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1 人口減少時代における新たな政策展開 6 石川型健康福祉社会の構築

（１） いしかわの個性を活かした交流人口の拡大 （１） 高齢者施策の推進

　－　新ほっと石川観光プランの推進　－ （２） 障害者施策の推進

（２） 産業の革新に向けた新たな取組み （３） 福祉サービスの人材養成と適切な情報提供

　－　産業革新戦略の展開　－

（３） 新たな少子化対策の展開 7 いしかわの未来を支えるひとづくり

　－　新いしかわエンゼルプランの推進　－ （１） 未来を拓くたくましい力を育む教育の推進

（２） 私立学校への支援

2 県民生活の安全・安心の確保 （３） スポーツ・生涯学習の振興

（１） 災害対策の推進

（２） 安全・安心な暮らしの実現 8 良質な社会資本の整備

（３） 医療サービスの充実と医療基盤整備 （１） 北陸新幹線の建設促進

（４） 食の安全・安心確保総合対策の推進 （２） 金沢港の建設促進

（３） 多重な道路網の整備

3 本県経済の活性化と雇用のセーフティネット拡充 （４） 治水・治山施設の整備

（１） 全国的・国際的なビジネス展開 （５） 福祉・教育施設の整備

（２） 既存産業の体質強化 （６） ローカルルールによる効率的・効果的な社会資本の整備

（３） 雇用のセーフティネット拡充

9 持続的発展に向けた農林水産業の基盤づくり

4 豊かで活力ある地域づくりの推進 （１） 食料供給体制の確立

（１） 北陸新幹線開業を見据えた影響調査等の実施 （２） 販路の拡大

（２） 地域主導の地域づくりへの支援 （３） 森林の多面的機能の保全と県産材活用の推進

（３） 中心市街地の再生・活性化 （４） 安定した漁業経営の確立と水産資源の確保

（４） 快適な生活空間づくり

（５） 県民の新たな社会参加の促進 10 地方分権時代にふさわしい新たな行財政システムの構築

（１） 県民の視点に立った行政サービスの向上と業務の効率化

5 環境配慮型社会への移行 （２） 職員費の抑制と歳入の確保

　－　環境総合計画の推進　－ （３） 特別会計・公社及び外郭団体の経営改善

（１） 環境にやさしい地域社会の創造

（２） 自然とのふれあいと恵み豊かな環境の実現
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1 人口減少時代における新たな政策展開

（１） いしかわの個性を活かした交流人口の拡大　－　新ほっと石川観光プランの推進　－

・ 新たな観光戦略の展開

－ 映画「釣りバカ日誌17」を活用した誘客促進 28,500 千円

エキストラ募集などの撮影協力、観光PR入りDVDの作成支援など

－ 伝統的工芸品月間全国大会の開催に対する支援 30,000 千円

全国伝統工芸士展、いしかわ伝統工芸フェアなど

－ 推進体制の整備

石川県観光創造会議の開催 1,700 千円

観光総合プロデューサーの設置 1,000 千円

観光ウェブリサーチの実施 2,876 千円

インターネットを活用した施策の検証

－ 三大都市圏誘客１千万人構想の推進

三大都市圏等における観光石川の発信 54,500 千円

旅行商品実現化交流会の開催、旅行代理店担当者の招へい、

加賀百万石ウォークの実施など

石川県観光物産ＰＲセンターに対する支援 15,700 千円

アンテナショップの運営及び観光情報の発信

－ 海外誘客３倍増構想の推進

中国、韓国、台湾からの誘客促進 20,700 千円

日中観光交流年記念観光プロモーションの実施、

韓国からの修学旅行に対する助成、台湾からのモニターツアーの実施など

－ 観光産業を担う人材育成

石川ツーリズムセミナーの開催 2,200 千円

観光振興のための地域リーダーの養成など

高等学校国際観光コース（仮称）設置に向けた研究 1,000 千円

－ 観光地の魅力アップ

観光地の魅力創出への支援 102,800 千円

計画策定、ユニバーサルデザインの推進など

グリーン・ツーリズムの推進 4,200 千円

観光地を組み入れたモデルツアーの実施など

白山ろくテーマパーク（吉野園地）の開園（Ｈ１８.７月） 167,180 千円

・ 文化資産を活用した交流の促進

－ 金沢城の魅力の発信

金沢城公園の整備 117,300 千円

石垣回廊整備、石垣修築など

城と庭との連携による新たな魅力の発信 10,900 千円

「城と庭・花巡り回廊」、ガイドツアーの実施など

金沢城の調査研究 35,168 千円

「金沢城代と横山家文書の史料調査（仮称）」の刊行、

戸室石切丁場の調査など

「金沢城・兼六園四季物語」の展開 20,000 千円

金沢城や兼六園を活用した多彩なイベントを開催

－ 兼六園周辺文化施設の魅力アップ

兼六園周辺文化施設活性化策の検討 1,500 千円

「人間国宝　松田権六の世界展」などの開催（美術館） 20,485 千円

「伊勢神宮の神宝展」などの開催（歴史博物館） 10,600 千円
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－ 豊かな文化の創造と発信

