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新 わくわく子ども国民文化祭開催費 16,000 千円 改 アーツカウンシル金沢事業費 13,540 千円
子どもたちが多様な伝統文化や音楽に触れる体験プログラムを実施 新 文化芸術活動の支援強化に向けて、アーツカウンシル金沢の事業を拡大実施

改 ＫＯＧＥＩフェスタ！開催費 22,000 千円 新 保育所等情操教育推進費 21,800 千円
新 茶道、華道、邦楽に工芸品を用いた講座を開催 保育施設独自の文化芸術プログラムを通して、子どもの情操教育を推進

新 「未来を彩る食文化都市・金沢を語る」フォーラム開催費 3,000 千円 新 中学校金沢の文化鑑賞事業費 23,260 千円
金沢の個性を彩る食文化を国内外に発信するフォーラムを開催 中学校全生徒を対象にオーケストラや素囃子など芸術文化を体感できる機会を提供

新 金沢建築文化フェスタ開催事業費 2,700 千円 新 現代建築レガシー継承事業費 千円
本市の建築とまちづくりの魅力を発信する金沢建築文化フェスタを開催 国内外から評価の高い現代公共建築を継承していくため、建築的な価値に配慮し、

新 金沢市工芸展第80回記念事業開催費 3,000 千円 玉川図書館の改修に向けた基本設計と鈴木大拙館の大規模改修に着手
第80回金沢市工芸展を記念し、首都圏で企画展や体験イベントを開催 改 縁付金箔保存継承事業費 16,600 千円

新 いしかわ百万石文化祭花いっぱい応援事業費 12,000 千円 新 縁付金箔の保存継承のため、後継者育成や需要拡大に向けた事業を展開
都心軸の沿道や主要交差点を花いっぱいに飾り、おもてなし空間を創出 改 旧森紙店保存活用事業費 4,700 千円

新 長土塀「絆」文化祭開催費 2,000 千円 新 旧森紙店の文化芸術的な活用に向けた基本計画を策定
長土塀青少年交流センターで伝統文化を体験できるワークショップ等を開催 新 金沢クラフト首都圏魅力発信検討費 3,000 千円

新 アウトサイダー・アート作品展開催費 3,000 千円 首都圏における新たなクラフト発信拠点施設の開設に向けて検討
アウトサイダー・アート作品展やデザインを活用した被服の展示会を開催 新 木の文化都市・金沢民間活力推進費 5,000 千円

新 心のユニバーサルデザイン推進フェスタ開催費 4,000 千円 民間施設における木の利用促進に向けた課題解決の検討や立地可能性調査を実施
共生社会の理解を深めるため、障害のある方とない方が共に参加するイベント等を開催 新 デジタルミュージアム構築事業費 36,900 千円

新 金沢21世紀美術館特別展開催費 20,000 千円 文化施設の所蔵品をインターネットで公開するデジタルミュージアムを構築
デジタルアート作品の展示など文化の魅力を広く発信する特別展を開催 城北市民運動公園整備事業費 千円

新 中村記念美術館特別展開催費 2,000 千円 完 金沢スタジアム(新市民サッカー場)の建設工事を完了(令和６年２月供用開始予定)
金沢の茶人の隠れた名品等を展示する特別展を開催 完 みんなのホームスタジアム推進事業費 57,000 千円

新 前田土佐守家資料館歴史散歩開催費 170 千円 クラウドファンディングの寄附金を活用して、金沢スタジアムの観戦環境を充実
前田土佐守家とゆかりの深い尾山神社、金沢城公園を巡る歴史散歩を実施 改 専光寺ソフトボール場整備事業費 32,600 千円

新 鏡花生誕150年記念事業費 6,000 千円 新 国際規格の改正や施設の老朽化などに対応するため、再整備に向けた基本設計に着手
泉鏡花生誕150年を記念した特別展やシンポジウム等を開催 改 内川・戸室スポーツ広場整備事業費 27,600 千円

