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当初予算案重点分野の概要

【平成２８年度補正予算（地方創生拠点整備交付金）を含む】

平成２９年２月２０日

～能登を牽引し、市民が活躍する七尾～



平成２９年度 当初予算案重点分野の概要

１

〇多様な地域資源を活かした企業誘致や創業支援などに積極的に取り組む

ことで、人を呼び込み、雇用を創出し、今後とも、能登を牽引する役割

を果たし、また、市民一人ひとりが夢や希望を持って活躍できる七尾の

実現を目指してまいります。

〇地域づくり活動の推進と地域による子育て支援を目的とした基金を創設

し、誰もが安心安全に暮らせる地域づくりを推進します。

人人人人を呼び込み、を呼び込み、を呼び込み、を呼び込み、

雇用の創出雇用の創出雇用の創出雇用の創出

安心安全に安心安全に安心安全に安心安全に

暮らせる暮らせる暮らせる暮らせる

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

ⅢⅢⅢⅢ 子育て支援体制の拡充子育て支援体制の拡充子育て支援体制の拡充子育て支援体制の拡充

ⅣⅣⅣⅣ地域ネットワークの確立地域ネットワークの確立地域ネットワークの確立地域ネットワークの確立

ⅠⅠⅠⅠ 安心して働ける場の創出安心して働ける場の創出安心して働ける場の創出安心して働ける場の創出

ⅡⅡⅡⅡ さらなる交流人口の拡大さらなる交流人口の拡大さらなる交流人口の拡大さらなる交流人口の拡大

～～～～「能登を牽引し、市民が活躍する七尾」の実現～「能登を牽引し、市民が活躍する七尾」の実現～「能登を牽引し、市民が活躍する七尾」の実現～「能登を牽引し、市民が活躍する七尾」の実現～



一般会計

歳入

30,570

（単位：百万円）

市税 7,685(25.1%)

地方交付税 10,675(34.9%)

分担金及び

負担金 295(1.0%)

使用料及び

手数料 601(2.0%)

国庫支出金 2,913(9.5%)

県支出金 1,935(6.3%)

繰入金

1,064(3.5%)

諸収入 787(2.6%)

市債 2,738(9.0%)

その他 1,877(6.1%)

一般会計

歳出

30,570

（単位：百万円）

議会費 240(0.8%)

総務費 3,740(12.2%)

民生費 7,364(24.1%)

衛生費 4,214(13.8%)

労働費 20(0.1%)

農林水産業費

1,707(5.6%)

商工費 851(2.8%)

土木費 2,723(8.9%)

消防費 1,607(5.2%)

教育費 2,690(8.8%)

公債費 5,394(17.6%)

予備費 20(0.1%)

一般会計 ３０５億 ７,０００万円

（対前年度比 32億円 9.5％減）

予算総額 ６３７億 ２,７４７万 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 35億8,043万円 5.3％減）

※国の補正予算（地方創生拠点整備交付金等）に対応した

平成28年度3月補正予算とあわせた実質当初予算 313億6,637万円 （対前年度比 0.7％減）

平成２９年度

２

※ ( )内は構成比率を表します。



■ 新規創業の促進

ローカルベンチャーの推進 30,370千円

都市部からの人材獲得・育成や創業支援体制の

構築及び既存企業の支援等に係る経費

(継) スタートアップ事業の推進 8,000千円

市内空き店舗等で創業する者への支援(上限2,000千円)

