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富山市議会自由民主党 

令和元年８月発行 

Vol.４ 

 

ご  挨  拶 
残暑お見舞い申しあげます。皆さまにおかれましては、益々ご清祥のこと

とお慶び申しあげます。日頃より、「竹田まさる」に温かいご支援を賜り、

心より御礼と感謝を申しあげます。市議会議員として活動を始めてから２年

４か月経ちました。今年度は、富山市監査委員を務める一方、昨年度途中か

ら副委員長を務めた厚生委員会を離れ、建設委員会に所属し市政全般に亘

り、さらに一生懸命に取り組んでおります。 

新元号令和になって早４か月が経とうとしています。令和の命名者ではないかと云われている高

志の国文学館長の「中西進」効果があったのか、今や「とやま」が絶好調です。朝ノ山の県勢103

年ぶりの幕内最高優勝、さらには八村塁選手のＮＢＡドラフト指名と続き、県民の感動、盛り上が

りは最高潮に達したのではないでしょうか。同時に、本市の格段のイメージアップ、シビックプラ

イドの醸成にも大きく貢献したと思います。 

また、７月27日(土)開催の富山県下消防団消防操作大会において、地元富山市消防団月岡分団が

ポンプ車操法の部で、見事８年ぶり２回目の優勝を果たし、心よりお祝いを申しあげます。 

令和元年６月定例会で、通算８回目の一般質問(60分)に立ちました。各定例会では様々なテーマ

を取りあげてまいりましたが、中には言いっぱなしに終わっているのではないかという思いから、

今回は、以前とりあげたテーマに関するその後の進捗やフォローアップを主に、新たな課題につい

ても質問しました。その概要については、次ページ以降に掲載しましたのでご覧いただければ幸い

です。 

さて、この２年有余の議員活動で感じていることを二つ申しあげます。 

一つは、政策課題も病気と同様に「早期発見、早期治療」に尽きると思います。 

課題は先送りすればするほど増大し複雑化・深刻化します。教員の多忙化解消、農業の担い手不

足も然りで、本質的な原因が見えにくくなり、対策も的外れになります。中には、引っ張り出さね

ば気づかない、うっかりしていたら見えてこない問題・・・しかし、より深く考えると大変な課題

だというものがあります。今では手遅れになった感がある少子化の問題は30年以上前から分かって

いたのです。 

二つは、地方自治の裁量拡大が必要だと感じています。 

国で予算、政策の大綱を決め、県を経て市町村に下りてくるいわゆる「３割自治」の仕組みがあ

ります。例えば、都市計画法で規制している市街化調整区域は、線引き後50年経過し社会経済情勢

が大きく変貌したにも拘らず続いており、見直しが急がれる最たるものです。 

ここに、令和元年定例会、平成30年９月・12月定例会を中心に「市政報告」をお届けします。是

非、皆さまのお声をお届けください。引き続きご支援をよろしくお願いいたします。 

富山市議会議員 竹田 勝 

■問い合わせ先 
富山市議会 自由民主党 
〒930-8510 富山市新桜町７番38号 
TEL 076-443-2152 FAX 076-431-6100 

竹田勝事務所 
〒939-8132 富山市月岡町６丁目21 
TEL/FAX 076-429-1471 
E-mail : mtakeda@pm.ctt.ne.jp 

インターネット公開に加えてケーブルテレビ中継を実施 

本会議のケーブルテレビ中継を実施しています。なお、従来か

ら富山市議会ホームページ（議員名：竹田勝をクリック）で、定

例会のインターネット中継を実施しております。生中継と、録画

中継があり、録画中継は質問の４日後以降にアップされます。 
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 背景  臨任講師不足問題が新聞報道により明らかになった。この問題の本質は、多忙のイメージが浸透したた

め教員志望者が減少し、人材の確保が難しくなっていることに尽きる。教員志望者が減れば教員の質も低下し、

日本の将来に深刻な悪影響をもたらしかねない。多忙化解消に全力で取り組み、若者が安心して教員を目指せる

環境を作るべきだ。次に、農業の担い手不足は喫緊の課題であるが市の対応が画一的で実効性に乏しく、このま

までは、５～10年後惨憺たる状況になる。自治体農政の真価を発揮し具体的アクションを起こさなければ取り返

しがつかないことになる。最後に上滝線の市内電車乗入れについて、進捗、今後の見通しについて質した。 

 

 

