
予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
1 片桐美良 １　新年度予算案について

結いの会 　①　施政方針と重点施策は
代表質問 　②　歳入について

(一問一答) 　③　事業の見直し、休止はあったか
　④　健康プラスラインの今後目指す整備計画は
２　新庁舎整備事業と市街地再開発整備事業について
　①　「新庁舎建設問題を考える市民の会」から受理した署名に対
　　する所見は
　②　今後の市民説明会の持ち方について
　③　美濃太田駅南地区街づくり準備組合の設立時期は
　④　市と美濃太田駅南地区街づくり協議会との体制づくりは
　⑤　命とくらしを守る防災、減災対策について
３　コロナワクチン接種について
　①　一般市民の接種場所は西体育館と19か所の医療機関で変更は
　　ないか
　②　対象者の接種率をどう想定しているか。また、ワクチンは対
　　象人数分申請しているのか
　③　個別接種の医療機関での通常診察に影響の出ない対策は
　④　集団接種の接種可能な時間帯と一日最大何人まで接種可能か
　⑤　市の対策室での接種を受けた方の把握方法は
　⑥　仮に感染している人が接種を受けても問題ないのか
４　農業ビジョンと里山×ＳＴＥＡＭについて
　①　里山印ブランドの農薬や化学肥料の使用基準は
　②　市内での地産・地消について
　③　中山間地の荒廃農地・鳥獣被害・農地の排水に対する認識と
　　対策は
　④　水田ダムについて
　⑤　スマート農業について
５　ＧＩＧＡスクールについて
　①　機材の数と総事業費と財源内訳は
　②　先生方のスキルアップ状況と今後のＩＣＴ専門家のサポート
　　体制は
　③　タブレット活用計画は
６　行政でのＩＣＴ活用と普及について
　①　あい愛バスのスマホ決済の利用状況と普及活動は
　②　デジタルリテラシーの低い方への対策は
７　横文字について
　①　横文字多用化の是正について

2 髙井厚 １　新型コロナウイルス対応について
広目

代表質問
　①　新型コロナウイルスワクチン接種の必要性の周知、接種率の
　　向上について市の考え方と対応策は

(一括質問) 　②　新年度に向けた、児童生徒の学習や生活環境について
　　Ⅰ　給食時間の在り方や休み時間の過ごし方改善の考えは
　　Ⅱ　フェイスシールドを活用した学習の導入の考えは
２　ふるさと納税推進事業の意気込みについて
　①　ふるさと納税の寄付金を当初予算化した理由や根拠は
　②　今年度のふるさと納税の新事業内容と意気込みを
３　今後の農業集落排水事業の展開について
　①　市内の３施設の維持管理費の収支状況は
　②　維持管理費低減に向けた取り組み状況は
　③　広域化、共同化、最適化についての見通しは
　④　稲辺地区の蜂屋川公共下水道への接続の見通しは
４　ＧＩＧＡスクールの展開について
　①　インターネット接続に対するセキュリティ対策は
　②　盗難や破損事故など、タブレットの日常管理体制は
　③　タブレットの有効活用に向けたカリキュラム開発の進捗状況
　　は
　④　指導者のスキル向上に向けた研修計画は
　⑤　あじさい教室の不登校児童生徒へのオンライン学習展開の考
　　えや可能性は
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
髙井厚 ５　美濃加茂市地域強靭化計画について
　 続き 　①　「災害に強いまちづくり」における、避難所の生活環境向上

　　での非常用電源の確保及び井戸の整備の概要は
　②　「生活基盤の維持」における、井戸水による生活用水の確保
　　の観点から、災害用協力井戸の登録の進捗状況は
　③　「廃棄物及び有害物質対策」において、仮置き場の設置訓練
　　及び処理先の確保の概要は
　④　「民間リソースを生かした対応力強化」での、民間事業者と
　　の防災協定締結の現状とその有効性とは

3 金井文敏 １　施政方針について
市議会 　①　新型コロナウイルスワクチン接種対策について
公明党 　　Ⅰ　非接種者への誹謗中傷対策について

(一問一答) 　　Ⅱ　接種後の副反応への正しい理解と対応
　②　新型コロナ感染症対策について
　　Ⅰ　高機能換気設備導入促進に対しての補助
　　Ⅱ　二酸化炭素濃度計の公共施設への配置
２　重層的支援体制事業の実施について
　①　重層的支援体制事業
　　Ⅰ　事業内容
　　Ⅱ　本市の取り組み
　　Ⅲ　取り組みの課題
　　Ⅳ　障がい未満の方の支援
３　障がいのある方等への就労支援について
　①　テレワークオフィス事業
　　Ⅰ　障がい者の掌握
　　Ⅱ　課題
　　Ⅲ　推進

