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２００９年度予算編成に対する要望書 

 

 世界恐慌の再来かと言われる深刻な世界同時不況によって、０９年は幕を開

けました。国内に於いても、金融危機が実体経済の危機へと急速に波及し、自

動車や電気機械産業をはじめ輸出産業で、急激な業績不振が広がっています。     

こうした中で、いざなぎを超える史上最長の好況により、巨額の内部留保を

蓄積してきた大企業を中心に、その利潤を生み出してきた派遣労働者をはじめ

不安定雇用労働者の大量首切りが真っ先に強行されています。政府の緊急雇用

対策は脆弱かつ後手に回り、経済苦を背景とした自死や犯罪、殺傷事件などが

後を絶たず、人間らしく生きさせよと生存権の保障を求める声は切実です。  

 一方、地方自治体の財政状況も、地方財政計画の圧縮、債務償還費や高齢化

による社会保障費の増嵩から依然として厳しい状況にあることに加え、経済危

機による税収の落ち込みが顕在化し始め、０９年度は、一層難しい財政運営を

迫られことが予想されます。  

こうした環境の下、本市にあっては、新幹線開業を見据えた魅力あるまちづ

くりをさらに進めるとともに、市民のいのちと暮らしを支え、多様化するニー

ズに的確に応えていかなければなりません。０９年は、地方自治の本旨に則り、

世界都市を標榜する本市の真価が問われる年となります。  

 歴史をひもとけば、社会不安は時として、偏狭なナショナリズムや民主主義

を否定する風潮を台頭させました。今こそ、市民が個人として尊重され、自然

と調和し、平和で人間らしく生きることのできる社会、市民自治と協働の市政

の進展が一層求められます。  

 日本国憲法に基づく市政の発展と市民福祉の向上を第一義とする私たち｢社

民｣は、以上の基本認識に立ち、２００９年度予算編成にあたり、以下の諸施策

の実現を求め要望書を提出します。  

 

重点項目 

１ 雇用対策の拡充強化 

２ 地域経済の活性化 

３ 住みよいまちづくりと「学術文化政令市」の実現 

４ 健やかで安心できる福祉社会の実現 

５ 誰でも安全で安心できる都市環境の形成 

６ 豊かな教育・地域文化の振興 

７ 平和、人権、共生の市政の推進 

８ 地方・分権の推進と行政改革の実行      
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２００９年度予算編成に対する要望事項 

 

第１．雇用対策の拡充強化 

  １  雇用の創出と安定 

    (1) 雇用の緊急事態を踏まえ、雇用施策を強化し、本市独自の緊急雇用事業の継続

拡充をはじめ、雇用創出に全力を挙げること。 
 

    (2) 職業斡旋事業の体制を強化するとともに、若年層を中心としたインターンシッ

プ制度など就労支援策の充実を図ること。 

 

(3) 派遣労働者の解雇、低賃金雇用などの実態を踏まえ、企業に対し、雇

用における社会的責任を履行するよう働きかけを強めるとともに、労働者

派遣法の抜本的な見直しを国に求めること。 

 

（4） 本市における臨時的採用職員の正規化を図り、「官製ワーキングプア 

ー」の解消に範を示すこと。 

 

 
２ 中小企業対策の充実   

   (1) 経営基盤の弱い零細企業・個人企業に対し、今般の経済危機を乗り越えるため

の融資補助をさらに強化するとともに、後継者育成等企業の存続発展の基盤強化

に積極的な対応を行うこと。 
 
 (2) 入札制度の改革に当たっては、透明性・公平性を高めるとともに、地元中小

事業者の育成・支援に配慮すること。特に低価格落札への対応を強化すること。 

 

