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平成26年度当初予算（案）の概要平成26年度当初予算（案）の概要平成26年度当初予算（案）の概要平成26年度当初予算（案）の概要

Ⅰ 予算の規模 平成26年度 平成25年度 差引額 増減率Ⅰ 予算の規模 平成26年度 平成25年度 差引額 増減率Ⅰ 予算の規模 平成26年度 平成25年度 差引額 増減率Ⅰ 予算の規模 平成26年度 平成25年度 差引額 増減率

一 般 会 計 20,720,000千円 19,450,000千円 1,270,000千円 6.5 ％一 般 会 計 20,720,000千円 19,450,000千円 1,270,000千円 6.5 ％一 般 会 計 20,720,000千円 19,450,000千円 1,270,000千円 6.5 ％一 般 会 計 20,720,000千円 19,450,000千円 1,270,000千円 6.5 ％

特 別 会 計 10,816,225千円 11,390,587千円 △ 574,362千円 △ 5.0 ％特 別 会 計 10,816,225千円 11,390,587千円 △ 574,362千円 △ 5.0 ％特 別 会 計 10,816,225千円 11,390,587千円 △ 574,362千円 △ 5.0 ％特 別 会 計 10,816,225千円 11,390,587千円 △ 574,362千円 △ 5.0 ％

企 業 会 計 7,251,017千円 5,657,470千円 1,593,547千円 28.2 ％企 業 会 計 7,251,017千円 5,657,470千円 1,593,547千円 28.2 ％企 業 会 計 7,251,017千円 5,657,470千円 1,593,547千円 28.2 ％企 業 会 計 7,251,017千円 5,657,470千円 1,593,547千円 28.2 ％

全会計の合計 38,787,242千円 36,498,057千円 2,289,185千円 6.3 ％全会計の合計 38,787,242千円 36,498,057千円 2,289,185千円 6.3 ％全会計の合計 38,787,242千円 36,498,057千円 2,289,185千円 6.3 ％全会計の合計 38,787,242千円 36,498,057千円 2,289,185千円 6.3 ％

Ⅱ 予算の特徴Ⅱ 予算の特徴Ⅱ 予算の特徴Ⅱ 予算の特徴

平成26年度当初予算については、3月に市長選挙が控えていることから、原則新規事業

や政策的経費は見送り、継続事業や経常的経費のみの「骨格予算」として編成した。

しかしながら、緊急性が高く住民生活に影響を及ぼす事業や年度当初に事業を行わな

ければ支障を来す事業などについては、新規等の有無にかかわらず所要額を計上した。

一般会計において前年度を大きく上回る予算規模となっており、今年度債務負担行為

を設定した「まちづくり交付金事業(市道まがき線(仮称)まがきトンネル整備)」や「輪

島消防署庁舎建設事業」などの大型建設事業を継続事業として計上したことや、有線放

送テレビ事業特別会計廃止に伴う同事業の一般会計での実施などが増加の主な要因とな

っている。また、企業会計についても、平成26年度予算からの公営企業会計制度の変更

に伴う退職給与引当金の計上義務化による特別損失の増加や、みなし償却の廃止による

減価償却費の増加などにより予算規模が大きくなっている。

Ⅲ 主な増減理由Ⅲ 主な増減理由Ⅲ 主な増減理由Ⅲ 主な増減理由

1．一般会計

・消防本部・輪島消防署庁舎建設事業費 1,208,365千円(1,050,701千円増)

・まちづくり交付金事業費(まがき線・市街地) 1,869,300千円 (824,300千円増)

(仮称)まがきトンネル掘削工事委託等、新漆器資料館建設等

・火葬場建設に伴う一部事務組合負担金 △502,292千円

・有線放送テレビ事業引継ぎによる影響額 252,806千円

2．特別会計

・有線放送テレビ事業特別会計(廃止) △417,465千円

3．企業会計

会計制度変更に伴う影響額(特別損失、減価償却費等の増加)

病院事業 1,256,491千円、水道事業 244,611千円

Ⅳ 市債残高の逓減Ⅳ 市債残高の逓減Ⅳ 市債残高の逓減Ⅳ 市債残高の逓減

1．一般会計 H25末見込35,347,841千円→H26末見込33,612,904千円 差引△1,734,937千円

※(H25末見込みは有線特会分を含む。)

