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令和４年３月東近江市議会定例会 発言通告一覧（代表質問） 

 

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 市長の所信表明に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 働き住み続けたい活力のある東近江市の創生 

ア 工場等の立地推進について 

(ｱ) 企業誘致や雇用確保に向けた将来展望と、外資系の会員制商業

施設誘致がもたらす経済効果について伺う 

イ 八日市駅前市有地活用事業について 

(ｱ) 八日市駅前市有地活用事業の効果について伺う 

(ｲ) 複合ビルの１階を観光交流施設にすることで、具体的にどのよ

うな効果が期待されるか伺う 

ウ 農林水産業の生産振興と高付加価値化の促進について 

(ｱ) ４期目に入った株式会社東近江あぐりステーションの現在の経

営状況について伺う 

(ｲ) 関係機関と連携した新規就農者への総合的なサポート体制の構

築について伺う 

(ｳ) 農業経営の継承や発展への支援、集落営農組織の活性化等の取

組について伺う 

(ｴ) スマート農業を取り入れ、若い世代が農業に関心を持ち積極的

に農業へ参加されている地域について伺う 

(2) 行きたい住みたい魅力のある東近江市の創生 

ア 観光戦略推進事業について 

(ｱ) 医療ツーリズムへの取組について伺う 

(ｲ) 第２期観光戦略について伺う 

イ 豊かな自然資源や奥深い歴史文化をいかした観光政策の推進につ

いて 

(ｱ) 聖徳太子薨去 1400年の節目は、本市を含めた近江の魅力を全国

へ発信する絶好の機会だが、事業へ向けた思いを伺う 

(ｲ) これからのエコツーリズムで自然を活用した観光について伺う 

ウ 暮らしに潤いをもたらす文化的環境の整備について 

(ｱ) 博物館ネットワークと森の文化情報発信施設の検討についての

詳細と、今後期待される効果について伺う 

(ｲ) 国スポ・障スポに期待する効果と意気込みについて伺う 

(3) 若い世代が希望をかなえる夢のある東近江市の創生 

ア 結婚、妊娠、出産、子育てへのサポートについて 

(ｱ) 見守りおむつ宅配便から見えてきた課題、今後必要な支援につ

いて伺う 
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(ｲ) 見守りおむつ宅配便で得られた情報は、今後どのように生かし

ていくのか伺う 

イ 子育て・保育環境の充実について 

(ｱ) 本市の目指すべき保育環境に対する見解を伺う 

ウ 里山保育事業・森里川湖体験事業について 

(ｱ) 里山保育、森里川湖体験事業を進めることで期待される効果と、

これらの事業を通じて目指している子ども達の成長について伺う 

(ｲ) 多様な自然を生かした体験を通じて、郷土愛を育む教育につい

て伺う 

エ ＧＩＧＡスクール構想等について 

(ｱ) ＧＩＧＡスクール構想について、今年度及び中長期的な活用の

計画と、導入後に見えてきた課題について伺う 

(4) 誰もが安心して暮らせる豊かな東近江市の創生 

ア 地域を結ぶ道路等の都市基盤整備・輸送機能の強化について 

(ｱ) 未来をより良くする広域幹線道路整備の進捗状況、また市内経

済循環が良くなる新たな幹線道路整備構想などの整備推進につい

て伺う 

(ｲ) 名神高速道路黒丸パーキングエリアへのスマートインターチェ

ンジ設置について、文化スポーツ学研ゾーン、また周辺への企業

誘致、新しい本市の玄関口としての役割など、夢のある構想を伺

う 

イ 近江鉄道の存続について 

(ｱ) 近江鉄道の存続に対する見解を伺う 

ウ 空家対策について 

(ｱ) 今後の空家状況も踏まえた、住まい創生センターの役割、利用

について伺う 

エ 健康・福祉・医療を充実し暮らしを支えることについて 

(ｱ) 東近江メディカルケアネットワーク法人の設立により得られる

効果と、今後の構想について伺う 

オ 地域支え合い体制づくりの推進について 

(ｱ) 支え合う地域づくりの推進に向けた具体的な取組内容と、今後

の目指すべき方向性について伺う 

(ｲ) 福祉と防災が連携した取組に期待すること、災害時に命を守る

“絆”づくりについて伺う 



3 

 

