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平成29年度当初予算（案）の概要

Ⅰ 予算の規模
平成29年度 平成28年度 差引額 増減率

一 般 会 計 20,550,000千円 20,636,000千円 △86,000千円 △0.4 ％

特 別 会 計 11,143,079千円 11,232,964千円 △89,885千円 △0.8 ％

企 業 会 計 6,527,676千円 6,263,861千円 263,815千円 4.2 ％

全会計の合計 38,220,755千円 38,132,825千円 87,930千円 0.2 ％

Ⅱ 予算の特色

「第２次輪島市総合計画」初年度の取組

平成29年度から平成38年度までの10年間を目標年次とする第2次輪島市総合計画では、将来像を

として、基本理念である「地域特性と市民の知「 あい”の風がはぐくむ 快適・活気・夢のまち」“

恵を最大限に活かしたまちづくりの推進」のもと、実現に向けて５つの施策に取り組みます。

Ⅰ．安全・安心・快適なまちづくり

Ⅱ．活力を生み出すまちづくり

Ⅲ．健やかに過ごすまちづくり

Ⅳ．ふるさとを学び誇るまちづくり

Ⅴ．市民と行政の協働によるまちづくり

今年度、重点的に取り組む新規・拡充を図る主な事業は次のとおりです。

一般会計

【 】 （ ）新 ・宿泊施設魅力アップ事業費補助 100,000千円 観 光

宿泊施設の多様化するニーズに対応するための施設整備等を支援

①施設設備の改修：補助率:2/3

②備品購入(高齢者や外国人の受入対応等)：補助率:1/2

１施設当たりの上限額は①+②の合計1,000万円

【新 ・輪島ご当地グルメ開発事業費 5,000千円（観 光）】

新たに「食」をテーマに食材の宝庫である輪島の魅力を発信

輪島産の食材による統一食の開発等

・誘客宣伝対策事業費 18,271千円（観 光）

雑誌広告、イベントPR、あかり人運営補助、旅行商品販売促進等

メディアミックス(複数広告媒体)による観光プロモーション

【新 ・輪島観光情報発信事業費 1,130千円（観 光）】

輪島観光大使と観光サポーターによる情報発信
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【新 ・輪島塗後継者育成奨励事業費 1,500千円（漆器商工）】

市と漆器組合による輪島塗の後継者育成奨励事業

1人当たり月額5万円のうち1/2の2.5万円を漆器組合へ補助

・輪島塗技術再認識・普及事業費 15,430千円（漆器商工）

【新】輪島塗技術の粋を結集した作品を輪島塗技術保存会が製作

輪島塗技術の木地･髹漆に蒔絵･沈金による装飾を施した｢地球儀｣等

・ がんばる輪島”応援推進事業費 171,590千円（企 画）“

【新】伝統工芸特設ページ掲載(ふるさと納税目標額3.5億円)

・へぐら航路助成事業費 4,738千円（企 画）

舳倉航路維持対策(運営費補助)

【新】有人国境離島法(H29.4施行)により島民の運賃低廉化を図る

片道:通常2,260円→島民1,810円→970円(低廉化)

【新 ・へぐら航路造船事業費 5,573千円（企 画）】

定期船の更新(現船H9建造) H29:基本設計、詳細設計

船主:へぐら航路(株)と(独)鉄道･運輸機構共有→輪島市(公設民営)

・生涯活躍のまちづくり事業費 199,444千円（企 画）

市街地の空家、空地を利用して多世代が交流し、生涯活躍のまち

を実現するための施設整備補助(多世代交流施設､高齢者ﾃﾞｲ､育児支援施設等)

【新 ・輪島市社会福祉協議会拠点センター建設費補助 102,300千円（福 祉）】

輪島市社会福祉協議会の事務所を統合し新たに建設する拠点セン

ターの建設補助 木造２階建 S=490.22㎡(旧河井保育所跡地)

総事業費:約1億2,000万円(うち介護保険専用部分除く部分に補助)