2．全 会 計 H25末見込61,233,940千円→H26末見込58,528,684千円 差引△2,705,256千円
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Ⅴ 歳出予算の主なものⅤ 歳出予算の主なものⅤ 歳出予算の主なもの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 地域で支え合う人にやさしい安全・安心のまちづくり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 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(1)消防・防災・防犯対策の推進(1)消防・防災・防犯対策の推進(1)消防・防災・防犯対策の推進

・私設防犯灯設置費 5,6005,6005,6005,600（防災対策）

私設防犯灯設置費等補助

・消防本部庁舎建設事業費 294,967294,967294,967294,967（防災対策）

消防本部庁舎建設工事、外構工事等

(奥能登広域圏事務組合からの受託事業)

【債務負担行為の歳出予算化】

・輪島消防署庁舎建設事業費 913,398913,398913,398913,398（防災対策）

輪島消防署庁舎建設工事、外構工事等

【債務負担行為の歳出予算化】

・消防団組織育成事業費補助 5,6655,6655,6655,665（防災対策）

消防団各分団運営費等補助

・消防施設等整備事業費 36,90036,90036,90036,900（防災対策）

耐震性貯水槽設置、消防ポンプ自動車更新(南志見分団)

小型動力ポンプ購入(東印内町、門前町田村、消防団用)

・災害対策費 20,70820,70820,70820,708（防災対策）

防災行政無線施設保守管理業務、ハザードマップ作成(町野)等

・自主防災活動助成費 7,5737,5737,5737,573（防災対策）

自主防災組織リーダー(防災士)育成、自主防災組織活動費補助等

・橋梁耐震対策等事業費 38,29538,29538,29538,295（土 木）

若狭橋(中屋菅の原線)架替工事 L=5.5m

・県急傾斜地崩壊対策事業負担金 7,0007,0007,0007,000（土 木）

岡本地区(山岸町)ほか2地区 市負担10%うち地元2%

・県単急傾斜地崩壊対策事業費 17,51017,51017,51017,510（土 木）

大沢町(大沢長手地区)

・既存建築物耐震改修促進事業費 18,80018,80018,80018,800（都市整備）

耐震改修工事、耐震診断に対する補助

(2)交通安全対策の推進(2)交通安全対策の推進(2)交通安全対策の推進(2)交通安全対策の推進

・交通安全推進費 3,1193,1193,1193,119（防災対策）

交通安全推進隊報償費、活動費
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(3)医療体制の充実(3)医療体制の充実(3)医療体制の充実(3)医療体制の充実

・救急医療対策費 1,4001,4001,4001,400（健康推進）

休日における第1次救急医療体制の確保

・備品購入費 92,81692,81692,81692,816（病 院）

医療機器整備

(レントゲン撮影装置、尿分析装置システム、多人数用透析液供給装置等)

(4)児童福祉の充実(4)児童福祉の充実(4)児童福祉の充実(4)児童福祉の充実

・チャイルドシート購入助成事業費 600600600600（市 民）

購入価格の1/2を助成(上限額10,000円)

6歳未満の乳幼児を養育する者を対象

・児童センター事業費 7,5907,5907,5907,590（福 祉）

児童センター管理運営委託

・放課後児童健全育成事業費 44,72344,72344,72344,723（福 祉）

放課後児童クラブの運営費補助(11クラブ)

・児童手当費 318,125318,125318,125318,125（福 祉）

3歳未満 月額15,000円

3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 月額10,000円、第3子以降 月額15,000円

中学校修了前 月額10,000円

※所得制限基準額あり

・子育て支援センター事業費 13,59413,59413,59413,594（福 祉）

育児不安等に対しての相談指導等

・ひとり親家庭等医療費助成金 6,9816,9816,9816,981（福 祉）

ひとり親家庭の父又は母及び児童の医療費を助成

0歳から18歳まで1ヶ月 自己負担1,000円(小学校就学前児童は自己負担なし)

・児童扶養手当費 88,76888,76888,76888,768（福 祉）

ひとり親家庭に児童扶養手当を支給

全部支給 月額41,140円、一部支給 月額9,710円～41,130円

2人目加算 月額5,000円、3人目加算 月額3,000円

・乳幼児及び児童医療助成事業費 43,90343,90343,90343,903（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(小学校就学前児童は自己負担なし)

・子宝支援事業費 2,9402,9402,9402,940（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 3,5003,5003,5003,500（庶 務）

