
（単位：千円）

１．自然環境との共生

(1)自然環境の保全

森林環境整備事業 4,415

森林環境保全事業 660

いしかわ森林環境基金事業

森林整備地域活動支援交付金事業 4,605

分収造林事業 2,968

保安林等保育管理事業 10,849

倉部川改修事業 34,645

(2)自然環境を生かした観光の活性化

白山市観光連盟運営等補助事業 28,550

北陸新幹線開業ＰＲ推進事業 4,340

うち第２回白山・白川郷100ｋｍｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝ大会事業 3,840

ジオパーク推進事業 39,900

うち「百万貫の岩」周辺整備事業 10,000

ユネスコエコパーク推進事業 1,803

白峰重要伝統的建造物群環境整備事業 9,000

吉野工芸の里内観光情報センター設置 3,914

白山一里野温泉スキー場あいあーるクワッドリフト等整備事業 325,000

(3)循環型社会の形成

地球温暖化防止推進事業 472

再生資源集団回収推進事業 1,495

再生可能エネルギー対策事業 7,573

太陽光発電・風力発電システム設置補助金など

(4)緑化の推進

緑と花の推進事業 11,799

千代女あさがおまつり開催事業 2,764

菊花フェスティバル開催事業 1,782

桜の名勝整備事業 1,116

平成２6年度当初予算の主要事業



２．心豊かで感性あふれる人を育む教育の充実

(1)学校教育の充実

小学校少人数教育推進事業 30,165

特別支援教育支援員配置事業 59,850

明光小学校改築事業 1,817,346

湊小学校大規模改造地震補強事業 283,601

蝶屋小学校大規模改造地震補強事業 226,303

石川小学校大規模改造事業 12,000

白峰小学校体育館地震補強事業 77,600

朝日グラウンド整備事業 65,300

松任中学校大規模改造等事業 341,400

北星中学校大規模改造事業 73,700

光野中学校大規模改造事業 366,900

高等学校等修学旅行費支援事業 3,600

高等学校等奨学金制度 300

金城大学新学部創設補助事業 70,000

(2)生涯学習環境の充実

地区公民館管理運営事業 272,402

地区公民館を中心とした生涯学習推進事業 36,682

公民館活性化、「団塊の世代」の生涯学習活動推進ほか

公民館大規模改修事業 379,200

松任公民館、鶴来公民館、林公民館軽体育館、尾口公民館ほか

美川図書館新築等事業 173,000

(3)青少年の成長支援

子ども相談室事業 803

青少年教育推進事業 7,890

白山登山推進事業 920

(4)地域の歴史文化の継承と振興

白峰地区伝統的建造物群保存整備事業 42,862

保存整備事業補助金

横江荘遺跡詳細分布調査事業 2,000

古典芸能を楽しむ会 3,000

白山市合併１０周年と松任ライオンズクラブ創立５０周年の記念事業

合併１０周年歓喜に寄せて～交響曲第九番～ 8,000

総勢200名によるコーラスとＯＥＫ金沢との共演

暁烏敏賞第３０回記念講演会 1,000

プレ全国文弥人形まつりｉｎ白山 345

博物館特別展の開催 2,500

北陸新幹線開業に併せ、北陸本線１０２年の歴史を辿る展示会を開催

(5)スポーツ社会の形成

市立野球場建設事業 758,307

若宮公園体育館耐震補強事業 82,900

クレインテニスコート改修事業 25,000

松任海浜公園臨時駐車場整備事業 10,000



３．市民が主役のまちづくりの推進

(1)協働型まちづくりの推進

地域づくり支援事業 2,525

緑のふるさと協力隊、集落支援員派遣など

(2)地域コミュニティ活動の推進

合併１０周年記念式典開催事業 4,000

合併１０周年記念市史編さん事業 6,480

自治振興推進事業 74,875

コミュニティ施設整備事業 6,600

コミュニティ広場整備事業 1,717

(3)男女共同参画社会づくり

男女共同参画推進事業 1,864

DV・女性保護対策支援、男女共同参画推進ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座など

市民相談事業 4,115

人権相談、人権啓発活動、行政相談など

(4)国内外の交流の推進

親善友好都市交流事業 7,929

溧陽市の「お茶まつり」に公式訪問団を派遣、ﾍﾟﾝﾘｽ市25周年友好訪問団

受入など



４．だれもが健やかに暮らせるまちづくり

(1)健康づくり支援体制の充実

各種がん検診事業 106,845

予防接種事業 266,104

妊産婦、乳幼児健診事業 103,044

母子保健事業 12,267

不妊治療費助成事業 5,092

健康づくり推進事業 2,718

食生活改善推進、白山路サイクルフェスタ開催等

(2)地域福祉の充実

自立相談支援事業 5,000

生活困窮者の課題把握、自立支援計画の策定など

福祉ふれあいセンター建設事業 114,086

(3)高齢者の生きがいづくり

老人クラブ活動費補助事業 9,454

高齢者の生きがいと健康づくり事業 2,080

(4)高齢者福祉の充実

高齢者福祉サービス事業 118,189

緊急通報体制整備、高齢者ふれあい入浴、自立支援型住宅ﾘﾌｫｰﾑ推進ほか

