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平成21年度当初予算（案）の概要

Ⅰ 予算の規模 平成21年度 平成20年度 差引額 増減率

一 般 会 計 19,634,000千円 18,727,000千円 907,000千円 4.8 ％

特 別 会 計 11,445,240千円 12,718,928千円 △1,273,688千円 △ 10.0 ％

企 業 会 計 6,040,069千円 6,091,724千円 △ 51,655千円 △ 0.8 ％

全 会 計 の 合 計 37,119,309千円 37,537,652千円 △ 418,343千円 △ 1.1 ％

Ⅱ 集中改革プランに基づく見直し

１．職員定数の削減

一般会計 △13人 365人→352人予算定数当初比較

全 会 計 △13人 576人→563人

平成17年4月1日以降、148人の削減となり適正化計画140人削減を達成

２．市債残高の逓減

償還予定額 3,800,598千円－発行予定額 3,045,600千円＝残高 △754,998千円

３．保育所の一部民営化

大屋保育所を町野福祉会へ移管

Ⅲ 公共事業の重点化

平成21年度 平成20年度 増減率

１． 普通建設事業 4,193,327千円 2,661,996千円 57.5％

２． 災 害 復 旧 費 92,300千円 725,903千円 △87.3％

※ 普通建設事業のうち主なもの

・(仮称)東部地区統合中学校建設事業費 451,537千円

校舎棟 A=2,962㎡ 【H22債務負担行為 224,078千円】

・地域交流センター建設費（まちづくり交付金事業） 407,000千円

、 【 】屋内運動場棟 A=1,094㎡他 校舎棟を除く施設 H22債務負担行為 200,000千円

・三井小学校大規模改造・耐震補強事業費 90,102千円

・角海家復元事業費 136,600千円【H22債務負担行為 132,130千円】

・みなと振興交付金事業費 210,000千円

マリンタウン西護岸 防波堤 L=45m

Ⅳ その他

１．緊急雇用対策事業（国の２次補正関連経費）

(1) 緊急雇用創出事業費 22,000千円、

(2) ふるさと雇用再生特別交付金事業費 24,840千円

(3) 妊婦健診費助成 5回→14回に拡大

２．介護保険料（第１号被保険者）の見直し 月額3,700円→3,800円

３．乳幼児及び児童医療助成事業費

０歳児から小学校卒業→中学校卒業まで拡大

４．認可外保育施設保育料に対し新たに助成 3,024千円
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Ⅴ 歳出予算の主なもの

（単位：千円）

１ 地域で支え合う人にやさしい安全・安心のまちづくり

(1)消防・防災・防犯対策の推進

・消防団組織育成事業費補助 (総 務)5,395

１６分団の運営費等補助

・消防施設等整備事業費[一部合併特例債予定] (総 務)41,445

防火水槽設置費、消防ポンプ自動車更新（阿岸分団）

・自主防災活動助成費 (総 務)2,186

自主防災組織リーダー（防災士）育成他

・ （農林水産)海岸保全施設整備事業費 60,000

漁港 人工リーフ L=16m曽々木

深見漁港（門前地区）離岸堤 L=33m

・橋梁耐震対策等事業費[合併特例債予定] （土 木）112,700

橋梁耐震対策費

・ 新】橋梁長寿命化修繕計画策定事業費 （土 木）【 8,000

橋梁点検・計画策定（64橋分）

(土 木)・県急傾斜地崩壊対策事業負担金 25,650

渋田地区他10箇所 事業費の5～15％負担

・ (土 木)県単急傾斜地崩壊対策事業費 19,000

袋（仁行）地内、大沢地内

・既存建築物耐震改修促進事業費 （都市整備）9,000

・ 新】都市防災推進事業費[合併特例債予定] （都市整備）【 90,000

復興計画に基づく道路整備、側溝整備

(2)交通安全対策の推進

・交通安全推進費 (総 務)2,416

交通安全推進隊活動費

・交通安全施設整備事業費 (土 木)6,439

ガードレール、カーブミラー整備他

(3)児童福祉の充実

・チャイルドシート購入助成事業費 (市 民)550

購入価格の1/2を助成（10,000円限度 、対象者 ６歳未満児）

・児童センター事業費 (福 祉)7,453

児童センター運営委託

・ (福 祉)放課後児童健全育成事業費 40,418

１児童館、８クラブ→１児童館、１０クラブ

・児童手当費 (福 祉)158,515

第１子及び第２子は月額5,000円、第３子月額10,000円
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０ 創設より一律 月10,000円歳から３歳未満までは乳幼児加算

