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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（産業建設委員会） 

 

項目 内  容 意見・提案に対する考え方 

イノベーション

政策 

イノベーションシティとは何

か。分かりづらい。 

現在、市当局では、産業行動計画を策定し、その中で、人材育成を施策の柱と

して、技術革新の進歩が著しい「第 4 次産業革命技術」のコア技術と言われるＩ

ｏＴ、ＡＩ等を地域経済へ浸透させるとともに、成長産業やベンチャー企業など

の新たな産業群の創造を重点的に行い、魅力ある企業や地域の創造を図ることと

しており、将来都市像として、魅力ある企業が集積し人々がいきいきとするまち

であるイノベーション先進都市を目指しております。 

ＩｏＴの普及により、人手不足や国内人口の減少による、生産性の維持向上や

企業の魅力向上、新事業の創出など、市内中小企業の課題を解決し、地域産業活

性化が期待できることから、主に市内中小企業を対象に、ＩｏＴを活用できる人

材を育成するため、市内企業に対しての講習や講座の開催やモデル創出のための

実証事業に取り組んでおります。 

また、障がいのある人もない人も、すべての人が住みやすい加賀市の実現を目

指した「スマートインクルージョン推進事業」も予算化されています。 

委員会としましては、これらの取り組みの進捗状況について随時報告を求め、

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市当局に働きかけ

てまいります。 

IoT 社会ということで、ネット

上での良くないことで全国に悪

いイメージがついてしまうと移

住等の話は考えられないはず。

十分気をつける必要がある。 

IoT の推進が、加賀市民に浸透

していないと思う。 

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。 

教民・産建 共通意見 

イノベーション

政策 
公衆WiFiスポットの普及が進

んでいないと思う。 

総務・産建 共通意見 

平成 29年度、市内 3温泉地において７か所の観光拠点（屋外）に公衆無線 LAN

を整備し、今年度も 3 温泉地の観光拠点（屋外）に追加拡充整備する予定と聞い

ております。 

今後も委員会として、市当局に対し必要に応じた整備を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（産業建設委員会） 
 

