
令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

グリーンスタジム草津の改修工事が行われ、

以前はスタンド以外のネット等の隙間から選

手のプレーを観覧出来たが、現在は緑色の目隠

しネットが張られ、中を見ることが出来ない。 

コロナの状況で狭いスタンドに多くの人が

集めるよりも、分散して観戦したり、通りすが

りに子ども達が頑張っている姿を見て元気を

もらいたいと思う。 

目隠しネットは不要ではないか。 

草津グリーンスタジアムについては、日頃から高校生、大学生や社会人等が試合や練習を行うなど、

多くの市民をはじめ、市外の方とのスポーツを通じた交流の場として御利用いただいており、昨今で

はプロスポーツの有料大会でも御利用いただいています。 

目隠しフェンスを設置した理由としましては、①当該スタジアムで大会を実施するにおいて、過

去からスポーツ関連団体より設置の要望がございましたこと、②スタジアム内から外部の様子が見

える環境では、選手の集中力を妨げ、事故につながることが懸念されることを関係者から求められ

ていたことから、設置いたしました。 

目隠しフェンスによりスタジアム内が見えなくなり、御迷惑をおかけしますが、練習や無料での

大会につきましては、スタンド内で安心して観戦いただけるよう、施設の利用につきましては、今

後も新型コロナウイルス感染症の対策を徹底してまいりますので、何卒、御理解、御了承をお願い

します。 

【建設部 公園緑地課】 

旧野々花霊園の利用者ですが、過去 20 数年

訴えてきた。 

僧籍を有する職員を伴い、視察を願う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去より御要望いただいている内容を踏まえ、市営墓地の管理について、次のとおり回答します。 

① 墓所の管理が不十分な使用者への指導については、草津市営墓地条例施行規則で、使用者が適正

に管理することになっており、使用者に対して文書で指導を行っているところです。しかしなが

ら、文書通知後も適正管理がされていない墓所もあることから、改めて電話連絡をする等の指導

の強化を図ってまいります。 

② 参道等の草刈りについては、委託業者で草刈りや清掃を行っているところであり、本年度は、雑

草が伸びやすい時期に草刈りの回数を増やしています。今後も適切な墓地の管理を行ってまい

りますので、御理解をお願いします。 

③ バケツ等の備品の管理や備品置き場の清掃については、定期的に確認を行い、使用者に御不便を

おかけしないよう対応してまいります。 

④ D 区画のパーゴラへの屋根の設置については、当該箇所は、滋賀県建築基準条例により、屋根 

を有する建築物が建てられない規制があります。御不便をおかけしますが、御理解をお願い 

します。 

【まちづくり協働部 生活安心課】 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

8月 18 日の京都新聞に掲載されていた、草津

学区ひと・まちいきいき協議会に関連する記事

を読み、その中で滋賀大学の横山教授の「市は

余剰金の返還を求めるべき」といった御指摘の

コメントについて、大いに共感しましたので、

率直な考えを伺いたい。 

 

