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平成23年度当初予算（案）の概要

Ⅰ 予算の規模 平成23年度 平成22年度6月補正後 差引額 増減率

一 般 会 計 18,838,000千円 19,358,520千円 △ 520,520千円 △ 2.7 ％

特 別 会 計 10,673,287千円 10,750,504千円 △ 77,217千円 △ 0.7 ％

企 業 会 計 5,950,876千円 5,615,422千円 335,454千円 6.0 ％

全 会 計 の 合 計 35,462,163千円 35,724,446千円 △ 262,283千円 △ 0.7 ％

Ⅱ 集中改革プランに基づく見直し

１．職員定数の削減

予算定数当初比較 一般会計△8人 341人→333人

全 会 計△3人 553人→550人

２．市債残高の逓減

一般会計 償還予定額 3,762,200千円－発行予定額2,546,800千円＝残高△1,215,400千円

全 会 計 償還予定額 5,203,058千円－発行予定額3,428,100千円＝残高△1,774,958千円

３．保育所の一部民営化

河井保育所を町野福祉会へ移管（H21 大屋保育所 H22 鳳至保育所）

４．補助事業の終了等による減

東陽中学校建設事業 △220,173千円 角海家復元事業 △113,399千円

まちづくり交付金事業 △825,339千円（マリンタウン公園等）

また、国の交付金等の予算がはっきりしていないことから、新規事業については見送

ってある。

Ⅲ 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

・【新】震災の記憶継承事業費 5,000（総 務）

地震記録や写真パネル等を、ふらっと訪夢や市役所等に常設展示

・消防団組織育成事業費補助 5,395 (総 務)

１６分団の運営費等補助
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・消防施設等整備事業費 34,600 (総 務)

防火水槽設置費、消防ポンプ自動車更新（大屋分団）

・災害対策費 14,232（総 務）

エリアメール導入費、非常食等備蓄品購入等

・自主防災活動助成費 8,014 (総 務)

自主防災組織リーダー（防災士）育成等

・橋梁耐震対策等事業費 62,100（土 木）

広和橋等４箇所

・県急傾斜地崩壊対策事業負担金 29,400 (土 木)

大沢１号等9箇所 事業費の5～15％負担

・県単急傾斜地崩壊対策事業費 40,865 (土 木)

三井町仁行（袋地区）、大沢町（大沢地区）

・既存建築物耐震改修促進事業費 9,000（都市整備）

耐震改修工事に対する補助（限度額100万円、ただし一般耐震診断による）

・都市防災推進事業費 112,800（都市整備）

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 5,267 (総 務)

交通安全推進隊活動費

(3)輪島病院の整備

・備品購入費 383,447（病 院）

【新】電子カルテシステム導入、医療機器等整備費

・工事請負費 79,040（病 院）

【新】研修センター、医師住宅（６室）、院内保育所整備費

【債務負担行為】 期限 平成24年度 限度額 103,860千円

(4)児童福祉の充実

・チャイルドシート購入助成事業費 500 (市 民)

購入価格の1/2を助成（10,000円限度）、対象者 ６歳未満児を養育する者

・児童センター事業費 7,453 (福 祉)

児童センター運営委託

・放課後児童健全育成事業費 38,800 (福 祉)

１１クラブの育成費

・子ども手当費 422,406 (福 祉)

15歳までの子ども全員 13,000円（月額）

３歳未満については 20,000円（月額）
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・子育て支援センター事業費 14,807 (福 祉)

育児不安等に対しての相談指導等

・児童扶養手当費 84,189 (福 祉)

ひとり親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29,392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 46,436 (福 祉)

０歳児から中学校卒業までの児童生徒に対し医療費助成

１ヶ月 自己負担 １，０００円 ただし、小学校就学前まで無料

・子宝支援事業費 2,100 (健康推進)

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 4,843 (学校教育)

第３子（保育所の例による）入園料及び保育料全額助成、

同時入園第２子半額助成

(5)高齢者福祉の充実

・自家用有償旅客運送事業費 7,523（企 画）

高齢者の外出支援 門前地区４コース

１コースあたり週３回（隔日運行）１日３往復

・後期高齢者医療健康診査費 9,040（市 民）

対象者 約6,600人

・高齢者福祉総務費 10,820 (健康推進)

