
令和５年２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　山森　文夫　議員 【分割質問】

1 新年度予算、重点施策について

（１）　予算編成にあたっての考え方とハード面・ソフト面での施策の特徴に 財政課

　　　 ついて 市長

（２）　総合計画後期計画期間内の財政見通しについて 市長 財政課

（３）　公共施設の再編計画について 市長 財政課

 （４）　効率的な行政運営について 市長 広報情報課

（５）　人口減少・少子化社会に対応したまちづくりについて 市長 こども課・健康センター

（６）　将来に向けた農業振興対策について 市長 農業振興課

2 庄川水記念公園再整備について

（１）　パブリックコメントの実施の有無について 市長 都市整備課

（２）　既存施設の再用途について 市長 都市整備課（商工観光課）

（３）　アクティビティゾーンの具体的整備方針について 市長 都市整備課

3 教育行政について

（１）　幼児教育・学校教育の取組み指針について 市長 教育総務課

（２）　砺波市立学校の適正規模・適正配置に関する考え方について

　　ア　適正規模・適正配置に対する基本的な考え方を踏まえた教育委員会

　　　　 としての学校教育に対する考え方について 教育長 教育総務課

　　イ　小規模校のメリットを活かし、デメリットを極力解消する方策について 教育長 教育総務課

　　ウ　次年度以降の適正化への具体的な取組みについて 教育長 教育総務課

4 ２０２５年問題への対応について

（１）　超高齢者社会を迎え、持続的に介護サービスを提供するために、今後

　　　どのような考え方で取り組んでいくのかについて 市長 高齢介護課

（２）　地域包括ケアシステム推進の現状と令和５年度の取組みについて 市長 高齢介護課

5 城端線・氷見線のＬＲＴ化に向けた検討について

（１）　第５回検討会において示された調査結果について 副市長 企画政策課

（２）　今回の調査結果に対する市の受け止めについて 副市長 企画政策課

（３）　地域が求める城端線・氷見線のあり方と今後の検討に向けた

　　　  展開について 市長 企画政策課



令和５年２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　　林　教子　議員 【一問一答】

1 なごやかに暮らしを育む、安心づくりについて

（１）命を大切にする取組みについて

　　ア　ゲートキーパーを知ってもらい、ゲートキーパーを増員するために

　　　　ついて 福祉市民部長 健康センター

　　イ　子ども、若者、女性、コロナの影響を踏まえた対策の推進について 福祉市民部長 健康センター

（２）　ひとり暮らし高齢者の防犯対策に、防犯機器の設置に対する補助に

　　　 ついて 福祉市民部長 市民生活課（社会福祉課）

2 砺波市への観光誘致について

（１）　台湾をはじめとした海外営業におけるインバウンド事業回復への

　　　 手応えと、今後の取組みについて 市長 商工観光課

（２）　首都圏からの観光客誘致及び、北陸新幹線の延伸を見込み、

　　　  関西からの観光客誘致に向けた具体的な取組みについて 商工農林部長 商工観光課

3 ウチとマチをつなぐ「チョイソコとなみ」の運行が開始されて

（１）　Webの活用について

　　ア　会員登録について 企画総務部長 企画政策課

　　イ　予約の方法について 企画総務部長 企画政策課

（２）　停留所の拡大に伴い、もっと便利なチョイソコとなみであるために 企画総務部長 企画政策課

２　山田　順子　議員 【一問一答】

1 防災対策の更なる充実について

（１）　コロナ禍に対応した炊き出し訓練の実施について 企画総務部長 総務課

（２）　ペットボトルを使用した救急救命講習の実施について 企画総務部長 砺波消防署（総務課）

（３）　ペット同伴避難への支援の充実について 企画総務部長 総務課

（４）　災害時のドローン活用への取組みについて 企画総務部長 総務課

2 適切な保育現場の形成について

（１）　保育や幼児教育現場の点検と風通しの良い環境づくりについて 教育委員会事務局長 こども課

（２）　保育士の適正配置について 教育委員会事務局長 こども課



令和５年２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　境　佐余子　議員 【一問一答】

1 砺波南部小学校、および庄西中学校における長寿命化改修計画について

（１）　普通教室における子どもたちの柔軟な学びの空間への今後の

　　　 対応について　　 教育委員会事務局長 教育総務課

（２）　将来世代への負担を抑えた長寿命化事業の姿について 教育委員会事務局長 教育総務課

（３）　長寿命化を含め、学校施設の未来の姿を、子どもや保護者と

　　　  語れる場を設けることについて 教育委員会事務局長 教育総務課

2 子どもたちの読書活動を支える施策について

（１）　蔵書整備目標に現在の物価上昇等が及ぼす影響と今後の対応

　　　 について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

（２）　第３次子ども読書推進計画の達成状況と、生活様式の変化を踏まえた

　　　 今後の読書推進計画について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

（３）　学校図書と公共図書館の蔵書検索の連携と、１人１台端末を活用した

　　　 電子書籍導入について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

3 地域経済の活性化につながる女性の就業率向上について

（１）　それぞれの持つ強みを生かせるコミュニティビジネスの周知や学びの

　　　 機会を、市と商工団体で連携し創出することについて 商工農林部長 商工観光課

（２）　ママの再就職応援セミナーにこれまで参加された方の感想は

　　　 どのようなもので、また今後、参加者からの希望にどのように

　　　 応えていかれるのか 商工農林部長 商工観光課

　　　 

