
予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
1 酒向信幸 １　市長の１期４年間について

結いの会
代表質問

　①　就任後に掲げた「堂々、美濃加茂。」の４つの柱（活力、安
　　心、教育、交流）の各柱における事業、取り組みの評価を伺う

(一問一答) 　②　第６次総合計画が令和２年度から「すべての健康のために歩
　　き続けるまち」を基本構想に掲げ「歩き続ける」ことを共通の
　　目標として「心の健康」「体の健康」「社会の健康」から未来
　　へつながる持続可能なまちづくりの実現を目指しスタートした
　　が、新型コロナウイルス感染拡大の影響は深刻であり、通常の
　　暮らしに戻るには時間はかかるが今後の事業展開を伺う
　③　今年度は「健康」という視点に「自然」と「交流」をプラス
　　した「健康プラスライン」が加わった。「健康自然ライン」、
　　「健康交流ライン」に関する施策に対する思いを伺う
　④　４年間を総括して２期目に向けた思いと美濃加茂市の将来像
　　を伺う
２　新庁舎とまちづくりについて
　①　新庁舎建設に関する市民説明会から２年が経過し、これから
　　第２回目が市内８か所で計画されているが、コロナ禍において
　　現実的に難しいと思われるが、今後の方向性や説明会に対する
　　代替え案について伺う
　②　市街地再開発と庁舎建設は一体化として考えているが、美濃
　　太田駅南地区の「にぎわい」の在り方については、駅北地区の
　　にぎわいとは違うものと認識している。具体的なイメージと可
　　能性について伺う
　③　都市計画マスタープランのサテライト方針には、サテライト
　　機能を強化し地元の課題は地元で解決していく方向性を示して
　　いる。業務の専決事項の変更や予算確保等具体的な構築制度を
　　伺う。また、今後のコミュニティセンター等の整備計画の進め
　　方を伺う
　④　都市計画マスタープランにおける将来都市構想には都市拠点
　　として美濃太田駅周辺とある。また、各地域をサテライト拠点
　　として今後は強化されていく。古井地区は学校、図書館と教育
　　・文化・交流機能が多く集積されている。この文化交流拠点の
　　今後について伺う
　⑤　この先拠点が整備され、まちづくりが進んでいく。このこと
　　を踏まえて庁舎の機能、役割をどのように考えているか伺う
３　防災について
　①　災害対策基本法が令和３年に改正されたことを受け、市町村
　　が避難情報の発令基準等の検討、修正等の際の参考となるよう
　　に「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改正し、
　　「避難情報に関するガイドライン」として今年の５月に公表さ
　　れた。変更点について伺う
　②　本市においても８月の大雨で警戒レベル５が発令された。警
　　戒レベル４発令で危険な場所から全員避難とあるが、避難行動
　　要支援者への対応（情報の伝達、避難所への移動、受け入れ体
　　制）について伺う
　③　コロナ禍で自然災害が発生した場合、従来の防災では対応し
　　きれない可能性があるため、コロナ禍を踏まえた防災訓練の実
　　施が必要になる。通常での開催は集団感染の恐れもあるため、
　　今後の防災訓練の在り方について伺う
　④　有事の際に客室を速やかに被災地へ移設し避難施設等に利用
　　できる「レスキューホテル」が全国に展開されている。ホテル
　　並みの快適な仮設宿泊所としての利用や、休憩所、診療所など
　　に利用が可能である。新型コロナウイルス対策への活用も進ん
　　でいる。来春本市に開業されるが速やかに連携が必要と思うが
　　考えを伺う
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
酒向信幸
　 続き

　⑤　日頃の備えとして、危険な場所、避難施設はハザードマップ
　　などで確認しておくことが大切である。大雨時の雨量情報や土
　　砂災害警戒情報、大雨、洪水などに対する情報収集はどのよう
　　な方法があるか伺う。また、実際に避難することになった場合
　　の避難方法について伺う
４　ワクチン接種について
　①　本市ではワクチン接種の予約受付が３０歳以上と対象者が拡
　　大されている。また、優先接種対象者も拡大している。このよ
　　うな状況から現状のワクチン接種状況を伺う

