
■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 人口減少をストップについて

1 自民クラブ
伊　東　景　治

(1) 人口減少をストップさせるためには、その原因を把握
して対応策を講じなければならない。人口減少には
様々な要因が考えられるが、人口減少に対する市長
の認識、見解は。

市　　長

(2) 厚労省が発表した2021年の人口動態統計の数字、
合計特殊出生率が「1.30」に下がったことに対しての
見解は。

市　　長

(3) コロナ禍の社会的な変化を的確に把握して、人口減
少の歯止めとなるような事業はどの自治体も求めてい
る。コロナ禍の変化で対応すべき効果的な事業につ
いての市長の考えは。

市　　長

(4) テレワークオフィスの設置について
コロナ禍にあってリモートワークが普及し、都内から地
方への関心は高まっている。地方のデジタル化への
インフラを早急に進めて、企業の移転やサテライトオ
フィスの開設などにつなげる努力は必要と考える。新
幹線の駅もある。本市のメリットを生かした事業とは。

市　　長

(5) 就業体験事業（インターンシップ事業）について
すでに市内、県内で就業体験事業を行っている企業
もあり、それなりの参加者はあるが、思ったほど良い
結果につながっていないとも聞いている。市長はイン
ターンシップ事業の経験から推進するようですが、こ
れまで具体的にどのような成果があったのか。本市に
おいて行政は企業とどのように関わっていくのか。

市　　長

2
子育てがしやすく、高齢者が元気なまちづくり
について

(1) 高齢者が出かけやすいまちづくり、出かけて楽しいま
ちづくりのための「まちのコンテンツ」として何が必要
であるか

市　　長

(2) 高齢者はもちろん一般の人にも利用できるように、こ
れまでも様々な議論をし、対策を実施してきた。新幹
線開通を契機に、鉄軌道とバスを中心とした公共交
通によるまちづくりをめざしてきた。しかし、財政的に
非常に厳しい運営を続けているのが実情である。市
長はこの実態を知り、どのような出かけやすいまちづ
くりを考えているのか。

市　　長
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質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員

2
子育てがしやすく、高齢者が元気なまちづくり
について

1 自民クラブ
伊　東　景　治

(3) 高齢者がいつまでも元気なまちづくりのためには、コ
ミュニティを強化する必要があるとの考えであるが、市
長の考えるコミュニティとは、どのようなものか。

市　　長

(4) 地域で子供を育てる、子育てしやすいまちづくり
これまでも地域で子育てする取り組みを行ってきた。
子供の見守り、子供１１０番、児童センター、放課後児
童クラブ、子育て支援センター、公民館での地域と子
供の交流事業、産後ケア事業など多くの事業を行っ
ている。市長はさらにどのような事業を考えているの
か。

市　　長

3 住民参加型のまちづくりについて

(1) 黒部市未来会議について
市長の肝いりで発足する黒部市未来会議であるが、
その目的と方法、会議で得た成果物の活用について
の考えは。また、この会議は、どれくらいの頻度でい
つまで続けるのか。

市　　長

(2) 行政と多様な団体との協働のまちづくりについて
多様な団体とは、具体的に既存のどのような団体を
対象としているのか。

市　　長

(3) 市民の新しい取組みを応援
どのような新しい取り組み内容であればマイプロジェ
クトとして認定されるのか、また「マイプロジェクト発表
会」の開催のことが記載されているが、発表会につい
ての考えは。

市　　長

(4) 市民の方から、「黒部市民憲章」はまちづくりの指針
であるから、よく読み、理解して、まちづくりに生かす
ようにして欲しいとの強い要望であった。黒部市民憲
章についての認識は。

市　　長

4 地域経済の活性化と観光政策の強化について

(1) 富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏事業につい
て
この事業が平成２１年２月に発足したときには、富山
県と富山県東部地域の３市２町（滑川、魚津、黒部、
入善、朝日）で構成されていたが、現在は滑川が抜け
て２市２町となっている。この事業についての活動状
況と今後の取り組みについての考えは。

産業振興部長
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質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員

4 地域経済の活性化と観光政策の強化について

1 自民クラブ
伊　東　景　治

(2) ジオパーク推進事業について
立山黒部ジオパークは、一般社団法人立山黒部ジオ
パーク協会が主導で事業を進め、行政は９市町村で
組織した立山黒部ジオパーク支援自治体会議として
財政的、人的支援を行っている。世界ジオパークの
認定に向けた活動についての取り組み状況は。

教育部長

(3) 黒部ルートの正式名称について
大野前市長は、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
い旨の申し入れをたびたび行っているとのことであっ
たが、正式名称は現在どのようになっているのか。

市　　長

(4) 黒部ルートの一般開放や宇奈月温泉開湯１００周年
に向けて、観光産業の育成強化が必要である。観光
消費を増やすためには観光事業者だけでなく、農林
漁業者等との連携を図り観光振興を推進すべきと考
えるが。

