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１ 予算（案）のポイント 

 

（１）予算規模 

区 分 予 算 額 
対前年度当初伸率 

令和３年度 令和２年度 

一般会計 
663億 2,886万円    

（692億 5,072万円）   

＋０．４％ 

（＋４．９％） 
＋０．６％ 

特別会計 651億 3,756万 3千円  ＋１．６％ △０．３％ 

合 計 
1,314億 6,642万 3千円  

（1,343億 8,828万 3千円） 

＋１．０％ 

（＋３．３％） 
＋０．２％ 

※括弧書き：国の 3次補正等を受けた令和２年度補正分を含めた金額 

 

 

（R2当初 一般会計）     （R3当初 一般会計） 

 660億 3,545万 3千円  →  663億 2,886万円 

（＋2億 9,340万 7千円：＋0.4％） 

 

    （R3当初＋R2補正 一般会計） 

→  692億 5,072万円 

（＋32億 1,526万 7千円：＋4.9％） 

 

 

（R2当初 一般・特別会計） （R3当初 一般・特別会計） 

  1,301億 5,693万円  → 1,314億 6,642万 3千円 

（＋13億 949万 3千円：＋1.0％） 

 

（R3当初＋R2補正 一般・特別会計） 

→  1,343億 8,828万 3千円 

（＋42億 3,135万 3千円：＋3.3％） 
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・一般会計（当初）伸率 

H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2年度 R3年度 

△4.1% △0.8% △3.1％ ＋0.6％ ＋0.4％ 

 

 

・一般・特別会計（当初）伸率 

H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2年度 R3年度 

△2.9% △1.3% △2.8% ＋0.2％ ＋1.0％ 

   

 

（２）基本的な考え方 

「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、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」を進める予算案を編成した。 

更に、国の令和２年度３次補正等を受けて編成する令和２年度補正予算と合わ

せた「15 か月予算」として編成し、新型コロナウイルス感染症対策や安全・安心

のまちづくりの事業を強力に推し進めていく。 
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（３）一般会計の概要 

  

①  一般会計の歳入 

 

ア 市  税 

    （R2当初）      （R3当初） 

    255億 2,840万 4千円 → 240億 3,676万 6千円 

（△14億 9,163万 8千円：△5.8％） 

・コロナ禍での税収動向や評価替え等を踏まえ、前年度当初比で個人市

民税 7.4％減、法人市民税 19.1％減、固定資産税 4.4％減等として見込

んだ。 

・歳入に占める割合 （R2当初）38.7％ →（R3当初）36.2％ 

 

イ 地方交付税 

    （R2当初）      （R3当初） 

91億 3,900万円 → 90億 8,900万円（△5,000万円：△0.5％） 

・地方交付税は、令和２年度の交付実績等をベースに、令和３年度地方

財政計画等に基づき試算した。 

・歳入に占める割合 （R2当初）13.8％ →（R3当初）13.7％ 

 

ウ 市  債  

    （R2当初）      （R3当初） 

     56億 7,280万円 → 63億 2,900万円（＋6億 5,620万円：＋11.6％） 

 

・市債の一般会計歳入に占める割合 9.5％ 

H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

10.8% 9.3% 8.2% 8.6% 9.5% 

 

・臨時財政対策債 

    （R2当初）      （R3当初） 

     21億 9,700万円 → 32億 4,300万円（＋10億 4,600万円：＋47.6％） 

 

・市債残高 

R 1 年度 1,088億 75百万円 

R 2 年度 1,083億 97百万円(見込） 

R 3 年度 1,058億 55百万円(見込） 
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エ 基金繰入金 

      （R2当初）       （R3当初） 

4億 7,295万 9千円 → 11億 7,511万 5千円 

（＋7億 215万 6千円：＋148.5％） 

 

 

②  一般会計の歳出 

 

ア 目的別の主な内訳 

民生費 240億 6,042万 7千円 （  1億 1,895万 3千円 ＋ 0.5%） 

公債費 93億 8,698万 9千円 （  1億 8,310万 1千円 ＋ 2.0%） 

土木費 70億 6,674万 8千円 （△10億   729万 9千円 △12.5%） 

総務費 60億 6,293万 2千円 （  1億 3,413万円   ＋ 2.3%) 

教育費 54億 6,517万 2千円 （  5億 1,485万 5千円 ＋10.4%) 

商工費 49億    58万 8千円 （△ 4億 3,018万 1千円 △ 8.1%) 

衛生費 48億 5,223万 2千円 （  2億 4,858万 5千円 ＋ 5.4%) 

消防費 28億 1,138万 3千円 （  3億 8,553万 2千円 ＋15.9%) 

農林水産業費 9億   883万 2千円 （    5,275万 1千円 ＋ 6.2%) 

議会費 4億 3,353万 9千円 （     626万 4千円 ＋ 1.5%) 

労働費 1億 6,479万 8千円 （  △ 1,328万 4千円 △ 7.5%) 

   

イ 性質別の主な内訳 

    

(ｱ)人件費 

（R2当初）          （R3当初） 

107億 9,433万 6千円 → 105億 7,911万 6千円 

（△2億 1,522万円：△2.0％） 

 

        H29 年度   H30 年度   R1 年度   R2 年度   R3 年度 

・人件費比率    15.1%    14.8%  14.8%  16.3%  15.9% 

                    （14.6%）（14.2%）※ 

※ 会計年度任用職員を除く割合 
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(ｲ)扶助費 

（R2当初）          （R3当初） 

    135億 1,426万 2千円 → 136億 509万 2千円 

（＋9,083万円：＋0.7％） 

 

       H29 年度   H30 年度   R1 年度   R2 年度   R3 年度 

・扶助費比率    19.1%    19.7%    20.4%  20.5%  20.5% 

 

(ｳ)投資的経費 

（R2当初）         （R3当初） 

59億 716万 1千円 → 54億 7,390万 1千円 

（△4億 3,326万円：△7.3％） 

 

（R3当初＋R2補正） 

→  71億 500万 7千円 

（＋11億 9,784万 6千円：＋20.3％） 

 

          H29 年度   H30 年度   R1 年度  R2 年度  R3 年度 

・投資的経費比率  11.0%    11.0%   9.5％   8.9%   8.2% 

 



（単位：千円、％）

増 減 額

国 民 健 康 保 険 事 業 15,138,809 15,236,796 97,987 0.6

荻 布 奨 学 金 事 業 1,756 2,524 768 43.7

駐 車 場 事 業 290,159 209,516 △ 80,643 △ 27.8

工 業 団 地 造 成 事 業 27,104 14,007 △ 13,097 △ 48.3

介 護 保 険 事 業 18,777,875 19,478,823 700,948 3.7

後期高齢者医療事業 2,557,308 2,632,698 75,390 2.9

高 岡 市 民 病 院 事 業 10,608,401 10,476,228 △ 132,173 △ 1.2

水 道 事 業 5,158,939 5,081,878 △ 77,061 △ 1.5

工 業 用 水 道 事 業 44,123 36,974 △ 7,149 △ 16.2

下 水 道 事 業 11,517,003 11,968,119 451,116 3.9

1.0

1.6

一 般 会 計

令和２年度
予 算 額

65,137,563

131,466,423

特 別 会 計

合　　　計 1,309,493

1,016,086

令和３年度
予 算 額

64,121,477

66,035,453

130,156,930

会　計　名

２. 会計別予算（案）

伸　率
（％）

66,328,860 293,407 0.4

６



（歳　　　　入）

増  減  額 伸び率

予算額　　A 構成比 予算額　　B 構成比 C C/A

１　市　 税 25,528,404 38.7 24,036,766 36.2 △ 1,491,638 △ 5.8

２　地方譲与税 603,200 0.9 589,200 0.9 △ 14,000 △ 2.3

３　利子割交付金 21,000 0.0 15,000 0.0 △ 6,000 △ 28.6

113,000 0.2 108,000 0.2 △ 5,000 △ 4.4

62,000 0.1 113,000 0.2 51,000 82.3

218,000 0.3 245,000 0.4 27,000 12.4

3,778,000 5.7 3,810,000 5.8 32,000 0.8

８　ゴルフ場利用税交付金 10,000 0.0 9,000 0.0 △ 1,000 △ 10.0

９　環境性能割交付金 70,000 0.1 53,000 0.1 △ 17,000 △ 24.3

10　地方特例交付金 139,000 0.2 600,000 0.9 461,000 331.7

9,139,000 13.8 9,089,000 13.7 △ 50,000 △ 0.5

12 交通安全対策特別交付金 26,000 0.0 26,000 0.0 0 0.0

13 分担金及び負担金 366,160 0.6 758,638 1.1 392,478 107.2

14 使用料及び手数料 1,639,035 2.5 1,483,663 2.2 △ 155,372 △ 9.5

15 国庫支出金 8,879,169 13.4 9,225,901 13.9 346,732 3.9

16 県支出金 4,706,839 7.1 4,627,521 7.0 △ 79,318 △ 1.7

17 財産収入 163,039 0.3 172,286 0.3 9,247 5.7

18 寄附金 160,000 0.2 213,000 0.3 53,000 33.1

19 繰入金 472,959 0.8 1,175,115 1.8 702,156 148.5

20 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

21 諸収入 4,267,847 6.5 3,649,769 5.5 △ 618,078 △ 14.5

22 市　 債 5,672,800 8.6 6,329,000 9.5 656,200 11.6

66,035,453 100.0 66,328,860 100.0 293,407 0.4

７　地方消費税交付金

11 地方交付税

歳入合計

３. 一般会計予算（案）

（単位：千円、％）

令和２年 令和３年度

４　配当割交付金

５　株式等譲渡所得割交付金

６　法人事業税交付金

７



（歳　　　　出）

増  減  額 伸び率

予算額　　A 構成比 予算額　　B 構成比           C C/A

１　議会費 427,275 0.6 433,539 0.7 6,264 1.5

２　総務費 5,928,802 9.0 6,062,932 9.1 134,130 2.3

３　民生費 23,941,474 36.3 24,060,427 36.3 118,953 0.5

4,603,647 7.0 4,852,232 7.3 248,585 5.4

５　労働費 178,082 0.3 164,798 0.2 △ 13,284 △ 7.5

６　農林水産業費 856,081 1.3 908,832 1.4 52,751 6.2

７　商工費 5,330,769 8.1 4,900,588 7.4 △ 430,181 △ 8.1

８　土木費 8,074,047 12.2 7,066,748 10.7 △ 1,007,299 △ 12.5

2,425,851 3.7 2,811,383 4.2 385,532 15.9

10 教育費 4,950,317 7.5 5,465,172 8.2 514,855 10.4

11 災害復旧費 15,220 0.0 15,220 0.0 0 0.0

12 公債費 9,203,888 13.9 9,386,989 14.2 183,101 2.0

13 予備費 100,000 0.1 200,000 0.3 100,000 100.0

66,035,453 100.0 66,328,860 100.0 293,407 0.4歳出合計

（単位：千円、％）

令和２年度 令和３年度

４　衛生費

９　消防費

８



（単位：千円、％）

増  減  額 伸び率

予算額　　A 構成比 予算額　  B 構成比     　  C C/A

１　人件費 10,794,336 16.3 10,579,116 15.9 △ 215,220 △ 2.0

２　扶助費 13,514,262 20.5 13,605,092 20.5 90,830 0.7

３　公債費 9,203,888 13.9 9,386,989 14.2 183,101 2.0

33,512,486 50.7 33,571,197 50.6 58,711 0.2

４　普通建設事業費 5,892,379 8.9 5,458,899 8.2 △ 433,480 △ 7.4

うち補助事業費 3,127,423 4.7 2,526,140 3.8 △ 601,283 △ 19.2

うち単独事業費 2,764,956 4.2 2,932,759 4.4 167,803 6.1

５　災害復旧事業費 14,782 0.0 15,002 0.0 220 1.5

5,907,161 8.9 5,473,901 8.2 △ 433,260 △ 7.3

６　物件費 8,092,073 12.3 8,361,360 12.6 269,287 3.3

７　維持補修費 815,909 1.2 928,187 1.4 112,278 13.8

８　補助費等 8,293,179 12.6 9,203,595 13.9 910,416 11.0

９　積立金 153,119 0.2 202,160 0.3 49,041 32.0

10 投･出資金 627,568 1.0 649,014 1.0 21,446 3.4

11 貸付金 4,029,800 6.1 3,160,840 4.8 △ 868,960 △ 21.6

12 繰出金 4,504,158 6.8 4,578,606 6.9 74,448 1.7

13 予備費 100,000 0.2 200,000 0.3 100,000 100.0

26,615,806 40.4 27,283,762 41.2 667,956 2.5

66,035,453 100.0 66,328,860 100.0 293,407 0.4歳出合計

４.性質別予算額（一般会計）（案）

令和２年度 令和３年度

義務的経費　計

投資的経費　計

その他経費　計

９



  

５.当初予算（案）における主な事業  

 

本編：資料の見方（例）

99,999 (88,888)

99,999 (88,888)〇【拡】新高岡駅利用促進観光バス事業（連携事業） 〇〇〇〇課

単位：千円

新たな事業活動の創出

　首都圏等から市内企業等で活躍する人材を確保するため、就職・転職イベントへの出展
等を行う。また市内企業への関心を高めるため、学生などを対象とした企業見学会等を行
う。

〇〇〇〇課〇ＵＩＪターンによる人材確保促進事業

　北陸新幹線を利用して来訪する観光客の利便性向上と、新高岡駅の交通拠点機能を強化
するため、「世界遺産バス（高岡～白川郷間）」、「わくライナー（高岡～和倉温泉
間）」の運行等に対し支援するほか、「高山便（高岡～高山）」も含めた高速バスの乗車
割引に対し支援する。

【新】新規事業　【拡】拡充事業
（連携事業）とやま呉西圏域連携中枢都市圏事業

令和２年度当初予算額令和３年度当初予算額
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SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、地球上の「誰

一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓って、経済・社会・環境の調和を

とりながら持続可能な世界を目指す 2015 国連サミットで採択された 2030 年までの国

際目標であり、17 の目標と 169 のターゲットで構成されるものです。 

本市では、総合計画基本構想において、「市民創造都市高岡」をまちの将来像に掲げ、

分野別に掲げた 17 のめざすまちの姿の理念と方向性は、SDGs に掲げる目標に概ね一

致することから、総合計画に基づく取組を着実に推進することが、SDGs の推進に繋が

ると考えています。このことから、本市の総合計画の各施策における予算と SDGs の各

目標との関連性を公表してまいります。 

（17 の目標） 

 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終

わらせる 

 各国内及び各国間の不平等を是正する 

 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改

善を実現し、持続可能な農業を促進する 

 