第２．地域経済の活性化 

 １ 地場産業の振興 

   (1) 金沢テクノパークや新規工業団地への企業誘致に一層努力し、地域経済の活性

化を図ること。 
 

    (2) 金箔をはじめ、伝統工芸・地場産業の振興のため、後継者の育成や新産業との

融合による新製品の開発、販路の拡張に一層努めること。 
 

（3） 「金沢の農業と森づくりプラン」により、元気な農林業を展開し、地場の担 

い手の育成・支援や森林の再生等、農林業の多面的な機能発揮のための喫緊の課

題にさらに取り組むこと。 
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(4) 公設花き市場ならびに中央卸売市場にあっては、健全運営に努めるととも 
に、全国市場の状況を把握しながら、市民ニーズに対応した活性化にさらに努め

ること。 
 

（5） 本市各地域の商店街に対する支援策を充実させるとともに、屋のつく商店を支

援する施策の具体化を図ること。 
 
    
 ２ 市民生活の安定 

    (1) 依然として厳しい市民生活の実態に鑑み、今後とも国保料金、介護保険料など

の公共料金の適正化に努めること。 

 
   (2) 勤労者の福祉事業に対する助成を継続実施すること。 

 

第３．住みよいまちづくりと｢学術文化政令市」の実現 

 １ 交通体系の整備 

   (1) 北陸新幹線の開業に向けて、金沢駅が日本一やさしい、親切な駅となるよう、

諸提言の実現を図ること。 

 
    (2) 在来線の安定経営のために全力をあげること。 
 

(3) 西金沢駅の周辺整備に引き続き積極的に取り組むこと。 

 
(4) 金沢港をアジアを中心とする拠点港として整備をすすめ、ポートセールスに一

層力を注ぐこと。 

 
(5) 公共交通利用促進のため、乗り合いバスの利便性向上に向けて、支援策の検討

など地場交通事業者と十分に意思疎通を図ること。 

 
   (6) 交通渋滞の緩和を目指し、公共交通の活性化につながる誘導策を積極的に進め

ること。 

       ・シティライナーの利用促進 

       ・ＰＴＰＳの導入拡大 

       ・バスレーンの啓発指導員の継続配置 

 
    (7) 通勤・通学用の自転車ロードの整備とエコ通勤について検討をすすめること。 

 
    (8) 交通渋滞緩和のため、本市中心部における荷捌施設として、既存民間駐車場の

利用を助成するとともに、公的設置についても検討すること。 
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    (9) 市中心部における客待ちタクシーの駐車問題については、ハイヤー方式を含め

業界団体と連携して、引き続き混雑解消策を研究すること。 

 
 ２ 中心市街地の活性化 

   (1) 中心商店街の活性化の取り組みを積極的に支援するとともに、商店街の振興に

も引き続き努力すること。 

 
    (2) 「金沢市中心市街地活性化基本計画」を積極的に実施し、コンパクトシティを

基本としたこれからの金沢のまちづくりを市民協働参画によって、さらに推進

すること。 

 
(3)  金沢２１世紀美術館が、より一層まちなかのにぎわい創出と活性化の拠点とし

て市民に愛されるよう、開かれた運営に努めること。 

  

 

３ 都心における大規模用地の活用 

   (1) 駅西広場に広域・商業・イヴェント・バリアフリー機能をもつ北陸有数の施設

を配置すること。  
    
    (2)  ＪＲ広岡宿舎敷地を含め、駅西地域の再整備について、関係機関と協議を行い

ながら、基本構想を策定すること。 
 

(3) 金沢大学工学部の跡地利用について、県・市・大学連携のもと、実質的な内容

に踏み込んだ計画の策定を進めること。 
 
(4) 広坂合同庁舎をふくめ、県庁跡地周辺の土地利用のあり方について、まちなか

の活性化を軸に、市民の意見を尊重しながら県市連携して構想を策定すること。 
 

  

４  広域行政の推進と「学術文化政令市」の実現 

    (1)  周辺自治体との連携を不断に行い、広域行政の具現化を促進して、「学術文化

政令市」の実現にさらに努めること。 
 
                                                         

