
能美市議会 

議会報告会 

12日（火）辰口福祉会館 

15日（金）寺井地区公民館 

20日（水）根上総合文化会館 

ご来場ありがとうございます。 

午後７時３０分～ 

① 

市民に開かれた議会 信頼される議会をめざして  

５月 



② 

前回、質問・提案のあった事項の経過報告１ 

① 能美根上駅舎内の物販、学習スペース 
  の確保。観光案内板の設置について 

② 辰口中学校サッカー部の練習場確保について 

③ 辰口中央小学校の建て替え計画について 

駅周辺整備協議会、地元商店街からの意見を反映。 
ポスター掲示施設で能美市の魅力をＰＲ。 

他校においても使用可能な施設を譲り合いながら練習
しています。既存施設の工夫した活用をお願いします。 

施設の長寿命化を図るため計画的な維持管理を実
施。現時点で建て替え等の計画は持っていません。 



③ 

④ 能美市議会の議員定数と報酬について 
 

   ・議会活動に関する市民アンケート調査を実施 

⑤ 能美市議会の議会改革の取り組みに 
  ついて 
 

   ・「能美市議会における災害発生時の対応要領」を制定 
    
   ・全議員による予算特別委員会を設置 
 

    

前回、質問・提案のあった事項の経過報告２ 



災害発生時の議会の取り組み 

④ 

≪制定された要領など≫ 
「災害発生時の対応要領」 
「災害発生時の行動マニュアル」 
「災害発生時の初動マニュアル」 
 
「災害対策本部」が設置された場合 
①「能美市議会災害対策支援本部」を設置 
②全議員が議長の指示のもとに行動 
③行政との窓口を、「支援本部」に一本化 
④被災地・避難所の支援は、各常任委員会
が、議長の指示で行う 
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⑤ 

 
★予算特別委員会の設置 
・昨年9月の決算特別委員会に引き続き、 
 議員全員での初めての予算特別委員会 
・予算説明会2日、本会議、予算特別委員会、 
 各分科会の計7日の集中審議 
  
 

★代表質問、一般質問 
 議長を除く17人全員が質問 
  （Ｈ27第１回定例会） 

活力ある3月定例会 



⑥ 

「介護・高齢化対応度」調査結果 

総合評価 医療・介護 生活支援・予防 社会参加 

１位 板橋区  （東京） ５位 ４位 １８位 

２位 小山市  （栃木） １９位 ８位 １位 

３位 新宿区  （東京） ２位   ３９位 

４位 荒川区  （東京） ３７位 ２位 １４位 

５位 能美市（石川） １位 ２４位 １８位 
６位 藤沢市  （神奈川） ２１位 ８位 １８位 

７位 葛飾区  （東京）   ８位 ８位 

８位 豊後大野市（大分） １５位   １０位 

９位 杉並区  （東京） １９位 ４２位 ２２位 

１０位 長岡京市 （京都） ５位     

全国市区 第２回「介護・高齢化対応度」調査 
  日経グローカル調べ 



⑦ 

新年度予算 一般会計 234億5,000万円  

                                   （前年度比2.1％減） 

基本方針 

①北陸新幹線金沢開業後も 

 その効果を最大限に発揮させる 

②元気で豊かなまちづくり 

 「能美創生」を図る 

③これからの10年、20年を見据                            

え、新しい未来への礎を築く 



⑧ 

 【事業の概要】 

 

 ・ 能美市出身者で県外からのＵターン進学者に対し奨学金を 
  支給 
 
 ･月額50,000円の奨学金を北陸先端科学技術大学院大学と 
  50％ずつ負担 
 

平成２７年度予算審議（総務関連） 

［新規］先端大学生確保支援事業 
                  （６０万円） 



②-1 

平成２７年度予算審議（総務関連） 

  
【事業の概要】 
 

 能美市で管理している街灯（防犯灯）の更新や新設 
 老朽化の目立つ灯具から１０年計画でＬＥＤ灯具に更新 
    

 ●今年度工事予定箇所 
    ・五間堂町～中庄町間  ：３４か所 
    ・徳久町～松が岡間    ：１０か所 
    ・鍋谷町地内        ：１６か所 

⑨ 

［新規］街灯（防犯灯）ＬＥＤ化促進事業 
                   （１５０万円）                                                           



［新規］移住促進事業（６１万円） 
［新規］ 空き家活用促進事業（５５０万円） 
                         

 
【事業の概要】 
 

  ◆移住体験交流事業 
    能美市での暮らし体験を通じて市民と交流する機会を提供 
 

  ◆移住相談員事業 
    集落や地域コミュニティの相談窓口となる人材の育成・確保 
        ・移住成立報奨金   6万円等 

 
 

  ◆空き家を地域資源として活用・流通させるための 
   対策を講ずる補助金 
    ・空き家改修費     補助率１/２（上限 50万円） 
    ・家財道具等処分費     〃   （上限 5万円） 