２ 新型コロナウイル

ス感染症対策につい

て 

(1) 市内の中小事業者の支援策について伺う 

(2) 各小中学校には支援員、相談員を派遣し児童生徒の問題行動の早期

解決を目指しているが、早急に支援体制の見直しが必要ではないかと

考えるが見解と方向性について伺う 

発言順位・議員名・会派名 ２ 辻 英幸 太陽クラブ 

項  目 内     容 

１ 本市の人口目標に

ついて 

(1) 本市の人口動態について問う 

(2) 東近江市総合計画の基本構想に将来人口の目標値を設定した理由を

問う 

(3) 将来人口の目標値の根拠を問う 

(4) 人口目標に対する施策を問う 

２ 能登川地区住民ア

ンケートから見えた

本市の問題点につい

て 

 

(1) 本市の公共交通網について問う 

(2) 新たな空家バンク制度について問う 

(3) 空家の解体補助制度について問う 

(4) コロナ後を見据え自治会活動を持続する支援策と若い世代の参画に

ついて問う 

(5) まちづくり協議会の問題点について問う 

(6) 現状の地域担当職員の配置、選任方法、まちづくり協議会の活動に

参加する際の立場を問う 

発言順位・議員名・会派名 ３ 山中 一志 日本共産党議員団 

項  目 内     容 

１ 市長の政治姿勢に

ついて 

 

 

(1) ロシアのウクライナ侵攻について 

(2) 地方自治法第1条の2について 

ア 住民福祉とは 

イ 地方公共団体の自主性及び自立性について 

(3) 脱炭素社会について 

ア ゼロカーボンアクションについて 

イ 施策展開、新年度予算の反映について 

(4) ジェンダー平等社会の実現を 

ア ジェンダーの平等について 

イ 施策展開、新年度予算の反映について 

２ 新年度予算につい

て 

 

(1) 予算編成にあたっての要望について 

ア 憲法、地方自治法を順守し、市民の暮らしと人権を守り、ジェン

ダー平等の市政運営をすること 

イ 国に対して「核兵器禁止条約」批准を求めること 

ウ コロナ感染拡大防止の重要施策として、検査と医療を抜本拡充す

ること。医療・介護・障害福祉・保育などケア労働を担う働き手の
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処遇を改善すること 

エ 消費税の５％への減税を求め、医療・介護制度の充実、障害者・

子育て支援など市民の暮らしを守る施策を最優先にすること 

オ 不要不急の「中心市街地活性化計画」や「（仮称）黒丸スマートイ

ンターチェンジ整備」など大型公共事業は聖域化せず、直ちに見直

し、中止し、市内全体の均衡ある発展を図ること 

カ 体力のある大企業に対する立地促進奨励金をやめ、高い公共料金

（上下水道料、国保・介護保険料）を引き下げ、市民生活を守るこ

と 

キ コロナ危機の下、農業をはじめ中小企業や個人事業主への支援を

強め、地域社会・経済を守るためにも地域循環型経済施策の推進に

努めること 

ク 少人数学級の実現をはじめ「子どもの権利が最大限に保障される」

子育て・教育環境を整備し、高校卒業までの医療費無料化や保育所、

こども園、幼稚園、小・中学校給食の無料化を実現して子育て安心

のまちづくりを進めること 

(2) 新年度予算編成にあたって 

ア 総合計画前期基本計画の検証は 

イ 基本目標１ 

(ｱ) 企業立地の促進と雇用の創出について 

(ｲ) 東近江市工場等立地及び雇用促進条例について 

(ｳ) 中心市街地にぎわい創出事業について 

(ｴ) 八日市駅前ビル内の事務所取得補助について 

ウ 基本目標２ 

(ｱ) 医療ツーリズムについて 

エ 基本目標４ 

(ｱ) 保険料の値下げについて 

３ 新年度滋賀県予算

について 

(1) 政策提案の具現化は 

(2) 予算配分について 

発言順位・議員名・会派名 ４ 竹内 典子 公明党 

項  目 内     容 

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) 新たな地域商品券の概要を伺う 

(2) 新たな会員制商業施設について効果と市内他店の影響を伺う 
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２ 行きたい住み続け

