№1

高橋まさき市政報告

平成26年4月
【拡】：拡充事業

平成26年度は、高岡の将来を左右する新幹線開業がいよいよ秒読み段
階に入り、今後厳しさを増す都市間競争に向けた最高のスタートを切る
ため、飛躍的に拡がる交流圏域に向けたｼﾃｨｾｰﾙｽ、新幹線開業に向けた
施策の総仕上げを行います。また、安全・安心なまちづくりを施策の根
幹に据えながら、新たなにぎわいの核を創り、都市構造・地域交通の再
編に着手するなど、新幹線開業後の「未来高岡」に向け、都市の総合力
と求心力を高める施策を展開していきます。

高岡市長

歳 出 予 算 の 内 訳
一般会計予算総額：685億9千万円
①目的別

②性質別（主なもの）
◇投資的経費
106億9,643万円
（前年度予算121億7,096万円/12.1％減）

平成26年度の事務事業見直しの内容
・事業効果等を勘案し廃止するもの
12件
（高齢者銭湯コミュニティ促進事業の廃止など）
・実施方法やコスト等を見直すもの
123件
（広域ごみ処理施設の本稼働に伴う環境クリーン工場等
の廃止による経費削減など）

（単位：人）
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前年比較

▲ 30

▲ 35

▲ 33 ▲ 32 ▲ 26 ▲ 27
※一般職員に属する職員の実数

年度

３.市債の適正管理

H25

H26

1,962 1,935

公債費・市債現在高の推移（普通会計） （単位：百万円）
区 分

H21

H22

H23

H24

H25

H26

公債費

8,766

8,855

8,996

9,603

9,208

9,774

年度末
現在高

・【拡】新分野開拓チャレンジ支援事業（900万円）
・企業誘致強化期間の設定（2億6千566万円）
・企業立地推進事業（874万円）

高岡駅～商業ゾーン～歴史ゾーンへの人の流れや賑わいの創出

・【新】まちなか暮らし・あんしん共創事業
（656万円）
・【拡】まちなか居住推進総合対策支援事業
（1千105万円）

都心エリアにおける都心交通軸の確立
・【拡】総合交通戦略推進事業
・高岡駅周辺地区整備事業（2億6千24万円）
・【新】城端線増便試行事業（1千387万円）

※ 事務事業の見直しによる節減額 3億3千万円

２.職員数の適正化

北陸新幹線開業に向けた都市基盤整備や、学校・保
育所・公民館等の耐震化の推進などにより、公債費・
市債現在高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、事業の選択と財源配分を行うなど、新規市債の
発行を極力抑制するよう努めます。

➢半年前、開業当日イベント
➢市民イベントへの助成
開業目前！
➢高岡ふるさと応援隊、観光親善大使によるＰＲ
たかおかプロモーション
➢飛越能、首都圏沿線地への出向宣伝
大作戦
➢観光説明会 、商談会 、県西部6市観光物産展
➢全国自治体政策研究会議、生活文化都市推進会議など全国大会
➢民放局、ＣＡＴＶ、ＢＳ放送など新幹線特集番組
雑誌、映像による
➢雑誌「ディスカバージャパン」「クレアトラベラー」への特集記事
魅力発信！
➢ＪＲ東日本車内誌「トランヴェール」への特集記事
➢いきいきとやま館会員へのＤＭ
発信力の強化！
➢職員向けシティ・プロモーション研修
合計 1億3千316万

まちなか再構築を総合的に推進

持続可能な行財政運営

市民サービスの水準の維持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。

策

『快適で魅力ある都心エリアのﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ戦略』
安全、安心、便利でにぎわうまちなかの都市空間づくりのために～

※円グラフの金額は端数を調整しています。

職員数の推移（各年4月1日現在）

施

『たかおか魅力発信ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ戦略』～新幹線開業まで、そして それからを見据えたｼﾃｨｾｰﾙｽ～

・まちなか居住推進総合対策支援事業（1千105万円）
・【新】子ども・子育て支援事業計画策定（110万円）
・【拡】特別保育等実施事業（3億6千466万円）
・【拡】こども・妊産婦医療費助成事業（5億4千792万円）

