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７月１日（月） 議会報告会（南郷地区）Ｂ班 

～主なご意見・ご提案(要約筆記)～ 

 

【会場で出された意見】 

《教育民生委員会所管分》 

・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。（福祉） 

・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。（市税） 

・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。 

 （生活安全） 

 

《議会活性化特別委員会所管分》 

・政務活動費について、最近、政務調査費から変わったらしいが、変わることでどのよう

なメリットがあるのか。（政務活動） 
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【アンケートに記載された意見】 

 

【その他】 

《総務経済委員会所管分》 

・収支を考えた財政運営を望む。加賀市は大丈夫なのか。（市の運営） 

・2023 年春の北陸新幹線開業に向けて成長計画として何を目玉にするのか。さまざまな年

代からの意見を吸い上げて目標を立てるべきだ。（北陸新幹線） 

・企業誘致は計画的なのか。（企業誘致） 

・国際観光都市として力を入れてほしい。（観光） 

・空き家の処分、取り壊しをどうしていけばよいのか分からない。（空き家対策） 

 

《教育民生委員会所管分》 

・もっと質の高い保育・教育はできないのか。（保育、教育） 

・加賀市医療センターの運営が旧体質のままで問題があるとの意見がある。（医療センター） 

・少子化対策に力を入れてほしい。（少子化対策） 

 

《議会運営委員会所管分》 

・何事にもオープンにしてほしい。（議会運営） 

 

《その他》 

・今のごみ袋はダメだ。 

・加賀市医療センターの個室はよい。 
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７月２日（火） 議会報告会（塩屋地区）Ｂ班 

～主なご意見・ご提案(要約筆記)～ 

 

【会場で出された意見】 

《総務経済委員会・教育民生委員会共通分》 

・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。

（公共交通） 

 

《総務経済委員会所管分》 

・市の職員でも加賀市に住まず他の市に住んでいる者がいる。（市の運営） 

・緑が丘小学校跡地利用はどのように考えているのか。（公共施設） 

・緑が丘小学校跡のグラウンドは、ドクターヘリは降りることはできないのか。（公共施設） 

・防災行政無線のサイレン音を聞いたことがない。防災目的以外での活用はできないのか。

各家庭にも有線装置があるが老朽化が進んでいる。 

また、隣のあわら市から、屋外スピーカーでさまざまな情報が流れてくる。これは防災

行政無線を使ったものではないのか。（災害対策） 
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【アンケートに記載された意見】 

《質問８》 

今回取り上げた意見交換テーマのほかに、今後取り上げたらよいと思うテーマがありまし

たらお書きください。 

 

・年金問題（働いても年金が減額されないような仕組みづくり） 

・晩婚化対策 

・近所付き合い 

 

《質問９》 

「議会報告会」の名称について、より身近な意見交換の場を目指し、もっと親しみやすい

名称にできないか検討しています。アイデアがあればご記入ください。参考とさせていた

だきます。 

 

・議会だより 

 

 

【その他】 

《総務経済委員会所管分》 

・電気自動車用のＥＶ充電器が公共の建物には少ないと思う。（環境） 

 

《教育民生委員会所管分》 

・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。（医療センター） 

・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。（教育） 

 

《議会活性化特別委員会所管分》 

・議会報告会について、期間中、土・日曜日を含んだ開催をしてはどうか。（議会報告会） 
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７月５日（金） 議会報告会（西谷地区）Ｂ班 

～主なご意見・ご提案(要約筆記)～ 

 

