令和 4 年度当初予算案の概要
Ⅰ 予算の規模
令和 4 年度

令和 3 年度

差引

一 般 会 計

19,180,000 千円

20,580,000 千円

△ 1,400,000 千円

△ 6.8%

特 別 会 計

8,547,997 千円

8,454,802 千円

93,195 千円

1.1%

企 業 会 計

9,126,323 千円

8,999,382 千円

126,941 千円

1.4%

36,854,320 千円

38,034,184 千円

△ 1,179,864 千円

△ 3.1%

合

計

前年度比

Ⅱ 予算の特徴
〇予算編成方針「骨格予算」
令和 4 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、
経常経費や継続事業を中心とした「骨格予算」編成を基本に、第 2 次輪島市総合計画におけ
る後期基本計画(5 か年)の実現に向け、課題に対応することとしました。
一般会計では、大型事業の完了などにより、対前年度 14 億円減(△6.8%)の 191 億 8,000 万
円を計上し、特別会計では約 9,300 万円増(＋1.1%)の 85 億 4,799 万 7 千円、企業会計の支出
額の合計では約 1 億 2,700 万円増(対前年＋1.4%)の 91 億 2,632 万 3 千円を計上しました。
これにより、全会計の合計は、368 億 5,432 万円(対前年△3.1%)となります。
なお、新型コロナウイルス感染症対策については、感染拡大防止に努めながら社会情勢の
変化を見据え、市民の暮らしと地域経済を再生する取組を引き続き実施していきます。
一般会計
《歳入》
新型コロナウイルス感染症の影響により、未だ経済活動が正常化されない中ではあるも
のの、国・地方ともに税収増が見込まれるところであり、市税全体で約 1 億 1,500 万円増
(市民税 0.7 億円、固定資産税 0.5 億円 令和 3 年度ベース算定＋5.0%)を見込みます。
また、歳入全体の約 5 割を占める地方交付税は、国勢調査後の令和 3 年度実績及び地方
財政計画を踏まえ 4 億 3,000 万円増額し、臨時財政対策債 4 億 4,200 万円の減額と合わせ
て実質交付税では 1,200 万円の減収を見込みます。国・県支出金及び市債については、大
型事業の完了や投資的事業の計上見送り等により減額となります。
歳入全体では、税収が人口減少等によりコロナ前の水準まで回復は見込めず収支不足と
なることから、財政調整基金を 3 億円取り崩して対応しました。(令和 3 年度は 5.5 億円)
《歳出》
骨格予算に伴う新規事業や政策的経費の見送り、本庁舎整備事業や都市再構築戦略事業
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(本町宅田線)、合葬式墓所整備事業など建設事業の完了により、投資的経費が約 11 億
2,000 万円の減額(△54.5%)となり、公債費約 1 億円減など全体では 14 億円の減額となり
ます。一方、安全で安心な市民生活のため行政運営に必要不可欠な経費のほか、国・県の
制度に基づくものなど、事業の遂行に支障のないよう所要見込額を計上しました。
特 別 会 計 (抜粋)
○臨海土地造成事業特別会計
令和 4 年度は 9 区画の販売を予定
令和 3 年度末において、全 87 区画中 62 区画が契約済の見込み(契約率 71%)
○国民健康保険特別会計(事業勘定)
被保険者数が減少するものの、1 人当たりの医療費が上昇傾向にあり、保険給付費の増加
が見込まれる中、県が示す市町村標準保険料率に準拠した保険税率の見直しを図ります。
○介護保険特別会計
介護認定率は年々増加するものの、負担限度額の見直しや未利用者が増加傾向にあるこ
とから、給付費全体では微減を見込みます。
企業会計
○水道事業会計
管路・設備など老朽化した施設の更新を計画的に行い、水道水の安定供給を図ります。
《主な建設改良事業》
・施設整備費(管路耐震化､機器更新等)
・営業設備費(システム改修)

348,712 千円
9,805 千円

○下水道事業会計(公共・特環・農集・漁集・浄化槽)
処理施設や管路の機能強化を図り、公衆衛生の向上と水質保全に努めます。
《主な建設改良事業》
・管渠施設整備費(管渠築造､移設補償工事､設備更新等) 124,000 千円
・ポンプ場施設整備費(中継ポンプ場改修等)
・処理場施設整備費(浄化センター機械･設備改修等)

24,000 千円
280,500 千円

【債務負担行為】処理場施設整備事業(電気設備更新) 135,000 千円

・浄化槽整備費(新規設置等)