音楽堂自主事業の展開 56,000 千円

（ほかに、文化振興基金から 50,000 千円 ）

・ 航空ネットワークを活用した交流の促進

－ 小松空港

国際旅客便の利用促進･需要動向調査(上海、ソウル、台湾） 47,000 千円

国際貨物便の利用促進 14,380 千円

通関量増加のためのくん蒸施設の利用助成、

ルクセンブルグにおけるアンテナショップの開設支援など

滑走路等の整備 885,334 千円

本滑走路整備（Ｈ１８年度完成）

－ 能登空港

安定需要の確保に向けた利用促進活動の展開 120,000 千円

国際インバウンドチャーター便の運航支援 12,000 千円

二次交通（ふるさとタクシー）の運行支援 3,000 千円

ボーディングブリッジの増設支援（Ｈ１８年中完成予定） 150,000 千円

・ 世界に開かれたくにづくり

－ 中国江蘇省との地域活性化交流の推進 35,495 千円

経済・観光・人材・環境分野での交流

－ 日本語・日本文化研修センターの運営 49,324 千円

本県独自の日本語・日本文化研修プログラムの実施

－ アルゼンチン･ラプラタ日本語学校における「石川文庫」の開設支援 500 千円

－ 国連加盟５０周年記念フォーラム・セミナーの開催支援 4,000 千円

（２） 産業の革新に向けた取組み　－　産業革新戦略の展開　－

・ 産学・産業間連携の強化

－ プラットフォームの整備と重点分野のマッチング 7,250 千円

ニーズ・シーズの発掘、産学連携コーディネート協議会の設置、

分野別マッチング研究会の設置、支援企業のフォローアップなど

－ 脳機能計測診断支援システムの開発研究 5,000 千円

知的クラスター創成事業（５億円×５年間（Ｈ１６～２０））に対する支援

－ 製品化・事業化につながる研究開発の支援 53,500 千円

国の大型研究開発プロジェクト採択に向けた可能性調査、

新技術・新製品の研究開発に対する支援など

－ 研究開発成果の実用化支援 83,490 千円

試作品の評価・改良など

－ 大学の研究シーズを活用した新事業の創出支援 20,000 千円

県立大学に開設されるいしかわ大学連携インキュベータ（ｉ－ＢＩＲＤ）の

入居企業に対する賃借料助成

－ 今後の成長を支える重点分野の研究開発（工業試験場） 42,900 千円

情報通信、生命科学・バイオ、ナノテク・新素材、環境分野

－ 実用化・製品化促進のための企業参画型研究開発（工業試験場） 3,000 千円

公募企業の参画による共同研究開発

・ 産業競争力の強化

－ 次世代型企業群の創成支援 8,000 千円

新たなニッチトップ企業等の育成のための集中支援
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－ 石川経営天書塾の開催 2,000 千円

県内企業等の実例を教材にした企業経営のケーススタディ

－ 高度専門技術人材の確保 2,000 千円

相談窓口の設置、首都圏等の人材紹介会社とのネットワーク構築

・ 新産業分野の創造支援

－ 「石川新情報書府」第３期構想の推進 40,400 千円

ブロードバンド、地上デジタル放送に対応した映像コンテンツの制作、

国内外メディアへのビジネス展開

－ コンテンツビジネスの事業化促進 3,000 千円

新たなビジネスモデルの事業化に対する支援

－ いしかわサイエンスパークの新産業創造拠点化 66,505 千円

いしかわフロンティアラボ入居企業に対する賃借料助成、

いしかわクリエイトラボ入居企業に対する支援

（３） 新たな少子化対策の展開　－　新いしかわエンゼルプランの推進　－

・ 子どもを産み育てたくなる環境づくり

－ マイ保育園制度による育児支援(７市町→１５市町) 15,000 千円

妊娠時から３才未満児の育児期間中、登録保育所等で

育児相談・育児体験等を実施

－ 保育所児童の急病対応のための専任看護師配置に対する助成 12,043 千円

乳児保育等の質の向上を目指す全保育所に３カ年(Ｈ１７～１９）で配置

－ 放課後児童クラブ指導員の複数配置支援 27,521 千円

－ 児童福祉施設の整備 21,571 千円

保育所 　５カ所

児童館 　１カ所

－ 児童手当の拡充 2,103,641 千円

対象年齢の拡大(小学校３年修了まで→小学校６年修了まで)、

所得制限の緩和

－ ゆったりマイホーム建設に対する支援(多子世帯住宅分) 3,300 千円

－ 企業における次世代育成支援の取組の促進 1,400 千円

ワークライフバランス企業登録・表彰、 ワークライフバランス塾の開催

－ 私立幼稚園における地域の子育て支援の促進

預かり保育の実施に対する支援 15,966 千円

子育て支援施設整備に対する支援（３カ所） 30,469 千円

・ 子どもの誕生と心身の健やかな育ちの支援

－ 子どもを取り巻く医療環境の整備

小児救急電話相談の実施（土、日、祝日等の夜間） 5,836 千円

小児救急医療に関する研修等の実施 3,000 千円

内科医などに対する小児救急に関する研修、

小児救急対応パンフレットの作成

乳幼児医療費助成制度 419,248 千円

入院：就学前児童まで、通院：３歳児まで　　

ひとり親家庭等医療費助成制度 100,982 千円

１８歳までの児童を持つ母子・父子家庭等に対する医療費助成

－ 子ども虐待防止総合対策の拡充 52,297 千円

児童相談所協力病院の指定による虐待早期発見体制の強化、

中央児童相談所の２４時間対応など
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－ 出産前の不安解消に向けた支援

