
予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
1 渡辺義昌 １　基本方針について

結いの会 　①　「体の健康」について
代表質問 　　Ⅰ「体の健康」とはどのような健康か
(一問一答) 　　Ⅱ　「ウォーカブルなまち」とはどのようなまちか

　　Ⅲ　あい愛バスの利用と「歩く」についての考えは
　　Ⅳ　「健康意識の高まるまち」はどのような取り組みをされる
　　　か
　　Ⅴ　高齢者や支援が必要な方々など福祉に関する「体の健康」
　　　についての考えは
　②　「心の健康」について
　　Ⅰ　「心の健康」とはどのような健康か
　　Ⅱ　ボランティア活動や市民活動「心の健康」作りには小さな
　　　単位の活動や集まりが重要と考えるが
　　Ⅲ　多文化共生の先進地として外国人との交流の場を増やす考
　　　えは
　③　「社会の健康」について
　　Ⅰ　「社会の健康」とはどのような健康か
　　Ⅱ　新たな企業誘致に取り組むとしているが、どのような規模
　　　を考えているか
２　第６次総合計画策定について
　①　第５次総合計画「まぁるいまち みのかも」について全体の感
　　想
　②　第６次総合計画の方向性について、根幹をなすものなど新し
　　い考えはあるか
３　新庁舎整備について
　①　市所有地は5,300㎡しかなく、答申には民有地利用について述
　　べられており必要な床面積の確保が可能としているが、どのよ
　　うに考えているか
　②　執行部として、新庁舎基本計画に最低限持たせる機能や床面
　　積、規模はどのように考えているか
　③　答申までのスケジュール
　④　美濃太田駅周辺市街地開発事業と新庁舎建設の関係
　⑤　答申では整備地が美濃太田駅周辺としているが、具体的な建
　　設地については、いつどのような形で決定されるか
４　水道事業の民営化について
　①　本市の水道事業の経営状況
　②　将来の経営状況はどうなってゆくと思われるか
　③　水道法の一部を改正する法律とはどのような内容か
　④　本市において、水道事業の民営化はありうるか
５　ニセ電話詐欺対策について
　①　本市における被害はあるか、被害件数や被害金額は
　②　本市において、機器貸出等事業ができないか

2 村瀬正樹 １　施政方針について
新生会 　①　新産業集積地区整備事業において

代表質問 　　Ⅰ　企業誘致への取り組みは
(一問一答) 　　Ⅱ　既存産業の発展は

　②　ふるさと納税推進事業において、減少するふるさと納税への
　　対処と、市内産品の拡充は
　③　小学校水泳授業民間委託事業において、山之上小水泳授業民
　　間委託の詳細と、今後の他校への拡大は
　④　子育て環境の充実において、蜂屋保育園を民営化にする理由
　　は
　⑤　交流センター施設維持管理事業において、伊深交流センター
　　建て替えのスケジュールは
　⑥　一般道路改修事業において、下則友南坂線拡幅事業の進捗状
　　況は
　⑦　有害鳥獣捕獲対策事業の拡大は
　⑧　里山活用事業において、里山保全活動の拡大は
２　新庁舎建設について
　①　美濃太田駅周辺を候補地として選定した審議会の答申を受け、
　　総合政策審議会で話し合われた市執行部の考えを伺う
　　Ⅰ　審議会と同じ候補地か
　　Ⅱ　安全性について
　　Ⅲ　経済性について
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
村瀬正樹 　　Ⅳ　市民のにぎわい、利便性について

続き 　　Ⅴ　地域資源について
　②　市民の声の取り上げについて、十分か
　③　候補地決定までの流れは
　④　４月から予定されている新庁舎の整備手法、規模、機能等の
　　審議は太田駅周辺について行うものか
　⑤　上位計画策定前に新庁舎整備計画が一人歩きしていないか

