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1 45 1 危機管理課
交番の増設・防犯ボックスの設置および警察官の
増員について【県への要望】

　良好な治安を維持し、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、犯罪認知件数の多い地域に
おける交番・防犯ボックスの設置の増設およびこれに対応した草津警察署への警察官の増員について、
特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○ ○

2 24 2 危機管理課
県道における歩道照明の整備について
【県への要望】

　「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例第１６条で、「道路などを管理する者は、当該道
路等が犯罪の防止に留意した構造、設備等を有するものとなるよう努めなければならない。」と
規定されているが、県管理道路は、歩行者用の連続照明が整備されず、夜間には交通安全上も、
また防犯上も大変危険な状況となっている。特に重点要望路線については、学校施設が近接して
いるなど、ことから、歩行者・自転車の通行量（平成２７年度道路交通センサスデータ：約１，
０００人・台／１２ｈ）が多いことから、緊急的に対策が必要である。
　滋賀県は、自ら制定した同条例の規定を遵守し、道路管理者としての主体性をもって歩道連続
照明の整備について、特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○

3 46 3 危機管理課
新型コロナウイルス感染症に係る詳細情報の提
供について【県への要望】

  新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、本市においても多くの感染事象が発生したところで
ある。
　感染が判明し、蔓延を防止するためには、早期の抑え込みと消毒対策や関係者等への連絡が重
要であるが、感染者情報（年齢、勤め先、施設利用、居住地等）が開示されないことから、感染
の対応が後手に回ることが懸念される。
　このことから、感染者および濃厚接触者の行動履歴を明らかにするとともに、当該者が高齢
者・福祉、子ども、学校関連の施設や公共施設などを利用された場合、施設の利用制限などが必
要となることも想定されることから、感染拡大防止の対応を迅速に進めるため、詳細な情報の提
供について、特段の配意をお願いしたい。

新規

4 61 4 男女共同参画課
地域女性活躍推進交付金の継続について
【国への要望】

　国の「地域女性活躍推進交付金」を受け、女性活躍推進の取組を行っているが、交付金が２０
２０年度までで終了すると聞き及んでいることから、引き続き同交付金の継続について、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。

継続

5 18 1 農林水産課

「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、県と市が一体的に整備し、平成１５年に開設した施設であり、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。
　このため、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目的に、県管理地等
も活用して、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、それと併
せた一体的な修景について、特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○
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6 14 2 農林水産課
かんがい排水事業について
【国への要望、県への要望】

　草津用水更新事業のうち、草津用水２期（一期）・（二期）地区について、令和７年度までの
６年間で事業完了するよう、県営事業の取組体制ならびに国・県の予算確保について、特段の配
意をお願いしたい。
また、当市の湖辺地区における石綿管については、施設整備後４０年を経過し、老朽化による破
損事故が生じていることから、県営事業として令和４年度の事業採択に向け、特段の配意をお願
いしたい。

継続 ○ ○

7 11 1 介護保険課
介護保険制度の円滑な運営に係る支援について
【国への要望】

　現行の財政調整交付金で行われている介護給付費に対する５％基準分の配分は、市町間の格差
が大きいことから、その是正策として、２．５％分を基本分として固定配分し、残りの２．５％
内で、現在の算定方法を用いた配分とし、現行制度より、ゆるやかな傾斜配分となるよう、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。

継続 ○ ○ ○ ○

8 12 2 障害福祉課

地域生活支援事業の国、県補助額の適正化につ
いて
【国への要望、県への要望】

　市町村地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じ、各市町村の柔軟な形態により事業
を効果的・効率的に行うとされているが、事業展開が積極的に図れるよう自立支援給付と同様に国の義
務としていただき、実績額を補助対象基本額とし、５０／１００の補助をしていただくよう国に働きかけてい
ただきたく、特段の配意をお願いしたい。
　また、県補助金についても同様に実績額の２５／１００の補助としていただくよう、特段の配意をお願いし
たい。

