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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見に対する現状 

教育環境の整備 県立高校の統合を含めた政策

を明確に議論にあげてほしい。 

 

県立高等学校の設置や統合等の管轄は石川県教育委員会であり、加賀市教

育委員会では小・中学校の教育環境の整備を行っております。 

加賀市内の中学生が、市内の高校へ進学する率が、低下していることにつ

いては、加賀市教育委員会でも憂慮しており、その対応策として中学校と高

校との連携を推進しているところとのことです。 

具体的には、市内の高校を卒業した著名人を講師に招き、中学校で講演会

を開催することで高校のイメージアップを図ったり、高校生をロボレーブ加

賀大会の補助員に配置し、小・中学生との交流を図ったり、生徒指導担当教

諭が情報交換と情報共有を行い、現状把握を密にするなどがあります。 

中学 3年生に対する進路指導でも、市内の高校の良さや現状をしっかりと

伝え、指導に生かすようにしていると聞いております。 

そのほか、小・中学校の学力を向上させることが、高校のレベルアップに

もつながるため、引き続き、市内の小・中学生の学力向上にも取り組んでい

くことや、市内の高校への進学を促す観点から、交通政策を所管する総務部

企画課と連携を図っていくとのことです。 

市内の県立高校への進学率が上がるよう、さまざまな取り組みの状況や、

その結果等について説明・報告を受け、議論を交わし意見をしてまいります。 

 

 

高校の定員割れの解消を進め

て欲しい。 

 

加賀市の子どもは加賀市の高

校に行くようにしてほしい。公

共交通の手段も含めてお願いし

たい。 

総務・教民 共通意見 

 

加賀高校が１クラスになり、

大聖寺高校も４クラス分しか生

徒が集まらない。加賀市の高校

が地盤沈下している。子どもの

数も減っていく。ますます高校

の生徒数が減るが、どう対応し

ていくつもりか。加賀温泉駅前

に高校を集約した方が魅力的

で、定住、移住につながると思

う。 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見に対する現状 

教育環境の整備 

 

小学校への冷暖房を配慮して

欲しい。子どもたちを勉強に集

中させてあげてほしい。 

 

小・中学校における空調設備については、毎年、１校から２校で設置を進

めており、小学校では、１９校の内、湖北小学校、金明小学校、橋立小学校

の３校の設置が済み、現在、片山津小学校の工事を行っています。 

また、中学校では、６校の内、橋立中学校、錦城中学校、山代中学校、片

山津中学校の４校で設置済みであり、今後、可能な限り早急に市内全ての

小・中学校の教室へ、エアコン設備を整えるよう進める考えであると聞いて

おります。 

委員会の中でも設置状況、進捗状況等の報告を受け、子どもたちの体調管

理及び、快適に学べる環境を早急に整備するよう意見を述べ、提案等をいた

しております。今後も引き続き、エアコン設備の早急な整備について働きか

けてまいります。 

 

ここ数日の猛暑で教室の温度

がすごく高く、勉強する環境に

ない。当初予算として小学校の

冷房化の予算措置があるが、市

内全域の小学校の冷房化を進め

てほしい。 

 

小学校に早急に冷房を入れて

ほしい。ここ数日の猛暑で教室

の温度は 37、38度近く。学習

環境が快適ではない。 

 

市内の小学校のエアコンをつ

けてほしい。 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見に対する現状 

教育環境の整備 日本の小学校の英語教育

が十分ではない。せめて韓

国並みの英語教育が加賀市

独自でできないか。 

 新学習指導要領が平成32年度より小学校で全面実施となり、小学３・４年生で

年間35時間、５・６年生で年間70時間の英語の授業が行われます。市では、実

施に向けて、今年度より小学３年生から英語の授業を行っております。 

英語の授業を行う教師のサポートとしては、外国人のＡＬＴ（外国語指導助手）

を３名から6名に倍増し、英語授業補助指導者を含め、全ての授業を担当教師と2

名体制で効果的な指導が行われるよう整備を図っていると聞いております。 

 委員会では、５月に先進地である福岡市の小学校の英語教育について視察し、

調査をしてまいりました。 

 今後も、加賀市の未来を担う子どもたちが、英語に慣れ親しむような取り組み

及び、指導者の育成等について、議論を交わし注視してまいります。 

 