3 前田孝 １　新池町地内に進出の複合商業施設について
日本共産党

市議団
　①　複合商業施設の概要（面積、進出商業施設店舗数、進出店舗
　　の名前）

(一問一答) 　②　農地（水田）の宅地転用に伴う排水対策はどのように対処す
　　るのか
　③　農業排水路から都市排水路への改良についてはどのような対
　　策があるのか
　④　複合商業施設付近の交通量増加が予想されるが、生活道路に
　　侵入などの事態も発生する恐れもあり、交通安全対策はどのよ
　　うに対処するのか
　⑤　市道新池162・366・369号線路線の拡幅や、排水路への蓋の
　　「伏せ越し」などによる安全対策はどうか
２　水道法の一部を改正する法律の施行について
　①　今回の改正の主な内容は、水道事業の民営化にあるのか
　②　コンセッション方式については地方自治体は公共施設などの
　　所有権を持ったまま運営権を民間企業に売却するやり方である
　　が、具体的にはどのようなことか
　③　今回の法律改正に対する市の今後の方向は
３　新庁舎建設地選定について
　①　「未来のまちづくり委員会」からの候補地選定の中間答申に
　　ついて
　②　県畜産研究所養豚・養鶏研究部関市移転についての見解
４　西体育館の利用及び管理体制について
　①　開館後の利用状況
　②　体育館利用にあたり、「鍵」の管理使用について
　③　西体育館の管理人の必要性は

4 片桐美良 １　防災行政無線による火災放送中止について
結いの会 　①　火災放送を中止する理由は
(一問一答) 　②　火災発生時の地域協力をどう捉えているか

　③　火災発生時にメールと幹部への電話で、今までと全く同じよ
　　うに団員参集出来るか
　④　この１年間の火災放送の代替え方策の検討内容は。すぐメー
　　ルみのかもの火災情報登録者数は
　⑤　今後における防災行政無線運用は
２　東海環状自動車道美濃加茂サービスエリアについて
　①　直近１年間の東海環状自動車道通行車両数と今後の利用予測
　　は
　②　サービスエリアの利用者数と売上高は
　③　駐車場の再整備ができないか
　④　レストラン及び売店について
　　Ⅰ　営業時間の拡充は
　　Ⅱ　ここだけの土産品、レストランメニューの充実策は
　　Ⅲ　里山公園からの動線確保と誘客を
　　Ⅳ　一般道からの誘客する方策を
　⑤　美濃加茂市及び定住自立圏域の紹介ＰＲについて

5 柘植宏一 １　第６次総合計画について
新しい風 　①　基本構想における６つの重要施策について

(一問一答) 　　Ⅰ　重要施策を健康増進、多文化共生、女性活躍、防災減災、
　　　都市整備、産業振興の６つとした理由は何か
　　Ⅱ　教育及び高齢者、障がい者の福祉の視点が薄い気がするが
　　　どうか
　　Ⅲ　市民協働あるいは地域自治の視点はあらゆる政策分野に必
　　　要な視点と考えるがどのように反映されるか
　　Ⅳ　市役所の役割を改めて目標設定するべきと考えるが
２　教育振興基本計画について
　①　総合計画とはどのように連関すると考えるか、また総合計画
　　との整合性はどのように確保するか
　②　主要な成果指標であるＫＰＩ設定についてどのように考えて
　　いるか
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
柘植宏一 ３　災害時協力協定について

続き 　①　災害時における民間事業者との協力協定にはどのような種類
　　があるか、また入札等における協力事業者への恩典はどのよう
　　になっているか
　②　建設関係の協力団体に未加盟な業者との協定締結も災害時対
　　応として有効と考えるがどうか

6 森厚夫 １　大型連休中の公的機関の対応について
新生会 　①　市役所　５月１日の受付業務

(一問一答) 　②　ごみ回収　回収日の変更の有無、周知
２　第５次総合計画後期基本計画について
　①　みんなの「まる」　地域がいきいきと活動できる仕組み
　②　元気の「まる」　賑いのある「まちなか」を再生
　③　笑顔の「まる」　地域ぐるみで安全な環境をつくる
３　新庁舎建設について
　①　候補地の比較
　②　ＬＣＣの算出方法は
４　新年度重点施策について
　①　活力　市街地再開発事業の計画
　②　安心　待機児童
　③　教育　スクールロイヤー設置

7 酒向信幸 １　森林環境税・森林環境譲与税について
結いの会
(一問一答)