４　小西　十四一　議員 【一問一答】

1 新型コロナの５類移行に向けた対応策について

（１）　新型コロナ５類、移行における市民に対する対応策と行動指針

　　　 について 福祉市民部長 健康センター

（２）　デイサービスセンターにおける対応策の変更について 福祉市民部長 高齢介護課

2 部活動の地域移行について

（１）　生徒の希望に沿った部活動の存続について 教育委員会事務局長 教育総務課

（２）　部活動指導員の今後について 教育委員会事務局長 教育総務課

（３）　部活動の地域移行に向けた取組における謝礼について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

3 学校施設のあり方について

（１）　学校施設のあり方と地域防災拠点としての存続との考え方について 市長 教育総務課（総務課）



令和５年２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　神島　利明　議員 【分割質問】

1 子育て支援について

（１）　保育の現場に於ける加配職員の配置について 教育委員会事務局長 こども課

（２）　民間の認定こども園への加配職員の助成について 教育委員会事務局長 こども課

（３）　育児休業期間終了前のならし保育について 教育委員会事務局長 こども課

2 放課後児童クラブについて

（１）　放課後児童クラブの運営について 教育委員会事務局長 こども課

3 文化施設について

（１）　民具展示室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

（２）　埋蔵文化財センター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

4 公園管理について

（１）　都市公園の維持管理について 建設水道部長 都市整備課

６　向井　幹雄　議員 【一問一答】

1 公共施設等の持続可能なサービスの提供について

（１）　財源確保のためネーミングライツ導入へのアプローチについて 企画総務部長 財政課

（２）　砺波市文化会館の耐震補強に伴う整備方針について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

（３）　省エネと脱炭素化にむけたスポーツ施設のLED化について 教育委員会事務局長 生涯学習・スポーツ課

2 情報発信力の強化について

（１）　協働のまちづくりを推進するための地域アンテナ隊の情報発信に

　　　ついて 企画総務部長 総務課

（２）　情報検索のためのAIチャットボットの導入について 企画総務部長 広報情報課

3 観光振興対策の推進について

（１）　ふるさと納税返礼品の知名度アップの施策について 企画総務部長 財政課

（２）　「おもてなしガイド」を活用した多言語サービスの導入について 商工農林部長 商工観光課

（３）　砺波ブランドの認知度向上について 商工農林部長 商工観光課

4 教育環境整備の推進について

（１）　欠席・遅刻など保護者からの発信体制の導入について 教育委員会事務局長 教育総務課



令和５年２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　山本　篤史　議員 【一問一答】

1 砺波市立学校の適正規模・適正配置に関する基本的な考え方について

（１）　2027年度以降、庄東・庄川地区は小中一貫校となる方向で

　　　 検討するのか 教育長 教育総務課

2 こども達の環境について

（１）　特定分野に特異な才能のある児童生徒への指導・支援策

　　　 について 教育長 教育センター

（２）　こども家庭庁発足に伴う当市の影響について 教育委員会事務局長 こども課

（３）　学習端末の維持管理費について 教育委員会事務局長 教育総務課

（４）　今後の学校給食について 教育委員会事務局長 教育総務課

3 新年度予算案について

（１）　庁内テレワーク推進事業による紙資源の削減について 企画総務部長 広報情報課（総務課）

（２）　市街地溢水対策水門遠隔化事業について 建設水道部長 土木課

4 交通安全対策について

（１）　自転車のヘルメット着用努力義務の周知と駐輪場の防犯対策

　　　 について 福祉市民部長 市民生活課

８　境　欣吾　議員 【分割質問】

1 学校給食の無償化について

（１）　学校給食の無償化を 教育委員会事務局長 教育総務課

（２）　第2子、第3子以降の無償化を 教育委員会事務局長 教育総務課

（３）　国に要望を 教育委員会事務局長 教育総務課

（４）　食材に安全な有機農産物を 教育委員会事務局長 教育総務課（農業振興課）

2 補聴器購入への補助制度について

（１）　健康診査などの検査項目に聴覚機能を加えること 福祉市民部長 市民課（高齢介護課）

（２）　補聴器購入費用の医療費控除について周知を

（３）　補聴器購入費用への補助を

3 新型コロナウイルス感染症対策について

（１）　引き続く感染対策の重要性について 福祉市民部長 健康センター

（２）　高齢者施設での集中的検査の実施と継続を 福祉市民部長 高齢介護課

福祉市民部長 社会福祉課（税務課）



令和５年２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 子育て支援について

（１）　児童館機能を持つ施設の整備について

　　ア　庄川地域に整備する児童館の概要について 教育委員会事務局長 こども課

　　イ　出町児童センターに代わる児童館機能を持つ施設の整備計画策定

　　　　について 教育委員会事務局長 こども課

（２）　「子ども食堂」への活動支援について

　　ア　砺波市としての「子ども食堂」のあり方について 教育委員会事務局長 こども課

　　イ　地域の居場所作りも担っている「子ども食堂」への継続的な活動支援を 教育委員会事務局長 こども課

　　ウ　事業所等と連携したフードドライブ事業の定期的な実施を 福祉市民部長 市民生活課

2 住み良い砺波市を創るための行政サービスの充実について

（１）　会計年度任用職員の処遇改善について

　　ア　保育士などに砺波市独自の給与体系での対応を 副市長 総務課

　　イ　会計年度任用職員の任用期間について 副市長 総務課

（２）　砺波市役所の適正な職員数と職員配置について

　　ア　砺波市役所の職員数の見直しについて 副市長 総務課

　　イ　正規職員が育児休業等で長期に休職する場合等の代理職員の

　　　　 配置について 企画総務部長 総務課

3 「花と緑のまちづくり」について

（１）　新たな緑花の担い手育成について 商工農林部長 農地林務課

（２）　砺波チューリップ公園内の緑花整備について 建設水道部長 都市整備課・農地林務課

（３）　これからの「花と緑のまちづくり」について 商工農林部長 農地林務課


