
令和４年６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 今年度の財政運営について 市長

2 コロナ禍への対応について

（１）　コロナ後遺症の相談窓口開設等について 市長

（２）　市内中小・零細企業に対する金融支援の強化について 市長

（３）　代替保育の確保について 市長

（４）　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用について 市長

3 産業振興について

（１）　スマートインター柳瀬工業団地の企業誘致について 市長

（２）　人口減少を食い止める産業振興について 市長

4 教育行政について

（１）　今年度から始まった教科担任制の導入について 教育長

（２）　いじめの防止について

　　ア　市のいじめの定義について 教育長

　　イ　いじめ認知件数に対する文部科学省の考え方について 教育長

　　ウ　いじめ認知件数に対する解消率１００％の取組について 教育長

（３）　学校施設の老朽化対策について 教育長

5 デジタル化の推進について

（１）　「自治体ＤＸ推進計画」の取組について 市長

（２）　高齢者等のデジタルデバイド対策について 市長

6 脱炭素社会構築に向けた取組について

（１）　再生可能エネルギーへの転換に向けた取組について 市長

（２）　ＦＩＴ制度終了後の太陽光発電の有り方について 市長

（３）　脱炭素社会に対応したライフスタイル転換の取組について 市長

7 災害対策について

（１）　国土強靱化地域計画の進捗と事業評価について 市長

（２）　災害協定の現状と締結後の連携強化策について 市長

8 市立砺波総合病院の経営強化策について

（１）　令和３年度の決算見込みについて 病院長

（２）　新改革プランの振り返りについて 病院長

（３）　新たな「公立病院経営強化ガイドライン」について 病院長

（４）　ウェルビーイングの取組と働き方改革の推進について 病院長



令和４年６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　小西　十四一　議員 【一問一答】

1 高齢者の生活環境の整備について

（１）　免許証返納者に対する対応について 福祉市民部長

（２）　住宅環境の改善の条件緩和について 福祉市民部長

（３）　デマンドタクシーの連絡用電話設置について 企画総務部長

（４）　高齢者福祉施設の構築計画の進捗状況について 福祉市民部長

2 農業の環境整備について

（１）　農業機械の老朽化に伴い新しい機械を購入できないためやむなく

       離農しなければならないことについて 商工農林部長

（２）　請負者が預かっていた農地の耕作を突然できなくなった場合の対応に

　　　 ついて 商工農林部長

（３）　庄川の水質保全について 副市長

２　山田　順子　議員 【分割質問】

1 水と緑の森づくりの推進について

（１）　里山整備事業の現状と課題等について 商工農林部長

（２）　有効な花粉症対策と位置付けられる無花粉スギの植栽計画について 商工農林部長

（３）　ブナの凶作が予測される今年のクマ等害獣被害対策について 商工農林部長

2 市役所の機能向上の取組みについて

（１）　各部署ごとの行政目標の導入について 副市長

（２）　今後のデジタル枠採用の計画と内容について 企画総務部長

（３）　ＤＸに対応した職員能力向上研修の実施について 企画総務部長

3 マスク着用の功罪を踏まえての着用基準の見直しについて

（１）　熱中症の時期を迎えての、熱中症弱者である子ども達や高齢者に

　　　 対する特別な配慮の必要性について 福祉市民部長



令和４年６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　向井　幹雄　議員 【一問一答】

1 自治会活動のデジタル化の推進について

（１）　光ファイバーケーブルを地域活動にどう活かすかについて 企画総務部長

（２）　電子回覧板の導入に向けた自治会への支援策について 企画総務部長

（３）　移住・定住対策の充実・強化に向けたデジタル推進モデル地域の

　　　 設置について 企画総務部長

2 地域防災力の推進について

（１）　井戸水を活かした給水栓の設置について 企画総務部長

（２）　避難所でのマイナンバーカードの活用について 企画総務部長

（３）　砺波市緊急メールやＬＩＮＥの登録者数をいかに増やすかについて 企画総務部長

3 観光振興について

（１）　ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション後のチューリップタワー周辺のライトアップに

