
１　自然と共生し、水と緑の文化を創造するまちづくり１　自然と共生し、水と緑の文化を創造するまちづくり１　自然と共生し、水と緑の文化を創造するまちづくり１　自然と共生し、水と緑の文化を創造するまちづくり

○有害鳥獣対策費 6,668 農林整備課

　里山再生整備事業費 6,145 農林整備課

◎嘉例沢森林公園電気設備改修事業費 3,878 農林整備課

　立山黒部ジオパーク推進事業費 1,535 生涯学習課

　黒部川扇状地フィールドミュージアム事業負担金 2,000 生涯学習課

○歩行者空間賑わい創出事業費補助金(山岳･温泉エコリゾート構想推進事業) 7,000 企画政策課

148,800 農林整備課

　下水道バイオマス利活用施設運営事業費(ＰＦＩ事業) 159,085 工務課

２　地域特性を活かした産業育成のまちづくり２　地域特性を活かした産業育成のまちづくり２　地域特性を活かした産業育成のまちづくり２　地域特性を活かした産業育成のまちづくり

　黒部米ブランド産地強化対策事業費 11,466 農業水産課

　市米政策改革推進助成事業補助金 36,000 農業水産課

◎くろべ牧場水道施設整備事業費 149,000 農業水産課

　企業立地助成金 23,713 商工観光課

◎新規企業団地構想基礎調査業務委託費 6,000 商工観光課

★ ◎就職定住促進事業費 11,500 商工観光課

　特定商業地域等新規出店支援事業補助金 4,500 商工観光課

　黒部・宇奈月温泉観光局運営補助金 33,426 商工観光課

◎観光振興計画策定事業委託費 3,250 商工観光課

◎おもてなしピクト・多言語化推進補助金 1,000 商工観光課

◎黒部シティプロモーション活動補助金 5,000 企画政策課

◎映画「カノン」ＰＲ事業費 4,241 商工観光課

３　快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり３　快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり３　快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり３　快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり

　公共交通戦略推進協議会補助金 21,492 企画政策課

　新幹線市街地線バス路線運行補助金 11,000 企画政策課

★ ○高齢者ふれあい福祉事業費 9,791 福祉課

　都市計画道路前沢植木線整備事業費 140,000 都市計画課

◎道の駅　調査・基本設計業務委託費 14,000 建設課

◎立地適正化計画策定業務委託費 6,000 都市計画課

　三日市保育所周辺土地区画整理事業費 540,678 区画整理課

　中新市営住宅外部改修工事費 45,790 都市計画課

○空家対策推進事業費 8,560 都市計画課

　下水道事業費(下水道管渠整備費､処理場整備費) 532,185 工務課

　　平成28年度歳出  主な事業

 ◎新規事業　 〇拡充事業 （単位 千円）

　黒瀬川小水力発電所建設事業費(H26～28継続事業)

４　健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり４　健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり４　健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり４　健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり

○不妊治療費助成事業(男性治療含む) 15,750 健康増進課

803,400 市民病院

　新川地域介護保険事務組合分担金 549,255 福祉課

★ ◎三世代ハッピーホームサポート事業費 17,200 こども支援課

　放課後児童健全育成事業費 36,281 こども支援課

◎中央小学校学童保育施設建設事業費 88,307 こども支援課

　こども医療費助成金 128,130 保険年金課

　保育所エアコン設置工事費 2,750 こども支援課

◎認可外保育施設運営費補助金 3,000 こども支援課

　病児・病後児保育事業費 14,061 こども支援課

◎宇奈月消防庁舎基本設計業務委託費 10,000 消防署

　新川地域広域消防組合負担金 557,118 消防署

　防犯灯設置・維持管理費 15,807 市民環境課

５　個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり５　個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり５　個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり５　個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり

◎小学校空調設備設置事業費 128,500 学校教育課

◎石田小学校プール改修工事費 73,000 学校教育課

◎桜井中学校校舎棟新築事業費(H27～29継続事業) 1,885,179 学校教育課

○中学生姉妹都市交流研修事業費(メーコン市派遣５回目) 4,540 学校教育課

★ 　奨学資金貸付事業費(◎奨学生定住支援補助金制度の新設) － 学校教育課

〇スタディメイト設置費 18,514 学校教育課

◎音沢公民館新築工事設計委託費 10,000 生涯学習課

◎吉田科学館プラネタリウムオリジナル番組製作委託費 19,500 生涯学習課

　カーター記念黒部名水マラソン開催負担金 20,000 スポーツ課

  　　

６　市民と行政が一体となったまちづくり６　市民と行政が一体となったまちづくり６　市民と行政が一体となったまちづくり６　市民と行政が一体となったまちづくり

　自治振興会運営補助金 28,113 総務課

★ ◎くろべで住もう　定住サポート事業費 14,520 企画政策課

◎次期総合振興計画策定事業費 6,064 企画政策課

◎公募提案型協働事業費 1,500 企画政策課

◎結婚支援プロジェクト事業費 363 生涯学習課

◎(仮称)くろべ市民交流センター基本構想策定費 2,212 総務課

　新外来診療棟等増改築事業費(第3期工事)(H24～28継続事業)
　外構工事

資料２資料２資料２資料２



★予算組替（重点化）事業★予算組替（重点化）事業★予算組替（重点化）事業★予算組替（重点化）事業についてについてについてについて    

目 的 〔雇用（ＵＩＪターン就業支援）〕〔雇用（ＵＩＪターン就業支援）〕〔雇用（ＵＩＪターン就業支援）〕〔雇用（ＵＩＪターン就業支援）〕    

＜その１＞ 

事業名 
『就業定住促進事業』 予算額 11,500 千円 

 事業概要 

本市の有効求人倍率は全国的にも高水準にあり、労働力の確保は大きな課

題であり、市内での就職及び定住促進を図るため、市内事業所に就職し、就

職を契機に市内へ居住した者に対し、支援を行う。 

 予算内容 

［既存］①都市圏での周知ＰＲ事業               ５００千円 

［新規］②初居住者（ＩＪターン） @１５０千円×４０人 ６，０００千円 

［新規］③Ｕターン者       @５０千円×１００人 ５，０００千円 

＜その２＞ 

事業名 
『奨学生定住支援補助金』 予算額 － 

 事業概要 
本市奨学資金の貸与を受けている大学等在学者が、卒業後１年以内に市内

に居住した場合、返済金の一部を助成することでＵターンを促進する。 

 予算内容 

前年度の奨学資金返済額の１／４相当額を補助する。 

（平成 28年度貸付奨学生からの適用 ⇒ 平成 33 年度から予算化） 

【例】貸付総額：1,920 千円（480 千円×４年）、返済：192 千円×10年均等 

    ⇒ 補助額：192 千円×1/4＝48 千円×10 年間＝480 千円 

 

目 的 〔定住・移住（転入促進、転出抑制）〕〔定住・移住（転入促進、転出抑制）〕〔定住・移住（転入促進、転出抑制）〕〔定住・移住（転入促進、転出抑制）〕    

事業名 『くろべで住もう 定住サポート事業』 予算額 14,520 千円 

 事業概要 

［既存］①空家バンク活用促進補助金 

空家バンク登録物件が契約に至った場合、所有者、購入（賃貸）者双方

に助成し、空家の有効活用とともに転入促進と転出抑制を図る。 
 

［既存］②住宅取得支援補助金 

要件を満たす住宅取得者に対し、住宅取得経費の一部を助成し、転入促

進と転出抑制を図る。 
 

［新規］③登録空家リフォーム補助金 

空家バンクに登録された空家を取得し、リフォームする場合、経費の一

部を助成し、移住希望者のニーズを満たし、定住促進を図る。 
 

［新規］④新幹線通勤・通学補助金 

新幹線を利用した県外（新幹線金沢駅・糸魚川駅以遠）への遠距離通勤

者や通学者に対し、一定額を助成し、近郊都市からの転入を呼び込み、若

者世代の転出抑制を図る。 

 予算内容 

① １００千円×２人×３組              ６００千円 

② 転入者５００千円、市内転居者２００千円   １０，０００千円 

③ 上限５００千円×４件             ２，０００千円 

④ ＠２０千円／月×１２ヶ月×８人        １，９２０千円 

 

