
予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
1 １　再審請求について

　①　２月１日の名古屋高裁の再審開始を認めないとの決定に対す
　　る所見は
　②　当日名古屋高裁に対し異議申し立てをされたが、今後の裁判
　　に関してはどのように進めていくのか
　③　個人の裁判と市長職は別との考えで市政運営に取り組まれた
　　１年と思うが要望活動への影響はどのように評価されているか
　　（１年間の件数、訪問箇所数、陳情内容について）
　④　再審請求を続けることの、美濃加茂市に与えるイメージの影
　　響はどのように考えるか
２　新庁舎建設について
　①　前計画づくりに投資した税金は無駄でなかったといえる新た
　　な取り組みを進めていただきたい。スピード感を持って進める
　　とのことであるが、市長の決断が全てである。決意はいかがか
３　商業ビルについて
　①　５年ごとに更新されるシティホテルとの協議は今後どのよう
　　に進めていくのか
　②　美濃太田駅南地区再開発事業との関係をどのようにされるのか
４　前平公園について
　①　延期になった整備事業の経過はどのように進んでいるのか
　②　隣接する県へ貸している土地の動向は（畜産センター）
５　イクボスについて
　①　市内企業の状況をどのように評価されイクボスの推進を進め
　　るのか
６　公営住宅の条例改正
　①　「保証人を必要とする」との条例規定の削除に関する考えに
　　ついて
７　ふるさと納税
　①　今年度実績と令和５年度に向けた考え
　②　返礼品内容（種別とその内容、ベストテンは）
８　新年度予算の子育て環境の充実他重点テーマについて
　①　市内企業のイクボス育成を推進する内容は
　②　里山保育の保育士育成を充実すると目標されているが全体の
　　保育士不足についてはどう解決していくのか
　③　自治体ＤＸ推進事業・窓口相談オンラインシステムはどのよ
　　うな実験なのか
　④　デジタルを活用した豊かなくらし　高齢者に対する面がうす
　　く、若者、子育て世代中心の事業が多い。高齢者への理解を深
　　める事業についての考えはあるのか
　⑤　デジタルによる市民の声が簡単に投稿できる事業は理解でき
　　るが、市民の声への回答はどのように進めていかれるのか
　⑥　地域経済活性化に向け起業・創業・事業継承のためのセミナ
　　ー開催を予定されているがその内容については
　⑦　都市公園の多目的トイレ設置、ＬＥＤの公園整備は市民要望
　　も多い。今後の計画と管理のあり方については
　⑧　牧野グラウンド400メートルトラックについて　事業は全天候
　　型に変えて造られるが文化財としての遺跡の問題は大丈夫か

2 １　令和５年度の施政方針と重点施策について
　①　「子育て環境の充実」について、市内の産科病院が少ない。
　　近くで出産できる環境は整っているととらえているか
　②　「一般道路改修事業」について、主要道路改修以外の、いわ
　　ゆる自治会要望対応への心づもりは
　③　「防犯活動推進事業」について、新年度の増設計画は
　④　「中小企業支援事業」について、地域産業活性化や市内従業
　　員確保の策は
　⑤　「シティプロモーション事業」について、令和６年度の市政
　　70周年記念にむけた諸事業計画の内容は
　⑥　南海トラフ大地震に備えた上水の老朽管更新や、下水の汚水
　　管渠整備の進み具合は
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
２　令和５年度予算について

