
予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
1 片桐美良 １　令和４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　市税収入の今年度見通しと来年度予測は

　③　ふるさと納税について
２　新庁舎説明会について
　①　11月に開催した説明会の所感は
　②　今後の説明会及び出前講座について
３　来春開園予定の新保育園について
　①　入園希望状況は
　②　職員の配置計画は
　③　給食について
４　ＪＡ支店統合跡地利用について
　①　ＪＡの跡地利用方針を聞いているか
　②　市としての活用の考えは

2 髙井厚 １　加茂野保育園管理運営事業の変更について
無所属 　①　不調に終わるまでの経緯の概略は

(一問一答) 　②　不調の原因をどう分析しているのか
　③　今後の進め方に変更はあるのか
　④　先の条例は以後どう扱われていくのか
２　不登校対策の充実に向けて
　①　「不登校対策のプロジェクト化」の協議は、以後なされてき
　　たのか
　②　７月の中学校不登校理由で、４％を占めた「友人関係をめぐ
　　る問題」の中身は
　③　あじさい教室の運営で、令和４年度の指導計画の改善点は
３　自治会活動に対する支援について
　①　自治会集積所管理費
　　Ⅰ　美濃加茂市への転入時、自治会加入の意思のない方へはご
　　　みの処理について、どう説明しているか
　　Ⅱ　ごみ袋への記名の是非についての考えは
　　Ⅲ　「自治会加入割」を導入した経緯は
　　Ⅳ　「自治会加入割」は継続するのか
　　Ⅴ　ごみ処理問題は毎日問題。モニターを委嘱し研究改善に向
　　　かえないか
　②　自治会要望の方法の変更について
　　Ⅰ　新方式になって、要望の種類や件数にどのような変化が出
　　　ているか
　　Ⅱ　要望に対する業務執行の優先順位をどう調整しているのか
　　Ⅲ　令和４年度へ向けて改善や変更点はあるか

3 森弓子 １　コロナ禍における経済対策について
結いの会 　①　市民まつりなど中止になり不要となった予算額は

(一問一答) 　②　一般市民向けの先得クーポン券の発売を
２　新庁舎整備事業について
　①　木材利用促進法による市内木材の有効活用と木質化を
　②　中山道をイメージする外観を木材使用で創出しては
　③　商業施設・にぎわい創出構想　核になる飲食店とは
　④　駅の北側地域にも整備計画が必要なのでは
３　牧野工業団地について
　①　企業誘致の進捗状況は
　②　大場中国線に大型車が増加している。速度規制等の見直しは
　③　地元説明会の開催は
４　健康寿命について
　①　健康寿命の算出
　②　歩数計の貸出を
５　要望の取り扱いについて
　①　自治会からの随時要望数と実施数
　②　屋外トイレの洋式化実施計画の策定状況と洋式化の早期実施
　　を
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
4 柘植宏一 １　市長の所感について

新しい風 　①　２期目を目指す市長の施策について
(一問一答) 　　Ⅰ　健康以外の福祉分野における取組について、重点的に取り

　　　組みたいと考える施策は何か
　　Ⅱ　教育分野における取組について、重点的に取り組みたいと
　　　考える施策は何か
　　Ⅲ　ＳＤＧｓ推進について、ＳＤＧｓ17項目において「ローカ
　　　ルＳＤＧｓ美濃加茂」以外に重点的に取り組みたいと考える
　　　施策は何か。また、６次総やＳＤＧｓ推進宣言ではＳＤＧｓ
　　　推進の方向性が十分明確化されているとは言えない。新たな
　　　る方針決定の考えはあるか
２　機構改革について
　①　新たに人づくり課が設置される。「人づくり」とは何を意味
　　しているか
　②　幼稚園、学童保育が教育委員会から健康子ども部に移管され
　　る。移管によって、何がどう変わるのか
　③　子ども未来課と子育て支援課の事務分掌の線引き基準は何か
　④　新庁舎整備事業が経営企画部から総務部へ移管される理由は
　　何か。また、推進室から推進課へ格上げされる理由は何か
３　駅南のにぎわいづくりについて
　①　庁舎移転や市街地再開発が計画されるなか、飲食店や小売店
　　の新規出店に際し、利用し得る優遇措置はあるか。また新たに
　　起業しようとする事業者への優遇策を設ける考えはないか
　②　チャレンジショップの開設やキッチンカーの営業スペースの
　　確保はどうか
４　新型コロナ対策について
　①　公共施設利用等において、ワクチン・検査パッケージの活用
　　についてどう考えるか。また、総合福祉会館の浴室利用に関し、
　　ワクチンパスポートの活用により利用再開を目指してはどうか
　②　学校における子供たちの行動制限の現状はどうか。感染状況
　　に応じ積極的に緩和する必要があると考えるがどうか

