
議会一般質問への対応状況（R4.3現在）

年 月 NO 質問者 質問内容等 回答要旨 今後の対応方針等 所管課

23 9 2 水門義昭議員
・下水処理場耐震化の現状につ
いて。

・下水道事業における地震に対する
基準は、平成7年に発生した阪神淡路
大震災を受け、平成9年策定の「下水
道の地震対策マニュアル」において耐
震性の判定を行うことになっている。
・処理場は50箇所の内35箇所が平成
9年以降に建設されたもので耐震性を
備えているが、残り15箇所の処理場の
内、昭和54年に供用開始の宮川終末
処理場は、耐震診断の結果、耐震補
強が必要と判定されたため、今年度
管理棟本館の耐震補強設計を行い、
今後補強工事を実施する予定。

対
応
済

・宮川終末処理場の管理棟(建
築構造部）については平成26
年度までに耐震補強工事を実
施済み。令和元～3年度に長
寿命化計画に基づく沈砂設備
の更新工事に合わせて沈砂池
施設の耐震補強工事を一部実
施した。
・令和3年度に、水処理棟の耐
震診断を実施した。
・高山市下水道ビジョン・経営
戦略に位置付け、計画的に耐
震化を実施していく。

― 下水道課

24 3 1 中田清介議員

・中橋を中心としたトランジットモー
ル化について、市はこのことにつ
いてどのような考えを持っているの
か。
・あるとすれば、どのような年次計
画を持っているのか。

・伝統的建造物群にふさわしい潤い、
落ち着きを取り戻すために車両進入
規制を行うことによって、そのようなま
ちづくりができると考えている。実施時
期は未定であるが、今後は関係部署
や地元町内会などとも協議を進めて
いきたい。

対
応
中

・令和4年3月に駐車場整備計
画の見直しを行い、市街地外
縁部の駐車場や公共交通を活
用したパークアンドライド・パー
クアンドウォークの推進を図るこ
と及び車両流入抑制につなが
る神明駐車場のあり方につい
て協議を進めることを位置付け
た。

・匠バス（観光特化型バス）のＰ
Ｒや外縁部駐車場の利用促
進、無電柱化による歩行者空
間整備などの実施により、パー
クアンドライド・パークアンド
ウォークを推進する。
・市街地中心部の渋滞の緩和
や歩行者の安全確保の観点か
ら車両流入抑制につながる神
明駐車場のあり方について協
議をすすめ、大型車区画の廃
止などによる車両流入対策の
効果を検証する。

都市計画課

24 6 1 小井戸真人議員

・自治基本条例について、これま
での議会答弁でも「取り組みをす
すめる」とされているが、どのような
取り組みをすすめているのか。

・さまざまな形で市民参加の取り組み
を推進しているが、これらをさらに推し
進め、あらゆる場において市民の方々
と議論を重ねる中で、条例のあり方に
ついて検討をすすめていきたいと考え
ている。

検
討
中

・市民参加の取り組みを推進
するとともに、あらゆる場におい
て市民の方々と議論を重ねる
中で、条例のあり方について検
討中。

・市民参加の取り組みを推進
するとともに、あらゆる場におい
て市民の方々と議論を重ねる
中で、条例のあり方について検
討を進める。

企画課

24 6 2 中田清介議員

・行政は総合力を発揮して政策を
打てるのか。
1.市長公約の産業活性化夢基金
は骨格が固まったのか。
2.参考となる池田泉州銀行の取り
組みと産業振興ファンドについて
の考え
3.起業支援融資とファンドの関係
について高山市はどうとらえている
か。

1.他の自治体の事例等も踏まえ、金
融機関におけるファンドの実務経験者
も交えた意見交換会を開催し、従来か
らの融資制度や補助制度による手法
との比較や課題の整理に取り組み、
検討中である。
2.池田泉州銀行の「産業振興融資
ファンド」は、地元企業の育成に向け
て自治体と商工会議所、金融機関が
役割を決めて連携しており、参考とな
るものと考えている。
3.従来の起業家支援の融資・補助制
度の課題や問題点を整理し、新しい
ファンドの制度設計に取り組んでいき
たい。産学官連携、農商工連携をはじ
めとして、国や県、大学や研究機関、
地元金融機関、商工業関連団体など
との連携・協力を密にし、さまざまな施
策を総合的にすすめていきたい。

対
応
中

・産業競争力強化法に基づく
創業支援事業や産学金官連
携等促進事業による支援を実
施中。
（事業内容）
　・特定創業支援事業補助金
　・創業支援資金融資
　・商工会議所、商工会、金融
機関との連携による創業支援
等窓口の設置及び起業セミ
ナー、創業者・事業承継個別
相談会の実施

・産業競争力強化法に基づく
創業支援事業や産学金官連
携等促進事業による支援を継
続する。

商工振興課・雇用産
業創出課

24 12 1 中田清介議員

・自治基本条例については、総合
計画を条例の中核に位置付けると
ともに、その総合計画に情報公
開、市民参加、財務・法務、政策
評価などの諸制度を関連づけて
運用することで、実効性に富んだ
「生ける」基本条例となると考えて
いるが、市の考えは。

・自治基本条例の策定にむけては、
市政への市民参加や協働のまちづく
りのあり方についての議論を深めなが
らすすめていく必要があると考えてい
る。
・総合計画を自治基本条例の中に位
置付けることについては、自治基本条
例のあり方を議論するなかで検討して
いきたいと考えている。

検
討
中

・市民参加の取り組みを推進
するとともに、あらゆる場におい
て市民の方々と議論を重ねる
中で、条例のあり方について検
討中。

・市民参加の取り組みを推進
するとともに、あらゆる場におい
て市民の方々と議論を重ねる
中で、条例のあり方について検
討を進める。

企画課

24 12 3 倉田博之議員

・現在進められている火葬場の建
設については、ＰＦＩ制度やコン
セッション方式の導入は検討され
ていないのか。

・ＰＦＩ制度やコンセッション方式の導
入については、まだ具体的な検討に
取り掛かっていない。
・建設予定地が決定した後の施設建
設時において、契約方法や管理運営
方法を研究、検討する中で併せて検
討していく。

検
討
中

・建設地の決定に向けた事務
を行うとともに、他市のPFI事業
の例を参考に制度の研究をす
すめている。

・建設地が決定した後の施設
建設時において、契約方法や
管理運営方法を研究、検討す
る中で併せて検討していく。

火葬場建設推進課

24 12 4 車戸明良議員
・古い町並の保存と魅力向上のた
めに車両通行規制を行う社会実
験の実施についての見解は。

・車両通行規制を実施するためには、
住民の生活基盤の確保、事業所への
影響、車両の動線の変更等に対する
対策が必要である。
・また、社会実験は、車両通行規制の
効果、影響、検証等が行えることに加
え、市民の皆さんとの協働作業として
実施されるため、有効な手段であると
考えている。

対
応
中

・令和4年3月に駐車場整備計
画の見直しを行い、市街地外
縁部の駐車場や公共交通を活
用したパークアンドライド・パー
クアンドウォークの推進を図るこ
と及び車両流入抑制につなが
る神明駐車場のあり方につい
て協議を進めることを位置付け
た。

・市街地中心部の渋滞の緩和
や歩行者の安全確保の観点か
ら車両流入抑制につながる神
明駐車場のあり方について協
議をすすめ、大型車区画の廃
止などによる車両流入対策の
効果を検証する。

都市計画課

現在の対応状況
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議会一般質問への対応状況（R4.3現在）

