
予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
1 永田徳男 １　特定空き家について

結いの会 　①　美濃加茂市の11月末現在までの特定空き家の現状について
(一問一答) 　②　このままの状態でいくと美濃加茂市では今後の推移をどう予

　　想されているのか
　③　美濃加茂市は、将来どのように空き家対策をされようとする
　　のか、方針と今後の展望
２　新庁舎建設の候補地である「前平公園周辺」について
　①　想定できる「広さ」を確保するための基本的な造成の方法は。
　　また、その進入路の道路の付け方は。その道路や費用を含めた、
　　造成全般の課題は
　②　進入路の道路は、かなり急な勾配と思われるがどの程度の勾
　　配が予想されるのか。市内にある坂でそれに相当する所があれ
　　ば併せてお示しを
　③　擁壁を法面にしてはとの意見があるが、造成上可能かどうか。
　　また、そうした場合の面積はどうなるのか

2 渡辺義昌 １　健康プラスラインの健康自然ラインについて
結いの会

(一問一答)
　①　３公園を結びつける健康自然ラインとはどのような趣旨で呼
　　称されているのか
　②　健康の森の「山之上富士山」は、登記上「富士山」とされて
　　おり珍しいとの事で、事業展開の話を聞いた。具体的な内容は
　　あるか
　③　里山公園の整備や利用等計画について
　④　「フェアフィールド･バイ･マリオット」と本市の観光やイン
　　バウンドについて、本市の事業展開は
　⑤　健康自然ラインの一つとしての「リバーポートパーク美濃加
　　茂」の今後の利用、整備に関して計画はあるか
２　健康プラスラインの健康交流ライン・防災ラインについて
　①　「バイオマス発電所」、前平公園の災害時の電力供給や防災
　　拠点としての機能について具体例は
　②　地権者は本市であるが、中部電力によれば「20年度から10年
　　以上30年以内の期間、発電事業を行う」としている。期間の幅
　　があるが、事業内容について
　③　災害による大規模停電時に自立して電力供給できる「地域マ
　　イクログリッド構築支援事業」の補助金対象と聞いているが、
　　この事業について説明を
　④　市民の個人情報を守る上で最も重要な事業と考えるが、セキ
　　ュリティーの事もあり、公開できる範囲で結構であるがバック
　　アップ内容について
　⑤　緊急時における電源供給について、バックアップ電源他、バ
　　イオマス発電や太陽光発電からの安定供給について
　⑥　本庁舎のコンピューターがストップした場合、バックアップ
　　拠点からの業務復旧について手順、所要時間、方法などは
　⑦　文化の森が、緊急災害時の対策本部となりえるか
　⑧　牧野ふれあい広場における防災公園の概略について
　⑨　災害時、防災拠点になると思われる県立可茂特別支援学校の
　　役割について
　⑩　防災時におけるメガソーラー発電所からの電源供給は行われ
　　るか
　⑪　牧野ふれあい公園の整備計画は、令和３年度までに出来ると
　　伺っているが、整備計画について概略は
　⑫　本市におけるあい愛バス自動運転循環について、所見は

3 山田栄 １　観光事業について
結いの会

(一問一答)
　①　新型コロナウイルス感染症による市内観光施設への影響につ
　　いて
　②　インバウンド事業への影響は
　③　中之島公園（リバポ）整備について
　④　堂上蜂屋柿・山之上梨などフルーツ特産品開発状況及び今後
　　の広報活動の考えは

令和２年美濃加茂市議会第４回定例会一般質問通告一覧

12/8

ＡＭ

1 / 6 ページ



予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
山田栄
　 続き

　⑤　今年度新型コロナウイルス感染症拡大により中止となった「市
　　民まつり」「おん祭MINOKAMO」「みのかもハーフマラソン大会」
　　等の次年度へ向けた取り組みの状況について及び予告なしの花
　　火打ち上げに対する見解について
　⑥　メディカルツーリズムの推進について
　⑦　歴史街道としての中山道エリアの今後の活用ビジョンについ
　　て
　⑧　長良川鉄道について
　　Ⅰ　レール敷の安全対策の強化等の対策は
　　Ⅱ　今年度の売り上げ、観光列車ながらなどイベント開催の状
　　　況は
　⑨　美濃加茂市の観光ビジョン構想の考えは

