
歳出
市の事務、庁舎管理、市民活動の推進などに要する経費
児童・高齢者・障害者福祉、生活保護、福祉医療などに
要する経費
各種健診、予防接種、環境保全、ごみ処理、し尿処理など
に要する経費
学校教育やスポーツ・文化の振興などに要する経費
市債を返済する元利償還金などの経費

総 務 費：
民 生 費：

衛 生 費：

教 育 費：
公 債 費：

歳入
市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など
地方公共団体が一定水準の行政サービスを提供で
きるように、国が地方公共団体へ交付するもの
各種事業に対する国からの補助金など
各種事業に対する県からの補助金など

市　　　税：
地方交付税：

国庫支出金：
県 支 出 金：

用語解説（P11）

議会費
2億3,512万6千円（0.7％）

総務費
35億6,148万3千円

（10.3％）

民生費
90億357万4千円

（26.0％）

衛生費
83億2,882万2千円

（24.0％）労働費 626万4千円（0.0％）

農林水産業費
19億4,149万3千円（5.6％）

商工費
9億5,139万5千円

（2.7％）

土木費
25億6,905万9千円

（7.4％）

消防費
13億104万1千円

（3.8％）

教育費
26億370万3千円

（7.5％）

公債費
41億804万円
（11.9％）

予備費
2,000万円（0.1％）

一般会計

歳出
346億3,000万円

一般会計

歳入
346億3,000万円

市税
75億4,000万円

（21.7％）

地方交付税
102億円

（29.4％）

分担金および負担金
9,476万1千円（0.3％）

使用料および手数料
5億9,209万5千円（1.7％）

国庫支出金
36億4,001万4千円

（10.5％）

県支出金
24億6,172万4千円

（7.1％）

繰入金
5億1,309万7千円

（1.5％）

諸収入
24億8,818万9千円

（7.2％）

市債
47億6,770万円

（13.8％）

その他
23億3,242万円

（6.8％）

令和４年度当初予算

豊かなまち、楽しいまち、笑顔あふれるまちを目指す
●アフターコロナを見据え、地域産業や観光産業の再生に向け、地域資源を活用した
交流人口の拡大を図るとともに、にぎわいを創出することで誰もが豊かさと楽しさ
を体感できるまちを目指します。
●子育て環境や教育環境の充実を図るとともに、住みよい環境をつくり、誰もが安全・
安心に暮らせる笑顔あふれるまちを目指します。

346億3,000万円
（対前年度比 28億7,000万円増 ＋9.0％）

（一般会計・特別会計を合わせたもの）
676億7,474万4千円

一般会計
予算総額

公営企業会計公営企業会計以外の特別会計

※（　）内は対前年度比を表します。

ケーブルテレビ事業特別会計　　       4億2万9千円(15.9%増)

国民健康保険特別会計　　　　56億1,731万6千円  (1.0%減)

後期高齢者医療保険特別会計　   8億9,211万1千円(11.5%増)

介護保険特別会計　 　　　　　70億9,844万9千円  (0.9%減)

公設地方卸売市場事業特別会計　　　8,048万9千円  (5.2%増)

水道事業会計　　　　　　　  29億7,096万円(1.6%増)

下水道事業会計　　　　　　51億7,366万9千円(2.4%増)

病院事業会計　　　　　 108億1,172万1千円(6.8％増)

人件費
扶助費
公債費
物件費、補助費等
維持補修費
普通建設事業費
積立金、貸付金
繰出金
予備費

643,200
758,400
571,200

1,339,200
38,400

1,046,400
28,800

369,600
4,800

4,800,000

食費
医療費
ローン返済
光熱水費などの雑費
車などの修理
家などの増改築
貯金など
子どもへの仕送り
その他
合計

給料
パート収入

親からの仕送り

雑収入
貯金の取崩し
銀行からの借り入れ
合計

1,041,600
96,000

2,515,200

412,800
72,000

662,400
4,800,000

市税
使用料、手数料など
国からの地方交付
税・補助金など
諸収入など
繰入金
市債

収　入

貯金残高 940,641 円

支　出

ローン残高 5,320,344 円

人件費
46億5,095万6千円

（13.4％）

扶助費
54億7,533万2千円

（15.8％）

公債費
41億804万円
（11.9％）物件費

44億256万5千円
（12.7％）

補助費等
52億7,198万8千円

（15.2％）

普通建設事業費
75億2,761万5千円

（21.8％）

維持補修費 2億7,347万2千円（0.8％）

積立金
2億1,863万8千円

（0.6％）

貸付金 420万円（0.0％）

繰出金
26億7,719万4千円

（7.7％）

予備費 2,000万円（0.1％）

性質別

歳出

（単位：円）

（単位：円）

※貯金残高は令和4年度末基金残高(見込み)67億
8,633万円を、ローン残高は令和4年度末市債
残高(見込み)383億8,406万3千円を年収480万
円の家庭に例えて算出しています。

