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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（教育民生委員会） 

 

項目 内容 意見・提案に対する考え方 

移住・定住 

空き家対策 

 

山中漆器を学びたいとい

う若者に対して、住みやす

いところが少ない。移住・

定住につながるよう、住む

ところへの補助を考えても

らえないか。 

 加賀市に移住・定住される人に対して、移住住宅取得助成事業、三世代ファミリ

ー同居・近居促進事業において、住宅取得費の一部を助成するほか、平成 30年度か

らは若年層定住住宅取得助成事業を創設し、45歳未満の方の定住にかかる住宅取得

費の一部を助成する取り組みがなされております。（※空き家バンク登録物件も対

象） 

また、加賀市空き家バンクでは、空き家を所有している方に、無料で登録を行っ

ていただき、空き家を借りたい方、買いたい方との仲介を行うことで空き家の利活

用が図られていると聞いております。 

移住・定住及び空き家対策の取り組みは、長期的な課題であることから、今後も

積極的な取り組みを当局に求めていきます。 

 

青年が加賀市に定住して

もらえるように、よろしく

お願したい。 

自分は婚活を企画等して

いるが、加賀市同士結婚し

た者が小松市で家を建てる

ことがあり、何のためにそ

ういった企画をしているの

かと思う時がある。市外に

行かずに市内に住める対策

がないのか。意見交換のテ

ーマに空き家を増やさない

ためには？とあるが、空き

家を格安で提供するなど、

空き家対策と定住策がうま

くマッチングできればと思

う。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

移住・定住 勅使地区に移住してきて

も、その後に保育園がなく

なる、小学校が統合される

となると、せっかく住みや

すい町に引っ越してきたの

にスクールバスで別の保育

園、小学校に通わなければ

ならないという意見があ

る。これについてどう考え

ているか。 

公共施設マネジメントの観点と本市の少子化の現状や子育て世代を取り巻く社会

環境の変化などに対応し、集団生活で得られる社会性の育ちを促すことができる保

育環境の実現を目指し、公立保育園の再編が進められております。 

小学校の統廃合についても、子どもたちのよりよい教育環境を充実させるために、

統廃合計画に基づいて行っております。 

別の保育園に転園することになった場合には、交流保育の実施、送迎支援など円

滑に新しい園に転園できるよう支援するほか、小学校の統廃合では地域の方のご意

見を伺いながら協議をしていくと聞いております。 

「保育園の再編」、「小学校の統廃合」については、委員会のテーマとして調査し

てまいりました。今後もそれぞれの計画をもとに保護者、地域住民と合意形成を図

りながら進められるよう注視していきます。 

 

医療センター 加賀市医療センター運営

が旧体質のままで問題があ

るとの意見がある。 

平成 29 年 3 月に加賀市医療センター改革プランを策定し、経営指標に数値目標

を設定し実現に向けて取り組んでいると聞いております。（※加賀市医療センター

HPで改革プランの進捗状況を確認できます。） 

運営体制については、委員会のテーマとして調査してまいりました。引き続き、

半期ごとに加賀市医療センターの運営状況を報告させ、意見、提案を行い運営等に

ついて注視していきます。 

 

医療センター 立派な医療センターがあ

るが、皆さんがガンなどに

なると金沢まで行く。色々

な噂話も聞きますが、加賀

市で診てもらいたいと思え

る病院にしていただきた

い。 

平成 31 年 4 月に石川県地域がん診療連携推進病院の指定を受け、がん診療の体

制を整えておりますが、高度な治療方法などにより、適宜大学病院など高度医療機

関に紹介することがあると聞いております。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

医療センター 医療センターの医師について評判が良くない。 

医師のよしあしについてのランキングなど、外部 

指標となるものはないか。医療センターはどの程度

なのか。 

 医師や病院のよしあしのランキングを行う専門機関はないと

いうことであり、加賀市医療センターでは専門医資格の取得更

新により常に診療のレベルアップと維持に努めているほか、指

導医資格の取得や基幹型臨床研修施設としての施設認定を取得

することにより、臨床研修医の教育、指導体制を充実させると

ともに、明日の地域医療を担う人材の育成に努めていると聞い

ております。 

 

