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令和４年第７回可児市議会定例会 委員会代表質問通告一覧表 12 月６日（７日・８日） 

№ 質問者 質 問 項 目 （答 弁 者） 

１ 川合 敏己 

(教育福祉 

委員会) 

１.不登校に対する支援の充実を（教育長） 

一問一答方式 

増え続ける不登校への支援は喫緊の課題である。不登校に陥り悩む児童・生徒と

保護者に対して必要とする支援の充実や、そうした情報を保護者と共有するこ

とが求められる。不登校に対する本市の取り組みを問う。 

 

質問１ 本市の小中学校の不登校児童生徒の過去５年の状況と現状について。 

質問２ 不登校への未然防止の取り組みについて。 

質問３ 不登校への初期対応の取り組みについて。 

質問４ 不登校への自立支援の取り組みについて。 

質問５ これから本市に求められる役割と取り組みは何か。 

 

 

令和４年第７回可児市議会定例会 一般質問通告一覧表 12 月６日（７日・８日） 

№ 質問者 質 問 項 目 （答 弁 者） 

１ 勝野 正規 

(保守の会) 

１．冨田市長に４期目に臨む所信を問う（市長、建設部長） 

一問一答方式 

市長におかれましては、これまでの３期１２年の市政運営が高く評価された結

果で４期目を迎えられる。インフラ整備をはじめとする課題は山積みである。

この４年間で取り組まれる重点施策・可児市の目指す方向を伺う。 

 

質問１ 市長４期目で取り組む重点施策及び可児市の目指す方向は。 

質問２ 地域要望をはじめとするインフラ整備に対し、どの様に取り組んでい

くのか。 

 

２ 伊藤 壽 

(会派きずな) 

１．市長４期目の市政運営について（市長） 

一括答弁方式 

４期目の市政運営にあたり、今後４年間市の姿をどのように描き、どのような

方針で行い、何を重点的施策として取り組むのか。そして、更にどのような分

野を推し進めていくのか。 

 

質問１ 今後の４年間どのような姿を描いて、どのような方針で市政運営する

のか。 

質問２ 今後、４年間で重点的に取り組まれる施策は何か。 

質問３ 今までの１２年間の総括と、どのような分野を、更に進めて行くのか。 
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２．外来植物ニワウルシの繁殖拡大の防止について（市民部長） 

一括答弁方式 

外来植物ニワウルシが、大気環境木として指定された理由と時期、そして、生

態系に影響が心配される外来植物である市の対応は。さらに、駆除に向けた取

り組みは。 

 

質問１ 大気環境木に指定された経緯と理由およびその時期はいつか。 

質問２ 生態系に影響を与えることが心配される外来植物であり、市はどのよ

うな対応をしているか。 

質問３ 成長が早く直接民家や公共インフラなどに影響を与える恐れがあるが

どのような対応をするのか。 

質問４ 市は、駆除に向けた取り組みをすべきではないか。 

 

№ 質問者 質 問 項 目 （答 弁 者） 

３ 澤野 伸 

(会派きずな) 

１．行政サービスを持続的に提供することができる公共施設のあり方を問う（市

長、文化スポーツ部長） 

一括答弁方式 

令和 13 年度 (2031 年度)までに施設改修等のための基金を 87 億円積み立てて

も 33 億円の財源不足になる見込みとしている。行政サービスを持続的に提供

することができる公共施設のあり方についての考えと今後の対応は。 

 

質問１ アーラについて今後も同じように指定管理を結ぶ予定か。 

質問２ アーラのコスト削減及び収入増加対策等、安定した経営が持続できる

ような対策は。 

質問３ 新たなごみ処理施設のあり方の議論を始めるか。 

 

２．不登校児童生徒に対する指導要録上の出欠の扱いは（教育長） 

一括答弁方式 

不登校児童生徒が、学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けて 

いる場合や自宅において ICT 等を活用した学習活動を行った場合等の指導要録 

上の出欠の取り扱いについて、本市の対応は。 

 

質問１ ICT 等を活用した学習活動を行った日数を指導要録上出席扱いとした

事例は。 

質問２ オンラインで授業を受けている児童生徒について出席扱いは。 

質問３ 不登校生徒の進学支援と指導要録上の出席日数や評価への対応は。 
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№ 質問者 質 問 項 目 （答 弁 者） 

