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第１次野洲市総合計画改訂版 平成 29 年度ロードマップ・平成 

28 年度実績評価について 
 
「第１次野洲市総合計画改訂版 平成 29 年度ロードマップ・平成 28 年度実績評価」が

まとまりました。項目毎の詳細については野洲市ホームページ（http://www.city.yasu.lg.jp/ 
soshiki/kikakuchousei/sougou_keikaku/roudomap/1450941006733.html）に掲載していま

すのでご覧ください。 
 

１． 平成 28 年度実績評価について                          
 
〇掲載事業数：64 事業 
〇達成・完了（進捗度５）につき終了した事業：２事業 

『49 篠原駅周辺都市基盤整備』 
   『59 下水道事業の地方公営企業法適化』 
〇中止等（進捗度１）につき廃止となった事業：１事業 

『61 （仮称）野洲川北流側帯公園整備事業』 
〇他事業に統合により廃止となった事業：２事業 
   『４ 子育て短期支援事業（短期入所生活援助事業・夜間養護等事業）』 
     →『３ 児童虐待の防止』の手段として統合 
   『15 市職員、市立学校教職員の人権教育の充実』 
     →『14 野洲市人権施策の推進』を新規事業として追加し統合 
〇予定通り進行していない（進捗度３以下）事業：８事業 

 事業名 状況等 
中止等 
（進捗度１） 

67 適切な文書保存の推進と情

報利活用基盤の導入 
ファイリングシステム、文書管理（起

案）システムは導入せず、従来どおり

の簿冊管理を徹底する。 
未着手 
（進捗度２） 

47 野洲～篠原駅新駅の整備検

討 
整備検討に至るまでの、利用客確保の

観点から土地利用等の課題整理が必要

である。 
遅延 
（進捗度３） 

10 新ふれあい教育相談センタ

ー構想 
用地の選定から再度検討する。 



 
  中止になった１事業を除く 63 事業中 55 事業が計画通り事業が進捗しており、ロード

マップ掲載事業は概ね順調に事業が進んでいると評価できる。 
一方、進捗度３以下の事業のうち５事業（事業番号：27、28、47、50、67）が平成 27

年度の評価においても進捗度３以下となっており、計画的な事業の実施が必要である。 
 
 

２． 平成 29 年度ロードマップについて                          
    
〇掲載事業数：67 事業 
〇新規掲載事業：８事業 

  
 

遅延 
（進捗度３） 

21 重度障がい者の日中活動の

場の確保 
予定地（草津市）の地元調整に時間を

要したため、事業者の選定まで至らず。

H29 に実施する。 
25 新発達支援センターの整備 用地の選定から再度検討する。 

27 災害時要援護者の避難支援

のしくみづくり 
市の登録制度ではなく、独自に取り組

む自治会が増加している。現行制度の

見直しを検討する。 
28 雨水対策事業（第二次五箇

年計画） 
用水管の移設に時間を要したため。

H29 に実施する。 
50 野洲駅南口周辺整備（前期） 民間からの積極的な提案が見られず、

市による施設整備も含め、事業スキー

ムを検討し直したため。H29 に整備方

針を策定する。 

事業名 事業内容 
２ 学童保育所の運営 土曜日保育の実現に向けての検討 
７ 総合学習等の推進 オペラ鑑賞事業の実施等 
14 野洲市人権施策の推進 平成 28 年度までは職員への研修をロードマ

ップに掲載していたが、市民ひとり一人への

教育・啓発として新たに掲載 
26 災害予防対策の推進、災害時応急

体制の確立 
野洲市地域防災計画・野洲市国民保護計画の

更新、避難所運営研修の実施等 
46 永原御殿の国史跡指定と保存整備 永原御殿の国史跡指定に向けた協議、調査等 
52 市街化区域の拡大 市街化区域拡大の箇所の選定、協議等 
60 老朽管更新事業 老朽管路の更新計画の策定及び更新工事 
64 コミュニティセンター改修事業 コミュニティセンターの改修に向けた計画

の策定、改修工事の実施 



　　平成２９年４月

　　　　第１次野洲市総合計画改訂版

平成２９年度ロードマップ・平成２８年度実績評価



総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系

＜めざすべき都市像＞＜めざすべき都市像＞＜めざすべき都市像＞＜めざすべき都市像＞

＜まちづくりの基本目標＞＜まちづくりの基本目標＞＜まちづくりの基本目標＞＜まちづくりの基本目標＞

＜施　策＞＜施　策＞＜施　策＞＜施　策＞

①①①① ①①①① ①①①① ①①①① ①①①① ①①①①

②②②② ②②②② ②②②② ②②②② ②②②② ②②②②

③③③③ ③③③③ ③③③③ ③③③③ ③③③③ ③③③③

④④④④ ④④④④ ④④④④ ④④④④ ④④④④ ④④④④

⑤⑤⑤⑤ ⑤⑤⑤⑤ ⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥ ⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦

防火・防災対策の強化防火・防災対策の強化防火・防災対策の強化防火・防災対策の強化

市民生活の安全性の確市民生活の安全性の確市民生活の安全性の確市民生活の安全性の確
保保保保

子育て・子育ち支援の子育て・子育ち支援の子育て・子育ち支援の子育て・子育ち支援の
充実充実充実充実

青少年の健全育成青少年の健全育成青少年の健全育成青少年の健全育成

学校教育の充実学校教育の充実学校教育の充実学校教育の充実

生涯学習・生涯スポー生涯学習・生涯スポー生涯学習・生涯スポー生涯学習・生涯スポー
ツの推進ツの推進ツの推進ツの推進

人権の尊重と恒久平和人権の尊重と恒久平和人権の尊重と恒久平和人権の尊重と恒久平和
の実現の実現の実現の実現

多文化共生社会の実現多文化共生社会の実現多文化共生社会の実現多文化共生社会の実現

健康づくりの推進健康づくりの推進健康づくりの推進健康づくりの推進

高齢者福祉の充実高齢者福祉の充実高齢者福祉の充実高齢者福祉の充実

商工業の振興商工業の振興商工業の振興商工業の振興

農林漁業の振興農林漁業の振興農林漁業の振興農林漁業の振興

地域資源を生かした観地域資源を生かした観地域資源を生かした観地域資源を生かした観
光の振興光の振興光の振興光の振興

就労支援と勤労者福祉就労支援と勤労者福祉就労支援と勤労者福祉就労支援と勤労者福祉
の充実の充実の充実の充実

均衡ある土地利用の推均衡ある土地利用の推均衡ある土地利用の推均衡ある土地利用の推
進進進進

道路ネットワークの整道路ネットワークの整道路ネットワークの整道路ネットワークの整
備備備備

公共交通の利便性の向公共交通の利便性の向公共交通の利便性の向公共交通の利便性の向
上上上上

快適な居住環境の確保快適な居住環境の確保快適な居住環境の確保快適な居住環境の確保

ふるさとの景観の保全ふるさとの景観の保全ふるさとの景観の保全ふるさとの景観の保全
と創出と創出と創出と創出

地域環境の保全と創造地域環境の保全と創造地域環境の保全と創造地域環境の保全と創造

歴史的遺産の保護・継歴史的遺産の保護・継歴史的遺産の保護・継歴史的遺産の保護・継
承承承承

低所得者福祉の推進低所得者福祉の推進低所得者福祉の推進低所得者福祉の推進

温暖化対策への取り組温暖化対策への取り組温暖化対策への取り組温暖化対策への取り組
みみみみ

廃棄物の抑制とリサイ廃棄物の抑制とリサイ廃棄物の抑制とリサイ廃棄物の抑制とリサイ
クルの推進クルの推進クルの推進クルの推進

障がい者福祉の充実障がい者福祉の充実障がい者福祉の充実障がい者福祉の充実

地域福祉基盤の充実地域福祉基盤の充実地域福祉基盤の充実地域福祉基盤の充実

1111
豊かな人間性をはぐ豊かな人間性をはぐ豊かな人間性をはぐ豊かな人間性をはぐ
くむまちくむまちくむまちくむまち

豊かな自然と歴史に恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまち豊かな自然と歴史に恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまち豊かな自然と歴史に恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまち豊かな自然と歴史に恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまち
～　みんなが住みたい、住み続けたいと実感できるまちづくり　～～　みんなが住みたい、住み続けたいと実感できるまちづくり　～～　みんなが住みたい、住み続けたいと実感できるまちづくり　～～　みんなが住みたい、住み続けたいと実感できるまちづくり　～

2222
人とひとが支え合う人とひとが支え合う人とひとが支え合う人とひとが支え合う
安心なまち安心なまち安心なまち安心なまち

3333
地域を支える活力を地域を支える活力を地域を支える活力を地域を支える活力を
生むまち生むまち生むまち生むまち

5555
うるおいとにぎわいうるおいとにぎわいうるおいとにぎわいうるおいとにぎわい
のある快適なまちのある快適なまちのある快適なまちのある快適なまち

4444
美しい風土を守り美しい風土を守り美しい風土を守り美しい風土を守り
育てるまち育てるまち育てるまち育てるまち

長期的展望に立った財長期的展望に立った財長期的展望に立った財長期的展望に立った財
政運営政運営政運営政運営

効果的・効率的な行政効果的・効率的な行政効果的・効率的な行政効果的・効率的な行政
運営運営運営運営

6666
市民と行政がともに市民と行政がともに市民と行政がともに市民と行政がともに
つくるまちつくるまちつくるまちつくるまち

市民活動の促進市民活動の促進市民活動の促進市民活動の促進

市民との情報共有の推市民との情報共有の推市民との情報共有の推市民との情報共有の推
進進進進



マニフェスト体系図マニフェスト体系図マニフェスト体系図マニフェスト体系図

＜　基本目標　＞＜　基本目標　＞＜　基本目標　＞＜　基本目標　＞

＜　政　策　＞＜　政　策　＞＜　政　策　＞＜　政　策　＞

30303030 通学路・踏切（甲賀踏切）など安全対策通学路・踏切（甲賀踏切）など安全対策通学路・踏切（甲賀踏切）など安全対策通学路・踏切（甲賀踏切）など安全対策

31313131 市民を守る防災体制の充実強化市民を守る防災体制の充実強化市民を守る防災体制の充実強化市民を守る防災体制の充実強化

18181818 国道８号野洲栗東バイパスの早期開通国道８号野洲栗東バイパスの早期開通国道８号野洲栗東バイパスの早期開通国道８号野洲栗東バイパスの早期開通 28282828 下水道事業・雨水幹線による浸水対策下水道事業・雨水幹線による浸水対策下水道事業・雨水幹線による浸水対策下水道事業・雨水幹線による浸水対策

29292929 市道整備・改良による安全と渋滞解消市道整備・改良による安全と渋滞解消市道整備・改良による安全と渋滞解消市道整備・改良による安全と渋滞解消

新市民病院の平成３２年度開院新市民病院の平成３２年度開院新市民病院の平成３２年度開院新市民病院の平成３２年度開院

8888 児童、高齢者などへの虐待の防止と解消児童、高齢者などへの虐待の防止と解消児童、高齢者などへの虐待の防止と解消児童、高齢者などへの虐待の防止と解消 16161616
新商工業振興指針による立地促進、雇用拡大、賑新商工業振興指針による立地促進、雇用拡大、賑新商工業振興指針による立地促進、雇用拡大、賑新商工業振興指針による立地促進、雇用拡大、賑
わいわいわいわい

26262626 市民健康プログラムの推進市民健康プログラムの推進市民健康プログラムの推進市民健康プログラムの推進

17171717
観光振興指針による琵琶湖や地域資源を生かす観観光振興指針による琵琶湖や地域資源を生かす観観光振興指針による琵琶湖や地域資源を生かす観観光振興指針による琵琶湖や地域資源を生かす観
光光光光

27272727

新発達支援センターによる総合的で継続的支援新発達支援センターによる総合的で継続的支援新発達支援センターによる総合的で継続的支援新発達支援センターによる総合的で継続的支援

6666 公共施設と財産の総合的管理による活用公共施設と財産の総合的管理による活用公共施設と財産の総合的管理による活用公共施設と財産の総合的管理による活用 14141414 祇王新駅と周辺まちづくり構想の可能性検討祇王新駅と周辺まちづくり構想の可能性検討祇王新駅と周辺まちづくり構想の可能性検討祇王新駅と周辺まちづくり構想の可能性検討 24242424 学校給食の地産池消による食育の推進学校給食の地産池消による食育の推進学校給食の地産池消による食育の推進学校給食の地産池消による食育の推進

7777 障がい者の社会参加の促進障がい者の社会参加の促進障がい者の社会参加の促進障がい者の社会参加の促進 15151515 新農業振興計画による多様で力強い農業新農業振興計画による多様で力強い農業新農業振興計画による多様で力強い農業新農業振興計画による多様で力強い農業 25252525

学童保育所の持続可能な運営と休日開所学童保育所の持続可能な運営と休日開所学童保育所の持続可能な運営と休日開所学童保育所の持続可能な運営と休日開所

4444 子どもの学力、体力、人間力が伸びる教育子どもの学力、体力、人間力が伸びる教育子どもの学力、体力、人間力が伸びる教育子どもの学力、体力、人間力が伸びる教育 12121212
潤いと賑わいの野洲駅前周辺整備（文化スポーツ潤いと賑わいの野洲駅前周辺整備（文化スポーツ潤いと賑わいの野洲駅前周辺整備（文化スポーツ潤いと賑わいの野洲駅前周辺整備（文化スポーツ
施設展開）施設展開）施設展開）施設展開）

22222222 三上こども園の整備三上こども園の整備三上こども園の整備三上こども園の整備

5555 新財政健全化プランの策定と実施新財政健全化プランの策定と実施新財政健全化プランの策定と実施新財政健全化プランの策定と実施 13131313 環境と発展を統合する計画的な市街化区域の拡大環境と発展を統合する計画的な市街化区域の拡大環境と発展を統合する計画的な市街化区域の拡大環境と発展を統合する計画的な市街化区域の拡大 23232323