 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可

能な都市及び人間居住を実現する 

 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な

生活を確保し、福祉を促進する 

 

 持続可能な生産消費形態を確保する 

 すべての人々への包摂的かつ公正な質の

高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進

する 

 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対

策を講じる 

 ジェンダー平等を達成し、すべての女性及

び女児の能力強化を行う 

 

 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全

し、持続可能な形で利用する 

 すべての人々の水と衛生の利用可能性と

持続可能な管理を確保する 

 

 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推

進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、

ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様

性の損失を阻止する 

 すべての人々の、安価かつ信頼できる持続

可能な近代的エネルギーへのアクセスを

確保する 

 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を

促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提

供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責

任のある包摂的な制度を構築する 

 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべ

ての人々の完全かつ生産的な雇用と働き

がいのある人間らしい雇用(ディーセン

ト・ワーク)を促進する 

 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グ

ローバル・パートナーシップを活性化する 

 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包

摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイ

ノベーションの推進を図る 

  



主な事業目次（ＳＤＧｓ関連表）

めざすまちの姿 施策 頁番号

地域産業

ものづくり産業が時代の
流れに対応し、活性化し
ている

新たな事業活動の創出

17

雇用・勤労者福祉の充実

17

地域産業の競争力強化

18

中小・小規模企業の経営
基盤強化 19

産業基盤の整備・企業立
地の推進 19

農業の持続的発展

21

農山村の振興

23

水産業の振興

23

林業の振興

24

歴史・文化

文化財の保存・活用

25

歴史的風致の保全・活用

26

暮らしの中に万葉と前田
家ゆかりの文化が息づい
ている

地域に根ざした創造的な
芸術・文化活動の育成 27

SDGsラベル

水・緑・食が豊かで暮らし
にうるおいがある

世代を超えて受け継がれ
てきた歴史資産が大切に
継承され、輝いている

12



めざすまちの姿 施策 頁番号 SDGsラベル

交流・観光

北陸新幹線・新高岡駅を
活用した誘客推進

28

イメージアップ・誘致活動
の強化 29

国内・国外交流の推進

30

観光資源の発掘と保存・
活用 30

広域観光の推進

31

商業・サービス業の振興

32

良好な都市景観の創出

32

市街地の整備

33

中心市街地活性化の推
進 34

住宅・宅地の整備

35

高岡駅・新高岡駅の周辺
整備 36

高速道路網・幹線道路
網・地域公共交通体系の
整備

36

港湾の整備・活用

37

広域連携の推進

37

高岡の魅力を積極的に発
信し、たくさんの人が訪れ
るようなっている

生活の利便性が向上し、
市街地に人が行き交いに
ぎわっている

交通ネットワークを活か
し、県西部の中核的役割
を果たしている

13



めざすまちの姿 施策 頁番号 SDGsラベル

子育て・教育

安心して妊娠・出産・子育
てができる体制の充実

38

地域の子育て力の応援

39

教育・保育の一体的提供
の推進とサービスの充実 39

確かな学力・豊かな心・健
やかな体をはぐくむ教育
の推進

41

教育効果を高める教育環
境の充実 43

高等学校・高等教育機関
の充実・連携 45

地域に開かれた特色ある
教育活動の充実 45

未来を担う世代の育成と
若者が主体となるまちづく
りの推進

46

ライフステージに応じた生
涯学習の振興 46

いつでも気軽にスポーツ
を楽しんでいる

生涯スポーツ活動の充実

48

安心と希望、ゆとりを持っ
て子育てを楽しんでいる

教育を通じて個性を磨き、
生きる力を高め合ってい
る

いくつになっても興味のあ
ることを気軽に学べてい
る

14



めざすまちの姿 施策 頁番号 SDGsラベル

安全・安心

障がい者（児）福祉・自立
支援対策の充実

49

高齢者福祉の充実 50

地域福祉の推進 51

生涯を通じた健康づくりの
推進

52

医療体制・医療制度の充
実

53

環境保全対策の充実 54

ごみの減量化・資源化の
推進

54

防災対策の充実 55

河川・海岸の保全・整備 56

消防・救急・救助体制の
充実

56

上・下水道の整備 57

道路整備、交通安全・防
犯対策の充実

58

雪対策の充実 59

緑化の推進と保全 59

安全で快適な生活を送っ
ている

誰もが生き生きと自立し
て暮らしている

健康的な生活を送り、必
要な時に適切な医療を受
けられる

地域の人々の手で環境
が守られている

15



めざすまちの姿 施策 頁番号 SDGsラベル

安全・安心

市民が主役の地域づくり
への支援

60

男女平等・共同参画社会
の実現

61

多文化共生社会の推進 62

高度情報化の推進 63

簡素で効率的な行財政の
推進

64

市民に開かれた市政の推
進

66

（掲載事業数） R3当初分：２２３事業 R2補正分： １５事業

合計 ２３８事業

市役所が市民に信頼さ
れ、責任を持って取り組
んでいる

その人らしさが尊重され、
お互いに助け合いながら
幸せに暮らしている

（参考）17ページから66ページに「主な事業」として掲載している事業の分類状況

※必ずしも「１事業＝１目標」でないことから、事業数の合計値（【単純計】）は

 掲載事業数と合致しない。

16



地域産業

23,143 (12,068)

933 (954)

5,803 (5,719)

3,040 (3,040)

103,100 (113,100)

　圏域内にある高度専門的な研究機関と企業による共同研究・開発を促進し、ものづくり
開発人材の育成強化を図る。

商業雇用課

　とやま呉西圏域６市で連携し、呉西圏域内企業における就職や転職、Ｕターン等の就業
マッチング支援に取組む。

〇就業マッチング支援事業（連携事業）

（１）ものづくり産業が時代の流れに対応し、活性化している

単位：千円

新たな事業活動の創出

〇ものづくり開発人材育成事業（連携事業）

〇【拡】【新機軸】ものづくり持続的成長推進事業 産業企画課

　ものづくり産業を中心とした市内産業の技術力を活かした新分野・新事業展開、地域産
業の魅力を活かした販路拡大・付加価値向上を支援するとともに、デジタル化の推進によ
る技術革新のための取組みを支援する。また、本市産業の礎となる人材育成や新たな取組
みに挑戦する人材の確保、次代に事業を繋ぐ事業承継に対する積極的な支援を行うととも
に、安定的な経営基盤の構築に向けた取組みを支援する。
　※「新産業創造プラットフォーム事業」から事業名を変更

　１【新機軸】未来につなぐチャレンジ事業補助金　15,000千円
　　Ⓝ産業スマート化事業支援補助金（IoT、AI導入支援）、Ⓝ持続化人材育成支援金
　 （研修や講座等への参加助成）、創業・事業承継支援補助金（創業、事業承継に伴う
    新事業展開への支援）など

　２【新機軸】ものづくり事業承継ハブ推進事業　2,000千円
　　事業承継に係る支援機関によるネットワークを構築し、ものづくり技術を持つ人材、
　　担い手を首都圏から呼び込むことで、より円滑な事業承継と移住・定住の促進に結び
    付ける

産業企画課

　首都圏等から市内企業等で活躍する人材を確保するため、就職・転職イベントへの出展
等を行う。また市内企業への関心を高めるため、学生などを対象とした企業見学会等を行
う。

〇勤労者への制度融資事業

　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
に対し預託を行う。

雇用・勤労者福祉の充実

〇ＵＩＪターンによる人材確保促進事業

商業雇用課

商業雇用課

17



地域産業

16,509 (25,016)

916 (1,063)

1,693 (1,702)

4,571 (4,553)

4,000 (0)

産業企画課

　とやま呉西圏域内の企業の交流や圏域外の企業とのビジネスマッチングの実現に向けた
機会を創出するため、異業種企業間の情報交換・交流会への共同出展、企業への出展補助
等を行う。

産業企画課

　菅笠製作技術者の後継者育成のため初級者に向けた講座や指導を行うほか、菅笠の周知
活動を行う。

地域振興課

〇異業種交流促進事業（連携事業）

〇菅笠保全対策事業

　伝統工芸における新クラフト産業育成を目的に、参加企業のデザイン開発力と市場開拓
力の育成を目指す。平成11年度からテーマを変えて継続開催しており、令和３年度は「課
題のデザイン」をテーマに、自社の課題解決を通した新分野開拓に取組む。

〇地場産業対策事業

　地場産業やデザイン事業の振興を図るため、「工芸都市高岡クラフトコンペ」やギフ
ト・ショーの出展補助等、地場産業団体を支援する。

（１）ものづくり産業が時代の流れに対応し、活性化している

地域産業の競争力強化

単位：千円

〇【新機軸】ST@R-ZIBA運営支援事業 産業企画課

　令和２年度に高岡地域地場産業センターに開設したスタジオ施設「ST@R-ZIBA」の運営に
係る費用に対し支援する。

〇新クラフト産業・デザイン育成支援事業 デザイン・工芸センター

18



地域産業

3,139,908 (3,532,224)

3,847 (4,037)

2,349 (2,437)

366,987 (358,910)

5,174 (3,226)
　企業訪問や関係機関との情報交換、企業立地セミナーへの参加、各種媒体を利用したＰ
Ｒ広告活動、企業立地に関する意向調査等を行い、本市に優良企業を誘致し、産業の活性
化を図る。令和３年度は新たな産業団地の候補地検討のため、適地調査を実施する。

　とやま呉西圏域６市への企業誘致を推進するため、６市及び圏域内企業と３大都市圏の
企業とのマッチングを図るビジネス交流交歓会を開催する。

〇企業立地助成金

　企業の新規立地、設備投資を促進し、雇用機会の拡大を図るため、一定規模以上の投資
に対し企業立地助成金を交付する。

産業企画課

産業企画課

産業企画課

〇【拡】企業立地推進事業

産業企画課

〇とやま呉西圏域ビジネス交流交歓会開催事業（連携事業）

　経済変動などの様々な要因に対応し、中小企業者のライフステージ（創業期や転換期
等）に応じた資金需要に対応する各種融資制度のあっせん及び預託を行う。
　令和３年度は感染症による影響の拡大を踏まえて制度を拡充し、市内中小企業者の安定
した資金繰りを後押しするため、商工会議所や商工会が日本政策金融公庫と連携して実施
する小規模事業者経営改善資金（マル経融資）の利子を全額補給する。また、事業承継時
に一定要件を満たせば、後継者に経営者保証を求めない国の「事業承継特別保証制度」を
利用される際の保証料を補給し、事業承継の促進を図る。

〇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

　伝統工芸産業の後継者育成と産地技術力向上のため、市伝統工芸産業技術保持者等の指
導により、鋳造、彫金、漆工及び３Ｄ造形をテーマに「伝統工芸産業人材養成スクール」
を実施する。

〇【拡】中小・小規模企業向け融資事業

産業基盤の整備・企業立地の推進

（１）ものづくり産業が時代の流れに対応し、活性化している

単位：千円

中小・小規模企業の経営基盤強化
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地域産業

2,455 (2,455)

4,658 (4,800)

20,000 (0)

産業企画課

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う厳しい経営環境下において、生産性革命実現のた
めの設備投資を後押しするため、市内企業の生産性向上に繋がる設備投資に対し支援す
る。

　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、ホームページにおいて情報提供を行う。

〇【新】生産性向上のための設備投資促進事業 産業企画課

単位：千円

〇空き工場等有効活用促進事業

（１）ものづくり産業が時代の流れに対応し、活性化している

産業基盤の整備・企業立地の推進

〇工場等周辺環境整備事業 産業企画課

　市内の工場、企業団地周辺の道路、排水路等の整備を行い、企業の活動環境の向上と市
内への企業進出の促進を図る。
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地域産業

21,216 (20,783)

19,402 (21,482)

16,675 (3,360)

1,000 (160)

2,527 (3,939)

43,655 (49,335)

〇【拡】【新機軸】新規就農・後継者確保促進事業 農業水産課

農業水産課

　圏域の農林水産業の振興に向け、生産者と企業等が連携を図り、呉西圏域ブランド育成
につなげるとともに、圏域内の消費の定着化を図る。

〇農業基盤整備事業（県単独・市単独事業）

農業水産課

〇【拡】【新機軸】６次産業化推進事業

〇水田利活用対策事業

（２）水・緑・食が豊かで暮らしにうるおいがある

農業水産課

　農業者の高齢化や減少が継続している中、担い手を確保し持続可能な農業農村の実現を
目指すため、新規就農者に対し支援するほか、地域の中心経営体等の発展的な経営継承を
支援し、新たな担い手への円滑な継承を促進する。
　【新機軸】新規担い手農業機械等導入支援(新規就農者に対する農業機械導入支援)
　　　　　　7,500千円
　【新機軸】経営継承・発展等支援(円滑な経営継承を促進するため経営継承時に支援)
　　　　　　2,000千円
　【新機軸】農業経営体法人化支援
　　　　　　(個人事業主が法人化する際に要する経費に対する支援)　225千円
　【新機軸】新規就農者支援
　　　　　　(国県補助の対象とならない50～59歳の新規就農者に支援)　200千円
※「農業後継者対策特別事業」から事業名を変更

農業水産課

　認定農業者など、地域の中心となる担い手の経営体質強化のため、農業機械等の導入に
対し支援する。
※「農業経営体育成事業」から事業名を変更

〇強い農業・担い手づくり総合支援事業

　食料自給率向上に資する収益性の高い農業を推進するため、園芸作物の振興等に対し支
援する。
　また、地域農業特産物の振興を図るため、重点的に推奨する園芸作物の生産に対し支援
する。

農地林務課

　優良農地の確保を目的に、農道や農業用用排水路など、環境と調和した農業生産基盤の
整備を図る。
　（県補助）　16,320千円
　（単独）　　27,335千円

農業の持続的発展

〇とやま呉西圏域ブランド育成事業（連携事業）

単位：千円

　高岡産農産物を活用した６次産業化の取組みを支援するとともに、社会ニーズの変化に
応じた高岡産農産物及び既存６次産業化商品の高付加価値化の取組みや販路拡大の取組み
を支援する。

令和２年度３月補正
農業経営体育成事業 9,172千円
78頁参照
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地域産業

108,002 (104,575)

1,125 (0)

9,481 (2,673)

〇【新機軸】中山間地域等条件不利農地集積事業　　　

〇農業環境整備事業（国、県、土地改良区実施事業）

単位：千円

農業水産課

　高岡市の農業特産物を産地化するための取組みに対し支援する。
　令和３年度は県補助を活用したチューリップ球根ネット栽培実証普及事業のほか新型コ
ロナウイルス感染症拡大により消費の落ち込んだ農産品等の消費拡大に向けた取組みを支
援する。

