
発言順位　　議員氏名　　所属会派

通告項目

発言内容

1 廣田耕康 日本共産党議員団

(1) 農家数の減尐と「離農に伴う供給農地」の増大についての認識と対応を問う
(2) 価格保障や所得補償について問う
(3) 農村・農業が持つ多面的機能の価値について問う
(4) 中山間地への所得補償について問う
(5) 中山間地補助の対象地拡大について問う
(6) 国連の「家族農業の10年」の捉え方と対応を問う
(7) 農業次世代人材投資資金の相談件数と受付状況、及び交付条件を問う
(8) 就農を条件とした市独自の修学金制度の創設について問う
(9) 結婚新生活支援事業の条件改善について問う

(1) 行政懇談会の持ち方の改善について問う

2 山中一志 日本共産党議員団

(1) 運転免許証の自主返納の実態は
(2) 運転免許証の自主返納を支援する取組について
(3) 移動手段の確保について

(1) 現状認識は
(2) 危険箇所の安全対策は
(3) ｿﾞｰﾝ30の指定する考えは
(4) 生活道路対策エリアの拡充をする考えは

３　国民健康保険の都道府県単位化による決算状況は
(1) 決算状況は
(2) 黒字の活用方法は

3 田郷　正 日本共産党議員団

(1)　総務省通知「地方公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進について」
の内容は
(2)　職員の申請・取得状況を調査・報告しているのか
(3)　マイナンバーカードの取得を強制していないか
(4)　マイナンバーカード取得に対する市長の見解と対応は

(1)　給食費設定予定額と保護者負担の総額は
(2)　負担が増える世帯があるのか。その世帯数と負担総額は
(3)　給食費は公立と民間では異なるのか。異なる場合の対策は
(4)　給食費の徴収義務は公立と民間では異なるのか。民間園の事務量増加に伴う
経費は何処が負担するのか
(5)　滞納対策は何処が責任を持つのか
(6)　滞納で子どもの退所措置をとるのか
(7)　育児休業などによる退所措置は現在何人いるのか。退所措置をとった場合の
「保育無償化」に伴う対策は
(8)　民間園の負担増を市として支援する考えは
(9)　無償化に伴い市の負担がどう変わるのか

２　幼児教育・保育無償化の問題点について

１　東近江市からの農業と農山村の再生について

２　自治会長の思い、悩みを共有することの大切さについて

令和元年９月定例会　発言通告一覧

1　高齢者が自ら運転しなくてもいい環境整備を

２　子ども・高齢者を事故から守る施策について

１　マイナンバーカードについて
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３　予算編成方針と市政運営について
(1)　福祉予算削減に繋がっていると考えるが見解を問う
(2)　削るべきは企業優先予算であると考えるが見解を問う
(3)　公共事業は市民生活を守る事業を優先すべきと考えるが見解を問う
(4)　まちづくりには市民参加の議論が必要と考えるが見解を問う

4 大洞共一
１　中心市街地の活性化事業について

(1) 八日市駅前市有地の活用方法について伺います
(2) 後2年半でどこまで活性化事業が進められるのか伺います
(3) 中心市街地の活性化事業について今後の具体的な計画について伺います

２　老人クラブ連合会について
(1) 現状を市はどのように分析しているのか伺います
(2) 市の老人クラブ連合会に対する活性化策を伺います

5 井上均 新政無所属の会

(1)　当市の障害者雇用の状況と臨時・非常勤職員の割合および市内各事業所の
法定雇用率の達成状況と非正規社員の割合を伺う
(2)　更なる雇用創出のための仕組みと市内事業所等とのノウハウの共有・連携を伺
う
(3)　障害者雇用促進と働きやすい職場環境をつくるため、定着率とスキルアップを
高める支援策として職場適応援助者等の配置の拡充ができないか考えを伺う
(4)　市職員採用において様々な採用枠を設ける目的とその効果を伺う

(1)　非正規職員の任用根拠別職員数の過去１０年間の推移を伺う。また、会計年度
任用職員制度による処遇改善を行政サービスの向上にどうつなげるのか伺う
(2)　会計年度任用職員制度を原則的運用すれば、公務の能率や公共サービスの
質の低下が懸念されるが、組織改編等具体的な対応策を伺う
(3)　職務の内容や勤務形態に応じた、職員配置について、新たな調査分析が必要
だがその方法を伺う。その調査は総合計画に示す改善計画と整合するのか伺う
(4)　非正規職員の任用根拠別の割合及び性別と女性活躍や多様な人が働ける社
会に向けた市のリーダーシップについて考えを伺う
(5)　非正規職員の専門性や経験値あるいは貢献度などを、諸手当にどのように評
価し反映させるのか具体策を伺う
(6)　今後の職員定数の見通しを伺う