　①　県では森林・環境対策の緊要性から、豊かな自然環境の保全
　　と再生に向けた取組みを推進するための費用として「清流の国
　　ぎふ森林・環境税」を平成24年度から導入した。本市における
　　７年間の事業の成果・効果と今後の展望は
　②　国は自然条件が悪い森林について市町村自らが管理を行う
　　「新たな森林管理システム」を創設することから国民一人一人
　　が等しく負担を分け合い我が国の森林を支える仕組みとして平
　　成36年から森林環境税(仮称)として課税される。今後国税、県
　　民税での二重課税の可能性を懸念が予測されるがどう考えるか
　③　平成31年度から森林環境譲与税(仮称)により一旦集められた
　　税を間伐などを実施する市町村やそれを支援する都道府県に客
　　観的に譲与され、各事業に充てられる。まずは本市が抱える森
　　林の課題・問題点は
　④　本市が抱える問題の中には森林所有者の不明、又は所有者の
　　森林への無関心により整備が行き届かない放置状態が多くある
　　と思われる。これを機に着手しなければならないと思われるが
　　どのように考えるか
　⑤　森林環境譲与税(仮称)の使途については間伐や路網といった
　　森林整備に加え、森林整備を促進するための人材育成・担い手
　　の確保、木材利用の促進や普及啓発に充てなければならないが
　　本市が取組むべきことは何か
　⑥　森林環境税(仮称)により森林整備に地域の安定的な財政が確
　　保されることで安心・安全の確保と地域の安定的な雇用の創出、
　　地域の活性化に繋がると思われる。日本の森林又は美濃加茂市
　　の森林を守るためにやらなければならないこととは何か
２　ＩＣＴの活用について
　①　人口減少、少子・高齢化社会が進む中、各自治体にはさらな
　　るコストや人員削減が求められている。その一方で住民のニー
　　ズは多様化・高度化している。様々な分野に対応するための解
　　決策として各自治体はＩＣＴ導入で対応している。本市は教育
　　に関して導入を始めたところであるが、ＩＣＴ活用事業につい
　　てどのような考えがあるか
　②　本市ではＩＣＴ活用事業としてＭＩＭＯＴＥを活用して保育
　　の質の向上と保育士の人材育成を図る目的で導入した。子ども
　　の個々の状態を観察・把握し記録に残し、保育士間での情報共
　　有からコミュニケーションが図られるとしている。全保育園に
　　導入され２年が経つが現状は
　③　小規模特認校である三和小学校、伊深小学校に１人１台タブ
　　レットパソコンを貸与し情報教育推進モデル校として、ＩＣＴ
　　教育を推進している。環境も整備され新しい授業スタイルがス
　　タートした。授業の内容、進め方について先生や生徒の反応は
　　どうか
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
酒向信幸
　 続き

　④　文部科学省では2020年度からの新学習要領の全面実施に向け、
　　整備方針及び地方財政措置を踏まえて、学校の環境整備に係る
　　経費を予算化し、整備を進めていくことが喫緊の課題としてい
　　るがこれに対する本市の考えは

8 坂井文好 １　「2025年」問題について
結いの会
(一問一答)

　①　現在、美濃加茂市における高齢者（65歳以上）の人口とその
　　割合はどれだけか。また、2025年にはどうなるか
　②　団塊の世代（昭和22年～24年生まれ）が後期高齢者となる
　　2025年に向けての財政対策は
　③　「健康」が重点政策の中心におかれているが、目標とする美
　　濃加茂市の健康寿命と平均寿命は何歳か
２　あい愛バスについて
　①　平成31年度の利用者数の目標値と達成するための課題は何か
　②　各地域の交流センター及び自治公民館での利用者数はどれだ
　　けか。まだ一度も利用されてないバス停はあるのか
　③　冬は寒く夏は暑いバス停だが高齢者にはベンチが必要ではな
　　いか
　④　名鉄広見線の今渡駅と美濃太田駅（または古井駅）を結ぶ計
　　画はあるのか
　⑤　乗り換えの利便性を良くするために、駅北口を発着とするバ
　　スターミナルの集約化はどうか
３　自治コミュニティについて
　①　社会福祉協議会が高齢者向けに「ふれあい・いきいきサロン」
　　活動を支援しているが、使用する自治公民館の老朽化が目立っ
　　ている。改修や設備等に対する行政補助を求める声が多いが、
　　対応は
　②　今後、普及に伴うニーズが高まることから、行政と社会福祉
　　協議会との連携と役割分担はどのようになっているか
４　空き家問題について
　①　現在、空き家の数は地域別にどれだけあるか
　②　空き家バンクの活用度はどれだけか
　③　空き家の利活用に対する対策と支援は
　④　空き家への転居助成金は
　⑤　人口の市外流出防止と空き家の見守りができるよう市内居住
　　移動への助成金は

