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はじめに 

令和３年 美濃加茂市議会第１回定例会を招集いた

しましたところ、議員の皆様には、ご出席を賜り、誠

にありがとうございます。 

 

本定例会では、令和３年度の予算をはじめとして、

重要案件についてご審議いただくことになっておりま

すが、議案の説明に先立ちまして、市政運営に対する

私の考え方と、令和３年度の予算案並びに主要施策の

概要を申し上げ、市民並びに議員の皆様のより一層の

ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

さて、私が市民の皆様方から温かいご支援を賜り市

長に就任して以来、早や３年１カ月余りが経過し、市

長任期の最終年を迎えることとなりました。  

 

この３年間を振り返ってみますと、私は、市長就任

以来、自分の住むまち「美濃加茂」に、誇りや愛着の

持てるまちづくりを進めていくため「堂々 美濃加茂」

を経営理念に掲げながら「孫子の代まで住み続けられ

るまち」を目指して、市民の皆様や市議会、そして職

員と「丁寧な対話」を重ねるとともに、可能な限り現

場へとおもむき、「スピード感」をもって市政運営に

取り組んでまいりました。 

 

昨年の３月には、「すべての健康のために歩き続け

るまち」を基本構想として掲げる「第６次総合計画」



 

- 2 - 

をはじめ、新たな将来都市構造であるコンパクト ＋
ぷらす

ネ

ットワーク＆
あんど

サテライトを設定した「都市計画マスタ

ープラン」や「立地適正化計画」、自然災害と向き合

い対応できるまちづくりのための「地域強靭化計画」

を策定するなど、未来へつながる持続可能なまちづく

りに向けた歩みを、前に進めることができたものと考

えております。 

 

これらのまちづくりに向けた取り組みは、いまだ道

半ばではありますが、議員各位をはじめ、多くの市民

の皆様のご支援、ご協力に支えられながら、少しずつ

前へ進めてまいりました。 

 

改めまして、関係各位に対し、この場をお借りして

心から御礼申し上げます。 

 

引き続き、与えられた職務を全うするため、山積す

る課題に真摯に向かい合い、より一層、現場の声、一

人ひとりの市民の皆様の声を大切にしながら、長期的

な展望に立って解決に向けて努力し、市政発展のため、

邁進していく所存であります。 

 

本市を取り巻く現状と課題 

さて、近年、私たちを取り巻く社会経済環境は、人

口減少・少子高齢化、国際化、高度情報化など、かつ

てない急速な変化が訪れており、市民生活にも様々な

影響を及ぼしています。 
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とりわけ、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡

大は、経済活動への影響だけでなく、新たな生活様式

や価値観の広がり、自然環境に対する意識の高まりな

ど、多方面に影響し、様々な変化をもたらしています。 

 

本市においても、不要不急の外出自粛、県をまたぐ

移動の自粛、施設の休止や営業時間の短縮、長期にわ

たる学校の休業、在宅ワークなど、コロナ禍以前には

無かった変化を経験しました。 

 

今後も、東京から地方への人の流れや、新しい働き

方の浸透、地域社会のデジタル化への対応など、様々

な変化が予想されます。 

 

このような時こそ、改めて、私たちの住むまち「美

濃加茂」に誇りと愛着を持ち、将来にわたって住み続

けたいと思える魅力的なまちづくりを進めなければな

りません。 

 

引き続き、ウイズコロナ、そしてポストコロナ時代

を見据え、長期的な視点や、市民の皆様のニーズを踏

まえながら、常に先を見通した取組を行ってまいりま

す。 

 

経済動向と国の予算について 

次に、国の経済動向と令和３年度の予算案について



 

- 4 - 

申し上げます。 

 

我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、依然として厳しい状況にあります。  

 

先行きについては、感染拡大の防止策を講じつつ、

社会経済活動のレベルを引き上げていく中で、各種政

策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動き

が続くことが期待されています。 

 

政府はこうした中、内外の経済動向や新型コロナウ

イルス感染症の経済に及ぼす影響を注視しながら、躊

躇なく必要な対策を講ずるなど、現下の厳しい経済事

情に対して万全の対応を行うとしています。  

 

