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日頃は、草津市の発展と市政の円滑な運営に格別の御指導、御支援を賜り厚く

お礼申しあげます。 

さて、全国的な少子高齢化の進展により、我が国の総人口は過去に例を見ない

勢いで急激に減少している中、滋賀県は首都圏以外の地方では数少ない人口増加

県として全国から注目されています。 

本市におきましても、平成３２年度を目標年次とする第５次草津市総合計画に

おいて、本市がめざす将来像である「出会いが織りなすふるさと“元気”と“う

るおい”のあるまち 草津」の実現に向けて、多様な住民ニーズや行政課題に適

切に対応し“活力と魅力のある草津”を創出していくため、総合的かつ計画的な

市政の推進に全力で取り組んでいるところであります。 

また、本市では「さらに活力と魅力あふれるまち」となるよう、喫緊の課題解

決に対応する事業をはじめ「防災・安全のまちづくりの推進」、「教育の充実」、「子

育て支援の充実」、「高齢者福祉の充実」、「第５次草津市総合計画第２期基本計画

のリーディング・プロジェクト（草津川跡地の空間整備、中心市街地の活性化、

コミュニティ活動の推進）」、そして新たに「スポーツ健康づくりの推進」を加え

た６つの項目を重点施策として位置付け、事業に取り組んでおりますが、これら

の事業の推進にあたりましては、国・県の御協力なくしては、その実現は極めて

困難であります。 

つきましては、県におかれましても誠に厳しい財政状況であることは承知いた

しておりますが、本書のとおり、本市の財政状況や課題を御賢察いただき、今後

の予算編成にあたり、本市のまちづくりの推進に特段の御配意をいただきますよ

うよろしくお願い申しあげます。 

 

 平成２７年７月 

滋賀県知事 三日月 大造 様 

 

草津市長 橋川 渉 



 



――――  要 望 事 項  ―――― 

重 点 要 望 

１． プロバイダ責任法 （特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び 

発信者情報の開示に関する法律）の改正等について（継続）【国への要望】 

（総合政策部）      …………    1 

２．野村公園の整備に対する支援について（継続）【財源確保の要望、その他の要望】 

                   （土木交通部）   …………    2 

３．国民体育大会に向けた各種補助制度の創設について（継続）【県制度の改正要望】 

（総合政策部・教育委員会事務局）     …………    4 

４．循環型社会形成推進交付金の予算確保について（継続）【国への要望】 

（琵琶湖環境部）  …………    6 

５. 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 

（継続）【国への要望、その他の要望】 

（琵琶湖環境部）  …………    8 

６. 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 

（継続）【県事業の推進要望】  

                  （琵琶湖環境部）   …………   10 

７. 滋賀県汚水処理施設整備接続等交付金の拡充について 

（継続）【県制度の改正要望】 

                   （琵琶湖環境部）  …………    12 

８．介護保険制度の円滑な運営に係る支援ついて（継続）【国への要望】  

                    （健康医療福祉部） …………    14 

 



