
平成３０年２月砺波市議会定例会質問要旨 （№1）

　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

［　代表質問　］  

１　山森　文夫　議員 【一括質問】

1 平成30年度予算編成について

（１）　予算編成にあたっての基本的な考えと重点施策について 市長

（２）　人件費、扶助費、公債費の内訳及び今後の見通しについて 市長

（３）　投資的経費の活用指針と今後の投資的経費の見込み額とその事業

　　内容について 市長

（４）　財政調整基金の活用とその適正規模について 市長

（５）　市債残高見込みと発行するにあたっての考え方について 市長

（６）　歳入の安定化を図る上での市長の考え方について 市長

（７）　公共施設の更新、統廃合、廃止する上での地元との調整手法について 市長

2 働き方改革について

（１）　多様な働き方、フレックスタイム、テレワークの導入と推進について 市長

（２）　ICTを活用した仕事の生産性向上策について 市長

（３）　職員の働き方改革に対する意識の醸成について 市長

（４）　時間外勤務の縮減について 市長

（５）　砺波市長に公休日を 市長

3 人づくり革命について

（１）　国が進める「人づくり革命」に対する市長の所見について 市長

4 市立砺波総合病院の経営について

（１）　診療報酬改定による影響と今後の経営見通しについて 病院長

（２）　外部コンサルタント導入による経営改善の効果と今後の方針について 病院長

（３）　地域医療構想の実現と地域完結型医療の公立病院機能分化について 病院長

5 本市の観光振興について

（１）　観光振興策の考えと推進について 市長

（２）　チューリップ公園再整備計画と周辺整備のコンセプトについて 市長

6 本市の農業振興について

（１）　生産調整制度廃止・農業農村基本計画満了に伴う本市の農業振興

　　策について 市長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

［　一般質問　］  

１　山田　順子　議員 【分割質問】

1 子育て環境の整備推進について

（１）　子どもの虐待防止対策と保護対策について 教育委員会事務局長

（２）　SNSを活用した県のいじめ相談窓口開設に伴う今後の市の指針に

　　ついて 教育委員会事務局長

2 学校教育の充実について

（１）　国語力を養う新聞を利用した「ニュース教育授業」の推進について 教育長

（２）　道路除雪の大切さから学ぶ「子ども雪教室授業」の推進について 教育長

（３）　健康と命の大切さを学ぶ「がん教育授業」の取組みについて 教育長

3 地域コミュニティについて

（１）　各地区自治振興会に対する協力事業の整理と活性化対策について 企画総務部長

（２）　婦人会・老人クラブ組織への支援並びに活性化対策について

　　ア　婦人会組織について 教育長

　　イ　老人クラブ組織について 福祉市民部長

２　堺　武夫　議員 【一問一答】

1 50年先を見通した砺波市農業の生産基盤づくりについて

（１）　農業農村基本計画の総括はどのように実施され、その成果はどうであっ

　　たか。尋ねる。 商工農林部長

（２）　市水田農業推進協議会等での検討結果、市農業の将来の夢や希望を

　　語る機会を踏まえ、次期農業農村基本計画にどのように反映されたか。

　　尋ねる。 商工農林部長

（３）　人口減少時代における「農は国の基」であることについて、どのように

　　認識しておられるか。尋ねる。 商工農林部長

（４）　たまねぎに続く、地域特産作物として何を育て、どのような支援をされ

　　るか。尋ねる。 商工農林部長

（５）　若者が魅力を感じる農業経営体としてどのようなものを想定するか。

　　尋ねる。 商工農林部長

（６）　GLOBALG.A.Pの認証取得に係る費用を支援する制度の創設を提言す

