
令和4年3月定例会は、2月28日から
3月24日までの25日間にわたって行いま
した。
一般会計予算は、1,678億9,825万円

と過去最大であった前年度当初予算と
比べると、2.8％の減少となりました。
令和4年度予算は、藤井市長にとって初
の予算編成で、公約に掲げた取り組み
を本格化させるための「幸せ日本一と
やま実現枠」にスマートシティ関連な
ど75の新規・拡充事業を盛り込み、計
22億247万円としました。

―１―

ご 挨 拶

第３５号 ほうさやまかずお市政報告 令和４年４月１０日

富山市婦中町新屋501 ℡（FAX)465－1212
E-mail:ho-kazuo@kami-nei.ne.jp
http://www.housayama-kazuo.com/

発行：富山市議会議員 自由民主党 柞 山 数 男

令和４年
３月定例会

歳入では市税全体で、新型コロナウイルスの影響による大幅な減収を予想した前年度と比べ、6.3％
増の731億2,768万円を見込んでいます。規模としては、合併後4番目の大きさですが、19、20年度当初
予算の740億円台には届かず、コロナ禍前の水準までには、回復しない見通しです。

としています。有識者会議は各地域の代表者のほ
か、学識経験者や経済、福祉など各界の団体トッ
プら１６人程度で構成し、新年度中に３～４回の
会合を開く方針で、市民意識調査は合併前の旧１
市４町２村の住民の意見を聞けるよう配慮し、数
千人規模のアンケートを予定しています。
職員数や財政状況などのデータを基に、さまざ

まな視点から客観的に検証するために、各部署の
次長クラスでつくる庁内の検証チームが昨年秋か
ら資料の収集を進めてきており、合併後１７年間
を振り返り、市に今後必要な施策の検討に役立て
ていくこととしています。

令和４年度に、市町村合併の効果や課題の検証に乗り出すこととしました。旧市町村の代表者
らでつくる有識者会議や市民意識調査を実施し、年度内に報告書をまとめ市政運営に生かすこと

歳入
１,６７８億９,８２５万円

皆様のご意見、ご要望を
お待ちしております。

富山県における市町村合併前と後の市町村図
ー （公財）国土地理協会「都道府県別変更情報より」ー

単位：％

歳出



６月から、「富山に泊まってエンジョイキャンペー
ン」第３弾を実施することとしました。
対象人数を第１弾の３,５００人、第２弾の３千人から

大幅に増やしました。応募者数が１万人を超えた場合は
抽選とし、３千人分の市民枠を設けることとしています。
コロナ禍で、近場で旅行を楽しむ「マイクロツーリズ

ム」が注目される中、近県５県（石川、福井、新潟、長
野、岐阜）から観光客を呼び込んで、宿泊事業者を支え
ることとしました。今後、割引クーポンを使える施設を
公募することとしています。
クーポン利用期間は６月１日～８月３１日までです。
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新年度予算の主な事業
インターネット中継より高山線活性化策を探る 人流データ、カメラで計測
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富山に泊まってエンジョイキャンペーン第３弾

１万円クーポン、近隣５県民も対象に 事業費１億１,８００万円

地元の歴史ある薬業をＰＲするため、売薬関係の資
料のインターネット公開に向けたデジタル化に着手す
る。中高生を対象に、医薬品産業の未来を考えるコン
テストも企画し、「薬都とやま」のイメージアップを
図ることとしました。
市民が所有する売薬版画や薬袋などの資料をデータ

ベース化し、ネットで広く発信したい考えで、新年度
は約５００点の画像データを作成する予定です。薬業
振興やシビックプライドの醸成につなげ、貴重な資料
の散逸も防ぎ、中高生が薬業について学ぶ機会を設け
ることで、将来の担い手確保に向けて関心を高めるこ
ととしています。

ＪＲ高山本線の活性化策を探るため、西富山駅か
ら猪谷駅まで9駅の周辺に人工知能（ＡＩ）を搭載
したカメラ12台を設置し、人流データを計測するこ
ととしました。また、富山駅で乗り降りされる65歳
以上の方の運賃を、乗車区間に関わらず1回100円と
する実証実験にも取り組むこととしました。
ＡＩカメラでは、撮影した映像から平日、休日や