項目 内  容 意見・提案に対する考え方 

企業誘致 魅力ある会社や働く場がない。能美市や小

松市に比べて、加賀市は企業誘致が弱い。た

とえば南海トラフ地震を想定して、太平洋側

の大企業が移転を考える場合、受け入れする

対応を考えているのか。 

能美市、小松市は金沢市に近く労働力の確保の点で有利であり、また能

美市は地下水が豊富で、小松市はコマツを中心に関連企業の企業集積が進

んでいる現状があります。市当局は、子育て支援策や定住促進策の充実等

で住みやすさを紹介するほか、自然災害の少なさ、アクセスの良さ、安価

な用地等をアピールするとともに、進出企業に対する支援制度として、県

内最長となる固定資産等の税減免制度を中心に幅広く充実させ、企業誘致

に取り組んでおります。なお、支援とする新規雇用者は加賀市民であるこ

とを義務付けております。 

少子高齢化、人口減少が進む加賀市にとって、企業誘致により安定した

新たな雇用の場を創出することは大変重要であり、市当局は、積極的な企

業訪問による進出を検討する企業の情報収集や、進出企業に対する魅力あ

る支援の研究、さらには市内企業にも拡張の提案、支援を行いながら優良

企業の誘致、市内企業の留置に取り組み、市民の安定した雇用の場の創出、

確保に取り組んでおります。 

また新たな産業団地の整備も計画されており、委員会としましても、市

当局の取り組みを注視し、粘り強い誘致活動を働きかけてまいります。 

なお、平成 28 年から平成 30 年春の約 2 年間で、新たに約 450 人の

雇用が創出され、さらに、今年度新たに 3企業の進出や投資により、約 200

人の雇用創出が見込まれると聞いております。 

人口減少に伴う市予算減はあきらかだと思

う。将来の加賀市活性化のため、大企業誘致

推進を積極的に進めてほしい。 

企業誘致だけでなく誘致企業に働く人が加

賀市に住むような取り組みも進めてほしい。 

企業誘致を促進してほしい。 

2018 年中までに 450 人の雇用の場を創

出とあるが、今後も企業誘致に継続的に進め

て人口増加を図ってほしい。 

加賀市の人口減少対策に関しては、もっと

企業誘致を実施する必要がある。２年間で

450人は少ないか。 

海外より市民の仕事場を作ってほしい。 

総務・産建 共通意見 

企業誘致 ベンチャー企業を誘致する場合、加賀市は

どのような売り文句があるのか。 

市当局は、新産業の創出と地域産業の強靭化に繋がるベンチャー企業、

先進人材の誘致にも取り組み、今年度からＩＴ関連やベンチャー企業等に

対する支援を拡充するとともに、市内貸オフィス等に関する情報提供、ビ

ジネスマッチング等により市内での立地促進を図っております。 

委員会としましても、これらの取り組みを引き続き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（産業建設委員会） 

 

項目 内  容 意見・提案に対する考え方 

災害対策

（雪害） 

冬の大雪のとき、加賀温泉駅前の道路がひどかった。病院、

駅、消防本部があるのでしっかり消雪対応等の整備をしてほ

しい。 

今年２月の大雪を受け、市当局では今年度、消雪整備に

向けた地下水調査を行うこととしておりますので、この調

査結果をもとに、市当局に整備を働きかけてまいります。 

災害対策

（雪害） 

除雪ローダーを地域に配置してほしい。 各地区への配備は難しいと考えておりますが、現在、市

当局において各消防分署での貸し出しを検討していると聞

いております。 

災害対策

（雪害） 

山中温泉の融雪装置は地下水を使っていないので、メンテ

ナンスが難しく故障しやすい。必要なときにしっかり動くよ

うにしてほしい。 

市当局では毎年点検を行い、老朽化の激しいものから順

に布設替えを行っておりますが、委員会としましても、引

き続き計画的な布設替えの実施を働きかけてまいります。 

災害対策

（雪害） 

今年は大変な大雪であったが、山中温泉地区の除雪場の開

設が遅れたと思う。本年度から、山中温泉支所にあった土木

関係課がなくなったのも影響しているのではないか。今後の

対応は万全なのか。 

排雪場の開設は加賀市雪害対策本部にて決定されますの

で、山中温泉支所が直接開設に関与しているわけではあり

ません。 

また、市当局からは、山中地域では雪の量を鑑みて除雪

業者や機械をもとに配備し、東谷地区の除雪につきまして

も従来どおり対応すると聞いております。 

しかし、降雪量の多い山中地域は特に除雪対策に万全を

期す必要があり、委員会としましても、排雪場の開設や道

路除雪の速やかな実施、消雪装置の適切な維持管理等にお

ける市当局の対応を引き続き注視してまいりたいと考えて

おります。 

なお、雪害対策本部が設置された際には、山中地区対策

班を編成することを検討していると聞いております。 

山中温泉支所で土木担当課が廃止されたが、山中温泉地区

の除雪対策は万全なのか。除雪が十分にされる場所でないと

移住、定住が進まない。 

山中温泉支所で本年４月に土木関係課が廃止されたことに

より、東谷地区の除雪対策は万全に対応できるか。 

山中温泉支所での作業員が３人ほどいたが、いなくなった。

冬季には人員を確保してほしい。 

山中温泉地区で除雪班というものをつくる計画があると聞

いたが、どうなのか。 
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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（産業建設委員会） 

 