2 山田栄 １　公共施設について
結いの会

(一問一答)
　①　少子高齢社会・人口減少社会における小中学校の統廃合への
　　考えは
　②　小規模特認校の学校運営の成果及び今後取り組むべき課題は
　③　小中学校における本年度のプールの活用状況について
　　Ⅰ　水泳授業の取り組みは
　　Ⅱ　プールの水の活用は（浄水・防火用水・地元への開放）
　④　小中学校の屋内体育館の避難所としての環境整備の状況は
　　Ⅰ　洋式トイレの整備状況は（男女別・一区画のスペースの拡
　　　大等）
　　Ⅱ　児童・生徒に対する食料・飲み物等の避難用品の整備状況
　　　は
　⑤　公園・街路について
　　Ⅰ　防犯灯・街路灯のＬＥＤ化、太陽光発電の活用状況につい
　　　て
　　Ⅱ　設置トイレの洋式化の推進は
　⑥　保育園について
　　Ⅰ　現状の公立保育園と民間保育事業者との保育事業の連携状
　　　況は
　　Ⅱ　公立保育園を将来３か所に絞ることによるメリット・デメ
　　　リットは
　　Ⅲ　保育士不足の要因についての見解は（待遇改善・報酬）
　　Ⅳ　下米田保育園、太田第一保育園、太田第二保育園の改修計
　　　画について
　⑦　バリアフリー化した障がい者、高齢者向け市営住宅建設の予
　　定について

3 柘植宏一 １　学校運営協議会制度について
新しい風 　①　ビジョン等について

(一問一答) 　　Ⅰ　推進を政策決定した理由について
　　Ⅱ　ビジョンの共有は十分であるか、十分でないとすると共有
　　　のため何が必要か
　　Ⅲ　制度の継続・拡充を担保するため市独自の指針策定や全市
　　　連絡協議会設置も必要と考えるが
　②　改正法の内容等について
　　Ⅰ　協議事項として、当該学校の運営の他「当該運営への必要
　　　な支援」が追加された。具体的に何を意味するか
　　Ⅱ　委員構成については、少人数から始め、順次拡大すべきと
　　　考えるがどうか
　　Ⅲ　設置学校における教職員への負担軽減策は。また推進に関
　　　わる人的体制は
　　Ⅳ　任用等に対する意見を述べる権利において「教育委員会規
　　　則で定める事項について」が追加された。具体的にどのよう
　　　な意見ならば述べることができるか
　③　地域との連繋について
　　Ⅰ　地域学校協働活動推進員の設置予定は
　　Ⅱ　まちづくり協議会との連繋はどのように具体化するか
２　まちづくり協議会について
　①　古井まちづくり協議会が発足したその評価と課題について
　②　市全体のまち協設立完了時期は。また、まち協活動の課題は
３　市長選挙について
　①　２期目における重点政策目標について
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
4 金井文敏 １　プッシュ型行政サービスについて

市議会 　①　対象となるサービス
公明党 　②　プッシュ型通知の仕組み

(一問一答) 　③　地方自治体のデジタル化の推進
２　加茂川の治水について
　①　洪水氾濫対策の現状
　　Ⅰ　加茂川の越水水量
　　Ⅱ　丸山ダムの事前放流
　②　雨水貯留機能の向上
　　Ⅰ　雨水貯留施設整備
　　Ⅱ　遊水地整備
　　Ⅲ　雨水排水網の整備
　③　補助制度の活用
　　Ⅰ　必要な補助制度
３　スクールソーシャルワーカーについて
　①　スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）とは
　　Ⅰ　資格
　　Ⅱ　スキル
　　Ⅲ　スクールカウンセラーとの違い
　　Ⅳ　ＳＳＷの仕事
　②　ＳＳＷの現状
　③　配置の検討
４　ごみの排出困難者について
　①　自治会未加入者の現状
　　Ⅰ　自治会加入率
　②　排出困難者
　　Ⅰ　自治会未加入者
　③　今後の検討
　　Ⅰ　市での集積場所の設置
５　パルスオキシメーターについて
　①　パルスオキシメーターとは
　②　補助制度
　　Ⅰ　あんしん助成金一般対応型
　③　貸し出し制度