医療センター 医療センターについて、本会議であまり質問がな

い。看護師はいいのだが受付の対応はよくないとい

う話を聞く。市の施設として建てられたのだから、

医療センターに対して議会はもっと目を光らせて

欲しい。ボランティアを登用したりしてはどうか。 

 職員の接遇については、毎年研修会を実施することのほか、

接遇委員会を設置し、各部署の接遇意識の向上に努めていると

のことです。 

また、外部から講師招き、講義を聞くことや、実際に講師と

一緒になって接遇を学ぶ等、いろいろな対策を講じることで、

苦情を言われる職員は少なくなっていると聞いております。 

委員会では、医療センターの取り組みや、赴任ドクターの紹

介など、市民向けの広報活動を工夫して行っていくことで、市

民が安心して医療を受けられるよう働きかけていきます。 

 

医療センター 医療センター診療科目に独自色が欲しい。 現在のところ、新たな診療科目を設置する予定はなく、各診

療科において必要な医師招聘に努めていると聞いております。 

 

医療センター 医療センターの駐車場に車を停めて、加賀温泉駅

を利用するビジネスマンがいる。対策が必要だ。 

定期的に早期巡回を実施し、不法駐車対策に取り組んでいる

と聞いております。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

医療センター 医療センターのホームページにつ

いてだが、週何回か診療に来る医師

の名前がフルネームで書かれていな

い。そのため、どんな先生か調べた

いときに分からないので困る。 

 非常勤医師についてもフルネームで表示することを確認しました。 

非常勤医師は、急な交代等の可能性があることを御理解いただきますようお

願いします。 

子育て支援 ２人以上の出産世帯への市民税や

減税措置の充実を願う。保育料無料

を収入の多い人にも実施することは

反対だ。 

 人口減少が進む当市においては、「子育てがしやすく、子どもたちが健全に

育つ環境をつくりあげていくこと」が「地域の活力を創出し、持続的な発展を

続けていく原動力になる」と考え、これまでに「保育料の大幅な引き下げ」、

「こども医療費の窓口無料化」など総合的な子育て支援策「かがっこ応援プロ

ジェクト」を展開しています。 

市民税については、お子さんの人数に応じて、扶養控除が受けられるほか、

均等割の非課税を判定する制度があります。 

また、国においても本年 10月から、幼児教育に公的資金を投下する政策に

は、成人後の所得上昇や経済成長への寄与が高いという、米国の研究を根拠と

して、幼児教育・保育の無償化を行っていると聞いております。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

少子化対策 

 

少子化対策に力を入れてほしい。 

 

人口減少が進む当市においては、「子育てがしやすく、子どもたちが健全に

育つ環境をつくりあげていくこと」が「地域の活力を創出し、持続的な発展を

続けていく原動力になる」と考え、総合的な子育て支援策「かがっこ応援プロ

ジェクト」を展開し、子育て施策が充実してきています。 

 そのほかでは、県内初の取り組みとして妊娠 16 週を迎えた胎児 1 人あた

り 1万円の出産準備手当の支給などがあります。 

 また、本年 10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、兄弟姉妹の年齢に

よらず、3 歳以上と 3 歳未満の非課税世帯の保育料が無償化され、3 歳未満

の課税世帯においても、本市が独自に保育料の軽減を行っており、県内で最も

家計にやさしい保育料となっています。 

 これらの子育て施策が、少子化対策の一翼となるよう、今後も注視していき

ます。 

 

市では、少子化対策として出産祝

い金の制度はつくらないのか。一度

に大きなお金を支給するのではな

く、段階的に支給するなどしてはど

うか。 

 