【拡 ・生活困窮者自立支援事業費（20,078千円のうち） 10,000千円（福 祉）】

生活困窮者への貸付資金として、1,000万円を輪島市社会福祉

協議会へ補助(車両購入、就学･就労準備費を追加対象)

・障害者計画等策定費 766千円（福 祉）

(H30～H34)輪島市障害者計画

H30～H32)輪島市障害者福祉計画(

【新 ・発達相談支援事業費 1,000千円（福 祉）】

行政、学校、保育所、保護者等関係者が連携し研修会を開催

・輪島中学校建設事業費 1,803,000千円（庶 務）

校舎棟、体育館･武道場、全天候型広場等(Ｈ29.12竣工予定)

【新 ・本庁舎等整備検討事業費 8,030千円（監 理）】

輪島市本庁舎等整備審議会を設置し、庁舎及び文化会館の耐震性

確保を検討(整備計画策定支援)

2017/2/16



- 3 -

2017/2/16

特別会計

下水道事業特別会計(公共・特環・農集・漁集・浄化槽)

・H30.4からの地方公営企業法適用化に向けた準備(H29企業会計システム導入等)

・処理場長寿命化対策(水処理施設更新実施設計等)

企業会計

病院事業会計

・医療スタッフの確保(医師2名増)により診療体制を強化し、市民が安心できる地域医療の提供

に努める

・老朽化する新田町医師住宅を改修し、不足する医師住宅を確保する

水道事業会計

・未普及地域の解消と老朽化する施設の更新を計画的に行い、水道水の安定供給に努める

・水道未普及地域解消(深見･白米地区)(H27～H29) 総事業費約4.6億円(H29約2.5億円)

【新 ・水道管耐震化事業(老朽管更新)(Ｈ29～Ｈ38) 総事業費約10.3億円(Ｈ29約0.7億円)】

将来像を実現するための財政運営

交付税減額の影響の中、平成29年度当初予算においては特定目的基金を活用するなど、財源

の確保に努め、財政調整基金の取り崩しは行わずに編成を行い、今後も市債残高を減少させるな

ど引き続き財政の健全性を堅持する

また、将来発生する公共施設の更新、改修、維持補修、解体などに多額の費用が見込まれるこ

とから、平成28年度3月補正予算において「公共施設等総合整備基金」を創設し、平成29年度

以降も計画的に資金を積み立てる

・公共施設等総合整備基金費 約1億円

※H28･29予算額ベース★市債残高(年度末見込額)

(一般会計) ㉘ 315.2億円 → ㉙ 298.1億円 △17.1億円

(全会計) ㉘ 545.6億円 → ㉙ 518.4億円 △27.2億円
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Ⅲ 歳出予算の主な事業

(輪島市総合計画の基本方針に基づき列記)

（単位：千円）

Ⅰ 安全・安心・快適なまちづくりⅠ 安全・安心・快適なまちづくり

１．持続可能なまちづくり

(1)計画的な土地利用の推進

・マリンタウン用地販売促進事業費 （都市整備）24,600

(2)豊かさを実感できる住生活の実現

・移住・定住促進事業費 （企 画）11,450

Uターン･Iターン者に対する奨励金等

・移住促進住宅管理費 （企 画）830

・既存建築物耐震改修促進事業費 （都市整備）6,160

・公営住宅管理費 （都市整備）27,158

(3)道路網の整備・更新

・除排雪費 （土 木）95,000

・道路橋梁維持費 （土 木）52,500

・県道路事業負担金 （土 木）17,000

・道路橋梁整備事業費 （土 木）397,250

改良･舗装、側溝改修、案内標識設置

・ （土 木）道路災害防除事業費 83,835

・橋梁長寿命化対策事業費 （土 木）72,450

・県街路事業負担金 （都市整備）74,375

(４)交通ネットワークの整備・更新

・のと里山空港利活用促進事業費 （企 画）45,241

のと里山空港利用促進助成金(アウトバウンド対策)

【拡】往復:小人2,000円→4,000円(大人同額)

【拡】乗継加算:小人+1,000円→+2,000円(大人同額)

のと里山空港誘客(宿泊)促進事業負担金(インバウンド対策)

