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平成28年度当初予算（案）の概要平成28年度当初予算（案）の概要平成28年度当初予算（案）の概要平成28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28年度 平成27年度 差引額 増減率平成28年度 平成27年度 差引額 増減率平成28年度 平成27年度 差引額 増減率平成28年度 平成27年度 差引額 増減率

(当初追加補正後)(当初追加補正後)(当初追加補正後)(当初追加補正後)

一 般 会 計 20,636,000千円 20,348,000千円 288,000千円 1.4 ％一 般 会 計 20,636,000千円 20,348,000千円 288,000千円 1.4 ％一 般 会 計 20,636,000千円 20,348,000千円 288,000千円 1.4 ％一 般 会 計 20,636,000千円 20,348,000千円 288,000千円 1.4 ％

特 別 会 計 11,232,964千円 11,249,439千円 △16,475千円 △0.1 ％特 別 会 計 11,232,964千円 11,249,439千円 △16,475千円 △0.1 ％特 別 会 計 11,232,964千円 11,249,439千円 △16,475千円 △0.1 ％特 別 会 計 11,232,964千円 11,249,439千円 △16,475千円 △0.1 ％

企 業 会 計 6,263,861千円 6,206,745千円 57,116千円 0.9 ％企 業 会 計 6,263,861千円 6,206,745千円 57,116千円 0.9 ％企 業 会 計 6,263,861千円 6,206,745千円 57,116千円 0.9 ％企 業 会 計 6,263,861千円 6,206,745千円 57,116千円 0.9 ％

全会計の合計 38,132,825千円 37,804,184千円 328,641千円 0.9 ％全会計の合計 38,132,825千円 37,804,184千円 328,641千円 0.9 ％全会計の合計 38,132,825千円 37,804,184千円 328,641千円 0.9 ％全会計の合計 38,132,825千円 37,804,184千円 328,641千円 0.9 ％

Ⅱ 予算の特色Ⅱ 予算の特色Ⅱ 予算の特色Ⅱ 予算の特色

一般会計

200億円(3年連続)を上回る予算規模200億円(3年連続)を上回る予算規模200億円(3年連続)を上回る予算規模200億円(3年連続)を上回る予算規模

大型建設事業が継続

・輪島中学校新校舎建設(+15.6億円)、ほっと石川観光プラン推進事業(+2.8億円)

・おさよトンネル建設完了(△13.9億円)、公債費(△2.4億円)

「地方創生実行元年」としての取組「地方創生実行元年」としての取組「地方創生実行元年」としての取組「地方創生実行元年」としての取組

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組

【拡】・こどもの医療費無料化(中学校卒業→18歳)※H28.10～

【新】・放課後児童クラブ利用支援(ひとり親家庭等の利用料を軽減)

【拡】・子宝支援(不妊治療費助成)(予算額大幅増、助成限度額一部引上げ)

【新】・ハウス設置助成による生産拡大(H24～H26に実施した制度を見直し新たな助成制度創設)

・移住促進住宅整備による移住定住の促進(H27旧合同宿舎改修)、H28.4から入居開始)

・ふるさと納税返礼品充実(目標額3億円)

【拡】・地域おこし協力隊(4人→5人予定)

交流人口の拡大に向けた対応交流人口の拡大に向けた対応交流人口の拡大に向けた対応交流人口の拡大に向けた対応(地方創生と重複あり)(地方創生と重複あり)(地方創生と重複あり)(地方創生と重複あり)

北陸新幹線、「まれ」効果の持続、発展

【新】・わじま観光案内センター設置(ふらっと訪夢内)

【新】・「まれ」ロケセット展示(サロンはる、まれロゴケーキ)

・大型客船の積極的な誘致(6隻予定)

・滞在型観光の推進(【新】観光客の動きを調査･分析、コンベンション等誘致)

3つの里構想の更なる強化3つの里構想の更なる強化3つの里構想の更なる強化3つの里構想の更なる強化(地方創生と重複あり)(地方創生と重複あり)(地方創生と重複あり)(地方創生と重複あり)

