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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

市の運営 収支を考えた財政運営を望む。加賀市は大

丈夫なのか。 

平成 30年度の決算状況において、経常収支比率や将来負

担比率等の財政指標は前年度に比べて概ね改善していると

聞いております。 

委員会としても、持続可能な財政運営に努めていくよう、

注視してまいりたいと思います。 

市の運営 市の職員でも加賀市に住まず他の市に住ん

でいる者がいる。 

採用後に婚姻等の個々の事情で、市外に居住する職員もお

りますが、採用時は原則、加賀市に居住することを採用の要

件としております。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

公共交通 昨今、高齢者の事故が多い。加賀市では車

は必要不可欠であり、高齢者は免許証を返納

したくてもできない。返納してもメリットが

あったり、交通の便が確保できたりする仕組

みが大切だ。総務経済・教育民生 共通 

市としては、運転免許証を自主返納する高齢者への支援と

して、加賀市交通安全協会で公共交通機関の利用回数券など

の支援品を贈呈しております。 

また、乗合タクシーは市内全域で運行しており、すべての

町に１～４つの停留地点を設けております。平日では 1日 8

便を運行しておりますので、日中であれば自家用車がなくて

も外出することができます。さらに、返納者に対しては、市

として乗合タクシーの無料チケットを進呈するなどの優遇

策を実施しており、本年度よりシステム導入やデータの活用

等による制度の改良も行っていると聞いております。 

委員会としても、さらなる公共交通の利便性の向上に向け

た取り組みを積極的に働きかけてまいりたいと思います。 

高齢者ドライバーが免許を返納した時の特

典や、公共交通機関の増便を考えてもらいた

い。総務経済・教育民生 共通 

高齢になり車の運転があやしくなってき

た。公共交通の確保が課題だ。 

高齢になっても利用しやすい交通機関づく

り。 

高齢者が加速度的に増加している昨今、高

齢者が運転する車の事故が多発している。免

許返納とリンクして、公共交通のあり方につ

いて高齢者に寄り添った対策を切望する。 

総務経済・教育民生 共通 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

公共交通 キャンバスの３カ月定期券の新設ありがと

うございました。今現在朝１便、夕方２便と

なっているが、昼や高齢者の利用を含めてよ

り使いやすいものにしてもらいたい。教育、

観光、高齢者、すべてに関わる問題だと思う。 

キャンバス片山津・橋立循環線については、運行開始当初

は日中も運行していましたが、余りに利用者が少なかったた

め、現在の運行形態に変更したとのことでした。 

現在は通学による利用がほとんどで、利用者数は増加傾向

で推移しているものの、運行経費の約 70％を市の補助金で

賄っている状況と聞いております。 

また、高齢者や障がい者の方が利用しやすい駅への改修要

望を JR西日本に行っておりますが、現時点では動橋駅周辺

での駐車場の整備計画はないとのことでした。 

地域住民の利用を考えると、動橋駅の活性

化が必要。動橋駅周辺に安価な駐車代の駐車

場を整備したらどうか。また、粟津温泉駅の

ように、ホームをアイランド式にして、１つ

のホームから上り下りが利用できるとよい。

歩行が困難な高齢者が利用しやすい駅にして

ほしい。また、キャンバスの動橋駅の停車を

願う。 

公共交通 加賀温泉駅に大型駐車場をつくり、バスで

加賀市の観光をする方向で考える。各観光地

に狭い、小台数しか停まらない駐車場がある

よりも、ないようがいい。 

加賀温泉駅の駅前広場整備の中で、北陸新幹線が開業する

ことで増加する駅利用者を考慮した駐車場を整備すると聞

いております。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

企業誘致 企業誘致について、市ではどのような体制

で取り組んでいるのか。誘致先の場所は確保

しているのか。観光施策は民間に任せて、行

政がすべきこととして企業誘致に力を入れて

ほしい。 

現在、市では年間 250 社程度の市内外の企業と接触し、

企業誘致室に専任職員を配置し、市外からの企業誘致や市内

企業の増設等に向けた誘致活動を行っていると聞いており

ます。さらに、今年度から誘致場所として新保町地内で「片

山津ＩＣ産業団地」を造成し、10月に分譲募集要領を公表、

３月から分譲申込の受付を開始しております。 

また、ＢＣＰの考え方が広まる昨今、日本海側への工場立

地も見込まれると考え、主に製造業、運輸業、ＩＴ関連、ベ

ンチャー、コールセンター等の企業に対して支援制度を設け

ているが、さらに経営コンサルティング、セミナーや研修を

行う企業のサポートセンター等のあらゆる分野の企業立地

も検討しているとのことでした。 

企業の訪問先を近年業績の良い企業や増設、拡張意向のあ

る企業を調査し、また、立地動向アンケート調査や企業イベ

ントへの出展や参加等から選定しているとのことです。 

委員会としては、これらの取り組みに対し注視していくと

ともに、可能な限り情報提供を行ってまいります。 

企業誘致では工場の誘致は無理。太平洋側

になる。企業のサポートセンターの誘致はど

うか。 

企業誘致は計画的なのか。 

企業誘致について、どのような誘致の仕方 

をしているのか。誰がどこへどんな風にして

いるのか。市長が行くのか。議員も誘致する

のか。 

企業誘致 誘致企業への固定資産税の減税措置を強化

したらどうか。 

市では、市に新規進出する製造業、運輸業等の企業や市内

企業の事業拡張に対して、固定資産税等の減免としては県内

最長となる期間（最大 10年間）の支援を行っております。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

