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平成３１年度能美市当初予算の概要



１.はじめに

　平成31年度能美市当初予算は、

w人口減少・高齢化　w自然災害　　w人手不足

wアセットマネジメント　w知名度・認知度不足

などの課題解決策として、５つの柱と二つの方針で、予算編成を実施

　平成31年度は、合併15周年（2020.2.1）の節目を迎えるとともに、東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催（2020年）、加賀国立国・能美郡誕生1200年（2023年）、北陸新幹線の敦賀延伸
（2023年）など能美市の更なる発展に向けた新たなステージへ移行する極めて重要な年となりま
す。
　そこで、新年度予算編成は、喫緊の課題である、人口減少・高齢化の進展、人手不足、災害の
脅威、公共施設等の老朽化の解決に向けて５つの柱を重点施策として掲げ、これらを補完する２
つの方針で下支えし、すべての施策が「移住・定住」の促進に繋がるよう予算編成を行いました。

子育て・

住環境の充実

産業振興・

企業誘致推進・

人手不足対策

安全安心の

まちづくり
教育力の向上

交流人口の

拡大

シティ

プロモーション

元気で魅力的な能美市を発信

行財政

改革

・子育て環境の充実

・働きやすいまちづくり

・人手不足対策

・生産性の向上

・産業団地造成

・共生社会の実現

・災害や犯罪の

防止と抑制

・教育環境の充実

・生涯学習の推進

・スポーツの振興

・観光資源の

ブラッシュアップ

・新商品開発

・能美市魅力再発見

１ ２ ３ ４ ５

６ ７

質の改革＆量の改革

～自分のやりたいことが実現できるまちへ～
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２.会計別予算額

（単位：千円、％）

増減額 増減率

  一般会計 22,500,000 22,630,000 △ 130,000 △ 0.6

  特別会計 9,581,900 9,606,100 △ 24,200 △ 0.3

 国民健康保険特別会計 4,588,000 4,713,000 △ 125,000 △ 2.7

 後期高齢者医療特別会計 601,100 545,100 56,000 10.3

 介護保険特別会計 4,269,400 4,200,300 69,100 1.6

 温泉事業特別会計 17,100 11,100 6,000 54.1

 農業集落排水事業特別会計 106,300 136,600 △ 30,300 △ 22.2

8,774,000 8,661,000 113,000 1.3

収益 932,400 953,500 △ 21,100 △ 2.2

資本 695,500 700,800 △ 5,300 △ 0.8

収益 411,800 419,700 △ 7,900 △ 1.9

資本 513,900 158,400 355,500 224.4

収益 1,624,400 1,640,400 △ 16,000 △ 1.0

資本 1,601,900 1,500,500 101,400 6.8

収益 2,557,600 2,736,900 △ 179,300 △ 6.6

資本 436,500 550,800 △ 114,300 △ 20.8

40,855,900 40,897,100 △ 41,200 △ 0.1

参考：30年度国補正対応分反映後（実質予算額） （単位：千円、％）

対前年度

増 減 率

22,500,000 199,372 22,699,372 0.3

＊30年度３月補正予算のうち国補正対応分は、31年度予算と一体的に編成しています。

＊詳細は、本資料11ページを参照して下さい。

区　　　　　　分 31年度
比　　　　較

  水道事業会計

計31年度
30年度
３月補正

30年度

  一般会計

  企業会計

  市立病院事業会計

合　　　　　　計

  公共下水道事業会計

区　　　　　　分

  工業用水道事業会計
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３.当初予算額の推移

（単位：千円）

区　分 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

一般会計 23,450,000 23,660,000 22,331,000 22,630,000 22,500,000

特別会計 10,019,600 10,283,200 10,335,700 9,606,100 9,581,900

企業会計 7,949,691 9,862,490 9,139,028 8,661,000 8,774,000

合　　計 41,419,291 43,805,690 41,805,728 40,897,100 40,855,900

＊29年度は当初予算が骨格予算であったため、６月補正予算を加えた額を予算額としています。

23,450,000 23,660,000 22,331,000 22,630,000 22,500,000 
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10,335,700 9,606,100 9,581,900 
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企業会計 

特別会計 

一般会計 

41,805,728 40,855,900 41,419,291 
43,805,690 

40,897,100 

（単位：千円） 
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４.一般会計予算額

（１）歳入 （単位：千円、％）

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

1 市税 8,048,000 35.8 7,831,000 34.6 217,000 2.8

2 地方譲与税 188,972 0.8 200,000 0.9 △ 11,028 △ 5.5

3 利子割交付金 12,000 0.1 10,000 0.0 2,000 20.0

4 配当割交付金 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 25,000 0.1 6,000 0.0 19,000 316.7

6 地方消費税交付金 910,000 4.0 900,000 4.0 10,000 1.1

7 ゴルフ場利用税交付金 30,000 0.1 34,000 0.2 △ 4,000 △ 11.8

8 自動車取得税交付金 31,000 0.1 50,000 0.2 △ 19,000 △ 38.0

9 環境性能割交付金 12,000 0.1 0 0.0 12,000 皆増

10 地方特例交付金 139,000 0.6 40,000 0.2 99,000 247.5

11 地方交付税 4,130,000 18.4 4,200,000 18.6 △ 70,000 △ 1.7

12 交通安全対策特別交付金 4,000 0.0 4,500 0.0 △ 500 △ 11.1

13 分担金及び負担金 380,039 1.7 475,064 2.1 △ 95,025 △ 20.0

14 使用料及び手数料 291,328 1.3 292,471 1.3 △ 1,143 △ 0.4

15 国庫支出金 2,282,895 10.1 2,558,205 11.3 △ 275,310 △ 10.8

16 県支出金 1,051,745 4.7 1,039,445 4.6 12,300 1.2

17 財産収入 95,680 0.4 19,942 0.1 75,738 379.8

18 寄附金 41,869 0.2 49,125 0.2 △ 7,256 △ 14.8

19 繰入金 1,682,375 7.5 1,696,364 7.5 △ 13,989 △ 0.8

20 繰越金 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0

21 諸収入 323,897 1.4 275,384 1.2 48,513 17.6

22 市債 2,750,200 12.2 2,878,500 12.7 △ 128,300 △ 4.5

22,500,000 100.0 22,630,000 100.0 △ 130,000 △ 0.6

＊表示単位未満を端数処理しているため、構成比が一致しないことがあります。

（単位：千円、％）

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

10,913,188 48.5 10,689,350 47.2 223,838 2.1

11,586,812 51.5 11,940,650 52.8 △ 353,838 △ 3.0

22,500,000 100.0 22,630,000 100.0 △ 130,000 △ 0.6

◆自主財源　・・・　市が自主的に調達できる収入

市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入

◆依存財源　・・・　国や県を通じて一定の基準や割り当てにより配分される収入

比　　　　較

合　　　　　　計

区　　　　　　分
31年度 比　　　　較30年度

合　　　　　　計

依  存  財  源

自  主  財  源

区　　　　　　分
30年度31年度
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（２）歳出（目的別） （単位：千円、％）

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

1 議会費 211,768 1.0 217,134 1.0 △ 5,366 △ 2.5

2 総務費 2,008,709 8.9 1,973,405 8.7 35,304 1.8

3 民生費 7,678,992 34.1 8,105,190 35.8 △ 426,198 △ 5.3

4 衛生費 1,767,360 7.9 2,209,781 9.8 △ 442,421 △ 20.0

5 労働費 24,710 0.1 21,056 0.1 3,654 17.4

6 農林水産業費 433,554 1.9 364,920 1.6 68,634 18.8

7 商工費 569,364 2.5 457,599 2.0 111,765 24.4

8 土木費 2,305,376 10.3 2,692,653 11.9 △ 387,277 △ 14.4

9 消防費 953,062 4.2 888,045 3.9 65,017 7.3

10 教育費 3,661,248 16.3 2,487,480 11.0 1,173,768 47.2

11 災害復旧費 250 0.0 250 0.0 0 0.0

12 公債費 2,796,657 12.4 3,053,283 13.5 △ 256,626 △ 8.4

13 諸支出金 68,950 0.3 139,204 0.6 △ 70,254 △ 50.5

14 予備費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0

22,500,000 100.0 22,630,000 100.0 △ 130,000 △ 0.6

＊表示単位未満を端数処理しているため、構成比が一致しないことがあります。

合　　　　　　計

区　　　　　　分

31年度 比　　　　較30年度
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（３）歳出（性質別） （単位：千円、％）

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

義務的経費 10,465,692 46.5 10,517,798 46.5 △ 52,106 △ 0.5

1 人件費 3,808,204 16.9 3,724,735 16.5 83,469 2.2

2 扶助費 3,860,831 17.2 3,739,780 16.5 121,051 3.2

3 公債費 2,796,657 12.4 3,053,283 13.5 △ 256,626 △ 8.4

投資的経費 3,481,740 15.5 3,863,912 17.1 △ 382,172 △ 9.9

4 普通建設事業費 3,481,740 15.5 3,863,912 17.1 △ 382,172 △ 9.9

5 災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

6 失業対策事業費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

その他の経費 8,552,568 38.0 8,248,290 36.4 304,278 3.7

7 物件費 3,920,835 17.4 3,737,595 16.5 183,240 4.9

8 維持補修費 298,963 1.3 216,480 1.0 82,483 38.1

9 補助費等 3,022,800 13.4 2,990,952 13.2 31,848 1.1

10 積立金 113,911 0.5 105,112 0.5 8,799 8.4

11 投資及び出資金 500 0.0 500 0.0 0 0.0

12 貸付金 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0

13 繰出金 1,125,559 5.0 1,127,651 5.0 △ 2,092 △ 0.2

14 予備費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0

22,500,000 100.0 22,630,000 100.0 △ 130,000 △ 0.6

＊表示単位未満を端数処理しているため、構成比が一致しないことがあります。

合　　　　　　計

区　　　　分
31年度 比　　　　較30年度
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（４）歳出（マトリクス） （単位：千円、％）

基本計画 施策区分 予算額 構成比 議会事務局 総務部 企画振興部 市民生活部 健康福祉部 土木部 産業交流部 教育委員会 消防本部

1.市民力・地域力の向上 20,720 0.09 0 0 13,226 1,856 0 0 5,638 0 0

第1章 2.暮らしの質の向上 8,939 0.04 0 0 8,939 0 0 0 0 0 0

3.移住・定住の促進 44,385 0.20 0 0 44,385 0 0 0 0 0 0

4.若者のライフデザインの支援 750 0.00 0 0 750 0 0 0 0 0 0

5.大学との連携 2,580 0.01 0 0 350 0 0 0 2,230 0 0

6.観光と交流の推進 186,545 0.83 0 0 15,466 70,321 0 0 100,758 0 0

7.プロモーションによるブランド化の推進 54,797 0.24 0 0 54,362 435 0 0 0 0 0

8.国際交流の推進 27,110 0.12 0 1,065 0 0 0 0 24,145 1,900 0

計 345,826 1.53 0 1,065 137,478 72,612 0 0 132,771 1,900 0

1.地域医療の推進 616,737 2.74 0 0 0 0 616,737 0 0 0 0

第2章 2.支え合いの地域づくり 503,926 2.24 0 0 0 0 503,926 0 0 0 0

3.高齢者福祉の充実 154,772 0.69 0 0 0 0 154,772 0 0 0 0

4.障がいのある人の福祉の充実 1,217,320 5.41 0 0 0 0 1,217,320 0 0 0 0

5.少子化対策・子育て支援の充実 2,467,031 10.96 0 0 0 0 2,419,661 0 0 47,370 0

6.健康づくりの推進 278,054 1.24 0 0 0 0 268,190 0 9,864 0 0

7.公的保険制度の運営 1,551,675 6.90 0 0 0 0 1,551,675 0 0 0 0

計 6,789,515 30.18 0 0 0 0 6,732,281 0 9,864 47,370 0

1.学校教育の充実 798,571 3.55 0 0 0 0 0 0 0 798,571 0

第3章 2.青少年の健全育成 19,564 0.09 0 0 0 0 0 0 0 19,564 0

3.生涯学習の推進 314,196 1.40 0 0 0 0 0 0 0 314,196 0

4.芸術・文化の振興 161,232 0.72 0 0 0 0 0 0 0 161,232 0

5.スポーツの振興 324,150 1.44 0 0 0 0 0 0 0 324,150 0

計 1,617,713 7.20 0 0 0 0 0 0 0 1,617,713 0

1.農業・農村の振興 218,606 0.97 0 0 0 0 0 0 218,606 0 0

第4章 2.林業・山村の振興 37,701 0.17 0 0 0 0 0 0 37,701 0 0

3.商業の振興 33,391 0.15 0 0 0 0 0 0 33,391 0 0

4.工業の振興 171,660 0.76 0 0 0 0 0 0 171,660 0 0

5.産学官金連携・創業支援の推進 8,060 0.04 0 0 0 0 0 0 8,060 0 0

6.九谷の里づくり 74,193 0.33 0 0 0 0 0 0 74,193 0 0

7.労働環境の充実 17,317 0.08 0 0 0 0 0 0 17,317 0 0

計 560,928 2.50 0 0 0 0 0 0 560,928 0 0

1.居住環境の充実 122,140 0.54 0 1,450 0 6,807 0 106,663 7,220 0 0

第5章 2.適正な土地利用の推進 108,562 0.48 0 9,933 70 0 0 85,934 12,625 0 0

3.道路の維持・整備 1,043,911 4.64 0 0 0 0 0 1,043,911 0 0 0

4.公共交通の充実 119,779 0.53 0 0 119,779 0 0 0 0 0 0

5.水道・下水道の維持・整備 913,294 4.06 0 0 0 102,400 0 770,652 40,242 0 0

6.防犯・交通安全の充実 48,257 0.21 0 0 0 48,257 0 0 0 0 0

7.消防・防災体制の強化 272,521 1.21 0 81,859 0 0 0 0 0 0 190,662

８.消費生活の向上 4,023 0.02 0 0 0 4,023 0 0 0 0 0

計 2,632,487 11.69 0 93,242 119,849 161,487 0 2,007,160 60,087 0 190,662

1.歴史・文化・伝統の継承 1,308,438 5.81 0 0 0 0 0 0 0 1,308,438 0

第6章 2.里山・自然環境の保全と活用 5,927 0.03 0 0 3,246 0 0 0 430 2,251 0

3.水環境の保全と活用 147,715 0.66 0 972 0 0 0 103,976 42,767 0 0

4.循環型社会と環境美化の推進 454,300 2.02 0 0 0 454,300 0 0 0 0 0

計 1,916,380 8.52 0 972 3,246 454,300 0 103,976 43,197 1,310,689 0

1.市民目線による行政運営 73,070 0.32 0 32,565 8,572 31,933 0 0 0 0 0

第7章 2.健全な財政運営 390,516 1.73 0 157,362 53,956 108,398 0 0 0 70,800 0

3.情報化社会への対応 83,263 0.37 0 0 83,263 0 0 0 0 0 0

計 546,849 2.42 0 189,927 145,791 140,331 0 0 0 70,800 0

8,090,302 35.96 211,768 3,620,726 221,209 470,663 1,962,651 194,490 160,126 609,881 638,788

