平成２５年度 加賀市当初予算
平成２４年度 加賀市当初予算 主要事業等の概要
主要事業の概要一覧

【記号凡例】
：新規事業（36
業（36 件 734
734,079
079 千円）
○新拡 ：新規事業（
：拡充事業（2
：拡充事業（21 件 1,240
1,240,
40,392 千円）
○
（P ）：別冊「予算説明会資料」のページ

新 錦城中学校普通教室等冷房化事業 2,960 千円（P60）
３○
P60）
錦城中学校における普通教室等冷房化の実施設計

４○
新 学校体育館非構造部材の耐震化対策事業
校体育館非構造部材の耐震化対策事業 4,070 千円

（P61）
61） 中学校体育館の非構造部材（天井材、照明器具、バスケットゴール等）
の耐震化対策に係る点検診断

５○
新 スクールソーシャルワーカー配置事業（小・中学校）
スクールソーシャルワーカー配置事業（小・中学校）
6,144 千円（P62）
P62） 児童相談所等の関係機関と連携して学校や家庭へ
の支援・協力を行うソーシャルワーカーの配置

６○
拡 図書館活性化事業 6,330 千円（P64）
P64）

専門職員の配置によるレファレンス機能の強化、参考資料・行政資料・郷土
資料を集約して充実させるとともに、機能・サービスの向上に向け館内を改修

➢ 子育て環境の充実

７○
新 アレルギー除去食担当調理員助成事業 6,175 千円（P27）
P27）
法人立保育園における国の配置基準を超えたアレルギー除去食担当調理員
の配置に対する助成

赤瓦景観フォトコンテスト最優秀賞（加賀市長賞）受賞作品 「山峡の郷」（平成 24 年 6 月 午前 5 時の山中温泉大土町） 撮影者：小谷 碩彌さん（山中温泉）

地域で育て学ぶ「地産地学」の推進

住んでよし

➢ ヘッドスタート（総合的家族支援）の実施

１○
新 ヘッドスタートモデル事業 1,500 千円（P25）
P25）

まちづくり推進協議会など地域の団体が総合的な家族支援として行う学習
機会の確保、相談体制の強化等の取組みに対する助成。モデル的に山代温泉地
区で実施

のまちづくり
➢ 教育体制整備計画の策定と学校統合の検討

新 教育体制整備計画策定事業 682 千円（P59）
２○
P59）

地産地学の視点からの小学校、中学校及び高等学校の連携のあり方、学校の
適正規模・配置等に係る計画の策定

８○
不育治療費助成事業 1,200 千円（P26）
P26）
新 不育治療費

妊娠はするものの死産・流産を繰り返す「不育症」の治療、検査の費用に対
する助成

９○
新 未熟児養育医療助成事業 2,979 千円

入院養育が必要と認められた未熟児等の養育医療費の給付

10 こども医療費助成事業 111,366 千円

中学校卒業までの入院又は通院に要した費用に対する助成

11 特別保育助成事業 125,902 千円

法人立保育園が行う延長保育、休日保育等の特別保育に対する助成

12 学童クラブ運営委託事業 112,710 千円
学童クラブの運営に係る保護者会等への委託

１

➢ 生涯にわたる健康づくりへの支援

住んでよし
のまちづくり
安心して暮らせる地域社会の実現
➢ その人らしく暮らせる地域の実現（高齢者支援）
１ 老人福祉施設整備助成事業 85,800 千円（P24）
P24）

市内２か所における小規模多機能型居宅介護事業所の整備等に対する助成

２○
拡 介護予防・日常生活支援総合モデル事業 2,845 千円（P30）
P30）
介護予防サービスと生活支援サービスの提供メニューや展開方法を検討し、
それらのサービスの一体的な提供をモデル事業として試行的に実施

３○
拡 認知症予防事業（認知症早期発見対応体制構築） 4,500 千円
（P31）
P31） かかりつけ医における「物忘れ相談」と「物忘れ外来」専門医の紹介等
による認知症予防に係る相談支援体制の構築