【会場で出された意見】 

《総務経済委員会所管分》 

・空き家がふえてきている。また、２年前の議会報告会でも思ったが、建物を壊すと固定資

産税があがるため、壊せないという人もいる。すぐには対応できないと思うが、議会とし

てどう考えているのか。（空き家対策） 

・新電力の展開にあたり、市出資 100％の加賀市総合サービス株式会社に決まったが、その 

経緯について教えて欲しい。最初から総合サービスありきであったのかどうか。（エネル

ギー政策） 

・新電力をやることで、加賀市としてどのくらいのプラスの効果があるのか。従来に比べ、 

加賀市総合サービス株式会社にやらせることで、加賀市に採算的に効果があると計算した 

ものはあるのか。（エネルギー政策） 

・市にたくさんの企業ができているが、そこに地元の若者が働き場として勤めに行くという 

ところにつながっていないように感じる。若い人も含めて働き場について、現状がどんな 

ふうになっているのか参考に聞きたい。（企業誘致、雇用） 

・企業誘致について、どのような誘致の仕方をしているのか。誰がどこへどんな風にしてい 

るのか。市長が行くのか。議員も誘致するのか。（企業誘致） 

・西谷地区は 98％以上が、加賀市でも半分くらいが山である。山林を活用する方法につい 

て、行政視察などで先進地を見てきていると思うが、何か方法はないか教えて欲しい。（地

場産業の振興） 

・平成の初めころから、菅谷地区はろくろの里という工芸の村構想を始めたが、携わる者の 

 高齢化とまだ産業化に至ってないことから十分な経済効果が出ていない。せっかく始めた 

 地域おこしなので、市として後押しできる方法がないか、アドバイスが欲しい。（地場産

業の振興） 

・地域おこし協力隊は、都会出身の若い方で新しい考えをもっており、そういったところと 

 のコンタクトが一つの突破口になるのではないか。議会でも彼らと話し合う機会を設けて、

ろくろの里についても何か活性化につながる新しい話が出ればと思う。（地場産業の振興） 
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【アンケートに記載された意見】 

《質問８》 

今回取り上げた意見交換テーマのほかに、今後取り上げたらよいと思うテーマがありまし

たらお書きください。 

 

・森林活用 

・山中温泉ぬくもり診療所 

・基幹産業や伝統文化の継承、担い手不足、人材育成 

・イノシシ対策 

 

《質問９》 

「議会報告会」の名称について、より身近な意見交換の場を目指し、もっと親しみやすい

名称にできないか検討しています。アイデアがあればご記入ください。参考とさせていた

だきます。 

 

・市民と議会 

 

 

【その他】 

《総務経済委員会所管分》 

・ＰＲ動画のタイトルを「東京 2023加賀」から「東京 2023加賀温泉」に！（北陸新幹線） 

 

《教育民生委員会所管分》 

・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） 

 

《議会活性化特別委員会所管分》 

・細かい要望に答えているのを見させてもらい、大変であると思うが、やはり加賀市はどう

あるべきかということにもう少し重点を置けるようになっていければいいなと思う。（議

会報告会） 
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７月８日（月） 議会報告会（別所地区）Ｃ班 

～主なご意見・ご提案(要約筆記)～ 

 

【会場で出された意見】 

《総務経済委員会所管分》 

・鶴仙渓のいたみ方が激しい。昔の魅力がない。泳げたころに近い状況にしてほしい。今は、

観光客に胸を張って説明できる観光地でない。（観光） 

・過去に、国道８号線に道の駅をつくる構想があったがどうなったのか。今後つくる見込み

はないのか。加賀温泉駅前だけでなく、交通量が多い国道８号線周辺に人が集まる施設が

ほしい。（道路） 

 

《教育民生委員会所管分》 

・医療センターの医師について評判が良くない。医師の良し悪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。（医療センター） 

・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） 

・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。（高等

学校） 

・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。

よく似た組織をつな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。（地域福祉） 

・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。

（公共交通） 

 

《議会活性化特別委員会所管分》 

・政務活動費のキャッシュレス化を推進してほしい。使途の透明性にもなる。（政務活動） 
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【アンケートに記載された意見】 

《質問８》 

今回取り上げた意見交換テーマのほかに、今後取り上げたらよいと思うテーマがありまし

たらお書きください。 

 

