
令和３年８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　山本　善郎　議員 【分割質問】

1 なごやかな暮らしを育む安心なまちづくり

（１）　コロナ感染症の現状と接種状況・計画及び加速化策について 市長　

（２）　コロナ感染症の収束判断の条件及び収束後の留意すべき対応につ

　　　 いて 病院長

（３）　ワクチンパスポートの取り組みについて 市長

2 なごやかな暮らしを育む安心なまちづくり

（１）　地域医療構想の実現をめざすための施策について 病院長

（２）　砺波総合病院の経営効率化の取り組みについて 病院長

（３）　病院会計の決算状況について 病院長

3 ともに輝き支えあう人づくり

（１）　スポーツ施設の充実策について 市長

（２）　GIGAスクール構想を加速させるための施策について 教育長

4 みらいに活力をつなげるまちづくり

（１）　チューリップフェアに取り組むための施策について 市長

（２）　１市全園構想の実現に向けての施策について 市長

5 みらいに活力をつなげるまちづくり

（１）　米需給の見通しについて 市長

（２）　みどりの食料システム戦略について 市長

（３）　農産物輸出拡大支援について 市長

（４）　海洋プラごみ汚染をゼロにするために 市長

6 みらいに活力をつなげるまちづくり

（１）　市内の景気動向について 市長

（２）　景気回復向上施策について 市長

7 みらいに活力をつなげるまちづくり

（１）　今年度の除雪対策について 市長

（２）　庄川右岸地域の用排水路整備計画について 市長

8 協働と持続可能な自治体経営

（１）　デジタル庁発足に伴う対応と影響について 市長



令和３年８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　神島　利明 　議員 【分割質問】

1 防災対策について

（１）　洪水時のコロナ感染症対策を踏まえての不足分の避難所の確保につ

　　　 いて 企画総務部長

（２）　マイ・タイムラインシートの更なる活用の取組みについて 企画総務部長

（３）　毎年実施しています防災訓練の成果をどのように判断されているか 企画総務部長

（４）　災害弱者の個別避難計画の作成や同意書の取り交わしについて 福祉市民部長

（５）　学校の避難計画、防災教育について 教育委員会事務局長

2 人口減少対策について

（１）　企業誘致であらたな工業団地の取組みについて 商工農林部長

（２）　婚活事業の取組みの成果について 企画総務部長

（３）　「１０７３プロジェクト」の利用状況について 福祉市民部長

２　　山本　篤史　議員 【一問一答】

1 令和４年度砺波市重点事業に関する要望書について

（１）　県道網の見直しについて 建設水道部長

（２）　砺波大橋西詰交差点の道路改良事業の見通しについて 建設水道部長

2 子供たちの健康管理体制について

（１）　ワクチンを接種した生徒への体調管理について 福祉市民部長

（２）　抗原検査キットの活用について 教育委員会事務局長

（３）　新生児の聴覚異常検査の助成について 福祉市民部長

3 寄附金の活用方法について

（１）　寄附金の活用方法について 企画総務部長

３　林　教子　議員 【一問一答】

1 新型コロナウイルス感染症に関わる問題について

（１）　新型コロナウイルス感染症の拡大により、児童生徒の学びに及ぼす

　　　 影響について 教育長

（２）　感染者の入院状況及び、市立砺波総合病院の機能の維持について 病院長

（３）　まん延防止等重点措置、富山県のステージ３をうけ市役所業務のテレ

　　　 ワークの活用について 企画総務部長

2 ヤングケアラーの実態及び対応について

（１）　ヤングケアラーに対する本市の認識について 教育長

（２）　学校における先生やスクールカウンセラーのはたす役割や、かかわり

　　　 方について 教育長

（３）　ヤングケアラーに対する、つながる支援の検討について 教育長

3 通学路の安心・安全確保について

（１）　砺波市通学路の合同点検の実施について 教育委員会事務局長

（２）　出町小学校前からＪＲ城端線アンダーパスにかけての歩道の安全

　　　 確保について 建設水道部長

（３）　「子ども１１０番の家」に指定されたお宅の役割について 教育長



令和３年８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　向井　幹雄　議員 【分割質問】

1 砺波市の魅力発信について

（１）　組織改編で設置された広報情報課が所管するシティプロモーションの

　　　 具体的な施策について 企画総務部長

（２）　市の公式ユーチューブチャンネルやSNS（インスタグラム・ツイッター）

　　　 など、情報発信コンテンツを活用して、発信力をアップさせる施策につ

　　 　いて 企画総務部長

2 児童生徒のネットトラブル対策について

（１）　低年齢化が進むネットトラブルの課題について 教育長

（２）　小中学校の情報モラル教育の指導について 教育長

（３）　保護者や専門機関との連携や体制について 教育委員会事務局長

3 活気にあふれた街づくりについて

（１）　若者が市政に参画できるような啓発活動の推進について 企画総務部長

（２）　空き家数の増加に伴う、空き家情報連絡員（空き家コーディネーター）

　　　 の増員について 福祉市民部長

