
＜特定政策分野等 主要事業＞

令和３年度
魚津市当初予算資料

魚津市イメージキャラクター
「ミラたん」





特定政策分野及び特別枠（未来子ども枠・豊かな自然枠・コロナ対策）を推進する主要事業

①産業の育成創出 R3事業費 事業担当 資料頁

拡充 ◇電子版プレミアム付商品券発行事業 275,000千円 商工観光課 P.8

拡充 ◇魚津の宿泊割引事業（魚旅キャンペーン） 50,000千円 商工観光課 P.9

継続 ◇新しい生活様式を踏まえた採用活動支援事業 20,500千円 商工観光課 P.10

新規 ◇地域活性化起業人等外部専門家活用事業 12,200千円 企画政策課 P.11

新規 ◇テレワーク支援事業 10,000千円 商工観光課 P.12

新規 ◇湾岸・田園サイクリングコース接続ルート整備事業 8,000千円 建設課 P.13

継続 ◇新型コロナウイルス感染症対策保証料助成 8,000千円 商工観光課 P.14

新規 ◇魚津の農林水産業体験・応援プロジェクト 3,000千円 農林水産課 P.15

新規 ◇６次産業化うおづの魅力発信事業 2,221千円 農林水産課 P.16

新規 ◇スマート農業推進事業 2,000千円 農林水産課 P.17

新規 ◇観光振興計画策定事業 1,224千円 商工観光課 P.18

第２次魚津市観光振興計画の計画期間が令和３年度末で満了となることから、魚津
市観光振興条例に基づき、令和４年度からの本市における観光振興につなげるた
め、新たな計画を策定する。

《　ともにつくる　未来につなぐ　人と自然が輝くまち　》

プレミアム付商品券を発行し、市内消費を活性化させるほか、電子版で発行すること
で行政等からのポイント付加機能を持たせ、市民の様々な活動の活性化を図る。

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ市内宿泊需要を喚起し、観光関
係事業者への支援につなげる。

新しい生活様式を踏まえた採用活動の導入を支援し、新型コロナウイルス感染症の
拡大防止と市内事業所の人材確保を促進する。

総務省の地域活性化起業人制度や地域力創造アドバイザー制度を活用し、地域活
性化の取組に関する指導・助言を受けながら、魚津の魅力や価値の向上、情報発信
に取り組む。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、全国的にテレワークへの移行が進むなか、
市内企業のテレワークシフトに要する経費や市民のテレワークを支援し、市内企業の
生産性向上及び市民の多様な働き方を推進する。

ナショナルサイクルコースの候補である「富山湾岸サイクリングコース」と「田園サイクリ
ングコース」を片貝川沿い及び早月川沿いで結ぶことにより、両コースの連絡路とな
るだけでなく、魚津市を周遊できる環境を整える。

　富山県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」、経済変動対策緊急融資
保証「新型コロナウイルス感染症対策枠」の融資に係る保証料を全額保証すること
で、市内中小企業の資金繰りを支援する。

市の特産品や生産加工品の産地を訪問し、生産者との交流および作業体験を通じ
て、魚津の風土で培われてきた農林水産業の「生業」を学び、体感することで、未来
への継承、魅力向上につなげる。

体験型観光の需要の高まりに応えるため、「農業」と「観光」が連携した「観光農園」の
整備を支援し、６次産業化を推進する。

農業の省力化・効率化を図るため、農作業等に使用するドローンの操作技能の認定
に要する経費を支援する。
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②賑わいある空間の創出 R3事業費 事業担当 資料頁

新規 ◇（仮称）本江地域交流センター建設事業 96,127千円 地域協働課 P.19

新規 ◇都市構造再編集中支援事業 102,951千円 都市計画課 P.20

新規 ◇総合公園賑わい創出事業 10,000千円 都市計画課 P.22

新規 ◇魚津市総合都市交通体系調査 6,300千円 都市計画課 P.23

③子育て環境・教育の充実 R3事業費 事業担当 資料頁

拡充 ◇こども医療費助成事業 11,157千円 こども課 P.24

※拡充に伴う
　事業費増加分

新規 ◇ＧＩＧＡスクール教育環境充実事業 35,690千円 教育総務課 P.25

新規 ◇小中学校施設設備更新事業 5,500千円 教育総務課 P.26

新規 ◇中学校指導者用デジタル教科書導入事業 3,600千円 学校教育課 P.27

新規 ◇みなＳＵＮデー ～つばめであそぼう～ 事業 3,355千円 こども課 P.28

新規 ◇ロボコン魚津大会実施事業 1,850千円 学校教育課 P.29

新規 ◇図書館設備更新事業 1,700千円 図書館 P.30

新規 ◇プール授業外部委託モデル事業 1,041千円 学校教育課 P.31

新規 ◇プログラミング教育推進事業 1,014千円 学校教育課 P.32

令和２年度より小学校学習指導要領においてプログラミング教育が必修化されたこと
から、市による充実したプログラミング教育を推進する。

小中学校施設の中で特に老朽化が激しい設備等について、児童や生徒が安全・安
心に過ごすことができるよう更新・修繕を行い、教育環境の充実を図る。

令和３年度から新しい教科書が採択されることに合わせて、教員用のデジタル教科
書を導入する。

休日も親子で天候に関係なく安心して遊べる場がほしいという声に応え、つばめ児
童センターを拠点として月２回日曜日開館する。 児童厚生員による親子で楽しめる
遊びの提供や親子の触れ合い交流を促進する。

プログラミング教育の推進に向けて、小学生が「ベニズワイガニ」をモチーフとする
モーター駆動のロボットを自作し、コース設定をクリアしようとするコンテストを行う。

図書館がオープンしてから15年以上経過しており、施設や設備の老朽化が目立つこ
とから、令和３年度から令和５年度までの３年間をかけて、計画的に機器の取替や施
設修繕を行い、安全で快適な施設・設備の維持を図る。

令和７年度の供用開始を目指している新しい市民プールでのプール授業実施を視
野に入れ、プールの老朽化が進んでいる星の杜小学校をモデル校として、総合体育
館温水プールで授業を実施する。

令和２年度に整備したタブレットを有効活用するため、ＧＩＧＡスクールサポーターを
配置し、タブレットを活用した授業の充実や教育の負担軽減を図るほか、関連機器の
保守対応等を行う。

地域住民をはじめ市内外から誰もが利用しやすい地域活性化の拠点として、（仮称）
本江地域交流センターを整備する。

子育て世帯及び新婚世帯の住宅取得や、事業者住宅団地造成への支援を行うとと
もに、魚津駅・新魚津駅周辺における都市空間の整備を進めることにより、本市への
居住の誘導及び都市機能の向上を目指す。

みらパーク（総合公園）の賑わい創出に向けて、来園者の休憩場所や雨天時のイベ
ント等に利用できるフリースペースを整備するほか、イベントを定期開催する。

人口減少や郊外部を縦断する国道８号バイパスの開通などにより、生活基盤や交通
形態が大きく変化したことから、将来を見据えた都市計画道路網を再構築するため、
交通体系調査を実施する。

こども医療費助成について、これまでは15歳までのこどもを対象にしていたが、子育
て世帯の経済的負担を軽減し、すべてのこどもが安心して適切な医療を受ける機会
を得られるよう、対象年齢を18歳まで拡大する。
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④安全・安心な暮らしの確保 R3事業費 事業担当 資料頁

新規 ◇ありそドーム大規模改修事業 207,820千円 生涯学習・スポーツ課 P.33

拡充 ◇災害備蓄用品整備事業 22,000千円 総務課 P.34

継続 ◇新しい生活様式を踏まえた採用活動支援事業 20,500千円 商工観光課 P.10

（再掲）

新規 ◇テレワーク支援事業 10,000千円 商工観光課 P.12

（再掲）

新規 ◇ため池耐震調査 9,000千円 農林水産課 P.36

新規 ◇防災行政無線戸別受信機整備事業 6,353千円 総務課 P.37

拡充 ◇空家対策支援事業 3,425千円 都市計画課 P.38

新規 ◇まちなか公園魅力向上事業 2,456千円 都市計画課 P.39

新規 ◇緊急浚渫推進事業 2,000千円 建設課 P.40

新規 ◇防犯対策施設維持整備事業 1,000千円 環境安全課 P.41

少子高齢化が進むなか、適正に管理されない空家等が深刻な社会問題となってい
ることから、第２次魚津市空家等対策計画に基づき、管理不全な空家を増加させな
いよう、空家対策セミナーの開催や、空家意向調査等を実施する。

魚津市パークマネジメント基本方針に基づき、地域住民、団体、事業者など多様な
主体と連携して、地域の特性に応じた公園の利活用を検討し、誰もが安全で安心し
て利用できる魅力的な公園づくりを目指す。

氾濫等による浸水被害を未然に防止するため、河川の土砂等の除去・処分をはじ
め、樹木の伐採を行う。

市内に設置してある防犯カメラに不具合が生じていることから、点検・修理を行い、歩
行者等の安全・安心の確保につなげる。

経年劣化によりアリーナ床面に破損個所が生じていることから、安全に利用していた
だけるようアリーナ床面の改修を行うほか、アリーナ照明について、省エネルギー化
に向けて、ＬＥＤ照明化工事を行う。

コロナ禍において、災害発生時の避難所の感染症対策や車中泊・分散避難者への
対応、平常時の公共施設での感染症対策に、必要な備蓄品を整備することで、感染
症の拡大防止を図る。

新しい生活様式を踏まえた採用活動の導入を支援し、新型コロナウイルス感染症の
拡大防止と市内事業所の人材確保を促進する。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、全国的にテレワークへの移行が進むなか、
市内企業のテレワークシフトに要する経費や市民のテレワークを支援し、市内企業の
生産性向上及び市民の多様な働き方を推進する。

