










































































Ⅰ．事業評価総括表

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

市立保育所管理運営費 富山市 119,052,000 119,052,000

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

消防吏員防火服更新事業 高岡市 4,400,000 4,400,000

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

市内保育所運営事業費 黒部市 64,148,000 64,148,000

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

高規格救急自動車整備事業 射水市 4,400,000 4,400,000

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

常備消防運営事業 立山町 40,329,000 40,329,000

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

町立小学校給食施設維持運営事業 朝日町 7,884,000 7,884,000

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

町立中学校給食施設維持運営事業 朝日町 4,269,000 4,269,000
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備考番号

5

2

3

4

4,752,000

交付金事業者名
又は間接交付金

事業者名

交付金事業
に要した経費

交付金事業の名称 交付金充当額措置名

（単位：円）

173,709,000

132,073,700

34,100,000

4,717,400

8,750,100

62,273,700

6

7





年度 年度 年度

交付金を活用することにより、安定的に保育士の確保することができ、利用定員の増加を図ることができ
た。また、安心・安全な保育サービスを提供することができ、保育所の適正な運営管理に努めることで、
地域住民の福祉向上を図ることができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和 1 令和 令和

保育士の雇用量
54人×9か月

活動実績 人・月 486

活動見込 人・月 486

達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和 1 年度 令和 年度 令和 年度 備　考

総事業費 132,073,700 132,073,700

交付金充当額 119,052,000 119,052,000

うち文部科学省分 0 0

うち経済産業省分 119,052,000 119,052,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

保育士人件費 雇用 保育士等 132,073,700

交付金事業の担当課室 こども家庭部こども支援課

交付金事業の評価課室 こども家庭部こども支援課
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Ⅱ．事業評価個表（

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 射水市

令和 元 年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業実施場所 射水市橋下条地内

交付金事業の概要

高規格救急自動車　1台。
　第２次射水市総合計画において、消防・救急体制の充実を図ることとしており、救急救命士の養成や防
火水槽及び消火栓の整備等の施策を進め、対応しているところです。整備から11年が経過し、老朽化が進
んでいる救急車両1台を電源立地地域対策交付金を利用して更新することにより、安全安心なまちづくり
を推進すると共に発電用施設の設置及び運転の円滑化のため地域の理解を促進していきます。

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
 第2次射水市総合計画（平成26年度～令和5年度）
　基本計画　第4部　潤いのある安心して暮らせるまち
　　第2節　消防・救急体制の充実
　　【施策の内容】第1　救急・救助体制の充実
　救急救命士の常時2名乗車を目指し、救急救命士の増員を図るとともに、救急隊員の養成及び隊員の知
識、技能を高め、救急隊としてのチーム力の向上を図ります。また、陸上の救助のみならず、水難救助に
も万全を期して取り組みます。

目標：
救急隊の現場到着時間　6分（令和5年度目標）
※119番入電から救急車が現場に到着するまでの年間平均時間

4
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

高規格救急自動車整備事業

元 年度

事業期間の設定理由

成果目標 成果指標 単位 評価年度

事業開始年度 令和 元 年度 事業終了（予定）年度 令和

6.0

達成度 ％ 89.6

令和 元 年度

救急隊の現場
到着時間 6分

119番入電から
救急車が現場
に到着するま
での年間平均
時間

成果実績 分 6.7

目標値 分









II. 事業評価個表（令和 元 年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補修 町立小学校給食施設維持運営事業又は維持運営等措置
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 I朝日町
交付金事業実施場所 朝日町沼保770番地他l校

交付金事業の概要 町立小学校(2ヶ所）における正規の調理員(4人）の6月から2月までの人件費に交付金を充当し、適正な
学校給食の提供及び給食施設の維持管理を行います。

【交付金事業に関係する主要政策・施策】
第5次朝日町総合計画

基本目標3 産業振興［町の活力を生み出す］
31 農林水産業

交付金事業に関係する都道 314 地産地消の推進
学校給食への地場農産品の使用や直売機会の確保・拡大等により、地元の新鮮で安全な農産品の地元府県又は市町村の主要政 での消費拡大を図る。家庭や学校等での食育を推進し、地産地消の大切さや地域の農林漁業に対する理策・施策とその目標 解•関心を深める。また、これまで以上に地産地消に関する情報発信と消費機会の増大に努める。