〈その１〉 

【資料】 

令和元年 6月 5日付で草津学区自治連合会よ

り、単位自治連合会研修助成費として 8 万円の

交付請求あり。 

事業計画には「令和元年 6月 5日、会議及び

食事可能な施設、36名で研修会」と記載あり。 

同収支計画書で「懇親会費充当 8万円」と記

載あり。 

同報告書として、「6 月 5 日に 29 名の参加で

まちづくり協働課と研修を行い、草津市と自治

連との連絡確認および会員との親睦」として、

事業費「研修費」として、212,550 円と記載が

あり、市内飲食店「天壇草津店」発行の領収書

212,550 円が添付あり。 

いずれにせよ、飲食代 212,550円のうち 8万

円を同助成費から捻出したことは明白です。残

りの 132,550円は自治連の独自財源から払った

か参加者が個人で負担したかは判然としませ 

まず初めに、＜その１＞として御指摘いただいている令和元年６月５日付、草津学区自治連合会

より単位自治連合会研修助成費として、事業費の「研修費」で飲食店の領収書２１２，５５０円が

添付されており、当該事業費に交付金が充当されていたことについては、交付金の対象経費として

認めていない支出に該当するものであり、不適正な使途であったと考えています。 

次に、＜その２＞として御指摘をいただいている令和元年度の草津学区自治連合会への単位自治

連合会活動振興助成費として添付されている、同年７月５日付１８６，２００円の領収書および  

１１月５日付の１７７，１２０円の領収書は、いずれも飲食店のものであり、交付金の対象経費と

して認めていない支出に該当するものであり、不適正な使途であったと考えています。また、令和

２年３月１８日付の商品券購入費７５，０００円の領収書が添付されており、当該費用は、協議会

の会員等への報酬や手当とみなされる内容のもので、交付金の対象経費として認めていない支出で

あり、不適正な使途であったと考えています。 

次に、＜その３＞として御指摘をいただいている令和２年度の草津学区自治連合会より単位自治

連活動振興助成費・自治連研修助成費として、事業費の「研修費」で飲食店の２２３，２５５円の

領収書が添付されており、当該事業費に交付金が充当されていたことについては、交付金の対象経

費として認めていない支出に該当するものであり、不適正な使途であったと考えています。             

また、＜その４＞として御指摘をいただいている令和２年度の同事業として商品券購入費   

１４０，０００円の領収書、および菓子代として３６，８２８円の領収書が添付されており、当該

費用は、協議会の会員等への報酬や手当とみなされる内容のもので、交付金の対象経費として認め

ていない支出であり、不適正な使途であったと考えています。 

次に、問題提起いただいている４つの視点ですが、１点目および２点目に問題提起いただいてい

る内容については、そもそも飲食費や役員への手当と見なされる金券の配布、スタッフ謝礼等は、

当該交付金の対象外であり、不適正な使途であると考えています。そのうえで、３点目の領収書の

不存在、および４点目の支払い証明書による支出については、支出の証左となる書類の取り扱いに



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

んが、212,550 円を 29名で割ると１人当たり約

7,329 円（そのうち助成費負担金 2,759 円）で

す。天壇サイト等で確認したところ、アルコー

ルを含んだオーダーであることが多分に想起

されます。 

手元の国語辞典で調べたところ、研修の意味

は「「名」職務上必要とされる知識や技能を高め

るために、ある期間特別に勉強や学習をするこ

と。また、そのために行われる講習」とありま

す。資料の「懇親会費充当費」とする計画はす

でに費用の使用目的と合致しておらず、任意団

体の親睦費（アルコールを含め）の一部を税金

で負担することは社会通念から考えても理解

の範囲を超えています。 

そして、こうしたお金の流れを草津市として

認知、容認、推奨することは結果的に、首長か

ら選挙票田である地域住民へのポークバレル

になっている見方もできると思います。 

令和元年度の草津学区自治連合会への単位

自治連合会研修助成費 8万円の使い道が適正で

あると考えているか所見を伺います。 

〈その２〉 

【資料】 

令和元年 6月 5日付で草津学区自治連合会よ

り、単位自治連合会活動振興助成費として 

280,320 円の交付請求あり。 

ついて、財務処理上も不透明な問題があったと考えています。 

いずれにしましても、＜その１＞から＜その４＞まで御指摘いただいた内容、および問題提起い

ただいた４つの視点については、交付金の使途として不適正であったと考え、誠に残念であると重

く受け止めており、草津学区ひと・まちいきいき協議会については、地方自治法第１９９条第７項

の規定に基づき、令和４年８月２６日付けで草津市代表監査委員に対して、前回の実施監査以後と

なる平成３０年度から令和３年度における全ての交付金の使途を対象とした財政援助団体等の特別

な監査実施を求めたところです。市としましては、この監査の結果を踏まえまして、交付金として

不適正な使途に充当されていた金額を確定したうえで、草津学区ひと・まちいきいき協議会に対し、

市への交付金の返還を求めていく方針です。 

また、地域まちづくり一括交付金は、地域の特性を踏まえ主体的なまちづくりを進めていただく

ため、従前は各課が交付していた１２の補助金を一本化し、地域の裁量により弾力的な運用を可能

