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１ 飛越能８６万人のふれあいと交流のまち

（1）交流の基盤づくり
・北陸自動車道新 IC 整備事業 【道路建 設課】
３４，６２５（267,500）
平成２６年度は北陸自動車道の庄川左岸地区における新スマート IC の完成に向け、
ランプ、高岡砺波インター線の整備を行う。

・北陸新幹線対策事業 【駅周辺・新幹線対 策課】
１，２９４，１５８（1,582,417）
平成２７年春の北陸新幹線開業に合わせ、新高岡駅周辺の整備を行う。また、平成
２６年度は新駅周辺の道路整備や城端線新駅の整備等を行う。
〔主なもの〕
新駅北通り線整備
195,000
下黒田 23 号線整備（城端線新駅東西自由通路）
291,000
新駅平面駐車場整備（北側・南側）
204,000
下関京田二塚線、下黒田 13 号線等整備
100,000
城端線新駅整備
25,668

・高岡駅周辺地区整備事業 【駅周辺・新幹 線対策 課】
２６０，２３９（541,280）
高岡駅周辺の活性化や南北市街地の一体化を図り、高岡駅での交通結節機能を
高める。また、平成 26 年度は新駅とのアクセスの利便性を高めるため、南口駅前広場
のバス乗降場等の整備を行う。
〔主なもの〕
高岡駅南口駅前広場整備
150,000

・並行在来線対策事業 【駅周辺・新幹線対 策課】
２５，０００（143,000）
並行在来線開業後の安全対策等への投資や運賃値上げの一定程度抑制等のた
め、「富山県並行在来線経営安定基金」に拠出する。また、市内並行在来線の活性
化を図るため、高岡駅〜西高岡駅間の新駅設置などの活性化策を盛り込んだ地域
公共交通総合連携計画を新たに策定する。
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・【拡】土地利用計画策定事業 【都市計画 課】
９，７７５（18,600）
総合計画に即し、まちづくりの目標をはじめ、土地利用や都市施設の整備方
針など、本市の将来のまちづくりの方針となる都市計画マスタープランを策定
する。

・【新】幹線道路網整備計画策定事業 【都市計 画 課】
８，０００
新幹線開業後における、戦略道路、幹線道路整備の基本方針等を検討する。

・【新】並行在来線新駅周辺整備事業 【都市計 画 課】
８，５００
高岡駅〜西高岡駅間の新駅設置に伴い、公共交通の利用促進及びアクセス向
上のために整備する東側駅前広場の実施設計を行う。

・土地区画整理事業 【福岡まちづくり推進室】
（市施行）〔後掲〕
福岡駅前地区
建物移転補償及び道路工事等

７５２，４５６（646,856）
(期間:Ｈ18〜Ｈ30 面積：11.1ha)

・【新】城端線増便試行事業 【駅周辺・新幹 線対策 課】
１３，８６６
沿線 4 市で策定した「城端・氷見線地域公共交通総合連携計画」に基づき、城端線の
増便試行に取り組む。

・能越自動車道利活用調査事業 【道路建設課】

１，５００（1,500）
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・【拡】総合交通戦略推進事業 【地域安全 課・駅周 辺・新幹線対策課・観光 交流課】
交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を図るため、
総合交通戦略に掲げる施策を具体的に実施するもの。
〔主な取組〕
・新高岡駅二次交通機能強化調査事業 2,500 千円（4,000 千円）
・【新】城端線増便試行事業 13,866 千円〔再掲〕
・コミュニティバス運行事業 40,000 千円（40,000 千円）
・並行在来線対策事業 25,000 千円（143,000 千円）
・地域バス運行事業 3,000 千円（3,000 千円）
・万葉線再生事業 22,035 千円（27,337 千円）
・【新】交通ＩＣカード導入調査事業 100 千円
・JR 駅利用促進事業 12,813 千円（12,813 千円）
・【新】待合環境改善事業 32,383 千円
・【拡】エコ・トランスポート推進事業 7,600 千円（1,000 千円）〔後掲〕
・総合交通戦略推進協議会開催事業 89 千円（128 千円）

・新高岡駅二次交通機能強化調査事業 【観光 交流課】
２，５００（4,000）
北陸新幹線を利用して来訪される観光客の移動利便向上を図り、新高岡駅の交通
拠点機能を強化するため、引き続き「世界遺産バス（高岡〜白川郷間）」の運行に対
し助成する。

・【新】高岡駅前東地区整備推進事業 【都市計 画 課】
７，８３１
高岡駅前東地区を『出会い・学び・活動できる場、安心で快適に生活できる場』とし
て整備を進めるため、拠点施設の基本計画を策定する。また、高岡駅前東地区にお
ける市街地整備調査を行う。

・福岡市街地整備事業 【福岡まちづくり推進室】
１，０９０，０３９（746,534）
福岡中央地区の市 民交流と賑わいを創出するため、「歩いて楽しい、住みたくなるま
ち」を目指し、まちづくり事業を推進する。
福岡駅前土地区画整理事業〔再掲〕
752,456
福岡中央地区まちづくり推進事業
337,700
福岡駅前地域交流センター建設工事費
継続費〔新築工事〕 473,700 （H25〜Ｈ27）
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・世界文化遺産登録推進事業 【文化財課】
１，５０２（2,542）
世界文化遺産登録の継続的な市民運動を進めるため、「近世高岡の文化遺産を愛
する会」の取り組みを支援する。また、高岡御車山行事の世界無形文化遺産登録を目
指した取り組みとして講演会などを行う。
・西山歴史街道整備事業 【文化 財課】
２，０００（2,000）
西山丘陵について、「西山歴史街道」というコンセプトのもと、二上山周辺（守山〜太
田）をモデル地区に選定し整備を進める。
・【拡】住居表示整備（旧町名復活）推進事業 【市民協働課】
４，０１７（800）
住居表示による旧町名の復活に向けた取り組みを進めるにあたり、復活の申し出が
あった区域について基本調査を実施するとともに、推進団体の取組みに対して支援を
行う。

（４）豊かなスポーツライフを実現する生涯スポーツの推進

・選手育成強化事業 【体育保健 課】
ジュニア選手育成強化
5,600

１５，６００（15,754）
全国大会開催及び派遣補助
10,000

・学校体育施設開放事業 【体育 保健課】

７，９０８（8,228）

・高岡西部総合公園整備事業 【体育保健 課】
３００，１５０（595,930）
野球場の建設、公園整備工事、関連道路改良工事等を行う。
継続費 2,616,000〔野球場建設〕 H24〜H26

・グラウンドゴルフ場整備事業 【体育 保健課】
２９１，２９３（272,176）
岩坪地内でのグラウンドゴルフ場整備のため、造成工事等を行う。

・福岡グラウンド整備事業 【福岡教育 行政センター】
福岡グラウンドの改修工事を行う。
継続費 291,412（H26〜H27）
・総合体育館整備事業 【体育保健課】
総合体育館の建設に向けた基本計画を策定する。
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１７４，９７１（10,000）

７，０００（1,000）

・幹線道路の整備 【道路 建設課】
街路事業 716,772
中川和田線
木津佐野線
道路改良事業 274,200
駅南一丁目二塚線他
戸出石代川原線他
本領下老子線他
スマートＩＣ完成に伴う案内
標識の設置

９９０，９７２（2,118,800）
386,772
80,000

41,900
73,400
21,900
24,000

下伏間江福田線
羽広内免線

羽広二丁目 10 号線他
戸出光明寺戸出竹線他
義経岩踏切線
駅南三丁目交差点

230,000
20,000

30,700
47,300
24,000
11,000

・【拡】大型クルーズ船受入事業 【みなと振興課】〔後掲〕
９，７５０（6,950）
大型クルーズ船の誘致・受け入れ態勢を整えるため、シャトルバス運行、まちめぐりマ
ップの増刷、誘導看 板、電動自 転車の設 置等 を行う。また、新たに市内有料 観光地等
を組み入れたバスツアーの実施に対して助成する。

