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平成24年５月１日号

議案審議結果

３月９日には、市議会の６つの会派から、会派を代表して議員が代
表質問を行いました。質問と答弁の内容の一部を要約して紹介します。

代表質問

２月定例会に付された案件
※議案名等は一部省略して記載しています。

付託
委員会

会派別賛否‥‥草政会は議長を除く
（賛成＝○、賛成しない＝×、棄権＝―）

議決結果

【意見書第５号】若者雇用をめぐるミスマッチ解消を求める
意見書（案）
若者の雇用をめぐるミスマッチ解消のため、①中小企業に関
する情報提供体制の充実、②「有期実習型訓練」を実施する 付託省略 原案可決
中小企業に対する助成金制度の拡充、③学生と中小企業の接
点の強化、④中小企業への定着支援の充実を迅速かつ適切に
議
意 講じるよう国に求める。
員
【意見書第６号】こころの健康を守り推進する基本法の制定
提
見 を求める意見書（案）
出
すべての国民を対象とした、こころの健康についての総合的 付託省略 原案可決
で長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基
議
書 本法」の制定を国に求める。
案
【意見書第７号】環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉に関
する意見書（案）
国民の総意が得られない中で表明したＴＰＰ交渉への参加方 付託省略 原案可決
針を即時に撤回し、国民の生命に直結する重要な制度・仕組
みを堅持する方針を明確にするよう国に求める。
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一黄

橋川市政２期目に向けての姿勢について

市長のマニフェストについて、新事業の増加分
を廃止・見直しする考えはあるか。また、マニ

議員

草津市は他市と比べ健全な財政状況ではあると
考えるが、平成24年度当初予算において、財政

フェストのロードマップ（行程表）策定における市民

調整基金から約３億円を取り崩していることについて

参加として、市民意識調査やタウンミーティング ③な

の考えと、市長２期目にあたっての財政規律の考えを

どを実施する考えはあるか。

伺う。

市

市

限られた財源や人材で持続可能な草津市を目指し

経済情勢の変動により財源不足をきたす場合、市

ていくためには、新事業を増やすだけではなく、事業

民福祉の増進・維持のために財政調整基金を取り崩し

の廃止や見直しも当然必要だと考えている。毎年度実

ている。一方で、年度末に生じた剰余金は、基金へ積

施している各部の組織目標や施策評価などを通じ、引

み増しており、当基金残高は、平成24年度末見込みで

き続き事業の廃止・見直しに取り組む。さらに事業の

は５年前と比べ10億円増の約40億７千万円となって

「選択」と「集中」や、スクラップ＆ビルドができる

いる。今後は、収入の範囲内で予算を組むことを原則

日本共産党草津市会議員団（３人）
久保 秋雄、藤井三恵子、篠原 朋子

仕組みづくりについても、第２次行政システム改革の

とし、国や県、民間との役割分担の明確化、予算編成

中で取り組んでいきたい。また、ロードマップの素案

過程や財政指標、財務諸表等の財政情報の公表、中長

プロジェクトＫ（３人）

時点で市長が各地域に出向いてタウンミーティングを

期の財政収支を見通した計画的な財政運営、各種財政

開催し、その中での意見等を踏まえて、最終的にロー

指標の健全な数値の確保など、基本的な財政規律を確

ドマップを策定していきたい。

保することが大変重要である。

○

×

○

○

○

○

会派構成
草政会（９人）
中島 一 黄、行岡荘太郎、竹村
勇、瀬川 裕海、
奥村 次一、中嶋 昭雄、西田
剛、清水 正樹、
棚橋 幸男（※清水正樹議員は議長のため、会派別賛否の人数から除いています。）

