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２０１０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）雇用の極めて厳しい事態を踏まえ、雇用施策をさらに強化し、本市

独自の緊急雇用事業の継続拡充をはじめ、雇用創出に引き続き全力を

挙げること。

（２）ジョブサポート金沢をはじめ、本市の職業斡旋体制の強化を図ると

ともに、企業の雇用意欲を高める積極的な働きかけを推進し、失業者

の就労を促進すること。

（３）国に於ける労働者派遣法の抜本改正を念頭に置き、安定雇用と適正

な待遇確保に対する企業・事業者の実態把握と社会的責任の履行を不

断に働きかけること。

（ ） 、「 」４ 本市に於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

解消に範を示すこと。

（５）シルバー人材センターの運営にあっては、就労の機会均等に配慮す

ること。

２．中小企業対策の充実

（１）実施中の資金繰り支援施策と併せ、県とも連携して公的信用保証を

拡充するとともに、金融機関に社会的役割を果たすよう、強く協力を

求めること。

（２）厳しい経営状態に直面する個人・零細・中小企業の税負担の軽減に

特段の配慮を行うこと。

（３）経営戦略や後継者育成などの企業基盤強化の支援施策を充実させ、

その事業メニューの周知、相談機能の強化にとりくむこと。

（４）入札制度の改革に当たっては、透明性・公平性を高めると共に、地

元中小事業者の育成・支援に一層配慮すること。特に総合評価制度の

運用では、規模の大きな事業者が優位となる評価項目の再検討を行う

こと。
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第２．地域経済の活性化

１．地場産業の振興

（１）金沢テクノパークをはじめ各工業団地への企業誘致に引き続き努力

し、地域経済の活性化を図ること。

（２）創造都市ネットワーク加盟を機運にし、伝統工芸・地場産業の振興

・活性化のために、市民の関心を高め、市民参加の下で後継者育成や

新産業との融合による製品開発、販路の拡張にさらに努めること。

（３）加賀野菜の一層のブランド化とともに、本市に於ける食糧自給率の

向上と安全高品質な食材生産を期し、地産地消、地場の担い手の育成

支援や有機農法支援を強化すること。また、農林業の多面的な機能発

揮のための喫緊の課題に引き続きとりくむこと。

（４）公設花き市場ならびに中央卸売市場にあっては、市民ニーズに応え

ながら、さらに積極的に健全経営に努めること。公設花き市場の統合

、 、 。問題については 長期化の経過を踏まえ 適切な結論を導き出すこと

（５）広小路商店街など衰退著しい本市各地域の商店街の再興のために、

地権者・事業主と積極的に連携し、支援策を講じること。また、屋の

つく商店を支援する施策の具体化を進めること。

２．市民生活の安定

（１）厳しさを増す市民生活に鑑み、今後とも国保料金、介護保険料、保

育料などの公共料金の抑制に努めること。

（２）水道料金の市民負担を軽減するため、県水受水責任水量の削減、受

水単価の引き下げを求め、県との協議を強めること。

（３）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広域行政の推進

１．交通体系の整備

（１）新幹線開業に当たっては、並行在来線のＪＲ本体による責任ある運

行を求め、沿線自治体と共にＪＲとの協議を設定し、住民の足を確実
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に確保すること。

（２）西金沢駅の周辺整備に引き続き積極的にとりくむこと。

（３）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、交

通事業者との意思疎通を強め、連携事業や支援策の具体化に一層努め

ること。

（４）鉄道の再評価がすすむ情勢を踏まえ、北陸鉄道石川総線、浅野川線

の存続のために、事業者との協議を積極的に行い、早期の法定協議会

参加の道筋を明らかにすること。

（５）交通渋滞緩和を目指し、公共交通活性化につながる諸施策を積極的

に進めること。

・公共交通機関の利用促進

・ＰＴＰＳの導入拡大

・バスレーン啓発指導員の継続配置

（６）通勤通学用の自転車ロードの整備拡充とともに、駐輪場の拡充を行

うこと。併せて、乗り捨てレンタサイクルシステムの早期導入に鋭意

とりくむこと。

（７）交通渋滞緩和のため、本市中心部に於ける民間駐車場の荷捌施設と

しての利用助成制度を充実させるとともに、本市独自の公的設置を検

討すること。

（８）規制緩和がもたらしたタクシーの台数過剰と運転士の待遇悪化、資

質低下、料金体系の混乱に対処するため、タクシー事業者、労働団体

とも連携し、タクシー事業の適正化を主導すること。

また、ハイヤー方式の実現について引き続き積極的な検討を行うこ

と。

２．中心市街地の活性化

（１）厳しい経営環境に直面する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
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って、さらに推進すること。

