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実績額

単位：円 指標 指標値 実績値

人口減少社会のﾗｲﾌｽﾀｲﾙと
まちづくり転換全体会、分科
会運営

＜野洲市地方創生加速化交付金事業実行委員会＞
　市民、各種団体、有識者、市が連携した野洲市地方創生加速化交付金事業実行
委員会（委員８名）を設立。市が実行委員会へ本プロジェクトの運営を委託。全３回
会議を開催。
＜フォーラム野洲2016＞（参加者：全４回延べ約1,100人）
・第１回キックオフ・フォーラム「安心と豊かさを実感できるまちへ」（参加者：約200人）
・第２回「誰もが安心して豊かに生きるためにできること」（参加者：約350人）
・第３回「新しい自治体病院をめざして」（参加者：約400人）
・第４回総括フォーラム「多面的・先端的な野洲のまちづくり」（参加者：約160人）
　市民が安心して心豊かに暮らせるまちとライフスタイルとは何かについて理解を深
めるとともに、福祉分野、医療分野、まちづくり分野の識者により、各々の分野におけ
る課題を明らかにするとともに、明確で力強いメッセージを投げかけ、市民が主体的
に課題解決に向かうきっかけとした。

＜第３回フォーラム野洲2016「新しい自治体病院をめざして」＞
　第１回目のフォーラムで明らかになった課題への理解をより深めるために、市民へ
の医療サービスに関する自治体の役割、自治体病院整備の可能性と課題、市民に
よる医療資源の利活用のあり方等について、識者による講演、パネルディスカッショ
ンを通じ、参加者・市民で考えた。（参加者：約400人）

2,500,000
（委託料）

生涯元気プロジェクト
（全日本マスターズ駅伝競走
大会運営負担）

生涯元気プロジェクト
（コンパクトシティシンポジウ
ム）

＜第４回フォーラム野洲2016「多面的・先端的な野洲のまちづくり」＞
　第１回目のフォーラムで明らかになった課題への理解をより深めるために、健康・
医療・福祉・交流・商業・公共公益施設の確保、歩行空間・公共交通ネットワークの充
実を一体的に取り組むコンパクトシティ化の必要性等について、識者による講演、パ
ネルディスカッションを通じ、参加者・市民で考えた。（参加者：約160人）

1,000,000
（委託料）

プロジェクトの名称 評価

本事業の重要業績評価指標（KPI）・実績値

生涯元気プロジェクト
（自治体病院シンポジウム）

目的

市、有識者、関係団体、市
民等が協働で実施する全
体会の企画、実行、各分
科会の運営を行う。

結果概要

1340人
各世代が同時に競技を行い、交流も
併せて実施することで、生涯スポーツ
の機運が一層高まった。

1446人

8,000,000
（委託料）

　（公社）日本マスターズ陸上競技連合が主催する第29回都道府県対抗全日本マス
ターズ駅伝競走大会（希望が丘文化公園陸上競技場で開催）の運営に対し、支援し
た。（参加チーム：75チーム、参加者：489人）

健康長寿を支援する未来型の新しい
自治体病院を利便性の高い野洲駅
前に整備する必要性について、先進
地の事例と併せ共有でき、市民病院
整備事業の一層の推進につながっ
た。