所得に応じ保育料入園料助成

2人同時入園 第2子保育料等半額助成

小学生以下第3子入園 第3子以降保育料等全額助成
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(5)高齢者福祉の充実(5)高齢者福祉の充実(5)高齢者福祉の充実(5)高齢者福祉の充実

・自家用有償旅客運送事業費 7,3037,3037,3037,303（企 画）

高齢者外出支援運行費(おでかけバス)

門前地区4コース、１コース当たり週3回(隔日運行)、1日3往復

・後期高齢者医療健康診査費 8,6598,6598,6598,659（市 民）

後期高齢者医療被保険者等を対象に実施する健康診査

・除雪困難世帯生活道路除雪支援事業費 2,5002,5002,5002,500（福 祉）

自力で除雪困難な高齢者、障害者のみ世帯に対する除雪支援

・地域包括支援センター事務費 8,7658,7658,7658,765（健康推進）

要支援1、2のケアプラン作成委託

・老人保護措置費 174,671174,671174,671174,671（健康推進）

養護施設入所見込73名分の措置費

・老人クラブ活動費補助 4,4324,4324,4324,432（健康推進）

老人クラブ、老人クラブ連合会に対する活動助成

・高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業費 7,3507,3507,3507,350（健康推進）

浴室、トイレ等の住宅改修補助

・介護予防・地域支え合い事業費 7,7207,7207,7207,720（健康推進）

外出支援サービス(タクシー券)、緊急通報体制等整備事業、

軽度生活援助サービス事業、福祉有償運送事業等

・長寿者祝品贈呈事業費 8,1708,1708,1708,170（健康推進）

80歳、88歳、100歳以上の高齢者に対し記念品贈呈

・高齢者にやさしい集会所トイレ改修事業費 6,0006,0006,0006,000（健康推進）

地区集会施設のトイレ改修費補助

(6)障害者福祉の充実(6)障害者福祉の充実(6)障害者福祉の充実(6)障害者福祉の充実

・障害者福祉費 881,759881,759881,759881,759（福 祉）

うち障害者自立支援給付費(介護給付費) 527,833

障害者自立支援給付費(訓練等給付費) 125,038

障害者自立支援医療費(更生医療給付費) 37,674

コミュニケーション支援事業費 2,799

日常生活用具給付事業費 8,501

心身障害者医療給付費 118,870

地域活動支援センター機能強化事業費 3,344

その他障害者福祉費 57,700

・障害者雇用促進事業費 1,8001,8001,8001,800（漆器商工）

障害者を雇い入れた事業主に対して助成
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２ 心身ともに健やかな人を育むまちづくり２ 心身ともに健やかな人を育むまちづくり２ 心身ともに健やかな人を育むまちづくり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(1)健康づくりの推進(1)健康づくりの推進(1)健康づくりの推進

・母子保健推進事業費 18,16918,16918,16918,169（健康推進）

妊婦健康診査、乳児健康診査等

・予防接種費 50,50250,50250,50250,502（健康推進）

定期予防接種(集団接種、個別接種)

・任意予防接種促進事業費 4,0004,0004,0004,000（健康推進）

ロタウイルス(2ヵ月～7ヵ月) 助成額8,000円(2回接種)

おたふく(1歳～2歳) 助成額2,000円、水痘(1歳～2歳) 助成額2,000円

インフルエンザ(1歳～小6) 助成額2,000円(2回接種)

風疹(S54.4.2～H2.4.1生まれ) 助成額6,300円

・高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費 528528528528（健康推進）

1件7,500円のうち3,000円を助成(自己負担4,500円)

・がん・結核検診費 24,15724,15724,15724,157（健康推進）

胃がん、大腸がん、肺がん等各種がん検診の実施等

・健康指導費 1,8841,8841,8841,884（健康推進）

壮年期からの生活習慣病予防と健康増進事業

(2)スポーツ活動の推進(2)スポーツ活動の推進(2)スポーツ活動の推進(2)スポーツ活動の推進

・生涯スポーツ推進事業費 3,7003,7003,7003,700（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

・県体選手派遣助成費 4,0014,0014,0014,001（生涯学習）

・全日本競歩輪島大会費 9,0009,0009,0009,000（生涯学習）

・高洲山健康ウォーク助成費 800800800800（生涯学習）

・ツール・ド・のと400開催助成費 500500500500（生涯学習）

・高校女子ソフトボール研修大会費 1,0001,0001,0001,000 (生涯学習）

17校 450人参加予定(5月開催予定)