市　　長

(5) 「黒部」のブランド化について
農林水産業を中心とした「黒部」のブランド化を推進
するとの市長の思いであるが、名水ポークや黒部米
は別として、収穫物そのもののブランド化は一朝一夕
にはならない。加工や手を加えた商品つまり６次産業
化による商品も簡単ではないと思う。一次産業の従事
者が減少する中、ブランド化の考えは。

市　　長

5 芸術文化、スポーツについて

(1) 芸術文化やスポーツは、豊かな心と健康な体を育
て、人生の活力として重要な要素である。市長の公約
には、「黒部シアター」以外、芸術文化やスポーツに
ついての内容が見受けられないが、どのような認識
か。

市　　長

(2) 黒部市宇奈月国際会館が「黒部市芸術創造セン
ター」に名称が変更された。「黒部市国際文化セン
ター」と区別し、施設の更なる充実向上を図るとのこと
であるが、具体的にどのような差別化を図るのか。

産業振興部長
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質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員

5 芸術文化、スポーツについて

1 自民クラブ
伊　東　景　治

(3) 宇奈月温泉では、毎年「黒部市芸術創造センター
（セレネ）」を中心に温泉街のあちこちでモーツアルト
音楽祭が行われてきた。コロナの影響で２年間中止と
なったが、今年は何としても実施したいとのことであ
る。東京や大阪など市外県外からのアマチュア演奏
家がモーツアルトの曲を演奏している。県内の若手の
演奏家が積極的にコンサートに出演する機会も提供
している。このような団体に対する活動についての認
識は。

市　　長

(4) 黒部市は、市民ひとり１スポーツを掲げ、活発な活動
を進めている。市内に多くの施設があるが、老朽化の
目立つ施設もある。施設の統廃合も視野に入れなが
ら、必要な施設は改修、リニューアルをして市民に広
く利用してもらいたいが市長の考えは。

市　　長
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質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員

1 施政方針並びに市政運営について

2 自民同志会
高　野　早　苗

(1) 市長は「みんなでつくろう黒部の未来」を政治信条と
し、「住む人が輝き、人が人を呼び込むまち」「出かけ
やすく散歩して楽しいまち」「心豊かで笑顔あふれる
まち」の三項目を政治目標としておられる。これら三
目標について、どう思い描き、実現しようとしておられ
るのか伺う。

市　　長

(2) 「黒部市未来会議」の構想について伺う。 市　　長

(3) 「コロナ禍の変化をチャンスに」と公約されているが、
その推進方策についての考えを伺う。

市　　長

(4) 市長は、人を呼び込む施策を前面に出しておられる
が、全国的に人口減少する中で、移住は地域間の競
争といえる。人口減少対策を今後どのように展開させ
るのか、現在の考えを伺う。

市　　長

(5) 市民に大きな影響を及ぼす食品１万点以上の値上げ
に対しての物価高に対応する見解と当市の支援策に
ついてどう考えるのか伺う。

市　　長

(6) ４月２１日、黒部市水産物地方卸売市場における、く
ろべ漁業協同組合と生地魚市商業協同組合の卸売
業務を統合する覚書が締結された。今回の覚書締結
による本市漁業の活性化ならびに事業存続につい
て、及び、漁業運営の見通しについて伺う。

産業振興部長

(7) 防災について市長は、「見直すというより現状を確認
して必要であれば拡充、追加していく」とも発言されて
いる。今後の防災対策の進め方について伺う。

市　　長

（８の1） SDGｓの基本理念である「誰一人取り残さない」をどの
ように市政に反映させていくのか伺う。

市　　長
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質問順 会　派　名 質　問　事　項 答　弁　者

質　問　議　員

1 施政方針並びに市政運営について

2 自民同志会
高　野　早　苗

（８の２） SDGｓをどのようにPRして市民の意識醸成をしていく
のか伺う。

総務管理部長

（９の１） 黒部宇奈月縦貫道路（県道黒部宇奈月線及び市道
新堂中新線）の４車線化整備状況について伺う。

都市創造部長

（９の２） 県道黒部宇奈月線若栗地内の区間およびその他の
区間の整備状況について伺う。

都市創造部長

(10) 安心して子どもを産み育てられる環境を整えるために
は、子どもの成長に応じた支援を重ねていくことが重
要と思う。子育てのスタート時に当たる出産時の経済
的支援策の強化は大事な一手である。出産育児一
時金は全国市議会議長会でも要望されていることで
あるが、出産育児一時金の増額について、伺う。

市　　長

(11) 黒部名水マラソン大会実施の成果、及び現役アス
リートの招致について、黒部名水マラソン大会の感想
と併せて伺う。

市　　長

(12) ケーブルテレビ事業FTTH化に伴うDーONUの確保
見通しについて及び、不足解消についての働きかけ
をどのようにしていくのか伺う。

総務管理部長

(13) 再任された教育長のこの３年間の任期を振り返り諸課
題についてどう捉えられているのか、また抱負につい
て伺う。

教育長

(14) 道の駅「KOKOくろべ」の開業結果と課題、及び道の
駅の今後の計画及びこの施設をどう生かしていくのか
伺う。

都市創造部長
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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 これからすすめるべき観光漁業について