【拡】空港利用者の宿泊助成施設負担 １割→負担なし

・へぐら航路助成事業費 （企 画）4,738

【新】有人国境離島法(Ｈ29.4施行)による島民の運賃低廉化

・へぐら航路造船事業費 （企 画）【新】 5,573

定期船更新事業(公設民営:基本設計、詳細設計)
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・バス路線運行維持対策事業費 （企 画）59,376

【新】路線バスの｢愛のり化｣を検討(乗降調査)

・次世代交通対策事業費 （企 画）1,000

新たな交通手段として整備が進むエコカート事業補助

・わじま周遊バス運行事業費補助 （企 画）700

ふらっと訪夢から市内観光施設を周遊するバスの運行費補助

【拡】宿泊施設を停留所に追加(H28実証による)

・自家用有償旅客運送事業費 （企 画）7,340

高齢者の外出支援(おでかけバス門前地区4コース運行)

(5)ＩoＴの活用・推進

・電算管理費 （企 画）81,230

・ケーブルテレビ運営費 （放 送）186,020

・ケーブルテレビ整備事業費 （放 送）40,000

伝送路監視装置更新、外部変調器更新

(6)上下水道の普及・管理

・飲料水供給施設整備費補助 （上下水道）4,000

補助対象：新設及び更新 補助率：8/10

・公共下水道事業費 （上下水道）75,755

汚水管渠敷設、浄化センター改修(高圧気中開閉器､避雷器)

・特定環境保全公共下水道事業費 （上下水道）14,669

門前水質管理センター前処理棟脱臭装置更新実施設計

黒島(汚水ポンプ更新)、鹿磯（中継ポンプ更新)

・農業集落排水事業費 （上下水道）50,600

機能強化対策工事(美谷地区)(H28～H29)

・浄化槽整備推進事業費 （上下水道）42,000

市町村設置型合併処理浄化槽設置

・未普及地域解消事業(深見工区) （上下水道）248,897

実施設計、配水管布設、用地取得(H27～H29)

【新 ・水道管耐震化事業費 （上下水道）】 69,000

実施設計、配水管布設替(老朽管更新･耐震化)(H29～H38)

【新 ・北川浄水場改修事業費 （上下水道）】 10,444

北川浄水場の老朽化に伴い地原浄水場系統を利用するため、

電動弁を設置し適正な水量管理を行う
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・生活基盤近代化事業 （上下水道）303,807

町野簡水配水管布設替等(H26～H30)

町野、洲衛簡水遠方監視制御装置更新(クラウド式)

舳倉簡水配水管布設替等(H28～H30)

(7)公園や緑地等の適切な管理

・フラワーロード整備事業費 （環境対策）3,817

・公園管理費 （都市整備）8,522

(8)移住・定住環境の整備

・生涯活躍のまちづくり事業費 （企 画）199,444

市街地の空家、空地を利用した多世代交流施設の建設補助

・移住・定住促進事業費 （企 画）(再掲) 11,450

・移住促進住宅管理費 （企 画）(再掲) 830

2．安全・安心なまちづくり

(1)消防・救急体制の充実

・奥能登広域圏事務組合消防本部負担金 （防災対策）125,602

・奥能登広域圏事務組合輪島消防署負担金 （防災対策）508,745

・原子力防護施設管理費 （防災対策）2,172

・舳倉島防災拠点施設整備事業費 （防災対策）【新】 30,000

舳倉島開発総合センターを防災拠点施設として改修

・救急医療対策費 （健康推進）1,425

(2)消防対策・対応力の強化

・消防団員報酬 （防災対策）10,071

・消防団活動費 （防災対策）23,830

・消防施設等整備事業費 （防災対策）32,500

防火水槽整備、河原田分団消防ポンプ自動車更新等

・災害対策費 （防災対策）5,107

・自主防災活動支援事業費 （防災対策）8,795

・県単荒廃地復旧事業費 （農林水産）3,300

・海岸保全施設整備事業費 （農林水産）31,200

・ （土 木）道路災害防除事業費(再掲) 83,835

・ （土 木）県単急傾斜地崩壊対策事業費 30,900
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(3)防犯・交通安全対策の推進