項目 内  容 意見・提案に対する考え方 

災害対策

（水害） 

冠水するアンダーバーが多い。 頻繁に発生するゲリラ豪雨のため JR アンダーの冠水が多くなっており、市当

局からは、今後地下道の水位表示をわかりやすくする対策のほか、警告灯や車止

めなどを順次設置していくと聞いております。 

委員会としましても、これらの市当局の対応を注視してまいります。 

災害対策

（水害） 

今回の豪雨で加賀市でも被害のあっ

た所があったと思う。今後の対策につ

いてどのようなことに取り組むのか。 

ゲリラ豪雨に対して全てハード（施設）対策することは難しく、委員会としま

しては、市当局に対してパトロール等の強化や適切な施設管理を行うよう働きか

けてまいります。 

災害対策

（水害） 

先日の大雨では、三木地区の堤が決

壊の恐れがあるとのことであった。作

見地区でも堤があるが、加賀市全体の

堤の状況調査は行われているのか。 

市当局では、毎年約 20 か所のため池の点検調査を行っており、今回の大雨を

受け、決壊した場合に人家等に被害が及ぶ恐れのある市内 89 ヵ所のため池につ

いて、緊急の点検調査も行っていると聞いております。 

委員会としましては、この点検調査の結果を踏まえた修繕等につきまして、県

や生産組合と綿密に連携して対応するよう市当局に働きかけてまいります。 

災害対策

（水害） 

先日の大雨で大聖寺川の氾濫が危惧

された。何か対策はあるのか。 

大聖寺川の管理及び砂防ダムの設置につきましては石川県の管轄になっており

ます。 

委員会としましては、引き続き大聖寺川の適正な水門管理及び砂防ダムの早期

完成について石川県に求めるよう、市当局に提言してまいります。 

我々の地域は、土石流危険地区の看

板が何年も前からある。砂防ダムなど

の設置がまったく進まない。 

災害対策 山中温泉地区では、地震の場合に、

逃げる施設がないに等しい。安心して

住めるよう整備推進をお願いしたい。 

山中温泉地区内には「山中温泉ゆけむり健康村」と「山中小学校」の２箇所の

指定避難施設がありますが、両施設とも温泉街中心部から離れた場所にあります。 

 このことから、市当局からは、これまで自主避難所としてきた「高齢者ふれあ

いセンターゆざや」を指定避難所とすることを検討すると聞いております。 

また、委員会としまして、地区住民の安全面、また公共施設マネジメントの観

点からも、耐震基準を満たしていない「山中温泉文化会館」の改築の是非につき

まして、市当局の考え方を注視してまいりたいと考えております。 
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項目 内  容 意見・提案に対する考え方 

道路 小松市の二ツ梨町から矢田野町、月

津町までの道路は、加賀市に繋がるの

か。進捗状況はどうなのか。 

この道路は直接、加賀市にアクセスいたしません。 

なお、南加賀道路 粟津ルート L=4.7km は、今年度で全ての工事は完了しま

した。 

道路 日谷町から河南町、山代温泉に繋が

る道路は、今後拡張するのか。進捗状

況はどうなのか。 

この道路は、石川県により、現在未供用区間である細坪町から熊坂交差点まで

の区間約 1km を最優先に鋭意工事を行っております。 

道路 消防署の前の道の箱宮までの 4 車

線化を希望する。 

市当局では、現在施工中の国道 8 号拡幅事業が完了することにより交通分散

が考えられ、消防本部前の道路の４車線化につきましては、今後の道路利用者の

動向をみながら判断することとしておりますので、委員会としましても、この交

通動向調査及びそれに基づく整備方針について注視してまいります。 

道路 国道８号線の拡張に伴う、乗り継ぎ

道路の整備にも目を向けてもらいた

い。 

現在、市当局では、国道 8 号拡幅事業に伴う取り付け道路につきまして、各

町の要望をお聞きしたうえで、機能回復等のために必要だと判断した箇所の整備

工事を行っており、委員会としましては、引き続き各町の要望をきめ細かく把握

し、適切な対応を図るよう働きかけてまいります。 

農業 山村地区の農業がはたしてどのよ

うな姿になるのか、若者が山や田んぼ

を置き去りにして荒れ果てるのは非

常に寂しく思う。 

山村地区だけではなく、加賀市全域において、遊休農地、荒廃農地の解消や担

い手不足の解消は課題となっております。 

現在、農業委員会では、農地の意向調査の実施を予定しており、調査結果を踏

まえ、県・JA 等の関係機関と連携し、集落等の地域単位で協議の場を持ち、遊

休農地、荒廃農地や担い手不足に関する課題の解消に努めることとしています。 

委員会としましては、これらの取り組みを注視し、若者が就農しやすい環境整

備を進めるとともに、本委員会が今期の目標として掲げた農産物のブランド化の

一層の推進につきまして、市当局に対し積極的に働きかけを行ってまいります。 

農業を守る人も育ててほしい。観光

にも大いにプラスになると思う。 
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項目 内  容 意見・提案に対する考え方 

