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平成20年度当初予算（案）の概要
Ⅰ

予算の規模
平成20年度
一 般 会 計
18,727,000千円
特 別 会 計
12,718,928千円
企 業 会 計
6,091,724千円
全 会 計 の 合 計 37,537,652千円

平成19年度
差引額
18,160,000千円
567,000千円
16,621,203千円 △3,902,275千円 △
5,897,635千円
194,089千円
40,678,838千円 △3,141,186千円 △

増減率
3.1 ％
23.5 ％
3.3 ％
7.7 ％

※

一般会計では震災に係る災害復旧事業（過年災）などの増加分624,953千円と災害公
営住宅整備事業897,907千円を除くと5.3％減となる実質緊縮型の予算である。
※ 特別会計の大幅な減少は、高齢者医療制度の創設による老人保健特別会計の減額が
主因である。

Ⅱ

予算編成の考え方
本市においては、国の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
総額が抑制されるなど、自主財源の脆弱な本市にとって厳しい状況になっています。
さらに昨年の能登半島地震により甚大な被害が発生し、多額の地震関連予算を計上するな
ど危機的な財政状況にあり、国に対し特別交付税による特段の財政支援をお願いしていると
ころです。
こうした厳しい先行き不透明な状況の下、平成20年度においては個人市民税が震災による
雑損控除により約１億8,400万円の減収となる見込みである。反面、地方交付税が国ベース
で３年ぶりに対前年比1.3％増加するなどプラス要因があり、新年度は地方交付税を前年度
比２億円の増加と見込んだ。これらを前提に震災からの復興を最優先に取り組むこととし、
さらには一昨年に公表した集中改革プランに基づき経常経費の一層の削減を図り、予算編成
を行ったものです。
Ⅲ

震災復興に向けた取り組み
１．被災者支援
(1) 応急仮設住宅管理費
5,677（都市整備）
仮設住宅維持管理費（平成20年1月末現在、205戸入居）
(2) 被災住宅再建利子補給金（復興基金メニュー）
71,339（総
務）
(3) 既存建築物耐震改修促進事業費
9,000（都市整備）
・木造住宅の耐震改修補助 （補助率1/2 限度額60万円）
対象

昭和56年5月前に建築、耐震診断が必要（耐震改修後、総合判定が1.0以上）

・簡易型耐震改修(輪島型)
対象

（限度額10万円）

昭和56年5月前に建築

耐震改修工事の補強材等を補助

(4) 災害公営住宅整備事業費
松風台団地12戸、宅田団地12戸、ﾏﾘﾝﾀｳﾝ団地10戸
横地団地10戸、自己所有地 4戸
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897,907（都市整備）

2008/2/22
２．災害復旧事業費（過年災）
(1) 過年発生農業用施設補助災害復旧事業費
(2) 過年発生漁港施設補助災害復旧事業費
(3) 過年発生土木施設補助災害復旧事業費

19,570（農林水産）
118,000（農林水産）
498,333（土
木）

３．復旧復興対策
(1) 復興を推進する計画や調査
・能登半島地震住まい・まちづくり復興計画策定事業費
10,000（都市整備）
輪島市復興計画策定業務
鳳至上町地区、道下・鹿磯地区、總持寺周辺地区、
黒島地区の復興計画策定業務
・伝統的建造物群保存地区調査事業費
4,000（文
化）
重要伝統的建造物群保存地区選定に向けた調査（黒島地区）
・無形文化遺産推進事業費補助
500（文
化）
国がユネスコに対し「輪島塗」を無形文化遺産として
提案するよう啓発事業の支援
・県指定文化財「角海家」の保全復元事業費
4,402（文
化）
収蔵品の保全、調査、建物復元基本設計他
(2) 復興イメージの創出事業
〔ハード事業〕
・永井豪記念館整備事業
123,000（都市整備）
用地・建物購入費、改修及び増築他
・みなと振興交付金事業費
22,000（都市整備）
桟橋工、船揚場工、防波堤工、ＰＲ事業（マリンタウン）
（H20は調査設計、ＰＲ事業）
〔ソフト事業 イベントやスポーツ大会等〕
・永井豪記念館推進事業
1,000（企
画）
キャラクター仮装コンテスト開催（輪島市民まつり）
10,000（スポーツ）
・第47回全日本競歩輪島大会
第92回日本陸上競技選手権大会50㎞競歩兼第29回オリンピック競技大会代表選手選考競技会