⑩ 

平成２７年度予算審議（総務関連） 



②-1 

［新規］のみ農げんきコミニュティ創造プロジェクト事業 

                      （４０万円） 

  
 

⑪ 

平成２７年度予算審議（産業経済関連） 



②-1 

［新規］地域商品券事業支援助成金                       
                  （６，５００万円） 

 
【事業の概要】 

 
市内の商店等で利用できるプレミアム付商品券を発行 
      

⑫ 

平成２７年度予算審議（産業経済関連） 

※国補正対応分 6,289万円 
  地域住民生活等緊急支援交付金 
  （地域消費喚起型）の充当事業 



②-1 

［新規］加圧式給水車の購入  （２，８４０万円） 

給水車の概要 
 
 ・車両       3トンディーゼル車（5速マニュアル） 
 ・排気量 4,000㏄ 
 ・タンク容量 3,000リットル（約1,000人分／1人1日当たり） 
 ・装備品 飲料水タンク（ステンレス製）、加圧ポンプ、 
       放送設備、後方給水栓4箇所                      
 

⑬ 

平成２７年度予算審議（産業経済関連） 

イメージ写真 



⑭ 

【事業の概要】 

18歳以下の乳幼児・児童生徒の医療費に
つき、窓口での支払いを無料化に 

★窓口での立替払いの必要がなく、 
    後日請求する煩雑さも解消 

［新規］ 乳幼児・児童医療費助成事業 （１億7,976万円） 

平成２７年度予算審議（教育福祉関連） 



⑮ 

保育料の軽減拡大・保育園建設事業 
平成２７年度予算審議（教育福祉関連） 

保育料の軽減拡大  予算額：17億3,619万円 

対 象 旧制度 → 新制度 

第３子以降 半 額 → 無料 

第２子 
第１子と 
同時入園 
半額 

→ 
第１子が小３以下 
半額 

低所得者の
ひとり親家庭
等の児童 

なし → 
1,000円の減額 
又は 無料（区分による） 

保育園建設事業：統廃合事業の完結 

保育園名 平成27年度予算額 完成（完成予定） 

大成保育園 ７億8,200万円 平成28年３月 

寺井保育園 7,142万円 
  （総事業費９億９千万円） 

平成27年４月 

長野保育園 ２億2,030万円 平成29年４月 

大成保育園の完成予想図 

４月に完成した寺井保育園 



⑯ 

                 

［新規］子育て支援策事業  
平成２７年度予算審議（教育福祉関連） 

①のみっ子すくすく助成券支給（１，５００万円） 

②子育て情報サポート事業（５５８万円） 

③出産子育てに切れ目のない支援を（２９５万円） 



⑰ 

教育委員会主要事業 

①知・徳・体バランスのとれた、  

    心豊かでたくましい人材の養成 

  （学校支援地域事業、研究推進事業、国際交流事業等） 

②安全で安心して快適に学べる環境づくり 

  （辰口中学校講堂建設事業、非構造部材耐震補強事業等） 

③文化・体育施設を活用した、 

    生涯学習・生涯スポーツの推進 

  （生涯学習活動事業、スポーツ施設整備事業等） 

平成２７年度予算審議（教育福祉関連） 



あなたのまちの事業 

⑱ 

根上地区 

◆（仮称）能美根上インターチェンジ整備事業                                                         
                  （２億２，８９０万円） 
 北陸自動車道にスマートインターチェンジを設置し、 

商工業の利便性向上と広域ネットワークを形成 

◆【新規】白山眺望案内板整備事業（１００万円） 

 北陸新幹線金沢開業を契機に、県と南加賀地域の５ 
市１町が連携し、霊峰白山の魅力をより一層、県内外に 
伝えるための案内板を設置 



あなたのまちの事業 

⑲ 

寺井地区 

◆長野保育園建設事業 
              （２億２,０３０万円） 

       平成２９年４月完成予定 
 

 

◆【新規】白山眺望案内板整備事業（１００万円） 
 北陸新幹線金沢開業を契機に、県と南加賀地
域の５市１町が連携し、霊峰白山の魅力をより一
層、県内外に伝えるための案内板を設置 
 



あなたのまちの事業 

⑳ 

辰口地区 

◆［新規］岩内金剛寺線道路改良事業 
               （１，０９０万円） 
【事業の概要】 

 能美市金剛寺線と岩内町を結ぶ路線で災害時の代替ルートを整備 
 
 
 

◆［新規］公園改修整備事業（１，６９６万円） 
 
【事業の概要】 

 こくぞう里山公園の土砂災害の危険性を調査し、必要な対策を検討 



これからの能美市議会 

市民とともに歩む 

 ①開かれた議会 

 ②分かりやすい議会 

 ③信頼される議会 
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●「なるほど議会」ケーブルテレビ、ＨＰで配信● 