年 月 NO 質問者 質問内容等 回答要旨 今後の対応方針等 所管課現在の対応状況

25 9 1 山腰恵一議員
・本庁舎内に軽作業をする「働く
場」を開設してはどうか。

・本庁舎に設置する場合、提供できる
業務量や、障がい者をどう支援するか
といった課題がある。
・関係機関と連携し意見を聞きなが
ら、市として取り組める事業について
検討する。

検
討
中

・市自立支援協議会及び主な
就労支援事業所の意見を踏ま
え検討中。

・市自立支援協議会等の意見
を踏まえ方針を定める。

福祉課

25 9 2 倉田博之議員

・ＥＳＣＯ事業（省エネルギーに関
する包括的なサービスを提供し地
球環境の保全に貢献する事業）を
例として、市は新たなシステムを研
究して積極的に電力使用量の削
減を図れないか。

・今後も新たな製品や技術を研究、検
証し、費用対効果等を見極めながら、
導入について検討する。

対
応
済

・令和4年3月策定した第二次
高山市地球温暖化対策地域
推進計画において、公共施設
においても積極的な脱炭素化
の取り組みを進めることとして
いる。

― 環境政策推進課

26 6 2 車戸明良議員

・中部縦貫自動車道の新張上野
地内に計画されているチェーン
ベースに隣接して道の駅のような
休憩所、販売施設を整備すること
を検討してほしい。市はどのような
方向性を持っているのか。

・需要や整備効果などについて研究
しながら、高山国道事務所と一緒に考
えていきたい。

検
討
中

・中間ＩＣの整備については道
路機能の観点から一定の効果
があることを便益分析により確
認しており、現在国と協働で形
状の検討や概算事業費の算出
等をすすめている。

・国や警察との協議が整い次
第、形状や概算事業費をまと
め、事業実施についての方針
を定める。

建設課

26 6 3 山腰恵一議員

・雨水利用推進法を踏まえ、市民
が雨水の有効利用を行うため、市
では雨水貯留施設を設置する補
助制度を創設する考えがあるか。

・この法律において地方公共団体は
雨水の利用のための施設の整備につ
いて助成を行うよう努めるものとし、国
は助成を行う地方公共団体に対し、
財政上の援助をするよう努めなければ
ならないと規定されている。
・雨水貯留施設の設置に伴う補助制
度を創設する考え方については、国
における具体的な補助制度の内容が
整備されてから、国や県からの指導も
いただき検討していきたい。

検
討
中

・国の動向等に注視しながら、
他市の状況等について調査
し、補助制度の必要性を検討
している。

・引き続き、国の動向等に注視
しながら、他市の状況等につ
いて調査し、補助制度の必要
性を検討する。

維持課

26 6 4 中田清介議員

・観光都市における交通施策とし
て車を抑制することは、住民や事
業者の利害がふくそうし影響が大
きいため、そうした観点にも留意し
た体系的な検討が必要ではない
か。

・車の通行を抑制することは、そこで生
活されている地域住民の生活環境や
事業者の営業活動などにも影響を及
ぼすと認識している。
・このため、交通施策の検討にあたっ
ては、車両の通行規制による歩行空
間の確保という観点に加え、実際に居
住されている住民の駐車場確保など
生活環境を維持していくことや、事業
者の営業活動への影響などの観点に
ついて、地元町内会や観光関連団体
など広く関係者のご意見やご協力を
いただきながら、地域の皆様と一緒に
なって、実施に向けて検討していきた
い。

対
応
中

・令和4年3月に駐車場整備計
画の見直しを行い、市街地外
縁部の駐車場や公共交通を活
用したパークアンドライド・パー
クアンドウォークの推進を図るこ
と及び車両流入抑制につなが
る神明駐車場のあり方につい
て協議を進めることを位置付け
た。

・匠バス（観光特化型バス）のＰ
Ｒや外縁部駐車場の利用促
進、無電柱化による歩行者空
間整備などの実施により、パー
クアンドライド・パークアンド
ウォークを推進する。
・市街地中心部の渋滞の緩和
や歩行者の安全確保の観点か
ら車両流入抑制につながる神
明駐車場のあり方について協
議をすすめ、大型車区画の廃
止などによる車両流入対策の
効果を検証する。

都市計画課

26 9 1 若山加代子議員
・ごみの減量は必要だが、市民の
負担が増えない方法を考えるべき
ではないか。

・ごみの減量化を推進する方策とし
て、他の方法と合わせて、ごみシール
制の見直しを検討しようとするもの。
・見直しにあたっては、ごみの排出量
の推移、費用対効果、市民の皆様の
負担、他市の事例等、様々な観点か
ら検討を進める。

対
応
済

・家庭系可燃ごみの実態につ
いてアンケート調査を実施。
・積極的にごみ減量化に取り組
む事業者を市が応援する制度
の創設について検討中。
・令和4年2月に改定した第五
次ごみ処理基本計画の改訂版
に則り、ごみ減量化を推進す
る。

― 生活環境課

26 12 2 若山加代子議員

・生ごみを原料にした発電を実施
している自治体や民間企業がある
が、高山市でも実施できないか研
究すべきではないか。

・今後、人口減少と共にごみ発生量も
減少していくことが予想されており、発
生する生ごみで効率的な発電が可能
であるか課題である。
・市民に生ごみを分別していただくこと
が必要となり、収集運搬コストの上昇
や施設の用地確保も課題となる。
・新ごみ焼却施設の建設予定地確定
後、基本設計の段階で、活用できる生
ごみ量、発生ガス量、発生電力、施設
の建設費及びランニングコストなどを
精査して発電や熱利用について検討
する。

対
応
済

・地元の代表や市民、有識者
を交えた高山市ごみ処理施設
建設検討委員会を設置し、ご
み処理施設において、生ごみ
等を活用したメタンガス化施設
の導入も含む各種エネルギー
活用等の検討を行った結果、
発電効率や経済性等の問題か
らメタンガス化施設の導入は行
わないこととした。

―
ごみ処理場建設推
進課

27 3 2 倉田博之議員

・文化財が被る可能性のある災害
や文化財の状況を対象物ごとに把
握・データ化して、事故の未然防
止や計画的な修繕・補修・環境整
備などに活用していく必要はない
か。

・文化財の状態とその周辺環境につ
いて記載したデータベースの構築な
どによる災害リスクマネージメントにつ
いて検討する。

対
応
中

・文化財の所有者・管理者に
行った所在情報等の確認結果
を基に、データベース（文化財
カルテ）の作成を行っている。

・作成したデータベース（文化
財カルテ）を、災害リスクマネー
ジメントに活用する。

文化財課
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議会一般質問への対応状況（R4.3現在）

年 月 NO 質問者 質問内容等 回答要旨 今後の対応方針等 所管課現在の対応状況

27 9 5 渡辺甚一議員

・中部縦貫自動車道の上野平に
計画されているチェーン脱着場へ
の出入り自由な乗り入れ道路の計
画については、地域住民の移動
が便利になるだけでなく、物販や
交流の場として地域活性化に役立
つ場所になるため、検討を早く進
める必要があるのではないか。

・需要や整備効果などについて研究
しながら、高山国道事務所と一緒に考
えていきたい。

検
討
中

・中間ＩＣの整備については道
路機能の観点から一定の効果
があることを便益分析により確
認しており、現在国と協働で形
状の検討や概算事業費の算出
等をすすめている。

・国や警察との協議が整い次
第、形状や概算事業費をまと
め、事業実施についての方針
を定める。

建設課

28 12 2 榎隆司議員

・低所得者や障がい者が成年後
見人制度を利用する場合、親族申
立てにおいて、被後見人の収入が
少なく、成年後見人が報酬を受け
取ることができない場合に、市が助
成できないか。