としたものです。交付金マニュアルにより、対象外となる飲食費をはじめ社会通念上、不適正な交

付金の支出などの経費を明示するとともに、担当者が相談を受け適正に交付金が運用されるよう指

導してまいりましたが、今回の件を受け、交付金の弾力的な運用という性質を確保しつつ、チェッ

クリストに対象外経費の項目を追記するほか、疑義がある事業等については、領収書の提出を求め

るなど、チェック機能の強化を検討し、市としての指導的役割を果たしてまいりたいと考えていま

す。 

さらに、まちづくり協議会事務局には、高次のコンプライアンスが求められていることから、研

修等を通じて役員および職員の意識向上に向けて取り組んでまいります。まちづくり協議会は、地

域を代表する組織であり、指定管理業務および交付金の支出については、透明性が確保され、かつ、

民主的な方法で行わなければならないことから、引き続き各まちづくり協議会と連携しながら地域

づくりの推進に向け取り組んでまいりたいと考えていますので、今後とも御理解と御協力をお願い

します。 

【まちづくり協働部 まちづくり協働課】 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

事業計画書には「令和元年 9 月 21 日ふれあ

いまつり」他、「10月以降に 30名以上で講演会

等の実施」と記載あり。 

同収支計画書で「ふれあいまつり協賛費 

150,000 円」「講演会等実施充当費 130,320 円」

と記載あり。 

同報告書として、「11 月 3 日ふれあいまつり

協賛」とあり、15万円の領収書の添付と、「 

11月 15 日に防災に関する研修」として「29名」

「三重県松坂市朝見まちづくり協議会を訪問

し、防災に関する取り組みの視察研修および意

見交換」とあり、松坂市内飲食店の 177,120 円

の領収証添付あり。 

報告書内では、事業費 327,120円（内訳 

150,000 円、177,120円）とあり、15万円と 

177,120 円のうちの 130,320 円に助成費が支出

されたと理解します。差額の 46,800 円は自治

連の独自財源から払ったか参加者が個人で負

担したかは判然としませんが、177,120 円を 29

名で割ると約 6,108円（そのうち約 4,494 円は

助成費負担金）です（アルコールが組まれてい

たかは判然としないが、視察行程を予測すると

昼食と思われる） 

前述のとおり、研修とは勉強実習、講習等で

あり、1 人 6 千円以上の昼食をもって研修とす

る考えは社会通念上疑問に思わざるを得ませ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

ん。 

また、同報告書の会議費として266,200円が

支出されており、こちらは自主財源からの支

出と思われますが、内訳は①7月5日草津市内

の飲食店れんげ寿司における飲食代186,200円 

②翌年3月18日商品券購入費75,000円」となっ

ています。商品券は3,000円×25人分で、関係

者からの証言からも各町内会長らに個別に配

布したものと思われます。 

これらは自治連の会計ですので、その利用

の是非について市長にお伺いする趣旨ではあ

りませんが、草津学区自治連合会は各町内会

29より、5,000円＋20円×世帯数の会費を徴収

しています。 

草津市ホームページのデータ(令和 4 年 4 月

20 日現在)によると、草津学区は 3,578 世帯と

なっていますので、単純に試算すると(5,000 円

×29 町内会)+(20 円×3,578 世帯)=216,560 円

の会費納入が見込まれており、それを原資に親

睦費や商品券の配布などを独自で行っており、

構成員への負担等に対する謝礼や慰労などは

十分に行っている様子が見てとれます。 

このような状況も併せて考えるとき、税金

を原資にした助成費1人当たり約7,253円

(2,759円+4,494円)全体で210,320円(80,000円

+130,320円)を支出する必要が本当にあるのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

疑問に感じます。 

前述の案件同様、こうしたお金の流れを草

津市として認知、容認、推奨することは結果

的に、首長から選挙票田である地域住民への

ポークバレルになっている見方もできると思

います。 

平成元年度の草津学区自治連合会への単位

自合会活動振興助成費280,320円のうちの

130,320円の使い道が適正であるとお考えかお

伺いします。 

<その3>  

【資料】 

令和2年6月1日付 草津学区自治連合会よ

り、単位自治連合会研修助成費として8万円の

交付請求あり(交付済み)。 

事業計画書には「実施予定日令和2年6月5

日」「実施予定場所 研修会」「参加見込み人

数30名」と記載あり。 

同収支計画書で「研修会8万円」と記載あ

り。 

同報告書として、「7月3日に研修」 

「参加者は、、、25名」「内容は、新任研修 

を行い会員の親睦を図りました」として、事

業費「研修費」として、223,255 円と記載があ

り、市内飲食店「天壇草津店」発行の領収書

223,255 円の添付あり。(注:研修会場と親睦会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

場が同じだったか、移動したかは判然としな

い。親睦会にまちづくり協働課職員が参加し 

かは判然としない) 