たい魅力ある東近江

市の創生について 

(1) 森の文化を発信し、情報提供する施設の具体的考えは 

(2) 八日市文化芸術会館使用基準の考え方を伺う 

 

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 

(1) 不妊治療助成の概要を伺う 

(2) ４月からの公的保険の適用についての概要を伺う 

(3) 産後ケア事業の家事支援制度の導入についての見解を伺う 

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) 近江鉄道の運営改善期間中に行う利便性向上や利用促進の取組内容

を伺う 

(2) ちょこっとバス・ちょこっとタクシーなど公共交通利用に対する意

識改革について見解を伺う 

(3) 「一般社団法人東近江メディカルケアネットワーク」は、市民にと

ってのメリットを伺う 

(4) 地域生活課題を把握・解決する体制づくりの強化について 

ア ワンストップ相談窓口設置の見解を伺う 

イ 庁内の連携体制を伺う 

ウ 社会福祉協議会との連携を伺う 

５ 新型コロナワクチ

ン接種事業について 

 

(1) ３回目接種の現況について見解を伺う 

(2) 有効性・安全性の情報発信の見解を伺う 

(3) 自宅療養者への食糧・日用品の支援を伺う 

 

発言順位・議員名・会派名 ５ 井上 均 新政無所属の会 

項  目 内     容 

１ 地域生活単位での

移動手段を確保する

地域公共交通戦略に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 本市の実情を踏まえた地域公共交通のあり方及び地域公共交通計画

の考え方を伺う 

(2) 「ちょこっとタクシー」を、停留所間を自由に運行するサービスに

変更する予定を伺う 

(3) 交通弱者の移動手段の確保などに、送迎配車支援システムをコミュ

ニティ交通の運行事業者に導入する必要性と実施予定を伺う 

(4) ＪＲと近江鉄道や近江鉄道と路線バス、コミュニティバスの乗り継

ぎによる各種サービスが提供できるシステム導入について考えを伺う 

(5) 近江鉄道駅周辺や沿線開発は、市が主体性を持って対応するのか。

また、コンパクトシティのような都市計画上の誘導策を伺う 
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２ 教育大綱・教 育振

興基本計画の策定な

どの教育行政につい

て 

 

(1) 「教育大綱」策定における教育行政の総合的な目標、根本となる方

針の具体的な内容を伺う 

(2) 教育振興基本計画（第２期）を総合計画と合わせることの最大のメ

リットと国・県の計画とズレが生じることへの対応策を伺う 

(3) 「誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネット構築」

について、本市の状況と教育振興基本計画の改善策を伺う 

(4) 不登校の児童・生徒数、また、要因ごとの人数と割合及び不登校等

となっている児童・生徒へのタブレット端末を利用した学びの機会が

提供されている人数と教育振興基本計画（第２期）での対応策を伺う 

(5) 文科省実施の「臨時休業等の非常時における端末の持ち帰り学習に

関する準備状況調査」の本市の状況と、コロナ休業などに伴う持ち帰

り学習の方針について伺う 

３ 教育設備の充実に

ついて 

 

 

(1) 学習用タブレット端末を用いた授業に必要な電子黒板の配置状況

と、今後の計画は。また、テレビしか無いクラスの授業方法について

伺う 

(2) 各教室に整備された授業用パソコンにモニターが付いていないが、

この「ねらい」と授業への影響を伺う 

(3) 教師用タブレットについて、本市は、何台、何％購入出来ているの

か。また、３月補正予算で購入されない理由を伺う 

(4) 教育関係を含む情報機器の選定や更新、維持管理等、情報担当部局

による自己点検やマネジメントなどの内部統制の仕組はあるのか。ま

た、市民への説明責任を果たす記録が保存されているか伺う 
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令和４年３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 廣田 耕康 日本共産党議員団 

項  目 内     容 

１ 大型量販店誘致の

影響について 

 