4 森弓子 １　中長期財政計画について
結いの会 　①　中期財政計画が平成26年以降改定されていない理由は

(一問一答) 　②　新規事業など市債増加の今後の見込み
　③　将来償還にあたって、健全財政堅持の確約を
　④　基金の残高の見通し
　⑤　中長期的財政計画（見通し）の公表を
２　コロナ関係について
　①　市役所内でのリモート会議の実施状況
　②　生活福祉資金貸付金額申請件数が大変多いが市の見解は
　③　カラオケなどを有する飲食店内にコロナ対応のポスターを
　　（店主はお客様に注意しにくい）
３　さくらの森の整備について
　①　さくらの森～ため池～白山～牧野箱岩などの散策道・登山道
　　の住民参加型整備を

5 前田孝 １　インフルエンザワクチン接種について
日本共産党 　①　昨年度のワクチン接種の実績

市議団 　②　ワクチン接種対象者は何歳から
(一問一答) 　③　接種回数及び接種費用

　④　接種費用に対する近隣自治体の助成制度は
　⑤　助成制度を検討できないか
２　学童保育について
　①　学童保育の現在の状況。小学校区別、申込児童数、待機児童
　　数
　②　近隣自治体の状況は
　③　待機児童数を解消させる対策はどうか
３　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について
　①　広告宣伝費等販売促進助成金の対象先の資格は
　②　市内住民登録で事業は他の自治体での営業のケース
　③　市外に住民登録で事業は美濃加茂市で営業のケース
４　美濃太田駅周辺市街地再開発事業について
　①　美濃太田駅南地区街づくり協議会設立について、いつどのよ
　　うな目的で、どのような方たちが何名で設立されたのか
　②　市街地再開発事業について、第１種開発と第２種開発と２種
　　類あるが、どちらで開発をするのか
　③　再開発にあたり、㈱再開発研究所に再開発アドバイザー委託
　　をしているが、その内容は。また㈱地域計画建築研究所に基本
　　計画策定業務を委託しているがその内容は
　④　令和２年９月29日に美濃加茂市より開発区域内の土地建物の
　　所有者にアンケートを依頼しているがどのよう内容か
　⑤　開発に伴い道路の拡幅や立ち退き移転などの問題は発生する
　　のか。また事業費財源はどこから調達するのか
　⑥　開発区域内にシティホテルがあるがその対応はどうするのか
５　新庁舎建設について
　①　２回目の住民説明会の予定は

6 森厚夫 １　新庁舎建設について
新生会 　①　新庁舎建設問題を考える市民の会からの提言

(一問一答) 　　Ⅰ　防災拠点として不適当である
　　Ⅱ　庁舎・駐車場が分散され利用が不便になる

森厚夫 　　Ⅲ　民間のビル、駐車場を長期間借用しなければならない
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　 続き 　　Ⅳ　新庁舎建設とまちづくりを同時に進めることでまちのにぎ

　　　わいをつくるとしている
　　Ⅴ　「美濃太田駅周辺に建設」という結論ありきで進められて
　　　いる

7 坂井文好 １　産業振興について
結いの会 　①　商業・工業

(一問一答) 　　Ⅰ　新型コロナウイルス感染症緊急対策が講じられているが、
　　　効果のほどは。効果が認められる対策の継続や追加支援はあ
　　　るか
　　Ⅱ　美濃加茂ＩＣ周辺の土地利用について、今年４月から特定
　　　用途制限地域の規制が緩和され、新たな企業誘致候補地とな
　　　ったが現在の進捗は
　　Ⅲ　その他、信友企業誘致地区及び牧野企業誘致地区の進展に
　　　ついての状況は
　　Ⅳ　ここ数年、国道418号及び周辺道路の渋滞が激しく地元住民
　　　から渋滞緩和の要望が高まっている。昨年実施された交通量
　　　調査の結果からどのような対策が立てられたか
　　Ⅴ　工場が建ち、道路が整備されると住宅や商業施設の開発が
　　　進むと予想されるが、豊かな自然や優良農地は守られるのか
　②　農業
　　Ⅰ　開発により自然体系がかわり、特に国道418号以北で鳥獣被
　　　害が深刻な問題となっている。今年はカラスやヒヨドリ等鳥
　　　の被害が多くみられるが実態はどうか
　　Ⅱ　農業者の高齢化、担い手不足で遊休農地や耕作放棄地が増
　　　えている現状において、農地の維持・保全をどうしていくか
　　　は地域の課題でもある。多面的機能支払い事業への取り組み
　　　状況と拡大に向けての施策は
　　Ⅲ　美濃加茂市の果樹を代表する「堂上蜂屋柿」や「山之上の
　　　梨」等、生産者が高齢化してきている。除草や防除などの農
　　　作業を軽減させられる支援策は
　　Ⅳ　「堂上蜂屋柿」は「めざせ、産地１億円！」をスローガン
　　　にプロジェクトが立上げられた。ＩＣＴ等最先端技術を導入
　　　した試みもなされている。伝統的技術の継承も課題になって
　　　いるが、今後、将来を担う子どもや若者への興味喚起やＰＲ
　　　は
　　Ⅴ　「広報みのかも」に「里山×ＳＴＥＡＭ」が特集されてい
　　　る。持続可能な農業（ＳＤＧｓ）を考えるに必要なことであ
　　　るが、そこに人が住み農業を営んでこその「里山」と考える。
　　　農業を守ることは自然を守ることに通じるのでは

