
予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
1 渡辺孝男 １　新型コロナウイルス問題について

結いの会
代表質問

　①　中国を中心に広がっている新型ウイルスについて、本市とし
　　ての感染予防策などについての対応は

(一問一答) ２　５次総の総括及び６次総の取り組みについて
　①　本年度で第５次総合計画が終了するが、総括するとどのよう
　　に評価するか
　②　新年度からスタートする第６次総合計画では、健康を掲げら
　　れている。その中でも健康な体づくりが重要と考えるが、今後
　　の取り組み及び計画について市の進め方は
３　健康活動されている健寿会の補助金について
　①　高齢化が一段と進む中、健寿会等で活動されている団体は健
　　康に重点を置き活動をされているが、補助金を増額する考えは
４　人生100年時代に向けた市の取り組みについて
　①　色々な地域で人生100年時代到来に向け事業計画をされている
　　が、本市も健康長寿できる取り組みを考えてはと思うが市の考
　　えは
５　ねんりんピックで本市をＰＲする考えについて
　①　60歳以上の方々を中心とするねんりんピックが岐阜県で開催
　　され本市でも将棋が開催されるため、訪れる人に健康をキーワ
　　ードにしたおもてなしを行い、市のＰＲをすると良いと思うが
　　市の考えは
６　今後の企業誘致できる土地の整備について
　①　東海環状線の付加車線設置工事がスタートし道路網の整備が
　　進む中、早急に企業誘致できる土地を整備し産業振興につなげ
　　ると良いと思うが市の考えは
７　新庁舎建設について
　①　未来のまちづくり委員会から提出された答申書の中に「想定
　　される災害に対して万全の対策を行うこと」と付帯意見が出て
　　いるが、市としてどのような対策をするのか
　②　新庁舎建設には最適な事業手法を選択することとあるが具体
　　的な考えはどのようなものか
８　市長の施政方針について
　①　来年度は市債残高が増え財政を圧迫すると考えられるが市の
　　考えは
　②　地域防災力強化事業は、ハード・ソフトの両面での事業が必
　　要と考えるが、主な取り組みについて市の考えは

2 髙井厚 １　一般会計歳入予算について
広目

代表質問
　①　昨年度より増額した個人市民税。給与所得者の増加、給与所
　　得額の上昇の概要を

(一括質疑) 　②　今回1,000万円増の見込みの法人市民税。増見込幅が小さいと
　　感じるが説明を
　③　話題のつきない「ふるさと納税」だが、市の考え方と今後の
　　対応を伺う
２　ネットワークとサテライト構想について
　①　「あい愛バス運行時間」の短縮についての考え
　②　連絡所の機能拡大強化、呼称変更についての所見
３　新庁舎整備事業とまちづくりについて
　①　「賑わい」の共通イメージが必要。市としてのにぎわいの捉
　　え方を具体例で伺う
　②　賑わい創出への市のかかわり方について
　　Ⅰ　行政サービスの全部または一部を休日実施に設定すること
　　　の考え
　　Ⅱ　古くなっている中央図書館機能を新庁舎に取り込んでいく
　　　考え
　　Ⅲ　指定管理者制度導入の可能性の有無は
　③　民間駐車場の利用時の料金補助の考え
４　農業の家族経営・中小経営支援について
　①　市内の農地面積の推移（10年前との比較で）を説明願う
　②　現在の農業従事世帯数と専業農家数を伺う
　③　本市における、農地の集約の進捗状況を伺う
　④　農業の家族経営や兼業農家の支援についての所見を伺う
　⑤　多面的機能支払い制度や農業生産法人など、地域力を生かし
　　た農業経営についての所見を伺う
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
髙井厚
　 続き