農業水産課

　国、県や土地改良区等が行う農業基盤の整備、農村の防災・減災を目的とした環境整備
に対し負担又は支援する。
・かんがい排水事業　　　　　34,126千円
・国営附帯県営農地防災事業　20,066千円
・経営体育成基盤整備事業　　39,600千円
・ため池整備事業　　　　　　14,210千円

農地林務課

　中山間等の耕作条件が不利な農地について、担い手の利用集積を促進し、耕作放棄地の
発生防止を図るため、受け手が行う圃場条件の向上に係る経費に対し支援する。

農業の持続的発展

〇【拡】農業特産物開発育成事業

（２）水・緑・食が豊かで暮らしにうるおいがある

令和２年度３月補正
国営附帯県営農地防災事業 20,470千円
経営体育成基盤整備事業 68,796千円

ため池整備事業 3,045千円
78頁参照

24,300 (5,060)〇ため池耐震調査事業 農地林務課

　防災重点ため池の耐震調査を実施する。

令和２年度３月補正分
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地域産業

229,609 (213,973)

29,253 (25,382)

5,056 (5,584)

1,226 (1,226)

〇有害鳥獣駆除事業 農業水産課

　捕る漁業から育てる漁業への移行を促進するため、アユの稚魚やサザエ、クロダイ、ヒ
ラメの種苗の放流など、魚介の増殖事業を支援する。

〇多面的機能支払支援事業

　地域が共同で行う農地や農業用水等の維持管理や補修、更新、長寿命化の取り組みを支
援する。

　近年増加しているクマ・イノシシ等による農作物被害の防止対策として、柵の設置等を
支援するほか、捕獲後のイノシシの処分体制を整備する。
　【新】クマ被害防止緊急対策(放任果樹の伐採)
　【見直し】捕獲後のイノシシ（80cm以上）の処分に係る支援

農業水産課〇水産業振興事業

　中山間地域等の農業・農村が有する多面的機能の保全を図るため、農業の生産条件に関
する不利を補正する中山間地域等直接支払制度により支援する。

・法指定　　11地区　うち新規５地区
・知事特認　３地区

〇【拡】中山間地域等農業活性化支援事業 農業水産課

（２）水・緑・食が豊かで暮らしにうるおいがある

単位：千円

農山村の振興

水産業の振興

農地林務課
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地域産業

23,489 (13,800)

6,201 (5,244)

28,362 (28,162)
　生産材の効率的な搬出のため、林道の整備・補修を計画的に実施する。
・農山漁村地域整備交付金事業（橋梁補修等）  8,552千円
・県単林道整備事業（３路線の整備）         19,810千円

林業の振興

農地林務課

農地林務課

〇水と緑の森づくり事業

〇林道整備事業

　竹林、自然林の間伐等を行い、地域に密着した里山・森林の再整備を市民協働で推進す
る。

　森林の保全と維持管理を実施。令和３年度は森林環境譲与税を活用し、意向調査及び森
林整備等を実施する。

（２）水・緑・食が豊かで暮らしにうるおいがある

農地林務課

〇【拡】林業対策事業

単位：千円
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歴史・文化

1,395 (559)

18,202 (46,361)

11,026 (29,724)

30,159 (33,280)

生涯学習・文化財課

都市経営課

（３）世代を超えて受け継がれてきた歴史資産が大切に継承され、輝いている

単位：千円

文化財の保存・活用

　令和２年12月に新たに選定された、吉久重要伝統的建造物群保存地区のまち歩きマップ
の制作を支援する。

生涯学習・文化財課〇勝興寺保存活用事業

　令和３年４月に平成の大修理が完了する勝興寺の魅力発信に向け、「GO FOR KOGEI展覧
会」や宝物展の開催等の取り組みを支援する。また、勝興寺の県指定工芸品の保存修理に
対し支援する。

〇【拡】重要伝統的建造物群保存地区整備事業 生涯学習・文化財課

　赤レンガ建物の利活用に向けて、令和２年度に実施した耐震診断の結果等を踏まえ、建
物の補強や利活用の方針等を検討し、保存活用計画の策定を行う。
  【継続費　(R2～R3) 44,000千円】　R2：26,800千円、R3：17,200千円

〇【拡】市内町並み保存対策事業

〇赤レンガ建物利活用調査事業

　新たに選定された吉久をはじめ、市内の重要伝統的建造物群保存地区内における建物等
の修理・修景を支援する。
　修理・修景の促進を図るため、補助額の上限を引き上げる。
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歴史・文化

1,500 (1,500)

3,646 (3,640)

520 (520)

1,000 (1,000)

463 (400)

6,550 (1,693)

　世界文化遺産登録の継続的な市民運動を進める「近世高岡の文化遺産を愛する会」の取
組みを支援する。

商業雇用課

　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、「工芸都市高岡クラフトコン
ペティション」、「高岡クラフト市場街」と連携した工芸イベントの開催を支援する。

　古代から近現代に至る歴史文化資産の文献史料調査等を通して、文化的価値の向上とそ
の魅力の発信に取り組む。令和３年度は、越中国分寺ゆかりの仏像詳細調査や高岡城跡の
本質的価値向上に向けた調査・研究を行う。

　全国の自治体や団体と連携し、文化財の保存・活用に向けた調査を行う。
　【新】新型コロナウイルス感染拡大防止に対応した、指定文化財等の祭礼行事に
　　　　必要な経費の支援　 5,000千円

（３）世代を超えて受け継がれてきた歴史資産が大切に継承され、輝いている

〇世界文化遺産登録推進事業 文化創造課

〇ミラレ金屋町開催事業

単位：千円

〇日本遺産魅力発信推進事業

　高岡の「日本遺産」を発信し地域の活性化を図るため、高岡市日本遺産推進協議会及び
北前船日本遺産推進協議会と連携し、普及啓発事業等に取り組む。

都市計画課

〇【拡】まちなか歴史資産魅力向上事業

〇都市景観形成推進事業

〇【拡】文化財調査・愛護活動事業 生涯学習・文化財課

生涯学習・文化財課

文化創造課

  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
業等を支援する。

歴史的風致の保全・活用
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歴史・文化

8,390 (12,333)

36,164 (39,924)

2,500 (2,565)

20,000 (20,000)

38,675 (40,157)

10,000 (0)

　令和改元を機に万葉集への関心が高まる中、万葉歴史館を拠点として万葉集やその時代
と関連のある場所への周遊を促し、北部地域全体の魅力向上を図るため、万葉集を気軽に
楽しめる施設への転換をコンセプトに展示室の改修を行う。
　【継続費 (R2～R3)  40,000千円】 R2：20,000千円、R3：20,000千円

文化創造課〇万葉歴史館展示室魅力向上事業

〇新たな万葉のふるさとづくり事業

〇新たな芸術・文化創造推進事業

〇藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリー事業

文化創造課

　万葉集や大伴家持を再評価する機運の高まりをとらえ、短歌に親しむ機会を創出すると
ともに、万葉のふるさと高岡の魅力発信に取り組む。
・高校生万葉短歌バトル負担金 　2,500千円

文化創造課

地域に根ざした創造的な芸術・文化活動の育成

（４）暮らしの中に万葉と前田家ゆかりの文化が息づいている

単位：千円

文化創造課

　市民の芸術・文化エネルギーの維持・向上を図るため、ユニークベニューTAKAOKA「オン
まちなかステージ」の内容を拡充する。また、新しい生活様式を取り入れた芸術・文化の
魅力発信の取組みとして、高岡の歴史文化資産（名勝、寺社、町並み等）を舞台に、市内
アーティストによる創作活動動画を作成し、オンラインで発信する「どこでもステージ事
業」を実施する。

〇文化振興事業 文化創造課

〇【新機軸】みんなの文化ステージ創造プロジェクト事業

　優れた文化・芸術に身近に親しむことができる機会の充実を図るため、万葉歴史館、美
術館、博物館、カメラ館における展覧会や教育普及事業、高岡市芸術祭、各種音楽公演な
ど文化振興事業を開催する。

　クラフト市場街の開催等により、高岡の誇るべき文化・
芸術を、歴史的な景観の魅力とともに市内外に発信し、新
たな価値や文化・産業の創出を図る。また、市内小学生を
対象とした10才のファーストコンサートを開催し、子ども
の頃から文化・芸術の魅力に触れる機会を確保する。

文化創造課

　藤子・Ｆ・不二雄先生の作品や世界観をふるさと高岡から発信する施設である「高岡市
藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリー」の管理・運営を行う。

令和２年度３月補正
2,461千円
75頁参照
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交流・観光

17,872 (18,077)

50,000 (20,000)

30,435 (9,148)

5,270 (5,290)

28,516 (8,980)

観光交流課

観光交流課

総合交通課

観光交流課

観光交流課

　とやま呉西圏域の６市で連携し、観光エリアのＰＲ強化・充実に努め、国内外からの観
光誘客の強化を図る。

　新幹線新高岡駅の利用促進と本市の定住増加を図るため、通勤・通学定期券の購入費用
の一部を支援する。また、新幹線まちづくり推進高岡市民会議の活動を支援するととも
に、見学・体験型の新たな観光素材を取り入れた旅行商品の造成等により、誘客の拡大を
図る。
　【新機軸】新たな旅行商品の造成等による新高岡駅の利用促進事業　20,000千円

〇呉西観光誘客推進事業（連携事業）

〇【拡】新高岡駅利用促進事業

　本市への更なる観光誘客を図るため、イベントのパンフレット、ポスター等の製作・配
布、旅行雑誌等への出稿等による宣伝を行うほか、出向宣伝などのプロモーション活動を
行い、県内外に本市の観光魅力をＰＲする。

　団体旅行の誘致促進、新高岡駅を拠点とした広域観光の推進を図るための新高岡駅を利
用した団体ツアーを催行する旅行会社に対し支援する。
　小規模なツアー催行を促すため、補助要件を緩和する。

（５）高岡の魅力を積極的に発信し、たくさんの人が訪れるようになっている

単位：千円

北陸新幹線・新高岡駅を活用した誘客推進

〇観光宣伝事業

〇【拡】団体旅行誘致促進事業

〇【拡】個人旅行誘客強化事業

　新高岡駅を利用した誘客強化を図るため、従来の首都圏方面に加え、北陸新幹線の敦賀
開業を見据えた関西方面へのプロモーション活動を強化する。また、マイクロツーリズム
の促進を図るとともに地域の観光素材の磨き上げ、商品開発等の支援、滞在型観光の提案
などにより、受け入れ態勢の強化に取り組む。
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交流・観光

13,700 (9,500)

3,240 (3,520)

5,000 (5,000)

70,987 (37,643)

3,000 (0)

〇【拡】新高岡駅利用促進観光バス事業（連携事業）

北陸新幹線・新高岡駅を活用した誘客推進

〇高岡ブランド発信事業

（５）高岡の魅力を積極的に発信し、たくさんの人が訪れるようになっている

学校教育課

イメージアップ・誘致活動の強化

　北陸新幹線を利用して来訪する観光客の利便性向上と、新高岡駅の交通拠点機能を強化
するため、「世界遺産バス（高岡～白川郷間）」、「わくライナー（高岡～和倉温泉
間）」の運行等に対し支援するほか、「高山便（高岡～高山間）」も含めた高速バスの乗
車割引に対し支援する。
　【拡】世界遺産バス、わくライナー、高山便の乗車料金割引支援　6,400千円

　社会体験の一環として、市内中学校、義務教育学校、特別支援学校が修学旅行等で新高
岡駅を利用する際に支援する。

都市経営課

〇社会体験促進事業費補助金

〇まちづくり人材育成事業

　最先端の情報技術、環境・エネルギーなどを活用したまちづくりの企画や、本市の歴
史・文化を五感で体感できる場の創造等、新たな産業、文化、市民のエネルギーを生み出
す取り組みを企画・検討する。

総合交通課

　ふるさと納税制度を活用して寄附をいただいた方に、高岡の魅力的な特産品、名産品、
伝統工芸品等を発送することにより、高岡の魅力や商品ブランドを全国に発信する。

　各分野の第一線で活躍する講師陣から学ぶ大人のための小学校「熱中寺子屋」の運営を
通した人材育成事業に加え、令和3年度から学びとインターンシップを通した関係人口の創
出や移住定住の推進への取り組みを支援する。

道路整備課

〇【新】まちづくり企画検討事業 都市経営課

単位：千円
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交流・観光

12,000 (8,230)

1,680 (2,200)

1,660 (1,660)

7,000 (7,000) 産業建設課

　福岡町つくりもんまつりやリバーサイドフェスタなど、福岡地域における観光イベント
を支援する。

〇福岡地域イベント等補助事業

〇高岡食ブランド活性化事業

　東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向け、日本政府観光局(JNTO)と連携
し、効果的・効率的なＰＲ展開を図る。また、中国、台湾観光プロモーションを実施す
る。

〇インバウンド強化事業 観光交流課

観光資源の発掘と保存・活用

観光交流課

（５）高岡の魅力を積極的に発信し、たくさんの人が訪れるようになっている

　飲食や宿泊による地域への経済効果が期待できる、コンベンションをはじめとしたＭＩ
ＣＥの誘致を行うため、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
を支援する。
　密を避ける会議等の開催に資する市内大型会議室等の利用に係る経費を支援する。

〇【拡】コンベンション誘致・支援事業 観光交流課

国内・国外交流の推進

単位：千円

　高岡の食のブランド化を図るため、「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り組みを支援する。
　また、高岡の食のブランドを活性化するため、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費用を支援する。

314 (0) 観光交流課〇【新】ＡＩチャットボット導入負担金

　訪日客への効率的な観光情報等の提供や訪日客のニーズ把握等に向け、県と市町村が共
同で人工知能を使った法人向けスマートフォン多言語対応自動回答ツール『ＡＩチャット
ボット』を導入する。

令和２年度３月補正分
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交流・観光

800 (800)

62,648 (54,248)

100,000 (0)

5,389 (5,531)

1,000 (1,000)

単位：千円

（５）高岡の魅力を積極的に発信し、たくさんの人が訪れるようになっている

〇ユネスコ無形文化遺産連携活用事業

産業建設課

　（公社）とやま観光推進機構や飛越能経済観光都市懇談会など広域観光団体による事業
を通じ、近隣市町村と連携した誘客促進に取り組む。

〇【新】官民連携による地域振興施設活用事業

観光資源の発掘と保存・活用

〇広域観光推進事業

広域観光の推進

　高岡の祭・イベント行事に対し支援する。「万葉まつり」については、令和２年度に実
施した動画朗唱形式も組み込み、ポストコロナ時代を踏まえた新たな形式での開催を予定
している。