新 金沢ナイトミュージアム・エクスペリメント開催費 10,000 千円 新 内川及び戸室スポーツ広場の再整備に向けた実施設計に着手
市民芸術村で多様な文化に触れる金沢ナイトミュージアム特別編を開催 改 第９回金沢マラソン開催費 90,000 千円

　新 オペラ禅開催費 29,000 千円 新 国外在住者の出場枠の追加、大会前日にファンランの開催　など
世界に誇る金沢の哲学者・鈴木大拙を取り上げたオリジナルオペラ「禅」を上演 新 世界水泳大会事前合宿受入事業費 39,600 千円

新 無形民俗文化財共演会開催費 3,800 千円 世界水泳福岡大会に合わせ、フランス代表チームの事前合宿を受け入れ
無形民俗文化財のナイトパフォーマンスを開催し、伝承芸能の魅力を発信

新 まちの風情を感じる夜間景観アクションプログラム策定費 5,000 千円
完 金沢美術工芸大学移転整備事業費 千円 まちの歴史や文化を感じられる新たな夜間景観アクションプログラムを策定

金沢大学工学部跡地への移転整備を完了 新 眺めるまちの魅力発信事業費 500 千円
新 新キャンパス開学記念事業費 4,900 千円 眺望景観の魅力を広く発信する回遊モデルコースを造成
改 新キャンパス移転プロモーション事業費 9,100 千円 新 斜面緑地保全市民協働モデル事業費 2,000 千円

新 新キャンパス開学イベントやプロモーションを展開(令和５年10月移転開学) 地域主体による斜面緑地の保全・活用に向けたモデル事業を実施
改 金沢美大柳宗理デザインミュージアム（仮称）整備事業費 27,600 千円 改 夢ある公園再生・活用事業費 42,400 千円

新 基本設計及び展示計画の策定に着手 新 大人と親子連れが季節の自然に親しむ公園を整備(泉野第４児童公園)

243,754

108,000

1,057,612

１ いしかわ百万石文化祭２０２３の開催 23事業 198,670千円

Ｉ.世界に誇る文化都市金沢の実現 301事業 9,081,774千円

２ 世界に誇る文化都市金沢の実現に向けた取り組み 210事業 7,357,153千円

４ 品格ある都市環境の形成 53事業 879,543千円
３ 金沢美術工芸大学の振興 15事業 646,408千円
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新型コロナウイルスワクチン接種費 2,017,000 千円
　 ワクチンの接種を円滑に実施

新 金沢の買い物応援商品券事業費 470,000 千円 新 地域包括支援センター受託法人選考費 600 千円
買い物負担の軽減と消費喚起のため、商店街プレミアム商品券の発行を拡大支援 地域包括支援センターの新圏域への移行に向けて、事業者公募を実施

福祉光熱費助成金、福祉施設光熱費物価高騰特別対策費 392,130 千円 改 金沢版重層的支援体制整備事業費 54,800 千円
電気・ガス料金の高騰に対応するため、夏期光熱費の一部を助成 重層的支援体制の強化に向けて、支え合いソーシャルワーカーを２名増員

生活保護世帯や児童扶養手当を受給している住民税非課税世帯等 新 民生委員ＩＣＴ化推進費 1,800 千円
介護事業所、障害福祉施設、児童館、私立保育所等、児童クラブ　など 民生委員の活動を支援するため、

学校給食費物価高騰特別対策費 156,000 千円 情報管理機能を搭載した見守り電子マップを導入

保育所等副食費物価高騰特別対策費 59,700 千円 新 次期長寿安心プラン策定費 5,540 千円
保護者負担の軽減を図るため、学校給食にかかる食材費高騰分と保育所等の 支え合う福祉社会の形成に向けて、新たな長寿安心プランを策定

