
1 － 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、女性活躍推進の取り組みを行っているが、交付金が令和
２年度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、特段の配慮をお願いしたい。

廃止
　「地域女性活躍推進交付金」が令和２年度で終了すると聞き及んでいたが、交付金が継続されることとなった
ため、廃止とする。

2 － 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。

廃止  現在、県から詳細な情報の提供が一定得られていることから、廃止とする。

3 6 農林水産課
馬場・山寺地区基盤整備事業に対する支援について
【国への要望、県への要望】

　本市の馬場・山寺地区の未整備田において、農地の大区画化、農地の集積集約を図り地域農業の振
興と優良農地の確保・保全を進めるため、基盤整備（ほ場整備）事業を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。
　また、国・県の予算確保についても特段の配意をお願いしたい。

新規
　令和４年度の事業採択に向け、令和元年度および令和２年度に事業の基本設計を実施した結果、今年度に新規
採択申請に係る事業計画書を県に提出できることになったため。

4 8 資源循環推進課
循環型社会形成推進交付金対象事業の補助要件の緩和に
ついて【国への要望】

　廃焼却施設の解体事業および解体後の災害廃棄物仮置場の跡地を利用した整備については、交付対
象外となっているが、迅速かつ適正に解体が進むよう、施設の解体事業に対して、また、解体後に引
き続き実施する災害廃棄物仮置場の整備に対して、交付対象となるよう、交付金制度の改正につい
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
　新焼却施設が竣工し約３年が経過したが、旧焼却施設の解体については着工していない状況である。令和３年
４月１日付で焼却施設解体に係る交付金制度の改正があったが、当市の施設は交付対象外であった。施設自体の
老朽化等の問題もあることから早期の解体を実施する必要があるため。

5 17 介護保険課
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
【県への要望】

　介護分野に従事する人材の育成・確保に向けて、県全域あるいは湖南、湖西、湖北、湖東などの各
ブロックなど、広域的な視点で各市町を先導しながら、具体的かつ効果的な施策、取組を早期に講じ
ることについて、特段の配意をお願いしたい。

新規

 第8期草津あんしんいきいきプラン（令和3年度～令和5年度）の基本目標「サービスの質の向上と介護人材の育
成」の具体的事業として「介護人材の確保に向けた取組の検討」を掲げており、当該事業を推進するためには、
滋賀県、近隣他市、介護サービス事業所と連携した広域的な観点を含めた取組として展開していく必要があるた
め。

6 18 健康増進課
新型コロナウイルス感染症の検査体制の拡充について
【県への要望】

　新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた検査体制の拡充として、高齢者施設等の入所者および
従事者への定期的な検査の実施と、軽症者・無症状者を早期発見して市中感染の予防を図るべく検査
体制の見直し・強化について特段の配意をお願いしたい。

新規
・高齢者は重症化するリスクが高く、重症者の増加とそれに伴う医療提供体制の逼迫を回避するため。
・変異株の流行により、若年者でも感染・重症化リスクが高い現状から、検査対象者を広く捉え感染拡大防止を
図るため。

7 －
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。

廃止

 令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定、介護報酬改定により、福祉・介護職員の人材確保・処遇改善にも配
慮しつつ、物価動向による物件費への影響など福祉・介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、全体の改定率と
して福祉で0.56％、介護で0.7％の引き上げが実施されたため。（この中には、新型コロナウイルス感染症に対応
するための特例的な評価として、令和3年9月末までの0.05％が含まれている。）

8 20 幼児課
「医療的ケア児保育支援事業」「病児保育事業」「障害
児保育加算」の幼稚園に対する適用拡大について
【国への要望、県への要望】

①幼稚園（幼稚園型認定こども園）において、医療的ケア児の受け入れ体制整備のため、補助金等の
支援体制を創設するよう、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幼稚園（幼稚園型認定こども園）において、子どもが病気の際に、保護者が自宅での保育が困難な
場合でも病気の児童を一時的に預かることで安心して子育てができる体制整備のため、補助金等の支
援体制を創設するよう、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。
③幼稚園（幼稚園型認定こども園）において、障害児保育の推進に係る体制整備のため、自治振興交
付金に係る障害児保育支援事業を幼稚園（幼稚園型認定こども園）へ拡充するよう、特段の配慮をお
願いしたい。