　とやま・ふくおか家族旅行村の施設について、民間事業者に建物、土地を無償貸与し、
施設の利活用による新たな魅力創出を図り、地域の活性化を図る。

観光交流課

　高岡御車山祭の御車山行事のユネスコ無形文化遺産登録（平成28年）を機に、飛越能地
域の自治体と協力・連携し、「山・鉾・屋台行事」の宝庫であることを国内外にアピール
する。

観光交流課

〇【拡】祭・イベント支援事業

観光交流課

観光交流課

　「たかおか観光戦略ネットワーク」の活動を通じて、観光事業者と連携した観光振興の
取組みを企画・実施する。

〇たかおか観光戦略ネットワーク事業
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交流・観光

28,404 (26,904)

70,000 (0)

179 (1,409)

〇【新】飲食店向けキャッシュレス還元事業 商業雇用課

 新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けている飲食店を応援するため、
飲食店向けのキャッシュレスポイント還元キャンペーンを実施する。

　地元商工業者等の振興と経営安定を図る事業を展開する商工団体を支援する。
・高岡商工会議所　4,176千円
・高岡市商工会　 21,456千円
【新】富山県まちなか開業促進物件整備事業（市負担分）　1,500千円　ほか

　歴史的建築物の利活用を図るため、建築基準法適用除外に関する審議等を行う委員会を
設置する。

〇商工団体等支援事業

〇歴史的建築物の保存・活用事業 建築政策課

（６）生活の利便性が向上し、市街地に人が行き交いにぎわっている

単位：千円

商業・サービス業の振興

商業雇用課

良好な都市景観の創出

22,800 (0)〇【新】飲食店関連店舗支援事業 商業雇用課

　新型コロナウイルス感染症拡大により、酒類の提供を行う飲食店を
中心に販売が減少するなどの影響を受けている地域商業を下支えする
ため、酒販業者や運転代行業者等に対し給付金を支給する。

地域安全課

令和２年度３月補正分
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交流・観光

219,386 (87,493)

303,558 (201,549)

（６）生活の利便性が向上し、市街地に人が行き交いにぎわっている

単位：千円

都市計画課〇【拡】高岡駅前東地区整備推進事業

〇福岡駅前土地区画整理事業

市街地の整備

 高岡駅前東地区がにぎわいの核となるよう、民間活力によるマンション等の整備事業を支
援する。
・優良建築物等整備支援事業　219,200千円

　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」を目指したまちづくりを進める。
・福岡駅前土地区画整理事業（面積：11.1ｈa）

福岡まちづくり推進室

9,702 (0)〇【新】公開型地図情報システム導入事業 都市計画課

　Web上で確認できる公開型地図情報システムの導入に向けた電子データを整備する。

令和２年度３月補正分
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交流・観光

20,613 (19,758)

5,000 (7,000)

14,000 (17,000)

10,470 (13,350)

178,011 (179,715)

4,500 (240)

商業雇用課

商業雇用課

商業雇用課

　中心市街地活性化のため、まちづくり会社等が実施する各種イベント等に対し支援す
る。

〇中心市街地活性化推進事業

〇セリオタウン推進事業

　中心市街地賑わい創出開業等支援事業をはじめとする３つの開業支援事業を見直し、新
たに「賑わい集積開業等支援事業」として、中心市街地や観光地等において、空き地、空
き店舗を活用して新規開業する者等を対象に、店舗改装費等の経費を支援し、商業機能の
集積を要するエリアの魅力向上と賑わい創出を図る。
　コロナ禍における新規出店を促進するため、支援を拡充する。
※「中心市街地賑わい創出開業等支援事業」、「観光地魅力アップ開業等支援事業」、
「空き店舗等による開業等支援事業」を再編

〇リノベーションまちづくり事業

中心市街地活性化の推進

商業雇用課

〇中心商店街賑わい回帰支援事業

〇【拡】中心市街地活性化基本計画推進事業

商業雇用課

〇【拡】賑わい集積開業等支援事業

商業雇用課

　令和３年度に現行の第３期中心市街地活性化基本計画が終了することから、令和４年度
を始期とする第４期計画を策定する。

（６）生活の利便性が向上し、市街地に人が行き交いにぎわっている

　官民の連携による事業化を図るため、過去にリノベーションスクールで取り上げた案件
のフォローアップ、学生や若い世代らのマッチング、リノベーションまちづくりの啓発等
に取り組む。

　中心商店街の賑わい創出を図るため、御旅屋通り周辺でのＶＲ（仮想現実）・ローカル
５Ｇ技術の利活用など、中心市街地における各種イベントの開催等を支援し、まちなかの
集客力と回遊性を高める。

　御旅屋セリオに公益施設を導入し、賑わいの空間として、多くの市民が集う新しいまち
の核「セリオタウン」として機能していくよう、活用を図る。

単位：千円
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交流・観光

2,348 (2,095)

5,008 (3,763)

3,040 (3,040)

25,019 (22,016)

10,065 (6,065)

52,568 (14,189)

930 (86)

〇【拡】木造住宅耐震改修支援事業

建築政策課

　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を支
援する。

　市営住宅の住戸改善等を行い、施設の長寿命化を図る。

〇【拡】市営住宅住戸改善事業

都市経営課

〇ＵＩＪターンによる人材確保推進事業（再掲） 商業雇用課

住宅・宅地の整備

　移住希望者に対し、相談時からきめ細やかなサポートをする「たかおかウェルカムサ
ポート隊」の育成に向けた研修会等を開催する。また、市・商工会議所・公共職業安定所
が連携し、本市の住みやすさや、暮らしやすさをＰＲする事業に取り組む。

　【新】都市計画法の改正により、市街化調整区域での開発行為に対し土砂や浸水等によ
　　　る懸念を考慮する必要が生じたことから、区域図の修正を行う。

〇開発行為取扱事業

　首都圏等から市内企業等で活躍する人材を確保するため、就職・転職イベントへの出展
等を行う。また市内企業への関心を高めるため、学生などを対象とした企業見学会等を行
う。

　新築住宅や中古住宅の取得、隣接した土地の購入等に対し支援するとともに、隣接土地
活用の支障となる建築物等の除却や、耐震改修に伴うリフォームに対して支援する。ま
た、まちなかにおける住環境の改善を促進するとともに、コンパクト・アンド・ネット
ワークのまちづくりの観点から、居住誘導区域での住宅取得等を支援する。

〇たかおかウェルカムサポート事業

〇【拡】とやま呉西圏域ウェルカムサポート事業（連携事業）

単位：千円

〇たかおか暮らし支援事業

建築政策課

建築政策課

建築政策課

（６）生活の利便性が向上し、市街地に人が行き交いにぎわっている

　首都圏などから、とやま呉西圏域への定住・移住を推進するため、移住セミナーの開催
や６市共同での大型移住イベントへの出展を通じて、圏域の魅力発信や圏域での暮らしに
関する相談業務を実施する。
　【拡】オンラインによる移住セミナーの開催（年２回）

都市経営課
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交流・観光

233,733 (179,079)

66,631 (53,828)

3,500 (0)

500 (0)

〇【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

総合交通課

　交通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、ＪＲ城
端・氷見線の利便性向上や万葉線の利用促進、交通手段の確保を目的とした地域バスの運
行支援等を行う。また、福岡駅へのエレベーター設置に向け、福岡駅周辺エリアのバリア
フリー構想を策定する。
　【新】福岡駅周辺地区のバリアフリー基本構想の策定　　5,500千円
　【拡】城端線・氷見線のＬＲＴ化に向けた検討調査負担金　12,807千円

　万葉線の利用促進や安心・安全な輸送に向けて、車両の冷房化を図るほか、車両・鉄軌
道の安全対策を行う。

高速道路網・幹線道路網・地域公共交通体系の整備

（７）交通ネットワークを活かし、県西部の中核的役割を果たしている

単位：千円

〇万葉線利用促進事業（連携事業）

総合交通課

総合交通課

　持続可能な地域交通の実現に向けて、市内バス路線の利用実態調査を実施する。

総合交通課

〇【新機軸】市民協働型地域交通システムの導入支援

高岡駅・新高岡駅の周辺整備

　市民協働型地域交通システムの導入・普及に向け、地域における交通需要の把握や運行
ルート・手段の検討等にかかる費用の一部を助成する新たな支援制度を創設する。

〇【拡】総合交通戦略推進事業

35,913 (0) 都市計画課〇【新】高岡市営駐車場キャッシュレス化事業

　今後発行予定の新硬貨への対応とともに、精算機への接触を減らし感染拡大の防止を図
るため、キャッシュレス決済を導入する。

令和２年度３月補正
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交流・観光

1,032,500 (1,517,100)

74,073 (36,088)

24,375 (0)

10,493 (7,293)

2,710 (3,115)

・街路事業　　756,500千円
  　下伏間江福田線（京田踏切）、木津佐野線
・道路改良　　276,000千円

〇とやま呉西圏域都市圏ビジョン推進事業（連携事業） 都市経営課

　コロナ禍における公共交通の運行を支援するため、市内路線バス、万葉線及び市内タク
シー会社の運行に係る経費の一部を補助する。

地域振興課

広域連携の推進

みなと振興課

　福岡地域でのバス運行管理を行う。
　【拡】バス車両の更新、バス車庫改修

〇【拡】公営バス運行管理費

〇大型クルーズ船受入事業

　県や関係機関と連携し、伏木外港クルーズ船受入協議会の活動を通じて、ふ頭でのク
ルーズ船歓迎行事の開催など、受け入れ環境の整備を図る。また、クルーズ船の誘致に向
け、市内有料観光地を組み入れたバスツアーの開催や船の給水時の費用を支援する。
　【新機軸】大型クルーズ船受入事業（コロナ対策)
　　　　※伏木外港クルーズ船受入協議会負担金のうち新型コロナウイルス感染症対策分

港湾の整備・活用

（７）交通ネットワークを活かし、県西部の中核的役割を果たしている

単位：千円

高速道路網・幹線道路網・地域公共交通体系の整備

　富山県西部６市で構成するとやま呉西圏域連携中枢都市圏の中長期的な将来像や、連携
協約に基づく具体的な取り組み等を定めるビジョンの推進を図る。

〇幹線道路整備事業 道路整備課

〇【新】公共交通緊急支援事業（路線バス、万葉線、タクシー支援） 総合交通課

令和元年度３月補正
30,000千円
61頁参照

令和２年度３月補正
479,000千円
●●頁参照

令和元年度３月補正
30,000千円
61頁参照

令和２年度３月補正
335,000千円
79頁参照
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子育て・教育

588,190 (595,250)

1,710,593 (1,590,498)

2,352 (2,352)

2,481,859 (2,369,916)

137,928 (161,726)

4,285 (3,979)

1,000 (0)

〇こども・妊産婦医療費助成事業 子ども・子育て課

〇【拡】私立認定こども園等施設型給付費

　ひとり親家庭の子どもを対象に、ボランティアによる学習支援を行う。

健康増進課

　私立保育園（市内16園）に保育の実施を委託する。令和元年10月より、３歳～５歳児、
市民税非課税世帯の０歳～２歳児を対象に幼児教育・保育の無償化を行っている。

〇子育てのための施設等利用給付事業

〇【拡】産後ケア事業

子ども・子育て課

（８）安心と希望、ゆとりを持って子育てを楽しんでいる

単位：千円

安心して妊娠・出産・子育てができる体制の充実

〇子どもの未来応援事業

子ども・子育て課

　入院及び通院医療費に係る保険診療の自己負担分を０歳～中学校３年生修了まで支援す
る。

〇私立保育所入所運営委託事業

子ども・子育て課

　幼稚園や認可外保育施設等を利用した場合の利用料の無償化に要する費用について、施
設もしくは保護者へ給付する。
　令和元年10月より、３歳～５歳児、市民税非課税世帯の０歳～２歳児を対象に幼児教
育・保育の無償化を行っている。

　産後、家族や親族から十分な援助が受けられない母子に対して心身のケアや育児サポー
ト等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保する。
  【拡】産後のメンタルヘルスケアを強化する観点から、ショートステイ・デイケアの利
　　　用期間を産後４ヶ月未満、訪問ケアの利用期間を産後１年未満に延長する。

　私立認定こども園（市内18園→19園）に子どもの教育・保育に要する経費を給付する。
　令和元年10月より、３歳～５歳児、市民税非課税世帯の０歳～２歳児を対象に幼児教
育・保育の無償化を行っている。

子ども・子育て課

〇【新】産後ヘルパー派遣事業 子ども・子育て課

　産後うつやワンオペ育児解消のため、産後２ヶ月の間に家事代行サービスを安価に利用
できる事業を実施する。
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子育て・教育

23,300 (23,300)

250,737 (241,346)

57,969 (56,776)

394,726 (362,536)

子ども・子育て課

　子育て家庭を支援するため、御旅屋セリオ内の高岡子育て支援センター、福岡子育て支
援センター、万葉なかよし保育園子育て支援センターの３か所において、子育て支援事業
を実施する。

教育・保育の一体的提供の推進とサービスの充実

子ども・子育て課

　保護者の多様な働き方に対応できるよう、延長保育や病児保育等の多様な保育サービス
の充実を図る。
　・延長保育実施園　35園→36園
　・病児保育（体調不良児対応型）25園→26園

　特定不妊治療に要する医療費や、不育症の保険診療の検査、治療に要する経費の一部を
支援する。

〇【拡】保育サービス充実事業

〇子育て支援連携推進事業

（８）安心と希望、ゆとりを持って子育てを楽しんでいる

安心して妊娠・出産・子育てができる体制の充実

〇放課後児童健全育成事業

子ども・子育て課

地域の子育て力の応援

〇不妊・不育治療費助成事業

　保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校就学児童の健全な育成を図るため、地域のク
ラブ運営組織と共に、放課後等において、児童に適切な遊びや生活の場を提供する。
　また、令和２年度から、新規の民間学童２箇所の運営について支援している。

　

子ども・子育て課

単位：千円

32,000 (0)〇【新】ひとり親世帯生活支援給付金事業 子ども・子育て課

　新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的、精神的負担の影響を大きく受けてい
るひとり親世帯を支援するため、給付金を支給する。

令和２年度２月補正分
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子育て・教育

1,800 (1,800)

168,094 (208,156)

80,450 (0)

単位：千円

教育・保育の一体的提供の推進とサービスの充実

（８）安心と希望、ゆとりを持って子育てを楽しんでいる

〇子ども・子育て基金活用事業 子ども・子育て課

　子どもたちが健やかに成長し、子育て世帯が安心して子育てができる環境づくりを推進
するため、子ども・子育て基金を活用し、子ども・子育て施策の充実を図る。
・休日一時預かり事業費補助金  1,800千円

〇【新】児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業 子ども・子育て課

　新型コロナウイルス感染症対策を徹底するため、公立保育所や放課後児童クラブ等にお
けるマスク・消毒液等の衛生資材の購入や私立保育所等における衛生資材購入等に対し支
援する。

