
 加賀市当初予算 主要事業の概要一覧 

○新：新規事業（2８件 1,262,557 千円） 

○拡：拡充事業（1８件 1,006,058 千円） 

（Ｐ ）:別冊「予算説明会資料」のページ 

 

 
 

 

 

１ 第３子プレミアム応援              42,000 千円                      

    (1) ○新多子世帯放課後児童クラブ利用助成事業                           12,000 千円(Ｐ１３)  

18 歳未満の児童が３人以上いる世帯の第３子以降の放課後児童クラブ利用の保育料を無料化 

(2) ○新多子世帯児童生徒給食助成事業                   30,000千円(Ｐ１３)                  

        18 歳未満の児童が３人以上いる世帯の第３子以降の児童の給食費を無料化    

 

２ ○新（仮称）子育て世代包括支援センター開設事業 （県内初）      ７00 千円(Ｐ１３)      

「妊娠期」から「子育て期」までの切れ目ない支援を同一施設で一体的に実施する「（仮称）子育て世代   

包括支援センター」を平成２８年１０月から開設 

 

３ 子どもの楽しい遊び場づくり      19,300 千円 

(1) ○新（仮称）楽しい遊び場構想基本計画策定事業             1,３00 千円(Ｐ１４)      

子どもが天候に左右されずに、楽しく安全に遊べる場所を整備。平成２９年度の完成を目指し、平成 

２８年度は整備構想基本計画を策定 

(2) ○新中央公園大型遊具整備事業                                      18,000 千円(Ｐ１４)       

中央公園内にある老朽化の著しい遊具施設を撤去し、新たに「冒険の丘ゾーン」などに子どもが遊べ 

る大型の遊具を整備 

 

4  保育料の軽減（平成２６年度より）          軽減相当額 336,670 千円(Ｐ１４)      

保育園保育料について、その負担感が大きい所得税課税世帯に対して１万円を引下げ、ひとり親の非課 

税世帯を無料とし、（平成２６年７月から）１８歳未満の児童が３人以上いる世帯の第３子以降について 

も無料化（平成２７年４月から）  

 

5  こども医療費助成事業（平成２７年度より）              216,041 千円(Ｐ１５)      
１８歳未満の児童の入・通院費を現物給付方式で助成し、窓口で無料化。平成２８年度からは通年化 

 

6  出産準備手当給付事業（平成２７年度より）            4,597 千円 (Ｐ１５)      
子育ての前段階の妊娠期から、出産に備えた支援を行うため、妊娠 16 週を迎える方に胎児１人につき 

１万円を給付 

 

7  三世代ファミリー同居・近居促進助成事業（平成２７年度より）2,100 千円(Ｐ１５)       

祖父母、親、子の三世代が新たに同居又は近居をするため、住宅の新築や増改築を行う場合に、費用の一  

部（上限３０万円）を助成 

 

※１８歳未満：１８歳に達した日以降の年度末まで 
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8  縁結び応援事業                10,419 千円 

((11))    ○○新新結婚啓発「ライフデザイン」講座開催事業                77,,444499 千千円円(Ｐ１６)       
市内の若者に対し、結婚、妊娠、出産の魅力を伝え、今後のライフデザインについて考える機会を 

提供 

  

((22))    ○○新新（（仮称）縁結びさん養成事業                              11,,112244 千千円円(Ｐ１６)  
市内の企業や各種団体から希望者を募り、プロの結婚相談員の指導のもとで（仮称）縁結びさんを 

養成し、若者の結婚に向けたサポート体制を構築  

  

(3) 婚活力セミナー開催事業                                 11,,554466 千千円円(Ｐ１７)  
独身男女やその親の不安軽減を図るため、結婚に向かっていく心構えや親の支援についての知識の 

習得を促進するセミナー・相談会を開催  

  

(4) 婚活支援事業助成                                        300 千円(Ｐ１７) 
市内で結婚支援を推進する団体に対し、独身男女の出会いの場の創出や結婚に対する意識向上を目的 

としたセミナーやイベントの開催に係る経費の一部を支援 

  

9  ○新小中学生の教育推進事業                   1,200 千円(Ｐ５０) 
算数、数学で学力不足がある児童生徒に対し、教員経験者等の協力を得て学習を支援 

 
１0  ○拡家庭教育支援事業                       1,554 千円(Ｐ５１) 