(5)障害者福祉の充実

発達相談センター事業 10,692

発達障害の早期発見、相談支援など

障害者医療費給付事業 384,454

社会参加促進事業 13,157

難聴児補聴器購入助成、あさがおテレビ視聴料金助成など

自立支援給付事業 1,761,231

更生医療、補装具給付、介護給付、障害児通所支援など

地域生活支援事業 187,292

日常生活用具給付、障害者移動支援、相談支援など

(6)児童福祉の充実

子育て支援医療給付事業 214,834

中学校３年生までの入院・通院を対象

保育所民営化整備補助事業 959,284

いしかわ保育園、あいのき保育園、みかわこども園、あいわ保育園、

あゆみ保育園

特別保育等の推進 294,711

健やかふれあい保育､延長保育、一時保育、病後児保育など

あいのき児童センター移転改築事業 18,400

わかみや児童センター移転改築事業 24,496

放課後児童クラブ運営事業 132,325

域子育て支援センター運営事業 63,334

(7)社会保険制度の充実

介護保険事業の推進 50,189

介護サービス利用助成事業、介護予防給付ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業など



５．安心して生活できる環境の整備

(1)地域防災・消防体制の充実

急傾斜地崩壊対策事業 3,010

消防ポンプ自動車購入事業（湊分団） 18,000

消防器具等整備事業 1,200

消防団員盛夏服、防火衣、防火帽の更新

女性消防隊育成事業 972

女性消防隊用小型ポンプ等購入

(2)医療・救急体制の充実

救急医療対策事業 4,161

休日当番医制、自動体外式除細動器(ＡＥＤ)維持費など

(3)交通安全・防犯対策の推進

高齢者運転免許証自主返納支援事業 1,200

交通安全施設等整備事業 66,231

道路照明灯・防犯灯のLED化、防犯灯電気料・灯具取替補助など

(4)バリアフリー化の推進

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 37,520

松任総合運動公園内園路改修、千代野第７号公園多目的ﾄｲﾚ整備など

公園施設遊具等更新整備事業 10,000

(5)消費生活対策の推進

消費生活対策事業 4,800

消費生活相談員の配置など



6．利便性の高い快適なまちづくり

(1)居住環境の充実

第二長屋多目的広場整備事業 16,000

“白山市に住もう”定住促進事業 85,000

転入者定住促進奨励金、白山ろく地域定住促進奨励金、若年層定住促進

奨励金、新婚賃貸住宅家賃助成金

公営住宅等ストック改善事業 56,300

改修による長寿命化（成住宅１号棟、若宮住宅、吉野住宅）

(2)適正な土地利用・市街地整備の推進

土地区画整理事業の推進 268,025

曽谷町地区、三浦・幸明町地区、（仮称）駅北相木第二地区

都市計画基本図修正事業 13,500

(3)道路網の整備・拡充

道路整備事業 1,137,898

市道改良、市道舗装、県営道路事業負担金など

道の駅整備事業 10,000

街路整備事業 189,648

美川大浜水源地線、福正寺竹松線、四十万安養寺線など

除雪対策事業 415,299

(4)公共交通の利便性向上

北陸新幹線建設事業費負担金 15,700

北陸新幹線白山駅整備促進事業 6,102

在来線新駅整備事業 2,100

コミュニティバス運行事業 99,205

うち鶴来地域新規運行計画策定、バス停設置 800

地方路線バス運行維持事業 31,500

石川線利用促進事業 12,486

ＪＲ加賀笠間駅西口駅舎外壁改修事業 3,300

(5)情報通信基盤の充実

音声告知システム更新補助事業 65,298

松任地域の伝送路、放送機器及び端末機の更新に対する補助

(6)上下水道の整備推進

簡易水道施設整備補助事業 6,893

(7)斎場・墓地の整備

共同墓地整備補助事業 1,429



７．地域産業の活性化

(1)農林水産業の振興

土地改良補助事業 22,547

土づくり推進事業 12,467

新たな米政策推進事業 64,824

青年就農給付金、経営所得安定対策直接支払推進、担い手への農地

集積推進など

経営体育成支援事業 81,815

認定農業者等の機械、施設導入に対する補助

産地再生関連施設緊急整備事業 20,000

ＪＡ松任松南カントリー施設整備に対する補助

県営土地改良事業負担金 75,631

中村用水第２三期地区、北星地区、中島用水地区ほか

林道整備事業 88,019

地域産材木材利用促進事業 5,000

美川漁港航路浚渫事業 20,000

有害鳥獣対策事業 6,362

地産地消推進事業 3,272

食の商談会、マルシェ ドゥ ハクサン開催など

(2)白山ろくの振興

白山ろく地域空き家バンク登録住宅改修補助事業 1,000

高等学校等通学費助成事業 9,340

ふるさと交流体験事業 1,703

白山ｷｯｽﾞﾏｲｽﾀｰ育成補助、ふる里交流活動推進など

(3)商工業の振興

商店街活性化推進事業 6,159

工場等誘致対策事業 3,827

山島地区新工業団地整備事業 25,848

(4)多様な雇用機会の確保

人材確保支援対策事業 4,096

中高年齢者・障害者職業訓練奨励金など

緊急雇用創出事業 30,583