　認定こども園の環境改善や、増加する保育ニーズの対応等のために必要な施設整備費の
一部を支援する。

〇認定こども園整備事業費補助金 子ども・子育て課
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子育て・教育

546 (632)

520 (520)

6,476 (6,138)

2,150 (2,500)

教育センター

確かな学力・豊かな心・健やかな体をはぐくむ教育の推進

〇地域ＩＣＴ人材育成事業

（９）教育を通じて個性を磨き、生きる力を高め合っている

　ＩＣＴの観点からチャレンジ精神あふれる人材を創出し、世界トップレベルの情報人材
の育成を図るため「高岡市ロボットプログラミング競技大会」を開催する。

教育総務課

〇学習指導費

　教員の資質向上と専門的な力量を高めるための若手教員向けの研修会等を開催する。ま
たタブレット端末を用いた授業が本格化することから、ＩＣＴ教育研修の充実を図る。

〇【拡】部活動育成費 学校教育課

　中学校、義務教育学校の部活動の充実及び教員の負担軽減のため、非常勤講師を配置す
る。（平成14年～）
・スポーツエキスパート92名→91名（県１/３、市２/３）
・部活動指導員４名→５名（国１/３、県１/３、市１/３）

単位：千円

広報情報課

〇高峰譲吉博士顕彰事業

　郷土の偉人である高峰譲吉博士の功績を広く市内外に知らせるとともに、子どもたちの
科学への関心、理解向上につながる教育環境の整備を行う。
　令和３年度は、高峰譲吉博士の没後100年に向けた、松楓殿所蔵品の調査及び記念事業の
検討等を行う。
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子育て・教育

1,050 (997)

7,219 (7,213)

15,365 (13,148)

63,627 (57,097)

91,848 (63,899)

　経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し必要な援助、および特別支援学級
に在籍する児童生徒に対し就学奨励費を支給する。

　教員のＩＣＴ活用を補助するＩＣＴ支援員を配置する。また、教員の働き方改革に資す
るため、パブリッククラウドを活用した校務支援システムを構築するための計画策定を行
う。
　【新機軸】　学びのデジタル化推進事業　　17,037千円
　【新機軸】　次世代校務システム構築事業　11,000千円

学校教育課

〇不登校児童生徒対策事業

学校教育課

教育センター

〇心の教育推進事業

（９）教育を通じて個性を磨き、生きる力を高め合っている

確かな学力・豊かな心・健やかな体をはぐくむ教育の推進

教育総務課〇【拡】地域イントラネット整備事業

　いじめ・不登校防止対策として、心の教室相談員を小学校に配置する。

　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。

〇就学援助費（小学校・中学校・義務教育学校）

〇特別支援活動事業

学校教育課

　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行う特別支援教育支援
員（スタディ・メイト）を配置し、教育環境を向上させる。

単位：千円
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子育て・教育

3,831 (1,172)

696 (695)

549,813 (323,408)

48,000 (112,402)

67,530 (0)

57,584 (0)

〇【新】高岡西部中学校区小中一貫校整備事業

　横田、西条、川原小学校を再編統合し、高岡西部中学校を移転併設することとしてお
り、令和３年度は地質調査やアスベスト調査などの事前調査、基本設計・実施設計を行
う。
　【継続費（R3～R4）66,800千円】R3:33,400千円、R4:33,400千円

〇【新】高陵中学校区小中一貫校整備事業

教育総務課

　五位中学校区の３小学校（東五位、石堤、千鳥丘）を再編統合し、統合小学校を整備す
る。令和３年度は、建築の実施設計、外構・道路等の造成工事、校舎の建築工事を行う。
　【継続費（R2～R3）  414,326千円】R2:322,043千円、R3:92,283千円
　【継続費（R3～R5）2,786,912千円】R3:439,245千円、R4:1,090,238千円
　　　　　　　　　　　　　　　　   R5:1,257,429千円

　義務教育９年間を見通した児童生徒の学びと育ちの充実を図るために、小中一貫教育の
推進に向けた教職員研修を行うとともに、統合予定の小学校間の交流や英語コミュニケー
ションへの意欲向上のための英語学習パートナー派遣などを行う。

教育総務課

　定塚、平米小学校を定塚小学校校舎に再編統合した後、現高陵中学校に新小学校の校舎
を併設することとしており、令和３年度は地質調査やアスベスト調査などの事前調査、基
本設計を行う。

　隣接する国吉小学校と国吉中学校を再編統合し、令和2年度に開校した国吉義務教育学校
について、１つの学校として運用していくために必要となる改修を行う。
　令和３年度は、施設の改修等を行う。
　【継続費（R2～R3） 160,000千円】　R2:112,000千円　R3:48,000千円

教育総務課〇【拡】教育環境整備推進事業

教育総務課

単位：千円

　学校の再編統合を進めていくために、高岡市教育将来構想検討会議や各地域での統合開
設準備会、地域懇談会などを開催する。
　また、統合校開校に必要な備品等を整備する。

（９）教育を通じて個性を磨き、生きる力を高め合っている

教育効果を高める教育環境の充実

教育総務課

〇国吉義務教育学校整備事業

〇小中一貫教育推進事業 学校教育課

〇【拡】五位中学校区統合小学校整備事業
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子育て・教育

117,653 (0)

12,132 (14,571)

単位：千円

教育効果を高める教育環境の充実

（９）教育を通じて個性を磨き、生きる力を高め合っている

〇保健管理指導事業 学校教育課

　学校の水質検査や、健康診断に必要な備品等の配備を行
い、学校の良好な衛生環境の構築を図る。

教育総務課

  戸出中学校グラウンドの改修をし、排水機能を改善する。
　【継続費（R3～R4）153,500千円】　R3:110,000千円、R4:43,500千円

〇【新】戸出中学校グラウンド改修事業

令和２年度３月補正

10,330千円
77頁参照

772,750 (0)

41,200 (0)

〇【新】市立学校空調整備事業 教育総務課

　国の補正予算を活用し、市立学校の特別教室及び給食室のエアコン整備に向け、実施設
計及び工事を行う。

〇【新】市立学校教育活動継続支援事業 教育総務課

　国の補正予算を活用し、市立学校の感染症対策に必要な消毒液等の物品を配備する。

令和２年度３月補正分

令和２年度２月補正分 79,750千円

令和２年度３月補正分 693,000千円
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子育て・教育

3,950 (3,900)

3,015 (3,086)

13,168 (13,576)

1,095 (1,110)

4,390 (3,935)
　論理的な思考力や表現力・論述力を育成するため、市内全中学校及び義務教育学校にお
いて、慶應義塾大学ＳＦＣ研究所による遠隔授業を実施する。

・ふるさと教育推進事業　110千円
　５月１日「高岡の歴史文化に親しむ日」に、児童生徒が俳句等を作成する。
・「高岡再発見プログラム」事業 985千円
　児童生徒を対象に、街並み、建造物、祭りなどを巡るスタンプラリーを実施する。

〇大学・地域連携推進事業（連携事業）

　民間活力による住民サービスの向上と地元中小企業の活性化を図るため、企業・金融機
関・６市・大学等の連携により「とやま呉西圏域共創ビジネス研究所」の運営を行う。ま
た、大学が取り組む広域的な課題解決に向けた連携を推進する。

〇ふるさと教育推進事業  

〇ものづくり・デザイン科推進事業　　 学校教育課

地域に開かれた特色のある教育活動の充実

〇大学関連事業

（９）教育を通じて個性を磨き、生きる力を高め合っている

高等学校・高等教育機関の充実・連携

単位：千円

〇【拡】論理コミュニケーション推進事業

学校教育課

　伝統文化・技術の伝承、ものづくりを担う人材の育成、ものづくりのまち高岡への誇り
の醸成を図るため、実技体験を取り入れた授業を行う。

都市経営課・文化創造課・高齢介護課

都市経営課

　活力ある個性豊かな地域社会の形成のため、富山大学芸術文化学部、高岡法科大学と連
携し、関係人口による地域創生や法教育実施の新たなメソッドの開発等の調査研究に取り
組む。また、地域課題解決に向け、大学コンソーシアム富山に加盟する高等教育機関と連
携事業を行う。

学校教育課
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子育て・教育

4,744 (4,361)

10,000 (0)

1,089 (294)

27,500 (27,500)

1,506 (1,706)

中央図書館

・講座開設事業　1,306千円
　　令和３年度は高岡学を中心とした自主講座(13)、高岡法科大学・富山短期大学と連携
　した大学連携講座(２)、県と連携した日本海学講座(１)、子どもを対象とした能楽講座
　を開催する。
・リトルウイング賑わい創出事業　200千円
　　ウイングウイング高岡１階交流スペースにおいて、ライブコンサートを開催し、文
　化振興と中心市街地の活性化を図る。

ライフステージに応じた生涯学習の振興

〇【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 都市経営課

中央図書館

　魅力ある図書館づくりのため、講座や図書館見学等のイベントを開催する。
　歴史都市としての魅力発信と公用へ活用を図るため、高岡の歴史資料のデジタル化を進
める。
　【新機軸】高岡の魅力発信デジタルアーカイブ事業　900千円

〇生涯学習センター事業

（10）いくつになっても興味のあることを気軽に学べている

未来を担う世代の育成と若者が主体となるまちづくりの推進

　地域の施設や人材を活用した野外での体験活動や奉仕活動などを通し、子どもたちの自
主性や創造性を育む活動を行う。また、中学生を対象とした土曜学習を実施し、学習意欲
の向上を図る。

　図書館利用者サービスのため、貸出・閲覧用の書籍・雑誌・視聴覚資料などを購入す
る。

生涯学習・文化財課

生涯学習・文化財課

　富山第一銀行と連携し、デジタル掲示板「YOSEGAKI」を活用した若者の意見を行政や企
業活動の課題解決等に活かす取り組みを実施する。若者目線での住みよいまちづくりに関
する意見を市の施策に反映させるほか、参画した若者が、本市のまちの将来像や行政・企
業の取り組みに興味を持ち、将来的に高岡に定住するきっかけとなるような事業展開を図
る。

〇【拡】図書館企画事業

〇子ども元気活動支援推進事業

〇図書購入費

単位：千円
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子育て・教育

35,000 (0)

ライフステージに応じた生涯学習の振興

〇【新】石堤公民館整備事業 生涯学習・文化財課

　旧石堤小学校の諸室を一部改修し、石堤公民館を移転する。

（10）いくつになっても興味のあることを気軽に学べている

単位：千円

4,088 (0)〇【新】図書館情報システム整備事業 中央図書館

　図書館利用者の利便性向上、感染症対策のため、中央図書館に図書の自動返却機を導入
する。

令和２年度３月補正分
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子育て・教育

10,660 (10,660)

29,644 (10,958)

500 (1,100)

10,000 (10,000)

13,000 (0)〇【新】全国高等学校総合体育大会実施事業 スポーツ課

　全国高等学校総合体育大会（インターハイ）を、福井県、新潟県、富山県、石川県、長
野県、和歌山県の６県合同で開催する。本市ではバドミントン競技を行う。

スポーツ課

スポーツ課

　生涯スポーツの振興と競技力の向上を図るため、選手育成の基盤となるジュニア選手の
育成強化を行うほか、全国・国際レベルの大会に出場する選手に全国大会出場補助金を交
付する。また、本市ゆかりのトップアスリートを市民をあげて応援するため、強化費とし
て活動支援金を交付する。

（11）いつでも気軽にスポーツを楽しんでいる

〇選手育成強化事業

〇東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業

生涯スポーツ活動の充実

単位：千円

　スポーツ交流を通じた地域の活性化やスポーツ競技力の向上を図るため、高校世代以上
の合宿や全国・国際規模のスポーツ大会等を誘致し、スポーツ施設や宿泊施設の相互活用
等を推進する。

　ホストタウンとして誘致を進めているポーランドレスリングチームの事前合宿や、その
ための感染症対策、及び、オリンピック聖火リレー、パラリンピック採火式、パブリック
ビューイング等を実施する。

〇富山マラソン開催事業 スポーツ課

 令和３年11月７日に開催される「富山マラソン」の費用を負担する。

〇スポーツ大会・合宿等誘致促進事業（連携事業） スポーツ課
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安全・安心

3,159,938 (3,149,513)

4,506 (6,641)

505,782 (506,242)

20,000 (630)

　重度心身障害者等の医療確保と福祉の向上を図るため、医療費の一部を支援する。

　離職や収入の減少により住居喪失のおそれがある場合に、家賃相当額を支給する。

〇障害者自立支援事業

〇【拡】障がい者の権利擁護推進事業

社会福祉課

社会福祉課

　障がい者の理解促進のため、アール・ブリュットエキシビションや小学校での障がい者
特別授業等を実施する。また、市内の相談支援事業所に対し相談支援アドバイザーを派遣
し、助言等を行う。
・アール・ブリュットエキシビジョン　　200千円
【拡】小学校での障がい者特別授業  　   56千円
【新】相談支援アドバイザー派遣 　 　　150千円　など

〇重度心身障害者等医療費助成事業 社会福祉課

　障がい者が在宅や障害者支援施設等で安定した日常生活や社会生活が送れるよう、介
護・訓練等サービス等の提供や医療費等に対する支援を行う。
・障害者介護・訓練等給付費　 2,912,747千円
・障害者生活支援事業費 　　　　119,495千円
・障害者更生医療給付費　　　　  89,099千円　など

（12）誰もが生き生きと自立して暮らしている

単位：千円

障がい者（児）福祉・自立支援対策の充実

〇【拡】住居確保給付金 社会福祉課
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安全・安心

8,109 (7,944)

285,404 (285,496)

5,265 (2,625)

4,774 (3,300)

982 (990)

　将来的な成年後見制度対象者の増加を見据え、とやま呉西圏域の６市が連携して、相談
から後見まで一貫した支援を行う成年後見センターを設置し、成年後見制度の各種業務を
共同実施する。

高齢介護課

高齢介護課

高齢者福祉の充実

〇保健事業・介護予防一体的事業

高齢介護課

　元気な高齢者の増加を目指し、高齢者が集う「通いの場」での介護予防活動を充実する
ほか、感染予防対策等で集えない場合にも、ケーブルテレビを活用した自宅でできるフレ
イル予防対策を推進する。

　医療・介護レセプト、健診データ等を活用して、地域の健康課題を把握するとともに、
フレイルのおそれのある高齢者に対し、低栄養防止、生活習慣病の重症化予防の個別的支
援や、通いの場における保健指導・生活機能支援を行う。