５　安心な地域生活の確保について　「起きると困るようなことは
　起きないということにする」「起きて困ることは起きないのだ」
　こういった考え方や態度はなかなかなくならない
　①　2,775万円の予算額をつけた防犯活動推進事業の詳細、とりわ
　　け市民・事業者・市の３者の協働による防犯活動の概要を伺う
　②　防災行政無線設備をアナログ方式からデジタル方式への更新
　　として、8億8,900万円余の予算の概略を伺う。とりわけ、受信
　　する住民側の大きなメリットは何か伺う
　③　人口が１万人を越えている加茂野町では、今も加茂署の駐在
　　所であることから、担当官が不在の時間帯が多く、安心感が担
　　保できていない。交番への格上げについての所見を伺う
　④　市内河川の今後の浚渫等整備計画を伺う
６　教育の振興について
　①　ＧＩＧＡスクール構想推進事業の今後
　　Ⅰ　ＧＩＧＡスクール活用の有効性をどう捉えているのか伺う
　　Ⅱ　端末選定にあたっての基準をどう設定しているか伺う
　　Ⅲ　指導体制の充実、カリキュラムの編成の今後の計画を伺う
　　Ⅳ　可茂は一円。管内市町村は同様の取組みをしていくのか伺
　　　う
　②　ロングスパン教育は今後どう充実していくのか伺う
　③　面による指導の発展策、改善策を伺う
７　市役所の経営について　市の行財政運営の評価は、最終的には
　市役所スタッフ個々の能力や組織としての在り方に負うのではな
　いかと思う。市民満足度という言葉もある一方、行政マンとして
　の誇りや喜びも大事
　①　人材育成の方針や主な重点を伺う
　②　働き方改革に関わった今後の取組みを伺う
　③　周辺市町村との連携についての所見を伺う

3 片桐美良 １　リバポ・里山・健康の森の更なる活用について
結いの会
(一問一答)

　①　リバーポートパークを中心として木曽川の活用を、可児市と
　　連携できないか
　②　里山公園の再整備の進捗状況と建設中のホテル客の市内誘導
　　策は
　③　健康の森の展望台改修計画と、どんぐり広場の遊具の充実に
　　ついて
　④　三公園連絡バス運行について
２　里山千年構想について
　①　里山整備後の持続管理について
　②　整備区域での道路にはみ出ている木の除去について
　③　企業の参画について
　④　森のさんぽ道について
　⑤　旧櫻井邸の活用について
　⑥　里山体験活動について

4 前田孝 １　新型コロナウイルスについて
日本共産党 　①　ウイルスに対する予防対策の周知は。また相談窓口はどこか

市議団 　②　市として、ウイルス感染時の対応マニュアルはあるか
(一問一答) 　③　隔離設備など備えた感染症指定医療機関はあるか

　④　学校、保育園、老人施設等の公共施設や民間施設に対する反
　　応は
　⑤　各種イベント団体諸行事についての対応は
２　新庁舎建設について
　①　美濃加茂市ハザードマップについて
　　Ⅰ　マップエリア８について浸水の計画規模と最大規模の違い
　　　は
　　Ⅱ　最大浸水区域図の国交省の見解は
　　Ⅲ　太田駅南地区（商業ビル）及び現庁舎の標高は
　　Ⅳ　木曽川の堤防の高さは
　②　未来のまちづくり委員会の最終答申について
　　Ⅰ　答申書の付帯意見についての見解は
　　　ア　建設計画予定地は、想定される災害（浸水・地震）に対
　　　　して万全の対策を行うこととあるが、その対策は
　　　イ　駐車場は分散型の駐車場配置が想定されるが、来庁者に
　　　　とって利用し易い駐車場を整備することとあるが、その対
　　　　策は
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
前田孝 　③　４候補地の比較報告書について
　 続き 　　Ⅰ　この報告書で市民説明会をするのか

　　Ⅱ　市としての新庁舎関連施設等の結論が出ているのか
　　Ⅲ　かわらばん７号について

5 森厚夫 １　新年度予算について
新生会

(一問一答)
　①　一般会計230億8,000万円に対する市税総額85億4,600万円の各
　　税に対する前年度までの滞納件数、滞納未納額等どのように対
　　処、収納整理され新年度予算に活かされているか
２　新庁舎建設について
　①　未来のまちづくり委員会の答申について
　　Ⅰ　木曽川浸水想定区域の見解
　　Ⅱ　駐車台数
　　Ⅲ　ペデストリアンデッキ
　　Ⅳ　商業的機能及びコンベンション機能
　②　候補地の比較について
　　Ⅰ　候補地のメリット・デメリット
　　Ⅱ　候補地の総工費
　　Ⅲ　投票による意向調査

