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平成27年度当初予算（案）の概要平成27年度当初予算（案）の概要平成27年度当初予算（案）の概要平成27年度当初予算（案）の概要

Ⅰ 予算の規模Ⅰ 予算の規模Ⅰ 予算の規模Ⅰ 予算の規模

平成27年度 平成26年度 差引額 増減率平成27年度 平成26年度 差引額 増減率平成27年度 平成26年度 差引額 増減率平成27年度 平成26年度 差引額 増減率

(6月補正後)(6月補正後)(6月補正後)(6月補正後)

一 般 会 計 20,200,000千円 22,550,022千円 △2,350,022千円 △10.4 ％一 般 会 計 20,200,000千円 22,550,022千円 △2,350,022千円 △10.4 ％一 般 会 計 20,200,000千円 22,550,022千円 △2,350,022千円 △10.4 ％一 般 会 計 20,200,000千円 22,550,022千円 △2,350,022千円 △10.4 ％

特 別 会 計 11,249,439千円 10,818,385千円 431,054千円 4.0 ％特 別 会 計 11,249,439千円 10,818,385千円 431,054千円 4.0 ％特 別 会 計 11,249,439千円 10,818,385千円 431,054千円 4.0 ％特 別 会 計 11,249,439千円 10,818,385千円 431,054千円 4.0 ％

企 業 会 計 6,206,745千円 7,251,017千円 △1,044,272千円 △14.4 ％企 業 会 計 6,206,745千円 7,251,017千円 △1,044,272千円 △14.4 ％企 業 会 計 6,206,745千円 7,251,017千円 △1,044,272千円 △14.4 ％企 業 会 計 6,206,745千円 7,251,017千円 △1,044,272千円 △14.4 ％

全会計の合計 37,656,184千円 40,619,424千円 △2,963,240千円 △ 7.3 ％全会計の合計 37,656,184千円 40,619,424千円 △2,963,240千円 △ 7.3 ％全会計の合計 37,656,184千円 40,619,424千円 △2,963,240千円 △ 7.3 ％全会計の合計 37,656,184千円 40,619,424千円 △2,963,240千円 △ 7.3 ％

※前年度当初予算は、3月に市長選挙があったことから「骨格予算」として編成し、6月補正予算において

新規事業や政策的経費など肉付けしたため6月補正後の予算額と比較した。

Ⅱ 予算のポイントⅡ 予算のポイントⅡ 予算のポイントⅡ 予算のポイント

一般会計

①前年度(6月補正後)を下回る予算規模(△23.5億円)①前年度(6月補正後)を下回る予算規模(△23.5億円)①前年度(6月補正後)を下回る予算規模(△23.5億円)①前年度(6月補正後)を下回る予算規模(△23.5億円)

・消防庁舎･輪島塗会館建設終了(△18.1億円)、公債費減(△3.2億円)

②北陸新幹線金沢開業②北陸新幹線金沢開業②北陸新幹線金沢開業②北陸新幹線金沢開業、、、、能越自動車道七尾氷見道路全線開通能越自動車道七尾氷見道路全線開通能越自動車道七尾氷見道路全線開通能越自動車道七尾氷見道路全線開通、、、、NHK連続テレビ小説NHK連続テレビ小説NHK連続テレビ小説NHK連続テレビ小説「「「「まれまれまれまれ」」」」

の放送開始などによる交流人口の拡大に向けた対応の放送開始などによる交流人口の拡大に向けた対応の放送開始などによる交流人口の拡大に向けた対応の放送開始などによる交流人口の拡大に向けた対応

・誘客宣伝対策、「まれ」の放送を契機とした地域振興事業など

・輪島キリコ会館･輪島塗会館オープン(H27.3.29)

③財政規律を堅持(財政調整基金を取り崩さずに編成、市債残高減少)③財政規律を堅持(財政調整基金を取り崩さずに編成、市債残高減少)③財政規律を堅持(財政調整基金を取り崩さずに編成、市債残高減少)③財政規律を堅持(財政調整基金を取り崩さずに編成、市債残高減少)

・財政調整基金年度末残高見込 ㉖ 37.2億円 (⑲比増減額 + 29.5億円)

・市債年度末残高見込 ㉖ 337.1億円→㉗ 326.7億円(一般会計) △10.4億円

※予算ベース (⑲比増減額△105.3億円)

