
■一般質問（代表）

質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員
1 「全国名水サミット」について

1 新風の会 (1) 開催される「全国名水サミット」への思い（期待）は 市　長

(2) 「黒部名水会」との連携は
[開催（誘致)には「名水百選」に認定の機に、本会が
昨年創立３０周年、名水を通して地域・全国への積極
的な活動の「力」が大と考える]

市民生活部長

(3) 国民の祝日としての「川の日」制定への所見について
[全国の「名水百選の地」は「川」の恩恵が大である。
全国的に知名度を有する「黒部川」を抱える本市より
発信を]

市　長

2 新幹線・ＪＲ線等、レール（軌道敷）で繋がる
観光誘客促進について

(1) 東北圏（中京圏含む）の観光誘客に向け、現状と今後
の取り組みは
[観光庁は昨年日本人国内旅行消費額は最高額と公
表。市場に於ける日本人の存在は大きい、一層の両
圏の誘客推進を]

産業経済部長

(2) 新幹線直行便による、誘客への取り組みを
[昨年のツアー客、今月４日及び６日の実績を受け、
今後更に本市のオンリーワン(地域資源)のアピールを
通して、リピーター増の取り組みを]

産業経済部長

(3) 今年１０月下旬運行予定の情報は 産業経済部長

(4) 直行便の停車駅を抱える自治体連携により、ＪＲ側に
シーズン期間の定期運行に向け、働きかけを（東北
圏）

市　長

(5) 地鉄宇奈月温泉駅までの、乗り入れ復活（シーズン期
間の定期）の働きかけを（中京圏）
[以前、列車「サンダーバード」が乗り入れしていた事、
又、高山線に２０２２年から新型車両が導入を機に、直
行便による誘客増を目指しては]

市　長
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質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員
3 訪日外国人旅行者（インバウンド）の振興策に

ついて

1 (1) 多言語表示による、情報発信（観光案内版等）取り組
みの現状は

産業経済部長

(2) 観光案内所に於ける、外国人対応の現状は 産業経済部長

(3) 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が認定する、市内の外国人
観光案内所（認定カテゴリー１～３）別（民間事業者含
む）の現状は

産業経済部長

(4) 部長に答弁を求めた（１）～（２）環境の整備の今後の
方向性は
　[訪日外国人観光客が一人でもストレスなく、快適に
楽しい旅行が出来るよう、整備促進を]

市　長

(5) 外国人観光案内所（認定カテゴリー）質の向上の今後
の方向性は
[新、観光振興計画に、特に、今後増加すると考えら
れる訪日個人旅行者の受け入れの大きな要素と考え
られる]

市　長

1 道の駅について

2 (1) 市長は平成２７年３月定例会で「国道８号の道の駅の
設置可能性を調査検討してまいります」と表明されて
から２年半がたった。現在の進捗状況等は

都市建設部長

(2) 地域振興施設内の主な施設と規模は 都市建設部長

(3) 完成後の管理運営方式はどうなるのか 都市建設部長

(4) 誘致ゾーンと道の駅との関連性はどうなるのか 都市建設部長

(5) 誘致ゾーン整備運営方法と主な誘致業種は 都市建設部長

(6) 誘致ゾーンの主要な施設として温浴施設は誘致し設
けるとしているが現在の状況はどうなのか。誘致不可
能ならば、道の駅の中止や縮小も考えるべきと思う
が、どうか。また、道の駅全体の予算総額はいくらか。
それぞれ国、県等の補助金があると思うが、市として
の持ち出しはいくらか

市　長

新風の会

日本共産党
橋　本　文　一
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質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員
1 新しい図書館と市民交流センターについて

3 新樹会
伊　東　景　治

(1) 現在の図書館には、閉架図書にはどのような資料が
あり、どのように保存・管理がなされているか

教育部長

(2) 郷土に関する貴重な文献・資料などのデジタルアー
カイブ化について、その重要度は認識しており、費用
のかからない新聞記事から、ということであるが、考え
方としていかがなものか。歴史的な文献や資料、例え
ば古文書などを読み解くには、専門的な知識や能
力、経験がかなり必要となる。人と時間の問題である。
難しい資料であるからこそアーカイブ化してオープン
にし、興味ある専門家を市内外に求めるのも、ひとつ
かと思うが