・大イベントの企画 

・もっと絞ってほしい。 

 

《質問９》 

「議会報告会」の名称について、より身近な意見交換の場を目指し、もっと親しみやすい

名称にできないか検討しています。アイデアがあればご記入ください。参考とさせていた

だきます。 

 

・議員と語ろう会 

・加賀市Ｑ＆Ａ（市民の質問にお答えします） 

 

 

【その他】 

《総務経済委員会所管分》 

・加賀温泉駅について、地場産業の振興と観光に結びつくことだが、金沢駅の新幹線の駅舎

と工芸を参考に考えてほしい。（北陸新幹線） 

 

《議会運営委員会所管分》 

・現場を見て歩いてほしい。（議員活動） 

・議会だよりを読めばいいのだが、参加議員が個々にどのような活動をしたのか、発表して

ほしい。（議員活動） 

 

《議会活性化特別委員会所管分》 

・もう少し質問に対して具体的に答えられるように勉強してほしい。（議会報告会） 

 

《その他》 

・若い人に魅力のある加賀市になれるようお願いしたい。 
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７月９日（火） 議会報告会（三谷地区）Ｃ班 

～主なご意見・ご提案(要約筆記)～ 

 

【会場で出された意見】 

《総務経済委員会所管分》 

・議会だよりで錦城山のトイレ改修工事について触れていたが、天満さん（江沼神社）の長

流亭と池泉回遊式の庭園の整備をして、きれいな水が流れるようにできないか。（観光） 

・空き家をふやさないというより、空き家になった家をどうするのか。空き家対策の現状に

ついて知りたい。（空き家対策） 

・前回の議会報告会で特別措置法の話があったが、空き家になった家をどうするかについて、

行政代執行というよりも国の特別措置法で対応するという話はないのか。（空き家対策） 

・自治体新電力は、市民にとってメリットがあるのか。（エネルギー政策） 

・2023年に向け、新幹線の駅の整備を進めているが、加賀市に訪れてもらうために観光客、

特にインバウンドに向けて魅力発信をもっとやるべき。その取り組みについて教えて欲し

い。また、市として外国人観光客を受け入れるために、外国語表示などに取り組んでいる

のか。（観光） 

・海外の観光客に来てもらうために、加賀市の強みをつくらないといけない。（観光） 

・三谷地区で一番安全な幸町が、簡単に水がつくようになった。先日の雨でも同様の事象が

見られ、市として何も対策をしていない。山を削り、新幹線用の高架橋やトンネルをつく

っており、新幹線開業したら高架橋の排水が幸町に集中し、必ず大きな災害が発生する。

新幹線の工事が終わるまでに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に市として

強く要望し、幸町の財産守るような明確な対策を早めにお願いしたい。（災害対策） 

・川を直す。要望を出しても、対策をしてもらえない。（災害対策） 

・防災に強いまちづくりを行政あげてしたらどうか。（災害対策） 
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《教育民生委員会所管分》 

・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。（少子化対策） 

・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） 

・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。（環境問題） 

 

 

【アンケートに記載された意見】 

《質問９》 

「議会報告会」の名称について、より身近な意見交換の場を目指し、もっと親しみやすい

名称にできないか検討しています。アイデアがあればご記入ください。参考とさせていた

だきます。 

 

・市議交流会 

 

 

【その他】 

《総務経済委員会所管分》 

・加賀市は大きな災害はないので、日常活動からも頭から離れている。常に頭に入れて欲し

い。（災害対策） 

 

《議会活性化特別委員会所管分》 

・引き続き今回のような会を続けてほしい。（議会報告会） 

・回答があまりにも事務的に思う。（議会報告会） 
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７月１１日（木） 議会報告会（動橋地区）Ｃ班 

～主なご意見・ご提案(要約筆記)～ 

 