39,100 千円

○病院事業会計
新型コロナウイルス感染症の影響により医業収益の確保は厳しいものの、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を提
供するため、コロナ対応を優先し導入を見合わせていた MRI 装置を更新いたします。
《主な建設改良事業》
・営業設備費等(医療機器整備)

220,758 千円

・施設整備費

35,700 千円
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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
１．持続可能なまちづくり
(1) 計画的なまちづくりの推進
・居住誘導促進事業費

5,000 (都市整備)

・マリンタウン用地販売促進事業費

28,800 (都市整備)

(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

11,934 (企

画)

・既存建築物耐震改修促進事業費

35,600 (都市整備)

・公営住宅管理費

25,180 (都市整備)

・移住促進住宅管理費

1,614 (都市整備)

・公営住宅長寿命化対策事業費

3,000 (都市整備)

(3) 道路網の整備・更新
・除排雪費

90,000 (土

木)

2,000 (土

木)

・道路橋梁維持費

50,000 (土

木)

・道路橋梁定期点検事業費

30,000 (土

木)

・小型除雪機械購入費補助

1,750 (土

木)

25,000 (土

木)

・道路橋梁整備事業費

187,325 (土

木)

・道路災害防除事業費

51,750 (土

木)

・橋梁長寿命化対策事業費

32,085 (土

木)

・県街路事業負担金

54,465 (都市整備)

・除雪機械オペレーター育成支援事業費
除排雪機械オペレーターの人材確保を推進

・県道路事業負担金

(4) 交通ネットワークの整備・更新と公共交通機関の維持
・のと里山空港利活用促進事業費

50,981 (企

画)

・へぐら航路助成事業費

8,024 (企

画)

・のと鉄道利用促進事業費

1,133 (企

画)

66,036 (企

画)

7,351 (企

画)

・バス路線運行維持対策事業費
・自家用有償旅客運送事業費
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・路線バス運賃助成事業費
(5) ＩｏT の活用・推進
・電算管理費
・ケーブルテレビ運営費
・ケーブルテレビ整備事業費
(6) 上下水道の普及・管理
・飲料水供給施設管理費

10,717 (企

画)

62,478 (企

画)

194,134 (放

送)

32,555 (放

送)

1,192 (上下水道)

・飲料水供給施設整備費補助

5,000 (上下水道)

・IoT 活用推進モデル事業

4,386 (上下水道)

・水道管路耐震化事業

121,000 (上下水道)

・遠方監視装置更新事業

29,000 (上下水道)

・夕陽ヶ丘送水ポンプ場更新事業

10,727 (上下水道)

・町野浄水場機器更新事業

61,050 (上下水道)

・地原浄水場改良事業

16,200 (上下水道)

・浄化センター更新事業

183,000 (上下水道)

・汚泥処理棟脱臭設備更新事業

36,000 (上下水道)

・幹線管渠築造事業

98,700 (上下水道)

・漁業集落排水機能強化対策事業

36,500 (上下水道)

・浄化槽整備推進事業

37,600 (上下水道)

(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

2,739 (環境対策)

・公園管理費

8,121 (都市整備)

(8) 移住・定住者受入体制の充実と地域ブランドの発信
・移住・定住促進事業費(再掲)
・移住促進住宅管理費(再掲)

11,934 (企

画)

1,614 (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
・奥能登広域圏事務組合輪島消防署負担金

141,709 (防災対策)
547,617 (防災対策)

門前分署 災害対応特殊消防ポンプ自動車更新

・救急医療対策費

1,550 (子育て健康)

- 4 -

(2) 防災対策・対応力の強化
・消防団員報酬

34,442 (防災対策)

【拡】年額報酬及び出動報酬の増額改正

・消防団活動費

6,284 (防災対策)

・消防団等施設整備事業費

16,800 (防災対策)

・災害対策費

5,834 (防災対策)

・自主防災活動支援事業費

4,354 (防災対策)

・防災対策事業費

3,000 (防災対策)

・防災行政無線管理費

11,174 (防災対策)

・原子力防護施設管理費

2,476 (防災対策)

・県単荒廃地復旧事業費

3,100 (農林水産)

・県急傾斜地崩壊対策事業負担金

11,000 (土

木)

・県単急傾斜地崩壊対策事業費

30,900 (土

木)

・空家等対策事業費

27,074 (都市整備)

(3) 防犯・交通安全対策の推進
・私設防犯灯設置費補助

2,000 (防災対策)

・防犯協会等運営費補助

2,722 (防災対策)