・【拡】ＲＯＲＯ船定期航路開設支援事業 【みなと振興課】
１，０００（1,000）
ＲＯＲＯ船の定期運行化に向けた出荷量の確保・新規顧客開拓を図るため、現行航
路に新規に出荷した企業、または出荷量を増大させた企業に対し助成する。平成 26
年度から、対象企業を市外企業にも拡充する。

4

（2）魅力ある観光のまちづくり

・【新】大伴家持上京の旅事業 【観光交流 課】
１，５００
「万葉集全２０巻朗唱の会」の第２５回を記念して、大伴家持がたどった越中から奈良
までの旅を再現する取り組みを支援する。

・御車山会館建設事業 【観光交流課】〔後掲〕
５６６，７３８（125,940）
観 光や高 岡の祭 文化 伝承の拠 点、地域 の交 流施 設となる「高 岡御 車山 会 館」を建
設する。
継続費 2,185,530（Ｈ24〜Ｈ26）
平成 27 年 3 月完工予定

・平成の御車山制作事業 【観 光交流課】〔後掲〕
８０，６１６（15,600）
高岡の伝統技術の粋を集めた「平成の御車山」を制作する。

・重要伝統的建造物群保存地区整備事業 【文 化財課】〔後掲〕
山町筋 建造物 修理 ２件
金屋町 建造物 修理 ８件 修景 １件

４０，２１２（45,202）

・【新】「おくのほそ道の風景地」国名勝指定関連事業 【文化 財課、道路建 設課】
２５，０００
有磯海（女岩）が「おくのほそ道の風景地」として国名勝に指定されたことを受け、奥
の細道サミットや「おくのほそ道の風景地ネットワーク」（新設予定）への参加、環境整
備計画の策定など、広く有磯海の魅力を発信するとともに、保存に努める。
また、義経岩踏切線の整備を行う。

・都市景観形成推進事業 【都市 計画課】
６，４３６（6,362）
高岡らしい景観を守り、育て、創り出すため、景観形成重点地区等で住民が行う修
景事業等に助成するとともに、まちなかのブロンズアートに対する親近感を高めるため
の取り組みを行う。また、伏木地区において、歴史や自然を巡る周遊路構想を策定す
る。
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・既存不適格屋外広告物早期改善事業 【都市 計画課】
１，１４０（1,262）
既存 不 適格 広告物の早 期改善を促すため、改修・撤去 等に取り組む広告主 に対し、
その経費の一部を助成する。

・たかおかストリート整備推進事業 【都市計画 課】
３，８２０（46,050）
本市の観光・交流拠点を繋ぎ、新幹線新駅から中心市街地までの回遊性を高める
ため、中心市街地におけるサインの整備を進める。

・【拡】たかまちプロムナード事業 【商業雇用 課】〔後掲〕
２，０９９（3,000）
ＪＲ高岡駅〜末広町通り〜御旅屋通り〜高岡大仏前のにぎわいと魅力創出を図る
ため、地元商店街などが取り組むイベント等を支援する。また、中心市街地への求心
力を高めるため、御旅屋通りのアーケードを活用しストリートギャラリーを実施する。

・福岡地域イベント等補助事業 【経済振 興課】
９，３２０（9,620）
つくりもんまつり、リバーサイドフェスタ、産業フェスティバルなど福岡地域のイベント
に対して助成する。

（3）もてなしの心あふれるまちづくり

・広域観光推進事業 【観光交流 課】
３，４１２(3,792)
越中飛騨観光圏協議会をはじめとする、広域観光団体の事業等を支援する。

・スマートドライブ環境整備事業 【観光交 流課】
２，０７９（4,150）
「環境共生のまち高岡」として、環境にやさしい歴史都市ブランドの確立や
再生エネルギー普及を推進するため、市内に電気自動車普通充電器を設置し、
スマートドライブ＆ステイ観光に取り組む。
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・高岡食ブランド活性化事業 【観光 交流課】〔後掲〕
２，９００(4,100)
高岡の食のブランド化を図るため、観光魅力向上の一環として取り組まれている「高
岡コロッケ」と「高岡昆布めし百選」のさらなる普及と新しい食の名物づくりの取組みを支
援する。
高岡市食ブランド活性化強化期間（Ｈ２６〜Ｈ２８）

・【新】クラフトの台所事業補助金 【観光 交流課】〔後掲〕
１，０００
市内の飲食店が、市内で製作されたテーブルウェアを購入する際の費用の一部を助
成する。

・観光宣伝事業 【観光 交流課】
１９，６０８（22,568）
北陸新幹 線開業に向けた観光 誘客を図るため、誘致・宣伝用のパンフレット・ポスタ
ー等を製作・配布するとともに、出向宣伝や旅 行雑誌 等への広告出稿を行い、本市 の
魅力をＰＲする。

・【新】高岡駅観光案内施設整備事業 【観光交 流 課】
１０，０００
北陸新幹線開業後の観光客受入態勢を強化するため、万葉ロード内に観光案内所
を整備する。

・【拡】開業目前！たかおかプロモーション大作戦
【駅周辺・新幹線対策課、観 光交流課、広 報統計課】

１３３，１６０（83,153）

新幹線開業に向けた総仕上げの段階である平成 26 年度は、高岡が数ある都市の
中から選ばれる都市となるため、開業半年前などの折々の開業イベントの開催、飛越
能や首都圏沿線地への出向宣伝、観光説明会や県西部６市による物産展の開催な
ど、年間を通じた積極的なＰＲを展開する。
また、雑誌への特集記事の掲載、テレビでの特集番組の放送、首都圏でのＤＭ発
送、職員向けシティプロモーション研修の実施など、高岡の魅力を広く発信する。
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・ＴＲ＠Ｐ事業 【観光交 流課】
３，０００（3,000）
観 光 及び産業 の活性 化を図るため、本 市出 身の著名 作 画作 家（アニメーター）・松
原秀典氏によるキャラクター「あみたん娘」を活用し、本市の地域資源をＰＲする。

・コンベンション誘致・支援事業 【観光 交流課】
４，２９５(4,390)
多くの観光客の滞在が期待できるコンベンションの誘致を行い、その開催にかかる宿
泊費、会場借り上げ料、バス借り上げ料等の経費の一部を助成する。

・【新】金屋町・山町筋観光駐車場調査 【観光交 流課】
４，３００
山町筋、金屋町を訪れる観光客を受け入れるための観光駐車場整備に向けた調査
をおこなう。

・【拡】大型クルーズ船受入事業（再掲） 【みなと振興課】
９，７５０（6,950）
大型クルーズ船の誘致・受け入れ態勢を整えるため、シャトルバス運行、まちめぐりマ
ップの増刷、誘導看 板、電動自 転車の設 置等 を行う。また、新たに市内有料 観光地等
を組み入れたバスツアーの実施に対して助成する。

・越前国際交流基金留学生派遣受入事業 【都 市経営課】
１，５００（600）
姉妹都市との交流の推進及び次世代を担う市民の国際的視野を育成するため、ア
メリカフォートウェーン市へ高校生を派遣する。
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・多文化共生事業 【都市経 営課】
４，３２４（8,405）
高岡市多文化共 生プランに基づき、外国人 市民にとっても、安全 安心で暮らしやす
く、世界に開かれた共生のまちづくりを推進する。平成２６年度は高 岡市暮らしのガイド
（ポルトガル語版）の作成などを行う。

･外国人児童生徒教育支援事業 【学校教育課】 〔後掲〕
５，７１４（4,383）
日本語指導を必要とする外国人児童生徒の就学支援のため、外国人相談員を小・
中・特別支援学校に配置するとともに、御旅屋セリオ内の国際交流センターで日本語
指導や相談業務を行う。
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２ 水・緑につつまれ安心して暮らせるやすらぎのまち

