
予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
1 １　加齢に伴う難聴に悩む高齢者支援ついて

　①　難聴者の障がい認定についての見解は

　②　難聴と認知機能低下についての見解は

　③　補聴器購入の負担軽減策についての見解は

２　不登校児童生徒に寄り添い安心な居場所をつくるためのフリー
　スクールの開設について

　①　不登校生徒の居場所についての見解は

　②　フリースクールについての見解は

３　妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援について

　①　妊娠期の夫婦に対して

　　Ⅰ　初めて妊娠した夫婦

　　Ⅱ　妊娠８か月頃の妊婦と育休取得に悩む夫

　②　産後の夫婦に対して

　　Ⅰ　出産直後の夫婦と育休取得中の夫婦

　③　おむつ用ごみ袋の支給に対しての見解は

2 １　あい愛バスについて

　①　アンケート調査の結果はいつ公表されるか

　②　昨年度から今年度の利用者状況は

　③　利用者数の多い路線、反対に利用者の少ない路線は

　④　一人当たりの費用について

　⑤　地域公共交通網形成計画の進捗状況について

　⑥　今後のあい愛バスについて、地域循環型や使用目的特化型な
　　どの導入について考えはあるか

２　コミュニティスクールについて

　①　市内小中学校の学校運営協議会の設置状況は

　②　美濃加茂市が進める特色ある学校教育は（特に坪内逍遙博士
　　を顕彰する朗読、音読について）

　③　学校教育課、ひとづくり課、まちづくり課の連携状況について

３　小中学校の水泳授業について

　①　来年度の水泳授業の実施方法の見通しは

　②　今後の学校プールと民間水泳施設の活用についてどのように
　　考えているか

４　市の情報発信について

　①　現在、美濃加茂市が発信する情報媒体について

　②　各課が担当し発信している情報媒体の把握状況について

　③　今後の情報発信について

3 １　投票所について

　①　投票所の数を26ヶ所から11ヶ所に減らした理由はどこにある
　　のか

　②　タクシーの利用に対して今後の考え方は

　③　移動期日前投票所についての見解は

２　空家対策について

　①　新たに改定された「美濃加茂市空家等対策計画」は、前回の
　　ものとどこが根本的に違うのか

　②　特定空家が増える原因はどこにあると思われ、それを防ぐ市
　　としての対策は

　③　美濃加茂市独自の条例の制定作成についての考えは
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
4 １　国民健康保険の運営について

　①　政令に基づく保険料の減免世帯数、国保世帯の何パーセントか

　②　保険料滞納者に対する「被保険者資格証明書」の交付状況、
　　「特別な事情がない限り交付しない」特別な事情とは

　③　保険料滞納者に対する差し押さえが県内で突出している理由、
　　給与、年金、児童手当の差し押さえの限度は。生活減資に対する
　　配慮は

２　とくとく先得みのかも応援チケットについて

　①　抽選の結果、事業の恩恵を受けない市民が生ずるが公共事業と
　　して不公平では

　②　市内に在勤、在学する市外居住者を対象とした理由は

　③　補助金は事業者が申請したときに支払われることを考えると、
　　チケットに有効期限は必要ないのでは

３　あい愛バスの運行について

　①　運行中の車両で車椅子可、不可の台数は

　②　ワゴンタイプ車両導入の代替手段としてタクシーチケットの配
　　布等別のサービスで対応としているが、車椅子使用者に対する支
　　援の内容、サービス別の利用者数、費用は

　③　地域公共交通形成計画策定に当たり、高齢者に運転免許返納後
　　の公共交通の在り方について意向調査を行ったか、その結果は。
　　また、運転免許自主返納者の運転履歴証明手数料補助の利用状況
　　及び公共交通機関等補助支援の利用状況は。

