
発言順位　　議員氏名　　所属会派

通告項目

発言内容

1 井上均 新政無所属の会

(1) 将来の東近江市を担ってもらう若者を育成するため、幼児教育、義務教育など
の充実はもとより、東近江市として、将来の有為な若者を育てるための一貫した人材
育成の取組みが必要と考えるが、市長の見解を伺う
(2)質の高い幼児教育・保育の取り組みついて、これまでの取り組みと今後の計画を
伺う
(3)子どもの体力低下に伴う生活習慣病や、高齢期の身体能力の低下など、将来の
社会的リスクについての現状認識と今後の対応について伺う
(4)基礎基本の学びと教育改革について伺う
　①全国学力・学習状況調査の目的と分析結果の内容および今後の対策を伺う
　②その対策によって、主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング）や外国
語教育、情報活用能力の向上にどのようにつなげるのか伺う

(1)自治会単位の防災行動計画（タイムライン）の策定状況と今後の予定、自治会へ
の緻密な情報伝達の仕組みを伺う
(2)危険区域の土地利用や各種制限による条例誘導について伺う

2 西澤善三 新政無所属の会

(1)臨時・嘱託職員について
　①臨時・嘱託職員雇用の現状で雇用形態や年齢での人数や待遇について
　②正規職員と業務内容や勤務時間・勤務条件
　　手当や厚生面での違いについて
　③同一労働・同一賃金への取り組みについて
　④幼児教育・保育の無償化での待遇改善策について
　⑤会計年度任用職員制度への取り組みについて
　⑥再雇用制度について
(2)障がい者雇用について
　①障がい者の雇用割合について
　②今までの取り組みと今後の雇用計画について
　③庁舎等の整備計画について

3 西澤由男 東近江市民クラブ

(1)前回の調査結果を受けて、市ではどのような成果を期待し、どのような対策を打
ち、今回の結果をどう分析・評価したか
(2)また、その経験をどう次につなげるのか
(3)学力低迷の課題を学校だけの問題とせず、学校毎に平均正答率などの情報開
示を進めて、関係者がともに深刻な課題を共有する必要があると考えるが、市の見
解を伺う
(4)子どもの「心のやる気スイッチ」を入れるための研究を進めてもらいたいと考える
が、市の見解を伺う
(5)学校の授業と併せて、子どもの成長段階にふさわしい校外学習プログラムを大い
に活用してもらいたいと考えるが、市の見解を伺う
(6)教育による人づくりが東近江のブランドづくりとなり、その魅力によって定住・移住
が進む源泉と考えるが、人づくりにおける教育の重要性についての市長の見解を伺
う

１　全国学力・学習状況調査の結果を受けて

１　雇用問題について
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１　子育て・教育・人材育成について

２　命を守る防災施策について
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(1)琵琶湖森林づくり県民税の見直しにより、効果の出かけた里山・森林整備による
獣害対策が後退しないように継続を県に要望すべきと考えるが、市の見解を伺う
(2)山際田や放置林への民間投資による太陽光発電施設の設置は、緩衝帯確保や
有害獣生息地除去に有効と考えるが、市の見解を伺う
(3)有害獣の捕獲を支える有害鳥獣捕獲従事者の技術者育成はどう考えているか

4 大橋保治 東近江市民クラブ
１　八日市公設地方卸売市場について

(1)取扱量・売上高とも減尐しているが現況をどのように認識しているのか伺う
(2)建築後37年ほど経過しており老朽化も激しいが今後どのように維持管理していく
のか伺う
(3)市場の管理は嘱託職員のみで正規職員はいないが、市場を取り巻く現状の把握
と対応策について伺う
(4)公設卸売市場法が6月に改正されたが、どのような施策を考えているのか伺う

２　河川維持管理事業について
(1)県の川ざらえ事業の要綱等の見直しを県に強く求める考えはあるのか伺う

３　観光施設管理事業について
(1)五個荘近江商人屋敷入館者を増やす取組みについて伺う

5 西村和恭 東近江市民クラブ

(1)続けたい地域づくり交付金」の30年度の申請件数、４年目の評価と課題、新年度
予算編成に向けての考えを伺う
(2)自治会の痒いところに手が届く交付金」事業の創設と、支所の役割について伺う
(3)要望が多い生活道路等環境整備事業の予算措置について伺う

6 西村純次 東近江市民クラブ

(1)近江鉄道の利用者数の推移、安全対策にかかるメンテナンス費用、経営状態及
び企業努力の成果等、鉄道事業の現状を伺う
(2)本市にとって近江鉄道の位置づけを伺う
(3)近江鉄道が協議の要請をしてきた経緯を伺う
(4)「近江鉄道のあり方検討に向けた副首長級キックオフ会議」の以前の取り組みと
以後の見通しを伺う
(5)県の関わり方の過去と現在の違いを伺う
(6)桜川駅の駅舎及びトイレの改修について、来年度には完了するのか伺う