・親族申立において被後見人の収入
が不足するため報酬の助成が必要と
なるような事例の対応については、今
後、他市の状況も参考にしながら対応
を研究していく。

対
応
済

・成年後見制度利用促進計画
に基づき、成年後見制度利用
支援事業実施要綱を改正し、
令和4年度から新たな基準によ
る費用の助成を実施する。

― 高年介護課

28 12 3 中田清介議員

・駅西口地区整備の中で、交流施
設整備の方針はとん挫している
が、今後適正規模での施設整備
は求められるものと考える。駅西口
地区整備の中での位置づけはどう
していくのか。

・来年度完了する「高山市駅周辺整
備事業」としては、交流センターといっ
た箱物の整備は見合わせているが、
今後、同地区における「市民文化会
館」「総合福祉センター」などの既存
公共施設の整備もあわせ、どのような
整備が必要なのか、検討していきた
い。

検
討
中

・国や他都市の取り組みなどの
情報収集を進め、当市におけ
る計画策定について、研究・検
討を行っている。
・高山駅西地区まちづくり構想
の方向性等をまとめ、令和4年
2月に公表した。

・市民文化会館、総合福祉セ
ンターなどの既存公共施設の
あり方も含め、どのような整備
が必要なのか検討を行い、駅
西地区のまちづくり構想を策定
する。

企画課

29 3 2 渡辺甚一議員

・新ごみ処理施設における環境基
準（有害物質の排出基準）は、現
施設より厳しい基準を設定できな
いか。

・新ごみ処理施設において、法令以
上の独自基準を設けることについて
は、環境対策に万全を期すため、地
元の代表や市民、有識者も交えて設
置する予定の検討委員会での意見も
聞き検討する。

対
応
済

・地元の代表や市民、有識者
を交えた高山市ごみ処理施設
建設検討委員会を設置し、ご
み処理施設における排ガス自
主規制値等の検討を行い、国
内トップクラスの排ガス自主規
制値を設定した。

―
ごみ処理場建設推
進課

29 3 3 榎隆司議員
・無電柱化推進法成立を受けて市
は推進計画を策定する考えはある
か。

・これまでに本町通りや上町・下町の
伝建地区などで整備を行い、現在は
高山駅周辺地区の都市計画道路で
整備を行っているが、整備コストが高
額であることや、電線管理者との調整
などから、市街地の無電柱化が進ん
でいないのが現状である。
・市では、防災面や安全な歩行空間
の確保、観光都市としてより良い景観
形成を図るために必要な施策と捉え
ており、無電柱化推進計画の策定に
ついて検討を行っていきたい。

対
応
中

・無電柱化整備に向け、①「防
災」、「景観形成・観光振興」、
「安全・円滑な交通確保」の観
点により、無電柱化を推進する
こと、②無電柱化の推進にあ
たっては、「電柱の撤去」と「電
柱の抑制」の２つの視点から、
取り組むことを整理した。

・計画策定に向けて取り組む。 都市計画課

29 6 1 沼津光夫議員

・市道除雪路線の維持修繕につ
いて、除雪業者が路線の状況を把
握していることから、維持工事を除
雪業者と年間契約し対応できない
か。

・除雪路線の維持工事を除雪業者と
一体的に契約することは、担当路線の
状況を熟知する建設業の除雪業者で
あれば、早期発見・早期対応が可能
になるなどのメリットもあるが、市内の
除雪は建設業以外の方にもお願いし
ており、造園業者や農業関係者もあ
る。
・中小零細企業の受注機会創出の意
味などからも、現在のところ維持工事
と一体化することには課題があると捉
えているが、市道の効率的な維持管
理の仕組みづくりは重要と考えている
ため、除雪も含めた管理の委託化に
ついて今後研究する。

検
討
中

・市道の除雪業務と維持工事
を一つの包括業務として契約
した場合に想定される問題や
課題等について検討している。

・引き続き、市道の除雪業務と
維持工事を一つの包括業務と
して契約した場合に想定される
問題や課題等について検討す
る。

維持課

29 6 3 岩垣和彦議員

・少子化などにより児童生徒数が
減少しており、学校間で規模に違
いが生じてくると思うが、対応として
学校区の再編の必要はないか。

・小中学校は教育施設であるととも
に、地域コミュニティや防災の拠点とし
て、地域の方々やまちづくりとも密接
な関係にあり、将来を見据えた慎重な
対応が必要であると捉えている。
・教育委員会としては、有識者や教育
関係者により組織する高山市教育振
興会議において「家庭・地域・学校が
協働し持続可能な高山市の教育をす
すめる学校のあり方」について議論の
準備をすすめており、学校区の問題
についても研究を進めていく。

検
討
中

・各学校運営協議会の代表者
に対し、検討にあたっての重視
すべき視点等について教育委
員会事務局としての考えを説
明するなど、小・中学校適正規
模・適正配置に関する基本的
な考え方の整理に向けた調整
をすすめている。

・学校運営協議会等との議論
を重ねながら、今後の学校運
営のあり方も含めた小・中学校
の適正規模・適正配置に対す
る基本的な考え方を整理する。

教育総務課

30 3 1 牛丸尋幸議員

・ごみ処理施設建設については、
情報共有の考え方を重視し、4町
内会の住民の思いを市民に正しく
認識してもらうような努力をすべき
ではないか。

・これまで地元住民の理解を得ること
を優先してきたが、平成25年の建設
候補地選定から4年以上経過した状
況にある。今後は地元住民との協議
状況を含むこれまでの経緯等につい
て、広く市民に伝える必要があると考
え、説明会の開催や広報たかやまな
ど様々な方法による情報共有を検討
する。

対
応
済

・広報たかやまやヒットネットTV
を活用して、市民のごみ処理
行政全般への関心が高まるよう
に情報発信を行った。
・地元町内会をはじめとした市
民説明会を開催し、地域住民
の想いを十分に配慮して策定
した新施設の基本設計につい
て情報共有を行った。
・地元4町内会と新施設の建設
及び稼働に関する協定を締結
した。

―
ごみ処理場建設推
進課
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議会一般質問への対応状況（R4.3現在）

年 月 NO 質問者 質問内容等 回答要旨 今後の対応方針等 所管課現在の対応状況

30 3 4 谷村昭次議員

1.自転車活用推進法が制定され、
市町村において「自転車活用推進
計画」の策定が努力義務とされて
いるが、策定の考えは。
2.誰にもやさしいまちづくりの取り
組みとして、歩車共存型道路と歩
車分離型道路において、自転車
走行の路面表示を推進すべきと考
えるが見解は。

1.「自転車活用推進計画」について
は、国や県の動向を見極めながら、計
画策定の必要性も含め検討していく。
2.路面表示が可能な路線の選定や方
法などを検討するとともに、「自転車活
用推進計画」策定の検討と合わせ、
安全な利用環境の整備について調査
研究していく。

検
討
中

1.県の推進計画に基づき策定
する必要があり、計画内容を確
認しながら、計画策定の必要
性も含め検討している。
2.計画策定の検討と合わせ、
安全な利用環境の整備につい
て、調査研究している。

1.県の推進計画の内容を確認
しながら、計画策定の必要性も
含め検討していく。
2.計画策定の検討と合わせ、
安全な利用環境の整備につい
て、調査研究していく。

都市計画課

30 6 1 沼津光夫議員
・堆肥の需要を増やすにはどうす
べきと考えているのか。

・堆肥の需要拡大には、良質な堆肥
生産の環境整備と、堆肥利用の有効
性啓発、水田への施用促進などが考
えられる。また、堆肥を散布する機械
の確保や人手不足の解消、量販店や
地域外への提供拡大を図ることも必要
である。
・機械保有状況や堆肥の流通等の現
状把握を進めるとともに、飛騨3市1村
の関係機関で構成する飛騨地域水田
再生協議会に設置した農畜連携プロ
ジェクト組織において、具体的な対応
策の検討を進める。

