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平成 30年度 6月補正予算(案)の概要 

Ⅰ 予算の規模 

現計予算額 今回補正額 補正後の額 前年同期比 

一 般 会 計 18,610,000 千円 1,148,700 千円 19,758,700 千円 △ 6.8％

特 別 会 計 8,416,806 千円 千円 8,416,806 千円 △ 24.5％

企 業 会 計 9,052,386 千円 20,000 千円 9,072,386 千円 39.0％

合 計 36,079,192 千円 1,168,700 千円 37,247,892 千円 △ 4.2％

今回の補正予算案は、本年度当初予算が経常経費や継続事業により編成した骨格予算であ

ったため、新規事業や政策的経費などを計上した肉付け予算となっています。 

Ⅱ 歳出予算の主な事業 

(単位：千円) 

一般会計 

【新】 ・航空自衛隊ふれあいコンサート開催費補助 714 (総 務) 

中部航空音楽隊による演奏会「ふれあいコンサート in輪島」の開催費
補助 

交付先：輪島自衛隊友の会 

【新】 ・防災行政無線整備事業費 4,500 (防災対策) 

防災行政無線(アナログ同報系)のデジタル化のための更新整備
に係る基本構想の策定 

【新】 ・公共施設マネジメント事業費 5,000 (財 政) 

公共施設個別施設計画(長寿命化計画)の策定 

・支所出張所管理費 2,200 (監 理) 

除雪機(4台)購入

【新】 ・路線バス運賃助成事業費 9,000 (企 画) 

市内路線バスの運賃格差の是正、高齢者の外出支援、高校生通
学補助の拡充 
対 象：回数券、シルバー定期、通学定期 
補助率：1/2 

24,000 (放 送) ・ケーブルテレビ整備事業費

自主放送設備(文字放送、データ放送等)の更新 
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・生活困窮者自立支援事業費 5,831 (福 祉) 

【新】生活困窮者に対する就労や家計管理に関する支援

・放課後児童クラブ施設整備事業費 5,000 (福 祉) 

河井児童クラブの施設整備(受入拡大)

・保育所施設管理費 3,000 (福 祉) 

公立保育所除雪機(7台)購入

・保育所施設改修事業費 13,000 (福 祉) 

鳳来保育所屋上防水等改修

・一般経費 2,000 (環境対策) 

公営合葬式墓所の建設に関する調査

・クリーンセンター焼却処理施設管理費 80,000 (環境対策) 

焼却炉内補修及び設備更新等

【新】 ・ごみ焼却施設整備事業負担金 10,279 (環境対策) 

 新ごみ焼却施設整備における地質調査、生活環境影響調査及び
発注支援業務に係る負担金 
負担率：輪島市75％・穴水町25％ 
【債務負担行為】18,755千円(H31・H32) 

・農業施設等雪害復旧緊急対策事業費 2,098 (農林水産) 

大雪により被害を受けた農業用施設の復旧支援

・海女漁振興事業費 5,100 (農林水産) 

【追加】海女シンポジウムの開催、海女文化記録映像の作成

【新】 ・海岸堤防等老朽化対策事業費 7,200 (農林水産) 

海岸保全施設に係る機能診断、長寿命化計画の策定 
(黒島漁港海岸) 

・市単漁港施設整備事業費 13,000 (農林水産) 

大沢漁港消波堤改修工事
小鵜入漁港東防波堤改修工事 

・“がんばる輪島”応援推進事業費 8,118 (漆器商工) 

阿岸本誓寺本堂茅葺屋根修復に係るガバメントクラウドファン
ディング実施経費 
目標金額：18,000 千円  募集期間：8月～12月(予定) 
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【新】 ・漆器海外マーケット開拓支援事業費 4,500 (漆器商工) 

海外販路開拓支援 
補助率：1/2 
上限額：個人30万円、団体150万円 

・禅の里づくり推進事業費 5,000 (観 光) 

(仮称)門前の夏まつり開催費補助
交付先：震災復興感謝のつどい実行委員会 

【新】 ・鴨ヶ浦魅力創出事業費 26,000 (観 光) 

海岸ライトアップ工事、塩水プール障害物除去 

・道路除排雪機械購入費補助 4,766 (土 木) 