教育環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山代小学校の老朽化が進

んでいる。トイレも古く、

空調設備もない。整備計画

はあるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山代小学校の普通教室棟については、昭和35年に改築して以来、改修や増築を

重ねておりますが、建築から57年が経過し、トイレを含め老朽化が進んでいる状

況であります。 

校舎の整備（建て替え）については、学校の規模適正化に向けた小規模校の統

合計画を踏まえて、山代小学校の今後の整備方針を検討していく必要があると考

えていると聞いております。 

トイレについては、平成28年に一部の便器の洋式化が行われております。また、

空調設備については、児童生徒を熱中症から守るため、山代小学校を含め、全小・

中学校に可能な限り、早急に整備を進めていきたいとのことであります。 

これまでも、委員会で進捗状況等の説明を受け、児童が学びやすい環境づくり

に努めるよう議論を交わしてまいりました。今後も、校舎と設備の整備について

意見を述べ働きかけてまいります。 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見のあった地区 

教育環境の整備 山代地区の小中学校や保

育園の再編計画はどのよう

に進んでいるのか。計画の情

報はどのように発信してい

るのか。 

（小学校について）  

 市では、平成29年2月に「加賀市立小中学校の規模適正化に向けて（基本計

画）」を策定し、統廃合の方向性を示しております。基本計画での山代地区にお

いては、小学校では、小規模校である東谷口小学校・勅使小学校・庄小学校が基

本方針にのっとり、統廃合を繰り返すことは、当該小学校の児童や保護者・地域

の負担が大きくなることが懸念されることから、市内で一番古い校舎である山代

小学校の改築時に、小規模校の3校の統廃合を検討していきたいと考えていると

いうことです。また、中学校においては、当面は極端な生徒数の減少がない限り、

現在の学校を存続する方向であると聞いております。 

 今後は、基本計画に基づき、保護者、地域住民との話し合いを重ね、合意形成

を図りながら、学校の規模適正化を図っていくとともに、逐次、ＨＰ等を通じて

情報を発信していくとのことから、今後も委員会として注視してまいります。 

（保育園について） 

公立保育園再編基本計画は、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、保育の課題に対応し、「子どもたちの健やかな育ち」のための

環境を整備することを目的にパブリックコメントの手続きを経て、平成28年3

月に策定しております。 

公立保育園再編基本計画は、市のホームページに掲載するほか、これまでに、

保護者や地域の方々に参加いただき、全ての公立保育園で説明会を開催したと聞

いております。 

今後も、子育て施策を更に充実させるとともに、保護者や地域に対し、丁寧に

説明を行いながら、また、必要な支援策について具体的に話し合いをして進めて

いくとのことから、今後も委員会として市の取り組みに対し、注視してまいりま

す。 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見のあった地区 

児童福祉 

 

作見の学童の場所が狭い。青

年会館を使えるように予算化を

お願いする。 

市ではこれまで、保育園や小学校の余裕スペースの提供を受けるなど、保

育園や小学校と連携し、改善を重ねており、現在、学童クラブさくみっ子に

ついては、作見保育園の一室を放課後児童クラブとして活用する方向で、来

年度の予算化に向け、関係機関と協議・調整をしているところであると聞い

ております。 

放課後児童クラブについては、共働き家庭など留守家庭の小学生に対し

て、学校の余裕教室や保育園などの社会資源を活用して、放課後等に適切な

遊び、生活の場を与え、健全育成を図るものです。平成 27年 4月には、対

象児童が小学 6年生まで拡大され、市全体で学童保育の利用者数は、増加傾

向にあり、活動スペースの確保が課題となっているところもあるとのことで

あります。 

今後も、共働きの保護者やその児童が、安心できる場所の確保について、

委員会として注視してまいります。 

 

