
重点戦略計画のローリングの概要 

 

○魅力づくり ～個性をのばす～ 

重 「木の文化都市・金沢」の継承と創出（P13,39） 

未来への挑戦として、木にこだわったまちづくりを推進し、歴史と調和した「木の文化都

市・金沢」を創出 

現代建築レガシーの継承（P17,39） 

本市の著名な建築家による現代公共建築の継承に向け、長寿命化や建築的価値の維持など

に関するガイドラインを作成 

金沢美術工芸大学柳宗理デザインミュージアム（仮称）の整備（P40） 

柳工業デザイン研究会から金沢美術工芸大学に寄贈される柳宗理デザイン資料の利活用策

を検討 

 

○まちづくり ～都市機能を高める～ 

重 次世代交通サービスの推進 （P23,54） 

官民が連携した金沢ＭａａＳコンソーシアムを設立し、アプリや新たなモビリティ等の実

証実験を実施しながら、「金沢ＭａａＳ」を推進 

 

○ものづくり ～活力を生み出す～ 

重 価値創造拠点「金沢未来のまち創造館」の開設（P8,61） 

最先端技術を活用した新たなビジネスや食・工芸の付加価値の創出と子供達の独創力の育

成を図るため、金沢未来のまち創造館を開設 

スタートアップ・新ビジネスの創出（P8,61） 

最先端技術を活用した新たな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

を支援し、スタートアップや新ビジネスを創出 

子供の独創力の育成（P8,61） 

子供達の独創的なアイデアを育むとともに、主体的な活動をサポートすることにより、将

来を担う独創的で卓越した知識・技能を持つ人材を育成 

食の価値創造（P8,61） 

職人の技術伝承や新たな調理法の開発などにより、食の持つ可能性を探求するとともに、

金沢版フードテックの普及啓発や食品ロスの削減を推進 

 

 

  



 

○ひとづくり ～未来を育む～ 

ＩＣＴ教育の推進（P71） 

学習用端末を活用したＩＣＴ版金沢型学習スタイルを実践 

子ども生活応援プラン（仮称）の策定・実践（P76） 

「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」を統合した「子ども生活

応援プラン（仮称）」を策定し、包括的に子ども支援施策を展開 

医療的ケア児の支援強化（P77） 

日常的に医療的ケアを必要とする児童（医療的ケア児）やその家族の負担軽減を図るため、

ひまわり教室の機能を強化 

多様な性の尊重（P79） 

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 

 

○環境づくり ～自然と共に生きる～ 

家庭ごみサポートシステムの導入（P81） 

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 

ゼロカーボンシティの推進（P82） 

温暖化対策を推進するゼロカーボンシティ推進本部を設置し、市民・企業・行政が協働で

「2050年温室効果ガス実質排出ゼロ」をめざす。 

自然と共生するまちの推進（P83） 

本市固有の生物多様性の保全及び持続可能社会に向け、「自然と共生するまち・金沢地域計

画（仮称）」を策定し、本市の豊かな自然環境の保全を推進 

 

○くらしづくり ～安心して暮らせる～ 

デジタル戦略都市の実現（P84） 

社会情勢の変化に対応し、本市の特色を活かしたデジタル化を推進するため、新たに「金沢

市デジタル戦略」を策定し、行政サービスの向上、地域社会のデジタル化、デジタル社会の担

い手の育成等を推進 

新型コロナウイルス感染症への対応（P84） 

世界で猛威を振るう新型コロナウイルスに対応するため、関係機関と一体となり、感染症拡

大防止対策、市民生活や地域経済への対応等に的確に対応 

 