引き続き、「経済あっての財政」との考え方のもと、

経済・財政の一体改革を推進するとともに、二度とデ

フレに戻ることがないよう、デフレ脱却と経済再生の

道筋を確かなものとしつつ、歳出・歳入両面からの改

革を推進するとしています。 

 

このような状況のもと、令和３年度の国の一般会計

予算案は、１０６兆６，０９７億円と９年連続で過去

最大を更新する中、引き続き、我が国財政の厳しい状

況を踏まえ、歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見

直しを推進するとともに、感染拡大防止と社会経済活

動の両立を図りつつ、ポストコロナの新しい社会の実



 

- 5 - 

現を目指し、中長期的な成長力強化の取組にも対応す

る予算としています。 

 

また、地方財政について、地方財政計画の規模は、

前年度比較で１．０％減の８９兆８，４００億円と、

９年ぶりに減少する中、地方公共団体が、新型コロナ

ウイルス感染症拡大への対応と地域経済の活性化の両

立を図りつつ、「新たな日常」の実現に取組むととも

に、激甚化・頻発化する災害への対応のための防災・

減災、国土強靭化を推進するほか、東京一極集中の是

正に向けた地方創生を推進することができるよう、安

定的な税財政基盤を確保するとしています。 

 

本市においては、こうした国政の状況を注視しなが

らも、直面する課題への対応など、市民の皆様が、安

全・安心で健康な生活が送れるように、財政規律を堅

持しつつ、将来への投資に必要な予算をしっかりと確

保してまいります。 

 

本市予算案の概要について 

それでは、令和３年度の本市予算案の概要を申し上

げます。 

 

令和３年度は、これまでにない厳しい財政状況中、

新型コロナウイルス感染症を克服し、第６次総合計画

に掲げる重要施策を、実質的にスタートする極めて重

要な１年であると認識しています。 
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第６次総合計画では、「すべての健康のために、歩

き続けるまち」を基本構想に掲げ、市民・団体・企業

・行政が一体となって、「歩き続ける」ことを共通の

目標としながら、「心の健康」、「体の健康」、「社

会の健康」を整えることで、未来へつながる持続可能

なまちづくりの実現を目指しています。 

 

令和３年度の予算案では、この基本構想を実現して

いくため、「健康」という視点に「自然」と「交流」

をプラスした「健康プラスライン」を加えるとともに、

引き続き、基本計画に掲げる６つのまちづくり宣言で

ある「健康増進」、「女性・若者活躍」、「多文化共

生」、「産業振興」、「地域再生」、「防災・減災」

を重点施策に掲げ、効果的に事業を推進してまいりま

す。 

 

それでは、まず一般会計の歳入について、ご説明申

し上げます。 

 

市税総額については、前年度比較で、５．４％減の

８０億８，７００万円を計上しました。 

 

その中で、主なものについて申し上げます。  

 

まず、個人市民税は、令和２年度の収入見込額など

から、２７億４，５００万円としました。 
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新型コロナウイルス感染症の影響により、個人所得

の減少が見込まれることから、前年度から６．３％減

の１億８，５００万円の減額を見込んでいます。  

 

また、法人市民税でも、新型コロナウイルス感染症

の影響により、前年度から５．９％減の５，０００万

円の減額を見込み、８億１００万円としました。  

 

次に、固定資産税については、土地は、地価がいま

だ下落傾向にあり、前年度比較で２％減の１１億１，

７００万円、家屋は、新型コロナウイルス感染症の影

響で事業収入が減少している事業者に対する減免措置

を考慮し、前年度比較で８．９％減の１６億１，９０

０万円としました。 

 

また、償却資産についても同様に事業者に対する減

免措置を考慮し、前年度比較で０．２％減の６億４，

６００万円としました。 

 

従いまして、固定資産税全体では、前年度比較で  

５．１％減の３４億２，８７０万円としました。  

 

 次に、軽自動車税は、軽四輪乗用車の取得が従前と

比べ鈍化していることから、前年度比較で７．６％減

の１億４，９５０万円としました。 
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また、市たばこ税は、売上本数が減少傾向にあるこ

とから、前年度比較で０．７％減の３億９，９３０万

円としました。 

 

最後に、都市計画税についても、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、事業収入が減少している事業

者に対する減免措置を考慮し、前年度比較で４．４％

減の５億６，３５０万円としました。 

 

