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令和２年６月東近江市議会定例会 発言通告一覧（一般質問） 

 

発言順位・議員名・会派名 １ 大橋 保治 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ 専門福祉避難所の

取組みについて 

(1) 専門福祉避難所設置に関する協定が締結されてからの取組み状況に

ついて伺う 

(2) 専門福祉避難所運営のマニュアル作成の必要性について見解を伺う 

(3) マニュアルを作成するとともに、訓練も必要であると考えるが見解

を伺う 

(4) 災害発生時に新型コロナウイルス感染症対策の影響で、専門福祉避

難所が使用できなくなった場合の対応策について伺う 

(5) 地域福祉避難所と専門福祉避難所の周知方法について伺う 

(6) 専門福祉避難所に指定されている施設の方の東近江市総合防災訓練

参加について伺う 

２ 河川愛護活動事業

委託について 

(1) 草刈・清掃と竹林の伐採・管理の補助作業項目が新しく追加された

が各自治会への周知方法について伺う 

(2) 新しく追加された内容の予算について伺う 

 

発言順位・議員名・会派名 ２ 森田 德治 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ 新型コロナウイル

ス感染症に対する今

日までの予防対策と

今後予測される第2波

への対策について 

(1) 感染症対策の情報提供についての現状と今後の対応及び市ホームペ

ージのアクセス状況と高齢者の利用についての現状を伺う 

(2) 第 1波に関する対策の評価・課題等について伺う 

(3) 業務継続計画(BCP)に基づく職員の在宅勤務の評価と今後の考え方

について伺う 

(4) 医療機関などの体制確保を図るため、現場の情報を収集し、共有す

る必要があると考えるが市の考えを伺う 

(5) マスクや消毒用アルコール等の備蓄は出来ているのか伺う 

(6) 新型コロナウイルス感染症の第 2波に備えた体制の整備及び対策の

方針について伺う 

(7) 医療体制の整備の現状と今後の対応について伺う 

(8) 「新しい生活様式」の市民向けの周知や啓発について今後の対応を

伺う 
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発言順位・議員名・会派名 ３ 山本 直彦 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ 市内事業所におけ

る新型コロナウイル

ス感染症の影響と対

策について 

 

(1) 経済団体や金融機関などとの情報交換、情報収集はしっかりできて

いるのか伺う 

(2) 市内事業所の経営状況をどう分析しているのか伺う 

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響による市内の倒産・廃業件数を伺

う 

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響による市内の失業者数を伺う 

(5) 感染拡大防止臨時支援金の申請・支払い状況を伺う 

(6) 持続化給付金の申請・支払い情報の把握はできているのか伺う 

(7) 第２弾経済対策の取りまとめが遅れている理由を伺う 

(8) 第２弾、第３弾の経済対策の方向性と具体策を伺う 

(9) 市の財政破綻の定義を伺う 

(10) 国の財政破綻の定義を伺う 

発言順位・議員名・会派名 ４ 鈴木 則彦 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ アフターコロナの

中心市街地のあるべ

き姿について 

 

 

 

(1) 中心市街地の現状認識について伺う 

(2) 商工会議所等の団体や個人が頑張っていることについての見解を伺

う 

(3) 既存店舗や直近の新規出店者らに対するフォローについて伺う 

(4) １，２年先の中心市街地のあるべき姿についてどのようなイメージ

を描いているのか伺う 

２ 中心市街地活性化

基本計画の道路空間

有効活用事業につい

て 

(1) オープンカフェ事業を進めることは、アフターコロナの一歩目の布

石になると考えるが、市の見解を伺う 

 

３ 市営駐車場につい

て 

 

 

 

 

(1) 八日市商工会議所から市長への要望事項のうち、市営駐車場につい

て伺う 

①その後の進展は 

②既存の施設の想定は 

③70台分の駐車場の確保は 

４ 中心市街地活性化

基本計画について 

(1) 駅前市有地活用事業をはじめとする様々な事業を確実に進めていた

だきたいと考えるが、市の見解を伺う 
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発言順位・議員名・会派名 ５ 和田 喜藏 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ 食料の安定供給と