対
応
中

・飛騨酪農協同組合から提案
を受け、堆肥を多量に農地施
肥できる飼料作物の栽培方法
の確立に向け、関係機関から
情報収集を実施している。
・飛騨地域水田再生協議会と
協働し、堆肥の活用による飼料
作物の自給率向上のため、水
田活用の直接支払交付金を確
保した。

・堆肥を多量に農地施肥できる
飼料作物の栽培実証を実施
し、実証結果の収集及び分析
を行う。
・堆肥と化学肥料を製造する加
工工場の視察を実施する。

畜産課

30 6 2 榎隆司議員
・焼却炉の延命措置に伴い、ごみ
等の分別及び減量化を推進する
考えは。

・焼却炉への負担を軽減するため、市
民や事業者へ水切り、分別の徹底、
発生量の抑制、食品廃棄物の削減な
ど、あらゆる手段を用いた減量化を呼
び掛ける。

対
応
済

・広報たかやま特集記事での
呼びかけを実施。
・ＦＭラジオやヒットネットＴＶ、
各種行事等での直接呼びか
け、減量用啓発グッズの配付
などによるごみの減量化の啓
発。
・各種アンケート調査や聞き取
り調査による実態把握を実施。
・令和4年2月に改定した第五
次ごみ処理基本計画の改訂版
に則り、ごみ減量化を推進す
る。

― 生活環境課

30 6 5 中筬博之議員
・思い切って市庁舎ロビーをリ
ニューアルする考えは。

・市役所ロビーに設置しているモニュ
メント「無題」は、芸術作品として設置
したものである。
・このモニュメントについては、あの場
所で作品の良さが十分に活かされて
いるのか、別の場所へ移動あるいは
撤去するなどして、市役所ロビーをより
有効に活用すべきではないか等、
様々な声を聞いており、作者と相談し
ている。
・市役所ロビーがより良い空間となるよ
う、あり方等について検討をすすめ
る。

検
討
中

・窓口業務改革の取り組みも視
野に入れつつ、市役所ロビー
のより有効な活用方法につい
て検討している。

・窓口業務改革の取り組みも視
野に入れつつ、市役所ロビー
のより有効な活用方法につい
て検討する。

契約管財課

30 9 1 伊東寿充議員
・若者政策の拡充とともに公的か
つ継続的な若者政策提案会議等
の設置が必要ではないか。

・若者等活動拠点施設に関する検討
会に若者が多く参加するなど、若者が
まちづくりにかかわる機会も増えてきて
いる。継続的な若者による政策提案で
きる会議等の設置については、今後、
他市状況を参考にしながら、若者の
側からそのような会議の設置を求める
意見と、市の必要性がマッチした段階
で、検討する。

対
応
済

・継続的な政策提案会議等の
設置については、令和3年5月
に新設された「ひだ！高校生
企画部」において、高校生主
体の様々な活動が定着してき
た。また、若者等活動事務所に
関する検討会などにより、若者
の活動に関する意見交換も継
続的に行われている。引き続き
若者や高校生との意見交換を
すすめていく。

― 企画課

30 9 6 渡辺甚一議員

・三福寺町の最終処分第一次埋
め立て地周辺の山林を緑の保全
契約対象区域に指定し、市が取
得、または山林所有者への支援を
行えないか。
・周辺には住宅団地があり団地内
にも山林があるが、緑地保全推進
事業の対象地にして、市で管理で
きないか。

・埋め立て処分地の跡地活用の基本
コンセプトを、埋め立て処分地の自然
を回復させ、森に囲まれた緑ゆたかな
施設として整備することとしており、周
辺の山林についても、埋め立て地と一
体的な観点に立って、どのような方法
で緑地保全すべきかを考えていく。
・住宅団地内の緑地のあり方について
は、市域全域の緑地の適正な保全や
緑化の推進に関する施策の内容を定
める計画として見直し作業を行ってい
る高山市緑の基本計画において考え
ていく。

対
応
中

・令和4年3月に緑の基本計画
の見直しを行い、里山のあり方
の整理と保全のための効果的
なしくみづくりを進めることを位
置付けた。具体的な手法を検
討するなかで、埋め立て処分
地周辺の山林および住宅団地
内の緑地のあり方についても
検討を行っている。

・里山のあり方の整理と保全の
ための効果的なしくみづくりの
手法を検討する中で、埋め立
て処分地周辺の山林および住
宅団地内の緑地のあり方につ
いても検討を行う。

都市計画課

30 9 7 渡辺甚一議員

・農業用排水路では側溝が小さ
く、豪雨時には毎回あふれて苦慮
している。側溝を大きくするのには
受益者負担が必要である。一般家
庭からの雨水も多く排水されるた
め受益者負担を廃止すべきでは
ないか。

・受益を受けるのが農家に限られたも
のもあれば、非農家も多数利用するも
のもあり、その程度も様々であるため、
課題と捉えており、受益者負担のあり
方について検討していく。

検
討
中

・工事種類毎に受益者負担の
見直しに向けた検討をすすめ
ている。

・受益者負担の見直しに向け
た検討を進め、方針決定を行
う。

農務課
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議会一般質問への対応状況（R4.3現在）

年 月 NO 質問者 質問内容等 回答要旨 今後の対応方針等 所管課現在の対応状況

30 12 1 山腰恵一議員
・SNSを利用した子どものいじめ相
談の取り組みを推進できないか。

・ＳＮＳを利用した相談は、気軽にアク
セスできる一方で、セキュリティ対策や
相談員の確保といった相談体制の整
備などの課題がある。岐阜県では、県
内の高校生、中学生を対象にＳＮＳに
よる相談を試験的に実施したため、そ
れらの県の動向や他市の状況等を踏
まえ、効果や課題などを整理し、調査
研究を進める。

検
討
中

・ＳＮＳを利用した相談体制を
構築するまでは至っていない
が、であい塾等の電話相談窓
口は継続している。
・県教育委員会の「子どもＳＮＳ
相談＠岐阜２０２１」の生徒へ
の周知や県との情報交換、市
以外の電話相談窓口等の紹介
を行った。

・SNSの匿名性がありながら、
命にかかわる相談など相談自
体は高度な判断が求められる
ため、その対応には専門家を
常駐させるなどの対応が求めら
れる。今後の県の動きによるが
県教育委員会が行っている
「子どもＳＮＳ相談＠岐阜」を児
童生徒に周知して活用できるよ
うにしていくことを考える。

学校教育課

30 12 2 中筬博之議員
・合葬式墓地の整備等、墓じまい
付きの対応や墓じまいを前提とし
た対応の検討が必要ではないか。

・市営の合葬式墓地の整備は、近年
多くの宗教法人から合葬式墓地や納
骨堂の経営許可申請が出されている
状況から必要ないと考えている。しか
し、人口構造や家族形態の変化に伴
い、今後の墓管理に対する市民の不
安の高まり、死後や終末期、死の迎え
方に対する意識が変化していることを
踏まえ、これまでの市営墓地の管理や
許可事務等を中心とした墓地行政に
加え、福祉関係部署等との連携も含
めた市民が安心して暮らせる社会の
実現に向けた一連の課題であるとの
認識を持ち、対応を検討する。

検
討
中

・年々、宗教法人の合葬式墓
地や納骨堂の経営が増加傾向
にあるため、今後の状況につ
いて注視し、市営墓地におけ
る対応について検討している。

・年々、宗教法人の合葬式墓
地や納骨堂の経営が増加傾向
にあるため、今後の状況につ
いて注視し、市営墓地におけ
る対応について検討する。

契約管財課

30 12 3 松山篤夫議員

・改正文化財保護法では、未指定
文化財も含めた保存と活用策が位
置付けられている。また、市指定
文化財の内、価値があるものは指
定の格上げを進めていくべきで
は。

