
(2) 災害時の情報伝達方法は。

(2) 中学校教員の部活動顧問の今後の在り方は。

３ 大規模災害時の対応の備えについて

(1) 福祉避難所の設定状況と今後の計画は。

３
髙橋　勇樹
(一問一答)

１ 障がい児教育について

(1) 障がい児教育の現状と今後の考えは。

２ 教員の働き方改革について

(1) 本巣市の教員の働き方改革の取り組みは。

(1) 長寿命化工事の補助金などを調査し、計画的に早期に
進めるべきと考えるが、市の見解は。

６ 今後のまちづくりの指針について

(1) 交付税や補助金等が厳しくなる中、思うようなまちづ
くりは可能か。また、圏域を越えた大野町とも協力体
制を図る必要があると考えるが、どうか。

４ 救急搬送体制について

(1) （仮称）西濃厚生病院が開院される報道があったが、
市として救急搬送が充実できるよう消防本部へ働きか
けをすべきと考えるが、市の見解は。

５ 教育施設の長寿命化について

(1) 農業者と企業がタイアップし体験農園等が出来る方策
を検討すべきと考えるが、市の見解は。

３ 住宅用の木材需要について

(1) 木材需要が高まる中、市として森林組合や事業者に木
材を出荷するよう指導すべきと考えるが、市の見解
は。２

まちづくりの展望と課題

大西　徳三郎
(市政自民ｸﾗﾌﾞ)
(一問一答)

１ 産業誘導地区について

(1) オーダーメイド方式は引き渡しまで多くの時間を要す
るため、土地開発公社に切り替え事業を進めるべきと
考えるが、市の見解は。

２ 北部地域の農業団地（体験農園）について

(2) タクシー利用乗車券の利用状況は。

(3) 接種の啓発活動の状況は。

(4) 接種完了はいつごろまでの目途としているか。 ま
た、全体の何％くらいで完了と考えているか。

(4) 子ども、子育て、生活困窮者支援の現在の状況は。ま
た、感染状況を見て、給付金以外の支援を検討しては
どうか。

２ ワクチンの予防接種について

(1) 予約と接種の進捗状況は。

１
上谷　政明
(一問一答)

１ 新型コロナウイルス感染症の対策について

(1) 市のコロナの認知度は。

(2) 市民への感染症予防に対する啓発活動は。

(3) 商工業者に対する経済支援の現在の状況は。また、感
染状況を見て、行ってほしい支援のアンケートを実施
してはどうか。
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(3) ホタル保護活動推進ワーキングチームの設置目的と活
動目標は。

２ 本市を代表する生物について

(1) 市独自の生物多様性戦略策定の見込みは。多様な生物
群の保護保全に対する見解は。

(2) 湯ノ古公園の水車の故障等、問題点への対処は。ハリ
ヨの観察ができる同公園での小中学生等の環境学習や
地域学習への利活用の計画はどうか。

(2) グリーンインフラについての本市の見解は。

(3) 「しなやかなまち・活力あるまちづくり」への、本市
の見解は。

(4) 学校施設での避難所開設訓練の実施状況は。避難所開
設訓練に市民が参加することへの、市の見解は。

(3) 推進計画の策定は進めますか。

(4) 広く市民の力を活用できませんか。

６
寺町　茂

(一問一答)

１ 国土強靱化地域計画について

(1) 本巣市国土強靱化地域計画の基本的な目標は。

３ ＤＸの進め方について

(1) 条例の改正の必要ない押印廃止の進捗状況は。

(2) リモートの促進はできませんか。

(1) 市内の農業生産、販売の現状は。

(2) コロナショックの影響を受けている農産物は。

(3) コロナ禍の中、市民の消費を増やす施策は。

施設の感染予防対策の現状は。

(2) 感染防止策を分かりやすくするため、実施している対
策を掲示しているか。

２ コロナ禍の農業生産物販売の支援について

(1) 福祉避難所の開設にあたり必要とされる人的配置確保
の現状は。

(2) 要配慮者が福祉避難所への直接避難を可能とする体制
づくりへの見解は。

５
髙田　浩視
(一問一答)

１ 市施設内の感染予防対策について

(1)