副食にかかる食材費高騰分を全額公費で負担 老人福祉施設整備費補助 201,251 千円
新 中小企業振興特別資金（物価高騰緊急対策分）の創設 7,800 千円 老人福祉施設のＩＣＴを活用した設備の導入や介護職員の宿舎施設整備等を支援

中小企業融資制度に物価高騰緊急対策分を創設 新 介護・障害福祉職員地元就職支援事業費 600 千円
新 事業者用太陽光発電設備等導入支援事業費 10,000 千円 福祉人材養成校と介護・障害福祉サービス事業者による就職情報交換会を開催

中小企業の省エネと脱炭素化に向けて、太陽光発電設備の助成制度を創設 新 次期金沢健康プラン策定費 3,300 千円
改 農業経営収入保険料助成費 7,500 千円 未病対策の視点を取り入れた新たな健康プランを策定

農業経営収入を補填する保険の加入に対する支援制度を１年延長 新 地域食育活動推進費 900 千円

改 肥料高騰特別対策支援事業費 3,500 千円 食生活改善推進員が市民に正しい食習慣を啓発し、食による健康づくりを推進

肥料価格高騰の影響に対応するため、農業者の春肥購入に対する支援制度を拡充 新 市立病院再整備基本構想策定費 10,000 千円
市立病院の再整備に向けた基本構想を策定

新 中小企業創業者支援資金 800 千円 市民生活への影響に配慮し、基金の取崩し等により国民健康保険料率を据置
中小企業制度融資にスタートアップと若者・女性起業家向けの支援制度を創設

新 首都圏若者リターン就職支援事業費 2,000 千円
首都圏の若者を対象とした合同企業説明会や先輩移住者との交流会を開催

新 中小企業カムバック・リスキリング支援事業費 1,500 千円
離職者の再雇用とリスキリングを促進するため、新たな雇用奨励金制度を創設

新 中小企業デジタル人材リスキリング促進助成費 4,000 千円 新 ドローン活用防災・減災対策事業費 4,400 千円
中小企業のデジタル人材育成に向けたリスキリング支援制度を創設 災害危険箇所等の情報収集機能の強化に向けて、無人航空機（ドローン）を配備

新 ものづくり企業リスキリング支援事業費 2,200 千円 改 自主防災組織防災資機材等整備費補助 5,000 千円
ものづくり企業のリスキリングを促進するため、従業員の技能検定受検等を支援 自主防災組織の資機材整備等助成制度に避難所運営用備品や訓練用保存食等を追加

新 大学連携リスキリング推進費 1,000 千円 新 特定盛土等規制区域基礎調査費 12,000 千円
大学が実施する社会人向けリスキリング講座の受講料等の一部を助成 特定盛土等の規制に向けて、区域指定の基礎調査を実施

新 商店街活動伴走支援事業費 1,500 千円 新 通学路等安全確保整備事業費 10,000 千円
商店街の活性化や次世代の人材育成を伴走支援する専門家を派遣 通学路等の安全を確保するため、歩行空間等を整備（大桑町地内）

改 中山間地域活性化外部人材活用事業費 6,200 千円 新 かなざわ版デジタルハザードマップ作成費 44,000 千円
中山間地域の活性化に向けて、新規地区で地域おこし協力隊を募集 小規模河川の浸水想定区域を追加した新たな洪水ハザードマップを作成

新 森と市民をつなぐ拠点施設整備検討費 6,200 千円 早期の避難行動と安全確保を図るため、デジタルハザードマップアプリを導入

森と市民をつなぐ拠点施設の整備に向けた基本計画を策定（旧東浅川小学校） 新 地下道冠水監視カメラ導入費 2,600 千円
新 スマート林業推進事業費 97,500 千円 地下道冠水による事故を防止するため、24時間対応の冠水監視カメラを導入

市営造林運用計画を策定するとともに、主伐に向けた試験的売払いを実施 新 救急体制強化費 79,780 千円
新 市場再整備事業費 46,700 千円 新たに金石消防署臨港出張所に救急隊を配置（令和５年６月予定）

