
黒部市議会 令和元年度 8月定例全員協議会メモ 

 

日時 令和元年 8月 21 日(水)午前 10 時から 

場所 第 1委員会室 

【当局報告事項】 

１．20 日以降の経過報告等 

２．等からの報告 

(1) 令和 2年度黒部市予算に対する地区要望日程 

月 日 曜日 時間 

   9:30〜

10:30 

10:45〜

11:45 

13:30〜

14:30 

14:45〜

15:45 

16:00〜

17:00 

10 18 金   浦山 前沢 大布施 

21 月   荻生 生地 村椿 

28 月  （予備） 田家 若栗 東布施 

30 水 石田 内山    

31 木 （予備） 三日市    

11 1 金  音沢 愛本 下立 宇奈月 

 

(2) 令和元年度富山県総合防災訓練の実施概要 

日時：令和元年 9月 29日（日）8:30〜12:00頃 

会場：黒部市（黒部市総合公園、宇奈月中学校、黒部消防署） 

   入善町（入善町総合体育館〔メイン会場〕、黒東小学校 

   朝日町（やまざき紅悠館、あさひ総合病院周辺、宮崎漁港周辺、朝日町文化体育

センター） 

(3) 幼児教育保育の無償化に伴う副食費の減免 

① 趣旨 

本年 10月から国の施策として 3 歳児から 5 歳児までの子どもの保育料が無償化

されるが、これまで保育料に含まれていた副食費については、無償化の対象外とな

り、保護者負担（4,500円/月）とされた。 

 これに伴い、これまで国・県・市の制度による保育料の減免対象者（負担ゼロ）

が、新たに副食費を負担することになるので、これらの者の副食費を減免（無料）

し、新たに負担を生じさせないようにする。 

 さらに、減免の対象範囲を拡大し、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図る。 

② 対象者 

・世帯収入 360万円未満の世帯の子ども 

・第 3子以降の子ども 



・ひとり親等要保護世帯の第 2子 

・同時入所の第 2子 

対象児童数 312人 

③ 影響額 

所要一般財源 10,746千円/年間 

(4) 保育所等施設整備の概要 

◎石田こども園の民営化及び移転新築 

①事業趣旨 

 施設の老朽化への対応及び快適な保育環境の確保のため、民営化後、移転・新築し、

幼保連携型認定こども園として運営する。土地は市が取得し、運営法人に無償貸与する。 

②整備主体 

 社会福祉法人（公募により選定）※国・市の補助を受け法人が整備 

 新築を前提に現施設を民営化引き受け法人に譲渡する。法人が現施設で暫定的に運営

しながら新園舎を整備し、完成後、新園舎での保育を開始する。 

③建設予定地 

 石田公民館北側（市道堀切 14号沿い）面積 5,045㎡ 

 用地（市主体） 民営化 工事（法人全体） 

平成 30年度 地元調整   

令和元年度 用地交渉、契約 引受法人の選定 基本設計 

令和２年度 農振除外・転用申請所

有権移転、用地費支払 

  

令和３年度 用地造成  実施設計 

令和４年度  現施設譲渡（民営

化開始） 

新園舎工事、現園舎

解体 

令和５年度 開園（幼保連携型認定こども園） 

 

◎大布施保育所の施設譲渡および新築 

①事業趣旨 

 施設の老朽化及び幼保連携認定こども園としての運営に対応するため、建物を運営法

人に譲渡する。土地は引き続き市が法人に無償貸与する。法人主体により現園舎を解体

し、新園舎を新築する。工事期間中は借り園舎での保育を実施する。 

②整備主体 

 社会福祉法人新川児童福祉会 ※国・市の補助を受け法人が整備 

③スケジュール 

令和２年度 現施設譲渡、実施設計、仮園舎工事、現園舎解体 

令和３年度 新園舎工事 



令和４年度 開園（幼保連携型認定こども園） 

 

◎田家保育所の施設譲渡および規模改修 

①事業趣旨 

 施設の老朽化に対応するため、運営法人に建物を譲渡した後、法人主体により大規模

改修を行う。土地は引き続き市が法人に無償貸与する。 

②整備主体 

 社会福祉法人育三会 ※国・市の補助を受け法人が整備 

③スケジュール 

 令和２年度 現施設譲渡、実施設計、大規模改修工事 

 

◎黒部愛児保育園の改築 

①事業趣旨 

 大布施・三日市地区における保育の供給量のひっ迫状況の緩和及び施設の老朽化への

対応の為、園舎第１棟を改築し、新たに４・５歳児を受け入れ、定員の拡大を図る。 

②整備主体 

 社会福祉法人あいじ福祉会 ※国・市の補助を受け法人が整備 

③スケジュール 

令和２年度 実施設計、新園舎工事 

令和３年度 開園 

 