5 田口智子 １　コミュニティスクール（学校運営協議会）について
結いの会

(一問一答)
　①　学校評議委員とコミュニティスクールとの違いは。本市のコ
　　ミュニティスクールの進捗状況は
　②　本市におけるコミュニティスクールの目的、今後の方向性に
　　ついて
２　中学部活動の方向性について
　①　中学部活動への学校教育、地域スポーツとしての関わり方に
　　ついて
　②　休日の部活は2023年度以降から段階的に、地域へ移行し実施
　　される予定である。平日に行われる「学校部活動」と休日に行
　　われる「地域部活動」それぞれの今後の方向性は
　③　中学部活動とコミュニティスクールの連携の考えは

6 村瀬正樹 １　新庁舎建設問題について
広目

(一問一答)
　①　「第２回市民への説明会」開催の可否が、コロナ禍で不透明
　　である。どうされるのか
　②　「第１回市長と語る会」で参加者から出された質問・疑問へ
　　の答えや、駅前以外の候補地の調査比較は準備できているのか
　③　開催できない場合、それに代わるものは。例えば、広報に特
　　集を組み、広く市民に情報を開示すべきと考えるがどうか
　④　情報開示や、市民の考えの調査集約をしないで、来たる市長
　　選に臨むことは許されないと考えるがどうか
２　特別児童扶養手当について
　①　障がい児のいる家庭に支給される「特別児童扶養手当」の申
　　請について、ここ２～３年の本市の申請件数と却下件数は
　②　受給後の更新時審査で打ち切られた件数は
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
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村瀬正樹
　 続き

　③　判定制度の見直しや、判定基準の明確化を求める声があるが、
　　市としてできることはないか

7 片桐美良 １　防災について
結いの会

(一問一答)
　①　市内の盛り土等で土砂災害等が懸念され、指導された所はあ
　　ったか
　②　防災拠点の捉え方について
２　同報無線デジタル移行後の苦情について
　①　デジタル移行後苦情が増加していないか
　②　苦情の件数と内訳及びその対応状況は
３　同報無線等の不具合について
　①　３月13日火災　個別受信機の音量不足、消防署と本庁間試験
　　放送が個別受信機に配信された件について
　　Ⅰ　個別受信機の音量調整はその都度されるのか
　②　６月29日太田本町の火災　火災発生放送の１分後、５月４日
　　に発生した加茂野町の鎮火放送、その１時間21分後再び鎮火の
　　誤報。また、市の防災アプリでは放送文に太田町と誤表記
　　Ⅰ　１回目の誤報の訂正放送はなく、２回目の誤報の後、訂正
　　　放送が12分後となったが
　　Ⅱ　原因の調査から復旧までになぜ24時間以上要したか
　　Ⅲ　過去の放送データを消去しないのか
　　Ⅳ　業者の責任、対処はいかに
　③　７月20日下米田町の火災 サイレンの吹鳴のみ
　　Ⅰ　ケーブル損傷の原因は
　　Ⅱ　原因調査から復旧までなぜ31時間も要したか
　　Ⅲ　火災発生現場放送をなぜ行わなかったのか
４　学校運営協議会について
　①　現在の地域との連携状況の把握は
　②　2004年に制度化され、本市ではなぜ今からなのか
　③　委員の選出方法と協議会会長の選任方法は
　④　コーディネーターは置くのか
　⑤　報酬予算を超える活動に補正等の対応はあるのか
　⑥　教育委員会での検討はされたか