1 金　屋　栄　次
(一括方式)

(1) 武隈市長は生地鼻灯台に登ったことがありますか。 市　　長

(2) 生地鼻灯台の前に柵をした、約３０６０㎡の遊休地が

あります。以前は北陸製塩の取水地だったそうです。
深層水施設や全天候型の養殖場、釣り堀施設など、
さらなる観光漁業の復活再生を目指してはどうか意
見を伺う。

市　　長

(3) 近年家族での釣り客が増加傾向にある。北陸地方
は、梅雨時期や雪など年間を通して1/3の日数にお
いて気候が悪い。海岸ベルト地帯に趣味と実益を兼
ねた施設があってもいいのではないか意見を伺う。

市　　長

(4) 年間キジハタ３万匹の稚魚を放流しても回収率は１％
である。これでは商売にならないのではないか。どう
考えるか伺いたい。また、前大野市長には、いけすを
２基作っていただいたが稼働していない状態である。
抜本的に考えなければならないと思うがどうか。

産業振興部長

(5) 深層水でキジハタは１年２年３年と育て、４年で成魚
になり出荷が出来る。何基もの水槽を作ってはどう
か。

産業振興部長

(6) ４年物のキジハタやヒラメを釣り堀に放して釣ってもら
うなど計画してはどうか伺う。

産業振興部長

(7) 国や県の補助金の対象施設にならないのか。また、
漁業振興資金制度という制度があるのか、ないのか。
またある場合制度を利用できないのか伺いたい。

産業振興部長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

1 核兵器廃絶への取り組みについて

2 橋　本　文　一
(一括方式)

(1) 「ヒロシマ・ナガサキをくりかえすな」「核兵器をなくせ」
と訴え続けてきた被爆者の声とそれを支えてきた原水
爆禁止世界大会が今年も８月４日から９日まで広島と
長崎で開催される。これまでも原水爆禁止世界大会
は国際政治を動かしてきた。２０２１年１月には核兵器
禁止条約が発効し核兵器に悪の烙印が押された。こ
の禁止条約の力がいまほど求められている時はな
い。日本非核宣言自治体協議会に加盟している黒部
市の新市長として、行動を起こし、広島と長崎で開催
される世界大会へ、市長自ら参加する考えはない
か。

市　　長

(2) 日本は唯一の戦争被爆国である。日本政府は一刻も
早く核兵器禁止条約に署名・批准すべきである。市
長はどのような考えか。

市　　長

2 出し平ダム・宇奈月ダムの連携排砂について

(1) ５月２４日に第５２回黒部川土砂管理協議会が開催さ
れ、令和４年度の連携排砂計画が原案可決された。
今年度の連携排砂実施の特徴は。

市　　長

(2) 国土交通省では、黒部川は全国でも有数の流出土
砂の多い河川で、毎年１４０万立米以上の土砂が運
ばれてくるとしている。大量の土砂を６月から８月、連
携排砂を年１回の排砂するのではなく、一定の出水
のたびに排砂・通砂等を行うよう働きかけるべきでな
いか。

市　　長

(3) 市長は、はじめて土砂管理協議会に出席され、出し
平ダム・宇奈月ダムの連携排砂をどうとらえたか。ま
た、より自然に近い連携排砂とは、どういうことなの
か。

市　　長

3 黒部宇奈月温泉駅周辺整備について

(1) 市民からは駅東、駅西も期待していたように成ってい
ないとの声が多くある。駅開業から７年、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を進めている。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。新市長の考えは。

市　　長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

3 黒部宇奈月温泉駅周辺整備について

2 橋　本　文　一
(一括方式)

(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
入れがあったが、残念ながら実現しなかった。今後西
側利用者利便ゾーンを含め、駅周辺整備をどのよう
に進めるのか。

市　　長

4 農業・漁業について

(1) 食料自給率が史上最低の３７％となった。目先の利
益を優先して食料を大量輸入する政策は、輸出国で
の森林破壊や水資源の浪費など地球環境の悪化を
もたらしている。国内では、大多数の中小農家を「非
効率的」として切り捨て、国土や環境を荒廃させ、生
物多様性を脅かしてきた。環境と人にやさしい農政へ
の転換は、農山村に元気を取り戻し、持続可能な社
会を築くうえで不可欠と思うが、どうか。

