
令和元年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

［　一般質問　］  

１　川辺　一彦　議員 【一問一答】

1 砺波総合病院の新体制に伴う経営戦略について

（１）　新院長体制による病院運営方針 病院長

（２）　地域医療構想に基づいた病床の機能分化と連携の促進 病院長

（３）　高度急性期病院としての体制整備 病院長

（４）　働き方改革への取組みと医師確保に向けた環境整備 病院長

（５）　消費税１０％の影響と対応策 病院事務局長

（６）　平成３０年度の経営評価　 病院事務局長

（７）　地域医療支援病院としての責務と効果及び今後の取組み方 病院長

2 これからの地域福祉計画について

（１）　地域福祉計画の進捗と展開 福祉市民部長

（２）　これからの高齢者意識とニーズの変化 福祉市民部長

（３）　社会情勢の変化に伴う地域や家庭環境の変化 福祉市民部長

（４）　行政が担う福祉センターとデイサービス施設のあり方 副市長

（５）　社会福祉協議会の事業見直しと体制強化 副市長

（６）　今後の地域福祉を見据えた各種福祉計画の策定方針 市長

２　雨池　弘之　議員 【分割質問】

1 がん対策について

（１）　第３期がん対策推進基本計画を受けての対応について 福祉市民部長

（２）　「がんを学ぶ」の評価と今後の関わりについて 病院長

（３）　「AYA世代」を対象とした「ちゅーりっぷサロン」の拡充について 病院長

2 新学習指導要領に対応した教育環境の整備について

（１）　教員の働き方改革への影響等について 教育長

（２）　国語科の授業内容について 教育長

（３）　がん教育について 教育長

３　　山本　篤史　議員 【分割質問】

1 熱中症対策について

（１）　スポーツ・レクリエーション施設の熱中症機器の設置について 教育委員会事務局長

2 庁舎の耐震化について

（１）　市庁舎の耐震診断について

（２）　新庁舎の位置について

（３）　庁舎の減築の検討について

3 道路交通網の整備について

（１）　一般国道359号の今後について 建設水道部長

（２）　庄川左岸道路（市道桜づつみ線）の進捗状況について 建設水道部長

4 食品ロス削減について

（１）　事業系食品ロス削減の取り組みについて 商工農林部長

   企画総務部長



　　　　　平成２８年１２月砺波市議会定例会質問要旨令和元年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

４　山田　順子　議員 【一問一答】

1 となみチューリップフェアについて

（１）　2019チューリップフェアの評価と今後の課題、対応策について 商工農林部長

（２）　外国人観光客の誘客強化等インバウンド対策について 商工農林部長

（３）　誘客キャンペーンの成果と滞在型観光の取組み推進について 商工農林部長

（４）　チュ-リップ踊りに全地区が参加する機運の醸成と今後の推進対策に

　　 　ついて 商工農林部長

（５）　第69回そして第70回記念フェアへと盛り上げる為の今後の計画について 市長

2 子どもたちが健やかに育つ為の教育環境の整備について

（１）　青少年赤十字に未加盟の小学校への加盟促進について 教育長

（２）　オンラインゲーム等のやり過ぎを防ぐPTAと連携する指導強化推進に

　　　 ついて 教育長

（３）　県警の防犯カメラレンタル事業の継続設置に対する補助制度の検討に

　　 　ついて 福祉市民部長

５　堺　武夫　議員 【一問一答】

1 庄川地域等の経営としてのまちづくりについて

（１）　市は、庄川地域のこれまでの人口動向をどのように評価し、

　　　 それはどのような理由・原因によるものと分析しているのか。 企画総務部長

（２）　庄川地域には庄川支所に地域振興課を設置しているが、 庄川地域の

　　　 振興に関してどのような機能を果たし、どのように評価をしているのか。 副市長

（３）　庄川地域についての人口動向の評価・分析を踏まえてまちづくりの　

　　   方針をどのように描き、どのような姿を目指していくのか。 市長

2 まちづくりの中核、庄川図書館の姿について

（１）　庄川図書館の利用状況などの現状をどのように認識しているのか。 教育委員会事務局長

（２）　庄川地域から平成25年に書店がなくなったが、その影響は庄川図書館

　　　 にとってはどのようなものか。 教育委員会事務局長