4 永田徳男 １　コロナ禍での学校授業について
 結いの会 　①　昨年の今と現在の状況下での取組みについての違いは
(一問一答) 　②　リモート授業で見えてきたものは

　③　学校での「クラスター対策」について
２　コロナ対策の経済支援について
　①　各種助成金についての受給方法について
　②　各種助成金の財源の原資について
　③　各種助成金についての検証と現状について
　④　美濃加茂市で、現在このコロナ禍での失業者は何人か
　⑤　このままの状態でいくと美濃加茂市ではどの業種が今後厳し
　　いと予想されるか
　⑥　今後、どのような対策を考えているか

5 渡辺孝男 １　本市が進めるＳＤＧｓの取り組みについて
 結いの会
(一問一答)

　①　本市は国が選定する「ＳＤＧｓ未来都市」に応募することを
　　示しているがどのような内容か
　②　気候変動（脱炭素社会）に取り組むことでＳＤＧｓも達成で
　　きると思うが、本市として脱炭素社会をどのように考えている
　　か
　③　本市役所は県の進める「ぎふエコ宣言」に登録されているが、
　　今後幅広く市民にも呼びかけ、暮らしの中で少しでもＣＯ２削
　　減に努めていただくことも重要と思うが市の考えは
　④　本市は環境に優しく災害にも役立つ電気自動車を購入される
　　が、今後市民が購入した時に補助をしても良いと思うが市の考
　　えは
２　国にデジタル庁設置計画があるが市の考えは
　①　国は2021年９月にデジタル庁設置を予定されているが、本市
　　としてどのような取り組みを考えているか
　②　マイナンバー取得率向上もデジタル化の一つと考えるが、現
　　在本市の取得率はどれだけか
　③　デジタル化を進める中で、電子媒体を持たない人や使えない
　　人など、幅広い人にどのように伝えるかが重要と考えるが市の
　　考えは
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
渡辺孝男
　 続き

　④　市民の健康促進を図ろうとスマートフォン専用アプリ「あるく
と」美濃加茂版を開設されたが、電子媒体を持たない人などにも利用
できる方策は

6 村瀬正樹 １　美濃太田駅周辺市街地再開発事業について
広目

(一問一答)
　①　本事業の３つの計画変更、計画策定について、各々の内容を
　　伺う。特に市街地再開発推進計画と中心市街地活性化基本計画
　　の違いや関連は
　②　都市計画決定変更について、令和２年11月13日に県が変更決
　　定した「美濃加茂都市計画区域マスタープラン」には４項目22
　　点について詳細に述べられている。今後の審議の進め方につい
　　て伺う。費用1,656万円の内訳も
　③　市街地再開発推進計画策定について
　　Ⅰ　1,839万円の財源内訳算出根拠と使途内訳は
　　Ⅱ　総事業費に対する本市の補助割合は
　　Ⅲ　本事業には、人口動態、空き店舗数の増加、歩行者・自動
　　　車の通行量、地価の低迷や駅前に居を移す利点のなさ等、多
　　　くの課題があると思われるが、見解は
　　Ⅳ　破綻例があるが、万が一の場合の処理は
　　Ⅴ　新庁舎を駅前に整備するという前提で計画が策定されよう
　　　としている。整備地決定はまだなされていないので、本計画
　　　は時期尚早ではないか
　④　中心市街地活性化基本計画策定について
　　Ⅰ　これが認可されると再開発費補助が1.2倍ないし1.35倍にな
　　　り、実質総費用の2/5または4.5/10になるといわれているが、
　　　他市では失敗例もある。この計画をすすめる意義と課題につ
　　　いて

