
1　

富山市議会自由民主党
令和₂年₇月発行
Vol.₅

　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。

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

富山市議会議員　竹田　　勝

ご　挨　拶

　暑中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₃年余り経ち , 任期も残り₉か月を切りました。今年度は、引

き続き富山市監査委員を務める一方、建設委員会と議会改革検討調査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まいります。
　市会議員になって₃年余の間、各定例会で計12回一般質問をし、質問時間も直近の令和₂
年₆月定例会の45分を除き（新型コロナウィルスの影響により時間短縮）、すべて60分間質
問しました。質問分野は、大きく10分野に亘り、とりわけ福祉、教育、農林業についてそれ
ぞれ₄回取りあげ、加えて、上滝線市内電車乗り入れ、豪雨災害については₂回取りあげて、
これらの分野に特に力を注いできたと云えます。
　さて、新型コロナウィルス禍により日常の生活が大きく変わりました。色々と影響を受け
られた皆様に心よりお見舞い申しあげますとともに、医療従事者および感染リスクに直面し
ながら市民生活を支える仕事に携わっておられる多くの方々に心から敬意と感謝の意を表し
ます。また、恒例の8月の後援会総会は、感染症予防対策のため中止とし、その代替として
₇月26日に拡大役員会を開催いただき、誠にありがとうございます。　
　すでに、人口減少、超高齢化時代が到来し、2025年には全ての団塊の世代が後期高齢者と
なります。今後、経済成長は鈍化し税収は伸び悩む一方で、福祉需要の増大など社会構造や
行財政運営は変わらざるを得ません。その上、新型コロナウィルス禍により社会経済が大き
な打撃を受け、市民生活も脅かされています。国、県、市においては、補正予算を相次いで
編成するなど事業活動や市民生活の支援にのり出していますが、財政支出は大規模になり、
今後財政の逼迫、硬直化も進むと思われます。本市においても、事業の選択と集中、市民と
の協働が益々重要になります。アフターコロナに向け一日も早い社会経済の回復のためにも
富山の未来に活力が不可欠です。人・まち・自然が調和する「活力都市とやま」の実現に向
けネクストステージへ前進しましょう。
　ここに、令和₂年₆月、₃月定例会、令和元年12月、₉月定例会を中心に「市政報告」を
お届けします。是非、皆さまのご意見をお聞かせください。引き続きご支援をよろしくお願
いいたします。

▪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
https://www.takeda-masaru.com/
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背　景
　平成22年度に策定された月岡団地建替え基本計画で
は、令和12年度までに既存430戸を解体し、新たに約
400戸を整備することとしており、平成25年度から着
工し、既に₁、₂期街区計124戸を整備完了。現在、
第₃期街区40戸を PFI 手法により建替え中で、本年
₉月に竣工、順次入居開始の予定だ。月岡団地は、本
市南部地域の住宅セーフティーネットの拠点に位置づ
けられ、交通の利便性も良く、高い人気がある。
　しかし、本年₃月に当局より、市営住宅全体として
入居希望者が少なくなっているとして、月岡団地建替
え基本計画の見直しを行い、整備戸数を約220戸へ、
第₉期街区までの整備から第₆期街区までの整備に縮
小すると報告があった。一方で、南部地域にある辰尾、
城村及び殿様林団地は、老朽化し築55 ～60年経ち耐
用年数も過ぎているので廃止し、月岡団地に住み替え
用住宅を確保すれば、従来の計画通り400戸の整備を
必要とするなど市全体の市営住宅政策を質した。

Ｑ₁：市営住宅の維持管理方針並びに今後の市営住宅
再編統合について問う。
建設部長
　維持管理コストの縮減、平準化を図りながら維持管
理をして、良質な住宅を提供していきたい。また、耐
用年数が過ぎ需要が見込めず供給過剰と判断した場合
は、用途廃止し利便性の高い需要が見込める団地に集
約していく。

Ｑ₂：辰尾、城村両団地、並びに殿様林団地の維持、
廃止等の今後の方針について問う。
建設部長
　₃団地の入居者の意向調査では、住み替えを希望し
ない方の割合が87％で、理由として、住み慣れたとこ
ろに住み続けたい、高齢、家賃の上昇等をあげており、
月岡団地への転居は容易でないことから、これらの団
地を直ちに廃止することは考えていない。引き続き月
岡団地への住み替えを働きかけながら、必要な維持管
理を行っていきたい

