
平成３０年９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　今藤　久之　議員 【一括質問】

1 次代を担う子供達の環境整備について

（１）　幼稚園の統合について 市長 こども課

（２）　保育所・幼稚園などの今後の在り方について 市長 こども課

（３）　小学校の普通教室にも空調設備を整備することについて

　　ア　教室の室温調査について 教育総務課

　　イ　暑さ対策について 教育総務課

　　ウ　普通教室にも空調設備を整備することについて 市長 教育総務課

2 市立砺波総合病院の運営状況について

（１）　診療報酬改定に伴う病院経営への影響について 病院長 病院医事課

（２）　薬価改定に伴う病院経営への影響について 病院長 病院管財課

（３）　今後の経営改善に向けた取り組みについて 病院長 病院総務課

3 国民健康保険事業特別会計について

（１）　都道府県単位化移行の現状と運営状況について 市長 市民課

（２）　平成29年度の決算概要について 市長 市民課

4 下水道事業について

（１）　下水道事業の現状と課題について 市長 上下水道課

（２）　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

（３）　健全な下水道事業経営について 市長 上下水道課

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

［　一般質問　］  

１　山本　篤史　議員 【分割質問】

1 防災・災害について

（１）　段ボールベッドの活用について 企画総務部長 総務課

（２）　一般県道山田湯谷線の路肩崩壊について 建設水道部長 土木課

（３）　観光への影響と対策について 商工農林部長 商工観光課

2 新学習指導要領について

（１）　授業時間数増加に対する対応方針について 教育長 教育総務課

（２）　プログラミング教育について 教育長 教育総務課

（３）　ICT支援員の配置について 教育委員会事務局長 教育総務課

（４）　小中学校の無線LANの構築について 教育委員会事務局長 教育総務課
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

２　堺　武夫　議員 【一問一答】

1 自治体戦略2040構想について

（１）　自治体戦略2040構想研究会の２つの報告とこれを受けての地方制度

　　調査会の動向をどのような思いで見ておられるのか。尋ねる。 副市長 企画調整課

（２）　本市は人口ビジョンの目標人口とは別に具体的な行政施策の基礎

　　として社人研の人口推計を用いることを提言する。 企画総務部長 企画調整課

2 砺波市下水道整備基本計画の見直し及び次期中期経営計画の策定に

ついて

（１）　現在の下水道事業計画区域において、下水道整備が完了し使用

　　可能となっている世帯数及び普及率、そのうち下水道に接続され使用

　　されている世帯数及び接続率（水洗化率）は、それぞれいくらか。尋ねる。 建設水道部長 上下水道課

（２）　1世帯当たりの有収水量は、近年どのように推移しているのか、

　　尋ねる。 建設水道部長 上下水道課

（３）　市人口ビジョンを基準年次として未整備地域の人口規模をどのように

　　見通しておられるのか。尋ねる。 建設水道部長 上下水道課（企画調整課）

（４）　公共下水道と合併処理浄化槽では、性能・経済性の比較において

　　どのような差があるのか。尋ねる。 建設水道部長 上下水道課

（５）　現在の下水道事業認可区域の整備が完了し供用した場合に、持続

　　可能な経営とするための下水道使用料金は、どのような水準となるの

　　か。尋ねる。 建設水道部長 上下水道課

（６）　今後、新たに事業認可区域を拡大し、下水道事業を進める場合には、

　　枝線管渠の整備費や将来負担能力など、あらゆる事項を検討して

　　家屋間距離から判断する必要があると思われるが、どのように考えるか。

　　尋ねる。 建設水道部長 上下水道課

（７）　南砺市下水道を砺波市住民の使用の用に供することができないか、

　　隣接市との広域的な課題として検討・協議することを提言する。 建設水道部長 上下水道課

（８）　アンケート結果を踏まえ、これからの検討委員会や今後の砺波市

　　下水道整備基本計画の見直し及び次期中期経営計画の策定に、どの

　　ような姿勢で臨むのか。尋ねる。 建設水道部長 上下水道課

3 公共施設等総合管理計画の課題について

（１）　子育て支援施設を始めとする教育委員会所管施設の再編や配置等

　　の見直しをどのような基本的な方針の下に進めるのか。尋ねる。 教育長 こども課

（２）　公共施設等総合管理計画の市民の周知度は、どの程度と考えて

　　いるのか。尋ねる。 企画総務部長 財政課

（３）　適正配置の判断基準や指標等（案）及び個別施設計画（案）はどのよ

　　うな段階でいつ頃市民との協議を重ねるのか。基本的な考えを尋ねる。 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

