
■提出諸案件に対する質疑並びに市政一般に対する質問（代表）

質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員

1 令和４年度　予算案について

1 自民同志会
新　村　文　幸

(1) 財政見通しについて 市　　長

(2) 重点事業と優先課題推進事業の目指すところについ
て

市　　長

(3) 一般会計からの繰出金について 総務管理部長

(4) 財政健全化への取組について 総務管理部長

(5) 社会資本ストックマネジメントの考え方について 都市創造部長

(6) 道の駅「KOKOくろべ」の開業へ向けた取り組みにつ
いて

市　　長

産業振興部長

(7) 新型コロナウイルスワクチン追加接種（３回目）の進捗
状況、並びに対応について

市民福祉部長

(8) 黒部名水マラソンの実施について 教育部長

令和４年第１回黒部市議会３月定例会

提出諸案件に対する質疑並びに市政一般に対する質問（代表・個人）通告要旨
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質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員

2
大野市政の回顧、並びに今後の市勢発展につい
て

1 自民同志会
新　村　文　幸

(1) 黒部市　市制施行１５周年について 市　　長

(2) 大崎市との姉妹都市提携について 市　　長

(3) 芸術・文化の振興について 市　　長

(4) 北方領土返還要求運動について 市　　長

(5) 次の市長に期待すること 市　　長
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質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員

1
大野市政1期4年間の総括とこれからの黒部市像
について

2 自民クラブ
中　村　裕　一

(1) 『「健やか」黒部の創造』の総括について
　大野市長が政治信条として掲げた『「健やか」黒部
の創造』の目指した姿とこれまでの取組み及び目玉
事業、自己評価を伺う。

市　　長

(2) 『「展やか」黒部の創造』の総括について
　同じく、『「展やか」』黒部の創造」』の目指した姿と取
組み及び目玉事業、自己評価を伺う。

市　　長

(3) 『「朗らか」黒部の創造』の総括について
　同じく、『「朗らか」黒部の創造』の目指した姿と取組
み及び目玉事業、自己評価を伺う。

市　　長

(4) これからの黒部市像とその課題について
　市議会議員、県議会議員、そして市長として奮闘さ
れてきましたが、それぞれの立場を回顧して、「ふるさ
と黒部」へどう愛情を注いでこられたのか伺う。
　また、市長4年間の総括を踏まえて、これからの黒部
市像とその課題について伺う。

市　　長
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質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員

2
第2次黒部市総合振興計画　後期基本計画につ
いて

2 自民クラブ
中　村　裕　一

(1) 前期基本計画の評価について
第2次黒部市総合振興計画　前期基本計画は、大野
市長が前堀内市長から承継され、スタートの平成30
年度から、新たな視点を加味しながら着実に進捗管
理されてきた。そして、令和4年度の1年を残し、新た
な市長にバトンタッチすることとなる。
これまで4年間の前期基本計画の評価を伺う。

市　　長

(2) 積み残した課題について
第1次黒部市総合振興計画は、新市建設計画を踏ま
え、合併後の新市の一体化と一体感の醸成を目指す
ものであったが、将来都市像やその精神的支えとな
る基本理念は第2次総合振興計画に引き継がれた。
そして、本年度は市制施行15周年の節日を迎えた
が、前期基本計画においてハード、ソフト両面で積み
残した課題があれば伺う。

市　　長

(3) 後期基本計画策定の基本方針について
前期基本計画では想定しきれなかった新たな課題が
急激なスピードで変化している。DX（デジタルトランス
フォーメーション）、カーボンニュートラルをはじめ後
期計画において加味すべき新たな潮流、視点につい
て伺う。

総務管理部長

(4) 策定体制、手法について（前期からの変更内容など）
デジタル技術を活用した働き方の変化、環境問題へ
の意識が高まり、地方での暮らしへの関心の高まりな
ど、未来に向けた変化が大きく動き始めている。ま
た、若い人や若い企業が活躍するなど新しいチャレ
ンジも出てきている。
従来型のシステムをスピード感を持って変革しなけれ
ば、活力にあふれ、豊かさを実感できる未来は拓けな
いと考えるが、前期計画策定時から策定体制や手法
で工夫している内容について伺う。