　④　地域公共交通形成計画で子どもたちの移動手段の位置づけがあ
　　るが具体的には

　⑤　戦後のベビーブーマーが75歳を越え、人口の大きな塊となる。
　　この人たちに照準を当てた利用しやすいオンデマンドなど柔軟な
　　公共交通が必要では

5 １　市議会議員選挙について

　①　選挙公報の改善（告示前に対応する考え）について

２　新庁舎建設事業について

　①　市長の前市長在職時に進めた基本構想の検証は

　②　４カ所の候補地は、検証し生かす場合はどのように決めるのか

　③　今後の商業ビルの活用の有り方について

　④　立地適正化計画との整合性、今後何を検証しどこにどのような
　　方式で決定されるのか。今後のスケジュールについて

　⑤　アンケートの回答において判断の材料が少なく、賛成・反対に
　　しなかった比率も多くあったが、判断情報不足に対する見解は

３　美濃加茂市地域強靭化計画について

　①　主要地方道富加七宗線、美濃川辺線の整備について

　②　急傾斜地崩壊危険個所及び土砂災害警戒区域の点検・整備につ
　　いて

　③　防災拠点（牧野ふれあい広場、前平公園等）とバックアップ施
　　設（文化の森）の今後の整備計画について

　④　初期対応避難所のトイレ、井戸、老朽化した施設の今後の整備
　　計画について

４　令和４年度市税収入について及び依存財源の状況について

　①　令和４年度市税現年度課税分及び滞納繰越分の歳入状況につい
　　て（収納額及び収納率）

　②　依存財源の状況について（令和４年度）
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
6 １　交通安全について

　①　高齢ドライバー免許返納について

　　Ⅰ　タクシー割引券等の補助の考えは

　　Ⅱ　あい愛バスの65歳以上の高齢者無料化等の考えは

２　市道新田柳下線の中蜂屋橋の増幅について
7 １　子育て支援について

　①　18歳まで医療費を無償化にする考えについて、その後の調査・
　　検討内容は

　②　岐阜県内や近隣自治体の無償化の状況についての考えは

　③　医療費無償化を18歳まで拡充した自治体の経緯について

　④　無償化を進めるにあたり考えられる課題（予算）について
　⑤　無償化を進めるにあたり考えられる課題（過剰な受診等）につ
　　いて

　⑥　来年度の子育て支援の内容について

２　「ローカルＳＤＧｓみのかも」について

　①　「ＳＤＧｓ未来都市」の選定、「ゼロカーボンシティ宣言」表
　　明とそれぞれの今後の方向性、来年度に向けた取組は

8 １　公共施設整備計画

　①　新庁舎建設推進

　　Ⅰ　市民へのアンケート結果から特に考慮する点への回答は。駐
　　　車場の確保と防災拠点になること

　　Ⅱ　岐阜新聞、新議員に対するアンケート結果への見解は　１位
　　　地域防災拠点として機能する庁舎　２位財政負担を抑えた庁舎
　　　３位デジタル化が進んだ庁舎

　　Ⅲ　タイムスケジュールを早急に提示し、スピード感をもって推
　　　進する考えは

　　Ⅳ　市民の理解、合意の形成のための説明会の開催は

　　Ⅴ　分散型の庁舎を進めてきたが、今後の方針は

　　Ⅵ　場所は新たな選択肢（例えばプラザちゅうたい辺り）を加え
　　　るのか、白紙に戻すのはゼロからということか。市長のリー
　　　ダーシップを発揮し、市民の方々に理解を深めていく形を望む
　　　が、住民投票の考えがあるか

　②　下米田保育園の建て替え

　　Ⅰ　先日、現保育園の場所と決定したが、その経緯は

　　Ⅱ　進入路の幅員９メートルはクリアできたのか

　　Ⅲ　交流センターも老朽化し、建設が提案され、駐車場の共有な
　　　ど連携するような話し合いがあったが、民営化する保育園を先
　　　にとしても、全体的な構想も必要と考えるがどうか

　　Ⅳ　プロポーザルに「よなだの子は、よなだで育てる」を織り込
　　　むとして、具体的には何をどうするのか

　　Ⅴ　蜂屋の蜂友学舎さんのようなオーガニック給食を希望する
　　　が、あの場の皆さんの発言をどの程度、プロポーザルの条件に
　　　織り込んでいただけるのか

２　ふるさと納税の推進

　①　ビームス効果をどのように捉えているか（返礼品）

　②　ふるさと納税の金額が増加しているか

　③　ふるさと納税金の使途としての提案

　　Ⅰ　子供たちへのＡＩ・プログラミング等の未来投資

　　Ⅱ　クリーンパートナー制度の草刈りなどの有償化創設の原資

　　Ⅲ　移住者に対する古民家のトイレ、浴室の修繕補助制度の創設

　④　市長の名刺にあるような盛り合わせの返礼品があるといいと感
　　じたが、多くの市民の方をふるさと大使に任命して、おすすめハ
　　ガキを送ってはどうか
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
9 １　防災拠点としての新庁舎のあり方について