３　山田　順子　議員 【一問一答】

1 砺波市総合防災訓練の成果と課題、今後の防災・減災対策について

（１）　水害を想定した「水防工法訓練」・「河川救助訓練」について

　 　　ア　水防工法の選定の仕方と有効性について 企画総務部長 総務課

　　イ　各地区の土のうの保管と設置状況について 企画総務部長 総務課（土木課）

　　ウ　昨今の大雨による対応策について 企画総務部長 総務課（土木課）

　　エ　２つの訓練についての成果と課題、今後の対応策について 企画総務部長 総務課（砺波消防署）

（２）　新しく取組んだ「垂直避難訓練」について 企画総務部長 総務課

（３）　避難所設営及び運営訓練について 企画総務部長 総務課

（４）　市民一斉シェイクアウト訓練の今後のPR促進について 企画総務部長 総務課

（５）　小学生を対象にした着衣泳訓練と子ども達への今後の呼び掛けに

　　ついて 企画総務部長 総務課（教育総務課）

（６）　市総合防災訓練の成果と課題、今後の砺波市の防災・減災対策

　　の充実について 市長 総務課

2 文化財施設の環境整備について

（１）　市埋蔵文化財センター「しるし」の整備・充実について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

（２）　砺波民具展示室の空調設備の設置について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

４　雨池　弘之　議員 【分割質問】

1 新たな森林経営管理制度及び森林環境税（仮称）について

（１）　森林所有者不明土地の状況や森林の地籍調査の進捗状況に

　　ついて 商工農林部長 農地林務課（財政課）

（２）　法案制定をうけての対応や市町村での経営管理について 市長 農地林務課

（３）　森林環境譲与税（仮称）の配分基準や平成31年度の配分見込み

　　及び森林整備計画等について 商工農林部長 農地林務課

（４）　導入後は水と緑の森づくり税との二重課税では、又、従来からの

　　森林整備事業について 商工農林部長 農地林務課

2 西日本豪雨を受けて、本市の地域防災計画について

（１）　ダムの放水を受けてからの情報の連絡網等の再整備について 副市長 総務課（土木課）

（２）　要支援者の把握や対象者数について 福祉市民部長 社会福祉課

（３）　避難勧告・指示が発令された後の避難状況の確認について 企画総務部長 総務課

（４）　突発的な豪雨に対するタイムラインの対応及び「最悪を想定」しての

　　ハザードマップの内容や対策等について 企画総務部長 総務課（土木課）



　　　　　平成２８年１２月砺波市議会定例会質問要旨平成３０年９月砺波市議会定例会質問要旨 （№5）

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

５　開田　哲弘　議員 【分割質問】

1 防災について

（１）　アンダーパスの冠水対策について 建設水道部長 土木課

2 公共施設の施設維持管理について

（１）　施設の長寿命を目指すための体制と考え方について 副市長 財政課

６　有若　隆　議員 【一問一答】

1 サテライトオフィスによる企業誘致について

（１）　サテライトオフィスの誘致について

　　ア　空き家・空き店舗の活用と地域の活性化の推進及び若者の雇用

　　　確保と移住・定住の促進に繋げるためのサテライトオフィスの誘致

　　　について 市長 商工観光課

2 総合病院の医療等の充実について

（１）　乳腺センターの開設による効果について 病院長 病院医事課

（２）　後発医療品（ジェネリック医薬品）の使用促進について 病院長 病院医事課

（３）　在宅医療の充実（スタッフの増員）について

　　ア　訪問看護ステーションの充実について 病院長 病院医事課

　　イ　居宅介護支援事業所の充実について 病院長 病院医事課

（４）　脳ドックの再開について 病院長 病院医事課

（５）　総合診療医について 病院長 病院総務課

（６）　医療費自動支払機の導入について

　　ア　稼働時期や運用時間及び時間外の対応について 病院事務局長 病院医事課

　　イ　稼働時の対応について 病院事務局長 病院医事課

　　ウ　総合収納体制の対応について 病院事務局長 病院医事課

　　エ　導入による効果について 病院事務局長 病院医事課

　　オ　稼働の周知と周知方法について 病院事務局長 病院医事課

７　桜野　孝也　議員 【分割質問】

1 Uターン促進について

（１）　保護者を対象とした企業見学の実施について 商工農林部長 商工観光課

（２）　地元出身アスリートのUターン促進について 商工農林部長
商工観光課（生涯学習・

スポーツ課）

2 市民サービスの充実について

（１）　窓口対応の充実について 福祉市民部長 市民課

（２）　総合案内所の設置について 企画総務部長 総務課

（３）　移住された方へのフォローについて 企画総務部長 企画調整課
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