5 山田栄 １　第８期介護保険事業計画について
結いの会

(一問一答)
　①　2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備につ
　　いて
　②　地域共生社会の実現について
　③　介護予防・健康づくり施策の充実・推進について
　④　認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進について
　⑤　地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化
　　の取り組み強化について
　⑥　災害や感染症対策に係る体制整備について
２　コロナウイルス感染症対策について
　①　地元中小企業・小規模事業者への令和２・３年度の経済対策
　　の効果について
　②　ウイズコロナ・アフターコロナ対策について
　　Ⅰ　美濃加茂市独自の今後の経済対策の考えは
　　Ⅱ　美濃加茂市独自の今後の市民生活支援対策の考えは
　③　コロナ感染症第６波に対する医療体制の備えについて
　④　コロナウイルス感染症のワクチン接種をしない市民の意思確
　　認の調査の取り組みは
　⑤　ワクチン接種者・未接種者の間に差別を起こさせない、起き
　　ない対策は

6 村瀬正樹 １　新庁舎整備問題について
至誠会

(一問一答)
　①　説明会が一巡した。美濃太田駅前を整備地とする案について、
　　賛成（理解、納得、同意）、反対（疑問、反対、見直し）の割
　　合はどのようであったか。地区別の様子も併せて伺う
　②　賛成、反対のそれぞれの主な理由と、それに対する市の説明
　　や考えは
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
村瀬正樹
　 続き

　③　整備地を決定するのは、市長執行部の案や議会の議決だけで
　　なく、市民の声・総意を取り入れるべきと思うが、どうか。そ
　　のためにも、広報で特集を出したり自治会回覧で情報を広めた
　　りした上での、住民投票や市民アンケートの実施など、より多
　　くの市民の声を聞く努力をする必要があると思うが、見解は

7 金井文敏 １　グリーンライフ・ポイントについて
市議会 　①　グリーンライフ・ポイントの導入
公明党 　　Ⅰ　事業目的

(一問一答) 　　Ⅱ　事業内容
　　Ⅲ　事業スキーム
２　美濃太田駅北口バス停の防寒対策について
　①　現状についての所見は
　②　バス停の防寒対策は
３　ＨＰＶワクチン積極的勧奨再開に向けて
　①　昨年10月に国から対象者への情報提供に関する指示があった
　　が、それに対する本市の対応と今後の予定は
　②　本市における通知実施世代における令和２年度の接種率及び
　　通知未実施であった令和元年度の同対象者の接種率は（対象者
　　数・接種者数）
　③　積極的勧奨が再開された場合の本市での情報提供の方法につ
　　いて、どのような周知の予定か（周知対象・周知方法）
　④　他市先進自治体のようにＨＰＶ定期接種対象年齢を過ぎた市
　　民に対し、接種費用負担の一部でも補助することについてどの
　　ように考えるか

