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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

お礼申し上げます。 

さて、全国的な人口減少社会の中、現在も人口増加が続いている本市において

も、近い将来、人口減少が現実のものになると予想しております。 

また、世界でも類を見ないスピードで高齢化が進行し、本市においても、年々

高齢化率が高まるなど、市政を取り巻く様々な環境が変化・多様化し、よりきめ

細かな市民サービスの提供が求められています。 

こうした状況の中、本市が目指す将来像である「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、総合的かつ計画的な行

政運営を行うため、平成２９年３月に「第５次草津市総合計画第３期基本計画」

を策定したところであり、その推進にあたっては、人口減少社会の到来を見据え

た施策や、本市の重要なテーマである「健幸都市」づくりの推進、子育て・教育

の充実、“まちなか”を活かした魅力向上、コミュニティ活動の推進の４つをリ

ーディング・プロジェクトとして位置づけ、市民の皆様のニーズを的確に捉え、

滋賀を先導する中核都市として、より魅力ある草津のまちづくりに取り組んでま

いりたいと考えておりまして、これらの施策を総合的かつ計画的に推進していく

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、本市の喫緊の課題や財政状況を御賢察いただき、今

後の県の予算編成や国への要望活動にあたり、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上げます。 

 

 平成２９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．幼稚園就園奨励費に係る地方公共団体の超過負担の解消について（新規） 

【国への要望】 

（総務部）    …………    １ 

２．野村公園の整備に対する支援について（継続）【国への要望、県への要望】  

               （県民生活部、土木交通部）  …………    ２ 

３．琵琶湖保全再生計画の実施と計画に基づく事業の財源確保について 

（継続）                 【国への要望、県への要望】  

                    （琵琶湖環境部）  …………    ４ 

４．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、県への要望】   

（琵琶湖環境部）   …………  ６ 

５．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） 

【県への要望】 

（琵琶湖環境部）    …………    ８ 

６．草津市公共下水道接続事業に係る社会資本整備総合交付金の拡充について

（継続）                        【国への要望】 

（琵琶湖環境部）   …………    10

７．介護保険制度の円滑な運営に係る支援について（継続） 【国への要望】 

                   （健康医療福祉部）  …………  12 



８. 地域生活支援事業の国、県補助額の適正化について（継続）  

                       【国への要望、県への要望】 

（健康医療福祉部）   …………    13 

９. 水道事業への財政支援の拡充について（継続）     【国への要望】 

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

10. 児童家庭相談業務体制整備にかかる支援について（新規） 【県への要望】 

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

11．かんがい排水事業について（継続）     【国への要望、県への要望】 

                      （農政水産部）   …………    16 

12．バス交通の確保維持改善に対する補助について（継続）      

【国への要望、県への要望】 

                    （土木交通部）   …………   18 

13．県道における歩道照明の整備について（継続）     【県への要望】  

                    （土木交通部）   …………    20 

 

14. 子ども達が安全に通学できる道路整備について（継続）  【国への要望】 

                    （土木交通部）    …………  22 

15. 道路ストックの維持管理について（継続）  【国への要望、県への要望】 

                    （土木交通部）    …………  24 

16. 県道と国道１号の交差点改良について（継続）      【県への要望】 

                    （土木交通部）   …………   26 

 