総務管理部長

(5) 特に検討が必要な課題について
前期計画から承継されていく事業が大半だとは認識
しているが、新規施策の企画立案、実行管理面にお
いて、是非、新しい市長へ引き継ぎたいと考えている
事項について伺う。

市　　長
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質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員

3 令和4年度予算編成方針について

2 自民クラブ
中　村　裕　一

(1) 重点事業「デジタル化推進事業」について
今後、本格化する自治体DX（デジタルトランスフォー
メーション）の実現に向け、国が示す方針に沿って、
市民サービスの向上と業務の効率化を図るとし、23事
業が挙げられている。
市民サービス向上と職員の働き方改革の観点からの
効率化、生産性向上について、具体的な事例を伺
う。
また、社会全体のデジタル化が進む中、これを担う人
材の確保が喫緊の課題となる。市役所でもデジタル
化・情報通信等の関連施策を一体的に所管し、迅速
かつ強力に推進することのできる司令塔が必要にな
ると思うが、デジタル化を担うスペシャリスト育成の推
進について伺う。

総務管理部長

(2) 「骨格予算」による編成について
4月に市長の任期が満了となることを踏まえ、義務的
な経費や継続的な事業に要する経費を中心に計上
するが、政策的経費であっても、年度当初から執行し
なければ市民生活に影響がある事業は、新規事業も
含め当初予算に計上したとあった。裏を返せば、令
和4年度からスタートするので、新たな市長の政策判
断に委ね、「肉付け予算」対応としたものもあると推察
する。
そこで、年度当初から執行しなければ市民生活に影
響があるとした新規事業について、どんな影響がある
のか、その主な内容について伺う。
また、新市長による一定規模の「肉付け予算」を可能
とする財源の留保があるのか伺う。

市　　長

(3)  財政健全化について
「財務規律の堅持」と「市勢発展のための投資」のバ
ランスのとれた財政運営を行うとあった。
そこで、県内他市町村と比較した場合の本市の財政
状況がどうなのか、経常収支比率、実質公債費比率
などの財政指標の推移について伺う。

市　　長
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■提出諸案件に対する質疑並びに市政一般に対する質問（個人）

質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

1 デジタル化の取り組みについて

1 谷　村　一　成
(一問一答方式)

(1) 先月21日に令和4年度当初予算案が発表され、今後
本格化していく自治体DX（デジタルトランスフォー
メーション）の実現に向け国が示す方針に沿って、令
和3年8月に発足した市デジタル化推進PT（プロジェ
クトチーム）が推進する市民サービスの向上と業務の
効率化を図るための重点事業「デジタル化推進事
業」23事業が示された。令和3年9月定例会個人質問
では、そのPTの目的や計画等について答弁をいただ
いたが、その後の取り組み状況について伺う。

総務管理部長

(2) デジタル化推進事業の1つに、市公式LINE導入事業
とあるが、以下6点について伺う。

①目的　②事業内容　③対象となる年代層　④運用開

始時期　⑤目標とする利用者数　⑥利用登録の周知

方法

総務管理部長

(3) 今月1日から開始された、住民票の写し・印鑑登録証
明書のコンビニ交付サービスや令和4年度当初予算
案で示された自治体オンライン手続推進事業等は、
マイナンバーカードが必要または必要と想定される。
幅広く市民の利便性向上や行政運営の効率化を図
るためにもマイナンバーカードの交付率を上げる必要
があると考えるが、現状と対策を伺う。

総務管理部長

(4) デジタル化推進事業を本格的に取り組むには、推進
体制の更なる整備・強化のため推進担当部署を設置
し、全庁的に取り組むべきと考えるが、所見を伺う。

総務管理部長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

2 観光振興について

1 谷　村　一　成
(一問一答方式)