・スポーツ少年団各種大会助成費 1,0001,0001,0001,000（生涯学習）

サッカー、ミニバス、野球、バレーボール大会助成

・友好都市青少年スポーツ交流事業費 2,0002,0002,0002,000（生涯学習）

石狩市とのスポーツ交流事業

・【新】北陸地区スポーツ推進委員研修会助成費 300300300300（生涯学習）
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(3)学校教育の充実(3)学校教育の充実(3)学校教育の充実(3)学校教育の充実

・県立高等学校活性化支援事業費 5,3105,3105,3105,310（庶 務）

県立高校の生徒等が行う研修、研究その他学習活動等を支援

・高校生通学費補助事業費 2,5002,5002,5002,500（庶 務）

遠距離通学によるバス通学費等の負担軽減

定期券の月額から1万円を控除した額の1/2を補助

・スクールバス運行費 40,89740,89740,89740,897（庶 務）

運行委託費等 スクールバス11台(うち愛のりバス5台)

・遠距離児童通学費補助 3,0003,0003,0003,000（庶 務）

・遠距離生徒通学費補助 16,50016,50016,50016,500（庶 務）

・学校図書利用促進事業費 17,49317,49317,49317,493（学校教育）

学校図書館に図書館司書等7名配置

・学力向上推進事業費 2,8522,8522,8522,852（学校教育）

学力検査実施(小学校全学年、中学校1年・2年)

中学生の英検受検料補助

・大学生育英資金貸付事業費 10,92010,92010,92010,920（学校教育）

貸与月額 35,000円

・生徒指導事業費 13,61413,61413,61413,614 (学校教育）

特別支援教育支援員、生徒指導サポーター配置

・テレビ寺子屋事業費 3,9593,9593,9593,959（学校教育）

児童生徒が苦手とする単元の番組を編成し、ケーブルテレビで放送

小学校(算数・外国語)、中学校(数学・英語)

・中高一貫教育推進事業費 1,6001,6001,6001,600（学校教育）

門前中学校と門前高校との交流事業等

(4)生涯学習の推進(4)生涯学習の推進(4)生涯学習の推進(4)生涯学習の推進

・公民館体験合宿事業費 1,3451,3451,3451,345（生涯学習）

小中学生の公民館での宿泊体験

・地域づくりリーダー養成事業費 8,0008,0008,0008,000 (生涯学習）

公民館を核とした学習機会の提供等

・健民運動花のまちづくり事業費 2,0502,0502,0502,050（生涯学習）

公民館単位での花づくりの実施

・公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム事業費 2,5142,5142,5142,514（生涯学習）

地域福祉、地域防災の拠点としての公民館の役割及び運営体制の

あり方を検討、検証

・子ども長期自然体験村事業費 4,4004,4004,4004,400（生涯学習）

横浜市、姉妹都市等、県内・市内小中学生を対象とした自然体験活動
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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３ 世界に誇れる文化を次代に受け継ぐまちづくり３ 世界に誇れる文化を次代に受け継ぐまちづくり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(1)伝統文化の保存・継承(1)伝統文化の保存・継承(1)伝統文化の保存・継承

・海女文化の継承・振興に向けた調査事業費 3,0003,0003,0003,000（農林水産）

海女文化や海女漁の国重要無形民俗文化財指定に向けた調査費、

活動費に対する県負担金

・三夜おどり開催事業費補助 2,2002,2002,2002,200 (文 化）

交付先：三夜踊り振興連絡会

・輪島塗技術伝承者養成事業費補助 2,4002,4002,4002,400（文 化）

交付先：輪島塗技術保存会

・重要文化財保存事業費 2,6752,6752,6752,675（文 化）

上時国家茅葺替、納屋解体修理費補助

時国家及び上時国家防火設備整備補助

・文化的景観保存調査事業費 2,4762,4762,4762,476（文 化）

文化的景観保存計画策定(西保地区間垣)

