
予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
1 渡辺孝男 １　新型コロナ感染症の中、税収を含めた今後の見通しについて

結いの会
代表質問

(一問一答)

　①　コロナ感染症問題で我が国は戦後最大の経済危機に直面し、
　　地域経済にも大きな影響が及び、今後地方財政は巨額な財政不
　　足が予想されるが、今年度の税収含め、今後の見通しをどのよ
　　うに捉えているか
２　令和３年度予算の基本方針について
　①　感染症で日本経済が低迷している状況の中、本市として令和
　　３年度予算の基本方針はどのように考えているか
３　新型コロナウイルス感染症が本市へ与えた影響について
　①　現在までに中止や延期された主催・共催事業に対し予算執行
　　できなかった事業費や、補助金などの総額はどれだけか。また、
　　今後の取り扱いをどのように考えているか
　②　地域の伝統行事等が感染症で中止になり、自治会のコミュニ
　　ティーの希薄化が進むことが懸念されるが市としての考え及び
　　支援策は
　③　新型コロナ感染症で、事業者や児童・生徒、高齢者等を含め
　　た市民全体が経験したことのない困難に直面しているが、市民
　　に及ぼしている影響を市はどのように捉えているか
４　新型コロナ感染症対策について
　①　市民への情報提供はホームページ等で発信され、電子媒体を
　　持たない情報弱者に配慮が薄れていると思うが市の考えは
　②　終息の見通しは不透明で本格的な回復には時間を要し、感染
　　拡大の第３波に備えて防疫対策をより強固にすることが重要と
　　考えるが市の進め方は
　③　市の新型コロナウイルス感染症対策本部で対応策等を論議さ
　　れているが、人員構成はどのようになっているか
５　複合災害時の避難場所について
　①　災害時の避難所も感染症対策の三密を遵守する必要があるが
　　どのような方法を実施するのか。また、指定避難所の収容人数
　　はどのようになるか
　②　自治会員の方は近くの公民館などに避難することも予想され
　　るために、災害時の備蓄品を整備するとよいと考えるが市の考
　　えは
６　オンライン活用した職員の働き方改革について
　①　今回の感染症で民間企業含めオンライン活用のテレワークが
　　行われたが、市として在宅・サテライトでの勤務の考え方及び
　　実施の考えは
　②　市民の方が役所に行かなくても連絡所から担当課にオンライ
　　ンで話ができる、住民サービスも考えてはと思うが市の考えは
７　成年年齢引き下げに伴う市主催の成人式について
　①　2022年４月から成年年齢を引き下げる民法の一部を改正する
　　法律が施行されるが、今後市の成人式のあり方についてどのよ
　　うに考えているか
８　新庁舎建設について
　①　諮問委員会での答申も出され、議会としても特別委員会で現
　　地調査及び議論を重ねたため、市民の方に方向性を示すべきと
　　考えるが市の考えは

2 金井文敏 １　「新しい生活様式」に向けた諸施策の具体化について
市議会
公明党

(一問一答)

　①　文化芸術、図書館、公共の施設など、人の集まる空間では、
　　「密」を可視化するためのオンライン情報やアプリなどを活用
　　等、現在の取組状況と今後の見通しについて
　　Ⅰ　オンライン予約システムについて
　　Ⅱ　プッシュ型情報発信について
　　Ⅲ　文化芸術・スポーツ活動継続に向けた支援について
　②　ＩＴの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化
　　させるデジタルトランスフォーメーションによって、地域の価
　　値を高めていくことにより、移住や企業誘致を促進すると考え
　　る
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
金井文敏
　 続き

　　Ⅰ　医療や住まい、交通などがアクセスしやすいサービスを、
　　　地域限定で整えることについて
　　Ⅱ　空き家を利活用したワーキングスペースの整備や住宅の整
　　　備について
　　Ⅲ　自転車や自動車などを、多くの人と共有して利用する仕組
　　　みづくりの推進について
　③　「新たな日常」の構築に向け、さまざまな生活現場で感染拡
　　大を防ぐ取り組みが必要と考えるが、生活上のリスクを下げる
　　ためにどう取り組まれるのか
　　Ⅰ　多くの人が集まる場所の水道やトイレ等に、手を触れずに
　　　済ませることができる自動化の推進や工夫について
　　Ⅱ　マンションや住宅における宅配ボックスの設置について
　　Ⅲ　行政文書の回覧板の活用について
２　コロナ禍における避難所運営のあり方について
　①　感染症を発症した可能性のある避難者の対応について

