
～市民が参加する議会を目指して～

加賀市議会



本日の報告内容

１ 議会で取り上げた注目テーマ
① ごみ袋の改善

② 雪害対策

③ 地元高校との意見交換会の開催

④ 自治体新電力の取り組み

２ 特別委員会の取り組み
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議会で取り上げた注目テーマ

① ごみ袋の改善
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手提げ型になった市指定ごみ袋

みなさん、使いやすく

なりましたか？
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◎議会での取り組み

○「破れやすい」「運びづらい」などの市民の声

○総務委員会で、
ごみ袋の改善を
協議

（市の回答）
持ちやすい、運びやすいとの観点で検討を進める
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◎議会の取り組みの反映

○平成30年９月～

手提げ型指定ごみ袋を導入

○料金に変更なし

○これまでの袋と同量程度のごみが入る

議会は、市民の皆さんの声を市政に
反映させることができます！

ポイント
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議会で取り上げた注目テーマ

② 雪害対策
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記憶に新しい平成30年の豪雪

○平成30年2月、記録的な大雪
○福井県との県境国道8号では、3日間に渡り
1,500台を超える車両が立ち往生に

7



◎議会での取り組み①～定例会等での議論～

○平成30年3月定例会や総務委員会で雪害
対策を議論

○市民生活に大きな影響が生じたことから、
道路除雪体制の強化などを求める
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◎議会の取り組みの反映①

平成30年3月定例会での質疑 市 の 対 応

・加賀温泉駅前通りに消雪装置を → 新たに消雪施設を整備開始

・除雪業者間の連携を強化し、
除雪の効率化を

→ 車両にＧＰＳ装置を設置し、
位置・稼動情報を把握

・消雪設備を、すべて中央管理できる
ようにすべき

→ 市内50か所の消雪施設を集中
管理する、システムを整備

・小型除雪機を希望する地区への
貸与や、購入費助成を

→ まちづくり推進協議会に対し、
手押し式・搭乗式小型除雪機の
購入を補助。貸与機械も増車

平成30年6月補正予算で迅速に対応！

ポイント
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◎議会での取り組み②～国等への要望～

平成27年から、隣接する福井県あわら市議会と
合同で、共通課題である「国道8号の整備促進」
「北陸新幹線の早期完成」について、国や国会
議員に要望活動を実施

県域を越えた議会同士の連携活動は珍しい！
ポイント
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◎議会の取り組みの反映②
平成31年度から、国直轄事業として、国道８号
石川・福井県境部の４車線化整備に着手

【資料元】北陸地方整備局平成３１年度予算主要事業（参考資料）

至 福井市

至 金沢市
至 加賀ICコンビニエンスストア

熊坂町

県境をまたぐ加賀市熊坂
町～あわら市牛ノ谷間は、
新トンネルを整備
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議会で取り上げた注目テーマ

③ 地元高校との意見交換会の開催
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若者の市政・議会への関心を高める取り組み

○平成29年から、大聖寺実業高校との意見交換会を
毎年開催

○グループに分かれて、テーマに沿って意見交換を行う。
議員が進行役となり、生徒の意見を引き出す
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■H30年度 テーマ
「加賀市民が幸せに生活するためにはどうすればよいのか」
① 加賀市の活性化 ② 加賀市の福祉政策

グループごとに意見交換をまとめ、生徒が発表

◎議会での取り組み
生徒の提案内容をもとに、３月定例会での一般質問
や委員会での議題として取り上げる
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◎議会の取り組みの反映
平成31年3月定例会での質疑 市の答弁（ 要 約 ）

