令和３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 令和３年６月１５日（火） 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。
議員名（持ち時間）
発言順位
会派名
発言事項
（質問区分）
1

川瀬 善行
（２５分）
（分割質問）

草政会

○町内会への奨励金と補助金制度の検討状況について
・行政事務委託費の圧縮額について
・町内会が経済的に圧迫されていることについて
・奨励金制度と補助金制度の取り組みの状況について
○第１次計画における草津市コンパクトシティの進め方について
・草津市版地域再生計画の基本的な理解について
・草津市版地域再生計画の進捗状況について
・中心市街地ではない周辺部の住宅街の環境改善のための市税の還
元について
・中心市街地でない周辺部の第６次総合計画・第１期計画の目標につい
て
○狼川河川沿いのウオーキングや自転車道路等の整備について
・狼川河川のJR琵琶湖線と国道１号間・堤防左岸の台地の活用
・弁天池水辺周回歩道の整備
①景観の活用について
②河川改修計画と歩道の整備について
・中学生の通学の安全確保のために
①仮称）狼川デルタへの架け橋の設置
②京滋バイパス下のボックスカルバートの開通
・狼川河川公園の計画のコンセプトに沿ったエリアの創造
①狼川河川公園の当初計画と仮称）山野草と水辺の散歩道の整備構
想の連続性について
②新幹線下から県道草津平野線の間の空間利用の調整課題の進捗
状況について

2

杉江 昇
（２５分）
（分割質問）

市民派
クラブ

○ＣＯＶＩＤ－１９への対応について
・ワクチン接種の打ち手が少ない状況について
・ワクチン接種は今後とも予約制のみで実施するのかについて
・今後、ワクチン接種対象者には、会社勤めの年代が増加するが、混雑
を防ぐ手立ては考えておられるかについて
・立命館大学における本市に住民票のない学生へのワクチン接種の対
応と大規模接種設置の想定について
・自宅学習時のサーバダウンの懸念について
○第３次草津市みどりの基本と草津市健幸都市基本計画について
・ガーデンシティくさつと草津プロモーションについて
・草津市健幸都市基本計画と草津プロモーションについて

草政会

○歴史資源の有効活用と本陣エリアのリノベーションについて
・教育委員会が史跡草津宿本陣・史跡芦浦観音寺跡（歴史資源）を管轄
する理由について
・教育委員会として第６次草津市総合計画、歴史資産を活かしたまちづ
くりの意味について
・教育長は市長部局と教育委員会二つの特性を知っておられるが草津
市の歴史資源の有効活用についての課題と今後の方向性について
・歴史資源の有効活用について市内にある歴史資源を点でつなぐから
面で作る政策が必要であると考えるが市の考えについて
・本陣エリアの在り方について教育委員会としての所見
・教育委員会と市長部局の施設利用における連携面での課題
・改めて本陣を中心とした地域を面ととらえたリノベーションが必要であ
ると考えるが市の考えについて
・旧東海道筋の価値を高める観点から道路標識の名称を変えること、歩
道橋に春夏秋冬に分けた横断幕を設置することについて
・教育委員会として夢本陣前の空き地の今後の利用について
・市道大路２４号線の一方通行を交互通行に変更することに対しての市
の考えについて

3

田中 香治
（２５分）
（一問一答）

1

発言順位

議員名（持ち時間）
（質問区分）

会派名

発言事項

4

中島 美徳
（２５分）
（一問一答）

草政会

○地域福祉について
・新型コロナワクチン接種事業の現状と今後について
・第４期草津市地域福祉計画について
・草津あんしんいきいきプラン第８期計画から地域包括ケアシステムに
ついて
・草津市在宅医療介護連携センターについて
・草津市認知症高齢者等見守りネットワーク事業について
・第６期草津市障害福祉計画 第２期草津市障害児福祉計画について
・心のバリアフリーについて

5

服部 利比郎
（２５分）

草政会

○生活道路における交通安全対策の今後の取り組みについて
・草津市にける交通事故の現況について特徴や推移を伺う
・草津市における交通安全対策の取り組みについて、地域と連携した対
策実施の内容を伺う
・生活道路におけるカラー舗装の積極的な導入が可能か伺う
・安全対策の立案、評価にＥＴＣ２．０プローブデータを活用できないか伺
う
・第１１次草津市交通安全計画への反映についての考えを伺う

