
発言順位　　議員氏名　　所属会派

通告項目

発言内容

代表質問
1 市木　徹 東近江市民クラブ

1 働き住み続けたい活力ある東近江市の創生について
(1) 企業立地の促進と雇用創出の基本的な方針と今後の展望について市長の所信
を伺う
(2) 八日市駅周辺整備の全体構想と今後の進め方など中心市街地の賑わいの創出
について市長の所信を伺う
(3) 東近江あぐりステーションの課題と展望など農業振興対策に対する市長の所信を
伺う
(4) 森林づくり計画や森ビジョンの策定など林業振興対策について市長の所信を伺う

2 行きたくなる住みたくなる魅力ある東近江市の創生について
(1) 観光政策について市長の所信を伺う
(2) 黒丸パーキングエリアへのスマートインターチェンジの設置の可能性と今後の展
望及び新たな部署創設の提案等について市長の所信を伺う
(3) 定住移住の推進策についての評価と制度の見直し方針について市長の所信を
伺う

3 若い世代が希望をかなえる夢のある東近江市の創生について
婚活事業への支援や不妊治療の助成拡大等結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目な
い支援について市長の所信を伺う

4 誰もが安心して暮らせる豊かな東近江市の創生について
(1) 街路事業や市道、国・県道の整備に取り組まれる市長の所信を伺う
(2) 高齢社会における健康寿命の延伸に向けた取組について市長の所信を伺う

5　まち・ひと・しごと創生総合戦略について
第2次計画作成時における市長の考えを伺う

6　財政バランスについて
事業の選択と集中で投資すべき時であるとされる市長の所信を伺う

2 戸嶋幸司 太陽クラブ
１　平成３１年度予算について

(1)攻めの予算の「攻め」の部分とはどこを指しているのか。市長肝煎りの施策、事業
について伺う
(2) 人口減尐社会を見据えた財政のスリム化が必要と考えるが、見解を伺う
(3)公共交通機関である近江鉄道の今後についての協議の現状、今後どのような展
開が望ましのか、中心市街地活性化の根幹はゆるがないのか見解を伺う
(4)観光振興について、行きたくなる東近江市の創生に向けての思いを伺う
(5)これからの農業振興について、東近江あぐりステーションの将来展望について伺う
(6) 公設地方卸売市場の活性化について、公設市場の存在意義、現状課題、今後
の展開について思いを伺う

3 山中一志 日本共産党議員団

（1）10月からの消費税10％への大増税は中止すべきと考えるが、見解を伺う
（2）大軍拡を中止し、９条改憲に反対すべきと考えるが、見解を伺う
（3）辺野古移設について、見解を伺う
（4）原発について、見解を伺う
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既存事業の見直しの前に、国スポ事業費を見直すべきと考えるが、見解を伺う
３　東近江市新年度予算について

（1）工場等の立地促進について
①奨励金が交付された企業での、雇用の創出は如何ほどか伺う
②立地促進奨励金の転換について、見解を伺う
（2）定住移住・子育て促進住宅取得支援について
①既存制度の実績について伺う
②定住住宅リフォーム補助の街なみ環境整備補助との整合性について伺う
③予算を使い切った場合の対応について伺う
（3）奨学金制度について
①奨学金返還支援制度の創設について伺う
②給付型奨学金の創設について伺う
（4）公共交通機関の利便性について
①各地区を環状に運行する路線を創設すべきと考えるが、見解を伺う
②高齢者パスの創設について伺う

4 竹内典子 公明党

(1) 中心市街地活性化事業の進捗状況及び確実な実行への意気込みを伺う
(2) 行きたくなる住みたくなる魅力ある東近江市の創生について
　①農家民泊について、どのように市全体に広げていくのか伺う。また、インバウンド
への対策を伺う
　②雪野山古墳出土品の明治大学博物館での展示公開の規模について伺う。また、
東京圏からの集客をどう受け入れるのか、雪野山周辺でどう展示するのか伺う
(3) 若い世代が希望をかなえる夢のある東近江市の創生について
　①病児保育室の利用拡充の考えを伺う
　②日本語指導教室を認定こども園で開催する事業の詳細を伺う
(4) 誰もが安心して暮らせる豊かな東近江市の創生について
　①コミュニティバス等のさらなる利用促進の取り組みを伺う
　②自主防災組織育成事業に対して、行政も共に地域で意識改革を働きかける考え
はあるか伺う
　③認知症当事者の思いを尊重するとともにセルフネグレクトの方への対策を伺う