　　る。難しいならば、輸出促進をどのようにするか。尋ねる。 商工農林部長

（７）　次期農業農村基本計画の目標としてGLOBALG.A.Pの認証取得者数と、

　　輸出に関する数量的な目標を採用することを提言する。 商工農林部長

（８）　特産野菜栽培を取り入れた複合経営による農業所得の増大化を図り、

　　農業経営を安定させるため、その生産振興及び生産基盤整備を積極的

　　に支援する旨を農業農村基本計画に盛り込まれるか。尋ねる。 商工農林部長

（９）　市として農業者や、農業関係者、市民に対して、先進経営体育成の

　　ため、重点施策として市農業農村基本計画に掲げて積極的に取組むと

　　ともに、その旨を啓蒙していく決意を尋ねる。 商工農林部長

2 財政の課題について

（１）　新砺波体育センター利用料金に減価償却費の一部でも織り込まれた

　　か。尋ねる。 教育委員会事務局長

（２）　統一的な基準による地方公会計の財務データをどう活用するか。予算、

　　決算、公共施設管理などでの活用は何年度を目指すか。尋ねる。 企画総務部長

（３）　財政調整基金の総額は標準財政規模の５％を超えないこと、特に具

　　体的な使途がないときは公共施設維持管理基金に積立てることを提言

　　する。 企画総務部長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

３　川辺　一彦　議員 【一問一答】

1 とやま呉西圏域都市圏ビジョンについて

（１）　連携中枢都市圏ビジョンの取組みによる財政措置について

　 　　ア　連携事業の取組みによる包括的財政措置について 企画総務部長

　　イ　砺波市の連携事業予算額に対する交付税の見込み額について 企画総務部長

（２）　砺波市が取り組む主な連携事業について

　　ア　呉西観光誘客事業の意義と目的等について 商工農林部長

　　イ　高度な医療サービス連携事業の意義と目的等について 病院事務局長

（３）　とやま呉西圏域連携事業の進行管理について

　　ア　各事業の目標設定とフォローアップ体制について 企画総務部長

　　イ　首長による連携事業の進行管理について 市長

2 中心市街地の活性化について

（１）　第２次商工業振興計画における中心市街地活性化の振興策について

　　ア　空き店舗の再生事業やまちなかイベント支援事業の取組みについて 商工農林部長

　　イ　中心市街地の利便性を図る駐車場の確保について 商工農林部長

　　ウ　人が住み人が働く中心市街地づくりについて 商工農林部長

（２）　まちなか再生事業の推進について

　　ア　中心市街地の将来を見据えた持続可能なまちづくりについて 市長

４　雨池　弘之　議員 【分割質問】

1 公共施設等の長寿命化プロジェクトについて

（１）　橋梁長寿命化修繕計画について

　　ア　点検状況及び補修内容について 建設水道部長

　　イ　長寿命化修繕計画の取り組み状況について 建設水道部長

（２）　下水道施設の長寿命化修繕計画について

　　ア　下水道マンホールの25トン対応や飛散防止装置の対応について 建設水道部長

　　イ　下水道管路の耐震化計画について 建設水道部長

（３）　上水道施設の長寿命化修繕計画について

　　ア　今後の上水道管路耐震化更新計画について 建設水道部長

2 雨水対策について

（１）　庄川市街地の雨水対策について

　　ア　豪雨時の雨水対策について 建設水道部長

　　イ　三用水や流雪溝等を活用した雨水処理対策について 建設水道部長

3 基幹・既存産業の振興・強化対策について

（１）　タイセーの閉鎖に伴う経過や対応及び工場の利活用について

（２）　青島工場適地等の利活用について
商工農林部長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

５　桜野　孝也　議員 【分割質問】

1 観光振興施策について

（１）　訪日外国人旅行者対策について 商工農林部長

