
予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
1 牧田秀憲 １　市長選挙について

結いの会 　①　市長選挙を振り返っての感想
代表質問

(一問一答)
　②　市長となった感想と抱負について、またどのような決意を持
　　って職務に当たっていくか
２　公約について
　①　「声をカタチに、声を未来に。世界中の人が憧れるまちを目
　　指して」と言っておられたがどのようなことか
３　副市長について
　①　２年間勤められた感想と今後の副市長のあり方についての考
　　えは
　②　副市長の２人制についての考えは
４　政策について
　①　伊藤前市長の政策をどのくらい引き継ぐのか
５　重点事業「未来への五か条」について
　①　「命を護る」点から、健康寿命日本一へ目指して新施設を拠
　　点に健康増進事業を実現に向けての考え
　②　「人を創る」において、「情報教育推進事業」とあったＩＣ
　　Ｔ活用して未来のデジタル人材を育成するため、デジタル教材
　　やソフトウエアを充実させ、ＧＩＧＡスクールの推進を図ると
　　あるが、具体的にはどのような取組なのか
　③　「暮らしを繋ぐ」において、「地域脱炭素移行・再エネ推進
　　事業」として、再生可能エネルギーによる発電へのシフトを目
　　指し、カーボンニュートラルに向けた取組みについて伺う
　④　「街を興す」分野において、令和３年度に国の「ＳＤＧｓ未
　　来都市」の選定を受け、「ローカルＳＤＧｓ推進事業」として、
　　地域循環共生圏の実現に向けて、経済を回しながら、社会や環
　　境の課題を解決していく「ソーシャルビジネス」を具体化して
　　いく内容とは
　⑤　「庁舎を展く」
　　Ⅰ　新庁舎移転計画の白紙について、どこまで白紙なのか
　　Ⅱ　平成29年当時、藤井市長が新庁舎整備基本構想策定委員会
　　　に諮問された４つの事項について、答申内容は尊重するのか
　　Ⅲ　新庁舎の調査・研究で1,200万円の予算を立てられたがその
　　　内訳は
　　Ⅳ　どれだけの時間をかけて調査・研究をするのか
　　Ⅴ　今後議会で行っている新庁舎建設特別委員会の関わりは
　　Ⅵ　今後新庁舎に対し市民にどのように理解を求めていくのか
　　Ⅶ　住民意向調査や住民投票は考えているのか
６　新年度予算について
　①　今後の市税の収入の見込みと、固定資産税のうち、田畑の造
　　成など、ここ４、５年の新築家屋の推移について
　②　市債の活用について、今後の積極的なまちづくりに対しての
　　考えは
　③　特別会計で、後期高齢者の増加により後期高齢者医療会計が
　　増加していることから、今後の対応について
７　コロナ対策について
　①　感染症対策に重点を置きながらも、対策がカタチとして見え
　　てこない。今後の対応について
　②　感染者や濃厚接触者が急増する中、各担当課のＢＣＰ（事業
　　継続計画）の対応について
　③　職員や会計年度任用職員の休暇について
８　各種手続きについて
　①　保健センターの業務が開始して２か月になったが、利用は課
　　題などはあるか
　②　本庁など引っ越し転入手続きについて、こども課が保健セン
　　ターへ移行され、手続きが二重にならないか
　③　他の申請手続きについては
　④　今後の各連絡所での対応や手続きについて
９　マイナンバーカードについて
　①　現状のマイナンバーカードの交付率について
　②　今後マイナンバーカードを使ってできることは
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
2 酒向信幸 １　前平公園再整備について

結いの会
(一問一答)

