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 野洲市議会 保守協商 

  代表 稲垣 誠亮  様 

 

 

                         野洲市長 山仲 善彰 

 

 

平成３０年度野洲市予算に関する要望書について（回答） 

 

 

 新春の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成２９年１２月１４日付で要望のあった標題の件について、別添のとおり

回答します。 
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■交通 

 

①野洲市コミュニティバスを含めた市内交通利用に関し、市民の意見・要望を

集約し、取り入れる。 

 

（回答） 

市コミュニティバスにおいては、今年度、運行等の見直し業務において、本

市の人口動態、交通実態の整理や全自治会へのアンケート調査、バスへの乗り

込み調査、関係者との協議等を行い現況把握したうえ、将来的な人口の減少、

少子高齢社会の急速な進行を見据え、より効果的で効率的な運営も含め、市民

ニーズに合った路線・運行時間・運行方法等、実効性のあるものとするため見

直しを進めています。なお、新たな路線、ダイヤによる運行を平成 31 年４月か

ら予定しています。 

【所管部：市民部】 

 

②高齢者が移動に困らない、公共施設や買い物・病院などへ行くときの全市域

を対象にした交通手段の拡充と、地域の実情に即した一般乗用旅客自動車運送

事業（タクシー）利用に関する助成制度の検討。 

 

（回答） 

高齢者の方が６割以上ご利用をいただいている市コミュニティバスについて

は、前述の交通①でお答えしたとおり、今年度、運行等の見直し業務において、

市民ニーズに合った路線・運行時間・運行方法等、実効性のあるものとするた

めの見直しを進めています。見直しにおいては、平成 31 年４月を目途に新たに

２路線を追加し、公共施設や買い物、病院、野洲駅などへの利便性を高めるた

め、各地域から中心拠点や地域拠点への所要時間の短縮を図り、利用しやすい

運行ダイヤの構築を図っていきます。 

また、現在、高齢者の生活行動範囲を拡充し、高齢者の社会参加と福祉の増

進を図る目的として、65 歳以上の方で、障害老人の日常生活自立度が判定基準

に該当する方について、高齢者福祉タクシー運賃助成事業としてタクシー利用

料金の一部を助成しています。 

【所管部：市民部、健康福祉部】 

 

③市内コミュニティバスの障がい者の運賃無料化の実施。 

 

（回答） 
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高齢者や障がい者に対して、コミュニティバスの無料化については、全く利

用しない人や利用できない人との公平性の観点や、受益者負担適正化の点で大

人通常料金の半額の100円としており、妥当な金額設定であると考えています。

特に障がい者全てを無料とすることは、一部の方にとっては社会参加への意欲

をそぐことにもなりかねません。移動のための障害者への助成サービスは「自

動車燃料費及び福祉タクシー運賃助成事業」や「精神障害者支援施設等 

通所交通費補助金」などがあり、コミュニティバスの無料化は考えていません。 

【所管部：市民部】 

 

■図書館運営、ほか 

 

① 市民からのリクエスト本について、最大限対応できる環境整備。 

 

（回答） 

購入困難な本は、県立図書館を中心とする県内の公共図書館の相互貸借制度

により、県立図書館が巡回している協力車を使って取り寄せしています。県内

で所蔵していない本は全国の図書館から借り受けて提供しています。 

【所管部：教育委員会】 

 

② 学生を想定した自習室のスペースを設ける。無理であれば、小中学校の空き

教室や、市内公共施設を自習室として解放する。 

 

（回答） 

学校の空き教室、公共施設での学習スペースの開放は考えていませんが、学

生の学習が進むためには、場所の問題はもちろん、時間、教材、総合的な学習

環境が整う必要があります。そのため、単に学習する空間を用意するのではな

く、なぜ学習する環境が家庭で整えられないのかが重要であると考えます。 

【所管部：教育委員会】 

 

■市職員 

 

① 健康福祉部において、ケアマネージャー等を含め、職員の増員を行う。 

 

（回答） 

少子高齢化の進展に伴う社会や経済の構造変化が進み、基礎自治体としての

あり方が問われる時代となっています。特に、高齢者、こども、障がい者、生
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活弱者などへの施策は拡大化・複雑化し、その予算とともに執行体制の充実強