中央卸売市場の再整備に向けた基本設計に着手 改 高機能消防指令センター業務費 103,138 千円
最終補正予算への前倒し分と合わせ、一般会計で前年度を上回る244億円の公共事業規模を確保 高機能消防指令システムの通報回線機能を強化

1．地域経済の再生と活性化 ２．安心して暮らせる福祉社会の形成

Ⅱ.地域経済の活性化と安全安心の確保

３．防災・減災対策の推進

[債務負担 1,060,600千円]

物価高騰対策 23事業 1,117,940千円

［債務負担 62,600千円］

[債務負担 998,000千円]

529事業 33,129,731千円

202事業 4,497,624千円
240事業 19,966,249千円

87事業 8,665,858千円

[債務負担 62,600千円]
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　　【地域コミュニティの醸成】 改 SDGs未来都市計画推進費 16,000 千円

新 はたらく人の地域活動促進奨励金 2,000 千円 　第２期ＳＤＧｓ未来都市計画を推進

　従業員が地域活動に参加しやすい職場づくりに取り組む企業に対し奨励金を支給 改 人権問題啓発費 1,700 千円

改 地域の交流拠点地区形成事業費 2,000 千円 　女性の人権をテーマとした講演会や若い世代に向けた人権啓発作品展を開催

　新　湯涌地区の地域交流拠点地区形成に向けた取り組みを支援

　　【地域コミュニティ組織の持続可能性向上】

新 コロナ復興支援特別対策費（地区公民館運営費） 千円

　公民館活動の活性化に向けて、コロナ禍で減少した事業費相当分を加算

改 地域コミュニティICT化プロジェクト推進事業費 7,700 千円 改 統合保育費（運営費補助） 千円

　新　町会活動等のICT化を推進するため、地域活動発信アプリの活用事例を発信 　新　支援制度を全国トップレベルに拡充し、児童１人に対し保育士１人の配置を実現

改 校下（地区）町会連合会運営支援事業費 18,840 千円 新 子ども居場所づくり総合支援事業費 10,600 千円

　新　町会活動のデジタル化への対応や感染症対策、物価高騰対策に係る経費を加算 　子ども食堂や学習支援など、子どもの居場所づくりを行う団体への支援制度を創設

　　【地域コミュニティ活動のさらなる活性化】 新 ひとり親家庭情報発信機能強化費 2,500 千円

新 地区公民館文化活動促進費 15,000 千円 　市公式ＬＩＮＥを活用し、ひとり親家庭に必要な支援情報等を提供

　文化活動の裾野拡大を図るため、公民館の文化関係備品の購入等を支援 改 児童相談所費 13,340 千円

新 シビックテックミーティング開催費 900 千円 　児童虐待に迅速かつ的確に対応するため、児童相談所の専門員を増員　など

　地域課題の解決を図るシビックテック活動への理解を深めるためのイベントを開催 新 ヤングケアラー支援体制構築費 2,000 千円

　　【多様な主体との連携促進】 　ヤングケアラーの負担軽減を図るため、家事支援ヘルパーの派遣や研修会の開催　など

新 地域コミュニティ・学生連携促進モデル事業費 800 千円 新 がん患者アピアランスケア支援事業費 4,000 千円

　町会行事等に学生団体を派遣し、地域と学生をつなぐ連携事業をモデル実施 　がん患者のアピアランスケア（脱毛等の外見変化への対処）に対する支援制度を創設

新 学生・企業パートナー事業費 300 千円 新 保育所等医療的ケア児受入拠点施設体制整備費（令和６年度受入開始）

　学生団体と学生サポーター企業の相互交流を促進し、協働のまちづくりを推進 　受入拠点となる市立保育所に看護師を配置（双葉保育所） 4,580 千円