４○
拡 地域見守り事業 1,000 千円

高齢者や障がい者など支援を必要とする人を地域で支えていくため、日常的な
支援と災害時における支援を合わせた形での体制作りを推進

➢ あたりまえに暮らせる地域
たりまえに暮らせる地域の実現
えに暮らせる地域の実現

（障がい者支援）

新 成年後見制度利用支援事業 1,586 千円（P22）
５○
P22）

社会福祉協議会が設置する「成年後見センター」が実施する事業に関連し、成
年後見制度の周知や後見人の育成等を市協働事業として行うことにより、成年後
見センター事業を支援

６○
新 障がい者虐待防止対策事業 2,670 千円（P23）
P23）

障がい者虐待の未然防止や迅速な対応等に向けた関係機関の協力体制の整備等

７○
拡 第２期 特定健康診査等実施事業 49,837 千円（P29）
P29）

特定健康診査及び特定保健指導を引き続き実施するとともに、「第 2 次かが
し健康応援プラン２１」の説明・周知により健診の必要性に対する理解を促進

➢ 医療提供体制の充実

８○
拡 医療提供体制推進事業 3,358 千円（P20）
P20）

在宅医療シンポジウムの開催、医療提供体制推進委員会・専門部会の開催等
統合新病院の建設と並行して行う医療提供体制の充実

９○
新 医師確保対策事業（ドクターカガ ホームカミング事業）
2,204 千円（P21）
P21）
医師の確保に向けた加賀市ゆかりの医師に対する情報提供等の実施

➢ 地域防災力の向上

➢ 生活を支える都市基盤の整備

13 生活道路・側溝整備事業 88,700 千円（P49）
P49）
(1) 生活道路整備補助事業 8,700 千円
区道・墓参道の改良、防護柵の設置に対する補助

(2) 側溝整備事業（補助・単独） 80,000 千円
市民生活に密着した都市基盤としての側溝の整備

14 ○
拡 主要道路整備事業
主要道路整備事業 275,050 千円（P50）
P50）
拡 市道Ａ第
(1) ○
市道Ａ第１７２号線道路改良事業（190,550
１７２号線道路改良事業（190,550 千円）

大聖寺上木町～三木町 橋梁下部工事、交差点改良工事、三ツ橋撤去設計

(2) 市道Ｂ第
市道Ｂ第１４号線南加賀道路整備事業（84,
１４号線南加賀道路整備事業（84,500 千円）
河南町～山代温泉１区 跨道橋上部工事、道路改良工事

15 ○
新 市道Ｃ第４６３号線橋梁修繕事業 13,000 千円（P51）
P51）
新梶井橋耐震補強実施設計

16 加美谷線整備事業 102,900 千円（P53）
P53）
山中温泉長谷田町地内 建物補償、用地取得

10 ○
拡 防災力の強化事業
防災力の強化事業 70,082 千円（P14）
P14）
(1) ○
拡 防災活動推進事業（8,882
防災活動推進事業（8,882 千円）

17 ○
新 下水道処理区統合検討調査
下水道処理区統合検討調査 4,000 千円（P71）
P71）

(2) 総合防災訓練事業（1,100
総合防災訓練事業（1,100 千円）

18 ○
拡 加賀公共下水道事業 532,000 千円（P72）
P72）
(1) 片山津処理区管渠築造事業 140,400 千円

防災冊子の作成、自主防災リーダーの養成、防災士・防災リーダー会への助
成、災害備蓄品（乳児用ミルク）の購入等

防災士会、防災リーダー会、ＮＰＯ等が企画段階から参画する住民主体の防
災訓練の実施

(3) ○
拡 市庁舎非常用自家発電設備整備事業（60,100
市庁舎非常用自家発電設備整備事業（60,100 千円）
災害発生時における庁舎の電力を確保する発電機の整備

片山津処理区の事業形態に関し、現状の継続又は大聖寺川処理区との統合に
ついての比較検討
動橋町 2 区・６区、梶井町、打越町、高塚町

(2) ○
大聖寺川処理区管渠築造事業 391,600 千円
拡 大聖寺川

大聖寺緑が丘、別所町（漆器団地）、作見町、山中温泉長谷田町

11 ○
拡 高機能消防指令センターシステム整備事業 213,000千円
00 千円

19 ○
拡 合併処理浄化槽設置助成事業 15,436 千円（P73）
P73）

12 ○
新○
拡 消防車両等整備事業 96,230 千円（P58）
P58）
(1) ○
拡 消防車両整備事業（68,300
消防車両整備事業（68,300 千円）