(5) 令和元年 7月富山県後期高齢者医療広域連合議会の概要 

① 開催日時・場所 

令和元年７月２９日（月）10:00〜 富山市婦中行政サービスセンター 

② 提出案件及び主な内容等 

議案第５号 令和元年度富山県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第 1号） 

   補正額等として、歳入歳出それぞれ 4,329千円増額し、150,814千円とする。 

   原案可決 

議案第６号 令和元年度富山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第 1号） 

   補正額等として、歳入歳出それぞれ 2,554,310千円増額し、158,393,245千

円とする。 原案可決 

議案第 7号 富山県後期高齢者医療広域広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例制定の件 

   内容等 長時間労働是正のための措置として、国家公務員について超過勤務

命令を行うことが出来る上限を人事院規則で定めたことに準じ、事務



職員の派遣元市町村においても関係例規の改正が行われた。これに伴

い、広域連合においても同様の措置を講ずるもの。原案可決 

議案第８号 富山県後期高齢者医療区域連合公平委員会委員の選任監視同意を求

める件 

   内容等  

氏名 住所 生年月日 

富田 光國 富山市四方神明町 2113番地 2 昭和 32年 7月 16日 

 

認定第１号 平成３０年度富山県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算

の認定 

   歳入総額 145,162,169円 歳出総額 140,833,089円 差引額 4,329,080円 

   認定 

認定第２号 平成３０年度富山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算の認定 

   歳入総額 154,880,392,277円 歳出総額 154,880,392,277円 差引額 0円 

   認定 

(6) 県内での豚コレラ発生を踏まえた本市の対応等 

① 国内の発生状況 

 ・平成 30年 9月 岐阜県の養豚農家で豚コレラが発生（国内では 26年ぶり） 

  ※以降、野生いのしし及び豚に感染が拡大し、終息の目途は立っていない。 

 ・令和元年 8月 21日現在、1府 7県で感染が確認されている。 

岐阜県、愛知県、三重県、福井県、大阪府、滋賀県、長野県、富山県 

※富山県以外は、豚への感染が確認され、殺処分が行われておる。（計約 12 万頭） 

  ②市内養豚場での発生防止に向けた本市の対応方針 

   ・養豚場周辺に設置する野生いのしし等侵入防止柵の設置費用への支援 

   ・消毒資材購入等の環境対策費用への支援 

(7) 北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅における乗降人数等の調査結果 

(8) (仮称)くろべ市民交流センター基本設計 

(配置計画・各階レイアウト)の概要 

(9) 第 14 回黒部市民体育大会成績等の途中経過（訂正） 

 ①水泳競技 Aブロックにおける集計ミス 

順位 地区 得点 

１ 田家 104 

２ 石田 103 

３ 三日市 78 

４ 村椿 51 

順位 地区 得点 

１ 田家 105 

２ 石田 102 

３ 三日市 80 

４ 村椿 49 

 



 

地区名 生

地 

石 

田 

田 

家 

村 

椿 

大 

布 

施 

三 

日 

市 

前 

沢 

荻 

生 

若 

栗 

東 

布 

施 

宇

奈

月 

順位 8 3 1 6 2 4 7 5 10 11 9 

得点 71 113 120 88 115 108 74 91 68 36 70 

 

３．その他 

(1) アクアパークフェスティバル 2019 

期日：令和元年 8月 25日（日）10:00〜15:00 

(2) 第 9回シアター・オリンピックス 

４．意見交換 

 

【議会協議・報告事項】 

１．決算特別委員会の設置と日程等について 

２．行政視察等の予定について 

(1)観光・都市活性化振興特別委員会(9月 26 日~9月 27 日) 

栃木県宇都宮市 道の駅 「うつのみや ろまんちっく村」 

栃木県佐野市 道の駅 「どまんなか たぬま」 

(2)学校統合及び跡地利用対策特別委員会(9月 30 日~10 月 1日) 

群馬県前橋市 廃校の跡地利活用について 

「CHUO Global Village -英語村-」現地視察 

群馬県渋川市 廃校施設の利活用におけるサウンディング型市場調査について 

３．富山県市議会議長会臨時総会及び富山県知事との懇談会の概要について 

４．新川広域圏事務組合議会 7月定例会の概要について 

５．今後の予定について 

(1)北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出する富山県地方議員連盟 

令和元年度総会・講演会 

日 時 8月 26 日(月) 場 所 ボルファートとやま 2F「真珠」 

・講演会 14 時 10 分~・総会 15 時~ 

(2)第 37 回北方領土返還要求富山県大会 

日 時:8月 31 日(土)13 時 30 分~ 場 所:パレブラン高志会館 

 

６．その他 


