
魚津市イメージキャラクター
ミラたん 魚津市プレスリリース 令和３年８月30日

新型コロナウイルス感染症対策を含む補正予算を編成しましたので、以下のとおり
お知らせします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、引き続き最善
を尽くしてまいります。

【補正内容】

既定額 補正額 合計 主 な 歳 出 項 目

17,948,004 123,180 18,071,184

＜コロナ対策＞ 計 33,994千円

①避難所等公衆無線ＬＡＮ環境整備

②子どもインフルエンザ予防接種助成事業

③コロナ禍における生活困窮者支援（拡充）

④ミラペイによる消費喚起事業

⑤修学旅行臨時対策

⑥映画PRキャンペーン事業

＜その他事業＞ 計 89,186千円

⑦総合公園賑わい創出事業（あずまや整備）

⑧地域介護・福祉空間等整備

⑨市制70周年記念イベント企画調査

⑩体育館安全対策（小中学校等）

⑪地域ぐるみ除排雪事業

⑫プール授業外部委託（清流小学校）

⑬フレイル予防普及啓発事業

⑭サイクリストに優しい宿整備

国県支出金返納金ほか７事業
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１ 一般会計補正予算 （単位:千円）

魚津市補正予算（案）について
（９月定例会 提出案件）
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魚津市プレスリリース 令和３年８月30日
【補正内容】

２

歳入項目 補正額 主な財源

市税 88,904 ■固定資産税 88,904

国・県支出金 28,609

■新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
■公衆無線LAN環境整備支援事業補助金
■地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
■新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金
■まちづくり総合支援事業補助金
■地域ぐるみ除排雪緊急促進事業費補助金

6,928
4,653
7,730
3,600
3,598
2,100

寄附金 1,220
■社会福祉費寄附金
■保健衛生費寄附金

720
500

繰入金 1,010 ■介護保険事業特別会計繰入金 1,010

市債 △88,904 ■臨時財政対策債 △88,904

繰越金 92,341

２ 補正財源 （単位:千円）

【参考:これまでの新型コロナウイルス感染症対策】

＜当初予算＞ 計 727,060千円

■新型コロナウイルスワクチン接種事業
■電子版プレミアム付商品券発行事業
■魚津の宿泊割引事業（魚旅キャンペーン）
■魚津水族館感染予防対策
■災害備蓄用品整備事業（避難所等感染対策）
■埋没林博物館感染予防対策
■新しい生活様式を踏まえた採用活動支援
その他18事業分

237,725
275,000
50,000
27,905
22,000
21,486
20,500
72,444

＜４月専決＞ 計 50,210千円

■プレミアム付飲食券発行事業
■子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯）
■プレミアム付飲食券取扱事業者支援

27,000
20,210
3,000

＜６月定例会（追加提案含む）＞ 計 59,308千円

■子育て世帯生活支援特別給付金（低所得世帯）
■公共施設感染症対策（自動水栓化）
■体育施設感染症対策（トイレ洋式化）
■コロナ禍における生活困窮者支援 ※追加提案
その他３事業分

32,472
10,240
6,500
3,700
6,396

コロナ対策合計
（当初予算～９月補正）

941,572千円

＜８月専決＞ 計 71,000千円

■小学生等感染症対策支援（ミラペイカード支給）
■感染症対策支援金（感染症対策宣言登録事業者）
■若者ワクチン接種促進事業（商品券進呈）

38,000
30,000
3,000



【新規】避難所等公衆無線ＬＡＮ環境追加整備事業

避難所等における情報収集ツール及びコロナ禍におけるオンラインでの
活動や交流を行うための地域活性化ツールとして、前年度に引き続き、避
難所に利用される地区公民館など公共施設に公衆無線ＬＡＮアクセスポイ
ントを追加整備する。