20 創設拡張事業 169,979 千円（P74）
P74）

(2) ○
新 片山津統合分団車庫整備事業（27,930
片山津統合分団車庫整備事業（27,930 千円）

21 ○
新 水道施設統合化整備事業（七日市系）
水道施設統合化整備事業（七日市系） 176,400 千円（P75）
P75）

（P57）
57） 消防隊、救急隊の迅速・正確な活動を確保するシステムの更新整備

片山津統合分団人員兼資機材車、山中分署高規格救急車、大聖寺分署水槽付
消防ポンプ自動車の整備
片山津第 1 分団と同第 2 分団の統合に伴う分団車庫の整備

単独処理浄化槽等を廃止し、合併処理浄化槽を設置した場合の助成
山中浄水場膜ろ過薬品洗浄設備工事、配水管網整備等

市全域における上水道施設の集中監視を行う制御システムの整備

２

活力ある産業・頑張る
活力ある産業・頑張る人への支援
頑張る人への支援
➢ 企業誘致推進と中小企業への支援
１ 企業誘致推進事業
誘致推進事業 7,570 千円

企業誘致に向けた情報収集・調査、企業訪問等の実施

加賀温泉駅の周辺整備
➢ 加賀市統合新病院の建設

１ 統合新病院建
統合新病院建設事業 110,765 千円（P19）
P19）

設計費・造成費・建築費の前払金、現病院の組織統合作業の推進

市民が主役のまちづくり支援
➢ 透明度の高い市政と市民主役のまちづくり推進
１○
議会広報に関する市民アンケ
アンケート事業 840 千円（P13）
P13）
新 議会広報に関する市
議会広報に関する市民アンケートの実施

２ 雇用環境整備
環境整備促
整備促進事業 8,090 千円

2 市民等提案審議会開催
等提案審議会開催事業
案審議会開催事業 445 千円

➢ 伝統工芸等
統工芸等の担い手育成

３○
新 滞納整理推進事業
滞納整理推進事業（南加賀地区地方税滞納整理機構への参加）
500 千円（P28）
P28）

加賀市市民主役条例に基づく市民等からの政策等に関する提案の審議

地元企業における若年人材の確保や育成、職場定着事業に対す
る支援

税の滞納整理を目的に石川県、小松市、能美市、川北町及び加賀市により設
置する当該機構への参加

３ 伝統工芸等担い
工芸等担い手
等担い手育成事業 4,260 千円（P42）
P42）
(1) 九谷焼技能後
焼技能後継
能後継者奨励事業（
奨励事業（300
事業（300 千円）

九谷焼の制作に携わり、後継者と認められた人への奨励金の交付

(2) 伝統工芸担い
工芸担い手作品購入促
担い手作品購入促進事業（
手作品購入促進事業（3,000
進事業（3,000 千円）

若手後継者が制作した作品を、市内の飲食店等が購入する費用に対する助成

(3) 伝統工芸等担い
工芸等担い手販
開拓支援事業（600
等担い手販路
手販路開拓支援事業（
支援事業（600 千円）

伝統工芸等の若手従事者で構成されたグループが行う県外での販売会等に
対する助成

(4) 伝統工芸等担い
工芸等担い手工
等担い手工房
手工房借上支援事業（
借上支援事業（360
支援事業（360 千円）

伝統工芸従事者が町屋や古民家を活用して工房を開く場合の家賃に対する
助成

統合新病院外観パース（イメージ）

➢ 加賀温泉駅前の計画策定と周辺整備

２ 加賀温泉駅周辺
加賀温泉駅周辺整備計画推進調査事業
温泉駅周辺整備計画推進調査事業 6,000 千円（P16）
P16）

24 年度に策定した都市活性化ビジョンの具体化に向けた調査の実施

５ 国際親善交流推進事業
国際親善交流推進事業 4,138 千円

ジャパンテント、ダンダス生活体験団の受入れ、語学教室の開催委託等によ
る国際交流事業の実施

(2) ○
拡 「北陸新
「北陸新幹線建設促進加賀市民会議」負
進加賀市民会議」負担
民会議」負担金（400 千円）

(2) 地区会
地区会館改修事業（33,734
館改修事業（33,734 千円）

(3) ○
新「石川
「石川県並行在来線運
県並行在来線運行
線運行支援基金
支援基金(
基金(仮称)
仮称)」負担
」負担金（500 千円）
４○
新 農業生産総合対策事業 11,305 千円
(1) 産地競争力強化助成事業（6,
産地競争力強化助成事業（6,404 千円）

