
平成３１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 H31年度予算編成について

（１）　予算編成の基本的な考え方と重点施策について 市長 財政課

（２）　一般会計予算案の概要について 市長 財政課

（３）　基金や市債の状況と今後の財政見通、財政健全性確保のための

　　取組みについて 市長 財政課

2 安全安心の施策について

（１）　住宅用火災警報器の設置調査について 市長 砺波消防署

（２）　一人暮らし高齢者等への住宅用火災警報器設置事業について 市長 総務課（砺波消防署）

（３）　陸上自衛隊富山駐屯地の拡張整備事業について 市長 総務課

3 空き家対策について

（１）　老朽危険空き家の除去に向けた今後の対応について 市長 企画調整課

（２）　空き家になる前の予防、啓発について 市長 企画調整課

4 市立砺波総合病院の諸課題について

（１）　プロパー職員の育成について 市長 病院総務課

（２）　市立砺波総合病院への進入路の改善構想と病院敷地内エリアの

　　整備計画について 病院事務局長 病院管財課

（３）　砺波地域医療構想の取組みの方向性について 病院長 病院総務課

（４）　砺波地域医療構想調整会議の状況と市立砺波総合病院の取組み

　　について 病院長 病院総務課

5 上水道事業について

（１）　水道事業の現状と課題及び今後の経営見通しについて 市長 上下水道課

（２）　新たな水道ビジョンと経営戦略について 市長 上下水道課

（３）　改正水道法施行に伴う本市の水道事業への影響や今後の対応

　　について 市長 上下水道課

6 下水道事業について

（１）　公共下水道事業の進捗状況と今後の整備見通しについて 市長 上下水道課

（２）　砺波市下水道計画検討委員会における協議状況等について 市長 上下水道課

（３）　砺波市下水道整備基本計画の見直しについて 市長 上下水道課



　　　　　平成２８年１２月砺波市議会定例会質問要旨平成３１年２月砺波市議会定例会質問要旨 （№2）

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

［　一般質問　］  

１　雨池　弘之　議員 【分割質問】

1 中小企業・小規模事業者に対する支援策について

（１）　中小企業や小規模事業者を支援すべく条例の制定等について 市長 商工観光課

（２）　小規模事業者に対する施策・取組みの進捗状況や成果等について 商工観光課

（３）　砺波市商工振興条例や施行規則への反映について 商工観光課

2 一級河川「庄川」流域の観光資源を生かした魅力の創出について

（１）　庄川遊覧船の四季折々の魅力の発信について 商工農林部長 商工観光課

（２）　新たな観光資源の開発について 商工農林部長 商工観光課

（３）　富山駅や井波と庄川峡を結ぶバス等の運行について 商工農林部長 商工観光課

（４）　南砺・金沢線バスの庄川峡までの延伸について 商工農林部長 商工観光課

（５）　庄川清流パークの整備について 建設水道部長 都市整備課

（６）　庄川勤労者体育センターの再整備計画について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

２　山本　篤史　議員 【分割質問】

1 通学路交通安全プログラムについて

（１）　現在の進捗状況の評価について 教育委員会事務局長 教育総務課

（２）　防犯面での取り組みについて 教育委員会事務局長 教育総務課

2 デマンドタクシーについて

（１）　本格運行後の利用状況について 福祉市民部長 生活環境課

（２）　更なる登録や利用の促進について 福祉市民部長 生活環境課

3 キャッシュレス決済について

（１）　市内のキャッシュレス決済の環境整備について 商工農林部長 商工観光課