Ｑ₃：辰尾、城村および殿様林団地が廃止されると、
その入居者の住まいはどのように確保するのか問う。
市 長
　整理する立場に立てば、月岡団地に集約することに
なる。今となっては、₃団地は全く時代に合わなくなっ
ており、私も同じ考えで向かう方向は一緒だが、そう
簡単ではない。入居者は動きたくない、荷物を片付け
るのも面倒、現状で満足しているからだ。民では借家
法をベースに簡単に処理可能だが、公営住宅では入居
者の同意が必要で、移転後の家賃据え置き等もできな
いことはないが、時間をかけじっくり取り組む必要が
ある。

Ｑ₄：今回の見直しの再考と辰
尾、城村および殿様林団地の今
後のありようについて問う。
市 長
　居住環境の良いところに集約をしていかなければな
らないが、整備戸数を含めて不透明、まだ結論を出す
のは早いかなと思う。注視していきたい。

Ｑ₅：月岡団地において余剰となる第₇期以降の敷地
（16,856㎡）の活用法ならびにその間の保全管理につい
て問う。
建設部長
　民間・行政需要等社会情勢をみながら今後検討して
いきたい。保全管理は草苅等十分に行っていきたい。

Ｑ₆：月岡保育所の新築予定用地について問う
子ども家庭部長
　月岡団地跡地を検討しているが、余剰地である₇，
₈．₉街区のなかから最適地を考えていきたい。

令和₂年₆月定例会　₆月16日（火）　一部抜粋

テーマ：月岡団地建替え基本計画の見直しと本市
の市営住宅政策について

令和₂年
₆月定例会

左記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。
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令和₂年₃月定例会　₃月₆日（金）　一部抜粋

背　景
　団塊の世代が75歳以上になるのは₂年後の2022年か
らで、2025年には全ての団塊の世代が75歳以上、後期
高齢者になる。2025年には高齢者等の認知症患者が大
幅に増え、医療や介護の需要が一層増加することから
2025年問題と云われ、残り₅年しかない現実を考える
と喫緊の課題だ。
　その取組の₁つは、2025年をめどに進めている、高
齢者が住み慣れた地域や自宅で安心して暮らし続ける
ことができるように、医療、介護、介護予防、住まい、
生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム
の構築である。地域包括ケアシステムの取組は主に市
内各地域が担っており、実態が見える有形のものとい
うより仕組みそのものであることから、進み具合や評
価は難しい。2025年は、ゴールとはいえ、チェックポ
イントでもあり、2020年という節目で現状認識、課題
共有をしておくべきだという思いから、地域包括ケア
システム並びに関連した諸課題について質した。

Ｑ₁：本市における地域包括ケアシステムの進捗と評
価及び課題について問う。
保健福祉部長
　本市ではこれまで、地域包括ケアシステムの構築に
向けて、中核機関となる地域包括支援センターを市内
32か所に設置し、高齢者の総合相談支援や権利擁護、
包括的・継続的マネジメント支援など、きめ細やかな
サービスを提供している。さらに、富山市医師会など
の協力を頂きながら、医師や歯科医師、ケアマネジャー
など多職種が参加する在宅医療・介護連携推進協議会