うち在宅老人利用施設建設資金償還金補助 2,649

（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｣）

地域包括支援センター事務費 7,596

・高齢者福祉対策費 241,097 (市民・健推)

うち老人保護措置費 169,380（健康推進)

高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業費 7,350（健康推進）

介護予防・地域支え合い事業費 8,442（健康推進)

長寿者祝品贈呈事業費 7,604（健康推進)

・特定高齢者施策事業費（介護保険特別会計） 33,849 (健康推進)

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等

(6)障害者福祉の充実

・障害者福祉費 649,984 (福 祉)

うち障害者自立支援給付費（介護給付費）414,533

コミュニケーション支援事業費 2,957

日常生活用具給付事業費 6,700

地域活動支援センター機能強化事業費 4,550

心身障害者医療給付費 102,460
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・障害者雇用促進事業費 1,000（商 工 業）

障害者を雇い入れた事業主に対して助成

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 40,361 (健康推進)

日本脳炎、高齢者インフルエンザ等

・がん検診費 23,355 (健康推進)

・健康指導費 1,673 (健康推進)

・肺炎球菌ワクチン予防接種費 650 (健康推進)

・子宮頸がん等ワクチン接種促進事業費 22,335（健康推進）

子宮頸がん、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種

に対して９割助成（自己負担１割）

【新】任意予防接種（おたふくかぜ、インフルエンザ、水痘）

に対して年１回1,000円の助成 対象０歳～６歳

(2)スポーツ活動の推進

・生涯スポーツ推進事業費 3,756（生涯学習）

総合型スポーツクラブ補助、各種スポーツ教室開催費

・スポーツ少年団各種大会助成費 1,000（生涯学習）

サッカー、ミニバスケット、野球、バレーボール大会助成

・高校女子ソフトボール研修大会費 1,000 (生涯学習）

20校 400人参加予定

（5月1日～4日予定 門前総合運動公園等）

(3)学校教育の充実

・高校生通学費補助事業費 5,000（庶 務）

遠距離バス通学費軽減

定期券の月額から１万円を控除した額の1/2

・大学生育英資金貸付事業費 13,860 (学校教育)

貸与月額 35,000円

・生徒指導事業費 13,618 (学校教育）

特別支援学級支援員配置費等
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・学力向上推進事業費 1,599 (学校教育）

学力検査実施（市単独事業）

小学校3年～6年、中学校1年・2年

・遠距離児童・生徒通学費補助 11,918 (学校教育)

・中高一貫教育推進事業費 1,600 (学校教育)

・スクールバス運行費 23,514（学校教育）

スクールバス９台（うち愛のりバス３台）

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 2,200 (文 化）

・【新】重要文化財保存事業費 2,250（文 化）

上時国家茅葺替、納屋修理費補助

・文化的景観保存調査事業費 4,500（文 化）

大沢、上大沢（間垣）地区整備計画作成

・県指定文化財保全調査費 1,488（文 化）

角海家の収蔵資料調査、撮影業務調査

・角海家復元事業費 26,674（文 化）

住宅及び土蔵内展工事

・伝統的建造物群保存地区保存対策事業費 40,990（文 化）

修理・修景事業補助金等

(2)芸術・文化活動の支援

・文化振興事業費 12,807 (文 化）

コンサート、公演開催費等

・輪島市美術展事業費 930（文 化）

美術展開催等

・文化協会事業費補助 1,000 (文 化)

市民文化祭開催等

(3）人づくり・ものづくりの体制整備

・輪島漆器産地振興対策事業費 3,000（商 工 業）

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 2,400（文 化）

交付先 輪島塗技術保存会
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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 1,000（農林水産)

・地産地消推進事業費 900（農林水産）

・中山間直接支払制度交付金 117,521（農林水産）

農業生産活動に対する交付金 県3/4（国1/2）市1/4

・【新】能登の里山里海魅力発信事業費 700（農林水産)

協議会設置負担金

・県営広域営農団地農道整備事業負担金 82,650 (農林水産)

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 8,000 (農林水産)

輪島地区 6箇所、門前地区 8箇所

・中山間地域総合整備事業費（門前南部地区） 41,400 (農林水産)

