
令和３年２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３年３月１０日（水）　質問者７名

発言
順位 議員名（持ち時間） 会派名 発言事項

1 中島　美徳 草政会 ○草津市子ども・若者計画について

（２５分） ・不登校児童生徒の状況について

（一問一答） ・不登校児童生徒へ対応および支援について

・ICT教育から得られた成果について

・草津市子ども・若者計画の各施策について

・令和３年度当初予算概要について

・地域協議会の設立に向けて

・議第１８号「第６次草津市総合計画　第1期基本計画につき議決を求めること
について」について

・体制づくりについて

2 田中　香治 草政会 ○草津駅周辺は物と心のバリアフリーが進んでいるかについて

（２５分） ・バリアフリー法の改正内容を、草津市バリアフリー基本構想にどのように反映
されるのかについて

（一問一答） ・草津市バリアフリー基本構想の認識について

・予算が令和２年度の２，１００万円から令和３年度の７００万円に減額されてい
る理由について
・JRまたは郵便局に皆が平等に使えるように平易な場所にポストの移設を指導
し、合理的配慮のある姿勢を求めるべきと考えるが市の意向について
・草津駅前の飲食店に障害者対応可能のステッカーを普及する取組を行うこと
はできないかについて
・障害の有無に関係なく皆が楽しめ、地域に活気が出る仕組みを作れるのかに
ついて

3 土肥　浩資 市民派クラブ ○「歩いて暮らせるまち」の意味について

（２５分） ・「歩いて」はどれくらいの距離を想定しているのか

（一問一答） ・「暮らせる」とは、日常生活を送る上でどの行為を指しているのか

・「まち」とはどの範囲を指しているのか

○歩いて暮らせるまちづくりについて

・歩いて暮らせるまちづくりの進捗について

・歩いて暮らせるまちをつくる必要性について

・歩きたくなるまちづくりに向けて

本会議は午前１０時から開会です。
各議員の持ち時間は、答弁時間を含めず２５分です。
質問方法は一問一答方式（一問一答）と分割質問分割答弁方式（分割質問）からの選択制です。
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発言
順位 議員名（持ち時間） 会派名 発言事項

4 川瀬　善行 草政会 ○総合計画とその他の計画の整合について

（２５分） ・総合計画と市長の政策集との関係について

（分割質問） ・多くの分野の計画と総合計画の４つリーディングプロジェクトの関係について

○草津市広報が月１回の配布に変更されたことに触れて

・情報化社会の進展と紙面による情報伝達の違いについて

・ホームページの改良などで一般大衆にとってわかりやすい改善を望む

・まちづくり情報として必要な庁内連携について

・行政事務委託料が圧縮された差額の活用について

○第１期の４年間を見据えた計画や状況の変化の対応について

・大江霊仙寺線の予算と南笠工区その１の完成時期

・大江霊仙寺線その２の詳細設計と都市計画道路平野南笠線との接合

・都市計画マスタープランの地域構想案に載せられているＪＲ新駅構想の行方

○滋賀県のびわこ文化公園都市将来ビジョンの見直し作業と草津市の関わり
について

・コンパクトシティの理念に沿ったアクションプランについて

・多極ネットワーク型の都市形成と庁内連携について

・大津湖南エリア地域公共交通形成網計画と草津市公共交通網形成計画の整
合について
・滋賀県の道路整備アクションプログラムにあがっている事業化検討路線「南
大萱青地線」の検討時期について

5 井上　薫 草政会 ○草津市空き家等対策計画の取組状況等について

（２５分） ・「空家等の発生の抑制」に関する施策での取組の成果と課題について

（一問一答） ・「空家等の適切な管理の促進」に関する施策での取組の成果と課題について

・空き家等に関する相談や苦情等の件数とその対応について

・これまでに「特定空家等」に該当する案件はあったのか、またその対応につい
て
・「特定空家等」に該当するような案件は、解決できたのか、また現在増えてい
ないのかについて
・「地域特性に応じた空家等およびその跡地などの利活用の促進」に関する施
策での取組の成果と課題について

