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平成１９年度当初予算（案）の概要

Ｉ予算の規模平成１９年度 平成１８年度

（６月補正後）

20,294,398千円

16,128,693千円

差引額 増減率

_般

特別

〈
云
今
云
今
云

計18,160,000千円

計16,621,203千円

計5,897.635千円

△2,134,398千円△１０．５％

492,510千円３．１％

△227,994千円△３．７％企業 6,125,629千円

全会計の合計40,678,838千円42,548,720千円△1,869,882千円△４．４９６

※特別会計のうち有線放送テレビ事業を一般会計から分離し、有線放送テレビ事業

特別会計を新設。観光施設事業特別会計を廃止。

､Ｐ 

、P

Ⅱ予算編成の考え方

わが国の経済は、戦後最長といわれた「いざなぎ景気」を超えるなど都市部を中心に景気

回復の基調の中で、奥能登地域経済においては、その回復の実感がない状況にあります。

本市においては、三位一体の改革により、国庫補助・負担金の削減、普通交付税等の総額

が抑制される中で、平成１９年度は所得税から個人住民税への税源移譲が行われるものの、

新型交付税の導入など、税源の乏しい本市にとってはさらに厳しい状況になることから、昨

年９月に公表した集中改革プランに基づいて、次のことを重点項目として予算編成を行った

ものです。

1．職員定数及び給与の適正化等

（１）職員数（予算定数当初比較）一般会計△３４人給与費△267,465千円

全会計△３６人給与費△239,161千円

(2)職員給与制度等の適正化

ア期末勤勉手当の１０％カット一般会計△67,779千円全会計△108,500千円

イ旅費県内日当の廃止△約5,000千円

一般職給与費総額一般会計2,974,188→2,638,944千円△11.3％△335,244千円

全会計4,659,333→4,311,672千円△7.5％△347,661千円

(3)奥能登広域圏職員も同措置

(4)特別職(常勤)及び教育長期末手当の２０％カット△2,425千円

簡素で効率的な組織・機構への再編

中学校の適正規模化西保中学校の廃止中学校（８→７校）

保育所の適正規模化本郷保育所の廃止常設保育所（１２→１１保育所）

支所、出張所の正規職員(５名)を嘱託職員に変更

学校給食の共同調理化共同調理場５→６カ所単独調理場８－２カ所

２． 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

ａ中長期を見通した財政の健全化

（１）公共事業の重点化（真に必要とする事業は推進）

普通建設事業3,995,206千円-3,410,428千円△14.6％△584,778千円

（有線放送テレビ事業819,349千円を含み、平成１８年６月補正後比較）

１ 
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(2)市債残高の逓減

償還予定額3,558,089千円一発行予定額2,700,800千円＝残高△857,289千円

（発行予定額には有線放送テレビ事業特別会計発行予定額617,200千円含む｡）
＊平成１８年度において市債の繰上償還（103,084千円）実施予定

(3)使用料・手数料の見直し（４月１日から）

ア火葬場使用料

火葬料を25,000円に統一輪島地域(28,000円→25,000円）
門前地域（輪島市穴水町環境衛生施設組合条例）

霊枢車30,000→33,000円（輪島地域）【洋型霊枢車購入】

イ廃棄物処理手数料(指定ごみ袋方式)について門前地域拡大約10,800千円

ウへき地保育所（西保）保育料徴収常設保育所の79～85％約552千円

(4)経常的経費の削減

ア交際費の削減議長△200市長△600教育長△４０病院長△100千円

イ社会的弱者に配慮しつつ事務事業の見直しによる経常的経費(補助金含む。）の削減

△10.5％△約500,000千円（平成１８年度６月補正後比較）

ウ廃止施設

・クリーンセンター町野分場管理費△9,334千円

・民俗資料館管理費△3,641千円

エ廃止事業（主なもの）

・職員互助会事業費（補助）△2,250千円

・輪島和倉間特急バス運行費△12,000千円

・市民交通傷害保険費△479千円

・観光キノコ園事業費△500千円

・輪島夏祭りキリコ担ぎ体験参加事業費補助△1,300千円