6 柘植宏一
 新しい風
(一問一答)

１　教育振興基本計画について　２月２８日までパブリックコメン
　トに付されていた美濃加茂市教育振興基本計画案（フロム－０歳
　プラン２）は過去の計画と比して、より現状の課題に正面から向
　き合い、一歩踏み込んだビジョンや具体策を提示するなど、真摯
　な態度で策定作業が行われたことがうかがえる。この教育振興基
　本計画が確実に実現することを期待して以下質問する
　①　前期の教育振興基本計画と大きく異なる基本的視点は何か
　②　生きる力としての「知」、「徳」、「体」における基本的な
　　考え方は
　③　３本柱の一つ「学校の改革・改善」について
　　Ⅰ　前期計画における３本柱の一つが「授業改革」であったが、
　　　次期計画においては「学校の改革・改善」としている。変更
　　　の意図は何か、また「校長を中心として」とあるのはどのよ
　　　うな意味があるか
　　Ⅱ　「家庭生活の実態把握と指導」として市費支援員の配置を
　　　謳っているが、配置の内容及び具体的な活動はどうか
　　Ⅲ　「働き方改革の断行と職場環境の充実」としてスクールサ
　　　ポートスタッフの配置を計画しているがその配置内容はどう
　　　か
　④　３本柱の一つ「ロングスパン教育」について
　　Ⅰ　「幼児期の保育。教育の充実」による「保育内容と保育士
　　　の資質向上」とはどのようなことを想定しているか
　　Ⅱ　「特別支援教育の充実」において「学校種間の連携」とし
　　　て、個別支援計画を策定し、高等学校までの一貫した指導体
　　　制を構築します、としているが、どのような枠組みで具体的
　　　にどのように支援するのか
　　Ⅲ　「特別支援学校と連携」において「居住地校交流」に言及
　　　しているが、現状はどうか、また将来的な想定はどうか
　⑤　３本柱の一つ「面による指導」について
　　Ⅰ　「いじめや問題行動、不登校の未然防止と対応」における
　　　「あじさい教室の活用」について、現状の利用状況はどうか、
　　　また利用拡大のための改善策はどうか
　　Ⅱ　「開かれた学校づくり」におけるコミュニティスクールの
　　　設置の行程は、また地域学校協働本部の役割と構成はどうか
　⑥　教育振興基本計画と大綱について
　　Ⅰ　次期計画案に関わる市長の所感について
　　Ⅱ　計画の実施体制確保はどのような仕組みで行うか
２　地域自治、小規模多機能自治の推進について
　①　連絡所機能の今後のあり方はどのように考えているか
　②　連絡所機能とまちづくり協議会はどのような関係性を有する
　　か

7 村瀬正樹
　 広目
(一問一答)

１　新庁舎建設について　市執行部は、美濃加茂商業ビルを解体し、
　その場所に新庁舎の建物をつくろうとしている。その理念や理想
　はお聞きしているが、これからつめていかなければならない以下
　の５点について伺う
　①　30年で30億円の維持管理費の積算根拠は
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
村瀬正樹 　②　区分所有者への対応は
　 続き 　③　職員の退職への対応は

　④　株主への配慮は
　⑤　シティホテルのこれまでの歴史をふりかえるとき、行政が決
　　断して続行してきたものを、行政がとりやめることは問題がな
　　いか

8 渡辺義昌
 結いの会
(一問一答)