いずれにせよ、飲食代223,255円のうち8万

円を同助成費から捻出したことは明白であり

ます。残りの143,255円は自治連の独自財源か

ら払ったか参加者が個人で負担したかは判然

としませんが、223,255円を25名で割ると1人

当たり約8,980円(そのうち助成費負担金は約

3,200円)です。天壇公式サイト等で確認した

ところ、アルコールを含んだオーダーである

ことが多分に想起されます。 

繰り返しになりますが、事業計画上は研修会

であり、親睦会ではありません。目的外支出で

あり、不適切な支出ととらえ、是正や返還を求

めるのがまちづくり協議会事務局側の姿勢で

あるべきで、それをしないのは新聞記事で指摘

がある通り、「親子で会長とセンター長」「背

景に親子関係が影響」していると感じざるを得

ず、コメントを寄せている同志社大学の真山教

授の言う「結果的に身内で金を回している」こ

とが、ここでも行われているととらえられても

仕方ありません。 

さらにいえば、同年 4月に滋賀県ではコロナ

対策として緊急事態宣言が発令され昨今に至

るまで全国民が感染拡大を防ぐべく、節度の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

ある行動が求められている状況下で25名の宴

会を行うことに対して、税金で1人当たり

3,200円の助成を行うことが、社会通念上許さ

れるのでしょうか。 

コロナ禍で非正規雇用者の収入が激減した

り非課税世帯が困窮し、国や自治体でたくさ

んの経済的救済措置が取られ始めたことは、

より詳しくご存じのことと思います。そのよ

うな状況が続く中、こうした享楽的な親睦会

に研修費が使用されていることに、私自身、

コロナ禍で精神的にも経済的にも苦しんだこ

ともあり、激しい憤りを感じています。多く

の市民も同様だと思います。 

そして、こうしたお金の流れを草津市とし

て認知、容認、推奨することは結果的に、首

長から選挙票田である地域住民へのポークパ

レルになっている見方もできると思います。 

令和2年度の車津学区自治連合会への単位自治

連合会研修助成費8万円の使い道が適正である

とお考えか伺います。 

<その4> 

【資料】 

令和 2 年 6月 1日付 革津学区自治連合会よ 

り、単位自治連合会活動振興助成費として

280,320円の交付請求あり(交付済み) 