加賀市は国に先行して多子世帯へ

の助成を充実しているが、１人目が

高校生や大学生など、下の子と年が

離れていると、助成の恩恵が受けら

れない。助成の拡充を願う。 

少子化対策 人口が減少し、町の機能が退化し

ている。どのようなコンセプトで町

を続けていくのか。どのようにして

人口減少を抑えながら、加賀市を継

承していくのか。また、若い人は市

外で働いている。なぜ加賀市に住ま

ないのか。 

市民意識調査の結果によると、加賀市での生活に満足していない人は全体の

４割おり、その理由として、「交通や買い物等の便の悪さ」「安定した職や収入

に恵まれないこと」を上げる方が多い。 

また、16～18 歳の若者 300 人を対象としたアンケートでは、25％の人

が「加賀市外に移り住みたい」と回答しており、その理由として、「買物等の

生活環境が充実していない」「交通が不便」という結果になりました。 

これらの調査結果を受け、若者にとって、加賀市が住みたい市となるような、

取り組みがなされるよう委員会として働きかけていきます。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

子育て支援 

少子化対策 

 

子育てしやすい環境を充実させる。ゼロ歳

児保育の充実（保育士の確保）、法人立保育園

任せにしない。とくに都市計画で居住地区に

なったところに公立保育園を確保する。 

 

 市では、「子どもたちの健やかな育ち」のための環境を整備するた

め、加賀市公立保育園再編基本計画にもとづき、公立保育園の再編

を進めております。 

計画では、民間活力を効果的に活用しながら、法人立保育園・公

立保育園の協働のもと再編を実施し、再編後も中学校区に 1 園は、

公立保育園を配置する内容となっております。 

加賀市の人口あたりの保育園は、県内他市に比べ多い状況にあり、

公共施設マネジメントの観点と本市の少子化の現状や子育て世代を

取り巻く社会環境の変化などに対応し、集団生活で得られる社会性

の育ちを促すことができる保育環境の実現を目指していると聞いて

おります。 

今後も、子育て環境の充実、少子化対策が図られるよう注視して

いきます。  

 

保育園や小学校も閉園・閉校になることが

新聞・マスコミに取り上げられると、それを

知った若者が現実に合わせて三谷地区から出

て行ってしまう。できるだけそういった情報

を報道に出さないで欲しい。 

 

少子化対策として、未満児保育の保育園を

増やしてほしい。保育園の多い市、町が繁栄

している。女性にやさしいまちづくりをして

いる市は人口が増えているそうだ 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

教育 夏休みなどの長期休暇の間だけでも、

満員の学童の代わりに学校の空き教室を

利用して子どもたちを預かるようなこと

はできないか。 

 

 

 空き教室の利用については、子ども達の安心・安全を第一に考えたうえ

で、学校側と学童クラブ側の意見がマッチングできる諸条件を調整しなが

ら検討していくと聞いております。 

教育 小・中・高等学校での政治教育の充実  小学校 6 年生、中学校 3 年生において、政治の仕組み等について教え

ていると教育委員会より聞いております。 

 加賀市議会では、昨年度より「議会おでかけ教室」を実施しております。

取り組みとしては、市議会議員が小・中学校の子ども達に対して、議会の

役割・仕組み、議会と市長の関係、市政や議会の取り組みなどを分かりや

すくお話しております。引き続き、小・中学校へのおでかけ教室の周知を

行い、「議会おでかけ教室」を行っていきます。 

 