企業誘致、雇用 市にたくさんの企業ができているが、そこ

に地元の若者が働き場として勤めに行くまで

につながっていないように感じる。若い人も

含めて働き場について、企業の現状がどうな

のか聞きたい。 

市内の有効求人倍率は２倍を超える数値で推移しており、

企業の人手不足感は非常に高い状況にあります。しかし、若

者が好む業種、職種と求人のミスマッチなどにより、採用に

苦労している状況が見られます。 

そこで、市では学生を対象とした市内企業見学やインター

ンシップ、小松市、能美市と合同での大学等卒業予定者及び

若者求職者を対象とした合同就職面接会や合同就職説明会

などを開催し、若者の市内企業への就職に努めていると聞い

ております。 

委員会としましても、これらの当局の取り組みを注視し、

質疑を通して雇用のミスマッチ解消に努めてまいります。 

地場産業の振興 ふるさと納税や道の駅など、地元の産業を

もっとアピールできる場があったらいいと思

う。 

市では地元産品の PRの場として、ふるさと納税のお礼の

品（地元特産品・サービス等）の企画、提案の募集を広く行

っております。 

地場産業の振興 西谷地区は 98％以上が、加賀市でも半分く

らいが山である。山林を活用する方法につい

て、行政視察などで先進地を見てきていると

思うが、何か方法はないか教えて欲しい。 

森林所有者による森林経営を行っていただくことで、健全

な森林環境の保全ができるものと考えています。 

今後、経営、管理ができない山林については、森林環境譲

与税を活用し、森林整備を進めていく予定とのことです。 

地場産業の振興 平成の初めころから、菅谷地区はろくろの

里という工芸の村構想を始めたが、携わる者

の高齢化とまだ産業化に至ってないことから

十分な経済効果が出ていない。せっかく始め

た地域おこしなので、市として後押しできる

方法がないか、アドバイスが欲しい。 

市では、山中漆器の後継者を育成するため、伝統技術修得

のための奨励金を支給する「山中伝統漆器後継者育成事業」

や市内で建物を借りて工房を開設した場合、借入費の一部を

助成する「伝統工芸等担い手工房借上支援事業」の制度を設

け、伝統産業を志す若者に向けての支援を実施しておりま

す。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

地場産業の振興 地域おこし協力隊は、都会出身の若い方で

新しい考えをもっており、そういったところ

とのコンタクトが一つの突破口になるのでは

ないか。議会でも彼らと話し合う機会を設け

て、ろくろの里についても何か活性化につな

がる新しい話が出ればと思う。 

現在、市では 14名の地域おこし協力隊が活動中であり、

山中温泉においては東谷地区の活性化支援をテーマに 2 名

が活動中です。その内容としては、耕作放棄地を利用した野

菜をつくり、また、加工品の販売など地域と協力しながら活

動しているとのことでした。 

また、地域おこし協力隊員と話し合う機会としましては、

ことしの８月に総務委員会で地域おこし協力隊員と意見交

換会を開催しております。 

地場産業の振興 人口減少には農家の減少が問題。魅力ある

農業づくりを求む。 

市では、平成 28年度からルビーロマン、梨、イチゴ栽培

においてＩｏＴ技術を取り入れた実証事業を行っており、生

産環境データ等の収集と分析を行うことで、生産性、商品化

率の向上、栽培技術の「見える化」につなげ、新たな就農者

でも安定した農作物の生産ができる支援を行っております。 

また、次世代を担う人材の育成や就業環境の整備を進める

ことを目指し、官民が連携して農林水産業振興行動計画を策

定し、来年度から５年間で計画を推進していくと聞いており