事業計画書には「実施内容 定例会議 研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

会等の実施」と記載あり。 

同収支計画書で「会議費 80,320円 慰労会

「事業費 200,000円 研修会」と記載あり。 

同報告書として、「3月5日に意見交換会を

行いました。参加者は自治連合会とまち協等

で31名」と記載あり、添付書類として 

①市内大型スーパー平和堂発行の領収書

140,000円の添付あり。内訳は商品券5,000円

×28とあり、意見交換会出席者に配られたこ

とが深く推察されます。 

②市内和菓子店小倉山荘発行の領収書36,828

円の添付あり。内容は菓子代金とあり。同金

額を28で割ると約1,315円であり、同社ホーム

ページなどから会議中の茶菓ではなく、贈答

用品が購入されたことが深く推察されます。 

③市内百貨店近鉄発行の領収書3,240円の添付

あり。内訳は飲食料品とあり。同金額を28で

割ると約116円となり、会議中のドリンクを購

入したことが深く推察されます。 

同報告書ではこの合計金額180,068円

(140,000円+36,828円+3,240円)と当初予算

80,000円よりも大幅に超過した結果となって

います。この事実を鑑みて、以下4点の問題提

起させていただきます。 

【1】問題提起の視点 財源が変った 

そもそも令和元年度の報告書を見返してみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

ると、会議費はれんげ寿司(186,200円、 

商品券75,000円、スタッフ費5,000円の積算で

ある266,200円と記載がありますが、この費用

は同自治連合会の自主財源等で賄われていま

した。 

その項目が令和2年度には、単位自治連合会

活動振興助成費につけかわっています。社会

通念上、会議時の茶菓や飲み物等は適切な支

出の範囲内ですが、会議に出席して1,315円相

当の贈答品とともに5,000円の商品券を税金で

配ることの妥当性は一切ないと考えます。 

その事実を知りえても返還請求しない市の

姿勢、自治連、草まち協の感覚は民主的で文

化的な市民感覚と大きく乖離しているとしか

言えません。 

【2】問題提起の視点 金券の額面が上がった 

令和元年度には 1 人当たり 3,000 円の商品券

が、財源が税金になったタイミングで 5,000 円

になったことも非常にさもしく悪質であり、こ

の事実を知りえても返還請求しない市の姿勢、

自治連、草まち協の感覚は民主的で文化的な市

民感覚と大きく乖離しているとしか言えませ

ん。受け取ってしまった人たちからも、後悔の

念や自己不信にかられた人の声も聴いていま

す。 

【3】問題提起の視点 本当に商品券は配布さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

れたのか不透明そもそも5,000円相当の商品券

を配るにあたり、領収書がないのはおかしい

のではないでしょうか。もらったことに違和

感を持っている人ほか、受け取り拒否した人

がいてもおかしくないと思います。 

税金だろうが自主財源(町民から集めたお金

です)だろうが、領収証や受取証なども含めて

報告書を作成すべきで、こうした杜撰な会計

報告をするような団体は、そもそも研修費や

活動振興助成費を支出されるのにふさわしい

団体なのか、草津市は今一度、見直すべきな

のではないでしょうか。 

【4】問題提起の視点 自分発行が横領行為に

つながる危険 

5,000 円の「支払い証明証」も意味不明です。

支払い証明証は会計行為上でどうしてもやむ

を得ない場合や紛失などに限って作成される

もので、謝金を渡すなら領収書をきちんともら

うべきです。せめて第二者が支払い証明をすべ

きで、自治連合会長名義でこうした支払い証明

証の発行が認められるなら、すべての支出が会

長の裁量や権限で恣意的にされることを許す

ことになります。原資が税金であるのに、こう

した会計行為がまかり通っていることは非常

識極まりなく、使い方によっては横領につなが 

る可能性もあるので絶対に許してはいけない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

行為だと思います。いまからでも、受取人の

領収書の作成と提出を求めるべきです。 

上記の4つの視点をもって問題提起させてい

ただきましたが、市長のお考えはいかがでし

ょうか。 

単位自治連合会活動振興助成費として交付

された280,320円のうち、現時点で妥当性が見

出されるのは3月5日に配布されたであろう市

内和菓子店小倉山荘発行の領収書36,828円と

市内百貨店近鉄発行の領収書3,240円の2点の

みであり、草津市は草津まち協に残りの

240,252円は速やかに返還請求すべきであると

考えます。 

 そして、草津まち協が自治連に返還請求し

ても、自治連が応じないのであれば、法的措

置に出るほか、今後は全まち協への地域まち

づくりー括交付金事業において、各自治連 

への活動振興助成金や研修助成金の交付を停

止するべきであると強く要望します。このよ

うなことを許していては、真のまちづくりは

できないと思うからです。 

前回の手紙からの抜粋となりますが、「交

付金を各まちづくり協議会が個性豊かに使う 

ことは理想の姿であると思いますが、上記監 

査の付帯意見に「実績報告書の審査にあたっ

ても決済額における経費等の内訳確認や審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

内容を決裁文書により処理すべきであった

が、いずれもこれらの事務処理ができていな

かった(中略)交付金は公金であり、明確な経

理処理が求められることは言うまでもない」

とあり、財務会計行為に対して、市民から意

見や指摘、質問を受けた場合は迅速適切に情

報公開をして、「地域のまちづくりに主体的

に取り組む人たちが疑心暗鬼」(上記、付帯意

見より引用)にならないよう、担当部局は誠意

をもって問題や課題解決に努力することが、

すべての人が住みやすいまちづくりには欠か

せない」という思いが、本手紙の言いたいこ

とのすべてです。 

当紙面で列挙したお金の流れや人員配置を

丁寧に見ていくと、本来手を取り合ってまち

づくりをすべき人同士での「疑心暗鬼」が今

また繰り返されていくことがとても残念に感

じます。まちづくり協議会は今後の高齢化社

会の中で非常に重要な位置を占め、その機能

性への期待は高いものの、いままで行政が体

験していない想定外の事も起こると思います

が、まちづくり協働課はせめて出来事から学

び、「同じ失敗は繰り返さない」という強い

気概を持って取り組んでいただきたいと切に

願います。 

そして、その陣頭指揮を執れるのは橋川市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

長以外に考えられません。大胆な決断をもつ

て、まちづくりの土台を底上げしていただき

たく、失礼を承知でお手紙させていただきま

した。 

私自身も「草津学区をよりよくしたい」と

いう声なき声に導かれて本書をしたためてお

りますので、趣旨お理解いただければ幸いで

す。 

 

