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新 木の文化都市・金沢創出事業費 6,400 千円 新 ICT版金沢型学習スタイル実践費 461,773 千円

民間建築物の木質化を促進するためのモデル事業を尾張町で実施 学習用端末を活用したＩＣＴ版金沢型学習スタイルを実践

新 現代建築レガシー継承事業費 10,000 千円 新 中央地区新中学校整備事業費 83,000 千円

　 国内外から評価の高い現代建築を継承するため、長寿命化等のガイドラインを作成 中央小学校の校舎等を中央地区の新たな中学校に改修するための実施設計に着手

新 金沢美大柳宗理デザインミュージアム基本構想策定費 3,400 千円 田上校下新小学校建設事業費

寄贈される柳宗理デザイン資料の利活用を図るため、デザインミュージアムの基本構想を策定 新 田上校下の新たな小学校の建設に着手 1,150,000 千円

金沢歌劇座建替検討調査費 3,000 千円 特別支援教育サポートセンター（仮称）等整備事業費

改 金沢歌劇座の建替えに向けて、技術的見地からの対応などについて検討 新 特別支援教育サポートセンター（仮称）等の建設に着手 438,000 千円

改 金沢らしい夜間景観創出事業費 40,300 千円 中央小学校移転整備・玉川こども図書館再整備事業費

成巽閣と白鳥路（兼六園下）に照明設備を整備し、魅力的な夜間景観を創出 中央小学校と玉川こども図書館の再整備に向けた建設工事を本格化 3,907,000 千円

金沢美術工芸大学移転整備事業費 新 創エネ・省エネ・蓄エネ推進支援事業費 21,100 千円

金沢大学工学部跡地への移転整備に向けた建設工事を推進 4,835,000 千円 住宅用再生可能エネルギー設備等の導入に対する助成制度を創設

改 新しい交通システム検討調査費 10,700 千円 新 ゼロカーボンシティかなざわ推進事業費 3,200 千円

新しい交通システムの導入に向けて、導入機種の方向性を検討 ゼロカーボンシティ推進本部を設置し、温暖化対策を推進

改 金沢型次世代交通サービス推進費 10,000 千円 新 家庭ごみ24時間AIサポート事業費 6,000 千円

金沢ＭａａＳの推進に向けて、関係団体で構成するコンソーシアムを設立 ごみ分別の問い合わせや粗大ごみの受付け・支払いに24時間対応するＡＩ自動応答システムを導入

改 広場等公共空間活用促進費 4,000 千円

官民連携による公共空間の有効活用を促進し、来街者の利便性向上とまちの賑わいを創出

改 夢ある公園再生・活用事業費 25,000 千円

泉野地区で基本計画を策定、玉川公園の再整備に向けた実施設計に着手

新 卸売市場再整備基本計画策定費 25,200 千円 泉野福祉健康センター改築事業費 1,659,100 千円

卸売市場の再整備に向けた基本計画を策定 泉野福祉健康センターの改築工事を本格化

改 市立病院再整備検討費 5,000 千円

市立病院の再整備に向けて、感染症対応にかかる近隣医療機関との連携を調査検討

改 相談支援包括化推進事業費 28,700 千円

地域福祉に関する相談に応える支え合いソーシャルワーカーを拡大配置

新 スタートアップ・新ビジネス創出事業費 21,800 千円

最先端技術を活用した新ビジネスを展開する者や食・工芸に付加価値を生み出す者を支援

新 子供の独創力育成事業費 29,100 千円

独創的で卓越した知識・技術を持つ子供を育成 新 学生のまちなか居住・地域活動促進事業費 12,000 千円

新 食の価値創造事業費 26,800 千円 学生のまちなか居住を奨励し、地域活動等への参加を促進

食の付加価値を創出する事業を推進 改 協働のまちづくりチャレンジ事業費 6,200 千円

第５次安原異業種工業団地・第２次いなほ工業団地造成事業費 協働のまちづくりチャレンジ事業に団体連携部門を追加

新 第５次安原異業種工業団地の第１期分譲を開始、第２期造成工事に着手 449,400 千円 改 地域コミュニティICT化推進プロジェクト事業費 13,700 千円

完 令和３年９月の分譲開始をめざし、第２次いなほ工業団地の整備を本格化 町会における地域活動発信アプリの導入等に対する支援制度を拡充　など

[債務負担 5,000千円]

７ 絆づくり ～協働を進める～ 47事業 1,059,317千円

[債務負担 90,000千円]

２ まちづくり ～都市機能を高める～ 77事業 7,453,317千円

[債務負担 237,300千円]
３ ものづくり ～活力を生み出す～ 64事業 1,115,128千円

[債務負担 7,535,000千円]
１ 魅力づくり ～個性を伸ばす～ 124事業 1,824,726千円

６ くらしづくり ～安心して暮らせる～ 73事業 5,872,097千円

[債務負担 4,387,000千円]

４ ひとづくり ～未来を育む～ 89事業 8,479,466千円

Ⅰ．世界の交流拠点都市・金沢の実現 【重点戦略計画の推進】 506事業 26,958,557千円 [債務負担 12,254,300千円]

５ 環境づくり ～自然と共に生きる～ 32事業 1,154,506千円

［債務負担 193,000千円］

［債務負担 1,800,000千円］

［債務負担 116,000千円］

［債務負担 2,442,000千円］

［債務負担 90,000千円］
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改 地域コミュニティＩＣＴ化推進プロジェクト事業費 13,700 千円

