
予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
1 前田　孝 １　加齢性難聴者の補聴器購入助成について
日本共産党

市議団
　①　本市の高齢者65才以上の人数及び難聴障がいでの身体障がい
　　者手帳を交付している対象者の人数

(一問一答) 　②　身体障がい者手帳未交付対象者への補聴器購入の補助制度が
　　ある近隣の自治体の状況は
　③　手帳未交付の高齢者に対して補聴器購入の助成事業について
　　の見解は
２　帯状疱疹予防ワクチン接種費用助成について
　①　本市が現在補助しているワクチン接種事業の種類は
　②　帯状疱疹予防ワクチン接種費用への助成事業についての本市
　　の見解は
３　市役所新庁舎建設について
　①　2022年第１回定例会以後の経過と進捗状況について
　　Ⅰ　新庁舎整備事業を見直すためのプロジェクトチームが発足
　　　したがそのチームの構成と目的は
　　Ⅱ　新庁舎建設に関連して市民アンケートを予定されているが
　　　規模及び内容は
　　Ⅲ　今後の庁舎建設についての方針や進め方について、いつご
　　　ろまでに発表されるか

2 柘植　宏一 １　教育について
新しい風 　①　教育長の所感について

(一問一答) 　　Ⅰ　不登校の主要な要因は何か。またその要因除去に必要な方
　　　策は何か
　　Ⅱ　コミュニティスクール及び地域学校協働活動に関する所感
　　　は。また協働活動活性化のための課題と解決方法は
　　Ⅲ　部活動の地域移行に関する所感は
　　Ⅳ　米飯給食の拡大について
　②　不登校児童・生徒に対する支援について
　　Ⅰ　進級時における、あじさい教室へのスムーズな継続通級を
　　　実現するための改善策は。また不登校児童・生徒への詳細な
　　　情報を適切に引き継ぐための方策は
　　Ⅱ　不登校にかかわる当事者団体「あったかホーム」との連携
　　　強化は
　③　不登校特例校の美濃加茂市への設置について
２　新庁舎整備について
　①　市民アンケート調査時における情報提供について、ＨＰだけ
　　でなく書面による提供が必要ではないか
　②　ＤＸの進展に伴うデジタル自治体下の庁舎のあり方の検討は
　　どのように進めるのか
　③　新たなビジョン案と新庁舎基本構想の関係は

3 片桐　美良 １　新庁舎整備推進について
結いの会

(一問一答)
　①　プロジェクトチームの情報整理内容をわかりやすく正確に伝
　　える手段を如何に考えているか
　②　アンケートの目的と作成中の質問内容の一端は
　③　検証について
　　Ⅰ　プロジェクトチーム（検証部会）メンバー構成は
　　Ⅱ　財政計画等今までに提示された数値の見直し、検証はいか
　　　にされるか
　　Ⅲ　検証の支援・分析を委託される予定の業者さんは、どのよ
　　　うな資格とか知識を備えているか。また、人数は
　④　ビジョンの素案はプロジェクトチームで作成されるか。また
　　市長の意向はどの段階で反映されるか
　⑤　ビジョン決定するまでの議会への対応は
２　公立保育園及び学校給食について
　①　物価高騰の給食への影響と対策は
　　Ⅰ　保育園
　　Ⅱ　学校
　②　学校給食残渣について
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
4 牧田　秀憲 １　地域救急医療体制について
結いの会 　①　中濃二次医療圏の救急医療機関を取り巻く現状について
(一問一答) 　②　可茂地域の救急搬送及び救急二次医療機関の現状について