村瀬　正樹
続き

　①　過去２番目に多い一般会計予算歳入で、大きく増減したもの
　　の理由は

　　Ⅰ　個人市民税　29.5億円で前年比1.5億円増
　　Ⅱ　法人市民税　6.9億円で5,160万円の減
　　Ⅲ　固定資産税　38.4億円で1.5億円増
　②　一般会計歳出で大きく増額したものの内容
　　Ⅰ　教育費　27億8,000万円で３億9,000万円（16.4％）増
　　Ⅱ　土木費　26億8,000万円で２億6,000万円（10.7％）増
　③　地方交付税　24億6,000万円で２億円増、一方、臨時財政対策
　　債２億6,000万円で１億4,000万円減をどうとらえているか。こ
　　の影響はどうか
　④　実質公債比率の健全度と今後の見込みは
３　コロナ禍、物価高に苦しむ市民の援助について
　①　国、県によるもの
　②　国、県の方策に市が上乗せするもの
　③　市単独のもの
４　企業誘致奨励金について
　①　昭和55年にできた美濃加茂市企業誘致条例は、その後改正を
　　経ている。現在の大まかな内容を伺う（対象業種、奨励金の種
　　類、金額、年数等）
　②　令和３年度、４年度（見込み）の奨励金はいかほどか（会社
　　数と金額等）
　③　企業誘致によるプラス面と、固定資産税等の減免の、市の歳
　　入にとってのマイナス面がある。この条例による効果をどうと
　　らえているか
　④　条例の見直しや改正について見解があれば
５　ふるさと納税について
　①　市歳入の中で自由度が高く、貴重な自主財源であるが、寄附
　　額を令和４年度と同じ約７億円としている。拡大する策は
　②　市内産の返礼品が少ない。更なる開拓は
６　マスク着脱に関する市の方針について
　①　判断基準は、国や県の方針によるのか。保護者、市民の個々
　　の判断に委ねるのか
　②　保育園、小中学校での着脱は
　　Ⅰ　保育園
　　Ⅱ　小中学校（　教室での授業、特に音楽、屋外体育、給食時
　　　の会話　）
　　Ⅲ　小中学校　（　通学路、体育館での式典、集会　）
　③　市公共施設での着脱は。市役所、連絡所、スポーツ施設、自
　　治会集会所等
　④　これらの市の指針の周知時期と方法は
７　新庁舎建設について
　①　なぜアンケートの集計分析、今後のスケジュール立案等に時
　　間を要しているのか。市民は知りたがっている。この理由を伺
　　う
　②　この一年間、令和４年12月の広報みのかものみの情報開示で
　　あった。今後の予定は
　③　庁舎建設予定地決定へのステップや決定時期は

3 １　児童の通学路について

　①　児童の通学時に発生した緊急事態のトイレの設置について

２　交通安全について
　①　市道下則友、南坂線のスピード制限について
　②　自動車会社前に縁石かコーンの設置について
　③　自動車会社の横の道路付近に横断歩道の設置について
３　道路側面の管理について
　①　大仲寺自治会地内の市道の高い傾斜の所に防草シート設置等
　　について
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
4 １　加茂野保育園・加茂野児童館について

　①　指定管理者㈱セリオについて
　②　保育園の４月以降の現在との考えられる変更点は
　③　障がい児、外国籍児童への配慮は
　④　遊戯棟の今後の予定は
　⑤　保育士の確保の現状は
　⑥　指定管理後の民営化のメリット、デメリットは
　⑦　児童館の現在との考えられる変更点は
　⑧　子育て支援施設としての役割について
　⑨　今後の美濃加茂市の公立保育園について
２　健康事業について
　①　みのかも健康10か条について
　②　ヘルステック事業について
　③　クアオルト健康ウォーキングについて
３　観光事業について
　①　メディカルツーリズムについて
　②　博物館浴の考え方について
　③　今後の美濃加茂市の観光事業について

5 １　自治体ＤＸ推進について
　①　職員の業務の負担軽減及び市民サービスの向上と利便性につ
　　いて
　②　システムの構築には専門的な知識が必要であると考えるが、
　　どのように進めていくのか
　③　ガバメントクラウドへの移行が予定されていない業務システ
　　ムのオンライン化について
　④　マイナンバーカード未取得者に対する促進について
　⑤　テレワークの現状及び今後の在り方について
　⑥　ＩＣＴを活用した情報発信及び市民の声を聴くことについて
　⑦　デジタルデバイドの対策について
２　里山資源の活用について
　①　里山資源活用の現状及び今後の方針また新たなビジョンにつ
　　いて
　②　継続的に里山の資源を確保していくには里山の整備が重要だ
　　と認識しているが、今後の課題と対策について