・門前環境美化センターの自己搬入ごみ運搬業務費△3,089千円

、青少年海外研修派遣費△6,103千円

、

マ

以上の方針に基づいて当初予算を編成した結果、平成１８年度の６月補正後（平成１８年

度当初予算は、骨格予算であり通年ベースの比較にならないため｡）に比べて一般会計では、

約１０．５％減、全会計の合計では、約４．４％減となったものであります。

２ 
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Ⅲ歳出予算の主なもの

（単位：千円）

１地域で支え合う人にやさしい安全・安ＩＤのまちづくり

､奥能登広域圏事務組合輪島消防署負担金［合併特例債予定］521,051（総務）

消防ポンプ車購入費（町野分遣所配置）他

・消防団組織育成事業費補助5,455（総務）

１６分団の運営費等補助

､消防施設等整備事業費[合併特例債予定］42,844（総務）

防火水槽設置費及び有蓋化

消防ポンプ自動車更新（靱地分団）他

･防災対策事業費8,868（総務）

洪水ハザードマップ（町野川）等作成費、災害復|日事業費補助他

・海岸保全施設整備事業費70,000（土木）

曾曾木漁港人工リーフＬ=１６ｍ大川海岸地先

【新】深見漁港（門前地区）離岸堤Ｌ=14ｍボーリング調査他

･県急傾斜地崩壊対策事業負担金38,850（土木）

渋田地区他13箇所

事業費の5～15％負担

･県単急傾斜地崩壊対策事業費10,000（土木）

袋（仁行）地区擁壁工Ｌ=30ｍ

、

℃ 

(2)交通安全対策の推進

･交通安全推進費

交通安全推進隊活動費補助

･交通安全施設整備事業費

ガードレール、カーブミラー整備他

2,250（総務）

6,500（土木）

(3)児童福祉の充実

･チャイルドシート購入助成事業費

購入価格の1/２10,000円限度

対象者６歳未満児

･児童センター事業費

児童センター運営委託

･放課後児童健全育成事業費

１児童館、８クラブの育成費

【新設】南志見児童クラブ

550（市民）

7,453（子育支援）

32,496（子育支援）

３ 
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･児童手当費174,398（子育支援）

第１子及び第２子は、月額5,000円、第３子月額10,000円’

０歳から３歳未満までは乳幼児加算創設より一律月10,000円

小学校終了前まで支給

･子育て支援センター事業費10,851（子育支援）

育児不安等に対しての相談指導他

･児童扶養手当費69,299（子育支援）

母子家庭に児童扶養手当を支給

全部支給月額41,720円、－部支給平均月額30,341円

２人目5,000円、３人目3,000円加算

･乳幼児及び児童医療助成事業費42,349（子育支援）

小学校就学前から卒業まで

･子宝支援事業費3,345（保険）

不妊治療に要する治療費の助成

限度額６０万円（国の制度を合わせると80万円まで）

･私立幼稚園就園奨励費補助７，５１６（学校教育）

保育所の第３子保育料無料化に合わせ、第３子（保育所の例による）

入園料及び授業料全額助成、同時入園第２子半額助成

､ 

(4)高齢者福祉の充実

･老人保健事務費57,392（保険）

後期高齢者医療制度の創設に伴うシステム改修費

石川県後期高齢者医療広域連合負担金ほか事務費

･高齢者福祉総務費16,179（保険･健推）

うち在宅老人利用施設建設資金償還補助4,149（保険）

あての木園ディサービスセンター建設費償還補助

特別養護老人ホーム「あかかみ」建設事業元利償還金補助

地域包括支援センター事務費11,358（健康推進）

･高齢者福祉対策費218,080（保険・健推）

うち介護予防・地域支え合い事業費17,283（健康推進）

外出支援サービス事業

軽度生活援助サービス事業他

老人保護措置費164,364（健康推進）

長寿者祝品贈呈事業費7,401（健康推進）

在宅老人日常生活用具給付費1,944（健康推進）

歩行補助車６台見込み

電磁調理器２台見込み

自動消火器１台見込み

【新】火災報知器600台見込み

在宅老人自立支援型住宅リフォーム推進事業費他27,088(保険・健推）

４ 
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･特定高齢者施策事業費（介護保険特別会計）23,521（健康推進）