４ 大平 伸二 

（真政会） 

１．改正道路交通法に伴う岐阜県自転車条例について（総務部長、教育委員会

事務局長） 

一問一答方式 

本年４月の改正道路交通法は自転車の利用に関する法整備で１年以内に施行さ

れます。伴い県も自転車条例を４月１日に「岐阜県自転車の安全で適正な利用

の促進に関する条例」を施行された。本市の取り組みを問う。 

 

質問１ 改正法と県条例に対し、小中学校の交通安全教育はどの様な取り組み

をされているのか。 

質問２ 全利用者が対象になるが、市民向けにはどの様に取り組まれています

か。 

質問３ 改正法と県条例の促進に繋がる助成制度の考えは持っていますか。 

 

５ 奥村 新五 

(保守の会) 

１．市道２７号線（都市計画道路 東部丘陵環状線・大森田白線）整備につい

て（建設部長） 

一括答弁方式 

市道２７号線（都計道）は東部地区と中心部をつなぐ重要で唯一一本の市道で

有るが、長きにわたり道路整備がなされていない。近年交通量も多くなり、安

全安心のためにも、可児市の発展の為にも、早期の整備を求める。 

 

質問１ 大森新田交差点より大森大橋近くまで、４０年以上道路整備がなされ

ていないがその理由をお聞きします。 

質問２ 新大森橋とそれに続く交差点は大変危険である。大至急整備をする必

要があると思うがどうか。 

質問３ 次期の市政経営計画へは、市道２７号線の道路改良事業を盛り込む必

要が有ると考えるがどうか。 

 

６ 天羽 良明 

（可児未来） 

１．本市の空き家などの状況と今後の利活用は（建設部長） 

一括答弁方式 

空家等の対策をこれまで進めてきた成果、利活用の実績を踏まえ、これからの

方向性をどのように考えているか。可児市空家等対策計画【第２期】実施施策

の進捗状況について問う。 

 

質問１ 条例施行からもうすぐ８年、本市の空き家などの状況と傾向は。 

質問２ 空き家・空き地バンク制度の見直しで狙う効果は。 

質問３ 空き家等の近隣の地域住民の相談や苦情について。 

質問４ 可児市空き家・空き地活用促進事業助成金制度の拡充は。 
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№ 質問者 質 問 項 目 （答 弁 者） 

７ 

 

伊藤 健二 

（日本共産党

可児市議団） 

１．リニア建設残土処分は河川の水環境に安全か（建設部長） 

一括答弁方式 

リニア工事の残土処分は、要対策土の処分方法をめぐり住民に不安を広げてい

る。巨大地震発生が危惧され、気象の激甚化で大雨洪水の災害リスクも増大す

る今、重金属要対策土を留め置かない対策が必要だ。 

 

質問１ 搬出先の最終処分地が決まらない中、御嵩町に計画する最終処分場問

題では、何が住民の不安となっていると認識・理解するか。 

質問２ 周辺自治体でリニア工事の残土処分と安全性が課題になっている。可

児川、大森川の水の安全対策は万全かどうか。 

 

２．インボイス制度は延期、中止を（総務部長） 

一括答弁方式 

適格請求書の交付をめぐり、免税個人タクシーなどが商取引から排除されかね 

ない事態が明らかになった。公共需要ではどうなのか、公共入札から排除を起 

こしてはいけない。 

 

質問１ 公共入札、事業発注に際する、消費税免税事業者の取り扱いについ

て。 

 

８ 中野 喜一 

（可児未来） 

１．大規模災害時の避難所運営（総務部長） 

一括答弁方式 

大規模災害時の避難所運営と維持管理は、誰がどのような手順で実施するのか。

要配慮者に優しく、男女共同参画の視点に基づいた避難所づくりに対する事前

準備はできているのか。(地震を想定) 

 

質問１ 避難所の開錠や開設準備について。 

質問２ 避難所の区域設定やスペースについて。 

質問３ 運営組織の立ち上げについて。 

質問４ トイレの管理について。 

質問５ 備蓄食料と水の配布について。 
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№ 質問者 質 問 項 目 （答 弁 者） 

９ 山田 喜弘 

（可児市議会

公明党） 

１．公営企業等の今後の在り方について（水道部長） 

一問一答方式 

水道事業等における免税事業者との取引に対する今後の市の対応、農業集落排

水事業における会計統合時の課題及び水道事業の広域化に関する現状と課題に

ついて、市の見解を求める。 

 