(1) 道の駅「KOKOくろべ」は「Ｋ」をモチーフとし、海・山・
道を表現することで観光の拠点イメージを伝えたロゴ
もでき、来月のオープンまで40日程度となったが、今
後運営していく上での目玉とその魅力について伺う。

都市創造部長

(2) 道の駅「KOKOくろべ」の基本方針の一つに、観光ス
ポットなどを結ぶ魅力及び情報発信拠点とあるが、誘
客に向けた取り組み計画について伺う。

都市創造部長

(3) 令和5年の宇奈月温泉開湯100周年、令和6年の黒
部ルート一般開放といった、観光振興にとってこれか
ら大きな節目を迎えようとする中、昨年12月には、民
間企業や地元団体等が参加し、宇奈月温泉開湯100
周年事業の実行委員会設立総会が開かれた。令和5
年度に周年事業を実施予定、また今年はプレイベン
トを実施するとのことであるが、本市としてこの事業に
どのように関わろうと考えているのか伺う。

産業振興部長

3 あいの風とやま鉄道駅周辺整備について

(1) あいの風とやま鉄道黒部駅周辺都市施設整備事業
について、東西連絡自由通路の整備を中心とした黒
部駅西側での駅西広場及び駅西駐車場等の整備事
業が令和2年度より行われているが、当初計画に対す
る現在の進捗状況について伺う。

都市創造部長

(2) 市長は、官民連携による生地駅周辺活性化の構想
の一つにもなっている市道吉田４号線の踏切整備に
向け、これまで、あいの風とやま鉄道株式会社と精力
的に協議を重ねてこられた。令和4年度の工事着手
に向け今年度は詳細設計までこぎ着け、 令和5年度
末踏切移設工事完了に向け、着実に進捗するよう交
付金の獲得など予算確保に努められ、令和4年度予
算案として355,000（千円）を提出されたが、この事業
に対する思いを伺う。

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
市民に愛され親しまれる観光資源の利活用につ
いて

2 伊　東　景　治
(一括方式)

(1) 大野市長の提案理由説明の中で、宇奈月温泉ス
キー場の運営継続の条件として、大原台の通年利用
化への取組みを進めること、と述べられた。その時、
私は２０１１年６月議会で当時の堀内市長に同じような
質問したことを思い出しました。１０年以上前の質問で
すが、現在においても重要な課題であると考えます。
以下にその時の質問の要旨を述べますが、どのよう
な取組みがなされ現在に至っているのか、改めて質
問する。

（１－１） 大原台自然公園一帯を滞在型観光のスポットや、ス
ポーツエリア、家族レクリエーションのコースとして活
性化を考えられないか。そのために周辺整備の見直
しを行ってはどうか。

産業振興部長

（１－２） 峡谷鉄道駅の近くから標高５６６ｍの大原台頂上にあ
る平和の像までの高低差330ｍ、傾斜長さ850ｍをゴ
ンドラリフトでつなぎ、スキーセンター付近に中間停留
場をつくれば、通年でスキー場を含む大原台一帯を
活用でき、誘客につながると思うがどうか。

産業振興部長

（１－３） 黒部市民にとって親しみのある僧ケ岳が平成２３
（2011）年９月に県立自然公園に認定され、本市の商
工観光課に山岳公園係が設置されたが、具体的な取
り組みについて。

産業振興部長

（１－４） 本市の観光振興において、市内外からの観光客を誘
致するにはこれらの課題は重要な内容であると考える
が市長の考えをうかがう。

市　　長

(2) 第１５回山岳スキー競技日本選手権黒部・宇奈月温
泉大会が２月２６日、２７日の２日間、宇奈月温泉ス
キー場で開催された。山岳スキー競技は２０２６年のイ
タリア・ミラノでの冬季オリンピックから正式競技に認
定された。第１４回大会までは長野県栂池で開催され
ていたとのことで、富山県では勿論初めて。宇奈月温
泉スキー場として大変名誉であり、冬季スポーツの活
性化につながることを期待したい。本大会を記念し
て、宇奈月温泉スキー場で山岳スキー競技の開催を
検討してはどうか。