【R3整備施設】

<参考＞R2整備施設 ※防災拠点となる庁舎や収容人数200人以上の大規模な避難所を中心に整備

３

魚津市プレスリリース 令和３年８月30日

【事業費】 １５，２５３千円

【財 源】 公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業補助金
４，６５３千円

一般財源 １０，６００千円

【担 当】 情報広報課 ２３－１０２１

施設分類 施設数 備 考

公民館等 12
地区公民館（大町、村木、下中島、上中島、
松倉、上野方、加積、道下、経田、天神、
西布施）、上中島多目的交流センター

スポーツ施設 1 桃山運動公園野球場（会議室、スタンド）

魚津総合公園 2 水族館横レストハウス２階休憩所、
ミラージュランド内休憩施設「しおかぜ」

合 計 15

庁舎等 4 本庁舎、第一・第二分庁舎、健康センター

体育館 17
市立小中学校（全７校）
旧小学校体育館（大町、上野方、松倉、上中島）
地区公民館（村木、片貝、天神、西布施、加積）
上中島多目的交流センター

スポーツ・
文化教育施設 3 魚津テクノスポーツドーム（ありそドーム）

新川文化ホール、魚津市立図書館

公園施設 2 魚津桃山運動公園（屋内グラウンド）
魚津総合公園（無料休憩所）

博物館 2 魚津水族博物館、魚津埋没林博物館
合 計 28



【新規】子どもインフルエンザ予防接種助成事業

例年、秋以降に流行する季節性インフルエンザを抑制することで、市内
医療現場におけるコロナ禍の負担軽減をはじめ、子育て世代の不安及び経
済的負担の軽減を図るため、コロナワクチン接種の対象外である小学生及
びクラスター対策として中学生に重点を置き支援する。

【対 象 者】 市内在住の小中学生 約2,750人
（小学生:約1,750人 中学生:約1,000人)
※未就学児は、県の助成事業による対応

【助成金額】 １回の接種につき上限3,000円
（小学生２回まで、中学生１回）

【助成期間】 令和３年10月から12月まで

4

魚津市プレスリリース 令和３年８月30日

【事業費】 １０，６８４千円

【財 源】 新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金 ４，９７１千円
一般財源 ５，７１３千円

【担 当】 健康センター ２４－３９９９



【拡充】コロナ禍における生活困窮者支援事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により生活に困窮する世帯で、既
に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない
世帯に対し、３か月にわたり支援金を給付する。

【支 給 額】 単身世帯 ６万円
２人世帯 ８万円
３人以上世帯 10万円

【対 象】 計30世帯（見込）
内訳 ６月補正時:15世帯

今回追加分:15世帯

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 申請受付・支給開始:７月２日～
申請期限:８月末（６月補正時）⇒ 11月末まで延⾧
支給終了:２月末

【支給要件】 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に
求職活動を行うこと等

5

魚津市プレスリリース 令和３年８月30日

【事業費】 ３，６００千円
６月補正計上済額 ３，７００千円
合 計 ７，３００千円

【財 源】 新型コロナウイルス感染症
セーフティネット強化交付金 ３，６００千円

【担 当】 社会福祉課 ２３－１０７７

※６月補正の時点において令和３年８月末までとしていた申請期限が、新型コロナ
ウイルスの感染状況等を踏まえ11月末まで延⾧されたことに伴い、支給対象者の
増加に対応するもの



【新規】ミラペイによる消費喚起事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により市内の消費が停滞しており、
中でも飲食店にお酒を出荷している市内酒造事業者が大きな打撃を受けて
いることから、電子地域通貨ミラペイによるコイン還元を活用し、市民の
購買意欲を高めるほか、地酒の消費イベントを開催し、消費喚起を図る。

【事業概要】
①市内の酒屋でミラペイを使った市内酒造事業者製品購入に対し30％コイン還元
②酒屋等と協力のうえ新酒時期等に地酒の消費イベントを開催
※コイン・・・市内の登録店舗で利用できる行政コイン

【事業費】
①コイン還元事業 2,000千円
②消費イベント開催委託料 500千円

【スケジュール】
購入対象期間 令和３年10～11月を予定

（コイン還元は購入後１か月以内）
※消費イベントはコロナの感染状況等を見ながら年度内に開催予定

６

魚津市プレスリリース 令和３年８月30日

【事業費】 ２，５００千円

【財 源】 一般財源 ２，５００千円

【担 当】 商工観光課 ２３－６１９５



【新規】修学旅行臨時対策事業

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、修学旅行の旅行先を県外から
県内へ変更することにより発生する手数料を計上する。

※実施時期についても、９月（１泊２日）から10月（日帰り）に変更

【内容】
■対象者 中学３年生 計311名（西部中153名、東部中158名）

西部中:811千円 東部中:946千円

■実施時期 東部中学校:10月11日（月）
西部中学校:10月12日（火）

■旅行先 立山黒部アルペンルート

【事業費】 １，７５７千円

【財 源】 新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金 １，７５７千円

【担 当】 教育総務課 ２３－１０４４

７

魚津市プレスリリース 令和３年８月30日



【新規】映画ＰＲキャンペーン事業

コロナ収束後の動きを見据えた観光誘客促進の取組みとして、市内ロケ
のあった映画の上映に併せて、ロケ地紹介など魚津市をＰＲすることによ
り、本市の認知度向上及び交流人口増加を図る。