　①　「都市公園」は遊び・運動・レクリエーション・防災等、様
　　々な目的に向けて整備される。本市は40箇所の都市公園が整備
　　されている。代表されるのが前平総合公園であるが役割につい
　　て伺う
　②　開園して46年が経過し、公園全体が老朽化している。平成29
　　年には再整備基本構想が策定され、現在では着々と再整備が進
　　んでいる。基本構想が軸となり事業は進むものと理解している
　　が今後の進め方について伺う
　③　再整備基本構想の整備方針のひとつに、「市民の多様な利用
　　ニーズに応える」と示されているが、調査の内容とその結果に
　　ついて伺う
　④　公園施設の状況を把握・整理し、適切な施設点検・維持補修
　　などの維持管理方針を検討し公園施設の長寿命化計画が策定さ
　　れた。健全度調査を踏まえ、公園内の老朽化が著しい施設も判
　　明したと思われるが、更新・改修が急がれる施設について伺う
　⑤　計画として西・中央・東エリアに９つの施設・ゾーンに分類
　　され、計画方針に沿って概算の予算化もされています。再整備
　　基本計画は基本構想の方針に沿ったものとしなければならない。
　　方向性が明確でないエリア（ゾーン）について伺う
　　Ⅰ　東エリア　畜産研究所用地について
　　Ⅱ　西エリア　民間活力導入検討ゾーンについて
　⑥　基本構想策定後10年ないし15年後を展望した、目標とする将
　　来像を描き、その実現のために施策、事業を展開することが望
　　ましい。美濃加茂市のシンボルのひとつとしてリニューアルさ
　　れ、多くの方が訪れる公園を期待する。前平総合公園の再整備
　　事業の重要性について伺う
２　消防団について
　①　近年における消防団員の出動回数は増加傾向である。火災の
　　出動は減少しているが、近年の異常気象での風水害等のための
　　出動は増加している。消防団員が減少する中、活動は多様化、
　　複雑化し負担が増えてきているのが実情である。現状の消防団
　　の役割について伺う
　②　消防団員数の減少を食い止めること、なり手不足が大きな課
　　題として挙げられる。また難しい課題でもある。今回の条例の
　　一部改正において報酬額の改正もあるが、今後、自治体として
　　取り組むべきことについて伺う

3 渡辺孝男 １　自治会要望について
結いの会

(一問一答)
　①　自治会長の負担軽減で昨年から自治会要望が変更になった。
　　その反面、連絡所職員の業務が増えたと思うが、職員の不満な
　　ど問題ないか
２　自治会ごみ集積所問題について
　①　自治会のごみ集積所にごみの不法投棄が後を絶たない状態で
　　自治会長の悩みの種である。今回、防犯カメラ設置補助が新年
　　度予算案として上程されているがどのような内容か
　②　不法投棄処理件数が令和３年度は396件と前年度と比較すると
　　約50件増加しているが、そのうち自治会ごみ集積所の件数はど
　　のようになっているか
　③　ごみ問題については、ＳＤＧｓに取り組む市として重点的に
　　取り組む必要が重要と思われるが、自治会のごみ集積所を含め、
　　今後市としてごみ問題をどのように進めるか
３　コロナ感染症に伴う各種支援策について
　①　まん延防止対応について、幅広い事業者の実態をつかむため
　　に訪問し、意見交換など現地に出向くことも重要と考えるが、
　　市として実施しているか
　②　国、県のコロナ感染症に伴う各種支援策について、わかりづ
　　らい部分もあり利用されない方も見えると思うが、市としてど
　　のような方法で周知されているか
　③　まん延防止策が発令され、飲食など幅広い事業者の方が苦労
　　されているが、今後市として消費拡大に繋がるような市独自の
　　支援策は考えているか

3/8

ＡＭ



予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
4 永田徳男 １　投票所について

 結いの会 　①　タクシーの利用状況
(一問一答) 　②　自動車等の利用できない方への配慮は

２　都市計画道路での土地区画整理事業について
　①　現在の、民間開発での道路整備の現状
　②　「町」再生の土地区画整理事業の考えは
３　新庁舎計画の「ゼロベース」から進めることについて
　①　立地適正化計画の事業手法の取扱いは