漆の里 【新】漆芸技術活用推進、【新】輪島漆芸作家活動支援(作品発表の場提供)、

【新】輪島塗技術再認識･普及、漆掻き職人育成支援

禅の里 禅の里まつり、峨山道活用事業、總持寺周辺ライトアップ、峨山道トレイルランニング

平家の里 【新】案内看板設置、重要文化財等保存支援、【新】イベント等開催検討
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財政健全化を加速財政健全化を加速財政健全化を加速財政健全化を加速

合併算定替の段階的縮減の開始や国勢調査人口の減少により、H28から普通交付税の減額が

見込まれる中、財政調整基金を取り崩さずに予算編成するとともに、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

・公共施設等総合管理計画策定(H27～H28)による施設の集約化、統廃合の推進

老朽化した未利用施設については、積極的に解体撤去し、周辺地域の安全確保及び景観

の向上を図るとともに、跡地の有効活用及び売却を促進

・繰上償還(H27:約10.8億円)による公債費の大幅な減

※合併以降10年間で約68.3億円の繰上償還実施

★市債残高見込 (一般会計)㉗ 322.7億円→㉘ 315.2億円 .△7.5億円

※H27･28予算額ベース .(⑲比増減額△116.8億円)

(全会計)㉗ 562.0億円→㉘ 545.4億円 △16.6億円

(⑲比増減額△199.8億円)

★実質公債費比率見込 ㉖ 14.9%→㉗ 14.5%→㉘ 13.8% (参考⑳ 20.5%)

特別会計

下水道事業特別会計(公共・特環・農集・漁集・浄化槽)下水道事業特別会計(公共・特環・農集・漁集・浄化槽)下水道事業特別会計(公共・特環・農集・漁集・浄化槽)下水道事業特別会計(公共・特環・農集・漁集・浄化槽)

【新】・将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画である

経営戦略を策定(現状把握･分析、投資試算や財源試算の将来予測など)

【新】・H30.4からの地方公営企業法適用化に向けた準備等

・農業集落排水施設(美谷地区)機能強化対策(H28～H29) 総事業費約0.5億円

企業会計

病院事業会計病院事業会計病院事業会計病院事業会計

【新】・地域医療構想を踏まえ、経営の効率化や再編･ネットワーク化の推進などを盛り込んだ

新公立病院改革プラン(経営戦略に相当)を策定

【新】・病児保育の実施(H28.5から予定)(病後児保育はH25.4から実施)

水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計

【新】・中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策定

・水道未普及地域解消(深見地区)(H27～H29) 総事業費約4.8億円
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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

・私設防犯灯設置費補助 6,1606,1606,1606,160（防災対策）

・奥能登広域圏事務組合消防本部負担金 121,844121,844121,844121,844（防災対策）

【新】旧庁舎(消防本部分)解体、消防指令センター、消防救急

デジタル無線運用開始(H28.4から情報指令課新設)

・奥能登広域圏事務組合輪島消防署負担金 547,187547,187547,187547,187（防災対策）

【新】旧庁舎(輪島消防署分)解体、高規格救急車更新、高度訓

練用人形、自動心臓マッサージ器等配備

・消防団員報酬 10,07110,07110,07110,071（防災対策）

・消防団員活動費 23,82023,82023,82023,820（防災対策）

【新】・消防団員被服費 10,00010,00010,00010,000（防災対策）

新基準消防団員活動服導入

・消防施設等整備事業費 33,90033,90033,90033,900（防災対策）

防火水槽整備、門前分団消防ポンプ自動車更新等

・災害対策費 4,8674,8674,8674,867（防災対策）

・自主防災活動支援事業費【地方創生】 8,1988,1988,1988,198（防災対策）

・原子力防護施設管理費 2,0752,0752,0752,075（防災対策）

・公共施設再生可能エネルギー等導入事業費 34,00034,00034,00034,000（防災対策）

避難所等に通じる避難路に太陽光発電によるLED街灯設置

・県単荒廃地復旧事業費 3,3003,3003,3003,300（農林水産）

・道路災害防除事業費 83,83583,83583,83583,835（土 木）

・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 2,7942,7942,7942,794（防災対策）