（３）　庄川地区4児童館の機能を庄川生涯学習センターに統合し、

　　　 庄川図書館は児童書、子育て世代が利用する実用書や雑誌を揃えた、

　　　 こどもに特化した図書館として充実することを提言する。 教育委員会事務局長



　　　　　平成２８年１２月砺波市議会定例会質問要旨令和元年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

５　堺　武夫　議員 【一問一答】

3 中学生の自転車通学の安全対策等について

（１）　市内４中学校・生徒の通学手段の実態はそれぞれどうか。 教育委員会事務局長

（２）  生徒に対して自転車の安全な運転をどのように指導しているのか。

　　　 その充実について尋ねる。 教育委員会事務局長

（３）　市内４中学校の自転車通学による危険箇所（路線）の実態をどのように

　　　 把握しているのか。 教育委員会事務局長

　 （４）　危険箇所（路線）をどのように分類・分析して安全対策を講ずる考えか。 建設水道部長

（５）　道路構造令では、市道に適用される認定基準の最低はどのような

　　　 内容か。 建設水道部長

（６）　狭隘な幅員の道路における自転車通学の安全確保として、

　　　 車道混在型の矢羽根表示やゾーン３０なども含めて特定地域を

　　　 優先的計画策定区域と捉えて試験的な導入を提言する。 建設水道部長

（７）　ゾーン３０によって自転車通学の安全確保を関係地区の同意を得て

　　　 早急に図ることを求める。

　　 　なお、同意を求める必要のある範囲はどこまでか。 福祉市民部長

（８）　道路台帳の作成は、具体的にどのような計画で実施するのか。 建設水道部長

（９）　現・作成計画の道路台帳は、現場との不整合による将来追加投資を

　　　 要しないのか。 建設水道部長

4 公共施設再編計画について

（１）　公共施設再編計画の策定までの手順の説明を求める。 副市長

（２）　市民説明会は部課長によって、せめて８小学校区で実施することを

　　　 提言する。 副市長

（３）　市民説明会は、人口・財政見通しを基にした地域のまちづくり、

　　　 そしてその結果としての公共施設保有量が過重であることを市民の

　　 　皆さんと共有するための話し合いの場にすることを提言する。 副市長

（４）　市全体の人口・財政見通し、当該地域の人口見通し、公共施設の配置

　　　 などの説明資料はどのように想定しているのか。 副市長

（５）　公共施設再編計画策定に当たっての基本的な姿勢を尋ねる。 副市長



　　　　　平成２８年１２月砺波市議会定例会質問要旨令和元年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

６　開田　哲弘　議員 【一問一答】

1 屋敷林の保全について

（１）　砺波市景観まちづくり条例の効用について 建設水道部長

（２）　砺波市景観まちづくり条例に基づく事業費補助について 建設水道部長

（３）　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び同法施行令から見た、

　　　 屋敷林から発生するスンバ等落ち葉の焚火について 福祉市民部長

（４）　屋敷林の伐採について 商工農林部長

（５）　保存樹の指定と管理について 商工農林部長

（６）　生垣の奨励について 商工農林部長

（７）　昨年から３か年の予定で活動している「市屋敷林保全管理検討会」の

　　　 進捗状況 商工農林部長

（８）　高齢化、空き家化等の理由により、屋敷林の保全ができない場合の

　　　 行政の働きかけについて 商工農林部長

７　有若　隆　　議員 【一問一答】

1 成年後見人対策について

（１）　成年後見人の現状について 福祉市民部長

（２）　成年被後見人の欠格条項削除に伴う当市の成年後見人制度への

　　　 影響について 福祉市民部長

（３）　市民後見人の養成状況について 福祉市民部長

（４）　とやま呉西圏域連携事業の成年後見センターの設置について

　　ア　呉西地区成年後見センターの運営体制について 福祉市民部長

　　イ　呉西地区成年後見センターの役割について 福祉市民部長

　　ウ　呉西地区成年後見センターへの期待される効果について 福祉市民部長

2 散居景観の屋敷林保全育成対策について

（１）　屋敷林保全育成に対する子ども達への醸成に向けた取組みについて 教育長