市と学校と保護者の役割を明らかにし、子どもが成長するために必要な生活習慣や社会のルール 

を身につけるための講演会を開催するとともに、家庭教育推進計画書を作成 
 

加賀市への新しい人の流れをつくる 
  １１  移住・定住促進事業           35,600 千円 

(1)  ○新地域おこし協力隊受入推進事業            12,000 千円(Ｐ１８) 
都市部からの転居者を「地域おこし協力隊」として委嘱し、地域活動を行いながら定住・定着で 

きるように支援 

  

(2) 「移住・交流フェア」出展事業               500 千円(Ｐ１８) 
移住に関心・希望のある幅広い層の人々が来場する大都市圏のフェアにブースを出展 

  

(3) 移住住宅取得助成事業                 21,150 千円 

 

① 移住住宅取得助成事業                    20,000 千円(Ｐ１８) 

市外から転入し、一戸建て住宅の新築または中古物件の購入費用に対して７０万円（５０％以内）   

を基本額とし、子ども１名につき２０万円、地元業者利用の場合、一律３０万円等を加算し、助成   

② 加賀市空き家バンク登録申請物件調査委託事業        150 千円(Ｐ１９) 
中古物件の斡旋のための「空き家バンク」の登録物件の調査、リスト、データベースの作成 

③ 加賀市周遊ツアー開催事業                1,000 千円(Ｐ１９)                

移住希望者を対象とした、加賀市の魅力を実感していただけるような周遊ツアーを開催 

 

(4) ○拡若年者 U・Ｉターン雇用奨励事業                      1,600 千円(Ｐ１９)  
市外からのＵターン雇用に加え、Ⅰターンで正規雇用された若年者及び雇用した事業所に対して奨 

励金を交付 
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(5) こまつ・のみ・かが合同就職面接会等開催事業        250 千円(Ｐ１９) 

        小松市及び能美市と連携し、合同就職面接会・説明会を開催    

 

(6) 加賀市インターンシップ事業                100 千円(Ｐ１９)   

包括連携協定を結んでいる金沢工業大学等の学生を対象に、加賀市の企業への訪問ツアーを開催  

 

時代に見合った地域をつくり、安心な暮らしを支える 

 １２ 防災力の強化事業              243,810 千円 

(1)  総合防災訓練事業                    970 千円(Ｐ２０) 

市と防災関連機関が協働し、市民主体の総合的な防災訓練を市内複数会場で開催 

  (2) ○拡防災緊急情報伝達システム（防災行政無線）整備事業 163,240 千円(Ｐ２０) 

防災緊急情報伝達システム（防災行政無線）のセンター設備や屋外拡声子局・再送信子局等 

の整備 

   (3) ○拡 セミナーハウスあいりす太陽光発電設備システム及び蓄電池設備整備事業   

77,000千円(Ｐ２１) 

防災拠点でもある「セミナーハウスあいりす」に太陽光発電設備システム及び蓄電池設備 

を設置 

      (4)  防災活動推進事業                   2,600 千円(Ｐ２１) 

      防災備蓄用の食料、備品等の購入や防災士の養成に対する助成など 

 

１３ 消防力の強化事業               112,700 千円 

(1)  救助工作車整備事業                 88,610 千円(Ｐ４９) 

老朽化した救助工作車の更新整備 

(2) 消防ポンプ自動車整備事業              24,090 千円(Ｐ４９) 

山代第２分団と山中第４分団の消防ポンプ自動車の更新整備 

 

１４ 医療と介護の連携推進事業            5,624 千円 

(1) ○新地域包括支援サブセンター事業             1,236 千円(Ｐ２５) 

加賀市医療センター内に、入退院支援・地域医療連携に係る機能に加えて、地域包括支援サ 

ブセンターを設置し、「地域連携センターつむぎ」として一体的に運営を行い、医療と介護の 

連携による高齢者の在宅復帰を支援 

   (2) ○拡在宅医療・介護連携推進事業              4,388 千円(Ｐ２５)         

市が中心となって、医師会や関係機関が連携し、在宅医療・介護を一体的に提供できる体制 

を構築  

      

１５ ○新山中温泉ぬくもり診療所整備事業           340,500 千円(Ｐ２７) 

