財政改革推進事業（P64、5,859(35,411)）【新機軸】ＲＰＡ活用事業、【新機軸】公共施設等情報集約化事業
【新機軸】 弾力性の高い行財政運営に取り組むための調査研究事業（P64、1,980(0)）公共施設再編改革で
利用促進・コスト縮減とした施設を中心に施設の課題抽出及び改善点の洗い出しを行い再編統合・管理費用の縮減を図る

【新】

財務会計システム電子決裁対応事業（P65、8,884(0)）電子決裁対応による業務の効率化、ペーパーレス化

令和２年度補正分
【拡】 道路維持管理事業（P58、3,025(0)）道路維持管理クラウドシステム・ＡＩ路面調査サービスの導入

以上
5