7 渡辺義昌 １　ＧＩＧＡスクール構想について
結いの会

(一問一答)
　①　ＧＩＧＡスクール構想とは、子供たちに何をどのように学ば
　　せようとしているのか
　②　本市においての「ＧＩＧＡスクール」の対応はどのようにな
　　っているか
　③　ハード面の整備が先行しているようにも思うが、進捗状況は
　④　ＰＣタブレットを使った事業はいつから進められるか
　⑤　教育の内容、方法など具体的にどのような授業になるか
　⑥　今年度小学校でプログラミング教育が必修化されているが、
　　プログラミングとはどのような内容の学習か
　⑦　パソコンは自宅へ持ち帰れるか
　⑧　自宅にＷｉ－Ｆｉ環境のない子供もいるが、現状はどのよう
　　になっているか
　⑨　本市ではＷｉ－Ｆｉ環境がない家庭には貸出用ルータを無償
　　提供すると以前伺っているが、計画は
　⑩　みのかも健康の森にはＷｉ－Ｆｉ整備工事に600万円、文化の
　　森には750万円の予算を計上されている。計画の概要とＧＩＧＡ
　　スクールとの兼ね合い、子供たちの利用方法などについて
　⑪　本市における街中Ｗｉ－Ｆｉ整備についての考えは
２　マイナンバーカードについて
　①　本市の交付状況について
　②　「マイナポイント」事業の登録状況や利用状況について
　③　本年３月から健康保険証として利用できるようになるとのこ
　　とで申し込み手続きが始まっているが、登録は進んでいるか
　④　保険証として利用できるのは、いつからか
　⑤　市内の医療機関・薬局（オンライン資格確認の導入）の状況
　　はどのようになっているか
　⑥　マイナンバーカードを使ったe-Taxの利用状況はどのように
　　なっているか
　⑦　e-Taxは、ブラウザによってできないという問い合わせが多く
　　あるが、ChromeやEdgeにも対応したと聞いているが、状況は
　⑧　今後のマイナンバーカードの利用について
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
8 坂井文好 １　緊急事態宣言下での事象について

結いの会
(一問一答)

　①　緊急事態宣言発令下で執行された岐阜県知事選挙の投票率は
　　県全体48.04％（前回36.39％）で、美濃加茂市は46.25％（前回
　　57.39％）と低かった。その要因は
　②　各投票所においてどのようなコロナ対策がなされたか。また、
　　来年には美濃加茂市長選挙が予定されているが、投票率を上げ
　　るための方策は
　③　本市では県下最大の病院クラスターが発生し、現在も引き続
　　き地域保健所と連携をとり、感染経路の調査及び感染防止対策
　　に努められているが、市民の多くは感染拡大の恐怖を抱き、不
　　安な日々を過ごしている。何をどこに、誰に何を相談すればい
　　いか、まずはあんしんの窓口が必要と考えるが
　④　健康増進のため、「24時間健康コールセンター」が加茂郡へ
　　も拡大されるが、相談件数、相談内容など拡大に至った経緯は。
　　また今後、どのように周知させていくのか
２　公共施設等開設に伴う連携強化について
　①　新保健センターが中部国際医療センターに隣接して開設（令
　　和４年１月）されるが、医療と保健の連携はどのようなカタチ
　　で強化させるのか
　②　リオラも新保健センターへと移転するが、子育て支援センタ
　　ーと新保健センターとの連携はどのようなカタチとなるのか
　③　これにより健康課、こども課、地域振興課の一部のセクショ
　　ンが分散化されることになるが、本庁窓口との区分けは。市民
　　にとって利便性は向上するのか
　④　蜂屋保育園、古井第一・第二保育園が統合され、それぞれ
　　（仮称）蜂友学舎保育園、新古井保育園が令和４年４月に開園
　　となる。事業主が公と民に分かれるが、コンセプトと実現する
　　ための課題は
３　ＥＣサイト構築について
　①　いよいよ農業ビジョンが実現に向けて動き出すが、重点政策
　　である「食の循環」について問う。産業振興課とも連携したＥ
　　Ｃサイトの構築が進められているが、アンテナショップの概要
　　と活用方法は
　②　コロナ禍で関心が高まるテレワークや休暇先で働くワーケー
　　ションなどサテライトオフィス誘致に向けた政策が取られてい
　　るが、その内容と空家バンクとの関連性は
　③　ふるさと納税（寄付金）が７億円の増額予算となっている。
　　令和２年度の見通しと今年度予算額７億円についての試算根拠
　　は。返礼品の供給体制は。また、この寄付金の使い道は