 なお、市税総額が歳入全体に占める割合は、３６．

７％となります。 

 

 次に、地方消費税交付金は、消費税率改定の影響が

通年化したことなどから、前年度より１億５，０００

万円増額の１２億円としました。 

 

 地方特例交付金は、住宅ローン減税の特例延長や環

境性能割の臨時的軽減のほか、新型コロナウイルス感

染症により売上高が減少した中小企業を対象とした固

定資産税の減免に伴う「地方税減収補てん特別交付金」

が設けられたため、前年度より１億７，５８３万円増

額の２億２，６００万円としました。 

 

 地方交付税は、国の財政計画において、出口ベース

で、１７兆４，３８５億円、前年度と比較して５．１

％の増加となりました。 
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その中で、基準財政需要額は、引き続き、まち・ひ

と・しごと創生事業費や、地域社会再生事業費に加え、

新たに地域社会のデジタル化を集中的に推進するため

「地域デジタル社会推進費」が２，０００億円計上さ

れたことなどから、基準財政需要額全体としては、前

年度より増額すると見込んでいます。 

 

 一方、基準財政収入額では、コロナウイルス感染症

の影響により経済環境が悪化することで、前年度より

歳入の中心となる市税の減収が予測されます。 

 

従いまして、普通交付税は、前年度より６，８００

万円の増額を見込んでおり、地方交付税全体として、

１８億７，８００万円としました。 

 

次に、国庫支出金は、現在、建設を進めております

新保育園や、新保健センターの整備が終盤となり、補

助金が減少したことから、前年度より２億６，７８１

万１千円減額の２９億２，０９１万８千円としました。 

 

県支出金は、扶助費の増加に伴う民生費県負担金の

増加などにより、前年度より８，０４７万３千円増額

の１６億７，１８４万４千円としました。 

 

寄附金は、ふるさと納税について、過去の決算実績

などから、前年度より４億円増額の７億円としました。 
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 市債は、防災行政無線のデジタル化のための災害時

情報伝達体制確立事業や、文化会館施設管理事業など、

緊急防災・減災事業債を活用した大型事業が終了する

ことにより、前年度より１２億１，６３０万円減額の

１８億８，６８０万円としました。 

 

そのうち、臨時財政対策債は、前年度より４億６，

９００万円増額の１０億９，９００万円を見込んでい

ます。 

 

次に、歳出につきましては、後ほど、主要事業につ

いてご説明申し上げますが、これまでも国の取組と歩

調を合わせて、歳出の重点化・効率化を図るなど、財

政規律を守りつつ、多様化、複雑化する、まちの課題

解決に取り組んでまいりました。 

 

令和３年度は、先ほどから申し上げているとおり、

新型コロナウイルス感染症を克服し、第６次総合計画

に掲げる重要施策を、実質的にスタートする極めて重

要な１年となります。 

 

この計画に位置付けられた事業を、着実に推進し、

基本構想である「すべての健康のために、歩き続ける

まち」の実現に全力を尽くしてまいります。 

 

令和３年度の本市予算案は、国・県支出金や、ふる

さと納税による寄附金などを最大限活用させていただ
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きながら、最優先課題であります新型コロナウイルス

ワクチンの接種など、本定例会に上程いたしました令

和２年度の補正予算案と一体的に編成し、喫緊の課題

に適切に対応できるよう切れ目なく各施策を進めてま

いります。 

 

 それでは、予算規模を申し上げます。 

 

 一般会計は、対前年度比４．６％減の 

 ２２０億２，０００万円 

 

 特別会計は、対前年度比０．８％増の 

 ９７億９，５９６万８千円 

 

 企業会計は、対前年度比４．６％減の 

 ６５億５，２１９万４千円であります。 

 

基本政策について 

次に、基本政策について、ご説明いたします。  

令和３年度は、これまでの「健康」という視点に、 

新たに「自然」と「交流」をプラスした「健康プラス

ライン」に関する施策を重点項目に掲げながら、引き

続き、第６次総合計画の基本構想である「すべての健

康のために、歩き続けるまち」の実現に向け取り組ん

でまいります。 

 

それでは、まず、牧野ふれあい広場、文化の森、前
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平公園及び建設中の新保健センターを結んだ「健康交

