
令和４年度当初予算 県民文化スポーツ部主要施策の概要 

（令和３年度第１次２月補正予算含む） 
 
 

◎予算編成のポイント 
 
 
 
 
 

 

 

◎重点主要施策の概要 

 

○ 新県立図書館の開館にあたり、様々な本や、人、モノ、情報などと出会える体験・

イベントを年間通じて切れ目なく提供し、開館後の賑わい創出に取り組む。 

 

○ 開催まで２年を切った「いしかわ百万石文化祭２０２３」を万全の体制で実施す

るため、プレイベントや広報・ＰＲによる気運醸成など、準備をさらに加速させる

とともに、本県文化のさらなる魅力発信に取り組む。 

 

○ スポーツを通じた活力の創造に向けて、スポーツの裾野の拡大と、競技力のさら

なる向上に取り組む。 

 

○ 男女共同参画社会の形成に向け、企業等における女性の活躍を推進するとともに、

配偶者等からの暴力防止に向けた啓発や、性暴力被害者支援に取り組む。 

 

○ 県民の地域社会活動を促進するため、ＮＰＯの運営支援やボランティアに参加し

やすい環境づくりなどに取り組む。 

・新県立図書館の開館に向けた準備を進めるとともに、開館後の賑わい創出に取り

組む。 

・令和５年秋の「いしかわ百万石文化祭２０２３」の開催に向けて、石川の文化の  

裾野の拡大とさらなる高みを目指した取り組みを進める。 

・スポーツを通じた活力の創造、男女共同参画社会の形成、県民の地域社会活動の

促進等に積極的に取り組む。 
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◎ 主 要 事 業

金　　額（千円）

１ 本県ならではの個性と厚みのある文化の創造と発信

(1) 新たな賑わい拠点としての新県立図書館の魅力創出

　（Ｒ４夏開館）

　 ・　新県立図書館の知事部局への移管 図書館機能に加え、文化・交流機能を併せ持つ新たな

賑わいの拠点とすべく、教育委員会から移管

　 ・　年間を通じたイベントの開催 32,000 国立科学博物館との連携による生き物の進化をテーマ

とした開館特別展の実施、屋内外の広場を活用した

農産物マルシェなど

・　新たな図書館カードの作成 7,000

(2) いしかわ百万石文化祭２０２３(国民文化祭、全国

障害者芸術・文化祭)開催準備の加速

・事業別実施計画の策定 128,000 開閉会式や県事業の具体的な計画の作成、市町・文化団体

事業の企画・準備の支援、三の丸尚蔵館所蔵作品の

特別展開催に向けた準備など

・大会への気運醸成・参加意識の向上 92,000 プレイベントの開催（加賀・能登・金沢）、アンバサダーを

起用したＰＲ活動、広報や運営ボランティアの募集、

宿泊等を手配するトラベルセンターの設置準備など

(3) 兼六園周辺文化施設における文化の魅力発信

・能楽堂開館５０周年を契機とした能楽文化の魅力 9,000 宝生流宗家による記念公演の開催、デジタルアートと

　発信 能を融合した体感型イベントの実施など

・　本県ゆかりの名品が集まる魅力ある特別展の開催

　　美術館 30,425 ｢加賀前田家の能装束と能面展｣など

　　歴史博物館 35,003 ｢大加州刀展｣など

・　兼六園周辺文化の森の賑わい創出と回遊性の向上 25,600 国立工芸館と連携した工芸文化体験、レトロ建築めぐり

ツアーの実施など

(4) 多彩な文化イベントの開催支援

・　｢いしかわ・金沢　風と緑の楽都音楽祭｣の開催 58,000 本県が誇る多彩な音楽文化の県内外への発信

・　伝統芸能の技能向上への支援 13,160 ｢金沢芸妓の舞｣の開催（３３回）など

・　能楽の鑑賞機会の提供 6,000 ｢観能の夕べ｣の開催（１４回）

　 ・　いしかわ文化の日といしかわ文化推進期間に 4,100 記念講演の開催、イベントガイドによる情報発信など

　おける普及啓発

(5) いしかわの優れた文化の裾野拡大

・　いしかわミュージックアカデミー(ＩＭＡ)の開催 19,540 国内外の著名な講師陣による若手音楽家の育成など

・　いしかわジュニアアートステージの開催 7,900 次代の文化を担う子どもたちによる発表と交流など

・　県内の文化団体活動の活性化 80,000 県内文化団体の自主的、創造的な文化活動に対する支援や

若手芸術家が行う個展などへの支援

・　文化財の修復と活用の促進 1,000 文化財保存修復工房を利用した修復に対する支援

・　子どもが音楽文化に親しむ機会の充実 2,300 洋楽･邦楽の紹介冊子の作成,初心者向けコンサートの開催

・　子どもたちに対する芸術鑑賞機会の提供 7,582 古典芸能・オーケストラ･演劇の鑑賞教室や加賀･能登地区

への県民移動能の開催

・　障害者に対する文化芸術にふれあう機会の提供 1,000 ｢ふれてみるいしかわの文化展｣等の開催

県民文化スポーツ部

令和４年度当初予算　県民文化スポーツ部主要施策の概要
（令和３年度第１次２月補正予算含む）

事　　　　業　　　　名 説　　　　　　　明

公募枠

いしかわ県民
文化振興基金

いしかわ県民
文化振興基金
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金　　額（千円）

・　いしかわ子ども文化体験チャレンジスクールの 10,000 子どもが五感を通して本物の文化の魅力に触れる機会の

　実施 充実