市　　長

(2) 肥料、燃料、飼料も軒並み高騰している。米価など農
産物価格が低迷する中、このままでは農業経営が困
難になる。どのように把握し、支援をしていくのか。

産業振興部長

(3) 漁業従事者が年々減少している。これ以上の減少を
止めなければならない。以前から新規の漁業者に農
業者と同様の支援が必要と述べてきたが、どうか。

市　　長

5 新石田企業団地について

(1) 市民の皆さんから新石田企業団地の未売却地につ
いて尋ねられる。これまでも未売却が長期にわたると
財政負担となると指摘してきた。今後の売却予定はど
うなのか。

産業振興部長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

1
 黒部市民病院の患者サービス向上に向けた取り
組みについて

3 大　辻　菊　美
(一問一答方式)

(1) 黒部市民病院新改革プランに患者サービス向上に
向けた取り組みがある。認知症医療の充実を図るた
め、精神科もしくは脳神経内科医師を増員し「もの忘
れ外来（仮称）」を開設し、早期発見・早期治療に努
めるとある。増員に至ったのか。また、「もの忘れ外来
（仮称）」の現状について伺う。

病院長

(2) 薬剤師不足でサービスの質の低下が懸念される。薬
剤師の採用取り組み状況について伺う。

病院事務局長

(3) 病院敷地内に薬局が設置された。院外処方の率を
何％にすることを目指しているのか。また、薬剤師の
負担が軽減できた場合の利点について伺う。

病院事務局長

2
健康寿命の延伸の取り組み（フレイル予防）に
ついて

(1) 令和３年度のフレイル予防の実施会場、取り組み状
況について伺う。

市民福祉部長

(2) 通いの場等への参加の無い方へのフレイル予防の
周知・啓発について伺う。

市民福祉部長

(3) 地域支え合い活動の実施会場数、参加者数につい
て伺う。

市民福祉部長

(4) 地域支え合い推進員の役割について伺う。 市民福祉部長

(5) 地域支え合い推進員養成講座のカリキュラムについ
て、及び、受講者数について伺う。

市民福祉部長

(6) 西東京市でフレイル予防事業の先進的な取り組み状
況を学んできた。東京大学飯島教授が提唱する「フレ
イルチェック活動」を本市でも取り組むことができない
か伺う。

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 地域コミュニティについて

4 古　川　和　幸
(一括方式)

(1)  県内の市町村における地区（市立）公民館には、既
にWi-Fiが完備されているところもありますが、本市の
16公民館におけるWi-Fi設置に関する現状と今後の
予定等について伺う。

教育部長

(2) 「デマンドタクシー」について、現行地域エリアの拡大
や、他の市町村で導入している乗合タクシー制度を
参考にした見直しについて伺う。

都市創造部長

(3) 地域農家の方々にとって地域交流場の一つであった
JAくろべ「旧アグリプラザ東」の今後の利用について
伺う。

産業振興部長

(4) 令和4年度予算にて取壊し実行予定の宇奈月温泉
街施設（市所有施設：旧宇奈月消防署等）のその後
の土地有効活用について伺う。

総務管理部長

2 ふるさと教育について

(1) KUROBE型部活動における成果（令和3年度）・現状
（令和４年度）について伺う。又それに伴う教職員の
働き方改革における成果について伺う。

教育長

(2) とやま親学び講座（プログラム）＝「子供との接し方や
親としての心構えなど保護者の方々などに事例を通
して学んでもらうための学習プログラム」について現
状と方向性について伺う。

教育長

(3) 社会に学ぶ14歳の挑戦事業について、市長の公約
にある「未来の大人への種まき（教育）」とあるが、市
長の考え方について伺う。

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 宮野運動公園等の管理計画について

5 中　野　得　雄
(一問一答方式)

(1) 宮野球場外野付近の排水不良を補修する際、外野
芝を人工芝に変更し、剥いだ芝を砂煙が問題視され
ている多目的グラウンドへ移植する事を提案するが如
何か伺う。

都市創造部長

(2) 陸上競技場・体育館についての整備計画について伺
う。

都市創造部長

(3) ふれあいハウス宮野・ハイツ宮野の将来整備計画に
ついて伺う。

産業振興部長

(4) 宮野運動公園の桜については、植樹より約６０年が経
過しているが、桜の現状把握について、また以前より
専門家等が指摘する「密植」への対応と、後世に引き
継ぐ為の新規植樹や管理計画について併せて伺う。

都市創造部長

(5) 現在の納骨堂の使用状況がどの様になっているのか
伺う。また、納骨堂使用権放棄に係る市の返還金の
制度と納骨堂使用権取得希望者への対応について
を併せて伺う。

市民福祉部長

2 農業経営について

(1) 昨年度は米価の下落、今年に入っては原油価格の
高騰、また、資材の高騰が続いている中、市としては
黒部の農業を守り、推進するためにどの様な取り組み
を行っていくのかまた、今後、補正予算を計上し対応
する体制は整っているのか、併せて伺う。