22,500,000 100.00 211,768 3,905,932 627,573 1,299,393 8,694,932 2,305,626 966,973 3,658,353 829,450

100.00 0.94 17.36 2.79 5.78 38.64 10.25 4.30 16.26 3.69

＊マトリクス予算とは、これまでの科目別・部局別に編成している予算を、総合計画の施策体系（縦軸）と部局（横軸）に表したものです。

　 総合行政として機能するよう施策と部局を縦横のマトリクスで考え、部局横断型の施策の推進を図るものであります。

＊表示単位未満を端数処理しているため、構成比が一致しないことがあります。

構成比

基盤産業と地域産業がとも
に躍動する能美づくり

安全に安心して住み続けら
れる能美づくり

自然を守り歴史と伝統を尊
ぶ能美づくり

健全で持続可能な行財政を
営む能美づくり

その他

合　　　　計

心身を磨き上げ人の絆と感
性を育む能美づくり

第2次能美市総合計画 部局別の予算額

市民力地域力を高め魅力を
創造する能美づくり

健康に幸せな人生を送るこ
とができる能美づくり
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５.財政状況の推移

（１）市債残高の推移 （単位：千円）

一般会計 30,709,177 30,802,606 31,292,241 31,968,497 32,119,085

農業集落排水事業特別会計 418,257 396,432 382,812 371,585 352,080

水道事業会計 4,844,874 4,590,975 4,703,771 5,122,759 5,170,159

工業用水道事業会計 2,226,273 2,618,201 2,927,119 2,808,604 2,934,704

公共下水道事業会計 17,577,858 16,917,310 16,218,731 15,581,128 15,046,027

市立病院事業会計 1,800,516 1,560,774 1,290,318 1,096,015 1,002,107

合　　　　　　計 57,576,955 56,886,298 56,814,992 56,948,588 56,624,162

28年度末区　　　　分
30年度末
（見込）

31年度末
（見込）

27年度末 29年度末

30,709,177 30,802,606 31,292,241 31,968,497 32,119,085 

418,257 396,432 382,812 371,585 352,080 4,844,874 4,590,975 4,703,771 5,122,759 5,170,159 
2,226,273 2,618,201 2,927,119 2,808,604 2,934,704 

17,577,858 16,917,310 16,218,731 15,581,128 15,046,027 

1,800,516 1,560,774 1,290,318 1,096,015 1,002,107 
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市立病院事業会計 

公共下水道事業会計 

工業用水道事業会計 

水道事業会計 

農業集落排水事業特別会計 

一般会計 

56,814,992 56,886,298 56,624,162 56,948,588 57,576,955 

（単位：千円） 
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（２）基金現在高の推移

  ①一般会計 （単位：千円）

財政調整基金 3,964,595 3,931,037 3,925,611 3,254,485 2,111,485

減債基金 579,044 580,070 431,095 281,882 282,402

国際交流基金 25,854 25,854 25,854 25,854 25,854

建設計画等促進基金 1,212,906 814,403 817,760 721,826 295,651

まちづくり振興基金 1,867,140 1,745,760 1,814,380 1,883,000 1,883,000

土地区画整理区域環境整備基金 21,569 21,597 21,625 21,653 -

地域福祉基金 97,746 103,509 108,084 84,434 83,444

介護保険財政安定化基金 100,876 85,952 61,012 56,049 66,086

再編交付金等事業基金 46,266 56,338 30,000 40,064 50,169

環境整備基金 54,035 54,035 54,035 54,035 54,035

企業立地促進基金 257,034 122,277 396,900 897,772 899,180

教育基金 59,183 46,135 47,090 47,135 47,136

北陸先端科学技術大学院大学振興基金 82,034 82,034 72,034 54,034 54,034

森茂喜教育文庫基金 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

九谷焼美術館運営基金 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500

ふるさと応援基金 3,023 32,274 33,974 34,564 32,860

森林環境譲与税基金 - - - - 3,973

土地開発基金 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

北陸先端科学技術大学院大学振興基金 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

育英基金 60,960 60,960 60,960 60,960 60,960

高額備品購入基金 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

合　　　　　　計 8,884,765 8,214,735 8,352,914 7,970,247 6,402,769

【再掲】①一般会計 （単位：千円）

財政調整基金 3,964,595 3,931,037 3,925,611 3,254,485 2,111,485

減債基金 579,044 580,070 431,095 281,882 282,402

その他特定目的基金 3,885,166 3,247,668 3,540,248 3,977,920 3,552,922

定額運用基金 455,960 455,960 455,960 455,960 455,960

合　　　　　　計 8,884,765 8,214,735 8,352,914 7,970,247 6,402,769

  ②特別会計・企業会計 （単位：千円）

国民健康保険財政調整基金 491,373 542,334 697,517 814,093 699,537

国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付基金 9,621 9,621 9,621 9,621 9,621

温泉事業基金 12,105 12,118 12,132 11,646 6,560

農業集落排水事業基金 43,816 39,330 37,909 35,970 33,762

公共下水道事業基金 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000

合　　　　　　計 936,915 983,403 1,137,179 1,251,330 1,129,480

区　　　　分

区　　　　分

27年度末 28年度末
31年度末
（見込）

29年度末
30年度末
（見込）

31年度末
（見込）

27年度末 28年度末 29年度末
30年度末
（見込）

区　　　　分 27年度末 28年度末
31年度末
（見込）

29年度末
30年度末
（見込）

3,964,595 3,931,037 3,925,611 
3,254,485 

2,111,485 

579,044 580,070 431,095 

281,882 

282,402 

3,885,166 
3,247,668 3,540,248 

3,977,920 

3,552,922 

455,960 

455,960 455,960 
455,960 

455,960 
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2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

5,000,000 

6,000,000 

7,000,000 

8,000,000 

9,000,000 

10,000,000 

27年度末 28年度末 29年度末 30年度末 

（見込） 

31年度末 

（見込） 

定額運用基金 

その他特定目的基金 

減債基金 

財政調整基金 

8,884,765 

6,402,769 

8,352,914 8,214,735 
7,970,247 

（単位：千円） 
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６.資料

（１）合併特例債の充当事業 （単位：千円）

事　　業　　名 事業費 充当額

粟生運動公園ソフトボール場夜間照明新設工事 73,800 44,900

合　　　　　　計 73,800 44,900

（２）建設計画等促進基金の充当事業 （単位：千円）

事　　業　　名 事業費 充当額

東部倉庫改修費 11,590 5,000

大釜屋保育園施設改修事業 124,000 39,000

寿保育園施設改修事業 7,200 5,000

粟生児童館増築事業 156,600 12,000

焼却施設改修事業 25,100 18,000

埋立処分地施設改修事業 28,000 22,000

道路舗装改修事業 60,000 4,000

市道改良事業 51,600 20,000

生活道路整備補助事業 13,460 10,000

県営道路事業負担金 20,000 16,000

市道岩内金剛寺線道路改良事業 80,000 3,000

市道消雪施設更新事業 120,000 2,000

排水路改修事業 5,350 3,000

１２号源泉施設整備事業 7,960 6,000

湯野小学校施設整備事業 6,800 4,000

宮竹小学校大規模改造事業 205,800 33,000

寺井中学校施設整備事業 7,700 5,000

辰口図書館改修事業 7,000 5,000

寺井図書館改修事業 44,000 16,000

総合文化会館改修事業 101,365 19,000

根上学習センター改修事業 35,000 35,000

博物館建設事業 1,155,470 130,000

スポーツ施設改修整備費 13,730 8,000

粟生運動公園ソフトボール場夜間照明新設工事 73,800 6,000

合　　　　　　計 2,361,525 426,000

（３）ふるさと応援基金の充当事業 （単位：千円）

事　　業　　名 事業費 充当額

コミュニティバス運行事業 102,389 7,000

シティプロモーション事業 20,405 11,000

移住・定住促進戦略事業 2,645 1,705

移住体験交流事業 3,010 2,000

地域力強化支援体制構築事業 12,840 2,000

地域振興作物特別助成事業 3,000 1,531

加賀丸いも生産拡大支援事業 3,000 2,000

プロモーション事業 7,861 4,500

合　　　　　　計 155,150 31,736
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（４）再編関連訓練移転等交付金の充当事業 （単位：千円）

事　　業　　名 事業費 充当額

市道改良事業 10,000 6,000

寺井図書館改修事業 44,000 24,000

総合文化会館改修事業 101,365 30,000

再編交付金等事業基金積立金 60,105 60,000

合　　　　　　計 215,470 120,000

（５）地方創生推進交付金の充当事業 （単位：千円）

事　　業　　名 事業費 充当額

観光地域づくりに向けた石川版ＤＭＯ形成推進事業 1,000 500

広域連携によるプロモーション推進事業 3,800 1,900

里山イノベーション事業 5,750 2,759

小松・能美連携観光推進事業 10,000 5,000

加賀立国１２００年記念事業 1,000 500

合　　　　　　計 21,550 10,659

（６）平成３０年度国第1号補正及び第２号補正事業 （単位：千円）

事　　業　　名 事業費 充当額

辰口中学校施設整備事業 25,400 12,935

担い手確保・経営強化支援事業 4,850 4,850

県営基幹水利施設予防保全対策事業負担金 6,992 6,900

木曽街道線（山口隧道等）改修事業 45,500 45,450

市道消雪施設更新事業 60,000 60,000

橋りょう補修事業 50,000 50,000

宅地耐震化推進事業 3,700 1,850

プレミアム付商品券事業 2,930 2,927

合　　　　　　計 199,372 184,912

＊30年度３月補正予算のうち国補正対応分のものであり、31年度予算と一体的に編成しています。

＊国補正対応分の充当額については国庫補助金並びに補正予算債の合計額となっています。
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平成３１年度主要事業一覧

 =*=*=  主要事業一覧の見方 =*=*= 

・第２次能美市総合計画の施策体系順に沿って記載しています。 

・［新規］は、平成31年度に新たに取り組む事業です。 

・［拡充］は、これまでの事業内容を拡充して取り組む事業です。 



 



第１章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

１－１　市民力・地域力の向上

１－２　暮らしの質の向上

１－３　移住・定住の促進

１－４　若者のライフデザインの支援

１－５　大学との連携

１－６　観光と交流の推進

１－７　プロモーションによるブランド化の推進

１－８　国際交流の推進

予算額計 345,826千円
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第1章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

【市民力・地域力の向上】

（担当課：企画振興部地域振興課）

■事業説明

■主な経費
就職に関するワークショップ 500千円

■財源内訳

（担当課：企画振興部地域振興課）

■事業説明

■主な経費
資格取得支援補助金 1,000千円
（対象経費の１/２以内、限度額１人10万円）

■財源内訳

［新規］ワーキングナビ応援事業
予算区分 ２款　総務費

　就職や再就職を希望する女性を対象に、
ワークショップやセミナーを開催することによ
り、不安を解消し、女性の就労意欲を高めま
す。

予 算 額 500千円

500千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

　女性活躍推進事業として、結婚・出産・子
育て、介護等で一時離職した人を対象に、再
就職に必要な資格又は免許を取得する経費
の一部を助成します。ただし、能美市内事業
所に再就職した場合に限ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

２款　総務費

予 算 額 1,000千円

一般財源

［新規］チャレンジスキル支援事業
予算区分

1,000千円
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第１章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

【市民力・地域力の向上】

（担当課：企画振興部地域振興課）

■事業説明

■主な経費
講習会経費 240千円
　　

■財源内訳

（担当課：企画振興部地域振興課）

■事業説明

■主な経費
セミナー開催 160千円
ポイント券発行費 100千円

■財源内訳

［新規］プレ・ワーク応援事業
予算区分 ２款　総務費

予 算 額 240千円

　市内企業への就職を目指す女性を
対象に、就職に役立つ身だしなみや
心得について講習会を開催し、自信を
もって就職することを応援します。参
加者には、女性を磨く参加賞をお渡し
します。

国庫支出金 地方債 その他県支出金 一般財源

　男性にも家事や子育て分担の必要性を認
識してもらい、仕事と家庭の調和（ワークライ
フバランス）を図り、女性が働きやすい環境づ
くりを推進します。
　具体的には、家庭での役割項目をポイント
制とし、合計ポイントに対しポイント券を発行し
ます。

240千円

［新規］ライフシェア支援事業
予算区分 ２款　総務費

予 算 額 260千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

260千円
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第１章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

【市民力・地域力の向上】

（担当課：企画振興部地域振興課）

■事業説明

■主な経費
報償費
委託料

（見学先）
■財源内訳

（担当課：産業交流部観光交流課）

■事業説明

■主な経費
検定実施委託費
参考書作成委託費

■財源内訳

　市内の名所をまだ訪れたことが無い市民
が、市内の様々な魅力を見学・体験・学習す
ることで、今後各スポットのリピーター、ファンと
なるよう年間６回の講座を開講します。

（主な開講内容）
　蟹淵や根上松等の名所見学や歴史につい
て学習するほか、市内工場や市広報紙「わ
がまち自慢」のコーナーで紹介されたおすす
めスポットも見学します。

予 算 額
［新規］能美ふるさと学び塾

予算区分 ２款　総務費

20千円
28千円

78千円

能美市指定文化財「根上松」、「蟹淵」

地方債 その他 一般財源県支出金国庫支出金

78千円

5,638千円予 算 額
[拡充]能美市検定実施事業

予算区分 ７款　商工費

国庫支出金

5,000千円

　能美市合併15周年の記念誌として、観光ガイド
ブック兼「のみ検定」参考書を作成し、市を訪れる旅
行者の観光ガイドブックとして、またふるさと愛の醸
成につながる能美市の魅力を再発見できる１冊とし
て書店等で販売します。
　また、誰もが受けやすい検定にするために等級制
を導入します。

県支出金 地方債 その他 一般財源

526千円

150千円 5,488千円
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第１章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

【暮らしの質の向上】上段 下段【移住・定住の促進】

（担当課：企画振興部地域振興課）

■事業説明

■主な経費
地域デザイン策定のための勉強会等
地域デザイン策定支援業務委託費

■財源内訳

（担当課：企画振興部地域振興課）

■事業説明

　・ 対象者　

■主な経費
住宅取得者への補助金

■財源内訳

予算区分

予 算 額

２款　総務費

5,750千円

4,600千円
1,150千円

　東部地域の住民が主体となり、将来にわた
り、住み慣れた場所で暮らし続けられるよう、
地域デザインの策定を支援します。

［新規］里山イノベーション事業

国庫支出金 県支出金 その他 一般財源地方債

2,759千円 2,991千円

新たに住宅を取得し、その住宅の所有権をもつ
45歳未満の方。借入金・所得要件なし
新たに三世代同居・近居を始める方、
移住者・定住先等に応じた各種加算あり

38,730千円

予 算 額 38,730千円

　高齢化や核家族化による地域コミュニティの弱体化を背
景として、社会（転入）増による人口増加と若者世代（地域
の担い手）の定着による持続可能な地域の確保を図るた
め、若者世帯の住宅取得を支援します。中山間地域への
移住・定住加算を50万円に拡充します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