・私設防犯灯設置費補助 （防災対策）8,000

・空家等対策事業費 （都市整備）【新】 2,624

特定空家等についての緊急安全代行措置費等

・交通安全推進費 （防災対策）2,726

・交通安全協会連合会運営費補助 （防災対策）1,150

・高齢者運転免許証自主返納支援事業費 （防災対策）1,500

・チャイルドシート購入助成事業費 （市 民）500

・交通安全施設整備事業費 （土 木）6,400

3．自然・環境の保全・活用

(1)自然環境の保全

・環境美化推進事業費 （環境対策）458

・LED街灯照明等導入促進事業費 （環境対策）5,761

・海岸漂着物等地域対策推進事業費 （環境対策）29,940

(2)自然・歴史的景観の保全・活用

・世界農業遺産活用事業費 （企 画）2,000

【拡】能登の里山里海研修プログラム

・白米千枚田観光景観保全事業費 （観 光）4,000

【新】千枚田棚田データ調査作成費補助

・景観推進事業費 （都市整備）3,000

・街なみ環境整備事業費 （文 化）10,100

(3)循環型社会の形成

・廃棄物減量化対策事業費 （環境対策）19,879

・輪島市・穴水町環境衛生施設組合負担金 （環境対策）340,043

・クリーンセンター焼却処理施設管理費 （環境対策）138,193

・クリーンセンター埋立処分場管理費 （環境対策）35,850

・再資源化促進事業費 （環境対策）26,477

・新エネルギー推進事業費 （企 画）1,565

・公害対策費 （環境対策）3,063
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Ⅱ 活力を生み出すまちづくりⅡ 活力を生み出すまちづくり

1．戦略的交流による地域振興

(1)ツーリズムの振興

・宿泊施設魅力アップ事業費補助 （観 光）【新】 100,000

高齢者や外国人等多様なニーズに対応し、市内宿泊施設の

魅力アップを図るための施設改修費及び備品購入費を補助

・フィルムコミッション事業費 （観 光）1,600

映画・ドラマ等誘致、撮影支援、ロケ地マップ作成

・マリンタウンおもてなし事業費 （観 光）7,500

大型クルーズ船等受入促進事業とマリンタウンイベント支援事業を統合

歓送迎セレモニー、物販等(5隻寄港予定)

(2)国内外の交流促進

・ジャパンテント開催費補助 （総 務）800

・禅の里づくり事業費 （企 画）8,830

・輪島市民まつり事業費 （漆器商工）17,000

・観光宣伝費 （観 光）13,705

【新】観光情報サイト輪島ナビリニューアル

・誘客宣伝対策事業費 （観 光）18,271

雑誌広告、イベントPR、あかり人運営補助、旅行商品販売促進等

メディアミックス(複数広告媒体)による観光プロモーション

・コンベンション等誘致支援事業費 （観 光）3,145

・セカンドメモリアルGoGo （観 光）1,000

・雪割草まつり・そばの市開催事業費 （観 光）1,550

・輪島観光情報発信事業費 （観 光）【新】 1,130

輪島観光大使と観光サポーターによる情報発信

・国際交流多文化共生事業費 （生涯学習）190

(3)交流拠点機能の強化

・観光案内事業費 （観 光）12,317

ふらっと訪夢内「わじま観光案内センター」運営費

【新】マリンタウンにおいて｢あかり人｣による観光案内で

周遊性とサービスの向上を図る

・船舶寄港支援事業費 （都市整備）7,500
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2．活力に富む産業振興

(1)漆器産業の強化

・輪島漆器商工業協同組合運営費補助 （漆器商工）4,500

・輪島塗後継者育成奨励事業費 （漆器商工）【新】 1,500

市と漆器組合による後継者育成奨励事業

・輪島漆芸作家活動支援事業費 （漆器商工）1,450

漆芸作家活動支援 【新】世代交流支援、

・漆芸技術活用推進事業費 （漆器商工）500

文化財修復セミナー、技術･デザインセミナー開催

・輪島塗技術再認識･普及事業費 （漆器商工）15,430

【新】輪島塗技術の象徴となる作品製作、情報発信等

・国際漆展開催事業費 （漆器商工）【新】 730

漆の国際公募展(漆芸美術館での巡回展:12月上旬～約1ヶ月間)