特別支援教育の継続的な改善特別支援教育の継続的な改善特別支援教育の継続的な改善特別支援教育の継続的な改善

2222 透明・公平・公正・発展のまちづくり透明・公平・公正・発展のまちづくり透明・公平・公正・発展のまちづくり透明・公平・公正・発展のまちづくり 10101010 市民のための文化とスポーツの振興市民のための文化とスポーツの振興市民のための文化とスポーツの振興市民のための文化とスポーツの振興 20202020 市民生活相談と生活困窮者支援の強化市民生活相談と生活困窮者支援の強化市民生活相談と生活困窮者支援の強化市民生活相談と生活困窮者支援の強化

3333 市民参加の政策づくりと実現市民参加の政策づくりと実現市民参加の政策づくりと実現市民参加の政策づくりと実現 11111111 市民の移動を支えるコミュニティバス路線の拡充市民の移動を支えるコミュニティバス路線の拡充市民の移動を支えるコミュニティバス路線の拡充市民の移動を支えるコミュニティバス路線の拡充 21212121

野洲の元気と安心を伸ばす野洲の元気と安心を伸ばす野洲の元気と安心を伸ばす野洲の元気と安心を伸ばす

Ⅰ　のびのび自由にⅠ　のびのび自由にⅠ　のびのび自由にⅠ　のびのび自由に Ⅱ　わくわく楽しくⅡ　わくわく楽しくⅡ　わくわく楽しくⅡ　わくわく楽しく Ⅲ　しっかり安全・安心Ⅲ　しっかり安全・安心Ⅲ　しっかり安全・安心Ⅲ　しっかり安全・安心

1111 暮らしのなかで人権を守ります暮らしのなかで人権を守ります暮らしのなかで人権を守ります暮らしのなかで人権を守ります 9999 潤いと創造性に満ちた景観づくり潤いと創造性に満ちた景観づくり潤いと創造性に満ちた景観づくり潤いと創造性に満ちた景観づくり 19191919 高齢者や障がい者が地域で暮らせるまちづくり高齢者や障がい者が地域で暮らせるまちづくり高齢者や障がい者が地域で暮らせるまちづくり高齢者や障がい者が地域で暮らせるまちづくり



【【【【めざすべきめざすべきめざすべきめざすべき都市像都市像都市像都市像】】】】

【【【【まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基本目標基本目標基本目標基本目標】】】】 (第1次野洲市総合計画-改定版-　P30,P31から)

【【【【部部部部のののの目標目標目標目標】】】】

【【【【主要主要主要主要なななな事業事業事業事業】】】】 (部の目標に関連する主な事業)

・16 ・16 ・16 ・16  姉妹都市交流事業姉妹都市交流事業姉妹都市交流事業姉妹都市交流事業
　　　（クリントンタウンシップ交流使節団受入）
・18・18・18・18　　　　新病院整備新病院整備新病院整備新病院整備
 　　　（野洲市民病院の基本設計の完了及び実施設計の着手、新病院に必要な経営、運営、組織体制等の
　　 　構築、並びに現野洲病院の資産、負債、土地、建物、医療情報等の包括的な事業承継の基本合意 の
      達成）
・50・50・50・50　　　　野洲駅南口周辺整備野洲駅南口周辺整備野洲駅南口周辺整備野洲駅南口周辺整備（（（（前期前期前期前期））））
　　　（交流/商業施設建設のための準備事務）
・66・66・66・66　現場主義現場主義現場主義現場主義のののの徹底徹底徹底徹底によるによるによるによる広聴事業広聴事業広聴事業広聴事業のののの充実充実充実充実とととと広報機能広報機能広報機能広報機能のののの強化強化強化強化
　　　 （まちづくりトークの充実、拡大）
・69・69・69・69　行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの推進推進推進推進
　　　 （行財政改革方針・推進計画策定、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設個別施設計画策定準備）
　

平成平成平成平成２９２９２９２９年度総合計画年度総合計画年度総合計画年度総合計画ロードマップ ロードマップ ロードマップ ロードマップ 部部部部のののの目標設定目標設定目標設定目標設定シートシートシートシート

政策調整部政策調整部政策調整部政策調整部

　　　　豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然とととと歴史歴史歴史歴史にににに恵恵恵恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまち
～～～～みんながみんながみんながみんなが住住住住みたいみたいみたいみたい、、、、住住住住みみみみ続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと実感実感実感実感できるまちづくりできるまちづくりできるまちづくりできるまちづくり～～～～

 基本目標 基本目標 基本目標 基本目標１１１１：：：：豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性をはぐくむまちをはぐくむまちをはぐくむまちをはぐくむまち
 基本目標 基本目標 基本目標 基本目標２２２２：：：：人人人人とひとがとひとがとひとがとひとが支支支支ええええ合合合合うううう安心安心安心安心なまちなまちなまちなまち
 基本目標 基本目標 基本目標 基本目標３３３３：：：：地域地域地域地域をををを支支支支えるえるえるえる活力活力活力活力をををを生生生生むまちむまちむまちむまち
 基本目標 基本目標 基本目標 基本目標５５５５：：：：うるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのある快適快適快適快適なまちなまちなまちなまち
 基本目標 基本目標 基本目標 基本目標６６６６：：：：市民市民市民市民とととと行政行政行政行政がともにつくるまちがともにつくるまちがともにつくるまちがともにつくるまち

1.市民1.市民1.市民1.市民のののの多文化理解多文化理解多文化理解多文化理解、、、、国際的視野国際的視野国際的視野国際的視野のののの醸成醸成醸成醸成をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、在住外国人在住外国人在住外国人在住外国人のののの生活生活生活生活をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。
   ・米国ミシガン州クリントンタウンシップ交流使節団受入による、市民レベルでの異文化交流を行います。

2.地域2.地域2.地域2.地域のののの中核的医療機能中核的医療機能中核的医療機能中核的医療機能をををを備備備備えたえたえたえた野洲市民病院野洲市民病院野洲市民病院野洲市民病院のののの整備整備整備整備をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。
　・市民の健康と生命を守るため、地域の診療所や周辺地域医療病院との連携等、地域包括ケアシステムと
　　地域医療の核となり中核的医療機能を果す野洲市民病院を平成32年10月、駅前での開院を目指し整備
    を進めます。
　・野洲市民病院の基本設計及び実施設計業務、また経営、運営、組織等の具体的な計画策定に入りま
   す。
　
3.健康3.健康3.健康3.健康とにぎわいづくりをコンセプトとしたとにぎわいづくりをコンセプトとしたとにぎわいづくりをコンセプトとしたとにぎわいづくりをコンセプトとした野洲駅南口周辺整備野洲駅南口周辺整備野洲駅南口周辺整備野洲駅南口周辺整備をををを進進進進めますめますめますめます。。。。

4444.企業.企業.企業.企業のののの立地支援及立地支援及立地支援及立地支援及びびびび操業環境操業環境操業環境操業環境のののの整備整備整備整備をををを進進進進めますめますめますめます。。。。
 
