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草政会

生活保護行政について

節電対策について

議員 生活保護受給者が増えている主因に
ついて市の認識はどうか。また、親族の
扶養義務は生活保護受給の要件ではなく、「扶養が
保護に優先する」との規定だと考えるが認識を伺う。
市 受給者増加の主な要因は雇用環境の悪化による
収入の減少や仕事の喪失が一番の原因と考える。親族
が扶養義務を果たさないからといって、受給の要件を
欠くものではないと認識している。

議員 節電対策として市庁舎や公共施設で
の再生可能な自然エネルギーの活用につい
て前向きに考えているのか伺う。
市 太陽光発電など自然エネルギーの導入について、
全ての公共施設の敷地の状況や建物本体の構造などか
ら、設置が可能な施設を洗い出し、その設置方法や
災害時の活用方法、かかる費用について調査したうえ
で一定の方向を示したいと考える。

国民健康保険について

通学路の安全対策について

議員 国保会計への財政支援は保険制度間の負担の
格差解消がない限り、必要と思うが23年度準備積立金
の見通しと国保税の引き下げについて伺う。
市 財政支援の継続については今後、国から示される
制度改正の内容や実施時期、保険制度間の負担格差を
勘案し検討する。国保会計決算の準備積立金は５億２
千万円程度となる見通しである。国保税の見直しに
ついては今後の医療費の伸びや国における制度改正の
状況を見据えて検討したい。

議員 学校、ＰＴＡ、警察、行政、地域の方々などが
子どもたちを守っていくための連携体制について伺う。
市 児童、生徒の交通安全については学校やＰＴＡの
努力だけで万全の体制をつくることは困難と考える。
そのため、取締りや規制を行う警察、道路の維持や
整備を行う行政、地域の実情に精通されている方々と
が、総合的な連携のもと、連絡を密にし、取り組む
体制をつくっていきたい。

西 垣 和美

宇野 房子

公明党

女性の視点からの防災について
議員 女性の意見を地域防災計画に反映さ
せる取り組みや女性リーダーの養成等、
男女共同参画担当との連携強化の推進について伺う。
市 草津市地域防災計画の中に女性の視点が入るよう、
防災会議への女性委員の登用を調整したい。また、
避難所運営において女性の視点は大変重要であると
考えていることから、防災対策に関する男女共同参画
をテーマに講座を実施するなど、担当部署との連携を
図りつつ、避難所運営の女性参画や女性の防災リーダー
の養成に努めたい。

市民と行政が一体となった防災体制づくりについて
議員 いざという時の初動体制課題や自助共助の重要
性から、行政頼りでない学区・地区単位での防災組織
設立について伺う。
市 初動体制の課題は被災経験の無いことによる災害
対応能力の不足が考えられ、訓練や研修で克服してい
きたい。また、本市は町内会の自主防災組織率が９割
を超えていることから、町内会を自助・共助の取り組
み主体とし、地域全体の相互補完のためにまちづくり
協議会を中心とした防災の推進を支援していきたい。
その他の質問
学校施設の非構造部材の
耐震化推進について
市民参加の視点からの
会議の傍聴について
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大規模太陽光発電（メガソーラー）
について
議員 孫社長の計画に県が名乗りをあげ、
草津市も誘致を表明したが、その後、県との交渉協議
はどこまで進んでいるのか伺う。
市 県には昨年６月と10月に誘致の要望を行っている。
また、今年５月に進捗状況を伺ったところ、必要性は
理解しているが、設置については、関係市町などの
協議や周辺施設の利活用も含めた全体計画が必要な
ことなどの課題があると伺っているところである。

既存の公共施設を利用した発電について
議員 環境意識の高揚を図りながら、自然エネルギー
を創出することや、市民・事業者との共同運営の実施
など、更なる自然エネルギーの活用について伺う。
市 既存施設の有効活用と考えているが、公有財産の
使用の問題、構造上の問題などを調査したうえで、
公共施設での自然エネルギー導入の一定方向を示して
いきたい。また、共同運営については地域のニーズや
具体的な運用方法、市にとってのメリットなどを整理
していきたい。
その他の質問 公共施設における更なる発電設備の導入
教育現場での環境学習について
今後の節電対策の啓発について

