
予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
1 渡辺孝男 １　ＧＩＧＡスクールの取組状況について

結いの会
(一問一答)

　①　小中学生に１人１台のタブレットを配布してＧＩＧＡスクー
　　ル構想が本格化しているが、現時点での利用状況等どのように
　　進められているか
　②　タブレットを使用しての授業は、未知の部分もあると思うが
　　本市として、今後どのような計画で更なる活用を進めるか
２　コロナ感染症対策について
　①　コロナ感染症対応で職員の業務過多が、県内で問題になった
　　が、本市の感染症対応職員は何人で業務を行っているか、また、
　　残業時間についてはどのようになっているか
３　新庁舎建設説明会について
　①　市民の方から新庁舎建設の説明会を各地域で、早く実施して
　　ほしいとの声が上がっているが、市としていつ頃、どのような
　　形で計画をされているか
　②　担当課による出前講座を実施する事が市報に掲載をされてい
　　たがどのような内容か
４　ごみ集積場に不法に投棄されるごみ問題について
　①　自治会単位でのごみ集積場に不法に投棄される問題は、市内
　　各地で発生し自治会長が困惑され市に連絡をされているが、主
　　な内容はどのようなことか
　②　行政だけの対策には限度があるために、官民連携しての対応
　　策も必要と思うが市の考えは
　③　市内の自治会で防犯カメラを設置し対応をされている所もあ
　　るが、どのような効果を得ているか市として把握されているか
　④　世帯数が増えごみ置き場が小さく溢れるために、改修を考え
　　ている自治会もあると思うが、市の補助はあるか

2 前田孝 １　新型コロナウイルス感染症対策について
日本共産党 　①　ワクチン接種の現状は

市議団 　　Ⅰ　施設入居者の接種状況（率）
(一問一答) 　　Ⅱ　75歳以上の高齢者の接種状況（率）

　　Ⅲ　独居高齢者の人数と接種状況（率）
　　Ⅳ　個別接種における各医院の受付方法は
　　Ⅴ　かかりつけ医が市外の場合の接種はどこで
　　Ⅵ　集団接種の電話受付状況および会場案内の周知と会場まで
　　　の交通手段対策は
　　Ⅶ　64歳以下の市民への接種計画は
　②　感染症防止対策のために大規模検査の実施を
　　Ⅰ　希望する市民にＰＣＲ検査や抗体定性検査を無料で実施を
　　Ⅱ　感染者の宿泊療養施設の増設を
２　「ヘルステック里山を活用した世界に誇る持続可能な健康まち
　づくり連携協定」について
　①　協定の具体的内容は
　②　市からの個人情報の提供などあるのか
　③　加茂医師会との関連は
３　新庁舎建設について
　①　「新庁舎建設問題を考える市民の会」から全議員に公開質問
　　状が出されたがその見解は
　②　第２回目の説明会をコロナ禍であるが市長選実施前に開催す
　　る予定はあるのか

3 髙井厚 １　本市における35人学級実現に向けて
広目 　①　今後５年間を35人で見通した、学校別の学級数は

(一問一答) 　②　教室の確保についての考え方、予定は
　③　18,9人の小規模学級を編制することについての考え方は
　④　習熟度に応じた少人数指導の在り方の今後は
２　新型コロナ禍脱却に向けて
　①　まん延防止等重点措置が市にも適用され、６月20日まで市の
　　公共施設の利用時間が午後８時までとなった。その意図と従前
　　の８時以降の利用状況は
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
髙井厚
　 続き

