
平成２８年度予算における主な事業 
「未来高岡」総合戦略の概要

平成２８年４月12日



(1) 

交流・観光

(3) 

ものづくり

　(4) 

　安全・安心

　(5) 

人づくり

(2) 

歴史・文化

　　　　　１　魅力的なしごとに挑戦できるまち　　

『高岡新時代、「未来高岡」へのステップアップ予算』　 　～輝く明日が予感できる都市の実現に向けて～
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　　　　　２　多様なひとが住みたいと感じるまち
　　　　　３　安心して子どもを産み育てられるまち
　　　　　４　快適に暮らせ、創造的に活動できるまち



予備費

公債費
	災害復旧費

	教育費

消防費

土木費

商工費

農林水産業費

労働費

衛生費

民生費

総務費

議会費

○平成28年度　予算規模 

　 　一般会計　　　７１１億４，７０７万円（対前年度比　　６．９％増） 
　 　特別会計　　　６８３億３，７８５万円（対前年度比　　０．８％減） 
　 　合　　計　１，３９４億８，４９２万円（対前年度比　　３．０％増） 

○歳出予算の内訳 

　①目的別　　　　　　　　　　　　　 ②性質別（主なもの）

◇投資的経費　１１２億６，９６４万円 
　　（前年度予算　77億8,911万円／44.7％増） 

◇扶助費　１２８億９，３２６万円 
　　　 （前年度予算  124億6,769万円／3.4％増） 

◇人件費　１０４億４，９９５万円 
　　　（前年度予算　105億1,007万円／0.6％減）

※円グラフの金額は端数を調整
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(1) 

交流・観光
拠点を磨き	
にぎわいをつなぎ	
交流・観光都市を創ります

高岡新世紀創造プロジェクト
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＜都市の総合力＞



①交通基盤の整備

(1)交流・観光

拠点性の向上
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【新】：新規事業 
【拡】：拡充事業　　　　



		１.高岡駅周辺の整備 

　 　 　・高岡駅周辺地区整備事業（ｐ１）（90,553千円） 
　　　　　〔北口駅前広場地下道階段上屋整備など〕 
 　 　　・高岡駅前東地区整備推進事業（ｐ３）（2,754,890千円） 
　　　　　〔複合ビル建設事業への補助など〕 
　　 　 ・末広町西地区整備推進事業（ｐ３）（395,830千円） 
　　　　　〔まちなか居住の推進を目的とした共同事業への支援〕 

		２.まちなかの活性化　　	
　　　　・中心市街地賑わい創出開業等支援事業（ｐ３１）（20,000千円） 
　　　　　 〔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、 
　　　　　　空き店舗での開業の際、家賃、改装や修繕、不動産取得に対して支援〕 
　　　　・観光地魅力アップ開業等支援事業（ｐ３２）（6,567千円） 
　　   　　〔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 
             対して支援〕 
　　　　・認定中心市街地支援事業（ｐ３１）（3,304千円） 
　　   　　〔中心市街地における賑わい創出を図る事業を支援〕 
　　　

②市街地のにぎわいづくり

(1)交流・観光
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賑わいの創出

・まちづくり資金支援事業　（ｐ３１） (1,975千円) 
　　 〔中心市街地の再生を図るため、空き店舗等の取得など、まちづくり 
　 　 事業を行うための資金の借り入れを支援〕 
・まちなか回遊性促進事業（ｐ３２）（6,400千円） 
　　 〔中心市街地においてボランティアスタッフ「たかまち街中キャスト」　　 
　　　（まちなか元気案内人）を組織し、レンタルサイクルの運営・街中ガ 
　　　イド・清掃等を実施〕 
・【新】歴史的資産を活用した町屋再生事業費（ｐ３２）（40,000千円） 
　　 〔山町筋の伝統的建造物をリノベーションし、地域住民等と連携して 
　　  活用する ことにより、観光地としての魅力の向上、中心市街地の 
　　  活性化につなげる事業を支援〕 
・【拡】中心商店街賑わい回帰支援事業(ｐ３１)（24,500千円）｛25,500千円｝ 

　　　　〔中心商店街の賑わい創出を図るため、御旅屋通りを中心とした 

          イベント等の開催を支援する〕 

・中心市街地活性化推進事業（ｐ３２）（21,606千円） 

　　　　〔中心市街地活性化のため、TMOが実施する事業に対して支援〕



③観光資源の活用と広域観光の推進

　１.広域観光の推進	

　　　・大型クルーズ船受入事業（ｐ４）（9,824千円）　 
　　　　　　〔大型クルーズ船の誘致と受入態勢強化〕 
　　　　　　 〔ふ頭での歓迎行事、シャトルバス運行、多言語マップ作成など〕 

　　　 ・ 新高岡駅二次交通機能強化事業（ｐ３）（10,500千円）　　　　　　　　　　　　  
　　　　　〔世界遺産バス（高岡～白川郷間）、わくライナー（高岡～和倉間）、 
　　　　　　　まわるんの運行支援〕 
　　　　・新幹線開業対策誘客促進ＰＲ事業（ｐ６） 
                                                        （8,194千円）｛13,194千円｝ 
　　　　　 〔北陸新幹線を活用した観光誘客を図るため、県西部６市の連携に 
　　　　　　　 よる首都圏観光プロモーションを推進する〕 

　　　 　 ※【新】高岡魅力発信事業（ｐ５）｛5,000千円｝ 
　　　　　　　　〔高岡の伝統工芸技術を発信するため、新設予定の富山県 
　　　　　　　　　アンテナショップにおいてPRを行う。〕 

