令和２年１１月定例会 質疑・一般質問 【質問者および質問項目】
質問日 令和２年１２月３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。
質問方法は一問一答方式（一問一答）と分割質問分割答弁方式（分割質問）からの選択制です。
発言順位

議員名（持ち時間）
（質問区分）

会派名

発言事項

1

川瀬 善行
（２５分）
（分割質問）

草政会

〇JR南草津駅周辺の交通社会実験から見えてくるものは
・社会実験の結果の検証方法について
・これまで駅に送迎されていた一般車両の停車スペースや所用にかかっていた時間比較などの測定
について
・駅から離れている区域の交通手段として、公共交通に委ねていくためにすべきことは
○コンパクトシティ＋ネットワークに視点を置いた将来展望
・１極集中ではなく多極型の都市形成の将来像の意義について
・市内全域に広げたコンパクトシティ＋ネットワークの実現に本腰を
・市間連携と広域的なネットワークづくりについて

2

中島 美徳
（２５分）
（一問一答）

草政会

〇産業振興について
・コロナ対策の成果と課題および今後について
・産業支援について
・ビジネスマッチングについて
・事業の六次産業化について
・今後の産業振興について

3

田中 香治
（２５分）
（一問一答）

草政会

○草津川跡地整備について
・区間６の進捗状況について
・区間６のコンセプトの再検討について
・栗東市側との協議について
・区間６の道路整備を草津市単独で実行することについて
・民間誘致検討業務について
・区間６がより良い公園になるにはどのようにすればよいのかについて
・区間５の未整備の法面、区間６の防災拠点について

4

奥村 恭弘
（２５分）
（一問一答）

市民派クラブ ○「新一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」について
・現在策定中の「新一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」は、今回の新型コロナウイルス感染症のような
非常事態に対応した計画になっているのか伺う。
○ごみの発生抑制の推進について
・抑制するための行政誘導と市民への周知とお願い事は何か（あるのか）伺う。
・コロナ禍の状況からの今後のごみの発生抑制の推進のあり方は何か（あるのか）伺う。
・今後、企業の事業活動の減少に伴い、ごみが減少していくこともあり得るが、行政にとって是か非
か、伺う。
○多様な資源化の仕組みづくりの推進について
・資源化について、現在の分別種変更はあるのか（減らす、増やす、現状維持）伺う。
・事業系ごみの分別の実態はどうなのか（分別の状態は）伺う。
・環境省が、家庭などから出るごみに触らずに収集を行うシステムを開発する方針を決めたとの報道
があったが、所見を伺う。
・クリーンセンターにおけるごみ分別の手選別は、作業者のリスクはないのか伺う。
○環境負荷の低減と経済性・効果性を考慮したごみ処理の推進について
・環境負荷の低減と経済性・効果性を考慮したごみ処理の推進の目的は何か伺う。
・（例えば）汚れたプラスチックトレーを水洗いするのが環境負荷になるのか、焼却するのが環境負荷
になるのか伺う。
・経済性・効果性を考慮したごみ処理の考え方について伺う。
○草津市内での不法投棄について
・草津川跡地未整備区間（区間３・４）、山・森林・琵琶湖岸について伺う。
○草津市の「ごみ行政のSDGｓ」の取組みについて
・ごみ行政における持続可能な取組みについて、伺う。

1

発言順位

議員名（持ち時間）
（質問区分）

会派名

発言事項

5

井上 薫
（２５分）
（一問一答）

草政会

○議第118号草津市立市民総合交流センター条例の一部を改正する条例案について
・年間運営経費はどれくらいとなったのか。またこの使用料は、どのように算出されたのかについて
・概算で年間どれくらいの使用料収入を見込んでいるのかについて
・統合による周知は、どのように考えられているのかについて
○草津ブランドあおばなの活用等について
・今年度のあおばなの栽培面積ならびに次年度以降の見通しについて
・草津ブランドとして認証された目的について
・普及拡大に市としてもっと力をいれていくべきだと考えることについて
・健幸都市の観点からのあおばなの活用についての検討は現在どこまで進められているのかについ
て
・コロナ禍の中で実際にどのような啓発を進めていただいてきたのかについて
・「あおばな紙担い手セミナー」の実績や効果、参加者の声、今後の計画について
・文化財指定への計画や見通しについて