○絆づくり ～協働を進める～ 

学生のまちなか居住・地域活動の促進（P97） 

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 



1

世界の

交流拠点都市金沢
をめざして

世界の交流拠点都市金沢
令和3年度 重点戦略

新型コロナウイルス感染症への対応

感染防止対策、地域経済対策への対応等に的確に

対応し、市民生活の安心・安全に万全を期す

くらしづくり

2

新型コロナウイルス
感染症への対応



デジタル戦略都市の実現

デジタル化の推進

3

地域社会のデジタル環境の整備や、デジタル社会の

担い手の育成等、デジタル化を推進

くらしづくり

金沢市デジタル戦略

4

誰ひとり取り残さないデジタル戦略都市･金沢基本理念

たかめる

つなげる

ひろげる

・職員の資質向上により仕事の生産性を高め、市民生活の向上に努めます

・関連企業や高等教育機関と連携し、職員はもちろんのこと市民・学生等

の情報リテラシーを高め、持続可能な都市をめざします

・効率的な行政運営を行い、マンパワーをこれまで以上に市民に寄り添った

行政サービスの実現に注力し、市民と行政をより深くつなぎます

・地域課題を解決するシビックテックを促進し、市民と市民をつなぎます

・新たな価値の創造を促し、産業の裾野を拡げるための環境を提供します

・オンラインやデータを活用したマーケティング、リモートワーク、

ワーケーション等の推進により、交流人口・関係人口を拡げます



金沢市デジタル戦略

5

実現に向けた５つの基本方針

1
2
3
4
5

新しい生活様式における行政サービスの提供

職員の働き方を改革するスマートワークの実践

地域社会におけるデジタル化の促進

デジタル社会の担い手の育成

デジタル化を実現するための環境整備

基本方針

オンライン手続きの推進・窓口のデジタル化 など

ペーパーレス化の推進・テレワークの推進 など

地域(町会･福祉等)活動にデジタル化・金沢MaaSの推進 など

市民等のデジタル人材育成支援 など

生活サービスに活用可能なデータ基盤の整備 など

金沢市デジタル戦略

6

推進体制

金沢市DX会議 デジタル戦略推進本部
本 部 長：
副本部長：
本 部 員：

・市長
・外部(有識者等)
・関係部局

提案

助言

産学官連携による市長直轄組織
・新しいDX技術の提案・助言

・デジタル化に関する迅速な意思決定の支援

・デジタル化に関する市民への情報発信

・市執行部との連絡調整 等

庁内横断組織
・戦略の実践・進捗管理

・戦略への新たな施策の追加

・DXに関する意識の共有

市 長
副市長
各局長

迅速な意思決定を図るため、市長をトップとした体制を構築

令和３年４月～令和５年３月（２年間）実施期間



7

｢金沢未来のまち創造館｣の開設

旧野町小学校

最先端技術を活用した新たなビジネスや食･工芸の

付加価値の創出、子供達の独創力の育成を推進

ものづくり 価値創造拠点施設の整備

8

スタートアップ･新ビジネス創出の支援

最先端技術を活用した新たなビジネスや、

食･工芸に付加価値を生み出す者を支援

ものづくり 価値創造拠点施設の整備



9

子供の独創力育成の推進

独創的なアイデアを育むとともに、主体的な活動をサ
ポートし、独創的で卓越した知識等を持つ人材を育成

ものづくり 価値創造拠点施設の整備

10

食の価値創造の推進

職人の技術伝承や新たな調理法の開発などにより、
食の持つ可能性の探求と、金沢版フードテックの
普及啓発や食品ロスの削減を推進

ものづくり 価値創造拠点施設の整備



｢木の文化都市･金沢｣の継承と創出

木にこだわったまちづくりを推進し、歴史と調和した
金沢ならではの｢木の文化都市･金沢｣を創出 11

魅力づくり 新たな文化の創造･発信

現代建築レガシーの継承

国内外から評価の高い現代公共建築の継承に向け、

長寿命化等のガイドラインを作成

魅力づくり

12

新たな文化の創造･発信



柳宗理デザインミュージアム の整備ෘ
ู

柳工業デザイン研究会から金沢美大に寄贈される

柳宗理デザイン資料の利活用を図る拠点施設を整備

魅力づくり

13

新たな文化の創造･発信

金沢美術工芸大学の移転整備

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

まちづくり

14

調和のとれた都市構造の形成



夢ある公園再生･活用計画の推進

玉川公園の再整備に向けた実施設計に着手

まちづくり

15

調和のとれた都市構造の形成

中央卸売市場再整備の推進

卸売市場の再整備に向けた基本計画を策定

まちづくり

16

調和のとれた都市構造の形成



官民が連携した金沢MaaSコンソーシアムの設立や

