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平成30年度当初予算（案）の概要

Ⅰ 予算の規模
平成30年度 平成29年度 差引額 増減率

一 般 会 計 18,610,000千円 20,550,000千円 △1,940,000千円 △9.4 ％

特 別 会 計 8,416,806千円 11,143,079千円 △2,726,273千円 △24.5 ％

企 業 会 計 9,052,386千円 6,527,676千円 2,524,710千円 38.7 ％

全会計の合計 36,079,192千円 38,220,755千円 △2,141,563千円 △5.6 ％

Ⅱ 予算の特色

予算編成「骨格予算」

平成30年度の当初予算は、3月に任期満了に伴う市長選挙が控えていることから、原則、

新規事業等の政策的経費については4月以降に補正対応することとし、経常経費や継続事業

を中心とした「骨格予算」としました。

これにより、一般会計では19億4,000万円(対前年△9.4%)減の186億1,000万円、特別

会計では約27億2,627万円(対前年△24.5%)減の84億1,680万6千円、企業会計の歳出額

では約25億2,471万円(対前年＋38.7%)増の90億5,238万6千円を計上しました。

特別会計及び企業会計間において大幅に増減した理由は、下水道事業が特別会計から企業

会計へ移行することによるものです。

一般会計

《歳入》

自主財源である市税収入は、人口減少、固定資産税の評価替えの影響や地域経済の情勢か

ら約5,500万円程度の減収を見込み、国からの地方交付税では合併算定替えの影響等により

2億3,000万円減額としました。これにより予算編成において収支不足が生じたため、年度

間の財政調整のための基金である財政調整基金から2億円を繰り入れて対応することとしま

した。

《歳出》

政策的経費の計上を見送る中で、平成29年度で輪島中学校建設事業が完了することもあ

り投資的経費は約16億7,560万円(対前年△49.3%)減額となり、このほか生涯活躍のまち

づくり事業で約2億円、宿泊施設魅力アップ事業費で1億円の減額となりました。

対前年度増額となる主なものでは、債務負担行為の歳出予算化による｢へぐら航路造船事

業費｣5億2,700万円、｢マリンタウン地域防災施設整備費補助｣1億9,440万円があります。

その他、経常経費に加えて国の制度に基づくものや緊急性が高く市民生活や事業の遂行に

支障を来すおそれのあるものについては所要額を計上しました。
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特別会計

臨海土地造成事業特別会計

・第2期の21区画について分譲開始（マリンタウン街並み景観形成補助を継続）

・平成30年度は第1期分と第2期分合わせて19区画の販売を見込む

国民健康保険事業特別会計

・国保制度改革により平成30年4月より運営形態が変更

市町別単独運営 → 県と市町が共同で運営（県が財政運営の責任主体）

・県が標準保険料率を算定･公表し、市町が保険料(税)を決定し賦課･徴収

※参考 保険税 1人当たり 年額 87,545円 → 79,324円（△9.4% 8,221円減額）

1世帯当たり 年額 144,178円 → 127,356円（△11.7% 16,822円減額）

・事務の広域化により経費の抑制が図られる

・出産育児一時金

第1子 45万円、第2子 50万円、第3子～ 55万円 → 一律 42万円

介護保険特別会計

・介護保険料（第7期：H30～3箇年）

※参考 基準額（第5段階 対基準1.00） 月額： 5,640円 → 5,920円（280円増額）

年額：67,600円 → 71,000円（3,400円増額）

企業会計

水道事業会計

配水管やポンプ場など老朽化する施設の更新を計画的に行い、水道水の安定供給に努める。

水道未普及地域解消事業(深見･白米地区)は舗装本復旧以外完了し、平成29年度末より給水を開

始する。

《主な建設改良事業》

・水道未普及地域解消事業（上水） 60,000千円

・水道管耐震化事業（上水） 83,100千円

・遠方監視装置更新事業（上水･簡水） 19,000千円

・稲舟ポンプ場更新事業（上水） 15,552千円

・生活基盤近代化事業（町野簡水･舳倉簡水） 242,000千円

下水道事業会計(公共・特環・農集・漁集・浄化槽)