　　　 　 ・【拡】広域観光推進事業（ｐ６）（3,555千円）｛5,132千円｝ 
　　　　　　　　〔飛越能経済観光都市懇談会をはじめとする、ＤＭＯの事業等を支援〕 

　２.観光資源の発掘、活用	

　　　　・高岡食ブランド活性化事業（ｐ６）（2,500千円）　 
　　　　　　〔高岡コロッケ、高岡昆布百選などのブランド化推進〕　 
　　 　・平成の御車山制作事業（ｐ４）（60,504千円）　 
　　　　　  〔高岡の伝統技術の粋を集めた「平成の御車山」の制作〕 
              〔Ｈ29年度完成予定、Ｈ28～飾り山・地山〕　 
　　　・【新】(仮称）道の駅雨晴整備事業（ｐ５）（530,000千円）

(1)交流・観光

観光・交流の活性化
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３.おもてなしの体制づくり 

     ・コンベンション誘致・支援事業（ｐ６）（4,300千円）　 
　　　・クラフトの台所事業（ｐ６）（1,000千円） 
　　　〔市内で製作されたテーブルウェアを購入する市内飲食店　　　 
　　　　への助成により、高岡ブランド発信を強化〕 
　　・観光宣伝事業（ｐ６）（18,855千円）｛21,355千円｝　 
　 　  〔北陸新幹線を活用した観光誘客を図るための、首都圏      
          や新幹線沿線市への出向宣伝、旅行雑誌等への広告 
          掲載〕 
　　・観光誘客強化事業（ｐ５）（4,500千円） 
　　　　　  〔伏木曳山祭「かっちゃ」会場に仮設の桟敷席を設置    
              し、全国に販売〕 
　　・【拡】外国人観光客誘致の強化（ｐ７）（2,586千円） 
　　　　　  〔台湾からの観光客誘致に向けた誘客活動及び観光 
              ＰＲの実施〕



　万葉と前田家ゆかりの歴史と文化を 大限に活用！

高岡新世紀創造プロジェクト

歴史・文化を磨き	
市民の活動をつなぎ	
新たな市民文化を創ります
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①歴史・文化資産の保存と活用

１.文化財等の保存・活用	

   　 ・まちなか歴史資産魅力向上事業（ｐ２２）（21,383千円） 

　　　　　　 〔歴史的風致形成建造物修理に対する助成、伏木気象資料館望楼 

　　　　　　　の復元修理など〕 

　 　 ・住居表示整備（旧町名復活）推進事業（ｐ２４）（500千円）  

　　　　　　　　〔旧町名復活をした自治会が取り組むコミュニティ活動への助成を行うほか、 

　　　　　　　　推進団体に対して支援を行う〕 

　　　・文化財管理事業（ｐ２３）（31,357千円）  

　　　 　   　〔高岡御車山保存修理、指定文化財修繕など〕 

　　　・瑞龍寺保存修理事業（ｐ２４）（13,500千円）  

　　　・勝興寺保存修理事業（ｐ２４）（40,906千円）  

　　　・【拡】重要伝統的建造物群保存地区整備事業（ｐ２４） （54,300千円） 

　　　・ 西山歴史街道整備事業（ｐ２４）（800千円）　　　　　　　　　　　 

２.平成の御車山の制作 
       ・平成の御車山制作事業（ｐ４）（60,504千円）  

      　     〔高岡の伝統技術の粋を集めた「平成の御車山」の制作〕 

　　　　　　〔Ｈ29年度完成予定、Ｈ28～飾り山・地山〕 「歴史都市高岡」を 
世界に発信！
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②伝統技術の保存・継承

１.伝統産業後継者の育成	
　　　・伝統工芸産業希少技術継承事業（ｐ２７）（3,160千円） 
　　　　〔伝統工芸産業の希少技術を継承する継承者・育成者への奨励金の交付〕 
　　　・次世代型ものづくり人材育成事業（ｐ２７）（3,525千円） 
　　　　〔金工、漆工、３Ｄ造形に関する人材養成スクールの実施〕　　 
　　　・菅笠保全対策事業（ｐ２９）（7,000千円） 
　　　　〔菅笠づくりの製作技術の保全・継承、価値の高いスゲの栽培と 
　　　　　機械化への調査研究など〕 
　　　・【新】金屋鋳物師町工房（仮称）整備事業費（ｐ２６）（300千円） 
　　　　　〔高岡の鋳物発祥の地、金屋町において、地場産業の振興及び 
　　　　　　地域の活性化を図るため、金屋鋳物師町工房（仮称）を整備〕 
　　　※伝統工芸産業再興１０００年プロジェクト（ｐ２６）｛23,171千円｝ 
　　　　　〔地場産業の競争力強化や歴史的資産の再現・修復という新たな需要を取り 
           込むため、産学官が連携し法隆寺釈迦三尊像を再現し、鋳物、彫刻という 
           高岡地域の技術を発信〕 

２.文化財等修理事業の充実	
　 　　　・文化財等修理事業費補助金（ｐ２７）（1,154千円） 
　　　　　 〔御車山をはじめとした文化財等の保存修理を通じた伝統工芸技術者の育成・ 
　　　　　　　確保、技術の向上・継承〕 
　　　・文化財等修理機能充実事業（ｐ２７）（910千円）  
　　　　　〔文化財修理工程の記録保存、職人技の伝承資料作成〕 

３.ものづくり・デザイン科の推進 
　　　・ものづくり・デザイン科推進事業（ｐ２０）（16,287千円） 
　　　　　 〔市内の全小･中･特別支援学校において、実技体験を取り入れた 
　　　　　　  授業を実施する。郷土の伝統工芸や産業、優れた技術をもつ　 
　　　　　　  人々に触れ、豊かな感性と郷土を愛する心を育てる。〕

歴史と文化を支え 
守ってきた技と心を 
継承し産業化へ
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１.生涯学習機会の充実	