農道整備 L=470m、用地補償費

・森林環境保全整備事業費 5,940（農林水産）

民有林間伐実施 A=120ha

・森林整備地域活動支援交付金 32,476 (農林水産)

施業実施区域明確化事業等

・森林整備・林業活性化基金事業費 27,640 (農林水産)

市有林間伐、松くい虫防除・伐倒駆除等

・離島漁業再生支援交付金 8,160（農林水産）

県3/4（国1/2）市1/4 交付先 舳倉島集落

・漁業経営構造改善事業費 19,600（農林水産）

燃油補給施設整備 交付先 石川県漁業協同組合（輪島支所）

・県漁港事業負担金 4,500（農林水産）

鹿磯漁港（護岸嵩上）

・市単漁港施設整備事業費 6,000 (農林水産)

名舟漁港 浚渫工、黒島漁港 浚渫工

・県港湾事業負担金 7,468 (都市整備)

マリンタウン関連県事業負担金

(2)商工業の振興

・緊急雇用創出事業費 82,462（商 工 業）

非正規労働者、中高年齢者等のための雇用就業機会の創出
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・ふるさと雇用再生特別交付金事業費 26,327（商 工 業）

地域の発展と今後事業継続が見込まれるもののうち、求職者等を雇い入れる企業等に費

用を支給

・不況対策事業費 24,372（商 工 業）

無利子融資利子額補てん等

・商業活性化支援事業費 700（商 工 業）

空き店舗利用促進事業等

・中小企業等産業育成支援事業費 4,202（商 工 業）

市内中小企業等の販売促進費、新商品等研究開発補助等

・輪島市商工振興強化育成支援事業費 13,800（商 工 業）

経営相談、経営改善セミナー、講演会開催費等

・物産品販路開拓事業費 1,725（商 工 業）

首都圏等物産展活動事業費

・輪島漆器産地振興対策事業費（再掲） 3,000（商 工 業）

・漆器普及宣伝費 4,285（商 工 業）

漆器普及活動事務費、ブランド強化支援育成事業

・漆の香る里づくり推進事業費 30,000（商 工 業）

市内で宿泊・飲食業を営む事業所が漆塗り製品導入に対する助成

飲食器等 補助率3/4 上限2,000千円 その他 補助率1/2 上限1,000千円

・企業誘致推進事業費 99,443（商 工 業）

企業立地促進助成金 交付先 サンテック㈱

企業誘致推進事務経費等

・人材確保対策推進事業費 8,348（商 工 業）

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 16,163（観 光）

誘客宣伝事業費補助、観光パンフレット印刷等

・輪島市観光地魅力創出推進事業費 7,560 (観 光）

輪島東部外浦感動ツアー開発ＰＲ事業

輪島市ボランティアガイド事業

永井豪記念館ＰＲ事業

市街地回遊魅力アップ事業

【新】禅の里誘客推進事業

・御陣乗太鼓実演事業費 4,000 (観 光)

・輪島まちおこし連絡協議会等事業費補助 2,500（観 光）

輪島あえの風冬まつり、大晦日總持寺祖院静と動の響き開催補助

・海洋資源活用事業費 1,569（観 光）

ジギングバトル事業補助、釣りイカダ競争事業補助、あわびまつり事業補助



- 8 -

2011/2/18

・能登ふるさと博開催費 3,639（観 光）

交付先「ほっと石川」観光キャンペーン実行委員会等

・大型クルーズ客船等受入促進事業費 4,334（観 光）

交付先 マリンタウンおもてなし委員会

・【新】禅の里交流事業費 3,000（観 光）

總持寺移転100周年を記念し、横浜市鶴見区との交流事業

・【新】能登平家の郷構想推進事業費 1,000（観 光）

珠洲市と協議会を設置し、調査検討

交付先 能登平家の郷構想推進協議会

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 3,095（企 画）

宿泊を伴う学会、クラブ活動合宿、修学旅行等に助成

・子ども長期自然体験村事業費 4,400（生涯学習)

横浜市、県内・市内小中学生を対象に自然体験活動

(2)国際交流の推進

・外国人講師招致事業費 14,546（学校教育）

英語指導助手３名の配置

(3)市内の更なる交流・連携の促進

・永井豪記念館管理費 15,990 (観 光)