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
市民に愛され親しまれる観光資源の利活用につ
いて

2 伊　東　景　治
(一括方式)

(3) 令和３年３月の議会の私の質問に対して、市長は、黒
部ルート一般開放・旅行商品化準備会議で、ルート
の正式名称を早期に決定して欲しい旨の申し入れを
したと答弁されたが、正式名称の状況は

市　　長

2 児童・生徒の健やかな育成について

(1) 新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大で、学
級閉鎖や学年閉鎖、あるいは個人的に休校せざるを
得ない状況が市内の小中学校で頻発している。一般
的に軽症とはいえ行動制限から休校し、家庭での生
活をせざるを得ない状況である。昨年、２年ぶりに実
施された「令和３年度全国学力・学習状況調査」の概
要について、教育委員会から報告があった。

（１－１） 教育委員会からの学力テストの結果では、黒部の児
童・生徒は、教科別の正答率は、コロナの影響は見ら
れなかったようである。一方、コロナ禍で学校が休校
中の規則的な生活、計画的な学習については多少
問題があったと考える。昨年９月の質問では、今後分
析し、具体的な対応を検討するとの答弁であったが、
課題と改善への取組みについて、また、現実的に教
科の学力への影響はないのか所見を伺う。

教育長

（１－２） 新型コロナウイルスの感染状況を見ると、オミクロン株
の特長もあり、重症化しにくいということで、特に児童・
生徒から保護者までの若い世代の感染が顕著であ
る。この傾向は本市だけでなく全国的な傾向である
が、特に富山県あるいは黒部市は感染が厳しい。
もっと早い時期から対応ができなかったものか。

市　　長

(2) 放課後児童クラブ（学童保育）について
３月は卒業式、４月は入学式ということで、学校は忙し
い時期を迎えている。コロナ禍でさらに多忙だろうと
想像する。一方、県では教員の確保は厳しいときく。
放課後児童クラブも厳しい状況が見受けられる。令和
２年９月の柳田議員のクラブに対する質問を踏まえ、
これまでの取組み状況と現状について質問をする。
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

2 児童・生徒の健やかな育成について

2 伊　東　景　治
(一括方式)

（２－１） 放課後児童クラブ対象児童が６年生までに拡大さ
れたが、現在の登録児童数と待機児童数につい
て。待機児童があるのはどのクラブか、その原因
は何か。

市民福祉部長

（２－２） 待機児童ができる原因の１つに支援員等の不足が
ある。そこで、市独自の運営マニュアルを作成す
るとのことであったが、各運営事業所に徹底され
ているのか。

市民福祉部長

（２－３） 支援員等の確保には、支援員等の処遇改善が必要
である。コロナ禍で保育、介護、看護、医療等の従事
者への処遇も見直されている。令和２年以降、支援員
等の処遇の点で改善されたのか。特に、コロナ禍に
おける支援員等の処遇の見直しも必要だと思うが。

市民福祉部長

（２－４） 支援員等の登録バンクを設けて安定的確保のために
努めているとのことであったが、現状はどうか、課題が
あるとすれば、その対応について

市民福祉部長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

1 防災対策について

3 高　野　早　苗
(一問一答方式)

(1)  黒部市地域防災計画の対策優先順位について
黒部市地域防災計画では、豪雨、火災、豪雪、地
震、津波、高波等が種別被害として想定されておりま
す。これらに対策優先順位がありますか。あるとすれ
ば、想定される被害の大きさを踏まえた理由を伺いま
す。

防災危機管理統括監

(2)  黒部市地域防災計画の達成度について
黒部市地域防災計画では、災害対策について多方
面にわたり計画されております。対策には終着点はな
いかもしれませんが、理想とする対策について、現状
でそれぞれどの程度の達成度と捉えているのか伺い
ます。また何が足りないと捉えているのか伺います。