継続 ○ ○ ○

9 50 3 保険年金課
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【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、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による社会経済情勢の悪化により、被保険者の生活
および国民健康保険財政を取り巻く環境が著しく厳しくなっていることから、国に対して重点的な財政支
援を行われるよう働きかけていただくとともに、令和２年度の財政の悪化が翌年度以降の国民健康保険
事業費納付金および標準保険料率の算定における料率の上昇等、被保険者負担の急激な増につなが
ることがないよう、県としても特段の配意をお願いしたい。

継続

10 51 4
介護保険課
障害福祉課

福祉・介護職員の報酬増額に対する支援につい
て【国への要望】

　福祉・介護職員の処遇改善については、臨時改定も含め、数度にわたる取組が行われてきたと
ころであるが、恒久的な見直しには至っていない。福祉・介護職を職業として選択しても安定的
な生活を送ることができるよう、財源も含め、更なる支援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。

継続

11 52 5 保険年金課
重度精神障害者に対する医療費助成制度につい
て【県への要望】

　重度精神障害者に対する医療費助成制度について、重度心身障害者に対する助成と同様に、広
く保険適用医療費の一部負担金を助成対象とする制度を構築していただきたく、特段の配意をお
願いしたい。

継続

環境経済部

健康福祉部
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12 53 6 保険年金課
子どもの医療費に係る助成制度の拡充について
【県への要望】

　子どもの医療費助成は、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減等、子育て支援の
観点から各市町で実施され、子育て家庭の福祉の増進に大きな役割を果たしている。
　一方、各自治体の財政事情や政策的な要素などから自治体間で支払方法や対象年齢、自己負担、所
得制限等の制度内容が異なるため、転居に伴う助成内容の変更等についての不公平感が生じている状
況にある。
　このような中、喫緊の課題である少子化対策として、引き続き、未来を担う子供を安心して生み育てられ
る環境づくりを推進するため、県内同じ制度の下に、県、市町が一体となって次世代育成支援ができるよ
う、県において小学校就学後の子ども医療費助成制度の創設していただきたく、特段の配意をお願いし
たい。

新規

13 13 1 幼児施設課
待機児童解消に向けての保育士処遇改善につい
て【県への要望】

　国に引続き公定価格のアップや制度創設を働きかけることはもとより、子育て世代の流入など
により県南部地域の人口増が続くなか、「まち・ひと・しごと創生」の観点からも、県独自の保
育士確保策の創設について特段の配意をお願いしたい。

継続 ○

14 40 2 幼児施設課
学校施設環境改善交付金の確実な事業採択と適
正な時期の交付決定について【国への要望】

　大規模改造事業（老朽）、屋外教育環境事業（グラウンド改修）や公立幼稚園の認定こども園
化、学校給食施設整備事業に係る学校施設環境改善交付金の確実な事業採択と適正な時期の交付
決定について、国へ働きかけていただきたく、特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ 〇

15 55 3 幼児施設課
保育対策総合支援事業費補助金、滋賀県保育対
策総合支援事業費補助金の要件緩和について
【国への要望、県への要望】

　保育対策総合支援事業費補助金、滋賀県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定めのある
「保育体制強化事業」における補助金の交付対象が「平成２６年４月１日以降に新たに保育所等
に配置された者」となっていること、および「保育補助者雇上強化事業」における交付対象が
「新たに保育補助者の雇上げを行う施設又は事業者」となっていることについて、要件を撤廃し
ていただくよう、国に働きかけていただくとともに、県におかれても、要件の撤廃について、特
段の配意をお願いしたい。

継続

16 56 4 家庭児童相談室
児童福祉施設（乳児院等）の増設および児童家庭
相談業務体制の充実について【県への要望】

　緊急かつ円滑に児童の安全確保ができ、子どもの特性に応じた適切な支援を講じることができるよう
に、施設の定員および施設担当職員の増員を含め一時保護施設および児童福祉施設（乳児院等）の増
設と充実について、特段の配意をお願いしたい。