草政会

伊吹 達郎、小野 元嗣、山田 智子
公明党（２人）
西村 隆行、西垣 和美

新生会（３人）
木村 辰已、中村 孝蔵、杉江

（議員氏名は届出書の記載順）

昇

市民派クラブ

大

正美

東日本大震災のがれきの受け入れについて
平成24年度の教育方針について 他

今年度実践していきます!!
議会での新たな取り組み計画（平成24年度予算から）
議会だよりのページ数を増やします
議会活動の情報をさらに詳しくお知らせするため、
本紙「議会だより」の紙面を４ページ増やします。質

これまで本会議の会議録をホームページに掲載して

議員 橋川市政が誕生してから、教育関係の予算配分
が向上し、教育現場の環境においてもハード面・

の本市の問題など、課題と解決策、受け入れの可否を

ソフト面の整備が一段と進んだ。教育長は、教育行政

伺う。

をリードし、実績を積み重ねてこられた。平成24年度

市 クリーンセンターの焼却処理能力は１日150トンで、

の教育方針や具体的な取り組みについて伺う。

疑・一般質問の答弁内容や

いましたが、各委員会の会議録についてもホームペー

委員会の調査などについて

ジに掲載するよう取り組みます。会議録を掲載する委

現状では１日10トン程度が対応可能だが、焼却可能な

市

新たに掲載するほか、読み

員会は、議会運営委員会、

ものの選別や切断等の前処理工程が必要である。受け

で「草津の教育がめざすもの」をまとめ、各学校では

やすく、わかりやすい紙面

総務・文教厚生・産業建設

入れ側としては、市民の安全と安心を確保し、ご理解

自らがたてた「目標と成果指標」の達成に向け鋭意取

構成となるような工夫をし

の３つの常任委員会、旧草

いただくことが最も重要である。また焼却灰等の最終

り組んでいる。平成24年度の教育方針は、市長の施政

ていきます。

津川跡地対策・議会改革推進・

処分先である大阪湾フェニックスセンターには余裕が

方針にあるように、「日本一の教育のまち」をめざし

予算審査・決算審査の４つ

あるとは言えず、この受け入れについての判断が示さ

て、引き続き「子どもの生きる力を育む」、「学校の

の特別委員会の予定です。

れていない。これが整わな

教育力を高める」、「地域に豊かな学びを創る」とい

い限り、市として処理の受

う基本方向のもとに、教育施策を強力に推進する。特

け入れの可否を判断するこ

にそれぞれの学校現場で、子どもたちの姿に教育の成

とは困難である。今後も引

果が見られるような実践の充実と、市立図書館や草津

き続き、滋賀県、近隣市町

宿本陣などのハード、ソフトの両面での充実により生

および関係団体と緊密に情

涯学習、スポーツの振興を図る。

議会改革推進に向け、
市民アンケートなどを行い、検討します。
市議会では昨年10月に議会改革推進特別委員会を
設置し、より開かれた議会をめざして検討を進めてい
ます。検討にあたり市民の皆さんの声をお聞かせいた
だくため、アンケートを実施したり、研修を実施する
予定です。
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委員会会議録をホームページに
掲載します

議員 放射能物質に汚染されたがれきの焼却能力や焼
却灰の処分場の余裕度、また受け入れ側として

≪市議会ホームページ≫
http://www.kusatsu-shigikai.jp/

草津市議会

検 索

※取り組み状況は、
議会だよりやホームページなどで随時お知らせします。

市では「教育振興基本計画」を策定し、校長会等

報交換を行い、検討する。
③タウンミーティング

政治家や行政などが市民に対して行う対話型の集会。
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辰已
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草津市の将来を見据えた施策について
人権同和行政の成果と今後について 他

