
発言順位　　議員氏名　　所属会派

通告項目

発言内容

1 西澤善三 新政無所属の会

(1) 防災情報告知放送システムの整備状況に ついて伺う。
(2) 最終設置 割合 の目標は。
(3) 防災情報の伝達を市で行うメリットは。
(4) 今後の防災情報告知放送システムと東近 江ケーブルネットワクとの関係は。
(5) 光ケーブル網 等の設備償還状況と今後の活用方法や保守は。

(1) 直営か委託かの基準について伺う。
(2) 市の施設利用について、庁舎管理や利用方法、利用金額等は整合がとれている
のか伺う。
(3) まちづくり公社、地域商社にもこれまでの利用されている方々との整合は図られ
ているか伺う。

(1) 東近江市として近江鉄道への支援方法の検討は。
(2) 第3セクター方式で支援となった場合の内容や基準についての現在の考えを伺
う。

歴史的文化財保護について、市内の多くの文化財を維持保存する団体を創設する
考えはないのか伺う。

2 井上均 新政無所属の会

(1)いじめ・不登校のそれぞれの認知、解消、継続数と重大事態の有無、現在までの
傾向を伺う。
(2)いじめ相談・支援業務で昨年度の来所、電話、訪問、巡回のそれぞれの件数と今
後、強化すべき体制を伺う。
(3)今年度、学級アセスメントテストをやめた経緯を伺う。
(4)突発的な事故事件などに伴うマスコミ対応や調査委員会設置などのマニュアル整
備について伺う。
(5)いじめ防止のための附属機関の設置状況と専門的な知識及び経験を有する第三
者の参加状況を伺う。
(6)市長部局におけるいじめ相談・支援体制はどのようになっているのか。

(1)学校教育施設数とその他公共建築物の総数とそのうち建築基準法第12条2項に
基づく定期点検が必要な３年ローテーション別の総数を伺う。
(2)長寿命化計画や維持管理コストの平準化計画などのマネジメントに関する計画書
の概要と学校施設及びその他の公共建物の平準化した年間予算を伺う。
(3)定期点検の有資格者の配置と点検手引書などの整備状況を伺う。
(4)施設管理者が自ら定期点検を行う場合の品質確保に関する対処方法を伺う。
(5)指定管理者制度における定期点検報告と是正措置に対する費用負担などの契
約内容を伺う。

２　公共建築物の安全性と長寿命化計画について

１　子どもの権利救済・相談・支援について

平成３０年６月定例会　発言通告一覧

１　東近江ケーブルネットワークについて

２　市内の各外郭団体への支援について

３　近江鉄道への支援について

４　文化財保護の団体創設について
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3 山本直彦 東近江市民クラブ

(1)作成した経緯と目的、プロモーションのメインターゲットをどう設定しているのか伺
う。
(2) ブランド・スローガン、キャッチコピー、ブランド・メッセージに込められた思いを伺
う。
(3)今後の推進策の具体的な構想と現段階での進捗状況について伺う。
(4)PR動画と「シティプロモーション方針」との関係性、また今後の活用方法について
伺う。

(1) 利用時間等の見直しが行われようとしているが、利用者の声はどのように反映さ
れたのか伺う。
(2) 体育施設条例改正、使用料等減免制度の見直しと総合計画との整合性を伺う。

4 西村和恭 東近江市民クラブ

(1)空き家付き農地取得制度の創設について伺う。
(2)東近江市農用地保全条例制定の背景と活用における課題について伺う。
(3)農振農用地の見直しの状況について伺う。
(4)農振法の緩和と権限委譲について、国・県の対応を伺う。
(5)これからの土地利用計画の考え方について伺う。

5 鈴木則彦 東近江市民クラブ
１　中心市街地活性化基本計画について

(1) 市役所内に「イベント企画運営課」を立ち上げることについて、市の考えを伺う。
(2) 3月定例会で質問した、道路空間有効活用事業の道路管理者との調整につい
て、進捗状況を伺う。
(3) 「ようかいち八の市」実現に向けた支援について、市の考えを伺う。

6 和田喜藏 東近江市民クラブ

下記3点行政としての総括は。
①交通手段・安全対策などの受け入れ体制について伺う。
②その経済効果とその他波及効果を伺う。
③今後同様のイベントを受けるに当たっての課題等。