市長を本部長とするデジタル戦略推進本部を設置

産学官連携による「金沢市DX会議」を開催 新 地区公民館ＩＣＴ化推進事業費 30,500 千円

新 児童館・児童クラブICT化推進費 66,000 千円

新 商店街デジタル人材活用事業費 800 千円

市民生活ＡＩ等技術促進事業費 9,000 千円

改 ５Ｇ技術市民生活応用試行事業費 10,000 千円

新 スマート農業機械等導入促進事業費 500 千円

新 スマートワーク導入支援事業費 10,000 千円

改 金沢型次世代交通サービス推進費 10,000 千円

改 24,027 千円 新 テレワーク移住支援事業費 5,000 千円

新 サテライトオフィス開設助成金 20,000 千円

新 6,000 千円 シビックテック推進事業費 3,500 千円

新 5,800 千円

新 2,000 千円

新 2,540 千円

改 236,795 千円

新 ICT版金沢型学習スタイル実践費 461,773 千円

新 51,000 千円 新 ＡＩ活用ものづくり技術承継モデル事業費 3,000 千円

新 900 千円 新 ものづくり企業デジタル人材育成支援事業費 500 千円

改 14,868 千円 新 デジタル人材育成事業費 3,000 千円

改 35,100 千円

新 金沢市役所スマートワーク推進費 600 千円

［債務負担　273,000千円］

新 250,000 千円

新 まちづくり情報のデジタル化 28,000 千円

新 6,800 千円

改 オープンガバメント構築推進費 9,987 千円

新 5,727 千円 　　産学官の様々なデータの利活用を検討するためのニーズ調査の実施

新 8,000 千円 新 観光データ活用研究事業費 4,000 千円

新 1,400 千円

　　業務の効率化と市民サービスの向上を図るため、デジタルを業務に有効活用できる人材を育成

次期事務管理システム構築費及び庶務事務新システム導入費

市立病院ＡＩ問診システム導入費

働き方改革推進費 　　ＳＤＧｓ未来都市計画推進費、データで見るわがまちづくり推進費、都市計画地図情報システム運用費

　　本庁舎内のサテライトスペースに会議用モニター、カウンターテーブルを設置

テレワーク推進費

特定健康診査費

　　健康診査未受診者に向けて、ＡＩを活用した効果的な受診勧奨を実施

　　電子決裁機能を拡充した次期事務管理システム等を導入

　　電子図書館事業費、おうちで読書支援動画配信事業費、オンライン対面朗読サービス事業費

市立病院遠隔医療推進費

ジュニアかなざわオンライン検定開催費

個人番号カード交付事務費

　　オンライン予約等による個人番号カードの交付専用窓口を開設（最終補正16,300千円）

行政窓口デジタル化推進費

保健サービス事業効率化推進費

証明書コンビニ交付サービス費

窓口等のキャッシュレス決済導入（体育施設、文化施設等）

デジタル図書館の推進

　　町会における地域活動発信アプリの導入等に対する支援制度を拡充　など

　　金沢ＭａａＳの推進に向けて、関係団体で構成するコンソーシアムを設立

ICT活用推進費

　　電子申請システムに電子決済を導入し、行政手続きのオンライン化を拡大

家庭ごみ２４時間ＡＩサポート事業費

1.新しい生活様式における行政サービスの提供 26事業 460,364千円

5．デジタル化を実現するための環境整備 6事業 42,887千円

3．地域社会におけるデジタル化の促進 19事業 214,700千円

Ⅱ．誰ひとり取り残さないデジタル戦略都市・金沢の実現【デジタル戦略の推進】 80事業 1,858,933千円[債務負担 305,000千円]

[債務負担 305,000千円]

2．職員の働き方を改革するスマートワークの実践 17事業 584,549千円

4．デジタル社会の担い手育成 12事業 556,433千円

推 進 体 制
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【保健・医療体制の強化】 【商店街等への支援】

新 保健所体制強化費 新 商店街活性化戦略推進費

保健師等を増員し、検体検査及び相談・調査体制を強化 商店街の新しい生活様式への対応や活性化を図る取り組みに対する支援制度を創設

新 市立病院感染症対策強化費 新 中心市街地出店促進フォローアップ事業費

人員体制を強化し、感染症病床及び医療提供体制を確保 中心市街地の空き店舗への出店促進と事業継続に向けたフォローアップを実施

感染症検体検査費 新 地域商店街出店促進事業費

感染症の症状がある方や濃厚接触者に対し、検体検査を全額公費で実施 空き店舗となってから１年以内に新規出店する店舗に対する支援制度を創設

妊婦ＰＣＲ検査特別対策事業費 新 都心軸集客力向上店舗整備事業費

希望する妊婦に対して、分娩前のＰＣＲ検査を全額公費で実施 広域集客につながる都心軸沿線への店舗の出店に対する助成制度を創設

感染症患者医療給付費 新 中心商店街大型商業施設テナント誘致支援事業費

保険適用後の自己負担額を全額公費で負担 集客の核となる中心商店街の大型商業施設への出店に対し奨励金を交付

【ワクチンの接種】 【観光業及び飲食業等への支援】

新 新型コロナウイルスワクチン接種費 　（ ） 改 五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン事業費

