
平成２８年度

当初予算案重点分野の概要

【平成２７年度補正予算（地方創生加速化交付金）を含む】

平成２８年２月１９日

～七尾版地方創生の実現を目指して～



一般会計

歳入

33,770

（単位：百万円）

市税 7,705(22.8%)

地方交付税 10,725(31.8%)

分担金及び

負担金 390(1.2%)

使用料及び

手数料 586(1.7%)

国庫支出金 3,760(11.1%)

県支出金 1,944(5.8%)

繰入金 822(2.4%)

諸収入 1,036(3.1%)

市債 5,172(15.3%)

その他 1,630(4.8%)

一般会計

歳出

33,770

（単位：百万円）

議会費 248(0.7%)

総務費 3,379(10.0%)

民生費 7,484(22.2%)

衛生費 4,227(12.5%)

労働費 21(0.1%)

農林水産業費

1,726(5.1%)

商工費 927(2.7%)

土木費 2,877(8.5%)

消防費 1,388(4.1%)

教育費 5,762(17.1%)

公債費 5,711(16.9%)

予備費 20(0.1%)

一般会計 ３３７億 ７,０００万円

（対前年度比 18億3,000万円 5.7％増）

予算総額 ６７３億 ７９０万 ５千円

（一般会計・特別会計・公営企業会計をあわせたもの 対前年度比 21億4,193万8千円 3.3％増）

※国の1次補正予算（地方創生加速化交付金）に対応した

平成27年度3月補正予算とあわせた実質当初予算 約338億6,000万円 （対前年度比 5.4％増）

平成２８年度

１※ ( )内は構成比率を表します。



七尾市は平成２７年度から平成３１年度までの地方創生の取り組み

を示した「七尾市まち・ひと・しごと創生 総合戦略」を昨年１０月

に策定し、４つの柱を基本目標に設定しました。

平成２８年度 当初予算案重点分野の概要

Ⅱ．七尾市にしごとをつくり、安心して働け

るようにする

Ⅳ．時代に合った地域をつくり、安全・安心

なくらしを守る

Ⅲ．七尾市への新しい人の流れをつくる

２

Ⅰ．若い世代が結婚・出産・子育てしやすい

環境をつくる



結婚から妊娠、出産、子育てまでを支援する体制を拡充し、必要不可欠な医療・福

祉や保育環境を充実することにより、安心して生み育てることのできる環境をつく

り、結婚、出産をする人を増やします。

ⅠⅠⅠⅠ 若い世代が結婚・出産・子育てしやすい環境をつくる若い世代が結婚・出産・子育てしやすい環境をつくる若い世代が結婚・出産・子育てしやすい環境をつくる若い世代が結婚・出産・子育てしやすい環境をつくる

■ 出産・子育てしやすい環境づくりの推進

(継) 子ども医療費助成事業 84,297千円

通院・入院費を中学卒業まで助成

(継) 多子世帯保育料無料化 69,984千円

第３子以降の保育料無料化

(継) 特定不妊治療の一部助成 4,500千円

保険適用外の特定不妊治療に対する助成

(拡) 母子・父子家庭の自立支援 3,605千円

資格取得の支援の給付期間の拡大（2年→3年）

(継) 若者ふれあい事業 293千円

結婚相談事業

■ 母親と子どもの健康づくりの推進

(継) インフルエンザ予防接種事業 5,813千円

子どものインフルエンザ予防接種費用の一部助成

(拡) 母の歯健診事業 261千円

妊娠期の歯周疾患予防（集団健診→個別健診）

■ 地域における子育て環境づくりの推進

(継) 親子ふれあいランドの運営 15,087千円

親子ふれあいランドの運営業務委託

(継) みらい子育てネットの運営 1,350千円

みらい子育てネット９クラブへの助成

親子ふれあいランド あい·あい·あい

３

■ 保育サービス・保育環境の充実

(継) 保育所等特別保育事業 166,678千円

延長保育、障害児保育、病児保育等の充実

(継) 在宅育児家庭通園保育モデル事業 4,923千円

３歳未満児を養育する家庭への保育サービス支援



４４４４

環境保全型農業の推進、６次産業化への取り組み支援、地場産業の振興、新たな産業

の創出を図ることにより、雇用及び創業を促進し、安心して働ける環境を創出するこ

とに加え、地域産業の担い手を確保します。

Ⅱ 七尾市にしごとをつくり、安心して働けるようにする

■ 農林水産業の振興

(継) 新規就農者の確保 24,144千円

青年就農者への支援

新規雇用者の受け入れや研修に要する経費の支援

都市生活者の農業体験会の共同実施(新規)