6 西澤善三 新政無所属の会

(1) 湖東地区の県道整備状況について
　①県道目加田湖東線の小田苅地先の狭隘部分と小田苅郵便局からの歩道延伸
について
　②県道小田苅愛知川線の南清水地先の歩道延伸について
　③愛知川右岸道路の御河辺橋から八千代橋までの取組について
　④主要地方道彦根八日市甲西線における八千代橋から北進する歩道の整備並
びに北菩提寺町及び南菩提寺町内の狭隘部分対策について
　⑤県への整備要望数と湖東地区の県道整備要望数について
(2) 合併特例事業債を利用した街路、市道整備について
　①旧市町単位での合併特例事業債利用箇所数と金額について
　②合併特例事業債の期間延長に伴う街路、市道整備についての考え方について
(3) 市道認定された農道の補修について

１　障害者の雇用促進と差別のない共生社会づくりについて

２　働き方改革などの労働行政と会計年度任用職員制度について

１　道路整備について
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２　行政・教育資産及び文化財の活用と処分について
(1) 市営住宅跡地の活用や処分について
(2) 処分に関する協議内容や結果の公表について
(3) 複数資産の同時入札について
(4) 旧湖東保健センター等の利活用について
(5) 重要文化財等の管理や保護、活用について

7 市木　徹 東近江市民クラブ
１　平成３０年度一般会計決算について

(1) 最新の財政計画と今後の見通しは
２　社会体育施設の指定管理者選定について

(1) 民間への指定管理者選定をどのように考えているのか
３　国民健康保険（施設勘定）特別会計について

(1) 市立診療所の医師確保と経営見通しについて
　①医師派遣において、東近江総合医療センター開設時の県や滋賀医科大学との
医師確保の約束は反故にされたのか
　②蒲生地区の地域医療・蒲生医療センターの経営は守れるのか
　③蒲生医療センターをはじめ、直営の診療所の経営状態ならびに将来見通しは
　④指定管理者制度導入について、考察しているのか

8 西﨑　彰 東近江市民クラブ
１　企業誘致の候補地について

(1) 市として候補地のデータを具体的にどの程度把握されているか伺う
(2) また企業が購入した土地の開発に係る担当部署はどの部署であるか伺う

２　姉妹都市交流について
(1) 姉妹都市は国家間の外交とは無関係でなければならないのと同時にお互いが
尊敬の念をもって交流することと思いますが、市の見解を伺う
(2) 小中学生に竹島問題をどのように教えているのか伺う
(3) 市長は今回の交流中止で「これまで重ねてきた友好関係は非常に大事で、今後
も続けて行きたい」とコメントされた。コメントから１０日余りが過ぎた今改めて市の見
解を伺う

9 森田德治 東近江市民クラブ

(1) 意識調査結果の分析について伺う
(2) 意識調査結果を行政運営にどのようにいかすのか市の考えを伺う
(3) 意識調査票の内容検討について伺う

(1) 地域が提案している夢ある公園施設への活用等について公有財産活用検討委
員会の検討状況を伺う

３　市道等の整備について
(1) 市道鈴宮川線道路改良事業の進捗状況と今後の進め方について伺う
(2) 市道桜川石塔線道路改良事業の進捗状況と今後の進め方について伺う
(3) 本市の補助メニューについて今後どのように考えているのか伺う

10 西村和恭 東近江市民クラブ

(1) 多賀永源寺線の整備に対する市の認識及び県の対応について伺う

(1) 自治会連合会組織を見直すべき時期にあると考えるが、市の見解を伺う
(2) 自治会の課題集約や、自治会の範囲を超える課題対応は、支所やまちづくり協
議会が担うべきと考えるが、市の見解を伺う

２　自治会連合会組織の在り方について

１　市民意識調査結果について

２　旧蒲生幼稚園の跡地の活用について

１　主要地方道多賀永源寺線の整備について
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11 鈴木則彦 東近江市民クラブ
１　夜マルシェについて

(1) 本町商店街において初開催された夜マルシェについて、八日市まちづくり公社
としての取組と、成果及びにぎわい創出の視点やポイント、今後の展望などを伺う

２　ムクドリについて
(1) 今年も飛来しているムクドリについて、今後の対策や予定を伺う

３　江州音頭の扱いについて
(1) シビックプライドの観点から、東近江市の子どもらに江州音頭のような地域の文
化芸能について教育するべきではないか伺う
(2) 歌の発祥地であるとされる東近江市は、市として江州音頭をもっと盛り上げ発信
し、多方面に有効活用するべきではないかと考えるが今後の扱いについて市の見
解を伺う