　③　中部国際医療センターが救命救急センターに指定がされるこ
　　とによる可茂地域救急医療の今後の展望について
　④　この問題は当市だけの問題ではなく、可茂地域全体の問題で
　　あるが、今後当市として、中部国際医療センターの救命救急セ
　　ンター指定に向けて、どのように取り組んでいくのか
２　これからの外国人就労について
　①　国籍、性別、年齢など問わず広く多様性を受け入れるまちへ
　　と言っているが、その中の国籍の部分についてどのように考え
　　ておられるのか
　②　県は名古屋出入国在留管理局と「外国人材受け入れ・共生に
　　関する連携協定」を締結した。当市にあっては、県内でも外国
　　人比率が県内でも際立って高いというその特殊性を真正面から
　　直視し、外国籍市民ないし外国人住民さらには外国人短期滞在
　　者等に対する独自の政策を立案しこれを果敢に実施に移すべき
　　時期ではないか。当市の取り組みの特徴、対応を伺う
　③　単に入国後の雇用や生活上の諸問題を扱う政策ではなく、広
　　く外国人雇用間連企業・生活関連民間業者連絡協議会の設置な
　　ど、出身国からの来日手続きから来日後の生活まで全ての段階
　　に投網をかける政策の考えを提案する
３　ミナレク運動について
　①　県民みんなでレクリエーション！と題して県民１つはレクリ
　　エーションを実施することで、体・心・頭の健康を増進させ、
　　健康寿命につなげる運動　県が推進するミナレク運動について
　　の当市の考えは
　②　子どもから高齢者に向けての今後の展開について

5 坂井　文好 １　農業ビジョンについて
結いの会

(一問一答)
　①　みのかも農業ビジョンが策定され、昨年４月に発行されて１
　　年が経過した。その後、機構改革に伴う組織編制（環境課の移
　　管）・人事異動を経て、トップが交代となったが変更点はある
　　か。また、ＳＤＧｓの一層の推進と相乗効果が期待されるが、
　　新たな課題は
　②　「担い手の育成」において、全国レベルでは集落営農数が減
　　少傾向にあるが、本市での状況は
　③　「食の循環」において、みのかもブランド（里山印）育成の
　　進捗状況は
　④　「環境保全」において、耕作放棄地の解消のための具体策は。
　　また、支援策は
　⑤　５月の成立した「人・農地関連法」により、市町村が地域農
　　業の将来の在り方について協議の場を設け、地域計画を策定す
　　ることになるが、今後の進め方については
　⑥　もっと農業を身近なものにするための農業サポーター育成へ
　　の取組みは
２　農業と水について
　①　明治用水頭首工で漏水事故が発生し、復旧回復のメドが立っ
　　ていない。同様の漏水事故が起きないか、取水口の点検は
　②　パイプラインの老朽化に対する改修工事及び漏水対策は
　③　使われていない水路の撤去は
　④　ため池の安全点検と保全管理は

6 村瀬　正樹 １　市商業ビル（シティホテル）の今後のあり方について
至誠会

(一問一答)
　①　ここ数年の実績とこれからの予想される市財からの実質投資
　　額について
　②　シティホテルの経営状況（収支決算）について
　③　期限をもうけ、存続可否の結論を出すことについて
２　教育長の道徳教育への思いについて
　①　学校における道徳教育の目的は何か
　②　法的なよりどころは何か
　③　細部について
　　Ⅰ　授業数は確保されているか
　　Ⅱ　検定教科書は何か
　　Ⅲ　評価の視点と方法は
　　Ⅳ　研修はなされているか
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
7 永田　徳男 １　急発進防止装置設置補助制度について

 結いの会 　①　軽トラックへの補助制度の現状について
(一問一答) 　②　令和３年度での制度利用実績は

　③　今後の制度拡充の方向性は
２　農業作業車のナンバープレートについて
　①　令和元年度、２年度の登録実績の結果は
　②　令和３年度の登録実績の結果は
　③　令和４年度の目標及び現状把握の実態は
３　太田駅前にある商業ビルについて
　①　新庁舎整備基本計画が白紙となったことをふまえて、維持・
　　管理をどのようにされるのか
　②　テナントとの対応を今後どうなさるのか