【参考】㉖ 585.9億円→㉗ 566.2億円(全会計) △19.7億円

(⑲比増減額△178.9億円)

特別会計

①国民健康保険(事業勘定)特別会計(+2.7億円)①国民健康保険(事業勘定)特別会計(+2.7億円)①国民健康保険(事業勘定)特別会計(+2.7億円)①国民健康保険(事業勘定)特別会計(+2.7億円)

・保険財政共同安定化事業の拡大(対象医療費:1件30万円以上→全医療費)

②介護保険特別会計(+1.1億円)②介護保険特別会計(+1.1億円)②介護保険特別会計(+1.1億円)②介護保険特別会計(+1.1億円)

・居宅サービス、施設サービス給付費増

企業会計

①会計制度変更に伴う影響の減少(△12.3億円)①会計制度変更に伴う影響の減少(△12.3億円)①会計制度変更に伴う影響の減少(△12.3億円)①会計制度変更に伴う影響の減少(△12.3億円)

・特別損失(退職給与引当金、賞与引当金)減(病院△11.9億円、水道△0.4億円)

②深見地区未普及地域解消事業(+2.1億円)②深見地区未普及地域解消事業(+2.1億円)②深見地区未普及地域解消事業(+2.1億円)②深見地区未普及地域解消事業(+2.1億円)
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Ⅲ 歳出予算の主な事業Ⅲ 歳出予算の主な事業Ⅲ 歳出予算の主な事業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)

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 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）

・消防団組織育成事業費補助 5,7805,7805,7805,780（防災対策）

・消防施設等整備事業費 35,00035,00035,00035,000（防災対策）

・災害対策費 16,21516,21516,21516,215（防災対策）

・自主防災活動支援事業費 7,8497,8497,8497,849（防災対策）

・災害時避難路整備事業費 8,0008,0008,0008,000（防災対策）

・【新】避難所防災機能強化事業費 17,50017,50017,50017,500（防災対策）

避難所(小中学校体育館)の落下防止対策工事

・【新】支所出張所改修事業費 124,500124,500124,500124,500（監 理）

門前総合支所、町野支所大規模改修(外壁、屋上防水工事等)

・県単荒廃地復旧事業費 4,3004,3004,3004,300（農林水産）

・県単急傾斜地崩壊対策事業費 30,90030,90030,90030,900（土 木）

(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 2,8992,8992,8992,899（防災対策）

・高齢者運転免許証自主返納支援事業費 1,0001,0001,0001,000（防災対策）

・交通安全施設整備事業費 6,4006,4006,4006,400（土 木）

(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 1,4251,4251,4251,425（健康推進）

・医療機器等整備事業 96,22596,22596,22596,225（病 院）

医療機器整備、更新(高圧蒸気滅菌装置、多用途透析用監視装置ほか)

・医療施設整備事業 28,00028,00028,00028,000（病 院）

【新】病院外壁改修等

(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）

・児童センター事業費 7,5907,5907,5907,590（福 祉）

・放課後児童健全育成事業費 44,24044,24044,24044,240（福 祉）
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・児童手当費 299,920299,920299,920299,920（福 祉）

・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 7,5007,5007,5007,500（福 祉）

・子育て支援センター事業費 13,62813,62813,62813,628（福 祉）

・子どものための教育・保育給付事業費 396,184396,184396,184396,184（福 祉）

・ひとり親家庭等医療費助成金 5,4635,4635,4635,463（福 祉）

・児童扶養手当費 89,27289,27289,27289,272（福 祉）

・こどもの医療費助成事業費 44,73644,73644,73644,736（福 祉）

0歳から中学校卒業までのこどもの医療費窓口無料(H26.11～)

(市内医療機関等に限る。)

・子宝支援事業費 3,2003,2003,2003,200（健康推進）

(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 7,4117,4117,4117,411（企 画）

・除雪困難世帯生活道路除雪支援事業費 1,5001,5001,5001,500（福 祉）

・老人保護措置費 176,283176,283176,283176,283（健康推進）

・高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業費 6,0006,0006,0006,000（健康推進）