平成30年4月より、下水道事業関係の５特別会計を廃止統合し、新たに地方公営企業法全部適用

の企業会計として運営する。

公共下水道事業特別会計

特定環境保全公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計 下水道事業会計

漁業集落排水事業特別会計

浄化槽事業特別会計

2018/1/31



- 3 -

2018/1/31

《主な建設改良事業》

・汚水管渠敷設事業（公共） 6,000千円

・公共桝設置事業（公共･特環） 10,000千円

・長寿命化対策事業（公共･特環） 24,000千円

・機能強化対策事業（農排） 67,000千円

・浄化槽整備推進事業（浄化槽） 42,000千円

病院事業会計

医療スタッフの確保による診療体制の強化及び医療機器の整備により、市民が安心できる地域

医療の提供に努める。また、平成30年度は増大する医療情報の保管・処理とネットワーク化が

進む医療環境に対応するため、電子カルテシステムを更新する。

《主な建設改良事業》

・医療機器等整備事業 59,133千円

・電子カルテ等医療情報システム整備(更新)事業 239,328千円

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）

Ⅰ 安全・安心・快適なまちづくりⅠ 安全・安心・快適なまちづくり

1．持続可能なまちづくり

(1)計画的な土地利用の推進

・都市計画基礎調査費 9,000（都市整備）

・マリンタウン用地販売促進事業費 70,800（都市整備）

第2期[21区画]分譲開始(マリンタウン街並み景観形成補助)

(2)豊かさを実感できる住生活の実現

・移住･定住促進事業費 11,350（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 4,520（都市整備）

・公営住宅管理費 19,176（都市整備）

・移住促進住宅管理費 3,756（都市整備）

(3)道路網の整備・更新

・除排雪費 95,000（土 木）

・除雪機械購入費 15,000（土 木）

除雪ドーザ2台購入

・道路橋梁維持費 52,500（土 木）
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・道路ストック総点検事業費 22,000（土 木）

・道路橋梁定期点検事業費 50,000（土 木）

・県道路事業負担金 20,000（土 木）

・道路橋梁整備事業費 157,130（土 木）

・道路災害防除事業費 62,100（土 木）

・県街路事業負担金 59,590（都市整備）

(４)交通ネットワークの整備・更新

・のと里山空港利活用促進事業費 45,890（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 乗継加算:2,000円

市内宿泊施設誘客促進事業(インバウンド対策)

輪島ふぐクーポン券プレゼント

・へぐら航路助成事業費 5,827（企 画）

有人国境離島法による島民の運賃低廉化

・へぐら航路造船事業費 527,000（企 画）

定期船更新事業(公設民営:貨客船建造、工事監理)

・のと鉄道利用促進事業費 1,142（企 画）

・バス路線運行維持対策事業費 59,188（企 画）

一般生活路線運行費補助、のらんけバス運行費

・自家用有償旅客運送事業費 7,208（企 画）

高齢者の外出支援(おでかけバス門前地区4コース運行)

・次世代交通対策事業費 1,000（企 画）

新たな交通手段として整備が進むエコカート事業補助

(5)ＩoＴの活用・推進

・電算管理費 92,694（企 画）

新元号対応、住民情報システム等更新

・ケーブルテレビ運営費 189,029（放 送）

・ケーブルテレビ整備事業費 35,000（放 送）

デジタル自主放送配信設備更新、光送信設備更新

(6)上下水道の普及・管理

・飲料水供給施設管理費 5,131（上下水道）

西円山飲料水供給施設遠方監視装置整備

・飲料水供給施設整備費補助 4,000（上下水道）

補助対象：新設及び更新 補助率：8/10
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・水道未普及地域解消事業(深見･白米地区) 60,000（上下水道）

舗装本復旧

・水道管耐震化事業 83,100（上下水道）

配水管布設替(老朽管更新･耐震化)、公設消火栓更新･設置等

・遠方監視装置更新事業(輪島上水) 13,100（上下水道）

ポンプ場、配水池等の稼働状況を携帯端末やパソコンで監視(クラウド式)

・稲舟ポンプ場更新事業 15,552（上下水道）

老朽化に伴う更新 実施設計一式

・生活基盤近代化事業 242,000（上下水道）

町野、舳倉島簡水配水管布設替等

・遠方監視装置更新事業(大沢簡水) 5,900（上下水道）

ポンプ場、配水池等の稼働状況を携帯端末やパソコンで監視(クラウド式)

・汚水管渠敷設替事業 6,000（上下水道）

公共:舗装本復旧(山岸工区)

・公共桝設置事業 10,000（上下水道）

公共:15件、特環:5件の見込み

・長寿命化対策事業 24,000（上下水道）

公共:中央監視装置更新(実施設計)