継続

17 57 5 幼児課
幼保連携型認定こども園の看護師等のみなし配
置について【国への要望、県への要望】

① 国：幼保連携型認定こども園での看護師等の保育士みなし配置について、運用上の通知ではな
く、国の省令において定めるよう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。
② 県：幼保連携型認定こども園において、内閣府・文科省・厚生労働省からの連名通知において
運用上、看護師等の保育士みなしを認めていることから、県の条例においても保育士みなしを認
めるか、三省同様に県通知にて運用上での保育士みなしを認めるよう特段の配意をお願いした
い。

新規

子ども未来部

健康福祉部
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18 54 6 幼児施設課
保育士等の処遇改善等加算の認定審査事務の簡
素化【国への要望、県への要望】

　保育士等の処遇改善等加算の認定にかかる事務については、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。

継続

19 58 7 家庭児童相談室
児童家庭相談業務体制の充実について
【県への要望】

　市の相談体制を充実させ、虐待事案へ積極的かつ適切に対応するには、専門機関である児童相
談所による助言、援助要請等の支援が重要である。
　そのためにも、所管地域の要保護児童対応ケース数の規模に応じた、経験豊富な職員配置をし
ていただきたくなど、特段の配意をお願いしたい。

新規

20 59 8 幼児施設課
補助金交付要綱の早期発出について
【国への要望、県への要望】

　各種国県補助金要綱について、発出時期が遅く、事務や事業実施に支障をきたしており、早期発出に
ついて、積極的な取組をお願いするとともに、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。 継続

21 20 1 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、保全を前提とした上で、琵琶湖辺の魅力ある資源を損ねることなく、資源を活かしたイベン
トの実施、オープンカフェの設置等の賑わいの創出に資する利活用を促進することにより、持続可能な地
域振興・観光振興に繋げるため、令和元年度に「みどりとみずべの将来ビジョン」の策定・公表をされてい
る。おり、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。

継続 ○

22 16 2 都市計画課
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、滋賀県南部の玄関口としての「おもてなし」と「にぎわい」が実感できる活性化エリ
アの創出を図るとともに、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の実現に向けた研
究について、引き続き本市と共同で進めていただくよう特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○

子ども未来部

都市計画部
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23 22 3 交通政策課
バス交通の確保維持改善に対する補助について
【国への要望、県への要望】

　バス交通については、現在、利用者の減少等により現状の水準を維持することが困難な状況にあり、ま
た、新型コロナウイルス感染症対策として、外出の自粛が求められている中、より一層バスの利用者が
減少している状況である。
　今後は更なる高齢化の進展等が見込まれ、バス交通のサービス水準の向上や多様な公共交通手段が
相互に連携し、効率的かつ効果的で利便性が高い持続可能な公共交通ネットワークを形成するうえで、
バス交通空白地・不便地における移動手段としての役割を担っているコミュニティバスは必要不可欠とな
る。
　ついては、本市のコミュニティバス事業で活用している「地域公共交通確保維持改善事業」（地域内
フィーダー系統補助）の上限額の撤廃や、コミュニティバスおよび路線バスに係る新型コロナウイルス感
染拡大の影響に伴う減収等の補助についても、国へ働きかけていただきたく、特段の配意をお願いした
い。
　県におかれては、現行の県補助金交付要綱の見直しを含めた、滋賀県独自の新たな補助金制度を創
設していただきたく、特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○ ○

24 63 4 交通政策課
公共交通の利用環境改善に対する補助について
【県への要望】

　国におかれては、公共交通のサービス水準向上と利用環境改善を図るために、全国交通系ＩＣカードの
相互利用が可能なシステム経費や、公共交通利用者および外国人観光客が安心して利用できる公共交
通の環境改善に向けたバスロケーションシステム導入等に要する経費にかかる補助制度を創設いただ
いたところである。
　県におかれても、現行の県補助制度を見直し、国と協調した補助金制度を創設していただきたく、特段
の配意をお願いしたい。

継続 ○

25 3 1 プール整備事業推進
室

（仮称）草津市立プールの整備に対する支援につ
いて【国への要望、県への要望】

　（仮称）草津市立プールは、令和６（２０２４）年に開催予定の国民スポーツ大会および全国障害者ス
ポーツ大会の水泳競技会場として活用でき、「スポーツ環境の充実」「新たなにぎわいの創出」「スポーツ
健康づくりの推進」を実現し得る施設であることから、国の交付金要望額の確保に向けて、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、県におかれては、（仮称）草津市立プールの整備および運営に対する財政上の支援について、特
段の配意をお願いしたい。
　併せて、草津川跡地の用地取得および県道下笠大路井線の付替えについて、特段の配意をお願いし
たい。