8 渡辺　孝男 １　消費拡大に繋がる市独自の支援策について
結いの会

(一問一答)
　①　今後予定されている、先得美濃加茂応援チケットの詳細につ
　　いてどの様な内容か
２　牧野に建設中のふれあい広場について
　①　防災公園として建設中のふれあい広場の進捗状況及び完成年
　　度について伺う
　②　市民が安全で安心して利用するためには管理をどのようにす
　　るかが重要であるが市の考えは
３　防犯カメラの設置状況について
　①　通学路を中心に防犯カメラが設置されているが現在の設置台
　　数の状況は
　②　通学路に防犯カメラ設置を始めて約４年近く経過し、その後
　　通学路の変更等既存のカメラの設置場所を見直すことも重要と
　　思うが市の考えは

9 金井　文敏 １　学校給食のアレルギー対応について
市議会 　①　食物アレルギーを有する児童生徒に除去食／代替食を提供する
公明党 　②　食物アレルギー対応委員会を立ち上げる

(一問一答) 　③　栄養教諭・栄養士と食物アレルギー児の保護者との懇談会を
　　年に１度開催する
　④　医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を必須とする
２　学校給食費の公会計化について
　①　学校給食費を市の会計に組み入れる公会計制度
　②　学校側の現状
　③　見込まれる効果
３　災害時のオストメイトの対応について
　①　ストーマ装具の預かり事業
　②　オストメイト非常用携帯カード
　③　避難所のオストメイト対応トイレ
４　ミライロＩＤの導入について
　①　障がい者の社会参画の後押し
　②　障がい者の利用できる行政サービス
　③　ミライロＩＤの導入による効果

10 森　弓子 １　多文化共生施策
 結いの会 　①　第３次多文化共生推進プラン（2019～2024）について
(一問一答) 　　Ⅰ　めざす将来の姿（成果指標）への中間評価は

　　Ⅱ　生活支援の手続きと今後の福祉関係の手続き
　　Ⅲ　民間団体へ事務委託・通訳有料化
　　Ⅳ　多文化共生について考え、施策を検討する方々の委員会は
　　　必要ですが現状は
　②　ウクライナから近隣の地域に避難されてきた方々への直接的
　　な援助の考えは
２　現民間ビルへの市役所機能分散の評価は
　①　来庁者への駐車場について（遠い・狭い）
　②　（全体的な）職場環境について、職員の意見聴取は
３　文化会館の活用拡大について
　①　「芸術文化活動の場から交流・憩いの場」への具体的内容は
　②　受益者負担を踏まえながらの提案
４　市役所ホームページと毎月の美濃加茂市報について
　①　見たい知りたいところへアクセスしやすいホームページへの
　　工夫
　②　美濃加茂市報の見開きを左からにしては
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
11 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
(一問一答)

　①　上位計画の美濃加茂市第６次総合計画で掲げる「すべての健
　　康のために歩き続けるまち」をテーマにした「ウォーカブル推
　　進都市」実現の考えについての見解は
　②　本計画は2020年から始まり、土地利用の方針、都市施設の整
　　備方針、安全・安心の方針、景観・観光のまちづくり方針が示
　　され３年目に入っているが、計画の進捗状況について
　③　本計画は美濃太田駅周辺、古井駅周辺、加茂野交流センター
　　の拠点を中心に都市機能や生活利便機能の誘導・維持・充実を
　　図りつつ、市街地外に点在する５つの拠点をつないだ「コンパ
　　クト＋ネットワーク＆サテライト」による新たな都市づくりが
　　進められています。まちづくりをすすめる中心核となる都市拠
　　点（美濃太田駅周辺エリア）に対する見解は
　④　昭和50年代の美濃太田駅南地区再開発検証、第３セクターホ
　　テルの検証も今回はすべきと考えるがその見解は
　⑤　都市機能の集約化を目指す立地適正化計画はコンパクトエリ
　　ア内の中心市街地、文教地区、医療地区の特色を明確にする。
　　市全体を対象とする公共施設は集約、統合・複合化の再整備を
　　する。計画エリア内の施設整備については有利な国庫補助制度
　　を活用する計画であります。この計画に対する見解は
　⑥　美濃加茂市都市計画マスタープランは2020年から2040年の20
　　年にわたる計画であり時代の流れによっては計画も変わること、
　　見直しも起きる。健全財政維持につての見解を
　⑦　ドーナツ現象が進む市街地の空地・空き家増加は人口減が進
　　む現代の大きな課題になっている。空き家の適切な管理は所有
　　者・管理者の責任であります。担当者の苦労話も聞くが通学路
　　沿いの危ない空き家あるので対策をよろしくお願いします。空
　　き家処理、除却にむけた取り組み及び実績について
２　観光事業について
　①　木曽川中流域の観光事業について（5月24日の協議会の内容と
　②　観光事業の掘り起こし（文化遺跡・史跡のＰＲ拡大や川下り
　　事業の復活、リバーポート施設の拡充、亀淵・化石林活用、キ
　　ャンプ場整備等）の見解
　③　健康の森、里山公園、リバポの縦のラインへの観光客誘致の
　　取り組み（ツーリング道路整備など）についての見解は
　④　多様化する観光事業者育成等に対する経済支援等の対策は
３　新庁舎整備について
　①　いつ頃をめどに計画の検証を終え、57,000人市民にどのよう
　　な方法で説明理解を求めるのか
　②　商業ビルを修繕し貸付期限を決めずにホテル機能を続けてい
　　けるのか。風評被害をもろに受けている株式会社シティホテル
　　との協議について
　③　現庁舎の活用はいつまで使用していくのか