（一問一答）

2

発言順位

議員名（持ち時間）
（質問区分）

会派名

6

奥村 恭弘

市民派

（２５分）
（一問一答）

クラブ

発言事項
○議第４８号令和３年度草津市一般会計補正予算（第３号）の内、「子育
て世帯生活支援特別給付金給付費」について
・国会で議論された内容、国が対象者に直接支給することなく、市町村
を介して支給することに至った経過、係る費用とその負担について伺う
・市内の子育て世帯（お子さんのいらっしゃる世帯）総数から、前回と今
回の措置される世帯を除した世帯は、何世帯になるのか、また、その世
帯はどのような世帯となるのか、詳細について伺う
・今回の国策対象者以外の世帯、支給されない世帯の対象のお子さん
について、草津市独自の対応を考えることはないのか伺う
・国策であれば措置ができて、市町村から独自の措置ができないという
のであれば、その理由は何なのか伺う
〇「草津市情報化推進計画」について
・近い将来、本市が抱える多くの課題とは、どのようなものがあるのか伺
う
・（１）～（３）について、重要なポイントは何なのか伺う
・行政手続きのデジタル化について、どのように進めようとされているの
か伺う
・いかにマイナンバー制度を普及させ、マイナンバーカードの利活用を高
めようとされているのか伺う
・窓口サービスの改善のため、ICTをどのように活用しようとされている
のか伺う
・今後、教育の情報化は、どのように進んでいくのか伺う
・実際の先端技術（AI・RPA等）の導入は、どの程度進んでいるのか伺う
・ICT研修の実施による市職員のスキルの向上、ICTの専門知識や利用
技術を持った職員の計画的育成、また、ICTの専門性を持った外部人材
の活用について、検討が進んでいるのか伺う
・実行計画である「草津市情報化アクションプラン」の進捗はどのように
なっているのか伺う
・草津市におけるセキュリティー対応は、できているのか伺う
・草津市におけるソサエティ５．０の考え方について伺う
〇草津市における福祉のまちづくりについて
・前期の「草津あんしんいきいきプラン第７期計画（平成３０年度～令和２
年度）」の結果と課題が、第８期計画にはどのように活かされているのか
伺う
・高齢化率に、これだけの差がある要因は何なのか、このことをどのよう
に分析されているのか伺う
・各地域包括ケアセンターの実績を検証する中で、各中学校区におい
て、問題・課題になっていることは何なのか、また、どのような成果があ
るのか伺う
・運営の責任的な立場である方を公務員が担うことで公益性を保つこと
に繋がるのではないかと考えるが所見を伺う
・５つのカテゴリーである「住まい」、「医療」、「介護」、「見守り生活支
援」、「健康づくり介護予防」について、「草津あんしんいきいきプラン第８
期計画」では、どのような計画がなされているのか伺う

3

質問日 令和３年６月１６日（水） 質問者５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。
議員名（持ち時間）
発言順位
会派名
発言事項
（質問区分）
7

石本 恵津子
チャレンジ ○男女共同参画について
（２５分）
くさつ
・男女共同参画センターの「女性総合相談窓口」について
（一問一答）
・女性活躍推進費「つながりサポート事業」について
○市民総合交流センターについて
・利用者の意見について
・より市民が活用しやすいセンターにするために必要なことについて
・多様な市民活動のさらなる展開を目指すために必要なことについて
○創業機運の醸成と産業振興について
・草津市創業支援補助金について
・ビジネスカフェについて
・草津市応援チケット事業について
○フレイル予防について
・コロナ禍におけるフレイル予防の現状
・地域サロンへの専門職の派遣について

8

西村 隆行
（２５分）
（一問一答）

9

西川 仁
（２５分）
（一問一答）

公明党

〇新規採用職員育成
・ワクチン接種に関する部長会の内容
・新規採用職員への研修内容は
・県内の竜王町においての新規採用職員の育成のための「ブラザー・シ
スター制度」のような育成方法を草津市では採用されているか
〇自主防災への取組
・自主防災についての草津市の考え方
・「草津市防災ハンドブック」の新発行は

日本共産党
草津市会議員団

〇コロナ禍対策について
・市民の暮らしや地域経済の現状を問う
・家賃補助の直接支援の継続を国へ要請すること
・緊急小口資金等の現状や新たな制度の実施について問う
・国民健康保険税の減免制度について
・コロナ感染者や濃厚接触者の自宅待機者への支援について問う
・保育所の待機児童ゼロと保留８９の発表に関して、実質待機児童ゼロ
なのかを問う
・学童保育所の状況とキャリアアップ事業の実施を求めることについて
〇市立プールについて
・約２５億円の飛込競技用プールの使用者数を増やすための対策を問う
〇マンション管理等について
・管理法の改正にともなう草津市の取組みを問う
・他都市の事例から草津市が教訓とすべき事柄を問う
・共用部分の固定資産税の減免や補修に係る費用の補助について問う

4

発言順位

議員名（持ち時間）
（質問区分）

会派名

発言事項

10

遠藤 覚
（２５分）
（一問一答）

草政会

〇（仮称）草津市立プール整備を含む周辺工事の一元管理について
・（仮称）草津市立プール整備に係る進捗状況について
・草津駅付近における工事計画内容について
・周辺工事の一元管理について
〇議第５３号草津市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例
案について
・（仮称）草津市第二学校給食センターの整備計画の進捗状況について
・条例改正を行う目的について
・給食費未納の実態について
・未納者に対する対応について
〇市債権の一元管理について
・コロナ禍における納付状況について
・現在の収入未済額等について
・未納付金の回収方針と手順について
・債権の一元管理について