流ライン」に関する施策からご説明いたします。 

 

 牧野ふれあい広場では、これまで駐車場の整備や、

広場の整備に向け実施設計を行ってまいりましたが、

国の補正予算を活用し、令和２年度からの繰越事業と

して、地域防災拠点機能を有する多目的グラウンド等

を整備することで、安心安全なまちづくりを進めると

ともに、スポーツ活動を通じた健康づくりを行います。 

 

 次に、みのかも文化の森では、これまで学校と市民

ミュージアムが一緒につくりあげる学習活動を進めて

まいりました。   

来年度は、新たに２階情報学習室を防災学習など、

地域情報学習の場として整備するとともに、全児童に

配備されるタブレットパソコンを、施設内や屋外の一

部で使用できるよう無線 LAN 環境を整備することで、

文化の森の多様な活用を推進します。 

 

 前平公園では、生涯にわたり健康であり続けるため

に、自分の健康は自分で守るという意識を高め、スポ

ーツ活動や、ウォーキングなどの健康増進に積極的に

取り組む市民が増えるよう国の補正予算を活用し、令

和２年度からの繰越事業としてテニスコートなど施設

環境の整備を行います。 

 

最後に、新保健センターでは、令和４年１月から中
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部国際医療センターの付属施設へ移転することで、美

濃加茂メディカルシティ構想の実現と、医療と保健の

連携による予防医療の推進強化を図ります。  

 

また、中部国際医療センターの敷地内に、あい愛バ

スの停留所を新設し、保健センターや病院施設を結ぶ

ことで、利用者の利便性の向上を図ります。  

 

次に、みのかも健康の森、ぎふ清流里山公園及びリ

バーポートパーク美濃加茂を結んだ「健康自然ライ

ン」に関する施策についてご説明いたします。 

 

まず、みのかも健康の森では、開園以来、多くの市

民の皆様に憩いの場として利用されてきましたが、引

き続き、施設を快適に利用していただけるよう展望台

へ向かう７７７階段の休憩所の改修を行うとともに、

クラウドファンディングによる寄附金を活用して、屋

外の一部に無線 LAN 環境を整備することで、「森オフ

ィス」など森林空間の活用を推進します。 

 

次に、県営都市公園である ぎふ清流里山公園では、

引き続き、公園施設を活用したウォーキングイベント

や、ハーフマラソン大会などを開催することで、心身

の健康増進や健康寿命の延伸を図ります。 

 

リバーポートパーク美濃加茂では、イベント開催時

に、駐車場が不足していることから、北駐車場の舗装
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工事を行うとともに、隣接する森には、新たにキャン

プ場を設置することで、かわまちづくりエリアの賑わ

いと、憩いの場の創出を図ります。 

 

第６次総合計画に沿った事業について 

 次に、第６次総合計画の基本計画に掲げる６つのま

ちづくり宣言に沿って、主な施策・事業をご説明いた

します。 

 

まず、「健康増進」として、心と体の健康を図り、

「生涯元気なまち」を目指します！に関しては、 

 

生涯健康で元気な体でいられるよう、家族や地域が

一緒になって健康づくりに取り組める環境を整えま

す。 

 

まず、「WalkableCity 推進事業」では、ぎふ清流里

山公園や、みのかも健康の森、リバーポートパーク美

濃加茂など、健康自然ラインの活用により、誰もが歩

きたくなる環境を整備します。 

 

また、まち全体で健康づくりの取り組みを行う体制

を構築し、すべての世代や地域の住民を対象とした健

康づくりを進めます。   

 

「健康づくり事業」では、引き続き、保健師や社会

福祉士、弁護士による心の健康相談事業を実施すると



 

- 15 - 

ともに、健康増進、生活習慣病の発症・重症化予防や、

心の健康づくりのために、運動、栄養、歯と口腔など

の各テーマで普及啓発活動や、各種のイベント、教室

を開催するなど、健康に対する意識を高めます。  

 

「健康相談事業」では、今年度から２４時間対応に

より、電話健康相談を実施しておりますが、定住自立

圏構想推進事業として、新たに加茂郡７町村でも実施

することで、加茂圏域全体で健康に関する不安の解消

や健康知識の啓発、医療機関の機能分化と救急医療体

制の補強を図ります。 

 

