
令和２年３月定例会　質疑・一般質問　【質問者および質問項目】

質問日　令和２年３月１３日（金）　質問者７名

発言 順位 議員名（持ち時間） 会派名 発言事項

1 田中　香治 草政会 ○本市の観光政策と本陣を中心とした面での地域資源を生かすまちづくり

（２５分） ・八代市のようなＤＭＯの取り組みについて

・ＤＭＯに向けた法人化のための課題等について

・観光を通じたまちづくりのビジョンについて

・本陣周辺の観光を通じたまちづくりへの課題について

・本陣の存在と本陣通りの衰退との落差について

・本陣周辺における回遊性を高める取り組みについて

・本陣周辺の地域資源を活かすまちづくりについて

・本陣周辺の魅力を再発見できるような連携について

・ビワテクを用いた各部局横断的な取り組みについて

・路面標識デザインの採用による新たな価値の創造について

・事業の協力および町並み保存に対する地域住民の理解について

・本陣通りの無電柱化について

・ＳＮＳを通じて市が地域の寺社や歴史的風景を発信することについて

・本陣のホームページにおける車いす対応の表示について

・市がマンポを歴史的な地域資源として認識しているのかについて

・街道筋活性化のためのマンポの有効活用について

2 粟津　由紀夫 市民派クラブ ○犯罪被害者等の支援について

（２５分） ・本市における犯罪の認識と特徴について

・犯罪被害者等の支援に関する本市の責務について

・草津市犯罪被害者等支援条例の内容と見舞金の支給件数

・草津市犯罪被害者等支援条例の周知、啓発方法について

・利用できる生活資金等の貸付制度について

・草津市犯罪被害者等支援条例の改訂の必要性について

・犯罪被害者等から相談を求められた際の相談や連携体制について

・犯罪被害者等支援団体への財政上および税制上の措置について

・市町犯罪被害者等支援主管課長会議の内容について

・犯罪被害者等支援団体への援助について

3 中島　美徳 草政会 ○明るい豊かな未来のために

（２５分） ・将来の市民サービスについて

・将来を見据えた財源確保ついて

・人口減少・超高齢社会に向けての対応について

・未来予測について

本会議は午前１０時から開会です。
※各議員の質問時間は、答弁時間を含めず２５分です。
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発言 順位 議員名（持ち時間） 会派名 発言事項

4 横江　政則 草政会 ○人事管理全般に関することについて

（２５分） ・人事配置の考え方について

・現在の職員の配置換えについて

・再任用職員の業務担当について

・草津市版地域再生計画の実施に伴う、特に再任用職員の配置について

・草津市版地域再生計画の推進に伴う関係部署の連携体制について

・地域まちづくり活動への若手職員の参加の考え方について

・本市の危機管理体制について

・現在の職員年齢構成について

・年齢構成のバランスが取れた採用について

・指定管理業務の中での技術継承の実態について

・新クリーンセンター、浄水場等施設の技術継承について

・会計年度任用職員の活用について

・会計年度任用職員の市民に対する責任の考え方について

・技術の継承を踏まえた会計年度任用職員採用について

5 井上　薫 草政会 ○市内道路の整備について

（２５分） ・狭隘道路の改修の進捗状況と今後の計画について

・常盤学区の地域再生に伴う幹線道路の整備について

○草津駅前地下駐車場の指定管理について

・今回の指定管理取り消しに至った経緯について

・委託契約自体に無理はなかったのか。また、辞退の原因把握について

・当該事業所を指定管理者に選定した当初の経緯について

・「草津駅前地下駐車場指定管理者審査評価シート」の評価の視点について

・安ければ良いという考え方が招いた結果ではないかと思うことについて

・指定管理料の算定について

・市直営の具体的な内容と職員配置による他の業務への影響について

・指定管理者制度の有効性と今後の方針について

6 杉江　昇 市民派クラブ ○事業を実施するための基本計画について

（２５分） ・くさつらしさを推進するための最も大切な健幸都市基本計画について

○第６次草津市総合計画について

・中堅職員への意見照会の活用について

・第２次草津市みどりの基本計画に「ガーデンシティくさつ」が施策に上がったこ
とについて
○第６次草津市総合計画の下、草津市健幸都市基本計画と第３次草津市みど
りの基本計画を相互に協力し合う組織づくりについて
・草津市健幸都市基本計画は、総合計画の中にある計画群の大きな傘である
ことについて