12 田井中丈三 東近江市民クラブ
１ 防災にもつながる愛知川の清流と鮎の復活や市内河川の生態系について

(1) 伊庭内湖の環境が改善されない場合の国民スポーツ大会カヌー競技への影響
をどう考えているか。要望の状況も含め伺う
(2) 大同川のホンモロコの生育や、その他生態系へ影響が出ていないか
(3) 承水溝含む大同川水系は小中・大中含む能登川地域大半の農地への水源で
す。環境変化による灌漑排水への影響と改善策を伺う
(4) 愛知川の上流中流下流における漁業権益の状況と、鮎やその他の漁獲量を伺
う
(5) 愛知川の鮎が豊富だったころの漁獲量や、釣り人などの様子をどう把握している
か
(6) 愛知川の瀬切れが起こっている原因は何か。また、上流からどの程度の水が流
れれば瀬切れが起こらないのか
(7) 愛知川の清流と鮎の復活は河川が整備され防災にもつながるが、復活の為市で
取組んだり、国県に要望していることがあるか
(8) 現段階で、愛知川の鮎を復活するために具体的にどういった対策や施設が必要
だと考えているか。また清流を取り戻すための政策形成の必要性をどう考えている
か

(1) 県の減収を加味すれば、ふるさと納税４億円の本市増収は０であることへの見解
は
(2) ふるさと納税で、東近江市が返礼率３割の上限を守れていないと思われるが説
明を求める
(3) 東近江市の寄付額が尐ない原因は何か。近隣市との13.5億円の差の原因は何
か
(4) 今後利用者が激増し制度破綻もありえる。制度存続の為この制度の本来の趣旨
に立ち返り「本当に育てた故郷市町村だけが返礼品を送れる」など「税の横取り合
戦・返礼品競争をやめさすよう」更なる制度改善を国に求めるべきと思うがいかがか

13 山本直彦 東近江市民クラブ
１　全国大会出場者激励金について

(1) 交付される大会の区分・交付額の設定について伺う
(2) 交付額が尐ないと思うが、市の見解を伺う

２　学校における色覚への配慮について
(1) 色覚検査の実施状況を伺う
(2) 教職員への指導状況について伺う
(3) 色覚チョークの使用実態について伺う

３　「近江匠人」認証制度について
(1) メインターゲットの人物像を伺う
(2) 明確な基準を作ることができるのか伺う
(3) 「近江匠人」認証制度、「東近江イズム。」「東近江市食と匠の会」それぞれの位
置づけと関係性について伺う
(4) 今後の展開について伺う

２　 ふるさと納税制度の改善を国に求めることについて
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14 西村純次 東近江市民クラブ
１　中小企業者の事業承継について

(1) 中小企業基本法にいう中小企業者の数と、その内小規模企業者の数は市内で
どの程度あるか尋ねる
(2) 中小企業者の倒産を含まない廃業の数と、黒字廃業の内後継者不足による廃
業数を尋ねる
(3) 小規模企業数の推移を尋ねる
(4) 後継者不足による廃業で中心市街地活性化など市への影響を尋ねる
(5) 「まるごと東近江」の「事業承継個別相談会」の成果及び今後の展開を尋ねる
(6) 第1次産業の後継問題について、どう考えどう対応するのか尋ねる

２　マイナンバーカードの普及促進について
(1) 市職員全体の取得率を尋ねる
(2) 職員･家族の取得に向けた具体策を尋ねる
(3) 自治体ポイントについて尋ねる
(4) メリットを実感できる市独自のものは考えられないか尋ねる

３　防災マップのバリアフリー化について
(1) 次回の発行予定を尋ねる
(2) 障害をお持ちの方への今後の配慮を尋ねる

15 青山孝司 東近江市民クラブ
１　スポーツ尐年団の現状について

(1) ここ近年の競技種目数と団数の推移を伺う
(2) 所属されている団員数と指導者数の推移を伺う
(3) 施設利用状況と利用料金について伺う
(4) スポーツ尐年団と中学校の部活との連携について伺う

２　観光政策について
(1) スポーツ文化と地域資源を利用した観光政策について伺う

３　国道３０７号バイパス整備事業について
(1) 早期工事着手へ向けた今後のスケジュールについて伺う

16 安田高玄 太陽クラブ
１　「市内施設におけるAEDの設置とその活用について」

(1) 本市所管の全ての公共施設にAEDは設置されているか伺う
(2) 本市所管の公共施設設置のAEDは誰もが目にする場所にあるか伺う
(3) 過去に本市所管の公共施設職員で実際にAEDを使用した方は何人か伺う
(4) 市職員や学校関係者、コミセン職員などを対象に心肺蘇生法・AEDを使用した
研修を実施しているか、また、受講者数と実施内容について伺う