の開催、専門職に向けた研修会や市民に向けた講演会
の実施などを行っており、また、平成29年₄月に開設
したまちなか診療所においては、在宅医療を担う開業
医の方々への支援、訪問診療体制の充実、医療従事者
の研修受入れの実施など、在宅医療と介護が連携し、
一体的に提供できる体制の構築に努めている。
　介護予防に関しては、パワーリハビリテーションや、
角川介護予防センターの開設、地域における介護予防
にとって中心的な存在である老人クラブへの支援、生
きがいづくりの場の提供などのほか、まちづくり施策
とも連動し、介護予防の継続的な実施に取り組んでい
る。
　生活支援については、各地域包括支援センターに配
置した生活支援コーディネーターが中心となり、生活
を支える地域資源の活用、創出、人材育成などについ
て地域の関係者が集まって話し合う生活支援体制整備
地域連絡会議の開催など、地域が主体となって高齢者
の生活を支える体制の充実を図るとともに、支援が必
要な高齢者を見守るネットワークの構築等にも取り組
んでいる。
　住まいについても、これまで車椅子でも利用できる
市営住宅や、生活リズムセンサーやライフサポートアド
バイザーを配置したシルバーハウジングを整備してき
たほか、介護が必要になっても住み慣れた地域で暮ら
し続けられるよう、地域密着型サービスなどの介護保険
施設の整備など、高齢者の住まいの確保に努めてきた。
　課題としては、地域によって抱える問題が異なるこ
とに加えて、複合的な支援を必要とする高齢者が増加
している中で、その対応には、福祉だけではなく、様々
な分野の横断的な連携が必要になってきている。この
ことから、地域住民をはじめ、様々
な主体に地域包括ケアシステムを
理解していただくとともに、それ
ぞれの地域の方々に積極的に参画
していただくことが重要だと思っ
ている。

Ｑ₂：地域共生社会と地域包括ケアシステムの関係に
ついて問う。
市 長
　日本のもともとの社会は、地縁性がしっかりしてい
て地域共生社会だった。家族の形態の変化やプライバ
シーの強い主張や、他人に入り込んでほしくないとい

テーマ：地域包括ケアシステムについて

令和₂年
₃月定例会
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うような生き方など多様な生き方が、表に出てきたこ
とによって、わざわざキャッチフレーズをつくって旗
を振らないと、本来あったはずの地域力というものが
発揮されない社会になってきているということが問題
のベースにある。その上で、かつてはそれほどなかっ
たひきこもりなど、現代社会だからこその新たな問題
も発生してきているわけで、₁つの組織や₁つの担当
が縦割りで解決できる時代ではなくなってきたので、
福祉だけでなく、雇用、商業、交通、都市政策など様々
な分野や世代を超えて取り組まないと解決できない時

代になってきている。その中で、それを実現するため
の₁つの取組が、まさに地域包括ケアシステムという
ツールである。

Ｑ₃：2025年における本市内の介護人材の想定不足人
数について問う。
保健福祉部長
　厚生労働省の推計によると、介護職員は、全国で33万
7,000人、富山県では約1,700人が不足するおそれがあ
るとされているが、市町村単位の推計がされていない。

背　景
　台風19号は記録的な豪雨で、未曽有の被害を広域で
多発的にもたらした。地球温暖化に伴い、今回のよう
なスーパー台風が常態化すると云われており、本市の
防災対策の現状・課題を質した。
　また、台風19号や平成30年₇月豪雨などにより多く
の農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生した。農
業用ため池の情報を適切に把握するとともに、決壊に
よる災害を防止するため、施設の所有者、管理者や行
政機関の役割を明らかにし、ため池の管理及び保全が
行われる体制を整備することを目的として、農業用た
め池の管理及び保全に関する法律（令和元年₇月₁日
施行）が制定されたことに伴い、農業用ため池の防災
について質した。

Ｑ₁：台風19号による被害の状況などから、現時点で
気づいた防災上の主な問題点について問う。

令和元年12月定例会　12月₉日（月）　一部抜粋

テーマ：防災対策について

建設部長
　気象庁では、命を守る行動をとる
よう最大級の警戒を呼びかけたが、
住民の避難行動につながらなかった
事例もあると伺っており、改めて迫
りくる自然災害の危険性を十分に浸
透させる難しさや、激甚化した自然災害が年々増加し
てきている状況を踏まえ、災害は必ず起こるものとし
て備えることの必要性を再認識したところである。さ
らに、被災地では、泥をかぶった家財道具や建材など
の災害廃棄物の処理が被災自治体だけでは困難な事態
が発生しており、災害廃棄物処理の広域連携の重要性
を実感した。

Ｑ₂：仮設住宅が必要になった場合に備え、用地確保
はされているのか問う。
建設部長
　迅速な仮設住宅の建設に向けて、各部局が保有して
いる1,000平方メートル以上の面積を有する公園やグ
ラウンドなど約200カ所の空地リストを作成しており、
災害等により必要が生じた際には、迅速に建設場所の
選定が行えるよう準備を整えている。また、市営住宅
等の公営住宅の空室を活用したみなし仮設住宅の提供
についてもあわせて想定しており、迅速な住居の供与
に努めたい。