化をしてきたところです。今後も社会情勢の変化や市民ニーズに対応できる体

制整備に努めます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

② 官製ワーキングプアを作らないため、嘱託職員・パート職員の労働条件の改

善を図る。 

 

（回答） 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、平成 32 年度から会計年度任

用職員制度の導入が予定されている中で、平成 30 年度からは嘱託保育士・幼稚

園教諭職の報酬月額を現行の 202,200 円から 225,000 円へ改定し、一般事務臨

時職員の賃金時給額を 840 円から 880 円へ改定するなど、一層の処遇改善に向

けた対応を進めているところです。 

今後も非正規職員の労働条件の改善に向け、改正法の趣旨に沿った任用制度

の検討を引き続き行っていきます。 

【所管部：総務部】 

 

③ 女性職員の幹部登用を進める。 

 

（回答） 

市役所で働く上で男女の区別は不要で、性別に関係なく能力や成績に見合っ

た登用であるべきと考えます。そのため、特に女性ということで幹部に登用す

べきとの考え方はありません。    
今後も、男女の区別なく必要な能力養成等に向け、研修等職員が自らキャリ

アアップについて考える機会を提供し、意欲喚起を図るための支援を行なって

いきます。 

参考までに、平成 29 年度において、管理職（課長補佐級以上）にある職員は

116 名で内女性職員は 40 名（34.5％）となっています。 

【所管部：総務部】 

 

④ 精神、知的障がい者枠の市職員採用の整備。 

 

（回答） 

障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨を踏まえ、これまでから障がい者

の雇用促進に努めてきた中で、これまでも身体、知的、精神の障がいの区別な
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く、障がい者対象の職員採用試験を実施しており、現在もそれぞれの障がいの

ある職員を雇用しています。 

【所管部：総務部】 

 

⑤ 職員の部署異動の希望制度の導入（専門職採用から一般職への異動を含め

る） 

 

（回答） 

職員の部署異動の希望制度については、毎年自己申告書の提出という形で導

入しており、最大限配慮できるよう努めています。 

なお、専門職として採用した職員については、当該職員が有する能力を発揮

できる部署に専門職として配置することが原則であると考えています。 

【所管部：総務部】 

 

⑥ 職員採用試験の受験年齢制限の緩和。 

 

（回答） 

職員採用については、組織の新陳代謝と活性化を図り、安定したサービス提

供を継続していくと共に、将来にわたり年齢構成にひずみが生じないよう職員

年齢の平準化に努めるため、受験資格に一定の年齢制限を設けています。 

【所管部：総務部】 

 

■環境経済 

 

① 野洲の人が野洲で楽しめるための施策要望 

 

 新たにお金をかけて外から人を呼ぶことよりも、今あるものを最大限に活

用して、野洲の人が野洲で楽しめる。自発的に何かをつくっていけるという

ことが大切だと思います。例えば、公共施設をもっとオープンに。営利であ

っても、それが成り立つということはサービスによって野洲の市民が喜んで

いるということ。ソフトは民間に、ハードは公共にで、という形でタッグを

組んで色んな企画ができたらもっと面白い街になると思うので、その方法も

含め一緒に検討していけたらと思います。そうした企画をもちこめるわかり

やすい窓口の創設も検討ください。 

 

（回答） 
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 市民の皆さまが自発的に取り組まれる「野洲の人が野洲で楽しめるための施

策」は大歓迎です。行政として、それぞれの内容に応じて所管部署で可能な範

囲での支援を行わせていただきます。窓口については、複数部署にまたがるこ

とや所管がわかりづらいということも想定されますので、企画調整課で対応さ

せていただきます。 

【所管部：政策調整部】 

 

②世界基準の農作物、残留農薬、禁止薬剤等条例の整備 

 

 世界的に見て、日本の農業の各種基準値は甘く、今後、生態系への影響、人

間への影響など懸念されています。野洲市において、日本に先駆けて環境問題

に取り組み、市内の農家と協議して独自の基準を制定してはいかがかと提案し

ます。これにはもちろん琵琶湖、漁業への影響も含みます。 

 

（回答） 

現在、減農薬・減化学肥料等一定の栽培基準を満たして生産された農産物を

「環境こだわり農産物」として認証する取り組みの普及を図っており、来年度

以降は、従来の取り組みに加えて農業生産工程管理（ＧＡＰ）が要件化される

見込みです。   

このことから、農家の方々には、より環境に配慮した取り組みを推進してい

ただけるよう働きかけをしていきます。 

【所管部：環境経済部】 

 