・県指定文化財保全調査費 1,3601,3601,3601,360（文 化）

角海家の収蔵資料調査

・伝統的建造物群保存地区保存対策事業費 29292929,404,404,404,404（文 化）

伝統的建造物群保存地区(黒島地区)内での修理、修景事業補助金等

(2)芸術・文化活動の充実(2)芸術・文化活動の充実(2)芸術・文化活動の充実(2)芸術・文化活動の充実

・文化振興事業費 13,88813,88813,88813,888（文 化）

コンサート等自主事業開催

・輪島市美術展事業費 930930930930（文 化）

第48回輪島市美術展

・文化協会事業費補助 1,0001,0001,0001,000（文 化）

第9回輪島市民文化祭開催等事業費補助

・漆芸美術館運営委託等費 87,74387,74387,74387,743（文 化）

(3)人づくり・ものづくりの体制整備(3)人づくり・ものづくりの体制整備(3)人づくり・ものづくりの体制整備(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 4,5004,5004,5004,500（漆器商工）

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(再掲) 2,400(再掲) 2,400(再掲) 2,400(再掲) 2,400（文 化）
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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４ 活力に満ちた地域産業が発展するまちづくり４ 活力に満ちた地域産業が発展するまちづくり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(1)農林水産業の振興(1)農林水産業の振興(1)農林水産業の振興

・農産物主産地化事業費 1,0001,0001,0001,000（農林水産）

・戦略作物生産支援事業費 1,0001,0001,0001,000（農林水産）

アスパラガス産地化支援、栽培初年度経費補助

・ハウス農園チャレンジ支援事業費 10,00010,00010,00010,000（農林水産）

農業用ハウスの整備費用を補助

・地産地消推進事業費 750750750750（農林水産）

・県営広域営農団地農道整備事業負担金 50,00050,00050,00050,000（農林水産）

能登外浦4期(飯川谷～千代) 市負担15%

・県営農業水利施設保全合理化事業負担金 17,60017,60017,60017,600（農林水産）

町野町広江地区頭首工整備 市負担16%うち地元5%

・県営農村地域防災減災事業負担金 8,0008,0008,0008,000（農林水産）

上大沢地区ため池改修 市負担16%うち地元5%

・土地改良施設維持管理適正化事業費 8,6288,6288,6288,628（農林水産）

用排水路補修(門前町俊兼) L=130m

送水管補修(門前町勝田) L=370m

・市単土地改良事業費 8,0008,0008,0008,000（農林水産）

輪島地区 8箇所、門前地区 8箇所

・森林環境保全整備事業費 5,9405,9405,9405,940（農林水産）

民有林間伐実施 A=120ha

・離島漁業再生支援事業費 6,9366,9366,9366,936（農林水産）

県3/4(国1/2)、市1/4 交付先：舳倉島集落

・豊かな藻場支援事業費 4,8754,8754,8754,875（農林水産）

名舟地区、光浦地区の藻場保全活動支援

・県漁港事業負担金 7,1507,1507,1507,150（農林水産）

鹿磯漁港(新第1防波堤ブロック製作、グレーチング補修、泊地浚渫)

舳倉島漁港(防舷材設置) 市負担15%、25%、45%

・県港湾事業負担金 12,60012,60012,60012,600（都市整備）

輪島港県事業負担金 市負担15%～45%

(2)商工業の振興(2)商工業の振興(2)商工業の振興(2)商工業の振興

・中小企業等産業育成支援事業費 3,8663,8663,8663,866（漆器商工）

市内中小企業等の新商品等研究開発費等補助

・商業活性化支援事業費 3,5003,5003,5003,500（漆器商工）

空き店舗等利活用、イベント開催費補助等



- 9 -

2014/2/6

・商工振興強化育成支援事業費 13,80013,80013,80013,800（漆器商工）

・不況対策事業費 3,1173,1173,1173,117（漆器商工）

無利子融資利子補給、緊急雇用安定助成金等

・漆器普及宣伝費 2,4232,4232,4232,423（漆器商工）

漆器普及活動事務費、海外販路開拓拡大支援事業等

・輪島漆器産地振興対策事業費(再掲) 4,500(再掲) 4,500(再掲) 4,500(再掲) 4,500（漆器商工）

(3)観光の振興(3)観光の振興(3)観光の振興(3)観光の振興

・観光宣伝費 16,51816,51816,51816,518（観 光）

誘客宣伝事業費補助、観光パンフレット印刷等

・観光地魅力創出推進事業費 7,5607,5607,5607,560 (観 光）

禅の里魅力アップ事業

恋人の聖地魅力アップ事業、外国人ツアー受入事業

マンガを活かしたまちづくり事業

輪島市滞在型観光推進プログラム創出事業

・輪島まちおこし連絡協議会等事業費補助 2,5002,5002,5002,500（観 光）

輪島あえの風冬まつり、大晦日イベント等補助

・御陣乗太鼓実演事業費 4,3024,3024,3024,302（観 光）

・能登ふるさと博開催費 2,0002,0002,0002,000（観 光）

・大型クルーズ客船等受入促進事業費 4,2234,2234,2234,223（観 光）

・白米千枚田イベント開催費補助 10,30010,30010,30010,300（観 光）

千枚田結婚式、あぜのきらめき

※あぜの万燈開催せず、あぜのきらめきの期間を拡大

(平成26年10月18日～平成27年3月15日予定)