8 酒向信幸 １　移住定住について
結いの会

(一問一答)
　①　コロナ禍が長期化し、首都圏から地方に移住する動きがある
　　中、今後の移住定住に対する施策の考え方は
　②　ホームページ「みのかも時間」で移住定住に関する情報発信
　　がされている。移住定住に関する支援施策、空き家物件情報、
　　移住された方などの記事が掲載されているが、その反響につい
　　て
　③　増加している空き家を有効利用し、移住定住の促進や地域活
　　性化を図るため、平成30年3月に空き家バンクが開設した。空き
　　家の情報収集、登録に対する情報発信などこの制度に対する運
　　営状況は
　④　定住促進を図るため三和市営住宅の一部を用途廃止して定住
　　促進住宅と位置づけ、設置及び管理に関する条例が平成28年９
　　月に制定され５年が経過したが現状までの実績、今後に向けて
　　伺う
　　Ⅰ　市営住宅と促進住宅の違いについて
　　Ⅱ　現状までの利用実績について
　　Ⅲ　情報発信や情報取集、問い合わせについて
　　Ⅳ　今後促進住宅の拡充について
　⑤　地方でのサテライトオフィスの開設やテレワークを活用した
　　移住・滞在を支援することによって地方への新しい人の流れを
　　創出するための地方創生テレワーク交付金事業に本市もいち早
　　く手をあげた。今一度事業の内容と目的、それに対する効果は
２　連絡所機能について
　①　都市計画マスタープランに掲げるコンパクト+ネットワーク＆
　　サテライトでは地域の課題は地域で解決できるようにと連絡所
　　機能が強化されていくと思われる。また自治会要望の仕組みも
　　変更されていくことも含めると業務は今以上に増えてくること
　　は推測できる。そのための今後の連絡所機能に対するプランを
　　伺う

9 田口智子 １　ｗｉｔｈコロナの取り組みについて
結いの会 　①　「５３０さんぽ」のボランティア登録者、現況について

(一問一答) 　②　ボランティア活動のデジタル登録化について
　③　環境美化とスポーツを融合した社会貢献イベント「スポＧＯ
　　ＭＩ」の開催について
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
田口智子 ２　「ローカルＳＤＧｓみのかも」について

続き 　①「ローカルＳＤＧｓみのかも」個別事業の進捗状況について
　②　社会課題の解決を目的とする事業を行う「ソーシャルビジネ
　　スシティ宣言」の今後の進め方は
　③　ｗｉｔｈコロナにおいてＤＸが進む中、まちづくりの課題を
　　市民や事業者からの提案を活かす、まちづくりＤＸについての
　　考え方は

10 坂井文好 １　農と食について
結いの会

(一問一答)
　①　少子高齢化が進む中、若者や女性や多様な担い手の新規参入
　　が不可欠である。スマート農業の普及と支援策はどこまで進展
　　しているか。また、機械や機器購入によるコスト増をどれだけ
　　補助しているか
　②　農薬や化学肥料の使用について、当局の見解は
　③　「里山印」ブランドの農産物認定における農薬や化学肥料の
　　使用量、また化学肥料に代わる地域循環型有機肥料の使用や、
　　環境への負荷基準等はどれだけか。また、ブランド農産物のデ
　　ビューはいつ頃の予定か
　④　地産地消県民運動の中では、新たに地産地消率が提案されて
　　いる。また、「ぎふ農業・農村計画」では有機農産物の拡大を
　　目標としている。学校給食への取り組みとしてオーガニック化
　　が叫ばれているが、検討の余地は
　⑤　令和５年度末には「ぎふクリーン農業制度」が廃止となる。
　　今後はそれぞれの産地が現行の栽培体系を継続・発展させてい
　　かなければならなくなるが、その対策は
　⑥　有機農業は岐阜県有機農業推進計画で進められている。県の
　　認証制度で農薬・化学肥料不使用をぎふ清流ＧＡＰ評価制度で
　　ＰＲされているが、美濃加茂市には有機農業者がどれだけいる
　　のか。また、これからどのように育てていくのか
　⑦　里山千年構想とみのかも農業ビジョン。孫子の代まで残して
　　いきたいこの地域の魅力を歴史や文化と併せて、「食育」とい
　　うカタチで進めていただきたい。新しくなった文化会館での大
　　々的な講演会等の開催を期待するが

11 森厚夫 １　新庁舎建設について
新生会 　①　新庁舎整備事業説明会について

(一問一答) 　　Ⅰ　11月に行われた各地区の参加人数、意見内容はどのようで
　　　あったか
　②　持続可能な庁舎について
　　Ⅰ　まちが元気になる庁舎とは
　　Ⅱ　安心安全な庁舎とは
　　Ⅲ　すべての人にやさしい庁舎とは
　　Ⅳ　市民が集う開かれた庁舎とは
２　新型コロナウイルス
　①　緊急事態宣言解除後の対応について