6

服部 利比郎
（２５分）
（一問一答）

草政会

○都市公園「ロクハ公園」の更なる活用について
・ロクハ公園における現状の利用状況について
・デイキャンプ場の運営について
・多目的広場におけるステージ設備の活用について
・これからの都市公園の運営方法について

2

質問日 令和２年１２月４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。
質問方法は一問一答方式（一問一答）と分割質問分割答弁方式（分割質問）からの選択制です。
発言順位

7

議員名（持ち時間）
（質問区分）

永井 信雄
（２５分）
（一問一答）

会派名

草政会

発言事項

○自殺対策について
・国、県、市における自殺の現状について
・自殺対策の取組について、また、どのような効果があり、いかなる評価をしているのか
・関係機関、団体等と連携し、自殺対策を進めておられるのか
・低年齢層の自殺対策への所見
・こころの健康づくりへの取組
・学校現場でのこころの健康づくりの取組、いのちの大切さを理解させ、心に響く方法等の見直し
・地域において孤立する人をなくすための取組
・目標達成の確認方法
・人材を生かすためのフォローアップへの所見
・ネットワークの取組
○キラリエ草津について
・貸し会議室の料金および自転車自動車の料金の算定について
・スムーズな管理運営のためにどのような体制を組んで対応されるのか
・機能を満たすための仕掛けや事業展開について

8

粟津 由紀夫
（２５分）
（一問一答）

9

10

西村 隆行
（２５分）
（一問一答）

市民派クラブ ○民生委員・児童委員の環境整備について
・活動の複雑化や課題について
・政策を進める上での期待について
・職務範囲の所見と職務の負担軽減の取組について
・個人情報提供に関する基準について
・周知啓発内容や方法について
・欠員のカバーと人材募集の取組について
・協力員制度について
公明党

○信頼される市役所になるには
・市役所の市内における各啓発文章管理について
・チャットボット導入について
・規則と要綱について
・窓口サービス向上市民アンケート結果報告について

日本共産党
藤井 三恵子
○新型コロナ感染症の現状課題と対策について
（２５分） 草津市会議員団 ・検査体制の充実を求めることについて
（分割質問）
・病床患者の受け入れについて
・新たな指定医療機関の設置について
・ケア人員や診療体制について
・公的医療保険への適応の周知について
・インフルエンザワクチン接種の供給について
・経済支援策について
・生活福祉資金などの支援継続について
・学生への独自の支援について
○国民健康保険事業について
・第２期滋賀県国民健康保険事業方針に向けた市の考えについて
・コロナ禍による営業不振の国保加入者への相談実態と今後の対応について
・今回の税制改正に伴う国保加入者への影響は
・コロナ禍において予防支援としての独自の施策の検討を求めることについて
・県への納付金についての市からの意見内容は
・保険料水準の統一化についての市長の見解は
○核兵器禁止条約の制定について
・制定に向けての市長の見解は
・今後の平和事業への取組について

3

発言順位

11

12

議員名（持ち時間）
（質問区分）

会派名

発言事項

八木 良人
チャレンジくさつ ○草津市における芝生化推進について
（２５分）
・子どもたちへの芝生の効果について
（一問一答）
・保育園・子ども園の芝生化について
・小中学校グラウンドの芝生化について
・第２次みどりの基本計画の成果について
・草津市役所の緑化について
・児童遊園等の芝生化について
・第３次みどりの基本計画に芝生化を取り入れることについて
○新型コロナウイルス感染症の対策について
・県庁・保健所等との連携や情報共有について
・LOGOチャットを使う情報伝達について
・感染症対策としての保育園・子ども園・小中学校への加湿器導入について
・コロナ差別といわれる人権問題について
遠藤 覚
（２５分）
（一問一答）

草政会

○市役所本庁舎等への爆破等の予告について
・爆破予告、襲撃等の経緯と対応、その影響について
・学校を休校、時間短縮したことによる影響について
・今後の対応策について
○コロナ禍における歳入確保と財源創出について
・新型コロナウイルス感染症拡大が与える本市財政への影響等について
・令和３年度予算編成の方針及び見込みについて
・法定外税の創設について
・ふるさと寄附による財源確保について
・税外収入の獲得について
・歳出の削減について
・債権の適正管理(債権の一元化)
・財政規律ガイドラインの見直しについて
○議第119号・議第125号及び自転車駐車場整備について
・議第125号議案に西口第4自転車駐車場が含まれていないことについて
・議第125号議案の草津駅西口、西口第2、第3自転車駐車場の指定期間が2年であることについて
・西口自転車駐車場の更新について
・議第119号草津市立市民総合交流センター自転車自動車駐車場条例の一部を改正する条例案につ
いて