9 田口智子
 結いの会

１　ヘルステックを活用した美濃加茂モデルの「健康まちづくり」
　について

(一問一答) 　①　第６次総合計画「すべての健康のために歩き続けるまち」を
　　推進する事業と、美濃加茂市・社会医療法人厚生会・㈱フィリ
　　ップス・ジャパンの「官・医・民」の３者連携でのヘルステッ
　　クを活用したプロジェクト、美濃加茂モデルの健康まちづくり
　　の内容は
　②　みのかもヘルステックセンター構想の内容は
　③　本市の山手小学校・太田小学校は、「歯・口の健康づくり」
　　オーラルケアに力を入れて取り組んでおり、岐阜県学校歯科保
　　健優良校、全日本学校歯科保健優良校、全日本健康づくり推進
　　学校優良校を受賞している。子どもたちの健康づくりのデータ
　　を収集・分析し本市を挙げての取り組みの一つとして広げてい
　　ってはどうか
　④　健康自然ラインの３つの公園（みのかも健康の森・ぎふ清流
　　里山公園・リバーポートパーク）の特徴を活かした健康づくり
　　の内容は
２　中学校の制服について
　①　今年度はコロナ感染対策として体操服やジャージでの登校を
　　指導している。新しい生活様式が求められている中で、今後の
　　制服のあり方を生徒や保護者、教師を含め検討する良い機会で
　　はないかと考えるが見解は
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
10 山田栄 １　美濃加茂市都市計画マスタープランについて

結いの会 　①　便利で賑わいのある魅力的な中心市街地の形成
(一問一答) 　　Ⅰ　市街地再開発事業等について

　　Ⅱ　公共施設等の整備について
　　Ⅲ　都市計画道路の見直しについて
　　Ⅳ　新庁舎建設事業について
　　Ⅴ　商店街活性化に向けた取り組みについて
　　Ⅵ　駅周辺の観光・交流の充実・強化について
　②　美濃太田駅を起点とした暮らしやすい街づくり
　　Ⅰ　自由通路・駅前広場の活用・整備の計画は
　　Ⅱ　子育てしやすい都市機能の考えは
　③　　歴史・文化や地域資源を活かした観光・交流
　　Ⅰ　中山道太田宿のまちなみ景観保全のあり方は
　　Ⅱ　地域住民の人口増加策は
　　Ⅲ　公園施設の「多面的な健康づくりの場」づくりや産業観光
　　　施設との連携について
　　Ⅳ　木曽川流域の自然環境との連携は
　④　安全・安心な環境整備
　　Ⅰ　行政の取り組みとして市街地再開発事業による建物更新な
　　　どによるまちの防災性向上に向けた取り組みを検討するとは、
　　　具体的には何か
　　Ⅱ　浸水被害の軽減に向け、新丸山ダム・加茂川関連事業以外
　　　の対策の考えは
　　Ⅲ　市街地の地震対策の備えについては

11 柘植宏一 １　女性差別について
新しい風

(一問一答)
　①　森喜朗氏の女性差別発言と市の女性活躍推進に対する所感に
　　ついて
２　新型コロナ感染症について
　①　木沢記念病院のクラスターについて
　　Ⅰ　累計感染者数について　美濃加茂市内外の内訳、医師、看
　　　護師、技師、その他の医療従事者、入院患者、外来患者等の
　　　内訳について
　　Ⅱ　感染による死亡者数について　美濃加茂市内外、年齢等の
　　　内訳について
　　Ⅲ　クラスターの拡大及び長期化の原因について
　　Ⅳ　死亡者多数を伴う大規模クラスターに対する市の認識及び
　　　対応は
　②　ワクチン接種について
　　Ⅰ　介護関連従事者の優先接種について
３　精神保健福祉について
　①　大人の引きこもりの実態調査結果と解消対策について
　②　不登校生徒等進路に課題を持つ生徒の進学等進路状況につい
　　て
　③　子ども・若者育成支援推進法について　４月１日施行に向け
　　て、美濃加茂市における取組状況は
　④　発達支援センター設置について　設置時期、場所等設置に関
　　わる検討状況はどうか、またどのような体制で検討するか、ア
　　ドバイザーはいるか

12 酒向信幸 １　小規模特認校について
結いの会

(一問一答)
　①　本市は平成29年４月からこの制度を導入した。制度開始から
　　４年が経過したが現状について伺う。また該当校は伊深・三和
　　小学校で利用者に偏りがあるが、どう考えるか
　②　少人数の学校で自然環境の活用や地域住民との交流等特色あ
　　る学校運営がこの制度である。両校には(ＩＣＴ教育・情報機器
　　の活用）と記してあるが来年度からのＧＩＧＡスクール構想か
　　ら全校一人一人にタブレットが支給されることから、特色ある
　　学校運営の条件からは外さなければならないと思うが考えを伺
　　う
　③　制度の利用促進のため、保育園・幼稚園への積極的なＰＲと
　　共に説明会が開催され、保護者への周知がされているが、今一
　　度ＰＲ方法等、どのように周知されているか
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
酒向信幸
　 続き