(継) 環境保全型農業直接支援対策事業 6,870千円

環境保全型農業に取組む団体への助成

(継) ほ場整備 151,639千円

伊久留地区、町屋・鳥越地区、能登島向田地区

下地区、鵜浦地区(新規)ほか

(継) 地域栽培漁業の推進 2,266千円

種苗放流等に対する支援

■ 地場産業の振興

(継) 特産品振興事業 7,350千円

地元特産品の販売促進等の支援

■ 企業立地に係る基盤整備の充実

企業誘致対策事業 70,000千円

企業誘致に伴う大津地内の造成工事ほか
定置網業

■ 新規創業の促進

(拡) スタートアップ事業 8,000千円

商店街の空き店舗→市内全域が対象(65歳未満)

補助上限額：150万円(飲食業200万円)→200万円

(継) 創業塾の開催への助成 1,200千円

創業希望者を対象とした創業塾への助成

■ ６次産業化の推進

(継) ６次産業化の推進 900千円

試験生産や加工試験などを行う団体への助成

創業塾

新新新新



５５５５

和倉温泉、七尾港、史跡、スポーツなど、多様な七尾市の地域資源を最大限に活用し

て、交流人口の拡大を図るとともに、移住定住を促進します。

Ⅲ 七尾市への新しい人の流れをつくる

… 3月補正予算における地方創生加速化交付金

■ 観光の振興

(継) 七尾市街地西地区まちづくり事業 397,376千円

小丸山城址公園及び周辺道路の整備など

観光案内看板等の設置(6か所) 7,412千円

和倉・能登島グラウンド、七尾城山ＩＣほか

ライブカメラの設置 2,882千円

市のＨＰ上でのライブ映像の提供(2か所)

(継) 高岡ー七尾間路線バス運行助成(わくライナー)

7,000千円

ほっと石川観光プラン推進ファンド(仮称)

新幹線開業効果を持続・発展するためのファンド造成

420,000千円

■ 七尾港を核としたまちづくりの推進

(継)七尾港寄港歓迎行事 1,000千円

クルーズ船（ぱしふぃっくびいなす）5月18日寄港

■ スポーツによる交流人口拡大の促進

合宿等誘致事業 23,323千円

(継) 中島学童野球場整備事業 17,586千円
移住体験会

創創創創

新新新新

■ 移住定住の促進

(継) 県外からの移住者への助成 11,489千円

住宅取得(上限100万円)、家賃助成(上限1万5千円／月)

(継) 定住者への住宅取得助成 50,000千円

一戸建て住宅を新築又は購入した人への助成

サンタウン万行住宅取得助成 18,000千円

一戸建て住宅新築への助成(一律200万円)

(継) 子育て世帯と新婚世帯への家賃助成 5,000千円

低所得者への家賃助成(上限1万円／月)