五感にごちそう金沢宿泊キャンペーンを継続実施

【感染防止への支援など】 GoToトラベル事業終了後に平日限定の宿泊助成を実施

改 施設の衛生管理や利用者の健康管理に必要な物品の購入を支援 改 修学旅行誘致事業費

コミュニティセンター、公民館、児童館、私立保育所等、児童クラブ　など 本市での修学旅行にかかる宿泊やバスの借り上げに要する経費を支援

新 地域福祉活動感染防止特別対策費 新 金沢マイクロツーリズム推進事業費

新たな生活様式に対応した地域福祉活動の継続に必要な備品購入を支援 市民の地元観光や北陸三県からの誘客を促進するマイクロツーリズムを推進

私立保育所等保育提供体制強化特別対策及び感染防止対策指導費 新 加賀野菜等消費回復推進事業費・海幸金沢消費回復推進事業費

嘱託医による衛生管理指導や保育支援者の配置を支援 金沢の海の幸や加賀野菜等を年間を通して学校給食に提供し、地産地消を推進

高齢者・障害福祉施設感染症クラスター対策費

クラスター発生施設へ応援職員を派遣した施設に協力金を支給 【中小企業等への支援】

学校教育施設感染防止特別対策費 （　最終補正 ） 新 正規雇用創出特別奨励金

各学校の状況に応じた取り組みに柔軟に対応するため、特別校費を支給 コロナ禍での失業者等を正社員で雇用した中小企業者に対する奨励金制度を創設

小中学校学校サポーター配置費 改 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の資金繰りを支援するため、

教材準備の補助や衛生管理を担う学校サポーターを配置 緊急経営支援策の融資実行期間等を延長

新 市民芸術文化公演活動促進奨励事業費 中小企業振興特別資金（新型コロナウイルス感染症対策分）の制度期間の延長

市民団体が感染症対策を講じて行う芸術文化公演活動に対する奨励金制度を創設 緊急経営安定特別資金（セーフティネット資金）の貸付利率引き下げ期間の延長

新 ホストタウン感染症対策費 改 中小企業信用保証料助成費

市民及び選手にとって安全・安心な事前合宿を実施するため、感染症対策を徹底 資金の借り入れにかかる信用保証料を全額助成

28,400千円

11,600千円

46,800千円

109,600千円

84,000千円

4,500千円

8,100千円

111,109千円

10,000千円

3,000千円

11,300千円

205,000千円

3,700千円

1,550,000千円 764,000千円

61,500千円

35,000千円

20,000千円

5,500千円

20,000千円 10,000千円

111,500千円

1,000千円

35,857千円

41,903千円

Ⅲ．新型コロナウイルス感染症対策の強化 88事業 2,297,695千円

１．感染防止特別対策 61事業 1,307,335千円 ２．地域経済特別対策 27事業 990,360千円

２月補正
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　１　地域経済の活性化 ［債務負担　237,300千円］ 　３　交流・定住人口の拡大

144事業　1,798,287千円 116事業　1,947,871千円 　
新 金沢マイクロツーリズム推進事業費 3,700 千円

市民の地元観光や北陸三県からの誘客を促進するマイクロツーリズムを推進

新　スタートアップ・新ビジネス創出事業費 21,800 千円 新 金沢ワーケーション支援事業費 4,000 千円

最先端技術を活用した新ビジネスを展開する者や食・工芸に付加価値を生み出す者を支援 ワーケーションを促進するため、利用企業に対する助成制度を創設

29,100 千円 改 五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン事業費 764,000 千円

独創的で卓越した知識・技術を持つ子供を育成 五感にごちそう金沢宿泊キャンペーンを継続実施

新　食の価値創造事業費 26,800 千円 GoToトラベル事業終了後に平日限定の宿泊助成を実施

食の付加価値を創出する事業を推進 改 修学旅行誘致事業費 61,500 千円

新 商店街地域コミュニティ活性化イベント推進費 57,000 千円 修学旅行誘致を強化するため、宿泊やバスの借り上げに要する経費を支援

商店街が実施する地域住民との交流イベントの開催等に対する支援制度を創設 改 金沢市観光協会運営費補助 38,294 千円

新 商店街活性化戦略推進費 35,000 千円 金沢ＤＭＯの運営体制を強化し、戦略的なプロモーションを実施

商店街の新しい生活様式への対応や活性化を図る取り組みに対する支援制度を創設 新 テレワーク移住支援事業費 5,000 千円

新 サテライトオフィス開設助成金 20,000 千円 首都圏の企業に在籍し、テレワーク等で業務を継続する移住者への支援制度を創設

サテライトオフィスの開設に対する助成制度を創設 新 ようこそ金沢テレワーク空き家活用事業費 1,200 千円
［債務負担　193,000千円］　　 空き家のテレワーク拠点としての活用を促進するための助成制度を創設

第５次安原異業種工業団地・第２次いなほ工業団地造成事業費 449,400 千円 改 空き家等活用・流通促進体制構築費 8,400 千円
新 第５次安原異業種工業団地の第１期分譲を開始、第２期造成工事に着手【最終補正34,600千円】 民間主体による空き家の活用と流通体制の構築に向けたモデル事業を実施
完 令和３年９月の分譲開始をめざし、第２次いなほ工業団地の整備を本格化

新 スマートワーク導入支援事業費 10,000 千円
中小企業のスマートワークの導入に対する助成制度を創設 　４　都市の発展基盤の整備

新 正規雇用創出特別奨励金 4,500 千円 34事業　3,525,971千円 
コロナ禍での失業者等を正社員で雇用した中小企業者に対する奨励金制度を創設 金沢外環状道路整備事業費 549,231 千円