防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から市民の生命及び財産を
守るため、ため池の耐震調査を実施する。

避難所開設に関わる自主防災組織役員等や指定避難所に対して「防災行政無線の
戸別受信機」を配布・設置することで、情報等のスムーズな伝達を実現し、コロナ禍に
おける円滑な避難体制の構築を図る。
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⑤移住・定住の促進と関係人口の創出 R3事業費 事業担当 資料頁

新規 ◇子育て新婚世帯等住宅取得支援事業（都市構造再編集中支援事業） 58,000千円 都市計画課 P.20

※住宅取得
支援分 （再掲）

拡充 ◇地域おこし協力隊事業（就農者育成枠） 7,794千円 地域協働課 P.42

新規 ◇移住コンシェルジュ設置事業 3,142千円 地域協働課 P.43

新規 ◇ママと子どもが輝くまちづくり事業 1,000千円 地域協働課 P.44

新規 ◇魚津市ワーケーションモニター事業 700千円 地域協働課 P.45

拡充 ◇ふるさと魚津発県外学生応援事業 540千円 地域協働課 P.46

⑥世代を超えた持続可能なまちづくり R3事業費 事業担当 資料頁

新規 ◇（仮称）本江地域交流センター建設事業 96,127千円 地域協働課 P.19

（再掲）

新規 16,854千円 市民課 P.47

新規 ◇マイナンバーカードを活用したコンビニ交付事業 9,182千円 市民課 P.48

拡充 ◇ＨＰＶワクチン接種に関する周知 5,951千円 健康センター P.49

新規 ◇フレイル予防総合推進事業（介護保険事業特別会計） 3,000千円 社会福祉課 P.50

新規 ◇女性活躍社会推進事業 1,000千円 商工観光課 P.51

子育て世帯及び新婚世帯の住宅取得を支援し、定住人口の増加を目指す。

女性の働く場（活躍の場）の創出に向けて、商工会議所等と連携し、職場で女性が
活躍できる領域を増やす機運を醸成する。

農業経営後継者を育成することにより、地域ブランドの存続を図るほか、地域住民と
して「地域協力活動」を行いながら、地域への定住・定着を図る。

移住コンシェルジュを設置することで、移住者や移住希望者に対するサポート体制を
充実させ、住みたいまち魚津の実現を目指すほか、「出会いコンシェルジュ」を兼務
し、行政にはない新たな発想やアイデアを生かしながら、婚活支援事業を推進する。

ママと子供が楽しめるイベントを年間を通して開催することで、多様に働くママに活躍
の場を提供するとともに、若い世代の移住定住促進や関係人口の拡大につなげる。

トライアルオフィス等のコワーキングスペースの利用促進を図るとともに、ワーケーショ
ンモニターが中長期滞在することにより、移住・定住人口の拡大、地域活性化、PRに
つなげる。

本市出身の県外在住大学生等に対して、県外での生活支援とふるさとを感じてもらう
ために市内特産品を送付するほか、申込した学生の居住地に、就職支援情報等を
定期的に送付し、県外在住の若者とのネットワークの拡大とUターン促進を図る。

現・本江公民館は、老朽化が激しく、耐震性もないため、地域住民をはじめ市内外か
ら誰もが利用しやすい地域活性化の拠点として、（仮称）本江地域交流センターを整
備する。

◇高齢者の保健・介護予防の一体的実施事業（後期高齢者医療事業特別会計）

本市における様々な健康課題を克服するために、高齢者に対する保健事業と介護
予防事業を一体的に実施し、市民に対して切れ目のない効果的な健康づくり・介護
予防事業を提供することで、健康寿命の延伸を図る。

市役所窓口への来庁抑制による新型コロナウイルス感染症の拡大防止、行政手続き
のオンライン化の促進、証明書を取得できる場所・時間の拡大により、住民サービス
の向上を図る。

ＨＰＶワクチンの定期接種対象者及びその保護者に対し、ＨＰＶワクチン接種の有効
性や安全性をはじめ、円滑な接種のために必要な情報を周知する。

今後高齢化が進むなか、要介護状態の前段階である「フレイル」をより早期から予防
し、健康寿命を延ばすことが必要とされているため、フレイルを促進させる『歯科口
腔・栄養・運動・認知』面の予防強化を主軸とした一体的な事業を展開する。
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⑦未来子ども枠 R3事業費 事業担当 資料頁

拡充 ◇こども医療費助成事業 11,157千円 こども課 P.24

※拡充に伴う
　事業費増加分

（再掲）

新規 ◇子育て新婚世帯等住宅取得支援事業（都市構造再編集中支援事業） 58,000千円 都市計画課 P.20

※住宅取得
支援分 （再掲）

新規 ◇うおすいアクティブスポット新設事業（水族館事業特別会計） 23,000千円 水族館 P.52

新規 ◇総合公園賑わい創出事業 10,000千円 都市計画課 P.22

（再掲）

新規 ◇みなＳＵＮデー ～つばめであそぼう～ 事業 3,355千円 こども課 P.28

（再掲）

新規 ◇魚津の農林水産業体験・応援プロジェクト 3,000千円 農林水産課 P.15

（再掲）

新規 ◇まちなか公園魅力向上事業 2,456千円 都市計画課 P.39

（再掲）

新規 ◇ロボコン魚津大会実施事業 1,850千円 学校教育課 P.29

（再掲）

新規 ◇プログラミング教育推進事業 1,014千円 学校教育課 P.32

（再掲）

新規 ◇ママと子どもが輝くまちづくり事業 1,000千円 地域協働課 P.44

（再掲）

⑧豊かな自然枠 R3事業費 事業担当 資料頁

新規 ◇地球温暖化対策実行計画推進事業 10,000千円 環境安全課 P.53

新規 ◇片貝川流域水循環遺産活用事業 4,000千円 環境安全課 P.54

東山円筒分水槽が国登録有形文化財に登録されたことを機に、片貝川流域に点在
する高円堂用水や洞杉、蛇石など水循環遺産を活用して、観光・環境教育・健康づ
くり等の推進を図る。

こども医療費助成について、これまでは15歳までのこどもを対象にしていたが、子育
て世帯の経済的負担を軽減し、すべてのこどもが安心して適切な医療を受ける機会
を得られるよう、対象年齢を18歳まで拡大する。

子育て世帯及び新婚世帯の住宅取得を支援し、定住人口の増加を目指す。

バックヤード、キッズコーナーにおいて、親子で楽しみふれあえる、体験型コーナー
を導入する。

みらパーク（総合公園）の賑わい創出に向けて、来園者の休憩場所や雨天時のイベ
ント等に利用できるフリースペースを整備するほか、イベントを定期開催する。

休日も親子で天候に関係なく安心して遊べる場がほしいという声に応え、つばめ児
童センターを拠点として月２回日曜日開館する。 児童厚生員による親子で楽しめる
遊びの提供や親子の触れ合い交流を促進する。

市の特産品や生産加工品の産地を訪問し、生産者との交流および作業体験を通じ
て、魚津の風土で培われてきた農林水産業の「生業」を学び、体感することで、未来
への継承、魅力向上につなげる。

魚津市パークマネジメント基本方針に基づき、地域住民、団体、事業者など多様な
主体と連携して、地域の特性に応じた公園の利活用を検討し、誰もが安全で安心し
て利用できる魅力的な公園づくりを目指す。

プログラミング教育の推進に向けて、小学生が「ベニズワイガニ」をモチーフとする
モーター駆動のロボットを自作し、コース設定をクリアしようとするコンテストを行う。

令和２年度より小学校学習指導要領においてプログラミング教育が必修化されたこと
から、市による充実したプログラミング教育を推進する。

ママと子供が楽しめるイベントを年間を通して開催することで、多様に働くママに活躍
の場を提供するとともに、若い世代の移住定住促進や関係人口の拡大につなげる。

ゼロカーボンシティの実現に向けて、温室効果ガス排出量の現状分析や削減目標、
取組みについて検討し、実行計画を策定する。
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⑨コロナ対策 R3事業費 事業担当 資料頁

拡充 ◇新型コロナウイルスワクチン接種事業 237,725千円 健康センター P.55

拡充 ◇電子版プレミアム付商品券発行事業 275,000千円 商工観光課 P.8

（再掲）

拡充 ◇魚津の宿泊割引事業（魚旅キャンペーン） 50,000千円 商工観光課 P.9

（再掲）

新規 ◇魚津水族館感染予防対策事業（水族館事業特別会計） 27,905千円 水族館 P.56

拡充 ◇災害備蓄用品整備事業 22,000千円 総務課 P.34

（再掲）

新規 ◇埋没林博物館感染予防対策事業 21,486千円 埋没林博物館 P.57

継続 ◇新しい生活様式を踏まえた採用活動支援事業 20,500千円 商工観光課 P.10

（再掲）

新規 ◇ＧＩＧＡスクール教育環境充実事業 12,000千円 教育総務課 P.25

※GIGAｽｸｰﾙ
ｻﾎﾟｰﾀｰ１名分

（再掲）

新規 ◇テレワーク支援事業 10,000千円 商工観光課 P.12

（再掲）

継続 ◇新型コロナウイルス感染症対策保証料助成 8,000千円 商工観光課 P.14

（再掲）

新規 ◇防災行政無線戸別受信機整備事業 6,353千円 総務課 P.37

（再掲）

新規 ◇中学校指導者用デジタル教科書導入事業 3,600千円 学校教育課 P.27

（再掲）
令和３年度から新しい教科書が採択されることに合わせて、教員用のデジタル教科
書を導入する。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、住民が円滑にワクチン接種を受けるこ
とができるような体制を整えるとともに、国が示す基準に基づき、接種を進める。