【目標】
①学校給食地場農産品使用割合： 25%
②食物アレルギ ーを持つ児童への対応食の提供割合： 100%

事業開始年度 平成 28 年度 I 事業終了（予定）年度 I 令和 7 年度
事業期間の設定理由 第5次朝日町総合計画の終期まで

成果目標 成果指標 単位 評価年度 I 令和 プ 年度
学校給食地場

成果実績 ％ 36. 8農産品使用割
①学校給食地 ムロ ・・
場農産品使用 地場農産品使 目標値 ％ 25 
割合： 25% 用量＋給食食

材使用総量 x 達成度 ％ 14 7. 2% 
100 
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Ⅰ．事業評価総括表

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

魚津市立保育所運営事業 魚津市 15,201,000 15,201,000

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

砺波市立保育所運営事業 砺波市 28,133,000 28,133,000

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

合掌の里山下家屋根葺替工事 南砺市 6,200,000 6,200,000

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

合掌の里女子トイレ屋根葺替工事 南砺市 4,200,000 4,200,000

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

 上市町北アルプス文化センター舞台吊物機構設備修繕工事 上市町 16,296,000 16,296,000

公共用施設に係る整備、維
持補修又は維持運営等措置

泉地内水道管布設替工事 立山町 10,000,000 10,000,000

6,324,480

4,378,000

6

交付金事業者名
又は間接交付金

事業者名

交付金事業
に要した経費

22,374,000

交付金事業の名称 交付金充当額措置名

12,165,560

（単位：円）

20,679,2361

備考番号

5

2

3

4

36,787,600



Ⅱ．事業評価個表（

交付金事業実施場所 魚津市青島ほか７件

交付金事業の概要
魚津市立保育所（８か所）の保育士人件費（正規職員8名：再任用３名を含む）8ヶ月分。
電源立地地域対策交付金を活用し、保育等サービスの充実に努めています。

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
第１次魚津市子ども子育て支援事業計画（平成27年度～令和元年度）
　1　計画策定の背景と趣旨
経済状況や助成の社会進出の拡大を背景に、結婚・出産後も働き続けることを希望する女性が増加してお
り、都市部では多くの待機児童が存在しているなど、低年齢児からの保育の必要性が高まっています。
目標：
保育所入所率100％（令和元年度）
※入所者数÷保育所入所希望者数×100

1
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

魚津市立保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 魚津市

令和 元 年度）

番号 措置名 交付金事業の名称



年度 年度 年度

うち経済産業省分 15,201,000 15,201,000

交付金充当額 15,201,000 15,201,000

うち文部科学省分 0 0

年度 令和 年度 備　考

総事業費 20,679,236 20,679,236

交付金事業の総事業費等 令和 元 年度 令和

活動見込 人月 64

達成度 ％ 100.0%

令和 令和

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 64

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金を保育所運営事業の経費に充当することにより、保育所の適正な運営管理につなげることができ
た。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和 元

100

達成度 % 100.0%

評価年度の設定理由

魚津市子ども子育て支援事業計画（平成27年度～令和元年度）の終期まで

令和 元 年度

保育所入所率
100％

※入所者数÷
保育所入所希
望者数×100

成果実績 % 100

目標値 %

元 年度

事業期間の設定理由 魚津市子ども子育て支援事業計画（平成27年度～令和元年度）の終期まで

交付金事業の成果目標及び
成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度

事業開始年度 令和 元 年度 事業終了（予定）年度 令和



交付金事業の担当課室 総務課

交付金事業の評価課室 財政課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

保育士人件費 雇用 保育士８名 20,679,236円

交付金事業の契約の概要



Ⅱ．事業評価個表（

100

達成度 % 100.0%

評価年度の設定理由

令和 元 年度

要保育児の入
所率　100％

要保育児の入
所率：入所者
数÷入所希望
者数×100

成果実績 100 100

目標値 100

8 年度

事業期間の設定理由 第2次総合計画の終期まで

交付金事業の成果目標及び
成 実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度

事業開始年度 平成 29 年度 事業終了（予定）年度 令和

交付金事業実施場所 砺波市庄川町金屋他３件

交付金事業の概要

砺波市内保育所の保育士・調理師人件費（4保育所・21名）6ヶ月分。
砺波市は、第２次砺波市総合計画に基づき、仕事と子育てが両立できる社会づくりの推進に向け、特に要
望の多い「利用者負担額の減額」や「保育士の待遇改善」等に対応するため、電源立地地域対策交付金を
活用し、保育等サービスの充実に努めています。