③市内公共施設の Wi-Fi の整備の要望 

 

 一般質問でも質問しますが、コストをかけずにネットワークのインフラ整備

ができる事例があるので、そのような仕組みを活用し、市民に安定した公的

Wi-Fi を提供できるよう要望します。 

 

（回答） 

一般質問にて回答したとおり、コストをかけずにネットワークのインフラ整

備をすることは出来ないこと、またセキュリティの問題もあることから、市に

よる無料 Wi-Fi の整備は考えていません。 

【所管部：総務部】 

 

④自治会館等の施設を活用した、高齢者と子どもの共生事業の要望 
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 地域とのつながりが薄まってきている昨今、オルタナティブな地域のコミュ

ニティの創造が必要となっていると思います。退職した団塊世代から元気な後

期高齢者まで、地域のみんなと、これから地域で育っていく世代との無理のな

い交流の場をつくれたらと思います。もちろん、行政から指導するということ

ではなく、こうした事業をやりたいという人がいたら助成しますよという主体

性を大切にした形でのサポートを考えていただきたいと思います。 

 

（回答） 

 現在、各自治会館にて実施して頂いている敬老会では、子ども会の子どもた

ちが一緒にお祝いに参加され、高齢者と子ども達が交流されている自治会が多

数あります。この自治会敬老事業につきましては、自治会に対して交付金とし

て助成しています。また、高齢者の集いの場である小地域ふれあいサロンの開

催についても社会福祉協議会を通して自治会に対して補助金として助成してい

ます。このようなサロンにおいて、高齢者と子どもとの交流の場として活用い

ただくことも可能です。このように、自治会館など地域の施設を活用しての事

業は、基本的に自治会が主体で実施していただいているのが現状です。 

【所管部：健康福祉部】 

 

⑤ハウスの台風被害に対する、県の助成金に対する、市として上乗せ助成金の

要地域の産地を守るためにやはり助成金は必要で、これからの農業を継続して

いくために県の助成金に上乗せでの助成金を要望します。もちろん、これから

も意欲的に取り組む百姓に限りますが、検討お願いいたします。 

 

（回答） 

台風被害については、滋賀県の「力強いしが型園芸産地育成支援事業」にお

いて、パイプハウス等の園芸用栽培施設の復旧費用等に対して補助が予定され

ています。市では、この補助制度を市内の被害農業者にご活用いただくよう被

害状況の把握をはじめ制度の周知・受付業務を行っているところです。 

 市の支援につきましては、野洲市の将来的な農業の維持・発展を見据えて、

出荷組合や農業組合からのご意見を聞きながら、現在検討しているところです。 

【所管部：環境経済部】 

 

⑥空き家対策、空き家情報をつかむための工夫。わかりやすい広報や、宅建協

会との連携を。 
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（回答） 

空家対策については、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、本年

度野洲市空家等対策協議会を立ち上げ、いわゆる危険な空家等である特定空家

等の判定基準を定め、特定空家等の認定と所有者への措置を進めているところ

です。空家情報をつかむ工夫については、現在自治会や市民等から寄せられた

空家に関する管理不全情報をもとに現地確認し、適宜、所有者等にその現状を

お知らせし、適正管理を指導しているところです。 

また、空家等を適切に管理することの重要性や管理不全の空家等が周辺にも

たらす諸問題等について、広報や市ホームページ等による周知を図るなどして、

空家等の所有者等への意識の涵養に努めます。 

最後に宅地建物取引業協会との連携については、空家等の利活用を含めて将

来的な課題として認識していますが、野洲市空家等対策協議会においても先ず

は危険な空家等の適切な管理について取り組むべきとのご意見もあり、特定空

家等への適切な措置について進めていきます。 

【所管部：都市建設部】 

 

⑦歩道の除草を地域と協働で行うための協議の実施。 

 

（回答） 

 歩道や車道の除草は、主にシルバー人材センターへの委託、地元自治会への

委託、業者への委託、市職員による除草作業で管理しています。一方では、高

齢化により自治会での作業が困難であるため、市に除草作業をお願いされる事

例も増加していることから、通行量や安心、安全を基本に優先度等を整理した

上で、総合的な管理の見直しを行うことを考えています。 

【所管部：都市建設部】 

 