教育 学校のプールの水はなぜいっぱいなの

か。何か抜かない意味があるのか。 

 理由のひとつとしては、プール自体の劣化を防ぐために水をいっぱいに

しています。プールの水を抜いてしまうと、気温、風雨や紫外線の影響に

より、塗装のはがれ、コンクリートのひび割れなどが発生する恐れが高く

なります。 

また、災害時の避難所運営用の生活用水や火災時の消防用水として使用

することも考えられることから、水を満たすようにしていると聞いており

ます。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

保育、教育 もっと質の高い保育・教育はできない

のか。 

 日々の保育等では、多様な子どもの理解が、言葉では表現されないほ

ど難しい課題としてありますが、各保育園において、保育所保育指針等

をもとに、研修等と通じて、揺るぎない力量を高めるための取り組みを

行っております。 

教育では、学習指導要領改訂に先駆けプログラミング教育の充実や台

湾やシンガポールを中心とした国際交流の推進に努めています。また、

毎年行われている全国学力調査については、各小学校はいち早く採点、

分析し、授業改善と学力向上に努めていると聞いております。 

委員会では、それぞれの取り組みが、時代に沿った教育となるよう今

後も注視していきます。 

高等学校 勅使地区の隣は小松市になり、市内の

３つの高校まで非常に距離がある。その

距離に対して、魅力的な高校になってい

るのか。議員として何かアプローチして

いるのか。勅使地区の距離の問題をカバ

ーするような施策はないのか。また、子

どもが通い、自分もＰＴＡ役員をしてい

た高校は定員ギリギリで恥ずかしく思

う。それについてどう考えているのか。 

 県立高校について、市教育委員会は高校に指導・助言できませんが、

市独自の取り組みとして、奨学金の充実や通学手段の改善を図るために

バス事業者と連携・協力しながら、通学環境の改善に努めていくと聞い

ております。 

 委員会としても、市教育委員会と議論を行い、通学環境の改善につい

て働きかけていきます。 

  

 

高等学校 市内の子どもが市外の高校に行った理

由、市外の子どもが市内の高校に行った

理由を分析すると、市内の高校の進学率

を高めるにはどうしたらよいか分かるか

もしれない。 

 

今年度３月、中学３年生にアンケートをとり、現状把握、分析してい

く予定と聞いております。 

委員会ではアンケート結果、現状分析についての報告をもとめ、市内

の高校の進学率を高めるために必要な取り組みを行うよう働きかけてい

きます。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

高等学校 

 

市内の高校について、特色ある魅力ある高校県立高校

については、県教育委員会の管轄であり、高校に指導・

助言できる立場ではありませんが、進みたくなる市内高

校の魅力増大に向けて、働きかけをしていきます。にし

てほしい。 

 

県立高校の管理・運営に関しては、石川県教育委員会の

管理下にあり、高校に指導・助言できる立場ではありませ

んが、  

市としては市内高校への進学率の低下は大きな課題と捉

えており、進みたくなる市内高校の魅力増大に向けて、働

きかけをしていくと聞いております。 

 具体的な取り組みとしては、中学校と高等学校の同じ教

科の先生が合同で研修を受けることや、大聖寺高等学校へ

市教育委員会の指導主事の職員がプログラミングについ

て総合学習の授業で行うなど、教諭どうしの連携を図って

おります。 

 委員会では中学校と高等学校の連携した取り組みを注

視し、市内高校への進学率の向上となるような取り組みを

さらに行うよう働きかけていきます。 

 

動橋駅から乗車する生徒と下車する生徒数に開きが

ある。小松方面が多い。加賀高校については、何か特化

した授業や、いっそのこと女子高校にするなどの施策が

必要ではないか。 

 

小松の高校の定員を減らせないか。 

 

加賀高校を総合学科＋普通科にできないか。 

 

高校を統合するよう県に働きかけてほしい。 

 

PLUS KAGA の大学生に市内高校で出前授業をし

てもらい、高校の質の向上を図ったらどうか。 

 

高校の科目を特化してほしい。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

ごみ問題 

 

ごみ袋を自由にしてほしい。 

 