（２）　チューリップフェアにおけるキャッシュレス決済の環境整備について 商工農林部長 商工観光課

３　山田　順子　議員 【分割質問】

1 砺波チューリップ公園の今後の再整備計画について

（１）　砺波チューリップ公園の再整備事業の促進について

　　ア　2021年　第70回記念フェアまでの具体的な整備計画について 都市整備課

　　イ　防災機能を有した公園としての整備内容について 都市整備課

（２）　通年利用に繋げる取組みについて 建設水道部長 都市整備課

（３）　観光客に対するアピール策と第68回フェアの実施内容について 商工農林部長 商工観光課

2 安全・安心なまちづくりの推進について

（１）　第24回全国女性消防操法大会出場の女性消防団員への支援に

　　ついて 市長 砺波消防署

（２）　木造住宅耐震改修支援事業の補助拡充に伴う今後の推進について 建設水道部長 都市整備課

3 子ども達の安全・安心を守る教育環境の整備について

（１）　通学路に隣接する用排水路等の安全対策強化について 建設水道部長 土木課

（２）　安全で安心な登下校のための「ながら見守り」の早期取組みに

　　ついて 教育委員会事務局長 教育総務課

商工農林部長

建設水道部長



　　　　　平成２８年１２月砺波市議会定例会質問要旨平成３１年２月砺波市議会定例会質問要旨 （№3）

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

４　堺　武夫　議員 【一問一答】

1 “となみ創生”まちづくり総合戦略について

（１）　人口ビジョンでは途中ではあるが、年間出生数を2020年399人、

　　また年少人口6,161人を目標とするが見通しはあるのか。尋ねる。 企画総務部長 企画調整課

（２）　合計特殊出生率が希望出生率2.00、2.07程度まで向上するとした

　　目標の根拠と、その見通しを尋ねる。 企画総務部長 企画調整課

（３）　人口ビジョンが途中目標を達成することが厳しいと思うが、人口ビ

　　ジョンの見直しについての考えを尋ねる。 企画総務部長 企画調整課

（４）　2019年度で総合戦略の計画期間が満了するが、次期総合戦略の

　　策定準備をどのようにするのか。また、人口ビジョン・総合戦略と一連

　　のものとして策定した総合計画に影響はないのか。尋ねる。 企画総務部長 企画調整課

2 水道事業の経営について

（１）　市水道ビジョン及び市水道事業経営戦略の策定に当たってはどの

　　ような経営課題があるのか。また、それらにどのような基本的な考え

　　方の下に施策を講ずるのか。尋ねる。 建設水道部長 上下水道課

（２）　固定資産台帳・財産台帳は、きちんと整備されて技術面での災害

　　対応がきちんとできる体制、技術が継承できる人的な体制整備は

　　できているのか。尋ねる。 建設水道部長 上下水道課

（３）　市水道ビジョン及び市水道事業経営戦略の策定に当たり給水

　　人口、一人一日平均配水量、有収水量、耐震化対策などをどのよう

　　に見込み、この先の経営をどう見通しているのか。尋ねる。 建設水道部長 上下水道課

（４）　改正水道法に所謂コンセッション方式が導入されるが、水道水は

　　基本的に「商品」ではないので、砺波市は行政サービスとして責任

　　を持って水道水を提供していく必要があると考える。市の基本的な

　　考え・方針を尋ねる。 市長 上下水道課

3 下水道事業の経営について

（１）　平成30年12月31日現在の下水道事業計画区域内における使用

　　可能な世帯数及びその普及率、そのうちの下水道に接続した世帯数

　　及びその接続率はいくらか。尋ねる。 建設水道部長 上下水道課

（２）　使用可能な状態から経過年数3年未満の世帯、同3年超の世帯は

　　それぞれいくらか。また使用可能な状態から3年を超えている世帯に