２「鳥獣害対策とまちづくりについて」
(1) 獣害被害の内容と被害金額について伺う
(2) 獣害対策の内容と成果について伺う
(3) 地域ぐるみ獣害防止対策の推進の状況と成果について伺う
(4) 他の市町との連携や対策について協議したか伺う
(5) 他の市町の対策事業を参考にしたか伺う

17 戸嶋幸司 太陽クラブ
１　シティプロモーション方針について

(1) 市民の郷土愛（誇りと自信）の向上に向けた取り組みの内容は
(2) 市外からの共感の獲得に向けた取り組みの内容は
(3) 広報能力の向上・体制強化に向けた取り組みの内容は
(4) ロゴマークの利用の現状と今後の展開は
(5) 市民によるロゴマーク使用の昨年度実績と今年度現時点での実績は

２　小規模多機能自治の考え方について
(1) 現在のまちづくり協議会の運営に関し、行政がとらえている課題は、また、それら
を解決するため取り組んでいることは
(2) 現１４まち協の枠組み再編の考えは
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18 櫻　直美 太陽クラブ
１　より多くの高齢者の生きがい作りにつながる老人福祉施策について

(1) 「生まれ育った地域に住んでいる高齢者」と「そうでない高齢者」の比率は
(2) 近隣地域の集まりを敬遠される高齢者の居場所や通いの場はどうあるべきか
(3) 閉館予定の老人福祉センター延命荘の教室事業に代わる来年度の新しい教室
事業等の計画は
(4) 老人福祉センター延命荘が担ってきた業務は福祉センターハートピアにしっかり
引き継がれるのか
(5) 高齢者の生きがいの場づくりのきっかけのための教室事業とその後のサークル
活動の支援を事業委託する考えは
(6) 東近江市老人クラブ連合会に教室事業とその後のサークル活動の支援事業を
委託することを前提に、構成員や活動内容など組織改革をすることを提案する考え
は

２　手話言語条例を制定し、手話で心が通い合うまちづくりを目指すことについて
(1) 多くの市民が老人性難聴のためにひきこもり、健康寿命を縮めることになる未来
を見据え、対策を考えるべきでは
(2) 手話言語条例を制定し、簡単な手話が日常的に使えるようになるまちづくりを推
進することについて市の考えを伺う
(3) 東近江市のオンリーワン施策として条例を作って手話を広め、ユニバーサルツー
リズムが高まりに乗って聴覚障害者の旅行者の増加を見込むことについて市の考え
を伺う

19 辻英幸 太陽クラブ
１　当市の空家対策について

(1) 直近の空家数について問う
(2) 解体補助について問う
(3) 自治会との協力体制について問う
(4) 空き家バンクの現状の評価を問う

２　地域商社㈱東近江あぐりステーションについて
(1) 現時点での売上高・営業利益について問う
(2) 現状の販売先について問う
(3) 運転資金の調達方法について問う
(4) 市民出資について問う

20 竹内典子 公明党
１　子育て世代への情報提供について

(１) 平成28年3月議会に提案した子育て支援アプリについて検討はされたのか
(２) 予防接種管理機能付きの子育て支援情報アプリの導入をすべきでは

２　がん検診の受診率向上について
(１) がん検診受診率向上の取り組みは
(２) 検診の申し込み方法を「オプトアウト」方式にする考えは
(３) 肺がん検診の医療機関検診を推進しては

３　食品ロス削減について
(１) 食品ロス削減推進法の成立を受けての市民・企業への周知は
(２) 余った料理を持ち帰ることができる「ドギーバッグ」を推進する考えは
(３) 食品ロス削減推進法、基本方針をふまえて、削減推進計画を策定する考えは
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21 吉坂豊 公明党
１　選挙投票率の向上策について

(1) 投票所を増設する考えはないか伺う
(2) 共通投票所の設置を伺う
(3) 移動期日前投票所の設置を伺う
(4) 令和元年７月の参議院選挙での無料タクシーの運行経費を伺う
(5) 期日前投票にも無料タクシーを利用出来ないかを伺う
(6) 高等学校への選挙出前授業などの啓発活動に対する市選挙管理委員会の見
解を伺う
(7) 平成28年参議院議員選挙・平成29年市議会議員選挙・令和元年参議院議員選
挙での期日前投票を含む18歳から19歳の全投票数と投票率を伺う

２　八日市新川の暫々定通水について
(1) 八日市新川の暫々定通水に対する周辺住民の不安を解消する対策を伺う
(2) 八日市新川広域河川改修事業の早期実現について県への要望内容を伺う
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