質問と答弁の詳細については市議会ホーム
ページか、市役所情報公開室（庁舎２階）や
市立図書館に備え置く８月下旬発行予定の
会議録をご覧ください。

常任委員会報告
所管事務調査とは

今回の所管事務調査
事項の選定ポイント

６月20日〜22日の３日間で３つの常任委員会を開催しました。今回の委員会で
は付託された議案の審査を行った後、所管事務調査事項の検討を行いました。

地方自治法に定められた常任委員会の権限であり、所管する部門における市政
の重要課題について、積極的に調査を行うことを言い、所管事務調査を通じて、
所管事務の分析や理解を深め、今後の案件審査や委員会としての
議案等の提出の一助とするとともに、執行機関の監視機能の強化
を図ることで、一層の委員会の活性化につなげようとするものです。

●市民を交えた検討委員会等により策定作業を進めている事業
●今年度中に条例や計画が定められる予定の事業 等

各常任委員会の所管事務調査事項
総務常任委員会
○草津市総合計画第２期基本計画について
市では平成22年度から32年度までを計画期間
として、市のまちづくりの構想となる「総合計画」
を策定し、この期間を３期に分け、まちづくりの
指針となる「基本計画」を策定しています。今年度

に平成25年度から28年度までの基本計画の策定
が予定されていることから、第１期基本計画の反
省が活かされているのか、第２期基本計画の目標や
予算が妥当なのか等について調査します。
その他の調査項目：
第２次草津市行政システム改革推進計画について

文教厚生常任委員会
○学校給食および給食センターのあり方について

ランチ ⑥ の現状や課題などについて検証を行い、
本市における学校給食のあり方について調査します。

学校給食が教育に果たす役割や責任を踏まえた上
で、平成25年度供用開始を目指す新たな学校給食
センターの役割や機能、中学校におけるスクール

その他の調査項目：（仮称）市民文化の森について

産業建設常任委員会
○中心市街地活性化基本計画について
中心市街地の商業の活性化や歴史的町並み・資源
の保存・活用、新しい都市の魅力構築等により、
市民が生き生きと輝き、安心して暮らすことができ

る賑わいのあるまちを目指す中心市街地活性化基本
計画を策定していることから、計画の運営方法や
具体的なプロジェクトの費用対効果等について検証
するとともに本計画に関連する条例等についても
調査を行います。

草津市議会傍聴規則を見直しました
草津市議会では市民にとって開かれた議会を目指す一環として、
平成24年６月１日から傍聴規則の見直しを行いました。
【主な変更点】
・傍聴受付簿の記入様式の見直し
住所、氏名、年齢の記入 ⇒ 草津市内か市外か、性別、年齢層の記入
・分かりにくい文言の整理
論談、放歌、高笑等騒ぎ立てないこと ⇒ 大きな声や音を発する等騒ぎ立てないこと 他
事前予約不要でどなたにも傍聴いただけます。ただし、係員の指示や次の禁止事項は守っていただく
ようにお願いします。
【主な禁止事項】
・飲食や喫煙
・議事の進行を妨げること
・撮影や録音
・議場の発言に対するヤジや拍手
・携帯電話の使用

⑥スクールランチ

家庭弁当と市が提供する弁当の選択制として、希望する生徒に対してのみ提供する方法をいい、その点におい
て、学校の全生徒に提供される「学校給食」と異なる。
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特定の問題や議会が特に必要と認めるときには、市議会で特別委員会を設けて