体外受精等の不妊治療費に対する助成 20,878 千円

助成期間４年間→５年間

不妊や妊娠の悩みに関する専門電話相談の実施 3,780 千円

－ ひとり親家庭の自立支援

母子家庭の自立支援 20,933 千円

プレ訓練付き公共職業訓練の実施、自立支援給付金の交付など

放課後児童クラブ利用料に対する助成 5,659 千円

2 県民生活の安全・安心の確保

（１） 災害対策の推進

・ 災害に備えた体制の強化

－ ボランティアによる被災者･避難者支援活動の円滑化 2,788 千円

災害対策ボランティア本部運営マニュアルの作成、 市町･関係機関・

ボランティアによるフォーラムの開催、コーディネーターの養成など

－ 市町の避難計画策定・普及啓発の支援

浸水想定区域図の作成（洪水） 61,500 千円

洪水ハザードマップの作成支援 6,500 千円

－ 防災情報収集・伝達体制の整備

防災行政無線のデジタル化整備 債務を含め 740,000 千円

・ 災害に強い県土の基盤づくり

－ 公共施設等の耐震化

緊急輸送道路の耐震補強 800,000 千円

第２次、第３次輸送ルートの落橋防止対策(Ｈ１９完了）

指定避難施設である県立学校等体育館の耐震化工事 747,145 千円

Ｈ１８・１９の２カ年で対象26校38棟の補強工事を完了

県立学校の耐震補強・大規模改造 288,402 千円

民間住宅･建築物の耐震改修促進計画の策定 3,000 千円

－ 治水対策

河川内堆積土砂を活用した堤防の強化 60,000 千円

河北潟周辺の浸水対策 315,000 千円

（２） 安全・安心な暮らしの実現

・ 身近な治安対策の充実

－ 治安維持体制の強化

警察官の増員（20名）、

交番相談員等の増員（13名）（県内全交番に配置(Ｈ１９完了)）

－ 安全で安心な地域社会づくりの推進

ボランティア団体による防犯活動の強化 1,178 千円

効果的なパトロール方法の指導など

防犯まちづくり意識の向上 4,755 千円

県民のつどい、草の根座談会の開催、推進キャンペーンの実施など

－ 小学校通学路の安全確保の推進(全小学校で実施) 22,500 千円

保護者や地域住民のボランティア活動に対する支援

－ 学校・家庭・地域の情報共有による子どもの安全確保の推進 4,300 千円

携帯電話などを活用した情報共有化の調査研究
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・ アスベスト問題への対応

－ 県有施設のアスベスト除去工事 250,000 千円

－ 解体時等立入検査の実施 1,779 千円

－ 健康被害の発生状況の把握･分析 1,000 千円

・ 建築物の安全確保

－ 工事の施工段階での中間検査の導入

・ 国民保護計画の推進

－ 国民保護実動訓練の実施 4,800 千円

－ 国民保護計画に基づく体制の整備 7,033 千円

情報伝達・輸送マニュアルの策定、

市町における国民保護計画作成への支援など

・ ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)対策の推進

－ ＤＶ被害者の自立支援 1,200 千円

ＤＶ被害者に対する就職支援、生活の場の確保など

－ ＤＶ被害の相談体制の充実 5,154 千円

ＤＶホットライン・弁護士の設置など

・ 安全安心な消費生活社会づくりの推進

－ 被害の未然防止のための消費者教育の充実 13,690 千円

草の根消費者教室の開催、電子メールによる消費生活情報の提供など

－ 不適正な取引の監視 7,839 千円

専任調査員の配置（２名）、立入調査の実施

－ 市町の消費者苦情処理体制の整備に向けた支援 3,339 千円

消費生活専門相談員養成ゼミナールの開催、

相談業務支援員の派遣など

・ 交通安全対策の充実

－ 交通安全おもいやり家族サポート事業の実施 2,884 千円

－ 高齢者の交通安全対策の充実

高齢者交通安全推進員による啓発活動の支援 5,229 千円

街頭巡回での安全指導、反射材の配付 5,989 千円

－ 交通安全施設の整備 2,012,800 千円

・ 不法係留船問題への対応

－ 犀川･大野川水系重点的撤去区域の設定、周知啓発 5,400 千円

（３） 医療サービスの充実と医療基盤整備

－ 新型インフルエンザ対策の推進 111,000 千円

発生時の体制整備、抗インフルエンザウイルス薬（タミフル）の備蓄など

－ 医師不足の地域における医師確保 17,940 千円

地域医療人材バンクの運営、地域医療支援医師養成研修プログラムの実施、

県内における臨床研修医の確保に向けた協議会の設置

－ 看護師の確保と資質向上 17,457 千円

ナースバンクの運営など

－ 能登北部地区診療連携システム構築の研究 20,000 千円

県内高等教育機関における寄附講座の活用

－ 救急医療提供体制の充実

災害・救急医療情報システムの運営 46,074 千円

小児救急医療に関する研修等の実施（再掲） 3,000 千円

－ へき地等における医療提供体制の確保 67,365 千円
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－ 難病相談・支援体制の構築 9,700 千円