（１）元気あふれる健康のまちづくりの推進
・【拡】高岡あっかり福祉ネット推進事業 【社会福 祉課】
４，３５０（3,200）
市民、各種団体、行政等が連携した「高岡型地域福祉ネットワーク」の構築に向け、
実施地区を 9 地区から 15 地区に拡大する。
・地域で暮らすあんしん高岡創造事業 【高 齢介 護課】
３，２４４（3,342）
認知症相談医と地域包括支援センターが連携し、認知症高齢者が住み慣れた地域
で適切な医療、介護サービス等が受けられる「地域包括ケア体制」の構築を目指す。
・不妊治療費助成事業 【児童育成課】
２２，６００（20,000）
不妊治療（体外受精、顕微授精）に要する医療費の一部を助成する。

・【拡】こども・妊産婦医療費助成事業 【児 童育成 課】
５４７，９１４（500,726）
入院及び通院医療費に係る本人負担額に対して助成する。平成 26 年 10 月以降、
通院に係る本人負担額無料化を小学校 6 年生までから中学校 3 年生までに拡充す
る。

・多子世帯（第３子以降）保育料の軽減 【児童 育 成課】
子どもを安心して生み育てる環境づくりの一環として、第３子以降の保育料
を軽減する。
・【拡】私立幼稚園就園奨励事業 【学校教育課】
９４，１７８（69,996）
低所得世帯と多子世帯の負担軽減のため、補助単価を増額するとともに、一
部所得制限を撤廃する。
・【新】まちなかキッズステーション整備事業費 【児童育成課】
１２，８３８
御旅屋セリオ内の高岡子育て支援センターにおいて、子育てサークルの支援、学
生・シニアボランティアの育成、ワークショップ・託児の実施等、子育て支援機能を拡充
する。
・【拡】子育て支援連携推進事業 【児童育成 課】
４５，１７４（42,644）
御旅屋セリオ内の高岡子育て支援センターを拠点とし、増設部分において新たに託
児等を実施しながら、相談・支援機能の充実を図る。
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・【拡】ファミリー・サポート・センター事業 【児童育 成課】
５，２００（5,000）
育児の援助を行う者と受ける者の会員組織「ファミリー・サポート・センター」が、育児
の相互援助活動を行う。平成 26 年度は、新たに地域型託児ルーム設置モデル事業に
ついて助成する。
・母子家庭自立支援給付金事業 【児童育成課】
１４，７００（17,230）
母子・父子家庭の自立を促進するため、指定養成機関で 2 年以上修業し、対象資
格を取得する者に給付金を支給し、就労支援を図る。
・【拡】特別保育等実施事業 【児童育 成課】
３６４，６５１（360,354）
多様化する保育ニーズに対応し、産み育てやすい環境の充実を図るため、延長保
育、休日保育等の特別保育を実施する。平成 26 年度からは病児対応型事業の新設、
及び病後児対応型事業を拡充する。
・私立保育所施設整備事業補助金 【児童 育成課 】
私立保育園の施設改修に要する経費の一部を助成する。

１３，５００

・【新】保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 【児 童育成課】
５８，９８９
私立保育所の保育人材確保を推進するため、保育士の処遇改善に取り組む保育
所へ助成する。
・【新】子ども・子育て支援事業計画策定費 【児 童育成課】
１，０９６
子育て支援の更なる推進を図るため、保育・学校教育・地域の子育て支援を総合的
に進める新たな支援計画を策定する。
・児童手当 【児童育成 課】
支給額：３歳未満
３歳以上小学校修了前（第１・２子）
３歳以上小学校修了前（第３子）
小学校修了後中学校修了前
特例給付（所得超過者）

２，６００，０００（2,848,800）
月額 15,000 円
月額 10,000 円
月額 15,000 円
月額 10,000 円
月額 5,000 円

・【新】子育て世帯臨時特例給付金給付事業 【児童育成課】〔後掲〕
２４１，７１３
消費税の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の
消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置を行う。

・【新】臨時福祉給付金給付事業 【社会福祉課】〔後掲〕
４７２，５００
消費税率の引き上げに際し、低所得者に与える影響に鑑み、適切な配慮を行うため、
臨時的な給付措置を行う。
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・ひとり親家庭等生活応援事業 【児童育成課】
１８，６０３（19,687）
ひとり親家庭等で市民税非課税の保護者に生活応援として地域商品券を支給す
る。
・放課後児童健全育成事業 【児童育 成課】
１２３，９５２（141,121）
放課後児童を対象としたクラブ組織を設け、児童の健全育成を図る。（２７か所）

・二上守山統合保育園建設事業 【児童育成課】
６５７，８１１（30,000）
児童をよりよい環境で保育するため、二上保育園と守山保育園を統合した新たな保
育園を建設する。

・はおか保育園改築事業 【児童育 成課】
老朽化した園舎の改築を行う。

３０１，３３８（12,000）

・重度心身障害者等医療費助成 【社会福祉課】
５２１，４８０（530,572）
重度心身障害者等の健康保持と福祉の向上を図るため、医療費の一部を助成す
る。

・障害者自立支援事業 【社会福祉課】
２，２９４，４７２（2,142,274）
障害者が在宅や障害者支援施設等で安定した生活が送れるよう、介護・訓練等の
支援サービスや医療等を提供する。
介護・訓練等給付費
1,989,683
更生医療給付費
96,035
補装具給付費
35,000
育成医療給付費
5,205
障害程度区分判定等事業費 15,945
障害者生活支援事業費
152,604

・高岡すこやかキッズ支援事業 【社会 福祉課】
１７２（403）
日本都市センターとの共同研究の成果をもとに、保健、医療、福祉、教育等の関係
機関が連携し、療育が必要な子どもの早期発見・早期対応を図るための支援について
検討する。

・障害児通所等支援事業 【社会 福祉課】
８９，５５１（80,335）
未就学の障害児への指導や適応訓練などの児童発達支援や、就学中障害児への
放課後デイサービスなどのサービスを提供する。
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・子ども発達支援事業 【きずな子ども発達支援センター】
１７，８０６（16,381）
地域の中核的な療育支援施設として、心身の発達に配慮や支援が必要な子どもの
ために、医療・福祉・教育の強固な連携による子育て支援を行う。
・地域包括支援センター事業（介護保険事業会計） 【高齢 介護課】
１９７，０００（197,000）
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、市と市内１０か所の地域包
括支援センターが情報提供・連携しながら、総合相談、権利擁護事業、包括的・継続
的マネジメント及び介護予防ケアマネジメントを行う。

・老人福祉施設等建設事業費償還金助成 【高 齢介護課】
１３１，４７７（133,280）
特別養護老人ホーム等 126,813
老人保健施設（２施設） 4,664

・成年後見制度利用支援事業 【高齢介護 課】
３００（300）
判断能力が不十分な高齢者等に対する後見活動の充実を図るため、成年後見制
度に関する基礎的理念や知識を習得する「市民後見人養成講座」を開催する。

・【新】市民ふれあい入浴事業補助金 【地域安全 課、社会福祉課、経済 振興課】
４７，５２０
世代間交流、家族間のふれあいを促進するため、全市民を対象として「市民ふれあ
い入浴デー」を実施する浴場に対して助成する。

・妊産婦健康診査事業 【健康増進課】
１１４，８７３（101,867）
妊産婦に対して定期的に健康診査を実施し、異常を早期に発見し適切な治療、保
健指導に結びつける。また、妊婦の歯の健康を守るため妊婦歯科健診を行う。

・未熟児訪問指導・相談事業 【健康増進 課】
２，１２０（2,142）
保健師等が、未熟児のいる家庭を訪問指導するとともに、精神・運動発達の相談を
行い、成長過程に合わせた一貫した指導、相談対応を行う。
・予防接種事業 【健康 増進課】
・四種混合
・三種混合
・二種混合
・ポリオ
・麻しん、風しん
・日本脳炎

54,000
2,160
8,791
12,499
25,755
61,331

３６０，６７４（414,965）
・ＢＣＧ
8,500
・子宮頸がん
1,908
・ヒブ感染症予防接種
41,000
・小児肺炎球菌予防接種
57,500
・高齢者インフルエンザ
87,230
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・がん検診事業 【健康増進課】
１８３，０４５(175,305)
がんの早期発見・治療を目的とした集団がん検診や施設検診を実施する。また、が
ん検診を推進するため、節目となる年齢到達者に対しては無料検診を実施する。