山中温泉地域の医療機能を維持するため旧山中温泉医療センター施設を活用して、診療所を整備 
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１６ ○拡医師招へい推進策事業                     73,030 千円(Ｐ５３) 

    医師の処遇改善を行うとともに、関連大学と連携を強化し、加賀市にゆかりのある医師への働 

きかけ行うことや、教育環境の充実により病院の魅力を向上させることで、加賀市医療センターへの 

医師の招へいを推進 

 

１７ ○拡生活困窮者自立促進支援事業                   16,800 千円 

    生活困難者に対し、自立相談の実施や住宅確保のための給付により自立を支援。平成２８年度か 

ら生活困難世帯等の児童生徒への学習の支援、ニート等に対する就労も支援 

 

１８ ○拡介護予防・生活支援サービス事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 

                              196,609 千円(Ｐ２８) 

     介護予防サービスのうち「介護予防通所介護」、「介護予防訪問介護」を介護予防給付から地域支援 

事業に移行するとともに、地域の実情に応じた通所サービス、家事支援サービスを実施 

 

１９ 地域交通対策事業            89,400 千円 

      (1)  ＫＡＧＡあんしんネット推進事業           79,567 千円(Ｐ２３) 

① 全市域対象とした乗合タクシーの運行 

② 生活バス路線の維持・活性化助成及びキャンバス動橋・橋立循環線の実証運行 

   (2) その他の事業                     9,833千円(Ｐ２３)   

      キャンバス停留所の負担金、生活バス路線の利用促進など 

 

２０ 北陸新幹線関連事業           111,200 千円 

(1) ○拡北陸新幹線整備事業負担金               66,800 千円(Ｐ４３) 

北陸新幹線整備工事に係る地元自治体負担金 

(2) ○新加賀温泉駅及び駅前広場施設整備基本計画策定事業    2,100 千円(Ｐ４３) 

北陸新幹線開業後に駅舎とともに必要となる駐車場などの施設整備の具体的な基本計画を策定 

(3) ○新新幹線整備に伴う移転・撤去                        42,300 千円(Ｐ４３) 

       北陸新幹線の整備に伴う市有施設等の移転・撤去   

 

２１ ○新空家等実態把握調査事業                10,700 千円(Ｐ４１) 

市内の空家等の実態を把握し、その結果を反映した空家等対策計画を策定。また、周辺環境を著  

しく阻害している空家の所有者に対して必要な措置及び緊急安全措置を実施 

 

２２ ○新第２次加賀市総合計画等策定事業            4,６27 千円(Ｐ２２) 

「加賀市地域共創プラン」、「加賀市まち・ひと・しごと総合戦略」の基本目標・施策・取組状況を 

踏まえた「第２次加賀市総合計画」及び「第３次加賀市行政改革大綱」を策定 

 

２３ ○拡下水道事業公営企業会計移行支援事業              42,961 千円 

平成２９年度からの下水道会計の公営企業化への移行の準備と企業会計システムの導入 
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２４ 地区会館整備事業                     106,434 千円(Ｐ２４) 

   大聖寺地区会館の大規模改修、別所地区会館の耐震実施設計、西谷地区会館の整備に向けた調査など 

 

２５ 市立保育園施設整備事業                    225,400 千円 

    動橋保育園及び作見保育園の空調設備更新工事と山中中央保育園の耐震実施設計 

  

２６ ○拡市営住宅整備事業                  149,400 千円(Ｐ４６) 

市営住宅基本計画に基づく瑞穂団地の建替。長寿命化計画に基づく、しらさぎ住宅と片山津住宅の改修 

  

２７  ○新大規模建築物耐震改修促進事業            178,582 千円(Ｐ４８) 

不特定多数の人が利用する大規模な建築物等の耐震工事を行う民間事業者へ補助 

 

２８ 道路網整備事業 

(1) 市道Ｃ第 174号線外１路線整備事業（庄町・小菅波町）      143,800 千円 

(2) ○拡国道８号加賀拡幅関連事業（市道Ｃ第 591号線 桑原町）    115,500 千円(Ｐ４２) 

(3)  市道Ｃ第 545号線外２路線道路改良事業（宮地町ほか）        42,400 千円 

(4)  ○新合河片山津線整備事業（片山津町～片山津温泉１区）       26,250 千円(Ｐ４４) 

     

