
1 男女共同参画課
市町女性活躍推進事業費補助金（地域女性活躍推
進交付金）の継続について【国への要望】

　滋賀県の「市町女性活躍推進事業補助金」については、国の「地域女性活躍推進交付金」を活用し
て市が行う事業に対して交付（補助率１/２）いただいているが、国の交付金は２０２０年度までで終
了すると聞き及んでいることから、引き続き同補助金の継続について、国に働きかけていただきた
く、特段の配意をお願いしたい。

新規

市では、平成27年度から女性活躍推進を重点事業と位置づけ、本補
助金の交付を受け「女性のチャレンジ応援塾（起業塾）」、「働き
方改革推進事業」、「女性就労支援事業」、「女性の総合相談窓口
業務」等に取り組んできたが、女性の就業率アップなど一定の成果
が表れるまでは継続したい、また、市民からも継続・実施の要望が
多いため。

2 まちづくり協働課
（仮称）市民総合交流センターの整備に対する支援に
ついて【国への要望】

（仮称）市民総合交流センター整備については、本市の中心市街地活性化基本計画に位置づけ、「中
心市街地活性化のコア施設」として、定期借地権方式による民間活力を活用し、市民交流のための機
能および民間施設の新しい機能による公民複合の「（仮称）市民総合交流センター」の整備を進めて
います。
　当該事業においては、平成３１年度以降に予定している施設の買戻しにおいて、社会資本整備総合
交付金（都市再生整備計画事業）の活用を見込んでおり、事業を円滑に実施できるよう、財源確保に
ついて、国に働きかけていただきたく、特段の配意をお願いしたい。

廃止
施設の買戻しおける財源確保について、国へ要望を行ってきたが、令和元
年度の社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）の内示におい
て、本事業に必要となる国庫補助金の全額の交付があったため。

3 農林水産課

「道の駅草津のリノベーション」にかかる駐車場の拡
大および県道からの進入口等の整備について【県への
要望】

　道の駅草津は、平成１５年に県と市が一体的に整備した施設であり、駐車場等の道路部分は、道路
管理者である県に整備いただいた。
現状、駐車場が狭く、特に大型車の駐車スペースが少なく、また、県道近江八幡大津線からは、大津
方面に向かう車線からの進入はできるものの、守山方面に向かう車線からの右折進入ができない状況
にあり、道の駅の機能が十分に発揮できていないことから、道の駅利用者の利便性の向上と烏丸半島
周辺エリアの活性化を図るために、駐車場の拡大および県道（守山方面に向かう車線）からの進入口
の整備と併せた一体的な修景について、特段の配意をお願いしたい。

新規

道の駅草津における駐車場拡大や、近江八幡方面に向かう車線からの進入
口整備について、当該道の駅は,平成１５年に県と市が一体的に整備した
施設であり、現行の駐車場については県が整備したという経緯や、新たな
駐車場用地として検討している箇所には、琵琶湖区域が含まれている等の
諸事情を鑑み、県への要望が必要であると判断されるため。

4 環境政策課 琵琶湖の水草の利活用事業について【県への要望】

　草津市では滋賀県立大学と教育研究活動等を通じたまちづくり事業を円滑かつ効果的に実施するこ
とを目的として、「連携・協力に関する協定」を締結し、滋賀県立大学の「琵琶湖里湖循環プロジェ
クト」である琵琶湖の水草をバイオガス化し、消化液を用いて行う藻類培養を行う水草利活用法の技
術開発の支援を行っている。
　琵琶湖の水草の利活用事業においては、民間事業者の主体的な取り組みが進むよう、琵琶湖の管理
者である滋賀県の主体的な関わりのもと、技術支援や財政支援について特段の配意をお願いしたい。

廃止

「琵琶湖里湖循環プロジェクト」の実現に向けて、民間事業者と市が平成
２９年度に「滋賀県エネルギー社会トップモデル検討支援事業補助金」に
ついて共同申請を行い、事業可能性調査を行い、平成３０年度においては
「滋賀県地域主導型再生可能エネルギー検討支援事業」として民間事業者
にてバイオガス発電事業マスタープラン策定をされ、２年間で２，０００
万円の補助をいただき事業化に向けて整理を行われているため。

