
発言順位　　議員氏名　　所属会派

通告項目

発言内容

1 竹内典子 公明党

(1)市として捉える「文化」とは
(2)文化プログラム（beyond2020）への参画状況は
(3)beyond2020に認証されるために必要な、障害者にとってのバリアフリー対策、外
国人への言葉の壁を取り除く対策の状況は
(4)県と連携した取り組みがあるのか伺う

(1)民生委員をサポートする協力員を設置することについて

(1)認知症家族の負担軽減を行う対策に民間保険を活用することについて

2 吉坂豊 公明党
１　小中学校における熱中症対策について

(1)教育施設・防災施設として体育館へのエアコン整備の今後の取り組みを伺う
(2)教育施設・防災施設としての体育館へのバリアフリー対応冷水機の設置につい
て市の見解を伺う
(3)暑さ指数ＷＢＧＴを誰がどの様に参考にしてクラブ活動等の活動実施の判断をし
ているのか、指数計の購入計画があるのか伺う

3 廣田耕康 日本共産党議員団

(1)横断歩道での安全確保
　①市ケ原地先の横断歩道で発生した接触事故について市の見解を問う
　②通学路横断歩道の総点検と改善を問う
　③市内事業所へ道交法38条の徹底の依頼について問う
　④市の広報等での道交法38条遵守のキャンペーンについて問う
(2)サルの危害から子どもを守るために
　①サルの危害から通学の児童を守る市の対応を問う
　②一刻も早いサルの位置情報の提供と追い払い行動について問う

(1)国民健康保険料の申請による減免制度の活用件数と内容を問う
(2)市民税の減免件数を原因別に問う
(3)市民税にも減免制度を設けるべきと考えるが市の見解を問う
(4)市民税の分納受付件数と徴収猶予の件数を問う
(5)申請による換価の猶予の活用件数を問う
(6)市税の差押え状況と差押え禁止財産の内容と扱いを問う

１　児童の通学の安全を守るために

２　納税緩和措置の普及について

令和元年６月定例会　発言通告一覧

１　「文化プログラム」について

２　民生委員・児童委員協力員について

３　認知症家族の負担軽減について
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4 山中一志 日本共産党議員団

(1）決算分析について
　①大幅な赤字決算になった要因は
(2）資本金について
　①出資の状況と、経営安定のための追加借り入れ等の考えは
(3）仕入れと販路について
　①野菜の生産拡大への対応は
　②生産過剰への対応は
(4）経営について
　①一般管理費内訳は
　②損益分岐点は
(5)地方創生推進交付金を活用した委託業務について
　①具体的な実践事業と委託金額について
(6) 中期計画について
　①第2期事業計画は、どのような経緯で決定したのか
　②売上について、当初計画との差異は
　③市場ニーズの取り込みは
　④市外流通作物について、その後の進捗は

(1) 自治会加入について
　①成果指標の現状は
　②成果指標を高めるための問題点、及び、具体的取組は
(2) 自治会支援について
　①実績について
　②助成時期について

5 田郷正 日本共産党議員団

(1)市長は、こんな経済情勢の下で消費税増税はするなと国へ求めるべきではない
か
(2)増税が市にもたらす影響はどれくらいあるのか

(1)担当部局変更の経過と見解は
(2)エリア決定の基準は
(3)停留所の設置場所の決定権はどこにあるのか。また、設置場所の変更はできるの
か
(4)地域公共交通会議への利用者の意向反映はされているか
(5)学生応援お試しキャンペーンの内容は

３　市道「桜川石塔線・桜川東畑田線」道路改良の位置づけは
(1)整備検討路線から外された理由と経過は

6 西澤善三 新政無所属の会

(1)近江鉄道への支援の必要性について
(2)上下分離方式への市長の考えについて
(3)近江鉄道線活性化再生協議会の運営について
(4)近江鉄道線代替えシステムについての考えについて
(5)協議会における協議内容の市民周知について
(6)バス等乗り換え拠点づくりや公共交通ネットワークの再構築について
(7)中心市街地活性化事業での上下分離の影響について
(8)近江鉄道危険踏切等の改修も計画に入れるべきでは

２　ちょこっとバス・タクシーの充実を

1　地域商社「株式会社東近江あぐりステーション」について

２　自治会活動について

１　消費税増税はストップを

１　地域公共交通活性化について
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7 井上均 新政無所属の会

(1)人材育成・人づくりを担う八日市まちづくり公社の年間の収入額と項目別支出額
の推移を伺う
(2)商業活性化のソフト事業の内容と進捗状況を伺う
(3)中心市街地活性化を進めるにあたりまちづくり三法改正の主旨を踏まえ、税制面
からの効果をどの程度想定しているのか伺う
(4)中心市街地のまちづくり構想や取り組みが周辺各地区へどのように波及効果をも
たらすのか人材育成の面から伺う