・防災訓練の企画・運営に高校生
を入れ、多くの市民が参加できる
ようにしたらどうか

→ 企画会議への参加を募り、訓練
内容に高校生の意見を反映でき
る機会を設ける

・市内の交通機関で利用できる、
共通カードを作ったらどうか

→ どのような手法で導入が可能か、
調査・研究する

・図書館の自習室を、22時まで
開放したらどうか

→ 試験的に、夏頃に開館時間を20
時までとするほか、会議室を空き
時間に、イートインペースとして開
放する

未来の加賀市を担う若者の声を届けます！

ポイント
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議会で取り上げた注目テーマ

④ 自治体新電力の取り組み
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加賀市版 の取り組み

人口減少や資金の市外流出などによる市全体の活力

低下 ⇒ 電気料金だけで約100億円が市外に流出

市が抱える課題

市は、市内におけるエネルギー需要を100％地域で生産（地産）
した再生可能エネルギーでまかない（地消）、地域内での経済
循環を目指す「加賀市版RE１００」の取り組みを進めている

加賀市が出資して再生可能エネルギーなどを電源とした電力を
取り扱う『自治体新電力』事業を開始
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・自治体新電力事業の運営主体は、加賀市総合サービス（株）

（市100％出資会社）平成31年4月から事業を開始

・当面は、日本卸電力取引所からの買取を中心に、公共施設のみ電力

供給を行う。将来的には再生可能エネルギーを民間企業等へも供給

取り組みの内容

<当面の事業計画> <目指す姿>

《期待される効果》
・Ｃo2削減
・雇用創出
・地域内経済循環
・RE100企業の誘致
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◎議会での議論
平成31年3月定例会での質疑 市の答弁（ 要 約 ）

・市民に対して、説明する必要
があるのではないか

→ 電力事業を運営する中で、事業の
取り組みや実績を知っていただく

・RE100達成のために、100％
再生可能エネルギーによる調
達が必要だが、市場での調達
は可能なのか

→ 当面、電力を日本卸売電力取引所を
通じて調達するが、この市場では、再
生可能エネルギーに限った取引を行っ
ていない。今後の採算性を確認し、市
場以外での再生可能エネルギー調達
比率を高めていく

・今後の電力の仕入れ先は、
民間企業や一般家庭を想定
しているのか

→ 太陽光発電をしている事業所や、一
般家庭からの買取等も想定している
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平成31年3月定例会での質疑 市の答弁（ 要 約 ）

・赤字となった場合はどうするのか → 原則、加賀市総合サービス(株)
の経営努力だが、市の政策でも
あり、赤字の内容、額によっては
市が補填することもありうる

・市民一人ひとりに求めるものは
何か

→ 省エネを意識した家電製品の適
切な使用、環境に優しいライフス
タイルの実践などをお願いしたい

自治体新電力事業は、市民生活に直結する問題。
健全な経営のため、市の動きを監視します！

ポイント

（その他の質問）

企業との連携、電源施設の投資、再委託、参入プロセスなど
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特別委員会の取り組み

21



常任委員会と特別委員会

◎ 常任委員会
常に置かれている委員会で、本会議から付託された議案の審

査等を行います。議員全員が、次のいずれかに所属しています。

○総務委員会
行財政、防災や消防などについて審議

○教育民生委員会
健康、子育て、病院、教育など

○産業建設委員会
商工、観光、水道、道路など

※ほかに予算・決算について審議する予算決算委員会があります。
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常任委員会と特別委員会

◎ 特別委員会
常任委員会とは別に、議決により設置されるもので、市政に

関する特定の事柄を専門的に審査・調査する委員会です。次の
４つの特別委員会があります。

○基地・防災特別委員会

○新幹線・駅周辺整備特別委員会

○ICT推進特別委員会

○議会活性化特別委員会
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特別委員会の取り組み

① 基地・防災特別委員会
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◎委員会の概要

○定数 ６人

○調査内容

基地対策（小松基地周辺の騒音防止対策、

生活環境整備など）、防災対策に関すること

○平成29年6月、災害対策基本条例を策定

※小松基地ホームページより
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◎委員会での主な協議内容

○目標・テーマ 『議会業務継続計画の策定』

○業務継続計画とは、大規模災害に直面した
場合であっても、議会としての機能を維持、継
続できるよう、必要な組織体制や議員の役割
などを定めた計画

○令和元年６月
「加賀市議会業務継続計画」を
制定
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◎今後の取り組み