5 金井文敏 １　施政方針について
市議会 　①　自治会の役割
公明党 　　Ⅰ　自治会と市役所との関係は

(一問一答) 　　Ⅱ　災害時の対応は
　　Ⅲ　ごみ出しに関しての役割は
２　自転車の安全走行について
　①　自転車事故の件数は
　②　交差点、踏切での一旦停止は
　③　学校での指導は
　④　自転車免許も必要では
３　可燃ごみ袋について
　①　可燃物収集袋（中）の提案
　　Ⅰ　可燃物収集袋のコストは
　　Ⅱ　排出量の減量施策は
　　Ⅲ　リサイクルの推進は
　　Ⅳ　可燃ごみを処理する費用は
　　Ⅴ　分別の推進は
　②　可燃物収集袋に企業広告を載せては
４　帯状疱疹予防接種費用助成について
　①　帯状疱疹ワクチンの公費助成について
　　Ⅰ　市内の感染者数は
　　Ⅱ　費用対効果は
　　Ⅲ　助成に対する考えは

6 片桐美良 １　新庁舎整備計画について
結いの会 　①　見直し、検証について

(一問一答) 　②　今までの問題点と解決に向けた取組みについて
　③　新庁舎を生かしたまちづくりについて
　④　商業ビルについて
　⑤　コンベンション施設について
　⑥　今までの調査費等にかかった金額は
２　市街地再開発事業について
　①　太田駅南地区市街地再開発準備組合から、市長選挙以降、進
　　め方について何か聞いているか
　②　準備組合理事長は、市長選挙後のマスコミ取材で、「新庁舎
　　が駅前に整備されないなら、東地区の再整備は流動的になる」
　　と答えられたが、その場合に都市計画道路は変更があるか
３　デジタル情報格差（デジタルデバイド）について
　①　情報格差是正の方策は
４　災害対策について
　①　避難訓練のあり方について
　②　浸水想定区域の命を守る方策と避難行動について

7 森弓子 １　オーガニック給食を目指して
結いの会

(一問一答)
　①　本市策定の農業ビジョンにおける有機肥料・有機農業の取組
　　状況は
　②　ダンボールコンポストの生ごみ堆肥を集めて、有機肥料化で
　　きないか（環境課と農業の連携）
　③　オーガニックを目指した有機農産物を、学校給食にまず一品
　　からとして、何をいつ頃予定しているのか。割高になる生産コ
　　ストに対しての補助の詳細は
　④　幼児に対しては、蜂屋町に開園された蜂友学舎の取組みがあ
　　るが、公立の保育園・こども園での取組みは（一品からの）
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
森弓子
　 続き

　⑤　国はオーガニック農業普及のため、みどりの食糧システム戦
　　略推進交付金を、有機農業産地づくりの推進を開始し、オーガ
　　ニックビレッジ宣言した自治体に交付することについての見解・
　　取組みは
２　情報システムについて
　①　ベンダーロックインに対する見解・今後の対応
　②　市税の一括完納証明書の発行を
３　子どもに対するコロナワクチン接種を慎重に
　①　メッセンジャーＲＮＡワクチンは、９月議会での質問プラス
　　希望者という自己責任での接種、また変異種対応ではないこと
　　から、より慎重に進めてほしいと願う市民への本市の見解は
４　ＤＶについて
　①　ＤＶの実態把握、本市での相談件数は
　②　スクールカウンセラーの年齢に幅を持たせては
５　サテライト地域の充実について
　①　下米田連絡所の職員の増員を