【事業内容】
応援する会（北日本新聞社を事務局とする映画ＰＲ実行委員会）が実施

するマップ・パネル作成展示、新聞掲載などに対して負担金を支出

【負担割合】
■総事業費 6,000千円
（内訳） ①富山県 2,000千円

②ロケ地所在市 2,000千円 ※うち魚津市負担 200千円
（魚津、富山、高岡、射水、小矢部）

③応援する会 2,000千円

【作品内容】
作品名 川っぺりムコリッタ ※2021年11月３日公開予定
監督 荻上直子
配給 KADOKAWA

８

魚津市プレスリリース 令和３年８月30日

【事業費】 ２００千円

【財 源】 新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金 ２００千円

【担 当】 商工観光課 ２３－１０２５



【新規】総合公園賑わい創出事業（あずまや整備）

早月川パークゴルフ場について、休憩スペースが不足しているほか、大
会時における式典会場の設営に苦慮している状況であり、令和４年春には
市制70周年記念大会が予定されていることから、パークゴルフ場の冬季休
止期間に合わせて、あずまやを増設する。

【整備内容】
あずまや建築（木造） ８，０００千円

（寸法:幅5.0ｍ×⾧9.0ｍ ※屋根の寸法）

【スケジュール】
令和３年10月～12月 木材の調達・製材
令和４年 １月～ ３月 建築工事

９
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【事業費】 ８，０００千円

【財 源】 一般財源 ８，０００千円

【担 当】 都市計画課 ２３－１０３０

幅5.0m

既設あずまや
幅4.5m×⾧7.5m

⾧9.0m

建築箇所



【新規】地域介護・福祉空間整備等事業

高齢者施設等における利用者等の安全・安心を確保するため、施設の老
朽化等に伴う大規模改修を支援する。

【補助対象者】 ＮＰＯ法人生活支援センター アットホーム新川

【対象施設】 グループホーム天神金さん銀さん

【事業内容】 屋根・外壁の葺き替え、電気温水器の更新など
総事業費 9,524千円

うち国補助金 7,730千円
うち事業者負担 1,794千円
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【事業費】 ７，７３０千円

【財 源】 地域介護・福祉空間整備等
施設整備交付金 ７，７３０千円

【担 当】 社会福祉課 ２３－１１４８



【新規】市制施行70周年記念イベント企画調査事業

令和４年度に市制70周年という記念すべき節目を迎えるにあたり、これ
までの歴史を振り返りながら市民の皆様とともに祝い、未来への確かな展
望と希望に満ちた機会となるよう、「じゃんとこい魚津まつり」や「魚津
産業フェア〇〇魚津」といった魚津市のメインイベントの内容充実や新た
な取組みの事前準備として、企画調査等を行う。

【実施主体】 魚津まつり実行委員会
魚津産業フェア〇〇魚津実行委員会 などを予定

【事業内容】
・10月中 各実行委員会（書面決議等）にて報告、了承
・10～12月中 特別イベントについてプロポーザル審査をはじめと

する企画提案等の検討、事業詳細打合せ、業務発注等
・R４.１～３月 企画調査の実施、事前準備
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【事業費】 ５，０００千円

【財 源】 一般財源 ５，０００千円

【担 当】 企画政策課 ２３－１０１６



【新規】体育館安全対策事業（バスケットゴール改修等）

総合体育館廃止に伴う代替施設として活用している各体育館（公民館等
体育館、小・中学校体育館及び旧小学校体育館）の老朽化したバスケット
ゴールについて、落下防止のための点検や工事、更新等を実施することで、
市民や児童・生徒などが安全・安心に利用できる環境を整える。