高齢者筋力向上トレーニング事業、生きがい通所支援事業他

･障害者福祉費563,553（福祉）

身体障害者施設入所支援事業費、知的障害者施設入所支援事業費他

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

･予防接種費

インフルエンザ予防接種他

･がん検診費

･基本健康診査費

･健康指導費

33,962（健康推進）

(健康推進）

(健康推進）

(健康推進）

23,785 

61,188 

２，６２８ 

(2)スポーツ活動の推進

･生涯スポーツ推進事業費

総合型スポーツクラブ育成補助、各種スポーツ教室開催費

･スポーツ少年団各種大会助成費

サッカー、ミニバスケット、野球等

･高校女子ソフトボール研修大会費

１８校参加予定、うち14校県外参加予定

（５月３日～6日予定門前総合運動公園他）

28,235（スポーツ振興）

1,000（スポーツ振興）

1,000（門前教育）

(3)学校教育の充実

･スクールバス運行費

スクールバス９台（うち愛のりバス３台）

･大学生育英資金貸付事業費

貸与月額35,000円

･高校生育英資金給付事業費

給付月額8,000円

･生徒指導事業費

松陵兼門前中学校に1名配置

特別支援教育支援員の配置（鳳至、町野、大屋小学校）

･遠距離児童・生徒通学費補助

･中高一貫教育推進事業費

･特色ある学校づくり支援事業（小・中学校）費

22,059（庶務）

10,500（学校教育）

3,360（学校教育）

6,526（学校教育）

(学校教育）

(学校教育）

(学校教育）

15,634 

１，９００ 

３，３６３ 

５ 
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３世界に誇れる文化を次代に受け継ぐまちづくり

１
Ｊ
ｊ
 

化
化
化

･三夜おどり開催事業費補助

･輪島の方言調査事業費(H16～H19金大委託）

･「石川の匠たち」映像製作事業補助

【新】「小森邦衛」氏のハイビジョン収録

輪島塗「きゅう漆」の技法等

･古文書調査事業費

･久手川・塚田遺跡埋蔵文化財調査費

久手川・塚田道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査費

･名勝保存修理事業費

【新】白米千枚田の周遊路整備費

文
文
文

く
Ｉ
く

２，２００ 

９９０ 

５，０００ 

2,240（文

8,819（文

化）

化）

2,274（文化）

(2)芸術・文化活動の支援

･文化振興事業費

コンサート、公演開催費他

･輪島市美術展事業費

美術展開催等

･文化協会事業費補助

市民文化祭開催等

･文化会館設備整備費[合併特例債予定］

【新】防俳煙設備改修費

8,319（文化）

960（文化）

1,400（文化）

120,000（文化）

(3)人づくり・ものづくりの体制整備

･漆器新規入職者支援事業費

･輪島塗技術伝承者養成事業費補助（H16～H19）

3,600（商工業）

2,400（文化）

４活力に満ちた地域産業が発展するまちづくり

ノKBE

･農産物主産地事業費

･地産地消推進事業費

･水田農業経営確立対策担い手支援事業費

農地賃貸借契約（5年以上契約）農地保有合理化法人

･中山間直接支払制度交付金（H17～H21）

農業生産活動に対する交付金県3/４（国1/2）市1/４

(農林水産）

(農林水産）

(農林水産）

４０７ 

６００ 

2,880 

3,000円/10ａ

107,000 (農林水産）

６ 

而辰蔬支TE而葆春~了羅烹Ｆ、
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4,000（農林水産）･農業用機械購入助成事業費