（３）新幹線開業を見据え、香林坊旧映画街跡地の再整備を地元地権者、

事業者との積極的な連携の下で検討すること。

３．都心に於ける大規模用地の活用

（１）金沢大学工学部跡地について、早急に汚染土壌の除去を行い、跡地

利用計画の策定を急ぐこと。

（ ） 、 、２ 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構想の見直しを

行うこと。

４．広域行政の推進

（１）周辺自治体との連携を充実させ、広域行政の拠点都市としての役割

をさらに発揮すること。

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 事業者並びに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。

イ 介護報酬の引き上げが介護従事者の賃金、処遇改善に結びつくよ

う、労働並びに労働分配の実態を把握し、事業者への指導を強化す

ること。

ウ 孤独死や虐待死を防止するため、市民参画による地域の介護力向

上のとりくみを引き続き拡充すること。

オ 夜間対応型訪問看護を早急に整備し、３６５日２４時間対応の介

護サービスを整備すること。

（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 介護家族のメンタルヘルス対策を充実させるとともに、その周知
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と相談機能の強化に努めること。

イ 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

実態を把握し、その適正化を指導すること。

ウ 病院及び療養病床からの退去者の受け皿確保に努めると共に、退

去のない新たな医療制度の構築に向けて、地方の声を国に反映させ

ること。

エ 施設待機者に関わる実態を調査し、特養、グループホーム、小規

模多機能型施設などの増設を急ぐこと。

２．障害者、高齢者福祉の充実

（１）障害者の就労支援を行うに当たっては、本人の就労希望を積極的に

把握し、継続的な支援を行う体制を拡充すること。福祉的就労にあっ

ては障害福祉団体間の不平等を解消し、就労の機会均等を保障するこ

と。

（２）喫緊の課題である義肢装具士の技術向上と人材養成のために、県リ

ハビリテーションセンターに仮称「義肢装具技術研修所」を設置し、

、 。義肢装具利用者のニーズに応えるよう 県に積極的に働きかけること

本市独自にも、公的関与の方策を検討すること。

（３）障害者自立支援法の応益負担廃止の抜本的改正を念頭に、引き続き

低所得者の負担軽減策に万全を期すと共に、小規模作業所の地域活動

支援センターへの移行については、市独自の支援策を継続・充実させ

ること。

（４）本市障害者計画の実施に於いては、国連「障害者権利条約」等の先

駆的水準をふまえ、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）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

療費窓口無料化の早期実現を県に強く働きかけること。
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（２）かなざわ子育て夢プラン２０１０の着実な実施に努めること。

ア 多様なサービスが、必要としている家族に活用されるよう、コー

ディネート機能を高めること。

イ 玉川こども図書館と連携し、金沢らしいブックスタート事業を実

施すること。

（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、保護者負担

の軽減など、体制の確立に遺漏なきよう対応すること。

（４）放課後児童クラブの果たしている役割と実態を踏まえ、安全な施設

確保、運営、指導員全般の待遇改善のための支援策をさらに充実させ

ること。

４．生活保護の充実

（１）憲法に定められた最後のセイフティネットであることを踏まえ、申

請者への共感的な接遇に努めること。そのために人権保障の研修を深

め、ケースワーカーの資質向上にとりくむこと。

（２）生活保護移行のためのつなぎ資金の増額を図ること。

（３）ホームレス者の居室確保の公的な仕組みを検討するとともに、一時

保護のシェルターを設置すること。

（４）ホームレス問題対策検討会の検討内容を具現化し、各種支援活動団

体との連携の下で自立のための就労支援、社会貢献活動への従事など

生きがいある生活再建を支援する方策を実施すること。

（５）ケースワーカーの一層の増員を図り、保護決定の期間短縮、こまめ

な生活自立支援が行える体制を確立すること。

５．自殺防止対策

（１）医療機関、相談機関と連携し、自殺に関わる本格的な実態調査を行

うこと。

（２）医師会等との連携を強め、精神科医療に関わる患者、家族等の相談

機能、苦情対応機能を強めること。
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（３）自殺リスク者の早期発見、継続的な訪問支援事業の体制を確立する