地域を守り取り組んでおられる人たちが報われる様な支援や取り組みが無いか伺う。

地域活動を子どもに教える事は大切です。
市として基準を持って支援が必要だと考えますが、市の考えを伺う。

(1)通学路の再点検が必要と考えるが、市の考えを伺う。
(2)老人クラブのスクールガード隊やボランテアの協力をいただけるような体制づくり
や組織の立ち上げの実現は、出来ないものか伺う。

１　 シティプロモーション方針とＰＲ動画について

２　 公共の体育施設管理の見直しについて

１　土地利用制度の運用と土地利用計画について

１　ももクロイベントについて

２　河畔林などの環境保全活動について

３　子どもの居場所づくり

４　通学路の再点検について

2



7 西﨑彰 東近江市民クラブ

(1) 市区町村コードが決められた経緯は。
(2) 滋賀県が主催する担当者会議での本市職員の席順は。

(1) 整備の進捗状況とすべての家庭に整備される時期は何時なのか。
(2) 緊急放送のマニュアルの作成や職員の研修はされているのか。
また、告知放送による避難勧告放送を行った時の、自治会への事前伝達等こうした
ことを防災訓練の一つとしてはどうか。市の考えを伺う。
(3) 東近江行政組合消防本部管内と、東近江市管内のここ３年間の火災発生状況と
その傾向を伺う。
(4) 滋賀県全体及び本市管内の犯罪の発生状況について、ここ３年間の犯罪発生の
傾向、また窃盗犯など犯罪の具体的な状況を伺う。
(5) 防災情報告知放送システムを、時報だけでなく平時に、火災予防、犯罪予防に
活用することについて、市の見解を伺う。

8 西澤由男 東近江市民クラブ

中路融人画伯の作品寄贈等に当たって
(1) 中路融人記念館の展示スペースを増設する考えはないのか伺う。
(2) 中路融人画伯の作品収蔵リストの整備、作品群のＰＲ、県内外の美術館への貸
出しは行わないのか伺う。
(3) 西堀榮三郎記念館を市内の小中学生の校外授業に組み込む考えはないのか伺
う。
(4) 東近江市埋蔵文化財センターに収蔵されている貴重な歴史遺産の積極的な展
示を行い、市民や学生、生徒に広く活用いただきたいと考えるが、今後の活用につ
いて計画を伺う。

インターチェンジや駅名を東近江に変えてはとの意見も上がっているが、合併15周
年にこれらと併せて、市内地区別順列も合併順から五十音順に変えてはどうか。

9 森田德治 東近江市民クラブ

(1) 土地利用構想図について伺う。
主な改定地域（箇所）、利用区分、面積（概数）及びその利用はどのように考えている
か伺う。
(2) リゲイン用地の利用はどのような目的・手法でやっていくのか伺う。
(3) スマートインター付近（横山町・上羽田町地先）の利用は、どのような目的、手法
でやっていくのか伺う。
(4) 市計画改定による、関連市計画の改定について伺う。

10 西村純次 東近江市民クラブ

(1)市内周辺地区から中心市街地へ通じる道路計画についての考えを伺う。
(2)主要地方道彦根八日市甲西線（昭和町地先～川合町地先）の整備にかかる県へ
の要望活動の状況と今後の予定を伺う。

１　第２次東近江市国土利用計画について

１　県道整備について

２　市内の地区別順列の見直しについて

１　東近江市の序列について

２　防災情報告知放送システムについて

１　市内の美術館・博物館などのさらなる活用について
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(1) 長時間労働の是正のため、ワークライフバランスの観点から職員増も一考ではと
思うが、市の考えを伺う。

11 青山孝司 東近江市民クラブ

(1) ももクロ春の一大事を終えて、その経済効果や活動成果について伺う。
(2) この経験を今後の観光戦略にどう活かすか、どう活かせるか考えを伺う。

(1)八日市公設地方卸売市場との連携について、どのようにして互いの利点、特長を
活かし運営していくのか、今後の展望を伺う。
(2)小規模農家への情報提供について周知方法と現状を伺う。

(1)御河辺橋改修と周辺道路整備の早期実現に向けて進捗状況を伺う。
(2)地元自治会の意見聴収と集約がされていないと思うが市の考えを伺う。

12 田井中丈三 東近江市民クラブ

(1)市内の土地改良事業の概要と予定事業費、事業負担割合、地元負担割合はどう
なっているか。
(2)事業負担割合について、国のガイドラインの率はどう示されているか。
(3)県や市独自で国のガイドラインを上回る補助の取り組み状況はいかがか。