7 西﨑彰 東近江市民クラブ
１　平成３１年度国及び県当初予算編成に対する当市の最重点要望事項について

（１）農振制度について
　① 県土の発展を考えた主体的な県の判断をお願いしたい。
　② ２６号２計画の運用について、市の方針に基づいた柔軟な対応をいただきた
い。
　③ 各県の実情に応じて県が判断できるよう、ガイドラインの改正を国に働きかけら
れたい。
　④ 市が守ると決めた優良農地は確実に守れるよう、営農継続型太陽光発電の規
制について検討されるよう国に働きかけられたい。
以上、市から提案した４項目について県からの答えと今後当市から県への具体的な
取り組みを伺う。
（２）国道８号について
　①国道８号の整備状況と進捗は
　②当市としての具体的な要望法線は決まっているのか

１　自治会活動のさらなるきめ細やかな支援について

１　地域公共交通について

２　獣害対策について
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２　ＪＲ能登川駅開業１３０年について
(1)ＪＲ能登川駅開業１３０年のイベントを企画する考えはあるのか伺う

8 田井中丈三 東近江市民クラブ
1 伊庭内湖や集落内の農村景観及びその環境について

(1) 伊庭地区と、その上流である瓜生川の流域地区（全体）の両方について、下水
道や合併浄化槽への接続率はどうか。未接続の家屋等に対して指導や対策はどう
行っているか
(2)　国体会場となる伊庭内湖の環境を更に向上するため、各行政の多部署が協力
し水質改善とヘドロの除去を早急にできないか
(3)　湖面を広く覆う水草・浮き草の除去対策や、その中でも外来種除去について、
経過と今後の対策を伺う
(4)　化学製品であるペットボトルや釣り糸等のゴミが葦原等に目立つ。ゴミは何十キ
ロも川を下ってくる。また釣り人など湖で遊ぶ人にも要因がある。流域への啓発や、
湖利用者のコンプライアンス向上への努力について伺う

2 西日本豪雨を受け、「災害は忘れた頃にやってくる」の教訓再確認について
(1) 平成2年の災害、愛知川堤防は2か所決壊と河川水の逆流もあり人命を含む甚
大な被害が生じた。市のホームページに被害内容は無いが当時の被害の全容をど
う把握しているか、それを元にどう備えているか
(2)　堤防の決壊は、堤防を盛り越した水が、人家側の斜面を流れ落ちる水流で削っ
て壊れる。「水防作業では、水が堤防を越えかけたらすぐに逃げろ」これは愛知川下
流地域の先人の教えだ。その対策として越流する前の堤防への土のう積みが非常
に有効だが、その備えはできているか
(3)　市の避難情報は、発令項目と該当地域のみを発表している。洪水の場合、どの
川・湖・溜池で、どういう危険が迫っているか。愛知川ならダム放流の場合、氾濫危
険水位を超えそうな量かは重要だ。安全な避難の為必要な情報は出すべきだがい
かがか
(4)　住民への避難情報は、防災放送システム戸別受信機の全戸への設置が重要
だ。また平時においても自治会や行政からのお知らせを放送でき大変有効だ。命を
守るための施設であり例えば法律で火災報知機の設置を義務付けているように、設
置を条例等で義務化できないか。また災害が多いこのタイミングで新聞・テレビ・広
報などで幅広く必要性をPRすべきと思うがいかがか
(5)　市が全戸配布した防災マップは有用だが、４７ページもある。ゴミカレンダーみ
たいに家に貼れる1枚物の概要版を地域毎につくれないか

9 青山孝司 東近江市民クラブ
１　観光戦略推進事業について

(1) ニューツーリズム推進事業（農家民泊）の実績を伺う
(2) 鈴鹿10座などの歴史文化、自然を活用したエコツアーの実績ついて伺う
(3)観光客の災害対策はどのようになっているか、宿泊施設や観光地、観光ガイドと
の連携の現状について伺う

２　観光資源ブランド化推進事業について
(1) リニューアルオープンした「あいとうマーガレットステーション」の来場者数や現状
と今後の活用方法を伺う
(2) 西堀榮三郎記念室がリニューアルした「探検の殿堂」の来場者数や現状と今後
の活用方法を伺う
(3) 歩いて楽しむまちなか観光の推進事業の内容と成果ついて伺う
(4) 近隣市町との連携による観光施策と特産品開発について伺う

３　県道改修について
(1) 御河辺橋改修と周辺道路整備の早期実現に向けた県に対する市の要望の上げ
方と進捗状況を伺う
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10 森田德治 東近江市民クラブ
１　災害応急対策（豪雨災害）について