・未指定の文化財も含めた保存と活用
は重要と認識しており、文化財保護法
の指針が今後公表される予定であるこ
とから、その内容を見極めた上で、必
要な対応を検討する。

対
応
中

・県が策定した大綱に則して市
計画の策定を進めている。
・調査報告書を基に、国指定
への指定申請手続きを進めて
いる。

・市の文化財保存活用地域計
画の策定を進める。
・国指定への指定申請につい
て、文化庁等関係各所との調
整を行う。

文化財課

30 12 4 松山篤夫議員

・国府町三日町にある大塚古墳は
飛騨地方最古の古墳と目されてい
るが、内部主体は現在まで未調査
であり不明である。竪穴式石室と
考えられ主体部の調査が各方面
から期待されているが、市の調査
への考えは。

・発掘調査は遺跡を壊すことにつなが
ると指摘する専門家もあり、そうした専
門家や国、県の指導を仰ぎながら実
施する必要があること、古墳の土地所
有者の同意が必要であることなどか
ら、専門家の意見を伺いながら慎重
に検討する。

対
応
中

・文化財審議会委員の指導内
容を踏まえ、発掘調査の実施
について検討している。

・指導内容を踏まえ、市指定文
化財への指定手続きを進め
る。

文化財課

30 12 5 松山篤夫議員

・2004年の文化財保護法の改正
により文化的景観が文化財として
認められ、あわせて同年に景観法
が制定された。文化的景観の選定
の申し出を行うためには保存計画
を策定し必要な規則を定める必要
があるが、文化的景観の保存に対
する市の考えは。

・高山市には商家の歴史を色濃く残
す町並み景観や、寺町の歴史を伝え
る寺院群の他、農山村や街道などの
文化的な景観が良好に残っている場
所が多くある。今後、選定を受けた場
合のメリットや課題を総合的に勘案し
ながら研究していく。

対
応
中

・現在実施中の寺町を対象とし
た伝統的建造物群保存対策調
査の中で、文化的景観の専門
家の意見を踏まえ、文化的景
観としての価値付けについても
検討している。

・伝統的建造物群保存対策調
査報告書において、文化的景
観としての評価を行い、保存に
繋げる。

文化財課

30 12 7 今井武男議員

・第八次総合計画や都市基本計
画の見直しにあたり、一定規模以
上の遊休地（旧飛騨酪農跡地な
ど）について、公共施設等の機能
集積など土地利用のあり方をどう
考えているか。

・第八次総合計画や都市基本計画の
見直しに向けた調査分析結果等も踏
まえ、市街地における今後の都市施
設の配置の考え方や効果的な土地利
用のあり方について、検討を進める。
・旧飛騨酪農跡地については、民間
の所有地であり、市が一方的に決めら
れないが、市街地における今後の都
市施設の配置の考え方や効果的な土
地利用のあり方について検討を進め
る中で、当該土地の有効活用の可能
性についても検討する。

検
討
中

・第八次総合計画や都市基本
計画の見直し内容を踏まえ、
市街地における土地利用のあ
り方について検討している。

・第八次総合計画や都市基本
計画の見直し内容を踏まえ、
市街地における土地利用のあ
り方について検討を進める。

企画課

30 12 10 中田清介議員

・高山市はこれまで指定管理者制
度を導入して上水道事業を運営し
ており、これまでもSPC（特別目的
会社）とともに良好な運営に努力し
ている。今後もこの制度の枠内で
の事業運営が守られていくと考え
るが、市の見解は。

・平成18年度の指定管理者制度導入
から現在までの実績を踏まえ有効で
あると判断しており、今後の方向性に
ついては効果検証を継続しながら検
討していく。
・その次の段階となる官民連携形態に
ついては、今回の指定管理範囲の拡
大の検証を行いながら、他の水道事
業者の状況などを踏まえ、十分に研
究を行っていく。

検
討
中

・他都市の取り組みなどの情報
収集や、コンセッション導入を
検討している水道事業体の状
況を参考に研究している。

・管理範囲拡大後の指定管理
業務について検証を行う。ま
た、コンセッション方式につい
ては、有効な施策であるかを検
証するなど官民連携形態の研
究をすすめる。

上水道課

31 3 2 松山篤夫議員

・市の観光産業における人手不足
の状況と改正入管難民法による外
国人労働者の受け入れに対する
市の考えは。

・市としても、各分野における人材不
足への対応策の一つとして外国人労
働者の受入は必要と捉えており、教育
や医療など生活上の環境整備、市民
や事業所の意識の醸成、国を超えた
文化交流の促進、日常生活における
各種相談への対応など、多文化共生
の地域づくりについて検討する。

検
討
中

・全国や飛騨地域の民間団体
による技能実習生や特定技能
外国人の受け入れの状況、他
市の動向などを注視するととも
に、必要となる対応策について
検討している。

・全国や飛騨地域の民間団体
による技能実習生や特定技能
外国人の受け入れの状況、他
市の動向などを注視するととも
に、必要となる対応策について
検討する。

雇用・産業創出課
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議会一般質問への対応状況（R4.3現在）

年 月 NO 質問者 質問内容等 回答要旨 今後の対応方針等 所管課現在の対応状況

31 6 1 沼津光夫議員
・伐採後の再造林に対する補助率
嵩上げの考えは。

・皆伐後の再造林に対する補助につ
いては、植栽をはじめとして、その後
の下刈りや雪起こしについても、標準
単価の90パーセントとなるよう上乗せ
補助を実施している。
・2年前に再造林に対する補助制度を
つくったが、あまり活用が進んでいな
い状況である。
・皆伐された山がそのままとなった状
態は、防災や景観などの面からも適
当ではないので、今後の経過を確認
しながら、補助率も含め、どのような支
援を行うことが有効なのか研究する。

対
応
済

・県の制度拡充策が示され、市
の嵩上げを合わせると100％補
助となる。
・制度の周知に努める。

― 林務課

31 6 2 榎隆司議員

・運転免許証の返納者等への支
援として、特に支所地域の買い物
支援が必要と考える。他市で行っ
ている移動販売車両の購入費や
運行費に対する助成が必要では
ないか。

・移動販売に対する助成も含め、地域
の実情に合った最適な支援について
検討したい。

検
討
中

・地域の実情や移動販売事業
者の状況を把握し、支援の必
要性や支援内容について検討
している。

・地域の実情を踏まえ、市とし
て必要な支援について検討す
る。

高年介護課

31 6 4 谷村昭次議員

・観光地経営の視点での観光振
興策は、財源配分の見直し等につ
いて配慮すべきと考える。その上
で鉱泉源対策などを含む新たな
ニーズに対する財源確保をどのよ
うに考えているのか。

・市内には、温泉を利活用した数多く
の宿泊施設や入浴施設等があり、飛
騨高山の魅力の一つとなっている。高
山市の観光振興を考える上で、温泉
の源である鉱泉源は、生命線であり、
鉱泉源の保護や維持管理は、重要と
考えている。
・鉱泉源は、温泉を利用する事業者に
おいて管理が行われているが、その
管理を行うための財源確保について
は、様々なご意見があると承知してい
る。今後、鉱泉源管理のあり方につい
ては、その財源確保を含め検討して
いく。