9 森弓子 １　樹木葬について
結いの会 　①　市営墓地の管理状況

(一問一答) 　②　樹木葬墓地の考えは
２　観光・インバウンド対応について
　①　里山公園にホテルができることへの対応
　②　特定用途制限地域の見直しの考えは
　③　リバーポートパークにキャンプ・グランピング施設の考えは
　④　駅前の観光案内看板に最新情報を
３　市民満足度調査について
　①　回収率が低すぎるのではないか
　②　自由意見が多いがどのように活かされているか
　③　新庁舎についても意向調査の項目に入れてはどうか
４　津田左右吉博士の顕彰について
　①　早稲田大学との交流を
　②　資料調査を進めては

10 金井文敏 １　施政方針について
市議会 　①　基本方針「３つの健康」について
公明党 　　Ⅰ　健康ポイントとの連携について

(一問一答) 　　Ⅱ　外国人との交流について
　　Ⅲ　都市と自然が調和した快適なまちについて
２　フレイルチェックの導入について
　①　当市のフレイルについての考え
　②　健康施策としてのフレイルチェック
３　今後の投票所のあり方について
　①　投票所の設置基準について
　②　共通投票所の設置について
　③　有権者の利便性の向上を図ることについて
　④　若年層の投票率向上施策について
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
金井文敏 ４　連絡所長の職責について

続き 　①　連絡所の業務範囲について
　②　連絡所長の役割について

11 田口智子 １　緊急時の女性の活躍について
結いの会
(一問一答)

　①　昨年６月の豪雨による断水時に、飲用水やトイレの確保に困
　　った経験は記憶に新しい。先日、内陸直下地震に係る震度分布
　　解析・被害想定について岐阜県より発表があったが、本市の地
　　震による上下水道はどのくらいの震度で停止してしまうと予想
　　されるか
　②　緊急時の仮設トイレの設置場所や数は。また、簡易トイレ、
　　携帯トイレの本市での備蓄数は
　③　本市では女性消防団員の募集をしているが、現在の状況は。
　　また、今後どのような活動を期待されるか
２　あい愛バスについて
　①　あい愛バスの現在の利用者状況と利用者の年齢層、多く利用
　　されている便は
　②　ＬＩＮＥアプリを使用した、バスロケーションシステム
　　「ＭＯＱＵＬ」によるバスの位置情報の効果は。また、バス運
　　賃のスマホ決済等の導入の考えは
　③　あい愛バス懇談会で、参加者からバスに対するアイデアがあ
　　ったが、本市としてもより多くの市民に利用してもらえるよう
　　に、何か対策を考えているか

12 永田徳男 １　原子力災害対策について
結いの会
(一問一答)

　①　震災事故後、８年が経つ訳だが、平成25年に防災計画が策定
　　され内容等はその後、基準値など変更はあるのか
　②　岐阜県との連携はどのような手順で行うのか。又、模擬訓練
　　等されたことがあるのか
　③　放射能の水道水への影響に対応しているのか
２　幼児、児童虐待対策について
　①　現在、市内に同様な事案は存在するのか
　②　現在どのような手順で、対応しているのか
　③　警察との連携は、どのように考えているのか
３　空き家対策について
　①　現在、市内に空き家は何軒あるのか
　②　現在、市内に廃屋状態で損壊の恐れのある空き家があるが、
　　どのように対応されるのか
　③　行政の強制執行等の手法はできないものか

13 牧田秀憲 １　外国人材の受け入れについて
結いの会
(一問一答)

　①　深刻化する人手不足対策として、新たな在留資格制度の導入
　　が予定されるなど外国人材の受け入れ拡大が見込まれるが、今
　　後どのような取り組みを行っていくのか
　②　市内企業に研修生を含め、どれだけの外国人の方が雇用され
　　ているか、本市として把握しているのか
　③　在留資格制度の導入によって今後の市内企業の受け入れ態勢
　　についての調査はしているのか
　④　日本語教育など生活支援体制はどのように考えているか
　⑤　地域振興課多文化共生係の体制について、今の業務と今後の
　　業務体制について
２　多文化共生について
　①　今後の多文化共生の役割について
３　のぞみ教室について
　①　新たなのぞみ教室の開設により、今後の指導体制や受け入れ
　　など現状と課題について
　②　国の補助の割合をふやし、市の負担を軽減する改善に向けて
　　の取り組みについて

※進行の状況によって、午後の予定の議員が、午前に繰り上がる場合があります。
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