(拡) 起業・創業者への支援 2,250千円

創業塾及び空き店舗調査(追加)等に係る費用の助成

■ ６次産業化の推進

(継) ６次産業化の推進 900千円

農林水産物を使った加工試験等に対する助成

３３３３

企業誘致や創業支援に積極的に取り組むとともに、都市部からの若者を呼び込む

受入体制を構築し、地場産業の活性化や農業・水産業の振興を図ることで雇用を

創出し、安心して働ける環境づくりを進めます。

Ⅰ 安心して働ける場の創出

移住・

定住の

促進

新新新新

■ ふるさと納税の推進

(拡) ふるさと納税の推進 200,651千円

返礼品やインターネット受付サイトに係る経費

■ 地場産業の振興

伝統工芸後継者の育成 3,600千円

伝統工芸事業所の後継者育成及び継続就業の支援

■ 農林水産業の振興

(継) 新規就農者の確保 29,560千円

青年就農者への支援や新たに就農する者への支援等

(継) ほ場整備(12地区) 121,512千円

伊久留地区、能登島向田地区、下地区、鵜浦地区、

藤瀬地区(新規) 、西谷内・古江地区(新規)ほか

(継) 地域栽培漁業の推進 2,414千円

■ 鳥獣被害への対策

(拡) 鳥獣被害対策の推進 15,627千円

狩猟免許取得、イノシシ捕獲奨励金、

電気柵購入及びイノシシ埋設への補助(拡充）

新新新新

都市部から

の人材の

獲得･育成

地域産業

の育成・

支援



４４４４

ユネスコの無形文化遺産や世界農業遺産に認定された地域資源、整備したスポーツ

施設などの交流拠点を最大限活用し、交流人口のさらなる拡大を図るとともに、

移住定住を促進します。

Ⅱ さらなる交流人口の拡大

■ 観光の振興

和倉温泉お祭り会館(仮称)の整備 2,000千円

お祭り会館(仮称)の基本調査など

(継) 七尾市街地西地区まちづくり 141,240千円

小丸山城址公園及び周辺道路の整備など

■ スポーツによる交流人口拡大の促進

和倉温泉多目的グラウンドの整備 379,576千円

サッカーグラウンドの人工芝張替

能登和倉国際女子オープンテニス(仮称)開催

場所：和倉温泉運動公園テニスコート 5,000千円

開催予定日：8月27日～9月3日

(継) 合宿等誘致事業 27,711千円

■ 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(5/2にっぽん丸、8/24飛鳥Ⅱ)寄港

■ 歴史・伝統文化の振興

(継) 博物館の整備 517,756千円

博物館建築工事及び展示品製作等に係る経費

■ 地域に根ざした演劇文化の振興

第6回能登演劇堂ロングラン公演 10,785千円

演 目：無名塾『肝っ玉おっ母と子供たち』

開催日：10月14日～11月12日

■ 移住定住の促進

三世代家族住宅リフォームへの助成 5,000千円

内容：1,000千円以上の改修等への助成(500千円)

対象：新たに三世代同居を始める世帯

結婚時に親と同居する世帯

移住コンシェルジュの設置 4,250千円

移住希望者に対するワンストップ窓口の設置

(継) 県外からの移住者への助成 10,403千円

住宅取得(上限1,000千円)、家賃助成(上限15千円／月)

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

基基基基

… 地域づくり推進基金事業基基基基

新新新新



■ 出産・子育てしやすい環境づくりの推進

結婚新生活に対する支援 2,400千円

対象者：夫婦で所得合計額が3,400千円未満の世帯

対象経費：住宅購入費、家賃、引越費用等

(拡) 多子世帯保育料の無料化 181,044千円

児童を養育している世帯における、第2子以降の

保育料無料化に係る経費(一定の所得制限あり)

(継) 子ども医療費の助成 86,018千円

通院・入院費を中学校卒業まで助成

若者が七尾に住み続け、安心して子育てできるよう、結婚から妊娠、出産、子育て

までの支援体制をさらに拡充します。

ⅢⅢⅢⅢ 子育て支援体制の拡充子育て支援体制の拡充子育て支援体制の拡充子育て支援体制の拡充

… 子ども・子育て基金事業

５

■ 保育サービス・保育環境の充実

保育士確保対策 18,000千円

資格取得を目指す学生に対しての修学資金貸付

(拡) 放課後児童クラブの運営 72,392千円

多子世帯(第3子以降)の利用料の助成

(継) 私立保育所施設整備への補助 90,419千円

大規模改修に対する補助金

(保育室の改修、遊戯室・廊下の修繕等)