・介護予防・地域支え合い事業費 7,2707,2707,2707,270（健康推進）

・長寿者祝品贈呈事業費 8,5508,5508,5508,550（健康推進）

・在宅復帰支援事業費 551551551551（健康推進）

(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

・障害者自立支援給付費 655,842655,842655,842655,842（福 祉）

・障害者自立支援医療費 40,83940,83940,83940,839（福 祉）

・コミュニケーション支援事業費 2,7702,7702,7702,770（福 祉）

・日常生活用具給付事業費 8,2118,2118,2118,211（福 祉）

・社会参加促進事業費 7,5227,5227,5227,522（福 祉）

・心身障害者医療給付費 92,22892,22892,22892,228（福 祉）

・除雪困難世帯生活道路除雪支援事業費(再掲) 1,500(再掲) 1,500(再掲) 1,500(再掲) 1,500（福 祉）

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

(7)地域福祉の充実(7)地域福祉の充実(7)地域福祉の充実(7)地域福祉の充実

・民生委員費 13,19513,19513,19513,195（福 祉）

・社会福祉協議会運営費補助 26,94226,94226,94226,942（福 祉）

・臨時福祉給付金給付事業費 60,00060,00060,00060,000（福 祉）

給付対象者1人につき6,000円
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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
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 19,47019,47019,47019,470（健康推進）

・予防接種費 51,27051,27051,27051,270（健康推進）

・任意予防接種促進事業費 3,8743,8743,8743,874（健康推進）

・がん・結核検診費 20,72820,72820,72820,728（健康推進）

・健康づくり検診費 2,1032,1032,1032,103（健康推進）

(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(2)スポーツ活動の推進

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

・生涯スポーツ推進事業費 4,1904,1904,1904,190（生涯学習）

・全日本競歩輪島大会費 9,0009,0009,0009,000（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）

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

・友好都市青少年スポーツ交流事業費 500500500500（生涯学習）

・峨山道トレイルランニング大会助成費 1,5001,5001,5001,500（生涯学習）

・【新】日本スポーツマスターズ2015石川大会費 700700700700（生涯学習）

・【新】西日本トランポリン競技選手権大会支援事業費 1,0001,0001,0001,000（生涯学習）

・【新】地域おこし協力隊事業費 7,0007,0007,0007,000（生涯学習）

地域おこし協力隊2人(スポーツによる地域づくり)

(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 6,9206,9206,9206,920（庶 務）

・高校生通学費補助事業費 2,2002,2002,2002,200（庶 務）

・輪島中学校建設事業費 83,50083,50083,50083,500（庶 務）

新校舎等実施設計、構造物実施設計

・教育支援員等費 47,97547,97547,97547,975（学校教育）

・スクールバス運行費 40,00040,00040,00040,000（学校教育）

・テレビ寺子屋事業費 1,9261,9261,9261,926（学校教育）

・中高一貫教育推進事業費 1,2001,2001,2001,200（学校教育）

・土曜授業推進事業費 1,4001,4001,4001,400（学校教育）

中学校全学年、小学校5･6年

・育英資金貸付事業費 13,03513,03513,03513,035（学校教育）

・遠距離児童生徒通学費補助 14,00014,00014,00014,000（学校教育）
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(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

・コミュニティ活動推進助成費 2,5902,5902,5902,590（生涯学習）

・公民館活動事業費 9,9809,9809,9809,980（生涯学習）

地域づくりリーダー養成、公民館体験合宿、健民運動花のまちづくり事業等

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

・放課後子ども教室推進事業費 1,4101,4101,4101,410（生涯学習）

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
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

・海女漁振興事業費 5,9505,9505,9505,950（農林水産）

輪島の海女漁保存振興会活動費補助

【新】舳倉島アワビ増殖に向けた中間育成施設設置

・三夜踊り開催事業費補助 2,3002,3002,3002,300 (文 化）

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

・有形文化財保存事業費 18,65318,65318,65318,653（文 化）

總持寺祖院「慈雲閣」保存修理補助

・文化的景観保存調査事業費 2,0952,0952,0952,095（文 化）

・伝統的建造物群保存地区保存対策事業費 14141414,964,964,964,964（文 化）

(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 10,00810,00810,00810,008（文 化）