新新新新

■ 歴史・伝統文化の振興

(継) 博物館整備事業 48,222千円

基本設計及び実施設計費

新新新新

創創創創

新新新新



■ 安全安心・住環境の充実

老朽危険空き家等解消事業 10,000千円

危険空き家と判定した建築物の撤去費等の助成

■ 教育環境の充実

(継) 七尾中学校の建設 3,144,287千円

校舎・体育館、グラウンドの工事

(継) 中島中学校の整備 435,654千円

中島中学校の移転にかかる工事

学校・家庭・地域連携協力の推進 900千円

小・中学校の土曜授業の教育体制の推進費

■ 生涯学習・スポーツの振興

中島図書館移転事業 19,017千円

中島図書館移転に伴う改修工事費ほか

(継) 田鶴浜体育館耐震改修事業 96,300千円

耐震改修工事及び監理委託費

６６６６

地域コミュニティの活性化、生涯を通じた健康づくり、安心な生活を送るための福

祉の充実、人と環境にやさしいまちづくりを進めるとともに、教育環境の充実、暮

らしの安全に資する災害対策や防災力の強化、インフラ資産や公共施設の最適化に

より、持続可能な地域づくりを実施します。

Ⅳ 時代に合った地域をつくり、安全・安心なくらしを守る

新新新新

建設中の七尾中学校

■ 自主防災組織の育成・機能強化

石川県防災総合訓練 3,000千円

平成28年度は会場が七尾市

(継) 防災倉庫の整備(10か所) 15,225千円

■ 消防施設の充実強化

高機能消防指令センターの整備 4,000千円

指令管制業務システムの更新にかかる設計費

(継) 消防用自動車の整備 124,890千円

水槽付消防車（七尾消防署）、ポンプ消防車（矢田郷分団)