　②　「感染経路不明」という言葉は今でも使われている。意味が
　　把握しにくい表現ゆえに、この言葉で処理されることに疑問を
　　感じる。県への問い合わせや回答は
　③　新型コロナワクチンのこれまでの接種状況は。接種区分別の
　　人数や接種率は
　④　接種を見合わせている人も、いつかは接種できるものなのか、
　　対応は
　⑤　64歳までの大人への一般接種の進め方。接種による優先接種
　　の有無は
　⑥　16歳未満の子どもたちへの接種は悉皆か否か、接種の見通し
　　は
３　新庁舎建設基本計画案について
　①　中心市街地再開発とリンクすれば、民間の商業施設も営業す
　　ることになることから、「にぎわい」の解釈やイメージは当初
　　のものと変わるのか否か
　②　土日や時間外の市役所業務展開の考えは
　③　新庁舎完成後、あい愛バスで少しでも短い時間でイベント等
　　に到着できるような利便性向上策は
　④　新庁舎への図書館機能導入もにぎわい創出につながるが、当
　　局の考えは
４　みのかも農業ビジョンのこれから
　①　このビジョン案がいくつかの団体に示されてきたと思うが、
　　どのような提言や意見があったのか
　②　「担い手育成」における、多様な担い手の中身（種類）は。
　　認定数100に向けてどのような取り組みを考えているのか
　③　「食の循環」の里山ブランド取扱店増に向けた取り組み内容
　　は
　④　「環境保全」の耕作放棄地の解消に向けた支援策は

4 柘植宏一 １　新庁舎整備について
新しい風

(一問一答)
　①　３月定例会に市街地再開発と新庁舎整備を一体的に推進する
　　旨の市長答弁があった。一体的推進とは具体的にどのようなこ
　　とを示すのか
　②　１回目の市民説明会など、整備計画当初の方針との相違点は
　　何か
２　ＳＤＧｓと「ローカルＳＤＧｓみのかも」について
　①　ＳＤＧｓについての市長の所感は
　②　ローカルＳＤＧｓみのかも（ＳＤＧｓ未来都市）は内閣府の
　　地方創生の一環として施策化されている。ＳＤＧｓ全般の推進
　　に対する方針は
　③　総合計画等諸計画へのＳＤＧｓの反映は
３　新型コロナ感染症対策と多文化共生について
　①　八百津町のデイサービスなどでクラスターが発生している。
　　デイサービスなど介護施設における介護従事者のワクチン接種
　　状況は
　②　外国籍市民への接種周知及び接種促進策は
　③　外国人学校や外国人託児所への感染予防支援策は
　④　外国籍住民の感染拡大を受けて、教会関係者や派遣会社と感
　　染防止のための会議が開催された。コロナ禍以前における教会
　　関係者や派遣会社との協議の状況は

5 金井文敏 １　公共施設のトイレ感染防止対策について
市議会 　①　公共施設のトイレの感染対策
公明党 　②　非接触照明設備の設置

(一問一答) ２　小中学校の教室の感染対策について
　①　換気の現状
　②　網戸の設置
３　高齢者のゴミ出し個別収集の導入について
　①　導入に対する課題
　②　支援制度の導入
４　おくやみ窓口の開設について
　①　取り組みの現状
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
金井文敏 　②　導入に対する課題
　 続き 　③　おくやみ窓口の開設

５　窓口の混み具合をウェブで見える化することについて
　①　現状の取り組み
　②　窓口の人工知能活用

6 坂井文好 １　農業ビジョンについて
結いの会

(一問一答)
　①　美濃加茂市の農業の現状（2020年農林業センサスから）は前
　　回の調査（2015年）と比較すると、どのような傾向にあるのか、
　　現状認識を問う
　②　「みのかも農業ビジョン」（2021年４月）で目指そうとして
　　いるのは、一言で言うとどんな農業なのか、あるべき姿を伺う
　③　美濃加茂市の農産物を「里山印」としてブランド化して行く
　　にあたり、どのような基準を設けていくのか、そのガイドライ
　　ンを問う
　④　重点政策の１つである環境保全、耕作放棄地の解消21→10ha
　　など成果指標（ＫＰＩ）達成のための具体策は
　⑤　学校給食の地産地消化はどの程度進んでいるのか。有機農法
　　による学校給食を求める声が高まっているが、給食の有機化の
　　検討はなされているか
　⑥　警報発令時に待機、そして休校となった際の学校給食の取扱
　　い対応はどのような基準にあるのか
２　新庁舎建設問題について
　①　昭和57年（1982年）当時に行われた駅前再開発事業と今回の
　　駅南地区市街地再開発事業の大きな違いは何か。時代の背景を
　　踏まえ、前回の総括と今回の政策について
　②　市街地再開発と一体的に新庁舎整備事業が進められれば、市
　　所有地の換地処分や新たな保留地の取得が可能となり、駐車場
　　についての狭隘問題や利便性問題は大きな改善が見込めると思
　　うが、その是非は
　③　9.28災害の後、木曽川の護岸工事が進み、加茂川の内水氾濫
　　等も浸水対策が講じられ、2029年には完成が見込まれている新
　　丸山ダムなど洪水調整機能は当時より向上しているが、現在の
　　浸水対策はどこまでできているか
　④　立地適正化計画に基づくコンパクト＋ネットワーク＆サテラ
　　イトについて、具体的にあい愛バスの運行や連絡所のあり方等
　　はどう変わるのか