5555.中長期的.中長期的.中長期的.中長期的なななな展望展望展望展望のなかでのなかでのなかでのなかで、、、、適切適切適切適切でででで計画的計画的計画的計画的なななな土地利用土地利用土地利用土地利用をををを図図図図りりりり、、、、自然環境自然環境自然環境自然環境とととと快適快適快適快適なななな都市環境都市環境都市環境都市環境がががが調和調和調和調和するするするする
　　　　まちづくりをまちづくりをまちづくりをまちづくりを進進進進めますめますめますめます。。。。
　
6666.市民.市民.市民.市民がまちづくりにがまちづくりにがまちづくりにがまちづくりに参加参加参加参加できできできでき、、、、市政市政市政市政にににに反映反映反映反映できるようできるようできるようできるよう、、、、広聴機能広聴機能広聴機能広聴機能とととと情報発信機能情報発信機能情報発信機能情報発信機能をををを充実充実充実充実しながらしながらしながらしながら市民市民市民市民とととと
　　　　のののの市政情報市政情報市政情報市政情報のののの共有共有共有共有をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。

7777.効果的.効果的.効果的.効果的かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的なななな行政運営行政運営行政運営行政運営にににに向向向向けてけてけてけて、、、、行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。



【【【【めざすべきめざすべきめざすべきめざすべき都市像都市像都市像都市像】】】】

【【【【まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基本目標基本目標基本目標基本目標】】】】 (第1次野洲市総合計画-改定版-　P30,P31から)

【【【【部部部部のののの目標目標目標目標】】】】

【【【【主要主要主要主要なななな事業事業事業事業】】】】 (部の目標に関連する主な事業)

 

・14・14・14・14　　　　人権施策人権施策人権施策人権施策のののの推進推進推進推進
　　　　　　　　　　　　（市民一人ひとりに訴える教育、啓発の取組み）
・67　67　67　67　適切適切適切適切なななな文書保存文書保存文書保存文書保存のののの推進推進推進推進とととと情報利活用基盤情報利活用基盤情報利活用基盤情報利活用基盤のののの導入導入導入導入
　　　 （文書取扱主任へのノウハウ徹底と書庫スペースの確保）
・70　70　70　70　新地方公会計新地方公会計新地方公会計新地方公会計システムシステムシステムシステム及及及及びびびび公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画のののの整備整備整備整備
・71　71　71　71　基幹系基幹系基幹系基幹系システム・システム・システム・システム・情報系情報系情報系情報系システムシステムシステムシステム再構築事業再構築事業再構築事業再構築事業
　　 　（「野洲市総合行政システム全体最適化計画」の更新策定（平成30年度～５か年）、防災・学校ICT・観光
　　　　振興等に役立つWi-Fiの整備計画の策定）
・72 債権72 債権72 債権72 債権のののの効果的効果的効果的効果的なななな管理体制及管理体制及管理体制及管理体制及びびびび手法手法手法手法のののの維持管理維持管理維持管理維持管理
　　　 （債権情報の一元管理による効果的な事務の執行とこれに伴う問題点の改善及び債権管理事務に付
　　　随する生活困窮者対策についての関係所属等との連携）

平成平成平成平成２９２９２９２９年度総合計画年度総合計画年度総合計画年度総合計画ロードマップ ロードマップ ロードマップ ロードマップ 部部部部のののの目標設定目標設定目標設定目標設定シートシートシートシート

総務部総務部総務部総務部

　　　　豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然とととと歴史歴史歴史歴史にににに恵恵恵恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまち
～～～～みんながみんながみんながみんなが住住住住みたいみたいみたいみたい、、、、住住住住みみみみ続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと実感実感実感実感できるまちづくりできるまちづくりできるまちづくりできるまちづくり～～～～

　　　　基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１：：：：豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性をはぐくむまちをはぐくむまちをはぐくむまちをはぐくむまち
  基本目標  基本目標  基本目標  基本目標２２２２：：：：人人人人とひとがとひとがとひとがとひとが支支支支ええええ合合合合うううう安心安心安心安心なまちなまちなまちなまち
　　　　基本目標基本目標基本目標基本目標６６６６：：：：市民市民市民市民とととと行政行政行政行政がともにつくるまちがともにつくるまちがともにつくるまちがともにつくるまち

1.効率的1.効率的1.効率的1.効率的なななな行政運営行政運営行政運営行政運営とととと市民市民市民市民とのとのとのとの情報共有情報共有情報共有情報共有のののの推進推進推進推進のためのためのためのため、、、、適切適切適切適切なななな文書保存文書保存文書保存文書保存をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

2.さまざまな2.さまざまな2.さまざまな2.さまざまな市民市民市民市民ニーズにニーズにニーズにニーズに応応応応えるためえるためえるためえるため、、、、限限限限られたられたられたられた行政資源行政資源行政資源行政資源をををを効率的効率的効率的効率的にににに活用活用活用活用しししし、、、、質質質質のののの高高高高いいいい行政行政行政行政サービスサービスサービスサービス
　　　　をををを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、野洲市総合行政野洲市総合行政野洲市総合行政野洲市総合行政システムのシステムのシステムのシステムの全体最適化全体最適化全体最適化全体最適化とととと地域地域地域地域のののの情報化情報化情報化情報化のののの推進推進推進推進をををを行行行行いいいい
　　　　ますますますます。。。。

3.債権管理条例等3.債権管理条例等3.債権管理条例等3.債権管理条例等にににに基基基基づくづくづくづく適切適切適切適切なななな債権事務債権事務債権事務債権事務をををを行行行行うとうとうとうと共共共共にににに、、、、これにこれにこれにこれに付随付随付随付随するするするする生活困窮者対策生活困窮者対策生活困窮者対策生活困窮者対策をををを関係所属等関係所属等関係所属等関係所属等とととと
連携連携連携連携してしてしてして実施実施実施実施しますしますしますします。。。。



【【【【めざすべきめざすべきめざすべきめざすべき都市像都市像都市像都市像】】】】

【【【【まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基本目標基本目標基本目標基本目標】】】】 (第1次野洲市総合計画-改定版-　P30,P31から)

【【【【部部部部のののの目標目標目標目標】】】】

【【【【主要主要主要主要なななな事業事業事業事業】】】】 (部の目標に関連する主な事業)