ます。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

地場産業の振

興、観光 

山中漆器連合協同組合が新体制となり、山

中漆器の方向性として、海外戦略・ブランド

化・ＩＣＴを用いた山中漆器産地の活性化を

挙げている。資金的・人的応援を含めて、観

光を含めた地場産業の振興に力添えが欲し

い。産業観光の取り組みを行っており、それ

について議員の方にも知って欲しい。 

これまでも、市では市内産業の強靭化や付加価値の向上を

目的として、山中漆器産業の振興や人材育成などに対して助

成を行っており、また、山中漆器連合協同組合との間におい

て定期的に話し合いの場を設け、さらなる産業の活性化に向

けた取り組みを行っていると聞いております。 

委員会としても、これらの取り組みを注視し、さらなる支

援の検討について働きかけてまいります。 

観光 鶴仙渓のいたみ方が激しい。昔の魅力がな

い。泳げたころに近い状況にしてほしい。今

は、観光客に胸を張って説明できる観光地で

ない。 

市では、観光客等が安心・安全に利用いただけるよう、遊

歩道や桜公園等の清掃管理委託のほか、経年劣化等による維

持補修や災害等による倒木処理等を行っていると聞いてお

ります。 

委員会として、今後も必要に応じた対応を求めてまいりた

いと思います。 

観光 議会だよりで錦城山のトイレ改修工事につ 

いて触れていたが、天満さん（江沼神社）の 

長流亭と池泉回遊式の庭園の整備をして、き 

れいな水が流れるようにできないか。 

江沼神社庭園につきましては、市のほうで国の補助事業制

度を活用した事業実施に向けて令和２年度を目標に、「歴史

的風致維持向上計画」を策定し、国と協議を進めていると聞

いております。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

観光 海外の観光客に来てもらうために、加賀市

の強みをつくらないといけない。 

加賀市の国際的な知名度を高めるため、台湾での美食工芸

展出展や旅行商談会の開催、タイやマレーシアでのトップセ

ールスの実施や旅行会社の招へい、海外への発信力の高いミ

ス・インターナショナル世界大会出場者の招へいなど、海外

への観光客の誘客促進に取り組んでいると聞いております。 

また、受入環境整備として、観光文化施設等の多言語表示

やトイレ洋式化、観光地の公衆トイレの洋式化、観光文化施

設や商店街等のキャッシュレス決済環境の整備を進めると

のことです。 

2023年に向け、新幹線の駅の整備を進め 

ているが、加賀市に訪れてもらうために観光

客、特にインバウンドに向けて魅力発信をも

っとやるべき。その取り組みについて教えて

欲しい。また、市として外国人観光客を受け

入れるために、外国語表示などに取り組んで

いるのか。 

国際観光都市として力を入れてほしい。 

観光 山中温泉の発信力が、山代温泉、片山津温

泉に比べて強く感じる。山代温泉、片山津温

泉の魅力づくりを高めてほしい。 

３温泉で連携協力しながら「加賀温泉郷」として情報発信

の強化を図っていると聞いております。また、３温泉それぞ

れでも独自の取り組みを進めているとのことでした。 

委員会としても、魅力向上に向けた取り組みを当局に求め

てまいりたいと思います。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

観光 こおろぎ橋が完成する際に完成式が行われ

ると思うが、ゆげ街道のこおろぎ町完成の時

期が重なるが、完成式を県と市と一緒に行う

など県市との連絡を取って行ったらどうか。

山中温泉を盛り上げるため。（ちなみに県警の

山中派出所も同時期に完成する。） 