難病相談・支援センターの開設（県リハビリテーションセンター内）、

難病拠点病院・協力病院との医療連携

－ 医療情報総合システムの整備（中央病院） 576,500 千円

オーダリング・電子カルテシステム

－ サービス棟等の改築（高松病院）　　　　　　　　　 175,650 千円

（４） 食の安全・安心確保総合対策の推進

－ 食品衛生の確保 6,659 千円

食中毒防止対策の実施、アレルギー物質の検査など

－ 食に関する情報提供の充実 1,595 千円

懇話会・シンポジウムの開催、消費者への情報提供など

－ 生乳生産段階における衛生管理手法導入への支援 4,804 千円

－ 高病原性鳥インフルエンザ予防対策の推進 2,600 千円

車両消毒ゲート設置等に対する支援

－ ＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策の推進 14,972 千円

24カ月齢以上の死亡牛全頭検査、焼却処分

－ 農薬適正使用等のための生産管理強化 6,550 千円

GAP（適正農業規範）の導入支援、残留農薬自主検査への支援、

トレーサビリティ（生産流通履歴）システムの導入推進

－ 食品表示の監視・指導等の実施 3,426 千円

－ 米の銘柄表示適正化のためのＤＮＡ鑑定の実施 1,128 千円

3 本県経済の活性化と雇用のセーフティネット拡充

（１） 全国的・国際的なビジネス展開

・ 本県製品の販売戦略の強化

－ 首都圏等での販売戦略の強化

首都圏バイヤーズミーティングの開催 7,000 千円

新製品の説明会、展示会

石川県観光物産ＰＲセンター運営に対する支援（再掲） 15,700 千円

－ 新たな販売ルートの開拓

石川ブランド優秀新製品の販路開拓支援 27,360 千円

見本市出展に対する支援、専門家指導など

・ 本県企業の海外戦略の強化

－ 企業の国際ビジネス展開の支援

国際ビジネスサポートデスクの設置 2,700 千円

－ 海外受注・販路開拓支援

海外見本市への出展支援 4,000 千円

中国における販路開拓支援 10,000 千円

中国ビジネス研究会の開催、展示商談会の開催(江蘇省、上海市)など

韓国における販路開拓支援 4,000 千円

大邱ＩＴベンチャー企業との商談会の開催など

伝統工芸産業の海外展開支援 8,733 千円

海外見本市出展、コーディネータ確保、 海外のギャラリー出展への支援
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・ 港湾の活用推進

－ 金沢港の建設促進

大水深岸壁の整備 630,000 千円

臨港道路大浜御供田線(大浜～戸水間）の整備 1,354,900 千円

Ｈ１８．１２月供用開始

廃棄物埋立護岸の整備 1,900,000 千円

金石埋立地

戸水ふ頭へのアクセス道路の整備 107,000 千円

－ 港湾物流調査の実施 5,000 千円

－ 国内外でのポートセールス等の実施 10,320 千円

－ 鯨類調査船の金沢港寄港記念事業への支援 1,800 千円

・ 企業誘致の推進

－ 雇用拡大関連企業立地促進補助金による企業誘致の推進 29,000 千円

（２） 既存産業の体質強化

・ 中小企業再生・事業転換支援プログラムの推進

－ 再生・事業転換への支援 14,533 千円

特別相談、経営改善計画策定、フォローアップ診断など

－ 再生・事業転換のための融資・保証枠の確保

事業転換支援融資 新規融資枠 5,000,000 千円

中小企業再生・事業転換支援保証制度 新規保証枠 12,800,000 千円

・ 企業ニーズに対応した金融円滑化支援

－ 地区別金融円滑化懇談会の開催 2,601 千円

中小企業者の金融事情の聴取と金融施策への反映

・ モノづくりの再生支援

－ モノづくり技術の高度化

新技術・新製品の事業化可能性調査及び研究開発の支援 7,000 千円

電子・電気産業の信頼性評価技術の高度化支援 40,000 千円

冷熱衝撃試験機、顕微赤外分析装置の整備（工業試験場）

－ 繊維ニューフロンティアへの進出支援 6,000 千円

産業資材等非衣料分野における新商品開発など

－ 伝統工芸の新分野開拓に取り組む企業への支援 11,000 千円

－ 伝統的工芸品月間全国大会の開催に対する支援(再掲) 30,000 千円

（３） 雇用のセーフティネット拡充

・ 若者向け就業支援

－ 若年者職場実習の実施（800名） 64,842 千円

－ 若年者向けデュアルシステムの実施 26,275 千円

企業実習と一体となった教育訓練（80名）

－ 若者しごと情報館の運営 20,912 千円

職業情報の提供、職業意識形成の支援、

ジョブカフェ石川（加賀・能登サテライト）での就業支援、

ヤングハローワーク金沢での職業紹介

－ フリーター等に対する就職準備講座の実施(220名） 5,000 千円

－ 無職少年に対する支援体制の整備 1,400 千円

就労・就学の指導、斡旋を行う市町モデル事業の実施

－ 高校生のインターンシップ推進（２１→２３校） 5,750 千円
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・ 中高年齢者・離職者等への就業支援