本市の農業振興につ

いて 

(1) 食料の安定供給について危機感を持つべきと考えるが、見解を伺う 

(2) 過去に冷夏による米不足でタイ米などが緊急輸入された事態が発

生したが、このような事態も想定されているのか伺う 

(3) 集落営農従事者の高齢化、優良農地の減少についての現状と歯止め

対策について伺う 

(4) 本市のカロリーベースの食料自給率を伺う 

(5) 現状より食料自給率を１０％高めるためには、本市ではどのような

取組が効果的だと考えているか伺う 

(6) 主要農作物種子法に代わる県条例の検討状況を伺う 

(7) 来年度産から小麦の作付品種が変更されるが増産は可能か。また、

品種の特徴と変更された背景を伺う 

(8) アグリプランの評価の取組の現状は 

(9) ２期続けて赤字となった株式会社東近江あぐりステーションをど

のように分析し、改善指導されているのか伺う 

(10) 順調に拡大されている水田野菜の作付面積の現状と今年度の目標

値を伺う 

発言順位・議員名・会派名 ６ 田井中 丈三 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ 新型コロナウイル

ス感染症対策特別定

額給付金のねらいに

対する国等の周知不

足と、市におけるその

打開策について 

(1) 定額給付金の主目的は購買の促進であるが、国等の広報不足で認知

されていない。その実情と今後の対応を伺う 

(2) 給付金を市民の多くが貯蓄するという意見を聞くが、市民意識をど

う捉えているか伺う 

(3) 一例として提案する「２割プレミアム付き地域商品券事業」に対す

る所見と、国の臨時交付金（推定３０億円）活用の可否を伺う 

(4) 各商店主に自助努力として、地元産品などで「特売」や、「商品券 1

枚ポッキリセール」など、市民の購買意欲を掻き立てる企画を促せな

いか伺う 

(5) 市民に入る総額１１０億円超の給付金は、個人市民税年額の２倍で

あり、１商店の売り上げが２２００万円増える額であるが、どう活か

すのか市の対策を伺う 

(6) 感染は長期に及ぶと想定される中、バラマキやパフォーマンスを行

わず、限られた財政の中で息の長い対応が必要だと考えるが、今後の

想定や対策を伺う 
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発言順位・議員名・会派名 ７ 青山 孝司 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ 学校教育の再開に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 休校中の家庭学習について 

①家庭学習の内容（進め方）に関して、各学校や担任教師に教育委員

会の指導はあったのか伺う 

②長期間休校による学習方法の統一化はあったのか伺う 

③家庭訪問の状況について伺う 

(2) 学習の遅れに対しての今後の取組について伺う 

(3) 休校中のオンライン学習環境の対応状況及び今後の環境整備等の対

応策について伺う 

(4) 長期間休校によって生じた子どものストレスの対応について伺う 

(5) 学習指導員やスクールカウンセラー等の人員確保について伺う 

 

２ 東近江市ケーブル

ネットワークの情報

発信について 

 

(1) ケーブルネットワークへの加入率の推移について伺う 

(2) 今後の加入者向上に向けた取組について伺う 

(3) システム更新時期とその計画内容について伺う 

発言順位・議員名・会派名 ８ 西澤 由男 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ コロナ自粛の時間

を実のある時間とす

るために 

 

 

 

(1) 長期休校を体験した子どもたちに、自らが目的をもって取り組む時

間の使い方を指導して頂きたいと考えるが見解を伺う 

(2) 整備途上の文化的展示施設や資料館の現状と在り方を再考する絶好

の機会と考えるが見解を伺う 

(3) 「ガリ版伝承館」の膨大な資料の分析とその評価作業については、

専従の学芸員の予算化、もしくは大学に開放することが必要と考える

が見解を伺う 

(4) 改めて現場を踏査し、近・現代の貴重な産業遺産としての保存と活

用方法の具体的な検討を行うことについて見解を伺う 

(5) 市内の数ある文化財の調査・研究するために、計画的に予算をつけ

て、継続的に実施するべきと考えるが見解を伺う 

(6) 市内に点在する縄文時代から近・現代に至るまでの文化財を鳥瞰で

きるような拠点施設が必要になってくると考えるが、今後のビジョン

について伺う 

(7) 学術的に評価を与えることで、学問の研究対象としてや観光資源と

してもより光が当たり市民の誇りともなるのではと考えるが見解を伺

う 
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発言順位・議員名・会派名 ９ 辻 英幸 太陽クラブ 

項  目 内     容 

１ 新型コロナウイル

ス感染症関連につい

て 

 