「人口減少」と「超高齢化」社会の中で、①真

また今年２月の「新たな隣保館等の今後のあり方につ

に実効性のある施策・事業の見極め方や、実効

いて」の答申に対する施策について伺う。

プロジェクトＫ

伊吹
議員

達郎

市長の描く草津川跡地利用の将来像について
東日本大震災のがれき処理について 他

野生のコハクチョウが手の届くところまで飛来
するまち草津。自然を育み、生態系のバランス

議員

未曾有の震災から１年が過ぎようとしている。
被災地では災害廃棄物の処理が思うように進ん

性の薄い事業の縮小・廃止、②財源確保の方策、③市

市

これまでの隣保館での取り組みにより、隣保館の

の取れた環境の中でのまちづくりを目指す中、未来の

でおらず、岩手、宮城の災害廃棄物の量はそれぞれ通

有地の売却も含めた有効利用についての市の方針を伺

利用者が増加し交流が深まってきた一方で、住民や各

子どもたちに何を残すべきなのか。草津のシンボルで

常の約11年分、19年分にも達している。草津市のがれ

う。

種団体の自主自立の気運がまだまだ高まっておらず、

ある日本一の天井川グリーンベルトの将来像を市長は

き受け入れについて伺う。

①世代間負担の公平性に鑑み、事業の新設と廃止

隣保館によっては、利用者や講座等の受講者が一部固

どのように描いているのか伺う。

市

だけではなく、例えば児童向けの施設を高齢者向けに

定化している。「新たな隣保館等の今後のあり方につ

市

草津川跡地は、本市の中央部に残された貴重な空

題であり、支援の必要性は十分に認識しているが、安

転用するなど、将来の利用効率の面からも、事業の「実

いて」の答申では、地域住民が自分の地域を誇りに思

間であり、まちづくりに貢献し、どこにもない「魅力

全性について現時点で客観的かつ合理的に判断するこ

効性」を判断する必要がある。②財源確保にあたって

えるまちづくりを考える必要があることや、地域住民、

的なまち」として全国に発信していける資源と考えて

とが困難である。また、処理後の最終処分先である大

は、今後も引き続き市税の賦課徴収を適正に執行する

周辺住民が隣保館等に魅力を感じて利活用することが

いる。琵琶湖から市街地を結ぶ緑軸として、これまで

阪湾フェニックスセンターでは、現時点で受け入れに

とともに、国や県の補助金を積極的かつ効果的に活用

重要であることなどが示されている。この答申の内容

の公園整備から一歩進んだ、より質の高いガーデンミ

ついての判断がされておらず、これが整わない限りは、

する。③市有地については既存施設の集約化や再配置

を十分尊重し、平成24年度に施策の具体的な取り組み

ュージアムを目指すことで、人々の生活に潤いと安ら

市として災害廃棄物の受け入れを判断することは困難

を視野に入れながら、公共利用、民間活用、将来に残

内容と実施計画を策定する。

ぎを与える憩いの空間にしたい。この緑の空間を「人

である。今後も引き続き滋賀県、近隣市町や関係団体

すなどの役割に整理し、民間への売却は、景気の動向

と人」「組織と組織」が繋がり積極的に活動できる空

と緊密に情報交換を行い、検討する。

を見極めながら対応する。

間として活用されることを期待し、非常時には広域的

市

議員

今日までの人権同和行政により、教育・啓発や

に防災機能を高める空間としても活用できるものと考

生活環境は改善されてきているが、未だ差別事

えている。

被災地の早期の復興には、がれき処理が喫緊の課

象の発生や同和地区と一般地区との生活格差が歴然と
表れている。これまでの施策の成果と課題はどうか、

日本共産党草津市会議員団

久保

秋雄

公明党

西村

ＴＰＰ反対「県民会議」に市長も参加を
介護保険料の負担軽減について 他
議員

議員

滋賀県では、『ＴＰＰ④から県民の命と暮らし／
医療と食を守る県民会議』が結成され「ＴＰＰ

議員

隆行

草津川跡地整備関連について
特別支援教育について

平成24年度の当初予算で、新規に「中心市街地
活性化基本計画策定費」と「総合交通戦略 ⑤策

議員