小学校終了前まで支給

・子育て支援センター事業費 (福 祉)10,823

育児不安等に対しての相談指導他

・児童扶養手当費 (福 祉)75,847

母子家庭に児童扶養手当を支給

全部支給 月額41,720円、一部支給 平均月額29,900円

２人目5,000円、３人目3,000円加算

・乳幼児及び児童医療助成事業費 (福 祉)40,347

０歳児から小学校卒業→中学校卒業まで

・子宝支援事業費 (保 険)2,556

不妊治療に要する治療費の助成

・私立幼稚園就園奨励費補助 (学校教育)5,853

第３子（保育所の例による）入園料及び授業料全額助成、

同時入園第２子半額助成

(4)高齢者福祉の充実

・後期高齢者医療健康診査費 （保 険）7,283

対象者 約6,600人

・高齢者福祉総務費 (保険･健推)14,115

（保 険)うち在宅老人利用施設建設資金償還金補助 2,870

（あての木園ディサービスセンター、特別養護老人ホーム｢あかかみ｣）

（健康推進)地域包括支援センター事務費 8,940

・高齢者福祉対策費 (保険・健推)201,579

（健康推進)うち老人保護措置費 170,240

8,960（健康推進）高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業費

（健康推進)介護予防・地域支え合い事業費 13,433

（健康推進)長寿者祝品贈呈事業費 8,295

(健康推進)・第23回全国健康福祉祭いしかわ大会開催準備事業費 2,800

ねんりんぴっく石川2010におけるソフトボール交流大会の

準備、リハーサル大会の開催

(健康推進)・特定高齢者施策事業費（介護保険特別会計） 31,774

高齢者筋力向上トレーニング事業、生きがい通所支援事業他

(5)障害者福祉の充実

・障害者福祉費 (福 祉)587,744

うち障害者自立支援給付費（介護給付費）365,067

コミュニケーション支援事業費 3,191

日常生活用具給付事業費 8,325

地域活動支援センター機能強化事業費 18,262

心身障害者医療給付費 111,576
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２ 心身ともに健やかな人を育むまちづくり

(1)健康づくりの推進

・予防接種費 (健康推進)39,853

日本脳炎、高齢者インフルエンザ他

・がん検診費 (健康推進)20,847

・健康指導費 (健康推進)1,656

・ 新】肺炎球菌ワクチン予防接種費 (健康推進)【 300

(2)スポーツ活動の推進

・生涯スポーツ推進事業費 （スポーツ）7,016

総合型スポーツクラブ育成補助

・スポーツ少年団各種大会助成費 （スポーツ）1,000

サッカー、ミニバスケット、野球等

・高校女子ソフトボール研修大会費 (門前教育）1,000

20校参加予定、うち14校県外参加予定

（5月2日～6日予定 門前総合運動公園他）

(3)学校教育の充実

・ 新】三井小学校大規模改造・耐震補強事業費 （庶 務）【 90,102

・(仮称)東部地区統合中学校建設事業費［～h22］ （庶 務）451,537

校舎棟 A=2,962㎡

・地域交流センター建設工事（まちづくり交付金事業 ［～h22］ （都市整備）） 407,000

校舎棟以外 屋内運動場棟 A=1,094㎡他

・大学生育英資金貸付事業費 (学校教育)13,860

貸与月額 35,000円

・高校生育英資金給付事業費 (学校教育)3,360

給付月額 8,000円

・生徒指導事業費 (学校教育）7,617

特別支援学級支援員の配置（５小学校、２中学校）

・ 新】学力向上推進事業費 (学校教育）【 1,119

小学校３・５年、中学校１・２年を対象

・遠距離児童・生徒通学費補助 (学校教育)14,255

・中高一貫教育推進事業費 (学校教育)1,600

・スクールバス運行費 （学校教育）21,578

スクールバス９台（うち愛のりバス３台）
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３ 世界に誇れる文化を次代に受け継ぐまちづくり

(1)伝統文化の保存・継承

・三夜おどり開催事業費補助 (文 化）2,200

・文化的景観保存調査事業費 (文 化）3,000

間垣（大沢、上大沢）の詳細調査

・ （文 化）名勝保存修理事業費 2,020

白米千枚田の指定区域標設置

・県指定文化財保全調査費 （文 化）2,038

角海家の収蔵資料調査、撮影業務

・角海家復元事業費 （文 化）136,600

母屋、土蔵３棟

（文 化）・ 新】松尾邸修復事業費【 50,000

松尾邸（町野町伏戸）木造茅葺き２階建て A=345.57㎡

(2)芸術・文化活動の支援

・文化振興事業費 (文 化）15,035

コンサート、公演開催費他

・輪島市美術展事業費 （文 化）930

美術展開催等

・文化協会事業費補助 (文 化)1,000

市民文化祭開催等

(3）人づくり・ものづくりの体制整備

・工房長屋管理費 （商 工 業）8,257

施設管理委託費

・輪島漆器産地振興対策事業費 （商 工 業）2,700

交付先 輪島漆器商工業協同組合

・輪島塗技術伝承者養成事業費補助 （文 化）2,400

交付先 輪島塗技術保存会

４ 活力に満ちた地域産業が発展するまちづくり

(1)農林水産業の振興

・農産物主産地化事業費 （農林水産)1,000

・地産地消推進事業費 （農林水産）900

・中山間直接支払制度交付金（H17～H21） （農林水産）111,245

農業生産活動に対する交付金 県3/4（国1/2）市1/4

・農業経営基盤強化支援事業費 （農林水産)2,600

共同で農業生産活動を行う農家に対する農機具購入助成
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・ 新】産地競争力強化事業費 （農林水産)【 1,300