生活環境 観音像、ホテルの撤去をお願いした

い。元宗教法人の団体が 200人近く住

んでいた。次に変な団体が来ると困る

ので撤去してほしい。 

市当局によれば、現在、観音像をはじめとする旧観音温泉ホテルの施設に関し

ては、抵当権者が多数存在することに加え、所有権が短期間に譲渡される等、管

理指導等も困難な状況にあるとのことであります。 

 市当局からは、観音像等の施設については、外観検査等の結果等から、当面、

倒壊等の危険性はないものと判断しているものの、今後も、所有者等に対して、

継続的に適正な管理指導等を行うこととしていると聞いております。 

 委員会としましても、北陸新幹線加賀温泉駅開業を控え、近接する当該施設に

ついて、防犯や安全面、景観上等の観点からも好ましくないと考えており、市当

局に対し、所有者等への粘り強い交渉及び適切な対応を求めてまいります。 

観音像は、市としてあのままにして

おくのか。 

生活環境 

 

わが町内でも空き家が増えるばかり

だ。倒壊の危険もあり、ハクビシンと

いう外来の生物も住みついて困ってい

る。何とか行政で対応できないのか。 

市当局では、空き家につきまして、市民の安全や周辺の生活環境の保全を図る

ため、何らかの対応が必要な状態が発生した場合には、所有者等を調査し、適正

な管理指導等を行っておりますが、所有者等が死亡し、相続人が世代交代するな

ど、利害関係者が多数存在し調査等に相当期間を要する場合があるとのことであ

ります。 

 また、所有者等による危険な空き家の解体を促進するため、今年度から解体費

用の一部（解体工事費の 1/3。上限 25万円。）を助成する制度を設けたと聞いて

おります。 

 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

の市当局の取り組みを注視し、様々な角度から提言を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 なお、市当局ではハクビシン及びアライグマの駆除のため、有資格者が捕獲用

檻の設置と回収を行っておりますので、駆除を希望される場合にはご相談くださ

いますようお願いいたします。 

所有者が分からない危険空家に対

し、市として何かしてもらえないか。 
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項目 内  容 意見・提案に対する考え方 