・交通安全協会連合会運営費補助 1,1501,1501,1501,150（防災対策）

・高齢者運転免許証自主返納支援事業費 1,5001,5001,5001,500（防災対策）

・チャイルドシート購入助成事業費【地方創生】 600600600600（市 民）

・交通安全施設整備事業費 6,4006,4006,4006,400（土 木）
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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 1,4251,4251,4251,425（健康推進）

・医療機器等整備事業【地方創生】 61,65861,65861,65861,658（病 院）

医療機器整備、更新(全身用X線骨密度測定装置、多用途透析用

監視装置、全身麻酔器ほか)

・医療施設整備事業 4,4174,4174,4174,417（病 院）

エントランス屋根改修

(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(再掲) 600(再掲) 600(再掲) 600(再掲) 600（市 民）

・児童センター事業費【地方創生】 7,5907,5907,5907,590（福 祉）

・放課後児童健全育成事業費【地方創生】 52,95852,95852,95852,958（福 祉）

【新】まちの児童クラブ移転(町野福祉会本部→町野小学校)

・児童手当費 283,910283,910283,910283,910（福 祉）

・職業体験イベント事業費補助 300300300300（福 祉）

【新】・三世代ファミリー同居・近居促進事業費【地方創生】 4,5004,5004,5004,500（福 祉）

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

【新】・放課後児童クラブ利用支援事業費【地方創生】 1,8741,8741,8741,874（福 祉）

ひとり親世帯等に対する利用料減免支援

【新】・病児保育等低所得者利用支援事業費【地方創生】 63636363（福 祉）

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【地方創生】 12,79812,79812,79812,798（福 祉）

・子どものための教育・保育給付事業費 482,320482,320482,320482,320（福 祉）

・私立保育所補助事業費 22,55622,55622,55622,556（福 祉）

・在宅育児家庭通園保育モデル事業費【地方創生】 1,7401,7401,7401,740（福 祉）

・ひとり親家庭等医療費助成事業費【地方創生】 6,8856,8856,8856,885（福 祉）

・こどもの医療費助成事業費【地方創生】 49,27949,27949,27949,279（福 祉）

中学校卒業までの児童の医療費窓口無料(原則県内医療機関)

【拡】(H28.10から18歳までに対象年齢拡大)

・児童扶養手当費 81,70881,70881,70881,708（福 祉）

・子宝支援事業費【地方創生】 6,4506,4506,4506,450（健康推進）

【拡】特定不妊治療(保険適用外分)への助成限度額引上げ

(60万円→100万円)

※H28から年齢制限を設定(助成対象年齢45歳以下)
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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【地方創生】 7,2147,2147,2147,214（企 画）

・除雪困難世帯生活道路除雪支援事業費 1,0461,0461,0461,046（福 祉）

・地域包括支援センター事業費 13,07213,07213,07213,072（健康推進）

・老人保護措置費 174,985174,985174,985174,985（健康推進）

・老人クラブ活動費補助 4,5234,5234,5234,523（健康推進）

・高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業費 3,0003,0003,0003,000（健康推進）

・介護保険制度利用者負担等軽減事業費 1,2691,2691,2691,269（健康推進）

・介護予防・地域支え合い事業費 7,1387,1387,1387,138（健康推進）

・長寿者祝品贈呈事業費 8,6608,6608,6608,660（健康推進）

・在宅復帰支援事業費 545545545545（健康推進）

・介護保険特別会計費 584,070584,070584,070584,070（健康推進）

・シルバー人材センター運営費補助 13,20013,20013,20013,200（漆器商工）

(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

・地域おこし協力隊事業費【地方創生】 3,5853,5853,5853,585（福 祉）

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 647,508647,508647,508647,508（福 祉）