5 環境政策課 赤野井湾ハス群落の再生について【県への要望】

赤野井湾のハス群落は、国内でも有数のハス群生地として県内外からも広く親しまれており、草津市
をはじめ滋賀県にとっても重要な自然観光資源であったが、平成２８年に僅かな面積を残しほぼ消滅
した。当該ハス群落は、ヨシ条例に基づく保護地区内に位置し、ヨシと共に保護すべき植生の一つで
あるほか、地元をはじめ市民の方々からも再生を望む声が寄せられている。今後、ハス群落の再生や
望ましい管理のあり方等を検討するにあたり、琵琶湖の管理者である滋賀県に引き続き協力いただ
き、技術支援や財政支援について特段の配意をお願いしたい。

廃止

平成28年度に消失したハスについて、平成29年度から平成30年度にかけて
基礎調査および実証実験を行い、赤野井湾の土壌環境は改善傾向であるも
のの、復元には長い年月を要すること、ハスの地下茎が枯死しており、自
然的・人為的再生のいずれの方法でもハス群落の早期の回復は困難である
ことが判明した。
平成31年4月12日に滋賀県において「お～いお茶下物ビオトープ」を開所
されたことに伴い、環境学習や啓発活動などを基に、赤野井湾のハスの種
の保存および地域資源の継承を行うとともに、集客によってハスを含めた
ヨシ群落保護への市民をはじめ県民への興味関心が高める仕組みができた
ため。

総合政策部

環境経済部

まちづくり協働部

理由

新規・廃止要望の理由（H30→R1)

要望事項№ 担当課 要望内容
新規
・

廃止

【審１－３】

1
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新規
・
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6 介護保険課
低所得者に対する保険料軽減について【国への要
望】

①低所得者に対する保険料軽減措置については、平成２９年４月の実施が見送られたが、今後確実に
実施されるよう国に働きかけていただきたく特段の配慮をお願いしたい。
②現在予定している保険料軽減率については、率の引き上げについて、国に働きかけていただきたく
特段の配慮をお願いしたい。

廃止
介護保険料の所得段階第１段階のみされていた軽減措置が、平成３１年１
０月からの消費税引き上げに伴い、低所得者の負担軽減の観点から、介護
保険料の所得段階第２段階、第３段階も軽減措置されるようになるため。

7 障害福祉課
湖南地域重症心身障害者通所施設の整備に係る支
援について【国への要望、県への要望】

重度の肢体不自由と重度の知的障害がある重症心身障害者の日中活動の場を確保するため、湖南福祉
圏域４市（草津市・守山市・栗東市・野洲市）で重症心身障害者通所施設の整備を進めており、平成
３２年４月の開所に向けて、民設民営方式により事業推進を図っているところである。
当該事業については、平成３１年度に予定している施設の建設において、社会福祉施設等施設整備費
国庫補助金の活用を見込んでおり、事業を円滑に実施できるよう、財源確保について国に対して積極
的に働きかけていただきたく、特段の配意をお願いしたい。
また、県補助金についても同様に財源を確保いただきたく、特段の配意をお願いしたい。

廃止
国の平成３０年度補正予算において予算措置され、事業者に交付内示が出
たため。（内示率９０％）

8 保険年金課
国民健康保険制度の円滑な運営および保険料水準の統
一に係る財政支援について【国への要望、県への要
望】

　国民健康保険制度においては被保険者の1人あたり医療費が増加傾向にあり、被保険者負担の急激な
増加を抑制するための一層の財政支援について国に働きかけていただきたく、特段の配意をお願いし
たい。
　また、保険料水準の統一に係る取組を進めている本県では、他の自治体には無い保険料率の変動が
発生することから、保険料水準の統一を推進することに着眼した重点的な財政支援を行っていただく
よう国に働きかけていただくとともに、県としても保険料水準の統一に起因する被保険者負担の増加
を抑制するための施策を講じられたく、特段の配意をお願いしたい。

