
令和４年１２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　今藤　久之　議員 【分割質問】

1 今後の取り組みについて

（１）　令和５年度当初予算編成における基本的考え方とその特徴について 市長 財政課

（２）　市役所職員の定年延長の取り組みについて

　　ア 定年延長制度の概要について 市長 総務課

 　　イ 定年延長に伴う影響について 市長 総務課

　　ウ 定年延長職員の処遇について 市長 総務課

（３）　市役所におけるＤＸの取り組みについて

　　ア タブレット端末配置と行政システムのクラウド化によるメリットとデメリット

　　　　について

　　イ 今後のＤＸへの取り組みについて

2 次代を担う世代について

（１）　「こども家庭庁」新設について

　　ア 今後の子育て支援の展開について 市長
こども課

（健康センター）

　　イ 「こども家庭センター」の設置について 市長
こども課

（健康センター）

　　ウ 出生数の現状と増加対策について 市長 企画政策課

（２）　中学校部活動について

　　ア 地域移行に対する取り組みについて 教育長 教育総務課

　　イ 部活動改革を通して目指す姿について 教育長 教育総務課

3 公共交通整備について

（１）　「チョイソコとなみ」について

　　ア 利用状況と利用者の反応について

　　イ 説明会・意見交換会での反応と要望について

（２）　砺波市が目指す公共交通について

　　ア 市営バスの再編・整理について

　　イ 市営バスのＥＶ化について

　　ウ 将来の地域公共交通の在り方について

4 スマートインター柳瀬工業団地について

（１）　第１団地の進出企業の決定とその効果について 市長 商工観光課

（２）　第２団地についての現況と今後の見通しについて 市長 商工観光課

5 公園整備について

（１）　庄川水記念公園の整備計画について 市長 都市整備課

（２）　砺波チューリップ公園の整備について 市長 都市整備課

市長 広報情報課

市長 企画政策課

市長 企画政策課



令和４年１２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）　大雪時の市職員の通勤や帰宅方針について 副市長 総務課

（２）　道路上に雪を排雪することについて 建設水道部長 土木課

（３）　除雪機の安全な使用の周知について 建設水道部長 土木課

（４）　「豪雪地帯安全確保緊急対策交付金」の活用について 建設水道部長 土木課

2 市役所前交差点の安全確保について

（１）　右折信号の要望について 福祉市民部長 市民生活課

（２）　道路の構造上の課題について 建設水道部長 土木課

（３）　市道栄町千保線の歩道設置について 建設水道部長 土木課

3 体育施設の修繕について

（１）　Ｂ＆Ｇ海洋センターのプールについて 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

4 子育て環境について

（１）　高校生までの医療費無償化について 教育委員会事務局長 こども課

（２）　児童・生徒のバスの置き去り対策について 教育委員会事務局長 教育総務課

２　山田　順子　議員 【一問一答】

1 砺波市のＳＤＧｓへの更なる取組みについて

（１）　砺波市のＳＤＧｓについての認識と現在の取組み状況、 企画総務部長 企画政策課

　　　 そこから見えてくる課題

（２）　職員や市民に対する普及啓発の現状と今後の課題への取組み 企画総務部長 企画政策課

　　　 について

（３）　各学校でのＳＤＧｓの取組み教育の推進について 教育長 教育センター

（４）　持続可能な市政のための地域力の発掘や育成計画について 企画総務部長 総務課

（５）　地域力の展開による誰一人取り残さないＤＸの円滑な推進について 企画総務部長 広報情報課

（６）　砺波市ＳＤＧｓ推進協議会の設立について 企画総務部長 企画政策課

2 防災事業の充実について

（１）　各地区自主防災会での防災士の活用について 企画総務部長 総務課

（２）　女性防災士による各地区での女性向け防災学習会の開催について 企画総務部長 総務課

（３）　社会福祉協議会の協力による障害のある方の避難訓練への参加

　　　 について 福祉市民部長 社会福祉課



令和４年１２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 「伝える」から「伝わる」情報発信の推進について