第４．健やかで安心できる福祉社会の実現  

 １ 介護保険制度の円滑実施 

  (1) 介護保険制度の円滑な実施のために、以下の施策を行うこと。 

   ア 福祉現場に携わる従事者すべての資質の向上を図るための研修を充実するこ

と。 
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   イ 介護報酬の改定が、介護職員の賃金、労働条件改善に結びつくよう、実態を

把握し、適正な労働分配や介護職の確立に向けて取り組むこと。 

 
   ウ お年寄り地域福祉支援センターの機能を充実させるとともに、孤独死や虐待

のない地域づくりのため、高齢者自身も含め、地域住民の参画によって地域力

の底上げを推進すること。 

 
   エ 夜間対応型訪問介護を早急に整備し、３６５日、２４時間対応の介護サービ

スを実現すること。また、利用促進に向けた計画を策定すること。 

 
  (2) 介護保険制度の実施に関連し、以下の施策を行うこと。 

   ア 介護予防の観点から、健康保持、食生活の指導、住宅のバリアフリー化、シ

ルバーハウジングなどの整備をさらに推進すること。 

 
   イ 介護家族のメンタルヘルス対策を充実させること。 

 
   ウ 人としての尊厳を守るため、福祉・医療施設での入居者の処遇の適正化を指

導すること。 

 
(3) 病院及び療養病床からの退去者の受け皿づくりに早急に取り組むこと。 

 

(4) 施設待機者の実態を調査し、本人や家族が納得のいくサポート体制を整

備すること。 

 
２  障害者、高齢者福祉の充実 

  (1) 障害者、高齢者の雇用促進を図るとともに、バリアフリー化の推進等、障害者、

高齢者に優しい施策の推進に引き続き努めること。 

 
  (2)  義肢装具のありかた検討懇話会「提言」の内容を、積極的に施策化すること。 

 
  (3) 障害者自立支援制度の実施にあたっては、引き続き利用者の実態を把握し、低

所得者に対する負担軽減に万全を尽くすとともに、以下の点において障害者の地

域生活を保障するものとすること。 

 
   ア 審査会は利用者の立場に立ち、引き続きその運営に万全を期すこと。 

 
   イ 小規模作業所の地域生活支援センターへの移行について、市独自の支援策を

継続し、充実させること。 
 

(4) 本市新障害者計画の実施にあたっては、国連「障害者権利条約」等の先駆的水
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準をふまえ、ノーマライゼーションオンリーワンのまちを積極的に目指すこと。 

 

（5） 後期高齢者医療保険制度に対しては、被保険者の負担の実態に鑑み、制度の抜

本的見直しを国に求めること。 

 

（6） 市営住宅のバリアフリー化をさらにすすめ、介護を念頭に置いたユニバーサル

デザインに基づく改修・改築に努めること。 

 

（7） 高齢者の肺炎増加の状況ふまえ、肺炎球菌ワクチン接種補助事業を新設するこ

と。 

 

 

３ 少子化時代に対応した子育て支援策の推進 

  (1) 子育て世代が安心して産み育てられる環境整備として、子どもの医療費助成制

度を拡充すること。 

 
  (2) 金沢子育て夢プランの着実な実施に努めること。 

 
(3) 緊急サポートネットワーク事業のファミリーサポート事業への一本化に向

け、病児・病後児一時預かりなど本市事業の拡充と体制の確立に努めること。 

 
  (4)  金沢市児童相談所の運営にあたっては、児童虐待の増加、深刻化に対応するた

め、なお十分なスタッフ体制を確立するとともに、児童養護施設など関係機関と

の緊密な連携に努め、今日的な保護のあり方を追究、推進すること。 
 

(5) 放課後児童クラブの果たしている役割と実態を踏まえ、施設確保、運

営、指導員の待遇改善のための支援策をさらに充実させること。  

 