8 森弓子 １　新型コロナについて
結いの会

(一問一答)
　①　子供達への新型コロナワクチン接種停止を求めるが本市の見
　　解は
　②　多文化共生室は外国人感染拡大防止において、どのような対
　　応・役割を果たしているのか
２　有償クリーンパートナー制度の創設を
　①　公有地の草刈等除草にかかる年間の費用は
　②　満足度100％管理した場合の費用は
　③　多面的機能支払交付金あるいは農業用資源保全管理活動補助
　　金のような制度を創設し、市民力を活用してはどうか
３　プラスチックゴミに対する取組み
　①　環境省が来年４月から「グリーンライフ・ポイント制度」を
　　開始する
　　Ⅰ　現在の取組への影響は
　　Ⅱ　ペットボトルのフタを市で回収してはどうか
４　森山浄水場について
　①　増水時における手順は、マニュアルどおりであったか
　②　県営水道からの水の量は限度があるのか
　③　森山浄水場の取水口の改良は令和８年度以降の計画だが、近
　　年の大雨の気象状況では、一年でも早く実施する必要があるの
　　では

9 森厚夫 １　新庁舎建設
新生会 　①　市民の市民による市民のための新庁舎の考えは

(一問一答) 　②　新庁舎建設における「にぎわい」の具体的な施策は何か
　③　商業ビル解体にともなう補償費等の試算はどの位になるのか
　④　「新しい市役所をいかしたまちづくり」について市長と語る
　　会の第２回目開催はいつ頃を予定しているか
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
10 渡辺義昌

 結いの会
１　新型コロナウイルス感染症（デルタ株）による学校・保育園の
　体制について

(一問一答) 　①　新型コロナウイルス感染症（デルタ株）による学校・保育園
　　の体制について
　　Ⅰ　市内の保育園、小中学校での感染状況は
　　　ア　市内の保育園での感染状況は
　　　イ　市内の小中学校での感染状況は
　　Ⅱ　対応はどのようにされたか
　　　ア　市内の保育園での対応は
　　　イ　市内の小中学校での対応は
　　Ⅲ　分散登校による授業の進め方について
　　Ⅳ　登校時間はどのようにされるか
　　Ⅴ　放課後児童教室の受け入れ体制について
　②　タブレットを使ったオンライン授業について
　　Ⅰ　本市におけるオンライン授業についての考えは
　　Ⅱ　保護者の協力内容と対応は
　　Ⅲ　実施時期と実施内容は
２　コミュニティバス「あい愛バス」について
　①　「あい愛バス」の現状の確認と課題について
　　Ⅰ　利用者の状況はどのようになっているか
　　Ⅱ　「地域公共交通網形成計画」と第６次総合計画の健康との
　　　兼ね合いについて
　　Ⅲ　利用者の移動の目的を把握しているか
　　Ⅳ　利便性についてはどのように考えているか
　　Ⅴ　維持コスト、収支について
　　Ⅵ　鉄道と「あい愛バス」の連携について
　　Ⅶ　高校生の利用状況はどうか
　　Ⅷ　ワクチン接種会場にあい愛バスを利用された方は何名ほど
　　　いるか
　②　「あい愛バス」の今後の計画について
　　Ⅰ　ＥＶ車導入による車両コスト（維持コストも含め）と燃費
　　　（充電コストも含め）について
　　Ⅱ　今後のＥＶ化の計画はあるか
　　Ⅲ　自動運転のバス走行についての計画はあるか
　　Ⅳ　利便性の向上のための改善はあるか