4

質問日 令和２年１２月７日（月） 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。
質問方法は一問一答方式（一問一答）と分割質問分割答弁方式（分割質問）からの選択制です。
発言順位

議員名（持ち時間）
（質問区分）

会派名

発言事項

13

瀬川 裕海
（２５分）
（一問一答）

草政会

○都市計画マスタープランについて
・20年後の本市の姿をどのように描いているのか
・将来の都市構造図、土地利用図になっているのか
・緑地面積の割合について
・今後の緑地面積について
・公園・児童遊園の規制について
・都市計画道路の整備状況について
・今後の整備について
○草津宿橋について
・橋の色について

14

山元 宏和
（２５分）
（一問一答）

草政会

○環境について
・第三次草津市環境基本計画について
・草津市地球温暖化対策実行計画について
○博物館構想について
・草津市文化芸術機能等施設整備基本計画について
・資料館の建設について
○都市計画道路等の整備について
・都市計画道路等の整備と代替え地について

15

伊吹 達郎
（２５分）
（一問一答）

草政会

○２０５０カーボンニュートラルについて
・２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする発言について
・第５次草津市総合計画における将来ビジョンに明示されている「うるおい」について
・第６次草津市総合計画の市における環境に対する考え方について
・第２次みどりの基本計画の「みどり」について
・第２次みどりの基本計画における基本目標の達成状況について
・第３次みどりの基本計画策定の進め方について
・コハクチョウを「草津市の鳥」に指定することについて
○デジタル市役所について
・押印廃止などデジタル化の現状について
・草津市情報化推進計画の策定の背景と進め方について
・専門員やデジタル化推進部などの体制作りについて
・貸館予約システムにおける草津市情報化アクションプランの現状分析とスケジュールなど今後の進
め方進捗状況について
・電子申請システムにおける草津市情報化アクションプランの現状分析とスケジュールなど今後の進
め方進捗状況について

16

17

石本 恵津子
チャレンジくさつ ○新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け施策について
（２５分）
・コロナ禍における草津市の飲食店と宿泊業界の現況について
（一問一答）
・草津市飲食店応援チケット事業の結果と効果について
・環境経済部における健康福祉部食育推進事業「草津ベジランチ」事業との連携、情報共有について
・テレワーク支援補助金制度の現状と課題、今後の対策について
○市民総合交流センターについて
・市民総合交流センターのテーマと機能と平成27年の計画からの変更部分について
・全体に関わる課題につき協議する機会、あるいは組織について
・各フロアの共有スペースの管理、運営の担当と市民の関わり方について
西垣 和美
（２５分）
（一問一答）

公明党

○特別支援学級の学習指導や支援方法等の専門性の確保および教育と福祉の連携について
・特別支援学級の担任教員の発達障害への専門性の確保について
・適切な指導計画、および教育支援計画の作成について
・教育、福祉、家庭との連携について
・保護者支援を推進するための方策について

5

発言順位

18

議員名（持ち時間）
（質問区分）

会派名

発言事項

日本共産党
西川 仁
○（仮称）草津市立プールについて
（２５分） 草津市会議員団 ・155億円もの大規模施設整備の財政負担の影響を問う。
（一問一答）
・県内、市内の水泳競技者数と全国、近畿、県内の開催されている主な大会を問う。
・入札辞退業者から辞退分析のための聞き取りを行っているが、実施規定を問う。
・見直しされた整備費の具体的な内容を問う。
・見直しされた運営費の具体的な内容を問う。
・PFI方式の優位性を示すVFM10.30％の積算根拠を問う。
・整備費、運営費の負担割合を問う。
・地域活性化に結び付く地域事業者の入札事業者の参加を問う。
○保育所の待機児解消について
・来年度は、待機児が解消されるのか問う。
・現状から施設整備、運営上の課題を問う。
○学童保育について
・公設の学童保育の施設整備について問う。
・施設整備や運営費の国費、県費の取り込みが必要ですが、市の対応を問う。
・キャリアアップ事業の実施について問う。
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