第５．誰でも安全で安心できる都市環境の形成 

 １ 環境保全施策の充実 

  (1) 地球温暖化に対する意識の啓発とともに、新環境基本計画にもとづき、市民や

企業に対し実効性のある施策を展開するとともに、環境保全のための助成制度の

さらなる充実を図ること。 
 
  (2) 河北潟の水質汚濁の抜本解決のため、国、県、関係市町と連携を強化し、大規

模な浚渫事業を行うこと。 

 
  (3) 不法投棄対策に取り組むとともに、県に対し、産業廃棄物処理場の早期建設を

強く働きかけること。 
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 ２ 都市生活環境の向上 

  (1) 「緑のまちづくり条例」に基づき金沢にふさわしい小公園、街路樹、公共施設、

地域などの緑化事業を積極的に推進すること。 

 
  (2) 害虫の防除にあっては、今後とも捕殺を中心とする駆除に努め、やむを得ず薬

剤を散布する場合は、必要最小限の散布量にとどめ、薬害に対する啓発・教育を

充実させること。また、人体・環境に無害な天然由来散布剤の利用も検討するこ

と。 

 
  (3) 県水受水計画は、県との協議を継続するとともに、水道料金については市民負

担の軽減に努力すること。 

 
  (4) ガス事業及び下水道事業にあっては、今後とも経営体質の強化に努めるととも

に、耐震化、老朽化対策を重点的にすすめること。また、技術の世代間継承、研

修によって、市民生活の安全安心に寄与すること。 
 

 ３ 防災対策の強化 

  (1)  市民の防災意識を高揚するため、訓練だけではなく積極的に啓発活動を行うと

ともに、自主防災組織の育成に努めること。また、積雪時の防災体制のありたか

について研究を行うこと。 
 

  (2) 学校をはじめ、公共施設の耐震化を一層進めるとともに、社会福祉施設や救急

病院など公共性の高い民間施設については、実態を把握し、耐震化の支援策を講

ずること。 

 
  (3) 障害者や高齢者など災害弱者に対する避難マニュアルを作成すること。また、

福祉防災台帳の利用方法を含めた地域共助体制の確立を図ること。 

 
  (4)  原発事故などの重大事故を想定した防災対策を早急に検討すること。 

 
  (5) 浅野川水害の検証と被災地復興に、被災住民の立場に立って全力を尽くすとと

もに、河道の拡幅、浚渫、堤防改修をはじめ再発防止策を徹底させること。 
 

（6） 都市水害の再発防止に努めるとともに、丘陵住宅団地や急傾斜地域、がけ崩れ

危険箇所、地すべり危険箇所等の防災対策に万全を期すこと。 
    新たに策定される総合治水対策については、環境保全、産業政策との有機的な

連携を図り、市民合意の施策を実現すること。 

 
（7) 克雪対策として、用水、河川水の消雪活用と必要な整備を積極的に進め、除雪

に当たっては歩道・通学路の確保を最優先に実施すること。また、民家の屋根雪
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融雪対策について、具体化すること。 

 
 ４ 市民生活の安全の確保 

  (1) 建物解体時におけるアスベスト飛散防止措置を徹底させること。 

 
  (2) 市民の消費生活に関わるトラブルの相談体制を充実するとともに、多重債務問

題や金銭被害防止のため市民への啓発事業を一層推進すること。 
 

(3) 食の安全を確保するため、衛生指導と食品表示の適正化に全力を尽くすととも

に、専門窓口の設置、職員体制の拡充にとりくむこと。また、ＢＳＥ防止のため

の全頭検査体制を存続させること。 

 