　①　防災機能を持った新庁舎のイメージ、構想は
　②　文化の森内の施設との関係は
　③　市民側としてできる火災防災意識の高揚は
　　Ⅰ　右岸用水を使っている自主防災消火設備の利用
　　Ⅱ　家庭設置の火災報知器や消火器の普及更新
　　Ⅲ　耐震診断の推奨
２　小中学校の水泳授業について
　①　自校プール使用の５校と民間委託試行６校の比較
　　Ⅰ　行政側から見た予算や制度等でのメリット・デメリットは
　　Ⅱ　児童生徒、教師側から見た移動、授業内容、実施時間等での
　　　メリット・デメリットは
　②　試行後の方向性は

10 １　新庁舎整備について

　①　市民アンケート調査について

　　Ⅰ　駅周辺整備地に反対した理由について

　　　ア　「駐車場不足」回答の捉え方について

　　　イ　「決定までの進行」回答の捉え方について

　　　ウ　「浸水害の危険性」回答の捉え方について

　　　エ　「再開発同時進行」回答の捉え方について
　　Ⅱ　賛否に関する「判断できなかった」回答の多さに対する捉え
　　　方について
　②　今後の進め方について

　③　市街地再開発事業の進捗状況と今後の見通しについて

２　職員副業制度の創設について
　①　部活動の地域移行等を含め、職員の公益的事業への就労を推進
　　するための制度創設が必要と考えるがどうか
３　通学路の安全確保について

　①　あじさい保育園への国道248号線からの進入車対策について
　②　国道248号線、山手小南交差点（田島町３）における南進、北
　　進車の右折信号設置及び児童保護対策について

11 １　消防団について
　①　令和４年第１回定例会一般質問から「消防団のあり方の取組に
　　ついて」への回答で、「消防団の役割や努力への理解を深め、活
　　動への協力を頂くために、様々な機会に広く情報発信をすること
　　が必要。また、消防団員がより安全に災害対応ができるように、
　　研修や訓練の機会を設け、知識や技術の向上を図る」と回答され
　　ているが、それぞれ具体的にどのような取組を行ったのか、ま
　　た、実行していない場合どのような取組をしていくのか
　②　岐阜県が令和３年５月に実施した消防団員アンケートの結果に
　　ついての見解は。また、市として独自のアンケートは実施したの
　　か。今後そのような聞き取り等を実施するのか
　③　団員の確保が困難であることを受け、その理由について過疎化
　　や少子化または社会環境の変化などが考えられるが、それ以外に
　　現在把握されていることはあるか
　④　消防団員の負担となっている主な活動として操法大会がある。
　　近隣では大会の実施をしなかった自治体がある中、大会の実施に
　　踏み切った理由及び「実施しない」の選択肢はあったのか、また
　　操法大会以外の行事やイベントの負担軽減について検討されてい
　　るか
　⑤　道路交通法改正に伴って、現在団員の方で消防車両の運転がで
　　きない方はいますか。また、条例に定められている準中型免許取
　　得時に交付される助成金の活用の有無、それ以外の対策等につい
　　て
　⑥　消防団は市民の生命財産を守る上で中核を担う存在である。時
　　代の変化により大変難しい問題及び課題と向き合わねばならない
　　が、現場の声を聴き、持続可能な組織づくりを目指していただき
　　たいと思う。このことについての意見を。
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
12 １　再審請求について

