
令和２年１１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　島崎　清孝　議員 【一括質問】

1 市長の政治姿勢について

（１）　３期目を迎えた市長の市政にかける意気込みと「２ndステージ

　　　 and More！」に向けた重点施策・事業について 市長

（２）　新年度の予算編成について

　　ア　予算編成にあたっての考え方について

　　イ　重点事業の追加見直しについて

（３）　コロナ禍の市内経済と更なる支援策について

　　ア　市内経済の現状認識と、当面する年末・年始に向けた支援策に

　　　　ついて

　　イ　市内企業の倒産や廃業の防止策について

　　ウ　プレミアム付き商品券第２弾の実施について

（４）　「新しい生活様式」を踏まえた行政サービスの充実、デジタルトランス　

　　フォーメーションの推進について 市長

（５）　ウィズコロナの行政の在り方について 市長

（６）　少子化対策について

　　ア　若者の地元定着と移住就職者に対する支援の強化策について 市長

　　イ　第２次総合計画の目標達成に向けた課題と今後の進め方について 市長

　　ウ　適齢期を迎える若者を対象とした、結婚を後押しする新たな事業

　　　　展開について 市長

（７）　地震対策について

　　ア　正しい情報による、正しい危機感と適切な備えの啓発について 市長

　　イ　邑知潟断層帯の被害想定調査結果に基づく今後の減災対策に

　　　　ついて 市長

　　ウ　砺波平野断層帯東部の被害想定調査の実施見通しについて 市長

　　エ　地震と庄川堤防の決壊による複合災害を想定した全市的な防災

　　　　訓練の実施について 市長

　　オ　災害廃棄物処理計画策定の進捗状況について 市長

　　カ　災害時緊急通行確保路線沿道建築物の耐震診断推進について 市長

（８）　市立砺波総合病院の効率的・効果的な病院運営について

　　ア　最終年度を迎える新改革プランの成果と課題について 病院長

　　イ　当院の患者満足度と、患者からの意見・要望に対する改善事例等

　　　　について 病院長

（９）　公共事業について

　　ア　国土交通省通知の市への適用について

　　イ　コロナウイルス感染症拡大防止対策で発生した費用の取り扱い

　　　　について

　　ウ　コロナウイルス感染症拡大防止対策を契約に追加することについて

　　エ　設計事業者に対する最低制限価格制度の適用について 市長

市長

市長

市長



令和２年１１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　山本　篤史　議員 【一問一答】

1 除雪対策について

（１）　コロナウイルスを考慮した除雪体制について 建設水道部長

（２）　除雪車にＧＰＳ装置を車載することについて 建設水道部長

（３）　積雪深自動監視システムの実証実験結果について 建設水道部長

（４）　「地区保有除雪機械の維持管理費用に関する臨時措置」について 建設水道部長

（５）　豪雪時における雪捨て場の確保について 建設水道部長

2 子育て環境・少子化対策について

（１）　GIGAスクール構想に伴う保護者への説明会の開催について 教育長

（２）　高校生までの入院通院費助成について 副市長

（３）　給食費の公会計化について 教育委員会事務局長

（４）　児童手当の改正について 教育委員会事務局長

（５）　「結婚新生活支援事業」について 企画総務部長

3 Withコロナ時代の施策について

（１）　キャッシュレス決済普及事業の実施計画について 商工農林部長

（２）　印鑑の押印省略について 企画総務部長

２　山田　順子　議員 【一問一答】

1 密が避けられない冬期における新たなコロナ感染防止対策の推進につい

て

（１）　冬期に顕著となる「密閉」「密集」によるコロナ感染の防止推進につい

　　　  て 福祉市民部長

（２）　職場、集会場、家庭など各ケースごとの、具体的なコロナ感染防止の

　　　 方針について 福祉市民部長

2 今後の鳥獣対策の取組みについて

（１）　イノシシ被害対策の更なる推進について 商工農林部長

（２）　クマによる人身被害対策の更なる推進について 商工農林部長

（３）　カラスによる農作物被害と糞害等被害の対策について 商工農林部長

（４）　超高齢化地区における鳥獣対策への支援について 商工農林部長

（５）　道路用グレーチング型侵入防止柵の設置推進について 商工農林部長

3 観光対策の推進について

（１）　通年観光の取組みについて 商工農林部長

（２）　第７０回チューリップフェアのコロナ禍に対応した開催内容について 市長



令和２年１１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

３　開田　哲弘　議員 【分割質問】

1 コミュニティカフェについて

（１）　コミュニティカフェの必要性、役割と期待することについて 福祉市民部長

（２）　コロナ禍でのコミュニティカフェの活動状況は把握しているか 福祉市民部長