防災危機管理統括監

(3) 地震対策について
富山県で想定される地震はすべて活断層による地震
とされ、その活断層として呉羽山断層帯、魚津断層
帯、庄川断層帯、砺波平野断層帯があるとされていま
す。本市の地震対策は呉羽山断層帯地震想定を基
礎としているのか。また、この地震に対し、本市の地
域特性等を考慮した地震対策の基本方針について
伺います。

防災危機管理統括監

(4) デジタル防災戸別受信機について
デジタル防災戸別受信機の工事が着々と進められて
いますが、電波が届きにくい地域もあるとお聞きして
おります。その地域の割合と対策について伺います。

防災危機管理統括監

(5) 防災行政無線放送について
防災行政無線の放送で、「おやすみなさい」などの声
について、「元気な子どもの声ならば、自分自身も元
気がもらえる」とのご意見も伺っており、子どもの声に
できないのか伺います。

防災危機管理統括監
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

2 農業者への支援について

3 高　野　早　苗
(一問一答方式)

(1)  「収入保険制度」の加入状況について
「収入保険制度」は収入減少を補填するものであり、
青色申告を行っている農業者を対象としております。
認定農業者、集落営農を対象としたセーフティネット
制度、ナラシ制度とどちらかを選択することになります
が、それぞれの加入状況、併せて加入促進への本市
の取り組みについて伺います。

産業振興部長

(2)  米価下落の影響について
今回の米価下落による本市農業への影響について、
兼業農家への影響も含めて市長の見解を伺います。

市　　長

(3)  新たな支援策について
米の価格が下落したからといってすぐ助成せよとはな
らないと思いますが、今回の下落は新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響で外食産業を中心とした米の需
要減少が大きな要因とされております。加えて今後、
同じく影響として肥料などの生産資材の高騰が懸念
されております。
本市では、平成１４年より兼業農家も含めて土壌改良
資材に助成し、このことを高く評価したいと思います
が、本市の農業を守るためにも兼業農家も含めた手
厚い更なる支援が必要と考えます。新たな支援策に
ついて市長の見解を伺います。

市　　長

12



質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

3 ふるさと納税について

3 高　野　早　苗
(一問一答方式)

(1)  ふるさと納税の本市の状況について
ふるさと納税の本市の推移、及び本市からの流出額
について伺います。

総務管理部長

(2)  自治体の取り組みについて
姉妹都市根室市や、県内でも魚津市や氷見市などが
大きく伸びております。本市がさらに寄付額を延ばし
ていくには何が必要と考えられるのか伺います。

総務管理部長

(3) 体制づくりについて
ふるさと納税は今や各自治体のビジネスであると考え
ます。専属の職員を配置できないのでしょうか。また、
横断的な、例えば「ふるさと納税チーム」をつくり、勉
強会等を開催していけないか伺います。

総務管理部長

(4) ふるさと納税の今後の展望について
ふるさと納税は大きく伸びる可能性を潜めており、地
域活性化にも大きく貢献するものと考えられます。ふ
るさと納税の今後の展望について市長の見解を伺い
ます。

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 「黒部宇奈月温泉駅」周辺整備について

4 橋　本　文　一
(一括方式)

(1) 駅東、駅西も市民が期待していたようになっていな
い。と声が多くある。駅開業から７年を迎えようとして
いる、現在の駅周辺をどの様に見ているか。

市　　長

(2) ２０２４年に関電黒部ルートが一般開放される。現在
関西電力では、トンネル内の落盤対策や避難経路の
整備など安全対策工事が進められている。今後、新
幹線を利用しての観光客も多くなると予想される。黒
部ルート一般開放に向けて準備していかなければな
らない。市としてどの様な準備を行うのか。

市　　長

(3) 西側利用者利便ゾーン活性化事業に応募がなかっ
た敷地に、昨年末ホテル業者が進出したいとの申し
入れがあった。事業計画に合った申し入れだと思うが
どうなのか。