教育長

(3) 黒部市ゆかりの詩人、作家として田中冬二（吉之助）
がいる。生地や黒部峡谷、黒薙・鐘釣温泉など「ふる
さと黒部」を愛し、越中人として生きた偉大な詩人を顕
彰するためにも、新しい図書館に田中冬二記念コー
ナーを常設してはどうか

市　長

(4) 地震、津波、集中豪雨などによる甚大な災害が多発し
ている。公共施設は、近年、災害発生時における避難
場所としての機能が要求されている。市役所が近くに
あるが、市民交流センターにはどのような機能が想定
されるか

市　長

(5) 市民会館のホール機能に対して、市民交流センター
では多目的ホールが予定されているが、その規模と
活用方法について

市　長

(6) 黒部市国際文化センター・コラーレでは、２０年以上を
経た現在も、運営委員会を中心に、企画運営が行な
われている。コラーレの建設計画の段階から、企画・
運営の検討に熱い思いをもって参画したメンバーは、
時には設計者と議論をしながら、コラーレ完成後も、し
ばらくは運営委員として委員会に魂が宿るまで情熱を
持って参加していた。新しい図書館の企画・運営の検
討メンバーも熱い思いで参画してもらいたいと思うが

市　長
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質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員
2 教育と教育環境について

3 (1) 統合中学校として新しく建設された桜井中学校は、生
徒の学習の場としてはもちろん、災害時の避難場所と
して利用できるようなすばらしい施設である。どのよう
なコンセプトのもとに建設された施設であるのか。広範
囲から通学する生徒の安全は確保できるよう対応は
十分か

教育部長

(2) 鷹施中学と高志野中学の統合校舎は、高志野中学の
校舎を改修して使用されるようだが、既に築３０年以上
経過しており、大幅な改修が想定される。桜井中学校
のコンセプトを取り入れて改修されるのか、改修の規
模、予算、完成までの計画について

市　長

(3) 高志野中学校は、標高５ｍ程度ある。地震による津波
や洪水の避難場所としての対応は検討されているの
か

市　長

(4) 統合後は、鷹施中学の生徒は高志野中学校に通学
することになる。通学路が変わる鷹施中学の生徒に対
して、徒歩や自転車の通学路、通学バスなど、安全に
通学できるよう、検討すべきである。すでに地元からも
要望が出ているようである。それらの要望をふまえ安
全な通学方法の確保について

市　長

(5) 宇奈月中学校、鷹施中学校が廃校となった後の処理
について、今後どのように検討されていくのか。地元
から要望はあるのか

市　長

(6) ２０１７年度の全国学力テスト（全国学力・学習状況調
査）の結果が８月２８日に文科省より公表された。福
井、石川、富山と北陸３県は上位を占めたが、富山は
他２県より下回っている。テストの分析結果を教育活
動の改善に活かす活用度では、富山県は福井、石川
よりかなり低く全国平均より１０ポイント下回っている。
本市の結果は、どうであったか。今年度は結果を公表
するのか

教育長

(7) 小６と中３の児童・生徒を対象にした現行の学力テスト
も１０回を数えるが、過去のデータを活用して教育に
活かすべきである。各生徒が小６の時の結果と中３で
の結果を比較して、個別の教育に活されているのか

教育長

(8) いじめや虐待、自殺など複雑な家庭や教育環境の中
で、年々減少する子どもたちに合わせて、教員も減ら
すようなことになれば、長時間労働がさらに増え、教育
の充実どころではなくなるのではないか。統合後の教
員配置については十分な検討を要すると思うが

教育長

(9) これまでも子ども支援の施策は、延長保育、放課後児
童クラブ、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃ
ん事業）、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、
ファミリーサポートセンター事業等様々に展開されてき
た。これらの事業の実施状況と課題について

市民生活部長

(10) 児童・生徒の学力や体力は、家庭環境と関連性があ
るといわれている。「子どもの貧困支援体制整備計画」
では、本市における５つの課題と５本柱の施策、１４の
評価指標が示されている。これまでの取組みを踏まえ
て、どのような議論がなされたのか。体温が感じられる
全庁的な取り組みとして、市長の考えは

市　長

新樹会
伊　東　景　治
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)
1 出し平ダム宇奈月ダムの連携排砂について

1 橋　本　文　一
(一括方式)