（３）　空き家情報バンク登録を増やす取り組みや、特定空き家の対策につ

　　　 いて 福祉市民部長

５　小西　十四一　議員 【一問一答】

1 農業収入増加対応について

（１）　水稲作付面積の減少に伴う他品目育成への考え方について 商工農林部長

（２）　生産品目の新規導入に伴う新規開発と機械導入について 商工農林部長

（３）　農業後継者の育成について 商工農林部長

（４）　今後の農業経営について市長の見解を求める。 市長

2 少子化に伴う小中学校の在り方について

（１）　少子化に伴い、学校の在り方について 教育委員会事務局長

（２）　タブレット端末利用における授業内容について 教育長

６　境　佐余子　議員 【分割質問】

1 持続可能な農業について

（１）「新・もっともっと地産地消推進戦略」の進捗状況と今後の展望について 商工農林部長

（２）　Jクレジット制度を活用した農地における炭素貯留について 商工農林部長

（３）　生産者のすそ野の拡大について

　　ア　本市の農福連携の現状 福祉市民部長

　　イ　農福連携産品を学校給食に取り入れるなどの協力体制 教育委員会事務局長

2 児童生徒の第三の居場所づくりについて

（１）　一体型の放課後子ども教室の拡充について 教育委員会事務局長

（２）　中高生が地域で活躍する機会の創出について 教育委員会事務局長

（３）　未来人材の育成につなげる、コンピュータークラブハウスの開設につ

 　　　いて 教育委員会事務局長

3 子育て支援のICT化について

（１）　「となみぃーの子育て応援ファイル」について

　　ア　応援ファイルのweb化または子育て応援アプリの導入 市長

（２）　認定こども園等における一部業務のICT化について 教育委員会事務局長



令和３年８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

７　開田　哲弘　議員 【分割質問】

1 空き家対策について

（１）　空き家所有者に管理することを求めることについて 福祉市民部長

（２）　空き家を市が借り受け、活用することについて 福祉市民部長

2 図書館の活用について

（１）　移動弱者向けの本のお届けサービスについて 教育委員会事務局長

８　有若　隆　議員 【一問一答】

1 市職員の定年延長について

（１）　市職員の定年延長制度導入の趣旨について 企画総務部長

（２）　役職定年制の導入による影響について 企画総務部長

（３）　定年前再任用短時間勤務制の導入の趣旨について 企画総務部長

（４）　定年延長制度導入に伴う定数管理と職員採用計画について 企画総務部長

（５）　定年延長制度導入に伴う給与について 企画総務部長

（６）　定年延長制度導入に向けた今後のスケジュールについて 企画総務部長

（７）　定年延長制度導入による効果と今後の課題について 副市長

2 緑のまちづくりの推進について

（１）　保存樹及び保存樹林の保全管理の実態調査について 商工農林部長

（２）　保存樹及び保存樹林の保全管理に対する支援について 市長

3 安全で安心して暮らせるまちづくりの出町市街地及び市街地周辺の浸水

（雨水）対策の推進について

（１）　出町市街地の浸水（雨水）対策事業で整備した豊町公園調整池及び

　　　 三島町公園調整池の浸水（雨水）対策の効果について 建設水道部長

（２）　出町市街地及び市街地周辺の浸水対策の雨水排水整備計画の

　　　 今後の事業予定について 建設水道部長

4 学校施設の老朽化対策の推進について

（１）　小中学校の大規模改造事業計画の進捗状況について 教育委員会事務局長

（２）　小中学校の大規模改造事業の今後の取組みについて 教育長

９　境　欣吾　議員 【分割質問】

1 新型コロナウイルス感染対策について

（１）　全ての患者への必要な医療の提供について 副市長

（２）　集団感染リスクのある施設での定期的検査の実施について 福祉市民部長

（３）　市民が気軽に検査を受け得られる施策について 福祉市民部長

2 子ども医療費助成について

（１）　県助成の対象の拡大を求め、１８歳までの支援の実現について 教育委員会事務局長

3 移動に難のある市民の生活支援について

（１）　地域、民間業者等と定期的に話し合うことについて 福祉市民部長



令和３年８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

１０　雨池　弘之　議員 【分割質問】

1 第二次砺波市環境基本計画の策定に向けた取組について

（１）　第一次環境基本計画の基本目標に対する各種施策等の成果や課題

　　　 及び評価について 福祉市民部長

（２）　第二次環境基本計画策定に向けた取組み状況やスケジュール等に

　　　 ついて 福祉市民部長

（３）　地球温暖化や海洋プラスチック対策について 福祉市民部長

（４）　小水力発電の設置について 福祉市民部長

2 コロナ禍における観光産業等に対する支援策について

（１）　キャッシュレス決済還元事業の実績や成果並びにプレミアム付商品

　　　 券の進捗状況や今後の取組について 商工農林部長

（２）　TONAMIｰSTAY事業に対する今後の施策について 商工農林部長

3 キャッシュレス決済の普及推進について

（１）　今後、キャッシュレス化が予定されている施設や指定管理を受けている

　　　 民間事業者に対するサポートについて 企画総務部長


