草津市議会だより №147

平成25年５月１日号

３月６日には、市議会の６つの会派から、会派を代表して議員が代表質問を行い
ました。質問と答弁の内容の一部を要約して紹介します。

代表質問

新生会

木村
草政会

中島
議員

一黄

財政規律を常に意識したまちづくりについて
政策対応力の高い執行体制の確立について

少子高齢化等の社会情勢の変化により、財政的

改革等の分権時代にふさわしい効率的な執行体制が求

な規律が求められている。本市では、クリーン

められている。これからの行政ニーズに対応できる組

センター改修や新小学校建築など、多くの施設更新を

織づくりについて所見を伺う。

予定しているなかにあって、草津川跡地整備や中心市

市

街地活性化を進めていくことにより、財政規律を損な

プマネジメントの強化を図り、迅速かつ戦略的に推進

う恐れがないのか所見を伺う。

する必要があり、市政戦略会議の効果的な開催や特命

市

草津川跡地整備や中心市街地活性化は近い将来に

の部長級を配置するなどの体制強化を行い、組織が一

おいて確実に到来する人口減少や少子高齢化社会に対

体となって課題解決に取り組むことが重要である。職

し、市政の経営という視点と、市民のための新たなま

員配置についても、年功序列にとらわれず、能力・実

ちづくり空間の創出という視点から、必要とされる投

績・意欲を持った職員の登用を積極的に行うとともに、

資施策である。また、今後必要とされる施設整備事業

重点施策への積極的な人員

の推進については、草津の未来をつくる、「安心」「活

配置などによって、組織体

力」「安全」を実現するための重要な事業であり、こ

制面の充実・強化を図ると

れらの推進により幸せが実感できるまち草津が実現で

ともに、職員が意欲を持っ

きるものと確信している。

て、能力が発揮できる環境

議員

さまざまな施策事業を着実に実施するためのトッ

確固たる市政の体制づくりのため、副市長の２

整備を行い、「組織力」の

人体制や人材育成の視野に立った管理職の意識

強化を進めたい。

議員

辰已

①どれだけの人の集客・回遊や、駅前の商店街

おいて、草津川跡地整備事業はリーディング・プロジ

の賑わいを取り戻す効果が見込まれるか②駅周

ェクト③として位置づけ、重点的に推進することとし

辺の駐車場不足により集客率が低下しないか伺う。

ている。区間②メロン街道から浜街道までの区間と、

市

各拠点施設を整備するとともに、既存の拠点施設

区間⑤ＪＲ琵琶湖線から国道１号までの区間は、優先

とのネットワーク化を図ることで、その回遊性を高め、

整備区間として27年度の完成を、残りの区間は28年

拠点間における民と官のソフト事業等の推進により賑

度から32年度の５ヵ年での整備を目指している。質の

わいが創出できるものと考えており、エリア内の公共

高い緑空間における、人の活動や民間活力による効果

施設等の整備により、施設利用者を年間約10万人増加

や生活道路機能の改善と防災機能の向上など多様な効

させることを見込んでいる。駐車場については、駅周

果が見込まれるとともに、中心市街地活性化による拠

辺で約4,800台分の一時貸し駐車場があり、加えて草

点整備との相乗効果により、経済の活性化や税収の増

津川跡地整備においても約100台分の整備を計画して

加にも繋がるも

おり、供給余力はあると判断している。しかし、中小

のと考える。

規模の駐車場が点在していることから、利用者が利用
しやすい環境整備を工夫したい。
議員

草津川跡地整備事業について、第５次総合計画
の第２期基本計画の中で事業計画をどのように

考えているか、また費用対効果について伺う。
市

第２期基本計画の25年度から28年度の４年間に

日本共産党草津市会議員団
市民派クラブ

大

正美

中心市街地活性化の推進について
草津川跡地整備事業について

久保

シティセールス①推進事業について
公民館と市民センターのあり方について
議員

秋雄

草津川跡地整備、中心市街地活性化と市財政について
すべての障害者の雇用促進について

草津川跡地整備や中心市街地活性化に加えて、
クリーンセンターの建て替えなど、巨額の投資

議員

障害者雇用促進法は身体・知的・精神などの障
害者すべての雇用を促進することが趣旨であり、

議員 地域資源の掘り起こしや魅力を創出するための
手法やソーシャルメディア②等を活用した情報

議員 まちづくり協議会による指定管理者制度の導入
を検討されていることから、公民館、市民セン

を５年〜10年で実施されようとしているが、人口減少

障害があっても一定の条件や支援があれば、障害のな

発信戦略、各事業に対する成果指標について伺う。

ターのあり方を伺う。