　①　今現在の進行状況はどうなっているのか
　②　市政への影響はないのか
２　新庁舎整備について
　①　市民アンケートの結果が発表されたが、今後どのように進めて
　　いくのか。また、市長が定例記者会見で「スピード感を持って」
　　と明言したが、いつまでにと考えているのか
　②　市の公共施設は老朽化が進んでいるが、新庁舎整備を最優先に
　　取り組んでいく認識で良いのか
３　防災避難訓練について
　①　大地震が起きたとき、美濃加茂市にどのような災害が起きると
　　想定しているのか
　②　高齢者及び支援が必要な方々をどのように安全に避難させるの
　　か、具体的に考えているのか
　③　他人事ではなく、「自分事」として防災意識を高めるには、今
　　後どのように取り組んでいくと考えているのか
４　小中学校の給食アレルギー対応及びコロナ禍の給食時間制限につ
　いて
　①　児童生徒の皆さんの食物アレルギーの状況をどのように把握し
　　ているのか
　②　食物アレルギー対応方針の策定を踏まえた今後の対応について
　③　新型コロナウイルス対策による給食時間への影響はあるのか

13 １　新庁舎建設

　①　新庁舎整備市民アンケートの調査結果について

　　Ⅰ　市民アンケート配布数、回収数

　　Ⅱ　新庁舎整備について知った媒体

　　Ⅲ　美濃太田駅周辺整備地への賛否の年代別、居住地区別

　　Ⅳ　新庁舎整備において大切にすべき視点

　　Ⅴ　新庁舎の建設エリアで重要視する内容

　②　新庁舎整備職員アンケート調査結果について

　　Ⅰ　職員アンケート配布数、回収数

　　Ⅱ　美濃太田駅周辺整備地への賛否

　　Ⅲ　新庁舎整備において大切にすべき視点

　　Ⅳ　新庁舎の建設エリアで重要視する内容

　③　検証後のスケジュールについて
14 １　とくとく先得みのかも応援チケットについて

　①　とくとく先得みのかも応援チケットの購入が間もなく（12月9
　　日）期限となるが、購入引換券の利用状況はどうであるか。購入
　　申込みシート数・購入可能シート数・引換えシート数等

　②　購入申込み店舗の偏りや抽選方式による機会損失をどのように
　　捉えているか

　③　応援チケットコールセンターへのお問合せ件数と主な内容は

　④　今回の応援チケット実施による経済効果と市民や店舗等の評価
　　は。また今後の物価高騰対策の考えは

２　農業ビジョンの具体化について
　①　市内各地に耕作放棄地が増えている。草笛町界隈に目立ってい
　　るが、土地利用についての考えは

　②　耕作放棄地の有効利用として営農型太陽光パネルの設置が進め
　　られているが、市の見解は

　③　耕作放棄地・太陽光パネル共に景観形成や環境保全の面で問題
　　視されているが、規制等の検討は

　④　「みどりの食料システム戦略」が目指す有機農業の推進につい
　　て、市の見解は

　⑤　歴史的・文化的価値のある堂上蜂屋柿の大いなる活用として、
　　干し柿作り体験・品評会オークション・柿茶会等一連の柿ストー
　　リー作りについて
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
15 １　令和５年度基本方針にある「興す」について

　①　「市民や企業が地域活性化の為に主体性をもって活動する企画
　　やイベントをサポート」とあるが、市民や企業と市の協働で進め
　　ていくのか、市民や企業が独立して活動していくことを市がサ
　　ポートしていくのか

２　美濃加茂市観光協会のTwitterについて

　①　更新が2017年４月で止まっているが、更新をやめたのか

　②　市で担当が変わった場合の引継ぎやアカウントの保護の為のマ
　　ニュアルはあるか

３　放課後児童クラブについて

　①　現在平日利用の待機児童がいる小学校と人数は

　②　今後の対応について

　③　長期休暇に利用したい児童の数と、現状預かっている人数は

　④　今後も長期休暇のみ利用したい児童も増えると思われるが、長
　　期休暇の人数の増減にはどのように対応されるか

４　こども食堂について

　①　こども食堂の開設にあたり美濃加茂市としてどのような対応や
　　補助を行っているか

　②　美濃加茂市でフードパントリーやフードドライブ等を行い、こ
　　ども食堂の食材確保や必要な方への食材配布は行われているか

※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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ＰＭ

谷本　梓
立志会

(一問一答)
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