
平成３０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　雨池　弘之　議員 【分割質問】

1 学校における働き方改革に伴う運動部の今後の在り方について

（１）　学校における働き方改革の取り組み状況について 教育長

（２）　部活動指導員の今後の配置見込みについて 教育長

（３）　学校に設置される部活動について

　　ア　複数校による合同部活動の実施状況や合同部活動に対する基本的

　　　な考え方について 教育長

　　イ　通学区域外への就学について 教育長

（４）　総合型地域スポーツクラブとの連携状況及び今後の方針について 教育長

（５）　スポーツ庁が部活動に対するガイドラインの公表を受けての対応につ

　　いて 教育長

2 ひとり暮らし高齢者等に対する支援対策について

（１）　見守りネットワーク体制の推進について 福祉市民部長

（２）　地域包括支援センター機能強化と相談体制について 福祉市民部長

２　山田　順子　議員 【分割質問】

1 子育て支援環境の充実について

（１）　国の掲げる３～５歳の幼児教育無償化に向けての今後の市の方向性

　　について 教育委員会事務局長

（２）　保育士の働き方改革について 教育委員会事務局長

（３）　病後児保育支援の利用の周知と対応についての調査と検討に

　　ついて 教育委員会事務局長

（４）　子育て中の女性が働きやすい環境づくりの推進について 企画総務部長

2 安全で安心なまちづくりの推進について

（１）　今年度の防災訓練の実施方針と内容の充実について 企画総務部長

（２）　県管理河川に設置された監視カメラ画像の利用と周知について 企画総務部長

（３）　木造住宅の全耐震化や一部耐震化の現況と課題、今後の推進策に

　　ついて 建設水道部長

（４）　子ども達を守るための黄色い安全ヘルメットの着用について 教育長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