・交通安全推進費

2,122 (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

3,600 (防災対策)

・交通安全施設整備事業費

6,000 (土

木)

5,789 (企

画)

３．自然・景観の保全・活用
(1) 自然環境の保全と自然の恵みの継承
・次世代自動車充電インフラ管理費
・公害対策費

1,511 (環境対策)

・環境美化推進事業費

356 (環境対策)

・LED 街灯照明等導入促進事業費
・海岸漂着物等地域対策推進事業費

5,761 (環境対策)
44,047 (環境対策)

・松くい虫奨励防除事業費

7,970 (農林水産)

・広葉樹植栽事業費

1,520 (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

1,440 (農林水産)
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・白米千枚田観光景観保全事業費

4,700 (観

光)

・白米千枚田イベント開催費補助

5,000 (観

光)

・景観推進事業費

4,000 (都市整備)

(3) 循環型社会の形成
・輪島市・穴水町環境衛生施設組合負担金

231,177 (環境対策)

・クリーンセンター焼却処理施設管理費

98,013 (環境対策)

・クリーンセンター埋立処分場管理費

28,929 (環境対策)

・ごみ焼却施設整備事業負担金
・ごみ焼却施設運営管理費負担金
・マテリアルリサイクル推進施設整備事業負担金

1,183,091 (環境対策)
31,989 (環境対策)
4,967 (環境対策)

・再資源化促進事業費

45,992 (環境対策)

・廃棄物減量化対策事業費

19,031 (環境対策)

・クリーンセンター宅田分場管理費

38,180 (環境対策)
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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

1,798 (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

12,857 (観

光)

9,811 (観

光)

・永井豪記念館管理費

15,812 (観

光)

・輪島キリコ会館管理費

36,118 (観

光)

・輪島まちおこし連絡協議会等事業費補助

2,000 (観

光)

・御陣乗太鼓実演事業費

4,500 (観

光)

・マリンタウンおもてなし事業費

4,800 (観

光)

22,130 (観

光)

・平家の里づくり推進事業費

1,998 (観

光)

・禅文化による観光振興事業費

1,100 (観

光)

・禅の里交流館管理費

9,884 (文

化)

・能登平家の郷松尾家管理費

2,087 (文

化)

550 (議

会)

・マリンタウン観光交流施設等管理費

・禅の里づくり推進事業費

(2) 国内外の交流促進
・姉妹都市等議会親善事業費
・友好都市等推進事業費

1,800 (秘書政策)

・ジャパンテント開催費補助

800 (総

務)

・輪島市民まつり事業費

14,000 (漆器商工)

・観光プロモーション事業費

27,416 (観

光)

・コンベンション等誘致支援事業費

2,750 (観

光)

・子ども長期自然体験村事業費

3,500 (生涯学習)

(3) 交流拠点機能の強化
・観光協会運営費補助

8,300 (観

光)

・船舶寄港支援事業費

6,400 (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

1,068 (漆器商工)
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・輪島漆器商工業協同組合運営費補助

4,300 (漆器商工)

・輪島塗後継者育成奨励事業費

1,200 (漆器商工)

・輪島漆芸作家活動支援事業費

400 (漆器商工)

・漆芸技術活用推進事業費

300 (漆器商工)

・伝統産業合同見本市開催費補助

1,000 (漆器商工)

・漆器海外マーケット開拓支援事業費

1,500 (漆器商工)

・漆サミット等開催支援事業費

2,500 (漆器商工)

・輪島塗技術保存継承事業費

1,000 (文

(2) 商工業の振興
・商業活性化支援事業費

化)

2,950 (漆器商工)

・商工団体等運営支援事業費

14,540 (漆器商工)

・事業承継支援事業費

4,000 (漆器商工)

(3) 農林業の振興
・農産物主産地化事業費

1,300 (農林水産)

・担い手経営強化支援事業費

5,000 (農林水産)

・地産地消推進事業費

1,500 (農林水産)

・多面的機能支払事業費

46,568 (農林水産)

・中山間地域等直接支払事業費
・環境保全型農業直接支払事業費

126,558 (農林水産)
10,647 (農林水産)

・農業次世代人材投資事業費

3,000 (農林水産)

・わじま里山里海まつり事業費

1,800 (農林水産)

・有害鳥獣対策事業費

32,429 (農林水産)

・産地生産基盤強化支援事業費
・県営広域営農団地農道整備事業負担金

5,916 (農林水産)
105,000 (農林水産)

・県営一般農道整備事業負担金

2,500 (農林水産)