特環:水質管理センター前処理棟脱臭装置更新

・機能強化対策事業 67,000（上下水道）

農排:美谷(処理場防食)、洲衛･阿岸(中継ポンプ更新)

・浄化槽整備推進事業 42,000（上下水道）

市町村設置型合併処理浄化槽設置(30基予定)

(7)公園や緑地等の適切な管理

・フラワーロード整備事業費 3,894（環境対策）

・公園管理費 9,809（都市整備）

(8)移住・定住環境の整備

・移住･定住促進事業費(再掲) 11,350（企 画）

・移住促進住宅管理費(再掲) 3,756（都市整備）

２．安全・安心なまちづくり

(1)消防・救急体制の充実

・奥能登広域圏事務組合消防本部負担金 140,472（防災対策）

資材搬送車･エアテント購入、簡易動態地図更新
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・奥能登広域圏事務組合輪島消防署負担金 564,521（防災対策）

特殊化学消防ポンプ車更新

・救急医療対策費 1,425（健康推進）

(2)消防対策・対応力の強化

・消防団員報酬 10,071（防災対策）

・消防団活動費 23,830（防災対策）

・消防団等施設整備事業費 15,000（防災対策）

輪島分団(河井)消防ポンプ自動車更新

・災害対策費 3,899（防災対策）

・自主防災活動支援事業費 7,346（防災対策）

・防災対策事業費 4,400（防災対策）

・原子力防護施設管理費 2,477（防災対策）

・ハザードマップ作成事業費 4,200（防災対策）

土砂災害ハザードマップの見直し

・Ｊアラート新型受信機整備事業費 2,100（防災対策）

自動起動時間の短縮が可能な新型受信機に更新

・海岸保全施設整備事業費 31,200（農林水産）

・県単急傾斜地崩壊対策事業費 20,600（土 木）

・空家等対策事業費 7,124（都市整備）

特定空家等についての緊急安全代行措置費等

空家等活用推進協議会運営費補助(情報発信、登録物件の案内及び仲介等)

・マリンタウン地域防災施設整備費補助 194,400（都市整備）

マリンタウンで民間事業者が整備する立体駐車場に津波避難タワー

の機能を併設するための整備費補助

(3)防犯・交通安全対策の推進

・私設防犯灯設置費補助 6,500（防災対策）

・防犯協会運営費補助 2,774（防災対策）

・交通安全推進費 2,852（防災対策）

・交通安全協会連合会運営費補助 1,150（防災対策）

・高齢者運転免許証自主返納支援事業費 2,400（防災対策）

・交通安全施設整備事業費 6,400（土 木）
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3．自然・環境の保全・活用

(1)自然環境の保全

・新エネルギー推進事業費 1,540（企 画）

・次世代自動車充電インフラ管理費 5,752（企 画）

・のと猿山雪割草の道整備事業費 12,000（観 光）

・公害対策費 3,063（環境対策）

不法投棄監視員設置、不法投棄廃棄物の回収及び処分

・環境美化推進事業費 459（環境対策）

・LED街灯照明等導入促進事業費 5,761（環境対策）

・海岸漂着物等地域対策推進事業費 30,735（環境対策）

・環境保全型農業直接支払事業費 6,554（農林水産）

・農村環境計画策定事業費 4,000（農林水産）

田園マスタープランの作成（市内全域）

・松くい虫奨励防除事業費 11,493（農林水産）

・広葉樹植栽事業費 1,500（農林水産）

(2)自然・歴史的景観の保全・活用

・世界農業遺産活用事業費 1,780（企 画）

・白米千枚田観光景観保全事業費 4,200（観 光）

・白米千枚田イベント開催費補助 12,600（観 光）

あぜのきらめき:R249山側の棚田に点灯エリア拡大(約5,000個)

・景観推進事業費 3,000（都市整備）

・街なみ環境整備事業費 31,150（文 化）

(3)循環型社会の形成

・廃棄物減量化対策事業費 21,160（環境対策）

・輪島市・穴水町環境衛生施設組合負担金 299,351（環境対策）

新焼却処理場設計

・クリーンセンター焼却処理施設管理費 85,153（環境対策）

・クリーンセンター埋立処分場管理費 30,062（環境対策）

・再資源化促進事業費 26,268（環境対策）

・クリーンセンター宅田分場(し尿処理施設)管理費 36,786（環境対策）
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Ⅱ 活力を生み出すまちづくりⅡ 活力を生み出すまちづくり