6 １　市長の政治姿勢について
　①　1月28日の中日新聞朝刊記事で、新庁舎候補地に「駅南」は除
　　外せずとあったが、白紙にしたのは市長ご自身ではないのか
　②　「市長就任1年目を60点」と自己採点されたが、市民から高く
　　評価しすぎとの声があることに対しどう思われるか
　③　「市のトップとして、職員の働き方や市全体の人材不足、コ
　　ミュニティの疲弊など、様々な課題が見えてきた」と振り返っ
　　てみえたが、コミュニティの疲弊は確かにあるというものの、
　　職員の働き方や市全体の人材不足とは何を指して発言されたの
　　か
　④　この1年間、声を形にしたのは「シン・イクボス宣言」だけだ
　　との声をよく聞くが、この声をどう受け止めるか
　⑤　広報2月号の市長コラムの中に、「一つ一つの努力が実を結ぶ
　　ように早めに誰かに指摘してもらい、良い方向へと整えていく
　　ことが大切だ」とあったが、良い方向とは具体的にどのような
　　ことか
　⑥　2022年7月9日　YouTube　新世代リーダーサミット2022「わた
　　したちの地方創生～U-40世代が描き、創る新しい地域の姿～」
　　の中での発言は公務での発言か
２　新保育園について
　①　下米田保育園の建て替えが決まり、令和8年4月開園と聞いて
　　いるが、現在の敷地以外に土地購入の予定はあるのか
　②　サウンディングの結果と感触は
　③　住民とどのようなことを意見交換して準備をするのか
　④　交流センターや消防詰所、消防車庫について保育園と同じよ
　　うに老朽化が進んでいるため建て替えをして欲しいとの意見が
　　あるが、検討しているか
　⑤　どのタイミングで住民向け説明会をするのか
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
３　空き家対策について

渡邉　一子
続き

　①　空き家問題は今後更に増加すると思うが、この問題を解決し
　　ていく上で今後どのような対応をするのか。また、市民の皆様
　　に周知し「自分ごと」として捉えてもらい、利活用、撤去を早
　　期に図るのか

7 １　とくとく先得みのかも応援チケットについて
　①　最終的なチケット販売枚数は何枚になり、金額はいくらになっ
　　たか
　②　引き換え延長のお知らせの方法について、翌日速達で郵送し
　　たとのことであるが、即開けられない場合を考えて翌日に各事
　　業者さんに電話連絡をするなどの対応はできなかったのか
２　地域資源の活用について
　①　市民協働部において今後、地域の人、物、場所を活用するた
　　めの登録ができるようなシステムを導入することは可能か

8 １　新庁舎建設
　①　新庁舎整備ロードマップについて
　②　今後の新庁舎整備の進め方について
　③　前平公園南側約57,000㎡の市有地が最適な候補地と考えるが

9 １　介護医療院について
　①　日常的な医学管理や看取りやターミナルケア等の機能と、生
　　活施設としての機能とを兼ね備えた介護医療院は現在、本市に
　　は受け入れ施設が無い。今後の必要性はどのように捉えている
　　か
２　児童の登下校の安全確保・学童保育について
　①　夏季の児童の登下校時の熱中症対策や、下校時のスクールバ
　　スやあい愛バスの利用の考えは
　②　学童保育の現状は。利用の拡大について
３　中学部活動について
　①　運動系部活動の地域指導者移行、活動方法の進捗状況は
　②　運動系部活動の大会参加は種目によって今後は合同チームの
　　参加も考えられる。大会運営はどうなっていくか
　③　文化系部活動の地域指導者移行、活動方法の進捗状況は
　④　地域指導員が見つからない部活はどう対応していくか

