
令和３年３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 【分割質問】

1 令和３年度の当初予算について

（１）　夏野市政３期目の当初予算の概要と特徴について 市長

（２）　当初予算の財源措置について 市長

（３）　人口増加対策の考えについて 市長

（４）　散居景観と屋敷林の保全について 市長

2 市庁舎建設について

（１）　専門委員会の設置と第２次総合計画後期計画への提起について 市長

（２）　財源措置について 市長

3 行政改革とデジタル化について

（１）　第４次行政改革大綱の新たな視点について 市長

（２）　新年度のデジタル化について 市長

（３）　新年度の行政改革とデジタル化推進体制について 市長

4 学校教育施設の再編について

（１）　学校再編と統廃合、そして地域との関わりについて 教育長

5 新型コロナウイルス対策について

（１）　新型コロナウイルスワクチン接種の実施体制とスケジュールについて 市長

6 砺波総合病院の経営について

（１）　コロナ禍における病院経営の実態について 病院長

7 県ワンチーム連携推進本部における有害鳥獣対策について

（１）　広域で取り組む鳥獣捕獲策や鳥獣処理施設の設置を求めることについ

　　　て 市長

8 除雪対策について

（１）　記録的豪雪への対応と検証について 市長



令和３年３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 学校環境について

（１）　学校給食における地産地消の推進について 教育委員会事務局長

（２）　少人数校における学習環境について 教育長

（３）　小学校における教科担任制について 教育長

（４）　小学校の３５人学級に伴う当市の変化について 教育長

（５）　学校における女子のスラックス選択制について 教育委員会事務局長

2 消防団について

（１）　消防団員の待遇改善について 企画総務部長

（２）　消防団員の年額報酬額について 企画総務部長

3 少子化対策について

（１）　「AI婚活」について 企画総務部長

２　山田　順子　議員 【分割質問】

1 コロナ禍における市民生活の質の向上について

（１）　コロナを原因とする自殺の防止対策強化推進について 福祉市民部長

（２）　コロナ感染を心配して医療機関利用を控える問題の解消について 福祉市民部長

（３）　コロナ禍での介護サービス利用控えがもたらしている問題の解消に

　　　 ついて 福祉市民部長

（４）　中学生までの子供に対するインフルエンザ予防接種費用助成の継

　　　 続について 福祉市民部長

2 屋敷林保全対策の推進について

（１）　記録的な大雪で折損した枝の処理に対する助成の更なる充実につ

　　　いて 商工農林部長

（２）　新しく作成する落葉等専用ごみ袋の形態等と市民への周知について 福祉市民部長

3 安全で安心な生活環境の確保について

（１）　用水路の危険防止対策の推進について 商工農林部長



令和３年３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 鳥獣被害対策について

（１）　電気柵の電線における老朽化が進む中での今後の維持管理について 商工農林部長

（２）　電気柵用通電防草シートの普及について 商工農林部長

（３）　今年度におけるイノシシの捕獲状況と今後の計画について 商工農林部長

2 除雪に対する取組みについて

（１）　除雪の出動ルールの周知と適切な出動命令について 建設水道部長

（２）　除雪車にドライブレコーダーを設置することについて 建設水道部長

４　桜野　孝也　議員 【分割質問】

1 コロナ収束後のまちづくりについて

（１）　コロナを契機とした変化をどう捉えて今後に繋げるかについて 企画総務部長

（２）　地域コミュニティの維持・強化について 企画総務部長

（３）　地域経済の活性化について 商工農林部長

2 ふるさと寄附の推進について

（１）　クラウドファンディング型ふるさと納税について 企画総務部長

（２）　砺波市出身の方へのPRについて 企画総務部長

（３）　返礼品による地元事業者の応援について 企画総務部長

3 人材育成について

（１）　リーダー育成のための学ぶ場を創出することについて 企画総務部長

５　大楠　匡子　議員 【分割質問】

1 防災対策について

（１）　女性の視点から防災を進めるために

　　ア　防災会議における女性委員を増やすことについて 副市長

　　イ　防災・危機管理班に女性職員を配置することについて 副市長

　　ウ　各地区の自主防災会や避難所運営メンバーに女性リーダーの位置

　　　　付けを　　　 企画総務部長

　　エ　砺波市防災士連絡協議会の中に女性防災士班の位置付けを 企画総務部長

（２）　学校における防災・減災教育について 教育委員会事務局長

2 砺波市における「食品ロス対策」について

（１）　発生抑制に重点を置いた対策について 副市長

（２）　循環型社会を意識した食品ロス削減の推進について 副市長



令和３年３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

６　嶋村　信之　議員 【一問一答】

1 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備等について

（１）　ワクチン接種に要する財政措置について