1．戦略的交流による地域振興

(1)ツーリズムの振興

・千枚田レストハウス管理費 1,344（観 光）

・能登･門前ファミリーイン ビュー･サンセット等管理費 45,000（観 光）

・ふらっと訪夢管理費 12,518（観 光）

・マリンタウン観光交流施設等管理費 10,584（観 光）

・輪島キリコ会館管理費 32,358（観 光）

・輪島まちおこし連絡協議会等事業費補助 2,100（観 光）

・御陣乗太鼓実演事業費 4,200（観 光）

・マリンタウンおもてなし事業費 7,000（観 光）

・禅の里づくり推進事業費 1,620（観 光）

・平家の里づくり推進事業費 543（観 光）

・フィルムコミッション事業費 1,600（観 光）

映画・ドラマ等誘致、撮影支援、ロケ地マップ作成

・禅の里交流館管理費 7,491（文 化）

・能登平家の郷松尾家管理費 2,105（文 化）

(2)国内外の交流促進

・姉妹都市議会親善事業費 300（議 会）

・友好都市等推進事業費 1,900（総 務）

・ジャパンテント開催費補助 800（総 務）

・観光宣伝費 14,586（観 光）

観光ポスター、チラシ印刷、出向宣伝、

観光パンフレットリニューアル･多言語版作成等

・誘客宣伝対策事業費 17,623（観 光）

雑誌広告、イベントPR･CM放送、あかり人運営補助、観光キャンペーン等

メディアミックス(複数広告媒体)による観光プロモーション

・コンベンション等誘致支援事業費 3,145（観 光）

・雪割草まつり・そばの市開催費補助 1,550（観 光）

・輪島市民まつり事業費 17,000（漆器商工）

平成30年5月27日(日)～6月3日(日)開催予定

・国際交流多文化共生事業費 190（生涯学習）

・子ども長期自然体験村事業費 4,400（生涯学習）
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(3)交流拠点機能の強化

・観光協会運営費補助 8,300（観 光）

輪島市観光協会及び門前町観光協会事業費補助

わじま観光案内センター運営事業等

・船舶寄港支援事業費 7,500（都市整備）

2．活力に富む産業振興

(1)漆器産業の強化

・漆器普及宣伝費 773（漆器商工）

・輪島漆器商工業協同組合運営費補助 4,500（漆器商工）

・輪島塗後継者育成奨励事業費 3,000（漆器商工）

市と漆器組合による後継者育成奨励事業

・輪島漆芸作家活動支援事業費 1,000（漆器商工）

若手漆芸家が中心となって行う活動を支援

・漆芸技術活用推進事業費 500（漆器商工）

文化財修復セミナー、技術･デザインセミナー開催

・輪島塗技術再認識･普及事業費 15,316（漆器商工）

輪島塗技術の象徴となる作品製作、情報発信等(5箇年計画2年目)

・伝統産業合同見本市開催費補助 1,000（漆器商工）

(2)商工業の振興

・商業活性化支援事業費 3,200（漆器商工）

・商工振興強化育成支援事業費 13,800（漆器商工）

・ロボット競技大会開催費補助 1,800（漆器商工）

(3)農林業の振興

・農産物主産地化事業費 1,800（農林水産）

奨励作物の苗代等補助

・農業経営基盤強化支援事業費 2,800（農林水産）

・ハウス園芸作物チャレンジ支援事業費 5,000（農林水産）

・地産地消推進事業費 550（農林水産）

・多面的機能支払事業費 48,952（農林水産）

・中山間地域等直接支払事業費 128,215（農林水産）

・地産地消推進事業費 550（農林水産）

・青年就農給付金事業費 10,500（農林水産）

・わじま里山里海まつり事業費 1,900（農林水産）
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・有害鳥獣対策事業費 35,626（農林水産）

電気柵設置、檻購入、狩猟(わな猟)免許(取得･更新)補助

イノシシ捕獲報償金(1頭当たり3万円、1,000頭見込)

