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第２回   議会報告会 
平成２９年５月２５日（木）午後７時～ 

ウイング・ウイング高岡 ホール 

●司会進行 

 議会運営委員長 金森 一郎 



１ 開会挨拶 

高岡市議会 
 

議 長  曽田 康司 



議案 

２ 市議会の仕組み 
●議会運営副委員長 永森 茂 







 市政一般に対する質問（議
員が市政全般にわたって、
市長に質問したり意見を述
べたりするもの）を行いま
す。 



 市の事務は、広範かつ複雑化しているので、
それらを専門的、効率的に審査するため、委
員会が設置されています。 
  
 委員会には、常
任委員会と特別委
員会があり、また、
議会運営等につい
て審査する議会運
営委員会がありま
す。 



請願・陳情  
 市民の皆さんの市政に対する要望は、

請願書や陳情書として市議会に提出す
ることができます。なお、請願には、
議員の紹介が必要です。 

 

 市議会では、請願の内容を審査して、
採択する（とりあげる）かどうかを決
定します。そして、採択したものは、
その実現が図られるよう、市長等に送
付するなどの措置をとります。（陳情
は、委員会でのみ審査を行います。） 



意見書の提出 
 市民生活に関することでも、それが国や県
の仕事に関する場合などには、市の力だけ
では解決できないことがあります。 

 

 このような場合には、市議会は、政府や関
係機関に対して「意見書」を提出し、必要
な対策を取るよう要望しています。 



会議録・市議会だより 

 市議会の審議は､「会議録」として記録されます。「会
議録」は、議会事務局のほか情報公開窓口、市立図書館
などで見ることができます。 

 

 また、市議会で決まったことや質問など審議の概要は、
「市議会だより」で市民の皆さんにお知らせします。 
「市議会だより」は、各定例会ごとに年４回（２月、５
月、８月、11月）発行し、市広報紙「たかおか市民と市
政」といっしょに各世帯へ配布します。 
 

 「会議録」「市議会だより」は、高岡市議会のホームペ
ージからも見ることができます。 



市議会の傍聴  

市議会の本会議は、どなたでも自由に傍
聴できます。（一般傍聴席77席、車椅子
用５席） 

 

また、委員会は、１委員会７名まで傍聴
できます。委員会の開催当日、先着順に
受け付けますので、傍聴を希望される方
は、議会事務局（議会棟２階）までお申
し込みください。 



民生病院常任委員会 
 

 委員長  中川加津代 

 副委員長 吉田健太郎 

      石須 大雄 金森 一郎 

      盤若 進二 高畠 義一 

      荒木 泰行 

３ 各委員会報告 ⑴ 



⑴ 民生病院常任委員会 
主な所管事項 

 ①社会福祉対策 ②児童福祉対策 

 ③高齢者福祉・高齢者医療及び介護保険 

 ④国民健康保険及び国民年金 

 ⑤保健衛生・救急医療 

 ⑥環境対策・交通安全対策 

 ⑦多文化共生及び国際交流 

 ⑧男女平等・共同参画施策の推進 

 ⑨清掃事業 ⑩市民病院事業 ほか 



 平成29年度予算における主な事業 

 ◦新牧野保育園（仮称）建設事業 
  (約４億2,700万円) 

 ◦子ども･子育て基金の活用事業 
  (約2,280万円) 

 

   



 平成29年度予算における主な事業 

 ◦子ども発達支援事業 
  (約2,500万円) 

  ◦ねんりんピック富山2018準備事業 
  (200万円) 

   



 平成29年度予算における主な事業 

 ◦認知症疾患医療センター設置 
  (200万円) 

  ◦富山県高岡看護専門学校修学資金制度事業 

  (約1,700万円) 



 平成29年度予算における主な事業 

 ◦新高岡ストックヤード整備事業 
  (約４億3,350万円) 



 議案審査内容 ① 
 

【質問】 

県に支援を要請、他市にも応分の負担を求めるべき 

 ・呉西圏域での唯一の施設 

 ・市外からの利用者も多い 

 医療型児童発達支援センター（きずな子ども発達
支援センター）費として２億8,000万円が計上 



 議案審査内容 ① 
 

【答弁】 

 ○毎年、県に財政的な支援等を要求している。 

   引き続き、医師の派遣と併せて強く働きかけて 

  いく。 

 
 ○呉西圏域６市で連携して、施設の運営を支援 

  していく体制の構築に努めていく。 



 議案審査内容 ② 

【質問】 

  前年度は多額の減価償却費により収益が赤字に。 

  今年度は黒字化が見込めるのか。 

⇒ 前年度比４億7,000万円の減少 

  市民病院事業会計予算の収益的支出 

   Ｈ28年度の減価償却費  

    約10億2,000万円 

   Ｈ29年度の減価償却費  

    約５億5,000万円 



 議案審査内容 ② 

【答弁】 

【要望】 
  病院スタッフの人手不足の解消に向けて 

  取り組んで貰いたい。 

 