・漆器普及宣伝費 （漆器商工）2,450

(2)商工業の振興

・商業活性化支援事業費 （漆器商工）3,200

・商工振興強化育成支援事業費 （漆器商工）13,800

・ロボット競技大会開催支援事業費 （漆器商工）1,800

(3)農林業の振興

・農産物主産地化事業費 （農林水産）1,200

・ハウス園芸作物チャレンジ支援事業費 （農林水産）5,000

・地産地消推進事業費 （農林水産）550

・青年就農給付金事業費 （農林水産）12,000

・わじま里山里海まつり事業費 （農林水産）1,900

・有害鳥獣対策事業費 （農林水産）16,768

電気柵設置、檻購入、狩猟(わな猟)免許(取得･更新)補助

イノシシ捕獲奨励金(1頭当たり3万円、400頭見込)

・県営広域営農団地農道整備事業負担金 （農林水産）123,000

・一般農道整備事業費 （農林水産）15,000

広域農道等の長寿命化対策(点検調査)

・市単土地改良事業費 （農林水産）8,000

・森林整備地域活動支援事業費 （農林水産）3,700

施業集約化の促進、既存路網整備、森林境界の明確化
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・松くい虫奨励防除事業費 （農林水産）12,691

・広葉樹植栽事業費 （農林水産）1,241

・輪島産材活用住宅助成事業費 （農林水産）3,000

・林道長寿命化対策事業費 （農林水産）8,380

・地域おこし協力隊事業費 （企 画）8,000

地域おこし協力隊2名予定(三井地区をはじめとした地域づくり活動)

(4)水産業の振興

・水産振興事業調査費 （農林水産）2,173

水産振興を図るための調査、研修、ＰＲ活動費

【新】海底耕耘事業補助(試験事業)

・豊かな藻場支援事業費 （農林水産）1,500

・海女漁振興事業費 （農林水産）4,565

・県漁港事業負担金 （農林水産）8,158

・大沢漁港改修事業費 （農林水産）【新】 26,910

機能保全計画に基く長寿命化対策(H29～32)

(5)地域ブランドの開発・発信

・輪島ご当地グルメ開発事業費 （観 光）【新】 5,000

「食」をテーマに輪島の魅力を発信

輪島産の食材による統一食の開発等

・農林水産物ブランド化推進事業費 （農林水産）1,472

・物産品販路開拓事業費 （漆器商工）2,936

・輪島産品ブランド化事業費補助 （漆器商工）600

3．多彩な就労機会の創出

(1)企業・創業支援

・産業育成支援事業費 （漆器商工）５,106

中小企業等産業育成支援事業と農水産物新商品開発支援事業を統合

・創業支援事業費 （漆器商工）700

・起業・新規出店支援事業費 （漆器商工）25,152

(2)継続した企業誘致

・企業誘致推進事業費 （漆器商工）8,966
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(3)多様なニーズに対応した就労支援

・青年就農給付金事業費 （農林水産）(再掲) 12,000

・輪島塗後継者育成奨励事業費 （漆器商工）【新】 (再掲) 1,500

市と漆器組合による後継者育成奨励事業

・障害者雇用促進事業費 （漆器商工）1,500

・シルバー人材センター運営費補助 （漆器商工）13,200

Ⅲ 健やかに過ごすまちづくりⅢ 健やかに過ごすまちづくり

1．女性が活躍できるまちづくり

(1)出産・子育て環境の充実

・子宝支援事業費 （健康推進）9,200

・児童センター事業費 （福 祉）7,590

・ （福 祉）放課後児童健全育成事業費 52,972

・三世代ファミリー同居・近居促進事業費 （福 祉）1,000

三世代で同居近居を始めるための住宅新築等経費を補助

新築･購入･増築･改築:30万円、市外からの転入者20万円加算

・放課後児童クラブ利用支援事業費 （福 祉）3,775

ひとり親世帯等に対する利用料減免支援

・病児保育等低所得者利用支援事業費 （福 祉）63

低所得者に対する病児･病後児保育利用料負担軽減

・子育て支援センター事業費 （福 祉）13,147

・在宅育児家庭通園保育モデル事業費 （福 祉）1,740

・認定こども園改築事業費補助 （福 祉）【新】 49,297

海の星幼稚園改築費補助(保育室、調理室の新増設等)