Ｑ１：臨任講師不足問題の一連の経緯並びに直近の不足状況について問う。 

市 長：３月末の教職員の異動内示で初めて不足が分かり「寝耳に水の話だった」。県教委が明らかに見込み違

いをした。 

教育長：６月１日現在で、小学校９名、中学校11名、計20名が不足している。 

Ｑ２：IC カード等の導入計画について問う。 

教委事務局長：現在は教員がパソコンに打ち込んでいるが、２学期からは IC カードを導入して管理する。正確で

入力する手間が省ける。 

Ｑ３：管理職は、教員の時間外勤務時間を集計・分析してどのような対策を講じ指導しているかについて問う。 

教委事務局長：月80時間に近づく教員に声掛けを、80時間超の教員には産業医の指導を受けさせている。また、

各種研修会で周知を図っている。 

Ｑ４：小学校の過小規模校の統廃合計画について問う。 

教委事務局長：避けて通れない問題であるが、具体的に検討していない。児童数減少の現状や教育上の課題につ

いて地域に周知し意見交換するための予算計上をしたところである。 

 

 

Ｑ１：農業の担い手不足の現状認識及び現在取り組んでいる対策と成果について問う。 

農林水産部長：後継者不在48％、未定25％、計73％が担い手不足の状況にある。新規就農者の啓発活動支援、認

定農業者等の経営改善、法人化の推進、農地中間管理機構等の集積推進に取り組んできた。 

Ｑ２：担い手不足のキーワードは①大規模経営の推進、②農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積の推

進、③農地１ヘクタールの大区画であると考える。「人・農地プラン」は「人と農地の問題」を解決するため

の「未来の設計図」となるものだ。「人・農地プラン」の周知を図り地域の農家が共有すること、実効性ある

内容に見直し活用推進することが必要だと思うが、現状及び今後の方向性について問う。 

令和元年６月定例会一般質問 ６月18日（火）一部抜粋 

テーマ：小中教員の臨任講師不足と教員の多忙化解消について 

テーマ：本市の農業担い手不足について 

上記 QR コードを読み込むことで 
富山市議会インターネット中継が閲覧できます 

令和元年６月定例会 
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農林水産部長：当該地区農業の将来を明確化するため、後継者の有無、農地貸し付けの意向をアンケート実施す

る。利用状況を落とし込んだ地図作製等を検討している。 

Ｑ３：「農地の大区画化」について、現在、整備中の地区は何箇所あるの

か。そのうち農地中間管理機構関連農地整備事業として採択されて

いる地区は何箇所あるのか。加えて、新規の要望地区について問う。 

農林水産部長：整備中の地区は８箇所（平榎、長沢、水橋常願寺、上条

中部、小長沢、浜黒崎、水橋石政、水橋三郷北）、農地中間

管理機構関連農地整備事業で整備中の地区は２箇所（水橋

石政、水橋三郷北）、新規の要望地区は２地区（町袋、田畑）

である。 

Ｑ４：「担い手不足」対策として、①JA 自ら大規模農業法人経営に乗り出すこと②企業の進出を促すこと等が考

えられるが、市長の見解を問う。 

市 長：ほぼ同じ考えである。農地中間管理機構を介しての集積は時間がかかり、これが農地売買であれば早く

進むだろう。農協が直営で農業法人をたちあげ、非農家が農業法人に勤めるのもあり得るし、企業の進出

等も良い考えであり、いずれにしても思い切った施策が必要である。 

 

 

Ｑ１：電圧の相違、ホーム高さの相違など７項目の技術的課題に関する検討の進捗状況について、解消できる見

込みが立ったもの、課題解決に向け引き続き検討を要するものに分けて問う。 

活力都市創造部長：７つの技術的課題のうち、これまでに車両幅員の違い、ホーム高さの違い及び降車時の運用

方法の３点については、解消の見込みが立っているが、電圧の相違や降雪時の走行環境の確保

など、残る４つの課題については、解消のめどが立っていないことから、今後引き続き、交通

事業者や車両メーカーなどと協議を行いながら検討を進めていきたい。 

Ｑ２：開発駅のパーク・アンド・ライド駐車場整備に関する見通しについて問う。 

活力都市創造部長：開発駅舎隣接の地鉄所有地に７台分程度の駐車場整備を計画している。本年夏頃に着工し、

秋には供用を開始したい。 

Ｑ３：市内電車の上滝線乗入れに関する実現可能性（見通し）並びに結論を出す時期について市長の見解を問う。 

市 長：目標として引き続き掲げている。全線25km、LRTネットワークの拡張は魅力がある。それには、事業

者である地鉄が踏み出す必要がある。一緒になって前を向き進めていければと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ：市内電車の上滝線乗入れについて 
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 背景  児童虐待、親のネグレクト等増加しているのに、児童養護施設であるルンビニ園(定員100名、平成29年