９．地域生活支援事業の国、県補助額の適正化について 

（継続）【財源確保の要望 、国への要望】  

                   （健康医療福祉部） …………… 15 

10．国民健康保険制度の抜本的改革に伴う負担軽減等ついて（新規）【国への要望】 

                   （健康医療福祉部） …………… 16 

11．介護老人福祉施設等の整備にかかる財政支援について（新規）【財源確保の要望】  

                   （健康医療福祉部） …………… 17 

12．放課後児童クラブ施設整備補助金の拡充について（継続）【国への要望】 

                   （健康医療福祉部） …………… 18 

13．水道事業への財政支援の拡充について（新規）【国への要望】 

                    （健康医療福祉部） …………… 20 

14. かんがい排水事業について（継続）【県事業の推進要望、財源確保の要望】 

                   （農政水産部）    …………… 21 

15. 県道における歩道照明の整備について（継続）【県事業の推進要望】 

                   （土木交通部）     …………… 23 

16. （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 

（新規）【財源確保の要望】 

                   （土木交通部）     …………… 25 

17. 草津川跡地河口部の整備について（継続）【県事業の推進要望】 

                   （土木交通部）     …………… 27 

18．ＪＲ琵琶湖線と草津川跡地の交差部分の県道の拡幅工事について 

（新規）【県事業の推進要望】  

                   （土木交通部）     …………… 29 



19. 都市計画道路山手幹線の早期整備について 

（継続）【県事業の推進要望、国への要望】 

                   （土木交通部）      …………… 31 

20．バス交通の確保維持改善に対する補助ついて  

（継続）【県制度の改正要望 、国への要望】 

                   （土木交通部）      …………… 33 

21. 草津川上流部の平地河川化の促進について（継続）【県事業の推進要望】 

                   （土木交通部）      …………… 35  

22. 一級河川の治水対策について（継続）【県事業の推進要望】 

                   （土木交通部）      …………… 37 

23. 一級河川の改修および県有地の適正な維持管理について 

（継続）【県事業の推進要望】 

 （土木交通部）      …………… 40   

24. 北中西・栄町地区 第一種市街地再開発事業について 

（新規）【財源確保の要望】                    

（土木交通部）      …………… 43 

25. 県道と国道１号の交差点改良について（継続）【県事業の推進要望】 

                   （土木交通部）      …………… 45 

26. 公立学校の大規模改造事業に係る「学校施設環境改善交付金」の確実な事業採択 

と補助率等の引上げについて（継続）【国への要望】 

                   （教育委員会事務局） …………  47 

27. 特別支援教育コーディネーターの専任化について（継続）【国への要望】  

                  （教育委員会事務局）  ………… 49 



28. ＩＣＴ 支援員による学校ＩＣＴ 化のサポート体制整備について 

（継続）【国への要望】 

                   （教育委員会事務局）……………… 51 

一 般 要 望 

１．指定管理者制度導入後の隣保館に対する補助金の交付について 

（継続）【国への要望】 

                    （総合政策部）    ……………… 53 

２．住民票の写しや戸籍等の不正請求への対応について（継続）【国への要望】  

（総合政策部）     ……………… 54 

３. 烏丸半島の利活用について（継続）【その他の要望】 

                   （琵琶湖環境部）     ……………… 55  

４．オオバナミズキンバイの根絶と円滑な処理について 

（新規）【県事業の推進要望】 

                   （琵琶湖環境部）     ……………… 56 

５．強度行動障害者通所特別支援事業の見直しについて（継続）【県制度の改正要望】 

                   （健康医療福祉部）   ……………… 58 

６．障害のある子どもへのリハビテーションの充実について 

（新規）【県事業の推進要望】 

（健康医療福祉部）  ……………… 59 

７．医療行為のための看護師配置への補助制度の創設について 

（継続）【県制度の改正要望 、国への要望】 

                   （健康医療福祉部）   ……………… 60 

８．放課後児童クラブ障害児加配補助の充実について （継続）【国への要望】 

                   （健康医療福祉部）   ……………… 61 



９. 高等職業訓練促進給付金等事業について（新規）【国への要望】 

                   （健康医療福祉部）   ……………… 62 

10. 都市計画道路平野南笠線の事業化に向けた取り組み等について 

（継続）【県事業の推進要望】 

                   （土木交通部）       ……………… 63 

11. 草津川跡地の整備に対する支援について 

（継続）【財源確保の要望、国への要望】 

    （土木交通部）       ……………… 65 

12.一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について

（継続）【県事業の推進要望】  

                   （土木交通部）       ……………… 67 

13. 道路ストックの維持管理について 

（継続）【財源確保の要望、国への要望、その他の要望】 

                   （土木交通部）       ……………… 69 

14. 都市公園長寿命化修繕事業に対する支援について（新規）【国への要望】 

                   （土木交通部）       ……………… 71 

15. 牟礼山公園の用地取得および今後の維持管理について 

（継続）【その他の要望】 

                   （土木交通部）       ……………… 73 

16. 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 

（新規）【県事業の推進要望】 

                   （土木交通部）       ……………… 75 

17．司書教諭の専任化について（継続）【その他の要望】 

                           （教育委員会事務局） ……………… 77 



18. 埋蔵文化財センター建設に係る国庫補助事業制度の復活等について 

（継続）【国への要望】 

                   （教育委員会事務局）……………… 79 

 

＜要望項目の横に記載している要望種類について＞ 

① 国への要望    ・・・国に伝えていただきたい要望 

② 県制度の改正要望 ・・・県制度として、整えていただきたい要望 

③ 財源確保の要望  ・・・県として財源確保していただきたい要望 

④ 県事業の推進要望 ・・・県事業の推進していただきたい要望 

⑤ その他の要望   ・・・①～④に当てはまらない要望 
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