⑧ゲストランナーをよんだ野洲市民マラソンの開催。 

 

（回答） 

市民自らがマラソンや若鮎駅伝等の大会を開催して成果を上げておられま

すので、行政が企画して開催することは考えていません。 

【所管部：教育委員会】 

 

⑨市道の白線・黄線表示、ガードレールの経年変化（塗装）が著しい箇所の改

善のための予算確保。 
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（回答） 

 市道の白線表示は、平成 28 年度から７年計画で整備するよう区画線復旧工事

を行っています。復旧箇所は復旧を行わなければ危険であると判断した路線を

計画しています。特に交通量の多い路線や危険度の高い右折溜りを優先し、工

事を行う事になります。一方、黄線表示は交通規制を伴うものであり、公安委

員会において修繕が行われる事になります。 

 また、ガードレールの経年変化による塗装の塗り替えは、現在のところ実施

予定していませんが、破損や凹み等修繕が必要な箇所については、予算の範囲

内で取替えを行います。 

【所管部：都市建設部】 

 

⑩市内生産物のブランド力を高める。 

 

（回答） 

農産物のブランド力の向上は、地域をあげて取り組むことが重要な要素とな

ることから、生産者、農協、商工会、小売店等の連携のもとに、地域イメージ

のブランド化と連動させながら進めていくものと考えています。今後、おいで

野洲まるかじり協議会の活動支援等を通じて連携強化に努めます。 

【所管部：環境経済部】 

 

⑪耕作放棄地の解消。就農を目指す借り手と農家の貸し手のニーズ把握、仲介

を行う。 

 

（回答） 

 毎年、農地パトロールを行い、耕作放棄地に対しては農業委員会から農地の

利用意向調査を実施され、その結果に基づき農地中間管理機構や農地利用集積

円滑化団体に通知されています。 

また、就農を目指す方へは、農地中間管理機構や農地利用集積円滑化団体が

行う事業を紹介するなど、随時相談に応じています。 

【所管部：環境経済部】 

 

⑫野洲駅前の振興。にぎわいの拠点づくり。 

 

（回答） 

本市では、にぎわいと活力にあふれた地域を創造するために平成 27 年３月に

策定した野洲駅南口周辺整備構想に基づき、昨年２月から「交流/商業施設」の
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事業スキーム、導入機能及び施設概要等を定める「整備方針」の策定に着手し

ているところであり、昨夏には、有識者や市民代表で構成する「野洲市にぎわ

いづくり市民会議」において、導入機能や施設概要について、委員それぞれの

立場からご意見をいただきました。一方で、事業スキームの検討については、

官民連携による施設整備の可能性検証を行い、年度内に整備方針を取りまとめ

る予定です。また、整備方針策定後は、速やかに整備に向けた取組みを進めま

す。 

【所管部：政策調整部】 

 

⑬転出対策として親元から独立して市内で居住する場合の民間賃貸家賃補助制

度を導入。 

 

（回答） 

 少子高齢化による人口減少の解決手段の一つである定住促進の取り組みとし

て、ご提案の賃貸家賃補助制度の導入をはじめ、全国の市町村では、様々な施

策に取り組まれていますが、本市では、全国的な家賃水準や周辺市の状況から

本市域の賃貸住宅の家賃が極端に高く、若年層の居住が左右されるとは考えら

れ難いことや、親元から独立して市内で居住する場合だけでなく、生産年齢世

代の定住効果が非常に高い「市街化区域拡大による良質な住宅地の確保」に優

先的に取り組んでおり、現時点においての導入は考えていません。 

【所管部：政策調整部】 

 

⑭新婚世帯家賃補助事業を導入。 

 

（回答） 

 若い世代の市内居住促進を図るための補助事業のご提案と考えますが、前号

でお答えしたとおり、定住促進には、「市街化区域拡大による良質な住宅地の確

保」といった施策に取り組んでいることから、現時点においての導入は考えて

いません。 

【所管部：政策調整部】 

 

⑮市内照明ＬＥＤ化へ切換えの推進。 

 