(1) 対策の期間はどのくらいを想定しているのか伺う 

(2) 新しい生活様式について、市独自の条例制定を検討すべきと考える

が、市の見解を伺う 

(3) 「事業者における新型コロナウイルス感染予防対策例」に対する飲

食店への対応について伺う 

(4) 定住移住施策を強く推し進めるべきと考えるが、市の見解を伺う 

発言順位・議員名・会派名 １０ 安田 高玄 太陽クラブ 

項  目 内     容 

１ 新型コロナウイル

ス感染拡大による本

市事業及び市内事業

への影響について 

 

 

 

 

 

(1) 事業内容の縮小や変更及び中止となった事業について伺う 

(2) 未執行事業や中止となったイベントが本市にもたらす影響について

伺う 

(3) 未執行事業の予算の扱いについて伺う 

(4) 交付金や補助金・助成金を支援している諸団体の動きを把握してい

るか伺う 

(5) 交付金や補助金・助成金を支援している諸団体からの相談等はある

のか伺う 

(6) 未執行の交付金や補助金・助成金の取扱いについて伺う 

 

発言順位・議員名・会派名 １１ 戸嶋 幸司 太陽クラブ 

項  目 内     容 

１ 災害時の避難所運

営について 

(1) 感染症対策を見据えた避難所運営など、対策は講じているか 

(2) 段ボールなどでの間仕切りや簡易ベッドに特化した協定を結んでい

る企業等はあるか 

(3) 防災情報告知放送システムの戸別受信機について、 

 ①現在の設置率は 

 ②当初購入した戸別受信機の残数は 

 ③残数が０になった場合の対応は 

 

 

２ 広報戦略について (1) 令和２年度の広報戦略は 

(2) 新たな取組はあるか 
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発言順位・議員名・会派名 １２ 櫻 直美 太陽クラブ 

項  目 内     容 

１ 新型コロナウイル

ス感染拡大防止の正

しい情報提供と啓発

について 

(1) 市民が正しく恐れるために、防災無線やスマイルネットの災害時用

テロップを活用した情報提供は 

(2) 正しいマスクの着用について啓発する考えは 

(3) 軽い風邪症状でも仕事を休みやすい環境づくりはできているか。ま

た、企業への啓発はしているか 

２ 出席停止の基準と

児童生徒の学習機会

の確保について 

(1) 出席停止の基準と根拠は 

(2) 授業のＩＣＴ化による遠隔授業の課題とその解決策、今後の見通し

は 

(3) 学校現場ではどのような意見が出ているか。また、その意見は反映

されているか 

(4) 学校現場への増員や応援の予定はあるのか 

３ 医療機関や福祉施

設のコロナ禍の状況

について 

 

(1) 市立医療機関の運営状況と対策は 

(2) 民間医療機関や福祉施設の経営状況と今後の支援は 

４ 新型コロナウイル

ス感染症対応地方創

生臨時交付金実施計

画について 

 

(1) 主な事業計画の内容は 

 

発言順位・議員名・会派名 １３ 吉坂 豊 公明党 

項  目 内     容 

１ 新型コロナウイル

ス感染症に関連して 

 

(1) 今後予想される第 2波・第 3波に対する市民への取り組みを伺う 

 

２ コロナ禍における

自然災害時の避難所

開設に関連して 

 

 

(1) 運営マニュアルの改訂と防災備蓄品の変更について伺う 

(2) 電解微酸性次亜塩素酸水生成器の設置について伺う 

(3) 避難行動判定フローを防災マップに追加掲載することについて伺う 

 

３ コロナ禍における

医療機関に関連して 

(1) 東近江保健所管内の医療機関に対する感染拡大の防止につながる入

場口での、問診・検温などの実施の統一化について伺う 
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発言順位・議員名・会派名 １４ 竹内 典子 公明党 

項  目 内     容 

１ 児童・生徒の学ぶ機

会の保障について 

 

 

 

 

 

(1) 休校中の自宅学習の状況把握とその結果は 

(2) 1人 1台のタブレット・パソコンの整備が早急に必要と考えるが見

解は 

(3) ICT環境が整っていない家庭への支援は 

(4) GIGAスクールサポーターの配置は 

(5) 障害児に対応した入出力装置の整備は 

 

２ 飲食店等への今後

の営業に対する支援

について 

 

 

(1) 高効率機器の導入に対して、市としての支援をするべきでは 

(2) 飛沫防止対策のパーテーションなどの導入への支援は 

 

３ 集団健康診査、がん

検診、予防接種などの

受診について 

 