Ｑ₃：要配慮者利用施設数と避難確保計画作成済み施
設、及び今後の取組み、支援について問う。
建設部長
　平成31年₃月末時点で社会福祉施設や幼稚園、医療
施設等378施設を要配慮者利用施設として定めている。
現在、洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設数は

令和元年
12月定例会
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200施設で、うち避難確保計画を策定済みの施設は、
令和元年10月末時点で108施設である。また、避難確
保計画の作成については、国から示された避難確保計
画作成の手引きにより、簡易な入力フォームで避難確
保計画を作成できるよう支援されている。今後、避難
訓練も含め、要配慮者利用施設を所管する担当部局と
防災を担当する部局とで必要に応じて支援策を検討し
ていきたい。

Ｑ₄：被災者台帳システム導入に向けた検討について
問う。
建設部長
　現在、防災対策課や企画調整課をはじめとした関係
₅課において、早期の被災者台帳とシステム導入に向
けた協議を進めている。

Ｑ₅：自然災害の激甚化による農業経営の減収を補填
する収入保険の加入促進について問う。
農林水産部長
　収入保険制度については、制度を運用する富山県農
業共済組合がその周知に努めており、本市の加入状況
は令和元年11月末現在52件である。農業者がそれぞれ
の経営形態に応じて適切な損害補償制度を選択できる
よう、富山県農業共済組合と連携しながら、市等で発
行している「営農とやま」やホームページを活用し、
農業者への制度情報の提供に努めたい。

Ｑ₆：本市内の旧防災重点ため池数と新防災重点ため
池数について問う。
農林水産部長
　新たな基準としては、具体的には、₁つには、ため
池から100メートル未満の浸水するおそれのある区域
内に家屋、公共施設等があるもの、₂つには、ため池
から100メートル以上500メートル未満の浸水するおそ
れのある区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水
量1,000立方メートル以上あるものなどが設定された。
本市にある農業用ため池144カ所のうち、防災重点た
め池は、この新基準により、これまでの15カ所から新
たに40カ所増え、全部で55カ所である。

Ｑ₇：農業用ため池に関するハザードマップの作成及
び関係機関の緊急連絡体制の整備状況について問う。
農林水産部長
　円滑な避難に必要な情報として、避難場所や浸水想
定範囲などを記載したハザードマップを旧防災重点た

め池15カ所について平成30年度までに作成し、住民へ
配布することで周知を図っている。また、新基準で選
定された40カ所については、国において令和₂年度末
までに作成を完了させるよう概算要求を行っており、
国の動向を注視しているところである。市内144カ所
全ての農業用ため池において、市並びに管理者、県、
消防、警察等の連絡先を記載したため池防災情報連絡
網を作成し、毎年情報の更新を行っている。

Ｑ₈：防災重点ため池の地域防災計画への位置づけに
ついて問う。
農林水産部長
　防災重点ため池の定義ができた平成27年度から、そ
れらを災害危険箇所として位置づけており、現在では、
新たに追加された箇所を含め、55カ所全ての防災重点
ため池を地域防災計画に位置づけている。

テーマ：改正卸売市場法の対応について

背　景
　令和₂年₆月に改正卸売市場法が施行される。改正
卸売市場法では、第三者販売の禁止、直荷引きの禁止、
商物一致等については、卸売市場ごとに関係者の意見
を聞くなど公正な手続を踏み、共通の取引ルールに反
しない範囲において定め公表することになっており、
検討状況を質した。