新規

①厚生労働省の「医療的ケア児保育支援事業」を活用して、保育所や認定こども園での医療的ケア児の受け入れ
を行っているが、幼稚園（幼稚園型認定こども園）では、補助制度がなく、体制整備に係る予算面等の課題が大
きいため。
②幼稚園等では、保育中に体調不良となった子どもに対して対応できる看護師等がおらず、安心して保育ができ
る環境整備が必要となっているため。
③保育所（保育所・幼保連携型認定こども園）では、人件費の補助制度を活用した人材確保に努めているが、幼
稚園（幼稚園型認定こども園）では、補助制度がなく、体制整備に係る予算面等の課題が大きいため。
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9 24 幼児課
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
【国への要望、県への要望】

　滋賀県多子世帯子育て応援事業の対象範囲を世帯の市民税所得割額に関わらず、世帯内のすべての
子どものうち第3子以降の子どもにかかる保育料に拡充することについて、特段の配慮をお願いした
い。また、国制度についても多子カウントの年齢制限の撤廃について、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。

新規
 3月11日開催の2月定例会において、草津市における保育料多子軽減制度の対象について質問があり、他の施策も
打ち出している中、軽減対象の拡充は一自治体で対応するのは財政上難しく、国県へ制度拡充について働きかけ
ていく旨、答弁しているため。

10 －
幼児施設課

（教育総務課との
連名）

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。

－ 公立幼稚園の認定こども園化整備工事が令和３年度で完了のため、当課からは要望しない。

11 －
幼児課

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。

廃止
 令和２年度より国が賃金改善の基準年度見直しを行ったことから要望はせず、事業者の事務負担を再度見極める
こととする。

12 － 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、県におかれましても、要件の撤廃について、特段の配慮をお願いし
たい。

廃止
 保育体制強化事業および保育補助者雇上強化事業の両補助金について、当課から制度の情報を適宜周知している
中で、事業者の制度への理解が深まり、要件緩和について事業者から要望はないことから、国県へ要望しない。

13 －
幼児課

幼児施設課

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。

廃止
 昨年度、県が幼保連携型認定こども園において、通知において運用上、看護師等の保育士みなしを認めたことか
ら、要望しない。

14 26 交通政策課
ＪＲ南草津駅前ロータリーの利用環境整備等に対する補
助について
【県への要望】

 ＪＲ南草津駅前東口ロータリーは、雨天時において送迎用の一般車両の流入が増加し、路線バスの運
行に支障が生じていることから、駅前ロータリーの混雑の緩和や公共交通の定時性の確保に向けた対
策を検討するため、県とともに南草津駅周辺交通対策検討会を立ち上げ、令和２年度に社会実験【交
通規制】を実施し、令和３年度においても社会実験【経路分散】を実施する予定である。
 今後は、社会実験結果を踏まえ、ロータリーの渋滞緩和等に向けた具体的な対策について、社会実験
と同様に支援を行っていただきたく、特段の配意をお願いしたい。

新規

　草津市地域公共交通網形成計画の基本理念である「誰もがいつでも安心して移動できる持続可能で健幸な交通
まちづくり」を実現するためには、道路改良や駅前ロータリーの利用環境整備により、公共交通の利便性の向上
等を図る必要があり、また、大津湖南エリア地域公共交通網形成計画の基本方針である「県と市および事業者や
関係者が一体となって、誰もが安全で安心して利用できる持続可能な地域公共交通ネットワークの構築と、その
利用促進を図る」ためには、南草津駅前ロータリーの一般車の東口進入抑制、西口誘導等の対策の実施が必要で
あることから、引き続き、市と県が連携して取組を進めることが重要であるため。

15 34 都市計画課
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
【県への要望】

　烏丸半島は、本市の都市計画マスタープランにおいてレクリエーション地区に位置付けられ、加え
て、滋賀県において策定された「みどりとみずべの将来ビジョン」においても活用エリアとなってい
る。よって、今後、にぎわい創出に向けた観光振興等が見込まれるが、湖上交通を可能とする船着き
場が独立行政法人水資源機構の所管となっており、十分な利活用が図られていない。この船着き場を
滋賀県の港湾施設として位置付け、湖上交通等の拠点として利活用いただきたく、特段の配意をお願
いしたい。
　また、矢橋帰帆島についても、広域の湖上輸送等を支える拠点としての港湾施設が未整備であるこ
とから、本施設の整備に向け、特段の配意をお願いしたい。