継続 ○

26 30 2 河川課
一級河川における水位計および河川防災カメラの
さらなる設置と判断水位設定について
【県への要望】

　一級河川管理者として、河川の出水状況等の把握を迅速かつ確実に行い、破堤等災害を未然に防ぐこ
とと、草津市が発令する避難勧告等の判断基準となる水位計および河川防災カメラのさらなる設置を早
期に進めていただくとともに、避難判断水位等の設定について特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○

27 32 3 草津川跡地整備課
草津川跡地河口部の整備について
【県への要望】

　草津川跡地について、優先整備区間とした区間２および区間５をそれぞれ、草津川跡地公園
（区間２）、草津川跡地公園（区間５）として平成２９年４月に供用開始した。
　区間１については、一級河川琵琶湖の整備として、平成２８年度から整備工事を進めていただ
き、令和元年度には、自転車歩行者道（左岸）を開通いただいた。
　当該整備工事は、親水空間や災害時の緊急輸送道路等の整備はもとより、県内で推進している
“ビワイチ”のネットワーク形成に重要な事業であることから、本年度に予定されている湖岸道
路アンダーの整備を着実に進めていただくとともに、堤外地（河川内）の整備内容とその活用、
その後の維持管理についても検討いただき、引き続き事業の早期完了に努めていただくよう、特
段の配意をお願いしたい。
　また、“ビワイチ”のコンテンツのひとつとして“ビワイチ・プラス”の推進とともに、草津
川跡地公園（区間２）および草津川跡地公園（区間５）への自転車による周遊につながる施策、
整備についても併せてお願いしたい。

継続 ○

都市計画部
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28 34 4 土木管理課
一級河川および県有地の適正な維持管理につい
て
【県への要望】

　周辺住民の生活環境の向上を図るために、草津川をはじめとした市内の一級河川や草津川廃川敷等
の県有地における年２回の草刈、浚渫、立木伐採の適時実施、および不法投棄防止を含むパトロール強
化など、適正な維持管理に取り組んでいただくよう、特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○

29 36 5 土木管理課
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【県への要望】

　大雨や台風などの災害時における浸水軽減のため、市が実施する公共下水道（雨水）整備の吐口とな
るよう、一級河川である、北川、狼川、十禅寺川、伊佐々川の改修を積極的に進めていただくとともに、現
在、整備中の北川（JR琵琶湖線より上流）についても、早期に完成できるよう、特段の配意をお願いした
い。
特に北川については国道横断部において相当な時間を要することが想定されるため、早期の調査や具
体計画を示し、国道管理者をはじめとする関係機関との協議を進めていただくよう、併せてお願いした
い。

継続 ○ ○

30 38 6 土木管理課
草津川上流部の平地河川化の促進について
【県への要望】

　草津川上流部では、近年、異常な豪雨が頻繁に発生し、護岸洗掘による破堤被害の危険が増しつつあ
るため、市民の生命財産を守るためにも、「甲賀・湖南圏域河川整備計画」において、当該区間を調査検
討区間から整備実施区間への見直しを行っていただき、一刻も早く平地化事業を進めていただくよう、特
段の配意をお願いしたい。

継続 ○

31 26 7 土木管理課

主要地方道路大津能登川長浜線（山手幹線）の確
実な整備の完了および、滋賀・京都間の新しい国
道１号バイパスの整備について【国への要望、県へ
の要望】

　大津能登川長浜線（山手幹線）について、国道１号における慢性的な交通渋滞の緩和のために、令和５
年度完成に向け、遅れのないよう確実な整備の完了をしていただきたく、特段の配意をお願いしたい。ま
た、その先線となる、滋賀県および京都府を結ぶ国道１号の新しいバイパスの整備に向け、道路調査を
強力に推進し早期に計画を策定されるよう、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。