プレミアム付商品券を発行し、市内消費を活性化させるほか、電子版で発行すること
で行政等からのポイント付加機能を持たせ、市民の様々な活動の活性化を図る。

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ市内宿泊需要を喚起し、観光関
係事業者への支援につなげる。

感染リスクを減少させ、来館者に安心して施設を利用していただけるよう、新型コロナ
ウイルス感染症に対応した施設の環境整備を行う。

コロナ禍において、災害発生時の避難所の感染症対策や車中泊・分散避難者への
対応、平常時の公共施設での感染症対策に、必要な備蓄品を整備することで、感染
症の拡大防止を図る。

感染リスクを減少させ、来館者に安心して施設を利用していただけるよう、コロナウィ
ルス感染予防対策として空調用冷温水発生機の更新、及び空気清浄機設置等の施
設整備を行う。

新しい生活様式を踏まえた採用活動の導入を支援し、新型コロナウイルス感染症の
拡大防止と市内事業所の人材確保を促進する。

令和２年度に整備したタブレットを有効活用するため、ＧＩＧＡスクールサポーターを
配置し、タブレットを活用した授業の充実や教育の負担軽減を図るほか、関連機器の
保守対応等を行う。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、全国的にテレワークへの移行が進むなか、
市内企業のテレワークシフトに要する経費や市民のテレワークを支援し、市内企業の
生産性向上及び市民の多様な働き方を推進する。

　富山県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」、経済変動対策緊急融資
保証「新型コロナウイルス感染症対策枠」の融資に係る保証料を全額保証すること
で、市内中小企業の資金繰りを支援する。

避難所開設に関わる自主防災組織役員等や指定避難所に対して「防災行政無線の
戸別受信機」を配布・設置することで、情報等のスムーズな伝達を実現し、コロナ禍に
おける円滑な避難体制の構築を図る。
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⑨コロナ対策 R3事業費 事業担当 資料頁

継続 ◇生活保護相談体制強化事業 1,021千円 社会福祉課 P.58

新規 ◇クラスター対応施設職員サポート事業 1,000千円 社会福祉課 P.59

新規 ◇魚津市ワーケーションモニター事業 700千円 地域協働課 P.45

（再掲）

拡充 ◇ふるさと魚津発県外学生応援事業 540千円 地域協働課 P.46

（再掲）

新規 ◇飲食業関連事業者支援事業 4,000千円 商工観光課 P.60

※R2年度3月補正

新規 ◇タクシー事業者支援事業 2,000千円 環境安全課 P.61

※R2年度3月補正
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い収入が減少している市内タクシー事業者の事
業継続を支援する。

新型コロナウイルスの影響により、生活保護の相談や申請件数の増加が見込まれる
ことから、柔軟かつ迅速に対応できるよう臨時職員を雇用し、相談支援体制の強化を
図る。

市内の障がい福祉施設、介護福祉施設、病院において新型コロナウイルス感染症の
クラスターが発生した際に、当該施設職員が家族への感染を懸念し、自宅に帰宅せ
ず市内の宿泊施設を利用し勤務を継続する場合に、その宿泊費の一部を助成する
ことで、継続的な福祉サービスや医療サービスの提供体制の確保を図る。

トライアルオフィス等のコワーキングスペースの利用促進を図るとともに、ワーケーショ
ンモニターが中長期滞在することにより、移住・定住人口の拡大、地域活性化、PRに
つなげる。

本市出身の県外在住大学生等に対して、県外での生活支援とふるさとを感じてもらう
ために市内特産品を送付するほか、申込した学生の居住地に、就職支援情報等を
定期的に送付し、県外在住の若者とのネットワークの拡大とUターン促進を図る。

令和３年１月に富山県により行われた飲食店への時短要請によって影響を受けてい
る飲食店と直接取引のある事業者及び運転代行業者に対して、市独自の支援を行う
ことにより、魚津市の特徴的なサービス業経営の安定性を高める。
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◇プレミアム付商品券発行 ２６８，０００千円

形態:カード型またはアプリ型 発行時期:令和３年７月（予定）

プレミアム率:３０％ 発行額:２６０，０００千円
利用可能店舗:市内約３７０店 発行事務費:８，０００千円

◇ポイント付加事業 ７，０００千円

（予定）特定健診受診ポイント
マイナンバーカード申請ポイント
その他ボランティア参加ポイントなど

※ポイント数など詳細は後日発表

＜拡充＞ 電子版プレミアム付商品券発行事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:２７５，０００千円（R２補正:270,000千円）

＜財源＞
国負担 ７５，０００千円
※コロナ交付金

販売収入 ２００，０００千円
担当課:商工観光課
商工労働・企業立地係 23-6195

8

プレミアム付商品券を発行し市内消費を活性化させる。また、電子版で発行す
ることにより、商品券にとどまらず、行政等からのポイント付加機能を持たせ、
市民の様々な活動の活性化を支援する。
市内での経済循環を目的とするため、地域通貨タイプの電子商品券を導入する。

コロナ対策 産業の育成・創出



市内宿泊施設の宿泊料金から、１人１泊あたり最大３千円を割引する。
【対象者】富山県及び近隣県（新潟・⾧野・石川・岐阜・福井）在住者
【実施期間】令和３年４月～９月末（予算が無くなり次第終了）
【割引額】
・各種割引適用後の宿泊料金が４千円以上の場合 ・ ・ ・ ３千円割引
・ 〃 ３千円以上４千円未満の場合…２千円割引
・ 〃 ２千円以上３千円未満の場合…１千円割引
（令和２年度事業は１万円以上で４千円割引、１万円未満で２千円割引）

※Ｇｏ To トラベルキャンペーン等との併用可
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、事業内容を見直す場合がある。

＜拡充＞ 魚津の宿泊割引事業（魚旅キャンペーン）

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:５０，０００千円 (R2補正: 41,000千円)

＜財源＞
国負担 ５０，０００千円
※コロナ交付金

担当課:商工観光課
観光戦略係 23-1025

9

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、落ち込んだ市内宿泊需要を
喚起し、観光関係事業者支援につなげるために、令和２年９月から実施してき
た市内宿泊施設の利用に対し割引補助を行う当該事業の期間を延⾧し、効果を
持続させる。

コロナ対策 産業の育成・創出



市内企業の採用活動のオンライン化に係る経費を助成する。
■対象経費 オンライン面接を実施するために必要な

①機材等整備費
②システム等導入費、専門家委託料

■対象期間 令和３年４月～令和４年２月
■助成率 ２／３
■助成額 上限200千円
■事業所数 100社
■予算見積 補助金 20,000千円＝200千円×100社

事務費 500千円

＜継続＞ 新しい生活様式を踏まえた採用活動支援事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:２０，５００千円 (R2補正: 6,000千円)

＜財源＞
市負担 １０，５００千円
その他 １０，０００千円

担当課:商工観光課
商工労働・企業立地係 23-6195

10

新しい生活様式を踏まえた採用活動の導入を支援し、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止と市内事業者の人材確保を図る。
採用活動のオンライン化を推奨することにより、広く人材を獲得する機会を増
加させる。

コロナ対策 産業の育成・創出 安全・安心



➀地域活性化起業人制度
・地域活性化起業人制度事業負担金 5,600千円
・地域活性化起業人提案事業に関する事業実施負担金 1,000千円

②外部専門家（地域力創造アドバイザー）制度
・外部専門家（地域力創造アドバイザー）招へい負担金 5,600千円

＜新規＞ 地域活性化起業人等外部専門家活用事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１２，２００千円

＜財源＞
市負担 １２，２００千円
※特別交付税措置あり

担当課:企画政策課
企画係 23-1067

11

➀地域活性化起業人制度
総務省の地域活性化起業人制度を活用し、都市圏に所在の民間企業の社員を

受け入れ、ふるさと納税を含むＥＣサイトでの販売戦略や新たな商品開発、魚
津の情報発信などにつながる業務に従事してもらう。

②外部専門家（地域力創造アドバイザー）制度
総務省の外部専門家（地域力創造アドバイザー）制度を活用し、地域活性化

の取組に関する知見やノウハウを有するもの（総務省:地域人材ネットに登録
された者）を招へいし、指導・助言を受けながら魚津独自の魅力や価値の向上
に取り組む。

産業の育成・創出



◇企業のテレワーク支援 3,000千円
・テレワーク用機器等整備補助 300千円×10社
（従業員ＰＣ整備、システム構築、専門家費用など）
補助率2/3，補助上限300千円

◇市民のテレワーク支援 4,000千円
・トライアルオフィス管理委託 2,440千円
・テレワークセミナー開催（２回） 1,040千円
・テレワーク座談会開催 520千円

◇市内企業のテレワークビジネス支援 3,000千円
・テレワークビジネスＰＲ費用補助 300千円×10社
（チラシ印刷、ネット広告など宣伝広告費）
補助率1/2、補助上限300千円

＜新規＞ テレワーク支援事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１０，０００千円

＜財源＞
国負担 １０，０００千円
※コロナ交付金

担当課:商工観光課
商工労働・企業立地係 23-6195

12

新型コロナウイルス感染症拡大により、全国的にテレワークへの移行が進むな
か、市内企業のテレワークシフトに要する整備や市民のテレワークを支援し、
市内企業の生産性向上及び市民の多様な働き方を推進する。