(1) 中止された健（検）診の今後の対策は 

(2) 子どもの予防接種の受診状況は 

(3) 乳幼児健診の受診状況は 

発言順位・議員名・会派名 １５ 廣田 耕康 日本共産党議員団 

項  目 内     容 

１ コロナ対策：暮らし

と営業を守るために 

(1) 定額給付金の給付状況と対策を問う 

(2) 感染拡大防止臨時支援金の周知方法と給付状況、1800事業所給付実

現への対策を問う 

(3) 持続化給付金について 

 ①想定該当者数を問う 

②該当者全員が給付金を受けられるための対策を問う 

③売上が昨年比 20％、30％減の事業所も対象にするよう国に要望すべ

き。見解を問う 

④市独自で売上が昨年比 20％、30％減の事業所を支援すべき。見解を

問う 

⑤国に継続して給付するよう要請すべき。見解を問う 

(4) 市独自の家賃補助をすべき。対応を問う 

(5) 水道料金を減免すべき。見解を問う 

(6) 中止になったイベントや行事で不要となった予算をコロナ対策にま

わすべき。見解を問う 
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２ コロナ対策：税金と

保険料等の減免、猶予

について 

 

(1) 国民健康保険料の「減免制度」について、その内容と制度の周知方

法、申請件数について問う 

(2) 国民健康保険の傷病手当金について 

 ①なぜ個人事業主が対象外なのか問う 

②個人事業主も傷病手当金の対象にすべき。見解を問う 

(3) 市民税について 

①「猶予制度」の周知方法、申請件数について問う 

②国民健康保険料等の「減免制度」を市民税でも実施すべき。見解を

問う 

 

３ コロナ対策： 

 次々実施される諸制

度の周知について 

 

 

(1) 市のホームページ、広報ひがしおうみ、防災情報告知放送システム、

自治会配布・回覧の周知率を問う 

(2) 広報ひがしおうみの全世帯配布への対応を問う 

(3) 防災情報告知放送システムの設置目標を 100％にすべき。見解を問

う  

(4) 市のＨＰのコロナのサイトについて 

①市民の困りごとに沿って一目でわかる一覧表にすべき。見解を問う 

②その内容をチラシにして全世帯に配布すべき。見解を問う 

 

発言順位・議員名・会派名 １６ 山中 一志 日本共産党議員団 

項  目 内     容 

１ ㈱東近江あぐりス

テーションについて 

 

(1) 決算分析について 

(2) 市民出資の現状は 

(3) 金融機関の借入れについて 

(4) 地方創生補助金活用の効果について 

(5) 運営業務委託料に頼らない経営体質構築について 

(6) 地産地消率の向上について 

①市内での販売先確保について 

②市内学校給食への利用について 

(7) 第 3期（令和 2年度）の運用について 

①販売費・一般管理費の抑制について 

②受託事業「地域農産物中規模流通推進業務」について 

③4、5月の業績見込みに対する実績について 

 

２ 広域行政について 

 

(1) 広域行政により共同処理する事務の市域内統一の現状は 

(2) 市域内統一による効果は 

３ 市営住宅について 

 

(1) 連帯保証人の規定について 

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響について 
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①連帯保証人規定の適用は 

②適用範囲を広げるべきでは 

 

４ 特別養護老人ホー

ムの待機者数につい

て 

 

(1) 東近江市の現状は 

(2) 待機者数ゼロをめざす対策は 

発言順位・議員名・会派名 １７ 田郷 正 日本共産党議員団 

項  目 内     容 

１ 障がい者を抱える

805020問題への対応

は 

 

(1) 市内から県外の施設へ入所されている障がい者は何人か 

(2) 施設やグループホームの建設計画は 

(3) 家庭を「まるごと」支援する連携体制が整っているのか 

(4) 十分な体制があるのか 

 

２ がん診療棟増築で

地域医療は守れるの

か 

 

(1) 指定管理者制度への移行による職員数の推移は 

(2) 患者数の推移は 

(3) 長峰診療所の患者数は 

(4) 長峰診療所にはどのような医療機器が導入されたのか 

(5) 「政策的医療」の実態は 

(6) 入院患者の推移は。病棟再開はあるのか 

(7) 「指定申請書の事業計画書」にがん病棟建設が明記されているのか 

(8) 医療スタッフの充実や今後の課題などの具体的計画は示されている

のか 

 