・空き家情報バンクの活用はどのような状況だったのかについて

・解体除却等の支援制度の検討について

・建て直しすることもできない物件への対策について

・「所有者等、行政、地域その他の団体・事業者等の協働」に関する施策での
取組の成果と課題について

・今後どのように進めて行こうとされているのかについて

○高齢者に優しい政策の実施について

・地域包括ケアシステムの構築について

・行政がしっかりと責任を持って対応すべきであると考えることについて

・現在の広域型特別養護老人ホームの数と定員数、市外の人の数とその占め
る割合について

・市内の人の待機者はおられないのかについて

・現在の地域密着型特別養護老人ホームの数と定員数について

・サービス付き高齢者住宅や有料老人ホーム入所の実情について

・第８期あんしんいきいきプランにおける各小学校区での地域密着型特別養護
老人ホームの整備について

6 服部　利比郎 草政会 ○交通不便地対策としての「まめタク」実証運行について

（２５分）
・志津学区における「まめタク」実証運行の経緯と今後の草津市内への展開に
ついて

（一問一答） ・実証運行の概要と現在の進捗について

・実証運行開始後に見えた問題点や課題について

・実証運行期間中に実施する利用促進対策について

・今回の実証運行においてしっかりとした成果を求めることについて
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発言
順位 議員名（持ち時間） 会派名 発言事項

7 奥村　恭弘 市民派クラブ ○用水路や側溝の転落事故防止について

（２５分） ・事故が起った水路は、どのような管理下にある水路であったのか伺う

（一問一答）
・草津市から損害賠償（６，０３８円）が支払われたということは、草津市の管理
責任があったからということなのか伺う
・管理責任のある用水路や側溝について、管理先は、どのような機関・団体が
あるのか伺う
・用水路や側溝の転落の草津市内における事故件数について、把握されてい
るのか、また、危険個所について、把握されているのか、また、事故件数につい
て、警察や消防との連携ができているのか。（事故件数のかい離はないの
か）、危険個所について、地域情報の収集ができているのか伺う
・草津市においての真相を知るために早急に調査を行う必要があるのではない
かと考えるが、所見を伺う
・「用水路や側溝の転落事故防止」の取組みは、早急に対策を講ずるべき内容
であると考えるが、所見を伺う。また、都道府県や国の動きはどのようになって
いるのか伺う
○特定健診と各種けん診について

・コロナ禍の中、特定健診と各種けん診の受診率は、去年と比較すると、どのよ
うな推移となっているのか伺う

・特定健診と各種けん診の受診率が低下している原因は、何なのか伺う

・コロナ禍の中、特定健診と各種けん診の受診率を向上させるために、必要な
ことは、何なのか伺う
・今回のコロナ禍を教訓に、今後、特定健診と各種けん診、受診率を低下させ
ないために、行う方策は何なのか伺う
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質問日　令和３年３月１１日（木）　質問者８名

発言
順位 議員名（持ち時間） 会派名 発言事項

8 西川　仁 日本共産党 ○コロナ禍対策について

（２５分） 草津市会議員団・コロナ禍１年間の対策の評価をどのようにされているか

（一問一答） ・地域経済の現状と対策を問う

・南草津駅周辺の中心施設の１つ、フェリエの現状の問題点と対策について問
う

・緊急小口資金等や生活保護の実態と問題点を問う

・かがやきの丘の緑地保全地区の開発問題の経過と対策について問う

○学童保育について

・キャリアアップ事業の実施について問う

○教育について

・県立特別支援学校の新設分離を求めることについて問う

・特別支援学級の現状と改善点について問う

・ICTに関して子どもたちの眼や電磁波の健康について問う

・制服をジェンダー平等の観点から問う

○市立プールについて

・整備・運営事業費、VFM等について問う

・運営責任について問う

・利用料について問う

9 石本　恵津子 チャレンジくさつ ○男女共同参画について

（２５分） ・第３次男女共同参画推進計画後期計画の達成状況について

（一問一答） ・女性職員のキャリア形成の支援、管理職に占める女性比率について

・「各役職段階に占める女性の割合」の「部局長次長相当職」の達成目標につ
いて
・第３次男女共同参画推進計画の結果をふまえた第４次男女共同参画推進計
画の特徴について
・男女共同参画センターの役割と期待、キラリエ草津に入居する関連他団体と
の連携について