4月12日～13日（大会を2日間に拡大）
新種目マスターズ男女10㎞新設
・全日本年齢別トランポリン選手権大会（4月17日～20日）

1,000（スポーツ）

兼2008インドパシフィック大会選考会兼夏季オリンピック代表２次選考会

サンアリーナ 個人400名、シンクロ300名参加予定
・サイクルロードレース開催（10月19日）
輪島災害復興ロードレース（仮称）
門前地区 実業団クラス300名参加予定
・全国過疎問題シンポジウム2008いしかわ（10月下旬）
・（仮称）能登ふるさと博
7月～10月 能登元気市の開催など
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9,533（観

光）

500（企
7,500（観

画）
光）
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Ⅳ

集中改革プランに基づく見直し
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 △31人

396人→365人

全 会 計 △38人

614人→576人

平成17年4月1日以降、135人の削減となり、適正化計画140人削減をほぼ達成
(2) 職員給与制度等の適正化
期末勤勉手当の10％カット、管理職手当20％カット
一般職給与費総額
一般会計
2,638,944→ 2,400,761千円 △ 9.0% △238,183千円
全 会 計

(3) 市長、副市長、教育長
(4) 正副議長、議員報酬

4,277,431→ 3,950,025千円 △ 7.7% △327,406千円

期末手当の20％カット
期末手当の10％カット

△2,148千円
△4,331千円

２．民間委託の推進
下水道浄化センターの民間委託
３．簡素で効率的な組織・機構への再編
(1) 保育所の適正規模化 劔地保育所の廃止 常設保育所（11→10保育所）
(2) 三井・南志見出張所の正規職員(２名)を嘱託職員に切替え
４．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）及び先送り
普通建設事業
3,410,428→千円3,095,838 △9.2％ △314,590千円
（有線放送テレビ事業含む）
(2) 市債残高の逓減
償還予定額 3,837,597千円－発行予定額1,979,590千円＝残高 △1,858,007千円
(3) 使用料・手数料等の改正
・じんのびの湯 入浴料
大人450→500円（70歳以上は据え置き）、
※ 国民宿舎輪島荘入浴料も70歳以上450円に
小人100→300円、幼児0→200円
・後期高齢者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種 800→1,000円
・健診の一部負担金
ガン検診の一部500→1,000円、
特定健診(40～74歳)500→1,000円（旧基本健康診査）、
後期高齢者(75歳以上)0→500円

(4) 経常的経費の削減
５．その他
・国民健康保険税
・火葬場 火葬料

運営費補助金等

（

〃

）受託事業

△10％削減

保険税の総額を変えない範囲で税率を統一
市民以外の使用料改正
区域外37,500→50,000円 年間10件程度

以上の方針に基づいて当初予算を編成した結果、平成19年度当初予算に比べて一般会計で
は、約3.1％増、全会計の合計では、約7.7％減となったものであります。
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Ⅳ

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・安心のまちづくり

(1)消防・防災・防犯対策の推進
・消防団組織育成事業費補助
5,395 (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]
43,209 (総
務)
防火水槽設置費及び有蓋化、消防ポンプ自動車更新（七浦分団）
・防災対策事業費
9,000 (総
務)
洪水ハザードマップ（八ヶ川）作成費、災害復旧事業費補助他
・海岸保全施設整備事業費
80,000（農林水産)
曾曾木漁港 人工リーフ L=9m
大川海岸地先
深見漁港（門前地区）離岸堤 L=19m
・橋梁耐震対策等事業費[合併特例債予定]
102,800（土
木）
橋梁耐震対策費
・県急傾斜地崩壊対策事業負担金
28,500 (土
木)
渋田地区他11箇所 事業費の5～15％負担
・県単急傾斜地崩壊対策事業費
15,000 (土
木)
袋（仁行）地内、石休場地内
・【新】既存建築物耐震改修促進事業費（再掲）
9,000（都市整備）
(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
・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