8 村瀬正樹 １　障がい者の国民健康保険料の納付状況について
広目 　①　本人が扶養家族の場合と世帯主の場合との違いは

(一問一答) 　②　減免の状況と、本市でとりうる更なる減免の可能性は
２　新庁舎機能の場所的な分散について
　①　美濃太田駅前に新庁舎をおくと仮定したときの、部課の分散
　　案を確認する
　②　分散の目的や理由について、意図的な部分、余儀なくする部
　　分があれば併せて伺う
　③　部課をできうる限り１カ所に集めることについての所見は

9 片桐美良 １　令和３年度予算編成について
結いの会 　①　基本方針と重点施策は

(一問一答) 　②　市税収入見込み額と普通交付税措置など、国・県の動向は
　③　自主財源の確保は
　④　ウィズコロナ対策としてセーフティーネット策と予算につい
　　て
２　新庁舎整備事業とまちづくりについて
　①　進捗状況について
　　Ⅰ　新庁舎整備事業の調査・研究の内容と進捗状況は
　　Ⅱ　駅前再開発事業の調査・研究の内容と進捗状況は
　②　美濃太田駅南地区街づくり協議会について

片桐美良 　③　美濃太田駅周辺整備の進め方手順と考えは
　 続き 　④　市街地再開発計画策定者は
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
　⑤　美濃太田駅周辺将来基本構想3つのコンセプトの一つ「食」に
　　ついて
　⑥　市民への情報発信について
３　給食費の公会計化について
　①　文科省の通達に対する当市の対応は

10 酒向信幸 １　20年を迎えたみのかも文化の森について
結いの会

(一問一答)
　①　2000年10月に市民ミュージアムと教育センターの複合施設と
　　して誕生して今年で20年。この間に公立文化施設を顕彰する「地
　　域創造大賞」受賞や2019年度からは文化庁の文化審議会博物館
　　部会に地方の博物館の代表として市長が委員に選出されている。
　　このような歴史のある、みのかも文化の森のこれからのあるべ
　　き姿について市長としての考えは
　②　20年のあゆみを大切にしながら10月１日には20周年の記念セ
　　レモニーを開催し、また常設展示室の模様替え等を行い地域の
　　ほこりとして暮らしの一部として、新たにスタートした。10月
　　にはイベントや講座が多く開催された。来館者の皆様の反響・
　　反応はどうであったか
　③　今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の為多くの規制がか
　　りイベントや講座に影響が出た。来館者数、美術展などの出店
　　者数、作品数の現状は
　④　みのかも文化の森には大人から子供まで幅広い世代が来館さ
　　れる。平日は学校の学習活動、休日は講座や企画展等。子供の
　　ころから博物館と関わりを持ち大人になっても親しめる博物館
　　を目指している。各世代に親しみを持ってもらう為に今後取り
　　組んでいくことは何か
　　Ⅰ　子供たち
　　Ⅱ　若者世代
　　Ⅲ　働き盛り世代
　　Ⅳ　高齢者世代
　⑤　中部国際医療センター（保健センター）開設後には隣接する、
　　みのかも文化の森は多くの方の憩いの場所ややすらぎの場所と
　　して利用されることを望んでいる。こうした中、文化の森周辺
　　整備計画（案）が示されたが具体的な内容は
　⑥　みのかも文化の森は非常時の発電機を整備しデータのバック
　　アップ拠点として位置づけられる予定であるが、今後防災の拠
　　点の一部として整備していく予定があるか
２　マリオットホテルについて
　①　マリオット岐阜清流里山公園はオープンして２か月が経った。
　　利用者数、または併設する清流里山公園の利用促進や市内飲食
　　店などの利用促進に対する考えは