除雪機械購入費補助 2台(予定)
補助率：1/3(上限 400万円) 

・除雪機械購入費 24,000 (土 木) 

除雪ドーザ購入 当初2台→5台 

【新】 ・小型除雪機械購入費補助 10,000 (土 木) 

小型除雪機械購入費補助 
補助率：1/2(上限 50万円) 
交付先：自主防災組織 

・道路橋梁整備事業費 147,920 (土 木) 

市道改良、側溝・舗装改修工事
道路改良 名舟尊利地線、下黒川1号線ほか 

・道路災害防除事業費 69,345 (土 木) 

落石、法面崩壊対策工事
中1号線、深見2号線、本市線ほか 

・橋梁長寿命化対策事業費 154,215 (土 木) 

長寿命化対策工事
いろは橋、谷谷内2号橋ほか 

・既存建築物耐震改修促進事業費 13,000 (都市整備) 

一般耐震診断等による耐震改修に対する補助
【拡充】工事費150万円まで自己負担なし(上限 150万円) 

・空家等対策事業費 140,691 (都市整備) 

【新】空家の利活用に関する補助
補助率：1/2 
登録空家の購入、改修(上限 100万円) 
危険空家の解体(上限 50万円) 

・特定空家除却代執行工事
・旧東屋解体及び跡地購入(基金買戻し)
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・生涯活躍のまちづくり事業費 10,000 (都市整備) 

生涯活躍のまちづくり事業における空家利活用支援
交付先：(社福)佛子園 

【新】 ・都市再構築戦略事業費 51,750 (都市整備) 

本町宅田線調査設計 

【新】 ・居住誘導促進事業費 20,000 (都市整備) 

都市計画区域内の居住誘導区域における住宅新築に対する補助 
補助額：1件につき 100万円 

・公営住宅ストック総合改善事業費 90,000 (都市整備) 

青葉ヶ丘住宅外壁改修等

【新】 ・公営住宅長寿命化対策事業費 20,000 (都市整備) 

大倉住宅改修、二勢住宅設備改修等 

・一般経費 4,200 (庶 務) 

小学校除雪機(10台)購入

・一般経費 800 (庶 務) 

中学校除雪機(2台)購入

【新】 ・中学校空調設備整備事業費 4,800 (庶 務) 

空調整備工事実施設計 
実施校：東陽中・門前中 

【新】 ・英語教育強化拠点地域事業費 400 (学校教育) 

外国語教育の早期化等への対応のための研究 
対象校：鳳至小、大屋小 

【新】 ・英語教育強化拠点地域事業費 200 (学校教育) 

外国語教育の高度化等への対応のための研究 
対象校：輪島中 

・友好都市青少年スポーツ交流事業費 2,000 (生涯学習) 

石狩市との青少年スポーツ交流
期間：7月 30日～8月 1日(予定) 
開催地：石狩市 

【新】 ・事前キャンプ誘致事業費 2,500 (生涯学習) 

トランポリンワールドカップ前橋大会の海外選手団事前合宿誘
致事業に対する補助 
交付先：石川県体操協会・輪島市トランポリン協会 
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・体育施設整備事業費 46,000 (生涯学習) 

マリンタウン競技場走路改修(toto助成)
門前野球場スコアボード解体 

・一般コミュニティ助成事業費 2,500 (文 化) 

太鼓等購入補助
交付先：鵠巣公民館 

・有形文化財保存事業費 10,000 (文 化) 

県指定文化財である阿岸本誓寺の茅屋根等修復に対する補助
交付先：(宗)本誓寺 
※ ガバメントクラウドファンディング活用

・全国重要無形文化財保持団体協議会輪島大会開催費補助 2,000 (文 化) 

総会及び秀作展の開催費補助
総  会：輪島市文化会館ほか(11/22) 
秀作展：輪島漆芸美術館(11/10～12/10) 

しいのき迎賓館(11/20～11/26) 

【新】 ・「能登のアマメハギ」保存継承事業費 3,645 (文 化) 

アマメハギ・面様年頭の紹介 
装束等の新調費補助、展示用物品購入 
(輪島崎、河井、皆月、五十洲) 

企業会計 

・汚水管渠敷設事業 20,000 (上下水道) 

汚水管渠詳細設計
(剱地浄化センター～門前クリーンパーク) 