［拡充］定住促進助成交付金事業
予算区分 ２款　総務費

1,500千円

一般財源

37,230千円
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第１章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

【移住・定住の促進】

（担当課：企画振興部地域振興課）

■事業説明
　移住・定住促進のためのプロモーション活動を行います。
　・県外（東京、大阪） ふるさと回帰支援センター等の移住相談会への参加

移住者向けパンフレットの配布
　・県内 住みよさＰＲパンフレットの配布
　・市内 ふるさと愛の醸成とＵターン意識を啓発する

チラシ配布と動画の上映

■主な経費
移住相談会でのプロモーション経費

移住・定住促進パンフレット作成経費

ふるさと愛とＵターン意識の啓発経費

■財源内訳

（担当課：企画振興部地域振興課）
　

■事業説明

　・実施回数 年２回
　・イベント内容 首都圏在住者に向けて、能美市の工芸文化、

食文化、移住環境（仕事や住まい）の体験

■主な経費
移住交流体験業務委託費
短期滞在施設借上料等

■財源内訳

［拡充］移住・定住促進戦略事業
予算区分

484千円

1,485千円

予 算 額 2,645千円

地方債国庫支出金 県支出金

予 算 額 3,010千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

［拡充］移住体験交流事業

　都市住民の「田園回帰」の潮流を能美市への移住や縁づくりにつなげるため、
能美暮らしを楽しく体験できる機会や短期滞在施設を増やします。

2,000千円 1,010千円

一般財源

首都圏での移住促進イベント（イメージ）

1,705千円 940千円

２款　総務費

一般財源

予算区分

２款　総務費

2,872千円
138千円

その他

563千円

住みよさＰＲパンフレット（イメージ）
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第１章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

【大学との連携】上段 下段【観光と交流の推進】

（担当課：産業交流部商工課産学官金連携推進室）

■事業説明

■主な経費
負担金（JAIST技術サービス契約）
負担金（連携オフィス使用）
負担金（体育館使用）

■財源内訳

（担当課：産業交流部観光交流課）

■事業説明

■主な経費
業務委託料 5,096千円

　

■財源内訳

　学官連携協定を締結している北陸先端科
学技術大学院大学・金沢大学・金沢学院大
学と能美市が、連携して地域課題の解決を
図ります。
　能美市・北陸先端科学技術大学院大学連
携推進協議会（仮称）を新たに設置し、連携
強化を図ります。

一般財源県支出金

２款　総務費

予算区分 ７款　商工費

予 算 額 5,096千円
[拡充]能美アートｄｅ元気プロジェクト事業

5,096千円

その他 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債

1,400千円
360千円
120千円

地方債国庫支出金

　８月からのナイトズーに合わせ、ウエルカムロードか
ら正面ゲートまでを市民等の参加型アートで装飾し、
ナイトズー期間中の週末には、踊りや音楽等のナイト
パフォーマンスを開催します。
　また、継続して九谷ぬり絵コンテストを７月～12月
に実施し、全国・海外から集まる優秀作品を二次活
用すると共に、応募のご縁から来訪の機会、さらには
能美市サポーターにつなげます。

大学連携事業
予算区分

予 算 額 1,880千円

108千円 1,772千円

その他
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第１章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

【観光と交流の推進】

（担当課：産業交流部観光交流課）

■事業説明
・観光土産品開発事業

・マスメディア活用事業

■主な経費
補助金

■財源内訳

（担当課：産業交流部観光交流課）

■事業説明

■主な経費
負担金

■財源内訳

　九谷焼を活用した女性目線のアクセサリーや雑貨を作
製し、「能美市に来ないと見ることができない、買えない
特別な商品」として話題を創出し、女性や若者の誘客促
進を図ります。

5,000千円

国庫支出金 県支出金 地方債

3,000千円予 算 額
[拡充]観光地ブランド化推進事業補助金

予算区分 ７款　商工費

一般財源その他地方債

　北陸三県の民放を活用して、能美市の魅力の露出と
発信の強化を図り、能美市の認知度向上、そして北陸三
県からの誘客を図ります。

1,500千円

九谷×食

1,500千円

その他 一般財源

3,000千円

10,000千円

[新規]小松・能美連携観光推進事業

　小松市と連携し、九谷焼をテーマにしたプロモー
ションを展開し、「能美・小松の九谷焼」のブランド化
を図ります。

10,000千円

九谷×工房見学

国庫支出金 県支出金

予 算 額

5,000千円

予算区分 ７款　商工費

18



第１章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

【観光と交流の推進】

（担当課：産業交流部観光交流課）

■事業説明

■主な経費
クーポン印刷費 300千円
補助金 3,300千円

■財源内訳

（担当課：産業交流部商工課）

■事業説明

■主な経費
補助金

■財源内訳

3,600千円

市内宿泊者に対し、観光施設優待クーポンを発行します。
　辰口温泉等の宿泊者を市内観光施設へ誘導するために、

・市内宿泊者対象の観光施設優待クーポン発行（拡充）

[拡充]観光デスティネーション補助金
予算区分 ７款　商工費

予 算 額 3,600千円

・スポーツ合宿・会議・出張者向け宿泊施設利用支援事業

［新規］宿泊施設改修助成金

県支出金 地方債国庫支出金 一般財源

予算区分 ７款　商工費

予 算 額 10,000千円

　北陸新幹線敦賀延伸に伴う交流人口拡大に向け、高齢
者に対するバリアフリー化、外国人誘客を図るための施設
内表示物の多言語表記化、学会や合宿等のコンベンション
機能強化等に向けた宿泊施設の施設改修等を促進しま
す。

　・助成率　投資額の1/2（限度額：10,000千円）

その他

10,000千円

10,000千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
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第１章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

【観光と交流の推進】上段 下段【プロモーションによるブランド化の推進】

（担当課：産業交流部観光交流課）

■事業説明

■主な経費
Ｗｅｂページ制作業務負担金

■財源内訳

（担当課：企画振興部市長戦略室）

■事業説明

■主な経費
検討委員会（委員謝金、旅費、会議費）
業務委託料

■財源内訳

1,100千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

　外国人の嗜好に合ったＷｅｂページ
を制作し、外国人旅行者の誘客につ
なげます。

[新規]インバウンド観光推進事業
予算区分 ７款　商工費

予 算 額

100千円
3,000千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,100千円

3,100千円

［新規］公共サイン整備事業
予算区分 ２款　総務費

予 算 額 3,100千円

　公共施設も能美市を表すサインの一つであ
るという考えのもと、市民の郷土愛と一体感を
より高め、市外への発信力のある施設名や愛
称について検討し、併せて、主要な施設等へ
の誘導サイン・観光サインに対するガイドライ
ンの整備を進めます。

1,100千円
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第１章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

下段【プロモーションによるブランド化の推進】 【プロモーションによるブランド化の推進】

（担当課：企画振興部市長戦略室）

■事業説明

＜シティプロモーション戦略策定＞

■主な経費
業務委託料

（プロモーションコンサルティング業務）
（ＰＲコンテンツ制作業務）

＜シティプロモーション戦略策定以外の取り組み＞

■主な取り組みと経費
・市民協働によるシティプロモーション
　　…　市民ホール活用、サポーター制度、
　　　　ウルトラマンコラボイベント等
・ＳＮＳ、マスメディアの活用
　　…　簡易動画制作、情報発信の一元化、広報研修
・広報媒体の充実
　　…　パンフレット、資料用ポリバッグの作成
・公式キャラクターの活用
　　…　キャラクターグッズの作成、着ぐるみ操演委託等

■財源内訳

1,306千円

923千円

800千円

826千円

［拡充］シティプロモーション事業
予算区分 ２款　総務費

予 算 額 20,405千円

15,750千円

　専門家によるシティプロモーション・コンサル
ティングと連動しつつ、市民・企業・行政が三
位一体となったシティプロモーションの展開や
情報発信力の強化、公式キャラクター等を活
用し、知名度の向上と郷土愛の醸成につなげ
ます。

　市の知名度・魅力度の向上を図り、交流人
口・移住人口の拡大や企業の人手不足、地
域経済の活性化に繋げるには特に、マーケ
ティングやデザイン、ＳＮＳ等の専門性が成果
を大きく左右するため、専門家のアドバイスや
提案を受けながら、戦略的なプロモーションに
取り組みます。

16,826千円 3,579千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
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第１章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

【プロモーションによるブランド化の推進】

（担当課：企画振興部市長戦略室）

■事業説明
＜シティプロモーション連携事業＞ ＜ご当地ポスト設置事業＞

■主な経費 ■主な経費
補助金 業務委託料

＜広域連携によるシティプロモーション推進事業＞ ＜県域ラジオ放送事業＞

■主な経費 ■主な経費
負担金 業務委託料

■財源内訳

　2023年春の北陸新幹線敦賀開業に向け、
小松市と連携して首都圏及び関西圏・中京
圏へのプロモーション活動を展開します。併
せて、鉄道及び小松空港を利用した訪日外
国人の受入を増加させるため、両市と旅行会
社が連携したインバウンド・アウトバウンドプロ
モーションを展開します。

　ホームページのリニューアルを機に、市の情
報発信力を強化します。県域のラジオ局では、
これまでの「ラジオこまつ」に加え新たに「ＦＭい
しかわ」と連携した情報発信に取り組み、周辺
地域からの交流人口の拡大につなげます。

3,800千円 2,292千円

1,000千円 2,540千円

［新規］シティプロモーション関連事業
　　①シティプロモーション連携事業
　　②ご当地ポスト設置事業
　　③県域ラジオ放送事業
　　④広域連携によるシティプロモーション推進事業

予算区分 ２款　総務費

予 算 額 9,632千円

　市内の企業や団体が市内外へ能美市の魅
力を効果的に発信する活動を支援し、市の
知名度と魅力度の向上を図ります。

　市内10か所に設置されている郵便ポストを活
用し、能美市の伝統と技術が融合した装飾を施
すことで、「ものづくりのまち」をアピールし、市民
の郷土愛の醸成を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,900千円 7,732千円

× 

各郵便局にある 
スタンプデザイン 
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第１章　市民力・地域力を高め、魅力を創造する能美づくり

【プロモーションによるブランド化の推進】上段 下段【国際交流の推進】

（担当課：市民生活部税務課）

■事業説明

■主な経費
委託料

■財源内訳

（担当課：産業交流部観光交流課）

■事業説明

（事業内容）
外国語講座、国際交流サロンやイベント
日本語教室、日本語教室講師養成講座
ボランティア通訳制度の活用

■主な経費
　　委託料 3,835千円
　　補助金 12,565千円

■財源内訳

予 算 額 16,400千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

［新規］外国人にやさしいまちづくり事業
予算区分 ２款　総務費

435千円

［新規］オリジナルナンバープレート交付事業
予算区分 ２款　総務費

予 算 額 435千円

435千円

　市の公式キャラクター「ひぽ能ん・ゆず美ん」の図
柄が入った原動機付自転車等のオリジナルナン
バープレートを作成します。

　新たな市国際交流協会を設立し、ＪＡＩＳＴをはじめ
とした関連団体との連携強化を図ります。
　外国人向けの日本語学習の場の提供や市民が在
住外国人と交流する機会を更に充実させるなど、外
国人にやさしいまちづくりを推進します。

285千円 16,115千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
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第２章　健康に、幸せな人生を送ることができる能美づくり

２－１　地域医療の推進

２－２　支え合いの地域づくり

２－３　高齢者福祉の充実

２－４　障がいのある人の福祉の充実

２－５　少子化対策・子育て支援の充実

２－６　健康づくりの推進

２－７　公的保険制度の運営
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第２章　健康に、幸せな人生を送ることができる能美づくり

【地域医療の推進】 【支え合いの地域づくり】 【障害のある人の福祉の充実】上段 下段【高齢者福祉の充実】

（担当課：健康福祉部我が事丸ごと推進課、福祉課）

■事業説明

■主な経費
総合的な相談支援体制の構築事業
共生型相談支援体制事業
地域医療・介護の提供・連携体制構築事業
地域力強化支援体制構築事業
強い互助づくりの支援体制構築事業
地域包括支援体制構築事業

■財源内訳

（担当課：健康福祉部介護長寿課）

■事業説明

・祝品対象者
88歳（240人）　 ５千円(商品券)
100歳（３１人）　 ５万円(商品券)及び１万円相当の記念品
最高年齢者（２人） 　 ５万円(商品券)及び５千円の花束

・いきいきシニアキャンペーン（拡充）

■主な経費
報償費

■財源内訳

［拡充］「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業
予算区分 ３款　民生費

予 算 額 23,616千円

　「地域包括ケアシステム構築」から「地域共生社会の実
現」へ地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参
画し、すべての人と人、人と資源が、立場を越えて「丸ごと」
つながり支えあうことで、誰もが自分らしい暮らしを人生の最
期まで続けることができるよう、医療・介護・福祉・保健を一
体的に提供する地域包括ケアシステムの構築をし、地域
共生社会の実現を目指します。

  4,836千円
1,400千円

  1,740千円
12,840千円
  2,120千円

　長寿者へ祝品を贈呈するほか、75歳以上の高齢者を対象に市内３会
場で敬老会を開催する等、長寿を祝福します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

予 算 額 4,506千円

17,712千円 2,000千円

    680千円

3,904千円

［拡充］長寿者表彰及び敬老事業
予算区分 ３款　民生費

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,506千円

3,199千円

開催期間：2019年９月1日～９月23日（月：祝日）
内　　　容：敬老祝い等関連事業を、関連機関と共同で行い、

「健康」・「生きがい」・「交流」を促進します。
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第２章　健康に、幸せな人生を送ることができる能美づくり

【高齢者福祉の充実】上段 下段【障がいのある人の福祉の充実】

（担当課：健康福祉部介護長寿課）

■事業説明
　介護保険料を負担しながらも、要介護（要支援）認定を受ける
ことなく元気に過ごす高齢者に対して、長年にわたる健康維持の
努力に報い、商品券を贈呈します。

対象者
要介護（要支援）を受けておらず、過去１年間に長期入院
（10日以上）していない75歳・85歳・95歳の高齢者

75歳（450人)　 ５千円
85歳（168人)　 １万円
95歳（10人) 　 １万円

■主な経費
報償費

■財源内訳

（担当課：健康福祉部福祉課）

■事業説明

■主な経費
報償費 60千円
備品購入費 600千円
工事費 618千円

■財源内訳

県支出金

元気高齢者報奨事業
予算区分 ３款　民生費

予 算 額 4,030千円

　市内公共施設にユニバーサルデザインを取り入れ、障が
い者、妊産婦、子ども、外国人等あらゆる人に配慮した施
設の整備を推進します。

　（平成31年度事業内容）
・庁内会議の開催、事業計画の策定
・いしかわ支え合い駐車場の整備
　（寺井地区公民館、根上総合文化会館各１か所）
・案内用サインキューブの設置（20か所）
・自動音声案内装置の設置（辰口福祉会館２か所）