「介護予防普及啓発事業」や「地域介護予防活動支

援事業」では、予防の観点から様々な交流の機会や支

援事業を実施し、生きがいをもって生活する市民を増

やす取り組みなど、介護がいらなくなるような環境づ

くりを目指します。 

 

最後に「都市公園整備事業」では、国の補助金を活

用して整備を進めておりました井戸畑児童公園の改修

について、令和３年度末には、多くの市民に憩いの場

として利用していただけるようリニューアルオープン

いたします。 

 

次に、「女性若者活躍」として、女性や若者が輝き、

自分らしく生きられるまちを目指します！に関して

は、 



 

- 16 - 

 

本市の地方創生関連施策である「Caminho 推進事業」 

では、引き続き、女性や若者が自分らしく生きられる

よう、ライフ・ワーク・バランスを充実させ、夢や希

望が叶えられるよう支援します。 

 

 また、現在、整備が進められている中部国際医療セ

ンターの付属施設へ、みのかも女性活躍支援センター

リオラを移転することで、保健センターや子育て世代

包括支援センターと連携しながら、妊娠、出産や子育

て、就労相談などを一体的に行います。   

 

次に、子育て環境の充実として、「地域子育て支援

拠点施設運営事業」では、お子さんと、その保護者が

一緒に遊んだり、スタッフと情報交換をしながら楽し

く過ごせる場所として、中部国際医療センターの付属

施設内に子育てルームを開設します。 

 

「古井保育園整備事業」では、公立保育園の老朽化

への対応などを目的として、市内田島町地内において、

古井第一保育園、古井第二保育園及び蜂屋保育園を統

合した「新保育園」を、令和４年４月の開園を目指し

て整備を進めます。 

 

 また、他の公立保育園においても、併せて統合や民

営化を進めるとともに、私立保育園等の整備にあたっ

ては、施設整備補助を行うなど、引き続き、待機児童
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ゼロを維持してまいります。 

 

「妊娠期からの支援事業」では、子育てについての

悩みを一人で抱え込まないように、みんなで一緒に子

育てできる仕組みづくりをするとともに、保護者も一

緒に成長できるような取り組みも充実していきます。 

 

 次に、教育関連施設の整備として、「小学校施設営

繕工事」では、学校施設長寿命化計画に基づき、学校

施設の改修工事や、空調設備の更新などを行います。 

 

 また、小中学校施設は、子供たちの学び活動の場で

あると同時に、災害時には、地域住民の避難場所とし

ての役割も果たすことから、その安全性を確保するこ

とは極めて重要であり、これまで小中学校の構造体の

耐震化を進めてまいりました。 

 

 一方、近年の大規模な地震では、非構造部材である

天井照明の落下などの被害も想定されることから、令

和３年度から、順次、体育館の非構造部材の耐震対策

を進めてまいります。 

 

 最後に、「若者活躍事業」では、引き続き、青少年

健全育成活動を推進するとともに、新たに、若者を対

象に気づきや、学びのフィールドなどを通じて、様々

な経験の場を提供することで、未来を担う人づくりを

進めます。 
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次に、「多文化共生」として、お互いのことを理解

し、ダイバーシティを活かした魅力あるまちを目指し

ます！に関しては、 

 

 まず、「情報多言語化・発信支援事業」では、外国

籍の住民が多く居住している富加町及び川辺町と定住

自立圏構想推進事業として、日本語教室の開催や、タ

ブレットパソコンを利用した通訳、行政情報の翻訳な

どを行います。 

 

「多文化共生推進事業」では、引き続き、外国人市

民の自立に向けた支援を行うことで、日本人、外国人

の区別なく交流できる機会をつくり、地域のパートナ

ーとなれるように取り組みます。 

 

 また、「プレスクール事業」では、外国籍園児の多

い保育園を対象に、小学校就学時の４月から通常学級

に入学できるよう、外国籍園児を対象に、日本語での

生活指導などを行ってまいります。 

 

「のぞみ教室推進事業」では、小学校、中学校に通

う外国人児童生徒に対し、日本での生活に困らないよ

うな教育支援を充実させ、進学から就職へ繋がること

で、将来を思い描ける外国人児童生徒を増やします。 

 