学童クラブの利用者が１部屋

に 60 人規模と、人数の割に施

設が狭い。暑さ対策なども含め

て対応を考えてほしい。 

児童福祉 子ども手当てが高校生で終了

するが、大学、短大生の学生の

場合にも手当てを延ばしてほし

い。 

市では、これまで「保育料の大幅な引き下げ」、「子ども医療費助成(18歳

の年度末まで)」、「子ども未来基金の創設」などの経済的負担軽減を盛り込ん

だ、総合的な子育て支援策「かがっ子応援プロジェクト」を展開しておりま

す。 

今後も、「かがっ子応援プロジェクト」をバージョンアップさせながら、

加賀市で安心して子どもを産み育て、子どもたちが夢と希望を持って成長し

ていくことができる環境を整えたいと聞いております。 

 委員会では、引き続き子育てしやすい環境の施策に対して注視してまいり

ます。 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見のあった地区 

貧困対策 弱者対策（貧困家庭の救済）、

特に子ども対策を願う。例とし

てこども食堂の開設などがあ

る。 

市では、平成29年6月に、安心して子どもを産み育て、子どもたちが夢と

希望を持って、成長していくことができる環境を整えることを目的として、

「子ども未来基金」を設置し、昨年度は、この基金を活用し、こども食堂を

開設するＮＰＯ法人かもママに助成を行いました。今後も、この基金を活用

し「こども食堂」など、子どもの貧困対策を行うと聞いております。 

そのほかでは、生活保護世帯や生活困窮世帯等の子どもに対する貧困対策

の一つとして、貧困の連鎖を断ち切ることを目的に、学習に対する動機づけ

等を行い、高校への進学と中退の防止を目的に「子どもの学習支援事業」を

実施しているとのことです。 

子どもが健やかに成長する上で必要な環境が充実していくよう、今後も委

員会として注視してまいります。 

  

貧困対策 

 

山代地区は貧困世帯や生活保

護世帯が多い。生活困窮者自立

支援法の施行から３年が経ち、

生活保護世帯はどのように推移

しているのか。 

本市の被保護世帯のうち約 40％が山代地区となっております。 

山代地区の被保護者については、就労支援などの取り組みを行っている

が、就労支援高齢者（非稼働年齢層）も多く、横ばいから減少という状況で

推移していると聞いております。 

（Ｈ27年度 278世帯、Ｈ28年度 280 世帯、Ｈ29年度 268 世帯） 

 

生活保護受給世帯数については、平成2５年度にピークを迎え、その後横

ばいとなり、平成28年度からは徐々に減少傾向に転じているとのことです。 

（Ｈ2７年度 725世帯、Ｈ28年度 706 世帯、Ｈ29年度 689 世帯） 

 

 今後も、自立を促すような、就労支援が行われるよう注視してまいります。 

 

生活困窮者自立支援法制定か

ら３年たつが、生活保護世帯は

減ってきているのか。 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見のあった地区 

高齢者支援 高齢者の一人暮らしが非常に多

い。この人たちに IOT を活用でき

る予算化をお願いしたい。 

高齢者の一人暮らしの方への IｏT の活用として、家電製品などの生活

用具を利用した見守りなどを実施している例もあり、一人暮らしの高齢者

への IｏT の活用について、先進事例の収集を行いながら検討していくと

聞いております。 

委員会としても、一人暮らしの高齢者の方が、ご自宅で安心して、暮ら

せることを第一優先にし、新たな取り組みがなされるよう注視してまいり

ます。 

 