4,030千円

予 算 額 1,278千円

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

4,030千円

[新規]安心して暮らせる福祉のまちづくり事業
（抜粋：我が事・丸ごとユニバーサル推進関係）

予算区分 ３款 民生費 10款 教育費

その他 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債

1,000千円 278千円
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第２章　健康に、幸せな人生を送ることができる能美づくり

【障がいのある人の福祉の充実】

（担当課：健康福祉部福祉課）

■事業説明

≪事業内容・経費≫
居宅介護事業 13,555千円
短期入所事業 13,629千円
生活介護事業 295,944千円
療養介護事業 54,483千円
施設入所支援事業 86,180千円

■主な経費
扶助費 463,791千円

■財源内訳

（担当課：健康福祉部福祉課）

■事業説明

≪事業内容≫
就労継続支援事業
・就労移行支援
・就労継続Ａ型
・就労継続Ｂ型
・自立訓練

共同生活援助事業
・グループホーム

■主な経費
扶助費 308,625千円

■財源内訳

国庫支出金 県支出金

231,895千円 115,947千円 115,949千円

介護給付事業（障害福祉サービス）
予算区分 ３款　民生費

予 算 額 463,791千円

地方債 その他 一般財源

訓練等給付事業（障害福祉サービス）
予算区分 ３款　民生費

予 算 額 308,625千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

154,313千円 77,157千円 77,155千円

　一般就労が困難な障がい者を対象に継続的な就労支援
として、就労機会の提供及び就労に必要な知識・能力の向
上を図る訓練を実施します。地域で共同生活を行える障が
い者に共同生活の場を提供します。

  居宅における身体介護や家事援助の支援、施設への通
所、入所で入浴、排せつ及び食事等の介護を提供します。
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第２章　健康に、幸せな人生を送ることができる能美づくり

【障がいのある人の福祉の充実】

（担当課：健康福祉部福祉課）

■事業説明

■主な経費
賃金 2,377千円
報償費 445千円
旅費 108千円
役務費 1,194千円

■財源内訳

（担当課：健康福祉部福祉課）

■事業説明

■主な経費
扶助費

①障害児：サービス利用計画作成費
②障害者：サービス利用計画作成費

委託費
③障害者相談支援事業委託料

■財源内訳

その他

1,816千円 907千円

地域生活支援事業（抜粋：手話言語条例関係）
予算区分 ３款　民生費

5,344千円予 算 額

国庫支出金 県支出金 地方債

地域生活支援事業（抜粋：相談支援関係）
予算区分 ３款　民生費

36,244千円予 算 額

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

18,122千円 9,060千円 9,062千円

7,710千円
18,916千円

9,618千円

一般財源

  手話言語条例制定に伴い、手話が言語であることへの理
解促進・普及、手話で情報取得・コミュニケーションがとれ
る環境を整備するための施策を推進します。コミュニケー
ション促進に向けての啓発普及を実施します。

・コミュニケーション支援事業
　　・手話通訳者や要約筆記者の派遣
・障害者理解啓発事業
　　・理解啓発イベント、要約筆記入門講座
　　・出前講座：町会・町内会、学校、商店、病院等
　　・手話講座：商店等
・手話奉仕員養成研修事業
　　・手話講座（入門、基礎）の実施

①障害児相談支援事業

②障害者相談支援事業
　　相談支援事業者におけるサービス利用計画作成

③障害者相談支援センター運営事業
　　障害者相談支援の業務委託
　　（委託先：佛子園、なごみの郷、泰耀）
　　自立支援協議会の開催、定例支援会議の開催

2,621千円
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第２章　健康に、幸せな人生を送ることができる能美づくり

【障がいのある人の福祉の充実】

（担当課：健康福祉部福祉課）

■事業説明

■主な経費
扶助費 177,235千円

■財源内訳

（担当課：健康福祉部福祉課）

■事業説明

※ レスパイトケアとは、介護している家族に休息を提供
するための社会サービスをいいます。

≪事業内容≫
介護扶助
レスパイトとして訪問看護の自由診療分の一部助成
課題解決に向けた検討会の開催
（レスパイトケア等、当事者家族を含めた検討会の開催）

■主な経費
扶助費 650千円

■財源内訳

障害児給付事業
予算区分 ３款　民生費

予 算 額 177,235千円

県支出金 地方債 その他 一般財源

[拡充]医療的ケア児サポート事業
予算区分 ３款　民生費

一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

650千円

予 算 額 650千円

国庫支出金

　医療的ケア児を抱えるご家族の身体的・精神的・
経済的負担を少しでも軽減できるよう、医療的処置
に要する医療消耗品の購入費やレスパイトケアに要
する費用を助成します。

44,310千円

①児童発達支援
　未就学児における、日常生活における基本的な動作の指
導、知識や技能、集団生活への適応訓練、その他の支援
を提供

②放課後等デイサービス
　就学後の児童における、放課後や夏休み等長期休暇中
の生活能力向上の訓練、放課後の居場所づくり
　

88,617千円 44,308千円
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第２章　健康に、幸せな人生を送ることができる能美づくり

【少子化対策・子育て支援の充実】

（担当課：健康福祉部子育て支援課）

■事業説明
①不妊症治療

②不育症治療
　１組の夫婦に対し上限30万円/年度助成します。

■主な経費
子宝支援給与金

■財源内訳

（担当課：健康福祉部子育て支援課）

■事業説明

■主な経費
乳幼児・児童医療給与金
現物給付に伴う審査支払手数料

■財源内訳

15,000千円
［拡充］子宝支援給与金支給事業

予算区分 ３款　民生費

予 算 額

国庫支出金 県支出金

予 算 額 205,980千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

19,500千円 50,000千円 136,480千円

（上限５万円/年） （上限７万円/年）
・石川県不妊治療支援事業（県助成）の対象者は治療
費から県助成額を控除した額の2/3額

［拡充］乳幼児・児童医療費助成事業

地方債 その他 一般財源

325千円 14,675千円

15,000千円

7,980千円

予算区分 ３款　民生費

198,000千円

特定不妊治療
タイミング療法・薬物療法・人工授精等 体外受精・顕微授精

市内在住１年以上の夫婦

助成額
治療費の1/2額 治療費の2/3（上限80万円/年度）

対象者 市内在住１年以内 市内在住１年以上

　子どもを産むことを望みながら、不妊症により子に恵まれないご夫婦の治療にかかる経済的負担を
軽減するため、特定不妊治療の助成率を1/2から2/3に拡大します。

区分
一般不妊治療

治療費の1/2額

２回まで

　０～18歳の乳幼児・児童に対して、入院・外来の保険医療費の自己負担分を給付し、医療費負担
の軽減を図ります。平成31年４月診療分から療養費（柔道整復師・あはき施術）も窓口無料化を開
始します。

助成回数 制限なし
県助成対象者 県助成対象外

県助成を受けた数
+２回まで

乳幼児・児童 医療機関 

市 

②受診（受給者証提示） 

①受給者証交付 

④通知 

審査支払機関 

⑤支払 

⑥支払 ③請求 
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第２章　健康に、幸せな人生を送ることができる能美づくり

【少子化対策・子育て支援の充実】

（担当課：健康福祉部子育て支援課）

■事業説明

大釜屋保育園
　1977年度（昭和52年度）建設
　鉄筋コンクリート造１階建
　延床面積　968.06㎡

■主な経費
工事請負費
監理業務委託料

■財源内訳

（担当課：健康福祉部子育て支援課）

■事業説明

■主な経費

３款　民生費

予 算 額 124,000千円
大釜屋保育園施設改修事業

予算区分

39,000千円 10,380千円

その他 一般財源

［新規］子ども・子育て支援推進事業
予算区分 ３款　民生費

予 算 額 1,000千円

一般財源国庫支出金 その他

1,000千円

システム導入費　　902千円

県支出金 地方債

　施設の老朽化に伴う改修事業であり、
2019～2020年度の２年計画での改修工事
です。

118,835千円
5,000千円

　多様化する保育・子育てニーズに的確に対応し、
特色ある教育・保育サービスの維持・充実を図るた
め、「子どもの未来を考える認定こども園のあり方」に
ついて、引き続き検討します。
　また、園児の出欠や健康状態、園からの連絡やお
便りに加え、子ども達の写真もスマートフォン等の専
用アプリからご覧いただけるシステムをモデル的に１
園に導入し、保育園の利便性や安心感・満足感の
向上につなげます。

38,320千円 36,300千円

県支出金 地方債国庫支出金

本格スタート 

平成27年度 

本格スタート 

平成27年度 
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第２章　健康に、幸せな人生を送ることができる能美づくり

【少子化対策・子育て支援の充実】

（担当課：健康福祉部子育て支援課、健康推進課）

■事業説明

■主な経費
システム導入費
システム使用料

■財源内訳

（担当課：健康福祉部子育て支援課）

■事業説明

■主な経費
講師謝金
業務委託料

■財源内訳

　妊娠期から18歳までの切れ目のな
い支援のため、母子保健、子ども発達
支援センター（家庭児童相談）及び教
育相談の連携を強化します。
　平成31年度は、システムを導入する
ほか、教育相談の機能の一部をふれ
あいプラザに移管します。

［新規］母子・児童丸ごと支援事業
予算区分 ３款　民生費

予 算 額 1,300千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

［新規］子ども育成体験推進事業
予算区分 ３款　民生費

予 算 額 2,135千円

県支出金 地方債 その他 一般財源国庫支出金

2,135千円

400千円 400千円

1,200千円
78千円

500千円

　遊びを取り入れた基礎となる体力づくりや里
山を利用した自然体験を実施するほか、各
園において地域に根ざした特色ある体験活
動を取り入れた保育を展開することにより、心
も体も健康で、ふるさとに愛着をもった子ども
の育成に取り組みます。
　子どもと関わりをもつ現場の専門職が「子ど
もの育ち」に関する共通理解を深め、相互の
連携強化につながるワークショップの開催を
支援します。

1,500千円
635千円
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第２章　健康に、幸せな人生を送ることができる能美づくり

【少子化対策・子育て支援の充実】

（担当課：健康福祉部子育て支援課）

■事業説明

粟生児童館
2006年度（平成18年度）建設
鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造1階建
延床面積　879.19㎡

増築構造　鉄骨造１階建
増床面積　374.4㎡
（増床後延床面積　1,253.59㎡）

■主な経費
工事請負費
監理業務委託料

■財源内訳

（担当課：健康福祉部健康推進課）

■事業説明

■主な経費
 母子保健コーディネーター（助産師）配置
 産後ケア（通所・入院・訪問）事業
 産前・産後ヘルパー派遣事業
 産前産後サポート事業（祖父母教室）

■財源内訳

粟生児童館増築事業
予算区分 ３款　民生費

予 算 額 156,600千円

国庫支出金 県支出金 地方債

3,700千円

出産子育て応援事業
予算区分 ４款　衛生費

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,958千円 1,483千円 6千円 2,208千円

1,732千円

　子どもを産みやすく、育てやすい環境をつく
るために、妊婦、出産、子育ての段階に応
じ、切れ目のない支援を行います。母子保健
コーディネーターが、妊産婦が抱える課題に
対し包括的な支援を提供します。

　粟生児童館の放課後児童クラブを利用す
る子どもの増加により、クラブ室が手狭になっ
ていることから、クラブ室を増築（定員60名×
２室）します。

140,900千円 12,000千円

その他 一般財源

予 算 額 5,655千円

839千円
496千円
60千円

150,000千円
6,600千円

平成27年度 平成27年度 
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第２章　健康に、幸せな人生を送ることができる能美づくり

【健康づくりの推進】

（担当課：健康福祉部健康推進課）

■事業説明
定期予防接種を行うことにより、疾病の発症及び重症化の予防を図ります。
任意予防接種の費用助成により、疾病の発症及び重症化の予防を図ります。　

■主な経費
○定期予防接種委託料 120,800千円

Ａ類予防接種
ＢＣＧ・不活化ポリオ・二種混合・四種混合・日本脳炎・
麻しん風しん・Ｂ型肝炎・小児肺炎球菌・ヒブ感染症・
水痘

Ｂ類予防接種
高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌

○任意予防接種
インフルエンザワクチン（０歳～中学３年生）
おたふくかぜワクチン（１歳～就学前の幼児）
風しんワクチン（昭和37年４月２日～平成２年４月１日生）

■財源内訳

（担当課：健康福祉部健康推進課）

■事業説明
　がん検診を実施することにより、がんの早期発見・早期治療へつなげます。

・胃がん検診・大腸がん検診：40歳以上　（胃内視鏡検査のみ２年に１回）
・前立腺がん検診：50歳～74歳の男性
・肺がん検診：40歳以上（CT検査は50、55、60、65、70歳のみ）
・胃の健康度チェック検査（ペプシノゲン、ヘリコバクター・ピロリ抗体）：39歳
・子宮頸部がん検診：20歳以上の女性（節目年齢20・25歳は無料）
　必要者に２次検査（HPV検査）（無料）
・乳がん検診：40歳以上の女性（節目年齢40・41〈前年度未受診者〉歳は無料）２年に１回

■主な経費
がん検診委託料
女性がん検診委託料
データ作成委託料

■財源内訳

34,702千円
28,596千円
1,405千円

地方債

7,800千円

　受診機会のない市民及び節目年齢者への受診勧奨・再勧奨を充実します。
　医療機関検診の自己負担額を見直し減額するとともに、子宮頸がん検診において軽
度病変疑いの者へ２次検査を無料で実施します。

［拡充］予防接種事業
予算区分 ４款　衛生費

予 算 額 128,600千円

一般財源

がん検診

地方債 その他 一般財源国庫支出金 県支出金

311千円 65,489千円

65,800千円

128,600千円

予算区分 ４款　衛生費

その他国庫支出金 県支出金

予 算 額
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第２章　健康に、幸せな人生を送ることができる能美づくり

【健康づくりの推進】

（担当課：健康福祉部健康推進課）

■事業説明

・妊婦歯科健康診査　１回
・妊婦一般健康診査　14回及び出産予定日超過最大３回
・産婦一般健康診査　１回
・乳児一般健康診査　２回
・妊婦及び乳幼児精密検査

■主な経費
母子健康診査委託料
妊産婦及び乳児健康診査助成事業費
母子健康診査事務委託料
妊婦歯科健康診査委託料

■財源内訳

（担当課：健康福祉部健康推進課）

■事業説明

■主な経費
臨時職員賃金（保健師・看護師・栄養士）
医師報償費（医師・歯科医師）
消耗品費
庁用器具費（視力機能簡易検査器）

■財源内訳

　医療機関及び助産施設に妊産婦及び乳幼児健
康診査を委託し、疾病等の早期発見及び産後うつ
等への早期支援を図ります。県外での里帰り出産や
出産予定日超過による健康診査の助成も実施しま
す。