・誘客宣伝対策事業費【北陸新幹線金沢開業対策】 19,40019,40019,40019,400（観 光）

旅行会社向けパンフレット作成補助、テレビCM活用、

雑誌媒体広告、長野電鉄・JR東日本とのタイアップ、

定期観光バス運行費補助等

・輪島オリジナル年賀ハガキ作成事業費 636636636636（観 光）

輪島の名所等を載せた年賀ハガキ作成

・温泉地魅力アップ支援事業費補助【北陸新幹線金沢開業対策】 15,00015,00015,00015,000（観 光）

北陸新幹線金沢開業を見据えた温泉旅館施設整備補助

・奥能登広域圏事務組合広域観光施設建設負担金 30,00030,00030,00030,000（漆器商工）

のと里山海道の別所岳SAでの観光情報発信等施設建設



- 10 -

2014/2/6

(4)地域ブランドの開発・発信(4)地域ブランドの開発・発信(4)地域ブランドの開発・発信(4)地域ブランドの開発・発信

・農産物主産地化事業費(再掲) 1,000(再掲) 1,000(再掲) 1,000(再掲) 1,000（農林水産）

・戦略作物生産支援事業費(再掲) 1,000(再掲) 1,000(再掲) 1,000(再掲) 1,000（農林水産）

・農産物新商品開発支援事業費 1,0911,0911,0911,091（農林水産）

地域資源を活用した新商品開発、研究費等補助

・農林水産物ブランド化推進事業費 1,7001,7001,7001,700（農林水産）

・棚田保全対策事業費 2,1012,1012,1012,101（農林水産）

棚田米ブランド化推進事業等

・水産物新商品開発支援事業費 1,0001,0001,0001,000（農林水産）

地域資源を活用した新商品開発、研究費等補助

・物産品販路開拓事業費 2,1272,1272,1272,127（漆器商工）

首都圏等物産展活動事業費

・中小企業等産業育成支援事業費(再掲) 3,866(再掲) 3,866(再掲) 3,866(再掲) 3,866（漆器商工）

・奥能登広域圏事務組合広域観光施設建設負担金(再掲) 30,000(再掲) 30,000(再掲) 30,000(再掲) 30,000（漆器商工）

・漆器普及宣伝費(再掲) 2,423(再掲) 2,423(再掲) 2,423(再掲) 2,423（漆器商工）

(5)新たな産業の創出と雇用の場の確保(5)新たな産業の創出と雇用の場の確保(5)新たな産業の創出と雇用の場の確保(5)新たな産業の創出と雇用の場の確保

・緊急雇用創出事業費 38,71938,71938,71938,719（漆器商工）

起業支援型地域雇用創造事業(地域に根ざした事業の起業支援、

地域での安定的な雇用の受け皿を創出)(H25からの継続分)

・障害者雇用促進事業費(再掲) 1,800(再掲) 1,800(再掲) 1,800(再掲) 1,800（漆器商工）

・企業誘致推進事業費 6,7456,7456,7456,745（漆器商工）

企業訪問誘致活動事務費等

・人材確保対策推進事業費 8,8198,8198,8198,819（漆器商工）

定住促進奨励金

U･Iターン者(50歳以下) 10万円、Yターン者 5万円、新規学卒者 5万円
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５ 人が集い交流が盛んなにぎわいのあるまちづくり５ 人が集い交流が盛んなにぎわいのあるまちづくり５ 人が集い交流が盛んなにぎわいのあるまちづくり５ 人が集い交流が盛んなにぎわいのあるまちづくり

(1)国内交流の推進(1)国内交流の推進(1)国内交流の推進(1)国内交流の推進

・友好都市等推進事業費 5,0005,0005,0005,000（総 務）

友好都市等との交流事業等

・禅の里交流事業費 400400400400（観 光）

横浜市鶴見区との交流事業

・コンベンション等誘致支援助成費 3,0953,0953,0953,095（観 光）

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(再掲) 4,400(再掲) 4,400(再掲) 4,400(再掲) 4,400（生涯学習）