2,544 (総

務)

7,439 (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
550 (市
民)
購入価格の1/2を助成（10,000円限度）、対象者 ６歳未満児
・児童センター事業費
7,453 (子育支援)
児童センター運営委託
・放課後児童健全育成事業費
32,395 (子育支援)
１児童館、８クラブの育成費
・児童手当費
168,715 (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
10,823 (子育支援)
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育児不安等に対しての相談指導他
・児童扶養手当費
母子家庭に児童扶養手当を支給
全部支給 月額41,720円、一部支給 平均月額29,900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
０歳児から小学校卒業まで
・子宝支援事業費
不妊治療に要する治療費の助成
・私立幼稚園就園奨励費補助
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、第１子に対する助成基準の
見直し（市民税所得割8,800円→17,600円）
(4)高齢者福祉の充実
・【新】後期高齢者医療健康診査費
対象者 約7,000人
・高齢者福祉総務費
うち在宅老人利用施設建設資金償還金補助 3,606（保

78,077 (子育支援)

38,799 (子育支援)
3,156 (保

険)

6,311 (学校教育)

23,393（保

険）

14,115 (保険･健推)
険)

（あての木園ディサービスセンター、特別養護老人ホーム｢あかかみ｣）

地域包括支援センター事務費
・高齢者福祉対策費
うち老人保護措置費

9,900（健康推進)

201,579 (保険・健推)

164,400（健康推進)
高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業費 8,100（健康推進）
介護予防・地域支え合い事業費
12,302（健康推進)
長寿者祝品贈呈事業費
7,400（健康推進)
・特定高齢者施策事業費（介護保険特別会計）
33,557 (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

(5)障害者福祉の充実
・障害者福祉費
うち障害者自立支援給付費（介護給付費）355,068
コミュニケーション支援事業費
3,135
日常生活用具給付事業費
9,428
地域活動支援センター機能強化事業費 18,422
心身障害者医療給付費
111,300
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577,281 (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

(1)健康づくりの推進
・予防接種費
日本脳炎、高齢者インフルエンザ他
・がん検診費
・健康指導費

39,962 (健康推進)
25,225 (健康推進)
1,639 (健康推進)

(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
20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）
(3)学校教育の充実
・【新】(仮称)東部地区統合中学校建設調査費
基本設計、測量業務他
・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
・学校図書利用促進事業費
学校図書館司書3名、図書管理システム購入
・生徒指導事業費
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費（小・中学校）
・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）
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27,112（スポーツ）
1,000（スポーツ）
1,000 (門前教育）

17,816（庶

務）

13,440 (学校教育)
3,360 (学校教育)
7,055（学校教育）
2,778 (学校教育）
14,430 (学校教育)
1,700 (学校教育)
3,275 (学校教育)
22,000（学校教育）
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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)伝統文化の保存・継承
・三夜おどり開催事業費補助
・【新】無形文化遺産推進事業費補助（再掲）
・古文書調査事業費
・久手川・塚田遺跡埋蔵文化財調査費
・名勝保存修理事業費
白米千枚田の周遊路整備費
・【新】県指定文化財保全調査費（再掲）
・【新】角海家復元事業費（再掲）
(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

化）
化）
化）
化）
化）

2,402（文
2,000（文

化）
化）

6,265 (文

化）

910（文

化）

1,000 (文

(3）人づくり・ものづくりの体制整備
・工房長屋管理費
施設管理委託費
・輪島漆器産地振興対策事業費
交付先 輪島漆器商工業協同組合
・輪島塗技術伝承者養成事業費補助
交付先 輪島塗技術保存会

４

2,200 (文
500（文
2,520（文
7,158 (文
2,880（文

化)