コロナ対策 産業の育成・創出 安全・安心



〇ナビゲーターライン設置
ルート上に一定間隔（７ｍごとに３ｍ）で青いラインを引き、サイクリング

コースの目印とし、分岐点では進行方向を示す矢印マークを表示する。

・片貝川沿い接続ルート（2.8㎞:市施工1.2㎞、県施工1.6㎞）
魚津工業高校から、富山地方鉄道やあいの風とやま鉄道、８号バイパス等の

高架下を抜け、川の瀬団地までを繋ぐルート
・早月川沿い接続ルート（4.0㎞:市施工3.8㎞、県施工0.2㎞）
魚津総合公園から、早月川緑地を経由して、旧スーパー農道までを結ぶ、河

川敷縦断ルート

＜新規＞ 湾岸・田園サイクリングコース接続ルート整備事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:８，０００千円

＜財源＞
市負担 ８，０００千円

担当課:建設課
整備改良係 23-1029

13

ナショナルサイクルコースの候補である「富山湾岸サイクリングコース」と
「田園サイクリングコース」を片貝川沿い及び早月川沿いで結ぶことにより、
両コースの連絡路となるだけでなく、魚津市を周遊できる環境（約35ｋｍの
コース）を整える。

産業の育成・創出



◇県新型コロナウイルス感染症対策保証料助成 ８,０００千円

「富山県新型コロナウイルス感染症対応資金」、
「経済変動対策緊急融資保証（新型コロナウイルス感染症対策枠）」
に係る事業者負担分保証料を全額負担

平均保証料額 ３２０千円×想定件数 ２５件分＝８，０００千円

期間 令和３年４月～４年３月
（但し、対象の融資制度が廃止された場合は本制度も終了）

＜継続＞ 新型コロナウイルス感染症対策保証料助成

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:８，０００千円（R2補正:10,000千円）

＜財源＞
国負担 ８，０００千円
※コロナ交付金

担当課:商工観光課
商工労働・企業立地係 23-6195

14

富山県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」、経済変動対策緊急
融資保証「新型コロナウイルス感染症対策枠」の融資に係る保証料を全額保証
することで、市内中小企業の資金繰りを支援する。

コロナ対策 産業の育成・創出



「水稲」「野菜」「果樹」「林業」「水産」を体験活動の「5本柱」とし、
それぞれの体験メニューを年間を通じて各２～３回実施。
また夏休みには、５本柱を組み合わせた特別体験会を行う。
基本的に「親子」での体験をメインとし、体験内容によって年齢（学年）を

定める。ファミリーで体験を分かち合えるよう兄弟姉妹で参加できる「家族」
枠や、関係人口拡大をねらった移住者等の「移住」枠も設ける。

＜新規＞ 魚津の農林水産業体験・応援プロジェクト

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:３，０００千円

＜財源＞
市負担 ３，０００千円

担当課:農林水産課
農産振興係 23-1034

15

魚津の歴史ある農林水産業を「親子」で学び、未来への継承、魅力向上につ
なげる。市の特産品や生産加工品の産地を訪問し、生産者との交流および作業
体験を通じて、魚津の風土で培われてきた農林水産業の「生業」を学び、体感
する。体験を通じて得た知識や経験をもとに、農林水産業と直結する魚津の自
然環境を学ぶとともに、地産地消の推進や地元愛の創出等を図る。

産業の育成・創出未来子ども枠



【対象者】
市内果樹農家

【事業の内訳】
観光農園駐車場の整備、
休憩用スペースの整備 ４，４４３千円

【補助率】県単:６次産業化とやまの魅力発信事業
県 １／３
市 １／６

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:２，２２１千円

＜財源＞
県負担 １，４８０千円
市負担 ７４１千円

担当課:農林水産課
農産振興係 23-1034

16

農林漁業者の収益性向上を図り、「収穫体験」など「体験」型観光の需要に
応えるため、「農業」と「観光」が連携した「観光農園」の整備（駐車場整備、
休憩スペースの整備、等）を支援し、６次産業化を推進する。
また、農林水産業の魅力を発信することで、観光客の増加や交流人口の拡大

につなげる。

＜新規＞ ６次産業化うおづの魅力発信事業

産業の育成・創出



【補助対象者】
認定農業者、新規就農者、人・農地プランの中心経営体等
※法人等含む

【補助対象経費】
ドローンの操作技術及び安全な飛行に関する知識を取得するための講習費

【補助率】
１／２（1人あたり上限100千円）×20名＝2,000千円

＜新規＞ スマート農業推進事業（担い手育成支援）

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:２，０００千円

＜財源＞
市負担 ２，０００千円

担当課:農林水産課
農政係 23-1032

17

農業の省力化・効率化を目的とし、農作業等に使用するドローンの技能の認
定の取得に要する経費に対し、その取得費用の一部を助成する。

産業の育成・創出



魚津市の観光の振興を総合的かつ戦略的に推進するため、観光振興計画を策
定し、観光の振興に関する次の事項を定める。

①目標及び基本方針
②施策の具体的事項
③市民、観光事業者、観光関係団体及び市が担う事項等

観光振興計画の策定に当たって主に次の事項を実施し、令和４年３月までに
計画を完成させる。

・観光事業者、観光関係団体からの意見聴取
・識者による観光振興計画策定委員会の開催
・関係者による各種検討部会等の開催

＜新規＞ 観光振興計画策定事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１，２２４千円

＜財源＞
市負担 １，２２４千円 担当課:商工観光課

観光戦略係 23-1025

18

第２次魚津市観光振興計画（５カ年計画）の計画期間が令和４年３月末で満
了を迎えることから、魚津市観光振興条例に基づき、令和４年度からの本市の
観光振興に繋げるため新たな計画を策定する。

産業の育成・創出



◆整備概要
・敷地面積 2,244.46㎡
・構造 鉄筋コンクリート構造（RC造り）2階建て
・建物延床面積 約1,000㎡
・駐車場 50台
◆スケジュール
令和3年度 事業認定、用地買収、敷地造成工事、建築工事設計
令和4年度 建築工事
令和5年度 解体工事、外構工事
◆全体事業費 約５６１，０００千円

＜新規＞ （仮称）本江地域交流センター建設事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:９６，１２７千円

＜財源＞
国負担 ４６，０００千円
地方債 ４１，４００千円
市負担 ８，７２７千円

担当課:地域協働課
市民交流係 23-1131

19

現在の本江公民館は、施設の老朽化が激しく耐震性もない建物であり、整備
が望まれている。そのため、地域住民をはじめ市内外から誰もが利用しやすい
地域活性化の拠点としてさらなる賑わいのあるまちづくりの形成を図るため
（仮称）本江地域交流センターを整備する。また施設については子どもからお
年寄りまでが幅広く集える施設とする。

賑わい空間の創出 持続可能なまちづくり



♦居住誘導促進事業 68,000千円

〇子育て新婚世帯等住宅取得支援事業 58,000千円（※未来子ども枠）
子育て世代等、市内への移住定住を促進するため、住宅取得された方に
対して補助金を交付
【対象者】
①魚津市で住宅を取得される子育て・新婚世帯
②居住誘導区域内で住宅を取得される方（既区域内居住者は除く）

【助成額】
①子育て・新婚世帯 一律 50万円
※子育て助成は義務教育終了前の子を養育している世帯が対象
※新婚助成は婚姻後２年以内の世帯が対象

②新築・中古住宅取得額の４％（1万円未満切捨て）
※市外に居住されている方(転入２年以内の方含む) 限度額100万円
※居住誘導区域外に居住されている方 限度額50万円

〇住宅団地造成支援事業 10,000千円
居住誘導区域内への定住を促進するため、住宅団地を造成する事業者へ
対して補助金を交付
【対象者】
①居住誘導区域内において、３区画以上の住宅団地の造成を行う事業者

【助成額】
①住居用区画面積に対して4,000円/㎡を乗じた額
※10,000千円を上限とする

＜新規＞ 都市構造再編集中支援事業

【概要①】

20

未来子ども枠 移住・定住賑わい空間の創出

【目的】
子育て世帯、新婚世帯の住宅取得や事業者の住宅団地造成の支援をするとと

もに、魚津駅・新魚津駅周辺の都市空間の整備をすることにより、本市への居
住の誘導及び都市機能向上を目指す。



♦魚津駅・新魚津駅周辺まちづくり整備（令和3年度～令和7年度） 32,300千円
〇駅周辺空間デザイン計画策定 5,000千円
トータルデザインの方針となる計画を策定

〇魚津駅周辺自転車駐車場整備 26,300千円
整備概要:魚津駅北側駐輪場サイクルポート整備

〇魚津駅地下道線壁面活用実証実験 1,000千円
整備概要:壁面ギャラリー設置 1.0基

【概要②】

【事業費】

R3:１０２，９５１千円

＜財源＞
国負担 ２５，３００千円
地方債 １４，９００千円
その他 ３７，９３０千円
市負担 ２４，８２１千円

担当課:都市計画課
まちづくり係 23-1026

21

整備イメージ



○イベントの開催 5,100千円
♦子育て世代から高齢者までの広い世代を対象としたイベントを開催する。
※つながるパークヨガ、はじめての外遊びなど多彩な企画を予定

○フリースペースの整備 4,600千円
♦レストハウス２Ｆ飲食店跡地において、
乳幼児の親子が安心して利用できるような
床仕上げのフリースペースに改修し、雨天時
のイベント会場や遠足時の昼食・休憩会場と
しても活用を図る。

＜新規＞ 総合公園賑わい創出事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１０，０００千円

＜財源＞
市負担 １０，０００千円 担当課:都市計画課

業務公園係 23-1030

22

みらパーク（総合公園）の賑わい創出に向けて、来園者の休憩場所及び雨天
時のイベント等に利用できるフリースペースを設置することや、イベントの定
期的な開催により、水族館やミラージュランドを含めた公園全体の賑わいが増
加することを目指す。