 

     ⇒ １億200万円の黒字 

  平成29年度予算の収益的収支（見込み） 

   病院事業収益で 

    約92億2,500万円 

   病院事業費用で 

    約91億2,300万円 



 議案審査内容 ③ 
 

【質問】 

  

呉西圏域の公立病院において薬品や 

診療材料を共同購入し、費用の削減 

を図ってはどうか。 

 

  市民病院事業会計予算の収益的支出 

  材料費(薬品や診療材料など)＝ 約21億円 



 議案審査内容 ③ 
 

【答弁】 

⇒共同購入による費用の抑制は病院経営 

  おいて重要 

○薬品や診療材料の購入 

 ・これまで病院独自で取り組んできた 

○材料費(薬品費や診療材料費等)は医業収益の 

                                約25％ 

 ・自治体病院間での共同購入も検討していく 

    必要性がある 



３ 各委員会報告 ⑵ 

経済消防常任委員会 
 

 委員長  野上 達夫 

 副委員長 薮中 一夫 

 委 員  永森  茂 曽田 康司 

      四十九清治 畠  起也 

       



⑵ 経済消防常任委員会 

主な所管事項 

 ①商工業の振興 

 ②勤労者対策  

 ③観光対策 

 ④農林水産業の振興 

 ⑤農業生産基盤の整備 

 ⑥消防対策 

               ほか 



 平成29年度予算における主な事業 

 ◦戸出西部金屋工業団地（仮称）造成事業 
 （約4,320万円） 

 ◦大型クルーズ船受入事業 
 （約1,350万円） 

 ◦消防本部・高岡消防署庁舎改修事業 
 （580万円） 



 議案審査内容① 
  

 一般会計予算事業 

  「ＵＩＪターンによる人材確保推進事業」 

  「就業マッチング支援」 

 

 

 
【質問】 
北陸新幹線の開業以降、企業進出が相次い
でおり、人材確保が問題となっていると聞いて
いるが、具体的な事業計画は。 



【答弁】 

  ・高岡の魅力発信や観光ＰＲなどを行う。 

 ・ＵＩＪターンの就職・転職・移住イベントを開催する。 

 ・高校への出張セミナーを開催し、地元就職の魅
力を紹介する。 

 ・高校生・大学生を対象に企業見学会を実施。 

 ・合同企業説明会や合同企業面接会で、呉西圏
域の企業の参加を求め、ＵＩＪターンの促進を図る。 

 ・企業の魅力を発信するセミナーの開催を予定。 

 ・県外へ出た学生の回帰率を高められるよう、ポ
イントを絞って実施していく。 

 議案審査内容① 



 議案審査内容② 

 一般会計予算 

   女性消防吏員専用室改修事業 
 

 

 

 

 

 

 

  【質問】 

   採用された女性消防吏員の消防学校での研修
実施や、新たに女性消防吏員の受け入れる立
場として、どのように工夫しているのか。 

 

福岡消防署 女性消防吏員専用室 



【答弁】 

 

 

・初めて女性消防吏員の受け入れを行うことから、男性 
  消防吏員に若干の戸惑い。 
 

・消防学校における研修教育及び訓練等は男 女平等 
  に実施されている。 

・神奈川県川崎市の女性副署長を招き、男性、女性双 
  方の意識改革について、研修を実施。 
 

・女性消防吏員は２名からスタートするが、できれば 
  翌年度以降も２名ずつ、継続的に女性を採用してい 
  きたい。 

 議案審査内容② 

 



 議案審査内容③ 

 工業団地造成事業会計予算 
 戸出西部金屋産業団地（仮称）造成事業 
 

  【質問】 
   戸出西部金屋産業団地（仮称）は、高岡砺波 
   スマートインターチェンジに近接する好立地で 
   の造成事業を予定している。また、大滝と四日 
   市の工業団地分譲推進 
   費が計上されているが、 
   企業立地に関する問い 
   合わせや、今後の分譲 
   予定は。 