・障害児給付費 26,06426,06426,06426,064（福 祉）

・障害者自立支援医療費 44,82744,82744,82744,827（福 祉）

・地域生活支援事業費 38,17038,17038,17038,170（福 祉）

・心身障害者医療給付費 96,02396,02396,02396,023（福 祉）

・特別障害者手当等給付費 6,5026,5026,5026,502（福 祉）

・在宅心身障害者配食サービス事業費 1,0591,0591,0591,059（福 祉）

・除雪困難世帯生活道路除雪支援事業費(再掲) 1,046(再掲) 1,046(再掲) 1,046(再掲) 1,046（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 13,52613,52613,52613,526（福 祉）

・社会福祉協議会運営費補助 26,76626,76626,76626,766（福 祉）

・ボランティアセンター事業費補助 1,6651,6651,6651,665（福 祉）

・生活困窮者自立支援事業費 10,10310,10310,10310,103（福 祉）

・地域福祉計画等策定費 4,3604,3604,3604,360（福 祉）
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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

・後期高齢者医療健康診査費 8,5448,5448,5448,544（市 民）

・母子保健推進事業費【地方創生】 19,69419,69419,69419,694（健康推進）

・食生活改善事業費 644644644644（健康推進）

・予防接種費 51,41151,41151,41151,411（健康推進）

・任意予防接種促進事業費 6,8996,8996,8996,899（健康推進）

ロタウイルス、おたふくかぜ、インフルエンザ、風疹

【拡】おたふくかぜ助成対象年齢引上げ(1歳～3歳未満→就学前)

【拡】インフルエンザ助成対象年齢引上げ、助成回数増加

(1歳～小6→中3)、(1回→2回(1歳～小6)･1回(中学生))

・がん・結核検診費 18,94418,94418,94418,944（健康推進）

・健康づくり検診費 1,9371,9371,9371,937（健康推進）

・健康指導費 1,5781,5781,5781,578（健康推進）

・こころの相談事業費 713713713713（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 5,2005,2005,2005,200（生涯学習）

・全日本競歩輪島大会費 11,50011,50011,50011,500（生涯学習）

日本陸上競技選手権大会(50km競歩)100回記念大会事業

・体育協会運営費等補助 5,9945,9945,9945,994（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）

・高校女子ソフトボール研修大会費 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 2,0002,0002,0002,000（生涯学習）

・峨山道トレイルランニング大会助成費 2,0002,0002,0002,000（生涯学習）

・地域おこし協力隊事業費【地方創生】 7,1807,1807,1807,180（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を推進)

・体育施設管理費 144,623144,623144,623144,623（生涯学習）

・体育施設整備事業費 7,7867,7867,7867,786（生涯学習）

【新】スポーツ施設関連実施調査、各体育施設改修等

【新】・夏期巡回ラジオ体操事業費 800800800800（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 6,5206,5206,5206,520（庶 務）

・高校生通学費補助 1,8001,8001,8001,800（庶 務）

・輪島中学校建設事業費 1,640,0001,640,0001,640,0001,640,000（庶 務）

校舎棟、体育館及び武道場建設、外構工事(H28～H29)

【債務負担行為】1,612,620千円(H29)