3 田口智子 １　子どもたちの安全ついて
結いの会

(一問一答)
　①　今年の夏、子どもたちは大変厳しい猛暑の中での登下校とな
　　った。市内各学校での熱中症対策の取組について
　②　高温注意報発令時や猛暑日が予想される場合の登下校の対応
　　について
　③　今後の様々な気候の変化（夕立やゲリラ豪雨、台風等）によ
　　る登下校の対応について
２　地域内通貨についての考えは
　①　本市の「ミューカード（地域内通貨）」の状況、登録ボラン
　　ティアの内容について
　②　加盟店、利用者共に減少傾向であるミューカードをどのよう
　　に捉えるか
　③　今後の地域・経済の活性化に向けて、地域通貨のリニューア
　　ルの考えは

4 前田孝 １　新庁舎建設問題について
日本共産党

市議団
　①　住民説明会の日程発表の記者会見について及び説明会開催に
　　あたり３密に対する対策は。また、説明会の内容は

(一問一答) 　②　建設用地選定にあたり、議会での「市民の皆様に理解してい
　　ただけるように丁寧に説明する」と答弁があるが、市民が理解
　　されたか、他市でもやられている住民投票での意向調査が必要
　　と思うが
２　新型コロナウイルス感染症対策について
　①　感染症が広がらないように制御するために、医療介護・福祉・
　　保育・学校などで働く人達への定期的なＰＣＲ検査や、感染震
　　源地に網羅的に検査できる体制の確立と、社会的検査を行政的
　　検査にするよう要請することについての見解は
　②　医師の診察でＰＣＲ検査は受けられるが、検査希望者に対し
　　ての検査料の補助制度について見解は
　③　軽症者・無症状者の受け入れ施設について中濃圏域での現状
　　は（ベッド数・利用状況・施設新設等）
　④　複合災害における避難所確保についての現状と対策は
３　小中学校の少人数学級の実現に向けて
　①　本市における小中学校の各学級の生徒数は何人か
　②　新型コロナウイルス感染症対策として、分散登校や時差登校
　　が行われたが、子どもたちの感想は
　③　現在の各クラス人数で社会的距離（ソーシャルディスタンス）
　　が保てて感染症に耐えられるか
　④　全国知事会・市長会・町村長会の３会長が子ども達の学びを
　　保障するため「少人数編成を可能とする教員の確保」や、日本
　　教育学会は教員を増やし40人学級を見直し20人程度の少人数学
　　級を提言し国に要望しているが、どう思われるか
４　小学生の登下校時での、コロナウイルス感染症や猛暑熱中症に
　対する本市の対策は
　①　コロナウイルス感染症対策について
　②　猛暑・熱中症対策について
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
前田孝 　　Ⅰ　ランドセルの重さは
　 続き 　　Ⅱ　登下校時の歩行距離は

5 森厚夫 １　新庁舎建設について
新生会 　①　新型コロナウイルスに対する危機管理

(一問一答) 　②　防災拠点としての危機管理
　③　1988年オープン「シティホテル美濃加茂」設立趣意書につい
　　て
　④　30年間の駐車場借上料６億2,100万円について
　⑤　市民の理解を得るための意向調査の実施について

6 村瀬正樹 １　蜂屋調整池の破堤と浸水について
広目 　①　安全性の確認について

(一括質疑) 　　Ⅰ　地震による破堤の心配は
　　Ⅱ　豪雨時の湖面上昇による流出はあるか
　　Ⅲ　ハザードマップによる破堤時、浸水の最大の深さは
　②　定期点検と非常時点検について
　　Ⅰ　点検者と点検方法は
　　Ⅱ　異常発見時の避難指示の方法は
２　新庁舎建設について
　①　第２回地区説明会について
　　Ⅰ　コロナ禍による時期延期はあるか。あればいつごろか
　　Ⅱ　会場、会のもち方は前回と同じか
　②　建設地の、「議会における議員による議決」の時期は、議会
　　の新庁舎建設特別委員会での十分な議論と、市民への丁寧な説
　　明、情報開示、意向調査等の後を望むがどうか

7 永田徳男 １　新庁舎建設について
結いの会 　①　新庁舎建設の事業予算について

(一問一答) 　②　昭和57年からの駅前再開発の検証は
　③　最終答申を受けた現在の進行状況について
　④　再開発の考え方について
　⑤　災害に対しての考え方について
　⑥　立地適正化を踏まえた補助メニューは
　⑦　美濃太田駅南地区街づくり協議会との連携について
２　市道の整備について
　①　森山から川合の市道480・327・321号線の市道の整備について
　②　森山から川合の市道480・327・321・206号線をつなぐ遊歩道
　　としての再整備について