市民の安心、安全を守る
ための地域中核医療機関
のあり方を検討する。

総合型地域ス
ポーツクラブ加
入者数

地方創生加速化交付金に係る事業「人口減少社会のライフスタイルとまちづくり転換事業」の結果及び内部評価について

まちのコンパクトシティ化の必要性を
共有でき、立地適正化計画の作成に
生かすことができた。

都市機能の集約や土地利
用の誘導など、少子高齢
化の現状を踏まえたまちづ
くりの検討を進める。

少子高齢化・人口減少社会における
課題や今後のまちづくりの方向性に
ついて、多様な意見を共有することが
できた。

2,000,000
（負担金）

生涯を心豊かに暮らすた
めに、生涯スポーツの機運
を高める。

野洲市情報提供 



実績額

単位：円 指標 指標値 実績値

プロジェクトの名称 評価

本事業の重要業績評価指標（KPI）・実績値

目的 結果概要

来場者数 950人 924人

来場者数 20,000人 約30,000人

開催回数 　3回

市内への
観光客数

　1,500,000人

やすワーク生
活再建支援相
談者数のうち、
就業した者の
割合

60%

まちづくり市民懇談会

　フォーラム野洲2016（全4回）と併せて開催した。さらに、本事業の総括として開催
し、本事業の効果検証と、まちづくりの課題と方向性について、参加者・市民で共有
した。
（参加者：フォーラム全４回延べ約1,100人、総括（5回目）参加者：50人）

236,452
（報償費）
（食糧費）
(通信運搬費)

まちの賑わいプロジェクト
（オクトーバーフェスト＆ジャ
ズフェス実行委員会補助）

まちの賑わいプロジェクト
（関西フィルリラックスコン
サートin野洲事業負担）

まちの賑わいプロジェクト
（まち灯り(街路灯)整備事業）

　ソフト事業が効果を発揮するための基盤整備として、まち灯り（街路灯）を整備し、
賑わいの創出を誘導した。
・すずらん灯撤去103基
・新規街路灯設置101基（野洲駅南口85基/野洲駅北口16基）
・既存照明LED化15基（野洲駅南口）

1,407,446人

65.8%

1,796,000
（負担金）

チケットの完売により、当事業への期
待度がうかがえ、一層の認知度が高
まった。

6.5％増

まちづくりの課題と方向性について、
参加者で共有することで、少子高齢
化・人口減少社会におけるまちのあり
方を考えるきっかけづくりの場となっ
た。

・人口減少社会のライフス
タイルとまちづくり転換事
業に対する市の内部評価
結果について、有識者、各
種団体の代表者、市民に
より、外部の視点で検証を
行う。
・少子高齢化の進行やライ
フスタイルの変化に対応す
るまちづくりのあり方につ
いて、有識者、各種団体の
代表者、市民が検討を行
い、市に意見、提言を行
う。

5,000,000
（補助金）

延べ約３万人が来場し、まちの賑わ
い、地域活性化につながった。市内への

観光客数
1,500,000人 1,407,446人

市内への
観光客数

　1,500,000人 1,407,446人

5回

駅前および駅を起点とする
通りを身近に音楽と文化に
触れる場と定め、民間団体
と市が連携し、本物の音楽
を体験できるコンサートや
街中で身近にジャズの演
奏に触れるフェスティバル
を開催することにより、賑
わいと活力の場を創出し、
市民および来訪者の交流
を通じてこころの豊かさの
向上につなげる。さらに、
これらの事業が効果を発
揮するための基盤整備とし
て、市がまち灯り（街路灯）
を整備することで、人口増
につなげるためのまちの
中心部への商業機能の呼
び込み、一層の賑わいの
創出を誘導する。

・ソフト事業との相乗効果により、駅
周辺における一層の賑わいや活性化
が創出された。
・野洲市商工会が管理運営されてい
た「すずらん灯」の老朽化、維持管理
の課題が解決できた。

15,788,566
（手数料)

(工事請負費）

（原材料費）

（補助金）

　今年は19回目の開催となり、日本を代表するピアニストをソリストに迎え、一層質の
高い音楽文化を市民に提供した。

　野洲駅南口周辺および駅前通りにおいて、ビールを楽しめるイベントとジャズのス
テージイベントを実施するとともに、駅周辺の店舗にステージを設け、賑わいを街中
へも拡大した。

・貧困問題の解決に向け、皆の知恵
を集めることの必要性、貧困を「我が
事化」して、社会の仕組みを変えるた
めに実践する重要性を共有できた。
・「野洲市くらし支えあい条例」に基づ
く見守り等を含む生活困窮者支援施
策の一層の展開につながった。

暮らしの安心プロジェクト

＜第２回フォーラム野洲2016「誰もが安心して豊かに生きるためにできること」＞
　第１回目のフォーラムで明らかになった課題への理解をより深めるために、貧困問
題について、その原因と背景を知り、何が必要なのか、何をすればいいのか等を参
加者・市民で考えた。（参加者：約350人）