12 田口　智子 １　健康増進について

結いの会
(一問一答)

　①　みのかも保健センターが移転し市民の利便性や健康診断の
　　受診について
　②　本市の子どもたちは、歯と口の健康づくりに力を入れてい
　　る。「8020」を目指して市民の歯科検診受診率の向上につなが
　　る考えは

２　子育て世代への支援拡大について

　①　物価の高騰等で子育て世代の家計を圧迫している現状で子育
　　て世代への今後の支援について
　②　本市は「健康」をテーマに掲げている。子育て世代への支援
　　拡大の一つとして、福祉医療費の助成（無償化）を18歳まで拡
　　大する考えは
３　ＳＤＧｓ未来都市の進捗状況について
　①　ソーシャルビジネスの進捗状況、今後のスケジュールは
　②　脱炭素、エネルギーコスト削減に向けた取り組みについて
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
13 髙井　厚

１　農業用水の危機管理

無所属
(一問一答)

　①　白川導水路、蜂屋調整池、上飯田調整池などが被害を受け断
　　水となった場合に、どのような対策が考えられるか、準備され
　　ているのか伺う
　②　各用水路、支線、分線の今後の取り換え時期や、経費の概算
　　を伺う
　③　東海農政局の指示もあり、頭首工の点検があったと思うが結
　　果はどうであったか伺う
２　美濃加茂市教育基本計画の見直し
　①　授業改革を学校の改革改善に取り組んでいる新しい柱の成果
　　の把握について
　②　美濃加茂市の教育の現状認識について伺う
　　Ⅰ　児童生徒のいじめに関する問題行動の傾向と重点対応
　　Ⅱ　不登校の現状把握と重点対策
　　Ⅲ　体力や健康の現状把握と重点対策
　　Ⅳ　幼保小中高の連携ぶりの変化、変容は
　③　先に実施された、全国学力検査の結果の公表方針について伺う
３　新庁舎整備の推進について
　①　情報整理部会やアンケートで、新しい問題点や課題が出そう
　　なところはあるのか
　②　４候補地以外での新たな立地も調査の対象として委託してい
　　くのか
　③　立地場所の選定には好悪の念を基準にする場合もある。アン
　　ケートではそれらをどう拾うのか

14 森　厚夫 １　新庁舎建設
新生会 　①　都市計画マスタープラン・立地適正化計画の見直しについて

(一問一答) 　②　美濃太田駅南地区市街地再開発との関係・影響について
　③　市商業ビルの今後のあり方について
　④　新庁舎建設場所の防災対策につて
　⑤　公共施設等の総合管理計画について
２　自治会要望
　①　２年前に自治会要望制度を廃止にされたが、その後の自治会
　　要望等についてどのように対応されているのか
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ＰＭ

※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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