・教育支援員等費【地方創生】 41,47641,47641,47641,476（学校教育）

学校図書館司書、特別支援教育支援員、ALT配置

・スクールバス運行費【地方創生】 40,00040,00040,00040,000（学校教育）

・学力向上推進事業費【地方創生】 2,9002,9002,9002,900（学校教育）

・テレビ寺子屋事業費【地方創生】 400400400400（学校教育）

・中高一貫教育推進事業費 200200200200（学校教育）

・土曜授業推進事業費【地方創生】 1,0131,0131,0131,013（学校教育）

中学校全学年、小学校5･6年、【拡】3･4年

・育英資金貸付事業費 11,35811,35811,35811,358（学校教育）

・遠距離児童生徒通学費補助【地方創生】 11,90011,90011,90011,900（学校教育）

・いしかわ道徳教育推進事業費【地方創生】 400400400400（学校教育）

(4)青少年の健全な育成(4)青少年の健全な育成(4)青少年の健全な育成(4)青少年の健全な育成

・放課後子ども教室推進事業費 1,3501,3501,3501,350（生涯学習）

・土曜日教育支援体制等構築事業費 120120120120（生涯学習）

(5)ボランティア活動の推進(5)ボランティア活動の推進(5)ボランティア活動の推進(5)ボランティア活動の推進

・ボランティアセンター事業費補助(再掲) 1,665(再掲) 1,665(再掲) 1,665(再掲) 1,665（福 祉）

(6)生涯学習の推進(6)生涯学習の推進(6)生涯学習の推進(6)生涯学習の推進

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

・公民館施設管理費 27,08427,08427,08427,084（生涯学習）

・公民館活動事業費【地方創生】 9,9809,9809,9809,980（生涯学習）

地域づくりリーダー養成、公民館体験合宿等

・図書等購入費 10,49110,49110,49110,491（生涯学習）

・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(再掲) 1,350(再掲) 1,350(再掲) 1,350(再掲) 1,350（生涯学習）



- 8 -

2016/2/22

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 4,5654,5654,5654,565（農林水産）

・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【地方創生】 2,4002,4002,4002,400（文 化）

・天然記念物保護対策事業費 223223223223（文 化）

【新】・名勝・史跡等保存事業費 7,9947,9947,9947,994（文 化）

「時国氏庭園」保存支援、「時国氏庭園」及び「上時国氏庭園」測量

・重要文化財保存事業費 1,5331,5331,5331,533（文 化）

「上時国家住宅」及び「時国家住宅」保存支援

【新】・文化的景観保存事業費【地方創生】 12,28312,28312,28312,283（文 化）

間垣等修復補助、「間垣の里」名称看板設置等

・伝統的建造物群保存地区保存対策事業費【地方創生】 14141414,184,184,184,184（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 14,24214,24214,24214,242（文 化）

・輪島市美術展事業費 2,0002,0002,0002,000（文 化）

・文化協会事業費補助 1,0001,0001,0001,000（文 化）

・一般コミュニティ助成事業費 2,1002,1002,1002,100（文 化）

【新】太鼓等整備補助(輪島キリコ太鼓保存会)

・文化活動支援事業費 750750750750（文 化）

・漆芸美術館運営委託等費 92,78592,78592,78592,785（文 化）

・漆芸美術館施設管理費 5,3485,3485,3485,348（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

・輪島漆器商工業協同組合運営費補助【地方創生】 4,5004,5004,5004,500（漆器商工）

【新】・漆芸技術活用推進事業費【地方創生】 1,0001,0001,0001,000（漆器商工）

文化財修復など漆芸技術の幅広い活用を推進

【新】・輪島漆芸作家活動支援事業費【地方創生】 500500500500（漆器商工）

若手作家等に対し作品発表の場を提供

【新】・輪島塗技術再認識・普及事業費【地方創生】 1,0001,0001,0001,000（漆器商工）

輪島塗技術の象徴となる作品製作、情報発信等

・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【地方創生】 1,2001,2001,2001,200（農林水産）

【新】・ハウス園芸作物チャレンジ支援事業費【地方創生】 5,0005,0005,0005,000（農林水産）

ハウス設置補助 新規就農者:補助率2/3、その他:補助率1/3

・地産地消推進事業費【地方創生】 550550550550（農林水産）

【新】・農業機械施設整備支援事業費 3,9853,9853,9853,985（農林水産）

エアリーフローラ生産拡大のためのハウス、冷蔵庫整備費補助

・青年就農給付金事業費【地方創生】 9,0009,0009,0009,000（農林水産）

・有害鳥獣対策事業費 4,9524,9524,9524,952（農林水産）

電気柵設置、檻購入、狩猟(わな猟)免許補助

イノシシ捕獲奨励金(1頭当たり3万円)