【会場で出された意見】 

《総務経済委員会所管分》 

・地域住民の利用を考えると、動橋駅の活性化が必要。動橋駅周辺に安価な駐車代の駐車場

を整備したらどうか。また、粟津温泉駅のように、ホームをアイランド式にして、１つの

ホームから上り下りが利用できるのがよい。歩行が困難な高齢者が利用しやすい駅にして

ほしい。また、キャンバスの動橋駅の停車を願う。（公共交通） 

・シティプロモーションの一環として、加賀市に働きに来ている外国人労働者を温泉に招待

する日をつくり、入浴マナー等をレクチャーし、SNS で母国等に PR してもらう取り組み

をしたらどうか。（シティプロモーション） 

 

 

《教育民生委員会所管分》 

・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（医療センター） 

・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（交通安全） 

・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。

（高等学校） 

・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。（ごみ問題） 
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【アンケートに記載された意見】 

《質問８》 

今回取り上げた意見交換テーマのほかに、今後取り上げたらよいと思うテーマがありまし

たらお書きください。 

 

・並行在来線対策 

・娯楽施設 

・防犯対策 

・カタカナ用語や英単語 

・ふるさと納税 

 

《質問９》 

「議会報告会」の名称について、より身近な意見交換の場を目指し、もっと親しみやすい

名称にできないか検討しています。アイデアがあればご記入ください。参考とさせていた

だきます。 

 

・かがを良くする会 

・住みよい加賀市 

・議員といっしょに考えよう 

・議会ミーティング 

 ・おでかけ議会（文化会館やアビオシティホールなどで開くのもよい） 

・焦点がぼけるなら軽い名称はやめたほうがよい。 

 

 

【その他】 

《総務経済委員会所管分》 

・消防署前道路交差点の山代温泉側の左折レーンの増設を願う。（道路） 

・私は市や県、シルバー人材センター等とは別に、柴山潟周辺南東部の側溝整備、歩道の水

平化、樹木の伐採等を個人で行っている。個人では限界がある。ぜひしっかりと整備して

ほしい。（土木） 

・観光客で SNSをアップした人に特典（次回利用）をつけたらどうか。（観光） 

・人口の多い中国へのシティプロモーションに力を入れたらどうか。（シティプロモーショ

ン） 

・都市計画で居住地区になった地区の空き家は市が購入していってはどうか。（空き家対策） 

・高齢になっても利用しやすい交通機関づくり（公共交通） 

・誘致企業への固定資産税の減税措置を強化したらどうか。（企業誘致） 
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・加賀温泉駅に大型駐車場をつくり、バスで加賀市の観光をする方向で考える。各観光地に

狭い、小台数しか停まらない駐車場があるよりも、ないようがいい。（公共交通、観光） 

・８号線の４車線化はいつ完成予定なのか。目標を示してほしい。（道路） 

・空き家対策を具体的に示してほしい。児童の通学路にもあり危険だ。（空き家対策） 

・動橋地区の川や大橋の問題を他地区にも生かしてほしい。（土木） 

・エネルギーの自給について、温泉熱を利用できないか。仮に排湯でもよく、加賀市全域ま

でと欲張らず、温泉地周辺だけでもいい。観光客にアピールして加賀温泉郷は温泉を有効

に使い、エコロジーな温泉郷として全国発信できないか。（エネルギー政策） 

・空き家をホステルとして使えないか。新幹線が通って人が来るなら、若い人や長期の人ほ

どホステルを使う人が多いのでいいと思う。（空き家対策） 

・人口減少には農家の減少が問題。魅力ある農業づくりを求む。（農業） 

・観光スポットの駐車場整備ときれいな公共トイレの設置（有料でもよい）（観光） 

・特定外来種の増加や被害について考えた方がいい。住居への侵入や作物の被害、病原菌の

被害など。（環境） 

 

 

《教育民生委員会所管分》 

・少子化対策として、未満児保育の保育所を増やしてほしい。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（少子化対策） 