・県営農村地域防災減災事業負担金

1,650 (農林水産)

・県営ほ場整備事業負担金

66,584 (農林水産)

・市単土地改良事業費

7,000 (農林水産)

・森林環境保全整備事業費

4,950 (農林水産)

・輪島産材活用住宅助成事業費

3,000 (農林水産)

・林道長寿命化対策事業費

17,472 (農林水産)
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(4) 水産業の振興
・水産種苗放流育成事業費

1,100 (農林水産)

・離島漁業再生支援事業費

17,600 (農林水産)

・豊かな藻場支援事業費

1,270 (農林水産)

・海女漁振興事業費

3,571 (農林水産)

・県漁港事業負担金

225 (農林水産)

・漁港改修事業費

13,000 (農林水産)

・県港湾事業負担金

11,750 (都市整備)

(5) 地域ブランドの開発・発信
・農林水産物ブランド化推進事業費
・物産品販路開拓事業費

1,134 (農林水産)
2,940 (漆器商工)

３．多様な就労機会の創出
(1) 創業・事業承継支援
・産業育成支援事業費

4,055 (漆器商工)

・創業支援事業費

700 (漆器商工)

・起業・新規出店支援事業費

21,475 (漆器商工)

(2) 企業立地の推進
・企業誘致推進事業費

7,526 (漆器商工)

・サテライトオフィス誘致推進事業費
(3) 多様なニーズに対応した雇用対策
・新規就農者助成事業費
・シルバー人材センター運営費補助

2,374 (漆器商工)

1,240 (農林水産)
13,200 (漆器商工)

・雇用促進事業費

1,460 (漆器商工)

・輪島塗後継者育成奨励事業費(再掲)

1,200 (漆器商工)
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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
・出産お祝い事業費

11,150 (市

民)

・自立支援教育訓練事業費

1,346 (子育て健康)

・子宝支援事業費

5,495 (子育て健康)

(2) 人権尊重と男女共同参画の推進
・DV 対策等総合支援事業費

1,247 (子育て健康)

・女性団体運営費補助

594 (生涯学習)

・男女共同参画社会づくり推進事業費

985 (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
・社会福祉協議会運営費補助
・ボランティアセンター事業費補助
・生活困窮者自立支援事業費

13,936 (福

祉)

20,175 (福

祉)

1,150 (福

祉)

22,487 (福

祉)

(2) 児童福祉の充実
・放課後児童健全育成事業費

74,610 (子育て健康)

・放課後児童クラブ利用支援事業費

4,105 (子育て健康)

・子ども家庭総合支援事業費

4,800 (子育て健康)

・児童手当費

191,685 (子育て健康)

・地域組織活動育成事業費

800 (子育て健康)

・プレミアム・パスポート事業費

600 (子育て健康)

・保育所施設管理費

80,816 (子育て健康)

・子育て支援センター事業費

18,978 (子育て健康)

・子どものための教育・保育給付費
・私立保育所等補助事業費

469,000 (子育て健康)
22,039 (子育て健康)

・在宅育児家庭通園保育モデル事業費

1,308 (子育て健康)

・ひとり親家庭等医療費助成事業費

9,026 (子育て健康)

・児童扶養手当費

80,483 (子育て健康)

・こどもの医療費助成事業費

54,245 (子育て健康)
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(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

1,982 (市

民)

17,244 (福

祉)

177,403 (福

祉)

・老人クラブ活動費補助

4,016 (福

祉)

・在宅支援型住宅リフォーム推進事業費

1,800 (福

祉)

・介護保険制度利用者負担等軽減事業費

1,866 (福

祉)

・介護予防・地域支え合い事業費

6,855 (福

祉)

・長寿者祝品贈呈事業費

4,263 (福

祉)

・ふれあい入浴デー実施助成事業費

360 (福

祉)

・在宅復帰支援事業費

110 (福

祉)

・介護保険特別会計費

668,775 (福

祉)

(4) 障害者福祉の充実
・障害者自立支援給付費

769,956 (福

祉)

・障害児給付費

37,912 (福

祉)

・障害者自立支援医療費

50,289 (福

祉)

・地域生活支援事業費

37,630 (福

祉)

・手話通訳設置事業費

3,076 (福

祉)

102,508 (福

祉)

9,306 (福

祉)

・在宅支援型住宅リフォーム推進事業費

800 (福

祉)

・在宅心身障害者配食サービス事業費

988 (福

祉)

・障害者福祉タクシー利用料金助成事業費

481 (福

祉)