時代を見通し、歩いて暮らせるコンパクトなまちづく

い人とともに働くことができ、障害者の自立と社会参

市

市

りとは整合しないのではないか所見を伺う。

加の道を開くことができると考えるが所見を伺う。
市

地域資源や魅力の活用は、行政の取り組みだけで

住民自らが自分たちの意思と責任のもとで、地域

の特性を活かしたまちづくりを推進していく必要があ

市

体、事業者など、誰もが参加しやすい推進体制をつく

ることから、業務の見直しを行い、市が担うべき業務

化ではなく、人口減少や高齢化の進展に対応し、また

会の構成員として参画する機会を広げ、ひいては障害

り、地域資源や魅力に関する情報を集めながら、口コ

と、地域が主体となって実施するほうが効果的な業務

都市の維持コストを低減させるため、都市構造をコン

者の人権が尊重された社会の実現に向けて率先して取

ミなどの相乗効果が得られるような効果的な情報媒体

を明確にしたうえで、地域が主体となって運営できる

パクト化するための総合的な施策の一環である。本市

り組むことが必要である。このことから、法の趣旨を

を通じて、草津市の魅力を発信し続ける仕組みを構築

新しいコミュニティ施設として、まちづくり協議会に

においても、「歩いて楽しい回遊性の高いまち」「個

鑑み、障害者雇用の門戸を広げるためには、障害の程

よる指定管理者制度の導入を検討している。

性的で魅力のある店舗の集積するまち」「幅広い世代

度やニーズ、雇用形態、また能力に見合う業務の創出

標については、様々な事業を通

なお、公民館が担ってきた生涯学習や社会教

が交流するまち」という３つの目標を達成することで

や職場環境の整備等が必

じて、成功事例を積み重ねるこ

育の機能は地域のコミュニティ振興や人材育

中心市街地の活性化を図り、コンパクトなまちづくり

要となる。これらを十分

とが、都市イメージの向上につ

成に欠かせないものと認識しており、人権や

を実現したい。なお、本計画は、まもなく必要となる

に検討し、民間事業者や

ながることから、個別に確認可

高齢者に対する講座の開催や活動場所として

公共施設の建て替え需要を中心市街地に集約しようと

その他の団体の取り組み

能な指標はなく、継続的な状況

の貸館業務などの機能は維持していきたい。

するものであり、必要な投資は確実に行わなければな

状況を参考にしながら、

らない。

採用者枠の対象の拡大に

する必要がある。また、成果指

把握を行い、全体としての成果

中心市街地活性化の取り組みは単なる商業の活性

地方自治体の役割として、障害をお持ちの方が社

はできない。草津のまちをよくしたいと願う市民や団

ついて検討したい。

を確認していきたい。
8

①シティーセールス

地方自治体が都市の特色や魅力を客観的に
把握して、その都市固有のイメージを創り
あげ、積極的に内外に発信することをいう。

②ソーシャルメディア

インターネットの技術を利用し、個人が
情報を発信することで形成される、さま
ざまな情報交流サービスの総称。

③リーディング・プロジェクト

本市がめざすまちづくりのため、基本計画を展開していくなかで、強く成果が望まれ、特に
重点的に推進していくべき方針について掲げるものです。
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ました。質問と答弁の内容の一部を要約して紹介します。
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な規律が求められている。本市では、クリーン
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センター改修や新小学校建築など、多くの施設更新を

織づくりについて所見を伺う。

予定しているなかにあって、草津川跡地整備や中心市

市

街地活性化を進めていくことにより、財政規律を損な

プマネジメントの強化を図り、迅速かつ戦略的に推進

う恐れがないのか所見を伺う。

する必要があり、市政戦略会議の効果的な開催や特命

市

草津川跡地整備や中心市街地活性化は近い将来に

の部長級を配置するなどの体制強化を行い、組織が一

おいて確実に到来する人口減少や少子高齢化社会に対

体となって課題解決に取り組むことが重要である。職

し、市政の経営という視点と、市民のための新たなま

員配置についても、年功序列にとらわれず、能力・実
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績・意欲を持った職員の登用を積極的に行うとともに、
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配置などによって、組織体