施設管理費、企画展示替え費用等

・農林漁業まつり事業費 1,950（農林水産）

わじま農林漁業まつり補助

「第33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 14,400（商 工 業）

・セカンドメモリアルＧｏＧｏ 1,000 (観 光)

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 7,200（観 光）

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（再掲） 3,639（観 光）

・そばの市開催事業費 900（観 光）

・峨山道巡行事業費(春巡行1回のみ） 1,000（観 光）
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・門前モータースポーツ公園管理費 5,867（観 光）

2011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 1,000（観 光）

・全日本競歩輪島大会費 12,500 (生涯学習)

第50回大会を記念し、有名陸上選手による「夢の陸上フェスタ」開催

(4)交流拠点の整備

・みなと振興交付金事業費 20,871（都市整備）

マリンタウン西護岸 船揚場整備

・まちづくり交付金事業費 261,400（都市整備）

マリンタウン ヨットレース等イベント支援

道路整備 【新】中浜５号線 他市道整備

市街地整備 【新】観音町交流センター整備等

・大型クルーズ客船等受入促進事業費（再掲） 4,334（観 光）

・船舶寄港支援事業費 10,000（都市整備）

大型客船接岸タグボート補助業務

(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 3,675（生涯学習）

地区公民館事業助成

・地域づくりリーダー養成事業費 7,930 (生涯学習）

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

(1)交通ネットワークの整備

・県道路事業負担金 32,399 (土 木）

いしかわ広域交流幹線軸等、県道路事業負担金 10～15%

・道路橋梁整備事業費 284,580 (土 木）

道路橋梁改良・道路側溝、舗装、交通安全施設整備等

・交通安全施設等整備事業費 51,750 (土 木）

広瀬中谷内線(広瀬～和田) 橋梁下部工

・道路橋梁維持費 32,119 (土 木）

道路橋梁維持、道路舗装修繕、道路側溝修繕等
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(2)公共交通網の整備・充実

・能登空港利活用促進事業費 36,200（企 画）

・へぐら航路助成費 10,500（企 画）

・バス路線運行維持対策費 57,088（企 画）

生活交通路線、一般生活路線、のらんけバス運行負担金

【新】三井駅前から上与呂見間でスクールバス兼愛のりバス運行

・自家用有償旅客運送事業費（再掲） 7,523（企 画）

・能登有料道路通行料金対策費 45,000（市 民）

割引助成（普通車全線券・白尾券の場合、720円割引中 市150円負担）

(3)上下水道の整備

・水道未普及地域解消事業（尊利地地区） 65,835 (水 道）

配水連絡管、送水管布設

・公共下水道の整備 341,380（下 水 道）

管渠工事費 L=150m A=1.5ha、舗装工事 A=12,780㎡

浄化センター増設工事委託費等

・特定環境保全公共下水道の整備 19,600（下 水 道）

長寿命化計画に基づく駆動装置等の改修

・合併処理浄化槽の整備 54,160（下 水 道）

市町村設置型 5人槽40基、7人槽10基（見込み）

(4)公営住宅の整備

・【新】公営住宅ストック総合改善事業費 55,642 (都市整備）

久手川住宅改修工事（H23～H27） 風呂場設置等内装工事

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 930（監 理）

白崎、赤崎、大長崎、猿山地域景観保護管理費

・公害対策費 1,901（環境対策）

不法投棄監視員（16名）設置費等
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(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 2,410（環境対策）

道路歩道沿い花壇等に花植栽 花の苗購入費等（8ヵ所→11ヵ所）

・街なみ環境整備事業費 167,686（都市整備

文 化）

鳳至上町地区

門前町總持寺周辺地区

門前町黒島地区

・文化的景観保存調査事業費（再掲） 4,500（文 化）

・景観推進事業費 5,000（都市整備）

重点地区修景整備事業補助

(3)循環型社会の形成

・廃棄物減量化対策費 19,000（環境対策）

指定ごみ袋製作費、販売手数料、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等

・再資源化促進事業費 22,270 (環境対策)

資源物回収事業奨励金等

・輪島市・穴水町環境衛生施設組合負担金 1,081,818 (環境対策)

組合運営費、維持費利用割合、ＲＤＦ負担分

・海岸漂着物地域対策推進事業費 33,300 (環境対策)

海岸漂着ごみ回収等委託