12 渡辺孝男 １　防災意識向上について
結いの会

(一問一答)
　①　子供のころから防災意識を持たせるために、防災教育を実施
　　されていると思うが主にどのような教育を実施されているか
　②　本市は、色々な企業等の災害時に協力をしていただくために
　　協定を結んでいるが、現時点での協定数はどれだけか。また、
　　協定期間はどのようになっているか
　③　協定を結んでいる企業等と防災訓練などを実施し、問題、課
　　題を見つけることも重要と思うが、今までに実施したことは。
　　また、今後の計画についての考えは
２　ごみ問題について
　①　現在、剪定した木の枝、畑の草等は可燃物として処理してい
　　るが、クリーン作戦の草などは可燃物ではなく、粉砕され堆肥
　　などに再利用されている。ＳＤＧｓに取り組む本市として、草
　　などの緑ごみを別回収し再利用することもよいと思うが市の考
　　えは
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
渡辺孝男
　 続き

　②　新聞報道でも紹介をされていたが、災害時に出る廃棄物の処
　　理に１年以上かかったところが、全都道府県の62％にあたると
　　報道されていたが、本市は災害時の長期にわたる廃棄物置き場
　　をどのように考えているか

13 永田徳男 １　農業作業車のナンバープレートについて
結いの会 　①　現在、市民の所有している農業車両台数の把握
(一問一答) 　②　農業車両からの税収は

　③　ナンバープレートをつけないことでの罰則
　 　④　啓蒙・指導の現状

　⑤　今後の市としての対応及び方針
２　屋外設置看板の整備について
　①　現在、市内の看板総数の把握
　②　市内の看板の申請手数料の発生する件数
　③　市内の看板からの税収は
　④　今後の市としての対応及び方針

14 牧田秀憲 １　古井駅周辺における立地適正化計画について
結いの会

(一問一答)
　①　立地適正計画内に記載されている施策について、今後この特
　　性を生かした文教交流拠点をどのように考えているか
　②　市道神明森山線の交通安全対策やその道路の長寿命化、そし
　　て、都市公園等の再整備などはどのように考えているか
　③　ＪＡめぐみの古井支店の今後の扱いについて市としてはどの
　　ように考えているのか
　④　上古井交流センターの建物も老朽化が進んでおり駐車場も少
　　なく今後に向けて考えていく必要性もある。立地適正化計画に
　　おいて、いずれは建て替えすることが考えられるが，本市の考
　　えは
　⑤　三つの保育園統合により古井第一保育園の跡地利用として今
　　後どのような考えがあるのか
　⑥　古井第一保育園は文教交流拠点外になっているが発達支援セ
　　ンターは大きな役割を持つ大切な施設である。国の補助金の対
　　象として何か施策はあるか
　⑦　神明森山線から古井第一保育園に向かう道路だが、かねてか
　　ら道幅が狭く車がすれ違うのも大変である。住民の方の意見も
　　考慮した道路の拡幅の考えはあるか
２　医療拠点について
　①　中部国際医療センターや健康プラザ周辺道路について渋滞を
　　極力抑えるためにどのような対策を考えたか
　②　近隣の住民や市民に対しての周知はどのようになされるか

15 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　本市のワクチン接種１回目、２回目の現状は

市議団 　②　本市でのブレークスルー感染の発生は
(一問一答) 　③　新型コロナウイルス感染症予防接種証明の発行の対応はどの

　　ようにしているか
　④　ワクチン未接種対象者に対しその理由についてアンケートが
　　出されているが個人情報であり管理に問題はないか、またワク
　　チンハラスメントについてはどうか
　⑤　ワクチン検査パッケージについての見解は
　⑥　ワクチン３回目の接種についての対応は（年齢・時期）
２　自治会の家庭ごみ集積所について
　①　集積所に名前が無記名の家庭ごみ袋が放置されており困って
　　いるが市は状況をつかんでいるか、またその対策は
　②　自治会未加入者の家庭ごみはどのようにされているか
　③　ごみ収集についての補助はあるのか
　④　家庭ごみの個別収集についての見解は
３　新庁舎建設説明会について
　①　第２回目の説明会の現在の参加者及びお断りした人数は
　②　説明会の参加者を20回で400人と計画しているが少ないのでは
　　ないか
　③　市民に対して庁舎問題をもっと周知すべきでは。広い会場で
　　フリーで参加できるようにするべきだ
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　④　庁舎問題と駅南再開発問題をセットで説明している感があり
　　問題である
　⑤　候補地選定は市民の合意が必要ではないか
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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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