質問１ 水道事業等における、免税事業者との今後の取引について。 

質問２ 農業集落排水事業の資産台帳整備について。 

質問３ 会計統合おける引き継ぐ資産の修繕費や更新費用をどうするのか。 

質問４ 会計統合における市民への影響について。 

質問５ 管路更新率の向上について。 

質問６ 水道事業の広域化の現状と課題について。 

 

２．生活道路の維持管理経費の確保について（建設部長） 

一括答弁方式 

市長の令和５年度当初予算編成方針を受けた、生活道路の維持管理経費の確保

及び街路樹の健全度に応じた伐採の進捗状況について取り組み状況を伺う。 

 

質問１ 住宅団地を含めた生活道路の維持管理について。 

質問２ 街路樹の健全度に対する対応について。 

 

10 冨田 牧子 

（日本共産党

可児市議団） 

１．旧統一協会（世界平和統一家庭連合）とのかかわりは（市長公室長） 

一括答弁方式 

旧統一協会（世界平和統一家庭連合）と政府・自民党との癒着が次から次へと

明るみに出てきています。岐阜県でも 40市町村が「ピースロード」を後援し

ていました。本市でのかかわりについて問います。 

 

質問１ 統一協会及び関連団体との行政・市長とのかかわりは。 

質問２ 「ピースロード」への後援の経緯は。 

質問３ 外郭団体である社会福祉協議会に世界平和統一連合からの寄付はなか

ったか。 

質問４ 統一協会からの被害者・2 世信者救済への対応は。 

質問５ 後援の取り消しを含め、今後の対応は。 

 

２．保険証廃止・マイナンバーカード一本化は撤回を（総務部長） 

一問一答方式 

政府が 2024 年秋までに健康保険証を廃止して、マイナンバーカードと一体化 

した形に切り替える方針を示したが、こんな強制はおかしいとの声が各地から 

上がっている。 
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質問１ 保険証の廃止で起きる問題については、どのように対処するのか。 

質問２ 国はマイナンバーカード交付率をどのように交付金に反映させるつも

りなのか。 

 

３．帯状疱疹ワクチン接種に補助を（こども健康部長） 

一括答弁方式 

日本人成人の 90％以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜んでい 

て、80 歳までに 3人に一人が発症するといわれている。帯状疱疹には予防接 

種があるので、ワクチン接種の補助ができないか。 

 

質問１ 帯状疱疹ワクチン接種の補助ができないか。 

  

№ 質問者 質 問 項 目 （答 弁 者） 

11 髙木 将延 

(会派きずな) 

１．新型コロナウイルス感染症対策とその広報について（教育長、市民部長、

こども健康部長） 

一問一答方式 

予測される新型コロナウイルス感染症第８波に対し国は行動制限を行わないと

している。感染拡大を防ぐには市民の協力が不可欠と考えるが、本市の感染防

止対策とその周知方法について問う。 

 

質問１ 第 6波、第 7波の検証と、第 8波への対応について。 

質問２ ワクチン接種状況について。 

質問３ 子どもたちへの対応について。 

質問４ 外国籍市民への対応について。 

質問５ 地域活動、ボランティア活動での対応について。 

質問６ 年末年始、市境を跨ぐ人流への対応について。 

質問７ 市民への周知について。 

  

12 野呂 和久 

（可児市議会

公明党） 

 

１．使用済紙おむつの処分について（市民部長） 

一問一答方式 

高齢化の進展により、大人用の紙おむつの需要が増加している。使用済紙おむ

つの処理について、環境省は再利用等の取り組みが地方自治体で進むようガイ

ドラインを策定した。本市の再利用等への取り組みを問う。 

 

質問１ 現状の家庭等の使用済紙おむつの処分は。 

質問２ 使用済紙おむつの再生利用などの検討は。 

質問３ 環境省ガイドラインに対する本市の見解。 

質問４ 次期一般廃棄物処理基本計画への対応。 
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№ 質問者 質 問 項 目 （答 弁 者） 

13 松尾 和樹 

 