(1) 今年度の連携排砂は、９万㎥、想定変動範囲１万㎥
～１７万㎥で行われる計画であったが連携排砂が出
来なかった要因は何か

都市建設部長

(2) 関西電力のドラム缶等の資機材が流出した。すべて
回収が行われたのか。危機管理に問題はなかったの
か

都市建設部長

(3) 新たに堆積した土砂は、出し平ダム・宇奈月ダムそれ
ぞれいくらか

都市建設部長

(4) 今後、出し平ダムに堆積した大量の土砂を取り除くた
め、数多くの排砂が必要と思うが、どうか。また、過去
には平成７年、８年、９年と３年間、緊急排砂が行われ
た。平成２９年度内の緊急排砂等は考えられないか

都市建設部長

(5) 大粒径土砂の移動状況調査が平成２６年度より行わ
れ、今年度が最終年度であった。移動状況調査が行
われたのか

都市建設部長

2 小中学校のエアコンの設置について

(1) 小学校の保有室数は１７６室となっている。平成２９年
９月時点でエアコンの設置済みは１６６室数で未整備
はランチルームの１０室だけである。ランチルームへの
エアコンが必要と思うがどうか。また、中学校の保有室
数９０室中、設置済み３７室数となっている。残り５３室
は平成３２年統合まで確実に設置しなければならない
と思うが、確実に設置できるのか

教育部長

1 子どもの貧困支援について

2 高　野　早　苗
(一問一答方式)

(1) 子どもの貧困について本市の現状認識を伺う 市民生活部長

(2) 整備計画の中に行政の役割として「支援を必要とする
子どものニーズを最も的確にできる本市の役割が非
常に重要です」とされているが、どのように把握してい
くのか

市民生活部長

(3) 貧困の連鎖を断ち切るには、子どもの選択肢を広げ
ることは大切なことである。生活保護世帯や経済的に
苦しい世帯の子どもを対象として、自治体やNPOなど
が高校進学準備に向けてなどの無料の学習支援に
乗り出しているところもある。今後の対応について伺う

市民生活部長

(4) 子どもの貧困対策として○○を実施します。
子どもの貧困対策の為の基金を積み立てます。
高校進学の準備を応援します。
などと、目標額を決めて「クラウドファンディング」を活
用できないか伺う

市民生活部長

(5) 子どものSOSをいち早くキャッチすることが子どもの貧
困対策として肝要と考える。このことが不登校、いじめ
防止にもつながる。学校、福祉等関係機関とどのよう
に連携してSOSを掴んでいくのか

市民生活部長

(6) 今後重視していく支援策について伺う 市　長

■一般質問（個人）
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)
1 公共交通（富山地方鉄道）の充実強化について

3 辻　　靖　雄
(一括方式)

(1) 荻生駅を新しく建設する決断は 市　長

(2) 宇奈月温泉駅のバリアフリー化（トイレの改修含む）の
効果は

市　長

(3) 地鉄沿線の「トイレ建設」と「管理運営」の計画は
（ア）電鉄黒部駅
（イ）東三日市駅
（ウ）愛本駅
（エ）その他の駅

市　長

(4) 荻生駅の踏み切りの拡幅は 都市建設部長

(5) 「電鉄黒部駅」の呼称を「桜井駅」に変更を 市　長

(6) 観光列車を走らせる計画はあるか 総務企画部長

(7) 北陸新幹線「敦賀駅」までの延伸は「地鉄」に影響あ
るか

総務企画部長

2 桜井中学校の新校舎周辺整備について

(1) 新校舎完成の感想は 市　長

(2) 登下校の安全な道路建設は 教育部長

(3) 市道「荻生若栗線」の歩道の一部欠如約３０ｍの解決
策は

都市建設部長

(4) 駐車場と駐輪場は各何台の配車体制か 教育部長

(5) 外構計画に緑化策はあるか 教育部長

(6) グランド造成について
（ア）広さは
（イ）水はけは
（ウ）ランニングコースの設置は
（エ）タータン走路の設置は

教育部長

(7) 周辺の住宅や田畑に対する防砂ネット対策は 教育部長

(8) 伝統ある「ロダンの像」や「岬の像」の銅像の設置はあ
るか

教育長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)
1 介護職員確保について

4 成　川　正　幸
(一問一答方式)