・急患医療センター管理運営事業 【健康増 進課】
２１１，６０８（192,245）
高岡医療圏（高岡市、氷見市、小矢部市、射水市）の初期救急医療を行う。
利用者実績患者数 24,636 人（H24.4.1〜H25.3.31）

・急患医療センター整備事業 【健 康増進課】
１６７，９５０（571,200）
平成 26 年 4 月 5 日供用開始予定の新たな急患医療センターにおける外構及び駐
車場整備等を行う。

・【拡】救急医療体制充実化支援事業 【健康増 進 課】
４０，０００（30,000）
救急医療体制の安定のため、厚生連高岡病院救命救急センター（3 次救急）及び済
生会高岡病院（2 次救急）の充実を図る。

・【新】統合看護専門学校整備推進事業費 【社 会福祉課】
２，８８２
統合看護専門学校の整備・運営方法の検討や統合に向けたカリキュラムの調整等
を行う設立準備会を設置する。

・病院情報システム更新事業（高岡市民病院事業会計） 【市民病院 総務課】
５５５，７００（289,300）
平成 25 年度・平成 26 年度の 2 カ年で病院情報システムの更新を行い、最新機能の
導入により、患者サービスの向上、システムの安定稼働、良質な医療提供を実現する。

（２）環境に配慮したまちづくりの推進
・グリーン＆スマート公共施設整備事業 【地域安 全課・市民協働課・福岡まちづくり推進室】
５２，４３４（13,398）
低炭素社会づくりへ向けて、公共施設の新築または改築の際に、事業費の３％程度
を目途として、環境対応設備を導入する。
太陽光発電システム、蓄電池、ＬＥＤ照明 等
〔導入施設〕
伏木地区コミュニティ施設
３５，９７５（2 ヶ年の継続費に対する約 3％）
福岡駅前地域交流センター １６，４５９（3 ヶ年の継続費に対する約 3％）
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・低炭素化社会づくり事業 【地域安 全課】
住宅用太陽光発電システム設置補助金
環境共生 PR 広告
グリーンカーテンによる環境啓発事業

１０，１４５（9,943）
7,500
1,050
513

・福岡エコモデルタウンへの取り組み 【福岡まちづくり推進室】
２，１４５（2,583）
エコ体験教室
191 環境イベント
500
まちなかギャラリー事業
1,000 エコな暮らし 10 ヵ条の普及
251
グリーンカーテン事業
203
・【拡】エコ・トランスポート推進事業 【地域安全 課】〔再掲〕
７，６００（1,000）
ハイブリッドトラム実走による試験調査を行うなど、総合交通戦略に掲げる施策を具
体的に実施する。

・万葉線再生事業 【地域安 全課】
万葉線対策協議会負担金
地域公共交通確保維持改善事業費補助
地域公共交通確保維持改善事業対象外事業費補助

２２，０３５（27,337）
2,700
16,668
2,667

・循環型社会づくり事業 【環境サービス課】
２５，１４７（28,519）
ごみ減量化関係
1,000
ディスポーザ排水処理システム設置補助金、ごみ自家処理機材購入補助金
資源リサイクル関係
24,147
資源再生品集団回収事業奨励金、拠点回収事業など

・美しいまちづくり事業 【環境サービス課】
２０，７８５（22,608）
市民美化活動、不法投棄対策、衛生対策、カラス被害対策用ごみ集積場設置補助
など
・啓蒙・啓発事業 【環境サービス課】
ごみの減量化・資源化施策や環境保全対策等の啓蒙・啓発を行う。

９８１（950）

・【新】ごみ減量化・資源化促進事業 【環境サービス課】
５９，８００
資源ごみの分別・集収を旧市町で統一するため、ごみ集積場の表示を変更するとと
もに、回収容器を整備する。
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・ごみ広域処理の推進 【環境サービス課】
３２３，４２０（602,876）
ごみの広域処理を推進するため、平成 26 年 10 月の稼働に向けて高岡地区広域圏
事務組合の３市（高岡市・氷見市・小矢部市）が共同でごみ処理施設の整備を進める。

（３）快適な生活環境の整備
【拡】まちなか居住推進総合対策事業 【建築 住宅 課】
１１，０５０（12,050）
まちなかにおける住環境の改善を促進するため、一戸建て住宅等の取得や共同住
宅の建設、中古住宅の取得や隣接した土地の購入及び耐震改修に伴うリフォームに
対し助成する。
平成２６年度からは、隣接土地活用の支障となる土地上の建築物等の除却や、一定
要件のバリアフリーリフォームやエコリフォームに対し助成をするととともに、耐震改修に
伴うリフォーム支援の限度額を引き上げる。
・定住促進住宅団地支援事業 【建築住宅 課】
２０，００４（25,004）
定住促進と人口増を図るため、基準を満たす住宅団地を指定し、指定を受けた住宅
団地の土地取得者に対し取得費の一部を助成する。

・戸出西部市営住宅建替事業 【建築住宅 課】
老朽化が進んでいる戸出西部市営住宅の建て替えを行う。

４９３，７００（27,806）

・継続費総額 750,000（H25〜H26）
・中層耐火４階建て１棟 40 戸
・生活道路の整備 【道路 建設課】【土木維持課】
道路改良事業（単独）
※合併関連含む

565,637

道路補修事業
単独事業
補助事業
・水道事業（特別会計） 【水道局
管路整備事業
鉛給水管更新事業
基幹施設整備事業

７８３，２３７（765,030）

91,000
126,600
５，９８４，０２２（4,813,610）

総務課】

1,270,003
120,000
85,836
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・簡易水道事業（特別会計） 【水道局
南部簡易水道整備事業
管路整備事業
鉛給水管更新事業
基幹施設整備事業

３５６，０７５（369,894）

総 務課】

21,000
65,359
7,200
8,800

・下水道事業（特別会計） 【下水 道課】
公共下水道事業
うち浸水対策分 123,300
雨水幹線の整備
内水ハザードマップの作成
特定環境保全公共下水道事業
処理場建設改良事業
ポンプ場建設事業
うち浸水対策分 350,000
住吉ポンプ場の整備
小矢部川流域下水道建設負担金
神通川左岸流域下水道建設負担金

１２，５０７，７１０（9,278,376）
476,947

1,258,600
212,400
575,000

310,997
2,833

・都市公園等整備事業 【花と緑の課】
おとぎの森公園リスタート事業
伏木ふれあいの杜トイレ整備
庄川右岸河川公園基本設計・測量設計

５６，９００（18,068）
15,000
20,000
18,000

（４）安全で安心して暮らせるまちづくりの推進
・地域防災計画推進事業 【総務 課】
１３，１２７（12,732）
呉羽山断層帯地震調査結果等を踏まえた災害備蓄品の整備を図る。

・【拡】防災行政無線整備事業 【総務課】
１０５，７１１（82,241）
津波シミュレーション調査結果で浸水区域となった牧野・能町地区の一部において、
屋外拡声子局を整備する。また、既整備地区で聞こえづらい箇所への追加整備を行
う。
【新】牧野９局、能町３局、伏木、太田、古府、大滝地区 各１局 計 16 局
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・自主防災組織育成事業 【総務 課】
１２，５４８（11,944）
自主防災組織の結成促進や活動の充実を図るため、防災資機材の購入や防災訓
練等の実施に対し助成を行うとともに、自主防災アドバイザーを配置し災害図上訓練
などを通じ実践的な活動支援を行う。また、豪雨発生時に浸水の頻発する地区に予防
的に土のうや排水ポンプを配置する。
・地震災害訓練事業 【総務課】
４８８（940）
地震災害等に備えるため、市、関係機関及び市民が連携した防災訓練を行う。

・耐震シェルター等設置支援事業 【建築 指導課】
６２４(1,029)
地震による住宅の倒壊から居住者の安全を守るため、耐震シェルターや防災ベッド
の設置に係る費用に対し助成を行う。