単位：千円

保険年金課

〇地域包括支援センター事業（介護保険事業会計） 

〇とやま呉西圏域成年後見センター事業（連携事業） 

〇【新機軸】健康づくり・介護予防活動の充実（介護保険事業会計）

　高齢者が住み慣れた地域で尊厳のある自立した生活ができるよう、地域包括支援セン
ターの体制の充実を図り、必要な時に介護予防や、医療、介護、生活支援や福祉サービス
が切れ目なく提供できる高岡型の地域包括ケアシステム「あっかりライフ支援システム」
の深化・推進を図る。

　認知症の発症を遅らせ進行を緩やかにするため、新たに、脳いきいきチェック表等の問
診票を用いた早期発見につなげる体制を強化するほか、認知症になっても自分らしく暮ら
し続けることができるまちづくりを目指すため、認知症サポーター養成講座を受講した事
業所を「（仮称）認知症パートナー宣言事業所」として認定し、日常的な見守り等、地域
の支援体制の強化を図る。

（12）誰もが生き生きと自立して暮らしている

高齢介護課

〇認知症施策事業（介護保険事業会計）
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安全・安心

3,460 (3,640)

2,767 (0)

社会福祉課

　複合課題等を抱えるケースに機能的・機動的に対応するために福祉連携推進室を新設
し、庁内の横断的体制を整える。困難事例の課題調整やアウトリーチ、伴走支援を行うた
めの専門員を設置するほか、複合課題等への対応と生活困窮者自立支援事業を一体的に実
施することで、庁内外の支援機関等の連携による自立へ向けた重層的な支援を行う。

社会福祉課

　各種団体、福祉関係者、ボランティア等が連携し、共に支え合う「高岡型地域福祉ネッ
トワーク」の構築に向け、市内全27地区で実施する。各地区の地域福祉活動計画策定に併
せ、福祉保健人材の役割を見直し、住民との話し合いのもと整理・集約を図り、年齢や障
がいの有無に関係なく包括的に必要な支援が提供される仕組みづくりを行う。

単位：千円

（12）誰もが生き生きと自立して暮らしている

地域福祉の推進

〇【新機軸】あっかり総合サポート推進事業

〇高岡あっかり福祉ネット推進事業
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安全・安心

176,195 (189,725)

443,698 (451,175)

8,300 (8,563)

169,058 (167,085)〇特定健診・保健指導事業（国民健康保険事業会計）

（13）健康的な生活を送り、必要な時に適切な医療を受けられる

単位：千円

生涯を通じた健康づくりの推進

〇【拡】予防接種事業

健康増進課

　がんを早期に発見して治療することで、がんによる死亡者を減少させることを目的に集
団がん検診や医療機関検診を実施する。
　土、日曜日のがん検診の実施や集団がん検診会場で託児を行い、働く世代や子育て世代
が受診しやすい体制づくりに努める。

　糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防するため、メタボリック症候群に着目した
特定健康診査を行うとともに、健診の結果から、個々の生活習慣病の発症リスクに応じた
特定保健指導を実施する。

保険年金課

　定期接種として、Ａ類（ＢＣＧ、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、水痘、百日せきな
ど）とＢ類（高齢者インフルエンザ、高齢者用肺炎球菌）の予防接種を実施する。
 【新】骨髄移植患者等への定期予防接種ワクチン再接種費用への支援
 【拡】子宮頸がん予防ワクチン接種普及に向けた案内送付

　健康相談や健康教育、各種検診等を行うことで、健康づくりや疾病の予防、早期発見・
早期治療を図る。令和２年度から、働く世代の男性をターゲットに運動教室を開催してい
る。

〇健康増進事業

健康増進課

〇がん検診事業

健康増進課
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安全・安心

247,425 (247,101)

12,300 (12,663)

11,000 (0)

　高岡医療圏（高岡市、射水市、氷見市）の平日夜間及び日曜、ＧＷを含む国民の祝日、
お盆、年末年始の昼夜間の内科・小児科・外科の初期救急医療を行う。

単位：千円

〇急患医療センター管理運営事業

〇【新】高岡市民病院３階東病棟改修事業（高岡市民病院事業会計）

健康増進課

市民病院総務課

（13）健康的な生活を送り、必要な時に適切な医療を受けられる

医療体制・医療制度の充実

〇富山県高岡看護専門学校修学資金制度事業（連携事業）

　富山県高岡看護専門学校の学生とその保護者の負担軽減や、今後のとやま呉西圏域6市の
医療機関における看護師の安定確保を図るために、修学資金の給付・貸与を行う。

社会福祉課

　 婦人科や周産期医療の充実に向け、女性患者がより安心して診療を受けられる環境を提
供するため、３階東病棟の一部改修を行う。

1,160,000 (0)

39,274 (1,968)

〇【新】新型コロナウイルスワクチン接種事業 健康増進課

　新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの円滑な接種を実施する。

〇高岡市民病院院内保育所開設事業(高岡市民病院事業会計） 市民病院総務課

　子育て世代となる若手医師や看護師等の働きやすい環境を整備し、医療の質の維持強化
を図るため、院内保育所の開設に向け、施設改修を行う。

令和２年度２月補正分

令和２年度３月補正分
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安全・安心

2,132 (2,289)

9,989 (12,233)

880 (0)

11,425 (12,846)

539,592 (545,792)

63,140 (64,525)

〇【新】カラス誘導捕獲実験事業

〇ストックヤード維持管理事業 環境サービス課

　ストックヤードを運営し、家庭から排出されるごみのうち、ごみ集積場に出せないごみ
（粗大ごみ、一時多量ごみ等）の受入を行う。

　高岡地区広域圏事務組合の構成３市（高岡市・氷見市・小矢部市）が共同で高岡広域エ
コ・クリーンセンターを運営し、燃やせるごみの処理を行う。

　ごみの減量化と資源の有効活用を図るため、地域や学校等で自主的に資源回収を行う団
体に奨励金を交付する。また、日曜日に紙類、びん・缶等の資源ごみを無料で持ち込むこ
とのできる拠点回収を実施する。

〇ごみ広域処理事業

単位：千円

〇循環型社会づくり事業

環境保全対策の充実

　市民美化活動、不法投棄対策、カラス被害対策用ごみ集積場設置補助などを行う。

地域安全課

地域安全課

ごみの減量化・資源化の推進

〇低炭素社会づくり事業

　蓄電池付太陽光発電システムやビークル・トゥ・ホーム※の設置を支援し、低炭素住宅
の普及を推進する。
・蓄電池付太陽光発電システム設置補助　500千円
・ビークル・トゥ・ホーム設置補助　    100千円
※　ビークル・トゥ・ホーム…太陽光発電システムとも連携し、電気自動車等の充電及び当該電気自動車等か
ら住宅に電力の供給を行うシステムのこと。

（14）地域の人々の手で環境が守られている

〇美しいまちづくり事業

　音声機器を使用して、高岡駅前周辺のカラスを古城公園の捕獲檻へ誘導する実験を実施
する。

環境サービス課

環境サービス課

環境サービス課
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安全・安心

23,682 (10,847)

36,524 (35,024)

31,539 (10,000)

1,897 (1,900)

1,000 (0)

〇防災行政無線整備事業

総務課

　自主防災組織の結成促進や活動充実を支援する。
　【拡】自主防災組織資機材整備補助金
　　　　防災資機材の初期整備費用のほか、新たに更新に係る費用に対し補助
　【新】地区防災計画策定促進補助金
　　　　地区防災計画の策定を支援する防災士の招へいに対し補助

建築政策課

〇小規模急傾斜地崩壊防止対策事業

〇【拡】空き家関連対策事業

総務課

防災対策の充実

土木維持課

〇【拡】自主防災組織育成事業補助金

　空き家対策に対する啓発を推進するとともに、老朽危険空家の解体費用への支援等を行
う。
・空き家賃貸活用支援事業補助　　　　　　2,000千円
・老朽空き家除却支援事業補助　　　　　　2,000千円
・老朽危険空き家除却支援事業補助　　　　5,000千円
・特定空家等の行政代執行　　　　　　　　8,000千円　　ほか

　電柱や建物壁面に洪水時の浸水深の表示版を整備し、水害に対する住民の防災意識を高
め、避難情報発令時の迅速な避難行動を支援する。

　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）伏木国分地区、太田地区　25,000千円
　（単独）　伏木地区　 　　　　　　　8,000千円

〇【新】まるごとまちごとハザードマップ整備事業

　民間設備を活用し、移動系防災行政無線設備の更新整備を行う。

総務課

（15）安全で快適な生活を送っている

単位：千円
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安全・安心

47,596 (105,359)

133,074 (101,484)

69,624 (0)

21,525 (0)

431,414 (0)

土木維持課

単位：千円

河川・海岸の保全・整備

・消防ポンプ付自動車１台 14,566千円
・広報車１台 4,047千円
・災害対応特殊消防ポンプ自動車１台 39,039千円
・災害対応特殊泡原液搬送車１台 46,139千円
・消火栓設置等 29,283千円

〇【新】消防救急デジタル無線設備改修事業

　消防本部・高岡消防署庁舎の改築にむけた基本設計を行う。

　救急デジタル無線設備機器の保守期間の終了に伴い改修を行う。

〇準用河川整備事業

消防・救急・救助体制の充実

　浸水対策として準用河川の整備改修を行う。

　(国補助)　守山川　護岸工　　　　　　 　6,000千円
　(単独)　　内古川、守山川、赤堀川　等　28,000千円

消防本部総務課

〇【新】消防本部・高岡消防署庁舎改築事業

（15）安全で快適な生活を送っている

〇【新】氷見市消防事務受託事業

　令和３年４月から氷見市と消防の広域化を行うため、氷見市の消防事務を受託する。

消防本部総務課

消防本部総務課

〇消防機械器具等整備事業

消防本部総務課

令和２年度３月補正
75,000千円
79頁参照
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安全・安心

5,081,878 (5,158,939)

11,968,119 (11,517,003) 上下水道局総務課〇下水道事業（下水道事業会計）

〇水道事業（水道事業会計）

　公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備を進めるとともに、ストックマネジメン
ト計画に基づく老朽管路の更新や浸水対策を進める。
・公共下水道事業　436,700千円
・特定環境保全公共下水道事業　693,000千円　ほか

　老朽管布設替整備や鉛給水管を耐震性に優れた管路への更新を進めるとともに、国吉配
水場送配水管耐震化にむけた詳細設計を実施する。
・管路整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　1,205,321千円  ほか

（15）安全で快適な生活を送っている

上下水道局総務課

単位：千円

消防・救急・救助体制の充実

上・下水道の整備

3,274 (0) 消防本部総務課

　新型コロナウイルス感染症対応のために必要な救急消耗品を購入する。

〇【新】消防・救急事業

令和２年度３月補正分
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安全・安心

353,649 (308,785)

227,416 (208,991)

46,900 (46,400)

6,617 (7,653)

177,600 (101,000)

道路整備課

道路整備課

（15）安全で快適な生活を送っている

〇【拡】道路メンテナンス事業

土木維持課〇【拡】道路維持管理事業

　道路交通安全確保のため、危険個所への対策を行うとともに、既存施設の老朽化に対応
するため計画的な修善・更新を行う。

　高齢運転者による交通事故を防止するため、満65歳以上の方が運転免許を自主返納した
場合、万葉線・加越能バスの共通乗車券、又はタクシー利用券を交付し、自家用車に代わ
る移動手段の費用を支援する。

地域安全課

〇交通安全施設整備事業

〇【拡】生活道路整備事業

〇高齢者運転免許自主返納支援事業

　高度経済成長期に集中して整備を図ってきた道路橋が、今後、急速に老朽化することが
懸念される中、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、安全性・信頼性の確保のため、計画的な
修繕・更新・撤去を行う。

・道路整備事業(単独)　113,149千円
・道路維持補修・道路冠水対策
　（国補助）　122,500千円
　（単独）　　118,000千円

道路整備、交通安全・防犯対策の充実

土木維持課

　市民の日常生活や産業・経済活動に必要な道路の安全確保のため、市道の維持管理を行
う。

　

単位：千円

土木維持課
令和２年度３月補正
17,500千円
79頁参照

令和２年度３月補正
32,000千円
79頁参照

令和２年度３月補正
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 3,025千円
76頁参照
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安全・安心

115,000 (131,000)

160,000 (0)

54,852 (33,401)

100 (100)

807 (0)

〇【拡】都市公園等整備事業

【新】伏木支所跡地公園整備　　　　23,000千円
　　  牧野河川公園整備     　　　 10,000千円
　 　 おとぎの森公園森の橋改修　　12,600千円　ほか

〇【新】高岡市グリーンプラン策定事業費

〇新高岡駅花飾事業 花と緑の課

　東京オリンピック・パラリンピック開催に合わせ、新高岡駅において花を飾る。

緑化の推進と保全

雪対策の充実

花と緑の課

花と緑の課

〇雪に強いまちづくり推進事業

土木維持課　大雪に伴い損傷した道路舗装、公園施設、学校施設等において、安
全を確保するために修繕を行う。
・ 除雪事業費　　 　　　　100,000千円
・ 都市公園等管理費　　　　40,000千円
・ 小・中学校施設営繕費　　20,000千円

教育総務課

　令和３年度に現行のグリーンプランが終了することから、令和４年度を始期とする次期
プランを策定する。

○雪害被害復旧事業 花と緑の課

・消雪施設整備事業　　　　　100,000千円
・民間消雪施設設置助成事業　 15,000千円

（15）安全で快適な生活を送っている

単位：千円

土木維持課

令和２年度３月補正
47,400千円
78頁参照

18,480 (4,620)〇【拡】地域ぐるみ除排雪活動促進事業 土木維持課

　冬季の積雪時における生活道路の交通などを確保するため、小型除雪機械を地域住民に
貸与し、地域の除排雪について住民の自主管理・運営を図ることにより、住民が一体と
なった地域除雪を促進する。
・小型除雪機械購入費　18,480千円 令和２年度３月補正分

令和２年度３月補正 農業水産課
農業施設等への支援 140,000千円
80頁参照
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安全・安心

1,794 (2,027)

150 (180)

56,001 (49,334)

1,600 (0)

8,268 (0)

5,000 (0)
　新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んでいる地域活動の再開に向け、「新
しい生活様式」踏まえ、工夫して地域活動に取り組む連合自治会に対し支援する。

〇【新】新型コロナウイルス対策地域活動支援補助金 共創まちづくり課

市民が主役の地域づくりへの支援

共創まちづくり課

単位：千円

〇共創による魅力アップ推進事業 共創まちづくり課

共創まちづくり課

　自立した消費者を目指し、消費生活に役立つ情報を取得するなど、自立した活動を行っ
ている消費者団体等の活動の活性化を支援する。消費者団体が行う市民に対する啓発活動
を通じ、市民ニーズに応じた情報を提供する。