　　　　・講座開設事業（ｐ２２）（2,408千円）  
　　　　・ホール公演事業（ｐ２２）（5,903千円） 　 
　　　　・図書購入費（ｐ２２）（28,500千円） 　 
　　　　・能町公民館整備事業（ｐ２２）（325,431千円）　　 
　　　　　　〔能町公民館の建設工事を行う〕 
　　　　・【新】いくじい・いくばあ応援事業（ｐ２２）（300千円）　 
　　　　　　　〔高齢者の外出促進と世代間交流、社会教育施設の利用者増を目的に、 
　　　　　　　 祖父母が孫・ひ孫と一緒に社会教育施設へ来館した場合、観覧料無料〕 
　　　　・【新】大伴家持生誕１３００年記念事業（ｐ２３）（8,863千円）　　 
　　　　　　　 〔平成29年の大伴家持生誕1300年記念に向けたプレイベントを実施 
　　　　　　　 特別企画展「末次由紀『ちはやふる』と百人一首の世界(仮称)」、 
　　　　　　　 高校生万葉短歌バトル、市民参加型の演劇「大伴家持」制作準備〕 

２.新たな芸術・文化創造推進	
　　　　・新たな芸術・文化創造推進事業（ｐ２３）（11,854千円）　  

　　　　　  〔「文化創造都市」実現に向けたビジョンに基づく事業の実施 
               「たかおかクラフトソン」職人と異業種のクリエイター等との協働作業による制作 など〕 

　　　　・高岡万葉遊楽宴開催事業　（ｐ２３）（8,888千円）　 

　　　　　 〔街角プロジェクト、万葉故地サミットなどの開催〕　 

　　　　・文化振興事業（ｐ２３）（14,726千円）　  
  　　　　　  〔万葉歴史館（日本歌謡学会春季大会等）、美術館（村上炳人展等） 
　　　　　　   市民会館（10才のファーストコンサート等） 
　　　　　　   ミュゼふくおかカメラ館（企画写真展示事業等）〕 
　　　　・【新】藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー事業費（ｐ３４）（35,571千円） 
　　　　　　  〔「藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー」の管理・運営、オープン１周年事業〕　　　　　　　　

文化創造都市高岡 
　　　　の実現
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③生涯学習体制の充実と新たな文化の創造



ものづくりの技と心を 大限に活用！

高岡新世紀創造プロジェクト

(3) 

ものづくり
ものづくりの技と心を磨き	
知識と技術をつなぎ	
新たな産業が息づくまちを創ります
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①新たな産業創造の推進

新たな産業を創出

3)ものづくり
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１.企業誘致の推進	
　　・【拡】企業誘致の強化（ｐ２８）（期間：平成25年度～29年度） 
　　　　　〔【拡】企業立地助成金 （409,889千円）　 

　　　　　〔【新】市内進出支援資金預託金 （40,000千円）〕 

　　・企業立地推進事業（ｐ２７）（8,249千円）　 

　　　　　〔企業の立地ニーズ把握調査、異業種交流展示会への出展など〕 

　　・空き工場等有効活用促進事業（ｐ２７）（3,000千円）　 

２．地場産業の振興、人材育成	
　　・地場産業振興事業（ｐ２８）（19,483千円）　 

　　　　　〔工芸都市高岡クラフトコンペ第30回記念事業など〕　 
　　・新クラフト産業・デザイン育成支援事業（ｐ２７）（1,814千円） 

　　・クラフトマン・デザイナー育成支援事業（ｐ２７）（765千円） 
　　・次世代型ものづくり人材育成事業（ｐ２７）（3,525千円） 
　　・高岡ブランド発信事業（ｐ２９）（2,240千円）　 
　　　　　〔ふるさと納税を活用していただいた方に特産品等を発送することにより 

　　　　　　高岡の魅力を全国に発信〕 

　　　※【新】ＵＩＪターンによるシニア人材確保推進事業（ｐ２６）｛9,164千円｝ 
　　　　　　〔大都市圏から、豊富な経験や知識を持つ中高年齢層人材のＵＩＪターン 

　　　　　　 就職を推進し、地域の活性化につなげる〕 

３．意欲ある企業への支援	
　　・新分野開拓チャレンジ事業（ｐ２６）（8,500千円）　 
　　　　 　〔新技術・新製品開発等支援補助金、地域資源活用事業支援補助金 

　　　　　　　戦略的販路開拓事業支援補助金、創業者支援事業補助金〕　 

　　 ・創業促進支援事業（ｐ２６）（5,000千円）　 
　　　　　　〔創業者支援事業補助金、次世代クリエイター工房開設支援事業補助金、 

　　　　　　　ポストインキュベーション開業支援事業補助金〕　　 

　　・中小企業等海外販路開拓支援事業（ｐ２６）（2,000千円）　　 

　　　　　　〔ジェトロ富山との連携による販路開拓〕　　



②農業の振興

3)ものづくり

高岡ブランドの 
開発と産業化
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１.農業の持続的な発展 

　　  ・農業土木事業（ｐ３０）（77,213千円） 

　　　　　　　〔用排水路、農道の整備〕 
　　　・多面的機能支払支援事業（ｐ３０）（200,036千円） 

　　　　　　　　〔地域活動組織による水路の泥上げ、水路・農道法面の 

　　　　　　　　　草刈・簡易補修などの活動に対する支援〕 

　　　 ・水田利活用対策事業（ｐ３０）（39,089千円）　 

　　　　　　　　〔高岡産米の品質向上のため、土づくりに対する支援等を実施〕 

　　　 ・農業後継者対策特別事業（ｐ２９）（7,350千円） 

                      〔経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対する 

　　　　　　　　   給付支援など〕 

　　　・【新】緑のふるさと協力隊事業費（ｐ３１）（2,523千円） 
                   〔都市住民の若者が農村地域に１年間定住し、農作業をはじめとした様々 