・県営広域営農団地農道整備事業負担金 125,700125,700125,700125,700（農林水産）

・農業基盤整備促進事業費 16,00016,00016,00016,000（農林水産）

【新】道下地区用水路工、瑞穂地区(町野町川西)ほ場整備事業計画策定

・市単農業農村整備事業費 65,00065,00065,00065,000（農林水産）

・森林整備地域活動支援事業費 5,3005,3005,3005,300（農林水産）

・広葉樹植栽事業費 1,7201,7201,7201,720（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）

・林業活性化林道専用道整備事業費 62,50062,50062,50062,500（農林水産）

【新】・林道長寿命化対策事業費 29,20029,20029,20029,200（農林水産）

・離島漁業再生支援事業費 6,5926,5926,5926,592（農林水産）

・海女漁振興事業費(再掲) 4,565(再掲) 4,565(再掲) 4,565(再掲) 4,565（農林水産）

・県漁港事業負担金 9,8779,8779,8779,877（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【地方創生】 4,1064,1064,1064,106（漆器商工）

・商業活性化支援事業費 3,2003,2003,2003,200（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）

・起業・新規出店支援事業費【地方創生】 16,73716,73716,73716,737（漆器商工）

初期投資補助(最大300万円)及び利子補助

・創業支援事業費【地方創生】 700700700700（漆器商工）

・漆器普及宣伝費【地方創生】 2,5862,5862,5862,586（漆器商工）
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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 19,12219,12219,12219,122（観 光）

・御陣乗太鼓実演事業費 4,1124,1124,1124,112（観 光）

・大型クルーズ客船等受入促進事業費【地方創生】 4,4674,4674,4674,467（観 光）

・白米千枚田イベント開催費補助 8,7008,7008,7008,700（観 光）

・誘客宣伝対策事業費【地方創生】 18,57618,57618,57618,576（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】・観光案内事業費 13,44713,44713,44713,447（観 光）

ふらっと訪夢内に「わじま観光案内センター」開設

・フィルムコミッション事業費【地方創生】 1,0001,0001,0001,000（観 光）

【新】・ほっと石川観光プラン推進事業費 280,000280,000280,000280,000（観 光）

ファンド造成のための貸付金((公社)石川県観光連盟)

【新】・朝市サミット開催事業費補助 500500500500（観 光）

【新】・観光案内サイン整備事業費【地方創生】 10,00010,00010,00010,000（観 光）

千枚田ポケットパーク看板、平家の里案内看板設置

(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【地方創生】 120,241120,241120,241120,241（企 画）

ふるさと納税目標額3億円

・地域おこし協力隊事業費【地方創生】 8,0008,0008,0008,000（企 画）

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)

・農産物主産地化事業費(再掲) 1,200(再掲) 1,200(再掲) 1,200(再掲) 1,200（農林水産）

・農産物新商品開発支援事業費【地方創生】 1,0001,0001,0001,000（農林水産）

・農林水産物ブランド化推進事業費 1,7721,7721,7721,772（農林水産）

・水産物新商品開発支援事業費【地方創生】 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) 4,106(再掲) 4,106(再掲) 4,106(再掲) 4,106（漆器商工）

【新】・輪島産品ブランド化事業費補助【地方創生】 1,0001,0001,0001,000（漆器商工）

国際的品評に対する補助 補助率1/2(上限額20万円)

・漆器普及宣伝費(再掲) 2,586(再掲) 2,586(再掲) 2,586(再掲) 2,586（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運営費補助(再掲) 13,200(再掲) 13,200(再掲) 13,200(再掲) 13,200（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) 16,737(再掲) 16,737(再掲) 16,737(再掲) 16,737（漆器商工）

・企業誘致推進事業費【地方創生】 21,90021,90021,90021,900（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）