検
討
中

・持続可能な観光地づくりや観
光施策の充実を図るための新
たな財源の確保にむけた調査
（法定外税の検討に係る調査）
を実施することとしている。

・調査結果を踏まえ、関係団体
や個別事業者との意見交換を
行うとともに、導入の可否につ
いて検討する。

観光課

31 6 5 岩垣和彦議員

・第３セクターや市の出資する会社
が将来的に経営難に陥る可能性
が否定できないなか、市は出資者
として経営支援や事業整理に対し
方向性を持ち備えているのか。ま
た、個別の具体的対応策はどこま
で整っているのか。

・これまで、市が出資してきた団体のう
ち、地方自治法の規定に基づき経営
状況等に一定程度関与することがで
きる団体（市が25％以上出資）及び主
な団体については、毎年経営状況を
把握し、必要に応じて意見を述べるだ
けでなく、経営方針等についても関与
してきた。
・団体の経営支援や事業整理につい
ては、個別に対応してきたが、今後、
出資した目的や状況などを踏まえ、団
体の事業を継続させるかどうか、市が
出資者として関わりを継続するべきか
どうかなど、方向性をまとめる。

検
討
中

・出資団体への出資目的や現
況等を踏まえ、団体の事業を
継続させるかどうか、市が出資
者として関わりを継続するべき
かどうかなど、方向性をまとめる
ための検討をすすめている。

・出資団体への出資目的や現
況等を踏まえ、団体の事業の
必要性、事業の実施主体や市
の関与の妥当性などを勘案し
たうえで、団体や事業のあり方
について方向性をまとめる。

行政経営課

31 12 2 中田清介議員

・長い間、市には観光に特化した
計画や条例等はなかったが、官民
で観光振興に対する目標を共有
するとともに、それを着実に実行す
る民間の活動と、その活動を支え
る行政の役割分担を明示し、持続
可能な国際観光都市形成への指
針となるビジョンの策定が求められ
ているのではないか。

・高山市の観光を取り巻く状況が変化
するなかで、観光振興に向けては、行
政のほか、市民や事業者、関係団体
が連携しつつ、同じ方向を向いていく
ことが必要であることから、産業振興
計画をはじめとする各種計画に位置
付けられている観光に関する方向性、
施策や取り組みを分かりやすく示せる
ようとりまとめることを検討する。

検
討
中

・魅力ある観光地づくりに向け
た調査（現状における課題の
整理、対応に必要となる施策
案の提言）を官民連携し実施
することとしている。

・調査結果を各観光関連団体
と共有し、官民一体となって課
題解決に取り組み、魅力ある観
光地づくりを推進する。

観光課

31 12 4 山腰恵一議員

・食品ロスの削減には、その半分
を排出する事業者側の取り組みも
重要であるが、市としての取り組み
は。

・先進地の事例を参考に、市から事業
者へ直接的な働きかけを検討する。
削減のための手法や有効性を検討し
ながら、事業者の食品ロスの削減を推
進する。

対
応
中

・ごみ減量化部会を設立、開催
し、事業者との連携による減量
化施策の検討をすすめてい
る。
・食べきり運動推進ポスターの
配付による食品ロス削減の啓
発を実施中。
・食品ロスの削減等、ごみの減
量化に先進的に取り組む事業
者を応援する仕組みを検討
中。

・積極的にごみ減量化に取り組
んでいる事業者を市のホーム
ページ等で紹介することによっ
て、事業者の取り組みを促進
するとともに、市民の意識喚起
を図る。
・食品ロスの削減等、ごみの減
量化に先進的に取り組む事業
者を応援する取り組みを実施。

生活環境課

2 3 1 伊東寿充議員

・地域の持続性や課題解決など将
来像を見据えた分野横断的なス
マートシティの構想が必要ではな
いか。
・先端技術の活用計画や共通認
識の場、計画や技術のアップデー
トを検討できる協議会等の発足が
必要ではないか。

・スマートシティ構想については、IoT
の活用による生活の質やサービス、行
政運営など生活基盤全般の向上、地
域課題の解決や持続的な成長に向け
た大切な取り組みであるため、研究を
進める。

対
応
済

・R4.1に高山市DX推進計画を
策定し、計画に基づく具体的な
取組みを推進している。

― 行政経営課
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議会一般質問への対応状況（R4.3現在）

年 月 NO 質問者 質問内容等 回答要旨 今後の対応方針等 所管課現在の対応状況

2 6 4 牛丸尋幸議員

・市営住宅の入居要件に市税の
滞納がないこととの規定がある。生
活保護を受ける高齢者は市税の
納入が困難なため、滞納があって
も入居できるようにできないか。

・市営住宅条例に定める入居要件の
一つとしているが、社会情勢などを踏
まえ、見直しの必要性を含めて検討
する。

対
応
済

・「市税を滞納していない者で
あること」という入居要件（現行
条例の規定）を改正しないこと
とする。
（公平性の観点や県内他市町
村の状況等を踏まえた検討結
果）
・住居確保が困難な方への対
応については、福祉サービス
総合相談支援センターなどに
おいて、受け入れ可能な民間
住宅の紹介や福祉施設（生活
保護救護施設等）への入所な
どの対応をしており、今後も関
係課等と連携しながら支援して
いく。

― 建築住宅課

2 6 5 牛丸尋幸議員

・不動橋の床面の無垢板が反り返
り、ビスも出ている危険な状況と
なっており、全面的に改修すべき
ではないか。

・これまでは床板の張り替えや固定ビ
スの打ち増しにより対応してきたが、抜
本的な対策が必要と認識しているた
め、材質や固定方法等の見直しを検
討する。

対
応
中

・今年度建設課が発注する不
動橋の長寿命化工事に合わ
せ、当該箇所の修繕を行う。

・年度内に修繕を完了する。 維持課

2 9 2 山腰恵一議員

・現在、スポーツ施設や学校開放
の手続きにおいて、オンライン予
約が導入されているが、その利用
状況は。
・今後、他の公共施設へオンライン
予約システム導入を進める考えは
ないか。

・現在、オンライン予約システムを導入
している施設は、高山地域の体育施
設と、市内全域の学校施設の一般開
放としてのグラウンドと体育館である。
・窓口での予約もデータ入力している
ためオンライン申請だけの利用状況
の把握はできないが、約2,300団体が
利用登録している。
・その他の公共施設へのシステム導入
については、利用者や指定管理者等
の意見を伺うとともに、必要性や費用
対効果を調査のうえ導入について検
討する。

対
応
中

・オンライン予約システムを導
入していない文化会館や公民
館などの社会教育施設や支所
地域の体育施設の指定管理者
に対し、導入に向けた意見等
を照会している。
・オンライン予約システム導入
に必要な機器や経費等の情報
収集をすすめている。

・利用団体等の意見を伺い、
必要性や費用対効果などの検
証を行ったうえで、オンライン予
約システム未対応施設への導
入について検討する。

スポーツ推進課
生涯学習課

2 9 5 沼津光夫議員

・被災した林道と作業道の復旧に
ついて森林環境譲与税を活用し
た復旧や維持管理をすすめられ
ないか。

・森林所有者や林業事業体が設置し
た作業道の復旧事業に対しては、県
の補助制度があり、市もかさ上げして
補助率を90％まで高めて推進してい
る。
・森林環境譲与税の活用について
は、災害に強い森林整備などを進め
るため、必要となる林道や作業道の維
持修繕に活用することも視野に入れな
がら検討する。

対
応
済

これまで支援策が無かった作
業道の維持修繕に対し、新た
な支援制度を創設した。

― 林務課

2 9 6 牛丸尋幸議員

・避難行動要支援者台帳へ登録し
ていない方の中で、行政として支
援が必要と判断した方について避
難行動要支援者情報として管理
し、避難支援することとなっている
が、その取り組み状況は。