時間帯ごとの利用者数、利用者の年代、性別などの
データを取得します。各駅の利用実態を把握し、
ターゲット層を絞ったサービスや企画を検討するこ
ととしました。
このほか、利用者の予約に応じて、ＡＩが最適な

運行ルートや配車を判断する「ＡＩオンデマンド交
通」の導入を検討することとしました。定時定路線

ＡＩ交通導入を検討、予約に応じて運行も 事業費２,６４６万円

「薬都とやま」PRへ売薬資料をネットで公開

型の公共交通の運行が難しい地域で、効率的に住民の「生活の足」を確保するため、費用対効果などを
調べることとしました。

昨年実施した「とやまに泊まってエンジョイキャンペーン
第２弾」のポスター

応募期間は４月１５～３０日で、特設ホームページと郵送で受け付けることとしています。
但し、新型コロナの感染状況によっては実施内容を見直す可能性もあります。２０２０年８～１０月に
実施した第１弾、昨年８～１２月の第２弾とも１万人を上回る応募がありました。

平成２０年３月に開業した「婦中鵜坂駅」

将来の担い手確保に向けて 事業費５１７万円

富山クスリ売りの銅像
ーCICビル前ー
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令和５年度末オープンを目指す！！ 事業費６,０００万円

して、平成11年に開園され、近年は年間2万人以上の利用者数となっていましたが、新型コロナ感染拡
大後の令和20年度は、約17,000人となっていました。
令和4年度予算には、測量調査や実施設計費6,000万円を計上することにしました。

割山森林公園「天湖森」を大幅リニューアル

割山森林公園「天湖森」を大幅リニューアルするこ
ととしました。グランピングエリアに専用テント3
棟と樽型の屋外サウナや新たに大型遊具を設け、更に、
ソロキャンプエリア、キャンプカー用のオートキャン
プサイトなど多様なアウトドアスタイルに対応する予
定です。園内では、ＷＩ－ＦＩを整備し、旅先で働く
「ワーケーション」にも対応できるようにする予定で
す。コロナ後を見据えて、新規客や県外客も取り込む
狙いで、令和5年度末のオープンを目指すこととしま
した。
天湖森は旧細入村の豊かな自然に囲まれた場所で、

14ヘクタールの敷地内に、キャンプやバーベキュー、
アスレチックといったアウトドア体験ができる施設と

高齢者ふれあい入浴事業

今年４月から入浴券の利用方法が変更になります。

１回あたり２００円分⇒４００円分まで使用可能
月の利用制限なし ⇒４００円分／月に変更

～申込方法～
利用者の身分証明書（健康保険証、運転免許証、マ
イナンバーカードなど）を持参の上、お住いの地区の
地区センター又は、婦中行政サービスセンター福祉
課に申請して下さい。
※申し込み開始は、３月２５日（金）から

※４年度途中で７０歳になられる方は、誕生日から
交付となります。

～利用可能施設～
１ ファボーレの湯 ２ 古洞の湯 ３ 牛岳温泉健康センター ４ 山田温泉玄猿桜
５ さるびあの湯 ６ ウィンディ― ７ ゆ～とりあ越中 ８ 白樺の湯
９ やくし荘 １０ 楽今日館

ストリートスケートパーク NIKS

東京オリンピックで脚光！！施設を改修 事業費２,７００万円

東京五輪スケートボード女子ストリートで銅メダルに輝いた山田地域出身の中山楓奈選手も練習に使
用してきた施設を、競技への人気が高まる中、利用者の安全確保のため傷んだ床面などを直すこととし
ました。
施設は平成26年度に整備され、スケボーや自転車ＢＭＸなどの利用者が訪れています。屋外施設のた

め雨や雪にさらされ、傷みが目立っていた。改修では競技スペースの半分以上の面積で床のコンクリー
トを塗り直すほか、「セクション」と呼ばれる縁石や手すりなどの一部も更新する予定です。

令和４年度から利用可能になった「楽今日館」

令和５年度末に新規オープンを目指す現在の「天湖森」
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市教育委員会は2月24日、小規模の小中学校27
校を対象に27パターンの統合案を盛り込んだ再
編計画を決定しました。
計画は、24日の市総合教育会議で了承され、