11

山元 宏和
（２５分）
（一問一答）

草政会

〇環境について
・環境保全への体制づくりについて
・気候非常事態宣言やゼロカーボンシティ宣言への参加について
・志津南環境美化ボランティアの会への支援について

5

質問日 令和３年６月１７日（木） 質問者５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。
議員名（持ち時間）
発言順位
会派名
発言事項
（質問区分）
12

粟津 由紀夫
（２５分）
（一問一答）

市民派
クラブ

〇草津市市政功労者表彰について
・創設以来の受賞人数
・委員の構成と表彰選考対象者の功績の把握
・被表彰者の選考基準
・社会的評価等が顕著な方とは
・構成人員を３０人以上とする理由
・現代に則した表彰基準年数の改定
・市、県社会福祉協議会との情報交換や打合せ
・表彰のホームページでの掲載
・表彰の新設

13

土肥 浩資
（２５分）
（一問一答）

市民派
クラブ

〇消防団員の処遇について
・年額報酬の金額設定理由について
・費用弁償の金額設定理由について
〇消防団員の処遇改善について
・年額報酬の増額について
・費用弁償の増額について
・精勤団員に報いる報酬のあり方について
〇道路交通法改正への対応について
・消防自動車の軽量化か、免許取得費用の助成か

14

藤井 三恵子
（２５分）
（一問一答）

日本共産党
草津市会議員団

〇コロナワクチン接種体制について
・これまでの予約受付の進捗状況について
・６月末の計画と予約終了できるのか
・接種後の対象者のうち副反応の発生状況と対応について
・コールセンターの対応改善とその予算はどれだけか
・予約システムのあり方としての問題点と今後に活かすべき教訓は何か
・ワクチン接種数と今後の計画について
・集団接種による送迎のための巡回バスの運行の実態は
・特養ホームなどの福祉施設入所者への接種状況と見込みは
・障害福祉施設への接種体制についての見解は
・ワクチン予約支援への補助の考えはないのか
・今後に向けて、企業や学校などへの支援体制はどうか
〇PCR検査の推進について
・学校などで感染が疑われる濃厚接触者への配慮と検査体制の強化に
ついて
・介護、保育、学校関係者など定期的な社会的検査の支援対策を求め
る
〇「生理の貧困」について
・生理用品の配布についての実績は
・補正予算にあげられている女性活躍推進費についての内容は
・学校での配布について
・女性の健康にかかわる性教育はされているのか
・貧困対策の一つとして、生活サポートとの連携はどうか
・生理用品を学校のトイレに設置することについて
〇ジェンダーフリーの施策向上について
・キラリエ草津の新たな施設での相談窓口の取り組みの計画は
・第４次草津市男女共同参画推進計画の中の条例の認知度推進につい
て
・草津市の４つの目標の具体化について
・「女性活躍、男女共同参画重点方針２０２１」の行動提起についての市
長の構えについて

6

発言順位

議員名（持ち時間）
（質問区分）

会派名

発言事項

15

八木 良人
チャレンジ 〇議第４８号令和３年度草津市一般会計補正予算（第３号）について
（２５分）
くさつ
・土木費としてあげられている３３，９１３，０００円の内訳等について伺う
・予算書やホームページその他において、丁寧な説明を公開することに
（一問一答）
ついて
〇パートナーシップ制度について
・草津市において、市民のLGBTに対する理解についての認識を問う
・パートナーシップ制度を草津市に導入することは可能なのか問う
〇子どもたちが議論し決定するプロセスを大切にする教育について
・確かな学力とは具体的にどのようなイメージなのか問う
・校則や生徒指導と「主体的に考え行動する人づくり」との関係について
・校則等を児童生徒がみずから決めていくことについて
・校則をホームページで公開することについて
・時代に合う教育を常に考えバージョンアップしていくことについての教
育長の考えを問う
〇草津市での新型コロナウイルス感染症の影響について
・生活困窮者の実態の把握について
・コロナ禍における子どもたちの学力への影響について
・コロナ禍における学校と地域連携への影響について

16

西垣 和美
（２５分）
（一問一答）

公明党

〇今後のコロナワクチン接種について
・今後の予約スキームについて
・接種予約と相談対応の窓口を分けることについて
・今後の接種の優先順位の対象者について
・一般接種者への発送時期の見通しについて
・職域接種の協議状況について
・有料のナビダイヤルから無料のフリーダイヤルへの変更について
〇コロナ禍における女性の支援について
・女性活躍推進費「つながりサポート事業」実施の手法について
・学校での生理用品配布状況について
・中学校の女子トイレへの配備要望について
〇高齢者のデジタルデバイド解消に向けて
・高齢者等へのデジタルデバイドへの取り組みへの見解について
・身近な地域での講習の実施等の支援策について
・まちづくりセンターへのWi-Fiの整備への早期着手について
〇多文化共生の推進について
・多文化共生推進プランの取り組みへの庁内での体制や啓発について
・支援が必要な外国籍の子どもたちへの学習支援について

7