7 森弓子 １　市の花アジサイについて
結いの会 　①　美濃加茂市の花として、公園にもっと植栽してはどうか

(一問一答) 　②　「アジサイ挿し木」「押し花」など関連する講座を開催して
　　啓発してはどうか
　③　市としてアジサイロードのような路線をつくってはどうか
　④　以前はあじさいまつりに「アジサイ」を配布していたが、今
　　後何かの機会に市民に配布できないか
　⑤　特産品としての販売は
２　高齢者福祉計画「基本方針５　高齢者が地域で暮らす体制づく
　り」について
　①　高齢者単独世帯・高齢者夫婦世帯の増加対応
　②　在宅生活の支援　多様なサービスが必要な方に行き届くのか
　③　支え合いの地域づくりの推進　地域の支え合い活動とは。具
　　体的な内容を
３　夏休みの学童保育について

8 森厚夫 １　新庁舎建設について　市民の市民による市民のための新庁舎
新生会 　①　意向調査、住民投票について

(一問一答) 　②　新庁舎建設における「にぎわい」とは
　③　広報の新庁舎整備ニュースについて
　④　商業ビル解体について
　⑤　諮問委員会最終答申後に新型コロナウイルス感染拡大につい
　　て
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
9 渡辺義昌 １　新型コロナ感染症について

結いの会 　①　新型コロナ感染症の現状と対策について
(一問一答) 　　Ⅰ　若年者の感染状況はどうなっているか

　　Ⅱ　外国人市民に関する感染状況及び具体的な対応策について
　　Ⅲ　県内、市内の変異株感染の状況と対応について
　②　新型コロナ感染症の今後の対応について
　　Ⅰ　２月に実施した「あんしん助成金」は上限５万円と少額だ
　　　ったが、今回の助成金の範囲はどうか
　　Ⅱ　その他（ＰＲ助成金その２）、みのかもチャレンジ事業者
　　　応援助成金等あるが、前回との違い等概要を伺う
　　Ⅲ　「先得みのかも応援チケット」の発行は行うか
　　Ⅳ　感染対策実施店の優遇措置について
２　自治会要望について
　①　自治会要望の方法について
　②　要望の対応について
　③　安全確保や緊急の場合の要望について
　④　前年度までに提出された要望の対応について
　⑤　市民に対する周知について

渡辺義昌 　⑥　自治会離れについて
　 続き 　⑦　今年度実施のよかった点、問題点について

３　自治体ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について
　①　「ＳＤＧｓ未来都市」及び「自治体ＳＤＧｓモデル事業」を
　　実施する意義について
　②　「ＳＤＧｓ未来都市」及び「自治体ＳＤＧｓモデル事業」の
　　具体的な事業について
　③　事業に対する市民参加、取り組みについて

10 田口智子 １　感染症対策について
結いの会

(一問一答)
　①　季節性インフルエンザワクチン接種の小児に対する助成の考
　　えは
　②　子どもに関わる職業従事者へのインフルエンザワクチン接種
　　助成の考えは
　③　新型コロナウイルスワクチンの接種スケジュールについて
２　ストリートピアノコミュニティについて
　①　まちのピアノから、人と人とのつながりを生み出す、ストリ
　　ートピアノコミュニティの考えは
　②　リバーポートパーク、文化の森、健康の森などの健康プラス
　　ラインや、ＪＲ美濃太田駅自由通路へのストリートピアノの設
　　置は可能か

