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将来への備え

安心の子育てと地域に根ざした教育による笑顔あふれるまちづくり

将 来 へ の 備 え

子 育て支援・サービスの充実を図りました。

第２子保育料無料化事業（決算額：4,088万円）

●保育園に同時入園する２人目の保育料を無料化

第２子放課後児童クラブ、病児・病後児保育料無料化事業

（決算額：459万円）

●第２子（一定所得以下の世帯）の放課後児童クラブ（学童保育）

保育料を無料化

●第２子以降（一定所得以下の世帯）の病児・病後児保育料を無料化

保育園途中入園円滑受入事業（決算額：1,106万円）

●年度途中の保育園入園希望に対応できるように、保育士等を配置

する法人立保育園に助成

親子スマイリーネット事業（決算額：105万円）

●乳児期の親子を対象に、保育士や図書館司書等が絵本の読み聞かせ

を実施

子育て安心パッケージの推進

かがにこにこパーク整備事業（決算額：34,650万円）

●中央公園体育館の建物を活用し、天候に左右されない楽しく安全な

遊び場「かがにこにこパーク」を整備

公園遊具の整備事業（決算額：3,856万円）

●中央公園の「ちびっこ広場」に大型複合遊具やブランコなどを整備

子どもが安心して遊べる環境の整備

かがにこにこパーク

絵本読み聞かせの様子

中央公園内に

整備した遊具



みんなが手をとり、いきいきと安心して暮らせるまちづくり

将 来 へ の 備 え

防 災対策の充実を図りました。

将 来 へ の 備 え

「人 口減少対策」に向けた取り組みを推進しました。

　元気な中高年齢者や若い世代の移住を促す「生涯活躍のまち」の実

現に向け、多世代の地域交流、活躍の場づくり、健康長寿のまちづく

りに取り組みました。

加賀市版「生涯活躍のまち」構想推進事業（決算額：2,280万円）

●山中座にて、国内・海外の認知症臨床現場に携わる有識者による

「認知症国際アジア会議in加賀」を開催

●地域交流と健康増進を促進するアプリケーション等の開発

ローカルベンチャー育成事業（決算額：5,415万円）

●「ローカルベンチャー（加賀市で起業を志望する都市部からの若者等）」を支援

●「地域おこし協力隊」の募集、選考、活動支援及びコーディネート

●シェアオフィス・シェアハウス（山代温泉）を整備

移住住宅取得助成事業（決算額：3,416万円）

●加賀市への移住定住を推進するため、市内に住宅を取得する移住世帯を対象に住宅取得費用を助成

移住・定住促進事業（決算額：941万円）

●移住体験や移住コンシェルジュによるサポートなどを通して、加賀市への移住・定住を促進

加賀市版「生涯活躍のまち」構想の推進

総合防災訓練開催事業（決算額：98万円）

●防災意識の高揚を目的とした市民参加による総合的な防災訓練を

東和中学校で開催
総合防災訓練の様子

平成31年度から、順次、各家庭に

戸別受信機を整備します。

防災緊急情報伝達システム整備事業（決算額：14,291万円）

●災害が発生した時にも情報を一斉に伝達できるシステムとして、市内全域

に屋外拡声子局を整備

防災活動推進事業（決算額：270万円）

●各地区において、防災活動の中心的役割を担う防災士を養成

●各町内会単位において、避難支援や応急手当等を担う防災リーダーを養成

●防災備蓄倉庫に備蓄する資機材を購入

「認知症国際アジア会議in加賀」の様子



いつまでも元気で健やかに暮らし続けられるまちづくり

将 来 へ の 備 え

健 康づくりを推進しました。

ウォーキング教室等の開催事業（決算額：143万円）

●ウォーキングマップの作成とウォーキング教室等を開催し、

運動習慣づくりを推進

健康づくり事業（決算額：743万円）

●㈱タニタの健康プログラム及び健幸ポイント事業を活用し、健康づくりへの意識を醸成

健康づくりの拠点整備事業（決算額：3,784万円）

●黒崎小学校グラウンド跡地を芝生化し、多目的広場を整備

●「（仮称）橋立自然公園健康グリーンパーク」の実施設計

ヘルシーレストラン＆カフェ開設補助事業（決算額：115万円）

●加賀市シルバー人材センターが、「かが交流プラザさくら」内にレストランを

オープンするための設備整備費を補助

●レストランでは、㈱タニタ監修メニュー等を取り入れたヘルシーな食事を提供

KAGA健食健歩プロジェクト

将 来 へ の 備 え

地 域福祉の充実を図りました。

地域見守り支えあいネットワーク事業（決算額：137万円）

●名簿を使って、日頃の見守りや、災害時の円滑な避難支援活動などを

行えるよう地域の互助を強化

若者等就労支援事業（決算額：4,817万円）

●市内の働き先が見つかっていない若者等を対象に、就労支援プログラム

に基づく支援を実施

●就労を希望する都市部の若者等に、農業の実地研修等の支援を実施

将 来 へ の 備 え

高 齢者福祉の充実を図りました。

シニア活動応援事業（決算額：280万円）

●高齢者の地域活動への参加を支援し、元気な高齢者を増やすための「シニア活動応援事業検討会」を開催

●ちょっとしたお手伝いが必要な人に高齢者が「ちょっこし」ボランティアをする「ちょボラ隊」の活動を開始

包括ブランチ及び地域福祉コーディネート事業（決算額：2,744万円）

●きめ細やかな高齢者の見守りや相談等を行うため、身近な地域での相談窓口となる

　「地区高齢者こころまちセンター（ブランチ）」を設置

介護支援ボランティア制度事業（決算額：131万円）