49,262千円
900千円
634千円
375千円

　４か月児健診・７か月児離乳食教室・10か月児相談・１歳３か月幼児食教室・１歳８か月児健診・３
歳６か月児健診を実施。各発達の時期に応じた健診等を行い、乳幼児の健全な発育・発達を支援
する。視力検査の精度を上げるため、視力機能簡易検査器を新たに導入します。

2,655千円
1,862千円

1,200千円
660千円

地方債

妊産婦・乳幼児医療機関委託健診事業
予算区分 ４款　衛生費

予 算 額 51,000千円

国庫支出金 県支出金 その他 一般財源

［拡充］乳幼児健康診査事業
予算区分

予 算 額

地方債 その他 一般財源国庫支出金 県支出金

6,380千円

４款　衛生費

6,380千円

925千円 50,075千円

視力機能簡易検査器 
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【健康づくりの推進】

（担当課：健康福祉部健康推進課）

■事業説明

・成人歯周疾患検診
・骨密度検査
・肝炎ウイルス検診

■主な経費
歯周疾患検診委託料
骨密度検査委託料
肝炎ウイルス検診委託料

■財源内訳

（担当課：健康福祉部健康推進課）

■事業説明

・公共施設等の敷地内禁煙看板の設置
・受動喫煙防止対策検討会の設置
・敷地内禁煙ステッカーの配付
・公民館のたばこ対策調査（健康づくり推進員）
・禁煙外来治療費助成事業

■主な経費
公共施設の敷地内禁煙看板の設置
受動喫煙防止対策検討会の設置
禁煙外来治療費助成事業

■財源内訳

　健康増進法において健康教育、健康相談、健康
診査、市民公開講座（医師会との協働）を実施し、
生活習慣病予防を推進します。歯周疾患検診を医
療機関に委託し、生活習慣病予防の充実を図りま
す。

480千円
611千円
288千円

　受動喫煙の防止に関する意識や喫煙マナー向上のため
の啓発を実施するとともに、受動喫煙対策検討会を開催
し、公共施設の中でも特に子どもが利用する施設について
の受動喫煙対策や公共施設以外の市内企業や事業所等
の受動喫煙防止を推進するための施策についても検討して
いきます。

270千円
137千円
300千円

［新規］受動喫煙防止対策事業

1,424千円

3,514千円
［拡充］成人健康増進対策事業

予算区分 ４款　衛生費

予 算 額

その他 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債

一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

727千円

４款　衛生費

予 算 額 727千円

2,090千円

予算区分
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第３章　心身を磨き上げ、人の絆と感性を育む能美づくり

３－１　学校教育の充実

３－２　青少年の健全育成

３－３　生涯学習の推進

３－４　芸術・文化の振興

３－５　スポーツの振興

予算額計 1,617,713千円
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第３章　心身を磨き上げ、人の絆と感性を育む能美づくり

【学校教育の充実】

（担当課：教育委員会学校教育課）

■事業説明

■主な経費
備品購入費

■財源内訳

（担当課：教育委員会学校教育課）

■事業説明

■主な経費
委託料
使用料
備品購入費

■財源内訳

15,000千円
［拡充］吹奏楽部活動助成事業

予算区分 １０款　教育費

予 算 額

　市内のあらゆるイベントに出演し、好評を得
ている市内３中学校吹奏学部の更なる活躍
を期待し、老朽化した楽器の大規模な更新
や修繕を実施します。

15,000千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

１０款　教育費

予 算 額 6,966千円

15,000千円

1,476千円

4,784千円

［拡充］視聴覚機器等活用モデル事業
予算区分

　「１日１回学校でパソコンやタブレットを使っ
て学習できる学校」を目指し、ＩＣＴ機器や無
線ＬＡＮの環境を計画的に整備します。
　タブレット端末を効果的に取り入れた授業の
実践により、児童生徒がこれから求められる
力を育成します。

6,966千円

706千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

教育委員会 

（管理） 

A校 

・全校Ｗｉ－Ｆｉ 

・タブレット端末40台 

B校 

・全校Ｗｉ－Ｆｉ 

・タブレット端末40台 

K校 

・全校Ｗｉ－Ｆｉ 

・タブレット端末40台 

管理システム 

・・・・ 

基盤のイメージ図 

１１校 
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第３章　心身を磨き上げ、人の絆と感性を育む能美づくり

【学校教育の充実】

（担当課：教育委員会学校教育課）

■事業説明

■主な経費
委託料

■財源内訳

（担当課：教育委員会学校教育課）

■事業説明

■主な経費
賃金

■財源内訳

予 算 額 1,630千円
［拡充］学力向上推進事業

予算区分 １０款　教育費

　国や石川県で実施する学力テストに
加え、能美市独自の学力テストを行
い、その結果から改善点を洗い出し、
授業に反映することで、児童・生徒の
学力向上を目指します。

市独自で実施する学力テスト
　小学校（五年）　２教科（理、社）
　中学校（一年）　３教科（国、数、英）
　中学校（二年）　３教科（理、社、英）

1,584千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

【新規】スクールサポートスタッフ配置事業（補助）
予算区分 10款　教育費

予 算 額 3,835千円

1,630千円

一般財源

3,835千円

国庫支出金 県支出金

　教職員が児童生徒への指導や教材研究等
に注力できる体制を整備するため、作業を補
助するスクールサポートスタッフを配置しま
す。

2,400千円 1,435千円

地方債 その他 一般財源

台 

プリントを印刷します！ 

給食人数の報告をします！ 

教材製作のお手伝いをします！ 
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第３章　心身を磨き上げ、人の絆と感性を育む能美づくり

【学校教育の充実】上段 下段【芸術・文化の振興】

（担当課：教育委員会教育総務課）

■事業説明

■主な経費
監理委託
施設改修工事費

■財源内訳

（担当課：教育委員会生涯学習課）

■事業説明

【主な催し】
音楽

・風と緑の楽都音楽祭2019ｉｎ能美
・能美市アットホームタウンフェスティバル2019
　（能美市ファミリーコンサート、室内楽公演ほか）

演劇その他
・タント演劇学校発表会ほか

■主な経費
委託料

■財源内訳

　文化交流拠点として、市民が生活に
潤いや安らぎを感じられる空間を創出
します。

補助金

　教育環境を整備し教育内容を充実
させるため、学校施設の大規模改造
工事を実施します。

2018年度　実施設計
2019年度～2020年度　工事

5,800千円
200,000千円

予 算 額 205,800千円
宮竹小学校大規模改造事業

予算区分 10款　教育費

6,134千円

予 算 額 4,800千円

100,000千円66,666千円 33,000千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,789千円
1,900千円

総合文化会館主催事業
予算区分

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

10款　教育費

3,049千円1,751千円
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第３章　心身を磨き上げ、人の絆と感性を育む能美づくり

下段【芸術・文化の振興】 【スポーツの振興】

（担当課：教育委員会スポーツ振興課）

■事業説明

■主な経費
補助金
需用費
委託料

■財源内訳

（担当課：教育委員会スポーツ振興課）

■事業説明

・粟生運動公園ソフトボール場夜間照明施設
・新設工事
・物見山テニスコート人工芝改修工事（２面）
・物見山運動公園遊具更新工事

■主な経費
設計監理委託費
施設改修費

■財源内訳

　日本ナショナルチームやトップアスリートが所
属する実業団チームの合宿を誘致し、東京
オリンピック・パラリンピックの気運の醸成を図
ります。
　ジュニア世代（小～中学生）を対象としたス
ポーツ教室を開催し、子ども達が日本トップレ
ベルの選手と接する機会を創出します。

8,288千円

　利用者の利便性や安全性の向上を図るた
め経年劣化した施設の改修工事を行いま
す。
　粟生運動公園ソフトボール場については、
夜間照明施設を新たに設置します。

［新規］日本代表選手合宿誘致事業～能美市から世界へ～
予算区分 10款　教育費

予 算 額 852千円

852千円

予 算 額
スポーツ施設整備事業

予算区分

34,000千円

地方債 その他 一般財源

63,000千円

県支出金国庫支出金

120,979千円

622千円
130千円

その他国庫支出金 県支出金 地方債

100千円

10款　教育費

131,994千円

20,200千円 14,794千円

一般財源

競歩日本代表強化合宿（Ｈ30.6） 

人工芝の張替えが予定されている物見山テニスコート 
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第４章　基盤産業と地域産業がともに躍動する能美づくり

４－１　農業・農村の振興

４－２　林業・山村の振興

４－３　商業の振興

４－４　工業の振興

４－５　産学官金連携・創業支援の推進

４－６　九谷の里づくり

４－７　労働環境の充実

予算額計 560,928千円
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第４章　基盤産業と地域産業がともに躍動する能美づくり

【農業・農村の振興】

（担当課：産業交流部農林課）

■事業説明

　・主な対象作物　
　　　 大麦、大豆
　・単価　団地形成
　 大麦　10,000円/10a 大麦

大豆　15,000円/10a

■主な経費
補助金

■財源内訳

（担当課：産業交流部農林課）

■事業説明

　・（仮称）能美市６次産業化・農商工連携推進事業補助金（公募型）
事業費の1/2補助（補助金上限500千円）×３件

　・能美市６次産業化・農商工連携推進会議の開催
　・コーディネーターによる６次産業化・農商工連携推進支援

■主な経費
報償費

　　委託料
　　補助金

■財源内訳

生産調整特別助成事業
予算区分 ６款　農林水産業費

予 算 額 27,500千円

27,500千円

　生産調整の確実な実施と農業経営
の安定及び荒廃農地の防止を図ります。

その他 一般財源

大豆

27,500千円

国庫支出金 県支出金 地方債

［拡充］６次産業推進事業
予算区分 ６款　農林水産業費

142千円
500千円

　平成30年度に策定した「能美市６次産業化・農商工連携推進戦略」に基づき、能美市で生産され
ている農産物の６次産業化に取り組む農業者・農業団体や農商工連携による事業者等を支援する
ことで、農業者所得の向上及び地域農業の活性化を図ります。

予 算 額 2,242千円

1,500千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,242千円
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第４章　基盤産業と地域産業がともに躍動する能美づくり

【農業・農村の振興】

（担当課：産業交流部農林課）

■事業説明

　・栽培技術記録保存事業
栽培技術を記録し細かく記載した資料を作成

　・機械化推進事業
機械化による省力化を図る生産者に補助

　・生産農地確保支援事業
生産者に対し、借入農地の賃料の一部を補助

■主な経費
補助金

■財源内訳

（担当課：産業交流部農林課）

■事業説明

■主な経費
委託料

農林水産省ＨＰ資料より作成

■財源内訳

[新規]加賀丸いも生産拡大支援事業
予算区分 ６款　農林水産業費

予 算 額 3,000千円

3,000千円

　市の地域振興作物の顔である伝統野菜「加賀まる
いも」産地が抱える課題の解決を図るため、生産
者、ＪＡ、学術機関、行政が一体となって対策を講じ
ます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,000千円 1,000千円

[新規]スマート農業導入支援事業
予算区分 ６款　農林水産業費

500千円

　担い手減少・高齢化進行による労働力不足の問題に対して国が積極的に取り組んでいるスマート農
業（ロボット技術やＩＣＴを活用した新たな農業）について、生産者が学ぶ機会を提供します。

予 算 額 500千円

地方債 その他 一般財源国庫支出金 県支出金

500千円
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第４章　基盤産業と地域産業がともに躍動する能美づくり

【商業の振興】

（担当課：産業交流部商工課）

■事業説明

■主な経費
補助金

■財源内訳

（担当課：産業交流部商工課）

■事業説明

■主な経費
補助金

■財源内訳

［新規］賑わい施設等立地促進助成金
予算区分 ７款　商工費

予 算 額 3,000千円

　北陸新幹線敦賀延伸に伴う交流人口拡大に向け、市内
での滞在時間を延ばし、賑わいを創出するために魅力ある
飲食店などの立地を促進します。

　・助成額　投資額（30,000千円以上が対象）の１０％
　　　　　　　（上限：20,000千円）

3,000千円

地方債 その他 一般財源国庫支出金 県支出金

3,000千円

［新規］小規模事業者支援事業
予算区分 ７款　商工費

　消費税率の引上げに対する取り組みとして、市内小規模事業者
が実施する施設・設備の改修や、店舗のキャッシュレス化・多言
語化等の魅力創出のための施設整備を支援します。

◇店舗近代化支援（施設・設備の改修）
　・改修費　補助対象経費の1/3以内の額（上限500千円）

◇魅力創出事業支援
  ・ソフト事業　補助対象経費の1/2以内の額(上限100千円)

予 算 額 1,500千円

国庫支出金 県支出金 地方債

1,500千円

その他 一般財源

1,500千円
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第４章　基盤産業と地域産業がともに躍動する能美づくり

【工業の振興】上段 下段【九谷の里づくり】

（担当課：産業交流部商工課）

■事業説明

■主な経費 　
コンサルティング委託料
補助金

■財源内訳

（担当課：産業交流部商工課）

■事業説明

■主な経費
補助金

■財源内訳

［拡充］ＩＴ活用促進支援事業
予算区分 ７款　商工費

予 算 額 2,210千円

1,000千円

　市内中小企業が、技術革新による経営課題解決のため
に、ＩｏＴ導入や新製品開発等を北陸先端科学技術大学院
大学（ＪＡＩＳＴ）をはじめ大学等と連携した調査研究する費
用を補助し、省人化・省力化に向けた取組を積極的に促進
します。
　また、業界の課題に取り組むためのコンサルティング調査
により、課題解決に向けた支援を行います。

補助率：10/10（上限200千円）

1,200千円

その他 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債

2,210千円

［拡充］九谷焼後継者育成支援事業
予算区分 ７款　商工費

3,750千円

3,750千円

　伝統工芸品である「九谷焼」の大きな課題である後継者
不足を解消することを目的に、若手後継者を市内に定着さ
せる手段として、石川県立九谷焼技術者自立支援工房を
使用した者を対象とした職人工房の開設にあたり、入居す
る職人の支援として設備（ロクロ・窯）購入費の一部を補助
します。
　
　・補助額　対象経費の3/4以内の額（上限2,000千円）

予 算 額

一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

3,750千円

省人化ロボット（イメージ） 

職人工房イメージ 
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第４章　基盤産業と地域産業がともに躍動する能美づくり

【労働環境の充実】

（担当課：産業交流部商工課）

■事業説明

■主な経費
補助金
調査委託料
印刷製本費

■財源内訳

（担当課：産業交流部商工課）

■事業説明

■主な経費
印刷製本費　　
会場設営委託料
講師謝金　　　

■財源内訳

［拡充］Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職促進事業
予算区分 ５款　労働費

予 算 額 4,778千円

2,800千円

◇インターンシップ促進支援補助事業
　市内企業に対して、インターンシップに係る費用の一部を補助す
ることにより、インターンシップ活動を促進させ、早い段階で学生と
接する機会を創出することで企業と学生のリクルート活動を支援し
ます。
　補助率　1/2（上限：100千円）