(1) 市が誘致したのか否かを問う。また、誘致理由を問う 

(2) 誘致のメリットとデメリットについて問う 

(3) 市内の大小小売店舗への影響を問う 

(4) 中心市街地活性化事業への影響を問う 

(5) 交通渋滞について問う 

(6) 近隣住民への説明時期について問う 

 

２ 社会福祉協議会の役

割と介護事業等への

支援について 

 

(1) 社会福祉協議会の役割について問う 

(2) ディサービスセンターじゅぴあ廃止における市の対応について問う 

(3) ディサービスセンターじゅぴあの廃止理由を問う 

(4) 市内の通所介護事業所数と、この５年間で新たに指定を受けた事業

所数、廃止された事業所数を問う 

(5) 介護報酬の引き上げについて問う 

(6) 介護職員の賃金引上げを国に要求し、市独自の補助制度を創設する

考えを問う 

 

発言順位・議員名・会派名 ２ 田郷 正 日本共産党議員団 

項  目 内     容 

１ 安心できる国民健

康保険制度へ 

(1) コロナ減免の相談件数、減免決定数及び総額 

(2) 失業に伴う軽減数と総額 

(3) 分納誓約、被保険者資格証明書、短期被保険者証、差押件数 

(4) 市ホームページに掲載のモデルケース（３人家族）来年度保険料の

予定額 

(5) 就学前の均等割半減の対象人数と世帯数 

(6) 18歳までの子どもの被保険者数と均等割額。また、２人以上子ども

がいる世帯数 

(7) 18歳までの子どもの均等割廃止の考え 

 

２  「答弁拒否」は行政

の姿勢が問われる 

(1) 答弁を拒否しながら他の議員には答弁できるのか、姿勢が問われる 

(2) 12月議会での質問４項目について答弁を求める 

(3) 関係集落への説明や協議に市はどのように関与しているのか 
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発言順位・議員名・会派名 ３ 櫻 直美 太陽クラブ 

項  目 内     容 

１ 学校教育について (1) コロナ禍で懸念される子どもへの影響と今後すべきことは何か 

(2) 「ひきこもり」は小中学校教育とどう関連があると考えるか 

(3) Society5.0社会へ向けた本市の教育は 

(4) 小学校の教科担任制の取組予定とその効果と課題は 

(5) 小中一貫の９年制の義務教育学校のメリット・デメリットを市はど

う考えているか 

(6) 学校独自の教育改革は、各学校長の判断で可能か 

(7) 主体的な学び、個に応じた学習を充実することで、授業や宿題はど

のように変わるか 

(8) 教職員が改革案を自主的に提案し、受け入れられる環境が学校に整

っているか 

(9) 学校や園でのフッ化物洗口事業の負担と得られる効果について市の

見解は 

(10) 全国学力・学習状況調査の実施に参加する本市の目的とその効果は 

(11) 個に応じたキャリア教育や進路指導をどのように実践していくか 

(12) 「近い未来にこうなってほしい」と本市が望む地域と学校の連携し

た具体的な仕組みとは 

 

 

発言順位・議員名・会派名 ４ 戸嶋 幸司 太陽クラブ 

項  目 内     容 

１ 通級指導教室につ

いて 

(1) 市内小中学校における通級指導教室の開設数及び利用児童生徒数は 

(2) 指導内容及び成果と課題は 

(3) 今後の方向性は 

 

 

２ こどもの家につい

て 

(1) 今後計画されている施設の改修計画は 

(2) 施設の改修等の要望が出されているこどもの家は 

(3) 学校と教室を共用して運営しているこどもの家はあるか 

(4) 募集対象から高学年を除外する考えはあるか 

(5) 民間事業所による民設民営の学童保育運営整備に対する考えは 
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発言順位・議員名・会派名 ５ 安田 高玄 太陽クラブ 

項  目 内     容 

１ 「全国体力・運 

動能力、運動習慣 

等調査」について 

 