・保育所等防犯対策強化整備事業費補助 （福 祉）【新】 1,575

防犯対策強化を図るため、門･フェンス及びカメラ設置補助

・ひとり親家庭等医療費助成事業費 （福 祉）8,879

(2)男女共同参画の推進

・女性団体運営費補助 （生涯学習）682

・男女共同参画社会づくり推進事業費 （生涯学習）657
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2．地域で支え合う福祉の増進

(1)地域福祉の充実

・民生委員費 （福 祉）13,272

・社会福祉協議会拠点センター建設費補助 （福 祉）【新】 102,300

輪島市社会福祉協議会の活動拠点センター建設費補助

・社会福祉協議会運営費補助 （福 祉）25,206

・ボランティアセンター事業費補助 （福 祉）1,665

・生活困窮者自立支援事業費 （福 祉）20,078

【拡】輪島市社会福祉協議会が行う生活困窮者への貸付資金補助1,000万円

(2)児童福祉の充実

・チャイルドシート購入助成事業費 （市 民）(再掲) 500

・児童センター事業費 （福 祉）(再掲) 7,590

・ （福 祉）放課後児童健全育成事業費 52,972

・児童手当費 （福 祉）266,670

・職業体験イベント事業費補助 （福 祉）300

・三世代ファミリー同居・近居促進事業費 （福 祉）(再掲) 1,000

・放課後児童クラブ利用支援事業費 （福 祉）(再掲) 3,775

・病児保育等低所得者利用支援事業費 （福 祉）(再掲) 63

・子育て支援センター事業費 （福 祉）(再掲) 13,147

・子どものための教育･保育給付事業費 （福 祉）489,268

・私立保育所補助事業費 （福 祉）22,095

・在宅育児家庭通園保育モデル事業費 （福 祉）(再掲) 1,740

・ひとり親家庭等医療費助成事業費 （福 祉）(再掲) 8,879

・こどもの医療費助成事業費 （福 祉）59,233

18歳までの児童の医療費窓口無料(原則県内医療機関)

・児童扶養手当費 （福 祉）80,739

(3)高齢者福祉の充実

・自家用有償旅客運送事業費 （企 画）(再掲) 7,340

・生涯活躍のまちづくり事業費 （企 画）(再掲) 199,444

・除雪困難世帯生活道路除雪支援事業費 （福 祉）1,046

・地域包括支援センター事業費 （健康推進）14,364

主任介護支援専門員を養成

・老人保護措置費 （健康推進）169,227

・老人クラブ活動費補助 （健康推進）4,611

2017/2/16
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・高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業費 （健康推進）3,000

・介護保険制度利用者負担等軽減事業費 （健康推進）1,081

・介護予防・地域支え合い事業費 （健康推進）5,795

・長寿者祝品贈呈事業費 （健康推進）8,518

・在宅復帰支援事業費 （健康推進）545

・介護保険特別会計費 （健康推進）587,107

・シルバー人材センター運営費補助 （漆器商工）(再掲) 13,200

(4)障害者福祉の充実

・生涯活躍のまちづくり事業費 （企 画）(再掲) 199,444

・地域おこし協力隊事業費 （福 祉）3,657

地域おこし協力隊1人(障害者の住みやすいまちづくりを推進)