・　文化財保存修復工房の技術と魅力の発信 1,140 体験イベントや修復工房セミナーの開催

・　前田育徳会所蔵文化財の保存・研究などに対する 10,000 (公財)前田育徳会(尊經閣文庫)が所蔵する文化財の保存・

　支援 修復、整理・研究に対する支援

・　現代美術展の開催に対する支援 3,500 公募による総合美術展の開催

・　音楽堂の自主事業への支援 15,000 音楽ファンの拡大などのため、優れた演奏家の招聘、魅力

ある多彩な事業の展開

・　オーケストラ・アンサンブル金沢への運営助成 202,200 オーケストラ・アンサンブル金沢の運営に対する助成

・　地域文化振興推進事業 10,000 新人登竜門コンサートによる優秀な新人の発掘やジュニア

･オーケストラの育成など

・　音楽堂の管理運営 408,559 指定管理者：(公財)石川県音楽文化振興事業団

２ スポーツを通じた活力の創造

(1) 本県スポーツの裾野拡大

・　いしかわスポーツマイレージを活用したスポーツ 7,500 観光名所などを巡る「バーチャルウォーキング」のコース

　人口の拡大 追加など

・　県内トップスポーツチームとの連携協定による 6,000 選手との体験･交流イベントの開催、スポーツ教室や講演

　地域活性化 会の実施など

・　｢いしかわ県民スポーツの日｣における普及啓発 4,000 記念イベントの開催、県・市町のスポーツ施設の無料開放

など

・　いしかわスポーツ･レクリエーション交流大会の 8,000 総合開会式、種目別大会の開催

　開催

・　アジア・パシフィック・カヌースプリント大会 3,000 木場潟カヌー競技場（５月）

　の開催支援

・　木場潟カヌーイベントの開催 2,000 木場潟におけるカヌー体験イベントの開催

(2) 本県スポーツの競技力向上

・　ジュニアアスリートの発掘･育成 2,400 小学生を対象とした運動能力測定会やスポーツ体験会の

開催

・　競技力向上対策 222,400 各種競技団体や中学生・高校生の競技力強化に対する支援

・　有望なアスリートの県内定着促進 480 ＩＬＡＣと連携したアスリートと企業とのマッチング支援

・　障害者アスリートの競技力向上 2,000 国際大会等への出場に対する支援

・卯辰山相撲場の改修 295,000 観客席・選手控えスペースなど

県民文化スポーツ部

事　　　　業　　　　名 説　　　　　　　明
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金　　額（千円）

３ 男女共同参画社会の形成

(1) 男女共同参画の推進

・ いしかわ男女共同参画推進宣言企業｢加速化クラ 3,000 認定企業へのアドバイザー派遣など

ス｣の認定

・ 男女共同参画社会の形成に向けた意識啓発 2,500 家庭での男女共同参画に関する川柳を募集するコンテスト

の開催など

・ 地域における男女共同参画の推進 939 男女共同参画推進員の設置、スキルアップ研修の実施

・ 起業による女性の社会参画の促進 374 女性のための起業チャレンジ相談窓口の設置

・ 女性県政会議への支援 1,250 女性県政会議の開催(年４回)

・ 女性県政学習バスの運行 22,025 運行予定台数　２００台

・ (公財)いしかわ女性基金への支援 6,582 女性の社会参画を促進する各種事業(研修・講座事業、活

動支援事業等）に対する支援

(2) 女性に対する暴力の根絶

・ ＤＶ予防啓発の推進 1,810 いしかわパープルリボンキャンペーン、若年層への予防

啓発セミナーなど

・ パープルサポートいしかわ（性暴力被害者支援 5,793 被害の潜在化防止に向けた広報・啓発の実施

センター）の運営

・ 配偶者からの暴力の被害者等に対する相談･ 4,410 ＤＶホットラインの設置など

保護･自立支援

４ 県民の地域社会活動の促進

(1) 県民の自主的な地域社会活動の促進

・ ＮＰＯ活動支援センターの運営 23,563 ＮＰＯ活動にかかる相談、ＮＰＯへの情報提供や

交流促進など

・ ＮＰＯ活動等社会貢献活動への参加促進 629 ＮＰＯの継続的な活動・運営を支援するためのセミナー、

個別相談の実施など

・ 災害ボランティアの裾野拡大 2,500 ＳＮＳを活用した災害ボランティアバンクへの登録促進、

企業･団体向け出前講座の開催

・ 地域における災害ボランティアの連携促進 1,000 災害ボランティアコーディネーターの養成

・ 地域や暮らしを豊かにする健民運動の推進 18,890 健康づくり、ふるさとづくり、子ども・若者活動の推進

・ ふるさと納税制度を活用した県の魅力のＰＲ強化 80,000 県外在住の寄附者を対象とした県の特産品等の返礼品贈呈

（宿泊旅行券を返礼品に追加）

(2) 県民参加を促進する広報・広聴活動等の推進

・ 新聞、テレビ、ラジオ、ＳＮＳによる県政情報の 171,971

提供

・ 全戸配布広報誌｢ほっと石川｣の発行 77,130 年４回

・ 県政モニター、インターネットモニターの設置 1,639 県政に対する意見、提案等を施策に反映

・ 県政出前講座の実施 540 職員派遣による県の施策の説明と意見交換の実施

県民文化スポーツ部

事 業 名 説 明
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