３ 学校再開への対応

策は 

 

(1) 「三密」を避けるための対策は 

(2) 支援員や臨時講師は確保されているのか 

(3) 発熱等の児童・生徒が待機できる保健室の確保や対応マニュアルは

できているのか 

(4) 保護者へ就学援助等の制度の周知はされているか 

(5) 保・幼・小・中の保護者への経済的支援策は 

(6) 子どもの成長や発達の実態に合わせた行事を実施すべきではないか 

 

４ コロナ感染症がも

たらした教訓 

 

(1) 市民生活優先へ政策転換すべきではないか 

(2) 観光まちづくり事業を見直すべきではないか 

(3) 農業振興のために市独自の支援策を講じるべきではないか 
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発言順位・議員名・会派名 １８ 西澤 善三 新政無所属の会  

項  目 内     容 

１ 民間活力の活用方

法について  

 

(1) 株式会社東近江あぐりステーションの運営状況と今後の経営方針に

ついて 

(2) 五個荘竜田町地先の市有地の活用検討状況について 

(3) 八日市駅前市有地でのパートナー事業者の公募状況について 

(4) 公募受付窓口を一元化することについて 

(5) 対話を通して実現可能な提案を受ける民間事業者の募集方法につい

て 

発言順位・議員名・会派名 １９ 井上 均 新政無所属の会  

項  目 内     容 

１ コロナ禍において

上程が遅れている教

育関連予算について 

 

(1) 学校の設置、公教育の責任者として、休校により自宅待機となった

子ども達の様子を見て、どのように感じられ、子ども達に伝えたいこ

とを伺う 

(2) 次の緊急事態宣言に向け、主体性を持って、迅速かつきめ細やかな

対応と、命を守るための予算や基金を設けることができないか伺う 

(3) 保護者に示された学校再開に向けた方針について、平常に戻すため

の計画の作成や現時点での変更点を伺う 

(4) 家庭での学習支援（eラーニング）について 

①家庭のインターネット環境の整備の状況と、環境が整っていない児

童生徒への対応について伺う 

②eラーニング実施の目的と学習評価、また、前学年の取り残しとの

整合について伺う 

(5) 児童生徒に対する授業用タブレット端末やオンライン授業環境につ

いて 

①通信機器やアプリケーションの具体的な導入時期について伺う 

②現場教師との協議内容について伺う 

③ＩＣＴサポーターの配置予定について伺う 

(6) 教育格差について 

①休校期間中における教育格差の現状認識について伺う 

②学習の遅れを取り戻し、新学習指導要領で増えた内容を確実におこ

なうための具体的な内容と予算について伺う 

③ＧＩＧＡスクール構想の加速が一人一人の学びの保障をする具体的

な内容と予算について伺う 

④オンライン授業が教育格差解消に寄与する具体的な内容と予算につ

いて伺う 

(7) 小学校低学年に対して、少人数学級を実現することが本来の教育と
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考えるが、小６と中３の少人数学級と合わせた実施時期を伺う 

(8) 幼児教育について 

①１号認定（教育標準時間）の幼児も夏季休業の削減を行われるが、

安心感や夢中度などで評価する取り組みの状況を伺う 

②保育士サポーターの資格取得支援の変化を伺う 

２ コロナ禍において

も誰一人取り残さな

い包摂的な支援と新

しい社会について 

 

(1) 一定の基礎調査やモニタリングが必要と考えるが、市の見解を伺う 

(2) 成人の自殺予防対策は早急な取り組みが必要と考えるが、具体策と

予算について伺う 

(3) 当市の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「総合計画」などに

おいて、社会の変化を見極める考えがないか伺う 

３ コロナ禍における

行政事務のリスクマ

ネジメントと危機管

理について 

 

(1) 事務事業を行う市職員のリスクマネジメントについて 

①支所の空き部屋を利用した分散勤務とテレワークを導入する考えを

伺う 

②感染者・クラスターが発生した場合に閉鎖するエリアなどの具体的

な管理計画を伺う 

(2) 浸水や土砂災害の避難勧告・避難指示発令の際に、感染症に配慮し

た避難行動を具体的にシミュレーションをしたのか伺う 

(3) 抗体検査やワクチン接種は市で対応するものと考えるが、現段階に

おいて、抗体検査や簡易な抗原検査に発熱外来の医療従事者からでも

始める計画がないのか伺う 

 