救急自動車（中島分遣所、新消防署）

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新



７

■七尾の魅力発信

(新) 城山ＩＣ付近案内看板の設置 6,516千円

歓迎及び誘導看板

(継) 旅行エージェントの招へい 1,600千円

(継) 誘客キャンペーンの実施 4,000千円

(新) ふるさと祭り東京への参加 4,000千円

石崎奉燈祭りの実演

(新) 七尾城跡史跡指定８０周年記念事業 5,740千円

七尾城跡コンピュータグラフィック作成及び

講演会の開催

(新) 図説「七尾市の歴史と文化」の作成 9,720千円

■マイス（ＭＩＣＥ）などによる交流人口の拡大

(新) 合宿拠点の整備 620,541千円

テニスコート（２４面）の整備

(継) 合宿等の誘致 18,423千円

(継) 能登和倉万葉の里マラソン 5,000千円

(新) 全国自治体職員サッカー選手権 3,000千円

(新) クルーズ船寄港の歓迎行事 1,000千円

(新) 教育旅行などの受け入れ 1,000千円

(新) 全国スナイプ級ヨット選手権大会 600千円

※マイス（ＭＩＣＥ）とはMeeting（会議、研修）、Incentive tour（報

奨・招待旅行）、 Convention 又はConference（大会、学会、国際会

議）、 Exhibition（展示会）の頭文字をとった造語で、ビジネストラ

ベルの一形態をいう 。

■ 地域コミュニティの活性化

コミュニテイセンターの管理運営 43,449千円

コミュニティセンター長及び職員の配置

地域づくり協議会活動への支援 14,300千円

地域づくりモデル事業 4,751千円

公民館を拠点にしている地域づくり及び

設立準備会への活動支援

(継) 地域おこし協力隊員の配置(2名) 6,901千円

■ 協働・市民参画の推進

市民憲章運動推進第51回全国七尾大会

2,980千円

■ 高齢者・障害者福祉の充実

(継) 介護ボランティア・ポイント制度 2,200千円

ポイントに応じて報償費を支給

生活支援体制整備事業 4,367千円

地域で支える生活支援の仕組みづくり

(継) 在宅医療・介護連携推進事業 3,122千円

医療と介護を繋ぐコーディネーターの配置

(継) なかじま脳老化・認知症予防プロジェクト

2,447千円

■ 生活保障の充実

(継) 臨時福祉給付金 73,709千円

低所得者に対する給付金

(継) 生活困窮者の自立を支援 17,032千円

自立相談、住宅費支給、子どもの学習支援など

■ 効率的な行政経営の推進

情報セキュリティ強化対策費 9,075千円

二要素認証、インターネット分離等システム導入費

ふるさと納税推進事業 40,327千円

納税寄附者への返礼品・ＰＲ等にかかる経費

ワーク・ライフ・バランスの推進 1,000千円新新新新

新新新新

新新新新

… 3月補正予算における地方創生加速化交付金
創創創創

■ 世界農業遺産「能登の里山里海」の推進

生物文化多様性国際会議(仮称) 7,000千円

平成28年秋(予定) 主会場：和倉温泉

世界農業遺産を活用した６次産業化の推進

1,500千円

■ 鳥獣被害対策における担い手の育成

(拡) 鳥獣被害対策事業 6,930千円

イノシシ捕獲奨励金(拡充)、狩猟免許取得支援ほか

新新新新

新新新新

創創創創

創創創創

創創創創

新新新新

新新新新



８８８８

交流人口の拡大や地域づくりの促進など、七尾版地方創生の実現を目指した

取り組みについて、加速化を図ります。

地方創生加速化交付金（平成27年度3月補正予算分）

一億総活躍社会の実現に向けて地方創生加速化交付金を活用する事業

総額総額総額総額

90,008千円千円千円千円

七尾市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進

【【【【平成平成平成平成28年年年年】】】】【【【【平成平成平成平成27年年年年】】】】

Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８

新型交付金新型交付金新型交付金新型交付金

【【【【平成平成平成平成26年年年年】】】】

Ｈ２７補正Ｈ２７補正Ｈ２７補正Ｈ２７補正

加速化交付金加速化交付金加速化交付金加速化交付金

交流人口の拡大交流人口の拡大交流人口の拡大交流人口の拡大

【【【【事業費事業費事業費事業費59,787千円千円千円千円】】】】
地域づくりの推進地域づくりの推進地域づくりの推進地域づくりの推進

【【【【事業費事業費事業費事業費26,190千円千円千円千円】】】】
ンンンン】】】】

広域観光の促進広域観光の促進広域観光の促進広域観光の促進

【【【【事業費事業費事業費事業費4,031千円千円千円千円】】】】

・観光地域づくりに向けた石川・観光地域づくりに向けた石川・観光地域づくりに向けた石川・観光地域づくりに向けた石川

版ＤＭＯ形成推進事業版ＤＭＯ形成推進事業版ＤＭＯ形成推進事業版ＤＭＯ形成推進事業

2,531千円千円千円千円

・・・・石川の食文化と世界農業遺産石川の食文化と世界農業遺産石川の食文化と世界農業遺産石川の食文化と世界農業遺産

を活用した６次産業化推進事業を活用した６次産業化推進事業を活用した６次産業化推進事業を活用した６次産業化推進事業

1,500千円千円千円千円

・地域づくり協議会の活性化支援・地域づくり協議会の活性化支援・地域づくり協議会の活性化支援・地域づくり協議会の活性化支援

3,761千円千円千円千円

・地域づくり協議会の活動支援・地域づくり協議会の活動支援・地域づくり協議会の活動支援・地域づくり協議会の活動支援

14,300千円千円千円千円

・公民館自主活動に対する支援・公民館自主活動に対する支援・公民館自主活動に対する支援・公民館自主活動に対する支援

8,129千円千円千円千円

・・・・合宿や大会等の宿泊者助成合宿や大会等の宿泊者助成合宿や大会等の宿泊者助成合宿や大会等の宿泊者助成

22,787千円千円千円千円

・能登和倉万葉の里マラソン・能登和倉万葉の里マラソン・能登和倉万葉の里マラソン・能登和倉万葉の里マラソン

5,000千円千円千円千円

・和倉温泉への誘客促進・和倉温泉への誘客促進・和倉温泉への誘客促進・和倉温泉への誘客促進

20,000千円千円千円千円

・地域観光コンシェルジュの育成・地域観光コンシェルジュの育成・地域観光コンシェルジュの育成・地域観光コンシェルジュの育成

1,500千円千円千円千円

・エージェント・エージェント・エージェント・エージェント招へい招へい招へい招へい・広告宣伝・広告宣伝・広告宣伝・広告宣伝

10,500千円千円千円千円
Ｈ２６補正Ｈ２６補正Ｈ２６補正Ｈ２６補正

基礎交付基礎交付基礎交付基礎交付

Ｈ２７補正Ｈ２７補正Ｈ２７補正Ｈ２７補正

上乗交付上乗交付上乗交付上乗交付


