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日頃は、草津市の発展と市政の円滑な運営に格別の御指導、御支援を賜り厚く

お礼申し上げます。 

さて、全国的な人口減少社会の中、現在も人口増加が続いている本市において

も、近い将来、人口減少が現実のものになると予想しております。 

また、世界でも類を見ないスピードで高齢化が進行し、本市においても、年々

高齢化率が高まるなど、市政を取り巻く様々な環境が変化・多様化し、よりきめ

細かな市民サービスの提供が求められています。 

こうした状況の中、令和１４年度を目標年次とする第 6 次草津市総合計画に掲

げる将来ビジョンである「ひと・まち・ときをつなぐ 絆をつむぐ ふるさと 健

幸創造都市 草津」の実現に向けて、第 6 次草津市総合計画第１期基本計画では、

「未来を担う子ども育成プロジェクト」、「地域の支え合い推進プロジェクト」、

「にぎわい・再生プロジェクト」、「暮らしの安全・安心向上プロジェクト」をリ

ーディング・プロジェクトとして位置付け、全力で取り組んでおりますが、これ

らの施策を総合的かつ計画的に推進していくにあたりましては、国・県の御協力

なくしては、その実現は極めて困難であります。 

つきましては、県におかれましても厳しい財政状況であることは承知いたして

おりますが、本書のとおり、本市の喫緊の課題や財政状況を御賢察いただき、今

後の県の予算編成や国への要望活動にあたり、本市のまちづくりの推進に特段の

御配意をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

令和４年８月 

 

 

滋賀県知事 三日月 大造 様 

 

草津市長 橋川 渉 



――――  要 望 事 項  ―――― 

 

重 点 要 望 

１．都市計画道路平野南笠線の事業化に向けた取組について（継続） 

【県への要望】 

      （総合企画部、文化スポーツ部、土木交通部）  …………  １ 

２．草津ＰＡと連携したびわこ文化公園都市周辺エリアの活性化（リンク×ノード× 

マネジメント）に向けた取組について（継続）        【県への要望】 

（総合企画部、土木交通部）  …………  ３ 

３．歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業補助金等の適切な確保について（継続） 

【国への要望】 

     （文化スポーツ部）  …………  ５ 

４．第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会に向けた取組に 

ついて（継続）                 【国への要望、県への要望】 

（文化スポーツ部、土木交通部）  …………  ６ 

５．（仮称）草津市立プールの整備に対する支援について（継続） 

【国への要望、県への要望】 

（文化スポーツ部、土木交通部）  …………  ８  

６．湖南中部浄化センターにおける中間水路の水質改善について（継続） 

【県への要望】 

（琵琶湖環境部）  …………  10 

７．地域生活支援事業の国、県補助額の適正化について（継続） 

【国への要望、県への要望】 

                  （健康医療福祉部）  …………  12 

８．介護保険制度の円滑な運営に係る支援について（継続）    【国への要望】 

（健康医療福祉部）  …………  13 



９．保育士確保にかかる処遇改善について（継続）  【国への要望、県への要望】 

（健康医療福祉部）  …………  14 

10．かんがい排水事業の推進について（継続）     【国への要望、県への要望】 

                 （農政水産部）  …………  16 

11．馬場・山寺地区基盤整備事業に対する支援について（継続） 

                   【国への要望、県への要望】 

                 （農政水産部）  …………  18 

12．ＪＲ南草津駅前ロータリーの利用環境整備等の支援について（継続） 

                        【県への要望】 

                 （土木交通部）  …………  20 

13．「道の駅草津リノベーション」にかかる駐車場の拡大および県道とのアクセス 

強化について（継続）                   【県への要望】 

                  （土木交通部）  …………  22 

14．山手幹線（主要地方道大津能登川長浜線、栗東水口道路Ⅰ）の確実な整備の完了 

および、滋賀京都連絡道路（滋賀・京都間の新しい国道１号バイパス）の整備 

について（継続）                【国への要望、県への要望】 

                    （土木交通部）  …………  24 

15．一級河川および県有地の適正な維持管理について（継続）    【県への要望】                   

 （土木交通部）  …………  26 

16．一般国道１号草津市矢倉二丁目地区歩道整備について（新規）  【国への要望】 

            （土木交通部）  …………  28 

17．バス交通の確保維持改善に対する補助について（継続） 

【国への要望、県への要望】 

                    （土木交通部）  …………  30 

18．Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度を活用した琵琶湖湖岸緑地の利活用について（継続） 