高齢者支援 にこにこパークは子育て世代に

評判がいい。子育て世代向けだけで

なく、高齢者にも食事や軽スポーツ

等ができる集客施設をつくれない

か。 

高齢者については、地区会館や町民会館等を活用した様々なサークル活

動など、地域で気軽に集まれる場づくりが有効であると考えられており、

介護予防に資するサークル活動には、サークル立ち上げの支援や、活動に

対し助成を行っていると聞いております。 

支援や活動助成についてご存知ない方への周知を行い、健康で豊かな、

まちづくりにつながるよう働きかけてまいります。 

 

高齢者支援 

 

高齢者の移動について、車を使わ

ないと動けないのでは困る。 

総務・教民 共通意見 

高齢者の日常生活の移動手段として、乗り合いタクシーやキャンバスな

どの交通網が整備されておりますが、介護予防事業の実施の際において、

会場までの交通の確保が課題となっており、NPO 法人による移動手段の

確保についての検討に取り掛かっているとのことであります。 

そのほか、後期高齢者だけではなく、交通弱者の方への支援策について

も、検討を行うことを考えていると聞いております。 

 高齢者の方が元気で、住みやすい町となるような支援策等が出されるよ

う、働きかけてまいります。 

 

公共の施設が大聖寺に集中して

いるのに、足がないから会合に出席

できない。車に乗れないので、ボラ

ンティアがしづらい。後期高齢者割

引などを考えてほしい。 

総務・教民 共通意見 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見のあった地区 

障がい者福祉 古総湯の周りに点字ブロック

がない。これまでに区長会やま

ちづくり推進協議会の連名で複

数回要望をしているが、明確な

回答がなく、動きもない。 

古総湯周辺の交差点には点字ブロックが設置されているが、古総湯の周回

道路には点字ブロックは設置されていない状況であり、平成26年度の加賀

市身体障害者福祉協会からの市内の点字ブロック整備の要望に対しては、

「必要と判断できる箇所を見極め、今後、歩道改修時に合せて予算付けをし、

点字ブロックを設置するよう配慮いたします。」と回答していると聞いてお

ります。 

障がいのある人への配慮の必要性から、道路管理者である建設部と協議

し、点字ブロック設置の検討を行っていくとのことから、危険と判断する箇

所については、早急な対応を取るよう、委員会としても働きかけてまいりま

す。 

 