・老朽危険空き家除却支援事業 【建築指導 課】
２，７１３(2,000)
市民の安全・安心を図るため、老朽危険空き家を解体する者に対し、解体費用を助
成する。

・【新】まちなか暮らし・あんしん共創事業 【都市 計画課】
６，５５５
まちなか再構築に向けた取り組み方針を作成するとともに、災害時に危険性の高い
地区（重点エリア）におけるまちづくり計画を作成する。

・小規模急傾斜地崩壊防止対策事業 【土木維 持 課】
３２，０００（27,000）
局地的な集中豪雨に伴うがけ崩れの被害を未然に防止するため、急傾斜地の崩壊
防止対策工事を行う。
（県補助）古国府地区、東一宮地区、上野地区
29,500
（市単独）矢田南台地区、須田地区、矢田新町地区
2,500
・準用河川整備事業 【土木維持 課】
（補助） 内古川 用地取得等
守山川 物件移転補償等
（単独） 守山川、中川、桜川、牧野新川等
うち浸水対策分 7,300
牧野新川合流点改修
四屋川整備手法の検討

18

２５４，２２１（163,210）
29,460
189,540
35,221

・雪に強いまちづくりの推進 【土 木維持課】
消雪施設整備事業
民間消雪施設設置助成事業

３１，４００（44,400）
18,900
12,500

・交通安全施設整備事業 【土木 維持課】
２７，６００（27,600）
ガードレール、道路照明、道路標識等を整備し、交通事故防止に努める。

・通学路交通安全対策事業 【土木維 持課】
１６，０００（23,000）
学校通学路の交通安全確保のため、危険箇所へのカラー舗装等の対策を行う。

・道路冠水対策事業 【土木維持 課】
２６，０００（11,000）
道路冠水被害が大きかった地区において側溝を改修し、被害の拡大を抑える。
H26 整備地区：博労、下関、成美、西条、古府、定塚、牧野、野村

・【拡】防犯カメラ緊急設置拡大事業 【地域安 全課 】
７，０００（520）
身近な場所での犯罪が多発する中、安心・安全な地域社会を実現するため、防犯カ
メラを計画的に設置する。

・消防機械器具・水利の充実 【消防本 部：総務課】
高規格救急自動車１台
31,129
化学消防ポンプ自動車１台
53,000
消防ポンプ自動車２台
23,000
消火栓設置等
38,256

１４５，３８５（87,756）

・雨水貯留槽設置費補助〔下水道事業会計〕
１，０００（1,000）
大雨による被害を軽減するため、雨水貯留槽を設置する者に対して費用を助成する。
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３ 心豊かな人をはぐくみ万葉と前田家ゆかりの歴史と文化をたのしむまち

（１）生きる力をはぐくむ学校教育の充実

・少人数教育推進事業 【学校教育課】
１８，５６７（18,567）
少人数教育研究指定校を設け、国語、算数、理科、総合的な学習の時間において
きめ細かな指導を行い学力の向上を図る。（小学校４校 ７名）
・教育相談員・支援員配置事業 【学校教育課・教 育センター】
１８，４５８（18,183）
心の教育推進事業
1,392
いじめ・不登校防止対策として、心の教室相談員の配置を行う。
不登校児童生徒対策事業
7,206
教育センターの適応指導教室において、不登校児童生徒の居場所づくり、学
校復帰に向けた支援を行う。
特別支援教育支援員配置事業
9,860
さまざまな発達障害がある児童生徒に対する学校生活での支援をするため、特
別支援教育支援員（スタディ・メイト）を配置する。

・ものづくり・デザイン科推進事業 【学校教育課】
１７，３０３（17,839）
高岡市の優れた伝統工芸である銅器や漆器等の技術の継承、ものづくりのまち高岡
の市民としての意識の醸成と地元の産業の活性化を図るため、産学官が連携して、小
学校５年生・６年生及び中学校１年生を対象とした「ものづくり・デザイン科」を推進する。

･外国人児童生徒教育支援事業 【学校教育課】〔再掲〕
５，７１４（4,383）
日本語指導を必要とする外国人児童生徒の就学支援のため、外国人相談員を小・
中・特別支援学校に配置するとともに、御旅屋セリオ内の国際交流センターで日本語
指導や相談業務を行う。

・学校施設耐震化事業 【教委・総務課】
３８，９５０（57,600）
耐震診断結果に基づき、耐震補強を行うため耐震補強設計を行う。
耐震補強設計 校舎３校（石堤小、戸出西部小、高陵中）
体育館１校（博労小）
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・野村小学校体育館整備事業 【教委・総務課】
体育館の整備のため、基本計画を策定する。

３，８００（4,200）

・【新】牧野小学校校舎増築事業 【教委・総務課】
２０，２１３
児童数の増加による教室不足が見込まれるため、校舎の増築に向け実施設計を行
う。

・【新】中田小学校グラウンド改修事業 【教 委・総務課】
排水機能改善のための実施設計を行う。
・志貴野中学校校舎整備事業 【教委・総務課】
校舎の整備のため、地質調査を行う。

４，７９１

３，１００（6,800）

・大学・地域連携推進事業 【都市 経営課】
７，０００(7,000)
高岡市と大学（富山大学、高岡法科大学）との連携により、活力ある個性豊かな地域
社会の形成のため、地域資源の課題をテーマとした調査研究に取り組む。

・「高岡再発見」プログラム事業 【学校教育 課】
１，７４５（1,800）
小学生が歴史的風致やものづくりについての理解を深め、郷土を愛する心をはぐく
むため、歴史の薫る街並みや建造物、祭りなどを巡るスタンプラリーを行う。

・ʻI LOVE TAKAOKAʼプログラム事業 【教育センター】
８３６（779）
小中学生が郷土高岡を英語で発信するコミュニケーション能力を身につけるため、
英語フレンドシップの開催や英語教材の作成を行う。

・【新】成美・博労小学校給食室備品整備事業 【体育保健課】
４５，３００
児童への食育を推進するため、現在の清水町共同調理場に替わる自校方式による
給食への変更に必要な備品を整備する。
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（２）豊かな人間性を培う生涯学習の推進

・公民館フェスタ開催事業 【生涯 学習課】
４００(400）
各公民館の実践活動を広く市民に PR するため、生涯学習センターにおいて公民館
研究大会、ホール発表、サークル活動・講座の発表展示を行う。

・公民館の耐震化 【生涯 学習課】
耐震補強設計

４，０３０
【新】野村公民館

・青年の家耐震化事業費 【生 涯学習課】

・生涯学習センター事業費 【生涯学習 課】
講座開設事業
ホール公演事業（一部後掲）

９５，０００（6,232）

８，８５２（8,992）
2,614
6,238

・図書購入費 【中央図書館】

３０，０００（30,000）

・子ども元気活動支援推進事業 【生涯学 習課】
４，６２５（4,626）
週末等の休日を中心に、地域の施設や人材を活用した野外での体験活動、奉仕活
動など、子どもたちの自主性や創造性を育む活動を行う。

・淵ヶ谷地域交流施設整備事業 【福岡教育行 政センター】
１１１，０００（41,863）
旧淵ヶ谷小学校校舎の跡地で、地域交流の拠点となる施設を整備する。
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（３）心にうるおいをもたらす地域文化の振興

【拡】歴史まちづくり推進事業 【都市計画課】
２，６０３（362）
歴史都市を推進するため、高岡市歴史まちづくり計画に基づく関連施策の連携、進
捗管理及び市民まちづくり活動の支援を行う。

・まちなか歴史資産魅力向上事業 【文化財課】
２５，６８１（26,865）
市内に点在する歴史資産の魅力向上のため、鋳物資料の調査・整備や歴史的風致
形成建造物の修理に対する補助などを行う。

・御車山会館建設事業 【観光交流課】〔再掲〕
５６６，７３８（125,940）
観 光や高 岡の祭 文化 伝承の拠 点、地域 の交 流施 設となる「高 岡御 車山 会 館」を建
設する。
継続費 2,185,530（Ｈ24〜Ｈ26）
平成 27 年 3 月完工予定