コンバイン購入に対する助成

予算の範囲内で1/3以内100万円上限

対象者Ｌ５ｈａ以上の農業経営者（法人含む｡）

･能登牛人工授精事業費

１頭年１回１/2助成

･県営広域営農醐島道整備事業負担金
輪島2期(砂攝戻ﾘﾉ上）
能登外浦（窕～馬渡）

能登外浦3期(馬渡~悲漁）
能登外浦４期（北浦～千代）

・県営ため池等整備事業負担金

ため池改修負担金（寺谷内、広岡地区）

・市単土地改良事業費［合併特例債予定］

輪島地区８箇所、門前地区６箇所

新規事業計画策定費（麦生野地区）

･土地改良施設溌億管理適正化事業費
水路工百成地区

・棚田保全整備事業費
しろ上ね

用水路工、管理道路整備工（白米（千枚田）地区）

・中山間地域総合整備事業費（門前南部地区）

【新】用水路整備Ｌ=260ｍ（二又地区）

実施設計Ｌ=1,100ｍ（劔地地区）

用地補償費他

・森林環境保全整備事業費

間伐の実施

・森林整備地域活動支援交付金

林業施業に対する交付金

301（農林水産）

43,038（農林水産）

7,233（農林水産）

13,200（農林水産）

4,000（農林水産）

8,040（農林水産）

20,240（農林水産）

9,209（農林水産）

38,115（農林水産）

３０ha以上、森林施業計画の策定、認定対象者森林組合、

交付金lhaあたり5千円Ｈ19年度46団地予定

･育成林整備事業費

【新】林道やな谷内線開設事業Ｌ=250ｍ（空熊町地内）

･水資源再生林整備事業費

【新】広葉樹植栽Ｎ=1,200本（三井町洲衛地区）

･林業地域総合整備事業費

内屋貝吹線改築工Ｌ=912ｍ

小池線改築工Ｌ=1,100ｍ

･流域循環資源林整備事業費

林道荒屋貝吹線改築工Ｌ=480m、立木補償費他

造林業者等

6,528（農林水産）

3,211（農林水産）

67,275（農林水産）

54,015（農林水産）

７ 
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4,837（農林水産）･市単林道整備事業費［合併特例債予定］

林道繩聯や幅員拡幅他
林道佐比野線舗装工Ｌ=200ｍ

･流通等改善施設整備事業費

【新】海水濾過殺菌装置設置費補助（舳倉島漁港）

･離島漁業再生支援交付金（H17～H21）

県3/４（国1/2）市1/４

.燃油流通効率化支援事業費

タンクローリー（１台）購入費

･漁港改修事業費

鵜入漁港（小鵜入地区）整備事業）

消波ブロック製作他

･海岸保全施設整備事業費（再掲）

曾曾木漁港人工リーフＬ=16ｍ大川海岸地先

【新】深見漁港（門前地区）離岸堤Ｌ=14ｍ

ボーリング調査他

・県漁港事業負担金

舳倉島漁港修繕、鹿磯漁港改修他

・市単漁港施設整備事業費

漁港竣喋工（名舟、大沢、光浦、黒島漁港）

漁港静穏度等調査（輪島港）他

・県港湾事業負担金

マリンタウン関連県事業負担金

輪島港改修1.5/１０、輪島港環境整備2/1０

1,375（農林水産）

8,568（農林水産）

2,000（農林水産）

50,000（土木）

70,000（土木）

5,736（土木）

7,280（土木）

23,700（都市整備）

(2)商エ業の振興

･不況対策事業費

不況対策無利子融資の利子額補てん他

･商業活性化支援事業費

個店対策事業他

・中小企業等産業育成支援事業費

市内中小企業等の販売促進費

･輪島市商工振興強化育成支援事業費

経営相談、経営改善セミナー、講演会等の開催費他

･特産品販路開拓事業費

首都圏等で物産展活動他

・中小企業退職金共済制度加入促進事業費

中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済制度への加入促進

･輪島漆器産地振興対策事業費

輪島漆器産地振興対策事業費補助

9,591（商工業）

3,676（商工業）

1,519（商工業）

13,800（商工業）

1,711（商工業）

1,200（商工業）

2,805（商工業）
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･漆器普及宣伝費4,325（商工業）