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
第２次砺波市総合計画（2017年度～2026年度）
　基本方針２ なごやかな暮らしを育む　安心づくり
　　主要施策７ 子育て環境の充実

個別施策16 妊娠・出産・子育て支援の充実
・子供をもつ親が安心して子育てができるよう、延長保育や一時預かりに加え、休日
保育などの市民ニーズに対応し、民間保育所と連携した保育サービスの充実を図り
ます。

目標：要保育児の入所率　100％（2019年度）
※要保育児の入所率：入所者数÷入所希望者数×100

2
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

砺波市立保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 砺波市

令和 元 年度）

番号 措置名 交付金事業の名称





Ⅱ．事業評価個表（ 令和 元 年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

3
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

合掌の里山下家屋根葺替工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南砺市

交付金事業実施場所 南砺市菅沼

交付金事業の概要 合掌の里山下家の老朽化した茅葺き屋根の葺替え　A=109㎡

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

（主要政策・施策）
　南砺市総合計画後期基本計画（平成19年度から令和元年度）
　　基本目標　２創造的で元気なまち

基本方針　５いきいきとした活力あるまちづくり
基本計画　４豊富な地域資源を活かした観光の振興

施策の展開　観光客受け入れ体制の強化
（令和現年度の目標）
事業実施箇所である合掌の里は富山県五箇山の合掌造りを保存するために合掌造り家屋を移築した施設で
す。合掌造り家屋は菅沼集落や相倉集落が世界遺産に登録されたこともあり、観光客に大変人気のある施
設ですが、厳しい気候条件により茅葺き屋根の劣化が激しいことが課題となっています。
定期的な茅の葺替えにより施設の適正な維持管理を実現し、地域の主要な産業となっている観光業の振興
を図ることで地域住民の福祉の向上を図ります。

事業開始年度 令和 元 年度 事業終了（予定）年度 令和 元 年度

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び
成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和 元 年度

合掌の里で、
観光施設とし
て供用されて
いる合掌造り
家屋の軒数を
13軒維持しま
す。

合掌の里で、
観光施設とし
て供用されて
いる合掌造り
家屋の軒数

成果実績 軒 13

目標値 軒 13

達成度 % 100.0%

評価年度の設定理由

南砺市総合計画後期基本計画の終期を評価年度として設定

交付金事業の定性的な成果及び評価等



年度 年度 年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和 元 令和 令和

合掌の里山下家の老朽化した
茅葺き屋根の葺替え面積

活動実績 ㎡ 109

活動見込 ㎡ 109

達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和 元 年度 令和 年度 令和 年度 備　考

総事業費 6,324,480 6,324,480

交付金充当額 6,200,000 6,200,000

うち文部科学省分 0 0

うち経済産業省分 6,200,000 6,200,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

屋根葺替工 随意契約 富山県西部森林組合 6,324,480

交付金事業の担当課室 ブランド戦略部文化・世界遺産課

交付金事業の評価課室 市長政策部地方創生推進課







Ⅱ．事業評価個表

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 上市町

令和 元 年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

交付金事業実施場所 上市町法音寺

交付金事業の概要

　当文化センターは昭和60年９月に竣工・供用開始され、約1,000席の座席数が確保されており、これま
で、各種コンサートをはじめとした催しの他、町内で活動を展開している北アルプス吹奏楽団や小中学生
の音楽会や演劇鑑賞の開催、公民館活動をはじめとした町民の各種発表会、大規模会議・フォーラムの開
催など、町内外の文化芸術の発展に大きな貢献を果たしている施設です。
　この施設の舞台装置であるワイヤーロープ等の吊物機構設備について、2007年以降修繕がなされておら
ず、2017年に実施された施設点検報告書において、様々な機構設備が更新推奨期間を超え、減径や劣化が
発生しておりロープの破断等が想定されている状況となっていたため、このまま、放置していた場合に、
各種催事中や準備中の不慮の事故等重大な支障の発生が懸念されたので、吊物機構設備の修繕を行ったも
のです。