中川翔子(「まれ」に出演)コンサートなど

・輪島市美術展事業費 1,2001,2001,2001,200（文 化）

・文化協会事業費補助 1,0001,0001,0001,000（文 化）

・漆芸美術館運営委託等費 92,26592,26592,26592,265（文 化）

・漆芸美術品購入費 2,8002,8002,8002,800（文 化）

「つきのひかり」木谷陽子作、「漆皮金彩提盤」増村紀一郎作

(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 7,5007,5007,5007,500（漆器商工）

漆掻き職人等養成等

・ロボット競技大会開催支援事業費 2,0002,0002,0002,000（漆器商工）

・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
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）

アスパラガス栽培経費補助(初年度限り) 1a当たり7,500円

・地産地消推進事業費 700700700700（農林水産）

・有害鳥獣対策事業費 3,8003,8003,8003,800（農林水産）

【新】電気柵設置補助 補助率1/2(うち市1/2、JA1/2) ※協議会への補助

【新】檻購入補助 補助率1/2

イノシシ捕獲奨励金、狩猟(わな猟)免許補助等

・【新】共同利用施設長寿命化促進事業費 12,70012,70012,70012,700（農林水産）

ライスセンター機械設備(自主検査装置、湿式集塵設備等)更新補助

交付先:町野町農業協同組合

・県営広域営農団地農道整備事業負担金 136,500136,500136,500136,500（農林水産）

・県営農業水利施設保全合理化事業負担金 21,80021,80021,80021,800（農林水産）

・市単農業農村整備事業費 32,00032,00032,00032,000（農林水産）

・森林整備地域活動支援事業費 10,10010,10010,10010,100（農林水産）

・輪島産材活用住宅助成事業費 3,0003,0003,0003,000（農林水産）

・離島漁業再生支援事業費 7,1367,1367,1367,136（農林水産）

・海女漁振興事業費(再掲) 5,950(再掲) 5,950(再掲) 5,950(再掲) 5,950（農林水産）

・県漁港事業負担金 12,19712,19712,19712,197（農林水産）

・海岸保全施設整備事業費 31,20031,20031,20031,200（農林水産）

(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 4,0484,0484,0484,048（漆器商工）

・商業活性化支援事業費 3,2653,2653,2653,265（漆器商工）

・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 1,3501,3501,3501,350（漆器商工）

・起業・新規出店支援事業費 15,50015,50015,50015,500（漆器商工）

初期投資補助(最大300万円)及び利子補助

・漆器普及宣伝費 4,3864,3864,3864,386（漆器商工）

・輪島漆器産地振興対策事業費(再掲) 7,500(再掲) 7,500(再掲) 7,500(再掲) 7,500（漆器商工）

【新】東京五輪･パラリンピック記念品見本作成補助
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(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 19,28419,28419,28419,284（観 光）

・観光地魅力創出推進事業費 5,0405,0405,0405,040 (観 光）

・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）

・御陣乗太鼓実演事業費 4,3024,3024,3024,302（観 光）

・大型クルーズ客船等受入促進事業費 3,6673,6673,6673,667（観 光）

・白米千枚田イベント開催費補助 10,10010,10010,10010,100（観 光）

・誘客宣伝対策事業費 23,07623,07623,07623,076（観 光）

輪島･白米千枚田あぜのきらめきイベントPR、雑誌媒体広告等

【新】海外インバウンド対策(外国人観光客案内業務委託等)

・輪島キリコ会館管理費 37,59837,59837,59837,598（観 光）

平成27年3月29日開館

・【新】「まれ」を契機とした地域振興事業費 15,90015,90015,90015,900（観 光）

雑誌ステラ輪島版作成、京急タイアップ(ラッピング電車、中吊り広告等)

マップ･案内看板等ロケ地PRなど

【一部債務負担行為の予算化】

・【新】門前じんのびの湯改修事業費 9,0009,0009,0009,000（観 光）

(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

・“がんばる輪島”応援推進事業費 33,08233,08233,08233,082（企 画）

ふるさと納税目標額8,000万円

・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 1,0001,0001,0001,000（農林水産）

・農林水産物ブランド化推進事業費 1,8001,8001,8001,800（農林水産）

・美しい農村再生支援事業費 6,0006,0006,0006,000（農林水産）

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

・物産品販路開拓事業費 3,1403,1403,1403,140（漆器商工）

・中小企業等産業育成支援事業費(再掲) 4,048(再掲) 4,048(再掲) 4,048(再掲) 4,048（漆器商工）

・漆器普及宣伝費(再掲) 4,386(再掲) 4,386(再掲) 4,386(再掲) 4,386（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