産業振興部長

(2) 有害鳥獣対策の中で、昨年度の農作物への被害と
出没状況を分析し、今年度予算に改善対策を取り込
んだ施策について伺う。

産業振興部長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

2 農業経営について

5 中　野　得　雄
(一問一答方式)

(3) 市長の公約の中で、黒部市の素晴らしい自然環境を
地の利とし海にいても、山にいてもオンラインによる仕
事ができるシステムを作りたいとの考えがあるが、中
山間地の放棄田を活用する思いについて伺う。

市　　長

3 生地駅周辺活性化構想について

(1) 生地駅周辺の地元地域やYKK(株)、黒部商工会議
所などが中心となって進めている、生地駅周辺活性
化事業については、歩行者の安全確保や県道から
工業専用地域への円滑なアクセスのため、まずは、
踏切の移設改良が重要であると考えるが、その進捗
について伺う。

都市創造部長

(2) 全体企画の中には、駅の移設を盛り込んでいるが、
計画全体でどの程度の事業費が見込まれているのか
伺う。

市　　長

(3) 大変大きな事業費が必要と考えるが、構想の実現に
向けての課題や、市での取組についてどの様に考え
ているのか伺う。

市　　長

(4) 黒部市総合振興計画後期基本計画に、鉄道駅周辺
の活性化のためにも是非後期基本計画に取り入れて
頂きたいが市では、どの様に取り扱っていくつもりな
のか伺う。

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 黒部市の活性化について

6 谷　村　一　成
(一問一答方式)

(1) (仮称)くろべ市民交流センターは令和5年度完成予
定であるが、これは黒部市立地適正化計画により整
備計画されたものと認識している。その基本方針で
は、機能低下が進行する中心市街地の再興を促すま
ちづくりを推進しているが、(仮称)くろべ市民交流セン
ター近隣のシャッター通りについては、今後どのよう
に解決しようと考えているのか伺う。

産業振興部長

(2) 黒部市立地適正化計画のまちづくりのストーリーに
は、「まちの魅力の創出」「若年層を中心とした新たな
定住人口の増加」「活気ある中心市街地の再興」と
いったキーワードがある。多くの自治体は、これらの
キーワードを用いたまちづくりを目指しているが、「魅
力のあるまち」「若者が集まるまち」「活気があるまち」
について、それぞれ当局の所見を伺う。

都市創造部長

(3) 大学キャンパスを誘致する考えはないか伺う。 市　　長

(4) ショッピングモールを誘致する考えはないか伺う。 市　　長

2 公共交通について

(1) 令和2年3月定例会において、道の駅「KOKOくろべ」
及び(仮称)くろべ市民交流センターの建設に伴い、
バス路線の見直しについて検討し、新たな利用者を
開拓すると答弁しておられたが、開業した道の駅
「KOKOくろべ」へは、現在生地循環線のみが乗り入
れを行っている。その他路線についての計画を伺う。
また、(仮称)くろべ市民交流センターの建設に伴う、
バス路線の計画を伺う。

都市創造部長

(2) 市長の公約の中に、高齢者がいつまでも元気な街へ
出かけやすい街づくり　交通網の再整備といったフ
レーズがあったが、交通弱者における公共交通のあ
り方について所見を伺う。

市　　長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

3 公共施設跡地について

6 谷　村　一　成
(一問一答方式)

(1) (仮称)くろべ市民交流センターに機能集約される4施
設の売却を含めた跡地活用について、令和3年9月
定例会において、令和4年度当初から庁内検討を行
い、できるだけ早い時期に取り扱いについて具体策
を確定し、その取り組みを進めてまいりたいと答弁し
ておられたが、状況を伺う。

総務管理部長

(2) 旧小中学校跡地については、令和2年度にサウン
ディング市場調査が行われており、公共施設再編計
画では売却処分を基本とし、新たな歳入の確保に努
めるとなっている。旧前沢小学校については、提案の
あった民間による宅地造成の案を軸に令和4年度内
に売却処分に向けた諸準備を進めていく方針によ
り、アスベスト調査費及び測量分筆業務委託費とし
て、今年度6,042千円が予算化されているが、その後
の計画について伺う。また、他の旧小中学校、旧東布
施小学校、旧鷹施中学校、旧宇奈月中学校の跡地
売却計画について伺う。

教育部長

(3) 現在、石田こども園の移転新築整備が進んでいる。
計画では新園舎開園後、現園舎を解体し跡地につ
いては売却処分を基本として進めていくとしている
が、跡地売却に向けての計画を伺う。

市民福祉部長

4 黒部市の将来像について

(1) 市長は、『10年後、20年後の黒部がどのような「まち」
だったらいいか』をテーマに黒部市未来会議の開催
を計画されたが、現在市長が思い描いている10年
後、20年後の黒部市の姿を伺う。

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 デジタル関連について

7 柴　沢　太　郎
(一問一答方式)