8 坂井文好 １　自宅療養者への支援強化について
結いの会

(一問一答)
　①　感染力の強いオミクロン株の急激な市中感染拡大により、保
　　健所業務が逼迫し、食料・生活必需品の供給が遅れている。市
　　の災害時用の備蓄品を早期に自宅療養者の元へ手配できないか
　②　病状悪化時に備え、定期的な体調管理が求められる。体温計
　　のほか血液中の酸素の値を測る「パルスオキシメーター」が必
　　要とされるが、足りていない状況である。市で確保し提供・貸
　　出し等できないか
　③　特に重症化リスクの高い高齢者については家庭内感染から守
　　るため、同居する家族から隔離してホテル・旅館に宿泊させた
　　場合、その宿泊費用の一部を助成できないか
　④　他の病気で医師から治療・投薬を受けている自宅療養者及び
　　自宅待機者への治療薬のお届けや買い物支援は
　⑤　発症から10日間の自宅療養は社会から隔離となる。リモート
　　でのオンライン会議やオンライン授業を積極的に活用してもら
　　いたい。社会とのつながりは精神衛生上（一種のフレイル状態）
　　大切だと考えるが
２　不登校児童・生徒への対応について
　①　市内における不登校児童・生徒の実態は。また不登校と認定
　　されない欠席30日に満たない保健室登校や保護者付き添い登校
　　の児童・生徒の実態は
　②　学校・適応教室以外の居場所（フリースクール等）づくりを
　　検討し、不登校児童・生徒の選択肢を増やせないか
　③　在宅でも通常授業を受けられるハイブリッド方式の導入を検
　　討し、オンラインでの出席を認められないか
　④　学校での居場所づくりとして、広島市の「ふれあいひろば」
　　などの教室の設置はできないか。また、山形県天童中部小学校
　　での子ども自身が勉強する科目を選択し、授業計画を立て、自
　　分にあったペースで学習する「マイプラン学習」などの導入は
　⑤　今年１月から、不登校の子どもを持つ親御さんたちが集まり、
　　「あったかホーム」を結成し、活動を始められた。お互いの悩
　　みを話し合う、情報を交換・共有し合う定例会が行われている。
　　親の会との連携や支援は
３　新庁舎整備計画について
　①　今回の市長選挙の争点になった新庁舎整備計画。現行計画の
　　見直しではなかったか。白紙にするとは
　②　第６次総合計画や立地適正化計画などの上位計画との整合性
　　をどのように保つのか

9 髙井厚 １　よりよい図書館運営に向けて
無所属 　①　利用者の拡大について

(一問一答) 　　Ⅰ　有効登録者数の割合が総登録者数の１割という現実につい
　　　て
　　Ⅱ　広域利用を坂祝町以外にも広げることについての考えは
　　Ⅲ　宅配サービスの成果と問題点、今後の考えは
　②　図書館資料の整備充実について
　　Ⅰ　利用者ニーズはどのように把握しているか
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
髙井厚
　 続き

　　Ⅱ　新しい紙芝居の整備の考え方は。併せて高齢者向けの紙芝
　　　居が増えていかない理由は
　　Ⅲ　「館内扱い」の図書にする基準と貸し出しの可能性は
　　Ⅳ　何年も借りられていない図書はどのくらいか。また、今後
　　　どのように扱う計画か
　③　図書館行事について
　　Ⅰ　来館や読書へのモチベーションを図る行事について、その
　　　手ごたえや課題をどう分析しているか
　　Ⅱ　図書館を大学生や高校生などの学習や、一般の人々の交流
　　　の場として利用する事への考えは
　　Ⅲ　令和４年度に向けての新企画や目玉行事は
２　視聴覚協議会の活動成果の活用について
　①　市の行事等の撮影依頼の対象はどのように取り決めてあるの
　　か
　②　撮られた映像作品は、現在どのくらいの数がどのように管理
　　されているのか
　③　貸し出し業務の現状と、今後の方向性は
３　必要とされる学校運営協議会に
　①　評議員会と運営協議会の異なりは
　②　運営委員選任上の教育委員会の指導内容は
４　より慎重な市政運営を
　①　トップリーダーとしての対外関係、対人関係の心構えは

10 柘植宏一 １　市長の所感について
新しい風 　①　新庁舎整備事業見直しに関わる諸課題等について

(一問一答) 　　Ⅰ　公共施設等総合管理計画の基本的な考え方と市商業ビルの
　　　在り方について
　　Ⅱ　立地適正化計画について
　　Ⅲ　太田地区、下古井地区の商業地の土地活用について
　　Ⅳ　新庁舎整備基本構想策定委員会の答申について
　　Ⅴ　未来のまちづくり委員会の新庁舎整備基本計画に関わる答
　　　申について
　　Ⅵ　美濃太田駅周辺整備将来基本構想および美濃太田駅南地区
　　　再開発基本計画について
　　Ⅶ　デジタル行政推進と新庁舎建設について
　②　その他の施策について
　　Ⅰ　第６次総合計画及び機構改革について
　　Ⅱ　まちづくり協議会とサテライト（連絡所機能強化）につい
　　　て
　　Ⅲ　コミュニティスクールと地域学校協働本部について
　　Ⅳ　部活動改革について