障がい者福祉 身体障害者手帳の 1～3 級は

けっこうサービスがあるが、4

級以下は少ないので増やしてほ

しい。 

身体障害者手帳の 1～3級にはあるが、4級以下にはないサービスとして

は、「心身障害者医療費助成」や、「特別児童扶養手当などがありますが、障

がい者福祉のサービス内容は、障がいの程度により設定をされているため、

4級以下のサービスを、市単独で実施することは難しいと聞いております。 

何かお困りの際は、手帳の等級にかかわらず、個人の状況に応じた相談支

援を行っていくとのことですので、委員会としても、これまでどおり、相談

支援が行われるよう注視してまいります。 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見のあった地区 

障がい者福祉 保育園や小学校の休園、廃校

の活用について、障がい者が集

まる施設への変更をお願いした

い。 

保育園や小学校などの公共施設が廃止となった場合は、施設の状態や地元

の意見、市内の類似施設の設置状況等を考慮したうえ、施設の機能転換、貸

し付け等の利活用を検討しているとのことであります。 

利活用が見込めない場合は、可能な限り売却や解体を行う方針としてお

り、廃止となる施設は、老朽化が進んでいる施設や、バリアフリー化が不十

分な施設なため、集会やサークル活動等を行う場合は、「地区会館」や「か

が交流プラザさくら」等の施設を利用していただきたいと考えていると聞い

ております。 

小学校については、平成 28年３月末日をもって閉校した菅谷小学校は、

民間企業へ売買し、また、平成 29年３月末日をもって閉校した黒埼小学校

については、運動場を新たに多目的広場として市民のスポーツ振興のための

施設としてリニューアルしたところであります。 

 今後、休園、廃校後の施設について、安全面等を考慮し、地元の声を聞き

ながら、よりよい活用法または、売却、解体などの調査、検討等をしながら

進めるよう働きかけてまいります。 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見のあった地区 

子どもの安全 山中小学校の通学路で、ぬく

もり診療所に繋がる坂道に危険

ブロックがある。過去にも崩れ

た経緯がある。速やかに撤去し

てほしい。 

６月に発生した大阪北部地震によるブロック塀倒壊事故を受けて、学校敷

地及び通学路の点検を実施しており、学校敷地の危険な塀については、一部

は撤去、また、応急措置として近づかないよう注意喚起の表示をしたと聞い

ております。（当該箇所については８月２１日（火）に撤去完了済み） 

今後も、小・中学校の敷地にある危険なブロック塀については撤去を行う

予定としており、教育委員会や学校、関係機関だけではなく、保護者や近隣

の方の協力をいただきながら、危険な場所の発見と、その対応に努めていく

とのことでありました。 

委員会で状況報告を受け、地震による事故が起こらないよう通学路等の点

検をし、危険箇所については、早急な対応をするよう働きかけてまいります。 

 

子どもの安全 地域での不審者への対応はど

うなっているのか。 

総務・教民 共通意見 

 児童に対しては、不審者に遭遇した場合の対処や、未然防止策の指導を行

っており、状況に応じて職員巡視や、安全ボランティア団体による見守りや

パトロール活動により、不審者等の対応に努めていると聞いております。 

 不審者発見後の対応としては、子どもや保護者等から学校へ連絡が入り、

学校から警察、市教育委員会へ電話及びＦＡＸにて連絡し、保護者へは緊急

メール送信をするという連絡体制を構築しており、その他、市教育委員会か

らは、各小・中学校、警察、市総合支援センター等の関係機関へＦＡＸ送信

することとなっています。 

 今後も、教育委員会、警察等関係機関の連携を密とした不審者対策に努め

るよう注視してまいります。 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見のあった地区 

情報発信 少子高齢化問題をもっと徹底

すべきだと思う。都会における

待機児童問題に目を向け、北陸

での子育て、教育をアピールし

て移住を促すのもいいのでは。

もっと二世代、三世代同居を支

援することで、子育て支援だけ

でなく、介護支援にもつながる

と思う。 

総務・教民 共通意見 

人口減少が進む当市において、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、これまでに少子化の現状を「保育料の大幅な

引き下げ」、「子ども医療費助成(18 歳の年度末まで)」、「子ども未来基金の

創設」などの経済的負担軽減を盛り込んだ、総合的な子育て支援策「かがっ

子応援プロジェクト」を展開しているところです。 

これらの県内トップクラスの子育て施策を、市内外の多くの方々に知って

いただくための効果的な発信について、関係課と連携しながら研究し、実施

していくと聞いております。 

少子高齢化対策のさまざまな施策を立て進められており、委員会として

も、誰もが生涯にわたって安心して生きがいをもって過ごすことができる環

境がつくられるよう、今後も注視してまいります。 

  

自然公園 橋立自然公園について、知名

度が低い。PR が足りないので

は。大きな事業費をかけるので、

県外からも人が多く呼べるよう

な取り組みをしてほしい。 

現在隣接地で事業を進めている、(仮称)「橋立自然公園健康グリーンパー

ク」内で整備する「パークゴルフ」、「グラウンドゴルフ」ができる広場が完

成すると、全国各地からプレーヤーが集まると推測されており、また、昨今

のスポーツツーリズムの観点からも観光戦略部とも連携し、様々な機会に認

知度の向上や誘客の促進につながるようＰＲをしていきたいと聞いており

ます。 

 市内外の方々が、行ってみたくなるようなＰＲ活動が図られるよう委員会

としても働きかけてまいります。 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見のあった地区 

自然公園 橋立自然公園に 2 億円も予算

がいるのか疑問に思う。有効活

用してほしい。 

橋立自然公園は、公園敷地内に、パークゴルフ、グラウンドゴルフ、ジョ

ギングなどのスポーツが出来る多目的広場「(仮称)橋立自然公園健康グリー

ンパーク」の整備を進めており、整備費用については、約2万5千㎡という

広大な敷地であることから、必要とする設計・工事費はかかりますが、適正

な工事を行うよう、精査し整備を進めていくと聞いております。 

完成後は、単なるスポーツ施設ではなく、自然を活かした公園として、ま

た、気軽にスポーツやウォーキング等を楽しむことができる市民の健康づく

りの拠点として、活用の場を広げられるよう働きかけてまいります。 

 