（回答） 

 現在、道路照明灯は、市道交差点やＪＲアンダーを中心に 587 本設置してい

ます。今後は、野洲市公共施設等総合管理計画に基づき修繕計画を策定し、事
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業を行うための予算確保の後、老朽化による更新時には、ＬＥＤ化への取替え

を実施します。 

また、市が管理する既設防犯灯については、防犯灯のＬＥＤ化により消費電

力が約 2/3、温室効果ガスの削減にもつながるなどの理由から、新設及び器具の

交換が必要となった場合に、順次ＬＥＤ化を進めています。 

 

【所管部：市民部、都市建設部】 

 

⑯多文化共生施策の充実のため、多言語化表記を推進。 

 

（回答） 

平成 29 年 10 月 1 日現在、住民登録されている外国人は 570 人であり、その

うち外国人のみの世帯は 362世帯です。また、国籍は 21と多岐に渡りますので、

多言語化表記での対応ではなく、日本語支援を必要とする外国人への個別支援

として、国際協会に翻訳・通訳を委託しています。現在のところ、依頼は月数

件という状況ですので、個別支援を継続して行います。 

【所管部：政策調整部】 

 

■教育 

 

①創造都市に向かう要望 

 

 子ども達がもっと身近に音楽や芸術を。日常的に色々な体験ができるような

仕組みづくり。アート、イン、エデュケーション。を取り入れてはいかがか。

欧米では芸術や音楽を増やすことで、他の科目の成績も上がるという実例もあ

るとのことです。ただし、日本においてどのような形で取り入れていくのが望

ましいかは議論と実践が必要だと思います。 

 

（回答） 

小学校では、今年度も芸術文化に触れあう取組みとして、滋賀県びわこホー

ルと協力して舞台芸術を鑑賞する機会を設け、オペラ鑑賞を野洲文化ホールと

さざなみホールで実施しました。また、中学校では、音楽の時間に「邦楽」を

学ぶことになっています。 

【所管部：教育委員会】 

 

②中学生の部活動への市民参加の推奨を要望 
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 部活動は先生たちに多大な負担を強いるものです。もちろん好きでやってお

られる場合は良いのですが、そうでないなら改善すべき問題です。地域の人が

かかわることで、負担も減りますし、専門性も高まります。地域と青少年との

関わり合いもできます。保護者への認知など、困難はありますが、そのための

仕組みづくりを一緒にやっていけたらと思います。 

 

（回答） 

現在、県教育委員会で部活の外部指導者について検討中であり、本市もそれ

を受けて検討し、その中で地域との連携を図ります。 

【所管部：教育委員会】 

 

③習熟度別クラス編成による基礎学力習得。 

 

（回答） 

 習熟度別クラスによる取り組みを一部実践している学校もありますが、その

ためには少人数加配教員を配置する必要があり、市独自での配置は困難な状況

です。 

 特に習熟別にしなくても、子どもの学びあいをベースにした授業を展開する

中で、子ども同士が教え合いながら学力の向上をめざす実践も進めています。 

【所管部：教育委員会】 

 

③ 英語力の強化対策。スカイプ等を用いた姉妹都市間での語学教育。 

 

（回答） 

英語教育には、デジタル教材や英語を流暢に話せる支援員の確保を検討して

います。スカイプ等の実践には環境整備が必要となるので、現在のところ考え

ていません。 

【所管部：教育委員会】 

 

⑤教員に語学研修（海外派遣研修）の制度を野洲市独自で取入。 

 

（回答） 

野洲市独自の導入は考えていません。国や県の海外派遣研修制度を活用して

いきたいと考えています。 

【所管部：教育委員会】 
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⑥日本伝統文化（茶道、華道等）を教育の一環として導入。 

 

（回答） 

現在、教科の年間計画の中で必要に応じて伝統文化を学ぶ学習を進めていま

す。ただし、様々な教育活動が学校に求められる中で、教育課程の中に何もか

も組み込むには限界があります。 

茶道や華道については、現在小学校のクラブ活動や放課後子ども教室で実施

しているところもあります。 

【所管部：教育委員会】 

 

⑦学校給食の満足度の充実を図る。それによる野洲の充実した学校給食の情報 

を発信する。 

 

（回答） 

給食センターでは、校園からの「もぐもぐメール」により、感想等が送られ

ており、昼のミーティング時に栄養士がまとめたものを全調理師が共有し、安

心安全な美味しい給食の提供に努めています。 

 また、毎月全保護者に「給食だより」と「献立表」をお渡ししています。 

【所管部：教育委員会】 

 