　　　　　　　　　な地域活動に従事し、地域の一員として活動することで地域活性化を図る〕 

　　　・【拡】みどりの山村地域活性化事業（ｐ３１）（700千円） 
                   〔五位山地域の活性化に向けた都市住民との交流活動や特産品を利用 

　　　             した商品開発などへの支援〕 

２.高岡ブランドの開発	

　　　・６次産業化と地産地消の推進に向けた取組み（ｐ３０）（4,906千円）　 

　　　　　　　 〔アドバイザーの派遣、加工品生産費用の一部助成など〕 

　　　　　 ・高岡食ブランド活性化事業（ｐ２９）（2,500千円）　 

　　　　　　〔高岡コロッケ、高岡昆布百選などのブランド化推進〕　　 

　　　・新分野開拓チャレンジ事業（ｐ２６）（8,500千円）　 
　　　　　　　 〔新技術・新製品開発等支援補助金、地域資源活用事業支援補助金 

　　　　　　　　戦略的販路開拓事業支援補助金、創業者支援事業補助金〕 

　　　 
　　　　　　　　



高岡市民の持つ連帯感！

高岡新世紀創造プロジェクト

　(4) 

安全・安心
支え合う心を磨き	
地域でつなぎ	
安全・安心なまちを創ります
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１.地域福祉ネットワークの構築と連携　 
    　 ・【拡】高岡あっかり福祉ネット推進事業（ｐ８）（6,000千円）  
　　　　　　〔各種団体、福祉関係者、ボランティア等が連携した「高岡型地域福祉 
　　　　　　　ネットワーク」の構築に向け、実施地区を21地区から27地区に拡大〕 
　　　・地域包括支援センター事業【介護保険事業会計】（ｐ１１）（207,207千円） 
　　　　　　〔高齢者が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活ができるように 
　　　　　　　地域包括支援センター体制の充実を図る〕 
　　　・子ども発達支援事業（ｐ１１）（20,130千円）  
　　　　　　〔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〕 
　　　・未熟児訪問指導・相談事業（ｐ１２）（2,069千円） 
　　　　　　　〔保健師等が未熟児のいる家庭を訪問し、成長過程に合わせた一貫した指導、相談対応を実施〕 
　　　・産後ケア事業（ｐ１３）（3,000千円） 
　　　　　　〔家族、親族から十分な援助が受けられない産婦に対して、心身のケア及び乳児のケアを行い、 
　　　　　　産後の心身の疲労を取るとともに、育児の不安や悩みを解消し、安心して子育てできるよう支援〕 
　     ・【拡】生活支援体制整備事業（介護保険事業会計）（ｐ１１）（39,500千円） 
　　　　　　    〔平成29年からの「介護予防・日常生活支援総合事業」の開始に向け、11圏域に生活支援 
　　　　　　　   コーディネーターを配置するとともに、協議体を設置〕	

２.地域医療体制の充実 
　　　 ・【拡】不妊治療費助成事業（ｐ８）（38,000千円） 
　　　　　　　〔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 
　　　　　　　 H28より対象拡充 ⇒ 男性不妊治療に対する助成〕 

　　　 ・【拡】妊産婦健康診査事業（ｐ１２）（123,018千円） 
　　　　　　  〔妊産婦の健康診査を実施　H28より超音波検査３回⇒４回へ拡充する。〕 

　　　 ・救急医療体制充実化支援事業（ｐ１２）（37,200千円） 
　　　　　　  〔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）の運営を支援する。〕 

　　　 ・【新】包括的がん医療センター整備事業（高岡市民病院事業会計）（ｐ１３）（134,516千円） 
　　　　　　  〔がん治療の集約化と機能強化を図るため、３階西病棟を改修し包括的がん医療センターとして整備〕 

　　　 ・認知症施策推進事業（介護保険事業会計）（ｐ１１）（3,490千円） 
　　　　　　  〔認知症初期集中支援チームを設置し、集中的に必要な支援を講ずる。〕 

　　　

①地域福祉ネットワークの構築

健康で自立した生活
ができる地域社会

(4)安全・安心
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②市民協働プラットフォームの構築

１.市民活動のネットワーク化	

　　　 ・福岡中央地区まちづくり推進事業（ｐ４）（3,366千円） 　　　　　　　　 

　　　　・市民活動支援事業（ｐ３４）（1,300千円） 　　 
　　　　　　〔講座の開催、ポータルサイトの運営〕　　　 

２.市民活動の支援 

　　　・市民によるまちづくり支援事業（ｐ３４）（1,851千円） 　　　　　　 
　　　　　　〔「元気高岡 」市民まちづくり事業〕　 
　　　　　　〔提案制度による協働事業〕 
　　　・元気高岡創造事業（ｐ３５）（700千円）｛2,200千円｝ 
　　　　　〔若者世代の柔軟で斬新な提案を、行動・実施・実現へ向けて支援する 
            「若者チャレンジ応援事業」、コミュニティビジネスの起業やまちなかで 
　　　　　　シニアの賑わいを創出する事業に助成する「アクティブシニア構想推進事 
　　　　　　業」などを行う〕 
 　　・たかおかウェルカムサポート事業（ｐ３５）（2,778千円）｛8,088千円｝ 
　　　　　〔定住人口の増加に向けて、首都圏での広報、大学生の親・高校生 
　　　　　　への企業見学会開催、地元住民が取り組む市民活動に対する支援 
　　　　　　等を行う〕　　 
　　　・住居表示整備（旧町名復活）推進事業（ｐ３５）（500千円） 
　　　　　　〔旧町名復活をした自治会が取り組むコミュニティ活動への助成を 
　　　　　　行うほか、推進団体に対して支援を行う〕 
　　　※【新】まちづくり人材育成事業（ｐ３４）｛8,500千円｝ 
　　　　　　〔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「熱中小 
　　　　　　学校」を開校し、次世代を担う世代を対象に世界に発信できる人材を育てる〕