本市では「乳幼児期から成人期まで、それぞれ
のライフステージに応じた支援を一貫して提供

介護保険における所得基準点の変更は行政側の

定調査費」を、拡大予算として「草津川跡地整備費」

することを目指します」との決意をしているので、東

都合であり、被保険者には責任はない。第6段

を計上しているが、これらの予算で執行される事業は

京都港区のような学習支援員制度を再度検討いただき

反対」の一点で共同をめざしている。県内の農林漁業、

階から第７段階に移行する約300人の被保険者の負担

草津川跡地整備計画にどうリンクし活用するのか。

たい。

医療など21団体や、６市６町の首長も参加している。

は行政で持つのが当然である。経過措置の導入と介護

市

市

市長も市民の暮らしを守る立場から「県民会議」に参

保険料値上げ抑制、市独自の減免制度の導入を求める。

人」「組織と組織」の繋がりを深めることは、人々の

点は、大いに参考にすべきであり、今後本市の支援シ

加すべきである。

市

第１号被保険者の保険料抑制のために一般会計か

元気で潤いある生活に、ひいてはまちの活性化につな

ステムの検討を進めていきたいが、ＮＰＯなど民間と

市

すでに、ＴＰＰ対応については昨年10月３日付で

ら繰り入れ負担することは、第２号被保険者との負担

がるものである。そして、多様な市民活動が行われる

の協働の推進については、公教育に関わるだけに、そ

「経済バランスと影響を十分に検証され、慎重な対応

割合の均衡を損なう。また、所得段階を予め設けた上

草津川跡地へのアクセスを向上し、市民活動の輪を広

のパートナー選びは慎重でなければならない。また、

をするよう」に県市長会から県に要望し、県から国へ

で保険料を設定し、被保険者の負担能力に応じた介護

げるためにも「総合交通戦略」による公共交通を軸と

港区では、１対１の個別支援という方法では対象児の

働きかけをしていただいている。また、ＴＰＰ交渉の

保険料となっているため、一般財源による負担はでき

した交通施策と連携することが重要であり、交通施策

多さに対応できないため、１人の支援員が複数の子ど

分野は生活全般にわたることから、その中で、国益を

ない。保険料の減免については、法に基づき条例で減

と土地活用を連携し、市民の憩いの場と暮らしの場が

もに対応するように移行しつつあるのが実態であると

守るという基本を踏まえた国の取り組みでなければな

免しており、市独自減免の導入については減免対象外

一体化することで、子どもからお年寄りまで多様な人々

認識しているので、本市としての包括的な支援システ

らないとの認識において、関係各国との事前交渉を注

の被保険者の負担増につながるため実施できない。今

の活動を促し、草津市全域の絆が深められると考えて

ムの構築を目指していきたい。

視していくことが必要であり、「県民会議」への参加

後ますます高齢化が進む中で地域支援事業などの予防

いる。

を見合わせている。

的な取り組みが重要であり、介護予防に着目した施策

草津川跡地において質の高い緑を創出し、「人と

質問と答弁の詳細については市議会ホーム
ページか、市役所情報公開室（庁舎２階）や
市立図書館に備え置く５月下旬発行予定の会
議録をご覧ください。

を展開し、保険料の抑制、サービスの充実、保険財政
の健全な運営に努める。
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④ＴＰＰ

アジア太平洋地域に位置する参加国の間で、貿易・投資の自由化、各種経済制度の調和等を行うことにより、参加国相互の
経済連携を促す自由貿易協定の一種。

港区として包括的な特別支援システムを構築した

⑤総合交通戦略

歩行者、自転車と、バスや鉄道などの公共交通を連携させ、交通施策とまちづくりが一体となるような、目指す
べき総合的な交通のあり方を示すもの。
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草津市の将来を見据えた施策について
人権同和行政の成果と今後について 他