未来子ども枠 賑わい空間の創出

つながる
パークヨガ



♦魚津市総合都市交通体系調査（令和３年度～令和４年度） 6,300千円
・交差点方向別交通量調査
・将来の交通量の推計、都市計画道路網の検証

＜新規＞ 魚津市総合都市交通体系調査

【目的】

【概要】

【事業費】
R3:６，３００千円

＜財源＞
国負担 ２，０００千円
市負担 ４，３００千円

23

人口減少や郊外部縦断する国道８号バイパスの開通などにより、生活基盤、
交通形態が大きく変化したことから、将来を見据えた都市計画道路網を再構築
するため交通体系調査を実施する。

特別枠・特定政策分野
※特別枠優先

担当課:都市計画課
まちづくり係 23-1026

賑わい空間の創出



現在の０歳児から中学校３年生までのこども医療費助成事業について、対象
者を18歳まで拡充する。
〔拡充の対象者〕
市内在住の16歳から18歳までのこどもで、医療保険の被扶養者であること。
ただし、進学のため市外に転出したこどもを含む。（約1200人）
（対象外）
・就職により社会保険等の被保険者あるいは国民健康保険の世帯主又は組合
員となった者。

・婚姻により成年とみなされる者
〔助成対象期間〕
こどもが、満18歳に到達する日以降最初の3月31日までとする。
ただし、令和3年度は、令和3年10月診療分から適用する。

＜拡充＞ こども医療費助成事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１１，１５７千円 (拡充に伴う増加分)

＜財源＞
市負担 １１，１５７千円 担当課:こども課

子育て支援係 23-1006
24

こども医療費の助成対象を18歳まで拡大し、子育て世帯の経済的負担を軽減
することにより、全てのこどもが安心して適切な医療を受ける機会を得られる
ようにする。
また、すでに18歳までを対象としている近隣市町との制度格差が解消される

ことで、子育て世帯の市外への流出が抑制され、定住につながることが期待で
きる。

未来子ども枠 子育て・教育の充実



■GIGAスクールサポーター２名（常駐） 24,000千円
■基盤保守 5,550千円
■タブレット修繕 2,500千円
■高速印刷機リース（小中学校７校分） 3,640千円

＜新規＞ ＧＩＧＡスクール教育環境充実事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:３５，６９０千円

＜財源＞
国負担 １４，０１２千円
※うちコロナ交付金12,000千円

市負担 ２１，６７８千円
担当課:教育総務課

総務係 23-1043
25

タブレットを有効活用するため、２名のGIGAスクールサポーターを配置し、
タブレットを活用した授業の充実・教員の負担軽減を図るほか、サーバー等関
連機器の保守や故障時の対応を行う。
また、小中学校の印刷機の更新に合わせ、高速印刷機を導入し、コロナ禍に

おける配布物の印刷時間短縮により教職員の働き方改革を進める。

特別枠・特定政策分野
※特別枠優先

（再掲あれば）
特定政策分野子育て・教育の充実 コロナ対策

ＧＩＧＡスクールサポーター業務



早急に更新や修繕が必要な設備等（放送設備、遊具、空調など）を対象に、
令和３年度から令和５年度までの期間において更新する。

■令和3年度整備内容

放送卓の更新（清流小学校・東部中学校を予定）

＜新規＞ 小中学校施設設備更新事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:５，５００千円

＜財源＞
その他 ５，５００千円 担当課:教育総務課

総務係 23-1043

26

小中学校施設の中で特に老朽化が進んでいる設備について更新や修繕を実施
することで、児童生徒が継続的に安全・安心に過ごすことができる教育環境の
充実を図る。

子育て・教育の充実



＜導入科目＞

国語・社会（地理・歴史・公民）・数学・理科・英語

音楽・美術・技術・家庭・道徳

※小学校の指導者用デジタル教科書及び電子黒板については、令和２年度で
整備済

＜新規＞ 中学校指導者用デジタル教科書導入事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:３，６００千円

＜財源＞
国負担 ３，６００千円
※コロナ交付金

担当課:学校教育課
学校教育係 23-1044

27

令和３年度より、中学校において新たに採択された教科書が用いられる。
教員がデジタル教科書を活用して授業を行うことにより、生徒の学習への理
解や関心を高めることが期待できる。

子育て・教育の充実 コロナ対策



◆開館場所 魚津市つばめ児童センター
◆開館日 第２・第４日曜日
◆開館時間 午前９時30分から午後４時まで
◆事業内容 ・午前午後１回ずつ未就学児や小学校低学年の子どもを対象に

した活動や遊びのお楽しみ企画を実施
・お楽しみ企画に参加しない人や企画以外の時間は、フリー
スペースや遊具で自由遊び

・事前申し込み不要
・料金無料

◆実施期間 ３年間のモデル事業として実施

＜新規＞ みなSUNデー ～つばめであそぼう～ 事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:３，３５５千円

＜財源＞
その他 ３，３５５千円 担当課:こども課

保育係 23-1079

28

休日も親子で天候に関係なく安心して遊べる場がほしいという声にこたえ
つばめ児童センターを拠点として月２回日曜日開館する。
児童厚生員による親子で楽しめる遊びの提供や親子の触れ合い交流を促進し
子どもの健やかな成⾧と子育てを楽しむ環境を整える。

子育て・教育の充実未来子ども枠



（仮称）ベニズワイガニロボコン魚津大会
開催予定日 令和３年９月26日（日）

※ベニズワイガニ漁が解禁となる９月に開催
会 場 新川文化ホール
対 象 小学校４～６年生 16組程度（予定）
予 算 額
・事前講習会（全５回）、大会運営等 1,700千円
・大会ポスター作成等 70千円
・会場使用料等 80千円

＜新規＞ ロボコン魚津大会実施事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１，８５０千円

＜財源＞
その他 １，８５０千円 担当課:学校教育課

学校教育係 23-1044

29

小学生が「ベニズワイガニ」をモチーフとするモーター駆動のロボットを自
作し、コース設定をクリアしようとするコンテストを行う。
ロボットを思うように動かそうとする過程でプログラミングについて学ぶこ

ととなり、市のプログラミング教育の推進に資することを目的とする。

未来子ども枠 子育て・教育の充実



①視聴覚室プロジェクター取替修繕
②正面玄関自動ドア修繕
③駐車場グレーチング修繕
④空調機エラー表示修繕 等

＜新規＞ 図書館設備更新事業

【目的】

【概要】

【事業費】

【財源】
市負担 １，７００千円

30

現在の図書館は、平成17年３月にオープン後15年以上経過し、故障や使用
不能となる箇所が増えているため、令和３年度から令和５年度までの３年間で
計画的に機器の取替や故障箇所等の修繕を行い、安全で快適な施設、設備の維
持を図る。

子育て・教育の充実

映画上映や講演会で使用している
天吊り型のプロジェクターを取替修繕

R3:１，７００千円

担当課:図書館
図書係 23-0462



○星の杜小学校プール授業 584千円
使用料賃借料（スクールバス利用） 437千円
委託料（プール利用料金、指導料等） 147千円

○中学校プール授業（２校） 457千円
使用料賃借料（バス借り上げ・プール利用料）

※中学校は体育教員が指導するため、指導料は発生しない。

＜新規＞ プール授業外部委託モデル事業（モデル校:星の杜小）

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１，０４１千円

担当課:学校教育課
学校教育係 23-1044

31

星の杜小学校のプール老朽化のため、令和２年度以降はプール補修等を行
わず、市総合体育館プールで授業を実施する。
令和７年度の市民プールの改築・供用に向けて取り組んでいるところであ

り、併せて、市内小学校の他のプールも老朽化が進んでいることから、令和
４年度以降も順次、プール授業を委託していく予定。令和３年度は、星の杜
小学校を「モデル校」として実施する。

子育て・教育の充実

＜財源＞
市負担 １，０４１千円



○プログラミング教室の開催（年３回） 600千円
小学生を対象として開催する。プログラミングの入門的な簡単な内容とし、

１回あたり20～30名程度の参加を募る。市のイベントと同時開催し、毎回異
なる内容とする。
○教員向け研修の実施 120千円
児童生徒全員に配備されたタブレット端末の活用、オンライン授業の実施

等について、教員向けの研修を行う。
○臨時休校等に備えた通信テストの実施 294千円
家庭での通信テストを実施する。Wi-Fi環境のない家庭に対しては、令和２

年度に国庫補助事業により購入したモバイルWi-Fiルーターを使用する。
（令和２年度に未実施の新小１～小３を対象とする。）

＜新規＞ プログラミング教育推進事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１，０１４千円

＜財源＞
市負担 １，０１４千円 担当課:学校教育課

学校教育係 23-1044

32

令和２年度より小学校学習指導要領においてプログラミング教育が必修化
されたことから、市による充実したプログラミング教育を推進する。
また、広くICT環境の充実につながる事業実施を行う。

未来子ども枠 子育て・教育の充実



①ありそドームアリーナ床面張替工事
施工面積 2,440㎡
施工内容 既設床解体撤去処分、既設床処分

床新設、ライン引き・体育器具上蓋設置
②ありそドームアリーナLED照明設置工事
施工内容 既設照明（266基）のLED照明化
※本事業はスポーツ振興くじ助成金を受けて
実施予定。