（P45）
P45） 「加賀市ポイ捨て等のない美しいまちづくりの推進に関する条例」
の推進に向けた啓発活動、パトロール等の実施

６○
新 まちづくり運動推進事業
まちづくり運動推進事業 113,909 千円（P48）
P48）
(1) まちづくり推進
まちづくり推進協議会
り推進協議会活動費補助事業
協議会活動費補助事業（
活動費補助事業（80,175 千円）

建設促進に向けた市民会議・市民講演会の開催等

くましい農業生産体制の整備

４○
新 ポイ捨て等の
ポイ捨て等のな
等のない美し
い美しいまちづくり推進事業
まちづくり推進事業 3,000 千円

３○
新○
拡 北陸新
北陸新幹線整備推進事業 2,900 千円（P18）
P18）
(1) ○
新 北陸新
北陸新幹線整備事業負
線整備事業負担金 （2,000 千円）
金沢・敦賀間整備に伴う加賀温泉駅部整備に係る負担金

➢ た

➢ 活力あるまちづくり活動への支援

金沢暫定開業に伴い、第 3 セクターに移管される並行在来線の運行支援基
金への負担金

・事務局職員費、一般活動費に対する補助（75,581 千円）
各地域が抱える課題への対応として行われる事業に対する補助
○新 ・（4,
594 千円）

○新 ・三谷地区会館 バリアフリー化、内装レイアウト変更、空調設備等の
200 千円）
平成 26 年度の改修に向けた実施設計（4,534 千円）
○新 ・片山津地区会館 修繕（29,

（P43）
P43）

主要園芸作物であるブロッコリーの施肥機等及び県のぶどう戦略品種であ
主要園芸作物であるブロッコリーの施肥機等及び県のぶどう戦略品種であ
るルビーロマンの単棟ハウス導入への助成

(2) たくましい担い
たくましい担い手経
い担い手経営育成助成事業（
手経営育成助成事業（4,680
営育成助成事業（4,680 千円）

担い手農家の規模拡大等に向けた大豆コンバイン導入に対する助成

(3) ○
新 水田利用促
利用促進条件整備助成事業（
条件整備助成事業（221
整備助成事業（221 千円）

不作付地の解消及び転作奨励作物であるカボチャのつる切り機導入に対す
る助成

➢ 地域交通体系の再構築

４○
拡 地域交
地域交通対策事業 69,700 千円（P17）
P17）

路線バス、乗合タクシー等の維持充実対策や新交通体系実現可能性
調査の実施

住んでよし
のまちづくり ３

魅力ある地域資源による「加賀ブランド化」
➢ 古九谷に焦点を当てたブランド強化

１○
拡 九谷磁器窯跡整備事業 48,900 千円（P69）
P69）

発掘調査、磁器窯跡地区実施設計、工房集落地区造成工事、便益施設
発掘調査、磁器窯跡地区実施設計、工房集落地区造成工事、便益施設（トイレ）整備の実施
新 九谷焼開窯３６０年記念事業 755 千円（P66）
P66）
北陸新幹線金沢暫定開業の平成 27 年に予定する九谷焼開窯 360 年記念事業に向けた企
画・検討の実施

２○

➢ 古式猟法「坂網鴨」のトップブランド化

３○
新 食のブランド化事業 5,150 千円（P41）
P41）
(1) ○
新 食のブランド化事業（5,000
食のブランド化事業（5,000 千円）
坂網鴨、橋立蟹等のブランド化の推進
坂網鴨、橋立蟹等のブランド化の推進

(2) ○
新 ご当地グルメ推進協議会
負担金（150
負担金（150 千円）
北陸新幹線金沢暫定開業を
見据えて行われるグルメイベ
ントに対する負担金

４○
拡 片野鴨池坂網猟
後継者育成事業
3,367 千円（P47）
P47）

坂網猟後継者の発掘及び育
成体制の確立、坂網猟拠点施
設（番小屋）改修の実施設計

５○
新○
拡 ラムサール条約登録
関連事業 7,100 千円（P46）
P46）
(1) ○
拡 ラムサール条約登録
範囲拡大事業（
範囲拡大事業（4,600
拡大事業（4,600 千円）