新規

　琵琶湖に面する烏丸半島は、滋賀県立琵琶湖博物館や草津市立彗水生植物公園みずの森等の施設が集積しつ
つ、半島中央約9.0haの予定されているため、今後、更なる活性化が見込まれる地域である。しかしながら、船着
き場があるにも関わらず、十分な利活用が図られていない。これは、主に維持管理を目的とする管理者（独立行
政法人水資源機構）が所管していることがあげられる。よって、本施設の所管を滋賀県へ移し、湖上交通の拠点
とする必要がある。
　また、滋賀県が所管している矢橋帰帆島については、滋賀県地域防災計画において広域輸送拠点として位置付
けられているが、広域の湖上交通を担う港湾施設が未整備であるため、これを整備していただく必要がある。

16 38 都市再生課
市街地再開発事業の推進について
【県への要望】

　草津駅前の再開発事業においては未実施地区が２地区あるが、現在、隣接する再開発事業の完了を
受け、地権者や関係者、地域に事業化の機運がみられる。再開発事業は密集市街地の解消や建物の不
燃化、耐震化、公共施設の確保等が図れる効果の高いものであり、当該エリアの都市機能の更新、集
積と更なる高度化を進めるため、国・県からの支援および指定可能な最大容積率緩和等の規制誘導の
見直しについて、国への働きかけを含め、特段の配意をお願いしたい。

新規

　当該エリアは平成10年度に草津駅東地域市街地総合再生計画を策定し、高度利用を促進する地域として、また
草津市都市計画マスタープランでは高度利用検討地区として位置付けしているが、現状は細分化された敷地や老
朽化した建築物が集積しており、駅前にふさわしい高度化が図られていない。
　当該エリアは本市の核であり、都市機能の誘導および高度集積（市街地再開発の推進）を図る必要があること
から、最大容積率緩和等の規制誘導見直しを要望するもの。

17 36 都市計画課 浜街道の整備について【県への要望】

　主要地方道大津守山近江八幡線（以下「浜街道」という。）は、日に１万台を超える交通量がある
県道で県南北の交通を支える重要な幹線道路の一つであるが、幅員が狭い箇所や歩道が未整備な箇所
が存在するため、歩行者や自転車等が地域コミュニティを支える生活拠点等へ安全安心に通行できる
環境が十分に確保されていないところである。ついては、浜街道全線において歩道整備等の拡幅に向
け順次整備いただくとともに、特に危険性の高い北大萱地先（葉山橋）および南山田町地先について
は、早急に拡幅整備いただけるよう特段の配意をお願いしたい。

分割

当該要望とNo.20「草津川跡地と浜街道の交差部道路改良について」の要望について、令和２年度は、「浜街道の
整備について」の要望として、１本で要望を行っていたが、No.20「草津川跡地と浜街道の交差部道路改良につい
て」の内容が、区間２と浜街道の交差部の道路改良であり、局所的な要望内容であるのに対し、当該要望の内容
は、浜街道全線の歩道整備等であり、全線を対象としたものであることから、令和３年度は、要望内容を整理
し、効果的な要望活動を行えるよう、要望を分割することとした。

子ども未来部

都市計画部
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区分 理由要望事項№ 担当課 要望内容
要望書
ページ
番号

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。

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。

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

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

20 62 草津川跡地整備課
草津川跡地と浜街道の交差部道路改良について
【県への要望】

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工事に着手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、引き続き本年度も予定さ
れている工事を着実に進めていただくとともに、第２段階の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。

分割

当該要望とNo.17「浜街道の整備について」の要望について、令和２年度は、「浜街道の整備について」の要望と
して、１本で要望を行っていたが、当該要望の内容が、区間２と浜街道の交差部の道路改良であり、局所的な要
望内容であるのに対し、No.17「浜街道の整備について」の内容は、浜街道全線の歩道整備等であり、全線を対象
としたものであることから、令和３年度は、要望内容を整理し、効果的な要望活動を行なえるよう要望を分割す
ることとした。