ゆげ街道の完成式は、県と市の連携体制のもと、地元と県

の共催により９月に開催いたしました。 

観光 橋立地区の情報発信力が弱い。橋立にかぎ

らず、市内各地区の魅力の情報発信の強化を

図ってほしい。 

市では、橋立について、日本遺産に認定された北前船文化、

橋立漁港で水揚げされた美味しい海の幸（特に冬のズワイガ

ニ）を中心に全国への情報発信を展開しております。 

今後は、市内各地の魅力的な観光資源を活用し、観光情報

として発信していくよう、当局に働きかけてまいりたいと思

います。 

観光 観光客で SNSをアップした人に特典（次回

利用）をつけたらどうか。 

インスタグラムでのキャンペーンや、ご当地グルメ、他市

と連携したＳＮＳキャンペーン等、年間を通してさまざまな

取り組みを市で展開しており、今後はさらにこれを推進して

いきたいと考えているとのことでした。 

観光 観光スポットの駐車場整備ときれいな公共

トイレの設置（有料でもよい） 

市内の主要な観光スポットには、利用状況や地理的状況等

を踏まえ、駐車場が配置されております。昨年度は石川県九

谷焼美術館に専用駐車場を整備しており、市の観光スポット

の公共トイレについては、日常管理として清掃、修繕等を行

っています。なお、主要な観光スポットの公衆トイレについ

ては、利便性向上のため、洋式化を進めていくと聞いており

ます。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

雇用 元気な高齢者が、介護分野など、なり手不

足の職業の現場で働ける仕組みがほしい 

市内の有効求人倍率は高水準を維持しており、シルバー人

材センターへの登録申請者数も年々増加傾向にあるものの、

職種と求人のミスマッチが生じている状況です。そんな中、

ハローワークにおいて、高年齢者の雇用の継続を促進するた

めの施策を行っており、市としてはハローワークと連携し、

雇用の促進を図っていると聞いております。 

委員会としても、こうした雇用のミスマッチが解消される

ような施策提案を行っていけるよう、調査、研究を行ってま

いりたいと思います。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

空家対策 50 年後にどれだけの家が周辺に残ってい

るかわからない。将来を見据えた空家対策の

条例が必要ではないか。 

空き家の管理を初め、解体撤去等については所有者の責任

により行われることを第一義としており、市民からの空き家

への苦情相談に対しては現地調査の上、所有者に対し必要な

措置を指導、相談し、問題の解決を図っているとのことでし

た。また、所有者による解体については市の助成制度の活用

を検討いただき、危険な空き家をふやさないようにするため

の制度づくりを進めていると聞いております。 

 所有者による措置が進まない場合には、特定空家等として

「空家等対策の推進に関する法律（特別措置法）」に基づく

指導、勧告、命令が行われることになっております。この命

令に従わない場合に、「行政代執行法」に基づく行政代執行

を検討することが法定の手順、手続きとなりますが、それぞ

れの段階ごとに必要な手続きや審議会への諮問等がある関

係上、一定の期間が必要であるとのことでした。 

 また、市に平成 27年度から空き家に対する苦情、相談が

332 件寄せられており、平成 28 年度からことしの 10 月

末現在までで、文書での指導 100件、勧告５件、命令２件、

行政代執行１件を行っているとのことです。 

委員会としましても、今後も増加傾向が続くと見込まれる

空き家の抑制のための当局の取り組みを注視し、さまざまな

角度から提案を行ってまいりたいと考えております。 

 