（１）避難勧告など、現行の発令、伝達方法で課題がないか伺う
（２）市の防災訓練などで避難行動要支援者の視点を入れた訓練を実施したことが
あるか。また、支援者の確保は出来ているか伺う
（３）自治会等防災プラン策定に市が支援する考えはあるか伺う
（４）アンケート調査などにより市民の防災意識を把握し、地域防災力の強化を図る
べきと考えるが市の考えを伺う

２　猛暑による熱中症対策について
（１）猛暑による熱中症の課題にどのような対応を行ったのか、その結果と評価につ
いて伺う
（２）猛暑を災害レベルに位置づけ、地域防災計画に組込めないか伺う
（３）自治会館を猛暑の際、一時休憩所に開放することを自治会連合に要請する考
えはあるか伺う

３　定住・移住事業の推進について
（１）定住・移住事業の実績や成果、今後の方針について伺う
（２）住居・仕事・暮しの一体的サポートは進展いるのか。また、部局横断的に各種施
策と連携した定住・移住は推進出来ているのか伺う
（３）事業の情報提供方法として大きなポスターを県内・近畿圏のJR・私鉄などの主
な駅に掲出出来ないか伺う

11 鈴木則彦 東近江市民クラブ
１　近江鉄道八日市駅前のケヤキ並木に飛来するムクドリの群れについて

(1)ムクドリの害から住民や通行人を守ることについて、市としての考えを伺う
(2)抜本的なムクドリへの対策について伺う

12 山本直彦 東近江市民クラブ
１　物産・特産品の販売戦略について

(1) 東近江市いちおしの品は何か
(2) どのような戦略で物産展などを企画・開催してるのか

２　物産ロゴマーク認証制度について
(1) どのような考え方・目的で制度導入をしようと考えているのか
(2) どのような目標をもって運用していこうとしているのか
(3) 中・長期的に描いている制度導入後の将来像はどのようなものなのか
(4) 現在の進捗状況と今後の予定は

３　小規模企業振興条例の制定について
(1) 条例の制定に向け動いているのか
(2) 現在の状況と今後の予定は

13 安田高玄 太陽クラブ

(1)鈴鹿１０座を含め、入山される方の人数、年齢層は把握しているか伺う
(2)入山される方の経験値を把握しているか伺う
(3)過去の事故件数及び事故内容と、その対応について伺う
(4)事故防止の対策や事故があった場合の対応について伺う
(5)安全についての注意や過去の事故例を踏まえた啓発PR活動はあったのか、また
今後の対応について伺う
(6)東近江市エコツーリズム推進協議会の組織と活動内容について伺う
(7)本市の魅力である森林を活用した更なる施策の展開について伺う

１　山のレジャーの在り方と事故防止について
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14 戸嶋幸司 太陽クラブ
１　防災計画について

(1)防災情報告知放送システムの設置進捗状況を伺う
(2)災害発生時の救援物資等の備蓄体制は、また、県や市内事業所との連携を伺う
(3)市内指定避難所の冷暖房の設置状況と最大収容人数を伺う

２　シティプロモーションについて
(1)ロゴマーク使用申請件数および実用例を伺う
(2)営利目的での使用を制限した理由を伺う

３　サマータイムについて
(1)導入された場合における当市での問題や懸念されること、費用について議論と
なっているのか、また、どのような話し合いをされたのか伺う

15 辻英幸 太陽クラブ
１　当市の高齢者福祉について

(1)第7期東近江市高齢者保健福祉計画における新たな集いの場の具体例を問う
(2)現行の高齢者団体は加入者が減尐しており、市の目標に逆行していると考える
が、減尐の原因をどのように分析しているか問う
(3)通いの場づくりで社会活動への参加はカバーできているのか問う

２　当市の空き家対策について
(1)当市の空き家増加の原因について問う
(2)空き家調査の人員に不足はないのか問う

16 櫻直美 太陽クラブ
1　 障害者理解と当事者の不安解消について

(1) 特別支援教育の理解を本人・家族はもちろん社会全体に深めていく責務は、市
のどの部署が主として負うべきと考え、今後どのように対応されていく計画なのか伺う
(2)市が雇用している障害者の人数と算出方法の詳細、今後の市の障害者雇用に
ついての計画を伺う

2　将来を見据えた教育について
(1)移動図書館が市内すべての幼保こども園を巡回できるよう改善できないか考えを
伺う
(2) 中学卒業後の実態把握や進路指導の振り返りをしているのか。子どもたちが適
切な進路が選べるよう、現在どのようなキャリア教育や進路指導の取り組みをしてい
るのか。また今後どのように展開していくのか。
(3) 子どもを持つ外国人労働者の支援策を、教育部とも協力しながら包括的に行っ
ていただければと考えるが、今後の施策について市の考えを伺う