(1) 自治体情報システム標準化による本市のメリットにつ
いて

総務管理部長

(2) マイナポイント第２弾開始に伴うマイナンバーカード
の普及について

総務管理部長

(3) 本市におけるマイナンバーカード使用の機会拡大に
ついて

総務管理部長

(4) デジタル推進委員によるデジタルデバイド解消につ
いて

総務管理部長

2 北方領土史料室について

(1) 根室市と定期的な資料の入替えをするべきでは。 総務管理部長

(2) デジタル資料の拡充と発信について 総務管理部長

3 消雪装置について

(1) 消雪装置の維持管理・点検状況について 都市創造部長

(2) 家屋連担区域の消雪リフレッシュを優先的に行うべき
では。

都市創造部長

4 選挙について

(1) 違反・注意の問合せ状況について 選挙管理委員長

(2) 選挙期間中のコラーレの利用について 選挙管理委員長

5 インボイス制度について

(1) インボイス制度の周知を図るべきでは。 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 6月定例会においての補正予算案について

8 辻　　泰　久
(一問一答方式)

(1) 提案理由の説明で政策的に本年度の実施が必要と
判断し事業費を計上したとあるがどのような予算案か
具体的に示していただきたい。

市　　長

(2) 何時になったら武隈カラーを反映できる予算案を組
むつもりかを伺う。

市　　長

2 北方領土墓参のビザ要求に関して

(1) ロシアが北方領土元島民の墓参を実施する場合はビ
ザ取得を求めることを示唆した。このことへの見解を
伺う。

市　　長

3 県内への移住者について

(1) 本市へは53人から88人と大幅に増えたとの事である
がどの都道府県から移住したのか伺う。

総務管理部長

(2) 本市での移住者の年代別の内訳を伺う。 総務管理部長

(3) 県は24年度には、移住者1000人を目標とするとの事
ですが本市の目標を伺う。

総務管理部長

(4) 今後移住者の争奪戦が激しくなると思うが市長の公
約にある「人が人を呼び込むまち」とはどのようなこと
か伺う。

市　　長

(5) 市長は「本市でもインターン事業を行い学生に来ても
らう、Uターンをしてもらうといった取り組みを進めてい
きたいと考えている」と述べているが具体的に示して
いただきたい。

市　　長

4 観光戦略について

(1) 本市の役割は。 市　　長

(2) 市長は、公約で「広域的な観光ルートを提案する」と
訴えたがどのようにＤＣと組み合わせるのか伺う。

市　　長

(3) 政府は、外国人観光客の受け入れを再開しましたが
このことについての市長の見解を伺う。

市　　長

(4) 観光振興計画との整合性を伺う。 市　　長
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質問順 質　問　議　員 質　問　事　項 答　弁　者

(質　問　方　式)

5
マイナンバーカードを健康保険証として利用す
る件について

8 辻　　泰　久
(一問一答方式)

(1) 本市のマイナンバーカードの直近の普及率を伺う。 市民福祉部長

(2) 本市におけるマイナンバーカードの健康保険証とし
ての利用参加機関はどれだけあるのか伺う。

市民福祉部長

(3) 黒部市民病院でも利用できるとの事であるが利用の
状況を伺う。

病院事務局長

(4) 利用方法がわからないとかわかりづらいとかの声があ
るがもっとＰＲが必要ではないか。

市民福祉部長

(5) 都城市では一人からでも自宅を訪問して申請をサ
ポートしているとの事、このことについての所見を伺
う。

市民福祉部長

(6) 市長はワンチーム富山の会議で他の自治体の取り組
みを共有することが大事と述べておられるが具体的
にどのようなことか伺う。

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
黒部名水マラソンの今後と総合公園内施設の利
便性向上について

9 柳　田　　守
(一問一答方式)

(1) ランニングサイト「ランネット」によると、2022年6月6日
現在の参加ランナー評価は91.5点と長野マラソンに
次ぐ全国第２位の好評価を得ている。今後年末まで
数多くのマラソン大会を控えるが、３年前の2019年に
行われた第36回大会が、全国第３位(7000人規模以
上では全国１位)の評価を得た大会であったことに匹
敵する高い支持を得ている。参加されたランナーの
皆様の評価と合わせ、主催者の一員として、コロナ禍
を克服すべく思いで実施された今大会に対する自己
評価を伺う。

市　　長

(2) 1984年(昭和59年)のジミー・カーター元アメリカ合衆
国大統領閣下の来市を記念し、宮野運動公園陸上
競技場で開催されたジョギング大会を契機として始
まったこの大会も会場、コース、参加者等数多くの変
遷を経、平成26年第31回から大会名を「黒部名水マ
ラソン」に改め、以来参加者１万人を超える全国的な
人気大会に位置づけられている。「名水マラソン」は
単にスポーツイベントではなく、市民の皆様の心が一
つになれる本市最大のイベントであると考えるが、今
後の方針・方向性をお聞きしたい。