2,200,000
（委託料）

生活困窮者の現状を把握
し、生活再建支援の必要
性について認識を深める
ため、シンポジウムを開催
する。

生活再建支援
相談新規相談
者数

平成27年度実
績の10％増
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地方創生加速化交付金に係る事業 

「人口減少社会のライフスタイルとまちづくり転換事業」の外部評価について 
 
 「人口減少社会のライフスタイルとまちづくり転換事業」の総括として、３

月 25 日に「まちづくり市民懇談会」を開催しました。当日は、有識者、関係団

体の代表者、市民から事業の評価をいただき、併せて、「住みたい 住み続けた

い 訪れたいまち」への提言をいただきました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

１．「人口減少社会のライフスタイルとまちづくり転換事業」への主な評価 

○フォーラムは、有識者だけでなく市民の参加もあり、官民協働で明確なコン

セプトをもった事業であった。 

○貧困問題をテーマにした第２回フォーラムにおいて、「我が事化」という観点

で情報共有をしたことは、地域の自主性や自立性の観点から、非常に意義が

あった。 

○オクトーバーフェスト＆ジャズフェスは口コミや SNS 等の効果もあり、非常

に活況を呈したイベントとなり、大人も子どもも参加できる理想的な事業で

あった。 

提 供 年 月 日 平成２９年 ５月３０日 
担 当 部 課 政策調整部企画調整課 
担 当 者 玉川 
連絡先電話番号 077-587-6039（直通） 

○まちづくり市民懇談会 

日 時…3 月 25 日（土）10：00～12：45 

会 場…市民活動支援センターホール 

参加者…50 名 

内 容…基調講演（新川達郎さん/同志社大学大学院総合政策科学研究科

教授）、事業報告（市長）、パネルディスカッション（パネリスト/大杉成

聖さん（びわ湖放送株式会社報道制作局報道制作部取締役局長）、川下博

史さん（アサヒビールモルト株式会社代表取締役社長）、川戸良幸さん（琵

琶湖汽船株式会社代表取締役社長）、松崎悦子さん（株式会社 EGS 代表

取締役）、水島左知子さん（野洲市文化協会会長）、市長 

コーディネーター/新川達郎さん） 



○リラックスコンサートは、音楽がまちに溢れる素晴らしい企画であり、生き

がいや活力が生まれ、創造性を育むなど、文化の向上と賑わいのあるまちづ

くりにつながる事業であった。 

○まち灯り整備事業はソフト事業を組み合わせ、「賑わいと元気な明るいまち」

をつくるという地方創生のストーリー性が感じられた。 

 

２．「住みたい 住み続けたい 訪れたいまち」への主な提言 

○市民の力が大いに発揮され、それが生かされる参画と協働のしくみづくり、

人づくり、環境づくりを進め、自主的、主体的に問題を解決する力を市民が

持ち、それを発揮する機会を増やしていくまちづくりが大切である。 

○市民がまちの文化や歴史、強みを知ることが大切であり、そのために、子ど

もに「まち育」を行い、大人になりそれを口コミで積極的に発信するなど、

日本一発信する市民のまちをめざしたい。 

○企業それぞれが持ち合わせている多様な経験、仕組み、ノウハウを最大化す

べく、行政と企業が今後更に連携を強化してまちづくりを進めることが必要

である。 

○「住みたい 住み続けたい 訪れたいまち」に「戻って住みたい」「過ごしたい」

も加え、転出した若者とのネットワークを深めるなど、将来は野洲に戻って

きてもらえるような環境づくりと、楽しく豊かな雰囲気で野洲に滞在してい

ただけるような「おもてなし」ができれば、観光振興と併せた豊かなまちづ

くりができる。 

○特に若者が自由に文化（音楽）に触れることができる環境づくりが大切であ

る。 

○文化や芸術を通して、にぎわいとコミュニティの場所づくりの輪を広げ、人

と人との心の繋がりを大切にするまちづくりが大切である。 
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