○基地対策についても、基地周辺住民が安心・安全
に暮らせるよう、市に働きかけを強化

非常時にあっても復旧、復興に向けた議論
が行える体制を整備します！

ポイント

○議会業務継続計画に基づき、日頃
から情報伝達・防災訓練を実施。
大規模災害時には本会議の速やかな
開催に向けて対応
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過去に実施した情報伝達訓練及び議場での
地震避難訓練



特別委員会の取り組み

② 新幹線・駅周辺整備特別委員会
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市では、2023年春の北陸新幹線加賀温泉駅開業に
向けて、かがやき（最速達タイプ）、はくたか（停車タイプ）
の全便停車を目指すプロモーション活動を展開中
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◎委員会の概要

○定数 ５人

○調査内容
新幹線駅及び周辺の都市機能の充実に関
することを調査

北陸新幹線加賀温泉駅デザインイメージ（駅舎外観、駅舎1階コンコース及び待合室）
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◎委員会での主な協議内容

○市が整備する都市施設（駅前（北側含む）
広場、観光案内所、待合所など）のあり方

○加賀市立地適正化計画に基づく駅周辺への
都市機能誘導（商業施設等）と居住誘導
（持続可能なコミュニティ）のあり方

○必要な駐車場数の確保

○駅出入口の名称
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◎今後の取り組み

○加賀温泉駅の駅舎及び
駅周辺施設の魅力創出、
利便性の向上に向けた
調査・研究を継続

○在来線の運行についても、運行数や接続の利便
性を確保するよう、市を通じて働きかけ

加賀市の玄関口としてふさわしい駅となる
ようチェックしていきます！

ポイント

北陸新幹線加賀温泉駅デザインイメージ（駅前広場）
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特別委員会の取り組み

③ ＩＣＴ推進特別委員会
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◎委員会の概要

○定数 ５人

○調査内容
情報通信技術（ICT）の利活用の推進

最新テクノロジーを活用し、安全安心で快適に暮らせる
まちの実現を目指す

市が成長戦略として取り組むイノベーション
（技術革新）政策

調査 ・ 研究 ・ 提案
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◎委員会での主な協議内容
○ 目標・テーマ
『イノベーションセンターの運営体制整備』

加賀市イノベーションセンターとは？
・平成30年10月にオープンした市直営施設
・産業人材の育成と市内産業の高度化が目的

かが交流プラザさくら３階
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加賀市イノベーションセンターについて

○インキュベーションルーム
創業を目指す方や、創業間もない法人のための貸事務所

○ものづくりルーム
3Ｄプリンタやレーザー加工機等の、工作機械といった

デジタル機材が配備され、自由に利用可能

○セミナールーム
パソコン常設の講習室。市内事業者や学生向けのセミナーを開催

○コワーキングスペース
他の利用者と交流しながら、仕事ができるオープンスペース
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◎今後の取り組み

地域・産業の活性化につながるよう、イノベー
ションセンターの運営充実を求めていきます！

ポイント

加賀市イノベーションセンターの
よりよい運営に向けた課題を議論

○相談員（インキュベーションコーディ
ネーター）の常駐化

○民間への業務委託
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特別委員会の取り組み

④ 議会活性化特別委員会
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◎委員会の概要

○定数 ６人

○議会改革の取り組み
議会基本条例に基づき、議会の活性化の
ためのさまざまな取り組みを企画、実施

○広報・広聴の取り組み
議会だより、ホームページ、
フェイスブック、議会モニター、
議会おでかけ教室など
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「議会だよりモニター員」からの改善提案をもとに、
リニューアルを進めてきました！

・ 加賀市議会の一番の情報源
⇒ 議会だより 58.4％ (H28議会アンケートより)

・ 市民に必要、かつ知ってほしい情報を、分かりやすく、
読みやすい内容で発信を！
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平成27年度

2色・８ページ

平成28年度

フルカラー・12ページ

平成29年度～

フルカラー・16ページ
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・ 「議員のひとこと」を掲載

・写真やイラストを、
できる限り多く使用
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