〇消費者教育活動事業

　都市圏から地方に移住して活動する地域おこし協力隊の制度を活用し、公共交通の活性
化や山村の振興等の地域課題に対し、新たな視点で「ひとの力」による課題の解決に取り
組み、地域の魅力創出と活性化を図る。

共創まちづくり課

〇【新】地域おこし協力隊の活動支援事業 都市経営課・総合交通課・産業建設課

〇【新機軸】共創の地域づくり促進事業

（16）その人らしさが尊重され、お互いに助け合いながら幸せに暮らしている

　地区連絡センターを設置している全13地区の連合自治会に、地区連絡センターの運営業
務を委託する。

　市民等がより主体的にまちづくりに取り組むことを推進するため、市民活動の活性化及
び市民等の共創意識の醸成のための啓発事業を実施するとともに、共創による取り組みに
対し支援する。

〇地区連絡センター運営費

　地域活動を維持するために、地域の力を結集した効率的な組織への再構築が必要なこと
から、市内36地域において組織の改編に向けた取組みに対し支援する。
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3,600 (0)

22,500 (32,430)

227 (235)

23,168 (25,056)

811 (0)

（16）その人らしさが尊重され、お互いに助け合いながら幸せに暮らしている

単位：千円

市民が主役の地域づくりへの支援

　男女平等・共同参画に関する各種施策の推進に努めるとともに、関係機関との連携を図
りＤＶ被害者を支援する。

男女平等・共同参画課

市民課

　令和３年度に現行の男女平等推進プランの前期事業計画及びＤＶ対策基本計画が終了す
ることから、令和４年度を始期とする次期プラン・計画を策定する。

〇【新】高岡市男女平等推進プラン・高岡市DV対策基本計画策定事業 男女平等・共同参画課

〇【新機軸】元気たかおか推進事業 都市経営課

男女平等・共同参画社会の実現

〇男女平等推進事業

〇男女平等推進センター事業 男女平等・共同参画課

〇【新機軸】コンビニ交付サービス事業

　寄附型クラウドファンディングを活用して、市民のアイデアを実現し、市民が主役のま
ちづくりを応援する新たな支援制度を創設する。

　新型コロナウイルス感染症への対応として、窓口へ出向かずに非対面による証明書（住
民票、印鑑登録証明書等）の取得を推進するため、コンビニ交付サービスの手数料を引き
下げる。

　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、専任相談員
による相談、ワーク・ライフ・バランスを推進する事業所への認定証授与を実施する。
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安全・安心

360 (389)

140 (143)

3,325 (3,325)

1,049 (0)

6,477 (5,551)

共創まちづくり課

〇多文化共生推進事業

共創まちづくり課

学校教育課

　令和３年度に現プランが終了することから、国等の政策の動向や社会情勢の変化を踏ま
え、令和４年度を始期とする次期プランを策定する。

　教育支援の一環として「多文化こども勉強室」を運営し、児童一人ひとりにあった方法
でボランティアによる学習支援や日本語の語彙能力の向上を支援する。

〇在住外国人のための生活サポート事業

　外国人児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、生活相談や保護者通
訳、教科学習に係る教員補助などを行う外国語に堪能な相談員を小・中・義務教育学校に
配置する。

　外国人住民が日本人同様、安心・安全に生活できるよう、多言語対応の生活相談コー
ナーを設置する。

〇外国人児童生徒教育支援事業

　外国籍市民との共生のまちづくりを進めるために、日常生活で必要な情報の提供を行い
安全・安心な生活を送るための支援を行う。併せて、日本人との交流機会を設け、また異
文化理解・多文化共生に対する市民の意識醸成を行う。

共創まちづくり課

（16）その人らしさが尊重され、お互いに助け合いながら幸せに暮らしている

多文化共生社会の推進

単位：千円

共創まちづくり課

〇【新】多文化共生プラン策定事業

〇多文化こども勉強室運営事業
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安全・安心

370,464 (386,622)

300 (300)

160 (0)

1,386 (0)

2,500 (0) 広報情報課

　Society5.0の到来を見据えた５ＧやＩoＴ、ＡＩなど、次世代技術への対応やシステム経
費削減など、新たな時代に対応するための職員の育成や資質向上、組織力の向上を目的
に、専門的な知識を有する人材をアドバイザーとして登用する。

〇ＩＣＴ人材登用事業

〇基幹系業務システム運用管理事業

単位：千円

　ＡＩ音声認識ソフトを導入し、会議等での議事録作成に係る業務を短縮・効率化し、業
務改善に繋げる。

広報情報課

広報情報課

広報情報課

　同時・双方向でのチャットによる連絡が可能な、地方公共団体専用の新たなコミュニ
ケーションツールである「ロゴチャット」を導入し、業務での連絡、相談、意思決定等の
迅速化や、他自治体との情報交換等への活用を図る。

〇【新機軸】ＡＩ音声認識技術の導入による業務改善事業

（17）市役所が市民に信頼され、責任を持って取り組んでいる

〇【新】高岡市情報化推進基本方針、アクションプランの改訂

〇【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

高度情報化の推進

広報情報課

　令和３年度で計画期間が終了する高岡市情報化推進基本方針アクションプランについ
て、デジタル化の加速化に向け、現在の情報施策の動向や本市の状況等を踏まえ、改訂す
る。

　令和３年１月から自治体クラウドに移行した住民記録、税、福祉、医療、年金、健康管
理等の基幹系業務システムの円滑な運営、維持管理を行う。
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安全・安心

5,859 (35,411)

4,334 (4,725)

1,000 (600)

1,980 (0)

1,085 (414)

4,180 (0)

〇総合計画管理事業

　行財政改革推進方針に基づく行財政改革に取り組むとともに、公共施設の譲与に係る取
組みを支援し、施設再編を推進する。
　【新機軸】ＲＰＡ活用事業
　　ＲＰＡの継続運用とデジタルツールを活用した業務改善に係る職場内研修を行い、
   適用業務の拡大を図る。
　【新機軸】公共施設等情報集約化事業
　　施設カルテ作成業務の効率化と公共施設の現状分析を実施し、改善策を検討する。

〇【新機軸】Web口座振替受付サービス導入事業

〇【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

　納税者の利便性向上を図るため、スマートフォン決済アプリを利用して市税等を納付す
る「スマホ収納」サービスを開始する。

　公共施設再編計画にて利用促進・コスト削減とした施設を中心にセグメント分析を実施
し、各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。

人事課〇行財政改革推進事業

（17）市役所が市民に信頼され、責任を持って取り組んでいる

単位：千円

　ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)の考え方を本市の施策に取り入れ、市民や団体、民間企
業との連携の強化を図ることで、目指すべきまちの将来像の実現に繋げる。

都市経営課〇【新機軸】ＳＤＧｓ推進事業

　令和４年度を計画期間の始まりとする総合計画第４次基本計画を令和２～３年度にかけ
て策定する。

簡素で効率的な行財政の推進

都市経営課

財政課

〇納税環境整備事業（スマホ収納）

納税課

　納税者等の利便性向上のため、パソコンやスマートフォンから市税等の口座振替申込が
可能となる「Web口座振替受付サービス」を導入する。
　
　（対象となる口座振替）
　　個人市県民税・固定資産税・軽自動車税（種別割）・国民健康保険税
　　保育料（延長保育料・副食費含む）、市営住宅使用料
　　上下水道料金・下水道受益者負担金
　　※令和４年度から受付開始

納税課
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安全・安心

22,500 (32,430)

8,778 (0)

8,884 (0)

624 (0)

244,684 (34,441)〇【拡】公共施設照明ＬＥＤ化事業 生涯学習・文化財課

　維持管理費の縮減を図るため、公共施設照明のＬＥＤ化を行う。
　【対象】生涯学習センター・中央図書館、戸出図書館、
 　　　　 Ｕホール、ボールパーク高岡屋内多目的スペース、
 　　　　 トレーニングセンター４館、Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、
　　　　　きずな子ども発達支援センター

スポーツ課

〇【新機軸】社会福祉協議会経営診断事業 社会福祉課

単位：千円

簡素で効率的な行財政の推進

〇【新】財務会計システム電子決裁対応事業 会計課

　財務会計システム（自治体クラウド）に、電子決裁機能を追加し、業務の効率化、ペー
パーレス化を図る。

福岡教育行政センター

中央図書館

きずな・子ども発達支援センター

　高岡市の地域福祉の主要な推進主体である社会福祉協議会が、公共性の高い社会福祉法
人として行政と連携しながら、持続的・発展的に事業を展開していくために、同法人の事
業、財務組織について客観的な評価を得て、今後の経営方針に反映していくための経営診
断を行う。

〇【新機軸】コンビニ交付サービス事業費（再掲） 市民課

〇【新機軸】電子入札システム共同利用事業 管財契約課

　市が単独で導入している公共工事等に係る電子入札システムを富山県及び県内市町の共
同利用システムに更新する。

　新型コロナウイルス感染症への対応として、窓口へ出向かずに非対面による証明書（住
民票、印鑑登録証明書等）の取得を推進するため、コンビニ交付サービスの手数料を引き
下げる。

（17）市役所が市民に信頼され、責任を持って取り組んでいる
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安全・安心

409,720 (40,832)

168 (168)

495 (495)

　公共施設の解体に取り組むことにより、施設管理コストの縮減を図
る。

　市民会館（実施設計）　　　 　27,269千円
　北部保育園　　　　　　　　 　52,734千円
　旧リサイクルプラザ　　　　　304,917千円
　西干場市営住宅（簡易平屋） 　24,800千円

子ども・子育て課

環境サービス課

建築政策課

簡素で効率的な行財政の推進

単位：千円

〇【拡】公共施設解体事業

　市政相談、市長への手紙、出前講座などを通じて、市民との対話による市政への理解促
進に努める。

市民に開かれた市政の推進

〇広聴事業 都市経営課

　市政情報の多言語翻訳や読み上げ機能が備わったオンラインツールを活用し、情報の伝
達手段のバリアフリー化を図る。

広報情報課〇情報発信ツール活用事業

（17）市役所が市民に信頼され、責任を持って取り組んでいる

文化創造課

1,000,000 (0)

6,452 (0)

〇【新】公共施設等整備改修基金積立金 財政課

　将来の公共施設整備・改修に備え、市債発行額の抑制を図るための基金を設置する。

〇【新】庁舎施設自動水栓化事業 管財契約課

　新型コロナウイルス対策として本庁舎、議会棟及び上下水道局庁舎
の洗面所等を非接触型の自動水栓に改修する。

上下水道局総務課

令和２年度３月補正分

令和２年度３月補正分

66



　ごみ収集カレンダー

 【新】きずな子ども発達支援センターの学習支援の有償化

 【新】きずな子ども発達支援センターの職員配置体制の見直しに伴う加算算定

 【新】市営駐車場駐車券

 【新】駐車場満空情報ホームページのバナー

 【新】市税等における督促手数料の徴収

　廃車となる消防車両の公売

・その他

　自動販売機（万葉ロード、さくら会館、市立公民館）

 【新】きずな子ども発達支援センターの通園利用人数の拡大

歳入見込み総額　約30,000千円

　高岡市民体育館ネーミングライツ

　広報紙「市民と市政」

　市公式ホームページのバナー

・企業広告の募集

　公共交通マップ

　新幹線通学定期券購入補助制度案内ちらし

税外収入の確保・ゼロ予算事業

　製品開発研究会参加費

　ものづくり体験ワークショップ出展者負担金

税外収入の確保
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　納税カレンダー作成事業

 【新】本庁舎アルコール消毒液設置事業

税外収入の確保・ゼロ予算事業

　窓口用封筒作成事業

事業費換算総額　約17,000千円

 【新】産業施設ガイド多言語化推進事業

　公衆無線ＬＡＮ（FREESPOT）の設置

ゼロ予算事業

・これまでのノウハウを生かした業務の実施

　たかおかＰＲアンバサダー事業

・広告を活用した印刷業務の実施

　ふるさと応援隊へのメール配信

　高岡情報発信プレスリリース

・民間企業と連携したＩＣＴ事業の実施

　初心者のためのＩＣＴ講座事業

　子育て支援ガイドブック作成事業

　人生いきいきノート（終活支援ノート）作成事業
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総額 168,288 千円

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 2,500

　同時・双方向でのチャットによる連絡が可能な、地方公共団体専用の新たなコミュニ
ケーションツールである「ロゴチャット」を導入し、業務での連絡、相談、意思決定等の
迅速化や、他自治体との情報交換等への活用を図る。

ＡＩ音声認識技術の導入による業務改善事業

　ＡＩ音声認識ソフトを導入し、会議等での議事録作成に係る業務を短縮・効率化し、業
務改善に繋げる。

1,386

　ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)の考え方を本市の施策に取り入れ、市民や団体、民間企
業との連携の強化を図ることで、目指すべきまちの将来像の実現に繋げる。

ＳＤＧｓ推進事業

　寄附型クラウドファンディングを活用して、市民のアイディアを実現し、市民が主役の
まちづくりを応援する新たな支援制度を創設する。

1,000

単位：千円

ポストコロナ時代の「未来に繋ぐ高岡新機軸」事業一覧　

　富山第一銀行と連携し、デジタル掲示板「YOSEGAKI」を活用した若者の意見を行政や企
業活動の課題解決等に活かす取り組みを実施する。若者目線での住みよいまちづくりに関
する意見を市の施策に反映させるほか、参画した若者が、本市のまちの将来像や行政・企
業の取り組みに興味を持ち、将来的に高岡に定住するきっかけとなるような事業展開を図
る。

元気たかおか推進事業

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 10,000

3,600
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ポストコロナ時代の「未来に繋ぐ高岡新機軸」事業一覧　

500

8,778

4,180

　市民協働型地域交通システムの導入・普及に向け、地域における交通需要の把握や運行
ルート・手段の検討等にかかる費用の一部を助成する新たな支援制度を創設する。

Web口座振替受付サービス導入事業

　市が単独で導入している公共工事等に係る電子入札システムを富山県及び県内市町の共
同利用システムに更新する。

持続可能な地域交通の構築に向けたバス利用実態調査

　納税者等の利便性向上のため、パソコンやスマートフォンから市税等の口座振替申込が
可能となる「Web口座振替受付サービス」を導入する。
　
　（対象となる口座振替）
　　個人市県民税・固定資産税・軽自動車税（種別割）・国民健康保険税
　　保育料（延長保育料・副食費含む）、市営住宅使用料
　　上下水道料金・下水道受益者負担金
　　※令和４年度から受付開始

　持続可能な地域交通の実現に向けて、市内バス路線の利用実態調査を実施する。

電子入札システム共同利用事業

10,000

3,500

　JR西日本等と連携した新高岡商品開発プロジェクトにおいて、新たな見学・体験型観光
素材を取り入れた特別感のある旅行商品を造成する等、新幹線利用による更なる誘客拡大
を図る。