【答弁】 

・既存の工業団地については、複数件の照会が
ある。 

・分譲に向け、今後も進出検討企業との交渉を 

  行い、契約に至るように努めるとともに、新たな
産業団地の造成に取り組んでいく。 

 議案審査内容③ 



３ 各委員会報告 ⑶ 

建設水道常任委員会 
 

 委員長  坂林 永喜 

 副委員長 福井 直樹 

 委 員  水口 清志 樋詰 和子 

      大井 正樹 山沼 茂敏 

       



⑶ 建設水道常任委員会 

主な所管事項 

 ①都市計画  ②土地区画整理事業  

 ③交通対策について 

  ④公園の整備及び緑化の推進 

 ⑤道路及び橋りょうの整備、維持 

 ⑥住宅対策 

 ⑦水道事業  ⑧下水道事業          

              ほか 



 平成29年度予算における主な事業 

 ◦ 末広町西地区整備推進事業 
  （約３億6,010万円） 

 ◦ 並行在来線新駅周辺整備事業 
  （約２億460万円） 



 平成29年度予算における主な事業 

 ◦ 管路整備事業 
  （約９億1,650万円） 

 ◦ 特定環境保全公共下水道事業 
  （７億3,580万円） 

 

 



 議案審査内容① 

【質問】 
  コンクリートの劣化等が原因で、通行車両の重量
が制限された橋りょうへの対応は。 

 

【答弁】 
  現在、災害時の緊急輸送道路や交通量を考慮して、
橋梁の改修を計画している。点検の結果、厳しく判
定された橋梁については、富山県道路メンテナンス
会議で相談しながら今後の対応を考えたい。 

 

 



 議案審査内容② 

【質問】 
     高岡砺波スマートインターチェンジの今後の計画
交通量と利用促進策は。 

 

【答弁】 
    平成42年の計画交通量は、 

   １日当たり2,400台を見込んでいる。 

    今後もインターチェンジの利便性を、 

    企業や市民にＰＲしていきたい。 

 

 



 議案審査内容③ 

【質問】 
 博労まちかどサロン 

     整備事業費の内訳は。 

 

【答弁】 
 補助対象事業費の総額は1,500万円で、内訳は改修
費、設計費、住宅取得費等の建物に係る費用で、用
地取得に係る費用は含まれていない。負担割合は、
国が３分の１、本市が３分の１、地元自治会が３分
の１である。 

 

 



 議案審査内容④ 

【質問】 
 中心市街地に布設されている下水道陶管の更新を
どのように進めていくのか。また、市内に残存する
鉛給水管の状況は。 

 

【答弁】 
 老朽化した下水道陶管については、管更生工事に
より更新していくこととしており、10年間で全ての
陶管の更新を目指している。また、鉛給水管は、平
成27年度末現在、約6,100カ所に残存しており、今
後、年間約600カ所、10年間で残存する全ての給水
管の更新を目指している。 

 



３ 各委員会報告 ⑷ 

総務文教常任委員会 
 

 委員長  横田 誠二 

 副委員長 本田 利麻 

 委 員  上田  武 狩野 安郎 

      金平 直巳 青木  紘 

      舘  勇将 



⑷ 総務文教常任委員会 
 主な所管事項 

 ①市政の総合企画  ②文化創造 

 ③防災対策 ④財政計画及び財政運営 

 ⑤市税その他財源の確保 

 ⑥義務教育内容の充実・教育施設の整備 

 ⑦社会教育及び社会体育 

 ⑧文化振興及び文化財の保護 

 ⑨交通対策         ほか 



 平成29年度予算における主な事業 
 

 ◦日本遺産魅力発信推進事業 
 （1,600万円） 

 ◦大伴家持生誕1300年記念事業 
 （約3,110万円） 

 ◦北陸新幹線・新高岡駅を活用した誘客推進             
 （約１億230万円） 

 ◦福岡市街地整備事業 
 （約５億5,910万円） 



 平成29年度予算における主な事業 
 

 ◦とやま呉西圏域都市圏ビジョン推進事業                 
 （約380万円） 

 ◦ふるさと教育推進事業 
 （約190万円） 

 ◦野村小学校体育館改築事業 
 （約１億9010万円） 



 平成29年度予算における主な事業 
 

 ◦志貴野中学校校舎改築事業 
 （約5,790万円） 



 平成29年度予算における主な事業 
 

 ◦学校規模適正化事業 
 （約3,220万円） 

 ◦スポーツ大会・合宿等誘致促進事業 
 （約100万円） 

 ◦総合体育館整備事業 
 （約６億6640万円） 

 ◦市民会館改修事業 
 （約２億900万円） 



 議案審査内容① 

 