空家がふえてきている。また、２年前の議

会報告会でも思ったが、建物を壊すと固定資

産税があがるため、壊せないという人もい

る。すぐには対応できないと思うが、議会と

してどう考えているのか。 

空家をふやさないというより、空家になっ

た家をどうするのか。空家対策の現状につい

て知りたい。 

町内に 25年前から空家がある。屋根が壊

れ,道に面しており危ないので、市の環境政策

課に早く撤去して欲しいと電話している。も

っと迅速に、的確に対策を取ってもらえない

のか。 

空家対策を具体的に示してほしい。児童の

通学路にもあり危険だ。 

前回の議会報告会で特別措置法の話があ

ったが、空家になった家をどうするかについ

て、行政代執行というよりも国の特別措置法 

で対応するという話はないのか。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

空家対策 空家の処分、取り壊しをどうしていけばよ

いのか分からない。 

空き家の処分、取り壊しには、相続関係の整理や解体費用

等、問題が多岐にわたる場合も考えられ、市のみでは問題解

決ができない場合もあるので、市では宅建協会の相談員を初

め、司法書士や弁護士等の専門家による相談会を市役所でも

行っております。 

空家対策 都市計画で居住地区になった地区の空家

は市が購入していってはどうか。 

市が土地、建物を購入または補償する場合は、公共施設等

の整備などを目的とする場合に限られているとのことでし

た。 

空家対策 空家をホステルとして使えないか。新幹線

が通って人が来るなら、若い人や長期の人ほ

どホステルを使う人が多いのでいいと思う。 

市では、空き家や空き店舗を活用して、まちなかのにぎわ

い創出につながるような新規店舗開業などには、まちなか店

舗立地支援事業により経費の一部に対して支援を行っており

ます。 

災害対策 三谷地区で一番安全な幸町が、簡単に水が

つくようになった。先日の雨でも同様の事象

が見られ、市として何も対策をしていない。

山を削り、新幹線用の高架橋やトンネルをつ

くっており、新幹線開業したら高架橋の排水

が幸町に集中し、必ず大きな災害が発生す

る。新幹線の工事が終わるまでに、独立行政

法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に市と

して強く要望し、幸町の財産守るような明確

な対策を早めにお願いしたい。 

北陸新幹線高架橋の雨水対策については、現在地元と鉄

道・運輸機構と調整中であり、市は当機構に対して降雨時に

一旦雨水を槽に貯め、水を少しずつ排出する調整槽の設置を

要望していると聞いております。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

災害対策 川を直す要望を出しても、対策をしてもら

えない。 

市が管理する河川の改修に関しましては、要望等がありま

したら予算の範囲内で対応しておりますが、二級河川等の河

川の改修に関しましては、予算額も大きいので、議会として

も国や県に働きかけております。 

災害対策 防災に強いまちづくりを行政あげてしたら

どうか。 

屋外拡声スピーカーにつきましては、平成 30年度末まで

に市内 78箇所に設置し、今年度より、屋外でのサイレン吹

鳴及び音声放送の運用を開始しております。 

防災目的以外の運用については、防災訓練で対象となる地

区内において低音サイレンと音声放送を、Ｊアラート訓練に

おいして年４回の全国一斉情報伝達試験を実施していると

聞いております。さらに、本年９月１日から機器の動作確認

も兼ね、毎月第一日曜日の夕方６時に「夕焼け小焼け」を流

しております。 

また、今年度から令和５年度までの５年をかけ、各世帯の

屋内にラジオ型の戸別受信機を設置し、既設の有線放送設備

と接続することにより屋外拡声スピーカーと同様の放送内

容を有線放送設備でも放送されるよう整備していくとのこ

とでした。 

加賀市は大きな災害はないので、日常活動

からも頭から離れている。常に頭に入れて欲

しい。 

防災行政無線のサイレン音を聞いたことが

ない。防災目的以外での活用はできないのか。

各家庭にも有線装置があるが老朽化が進んで

いる。また、隣のあわら市から、屋外スピー

カーでさまざまな情報が流れてくる。これは

防災行政無線を使ったものではないのか。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

災害対策 地区防災訓練をテコ入れしてほしい。 地区防災訓練について、市では各消防分署と連携し、市の

総合防災訓練と同日の開催を地区に対して働きかけを行って

いるところであり、同日開催ではない場合でも必ず年１回の

地区防災訓練を実施していただけるようお願いしていると聞

いております。 

委員会としては、これらの取り組みを注視し、さらなる防

災強化につながるような施策を当局に提案してまいりたいと

思います。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

エネルギー政策 自治体新電力は、市民にとってメリットが

あるのか。 

自治体新電力事業は「脱炭素」「地域内経済循環」を目標と