継続 ○ ○ ○

32 28 8 土木管理課
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】

　文化、芸術、医療、福祉等の施設が集積するびわこ文化公園都市においては、県立美術館や、令和６
年開催の国民スポーツ大会に向けて５千席規模の県立体育館が計画されており、今後、施設整備の拡
充が図られることとなる。
　これらの施設を訪れる県内外からの来訪者の利便性をより向上させるためには、国道１号周辺の著し
い渋滞緩和として、また、草津田上ＩＣとの東西アクセスが既存道路では脆弱であるため、南北の幹線道
路を結ぶ広域的な東西アクセス道路として、都市計画道路平野南笠線（Ｗ＝２４ｍ、Ｌ＝３．５ｋｍ）の整備
が必要である。
　そのため、滋賀県道路整備アクションプログラム見直しにおいて、県内外との交流を促進する広域アク
セス道路として位置付け、県において整備していただきたく、特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○

33 1 9 土木管理課
新県立体育館の整備に伴う周辺道路における交
通渋滞の緩和対策について【県への要望】

　県が整備している新県立体育館が供用されることにより、周辺道路の渋滞が懸念されるため、現在、暫
定２車線により整備されている都市計画道路 平野南笠線について、完成４車線としての整備をしていた
だきたく、特段の配意をお願いしたい。

新規 ○

建設部
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34 67 10 草津川跡地整備課
ＪＲ琵琶湖線上部の県道拡幅について【県への要
望】

　草津川跡地について、優先整備区間とした区間２および区間５をそれぞれ、草津川跡地公園（区間２）、
草津川跡地公園（区間５）として平成２９年４月に供用開始した。
　ＪＲ琵琶湖線上部の県道下笠大路井線については、急勾配で狭隘な幅員、歩道未整備等の問題を抱
え、円滑な通行形態に課題が生じており、琵琶湖湖岸から国道１号までを災害時の緊急輸送道路として
も整備を進めている草津川跡地整備事業の趣旨を踏まえ、本年度に滋賀県と本市で行う予備設計等に
おいてＪＲ西日本と調整を進め、自動車や歩行者等の安全な通行の確保に向けて、早期に工事着手いた
だくよう特段の配意をお願いしたい。

継続

35 69 11 草津川跡地整備課 浜街道の整備について【県への要望】

　草津川跡地について、優先整備区間とした区間２および区間５をそれぞれ、草津川跡地公園（区間２）、
草津川跡地公園（区間５）として平成２９年４月に供用開始した。
　草津川跡地公園（区間２）と接続する主要地方道大津守山近江八幡線（浜街道）については、橋梁部分
の老朽化や周辺道路との取り合い（ぐいち交差点）等の課題が生じており、第１段階として老朽化した橋
梁の撤去と盛土構造による道路改良に向けた設計業務等を平成３０年度・令和元年度に行っていただい
たところである。
　当該工事は、周辺地域の生活環境の改善にも重要なものであることから、引き続き、事業の早期完了
に努めていただくとともに、浜街道の平地化を行う道路改良を早期に着手いただくよう、次期滋賀県道路
整備アクションプログラムに位置付けていただきたく、特段の配意をお願いしたい。
　また、北大萱町地先における葉山川橋梁歩行者の通行の安全確保のため、歩道整備を進めていただく
とともに、順次浜街道全線において安全確保のため歩道整備等の拡幅に向け、特段の配意をお願いした
い。

継続

36 75 12 道路課
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【県への要望】

　本交差点において、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いるため、
市道大路野村線側に右折レーンを設ける計画を進めており、県道下笠大路井線についても、引き続き、
早期の交差点改良について、特段の配意をお願いしたい。

継続

37 65 13 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予算の確保について、引き続き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。

継続

38 71 14 土木管理課
県道と国道１号の交差点改良について
【県への要望】

　草津市域における県道と国道１号の交差点における慢性的な交通渋滞を解消するため、早期に交差点
改良を実施されるよう、特段の配意をお願いしたい。
①　県道草津停車場線の国道１号「国道大路」交差点の事業着手
②　県道山田草津線および大津能登川長浜線の国道１号「草津３丁目」交差点の早期整備完了