(1) 介護職のすそ野を拡げる情報発信は、一事業所だけ
の事ではなく業界全体のイメージアップにもつながる
と考える。情報発信の方法などの講座の開催や市内
福祉事業所のサイトを作成してはどうか

市民生活部長

(2) 平成２８年度から始まった「黒部市介護支援サポー
ターポイント事業」の現在の受け入れ事業所数と登録
者数は。また導入しての反応はどうか

市民生活部長

(3) 「黒部市介護支援サポーターポイント事業」の利用促
進からもPRを強化する必要があると思うが、どうか

市民生活部長

(4) 「黒部市介護支援サポーターポイント事業」は介護保
険被保険者の４０歳以上を対象にしているが、若年層
の介護に対する興味を高める方策としてボランティア
特典などの考えはないか

市民生活部長

(5) 介護現場で働きながらや、他産業からの参入促進を
図るため、資格取得を容易にするために学校等に夜
間授業開催の働きかけはできないか

市民生活部長

(6) 市内の介護事業所における介護従事者の増加と定着
を図るため、介護職員初任者研修等の受講費用の一
部を助成してはどうか

市民生活部長

(7) 介護現場で働く方から腰痛に悩まされているのをよく
聞く。市内事業所において、力仕事を助ける介護支
援用ロボットの活用状況はどうか

市民生活部長

(8) 腰痛防止の観点からスライディングボードやシート、介
護用リフトの導入に助成をしてはどうか

市民生活部長

2 メンタルヘルス・自殺対策の取組について

(1) 本市のメンタルヘルス・自殺対策の取組はどうか 市民生活部長

(2) 小中学校においてのメンタルヘルス・自殺対策の取
組はどうか

教育長

(3) ゲートキーパー研修会等をもっと多くの市民対象にし
てはどうか

市民生活部長

(4) 気軽に相談が出来る窓口の開設や、そこに気づいて
もらえるように意識して広報をしてはどうか

市民生活部長

(5) さまざまな活動を通して人が繋がるきっかけづくりが出
来るように趣味やボランティアなどの情報を広報等で
発信できないか

市民生活部長

(6) 昨年４月施行の改正自殺対策基本法で、すべての都
道府県と市町村に自殺対策計画の策定が義務付けら
れた。誰も自殺に追い込まない社会の実現に向けて
カタチだけではない実効性のある自殺対策計画の策
定をしていただきたい。そのために早期の議論を

市民生活部長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)
1 次期総合振興計画の財源見通しについて

5 小　柳　勇　人
(一問一答方式)

(1) 第一次と第二次では、財源においてどのような変化を
想定しているのか、また、その変化はどの程度の影響
があるのか

総務企画部長

(2) 税収において、平成３２年度から市税減少を想定して
いるが、どのような要因なのか

総務企画部長

(3) 操出金が増大していくが、その要因とは 総務企画部長

(4) 黒部市民病院の新病院改革プランでは、他会計から
の操入金をこれまでより多く計画している。病院特別
会計への操出金が、市の一般会計に与える影響につ
いて問う

総務企画部長

また、富山県医療構想や診療報酬改定など病院特別
会計について、不確定要素はどのような事が予想され
ているのかを問う

市民病院事務局長

(5) 公共施設の更新期を迎えているが、その長寿化など
対応する投資的経費や経常経費は１０年間でどの程
度想定してるのか

総務企画部長

(6) 次期総合振興計画では、後年に投資的経費が減少し
ている。投資的経費については平準化を進め、公共
施設の長寿命化や不確定要素への対応ができるよ
う、また、将来市民への負担減となるような検討を庁内
ではどのように進めているのか、考え方を問う

市　長

8



質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)
2 防災対策

5 小　柳　勇　人
(一問一答方式)

(1) 黒部市総合防災訓練の感想と、その事業評価方法に
ついて問う

市　長

(2) 市内７３カ所の避難所について、災害別（洪水、土砂
災害、地震、津波）に使用不可となる避難所の数につ
いて問う

総務企画部長

 (3) 市内１６地区の自治振興会が、自主防災組織や防災
訓練など中心的な役割を果たしている。市内１６地区
における、避難所の状況について問う

総務企画部長

 (4) 平成２９年７月豪雨、地鉄の内山地域内における土砂
災害、頻発するゲリラ豪雨など大雨や土砂崩落への
危険性が高まっている実感がある。大雨や土砂災害
時における、市内１６地区の避難所の状況について問
う

