平成２９年６月定例会 質疑・一般質問 【質問者および質問項目】
質問日 平成２９年６月１４日（水） 質問者７名
本会議は午前１０時から開会です。
各議員の持ち時間は、答弁時間を含めず２５分です。
発言順位

議員名（持ち時間）

1

八木 良人
（２５分）

2

山元 宏和
（２５分）

3

山田 智子
（２５分）

会派名

発言事項

市民派クラブ ○議第４９号草津市税条例の一部を改正する条例案について
・企業主導型保育サービスの対象について
・市の待機児童対策としての効果について
・固定資産税、都市計画税の減免基準のチェック体制について
○議第５２号草津市都市公園条例の一部を改正する条例案について
・市内すべての都市公園が指定管理できることの目的や意義について
・指定管理者制度導入後の都市公園における草津市のガバナンス（統治）について
・指定管理者制度導入後の都市公園の管理について
○議第５３号草津市児童遊園条例の一部を改正する条例案について
・都市公園と児童遊園を一括で指定管理することのスケールメリットについて
○（仮称）市民総合交流センター事業の進め方について
・公募から事業者決定までの過程における市民、議会の関わり方について
○アーバンデザインセンターびわこ・くさつ（UDCBK)のこれまでの総括と今後の展開について
・設立の目的、役割、意義について
・行政職員の参加について
・行われた議論の位置づけ、取り扱いについて
草政会

○地域共生社会の実現について
・地域共生社会の実現に向けた市の取り組みについて
・厚生労働省が発表した概要書について
・地域課題の解決力の強化について
・行政における横断的な組織体制の考え方について
・「共生型福祉施設」の設置について
○草津川跡地整備について
・「de愛ひろば」の現在の状況について
・来場者への夏季の暑さ対策について
・緊急用道路を総合防災訓練時に利用することについて
・国道一号からの進入路整備について

プロジェクトK ○「赤ちゃんの駅」施設の環境改善について
・各地域まちづくりセンターの赤ちゃんの駅について
・多目的トイレ等を赤ちゃんの駅としている理由について
・環境が整っているにも関わらず赤ちゃんの駅ではない公共施設について
・市立なごみの郷等の赤ちゃんの駅の改善について
・授乳室の数と質について
・子育て相談の実施について
・今後の方向性について
○ベビーカー等使用時の段差解消について
○市民目線にたったホームページ等の掲載について

1

発言順位

議員名（持ち時間）

会派名

発言事項

4

永井 信雄
（２５分）

草政会

○コミュニティ活動の推進について
・まちづくり協議会の会長や地域の方々の日々の姿勢について
・地域まちづくりセンターの管理運営に対する更なる支援について
・地域でのテーマコミュニティと地域コミュニティの連携について
・協働のまちづくり推進計画の事業内容や事業費について
・協働のまちづくり推進計画の事業進捗率や未実施事業について
・協働のまちづくり推進計画の見直しについて
・中間支援組織であるコミュニティ事業団に期待する役割について
・コミュニティ事業団と社会福祉協議会の連携について
・町内会未加入者への加入促進について
・町内会加入に向けた市の取り組みと今後の対策について
・マンション入居者の町内会加入促進の取り組みと各学区個別の新たな対策について
・防災と町内会をつなぐ施策について
○災害時の水利について
・北山田浄水場、ロクハ浄水場の耐震工事計画とスケジュールについて
・災害時や人口減少を踏まえた北山田浄水場とロクハ浄水場の連携について
・災害時や人口減少を踏まえた近隣市町との連携について
・水道事業広域化のコスト削減による水道料金値下げの考え方について
・水道管の老朽化対応、耐震化計画とスケジュールについて
○高齢者の交通安全対策について
・本市の高齢者の交通安全対策の現状と課題、今後の方向性について
・高齢者の運転免許自主返納に対する支援策について

5

中島 美徳
（２５分）

草政会

○交通渋滞について
・東海道、中山道を活かしたまちづくりや都市計画道路の計画、整備について
・交通渋滞の現状把握について
・交通渋滞の解消に向けた取り組みについて
・都市計画道路の整備と推進、調整について
・立地適正化計画、地域再生計画、地域公共交通網形成計画の関連について
・健幸都市づくりと立地適正化計画、地域再生計画、地域公共交通網形成計画について