・パールリスト、男女共同参画人材リストについて

・来年度の「病児保育室への送迎サービス」について

・多世代に情報を届ける意識啓発の推進について

○広報について

・４月から月に１度の発行になる広報紙について

・ホームページアクセス目標の達成の有無と取り組みについて

・FacebookとLINEについて

・これからの広報戦略について

本会議は午前１０時から開会です。
各議員の持ち時間は、答弁時間を含めず２５分です。
質問方法は一問一答方式（一問一答）と分割質問分割答弁方式（分割質問）からの選択制です。
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発言
順位 議員名（持ち時間） 会派名 発言事項

10 西村　隆行 公明党 ○多子政策

（２５分） ・つらい思いをされている市民の方のお声をどう思うか

（一問一答） ・多子カウントを見直す考えがないか

○介護支援

・住宅改修費支給や福祉用具購入支給の煩雑な手続きが改善されないか

11 永井　信雄 草政会 ○新火葬場整備について

（２５分） ・現火葬場の現状について

（分割質問） ・現火葬場の管理について

・最大火葬の日数等について

・令和３年度体制等について

・費用負担割合について

・整備場所について

・草津市民の利便性について

・コロナ対応について

・コロナ感染者の火葬について

○LGBTについて

・認知度や理解度について

・市の事業展開について

・学校での取り組みについて

・玉川小学校での取り組みについて

・教職員向けの取り組みについて

12 遠藤　覚 草政会 ○議第２号令和３年度草津市一般会計予算について

（２５分） ・現草津警察署用地の取得等について

（一問一答） ・令和３年度職員数について

・コロナ禍における市の対応について

・にぎわい創出のために地区計画の策定を求める

13 山元　宏和 草政会 ○環境について

（２５分） ・議第２号令和３年度草津市一般会計予算について

（一問一答） ・今後の市の方向性について

・SDGsの視点を生かした取り組みについて

・地域循環共生圏の取り組みについて

・エネルギーネットワークづくりについて

・庁内の体制づくりについて

・気候非常事態宣言やゼロカーボンシティ宣言への参加について
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発言
順位 議員名（持ち時間） 会派名 発言事項

14 粟津　由紀夫 市民派クラブ ○学校現場における支援体制について

（２５分） ・特別支援学級の児童生徒数と推移

（一問一答） ・教室アシスタントの目的と業務内容・人員の推移

・来年度、人員削減に至った理由

・児童生徒のストレス等の把握

・教室アシスタントの削減に伴うフォロー

・教員の超過勤務の状況と働き方改革に対する認識と取組

・教職員組合からの要望書について

・教室アシスタントの平均勤続年数と労働時間

・雇用保険や社会保険の加入状況

・教室アシスタントの減員の見直しについて

15 伊吹　達郎 草政会 ○投票しやすい環境づくりについて

（２５分） ・過大投票区の適正化

（一問一答） ・期日前投票所の増設

・地域まちづくりセンターの期日前投票所としての活用

・共通投票所の新設

・投票所のコロナ対策

○地球温暖化防止に対する草津市の姿勢について

・母なる琵琶湖を脅かす行為

・環境行政と矛盾する草津市工場立地法地域準則の制定

・SDGs未来都市とSDGs推進部の新設

○橋川渉草津市長のマニフェスト検証について

・ロードマップの進捗状況

・マニフェストの自己評価

・今後の進捗管理と公表
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