◇人件費
107億1,291万円
（前年度予算 109億2,134万円/1.9％減）

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。

略

定住人口拡大のための「住まい」「子育て」「働く場」の充実

◇扶助費
118億8,025万円
（前年度予算 114億1,961万円/4.0％増）

1.事務事業の整理・合理化

戦

【新】：新規事業

87,305 90,427 93,912 97,208 113,161 112,908

※市債現在高のピークは平成３１年度と見込んでいます。

・【新】ウイング・ウイング高岡10周年記念事業（400万円）
・【拡】 中心市街地賑わい創出開業等支援強化期間
（4千220万円）
・まちなかキッズステーション整備事業（1千284万円）
・【新】高岡駅前地下街交流・情報発信事業（1千539万円）

高岡駅前東地区整備によるまちなかのにぎわい拠点性アップ
・高岡駅前東地区整備推進事業（783万円）
➢高岡駅前東地区拠点施設の基本計画の策定
➢高岡駅前東地区の市街地整備調査
・【新】統合看護専門学校整備推進事業（289万円）
➢設立準備会を設置、
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

『文化創造都市発信戦略』～高岡ならではの魅力を活かし、創造性あふれるまちへ～
文化創造都市構築に向けた施策の本格始動
・【拡】新たな芸術・文化創造推進事業（838万円）
・【新】生活文化創造都市推進会議の開催（170万円）
・【新】金屋町鋳物工房（仮称）整備事業（1千万円）
・【拡】万葉遊楽宴開催事業（2千90万円）

歴史まちづくりのブラッシュアップ
・御車山会館建設事業（5億6千674万円）
・【拡】歴史まちづくり推進事業（261万円）
・まちなか歴史資産魅力向上事業（2千569万円）
・【新】「おくのほそ道の風景地」国名勝指定関連事業（2千500万円）

文 化 力 プ ラ ス ワ ン 事 業
1 ソフト事業/既存事業に文化的要素を取り入れることにより、新たな魅力を生み出す事業
・中心市街地公共交通活性化事業など16事業 （3千432万円）
2 ソフト事業/産業や福祉など他分野と文化がｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝする事業
・高岡食ブランド活性化事業など10事業（2千91万円）
3 ハード事業に文化の色彩を取り込んだ事業
・たかおかｽﾄﾘｰﾄ整備推進事業など5事業（1千383万円）

計 31事業 6千904万円

№2
交流・観光
交通基盤の整備⇒拠点性の向上

市街地の賑わいづくり⇒賑わいの創出

新幹線新駅周辺の整備、高速道路・幹線道路の整備
・北陸新幹線対策事業
（12億9千416万円）
・北陸自動車道ＩＣ整備事業
（3千463万円）
・【新】幹線道路網整備計画策定事業
（8千万円）
・幹線道路の整備（9億9千98万円）

新高岡駅完成図

伏木富山港の振興・拠点港機能の充実
・【拡】大型クルーズ船受入事業
(975万円)
・【拡】 ＲＯＲＯ船定期航路開設支援事業
(100万円)
大型クルーズ船

高岡駅周辺の整備
・高岡駅周辺地区整備事業
（2億6千24万円）
・【新】高岡駅前東地区整備推進事業
(784万円)
まちなかの活性化
高岡駅
・たかおかストリート整備推進事業（382万円）
・【拡】中心市街地賑わい創出開業等支援強化期間の設定
（4千210万円）
・【拡】たかまちプロムナード事業(210万円)
・【新】まちなか回遊性促進事業(650万円)
・祭行事・イベント振興事業(6千191万円)
・【新】ブロンズアートふれあい事業
(100万円)
Open caféの様子

観光資源の活用と広域観光の推進 ⇒観光・交流の活性化
広域観光の推進、観光資源の発掘・活用
・【拡】大型クルーズ船受入事業〔再〕(9千75万円)
・新高岡駅二次交通機能強化調査事業(250万円)
・観光宣伝事業(1千961万円)
・【新】「おくのほそ道の風景地」国名勝指定関連事業
（2千500万円）
・高岡食ブランド活性化事業
(290万円)
・ＴＲ＠Ｐ事業(300万円)
・御車山会館建設事業
（5億6千674万円）