21 － 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、対面の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。

廃止 令和３年度中に県道下笠大路井線の交差点改良工事が終了するため。

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】

　野路公園整備事業については、昭和４７年に都市計画決定された都市公園であり、近年、人口増
加、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の確保を図るために、平成２
７年度に事業認可を受け、草津市緑の基本計画に位置付けて実施するものであり、また、都市部にお
ける防災拠点の整備にも資する重要な事業である。事業を円滑に推進し、確実に完了するために、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。

廃止

　本事業については、現在、第１工区に係る用地取得を進めているところであるが、地権者交渉の状況を踏まえ
た県からの指示や財政課との協議により、今年度から用地取得に係る予算を計上せず、基金により対応すること
としている。このことを踏まえ、社会資本整備総合交付金を国へ要望しておらず、交付金要望額の確保について
国へ要望する必要が無いことから、今年度要望を廃止する。なお、用地取得に至り基金の買戻しの必要性が生じ
た際には、社会資本整備総合交付金の要望や交付金要望額の確保についての要望を再開する。

23 － 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。

廃止

「要望活動の結果、国の制度拡充があり、目的が達成されたため」

・国土交通省において「雨天時浸入水対策ガイドライン」が策定され、不明水の大部分を占める降雨時の浸入水
による事象については、各自治体が「雨天時浸入水対策計画」を策定し、計画的な改築事業にかかる点検・調
査、ならびに対策工事として位置づけることで、社会資本整備総合交付金の交付対象として国の財政支援が可能
な旨の通知がなされたため。
・県への予算要望活動に際し、上記の国の取扱いについては、弾力的な運用により不明水対策についても交付金
対象とすることが可能であり、要望の成果として、琵琶湖環境部長と市長の間で確認がなされたため。

※令和2年12月17日付上下施発第4564号（第128回近畿市長会総会に提出する要望事項について（回答））にて通
知済みの内容に基づく。
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64

44

令和２年度は、「①国道大路交差点」と「②草津３丁目交差点」の交差点改良を「県道と国道１号の交差点改良
について」の１つの要望としていたが、「②草津３丁目交差点」については、令和３年度予算で事業が完了とな
ることから、「①国道大路交差点」と「県道の矢橋中央交差点改良について」を、「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」に統合することとした。

令和２年度は、平野南笠線の中でも、「暫定整備区間」と「未整備区間」に分けて、別々に要望していたが、限
られた時間の中で、効果的に要望するため、令和３年度は、平野南笠線の要望として、１つに統合することとし
た。

統合

統合

土木管理課

土木管理課

上下水道部

建設部
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24 87 歴史文化財課
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
【国への要望】

　国指定史跡である芦浦観音寺跡や草津宿本陣の史跡整備や埋蔵文化財調査について、歴史活き活
き！史跡等総合活用整備事業補助金等を活用し取り組んでいるが、史跡整備・埋蔵文化財調査共に申
請額を下回る補助金額しか内示されず、事業の進捗が遅れることとなる。国においては、市要望の内
容を精査し、必要額を確保するよう特段の配慮をお願いしたい。

新規

・史跡整備・埋蔵文化財調査共に国の補助率は2分の1であり、事業を進める上で国庫補助金を獲得することは必
須であるが、申請額に対し、内示額が大きく下回ることがある。
・令和３年度の史跡芦浦観音寺跡整備事業については、申請額に対し内示額が約19％と非常に低く、史跡整備全
体のスケジュールが遅れるなど大きな影響を受けている。
・埋蔵文化財調査においても、当市は全国でも稀な人口増加自治体であり、市内の開発行為が増えている。
・以上から、適正な補助金配分がなされないと、自治体の文化財行政や開発対応が遅延し、市民生活にも影響が
出ることから、適切な補助金額の確保が必要である。

25 101 児童生徒支援課
県立特別支援学校（草津養護学校）の新設分離について
【県への要望】

　特別支援教育の充実のため、県特別支援学校（草津養護学校）の新設分離について、特段の配慮を
お願いしたい。

新規
　草津養護学校の児童数は県内で最も多く、すでに教室が足りていない。また、校区も広く、大半の児童生徒が
バスで１時間以上かけて通学しているため。

教育委員会事務局
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