２　老人クラブについて
(1) 単位クラブ数及び会員数減尐への見解を伺う
(2) 本市の単位老人クラブ設置状況を把握しているか伺う
(3) 市の老人クラブ連合会に加入していない単位老人クラブへの支援の考えを伺う
(4) 今後、老人クラブが活性化する方策について伺う

5 井上均 新政無所属の会

(1) 合併特例債の発行が平成37年度で終了するが、それ以降の市債償還計画と市
税増収策について伺う。また、今後の予算規模を考慮すると、事業の選択や絞り込
みを行う必要があると考えるが、市の見解を伺う
(2)実施計画・事務事業評価について、住民・企業・NPOなどの新たな視点を組み入
れた改善ができないか伺う
　また、評価結果の「見える化」を図る必要があると考えるが、市の見解を伺う
(3) 社会インフラの個別計画が予算硬直化を招く恐れがあるため、地域に見合った個
別計画の作成・更新の内製化について伺う。また、職員の専門性を高める観点から、
各分野で職員のモチベーションアップにもつながる資格取得支援策について伺う

１　財政見通しと硬直化する予算への対応および事務事業評価の見直しについて

２　新年度滋賀県予算について

１　平成３１年度当初予算(案)について
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２　市民協働による新しい公共の仕組みや民間資金・ノウハウの活用について
(1) 民間資金やノウハウを活用するＰＦＩ事業が進まない現状分析と対策を伺う
(2) 指定管理者制度をインセンティブの付与や包括管理委託、コンセッション方式な
ど自助努力できる制度に転換できないか伺う
(3) 東近江三方よし基金による再生可能エネルギーや地域商社あぐりステーションへ
の支援目的について伺う。東近江三方よし基金と当市のSIB（社会的投資）との役割
分担について伺う
(4) 庁舎などの電力契約は、八日市まちづくり公社を代理店に行っているが、この電
力を新電力に転換できないか伺う。また、八日市まちづくり公社の手数料収益につい
て、エネルギー自立に向けた再投資に使うべきだと考えるが、具体的にどのような事
業に再投資されているか伺う

(1) 教育施設を除く、９公共施設の建築基準法不適合ブロック塀の改修状況を伺う
(2) その改修について、特定行政庁として、市に対し、与えられた権限と果たすべき
責任をどのように考えているか伺う

一般質問
1 櫻直美 太陽クラブ

１　健康施策について
(1) 国民健康保険における特定健診の受診率向上対策について市の考えを伺う
(2) 後期高齢者も対象にした人間ドックの助成をする考えを伺う
(3) 乳がん検診を若年者も受診しやすくする体制整備をおこなう考えを伺う

２　外国人との共生ビジョンと施策について
(1) なぜ総務省が2006年に要請した外国人住民に対応するための施策の指針と計
画を策定せず、専門部署の設置をしていないのか。また今後はどうする予定なのか
伺う
(2) 外国人への「多言語での行政情報提供」と「居住支援や入居差別の解消」につい
て来年度どんな具体的な施策を予定しているのか伺う
(3) 外国人に対する「日本語の学習支援」について現状と課題及び今後の改善策に
ついて伺う
(4) 外国人との共生を推進していくことについて伺う

2 辻英幸 太陽クラブ
１　当市のふるさと納税の現状について

(１)今年度のふるさと納税額予想は
(２)返礼品の出品事業者の増加数は
(３)事業者向け勉強会の実績は
(４)PR動画は有効利用されているのか
(５)ふるさと納税制度と交付税算定の関係について問う
(６)昨年度のふるさと納税による市民税の減尐額は

3 安田高玄 太陽クラブ

(1) 平成３０年度に徴収された使用料の金額と、その金額の使用用途について伺う
(2) 平成３１年度に徴収される使用料見込み金額と、その使用用途について伺う
(3) 今後、減免内容の変更、使用料変更等の考えがあるか伺う