(1) 全国体力テストにおける本市の結果と点数内容について伺う 

(2) 全国体力テストにおける本市の分析について伺う 

(3) 運動機会の確保を図るための滋賀県教育委員会のコメントについ

て、本市教育委員会の考えは 

(4) 本市の体力テスト結果を踏まえ、具体的な対策案について伺う 

(5) 全国学力テストと全国体力テストの関係性について伺う 

(6) スポーツ少年団や各学校部活動の再開に向けての取組や、体育の授

業及び休み時間を利用して、運動量を上げていく指導について伺う 

(7) コロナ禍によるコミュニケーション不足についての思いや考え、今

後の方針と指導について伺う 

 

発言順位・議員名・会派名 ６ 吉坂 豊 公明党 

項  目 内     容 

１ リチウムイオン電

池の廃棄などごみ出

しについて 

 

(1) リチウムイオン電池が原因と考える収集車や施設の発火、火災件数

を伺う 

(2) リチウムイオン電池を利用している小型家電のリサイクルＢＯＸの

設置状況を伺う 

(3) プラスチック資源循環促進法施行に伴い一括回収の方法はどのよう

に変わるのか。また、周知方法を伺う 

(4) 燃えない・燃える指定ごみ収集袋の小さなサイズの作成について伺

う 

 

２ 琵琶湖の大切さと

水道水を維持するた

めの広報戦略ついて 

(1) 大津市企業局はマイボトルを持ち歩くことや街中に冷水機を設置す

るなど市民へ水の大切さ・安全性など広報戦略をされているが本市の

取り組みを伺う 

 

３ 図書館について (1) 点字図書・大活字図書・ＬＬブックの整備状況と利用状況を伺う 

(2) 朗読 CD・音声読み上げ対応のデイジー図書の整備状況と利用状況を

伺う 

(3) 読書通帳機の導入について伺う 

(4) 障がいのある方や乳幼児を連れた利用者に個室が提供できないか伺

う 

(5) 読書活動推進計画第 3次計画の現状と次期計画について伺う 
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発言順位・議員名・会派名 ７ 田井中 丈三 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ 伊庭の重要文化的

景観区域である伊庭

内湖の環境整備につ

いて 

 

(1) 新年度予算案で伊庭内湖の浚渫工事設計費を計上されているが、そ

の背景と内容を伺う 

(2) 環境整備は、市の環境・河川部局と連携するのか。その具体策も含

め伺う 

(3) 内湖の将来の為、広範囲を浚渫・除去できるよう、周りの自然も競

技場の一部として広範囲に整備する努力をすべきと思うが如何か 

(4) 競技場施設の整備方針を伺う 

(5) 今後の能登川水車とカヌーランドの活用方針を伺う 

２ JR駅周辺等重要交

通結節点の総合政策

について 

(1) 垣見隧道完成に際し、市の未来を見据え、住民に是非伝えたいこと

を伺う 

(2) 垣見隧道完成で人の流れが大きく変わる。市街地整備はもちろん、

琵琶湖方面等周辺の規制緩和にも手を打ち始めるべきと思うが、考え

を伺う 

(3) 駅・ICなど交通結節点周辺の商業施設・住居・街路・駅広・交通ア

クセスなど、誘致・整備や対策の現状と構想を伺う 

発言順位・議員名・会派名 ８ 森 鉄兵 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ 農業・農村の振興に

ついて 

(1) 本市における農業の現状と課題を伺う 

(2) 東近江市産農産物の「ブランド化」に向けた今後の展望を伺う 

(3)「地産地消」について市の見解と今後の展望を伺う 

(4) 新規就農者の確保と育成について、今後の展望を伺う 

(5) 切れ目ない担い手育成システムについて市の見解を伺う 

(6) 人・農地プランの進捗状況と今後の推進方針について伺う 

(7) 本市における担い手農家への農地利用集積率を伺う 

(8) 令和４年度の農業分野における予算についての思いと狙いを伺う 

(9) 収益性の高い野菜生産への転換について市の見解を伺う 

発言順位・議員名・会派名 ９ 森田 德治 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ 防災情報告知放送

システム整備の進捗

状況について 

(1) 最新の設置件数と設置率、設置辞退件数と設置辞退率、令和６年度

設置目標率80％は達成可能か伺う 

(2) 辞退の理由別区分など集約、把握されているか伺う 

(3) 新規設置申請の説明に、十分な時間を取れる体制になっているか伺

う 

(4) 未設置世帯への再説明の取組について伺う 
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(5) 転入未設置者に対する設置促進について伺う 