超「温泉」地域 ビジネスモデルの構築
➢ 加賀温泉郷の全面化（加賀温泉郷が一体となった誘客促進）
１ 加賀温泉郷連携・観光誘客促進事業
加賀温泉郷連携・観光誘客促進事業 20,300 千円
（P33「加賀温泉郷観光誘客宣伝事業」）

・ 加賀温泉郷全体が連携した旅マップ作成、おもてなし促進事業、新市場の開拓等
の実施（18,000 千円）
・ 加賀市観光交流機構との連携による効果的な観光商品の企画及び観光情報の発信
（2,300 千円）

(2) ○
新 商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業
（10,000 千円） 商店街における、商業店舗の新規出店又は既存店舗の
内外装工事に対する助成

３○
新 歴史的建物活用検討事業 5,000 千円（P55）
P55）

旧よしのや依緑園別荘をはじめとした歴史的建物の活用に係る検討の実施

４○
新 旧よしのや依緑園別荘整備事業（鶴仙渓眺望広場整備）
10,000 千円（P56）
P56）

旧よしのや依緑園別荘向かい側の車庫部分を取り壊し、眺望広場として整備

５○
新 「(仮称)
仮称)山中節のルーツ - 誕生秘話 -」ＤＶＤ制作事業
3,500 千円（P63）
P63）

山中節の誕生の経緯、変遷等の秘話をまとめたＤＶＤを制作し、山中節の保存・
振興を図るとともに、観光 PＲにも活用

➢ エリアカラーによる景観形成の促進と
ゲートウェイ機能の強化

記念シンポジウムの開催、日本湿地学会の誘致、鴨池観察館の望遠鏡更新

(2) ○
新 加賀温泉郷ゲートウェイ整備事業（10,000
加賀温泉郷ゲートウェイ整備事業（10,000 千円）

６ 観光フィールド大学開催事業 2,000 千円（P32）
P32）

観光資源の活用により市内全域をフィールドとして行う大学の集中講義等の誘致

➢ 滞在型近隣観光客の誘客促進

観への改修整備等に対する助成

６○
新 加賀温泉郷サイン整備事業 20,000 千円（P39）
P39）
(1) ○
新 加賀温泉郷サイン設置事業（10,000
加賀温泉郷サイン設置事業（10,000 千円）

➢ 観光フィールド大学 加賀市まるごとキャンパス構想

のまちづくり

新 加賀温泉郷観光誘客促進施設整備助成事業 40,000 千円（P37）
２○
37） ８ ○
拡 加賀大聖寺藩十万石文化再生事業 10,687 千円（P67）
P67）
(1) ○
新 宿泊施設における魅力ある滞在空間づくり支援事業
大聖寺城跡の発掘調査、大聖寺藩主廟所測量調査、大聖寺藩邸大手長屋門跡発
（30,000 千円） 3 温泉の宿泊施設における癒し空間の創出、特色ある外
掘調査等の実施

柴山潟のラムサール条約登録
に向けた絶滅危惧植物の調査、
ＰＲ用ＤＶＤの制作

新 片野鴨池ラムサール条約登録２０周年記念事業（2,500
(2) ○
片野鴨池ラムサール条約登録２０周年記念事業（2,500 千円）

訪れてよし

加賀市らしさを備え、統一感をもったサインの加賀温泉駅前、3 温泉地での整備
加賀市らしさを備え、統一感をもったサインの、インターチェンジや国道 8 号を
はじめとする主要玄関口（ゲートウェイ）での整備

７ 赤瓦の景観推進事業 995 千円（P54）
P54）

赤瓦の里町並みゼミ加賀市大会、赤瓦の町並み絵画展の開催

大聖寺藩邸大手長屋門復元イメージ

９○
新 （仮称）加賀大聖寺人物館整備事業 8,660 千円（P68）
P68）
地質調査、実施設計、展示資料の収集、人物紹介副読本の作成

10 ○
拡 伝統的建造物群保存地区保存整備事業 71,500 千円（P70）
P70）
建造物の保存修理に対する助成、防災計画の策定、保存啓発のフォーラム開催
等の実施等