⑧学校給食の地場産野菜等自給率の向上を図る。 

 

（回答） 

市内生産者から事前にどのような野菜が収穫できるかを確認し、献立を作成

しています。 

 米については、全て野洲市産のもので賄っています。 

【所管部：教育委員会】 

 

⑨授業環境の改善、教職員の負担減のため、市費による教職員、支援員の加配。 

 

（回答） 

市費の支援員の配置については、授業での支援の充実を図るためにも効果的

であると考えています。今後も充実させる方向で検討しています。 

【所管部：教育委員会】 
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⑩野洲中学校の授業環境の改善。 

 

（回答） 

野洲中学校においては、平成 21 年度から平成 24 年度にかけて校舎改築・耐

震補強・大規模改修事業を実施しており、ハード整備は進んでいます。 

特に野洲中学校だけでなく、市全体として支援員や教育機器の充実を検討し

ています。 

【所管部：教育委員会】 

 

⑪性的マイノリティー（ＬＧＢＴ）への小中学校での教育を進める。 

 

（回答） 

ＬＧＢＴなどの性的マイノリティーの子どもがいた場合、学校ではその子に

応じた弾力的な対応をしていくよう考えています。また、人権教育などで多様

性を認める関係を築いていく学習を進める中で、必要に応じて様々な社会的マ

イノリティーの問題と同様に扱うこともできると考えています。   

【所管部：教育委員会】 

 

⑫市役所庁舎内のトイレと同水準の、市内小中学校の快適なトイレ環境の整備。 

 

（回答） 

児童・生徒用のトイレについては、平成 21 年度から平成 25 年度にかけて実

施した校舎施設耐震化と大規模改修により整備を進めてきましたが、改修未施

工の学校については、今後、小中学校施設保全計画に基づき、大規模改修時整

備を進めます。 

【所管部：教育委員会】 

 

⑬一般質問でも実施をお願いした、弁護士会による小中学校での裁判員制度の

体験授業。 

 

（回答） 

裁判員制度の理解について学校教育の果たす役割は大きいと考えます。 

しかしながら、小・中学校とも限られた社会科の授業時数の中で、こうした

授業を一律に入れることは難しい状況です。 

【所管部：教育委員会】 
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■医療・福祉 

 

①小学３年生までの子どもの通院医療費無料化の実施。 

 

（回答） 

小学３年生までの通院医療費の無料化については、過去に子どもの福祉医療

費助成制度の拡大の取組を意図しましたが、隣接市の連携が整わず実施できな

かった経緯があります。その後、子育て支援及び教育等の分野においては、福

祉医療費助成制度の拡大よりも優先度の高い課題が存在するため、他市に先駆

けてこれらに優先的に取り組んでいるところです。 

現在の野洲市の考え方としては、現状においては、個々の市町ではなく基礎

的施策として、国が責任をもって対応すべきものと考えており、これについて

は、「少子化対策は我が国における喫緊の課題であることにかんがみ、国の責任

において、子どもの医療費助成制度を創設すること。」との内容を全国市長会か

ら国の関係機関に提案要望を行っておられ、また、県に対してもこれらの内容

について、県の立場から国に向けて後押し願うよう要望しています。 

【所管部：健康福祉部】 

 

②本市中核的医療機関に関する医師の確保に努める。 

 

（回答） 

 本市の中核的医療機関となる野洲市民病院の医療機能や立地条件などの魅力

を発信しながら、滋賀医科大学を中心に、京都大学、京都府立大学等に対して

医師確保についての協力を求め、恒常的、組織的な医師確保対策を実施します。 

【所管部：政策調整部】 

 

③生活困窮者自立支援法の運用にあたり、各部署との連携を今後も充実させる。 

 

（回答） 

社会問題化している自殺、生活困窮、人権侵害等の市民生活に関する深刻な

問題に対し、積極的な施策の推進及び生活再建の支援を図るため、野洲市くら

し支えあい条例第 26 条第１項に規定する、野洲市市民生活総合支援推進委員会

を適切に運用して、各部署との連携をより充実します。また委員会において職

員研修を開催し、職員の知識取得、相談対応、支援策等の技術向上を図り、部

署間のネットワーク形成の取り組みを推進し、生活困窮者支援の充実を図りま

す。 
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【所管部：市民部】 

 