家畜(豚)飲料施設

・県営広域営農団地農道整備事業負担金 (農林水産)58,500

輪島２期（石休場～山ノ上）

能登外浦３期（馬渡～北浦）

能登外浦４期（北浦～千代）

・市単土地改良事業費[合併特例債予定] (農林水産)9,000

輪島地区 7箇所、門前地区 5箇所

・ (農林水産)中山間地域総合整備事業費（門前南部地区） 50,600

L=350m、農業用排水 L=900m、用地補償費他農道整備

・中山間地域総合整備事業費（寺山地区） （農林水産）20,240

農道整備 L=500m

・森林環境保全整備事業費 （農林水産）9,209

間伐の実施

・ (農林水産)森林整備地域活動支援交付金 32,485

森林維持管理（作業道補修等）

・離島漁業再生支援交付金 (H17～H21) （農林水産）7,888

県3/4（国1/2）市1/4

・ 新】県単漁業構造改善事業費 （農林水産）【 2,640

コンピュータ式重量選別機

・漁港改修事業費 （農林水産）65,000

鵜入漁港（小鵜入地区）外郭施設工 L=20m

・ (農林水産)海岸保全施設整備事業費 (再掲) 60,000

・県漁港事業負担金 （農林水産）4,976

鹿磯漁港、舳倉島漁港

(都市整備)・県港湾事業負担金 69,050

マリンタウン関連県事業負担金

(2)商工業の振興

・不況対策事業費 （商 工 業）26,476

緊急対策無利子融資の利子補てん他

・商業活性化支援事業費 （商 工 業）886

個店対策事業他

・中小企業等産業育成支援事業費 （商 工 業）1,410

市内中小企業等の販売促進費他

・輪島市商工振興強化育成支援事業費 （商 工 業）13,800

経営相談、経営改善セミナー、講演会等の開催費他

・物産品販路開拓事業費 （商 工 業）1,535

首都圏等物産展活動費他

・輪島漆器産地振興対策事業費 （商 工 業）(再掲) 2,700

・漆器普及宣伝費 （商 工 業）4,352

ブランド強化支援育成事業他
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・企業誘致推進事業費 （商 工 業）5,099

企業誘致への推進事務経費他

・人材確保対策推進事業費 （商 工 業）8,369

輪島市定住促進奨励金制度

U･Iターン者（50歳以下）10万円、Yターン者（制限あり）5万円

新規学卒者 5万円

(3)観光の振興

・観光宣伝費 （観 光）15,205

誘客宣伝事業費補助、観光パンフレット印刷他

・輪島市観光地魅力創出推進事業費 (観 光）6,100

段駄羅通魅力アップ事業

猿山魅力アップ事業

首都圏キリコ担ぎ出し調査ＰＲ事業他

・ (観 光)御陣乗太鼓実演事業費 4,000

・輪島まちおこし連絡協議会等事業費補助 （観 光）1,800

輪島あえの風冬まつり、能登總持寺祖院静と動の響き開催補助

・海洋資源活用事業費 （観 光）1,269

ジギングバトル、釣りイカダ事業補助

・能登ふるさと博開催費 （観 光）2,000

実施主体「ほっと石川」観光キャンペーン能登部会

・ (都市整備)朝市駐車場周辺管理費 16,752

朝市駐車場周辺管理委託

５ 人が集い交流が盛んなにぎわいのあるまちづくり

(1)地域間交流の促進

・コンベンション等誘致支援助成費 （企 画）3,095

・子ども長期自然体験村事業費 （生涯学習)4,750

(2)国際交流の推進

・外国人講師招致事業費 （学校教育）10,097

外国人英語講師２名

(3)市内の更なる交流・連携の促進

(企 画)・永井豪記念館推進事業費 1,500

永井豪のマンガ、アニメ等のキャラクター仮装コンテストの開催

(6月7日～8日の輪島市民まつりに開催)

・ 新】永井豪記念館管理費 (企 画)【 22,000

施設管理費、企画展展示替え他
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・農林漁業まつり事業費 (農林水産）2,234