                      【県への要望】 

            （土木交通部）  …………  32 



19．県道における歩道照明の整備について（継続）        【県への要望】 

                    （土木交通部）  …………  34 

20．烏丸半島および矢橋帰帆島における湖上交通・輸送拠点の形成について（継続） 

                       【県への要望】 

                  （土木交通部、知事公室）  …………  36 

21．浜街道の整備について（継続）               【県への要望】 

              （土木交通部）  …………  38 

22．草津川上流部の河川改修の促進について（継続）       【県への要望】 

（土木交通部）  …………  40 

23．市街地における一級河川の改修と公共下水道（雨水）整備との連携について 

（継続）                         【県への要望】 

  （土木交通部）  …………  42 

24．草津川跡地の整備に対する支援について（継続） 【国への要望、県への要望】 

                 （土木交通部）  …………  44 

25．草津川跡地河口部の整備について（継続）          【県への要望】 

（土木交通部、商工観光労働部）  …………  46 

26．学校施設環境改善交付金の確実な事業採択、早期の交付決定および補助単価の 

引き上げについて（継続）                 【国への要望】 

   （教育委員会事務局）  …………  48 

27．特別支援教育の充実のための人的配置および「地域で学ぶ」支援体制強化事業 

補助金について（継続）            【国への要望、県への要望】 

                （教育委員会事務局）  …………  50 

28．小中学校の臨時講師、非常勤講師の人材確保と紹介について（継続） 

【県への要望】 

 （教育委員会事務局）  …………  52 



29．「切れ目ない支援体制整備充実事業」における看護師配置にかかる補助率の拡充

および「病児保育事業」「障害児保育支援事業」の幼稚園に対する適用拡大につ

いて（継続）                 【国への要望】【県への要望】 

（教育委員会事務局）  …………  53 

30．交番の増設等、防犯ボックスの設置および警察官の増員について（継続） 

【県への要望】 

  （県警本部警務部）  …………  55 



一 般 要 望 

１．登録有形文化財建造物保存修理の国の補助制度の拡充について（継続） 

            【国への要望】 

                   （文化スポーツ部）  …………  57 

２．国民健康保険制度の円滑な運営に係る財政支援について（継続） 

【国への要望、県への要望】 

                   （健康医療福祉部）  …………  58 

３．精神障害者に対する医療費助成制度について（継続）     【県への要望】 

                  （健康医療福祉部）  …………  59 

４．子どもの医療費に係る助成制度の拡充について（継続）    【県への要望】 

                 （健康医療福祉部）  …………  60 

５．児童家庭相談業務体制の充実について（継続）        【県への要望】 

                  （健康医療福祉部）  …………  61 

６．滋賀県多子世帯子育て応援事業金の対象範囲の拡充について（継続） 

【国への要望、県への要望】 

                  （健康医療福祉部）  …………  62 

７．補助金交付要綱の早期発出について（継続）    【国への要望、県への要望】 

                  （健康医療福祉部）  …………  63 

８．介護人材の育成・確保に向けた具体的かつ効果的な施策の展開について（継続） 

                           【県への要望】 

                  （健康医療福祉部）  …………  65 

９．滋賀県がん患者のアピアランスサポート事業について（新規）  【県への要望】 

                          （健康医療福祉部）  …………  66 

10．水道事業への財政支援の拡充について(継続)             【国への要望】 

                    （健康医療福祉部）  …………  67 



11．県道と主要な幹線道路の交差点改良による渋滞緩和について（継続） 

【県への要望】 

                     （土木交通部）  …………  68 

12．市街地再開発事業の推進について（継続）     【国への要望、県への要望】 

（土木交通部）  …………  70 

13．公共交通の利用環境改善に対する補助について（継続）     【県への要望】                   

                    （土木交通部）  …………  72 

14．子ども達が安全に通学や活動ができる道路整備について（継続） 【国への要望】 

                          （土木交通部）  …………  74 

15．公共施設の長寿命化に対する支援について（継続） 【国への要望、県への要望】 

（土木交通部）  …………  76 

16．主要地方道大津能登川長浜線若草交差点付近の通学路安全対策について（継続） 

【県への要望】 

                  （土木交通部）  …………  78 

17．都市計画道路大江霊仙寺線の整備に係る支援について（継続） 【国への要望】 

                  （土木交通部）  …………  80 

18．地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくりの支援について（市道大路 

野村線の整備）（継続）                   【国への要望】 

                     （土木交通部）  …………  82 

19．常盤
と き わ

団地長寿命化事業への支援について（継続）       【国への要望】 

                           （土木交通部）  …………  84 

20．牟礼山
む れ や ま

公園の用地取得および今後の整備等について（継続）  【県への要望】 

                   （土木交通部）  …………  86 

21．小学校の英語教育の充実に係る加配教員の増員配置について（継続） 

【県への要望】 

（教育委員会事務局）  …………  88 



22．小中学校の業務改善について（継続）            【県への要望】 

         （教育委員会事務局）  …………  89 

23．養護教諭の人的配置の拡充について（継続）   【国への要望、県への要望】 

      （教育委員会事務局）  …………  90 

24．司書教諭の専任化について（継続）             【国への要望】 

                （教育委員会事務局）  …………  91 

25．県立特別支援学校（草津養護学校）の新設分離について（継続） 【県への要望】 

                 （教育委員会事務局）  …………  92 
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重点要望(継続) 