 加賀市では、平成 20年 10月から指定ごみ袋方式により、燃え

るごみの処理の有料化を開始しています。指定ごみ袋有料化の目的

は、市民に応分の負担をしていただくことで、ごみの減量化・資源

化が促進され、ごみ処理施設の延命化が図られることなどを主とし

ています。 

 持ち手付きごみ袋については、市民の利便性を考慮して形状を変

更したものであり、表示の容量は確保しています。 

指定ごみ袋の値段については、環境保全審議会における議論や市

民の負担感にも配慮しながら、ごみ排出の抑制意識が働き、ごみの

減量化や資源化の効果が保たれるような値段に設定したものであ

り、有料化開始後における、ごみの減量の成果を評価し、平成 27

年 1月に値下げを行い、現在の値段になったと聞いております。 

先日の議会報告会で、現在の手提げのごみ袋になったことで使い

やすくなったというご意見を多数いただいております。ごみ袋の有

料化及び値段、ごみ袋の形状についてご理解いただきますようお願

いいたします。 

 

ごみ袋だが、これまでと同量程度入ると言

うが、違和感を感じる。小さくなったと感じ

るし、そう言っている人も多い。どこが同量

なのか教えて欲しい。 

 

ごみ袋の値段について、小松市のほうが安

い。安くできないか 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

ごみ問題 グリーンシティがなくなり、熊坂町の環境

美化センターにごみを捨てることになった

が、河南地区からは往復で１時間 30 分くら

いかかる。町の作業効率も考えて、計量する

場所などもう少し手続きを簡素化できないの

か。 

 

 施設運営の中で、計量は加賀市のごみ処理に関する計画を策定す

るうえで大変重要であります。環境美化センターでの計量に関する

手続きは、運営管理の面で必要最低限なことで行っていると聞いて

おります。 

スポーツ スポーツ関連施設を設置する際に、減税措

置ができないか。 

市税関係では、スポーツ関連施設設置に関する減税措置はないと

聞いております。 

 

スポーツ 加賀市スポーツセンターのトイレの状況が

悪い。維持管理をしっかりしてほしい。 

 トイレを含む施設管理は指定管理者に委託しています。通常時は

適切に管理がなされていますが、マラソン大会時において、多くの

参加者が同時にトイレを利用した際に流水量の減少が起こり水の

流れが悪くなったため、今後、同様の状況が起こらないよう、指定

管理者と対応策について協議を行ったこと、また、和式便器が多い

状況であるため、洋式トイレ化の改修について検討していくと聞い

ております。 

 トイレの設備については、これまでも委員会で、状況の改善を求

めてきました。11 月の委員会で状況改善するため積極的な対応を

行うと確認しました。今後も注視していきます。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

スポーツ スポーツ施設が多いので、学生（高校、大

学）の合宿の誘致をしたらよい。 

 まずは、市民の皆様に多く利用していただきたいことから、合宿

等の誘致活動は実施しておりませんが、各施設とも主に夏期・冬期

を中心に、多くの学生・生徒が、合宿に利用されております。 

なお、誘客推進課において「コンベンション開催助成制度」を設

けており、合宿者の中には同制度を利用する者も多い状況と聞いて

おります。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

交通安全 小学生に対し、交通安全、自転車

運転の安全ルールを講習会で教育

し、受講済み証書を渡すなどの指導

をしたらどうか。 

 

 独自に実施している学校を除き、小学３年生に対して、自転車の安全運転教

室を実施している。教室受講者へは、交通安全ガイドブック及び自転車に取り

付ける反射板を渡していると聞いております。 

生活安全 市内で空き巣、不審者など犯罪が

多い。議会は警察とどのような連携

を取っているのか。 

市内の犯罪件数は年々減少しております。 

加賀市議会総務委員会では平成28年から平成29年にかけ、安全安心なまち

づくりに必要とする、防犯カメラ設置に関する提言を市に対し行うため、委員

協議会を開催し調査を行いました。内容は、大聖寺警察署生活安全課長に市内

の犯罪状況等の現状について協議を行いました。 

市内での犯罪件数等の現状を見ながら、市民の安全と、議会と大聖寺警察署

の連携を図ることを目的に、意見交換などの計画を考えていきます。 

 