おもてなしの体制づくり
・コンベンション誘致・支援事業
(430万円)
・スマートドライブ環境整備事業
(208万円)
雨晴海岸
・【新】クラフトの台所事業（1千万円）
・【新】高岡駅観光案内施設整備事業
（1千万円）
・【新】金屋町・山町筋観光駐車場調査事業
（430万円）
・【拡】開業目前!たかおかﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ大作戦
(1億3千316万円）

人づくり

ものづくり
新たな産業創造の推進⇒新たな産業を創出
企業誘致の推進
・【拡】企業誘致強化期間の設定及び
設備投資の促進（平成25年度～27年度）
〔企業立地助成金（2億6千276万円）〕
〔企業立地促進資金利子補給金（290万円）〕
・企業立地推進事業（874万円）
・空き工場等有効活用促進事業（300万円）
・ﾎﾟｽﾄｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ支援事業（200万円）
地場産業の振興、人材育成
・地場産業対策事業(1千833万円)
・新ｸﾗﾌﾄ産業・ﾃﾞｻﾞｲﾝ育成支援事業(104万円)
・クラフトマン・デザイナー育成支援事業(77万円)
 意欲ある企業への支援
・新産業創造ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事業推進費（1千181万円）
・【拡】新分野開拓チャレンジ事業（900万円）
・中小企業等海外販路開拓支援事業（103万円）

 子育て支援
・【新】まちなかキッズステーション整備事業（1千284万円）
・【拡】こども・妊産婦医療費助成事業（5億4千792万円）
・【新】子ども・子育て支援事業計画の策定(110万円)
・放課後児童健全育成事業（1億2千396万円）
・【拡】ファミリー・サポート・センター事業（520万円）
・子育て支援センターの活用（4千518万円）
 充実した保育サービス
・特別保育等実施事業（3億6千464万円）
 子育て環境の整備
・二上守山統合保育園建設事業（6億5千782万円）
・はおか保育園改築事業（3億134万円）

郷土意識の醸成と教育環境の充実⇒郷土意識の醸成

農業の振興⇒高岡ブランドの開発と産業化
高岡ブランドの開発
・【拡】６次産業化と地産地消の推進（269万円）
・高岡食ブランド活性化事業（290万円）
・【新】クラフトの台所事業補助金（再）（100万円）
・新産業創造プラットフォーム事業推進費（1千181万円）
・【拡】新分野開拓チャレンジ事業（900万円）
農業の持続的な発展
・農業土木事業（8千200万円）
・農地・水保全管理支払交付金事業 （3千048万円）
・水田利活用対策事業（4千96万円）
・【拡】農業後継者対策特別事業費（847万円）

生涯学習体制の充実と新たな文化の創造
⇒文化創造都市高岡の実現

文化財等の保存・活用、高岡御車山会館建設
・まちなか歴史資産魅力向上事業(2千569万円)
・【新】金屋町鋳物工房（仮称）整備事業（1千万円）
・【拡】住居表示整備（旧町名復活）推進事業（402万円）
・文化財管理事業(2千723万円)
・瑞龍寺(1千350万円)
・勝興寺保存整備(2千448万円)

生涯学習機会の充実
・講座開設(262万円)
・ホール公演(624万円)
・図書購入費(3千万円)

・重要伝統的建造物群保存地区整備事業
（4千22万円）
・重伝建地区(山町・金屋町)整備事業
(4千521万円)
・西山歴史街道整備事業(200万円)
・御車山会館建設事業（再）
（5億6千674万円）
・平成の御車山制作事業(8千62万円)

御車山祭り

新たな芸術・文化創造の推進
菅笠製作
・【拡】新たな芸術・文化創造推進事業
(838万円)
・【新】生活文化創造都市推進会議の開催
（170万円）
・【拡】高岡万葉遊楽宴開催事業
(2千90万円)
・高岡市民文化振興事業団補助
(1千784万円)
鋳物製造
・次世代クリエイター工房開設支援事業（160万円）
・【新】金屋町鋳物工房（仮称）整備事業（1千万円）
・万葉歴史館改修整備事業(1億4千37万円)

伝統技術の保存継承
⇒歴史と文化を支え守ってきた技と心を継承し産業化へ
・次世代クリエイター工房開設支援事業(160万円)
・伝統工芸産業希少技術継承事業(350万円)
伝統産業後継者の育成
・【新】次世代ものづくり人材育成事業（437万円）
・菅笠保全対策事業(600万円)
 文化財等修理事業の充実
・文化財等修理事業費補助金(128万円)
・文化財等修理機能充実事業(113万円)
 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(1千731万円)