（２）　散居村の屋敷林景観の「日本遺産」への認定に向けた取組みについて 商工農林部長

3 小中学校における英語教育の推進について

（１）　小学校における英語の教科化への取組み状況について

　　　（英語専科教員の配置） 教育長

（２）　小学校における英語の来年度からの教科化に備えた今後の取組み

　　　について 教育長

（３）　小学校における英語の来年度からの教科化に伴う中学校の英語教育

　　　への影響について 教育長

（４）　中学校における生徒の英語力のレベルについて

　　　（英語教育実施状況調査結果） 教育長



　　　　　平成２８年１２月砺波市議会定例会質問要旨令和元年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

８　嶋村　信之　議員 【一問一答 】

1 ともに輝き支えあう人づくりについて

（１）　法令等から見た本市の小中学校の適正規模について

　　ア　法令から見た本市の小学校８校、中学校４校（５月１日現在）の

　　　   学校基本調査の結果を踏まえ、適正な学校規模の条件に適って

　　　　 いるのか 教育長

　　イ　０歳から１４歳までの年齢別で２１地区の実態を公表された。

　　　　そこで、今回公表に踏み切った背景等について 教育長

（２）　小規模校の学習面について

　　ア　子どもたちがお互いに触発する場を学校における具体的な取組に

　　　　 ついて 教育長

（３）　小規模校の生活面の指導について

　　ア　様々な教科・領域等で地域と連携して学習することは地域の良さ、人と

　　　 　かかわることの良さを学び地域を誇りに思う子供たちを育てる事に

　　　　 繋がります。

　　　　 そこで、その具体的な取組と成果について 教育長

（４）　小規模校の学校運営面・財政面について

　　ア　学校運営面・財政面の課題があると伺っていますが、働き方改革を

　　　　 含めて、研修や休暇の機会に対しどのような工夫をされているのか。 教育長

（５）　学習意欲を伸ばすタブレット端末の導入について

　　ア　学習意欲を伸ばすタブレット端末の導入の効果について 教育長

　　イ　小学生の頃からデジタル機器に親しんでおく必要があると思うが、

　　　　本市の教育現場の現状と課題について 教育長

　　ウ　タブレット端末の導入には、当然予算が必要ですが、未来を担う子ども

　　　　 たちのため、先ず小規模校から予算要求され実証を始めたらどうか 教育長

　　エ　ブレンド型学習（blended learning）について 教育長

（６）　次代を担う全ての子どもたちが質の高い教育を受けるための将来

　　　 ビジョンについて

　　ア　本市の学校教育の将来展望をどのように描いているのか 教育長

　　イ　本市の学校の適正基準づくりを踏まえた「砺波市学校規模適正化推進

　　　  計画」の策定及び、「総合教育会議」での議題とし、俎上に載せ、

　　　  議論する時が来ているのではないか 教育長



　　　　　平成２８年１２月砺波市議会定例会質問要旨令和元年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　境　欣吾　議員 【一問一答】

1 砺波市公共施設等総合管理計画について

（１）　数値目標を決めて取り組むことの是非について 副市長

（２）　原案の作成から市民が参画して計画すべき 副市長

（３）  費用対効果という考え方について 副市長

（４）　地域・コミュニティに譲渡という考え方について 副市長

（５）　自立した自治体としての独自の公共施設の管理運営を 副市長

2 会計年度任用職員制度導入の取り組みについて

（１）　条例等の準備状況について 企画総務部長

（２）　待遇改善に必要な積極的な財政措置の要求を 企画総務部長

１０　桜野　孝也　議員 【分割質問】

1 スポーツの推進について

（１）　中学校の運動部活動について 教育長

（２）　となみチューリップスタジアムのスコアボード改修について 教育委員会事務局長

（３）　砺波市陸上競技場のトラック走路の改修について 教育委員会事務局長

2 郷土愛の醸成について

（１）　スタンプラリーの実施について 教育長

（２）　祭りの理解と継承について 教育長

3 高齢者の事故防止対策について

（１）　デマンドタクシー「愛のりくん」の運行範囲拡大について 福祉市民部長

（２）　運転免許返納後の支援について 福祉市民部長