　④　これまでには説明会等を通じてこの制度に興味を持っていた
　　だいたが決断には至らなかった方もいると思う。来年度は５年
　　目に入るが、この制度を継続するための今後の取組みは
２　野焼きについて
　①　野焼きは禁止されているが例外として農業、林業を営むため
　　等のやむを得ない行為として一部は認められている。このよう
　　な場合でも近隣地域に迷惑をかけることが多々生じていると思
　　われる。全てにおいて禁止されているわけではないので、行為
　　を事前に知っておく必要があるが、現時点の対応と苦情時の対
　　応は
３　みのかも定住自立圏第３次共生ビジョンについて
　①　これからの50年を生き抜き、この圏域・各市町村の「未来」
　　をつくる目的で住み続けたい、住んでみたいまちを将来像とし
　　てみのかも定住自立圏第３次共生ビジョンが令和３年度から５
　　つの重点事業でスタートする。この中の新規事業について詳し
　　く伺う
　　Ⅰ　24時間電話相談窓口事業について
　　Ⅱ　里山まちづくり事業について
　　Ⅲ　圏域公共交通網の整備事業について
　　Ⅳ　地域防災力強化事業について
　　Ⅴ　情報の多言語化、発信の支援事業について

13 森厚夫 １　新庁舎建設について
新生会

(一問一答)
　①　新庁舎建設問題を考える会からの3,723名の署名についての所
　　見
　②　現シティホテル建設候補地の問題点
　　Ⅰ　防災拠点とならない
　　Ⅱ　庁舎、駐車場が分散され不便になる
　　Ⅲ　民間のビル、駐車場を長期間借用しなければならない
　　Ⅳ　新庁舎建設と街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

14 前田孝 １　コロナウイルス対策について
日本共産党 　①　ＰＣＲ検査を希望対象者に無料で行えるようにすべきでは
　市議団
(一問一答)

　②　本市にクラスターが大量に発生しているが発生要因はどうと
　　らえているか
　③　中濃圏域にコロナ関連病床等の収容施設の増設を
２　コロナワクチン接種について
　①　接種対象者の人数は
　②　接種の開始時期と接種の優先順位は
　③　個別接種機関がなぜ19か所か。少ないのではないか。集団接
　　種場所が西体育館では狭くないか、また体育館での接種日が土
　　日のみとあるが不便ではないか
　④　接種についての情報（個別接種機関等）を市民に周知する方
　　法は
３　美濃太田駅南地区再開発事業について
　①　南地区開発にあたり㈱再開発研究所及び㈱地域計画建築研究
　　所に令和２年４月にアドバイザー委託をしているが、その進捗
　　状況は
　②　開発区域の規模は（区域面積・敷地面積・建物構成）
　③　開発に関連する道路改修の計画は（後田１・２号線、太田155
　　号線、太田394号線、立石新屋敷線）
　④　開発に関する国・県・市の補助はどのくらいか
４　新庁舎建設について
　①　第２回目の住民説明会の実施の予定は
　②　広報みのかも「市役所新庁舎整備ニュース」掲載欄の内容に
　　ついて
　③　「新庁舎建設問題を考える市民の会」からの署名簿提出につ
　　いて、市長の見解は
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
15 森弓子 １　新庁舎建設計画について

結いの会 　①　駅前再開発との同時進行によるメリットは
(一問一答) 　②　民間ビルを市の施設として活用する場合の補助金メリット

　③　庁舎建設費の基金額が少ない。財源を示すべきでは
２　環境基本計画、ごみ問題について
　①　環境美化推進員の仕事を団体活動の一環としては（報酬を団
　　体受け取りに）
　②　ごみ袋の名前を書く位置等の使い勝手の考慮を
　③　６月の環境月間の啓発活動内容　プラスチックごみの減量等、
　　環境問題の啓発の考えは
３　コロナ禍での子育て応援策について
　①　本市の昨年の出生数と人口の見通し
　②　結婚支援策は
　③　買い物支援で、赤ちゃんの紙おむつなどの支給を
　④　里山千年構想の「木のおもちゃ購入補助事業」では、購入費
　　用の２分の１以内、最大１万円が補助されるが、希望するすべ
　　ての赤ちゃんに支給できないか
　⑤　ちびっこ広場の遊具の充実（特にすべり台）

※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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