（１）　ＵＤフォントの推進について 副市長 広報情報課

2 教育環境の充実について

（１）　再生可能エネルギー施設を活かしたＳＤＧｓ環境教育の推進について 教育委員会事務局長 教育総務課

（２）　洪水災害に備えた受配電設備の対策について 教育委員会事務局長 教育総務課

3 高齢者の認知症対策の推進について

（１）　認知症の人を地域で支えるための対策について 福祉市民部長 地域包括支援センター

（２）　ＧＰＳ機能を備えた機器の支援について 福祉市民部長 地域包括支援センター

4 農業振興対策の推進について

（１）　米粉の地産地消の支援について 商工農林部長 農業振興課

（２）　農業の担い手を育成する農業体験の充実について 商工農林部長 農業振興課（教育総務課）

5 子育て支援の推進について

（１）　子育て支援アプリとホームページの連携強化について 教育委員会事務局長 こども課

（２）　子育て世代に優しい保育料の軽減について 教育委員会事務局長 こども課

４　神島　利明　議員 【分割質問】

1 子育て支援について

（１）　出町児童センターの老朽化や耐震化不足に対する今後の計画に

　　　 ついて 教育委員会事務局長 こども課

（２）　福祉センター北部苑・苗加苑の子育て支援の拠点としての利用方法

　　　 について 福祉市民部長 社会福祉課（こども課）

（３）　砺波図書館の子育て世帯の利用促進について 教育委員会事務局長
生涯学習・スポーツ課

（こども課）

2 福祉センターについて

（１）　子どもから高齢者まで、誰でも利用できる福祉センターの利用促進に

　　　 ついて 福祉市民部長 社会福祉課

3 市民サービスについて

（１）　お悔やみコーナーの設置について 福祉市民部長 市民課

4 生涯学習について

（１）　今後ますます増える高齢者のための学びの場である市民大学の

　　　 充実について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

5 防災訓練について

（１）　防災訓練に避難行動要支援者（高齢者・障がい者等）の参加について 企画総務部長 総務課・社会福祉課



令和４年１２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　境　佐余子　議員 【一問一答】

1 介護予防教室等への参加促進に向けた取り組みについて

（１）　介護予防教室等への男女の参加率の偏り解消に向けたこれまでの

　　　 対策について 福祉市民部長 地域包括支援センター

（２）　高齢者への新しい生きがいづくりメニューとしてe-sportsを取り入れる

　　　 ことについて 福祉市民部長 地域包括支援センター

2 食育推進全国大会を活かした本市の食育活動のＰＲと災害時の食育に対

する考えについて

（１）　「食育推進全国大会inとやま」への出展について

　　ア 同大会でのとなみブランドのＰＲについて 商工農林部長 農業振興課

　　イ 動画コンテンツでの本市の食育活動のＰＲについて 商工農林部長 農業振興課

（２）　今後、本市の防災計画において災害時の食育をどう位置付けるかに

　　　 ついて 商工農林部長 農業振興課

3 中学校の部活動地域移行について

（１）　これまで行われた部活動地域移行に向けた意見等の掌握について 教育委員会事務局長 教育総務課

（２）　部活動の地域移行をサポートするコーディネーターの設置について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

（３）　部活動地域移行に向けた保護者への説明について 教育委員会事務局長 教育総務課

4 第二次砺波市環境基本計画の策定に向けた取り組みについて

（１）　計画策定にあたり行われるアンケートの調査方法と内容について 福祉市民部長 市民生活課

（２）　プラスチック資源循環促進法への対応について 福祉市民部長 市民生活課

（３）　公共施設の屋上等を活用する太陽光発電の第三者所有モデルを

　　　 利用した更なるＣＯ２削減について 建設水道部長 都市整備課

６　林　教子　議員 【一問一答】

1 がん検診の受診率向上に向けた取組みについて

（１）　見やすくわかりやすい、がん検診の告知の方法について 福祉市民部長 健康センター

（２）　レディース検診を、さらに受診しやすい体制にする取組みについて 福祉市民部長 健康センター

（３）　施設で受診する子宮がん検診の助成について 福祉市民部長 健康センター

（４）　３大がんの検診が半日で完了するセット検診を設ける取組みについて 福祉市民部長 健康センター

（５）　健康寿命延伸のために節目検診の年齢追加について 福祉市民部長 健康センター

2 庁舎整備について

（１）　本庁舎の課題である防災機能、耐震性能について 企画総務部長 財政課

（２）　財源の確保について 企画総務部長 財政課

（３）　庁舎整備の基本方針について 企画総務部長 財政課

（４）　市民の声の聞きとり方について 企画総務部長 財政課

（５）　今後の全体スケジュールについて 企画総務部長 財政課



令和４年１２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 パートナーシップ制度について

（１）　富山県のワンチームとやまの施策としてスタートすることについて 企画総務部長 総務課

（２）　市営住宅と市立砺波総合病院での宣誓書受領証の取り扱いについて 企画総務部長 総務課

（３）　行政サービスでの宣誓書受領証の取り扱いについて 企画総務部長 総務課

（４）　パートナーシップの相談窓口について 企画総務部長 総務課

（５）　ＬＧＢＴＱ＋などの多様性に対する市民への啓発活動について 企画総務部長 総務課

８　小西　十四一　議員 【一問一答】

1 農業環境の整備について

（１）　農業公社の解散について

　　ア　農地受託者の確保について 商工農林部長 農業振興課

　　イ　チューリップ生産における労働者の確保支援策について 商工農林部長 農業振興課

（２）　耕作放棄地の解消対策について

　　ア　耕作放棄地における新たな耕作作物の提案について 商工農林部長 農業振興課

　　イ　耕作放棄地における新規耕作物導入と新規就農者の確保に向けた

　　　　取り組みについて 商工農林部長 農業振興課

2 交流人口増加に向けた施策について

（１）　砺波市で開催される大会に県外から参加した選手にチューリップフェア

　　　 の招待券を配布することについて 商工農林部長 商工観光課
（生涯学習・スポーツ課）

（２）　弁財天公園の観光地化に向けた整備計画について 建設水道部長 都市整備課

９　境　欣吾　議員 【分割質問】

1 松村外次郎記念庄川美術館、水資料館存続について

（１）　施設を無くす根拠は 副市長 生涯学習・スポーツ課

（２）　市民の声に耳を傾ける市政に 市長 生涯学習・スポーツ課

2 障害者医療費助成制度について

（１）　６５歳以上の重度心身障害者医療費助成制度を現物給付で 市長 社会福祉課

3 インボイス制度への対応について

（１）　免税業者はどれだけか 企画総務部長 財政課（各会計所管課）

（２）　免税業者を排除しないこと 企画総務部長 財政課

（３）　指定管理団体の対応は 企画総務部長 財政課

（４）　国に廃止の要望を 企画総務部長 財政課

4 畜産農家の窮状救済の要望を

（１）　緊急対策を国に求めるべき 商工農林部長 農業振興課