草津学区ひと・まちいきいき協議会で、市か

ら受領した草津まちづくりセンターの指定管

理料の余剰金を原資にする予備費の一部を、同

センター職員の人件費として使用した件につ

いて、草津市協働のまちづくり条例第 11 条第 1

項第 3号の規定に抵触する。 

よって、同条例第 13条の規定に基づき、まち

づくり協議会としての認定を取り消していた

だきたい。 

草津学区民にはこの経過報告や状況説明、謝

罪など、何らの言動、行動がない。 

同協議会は一旦解散し、新たな組織で構成す

る草津学区のまちづくりに取り組まれたい。 

 

 

 

 

 

指定管理者制度は、公的施設の運営に必要となる経費を積算し、管理運営者を指定するもので、

制度を通して生じた余剰分については、指定管理者の収益となり、通常、精算を行うものではあり

ません。こうした特性から、余剰分からの人件費の支給については、不適正とまでは言えないもの

の、地域の特性に応じた事業等を通じて、「地域に還元」することが望ましいと考えています。 

草津学区ひと・まちいきいき協議会では、年度当初に、同協議会を構成する各種団体や町内会長 

等で構成された評議員会で、説明が不十分であったことは否めないかもしれませんが、決算報告と

して支出内訳について説明されており、民主的な運営がなされていることから、直ちに、草津市協

働のまちづくり条例第１１条に規定するまちづくり協議会の認定要件に抵触するものではないと判

断しています。 

まちづくり協議会は、地域を代表する総合的な住民自治組織であり、地域住民の参画の機会や透

明性が確保され、地域住民との合意形成を図り、民主的な運営がされることを要件としていますこ

とから、今回の件を契機に、まちづくり協議会を構成する様々な団体や住民による活発な議論が交

わされ、組織運営の改善を図っていただけるよう、草津学区ひと・まちいきいき協議会と協議を進

めてまいりたいと考えています。 

是非、草津学区ひと・まちいきいき協議会の様々な活動に参画いただき、改善に向けての御意見

等をお寄せいただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

【まちづくり協働部 まちづくり協働課】 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

自立支援医療受給者証（精神通院医療）更新

について、自立支援医療受給証が期限までに送

付されないため、障害福祉課に自立支援医療受

給者証がない場合のリスクを確認した結果、自

立支援医療受給者証更新手続き中の「自立支援

医療支給認定申請書」を医療機関に提出しても

1 割負担になるか、3 割負担になるかは医療機

関ごとに異なる。 

また、後日、更新後の自立支援医療受給者証

を医療機関に提示しても支払い済の医療費は 1

割負担にならないことがある。 

また、医療機関の対応については、行政より

指導することができないとの回答あり。 

自立支援受給者証は、医療費の負担削減を目

的として入手するものであるため、医療機関ご

とに更新手続き中、更新後の対応が異なるこ

と、医療機関ごとに異なる対応を是正できない

ことは、制度を利用している障害者にとっては

深刻な問題と考えた。 

更新時に上記リスクについて説明は受けて

いないと指摘したが、必ず口頭でリスクを説明

している、課員に必ずリスクを説明するよう指

示しているとの回答されたこと、また、課員に

よるリスク説明の有無を記録しているかとの

質問に対しては、記録なしとの回答がされたこ

とから、障害者にとって上記リスクが深刻な問 

自立支援医療受給者証の更新については、市が窓口となり申請書類を受付し、不備等がないかを

確認した後に、滋賀県立精神保健福祉センターへ申請書類を届けています。 

その後、滋賀県立精神保健福祉センターの審査で認定されれば、受給者証が市へ届けられ、それ

から各申請者へ受給者証をお送りする流れとなっています。更新の申請をいただいてから受給者証

の交付までに３か月程度必要となりますことから、更新手続きについては、有効期限の３か月前か

ら申請を受付させていただいています。 

また、更新手続き中については、医療機関ごとに診察料の自己負担部分の対応が異なっています

が、あくまで医療機関の判断になりますことから、誠に申し訳ございませんが、市が指導や介入す

ることはできませんので、御了承をお願いします。 

今後については、申請いただいてから交付まで３か月程度必要となることや、更新手続き後に新し

い受給者証が届くまでの間の対応は医療機関により異なることについて、更新手続きの際にお送りす

る書類にこれらの注意事項を追記します。 

さらに、窓口にも更新に関する注意事項を掲出するとともに、窓口での説明の徹底や、必要に応じ

て注意事項を記載した書類をお渡しするなど、丁寧な対応を行ってまいりますので、御理解をお願い

します。 

【健康福祉部 障害福祉課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

題であることを理解されていない。 

 上記リスクを更新時に文書で説明すること

が必要と考える。文書の作成、文書による説明

をお願いする。 

 