「人口減少」と「超高齢化」社会の中で、①真

また今年２月の「新たな隣保館等の今後のあり方につ

に実効性のある施策・事業の見極め方や、実効

いて」の答申に対する施策について伺う。

プロジェクトＫ

伊吹
議員

達郎

市長の描く草津川跡地利用の将来像について
東日本大震災のがれき処理について 他

野生のコハクチョウが手の届くところまで飛来
するまち草津。自然を育み、生態系のバランス

議員

未曾有の震災から１年が過ぎようとしている。
被災地では災害廃棄物の処理が思うように進ん

性の薄い事業の縮小・廃止、②財源確保の方策、③市

市

これまでの隣保館での取り組みにより、隣保館の

の取れた環境の中でのまちづくりを目指す中、未来の

でおらず、岩手、宮城の災害廃棄物の量はそれぞれ通

有地の売却も含めた有効利用についての市の方針を伺

利用者が増加し交流が深まってきた一方で、住民や各

子どもたちに何を残すべきなのか。草津のシンボルで

常の約11年分、19年分にも達している。草津市のがれ

う。

種団体の自主自立の気運がまだまだ高まっておらず、

ある日本一の天井川グリーンベルトの将来像を市長は

き受け入れについて伺う。

①世代間負担の公平性に鑑み、事業の新設と廃止

隣保館によっては、利用者や講座等の受講者が一部固

どのように描いているのか伺う。

市

だけではなく、例えば児童向けの施設を高齢者向けに

定化している。「新たな隣保館等の今後のあり方につ

市

草津川跡地は、本市の中央部に残された貴重な空

題であり、支援の必要性は十分に認識しているが、安

転用するなど、将来の利用効率の面からも、事業の「実

いて」の答申では、地域住民が自分の地域を誇りに思

間であり、まちづくりに貢献し、どこにもない「魅力

全性について現時点で客観的かつ合理的に判断するこ

効性」を判断する必要がある。②財源確保にあたって

えるまちづくりを考える必要があることや、地域住民、

的なまち」として全国に発信していける資源と考えて

とが困難である。また、処理後の最終処分先である大

は、今後も引き続き市税の賦課徴収を適正に執行する

周辺住民が隣保館等に魅力を感じて利活用することが

いる。琵琶湖から市街地を結ぶ緑軸として、これまで

阪湾フェニックスセンターでは、現時点で受け入れに

とともに、国や県の補助金を積極的かつ効果的に活用

重要であることなどが示されている。この答申の内容

の公園整備から一歩進んだ、より質の高いガーデンミ

ついての判断がされておらず、これが整わない限りは、

する。③市有地については既存施設の集約化や再配置

を十分尊重し、平成24年度に施策の具体的な取り組み

ュージアムを目指すことで、人々の生活に潤いと安ら

市として災害廃棄物の受け入れを判断することは困難

を視野に入れながら、公共利用、民間活用、将来に残

内容と実施計画を策定する。

ぎを与える憩いの空間にしたい。この緑の空間を「人

である。今後も引き続き滋賀県、近隣市町や関係団体

すなどの役割に整理し、民間への売却は、景気の動向

と人」「組織と組織」が繋がり積極的に活動できる空

と緊密に情報交換を行い、検討する。

を見極めながら対応する。

間として活用されることを期待し、非常時には広域的

市

議員

今日までの人権同和行政により、教育・啓発や

に防災機能を高める空間としても活用できるものと考

生活環境は改善されてきているが、未だ差別事

えている。

被災地の早期の復興には、がれき処理が喫緊の課

象の発生や同和地区と一般地区との生活格差が歴然と
表れている。これまでの施策の成果と課題はどうか、

日本共産党草津市会議員団

久保

秋雄

公明党

西村

ＴＰＰ反対「県民会議」に市長も参加を
介護保険料の負担軽減について 他
議員

議員

滋賀県では、『ＴＰＰ④から県民の命と暮らし／
医療と食を守る県民会議』が結成され「ＴＰＰ

議員

隆行

草津川跡地整備関連について
特別支援教育について

平成24年度の当初予算で、新規に「中心市街地
活性化基本計画策定費」と「総合交通戦略 ⑤策