地域福祉 民生委員について、本来貧困救済

が目的だと思うが、現状は組織の維

持のためだけの組織になっている

と思う。民生委員になんでも任せる

のではなく、市が直接すべきものも

ある。よく似た組織を繋げて効率良

くすることも大事。根本的に民生委

員の活動のあり方を見直すべきで

はないか。このままでは、なり手が

いないのも当たり前だ。 

 民生委員・児童委員のなり手不足は、本市のみならず、全国的に問題となっ

ていることから、本市では、「支援を必要とする方々の情報」の集約、民生委

員活動を補完する福祉協力員を町内会ごとに委嘱するなど、民生委員・児童委

員の負担軽減に努めているところであります。 

また、今後は、民生委員・児童委員一人ひとりに対し行っている、「活動に

対するアンケート」結果を通して、より活動しやすい環境づくりに努め、なり

手不足の解消に繋げていきたいと考えていると聞いております。 

7月の教育民生委員会で、民生委員・児童委員の活動等について当局と協議

したところであります。今後も民生委員・児童委員の活動しやすい環境づくり、

なり手不足の解消につながるような取り組みがなされるよう働きかけていき

ます。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

生活保護 生活保護費について、石川県内で加賀市が

一番高い。加賀市が飛びぬけて高いのはなぜ

なのか。 

 加賀市の保護率（被保護者数÷人口の比率）はＲ1年 8月時点で

は 1.0891%であり県内で一番高い状態となっている。 

要因としては、被保護者のうち 65 歳以上の高齢者比率が 75%

（※国の平均が 53.5%、石川県の平均が 59.9%である。）と高齢

者比率が高いことに加え、低年金や無年金の方が多く、高齢により

就労が困難になり自立出来なくなった時点での保護申請が多いた

めと聞いております。 

 

市税 市県民税について、税収の推移はどうなっ

ているのか。どのような使われ方をしている

のか。また、平成 26 年から税額が変わり、

防災のための引き上げがされていると聞くが

どのようなものなのか。 

税収については、5年間の市民税の決算額は、31～35億円で推

移しています。主に、福祉や学校、ごみ処理、防災関係などの費用

に使われています。なお、決算の詳細については、毎年広報かが１

１月号でお知らせしておりますのでご確認ください。 

防災のための引き上げについては、地方公共団体が実施する防災

のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置とし

て、個人住民税（市県民税）の均等割の標準税率について地方税法

の特例が定められました。これにより加賀市においても平成 26年

度から令和５年度まで市県民税の均等割額にそれぞれ５００円が

加算されるということです。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

図書館 サービス向上（図書館の開館時間延長など）

を行うことはよい。しかし、金・モノ・人 

をしっかりと考えるべき。 

 図書館の利便性向上や来館者数の増加等を目的に、高校生から提

案された開館時間延長および飲食スペース設置を７月16日から9

月 20日まで試験的に実施しました。このときの実績、アンケート

結果および課題のほか、図書館の管理運営にかかる経費、人員の手

配等も考慮して今後どうするか検討していくと聞いております。 

 今後の委員会でアンケート結果、課題等の報告を聞き、サービス

向上につながるよう働きかけていきます。 

 

人口減少対策 

 

日本全国で都市集中化になっている。石川

県でも金沢市へ集中して他市町村は減少して

いる。新幹線が完成して加賀市の人口減少が

止まる政策を考えてほしい。 

 2023年に開業予定の北陸新幹線金沢敦賀間に向けて、更なる移

住・定住策の強化と、転出人口の減少につながる施策を現在検討し

ていると聞いております。 

 今後も人口減少が歯止めとなる取り組みがなされるよう働きか

けていきます。 

 

まちづくり 女性の区長が少なすぎる。何か取り組みは

考えているのか。 

毎年度 11月に、各町内会に対し、町内会役員の女性登用を依頼

しており、2月に次年度の登用状況の調査をお願いしたときにも重

ねて依頼しているとのことです。 

今後も粘り強く、登用を呼びかけていくと聞いております。 
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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

