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Ⅱ．具体的施策 

〔１〕安全・安心な福祉・防災のまちをめざす 

１． 安全・安心で災害に強いまちづくり 

(1）「地域防災計画」の着実な運用 

① 個別避難計画を含む地区防災計画策定への支援 

② 感染防止対策を含む地域防災訓練の支援の強化 

③ ペット同行避難の周知と環境整備 

④ 避難所となる体育館等の空調設置とバリアフリーのさらなる促進 

(2) 線量監視を含めた県と連携した実効性ある原子力防災体制の確立 

(3) 道路・河川・橋梁・ライフライン等の災害に強い整備促進と老朽化対策 

(4) 浸水想定の見直しに対応した雨水貯留施設の設置促進を含めた、総合治水対策の推進

(5) 河北潟放水門の早期改修 

(6) 民間施設等の耐震診断と改修の促進 

(7) 補助制度の周知と利活用促進による空き家対策の充実・強化 

(8) 消防分団の地元負担軽減 

(9) 若年世代を含む市民のネットを通じた消費生活に関わるトラブルの事前防止の周

知・強化 

２． 「長寿安心プラン 2021」に基づく高齢者福祉の充実 

(1) 待機者解消に向けた施設整備の促進 

   (2) 認知症高齢者への支援体制の充実・強化 

  (3) 介護サービス・在宅医療の提供体制の充実 

  (4) 感染症拡大時における介護事業所への迅速な支援 

  (5) 介護従事者のさらなる処遇・職場環境の改善による担い手の確保 

３． 社会福祉施策の充実 

   (1) 日常生活圏域見直しに伴う地域包括センターの機能強化 

   (2) 生活困窮者の立場に立った支援の充実・強化 

    ① SNS等多様な相談受付に対応した相談体制の充実 

    ② 庁内及び関係機関との連携に基づく生活困窮者自立支援事業の積極的な展開 

    ③ 車の保有要件の緩和についての検討 

   (3) ひきこもり・8050問題への支援体制の強化 

   (4) ヤングケアラー問題の社会的周知と総合的な支援事業の実施 

   (5) 住宅セーフティーネットの拡充 

    ① 新たな住宅セーフティーネット制度の周知、住宅確保要配慮者の入居を拒まない 

登録住宅の確保 

    ② 市営住宅入居に際する連帯保証人制度を廃止すること 

        ③ サービス付き高齢者向け住宅の適正な運営に向けての事業の推進 

   (6) 公共施設等へのバリアフリー化のさらなる推進 
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４．  障害者福祉施策の推進 

   (1) 実効性ある「共生社会を推進するための宣言（仮称）」の策定 

   (2) 障害者雇用における就労環境整備 

(3) 障害者総合支援法に基づく外出支援のさらなる充実 

(4) 精神に障害のある方への福祉医療助成制度の２級への拡充 

 (5) 文化・スポーツ施設における障害者優遇施策のさらなる拡充 

５． 保健・環境衛生施策の充実 

   (1) 公立病院としての持続的な地域医療貢献を行うための市立病院のさらなる経営改善 

  (2) 市立病院における医療従事者の負担軽減および人員確保 

    (3) 保険所における機能強化 

(4) 自殺対策基本計画に基づく実効性ある自殺対策の強化 

(5) 放射能を含む広域的な食の安全に対する迅速な対応と HACCPの導入促進 

(6) 「金沢市における市民と動物が共生する社会の推進に関する条例」の周知と施策の 

具現化 

６．平和・人権・共生の市政の推進 

(1) 平和都市宣言を具体化した平和施策の推進 

(2) コロナ感染者や医療関係者等への差別や偏見を根絶する取り組みの強化 

(3) フェアトレードタウン認定に向けての事業の推進 

   (4) 男女共同参画施策の推進 

① 若年層への予防啓発を含めた DV・性暴力などの根絶に向けた取り組みの 

さらなる強化 

② 配偶者等暴力被害者支援センターの機能強化 

③ 本市管理職への女性職員の積極的な登用 

④ 改正育児・介護休業法の周知と男性の育児休暇取得率の向上 

(5) パートナーシップ宣誓制度の具現化を含めた LGBT/SOGI施策の推進 

(6) 人権保障と生活を支える観点から外国人技能実習制度の適正な運用と持続可能な 

まちづくり 

(7) マイナンバー制度運用における個人情報保護の徹底 

 