【質問】平成29年度における公共施設再 

    編のスケジュールは。 

 

【答弁】年度末までに公共施設再編計画 

        として取りまとめる。 

 



 議案審査内容② 

 

【質問】平成29年度の学校規模適正化の 

    取り組みは。 

 

【答弁】五位中学校区の３つの小学校の 

    統合に係る基本計画策定の予算 

    を計上している。 



 議案審査内容③ 

 

【質問】中学2年まで拡大して土曜学習を 

    実施とあるが、対応は。 

 

【答弁】教員OBや学習支援員の数を確保 

    する必要があり適切に対応する。 



 議案審査内容④ 

 

【質問】スポーツクライミングも全国大 
   会派遣激励金の対象とすべき。 

 

【答弁】出場大会のレベルも調査し、該 

    当の選手に交付する。 



 議案審査内容⑤ 

 

【質問】総合体育館建設に、地場産品や 

    県産材を活用しては。 

 

【答弁】設計段階で極力地場産品を活用 

    することとしている。県産材も 

    活用の検討を進める。 



３ 各委員会報告 ⑸ 

議会改革検討委員会 
 

 委員長  荒木 泰行 

 副委員長 金森 一郎 

 委 員  石須 大雄 中川加津代 

      吉田健太郎 本田 利麻 

      福井 直樹 狩野 安郎 

      水口 清志 高畠 義一 



〇 開催状況① 
   第1回  ；平成28年1月28日 
   第2回  ；平成28年2月22日 
   第3回  ；平成28年3月25日 
   第4回  ；平成28年4月25日 
   第5回  ；平成28年5月24日 
       （議長へ第1回目の結果報告） 
   第6回  ；平成28年7月21日 
   第7回  ；平成28年8月30日 
   第8回  ；平成28年9月27日 
                  （続く） 

⑸ 議会改革検討委員会 



〇 開催状況② 
   第9回  ；平成28年10月11日 
       （議長へ第2回目の結果報告） 
   第10回；平成28年10月24日 
   第11回；平成28年11月16日 
   第12回；平成28年11月28日 
   第13回；平成28年12月26日 
       （議長へ第3回目の結果報告） 
   第14回；平成29年1月30日 
       （議長へ第4回目の結果報告） 
   第15回；平成29年2月28日（総括） 



１．定数削減（第１回 結果報告：平成28年5月24日） 
 

 ・平成29年11月の任期満了に伴う高岡市議会議員選挙から 
 適用する議員定数を最優先の検討項目として、4回協議 
 

 ・少数意見として、 
 「市民は各地域に議員を必要と判断しており、定数削減には反対」、 
 「多様な民意の反映を阻害する定数削減には賛同できない」 など 
 

 ・多数意見として、以下を議長に答申 
 
 
 

次期選挙時から、定数を現行の３０人から３人減とする 
（⇒ 平成28年6月定例会で条例を改正） 



２．議員報酬（第２回 結果報告：平成28年10月11日）  
 

 ・第6回から「議員報酬」について、4回協議 
 
 

 ・合意内容 
 

  議員報酬の額の改定は、市民からの 
 意見聴取の結果や社会情勢に鑑み、 

 今期任期中においては行わない。  



３．政務活動費（第３回 結果報告：平成28年12月26日）  
 

 ・政務活動費について4回協議。以下で合意。 
 

 ⑴ 第三者機関のチェック 
  ・議長の下に弁護士（市の政策法務アドバイザー）２名 
   による第三者機関を設置 
  ・各会派は平成28年度分の収支報告書等から議長への 

   提出前にチェックを受けることを義務化  
 

 ⑵ 支出使途の情報公開 
  ･平成28年度分の収支報告書等からホームページでの 
   公開及び閲覧により公表 
  ･平成29年度のできるだけ早い時期から実施 
 



 ⑶ 使途基準の見直し 
 ① パソコン、カメラなどの備品の購入制限 
  ・１人につき、任期中に１台のみ 
  ・購入額に２０万円の上限を設定 
   （会派控室に常備しないものは１/２を自己負担） 