議員

本市では「乳幼児期から成人期まで、それぞれ
のライフステージに応じた支援を一貫して提供

介護保険における所得基準点の変更は行政側の

定調査費」を、拡大予算として「草津川跡地整備費」

することを目指します」との決意をしているので、東

都合であり、被保険者には責任はない。第6段

を計上しているが、これらの予算で執行される事業は

京都港区のような学習支援員制度を再度検討いただき

反対」の一点で共同をめざしている。県内の農林漁業、

階から第７段階に移行する約300人の被保険者の負担

草津川跡地整備計画にどうリンクし活用するのか。

たい。

医療など21団体や、６市６町の首長も参加している。

は行政で持つのが当然である。経過措置の導入と介護

市

市

市長も市民の暮らしを守る立場から「県民会議」に参

保険料値上げ抑制、市独自の減免制度の導入を求める。

人」「組織と組織」の繋がりを深めることは、人々の

点は、大いに参考にすべきであり、今後本市の支援シ

加すべきである。

市

第１号被保険者の保険料抑制のために一般会計か

元気で潤いある生活に、ひいてはまちの活性化につな

ステムの検討を進めていきたいが、ＮＰＯなど民間と

市

すでに、ＴＰＰ対応については昨年10月３日付で

ら繰り入れ負担することは、第２号被保険者との負担

がるものである。そして、多様な市民活動が行われる

の協働の推進については、公教育に関わるだけに、そ

「経済バランスと影響を十分に検証され、慎重な対応

割合の均衡を損なう。また、所得段階を予め設けた上

草津川跡地へのアクセスを向上し、市民活動の輪を広

のパートナー選びは慎重でなければならない。また、

をするよう」に県市長会から県に要望し、県から国へ

で保険料を設定し、被保険者の負担能力に応じた介護

げるためにも「総合交通戦略」による公共交通を軸と

港区では、１対１の個別支援という方法では対象児の

働きかけをしていただいている。また、ＴＰＰ交渉の

保険料となっているため、一般財源による負担はでき

した交通施策と連携することが重要であり、交通施策

多さに対応できないため、１人の支援員が複数の子ど

分野は生活全般にわたることから、その中で、国益を

ない。保険料の減免については、法に基づき条例で減

と土地活用を連携し、市民の憩いの場と暮らしの場が

もに対応するように移行しつつあるのが実態であると

守るという基本を踏まえた国の取り組みでなければな

免しており、市独自減免の導入については減免対象外

一体化することで、子どもからお年寄りまで多様な人々

認識しているので、本市としての包括的な支援システ

らないとの認識において、関係各国との事前交渉を注

の被保険者の負担増につながるため実施できない。今

の活動を促し、草津市全域の絆が深められると考えて

ムの構築を目指していきたい。

視していくことが必要であり、「県民会議」への参加

後ますます高齢化が進む中で地域支援事業などの予防

いる。

を見合わせている。

的な取り組みが重要であり、介護予防に着目した施策

草津川跡地において質の高い緑を創出し、「人と

質問と答弁の詳細については市議会ホーム
ページか、市役所情報公開室（庁舎２階）や
市立図書館に備え置く５月下旬発行予定の会
議録をご覧ください。

を展開し、保険料の抑制、サービスの充実、保険財政
の健全な運営に努める。
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④ＴＰＰ

アジア太平洋地域に位置する参加国の間で、貿易・投資の自由化、各種経済制度の調和等を行うことにより、参加国相互の
経済連携を促す自由貿易協定の一種。

港区として包括的な特別支援システムを構築した

⑤総合交通戦略

歩行者、自転車と、バスや鉄道などの公共交通を連携させ、交通施策とまちづくりが一体となるような、目指す
べき総合的な交通のあり方を示すもの。
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