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大 志

加賀市議会議員 辰川志郎 議会だより

令和元年9月30日発行
第22号

令和元年 9 月議会
加賀市は今本会議において、一般会計2憶5900万円（累計334億9510万円）の補正
予算を可決した。その内、情報通信技術などを駆使した街（スマートシティ）の構
想を目指す費用に660万円が計上された。先端技術で情報通信技術（ＩＣＴ）を取り
入れることにより、市民生活の利便性を向上させ、街全体が省資源化する「スマー
トシティ」の実現を目指す。具体的には、遠隔操作で分身ロボット「アバター」を

スマートシティ構想策定
使い、市役所内での窓口相談や展観施設での展示案内などを検討し、実証実験を行
い将来的には市民サービス全体における実用化をはかる。
その他、豚コレラに感染した野生イノシシが市内で捕獲されたときに備えてその
焼却処分費、山代温泉萬松園を緑地化し、公園化として整備する費用、橋立郵便局
窓口業委託事業、インバウンド推進事業、森林経営管理制度に係る意向調査事業、
ＩＣＴ活用学習支援推進事業など議案29件が可決された。

加賀地域連携会議について

︿質問﹀

⑴ 野々市市︑白山市︑能美市︑小

松市︑加賀市︑川北町の南加賀

五市一町でつくる﹁加賀地域連

携会議﹂の目的は何か︒

⑵ 小松市と能美市で設立した﹁ク

タニズム実行委員会﹂の情報を

事前に本市は得ていたのか︒

⑶ 今後︑九谷焼や山中塗などの地

場産業の振興のため︑どのよう

な計画があるのか︒

⑷ ﹁東京２０２３加賀﹂のＰＲ動

画について

﹇答弁者﹈経済環境部長

⑴ 設立の目的について

南加賀地域の五市一町でつくる通

称﹁オール加賀﹂については︑地域

資源の強みを活かし︑相乗効果と相

互補完による地域づくりに連携して

取り組み︑北陸新幹線の金沢開業︑
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目指すために︑平成二十六年五月

の交流拡大に繋げ︑地域の発展を

及び敦賀延伸効果を関係市町全体

開催する体験型イベント﹁アラ

合協同組合などが中心となって

山中温泉観光協会︑山中漆器連

一方︑山中漆器についても︑

に税金を投入して支援を行う︒

めだ本店にて展示会を開催するため

一方︑加賀市は東京丸善や阪急う

このような事態になった原因は︑

に設立した︒

も連携した温泉︑食︑文化が地

また︑地域の旅館︑飲食店と

刺激し︑不愉快な思いを与えてしま

考える︒内容があまりにも小松市を

に制作したＰＲ動画が原因にあると

加賀市が新幹線の停車駅誘致のため

小松市と能美市が連携した九谷
域と一体となることで相乗効果

った︒その結果︑小松市は能美市と

ウンド﹂に支援を行う︒

焼振興事業は︑六月の新聞報道
も見込めることから︑市として

連携し︑停車駅を小松に誘致するた

⑵ ﹁クタニズムについて﹂いて

で︑初めて情報を知った︒両市
も全面的に支援をする︒

ズム実行委員会﹂の設立となったよ

めの一環として︑この度の﹁クタニ

は二〇二三年の新幹線敦賀延伸

︻私見︼

南加賀の五市一町でつくる通称

に向けて︑観光宣伝等の事業の
⑷ ﹁東京２０２３加賀﹂のＰＲ動

万件の配信はそれだ

けの人に不快感を与えたことになる︒

うに伺える︒

かし︑相互の相乗効果を目指すもの

今後については︑加賀市はこの事

﹁オール加賀会議﹂は地域資源を活

これまでの第一弾︑第二弾は

であるが︑その資源の一つである

態を大いに反省し︑本来の﹁オール

画について

話題性も高く︑現在︑インター

﹁九谷焼﹂は発祥の地である加賀市

加賀会議﹂設立の目的を達成するた

展示会などを実施する︒

万

が蚊帳の外に外され︑協同の意味が

め︑南加賀の経済発展の相乗効果を

⑶ 九谷焼︑山中塗などの地場産業

件を超え︑自治体が制作する

薄れている︒

東京駅横の丸善丸の内本店にお

で︑これまで同様に︑インパク

第三弾については現在検討中

今年度︑両市は展示会等を行い︑

ネットでの視聴率は︑合計

当市においても︑九谷焼の振

ＰＲ動画では異例の話題作とな

いて︑加賀九谷焼陶磁器協同組

トの強い演出を盛り込み︑話題

九谷焼の振興と観光誘客の増加を目

振興について

興については︑これまでも阪急

合が中心となって開催する﹁現

性の高いものにしたいと考えて

指す︒

揮するべきではないだろうか︒

目指すために︑リーダーシップを発
っている︒

代加賀九谷焼作家展﹂に共催し︑

いる︒

ったというから呆れてしまう︒

全面的な支援を行う︒

の設立情報が報道により︑初めて知

本市は﹁クタニズム実行委員会﹂

うめだ本店での﹁九谷焼展﹂や
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一環として︑今年度は九谷焼の
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定文化財で︑戦国期からの城の高い