１　「東近江市体育施設使用料の減免基準取扱要領」「東近江市学校開放施設使用料の減免基
準取扱要領」について

３ 違法状態であった公共施設の建築基準法不適合ブロック塀の改修状況と特定行政庁としての
責務について
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２　蒲生体育館改修工事について
(1) 改修工事の期日変更を体育館利用者へ告知、説明する予定があるか伺う
(2) 新たな改修工事の期日について伺う

4 吉坂豊 公明党
１　能登川作業所について

(1) 本市における能登川作業所が果たす役割について見解を伺う
(2) 新体育館駐車場の必要規模とその根拠及び基本計画について伺う
(3) 予定通り5年後に土地の賃貸契約を更新しない場合に社会福祉法人が対応すべ
き事項はいつ頃示されるのか伺う
(4) 事業運営される社会福祉法人に対して現施設の解体費用や事業継続に対して
の土地の提供・新施設建設などへの支援について考えを伺う

２　垣見新隧道開通について
(1) 新隧道開通時の交通量の予測と対応を伺う
(2) JR能登川駅の東口駅前広場周辺の道路整備計画を伺う
(3) 主要地方道栗見八日市線の佐生～佐野間の歩道設置を伺う

5 廣田耕康 日本共産党議員団

(1) 中小企業振興条例で効果を上げている自治体の取り組み事例を伺う
(2) 条例案に、中小企業・小規模事業者の役割を丁寧に規定すべきと考えるが、見
解を伺う
(3) 条例案の「責務」と「役割」の違いについて伺う
(4)「中小企業及び小規模企業の振興を図ることを目的とする団体」とは具体的にどの
ような団体か
(5) 条例案への「実施計画の策定・公表」と「実施計画の検証・公表」を規定すべきと
考えるが、見解を伺う
(6) 条例案に「推進会議」を規定すべきと考えるが、見解を伺う

(1) 公的施設の統廃合と行政サービスの維持について市の見解を伺う
(2) 愛東・湖東地区のごみ処理施設の変更について
　①「ごみ処理施設の利用先変更に伴う市民説明会」の参加世帯割合を伺う
　②「自治会単位で説明会をして欲しかった」との声について、見解を伺う
　③「粗大ごみは軽トラックがないので出せない」との声について、見解を伺う

6 田郷正 日本共産党議員団

(1) 納付金額が決定された経過と引き上げられた要因を伺う
(2) 保険料の値上げは許されないと考えるが、どのような方策を講じるのか伺う
(3) 全国健康保険協会（協会けんぽ）などより国民健康保険はどれだけ保険料が高く
なっているのか伺う
(4) １８歳までの子どもにかかる均等割の総額と対象員数及び免除に対する市の見解
を伺う

(1) 待機児童の現状と今後の見通しを伺う
(2) なぜ、低所得者に恩恵が尐ない実態が生まれるのか伺う
(3) 給食費の負担が増えることにならないか伺う
(4) 市の負担が増えることにならないか伺う

１　国民健康保険制度充実のために

２　保育の無償化の問題点について

１　東近江市中小企業及び小規模企業振興基本条例を実効性のあるものにするために

２　公的施設の統廃合の中での行政サービスの維持について
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7 大洞　共一
1　中心市街地の活性化事業について

(1) 延命新地ポケットパークについて伺う
(2) 延命公園整備について伺う
(3) 駅周辺の立体駐車場について伺う
(4) 民間駐車場のネットワーク化について伺う
(5) 八日市上之町の職員駐車場の活用検討について伺う

8 西澤善三 新政無所属の会

新年度予算での基金繰り入れの考え方と合併特例期間終了時の必要基金残高につ
いて

２　財政計画について
（１）３７年度までの財政計画における投資的経費の使途と投資的経費に使われない
繰入金や市債の使途について
（２）市債発行の考え方と、３８年度の市債総額、公債費の額、予算規模に対する公
債費の占める率について
（３）財政健全化への取り組みについて
（４）合併特例債に頼らない施策について

9 山本直彦 東近江市民クラブ
１　地域経済の発展について

(1) 中小企業及び小規模企業振興基本条例について
①今日までに関係者とどのような協議がなされてきたのか伺う
②東近江市らしさがどこにあるのか伺う
③理念を担保する基本計画の策定や財政措置が含まれていないが、どのように前に
進めていこうと考えているのか伺う
(2) 地域仮想通貨の可能性について市の見解を伺う