・友好都市青少年スポーツ交流事業費(再掲) 2,000(再掲) 2,000(再掲) 2,000(再掲) 2,000（生涯学習）

(2)国際交流の推進(2)国際交流の推進(2)国際交流の推進(2)国際交流の推進

・外国人講師招致事業費 14,48814,48814,48814,488（学校教育）

外国語指導助手3名配置

・国際交流多文化共生事業費 2,9922,9922,9922,992（生涯学習）

多文化共生研究会事業、日本語講師スキルアップ講座

【新】青少年音楽交流フェスティバルin奥能登(仮称)交流事業補助

(3)市内の交流・連携の推進(3)市内の交流・連携の推進(3)市内の交流・連携の推進(3)市内の交流・連携の推進

・禅の里づくり事業費 1,3851,3851,3851,385（企 画）

峨山道活用事業(従来の峨山道巡行)等

・サイクルロードレース開催事業費 3,0003,0003,0003,000（観 光）

・門前モータースポーツ公園管理費 5,7025,7025,7025,702（観 光）

2014全日本ダートトライアル選手権

・セカンドメモリアルGoGo 1,0001,0001,0001,000（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

・白米千枚田イベント開催費補助(再掲) 10,300(再掲) 10,300(再掲) 10,300(再掲) 10,300（観 光）

・雪割草まつり・そばの市開催事業費 1,5501,5501,5501,550（観 光）

・わじま里山里海まつり事業費 1,9001,9001,9001,900（農林水産）

わじま里山里海まつり事業費補助等

・輪島市民まつり事業費 17,00017,00017,00017,000（漆器商工）

・まちづくり交付金事業費(交流促進) 15,00015,00015,00015,000（都市整備）

イベント支援等補助

・中高一貫教育推進事業費(再掲) 1,600(再掲) 1,600(再掲) 1,600(再掲) 1,600（学校教育）
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(4)交流拠点の整備(4)交流拠点の整備(4)交流拠点の整備(4)交流拠点の整備

・大型クルーズ客船等受入促進事業費(再掲) 4,223(再掲) 4,223(再掲) 4,223(再掲) 4,223（観 光）

・船舶寄港支援事業費 6,0006,0006,0006,000（都市整備）

大型船接岸タグボート補助業務

・まちづくり交付金事業費(市街地) 524,300524,300524,300524,300（都市整備）

新漆器資料館建設、交流拠点施設内装工事

(5)地域コミュニティの活性化(5)地域コミュニティの活性化(5)地域コミュニティの活性化(5)地域コミュニティの活性化

・コミュニティ活動推進助成費 3,7003,7003,7003,700（生涯学習）

公民館単位でのコミュニティ活動に対する助成

・地域づくりリーダー養成事業費(再掲) 8,000(再掲) 8,000(再掲) 8,000(再掲) 8,000 (生涯学習）

６ 誰もが住みたいと思う快適なまちづくり６ 誰もが住みたいと思う快適なまちづくり６ 誰もが住みたいと思う快適なまちづくり６ 誰もが住みたいと思う快適なまちづくり

(1)良質な住宅・宅地の供給(1)良質な住宅・宅地の供給(1)良質な住宅・宅地の供給(1)良質な住宅・宅地の供給

・既存建築物耐震改修促進事業費(再掲) 18,800(再掲) 18,800(再掲) 18,800(再掲) 18,800（都市整備）

・公営住宅ストック総合改善事業費 50,75050,75050,75050,750 (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

(2)交通ネットワークの整備(2)交通ネットワークの整備(2)交通ネットワークの整備(2)交通ネットワークの整備

・県営広域営農団地農道整備事業負担金(再掲) 50,000(再掲) 50,000(再掲) 50,000(再掲) 50,000（農林水産）

・道路橋梁維持費 40,52740,52740,52740,527 (土 木）

市道側溝等修繕、草刈等道路維持費

・県道路事業負担金 16,51716,51716,51716,517 (土 木）

地域内連絡道路整備事業等 市負担10%、15%

・道路橋梁整備事業費 153,850153,850153,850153,850 (土 木）

市道側溝整備、舗装整備、道路改良等

・県街路事業負担金 67,50067,50067,50067,500（都市整備）

釜屋谷塚田線整備事業負担金 市負担22.5%

・まちづくり交付金事業費(まがき線) 1,345,0001,345,0001,345,0001,345,000（都市整備）

市道まがき線トンネル残土処分場整備、残土運搬処理等

トンネル工事業務委託(H25～H27)【債務負担行為の歳出予算化】
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(3)公共交通網の整備・充実(3)公共交通網の整備・充実(3)公共交通網の整備・充実(3)公共交通網の整備・充実