新 中央卸売市場再整備基本計画策定費 25,200 千円 海側幹線４期区間の整備を推進（令和４年度暫定２車線供用開始予定）【最終補正895,000千円】

卸売市場の再整備に向けた基本計画を策定 完 金沢駅武蔵南地区市街地再開発事業費 322,700 千円

新 金沢産農林水産物商品化推進事業費 1,000 千円 　　　金沢駅武蔵南地区市街地再開発ビルの建設を支援（令和３年９月完成予定）

ブランド認定された金沢産農水産物を活用した加工品の開発を支援 金沢都心軸創生事業費 5,000 千円

新 加賀野菜等消費回復推進事業費・海幸金沢消費回復推進事業費 11,300 千円 新 片町四番組山側地区の再整備に向けた準備組合の設立を支援

金沢の海の幸や加賀野菜等を年間を通して学校給食に提供し、地産地消を推進 新 第３次金沢交通戦略策定費 7,500 千円

次期金沢交通戦略の策定に着手

　２  公共事業規模の確保 改 金沢型次世代交通サービス推進費 10,000 千円

金沢ＭａａＳの推進に向けて、関係団体で構成するコンソーシアムを設立

改 金沢ふらっとバス利用促進対策費 10,610 千円

ふらっとバスの利用促進に向け、バスロケーションシステム等新たなサービスを導入

新 金沢未来のまち創造館を開設（令和３年８月予定）

新　子供の独創力育成事業費

　 最終補正予算への前倒し分と合わせ、
　 一般会計で前年度を上回る公共事業費 288億円を確保

Ⅳ 活力と賑わいを生み出すまちづくり 294事業 7,272,129千円 [債務負担 237,300千円]
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ホストタウン推進費 31,100 千円 新 文化芸術活動支援体制構築検討費 5,300 千円

　　感染防止対策を徹底し、フランス代表チーム等の事前合宿を受け入れ 　　芸術文化事業への支援・相談機能を有する専門的な組織体制の構築を検討

東京オリンピック・パラリンピック応援事業費 15,000 千円 新 市民芸術文化公演活動促進奨励事業費 10,000 千円

　　大型スクリーンによる観戦や競技体験ができるコミュニティライブサイトを開催 　　市民団体が感染症対策を講じて行う芸術文化公演活動に対する奨励金制度を創設

聖火リレー関連事業費 9,600 千円 新 国立工芸館連携事業費 1,100 千円

　　聖火リレーを実施するとともに応援イベントを開催 　　東京国立近代美術館工芸館と連携し、周辺文化施設を巡る観覧ツアーを実施

新  アフターオリンピック交流事業費 5,200 千円 新 歴史的まちなみ修復促進事業費 1,000 千円

　　競技終了後の選手を招いたアフターオリンピック交流を実施 　　こまちなみ保存区域において、まちなみの連続性を確保するための支援制度を創設

改 城北市民運動公園整備事業費 152,800 千円 改 金澤町家保全活用事業費 2,582 千円

新　市民サッカー場の再整備に向けた建設工事に着手（令和５年度完成予定） 新　専門家による金澤町家の活用支援制度を創設

新 屋外スポーツ施設改修検討調査費 6,000 千円 新 縁付金箔保存継承事業費 3,000 千円

　　郊外の屋外スポーツ施設の改修に向けた方向性を調査検討 　　金沢職人大学校で縁付金箔製造の後継者育成講座を開設

新 全国高等学校総合体育大会開催費 34,838 千円 新 デジタル工芸展海外発信事業費 6,000 千円

　　全国高校総体のバレーボール及び剣道競技を開催（令和３年７月～８月） 　　デジタル工芸展を多言語化し、出展作家や作品の魅力を海外に発信

改 第７回金沢マラソン開催費 90,000 千円

新　オンライン大会にファミリー部門等を新設し、本格実施

金沢美術工芸大学移転整備事業費 4,835,000 千円

　　金沢大学工学部跡地への移転整備に向けた建設工事を推進

新 木の文化都市・金沢創出事業費 6,400 千円 新 金沢美大柳宗理デザインミュージアム基本構想策定費 3,400 千円

　　民間建築物の木質化を促進するためのモデル事業を尾張町で実施

　　公民館及び児童館の新築・改修時に木質化を促進するための支援制度を創設

　　木造建築に関する市民の理解を深めるためのシンポジウムを開催

新 未来のまちづくり建築家育成事業費 6,200 千円 新 のぼり旗規制強化事業費 5,300 千円

　　学生団体が木を活用したまちづくりを提案するコンペティションを開催 　　のぼり旗の掲出基準を策定し、違反物件の是正指導を強化

新 金沢の歴史的建造物発信事業費 500 千円 新 屋内広告物規制検討費 5,400 千円

　　学生等を対象に金沢の歴史的建築物等を巡る建築文化ツアーを開催 　　屋内広告物に対する効果的な規制のあり方について条例改正も視野に検討

新 現代建築レガシー継承事業費 10,000 千円 改 夢ある公園再生・活用事業費 25,000 千円

　　国内外から評価の高い現代建築を継承するため、長寿命化等のガイドラインを作成 新　泉野地区で基本計画を策定、玉川公園の再整備に向けた実施設計に着手

　　寄贈される柳宗理デザイン資料の利活用を図るため、デザインミュージアムの基本構想を策定

Ⅴ．個性を磨き高める魅力づくり 218事業 8,981,351千円 [債務負担 7,625000千円]