 

目 的 〔三世代同居（出産、子育て支援）〕〔三世代同居（出産、子育て支援）〕〔三世代同居（出産、子育て支援）〕〔三世代同居（出産、子育て支援）〕    

事業名 『三世代ハッピーホームサポート事業』 予算額 17,200 千円 

 事業概要 

祖父母世代の生きがいの向上、孫世代の情操教育の充実、働く親世代の子育

てを含めた生活環境の安定化に資するため、中学生以下の子がいる核家族の

三世代同居を奨励する。 

［新規］①三世代同居サポート補助金 

  新規で祖父母と同居する場合に奨励金を給付 

［既存］②三世代同居リフォーム補助金（新規同居） 

  ①該当世帯がリフォームする場合に補助金を交付 

［既存］③三世代同居リフォーム補助金（既存同居） 

  既に三世代同居している世帯がリフォームする場合に補助金を交付 

 予算内容 

① ＠２０千円／月×１２ヶ月×３０世帯  ７，２００千円 

② ＠５００千円×１０件         ５，０００千円 

③ ＠２００千円×２５件         ５，０００千円 

 

目 的 〔公共交通（移動手段の充実）〕〔公共交通（移動手段の充実）〕〔公共交通（移動手段の充実）〕〔公共交通（移動手段の充実）〕    

＜その１＞ 

事業名 
『交通まちづくり創生事業補助金』 予算額 

(50,000 千円) 
Ｈ２７ 
３月補正 
前倒し 

 事業概要 

［新規］①移住者の移動履歴調査と情報プラットフォーム構築 

携帯型端末やスマートフォンを用いて、詳細な位置情報や行動属性を調

べる実験を行い、市街地での移動ニーズの把握を図る。 
 

［新規］②ＩＣＴ、人口知能技術を活用した次世代交通システム実証実験 

情報通信技術及び人口知能等を用いて、時間帯により異なるニーズに対

応できる、効率的な運行形態の次世代型交通システムの実証実験を行う。 
 

［新規］③モビリティハブの設計・設置・運営 

鉄道駅や施設にベンチ・屋根・情報端末を設置して、モビリティハブ（交

通の中継点・停留所）を整備する。また居住密度の低い地域では駐輪場整

備バス停を整備する。 
 

［新規］④モビリティマネジメント・ブランディング事業 

鉄道・バス・デマンドタクシーについて統一性のある公共交通のイメージ

を作り上げ、また公共交通について積極的な情報発信を行うことで、公共交

通のイメージ向上と利用促進を図る。 

 予算内容 ① 18,000 千円 ② 15,000 千円 ③ 12,000 千円 ④ 5,000 千円 

＜その２＞ 

事業名 
『高齢者ふれあい福祉事業』 予算額 9,791 千円 

 事業概要 

 高齢者の生きがいと社会参加の促進を目的とする「ふれあい福祉割引券」

に「ふれあい福祉公共交通利用券」を追加することで、さらなる外出機会の

創出と公共交通の利用促進を図る。 

［既存］①「ふれあい福祉施設割引券」（10枚／人、100 円～300 円／枚） 

  対象：福祉センター、公衆浴場、ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場、文化施設等 

［新規］②「ふれあい福祉公共交通利用券（10枚／人、100 円／枚） 

  対象：富山地方鉄道、地鉄バス、ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ、ｺﾐｭﾆﾃｨﾀｸｼｰ、ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ 

 予算内容 ① 6,880 千円  ② 2,911 千円 

 