＜新規＞ ありそドーム大規模改修事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:２０７，８２０千円

＜財源＞
市負担 １７，７２０千円
地方債 ９０，１００千円
その他 １００，０００千円

担当課:生涯学習スポーツ課
スポーツ係 23-1046

33

1998年7月竣工のありそドームは、築20年以上が経過し、経年劣化による
アリーナ床面の老朽化からの破損箇所が生じていることから、利用者が安全に
安心して利用できるようアリーナ床面を改修するほか、アリーナ照明の省エネ
ルギー化に向け、CO2排出削減効果の高いLED照明化工事を合わせて行うこと
で、スポーツ施設の⾧寿命化を図る。

安全・安心



コロナ禍においては、避難所内での感染症のまん延を防ぐため、一般滞在ス
ペースの他に、①熱発者・②濃厚接触者専用の滞在スペースを分ける必要があ
ることから、各スペース専用のトイレを追加し購入する。

【内訳】
■簡易トイレ ＠22,000円×80個＝1,760千円 （既購入数25個）
■自動圧着式トイレ ＠260,000円×25個＝6,500千円 （既購入数10個）
合計 8,260千円

＜拡充＞ 災害備蓄用品整備事業

【目的】

【概要① 避難所の感染症対策】

34

コロナ禍において、災害発生時の避難所の感染症対策や車中泊・分散避難者
への対応、平常時の公共施設での感染症対策に、必要な備蓄品を整備すること
で、感染症の拡大防止を図る。

安全・安心コロナ対策

自動圧着式トイレ簡易トイレ

電源不要で、設置場所を選ばない
汎用性の高い避難所用トイレ

汚物が入った袋を熱で圧着することにより
、汚物経由での感染リスクを低減できる高
機能な避難所用トイレ



避難所における３密を回避するために、車中泊避難者500人分、ホテル等へ
の分散避難者300人分（主に要配慮者）の備蓄用品を購入するもの。
【内訳】
■飲料水（7,200本） 936千円
■クラッカー（4,500食） 1,950千円
■レトルトおかゆ等（2,800食） 798千円
■その他（粉ミルク、おむつ等） 56千円
合計 3,740千円

【概要② 車中泊・分散避難者対策】

【事業費】①～③の合計

R3:２２，０００千円 (R2補正: 53,504千円)

＜財源＞
国負担 ２２，０００千円
※コロナ交付金

担当課:総務課
防災係 23-1078

35

市庁舎、体育・文化施設をはじめとする公共施設や、行事・イベント等にお
いて使用する感染症対策物品を購入するもの。
【内訳】
■手指消毒液、物品等消毒液 2,700千円
■アクリル間仕切り、非接触型体温計 等 1,300千円
■タブレット型非接触温度計、オゾン除菌器 6,000千円
合計 １０，０００千円

【概要③ 公共施設での感染症対策】

参考 ◎ホテルへの分散避難◎
・市内民間ホテル との『災害時等における宿泊施設の利用等に関する協定』（R2.11.4締結）
→ 災害時、当該ホテルに主に要配慮者の受入を要請可能。最大収容人数292人
→ 食糧その他必要な物資は、市で手配する必要がある。

・大規模災害の場合は、県の協定に基づき、対象となる宿泊施設へ避難者の受入れを依頼可能



防災工事の必要性を判断するため耐震調査を実施する。
業務内容 ため池耐震調査（湯上池）

土質調査 １式
安定解析 １式

【参考】
（ハザードマップ作成状況）（防災重点農業用ため池16箇所）
〈Ｈ28作成箇所 11箇所〉
七里池、湯上池、小谷池、双子池、坪野⾧池、古池、田甫上池、大清水池、北山池、
池谷池、前田池

〈Ｒ2作成箇所 ５箇所〉
大菅沼池、石垣平１号池、石垣平２号池、大海寺新１号池、大海寺新２号池

（下線箇所・・・整備済７箇所）（ため池総数27箇所）

＜新規＞ ため池耐震調査（農村地域防災減災事業）

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:９，０００千円

＜財源＞
国負担 ６，０００千円
市負担 ３，０００千円 担当課:農林水産課

農林整備係 23-1037

36

「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」が施
行され、防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から市民の生命
及び財産を守るため、周辺地域への影響が大きいため池に関して、防災工事等
の集中的かつ計画的な推進を図る。

安全・安心



コロナ禍において避難所を開設する際、「分散避難」や「パーテーション等
で避難所内を区画する」等の対応により、１つの避難所の収容人員が想定より
少なくなることが予想されるため、防災行政無線を活用し、「周辺の避難所の
開設状況」や「避難所の空き状況」等を、避難所運営の中心的役割を担う自主
防災組織に対してスムーズに情報伝達を行う。
⇒ 戸別受信機を自主防災組織役員等に対して配布。

【内訳】
■戸別受信機（デジタル波対応）105個 × ＠60,500円 ≒ 6,353千円
※105個＝指定避難所35箇所×３個

＜新規＞ 防災行政無線戸別受信機整備事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:６，３５３千円

＜財源＞
国負担 ６，３５３千円
※コロナ交付金 担当課:総務課

防災係 23-1078

37

避難所運営の中心的役割を担う自主防災組織や、指定避難所に対して「防災
行政 無線の戸別受信機」を配布・設置することで、情報等のスムーズな伝達
を実現し、コロナ禍における円滑な避難体制の構築を図る。

コロナ対策 安全・安心



①予防の促進［308千円］
・空家対策セミナー（新）
空家問題に対するセミナーや相談会の開催

②適正な管理の喚起［ 845千円］
・空家意向調査（新）
空家の所有者へのアンケート調査の実施

・緊急安全措置（継）
・空家等対策地域活動費補助金（新）
地域振興会が行う、発生抑制等に要する活動費10/10（上限100千円）補助

・空家実態調査（拡）
空家の実態把握のため、令和３年度から毎年実施（過去H26とR１に実施）

③利活用の推進［ 2,100千円］
・危険老朽空家対策支援事業補助金（拡）
危険老朽空家解体費1/3（上限500千円又は100千円）補助

＜拡充＞ 空家対策支援事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:３，４２５千円 (R2当初:1,851千円)

＜財源＞
国負担 ７４０千円
その他 ８０千円
市負担 ２，６０５千円

担当課:都市計画課
建築住宅係 23-1031

38

少子高齢化が進行するなかで、適正に管理されず周辺へ悪影響を及ぼす空家
等が深刻な社会問題になっており、令和３年度からの５年間を計画期間とする
第２次魚津市空家等対策計画に基づき「予防の促進」「適正な管理の喚起」
「利活用の推進」に取り組むことにより、管理不全な空家数を増加させないこ
とを目指す。

安全・安心



○パークマネジメントプランの作成 551千円
♦近接する「新金屋公園」「下村木児童公園」「東栄町公園」について、
地域住民、団体、事業者などとワークショップの開催や利活用実証実験を
行い、公園毎の将来像や取り組み方針を定めたプランの作成を行う。

○公園の利用環境の整備 1,905千円
♦高木剪定・伐採、遊具撤去

＜新規＞ まちなか公園魅力向上事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:２，４５６千円

＜財源＞
市負担 ２，４５６千円

担当課:都市計画課
業務公園係 23-1030

39

魚津市パークマネジメント基本方針（R元年７月策定）に基づき、地域住民、
団体、事業者など多様な主体と連携して、地域の特性に応じた公園の利活用を
検討し、誰もが安全で安心して利用できる魅力的な公園づくりを目指す。

未来子ども枠 安全・安心

公園整備のイメージ

遊具が充実した公園



〇河川浚渫 準用河川清水川外２河川 2,000千円
※緊急浚渫推進事業債を活用（充当率:100％ 交付税措置率:70％）

＜新規＞ 緊急浚渫推進事業（河川維持事業）

【目的】

【概要】

【事業費】
R3:２，０００千円

＜財源＞
地方債 ２，０００千円

担当課:建設課
維持管理係 23-1029

40

河川の土砂等の除去・処分、樹木の伐採等を行うことで、氾濫等による浸水
被害を未然に防止する。

安全・安心



魚津市は防犯カメラを平成７年から通学路や生活道路等に順次設置してきた
が、老朽化等により不具合が生じていることから、歩行者等の安心・安全を確
保するとともに、警察からの事件に係る映像の提供依頼に対応できるよう、防
犯カメラの作動確認の点検を実施し、不具合のあるものについては修繕を行う。

■防犯カメラ点検 605千円（55台分）

■防犯カメラ修理 395千円

＜新規＞ 防犯対策施設維持整備事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１，０００千円

＜財源＞
市負担 １，０００千円

担当課:環境安全課
生活交通係 23-1380

41

設置済の防犯カメラ55台の中で映像がとれない等の不具合が生じているもの
が見受けられるので、防犯カメラの点検修理を行い、正常に作動させることで、
防犯カメラ本来の機能を発揮できるようにする。

安全・安心



●対象者 ３大都市圏をはじめとする都市地域に居住する者 ２名
●採用までの流れ
４月 隊員募集
５月 書類審査 5日間の農業体験プログラムを実施

※「おためし地域おこし協力隊」制度を活用
６月 任用開始…農業法人等で活動

＜拡充＞ 地域おこし協力隊事業（就農者育成枠）

【概要】

42

移住・定住

【目的】

一定期間、地域の農業法人等で農業に従事し、地域ブランドの販売、PR等の
支援を行う地域おこし協力隊（就農者育成枠）を採用することで、農業経営後
継者を育成し、地域ブランドの存続を図る。

【事業費】

R3:７，７９４千円（就農者育成枠分）

＜財源＞
市負担 ７，７８２千円
その他 １２千円
※特別交付税措置あり

担当課:地域協働課
定住応援室 23-1095



●対象者 市内在住の移住者の先輩
●業務内容 ・移住・定住希望者への支援

（アテンド業務のコーディネート、移住者セミナー参加等）
・移住後のサポート・相談（移住者と地域の仲介役等）
・フリーランスママ支援団体「coco mama」、移住者等との