11 ○
拡 平成の加賀魯山人プロジェクト事業 1,500 千円（P40）
P40）

加賀東谷伝建地区における芸術の里としての活性化に向けた、古民家サブリー
スの物件調査、食と音楽のコラボレーションイベント等の実施

12 ○
新 橋立漁港周辺整備事業（基本整備構想・計画策定業務）
2,000 千円（P44）
P44） 橋立漁港の賑わい創出等に向けた漁港及びその周辺整
備に係る基本整備構想・計画の策定

➢ ニューツーリズムの推進
ューツーリズムの推進（新しい観光プログラムの開発）

13 ○
新 第１回加賀温泉郷マラソン大会開催助成事業 17,000 千円

（P65）
P65） 新たに開催する、加賀温泉郷の 3 温泉を巡るマラソン大会に対する助成

４

北陸新幹線金沢暫定開業に向けた
観光プロモーションの強化

訪れてよし
のまちづくり
広域連携と街道交流による誘客促進強化
➢ 越前加賀宗教文化街道 ～祈りの道～ ルート化

１○
新 越前加賀宗教文化街道推進事業 3,025 千円（P36）
P36）
(1) 越前加賀宗教文化街道推進事業（400
越前加賀宗教文化街道推進事業（400 千円）

➢ 首都圏・近隣地域への観光プロモーション強化

２ 日本百街道参画事業 700 千円
（P34「加賀温泉郷観光誘客宣伝事業」）

➢ 利便性の高い金沢からの二次交通確保

１○
拡 コンベンション誘致推進事業 14,000 千円
（P33「加賀温泉郷観光誘客宣伝事業」）

１○
拡 （再掲
（再掲）地域交通対
）地域交通対策事業
域交通対策事業 69,700 千円（P17）
P17）

２ 総合観光宣伝振興事業 29,000 千円
（P34「加賀温泉郷観光誘客宣伝事業」）

➢ 北陸新幹線 運行に向けての取組み・
加賀温泉駅周辺の整備

市内での宿泊を伴う大会、学会、イベント等の誘致に向けた助成

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・ウェブ等による宣伝、３温泉における観光宣伝事
業等の実施

３○
新 都市圏観光プロモーション強化事業 25,000 千円
（P34「加賀温泉郷観光誘客宣伝事業」
「加賀温泉郷観光誘客宣伝事業」）

インターネット旅行業者、全国版情報誌、ＪＲとの連携等による都市圏に向けた
観光情報の発信

４ 都市圏出向
都市圏出向宣伝事業
出向宣伝事業 800 千円
（P34「加賀温泉郷観光誘客宣伝事業」）
加賀市、勝山市、あわら市、坂井市、永平寺町で構成する同推進協議会への参画
首都圏を中心とした都市圏におけるイベントや県人会及び旅行業者やメディア
への出向宣伝の実施
(2) ○
新 越前加賀宗教文化街道環境整備事業（2,625
越前加賀宗教文化街道環境整備事業（2,625 千円）
吉崎・塩屋周遊ルートに係る調査計画、周遊環境施設（案内板、誘導標、路面舗
５○
新 北陸新幹線開業
北陸新幹線開業ＰＲ
開業ＰＲ推進事業
ＰＲ推進事業 290,000 千円（P35）
P35）
装等）の実施設計

➢ 旧街道を活かした加賀エリアの魅力向上

観光二次交通による
利便性の確保と回遊性の向上
金沢と加賀温泉郷を結ぶリムジンバスの実証運行負担金（うち 1,000 千円）

２ （再掲
（再掲）加賀温泉駅
加賀温泉駅周辺整備計画推進調査
周辺整備計画推進調査事業
調査事業 6,000 千円（P16）
P16）
24 年度に策定した都市活性化ビジョンの具体化に向けた調査の実施

➢ 国道８号拡幅に伴う回遊性の向上

３○
新 国道８号道の駅調査
道の駅調査事業
駅調査事業 3,000 千円（P52）
P52）

道の駅整備に向けた位置、規模、施設の内容・配置等に係る調査、基本計画の
策定

石川県が定める「新幹線開業 PＲ戦略実行プラン」に基づいて、石川県観光連盟
を主体に県内自治体や民間企業が一体となって今後 5 年間集中的にＰＲ事業を実
施するためのファンドに対する貸付金
北陸新幹線エクステリアパース

全国街道交流会議における東京日本橋･日本百街道展の開催、ガイドブック作成
等への参画

５