観光 国や県が観光誘客に取り組む

中で、市長が海外に行く必要は

ない。費用対効果がわからない。 

インバウンド誘客において自治体間競争が激化する中で、国・県に加えて、市長自ら

がトップセールスにより誘客を図ることも効果的と考えられます。 

委員会としましては、トップセールスの成果を観光客の誘客にしっかりと結びつける

よう引き続き市当局に働きかけてまいります。 

観光 観光の市でありながら、観光

する所がないと思う。柴山潟の

整備、大聖寺の城下町としての

整備、山代温泉の整備などが必

要だ 

市当局では、現在、柴山潟周辺において湖岸遊歩道と白山と潟を眺める広場の整備を、

山代温泉では KKR 山代荘跡地の利活用について、明覚上人を核とした「あいうえおの

郷構想」を軸として地域の機運醸成を図ることとしていること、また、深田久弥山の文

化館の資料館増設や石川県九谷焼美術館の駐車場整備などを行っており、今後は旧新家

家住宅の活用や大聖寺城跡整備も実施することとしていると聞いております。 

大聖寺に残る伝統的な建築物（町屋）は城下町の面影を残す貴重な財産であり、これ

らを活用して整備を行う際の助成制度を設け、地域の活性化を図っております。 

なお、観光資源は施設だけが全てではなく、加賀市には歴史・文化・自然・食など、

全国に発信できる観光資源が数多く存在しており、３温泉の総湯を活用した湯巡り企画、

市内の文化スポットを巡るパスポートの企画販売、加賀市産の食材を使った新たなラン

チやスイーツメニューの企画販売などを実施しております。さらには、新たな体験メニ

ューの企画開発なども進めていると聞いております。 

委員会としましては、これら市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。 

ある資産（温泉）をもっと見

直し、有効活用するようにして

ほしい。 

観光 街並み（観光スポット）の美

化を進めてほしい。 

現在、市の補助金制度を活用し、各温泉観光協会が観光施設の維持管理を行っており

ますが、委員会としましても、加賀市ガーデンシティ構想を市全体に波及させる施策の

展開などにつきまして、市当局に対し積極的に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（産業建設委員会） 

 

項目 内  容 意見・提案に対する考え方 

雇用 雇用のミスマッチ、３年で３

割、高卒で４割の離職を防いで

ほしい。 

市当局では、学生の職業観の形成や積極的な職場選択、社会人としてのマナーの習

得などを目的として、小松市、能美市と合同で、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を、大学 3年生等を対象とした合同就職説明会を毎年それ

ぞれ 1回ずつ開催しております。また、連携協定を結んでいる大学と連携し、大学生

を対象とした企業見学インターンシップを開催し、これらの取り組みを通じて、魅力

ある地元企業と若者の出会いの場を提供しております。 

委員会としましても、これらの市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。 

雇用のミスマッチ解消支援の

事業をがんばってほしい。 

空旅館対策 山代温泉の廃業旅館で侵入し

やすい所があり、中学校の生徒

が侵入したことがある。どのよ

うに対策を考えているか。 

廃業旅館等に関しても、一般の空き家同様、まずは所有者等に管理責任があります

が、市当局によりますと、経営していた法人も既に存在せず、代表者との連絡も困難

な場合が多いのが実状であるとのことです。 

 市当局では、応急的な措置として、バリケードの設置等により、当該建物全体が侵

入禁止である旨を明確にした上で、建物内部の特に危険な箇所については、危険であ

る旨の表示を重ねて行い、事故防止のための啓発を行っているとのことであります。 

 廃業旅館等については、その多くに抵当権者が多数存在している等、撤去等の根本

的な問題解消のために必要な課題が多く存在していますが、特に近隣の生活環境や通

行人等に危険を及ぼすおそれが高い建物については、国の補助金を活用して解体した

上で、その後の跡地について民間活力を導入することを視野に入れ、地域の活性化に

つながるような公共的・公益的な活用策について、国等と協議を進めているところで

あり、今後、実施計画を作成し、対応を行う予定であると聞いております。 

 解体・撤去を含めた廃業旅館対策は、権利関係が複雑であり、迅速な対応が難しい

と承知しておりますが、委員会としましても、市当局に対し、侵入防止対策の徹底を

促すとともに、解体・撤去にかかる取り組みを注視してまいります。 

空き旅館、しかも古いものが

乱立していて極めて見苦しい。

何とかならないか。 
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項目 内  容 意見・提案に対する考え方 