連携事業企画・運営
・出会いコンシェルジュの兼務

＜新規＞ 移住コンシェルジュ設置事業（定住促進事業）

【目的】

【概要】

【事業費】
R3:３，１４２千円

＜財源＞
市負担 ３，１３４千円
その他 ８千円
※特別交付税措置あり

担当課:地域協働課
定住応援室 23-1095

43

市職員と連携しながら、移住者や移住希望者に対するサポート体制を充実さ
せることにより、「移住してよかった・住みたいと思われる魚津」の実現をめ
ざす。また、「出会いコンシェルジュ」を兼務し、行政にはない新たな発想や
アイデアを生かしながら、婚活支援事業を推進する。

特別枠・特定政策分野
※特別枠優先移住・定住



●事業実施主体 フリーランスママ支援団体「coco mama」に委託
●事業実施場所 みらパーク、毛勝の郷シェルピース等市内一円
●事業内容 新型コロナ感染対策を万全にしたうえで
・ココマママルシェ…年2回開催（春・秋）
・ママと子供向けワークショップ…講師は全てフリーランスママ・年10回開催
・ココママを支えるパパ主催のワークショップ
・フリーランスママが提案する移住暮らし体験会 等

＜新規＞ ママと子どもが輝くまちづくり事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１，０００千円

＜財源＞
市負担 １，０００千円

担当課:地域協働課
定住応援室 23-1095

44

新型コロナ感染症の拡大により、子供向けのイベントの減少、公共施設等の
利用自粛により、ママや子供達の交流や活動の場が減少している。それに伴う
ママの孤独化や、ストレスを抱える等の課題に対応するため、ママと子供が楽
しめるイベントを年間を通して実施し、多様に働くママに活躍の場を提供する
とともに、若い世代の移住定住促進や関係人口の拡大につなげる。

未来子ども枠 移住・定住



ワーケーション（スタディケーション）を推進するために、モニターとなる
人材・企業・団体を募集し、条件に合った受入に対してモニター料として謝礼
を支出する。
また、市民バスが整備されていないエリアでの行動を可能とするため、モニ

ターに対し、レンタカー利用にかかる費用の一部を助成する。
●対象者と募集人数 富山県外在住者約20名
●参加条件
・魚津市内で宿泊し、市内のコワーキングスペース等を拠点として2泊3日以
上のワーケーションを実施すること。
・滞在中は、「ワーク」又は「スタディ」＋「バケーション」を日程に設定
すること。
・市や外部団体が提案する市内の観光・農業・林業・漁業体験プログラム又
は地域貢献活動を日程に設定すること。
・ワーケション終了後3週間以内にレポート及びアンケートを提出すること。
提出されたレポートはHPで公開する。
・コワーキングスペース、市内宿泊、レンタカーを利用したことを示す書類
を提出すること。

＜新規＞ 魚津市ワーケーションモニター事業

【目的】

【概要】

45

トライアルオフィス等のコワーキングスペースの利用促進を図るとともに、
ワーケーションモニターが中⾧期滞在することにより、移住・定住人口の拡大、
地域活性化、PRにつなげる。

コロナ対策移住・定住

【事業費】

R3:７００千円

＜財源＞
国負担 ７００千円
※コロナ交付金

担当課:地域協働課
定住応援室 23-1095



●対象者
・令和3年度に県外の大学・大学院・短大・専修学校・予備校・高校に進学
した者
・保護者の住民登録が魚津市の者
・市が発信する情報を受け取ることに同意する者

●対象者数
令和3年4月時県外進学者見込数163名のうち 110名 程度を想定
※令和2年度申込者 347名（県外進学者見込数 564名）
※これまでの申込者宛てに年間3回程度ふるさと情報を発信
●送付物 うおづのうまい水・魚津産米・果樹加工品等（3,300円相当）

＜拡充＞ ふるさと魚津発県外学生応援事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:５４０千円 (R2補正:3,600千円)

＜財源＞
国負担 ５４０千円
※コロナ交付金 担当課:地域協働課

定住応援室 23-1095

46

本市出身の県外在住大学生等に対して、県外での生活支援とふるさとを感じ
てもらうために市内の特産品を送付する。申込した学生の居住地に、就職支援
情報、市のイベント情報等を定期的に送付し、県外在住の若者達とのネット
ワークの拡大とUターン促進を図る。

移住・定住 コロナ対策



後期高齢者医療広域連合からの委託を受け、従来の高齢者に対する保健事業と介護
予防事業について、医療情報を踏まえながら支援を充実させる。
１．実施体制

市健康センターにおいて、医療専門職（事業全体の企画・調整等を担当する保
健師、個別的支援を行う保健師・看護師等）を配置

２．事業内容
（１）地域の健康課題の分析・対象者の把握及び保健事業の企画・調整等
（２）高齢者に対する支援
（ア）個別的支援

○栄養・口腔・服薬に関わる相談・指導、生活習慣病等の重症化予防に関わ
る相談・指導、健康状態が不明な高齢者の状況把握等

（イ）通いの場への積極的関与等
○通いの場におけるフレイル予防の普及啓発、運動・栄養・口腔等の健康教
育・健康相談等

＜新規＞ 高齢者の保健・介護予防の一体的実施事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１６，８５４千円

＜財源＞
その他 １６，５７６千円
※広域連合負担金

市負担 ２７８千円
担当課:市民課
医療保険係 23-1011
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本市における様々な健康課題を克服するため、高齢者に対する保健事業と介
護予防事業を一体的に実施する。また、市民に対して切れ目のない効果的な健
康づくり・介護予防事業を提供することにより、健康寿命の延伸を図る。

持続可能なまちづくり



マイナンバーカードを利用して、市役所窓口に出向かずに非対面で全国のコ
ンビニエンスストア等の多機能端末機（マルチコピー機）から、市が発行する
住民票の写し、印鑑登録証明書が取得できる。
【取得できる証明書と手数料】
住民票の写し １通300円、印鑑登録証明書 １通300円

【必要なもの】
「利用者証明用電子証明書」が記録されたマイナンバーカード
※マイナンバーカード交付時に設定した４桁の暗証番号の入力が必要

【利用できる時間】
6:30～23:00（土・日・祝日含む）
※年末年始（12/29～1/3）、システムメンテナンス日は除く

【利用できる店舗】
全国の多機能端末機設置店舗（コンビニエンスストア等）

【同時に実施を検討している県内他自治体】
上市町・立山町
※県内他自治体も同時実施の場合、事業費は縮小見込

★Ｒ3年3月1日から実証事業を開始

＜新規＞ マイナンバーカードを活用したコンビニ交付事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:９，１８２千円

＜財源＞
市負担 ９，０３２千円
その他（手数料） １５０千円
※特別交付税措置あり

担当課:市民課
市民係 23-1003

48

市役所窓口への来庁抑制による新型コロナウイルス感染症の拡大防止、行政
手続きのオンライン化の促進、証明書を取得できる場所・時間の拡大により、
住民サービスの向上を図る。

持続可能なまちづくり

みほん



子宮頸がんやHPVワクチンに関するリーフレット（厚生労働省作成）を
対象者に個別通知する。

【対象者】 中学１年から高校１年の女子生徒 約640人
【接種回数】１人につき３回接種
【接種費用】 無料（公費負担）

＜拡充＞ ＨＰＶワクチン接種に関する周知（予防接種事業）

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:５,９５１千円 (R2当初:306千円)

＜財源＞
市負担 ５,９５１千円

担当課:健康センター
母子保健係 24-3999
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ＨＰＶワクチンの定期接種対象者及びその保護者に対し、ＨＰＶワクチン接
種について検討・判断するために、ワクチンの有効性・安全性や、接種を希望
した場合の円滑な接種のために必要な情報等について周知する。

持続可能なまちづくり



＜新規＞ フレイル予防総合推進事業

【目的】

【概要】

【事業費】
R3:３，０００千円

50

今後高齢化が進む中、要介護状態の前段階である「フレイル」をより早期か
ら予防し、健康寿命を延ばすことが必要とされている。フレイルを促進させる
『歯科口腔・栄養・運動・認知』面の予防強化を主軸とした一体的な事業を展
開することで、行動変容を促し、日常的にフレイル予防に取り組む人を増やす。

持続可能なまちづくり

社会福祉課 高齢福祉係 23-1007
地域包括支援センター 予防係 23-1093

担当課

＜財源＞
国負担 ７５０千円
県負担 ３７５千円
市負担 ３７５千円
その他 １，５００千円

① フレイル予防「おためしコース」 〔委託料 １，０００千円〕
医療専門職によるフレイルチェックを通じて、心身状態の振り返りとフレイル予

防の簡単な実践に取り組むコース。送迎付きの単発イベントとして、年間通して定
期的に開催。
フレイルを知り、今の体の状態を実感することで、フレイル予防への関心を高め

るきっかけづくりとする。参加後、②マスターコースへの移行を促す。

② フレイル予防「マスターコース」 〔委託料 ２，０００千円〕
歯科口腔、栄養、運動、認知機能、社会参加等、フレイル予防に関する「測定・

座学・実践」を組み合わせたコース。“誰でも・手軽に・楽しく”をコンセプトに、
送迎付きで３か月間定期的に通うことで、受講前後の身体評価も可能とする。
事業完了後は、対象者の関心や更なる機能向上の目的に応じて、個別強化コース