こと。

（４）就労支援、雇用保険、生活保護に関わるワンストップサービスに、

臨床心理士等によるカウンセリング機能を組み込むこと。

第５．誰でも安全で安心できる都市環境の形成

環境保全施策の充実１．

（１）新環境基本計画にもとづき、市民や企業に対し、環境保全のための

、 。 、助成制度のさらなる充実を図るなど 誘導施策を展開すること また

ＬＥＤ照明への更新を促進させ、省エネルギー体系への移行を主導す

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。

２．都市生活環境の向上

（１）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、薬

剤散布を最小限に抑制すること。また、薬害に対する住民啓発、学校

地域での環境教育を充実させること。

（２）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、老朽化対策を促進させること。

３．防災対策の強化

（１）積雪時の防災体制のありたかについて広範な視点から研究を行うこ

と。

（２）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。
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（３）原発事故事故を想定した防災対策を本市防災計画に組み込むこと。

（ ） 、 、 、４ 浅野川水害の検証と地域への説明責任を徹底し 河道の拡幅 浚渫

堤防改修、逆水門管理をはじめ再発防止策を徹底させること。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

民合意の施策を推進すること。

（ ） 、 、５ 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

山間地の乱開発を厳しく規制し、開発業者の指導監督を不断に強化

すること。

（６）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、狭隘な街路に於ける排

雪対策を最優先に実施すること。また、民家の屋根雪融雪対策につい

て具体化すること。

４．市民生活の安全の確保

（１）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・相談事業を一層

周知・推進すること。

（２）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、専門窓口の体制強化にとりくむこと。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）３０人以下学級の全市的実現を図るようとりくむこと。

（２）地域主権型教育への転換を展望し、学校現場の自主性と教育課程の

編成権を尊重し、地域と連携した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）児童生徒のストレスやうつ的傾向を実態把握し、成果主義の教育施

策を抜本的に見直すこと。
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（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当たっては、学習の機会均等を損なう

教科書の前倒し使用をやめること。

イ 全国学力・学習状況調査の抽出化の趣旨を踏まえ、全児童・生徒

の問題使用を行わず、テスト基軸の学習の歪みを是正すること。

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

ること。また、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把握を行う

こと。

（５）特別支援教育の推進にあたっては、障害のある児童生徒が居住地域

の学校へ就学することを原則とし、就学先の保護者判断を尊重した就

学相談を行うこと。また、健常児と共に学べる教育環境を一層整備充

実すること。

、 、人的配置に於いては 特別支援教育指導補助員の全校配置を目指し

ヘルパー派遣、スクールナースの配置など福祉分野の人材活用も検討

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し、多様な人材によって教育活動

を支援すること。

（８）中学校学校選択制については、地域に根ざした教育の観点から検証

を行い、廃止に向けた意見集約を行うこと。

（９）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。

（ ）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１０
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確保に努め、安易な賃金・処遇への反映は行わないこと。

（ ） 、 。１１ 教育現場で働く市費臨時的職員の身分確立 処遇の改善を図ること

また、学校職員としての位置づけを明確にするよう、学校を指導する

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）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引き続き検討する

こと。

（３）生涯学習の拠点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 （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。

（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。

（ ） 、 、３ 加賀一向一揆を中心とする中世の歴史に光を当て 史跡の学術調査

文化財指定、市民啓発にとりくむこと。

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
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る行政をさらに推進すること。そのために 「非戦平和条例 「差別禁、 」

止条例」の制定を積極的に検討すること。

（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 基本計画の実施に万全を期し、支援センターを開設すること。D.V.

（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り、）

経済不況を乗り切るための就労支援や生活支援事業を周知し、その実

施に全力を挙げること。

（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、友好的な都市間交流を一層活発化させ、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）大水深岸壁を備える金沢港の軍事利用を防止するため、県と連携す

ること。

（９）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
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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 受動喫煙防止の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。

（３）愛玩動物と地域住民が共生できるよう、小動物管理センターが市民

協働の動物愛護啓発拠点として機能するよう体制を拡充すること。猫

の不妊処置助成制度は、そのための効果的な制度に再編すること。

第８．地域主権の推進と行政改革の実行

（１）地域主権を目指す第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より一層強く求めること。

（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。第三者評価委員会や庁内事業仕分

けの情報開示を積極的に行うこと。

（３）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。公契約条例の制定について積極的な検討を行

うこと。

（４ 「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、）

とりわけ政策形成過程での情報公開を徹底し、市民の意見反映を図る

こと。また、新たな公共の担い手である市民団体の活動拠点施設（仮

称）市民活動支援センターをまちなかに設置すること。

以上、８重点項目１０８事項