11 永田徳男 １　健康プラスラインについて
結いの会 　①　具体的に目指すものとは

(一問一答) 　②　市内の公園の活用状況は
　③　コロナ禍での健康増進はどう考えるのか
　④　公園設置の「トイレ」について
２　新庁舎の駅前に作る意義について
　①　「立地適正化」での補助を受けられた他市事例について
　②　駅前に庁舎を作ることの意義について
　③　駅前の庁舎の運営・運用について
　④　計画の中にある「コンベンションホール」について
　⑤　ＳＤＧｓの未来都市モデル事業に対して、駅前再開発事業も
　　含めて何か該当しないか

12 村瀬正樹 １　新庁舎建設費と駅前再開発を考慮した中長期財政計画について
広目

(一問一答)
　①　新庁舎建設関係　市が進めようと計画している駅前商業ビル
　　跡地での新庁舎建設に関わる計画の進み具合・諸経費の見込み
　　・財源について
　　Ⅰ　商業ビル解体
　　Ⅱ　シティホテル従業員離職への対応
　　Ⅲ　出資者、出資金の扱い
　　Ⅳ　テナント業者、区分所有者への補償
　　Ⅴ　庁舎建物建設費
　　Ⅵ　民間駐車場、市職員駐車場借用費（50年）
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
村瀬正樹 　　Ⅶ　上記Ⅰ～Ⅵを加味した総費用
　 続き 　②　駅前再開発関係　第一段階である駅前通り西側に限定した地

　　元地権者の組合主体による再開発事業について
　　Ⅰ　組合設立の進み具合と設立完了見込時期
　　Ⅱ　ビルの中に入る公共施設の内容と本市の負担額
　　Ⅲ　総経費と本市の補助割合、金額
　　Ⅳ　（あってはならないが心構えとして）事業破綻時の本市の
　　　追加補助の有無
　③　上記２大事業を含んだ本市の財政健全化判断比率の見込み
　　Ⅰ　実質赤字比率
　　Ⅱ　連結赤字比率
　　Ⅲ　実質公債比率
　　Ⅳ　将来負担比率

13 酒向信幸 １　マイナンバーカードについて
結いの会

(一問一答)
　①　マイナンバーカードは政府のデジタル推進の中心に位置付け
　　られており、2023年３月末（令和４年度末）までに全住民への
　　交付を目指している。全国的には３割に達したところだが、本
　　市の数字が下回っていることに対する考えを伺う
　②　本市は普及向上により一層対策が必要だが特に性別、年齢層
　　別でみると、85歳以上の女性と19歳までの男女が低い実態であ
　　る。このような世代に対する申請促進や外国籍の方への申請促
　　進の対策を伺う
　③　普及率向上に対する各自治体の取り組み事例がある。本市に
　　おける取り組みとして臨時交付窓口が開設されているが利用状
　　況を伺う。また出張申請受付等による申請促進の考えや普及率
　　向上に向けた対策の考えを伺う
　④　マイナンバーの提示と本人であることの確認が１枚でできる
　　唯一のカードであり、行政手続きやコンビニで住民票の写しが
　　取得できる。現在のマイナンバーカードの機能、またこの先ど
　　のようなことが可能になっていくのか伺う
　⑤　マイナンバーカードが悪用されるリスクはないとはいえない。
　　マイナンバーカードが身分証として使えることは便利だが、顔
　　写真が差し替えられたり、ＩＣチップの電子認証を悪用し、な
　　りすましによる行政手続きが行われるといった危険性について
　　伺う
　⑥　今後の普及率向上にスピード感を持たせるために、今一度申
　　請から交付までの一連の流れを伺う
２　新庁舎整備基本計画について
　①　新庁舎基本構想を基に「2050年になってもみんなが幸せを感
　　じることができる市役所のあるまち」の実現に向けて新庁舎整
　　備基本計画に着手した。今後基本設計、実施設計という流れの
　　中で基本計画に示される内容について伺う
　　Ⅰ　機能について
　　Ⅱ　規模について
　　Ⅲ　事業手法について
　②　第６次総合計画、都市計画区域マスタープランに即す都市計
　　画マスタープランが策定され、関連する分野別の計画に整合を
　　図る新庁舎基本計画が位置付けされている。これからのまちづ
　　くりから新庁舎の役割を伺う

※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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