度入所者55名)、愛育園(定員50名、平成29年度入所者26名)の入所者は減少しているが、その要因は何か。国で

は、児童養護施設の「小規模化・地域分散化、家庭的養護と個別化」並びに「社会的養護と里親制度・養子縁組

制度」の推進を強化している。本市の実態とマッチするのか。さらに、中核市である本市の児童相談所の設置意

向を質した。次に、介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体の支援サービスの実施計画を質した。 

 

 

Ｑ１：在所者数減少の要因は、施設入所の支援窓口である児童相談所が児童虐待等に翻弄され余力をなくし、児

童養護施設の措置入所に至るまで手が回らないことが主たる要因ではないかと考える。在所者数減少の要因

について問う。 

こども家庭部長：１つに、少子化により児童数が減少しているということ、２つに、里親委託児童数が増加傾向

にあること、３つに、児童虐待防止への意識の高まりや、保健、医療、福祉、教育などの関係機

関の情報共有や連携強化が図られてきていることなどから、気がかりなケースに早期に対応する

ことで、在宅での支援というものが可能になっていることなどが減少の要因ではないか。 

Ｑ２：施設入所者が減ることにより、各施設の措置費等の補助金が減額され、定員削減、施設職員の雇用問題に

つながることが懸念される。さらには規模縮小や施設が存続困難になることを心配している。在所者数の減

少が施設経営や運営に及ぼす影響並びに対策について問う。 

こども家庭部長：在所者数の減少により、国から交付される運営に必要な措置費も減少することになるが、厚生

労働省の通知、児童福祉法による「児童入所施設措置費等国庫負担金について」により、入所児

童数が定員に満たない場合は、入所者数の減少により急激に経営や運営に影響することがないよ

う、前年度または直近３年度の入所者数を考慮した暫定定員というものを定め、措置費が急激に

減少することがないようにされている。 

Ｑ３：厚生労働省が目指している児童養護施設の小規模化・地域分散化、家庭的養護と個別化及び里親制度や養

子縁組制度の推進について、当局の見解を問う。 

こども家庭部長：家庭的養護を優先した政策への移行を推進するということは、子どもにとって、特定の大人と

の継続的で安定した愛着関係のもとで、心身及び社会性の適切な発達が促され、生きるための自

信の獲得につながるといったことがより期待できるなどの点から、望ましいと考えている。 

Ｑ４：国の政策は方向性として的を射ると思っているが、本市の実態に合わない部分があるのではないか。まず

は現在ある児童養護施設の維持・充実を図ることが優先されるべきである。児童養護施設の現状並びに社会

的養護のあり方と本市の今後の取組みについて、市長の見解を問う。 

テーマ：児童養護施設並びに社会的養護について 

平成30年12月定例会 

平成30年12月定例会一般質問 12月10日（月）一部抜粋 
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市 長：施設の役割は重要で、これを小規模化、分散化するという厚生労働省の考え方は理想論的過ぎで大変難

しい。まずは現在の施設の運営というものを全面的に認めて、さらに充実していくということが大事だ。

また、里親、特別養子縁組も文化の違いもあり難しい。その上で、国が示している方向性に市としてどこ

までフィットできるのかということを、じっくり時間をかけながら研究していく必要がある。人材育成は

大変困難をきわめている。そのことも含めて、制度として、現行制度で

は県が責任を負う事柄が多いわけで、市としてできることを連携しなが

ら取り組んでいくということに尽きる。 

Ｑ５：市長には、富山市の子どもは富山市で守るという信念のもと、社会的養

護体制強化のため、本市における児童相談所の設置をトップダウンで英断

を下していただきたい。中核市である本市における児童相談所の設置につ

いて市長の見解を問う。 

市 長：平成18年から県の児童相談所へ人を派遣している。その時点では、将来、児童相談所ということも考え

なければいけない日が来るかもしれないと思って、早め早めに人材育成をしようと思って、何人も派遣し

て研修してきている。それでも、児童相談所を開設して市でやるというほどの全体能力には至っていない。

そういう中で問題は深刻化しているわけですから、やっぱり連携だろうというふうに思う。いずれにして

も、県の児童相談所と協力していくということについては、今まで以上に前向きにやっていきたいし、人

材育成のための派遣も引き続きやっていきたいと思っている。 

 

 

Ｑ１：住民主体の支援サービスの事業開始時期について問う 

福祉保健部長：介護人材の裾野拡大、介護専門職は中・重度の支援にシフト、要介護等の軽度の介護は多様な担

い手を活用するため計画しており、平成31年度の予算に反映させたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 背景  記録的な豪雨により熊野川右岸側の９カ所の農業用水が閉塞した。時代遅れの取水環境から合口化の推