10 １　新庁舎整備の見直しについて
２　（仮称）発達支援センターの整備について
３　子ども達の居場所等への支援について
　①　民間事業者による放課後子ども教室（学童保育）に対する支
　　援について
　②　通信制サポート校やフリースクール通所者に対する支援につ
　　いて
４　コミュニティスクール及び地域学校協働活動について

11 １　新聞報道における藤井市長の言動の真意について
　①　第33回堂上蜂屋柿品評会の審査講評は
　②　名古屋市場出品と３個10万円の評価は
　③　後継者の育成、販路の拡大等、今後の展開は
　④　堂上蜂屋柿を持参しての名古屋市長訪問の目的は
　⑤　堂上蜂屋柿の食べ方について、作法の認識は
　⑥　ＧＩ制度とは
　⑦　柿の木の売買に関する名古屋市長への応答は
　⑧　「場所としての選択肢残っている」とし、候補地選定から
　　「駅南」を除外しないという考えは
　⑨　「これからは重要な政策は市民が主体的に決める」という重
　　要政策は
　⑩　「市のトップとして、職員の働き方や市全体の人材不足、コ
　　ミュニティの疲弊など様々な課題が見えてきた」との振り返り
　　の中での人材不足とは誰を指すのか
　⑪　「(旧)新庁舎整備基本計画(案)がなぜ多くの市民と合意形成
　　をすることができなかったか」の問いに対する解答は
　⑫　高裁に即刻異議申し立てをされ、公私ともに大きな課題を抱
　　えるが、集中して公務に取り組めるのか。庁舎問題も白紙にし
　　た以上、全力で取り組んでいただきたい。
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
12 １　18歳までの医療費無償について

　①　県内でも18歳まで医療費を無償化している自治体が増えてい
　　る。住む地域によって行政のサービスが異なることについてど
　　のように考えているか
　②　18歳まで美濃加茂市が医療費を負担する場合、約5,000万円が
　　必要とのことだが、他事業と比較して優先順位が低いと考えて
　　いるのか
　③　15歳まで医療費無償について美濃加茂市は県内でも早かった
　　と聞いている。15歳まで無償と18歳まで無償の差はどこのある
　　のか
２　給食費無償化について

　①　小中学校の給食費について、１人あたりいくらになるのか

　②　就学援助費について、支援を受けている児童の人数及び金額
　　の推移は
　③　就学援助費に給食費が含まれているが、全給食費の徴収額の
　　何％か
　④　義務教育は無償とする憲法第26条があるが、今では学校給食
　　は食育と位置付けられている。憲法に明記されているが、未だ
　　に進んでないことについてどのように考えているか
　⑤　現在、市が負担している給食事業の金額は。そこに給食費を
　　負担するといくら必要か
３　美濃加茂庁舎問題について
　①　何を基準に庁舎の建設を考えているのか
　②　2003年に行った現庁舎の耐震工事の費用と耐用年数は
　③　その後、庁舎の耐震診断はしているか。他の避難場所となる
　　公共施設や消防団の拠点の耐震対策は出来ているか
　④　南海トラフ地震が発生した場合、庁舎がどの程度の被害を想
　　定してるのか。シミュレーションがあるか
４　とくとく先得チケットについて
　①　国からの予算はどのくらいか
　②　チケットの販売費用は予算の何％か
　③　委託事業者への支払いを含め、事務費用は予算の何％か
　④　美濃加茂の対象商店の何％が参加していたか
　⑤　委託業者の決定はどのような手順で決定したか

13 １　再審請求について
　①　今後の行政に対する取り組み方
２　水害について
　①　「ハザードマップ」の考え方について

　②　激甚災害対策特別緊急事業について

　③　美濃加茂市は水害に対して安全か
３　立地適正化計画について
　①　美濃加茂市における対象エリアについて
　②　古井駅前の再開発について
　③　美濃加茂市における立地適正化計画による開発の事例はある
　　のか
　④　美濃加茂市における立地適正化計画以外に有利な国の支援の
　　開発メニューはあるのか