・シルバー人材センター事業費 13,20013,20013,20013,200（漆器商工）

・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）

・起業･新規出店支援事業費(再掲) 15,500(再掲) 15,500(再掲) 15,500(再掲) 15,500（漆器商工）

・企業誘致推進事業費 8,1608,1608,1608,160（漆器商工）
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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
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 2,5002,5002,5002,500（総 務）

・禅の里交流事業費 400400400400（観 光）

・コンベンション等誘致支援助成費 3,3953,3953,3953,395（観 光）

・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) 500(再掲) 500(再掲) 500(再掲) 500（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

・ジャパンテント開催費補助 800800800800（総 務）

・誘客宣伝対策事業費(再掲) 23,076(再掲) 23,076(再掲) 23,076(再掲) 23,076（観 光）

海外インバウンド対策

・国際交流多文化共生事業費 200200200200（生涯学習）

(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

・【新】合併10周年記念事業費 7,5007,5007,5007,500（総 務）

合併10周年記念式典、くらしのガイド作成

・禅の里づくり事業費 5,4655,4655,4655,465（企 画）

・セカンドメモリアルGoGo 1,0001,0001,0001,000（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）

・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) 25,00025,00025,00025,000（都市整備）

・中高一貫教育推進事業費(再掲) 1,200(再掲) 1,200(再掲) 1,200(再掲) 1,200（学校教育）

(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) 3,667(再掲) 3,667(再掲) 3,667(再掲) 3,667（観 光）

・船舶寄港支援事業費 10,00010,00010,00010,000（都市整備）

(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

・一般コミュニティ助成事業費 1,1001,1001,1001,100（企 画）

・地域おこし協力隊事業費(一部再掲) 15,051(一部再掲) 15,051(一部再掲) 15,051(一部再掲) 15,051（企画･生涯）

【拡充】地域おこし協力隊1人→4人

・コミュニティ活動推進助成費(再掲) 2,590(再掲) 2,590(再掲) 2,590(再掲) 2,590（生涯学習）
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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
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

・移住・定住促進事業費 11,65511,65511,65511,655（企 画）

Uターン･Iターン者に対する奨励金等

・既存建築物耐震改修促進事業費 12,90012,90012,90012,900（都市整備）

・公営住宅ストック総合改善事業費 26,80026,80026,80026,800 (都市整備）

(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(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) 136,500(再掲) 136,500(再掲) 136,500(再掲) 136,500（農林水産）

・除排雪費 75,00075,00075,00075,000（土 木）

・道路除排雪機械購入費補助 12,00012,00012,00012,000（土 木）

・道路橋梁維持費 46,50046,50046,50046,500 (土 木）

・県道路事業負担金 12,64412,64412,64412,644 (土 木）

・道路橋梁整備事業費 418,240418,240418,240418,240 (土 木）

・橋梁長寿命化対策事業費 17,59517,59517,59517,595（土 木）

・県街路事業負担金 79,80079,80079,80079,800（都市整備）

釜屋谷塚田線、【新】河井町横地線

・まちづくり交付金事業費(道路整備) 216,000216,000216,000216,000（都市整備）

・まちづくり交付金事業費(まがき線) 1,392,0001,392,0001,392,0001,392,000（都市整備）

トンネル工事業務委託(委託先:石川県)(H25～H27)、まがき線道路整備等

【債務負担行為の歳出予算化】

(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 39,75439,75439,75439,754（企 画）

【拡充】能登空港利用促進助成金(アウトバウンド対策)

往復(大人)3,000円→4,000円、(小人)1,500円→2,000円 ※H27.3.14搭乗分から

能登空港誘客(宿泊)促進事業負担金(インバウンド対策)

市内宿泊施設に宿泊した場合に往復3,000円助成(冬期間など)

①旅行会社に対する助成、②【新】市内宿泊施設に対する助成(上記9割助成)