した加賀市版 RE100 を推進するための手段として開始した

ものであり、市民のために行っている事業です。 

新電力事業の展開に当たり、加賀市の政策を具体化、具現

化するに、加賀市 100％出資会社が、運転資金の確保等を踏

まえ、最も適しているとのことでした。 

市としては若干ではあるが、公共施設の電気料金の縮減が

できるとのことです。加賀市総合サービス㈱が主体的に事業

を行うことにより、再生可能エネルギーへの設備投資を呼び

込むことができると考えており、行政以上の効果が期待でき

ると聞いております。 

委員会では、新電力について、取り組みの進捗状況の随時

報告を求め、また、必要に応じて、市民に対してわかりやす

い説明や周知を行うよう当局に働きかけてまいります。 

新電力の展開にあたり、市出資 100％の

加賀市総合サービス株式会社に決まったが、

その経緯について教えて欲しい。最初から総

合サービスありきであったのかどうか。 

新電力をやることで、加賀市としてどのく 

らいのプラスの効果があるのか。従来に比

べ、加賀市総合サービス株式会社にやらせる

ことで、加賀市に採算的に効果があると計算

したものはあるのか。 

新電力の仕組みがよく分からないので市

民に説明して欲しい。県内の他の自治体が取

り組んでいると聞かないが、本当に大丈夫な

のか。負の遺産にならないか。 

自治体新電力の取り組みについて、市民へ

の説明をしっかりとすべき。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

エネルギー政策 エネルギーの自給について、温泉熱を利用

できないか。仮に排湯でもよく、加賀市全域

までと欲張らず、温泉地周辺だけでもいい。

観光客にアピールして加賀温泉郷は温泉を

有効に使い、エコロジーな温泉郷として全国

発信できないか。 

市内の温泉熱を利用することは、非常に効率が悪く、効率

のよい地域資源のエネルギー（太陽光、水力等）の利用から

考えていきたいとのことでした。 

北陸新幹線 ＰＲ動画のタイトルを「東京 2023加賀」

から「東京 2023加賀温泉」に！ 

市として盛り上げようという気持ちを込め、東京と加賀市

が新幹線でダイレクトに繋がるということからも「加賀」と

しており、また、「東京」という 2文字に対しての表現として

「加賀」の 2文字とのことでした。 

北陸新幹線 加賀温泉駅の改装について、伝統工芸を駆

使した内装にして欲しい。設計担当者には山

中座を見て欲しい。山中座は山中漆器の技術

を活用した建築モデルの見本と言え、山中漆

器などの伝統工芸のイメージサンプルにな

るのではないか。 

市では、今年度より加賀温泉駅内の観光案内所等の都市施

設の設計を行っており、漆器組合を含めた各団体からの意見

を聴取しております。また、市担当者と設計者で山中座の現

地視察を行い、現在、既に開業している金沢駅などを参考と

しながら、山中漆器などの伝統工芸を活用した設計で進めて

いるとのことでした。 

加賀温泉駅について、地場産業の振興と観

光に結びつくことだが、金沢駅の新幹線の駅

舎と工芸を参考に考えてほしい。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

北陸新幹線 2023 年春の北陸新幹線開業に向けて成

長計画として何を目玉にするのか。さまざま

な年代からの意見を吸い上げて目標を立て

るべきだ。 

観光面として、首都圏・関西圏・中京圏の大都市及び沿線

都市からの観光誘客の強化と新幹線ルートを活用した訪日外

国人の来訪促進を図りたいと考えていると聞いております。 

委員会としても、北陸新幹線開業に向けて、市民の機運を

盛り上げる取り組みを求めてまいりたいと思います。 

環境 柴山潟について、周辺の遊歩道整備だけで

なく、ウォータースポーツができる空間づく

りをしたらどうか。人が集まることにより、

色々な波及効果が期待できると思う。 

柴山潟をウォータースポーツができる空間にするには、自

然環境の保全や地域の合意形成などが課題となるので、遊歩

道整備を最優先に完成させ、その後の検討課題として、考え

ていくと聞いております。 

環境 電気自動車用のＥＶ充電器が公共の建物

には少ないと思う。 

国等の支援制度を活用し設置に努めていくと聞いておりま

す。 

環境 特定外来種の増加や被害について考えた

方がいい。住居への侵入や作物の被害、病原

菌の被害など。 

住居に入り込むアライグマ及びハクビシンの駆除対策とし

て、捕獲檻の貸し出し（設置・撤去）を実施しており、年間

約 100匹が捕獲されているとのことでした。 

消防 消防団員の定員割れ・サラリーマン化が進

んでおり、昼間に火災・災害が起きたら対応

できるか疑問だ。金沢市では消防や消防団の

ＯＢを機能別団員として登録したり、学生団

員や女性団員として登録する制度があると

聞く。そのような制度にするには、市議会を

通して定員数を変えなければならない。市議

会としても、こういった制度に取り組んでほ

しい。 

 消防団員につきましては、一部において定員不足が生じて

いる分団もありますが、各地区区長会の支援や各分団幹部の

地道な勧誘努力により、消防団員の充足率は全国平均を上回