8 森弓子 １　ふるさと納税について
結いの会 　①　下降線である実績に対して、今後の取り組み策と目標は

(一問一答) 　②　「食ブラの玉子」制度の活用は
　③　ＳＮＳシェアによる宣伝のため「美濃加茂ふるさと応援団」
　　を作ってはどうか
２　自治会要望のあり方について
　①　重点要望への対応・実施状況は
　②　小山21号線について、市の道路施策としての拡幅計画は
　③　災害未然防止のため、用排水路の泥詰まりの実態の把握が必
　　要では
　④　「そういう箇所をお知らせください。」といった自治会との
　　コミュニケーションが必要では
　⑤　自治会・団体に対する有償クリーンパートナー制度を創設し
　　ては
３　高齢者のコロナ・熱中症対策について
　①　平時なら、個別訪問での啓発がされるが、新生活様式での対
　　応は
　②　高齢者世帯のエアコン購入補助の考えは
４　小中学校の課題について
　①　学童保育の教室不足はプレハブ教室建設で解消をしてはどう
　　か
　②　女子制服のスカートをスラックスと選択できるようにしては
　　どうか
　③　中学校の制服をブレザー化してはどうか
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
9 酒向信幸 １　コロナ禍における健康管理、体力づくりについて

結いの会
(一問一答)

　①　本来であれば４月から新生活がスタートし保育園・幼稚園、
　　小・中学校などに通っているはずの子どもたちが新型コロナウ
　　イルスの感染拡大により家にこもらなければならない状況が続
　　いた。このような状況下で抱えるストレスは様々あるようだ。
　　６月からスタートした新学期を終え、短い夏休みが終わり、学
　　校生活が再開したが、子どもたちの学校生活はどうであったか
　②　外出自粛による影響として「生活不活発」による健康への影
　　響が危惧されている。特に中高齢の方は体を動かさないと、フ
　　レイル（虚弱・体力減少）やロコモティブシンドローム（運動
　　器障害、骨粗鬆、関節痛など）、サルコペニア（筋量低下）に
　　なりやすいので、健康を維持するためにも意識的に運動、スポ
　　ーツに取組む必要があるが予防策、取組について伺う
　③　本市では岐阜県が開始した事業に協働し、平成30年９月に
　　「清流の国ぎふ　健康ポイント事業」を開始した。各種検診の
　　受診、健康教室への参加など市の設定した健康づくりメニュー
　　に参加した者にポイントを付与し、ポイント取得者に対して特
　　典を付与することにより健康づくりの取組への動機づけとして
　　いる。今年度の各種検診の受診者、健康教室の開催及び参加者
　　の状況について伺う
　④　新型コロナウイルスの影響で普段とは違う生活を送る中で食
　　生活の乱れも心配されている。ウイルスに負けないための食生
　　活としては、３食正しく、栄養のバランスのよい食事が大切で
　　ある。外出自粛が続いた中で、食べ過ぎや間食が増えると、栄
　　養のバランスが悪くなることに繋がる。野菜不足が心配される
　　中、野菜を多く食べていただこうと岐阜県も推奨しているが、
　　本市の取組の状況を伺う
　⑤　多くの方が新型コロナウイルスに対して強い不安を感じてい
　　るのではないか。このような状況の変化にはこころのケアが必
　　要である。本市健康課では「生きるための支援、ワンストップ
　　窓口」をはじめ、精神保健福祉士、弁護士、社会福祉士、保健
　　師などによる個別相談を行っているが現状を伺う
２　防災公園について
　①　地震災害や地震による火災等の二次災害に備えるには、地域
　　の避難場所や、防災活動拠点の整備だけでは不十分である。多
　　くの避難者や救護物資を収容するためには広大なスペースが必
　　要である。公園には広大なスペースがあり、誰もが立ち寄れる
　　特徴を持っている。これは防災という観点において非常に重要
　　な役割を果たす。防災公園を整備することは災害に強いまちを
　　つくるために必要であると考えるが、整備に対する考えを伺う

10 坂井文好 １　農業と福祉の連携について
結いの会 　①　障がい者の施設利用及び就労状況は

(一問一答) 　②　高齢者のシルバー人材センター登録及び雇用状況は
　③　働き先として、農業分野への就労は（福祉の面から見て）
　④　今後の民生費の抑制は
　⑤　農業の担い手として、障がい者や高齢者の雇用は（農業の面
　　から見て）
　⑥　コロナ禍における本市外国人労働者の動向は
　⑦　認定農業者の育成状況は
　⑧　スマート農業への取り組み状況は
　⑨　幼児教育として、「食育」提供の場としては

