
令和４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 市民協働の推進

（１）　ウクライナ侵攻に係る砺波市の現況と人道的支援について 市長 企画政策課

2 保健・医療の充実

（１）　新型コロナ感染症の現況と接種対象者拡大策について 市長 健康センター

（２）　児童の熱中症やインフルエンザ対策と２学期からの学習指導について 教育長 教育総務課

（３）　今後のコロナ禍対策について 市長 健康センター

3 商工業の振興

（１）　市内の景気動向及び景気回復向上支援策について 市長 商工観光課

4 農林業の振興

（１）　人・農地プランの見直しについて 市長 農業振興課

（２）　小麦栽培の取り組みについて 市長 農業振興課

（３）　肥料高騰対策について 市長 農業振興課

5 生活基盤の充実（その１）

（１）　庄川右岸地域の用排水対策について 市長 農地林務課

（２）　庄川水記念公園再整備事業の進捗状況について 市長 都市整備課

（３）　信号機設置について 市長 市民生活課

6 生活基盤の充実（その２）

（１）　能登沖地震の影響と対応について 市長 商工観光課

（２）　チューリップ公園の年間利用について 市長
都市整備課

（商工観光課）

（３）　デジタル社会の実現に向けた計画を加速させるための施策について 市長 広報情報課

（４）　剪定枝処理事業の対応について 市長 市民生活課

7 持続可能な自治体経営

（１）　投票済証の取り扱いについて 副市長 総務課

（２）　職員の事務処理について 副市長 総務課



令和４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　境　佐余子　議員 【一問一答】

1 児童生徒が安心して学習できる環境への支援について

（１）　児童生徒の心模様の可視化への取り組みについて 教育委員会事務局長 教育センター

（２）　適応指導教室の呼称を変更し、不登校児童生徒や保護者に配慮する

　　　 ことについて 教育委員会事務局長 教育センター

（３）　児童生徒理解・教育支援シートの活用状況と、高校への情報の引継ぎ

　　　 について 教育委員会事務局長 教育センター

（４）　児童生徒が魅力や安心感を持つ学校づくりについて 教育長 教育センター

2 移住定住の更なる促進策について

（１）　２５歳の同窓会事業について 福祉市民部長 市民生活課

（２）　今後の婚活事業の展開について

　　ア　婚活事業の周知方法について 企画総務部長 企画政策課

　　イ　都市圏の移住定住希望者と繋がるオンライン婚活への取り組み

　　   　について 企画総務部長 企画政策課

3 農福連携の推進について

（１）　現在の農福連携事業の進渉について

　　ア　マッチングシートの内容と実際に活用する機会の有無 福祉市民部長 社会福祉課

　　イ　見学会参加者の感想や今後の農福連携への気づきについて 福祉市民部長 社会福祉課

（２）　県の「お試し農福」事業への参加について 福祉市民部長 社会福祉課

（３）　農業版ジョブコーチ確保について 福祉市民部長 社会福祉課

（４）　本市における農業と福祉の未来像について 副市長
社会福祉課
・農業振興課

２　小西　十四一　議員 【一問一答】

1 農業環境の整備について

（１）　環境保全型農業への取組強化について

　　ア　肥料高騰に伴う環境保全型農業へ指導の徹底を図る事について 商工農林部長 農業振興課

　　イ　地力増進作物の栽培に対する補助金の見直しについて 商工農林部長 農業振興課

（２）　認定農家等の高齢化について 商工農林部長 農業振興課

（３）　肥料・農薬等の高騰に伴う対応について 商工農林部長 農業振興課

（４）　砺波ブランドである砺波市の種もみを持続、発展させることについて 商工農林部長 農業振興課

2 休日の部活動を地域移行する事の途中経過について

（１）　令和５年から移行するとの事である休日の中学校部活動移行に向けた

　　　 計画の現状について 教育委員会事務局長 教育総務課



令和４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

３　神島　利明　議員 【分割質問】

1 不登校者の支援について

（１）　適応指導教室の雰囲気について 教育長 教育センター

（２）　不登校者の居場所のひとつにフリースクールがありますが、

　　　 そことの連携、関わり方について 教育長 教育センター

（３）　フリースクールに通う児童生徒に対して出席扱いにする判断基準

　　　 について 教育長 教育センター

（４）　フリースクールに通う児童生徒の保護者の負担軽減に対する補助

　　　 について 教育長 教育センター

2 脱炭素社会の推進について

（１）　国の予算の中に、意欲的に脱炭素の取組みを行う地方公共団体等

　　　 に対して、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」により支援します

　　 　となっていますが、本市の取り組みについて 福祉市民部長 市民生活課

（２）　化石燃料の代替品の中に水素燃料等があります。新エネルギー

　　　 推進の取り組みについて 市民生活課

（３）　斎場の灯油燃料の水素燃料化について 市民生活課

3 がん対策について

（１）　男性トイレにおけるサニタリーボックス（汚物入れ）の設置について 副市長 健康センター

４　林　教子　議員 【一問一答】

1 となみブランドの魅力を広める取組みについて