大聖寺地区には歴史的遺産も多く︑ 国の補助制度を活用した事業を実施

により︑全国的に団員確保が難しい

近年︑社会環境や就業形態の変化

﹇答弁者﹈消防長

すべく︑﹁加賀市歴史的風致維持向

状況にある︒

﹇答弁者﹈市長

こうした文化遺産を活用し︑文化振

上計画﹂の策定に向け︑国との協議

本市においても︑地道な勧誘努力

学術的価値を持つ重要な史跡であり︑

興や観光振興につなげることは重要

を積極的に進めているところである︒

により現在︑条例定数４００人に対

大聖寺地区の歴史遺産と
観光振興について

であると考える︒

これにより︑大聖寺地区の歴史文

︿質問﹀

大聖寺地区には展観施設として

弥山の文化館﹂があり︑新たな施設

くの歴史遺産があるが︑それらを観

大聖寺地区には藩政時代からの多

光客や市民に展覧する場所がない︒

る景勝地であり︑観光スポットとし

を作る計画はないが︑市の指定文化

％

化遺産の保存活用並びに観光振興を

て公園化を図る必要があるのではな

財である﹁旧新家家住宅﹂について

加賀市消防団について
︿質問﹀

現在︑全国的に消防団員のなりて

難しい場合もある︒

が限定されるため多様な災害対応が

には参加しやすくなる一方で︑活動

した内容や役割を持ち︑消防団活動

一般的な消防団員とは異なり︑限定

次に︑機能別消防団員については︑

維持されている︒

で全国平均より約２％上回り︑継続

し︑実員は３８４人で充足率は

﹁石川県九谷焼美術館﹂と﹁深田久

いか︒

は︑今年度中に保存修理や庭園整備
を行う︒

図ってまいりたい︒

また︑錦城山は大聖寺を一望でき

錦城山からの展望

また︑大聖寺は城下町の町割りや
町名がそのまま残り︑歴史的建造物

不足が報じられているが︑加賀市に

対する有効な手段の一つであり︑団

とお茶や能楽などの伝統文化が融合

経験豊富な退職消防職員による機

また︑資格や技能をもつＯＢ職員

員のなり手不足の解消の方策ではあ

おいては定数に対してどれだけの団

地区内に残る﹁町屋﹂など伝統的

は即戦力があることから︑﹁機能別

るが︑本市の団員充足率は高く︑消

し︑城下町の風情がそのまま醸し出

建造物は︑歴史的景観を形成する要

消防団員﹂として採用することが効

防団活動に対応できる基本団員の充

能別消防分団の導入は︑特定災害に

素であり︑その町屋を再生し︑活用

果的であると考えるが︑そのような

員が確保されているのか︒

するための助成制度に取り組んで︑

実確保を最優先と捉え︑今後も導入

を視野に入れつつ︑調査︑研究する︒

計画はあるのか︒

されている︒

93.6

まちなかの賑わい創出を実現する︒
また︑錦城山については︑市の指
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︻私見︼

加賀市より人口の少ない七尾市は

され︑各種大会の実施や合宿等も行

教育長

今年度の成績については︑市体育

われ︑市内小︑中︑高校生の競技力

︻答弁者︼

をまもってくれる消防団員のなり手
協会と連携し︑上位入賞を目指して

向上につながる︒また︑近くの和倉

サッカー︑テニスなどの施設が整備

不足は︑全国的にも深刻であるが︑
いたが︑成績は低迷した︒

私たちの身近に生活の安全・安心

加賀市においては全国平均を上回っ

温泉にも宿泊者の増加など経済的効

﹁機能別消防分団﹂については︑
である﹁生涯スポーツの振興﹂﹁ス

推進計画﹂に掲げる四つの基本施策

は市民の体力向上と健康増進の他︑

施設の充実とスポーツ環境の整備

今後については﹁加賀市スポーツ

今のところ消防団員の充足で必要な
ポーツ施設の活用と整備﹂﹁スポー

大きな経済効果につながる︒

ているとのことで安心した︒

いらしいが︑地区の団員等の指導な

ツイベントの推進﹂﹁スポーツ団体

果も高い︒

どで協力出来ればありがたい︒

の育成支援及び競技スポ ツ
―の振興﹂

編 集 後 記

九谷焼産地である能美市と小松市

の両市共同で開催する総合芸術祭

﹁クタニズム﹂が両市の二会場で行

われた︒この行事の開催については︑

九谷焼発祥の地である当市の執行部

は報道ではじめって知った︒という

のでは寂しい感がする︒

このような加賀市抜きのイベント

の開催は加賀市が新幹線﹁かがやき﹂

万回の配信

の停車をめぐる動画制作にあると考

える︒市ではこれまで

があった︒というがそれだけ多くの

方に不愉快な思いをさせたことにな

る︒

4

今年は女子消防団員が石川県代表

︻私見︼
石川県民体育大会は市町対抗のた
め︑人口の数で左右されるのは当然
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である︒
身近なスポーツの成績は市民の意
識向上につながり︑経済発展にもつ
ながる︒
加賀市の競技力の低下の要因は加
賀市スポーツ推進計画にある﹁スポ
ーツ施設の活用と整備﹂﹁スポーツ

お聞かせ下さい。

として全国大会に出場されることで︑ に基づき︑施策を展開する︒

年に策定された﹁加

この会報へのご意見を

高い技術の向上が伺われる︒

えるのか︒
また︑平成

団体の育成支援及び競技スポーツの

今後どのような施策を実施するのか︒ 振興﹂にある︒

賀市スポーツ推進計画﹂に基づき︑

28

子総合９位という成績を︑どうとら

本年度の成績は男子総合５位︑女

︿質問﹀

第 回石川県民体育大会に
ついて
71
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石川県民体育大会の章典