継続

39 73 15 土木管理課
県道の矢橋中央交差点改良について
【県への要望】

　都市計画道路大津湖南幹線の矢橋中央交差点における円滑な交通ネットワークを確保するため、滋賀
県道路整備アクションプログラム２０１８において、事業化検討路線として位置付けられたが、早期に事業
着手していただきたく、特段の配意をお願いしたい。
　①　矢橋帰帆島方面（県道草津守山線）から大津方面（都市計画道路大津湖南幹線）に進入する右折
車線の設置
　②　大津方面（都市計画道路大津湖南幹線）から南草津駅方面（都市計画道路矢橋野路線）に進入す
る右折車線の延長

継続

建設部
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40 93 16 住宅課
常盤団地長寿命化事業への支援について
【国への要望】

　市営常盤団地は、３棟７２戸からなる団地で築４０年以上が経過し、躯体および配管等の劣化が著しい
ことから、平成２９年１０月に改定した「草津市市営住宅長寿命化計画」において、令和３年度より棟ごと
に順次長寿命化工事を実施する予定をしている。
　高齢入居者等の仮移転を伴う複数年に渡る事業となることから、円滑な事業実施が図れるよう事業期
間中における国の交付金要望額の確保に向けて、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

41 77 17 道路課
道路ストックの維持管理について
【国への要望、県への要望】

　本市において、平成２５年度から道路ストックの総点検事業を本格的に実施しており、継続的に道路の
維持管理を含めた対応を行っていくには、地方自治体の長期にわたる負担が極めて大きくなり、点検や
健全化計画の更新等継続的な取組が必要となる。
　このため、国および県からの財政面、技術面での更なる支援をいただきたく、国への働きかけを含め、
特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○

42 79 18 道路課
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【国への要望、県への要望】

　本市では、草津市通学路安全対策実施プログラムに基づき、ETC2.0のビッグデータを活用し、潜在的な
危険箇所を把握しながら通学路における交通安全確保のための道路整備事業に取り組んでいる。
こうした中、令和元年５月８日には、滋賀県大津市の交差点で園児を巻き込んだ事故が発生し、交差点
における安全対策が全国的な問題となっている。
　当該事業は、通学時における児童生徒の安全確保を図るうえで不可欠であり、かつ早期に推進する必
要があることから、交付金要望額の満額確保について、国に働きかけていただきたく、また、幼稚園や保
育園の園外活動における安全対策への財政支援につきましても特段の配意をお願いするとともに、国道
や県道においても、同様に通学路等の安全対策について推進していただきたく、特段の配意をお願いし
たい。

継続 ○ ○

43 83 19 道路課
都市計画道路大江霊仙寺線の整備に係る支援に
ついて【国への要望】

　都市計画道路大江霊仙寺線は、大津湖南都市計画において隣接する市域間を南北に結ぶ幹線道路で
あるとともに、国道１号や大津湖南幹線といった主要幹線道路の補助幹線としての機能を併せ持つ広域
を連携する重要な道路である。
　また、当該道路は、現在施行中の南草津プリムタウン土地区画整理事業に包含されていることから、当
該土地区画整理事業と施工時期等の整合を図り、一体的に道路整備を推進する必要がある。
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。

継続

44 89 20 草津川跡地整備課
草津川跡地の整備に対する支援について
【国への要望、県への要望】

　草津川跡地について、優先整備区間とした区間２および区間５をそれぞれ、草津川跡地公園
（区間２）、草津川跡地公園（区間５）として平成２９年４月に供用開始した。
　次期整備計画においては、残る未整備の区間（３・４・６）の整備を計画しており、事業実施
にあたって補助金・交付金など、積極的な財政支援について国への働きかけ、また滋賀県におか
れては、草津川跡地整備事業に対する財政支援と、区間６において栗東市の事業が具体的に進め
られるよう積極的に調整するとともに、関連する県事業への積極的な取組について特段の配意を
お願いしたい。
　また、区間４（都市計画道路からＪＲ琵琶湖線までの区間）に隣接して計画している（仮称）
草津市立プールの整備事業等について、草津川跡地事業と同様に事業の推進にあたって、財政支
援も含めた特段の配意をお願いしたい。

