
議会報告会 
加賀市議会 

１ 資料① 



加賀市議会について 

・二元代表制としての議会 

・独善・独走を防ぐ、政策提案型議会 

・チェック機能と情報公開機能 

 

平成２３年４月１日「議会基本条例」施行 

 ○ 開かれた議会 

 ○ 監視する議会 

 ○ 審議する議会 

 ○ 政策提案する議会 

 ○ 市民が参加する議会 

条例に基づき、様々な取り組みを実施 

 ・会議の自由傍聴、ホームページでの    
 ライブ・録画中継、フェイスブック開  
 設、政務活動費の全面公開 
 
 ・議会提案条例の制定 

２ 



○参加人数 

 Ｈ２３年度～Ｈ２９年度  延べ２，９５５人 

○これまでの意見交換テーマ 

 空き家対策、防犯カメラ、学生への学びの環境整備、 

 議会改革、人口減少問題 

  
 

平成２３年度から議会報告会を開催 

「開かれた議会」「市民が参加する議会」を目指して 

３ 

市政全般について 

市民と議員が自由に
情報・意見を交換 



一般会計 ３１６億 ４，０００万円 

特別会計 １６３億 ２，０３０万円 

企業会計  １７０億 ３，６７０万円 

合   計 ６４９億 ９，７００万円 

平成３０年度当初予算 

【特別会計】※６会計  
  国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、加賀山代温泉財産区、 
  加賀山中温泉財産区、土地区画整理事業 

【企業会計】※３会計  
  病院事業、水道事業、下水道事業 

４ 



当初予算の方針 ５ 

第２次加賀市総合計画（１０年間（2017年度-2026年度）の総合計画） 

自然・歴史・伝統が息づく 住んでいたい 来てみたいまち 
～地域の強みを活かし、ともに進める 人・まちづくり～ 

前期実施計画（４年間（2017年度-2020年度）の計画） 

将来への備え 成長戦略 

加賀躍進プロジェクト 

２つの柱 

未来を切り開くイノベーションシティ 人生１００年時代に備えるまち 



【当初予算主要事業】 成長戦略 

未来を切り開くイノベーションシティ① 
６ 

※ＩｏＴとは．．．Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ  Ｔｈｉｎｇｓの略 
  身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながる
仕組みのこと。 

ＩｏＴを核とした人材育成と 
産業イノベーションの推進 

・市内企業の付加価値向上 
・成長産業への進出 
・新たな起業の創出 
・ベンチャー企業等の誘致 



７ 【当初予算主要事業】 成長戦略 

未来を切り開くイノベーションシティ② 

★ＩｏＴ技術の実証事業          2,000万円 

 ・商工業分野での実証実験            1,000万円 

 ・農業分野でのデータ分析及び検証     1,000万円 

★イノベーション推進検討事業        90万円 



８ 

★オープンデータカタログサイト運用事業 

                          700万円 

【当初予算主要事業】 成長戦略 

未来を切り開くイノベーションシティ③ 

★イノベーションセンター（人材育成拠点）整備事業   

                           9,800万円 

★産業団地整備等準備事業（新規）   750万円 



９ 

★妊婦歯科健康診査事業（新規）       64万円 

★中央公園遊具整備事業              4,000万円 

★医療的ケア児支援事業（新規）      104万円 

かがっこ応援プロジェクト 

★多子世帯等児童生徒給食助成事業（拡充）   4,970万円 

【当初予算主要事業】 将来への備え 

人生100年時代に備えるまち① 



★KAGA健食健歩プロジェクト  ２億6,911万円 

 ・健康づくり事業                   1,017万円 

 ・ウォーキング教室開催事業               15万円 

 ・（仮称）橋立自然公園健康グリーンパーク整備事業 

                         2億5,880万円 

10 【当初予算主要事業】 将来への備え 

人生100年時代に備えるまち② 



11 

★移住・交流推進事業         8,190万円 

 ・「地域おこし協力隊」受入推進等事業   1,190万円 

 ・加賀市空き家バンク登録申請物件調査事業    15万円 

 ・移住住宅取得助成事業（拡充）        3,985万円 

 ・若年層定住住宅取得助成事業（新規）  3,000万円 

【当初予算主要事業】 将来への備え 

人生100年時代に備えるまち③ 



加賀市における３つの課題について、どんな取り
組みをしていくべきだと思いますか？ 

皆さん、一緒に考えてみましょう！ 
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【意見交換テーマ1】 移住・定住促進対策 
★現状－人口の推移（予測） 