17. 都市計画道路山手幹線の早期整備について（継続）    【県への要望】 

                    （土木交通部）    …………    28 

18. 都市計画道路大江霊仙寺線の整備に係る支援について（継続） 

 【国への要望】 

                    （土木交通部）  …………    30 

19. 都市計画道路平野南笠線の事業化に向けた取り組みについて（継続） 

                           【県への要望】 

                    （土木交通部）    …………   32 

20．草津川跡地河口部の整備について（継続）        【県への要望】 

                     （土木交通部）    …………   34 

21. 主要地方道大津守山近江八幡線（浜街道）の整備について（継続） 

                             【県への要望】 

（土木交通部）    …………    36 

22. 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（継続） 

                             【県への要望】 

                   （土木交通部）    …………    38 

23. 草津川跡地の整備に対する支援について（継続） 

                       【国への要望、県への要望】 

                     （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（継続） 

【国への要望、県への要望】 

                    （土木交通部）   …………   42 



25. （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（継続） 

 【国への要望】 

     （土木交通部）    …………  44 

26．一級河川の治水対策について（継続）          【県への要望】 

                    （土木交通部）   …………   46 

27．草津川上流部の平地河川化の促進について（継続）    【県への要望】 

                     （土木交通部）  …………   49 

28．公立学校施設整備費負担金および学校施設環境改善交付金の確実な事業 

採択と補助単価の引上げについて（継続）        【国への要望】 

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

29. 特別支援教育充実のための人的配置について（継続）  

                       【国への要望、県への要望】 

（教育委員会事務局）   …………   53 

30. 小中学校の業務改善の推進について（新規）       【県への要望】 

                 （教育委員会事務局）   …………  55 

31. ＩＣＴ教育に係る地方財政措置の継続および拡充について（新規） 

                             【国への要望】 

（教育委員会事務局）   …………   56 

32. 交番の増設および警察官の増員について（新規）     【県への要望】 

（警察本部警務部）   …………   57 



一 般 要 望 

１．森林環境学習「やまのこ」事業における受入態勢の整備について（新規）            

【県への要望】 

                    （琵琶湖環境部）   …………  58 

２．低所得者に対する保険料軽減について（継続）      【国への要望】 

                   （健康医療福祉部）   …………   59 

３．特定入所者介護（予防）サービス費の減額制度の見直しについて（継続） 

                             【国への要望】 

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

４．介護職員の報酬増額に対する支援について（新規）   【国への要望】 

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

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） 

【国への要望、県への要望】 

（健康医療福祉部）   …………  62 

６．障害のある子どもへのリハビリテーションの充実について（継続）  

                            【県への要望】 

（健康医療福祉部）   …………  63 

７. 国民健康保険事業の効率化に向けた制度設計について（継続） 

                        【国への要望、県への要望】 

                  （健康医療福祉部）   …………  64 



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、県への要望】 

                   （健康医療福祉部）  …………  65 

９. 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） 

【国への要望、県への要望】 

                   （健康医療福祉部）  …………  66 

10. 補助金交付要綱の早期発出について（新規） 【国への要望、県への要望】 

                   （健康医療福祉部）  …………  67 

11. 烏丸半島の旧民間活用用地の利活用について（継続）   【県への要望】                    

（商工観光労働部）  …………  68 

12. 公共交通の利用環境改善に対する補助について（継続） 【県への要望】 

                     （土木交通部）  …………  69 

13. 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（継続） 

 【県への要望】 

                       （土木交通部）  …………  71 

14. 栗東水口道路・山手幹線および山手幹線から京都へのアクセス計画策定を

含めた全体を、国道１号バイパスとして整備することについて（継続） 

                            【国への要望】 

（土木交通部）  …………  73 

15．県道の矢橋中央交差点改良について（新規）      【県への要望】 

                                （土木交通部） …………  75 

   



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

（継続）                       【県への要望】 

                       （土木交通部） …………  77 

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

                     （土木交通部）  …………   79 

18. 野路公園の整備に対する支援について（継続）     【国への要望】 

                  （土木交通部）  …………  81 

19. 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） 

                              【県への要望】 

                      （土木交通部） …………  83 

20. 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） 

【県への要望】 

                     （土木交通部）  …………   84 

21. 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（継続）              【県への要望】 

                   （土木交通部）  …………  87 

22. 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（新規） 

                              【県への要望】 

                   （教育委員会事務局） …………  89 

23. 養護教諭の人的配置の拡充について（継続）      【県への要望】 

                   （教育委員会事務局） …………  90 



24. 中学校給食実施に向けた準備段階での栄養教諭の配置について（新規）    

【県への要望】 

                    （教育委員会事務局） …………  91 

25. コミュニティ・スクール導入等促進事業における県補助の創設について

（新規）                       【県への要望】 

                  （教育委員会事務局） …………  92 

26. 登録有形文化財建造物保存修理に係る国の補助制度の拡充について 

（継続）                        【国への要望】 

                  （教育委員会事務局） …………  93 

27. 司書教諭の専任化について（継続）    【国への要望、県への要望】 

                  （教育委員会事務局） …………  94 
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