11 永田徳男 １　自治体ＤＸについて
結いの会 　①　「自治体ＤＸ」の市としての現状は

(一問一答) 　②　「自治体ＤＸ」の推進体制構築の今後の見通し
　③　新庁舎建設でのコンパクトな庁舎を目指す時デジタル化によ
　　る業務の見直しはあるのか
　④　「自治体ＤＸ」が提唱している「誰一人取り残さない、人に
　　優しいデジタル化」を、美濃加茂市はどのように構築するのか
２　市道321号線整備について
　①　「市道」の管理の現状把握について
　②　市道321号線についてどのような認識か
　③　景観と安全と維持管理のための「柵」の考え方
　④　「市道」の維持管理の考え方は
　⑤　「まちづくり活動」の行政としての位置づけ
　⑥　コロナ禍での「野外奉仕」等の行動基準

12 渡辺孝男 １　通学路の安全点検実施状況及び対策について
結いの会

(一問一答)
　①　千葉県で下校途中の児童が大型トラックに巻き込まれる痛ま
　　しい事故が発生したが市として通学路の点検は実施したか。実
　　施したならば主な問題箇所及び対策状況は
　②　平成28年度通学路点検一覧進捗表を見ると要望内容について
　　施工が未定の項目もあるが、現時点での対策済件数はどのよう
　　になっているか
　③　信号機のある横断歩道を渡り通学する子供達の車両による巻
　　き込まれ防止対策として、事故低減できる「歩車分離式」の信
　　号にすることはできないか
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
渡辺孝男 ２　あい愛バスの利用促進について

続き 　①　高齢者の方にあい愛バスの利用促進策を聞くと、バス停を増
　　やし、バス停の間隔を短くしてほしいとの意見もあるが市とし
　　て増やす考えはあるか
　②　あい愛バスの利用拡大に向け、当初実施された「おしゃべり
　　喫茶」等を実施し、市民から幅広い声を聞き少しでも利用拡大
　　に向けた活動も重要と思うが市の考えは
３　災害情報を得る手段としての防災ラジオ普及拡大について
　①　災害情報を得る防災ラジオが全戸配布になり約４年経過して
　　いる。令和３年７月末時点で1,971台、8.5％の貸与数と低い数
　　字になっているが市として貸与数を増やす方策は
　②　貸与には申請書を提出し、後日受領書を持参するため２回交
　　流センターに足を運ぶことになる。このような事も貸与率が低
　　い要因と思うが市の考えは

13 髙井厚 １　不登校対策の拡大に向けて
広目 　①　中学校での不登校理由・原因について

(一問一答) 　　Ⅰ　「学校に係る状況」と「家庭に係る状況」の割合は
　　Ⅱ　友人関係（除いじめ）を巡る問題、学業不振、学校環境
　　　（部活や決まりなど）の割合は
　②　教育センターのあじさい教室の運営について
　　Ⅰ　月別、人数別、通室日数別の通室者と傾向の概況
　　Ⅱ　学校との連携に向けた通室の手続きの改善の進み具合
　　Ⅲ　小グループ学習が敬遠されることは今もあるのか
　　Ⅳ　生徒たちのボランティア活動についての所見
　③　タブレットがあればどこでも学べるという「オンライン学習」
　　の可能性
　④　不登校対策に特化した「ふるさと納税」の展開について当局
　　の考え
２　よりよい新庁舎建設に向けて
　①　現在進捗中の計画の、国の「立地適正化計画」との整合性
　②　コンパクト・プラス・ネットワーク＆サテライトの観点から、
　　市内８地区との関係改善はどう期待できるか
　③　新庁舎建設に合わせ、どんな連絡所業務が充実（効率化）し
　　ていくのか
　④　説明会の持ち方について
　　Ⅰ　説明会の性格は、報告・連絡型と捉えてよいか（問題発見
　　　型、アイデア創出型もあるが）
　　Ⅱ　説明会のねらいと説明の重点（柱）は何か
　　Ⅲ　説明会の内容構成と時間配分は
　　Ⅳ　新型コロナ感染予防で新たな対策はあるか
３　堤防除草の在り方について
　①　蜂屋川と詰田川それぞれ、堤防の長さはどのくらいか
　②　その中で、草刈りの対象とならない場所の長さとその理由は
　③　堤防道路の天端から１ｍしか草刈りをしない拠り所は。また
　　全部刈り取ることへの展望は
　④　竹藪が堤防に侵入していることへの対応