力」「安全」を実現するための重要な事業であり、こ

制面の充実・強化を図ると

れらの推進により幸せが実感できるまち草津が実現で
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プロジェクトＫ

伊吹

国の緊急経済対策の市予算に対する影響について
草津川跡地整備事業・中心市街地活性化事業について

達郎

国の緊急経済対策に伴う補正予算が組まれたが、

市

同時に国では「地域の元気臨時交付金」を計上

価値を高める質の高い緑空間「人と自然、人と人が繋

された。この使途や活用について伺う。また、それら

がるガーデンミュージアム」を目指す草津川跡地利用

がプライマリーバランス④に与える影響についても伺う。

基本計画を24年10月に策定した。まずは、優先整備

市

「地域の元気臨時交付金」は地方が迅速かつ円滑

区間の27年度完成に向けて全力で取り組みたい。中心

な事業の実施ができるよう創設されたものであり、建

市街地活性化事業については、人口減少・少子高齢社

設事業で一定の要件を満たせば、その使途に特段の制

会とあいまって、今後、

議員

草津川跡地が持つ特性を最大限に活用し、都市の

約はない。当初予算に計上している事業の財源として、

本市の顔である中心市

一部を活用することも可能であることから具体的な交

街地が一気に衰退し、

付時期等が明確になった時点で、活用について検討し

それが市全体に広がり

たい。プライマリーバランスについては、平成25年度

活力を失う恐れがある

予算を経済対策と合わせた15ヶ月予算と見た場合、約

ことから、持続可能な

４億円の赤字となる。しかし、これは単年度限りの臨

行財政運営を図るうえ

時措置であることから、プライマリーバランスの赤字

で、まちに力がある今

も一時的なものであり、ただちに市の財政悪化を意味

この時に、中心市街地

するものではない。

の底上げを図ることと

議員

草津市第５次総合計画第２期基本計画のリーデ

したところである。

ィング・プロジェクトである草津川跡地整備事

業への意気込みと中心市街地活性化事業のコンセプト
について伺う。

公明党

西村
議員

草津市はどのようなまちになるのかについて
防災倉庫の使用について

隆行

中心市街地活性化事業、（仮称）野村スポーツ
ゾーン整備事業、草津川跡地整備事業が達成さ

議員

夜分や休日に災害が発生した場合、どのように
して避難所活動を開始するのか、避難所運営マ

れ、子ども・子育て支援事業計画が推進し、防災・減

ニュアルには明記していない。せめて、町内会長に防

災が充実したまち、草津市とはどのようなまちになる

災倉庫の鍵を渡していたら、初動活動がスムーズにな

か、市長の夢を伺う。

ると考えるが所見を伺う。

市

市

すべての施策、事業の根底にあるものは20年後、

現在、市内13小学校にある防災倉庫の鍵は学校と

質疑および一般質問
清水 正樹

３月８日、11日には、16人の議員が、議案に対する「質疑」や
市政に関する方針や考え方などについて聞く「一般質問」を行
いました。質問と答弁の内容の一部を要約して紹介します。

草政会

生活保護制度の基準引き下げについて

議員 草津川跡地事業等、今後10年以内
に大規模事業が相次ぎ実施されるが、財政
規律を損なう恐れがないのか伺う。
市 これまでから、健全な財政運営を図りつつ、将来
の大規模事業実施に備えて、まちづくり基盤整備基金
をはじめとする基金積み立てを行うとともに、プライ
マリーバランスの確保にも努めてきたところである。

議員 基準引き下げについて、国へ意見を
あげることや、今後の市への影響について
所見を伺う。
市 基準引き下げに対する反対要望等は行っていないが、

中心市街地活性化とファシリティマネジメント⑤
について

税の非課税限度額などであり、今後の動向を注視していき

議員 中心市街地活性化のなかで老朽化した公共施設
を集合させる計画とファシリティマネジメントに矛盾
点はないか伺う。
市 中心市街地活性化は以前からの課題であり、これ
まで大きな成果が残せていない現状である。また、草
津駅周辺等に立地する公共施設は多額の経費を要し、
早急な対応に迫られている。こうした中で、財政的に
最も効率的にこの課題
を解決する手法として、
中心市街地活性化計画
認定による事業実施を
選択した。