(4)安全・安心

市民活動の活性化
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③多文化共生社会の推進

１.多文化共生の推進	
　 　　・ 多文化共生事業（ｐ７）（4,697千円）  

　　　　　　 ・多文化共生プランの策定 

　　　　　　 ・在住外国人のための生活サポート事業　  

　　　　        　〔外国人生活相談コーナーの設置〕　 

              ・ 多文化こども勉強室運営事業 　 

　　　　      　〔地域住民が外国人児童に勉強や日本文化を教える 

　　　　　     　　「多文化こども勉強室」の運営〕 

　    　･外国人児童生徒教育支援事業（ｐ７）（5,714千円）  

　　　　    〔外国人相談員の小・中・特別支援学校への配置、 

　　　　　　   国際交流センターにおける日本語指導や相談業務〕　 

　 　 　・‘I　LOVE　TAKAOKA’プログラム事業（ｐ２１）（646千円）  

　　　　　   〔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を作成〕  

　　　　・越前国際交流基金留学生派遣受入事業（ｐ７）（1,800千円） 
　　　　　　  〔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〕 

　　　　 

(4)安全・安心

国籍や民族などの 
異なる人々が 
お互いに 
暮らしやすい地域

17



④環境共生社会の推進

(4)安全・安心

循環型社会の形成
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１.土地区画整理事業	
　　	・福岡駅前土地区画整理事業（ｐ２）（800,050千円）  
　　	・【拡】組合施行土地区画整理事業（ｐ２）（57,720千円） 

２.まちなか居住支援	
　　　 ・まちなか居住推進総合対策事業 （ｐ１５）（11,010千円） 
   
３.地域公共交通活性化	
　 　　・エコ・トランスポート推進事業（ｐ１４）（1,000千円） 
　　　 ・コミュニティバス運行事業（ｐ３）（40,000千円）  
　   　・新高岡駅二次交通機能強化事業（ｐ３）（10,500千円） 
　　　　 　   〔世界遺産バス（高岡～白川郷間）、わくライナー（高岡～和倉間）、 

　　　　　　   まわるんの運行支援〕 
　　　 ・万葉線再生事業（ｐ３）（24,934千円）  
　　　　  〔利用促進に関する各種イベントや設備整備支援〕　  
　　　 ・万葉線ICカード整備事業（ｐ７）（4,879千円）  
　　　　  〔万葉線に交通系ＩＣカードを導入し、利便性を向上させる〕　  
　　　 ・ 並行在来線対策事業（ｐ２）（26,000千円）  
　　　　　   〔経営安定基金への拠出金〕 
　　 　・並行在来線新駅周辺整備事業（ｐ２）（433,534千円） 
　　　　　   〔並行在来線新駅駅前広場、駅舎、自由通路の整備〕 
　　　 ・城端線増便試行事業（ｐ２）（37,825千円） 
　　　　　   〔城端・氷見線地域公共交通総合連携計画に基づく城端線の増便試行〕 
      　・【新】地域タクシー運行支援事業（ｐ３）（400千円）

⑤生活環境の整備と地域公共交通の確保

(4)安全・安心

だれもが快適に 
暮らせる生活圏 
の形成
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⑥災害に強いまちづくりの推進

(4)安全・安心

 防災力の強化
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地域のきずなを活かす！

高岡新世紀創造プロジェクト

　(5) 

人づくり

地域のきずなを磨き	
世代をつなぎ	
明日を担う高岡人（たかおかびと）を創ります
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１.子育て支援 

　　　・【拡】放課後児童健全育成事業（ｐ９）（182,213千円）  
　　　・ファミリー・サポート・センター事業（ｐ８） （5,000千円）  
　　　・【拡】子育て支援連携推進事業（ｐ８）（48,427千円）  
　　　・【拡】地域子育て広場事業（ｐ１０）（2,125千円）  
　　　　　〔放課後児童クラブの入所対象とならない子どもの集う場所づくりを 
　　　　　 推進するため、地域活動団体の子育て支援活動に助成する〕 
　　　  ※【新】子どもの未来応援事業（ｐ１０）｛3,000千円｝ 
　　　　　 　〔貧困の状況にある子どもや家庭の実態把握と支援ニーズの調査・ 
              分析、支援ニーズに応える資源量把握及び支援体制の整備計画策定〕 

２．充実した保育サービス 

　　　　・保育料軽減への財政支援（ｐ１０）（660,000千円）  
　　　　　　〔子育て世帯に対する経済的負担を緩和するため、 
　　　　　 　保育料を軽減する。〕 
　　　　 ・【拡】多子世帯の保育料の軽減（ｐ８）　　　　　　　　 
　　　　　　　　〔第3子以降の保育料を無料化する(所得制限あり)〕 
　　　　・施設型給付費（ｐ９）（878,633千円）  
　　　　　　　　〔私立認定こども園等の運営に要する経費を各施設へ給付〕 
　　　　・広域入所施設型給付費（ｐ１０）（28,070千円）  
　　　　　　　　〔市内の児童が入所する市外の教育・保育施設の運営に 
　　　　　　　　 要する経費を各施設へ給付〕 
　　　 ・【新】多機能型保育調査事業（ｐ９）（1,000千円） 
　　　　　　　　〔多様な保育ニーズ（24時間保育、ショートステイ・トワイライトステイ・ 
　　　　　　　　 院内保育・病児保育など）の提供体制を検討〕 