　　対してどのような営業努力をしたのか。更に、このうち接続見込みの

　　ないものにどう対応するのか。尋ねる。 建設水道部長 上下水道課

（３）　現在の整備計画区域全域の整備が完了して営業開始した場合に

　　おいて、接続率90％と仮定した場合の経営収支見通しはどうか。

　　また、下水道事業計画の実績をどのように評価しているのか。尋ねる。 建設水道部長 上下水道課

（４）　未整備区域の30年、50年先の人口予測をした上で、各世帯の

　　意向を十分確認して的確な整備計画を立てるとともに、確実な収入

　　を見込んだ経営収支見通しの下に事業の推進を提言する。 建設水道部長 上下水道課

（５）　計画区域から外れる区域の合併処理浄化槽の財政支援について

　　は、十分な措置を講ずることを提言する。 市長 上下水道課



　　　　　平成２８年１２月砺波市議会定例会質問要旨平成３１年２月砺波市議会定例会質問要旨 （№4）

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

４　堺　武夫　議員 【一問一答】

4 固定資産台帳の公表について

（１）　平成28年度末の固定資産台帳の公表は、想定していないどのような

　　隘路によって作業が大幅に遅れ、そして公表が遅れるのか。具体的に

　　説明を求める。 企画総務部長 財政課

（２）　固定資産台帳は、いつ頃公表できるのか。また、今回の固定資産

　　台帳整備によって得た経験を今後どのように活かすのか。尋ねる。 企画総務部長 財政課

５　有若　隆　議員 【一問一答】

1 子ども子育て支援の幼児教育・保育の無償化について

（１）　幼児教育・保育の無償化に伴う保育の需要予測について 教育委員会事務局長 こども課

（２）　幼児教育・保育の無償化に伴う給食費（主食費・副食費）の対応に

　　ついて 教育委員会事務局長 こども課

（３）　幼児教育・保育の無償化に伴う３号認定の子ども（０～２歳児）の

　　保育料の対応について 教育委員会事務局長 こども課

（４）　幼児教育・保育の無償化に伴う市独自軽減措置との調整について 教育委員会事務局長 こども課

（５）　今後の幼児教育・保育の無償化や減免の拡充施策について 市長 こども課

2 土地改良法改正に伴う農業農村基盤を支える土地改良区対策について

（１）　土地改良区の組合員資格に関する措置について 商工農林部長 農地林務課

（２）　土地改良区の体制の改善に関する措置について 商工農林部長 農地林務課

（３）　土地改良法の改正に伴う今後の土地改良区への対応について 商工農林部長 農地林務課

（４）　土地改良区の組合員である農家への周知について 商工農林部長 農地林務課

3 健康づくりの推進（風しん予防対策）について

（１）　風しん予防対策の現状について 福祉市民部長 健康センター

（２）　風しん予防対策に向けた今後の取組みについて 福祉市民部長 健康センター

６　桜野　孝也　議員 【分割質問】

1 人口増に向けた住宅支援について

（１）　子育て世帯向けの住宅支援について 企画総務部長 都市整備課

（２）　空き家の利活用について 企画総務部長 企画調整課

2 働く場の確保について

（１）　人と企業のマッチング支援について 商工農林部長 商工観光課

（２）　起業・創業される方への支援について 商工農林部長 商工観光課

3 移住・定住施策について

（１）　移住支援事業について 企画総務部長 企画調整課

（２）　地域おこし協力隊の活用について 企画総務部長 企画調整課

4 中山間地域の振興について

（１）　中山間地域における農産物・特産物の振興と担い手確保について 商工農林部長 農業振興課
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

