
平成３０年１２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　稲垣　　修　議員 【分割質問】

1 新年度にむけた予算編成の基本方針及び、重点施策と重点事業について

（１）　今年度の事業の成果と今後の課題について 市長 企画調整課

（２）　新年度にむけた、予算編成の基本的な方針及び、第２次総合計画

　　前期３年目の重点施策と重点事業について 市長 財政課・企画調整課

（３）　新年度の歳入見通し及び、消費税率引き上げによる市の地方

　　消費税交付金への影響について 市長 財政課

2 砺波市公共施設等総合管理計画について

（１）　新年度の具体的な動きについて 市長 財政課

（２）　個別評価による評価結果と現実との乖離に対する危惧について 市長 財政課

（３）　公共施設等再編に対する市民への情報提供と共有のあり方に

　　ついて 市長 財政課

3 砺波市下水道整備基本計画について

（１）　未整備地区の今後の対応について 市長 上下水道課

（２）　整備地区での今後の進展計画について 市長 上下水道課

（３）　未整備地区の計画素案づくりについて 市長 上下水道課

4 総合病院における医師の確保と病院経営について

（１）　医師の確保にむけた取り組みについて 病院長 病院総務課

（２）　医師が働きやすい職場づくりの取り組みについて 病院長 病院総務課

（３）　経営コンサルティング導入による効果と今後の対応について 病院長 病院総務課

（４）　新改革プランの進捗状況と今後の取り組みについて 病院長 病院総務課

12月6日答弁調整後
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

［　一般質問　］  

１　堺　武夫　議員 【一問一答】

1 新砺波図書館の姿について

（１）　さまざまな世代が、いろいろな学びの場を選択できる施設について

　　新たなものには何があるのか。また、必ずしも、計画通りではないもの

　　は何か。尋ねる。 教育委員会事務局長 図書館

（２）　異なる世代が集うことができる施設、関心が同じ異世代の人達が

　　出会い、刺激を受けることができる場は、具体的にどのように想定する

　　のか。尋ねる。 教育委員会事務局長 図書館

（３）　相談業務の現状及びその体制整備の目標と利用促進をどのように

　　するのか。尋ねる。 教育委員会事務局長 図書館

（４）　分かりやすく利用しやすい施設や、親しみやすい雰囲気づくりなど

　　についてどのように工夫し、目に見える特徴ある図書館を目指すのか。

　　尋ねる。 教育委員会事務局長 図書館

（５）　子育てサポートに役立つ工夫をどのように想定するのか。尋ねる。 教育委員会事務局長 図書館

（６）　記憶された地域の歴史と文化に触れられる場の提供などをどのよ

　　うに実施に移すのか。尋ねる。 教育委員会事務局長 図書館

（７）　新図書館開館に向けて高齢者や、勤労者向けに新たな企画の

　　準備はできないか。尋ねる。 教育委員会事務局長 図書館

（８）　市がこれから進めて行こうとする方向へ蔵書構成の重点配分を

　　提言する。 教育委員会事務局長 図書館

（９）　開館時間は９時から２０時まで、年間開館日数は３００日を提言する。 教育委員会事務局長 図書館

（10）　平成３３年度の砺波図書館の年間貸出冊数目標値190,000冊は

　　開館して２年度目ということで来館者数は増えると想定されるので目

　　標値にいくらの上積みを想定するのか。また、その年度の目標利用者

　　数も、尋ねる。 教育委員会事務局長 図書館

（11）　私はかつて図書館を核としたまちづくりを提言したが、図書館を市

　　の核としてどのように運営していくのか。図書館を核としたまちづくり

　　をどのようにしていくのか。改めて、市の基本的な考えを尋ねる。 市長 図書館（企画調整課）

2 公共施設の適正配置について

（１）　2023年度の小・中学校の児童・生徒見込数と2015年度学校基本

　　調査の対比から、各学校の児童・生徒数や学級数などの動向を

　　尋ねる。 教育長 教育総務課

（２）　2023年度の各小・中学校の児童・生徒見込数は、小・中学校の望ま

　　しい児童、生徒数の規模、特に小規模校はどのように評価するのか。

　　尋ねる。 教育長 教育総務課

（３）　大きく児童生徒数の減少が見込まれる施設の「大きく」とは数値

　　表現すると何を基準にいくらなのか。私は、小規模校では１０％超

　　と考え、尋ねる。 教育長 教育総務課

（４）　市長部局は、保育所等の除外部分の状況も適正配置検討部会

　　の報告に含めて報告・公表する必要があると考え、尋ねる。 企画総務部長 財政課
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