（３）　コミュニティカフェの休止例、休止内容の分析と、助成制度について 福祉市民部長

2 防災について

（１）　新型コロナウイルス感染症防止対策を踏まえた、避難所開設訓練の成

　　　 果は 企画総務部長

（２）　車による避難訓練における、今後の適地確保についての取組みについ

　　　 て 企画総務部長

（３）　市道を一方通行化しての片側を車の避難場所として利用することにつ

　　　 いて 企画総務部長

４　川辺　一彦　議員 【一問一答】

1 景観まちづくり計画における屋敷林の保全と野焼きの禁止

（１）　砺波市景観まちづくり計画と警察署の関係について 副市長

（２）　野焼きの禁止と消防法の関係について 企画総務部長

（３）　廃掃法における野焼き禁止の例外規定について 副市長

（４）　野焼きとたき火の解釈について 福祉市民部長

（５）　野焼きの禁止及びたき火活用の順守と市民周知について 福祉市民部長

（６）　景観まちづくり計画に景観形成区域毎の後始末方法を記載すること

　　　 について 建設水道部長

（７）　屋敷林保全活動団体への支援について 副市長

（８）　屋敷林と暮らす一般市民への支援について 副市長

（９）　野焼きの禁止によるクリーンセンターとなみの対応について 副市長

（１０）廃掃法の解釈と市民生活に基づく景観まちづくり計画の推進について 市長



令和２年１１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

５　嶋村　信之　議員 【分割質問】

1 令和３年度予算編成方針等について

（１）　本市の新年度予算編成方針について

（２）　今後の財政状況について

（３）　新型コロナウイルス対策とウィズコロナ、ポストコロナに向けた事業の

　　　 抜本的見直しについて 商工農林部長

（４）　環境問題（ごみの減量対策）や持続可能な交通システム（デマンドタ

　　　 クシー・バス）などの分野などを積極的な事業推進を図ることについて 福祉市民部長

（５）　ふるさと納税の推進をはじめ企業版ふるさと納税など、あらゆる歳入

　　　 確保策を展開することについて 市長

（６）　企業や大学など民間の力を十分に活用して、事業の推進を図ることに

　　　 ついて 企画総務部長

2 「人」と「心」を育むまちづくりについて

（１）　生み育てやすい環境を作るための、保育所入所基準の見直しについ

　　　 て 副市長

（２）　子ども医療費助成制度を高校３年生まで拡充することについて 副市長

3 笑顔があふれるまちづくりについて

（１）　本市においても家事や育児をサポート「産後ヘルパー」派遣し、子育

　　　 て支援や第２子が生み育てやすい環境を作るについて 福祉市民部長

（２）　コロナ禍における市営住宅に入居の対応と緊急時の職員の対応に

　　　 ついて 副市長

（３）　砺波市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理に関することにつ

　　　 いて 企画総務部長

4 新型コロナウイルスの予防接種に係る実施体制の整備について

（１）　市民への円滑な接種を実施するため、実用化された際の速やかに

　　　 接種を開始できる体制や、健康被害が生じた場合の適切な救済措

　　　 置も含め、必要な体制の確保について 福祉市民部長

（２）　接種手続等に関する一般相談対応や健康被害救済の申請受付、

　　　 給付、及び集団的な接種を行う場合の会場確保等、今後の対応に

　　　 ついて 福祉市民部長

市長



令和２年１１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

６　堺　武夫　議員 【一問一答】

1 持続可能な自治体経営について

（１）　持続可能な病院経営について

　　ア　本年度　上半期の病院業務状況の概要を尋ねる。 病院事務局長

　　イ　安全性に関する７つの指標からの経営分析を求める。 病院事務局長

　　ウ　新型コロナウイルス感染症対策の病院事業経営への影響は、財政支

　　　　援を含めてどのような見通しか。その結果としての、２０２０年度の病院

　　　　事業会計収支、累積欠損金見通しなど、具体的に尋ねる。 病院事務局長

　　エ　近年の一般病床の日日の利用実態を踏まえ、病床利用率の高度化を

　　　　図れないか。 病院長

　　オ　累積欠損金は、具体的にどのような方法・手段によっていつまでに解

　　　　消する方針か。経営者に尋ねる。 病院事務局長

　　カ　病院事業を健全に経営するには、経営感覚に富む人材を院内で積極

　　　　的に育成・登用する。外部人材の登用や、監査法人に診療科別経営

　　　　診断などの経営分析を求めることを提言する。 副市長

　　キ　地方公営企業法第３２条（余剰金の処分等）第４項の立法の背景、趣

　　　　旨及び解釈を尋ねる。なお、８月定例会における法令等の解釈（認識）

　　　　答弁についての思考過程と関連づけた説明を求める。 病院事務局長

　　ク　地方公営企業法第３２条（余剰金の処分等）第４項「資本金の額は、

　　　　議会の議決を経て、減少することができる。」旨の定めに基づき、適正