進、加えて農地の大規模化についての見解を質した。関連して、西日本豪雨で示されたように管理不足の里山や

山林の増加により、雨水を蓄える機能が低下し、防災・減災の機能が損われている。森林の荒廃が、土砂災害の

要因となり豪雨による流木被害を拡大させていることから、森林・林業の課題並びに振興について取り上げた。 

 

 

Ｑ１：豪雨時の常願寺川、神通川、井田川、熊野川、各河川の水位観測所における最高水位並びに水位危険度レ

ベルについて問う。 

テーマ：住民主体の支援サービスの事業実施計画について 

平成30年９月定例会一般質問 ９月10日（月）一部抜粋 

テーマ：平成30年７月豪雨災害と熊野川合口化事業について 

平成30年９定例会 
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建設部長：各河川の水位観測所における最高水位と水位危険度レベルについては、常願寺川大川寺観測所では、

７月５日18時20分にレベル１である水防団待機水位を超え、最高水位は４.37メートルに達した。神通

川大沢野大橋観測所では、７月６日１時にレベル３である避難判断水位を超え、最高水位は６.13メート

ルに、神通川神通大橋観測所では、７月６日２時20分にレベル２である氾濫注意水位を超え、最高水位

は７.22メートルに達した。井田川杉原橋観測所では、７月５日18時にレベル１である水防団待機水位を

超え、最高水位は２.14メートルに、熊野川熊野橋観測所では、７月５日17時50分にレベル２である氾

濫注意水位を超え、最高水位は３.13メートルを記録した。 

Ｑ２：豪雨による用水閉塞の費用負担に関して、緊急措置として公的補助が適用できないのか問う。 

農林水産部長：豪雨災害による公的補助には、国庫補助災害復旧事業と市単独災害復旧事業があり、国庫補助災

害復旧事業の採択条件は、24時間雨量80ミリメートル以上または時間雨量20ミリメートル以上の

気象条件を満たし、かつ事業費が40万円以上の場合である。また、市単独災害復旧事業の採択条件

は、同じく気象条件を満たし、事業費が13万円以上40万円未満の場合となる。今回の熊野川右岸側

の豪雨災害の９カ所のうち、１カ所は市単独災害復旧事業にて対応しているが、他は多面的機能交

付金制度を活用した。 

Ｑ３：熊野川右岸側の湯の口用水から下熊野用水までの11カ所の取水口では、日常的に河道の変化や水路の土砂

堆積等安定的な取水が困難な状況であり、施設の老朽化も進行している。熊野川から取水する大庄、月岡、

熊野の土地改良区等は、農業用用水の各取水口を合口化し、安定的な用水確保及び各取水施設の維持管理の

軽減を目的として、平成23年２月に熊野川合口事業推進準備委員会を設立し今日に至っている。今回の用水

閉塞を機に、合口化事業が大きく前進するよう期待しているところだが、熊野川合口化事業について、当局

の見解を問う。 

農林水産部長：熊野川右岸地区は、一級河川熊野川から11カ所で取水しており、河川内に導水路を設けるなど必

要水量の確保に努めている。しかしながら、洪水時には導水路に土砂が堆積するなど安定した水量

が得られず、維持管理に支障を来している状況で、熊野川右岸合口化事業は、新たに設ける取水施

設から安定した用水量の確保が可能になることや、水門の数が大幅に減ることなど、大幅な維持管

理費用の軽減を図ることが可能となることから、熊野川右岸の取水口を合口化する構想は大変有意

義である。 

Ｑ４：合口化に合わせ、この水利整備を中心経営体への農地集積・集約

化につなげるための農地の圃場の大区画化（１ヘクタール）につい

て見解を問う。 

農林水産部長：熊野川から取水している大庄、月岡、熊野地区は、受益

面積が概ね580ヘクタールあり、昭和47年から平成３年ま

でにほとんどの地区で30アール区画への圃場整備が完了。

今後、熊野川右岸の取水口の合口化と合わせた農地の１ヘクタールの大区画化を行えば、意欲ある

担い手への農地の集積が進み、コメの生産コスト低減やキャベツ、バレイショなどの高収益作物へ

の転換など、農業経営の効率化と安定化を図ることが可能になり、さらには合口化による安定した

水量が確保されることで、ICT を活用した水管理の自動化など、スマート農業を実現できる。農地

の大区画化事業は、県営土地改良事業や団体営土地改良事業等があり、事業を行うためには地元の

まとまりと機運の高まりが重要である。 

 