人口の減少と少子高齢化が進む 
資料元：加賀市人口減少対策室 

老年（６５歳以上） 
人口が 

生産年齢（１５～６４歳） 
人口を上回る 

13 



【意見交換テーマ1】 移住・定住促進対策 

★これまでの取り組み① 

企業誘致 子育て支援 

さらに 

「加賀市に新しい人の流れをつくる」ため 

平成28年7月 加賀市定住促進協議会を設立し、官民連携
のもと移住・定住に係る活動を展開 

・大規模工場の操業開始や工場の
増設 
・2016年から2018年春までに新た
に450人の雇用の場を創出 

・保育料軽減、こども医療費助成、
３世代同居近居支援、第3子プレミ
アム応援、子育て応援ステーション
の開設など 
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【意見交換テーマ1】 移住・定住促進対策 

★これまでの取り組み② 
・移住・定住相談サポートの実施 
 （１）移住コンシェルジュによる対応 

    →移住対応：92組(148人) 移住者:19組(36人) 
                   ※(2)の移住者を含む 

 （２）暮らし体験の家の提供 
      →延べ61組(116人) 移住者: 8組(16人) 

 （３）専用ポータルサイト等による情報発信 
 

・地域おこし協力隊 18人が活動中 
 

・縁結びの支援  これまでに1組が結婚し、今秋にも 

            1組が結婚予定 

※平成29年度実績 
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【意見交換テーマ1】 移住・定住促進対策 

★これからの取り組み 

・若年層定住住宅取得支援制度 を創設 
  最大１３５万円（子ども３人世帯の場合）（県内最高額） 

 
・雇用のミスマッチ解消支援 
 ・市内企業の先進的な働き方改革等の取組みを紹介 

 ・宿泊業界の雇用促進（ KAGAルートプロジェクト） 

 
・空き家・空き物件の情報収集の強化 
  移住者のための住まい物件及び創業向け物件の  
 情報を収集（家主、地区会館、不動産業者等） 
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【意見交換テーマ1】 移住・定住促進対策 

★今後の方向性 

・地域（まちづくり、区長会等）との緊密な連携 
  移住者の定住化には、地域住民目線に立った相談支 
 援対応が不可欠 

 
・インターネットを活用した継続的な情報発信 
  加賀での生活や地域の様子など、知りたい人に届く情 
 報の発信 

 
・移住者に対する移住後のフォロー 
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★現状－救急医療体制 

【意見交換テーマ2】 医療センターの体制（訪問看護） 

◎救急患者の受け入れ 

区分 年度 
搬送数（患者数） 

 ※月平均 

救急搬送 
H28 232.7人 
H29 239.3人 

救急搬送以外 
H28 745.8人 
H29 726.0人 

◎方針と課題 

・救急医療体制の継続 
・救急診療・救急搬送の適正利用の啓発 
・他医療機関との連携、機能分担の推進 

１日平均７．９人の救急搬送 
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★現状－医師招へいの取り組み 

◎医師数の推移 

平成２８年：３７人 平成２９年：３８人 平成３０年：３９人 

◎これまでの取り組みと方針 

・専門医制度教育関連施設認定を取得し、 
 専門医を目指す若手医師を招へい 
・総合診療医の指導体制の整備、増員 
・働きやすい環境づくり 

【意見交換テーマ2】 医療センターの体制（訪問看護） 

※各年7月1日現在（常勤の医師数で研修医を含まない） 
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★訪問看護実施の背景 
◎総人口と高齢者数・高齢化率の推移 