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその目
標

第７次上市町総合計画（後期基本計画）
「すくすく・上市　～育ち、輝く地域人材～」人間力５　地域文化の振興
　【数値目標】
　　北アルプス文化センター　ホールの利用率
　　　基準値56.0％　令和2（平成32）年度目標　60.0%以上

5
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

上市町北アルプス文化センター舞台吊物機構設備修繕工事

元 年度

事業期間の設定理由

事業開始年度 令和 元 年度 事業終了（予定）年度 令和



年度 年度 年度

交付金事業の成果目標及
び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度

60

達成度 %

評価年度の設定理由

第７次上市町総合計画（後期基本計画）に基づく評価年度であるためです。

令和 2 年度

ホールの利用
率
60％以上

自主文化事業
貸館事業によ
る
ホール利用率

成果実績

目標値 %

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及
び活動実績

活動指標 単位 令和 2 令和 令和

舞台機構設備の改修箇所

活動実績 箇所 38

活動見込 箇所 38

達成度 ％ 100.0%

年度 平成 年度 備　考

総事業費 22,374,000 22,374,000

交付金事業の総事業費等 令和 2 年度 令和

うち経済産業省分 0 0

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 16,296,000 16,296,000

うち文部科学省分 0 0

交付金事業の担当課室 教育委員会事務局

交付金事業の評価課室 教育委員会事務局

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

舞台吊物機構設備修繕工事 一般入札 三精テクノロジーズ㈱ 22,374,000



Ⅱ．事業評価個表（

年度

有収水量
6,652m3/日

有収水量
6,652m3/日

成果実績 m3 7,123

目標値 m3

7 年度

事業期間の設定理由 立山町水道ビジョンより

成果目標 成果指標 単位 評価年度

事業開始年度 平成 28 年度 事業終了（予定）年度 令和

6,652

達成度 % 107.1%

令和 2

交付金事業実施場所 泉　地内

交付金事業の概要 配水管布設工　L=325.7m　仮設管　L=325.1m

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策：
立山町水道ビジョン（平成28年度～令和7年度）
基本理念　豊かな自然のおいしい水を次代のために
基本方針　おいしい水道水の安定供給
施策　2 適な水道システムの構築
具体的内容　4老朽化施設の計画的更新
当町では、法定耐用年数（地方公営企業法施行規則で定める40年）を超過した配管が、全体の2 割程度を占めてい
ることから、重要度を考慮して、計画的な更新工事を実施していく必要がある。立山町泉の配水管は、昭和52年に
布設されており、法定耐用年数を超過している。現在老朽化に伴う漏水の発生、鋳鉄管内面剥離片等、水道水の安
定供給を脅かしている。このため、更新重要度は非常に高く、安定的な水道水を供給し、住民の福祉向上を図り、
発電用施設の設置及び運転の円滑化のため、地域の理解を促進していきます。
目標：有収水量　6,652 m3/日（令和元年度）

6
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

泉地内水道管布設替工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 立山町

令和 元 年度）

番号 措置名 交付金事業の名称



年度 年度 年度

交付金事業の担当課室 水道課

交付金事業の評価課室 水道課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

老朽管路の改修のため 指名競争入札 有限会社塚本配管設備 12,165,560

うち経済産業省分 5,000,000 5,000,000 10,000,000 20,000,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 5,000,000 5,000,000 10,000,000 20,000,000

うち文部科学省分 0 0 0 0

総事業費 15,817,680 8,056,800 12,165,560 36,040,040

交付金事業の総事業費等 平成 29 年度 平成 30

達成度 ％ 99.3% 100.0% 100.1%

年度 令和 元 年度 備　考

本交付金の活用により、L=325.7mの老朽管更新工事を実施した。その結果、約100世帯に安全で安定した
水道水の供給を行えるようになった。引き続き老朽管の更新を進め住民の福祉向上を図り、発電用施設の
設置及び運転の円滑化のため、地域の理解を促進していきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 平成 29 平成 30 令和 元

老朽管更新
325.3m

活動実績 m 285.6 157.9 325.7

活動見込 m 287.5 157.9 325.3

交付金事業の定性的な成果及び評価等

交付金事業の成果目標及び
成果実績

評価年度の設定理由

更新重要度は非常に高く、安定的な水道水を供給し、住民の福祉向上を図り、発電用施設の設置及び運転
の円滑化、地域の理解を促進していくため、毎年度の水道管更新後、成果実績を算出しだい評価を実施す
る。※平成31年4月～令和2年3月の間に使用した水量を基に令和元年度の有収水量を求めるため、令和2年
5月頃に成果実績が算出されます。