・26・26・26・26　　　　災害予防対策災害予防対策災害予防対策災害予防対策のののの推進推進推進推進、、、、災害時応急体制災害時応急体制災害時応急体制災害時応急体制のののの確立確立確立確立
　　　　　　　　　　　　 （地域防災計画及び国民保護計画の更新、総合防災訓練の見直し等）
・30・30・30・30　　　　消費者行政推進事業消費者行政推進事業消費者行政推進事業消費者行政推進事業
　　　　①野洲市消費者安全確保地域協議会事業
　　　　②見守りネットワーク協定の推進
　　　　③地域に法律を届ける仕組みづくり事業
　　　　④野洲市くらし支えあい条例の円滑な運用
・38・38・38・38　　　　生活再建生活再建生活再建生活再建・・・・自立支援事業自立支援事業自立支援事業自立支援事業
　　　　①自立相談支援事業
　　　　②就労支援事業「やすワーク」
　　　　③学習支援事業「やすクール」
・56・56・56・56　　　　コミュニテイバスのコミュニテイバスのコミュニテイバスのコミュニテイバスの見直見直見直見直しとしとしとしと新新新新たなたなたなたな地域公共交通地域公共交通地域公共交通地域公共交通システムのシステムのシステムのシステムの運用運用運用運用
　　　 （コミュニテイバスの運行ダイヤ等の見直し）
・63・63・63・63　　　　まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基金制度基金制度基金制度基金制度とととと政策提案制度政策提案制度政策提案制度政策提案制度のののの有機的有機的有機的有機的なななな推進及推進及推進及推進及びびびび市民市民市民市民のののの積極的参加積極的参加積極的参加積極的参加をををを誘導誘導誘導誘導することにすることにすることにすることに
　　　　　　　　　　　　よるよるよるよる活動活動活動活動のののの活性化活性化活性化活性化
　　　　　　　　　　　　（新規活動団体の発掘と育成）
・64・64・64・64　　　　コミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンター改修事業改修事業改修事業改修事業
　　　（コミュニティセンターぎおう、しのはらの空調設備改修）

平成平成平成平成２９２９２９２９年度総合計画年度総合計画年度総合計画年度総合計画ロードマップ ロードマップ ロードマップ ロードマップ 部部部部のののの目標設定目標設定目標設定目標設定シートシートシートシート

市民部市民部市民部市民部

　　　　豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然とととと歴史歴史歴史歴史にににに恵恵恵恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまち
～～～～みんながみんながみんながみんなが住住住住みたいみたいみたいみたい、、、、住住住住みみみみ続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと実感実感実感実感できるまちづくりできるまちづくりできるまちづくりできるまちづくり～～～～

　　　　基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２：：：：人人人人とひとがとひとがとひとがとひとが支支支支えあうえあうえあうえあう安心安心安心安心なまちなまちなまちなまち
　　　　基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３：：：：地域地域地域地域をををを支支支支えるえるえるえる活力活力活力活力をををを生生生生むまちむまちむまちむまち
　　　　基本目標基本目標基本目標基本目標５５５５：：：：うるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのある快適快適快適快適なまちなまちなまちなまち
　　　　基本目標基本目標基本目標基本目標６６６６：：：：市民市民市民市民とととと行政行政行政行政がともにつくるまちがともにつくるまちがともにつくるまちがともにつくるまち

1.市民生活1.市民生活1.市民生活1.市民生活のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保のののの観点観点観点観点からからからから、、、、安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なまちづくりをなまちづくりをなまちづくりをなまちづくりを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。

2.さまざまな2.さまざまな2.さまざまな2.さまざまな市民活動市民活動市民活動市民活動をサポートしますをサポートしますをサポートしますをサポートします。。。。

3.窓口業務3.窓口業務3.窓口業務3.窓口業務でのでのでのでの対応対応対応対応のののの効率化効率化効率化効率化をををを心心心心がけるとともにがけるとともにがけるとともにがけるとともに市民市民市民市民へのへのへのへの丁寧丁寧丁寧丁寧なななな説明説明説明説明をををを心心心心がけますがけますがけますがけます。。。。



【【【【めざすべきめざすべきめざすべきめざすべき都市像都市像都市像都市像】】】】

【【【【まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基本目標基本目標基本目標基本目標】】】】 (第1次野洲市総合計画-改定版-　P30,P31から)

【【【【部部部部のののの目標目標目標目標】】】】

　

【【【【主要主要主要主要なななな事業事業事業事業】】】】 (部の目標に関連する主な事業)

・1・1・1・1　 　 　 　 就学前保育就学前保育就学前保育就学前保育のののの充実充実充実充実とととと幼保一体化幼保一体化幼保一体化幼保一体化のののの推進推進推進推進
　　　（（仮称）三上こども園整備（平成31年４月開園に向けた実施設計及び準備工事）、保育士確保のため
       の保育人材バンク及び保育士等保育料補助の取組による待機児童ゼロの実現）
・3　 3　 3　 3　 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの防止防止防止防止
　　　（虐待の発生予防から早期発見・早期対応、子どもの自立と保護者支援まで切れ目のない支援の
　　　充実）
・17　17　17　17　地域医療地域医療地域医療地域医療のののの推進推進推進推進
　    （地域医療あり方検討会での情報共有と地域包括ケアシステムを見据えた地域医療のあり方の検討）
・19　19　19　19　地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターのセンターのセンターのセンターの充実充実充実充実・・・・認知症相談機能認知症相談機能認知症相談機能認知症相談機能のののの充実充実充実充実
    　（圏域チーム相互のチーム力を活かしたスキルアップ、バックアップによる支援の充実 ）
　　  （介護予防・生活支援サービスの充実、生活支援体制整備事業の推進）
・21　21　21　21　重度障重度障重度障重度障がいがいがいがい者者者者のののの日中活動日中活動日中活動日中活動のののの場場場場のののの確保確保確保確保
　　 　　 　　 　　 （重症心身障がい者を対象とした通所施設の湖南圏域（草津市）での整備支援）
・25　25　25　25　新発達支援新発達支援新発達支援新発達支援センターのセンターのセンターのセンターの整備整備整備整備
　　  （早期開所に向けた整備用地の選定）
・27　27　27　27　災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者のののの避難支援避難支援避難支援避難支援のしくみづくりのしくみづくりのしくみづくりのしくみづくり
　 　 （災害時要援護者登録制度の取組の推進と改善の検討）

平成平成平成平成２９２９２９２９年度総合計画年度総合計画年度総合計画年度総合計画ロードマップ ロードマップ ロードマップ ロードマップ 部部部部のののの目標設定目標設定目標設定目標設定シートシートシートシート

健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部

　　　　豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然とととと歴史歴史歴史歴史にににに恵恵恵恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまち
～～～～みんながみんながみんながみんなが住住住住みたいみたいみたいみたい、、、、住住住住みみみみ続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと実感実感実感実感できるまちづくりできるまちづくりできるまちづくりできるまちづくり～～～～

　　　　基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１：：：：豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性をはぐくむまちをはぐくむまちをはぐくむまちをはぐくむまち
　　　　基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２：：：：人人人人とひとがとひとがとひとがとひとが支支支支ええええ合合合合うううう安心安心安心安心なまちなまちなまちなまち

1.安心1.安心1.安心1.安心してしてしてして子子子子どもをどもをどもをどもを産産産産みみみみ育育育育てることができるようてることができるようてることができるようてることができるよう、、、、必要必要必要必要なななな健診事業健診事業健診事業健診事業やややや相談体制相談体制相談体制相談体制・・・・保育環境保育環境保育環境保育環境のののの整備整備整備整備をををを行行行行いいいい
  ます  ます  ます  ます。。。。

2.健康2.健康2.健康2.健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進とととと地域医療地域医療地域医療地域医療のののの充実充実充実充実・・・・促進促進促進促進をををを図図図図りますりますりますります。。。。