①子育て支援の推進や保育サービスの充実

子育てしやすい 
環境の整備

(5)人づくり

22



　高岡ならではの教育の推進	

　					 ・ものづくり・デザイン科推進事業（ｐ２０）（16,287千円）   

　　　　　　 　〔市内の全小･中･特別支援学校において、実技体験を取り入れた 
　　　　　　　　 授業を実施する。郷土の伝統工芸や産業、優れた技術をもつ人々 
　　　　　　　 　に触れ、豊かな感性と郷土を愛する心を育てる。〕 
　　　・「高岡再発見」プログラム事業（ｐ２１）（1,657千円） 
　　　　   〔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、歴史の香る街並みや建造 
               物、祭りなどを巡るスタンプラリーを実施〕 　 
　　　・‘I　LOVE　TAKAOKA’プログラム事業（ｐ２１）（646千円）  

　　　　　  〔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 
               能力を身につける英語フレンドシップの開催や英語教材を作成〕 　　　　 
　　　・学校施設の充実（ｐ２０、２１）（1,462,560千円）  
　　　　　  〔野村小体育館、牧野小校舎［増築］、志貴野中校舎、福岡中グラウンド〕 　 
　　　・【新】藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリー事業費（ｐ３４）（35,571千円）  
　　　　　　 〔藤子・Ｆ・不二雄先生の作品や足跡をふるさと高岡から発信するため、 
　　　　　　　「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〕 
　　　・【新】大伴家持生誕１３００年記念事業（ｐ２３）（8,863千円）  
　　　　　　 〔平成29年の大伴家持生誕1300年記念に向けて、特別企画展や高校生 
　　　　　　　万葉短歌バトルなどのプレイベントを実施〕 

　　　　※【新】まちづくり人材育成事業（ｐ３４）｛8,500千円｝ 
　　　　　　　　〔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「熱中小 
　　　　　　　　学校」を開校し、次世代を担う世代を対象に世界に発信できる人材を育てる〕

②郷土意識の醸成と教育環境の充実

(5)人づくり

郷土意識の醸成
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③スポーツ活動の支援

ライフステージに合わせた 
スポーツ活動を楽しめるまち

(5)人づくり

24

１．スポーツ施設の充実 

  　　　　・牧野河川公園整備事業（ｐ１６）（20,000千円） 
　　　　 〔多目的グラウンドの造成等〕 

　　　 ・総合体育館整備事業（ｐ２５）（130,063千円） 
　　　　　〔総合体育館の建設に向けた基本・実施設計〕

２．スポーツ活動の支援 
　　　　・選手育成強化事業（ｐ２５）（15,760千円） 
　　 　　　 〔ジュニア育成強化、全国大会開催・派遣補助・トップアスリート強化支援〕 
           
          ・富山マラソン開催事業（ｐ２５）（10,400千円） 
　　　 　　 〔「富山マラソン」の開催費用負担〕 

　　　　 ・【新】オリンピック・パラリンピック対策事業費（ｐ２５）（300千円） 
　　　 　　 　〔シンポジウムの開催等〕 

　　　　 ・【新】世界少年野球大会開催事業費（ｐ２５）（20,000千円） 
　　　 　　　 〔「世界少年野球大会」の開催費用負担〕



25

～「未来高岡」の創生～　 
　「未来高岡総合戦略」に定めた４つのテーマを重点的に進
めることにより、次のステージへとつながる未来の構築を図
るとともに、平成２９年度からスタートする新たな総合計画
を効果的に展開するために必要な先導的な取り組みを推進し
ていきます。