３．個性ある文化の継承・発展 121事業 2,283,284千円

５．品格ある都市環境の形成 27事業 321,787千円

[債務負担 7,535,000千円]

１．スポーツ文化の推進 51事業 1,454,950千円

２．建築文化に立脚したまちづくりの推進 ６事業 30,100千円

[債務負担 90,000千円]

４．金沢美術工芸大学の振興 13事業 4,891,230千円

［債務負担 90,000千円］

［債務負担 7,535,000千円］

5



新 子供施策を総合的かつ重点的に推進するため、「こども未来局」を新設 新 ICT版金沢型学習スタイル実践費 461,773 千円

新 第２子以降の保育料負担軽減制度を拡充 　　  学習用端末を活用したICT版金沢型学習スタイルを実践

保育料（無償化分を除く）を23年連続で据置 小中学校学校サポーター配置費 46,800 千円

改 幼児教育センター費 107,171 千円 　　  教材準備の補助や衛生管理を担う学校サポーターを配置

 新　特色ある幼児教育・保育に取り組む私立保育所等を支援するモデル事業を実施   　 ［債務負担 116,000千円］
 新　若手保育士のフォローアップ研修を出身養成校等と連携して実施 中央小学校移転整備・玉川こども図書館再整備事業費 3,907,000 千円

改 病児一時保育費補助 149,700 千円 　　  中央小学校と玉川こども図書館の再整備に向けた

　　　病児一時保育に対する支援制度を拡充 　　  建設工事を本格化（令和４年３月完成予定）

私立保育所等感染防止対策指導費 2,400 千円 犀桜小学校建設事業費 ［債務負担 29,000千円］ 1,514,000 千円

私立保育所等保育提供体制強化特別対策費 26,000 千円  　　犀桜小学校の新校舎建設工事を本格化（令和４年３月完成予定）

　　　嘱託医による衛生管理指導や保育支援者の配置を支援 田上校下新小学校建設事業費 ［債務負担 2,442,000千円］ 1,150,000 千円

私立保育所等施設整備費補助 488,400 千円  新　田上校下の新たな小学校の建設に着手（令和５年３月完成予定）

　　　私立保育所等の増改築を支援 新 小中学校トイレ洋式化推進費 4,200 千円

  　 ［債務負担 124,500千円］ 　　  学校トイレの洋式化に向けた実態調査を実施

諸江児童館（仮称）・平和町児童館建設事業費 119,000 千円   　 ［債務負担 1,800,000千円］
　 新　諸江児童館（仮称）の建設及び平和町児童館の改築に向けた実施設計に着手 特別支援教育サポートセンター（仮称）等整備事業費 438,000 千円

改 児童クラブ施設整備費補助 18,000 千円  新　中央小学校芳斎分校の改築と小将町中学校特学分校の移転に併せ、

　　　児童クラブの施設整備に対する支援制度を拡充 　　  特別支援教育サポートセンター（仮称）を設置するとともに、

改 児童クラブ運営費 753,648 千円 　　  芳斎公民館、芳斎児童館の一体整備に向けた建設工事に着手（令和６年３月完成予定）

　  　平日の開所時間を延長する児童クラブの運営を支援 特別支援教育充実費 152,114 千円

新 「子ども生活応援プラン（仮称）」策定費 10,000 千円  改  特別支援教育支援員の派遣を拡充

　  　「ひとり親家庭等自立促進計画」と「子どもの貧困対策基本計画」を統合し策定

新 子ども食堂開設等支援費 3,000 千円
　  　子ども食堂の開設に対する支援制度を創設

改 児童相談体制強化費 4,177 千円

 新　乳児院での母子の宿泊体験を通して養育支援や育児指導を実施

 新　里親委託の開始から終了後まで一貫した支援を実施 新 シチズンシップ教育推進費 1,700 千円

改 養育費確保サポート事業費 9,263 千円       新成人としての社会的責任の自覚と社会参加を促すための啓発動画等を制作

 新　弁護士資格を有する職員を配置し、子育てに関する法律相談を強化 新 家庭教育推進費 1,300 千円
 新　養育費相談にかかる弁護士費用への助成を拡充 　　 社会環境の変化等を踏まえた次期家庭教育推進プログラムを策定

改 金沢広域急病センター運営事業費 126,198 千円 新 電子図書館事業費 5,000 千円
　　　小児科の年末年始等における日中開設を本格実施       市立図書館で電子書籍貸出サービスを開始

改 不妊治療助成費 212,320 千円 新 玉川こども図書館開設準備費 56,600 千円
　  　不妊治療にかかる助成制度を拡充  　  館内に大型木製遊具を備えた木の広場を整備、自動貸出機を導入

Ⅵ．次代を担う子供を育む社会づくり 325事業 21,933,176千円 [債務負担 2,955,500千円]

１ 子育て支援施策の充実 ［債務負担 245,500千円］
129事業 6,572,603千円

２ 学校教育の振興 ［債務負担 2,587,000千円］
96事業 14,140,752千円

３ 生涯学習の推進 ［債務負担 123,000千円］
100事業 1,219,821千円
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　 完 地域防災計画改定費 2,900 千円