・平成の御車山制作事業 【観 光交流課】〔再掲〕
８０，６１６（15,600）
高岡の伝統技術の粋を集めた「平成の御車山」を制作する。

・文化財管理事業 【文化財 課】
高岡御車山保存修理
（小馬出町車輪、二番町標旗、心柱の修理など）

２７，２２６（62,263）

・【拡】新たな芸術・文化創造推進事業 【都市 経 営課】
８，３８０（1,104）
文化創造都市高岡の構築に向け、ビジョン策定委員会を設置し、有識者からなる懇
話会での審議のうえビジョン策定を行う。また、実践的な取り組みとしてプロモーション
チームの提案によるモデル創出事業を実施する。

・【新】生活文化創造都市高岡地域会議開催事業 【都 市経営課】
１，７００
高岡の知名度と市民の文化創造意識の向上を図るため、全国規模のフォーラムであ
る「生活文化創造都市推進会議」を開催する。
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・高岡市民文化振興事業団補助事業 【生涯学 習 課】
１７，８４０（18,418）
文化振興事業 （高岡市芸術祭）
万葉歴史館補助事業 （資料収集・調査研究事業、【新】大和万葉古蹟写真展）
美術館補助事業 （日本伝統工芸富山展、【新】歌川国芳展）
市民会館補助事業 （【新】創作現代バレエ「くるみ割り人形」、キッズ・パフォーマンスたかおか、
10 才のファーストコンサート、劇団四季「こころの劇場」など）

ミュゼふくおかカメラ館事業 （企画写真展示事業 中井精也、篠山紀信）
・【拡】高岡万葉遊楽宴開催事業 【生涯学習課】〔一部再掲〕
２０，８９８（24,107）
「万葉」をテーマに、上質な文化芸術 鑑賞 事業を実施し、文化 創造 空間を構築する
ことで、万葉の香り高い高岡独自の文化を醸成し、年間を通じて「万葉のふるさと高岡」
を全国に発信する。（文化庁補助事業）

・万葉歴史館改修整備事業 【生涯学 習課】
図書室・特別収蔵庫などの増築及び改修を行う。
・佐渡家資料調査事業 【生涯学習課】
佐渡家に保管されている資料の調査及び目録作成を行う。

１４０，３６７（5,700）

６，０９０（0）

・【新】金屋町鋳物工房（仮称）整備事業 【文化 財課】
１０，０００
旧冨田宗治郎鋳造所を鋳物師町のシンボルとして保存・整備するため、建物の健全
度調査及び整備計画の策定などを行う。
・重要伝統的建造物群保存地区整備事業 【文 化財課】〔再掲〕
山町筋 建造物 修理 ２件
金屋町 建造物 修理 8 件 修景 １件

・市内町並み保存対策事業 【文化 財課】
金屋町重伝建地区解説看板設置

４０，２１２（45,202）

１，８３９（1,019）

・文化財保存事業 【文化財 課】
勝興寺保存修理
勝興寺保存修理事業補助
（第Ⅱ期 大広間及び式台他を保存修理する。）
財団法人勝興寺文化財保存・活用事業団運営助成
勝興寺県指定工芸品保存修理事業補助
瑞龍寺保存修理
瑞龍寺保存修理事業補助

３７，９７７（31,535）
18,600
5,199
678

13,500

こけら

（禅堂の 杮 葺き替え ほか）
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４ ものづくりの技と情熱がつくり出すにぎわいのまち

（１）多様なものづくりを支える基盤づくり
・ポストインキュベーション支援事業 【産業 企画課 】

２，０００（2,000）

意欲ある起業者のステップアップを支援するため、創業者支援センター、SOHO 事業
者 支援 オフィスで業務を行う者が、市内で工 場やオフィスを新たに取得・賃 借し、事業
拡大を図る場合に、改修費用を助成する。
・【拡】新分野開拓チャレンジ事業 【産業 企画課】
９，０００（7,000）
新技術・新製品開発や見本市出展などを行う中小企業を支援する。平成 26 年度は、
伝統産業、農林水産品、観光資源等の地域資源を活用し、新商品開発、販路開拓を
行う取り組みに対する支援を拡充する。
新技術・新製品開発等支援補助金
見本市等出展事業補助金（国内・海外）
成長産業人材育成事業研修費補助金
【拡】地域資源活用支援補助金
・【拡】６次産業化と地産地消の推進に向けた取組み 【農業 水産課】〔後掲〕 ２，６８７（2,337）
６次産業 化への 取組み を支援するため、 アドバイザーの 派遣、 加工品 の製作
費用の 一部 を助 成す る。また、農業特産 物の振 興に 対す る支 援や、地場野菜の
生産振興と消費拡大を推進し、地産地消を促進する。

・中小企業等海外販路開拓支援事業 【産業企 画 課】
１，０２９（1,000）
市内中小企業等の海外販路開拓を支援するため、日本貿易振興機構（ジェトロ）富
山貿易情報センターと連携した事業を実施する。
・新クラフト産業・デザイン育成支援事業 【デザイン・工芸センター】
１，００２（1,032）
高岡コミュニケーションギフト「ＺＡＩ＋（ザイプラス）」開発プロジェクトの推進。地場産
品である銅器漆器などを使ったものや、それらと食材等を組み合わせた高付加価値な
ものを、特別な人や自分自身へのワンランクプラス（＋）の贈り物として開発する。
・クラフトマン・デザイナー育成支援事業 【デザイン・工芸センター】
７６９（796）
作り手の意識の高揚と新商品開発・販路開拓の活性化を促すため、若手クラフトマン
に作品発表の機会及び消費者との交流の場を提供する他、デザインセミナーを開催す
る。
・次世代クリエイター工房開設支援事業 【産業企 画課】
１，６００（2,000）
伝統産業技術者、デザイナーなど次世代を担うクリエイターの自立・活動を支援する
ため、空き家・空き店舗等を活用して創業する工房（作業場）に対し、改修費等の助成
を行う。
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・伝統工芸産業希少技術継承事業 【デザイン・工芸センター】
３，５００（3,600）
伝統工芸産業の希少技術の継承・確保を目的に、意欲のある若手技術者及び育成
者に奨励金を交付し、技術者の創業・自立・定住を促す。
・【新】クラフトの台所事業補助金 【観光 交流課】〔再掲〕
１，０００
高岡ブランドの活性化のため、市内で製作されたテーブルウェアを市内の飲食業者
が購入する費用の一部を助成する。
高岡市食ブランド活性化強化期間（Ｈ26〜28）
・【新】次世代型ものづくり人材育成事業 【デザイン・工芸センター】
４，３６２
伝統工芸産業の後継者育成と産地技術力向上のため、金工・漆工スクール、修理
技術コース、受講生のインターンシップを実施する。また、３Ｄプリンターによる立体造形
技術のコースを設け、伝統技術と先端技術の融合による新たな人材育成、新商品、新
技術の開発に結び付ける。
・文化財等修理事業費補助金 【産業企画 課】
１，２８０（1,880）
伝統工芸技術者の育成・確保、技術の向上・継承を図るため、高岡御車山をはじめ
とする文化財等の保存修理活動を支援する。
・文化財等修理機能充実事業 【産業企画 課】
１，１２５（1,125）
伝統工芸技術の継承のため、文化財の修理工程の記録保存、職人技の伝承資料
の作成等を支援する。
・企業立地推進事業 【産業企画 課】
８，７３９（6,290）
優良企業を誘致し、産業活性化を図るため、企業訪問や関係機関との情報交換、
異業種交流展示会への出展、企業立地セミナーへの参加、ＪＲ特急広告等によるＰＲ活
動、企業立地ニーズ把握のためのアンケート調査等を実施する。
・空き工場等有効活用促進事業 【産業企画 課】
３，０００（3,000）
企業立地に係る多種多様なニーズに迅速に対応するため、市内の空き工場等の遊
休事業用資産の情報を収集し、情報提供を行う。
・【拡】企業誘致強化期間（Ｈ２５〜Ｈ２７） 【産業 企画課】
２６５，６５３（254,160）
平成 25 年度から 3 カ年を「企業誘致強化期間」と位置づけ、企業立地助成制度の
拡充や企業立地促進資金の利子補給制度及び融資利率の引き下げなどを実施し、企
業の新規立地や既存企業の増設等を促進している。こうした中、国では「日本再興戦
略」において、平成 27 年度までを「集中投資促進期間」と位置づけ、国内の民間投資
を促進することとしており、本市においても、中小企業等の更なる設備投資促進に向け
た支援策として、事業高度化助成金の創設及び商工業活性化資金の融資要件の緩
和を行う。
企業立地助成金
262,753 企業立地促進資金利子補給金 2,900
商工業活性化資金 440,000
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・デザイン情報誌発行事業 【デザイン・工芸センター】
１，３５１（1,390）
高岡市の産業・デザイン・工芸の魅力を広く発信するため、地場産業、新技術、新商
品の動きなどを発信していく情報誌を作成する。