継続

45 87 21 公園緑地課
都市公園長寿命化修繕事業に対する支援につい
て【国への要望】

　老朽化が進む市内の都市公園の施設について、公園施設長寿命化計画に基づき、効率的で効果
的な改修を行い、ライフサイクルコストの低減に努める必要があるが、当事業は社会資本整備総
合交付金の交付対象事業であるため、今後、計画的に事業を進めるため、交付金要望額の確保に
ついて、国に働きかけいただきたく、特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○

建設部
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46 85 22 公園緑地課
野路公園の整備に対する支援について
【国への要望】

　野路公園整備事業は、昭和４７年に都市計画決定をした都市公園であり、人口集中が進むＪＲ
南草津駅周辺の市街地エリアにおいて公園面積を確保するため、平成２７年に事業認可を受けて
整備を進めているものであり、事業を円滑に推進し、確実に完了するため、当該事業に係る交付
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。

継続

47 91 23 公園緑地課
牟礼山公園の用地取得および今後の整備等につ
いて【県への要望】

　牟礼山公園については、草津市と大津市の両域に及ぶ都市公園であり、昭和47年に都市計画決定さ
れ、びわこ文化公園都市将来ビジョンの対象地域内にあることから、滋賀県が管理する文化ゾーンと一
体的な活用を行うことで、県民の憩いの場として貴重な施設になることから、今後の整備や維持管理等に
ついては、滋賀県で対応いただきたく、特段の配意をお願いしたい。

継続

48 7 1 上下水道施設課
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【県への要望】

　湖南中部浄化センターにおける中間水路は、水草の大量繁茂や浮遊ゴミ等の滞留により景観の
悪化や船舶航行の障害となり、特に夏場には臭気が発生し、生活環境への悪影響や帰帆島のイ
メージダウンにつながっている。
　毎年、部分的な除草を実施いただいてはいるが、目に見える効果が得られていないことから、
埋め立てを含む様々な対策を検討し、環境改善に繋がる抜本的な中間水路の水質改善対策等を講
じていただくよう、特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○

49 9 2 上下水道施設課
不明水対策に係る社会資本整備総合交付金制度
の拡充について【国への要望、県への要望】

 平成２５年９月に襲来した台風１８号の大雨による大量の不明水により、浄化センター周辺に汚
水が溢水し、地域の住環境と市民生活に対し多大な被害が発生し、また、平成２９年１０月の台
風２１号の豪雨による不明水で、流域下水道区域内で汚水が溢水したことから、流域ならびに公
共下水道において発生している不明水について、早急に実効性のある対策を取っていただくよ
う、特段の配意をお願いしたい。
　また、社会資本整備総合交付金制度において、不明水対策を目的とした制度を拡充していただ
くよう継続的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。

継続 ○ ○ ○

50 60 3 上下水道総務課
水道事業への財政支援の拡充について
【国への要望】

　住民の生活を支える最重要のライフラインである水道施設の老朽化による更新や耐震化などに
よる施設の強靭化や整備について、平成２８年度より創設された補助採択基準が拡大されており
ますが、引き続き水道料金や企業債残高などの国庫補助採択基準の撤廃もしくは緩和を図ってい
ただくよう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。

継続

再掲 40 1 教育総務課
学校施設環境改善交付金の確実な事業採択と適
正な時期の交付決定について
【国への要望】

　大規模改造事業（老朽）、屋外教育環境事業（グラウンド改修）や公立幼稚園の認定こども園化、学校
給食施設整備事業に係る学校施設環境改善交付金の確実な事業採択と適正な時期の交付決定につい
て、国へ働きかけていただきたく、特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○

建設部

上下水道部

教育委員会事務局
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51 42 2 児童生徒支援課

生徒指導、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
【国への要望、県への要望】

　いじめを含む児童生徒の問題行動や不登校などの学校不適応に専任として対応する教員の加配の充
実について、また、特別支援教育（インクルーシブ教育）の充実に向けた特別支援教育コーディネーター
の専任化、インクルーシブサポーターの増員および県基準の緩和、医療的ケアを実施するための「看護
師配置の増員」と「人材確保のための体制整備」等補助制度の充実について、国への働きかけを含め、
特段の配意をお願いしたい。