Ⅱ．事業評価個表（ 令和 元 年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置

たいらクロスカントリー場駐車場舗装補修工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 南砺市

交付金事業実施場所 南砺市小来栖

交付金事業の概要 たいらスキー場駐車場にて老朽化した舗装の補修　A=4,710㎡

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

（主要政策・施策）
　南砺市総合計画後期基本計画（平成19年度から令和元年度）
　　基本目標　２創造的で元気なまち

基本方針　５いきいきとした活力あるまちづくり
基本計画　４豊富な観光資源を活かした観光の振興

施策の展開　観光客受け入れ体制の強化
（令和元年度の目標）
事業の実施により、観光客や地域住民が施設を快適かつ安全に利用できる環境を整備することで、地域の
観光産業の振興及び地域住民の福祉の向上を図ります。

事業開始年度 令和 元 年度 事業終了（予定）年度 令和 元 年度

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目標及び
成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和 元 年度

クロスカント
リー場会場と
した全国規模
の大会の開催
件数1件

クロスカント
リー場会場と
した全国規模
の大会の開催
件数

成果実績 件 1

目標値 件 1

達成度 % 100.0%

評価年度の設定理由

南砺市総合計画後期基本計画の終期を評価年度として設定

交付金事業の定性的な成果及び評価等



年度 年度 年度

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び
活動実績

活動指標 単位 令和 元 令和 令和

たいらクロスカントリー場駐
車場にて老朽化した舗装の補
修

活動実績 ㎡ 4,710

活動見込 ㎡ 4,710

達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和 元 年度 令和 年度 令和 年度 備　考

総事業費 17,776,000 17,776,000

交付金充当額 16,937,000 16,937,000

うち文部科学省分 0 0

うち経済産業省分 16,937,000 16,937,000

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

舗装補修工 条件付一般競争入札 東洋道路興業株式会社 17,776,000

交付金事業の担当課室 教育部スキー国体推進室

交付金事業の評価課室 市長政策部地方創生推進課















II. 事業評価個表（ 令和 元 年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置 地域ぐるみ除排雪促進事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 博砺市
交付金事業実施場所
交付金事業の概要

交付金事業に関係する都道
府県又は市町村の主要政
策・施策とその目標

南砺市大勘場ほか2件
市内3地区に小型除雪機械3台を配備 0. 5五級、1. lm級、1. 2m級 各1台

（主要政策・施策）
南砺市総合計画後期基本計画（平成19年度から令和元年度）

基本目標 1美しく住みよいまち
基本方針 2安全で快適なまちづくり

基本計画 4雪に強いまちづくりの推進
施策の展開 地域ぐるみ除排雪の推進

（令和元年度の目標）
地域の少子高齢化により住民単位の除雪対応が困難となっていることから、地域専用の除雪機械を整備し

地域ぐるみの除雪体制の整備を進める（市内3地区に小型除雪機械を各1台配備する。）。地域の実情に沿っ
た除雪体制が実現することで、地域住民の生活環境の向上を図ります。

事業開始年度 令和 冗 年度 I 事業終了（予定）年度 I 令和 元 年度
事業期間の設定理由

成果目標 成果指標 単位 評価年度 l 令和 プ 年度
対象畢莱の実

成果実績 地区 3 施により、地
域ぐるみでの 地域ぐるみで
除雪が可能な の除雪が可能 目標値 地区 3 
地域を新たに3 な体制が整備

された地域地区増やしま 達成度 ％ 100.0% 
す。

交付金事業の成果目標及び 評価年度の設定理由
成果実績 南砺市総合計画後期基本計画の終期を評価年度として設定

交付金事業の定性的な成果及び評価等

5










	富山県（直接事業）（修正1111）
	11山崎（富山県（直接事業）（6～13））
	11山崎（富山県（直接事業）（34））
	11山崎（富山県（直接事業）（75～78））

	富山県（間接事業）
	12富山県（間接事業）4～5
	12富山県（間接事業）26～33
	12富山県（間接事業）48～58

	富山県（間接事業・繰越）