 

Ｑ１：本市の在村所有者、不在村所有者別の私有林面積とその構成比並びに所有者所在不明の私有林面積につい

て問う。 

テーマ：森林・林業の課題並びに振興について 
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農林水産部長：在村所有者、不在村所有者別の私有林の面積につきましては、市町村別の統計資料がないため把

握していない。県全体では、それぞれの構成比は８対２となっている。また、所有者が所在不明の

私有林面積については把握できていない。 

Ｑ２：農林水産省2015年農林業センサス等によると、国内の森林所有形態は零細で、多くの森林所有者は森林経

営の意欲が高くないとされており、一方で、多くの林業経営者、素材生産業者等は、事業規模の拡大意欲が

あるものの、事業地の確保が課題である。このように森林所有者と、意欲と能力のある林業経営者との間の

ミスマッチが生じているとして、国では来年度から林業政策として意欲と能力のある林業経営者に森林経営

を委託する新たな森林管理システム（森林経営管理制度）を構築し、森林の管理運営の集積・集約化を推進

することとしている。新たな森林管理システムでは、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図

るため、森林所有者に適切な森林管理を促し、伐採後の造林及び適正な保育、間伐の確保といった森林管理

の責務を明確化するとともに、森林所有者みずからが森林管理を実行できない場合に、市町村が森林管理の

委託を受け、意欲と能力のある林業経営者につなぐスキームを設けることになっている。再委託できない森

林、自然的条件から見て、経済ベースでの森林管理を行うことが困難な森林、及び再委託に至るまでの間の

森林においては、市町村が管理を行うことになっている。本市では、新たな森林管理システムにどのように

取り組むのか問う。 

農林水産部長：平成31年度から始まる新たな森林管理システムにつきましては、年内に国から詳細なガイドライ

ンが示される予定であることから、このガイドラインに基づいて取り組んでまいりたい。 

Ｑ３：森林管理システムへの体制強化について問う。 

農林水産部長：相続登記されていない森林が多く、森林管理に関する意向調査対象者の特定に時間を要するた

め、可能なところから実施していくため体制づくりを図っていく。 

市 長：市町村に大きな負担がかかるならば国からの非常に大きな予算が必要で、マンパワーだけの問題ではな

い。全国市長会でも大きな問題にしなければならない。 

Ｑ４：森林環境税について問う。 

市 長：税は東京都民など都市部住民も負担し、税の配分（人口割、面積割、人工林割等）が大きなポイントで、

パリ協定に基づく CO2排出量削減が目的である。森林環境税の使途は全て森林の保全に行くわけではない。

市町村の判断になるので来年度予算で十分議論したい。 

“まさるのつぶやき”２ 

令和の願い 
令和元年が５月から始まり、生前譲位により退位、即位と続く一連の代替わり

のシーンに初めて出合うこととなりました。大方の国民が、新年を迎える期待と

は異なる願望や喜びにわくわくする気持ちとともに日本という国柄や日本人と

しての精神風土を意識したのではないでしょうか。新元号が庶民の歌とも云われ

る万葉集を典拠とし、大伴家持の父、旅人の「梅花の歌三十二首」の序文「初春

の令月にして気淑
き よ

く風和
やわ

らぎ・・・」から引用されたこともあり、今、にわかに

万葉集がブームです。込められた意味は、すべての国民が美しく輝き平和で麗し

い御代になるようにとのこと、なんとなく風流で上品な香りがしませんか。とは

いえ、月日が経つとその感動や思いも希薄になっていくものです。しかし、こん

な気忙しい時代だからこそ、自然の移ろい、もののあわれ、思いやり、やさしさ

を見失うことなく、心の豊かさを実感する日々をおくろうと思います。超高齢化

時代を迎え、相互扶助、心の絆が大事になってきている今、令和の願いを私たち

の人生に生かし元気に過ごしていきたいものです。 

高岡万葉歴史館にて 
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高岡万葉歴史館にて 

この⼀年をふりかえって 

熊本市 

議会改革視察 

南砺市 

大鋸屋ひらすんま会視察 

⼩院瀬⾒セミナー 

若⽵町の皆さんと 

東京 23 区清掃一部事務組合 

品川清掃工場視察 

月岡校下文化祭 月岡校下文化祭 
食改グループの皆さんと 

東緑町・御大典奉祝奉納三番叟 
護国神社 

月岡シニアカップ野球大会 みんなの森 

ぎふメディアコスモス 

⼦ども・若者総合⽀援センター 
“エールぎふ” 

森市⻑にパークゴルフ場要望書 
提出 

富山市消防操法大会 