わじま農林漁業まつり補助

「第31回石川の農林漁業まつり」出展委託費

・輪島市民まつり事業費 （商 工 業）14,400

・セカンドメモリアルＧｏＧｏ (観 光)1,000

市内中学校卒業者等のふるさとでの５５歳交流支援事業

・白米千枚田観光景観保全費 （観 光）5,800

オーナー制度運営事業、千枚田結婚式、田植え、稲刈行事他

・能登ふるさと博開催費 （観 光）(再掲) 2,000

・そばの市開催事業費 （観 光）900

・峨山道巡行事業費 （観 光）700

・門前モータースポーツ公園管理費 （観 光）6,376

2009全日本ダートトライアル選手権開催費

・サイクルロードレース開催事業費 （観 光）1,000

・全日本競歩輪島大会費 (スポーツ)10,000

・ 新】第26回石川県ｼﾞｭﾆｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ競技選手権大会助成費 （スポーツ）【 500

(4)交流拠点の整備

・みなと振興交付金事業費[合併特例債予定] （都市整備）210,000

防波堤建設工事 L=45m

・県街路事業負担金[合併特例債予定] (都市整備）72,250

都市ルネッサンス事業（河井町横地線）

・まちづくり交付金事業費[一部合併特例債予定] （都市整備）1,858,300

マリンタウン区画道路整備、ボートパーク整備

マリンタウン１号線用地購入

【新】観音町道路美装化実施設計

【新】町野地区地域交流センター建設

(5)コミュニティ活動の支援

・コミュニティ活動推進助成費 （生涯学習）1,405

地区公民館事業助成

・地域づくりリーダー養成事業費 (生涯学習）9,745

公民館を核とした学習機会の提供

６ 誰もが住みたいと思う快適なまちづくり

(2)交通ネットワークの整備

・へぐら航路助成費 (企 画）9,200

・県道路事業負担金[合併特例債予定] (土 木）22,000

いしかわ広域交流幹線軸他、県道事業負担金 10～15%
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・地域再生計画道整備交付金事業費[一部合併特例債予定] (土 木）213,000

久手川塚田線

五十洲深見線他４路線

塚田久手川線

・ (土 木）交通安全施設等整備事業費 40,000

広瀬中谷内線

・県街路事業負担金 (都市整備）（再掲） 72,250

(3)公共交通網の整備・充実

・能登空港利活用促進事業費 （企 画）34,646

・へぐら航路助成費 （企 画）（再掲） 9,200

・バス路線運行維持対策費 （企 画）41,845

生活交通路線運行費補助

一般生活路線運行費補助

コミュニティバス（のらんけバス）運行負担金

・能登有料道路通行料金対策費 （市 民）24,000

割引助成（普通車の場合、460円割引中 市124円負担）

(4)ＩＣＴ環境の整備

・携帯電話不感地帯解消事業費 （企 画）40,000

光ケーブル敷設 約20km

（市 民）・住民基本台帳ネットワークシステム費 9,000

(5)上下水道の整備

・水道の整備 (水 道）441,467

未普及地域解消事業

三井地区への上水道拡張

下水道工事に伴う水道管布設替等

中山間地域総合整備事業（農村生活環境基盤整備）

寺山地区への町野簡水の拡張

・公共下水道の整備 （下 水 道）470,000

管渠工事、水道管移設費他

・特定環境保全公共下水道の整備 （下 水 道）190,000

管渠工事（門前処理区）

・合併処理浄化槽の整備 （下 水 道）95,100

市町村設置型 5人槽70基、7人槽20基（見込み）
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７ 豊かな自然つつまれた潤いあるまちづくり

(1)自然環境の保全・活用

・景観地保護管理事業費 （監 理）1,010

白崎、赤崎、大長崎、猿山地域の景観保護

・公害対策費 （環境対策）1,850

不法投棄監視員（16名）設置費他

・ （文 化）名勝保存修理事業費 (再掲) 2,020

(2)自然・歴史的景観の保全と育成

・フラワーロード整備事業費 （環境対策）1,630

道路歩道沿い花壇等に花植栽 花の苗購入費他

・街なみ環境整備事業費 （都市整備）112,700

鳳至上町地区

門前町總持寺周辺地区

・県街路事業負担金 （都市整備）(再掲） 72,250

・文化的景観保存調査事業費 （文 化）3,000

間垣（大沢、上大沢）の詳細調査

(3)循環型社会の形成

・廃棄物減量化対策費 （環境対策）27,549

指定ごみ袋製作費、啓発推進費、ステーション化助成、

電気式生ごみ処理機購入助成、コンポスト購入助成

・再資源化促進事業費 (環境対策)24,194

資源ごみ収集袋製作費他

８ 市民と行政の協働による効率的なまちづくり

(1)行政の情報化推進

・電子入札システム費 （監 理）4,022

（市 民）・住民基本台帳ネットワークシステム費(再掲） 9,000
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