－ 中高年齢者職場実習の実施（500名） 45,484 千円

－ 離職者等中期職場実習の実施（150名） 15,988 千円

－ 育児女性の再就職支援講座の開催（30名） 6,700 千円

－ 離職者等の高度人材養成研修の実施（740名） 182,443 千円

－ 企業ニーズに対応した在職者向け訓練の実施（1,300名） 8,431 千円

・ 県外からの人材誘致

　 　 － ＵＩターンの促進 11,759 千円

首都圏における土曜相談窓口の設置、求人･求職情報の提供

・ 県労働力調査の実施（県内の失業実態等の早期公表） 15,000 千円

4 豊かで活力ある地域づくりの推進

（１） 北陸新幹線開業を見据えた影響調査等の実施

－ 観光、まちづくり、経済等への影響予測調査 9,000 千円

－ 並行在来線の運営に関する調査 8,400 千円

－ 空港のあり方に関する検討 1,000 千円

（２） 地域主導の地域づくりへの支援

－ 民間のアイディアを活かした地域づくりの推進

地域づくり構想の事業化への支援 32,200 千円

能登半島まるごと釣り堀構想ほか3件

いしかわ地域づくり塾の運営 5,200 千円

地域づくりリーダーの育成、調査研究への支援

－ 定住促進に向けた市町の取り組み支援 3,000 千円

－ 能登有料道路料金軽減対策 91,000 千円

－ 高等教育機関の知的資源活用による地域づくりの推進

地域課題研究ゼミナールの支援 5,000 千円

県内高等教育機関における寄附講座の設置(再掲) 20,000 千円

地域のニーズに応えるカリキュラム開発への支援 2,000 千円

（３） 中心市街地の再生・活性化

・ 中心市街地の基盤整備

－ 中央公園エントランス等整備 49,000 千円

－ 市街地再開発事業への支援 125,795 千円

 七尾駅前第二地区、武蔵ケ辻第四地区

－ 街づくりと一体となった街路整備 1,830,000 千円

都市ルネッサンス石川・都心軸、街なか再生・目抜き通りの整備

金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、かほく市、能登町

・ 魅力ある商店街づくり

－ 活性化モデル商店街への支援 35,923 千円

近江町市場商店街など

－ 商店街の賑わい創出のための取り組みへの支援 9,000 千円

マーケティング等調査、不足業種誘致等のための個店改修
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（４） 快適な生活空間づくり

－ 公共交通機関の充実

路線バス・鉄道車両の安全対策、バリアフリー化支援 51,750 千円

－ のと鉄道転換バス利用者負担の軽減 69,311 千円

－ のと鉄道運行維持への支援 73,850 千円

－ 地域情報基盤の整備及び利活用

地上デジタル放送施設の整備支援 175,000 千円

－ エネルギー対策の推進

志賀原電立地対策 852,804 千円

（５） 県民の新たな社会参加の促進

－ 県民の自主的な活動の促進

ＮＰＯ活動支援センターの運営 11,535 千円

高齢者・女性のＮＰＯ活動への支援 1,640 千円

ＮＰＯの協働事業に対する支援 3,000 千円

ＮＰＯの人材養成等に対する支援 950 千円

リーダー養成講習会、巡回指導員の派遣

－ 男女共同参画の推進と女性の社会参画の促進

男女共同参画推進員のネットワーク強化 3,819 千円

育児女性の再就職支援講座の開催（再掲） 6,700 千円

5 環境配慮型社会への移行　－　環境総合計画の推進　－

（１） 環境にやさしい地域社会の創造

・ 生活環境の保全

－ 低コスト型生活排水処理構想の推進 3,263 千円

生活排水処理施設への接続率向上促進マニュアルの策定など

－ 生活排水処理施設整備総合補助制度による支援 451,706 千円

・ 循環型社会の形成

－ 企業・地域の廃棄物減量化（排出抑制）の推進 2,119 千円

産業廃棄物種別ごとの「減量化マニュアル」の策定、

市町の減量化対策への支援

－ ゼロエミッションに向けた産業廃棄物排出量実態調査の実施 2,175 千円

－ 廃棄物適正処理対策の推進 18,209 千円

産業廃棄物監視機動班による立入調査、

市町職員併任制度に参加する市町への支援など

・ 地球環境の保全

－ 地球温暖化防止活動の推進 1,000 千円

地域協議会設立に向けたモデル地域への支援

－ 地域版・家庭版・学校版環境ＩＳＯの普及促進 3,389 千円

－ 住宅用太陽光発電システム設置に対する支援 24,300 千円

－ 交通信号灯器ＬＥＤ化の推進 25,172 千円

－ 国際環境協力交流の推進 1,894 千円

・ 質の高い環境の形成に資する産業活動の推進

－ 環境配慮型企業の育成 4,392 千円

ＩＳＯ１４００１等の導入支援、環境企業講座の開催など
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・ 環境に関する情報の集積と活用