　　ア　ワクチン接種対策費負担金の単価が不十分との指摘が他の自治体

　　　　ででています。そこで、本市においても接種計画を策定する中、上限

　　　　額で賄いきれるのかどうか。 副市長

　　イ　ワクチン接種の円滑な体制を整備する新たなシステムの導入に当た

　　　　り医療機関で新たな業務の追加も想定されるが、その際の人件費な

　　　　どについて財政措置はなされているのか 副市長

（２）　新型コロナウイルスワクチン接種の整備体制などについて

　　ア　当面ファイザー社のワクチン接種について、集団接種方式や地域の

　　　　診療所等による個別接種方式が明示されているが、それぞれの特徴

　　　　や本市における必要な配慮事項について 福祉市民部長

　　イ　ファイザー社ワクチンの小分けについて、特にワクチンの保管・搬送

　　　　についてワクチンの品質管理の観点から必要な指針はどのようになっ

　　　　ているのか 福祉市民部長

　　ウ　アナフィラキシー等の副作用への対応策に万全を期するための救急

　　　　対応について 福祉市民部長

　　エ　今後のワクチンの確保状況に応じて、接種順位についても、訪問介

　　　　護などのエッセンシャルワーカーの取り扱いについて 福祉市民部長

　　オ　透析患者や移動困難な重度者に対する接種について、訪問巡回に

　　　　よる接種が可能な体制づくりについて、併せて、接種を受ける高齢者

　　　　や障がい者の移動手段の対応について 福祉市民部長

（３）　新型コロナウイルスワクチン接種に係る市民への周知について

　　ア　それぞれのワクチンの特性に応じた必要な情報提供を市のホーム

　　　　ページや若い世代が利活用しているスマートフォン等にアプリ等の

　　　　作成のすることについて 福祉市民部長

　　イ　市としてコールセンターを設置し、市民への効果的な体制となるよう配

　　　　慮することについて 福祉市民部長

2 GIGAスクール構想の取組み等について

（１）　アプリのダウンロードやウェブサイトへのアクセスなどの対応につい

　　　　て、どのような考えをお持ちなのか。 教育委員会事務局長

（２）　ICT機器を提供するだけではなく、教員のICTスキルを向上、及び

　　　タブレット活用を促進できる体制づくりについて 教育委員会事務局長

（３）　授業で使えるまでの研修を導入するなどの継続したサポートが必要

　　　と思いますが、継続したサポート体制について 教育委員会事務局長



令和３年３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　嶋村　信之　議員 【一問一答】

3 学校におけるいじめの対策について

（１）　「いじめに対応するハンドブックを今年度中に改訂するほか各学校や

　　　子どもと関わる施設の関係者などと組織的に対応し、今後もいじめの

　　　未然防止や早期発見に努めていく」との方針を受け、市教育委員会と

　　　しての具体的な取組について 教育長

（２）　校内の取組だけでなく、スクールカウンセラーなど専門家の力を

　　　借りながら、相談体制や支援体制を強化することが必要ですが、相談

　　　体制の強化の取組について 教育長

（３）　「我が学校では、いじめは絶対に許さない」との宣言に加えて、我が

　　　学校は「おもいやり」や「親切な言葉と行動」を学校の目標とします。

　　　と宣言することについて 教育長

７　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の推進について

（１）　市内全域光ケーブル化整備事業の進捗状況と今後の見通しについて 企画総務部長

（２）　サテライトオフィスの開設に対する支援策について 商工農林部長

（３）　サテライトオフィスによる企業誘致の推進について 商工農林部長

2 障がい者が住みやすいまりづくりの推進について

（１）　障がい者のヘルプマークへの取組み状況について 福祉市民部長

（２）　障がい者のヘルプマークの今後の普及に向けた取り組みについて 福祉市民部長

3 出町市街地及び市街地周辺道路網における県道及び市道の管理見直し

について

（１）　出町市街地及び市街地周辺道路網の県道及び市道の管理見直し

　　　の経緯と検討状況及び将来方針について 市長

８　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）　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

（２）　ワクチン接種による副反応の不安払しょくについて 福祉市民部長

2 雪害対策について

（１）　県、地域との連携した対策を予報の段階から 建設水道部長

（２）　「屋根の雪下ろし」などへの災害救助法適用について 企画総務部長

（３）　農業用ハウスの災害復旧について 商工農林部長

3 工業団地造成について

（１）　入居企業の条件について 商工農林部長

4 地球温暖化対策について

（１）　「気候非常事態宣言」と温暖化対策の計画を 市長

（２）　「地域エネルギー会社」の設立を 福祉市民部長



令和３年３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

９　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）　市は、５次計画をどのように受け止め、次期計画に反映するのか。 企画総務部長