市　　長

(3)  「名水マラソン」発着会場である総合公園(各施設を
含む。)は、平成元年に温水(市民)プール、平成８年
に体育センター、平成10年に公園(園路・芝生広場
等)が完成・供用したが、約25年～35年を経過し、一
部施設については老朽化の著しいところも見受けら
れる。現段階での総合公園内施設の長寿命化計画
の内容について伺う。

都市創造部長

(4) かねてから、名水マラソンの競技を主管する本市陸
上競技協会や関係団体から総合公園内に全天候型
のランニング走路を併設する陸上競技場の設置を求
める声が高い。益々人気が高まるフルマラソンのゴー
ル地点として供用が可能なほか、大会アップコースと
してあるいは安全安心な日常コースとして、長距離ラ
ンナーを目指す小中高校生や実業団ランナー、市民
ランナー等に取って大変有用と考えるが、検討する
考えはないか伺う。

市　　長

(5) 温水プールは供用から34年を経、施設各所において
老朽化が著しいと聞く。市民の皆様が比較的安価な
利用料金で使用することができ、かつ、プールは健康
増進に最も適した施設との声もあるが、改築に係る方
針等を伺う。

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
黒部名水マラソンの今後と総合公園内施設の利
便性向上について

9 柳　田　　守
(一問一答方式)

(6)  4月22日に開駅した道の駅「ＫＯＫＯくろべ」は名水マ
ラソン開催日に開駅１ヵ月を迎え、同日来場者数が20
万人に達したとの報告があった。今後の来場者数や
地域振興施設の売り上げ等関係者の努力等に委ね
る面もあるが、隣接する総合公園(体育センターを含
む。)との一体的な相乗効果・魅力向上策が、相互の
施設の発展に欠かせないものと考える。相乗効果を
生み出す具体的な活性化施策について伺う。

都市創造部長

2 豪雨時における防災・減災対策について

(1) 大雨等による本市のハザードマップは、｢洪水ハザー
ドマップ｣と｢土砂災害ハザードマップ｣に分かれ、洪
水編には想定浸水深や早期避難区域、指定緊急避
難場所及び指定避難所の位置等が記載されている。
一方、土砂災害編においては、避難所の位置、土砂
災害警戒区域及び特別警戒区域のほか、避難方向
も明示されている。また、各地区ごとに分冊されたマッ
プは大判で分かり易いとの評価もあるが、洪水編にも
避難経路の明示があれば良いとの声も聞く。今後標
準的な避難方向を明示する考えがあるか伺う。

都市創造部長

(2) 去る5月25日に開催された本市水防協議会の冒頭あ
いさつの中、市長は東日本大震災の復興に係る経験
から｢指定緊急避難場所｣と｢指定避難所｣の明確な違
いを強調された。また、市報６月号においても同様の
記述がなされた。現在市内75か所の施設を指定緊急
避難場所とし、兼ねて全施設を指定避難所としている
が、今後これらの見直しを進められるのかお聞きした
い。

市　　長

(3) 令和2年6月議会及び令和3年9月議会において、指
定避難所における一人当たりの面積について質問し

たが、一人当たり1.65㎡を基準とするとの答弁であっ

た。コロナ禍の中、福井県、新潟県、長野県では見直

しを進め、福井県は一人当たり4㎡を標準とする市町

村ガイドラインを定めたと聞く。本市においては災害
規模ごとに53施設～75施設の有効収容面積で割り戻
し、結果市内人口のほぼ全員が避難可能となるが、
単に機械的に算出した指数の面もあると考える。実態
に即した避難所の収容可能人数となるよう見直しが
必要と考えるが見解を問う。

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 豪雨時における防災・減災対策について

9 柳　田　　守
(一問一答方式)

(4) 内閣府の調査によると47都道府県の防災・危機管理
担当の女性職員の割合は10％と低く、うち富山県を
含む3県が女性職員０人とあった。また、全国の市町
村においても防災・危機管理担当のいない自治体は
６割に上るとの報道であった。本市においては、平成
28年度から女性職員が１名配置されているが、避難
所の運営企画や生活必需品の備蓄計画など女性の
視点での対応には女子職員の配置は不可欠と考え
るが見解を問う。

防災危機管理統括監

(5)  防災行政無線のデジタル化整備について伺う。現行
アナログ電波による放送は6月末日をもって終了し、8
月より本格運用するとあるが、デジタル式戸別受信機
の現段階での設置状況及び設置割合を伺う。また、
一般家庭の１台当たりの購入価格は千円であるが、
購入期限及び一定期間経過後の購入単価を合わせ
て伺う。

防災危機管理統括監

(6) 令和４年度の本市総合防災訓練は、三日市地区で８
月下旬の開催予定と聞く。従来から各地区の持ち回
りで開催しているが、毎年同じような内容の訓練では
あまり意味を成さないのではと考える。コロナ対策を
含め、新たな視点での訓練は必須と思うが、本年の
訓練内容や防災訓練に求めるものは何か改めて見
解をお聞きしたい。