〔２〕持続可能な魅力あるまちづくり 

１． 交通体系の整備 

(1) 新幹線敦賀延伸を見据えた並行在来線の利便性向上の強化 

(2) 新型コロナ禍で打撃を受けた路線バス及び鉄道線を担う交通事業者の運行に関わる 

補助金等の支援策の拡充 

(3) クルーズ船客に対応した金沢港・金沢駅間の交通機関の整備 

  (4) 東海北陸自動車道へのアクセス道路の整備促進 

   (5) 環状道路網の建設促進 

① 外環状道路の整備促進と未着手区間の早期事業化に向けた対応強化 
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    ② 内環状道路の環境整備の促進 

     (6) 交通まちづくりの推進 

① ＬＲＴを含む新交通システム導入に向けた対応の強化をはじめとする、 

公共交通ネットワークの構築 

② 運転士の確保を含めた民間交通事業者との連携強化 

③ 宅配物再配達防止の意識啓発と宅配ボックス配置支援事業の検討 

④ 周辺圏域を含めた、通勤時パーク・アンド・ライドシステムの推進 

(7) 国道 157号・159号の拡幅整備促進 

(8) 歩行者、自転車にやさしいまちづくり施策の推進 

    ① 交差点を含めた交通バリアフリー基本構想の着実な具現化 

② 自転車走行利用環境整備と自転車条例に基づく安全運転マナーの徹底 

(9) コミュニティバスの導入拡大に向けた支援の充実 

２． 都市基盤の整備 

    (1) クルーズ船受け入れ拡充を含めた金沢港の整備促進と機能の充実 

(2) 金沢美術工芸大学の新築移転事業の推進と跡地利用の検討促進 

(3) 新公共施設等総合管理計画に基づいた公共建築物の適正な管理運営 

(4) 無電柱化事業の推進 

(5) 各種景観条例に基づく総合的な景観政策の推進 

(6) 「金沢市夢ある公園再生・活用計画」の着実な実施 

(7) 西茶屋街周辺の統一された景観整備の促進 

３． 中心市街地活性化策の積極的推進 

   (1) 官民連携による都心軸の活性化 

(2) 新たな移住・定住促進施策の周知およびさらなる推進 

 (3) 学生を中心市街地へ呼び込む施策の推進 

 (4) 歌劇座の建て替えの慎重な検討 

 (5) 市役所・２１世紀美術館周辺の市関連施設の整備促進 

 (6) 日本銀行、県立図書館、美大、旧新竪町小･旧味噌蔵町小･旧材木町小などの跡地利用 

について開かれた検討の積極的な推進 

４．歴史都市金沢の文化の高揚 

(1) 歴史・文化資産の保存活用 

   ① 歴史的文化財発掘事業の推進 

   ② 国史跡や国名勝の保存整備の促進 

③ 重要文化的景観の整備の促進 

④ 「木の文化都市・金沢」の推進 

⑤ 金澤町家の保全と利活用の促進 

⑥ 文化財保全活用地域計画に基づく歴史的所産の保存活用の推進 

(2) 学術・文化の振興 

① 県立図書館移転に伴う「本多町文化ゾーン」の形成さらなる推進 

② 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館を活かした周辺重伝建地区の活性化 
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③ オーケストラ・アンサンブル金沢と市民の文化活動との連携促進 

     (3) 卯辰山工芸工房を拠点とした工芸作家の育成・定着・支援 

   (4) 伝統芸能等の保存・育成策の拡充 

   (5) ウィズコロナ時代を見据えた国際交流の推進 

① 国際交流戦略プランの着実な実施 

      ② 国際コンベンション等の誘致・国際交流事業の推進 

５．ウィズコロナ時代を見据えた観光戦略プランの具現化 

   (1) 「五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン」の実施状況の検証および実効性ある公平な

施策の実施 

(2) 観光客受け入れ環境の充実 

   (3) 市民生活と調和した持続可能な観光の振興 

    ① 適正な誘客規模の検討 

② 宿泊税導入による影響調査と制度見直しの再検討 

   (4) 金沢ブランドの効果的発信 

① 金沢ブランドにふさわしい商品・サービス提供の推進 

② 金沢食文化条例制定の趣旨を活かした事業の積極的な展開 

③「銀座の金沢」の効果的な事業展開 

(5) 観光協会、幅広い事業者、市民参加による観光戦略の充実・強化 

６．金沢都市計画マスタープラン策定を受けた取り組み 

   (1) 集約都市形成計画の周知と市民合意の形成 

   (2) 住民の意見を反映した地域別構想の具現化 

７．広域連携の推進  

   (1) 連携中枢都市圏形成に向けた新石川中央都市圏ビジョンの具現化 

     (2) 新幹線効果を共有した圏域の活性化 

   (3) 河北潟の水質浄化対策の促進と市民協働の環境保全活動の支援 

 