・へぐら航路助成費 8,2128,2128,2128,212（企 画）

・バス路線運行維持対策事業費 49,83449,83449,83449,834（企 画）

・自家用有償旅客運送事業費(再掲) 7,411(再掲) 7,411(再掲) 7,411(再掲) 7,411（企 画）

・【新】次世代交通対策事業費 3,0003,0003,0003,000（企 画）

電動カート購入補助
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(4)ICT環境の整備(4)ICT環境の整備(4)ICT環境の整備(4)ICT環境の整備

・【新】移動通信用鉄塔施設整備事業費 94,68794,68794,68794,687（企 画）

門前町小石地区、矢徳地区

・【新】ケーブルテレビ整備費 39,00039,00039,00039,000（放 送）

インターネット設備更新等

(5)上下水道の整備(5)上下水道の整備(5)上下水道の整備(5)上下水道の整備

・公共下水道整備 66,80066,80066,80066,800（上下水道）

【新】浄化センター汚泥処理施設(脱水機)増設実施設計

枝線管渠築造工事(河井、杉平)

・特定環境保全公共下水道整備 44,59044,59044,59044,590（上下水道）

【新】門前水質管理センター移動式自家発電機設置

門前水質管理センター電気計装設備等更新

・農業集落排水整備 26,09426,09426,09426,094（上下水道）

機能強化対策工事(本郷地区)

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

・老朽管更新事業(鳳至工区、稲舟工区) 28,00028,00028,00028,000（上下水道）

・【新】未普及地域解消事業(深見工区) 211,000211,000211,000211,000（上下水道）

実施設計、配水管布設(H27～H29)

・生活基盤近代化事業(町野地区) 110,000110,000110,000110,000（上下水道）

配水管布設替等(H26～H30)

(6)公園・緑地の充実(6)公園・緑地の充実(6)公園・緑地の充実(6)公園・緑地の充実

・フラワーロード整備事業費 3,8343,8343,8343,834（環境対策）

・公園維持管理費 9,8419,8419,8419,841（都市整備）

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

(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）

・公害対策費 4,2654,2654,2654,265（環境対策）

・海岸漂着物地域対策推進事業費 29,12129,12129,12129,121（環境対策）

・松くい虫奨励防除事業費 11,98911,98911,98911,989（農林水産）

・豊かな藻場支援事業費 5,1755,1755,1755,175（農林水産）
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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）

・白米千枚田観光景観保全費 3,6003,6003,6003,600（観 光）

・景観推進事業費 3,0003,0003,0003,000（都市整備）

・街なみ環境整備事業費 31,30031,30031,30031,300（文 化）

・文化的景観保存調査事業費(再掲) 2,095(再掲) 2,095(再掲) 2,095(再掲) 2,095（文 化）

・伝統的建造物群保存地区保存対策事業費(再掲) 14(再掲) 14(再掲) 14(再掲) 14,964,964,964,964（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

・フラワーロード整備事業費(再掲) 3,834(再掲) 3,834(再掲) 3,834(再掲) 3,834（環境対策）

・廃棄物減量化対策費 19,78119,78119,78119,781（環境対策）

・輪島市・穴水町環境衛生施設組合負担金 312,870312,870312,870312,870（環境対策）

・再資源化促進事業費 29,39729,39729,39729,397（環境対策）

８ 市民と行政の協働による効率的なまちづくり８ 市民と行政の協働による効率的なまちづくり８ 市民と行政の協働による効率的なまちづくり８ 市民と行政の協働による効率的なまちづくり
８ 市民と行政の協働による効率的なまちづくり８ 市民と行政の協働による効率的なまちづくり８ 市民と行政の協働による効率的なまちづくり８ 市民と行政の協働による効率的なまちづくり

(1)行財政運営の効率化(1)行財政運営の効率化(1)行財政運営の効率化(1)行財政運営の効率化

・【新】公共施設等総合管理計画策定費 3,0003,0003,0003,000（財 政）

公共施設やインフラの管理や更新、統廃合に関する総合的な計画の策定

【債務負担行為】8,500千円(H28)

・【新】市有財産台帳整備事業費 19,60019,60019,60019,600（監 理）

固定資産台帳の整備

【債務負担行為】10,400千円(H28)

・LED街灯照明等導入促進事業費 3,2403,2403,2403,240（環境対策）

・【新】公営住宅解体事業費 25,00025,00025,00025,000（都市整備）

舘1戸、夕陽ヶ丘2戸、本市2戸、城兼25戸(3棟)