２９ 下水道整備事業 

  (1) 公共下水道汚水管渠築造事業                   522,400千円(Ｐ５４) 

     打越町、高塚町、山代温泉１０区、山中温泉旭町ほか 

  (2) 公共下水道雨水管渠築造事業                   2１,900千円(Ｐ５４) 

     片山津温泉２区、ほか 

(3) 農業集落排水施設整備事業                    113,950 千円 

     三木町 

 

３０ 創設拡張事業                          

  (1)  基幹水道構造物の耐震化事業                  136,577 千円(Ｐ５５) 

      山中浄水場の異臭味対策として、平成２７年度から平成２８年度までの２か年で活性炭注入施設  

を整備をするとともに、塚谷配水池関係の流量計を整備 

  (2) 配水管網整備事業                        75,790 千円(Ｐ５５) 

     国道８号線拡幅に伴う配水管布設工事など 

 

３１ 老朽管更新事業                       339,512 千円 

    老朽化した水道管を耐震型の水道管に更新  
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加賀市に仕事をつくり、安定した雇用を創出する 
 

 

平成 28年度 主要事業の概要一覧 

  
３２ 観光プロモーション事業                498,000 千円 

(1) 首都圏プロモーション事業                              30,000 千円(Ｐ３０) 

            民間業者のノウハウを活かし、首都圏を中心とした都市圏への効果的な観光プロモーションを展開 

(2) ○新旅行商品企画販売促進事業                            13,000 千円(Ｐ３０) 

首都圏の大手旅行業者に対するトップセールスを実施。旅行業者における加賀温泉郷の旅行商品化 

による誘客促進 

(3) ○新ほっと石川観光プラン推進事業            455,000 千円(Ｐ３１) 

       石川県観光連盟が創設する「ほっと石川観光プラン推進ファンド」に対し、原資２００億円の 

一部として貸付。原資の運用益で北陸新幹線開業効果をさらに拡大する施策を実行 

 

３３ 温泉地誘客促進事業                     82,000 千円 

(1) 観光地ブランド化推進助成事業             24,000 千円(Ｐ３２) 

山代・山中・片山津の三温泉のブランド価値を高めるために、各温泉協会が行う取組に助成 

(2) ○拡三温泉観光誘客助成事業              39,000 千円(Ｐ３２) 

山代・山中・片山津の三温泉の魅力創出や情報発信に助成。また、源泉の揚湯、維持管理に 

対して助成 

(3) ○拡温泉地回遊性向上事業               19,000 千円(Ｐ３３) 

「総湯」を利用した様々な企画を行うことにより、三温泉の回遊性を高め、誘客を促進 

 

３４ 加賀温泉郷情報発信事業                    15,000 千円 

    加賀温泉郷全体の情報発信と誘客活動を総合的に実施 

 

３５ 海外都市交流・インバウンド推進事業           32,200 千円 

(1) 海外都市交流事業                   10,000 千円(Ｐ３４) 

     台湾、シンガポールなど海外都市との友好交流を更に深めることで、交流人口を拡大 

(2) ○拡インバウンド推進事業                18,000 千円(Ｐ３４) 

海外の誘客を促進するための国際旅行博や物産展への出展、海外メディアの招へいとともに、外 

国人旅行客が訪れやすい環境を整備し、海外誘客を促進 

(3) ○拡国際教育交流事業                   4,200 千円(Ｐ３４) 

シンガポールや台湾の児童生徒との教育交流。シンガポールへは加賀市から派遣、台湾からは加 

賀市が受入 

  

３６ 加賀温泉郷マラソン開催事業          40,400 千円 

   (1) 加賀温泉郷マラソン開催助成事業            35,400千円(Ｐ５２) 

前回同様に加賀温泉郷を巡るコースに加え、５㎞コースを追加 （４月１６，１７日開催予定） 

(2) ○新加賀温泉郷寛平ナイトマラソン開催助成事業      5,000 千円(Ｐ５２) 

間寛平氏がプロデュースする、全国でも珍しい夜間に行うマラソンを開催（９月３日開催予定）  
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３７ ロボット産業推進事業                 16,976 千円 

(1) ○拡ロボット産業推進事業                1,676 千円(Ｐ３８) 

          加賀機電振興協会を中心に設立された「加賀ロボット研究会」の研究開発事業に助成 

(2) ロボレーブジャパン国際大会推進事業           9,200 千円(Ｐ３８) 