次に、「産業振興」として、付加価値を高め、つく
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る楽しみと生きがいを感じるまちを目指します！に

関しては、 

 

 農業分野においては、新年度よりスタートする「み

のかも農業ビジョン」において、重要政策である担い

手育成を推進するため、「農業担い手育成事業」では、

担い手育成法人や兼業農家、集落営農組織などへの支

援を行うことで、農業とともに健康なまちを創ってま

いります。 

 

 「ふるさと農産物育成事業」や「商工業観光行政推

進事業」では、既存の農産物や商品・製品などの付加

価値を高めていくとともに、新たに開設予定である民

間のＥＣアンテナショップを活用するなど、市内事業

者や生産者による地場産品の販路拡大を促進します。 

 

「里山活用事業」では、ＳＤＧSが目指す持続可能な

社会を考え、地域の課題解決に取り組むための人材育

成プロジェクト「里山ＳＴＥＡＭ事業」を、クラウド

ファンディングによる寄附金も活用して、美濃加茂の

里山や、それを取り巻く自然をフィールドとして実施

します。 

 

次に、「市内観光推進事業」や「インバウンド推進

事業」では、魅力ある地域資源を利活用することで、

本市を訪れる交流人口や関係人口を増加させ、ふれあ

いと賑わいが溢れるまちを目指します。 
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 また、ポストコロナ社会におけるインバウンド回復

期を見据えたコンテンツ整備と情報発信を進めるとと

もに、コロナ期における誘客のための補助金を創設す

ることで、旅行者による観光消費を増加させ、地域経

済と市内事業者の活性化を目指します。 

  

「企業工業振興事業」では、引き続き、事業所の新

設や増設などを各種奨励措置によりサポートすること

で、企業に選ばれるまちになり、地域の経済安定と活

性化を目指します。 

 

 また、都市部から本市への人や情報の流れを創出す

るため、本市にサテライトオフィスを開設する事業者

を支援いたします。 

 

 最後に「新産業集積地区整備事業」では、蜂屋町地

内において、民間開発により、新たな産業集積地の整

備が進められていますが、整備地周辺の渋滞緩和など

を目的として、スカイロードインター線の予備設計に

着手します。 

 

次に、「地域再生」として、１０年先を見据えたま

ちづくりを目指します！に関しては、 

 

 まず、「自治会活動推進事業」では、みんなのまち

は、みんなでつくるという意識を持ち、快適に暮らせ
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るまちづくりを目指すとともに、地域の課題を、地域

で解決する仕組みづくりとして、まちづくり協議会の

活動などを、積極的に支援します。 

 

 「古民家活用交流促進事業」では、引き続き、伊深

町の旧桜井邸を活用した古民家再生ワークショップを

開催し、地域の活性化を図るなど、地方創生関連施策

を促進するとともに、旧桜井邸の安全対策を目的とし

て、老朽化した施設の修繕工事を実施します。 

 

 「シティプロモーション事業」では、各地の地方創

生事業に取り組んでいる民間企業である株式会社ビー

ムスと連携し、本市の自然や産業、人などをテレビや

新聞、雑誌などを通して、市内外に広く発信すること

で、市民の皆様が、まちの魅力に改めて気づき、さら

にまちを好きになれる取り組みを行います。 

 

「環境基本計画推進事業」や「生物多様性地域連携促

進事業」では、引き続き、かけがえのない地球環境を

守るため、市民の皆様が自発的に環境保全に取り組み、

自然と共生できるまちづくりを支援します。 

 

 次に、「一般道路改修事業」では、市民生活の安全

確保と交通環境の改善のため、引き続き、市道笠屋敷

田畑線や、市道スカイロード２号線など主要道路の改

修工事を行うとともに、「農業用施設事業」では、た

め池や排水路など、農業用施設の整備を促進します。 
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「美濃太田駅周辺市街地再開発事業」では、美濃太

田駅南地区 街づくり協議会への支援や、市街地再開発

事業の推進に向け具体的な検討を進め、市の玄関口に

ふさわしい街のかたちや、機能の再編により、暮らし

に活力を与え、賑わいやネットワークを創造するなど、

健康的な本市の顔となるまちの実現を目指します。  

 