２ ガリ版伝承事業の

展望と支援及びガリ

版伝承館の整備につ

いて 

(1) 今後の運営の考え方について伺う 

(2) 施設改修計画について伺う 

(3) 資料整理の成果と今後の活用や保存方法について伺う 

 

 

３ 野口謙蔵顕彰事業

の展開と野口謙蔵記

念館の今後の運営に

ついて 

(1) 野口謙蔵顕彰事業の今後について伺う 

(2) 没後80年記念の画集を作ることは考えられないか伺う 

(3) 作品の常設展示について伺う 

 

 

発言順位・議員名・会派名 10 浅居 笑 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ がん検診の受診率

向上について 

(1) 国が受診を推奨する５つのがん検診（肺がん・胃がん・大腸がん・子

宮頸がん・乳がん）について、過去５年間の年間受診者数と発見者数に

ついて伺う 

(2) がん検診の受診率が低い要因について伺う 

(3) 市が設定する受診率の目標値と、受診率向上に向けた取組について

伺う 

(4) 女性のがん検診について、子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン

の利用状況と個別受診の勧奨・再勧奨（コール・リコール）の効果に

ついて伺う 

 

 

発言順位・議員名・会派名 11 鈴木 則彦 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ 第２期中心市街地

活性化基本計画案に

ついて 

八日市駅前の古民家を利用した SATSUKI‐RO 事業の詳細内容、展開、期

待される効果を伺う 

 

 

２ 中心市街地の活性

化に寄与する交通網

の整備充実について 

 

(1) 市街地を循環する新たなちょこっとバス路線整備のメリットについ

て伺う 

(2) バスロケーションシステム等、先端技術を活用したちょこっとバス

の新たな利用者の開拓について見解を伺う 
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発言順位・議員名・会派名 12 山本 直彦 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ 新型コロナウイル

ス感染症の感染状況

について 

 

 

(1) ＰＣＲ検査の精度はどの程度なのか。また、この２年間で精度は高

まっているのか伺う 

(2) 全世代及び 10代のそれぞれについて、市内の陽性者数の累計、重症

者数の累計、重症化率、死亡者数の累計、致死率を伺う 

(3) 市内の５歳から 11歳の陽性者数の累計、重症者数の累計、重症化率、

死亡者数の累計、致死率と、陽性者数のうち無症状・軽症者数を伺う 

(4) 令和２年６月 18日に厚生労働省から出された事務連絡「新型コロナ

ウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」の内容を伺う 

(5) 新型コロナウイルス感染症が死因となった死亡者数はどこに公表さ

れており確認できるのか伺う 

２ 新型コロナワクチ

ンの副反応について 

 

(1) ワクチン接種後の全世代及び 10 代の副反応状況について市内およ

び全国の重篤例の累計、うち心筋炎・心膜炎の疑いの数の累計、死亡

者数の累計を伺う 

(2) ワクチン接種後の市内の死亡者数について、24時間以内、１日～３

日後、４日～７日後、８日～14日後それぞれの数を伺う 

(3) 厚生労働省「新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事

例の概要」で公表されている件数の中に本市の例は何件含まれている

のか伺う 

３ ５歳から 11歳まで

の新型コロナワクチ

ンについて 

 

(1) 感染してもほぼ重症化しない子どもたちに接種をする目的を伺う 

(2) 接種スケジュールを伺う 

(3) 中長期的な安全性は確認されたのか伺う 

(4) 厚生労働省が５歳から 11 歳のお子様と保護者の方向けに作成した

冊子「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」は、中長期的な

安全性に触れられていないが問題ないのか伺う 

(5) 感染状況及び副反応例を踏まえ、５歳から 11歳までのワクチン接種

のリスクについて見解を伺う 

(6) 本市は５歳から 11 歳までの新型コロナワクチン接種を推奨してい

るのか伺う 

４ 感染症法の類型に

ついて 

 