・関係機関で組織する高山市避難行
動要支援者支援対策協議会におい
て、支援者情報の管理等について対
応方法を協議するとともに、避難行動
要支援者支援計画の見直しについて
検討する。

検
討
中

・支援者情報の管理等につい
ての対応方法及び避難行動要
支援者支援計画の見直しにつ
いて検討中。

・関係機関で組織する高山市
避難行動要支援者支援対策
協議会において、支援者情報
の管理等について対応方法を
協議するとともに、避難行動要
支援者支援計画の見直しにつ
いて検討する。

福祉課

2 12 1 谷村昭次議員

・第八次総合計画実施計画の着
実な推進において、出資団体の整
理を検討することとしている。
行政機能の補完・代替に留まら
ず、地域活性化を目的とした地域
と一体となった法人や団体も少なく
ないなかで、どのような方向性を考
えているのか。

・経営状況の把握、経営に対する助
言や支援など、法人・団体の特性や
状況に応じた関与をしてきたが、厳し
い経営状況や社会情勢の変化に伴う
整理が必要な場合もある。
・今後、法人・団体の設立目的や必要
性、経営状況、地域との関わりなどを
精査し、市として出資や役員就任等の
関与のあり方を含め、総合的な見地
から方向性を検討する。

検
討
中

・出資団体への出資目的や現
況等を踏まえ、団体の事業を
継続させるかどうか、市が出資
者として関わりを継続するべき
かどうかなど、方向性をまとめる
ための検討をすすめている。

・出資団体への出資目的や現
況等を踏まえ、団体の事業の
必要性、事業の実施主体や市
の関与の妥当性などを勘案し
たうえで、団体や事業のあり方
について方向性をまとめる。

行政経営課

2 12 2 山腰恵一議員

・次期地球温暖化対策地域推進
計画ではＳＤＧｓの目標達成を踏ま
え、どのような重点政策や目標を
掲げる考えなのか。
・２０５０年までに温室効果ガス排
出量実質ゼロを目指す「ゼロカー
ボンシティ」に取り組む考えは。

・日本一広大な森林を持つ国内有数
の二酸化酸素吸収能力や、市内で行
われる自然エネルギーの導入を背景
に、市における目標値の達成にとどま
らず、日本国内全体の温室効果ガス
削減へ貢献できる姿勢を示せるよう検
討する。
・国が目標期限として示す２０５０（令
和３２）年度にこだわらず、早期の実
現に向けた検討を進める。

対
応
済

・令和4年3月策定した第二次
高山市地球温暖化対策地域
推進計画において、市域から
の二酸化炭素排出量46％削
減と市内における再生可能エ
ネルギー自給率実質100％を
目指すこととしている。
・さらに、上記の取組みを進め
ることで、市内における二酸化
炭素排出量ゼロの早期達成に
よるゼロカーボンシティの実現
を目指すこととしている。

― 環境政策推進課
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議会一般質問への対応状況（R4.3現在）

年 月 NO 質問者 質問内容等 回答要旨 今後の対応方針等 所管課現在の対応状況

2 12 3 水門義昭議員

・国では令和2年9月「第4回学校
における働き方改革推進本部」に
おいて、生徒にとって望ましい環
境の構築と働き方改革も考慮した
部活動改革の推進が示されたが、
市は地方大会や部活動の統合な
どの改革に取り組んでいるのか。

・国からの「令和５年度を目途に休日
の部活動を段階的に地域に移行して
いく」との通知を受け、「中学校部活動
検討委員会」を設置し、課題や今後の
方向性について検討を始めている。
・教員の働き方改革だけではなく、生
徒にとって有意義な活動とすることが
重要であるため、県や他市の動向も
研究しながら、検討委員会を定期的
に開催し、今後の部活動のあり方を検
討していく。

検
討
中

・令和3年度は、「柔道」、「陸上
競技」において、高山市全体で
の活動が試行的に行われた。
特に柔道については、保護者
の同意のもと、高山市柔道部と
いう形をとって活動をしてきて
いる。この他にも「剣道」につい
ても、合同練習会を複数回行う
など、合同での活動に向けて
の一歩を踏み出してきている。
また、「ハンドボール」では、協
会主体でクラブチームが立ち
上げられ、部活動とは違った形
での再編成がなされている。

・休日活動の施行と活動の検
証を行い、改善点を明らかに
する。体協や各種連盟などの
各団体との連携をとり、今後の
在り方について検討を進める。
・生徒や保護者の意向を踏ま
えた学校外の部活動への参加
の在り方を検討する。
・「剣道」及び「ソフトテニス」に
おける拠点校方式の部活動の
試行する。

学校教育課

3 3 1 中田清介議員
・小・中が連動した未来志向での
学区再編が必要ではないか。

・一貫した教育の推進、学校を核とし
たまちづくりの推進という視点を重視し
た小・中学校の連動した通学区域の
再編という教育委員会としての考え方
も示しながら、学校運営協議会や通
学区域審議会など、様々な関係者と
議論を重ねながら、本市の将来を担う
子どもたちにとってよりよい教育環境
の整備に向け取り組む。

検
討
中

・各学校運営協議会の代表者
に対し、検討にあたっての重視
すべき視点等について教育委
員会事務局としての考えを説
明するなど、小・中学校適正規
模・適正配置に関する基本的
な考え方の整理に向けた調整
をすすめている。

・学校運営協議会等との議論
を重ねながら、今後の学校運
営のあり方も含めた小・中学校
の適正規模・適正配置に対す
る基本的な考え方を整理する。

教育総務課

3 6 2 山腰恵一議員

・要支援者の避難については、福
祉避難所へ直接避難できる仕組
みづくりが必要と考えるが、市の考
えは。

・福祉避難所への直接避難について
は有効な手段と考えるが、受け入れ施
設の収容人数や要支援者の移送方
法などの課題もあることから、対象者
の絞り込みについての検討をはじめ、
福祉避難所の増加に向けた取組みや
指定避難所における福祉避難室の活
用などについて検討をすすめる。

検
討
中

・直接避難の仕組みについて
検討をすすめている。

・関係事業所と協議をすすめ
る。また、高山市避難行動要支
援者支援対策協議会において
検討をすすめる。

福祉課

3 6 3 榎隆司議員

・三次周産期医療機関で対応困
難な症例により、市外での入院治
療が必要になった場合における、
交通費等の負担に対する支援が
必要ではないか。

・母子の健全な育成や子育て世帯の
経済的負担の軽減という観点から、親
が圏域以外の医療機関へ入院中の
乳児のために通わなければならない
場合の交通費等の実態及び課題の
把握に努め、支援について検討して
いく。

検
討
中

・実態把握を継続している。
・実態把握を継続しながら、支
援のあり方について検討してい
く。

健康推進課

3 6 4 榎隆司議員

・周産期医療や心療内科など専門
性の高い医療を確保するために
は、３市１村で連携した支援が必
要と考えるが、市の考えは。

・心療内科、小児科等の特定の診療
科の開業医不足は以前から課題と
なっており、引き続き医師確保の視点
で３市１村にて対策の検討をすすめ
る。

検
討
中

・令和4年3月の3市1村医療担
当部課長会議において、現状
や対策の意見交換を行った。
飛騨圏域の喫緊の課題とし
て、周産期医療の医師確保対
策について連携した取り組み
の検討をすすめている。

・3市1村医療担当部課長会議
等において、周産期の医師確
保対策の現状や課題を、医療
機関や県からの聞き取りを含め
て、確認、整理を行い、対策の
検討をすすめる。

医療課

3 6 5 松山篤夫議員

・地域の仕事を組み合わせて、年
間を通じた安定的な雇用環境と、
一定の給与水準を確保した職場を
作り出す、「特定地域づくり事業協
同組合制度」の活用について市の
考えは。