７　開田　哲弘　議員 【分割質問】

1 WAVE４魅力情報発信強化プロジェクトについて

（１）　スマートフォン等の普及が進む中、情報提供の一つであるARに

　　対する考え方について。 企画総務部長 総務課

（２）　観光面に対するARへの取り組みについて。 商工農林部長 商工観光課

（３）　防災面に対するARへの取り組みについて。 企画総務部長 総務課

2 新たな外国人材の受け入れについて

（１）　法律の改正を受けて、砺波市ではどれほどの受け入れがあると

　　考えているか。 商工農林部長
商工観光課（企画調整

課・農業振興課）

（２）　外国人材の受け入れに伴う市役所窓口の対応は。 福祉市民部長
市民課（企画調整課・社

会福祉課）

（３）　外国人材の受け入れに伴う居住地の地域コミュニティが取るべき

　　対応について。 企画総務部長 企画調整課

８　嶋村　信之　議員 【分割質問】

1 平成31年度当初予算等について

（１）　新庁舎建設計画について

　　ア　新庁舎建設計画の構想及び新庁舎建設庁内検討委員会の設置

　　　について

　　　　また、民間企業力を活用したリース方式の新庁舎建設について 市長 財政課

（２）　人口減少・結婚支援の取組みについて

　　ア　出会いの場の提供事業、婚活イベントによる出会いの場の提供

　　　の充実 企画調整課

　　イ　結婚お世話役事業の推進、結婚お世話役による結婚相手の紹介 企画調整課

2 「人」と「心」を育むまちづくりについて

（１）　子どもたちが安心して登下校できる環境づくりについて

　　ア　防犯カメラの設置を国が支援する取組みについて 教育委員会事務局長 教育総務課

　　イ　地域安全マップ作りをはじめ防犯教育の充実について 教育委員会事務局長 教育総務課

　　ウ　とりわけ、学校や保護者、地域住民らによる通学路の合同点検の

　　　取組みについて 教育委員会事務局長 教育総務課

（２）　学校教育のさらなる国際化に向けた取り組みについて 教育長 教育総務課

（３）　障がい児のペアレント・トレーニングについて

　　ア　本市のペアレント・トレーニングの取組みの状況と課題について 教育長 こども課

　　イ　発達障害の中でも、コミュニケーション能力の困難、こだわりの

　　　特徴がある「自閉症」の学習指導体制及び療育について 教育長 こども課

3 笑顔があふれるまちづくりについて

（１）　防犯カメラの設置に関する取組みについて 福祉市民部長 生活環境課

（２）　医療機関の非常時でも継続できる備えについて 病院事務局長 病院管財課

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

９　境　欣吾　議員 【一問一答】

1 国民健康保険について

（１）　滞納者に対する対処の仕方について 企画総務部長 税務課

（２）　資格証明書と短期証明書の発行について 福祉市民部長 市民課

（３）　子どもの均等割の免除について 福祉市民部長 市民課

2 陸上自衛隊富山駐屯地拡張整備事業について

（１）　拡張整備事業の目的は 企画総務部長 総務課

（２）　利用頻度と住民への周知は 企画総務部長 総務課

（３）　地元住民との合意は 企画総務部長 総務課

（４）　自衛隊への情報提供協力は 福祉市民部長 市民課（総務課）

3 国連「小農民と農村で働く人々の権利に関する宣言」について

（１）　国連「小農民と農村で働く人々の権利に関する宣言」に対する見解 市長 農業振興課

　　について

１０　大楠　匡子　議員 【一問一答】

1 子ども達の健全な育成について

（１）　放課後児童クラブの拡充について

　　ア　登録児童数の今後の推移見込みについて 教育委員会事務局長 こども課

　　イ　受け入れ児童数増に向けての方策について 教育委員会事務局長 こども課

　　ウ　「砺波市子ども・子育て支援に関するニーズ調査」の分析とその

　　　反映について 教育委員会事務局長 こども課

　　エ　支援員確保のための方策について 教育委員会事務局長 こども課

（２）　認定こども園の運営について

　　ア　認定こども園における運営面での課題と対応策について 教育委員会事務局長 こども課

　　イ　新しく認定こども園となる園の入園希望状況と入園調整について 教育委員会事務局長 こども課

（３）　2019年4月から5月にかけての連休の対応について

　　ア　10連休による保育所・認定こども園における対応方針について 教育委員会事務局長 こども課

　　イ　10連休中の放課後児童クラブの対応について 教育委員会事務局長 こども課

（４）　児童虐待の実態と対応について

　　ア　砺波市における児童虐待の現状とその分析について 教育長 こども課

　　イ　虐待防止のための早期発見・対応策について 教育長 こども課

（５）　砺波市が目指す子育て支援策について 市長 こども課（健康センター）



　　　　　平成２８年１２月砺波市議会定例会質問要旨平成３１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

１１　山本　善郎　議員 【分割質問】

1 なごやかな暮らしを育む　安心づくり

（１）　消費税増税による歳入への影響について 企画総務部長 財政課

2 みらいに活力をつなげる　まちづくり

（１）　有害鳥獣対策について 商工農林部長 農業振興課

（２）　市街地に於ける有害鳥獣対策について 福祉市民部長 生活環境課

3 みらいに活力をつなげる　まちづくり

（１）　台湾との関係について 市長 企画調整課

（２）　チューリップ球根販路拡大について 商工農林部長 農業振興課

4 なごやかな暮らしを育む　安心づくり

（１）　気象予報の改良状況について 企画総務部長 総務課

（２）　ｅスポーツについて 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課


