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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

［　代表質問　］  

１　稲垣　修　議員 　

1 平成２９年度当初予算案について（一般会計）

（１）　予算編成の基本方針と財源面からの課題について 市長

（２）　重点施策と第１次総合計画（後期計画）の評価と課題について 市長

（３）　自民会からの要望の予算面での反映について 市長

2 市内中小零細企業の経営基盤強化策、人手不足対策、及び企業誘致の

促進について

（１）　市税収入の現状分析と今後の課題について 市長

（２）　中小零細企業の経営基盤強化策について 市長

（３）　人手不足の現状と今後の対応策について 市長

（４）　企業誘致の推進について

　　ア　市の捉え方と本市経済の成長戦略について

　　イ　誘致産業と誘致活動の現状について

　　ウ　立地企業の定着を促す取組みについて

（５）　選ばれる都市に向けた取組みと創業支援の現状について 市長

3 市街地の雨水対策の推進について

（１）　過去の被害状況について

（２）　現状での課題について

（３）　今後の対策及びスケジュールについて

市長

市長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

［　一般質問　］  

１　雨池　弘之　議員

1 となみ創生まちづくり総合戦略について

（１）　人口減少が著しい、庄東や庄川地域での地域振興や人口増対策

　　について 市長

（２）　人口減少が著しい、中山間地域における農業基盤等里山の環境

　　保全のための組織について 商工農林部長

（３）　消滅が懸念される集落に対し、住民の安心感を醸成するための

　　体制づくりについて 福祉市民部長

（４）　砺波庄川まちづくり協議会について 市長

（５）　中心市街地や商店街の活性化について 商工農林部長

2 砺波市公共施設等総合管理計画について

（１）　管理計画の今後の対応について 企画総務部長

２　山田　順子　議員

1 健康寿命延伸施策の推進について

（１）　県の生活習慣改善健康合宿誘致による地域活性と健康寿命延伸の

　　推進について 福祉市民部長

（２）　いきいき百歳体操の更なる普及促進に向けて 福祉市民部長

（３）　健康寿命延伸のための今後の新たな取組計画について 福祉市民部長

2 「元気な熟年のまち砺波」の形成のために

（１）　高齢者定義の見直しを契機とした６５歳から７４歳までの準高齢者の

　　生活の質の向上策について 商工農林部長

3 安全・安心なまちづくりの推進について

（１）　屋外での事故にも対応できるAEDの設置場所の検討について 企画総務部長

（２）　市民の防災意識のより一層の向上策推進について

（３）　「１軒に一部屋を耐震化すること」への推進に向けて 建設水道部長

（４）　自主防災会連絡協議会設立への進捗状況について
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

３　嶋村　信之　議員

1 平成２９年度市政方針等について

（１）　第２次砺波市総合計画について

　　ア　基本方針１　「ともに輝き支えあう　人づくり」について

　　イ　基本方針２　「なごやかな暮らしを育む　安心づくり」について

　　ウ　基本方針３　「みらいに活力をつなげる　まちづくり」について

　　エ　共通方針　「協働と持続可能な自治体経営」について

（２）　新教育長や総合教育会議および教育行政に係る大綱の策定などに

　　ついて

　　ア　法改正に至る経緯や概要など。また、新教育長や総合教育会議

　　　及び教育行政に係る大綱の策定などについて

　　イ　国会における附帯決議の「コミュニティ・スクールの設置の促進

　　　に努めること」や「教育委員会議や総合教育会議の議事録の作成・

　　　公表が確実になされるよう万全を期すこと」などについて

　　ウ　いじめ問題や学級崩壊、暴力事件などが発生した場合など「総合

　　　教育会議」でも対応がなされるのか「総合教育会議」における事件の

　　　対応などについて

　　エ　この度の法改正により、教育長と教育委員長が一本化され、

　　　市長が直接、新教育長を任命して議会の同意を得ることによる

　　　新教育長の所信表明などについて

（３）　学校での働き方改革の取組み等について

　　ア　業務改善のモデル地域の指定、有識者ら業務改善アドバイザー