「未来高岡」総合戦略の概要



魅力的なしごとに挑戦できるまち　　　　　

26

本市の産業や特性を踏まえ、地域産業の競争力の強化に

努め、「稼ぐ力」が高く、若者や女性にとって「やりがい」のあ

る仕事を作ります。

※伝統工芸産業再興１０００年プロジェクト（ｐ２６）｛23,171千円｝ 

　➢ 法隆寺釈迦三尊像の産学官連携による再現事業。歴史的資産の 

　　　再現・修復市場開拓に向け、産地の技術力を発信 

文化財等修理事業費補助金（ｐ２７）（1,154千円） 

　➢高岡御車山など文化財等の保存修理活動を支援 

【新】金屋鋳物師町工房（仮称）整備事業費（ｐ２６）（300千円） 

　➢高岡鋳物発祥の地で振興施設の整備を検討 

新分野開拓チャレンジ事業（ｐ２６）（8,500千円） 

　➢新技術・新製品開発や見本市出展などを行う中小企業者及び創業を 

　　　目指す者、創業３年以内の中小企業を支援 

創業促進支援事業（ｐ２６）（5,000千円）   

　➢創業支援に取り組む事業者への助成、次世代を担うクリエイターへの 

　　　事務所開設支援 

中小企業等海外販路開拓支援事業（ｐ２６）（2,000千円） 

　➢ＪＥＴＲＯとの連携による海外販路開拓支援 

新クラフト産業・デザイン育成支援事業（ｐ２７）（1,814千円） 

　➢コミュニケーションギフト開発プロジェクト「ＺＡＩ」の推進など 

次世代型ものづくり人材育成事業（ｐ２７）（3,525千円） 

　➢伝統工芸産業ものづくり人材養成スクールの開催など 

【拡】企業誘致の強化（ｐ２８）（941,317千円） 

　➢企業立地助成制度の拡充、中小企業への利子補給など 

【新】新事業展開・第二創業支援資金、市内進出支援資金（ｐ２８）

（80,000千円） 

　➢新事業展開・第二創業、市内進出を図る融資制度の新設

６次産業化と地産地消の推進に向けた取組み（ｐ２６）（4,906千円） 

　➢アドバイザーの派遣や加工費用の一部助成など 

農業後継者対策特別事業（ｐ２９）（7,350千円） 

　➢新規就農者や就農初期段階の青年就農者への支援など 

水田利活用対策事業（ｐ３０）（39,089千円） 

　➢大豆・大麦の生産性向上、園芸作物等の特産振興等への支援など 

観光地魅力アップ開業等支援事業（ｐ３２）（6,567千円） 

　➢観光地周辺における飲食・物販店舗の誘導 

日本遺産魅力発信推進事業（ｐ２４）（1,000千円） 

　➢「高岡市日本遺産推進協議会」と連携した人材育成、啓発事業の推進 

新幹線開業対策誘客促進ＰＲ事業（ｐ６）（8,194千円）｛13,194千円｝ 

　➢県西部６市連携による首都圏観光プロモーションの推進など 

※【新】高岡魅力発信事業（ｐ５）｛5,000千円｝ 

　➢新設される富山県アンテナショップでの観光ＰＲ 

世界文化遺産登録推進事業（ｐ２４）（1,501千円） 

　➢ユネスコ無形文化遺産登録を目指した取り組みなど 

【拡】外国人観光客誘致の強化（ｐ７）（2,586千円） 

　➢台湾からの観光客誘致に向けた誘客活動及び観光ＰＲの実施 

【新】（仮称）道の駅雨晴整備事業（ｐ５）（530,000千円） 

　➢世界に誇れる景勝地における道の駅の整備 

※【新】まちづくり人材育成事業（ｐ３４）｛8,500千円｝ 

　➢観光開発等を題材とした人材育成プログラム「熱中小学校」の開校



多様なひとが住みたいと 
　　　　　　感じるまち　　　　　
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若者、女性を中心に、多様なひとの定住を促すため、

ライフスタイルにあった住まいの確保、生活環境の整備

に努め、誰もが住みたいと感じるまちをつくります。

【新】（仮称）高岡市志貴野土地区画整理事業（組合施行） 

　（ｐ２）（57,720千円） 

　➢良好な市街地の形成 

福岡市街地整備事業（ｐ４）（803,416千円） 

　➢福岡中央地区におけるまちづくり事業の推進 

まちなか居住推進総合対策事業（ｐ１５）（11,010千円）   

　➢まちなか居住の推進に向けた住宅取得、リフォーム等への支援 

定住促進住宅団地支援事業（ｐ１５）（20,004千円） 
　➢良好な住宅団地の供給支援により定住促進を図る　　 

新婚家庭のための住宅増改築等資金利子補給事業 （P１５） 
　（30,189千円） 
　➢新婚夫婦の住宅ローンへの利子補給 

矢田市営住宅建替事業（ｐ１５）（338,532千円） 
　➢伏木地区における市営住宅の建替 

末広町西地区整備推進事業（ｐ３）（395,830千円） 

　➢防災力の向上、商店街の活性化、まちなか居住の推進を目的とした　 

　　 老朽建築物の除去・再編共同事業への支援 

【拡】土地利用計画策定事業（ｐ２）（15,491千円） 

　➢総合計画に即した土地利用方針などの策定 

※【新】ＵＩＪターンによるシニア人材確保推進事業（ｐ２６）｛9,164千円｝ 

　➢豊富な経験や知識を持つ中高年齢層人材の大都市圏からのＵＩＪ 

　　 ターン就職を推進し、企業での活躍や地域の活性化につなげる

たかおかウェルカムサポート事業（ｐ３５）（2,778千円）｛8,088千円｝ 

　➢UIJターンと連携を強化した移住・定住施策の推進 

【新】緑のふるさと協力隊事業費（ｐ３１）（2,523千円） 

　➢都市住民の若者の農村地域への定住推進 

【拡】みどりの山村地域活性化事業（ｐ３１）（700千円）   

　➢五位山地域の活性化に向けた都市住民との交流活動や特産品を利用 

　　　した商品開発などへの支援 

元気高岡創造事業（ｐ３５）（700千円）｛2,200千円｝ 
　➢若者・シニア世代の賑わい創出活動などへの支援　　 

大学・地域連携推進事業（P２１）（6,300千円） 
　➢富山大学、高岡法科大学と連携した調査研究の推進 

【拡】たかおか留学奨学資金貸与事業（ｐ２１）（2,400千円） 
　➢本市への定住促進のため、市外から市内大学等へ進学し、在学する 

　　　学生への奨学金貸与 

【拡】高岡あっかり福祉ネット推進事業（ｐ８）（6,000千円） 
　➢高岡型地域福祉ネットワークの構築に向けた実施地区の拡大（21→27地区） 

在宅医療・介護連携体制推進事業(介護保険事業会計)（ｐ８）（5,171千円） 

　➢地域包括ケア体制の構築に向け、認知症・地域ケア相談医と地域包括支 

　　　援センターの連携事業を推進 

【拡】生活支援体制整備事業費（介護保険事業会計）（ｐ１１）（39,500千円） 
　➢生活支援コーディネーターを活用し、地域支援の方針等を協議する「協議 

　　　体」などとの連携による新たな生活支援サービスの整備 

【新】包括的がん医療センター整備事業（高岡市民病院事業会計） 
　　（ｐ１３）（134,516千円） 
　➢市民病院への設置
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安心して子どもを産み 
　　　育てられるまち　　　　　

若者が経済的に安定し、安心して子どもを育てられる環境づくりを

進めるとともに、地域の文化に誇りや愛着を持つ子供を育みます。

【新】多機能型保育調査事業（ｐ９）（1,000千円） 
　➢多様な保育ニーズ（24時間保育、ショートステイ・トワイライトステイ・院内保育、病児 

　　 保育など）の提供体制を検討 

保育環境の充実（ｐ９、１０）（1,068,301千円） 
　➢保育料軽減、多様な保育サービスの充実、私立保育所・認定こども園施設整備支援など 

放課後児童健全育成事業（ｐ９）（182,213千円） 
　➢放課後児童クラブの運営支援（既設29か所＋新規３か所） 
地域子育て広場事業（ｐ１０）（2,125千円） 
　➢放課後児童クラブの対象とならない子どもの集う場所づくりへの支援 
※【新】子どもの未来応援事業（ｐ１０）｛3,000千円｝ 
　➢経済的に子育てが困難な家庭の実態把握と支援ニーズ調査など 
【拡】母子家庭自立支援給付金事業（ｐ９）（9,946千円） 
　➢母子・父子家庭への就労支援に向けた資格取得支援 