3.高齢者3.高齢者3.高齢者3.高齢者がががが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで自立自立自立自立したしたしたした生活生活生活生活をををを送送送送れるようれるようれるようれるよう、、、、介護予防介護予防介護予防介護予防をををを推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、介護介護介護介護サービサービサービサービ
　　　　スのスのスのスの利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい環境環境環境環境づくりにづくりにづくりにづくりに努努努努めますめますめますめます。。。。

4.心身4.心身4.心身4.心身のののの発達発達発達発達にににに支援支援支援支援をををを必要必要必要必要とするとするとするとする乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期からからからから成人期成人期成人期成人期までのまでのまでのまでの人人人人にににに対対対対しししし、、、、関係部署関係部署関係部署関係部署・・・・機関機関機関機関とととと連携連携連携連携しながしながしながしなが
  ら  ら  ら  ら、 、 、 、 自立及自立及自立及自立及びびびび社会参加社会参加社会参加社会参加にににに向向向向けたけたけたけた相談支援相談支援相談支援相談支援にににに努努努努めますめますめますめます。。。。

5.障5.障5.障5.障がいがいがいがい者者者者やそのやそのやそのやその家族家族家族家族がががが地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるようらせるようらせるようらせるよう自立自立自立自立のののの支援支援支援支援にににに向向向向けたけたけたけた障障障障がいがいがいがい福祉福祉福祉福祉サービスのサービスのサービスのサービスの提提提提
  供  供  供  供にににに努努努努めますめますめますめます。。。。

6.誰6.誰6.誰6.誰もがもがもがもが安心安心安心安心してしてしてして自立自立自立自立したしたしたした生活生活生活生活をををを送送送送れるようれるようれるようれるよう支援支援支援支援をををを行行行行いいいい、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの充実充実充実充実をををを図図図図りますりますりますります。。。。



【【【【めざすべきめざすべきめざすべきめざすべき都市像都市像都市像都市像】】】】

【【【【まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基本目標基本目標基本目標基本目標】】】】 (第1次野洲市総合計画-改定版-　P30,P31から)

【【【【部部部部のののの目標目標目標目標】】】】

【【【【主要主要主要主要なななな事業事業事業事業】】】】 (部の目標に関連する主な事業)

・28  雨水対策事業28  雨水対策事業28  雨水対策事業28  雨水対策事業（（（（雨水対策事業雨水対策事業雨水対策事業雨水対策事業（（（（第二次第二次第二次第二次５５５５箇年計画箇年計画箇年計画箇年計画））））））））
　　　（友川の河川改修については、第二次５箇年計画（計画延長Ｌ=845m（うち整備済み延長Ｌ=
         230m））事業の進捗を図り平成32年度の 完成を目指します。）
　　　　　　　平成29年度現年度事業分　施工延長　Ｌ=100m
                                                   基本設計業務委託（ＪＲ横断部延長Ｌ=25m）
　　　 　 〔その他河川改修事業〕
　　　　　　　準用河川御田川改修事業　　　施工延長　Ｌ=52m
・31・31・31・31　　　　通学路通学路通学路通学路のののの安全対策安全対策安全対策安全対策
　　　（通学路交通安全プログラム推進会議に基づき安全対策が必要な箇所の整備等を目指します。）
　　　　　　　平成29年度施工箇所　　市道江部北線など　４学区１2路線（Ｌ=6,632ｍ）
・48・48・48・48　　　　野洲駅周辺都市基盤整備野洲駅周辺都市基盤整備野洲駅周辺都市基盤整備野洲駅周辺都市基盤整備
　　  （平成28年度に引き続き、北口駅舎側のシェルター整備や歩道舗装、ロータリーの中央島整備
         等を行います。)
・50・50・50・50　　　　野洲駅南口周辺整備検討野洲駅南口周辺整備検討野洲駅南口周辺整備検討野洲駅南口周辺整備検討
・51・51・51・51　　　　立地適正化計画立地適正化計画立地適正化計画立地適正化計画のののの策定策定策定策定
   　 （多極ネットワーク型コンパクトシティを目指し、平成28年度に都市機能誘導区域を策定し、公表した
        立地適正化計画について、29年度において居住誘導区域を設定します。）
・52・52・52・52　　　　市街化区域市街化区域市街化区域市街化区域のののの拡大拡大拡大拡大
　　　（平成32年度の大津湖南都市計画の定期見直しに向け、市街化区域の拡大箇所の協議
　　　　及び選定等を行います。）
・53・53・53・53　　　　国道8号野洲栗東国道8号野洲栗東国道8号野洲栗東国道8号野洲栗東バイパスバイパスバイパスバイパス関連工業団地造成事業関連工業団地造成事業関連工業団地造成事業関連工業団地造成事業（（（（滋賀県土地開発公社滋賀県土地開発公社滋賀県土地開発公社滋賀県土地開発公社へのへのへのへの委託事業委託事業委託事業委託事業））））
 　 　 　 　　（工業団地造成事業に係る開発協議申請を進めるとともに、インフラ整備を行います。）
・54  ・54  ・54  ・54  国県道路国県道路国県道路国県道路のののの整備促進整備促進整備促進整備促進
　    （国道８号野洲栗東バイパス整備事業では、オリベスト社との補償物件の合意形成に努めます。県道
        大津湖南幹線（近江八幡守山線）補助道路整備事業では、平成35年度供用開始を目指した比江工
        区用地買収・補償物件交渉を進めます。）
・55・55・55・55　　　　道路橋梁長寿命化修繕事業道路橋梁長寿命化修繕事業道路橋梁長寿命化修繕事業道路橋梁長寿命化修繕事業
　　　（中ノ池橋・南桜永原線２号橋・祗王井川橋について修繕工事を実施します。また、橋梁定期点検業
         務として平成28年度に引き続き96箇所の橋梁の点検業務を実施します。）
・62・62・62・62　　　　公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅のののの適正適正適正適正なななな管理管理管理管理によるによるによるによる住生活環境住生活環境住生活環境住生活環境のののの向上向上向上向上
　　　（市営住宅長寿命化計画を策定します。）

平成平成平成平成２９２９２９２９年度総合計画年度総合計画年度総合計画年度総合計画ロードマップ ロードマップ ロードマップ ロードマップ 部部部部のののの目標設定目標設定目標設定目標設定シートシートシートシート

都市建設部都市建設部都市建設部都市建設部

　　　　豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然とととと歴史歴史歴史歴史にににに恵恵恵恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまち
～～～～みんながみんながみんながみんなが住住住住みたいみたいみたいみたい、、、、住住住住みみみみ続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと実感実感実感実感できるまちづくりできるまちづくりできるまちづくりできるまちづくり～～～～

　　　　基本目標基本目標基本目標基本目標５５５５：：：：うるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのある快適快適快適快適なまちなまちなまちなまち
        