新規

１人あたり医療費の増加や国からの激変緩和措置に係る交付金の減少によ
り、３１年度の国民健康保険事業費納付金および標準保険料率は、３０年
度に比べ大幅に増加・上昇したところであり、財政基盤の脆弱さを構造上
の問題として抱えている国民健康保険制度について、より一層の公費拡充
を行い、被保険者負担の軽減を図る必要があるため。
また、本県で進めている保険料水準の統一について、他の都道府県に先駆
けた取り組みである一方、被保険者負担の増加リスクを考慮し、国から重
点的な財政支援が得られるよう働きかけるとともに、県としても被保険者
負担の軽減に向けた配意をお願いしたいため。

9 保険年金課
国民健康保険の保険者努力支援制度について
【県への要望】

保険者努力支援制度における医療費水準の評価について、数値のみをもって評価するのではなく、各
市町の構造的な問題を含めた評価指標の見直しを行うとともに、全保険者に公平な仕組みとしていた
だきたい。

廃止
県2号繰入金の配分基準について、平成３１年度分から医療費適正化の取
り組みに応じた傾斜配分が図られるよう改善されたため。

10 幼児課
幼稚園就園奨励費に係る地方公共団体の超過負担の解
消について【国への要望】

幼稚園就園奨励費に係る地方公共団体の超過負担が発生しないよう十分な予算を確保するとともに、
国に働きかけていただきたく特段の配意をお願いしたい。

廃止
2019年10月からの幼児教育無償化に伴い、幼稚園就園奨励費補助事業は廃
止され、新しい無償化事業が実施されるため。（なお、平成30年度には予
算不足による圧縮は生じず、地方公共団体の超過負担は生じなかった。）

11 発達支援センター

障害のある子どもへのリハビリテーションの充実につ
いて
【県への要望】

滋賀県保健医療計画（平成30年度～平成35年度）の目標値である「地域リハビリテーションの中核を
担う人材育成数（60名）を早急に達成され、市町の役割が果たせるよう住み慣れた地域にリハビリ
テーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）の人材確保が可能となるよう特段の配意
をお願いしたい。

廃止

リハビリテーション専門職の確保は、現在65名と県の目標値は達成してい
る。また、障害児を対象としたリハビリ実施機関においては、新規の診察
では待機はあるが、リハビリに関しては待機なく進められていると確認し
たため。

12 子ども・若者政策課
放課後児童クラブ障害児加配補助の充実について
【国への要望、県への要望】

放課後児童クラブ等支援事業において、障害児を受け入れる放課後児童クラブに対する障害児受入推
進補助制度は、実施する１クラブあたりに一律の定額補助制度となっている。
年々、障害のある児童の入所申込みが増加していることから、県におかれては、配置する支援員数に
応じた補助となるよう、積極的な取り組みについて、特段の配意をお願いしたい。
また、同様の補助制度の見直しについて、国に働きかけていただきたく、特段の配意をお願いした
い。

廃止

国において、子ども・子育て支援交付金のメニュー「障害児受入強化推進
事業」が設けられており、制度改正により、人件費の基準額の引き上げや
児童の受け入れ条件の緩和（「5人以上」から「3人以上」）などの改善が
図られたため。

13 子ども家庭課
ひとり親家庭等生活向上事業の財政的な支援について
【県への要望】

ひとり親家庭等生活向上事業の補助基準の引き上げについて、特段の配慮をお願いしたい。 廃止
平成31年度からの子どもの居場所づくり事業実施においては、対象者を生
活困窮世帯等まで広げ、他の制度である生活困窮者就労準備支援事業費等
補助金も並行して活用できることとなったため。

健康福祉部

子ども未来部
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理由要望事項№ 担当課 要望内容
新規
・

廃止

14 幼児施設課
保育士等の処遇改善加算の認定審査等の簡素化につい
て
【国への要望】

保育士等の処遇改善等加算の認定事務等については、制度が複雑かつ事務量が膨大であることから、
事業者にとって処遇改善事務により事務負担が増大している現状である。制度および事務手続きの簡
素化を国に働きかけていただきたく、特段の配意をお願いしたい。