「文化会館施設管理事業」では、ホールの耐震補強

工事や施設の大規模改修を行ってまいりましたが、引

き続き、令和３年１０月のオープンに向け整備を進め、

文化芸術活動の拠点施設として、市民の皆様が身近に

文化・芸術に触れることができる環境づくりを進めま

す。 

 

最後に、「防災減災」として、自助、互助、共助を

意識することで、様々な環境に適応し、生き延びる力

を身に付けることを目指します！に関しては、 

 

まず、「防犯活動推進事業」では、引き続き、防犯

灯や、通学路などに防犯カメラを設置し、地域で見守

り合い、市民の皆様と一緒に安心、安全な住みよいま

ちを目指します。 

 

「空家等対策事業」では、近年、増加する危険な空

家等に対して、効率的に対策を進めるため、実態調査

を行い、空家等対策計画の見直し作業を行うなど、空
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家等の適正管理及び利活用を促進します。 

 

「地域防災力強化事業」では、地震、集中豪雨など

の自然災害に対応できるよう、日頃から備蓄品の整備、

啓発活動などに取り組むとともに、市民の皆様の防災

・減災意識の向上を図ります。 

 

また、地域社会の様々な場で、地域防災力の向上の

ために活動していただく防災士を養成するための講座

を、定住自立圏構想推進事業として、加茂圏域で共同

開催します。 

 

「災害時情報伝達体制確立事業」では、アナログ防

災行政無線の老朽化に伴い、携帯電話通信網を利用し

た柔軟性に優れ、利便性の高い防災情報伝達システム

を令和３年４月から稼働します。 

  

 また、阪神淡路大震災や東日本大震災など、大規模

災害の現場において活用された実績から、災害に強い

無線として、ＭＣＡアドバンス無線による移動系通信

システムを導入し、災害現場などにおいて被害情報の

収集などに活用します。 

 

 最後に「消防施設整備事業」では、市民の皆様の命

と財産を守るため、計画的に、消防機械・器具を更新

するとともに、老朽化した消防車庫の建て替えを行う

ことで、消防団活動に必要な施設を整備します。 



 

- 24 - 

 

特別会計・企業会計の概要について 

次に、特別会計・企業会計について、ご説明申し上

げます。 

 

まず、国民健康保険会計では、資格管理、保険給付、

保険料の賦課・徴収、保健事業等を推進します。  

 

介護保険会計では、令和３年４月から令和６年３月

までの「第８期介護保険事業計画」に基づき、高齢者

のための施策を推進します。 

 

後期高齢者医療会計では、後期高齢者医療制度のう

ち、市が担うこととされている保険料徴収と保健事業

を推進します。 

 

介護認定・障がい者自立支援認定審査会会計では、 

本市と加茂郡７町村で共同設置しております認定審査

会において、引き続き、公平かつ公正な審査・決定を

推進します。 

 

水道事業会計では、「安心・安全」な水道を将来に

渡りお届けできるよう、引き続き老朽管の更新工事を

継続的に進めるとともに、今年度改定予定の「水道ビ

ジョン」を基に、来年度から２か年で「基本計画」を

策定し、これからの水道の具体的な計画を決定してま

いります。 



 

- 25 - 

 

最後に、下水道事業会計では、ストックマネジメン

トに基づき、施設の更新等の維持管理を計画的に実施

します。   

また、豪雨による浸水被害の軽減に向けて、雨水排

水施設の整備を継続して実施します。 

 

おわりに 

以上、令和３年度における予算案並びに主要施策の

概要について、ご説明申し上げました。 

 

今後も、新庁舎の建設をはじめ、将来に大きな影響

を及ぼす事業が控えております。 

 

引き続き、様々な施策や事業を進めるに当たっては、

限られた財源の中で、より多くの効果を発揮できるよ

う、本市の将来の姿をしっかりと描きながら取組を進

めてまいります。 

 

令和３年度は、私自身の市長任期の最終年となりま

すが、全精力を傾けて市民並びに議員の皆様、そして

職員とともに様々な課題の解決に取り組みながら「堂

々 美濃加茂」そして「すべての健康のために、歩き続

けるまち」の実現に向け、さらに力強く市政を推進し

てまいります。 

 

引き続き、皆様のご理解とご協力を賜りますよう重
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ねてお願い申し上げまして、私の施政方針といたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