 スポーツ施設の充実
・高岡西部総合公園整備事業（3億150万円）
・福岡グラウンド整備事業（1億7千498万円）
・グラウンドゴルフ場整備事業（2億9千130万円）
・総合体育館整備事業（700万円）
・選手育成強化事業（1千560万円）
戸出ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ日本リーグ

安全・安心
環境共生社会の推進⇒循環型社会の形成

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
 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（435万円）
・地域で暮らすあんしん高岡創造事業（325万円）
・子ども発達支援事業（1千781万円）
・未熟児訪問指導・相談事業（212万円）
 地域医療体制の充実
・急患医療センター整備事業（1億6千795万円）
・【拡】救急医療体制充実化支援事業（4千万円）

 エコ活動の支援（環境共生の推進）
 環境保全意識の醸成
・グリーン＆スマート公共施設整備事業
・啓蒙・啓発事業（99万円）
（5千244万円）
・循環型社会づくり事業（2千515万円）
・福岡エコモデルタウンへの取り組み（215万円）
・美しいまちづくり事業（2千79万円）
・低炭素化社会づくり事業（1千15万円）
・【新】ごみ減量化・資源化促進事業（5千980万円）
 ごみ処理施設の整備
・高岡地区広域圏事務組合（一般廃棄物共同処理）分担金（3億2千342万円）
急患医療ｾﾝﾀｰ

市民協働ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの構築⇒市民活動の活性化
 市民活動のネットワーク化
・伏木地区ｺﾐｭﾆﾃｨ施設整備事業（6億5千872万円
・福岡中央地区まちづくり推進事業（3億3千770万）
・市民活動支援事業（137万円）
 市民活動の支援
・市民によるまちづくり支援事業（455万円）
・若者交流活動推進事業（100万円）
・【拡】ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ構想推進事業（430万円）

 多文化共生の推進
・多文化共生推進事業（433万円）
・在住外国人支援団体育成事業（100万円）
・在住外国人のための生活ｻﾎﾟｰﾄ事業（350万円）
･外国人児童生徒教育支援事業（572万円）
・多文化こども勉強室運営事業（24万円）
・‘I LOVE TAKAOKA’ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業(再)（84万円）

生活環境の整備と地域公共交通の確保
⇒だれもが快適に暮らせる生活圏の形成
 土地区画整理
・福岡駅前土地区画整理事業（7億5千246万円）
 まちなか居住支援
万葉線
・まちなか居住推進総合対策事業（1千105万円）
 地域公共交通活性化
・万葉線再生事業（2千204万円）
・【拡】エコ・トランスポート推進事業（760万円） ・並行在来線対策事業（2千500万円）
・コミュニティバス運行事業（4千万円）
・【新】並行在来線新駅周辺整備事業
・新高岡駅二次交通機能強化調査事業
（850万円）
（250万円）
・【新】城端線増便試行事業（1千38７万円）

災害に強いまちづくりの推進⇒防災力の強化

多文化共生社会の推進
⇒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

越中万葉夢幻譚
「万葉ファンタジスタ大伴家持」

 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（1千730万円）
・「高岡再発見」プログラム事業（175万円）
・‘ILOVETAKAOKA’プログラム事業（84万円）

スポーツ活動の支援
⇒ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに合わせたｽﾎﾟｰﾂ活動を楽しめるまち

歴史・文化
歴史・文化資産の保存と活用
⇒「歴史都市高岡」を世界に発信！

子育て支援の推進や保育ｻｰﾋﾞｽの充実
⇒子育てしやすい環境の整備

多文化交流

 浸水対策の強化
・道路冠水対策事業（2千600万円）
・下水道整備事業（うち浸水対策分）（4億7千330万円）
・雨水貯留槽設置費補助（100万円）
 防災対策の見直し
・地域防災計画推進事業（1千313万円）
・老朽危険空き家除却支援事業（272万円）
・【新】まちなか暮らし・あんしん共創事業（656万円）
 耐震化の促進
・公共施設の耐震化〔小中学校、公民館、青年の家等〕（3千895万円）
・耐震シェルター等設置支援事業（63万円）