第６．豊かな教育・地域文化の振興 

 １ 学校教育の充実 

  (1) 中核市への人事権移譲を見据え、３０人以下学級の全市的実現を図るよう取り

組むこと。 

 
(2) 分権型教育を確立するため、学校現場の自主性と教育課程の編成権を尊重し、

現場からの教育改革を支援する教育行政を推進すること。  

 
（3） 新学習指導要領の先行実施は、学校備品の補充整備や校務の精選などの状況を

ふまえ、慎重に行うこと。さらには、来たるべき教育振興基本計画の策定を視野

に入れ、教育予算の増額により基盤整備に努めること。 
 
 (4) 学校現場が活力を持ち、全ての子どもの豊かな成長を保障するために、以下

の見直しを断行すること。 
  ア 小中一貫英語教育の実施については、英語教育の目的、カリキュラムのあり

方等について、保護者、教育関係者、地域市民から広く意見を求めながら抜本

的な見直しを行うこと。 
 
  イ 「全国学力・学習状況調査」の実施にあたっては、子どもたちへの過度の負

担、テスト対策による日常の教育活動へのしわ寄せ、学校の序列化や競争意識

を煽ることがないか、実態を点検し、看過できない弊害が生じた場合、離脱も

辞さないこと。 

 

ウ 教材研究などの本来業務を確保し、教職員の勤務時間を適正化するため、報

告書類作成、雑務の軽減など働き方を見直し、教職員が活力を持って子どもと

向き合える環境整備に早急に取り組むこと。そのため、本市独自の勤務実態調

査を行うこと。   
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(5) 特別支援教育の推進にあたっては、健常児と共に学べる教育環境をさらに整備

充実すること。とりわけ、居住地域の学校への就学を原則としながら、就学先の

保護者判断を尊重した就学相談を充実させること。併せて、特別支援教育指導補

助員の全校配置を目指し、人的配置を拡充すること。 
 

（6） 学校図書館の図書を一層充実させるとともに、当面、学校図書館コーディネー

ターの増員をはじめ支援体制の拡充に努めること。さらに、学校図書館司書の配

置を検討すること。 
 
  (7) いじめ・不登校、家庭問題に対処するために全校にスクールカウンセラー、ソ

ーシャルワーカーを配置するとともに、モンスターペアレント等への対応を支援

する体制を充実させること。 

 
(8)  中学校学校選択制については、生徒、保護者、地域、教育現場からの意見を

ふまえ、地域に根ざした教育の観点から検証を行い、抜本的な再検討を実施す

ること。 

 

(9) 児童生徒の携帯電話使用に関する問題点について、啓発に取り組むこと。 

 

(10) 金沢市学校安全衛生委員会の実効性を高めるとともに、教職員の多忙化に起 
因する精神疾患の増加に対し、ストレスチェックを含め、抜本的な対策を講ず

ること。 
 
(11)  教職員評価制度については、評価基準の適正さ、公平性・公正性の確保に努

め、安易な賃金・処遇への反映は行わないこと。 
 
 ２ 生涯学習・スポーツの振興 

  (1) 金沢市生涯学習推進計画に基づき、地域の拠点となる公民館の活性化を図ると

ともに、高齢者や障害者にも即した生涯学習機会の提供に一層努めること。 

 
  (2) スポーツ施設にあっては、今後とも拡充整備・バリアフリー化に努めるととも

に、テニスコートの全市的な配置や、北陸の気候にも対応した全天候型のグラウ

ンドやコート、公認プールの整備について検討すること。 

 
（3） 県生涯学習センターの廃止に伴い、利用者の活動場所を引き続きまちなかに

確保するよう、県と連携してとりくむこと。  
 
 
  (4) 玉川こども図書館の運営にあたっては 

   ア 子どもが本に親しむことができ、読書教育の拠点にふさわしい施設となるよ
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うに、物的にも人的にも十分な予算措置をすること。 

 
   イ 図書選定や運営について、子どもや読書教育関係者などからも意見を求め、

子ども読書を支える市民協働の拠点施設として開かれた運営に努めること。 
 
  (5) （仮称）西部図書館の建設を期に、サテライト施設を含め、公立図書館の全市

的配置計画を策定し、市民ニーズに応えること。 

 