【拡】不妊治療費助成事業（ｐ８）（38,000千円） 
　➢男性不妊治療への助成を追加 

【拡】多子世帯の保育料の軽減（ｐ８） 
　➢第３子以降の保育料の無料化（所得制限あり）、低所得世帯の保育料軽減の拡充 

【新】オリンピック・パラリンピック対策事業費（ｐ２５）（300千円） 
　➢ 事前合宿誘致活動など、市民のスポーツ気運の向上を図るための活動の推進 
【新】いくじい・いくばあ応援事業（ｐ２２）（300千円） 
　➢ 社会教育施設等への祖父母と孫・ひ孫の来館時の観覧料の無料化 
学校施設の充実（ｐ２０、２１）（1,462,560千円） 
　➢ 野村小体育館、牧野小校舎［増築］、志貴野中校舎、福岡中グラウンド



快適に暮らせ、創造的に 
　　　　活動できるまち 
　　　　　

29

コンパクト・アンド・ネットワークの仕組みによる都市構造を

確立し、生活の利便性、機能性を確保するとともに、「創造の

場」の形成により、更なる活性化を図ります。

【新】歴史的資産を活用した町屋再生事業費（ｐ３２） 
　（40,000千円） 
　 ➢観光地としての魅力向上、中心市街地活性化に繋げる、山町 
　　　筋の伝統的建造物のリノベーションへの支援 
中心市街地賑わい創出開業等支援事業（ｐ３１） 
　（20,000千円） 
　 ➢中心市街地における空き店舗開業支援 
高岡駅前東地区整備推進事業（ｐ３）（2,754,890千円） 
　 ➢統合看護学校を核とした複合ビルの整備など 
統合看護専門学校整備推進事業（Ｐ１３）（1,775,964千円） 
　➢平成２９年４月１日開校に向けた施設整備など 
【拡】総合交通戦略推進事業（ｐ３） 
　➢【新】地域タクシー運行支援、世界遺産バス・わくライナー・まわる 
　　　ん運行支援、城端線増便試行、その他、地域交通への支援など 
並行在来線新駅周辺整備事業（ｐ２）（433,534千円） 
　 ➢高岡・西高岡駅間に設置する新駅周辺の整備 
【新】連携中枢都市圏推進事業（ｐ３４）（3,887千円） 
　➢富山県西部６市による連携事業の推進

新たな芸術・文化創造推進事業（ｐ２３）（11,854千円） 
　➢文化創造都市高岡の実現に向けた事業の推進 
【新】大伴家持生誕1300年記念事業（ｐ２３）（8,863千円） 
　➢H29の生誕1300年記念に向けたプレイベントの開催 
市民によるまちづくり支援事業（ｐ３４）（1,851千円） 
　➢「共創の指針」の策定など 
総合体育館整備事業（ｐ２５）（130,063千円） 
　➢総合体育館の建設に向けた基本・実施設計 
能町公民館整備事業（ｐ２２）（325,431千円） 
　➢能町地区における公民館の整備
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第２次行財政改革アクションプラン（Ｈ２７～Ｈ３１）に基づき、 
持続可能なスピード感のある行財政運営に向けて、さらなる 
行財政改革に取り組んでまいります。



　持続可能な行財政運営

１.事務事業の整理・合理化	
　　　　　限られた財源を有効に活用し、複雑・多様化 
　　　する市民ニーズに的確に対応できるよう、すべて 
　　　の事務事業について見直しを行い、効果や効率 
　　　性の観点などから検証を行い、選択と集中によ 
　　　る整理・合理化を進めます。 

２.職員数の適正化	
　 　　　市民サービスの水準の維持向上に配慮すると　　　 
　　　ともに、多様な職員採用や人材育成と連携した 
　　　人事管理等による職員の業務遂行能力の向上 
　　　を図ることにより、行政組織体としての継続性を 
　　　確保しながら、計画的な職員数の削減を進めま 
　　　す。 

３.市債の適正管理	
　　  北陸新幹線関連の都市基盤整備や、学校・公　 
　　民館等の耐震化の推進などにより、公債費は増　　　　 
　　加傾向にあります。 
　　　　 持続可能な財政運営に資するため、投資的 
       事業については、優先度、緊急度等を点検の　

　 
　　　上、真に必要なものに絞り込み、事業の選択を 
　　　行うなど、新規市債の発行を極力抑制するよう 
　　　努めます。 

平成28年度の事務事業見直しの内容 
　 
・事務事業の整理合理化を進めるもの　　　120件 
　　　 
　※　事務事業の見直しによる節減額　　３億９千万円

※公債費のピークは平成30年度と見込んでいます。
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公債費・市債現在高の推移（一般会計）

区　分 H28H23 H24 H25 H26 H27

公債費 9,017 9,419 9,029 9,460

年度末
現在高 93,985 97,269 103,134 111,378

（単位：百万円）

職員数の推移（各年4月1日現在）

年度 H23 H24 H25 H26 H27

職員数 2,020 1,988 1,962 1,929 1,904

前年比較 ▲	33 ▲	32 ▲	26 ▲	33 ▲	25

※一般職員に属する職員の実数

（単位：人）

H28

1,894

▲10

9,528 10,057

113,535 113,774
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一旦、私の説明はここで終了します・・・