新新新新

基基基基

■ 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の助成 5,379千円

子どものインフルエンザ予防接種費用の一部助成

■ 地域における子育て環境づくりの推進

子ども子育て地域活動への支援 2,500千円

地域で子育て支援に取り組む団体等に対する補助

(継) 親子ふれあいランドの運営 15,081千円

地域子育て支援センター等の運営に係る委託費用

(継) みらい子育てネットの運営 1,200千円

地域の児童健全育成等を行う8クラブへの支援

基基基基

基基基基

新新新新

基基基基

新新新新

基基基基



子ども・子育て基金を活用して行う事業

６

【事 業 費】100,000千円

【事業期間】平成29年度～平成32年度

保育士確保対策事業

その他子ども・

子育て基金事業

子どもの職場体験や語学能力子どもの職場体験や語学能力子どもの職場体験や語学能力子どもの職場体験や語学能力

向上等に対する支援向上等に対する支援向上等に対する支援向上等に対する支援

わく・ワーク体験わく・ワーク体験わく・ワーク体験わく・ワーク体験

英語力英語力英語力英語力のののの向上支援向上支援向上支援向上支援

子ども会活動子ども会活動子ども会活動子ども会活動等等等等への支援への支援への支援への支援

保育士の確保保育士の確保保育士の確保保育士の確保

子ども・子育て

地域支援事業

伝統文化の継承伝統文化の継承伝統文化の継承伝統文化の継承

食育の学習会食育の学習会食育の学習会食育の学習会

将来将来将来将来、本市において保育士を、本市において保育士を、本市において保育士を、本市において保育士を

目指す学生への修学資金貸付目指す学生への修学資金貸付目指す学生への修学資金貸付目指す学生への修学資金貸付

地域における、子育て支援の地域における、子育て支援の地域における、子育て支援の地域における、子育て支援の

仕組みづくりや子育て活動等仕組みづくりや子育て活動等仕組みづくりや子育て活動等仕組みづくりや子育て活動等

に対する支援に対する支援に対する支援に対する支援

子どもの健康づくり子どもの健康づくり子どもの健康づくり子どもの健康づくり



７７７７

地域づくり協議会を中心とした地域コミュニティの活性化、生涯を通じた健康づく

り、安心安全な在宅生活を送るための地域福祉の充実、災害対策・防災力の強化、

ふるさと七尾の将来を担う子どもたちの教育環境の充実を図り、持続可能な地域づ

くりを実施します。

Ⅳ 地域ネットワークの確立

■ 地域コミュニティの活性化

コミュニテイセンターの整備 120,406千円

矢田郷地区コミュニティセンター移転に伴う改修費用

※拠点整備交付金の採択に伴う3月補正予算対応分

地域創生交付金 4,500千円

地域づくり協議会が実施する地域創生の取組みへの支援

(地域の足を守るための乗合タクシー事業等)

地域が行う除雪活動への助成 30,756千円

大型除雪機購入による地域の除雪支援

小型・中型除雪機購入の助成(地域づくり協議会)

■ 教育環境の充実

朝日小学校整備工事 186,907千円

現朝日中の校舎棟の改修及びプールの新設

※国補正予算に伴う3月補正予算対応分

■ 公共交通ネットワークの充実

地域間交通実証実験 2,000千円

中能登町との連携による買い物等の移動手段確保対策

新新新新

新新新新

基基基基 … 地域づくり推進基金事業

基基基基

新新新新

基基基基

■ 交流基盤を軸とした道路網の整備

外環状線整備事業 33,350千円

市が整備する都市計画道路の測量・調査等(佐味町地内ほか)

県が整備する都市計画道路の負担金(矢田町地内ほか)

■ 生涯学習・スポーツの振興

城山体育館耐震改修工事 134,186千円

■ 高齢者福祉の充実

「よりあいの場」への支援 1,000千円

閉じこもり予防や世代間交流の場を創出するための支援

(拡) 生活支援体制の整備 12,246千円

地域で支える生活支援の仕組みを構築

コーディネーターの配置(1名⇒3名)