－ 県民エコステーションの充実 27,639 千円

地球温暖化防止活動推進員の研修、県民環境講座の開催など

（２） 自然とのふれあいと恵み豊かな環境の実現

・ 自然と人との共生

－ 里山保全再生協定による保全活動の促進 1,700 千円

地権者と保全活動団体等との協定締結の支援

－ 夕日寺健民自然園の整備 50,882 千円

茅葺き民家の移築による里山センター（仮称）の整備

－ 人と野生鳥獣との共生推進 6,392 千円

クマの生息数・分布調査の実施、シンポジウムの開催など

－ 希少野生動植物の保護 9,446 千円

希少野生動植物の指定、白山の外来植物対策、

いしかわレッドデータブックのフォローアップなど

－ トキ分散飼育の受入条件調査 4,700 千円

・ いしかわ自然学校の充実

－ 指導者養成・派遣の実施 14,340 千円

インストラクタースクールの運営、指導者・講師派遣など

－ 各種体験事業の実施

夕日寺モデル里山学校の実施 2,135 千円

白山まるごと体験教室等の開催 2,778 千円

「いしかわ森と田んぼの学校」プロジェクトの推進 5,045 千円

水辺のまなび舎の設置 342 千円

・ いしかわ子ども自然学校の充実

－ 個人参加型･学校活動型の自然体験プログラムの実施 21,241 千円

6 石川型健康福祉社会の構築

（１） 高齢者施策の推進

－ 改正介護保険制度の円滑な実施

地域支援事業の創設 248,860 千円

介護予防事業(筋力トレーニング、栄養改善指導など)、

地域包括支援センターによる総合相談等の実施

介護予防ケアマネジメントの実施に向けた人材の育成 3,766 千円

地域包括支援センター職員等への研修

介護予防事業の評価・分析 2,162 千円

評価委員会の設置、介護予防担当職員研修の実施など

ケアマネジメントの質の向上 8,302 千円

介護支援専門員更新研修、主任介護支援専門員養成研修の実施

介護サービスの適正な実施の推進 34,617 千円

介護保険制度利用者の利用料軽減、介護相談員養成研修の実施

－ 高齢者いきいきサロンの設置(１３２カ所) 10,738 千円
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－ 高齢者虐待防止総合対策の推進

高齢者虐待を防止するための環境整備 4,353 千円

人材育成、相談事例検討会の開催など

在宅の認知症高齢者の支援体制の強化 3,000 千円

かかりつけ医の相談対応技術の向上、

認知症対応従事者研修会の開催など

（２） 障害者施策の推進

－ 「いしかわ障害者プラン」の改定 2,900 千円

－ 障害者自立支援法の施行に伴う新たな支援

重度の在宅障害者に対するケアプランの作成など 4,250 千円

障害者福祉サービス利用者の利用料軽減 14,286 千円

－ 総合養護学校の開校（Ｈ18．４月　肢体不自由部門） 62,335 千円

－ 七尾養護学校輪島分校の設置検討 400 千円

－ 発達障害児に対する支援体制の充実 7,628 千円

発達障害支援センターによる相談等の実施

－ 自閉症支援センターの運営 24,601 千円

－ 障害のある生徒のインターンシップ促進 2,000 千円

行政、企業、学校等による総合的支援体制の整備

－ 障害者の社会参加と生活支援の推進

手話通訳者の設置に対する支援（奥能登地区） 3,334 千円

障害者ＩＴ支援センターの運営 4,000 千円

視覚、聴覚障害者等のパソコン操作技術習得など

障害者の温泉療養に対する支援 18,000 千円

バリアフリー化された温泉施設の利用料助成

－ 在宅障害児・者療育相談事業の実施 38,175 千円

－ 錦城学園の改築 債務を含め 1,522,873 千円

－ 障害者福祉施設の整備 92,487 千円

身体障害者授産施設 １カ所

精神障害者社会復帰施設 ３カ所

（３） 福祉サービスの人材養成と適切な情報提供

－ 福祉総合研修センターを活用した研修の充実 81,750 千円

生涯研修、職種別専門研修、課題別研修など

－ 福祉サービス第三者評価の実施(Ｈ１８．４) 5,963 千円

　　　 制度の普及啓発、評価調査員の養成など

7 いしかわの未来を支えるひとづくり

（１） 未来を拓くたくましい力を育む教育の推進

・ 活力にあふれた魅力ある学校づくり

－ 学力向上教育改革推進会議の設置 2,729 千円

－ 小・中学校における学校評価システムの構築 13,988 千円

評価シートの作成・分析、運営委員会による効果的活用の研究など

－ 大学連携による教員の養成・資質向上 2,000 千円

大学教授等による実践的ゼミナールの開催など

－ 教職員研修の充実 67,947 千円

主任を対象とした学校経営基礎研修の実施など
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－ 小・中学生の基礎学力調査の実施 17,271 千円