１　堺　武夫　議員 【一問一答】

（５）　財政均衡縮減率は今も妥当性があると考えるのか。そう考えるの

　　であれば、明確な根拠を尋ねる。 企画総務部長 財政課

（６）　公共施設再編計画を円滑に進めるには客観的な資料を基に、丁寧

　　で分かりやすく市民に説明するため、部課長による小学校区毎の説明

　　会を提言する。 副市長 財政課

２　雨池　弘之　議員 【分割質問】

1 砺波市公共施設等総合管理計画について

（１）　２次評価での安全性・有効性・効率性の点数配点について 副市長 財政課

（２）　市民の意見聴取について 副市長 財政課

（３）　情報発信や今後の保育所・幼稚園について 教育長 こども課

2 人口減少問題について

（１）　合計特殊出生率を引き上げていくための支援や対策について 企画総務部長 企画調整課

（２）　住宅取得に対する助成制度について 市長 都市整備課

（３）　人口減少に伴う、今後の部活動のあり方について 教育委員会事務局長 教育総務課

（４）　義務教育校や小中一貫教育についての情報収集や課題等の調査

　　研究及び義務教育校や小中一貫教育の実施について 教育長 教育総務課

３　山田　順子　議員 【分割質問】

1 食品ロス削減対策等、環境問題への取組み推進強化について

（１）　市民への浸透の現状と全地区に進めるための普及啓発の推進に

　　ついて 生活環境課

（２）　「ロスゼロウィーク県民チャレンジ」への参加状況と県事業のPRについて 生活環境課

（３）　推進PRのための啓発グッズ等の作成について 生活環境課

（４）　行政と市民、事業者が一体となったフードバンク活動の取組みに

　　ついて 社会福祉課

（５）　レジ袋無料配布取り止め推進の更なる取組みについて 生活環境課

2 子どもたちの健やかな成長を支えるための教育環境の整備について

（１）　小学校普通教室のエアコン装置の今後の具体的な設置計画について 教育委員会事務局長 教育総務課

（２）　SNSを活用した県のいじめ相談モデル事業への参加効果と今後の

　　対応について 教育長 教育総務課

（３）　いじめの未然防止と早期発見・解消に向けた今後の対策について 教育長 教育総務課

（４）　子どもたちの安全・安心な登下校のための「ながら見守り」の取組み

　　について 教育委員会事務局長 教育総務課

  福祉市民部長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

４　山本　篤史　議員 【分割質問】

1 除雪対策について

（１）　除雪体制について 建設水道部長 土木課

　 （２）　豪雪時の警戒体制について 建設水道部長 土木課

2 総合病院について

（１）　病院の防犯対策について 病院事務局長 病院総務課

（２）　病院の無線LANの整備計画について 病院事務局長 病院管財課

3 幼児教育無償化制度について

（１）　当市の影響について 教育長 こども課

５　開田　哲弘　議員 【分割質問】

1 除雪について

（１）　除雪作業のしやすい市道のメンテナンスについて 建設水道部長 土木課

（２）　地区ごとに降雪量が違う場合の出動について 建設水道部長 土木課

（３）　オペレーターのなり手が少ない中での人の確保について 建設水道部長 土木課

６　桜野　孝也　議員 【分割質問】

1 人口減少対策について

（１）　婚活支援の取組みについて 企画総務部長 企画調整課

（２）　婚活支援に企業の協力を得ることについて 企画総務部長 企画調整課

（３）　三世代同居の推進について 企画総務部長 企画調整課

2 滞在型観光の推進について

（１）　市内の民泊の現状について 商工観光課

（２）　砺波型民泊を推進することについて 商工観光課

3 防災力強化について

（１）　むかわ町への職員派遣で得られたことについて 企画総務部長 総務課

（２）　防災意識向上に向けた取組みについて 企画総務部長 総務課

商工農林部長
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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 学校教育法の一部改正等について