新　保健所体制強化費 35,857 千円 　　洪水浸水想定区域の見直しを踏まえ、地域防災計画を改定

　保健師等を増員し、検体検査及び相談・調査体制を強化 新 コミュニティ防災士活動推進費 1,300 千円

新　市立病院感染症対策強化費 41,903 千円 　　小学校の防災教育や地区防災計画の策定支援等を実施

　人員体制を強化し、感染症病床及び医療提供体制を確保 改 コミュニティ防災士育成強化費 2,800 千円

新　新型コロナウイルスワクチン接種費 　　女性防災士の育成を強化、全福祉避難所に防災士を計画的に育成

改　施設の衛生管理や利用者の健康管理に必要な物品の購入を支援 新 災害時医療救護体制強化対策費 760 千円

　コミュニティセンター、公民館、児童館、私立保育所等、児童クラブ　など 　　関係機関の連携を強化するとともに、保健所の体制を整備

新　地域福祉活動感染防止特別対策費 8,100 千円 改 橋りょう補修費 430,000 千円

　新たな生活様式に対応した地域福祉活動の継続に必要な備品購入を支援 　　ＡＩを活用した橋りょう点検を本格実施

新　市民芸術文化公演活動促進奨励事業費 10,000 千円 改 既存建築物耐震改修促進費 145,440 千円

　市民団体が感染症対策を講じて行う芸術文化公演活動に対する奨励金制度を創設 　　耐震アドバイザーの派遣対象を非木造建築物に拡充し、民間建築物の耐震化を促進

新　ホストタウン感染症対策費 84,000 千円 新 地域連携獣害防止対策支援事業費 47,300 千円

　市民及び選手にとって安全・安心な事前合宿を実施するため、感染症対策を徹底 　　地域ぐるみによる獣害防止対策への支援制度を創設

新 大宮川流域浸水対策事業費 3,000 千円

完 地域安心生活支え合い事業費 1,760 千円 　　大宮川流域の浸水被害軽減に向けて、河道掘削等の対策を実施

　　日常生活に支援が必要な高齢者世帯等をサポートする体制を構築 新 救急体制強化費 4,135 千円

改 相談支援包括化推進事業費 28,700 千円 　　多様化する災害に対応するため、高度な救急業務体制を整備

　　地域福祉に関する相談に応える支え合いソーシャルワーカーを拡大配置 新 住宅用火災警報器設置強化対策費 2,700 千円

改 自立相談支援事業費 58,958 千円 　　地域と連携し、高齢者住宅への火災警報器の設置状況調査を実施

　　相談支援員を増員し、生活困窮者の自立に向けた相談支援体制を強化 配水管改良事業費 1,779,000 千円

新 成年後見制度利用促進費 8,000 千円 　　老朽化した配水支管（ねずみ鋳鉄管など）を耐震管へ改良

　　金沢権利擁護センターの機能を強化し、成年後見に関する相談・支援体制を充実

新 ケア・メンター派遣費 970 千円

　　新規採用介護職員の離職防止に向けて、ベテラン介護士による個別相談を実施

新 介護職員キャリアアップ支援事業費 1,000 千円

　　介護職員の定着に向けて、資格取得や人材育成に対する支援制度を創設 新 ゼロカーボンシティかなざわ推進事業費 3,200 千円

改 障害児通所・入所支援費 1,426,100 千円 　　ゼロカーボンシティ推進本部を設置し、温暖化対策を推進

　　放課後等デイサービスの利用上限日数を拡大 新 創エネ・省エネ・蓄エネ推進支援事業費 21,100 千円

改 地域生活支援拠点推進事業費 15,820 千円 　　住宅用再生可能エネルギー設備等の導入に対する助成制度を創設

　　地域生活支援拠点の専門員を増員し、24時間型の相談支援体制を強化 新 道路照明灯LED化計画策定費 5,000 千円

改 アートによる就労活動支援事業費 3,300 千円 　　道路照明灯をＬＥＤ照明に一斉更新するための計画を策定

　　アウトサイダー・アートの収益モデルを構築し、障害のある方の自立を支援 改 食品ロス対策費 5,000 千円

泉野福祉健康センター改築事業費 1,659,100 千円 　　食品ロス削減を推進するため、関係団体で構成する協議会を設置

　　改築工事を本格化（令和４年５月供用開始予定） 改 事業系古紙資源化推進費 6,600 千円

改 女性の健康づくり推進事業費 1,400 千円 　　市中心部のオフィス街で事業系古紙の回収をモデル実施

　　子宮頸がん検診の受診率向上に向けた取り組みを強化 　　事業系古紙の資源化を促進するための協議会を設置　など

改 動物愛護推進費 19,540 千円 新 家庭ごみ24時間AIサポート事業費 6,000 千円

　　「動物共生推進条例（略称）」を制定 　　ごみ分別の問い合わせや粗大ごみの受付け・支払いに24時間対応する

　　動物愛護管理センターに災害時におけるペットの一時保護設備を整備 　　ＡＩ自動応答システムを導入

1．安心して暮らせる社会の実現 [債務負担 1,800,000千円]

281事業 21,595,454千円

3．環境負荷の少ないまちづくり 31事業 642,826千円

2．災害に強いまちづくり 132事業 10,327,367千円

Ⅶ．誰もが安全で安心できる暮らしづくり 444事業 32,565,647千円 [債務負担 1,800,000円]

（最終補正 27,000千円）

（２月補正 1,550,000 千円）

205,000 千円

新型コロナウイルス感染防止特別対策の強化
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　【地域コミュニティの醸成】