　　　　な将来負担水準まで減資することを改めて提言する。 病院事務局長

　　ケ　「会計処理」とは法的にどのようなことを行うことか。制約条件を含めて

　　　　その理解・認識を経営者に尋ねる。併せて、開設者としての病院経営

　　　　の在り方を問う。 市長

（２）　持続可能な自治体経営のための公共施設再編計画の着実な推進に

　　　 ついて

　　ア　短期計画の個別施設の統合、複合化や廃止などの事業費は大雑把

　　　　に見込んでどれくらいの額を想定しているのか。 副市長

　　イ　定額運用基金も含めて全ての基金条例の一本化に向けて再編整備

　　　　することを提言する。 企画総務部長

（３）　持続可能な散居景観について

　　ア　典型的な散居景観の主な構成要素にはどのようなものがあるのか。

　　　　何が最も重要か。 建設水道部長

　　イ　今回の屋敷林実態調査の調査項目のうち、回答のあった世帯主数、

　　　　その世帯主の属する自治振興会毎の世帯主数等は、前回対比でそ

　　　　の数値を尋ねる。 商工農林部長

　　ウ　市として野焼きや、剪定枝の処理について住民と粘り強く話し合うため、

　　　　関係課各課が協力して積極的に自治会等へ出向き丁寧に説明するこ

　　　　とを一つの方策として提言する。 副市長



令和２年１１月砺波市議会定例会質問要旨 （№6）

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

６　堺　武夫　議員 【一問一答】

（４）　持続可能な人口推計について

　　ア　市総合計画審議会資料に、市人口ビジョン“となみ創生”まちづくり総

　　　　合戦略概要版では使っていない合計特殊出生率の推移にベイズ推定

　　　　値を使った意図は何か。尋ねる。 企画総務部長

　　イ　本年の年間出生数はいくらと見込んでいるのか。また、その見込みは

　　　　市目標人口推計の何％に相当するのか。　　　 企画総務部長

　　ウ　答弁から市人口推計は、破綻していると考えるが、どうか。 企画総務部長

　　エ　自分たちの住むまちづくりとしての総合計画の基本である人口見通し

　　　　 を自分たちの知恵を集結して自分たちの発想で作業を進めることを

　　　　 提言する。 企画総務部長

７　有若　隆　議員 【一問一答】

1 生涯スポーツの振興のための体育施設の老朽化対策について

（１）　体育施設のこれまでの老朽化対策の現状について（陸上競技場、野

　　　 球場、B＆G海洋センター、向山健民公園テニスコート） 教育委員会事務局長

（２）　体育施設の今後の改修計画について 教育委員会事務局長

2 公園施設の長寿命化等のための砺波チューリップ公園の再整備について

（１）　砺波チューリップ公園再整備基本計画に基づく再整備の状況について 建設水道部長

（２）　今後の再整備計画について 建設水道部長

（３）　現チューリップタワーの最上部モニュメントの再活用について 市長

3 安全で安心して暮らせるまちづくりのための防火対策について

（１）　火災予防の啓発活動状況と今後の活動計画について 企画総務部長

（２）　住宅用火災警報器の設置・更新への取組みについて

　　ア　住宅用火災警報器の設置・更新への取組み 企画総務部長

　　イ　地域ぐるみ逃れ遅れゼロ事業の進捗状況と今後の取組み 企画総務部長

（３）　病院・診療所や社会福祉施設への査察状況について 企画総務部長

（４）　消防水利の消火栓・防火水槽等について

　　ア　消防水利の充足率の現状について 企画総務部長

　　イ　消防水利の今後の整備計画について 企画総務部長

（５）　消防分団のサイレンについて

　　ア　消防分団サイレン吹鳴の使用方法について 企画総務部長

　　イ　消防分団サイレン塔の今後の更新整備について 企画総務部長



令和２年１１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

８　桜野　孝也　議員 【分割質問】

1 小中学校におけるコロナ対応について

（１）　歯磨き・フッ化物洗口の再開について 教育委員会事務局長

（２）　冬期間の換気と湿度管理について 教育委員会事務局長

2 ICT活用の推進について

（１）　チャットボットの導入について 企画総務部長

（２）　SNSの活用による情報発信について 企画総務部長

3 防災・減災対策について

（１）　災害時に備えるためのキャンプの推奨について 企画総務部長

（２）　市内キャンプ場の現状について 教育委員会事務局長

（３）　オートキャンプも可能な場所の整備について 建設水道部長

（４）　防災キャンプの実施について 教育委員会事務局長

９　境　欣吾　議員 【一問一答】

1 新型コロナウイルス感染対策について

（１）　医療施設・介護施設等への新規入院・入所前のPCR検査を一般的に 福祉市民部長

（２）　集団感染リスクの高い現場で働いている職員に定期的なPCR検査を 福祉市民部長

（３）　希望する人にPCR検査を 福祉市民部長

2 核兵器禁止条約について

（１）　批准するよう政府に要望を 市長


