
加賀市議会議員

室谷　ひろゆき

市議がつくった

加賀市財政再建への道

２０１３年９月発行　　　

＜　人を、産業を育て、末永く暮らせる市を目指して　＞
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　現在,加賀市は、雇用の悪化や子どもの減少そして、若年層の流出によって、コミュニティの維持そのものに関わ
る重要な局面をむかえています。

　限られた貴重な税金を、そして今、市がもっている資産を、効率的に活用していき、市民が末永く暮らせる市にし
ていきましょう。

以下、私なりに、現在の加賀市の課題と解決策を、できるだけわかりやすく書いてみました。

ご査証いただければ幸いです。

　そこで、故郷加賀市を再生するためには、今、加賀市がもっている資産（ねむっている土地や時代に合わなくなっ
た公共施設、さらに、埋もれている文化・伝統・人材など有効に使われていない資産）を、全市的に把握し、有効
活用し、また、遊休地などは売却し、お金を生み出し、そのお金で市民を育て産業を育てる事が重要と考えます。

　多くの方が現役を引退し、福祉に頼るようになってきた今日、社会保障費の負担増は市民生活に大きく関わって
いますし、子どもの減少は、まちの活力の低下につながっています。

　そして、なによりも人口が減っている事によって、加賀市の行政サービスを提供するための原資たる税収が厳しくな
り、そのため、きめ細やかな行政サービスが提供できなくなってきます。

　加賀市は、すでに、人口減少時代に突入しています。

　この事を自覚し、新しい時代に応じたまちづくりをしていくべきです。
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課題解決に向けて

急激な人口の減少に、どう対処? 社会を支える方が減れば、行政サービスが十分に行えなくなっていく

厚労省将来推計

・加賀市の就業者が減少しているため、市税収入の減少につながっていきます。

○　加賀市の市税収入の落ち込み ○　加賀市の就業者の減少

88億6700万円

予算値推計

H12 H22

45280人

74920人

H20 H24 H27

69354人
49428人

41577人

Ａ

○　人口は、まちの活力のバロメータ

県統計情報室調べ

20402013

36448人

H7

102億4865万4000円

89億7800万円

決算値

2005
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急激な人口減少に歯止めをかけるために

◎　2つの視点

人口の流出をおさえよう！

では、元・加賀市民は、どこに転出しているのでしょうか？　（H23年　1825人の転出先）

・小松市へ 320人・金沢市へ 250人 ・能美市へ 76人 など

・福井県へ 130人・東京へ      95人 ・大阪へ      70人 など

転出する方の多くは、実は、都会へ行くわけではなく、案外、近隣の他市へ移り住んでいるのです！
転出の理由（例）　　　　仕事の都合、結婚、離婚にともなうもの、進学等

小松市などの近隣他市は、市外からの転入推進のために様々な取り組みを行っています。

加賀市としても、他市の取り組みを参考に住民をよびこむ施策を具現化していく事が必要です。

市民満足度の高い市 へ転換していかなければなりません

雇用の確保 福祉･医療の充実 公共交通の充実

住宅対策 教育のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ

人口減少をくいとめ、活力ある市とし、多くの方が、加賀市に住み続けるためには・・・

働ける職場づくり・雇用の創出に全力を投入！！

対　策

　　　45.6％が県内に転出（833人）

　　　54.4％が県外に転出(992人）

（１）

・
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市内の既存、頑張る企業への支援強化

市内に多様な職場を（企業誘致の一層の推進　）

北陸新幹線開業を見据えて、広域観光連携を

（例：金沢観光・加賀宿泊へ向けての取り組み、２次交通の充実・

オール加賀でのPRなど）

誘致企業への市内在住者積極採用の働きかけ

企業の設備投資・先行投資への資金貸与の充実

加賀市で創業を行う方のための、支援助成制度の充実

高校生人材育成 （技能訓練支援など）

Uターン就職支援

地場産業・伝統工芸後継者育成支援

農林漁業担い手不足対策

加賀市への移住・定住促進支援 など

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

やるべきこと
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少子化対策を積極的に行おう！

市内小学生の急激な減少

未婚が増加している原因の一つ
結婚適齢期の方々の給料が安いという事が指摘されています。（家族を養っていけないという方が増加）

加賀市における、非正規雇用の増加[低所得］
⇒ 市内就業者の31.4％もの方が非正規雇用で働いています。

このような非正規雇用が、毎年増え続けている事を改善しなければなりません。

ー例ー 設備投資、先行投資への資金貸与の充実
頑張る企業への助成、雇用常用転換奨励金の強化 など

○

対　策

市民が安定した職場環境と、家族を養っていける収入を得られるように、地場企業が正規社員を採用でき
るよう企業力を強化するため、行政として、支援していく必要があります。

7389人

4215人
3451人

S54 H17 H25

　原因としては、子育て期の若年層が、加賀市から
流出してしまっていること、

　市民の未婚化、晩婚化、あるいは、「子育てにお金
がかかり過ぎて、子どもを産み育てることができない」と
の声があります。

（2）
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加賀市は共働き世帯が多い市です。 (加賀市と全国平均との共働き率の比較では、大きな差があります。）