っており、また、日中間の火災等の災害に対しましては、現

状の体制や、日ごろからの訓練等により研鑽を重ね災害対応

に備えているとのことでした。 

委員会としても、市の実情に応じた機能別消防団制度につ

いて、調査、研究してまいりたいと思います。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

消防 消防について、他市との協働はできている

のか。 

 市では、小松市や嶺北消防組合、県内各消防本部間で応援

協定を締結しており、情報共有や定期的な訓練を実施するな

ど、災害時に対する体制を整えており、災害時の応援、受援

ともに活動実績があるとのことです。 

公共施設 緑が丘小学校跡地利用はどのように考え

ているのか。 

地域の皆さまからの御意見や御要望をお聞きするととも

に、多角的な観点から必要性や費用対効果などにも留意し対

応していきたいと考えているとのことでした。 

また、現状の利用状況については、閉校前から使用してい

た社会体育や地域の運動会で体育館を利用しています。また、

ドローン実証実験で 8 月～12 月までグラウンドと保健室を

利用しております。 

公共施設 緑が丘小学校跡のグラウンドは、ドクター

ヘリは降りることはできないのか。 

 石川県ドクターヘリのランデブーポイント（ドクターヘリ

と救急隊が合流し、救急患者を引き継ぐ場所のこと）として、

現在緑丘小学校跡を含む市内の各小・中学校のグラウンドを

調査しており、着陸場所の状況や周辺の障害物に問題がなけ

れば、近々県に登録申請を行い、登録後に着陸可能となると

のことです。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

道路 夜間、小野坂トンネルから大聖寺方面へ向

かう坂道にかけて、非常に危険だ。トンネル

内には柵がなく、通行する自転車の学生がふ

らふらしている。道路も薄暗く非常に怖い。

安全対策をしっかりとしてほしい。 

小野坂トンネルから大聖寺方面へ向かう道路は、県道であ

りますので、安全対策の向上について県へ要望していくと聞

いております。 

委員会として、当局に対し必要に応じた整備を行うよう働

きかけてまいります。 

道路 過去に、国道８号線に道の駅をつくる構想

があったがどうなったのか。今後つくる見込

みはないのか。加賀温泉駅前だけでなく、交

通量が多い国道８号線周辺に人が集まる施

設がほしい。 

国道８号における道の駅については、沿道活性化に向けた

拠点施設として、どうあるべきかを模索しているほか、持続

可能な運営について、今後の検討課題としているとのことで

した。 

道路 消防署前道路交差点の山代温泉側の左折

レーンの増設を願う。 

消防前道路の交通量は、現在の道路規格で対応できると判

断していますが、今後の土地利用の動向によっては、付加車

線の増設を検討しているとのことでした。 

道路 ８号線の４車線化はいつ完成予定なのか。

目標を示してほしい。 

完成時期につきましては、現在、まだ国からは示されてい

ませんが、早期完成については議会としても、国や県に要望

活動を行っております。 
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令和元年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（総務経済委員会） 

 

項目 内容  意見・提案に対する考え方 

土木 私は市や県、シルバー人材センター等とは

別に、柴山潟周辺南東部の側溝整備、歩道の

水平化、樹木の伐採等を個人で行っている。

個人では限界がある。ぜひしっかりと整備し

てほしい。 

個人では不可能な箇所や要望等があれば、相談に応じてお

りますが、行き届いていない部分もあるかと思います。 

委員会として、当局に対し必要に応じて整備を行うよう働

きかけてまいります。 

鳥獣対策 イノシシ問題について考えて欲しい。農業

等の高齢化もあり、農林水産課に今年は異常

であることを写真とともに相談しに行った

がなかなか対応してもらえない。その現状を

知ってほしい。 

市としては、農作物の被害防止のため、侵入防止柵の材料

費補助事業（補助率９０％）や捕獲支援事業（４月～１０月

まで、地元負担 10,000円）などの支援を行っているとのこ

とでした。 

委員会としても、今後もさらなる被害防止に向けた対応を

積極的に当局に求めてまいりたいと思います。 

シティプロモー

ション 

シティプロモーションの一環として、加賀

市に働きに来ている外国人労働者を温泉に

招待する日をつくり、入浴マナー等をレクチ

ャーし、SNS で母国等に PR してもらう取

り組みをしたらどうか。 

外国人労働者を含め、広く海外の方に温泉の魅力や入浴の

マナー等の情報発信に努め、中国やその他諸国についても戦

略的に情報発信を行い、海外からの誘客促進につなげていく

とのことです。 

委員会としましては、これら当局の取り組みを注視すると

ともに、さらなる誘客に向けた施策の提案を行ってまいりた

いと考えております。 

人口の多い中国へのシティプロモーショ

ンに力を入れたらどうか。 

 