環境づくり 市が長屋のような市営住宅を建てて若者たちが地域で住

める環境づくりをしてはどうか。 

市当局では、老朽化した市営住宅の建てかえを順次行っ

ており、大聖寺の新川住宅は城下町の面影を残す木造住宅

に建てかえ、また平成 28 年度からは動橋住宅を建築中で

あります。動橋住宅については昨年度から一部で入居の公

募を行い、若年層世帯が入居しており、今年度も一部で公

募を予定しております。 

また、「加賀市都市計画マスタープラン」及び「加賀市立

地適正化計画」を策定中であり、住みやすい環境づくりと

車に過度に依存しないまちづくりを検討しております。 

そのほか、小売業や飲食サービス業などを対象に、賑わ

いと交流のある商店街づくりを目的とした、まちなかでの

店舗の新築や空き店舗を活用した新規開業に対する費用の

一部助成、さらには県と連携した商店街の魅力向上及び賑

わい創出のためのソフト事業に対する助成等を行っており

ます。 

なお、いただきましたご意見のとおり、市内の各地域を

結ぶネットワーク道路のアクセス性や公共交通の利便性の

向上、医療・福祉施設や商業施設などの生活利便施設のま

ちなか立地の誘導、子育て世代が利用しやすい公園施設の

再整備などにつきましても、委員会としまして、引き続き

市当局に働きかけてまいりたいと考えております。 

北陸新幹線の開通を見据えて、加賀市から通勤、通学でき

るようなベッドタウンのようなものを造成できないか。 

私の住む地域は、自宅からあらゆる公共施設に徒歩で行け

るコンパクトシティだと考えている。それでも人は出て行く

一方である。加賀市が住みやすければ、職場は他市でもいい

かと思う。行政の施策で地域の再開発、有効活用を進めてい

けば、不便な広い所を新たに開発する必要はない。 

仕事の異動や出向で加賀市に来ても、空き物件があっても

駅やスーパーから遠いなど、車がないと加賀市では住めない

状況にある。一時的に加賀市に住む人たちにもいい場所だと

感じてもらえる住みやすい環境づくりが大切だ。 

加賀市に住みたいという魅力づくりが大切だ。若い人は物

や施設、交通の利便性に目が行く。 

総務・産建 共通意見 

定住したいという人がそれなりにいるが、まず、家を貸し

てくれないということが多い。 

総務・産建 共通意見 
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項目 内  容 意見・提案に対する考え方 

環境づくり 志を持って木地挽き技術を学びにく

る若者たちが定住できるような環境づ

くりを行政主導で進めてほしい。 

市当局では、山中漆器の後継者となる意志を有する方々に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」、及び伝統工芸産業従事者

等が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」の制度を設けるなど、伝統産業を志す若者の定住

に向けて支援を実施しております。 

委員会としましても、市当局のこれらの取組について注視するとともに、ニー

ズを的確に把握し、更なる支援の検討についても働きかけを行ってまいります。 

環境づくり KAGA ルートプロジェクトとある

が、現状の宿泊業界の雇用形態ではパ

ートが多いと思われ、定住促進に繋が

るか疑問である。安定した雇用環境を

提供できるような宿泊事業者を誘致す

るのも必要だ。 

現在、市内宿泊施設においては、パートだけでなく正規社員の求人も多数行わ

れている状況ではありますが、求職者が少なく人手不足となっております。 

宿泊業界においては、働きたくなると思えるような職場環境をいかに創出する

かが重要であり、その上で、雇用の場の確保について検討する必要があります。 

 なお、北陸新幹線開業を控え、特に加賀温泉駅周辺で宿泊施設の立地について

新たな流れが想定されることから、委員会としましては、今後、地域振興の観点

と既存宿泊事業者との競合・関連性についても、執行部に対し対応を求めてまい

りたいと考えております。 

環境づくり 作見地区は、交通網が便利になり、

医療機関もあるので、加賀市の中でも

移住・定住がしやすい地域だと考える。

ここに人が来なければ加賀市に人が来

るのは難しい。作見地区の移住に特化

するような予算はないが、選択と集中

をすべきではないか。まちづくりに関

するビジョンはあるのか。 

現在、市当局では、まちづくりの基本方針である「加賀市都市計画マスタープ

ラン」及び居住と都市機能をまちなかに誘導する「加賀市立地適正化計画」を策

定中であり、加賀温泉駅前を中心とする都市構造を検討中です。そのなかで、居

住地域については各地域に多極化させる方向で調整していると聞いております。 

委員会としましては、これらの計画の内容の随時報告を求め、市当局の方針に

ついて意見・提案を行ってまいります。 
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項目 内  容 意見・提案に対する考え方 