・障害者自立支援給付費 （福 祉）678,789

・障害者自立支援医療費 （福 祉）41,853

・障害児給付費 （福 祉）34,920

・地域生活支援事業費 （福 祉）40,743

【新】コミュニケーション支援事業:ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末による手話通訳支援

【新】自立支援協議会による発達障害者支援、障害者の就労支援等

・特別障害者手当等給付費 （福 祉）5,910

・身体障害者自立支援型住宅リフォーム推進事業費 （福 祉）1,200

【拡】身体障害児の属する世帯の所得要件を撤廃

・発達相談支援事業費 （福 祉）【新】 1,000

行政、学校、保育所、保護者等関係者の連携強化と研修会の開催

・障害者計画策定費 （福 祉）766

輪島市障害者計画、輪島市障害者福祉計画の次期計画を策定

・ （福 祉）在宅心身障害者配食サービス事業費 1,200

・除雪困難世帯生活道路除雪支援事業費 （福 祉）(再掲) 1,046

・障害者雇用促進事業費 （漆器商工）(再掲) 1,500

3．生涯の健康づくり

(1)地域医療拠点機能の充実

・医療機器等整備事業 （病 院）63,041

医療機器整備、更新(内視鏡システム、耳鼻咽喉科内視鏡システム、

全自動同定･薬剤感受性検査システム、血液脈波検査装置ほか)

新規(救急用デジタル超音波画像診断装置、新生児黄疸光線治療器ほか)
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・医療施設等整備事業 （病 院）52,170

下水道接続事業、熱源機械制御リモートモジュール更新、

新田町医師住宅改修(改修1棟､解体1棟)

(2)健康づくりの推進

・後期高齢者医療健康診査費 （市 民）8,509

・母子保健推進事業費 （健康推進）21,415

【新】3歳児健診時に視力検査実施(検査機器購入)

・予防接種費 （健康推進）51,426

Ｂ型肝炎:Ｈ28.10より定期化

・任意予防接種促進事業費 （健康推進）6,843

・がん・結核検診費 （健康推進）20,477

【拡】全がん検診無料クーポン発行対象者

40歳→40歳・50歳・60歳(対象年齢拡大)

・健康指導費 （健康推進）1,295

・こころの相談事業費 （健康推進）529

Ⅳ ふるさとを学び誇るまちづくりⅣ ふるさとを学び誇るまちづくり

1．困難に打ち克つ人づくり

(1)学校教育の充実

・県立高等学校活性化支援事業費 （庶 務）6,160

・高校生通学費補助 （庶 務）1,450

・輪島中学校建設事業費 （庶 務）1,803,000

校舎棟、体育館･武道場、全天候型広場、外構等

・教育支援員等費 （学校教育）44,591

学校図書館司書、特別支援教育支援員、ALT配置

【拡】特別支援教育支援員8人→10人(発達障害の児童生徒支援強化)

・スクールバス運行費 （学校教育）41,000

・学力向上推進事業費 （学校教育）2,875

・テレビ寺子屋事業費 （学校教育）400

・中高一貫教育推進事業費 （学校教育）200

・育英資金貸付事業費 （学校教育）9,660

・遠距離児童生徒通学費補助 （学校教育）10,800

・いしかわ道徳教育推進事業費 （学校教育）600
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(2)地域コミュニティの強化

・コミュニティ活動推進助成費 （生涯学習）2,550

・公民館施設管理費 （生涯学習）25,053

・公民館活動事業費 （生涯学習）9,980

地域づくりリーダー養成、公民館体験合宿等

(3)地域で取り組む教育力の向上

・家庭教育推進事業費 （生涯学習）680

・放課後子ども教室推進事業費 （生涯学習）1,350

・青少年健全育成活動推進事業費 （生涯学習）829

(4)生涯学習の推進

・図書等購入費 （生涯学習）10,400

・貸出文庫事業費 （生涯学習）1,039

・子ども長期自然体験村事業費 （生涯学習）4,400

(5)スポーツによる人づくり

・サイクルロードレース開催事業費 （観 光）3,500

第10回記念禅の里ロードレース(最終回)