■ 世界農業遺産「能登の里山里海」の推進

(継) 里山里海の保全・活用等への支援 1,900千円

※企業版ふるさと納税を活用して実施

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

基基基基

新新新新



地域づくり推進基金を活用して行う事業

地域づくり協議会

や町会などの

地域組織

高齢者交流活動高齢者交流活動高齢者交流活動高齢者交流活動

へへへへの支援の支援の支援の支援

８

地域地域地域地域における除雪・における除雪・における除雪・における除雪・ 環境衛生環境衛生環境衛生環境衛生

に関する取組みへの支援に関する取組みへの支援に関する取組みへの支援に関する取組みへの支援

地域資源を活用した地域地域資源を活用した地域地域資源を活用した地域地域資源を活用した地域

づづづづくり協議会活動への支援くり協議会活動への支援くり協議会活動への支援くり協議会活動への支援

公共交通空白地及び公共交通空白地及び公共交通空白地及び公共交通空白地及び

困難地区の交通弱者困難地区の交通弱者困難地区の交通弱者困難地区の交通弱者

対策への支援対策への支援対策への支援対策への支援

【事 業 費】300,000千円

【事業期間】平成29年度～平成32年度

移住・定住に取組む移住・定住に取組む移住・定住に取組む移住・定住に取組む

地域づくり協議会活動地域づくり協議会活動地域づくり協議会活動地域づくり協議会活動

への支援への支援への支援への支援

福祉・防災活動に福祉・防災活動に福祉・防災活動に福祉・防災活動に

取組む地域づくり取組む地域づくり取組む地域づくり取組む地域づくり

協議会への支援協議会への支援協議会への支援協議会への支援



９

ふるさと納税を活用して行う事業

②若い世代が結婚・出産・②若い世代が結婚・出産・②若い世代が結婚・出産・②若い世代が結婚・出産・

子育てしやすい環境をつくる子育てしやすい環境をつくる子育てしやすい環境をつくる子育てしやすい環境をつくる

23,674千円（うち市長にお任せ千円（うち市長にお任せ千円（うち市長にお任せ千円（うち市長にお任せ 10,000千千千千円円円円））））

○子ども医療費の助成

〇出産祝い金の交付

〇特定不妊治療費一部助成

〇子育て応援サービス券の交付

④七尾市にしごとをつくり、④七尾市にしごとをつくり、④七尾市にしごとをつくり、④七尾市にしごとをつくり、

安心して働けるようにする安心して働けるようにする安心して働けるようにする安心して働けるようにする

8,198千円（うち市長千円（うち市長千円（うち市長千円（うち市長ににににお任せお任せお任せお任せ 5,000千円）千円）千円）千円）

⑤七尾市への新しい人の⑤七尾市への新しい人の⑤七尾市への新しい人の⑤七尾市への新しい人の

流れをつくる流れをつくる流れをつくる流れをつくる

2,352千円（うち市長にお任せ千円（うち市長にお任せ千円（うち市長にお任せ千円（うち市長にお任せ 515千円）千円）千円）千円）

○スポーツ合宿等への助成

○小丸山城址公園の再整備等

○創業者への支援

○６次産業化推進への助成

〇七尾港の活用推進

ふるさと納税額ふるさと納税額ふるさと納税額ふるさと納税額 返礼品等の経費返礼品等の経費返礼品等の経費返礼品等の経費 ふるさと七尾の振興費ふるさと七尾の振興費ふるさと七尾の振興費ふるさと七尾の振興費((((①～⑤へ）①～⑤へ）①～⑤へ）①～⑤へ）

200,000200,000200,000200,000千円千円千円千円 －－－－131,966131,966131,966131,966千円千円千円千円 68,03468,03468,03468,034千円千円千円千円

①①①①市長にお任せ市長にお任せ市長にお任せ市長にお任せ

（②～⑤に割振り）（②～⑤に割振り）（②～⑤に割振り）（②～⑤に割振り）

45,515千円千円千円千円

③時代にあった地域をつくり、③時代にあった地域をつくり、③時代にあった地域をつくり、③時代にあった地域をつくり、

安全・安心なくらしを守る安全・安心なくらしを守る安全・安心なくらしを守る安全・安心なくらしを守る

33,810千円（うち市長にお任せ千円（うち市長にお任せ千円（うち市長にお任せ千円（うち市長にお任せ 30,000千円）千円）千円）千円）

○防犯灯LEDの切替費用の助成

○地方バス路線の維持

○防災倉庫の整備

○鳥獣被害対策への補助

平成２９年度 当初予算案重点分野の概要

●寄附金の使い道の割合●寄附金の使い道の割合●寄附金の使い道の割合●寄附金の使い道の割合

①①①①66.9％％％％②②②②20.1％％％％③③③③5.6％％％％
④④④④ 4.7％％％％⑤⑤⑤⑤ 2.7％％％％
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創業支援等による雇用創出や交流人口の拡大、地域づくりの推進など、七尾創生