〔３〕 地域経済を活性化させ雇用を確保する 

１．金沢版働き方改革推進プランに基づく労働政策の推進 

  (1) 新型コロナ感染症の影響の長期化を踏まえ本市独自の雇用支援策の継続 

(2) 中高年齢者や女性、障害者、就職氷河期世代等の社会的弱者への就労支援策の強化 

(3) 長時間労働の是正と処遇改善の促進支援  

     (4) 求人と求職のマッチング施策の強化 

     (5) 労働相談機能の強化 

２．人材確保と労働者福祉の向上 

   (1) ＵＪＩターン支援事業の推進 

     (2) 勤労者の福祉事業に対する助成の継続実施 

３．中小企業対策の充実 

  (1) 中小企業施策を体系化する中小企業振興条例の制定 
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(2) 地域経済の活性化に向けた公共投資額の確保 

(3) 中小・零細企業の経営基盤強化のためのスマートワークなど新たな時代に即応した 

支援策の充実・強化  

(4) 新産業創出に向けた経営戦略と人材育成への具体的支援策の充実･強化 

(5) 「労働者協同組合法」施行に向けての制度周知と関連施策の検討 

４．産業基盤整備と地場産業の振興 

   (1) 金沢テクノパークにおける未分譲地解消 

   (2）地場産業の高度化支援への強化 

   (3) 進出企業に対する支援の充実および企業流出を防止するための対策強化 

(4）地域活性化・コミュニティビジネスにつながる地域商店街への支援強化 

   (5) 「金沢クラフトビジネス」の更なる推進 

 (6) 「金沢市中央卸売市場再整備基本計画」に基づく再整備の推進 

５．農林水産業の振興 

   (1) カーボンニュートラルの達成基盤産業としての農林水産業の総合的な推進 

  (2) 「金沢の農業と森づくりプラン 2025」に基づく農業の振興 

① 参入希望企業および就農希望者の発掘と支援の充実 

② 農地の保全と耕作放棄地の利活用拡大と農山村の活性化 

③ 農業の６次産業化へ向けて、営農組合や農業法人への支援強化及び対象拡大 

④ 加賀野菜の地元消費者への広報の強化と消費拡大の推進 

⑤ 生産者への助成および販路拡大と後継者育成等の支援の充実 

⑥ 循環型有機農業の振興と安全な食材提供への支援 

   (3) 金沢の農業と森づくりプラン 2025」に基づく林業の振興 

        ①「「森林環境譲与税」の活用・地籍調査の加速化による森林経営管理制度の推進 

②「木の文化都市金沢」を支える金沢産材の産出支援ならびに販路拡大と消費促進 

③ 木質バイオマスの生産推進と需要拡大 

④ 森林病害虫被害の対策強化 

   (4) 水産業の振興と海の幸の魅力発信 

６．鳥獣害対策 

(1) 生物多様性の観点に立った里山環境保全による未然防止 

(2) 特性に応じた総合的な鳥獣被害対策の推進 

(3) ジビエ産業化や駆除害獣の有効利用の推進 

 

〔４〕未来を担う子どもやスポーツに投資する 

１． 学校教育の充実 

(1) 学校現場の多忙化の解消 

(2) 中学校までの 35人学級の早期実現 

(3) 養護教諭・学校事務職員を含めた教職員定数改善の早期実現 

(4) 学力テスト偏重の是正 
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(5) いじめ・不登校対策の充実・強化 