(1)市道占用は、どういった施設に許可を出しているか。また昨年度の申請件数は何
件か。
(2)申請から完成までどのような手順で計画や施工までをチェックしているか。
(3) 復旧基準が不明瞭で現場担当者の裁量が大きすぎる。安全面や、不要な道路
修繕予算を生じさせない為、埋設部の舗装復旧幅は、どの程度としているのか。縦
断的には車線の中に継ぎ目がないよう、横断的には大型車の長さ以上の復旧延長
を基本に基準の改定をすべきと考えるがいかがか。
(4)舗装復旧範囲を決めるとき、施工管理技士等専門職の意向も加味すべきと思うが
いかがか。
(5)完成の検査においても、実際に積載車等を走行させて行うべきと思うがいかが
か。
(6)完成検査後も、一定期間内に再点検し占用者に修繕責任を負ってもらうべきと思
うがいかがか。

13 安田高玄 太陽クラブ

(1) 要支援、要介護認定の説明や手続きの進め方について伺う。
(2) 本市の要支援、要介護認定状況は把握しているか。また、要介護度別の人数
は。
(3) 介護保険運営協議会の役割について伺う。また、会議、審議内容などの公表
は。
(4) 第6期東近江市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の実績と成果、及び課
題と第7期へ繋げる内容について伺う。

(1) 河辺いきものの森の主な事業と活用方法は。また、利用者数と利用内容は。
(2) （仮称）布引の森整備事業のコンセプトと趣旨、目的について伺う。
(3) （仮称）布引の森整備事業の完成予定日はいつか。

２　働き方改革について

１　観光戦略推進事業について

２　東近江あぐりステーションについて

３　県道改修について

１　農業振興における基盤整備事業予算の充実について

２　市道における占用工事の路面復旧について

１　福祉・介護について

２　自然にふれあう事業について

4



14 櫻直美 太陽クラブ

(1) 市内の幼保・小中学校に永源寺桜を植樹する考えは。
(2) 永源寺桜の植樹を市内で振興することで市民の一体感を育む考えは。また、市
内でキャンペーンを実施する考えは。
(3) 永源寺桜を市外の小中学校へ植樹を振興することで、本市をPRする考えは。

市内の公共機関・自治会館等をインターネット検索したときに、主流となっている地
図検索サイトで正しく表示されるよう、そのウェブサイト管理者へ連絡をとる考えは。

15 戸嶋幸司 太陽クラブ

(1)ももクロ春の一大事において、シャトルバスが能登川駅発着できなかった理由は。
(2)観光案内所について
　①能登川駅の観光案内の充実は図られているか。
　②観光案内所の今後の展望は。

(1)シティプロモーションの進捗状況および展開方法は。
(2)「おかえり東近江」動画の利用状況および今後の展開は。

16 辻英幸 太陽クラブ

(1) 主管部が企画部から商工観光部へ移ったことによる市のこの制度の活用方針に
変更はあるのか。
(2) 寄付額に対する返礼品の割合は。
(3) 返礼品の開拓についての姿勢は。
(4) 使途についての明確化を進める予定は。

17 吉坂豊 公明党

(1) 入居時の保証人の見直しについて市の考えを伺う。
(2) 民間賃貸住宅の家賃の一部補助について市の考えを伺う。

(1) 地域別の早期発見訓練の現状と今後の計画について伺う。
(2) 徘徊高齢者家族支援サービス事業での徘徊探知機購入補助の利用件数を伺
う。
(3) 早期発見シールの導入について市の考えを伺う。

今後の取り組みと展望は。

18 竹内典子 公明党

(1) 登下校時のコミュニティバス利用の地域拡大することについての考えを伺う。
(2) 登校時のみ利用しているところについて、コミュニティバスの下校時の利用につ
いての考えを伺う。
(3) コミュニティバス第4次再編計画「基本方針３、利用者のニーズに沿った路線設
定」の中で、コミュニティバスを通学時におけるスクールバスとして活用できないかな
どの具体的検討について伺う。