の実現を目指した取組みをさらに充実させます。

地方創生関連事業（平成28年度3月補正予算分含む）

地方創生に向けて国が交付する推進交付金や拠点整備交付金等を活用する事業

都市部からの人材獲得・育成都市部からの人材獲得・育成都市部からの人材獲得・育成都市部からの人材獲得・育成推進推進推進推進

29,37029,37029,37029,370千円千円千円千円

伝統工芸及び農業後継者確保対策伝統工芸及び農業後継者確保対策伝統工芸及び農業後継者確保対策伝統工芸及び農業後継者確保対策

6,160千円千円千円千円

求職・求人実態調査求職・求人実態調査求職・求人実態調査求職・求人実態調査

1,000千円千円千円千円

【ローカルベンチャーの推進】

【中能登町との広域連携】

創業塾及び空き店舗の調査創業塾及び空き店舗の調査創業塾及び空き店舗の調査創業塾及び空き店舗の調査

2,250千円千円千円千円

移住移住移住移住コンシェルジュコンシェルジュコンシェルジュコンシェルジュの設置の設置の設置の設置

4,250千円千円千円千円

６次産業化・販路開拓の支援６次産業化・販路開拓の支援６次産業化・販路開拓の支援６次産業化・販路開拓の支援

1,350千円千円千円千円

総額総額総額総額

254,036千円千円千円千円
（うち交付金（うち交付金（うち交付金（うち交付金119,338千円）千円）千円）千円）

【地域づくりの推進】

健康増進センターアスロンの運営健康増進センターアスロンの運営健康増進センターアスロンの運営健康増進センターアスロンの運営

35,000千円千円千円千円

合宿等の誘致に対する助成合宿等の誘致に対する助成合宿等の誘致に対する助成合宿等の誘致に対する助成

23,300千円千円千円千円

買い物等の移動手段確保対策買い物等の移動手段確保対策買い物等の移動手段確保対策買い物等の移動手段確保対策

2,000千円千円千円千円

移住定住の促進移住定住の促進移住定住の促進移住定住の促進

1,000千円千円千円千円

【石川県との広域連携】

【拠点整備交付金】

【【【【企業版ふるさと納税の活用企業版ふるさと納税の活用企業版ふるさと納税の活用企業版ふるさと納税の活用】】】】

七尾の里山里海の保全・活用等七尾の里山里海の保全・活用等七尾の里山里海の保全・活用等七尾の里山里海の保全・活用等

のののの取り組みに対する支援取り組みに対する支援取り組みに対する支援取り組みに対する支援

1,900千円千円千円千円

地域づくり協議会への活動支援地域づくり協議会への活動支援地域づくり協議会への活動支援地域づくり協議会への活動支援

17,550千円千円千円千円

地域づくり協議会が行う地域創生に対地域づくり協議会が行う地域創生に対地域づくり協議会が行う地域創生に対地域づくり協議会が行う地域創生に対

する支援する支援する支援する支援

4,500千円千円千円千円

矢田郷地区コミュニティセンターの改修矢田郷地区コミュニティセンターの改修矢田郷地区コミュニティセンターの改修矢田郷地区コミュニティセンターの改修

120,406千円千円千円千円

のと里のと里のと里のと里山空港の観光誘客促進への支援山空港の観光誘客促進への支援山空港の観光誘客促進への支援山空港の観光誘客促進への支援

2,500千円千円千円千円

世界農業遺産実行委員会への負担金世界農業遺産実行委員会への負担金世界農業遺産実行委員会への負担金世界農業遺産実行委員会への負担金

1,500千円千円千円千円