１日乗車券をデジタル化する実証実験を実施

まちづくり

17

交通ネットワークの確立

次世代交通サービスの推進

自動運転・ＥＶ車 ｅ-Ｐａｌｅｔｔｅ

（ＴＯＹＯＴＡ WEBサイト）

公共シェアサイクル「まちのり」オンデマンドタクシー「のるーと」

（西鉄 WEBサイト）

MaaSアプリ「Whim」のイメージ
（Whim WEBサイト）

18

子ども生活応援プラン の策定･実践ෘ
ู

｢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｣を統合した｢子ども生活応援プラン(仮称)｣を策定

ひとづくり 子育て環境の充実



19

多様な性への理解の促進

ひとづくり ダイバーシティの推進

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

20

ICT版金沢型学習スタイルを実践

学習用端末を活用したICT版金沢型学習スタイルを実践

ひとづくり 特色のある教育の推進



21

中央小学校･玉川こども図書館の整備

中央小学校・玉川こども図書館の建設工事を本格化

ひとづくり 特色のある教育の推進

22

中央地区新中学校の整備

中央小学校の校舎を新たな中学校に改修する

実施設計に着手

ひとづくり 特色のある教育の推進



23

特別支援教育サポートセンターの整備

特別支援教育サポートセンター(仮称)の建設工事等に着手

ひとづくり 特色のある教育の推進

ゼロカーボンシティの推進

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

環境づくり

24

環境にやさしい活動の推進



環境づくり

25

循環型社会の形成

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

家庭ごみサポートシステムの導入

学生のまちなか居住･地域活動の促進

絆づくり

26
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

学生の地域活動の促進



SDGs未来都市計画の推進

金沢SDGsの推進

27

多様な主体と連携し、金沢市SDGs未来都市計画に
基づく事業を実施



次代を担う子供たちの可能性を引き出す環境をつくる

ごみの減量化・資源化
・食品ロス削減に向け、協議会を設置
・ごみの減量化・資源化の模範となる事業者を表彰

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
・大学生やシニア向けに公共交通の利用を啓発

誰もが生涯にわたって学び活躍できる社会風土をつくる

金沢型次世代交通サービス

金沢SDGsの推進

52事業 395,090千円

自然、歴史、文化に立脚したまちづくりをすすめる

環境への負荷を少なくし資源循環型社会をつくる

・ＭａａＳコンソーシアムを設立、１日乗車券のデジタル化を実証
・連節バスの走行実験を実施

文化や産業にイノベーションが起きる仕組みをつくる

木の文化都市・金沢
・「木」にこだわったまちづくりを推進

31事業 218,400千円

多様な学びの機会

・里山の森や木に親しむ体験学習教室を開催
・こども芸術文化体験フェスタを開催

こどもの支援
・金沢市子ども生活応援プラン(仮称)を策定
・特色ある幼児教育・保育を行う保育所等を支援

39事業 798,898千円

32事業 2,502,025千円

ダイバーシティ＆インクルージョン

・パートナーシップ制度の導入を検討
・SNSを活用した外国人住民とのネットワークを拡充
・アウトサイダーアートプロジェクトを推進

働き方改革
・中小企業のスマートワーク導入を促進
・男性の育児休業の取得を促進

価値創造拠点施設

・最先端技術を活用した新たなビジネスや食・工芸の付加価値を創出
・独創的で卓越した知識・技能を持つ子供を育成

デジタル化
・金沢市DX会議を設置
・小規模事業者等におけるデジタル人材の育成を支援
・工芸品を海外のオンラインアートフェアに出展

32事業 295,146千円

〔債務負担 1,800,000千円〕
191事業 4,243,059千円金沢ミライシナリオに基づき、多様な主体と連携し、ＳＤＧｓを推進

「金沢市ＳＤＧｓ未来都市計画」の推進
５事業 33,500千円

金沢ＳＤＧｓツーリズム
・金沢ＳＤＧｓツーリズム認証制度を創設

金沢ＳＤＧｓの普及啓発

・ＳＤＧｓフェス(仮称)を開催
・若者によるSDGｓアイデアソンイベントを開催

地産地消とフェアトレード
・フェアトレード推進団体と連携し、普及啓発事業を実施
・加賀野菜や海の幸などを、学校給食に食材提供し、地産地消を推進

水と緑のネットワーク

・まちなか用水の清流を確保するための調査を実施