　　　の教育委員会への派遣、部活動の休養日などに関するガイドライン

　　　作りという三つの対策について

　　イ　校務支援システムの導入による教師の軽減について

　　ウ　児童生徒の学力向上のために市内の全市立小・中学校にタブ

　　　レットパソコン（PC）を導入し、ICT（情報通信技術）を活用した授業

　　　の展開と今後の取組みについて

2 安心安全なまちづくりについて

（１）　民間の空き家・空き室を活用し、家賃補助や家賃債務保証の支援

　　について

　　ア　本市の空き家の実態について 企画総務部長

　　イ　家賃補助や家賃債務保証の支援について

　　ウ　居住支援協議会の設置について

　　エ　NPO法人などを居住支援法人として新たに指定することについて

（２）　安定的な水の供給を確保することについて

　　ア　水道施設の適切な資産管理を推進する上で欠かすことのできない、

　　　台帳、図面の整備がされているのか。

　　イ　全国の管路更新率は０．７６％であり、このままのペースでは全てを

　　　更新するまでに１３０年かかるが本市の見通しについて

　　ウ　耐震化率は、平成２７年度末で２８．４％と伺っているが、今後の

　　　更新計画の取組みはどうか。

　　エ　アセットマネジメントの結果に基づく健全な水道事業の継続のために

　　　水道料金をどのように考えているか。

（３）　若者の雇用管理が優良な中小企業を、国が認定する「ユースエール」

　　制度の導入について

　　ア　国が認定する「ユースエール」制度の本市の取組みについて

　　イ　公共調達における加点評価について

　　ウ　若者の採用・育成を支援する関係補助金の加算措置について

市長

教育長

教育長

建設水道部長

建設水道部長

商工農林部長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

４　桜野　孝也　議員

1 人口減少対策について

（１）　空き家情報バンクの現状等について

（２）　空き家の意向調査について

（３）　空き家の利活用について

2 防災力の強化について

（１）　避難所にピクトグラムを活用した標識の整備について 企画総務部長

（２）　消防団活動の周知について 企画総務部長

3 子どもたちの体力および運動能力向上について

（１）　現状と向上に向けた今後の取組みについて 教育長

（２）　学校体育活動サポート事業について 教育長

５　有若　隆　議員

1 明日を担う子ども達の国際交流について

（１）　オランダリッセ市との中学生交流（ジュニア使節団）事業の今後の

　　展望について 市長

2 安全で安心なまちづくりの市街地や住宅密集地の防火対策について

（１）　糸魚川大規模火災を教訓に市街地や住宅密集地の防火対策の

　　強化に向けた今後の取組みについて

　　ア　消防力（消防ポンプ車・小型動力ポンプ）の現状と今後の配備計画

　　　について

　　イ　消防水利の充足率の現状と今後の整備計画について

　　ウ　消防署と消防団や自主防災会との図上訓練や消防訓練の計画

　　　実施について

（２）　消防団、自主防災会、民生委員との連携強化による火災予防の

　　啓発活動について 企画総務部長

3 活力ある安全で安心して暮らせるまちづくりの中心市街地と市街地周辺の

活性化に向けた都市基盤整備について

（１）　中心市街地の活性化と住宅密集地の防火対策に向けた春日町の

　　出町東部第３地区の都市基盤整備について

（２）　市街地周辺の東部地区と中心市街地の春日町へのアクセス道路

　　の市道春日町線の整備計画について

4 チューリップ産業振興（切り花）生産の現状と今後の取組みについて

（１）　チューリップ切り花の生産振興と販路拡大支援の現状と今後の

　　取組みについて 商工農林部長

副市長

建設水道部長

企画総務部長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

６　川辺　一彦　議員

1 地域ブランド化の取組支援について

（１）　チューリップ球根ネット栽培機械の小型軽量化とネット栽培作業

　　体系の確立について 市長

（２）　チューリップ球根の輸出販路拡大の展望について 市長

（３）　タマネギ生産施設の拡充、それに伴う作付面積の拡大と栽培技術

　　体系の確立について 商工農林部長

（４）　中山間地におけるタマネギ栽培の可能性と推進について 商工農林部長

2 高齢者福祉の推進について

（１）　砺波市における介護保険サービスの市場動向について 副市長

（２）　第６期砺波市高齢者保健福祉計画の検証と第７期計画策定への