　　　 ついて 商工農林部長

（２）　ＳＮＳ「＃砺波市」を活かしたシティプロモーションについて 企画総務部長

4 学校教育の充実について

（１）　児童・生徒の不登校人数の増加に伴う支援策の推進について 教育長

（２）　ＳＯＳを出せないヤングケアラーへの支援策について 教育長

４　山本　篤史　議員 【一問一答】

1 目まぐるしく変化する子どもたちの環境について

（１）　保育施設の維持について 教育委員会事務局長

（２）　新学習指導要領改訂に伴う取り組みについて 教育長

（３）　ＨＰ作成システムの導入について 教育委員会事務局長

（４）　部活動の地域移行について 教育委員会事務局長

（５）　中学校のプールのあり方について 教育委員会事務局長

（６）　学校の給食費について 教育委員会事務局長

（７）　児童手当制度の改正について 教育委員会事務局長

（８）　子どものマスク脱着について 教育委員会事務局長

（９）　子どものうつ症状対策について 教育委員会事務局長

（１０）　浮き指について 教育委員会事務局長

（１１）　急性内斜視について 教育委員会事務局長



令和４年６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　林　教子　議員 【一問一答】

1 妊娠、出産の体制を整え子育て支援の充実を図る取組みについて

（１）　産みたいに応える、不妊治療の体制整備について

　　ア　本市でも特定不妊治療が可能になるためについて 病院長

　　イ　子どもを持ちたい思いに応える負担の軽減について 市長

（２）　育むためのお手伝い、産後ヘルパー派遣事業について

　　ア　対象者以外にも周知し、支援につなげる取組みについて 福祉市民部長

　　イ　利用できる子どもの年齢を引き上げ、安心につなげる体制づくりに

　　　　 ついて 福祉市民部長

2 進学で本市から県外へ転出した学生を呼び戻すための対応について

（１）　砺波市奨学資金貸与制度の積極的なＰＲと、奨学資金の増額に

　　　 ついて 教育委員会事務局長

（２）　県や近隣市と連携し、県外に進学した女性を呼び戻す対策について 商工農林部長

3 子ども食堂から始まる地域の多世代交流について

（１）　子ども食堂の取組みに対する、本市の考え方について 副市長

（２）　子ども食堂を開設するにあたり、本市の支援について 副市長

（３）　子ども食堂が多世代の交流の場となり、誰しもが地域とつながる

　　　 取組みについて 副市長

６　境　佐余子　議員 【一問一答】

1 地域経済の成長に欠くことのできない女性活躍に向けた多様な支援に

ついて

（１）　女性デジタル人材育成支援について 商工農林部長

（２）　行政出前講座などによる更年期に関連した知識の普及について 福祉市民部長

2 地域おこし協力隊の活動に求める波及効果について

（１）　本市の地域おこし協力隊活動において特に効果があったものについて 福祉市民部長

（２）　地域おこし協力隊インターンの導入について 福祉市民部長

（３）　地域おこし協力隊員が２１地区の情報発信業務に専任従事することに

　　　 ついて 福祉市民部長

3 外出を躊躇させない公共トイレにむけて

（１）　チューリップ公園のトイレへのユニバーサルシート設置に向けた考えに

　　　 ついて 建設水道部長

（２）　公共トイレに設置されている多様な機能の分散化について 建設水道部長

4 居場所づくりへの更なる支援について

（１）　家や会社、学校以外の三つ目の居場所の開設や運営について系統

　　　 立てて学べる「居場所」づくりの担い手育成プログラムの開催について 福祉市民部長

（２）　「居場所」の活動に関する情報提供について 福祉市民部長



令和４年６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

７　開田　哲弘　議員 【一問一答】

1 文化財の周知と活用のために

（１）　砺波市内の指定文化財、砺波市ふるさと文化財などの説明看板の

　　　 整備基準と状況について 教育委員会事務局長

（２）　文化財を現地で見た証としての記念スタンプを作成し設置することに