まめバス運行の路線休止について

中村 孝蔵

新生会

振り込め詐欺について
議員 本市の安全・安心の観点から、広報・
啓発や警察との連携をどのようにしている
か伺う。
市 「消費者被害の救済」から「被害防止」にシフト
した取り組みを進めており、広報くさつでの毎月のコ
ーナー掲載や緊急の「町内回覧」などを行うとともに、
年金支給日に合わせて、草津警察署等と合同で市内の
金融機関やＡＴＭコーナーのある大型商業施設等で啓
発活動を実施している。

文化芸術機能等検討費について

く、働きやすく、人も街も元気なまちであり続けるた

有事の際には、速やかに駆けつけ開錠することとして

めに、さらに市民が誇れる活力と魅力あふれるまちを

いるが、今後はより早く、より確実に防災倉庫が使用

つくりあげていかなければならないという想いである。

できるよう、今後の地域防災の中心的役割を担うまち

草津市が自律したまちとして、文化・教育・環境・経

づくり協議会に

済など、あらゆる分野で滋賀県全体を先導する中核的

鍵を預けること

な都市としての自負と責任を持ち、市民との協働のも

により、より使

と、第５次総合計画に掲げる将来像である「出会いが

いやすい防災倉

織りなすふるさと

庫としていく。

議員 文化芸術機能等検討委員会開催費、基本計画策
定業務費や施設改修設計費が計上されているが、この
ことについて伺う。
市 三ツ池での施設整備のみならず、現在、県の施設
である「しが県民芸術創造館」やアミカホールを含む
既存施設等の効果的なあり方について、将来的な市域
全体の文化芸術機能にかかる基本計画を策定しようと
するものである。市民の方に喜んで利用いただける施
設整備につなげていきたい。

うるおい

のあるまち

草津」の実現に向けて全力で取り組んでまいりたい。

その他の質問 ・
（仮称）野村スポーツゾーン整備について
・市営墓地の拡張整備について
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④プライマリーバランス

基礎的財政収支。中長期的な財政の健全性を示す指標の１つで、借入金を除く歳入と過去の借入金
に対する元利払いを除いた歳出の差のことをいう。

実態に合わせた基準となるよう、国に要望はしている。市
への影響は社会保障分野や税分野を中心に考えられる。主
なものは、就学援助制度や介護保険料、保育料、個人住民
たい。

議員 まめバス実証運行における評価と休止路線に関
する市民への説明や今後の方針について伺う。
市 公共交通空白地や不便地の解消のため、実証運行を
行ったが、利用者が全体として少なく、高齢者が大半を占
めていると考える。今回、休止する２路線に関しては地元
の町内会長等とも調整を行う中で代替施策の要望もあった
ことから、今後、地元と一緒に調整したい。
その他の質問 ・生活保護対応職員の増員と研修の充実について
・交通弱者への福祉的配慮について

山田 智子

前線基地班の職員および危機管理課が保持しており、

と

日本共産党草津市会議員団

財政規律からみた大規模事業の計画性について

30年後の将来を見据え、わがまち草津がさらに住みよ

元気

藤井 三恵子

⑤ファリシティ 企業・団体等が組織活動のために施設と
その環境を総合的に企画・管理・活用す
マネジメント る経営活動のこという。

プロジェクトＫ

ラスパイレス指数⑥の水準について
議員 県内の自治体でラスパイレス指数が
２番目に高い水準となっているが、今後ど
の程度の水準にもっていくのか、所見を伺う。
市 若年層においては、概ね国と同水準になっている
のに対し、高齢層職員は国よりも高い水準となってい
る。国の水準を上回る分に関しては、今後の高齢層職
員の退職に伴い、是正されていくものと考えているが、
今後も給与水準の推移については、注意深く見ていく。

市長のフェイスブックについて
議員 国や地方自治体でソーシャルメディアが急速に
普及しており、首長の情報発信も増加している。市長
も実際にフェイスブックを使われているが、所見を伺
う。
市 私的な利用を昨年11月から始め、ご覧いただいた
方も少なくないと思う。ソーシャルメディアが急速に
普及している現在、フェイスブックには情報の即時性
や拡散性があり、情報発信の有効な手段の一つとして、
個人においても市政においても、効果的なメディアで
あると考える。
その他の質問 ・新年度の職員給与について
・危機管理課の情報発信拡大について
・ＩＣＴ導入の予算について

⑥ラスパイレス指数

職員構成を地方公共団体と国が同一と仮定し、
国家公務員の給与を100とした場合の地方公
務員の給与水準を示した指数のことをいう。

11