(6) 民間教育機関との連携、公立夜間中学校の開設などの多様な学びの確保 

(7) 本人・保護者の意向の尊重とインクルーシブ教育の情報提供 

(8) 通級指導教室及び日本語教室の拡充 

(9) 人権教育としての生命の安全教育・性の多様性についての教育の推進 

(10) 血液検査の廃止 

(11) 学校スタッフ職の適正配置 

① 学校事務補助職員・教員業務補助職員の配置拡充 

② 図書館司書の配置拡充と正規化 

  (12) 市立学校の特別教室、体育館へのエアコン設置 

  (13) ＧＩＧＡスクール実施にあたりＩＣＴスタッフのさらなる拡充 

(14) 後付けエレベーター設置をはじめとする校舎のバリアフリー化、 

トイレ洋式化の推進 

２． 生涯学習と市民スポーツの推進 

   (1) 生涯にわたる主権者教育の拠点としての公民館機能の強化 

   (2) 北部地域での図書館の開設 

     (3) 新玉川子ども図書館の開館を機に世代を超えた読書交流の推進 

   (4) スポーツ文化の振興 

① 「金沢マラソン」の検証と実施体制の見直し 

② 城北市民運動公園および南総合運動公園周辺地域の整備促進 

③ 全市的なバランスと市民ニーズをふまえたスポーツ施設の整備計画に基づく実施 

④ 障害のある方のスポーツ参加の環境整備 

⑤ 自治体間スポーツ交流への継続的支援 

⑥ 文化スポーツコミッションの実効性ある運営 

⑦ 専光寺ソフトボール場の再整備 

３． 次世代育成支援策の推進 

    (1)「かなざわ子育て夢プラン 2020」の着実な推進 

    ① 今日的な保育ニーズに対応した受入れ環境の整備拡充 

    ② 放課後児童クラブの施設基準の堅持、ならびに待機児童解消に向けての 

整備促進と開所時間の延長 

③ 病児・病後児保育の拡充と保育サービスの充実 

(2) 保育士・放課後児童クラブ指導員の処遇改善と人材確保 

(3) 私立保育施設の耐震化、改修、防犯設備等、整備に対する支援の充実 

    (4) 児童虐待防止対策の強化 

① 子ども家庭包括支援の視点に立ち、アウトリーチ型、ネットワークによる 

相談・支援体制の強化 

② 妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の充実 

③ 児童相談所の機能強化、関係機関・団体との連携強化 

④ 関係機関と連携した里親制度の充実等社会的養育の推進 
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   (5) 「金沢市子ども生活応援プラン（仮称）」の着実な推進 

    ① 地域から切れ目なくつながる重層的な相談・支援体制の構築 

    ② 金沢こども応援ネットワークの機能強化と事務局体制の確立 

        ③ 子ども宅食事業の実施を見据え、実施内容・体制のあり方の検討 

(6) 希望する全ての児童受入れに向けた、インクルーシブ保育理念に基づく統合保育 

要綱の見直し 

 

〔５〕自然環境と共生できる持続可能な都市をめざす 

１． 循環型社会の推進 

   (1) 第６期ごみ処理基本計画に基づくごみの減量化・資源化の推進 

① 市民協働によるごみの減量化・資源化の推進 

     ② 家庭ごみの有料化制度導入後の実態把握と課題の明確化 

        ③ 事業系ごみの減量化・資源化の推進 

    ④ プラスチックごみ削減への包括的な取り組みの推進 

        ⑤ 「金沢市食品ロス削減計画」に基づく施策の推進 

(2) 山間地域における不法投棄防止と監視体制の強化 

    (3) 地下水保全計画の着実な推進 

２． ゼロカーボンシティかなざわに向けての取り組み 

(1)「金沢市地球温暖化対策実行計画」の着実な推進 

(2) 再生可能エネルギー拡充のための全庁的な取り組み、ならびに官民連携の強化 

(3) 実効性ある再生可能エネルギー発電施設に関する条例の制定と事業者への適切な 

指導 

 

〔６〕市民協働と行財政改革を推進する 

１． 国・県の「行政権限移譲」に向けた継続的な取り組みの推進 

   (1) 一般財源確保に向けた積極的な取り組みの強化 

   (2) 地域主権・住民主権の確立 

２． 行財政改革の推進 

(1) 行政手続きのオンライン化に伴うデジタル弱者への配慮 

(2) 行政評価システムの適切な運用と各種施策への反映 

    (3) 中期財政計画の点検と着実な実施及び健全財政の保持 

   (4) 指定管理者制度における利用料金制度の適切な運用 

    (5) 企業局の経営強化 

① ガス・発電事業の株式会社譲渡にかかわり、エネルギーインフラの公共性を担保す 

るための本市の責任ある対応 

    ② 公営水道事業の堅持と広域連携による経営基盤の強化 

③ 企業局の健全経営と県水受水計画の見直しへの積極的な対応 
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(6) 公共サービスの水準確保 

  ① 公共サービス基本条例の制定 

    ② 適正な労働条件のための公契約条例の制定 

③ 受注下請け事業者の適正な労働条件の確保 

④ 公共施設のＩＣＴ化の促進 

(7) 開設する公文書館において、市民の知る権利に応える開かれた運営 

(8) 職員の適正配置と会計年度任用職員への無期転換ルールの検討 

３． 市民協働のまちづくりの推進 

(1) 協働によるまちづくり事業の推進 

① 協働によるまちづくり事業の充実・強化 

② 市民サポートセンターの実効性ある運営と本格設置に向けた検討 

③ 学生の自主性・自立性を活かした「学生のまち金沢」事業の推進 

     (2) 地域コミュニティ活性化の推進 

① 地域コミュニティ活性化推進計画における自主性、主体性の尊重 

② 地域コミュニティ活性化基金の運用の見直し 

③ 官民の役割分担の明確化 

④ 旧町名復活に基づくまちづくりの推進 

(3) グッドマナー実践都市宣言の具現化と推進 