３　堺　武夫　議員 【一問一答】

1 地域の実態に即した公共交通の実現について

（１）　市営バス運行等の使命、基本的な考え方を尋ねる。 副市長

　 （２）　市営バス運行の見直しによるドア・ツー・ドア方式でのデマンドタクシー

　　実証実験運行の１便当りの平均利用者数等経営指標は、目標に対して

　　どうであり、どのように評価しているのか。尋ねる。 副市長

（３）　市営バス運行の中でも南部循環線の見直し結果をどのように評価す

　　るのか。尋ねる。 副市長

（４）　市営バス及びデマンドタクシーの１人当たり市負担額見通し、南部循

　　環線の１便当り平均乗車人数及びその乗車人数の路線毎の相対順位

　　と評価を尋ねる。 副市長

（５）　デマンドタクシーの本格実施に向け、地域の皆さんの協力を得て利用

　　対象者への積極的な働きかけなどの利用者増加策を講ずるとともに、デ

　　マンドタクシーの愛称募集の実施を求める。 副市長

（６）　本年10月の庄東及び雄神２地区のデマンドタクシーの本格実施に併

　　せ、デマンドタクシー導入地域拡大の検討結果を尋ねる。 副市長

（７）　デマンドタクシー運行管理契約期間は10年間とすることを提言する。 副市長

（８）　デマンドタクシー運行事業者の運行予約システムの導入支援を提言

　　する。 副市長

（９）　庄川左岸地域へのデマンドタクシー導入が困難であるときは、タクシー

　　利用者に対する補助制度の創設を提言する。 副市長

（10）　砺波型公共交通の仕組み構築のため、富山大学都市・交通デザイン

　　学科による調査研究を提言する。 副市長

2 新地方公会計制度に基づく財務書類について

（１）　市民の皆さんにわかりやすい内容となる努力を認めた上で、「大幅な

　　表示変更」の対比資料の公表を求める。 企画総務部長

（２）　固定資産台帳の公表時期とその具体的な活用方針を尋ねる。 企画総務部長

（３）　地方公会計への発生主義・複式簿記の導入による正確な行政コスト

　　情報の活用を図り、どのように持続可能な自治体経営へ繋げていくのか、

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

４　開田　哲弘　議員 【分割質問】

1 移住について

（１）　今年度の移住に関する活動計画について 企画総務部長

（２）　空き家バンクへの登録推進について 企画総務部長

（３）　空き家保有者の賃貸に対する意向調査について 企画総務部長

2 市道について

（１）　除雪に伴う市道損壊の状況と、補修の進捗について 建設水道部長

（２）　デリニェータースノーポールの計画的な設置について 建設水道部長

（３）　市道脇の用排水路等への安全防護柵等の設置について 建設水道部長

５　桜野　孝也　議員 【分割質問】

1 ごみ減量化の促進について

（１）　ごみ減量化の現状について 福祉市民部長

（２）　今後の取り組みについて 福祉市民部長

2 ペーパーレス化の推進について

（１）　現状の取り組みについて 企画総務部長

（２）　書類の保存方法やスペースについて 企画総務部長

（３）　ペーパーレス化による業務の効率化について 企画総務部長

（４）　タブレットの導入について 企画総務部長

3 子育てにやさしいまちづくりについて

（１）　赤ちゃんの駅の設置について 福祉市民部長

（２）　イベント等における移動式赤ちゃんの駅の貸し出しについて 福祉市民部長

６　有若　隆　議員 【分割質問】

1 農業委員会による農地利用対策への取り組みについて

（１）　農地等の利用の最適化の推進に関する指針の具体的な目標と推進

　　方法について

　　ア　遊休農地の発生防止・解消について 農業委員会会長

　　イ　担い手への農地利用の集積・集約化について 農業委員会会長

　　ウ　新規参入の促進について 農業委員会会長

2 産業観光の推進について

（１）　産業観光の取り組み状況と支援体制について 商工農林部長

（２）　産業観光の広域連携（呉西連携中枢都市圏）への取り組みについて 商工農林部長

3 子どもたちの体力と体位の現状と改善に向けた今後の取り組みについて

（１）　全国体力テストによる子どもたちの体力の現状と改善に向けた今後

　　の取り組みについて 教育長

（２）　学校保健統計調査による子どもたちの体位の現状改善に向けた今

　　後の取り組みについて 教育長

4 健康づくりの推進（麻しん予防対策）について

（１）　麻しん（はしか）に対する予防対策について

　　ア　予防接種の市民への周知について

　　イ　総合病院及び保育所や学校等の職員に対する予防接種状況の

　　　把握と今後の対応について

福祉市民部長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

７　嶋村　信之　議員 【分割質問】

1 本市の医療資源を効果的・効率的に活用するための遠隔診療の推進につ

いて

（１）　先の質問に対し、伊東病院長は、『「地域包括ケアシステム」の構築

　　と「地域完結型医療」の実現に取り組みたい』との答弁をしましたが、

　　具体的な取組みと将来の展望について 病院長

（２）　遠隔診療は医師の都合ではなく、患者の求めに応じて実施されるべ

　　きと思いますが、今後の対応について 病院長

（３）　遠隔診療は、先の述べたとおり市医師会との連携・協力体制は不可

　　欠であると思いますが、今後の対応及び課題等について 病院長

2 中小企業の設備投資を促す制度の取組みについて