市　　長

2 道の駅「ＫＯＫＯくろべ」について

(1) 何事も最初の評判が重要である。隣接する大型店と
競合する農産物直売所をどの様に運営していくかが
重要な事だと述べてきた。当局では「地元で採れた朝
採れの新鮮な農産物を提供し大型店との違いを出し
て運営していく」との答弁であった。直売所の地元と
いう定義は、黒部市で作付けされ採れた物なのか。ま
た、心配されていた地元産の農産物は何パーセント
確保されたのか。

産業振興部長

(2) 出荷当日の売れ残り商品、訳あり商品の取扱いを、Ｊ
Ａ黒部とどの様に取扱いを協議されているのか。

産業振興部長

(3) 以前から駐車場融雪水のくみ上げによる、周辺地区
の井戸水の影響について伺ってきた。影響調査が終
わったのかどうか、終わっていないなら何故か。

都市創造部長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

3 通学時、通勤時の安全対策について

4 橋　本　文　一
(一括方式)

(1) 国土交通省は、平成２８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「踏切安全通行カ
ルテ」で公表してから６年がたちました。
第１生地踏切は踏切内の車道部分は約６m、歩道部

分70cmと狭く、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、清明中学校生徒の通学時
に、通勤時間帯と重なったときは非常に危険である。
信号機の設置や踏切内歩道の拡幅等早急な改良が
求められている。
以前の市長答弁では「非常に危険な場所だと認識し
ている。今後どうするか検討していきたい。踏切の改
良時期を今後協議してまいりたい」と述べていたが、
検討や協議が行われたのか。

市　　長

(2) 中学校統合以前、通学時に合わせ高志野中学校教
員が出て指導にあたっているとのことであった。現
在、清明中学校になっても指導にあたっているのか。

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 黒部市水道ビジョンと下水道事業計画について

5 柳　田　　守
(一問一答方式)

(1) 水道施設の多くは、昭和30年代から50年代半ばのい
わゆる高度成長期から安定成長期にかけて整備が進
められ現在に至っている。整備後50年以上経過した
施設のトラブルや漏水による断水、道路陥没といった
二次災害が懸念される。黒部市｢新｣水道ビジョン(Ｈ
31～Ｈ40)は、令和元年10月全協で示され、以後整
備を進めておられると思うが、改めて水道施設の現状
と老朽化対策を伺う。

都市創造部長

(2) 災害に強いまちづくりを進めるためには、水道施設の
耐震化を進めることが喫緊の課題と考える。水道施設
の耐震化に関する現状と今後の具体的な対策等に
ついて伺う。

都市創造部長

(3) 下水道事業においては、公共下水道と農業集落排
水との統廃合により、事業の効率化を進めている。水
道施設も多くの施設を保有していると思うが、老朽化
する施設の管理には多額な維持費を要すると考え
る。水道施設の統廃合についての方向性を伺う。

都市創造部長

(4) 上水道事業、簡易水道事業の経費には利用者の利
用料金が充てられているが、地下水が豊富な本市に
おいては、自家用井戸や組合営水道の利用者が多
く、他市に比し普及率が低い要因になっていると考え
る。安定した経営を行うには普及率を向上させる必要
があると考えるが、それぞれの水道事業の普及率と
今後の対応等について伺う。

都市創造部長

(5) 下水道整備が進む一方、下水道未整備地区の住民
の皆様は、長年早期整備されることを待ち望まれてお
り、あと何年後に整備されるのか分からず不安に思わ
れている方も多いと聞く。未整備地区の今後の整備
予定を伺う。合わせて、下水道計画区域外などでは、
合併浄化槽設置補助制度や維持管理補助制度を活
用することも可能であり、下水道使用者との格差を埋
めるとともに環境衛生の向上、公共用水域の水質保
全に有用と考えるが、制度の意義、内容及び実績等
について伺う。

都市創造部長

(6) 下水道施設は古いもので整備後30年以上経過し、老
朽化も進んでいると思われるが、施設の老朽化対策、
更新計画を改めて伺う。また、本市においては他自
治体に先駆けて下水道施設の統廃合を進めておら
れるが、施設の老朽化の視点で見ると統合を早めて
いく必要があるのではと考えるが今後の方針等を伺
う。