総務企画部長

 (5) ７月豪雨の時に、避難所を６カ所開設し、自主避難所
を１か所開設した。そこで、避難所開設を経験したこと
による教訓を伺う

総務企画部長

 (6) 黒部川流域は、日本有数の降雨地域であり急流河川
が特徴。近年の傾向として、特に中山間地では、休耕
田などの影響もあり土砂災害が発生しやすい環境と
なってきている。観光地である宇奈月温泉を含め、中
山間地における大雨、土砂災害時の避難所開設など
防災減災対策について市の役割について問う。あわ
せて、このような地域特性に今後どのように対応して
いく必要があるか、市長の考え方を伺う

市　長

(7) 防災行政無線の役割と効果についてを問う 市　長

 (8) 防災行政無線のデジタル化を進める計画だが、その
内容を問う。また、市内における屋外放送機器の整備
計画について問う

総務企画部長

1 防火水槽陥没事故を受けて今後の対応を問う

6 柴　沢　太　郎
(一問一答方式)

(1) 今回の陥没事故の原因について、市はどう分析して
いるのか

総務企画部長

(2) 施設の検査は、現在までどのように行われてきたのか 総務企画部長

(3) 築年数が経過しているものが多く見受けられる。老朽
化の状況（分布）はどのようになっているのか

総務企画部長

(4) 今後、陥没が予想される箇所について市の対応は 総務企画部長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)
2 大雨・洪水警報発令時の対応について

6 柴　沢　太　郎
(一問一答方式)

(1) ７月の豪雨による高橋川・吉田川の水位の上昇で、下
流域地区で避難準備・高齢者等避難準備開始の発
令が出されたが、どのような基準で出されたのか

総務企画部長

(2) 下流域について氾濫予想が分かり難い状況にある。
危険予測のためにも、浸水が想定される区域におい
て、水位標の設置及び自動送信するシステムを構築
することを考慮すべきでは

都市建設部長

3 海岸浸食について

(1) 黒部市内の海岸において急激に浸食が進んでいる
箇所がある。このまま海底勾配の急傾斜化が進むこと
によって海底地滑りの発生も起こりかねない。国へ強
く要望すべきだと考えるが

市　長

1 名水サミット開催への意気込みについて

7 川　上　　浩
(一問一答方式)

(1) 来年開催地に決定したことへの所感を問う 市　長

(2) 名水サミットへの多くの誘客、情報発信にあたる受入
体制づくり、環境づくりをどのように考えているか

市　長

(3) 開催時期はいつごろと考えるのか 市　長

2 立地適正化計画について

(1) 立地適正化計画と都市再生整備計画の計画の主旨
と位置づけ、計画年限について問う。併せて計画策定
により事業実施への支援策にはどのようなものが考え
られるのか

都市建設部長

(2) 市街地とされている三日市、石田、生地の人口動向と
人口増加地域の動向について所見を問う

市　長

(3) 新庁舎建設時にも交流の場が創出され中心市街地
の活性化につながるとのことであった。これまでの中
心市街地での取組とその成果について所見を問う

市　長

(4) 現状の市街地には人口減少動向と諸課題がある中
で、立地適正化計画では、その市街地とされる用途
地域に居住誘導区域や都市機能誘導区域が設定さ
れるが、その誘導策の所見を問う

市　長

(5) 都市再生整備計画の具体的な事業を示されたい 都市建設部長

(6) 立地適正化計画策定の今後のスケジュールと、計画
のローリング（見直し）について伺いたい

都市建設部長

(7) 都市計画マスタープラン見直しも必要となるのではな
いか

市　長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)
1 国民健康保険制度の変更について

8 谷　口　弘　義
(一問一答方式)

(1) 黒部市が主体となって運営してきた国民健康保険制
度を、県主体の運営にする理由は何か

市　長

(2) 国保の運営主体が県に移る制度変更に伴い、３５%の
市区町村が来年度、加入者が支払う保険料が上がる
と予想している。県内自治体への調査では、「黒部市
も保険税が上がると予想している」と報道されている。
国保加入者は保険税が上がることを心配している。平
成３０年度にあっては１世帯平均、１人平均、賦課限
度額は現在と比べどう変わるのか。保険料(税)は県内
の自治体と比べるとどうか