④ＡＥＤの設置を拡大すること。また設置場所が市民にわかりやすいように情

報提供する。 

 

（回答） 

 湖南広域消防局において、毎年９月９日を「救急の日」と定め、この日を含

む一週間を救急医療週間として救急業務の普及啓発運動が実施されています。

この期間中にＡＥＤの普及啓発及び応急処置の重要性などの普及啓発が重点的

に実施されており、救急医療の正しい理解と認識を深め、救急医療に対する意

識の高揚が図られています。 

 また、ＡＥＤの設置場所を知ってもらい、ＡＥＤが必要なときに有効に使用

され、救命率を向上させることを目的として、日本救急医療財団が「ＡＥＤマ

ップ」を公表しており、湖南消防局ホームページで閲覧できますので、湖南消

防局と連携し、市民に周知していきます。 

なお、市内の公共施設においては、一部を除いてＡＥＤが配備されており、

その多くは玄関等の市民から見て判り易い場所に設置しています。 

【所管部：市民部、総務部】 

 

⑤うつ病対策に向けた支援や具体的な対策を講じる。 

 

（回答） 

まず、心の健康づくり、うつ病に関する正しい知識の普及啓発、身近な相談

先に関する情報提供について、市広報への掲載、リーフレットの配布、ポスタ

ーの掲示等の媒体の活用や出前講座、健康教室の開催等により取り組んでいま

す。これらにより、本人や周囲の人々が早い段階で不調に気づき、相談や通院

等の適切な行動が早期に取れるよう進めています。 

健康推進課では、毎週実施している「心とからだの健康相談」での面談や、

訪問による面談、電話等で心の健康に関する相談に応じています。 

そして、必要時には、適切な治療や必要なサービスが受けられるよう、関係

課や関係機関（保健所、医療機関、相談支援機関、サービス提供機関等）が連

携して、継続的に情報を共有し、それぞれの役割を果たしながら包括的な相談

支援に努めています。 

また、市役所内の相談窓口担当職員が、うつ病について正しく理解し、必要

な場合は、健康推進課や関係機関に繋ぐことができるよう職員研修を実施して

います。 
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なお、平成 30 年度に策定予定の（仮称）野洲市自殺対策計画においても、自

殺総合対策の重点施策の一つとして、「心の健康を支援する環境の整備と心の健

康づくりの推進」について、計画策定の中で協議していく予定です。 

【所管部：健康福祉部】 

 

⑥市民病院整備は、現在はないリスク・コミュニケーションの運用を行い、相

対市民の懸念に対し、更なる信任を得る環境整備。 

 

（回答） 

市民病院整備事業については、平成 23 年度に「中核的医療機関のあり方」を、

平成 24 年度には新病院の「整備可能性」を課題として、専門家と市民代表によ

り構成される委員会を主に、市民懇談会で一般市民の意見も聞きながら検討を

始めました。その後、基本方針案を策定してからは、市主催の大規模なものだ

けでも、平成 25 年５月の公開討論会（130 人規模）、平成 27 年７月の市民懇談

会（300 人規模）などを開催し、賛否双方の市民が活発に意見を述べ合う機会を

重ねる運用で検討を進めてきました。 

またこれまで、時期や段階にかかわらず、様々なリスク想定をお持ちの市民

や議員からの意見や質問に、文書（市長への手紙等）、議会答弁、意見交換会を

提案、開催するなどして、的確に答えてきました。今年７月には、正式にお断

りされたものの、「野洲市民病院計画に係る変更案、代替案等をお持ちの市議会

議員から具体的な内容等をお聞きする場」の設定を市長から市議会に申し出た

こともありました。こういったことは、正に本市の病院事業に係るリスクコミ

ュニケーションの実績であり、客観的に見ても他所におけるリスクコミュニケ

ーションに何ら遜色ないものと考えています。そしてその結果、平成 28 年 12

月に事業設置条例が制定され、平成 29 年６月に基本設計が完了し、そして今般

の事業会計予算が成立し、工程が事業の施工段階にまで至ったところです。 

更なる信任を得るため、議会における調査、研究及び審議に期待しています。 

【所管部：政策調整部】 

 

 

以上 