・独り暮らしの高齢者対策を強化すべき。（高齢者支援） 

・小松の高校の定員を減らせないか。（高等学校） 

・加賀高校を総合学科＋普通科にできないか。（高等学校） 

・高校を統合するよう県に働きかけてほしい。（高等学校） 

・ごみ袋を自由にしてほしい。（ごみ問題） 

・高校の科目を特化してほしい。（高等学校） 

・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。（交通安全） 

・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。（公共交通） 

・空き家に対する課税を強化したらどうか。（空き家対策） 

・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。（高等学校） 

・小・中・高等学校での政治教育の充実（教育） 
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・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。（子育て支援） 

・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。（子

育て支援） 

・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。（スポーツ） 

・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。（環境問題） 

 

 

《議会運営委員会所管分》 

・議員定数を削減したほうがよい。（議会運営） 

・一人暮らしの高齢者の見守り活動は、区長会、民生委員、福祉協力員等で活動しているの  

 が現状だが、サポートがうまくいかない。議員も一緒になって見守りパートナーとしてお

年寄りの声掛けをしてもらいたい。（議員活動） 

・各議員はテーマを持って活動していると思うが、進捗状況がうまく見えない。活動状況の

現状報告がない。個人の活動を広報や地区会館等での報告を是非してもらいたい。（議員

活動） 

・特別委員会の定数について、どのように役割に合った数を決めているのか。有識者で行っ

ているのか。人員数が多い少ないのではなく、幅広い議論が行われることを願う（議会運

営） 

・議員は４年間の活動で何が成果があったのかを示してほしい。（議員活動） 

 

 

《議会活性化特別委員会所管分》 

・少ない人数で話し合いたい。（議会報告会） 

・小・中学生の議会見学を増やす。そのためのバスを利用しやすいようにする。（議会傍聴） 

・議会中継では固定せず、いろいろな人の顔を映してほしい。（議会中継） 

・議会報告会は大変よい。他地区で出た意見などは最終的にまとめて一覧表としてフィード

バックしてほしい。（議会報告会） 

 

《その他意見》 

・住人が大きな声で加賀に住んでいますと言える加賀市にしてほしい。 

・また参加したい。 

・なり手不足は魅力がないため仕方がないのでは。 
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７月 12日（金） 議会報告会（河南地区）Ｃ班 

～主なご意見・ご提案(要約筆記)～ 

 

【会場で出された意見】 

《総務経済委員会所管分》 

・加賀温泉駅の改装について、伝統工芸を駆使した内装にして欲しい。設計担当者には山中

座を見て欲しい。山中座は山中漆器の技術を活用した建築モデルの見本と言え、山中漆器

などの伝統工芸のイメージサンプルになるのではないか。（北陸新幹線） 

・山中漆器連合協同組合が新体制となり、山中漆器の方向性として、海外戦略・ブランド化・

ＩＣＴを用いた山中漆器産地の活性化を挙げている。資金的・人的応援を含めて、観光を

含めた地場産業の振興に力添えが欲しい。産業観光の取り組みを行っており、それについ

て議員の方にも知って欲しい。（観光、地場産業の振興） 

 

《教育民生委員会所管分》 

・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。（移住・定住） 

・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。（ごみ問題） 

・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。（医療センター） 

・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。（高齢者問題） 

・夏休みなどの長期休暇の間だけでも、満員の学童クラブの代わりに、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。（教育） 
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【アンケートに記載された意見】 

《質問８》 

今回取り上げた意見交換テーマのほかに、今後取り上げたらよいと思うテーマがありまし

たらお書きください。 

 

・スポーツ施設の更新（スポーツ） 

 

 

【その他】 

《総務経済委員会所管分》 

・こおろぎ橋が完成する際に完成式が行われると思うが、ゆげ街道のこおろぎ町完成の時期

が重なるが、完成式を県と市と一緒に行うなど県市との連絡を取って行ったらどうか。山

中温泉を盛り上げるため。（ちなみに県警の山中派出所も同時期に完成する。）（観光） 

 