11 田口智子 １　多様性に配慮した制服の考え方は
結いの会 　①　制服に関するアンケート調査結果について

(一問一答) 　②　ジェンダーレスを含めた自由に選べる制服の検討は
２　美濃加茂市が抱えるごみの問題について
　①　ごみの排出量が下げ止まり傾向にある中、今後の課題は
　②　本市が抱えるごみ問題の解決につながるソーシャルビジネス
　　の事業内容について
　③　ソーシャルビジネスで想定されるごみ処理削減量は
　④　どのような課題解決が見られるか。市民や事業者にはどのよ
　　うな利益が考えられるか
３　公共施設の更新について
　①　どの施設をどのように具体的に整備していくか。実行計画は
　　できているか

12 山田栄 １　上下水道事業について
結いの会

(一問一答)
　①　水道事業の民間活用の現状（委託等の作業内容および支出額
　　について）
　②　水道事業の民営化ついての見解は
　③　県営水道に一元化の検討は
　④　森山浄水場について
　　Ⅰ　取水施設の更新について
　　Ⅱ　膜ろ過設備の増設について
　　Ⅲ　取水・浄水性能の向上の考え
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
山田栄
　 続き

　⑤　下水道整備未着手エリアの合併浄化槽整備状況及び下水道本
　　管への未接続者解消への取り組みは
２　災害対策について
　①　長良川水系の浸水想定図における本市の想定は
　②　木曽川水系の雨水排水処理のインフラ整備状況と今後の計画
　　について
　③　ライン公園内２か所の清水施設の維持について
３　観光事業について
　①　木曽川中流域の観光事業推進の状況について
　②　アフターコロナに向けたインバウンドへの備え
　③　観光事業者等に対する経済支援等の対策は
４　新庁舎整備について
　①　千年に一度が予想されているハザードマップの最大規模洪水
　　浸水想定図についての見解は
　②　新庁舎の防災拠点、災害発生時の避難施設の活用の仕方に対
　　する見解は

13 村瀬正樹 １　新庁舎建設にのぞむ市長の姿勢について
至誠会

(一問一答)
　①　今回の選挙で公約とされた新庁舎整備計画の見直しにあたり、
　　声を聞くべき３つの対象への対応について
　　Ⅰ　市民
　　Ⅱ　議会、議員
　　Ⅲ　市役所職員

14 前田孝 １　コロナウイルス感染症対策について
日本共産党

市議団
　①　１～３回目の接種の現状とブースター接種を速やかに進める
　　対策は

(一問一答) 　②　岐阜県のコロナウイルス関連検査無料事業「ワクチン検査パ
　　ッケージ・対象者全員検査等定着促進事業・感染拡大傾向時の
　　一般検査事業」についての内容は
　③　ＰＣＲ・抗原定性検査を希望する市民に対して無料で受けら
　　れるようにできないか
　④　小児ワクチン接種（10歳～11歳）の現状と５歳～９歳児の接
　　種計画は
２　市役所新庁舎建設について
　①　立候補にあたり、選挙公報で新庁舎整備計画見直しを公約し
　　ているが、何をどのようにするのか
　②　当選後の記者会見で、新庁舎は建設するが現行計画を見直し、
　　白紙にする。計画の進め方と中身について検証し、候補地選定
　　から考え直すと発言しているがその見解は
　③　今後建設にあたり、いつごろまでにどのような計画を持って
　　いるか
３　美濃加茂市商業ビルについて
　①　現在入居しているテナントの数は
　②　シティホテルとの賃貸借契約書の期限はいつか。また、ホテ
　　ル側からの今後の経営に関する申し出はどうか
　③　商業ビルの存続についての見解は
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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。