【新】・若者等交流創出事業費【地方創生】 1,0001,0001,0001,000（企 画）

ライフデザインセミナー、若者交流スポーツ大会等

・コンベンション等誘致支援事業費【地方創生】 3,1003,1003,1003,100（観 光）

・まちづくり活動支援事業費 11,08011,08011,08011,080（都市整備）

・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

・ジャパンテント開催費補助 800800800800（総 務）

・国際交流多文化共生事業費 190190190190（生涯学習）

【新】・国際文化交流事業費補助 5,0005,0005,0005,000（文 化）

海外公演支援(輪島･和太鼓 虎之介)

(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】・航空自衛隊輪島分屯基地開庁60周年特別事業費補助 3,0003,0003,0003,000（総 務）

・禅の里づくり事業費 5,4255,4255,4255,425（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）

・まちづくり活動支援事業費(再掲) 11,080(再掲) 11,080(再掲) 11,080(再掲) 11,080（都市整備）

(4)交流拠点の整備(4)交流拠点の整備(4)交流拠点の整備(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) 4,467(再掲) 4,467(再掲) 4,467(再掲) 4,467（観 光）

・船舶寄港支援事業費【地方創生】 7,8007,8007,8007,800（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

・地域おこし協力隊事業費(再掲) 18,765(再掲) 18,765(再掲) 18,765(再掲) 18,765

地域おこし協力隊5人予定 （企画･福祉･生涯）

・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【地方創生】 9,8309,8309,8309,830（企 画）

Uターン･Iターン者に対する奨励金等

【新】・移住促進住宅管理費【地方創生】 885885885885（企 画）

・既存建築物耐震改修促進事業費 8,8008,8008,8008,800（都市整備）

・公営住宅管理費 21,55821,55821,55821,558（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) 125,700(再掲) 125,700(再掲) 125,700(再掲) 125,700（農林水産）

【新】・一般農道整備事業費 17,00017,00017,00017,000（農林水産）

広域農道外浦3期地区法面対策詳細設計

・除排雪費 95,00095,00095,00095,000（土 木）

・道路橋梁維持費 52,50052,50052,50052,500（土 木）

・県道路事業負担金 13,00013,00013,00013,000（土 木）

・道路橋梁整備事業費 337,220337,220337,220337,220（土 木）

名舟尊利地線、杉平10号線、房田1号線、小伊勢宅田線ほか

・道路災害防除事業費(再掲)(再掲)(再掲)(再掲) 83,83583,83583,83583,835（土 木）

・橋梁長寿命化対策事業費 74,52074,52074,52074,520（土 木）

・県街路事業負担金 68,75068,75068,75068,750（都市整備）

(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

・のと里山空港利活用促進事業費【地方創生】 44,46644,46644,46644,466（企 画）

のと里山空港利用促進助成金(アウトバウンド対策)

往復4,000円(小人2,000円)

【拡】乗継加算 往復+2,000円(小人+1,000円)

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)

指定された市内宿泊施設に宿泊した場合に宿泊料金から

往復3,000円(片道1,500円)割引

・へぐら航路助成事業費【地方創生】 5,0415,0415,0415,041（企 画）

・バス路線運行維持対策事業費【地方創生】 53,98853,98853,98853,988（企 画）

【新】・バス購入費補助【地方創生】 3,5753,5753,5753,575（企 画）

【新】・のらんけバス購入費【地方創生】 18,00018,00018,00018,000（企 画）

・自家用有償旅客運送事業費(再掲) 7,214(再掲) 7,214(再掲) 7,214(再掲) 7,214（企 画）
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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

・移動通信用鉄塔施設整備事業費 138,598138,598138,598138,598（企 画）

門前町宮古場、飯川谷、北浦地区

・ケーブルテレビ整備事業費 80,00080,00080,00080,000（放 送）

インターネット設備、自主送出設備更新

・教材費【地方創生】 20,74720,74720,74720,747（学校教育）

【新】デジタル教科書購入(中学校)