３ 電源を要する在宅重度障がい児者の支援について

(1) 非常用電源装置等整備に対する支援を行う市町村に対
して県が補助する事業への本市の取り組みの見解は。

４ 福祉避難所について

(2) 教育現場において、ヤングケアラーについて 正しく
理解しヤングケアラーの子どもが声を上げやすくなる
環境づくりへの見解は。

２ 人工内耳の購入費助成について

(1) 人工内耳及び人工内耳•補聴器専用電池を購入費助成
の対象とすることへの見解は。

４
今枝　和子
（公明党）
(一問一答)

１ ヤングケアラーの支援について

(1) 本市要保護児童対策地域協議会のヤングケアラーの認
識と要対協への調査結果についての見解は。



(2) 売却希望者があった場合、売却手順はどのように行わ
れるか。

審査会では、懲戒処分の指針に則り、適正に判断され
たと考えているか。

(3) 再発防止、審査会の在り方など、今後の対応は。

２ 市有地について

(1) 看板はいくつ設置したか。市民からの問い合わせ等は
あったか。

(1) 個人事業主に対して市独自の支援制度を創設してはど
うか。

３
堀部　好秀
(一問一答)

１ 懲戒処分について

(1) 懲戒の審査を行うまでの手順は。どこの部署が受付
け、誰が審査会を招集するのか。

(2)

(1) 通学路の安全確保の為のカラーリングや車の通行時間
規制が必要と思われる場所が見受けられるが、定期的
な点検はしているのか。

(2) 災害時等の緊急車両の為の狭あい道路の解消や交差点
の改良の考えは。

３
収束の予測が出来ないコロナ禍で急激な市民生活の変
化に対する支援について

政府は当面太陽光発電を中心に普及を加速させると
言っているが、本市の市有施設における太陽光発電の
設置状況は。

(2) 森林の適正な伐採等での環境整備を促進する市独自の
補助制度を作り促進させては。

(3) バイオマス発電で北部地域の雇用と森林環境整備を併
せて行うことの、市の考えは。

２ 市内随所に有る狭あい道路について

３ 本巣市の誇れる資源、地下水について

(1) 本巣市の地下水の保全について、将来に向けての市の
考えは。

２
澤村　均

（日本共産党）

(一問一答)

１
温室効果ガス削減による地域活性化に繋げる政策につ
いて

(1)

(2) 岐阜県の「成長５分野」に特化した企業誘致は。ま
た、「成長５分野」以外の分野の企業も含め、本市の
将来を見据えた企業誘致、雇用拡大への考えは。
。

(3) 屋井や温井以外、これから想定される工業用地は。

(4) （仮称）糸貫インターの開通によって便利になる北部
エリア(本巣トンネル以北)への企業誘致の構想は。

(4) 原発事故を想定したハザードマップ策定の予定は。

２ 本市の産業振興、雇用創出への取り組みについて

(1)
現状、どのような手法で企業誘致を進めているのか。

１

河村　志信
(一問一答)

１ 原子力発電所事故による本巣市への影響について

(1) 原発事故に対する本市の備え、対策は。

(2) 避難経路などの策定はされているのか。その周知徹底
は。

(3) 安定ヨウ素剤の用意は。市民の入手方法は。
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(1) 目標に対する進捗状況は。今年度で計画期間の５年目
が経過し、令和８年度に期間の1/3が経過するが、目
標の達成は可能か。

(2) 計画フォローアップや見直しの都度に委託は必要か。
委託のメリットデメリットは。

(2) 企業版ふるさと納税・ヒト版の活用は。

３ 公共施設総合管理計画について

集落支援員の配置や地域運営組織を設ける考えは。

(3) 市長の考える過疎対策は。

２ 地域おこし協力隊について

(1) その他経費についての捉え方は。

(1) 砂利採取地を追加するに至った経緯とその埋由は。

５
道下　和茂
(一問一答)

１ 過疎地域対策について

(1) 計画策定のプロセスをどのように進められるのか。

(2)

(3) 今後はどのような事業を考えているか。

４
鍔本　規之
(一問一答)

１ オーダーメイド型企業用地について

(1) 公表している土地の地主と価格等の話し合いができて
いるのか。

２ 新庁舎建設用地について

３
堀部　好秀
(一問一答)

３ プレミアム商品券事業について

(1) 今までのプレミアム商品券の発行目的と効果をどのよ
うに捉えているか。

(2) 問題点や課題として捉えていることはあるか。