新 まちづくりクラウドファンディング活用支援事業費 1,000 千円 　私立保育所等の受入開始に向けて、看護師の配置や施設改修を支援　など

　市民活動団体等のクラウドファンディングを活用した活動資金の調達を支援 新 情報バリアフリー環境推進費 1,000 千円

改 共創プラットフォーム活用推進費 220 千円 　障害種別ごとにスマートフォン・タブレットの利用方法を学習する研修会を開催　など

　市民協働による地域課題の解決に向けて、共創プラットフォームを本格運用

改 姉妹都市交流費 23,900 千円 改 外国人住民向け窓口サービス・生活情報充実費 4,800 千円

　新　ナンシー市との姉妹都市提携50周年を記念した交流事業を展開 　新　外国人住民の子育て支援に向けて、母子保健サービス等の子育て情報を多言語化

　　料理人を派遣し、現地レストランシェフとの技術交流を実施 新 地域日本語・学習支援連携モデル事業費 300 千円

　　金箔職人と能面師を派遣し、縁付金箔製造の体験会と能面修復指導を実施 　地域と大学の連携による日本語・学習支援モデル事業を実施

改 石川中央都市圏交通ネットワーク強化推進費 3,230 千円 改 外国人児童生徒学習支援費 540 千円

　北陸鉄道線の持続可能性確保を検討するとともに、特定事業計画を策定 　小中学校に多言語対応の通訳機器を配備し、外国人児童生徒への日本語指導を充実

314,000

28,226

Ⅲ．地域コミュニティの活性化と共生社会の実現 191事業 3,434,157千円

１ 地域コミュニティ活性化の推進 103事業 980,141千円 ３ ＳＤＧｓの推進 8事業 33,800千円

５ 多文化共生の推進 12事業 27,240千円２ 広域連携の推進 24事業 623,720千円

４ 誰もが活躍できる共生社会の実現 44事業 1,769,256千円
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子育て支援の充実や市民生活への影響に配慮し、保育料を25年連続で据置 新 Ｇ７富山・金沢教育大臣会合開催費 30,000 千円

新 次期かなざわ子育て夢プラン策定費 8,000 千円 　　　シンポジウムやレセプションなどの地元主催事業等にかかる費用を県市協調で負担

　　　子ども施策を総合的に推進するため、新たなかなざわ子育て夢プランの策定に着手 新 Ｇ７サミット学校給食費 9,800 千円

改 子育て支援医療助成費 1,184,490 千円 　　　国際理解を深めるため、参加７か国に由来する献立を取り入れた学校給食を実施

　　　子育て支援医療助成の入院分について、助成対象を18歳まで拡大するとともに、 新 Ｇ７海外メディア向け文化観光プロモーション事業費 1,300 千円

　　　窓口負担を無料化 　　　海外メディア向けの特別ツアーを開催し、金沢の文化観光プロモーションを展開

改 ひとり親家庭等医療助成費 124,780 千円

　　　ひとり親家庭等医療助成の子にかかる入院・通院分の窓口負担を無料化

新 森本地区新保育所建設事業費 36,600 千円

　　　森本地区の新たな保育所建設に向けて、実施設計に着手（令和８年４月開所予定） 完 芳斎公民館建設事業費 67,406 千円

改 伴走型妊産婦支援事業費 381,194 千円 　　　芳斎公民館の建設工事を完了（令和６年４月供用開始）

　　　保健師を増員し、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援体制を強化 新 デジタル図書館カード導入費 1,500 千円