市　長

(3) 市は、２００９年度(Ｈ２１)に国保税を２５．６%、１世帯平
均３万３千円の値上げを行った。県への制度変更で
国保税が値上げになると予想されている。制度変更
により加入者の値上げになることは避けるべきであり、
今から市として対策を立てて行くべきと考えるが、どう
か。国保の会計に占める国庫支出の割合は５０%超か
ら、現在は２５%程度まで下がっている。国保財政の厳
しいのは、国庫負担の引き下げが原因といわれてい
る。国保財政安定化のため、国に財政支援の拡充を
求めることが必要と考えるが、どうか

市　長

(4) 県が自治体別の納付金の額を決定するとき、市町村
ごとの医療費水準と所得水準を考慮することになって
いる。保険税の納付率も考慮されると聞いている。県
は市町村ごとの標準保険料を提示することになってい
るが、納付金額の決定等に、異議や説明を求める事
ができるようにすることが必要と考えるが、どうか

市　長

(5) 今後、県からは運営や保険料(税)に関する細部の方
針が示されると思う。保険税賦課決定等権限及び予
算決定は市にあると考えるが、どうか

市　長

2 通学時の安全対策について

(1) 国土交通省は、昨年６月に踏切道改良促進法で、あ
いの風とやま鉄道の中新地内、第１生地踏切を「歩道
が狭い(狭隘)踏切」と指定し公表した。踏切内の車道
部分は約６ｍ、歩道部分７０㎝と狭い。踏切に接する
市道堀切吉田線と生地中新線が交差しており、危険
な交差点となっている。高志野中学校全生徒の半数
近くが通学時に利用している道路と踏切であり、通勤
時間帯と重なったときは非常に危険である。信号機等
の設置や踏切内歩道の拡幅など早急な改善が必要と
考えるが、市としてどのような対策が取れると考えるの
か

市　長

(2) 桜井中学と宇奈月中学の統合に向け、生徒の安全対
策として地鉄荻生駅の移設・改良工事を平成３２年の
統合時まで終えることになっている。鷹施中学と高志
野中学の統合も同時に行うことになっている。統合に
より第１生地踏切を利用する生徒が増えることが予想
される。市として生徒の安全対策のため、平成３２年の
統合時までに第１生地踏切を改良する必要があると
考えるが、どうか

市　長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)
1 地域支え合い推進事業の現状について

9 村　井　洋　子
(一問一答方式)

(1) 推進員の養成講座受講者は、現在総数は何名になっ
たのか。また、実際に推進員として活動している方は
何割ぐらいか

市民生活部長

(2) これまでに男性の受講者はいるか。その活動状況は 市民生活部長

(3) 今後も開催するにあたって、どのように募集をかける
のか

市民生活部長

(4) これまでの経過や各地区での取り組み状況から、何
が課題として考えられるか

市民生活部長

2 納骨室と永代供養墓について

(1) 仏舎利塔納骨室の返還数と公募の予定日はいつか 市民生活部長

(2) 市の共同墓地は地区別に何か所あるのか。そのうち、
放置されている墓(無縁仏)の把握など、管理されてい
るか

市民生活部長

(3) 人口減少に伴い発生する空き家と同時に、無縁仏も
増加すると考えられるが、市としてこの状況をどのよう
にみているのか。また、今後の対応の見通しを問う

市民生活部長

3 小・中学校におけるエアコンの運用について

(1) 黒部市は統合校での設置を進めるため７０％の数値
だが、残る３０％はどこなのか

教育部長

(2) エアコン設置が進む中、父兄からは３０℃を超えなけ
れば作動しないとの苦情があった。市役所は２８℃か
らと聞いているが、今年はどのように運用されていたの
か

教育部長

(3) 早い時季から急激に暑さが増す状況になっている。
今後、良い環境で学習できるように、的確な運用が求
められるが、対応について伺う

教育部長

○一括方式とは
　議員が質問項目すべてについて一括して質問し、市長や各部局長が一括して
答弁する方式

○一問一答方式とは
　議員が質問項目一問ごと（小項目）に質問し、市長や各部局長がその都度
答弁する方式
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