小学校４年生、６年生、中学校３年生

－ 石川の学校教育振興ビジョンの推進 52,800 千円

達成目標を掲げた学校ごとの主体的な取組み支援

－ 高等学校国際観光コース（仮称）設置に向けた研究(再掲) 1,000 千円

－ いしかわスーパーハイスクールの推進（５校） 10,000 千円

先端科学教育、高度な語学教育の実践など

（金沢泉丘、小松、七尾、金沢二水、金沢桜丘）

－ マルチメディアを活用した学習ルームの整備（高等学校４校） 2,400 千円

－ 総合養護学校の開校（Ｈ18．４月　肢体不自由部門）（再掲） 62,335 千円

－ 七尾養護学校輪島分校の設置検討（再掲） 400 千円

・ 非行防止・いじめ・不登校対策の推進

－ 学校におけるカウンセリング機能の強化

スクールカウンセラーの配置（中学校38校、高等学校２校）63,566 千円

子どもと親の相談員の配置（小学校14校） 5,004 千円

－ やすらぎ教室の運営 13,000 千円

ひきこもりがちな児童生徒に対応する訪問指導員の配置など

－ 生徒指導サポーターの配置 12,396 千円

・ 県立学校の整備

－ 併設型中高一貫教育校の整備 債務を含め 1,335,404 千円

金沢錦丘中学校・高等学校

－ 七尾高等学校の校舎等改築整備 債務を含め 604,694 千円

－ 県立高等学校の再編整備 541,626 千円

七尾東雲高等学校（H18年度完成）

－ 寺井高等学校の体育館改築整備 債務を含め 297,256 千円

－ 総合養護学校の整備 債務を含め 1,465,631 千円

知的障害棟、体育館、芝生運動場

・ 学校・家庭・地域の連携推進

－ いしかわ教育功労者表彰制度の創設 500 千円

－ いしかわ教育の日の啓発推進 2,500 千円

記念大会、タウンミーティングの開催など

－ 豊かな心を育む教育の推進 25,000 千円

県民大会の開催、すこやか生活習慣の推進など

・ 高等教育の充実

－ 県内高等教育機関における寄附講座の設置（再掲） 20,000 千円

－ いしかわシティカレッジの運営 24,970 千円

公開講座の実施など

－ 大学間連携の促進 4,750 千円

地域ニーズに応えるカリキュラム開発への支援

単位互換授業、インターンシップの実施など

（２） 私立学校への支援

－ 私立学校の教育施設･設備整備に対する支援 14,473 千円

－ 私立幼稚園の預かり保育の実施に対する支援(再掲) 15,966 千円

－ 私立幼稚園の子育て支援施設整備に対する支援(再掲) 30,469 千円
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（３） スポーツ・生涯学習の振興

－ 総合スポーツセンター（仮称）の整備   3,553,000 千円

－ 自然史資料館の開館（H18.5月） 40,471 千円

－ 日本ジャンボリー(Ｈ１８．８．３～７）の開催支援 9,600 千円

－ 全国中学校スキー大会(Ｈ２０．２．１～４)の開催準備に対する支援 1,000 千円

－ いしかわっ子金沢城駅伝大会の開催 2,000 千円

8 良質な社会資本の整備

（１） 北陸新幹線の建設促進

－ 北陸新幹線建設費負担金 1,911,650 千円

金沢～白山総合車両基地間、金沢～石動間

－ 新幹線用地対策室の拡充

（２） 金沢港の建設促進

－ 大水深岸壁の整備(再掲) 630,000 千円

－ 臨港道路大浜御供田線(大浜～戸水間）の整備（再掲） 1,354,900 千円

－ 廃棄物埋立護岸の整備（再掲） 1,900,000 千円

－ 戸水ふ頭へのアクセス道路の整備（再掲） 107,000 千円

（３） 多重な道路網の整備

・ 地域高規格道路の整備

－ 金沢外環状道路 海側幹線

Ⅰ・Ⅱ期（国道305号、松任宇ノ気線、金沢鶴来線）債務を含め 7,370,000 千円

北部延伸（福久福増線） 185,000 千円

・ 広域交流幹線軸道路の整備 　

－ 珠洲道路 230,000 千円

－ 輪島道路 債務を含め 430,000 千円

－ 七尾道路 債務を含め 390,000 千円

－ 河北縦断道路 660,000 千円

－ 金沢井波線 債務を含め 850,000 千円

－ 南加賀道路 1,752,000 千円

・ 地域振興道路の整備

－ 広域営農団地農道 1,569,750 千円

－ ふるさと農道・林道 669,364 千円

（４） 治水・治山施設の整備

－ 河北潟周辺の浸水対策（再掲） 315,000 千円

－ 河川改良 　 3,152,100 千円

－ 砂防地すべり対策 債務を含め 3,141,970 千円

－ 治山対策 1,868,310 千円

（５） 福祉・教育施設の整備

－ 県立学校（再掲） 債務を含め 4,684,519 千円

－ 児童福祉施設（再掲） 21,571 千円

－ 障害者福祉施設（再掲） 92,487 千円
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（６） ローカルルールによる効率的・効果的な社会資本の整備