6,957（商 工 業）
2,700（商 工 業）
2,400（商 工 業）

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
・農産物主産地化事業費
・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）市1,800円/10a、農協1,200円/10a
・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
・農業用機械購入助成事業費
コンバイン購入に対する助成
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400（農林水産)
550（農林水産）
1,080（農林水産）
111,200（農林水産）
4,000（農林水産)
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・能登牛人工授精事業費
1頭年1回 1/2助成
・県営広域営農団地農道整備事業負担金
輪島２期（石休場～山ノ上）
能登外浦３期（馬渡～北浦）
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（広岡地区）
・市単土地改良事業費 [合併特例債予定]
輪島地区 5箇所、門前地区 6箇所
・棚田保全整備事業費
用水路工（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）
農道整備 L=1,830m、防災安全施設 1箇所、用地補償費他
・中山間地域総合整備事業費（寺山地区）
活性化施設（集会場）木造平屋建 A=100㎡
・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
・育成林整備事業費
林道やな谷内線（空熊町地内）開設事業 L=600m
・林業地域総合整備事業費
内屋貝吹線 改築工 L=260m
小池線
改築工 L=1,116m
三蛇山公園 公園整備
・市単林道整備事業費 [合併特例債予定]
林道佐比野線舗装工他
・離島漁業再生支援交付金 (H17～H21)
県3/4（国1/2）市1/4
・【新】漁業経営構造改善事業費
県漁業協同組合輪島支所、門前支所の研修施設整備
・【新】漁業者協業化取組支援事業費
漁業経営の改善、設備の協業化に取り組む漁業者グループ
の育成支援
・漁港改修事業費
鵜入漁港（小鵜入地区）整備事業、外郭施設工（西防波堤）他
・海岸保全施設整備事業費 （再掲）
・県漁港事業負担金
鹿磯漁港改修、七ツ島広域型増殖場造成
・市単漁港施設整備事業費
漁港浚渫工（名舟、黒島漁港）
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210（農林水産)
27,625 (農林水産)

1,346 (農林水産)
9,000 (農林水産)
7,028 (農林水産）
50,600 (農林水産)
22,914（農林水産）
9,209（農林水産）
32,620 (農林水産)
8,570 (農林水産)
94,000 (農林水産）

4,000（農林水産）
8,568（農林水産）
61,630（農林水産）
1,000（農林水産）

40,000（農林水産）
80,000 (農林水産)
7,163（農林水産）
3,180 (農林水産)

2008/2/22

・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

57,750 (都市整備)

(2)商工業の振興
・不況対策事業費
6,354（商
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
1,547（商
個店対策事業他
・中小企業等産業育成支援事業費
1,671（商
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
13,800（商
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
1,606（商
首都圏等物産展活動費他
・中小企業退職金共済制度加入促進事業費
1,200（商
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（再掲）
2,700（商
・漆器普及宣伝費
4,213（商
ブランド強化支援育成事業他
・企業誘致推進事業費
4,525（商
企業誘致への推進事務経費他
・人材確保対策推進事業費
8,139（商
輪島市定住促進奨励金制度
U･Iターン者（50歳以下）10万円、Yターン者（制限あり）5万円
新規学卒者 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
段駄羅通魅力アップ事業
猿山魅力アップ事業
輪島大祭キリコ担キャンペ－ン
・御陣乗太鼓実演事業費
・輪島まちおこし連絡協議会事業費補助
｢輪島あえの風冬まつり｣開催補助
・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
・風評被害対策事業費
観光キャンペーン３連ポスター製作費
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工 業）
工 業）
工 業）
工 業）
工 業）
工 業）
工 業）
工 業）
工 業）
工 業）

14,405（観

光）

5,060 (観

光）

4,000 (観
1,500（観

光)
光）

1,422（観

光）

1,500（観

光）

2008/2/22
・朝市駐車場周辺管理費
朝市駐車場周辺管理委託

５

16,752 (都市整備)

人が集い交流が盛んなにぎわいのあるまちづくり

(1)地域間交流の促進
・姉妹都市議会親善事業費
・コンベンション等誘致支援助成費
・子ども長期自然体験村事業費

830（議
会）
3,095（企
画）
4,310（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（8月から2名）設置