（１）　市民にとなみブランドの取組みと認定品を周知する取組みについて 商工農林部長 商工観光課

（２）　砺波市認定となみブランド公式webサイトについて 商工農林部長 商工観光課

（３）　となベジプロジェクトのレシピ紹介に認定品を使ってＰＲをする取組み

　　　 について 福祉市民部長 健康センター

2 １０７３でつながる街の強さひきだすプロジェクトにより市民の健康づくりを

さらに展開するために

（１）　となベジとのタイアップで、さらに健康意識を高める取組みについて 福祉市民部長 健康センター

（２）　児童、生徒への体調管理や健康意識を高める取組みについて 教育委員会事務局長 教育総務課

（３）　今後の明治との連携事業により更なる発展につなげる取組みについて 企画総務部長 企画政策課

3 診療報酬の改定による市立砺波総合病院の初診に係る加算料について

（１）　初診加算料が徴収されることについて 病院事務局長
病院医事課・
健康センター

（２）　こどもや、ひとり親への負担の軽減について 副市長 こども課

（３）　妊婦への負担の軽減について 副市長 健康センター

福祉市民部長



令和４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

５　向井　幹雄　議員 【一問一答】

1 砺波市野球場の環境整備について

（１）　スコアボードの改修について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

2 砺波チューリップ公園の整備について

（１）　からくり人形の水車小屋のメンテナンスについて 建設水道部長 都市整備課

（２）　五連揚水水車を活かした再生可能エネルギーの活用について 建設水道部長 都市整備課

（３）　音楽の流れるトイレの整備について 建設水道部長 都市整備課

3 上水道の整備について

（１）　有収率を上げる施策について 建設水道部長 上下水道課

（２）　ＡＩ点検の導入について 建設水道部長 上下水道課

4 外国人が暮らしやすい地域社会の推進について

（１）　窓口業務のサービス向上について 福祉市民部長 市民生活課

（２）　雇用事業者への情報提供について 福祉市民部長
市民生活課

（商工観光課）

5 学校教育環境の推進について

（１）　施設維持管理のためのサポート委員会の充実について 教育委員会事務局長 教育総務課

６　　山本　篤史　議員 【一問一答】

1 市民の健康について

（１）　屈折検査機の導入に伴う効果について 福祉市民部長 健康センター

（２）　歯科検診の促進について 福祉市民部長 健康センター

2 タブレット端末について

（１）　タブレット端末による児童・生徒間のトラブルについて 教育委員会事務局長 教育センター

７　山田　順子　議員 【一問一答】

1 ウイズ高齢総合対策の推進について

（１）　さらに進んだ高齢者援助事業の構築と推進について 福祉市民部長 高齢介護課

（２）　市における還付金等詐欺防止対策の推進について 福祉市民部長 市民生活課

（３）　健康寿命を延ばす為の更なる対策の推進について 福祉市民部長 高齢介護課

（４）　介護予防サポーター協議会の設立について 福祉市民部長 高齢介護課

（５）　高齢者であっても誰一人取り残さない市民ＤＸの構築について 企画総務部長 広報情報課

2 市民と一体となった市政運営の取り組みについて

（１）　地域の悩みと要望を掬い上げる機会の強化の取組みについて 企画総務部長 広報情報課

（２）　これからの砺波市を担う人材の計画的育成について 企画総務部長 広報情報課

（３）　市民が最優先に求める施策を把握するシステムの構築について 副市長 広報情報課



令和４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

８　開田　哲弘　議員 【一問一答】

1 屋敷林の保全と活用について

（１）　屋敷林所有者の負担軽減策について 商工農林部長
農地林務課
（税務課）

（２）　屋敷林を遊びの場として開放するための取り組みについて 商工農林部長 農地林務課

９　大楠　匡子　議員 【一問一答】

1 砺波市の魅力アップ施策について

（１）　地域おこし協力隊の活用について 副市長 市民生活課

（２）　庄川水記念公園再整備事業計画策定について 副市長
都市整備課

（生涯学習・スポーツ課）

（３）　チューリップ公園再整備計画策定について 建設水道部長 都市整備課

2 循環型社会の構築と脱炭素に向けた取り組みについて

（１）　太陽光発電設置者への助成について

　　ア　太陽光発電設置者への助成をやめた理由 福祉市民部長 市民生活課

　　イ　太陽光発電設置者への助成を再開することについて 福祉市民部長 市民生活課

（２）　剪定枝とグリーンバッグで回収した落葉等の利活用について 福祉市民部長 市民生活課

１０　境　欣吾　議員 【一問一答】

1 世界平和統一家庭連合（旧世界基督教統一神霊協会）との関わりについて

（１）　反社会的団体と認識するか 市長 総務課

（２）　関わりの調査と、庁舎内での認識の共有を 市長 総務課

（３）　相談窓口の設置を 市長 総務課

（４）　今後一切関与しない事 市長 総務課

2 庄川水記念公園再整備計画について

（１）　修繕・解体に要する費用について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

（２）　署名提出要望への対応について 市長 生涯学習・スポーツ課

（３）　自由に意思表示の出来る市政運営を 市長 生涯学習・スポーツ課