6

土肥 浩資
（２５分）

7

西村 隆行
（２５分）

市民派クラブ ○自然環境保全地区について
・野鳥被害にかかる鷹による追い払いについて
・山田正八幡宮の現状について
・自然環境保全地区の維持管理について
・サギ類との共存について
公明党

○市職員の人材育成について
・市役所の職場環境の現状について
・市が目指す組織像について
・市が想定する、職員がやりがいを実感できる職場について
・若い職員の早期育成や職員像について
・職員間の情報共有による総合力の発揮について
○窓口サービス向上市民アンケートの実施について
・今年度のアンケート実施期間および設置場所について
・アンケートの内容について
・アンケートの回収目標について
・地域まちづくりセンターがアンケート対象外となることについて

2

質問日 平成２９年６月１５日（木） 質問者６名
本会議は午前１０時から開会です。
各議員の持ち時間は、答弁時間を含めず２５分です。
発言順位

8

議員名（持ち時間）

会派名

発言事項

安里 政嗣
日本共産党 ○就学援助制度について
（２５分） 草津市会議員団 ・要保護児童生徒に対する入学準備金の入学前支給について
・準要保護児童生徒に対する入学準備金の入学前支給について
○生活保護制度および生活困窮者自立支援制度について
・生活保護受給世帯の高校生のアルバイト収入の収入認定除外について
・生活困窮者自立支援制度の実績における本市と近隣市との比較について
・相談体制の強化を含めた生活困窮者自立支援制度の今後について
○国民健康保険広域化について
・市としての国民健康保険に対する認識について
・県単位化後の法定外繰り入れについて
・子どもの均等割減免制度導入について

9

遠藤 覚
（２５分）

草政会

○議第５３号草津市児童遊園条例の一部を改正する条例案について
・児童遊園の指定管理者制度を導入する目的について
・児童遊園の指定管理者募集方法および募集内容について
・児童遊園が果たすまちづくりの役割について
・児童遊園に指定管理者制度を導入することに対する市民の意見について
・児童遊園の指定管理業務を各まちづくり協議会に委ねることについて
○草津川跡地公園に関する基本的事項について
・整備を終えた「de愛ひろば（区間５）」の所見について
・「日本一長い公園」となる時期とその規模について
・今後の草津川跡地の整備や利用方法について
○市職員の障害者雇用促進について
・障害者の雇用状況について
・精神障害者の雇用予定、雇用計画について
・障害者等への就労支援について
・求人方法および職員採用試験の障害者対応について

10

小野 元嗣
（２５分）

草政会

○アーバンデザイセンターびわこ・くさつ（UDCBK)について
・子育て支援施設整備にかかる取り組みについて
・駅前のロケーションを活かした歩行者への啓発について
・開室時間の拡大について
・移転後の運営評価目標について
・各地域のまちづくり協議会への連携支援について
○野路公園とガーデンシティについて
・野路公園整備の必要性と重要性について
・ガーデンシティの推進にかかる具体的な施策について
・ガーデンシティ推進のための予算確保について
・児童遊園を指定管理した場合の地元への児童遊園管理報償金について
・児童遊園でのガーデンシティを推進するための報償金について
○防災ジュニアリーダーについて
・防災ジュニアリーダーの創設について
○南草津エリアへの交番増設と滋賀県警察官増員について
・市内における警察官の増員について
・南草津駅前交番エリアの交番増設について

3

発言順位

議員名（持ち時間）

11

伊吹 達郎
（２５分）

12

奥村 次一
（２５分）

13

奥村 恭弘
（２５分）

会派名

発言事項

プロジェクトK ○出かけたくなる草津について
・公衆トイレの管理について
・駅前の公衆トイレのリニューアルについて
・多機能トイレ等について
・オストメイト専用トイレの設置について
・多機能トイレにおける一般利用者のマナー向上について
・多様な利用者に配慮したトイレ整備等の条例制定について
・災害時の多機能トイレ等について
○スポーツ環境の確保、充実について
・クリーンセンター整備事業の影響について
・野村運動公園整備事業の影響について
・草津グリーンスタジアム改修工事について
・国体種目の施設整備について
草政会

○草津市内の交通渋滞調査について
・調査方法と交通渋滞の把握について
・道路整備計画について
・各道路管理者間での協議について
・渋滞解消対策について
○駅前の駐輪場、駐車場の利用状況について
・現在の利用状況について
・民間の駐輪場、駐車場の利用状況について
・駅までの距離について
・両駅の利用者数の想定について
・待機者対策について