       市内外及び海外からの小中学生や高校生が参加する世界的なロボット教育大会を開催 

(3) ロボレーブ国際大会参加事業               6,100 千円(Ｐ３８) 

       ロボレーブジャパン国際大会において優秀な成績を収めた市内のチームをアメリカでの大会に 

派遣  

 

３８ ○拡企業誘致推進事業                      15,300 千円(Ｐ３９) 

      都市圏での企業誘致専門官を１名増員し、首都圏での誘致活動を強化。また、進出候補地や企業の 

希望に適した場所の調査を実施 

 

３９ 産学官連携体制構築事業                         1,574 千円 

      企業、大学、行政、金融の連携による基幹産業のものづくり産業を中心とした支援体制を構築。      

「加賀市産学官連携円卓会議」において、事業の検討や助言を実施 

 

４０ ○新まちなか店舗立地支援事業                  6,000 千円(Ｐ３６) 

     市内６地域の商店街において商業店舗の新規出店を行うものに対して、経費の一部を助成し、まち 

なかのにぎわいを創出 

 

４１ ○新移住者創業融資支援事業及び移住者創業等支援信用保証料補給事業 439 千円 

U ターン者を含む県外からの移住者を対象に、実質無利子化となる県の創業支援関連融資の利子補給を 

行うとともに、信用保証付の創業支援関連融資を利用した場合には、信用保証料を全額補給 

 

４２  ○新海外輸出促進事業                       1,200 千円(Ｐ３７) 

    輸出促進に向け、関係商工団体との連携・組織化を図り、市内事業者の商品を海外輸出する際の 

手続きや販路開拓を支援 

 

４３ 産業人材育成支援事業                                2,200 千円 

加賀商工会議所が実施する産業人材育成事業に対して助成 

 

４４ 食のブランド化事業                            1,513 千円 
      坂網鴨及び加賀の鴨料理文化の認知度の向上に向けた食談会などを実施 

 

４５ ６次産業化推進助成事業                            387千円 

      地元農産物を利用した商品の開発、製造及び販売に対して助成  

加賀市産業振興行動計画の推進 
～スマートウェルネスＫＡＧＡの実現～ 
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その他事業 
４６ ラムサール条約登録範囲拡大事業              1,468 千円(Ｐ４０) 

   柴山潟等の保全の推進を目的にラムサール条約登録範囲の拡大を目指し、柴山潟流域の生物多様性 

を保全するための環境保全型農業の普及を促進 

  

４７ 加賀市ガーデン・シティ推進事業               940 千円(Ｐ４５) 

     ガーデン・シティ構想に基づき、花飾り講習会を実施し、緑化活動団体を育成 

 

４８ 教育環境の充実 

(1) 小学校普通教室等冷房化事業       6,800 千円 

片山津小学校の実施設計 

(2) 小学校トイレ洋式化整備事業       24,700 千円 

錦城小、作見小、山代小は工事を実施、錦城東小、片山津小、動橋小、勅使小は実施設計 

(3) 中学校普通教室等冷房化事業      114,800 千円 

山代中学校で工事の実施 

(4) 中学校講堂暖房設備機能復旧事業     12,400 千円 

片山津中学校で工事の実施 

  

４９ 社会教育施設の整備 

(1)  ○新加賀市文化会館整備事業      49,000 千円 

館内モニターカメラやホールの舞台照明設備の更新 

(2) ○新（仮称）こども科学実験室整備事業 14,200 千円 

北海道大学博物館で収蔵していた風洞実験装置を加賀市浄化センター１階に設置し、実験映像や  

地球物理に関する展示、ワークショップスペースを整備 

 

５０ 文化施設の整備 

(1) ○新北前船の里資料館整備事業     5,900 千円 

老朽化している板塀や水路などの改修に係る実施設計等 

(2) ○新深田久弥山の文化館整備事業       9,150 千円 

展示ブース・図書スペースなどの改修に係る実施設計、及び 

収納スペースの確保のための工事を実施 

  

５１ スポーツ施設の整備 

(1) ○新橋立自然公園運動広場整備事業     13,600 千円 

橋立自然公園運動広場の南側を拡幅し、多目的スポーツ広場として必要なスペースと設備の整備  
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