・農業振興地域整備計画策定事業費 2,500（農林水産）

基礎調査、マスタープラン作成、農地利用計画の変更等

・県営広域営農団地農道整備事業負担金 115,395（農林水産）

・県営一般農道整備事業負担金 50,000（農林水産）

・県営ほ場整備事業負担金 15,000（農林水産）

・市単土地改良事業費 8,000（農林水産）

・森林環境保全整備事業費 4,950（農林水産）

民有林間伐助成

・輪島産材活用住宅助成事業費 3,000（農林水産）

・林地台帳整備事業費 3,456（農林水産）

森林所有者及び境界等の情報を整備

・林道維持費 6,000（農林水産）

(4)水産業の振興

・水産種苗放流育成事業費 1,100（農林水産）

資源管理型漁業の推進(アワビ、サザエ等種苗放流事業補助)

・離島漁業再生支援事業費 16,600（農林水産）

離島漁場の生産力向上と漁業集落を支援

水産物の海上輸送コスト助成

・豊かな藻場支援事業費 1,500（農林水産）

・海女漁振興事業費 4,430（農林水産）

・県漁港事業負担金 806（農林水産）

・大沢漁港改修事業費 31,050（農林水産）

機能保全計画に基づく長寿命化対策

・県港湾事業負担金 27,250（都市整備）

(5)地域ブランドの開発・発信

・輪島ご当地グルメ開発事業費 2,000（観 光）

輪島の魅力である｢食｣をテーマに情報発信

・農林水産物ブランド化推進事業費 1,200（農林水産）

・物産品販路開拓事業費 2,936（漆器商工）
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3．多彩な就労機会の創出

(1)起業・創業支援

・産業育成支援事業費 ５,106（漆器商工）

新商品等研究開発補助、販売促進費補助及び開設準備費補助

・創業支援事業費 700（漆器商工）

・起業・新規出店支援事業費 25,041（漆器商工）

・中小企業設備投資促進助成事業費 375（漆器商工）

設備貸与制度利用者に利子補給を行い、設備投資費用を支援

(2)継続した企業誘致

・企業誘致推進事業費 7,256（漆器商工）

(3)多様なニーズに対応した就労支援

・新規就農者助成事業費 1,240（農林水産）

・シルバー人材センター運営費補助 13,200（漆器商工）

・障害者雇用促進事業費 1,350（漆器商工）

・輪島塗後継者育成奨励事業費(再掲) 3,000（漆器商工）
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Ⅲ 健やかに過ごすまちづくりⅢ 健やかに過ごすまちづくり

1．女性が活躍できるまちづくり

(1)出産・子育て環境の充実

【新】・出産お祝い事業費 3,600（市 民）

子ども誕生のお祝い金 1子当たり 3万円

※国保の出産育児一時金の引下げに対応するもの

・自立支援教育訓練事業費 1,400（福 祉）

・母子生活支援施設運営費 3,700（福 祉）

母子生活支援施設への入所費

・子育て世代包括支援センター事業費 4,046（健康推進）

妊娠・子育て専門の相談窓口設置、支援プラン策定

・子宝支援事業費 10,000（健康推進）

(2)男女共同参画の推進

・DV対策等総合支援事業費 947（福 祉）

・女性団体運営費補助 682（生涯学習）

・男女共同参画社会づくり推進事業費 657（生涯学習）

2．地域で支え合う福祉の増進

(1)地域福祉の充実

・民生委員費 13,240（福 祉）

・社会福祉協議会運営費補助 25,720（福 祉）

・ボランティアセンター事業費補助 1,665（福 祉）

・生活困窮者自立支援事業費 10,101（福 祉）

(2)児童福祉の充実

・チャイルドシート購入助成事業費 550（市 民）

・離島社会福祉支援事業費 469（福 祉）

・児童センター事業費 5,735（福 祉）

・放課後児童健全育成事業費 52,242（福 祉）

・児童手当費 239,700（福 祉）

・プレミアム･パスポート事業費 660（福 祉）

・職業体験イベント事業費補助 300（福 祉）

・三世代ファミリー同居・近居促進事業費 1,000（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
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・放課後児童クラブ利用支援事業費 2,782（福 祉）

ひとり親世帯等に対する利用料減免支援

・病児保育等低所得者利用支援事業費 45（福 祉）

低所得者に対する病児･病後児保育利用料負担軽減

・保育所施設管理費 93,427（福 祉）

・子育て支援センター事業費 16,206（福 祉）

・子どものための教育･保育給付事業費 505,525（福 祉）

・私立保育補助事業費 18,809（福 祉）

・在宅育児家庭通園保育モデル事業費 1,260（福 祉）

・保育所施設改修事業費 9,500（福 祉）

・ひとり親家庭等医療費助成事業費 8,320（福 祉）

・児童扶養手当費 85,626（福 祉）

・こどもの医療費助成事業費 63,989（福 祉）

18歳までの児童の医療費窓口無料(原則県内医療機関)