　市内の、若年夫婦は、夫婦共働きで、なんとか家計をやりくりして、生活している方が多く、

Ｂｕｔ・・・市内には、中小企業が多い事もあり、出産や育児に対する制度そのものが不十分な所もかなりあります。

市として、労働者が働きやすい職場作り〔特に女性への両立支援〕を、
市内企業と協力して、改善をしていかなければなりません。

国の各種助成金制度や市の制度融資なども活用して、共働き世帯を支援していきます。

結婚の御膳立て 出会いの場づくり・婚活パーティ―支援 など

出産に伴うお母さんの孤立化を防ぐ

相談体制の強化、子育て安心サービスの充実

不妊治療費・不育治療費の助成と強化

保育料など、子どもの養育にかかる費用の軽減、0歳児保育・延長保育など保育サービスの充実

団塊世代、祖父母からの協力体制づくり

働くお母さんのために→放課後児童クラブの充実 （H19年13箇所から、H25年23箇所へ増加）

社会全体で子どもを産み育てることを、見守れる市へ ＜子ども見守りネットの充実など＞

○

加賀市　　　56.9％

全国平均　　45.4％

妻の収入は、暮らしていくための支えとなっています。そのため、子どもを産む段階にお
いて、出産に伴う育児休業がとれるのか、又、その後の継続雇用が認められるのか
は、切迫した問題です。

○

○
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高齢化の進展―市民の老後の不安を、どう取り除いていくか！
年をとっても、いつまでも安心して暮らせる市にするために

加賀市の高齢化率の推移

2013年高齢者数　　　2万714人

…　一人暮らしの高齢者 4751人
（施設入所者は除く）

…　高齢者のみ夫婦の方 5272人
（施設入所者は除く）

3687人

＊ 加賀市の高齢者の半分は、高齢者だけで暮らしています！

― 「見守り」が必要

高齢者の見守りネットワークの強化 〔高齢者宅への定期的訪問・声かけ〕
介護予防（健康づくり・地域おたっしゃサークル・リハビリテーションの充実）
地域包括ケアの強化、認知症の方への支援充実
買物支援・公共交通(市内循環バス）を
施設や歩道のバリアフリー化の推進

公共施設内トイレの洋式化（ひざが痛い方でも、安心して出歩けるように）
多世代同居の推進、老々介護への支援強化

40.8%

2008 2013 2040 …　要支援,要介護認定者数

26.1%

28.9%

Ｂ

・

・

対　策

・
・
・
・

いざという時のために　(災害・病気・事故など）
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介護が必要になったら…又、さらに介護度が上がった時のために！

市民が使いやすい…在宅サービス・施設サービスへ

現 在 …　在宅サービスを利用の方　　　　　　　　　1902人

  …　施設に入所している方　　　　　　　 　　　770人

  …　地域密着型サービスを利用している方　　　 472人

～　誰もが、年をとります　～

　全ての市民が生活していく上で、とても大切な介護サービスの充実、まちのバリアフ
リー化、に力を入れていかなければなりません。

　☆　市では、住み慣れた地域で、「通い」｢泊まり」ができる小規模多機能型居宅介護事業
所を市内各地に整備することに力を入れています。

元気な人もいつかは、身体が弱ってきます。超高齢社会の加賀市において、必要なことは、安
心していつまでも暮らせる環境を整備する事です。

寝たきりにならない老後のために、≪健康寿命を≫、延ばすとりくみに力をいれています！
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そのため、病気の早期発見が出来ずに、重病になってから病院にいく。

加賀市民一人あたりの医療費比較（国保） 加賀市民一人あたりの後期高齢者医療費比較（75才以上）

⇒ 医療費がたくさんかかれば、その負担は、結局、市民に！

税や社会保障の負担として、はねかえってきます。

加賀市の国保税が他市より高いのはこの事が原因です。

加賀市の国保税給付費が膨れ上がることによって、Ｈ２３年に値上げとなりました。

治療費が多くかかる！

103万 924円

90万4795円29万9333円

加賀市民

全国平均

33万8852円 加賀市民

全国平均

健康診断の重要性 病気の早期発見・早期治療 

ＢＵＴ ： 加賀市の特定健康診断の受診率は低い！ 

特に、４０代・・・２２．６％   ５０代・・・３０．５％ 
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―例― 夫婦2人所得税506万円資産なしの世帯の場合

左の表をみてもわかるように、現在の負担額はとても重い！

それは、

「市民一人一人が、年1回の健康診断を受ける事によって病気の早期発見・早期治療」を行う事です。

―悪い例―

本人は病気が重くて苦しい
高額な医療費がかかる
加賀市国保保険給付費が多くなる
市民の国保税負担も増える

○　市は、
市民が身近な場所で特定健診が受けられるように、各地の地区会館などで会場を設けています。

又、未受診者に対しては、電話や市職員などが直接訪問して勧奨を行っています。

しかし、

このままの状態が続けば、医療給付費が膨れ上がり、いずれ値上げという事になりかねません。

市民みんなで健康診断を受けましょう！

・
・
・

・

　これ以上の加賀市国保税の値上げを防ぎ、市民の負
担を、やわらげていく具体的なとりくみが必要です。

重病になってから病院へ

Ｈ２２

Ｈ２３

60万 5500円

71万4300円

Ｈ23年度、未受診者宅を訪問するも、その後、その人達が健診を受けた割合は12.6％という結果で
あり、現在「予防」の考え方が定着していません。
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観光≪加賀温泉郷≫再生のために