(1)官民連携で計画されている（仮称)八日市駅前交流会館の具体的な計画と中心
市街地に存在する16の交流施設と競合しないようにどう連携を図っていくのか伺う
(2)官民連携で施設整備にあたり民間のパートナー事業者を募集・選定するが、そ
の要求水準書の内容と既存商業施設への影響などの審査の要点を伺う
(3)法的妥当性の確認に必要な官民連携の事業方式と事業類型はどのようなものか
資産の所有形態から伺う
(4)計画している事業方式のリスク分担と財政支援の有無を伺う
(5)八日市駅前広場の改修計画との整合性を伺う

(1)地域コミュニティ交通各委託先の二種免許ドライバーの高年齢化の状況と人材
確保策を伺う
(2)自家用自動車を利用した運送として福祉有償運送や地域見守活動として行って
いる運送などの安全対策について市の見解を伺う
(3)鉄道や路線バスなどの公共交通機関への補助金交付に対する考え方を伺う
(4)移動制約者対策として、ちょこっとバス・タクシーにＩＣＴ技術を取り入れ、十分な
安全性と利便性を兼ね備えた地域交通システムを確立し、ニーズにズレのある地域
から乗車料金定額補助制度やオンデマンド型などに切り替えられないか伺う

8 市木　徹 東近江市民クラブ
１　地元愛と地域形成について

(1)地元愛を形成する郷土教育を進めているのか
(2)東近江市の市政記念日を教育しているのか
(3)給食・食育を通じ地元愛を育ててはどうか
(4)担当部長の考える地元愛とまちづくりとは

２　学校施設の国旗掲揚について
(1)学校施設の国旗掲揚の現状を問う
(2)令和元年だからこそ国旗の新調をしては

9 西村純次 東近江市民クラブ

(1)連合会に加入しない老人クラブを含め、市内全域でのクラブ数、会員数をブロッ
ク毎に尋ねる
(2)老人クラブの活動に対し、市はどう位置付け、どう評価されているか尋ねる
(3)老人クラブへの支援方法を見直す時期と思うが、市の考えを尋ねる
(4)支援方法として、役員の負担軽減や連合会加入に関わらず地域貢献している老
人クラブへの直接支援など来年度に向けた具体的な支援方法の検討を望むが、市
の考えを尋ねる
(5)高齢者活動補助金の今までの実績を尋ねる

(1)保育園児等の散歩道の現状と問題点を尋ねる
(2)類似事故防止のために早急に対応すべきことを尋ねる
(3)今後講ずべき安全対策を尋ねる
(4)横断歩道利用者ファースト運動を実効性あるものにするための方策を尋ねる

１　まちづくりを担う人材育成について

２　官民連携による（仮称）八日市駅前交流会館事業について

１　老人クラブについて

３　高齢者や障がいのある人などの移動制約者対策について

２　大津市での保育園児死傷事故について
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10 青山孝司 東近江市民クラブ
１　林業の現状と今後について

(1)森林環境譲与税の譲与税額及び使途について伺う
(2)「新たな森林管理システム」について、どのような計画をしているのか伺う
(3)東近江市産の木材流通の現状と今後の対策について伺う
(4)林業の担い手育成の現状と今後の対策及び市内生産森林組合の現状について
伺う

11 和田喜藏 東近江市民クラブ
１　地域商社「株式会社東近江あぐりステーション」の決算報告から今後の会社経営について

(1)平成３０年度（第１期）の決算について株主としてどのように分析しているのか伺う
(2)令和元年度（2期）の黒字化を目指す経営計画について伺う

12 田井中丈三 東近江市民クラブ
１ 今年の市役所新体制におけるそのねらいと期待する効果について

(1)組織改革を含めた人事の特徴点５点について、そのねらいや期待する効果を伺
う
(2)危機管理監の事務分掌はどう定めているか。愛知川防災のような危機管理事案
はその予防措置が重要だが権限について伺う
(3)危機管理事案は多部署にわたるが、どういった手法で庁内調整するか。また率先
して庁外組織との調整をしてほしいが如何か

(1)自治会や学校からの放送操作は１度行えば、繰り返し流すことができるか伺う
(2)戸別受信機の録音機能はどんな種類があるか。また録音可能時間は何分間か
伺う
(3)放送を就寝中や留守で聞けなかったお宅の為、必ず全戸に録音される方法を伺
う
(4)録音後の戸別受信機の表示は。また録音の際に放送日時は自動録音されるか
伺う
(5)緊急通報は全戸に録音されると説明書にあるが、Jアラート、市の避難情報、警察
や消防の告知放送は含まれるか伺う
(6)地方紙やTVで繰返し説明し、学校等からも依頼し、設置促進に繋げることを伺う

13 西村和恭 東近江市民クラブ

(1)スポーツや文化財の活用等の事務の所管を市長部局へ移管することについて、
市の見解を伺う
(2)現在設置されているプロジェクトチーム数とその内容、今年度中に設置予定の
チームなどの現状を伺う
(3)土地利用のプロジェクトチームの現状を伺う