 ② 旅費の制限 
  ・１人につき、１回２０万円の上限を設定 
  ・１人視察は、主催者が明確なセミナー等を除いて禁止 

 ③ 茶菓子代の禁止の厳格化 
 ④ 政党活動との分離を図るため、新聞折り込み配布を禁止 
 ⑤ 研修費における飲酒代の支出禁止を厳格化 
  （⇒ 平成29年３月定例会で条例改正、政務活動費使途基準の 
      運用指針の改訂、その他規程を整備）   

 

 ⑷ 交付額及び交付方法は変更なし 



４．その他（第４回 結果報告：平成29年1月30日）  

 
 ・第13回委員会にて、以下で合意 
 
 

 ・合意内容 
 

 ⑴ 祝電の廃止 
  弔電と同様に、親族の場合を除き、廃止 
 

 ⑵ 本会議のインターネット中継の実施 
  広報広聴委員会報告で説明 



５．今後の検討項目① 

 
 ⑴ 常任委員会の見直し 
 

  新たな議員定数に併せて、４から３常任委員会に再編 
   ⇒ 委員会条例の改正（平成29年９月定例会まで） 
 

 ⑵ 特別委員会の見直し 
 

  北陸新幹線開業などを市政を取り巻く環境や課題の 
  変化を踏まえ、常任委員会の再編と併せ、構成を見直し 
   ⇒ 見直し後、本会議で議決 



５．今後の検討項目② 
 
 ⑶ 議会日程の見直し 
 

  ・議会中の常任委員会の同時開催の解消など 
   ⇒ 現行のルールで対応可能 
 

  ・休日、夜間議会の実施 
   ⇒ メリット、デメリットを含め、 
    調査研究を継続 
 
  



３ 各委員会報告 ⑹ 

広報広聴委員会 
 

 委員長  狩野 安郎 

 副委員長 福井 直樹 

 委 員  中川加津代 坂林 永喜 

      野上 達夫 吉田健太郎 

      本田 利麻 



⑹ 広報広聴委員会 
 主な所管事項 

 ①「たかおか市議会だより」の編集に 

  関すること 

 ② 議会のホームページに 

     関すること 

 ③ 市民との意見交換の 

     場に関すること 

 ④ その他 議会の広報及び 

     広聴に関すること 

 



  委員会における検討内容と新たな取り組み 
 

  平成25年度「高岡市議会基本条例」制定以降、 

 以下、４点の事項を継続して検討 

 

 
  ⑴ ホームページでの本会議の中継 
⑵ ホームページでの委員会等の会議録の公開 
⑶ ホームページ等での議決結果の公開 
⑷ 市民との意見交換の場の設定 

 



 ⑴ ホームページでの本会議の中継 
 

① 現状 
 ・ケーブルテレビにて生中継 

 

② 課題 
 ・日中の時間帯で、放送を見られない方や、 
  傍聴に来ることができない方がいる。 



 ⑴ ホームページでの本会議の中継 
 

③ 改善 
 ・平成29年６月定例会分より 
  「インターネット録画配信」を導入 （↓画面サンプル） 



 ⑵ ホームページでの委員会等の会議録公開 
 

① 現状 
 ・ ４常任委員会及び３特別委員会の 

   会議録に当たる「審査概要報告書」は、 
   作成後、議会事務局にて保管 

 

② 改善 
 ・高岡市議会のホームページにて 
   平成29年３月定例会分より実施済み  

 

ホーム > 市政情報 > 高岡市議会 > 委員会審査概要報告書 

http://www.city.takaoka.toyama.jp/index.html
http://www.city.takaoka.toyama.jp/shise/index.html
http://www.city.takaoka.toyama.jp/shise/shigikai/index.html


 ⑶ ホームページ等での議決結果の公開 
 

 ・「議員個人の議案の賛否」について、 
 ホームページ及び「市議会だより」にて公開 
  （平成29年３月定例会分より実施済み）  
 



 ⑷ 市民との意見交換の場の設定 

 ・ 高岡市議会基本条例 第９条 

 「議会は、市民の意見を的確に把握すると 
 ともに、市民との情報の共有を推進する 
 ため、意見交換の場を設けることができる」 

 

⇒ 本日、 

「第２回  議会報告会」 
 を開催 



４ 各委員会報告に対する 
  一括質疑 

 

 

ご意見をお聴かせください。 



５ 閉会挨拶 

高岡市議会 
 

副議長  樋詰 和子 



ご参加ありがとうございました。 