継続 ○ ○ ○ ○

52 44 3 学校教育課
小学校の外国語教育の充実に係る加配教員の増
員配置について
【県への要望】

　小学校における外国語科の本格実施において、専門的な指導技能を有した人材を県で確保していただ
くとともに、教員全体の指導力向上に向けて、地域の中核となる教員の配置増員について、特段の配意
をお願いしたい。

継続 ○ ○

53 5 4 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、大会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。

継続 ○ ○

54 95 5 学校教育課
小中学校の臨時講師、非常勤講師の人材の確保
と紹介について
【県への要望】

　小中学校の臨時講師、非常勤講師ができる人材を県で確保していただくとともに、学校の要望に応じて
紹介していただくシステムの構築や、学校現場に適した人材の紹介についても、特段の配意をお願いし
たい。

継続 ○

55 81 6 スポーツ保健課
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
【県への要望】

　通学路における通学途中の児童が被害者となる交通事故が多発しており、通学路の安全対策が課題
となっている。本市では、通学路の安全を確保するために、関係機関との連携のもと、通学路の安全点検
を実施し、早急な対応を図っているところである。
　中でも、主要地方道大津能登川長浜線について「南部土木事務所道路整備アクションプログラム2018」
に掲載いただき、実施設計や地域の意見を聞き取る会議等を開いていただいているが、歩道橋の設置な
ど、通学路の安全対策の早期対応について特段の配意をお願いしたい。

継続

56 96 7 学校教育課
小中学校の業務改善の推進について
【県への要望】

　小中学校の教職員の業務負担を軽減するため、学校の業務改善の推進について、県としても「学校に
おける働き方改革取組計画」の具現化に一層積極的に取り組んでいただきたく、特段の配意をお願いし
たい。

継続 ○

57 97 8 スポーツ保健課
養護教諭の人的配置の拡充について
【国への要望】【県への要望】

　複雑化・多様化する養護教諭の業務負担の軽減や市全体の養護教諭の資質向上のため、正規職員
で、市全域を担当する養護教諭を拠点校（小学校２校、中学校１校）に配置することに関し、義務標準法
の基準緩和について、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、県単独措置によ
る配置の検討について、特段の配意をお願いしたい。

継続 ○

58 98 9 学校政策推進課
ＩＣＴ教育に係る加配教員の配置について
【県への要望】

　新学習指導要領で学習の基盤となる資質・能力として位置づけられている情報活用能力の育成を図る
ためには、ＩＣＴ教育を推進する教員の存在が不可欠である。このために、ＩＣＴ教育に係る加配教員を配
置していただきたく、特段の配意をお願いしたい。

継続

59 47 10 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業務支援や財政支
援等について、特段の配意をお願いしたい。

継続 ○

教育委員会事務局
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60 49 11 歴史文化財課
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
【国への要望】

　本市の登録有形文化財建造物について、所有者の経済的状況から保存修理できないものがある。この
ままの状態が続くと、当該文化財のき損等が進む恐れがある。
　なお、登録有形文化財建造物については、「登録有形文化財建造物修理等事業費国庫補助要項」（平
成３０令和２年４月１日改正）があるが、保存修理工事に係る設計監理費、公開活用に資する設備や案内
設備・情報機器の整備が補助対象であり、所有者が行う保存修理に関する工事費は対象外となってい
る。
　ついては、登録有形文化財建造物を保存継承し、地域の歴史資源として有効活用を図るためにも、当
該文化財の保存修理に対する個人所有者の負担軽減に向けた補助制度の拡充について、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。

継続

61 99 12 学校政策推進課
司書教諭の専任化について
【国への要望】

　学校図書館の読書センター機能の充実と学習・情報センター機能の向上を図るため、司書教諭が業務
に専念できるよう、教職員定数における追加措置について、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。

継続

教育委員会事務局
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