：宿泊のお客様： （旅館組合加盟旅館）

：日帰りのお客様： （旅館組合加盟旅館）

又、旅館自体も廃業や、休業が増えております。

これ以上の、観光の衰退は市民生活に多大な影響を与え続けます。

・・・なんとしても、防がなければなりません！

Ｃ

対前年比 ﾏｲﾅｽ　3万9847人 ﾏｲﾅｽ　4万2862人 　　ﾏｲﾅｽ　1690人

3万6924人 1万8679人 6万9981人

現　状

78万3074人

各温泉地 山代温泉 山中温泉 片山津温泉

Ｈ24年

各温泉地

Ｈ24年

対前年比 　ﾏｲﾅｽ　564人 ﾏｲﾅｽ　5350人

44万5721人 43万5503人

　　ﾏｲﾅｽ　6649人

山代温泉 山中温泉 片山津温泉

加賀三温泉及びその他市内の温泉を合計すると、昨年の観光のお客様は、対前年比で11万219人減
少しております。
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○　加賀温泉郷のお客様の減少と、市民生活への影響

○　宿泊業で働く方の減少⇒失業の増加につながっています。。

H24

加賀市では、観光のお客様の減少に伴い、生活保護に頼る市民が増加している事が、上の表か
らみてとれます。

347万人 7.98‰ 12.18‰

[

　
例
①
　
］

[

　
例
②
　
］

・

4070人
3665人

2875人

H16 H18 H21

232万人

2.31‰ 184万人

H4 H14

観光 

客数 

生活保護 

保護率‰ 

パーミル 
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○　入湯税など、観光によって入っていた貴重な市税収入が減少

おもてなし力の向上、「旅館」の原点をみつめ直し、市内の文化との複合を目指す。

まち全体の環境整備（廃業旅館・空き店舗の活用、にぎわいの創出）

北陸新幹線開業にむけて、二次交通の充実

（金沢観光・加賀温泉宿泊への環境整備）

旅館や商店への設備投資助成

道路案内標識の整備、駐車場の整備、「道の駅」の整備

市内観光資源の再発見及びリンク化の推進

加賀ブランドの強化と、加賀温泉郷一体としてのＰＲ強化 など

H23

2億8499万8000円

2億5359万2000円

2億5875万7000円

5,

6,

7,

対　策

1,

2,

3,

4,

[

　
例
③
　
］

H17 H20
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財政再建をどう進めていくか・・・次の世代に責任を持つ市政へ！

収入が減少していく中、
今後の借金返済や公共施設の修繕など、どうやりくりしていくか。

○　市税収入の見通し　―　市税の減少及び土地の下落傾向などにより税収入は減っていく

○　合併特例期間が終了することによる普通交付税の減少

○　市債 (H24年度末残高見込み）全会計あわせて 755億2200万円もの借金
○　公共施設・道路・橋などの多くが老朽化しています。 → 今後、修繕やたてかえに多大な費用を要します。

市有地などの売却可能資産の迅速な売却

市公共施設の適正化（類似施設の統合、複合化など）

（現在；287の施設があり、その年間維持費だけで約28億8249万円ものお金がかかっています。）

市職員定数の見直し及び総人件費の抑制

（現在；９２９人の正規職員で約70億円の人件費がかかっています。）

市公用車の一括管理を進め、総数の削減を

（現在；約310台に年間1億2000万円近くの管理費がかかっています。）

補助金の見直し （H24年度：11億5325万2000円が、費やされています。）

Ｄ

・

・

・

・

・

市民が納めた税金を1円たりとも無駄にしないムダゼロ市政を徹底する。　　　　　など。

対　策
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上記のような、財政改革でうみだしたお金を　

に使います。

現在､市内では、親世代の貧困がこどもにも、影をおとしています。
そこで、子どもの貧困対策､食育の推進、小中連携のとりくみ強化

今の加賀市の問題は、何なのか？
今、市は、何をしているのか？

市民が市政の中身を知らないような市では、市の活性化はありません。
市民が市政を知り、自らの事として動くことが加賀市発展の源となります。

室谷はこれからも、わかりやすい「市政報告」や「課題の解決策」を、広く皆様に訴えつづけてまいります。

どうぞ、みなさま、共に、自分の住んでいるまち、加賀市を住みやすいものにしていきましょう！

（討議資料）

加賀市山代温泉14の67　　　TEL＆FAX　77-7839
　

市　政 市民に伝わることが
とても大切です！！

　室谷ひろゆき　　

加賀市の 希 望 です!【こども】

又、中学生から将来を意識させる政策を進め、子どもたちが、自らの将来を切りひらいて
いけるよう支援し続けていきます。

【こども】【雇用】【高齢者福祉】政策

特に
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