【意見交換テーマ2】 医療センターの体制（訪問看護） 20 

高齢者（65歳以上）の人口が最も多くなるのは平成30年度。 
後期高齢者（75歳以上）の人口は平成30年度以降も増加 

 
 資料元：加賀市長寿課  



【意見交換テーマ2】 医療センターの体制（訪問看護） 

★訪問看護の役割 

・市内唯一の急性期病院であり、「必要なとき
に、必要な患者が入院できる」体制の整備が 
不可欠 
・退院後の患者と家族のケア 

訪問看護により、再入院の予防や救急医療
体制を守ることにもつながる 

住みなれた家・
地域で、安心し
て自分らしく暮ら

したい 
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★訪問看護ステーションの概要 

加賀市医療センター 
訪問看護ステーション りんく 
 

・平成３０年４月開設 
・スタッフ：看護師４名 事務職員１名 
・営業日 ：月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時１５分 
       ※土・日曜日、祝日も必要時訪問 
・緊急体制：２４時間３６５日緊急時対応 

【意見交換テーマ2】 医療センターの体制（訪問看護） 22 



★訪問看護のしくみ 
【意見交換テーマ2】 医療センターの体制（訪問看護） 23 



★訪問看護の現在の状況 

【意見交換テーマ2】 医療センターの体制（訪問看護） 

◎利用者数 

 １１名  

◎訪問延べ件数 

 介護保険：２３件 医療保険：９９件 

※平成３０年６月末現在 

◎利用者の声 

・家の天井がみれてうれしい。（本人） 
・家に帰ってきたらいい顔しています。（家族） 
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【意見交換テーマ3】 北陸新幹線 
★現状－決定した加賀温泉駅舎デザイン案① 

デザインテーマ 
『温泉郷の風情と城下町の歴史を感じさせる駅』 
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【意見交換テーマ3】 北陸新幹線 
★現状－決定した加賀温泉駅舎デザイン案② 

○付帯意見 
（１）駅舎中央部（拡幅部）以外の外壁の色彩に配慮を頂き
たい。 

（２）駅舎中央部の意匠が、福井側の一般部に拡がるように
配慮を頂きたい。 

（３）加賀市らしさをアピールする為、重要伝統的建造物群
保存地区で見られる赤瓦を用いるよう検討頂きたい。 

（４）駅舎正面（南側）と同様、在来線側（北側）にも縦格子等
のデザインを踏襲して頂きたい。 

（５）誰もが利用しやすいユニバーサルデザインに十分配慮
頂きたい。」 
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【意見交換テーマ3】 北陸新幹線 

★現状－加賀温泉駅周辺の状況 

27 



【意見交換テーマ3】 北陸新幹線 
★これまでの取り組み 

○整備、工事の状況 
 用地取得率（99.9％） 
 工事完成率（11％)※ 

   ※平成３０年４月１日現在の金沢敦賀間全体の完成率 

 
○プロモーション動画の配信 
 ・PRポスター  
 ・平成29年8月プロジェクト始動 
 「加賀に北陸新幹線を停めよう」 
  視聴数 約127,000回 
  （H30年4月末現在） 
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【意見交換テーマ3】 北陸新幹線 
★これからの取り組み 

○新幹線駅舎（高架下）及び駅前広場の整備 
 ・市民、観光客が使いやすい高架下の施設 
 （観光案内所、待合所、その他）の内容検討 
 ・加賀市の玄関口としてふさわしい、駅前広場 
 内の屋根施設のデザイン検討 
 ・南側及び北側交通広場、緑地空間の詳細検討 
 

○プロモーション活動の強化 
  ・プロモーション動画（第2弾） 
  （８月下旬～９月上旬配信予定） 
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【意見交換テーマ3】 北陸新幹線 
★駅周辺の完成イメージ 

 

高架下都市施設等 

建設予定 

 

屋根施設建設予定 

バス専用エリア 

中小型車専用
エリア 
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年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

新幹線駅舎
（鉄道・運輸機構）

在来線本駅舎
（JR西日本）

加賀市

北
陸
新
幹
線
開
業

駅本屋建築工事高架工事

在来線駅舎

実施設計

在来線駅舎
建設工事

高架下及び南北
駅前広場の都市

施設検討

高架下及び駅前
広場並びに北口

広場の実施設計

駅前広場整備工事

駅北口広場工事

【意見交換テーマ3】 北陸新幹線 
★開業までのスケジュール（予定） 

H30.4.11 加賀市議会新幹線特別委員会資料改 
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それぞれのテーマについて、 
皆さん、挙手にて発言願います。 
さあ、一緒に考えてみましょう。 
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