１　兼業農家の担い手不足について　農地を守ることは、環境を守
　る事でもあり、農業をしていただく事、農業を続ける事が重要だ
　と考える。そこで、農家の現状、後継者について伺う
　①　兼業農家においては第１種兼業農家、第２種兼業農家と分類
　　されている。それぞれの兼業農家の現状について伺う
　②　高齢化、核家族化により作業が出来ないなどによる耕作放棄
　　されている方は、どのくらいあるか
　③　担い手不足による耕作放棄されている方は、どのくらいある
　　か
　④　担い手不足の原因は、どこにあると考えるか
　⑤　農業振興に関する支援事業は、どのようなものがあるか
　⑥　兼業農家に対する補助金制度「農業次世代人材投資事業」が
　　あるが、本市の利用状況はどのようになっているか
　⑦　これからの農業担い手について、農業継承についての考えは
２　老人クラブと自治会公民館利用について　高齢化の進む中、交
　通弱者の交流の場は、歩いて行ける自治会の公民館である。交流
　センターの利用についてと、老人クラブ等活動の拠点となりうる
　自治会公民館の利用促進について伺う
　①　交流センターの利用状況について
　②　老人クラブの利用状況について
　③　市内の自治会の公民館の件数は
　④　自治会公民館の利用状況は
　⑤　地域での老人クラブの自主活動の実態と公民館利用状況は
　⑥　活動に対する本市の支援の状況は
３　インフラ事業と市債について　市政60年余りの歴史の大きな転
　換期になり、第６次総合計画や都市計画マスタープラン、立地適
　正化計画など本市の未来の指針を定める年度になるが、インフラ
　整備、市債について伺う
　①　本年度着手の大型事業についてそれぞれの総予算はどのよう
　　になるか
　②　新庁舎も含めハード面での大型事業の計画はどのような事業
　　があるか
　③　それぞれの予算はどのくらいを考えているか
　④　現在の市債残高はいくらか
　⑤　今後のインフラ事業や市債についての考えを伺う

9 金井文敏 １　施政方針について
市議会 　①　人口減少を抑制する取り組みについて
公明党 　　Ⅰ　現状認識

(一問一答) 　　Ⅱ　将来都市像
　②　市民の防災・減災意識の向上について
　　Ⅰ　社会的包摂とレジリエンスの強化
２　認知症事故、徘徊時の賠償負担軽減について
　①　認知症高齢者の損害賠償保険事業について
３　気候非常事態と市民生活について
　①　「美濃加茂市気候非常事態宣言」の制定について
　　Ⅰ　現状

10 山田栄 １　新庁舎建設について
 結いの会
(一問一答)

　①　現本庁舎施設の現在の課題、今後の修繕計画、活用期間につ
　　いての見解は
　②　現本庁舎移転の場合の跡地活用構想は同時期に進める必要が
　　ある
　　Ⅰ　生涯学習センター内に関係部署を残すのか
　　Ⅱ　現本庁舎移転の場合の跡地の民間活用の考えは
　③　限られた財源の中、将来負担率０％維持を目標としての計画
　　と伺っているが、その取り組みについて
２　住宅施策の充実について
　①　一般住宅リフォームへの補助金制度の状況は
　②　高齢者福祉のバリアフリー推進の状況は
　③　下水道事業について
　　Ⅰ　水洗化率向上に向けた施策について
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
山田栄 　　Ⅱ　下水道管路更新整備計画について
　 続き 　④　空き家・空地解消へ向けた取り組みについて

　⑤　特定空き家と周辺とのトラブルは
３　観光について
　①　木曽川流域の観光地ブランド化へ向けた岐阜県の取り組み状
　　況は
　②　リバーポートパークの今後の整備計画は
　③　観光事業に対する地域連携の推進状況は
　　Ⅰ　広域圏・定住圏・民間企業等との連携は
　　Ⅱ　外部人材活用の成果、今後についての考えは
　④　インバウンド事業に対する新型コロナウイルス肺炎の影響は

11 森弓子 １　新庁舎・公共施設整備関連について
結いの会 　①　未来のまちづくり委員会の答申（中間・本答申）
(一問一答) 　②　駅南地区再開発事業に市所有のシティホテルを含めた地権者

　　としての考えは
　③　他の公共施設の建替え
　④　立地適正化計画及び都市計画マスタープランとの整合性
　⑤　市民説明・付帯意見について（サテライト地域にはサテライ
　　トのあり方についての説明も必要）
　⑥　建物があればまちは賑わうのか。市民サイドの駅前または太
　　田町のまちづくり協議会の設立は
　⑦　庁内体制の再構築（ワーキンググループ等のトップは）
　⑧　下米田保育園について
２　環境関連施策について
　①　地球温暖化の市民学習会のあり方（映画上映）
　②　環境まちづくりプランの策定
　③　４Ｒの市民への啓発
　④　ミューカードにおける（可燃）ごみ袋購入を
　⑤　ウォーク＆ごみ拾いを　個人のごみ拾い用のごみ袋（グリー
　　ン・小型）を配布してはどうか
　⑥　高齢者にやさしいゴミ出し制度