(1)東近江市立診療所の現状と今後について伺う
(2)指定管理者制度移行後の能登川病院の現状と課題、今後について伺う

14 鈴木則彦 東近江市民クラブ
１　2024年の国民スポーツ大会カヌー競技を控えての伊庭内湖の浚渫等について

(1)伊庭内湖の浚渫や水草の除去について、平成30年9月定例会後の進展を伺う

２　市街地鳥獣害対策実証事業委託について
(1)毎年夏に飛来する八日市駅前のムクドリ対策について、今年度の具体的な対策
を伺う

２　市の医療施設の状況について

１　市の組織体制について

２ 防災情報告知放送システム戸別受信機の標準的な使用方法の検討及び周知について
　　（想定：天候による運動会開催可否の放送の場合）
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３　中心市街地活性化基本計画について
(1)道路空間有効活用事業（道路幅の広いグリーンロード等の道路空間を有効活用
し、ポケットパーク等を一体的に利用したオープンカフェやマルシェを実施する事
業）の今後の見通しを伺う
(2)八日市駅前活性化事業（八日市駅前にある未利用地に物産販売、観光案内、情
報発信機能等の拠点施設を八日市駅前広場と一体的に整備し、商業・交通結節点
として来街者の利便性向上を図るための事業）の以前の質問以降の方法やスケ
ジュール等進捗状況を伺う

15 森田德治 東近江市民クラブ

(1)元気な高齢者づくり「通いの場づくり」の進捗状況を伺う
(2)自立支援・介護予防の普及の進捗状況を伺う
(3)健康づくりと生活習慣病予防の推進の平成30年度で新規に行った事業について
伺う
(4)介護予防・生活支援サービス事業の進捗状況を伺う
(5)自立支援型ケアマネジメントの推進の進捗状況を伺う

(1)生活支援サービスの基盤整備と充実について、計画指標の第２層協議体設置数
の進捗状況（実績）と今後の見込み、進め方について伺う。また、緊急通報システム
事業の進捗状況（実績）と効果について伺う

16 山本直彦 東近江市民クラブ
１　外国人の受入れについて

(1)今後、増加する外国人の受入れに対する市の方針と今後の対応について伺う
(2)惣村の自治精神を大切にした今までの市政運営と外国人労働者の受入れ拡大
の両立について市の見解を伺う

２　自治体ポイントについて
(1)本市の自治体ポイントに関する現状と今後の展望について伺う

３　現代貨幣理論について
(1)現代貨幣理論（Modern Monetary Theory:ＭＭＴ）に対する市の見解を伺う

17 櫻直美 太陽クラブ
１　空き家活用を阻む物の処分を推進することについて

(1)空き家バンクに登録されている空き家の数と、契約に至る年間件数を問う
(2)中に所有者の物があってすぐに賃貸や売買ができない状態の物件はどのくらい
あるか
(3)古い家屋に長年ため込んでしまった物を有効活用や処分を行い、ものを減らす
ことを推進する考えを伺う
(4)古い家屋に長年ため込んでしまった物を処分することを促す施策を講ずることに
ついて考えを伺う

２　市職員の専門職の人員確保の対策は
(1)現在、専門職員の配置は充足しているか伺う
(2)今後、雇用条件の良い他市町や民間企業に優秀な専門職の人材が流出し、市
民サービスに支障がでてくる恐れはないか伺う
(3)市で雇用している嘱託職員や臨時職員の内、資格を持つ60歳以下のフルタイム
の専門職員は何人いるか、その平均勤務年数は何年か伺う
(4)現在嘱託や臨時の雇用形態で働いて頂いている専門職の雇用形態を見直し人
材確保対策を行う事について考えを伺う

１　（介護保険事業）介護予防と自立支援型ケアマネジメントの推進について

２　（介護保険事業）地域資源の発掘及び育成による生活支援サービスの提供体制の整備に
　　ついて
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３　道路の安全確保は
(1)市内各地の横断歩道や路肩の白線の維持補修の考え方を伺う
(2)県道・国道の白線の維持補修の要望とその回答を問う
(3)道路の安全対策について、自治会要望以外の団体の要望に対する対応を伺う

４　脱「使い捨てプラスチック」への取組は
(1)市で収集したペットボトルの最終処分先を問う
(2)国に準じ、市と市が補助金・委託金を出す会議でペットボトルを使い続けるかどう
か検討を始める考えはあるか伺う

18 辻英幸 太陽クラブ
１　子育て支援について

(1)つどいの広場の施策の方向性について伺う
２　地域おこし協力隊について

(1)導入地区の決定基準は
(2)委嘱隊員の選考基準は
(3)導入地区への情報提供は
(4)導入地区の受け入れ態勢は
(5)隊員の評価方法は
(6)隊員の委嘱数に制限はあるのか
(7)費用に市の負担はあるのか

(1)H27年3月からの4年間の人口の社会増減について伺う
(2)その評価について伺う

19 戸嶋幸司 太陽クラブ
１　教職員の働き方について

(1)市内公立小中学校における、心身の疲労が原因と考えられる長期休職者の現状
及び対策は
(2)市内公立小中学校に勤務する教職員の残業の現状は。また、残業を減らすため
の方策は
(3)市内公立小中学校に勤務する教職員の休日勤務における代休の取得状況及び
取得を推進するための方策は
(4)教職員の問題や悩みを相談できる場は設置しているか。また、その利用状況は

３　人口ビジョンについて
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