環境づくり 若い層が楽しめる商業施設がない。駅前に

楽しめる施設があればいい。 

商業施設の誘致については、賑わいの創出や雇用の拡大、市民の利便性

に繋がる一方、既存商業施設や商店街への影響が想定されること、商業施

設は商圏による店舗展開が行われていることから、市当局ではこれまで積

極的な働き掛けは行っておりませんでしたが、現在、民間活力による商業

店舗の立地ができないか検討していると聞いております。 

また、加賀温泉駅前は開発に規制のある農業振興地域であるため、今後、

都市計画の見直しにより、既存商業施設との競合も踏まえながら都市機能

を誘導する方向で検討していきたいとしており、委員会としましてもこれ

ら市当局の議論を注視し、意見・提案を行ってまいります。 

用水路 田や畑に流れる用水のことだが、他の県で

用水によるけがや災難があることを見聞きし

ます。用水にふたをしてほしい。市役所に尋

ねたら農家の人の管轄といわれた。用水の関

連の人に聞いたら市役所といわれた。用水に

落ちて命をなくす子どもや大人がいます。な

すりあいというか、責任を他にする考えをみ

て悲しくなる。命に関わることをよく考えて

ほしい。ふたをするとき誰にいえばいいのか。 

農業用水路（用水路・排水路）の管理は原則地元の生産組合や用水路管

理組合などが行っており、安全対策も地元の組合で行うものであります。

なお、市当局としまして、費用面について助成することは可能となってお

ります。 

委員会としましては、今回の事案に限らず、市民の方からの問合せに対

する丁寧な説明及び対応を徹底するとともに、関係機関との密な連携を図

り、適切な対応にあたるよう市当局に働きかけてまいります。 

 

文化 重伝建地区の建物が災害で崩れた場合、文

化庁の許可なくして撤去等はできないのか。 

指定された物件は、保存すべきものとして復旧することとしており、補

助制度を利用し修繕していただいていると聞いております。 

なお、江沼神社長流亭は整備が完了しておりますが、旧新家家住宅は活

用策を検討中であり、委員会としましても、市当局の検討状況を引き続き

注視してまいります。 

大聖寺長流亭の活用と整備が必要だ。大聖

寺新家邸も同様に願う。 
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項目 内  容 意見・提案に対する考え方 

防災公園 防災公園の整備をしてほしい。 現在、市当局では、既存の都市公園の維持管理及び老朽化した施設の

更新等を優先的に行っていると聞いております。 

現時点において、防災公園を含めた新たな都市公園の設置の計画はな

いとのことでありますが、委員会としましては、災害に備えた対策の一

つとして、その必要性や可能性につきまして、市当局の方針を注視して

まいりたいと考えております。 

なお、町内会が所有する土地を広場として整備する場合の支援制度が

ございますので、議会又は市当局にお気軽にご相談ください。 

湖北地区は他の地区に比べて、児童数は減って

いないと思う。海もあるので、防災を兼ねた形で

防災公園のようなものを作ってほしい。 

その他 小学校が廃校となった場合の、企業誘致や住宅

施設の検討等を早めに対応してほしい。 

市当局では、廃校施設を含めた市の遊休施設についても企業誘致候補

地として企業に紹介しており、廃校施設に興味を示す企業があれば、住

民の意向も踏まえながら積極的に誘致していく方針であると聞いてお

ります。 

委員会としましても、廃校施設をはじめとした市所有の遊休施設につ

きまして、企業誘致を含めた、民間投資を促すような取り組みを引き続

き実施するよう、市当局に働きかけてまいります。 

その他 市の成長戦略の予算において、山代地区に対す

るものが少なすぎるのではないか。廃業旅館など

の防災の意味からも早い対策が望まれる。 

総務・産建 共通意見 

観光振興は、加賀市総合計画における成長戦略の大きな柱の 1 つで

あり、「世界から選ばれる温泉共創地」を目指して、大きな予算を投じ

ております。 

温泉を抱える山代地区を含む加賀温泉郷の観光施策においては、直接

的・間接的に積極的な事業展開を図っているところであります。 

委員会としましては、いただきましたご意見をしっかりと市当局に伝

え、様々な取り組みにおける透明性の確保、積極的な情報発信を行うよ

う働きかけてまいります。 

 