14 前田孝
日本共産党

１　新型コロナウイルス感染症に対する幼児・小中学校児童の感染
　対策について

市議団 　①　園内・校内における感染状況とその対策は
(一問一答) 　②　先生方のワクチン接種状況は

　③　国が園や学校に配置する「抗原検査」の簡易キットの取り扱
　　いはどのようにするのか。また、数量はどのくらいか
　④　コロナ禍における分散登校についての見解
　⑤　オンライン授業実施についての対策は
　⑥　小中学生に対するワクチン接種の現状は
２　コロナ禍における「生理の貧困」対策について
　①　学校・公共施設の女子トイレ個室に返却不要な無償で自由に
　　使える生理用品の配置を
３　美濃太田駅南地区再開発事業について
　①　南地区街づくり協議会発足後組合設立はいつごろか
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
前田孝
　 続き

　②　株式会社地域計画建築研究所に対して推進計画策定を委託し
　　ているがその状況は
　③　西街区（第１期）の検討案が出されているが商業棟（６階建
　　て）の１～２階は公共公益となっているが入居予定者の業種は。
　　また、分譲か賃貸か
　④　住宅棟（16階建て）は分譲か賃貸か
　⑤　総工費に対する国・県・市の補助金額は
４　新庁舎建設説明会延期について
　①　第２回目の住民説明会が延期と発表されたが今後の開催予定
　　は

15 坂井文好 １　「みどりの食料システム強化」について
結いの会

(一問一答)
　①　美濃加茂市では４月に「みのかも農業ビジョン」が策定され、
　　「健康」を掲げる第６次総合計画との整合性を図りながら推進
　　されているが、「広報みのかも」での特集掲載を経て、周知は
　　どの程度進んでいるのか。また関係機関との連携において具体
　　化してきているものは
　②　国は５月に「みどりの食料システム戦略～食料・農林水産業
　　の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～」を策
　　定、2050年までに目指す姿の目標を掲げているが、所見を伺う
　③　美濃加茂市の農産物を「里山印」としてブランド化するため
　　のガイドライン（農産物の安全基準・環境負荷基準等）はいつ
　　までにでき上がるのか
　④　国は耕地面積に占める有機農業の取組面積を25％、100万haに
　　拡大する目標を掲げているが、美濃加茂市においては実現可能
　　か。美濃加茂市における有機農業の現状は
　⑤　「みどりの食料システム戦略推進交付金」が新規に30億円予
　　算要求され、地方自治体のビジョンや計画に基づき、スマート
　　農業の展開、有機農業の団地化や学校給食などで利用、栽培歴
　　の改善等によるグリーン栽培体系への転換などが支援対象とな
　　っている。モデル的先進地区へのチャレンジは
　⑥　提案として、「愛あいバス」を利用した野菜の集荷や弁当の
　　配送はどうか。旬の新鮮な野菜等、駅をデリバリーセンターと
　　して、直売所や飲食店へ。飲食店や仕出し屋で出来た弁当を各
　　地公民館（集荷場）までお届けするという高齢社会に対応した
　　食の循環を一考しては
２　警報発令時、解除後の巡回について
　①　多面的機能支払交付金事業においては異常気象時の対応とし
　　て、警報が解除されてからの農地・農道・水路等多面的エリア
　　内の巡回が義務付けられているが、一般の場合の取り決めはど
　　のようになっているか。災害情報を「通報」として情報収集す
　　るのか
　②　過去の自治会要望でも排水路の問題（越水等）が多かったが、
　　今回は太陽光パネル下からの雨水流水量の増大に起因するもの
　　とみられることから、設置基準（開発許可）の見直しと対応策
　　が求められるのではないか
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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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