・生涯スポーツ推進事業費 （生涯学習）6,621

総合型スポーツクラブ助成

全能登駅伝大会、能登平家の里ウォーク、学童野球大会、

中学校ソフトボール大会、少年剣道大会等助成

指導者スキルアップ講習会開催

・全日本競歩輪島大会費 （生涯学習）10,000

・体育協会運営費等補助 （生涯学習）5,390

・スポーツ少年団各種大会助成費 （生涯学習）1,000

・友好都市青少年スポーツ交流事業費 （生涯学習）500

・高校女子ソフトボール研修大会費 （生涯学習）1,000

・峨山道トレイルランニング大会助成費 （生涯学習）3,000

・地域おこし協力隊事業費 （生涯学習）7,142

地域おこし協力隊2人(スポーツによる地域づくりを推進)

・バスケットボール日本リーグ輪島大会助成費 （生涯学習）【新】 500

・石川県ジュニアトランポリン競技選手権大会助成費 （生涯学習）【新】 500

・体育施設管理費 （生涯学習）141,807

・体育施設整備事業費 （生涯学習）10,000
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2．伝統・文化を次代につなぐ

(1)文化・芸術活動の推進

・文化振興事業費 （文 化）1,480

・輪島市美術展事業費 （文 化）1,000

・文化協会事業費補助 （文 化）1,000

・文化活動支援事業費 （文 化）750

(2)文化財の保存・活用

・能登平家の里推進事業費 （観 光）604

・白米千枚田イベント開催費補助 （観 光）11,700

・海女漁振興事業費 （農林水産）(再掲) 4,565

・輪島塗後継者育成奨励事業費 （漆器商工）【新】 (再掲) 1,500

・三夜踊り開催事業費補助 （文 化）2,300

・輪島塗技術伝承者養成事業費補助 （文 化）2,400

・有形文化財保存事業費 （文 化）19,231

【新】阿岸本誓寺(県指定文化財)：茅葺屋根の補修(H29～H32予定)

【新】總持寺祖院経蔵(県指定文化財)：木羽屋根の補修(H29)

・名勝・史跡等保存事業費 （文 化）6,818

「時国氏庭園」及び「上時国氏庭園」名勝指定範囲拡張測量等

・文化的景観保存事業費 （文 化）6,638

間垣等修復補助、上大沢公衆トイレ前に間垣設置

（文 化）・伝統的建造物群保存地区保存対策事業費 8,701

・漆芸美術館運営委託等費 （文 化）93,869

・漆芸美術館施設管理費 （文 化）4,736

Ⅴ 市民と行政の協働によるまちづくりⅤ 市民と行政の協働によるまちづくり

1．行政経営基盤の強化

(1)行政サービス改革の推進

・職員研修費 （総 務）6,548

（ ）【 】新 ・公共施設等総合整備基金費 財 政100,100

将来発生する公共施設の更新、改修、維持補修、解体などに

活用し、財政負担の軽減を図るための積立金

・本庁舎等整備検討委員会費 （監 理）【新】 8,030

(仮称)輪島市本庁舎等整備審議会の開催及び整備計画策定支援費
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・法適化推進事業費 （上下水道）6,985

下水道事業の法適化(Ｈ30.4)に向けた企業会計システム導入費等

公共･特環･農集･漁集･浄化槽

(2)広域連携の推進

・姉妹都市議会親善事業費 （議 会）743

・友好都市等推進事業費 （総 務）4,500

姉妹都市、友好都市等との交流事業(石狩市との友好都市交流5周年)

・大学連携推進事業費 （企 画）【新】 1,000

(学)北陸大学、(学)総持学園鶴見大学、(学)東京農業大学

市民セミナー開催､学生インターンシップ受入､市民まつり､物販等で交流

2．さらなる協働によりまちづくりの展開

(1)多様な連携の推進

・区長会等報償費 （総 務）11,499

・区長会等活動費 （総 務）1,997

(2)輪島の応援ネットワーク形成

・ がんばる輪島”応援推進事業費 （企 画）“ 171,590

ふるさと納税目標額3.5億円

・輪島観光情報発信事業費 （観 光）【新】 1,130

観光大使･観光サポーターによる観光情報の発信

(再掲) 18,799・地域おこし協力隊事業費

（企画･福祉･生涯）地域おこし協力隊5人予定(うち新規1人)