11 金井文敏 １　がん対策について
市議会
公明党

　①　ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の対象者等へ
　　の周知について

(一問一答) 　　Ⅰ　Ａ類疾病とは
　　Ⅱ　市内対象者数は
　　Ⅲ　周知方法は
　　Ⅳ　接種回数は
　　Ⅴ　対象者対策は
２　公園のトイレと遊具について
　①　遊具の更新時期
　　Ⅰ　基準
　　Ⅱ　基準の見直し
　②　トイレの洋式化
　　Ⅰ　外国人の利用
　　Ⅱ　オストメイト配慮
　　Ⅲ　今後の計画
３　結婚新生活支援事業について
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
金井文敏 　①　取組み
　 続き 　②　定住の促進

　③　費用対効果
12 髙井厚 １　不登校対策について

広目 　①　「あじさい適応教室」の活動と手ごたえは
(一問一答) 　②　通室状況の変化への対応

　③　不登校対策を新保健センター機能の一つに組み込めないか
　④　リモート学習へのスタンス
２　農地の適正管理について
　①　本市が願うこれからの農業の姿
　②　農地の管理状況について、農業委員会ではどのような話し合
　　いがなされているか
　③　市の農業ビジョン完成後は、関係者にどのように広めていく
　　のか
３　防犯カメラの活用の充実に向けて
　①　カメラの今後の設置計画の概要（場所、台数等）
　②　犯罪防止等で画像処理やその開示をしたことの有無
　③　画像処理を家出人とか徘徊者の捜索に利用することへの所見

13 渡辺孝男 １　サテライトエリアである連絡所機能の強化について
結いの会

(一問一答)
　①　コロナ感染症を踏まえ連絡所業務機能を充実することで、市
　　民の方は庁舎に行かなくて済むため、市民の安全性に繋がり利
　　便性も良くなると考えるが市の考えは
　②　連絡所機能充実の一つとして、庁舎各課と連絡所とのオンラ
　　インが必要と考えるが、現在の進捗状況はどのようになってい
　　るか
　③　伊深連絡所が新しく建設計画されているが、業務機能を充実
　　するモデル連絡所として進めるとよいと思うが市の考えは

　 ２　民生・児童委員の状況について
　①　民生・児童委員の充足率、平均年齢及び一人当たりの受け持
　　ち世帯数はどのようになっているか
　②　民生・児童委員の負担軽減をするための方策及び、成り手不
　　足に向けての取組についてどの様に進めるか
３　側溝等の浚渫作業について
　①　以前は地域の方が水路等の蓋を取り浚渫物を取り出していた
　　が、現在は開かない蓋も多く、又高齢化で重筋作業が出来ず大
　　雨の時あふれることもあるが、今後市として清掃などどのよう
　　な対応をされるのか

14 田口智子 １　年々増加している児童虐待に対する本市の支援体制について
結いの会

(一問一答)
　①　令和元年度、中濃子ども相談センターによる、本市の虐待対
　　応件数は106件、平成26年度対比186％増となっている。美濃加
　　茂市家庭児童相談室への相談件数、相談内容は
　②　本市における家庭児童相談室の現在の状況は。年々増加して
　　いる子どもの相談に対応するべく、今後の体制強化の考えは
　③　2022年度に全市町村で設置が求められている「子ども家庭総
　　合支援拠点」設置の進捗状況は
　④　「要保護児童対策地域協議会」と連携しながら、子どもを支
　　援していく事が重要である。今後の連携強化の考えは
２　学校保健室の在り方について
　①　市内の不登校、保健室登校の児童生徒の現状は
　②　保健室に来室する児童生徒数。また、体調不良を訴える児童
　　生徒への対応は
　③　児童生徒の心身の健康問題に対応するべく今後の保健室の役
　　割をどう捉えるか

15 柘植宏一 １　定住自立圏について
新しい風 　①　第１次、第２次、第３次共生ビジョンについて

(一問一答) 　　Ⅰ　それぞれの特性と課題はなんであったか。またどのような
　　　改善点の下に変更されてきたか
　②　第３次共生ビジョンの５つの重点分野について
　　Ⅰ　未来のヒトづくりについて、その内容とその方向性はどう
　　　か

柘植宏一 　　Ⅱ　公共交通について、その内容とその方向性はどうか
　 続き 　③　第３次共生ビジョン基本事業について

12/9

ＰＭ

12/9

ＰＭ

12/9

ＡＭ

5 / 6 ページ



予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
　　Ⅰ　幼児療育支援事業の内容と将来的方向性はどうか
２　指定管理者制度について
　①　３事業における、指定管理に付する事業としての妥当性につ
　　いてはどのように考えているか
３　都市計画マスタープランについて
　①　サテライト拠点とはどのような機能、役割を想定しているか

※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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