（２）　男女差別の無意識の偏見に基づく、男女の固定的な役割分担の解消

　　　には、市は何が最も大切と考え、行動するのか。 企画総務部長

（３）　経済の低迷と少子化の克服の関係をどのように捉え、行動するのか。 企画総務部長

（４）　消防吏員に占める女性の割合及び独立法人等の役職員の各段階

　　　（部長相当職及び課長相当職、役員）もあるが、市職員における女性

　　　管理職員（一般行政職）の（各役職段階）登用率、市職員の男性の育

　　　児休業取得率及び市審議会等委員に占める女性の割合は、どのよう

　　　な実態か。また、５次計画の成果目標に対する評価と対策はどうか。 企画総務部長

（５）　市長部局の時間外勤務手当支給対象職員の実勤務時間数は、1人

　　　当たりの実態でどのような傾向か。また、どのような問題意識の下に、

　　　どのような策を講じているのか。 企画総務部長

（６）　次期計画には、政策・方針決定過程への女性の参画拡大分野、地域

　　　における男女共同参画の推進分野、多様性を尊重する環境の整備分野

　　　の中で関わりのあるものは成果目標とすることを求める。なお、これら

　　　５次計画成果目標に対する市の現状を尋ねる。 企画総務部長

（７）　地域づくりの意思決定の役割を担う、自治会長、公民館長及び自治振

　　　興会長に占める女性の割合も成果指標とすることを求める。なお、これ

　　　ら組織の長に女性はどの程度就任しているのか。 企画総務部長

（８）　２０１６年の調査によると、６歳未満の子供を持つ家庭の１日当たりの

　　　夫の育児、家事時間は増えて１時間２３分。一方、欧米は３時間前後が

　　　普通だそうである。夫婦で働き、家庭を維持するのが当たり前で、そう

　　　いう国は女性の労働力率も高い。女性の就業率が高い国の方が概し

　　　て出生率も高い。これをどのように受け止め、行動するのか。 企画総務部長

（９）　「男の子だから」「男のくせに」などは、男女共同参画の視点では、どの

　　　ように理解し、行動するのか。 企画総務部長

（１０）条例第１条（目的）にある「男女共同参画社会の実現」は、今どの程度

　　　の位置にあると考え、実効性のある次期計画を策定するのか。 企画総務部長

（１１）地域コミュニティの活性化に関する目標の設定を求める。 企画総務部長

（１２）住民基本台帳人口（２月末）で、０歳、１歳、２歳、３歳及び４歳人口と、

　　　年齢３区分別人口割合の推移は、総合計画と対比してどのように受け

　　　止め、施策を展開するのか。 企画総務部長

（１３）人口ビジョンとは別に行政基礎資料としての実現可能性のある人口見

　　　通しを示すことを求める。 企画総務部長

（１４）「地域力の高さ」と自負する要素についての答弁は、１０年先、２０年先、

　　　３０年先、４０年先までを見通したものか。 副市長

（１５）「高い地域力」は今後どのように具体的な手段、手続によって維持でき

　　　ると考えるのか。 副市長

（１６）総合計画の基本構想の見直しも含め、どのような計画、手段、手続に

　　　よって少子化を克服して持続可能な自治体経営を実現するのか。具体

　　　的で明確な指針を尋ねる。 市長



令和３年３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　雨池　弘之　議員 【分割質問】

1 新型コロナウイルス感染症による諸課題の今後の対応について

（１）　TONAMI-STAYキャンペーンの執行率と経済効果や波及効果につい

　　　て 商工農林部長

（２）　TONAMI-STAYキャンペーンの再実施について 商工農林部長

（３）　新型コロナウイルスによる市内事業所への支援等について

　　ア　庄川温泉郷の活性化に向けた対応について

　　イ　庄川泉源㈱に対する指導・援助について

2 庄川水記念公園の再整備計画について

（１）　庄川水記念公園再整備を考える会での議論について 建設水道部長

（２）　水資料館について 教育委員会事務局長

（３）　今後の公園全体の再整備に向けた計画について 建設水道部長

3 庄川地域における認定こども園の整備について

（１）　認定こども園の進捗状況について 教育委員会事務局長

（２）　認定こども園の名称について 教育委員会事務局長

（３）　各保育所の今後の活用見込みについて 教育委員会事務局長

商工農林部長