市民派クラブ ○草津ブランドについて
・「滋賀県草津市」の認知度とその指標について
・広義での草津ブランドの担当部署について
・取り組みと成果について
・商品、工業品等を含めることについて
・発信方法および考え方について
・行政の支援について
・今後の展開について
・「草津ブランド化」への意気込みについて
○無戸籍問題について
・無戸籍者となる背景について
・無戸籍者の現状について
・市の課題および対応について
・今後の取り組みについて

4

質問日 平成２９年６月１６日（金） 質問者６名
本会議は午前１０時から開会です。
各議員の持ち時間は、答弁時間を含めず２５分です。
発言順位

議員名（持ち時間）

会派名

発言事項

14

西田 剛
（２５分）

草政会

○市民と協働のまちづくりについて
・小学校区にまちづくり協議会を設置した目的について
・その目的を達成するために一番必要なことについて

15

棚橋 幸男
（２５分）

草政会

○草津川跡地を中心とした健幸都市（スポーツ関連）軸としての活用について
・草津川跡地公園の賑わいについて
・健幸ロードコースの整備について
・未利用地等の整備および活用について
・草津警察署の移転にかかる課題整理について
・施設の運営などソフト面での活用について
○（仮称）草津ハイウェイオアシス構想の具現化について
・構想の意義について
・地域再生計画における位置づけと議会への協議等について
・説明会等の実施時期について
・構想の取りまとめについて
・地方創生人材支援制度の活用について

16

宇野 房子
（２５分）

17

杉江 昇
（２５分）

市民派クラブ ○職員の働き方について
・働き方改革の方針策定について
・職員の増員について
・嘱託職員の実情について
・家庭児童相談員の雇用契約内容について
・相談員の仕事量と人員について
・指定管理施設の相談員について
○全市民への非常時の周知について
・市長の考え方について
・「ミサイル落下時の行動等について」の文書配布について
・児童生徒への指導について
・避難行動のマニュアルについて
○教科書展示について
・展示場所の変更について
・今後の検討について
プロジェクトK ○公民連携について
・総合計画やリーディングプロジェクトに対する職員の理解度について
・公民連携の意義に関する職員の理解度について
・公民連携におけるまちづくり協議会の重要性について
○まちづくり協議会の更なる発展を期すことについて
・まちづくり協議会と総合計画を共有することについて
・健幸都市づくりが役員に認知されていなかったことについて
・「健幸都市づくりの推進」を各まちづくり協議会の中心に据えることについて
・まちづくり協議会と協働して総合計画を推進することについて
・各年代層の社会参画意識について
・まちづくり協議会の行く末について

5

発言順位

議員名（持ち時間）

会派名

発言事項

18

久保 秋雄
日本共産党 ○公共施設等総合管理計画について
（２５分） 草津市会議員団 ・計画の概要、目的について
・計画に示されている本市の人口、財政状況について
・公共施設の利便性向上の視点について
・公共施設のトイレ改修状況について
・公共施設の耐震化の進展状況について
・耐震化率が一番低い「観光・産業振興施設」の状況について
・就労支援施設の今後のあり方について
○隣保館の指定管理について
・市隣保館等運営審議会答申について
・答申を受けて策定された市の方針、工程表について
・隣保館４館のうち２館について指定管理導入が遅れた理由について
・先に導入した２館での成果について
・今後の予定について
○地域まちづくりセンター等での諸証明発行業務の廃止について
・諸証明発行廃止後の４月、５月の状況について
・多数の市民が地域まちづくりセンター等に諸証明発行を求め来館していることについて
・業務の継続について
・業務廃止にかかる経過措置について
・市民の利用が多い４月に業務を廃止したことについて
・業務を行うことの再検討について

19

西垣 和美
（２５分）

公明党

○特別支援教育におけるICTの活用について
・特別支援学級でのｉｐａｄの活用状況の課題について
・ＩＣＴ活用の目的について
・ＩＣＴ活用と個別支援計画との連動について
・ＩＣＴ活用のための人的支援について
・デイジー教科書の利用促進について
・今後の活用のための機器の台数増について
○政策立案形成過程への市民参加の推進について
・市民参加の現状と課題について
・政策過程の各段階の市民参加の推進と手法について
・政策過程の各段階の情報公開の現状について
・市民参加に対する職員の認識について
・審議会等の公募委員による市政参画の推進について
・若者の政策形成過程への参画について

6