改 乳児期・幼児期予防接種助成費 25,470 千円 　　　図書館の利便性向上のため、スマートフォン対応のデジタル図書館カードを導入

　　　おたふくかぜ、インフルエンザの任意予防接種に対する助成制度を拡充し、 新 図書館機能向上事業費 20,800 千円

　　　乳児期及び幼児期における経済的負担を軽減 　　　全図書館への自動貸出機導入に向けて、図書資料にＩＣタグを計画的に装備

新 住民税非課税世帯等初回産科受診料助成費 1,000 千円

　　　低所得世帯の妊婦の初回産科受診料を助成

改 個人番号カード普及促進費 276,015 千円

新 次期金沢型学校教育モデル構築費 600 千円 　　　第一本庁舎４階にマイナンバーカード総合窓口を開設（令和５年３月）

　　　新しい時代の学びの在り方を踏まえ、新たな金沢型学校教育モデルの構築に着手 新 金沢スマートサービス基盤構築費 33,600 千円

改 ＩＣＴ版金沢型学習スタイル実践費 501,676 千円 　　　図書館カード等のカード類をスマートフォンに集約する本市独自のサービス基盤を構築

　　　ＧＩＧＡスクール環境の充実を図るため、ＩＣＴ支援員によるサポート体制を強化 新 税証明書コンビニ交付サービス導入費 28,800 千円

新 休日の中学校部活動地域移行検討費 1,700 千円 　　　コンビニ交付サービスに所得・課税証明書を追加

　　　休日における中学校部活動の段階的な地域移行に向けて調査検討 新 中小企業ＤＸ相談窓口開設費 2,000 千円

改 小中学校司書配置費 134,524 千円 　　　金沢未来のまち創造館に中小企業ＤＸ相談窓口を開設

　　　学校司書の小学校への専任配置を計画的に実施

完 特別支援教育サポートセンター（仮称）等整備事業費 1,438,454 千円

　　　特別支援教育サポートセンター（仮称）等の整備を完了（令和６年４月供用開始）   　 　　  

改 特別支援教育充実費 165,521 千円 新 製品プラスチック資源化推進費 ［債務負担 79,000千円］ 24,000 千円

　　　特別支援教育支援員の派遣を拡充 　　　製品プラスチックの収集・処理に向けて、戸室リサイクルプラザの改修工事に着手

新 馬場・明成小学校統合事業費 34,500 千円 新 子育て世代ごみ減量リユース応援事業費 1,200 千円

　　　馬場・明成両小学校の統合に向けて、明成小学校校舎を改修（令和６年４月統合） 　　　回収した育児用品や子ども衣類のリメイク品を提供するイベントを開催

兼六小学校移転整備事業費 9,000 千円 新 事業者用太陽光発電設備等導入支援事業費 10,000 千円

　　　兼六小学校の新校舎(小将町中学校)への移転整備を推進（令和７年８月完成予定） 　　　中小企業の省エネと脱炭素化に向けて、太陽光発電設備の助成制度を創設

小中学校トイレ洋式化推進費 48,800 千円 改 市有施設環境価値創出事業費 20,200 千円

　　　小中学校のトイレの環境改善と洋式化に向けた整備工事を実施 　　　環境エネルギーセンターで発電した環境価値の高い電力を利用する市有施設を拡大

新共同調理場建設事業費 ［債務負担 3,778,000千円］ 940,500 千円 新 食品ロス削減全国大会開催費 8,500 千円

新 　泉本町地内における新共同調理場の建設工事に着手（令和７年８月完成予定） 　　　「食品ロス削減全国大会in金沢」を開催（令和５年10月30日～31日）

Ⅳ．未来を創る子どもへの投資 303事業 33,071,364千円 [ 債務負担 3,947,000千円 ] 

４．生涯学習の推進 26事業 249,345千円

５．デジタル技術を活用した市民生活や行政サービスの向上

54事業 798,082千円

（最終補正 1,483,000千円）

１．子育て支援施策の充実 150事業 27,460,169千円 ３．Ｇ７富山・金沢教育大臣会合の開催 3事業 41,100千円

６．環境負荷の軽減と循環型社会の構築

39事業 542,671千円［債務負担 79,000千円］

２．学校教育の振興 31事業 3,979,997千円［債務負担 3,868,000千円］
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新 新たな都市像策定費 9,700 千円 新 森本地区公共施設あり方検討調査費 2,000 千円