11 柘植宏一 １　事業評価について
新しい風 　①　議会による事業評価の成果及び課題について

(一問一答) 　②　庁内における事業評価システムの現状について
　③　６次総下における事業評価について
２　専決処分とその予算執行について
　①　７月29日に専決処分された補正予算第９号の「高齢者及び介
　　護・福祉従事者応援事業」に関して、29日の新聞折り込みに
　　「特別応援商品券取り扱い店舗募集」と題されたチラシがあっ
　　た。予算執行上の問題があると考えるが、どのような認識か
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
柘植宏一 ３　女性の社会進出について
　 続き 　①　教育分野における課題と方策は

　②　地域社会における課題と方策は
　③　市役所内における課題と方策は

12 髙井厚 １　児童生徒の登下校中に大きな地震が起きた場合の対応
広目

(一問一答)
　①　登下校中の大地震発生時の動き方は、児童生徒にどのように
　　指導しているか
　②　保護者にはどのように指導しているか
　③　110番の家や日ごろ児童生徒の見守りをしている人々への周知
　　は十分か
　④　地域にはコンビニや各種事業所もあり、一時避難や情報提供
　　など協力があると心強いが、連携についての考えは
２　美濃加茂市小中学校管理規則の一部改正について
　①　小中学校管理規則の今回の一部改正について、岐阜県からど
　　んな働きかけがあったのか
　②　規則改正に携わった教育委員会では、どのような考えが出さ
　　れたか
　③　文言は第５条に挿入ではなく、第４条に追加することはでき
　　なかったのか
　④　休業日の取扱い変更を、第５条に付加するのではなく、第４
　　条の（７）に新規に位置づけ、校長の許認可申請事項にするこ
　　とは考えたのか
３　下呂市の不明金事案の受け止め
　①　下呂不明金事案をどのように受け止めているか

13 渡辺義昌 １　Ｗｉｔｈコロナについて
結いの会

(一問一答)
　①　県内も落ち着いてきた。本市も８月24日以降発生していない。
　　第２波の終息とみていいか
　②　７月31日県発表の「第２波非常事態」宣言の解除が発表され
　　ていないが、８月31日解除としていいのか
　③　「新型コロナ対策実行中！」ステッカーの掲示店舗は美濃加
　　茂市313件（飲食店95件）と少ないのでは
　④　市民に対するステッカー周知は
　⑤　夏休みも終わり、学期の変更による例年との授業日数、授業
　　時間の差はどのようになっているか
　⑥　学業の遅れはあるか
　⑦　岐阜県感染警戒ＱＲシステムの利用状況
　⑧　国の接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」の利用状況
　⑨　ＰＣＲ検査能力（当初40件、８月７日 464件）と計画数
　⑩　自宅療養者ゼロ、後方施設の病床数
　⑪　20代以下の感染者急増、学校クラスター、家庭内感染対策は
　⑫　Ｇｏ Ｔｏ トラベル（経済重視）と医療状況
　⑬　Ｗｉｔｈコロナによる社会活動を平常に戻すための条件
２　情報化社会における新庁舎について
　①　申請書の電子化、オンライン対応はどのくらい進んでいるか
　②　市役所への様々な手続きについて現状はどうか
　③　電子化の状況はどうか
　④　来庁者の人数、対応の課、サービス内容は
　⑤　来庁者の推移について
　⑥　来庁者に対するプライバシー確保について
　⑦　未来の庁舎
　⑧　庁舎の規模、職員数について
３　健康のまち一丁目について
　①　何故町名変更が必要か
　②　第６次総合計画の「すべての健康のために歩き続けるまち」
　　との兼ね合いは
　③　立地適正化計画との兼ね合いは
　④　中部国際医療センターの意見は
　⑤　地元の意見は
　⑥　住所にはそれぞれ歴史や住所の持つ意味があるのでは
　⑦　町名変更によるメリットは
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
渡辺義昌 　⑧　デメリットは

続き 　⑨　町名変更に伴う推進事業は
14 片桐美良 １　伊深の旧村役場と櫻井邸の活用について

結いの会 　①　旧村役場について
(一問一答) 　　Ⅰ　契約期間途中での解約理由と成果指標等反省点は

　　Ⅱ　今後の活用について
　②　櫻井邸について
　　Ⅰ　耐震、劣化診断の結果と対策は
　　Ⅱ　事業者等の説明見学会の手ごたえは
　　Ⅲ　活用に向けてのスケジュール計画について
　　Ⅳ　当面の管理について
２　公立保育所、こども園の入園について
　①　市内から市外への通園人数とその逆の通園人数は
　②　入所選考基準について
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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。
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