１．本市の情報をより多くの人に伝えるためには（市長公室長） 

一問一答方式 

スマートフォンの普及により、ウェブサイトやＳＮＳ、動画など多様なメディ

アを利用する市民が増えた。行政は市民に情報を届けるために、これらを勘案

して情報発信をしなければならない。本市の広報は伝わる広報か。 

 

質問１ 本市のホームページはどのような観点で見やすくなったか。またどの

ような観点で効果的な情報発信となっているか。 

質問２ 本市のＳＮＳ公式アカウント活用においてどこに力を入れていて、現

在の課題はなにか。 

質問３ 本市のシティプロモーションに動画の活用は進んでいるか。 

 

14 山根 一男 

（立憲民主党

市民の声） 

１．戦国歴史資産のさらなる発掘を（観光経済部長、文化スポーツ部長） 

一問一答方式 

兼山に「信長の休み石」という岩がある。1582 年、信長は可児に来たという史

実がある。来年の大河ドラマ「どうする家康」では、森長可が登場する可能性

がある。こうした本市ゆかりの戦国歴史資産をもっと活用すべきだ。 

 

質問１ 兼山の「信長の休み石」の周辺整備や、観光資源としての価値をどう

みるか。 

質問２ 元の可成寺跡は荒れ果てたままだ。案内板等を整備し、発掘すべきで

はないか。 

質問３ 当市ゆかりの歴史上人物として、森 長可やその母、妙向尼をクロー

ズアップすべきではないか。 

質問４ 本市が小牧・長久手の戦い同盟に加わった意図は。 

 

２．本市における太陽光発電の現状と課題は（市民部長、建設部長） 

一問一答方式 

本市は、本年 7月 5日に「可児市ゼロカーボンシティ宣言」を発している。ま

た、令和 2年 12 月には、可児市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例

が施行されている。太陽光発電に関する現状と課題について問う。 

 

質問１ 本市の太陽光発電所の数や発電量はいかほどか。その量が本市の電力

需要に占める割合はどうか。また、近年の発電量の推移は。 

質問２ 太陽光発電設備の設置に関して地域内で何らかの問題になったケース

は。 

質問３ 可児市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例の施行後の設置状

況は。 

質問４ 本年 8月より、可児市太陽光発電設備等設置費補助金の交付が始まっ



 8

たが、その内容と現在の申請状況等は。 

質問５ ゼロカーボンシティを実現してゆく上で、太陽光発電はどのような位

置づけになるか、数値目標等はあるか。 

 

３．可児工業団地の街路樹伐採に関して（建設部長） 

一括答弁方式 

可児工業団地内のケヤキの街路樹を皆伐するという。皆伐する以外に方法はな

いか。ゼロカーボンシティ宣言をした本市として、その方針との矛盾はないか。 

 

質問１ 街路樹について皆伐する以外に方法はないか。 

質問２ 伐採した後、新たに街路樹を植える計画はあるか。 

質問３ ゼロカーボンシティ宣言との矛盾はないか。 

 

№ 質問者 質 問 項 目 （答 弁 者） 

15 渡辺 仁美 

（立憲民主党

市民の声） 

１．詐欺被害防止への意識共有（総務部長、福祉部長） 

一問一答方式 

高齢者の安心安全づくりにおいて詐欺被害対策は課題の一つである。被害の種

類の多さから年齢によらず発生している。未然防止に向けた、市民への意識づ

けはさらに必要であるが、今後の働きかけ等を問う。 

 

質問１ 可児市内での特殊詐欺被害状況とその推移。 

質問２ 被害状況に地域性や特殊性はあるか。 

質問３ 民生児童委員による、高齢者への注意喚起の内容について。 

質問４ 未然防止のための効果が期待できる啓発等について。 

 

２．小中学生への起業応援プログラム（教育長、観光経済部長） 

一問一答方式 

学校でのキャリア教育を基に、社会生活について学ぶ場の創設の可能性を問う。

学校以外の場で、将来の選択肢や活躍のフィールドを広げ、得意なことや何に

なりたいかなど見出す場づくりを、他県事例を交えながら問う。 

 

質問１ 小中学生を対象とした、講座や講演について。 

質問２ 学校におけるキャリア教育について。 

質問３ 小中学生向けに、将来の職業選択などにつながる講座を開催してはど

うか。 

 

この一覧表は、議員から提出された発言通告書の件名・要旨欄からそのまま掲載したものです。 