《教育民生委員会所管分》 

・青年が加賀市に定住してもらえるようによろしくお願いしたい。（移住・定住） 

・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。（人口減少対策） 

 

《その他》 

・全市民、市が一致団結して議員と協力し、すばらしい加賀市になることを祈念する。 
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７月 17日（水） 議会報告会（勅使地区）Ａ班 

～主なご意見・ご提案(要約筆記)～ 

 

【会場で出された意見】 

《総務経済委員会・教育民生委員会共通分》 

・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。（移住・

定住、空き家対策） 

 

 

《総務経済委員会所管分》 

・消防団員の定員割れ・サラリーマン化が進んでおり、昼間に火災・災害が起きたら対応で

きるか疑問だ。金沢市では消防や消防団のＯＢを機能別団員として登録したり、学生団員

や女性団員として登録する制度があると聞く。そのような制度にするには、市議会を通し

て定員数を変えなければならない。市議会としても、こういった制度に取り組んでほしい。

（消防） 

・イノシシ問題について考えて欲しい。農業等の高齢化もあり、農林水産課に今年は異常で

あることを写真とともに相談しに行ったがなかなか対応してもらえない。その現状を知っ

てほしい。（鳥獣対策） 

・新電力の仕組みがよく分からないので説明して欲しい。県内の他の自治体が取り組んでい

ると聞かないが、本当に大丈夫なのか。負の遺産にならないか。（エネルギー政策） 

・町内に 25年前から空き家がある。屋根が壊れ,道に面しており危ないので、市の環境政策

課に早く撤去して欲しいと電話している。もっと迅速に、的確に対策を取ってもらえない

のか。（空き家対策） 

 

《教育民生委員会所管分》 

・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。（移住・定住） 

・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。

（高等学校） 
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・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。（医療

センター） 

 

・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。（ごみ問題） 

 

 

【アンケートに記載された意見】 

《質問８》 

今回取り上げた意見交換テーマのほかに、今後取り上げたらよいと思うテーマがありまし

たらお書きください。 

 

・障がい者（福祉） 

 

《質問９》 

「議会報告会」の名称について、より身近な意見交換の場を目指し、もっと親しみやすい

名称にできないか検討しています。アイデアがあればご記入ください。参考とさせていた

だきます。 

 

・話しかけよう議員さんに！ 

 

 

【その他】 

《総務経済委員会所管分》 

・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。（公共施設） 

 

《教育民生委員会所管分》 

・保育園、小学校を統合する場合には、しっかり時間をとって地域に説明をして対応を考え

てほしい。（教育） 

 

《その他》 

・住みやすい市になるように今後努力していただきたい。 

・加賀市をぜひとも活力ある市にしてください。 

・進学率を上げる施策は本当にあるのか。 
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７月２２日（月） 議会報告会（金明地区）Ａ班 

～主なご意見・ご提案(要約筆記)～ 

 

【会場で出された意見】 

 

《総務経済委員会所管分》 

・50 年後にどれだけの家が周辺に残っているかわからない。将来を見据えた空き家対策の

条例が必要ではないか。（空き家対策） 

・元気な高齢者が、介護分野など、なり手不足の職業の現場で働ける仕組みがほしい（雇用） 

・柴山潟について、周辺の遊歩道整備だけでなく、ウォータースポーツができる空間づくり

をしたらどうか。人が集まることにより、色々な波及効果が期待できると思う（環境政策） 

・山中温泉の発信力が、山代温泉、片山津温泉に比べて強く感じる。山代温泉、片山津温泉

の魅力づくりを高めてほしい。（観光） 

・企業誘致について、市ではどのような体制で取り組んでいるのか。誘致先の場所は確保し

ているのか。観光施策は民間に任せて、行政がすべきこととして企業誘致に力を入れてほ

しい。（企業誘致） 

 