12 永田徳男 １　急発進防止装置について
結いの会 　①　先進安全自動車購入費補助制度申請者の現状
(一問一答) 　②　後付け防止装置補助制度の利用状況

　③　後付け防止装置補助制度の対象車種について
２　あい愛バスについて
　①　利用者の目的はどこにあると想定しているのか
　②　現在の運行状況をどのようにとらえているのか
　③　この事業の最終目標は何か
３　投票所について
　①　縮小しなければならなかった理由は
　②　投票率に対する考え方は
　③　自動車等の免許のない方への配慮について

13 酒向信幸 １　美濃太田駅周辺再開発について
結いの会
(一問一答)

　①　都市計画マスタープランにおける将来都市構造では都市拠点
　　として美濃太田駅周辺地区とされている。中心市街地の活性化
　　はマスタープランである「コンパクトなまちづくり」を実現し
　　なければならない。本市が目指すコンパクトなまちづくりとは
　②　将来像を共有し、総合的・戦略的に中心市街地のまちづくり
　　進める中で新年度から策定される美濃太田駅周辺市街地整備基
　　本計画であるが計画の内容について
　③　昨年設立された美濃太田駅南地区街づくり協議会。今後本市、
　　協議会双方が行っていかなければならないことをお聞きする。
　　また、連携・協力が不可欠と思うが考えは
　④　事業に向け当面の計画が必要となってくる。事業の流れの中
　　には都市計画決定を経て再開発の組合設立を目指すことになる
　　が、本市も組合の一員となり共にまちづくりを形成する方向が
　　よりメリットも増えると思うが考えは
　⑤　まちづくりに関わる事業を推進するほか、地域の課題解決の
　　ため、地域に出向いて地域の方々の活動をサポートするまちづ
　　くり活動に関する専門家がまちづくりアドバイザーであるが、
　　本市における役割は何か
　⑥　事業の目標を10年とした場合に駅前が生まれ変わる10年後を
　　スタートとすれば、20年後の駅周辺理想の姿は
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
14 坂井文好 １　感染症対策について

結いの会
(一問一答)

　①　市ホームページの「新型コロナウイルス感染症について」注
　　意情報の提供（2月25日）は遅くないか
　②　インフルエンザを中心とした感染症対策物品として、マスク
　　等は適正に備蓄されているか
　③　24時間365日「電話健康相談事業」が新たに始まるが、具体的
　　に相談できる内容とは
２　インバウンド事業について
　①　外国人観光客のうち、どこの国のどういった人をターゲット
　　にするのか
　②　観光ルートと移動手段はどのように考えているか
　③　宿泊施設や飲食場所はどのように考えているか
　④　「麒麟がくる」で湧く可児市への観光客を当市へ取り込めな
　　いか
３　地球温暖化への適応について
　①　温暖化がもたらす異常気象に対し、農業をどのように適応さ
　　せて行くのか
　②　大規模な風水害等発生時、当市の防災はどこまで適応できる
　　のか（避難体制、水・食料等の供給等）
４　新庁舎について
　①　浸水の恐れや駐車場が不便という課題が市民から上がる中、
　　駅前ににぎわいの為に庁舎をなぜ建てなければならないのか

15 田口智子 １　女性活躍推進事業「Caminho（カミーノ）」について
結いの会
(一問一答)

　①　本市の女性活躍推進事業「カミーノ」の明確な趣旨、５年が
　　経過した進捗状況や成果について
　②　第６次総合計画のスタートに伴い、第２期「カミーノ」への
　　継続的な取り組みは
　③　姫Bizの支援による企業者の現在の継続状況は
　④　リオラの来訪者の相談内容について。また姫Bizとリオラと重
　　なる部分もあるが連携しているか
　⑤　子育て支援員の養成研修の内容は。研修後に保育に関わる仕
　　事に携わったその効果は
　⑥　令和２年度の放課後児童クラブの状況、放課後や長期休暇の
　　子育ての支援の充実について今後の対応は
　⑦　「話せる英語教育事業」を踏まえ、本市の子どもたちの全国
　　学力・学習状況調査結果の英語の学力に対する考察は
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※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。