(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

・飲料水供給施設整備費補助 10,00010,00010,00010,000（上下水道）

【拡】補助対象 新設→新設及び更新、補助率4/10→8/10

・公共下水道事業費 24,84024,84024,84024,840（上下水道）

【新】浄化センター水処理施設改築実施設計

・特定環境保全公共下水道事業費 71,83071,83071,83071,830（上下水道）

門前水質管理センター自家発電機設置

門前水質管理センター水処理施設、汚水ポンプ設備等更新

・農業集落排水事業費 28,00028,00028,00028,000（上下水道）

機能強化対策工事(美谷地区)(H28～H29)

・浄化槽整備推進事業費 42,00042,00042,00042,000（上下水道）

・未普及地域解消事業(深見工区) 138,860138,860138,860138,860（上下水道）

実施設計、配水管布設、用地取得(H27～H29)

・生活基盤近代化事業 240,640240,640240,640240,640（上下水道）

町野簡水配水管布設替等(H26～H30)

【新】町野、大沢、洲衛簡水中央制御装置更新

【新】舳倉簡水配水管布設替等(H28～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 10,89810,89810,89810,898（都市整備）
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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

・世界農業遺産活用事業費 3,5403,5403,5403,540（企 画）

【新】生物文化多様性国際会議実行委員会負担金

・新エネルギー推進事業費【地方創生】 3,0653,0653,0653,065（企 画）

・公害対策費 4,9354,9354,9354,935（環境対策）

・海岸漂着等物地域対策推進事業費 27,51727,51727,51727,517（環境対策）

・松くい虫奨励防除事業費 12,42712,42712,42712,427（農林水産）

・広葉樹植栽事業費(再掲) 1,720(再掲) 1,720(再掲) 1,720(再掲) 1,720（農林水産）

・豊かな藻場支援事業費【地方創生】 1,5001,5001,5001,500（農林水産）

(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

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

・景観推進事業費 3,0003,0003,0003,000（都市整備）

・マリンタウン用地販売促進事業費 18,00018,00018,00018,000（都市整備）

・街なみ環境整備事業費 10,30010,30010,30010,300（文 化）

・文化的景観保存事業費(再掲) 12,283(再掲) 12,283(再掲) 12,283(再掲) 12,283（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) 14,184,184,184,184（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

・環境美化推進事業費 461461461461（環境対策）

・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 20,08520,08520,08520,085（環境対策）

・輪島市・穴水町環境衛生施設組合負担金 315,545315,545315,545315,545（環境対策）

・クリーンセンター焼却処理費 144,451144,451144,451144,451（環境対策）

・クリーンセンター埋立処分費 73,82873,82873,82873,828（環境対策）

・再資源化促進事業費 28,46128,46128,46128,461（環境対策）

【新】・ごみ処理基本構想事業費 7,4527,4527,4527,452（環境対策）

石川北部RDFセンター廃止後(H35以降)の一般廃棄物の処理体系

の在り方を検討
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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

・職員研修費 6,5486,5486,5486,548（総 務）

・公共施設等総合管理計画策定費 8,0008,0008,0008,000（財 政）

【新】・公会計推進事業費 6,6006,6006,6006,600（財 政）

地方公会計に対応した財務会計システム改修等

・市有財産台帳整備事業費 7,0857,0857,0857,085（監 理）

・公共施設等解体事業費 25,00025,00025,00025,000（監 理）

旧河井保育所、旧鳳来保育所

【新】・総合計画策定費 5,0005,0005,0005,000（企 画）

・LED街灯照明等導入促進事業費 5,7615,7615,7615,761（環境対策）

・公営住宅解体事業費 6,8006,8006,8006,800（都市整備）

舘1戸、夕陽ヶ丘7戸、道下5戸

【新】・法適化推進事業費 29,28029,28029,28029,280（上下水道）

H30.4からの法適化に向けた準備等(公共･特環･農集･漁集･浄化槽)

【新】・病院改革プラン策定事業 7,4207,4207,4207,420（病 院）

【新】・経営戦略策定事業 15,54215,54215,54215,542（上下水道）