《教育民生委員会所管分》 

・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。（少子化対策） 

・市内の高校について、特色ある魅力ある高校にしてほしい。（高等学校） 

 

 

 

 



 2 / 3 

 

【アンケートに記載された意見】 

《質問８》 

今回取り上げた意見交換テーマのほかに、今後取り上げたらよいと思うテーマがありまし

たらお書きください。 

 

・環境問題 

 

《質問９》 

「議会報告会」の名称について、より身近な意見交換の場を目指し、もっと親しみやすい

名称にできないか検討しています。アイデアがあればご記入ください。参考とさせていた

だきます。 

 

・市議会議員と話そう、語ろう 

・Ｄialogue with City Councilors 

・議会を知ろう会 

・いいかが作ろう、加賀市議会（キャッチフレーズ） 

・いいかが、いかが？（キャッチフレーズ） 

 

【その他】 

《総務経済委員会・教育民生委員会共通分》 

・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。

（公共交通） 

 

 

《総務経済委員会所管分》 

・企業誘致では工場の誘致は無理。太平洋側になる。企業のサポートセンターの誘致はどう

か。（企業誘致） 

・消防について、他市との協働はできているのか。（消防） 

・キャンバスの３カ月定期券の新設ありがとうございました。今現在朝１便、夕方２便とな

ているが、昼や高齢者の利用を含めてより使いやすいものにしてもらいたい。教育、観光、

高齢者、すべてに関わる問題だと思う。（公共交通） 

・ふるさと納税や道の駅など、地元の産業をもっとアピールできる場があったらいいと思う。

（地場産業の振興） 

・高齢になり車の運転があやしくなってきた。公共交通の確保が課題だ。（公共交通） 
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《教育民生委員会所管分》 

・医療センター診療科目に独自色が欲しい。（医療センター） 

・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。（公

共交通） 

 

 

《議会運営委員会所管分》 

・議員には現場や市民の側に出向き、意見を聞いてもらいたい。（議員活動） 

 

 

《議会活性化特別委員会所管分》 

・今後もぜひ報告会を続けてほしい。（議会報告会） 

・ユーチューブでの放送といっていたが、パソコンもスマホも持っていない我々年寄りには

何のことがさっぱりわからない。（議会活性化） 

・委員会中継で資料が見たい。（議会活性化） 

・今回の意見交換のテーマは重要で今後も取り扱ってほしい。（議会報告会） 

・議会報告会の参加者はほとんど各町で動員をかけている現状である。議会報告会にかぎっ

た話ではないが、講演会など各種行事への参加はほとんどが動員となっていると思う。ど

うすれば自主的に参加してもらえるか考えてもらいたい。（議会報告会） 

・四半期に一度開催してほしい。（議会報告会） 
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７月２３日（火） 議会報告会（橋立地区）Ａ班 

～主なご意見・ご提案(要約筆記)～ 

 

【会場で出された意見】 

《総務経済委員会所管分》 

・自治体新電力の取り組みについて、市民への説明をしっかりとすべき。（エネルギー政策） 

・橋立地区の情報発信力が弱い。橋立にかぎらず、市内各地区の魅力の情報発信の強化を図

ってほしい。（観光） 

・夜間、小野坂トンネルから大聖寺方面へ向かう坂道にかけて、非常に危険だ。トンネル内

には柵がなく、通行する自転車の学生がふらふらしている。道路も薄暗く非常に怖い。安

全対策をしっかりとしてほしい。（道路） 

 

《教育民生委員会所管分》 

・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。（スポ

ーツ） 

・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。（まちづくり） 

 

 

【アンケートに記載された意見】 

【その他】 

《教育民生委員会所管分》 

・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。（スポーツ） 

 

 

《議会運営委員会所管分》 

・日頃どのような活動をしているのか、議会だよりではなく、個人個人の活動を知りたい。

ペーパーでも SNSでもよい。（議員活動） 

 