８　嶋村　信之　議員 【分割質問】

1 ともに輝き支えあう　人づくりについて

（１）　第3期教育振興基本計画を踏まえた、新学習指導要領実施に向けて

　　の学校のICT環境整備の推進について

　　ア　新学習指導要領において求められる学習活動を全ての学校におい

　　　て実現できるよう、各教科等の指導におけるICTを活用した学習場面

　　　を念頭に置き、学校のICT環境の整備や教員のICT活用指導力の

　　　向上について 教育長 教育総務課

　　イ　学校のICT環境整備に係る取組に高い優先度が与えられるよう、

　　　教育委員会内のみならず首長部局の理解と協力を得ることができる

　　　よう学校のICT環境整備を、総合教育会議における審議・調査事項

　　　として提案し、教育の大綱に位置付けるなどの効果的な方策につい

　　　ても積極的に検討していくことについて 教育長 教育総務課

　　ウ　小学校において、各学校における子供の姿や学校教育目標、

　　　環境整備や指導体制の実情等に応じて、教育課程全体を見渡し、

　　　プログラミング教育を行う単元を位置付けていく学年や教科等を

　　　決め、地域等との連携体制を整えながら指導内容を計画・実施

　　　していくことについて 教育長 教育総務課

（２）　地域の課題を推進するための、地域推進班の創設について 企画総務部長 総務課（企画調整課）

2 なごやかな暮らしを育むまちづくりについて

（１）　高齢者や障がい者が円滑に移動できる社会をめざす改正バリアフリー

　　法について

　　ア　バリアフリー化に向けた「マスタープラン」の策定について 都市整備課

　　イ　バリアフリー施策の評価等に当たり、障害者等の参画・視点の

　　　反映について 都市整備課

3 笑顔があふれるまちづくりについて

（１）　公共施設等総合管理計画の推進について

　　ア　客観的な情報収集・分析と情報の共有化をはかることについて 財政課

　　イ　一元的なマネジメントを推進するための庁内の組織・体制を構築

　　　することについて 財政課

　　ウ　計画を持続可能とする仕組みをつくるとともに、計画実施を客観的

　　　に検証するための第三者委員会を設置することについて 財政課

　　エ　市民への情報公開と丁寧な説明を行うとともに市民が参加しやすい

　　　環境をつくることについて 財政課

　　オ　民間のアイデアを尊重することについて 財政課

建設水道部長

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

９　大楠　匡子　議員 【一問一答】

1 地域包括ケア体制の深化と推進について

（１）　認知症施策の推進について

　　ア　認知症の相談体制について 福祉市民部長
高齢介護課・地域包括

支援センター

　　イ　認知症初期集中支援チームの活動について 福祉市民部長
高齢介護課・地域包括

支援センター

　　ウ　かかりつけ医の認知症対応力向上について 福祉市民部長
高齢介護課・地域包括

支援センター

　　エ　認知症ケアパスの普及について 福祉市民部長
高齢介護課・地域包括

支援センター

　　オ　認知症の予防教室について 福祉市民部長
高齢介護課・地域包括

支援センター

　　カ　認知症を支える支援員の育成について 福祉市民部長
高齢介護課・地域包括

支援センター

　　キ　認知症サポーターの活用について 福祉市民部長
高齢介護課・地域包括

支援センター

　　ク　徘徊SOS緊急ダイヤルシステムの拡大について 福祉市民部長
高齢介護課・地域包括

支援センター

　　ケ　ねんりんピックでの健康づくりコーナーの開設と観戦PRについて 福祉市民部長 社会福祉課

（２）　砺波市における地域包括ケア体制の深化について 市長
高齢介護課・地域包括

支援センター

2 放課後等デイサービス事業所の拡充について

（１）　放課後等デイサービス事業所の拡充について 福祉市民部長 社会福祉課

１０　境　欣吾　議員 【一問一答】

1 農業に関する問題について

（１）　第三者を加えた地権者と耕作者の定期的な話し合いを 商工農林部長 農業振興課

（２）　耕作放棄地を農地として守る手立てを 商工農林部長 農業振興課

（３）　多様な農家による砺波の農業を 商工農林部長 農業振興課

（４）　意欲的なビジョンを持ち、多様性を支える体制を 商工農林部長 農業振興課

（５）　農政の目指す方向性について 市長 農業振興課

2 精神障害者への医療費拡充について

（１）　精神障害者を重度心身障害者医療費助成制度の対象に 市長 社会福祉課

１１　山本　善郎　議員 【分割質問】

1 みらいに活力をつなげるまちづくり

（１）　コンクリ農地について 商工農林部長 農業振興課

（２）　転作助成金の交付について 商工農林部長 農業振興課

（３）　農業の働き方改革について 商工農林部長 農業振興課

2 みらいに活力をつなげるまちづくり

（1）　インフラの整備状況について 建設水道部長 土木課

3 なごやかな暮らしを育む安心づくり

（１）　市内の熱中症に係る状況と対策について 福祉市民部長 健康センター

（２）　テロ対策について 病院事務局長 病院管財課

4 なごやかな暮らしを育む安心づくり

（１）　若者の積極的な社会参加の施策について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

（２）　社会参加（成人式）の内容について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課