特別委員会報告

調査または審査を行います。現在は、旧草津川跡地対策特別委員会、議会改革推進
特別委員会、予算審査特別委員会、決算審査特別委員会の４つの特別委員会を設置

姉妹都市

しています。このうち、旧草津川跡地対策特別委員会と議会改革推進特別委員会に

本年度は姉妹都市提携30周年という節目の年であり、去る７月３・

ついて、現在の活動状況を報告します。

観音寺市との交流

４日に観音寺市議会議員22名と事務局職員３名の皆様を草津市にお
迎えしました。

旧草津川跡地対策特別委員会

前回は平成21年度に来られて以来で、草津市の南玄関である南草

６月29日に開催した委員会では、
「草津川跡地利用基本計画」
（案）の説明を受け、

津駅周辺の変化に注目をされていました。

質疑を行いました。計画案に対する主な質疑応答・意見は以下のとおりです。

３日はイオンモール草津にて、同社のCSR⑦活動の説明をいただきました。

議員 緑地の整備費や維持費が膨大となり、他の市民
サービスや福祉施策に支障を及ぼさないのか。

議員 全体像としては、
緑軸や桜の保全

イオン独自の節電対策や環境貢献活動、また市と連携した子育て支援事業

計画に費用面や費用対効果を盛り込むべきである。

が挙げられているのに、

ました。

市

現在の旧草津川の桜を伐採する計画があるなど計画の

整備や維持管理のスケジュールを策定中であり、

や防災活動等について本市議会議員とともに現場確認を交えた視察を行い
翌４日は、観音寺市議会議員の皆様

市民活動や収益事業を踏まえた総コストの説明は必要

連続性に欠けるのではないか。

を２班体制とし、１班は草津市議会議員との意見交換会に参加

と考えている。費用対効果については財政運営計画に

市

いただきました。議会改革の経緯や市民への説明会、市議会の

盛り込んでいくことで考え方が整理できると思う。

が、全体の中で、緑軸や桜の保全を検討していきたい。

計画の中で伐採される桜も出てくるかもしれない

あり方など、それぞれの議会における現状や課題について、様々

※本計画案については、草津市ホームページでご覧いただけます。

な意見の交換を行い、相互の市議会
にとって実り多きものとなりました。

議会改革推進特別委員会
議会改革研修会の開催

また、もう１班は、烏丸半島にある「水生植物公園みずの森」と「県立
５月22日に、山梨学

とのお話がありました。研修会を通じて、議会や議員

琵琶湖博物館」を視察され、草津市の文化施設や

院大学の江藤俊昭教授

の責任の重さや議会基本条例制定の意義や必要性を

していただきました。実際の滞在時間は24時間弱でしたが、節目の年に

再確認することができました。

相応しい意義深い時間となったことと思います。

をお招きし、
「地域経営を担うための議会改革と基本条例」
と題した研修会を市議会議場で行いました。講師からは、
「条例や予算など、市議会が議決しないと、自治体は

参考 草津市

ことを自覚すべきだ。」、「議会に権限が与えられている

人口：63,433人
面積：117.47K㎡

のは、議会が様々な考えを持った議員の集合体であり、
していくことを重要視しているためであり、議員間討議
は不可欠である。」、「住民は議会に対して不信感や不満

を堪能

観音寺市の紹介

動かない。議会にはとんでもない権限が与えられている

多様な意見を持つ議員が議論を行うなかで、意思を決定

くさつ夢風車

125,241人
67.92K㎡

香川県

観音寺市

徳島県

（平成24年７月１日現在）
愛媛県

姉妹都市提携の由来

高知県

室町時代の俳諧の祖、山崎宗鑑の生誕の地が草津市

をもっており、それらを解消するためにも、議会の住民

であり、終焉の地が観音寺市であるという縁で昭和

に対するマニフェストである議会基本条例は必要である。」

57年10月22日に姉妹都市提携の調印を交わしました。

「市民と議会の懇談会」を実施しました
市民の皆様の多様な声を議会改革に反映した「開かれ
た議会」を目指し、７月14日から24日までの間、市内
の中学校区を単位とした６つの会場で「市民と議会の懇
談会」を実施し、活発な意見交換の場とすることができ
ました。
実施テーマ：
○市民が市議会に期待していること
○市民に親しまれる、開かれた議会とは
○今後の市議会に求めること
ご参加いただいた皆様におかれましては、貴重なご意見
※懇談会での質疑応答やご意見を集約しまして、
をいただき、まことにありがとうございました。
草津市議会ホームページで報告させていただきます。
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議会 あ れ こ れ
地方自治制度は市長
と議会を別の選挙で
選出する二元代表制を採用してい
ますので、議会から行政の代表者
を選出する議院内閣制のような与
党・野党関係は存在しません。
与党・野党関係は、役割が違う
２つの代表機関の間での抑制と
均衡を意図している二元代表制に
は馴染まないといえます。

Q1

A

⑦ＣＳＲ

検定問題の答えと解説
何問正解しましたか？？

議案とは条
例案や予算
案、意見書の提出、人事
の同意案件などです。
議案の提出権は市長や議
員に与えられているほか、
委員会にもあります。

Q2

B

草津市では
定例会は年に
４回開催されていますが、
他の自治体には年に１〜２
回の定例会を長期間にわた
って開催することにより、
実質的に通年で議会が開催
されている運用を行う議会
もあります。

Q3

D

問題は12ページ（最終面）にあります。

D

イギリスの政治学
者ジェームズ・ブ
ライスが「近代民主主義」とい
う著書の中で使用したことから
世界中で有名になった言葉です。
これは、市民にとって身近な公
共サービス等の決定プロセスに
選挙や住民参加を通じて関わっ
ていくことによって、民主主義
政治の進め方や参加の仕方を学び、
民主主義的な考え方を身につけ
るうえで地方自治の場が適して
いるということです。

Q4

企業は社会的存在として、最低限の法令遵守や利益貢献といった責任を果たすだけではなく、市民や地域のために、よ
り高次の社会貢献や配慮、情報公開や対話を自主的に行うべきであるという考えのこと。
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