（既存事業他）や自宅での実践継続を促す。



◇シンポジウム開催 １，０００千円

女性の働く場を増加させるため企業経営者や人事担当者を対象にシンポジウム
を開催する。

女性を積極的に採用している事例や男性の多い職場での女性活躍の事例発表、
パネルディスカッションなどを実施する。

＜新規＞ 女性活躍社会推進事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１，０００千円

＜財源＞
市負担 １，０００千円 担当課:商工観光課

商工労働・企業立地係 23-6195

51

女性の働く場（活躍の場）の創出に向けて商工会議所等と連携し、職場で女性
が活躍できる領域を増やす機運を醸成する。

持続可能なまちづくり



【ネット遊具】（バックヤード）
水面近くから魚が泳ぐ様子を見たり、ダイバーとふれあうほか、ネット遊具

で遊び、魚の被り物をした子供が定置網にかかったような写真撮影ができる
ネット遊具を整備する。

【体験型水槽】（キッズコーナー）
自分で発電して起きる水流に逆らって泳ぐ魚の様子や、暗闇でブラックライ

トを当てることで生き物が光って見える部分を観察したり、座って休憩しなが
ら生き物を上から観察する体験型水槽を整備する。

＜新規＞ うおすいアクティブスポット新設事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:２３，０００千円

＜財源＞
国負担 ２０，４９７千円
市負担 ２，５０３千円 担当課:水族博物館管理課

24-4100
52

バックヤード、キッズコーナーにおいて、親子で楽しみふれあえる、体験型
コーナーを導入する。親子連れが能動的に活動することで、受動的な展示水槽
の観察とは違う視点から生き物を観察することができる。

未来子ども枠

＜ネット遊具イメージ＞



地球温暖化防止対策として、省エネルギー対策、再生可能エネルギーの導入、
森林吸収源対策などがあるが、魚津市の特性を活かし、市民や有識者と協議を
しながら具体的な対策を検討する。また、効果的に温室効果ガス排出量の削減
を図るため、現状分析や取組内容・取組ごとの削減目標を設定した地球温暖化
対策実行計画を策定する。計画策定には専門的な知見を有するために専門業者
に委託する。

■策定委員会委員報償費 180千円

■策定委員会アドバイザー謝礼 300千円

■先進地視察 200千円

■再生可能エネルギー導入可能性調査及び

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定委託 9,320千円

＜新規＞ 地球温暖化対策実行計画推進事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１０，０００千円

＜財源＞
国負担 １０，０００千円

担当課:環境安全課
環境政策係 23-1004

53

令和２年２月に表明した2050年の温室効果ガス実質排出量ゼロ（ゼロカー
ボンシティ）の実現に向けて、温室効果ガス排出量の現状分析や削減目標、取
組みについて検討し、実行計画を策定する。

豊かな自然枠



片貝川流域の自然、洞杉や蛇石と片貝川流域に暮らす先人たちが作り上げた
東山円筒分水槽や高円堂用水など水循環遺産を活用し、片貝川流域の地域活性
化ひいては観光・環境教育・健康づくりの推進を目指し、地域や民間業者と協
議を図りながら周遊計画を策定する。

■計画策定委託料 3,820千円

■策定委員報償費 180千円

＜新規＞ 片貝川流域水循環遺産活用事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:４，０００千円

＜財源＞
その他 ４，０００千円

担当課:環境安全課
環境政策係 23-1004

54

東山円筒分水槽が国登録有形文化財に登録されたことを機に、片貝川流域に
点在する高円堂用水や洞杉、蛇石など水循環遺産を活用して、観光・環境教
育・健康づくり等の推進を図る。

豊かな自然枠



新型コロナウイルスワクチン接種に係る事業
（国の示すスケジュールに基づき実施）

●接種券の印刷・発送

●相談・予約受付等業務

●ワクチン接種業務（65歳以上から順次開始）

●その他、接種体制確保に関する事業

＜拡充＞ 新型コロナウイルスワクチン接種事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:２３７，７２５千円 (R2補正: 50,000 千円)

＜財源＞
国負担 ２３７，７２２千円
※新型コロナウイルスワクチン接種体制
確保事業費国庫補助金 49,642千円
※新型コロナウイルスワクチン接種対象費
負担金 188,080千円

その他 ３千円
担当課:健康センター

24-3999

55

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、住民が円滑にワクチン接種を
受けることができるような体制を整えるとともに、国が示す基準に基づき、接
種を進める。

コロナ対策



(1)感染防止事業
・感染対策消耗品 300千円

消毒用エタノール、ペーパータオル、ビニール手袋等。
・空気清浄機 212千円

オゾン除菌脱臭機１台
(2)環境整備事業
・抗菌等の定期清掃 5,811千円

(3)空調設備の改修事業
・空調設備3台 21,582千円

＜新規＞ 魚津水族館感染予防対策事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:２７，９０５千円

＜財源＞
国負担 ２１，６００千円
※うちコロナ交付金9,600千円

市負担 ６，３０５千円
担当課:水族博物館管理課

24-4100

56

感染リスクを減少させ、来館者に安心して施設を利用していただけるよう、
新型コロナウイルス感染症に対応した施設の環境整備を行う。

コロナ対策



①空調設備の改修事業
・テーマ館空調用冷温水発生機更新
※テーマ館の空調機器は、平成４年の現施設開館
当初から28年以上使用しており、老朽化のため
能力が低下し、故障も頻発しているため更新する。
また、感染防止対策として空気清浄機等を設置する。

②感染防止事業
・業務用空気清浄機
・館内手洗い自動水栓化
・体温測定器
・自動アルコール噴霧器

＜新規＞ 埋没林博物館感染予防対策事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:２１,４８６千円

＜財源＞
国負担 １９,３３７千円
※うちコロナ交付金8,594千円

市負担 ２,１４９千円
担当課:埋没林博物館

管理係 23-1049
57

感染リスクを減少させ、来館者に安心して施設を利用していただけるよう、
コロナウィルス感染予防対策として空調用冷温水発生機の更新、及び空気清浄
機設置等の施設整備を行う。

コロナ対策

＜冷温水発生機＞

＜体温測定器＞



新型コロナウィスル感染症等の影響により、生活保護の相談及び申請件数の
増加が見込まれることから、臨時職員（相談員）を雇用することにより、申請
から決定までの事務を迅速化することにより、セーフティネット機能（生活保
護）の強化を図る。事業は、都道府県から補助金を受けて実施する予定。

◆会計年度任用職員（１名雇用）
生活保護業務経験者や社会福祉士等

の専門的知識を有する者を雇用する
予定。

＜継続＞ 生活保護相談体制強化事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１，０２１千円（R2補正:1,570千円）

＜財源＞
国負担 ２０５千円
※コロナ交付金

県負担 ７６４千円
市負担 ５２千円

担当課:社会福祉課
保護係 23-1077
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新型コロナウイルス感染症の影響により、生活に困窮される方の生活保護の
相談に対し、柔軟かつ迅速に対応することができるよう、相談支援体制の強化
を図る。

コロナ対策



○対象者 クラスター発生施設の職員
※他の経営主体等から派遣された応援職員についても柔軟に対応

○助成額 一泊につき５，０００円を上限に助成
※一泊の費用が５，０００円以下の場合は、その額

○宿泊施設 旅館業法に基づき登録された施設又は市⾧が認めた施設

＜新規＞ クラスター対応施設職員サポート事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R3:１，０００千円

＜財源＞
国負担 １，０００千円
※コロナ交付金

担当課:社会福祉課
福祉係 23-1005
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市内の障がい福祉施設、介護福祉施設、病院において新型コロナウイルス感
染症のクラスターが発生した際に、当該施設職員が家族への感染を懸念し、自
宅に帰宅せず市内の宿泊施設を利用し勤務を継続する場合に、その宿泊費の一
部を助成することで、継続的な福祉サービスや医療サービスの提供体制の確保
を図る。

コロナ対策



◇飲食店関連事業者支援助成金 ４，０００千円

対象者:富山県飲食業関連事業者支援給付金※の対象者のうち市内事業者
助成額:１００千円／事業者
事業者数:４０事業者（見込）
申請期間:令和３年３月23日～４月30日（予定）

【参考:県支援制度】
※富山県飲食業関連事業者支援給付金
対 象 者:富山県の時短要請（１月18日から１月31日まで）に協力した

飲食店と直接の取引がある事業者、運転代行業者
助成要件:令和３年１月の売上が前年同月比で50％以上減少
助 成 額:２００千円／事業者

＜新規＞ 飲食業関連事業者支援事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R2補正:４，０００千円

＜財源＞
市負担 ４，０００千円 担当課:商工観光課

商工労働・企業立地係 23-6195
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令和３年１月に富山県により行われた飲食店への時短要請によって影響を受
けている飲食店と直接取引のある事業者及び運転代行業者に対して、市独自の
支援を行うことにより、魚津市の特徴的なサービス業経営の安定性を高める。

コロナ対策 ３月補正



魚津市内に営業所を有するタクシー事業者に、車両維持費に対する補助金を
交付する。
■魚津市タクシー事業者支援事業補助金 2,000千円
令和２年度分の車両維持費に対する支援（定額33千円/台）
※車両維持費:定期点検・車検・自賠責保険・任意保険料

【参考:県の支援制度】
＜タクシー・高速バス事業者等の事業継続への支援＞
対象者:タクシー事業者等
助成額:タクシー１台あたり100千円（２月補正）

＜新規＞ タクシー事業者支援事業

【目的】

【概要】

【事業費】

R2補正:２，０００千円

＜財源＞
市負担 ２，０００千円

担当課:環境安全課
生活交通係 23-1380
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴い収入が減少している市内タクシー事業
者の事業継続を支援するため、定額の補助金を交付する。

コロナ対策 ３月補正