・能登空港利活用促進事業費 37,25437,25437,25437,254（企 画）

・バス路線運行維持対策費 49,73449,73449,73449,734（企 画）

地域間幹線系統運行費補助金、一般生活路線運行費補助金

のらんけバス運行負担金

・へぐら航路助成費 6,9556,9556,9556,955（企 画）

・自家用有償旅客運送事業費(再掲) 7,303(再掲) 7,303(再掲) 7,303(再掲) 7,303（企 画）

(4)上下水道の整備(4)上下水道の整備(4)上下水道の整備(4)上下水道の整備

・公共下水道の整備 41,10041,10041,10041,100（上下水道）

浄化センター汚泥処理施設(脱水機)増設実施設計

不明水対策工事等

・特定環境保全公共下水道の整備 21,45021,45021,45021,450（上下水道）

長寿命化計画に基づく水質管理センターの機器更新等

汚水ポンプ設備更新等

・農業集落排水の整備 31,00031,00031,00031,000（上下水道）

【新】農業集落排水施設機能強化対策工事(本郷地区)

配管布設、攪拌装置設置等

・合併処理浄化槽の整備 40,00040,00040,00040,000（上下水道）

市町村設置型 5人槽25基、7人槽5基(見込み)

・水道管布設工事(輪島バイパス) 48,00048,00048,00048,000（上下水道）

配水管布設 L=342m

・【新】生活基盤近代化事業(町野地区) 104,112104,112104,112104,112（上下水道）

老朽管更新 総事業費449,712千円(H26～H30)

７ 豊かな自然につつまれた潤いあるまちづくり７ 豊かな自然につつまれた潤いあるまちづくり７ 豊かな自然につつまれた潤いあるまちづくり７ 豊かな自然につつまれた潤いあるまちづくり

(1)自然環境の保全・活用(1)自然環境の保全・活用(1)自然環境の保全・活用(1)自然環境の保全・活用

・新エネルギー推進事業費 6,0816,0816,0816,081（企 画）

住宅用太陽光発電設置補助 出力kw数×7万円(上限額30万円)

・公害対策費 2,9982,9982,9982,998（環境対策）

不法投棄監視員報償費、美谷町七見川水質検査等

・海岸漂着物地域対策推進事業費 47,01947,01947,01947,019（環境対策）

海岸漂着物回収、運搬業務
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(2)自然・歴史的景観の保全・育成(2)自然・歴史的景観の保全・育成(2)自然・歴史的景観の保全・育成(2)自然・歴史的景観の保全・育成

・間垣保存事業費 500500500500（観 光）

・フラワーロード整備事業費 3,8923,8923,8923,892（環境対策）

道路歩道沿い花壇等に花植栽 花の苗購入費等(16ヵ所→23ヵ所)

・景観推進事業費 5,0005,0005,0005,000（都市整備）

輪島景観重点地区修景整備事業

・街なみ環境整備事業費 45,00045,00045,00045,000（文 化）

門前町黒島地区修景整備 道路美装化、排水路整備等

・文化的景観保存調査事業費(再掲) 2,476(再掲) 2,476(再掲) 2,476(再掲) 2,476（文 化）

・伝統的建造物群保存地区保存対策事業費(再掲) 29(再掲) 29(再掲) 29(再掲) 29,404,404,404,404（文 化）

(3)循環型社会の形成(3)循環型社会の形成(3)循環型社会の形成(3)循環型社会の形成

・新エネルギー推進事業費(再掲) 6,081(再掲) 6,081(再掲) 6,081(再掲) 6,081（企 画）

・廃棄物減量化対策費 17,72617,72617,72617,726（環境対策）

指定ごみ袋作成費、販売手数料等

ごみステーション、コンポスト、電気式生ごみ処理機購入補助

・輪島市・穴水町環境衛生施設組合負担金 284,452284,452284,452284,452（環境対策）

・再資源化促進事業費 30,37130,37130,37130,371（環境対策）

資源ごみ回収団体奨励金等