1．1．1．1．野洲駅周辺整備事業野洲駅周辺整備事業野洲駅周辺整備事業野洲駅周辺整備事業のののの推進推進推進推進
　　　　　・にぎわいと安心の野洲駅周辺地区づくりを計画の理念とし、安心・安全な空間の創出、良好な景観の
　　形成、にぎわいのある空間の創出をコンセプトに駅の南口及び北口の周辺基盤整備を進めます。
　
2．2．2．2．道路道路道路道路ネットワークネットワークネットワークネットワーク構想構想構想構想にににに基基基基づくづくづくづく主要幹線道路主要幹線道路主要幹線道路主要幹線道路のののの整備整備整備整備
　　・平成29年度、国・県等主要幹線道路整備のため用地確保に努めます。
　　特に国道８号野洲栗東バイパス事業については、オリベスト社移転に係る条件整備及び代替地確保
　　に努めます。

3．3．3．3．治水対策事業治水対策事業治水対策事業治水対策事業のののの推進推進推進推進
　　・童子川第四排水区の雨水対策として友川の河川改修を実施します。

4．4．4．4．公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅のののの適正適正適正適正なななな管理管理管理管理
　　　　　・市営住宅維持管理計画の方針に基づき、具現化を図るため市営住宅長寿命化計画を策定します。



【【【【めざすべきめざすべきめざすべきめざすべき都市像都市像都市像都市像】】】】

【【【【まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基本目標基本目標基本目標基本目標】】】】 (第1次野洲市総合計画-改定版-　P30,P31から)

【【【【部部部部のののの目標目標目標目標】】】】

【【【【主要主要主要主要なななな事業事業事業事業】】】】 (部の目標に関連する主な事業)

・32・32・32・32　　　　商工業振興指針具現化事業商工業振興指針具現化事業商工業振興指針具現化事業商工業振興指針具現化事業
　　　　　　　　　　　　　　　　（「商い塾」の開催、市・商工会・金融機関と連携した創業者支援）
・34・34・34・34　　　　農地利用集積農地利用集積農地利用集積農地利用集積のののの促進強化促進強化促進強化促進強化
　　　　（人・農地プランの農地中間管理機構の活用、農地集積利用促進、
　　　　目標進捗率：効率的かつ安定的な農業経営の面積シェア75％）
・35 ・35 ・35 ・35 地産地消地産地消地産地消地産地消のののの推進推進推進推進
　　　　　　　　　　　　　（農村観光イベント、新たな商品開発、地元農産物の魅力発信を行い消費拡大、学校給食での野菜利用
        促進）
・37・37・37・37　　　　観光資源観光資源観光資源観光資源のののの発掘発掘発掘発掘とととと情報発信情報発信情報発信情報発信
　　　　　　　　　　　　　　　　（地域資源の発掘、「ドウタクくん」を活用したPR、夏まつり・花火等(兵主地域)の開催、観光振興指針の推
　　　　進）
・40・40・40・40　　　　里山里山里山里山、、、、川川川川、、、、琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖のののの環境保全環境保全環境保全環境保全
　　　　　　　　　　　　　（「第2次環境基本計画」に定めた「みんなが親しむきれいな川づくりプロジェクト」、「里山を守り育てるプロ
　　　　ジェクト」、「びわ湖を守ろうプロジェクト」の推進）
・42・42・42・42　　　　新新新新クリーンセンタークリーンセンタークリーンセンタークリーンセンター整備事業整備事業整備事業整備事業
　　　　　　　　　　　　　（旧センターの解体工事完了、余熱利用施設アドバイザリー業務の実施及び事業者の選定）
・43・43・43・43　　　　蓮池蓮池蓮池蓮池のののの里第二処分場長寿命化事業里第二処分場長寿命化事業里第二処分場長寿命化事業里第二処分場長寿命化事業
　　　　　　　　　　　　　（施設保全及び長寿命化事業の実施）
・57・57・57・57　　　　下水道長寿命化事業下水道長寿命化事業下水道長寿命化事業下水道長寿命化事業
　　　　　　　　　　　　　　　　（マンホールポンプ及びマンホール蓋の更新工事、目標進捗率：ポンプ92％、蓋68％(平成28年度変更計画)）
・58・58・58・58　　　　水源地施設更新事業水源地施設更新事業水源地施設更新事業水源地施設更新事業
　　　　　　　　　　　　　（「南桜水源地改修事業」に伴う変更認可を行なうとともに、施設の更新計画を策定します。）
・60・60・60・60　　　　老朽管更新事業老朽管更新事業老朽管更新事業老朽管更新事業
　　　　　　　　　　　　　（近江富士団地の布設替工事を実施するとともに、老朽管路の更新計画を策定します。）

平成平成平成平成２９２９２９２９年度総合計画年度総合計画年度総合計画年度総合計画ロードマップ ロードマップ ロードマップ ロードマップ 部部部部のののの目標設定目標設定目標設定目標設定シートシートシートシート

環境経済部環境経済部環境経済部環境経済部

　　　　豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然とととと歴史歴史歴史歴史にににに恵恵恵恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまち
～～～～みんながみんながみんながみんなが住住住住みたいみたいみたいみたい、、、、住住住住みみみみ続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと実感実感実感実感できるまちづくりできるまちづくりできるまちづくりできるまちづくり～～～～

　　　　基本目標3基本目標3基本目標3基本目標3：：：：地域地域地域地域をををを支支支支えるえるえるえる活力活力活力活力をををを生生生生むまちむまちむまちむまち
　　　　基本目標4基本目標4基本目標4基本目標4：：：：美美美美しいしいしいしい風土風土風土風土をををを守守守守りりりり育育育育てるまちてるまちてるまちてるまち
　　　　基本目標5基本目標5基本目標5基本目標5：：：：うるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのある快適快適快適快適なまちなまちなまちなまち

　1.　1.　1.　1.創業支援創業支援創業支援創業支援によるによるによるによる地域商業地域商業地域商業地域商業のののの活性化活性化活性化活性化をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、新新新新たにたにたにたに策定策定策定策定したしたしたした野洲市観光振興指針野洲市観光振興指針野洲市観光振興指針野洲市観光振興指針をををを生生生生かしたかしたかしたかした観光観光観光観光・・・・
    地域振興    地域振興    地域振興    地域振興をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。

　2.　2.　2.　2.農地農地農地農地やややや農業用施設農業用施設農業用施設農業用施設のののの保全保全保全保全とととと農村環境農村環境農村環境農村環境のののの向上向上向上向上のためののためののためののための活動活動活動活動をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、一層一層一層一層のののの地産池消地産池消地産池消地産池消をををを促進促進促進促進
　　　　　　　　しますしますしますします。。。。

　3.　3.　3.　3.第2次環境基本計画第2次環境基本計画第2次環境基本計画第2次環境基本計画のののの周知周知周知周知をををを図図図図るとるとるとると共共共共にににに、、、、山山山山、、、、川川川川、、、、湖湖湖湖とととと連連連連なるなるなるなる地域地域地域地域でのでのでのでの自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全やややや創出創出創出創出などなどなどなど、、、、市市市市
　 　 　 　 民民民民・・・・事業者事業者事業者事業者・・・・行政行政行政行政がががが連携連携連携連携しししし、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの人々人々人々人々のののの自主的自主的自主的自主的なななな参加参加参加参加をををを促促促促しながらしながらしながらしながら魅力魅力魅力魅力あるあるあるある環境実践活動環境実践活動環境実践活動環境実践活動をををを展開展開展開展開しししし
　 　 　 　 ますますますます。。。。