・本市においては、繁忙期と閑散期が
同じ時期となるケースが多いことなど
の課題があるため、まずは、地域の事
業者や商工会、農業団体などの関係
者と意見交換を行いながら、当該制
度について理解を深め、制度活用の
可能性について研究する。

検
討
中

・地域の事業者や商工会、農
業団体などの関係者と意見交
換を行いながら、当該制度に
ついて理解を深め、制度活用
の可能性について研究する。

・地域の事業者や商工会、農
業団体などの関係者と意見交
換を行いながら、当該制度に
ついて理解を深め、制度活用
の可能性について研究する。

雇用・産業創出課

3 6 6 松林彰議員

・橋りょうの点検調査の発注におい
て、市町村に技術力も人員も有れ
ば、随意契約など必要なく通常の
指名競争入札での対応が可能で
あると思うが市の見解は。

・橋梁一括点検業務は、法定化当時
から随意契約が円滑な業務実施に向
けての有効な手法であると判断し、岐
阜県建設研究センターに委託してい
る。
・点検の法定化から７年が経過し、コ
ンサルタントや点検専門業者におい
ても有資格者が増えてきていることか
ら、今後は他自治体の事例などを参
考に発注方式のあり方について検討
していく。

対
応
済

・建設コンサルタントによる指名
競争入札により実施する方針と
した。

― 建設課

3 6 7 車戸明良議員

・両面宿儺が住んでいたとされる
岩穴「両面窟」は、現在落石危険
等のため閉鎖している状況だが、
どう活かすのか。

・市として遊歩道を再整備する計画は
ないが、遊歩道登り口の遥拝所への
文化財説明看板の設置などにより活
用を図るとともに、現場まで行くことの
できない両面窟を遠方から見て感じて
いただけるような整備について検討す
る。

対
応
中

・両面窟を遠方から見て感じて
いただけるような整備につい
て、地域関係者と具体的な方
法を協議し検討をすすめてい
る。

・両面窟を遠方から見て感じて
いただけるような整備につい
て、地域関係者と具体的な方
法を協議のうえ決定し、現地対
応を完了する。

丹生川支所
地域振興課

8/9



議会一般質問への対応状況（R4.3現在）

年 月 NO 質問者 質問内容等 回答要旨 今後の対応方針等 所管課現在の対応状況

3 9 1 松山　篤夫

・山から木材を生産する事業者と、
木材を加工・利用する事業者の連
携が図られていない現状があると
思われるが、今般のウッドショック
を契機として、将来に向けて連携
を図る必要があるのではないか。

・外的要因に影響されないように、国
産材が安定供給される仕組み（川上
から川下、素材生産から製品販売ま
での関係者が連携するサプライ
チェーンの構築）が必要であると考え
ている。
・現在、木材の価格及び流通量の安
定化を目指す関係事業体によるサプ
ライチェーンの構築に向けた検討がさ
れている。
・市産材の安定供給に向けて、市内
の関係事業者・団体の意見を聞き、連
携方法について調査研究する。

検
討
中

・県内木材団体が試行している
サプライチェーン構築に向けた
取り組みの情報を収集してい
る。
・市内の木材関係事業者団体
の意見等を聴取している。

・県内で試行されているサプラ
イチェーン構築に向けた取り組
みの情報収集及び、市内の木
材関係事業者団体の意見等を
踏まえ、市の現状に合った川
上から川下までの連携方法に
ついて調査研究する。

林務課

3 9 2 車戸　明良

・訪問介護人材の確保として初任
者研修助成のあり方や支所地域
の訪問介護サービスの確保につ
いて早急な施策の展開が必要で
あると思うが、来年度に向けた施
策の方向性を示してもらいたい。

・初任者研修については、市内開催
やオンラインでの開催ということについ
て、市が主導して実施する方法につ
いて検討するなど参加者の増加につ
なげたい。
・支所地域の介護サービス確保につ
いては、今期からの老人福祉計画に
おいて「遠隔地の高齢者へのサービ
スを提供する体制の検討を進める」こ
ととしており、現在、地域の実態把握
やその対応手法について検討を進め
ている。

対
応
済

・令和4年度から支所地域訪問
介護サービス等確保事業の開
始及び介護に関する入門的研
修を開催し、支所地域での介
護人材確保の取り組みをすす
める。

― 高年介護課

3 9 3 水門　義明

・厳しい財政状況下では、歳出の
施策だけではなく、歳入確保につ
いて詳細な方針や計画が必要で
あると考えるが見解は。

・他市の事例も確認しており、必要性
については認識しているため、策定に
向けて検討する。

検
討
中

・他市の事例等の調査・研究を
すすめている。

・他市の事例等の調査・研究を
すすめ、本市における歳入確
保に関する方針の策定に向け
て検討をすすめる。

財政課

3 9 4 山腰　恵一

・家賃補助制度では、学校法人等
を卒業した場合は対象になるが、
修行によって技術を習得し卒業し
た就学形態の場合は対象にならな
い。学校法人等で限定するのを変
えられないか。

・若者の移住・定住をさらに促進する
ため、民間の職人育成機関の設置が
地場産業の育成並びに若者の移住・
定住に寄与しているかどうかなど、そ
の職人育成機関の規定や就業状況
などを踏まえ、補助対象とすることに
ついて検討する。

対
応
済

・学校法人等を卒業した場合
の対象に、民間の職人育成機
関を追加。

― 雇用・産業創出課

3 12 1 山腰　恵一

・買物弱者支援では、地域におけ
る店舗の確保、移動販売や注文
販売に取り組む事業者への支援、
移動手段の確保などがあるが、ど
う考えているのか。

・インターネットや先進技術の活用、
公共交通体系の見直し、移動販売事
業者との連携、配食サービスの拡充
検討など、民間事業者とも連携しなが
ら支援について検討する。

検
討
中

・地域の実情や移動販売事業
者の状況を把握し、支援の必
要性や支援内容について検討
している。

・地域の実情を踏まえ、市とし
て必要な支援について検討す
る。

高年介護課

3 12 2 西田　稔

・自動車運転免許取得助成事業
では、自動車教習所に本人が支
払った分を後に還付する形式であ
るが、障害年金受給者の中で一括
で取得費用を支払える人は少ない
であろうと聞いているがどう考える
か。

・免許の取得に要した費用への助成
であるため、免許証取得後に免許証
の写しと費用の内訳が確認できる書
類を添えて申請いただいている。しか
しながら、助成を受ける前の本人負担
が大きいということも聞いており、助成
の時期を早めることについて方法等を
検討する。

検
討
中

・方法について検討をすすめ
ている。

・福祉金庫の活用を含め、教
習所への代理納付などの検討
をすすめる。

福祉課

4 3 1 山腰　恵一

・他自治体では、軽自動車の取
得・廃止等の確認に期間を十分確
保し、より適切な課税を図るととも
に、納付期間を十分に確保するた
め、5月末日の納税期限に変更し
ているが、市の見解は。

・地方税法において、「4月中におい
て市町村の条例で定める」、「ただし、
特別の事情がある場合には、これと異
なる納期を定めることができる」と規定
されており、高山市では納期限を４月
30日としている。
・県下の大半の市が5月末日としてい
る実情もあるため、自動車関係業界の
方々のご意見や、他市はどのような理
由で納期を変更しているのかなど、実
態把握に努め、その上で対応を検討
する。

－ ―

・自動車関係業界及び市民に
軽自動車税の納期限の変更に
関するアンケートを実施
・他市の状況やアンケート結果
を精査し、納期限の変更につ
いて検討する。

税務課
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