ブランド強化育成事業他

･地の粉製造機械導入事業費2,000（商工業）

【新】「輪島地の粉」製造に係る機械設備の導入費補助

･企業誘致推進事業費4,047（商工業）

企業誘致への推進事務経費他

･人材確保対策推進事業費８，５１５（商工業）

輪島市定住促進奨励金制度

Ｕ・Ｉターン者奨励金（50歳以下）１０万円

Ｙターン者奨励金（Ｕターン者のうち転入時に25歳未満を対象に5万円を5年間継続し

て交付）

新規学卒者奨励金５万円

(3)観光の振興

･観光宣伝費

観光親善大使活動費、誘客宣伝事業費補助他

･輪島市観光地魅力創出推進事業費

輪島かにまつり冬の魅力創出事業

段駄羅通整備事業

猿山魅力アップ事業

輪島大祭キリコ担キャンペーン

･御陣乗太鼓実演事業費

･海洋資源活用事業費

ジギングバトル、釣りイカダ事業補助他

･朝市駐車場周辺管理費

朝市駐車場周辺管理委託

15,770（観光）

5,920（観光）

2,500（観

1,844（観

Ｊ
１
 

光
光

16,752（都市整備）

５人が集い交流が盛んなにぎわいのあるまちづくり

・コンベンション等誘致支援助成事業費

･子ども長期自然体験村事業費

3,200（企画）

4,220（生涯学習）

(2)国際交流の推進

･外国人講師招致事業費

英語指導助手３名設置

15,354（学校教育）

９ 

ヨー
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(3)市内の更なる交流・連携の推進

.【新】永井豪記念館推進事業費1,000（企画）

永井豪のマンガ、アニメ等のキャラクター仮装コンテストの開催

（６月２日～3日の輪島市民まつりに開催）

･輪島市民まつり事業費１６，０００（商工業）

･セカンドメモリアルＧｏＧｏ1,300（観光）

市内中学校卒業者等のふるさとでの５５歳交流支援事業

､千枚田活用イベント事業費2,000（観光）

千枚田結婚式、田植え、稲刈行事他

･そばの市開催事業費９００（観光）

･峨山道巡行事業費（４月、９月予定）７００（観光）

･門前モータースポーツ公園管理費6,398（観光）

全日本ダートトライアル選手権（第７戦）大会開催（９月９日）

･農林漁業まつり事業費2,484（農林水産）

「第29回石川の農林漁業まつり」出展委託費（10月予定）

わじま農林漁業まつり補助（10月下旬予定）

･全日本競歩輪島大会費（４月14日～15日）6,000（スポーツ振興）

]】１■

･県街路事業負担金[合併特例債予定］

都市ルネッサンス事業（河井町横地線）

･まちづくり交付金事業費[合併特例債予定］

駐車場整備費、交流施設実施設計

河井海岸線改良、用地購入費

釜屋谷塚田線（中央通り錦川大通り交差点）測量設計他

102,750（都市整備）

723,900（都市整備）

・コミュニティ活動推進助成費1,490（生涯学習）

地区公民館事業助成

･地域づくりリーダー養成事業費9,648（生涯学習）

成果発表の場の提供による人材育成、公民館を核とした学習機会の提供（門前教育）

● 

６誰もが住みたいと思う快適なまちづくり

･公営住宅等ストック総合改繕事業費

住宅火災報知器設置１１団地302戸

久手川住宅下水道接続費３棟

7,800（都市整備）

10 

｢可ｱﾖ蔬亟貢５５霊i胃三つ

厄ｱﾖ冒豆三〒77詞而E寝一一一

『T頂寶五荏毫~丁重1画55F(語Jｈ
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(2)交通ネットワークの整備