・ 地域の実情に応じた手法による整備促進

－ １．５車線的道路・農道整備 1,024,000 千円

－ 現道活用型道路整備 567,000 千円

－ 地域特性に応じた歩道整備 551,000 千円

車・歩行者の通行実態に即した幅員の確保

－ 既存ストックを有効活用した効率的な整備 1,303,560 千円

適切な舗装補修による走行性の確保、

河川内堆積土砂を活用した堤防の強化(再掲)、

既設護岸を活用した農業用水路の改修

－ 事業効果の早期発現を目的とした段階的施工 919,000 千円

河川拡幅の先行整備、街路の片側先行整備

－ 現場特性に応じた砂防堰堤整備 408,000 千円

堰堤形状のスリム化

－ 住民参加型整備手法の導入（河川、水路の環境整備など） 40,900 千円

・ 地域の特性に応じた生活排水処理施設の整備促進

－ 低コスト型生活排水処理構想の推進（再掲） 3,263 千円

－ 生活排水処理施設整備総合補助制度による支援（再掲） 451,706 千円

9 持続的発展に向けた農林水産業の基盤づくり

（１） 食料供給体制の確立

・ たくましい担い手の育成・確保

－ 農業生産法人の規模拡大や複合化に伴う機械・設備整備への助成 29,000 千円

－ 集落営農の推進に伴う大型農業機械整備等への助成 95,399 千円

－ 河北潟干拓地の活性化の推進

新規参入企業への支援 2,000 千円

－ 農林水産業への就業促進

「自然の中で働こう」キャンペーンの実施 1,360 千円

ハローワーク等と連携した農林水産業への就業支援

農林漁業への就業準備校の設置 7,786 千円

担い手育成のための各種研修

・ 生産体制の確立

－ 新たな米政策への対応

うまい・きれい石川米づくり運動の推進 3,739 千円

新たな米政策に対応した石川の米づくりの推進 33,200 千円

新たな米需給システムの確立に向けた取組み支援など

－ 園芸産地構造改革プランに基づく個性ある産地の育成 20,304 千円

低コスト化、高付加価値化に向けた共同利用機械等の導入助成

－ 環境にやさしい農業の推進 15,633 千円

河北潟干拓地内での水稲栽培による水質浄化試験、

耕畜連携による堆肥の広域大規模散布の取組み支援など

・ 農業生産活動の継続による中山間地域の保全

－ 中山間地域等直接支払制度による農地の保全 421,500 千円

（２） 販路の拡大

－ 県産食材のブランド化 9,000 千円

産地体制づくりの検討、コーディネーター等の設置・派遣
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（３） 森林の多面的機能の保全と県産材活用の推進

－ 森林整備地域活動支援交付金による森林の適切な整備促進 191,081 千円

－ 県産材使用住宅の取得に対する支援 3,000 千円

（４） 安定した漁業経営の確立と水産資源の確保

－ 適正な管理による水産資源の維持・増大の推進 15,653 千円

－ 離島漁業再生支援交付金による漁場環境の保全 7,282 千円

10 地方分権時代にふさわしい新たな行財政システムの構築

（１） 県民の視点に立った行政サービスの向上と業務の効率化

－ いしかわマルチメディアスーパーハイウェイを活用した防災行政無線の効率的な整備

伝送路の一部有線化によるコストの縮減

－ 外部専門家の活用による情報システム導入・運用費用の見直し推進 9,000 千円

システム調達ガイドラインの策定、保守運用仕様の見直し

－ 公共事業総合情報システムの構築 61,008 千円

電子入札・電子納品の試行拡大など

－ 民間委託の推進

金沢競馬場における投票業務

中央病院の診療報酬請求業務( 入院分野)

－ 施設管理の効率化

公の施設へ指定管理者制度を導入

全２２４施設のうち１１８施設へ導入

利用料金制度の導入施設の拡大（５施設→２７施設)

設備保守管理委託の仕様の見直し

エレベーター保守、清掃、園地･緑地管理、警備

社会経済情勢を踏まえた公の施設の廃止

金沢女子専門学校、坪野キャンプ場

（２） 職員費の抑制と歳入の確保

・ 職員費の抑制

－ 職員数削減　△９５人程度（教員、警察官を除く）

－ 給与構造の抜本的な改革

給料表水準の引下げ、給与カーブのフラット化、地域手当の新設、

退職手当の見直しなど

－ 給料・諸手当の見直し

常勤特別職の給与カット・期末手当の１０％カットの延長、

管理職手当の１０％カットの延長、特殊勤務手当等の見直し

・ 歳入の確保

－ 税負担の公平を図るための滞納整理等の促進

個人県民税の県による直接徴収の拡大

自動車税口座振替率の向上

振替依頼書の一斉送付

－ 産業展示館の有効活用

１～４号館特別会議室の新規貸出し、

メンテナンス期間の短縮による営業日数の増など

－ 職員公舎貸与料の改定
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（３） 特別会計・公社及び外郭団体の経営改善

－ 競馬事業の経営健全化に向けた取り組み

検討委員会の開催 2,122 千円

採算性を重視した開催日の設定、場間場外発売の強化、

投票業務の民間委託の推進（再掲）、経費削減など

－ 水道用水供給事業の高利県債の借換 3,842,000 千円

－ 県民ふれあい公社の経営改善

のとじま水族館におけるアシカショーの導入 5,933 千円

ホテルのときんぷらにおける露天風呂、エレベーターの整備 25,000 千円

辰口丘陵公園・能登勤労者プラザ振興協会の公社への統合の検討

－ 住宅供給公社の経営体制の強化

県営住宅管理業務の終了に伴う組織体制の見直しと職員の削減、

民間のノウハウを活用した販売促進

－ 外郭団体の運営のあり方などの検討

金沢港大野からくり記念館、銭屋五兵衛記念館

経費削減策と収入確保策の実施、補助金上限額の設定、運営のあり方、

経営改善策についての検討（地元関係者等との協議の場の設置)

長寿生きがいセンター

各種講座の廃止、職員数の削減、

センターのあり方についての検討(福祉関係者、利用者等との検討委員会設置)

金沢勤労者プラザ

営業日数の増、利用率の低い休日夜間の閉館など運営の効率化

21世紀農業育成機構

基金の取崩し・運用方法の検討
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