【実施個所】

【事業費】
点検業務 計 476千円
落下防止工事 計 2,646千円
ゴール更新・撤去 計 1,193千円

12

魚津市プレスリリース 令和３年８月30日

【事業費】 ４，３１５千円

【財 源】 一般財源 ４，３１５千円

【担 当】
①公民館等体育館 地域協働課 ２３－１１３１
②小・中学校体育館 教育総務課 ２３－１０４３
③旧小学校体育館 生涯学習・スポーツ課 ２３－１０４６

施設分類 点検 工事 更新 撤去

①公民館等
体育館

２館
（片貝・西布施）

１館
（村木） ― ―

②小・中学校
体育館 ― ７館

（全小中学校） ― ―

③旧小学校
体育館

２館
（大町・松倉）

１館
（上中島）

１館
（上野方）

１館（１組）
（大町）



【拡充】地域ぐるみ除排雪事業

令和３年１月の大雪を踏まえ、地域ぐるみによる除排雪を推進するため、
地区に貸与する小型ハンドガイド式ロータリー除雪機を購入する。

【事業内容】
事業主体:魚津市
対象団体:地域振興会（10団体）
購入機械:小型ハンドガイド式ロータリー除雪機 10台

（除雪幅70ｃｍ程度）

※当初予算において、地区に貸与予定の小型除雪機（１台・3,600千円）計上済

13

魚津市プレスリリース 令和３年８月30日

【事業費】 ４，２００千円

【財 源】 富山県地域ぐるみ除排雪緊急
促進事業費補助金 ２，１００千円
一般財源 ２，１００千円

【担 当】 建設課 ２３－１０２８



【拡充】小学校プール授業委託事業（清流小学校）

清流小学校のプールについて、老朽化に伴う漏水等により使用できない
状況となり、７月に予定していたプール授業が実施できなかったことから、
２学期（９～11月）に魚津市温水プールでプール授業を実施する。

【対 象 者】 清流小学校 児童４４０名

【事業内容】 魚津市温水プールにおいてプール授業を実施
１年生:５回実施（授業10時間分）
２～６年生:各４回実施（授業８時間分）

※魚津市体育協会が指導補助
※学校と温水プールの移動はスクールバスを利用

【費用内訳】 プール授業委託（指導料・プール使用料） 185千円
児童輸送費（スクールバス使用） 565千円

【事業費】 ７５０千円

【財 源】 一般財源 ７５０千円

【担 当】 教育総務課 ２３－１０４４

14

魚津市プレスリリース 令和３年８月30日

＜プール授業外部委託モデル事業（令和３年度当初予算計上:1,041千円）＞
星の杜小学校のプール老朽化のため、魚津市温水プールでモデル的にプール授業

を実施する。
※他の小学校においてもプールの老朽化が進んでいることから、令和４年度以降、
順次、プール授業を民間委託していくこととしており、令和７年度からは、新たに
整備する温水プールにおいて、全小学校のプール授業を実施する予定。



【新規】フレイル予防普及啓発事業

介護予防の通いの場等に参加する高齢者を対象に、下肢筋力とバランス
測定が可能な「運動機能分析装置※」を活用することで、高齢者それぞれ
の個別評価を数値化し、運動の動機付けを図りながら、フレイル予防の普
及啓発や取組強化につなげる。

【対象者】
介護予防の通いの場等に参加する高齢者

【事業内容】
運動機能分析装置、プロジェクター等を購入・活用することで、
⇒自身の運動機能を知ってもらい、運動等に取り組むきっかけを作る。
⇒体操等に取り組む方に定期的な体力測定の代替手段としてもらう。
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【事業費】 ７２０千円

【財 源】 寄付金 ７２０千円

【担 当】 社会福祉課 ２３－１００７

※運動機能分析装置
足元に設置し、椅子に座った状態から
立ち座りを３回繰り返すだけで、簡単
に下肢筋力やバランス等の運動機能が
測定できるもの。
測定時間はわずか１分。



【新規】サイクリストに優しい宿整備事業

令和３年５月に「富山湾岸サイクリングコース」がナショナルサイクル
ルートに指定されたことを契機として、富山県が実施する「サイクリスト
に優しい宿整備補助金」を活用し、かつ、「サイクリストに優しい宿」の
認定を受けた市内宿泊施設に対して、市が追加で補助金を交付することに
より、サイクリストが訪れやすい街を推進し、宿泊者数や交流人口の増加
につなげる。

【対象者】
以下２つの要件を満たす市内宿泊施設
①富山県の「サイクリストに優しい宿整備補助金」を活用していること
②富山県の「サイクリストに優しい宿」認定を受けていること

【補助率等】
富山県が宿泊施設に対して交付する補助金の1/2以内（上限５万円）
（全体事業費に対し県1/2[上限10万円]、市1/4[上限５万円]を支援）

※市内で宿泊施設８施設を想定
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【事業費】 ４００千円

【財 源】 一般財源 ４００千円

【担 当】 商工観光課 ２３－１０２５