・地場産業対策事業 【産業企画 課】
１８，３２３（16,051）
地場産業やデザイン事業の振興と発展を図るため、「工芸都市高岡クラフトコンペ」な
どのイベントや地場産業団体を支援する。北陸新幹線開業に向けて、高岡駅と新高岡
駅に伝統的工芸品の展示ＰＲコーナーを設置する。

・起業支援型人材育成支援事業 （緊急雇用創出事業） 【商業雇用課】
４８，２３７(52,527)
離職者の再就職を支援するため、市内の起業後 10 年以内の企業等における訓練
付雇用により、業務未経験の求職者に知識と技術を習得する機会を提供し、求職者の
今後成長が見込まれる分野への就業を推進する。

・若年者人材確保推進事業 【商業雇 用課】
１，１５０（1,150）
若年者の職業的自立を目的として、ニート等の若者を支援する高岡地域若者サポー
トステーションの活動を支援する。また、新社会人の職業意識の啓発等を図る「新しく就
職した若人のつどい」を開催する。
・勤労者への制度融資の充実 【商業雇 用課】
１２３，１００（123,100）
勤労者の生活安定と福祉の向上を目的とする各種融資制度を充実するため、金融
機関等に対し預託する。
・【新・拡】消費税率の変更等による影響への対策
【産業企画課】【児童育成課】【社会福 祉課】[一部再掲]

市内中小企業の経営や市民生活に影響を及ぼす恐れがある消費税増税と急激
な為替変動への対策を講じる。
〔相談受付窓口の設置〕
税制相談、事業者相談、消費者相談、生活保護者相談
〔地域経済対策〕【拡】
景気対応緊急資金（融資限度額の引き上げ・取扱期間の延長）
緊急経営基盤改善資金（融資要件の拡充・取扱期間の延長）
商工業活性化資金（H25.12 月〜）
（融資対象事業費の引き下げ・一部の融資限度額の引き上げ）
〔子育て世帯、低所得者への支援〕【新】
子育て世帯臨時特例給付金 241,713
臨時福祉給付金
472,500
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・中小企業金融の充実 【産業企画 課】
３，９９３，５３４（4,225,983）
中小企業経営の安定合理化、設備の近代化を支援するため、各種融資制度のあっ
せん及び預託を行う。また、新たに災害に対応する資金を創設し、融資制度の充実を
図る。
小口事業資金
1,200,000 融資枠 ６倍協調
小口借換資金
420,000
〃
６倍協調
中小企業振興資金
400,000
〃
４倍協調
景気対応緊急資金
900,000
〃
４倍協調
商工業活性化資金
440,000
〃
４倍協調
ものづくり支援資金
40,000
〃
４倍協調
中小企業緊急経営基盤改善資金
250,000
〃
４倍協調
創業者支援資金
70,000
〃
４倍協調
企業立地促進資金
80,000
〃
４倍協調
中小企業短期事業融資
40,000
〃
４倍協調
預託金合計
3,840,000
融資枠合計
【18,600,000】
商工組合中央金庫預託金
10,000
その他保証料補給等
143,534
・菅笠保全対策事業 【地域振興 課】
６，０００(6,000)
菅栽培者や製作技術者の後継者育成のため、菅笠保全対策会議、菅笠製作技術
後継者育成事業などを行う。

（２）水・緑・食をはぐくむ農林水産業の振興
・食育の推進 【農業水産 課】【健康増進課】【体育保健課 】
２，７０３（2,697）
食育推進計画に基づき、広報誌やホームページ等を活用して食育関連情報の提供
を図るとともに、食育に関する各分野にわたる事業に取り組む。

・高岡食ブランド活性化事業 【観光 交流課】〔再掲〕
２，９００(4,100)
高岡の食のブランド化を図るため、観光魅力向上の一環として取り組まれている「高
岡コロッケ」と「高岡昆布百選」のさらなる普及と新しい食の名物づくりの取組みを支援
する。
高岡市食ブランド活性化強化期間（Ｈ２６〜Ｈ２８）
・【拡】農業後継者対策特別事業 【農業水産課】
８，４６９（4,838）
農業後継者の確保を図るため、経営が不安定になりがちな就農初期段階の青年就
農者に対する助成を行うほか、就農に必要な技術や知識の習得のため、先進農家等
で行う実践研修に対し支援を行う。平成２６年度は、新規就農者に対し、新たに円滑な
就農を図るため助成を行う。
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・【拡】６次産業化と地産地消の推進に向けた取組み 【農業 水産課】〔再掲〕 ２，６８７（2,337）
６次産業 化への 取組み を支援するため、 アドバイザーの 派遣、 加工品 の製作
費用の 一部 を助 成す る。また、農業特産 物の振 興に 対す る支 援や、地場野菜の
生産振興と消費拡大を推進し、地産地消を促進する。

・水田利活用対策事業 【農業水産課】
４０，９５５（43,164）
食料自給率向上に対応した収益性の高い水田農業等を推進するため、園芸作物等
の特産振興、水田の高度利用及び輸出用米の生産に対して支援する。
また、高岡産米の品質向上を図り、美味しく売れる高岡米を生産するため、土づくり
を図る農家、生産団体に対して支援する。
・農業経営体育成事業 【農業水産課】
５０，５２２（4,500）
認定農業者の経営体質強化のための大型農業機械等導入と、青年農業者が営農
を開始する際の初期投資に係る経費に対し助成する。

・農地・水保全管理支払交付金事業 【農地林 務 課】
３０，４７７（32,131）
地域共同でおこなう、農地や農業用水等の日常の管理や長寿命化、取替え等の補
修更新の活動を支援する。

・林道整備事業 【農地 林務課】
団体営林道事業 （花尾尾崎線）
県単林道整備事業（3 路線）

・農業土木事業 【農地 林務課】
県単独事業等 55,000

２６，０３０（69,130）
15,010
11,020

８２，８００（92,000）
市単独事業 27,800

・水と緑の森づくり事業 【農地林務 課】
８，６２０（9,116）
里山を守るため、竹林、自然林の間伐、立ち枯れしたカシノナガキクイムシ被害木の
伐倒処理、風雪害を受けた林のスギと広葉樹の混交林化、放置された里山の再整備
などを行う。