(1) 現在の位置付けと、そのことにより新型コロナウイルス感染症につ

いて必要となる主な措置を伺う 

(2) 感染症法１類に分類されているエボラ出血熱、２類に分類されてい

る結核について、それぞれの重症化率、致死率を伺う 

５ 部活動及びスポ少

の全活動休止につい

て 

 

(1) 当事者の小中学生にも分かる内容で全活動休止にした理由を伺う 

(2) 全活動を休止することで、免疫力の低下や精神的な不安など新型コ

ロナウイルス感染以外の健康被害や問題行動等はないのか。また、そ

の可能性についての見解を伺う 
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６ 社会福祉協議会に

ついて 

(1) 社会福祉協議会と行政の関係について伺う 

(2) 東近江市社会福祉協議会と地区社会福祉協議会の関係について伺う 

(3) デイサービスセンターじゅぴあを引き継ぐ予定の事業者への支援に

ついて伺う 

 

発言順位・議員名・会派名 13 青山 孝司 東近江市民クラブ 

項  目 内     容 

１ 職員採用について 

 

(1) 技術職、専門職と言われる職員の各部署での人員数を伺う 

(2) 技術職員採用へ向けた求人方法はどのようにされているのか伺う 

(3) 技術職員採用後のスキルアップに対しての取組を伺う 

(4) 今後を見据えた技術職員採用の考えを伺う 

 

２ 地域におけるまち

づくりへの支援体制

について 

(1) 地域のまちづくりを支援する、各支所の参事員や、地域担当職員の

重要性について考えを伺う 

３ 地域産業の持続的

発展へ向けた人材育

成支援について 

(1) 県が設置に向け動き出した高等専門学校との人材確保に向けた連携

について伺う 

(2) 小規模企業従事者へのスキルアップへ繋がる支援策について伺う 

 

発言順位・議員名・会派名 14 西﨑 彰 東近江市民クラブ  

項  目 内     容 

１ 三方よし商品券に

ついて 

 

(1) これまで経済団体が発行してきた三方よし商品券と市が発行してい

く地域商品券との違いと今後のスケジュール等について伺う 

(2) 三方よし商品券事業の地域経済への影響をどのように評価している

のか伺う 

(3) 経済団体が取り組んできた成果を踏まえ、今後どのように進めるの

か伺う 

(4) 発行主体が代わることによる店舗や販売窓口等は変わるのか、また

周知方法について伺う 

(5) 経済団体と連携して事業の継続性を意識した取組ができるのか伺う 

 

2 国宝について (1) 国宝と重要文化財の違いについて、また管理方法や国宝指定のプロ

セス等について伺う 

(2) 国宝指定に向けて市としてどのようなことができるのか、具体策を

伺う 
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発言順位・議員名・会派名 15 中村 和広 新政無所属の会 

項  目 内     容 

１ 介護保険事業につ

いて 

(1) これからの介護保険制度について、どのような制度にすべきとお考

えか伺う 

(2) 「要支援難民」、「ケアマネ難民」という言葉をお聞きになったこと

はあるか伺う 

(3) 介護サービスを受けたくても、サービス事業所に空きがないことが

実際にあるか。また、今後そのようなことが起きる可能性を伺う 

(4) 介護予防対象者に認定されている人数を伺う 

(5) デイサービスなどを受けておられる介護予防対象者はそれぞれ何人

おられるか伺う 

(6) 今後「要支援難民」が発生しないように、どのような施策を展開す

るのか伺う 

(7) 介護予防対象者を含めた要介護認定者のうち、居宅介護サービスを

受けている人数は。また、その人たちのケアマネジャーは何人おられ

るか伺う 

(8) 居宅介護サービスを受け持つケアマネジャーは、一人当たり要介護

認定者及び介護予防対象者をそれぞれ何人程度担当されているか伺う 

(9) 社会福祉協議会の介護保険事業所の廃止について、市の見解を伺う 

(10) この５年間の地域密着型も含めたデイサービスの新規指定と廃止

の推移及び受け入れ定員の増減を伺う 

(11) 整備の考え方、方向性等中長期の介護保険事業の見通しを伺う 

 