その後の教育委員会臨時会で正式決定しました。
小学校は12～18学級、中学は9～18学級という

市教育委員会の「適正規模」になるよう統合案
は策定されました。
市教育委員会は、4～5月に地域ごとに説明会

を開催し、その後は学校ごとに説明会を開いて
住民と協議し、理解が得られた学校から進める
こととしています。
教育長は臨時会後、「統合する場合、存続さ

せる場合の利点やデメリットを示し、丁寧な議
論をしたい」と語っています。一方、「学校に
よっては、早急にアクションを起こす必要があ
る」と指摘もしています。複式学級や１学年に
１人しかいない学校、クラスに女子生徒が１人
しかいないような中学校を優先させたい考えを
示しました。
計画は学校再編のほか、市が目指す教育の方

性も明記しており、小中連携教育の強化やコ
ミュニティースクールの推進などを盛り込んで
います。

教育委員会が小中学校27校の再編計画策定

4月以降に地域や学校ごとに説明会を開いて住民と協議

藤井市長は総合教育会議終了後、反対の声が強い地域との協議で結論の期限を設ける必要性があるかを
問われ、「期限を設けるのは大切。長い間同じ議論をし続けていても地域の衰退につながる」と語ってお
られます。
地域によっては存続を求める声も多いとし「計画の案に縛られず、自由闊達（かったつ）な意見が出て、

より良い答えを導き出せれば良い」と話し、使わなくなった校舎には避難所や住民交流の機能を存続させ
たいと強調しておられます。「学校がなくても過疎が進まないようにするため、市長部局も地域に入って
考えたい」とも述べておられます。

「期限区切り結論を」長い間同じ議論をし続けても地域の衰退につながる

地域との対話を柔軟に

市教育委員会は「再編計画は、地域と議論する
ためのたたき台とし、強引には進めない。」と強
調しています。しかし、閉校の可能性があること
自体、地域振興や住民の転出に大きな影響を及ぼ
すこととなると思います。
存続を求める山田地域や細入地域などの住民や

保護者の方々は、署名や要望書の提出のみならず、
勉強会や視察を行い、地域に学校を残す意義や方
策、小規模校の可能性を考えてきておられます。
市長もおっしゃるように、長い間同じ議論をし続
けていても地域の衰退につながると思います。
市教育委員会は計画の進め方や、説明会の位置

付けを具体的に示した上で、地域によっては期限
を区切り、答えを出す必要があるのではないかと
考えます。

地域 再編対象校 統合先 利用校舎

柳町 中央 中央
奥田　　※１ 奥田
東部　　※２ 東部

岩瀬 萩原 萩原
針原　浜黒崎 大広田 大広田

新庄北　※３ 新庄北
大広田　※４ 大広田

四方　八幡
草島　倉垣
古沢　池多
長岡　老田
寒江

西部 神明 五福 五福
東部 太田 山室中部 山室中部

船峅　 大沢野 大沢野
船峅　 大久保 大久保
神通碧 大沢野 大沢野
船峅　神通碧　 大沢野 大沢野
福沢　小見
上滝
福沢　小見
上滝
樫尾 八尾 八尾
樫尾 杉原 杉原

樫尾
八尾　杉原
保内

新・八尾中と
併設

樫尾　山田 八尾 八尾

樫尾　山田
八尾　杉原
保内

新・八尾中と
併設

朝日 速星 速星
古里　音川 神保 神保
古里　音川 神保 城山中と併設

大沢野・
細入

楡原 大沢野 大沢野

八尾・
山田

山田 新・八尾 新・八尾

※ 再編対象校の赤字は複式学級、青地は１学年１学級の学校

区分

大沢野・
細入

大山
大庄

小
学
校

旧
市

中央
柳町

北部
針原　浜黒崎

和合
４校を１校に
統合

中
学
校

旧
町
村

富山市学校再編計画

※１ 進学先が奥田中の児童　※２ 進学先が東部中の児童　※３ 進学先が新庄中の針原小児童
※４ 進学先が北部中の針原小児童と浜黒崎小児童

上滝中と併設

大庄 大庄

八尾

八尾・
山田

婦中

和合中と併設

呉羽 呉羽 呉羽

旧
町
村

大沢野

第1回富山市通学区域審議会
ー令和3年10月15日ー