要望先：滋賀県総合企画部 新駅問題・特定プロジェクト対策室 

滋賀県文化スポーツ部 スポーツ課 

滋賀県土木交通部 道路整備課、都市計画課 

都市計画道路平野南笠線については、第６次草津市総合計画において、将来の

まちの構造における「ひがし環状軸」として位置付けている。また、滋賀県の目

指す広域道路ネットワーク形成においても、「環びわこ放射状ネットワーク」にお

ける放射状道路を構成する路線のひとつである。令和６（２０２４）年には、山

手幹線が供用予定であり、滋賀アリーナへの来訪者の利便性向上、びわこ文化公

園都市周辺エリアの活性化のためにも、大津湖南地域および県内外の幹線道路を

結ぶ東西アクセス道路となる当該路線の整備が急務である。 

ついては、本市としても実現に向け取組を進めてまいりますので、令和４（２

０２２）年度の滋賀県道路整備アクションプログラムの見直しにおいて、県内外

の拠点間ネットワーク強化を図る路線として位置付けていただきたく、特段の配

意をお願いしたい。 

 

要望内容 

環びわこ放射状
ネットワーク 

南北幹線道路を結ぶ東

西アクセス道路として、 

平野南笠線の整備を 

要望 

 

平野草津線 

都市計画道路平野南笠線の事業化に向けた取組につい

て【県への要望】 

 

 

 

     

位置図・写真 
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山手幹線の供用や、びわこ文化公園都市の施設拡充により、交通量の増加が

見込まれることから、幹線アクセス道路の整備が必要となる。 

 湖南地域において、各南北軸の主要な幹線道路を結ぶ東西アクセス道路が整

備されておらず、交通混雑が発生している。特に、新名神高速道路草津田上Ｉ

Ｃからの東西アクセス軸として、大津湖南幹線、国道１号、京滋バイパス、令

和６年供用予定の山手幹線、さらには大津信楽線までを東西に連絡する広域的

な幹線軸となる道路整備が急務である。 

 

現状と課題 

１ 大津湖南地域と名神・新名神のアクセス性が向上するとともに、令和６

（２０２４）年度に開通が予定されている新名神の区間（大津ＪＣＴ～城

陽ＪＣＴ・ＩＣ）との相乗効果により、県外との交流ネットワークが充実

し、近畿圏と中部圏との更なる交流の活発化が期待でき、産業振興に寄与

できる。 

２ 周辺幹線道路のネットワーク効果が高まり、大津湖南地域の交通渋滞の解

消と産業振興に大きく貢献できる。 

３ びわこ文化公園都市内に整備される滋賀アリーナや県立美術館などの施設

への、県内外からの来訪者の利便性をより向上させることにより、利用促

進を図ることができるとともに、利用者の安全を確保することができる。 

事業実施による効果 

担 当：建設部   土木管理課 管理係 ＴＥＬ：０７７－５６１－２３８９ 

    都市計画部 都市計画課 計画係 ＴＥＬ：０７７－５６１－２３７５ 
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要望先：滋賀県総合企画部 新駅問題・特定プロジェクト対策室 

滋賀県土木交通部 交通戦略課、道路整備課、都市計画課 

重点要望(継続) 

草津ＰＡと連携したびわこ文化公園都市周辺エリアの

活性化（リンク×ノード×マネジメント）に向けた取組

について【県への要望】 

草津ＰＡは、近畿圏、中京圏、北陸圏から流入する多くの高速道路利用者

に利用されており、また、高速道路と一般道路（都市計画道路山手幹線）が並

走する地域に立地していることから、高速道路と一般道路の連携および多様

な交通モードの連携による交通結節点機能を付加することにより、びわこ文

化公園都市へのアクセシビリティの向上や地域振興等を実現するポテンシャ

ルを有している。 

この地の利を活かし、草津ＰＡと連携した拠点整備を「びわこ文化公園都

市将来ビジョン」に位置づけ、広域的な道路ネットワーク（リンク）を活用

し、地域振興機能および広域的な防災機能を備えた公共交通結節拠点（ノー

ド）を整備するなど、より効果的で効率的な運営や周辺施設との連携（マネ

ジメント）を行い、びわこ文化公園都市周辺エリアをはじめとする滋賀県南

部エリアの活性化に向けて、引き続き、本市と共同で推進していただくよう

特段の配意をお願いしたい。 

要望内容 

 

 

位置図 