・除雪困難世帯生活道路除雪支援事業費

400 (福

祉)

・地域包括支援センター事業費
・老人保護措置費

・心身障害者医療費助成事業費
・特別障害者手当等給付費

・発達相談支援事業費

3,115 (子育て健康)

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

210,000 (病

院)

34,700 (病

院)

17,830 (市

民)

MRI 装置の更新など

・医療用施設整備事業
(2) 健康づくりの推進
・後期高齢者医療健康診査費
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・母子保健推進事業費

20,660 (子育て健康)

・食生活改善事業費

734 (子育て健康)

・予防接種費

57,418 (子育て健康)

・任意予防接種促進事業費

5,251 (子育て健康)

・がん・結核検診費

19,359 (子育て健康)

・健康づくり検診費

2,871 (子育て健康)

・健康指導費

971 (子育て健康)

・こころの相談事業費

442 (子育て健康)
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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
・高校魅力化プロジェクト事業費

35,843 (企

画)

・門前高等学校野球指導アドバイザー事業費

4,404 (企

画)

・門前高等学校生徒受入支援費補助

4,231 (企

画)

・校舎等営繕費(小・中)

38,320 (教育総務)

・教育支援員等配置事業費

86,261 (教育総務)

・スクールバス運行費

73,229 (教育総務)

・特色ある学校づくり支援事業費

1,094 (教育総務)

・学力向上推進事業費

3,236 (教育総務)

・育英資金貸付事業費

2,520 (教育総務)

・県立高等学校生徒通学支援事業費

4,500 (教育総務)

・県立高等学校活性化支援事業費

2,085 (教育総務)

・遠距離児童生徒通学費補助(小・中)

6,100 (教育総務)

・学校活動振興事業費(小・中)

22,113 (教育総務)

・部活動指導員配置事業費

1,543 (教育総務)

・ICT 推進事業費(小・中)

29,795 (教育総務)

・学校給食食材費

86,566 (教育総務)

(2) 地域コミュニティの強化
・コミュニティ活動推進事業費

2,350 (生涯学習)

・公民館施設管理費

27,798 (生涯学習)

・公民館活動事業費

9,390 (生涯学習)

(3) 地域で取り組む教育力の向上
・教育研究所運営費

11,116 (教育総務)

・青少年健全育成活動推進事業費

729 (生涯学習)

・家庭教育推進事業費

558 (生涯学習)

・放課後子ども教室推進事業費

900 (生涯学習)

(4) 生涯学習の推進
・図書等購入費

8,692 (生涯学習)

・電子図書館管理運営費

2,660 (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

7,494 (生涯学習)

・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

6,051 (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

2,500 (生涯学習)

・スポーツ推進委員活動費

1,510 (生涯学習)

・トランポリン競技大会開催費補助

1,000 (生涯学習)

・体育施設管理費

148,273 (生涯学習)

・体育施設整備事業費

5,500 (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

2,973 (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

1,273 (文

化)

・「 いしかわ百万石文化祭２０２３」開催事業費

1,200 (文

化)

61,864 (文

化)

5,000 (観

光)

・文化会館管理費
(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)
・海女漁振興事業費(再掲)

3,571 (農林水産)

・三夜踊り開催費補助

3,300 (文

化)

500 (文

化)

・輪島塗技術伝承者養成事業費補助

2,400 (文

化)

・輪島塗技術保存継承事業費(再掲)

1,000 (文

化)

・文化的景観保存事業費

4,435 (文

化)

36,535 (文

化)

1,654 (文

化)

92,673 (文

化)

7,090 (文

化)

・伝統芸能伝承教室開催費補助

・伝統的建造物群保存地区保存対策事業費
・文化財保存活用地域計画策定事業費
・漆芸美術館管理費
・天領黒島角海家管理費
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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

3,296 (総

務)

・電子入札システム費

4,266 (監

理)

・コンビニ交付サービス事業費

6,417 (市

民)

(2) 広域連携の推進
・奥能登広域圏事務組合負担金

40,431 (企

画)

・大学連携推進事業費

1,170 (企

画)

(1) 多様な連携の推進
・区長会等報償費

10,993 (総

務)

・区長会等活動費

1,645 (総

務)

・個人番号カード交付事業費

11,394 (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)

1,170 (企

画)

２．さらなる協働によるまちづくりの展開

・“がんばる輪島”応援推進事業費
・地域おこし協力隊事業費

198,977 (漆器商工)
8,800 ( 観
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光)