（１）　教科用図書に代えてその内容を記録した電磁的記録である教材を

　　使用することができることとする等の措置を講ずることについて

　　ア　教科用図書を基本とし、デジタル教科書を併用することについて 教育総務課

　　イ　デジタル教科書の使用について 教育総務課

　　ウ　障害のある児童生徒等への配慮について 教育総務課

　　エ　特別支援学級等の支援について 教育総務課

　　オ　スモールティーチャー（ST）学習の推進について 教育総務課

2 学校環境衛生基準の一部改正について

（１）　温度の基準は、健康を保護し、かつ快適に学習する上で概ねその

　　基準を遵守することが望ましいものであることに留意することについて

　　ア　温度の基準について 教育委員会事務局長 教育総務課

　　イ　小学校普通教室冷房化事業の取組みについて 教育委員会事務局長 教育総務課

（２）　学校環境衛生管理マニュアルについて

　　ア　学校の設置者の責務について 教育長 教育総務課

　　イ　校長より法第６条第３項の申出を受けた場合は、法第６条第２項

　　　を踏まえて適切な対応をとることについて 教育長 教育総務課

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正について

（１）　新教育委員会制度について

　　ア　住民による意思決定（レイマンコントロール）について 教育総務課

　　イ　緊急時の措置について 教育総務課

　　ウ　首長は大綱について総合教育会議で教育委員会と協議・調整

　　　することについて 教育総務課

　　エ　教育委員会委員の研修の実施及び計画等について 教育総務課

4 砺波市じんげ勇夫妻奨学基金条例の一部を改正する条例について

（１）　今日、経済格差が、教育格差へと波及しており、その拡充策として

　　　神下勇夫妻奨学基金条例の運用の拡大を図る拡充策について 教育長 教育総務課

（２）　神下勇夫妻の遺徳を今後、顕彰されることが望ましいと考える

　　ことについて 教育長 教育総務課

教育長

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

８　有若　　隆　議員 【一問一答】

1 ねんりんピック富山２０１８について

（１）　本大会の成果等について 市長 社会福祉課

（２）　本大会の経済波及効果について 市長 社会福祉課

2 職員の人事管理について

（１）　人事評価制度の取組み状況について 副市長 総務課

（２）　人事評価の今後の対応について 副市長 総務課

3 農業の振興対策について

（１）　水稲の作柄と品質の品種別見込み及び今後の米づくりや品質向上

　　に向けた対策について 商工農林部長 農業振興課

（２）　富山米新品種「富富富」の取組み状況と今後の栽培に向けた計画

　　について 商工農林部長 農業振興課

（３）　チューリップ球根栽培における革新的技術開発緊急展開事業に

　　ついて

　　ア　ネット栽培機械の小型、軽量化の開発状況について 商工農林部長 農業振興課

　　イ　ネット栽培体系の確立に向けた今後の取組みについて 商工農林部長 農業振興課

（４）　玉ねぎの単収及び秀品率の向上に向けた対策について 商工農林部長 農業振興課

（５）　今後の玉ねぎ生産規模拡大に向けた大型移植機・大型収穫機

　　の導入に対する支援について 商工農林部長 農業振興課

９　境　欣吾　議員 【一問一答】

1 デマンドタクシー運行について

（１）　システムを利用した、より利用しやすい運行方法の検討 福祉市民部長 生活環境課

2 学校給食費の無償化について

（１）　学校給食の食育としての認識について 市長 教育総務課

（２）　給食費の無償化への取り組みについて 市長 教育総務課

（３）　公会計への移行について 市長 教育総務課
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

１０　大楠　匡子　議員 【一問一答】

1 ごみの減量化について

（１）　燃えるごみの減量化について

　　ア　事業系ごみの減量化について 福祉市民部長 生活環境課

　　イ　事業系一般廃棄物の届出書の変更及びパンフレットの配布について 福祉市民部長 生活環境課

　　ウ　生活系ごみの減量化について 福祉市民部長 生活環境課

（２）　リサイクルの推進について

　　ア　燃えないごみの分別回収の実施状況について 福祉市民部長 生活環境課

　　イ　燃えないごみの分別回収による効果について 福祉市民部長 生活環境課

　　ウ　燃えないごみの分別回収によるデメリットについて 福祉市民部長 生活環境課

　　エ　剪定枝の資源化について 福祉市民部長 生活環境課

　　オ　今後のリサイクルの推進について 福祉市民部長 生活環境課

（３）　砺波市のごみ減量化の方向性について 市長 生活環境課

2 学校給食における地場産食材の使用拡大について

（１）　地場産食材の使用率減少の要因について 商工農林部長 農業振興課（教育総務課）

（２）　となみ野学校給食食材出荷組織連絡会の現状と課題について 商工農林部長 農業振興課（教育総務課）

（３）　地場産食材の使用拡大に向けた今後の取り組みについて 商工農林部長 農業振興課（教育総務課）

3 女性議会の継続について

（１）　女性のエンパワーメントを高めるため、学習会や市当局との意見

　　交換会を毎年実施することについて 市長 生涯学習・スポーツ課

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）　消費税導入の制度に理解を求める施策について 企画総務部長 財政課（企画調整課）

（２）　消費税増税上積み分の配分について 企画総務部長 財政課

（３）　市内産業の景気動向について 市長 商工観光課

（４）　プレミアム商品券の導入について 商工農林部長 商工観光課

2 みらいに活力をつなげるまちづくり

（１）　GFPへの農業の対応について 商工農林部長 農業振興課

（２）　農業共済制度の改正について 商工農林部長 農業振興課

3 みらいに活力をつなげるまちづくり

（１）　公共施設等総合管理計画のうち教育施設等について 教育長 教育総務課・こども課

（２）　既存施設の対応について 福祉市民部長 社会福祉課・高齢介護課