　　考え方について 福祉市民部長

3 観光振興施策について

（１）　重要有形民俗文化財「砺波の生活・生産用具」を核とした「日本遺産」

　　認定への取組みについて 市長

（２）　散居村展望台と庄川峡との周遊性向上策について 商工農林部長

７　山本　篤史　議員 　

1 砺波大橋に関する今後の計画について

（１）　砺波大橋の歩道建設について 建設水道部長

（２）　砺波大橋西詰（左岸）交差点について 建設水道部長

　 （３）　市道桜づつみ線について 建設水道部長

2 市民の意見を広く聞き情報共有することについて

（１）　総合病院正面入口の「宝石箱」について 病院長

（２）　市長への手紙について 企画総務部長

3 子育て環境について

（１）　砺波市子育て家庭アンケートの調査結果について 教育委員会事務局長

８　山本　善郎　議員

1 魅力ある産業が発展するまちづくり

（１）　農業生産圃場の農地整備について 市長

（２）　鳥獣被害対策について 商工農林部長

（３）　スマート農業について 商工農林部長

2 魅力ある産業が発展するまちづくり

（１）　広域合併のメリット・デメリットについて 商工農林部長

（２）　収入保険制度について 商工農林部長

3 笑顔あふれる福祉のまちづくり

（１）　市立砺波総合病院の地域包括ケアシステムについて 病院長

（２）　市立砺波総合病院の改革プランについて 病院事務局長

（３）　市立砺波総合病院とドクターヘリの関連性について 病院長

（４）　ヘリポートの受け入れ態勢確保のための環境整備について 病院事務局長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

９　川岸　勇　議員

1 農業環境をめぐる現状と課題について

（１）　耕作放棄地と農地集積化について 商工農林部長

（２）　農業振興ビジョンと米以外の農産物等振興策について 商工農林部長

（３）　農業用排水路対策について 商工農林部長

2 となみの情報発信について

（１）　当市のシティプロモーションに対する考えについて 企画総務部長

（２）　観光情報発信について 商工農林部長

（３）　市民・行政一体となり情報発信できる体制づくりの構築について

3 市財政に対する指針について

（１）　第２次総合計画に示されている「財政見通しと概算事業費」について 企画総務部長

（２）　自主財源等の確保対策について 企画総務部長

（３）　財政調整基金等について 企画総務部長

（４）　繰出金について 企画総務部長

（５）　各特別会計、企業会計の課題と財政見通しについて 企画総務部長

１０　堺　武夫　議員 　

1 砺波市の財政状況について

（１）　「これまでの世代の負担」と「これからの世代の負担」などから

　　下水道事業の経営見通しをどのように認識しておられるのか、尋ねる。 建設水道部長

（２）　公共施設等総合管理計画の下水道の管理に関する基本的な考え方

　　の中期目標で、「下水道事業の経営戦略の策定を進め、現状や課題

　　把握に努めます。」と謳ってあるが、具体的にどのような考えの下に

　　策定されるのか、尋ねる。 建設水道部長

（３）　平成２９年３月末作成分から統一基準によることとし、財務書類の

　　信頼性を確保するため、第三者による監査によって検証して、決算審査

　　の附属資料として議会へ提出をすることを提言する。 企画総務部長

2 地域の実態に即した公共交通の実現について

（１）　デマンド・タクシーも含めた新しい市営バス全体の１０月実施に向けて

　　の具体的な取組み、特に、新しい実施内容を利用対象者に如何にして

　　効果的で十分な説明をして目標を達成されるのか、尋ねる。 副市長

（２）　新しい市営バス運行をして１年経って利用目標に達しないなど運行

　　状況が想定通りでない場合は課題・問題点を速やかに把握し、改めて

　　利用者ニーズを調査するなどして、躊躇せずダイヤ改正等（改善）する

　　ことを提言する。 副市長

（３）　自動運転の普及による砺波市の将来の公共交通のあり方や、

　　まちづくりについての見通しを尋ねる。 副市長

3 もう一つ上のとなみ実現のための市民との対話について

（１）　第２次砺波市総合計画の計画期間が４月から始まります。公共施設等

　　総合管理計画、平成２７年度財政状況の公表もありました。さらに、

　　平成２９年度予算を加えた資料（要約版）を基にして、市民との対話集会

　　を開くことを提言する。なお、部局長職の数の班編成で対話集会を実施

　　することも、職員の育成を図る面からは有意義であると考える。 市長