Ｑ₁：今回の法改正では、中央卸売市場、地方卸売市
場ともに、規制を廃止する市場、規制を緩和する市場、
規制を継続する市場と対応が分かれているが、本市の
市場取引の規制に関して、その方向性について問う。
農林水産部長
　富山市公設地方卸売市場の取引規制については、平
成23年度の地方卸売市場への転換時に法による規制か
ら条例による規制へと変更になっており、それに合わ
せ、市場活性化を目的として取引規制を緩和するなど
の見直しを行っている。今回の法改正による取引規制
見直しの方向性は、商業者間の取引ルールについては
現行規制の維持もしくはさらなる
規制緩和の方向で進めたいと考え
ており、公設市場としての役割を
果たすために必要な規制について
は、現状維持の方向で関係者との
話合いを進めている。
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背　景
　₇月21日行われた第25回参議院議員通常選挙におけ
る富山選挙区の投票率は全国平均より低い過去最低の
46.88％、富山市はさらに低い41.99％であった。低投
票率の要因について、政権選択選挙でないため関心の
低下や政治不信の表れであるとも云われているが、昨
今の各種選挙では、低投票率が常態化し、深刻で本質
的な問題が潜んでおり由々しき事態だ。
　私は、政治や選挙に無関心ということと、地域への
無関心や地域の担い手不足が根底でつながっており、
「自分さえよければ、今さえよければ」という自己中
心主義が蔓延し、これが、低投票率の本質的要因だと
考える。

Ｑ₁：投票率の低下と地域の担い手不足や地域づくり
低下との関連について問う。
市 長
　地域のつながりと投票率と全く関係がないわけでは
なく、自分という個人とパブリックの間に壁をつくり、
結果として選挙に行かないということが起きている可
能性はある。地域での日頃の活動をやる中で、個人主
義の悪い面を正し、投票率アップにつなげるというの
は大事な視点だ。

Ｑ₂：成人式で選挙権行使の義務等について教育、啓
蒙を図る時間枠を設けることについて問う。
選挙管理委員会事務局長
　割いていただける時間の長さやどういうようなこと

令和元年₉月定例会　₉月12日（木）　一部抜粋

テーマ：参議院選挙の投票率について

を自治振興会としてやってほしいのか、あるいは、こ
ちらがどこまでできるのかということがあり協議した
い。

テーマ：生活困窮者自立支援制度について

背　景
　我が国では、社会保険制度や労働保険制度を第₁の
セーフティーネットとして、生活保護制度が第₃の
セーフティーネットとして国民に安心を提供している
が、近年の経済、社会の構造変化や雇用状況の変化か
ら、第₂のセーフティーネットとして、これまで十分
でなかった生活保護受給者以外の生活困窮者の支援を
抜本的に強化する仕組みとして、生活困窮者自立支援
制度がある。対象者は、生活に困り最低限度の生活を
維持することができなくなるおそれのある生活困窮者
や、長く失業している方、ひきこもりやニートで悩ん
でいる方、働いた経験がなく不安な方、社会的に孤立
している方など、これまで制度のはざまで支援を受け
られなかった複合的な課題を抱えた方々である。昨今、
ひきこもり等が深刻な社会問題になっていることを踏
まえ、本市において、生活困窮者自立支援制度が十分
に役割を果たしているのか質した。

Ｑ₁：本市の生活困窮者自立支援制度における、実施
している支援事業並びに未実施の支援事業について問
う。
福祉保健部長
　本市では、制度発足当初より必須事業である自立相
談支援事業、住居確保給付金の支給及び任意事業の家
計相談支援事業を富山市社会福祉協議会に委託し、生
活支援課では、一時生活支援事業以外の事業を実施。

Ｑ₂：自立相談支援事業の相談件数、うち新規件数、
支援同意件数、支援・訪問回数について問う。
福祉保健部長
　自立相談支援事業の件数等については、平成30年度
は、相談件数628件、うち新規件数232件、プラン作成
件数は15件、支援・訪問回数は36回である。

Ｑ₃：国からの KPI 達成に向けた目安値によると、
新規相談件数は、人口10万人当たり、₁カ月当たりに
換算すると26件（本市に置きかえると、年間約1,300

令和元年
₉月定例会
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件）。平成30年度の新規相談件数の232件と比較し、5.6
倍の増加を求められている。自立相談支援事業の新規
相談件数に関する国からの目安値について問う。

福祉保健部長
　目安値については、潜在的なニーズを漏らすことの
ないように国が示したものと考えているが、地域に
よって大きなばらつきがあり、単純に人口案分できる
ものではないので、本市としては、こうした数字にと
らわれることなく、真に支援が必要な方々へ漏れるこ
となく、包括的かつ継続的で適切な支援につなげられ
るよう努める。