３ 歴史都市金沢の文化の高揚 

  (1) 金沢市内で民間に眠る貴重な古文書の流出防止に努めるとともに、これらを収

集、保存、研究する拠点施設として（仮称）金沢古文書館を整備すること。また、

専門職員を配置すること。 

 

(2)  土清水塩硝蔵跡地の国指定文化財登録を目指し、大規模な学術調査のための条

件整備に努めるとともに、合掌づくり家屋の本市への移設をはじめ南砺市との緊

密な連携を図ること。 

 
 

第７．平和、人権、共生の市政の推進 

 １ 平和、人権施策の拡充 

  (1) あらゆる差別をなくし、憲法に基づく人権と平和的生存権を保障する行政をさ

らに推進すること。そのために、「差別禁止条例」の制定を検討すること。 
 
  (2) 金沢市男女共同参画推進行動計画に基づき、市の推進体制や施策の充実を図る

とともに、目標値の早期達成を目指すこと。とりわけ、本市 D.V.基本計画の策定

に万全を期し、支援センターを開設すること。 

 
  (3) 「金沢市ひとり親家庭等自立支援促進計画」のさらなる推進を図ること。 

 
  (4) 障害者団体等が開催する各種行事の地域開催、地域行事への障害者の参加を促

進するなど、障害者との地域共生に積極的に取り組むこと。 

 
  (5) 外国人市民との共生を促進するため、市民の自主的な国際交流活動を支援する

とともに、外国人市民会議の設立、市職員採用に係る国籍条項の撤廃をはじめ、

世界都市に相応しい「足元の国際化」に取り組むこと。 
 
  (6) 姉妹都市交流に加え、新たに交流地域を設定し、アジアを基軸に自治体間平和

外交をさらに促進すること。 

 
  (7) 国民保護法制に基づく国民保護計画の実施に当たっては、シビリアンコントロ
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ールを旨とし、軍民分離や文化財保護と市民の権利を擁護する観点から、慎重な

対応を行うこと。 
 
  (8) 個人情報保護制度に関して、以下の点に留意されたい。 

   ア 「金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例」の運用に当たっては、透

明性と公開制の確保に引き続き配慮すること。 

 
   イ 住基ネットの運用に当たっては、住民の選択権を保障するとともに、拙速な

住基ネットの多目的利用を行わないこと。 

 
 ２ 市民マナーの向上 

  (1) マナー実践都市宣言に基づき、ゴミ・空き缶・犬のフンの持ち帰り、交通ルー

ルの遵守をはじめ市民のマナー向上について一層の啓発活動を行うこと。 

 
  (2)  「たばこ」に関しては、非喫煙者に十分配慮し、喫煙する側のマナーの向上に

ついて今後とも啓発活動を推進するとともに、金沢駅など人が集まる施設にあっ

ては、分煙化への理解を求め、喫煙場所の確保について関係団体との協議を進め

ること。 

 

第８．地方分権の推進と行政改革の実行 

  (1) 第２期地方分権改革の推進に当たって、自治体の権限及び税財源のさらなる移

譲を目指すとともに、財政の自立度を高める地方税制度の確立を求めること。 

 
  (2) 不断の行政改革を実行することにより、行政能力を高め、ひいては市民サービ

スの向上に努めること。 

 

(3)  事業趣旨の継続発展を期すため、事務引き継ぎを充実徹底させること。    

 

(4) 良質な公共サービス確保の観点から、指定管理者制度や市場化テストの運用に

は慎重を期すとともに、業務委託に当たっては、事業者の雇用契約、労務管理な

どの適正度も審査し、選定を行うこと。さらには、公契約条例の制定について

積極的な検討を行うこと。 

  

  (5) 公務員の削減、給与体系の見直しに対しては、公務労働者の労働基本権を尊重

し、労使協議を尽くすこと。 

 
(6) 「金沢市における市民参画及び協働の推進に関する条例」に基づき、市政のす

べての過程で、広く市民が協働するシステムを推進するとともに、市民活動の拠

点施設を設置すること。 
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