･へぐら航路助成費

収支不足見込み額を国が概ね40％

残り県（4/5）市（1/5）負担

･県道路事業負担金[合併特例債予定］

いしかわ広域交流幹線軸他

県道事業負担金１０～15％

･道路橋梁整備事業費[合併特例債予定］

道路橋梁改良・道路側溝、舗装、交通安全施設整備等

･橋梁耐震対策等事業費[合併特例債予定］

橋梁耐震対策費

･地域再生計画道整備交付金事業費[合併特例債予定］
ふてがわ

久手Ⅱ|塚田線橋上部工、用地購入費他

五十洲深見線他４路線改良・舗装他

塚田久手川線改良他

･交通安全施設等整備事業費

【新】広瀬中谷内線測量設計、改良他

・県街路事業負担金[合併特例債予定］（再掲）

都市ルネッサンス事業（河井町横地線）

．まちづくり交付金事業費[合併特例債予定］（再掲）

駐車場整備費、交流施設実施設計

河井海岸線改良、用地購入費

釜屋谷塚田線（中央通り錦川大通り交差点）測量設計他

10,204（企画）

61,000（土木）

194,000（土木）

72,000（土木）

416,000（土木）

110,000（土木）

102,750（都市整備）

723,900（都市整備）

(3)公共交通網の整備・充実

･能登空港利活用促進事業費

･へぐら航路助成費（再掲）

･バス路線運行維持対策費

生活バス路線維持対策費

西保・三井・空熊・久川・小山・皆月・穴水輪島・輪島線

大谷・飯田・町野線

外浦線（門前～富来）

コミュニティバス（のらんけバス）の運行

･能登有料道路通行料金対策費

割引助成（普通車の場合、460円割引中市124円負担）

企
企
企

く
く
く

Ｊ
１
１
 

画
画
画

36,446 

10,204 

43,400 

26,000（市民）

(4)ＩＣＴ環境の整備

･有線放送テレビ事業費（有線放送テレビ事業特別会計）819,349（企画）

幹線伝送路（光ケーブル網）整備等【債務負担行為の予算化】

幹線同軸ケーブル、双方向アンプ、同軸ケーブル引き込み等

【債務負担行為787,847千円】

－１１－ 
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(5)上下水道の整備

727,652（水道）･水道の整備

未普及地域解消事業

三井地区への上水道拡張

下水道工事に伴う水道管布設替等

中山間地域総合整備事業（農村生活環境基盤整備）

寺山地区への町野簡水の拡張

大沢浄水場ろ過材取替他

【新】林業地域総合整備事業

小田屋地区の簡水整備費

･公共下水道の整備

管渠工事、水道管移設費他

･特定環境保全公共下水道の整備

管渠工事（劔地、門前処理区)）

･合併処理浄化槽の整備

市町村設置型６５基見込み

℃ 

1,085,000（下水道）

300,000（下水道）

67,660（下水道）

７豊かな自然につつまれた潤いあるまちづくり

の伯

･景観地保護管理事業費

白崎、赤崎、大長崎、猿山地域の景観保護

･環境美化推進費

不法投棄物処理委託他

･公害対策費

不法投棄監視員（16名）設置費他

･名勝保存修理事業費（再掲）

1,010（監理）

769（環境対策）

2,600（環境対策）

2,274（文化）

･フラワーロード整備事業費

道路歩道沿い花壇等に花植栽花の苗購入費他

･街なみ環境整備事業費

鳳至上町地区

生活環境施設改修、道路美装化、修景整備助成他

門前町地区

道路美装化、修景整備助成他

･県街路事業負担金[合併特例債予定](再掲）

都市ルネッサンス事業（河井町横地線）

1,685（環境対策）

194,220（都市整備）

102,750（都市整備）

1２ 

n丁百F癩潭５５葆奎~了言用一つ

｢万百蕪~了屋更雨五薑覇而葆蚕正冑筬￣￣
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.まちづくり交付金事業費[合併特例債予定］（再掲）

駐車場整備費、交流施設実施設計

河井海岸線改良、用地購入費

釜屋谷塚田線（中央通り錦川大通り交差点）測量設計他

･健民運動花のまちづくり事業費

723,900（都市整備）

1,740（門前教育）

(3)循環型社会の形成

･廃棄物減量化対策費

指定ごみ袋製作費、啓発推進費、ステーション化助成、

電気式生ごみ処理機購入助成、コンポスト購入助成

･クリーンセンター焼却処理費

１号炉耐火物補修費他

21,261（環境対策）
， 

己

80,155（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

繭１ｋ羽

･有線放送テレビ事業費(再掲）８

（有線放送テレビ事業特別会計）

幹線伝送路（光ケーブル網）整備等【債務負担行為の予算化】

幹線同軸ケーブル、双方向アンプ、同軸ケーブル引き込み等

【債務負担行為787,847千円】

819,349（企 画）

● 

1３ 
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