3　外国人観光客の受け入れについて
(1)外国人観光客の受け入れに対する考えと整備計画等について伺う

4　先進事例の視察の受け入れについて
(1)先進事例の視察を市のPRや経済効果につなげていく考えは。また、今後の具体
的な取り組みについて伺う

17 吉坂豊 公明党
１　ヘルプマークの普及・啓発について

(1)当市の対象人数と普及状況を伺う
(2)今後の普及状況に対する考えを伺う
(3)普及用ポスターの本庁、支所以外の掲示
場所があるのか伺う
(4)ポスター以外の普及・啓発活動用品が有るのか伺う

２　自転車保険加入について
(1)各学校での啓発活動の現状を伺う
(2)自転車販売店や学校が保険の加入や期限切れで無いか確認すべきと考えるが
見解を伺う
(3)自転車通学する生徒に保険加入料を補助する考えがあるのか伺う

5



３　重い通学バックについて
(1)当市の学校への「置き勉」についての考えを伺う

18 竹内典子 公明党

(1)「防災マップ」に音声コードを掲載し、さらなる充実を行うべきと考えるが、市の考
えを伺う
(2)「防災マップ」にペットに関する項目を追加することについて、市の考えを伺う
(3)「子ども防災手帳」を作成することについて、市の考えを伺う
(4)赤ちゃん用液体ミルクを災害時備蓄品に追加することに対する市の見解を伺う

(1)「農家民泊」に対する市の支援について伺う
(2)東近江市体験交流型旅行協議会への補助金について伺う
(3)受け入れ団体の拡大について、市の見解を伺う

(1)中学生にピロリ菌検査を実施することについて市の考えを伺う

19 廣田耕康 日本共産党議員団

(1)サル被害防止の緊急性について市の認識と対策を問う
(2)個体数調整について市の見解と対策を問う
(3)電気柵の効果と設置状況及び市の設置目標を問う
(4)行政によるサルの位置情報提供システムの導入について市の見解を問う。
(5)住民と行政とが一体となった集落主体の対策の推進について問う。
　① サルが出没する頻度別の集落数
　② 猿の害被害防止に向けた出前講座などの回数
　③ 集落ぐるみ対策推進するための市の対応

(1) 生活道路等の地域環境整備事業補助金について問う
　① 自治会要望に応じた予算化についての市の見解
　② 平成30年度に補助金を交付する自治会数と工事総額
　③ 31年度以降に繰り越された自治会数と工事総額
(2) 体育施設の維持管理について問う
(3) 市民定住住宅改修(住宅リフォーム助成制度)について問う
　① 補正予算を組むべきではないか
　② 所管が変わったが、政策目標に変更はないか
　③ ブロック塀工事も助成対象にすべきではないか
 (4) 実質収支額１２億円の弾力的対応を図るべきと考えるが、市の見解を問う

20 山中一志 日本共産党議員団

（1）蛇砂川・八日市新川改修事業の早期完了を
　①蛇砂川・八日市新川改修の進捗と今後の予定について伺う
　②改修途上である現在の流量はどうなるのか伺う
（2）危険個所整備は進んでいるか
　①急傾斜地崩壊対策事業における、それぞれ指定された場所での対策と進捗に
ついて伺う
　②土石流等の指定率や対策及び進捗について伺う

(1)人口ビジョンの位置付け及び活用について伺う
(2)総合戦略の目的について市の考えを伺う
(3)５つの具体的な取り組みについての検証結果と今後の具体的な施策について伺
う

１　豪雨災害対策について

２　まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

１　防災対策について

２　教育旅行の「農泊」の受け入れ拡大について

３　中学生ピロリ菌検査事業について

１　住民と行政とが一体となって猿被害を防止するために

２　市民目線に立った予算の弾力的対応について
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21 田郷正 日本共産党議員団

(1)全国学力テストの現状と課題をいかに捉えているのか
(2)文科省通知をどのように活かされているのか
(3)子どもや教師にどのような影響が出ているか
(4)テスト結果だけで学力全般が把握できるか

(1)「被爆者国際署名」への賛同を市長は表明すべきだと考えるが、見解を伺う
３　財政を圧迫する企業優先施策は転換すべき

(1)黒丸サービスエリアへのスマートインターチェンジ設置は断念すべきと考えるがい
かがか
(2)福祉優先の市政と予算編成が求められているが、見解を伺う

22 大洞共一 無会派
１　中心市街地の活性化事業について

(1) 八日市駅周辺駐車場整備検討事業について伺う
(2)事業計画当初、八日市駅周辺に駐車台数は何台分確保すると考えておられた
のか伺う
(3)延命新地事業の進捗について伺う

２　新幹線新駅について
(1)市長の想い・抱負について伺う

２　被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名への賛同を

１　全国学力・学習状況調査の現状と課題について
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