◇就職・定住促進家賃補助事業
　Ｕ・Ｉ・Ｊターンにより市内の企業へ就職し、市内の民間賃貸住宅・
特定公共賃貸住宅等に入居した市民に対し、賃貸料の一部を補
助することにより、市外・県外からのＵ・Ｉ・Ｊターン就職及び市内へ
の定住を促進します。
　補助率　月額賃貸料の1/3(上限：５千円）   ２年間交付

インターンシップ活動（イメージ）

1,500千円
300千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,778千円

200千円
561千円

予 算 額 981千円

◇市内企業ガイダンス事業
　市内企業に対して、いしかわ就職・定住総合サポートセン
ター（IＬＡＣ）等の支援により、人材採用・人材育成に関する
ことや外国人雇用に関すること、またインターンシップに関
すること等のセミナーを開催し、市内企業の人事担当者の
スキルアップを支援します。
　また、能美市主催の企業ガイダンスを「子どもマイスター
ウィーク」に併せて開催し、市民、近隣の高校生・大学生等
を対象にした企業ＰＲを行うことで地元の企業を知っていた
だきます。

市内企業ガイダンス事業の様子

［拡充］就職説明会開催支援事業
予算区分 ５款　労働費

100千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

981千円
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第４章　基盤産業と地域産業がともに躍動する能美づくり

【労働環境の充実】

（担当課：産業交流部商工課）

■事業説明

■主な経費
特設サイト作成委託料　　

　

■財源内訳

［新規］市内事業者魅力ＰＲ事業
予算区分 ５款　労働費

予 算 額 1,000千円

1,000千円
　

◇市内事業者魅了ＰＲ事業
　市ホームページのリニューアルに伴
い、能美市内の企業で働く若手従業
員を紹介する市特設サイトを設け、市
内企業のイメージアップ及び若手社員
の採用促進を図ります。

　

地方債 その他 一般財源国庫支出金 県支出金

1,000千円

「ゲンバ男子」（イメージ） 
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第５章　安全に、安心して住み続けられる能美づくり

５－１　居住環境の充実

５－２　適正な土地利用の推進

５－３　道路の維持・整備

５－４　公共交通の充実

５－５　水道・下水道の維持・整備

５－６　防犯・交通安全の充実

５－７　消防・防災体制の強化

５－８　消費生活の向上

予算額計 2,632,487千円
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第５章　安全に、安心して住み続けられる能美づくり

【居住環境の充実】上段 下段【道路の維持・整備】

（担当課：市民生活部生活環境課）

■事業説明

■主な経費
補助金

■財源内訳

（担当課：土木部土木課）
岩内金剛寺線の計画図　　

■事業説明

■主な経費
道路改良工事費
物件移転補償費

■財源内訳

予 算 額 500千円

　空き家問題が顕著化しています。その対策
の一環として、地域において空き家を見守り、
活用する際にかかる経費を補助します。
　対象となる経費は、空き家にならにように周
知する活動費、緊急に危険回避が必要と
なった場合の対応に係る経費、空き家を地
域で活用する場合に必要となる経費などで、
１件あたり10万円を上限とします。

［新規］空き家等対策地域活動補助事業
予算区分 ２款　総務費

500千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

500千円

岩内金剛寺線道路改良事業
予算区分 ８款　土木費

　急勾配の解消や金剛寺町内
への通過交通を無くし、安全性
を向上します。また加賀産業開
発道路と接続する道路であるこ
とから物流の円滑化及び地域
産業の活性化につなげます。
（事業年度：2015～2019年
度）

予 算 額 83,000千円

82,000千円
1,000千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

40,000千円 36,000千円 3,000千円 4,000千円

① 

① 
① 
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第５章　安全に、安心して住み続けられる能美づくり

下段【道路の維持・整備】 【道路の維持・整備】

（担当課：土木部土木課）

■事業説明

■主な経費
測量設計委託料
道路用地取得費
物件移転補償費

■財源内訳

（担当課：土木部土木課）
岩内金剛寺線の計画図　　

■事業説明

（事業内容）
道路灯装飾　５基
動物モニュメント　２基

■主な経費
道路改良工事費

■財源内訳

　いしかわ動物園の開園20周年イベ
ントのにぎわいに弾みをつけるため、動
物園入口付近にモニュメントを設置し
ます。

予 算 額 20,600千円

高坂交差点現況写真

　道林高坂線(高坂交差点)は、大型車を含
む交通量の多い交差点ですが、車道幅員及
び歩道幅員がともに狭く、大型車と歩行者と
の距離が非常に近接しているため、歩行者が
危険に脅かされており、早急に道路整備し、
事故発生リスクを低減させて歩行者の安心と
安全の確保を図ります。
（事業年度：2019～2021年度）

［新規］道林高坂線道路改良事業
予算区分 ８款　土木費

7,500千円

9,100千円
4,000千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,500千円11,000千円 8,100千円

［新規］上徳山線景観整備事業(いしかわ動物園関連)
予算区分 ８款　土木費

予 算 額 3,900千円

3,900千円 写真はイメージです。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,900千円

大型車通行現況 
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第５章　安全に、安心して住み続けられる能美づくり

【公共交通の充実】

（担当課：企画振興部地域振興課）

■事業説明

■主な経費

　　バスダイヤ改正文字張替業務委託費　　　　

■財源内訳

（担当課：企画振興部地域振興課）

■事業説明

■主な経費

■財源内訳

　高齢者や通勤通学者など、交通弱者の生
活の足の確保を図り、安心して住み続けられ
る環境を実現する為、市内のすべての集落と
主要な公共施設・商店街・ＪＲ能美根上駅な
どを網羅する路線について、市有バス（６台）
をバス事業者に運行を委託し、運行します。
　運行体制：連携バス３台、循環バス３台
　運行日：１/１～３を除く毎日
　乗車料金：１乗車あたり100円
また、のみバス新キャラクター「ひぽ能ん」
「ゆず美ん」をあしらった新車両のお披露目
や、バス停留所の案内デザインを変更しま
す。

　　修繕費　　　　 2,365千円

［拡充］コミュニティバス運行事業
予算区分 ２款　総務費

予 算 額 102,389千円

5,560千円
　　市内バス運行業務委託費　　　　 90,455千円

一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

500千円 24,041千円 77,848千円

［拡充］あんしん移動サポート事業
予算区分 ２款　総務費

　65歳以上の高齢者や、免許返納者が安心
して市内を移動できる環境を確保する事を目
的に、「のみバス」の定期券（シニアパス券、
免許返納者用パス券）とタクシー乗車券（１
枚500円分）を併せた利用券の販売を行う。
　タクシー乗車券付バス定期券
①シニアパス券（３か月）
　・シニアパス券＋タクシー乗車券11枚セット
　・シニアパス券＋タクシー乗車券18枚セット
　　（中山間地域限定版を拡充）
の２種類を販売
②免許返納者用パス券

予 算 額 1,540千円

　　タクシー運行委託費　　　　 1,000千円

一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

1,540千円
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第５章　安全に、安心して住み続けられる能美づくり

【防犯・交通安全の充実】上段 下段【消防・防災体制の強化】

（担当課：市民生活部生活環境課）

■事業説明

■主な経費
補助金

■財源内訳

（担当課：消防本部庶務課）

■事業説明

■主な経費
車両整備費

■財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

　近年、全国各地で発生している凶悪事件の解決に防犯カ
メラが大きな威力を果たしています。能美市では地域や防
犯委員会などのボランティア、警察、行政などが一体となっ
て防犯活動に当たっていますが、マンパワーでは及ばない
部分や、犯罪発生の抑止力という面では防犯カメラにその
効果が期待されます。
　この制度は、地域における防犯力の向上を目的とし、町
会・町内会がエリア内で監視等が必要と思われる箇所に防
犯カメラを設置する際に必要となる費用の３分の２の額、
20万円を上限とし、補助するものです。

［新規］防犯カメラ設置補助事業
予算区分 ２款　総務費

予 算 額 1,000千円

1,000千円

1,000千円

［新規］消防車両等購入事業
予算区分 ９款　消防費

　近年救急出場件数は増加傾向にあり、緊
急時の対応に万全な体制を維持するため、
平成18年度に整備された高規格救急自動
車（能美救急３）を、新規更新し、辰口分署に
配備します。
　安全に、安心して住み続けられる能美づくり
実現に向け、災害対応力の強化として、平成
９年度に整備された消防ポンプ自動車（能美
１）を新規更新し、根上分署に配備します。

予 算 額 88,691千円

88,691千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

8,439千円14,252千円 66,000千円

平成18年度整備高規格救急自動車 

平成９年度整備消防ポンプ自動車 
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第５章　安全に、安心して住み続けられる能美づくり

【消防・防災体制の強化】

（担当課：消防本部庶務課）

■事業説明

■主な経費
需用費
原材料費
備品購入費

■財源内訳

（担当課：消防本部庶務課）

■事業説明

■主な経費
報酬
消耗品費
傷害保険料

■財源内訳

　火災予防啓発活動として、住宅防
火対策の推進を出前講座を通し、広く
市民に訴えていきます。

　機能別消防団員とは、従来の消防
団員（基本団員）とは違い、出動種別
を限定した団員で、火災や大規模災
害発生時の消防団活動支援を行いま
す。

国庫支出金

［拡充］火災予防事業
予算区分 ９款　消防費

予 算 額 719千円

352千円

297千円
70千円

県支出金 地方債 その他 一般財源

719千円

1,290千円
［新規］機能別消防団整備事業

予算区分

予 算 額

９款　消防費

144千円
1,003千円

36千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,290千円

防火出前講座 

①火災天ぷら実験装置での実演 

③住宅用火災警報器の重要性 

②防災教育DVDの視聴（電気火災） 
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第５章　安全に、安心して住み続けられる能美づくり

【消防・防災体制の強化】

（担当課：総務部危機管理課）

■事業説明

■主な経費
会場設営費
謝金、出演費等
印刷費、ＰＲ費

■財源内訳

（担当課：総務部危機管理課）

■事業説明

■主な経費
講師謝礼等
設営委託料
チラシ等製作費ほか

■財源内訳

その他 一般財源

防災フェスタ費
予算区分 ９款　消防費

予 算 額 1,970千円

　　防災関係機関や各分野の企業、団体が
「防災センター」に集結し、日頃、なかなか見
られない特殊な訓練や全国の災害現場など
で活躍する特殊な車両、資機材を間近で見
られるほか、実際に触れてみることもできま
す。
　様々な災害への備えや知識を楽しく愉快に
親しみやすく学べる防災イベントです。

1,378千円
250千円
342千円

国庫支出金 県支出金 地方債

1,970千円

予 算 額 1,339千円

　近年頻発する風水害・地震等の災害から
命を守るために、自然災害の知識や被災時
の対応方法を１泊２日の避難生活体験型の
「防災キャンプ」を通じて、そのスキルや心構
え、仲間と協力することの大切さを学びます。

防災キャンプ費
予算区分 ９款　消防費

400千円
659千円
280千円

県支出金 地方債国庫支出金 その他 一般財源

75千円 1,264千円
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第５章　安全に、安心して住み続けられる能美づくり

【消防・防災体制の強化】

（担当課：総務部危機管理課）

■事業説明

■主な経費
設計等委託料

■財源内訳

（担当課：総務部危機管理課）

■事業説明

■主な経費
講師謝礼・資料借用謝礼等
ワークショップ教材費等
チラシ等製作費ほか
展示施設等充実
施設パンフレット更新

■財源内訳

国庫支出金 県支出金

予 算 額 8,300千円
防災情報伝達システム整備事業

予算区分 ９款　消防費

　災害時に、市民や通勤・通学で能美市を訪
れる方が、リアルタイムに災害情報・避難情
報を入手できる機会を増やせるよう、新たな
情報伝達手段を検討します。
　また、現在運用している防災行政無線放送
が、より安定的で確実なものとなるように見直
します。

8,300千円

地方債 その他 一般財源

8,300千円

予算区分

予 算 額 7,200千円

　災害に負けない「市民」と「地域」であるため
に「あらゆる市民生活シーンに『防災』がある」
という考え方で、いろいろな切り口から「防災
の学び」を提供します。
　幅広い分野から講師を招へいしてのセミ
ナーや様々な企画展示、楽しく学べるワーク
ショップ、実験、工作など「体と心で感じる学
び」を市民の防災学習拠点である「防災セン
ター」を積極的に活用し展開します。

2,990千円

９款　消防費
［新規］我が事・丸ごと防災プロジェクト事業

658千円
1,974千円

952千円
626千円

地方債 その他 一般財源国庫支出金 県支出金

7,200千円

市
民
・通
勤
・通
学
者 

         戸別受信機 

屋外拡声子局 

メディア（テレビ等） 

能美市ホームページ 

SNS 

新たな 

情報伝達手段 

能
美
市 

市民の 

防災学習拠点 

「防災センター」 

セミナー 

ワークショップ 企画展示 
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第５章　安全に、安心して住み続けられる能美づくり

【消費生活の向上】

（担当課：市民生活部市民窓口課）

■事業説明

■主な経費
システム使用料 654千円
印刷製本費 227千円
庁内備品購入費 194千円

■財源内訳

［新規］外国人にやさしい窓口相談強化事業

　外国人住民が年々増加していることから、
消費者トラブルに遭った場合に適切な助言や
機関を紹介するなど、外国人住民がよりス
ムーズに用件を済ませることができる相談窓
口を整備します。テレビ電話通訳サービスを
導入し、多言語の窓口対応を行い、外国人
住民が安全、安心に住み続けられるよう取り
組みます。

対応言語

予算区分 ５款　労働費

予 算 額 1,208千円

その他 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債

605千円603千円
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第６章　自然を守り、歴史と文化を尊ぶ能美づくり

６－１　歴史・文化・伝統の継承

６－２　里山・自然環境の保全と活用

６－３　水環境の保全と活用

６－４　循環型社会と環境美化の推進

予算額計 1,916,380千円
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第６章　自然を守り、歴史と伝統を尊ぶ能美づくり

【歴史・文化・伝統の継承】

（担当課：教育委員会生涯学習課）

■事業説明

（主な内容）
古墳探訪ツアーの開催
（能美編、江沼編、能登編、越前編）

■主な経費
　　負担金 1,000千円

■財源内訳

（担当課：教育委員会生涯学習課）

■事業説明

■主な経費
測量業務委託費 3,124千円
実施設計業務委託費 　17,776千円

■財源内訳

［新規］加賀立国１２００年記念事業
予算区分 10款　教育費

予 算 額 1,000千円

　北陸新幹線延伸開業と加賀立国
１２００年の節目とが重なる２０２３年
を見据え、能美市と小松市が古墳を
キーワードとして広域的な連携を図り、
新たな魅力を発信します。