改 地域コミュニティICT化推進プロジェクト事業費 13,700 千円 改 ＳＤＧｓ未来都市計画推進費 24,000 千円

　町会における地域活動発信アプリの導入等に対する支援制度を拡充 　ＳＤＧｓツアー等の認証制度を創設し、金沢ＳＤＧｓツーリズムを推進

　校下（地区）町会連合会等へ市政情報を配信するシステムを構築 新 フェアトレードタウン推進団体連携促進事業費 2,000 千円

新 学生のまちなか居住・地域活動促進事業費 12,000 千円 　フェアトレード推進団体と連携し、普及啓発事業を実施

　学生のまちなか居住を奨励し、地域活動等への参加を促進 新 パートナーシップ制度検討費 1,800 千円

　【コミュニティ組織への支援】 　性の多様性を尊重するパートナーシップ制度の導入を検討

新 地域コミュニティサポートデスク運営費 2,250 千円 新 地域ＳＤＧｓ学級費 3,700 千円

　町会の加入促進や活性化をサポートするための相談窓口を第一本庁舎に開設 　地域住民がＳＤＧｓについて学びあう活動を支援

改 公民館運営に対する支援の充実 31,500 千円

　公民館主事の処遇改善、公民館の労務管理等をサポートする相談窓口の設置 など

　【コミュニティ活動への支援】

改 地域コミュニティ活性化事業費 25,000 千円 新 ポストコロナ社会を見据えた都市のあり方検討調査費 4,600 千円

　コミュニティ活性化事業に地域団体連携枠を追加し、助成限度額を引き上げ 　社会経済情勢の変化等を踏まえた都市のあり方を検討

新 生涯学習団体バス助成事業費 7,800 千円 新 「デジタル行政戦略課」を新設

　地域の生涯学習活動を目的としたバスの借り上げに対する助成制度を創設 新 金沢市デジタル戦略推進費 4,500 千円

　デジタル戦略推進本部を設置し、全庁的な推進体制を整備

　産学官連携による「金沢市ＤＸ会議」を設置

改 行政改革推進費 3,030 千円

改 協働のまちづくりチャレンジ事業費 6,200 千円 　まちづくり財団の今後のあり方と文化関連団体の将来の運営手法等を検討

　協働のまちづくりチャレンジ事業に団体連携部門を追加 新 行政窓口デジタル化推進費 51,000 千円

新 市民協働公園・河川愛護推進費 25,500 千円 　スマートフォンやタブレットによるデジタル受付を市民課及び税の窓口に導入

　協働による公園・河川の愛護活動を推進するため報奨金制度を創設 新 家庭ごみ24時間ＡＩサポート事業費 6,000 千円

新 学生まちづくりプログラム事業費 1,000 千円 　ごみ分別の問い合わせや粗大ごみの受付け・支払いに24時間対応する

　首都圏在学の学生と市内在学の学生が連携し地域課題の解決に向けた方策を提案 　ＡＩ自動応答システムを導入

改 こころ豊かな金沢のまちづくり事業費 8,731 千円 新 次期事務管理システム構築費及び庶務事務新システム導入費 　250,000 千円

　引きこもりの長期化問題に対処するため、関係機関で構成する連絡会を設置 　電子決済機能を拡充した次期事務管理システム等を導入［債務負担111,000千円］

新 給水装置工事等の施工事業者の指定事務を一元化（令和３年６月開始） 改 金沢版ふるさと納税制度を拡充

Ⅷ.市民と共に進める協働の絆づくり 307事業 5,686,534千円 ［債務負担 2,073,000千円］

２ 市民協働・広域連携の推進 54事業 391,052千円

１ 地域コミュニティ活性化推進計画の実践 40事業 627,749千円 ［債務負担 1,800,000千円］

３ ＳＤＧｓの推進 191事業 4,243,059千円

［債務負担 273,000千円］

４ 効率的で質の高い市政の推進 22事業 424,674千円
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①歴史的なまちなみや景観の保全、建築文化の発信 97,557 千円 ①持続可能な観光振興推進計画2021の推進 5,900 千円
新 国内外から評価の高い現代公共建築の保存継承 新 観光マナーや文化的作法を啓発する動画を作成
新 建築文化の魅力や歴史を市民等に伝える映像等を発信 新 金沢SDGｓツアーの認証制度の創設　など
金沢らしい眺望景観の創出 ②住む人・訪れる人双方の交流促進 12,500 千円
金澤町家の宿泊施設としての再生への支援　など スポーツ大会参加選手と地域との交流事業を実施

②伝統芸能の支援 15,440 千円 ③交通混雑の緩和と安全な歩行環境の確保 19,400 千円
改 芸妓文化や茶屋文化の継承への支援 改 １日フリー乗車券のデジタル化実証実験の実施
茶屋文化継承のため施設改修を支援　など まちなかの無電柱化の推進　など

③伝統文化・伝統工芸の振興 11,700 千円 ④歩いて楽しめるまちなかの実現 16,800 千円
全国学生大茶会の開催 改 金沢駅東広場のバリアフリー整備、広場等公共空間の利活用　など
工房体験スペースの拡充等への支援　など ⑤公共シェアサイクルの利用促進 31,000 千円