環境 加賀市セントラルゴルフ場の近くに小規模

焼却施設があるが、倒産しており産業廃棄物

が山積みになっている。市の認可施設だが、

市は業者がいないのでどうにもできないと放

置している。国の特別措置法の関連があるの

なら、その法律をうまく適用して処理できな

いのか。 

 

今後、定期的に現地確認を行い県へ再度、処分に向けて働きか

けるとともに、県内で不適正処理された産業廃棄物の除去等に関

して一般社団法人石川県産業資源循環協会が行う「石川県不適正

処理産業廃棄物環境修復基金事業」の活用も含め、処分方法につ

いて検討したいと聞いております。 

環境 以前テレビで生ごみを発酵させて肥料や固

形燃料にする民間企業が紹介されていた。施

設はすべて民間がつくるため予算はかからな

い。市はごみを収集するだけでよいというも

のであった。加賀市も検討したらどうか。 

 

 現在５０町程度において、週１回生ごみを回収しております。

回収した生ごみについては、肥料にして、畑の土づくりや野菜づ

くりに役立てられております。現在、生ごみを回収していない町

内については、希望すれば回収を行うと聞いております。 

 

高齢者支援 独り暮らしの高齢者対策を強化すべき。 生活支援が必要な一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などに

は高齢者こころまちセンター及び各地区の高齢者こころまちセン

ターが民生委員など地区の方々と連携して支援を行っておりま

す。各地区のこころまちセンターは身近な相談窓口として設置し

たもので、地区の高齢者への訪問活動も行っており、今後も独り

暮らしを含む地区の高齢者支援に努めていきたいと聞いておりま

す。 

委員会としても、高齢者に対する取り組みを注視してまいりま

す。 

 

 



 17 / 18 

項目 内容 意見・提案に対する考え方 

高齢者支援 

公共交通 

 

高齢者ドライバーの対策について、市の今

後の取り組みについて聞きたい。 

 

 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い

ます。 

そのほかでは、市内全域で空白地域がなく各町の停留所から利

用できる、のりあい号の利便性については、歩く距離が少なく高

齢者にも使いやすい交通サービスと考えていると聞いておりま

す。 

公共交通のあり方につきましては、交通部局と連携した取り組

みが今後もなされるよう働きかけてまいります。 

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 

 

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 

 

高齢者の自動車事故がふえている。免許返

納にあたって、市独自の特典をつくれないか。 

 

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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項目 内容 意見・提案に対する考え方 

公共交通 高齢者が増える中で、運転免許返納者に対

し交通移動費などの恩恵も必要。しかし、人

数が増え、財政の圧迫ともなる。ボランティ

ア任せではいけない。 

 運転免許自主返納した高齢者の方には、現在 5千円相当の乗合タ

クシー乗車チケットなどを贈呈しております。 

高齢者の中には、元々運転免許を持たない方との公平性の観点か

ら、これ以上の運転免許返納者に限定した割引などを実施する予定

はありません。 

また、高齢者のボランティア活動につきましては地区の活性化と

参加される方々の生きがいづくりにも資すると考えており、高齢者

のさまざまなボランティア活動への参加は推進していきたいと聞

いております。 

 

公共施設 地区を越えて交流する機会も大切だと思う

が、勅使地区近辺には、市民会館、セミナー

ハウスあいりす、交流プラザさくらのような

大きな施設がない。 

 

 現在、勅使地区会館の改修は、令和２年８月末の完成を目指し準

備を進めております。 

改修後の地区会館については、地区を超えての交流にも活用して

いただきたいと聞いております。 

空家対策 空家に対する課税を強化したらどうか。 固定資産税の課税について、家屋の課税については、居住者のい

る家屋か空家かの違いにより、家屋の税額が増減することはありま

せん。また、土地の課税については、住宅の敷地は、更地と比べて、

住宅用地の特例により税額が抑えられていますが、「空家等対策の

推進に関する特別措置法」に対し勧告された特定空家の敷地は、特

例の対象から除外され、更地と同じ税額となると聞いております。 

 

 