１　ふるさと納税について

１　通学時のコミュニティバスの活用について

１　市営住宅の入居について

２　徘徊高齢者について

３　つどいの広場について

１　観光戦略について

２　シティプロモーションについて

１　永源寺桜による地域振興について

２　公共機関・自治会館等のインターネット上の地図表示について 
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(1)「地区防災計画」を策定された所があるか伺う。
(2) 防災リーダーとして何人の方が活躍されているか伺う。
(3) 防災リーダー、または自治会、自主防災組織への「地区防災計画」策定の啓発、
講習などの計画があるかを伺う。

(1) 高齢者、障害者の個別ごみ回収についての考えを伺う。
(2) 高齢者が小学校で学校給食を食べる事業に対する考えを伺う。

19 廣田耕康 日本共産党議員団

(1) 老人クラブの果たしている役割について問う。
(2) 老人クラブの現状への見解と対策を問う。

(1) 指定管理の公共性を問う。
(2) 体育施設条例の一部改正について利用者の声を聞くべきではないかを問う。
(3) 利用時間を8時30分からにすべきではないかを問う。
(4) 運営時間の削減は指定管理料の削減が原因ではないかを問う。
(5) 使用料は全額免除すべきと考えるが、どのようになるのか。また、利用者と利用団
体に周知徹底されているのかを問う。

(1) 生活保護基準を一般低所得世帯に合わせて引き下げることについての見解を問
う。
(2) 生活保護の捕捉率を高め、一般低所得世帯に生活保護を適用することについて
の見解を問う。また、市の捕捉率を問う。
(3) 生活保護は憲法25条によるものであることを生活保護のしおりに記載することに
ついて問う。
(4) 生活保護のしおりの改良について問う。

20 山中一志 日本共産党議員団

(1) なぜ市とJAを中心とする会社としたのかを伺う。
(2) 代表取締役はなぜ出資されないのか。また、公募等で広く人材を求めたうえで選
定したのかを伺う。
(3) 農産物卸販売、直売事業について、取引見込み、販売額等の計画について具
体的な金額を伺う。
(4) 地方創生推進交付金を活用して、委託業務として扱うことの合理性は。また、会
社運営を支援するための交付金ではないことを明確にできるか伺う。

(1) 自治体職員の正規化について
本市の現状の正規職員、特別職非常勤職員、臨時的任用職員、一般職非常勤職
員の人数は。また、正規と臨時・非常勤の格差や現状について市の考えを伺う。
(2) 会計年度任用職員制度について
　①法改正による、特別職非常勤、臨時的任用、会計年度任用職員へのそれぞれ
の実数変化予測を伺う。
　②雇用中断（空白期間）について市の考えを伺う。
　③法改正によるフルタイムとパートタイムの実数予測は。また、正規職員と非正規職
員の格差について市の考えを伺う。
　④労働条件では格差を残したまま、義務や処罰などは正規職員並みであることに
ついて市の考えを伺う。
　⑤マニュアルでは、「同一労働同一賃金ガイドライン案」を踏まえ、としているが、正
規・非正規の差は厳然と残され固定化されていることについて市の考えを伺う。

１　株式会社東近江あぐりステーションについて

２　地方公務員制度の転換をむかえるにあたって

２　防災について

３　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために

１　集落の元気につながる老人クラブについて

２　体育施設など指定管理の公共性について

３　生活保護の正しい理解と適用を広げることについて
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21 田郷正 日本共産党議員団

(1) 社会福祉協議会の存在意義をどう捉えているのか。
(2) 社会福祉協議会で今年度見直しをされた事業や補助単価見直しはどのようなも
のがあるか。
(3) 居宅介護支援事業所の廃止や退職勧奨、希望退職等で、何人の職員が辞めら
れたのか。
(4) 職員が減って、どのような影響が出ているのか。
(5) サロン補助金の削減等での地域福祉への影響をどのように考えているのか。
(6) 根本は「事務事業見直し方針」にあるのではないか。

(1) 医療給付費分は所得割、均等割、平等割ともに県が示した標準保険料より高く
なっているが、理由は何か。
(2) １８歳以下の子どもがいる世帯数と子どもにかかる均等割額の総額はいくらか。
(3) ７割・５割・２割の軽減措置の加入世帯数とそのうち、子どもを含む世帯数はどれ
だけか。
(4) 子どもにかかる均等割額を軽減すべきではないか。

１　「事務事業見直し方針」が地域福祉の後退を招いている

２　国民健康保険料の子どもの均等割軽減について
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