単位：千円

新たな旅行商品の造成等による新高岡駅の利用促進事業

みんなの文化ステージ創造プロジェクト事業

　市民の芸術・文化エネルギーの維持・向上を図るため、ユニークベニューTAKAOKA「オン
まちなかステージ」の内容を拡充する。また、新しい生活様式を取り入れた芸術・文化の
魅力発信の取組みとして、高岡の歴史文化資産（名勝、寺社、町並み等）を舞台に、市内
アーティストによる創作活動動画を作成し、オンラインで発信する「どこでもステージ事
業」を実施する。

20,000

市民協働型地域交通システムの導入支援
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　固定資産台帳システムを改修し、施設カルテ作成業務の効率化を図るとともに公共施設
の現状分析を実施し、施設の課題や改善策を検討する。

1,650

2,000

1,980

　公共施設再編計画にて利用促進・コスト削減とした施設を中心にセグメント分析を実施
し、各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。

公共施設等情報集約化事業

4,000

　令和２年度に高岡地域地場産業センターに開設したスタジオ施設「ST@R-ZIBA」の運営に
係る費用に対し支援する。

　令和２年度より導入したＲＰＡを引き続き運用するとともに、デジタルツールを活用し
た業務改善に係る職場内研修を行い、ＲＰＡの適用業務の拡大を図る。

単位：千円

　事業承継に係る支援機関によるネットワークを構築し、ものづくり技術を持つ人材、担
い手を首都圏から呼び込むことで、より円滑な事業承継と移住・定住の促進に結び付け
る。

ものづくり事業承継ハブ推進事業

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

ポストコロナ時代の「未来に繋ぐ高岡新機軸」事業一覧　

ST@R-ZIBA運営支援事業

ＲＰＡ活用事業 1,562
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　新たに就農する者が、早期に農業経営を確立できるように支援するため、県補助を活用
し、農業機械・施設などの初期投資に係る費用に対し支援する。

ポストコロナ時代の「未来に繋ぐ高岡新機軸」事業一覧　

単位：千円

農業経営体法人化支援事業 225

　新規就農者の確保のため、県補助を活用し、個人または１世帯からなる農業経営体の法
人化に係る費用に対し支援する。

　持続可能な農業農村の実現に向け、国補助を活用した経営継承支援を行い、円滑な経営
継承を促進する。

新規担い手農業機械等導入支援事業 7,500

中山間地域等条件不利農地集積事業 1,125

経営継承・発展等支援事業 2,000

未来につなぐチャレンジ事業補助金 15,000

　中山間等の耕作条件が不利な農地について、担い手の利用集積を促進し、耕作放棄地の
発生防止を図るため、受け手が行う圃場条件の向上に係る経費に対し支援する。

６次産業化支援事業 1,000

　高岡産農産物を活用した６次産業化の取組みを支援するとともに、社会ニーズの変化に
応じた高岡産農産物及び既存６次産業化商品の高付加価値化の取組みや販路拡大の取組み
を支援する。

　ものづくり産業を中心とした市内産業の技術力を活かした新分野・新事業展開、地域産
業の魅力を活かした販路拡大・付加価値向上を支援するとともに、デジタル化の推進によ
る技術革新のための取組みを支援する。
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　複合課題等を抱えるケースに機能的・機動的に対応するために福祉連携推進室を新設
し、庁内の横断的体制を整える。困難事例の課題調整やアウトリーチ、伴走支援を行うた
めの専門員を設置するほか、複合課題等への対応と生活困窮者自立支援事業を一体的に実
施することで、庁内外の支援機関等の連携による自立へ向けた重層的な支援を行う。

　高岡市の地域福祉の主要な推進主体である社会福祉協議会が、公共性の高い社会福祉法
人として行政と連携しながら、持続的・発展的に事業を展開していくために、同法人の事
業、財務組織について客観的な評価を得て、今後の経営方針に反映していくための経営診
断を行う。

ポストコロナ時代の「未来に繋ぐ高岡新機軸」事業一覧　

単位：千円

　地域活動を維持するために、地域の力を結集した効率的な組織への再構築が必要なこと
から、市内36地域において組織の改編に向けた取り組みに対し支援する。

あっかり総合サポート推進事業 2,767

新規就農者支援事業

　コロナ禍のクルーズ船受入について、ガイドラインを遵守し、乗船客及び関係者の感染
予防に努める。

　新型コロナウイルス感染症への対応として、窓口へ出向かずに非対面による証明書（住
民票、印鑑登録証明書等）の取得を推進するため、コンビニ交付サービスの手数料を引き
下げる。

社会福祉協議会経営診断事業 624

200

1,600共創の地域づくり促進事業

　認定新規就農者に対し、経営初期に係る費用支援を国制度の上乗せとして実施している
既存事業を見直し、国・県制度対象とならない50歳～59歳の就農者に対する支援に変更す
る。

大型クルーズ船受入事業(コロナ対策) 3,400

コンビニ交付サービス事業 22,500
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　地域の魅力を発信するプラットフォームの役割を果たすため、図書館に収蔵してある高
岡の歴史資料等をデジタル化し、市ホームページに公開する。

　教員の校務の効率化に向け、パブリッククラウドを活用した校務支援システムを構築す
るための計画策定を行う。

高岡の魅力発信デジタルアーカイブ事業

ポストコロナ時代の「未来に繋ぐ高岡新機軸」事業一覧　

単位：千円

学びのデジタル化推進事業 17,037

　児童生徒に１人１台導入した学習専用タブレットを最大限に活用するため、ICT支援を業
務委託することで、教員の指導力向上と負担軽減を図る。

次世代校務システム構築事業

健康づくり・介護予防活動の充実（介護保険事業会計） 4,774

900

　元気な高齢者の増加を目指し、高齢者が集う「通いの場」での介護予防活動を充実する
ほか、感染予防対策等で集えない場合にも、ケーブルテレビを活用した自宅でできるフレ
イル予防対策を推進する。

11,000
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飲食店関連店舗支援事業 22,800

　新型コロナウイルス感染症拡大により、酒類の提供を行う飲食店を中心に販売が減少す
るなどの影響を受けている地域商業を下支えするため、酒販業者や運転代行業者等に対し
給付金を支給する。

単位：千円

令和２年度２・３月補正予算事業（令和３年度当初予算関連）

庁舎施設自動水栓化事業 6,452

　新型コロナウイルス対策として本庁舎、議会棟及び上下水道局庁舎の洗面所等を非接触
型の自動水栓に改修する。

　新型コロナウイルス感染症対策事業

新たな芸術・文化創造推進事業 2,461

　新型コロナウイルス感染症予防のため、令和２年度中の開催を見送った「10才のファー
ストコンサート」について、必要な感染症対策を講じたうえで令和３年度に開催する。

ＡＩチャットボット導入負担金 314

　訪日客への効率的な観光情報等の提供や訪日客のニーズ把握等に向け、県と市町村が共
同で人工知能を使った法人向けスマートフォン多言語対応自動回答ツール『ＡＩチャット
ボット』を導入する。

ひとり親世帯生活支援給付金事業 32,000

　新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的、精神的負担の影響を大きく受けてい
るひとり親世帯を支援するため、給付金を支給する。
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公開型地図情報システム導入事業

1,160,000

消防・救急事業

道路維持管理事業

　新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの円滑な接種を実施する。

　専用スマートフォンとクラウドの活用による道路パトロール業務のICT化並びにドライ
ブレコーダーで撮影した動画データから路面の損傷状況等調査解析するAIを用いたシステ
ムを導入する。

3,025

新型コロナウイルスワクチン接種事業

　Web上で確認できる公開型地図情報システムの導入に向けた電子データを整備する。

市立学校空調整備事業 772,750

3,274

　感染症対応のために必要な救急消耗品を購入する。

　新型コロナウイルス感染症対策事業

令和２年度２・３月補正予算事業（令和３年度当初予算関連）

高岡市営駐車場キャッシュレス化事業

単位：千円

9,702

　今後発行予定の新硬貨への対応とともに、精算機への接触を減らし感染拡大の防止を図
るため、キャッシュレス決済を導入する。

35,913

　国の補正予算を活用し、市立学校の特別教室及び給食室のエアコン整備に向け、実施設
計及び工事を行う。
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図書館情報システム整備事業 4,088

39,274

　子育て世代となる若手医師や看護師等の働きやすい環境を整備し、医療の質の維持強化
を図るため、院内保育所の開設に向け、施設改修を行う。

10,330

単位：千円

　国の補正予算を活用し、市立学校の感染症対策に必要な消毒液等の物品を配備する。

保健管理指導事業

　図書館利用者の利便性向上と感染症対策のため、図書の自動返却機を導入する。

高岡市民病院院内保育所開設事業(高岡市民病院事業会計）

令和２年度２・３月補正予算事業（令和３年度当初予算関連）

　新型コロナウイルス感染症対策事業

　学校の感染症対策に必要な消毒液や手袋等の衛生物品を配備する。

市立学校教育活動継続支援事業 41,200
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都市公園等整備事業

　国の補正を活用し、ほ場整備や用排水路整備を実施し、担い手の育成、農地の集積促進
を図る。

47,400

20,470

　国の補正を活用し、農地の湛水・溢水を防止する環境整備を行う。

経営体育成基盤整備事業 68,796

　国の補正予算を活用し、県営農村地域防災減災事業(ため池整備)を行う。

　国の補正予算を活用し、市が管理する都市公園の整備改修を行う。

ため池耐震調査事業 23,381

　国の補正予算を活用し、ため池の耐震調査を行う。

国営附帯県営農地防災事業費負担金

ため池等整備県営事業負担金 3,045

単位：千円

農業経営体育成事業

　国の補正予算を活用し、「強い農業担い手づくり総合支援交付金」の要望経営体が導入
する農業機械等に対する費用の助成を前倒しで行う。

9,172

令和２年度２・３月補正予算事業（令和３年度当初予算関連）

　国の３次補正関連事業
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17,500

　国の補正予算を活用し、市内道路の改修整備を行う。

41,200

道路リフレッシュ事業

　国の補正予算を活用し、市内の幹線道路整備を行う。
・下伏間江福田線　　250,000千円
・木津佐野線　　　　 76,000千円　等

32,000

　国の補正予算を活用し、市立学校の感染症対策に必要な消毒液等の物品を配備する。

　国の補正予算を活用し、浸水対策として市が管理する準用河川の整備改修を行う。

準用河川整備事業 75,000

幹線道路整備事業 335,000

令和２年度２・３月補正予算事業（令和３年度当初予算関連）

　国の３次補正関連事業

単位：千円

　国の補正予算を活用し、市内の橋りょう等の安全性・信頼性の確保のため、修繕・更
新・撤去を行う。

道路メンテナンス事業

市立学校教育活動継続支援事業（再掲）

　国の補正予算を活用し、市立学校の特別教室及び給食室のエアコン整備に向け、実施設
計及び工事を行う。

市立学校空調整備事業（再掲） 772,750
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農業施設の雪害復旧支援事業 140,000

地域ぐるみ除排雪活動促進事業 18,480

　冬季の積雪時における生活道路の交通などを確保するため、小型除雪機械を地域住民に
貸与し、地域の除排雪について住民の自主管理・運営を図る。老朽機械の更新並びに新た
な地域への配備のため、小型除雪機械を購入する。

　令和３年の大雪による農業被害を受けた経営体に対し、農産物の生産に必要な施設や折
損した果樹の復旧及び施設の撤去等を緊急的に支援する。

令和２年度２・３月補正予算事業（令和３年度当初予算関連）

　その他の事業

単位：千円

　将来の公共施設整備・改修に備え、市債発行額の抑制を図るための基金を設置する。

公共施設等整備改修基金積立金 1,000,000
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総額 2,704,180 千円

頁

17頁

17頁

19頁

20頁

22頁

26頁

27頁

28頁

28頁

28頁

29頁

30頁

31頁

32頁

37頁

40頁

42頁

44頁

46頁

48頁

49頁

60頁

61頁

63頁

64頁

65頁

－

1,271,750

39頁

44頁

53頁

財務会計システム電子決裁対応事業

28,037

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

市立学校空調整備事業

令和２年度２月補正予算事業

保健管理指導事業

6,400

飲食店向けキャッシュレス還元事業

新型コロナウイルス対策地域活動支援補助金 5,000

4,180

70,000

公共交通緊急支援事業（路線バス、万葉線、タクシー支援） 24,375

コンビニ交付サービス事業

79,750

児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業

22,500

Web口座振替受付サービス導入事業

1,160,000

ひとり親世帯生活支援給付金事業

地域イントラネット整備事業

2,500

　うち 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当額　997,569 千円

単位：千円

文化財調査・愛護活動事業 5,000

図書館企画事業

団体旅行誘致促進事業

20,000

世界遺産バス、わくライナー、高山便の乗車料金割引支援

49,000

900

住居確保給付金

32,000

18,015

コンベンション誘致・支援事業

祭・イベント支援事業 8,000

5,000

未来につなぐチャレンジ事業補助金

生産性向上のための設備投資促進事業

個人旅行誘客強化事業

新型コロナウイルス感染症対策事業一覧

事業名

農業特産物開発育成事業

小規模事業者経営改善資金（マル経融資への利子補給）事業

ものづくり事業承継ハブ推進事業

令和３年度当初予算事業

みんなの文化ステージ創造プロジェクト事業

1,921

560,597

コロナ対策事業費

10,000

10,000

2,000

5,000

20,000

7,000

26,435

　　※本資料に掲載した「主な事業」の集計額

予備費（新型コロナウイルス感染症対策想定分） 100,000

新たな旅行商品の造成等による新高岡駅の利用促進事業 20,000

東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業

新型コロナウイルスワクチン接種事業

80,450

8,884
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27頁

30頁

32頁

33頁

36頁

44頁

44頁

44頁

47頁

53頁

57頁

58頁

66頁庁舎施設自動水栓化事業

道路維持管理事業

41,200

消防・救急事業

9,702

10,330

図書館情報システム整備事業

市立学校教育活動継続支援事業

市立学校空調整備事業

35,913

新型コロナウイルス感染症対策事業一覧

871,833

新たな芸術・文化創造推進事業

飲食店関連店舗支援事業 22,800

314

2,461

令和２年度３月補正予算事業

ＡＩチャットボット導入負担金

3,025

4,088

39,274

3,274

保健管理指導事業

高岡市営駐車場キャッシュレス化事業（特別会計分を含む）

6,452

単位：千円

高岡市民病院院内保育所開設事業（高岡市民病院事業会計）

公開型地図情報システム導入事業

693,000
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