(3)高齢者福祉の充実

・はり･きゅう･マッサージ施術助成事業費 1,176（市 民）

・地域包括支援センター事業費 14,472（健康推進）

・老人保護措置費 170,936（健康推進）

・老人クラブ活動費補助 4,461（健康推進）

・高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業費 3,000（健康推進）

・介護保険制度利用者負担等軽減事業費 915（健康推進）

・介護予防･地域支え合い事業費 6,064（健康推進）

・長寿者祝品贈呈事業費 4,190（健康推進）

・ふれあい入浴デー実施助成事業費 480（健康推進）

・在宅復帰支援事業費 545（健康推進）

・介護保険特別会計費 587,002（健康推進）

(4)障害者福祉の充実

・障害者自立支援給付費 700,375（福 祉）

障害者の在宅･施設での介護、自立訓練、就労支援･共同生活援助、

補装具の製作費･修理費、補装具リース費用(18歳未満)

・障害児給付費 33,927（福 祉）

・障害者自立支援医療費 52,948（福 祉）

・地域生活支援事業費 35,107（福 祉）

・手話通訳設置事業費 2,972（福 祉）

手話通訳士を常時配置し窓口対応の充実を図る

・養成講座受講者交通費等補助 182（福 祉）
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・特別障害者手当等給付費 6,548（福 祉）

・身体障害者自立支援型住宅リフォーム推進事業費 1,200（福 祉）

・在宅心身障害者配食サービス事業費 1,200（福 祉）

・障害者福祉タクシー利用料金助成事業費 651（福 祉）

・除雪困難世帯生活道路除雪支援事業費 1,046（福 祉）

・発達相談支援事業費 2,300（福 祉）

ポーテージ教室、保育所･学校相談、臨床心理士による相談等

3．生涯の健康づくり

(1)地域医療拠点機能の充実

・医療機器等整備事業 59,133（病 院）

医療機器等整備(新規･更新)

糖尿病検査システム、電動油圧式手術台、能動型下肢用他動運動

訓練装置、超音波診断装置、心電図検査装置、膀胱鏡セットほか

・電子カルテ等医療情報システム整備事業 239,328（病 院）

電子カルテ等医療情報システム更新(既存システムH24.1稼働)

(2)健康づくりの推進

・後期高齢者医療健康診査費 8,028（市 民）

・母子保健推進事業費 21,061（健康推進）

産婦健康診査(1回→2回)

妊婦健診助成(14回まで→～17回まで)※H30.1より

産後ケア事業(母子に対する心身のケア等)

・食生活改善事業費 655（健康推進）

・予防接種費 51,424（健康推進）

・任意予防接種促進事業費 6,658（健康推進）

・がん･結核検診費 20,430（健康推進）

全がん検診無料クーポン発行対象者40歳･50歳･60歳

・健康づくり検診費 1,909（健康推進）

・健康指導費 1,357（健康推進）

・こころの相談事業費 2,562（健康推進）

こころの授業、思春期講座、自殺対策計画策定等
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Ⅳ ふるさとを学び誇るまちづくりⅣ ふるさとを学び誇るまちづくり

1．困難に打ち克つ人づくり

(1)学校教育の充実

・県立高等学校活性化支援事業費 5,000（庶 務）

・高校生通学費補助 1,296（庶 務）

・校舎等営繕費(小･中) 28,675（庶 務）

・教育支援員等費 46,871（学校教育）

学校図書館司書、特別支援教育支援員、ALT配置、複式授業解消講師

・スクールバス運行費 49,924（学校教育）

H30.4より西保線廃止に伴い輪島中分運行(愛のり化)