14 １　牧野ふれあい広場
　①　陸上トラックが全天候型に変更された理由
　②　管理棟が建設されるが常駐されるのか
　③　野芝からティフトン芝への変更で、グラウンドの管理の手間
　　が増えると考えるが、管理をどのように考えているか
　④　公式競技場（第３種）にする考えは。観客席の設置は
　⑤　整備される前は、練習など全て無料であったし、親子で遊ぶ
　　ことができる広場としての名称はふれあい広場であったが、完
　　成後の名称や使用料の方針は
　⑥　完成したところから、部分的に利用できないか
　⑦　競技場を、希望する団体に公平に利用できるようにしていた
　　だきたいが、その考えは
　⑧　川沿い東側からの進入路の整備を
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ＰＭ

纐纈　源太
日本共産党
市議団

(一問一答)
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ＰＭ

永田　徳男
結いの会
(一問一答)
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結いの会
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予定 No. 議員名 質　　問　　要　　旨
２　下米田保育園の民営化事業の公募
　①　サウンディング調査に参加の事業者の動向は
　②　事業者の特色ある保育と地域が希望する保育とのすり合わせは
　③　事業者決定の時期は
３　環境ＳＤＧｓ
　①　担当課を環境課に移動した理由は
　②　14番の海洋プラスチック削減の３Ｒ・５Ｒが、市民には一番
　　分かりやすい取り組みでは
４　オーガニック給食
　①　「給食は、次世代を大事にする政治のバロメーター」として
　　２月19日の中日新聞の日曜版に特集があった。令和４年度の取
　　組みと実績を農水省に報告しては。また、新年度の取り組みを
　　期待しているがどうか
　②　特に輸入食品の農薬使用など、食べ物の安全性が問われてい
　　るので、環境課のぼかしや段ボール堆肥、三和の「たけこ」な
　　ど発酵素材を利用した「菌ちゃん農業」を推進してはどうか
　③　「オーガニック給食のプロジェクトを立ち上げ、まず保育園
　　から進めよう」との美濃加茂市長の取組み内容の進展は
５　人物顕彰事業
　①　本年は、美濃加茂市名誉市民１号の津田左右吉博士の生誕150
　　年にあたる。関係事業の開催は
　②　観光名所としても紹介されているが来場記帳された方の扱い
　③坪内逍遙博士記念館についての考えは
６　外国人児童生徒学習支援
　①　ボランティア的に活動されている場所について支援すべきでは

15 １　支えあい助けあう地域社会の構築について
　①　日常の買い物などへの支援についての見解は
　　Ⅰ　食品など日常の買い物に困っている高齢者などを支援する
　　　ための宅配サービスや、地域を巡回する移動販売カー運行の
　　　考えは
　　Ⅱ　スーパーなど商業施設への送迎用のデマンド交通の整備の
　　　考えは
　　Ⅲ　外出に困難を感じている高齢者が、安全に安心して外出が
　　　できるように自治体と介護施設と商業施設が連携して送迎や
　　　買い物をサポートをする考えは
　②　認知症の人も家族も安心な地域についての見解は
　③　心のサポーター養成制度の充実についての見解は
　④　ヤングケアラー等への支援推進についての見解は
　⑤　地域防災力向上への取組強化についての見解は
２　デフリンピック支援と共生社会の推進について
　①　障がい者がスポーツや文化芸術に取組む環境や基盤整備つい
　　ての見解は
　②　情報バリアフリーの推進についての見解は
　③　共生社会構築のための啓発活動についての見解は
　④　応援事業（ホストタウン）への参加についての見解は

※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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森　弓子
続き

金井　文敏
市議会
公明党

(一問一答)
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