Ｑ₄：生活保護制度と生活困窮者自立支援制度の連携
の実態について問う。
福祉保健部長
　生活保護行政を担う生活支援課と生活困窮に関する
相談窓口である富山市社会福祉協議会とで緊密に連携
を図りながら対応している。市社会福祉協議会の相談
窓口において、生活保護が必要であると判断される方
に対しては、生活保護制度に関する情報提供や助言を
行うとともに、適切に生活保護の申
請につなげている。また、生活保護
の相談窓口である生活支援課におい
ても、生活保護の基準を上回る収入
はあるものの、金銭管理について支
援が必要であると考えられる場合な

どには、市社会福祉協議会が行っている生活困窮者自
立支援の家計相談支援事業につなげるなど、日々の業
務の中で協力をしている。
Ｑ₅：生活困窮者の捕捉率を上げるための実施策につ
いて問う。
福祉保健部長
　早期に相談につなげるには、相談しやすい体制とか、
地域の協力が必要であり、市社会福祉協議会と連携す
るとともに、民生委員や自治振興会、商工会や民間企
業などさまざまな団体等へ事業を周知、協力をお願い
しているところであり、引き続き体制の整備に努める。

Ｑ₆：福祉、医療、公営住宅情報との連携、税の滞納
が把握できる部署との連携について問う。
福祉保健部長
　国民健康保険料や市民税、市営住宅、高齢者などそ
れぞれの窓口において、生活上何らかの支援が必要だ
と思われる方には、職員が生活支援課に同行して一緒
に面談を行うなど連携を図っている。

Ｑ₇：生活困窮者自立支援制度の現状並びに本市の地
域共生社会の推進について、市長の見解を問う。
市 長
　いろんな関係者の方々がこの制度をしっかり受けと
めて、認識してもらって、みずからの意思で申請に至
らない方というものを、やわらかく接触をして制度に
つなぐということが、地域の共生になる。

　今年は、記録的といえる雪が降らない冬でしたが何か気味が悪く、地震や豪雨など大規模自然災害を何
時にもまして懸念していました。ところが、₃月になって思いがけない超ド級の災厄である新型コロナウィ
ルスの発生です。「富山の安全神話」に頼り油断があったのか、複数のクラスターの発生等リスク管理面で、
予見する力・想像力が十分でなく課題を残したといえます。また、被害者でもある感染者への誹謗、中傷
が止まず残念に思うとともに適切な個人情報公開のあり方も問われます。今回の経験が何時か発生する大
規模自然災害の心構え、防災・減災体制整備の一助になることを願い、官民一体、市民総意の下、本気で
有事に備えなければならないと痛感します。
　さて、猛威を振るった新型コロナウィルスの感染は、国内でも減少しつつあり全国の緊急事態宣言も₅
月に解除されましたが、第二波、第三波の流行も懸念され、この戦いは有効な治療法やワクチンが確立さ
れるまで続くことを覚悟しなければなりません。
　一方で、新しい生活様式の下、感染予防と社会経済活動を両立させていく必要があります。自粛の名の
下、消費マインドが冷え切って温まるまでに時間を要することから、企業活動は、徐々に復活するとして
も、それを支える需給の改善、個人消費の回復の遅れが心配されます。地域活動も新年度になってから行
事、事業がことごとく中止、延期になっており、主催団体の皆さまも感染リスクの回避を最優先にどのよ
うな基準であれば開催できるか悩ましいことと思います。加えて、行き過ぎた自粛警察の動きにみられる
ように、日本人特有の集団心理が同調圧力となり自縄自縛に陥りプレッシャ―を与えていますが、徐々に
緩和することが必要で、今こそ「正しく恐れる」ことが大事です。
　一日も早い日常を取戻し、地域を活性化しなければなりません。竦んでいるのでなく力強く「前へ」進
みましょう。

新型コロナウィルス禍に想う3
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この一年をふりかえって

富山県下消防団操法大会
月岡分団優勝祝賀会 枝豆収穫祭

月岡消防分団資材置場竣工式座間市の災害現場ドローン実演

竹田まさる　後援会定期総会

月岡校下文化祭

秋田市津波シミュレーション視察 座間市の災害現場ドローン活用視察

月岡消防分団資材置場内覧