●高齢者が受入施設等でボランティア活動を行った活動に応じ、ポイントを付与

将来への備え

ウォーキング教室の様子

㈱タニタ監修のメニュー

農業の実地研修の様子



ものづくりと雇用創出で、活力と勢いのあるまちづくり

成長戦略
成 長 戦 略

Ｉ ｏＴなどを活用した人材育成と新産業・研究への支援を行いました。

ラズベリーパイ

教育で利用することを想定し

作成されたミニコンピュータ

プログラミング教育推進事業（決算額：986万円）

●市内全小学校５、６年生の希望者を対象にミニコン

ピュータ「ラズベリーパイ」を配布し、体験教室を実施

●市内全小中学校に、授業で使うタブレット等のＩＣＴ機器

を整備

ＩｏＴ人材育成事業（決算額：58,199万円）

●市民や小中高生、経営者等を対象とした「ＩｏＴ・ＡＩセミナー」等を

開催し、延べ1,363名が参加

人材育成拠点整備事業（決算額：46,232万円）

●「かが交流プラザさくら」の３階に「加賀市イノベーションセンター」

の一部を整備

ＩｏＴ導入実証事業（決算額：18,532万円）

●製造業や農業において、ＩｏＴ技術の導入・普及のための実

証事業を実施

ロボレーブジャパン国際ロボット大会推進事業

（決算額：9,377万円）

●ロボットを動かす技術力を競う「加賀ロボレーブ国際大会」

を開催

●６つの国と地域（アメリカ、中国、台湾、シンガポール、

インド、日本）から415人が参加

ＩｏＴの推進

　「ブロックチェーン」とは、極めて改ざんされにくく安全性の

高い、データを低コストで管理できる革新的な技術のことです。

　電子行政などの社会コストの削減・利便性向上や地域経済の

発展を目指します。

「ブロックチェーン都市宣言」を行いました。

加賀市と株式会社スマートバリュー、

シビラ株式会社との包括連携協定を締結

加賀市イノベーションセンター

加賀ロボレーブ国際大会
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「世界から選ばれる温泉共創地」

観光と歴史、文化の振興による賑わいのあるまちづくり

成 長 戦 略

戦 略的な観光振興施策を推進しました。

都市圏への観光戦略事業（決算額：9,062万円）

●地域の観光資源を活用した新たな体験観光メニューを企画

●旅行業者による加賀温泉郷の旅行商品化を実施

加賀温泉郷情報発信事業（決算額：1,864万円）

●加賀温泉郷全体の情報発信と出向宣伝などを実施

温泉地誘客促進事業（決算額：7,040万円）

●三温泉の特色を活かした観光誘客事業に助成

海外都市交流事業（決算額：1,046万円）

●台湾やシンガポール、ポルトガル等との交流を促進

インバウンド戦略の推進事業（決算額：3,780万円）

●アジア諸国などへの戦略的な情報発信により、海外から

の誘客を促進

第２次加賀市観光戦略プランの推進

北陸コピーライターズクラブ（HCC）が開催する

2018HCC賞で、グランプリを受賞しました。

プロモーション動画 『東京2023加賀』

グッチ祐三さんを『市特命かがやき大使』の

第１号に任命しました。

加賀市特命 かがやき大使の任命式台湾屈指の伝統獅子舞団を招聘（平成29年8月）

コンセプト

観光入込客数 ２２０万人　 観光消費額 ５５０億円2020年 達成目標

観光入込客数・観光消費額 の実績と目標
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～「加賀ていねい」をテーマとした地域観光の磨き上げ～

成長戦略



豊かな自然を守り育てる、美しく快適なまちづくり

成 長 戦 略

交 通ネットワークの充実を図りました。

加賀温泉駅舎デザインの選定事業（決算額：18万円）

●鉄道・運輸機構から示される駅舎デザイン案の中から、市の推薦

案を【A案】に選定

新幹線整備に伴う移転・建替等事業（決算額：14,408万円）

●北陸新幹線の整備に伴う市有施設等の移転、建替等を実施

加賀温泉駅前広場及び駅舎関連施設整備事業（決算額：1,233万円）

●2023年の春に予定している北陸新幹線加賀温泉駅の開業に向け、

加賀温泉駅前広場及び駅舎関連施設を整備

柴山潟周辺の整備事業（決算額：1,428万円）

●柴山潟周辺の遊歩道、修景緑化、案内サイン、

視点場等を整備

柴山潟湖岸遊歩道周遊ルートの検討事業

（決算額：162万円）

●源平橋から八日市川河口付近までの遊歩道周遊

ルートを調査

手塚山公園等再整備基本構想の策定事業

（決算額：83万円）

●手塚山公園や実盛塚の再整備基本構想を策定

加賀温泉駅前の整備イメージ図

柴山潟遊歩 景観観光ルートプロジェクトの推進

市民アンケートの結果　A案（44.1％） B案（16.5％） C案（30.0％）

温泉郷の風情と城下町の歴史を感じさせる駅

手塚山公園再整備

新堀川修景緑化

柴山潟遊歩道整備 周遊ルート

柴 山 潟

実盛塚

新堀川

ウエルカムロード

首洗池

事業中

柴山潟視点場整備
H29（測量・設計、用地取得）

A案 B案

C案
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タッチングえりあ (１～３歳) チャレンジえりあ (３～６歳)

かがにこにこパーク
内の遊び場、

　にこにこフィールド
のご紹介

アドベンチャーえりあ (６～12歳)

オープンから201日で来場者８万
人を突破

！

かがにこにこパークがオープンしました。
●加賀市初の屋内児童遊戯施設  ●日本海側最大級の大型ネット遊具  ●加賀市民は利用料無料