10年後を目標年次とする新たな都市像とその実現に向けた行動計画を策定 森本地区における公共施設配置等のあり方について検討

新 まちの魅力や活力の向上を図るため、都市政策局に「地域力再生課」を新設 金沢外環状道路整備事業費 ［債務負担 1,925,000千円］　　     　　

外部からの新しい視点を生かし、地域の再生を総合的かつ重点的に推進 海側幹線４期区間（海側）の千田高架橋の整備を推進 757,490 千円

新 地域力再生民間企業連携方策調査費 1,000 千円 完 都心軸活性化検討調査費 3,000 千円

自治体と民間企業との連携方策を調査検討 金沢駅から香林坊・片町に至る都心軸の今後のあるべき姿について検討

改 未来へつなぐ金沢行動会議推進費 3,000 千円 新 日本銀行金沢支店跡地あり方検討費 3,300 千円

若い世代のアイデアにより企画した方策を実践・検証 日本銀行金沢支店移転後の跡地のあり方について検討

新 大学連携地域力創造プロジェクト推進費 2,500 千円 改 地域運営交通支援費 25,270 千円

大学と連携し、まちづくりや地域の活性化に関する実践型の授業を開講 北部地区でのＡＩデマンド交通の本格運行など地域運営交通に対する支援を拡充

新 大学・地域連携共同調査研究事業費 4,000 千円 新 公共交通サービス高度化推進事業費 17,500 千円

地方自治研究機構と連携し、大学・学生と地域とをつなぐ仕組みづくりを調査研究 まちの拠点性を高め、人の交流を促す公共交通サービス高度化実施計画を策定

新 行政経営プランの着実な実践

新 北陸新幹線延伸機運醸成費（令和６年３月金沢・敦賀間開業予定） 10,400 千円 新 金沢スタジアムネーミングライツ導入費 350 千円

沿線都市と連携した観光ＰＲイベントや文化観光体験ツアー等の実施など 金沢スタジアム（新市民サッカー場）にネーミングライツ制度を導入

新 北陸三都市連携観光ＰＲイベント開催費 6,900 千円 新 次期公共施設等総合管理計画策定費 1,000 千円

首都圏で北陸三都市（福井市・金沢市・富山市）の連携観光ＰＲイベントを開催 新 ストックマネジメントガイドライン策定費 2,500 千円

新 文化観光推進費 3,000 千円 新 ガス事業及び発電事業の譲渡対価収入を活用（最終補正）

金沢の文化の魅力を感じる質の高い文化観光モニターツアーを実施 市民生活の安定と安全・安心の確保、子どもへの投資、安定的な財政基盤の構築、

改 欧州重点プロモーション事業費 8,700 千円 将来世代の負担軽減に資するため、譲渡対価収入を基金に積み立て

欧州重点市場であるイタリア、フランス、スペインの誘客プロモーションを推進 　　 市場病院施設再整備積立基金の創設 80億円

改 富裕旅行者層プロモーション事業費 6,000 千円 　　 水道施設再整備積立基金の創設 80億円

アメリカの富裕旅行者層をターゲットに県市連携でプロモーションを展開 　　 教育福祉施設等再整備積立基金の増額 80億円

新 まちなか定住施策検討費 2,000 千円 　　 財政調整基金の増額 45億円

まちなかの定住促進に向けて、庁内横断的かつ効果的な施策を検討 　　　　　市独自の物価高騰対策を講じるため、緊急かつ臨時的な措置として、

　　　　　10億円を取り崩し

Ⅴ．活力と魅力あふれるまちの創出 188事業

１ 10年後の金沢を見据えたまちづくり 14事業 418,504千円

6,412,246千円

３ 都市の発展基盤の整備
46事業 3,897,290千円

２ 交流・定住人口の拡大
102事業 1,623,406千円

４ 効率的で質の高い市政の推進 26事業 473,046千円

［債務負担 2,336,000千円］

［債務負担 3,334,000千円］

［債務負担 998,000千円］
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