（２）　インバウンド消費の拡大について 商工農林部長

（３）　情報発信の強化について 商工農林部長

2 職員の採用と育成について

（１）　職員の採用方針について 企画総務部長

（２）　採用のための広報活動について 企画総務部長

（３）　職員の育成について 企画総務部長

６　開田　哲弘　議員 【分割質問】

1 空き家対策について

（１）　砺波市における空き家の状況と調査の進み具合 企画総務部長

（２）　空き家に対する管理の推進 企画総務部長

（３）　無管理状態空き家に対する対策 企画総務部長

（４）　移住希望者に提供できる空き家の保有について 企画総務部長

2 公共施設における駐車場と隣接市道の消雪について

（１）　公共施設に隣接する市道の消雪について 建設水道部長

（２）　公共施設における駐車場の消雪について 副市長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

７　嶋村　信之　議員 【分割質問】

1 平成30年度当初予算等について

（１）　本市のプライマリーバランスの黒字化に向けての取り組みについて 市長

（２）　基金の運用状況について 市長

（３）　合併特例債98億円余のこれまでの活用状況及び、2020年開設予定

　　の新砺波図書館建設費20億円余の財源について 企画総務部長

（４）　庁舎耐震化に伴う基金及び建設計画の加速化について 市長

2 「人」と「心」を育むまちづくりについて

（１）　「学校における教員の働き方改革」について

　　ア　教員の仕事の範囲が広がり過ぎており教員の業務量の軽減を実施

　　　することについて 教育長

　　イ　教員の働き方の質の向上は教育の質の向上につながり、何よりも

　　　児童生徒のためになるという観点から教育の質の向上と働き方を変え

　　　ていくことについて 教育長

　　ウ　単に機能分化すれば良いだけでなく、なぜこれまでこのような実施

　　　形態がとられてきたのか、教員と教員以外のスタッフがチームとなって

　　　対応・連携することについて 教育長

　　エ　学校における働き方は教員の年齢や地域の実態とも関係があり、

　　　学校ごとに異なり、平均値で見るのではなく、一つ一つの学校の実態

　　　に対応することについて 教育長

（２）　学校での心肺蘇生教育の普及推進及び突然死ゼロを目指した危機管

　　理体制の整備について

　　ア　児童生徒、教職員に対する心肺蘇生とAEDに関する教育を普及推進

　　　するとともに、学校での危機管理体制を拡充し、児童生徒の命を守るた

　　　めの安全な学校環境を構築することについて 教育長

　　イ　本市の小中学校における児童生徒への心肺蘇生教育の現状と今後

　　　の方向性、また、教職員へのAED講習の実施状況など具体的な取り組

　　　みについて 教育長

3 笑顔があふれるまちづくりについて

（１）　障害者の法定雇用率の引き上げについて

　　ア　障害者雇用促進法改正に伴う、本市職員の新規採用及び今後の

　　　取組みについて 副市長

　　イ　障害者雇用促進法改正に伴う、一般企業等への啓発及び雇用率の

　　　向上への取組みについて 商工農林部長

（２）　「予防接種自動スケジューラー」を導入し、予防接種率の向上の推進

　　の取組みについて 福祉市民部長

（３）　診療報酬改定と質の高い在宅医療を実現の取組みについて

　　ア　診療報酬改定と質の高い在宅医療を実現の取組みについて 病院長

　　イ　がんや糖尿病などの患者がテレビ電話で医師の問診を受ける診療が

　　　4月から医療保険の対象となりますが、当病院の取組みについて 病院長

　　ウ　患者本位の医療を確立する継続的な取組みについて 病院長

　　エ　働き方改革を実現し安心と信頼の医療を確立する取組みについて 病院長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