新規

公定価格に含まれる処遇改善等加算における人件費の加算は、人材の確保
や資質の向上を図るために、「長く働くことができる」職場を構築する目
的のものである。
この処遇改善等加算の認定については、当市においては市で審査後に県が
認定を行っており、県担当者による様式の自動化により事務負担軽減に配
慮いただいているものの、元来の制度が非常に複雑かつ毎年のように制度
改正がされることから、市職員の事務負担はもとより、多くの事業者に事
務負担を強いている状況である。
　「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により本
年４月から時間外労働時間の上限規制等が導入された中、国においても、
処遇改善の確認方法等の運用方法の改善について、検討されるとのことで
あるが、事業者にとって分かりやすく活用しやすい制度にするとともに、
事務負担の軽減を実現するよう処遇改善等加算の認定にかかる審査事務の
簡素化について、国へ働きかけていただきたい。

15 幼児課

待機児童解消のための人材確保策について（潜在
する幼稚園教諭免許取得者の掘り起こし策の構
築）【国への要望】

　待機児童の解消や幼保一体化・認定こども園化の推進のためには、潜在保育士の確保と同様、潜在
的な幼稚園教諭の発掘も大変重要な課題である。
しかしながら、潜在的な幼稚園教諭の掘り起こしに対する国の課題意識や補助制度は十分に整備・構
築されていない。待機児童の解消や幼保一体化・認定こども園化の推進に向けて、保育士同様、潜在
的な幼稚園教諭を掘り起こすための制度や補助金制度を創設について、国に働きかけていただきた
く、特段の配意をお願いしたい。

新規

本市は、待機児童対策の一環として、公立幼稚園を認定こども園化(幼稚
園型)している。認定こども園化には潜在保育士同様、潜在幼稚園教諭の
掘り起こしも重要となっているが、潜在する幼稚園教諭の掘り起こしは、
免許更新制度等の影響もあり、免許は持っているものの更新していないと
いうケースが多く、いざ働こうと思ってもすぐ働けない等の課題も見られ
る。また、更新には予算や時間を要することから、免許は持っているもの
の更新を積極的に行わない人も多い。
実際、本市においても幼稚園教諭免許取得者の確保はかなり困難であり、
人材確保が喫緊の課題となっている。
そこで、潜在保育士同様、国や県を挙げて、潜在的な幼稚園教諭の掘り起
こしや支援策を早急かつ積極的に整備していただきたい。

16 都市計画課
Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度を活用した琵琶湖湖岸緑地の利
活用について【県への要望】

　滋賀県では、魅力ある資源を有する琵琶湖辺においてバランスのとれた保全・利活用を推進するこ
とによって、賑わいの創出を図り、持続可能な地域振興につなげるため、「みどりとみずべの将来ビ
ジョン」の策定を進めておられるところですが、このビジョンの趣旨に則り、本市の湖辺の賑わいの
創出や琵琶湖の魅力の更なる活用に向けて、琵琶湖湖岸緑地（志那地区、山田～新浜地区）を対象
に、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度等の民間活力を導入した利活用をしていただきたく、特段の配意をお願い
したい。

新規

草津市版地域再生計画に基づく持続可能なまちづくりを推進するために、
滋賀県による「みどりとみずべの将来ビジョン」の策定（2019年度策定予
定）を見据えて、滋賀県による湖岸緑地の積極的かつ効果的な利活用を要
望していくため。

17 都市計画課
草津ＰＡと連携した交通拠点整備事業の具現化に向け
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。
このポテンシャルを最大限に活かすために草津ＰＡと連携した交通拠点のあり方等の研究を本市と共
同で進めていただくとともに、当該拠点整備事業の具現化に向けた取組の実施について、特段の配意
をお願いしたい。

新規
草津ＰＡと連携した交通拠点の整備の実現に向けて着実に検討を進めてい
くために、滋賀県との協調体制を確保していく必要があるため。

18 都市再生課
北中西・栄町地区　第一種市街地再開発事業について
【国への要望、県への要望】

　本市の市街地再開発事業においては、都市の防災化を含めた都市機能の更新と高度化を目的とし
て、現在、北中西・栄町地区市街地再開発事業が進められている。
平成２８年１月に組合が設立、平成２９年３月に権利変換計画が認可され、平成２９年１０月から本
体工事が進められている。また、平成３１年度については事業の最終年度であり、当該事業の山場を
迎えている。
　当該事業は、老朽化した密集市街地の不燃化、耐震化が図れる効果の高いものであるため、社会資
本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）要望額の確保について、国に対して積極的に働きかけて
いただきたく、特段の配意をお願いしたい。
また、引き続き滋賀県補助金による支援をいただきたく、特段の配意をお願いしたい。