12,004（学校教育）

(3)市内の更なる交流・連携の促進
・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7日～8日の輪島市民まつりに開催)
・農林漁業まつり事業費
2,284 (農林水産）
「第30回石川の農林漁業まつり」出展委託費
わじま農林漁業まつり補助
・輪島市民まつり事業費
16,000（商 工 業）
・セカンドメモリアルＧｏＧｏ
1,000 (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
・白米千枚田観光景観保全費
5,800（観
光）
オーナー制度運営事業、千枚田結婚式、田植え、稲刈行事他
・【新】（仮称）能登ふるさと博開催費（再掲）
7,500（観
光）
・そばの市開催事業費
900（観
光）
・峨山道巡行事業費
700（観
光）
・門前モータースポーツ公園管理費
6,034（観
光）
全日本ダートトライアル選手権（第６戦）大会開催 (8月31日)
・【新】サイクルロードレース開催事業費（再掲）
9,533（観
光）
・【新】永井豪記念館整備事業費（再掲）
123,000（都市整備）
・全日本競歩輪島大会費（再掲）
10,000 (スポーツ)
・【新】第19回全日本年齢別トランポリン選手権大会助成費（再掲） 1,000（スポーツ）
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2008/2/22

(4)交流拠点の整備
・【新】みなと振興交付金事業費
桟橋工、船揚場工、防波堤工、PR事業（マリンタウン）
平成20年度は調査設計、PR事業
・県街路事業負担金
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
マリンタウン土地利用計画策定業務他
(5)コミュニティ活動の支援
・コミュニティ活動推進助成費
地区公民館事業助成
・地域づくりリーダー養成事業費
公民館を核とした学習機会の提供

６

22,000（都市整備）

58,250 (都市整備）
21,079（都市整備）

1,405（生涯学習）
10,012 (生涯学習）
（門前教育）

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
・公営住宅ストック総合改繕事業費
ケーブルテレビ宅内配線工事
・【新】災害公営住宅整備事業費（再掲）

18,000 (都市整備）
897,907（都市整備）

(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49％
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
・地域再生計画道整備交付金事業費[合併特例債予定]
久手川塚田線 舗装他
五十洲深見線他３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
広瀬中谷内線 改良他
・県街路事業負担金（再掲）
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10,204 (企

画）

49,000 (土

木）

179,300 (土

木）

210,000 (土

木）

60,000 (土

木）

58,250 (都市整備）

2008/2/22

(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
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）

34,646（企
10,204（企
42,123（企

画）
画）
画）

25,000（市

民）

(4)ＩＣＴ環境の整備
・【新】移動通信用鉄塔施設整備事業費
152,460（企
事業箇所 門前町鍛冶屋、小山、江崎、山是清
・有線放送テレビ事業特別会計
433,842（放
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
農業情報システム、ＦＭ告知端末他
【債務負担行為 276,300千円】
(5)上下水道の整備
・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
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（剱地、門前処理区））
・合併処理浄化槽の整備
市町村設置型 55基見込み
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658,640 (水

画）
送）

道）

700,000（下 水 道）
300,000（下 水 道）
57,400（下 水 道）

2008/2/22

７

豊かな自然つつまれた潤いあるまちづくり

(1)自然環境の保全・活用
・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
不法投棄廃棄物処理委託他
・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）

540（環境対策）
1,850（環境対策）
2,880（文

化）

(2)自然・歴史的景観の保全と育成
・フラワーロード整備事業費
1,630（環境対策）
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
170,050（都市整備）
鳳至上町地区
生活環境施設整備、小公園整備、排水施設整備、修景整備助成他
門前町總持寺周辺地区
道路美装化、下排水施設整備、小公園・広場整備、修景整備助成他
・県街路事業負担金(再掲）
58,250（都市整備）
・【新】文化的景観保存調査事業費
3,000（文
化）
輪島市全体の景観保全のため文化的景観指定に向けた調査
・健民運動花のまちづくり事業費
1,566 (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
・再資源化促進事業費
資源ごみ収集袋製作費他

８

25,720（環境対策）

24,135 (環境対策)

市民と行政の協働による効率的なまちづくり

(1)行政の情報化推進
・有線放送テレビ事業特別会計(再掲)
・電子入札システム費

433,842 (放
3,255（監
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送）
理）