・特色ある学校づくり支援事業費 1,218（学校教育）

・学力向上推進事業費 3,138（学校教育）

・テレビ寺子屋事業費 400（学校教育）

・土曜授業推進事業費 850（学校教育）

・育英資金貸付事業費 9,240（学校教育）

・遠距離児童生徒通学費補助 9,050（学校教育）

・情報教育推進事業費(小･中) 30,000（学校教育）

・学校活動振興事業費(小･中) 13,367（学校教育）

・いしかわ道徳教育推進事業費 250（学校教育）

(2)地域コミュニティの強化

・コミュニティ活動推進助成費 2,550（生涯学習）

・公民館施設管理費 30,489（生涯学習）

・公民館活動事業費 10,002（生涯学習）

(3)地域で取り組む教育力の向上

・学校教育事務費 4,094（学校教育）

学校力＆親力向上セミナー、学校評議員、いじめ問題調査委員会

・教育研究所費 9,896（学校教育）

・青少年健全育成活動推進事業費 810（生涯学習）

・家庭教育推進事業費 680（生涯学習）

・放課後子ども教室推進事業費 1,350（生涯学習）

(4)生涯学習の推進

・図書等購入費 10,400（生涯学習）

・貸出文庫事業費 1,049（生涯学習）
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(5)スポーツによる人づくり

・生涯スポーツ推進事業費 7,049（生涯学習）

総合型スポーツクラブ助成、全能登駅伝大会、能登平家の里ウォーク、

学童野球大会、中学校ソフトボール大会、少年剣道大会等助成、

ボールゲームフェスタ、スポーツアカデミー開催

・全日本競歩輪島大会開催費補助 10,000（生涯学習）

・体育協会運営費等補助 3,545（生涯学習）

・高校女子ソフトボール研修大会開催費補助 1,000（生涯学習）

・スポーツ少年団各種大会開催費補助 1,000（生涯学習）

・峨山道トレイルランニング大会開催費補助 3,000（生涯学習）

・スポーツ推進委員活動費 1,642（生涯学習）

・石川県ジュニアトランポリン競技選手権大会開催費補助 500（生涯学習）

・全日本学生トランポリン競技選手権大会開催費補助 500（生涯学習）

・中ブロックエルダー･実年ソフトボール大会開催費補助 300（生涯学習）

・体育施設管理費 150,732（生涯学習）

2．伝統・文化を次代につなぐ

(1)文化・芸術活動の推進

・文化振興事業費 4,715（文 化）

・輪島市美術展事業費 1,000（文 化）

・文化協会事業費補助 1,000（文 化）

・文化活動支援事業費 750（文 化）

・文化会館管理費 44,395（文 化）

(2)文化財の保存・活用

・白米千枚田イベント開催費補助(再掲) 12,600（観 光）

・海女漁振興事業費(再掲) 4,430（農林水産）

・三夜踊り開催費補助 2,300（文 化）

・伝統芸能伝承教室開催費補助 500（文 化）

・輪島塗技術伝承者養成事業費補助 2,400（文 化）

・有形文化財保存事業費 15,000（文 化）

阿岸本誓寺(県指定文化財)：茅葺屋根の補修(H29から4箇年計画)

・文化的景観保存事業費 5,161（文 化）

間垣修復･修景補助、椀貸し谷ポケットパークに間垣設置

・伝統的建造物群保存地区保存対策事業費 11,190（文 化）

・漆芸美術館管理費 92,406（文 化）

・天領黒島角海家管理費 8,011（文 化）
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Ⅴ 市民と行政の協働によるまちづくりⅤ 市民と行政の協働によるまちづくり

1．行政経営基盤の強化

(1)行政サービス改革の推進

・職員研修費 3,229（総 務）

・公共施設等総合整備基金費 100,055（財 政）

将来発生する公共施設の更新、改修、維持補修、解体などに

活用し、財政負担の軽減を図るための積立金

・電子入札システム費 3,975（監 理）

工事成績評定システム導入費等

・本庁舎等整備検討事業費 3,500（監 理）

・電算委託費 29,000（税 務）

住民税等電算委託処理、個人情報保護対策強化等

(2)広域連携の推進

・奥能登広域圏事務組合負担金 139,758（企 画）

広域行政経費(共同電算、行政ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等)、基幹業務システム更新等

・大学連携推進事業費 1,000（企 画）

(学)北陸大学、(学)総持学園鶴見大学、(学)東京農業大学

2．さらなる協働によりまちづくりの展開

(1)多様な連携の推進

・区長会等報償費 11,376（総 務）

・区長会等活動費 1,991（総 務）

・個人番号カード交付事業費 5,707（市 民）

(2)輪島の応援ネットワーク形成

・大学連携推進事業費(再掲) 1,000（企 画）

・“がんばる輪島”応援推進事業費 150,904（企 画）

ふるさと納税目標額3.5億円

・地域おこし協力隊事業費 4,000（企 画）

地域おこし協力隊1名(継続)