国指定史跡秋常山古墳群

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

500千円 500千円

ふるさと歴史の広場改修事業
予算区分 １０款　教育費

予 算 額 20,900千円

　新博物館の建設に伴い、周辺施設を含め
た一体的な活用を図るため、幅広い世代が、
四季を通して楽しめる市民にとっての憩いの
場、また歴史の広場として「学び」と「遊び」が
融合した公園とし、ふるさと愛が醸成されるに
ぎわいの場を創出するものです。

ふるさと歴史の広場

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

18,800千円 2,100千円

54



第６章　自然を守り、歴史と伝統を尊ぶ能美づくり

【歴史・文化・伝統の継承】

（担当課：教育委員会生涯学習課）

■事業説明

■主な経費（H31年度）

■財源内訳

（担当課：教育委員会生涯学習課）

■事業説明

（主な内容）
九谷焼タイルの作成、ハニワづくり体験
自然観察会、米づくり体験等

■主な経費
報償費 380千円
印刷製本費 323千円

■財源内訳

博物館建設事業
予算区分 10款　教育費

予 算 額 1,155,470千円

　　　　外観イメージ図

　　建築工事費　　　　　　700,040千円
　　機械設備工事費　　　178,524千円
　　電気設備工事費　　　142,560千円

　市の貴重な文化財を適切な環境のもとで
保存・継承するとともに、学びと活用の拠点と
し、地域の魅力や情報を発信することでふる
さと愛を醸成します。
完成予定：2020年秋
　（平成31年度事業内容）
　建築・機械設備・電気設備・展示工事費

　（事業計画）2018年度～2020年度

建築工事現況

　　展示工事費　　　　　　120,000千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

［拡充］みんなでつくる博物館事業
予算区分 10款　教育費

1,000,300千円 130,000千円 25,170千円

予 算 額 1,500千円

新博物館への親しみを持ってもらい、
博物館建設の気運向上につながる企
画を昨年度に引き続き開催します。

九谷焼タイル作成

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,500千円
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第６章　自然を守り、歴史と伝統を尊ぶ能美づくり

【歴史・文化・伝統の継承】上段 下段【水環境の保全と活用】

（担当課：教育委員会生涯学習課）

■事業説明

■主な経費
報償費 　501千円
需用費 　705千円
委託料 7,122千円

■財源内訳

（担当課：土木部土木課）

■事業説明

■主な経費

■財源内訳

史跡能美古墳群及び埋蔵文化財総合活用事業
予算区分 10款　教育費

予 算 額 8,800千円

①国指定史跡能美古墳群の周知と古墳に
対する理解と愛着を深められるように「秋常
山古墳まつり」を開催します。

②古墳ボランティアと連携し、古代体験活動
を充実させ、歴史学習の推進を図ります。

③過去の発掘調査出土品について保存処
理を実施し、新博物館での展示に備えます。

秋常山古墳まつり

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

56千円 8,744千円

［新規］危険木伐採工事費等助成事業
予算区分 ８款　土木費

予 算 額 2,000千円

　土砂災害警戒区域内における倒木被害を
未然に防ぎ、市民の生命・財産を守るため、
危険木の伐採にかかる費用の一部を助成し
ます。

（助成内容）
　危険木の伐採、撤去にかかる費用の
50％を助成します。

倒木危険個所の対象例　
補助金 2,000千円

地方債 その他 一般財源国庫支出金 県支出金

2,000千円

① 
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第６章　自然を守り、歴史と伝統を尊ぶ能美づくり

【水環境の保全と活用】上段 下段【循環型社会と環境美化の推進】

（担当課：土木部都市計画課）

■事業説明

■主な経費
施設建設工事費
土地購入費
立木補償費

■財源内訳

（担当課：市民生活部生活環境課）

■事業説明

■主な経費
委託料

■財源内訳

　こくぞう里山公園の周辺にお
いて危惧される土砂災害への
対策工事を実施することで、市
民の安全安心の確保を図りま
す。

こくぞう里山公園防災対策事業
予算区分 ８款　公園費

予 算 額 85,330千円

1,000千円

80,000千円
3,828千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

85,200千円 130千円

環境にやさしい循環型社会推進モデル事業
予算区分 ４款　衛生費

予 算 額 3,000千円

　これまで焼却処分していた剪定枝等をバイ
オマス資源ととらえ、炭化することで、土壌改
良材や炭肥料として再生、これを農産物の生
産に活用し、ブランド化を目指すことで循環型
社会の形成を図ります。
　２年目となる今年度は、剪定枝等から作ら
れた土壌改良剤や肥料を実際に農作物の
生産に利用、その効果を実証し、新たに取り
組む生産者の広がりを目指します。

3,000千円

その他 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債

3,000千円

国
造
Ｃ
Ｃ
館 

国
造
Ｃ
Ｃ
館

体
育
館 

国造保育園 
和気小学校 

和気小学校 

体育館 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域 

こくぞう里山公園 

対策工事個所 
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第７章　健全で持続可能な行財政を営む能美づくり

７－１　市民目線による行政運営

７－２　健全な財政運営

７－３　情報化社会への対応

予算額計 546,849千円
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第７章　健全で持続可能な行財政を営む能美づくり

【健全な財政運営】

（担当課：企画振興部市長戦略室）

■事業説明

■主な経費
ふるさと応援基金積立金
ふるさと寄附金推進事業

報償費（返礼品）
クレジット決済手数料
業務委託費
広告料、システム使用料

■財源内訳

（担当課：企画振興部市長戦略室）

■事業説明

■主な経費
有識者会議等（委員謝金、旅費、会議費）

業務委託料

■財源内訳

ふるさと応援基金積立金、ふるさと寄附金推進事業
予算区分 ２款　総務費

予 算 額 45,664千円

　　「ふるさと寄附金（納税）制度」の趣旨を踏まえつ
つ、地方創生時代における能美市の知名度向上と
活性化及び財源の確保を目的として、返礼品の充
実を図りながら、ふるさと寄附を推進します。
　寄附金見込額　：　30,000千円
　寄附金については、「ふるさと応援基金」として積
み立て、地方創生関連事業等へ財源充当します。

30,032千円

9,000千円
329千円

2,432千円
1,813千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

30,032千円 15,632千円

［新規］まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業
予算区分 ２款　総務費

予 算 額 3,137千円

137千円
3,000千円

　2015年度から５か年の「（第１期）まち・ひと・しごと
創生総合戦略」を検証するとともに、2020年度から
の次期戦略を策定します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,137千円
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第７章　健全で持続可能な行財政を営む能美づくり

【健全な財政運営】

（担当課：市民生活部納税課）

■事業説明
　未収債権を縮減し、自主財源の安定確保を図ります。

・債権研修会を開催し、債権への理解を深め、徴収スキルの向上と蓄積を図ります。
・未収債権の現状分析と徴収困難案件への統一的な対応を行います。
・債権の回収から消滅までの一元的管理体制を整備するために債権管理条例の制定
　を目指します。

■主な経費
委託料

■財源内訳

（担当課：市民生活部税務課）

■事業説明

■主な経費
委託料

■財源内訳

債権管理適正化事業
予算区分

予 算 額 3,470千円

２款　総務費

3,470千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

償却資産申告調査
予算区分 ２款　総務費

予 算 額

3,470千円

990千円

　市の償却資産台帳と事業者が備え付け
ている減価償却資産台帳を照合し、資産
内容の修正を行う必要がある事業者を調
査します。

990千円

国庫支出金 県支出金

990千円

地方債 その他 一般財源

○○ｾﾝﾀｰ 

○○課 
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案件 
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第７章　健全で持続可能な行財政を営む能美づくり

【情報化社会への対応】

（担当課：企画振興部市長戦略室）

■事業説明

■主な経費
業務委託料（電算システム運用）

　　

■財源内訳

［新規］情報システム包括アウトソーシング事業
予算区分 ２款　総務費

予 算 額 22,140千円

22,140千円

　情報政策において、職員が政策面に注力
できるよう、業務における問い合わせや障害
対応等の業務を外部委託します。併せて、
将来の情報システム最適化における相談対
応を実施します。

その他 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債

22,140千円

□□課 
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第８章　特別会計・企業会計編

【特別会計】

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

温泉事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

【企業会計】

水道事業会計

工業用水道事業会計

公共下水道事業会計

国民健康保険能美市立病院事業会計
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 =*=*=  特別会計・企業会計について  =*=*= 

 【特別会計】 

  事業目的を限定し、特定の収入を特定の支出に充てて経理する会計です。 

 【企業会計】 

  独立採算による特定の事業を民間企業に準じて経理する会計です。 



特別会計・企業会計編

【特別会計】

（担当課：健康福祉部保険年金課）

■会計の目的

■平成３１年度の国民健康保険税率

・医療保険分

・後期高齢者支援金分

・介護保険分

■主な事業内容

・一般被保険者療養給付費

一般被保険者の療養に要する保険者負担費用（年間平均被保険者数　9,123人）

・退職被保険者療養給付費

退職被保険者の療養に要する保険者負担費用（年間平均被保険者数　53人）

・国民健康保険事業費納付金
県が国保財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等のため
に市町ごとに国保事業費納付金を決定するもの

■財源内訳
一般財源

3,186,451千円 336,793千円 1,064,756千円

平 等 割 5,100円

2,660,000千円

24,000千円

1,332,688千円

国庫支出金 県支出金 支払基金等交付金 その他

平 等 割 6,100円

所 得 割 1.90%
均 等 割 11,500円

平 等 割 25,300円

所 得 割 2.35%
均 等 割 9,500円

所 得 割 7.2%
資 産 割 7.3%
均 等 割 27,300円

国民健康保険特別会計 予 算 額 4,588,000千円

　国民健康保険は、職場の健康保険等に加入していない人を対象に、病気やけがをしたときに安心して
治療が受けられるよう、みんなでお金を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度です。
　国民健康保険は、加入されている被保険者の皆様から納入された国民健康保険税と、県・市等の負
担金により運営されています。

区　分 税　率
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特別会計・企業会計編

【特別会計】

（担当課：健康福祉部保険年金課）

■会計の目的

■主な事業内容

・徴収費

収納・資格関連業務委託料、口座振替手数料などの保険料徴収事務費

・後期高齢者医療広域連合納付金

収納済みの保険料及び事務共通経費を石川県後期高齢者医療広域連合へ納付

■財源内訳
国庫支出金 県支出金 支払基金等交付金 その他 一般財源

601,040千円 60千円

後期高齢者医療特別会計 予 算 額 601,100千円

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象に、病気やけがをしたときに安心して治療が受けられ
るよう、みんなでお金を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度です。
　能美市に住む75歳以上の方は、すべて石川県後期高齢者医療広域連合が運営する『後期高齢者
医療制度』に加入することになります。また、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある方は、『後
期高齢者医療制度』に任意で加入することができます。
　事業に必要な費用は、被保険者の皆様に納めていただく保険料に加えて、国・県・市町村の負担金や
市町村国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・共済組合などの後期高齢者医療制度以外の健康保
険制度からの支援金を得て賄われています。

9,861千円

590,085千円
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（担当課：健康福祉部介護長寿課）

■会計の目的

■低所得者の第１号（65歳以上の方）保険料軽減を実施します。
　第１段階　年額35,640円→29,700円（保険料率0.45→※0.375）
　第２段階　年額51,480円→45,540円（保険料率0.65→※0.575）
　第３段階　年額54,900円→57,420円（保険料率0.75→※0.725）

■主な事業内容
＝保険給付関係＝
＜要介護１～５の認定を受けた方が利用＞
○自宅を訪問したり、施設に通って利用するサービス

・居宅介護サービス給付費
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護（デイサービス）
通所リハビリテーション、短期入所生活介護（ショートステイ）
特定施設入居者生活介護　など

○生活環境を整えるためのサービス
・居宅介護福祉用具購入費
・居宅介護住宅改修費

○地域での生活を継続するためのサービス
・地域密着型介護サービス給付費

認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護

○生活の場を自宅から移して利用するサービス
・施設介護サービス給付費

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設

○ケアプラン作成にかかる費用
・居宅介護サービス計画給付費

＜要支援１、２の認定を受けた方が利用＞
○介護予防のためのサービス

・介護予防サービス給付費
介護予防訪問系、介護予防通所系、介護予防短期入所生活介護等

・地域密着型介護予防サービス給付費
認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護

・介護予防福祉用具購入費
・介護予防住宅改修費
・介護予防サービス計画給付費 　　　(次ページへつづく）9,700千円

7,000千円

51,500千円

18,100千円

800千円

898,900千円

1,543,300千円

129,800千円

1,135,300千円

2,000千円
9,500千円

　介護保険制度は市が保険者となって運営しており、40歳以上の方が加入者（65歳以上の方
は第１号被保険者、40～64歳の医療保険加入者は第2号被保険者）となって保険料を納め、
介護が必要と認定された場合には、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみであり、
介護保険に関する収入と支出について、特別会計を設けることとされています。

特別会計・企業会計編

【特別会計】

介護保険特別会計 予 算 額 4,269,400千円

※２０１９年度の消費税引き上
げによる軽減強化  

介護保険の賦課を年度単位

とした保険料率設定 
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■主な事業内容（つづき）

○介護サービス利用にかかる個人負担額の軽減
＜要介護１～５の認定を受けた方が利用＞
・高額介護サービス費

１割又は２割の利用者負担額が一定額を超えた場合に償還払いで給付
・高額医療合算介護サービス費

世帯単位で医療と介護の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超える額を支給
・特定入所者介護サービス費

市民税非課税世帯の方の食費・居住費の負担軽減分の補足

＜要支援１、２の認定を受けた方が利用＞
１割又は２割の利用者負担額が一定額を超えた場合に償還払いで給付

・高額医療合算介護予防サービス費
世帯単位で医療と介護の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超える額を支給

・特定入所者介護予防サービス費
市民税非課税世帯の方の食費・居住費の負担軽減分の補足

＝地域支援事業関係＝　　（地域包括ケアシステム構築）
○介護予防・日常生活支援総合事業

・サービス事業費
通所型サービス事業
訪問型サービス事業

・介護予防ケアマネジメント事業費

・一般介護予防事業費
一般介護予防事業
介護予防普及啓発事業

○包括的支援事業・任意事業
・権利擁護事業費

成年後見制度利用支援事業、高齢者虐待防止事業

・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
地域包括支援センター運営事業

・任意事業費
居宅介護・支援住宅改修業務支援事業、地域助け合いネットワーク構築支援事業

○包括的支援事業（社会保障充実分事業）
・在宅医療・介護連携推進事業
・生活支援体制整備事業
・認知症総合支援事業

■財源内訳

895,618千円 617,097千円 1,106,150千円 602,504千円 1,048,031千円

国庫支出金 県支出金 支払基金等交付金 その他 一般財源

10,126千円
4,311千円

10,638千円

1,300千円

56,682千円

17,427千円

53,296千円

12,614千円

20,612千円

72,200千円

13,000千円

115,600千円

70千円

200千円

特別会計・企業会計編

【特別会計】
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特別会計・企業会計編

【特別会計】

（担当課：土木部上下水道課）

■会計の目的

■主な事業内容

・寺井温泉１号源泉管理費
寺井温泉１号源泉の維持管理費用（電気使用料、修繕料、水質検査料、貯湯槽清掃等）
給湯先 ： 温泉保養館クアハウス九谷、能美市ふるさと交流センターさらい、
            寺井老人福祉センター亀齢荘、特別養護老人ホーム湯寿園
工事請負費：寺井１号源泉貯湯槽改修工事