防災危機管理統括監

3
宮野運動公園の活性化に係る今後の取組につい
て

(1) 宮野運動公園を代表する施設の一つである野球場
は、1978年に供用開始し、1980年にはナイター設備
が完成。以来高校野球の県大会の会場の一つとして
あるいは200７年に発足した富山サンダーバーズの試
合会場として、さらには2000年とやま国体や日本リー
グのソフトボール会場として数々の歴史を残してき
た。近年大規模な改修を計画的に行ってきていたと
理解するが、本年４月16日、予定されていた高校野
球県大会がグラウンドコンディション等の不都合により
急遽順延になったと聞く。その原因と対応策及び今
後のグラウンド等の改修計画について伺う。

都市創造部長

(2) 陸上競技場は1974年に完成し、以来小中学校の各
種大会や市民体育大会の陸上(大運動会)の会場とし
て親しまれてきたが、老朽化に伴いその利用頻度も
限られて来ている。現行トラックの形状等から公認陸
上競技場としての改修は困難であると思うが、陸上競
技場の今後の方向性（方針）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)

3
宮野運動公園の活性化に係る今後の取組につい
て

9 柳　田　　守
(一問一答方式)

(3) 体育館の令和３年度の利用者は8,300人余りとコロナ
禍においても一定数の利用がある。主に中学校の部
活動や大会、社会人の練習・大会利用と考える。「黒
部市公共施設の再編に関する基本計画」によると宮
野体育館は、「大規模改修等の必要性が見込まれる
時点で建物を解体し機能を廃止する。」と位置付けら
れているが、今後の方向性・方針を改めて伺う。

都市創造部長

(4) 運動芝生広場の令和３年度の利用者数は17,000人
余りとある。最盛期の利用者数とは比較すべくもない
が、休日等に大自然の中で遊具等を利用する親子
連れは後を絶たない。また、新幹線駅を眼下に黒部
川扇状地や富山湾を望む絶景は他の都市公園には
見られない「宮野ならではのもの」と感じる。しかしな
がら展望台から見る光景は７年前の新幹線開業時か
ら一変し、野生林が高木化し、従前の景色の半分程
度しか見えない状況にある。さらには舌山地内から展
望台へ続く遊歩道は、地元住民による年１回のボラン
ティアによる整備のおかげで通路を確保するも現行
は通行・利用が困難な状況にあると考える。景観回復
と合わせ早急な対応策が必要と考えるが見解を問う。

都市創造部長

(5) 歴史的偉業である「流水客土」による宮野山跡地再
利用を目指した宮野運動公園は、立案から約30年の
長きにわたる整備期間を経、1994年(平成６年)に完
成を見た。サクラの絶好な花見場所として、また富山
湾が一望できる野外ステージを含め、黒部市民のみ
ならず、富山県民の憩いの場として一定の効果・実績
を挙げてきた。数々の絶景を展望できるスポットはまさ
に「本市の宝」と考える。今後とも市民に愛され続ける
都市公園であるためには、ハードソフト共に大胆な活
性化策も必要であると考えるが市長の見解をお聞き
したい。

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 教員の多忙化解消について

10 家　敷　誠　貴
(一括方式)

(1) 教員の超過勤務の状況について、本市の現状と課題
について伺います。

教育部長

(2) GIGAスクール構想が進み、児童生徒1人1台の端末
を活用しての学習が始まっています。教員の負担軽
減のためのICT支援員や、スクールサポートスタッフ
が配置されていますが、本市の状況について伺いま
す。

教育部長

(3) 令和３年度よりKUROBE型地域部活動として実践研
究がされており、今年度で2年目を迎えました。私も参
加しておりましたが、4月25日の説明会において保護
者からは専門的な指導を受け、競技力向上につな
がっているので、今後も参加したいという意見がありま
した。一方で休日部活動に参加しない事による試合
出場機会への影響を心配する意見が出ていました
が、今後の全ての運動部地域移行を見据え、いっそ
う地域との連携強化、保護者の理解、協力が必要だ
と考えられる。現在の指導員確保の状況や生徒の地
域部活動の参加状況について伺います。

教育部長

2 （仮称）くろべ市民交流センターについて

(1) （仮称）くろべ市民交流センターの現在の工事進捗状
況等、各施設の運用開始時期について伺います。

教育部長

(2) 市民が集い、学ぶ、文化交流の拠点、市民に愛され
る施設となるよう、愛称の決定方法や時期について伺
います。

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)

3 放課後児童クラブについて

10 家　敷　誠　貴
(一括方式)

(1) 本市における各施設の登録児童数の推移や待機児
童の有無について伺います。

市民福祉部長

(2) 本市における各施設の障がいがある児童の受け入れ
状況について伺います。

市民福祉部長

(3) 本市における今後の利用者数の予測について伺い
ます。

市民福祉部長

○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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