・第２次草津市みどりの基本計画と草津市健幸都市基本計画の主従関係につ
いて

○草津市健幸都市基本計画は、第３次草津市みどりの基本計画のみならず、
すべての計画に部局横断することについて

・草津市健幸都市基本計画の進捗管理について

・事業スクラップの推進について

・市長直轄の局（室）として、本市の総合行政を構築することについて
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発言 順位 議員名（持ち時間） 会派名 発言事項

7 石本　恵津子 チャレンジくさつ ○介護予防・認知症予防について

（２５分） ・「認知症初期集中支援チーム」の運用の現状とその効果について

・「学区の医療福祉を考える会議」の趣旨と成果について

・健幸都市づくり高齢者フレイル対策事業について

・BIWATEKUの高齢者への利用促進について

・介護予防・認知症予防に関する市の見解について

○活動の担い手づくりについて

・市の見解について

・草津市社会福祉協議会主催の福祉教養大学と大学院について

・地域ポイントの効果と今後の取り組みについて

・（仮称）市民総合交流センターについて
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質問日　令和２年３月１６日（月）　質問者８名

発言 順位 議員名（持ち時間） 会派名 発言事項

8 西垣　和美 公明党 ○気候変動時代における環境政策の推進について

（２５分）
・草津市地球温暖化対策実行計画策定に気候変動への適応策も入れることに
ついてと、その視点や手法について

・気候変動適応策のモデル地区設定で事業の推進を図ることについて

・「気候非常事態宣言」の参加について

○新学習指導要領におけるESDの実践について
・新学習指導要領の前文に明記された内容からEDSの新たな取り組みについ
て
・ESDの推進が求められる背景と得られる力について

・市内全ての学校でESDの推進の取り組みを実施することについてと、ESDと
SDGｓとの関連について

・ESDカレンダーの活用でカリキュラムマネジメントに取り組むことについて

○人生100年時代を見据えたまちづくりについて

・本市の長寿化の進行状況について

・長寿化・高齢化に伴う社会モデルの変化に対しての認識について

・高齢者の就労を支援する新たな仕組みや制度を作ることについて

・アクティブシニアの活躍のための産学との連携におけるリカレント教育の推進
について

9 西川　仁 日本共産党 ○草津市立草津駅前地下駐車場について

（２５分） 草津市会議員団
・指定管理者の指定の「取り消し処分」にかかる現状運営と今後の対応につい
て

・市直営の継続について

○保育所・学童保育所について

・来年度の入所確定児童と待機児童の見込みについて

・待機児童ゼロへの緊急対策と計画推進について

・学童保育所・児童育成クラブの入会希望、入会許可状況について

・新型コロナウイルス対応での「緊急対応」における課題について

・低学年の入会希望者の増加による支援員の負担増について

・支援員のキャリアアップ事業の研究について

○国スポ・（仮称）草津市立プールについて

・（仮称）草津市立プールの入札不調の原因と今後の対応について

・PFI方式の導入を根本的に見直す必要性について

○図書館について

・運営計画の数値目標と到達について

・正規司書職員、司書職館長の配置について

・資料費の計画的な増額を求めることとその対応について

本会議は午前１０時から開会です。
※各議員の質問時間は、答弁時間を含めず２５分です。
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発言 順位 議員名（持ち時間） 会派名 発言事項