廃止 今年度が事業完了年度であることから、次年度の要望を行わないもの。

子ども未来部

都市計画部
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理由要望事項№ 担当課 要望内容
新規
・

廃止

19 道路課
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）
【国への要望】

　市道大路野村線の整備は、社会資本整備総合交付金を活用し取り組んでいく予定であり、本線について
は、西大路南交差点において、都市計画道路大江霊仙寺線に流入する車両の交通渋滞が慢性化しており、
地元からも整備の要望が挙がっている。このため、歩道や右折レーンを早期に整備し、歩行者の安全や渋滞
解消を図る必要がある。
　本市としては、早期に用地買収、損失補償等を行う計画としており、事業の進捗を図るため、予算の確保が
必要である。
　ついては、当該道路整備にかかる交付金要望額の確保について、国に働きかけていただきたく、特段の配
意をお願いしたい。

新規

市道大路野村線の整備については、建設部要望９にある「大江霊仙寺線と
県道下笠大路井線の交差点改良について」と一体的に行っていく必要があ
り、事業実施にあたっては社会資本整備総合交付金の要望額の確保が必要
であるため。

20 上下水道施設課
草津市公共下水道接続事業に係る社会資本整備交付
金の拡充について【国への要望】

　農業集落排水処理施設の公共下水道への接続は、汚水の一括処理および持続的な汚水処理システムの
構築を目指すものとして、社会資本整備総合交付金事業を活用した中で、早期に事業効果を出せるよう平成
３１年度末までの工事完了を図るべく取り組みを進めているところであり、当該交付金の配分率の拡充につい
て、継続的に国に働きかけていただきたく特段の御配意をお願いしたい。

廃止

農業集落排水処理施設の公共下水道への接続を平成31年度末までの工事完
了に向けて、草津市公共下水道接続事業に係る社会資本整備交付金の拡充
について要望してきたが、平成31年度までの社会資本整備交付金の確保が
できたため。

21 スポーツ大会推進室
第７９回国民スポーツ大会および第２４回全国障害者
スポーツ大会に向けた取組について【県への要望】

第７９回国民スポーツ大会および第２４回全国障害者スポーツ大会の開催が市民・県民のスポーツ
への意識が高まり、体力向上、健康増進等が図られるとともに、大会終了後のレガシー創出に資する
ものとなるよう、開催運営および会場施設改修にかかる財政支援等について、特段の配意をお願いし
たい。

新規
平成30年度の中央競技団体正規視察結果を踏まえて、今年度以降整備を進
める必要があることから、整備にかかる補助について、開催運営支援も含
めて県へ要望を行う必要性が高まってきたため。

22 スポーツ大会推進室
ワールドマスターズゲームズ２０２１関西に向けた取
組について【県への要望】

　ワールドマスターズゲームズ２０２１関西の開催に当たっては滋賀県が県内開催を進めるうえで主
体性を発揮され大会を成功に導くため、競技運営および参加者等に対する取組にかかる財政支援等に
ついて、特段の配意をお願いしたい。

新規
運営に係る財政補助をはじめ、県の開催市町に対する支援の内容が明らか
となっていないことから、開催を2年後に控えて、十分な支援について要
望を行う必要性が高まってきたため。

23 学校政策推進課
森林環境学習「やまのこ」事業における受入態勢
の整備について
【県への要望】

　本市において「やまのこ」事業が円滑に実施できるよう、実施施設である栗東市立自然学習体験セ
ンター「森の未来館」における日帰り利用や児童数に関わらない利用などの受入態勢の整備につい
て、県において調整していただけるよう特段の配意をお願いしたい。

廃止
平成３１年度より、近江富士花緑公園（野洲市）がやまのこ事業として利
用可能となり、草津市から近距離で日帰りの利用ができる施設を提供して
いただいたため。

教育委員会事務局

上下水道部

建設部
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