　4.「　4.「　4.「　4.「健康健康健康健康・・・・交流交流交流交流」」」」のののの創出創出創出創出をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした余熱利用施設余熱利用施設余熱利用施設余熱利用施設をををを引引引引きききき続続続続きききき整備整備整備整備しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの抑制抑制抑制抑制とリサイクルとリサイクルとリサイクルとリサイクル
　　　　　　　　のののの推進推進推進推進をををを図図図図りますりますりますります。。。。

　5.　5.　5.　5.将来将来将来将来にわたりにわたりにわたりにわたり安全安全安全安全でででで安心安心安心安心かつかつかつかつ安定安定安定安定したしたしたした水道水水道水水道水水道水のののの供給供給供給供給をををを図図図図るためるためるためるため、、、、管路及管路及管路及管路及びびびび浄水施設浄水施設浄水施設浄水施設のののの更新更新更新更新をををを図図図図るとともるとともるとともるととも
　　　　　　　　にににに下水道施設下水道施設下水道施設下水道施設のののの長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化をををを進進進進めますめますめますめます。。。。



【【【【めざすべきめざすべきめざすべきめざすべき都市像都市像都市像都市像】】】】

【【【【まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基本目標基本目標基本目標基本目標】】】】 (第1次野洲市総合計画-改定版-　P30,P31から)

【【【【部部部部のののの目標目標目標目標】】】】

【【【【主要主要主要主要なななな事業事業事業事業】】】】 (部の目標に関連する主な事業)

・6 ・6 ・6 ・6 　特別支援教育　特別支援教育　特別支援教育　特別支援教育、、、、生徒指導等生徒指導等生徒指導等生徒指導等のののの充実充実充実充実
　　　 (特別支援員及びスクールソーシャルワーカー増員による児童・家庭が抱える問題を支援する体制
　　　を充実)
・7 ・7 ・7 ・7 　総合学習等　総合学習等　総合学習等　総合学習等のののの充実充実充実充実
　　　（優れた芸術、地域の特色や人材、ＩＣＴ機器等の活用により、豊かな学びのできる教育を進める。）
・8・8・8・8　 　 　 　 小中学校施設保全小中学校施設保全小中学校施設保全小中学校施設保全（（（（大規模改修大規模改修大規模改修大規模改修・・・・非構造部材耐震対策非構造部材耐震対策非構造部材耐震対策非構造部材耐震対策））））
　　　（中主小学校校舎旧館の耐力度調査を実施し、改善手法の検討を進める。また、野洲北中学校の
　　　　校舎改修等の検討業務委託を実施する。）
・10・10・10・10　　　　新新新新ふれあいふれあいふれあいふれあい教育相談教育相談教育相談教育相談センターセンターセンターセンター構想構想構想構想
　　  （新野洲市発達支援センター整備基本計画に基づき関係課と連携して整備します。）
・11 ・11 ・11 ・11 成果発表成果発表成果発表成果発表のののの場場場場のののの提供拡大提供拡大提供拡大提供拡大とととと情報発信情報発信情報発信情報発信のののの支援支援支援支援
　　　（野洲文化芸術祭・リラックスコンサート等の開催・充実）
・12・12・12・12　　　　総合型地域総合型地域総合型地域総合型地域スポーツクラブのスポーツクラブのスポーツクラブのスポーツクラブの支援体制支援体制支援体制支援体制とととと各種体育各種体育各種体育各種体育、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ団体団体団体団体のののの連携強化連携強化連携強化連携強化
                    (子どもから高齢者までがスポーツに親しみ交流し、指導者の育成や自立にむけた支援を行う。）
・45・45・45・45　　　　博物館博物館博物館博物館・・・・文化財収蔵庫文化財収蔵庫文化財収蔵庫文化財収蔵庫のののの整備整備整備整備
　　　（収蔵庫増築工事、上屋文化財収蔵庫・六条教育委員会別館の解体工事実施設計）
・46 ・46 ・46 ・46 　永原御殿　永原御殿　永原御殿　永原御殿のののの国史跡指定国史跡指定国史跡指定国史跡指定とととと保存整備保存整備保存整備保存整備
                 (地権者・地元江部自治会・祇王学区の理解と協力を得て、国史跡の指定を目指し、保存・整備を
　　　図る。）

平成平成平成平成２９２９２９２９年度総合計画年度総合計画年度総合計画年度総合計画ロードマップ ロードマップ ロードマップ ロードマップ 部部部部のののの目標設定目標設定目標設定目標設定シートシートシートシート

教育部教育部教育部教育部

　　　　豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然とととと歴史歴史歴史歴史にににに恵恵恵恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまちまれたにぎわいとやすらぎのあるまち
～～～～みんながみんながみんながみんなが住住住住みたいみたいみたいみたい、、、、住住住住みみみみ続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと実感実感実感実感できるまちづくりできるまちづくりできるまちづくりできるまちづくり～～～～

　　　　基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１：：：：豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性をはぐくむまちをはぐくむまちをはぐくむまちをはぐくむまち
　　　　基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４：：：：美美美美しいしいしいしい風土風土風土風土をををを守守守守りりりり育育育育てるまちてるまちてるまちてるまち

○○○○野洲市教育振興基本計画野洲市教育振興基本計画野洲市教育振興基本計画野洲市教育振興基本計画（（（（２)２)２)２)期期期期「「「「愛愛愛愛とととと輝輝輝輝きのあるきのあるきのあるきのある教育教育教育教育のまち・のまち・のまち・のまち・野洲野洲野洲野洲」」」」のののの具現化具現化具現化具現化をめざしますをめざしますをめざしますをめざします。。。。

1.家庭1.家庭1.家庭1.家庭・・・・地域地域地域地域とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、子子子子どものどものどものどもの「「「「育育育育ちちちち」」」」をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。

2.学校教育2.学校教育2.学校教育2.学校教育をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、、、、子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きききき抜抜抜抜くくくく力力力力」」」」をををを育育育育てますてますてますてます。。。。
　
3.だれでも・どこでも3.だれでも・どこでも3.だれでも・どこでも3.だれでも・どこでも学学学学びあうびあうびあうびあう環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しししし、、、、生涯生涯生涯生涯にわたるにわたるにわたるにわたる主体的主体的主体的主体的なななな学習学習学習学習をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。

4.だれでも4.だれでも4.だれでも4.だれでも文化文化文化文化・スポーツに・スポーツに・スポーツに・スポーツに親親親親しめるようにしめるようにしめるようにしめるように機会機会機会機会のののの充実充実充実充実やややや施設施設施設施設をををを整備整備整備整備しますしますしますします。。。。

5.地域5.地域5.地域5.地域のののの歴史歴史歴史歴史とととと文化文化文化文化のののの継承継承継承継承をするとともにをするとともにをするとともにをするとともに、、、、文化財文化財文化財文化財やややや民俗資料民俗資料民俗資料民俗資料のののの保護保護保護保護・・・・公開公開公開公開・・・・活用活用活用活用をををを進進進進めますめますめますめます。。。。
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