・寺井温泉２号源泉管理費
寺井温泉２号源泉の維持管理費用（電気使用料、修繕料、水質検査料、貯湯槽清掃等）
給湯先 ： 温泉保養館クアハウス九谷、能美市ふるさと交流センターさらい、
            寺井老人福祉センター亀齢荘、特別養護老人ホーム湯寿園

・辰口温泉10号源泉管理費、上開発送湯ポンプ場管理費
辰口温泉10号源泉の維持管理費用（電気使用料、修繕料、水質検査料、貯湯槽清掃等）
給湯先：旅亭萬葉、辰口福祉会館、辰口丘陵公園温泉プール、まつさき、たがわ龍泉閣

・辰口温泉11号源泉管理費
辰口温泉11号源泉の維持管理費用（電気使用料、修繕料、水質検査料、貯湯槽清掃等）
給湯先：辰口福祉会館、辰口丘陵公園温泉プール、まつさき、たがわ龍泉閣

・一般行政費
温泉事業計画策定業務等

■財源内訳
一般財源

14千円 17,086千円

1,264千円

1,228千円

8,822千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

温泉事業特別会計 予 算 額 17,100千円

　温泉管理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置しています。
　温泉使用料を源泉及び温泉送・配湯施設の維持管理費に充てており、主なものは、温泉揚湯・送湯・
配湯の電気料金、経年劣化による施設設備の更新を、衛生面では、源泉・飲泉の水質検査、貯湯槽の
清掃・消毒、施設の除草等を実施しています。また、定期の施設点検や故障通報装置により、各温泉
利用施設への配湯に支障をきたさないよう常時監視しています。

1,549千円

1,692千円
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特別会計・企業会計編

【特別会計】

（担当課：土木部上下水道課）

■会計の目的

■主な事業内容

・排水処理施設管理費
汚水管及び処理場（機能強化）等の整備及び維持管理を実施
（電気使用料、修繕料、管渠清掃、機器類保守点検等）

金剛寺地区農業集落排水施設（金剛寺町地内） 処理区域 ： 金剛寺区域
和佐谷地区農業集落排水施設（和佐谷町地内） 処理区域 ： 和佐谷区域
下徳山地区農業集落排水施設（徳山町地内） 処理区域 ： 下徳山区域
上徳山地区農業集落排水施設（徳山町地内） 処理区域 ： 上徳山区域
大口地区農業集落排水施設（大口町地内） 処理区域 ： 大口区域
和気、寺畠地区農業集落排水施設（和気町地内） 処理区域 ： 和気、寺畠区域

　　　　　　　及び鍋谷区域の一部
坪野地区農業集落排水施設（坪野町地内） 処理区域 ： 坪野区域
灯台笹、岩本地区農業集落排水施設（灯台笹町地内） 処理区域 ： 灯台笹、岩本区域
長滝地区農業集落排水施設（長滝町地内） 処理区域 ： 長滝区域
鍋谷地区農業集落排水施設（鍋谷町地内） 処理区域 ： 鍋谷区域
舘地区農業集落排水施設（舘町地内） 処理区域 ： 舘区域
仏大寺地区農業集落排水施設（仏大寺町地内） 処理区域 ： 仏大寺区域

・機能強化工事実施設計業務委託
鍋谷地区農業集落排水施設（鍋谷町地内）
舘地区農業集落排水施設（舘町地内）

・機能強化工事費
長滝地区農業集落排水施設（長滝町地内）

・地方公営企業法適正化移行等業務委託
法適化移行業務委託
企業会計システム移行業務委託
経営戦略策定業務委託

■財源内訳
その他 一般財源

4,100千円 31,700千円 42,850千円 27,650千円

6,000千円

12,440千円

国庫支出金 県支出金 地方債

農業集落排水事業特別会計 予 算 額 106,300千円

　農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する施設の整備により、農業用用排水の水
質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するとともに農村の基礎的な生活環境の向上とその
経理の適正化図るため特別会計を設置しています。

25,582千円

4,260千円
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特別会計・企業会計編

【企業会計】

（担当課：土木部上下水道課）

■会計の目的

■収益的支出の主な事業内容
　＜営業費用＞

・原水及び浄水費
ポンプ場維持管理費（修繕料、動力費、薬品費、水質検査費、機械設備維持管理費、受水費）

・配水及び給水費
給配水管維持管理費、台帳修正業務費、量水器取替、閉開栓業務
配水ポンプ場維持管理費、給水管漏水調査等

・受託工事費
舗装本復旧工事、消火栓改修工事、修繕工事

・総係費
料金徴収等に係る経費（検針委託、納付書等の印刷製本費、通信運搬費）

・減価償却費

　＜営業外費用＞
・支払利息

■資本的支出の主な事業内容

・配水施設拡張費
配水管整備　工事、設計委託

・配水管改良費
老朽管更新　工事、設計委託
舗装復旧工事

・施設改良費
根上吉原水道管理センター／機械電気設備更新
和気配水区／水位計更新等

・営業設備費
メーター購入、検針用ハンディターミナル購入

・固定資産購入費
水道料金システム購入

・企業債償還金

14,600千円

24,900千円

338,400千円

415,200千円

94,800千円

108,100千円

204,300千円

5,200千円

　水道事業は一定の区域を給水区域とする公益事業であり、継続的かつ安定的に経営することが求め
られています。そのため、地方公営企業法が適用され、企業としての経済性を発揮するとともに、本来の
目的である公共の福祉の増進を図るように運営する必要があります。公衆衛生の向上と生活環境の改
善に寄与するため、清浄にして豊富低廉な水の供給を図ることとしています。

284,400千円

72,000千円

3,900千円

50,690千円

水道事業会計
予算区分 収益的支出 予 算 額 932,400千円

予算区分 資本的支出 予 算 額 695,500千円
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特別会計・企業会計編

【企業会計】

（担当課：土木部上下水道課）

■会計の目的

■収益的支出の主な事業内容
○辰口寺井地区工業用水道事業
　＜営業費用＞

・原水及び浄水費
ポンプ場維持管理費（修繕料、動力費、機械設備維持管理費等）

・総係費
人件費、委託料等

・減価償却費
　＜営業外費用＞

・支払利息
・消費税及び地方消費税

○根上地区工業用水道事業
　＜営業費用＞

・原水及び浄水費
ポンプ場維持管理費（修繕料、動力費、機械設備維持管理費等）

・総係費
人件費、委託料等

・減価償却費
　＜営業外費用＞

・支払利息
・消費税及び地方消費税

■資本的支出の主な事業内容
○辰口寺井地区工業用水道事業

・施設拡張費
水源井戸整備、舗装本復旧

・施設改良費
導水管改良、動力計装盤更新

・企業債償還金

○根上地区工業用水道事業
・施設改良費

導水管移設等
・企業債償還金

220,500千円

76,400千円

107,700千円

63,400千円

28,640千円

6,090千円

42,440千円

14,200千円
6,600千円

45,900千円

　工業用水道事業は工業用水の豊富低廉な供給を図り、工業の健全な発展と地盤沈下対策等環境
保全に寄与することを目的としています。２つの工業用水道（辰口寺井地区、根上地区）を有し、地域産
業の発展に大きく寄与しています。

144,260千円

16,750千円

119,820千円

22,470千円
8,400千円

工業用水道事業会計
予算区分 収益的支出 予 算 額 411,800千円

予算区分 資本的支出 予 算 額 513,900千円
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特別会計・企業会計編

【企業会計】

（担当課：土木部上下水道課）

■会計の目的

■収益的支出の主な事業内容
　＜営業費用＞

・管渠費
管渠維持管理費（修繕料、管渠清掃費、舗装補修費、マンホール補修費等）

・ポンプ場費
中継ポンプ場維持管理費

・処理場費
寺井東部浄化センター維持管理費

・流域下水道維持管理負担金
加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）の維持管理負担金

・総係費
料金徴収等に係る経費（使用料徴収委託、報償費等）

・減価償却費

　＜営業外費用＞
・支払利息
・消費税及び地方消費税

■資本的支出の主な事業内容

・管渠事業費
管渠布設工事、産業団地関連管渠整備工事
公共桝・取付管設置及び関連舗装本復旧工事

・流域下水道建設負担金
翠ヶ丘浄化センター処理場整備工事

・企業債償還金

177,400千円

53,500千円

1,371,000千円

41,380千円

846,030千円

265,360千円
37,600千円

　公共下水道事業は、都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るもので
あります。環境保全、水質保全、トイレの水洗化という公共下水道の役割を十分に発揮し、快適な生活
環境を提供できるよう努めています。

40,700千円

17,550千円

40,370千円

334,900千円

公共下水道事業会計
予算区分 収益的支出 予 算 額 1,624,400千円

予算区分 資本的支出 予 算 額 1,601,900千円
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【企業会計】

（担当課：能美市立病院総務課）

■会計の目的

■収益的支出の主な事業内容

○病院事業
　＜医業費用＞

・給与費
医師、看護師、技術員、事務員、労務員の給与等

・材料費
薬品費、診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費

・経費
光熱水費、燃料費、修繕費、賃借料、委託料等

　＜医業外費用＞
・支払利息

○介護老人保健施設事業
　＜営業費用＞

・給与費
看護師、技術員、事務員、労務員の給与等

・材料費
薬品費、施設療養材料費等

・経費
光熱水費、燃料費、修繕費、賃借料、委託料等

　＜営業外費用＞
・支払利息

■資本的支出の主な事業内容

○病院事業
・施設改良事業費

空調機等改修工事
・有形固定資産購入費

医療機器等購入
・企業債償還金

○介護老人保健施設事業
・施設改良事業費

外壁改修工事
・有形固定資産購入費

施設介護用機器購入
・企業債償還金 47,628千円

133,760千円

24,231千円

215,381千円

13,900千円

1,600千円

297,035千円

15,100千円

87,400千円

8,969千円

　能美市立病院は、思いやりのあるあたたかい心で質の高い医療サービスを提供し地域住民の健康を
守ることを基本理念として、地域住民の多様な医療需要に応えつつ、身近な地域にある医療機関とし
て、医療水準の向上に努めています。診療科は内科、外科、整形外科など11診療科あり、急性期から
回復期、療養に至るまで幅広くカバーしています。また介護老人保健施設も併せ持ち、患者さんやご家
族の皆さんの様々な要望に対応しています。

1,209,916千円

218,616千円

417,772千円

3,699千円

国民健康保険
能美市立病院事業会計

予算区分 収益的支出 予 算 額 2,557,600千円

予算区分 資本的支出 予 算 額 436,500千円
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■能美市役所各課（室）連絡先一覧

・能美市役所 〒923-1297　石川県能美市来丸町1110番地

 電 話 ： 0761-58-1111（代表）

 ＦＡＸ ： 0761-58-2290（代表）

・寺井分室

・根上分室 〒929-0192　石川県能美市大成町ヌ118番地（根上総合文化会館内）

部名 電話 FAX 場　　　　所

総務課 58-2200 58-2290 能美市役所　南棟２階

　秘書室 58-2202 58-2290 能美市役所　南棟２階

財政課 58-2203 58-2290 能美市役所　南棟２階

　行財政改革推進室 58-2203 58-2290 能美市役所　南棟２階

管財課 58-2205 58-2290 能美市役所　南棟２階

危機管理課 58-2201 58-2290 能美市役所　南棟２階

市長戦略室 58-2204 58-2291 能美市役所　北棟２階

地域振興課 58-2212 58-2291 能美市役所　北棟２階

税務課 58-2206 58-2292 能美市役所　北棟２階

納税課 58-2207 58-2292 能美市役所　北棟２階

市民窓口課 58-2213 58-2293 能美市役所　北棟１階

　市民相談室 58-2214 58-2293 能美市役所　北棟１階

　根上窓口センター 58-2215 55-4113 根上窓口センター １階

　寺井窓口センター 58-2216 58-2299 寺井分室　１階

生活環境課 58-2217 58-2292 能美市役所　北棟２階

　美化センター 51-2471 51-5029 能美市美化センター

福祉課 58-2230 58-2294 能美市役所　北棟１階

子育て支援課 58-2232 58-2293 能美市役所　北棟１階

介護長寿課 58-2233 58-2292 能美市役所　北棟２階

我が事丸ごと推進課 58-2234 58-4408 能美市健康福祉センター　サンテ　２階

健康推進課 58-2235 58-6897 能美市健康福祉センター　サンテ　１階

保険年金課 58-2236 58-2293 能美市役所　北棟１階

企画振興部

市民生活部

総務部

〒923-1198　石川県能美市寺井町た35番地

課(室)名

健康福祉部
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部名 電話 FAX 場　　　　所

土木部 土木課 58-2250 58-2298 寺井分室　２階

建築住宅課 58-2251 58-2298 寺井分室　２階

都市計画課 58-2252 58-2297 寺井分室　２階

上下水道課 58-2260 58-2296 寺井分室　１階

産業交流部 商工課 58-2254 58-2297 寺井分室　３階

　企業誘致推進室 58-2255 58-2297
北陸先端科学技術大学院大学
産学官連携本部棟　１階

　産学官金連携推進室 58-2255 58-2297
北陸先端科学技術大学院大学
産学官連携本部棟　１階

観光交流課 58-2211 58-2297 寺井分室　３階

農林課 58-2256 58-2297 寺井分室　３階

会計課 58-2225 58-2293 能美市役所　北棟１階

教育総務課 58-2270 55-8530 根上分室　２階

学校教育課 58-2271 55-8530 根上分室　２階

生涯学習課 58-2272 55-8555 根上分室　１階

スポーツ振興課 58-2273 55-8555 根上分室　１階

58-6320 58-6299 能美市消防本部

能美市立病院 総務課 55-0560 55-0815 能美市立病院　１階

議会事務局 議事調査課 58-2240 58-2295 能美市役所　北棟３階

監査委員事務局 58-2245 58-2293 能美市役所　南棟１階

◆その他の所在地

・根上窓口センター 〒929-0123　石川県能美市中町子86番地

・能美市健康福祉センター　サンテ 〒923-1121　石川県能美市寺井町ぬ４8番地

・国民健康保険能美市立病院 〒929-0122　石川県能美市大浜町ノ85番地

・能美市美化センター 〒923-1213　石川県能美市坪野町リ１番地１

・能美市消防本部 〒923-1121　石川県能美市寺井町ク9番地１

・北陸先端科学技術大学院大学 〒923-1292　石川県能美市旭台1番地１

消防本部

教育委員会

課(室)名
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