スポーツ オリンピックに向けて加賀市

では子どもの育成をしているの

か。誰か加賀市からオリンピッ

クに出られるのか。遠藤、輝、

松井、京田のような人を加賀市

で育ててほしい。 

市からは、残念ながら未だオリンピック選手は出ておりませんが、近年、

「国体」や「高校総体」等に出場し上位入賞を収める選手も出ており、これ

らの選手が、将来オリンピックや各種世界大会出場を目指し頑張れる育成・

強化体制について、体育協会や各種スポーツ団体と連携し、環境整備に努め

ていきたいと聞いております。 

委員会としても、選手の育成・強化のほか、環境整備などを進めるよう働

きかけてまいります。 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見のあった地区 

スポーツ マラソンの課が市にはある

が、加賀温泉郷マラソンと寛平

ナイトマラソンの年２回のため

だけに人材を必要とする課は必

要なのか。大会前後は何をして

いるのか。 

大会前は、開催に向けて大会内容の企画・立案、選手募集、ボランティア

の確保、関係機関との調整等に必要となる準備を経ての開催となります。 

さらに大会終了後の総括・決算を含めますと、1年サイクルでの事業とな

っており、これを約半年ごとに年 2回の開催となりますので、マラソンの担

当課（室）の設置が必要と聞いております。 

委員会では、大会前の事業の進捗状況や、事業後の報告を踏まえると、専

属の職員で進めることが必要と思われます。今後も状況を見ながら注視して

まいります。 

その他 教育関係に取り組んで欲し

い。 

教育への取組みについては、特に学力向上に向けた取組みが重要であり、

個々の能力に応じた学習支援として、公営塾の開催に力を入れております。 

また、2020年度から必修科目となるプログラミング教育については、全

国に先駆け、平成28年度から全小・中学校で実施し、ⅠoＴに関する教育の

充実を図ってきました。更には、外国語指導助手（外国人）による３名増員

（計６名）による英語教育の充実や、シンガポールや台湾などの海外の児童

生徒との交流により国際力を身に着けるための教育を行っていると聞いて

おります。 

委員会としても、教育に関するさまざまな取り組みが充実し、学力向上に

つながるよう働きかけてまいります。 

  

その他 子どもが生まれ、非常に子育

てしやすい市だと肌で感じた。

もっと他の市、他県にアピール

をしていった方がいいと思う。 

県内トップクラスの子育て施策を、市内外の多くの方々に知っていただく

ための効果的な発信について、関係課と連携しながら研究し、実施していく

と聞いております。 

子育て施策が市内外を問わず、多くの方々が目にする周知方法となるよう

働きかけてまいります。 
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平成３０年度議会報告会 各地区からの意見・提案一覧（教育民生委員会関係） 

 

項目 内容 意見のあった地区 

その他 高齢者の人口比率が高まるの

であれば、少しでも高齢者が活

躍できるようなことが増えれば

定住に有効だと思う。 

総務・教民 共通意見 

市では、高齢者が地域の担い手として、これまで培ってきた知恵や経験を

生かし地域活動に参加することで、その人自身の生きがいづくりや、介護予

防にもつながるシニア活動応援事業を実施しており、今後も、高齢者の活躍

の機会が増えるよう取り組みを進めていくと聞いております。 

委員会として、今後も引き続き、地域と共同し、地域の特性に適した事業、

取り組み及び、支援等の充実が図られるよう委員会として働きかけを行って

まいります。 

 

 