８　有若　隆　議員 【分割質問】

1 次代を担う子どもたちに対する主権者教育の推進について

（１）　主権者教育の現状と今後の取り組みについて 教育長

（２）　選挙出前授業の現状と今後の取り組みについて 選挙管理委員会委員長

（３）　議会傍聴の実施について 教育長

（４）　模擬体験議会の実施について 教育長

2 農業振興施策の推進について

（１）　主要農作物種子法廃止による種もみ生産の今後の対応策について 市長

3 健康づくり（健康増進事業）の推進について

（１）　歯周疾患検診の受診率の向上と罹患率の改善に向けた取り組みに

　　ついて

（２）　歯周疾患検診の拡充施策について

９　山本　篤史　議員 【分割質問】

1 防災対策について

（１）　災害時の「自助」「共助」のあり方について

（２）　「防災となみ」について

（３）　減災に向けた意識啓発について 建設水道部長

（４）　防災力強化プロジェクト事業について

　　ア　取り組みに至った狙いとその活用施策について 企画総務部長

　　イ　防災危機管理システムの一元化について 企画総務部長

　　ウ　本庁舎の整備指針について 企画総務部長

2 ふるさと回帰同窓会支援事業について

（１）　アンケートの結果について 企画総務部長

（２）　事業利用の促進について 企画総務部長

福祉市民部長

企画総務部長



　　　　　平成２８年１２月砺波市議会定例会質問要旨平成３０年２月砺波市議会定例会質問要旨 （№7）

　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

１０　境　欣吾　議員 【一問一答】

1 放課後児童クラブの運営について

（１）　適正な人数による運営を 教育委員会事務局長

（２）　１８時以降の事業運営を 教育委員会事務局長

（３）　全児童対象のニーズの把握と事業の計画を 教育委員会事務局長

（４）　専門的、専任的な支援員の配置と必要な支援員の確保を 教育委員会事務局長

（５）　公的な責任を明確にし、ビジョンを持った放課後児童育成事業を 教育委員会事務局長

2 移住・定住施策について

（１）　移住者の就労支援について 企画総務部長

（２）　地域活性化、伝統産業を守ることと一体の移住促進策について 企画総務部長

１１　島崎　清孝　議員 【一問一答】

1 市内経済の活性化について

（１）　市内経済の分析と第1次砺波市商工業振興計画の成果について

　　ア　RESASの活用による市内経済の特徴と市内商工業の課題認識に

　　　ついて

　　イ　最終年度を迎える第１次砺波市商工業振興計画の主な成果について

（２）　小規模企業振興基本法制定に伴う第2次砺波市商工業振興計画への

　　施策展開について 市長

（３）　小規模事業者支援法改正に伴う商工会・商工会議所及び金融機関等

　　との連携の在り方について 商工農林部長

（４）　起業支援について 商工農林部長

（５）　中小企業需要創生法の施行に伴う取り組みについて

　　ア　創業間もない事業者の官公需への参入支援について

　　イ　地域産業資源を活用した「ふるさと名物」の開発・販路開拓支援につ

　　　いて

（６）　市内商工業の生産性向上・高収益モノづくりに向けた支援策について 市長

（７）　建設現場のICT活用による生産性向上支援について 商工農林部長

（８）　雇用のミスマッチ解消策について 商工農林部長

商工農林部長

商工農林部長



　　　　　平成２８年１２月砺波市議会定例会質問要旨平成３０年２月砺波市議会定例会質問要旨 （№8）

　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

１２　大楠　匡子　議員 【分割質問】

1 地域防災体制の拡充について

（１）　今回の大雪による災害対応状況について 企画総務部長

（２）　防災力強化プロジェクトのハード整備について

　　ア　本庁舎非常用自家発電設備及び非常用照明整備事業の概要 企画総務部長

　　イ　POTEKA（気象観測システム）導入目的とその効果について 企画総務部長

（３）　防災行動力の向上について

　　ア　自主防災組織による防災訓練の拡充について 企画総務部長

　　イ　今年度の砺波市総合防災訓練等について 企画総務部長

　　ウ　各自主防災組織への資機材の整備と避難所への備蓄品の配備に

　　　ついて 企画総務部長

　　エ　女性防災士の育成と活用について 企画総務部長

（４）　木造住宅の耐震化推進について 建設水道部長

（５）　砺波市の防災体制の拡充方針について 市長

2 2018となみチューリップフェアについて

（１）　67回目を迎えるとなみチューリップフェアについて

　　ア　今年の概要と花壇の花の手入れ作業等の見せる化観光について 商工農林部長

　　イ　チューリップファームの拡大とファーム号運行の見込みについて 商工農林部長

　　ウ　市民ボランティアを巻き込んだフェアでのおもてなし体制整備について 商工農林部長