都市創造部長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

2
本市中学校における部活動の今後の取組および
方向性について

5
柳　田　　守
(一問一答方式)

(1) スポーツ庁が目指す部活動推進事業の概要と学校
の働き方改革を踏まえた部活動改革のスケジュール
等を伺う。また、これに伴う富山県の取組･方向性も合
わせて伺う。

教育部長

(2) 本市においては、平成30年９月に｢黒部市中学校部
活動の方針｣を定め、教員の過重負担の軽減に努め
てきたが、一方で競技力向上の視点や生徒数の減少
による中学校スポーツ活動への懸念の声もあったと
聞く。そういう中において、令和３年６月、国のモデル
事業として採択されたKUROBE型地域部活動の内容
とその評価等について伺う。

教育部長

(3) 本年２月開催の地域部活動あり方検討会の資料によ
ると、生徒、保護者、教員、指導者からのアンケート調
査では地域移行の取組について肯定的な意見が９
割を超えた一方、保護者等の受益者負担のあり方
や、生徒の活動時間に物足りなさを感じるとの意見も
あった。また、市体協が主催する総合型地域スポーツ
クラブとの整合性も課題の一つと思われる。これらを
踏まえ、この事業の現段階での見解を伺う。

教育部長

(4) 令和４年度当初予算において、KUROBE型地域部活
動事業費として3,965千円計上されたが、令和３年度
事業との相違や令和５年度以降の事業継続の可能
性等について伺う。

教育部長

(5) 本市のスポーツ少年団活動は、各競技において県内
有数の活動実績を有し、従前から県を代表するチー
ムを輩出し全国大会等に出場するケースが多く見ら
れた。これも偏に市、教育委員会、市体育協会の連
携のもと、支援体制においても県内トップと言われる
バックアップの賜物と感じている。しかしながら中学に
入ると指導者の確保等の理由からか低迷が続いてい
るように感じる。県体中学の部の近年の成績からも見
て取れる。従前からのスポーツエキスパートの拡大や
部活動指導員の採用など努力されていることは評価
するが、根本的な解決には至っていないと感じる。こ
れらの視点からの本市の部活動活性化の方策等あ
ればお聞きしたい。

教育部長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

2
本市中学校における部活動の今後の取組および
方向性について

5 柳　田　　守
(一問一答方式)

(6) 近年、中学校進学においても部活動における競技力
向上を目指し、県内他市の公立中学校に入学する
ケースや県外の私立中学校への進学を目指すケー
スが増えていると聞く。｢部活動改革｣との関連は把握
しかねるが、競技力を高め、全国大会等各種大会で
活躍したいと感じている生徒に対する受け皿不足が
要因の一つと考える。また、本市に限らず近隣市町で
も同様の事例があると聞く。このことについて教育長
の見解を伺う。

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 警察署の再編について

6 辻　　泰　久
(一問一答方式)

(1) 本市に警察署を誘致する思いがあるのか伺う。 市　　長

(2) 本市に誘致するとなると県有地が有力とのうわさがあ
るが地域的事情、利便性を考慮して旧鷹施中学校跡
地に誘致する考えはないか伺う。

市　　長

2
ロシアがウクライナに侵攻したことによる日露
平和条約について

(1) ロシアがウクライナに侵攻したことにより日露平和条
約締結に影響があると考えられるが市長の見解を伺
います。

市　　長

3 観光振興計画策定について

(1) 計画の目的は前回と変わりがないか 産業振興部長

(2) 計画の期間は何年間を想定するのか伺う 産業振興部長

(3) 計画の課題はどのようなことが考えられるか伺う 産業振興部長

4 消防団員の確保対策に関する課題について

(1) 本市の現状を伺う 防災危機管理統括監

(2) 本市では処遇改善を図るとの事であるがその内容を
伺う

防災危機管理統括監

(3) 団員活動の認知度を高めるための方策を伺う 防災危機管理統括監

○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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