10 青山孝司 東近江市民クラブ
１　びわこ学院大学との連携について

(1)若者定着に向けたびわこ学院大学との連携について伺う
(2)びわこ学院大学に通う若者の地元企業への就職状況について伺う

２　幼児教育・保育無償化について

(1)対象となる家庭への情報提供について伺う
(2)無償化に向けた現場での受け入れ対応状況について伺う

３　国道３０７号バイパス道路整備事業について
(1)今後の対応について伺う

11 田井中丈三 東近江市民クラブ
１　 職員のリーダー能力育成と健康リスクの低減について

(1) 職員の心身の健康管理への取組状況を、福利厚生等も含め、幅広い視点で伺う
(2) 病気休暇の取得状況、内、心の病気の状況、問題把握状況と対策について伺う
(3) 年次休暇を使いたまには海外へ。を推奨し、視野と見識の広い職員の育成を伺う
(4) 滋賀県市町村職員研修センターの講師資格を持った職員数、内、登壇者数。ま
た同所での講師養成講座への派遣者数を伺う
(5) 講師資格取得を推奨し、登壇を促すため、評価・業務面のサポートの考えを伺う
(6) 同所の講師養成は無料で人材育成にも繋がる。積極利用すべきと思うがいかが
か
(7) 職員の専門資格保持の把握と、新規取得への推奨や援助、また評価について伺
う

１　新年度予算について
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２　 栗見橋の修繕工事について
(1) 具体的な修繕箇所と修繕後の目標の耐用年数について伺う
(2) 耐用年数を確保するため、追加した修繕箇所やリニューアル箇所は無いか伺う
(3) その修繕工程と期間を伺う
(4) 費用と両市の負担割合、また財源を伺う

12 森田德治 東近江市民クラブ
１　観光行政について

（１） 東近江市の知名度・認知度のアップについての考えを伺う
（２） 訪日外国人旅行者数の推移について伺う
（３） ニューツーリズム推進事業の進捗状況と課題、今後の事業展開について伺う
（４） 着地型観光ツアーの今後の事業展開について伺う
（５） 観光資源ブランド化推進事業の進捗状況と課題、今後の事業展開について伺う
（６） 観光関連施設の整備と観光機能強化の進捗状況と課題、今後の事業展開につ
いて伺う

２　社会体育施設整備事業及び文化振興施設管理運営事業について
（１）老朽化に伴う社会体育施設の改修・修繕計画について伺う
（２）急を要する修繕工事の実施時期を伺う
（３）老朽化に伴う文化振興施設（設備を含む）の改修及び修繕について伺う

13 西村純次 東近江市民クラブ

(1) 水道法改正について市の基本的な考えを伺う
(2) 東近江市水道事業経営戦略について
　①自己水と県水のバランスにおいて、自己水の増量等は検討されたか伺う
　②広域連携は水道事業の広域化を指すのか、また愛東･湖東地区の水道の将来
について伺う
　③漏水事故件数について、類似事業体の事故件数とその多寡についての見解を
伺う
　④老朽管の把握はしっかり出来ているか伺う
　⑤漏水事故対応等の現状についてどう感じているか伺う
　⑥工事業者の後継者不足の現状と事業者の育成について見解を伺う

14 和田喜藏 東近江市民クラブ
1　小さな拠点づくりについて

(1）小さな拠点づくり事業を市の政策にしっかりと位置づけ推進するべきと考えるが、
見解を問う
(2）住民が主体で行う事業であるが、定着させ継続させるには市の支援が必要と考え
るが考えを問う

15 西﨑　彰 東近江市民クラブ
１　御代替わりについて

(1)東近江市の公立小学校でこの「御代替わり」をどのように教えているのか伺う
(2)東近江市の公立中学校でこの「御代替わり」をどう教えているのか。また「天皇の存
在」をどのように教えているのか伺う

２　ＪＲ能登川駅開業１３０周年実行委員会について
ＪＲ能登川駅開業１３０周年実行委員会に行政も参加する考えがあるか伺う

１　水道事業について
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