市長への手紙は、本来は建設的な御提案を求

めているものと理解しています。御提案とは不

平、不満や要請ではなく、「こうすればより良く

なる、改善される」ものであるが、現在の市長

に寄せられるものは、そのような旨に反してい

ると思います。 

より具体的に提案に着目することによっ

て、労力も軽減され、業務効率と効果が上が 

るのではないか。 

不平不満のない人々から提案をいただくこ

とは難しいかもしれませんが、その点を工夫し

て、より良いものを吸収できる仕組みは如何で

しょうか。 

不平不満を解消することが、全て改善するこ

とになりません。 

能力の高い人々が潜在的に抱いているご提

案が、建設的な御提案です。「市長への手紙」が

能力を果たして欲しいと希望しています。 

 

 

 

 

 

「市長への手紙」については、広聴活動の一環として、市政やまちづくりについて、建設的な御提案

をいただくことにより、多様化・複雑化する行政課題の解決や、本市を住みよく、さらに発展させる

ために役立てており、公共施設への用紙の設置やインターネット経由での手紙の受付など、幅広く御

提案をいただくよう努めています。 

併せて、建設的な御提案をいただきたいこと、また、営利目的や個人的な御意見・相談などで回

答できないものは、お返事できかねることも御案内しています。 

最近の「市長への手紙」を拝見していますと、市政やまちづくりについての建設的な御提案、実

体験に基づき切実に困っておられることに対しての御意見など、多岐にわたっています。御指摘の

とおり、「市長への手紙」は、建設的な御提案をいただくものですが、個人によってその捉え方は

様々であり、多くの御意見を頂戴し、寄せられた声に対して説明責任を果たすことも、広聴活動の

大きな役割と捉えていますので、御理解と御了承をお願いします。建設的な御意見をいただき、誠

にありがとうございました。 

【総合政策部 広報課】 



令和４年９月 回答分 

手紙の概要 回 答 

認可外保育園の卒園後の転園について要望

があります。 

小規模保育園では、受け入れが２歳児までで

あり、3 歳児になるタイミングでは、卒園し転

園する必要があります。現在、市の認可保育園

については、卒園後の保育園の転園が優先的に

入園できるシステムになっていますが、認可外

保育園はありません。そのため、認可外保育園

の場合は、親は働き続けているにも関わらず、

卒園後に行き場をなくしてしまう可能性が高

くなります。 

保育園の待機児童対策については、これまで

非常に注力されていますが、認可外保育園から

の卒園後の転園についても、優先的に入園でき

るシステムを導入するよう検討をお願いしま

す。 

認可保育施設の入所調整については、保護者の保育の必要性や家庭状況等を点数化し、点数の高

い順に入所調整を行っています。小規模保育施設等の０～２歳児までの認可保育施設の卒園児は、

３歳児になるタイミングで当該施設からの卒園となることから、保護者の保育の必要性が継続して

いる限りは、保育給付認定は継続し、認可保育施設での保育が必要であるものとして、保育所継続

児童と同様に保育を受けていただくために、３歳児クラスに上がる卒園のタイミングに限り、認可

保育施設の入所調整で優先的な取り扱いとしています。 

この取り扱いは、認可保育施設の卒園児が認可保育施設での継続した保育を受けられる環境を確

保していくための制度でありますことから、現時点では、優先調整の範囲を認可外保育施設の利用 

者まで拡大する予定はありません。 

本市では、保育を必要とされる保護者の方に認可保育施設を利用いただけるよう、これまで必要な

施設整備などを行っており、今年度当初においても、昨年度に引き続き、待機児童０を達成し、保護

者の保育需要に見合った保育の提供を実施していますので、認可保育施設の利用を希望いただく際は、

入所のお手続きをお願いします。 

【子ども未来部 幼児課】 

 