346億3,000万円

一般会計当初予算を年収
480万円(月収40万円)の家
庭の家計簿で例えると・・・
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令和４年度当初予算

新型コロナウイルスで打撃を受けた地域産業の再
生や安心して働けるまちを目指すとともに、中心市
街地に賑わいを創出することで活力ある地域をつ
くります。

■ 商工業の振興

■ みなと・まちなかのにぎわい創出

地域産業の再生

■ 交流人口の拡大

Ⅰ

コロナ収束後の社会を見据え、スポーツ施設などの
交流拠点に加え、新たな地域資源を最大限に活用
し、交流人口の拡大を図るとともに、移住定住を促
進します。

さらなる交流人口
の拡大Ⅱ

若者が七尾に住み続け、安心して子育てできるよう、
出産・子育ての支援体制を拡充します。

子育て環境の充実と
次代を担う人づくりⅢ

■ 農林水産業の振興

■ 移住定住の促進

・地域経済における消費の喚起  2億850万円
市内外からの消費を喚起するため、キャッシュ
レス決済を対象とした2カ月間のポイント還元事
業(第3弾)を実施
ポイント付与率20％(上限4千円／回、2万円／期間)

・空き店舗バンクの創設  　　　　300万円
市内で起業・創業を目指している人に空き店舗
情報を提供

・ふるさと納税の推進  1億9,646万1千円
インターネット窓口サイトを増やすことで、七
尾のファンを増やし、地域経済の活性化を図る

■ 子育て環境の充実
・出産祝金の拡充                   3,240万円
1子につき一律2万円(商品券)を12万円(商品券：
2万円、現金：10万円)に拡充

・多子世帯の保育料の負担軽減
1,675万1千円

最年長から数えて第2子の保育料を半額、第3子
以降の保育料を無料化
開始月：4月

・公・私立保育園などの運営
19億8,871万4千円

公立認定こども園1園、私立保育園1園、私立認
定こども園16園

・広域連携による移住の推進　       900万円
羽咋市や中能登町と連携した、広域的な移住サ
ポートを行うプランナーの設置やワーケーショ
ンの促進など
事業主体：能登地域移住交流協議会

・七尾暮らしの促進支援　          1,200万円
県外からの移住者に対する住宅家賃や住宅取得
に対する助成

・ほ場整備  　　　　　　　　1億1,374万円
新規：佐味地区
継続：東三階地区、鵜浦地区、三引地区、熊木
　　　地区、藤瀬地区、西谷内・古江地区、能
　　　登島長崎地区

・イノシシやクマなどの鳥獣被害対策
1,595万5千円

イノシシの捕獲・埋設や電気柵の購入、狩猟免
許の取得に対する助成など

・七尾港の整備改修 　　　　 1億59万2千円
大田浚渫土砂埋立護岸や泊地浚渫、物揚げ場の
補修など

・賑わい創生プロジェクト 　　　 135万円
中心市街地の活性化や賑わい創出を行う事業に
対する支援

・七尾版GoToトラベル推進事業
2億5,500万円

旅行予約サイトや市内旅行代理店を通じて宿泊
予約を行った場合に旅行代金を割引
1室2万円以上の宿泊プランに対し1万円の割引

・「君は放課後インソムニア」活用事業
1,221万円

七尾市が舞台の漫画「君は放課後インソムニア」
を活用したプロモーション

・中島学童野球場整備　   1億1,647万7千円
電光スコアボードや遮光壁などの設置

・スポーツイベントの開催支援　 4,100万円
能登和倉国際女子オープンテニス　　
　開催期間：9月25日(日)～10月2日(日)(予定)
能登和倉万葉の里マラソン2023

・教育旅行などの誘致　                778万円
教育旅行などの誘致を目的とした体験メニュー
のPR動画制作

・国民文化祭プレイベントの開催　 862万円
演劇「いのちぼうにふろう物語」の公演
公演期間：9月13日(火)～10月10日(月・祝)