　　　 ついて 教育委員会事務局長

（３）　文化財保護に活用する資金源としてスタンプ帳を作成販売することに

　　　 ついて 教育委員会事務局長

2 スポーツ少年団の在り方について

（１）　少子化が進む中、スポーツ少年団の結団数と人員数について、

　　　 １０年前と比較し今後どの様に考えるか 教育委員会事務局長

（２）　スポーツ少年団の活動の方法としては、①単一種目型、②併行種目

　　　 型、③複合種目型、の３種が基本で新たに④多種目型（②と③の融

　　　 合）と呼ばれるやり方も出てきた。それぞれの利点と砺波市にあった

　　　 スタイルは 教育委員会事務局長

（３）　中学生の運動部の活動について休日は地域で対応と、スポーツ庁の

　　　 案がある。既存のスポーツ少年団の年齢枠を広げて受け入れるという

　　　 事なのか 教育委員会事務局長

（４）　少子化により、団体競技では運営難が生じる懸念がある。学校単位の

　　　 活動が出来なくなってくる競技もあることから、学校の枠を超えたスポ

　　　 ーツ少年団の立ち上げが必要と考えるが当局の見解は 教育委員会事務局長

3 道路等異常通報システムの状況について

（１）　４月１日から運用開始となった「道路等異常通報システム」が砺波市の

　　　 ＨＰのトップページに掲載されたが、その利用状況は 建設水道部長

（２）　利用された方からの評価と、運用当初は問題の発生等が起こり得る

　　　 事から、検証と改善にかかる目標予定日数は 建設水道部長
　

８　神島　利明　議員 【分割質問】

1 子育て支援について

（１）　ファミリー・サポート・センター協力会員の充足について 教育委員会事務局長

（２）　ファミリー・サポート・センター協力会員の報酬料金の値上げについて 教育委員会事務局長

（３）　ファミリー・サポート・センター事業における子どもを預かる場所の

　　　 確保について 教育委員会事務局長

2 脱炭素社会の推進について

（１）　道路照明灯の更新基準について 建設水道部長

（２）　消費電力の大きい水銀灯からの更新について 建設水道部長

3 防災意識の向上について

（１）　指定避難所に水害時の水深表示板設置について 建設水道部長

（２）　実際の浸水高さへ表示板を設置することについて 建設水道部長

4 食品ロスについて

（１）　食品ロス削減の活動内容と効果について 福祉市民部長

（２）　食品ロス削減の学校での出前講座について 福祉市民部長



令和４年６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　大楠　匡子　議員 【一問一答】

1 地方創生を推進するための取り組みについて

（１）　第２次砺波市商工業振興計画の成果と課題について 商工農林部長

（２）　起業・創業支援施策について

　　ア　「となみ創業塾」の拡充について 商工農林部長

　　イ　砺波市の創業者支援資金融資制度の拡充について 商工農林部長

　　ウ　新規事業者への支援内容について 商工農林部長

（３）　「となみ創生塾」（仮称）の取り組みについて 商工農林部長

2 「持続可能」な砺波市地域公共交通の実現について

（１）　デマンドタクシーの拡充について

　　ア　当日予約実施による運行状況について 企画総務部長

　　イ　目的地の見直し（医療機関やスーパーなどのバス停の拡充）について 企画総務部長

（２）　市営バスの再編について

　　ア　ニーズ調査から分析された実態について 企画総務部長

　　イ　運行ルートの見直しを含めた市営バスの再編について 企画総務部長

１０　境　欣吾　議員 【一問一答】

1 環境基本計画について

（１）　ＩＰＣＣ報告が求める意欲的な目標の作成と、ＺＥＨ、ＺＥＢの普及・

　　   実践を 福祉市民部長

（２）　計画から実践まで全庁的に 福祉市民部長

（３）　相談窓口の設置を 福祉市民部長

2 庄川水記念公園再整備計画について

（１）　耐用年数前に解体しなければならない理由は何か 副市長

（２）　修繕、解体に要する費用はどれほどか 教育委員会事務局長

（３）　市民の声に耳を傾け、同意と理解が得られるよう配慮して進められて

　　　 いるか 市長

　