④文化・スポーツ施設の充実 11,200 千円 「まちのり」の運営
文化施設の展示機能の充実 ⑥まちの美化・地域との共存 47,569 千円

新 鈴木大拙館開館１０周年記念茶会の開催 新 屋内広告物に対する規制のあり方の検討
⑤食文化の継承・振興 7,500 千円 新 のぼり旗掲出基準の策定　など

全日本高校生ＷＡＳＨＯＫＵグランプリの開催 ⑦特定地域への観光客集中の緩和 14,750 千円
金沢産食材をＰＲする金沢フェアの開催 改 金沢港周辺地域の活性化　など

⑧安全・安心の確保 1,390 千円
宿泊施設の従業員に対する救命講習会の開催　など

①インバウンド対策の強化 63,107 千円

新 市観光協会の外国語サイトリニューアル

県市協調による中央観光案内所の運営 事業費

公衆無線ＬＡＮの利用エリアを拡大 まちの個性に磨きをかける歴史・伝統・文化の振興 (185,422) 千円

②宿泊施設等のおもてなし力の向上 53,500 千円

改 おもてなし力を高める宿泊施設の改修を支援　など 観光客の受入れ環境の充実 (195,954) 千円

③夜の観光の充実 7,100 千円

金沢らしい夜間景観の創出 市民生活と調和した持続可能な観光の振興 (222,290) 千円

④誘客の推進 13,340 千円

新 金沢ＤＭＯの運営体制を強化し、戦略的なプロモーションを実施 徴税経費 (30,247) 千円

改 コンベンションの開催を支援

新 五輪期間中に東日本の自治体と連携して誘客キャンペーンを実施 １～４　合計　　　 (633,913) 千円

４．

宿泊税収入額      460,000 千円

金沢の歴史、伝統、文化など固有の魅力をより一層高めるとともに、市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に活用

１．

２．

３．

市 民 生 活 と 調 和 し た 持 続 可 能 な 観 光 の 振 興 （宿泊税の活用）

１．まちの個性に磨きをかける歴史・伝統・文化の振興 （事業費 185,422） 千円

143,397 千円

２．観光客の受入れ環境の充実 （事業費 195,954） 千円

137,047 千円

３．市民生活と調和した持続可能な観光の振興 （事業費 222,290) 千円

149,309 千円

４．徴税経費 （事業費 30,247） 千円

徴収事務費、特別徴収事務交付金 など 30,247 千円

143,397千円

活用額

137,047千円

149,309千円

30,247千円

460,000千円
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指定ごみ袋の製造・販売 220,400 千円 市民協働の推進

協働による公園・河川の愛護活動を推進する報奨金制度を創設 24,700 千円

ごみステーションの充実 地域ぐるみでの家庭教育を支援 14,800 千円

16,326 千円 学校と地域が連携して行うコミュニティ・スクールを実施 17,600 千円

ごみ分別促進アプリの運用 162 千円 首都圏在学の学生と市内在学の学生が連携し、課題解決に 1,000 千円

向けた方策を提案

家庭ごみ24時間対応ＡＩ自動応答システムの導入 6,000 千円 その他、コミュニティ防災士の育成強化　など 27,300 千円

指定ごみ袋の販売収入（基金に新規積立）

①地域コミュニティの醸成

町会における地域活動発信アプリの導入等に対する支援 13,700 千円

学生のまちなか居住を奨励し、地域活動等への参加を促進 12,000 千円 １．指定ごみ袋の製造・販売等の経費

その他、旧町名復活への支援　など 18,912 千円

２．地域コミュニティの醸成　など

②コミュニティ組織への支援

公民館運営に対する支援の充実 31,100 千円 ３．市民協働の推進

コミュニティ関連施設の整備等に対する支援 32,300 千円

その他、市民活動サポートセンターの運営　など 55,900 千円

③コミュニティ活動への支援

コミュニティ活性化事業に地域団体連携枠を追加 25,000 千円

古紙集団回収を促進するため実施団体への支援 43,100 千円

地域住民と商店街が交流するイベントに対しての支援 57,000 千円

地域ぐるみで行う獣害防止対策を支援 47,300 千円

その他、コミュニティ活動に必要な用具等の購入・修繕に対する支援　など
61,800 千円

　　　　　　　　　　　※活用額に対し、指定ごみ袋の販売収入（基金に新規積立）が不足

　　　　　　　　　　　　する分（Ｂ－Ａ）については、これまでに積み立てた基金を繰り入れ

指定ごみ袋の販売収入の全額を地域コミュニティ活性化基金に積み立て、指定ごみ袋の製造・販売等に要する費用に充てるほか、
地域コミュニティ活性化推進計画に基づく新規及び拡充事業に活用

地域コミュニティ活性化基金の活用

１．指定ごみ袋の製造・販売等の経費 （事業費 242,888千円）

242,888千円

２．地域コミュニティの醸成 など （事業費 455,952千円）

（地域コミュニティ活性化推進計画事業） 398,112千円

３．市民協働の推進 （事業費 94,658千円）

（地域コミュニティ活性化推進計画事業） 85,400千円

Kanazawa Ci ty dasi gnated garbage bags

가나자와시 지정 쓰레기 봉투

金沢市 指定收费垃圾袋

（ ベト ナム語）

   金沢市

－快適で美しいまち－

大（３０ℓ
相当）

金沢市指定ごみ袋

Ａ 620,000 千円

　　事業費

(242,888千円) 242,888 千円

(455,952千円) 398,112 千円

(94,658千円) 85,400 千円

１～３ 合計 (793,498千円) Ｂ 726,400 千円

Ｂ－Ａ 106,400 千円

　　　活用額
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