・スポーツイベントなどの活用　255万1千円
プロスポーツの試合などを活用したプロモーシ
ョンや、トップスポーツ選手との体験型交流イ
ベントの開催など

・地域産業の担い手の確保  　　560万4千円
農林水産業や商工業などの地域産業の担い手を
確保するため、派遣事業などを行う特定地域づ
くり事業協同組合を支援

10,0
00

10,0
00

こちらのバーコードを
読み込んでください

・アジア圏テレビドラマ国際会議の開催
3,350万円

東アジアで活躍するドラマ制作者などが参加す
る国際会議の誘致
開催地：和倉町(予定)

しゅんせつ

新

拡

新

新

新

新

新

新

新

新

拡

拡
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令和４年度当初予算

■ 豊かな自然環境と景観の保全

■ 交通体系の充実

■ 共助・協働によるまちづくり

■ 災害対策の充実

■ 新型コロナウイルス感染症対策

・新たなごみ処理施設の整備
50億5,770万6千円

石川北部RDFセンターの事業終了に伴う処理施
設の整備
運用開始：令和5年度(予定)

・公共施設などのLED化の推進(債務負担行
為限度額4億2,168万円(令和5～15年度))
市内公共施設などにLED照明を整備

・持続可能なまちづくり　             100万円
SDGs推進企業が生まれ育つまちを目標に活動を
行うななおSDGsコンソーシアムへの支援

・地域コミュニティの活動支援
1億8,370万円

地域の防犯防災や福祉活動などを行う各地域づ
くり協議会に対する支援

・地域おこし協力隊の配置　  2,319万8千円
新規：御祓地区
継続：矢田郷・崎山・高階・田鶴浜・中島地区

■ 消防救急体制の充実
・消防用自動車の整備　        4,654万4千円
高規格救急自動車(七尾消防署)、ポンプ車(徳田
分団)の整備

・消火栓整備事業　              1,487万2千円
火災発生時、水利確保が困難な場所に消火栓を
増設

■ 歴史・文化の継承
・明治の館の保存　              1,105万4千円
主屋の茅葺屋根(南面西側)の改修など

■ 高齢者福祉の充実

・生活支援体制整備事業　     1,373万3千円
地域包括ケアシステムの構築を推進するための
地域における担い手育成など

■ 障害者福祉の充実
・障害者の社会参加の促進　  3,256万7千円
地域活動支援センターの運営支援など

・地域経済における消費の喚起（再掲）

・七尾版GoToトラベル推進事業（再掲）

・新型コロナウイルスワクチン接種事業
1億8,598万3千円

集団接種業務委託や医療機関への接種費など

・新型コロナウイルス感染症対策事業
1,710万円

感染防止対策に要する備品・消耗品の購入に対
する補助

・地域イベント持続化支援　          250万円
コロナ禍で開催する地域イベントの感染防止対
策に対する支援

・地区防災マップの作成　        130万9千円
地域の実情に応じた防災活動を促進するため、
地区防災マップの作成を委託

・橋りょう長寿命化事業　          7,958万円
橋りょうの点検と修繕

・地域公共交通計画の策定　     591万8千円
公共交通のニーズを整理し、地域公共交通ネッ
トワークを再構築するための計画策定

・バス路線の維持と確保　1億4,060万1千円
コミュニティバスの運行と地方路線バスへ
の支援

■ 子ども教育の充実

・私立保育園などの保育体制の強化
4,629万6千円

保育士を確保するため、保育補助者の雇用に要
する経費などを支援

・私立保育園等施設整備への支援
1,376万1千円

大規模修繕に対する助成(西湊こども園)

・保育環境向上支援　              617万4千円
老朽化した備品の購入や設備の改修などに対す
る補助

・放課後児童クラブへの運営支援
2億268万7千円

放課後児童クラブ20クラブ(廃止3、新規4)

・学校給食費の無償化　        2,308万6千円
多子世帯の経済的負担を軽減するため、18歳未
満の子のうち、最年長から数えて第3子以降の児
童生徒の給食費を無償化

・七尾東部中学校の大規模改修
3億1,893万4千円

老朽化による校舎棟の改修

・田鶴浜小学校体育館屋根改修工事
3,006万3千円

老朽化による屋根の改修

市民の暮らしを支える都市基盤や地域福祉、災害
対策の充実を図ることで、笑顔があふれ、安全で
安心して暮らせる持続可能なまちを目指します。

安全・安心な
地域づくりⅣ・加圧式給水車の配備　        2,962万7千円

災害・断水発生時の応急給水体制強化のため、
加圧式給水車を配備

新

新

新

新

新

拡

拡

新

新
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