（１）　本市もこの制度を活用して、市内の中小企業の設備投資を促し、生

　　産性向上を図ることを支援すべきについて

（２）　４つの補助金の申請の締め切りについて、「ものづくり・サービス補助

　　金」は4月27日、「持続化補助金」は5月18日、「サポイン補助金」は5月

　　22日、「IT導入補助金」は6月4日となっていました。それぞれの補助金

　　について、本市においては、何社の中小企業事業者から申請があった

　　のか。また、本市として、市内の対象となる中小企業事業者に対して、

　　このことをどのように情報提供したのか。

（３）　今後、「生産性向上特別措置法案」の成立を受け、「ものづくり・サー

　　ビス補助金」と「IT導入補助金」については、追加の申請受付があるか

　　と思いますので、積極的に制度の活用推進を図るべきと考えますが、

　　本市の見解について。また、市内の対象となる中小企業事業者に対し

　　て、このことをどのように情報提供していくのか。

3 安定的な水道供給を確保する水道事業の現状と将来の見通しについて

（１）　アセットマネジメントによって水道事業の中長期的な更新需要と

　　財政収支の見通しが把握できます。本市は、昨年アセットマネジメン

　　ト（資産管理）を作成されましたが、その概要について 建設水道部長

（２）　アセットマネジメントを実施せずに水道事業の料金引き上げを見送

　　り続けた市町村の中には、更新投資の余裕がないところもあると聞き

　　ます。水道事業の収支の悪化は結果的に、漏水事故の発生を招き、

　　水の安定供給に支障をきたすなど住民生活の質の悪化をもたらしま

　　す。そこで、アセットマネジメントの結果に基づき健全な水道事業の

　　継続のために水道料金を今後、どのように設定していくのか。 建設水道部長

（３）　人口減少に伴う水道事業の収支の悪化と技術者の確保が難しく

　　なる現状に対し、住民生活に直結する水の安定供給のためには広域

　　連携が重要です。現在、南砺市との広域連携以外で、広域連携に

　　向けた構想について 建設水道部長

（４）　本市のアセットマネジメントの結果に基づき、施設更新の今後の

　　見通しについて 建設水道部長

（５）　本市の新水道ビジョンについて 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

８　山本　篤史　議員 【分割質問】

1 消防団のサポート体制について

（１）　全国消防操法大会に向けての支援について 企画総務部長

（２）　消防団員確保のための支援体制について 企画総務部長

2 公共施設等総合管理計画について

（１）　幼稚園の統合の進め方について 教育長

（２）　統合時期の決定と周知期間について 教育長

3 会計年度任用職員制度について

（１）　会計年度任用職員制度の施行に伴う準備について 企画総務部長

（２）　期末手当の支給について 企画総務部長

９　境　欣吾　議員 【分割質問】

1 国民健康保険税について

（１）　子どもに係る均等割りの減免制度を 福祉市民部長

2 会計年度任用職員制度の導入について

（１）　正規職員の会計年度職員への置き換えについて 企画総務部長

（２）　年度による雇止めについて 企画総務部長

（３）　勤務実態を反映した労働条件を 企画総務部長

（４）　労働組合との話し合いを 企画総務部長

（５）　国に対して予算措置の要望を 企画総務部長
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　　（質　問　者）　　　　質　　　　問　　　　要　　　　旨 答弁者 備　　　考

１０　大楠　匡子　議員 【分割質問】

1 子ども達の健全な育成について

（１）　子どもの生きる力を育む学校の教育環境等の整備について

　　ア　特別支援学級と通級指導教室の指導体制拡充について 教育長

　　イ　発達障がい児の健全な育成のために 教育長

（２）　砺波市の子ども読書活動の推進について

　　ア　家庭における読書活動の推進について 教育委員会事務局長

　　イ　地域における読書活動の推進について 教育委員会事務局長

　　ウ　小中学校における読書活動の推進について 教育委員会事務局長

　　エ　新図書館開館に向けての取り組みについて 教育委員会事務局長

2 地域包括ケアシステムの推進について

（１）　地域包括ケア活動実践団体の現状と今後の拡充見込みについて 福祉市民部長

（２）　砺波市高齢者保健福祉計画（第７期計画）の施策について

　　ア　「在宅」と「施設」のバランスの取れた介護サービスの適正な

　　　配置について 福祉市民部長

　　イ　介護保険サービスと富山型デイサービスの更なる連携による

　　　地域共生社会づくりについて 福祉市民部長

１１　山本　善郎　議員 【分割質問】

1 市民生活基盤の確保対策について

（１）　交通安全施設の整備と確保について 福祉市民部長

（２）　北部駐在所の機能強化について 福祉市民部長

（３）　陸上自衛隊富山駐屯地の周辺整備事業について 市長

2 農業施策について

（１）　砺波型農業の支援策について 商工農林部長

（２）　砺波型農業の新技術導入に対する支援策について 商工農林部長

（３）　種子法廃止にともなう影響について 商工農林部長

3 防災・減災の更なる充実と安心・安全の確保について

（１）　原子力防災の更なる充実と安心・安全の確保について 企画総務部長

（２）　自主防災会への更なる支援策について 企画総務部長

（３）　原発事故発生時の医療体制の確保について 病院長