10 遠藤　覚 草政会 ○新型コロナウイルスに対する今後の対策について

（２５分） ・今後の対策について

○自治体ポイント制度とマイナンバーの活用について

・草津市エコ・アクション・ポイント制度について

・本市が実施している自治体ポイント制度の実績等について

・自治体ポイントの集約化について

・マイナンバーカードの発行等について

・マイキーIDの登録支援について

・マイキープラットホーム事業について

○自転車駐車場の不足に対する対応について

・草津・南草津駅の自転車駐車場の利用状況について

・公平な自転車駐車場利用のあり方について

・草津・南草津駅における自転車駐車場の必要量および需要量について

・自転車駐輪場整備に係る鉄道事業者との協議について

・自転車等駐車対策協議会の設置および自転車等駐車対策総合計画の策定
について

11 服部　利比郎 草政会 ○臨時休校に関する市ホームページの情報発信について

（２５分） ・休校対応に関する情報が市ホームページに掲載された時間について

・保護者向けEメールの配信からホームページの掲載までのタイムラグの原因
について

・各部署の情報発信における承認、掲載までのプロセスについて

・緊急時におけるホームページのスピーディーな情報発信のあり方について

○小中学校のICT利活用について

・万一の長期休業時にタブレット等を使用したオンライン授業等の導入につい
て

○本市におけるRPA導入の進捗について

・導入のメリットと目的について

・平成３０年度の共同研究からの進捗と令和２年度の取り組みについて

・共同研究、試験導入を踏まえて、問題点や課題について

・IT専門人材の採用予定について

・職員の業務の質向上につなげる仕組みづくりについて

12 川瀬　善行 草政会 ○高齢者にやさしいまちの施策について

（２５分） ・国の施策と本市独自のプログラムについて

・「草津あんしんいきいきプラン」の実施状況と次年度の重点事項について

・高齢者フレイル予防事業について

・高齢者が活躍できる舞台づくりについて

・高齢者福祉施策の情報発信について

○幹線道路と主要拠点をつなぐ交通ネットワークについて

・コンパクトなまち草津の主要拠点と拠点をつなぐ回遊的な交通アクセスに関
する考え方について

・大江霊仙寺線について

・平野南笠線の全線開通までの交通渋滞の緩和策として考えられる狼川河川
の活用について
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発言 順位 議員名（持ち時間） 会派名 発言事項

13 小野　元嗣 草政会 ○新火葬場の整備について

（２５分） ・整備の進捗状況について

・栗東市との共同整備について

・共同整備に向けた検討事項について

・財政負担について

・時流への配慮について

・動物炉の設置について

・火葬場への葬祭場併設について

○南草津エリア整備とまちづくり推進ビジョンについて

・南草津エリアまちづくり推進ビジョン策定の意義について

・立命館大学との関わりについて

・アーバンデザインセンターの関わりについて

・地域からの意見収集方法について

・事業の具現化について

・社会実験への住民参画について

・社会実験結果の活用について

・交番および防犯ボックス設置について

・防犯カメラ増設や設置補助金について

・十禅寺川側道拡幅工事の整備内容について

14 伊吹　達郎 草政会
○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の実現
について

（２５分） ・路線バスやコミュニティバス路線の再構築について

・まめバスの利用者の推移について

・ICTの活用や自動運転の技術の導入検討について

・バス交通空白地等の新たな移動手段の導入検討について

・まめタクの社会実験の方法について

・地域課題解決応援交付金の活用の可能性について

・福祉分野等と連携した移動手段の充実について

・特徴を活かした連節バスの有効活用について

・バスロケーションシステムや配車アプリの導入検討について

・運転免許自主返納高齢者支援制度の充実について

・運転経歴証明書発行手数料の無償化および補助金制度の設立について

・MaaSの可能性について

・DMOにおけるMaaSの可能性について

・観光物産協会観光振興活動費補助金の活用について

○市長マニフェストについて

・生活交通拠点を設け交通ネットワーク利便性向上を図ることについて

15 西田　剛 草政会 ○草津駅前再開発事業のこれからに対する本市の考え方について

（２５分） ・草津駅前のまちづくり形成に対する市長の想いについて

○幼児の運動遊びプログラムモデル事業について

・本計画の実効性と、本市の本取り組みの本気度について
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