・漁業振興事業 【農業 水産課】
２，１２４（2,325）
捕る漁業から育てる漁業を促進するため、アユの稚魚やサザエ、クルマエビ、ヒラメの
種苗の放流など、魚介の増殖事業に対し助成する。
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（３）にぎわいあふれる商業の振興
・中心商店街賑わい回帰支援事業 【商業雇用 課】
２３，０００（22,000）
中心商店街の賑わい創出を図るため、メルヘン広場を活用したイベントを開催し、ま
ちなかの集客力と回遊性を高める。
・金屋町楽市開催事業 【商業雇用課】
４，５００（4,500）
金屋町を拠点とした中心市街地の賑わい創出を図るため、産学官が連携し、ストリー
トマーケットとイベントを組み合わせた工芸×生活×産業が同居するゾーンミュージアム
「金屋町楽市」を開催する。
・【拡】中心市街地賑わい創出開業等支援事業 【商業雇用 課】
４２，１９２（6,835）
中心市街地における空き店舗解消を促進し、賑わいを創出するため、平成 26 年度
から３カ年を「支援強化期間」とし、補助内容を拡充する。
・【拡】認定中心市街地支援事業費 【商業 雇用課 】
４，０３３（2,000）
中心市街地における賑わい創出のため、体験型宝探しイベント、まちゼミの開催や、
シルバーショップの開店へ支援する。
・観光地魅力アップ開業等支援事業 【商業 雇用 課】
１，３７５（1,331）
市内観光地における飲食・物販施設の誘導を図るため、空き店舗、空き家及び一般
住宅での開業の際、家賃、改装や修繕、不動産取得に対する支援を行う。
・【新】高岡駅周辺賑わい創出事業 【商業雇用 課】
１，０００
高岡駅地下街に整備される公共スペースの完成にあわせて、グランドオープンイベン
トを行う。また年間を通し高岡駅周辺の賑わい創出と中心市街地の情報発信をする。
・まちなか回遊性促進事業 【商業 雇用課】
６，５００(6,500)
中心市街地における回遊性とおもてなし力の向上を図るため、ボランティアスタッフに
よる「たかまち街中キャスト」を組織し、ガイド・清掃・レンタルサイクルの管理等を担う
・空き店舗における開業支援事業 【商業雇用 課】
８００（800）
商店街の活性化を図るため、商店街が自ら取り組む空き店舗対策事業に対する支
援を行う。
・【新】高岡駅前地下街交流・情報発信事業 【商業雇用課】
１５，３８５
高岡駅前地下街公共スペースにおいて、市民交流、情報の創造・発信、町の滞在魅
力向上を図るため、ギャラリーの企画、運営、市民交流のサポート、カルチャースタジオ
の開催などを行う。
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・中心市街地活性化推進事業 【商業雇用 課】
１７，４７４（18,922）
中心市街地活性化のため、TMO が実施する事業に対する支援を行う。
ＴＭＯ事務局運営事業補助 4,000 土蔵造りのある山町筋イベント事業補助 300
まちなか情報発信事業補助 620 シルバーサロン運営事業補助 450
オタヤきらきらドーム市開催補助 280 元気商業者・事業者への支援事業補助 50
わくわくメルヘンランド事業補助 1,000 つくりもん市開催事業補助 180
中心市街地商店街活性化推進事業（七夕・なべ祭り等の協賛事業への助成）5,300
まちなか魅力アップ事業費 900
・【拡】たかまちプロムナード事業 【商業雇用 課】〔再掲〕
２，０９９（3,000）
ＪＲ高岡駅〜末広町通り〜御旅屋通り〜高岡大仏前のにぎわいと魅力創出を図る
ため、地元商店街などが取り組むイベント等を支援する。また、中心市街地の求心力
を高めるためのアーケードを活用してストリートギャラリーを実施する。
・【拡】高岡ねがいみち駅伝事業 【商業雇用課】
２，０００（1,000）
高岡古城公園から関野神社までの「願道」を活用した、市街地ランニングイベントの
開催を支援する。また、新たに中心商店街と連携し、参加者がまちなかを回遊するた
めのイベントを開催する。
・プレミアム付商品券発行支援事業 【商 業雇用課 】
２，０００（9,993）
高岡市商工会の合併（福岡、戸出、中田地区）5 周年を記念して発行される、プレミ
アム（10％）付商品券発行事業を支援する。
・商工団体事業助成 【商業雇用 課】
３６，２３９（36,239）
地元商工業者等の振興と安定を図る事業を展開する商工団体の取り組みを支援す
る。
高岡商工会議所
5,800
高岡市商工会
29,800 など
・【新】御旅屋通り魅力向上事業 【商業雇 用課】
４０，０００
御旅屋通りを中心市街地の賑わいの拠点とするため、御旅屋通り商店街の全蓋型
（ぜんがいがた）アーケードを購入し、イベント会場として活用する。
・オタヤ開発㈱貸付金 【商業雇 用課】
５６０，０００（560,000）
御旅屋セリオビルを管理運営するオタヤ開発㈱の経営健全化を図るため、同社への
経営資金の貸付を行う。
・【新】ウイング・ウイング高岡１０周年記念事業 【生涯学習 課】
４，０００
ウイング・ウイング高岡１階交流スペースを末広町をはじめとする中心市街地の活性
化を誘発するスペースとして再構築する。
32

５ みんなで考えみんなでつくるみんなのまち

（１）みんなでつくるまち

・【新】生誕 80 周年記念 藤子・Ｆ・不二雄展開催事業 【都市経 営課】
５，０００
藤子・Ｆ・不二雄先生のふるさと高岡として、功績を顕彰するとともに、作品に込められ
た世界観を感じ取ることができる「生誕 80 周年記念 藤子・Ｆ・不二雄展」を開催する。
平成 27 年 3 月 1 日〜5 月 6 日 高岡市美術館

・【新】新市誕生 10 周年記念事業準備費 【総務 課】
１，６１９
新高岡市が誕生して 10 周年を迎える平成２７年度に向け、本市のさらなる飛躍につ
なげるための記念事業等について準備・検討を進める。

・男女平等・共同参画推進事業 【男女平等・共同 参画課】
２４，３８１（24,358）
男女平等推進センターにおける各種講座、イベントの開催、情報誌の発行、ワーク・
ライフ・バランスを推進する事業所の表彰等を実施する。
また、若い世代で増加傾向にあるデートＤＶについて理解を深めるため、中学生を対
象とした出前講座を実施する。

･伏木地区コミュニティ施設整備事業 【市民協働 課】
伏木地区のコミュニティ施設を建設する。
伏木地区コミュニティ施設
・継続費 1,084,519（H25〜H26）
・施設概要：鉄筋コンクリート造３階建、延床面積約 3,083 ㎡

６５８，７１２（389,382）

・市民によるまちづくり支援事業 【市民協 働課】
４，５５０（4,671）
市民と行政の協働ルールの周知や協働意識の啓発を行うとともに、市民が提案する
まちづくり事業を支援する。
提案制度協働事業
1,200
「元気高岡」市民まちづくり事業
3,000

・市民活動支援事業 【市民協働 課】
１，３６９（1,404）
協働を進めるための講座を開催するとともに、市民活動情報ポータルサイトを活用し
た情報発信、交流により、市民活動組織のネットワークづくりを支援する。
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・【拡】アクティブシニア構想推進事業 【都市 経営 課】
４，３００（3,500）
シニア世代の豊かな知識や経験をまちづくりに活かすとともに、地域の中でシニア世
代が能動的・活動的に暮らすことで、地域社会全体の活力の向上につながるよう、活動
を始めるきっかけとなる講座の開催、活動のＰＲ事業などを行う。
また、新たに、コミュニティビジネスの起業やまちなかを舞台にシニアの賑わいを生み
出す企画に対し助成する。

・若者交流活動推進事業 【都市 経営課】
１，０００（1,000）
若者世代の柔軟で斬新なひらめきや発想をまちづくりに活かすため、若者世代が自
ら企画し、実施する事業を支援する。

・広聴事業 【広報統計 課】
４５３（467）
ふれあいトークや市政モニター事業などを行い、市民との直接対話の充実に努め、
協働によるまちづくりを進める。

（２）健全で質の高い行財政システムの構築
・【新】番号制度導入準備関連事業 【情報 政策課 】【市民課】
１０５，２６０
番号制度の導入に向け、安心・安全な情報管理システムを整備する。平成 26 年度
は基幹系業務システムと住民記録システムの改修を行う。
・電子入札制度運営事業 【契約 検査課】
１０，６６０（10,364）
発注者と受注者双方の事務の効率化と入札制度の適正な運用を図るため、建設工
事及び建設コンサルタント業務等の電子入札を引き続き行う。
・地方税電子化事業 【納税課】
１４，３４９（32,227）
公的年金からの市・県民税の特別徴収や、法人市民税、償却資産等の電子申告及
び確定申告書の国税連携を実施する。
・口座振替推進事業 【納税課】
２，４９０（2,834）
市税収納率の向上を図るため、金融機関の窓口において、来店した納税義務者に
対し口座振替制度の利用にかかる説明及び勧誘を実施する。
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