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平成３０年１月１６日 

 

 

 野洲市議会 公明党 

  代表 矢野 隆行  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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『人権施策や環境にやさしい安心安全な住みよいまちづくり』めざして 

 

Ⅰ．行政改革と市民主役のまちづくり 

Ⅱ．安心して子育てができるまちづくり 

Ⅲ．誰もが安心して暮らせる健康福祉のまちづくり 

Ⅳ．全ての子どもが希望あふれ心豊かに育つ教育文化都市をめざして 

Ⅴ．持続可能な環境に優しく、安全快適なまちづくり 

Ⅵ．未来に希望が持てる魅力ある産業・農業の活性化 

  

 

Ⅰ．行政改革と市民主役のまちづくり  

 

① 自立した市政運営を実行する政策決定のための体制 

「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を」 

 「市街化区域の見直しで住宅確保ができやすい街づくりを」 

・「街づくり井戸端座談会」や「元気な街づくりトーク」等での周知を 

しっかり進めて多くの市民の声を聴くことから事務事業評価の構築 

継続、第一次総合計画改訂版ロードマップの進捗管理を 

平成２９年度ロードマップ・平成２８年度実績評価を受けて 

基本目標１：豊かな人間性をはぐくむまちについて 

基本目標２：人とひとが支え合う安心なまちについて 

基本目標３：地域を支える活力を生むまちについて 

基本目標４：うるおいとにぎわいのある快適なまちについて 

基本目標５：市民と行政がともにつくるまち 
 

（回答） 

市政における主要事業や課題等について市民と意見交換を行うため、「まちづくり井戸端

座談会」を１回、「まちづくりトーク」を６回、今年度既に実施しています。市長が市民の

生の声を直接聞く機会として、今後も引き続き実施します。 

  また、野洲市第一次総合計画改訂版ロードマップについては、主要事業の現状と課題、今

後の方向性についてヒアリングを実施し、各事業の効果的かつ効率的な実施に努めており、

今後も定期的な進捗管理を行います。 

【所管部：政策調整部】 

 

② 市独自の地域課題を解決する政策立案ができる体制の確立       

 ・職員の日常の業務の中で生じる課題への問題意識し庁議でさらに 

検討し発想から課題解決のための政策、施策立案ができる職員の 

意識改革と能力向上と成果を評価できるよう政策調整部の充実継続 
 

（回答） 
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職員については、日常業務を通じたＯＪＴにより企画立案能力を磨くとともに、常日頃か

ら役所の論理、組織の論理にとらわれず、当事者の立場となって、市民や地域の課題解決を

優先した政策づくりと公共サービスの提供に努めています。 

そして、市の基本方針や重要施策の審議においては、庁議を「議論する場」として、各部

を代表する幹部職員を中心に議論を重ね、政策決定できる体制を確立しています。 

【所管部：総務部】 

 

③ 補助金のあり方を検討し更なる公平性に努め透明性を持続、 

さらに必要による検証と成果を公表する。 
 

（回答） 

補助金のあり方及び交付基準については、公平性及び透明性の観点から、平成 19 年１月

に策定した第１次野洲市補助金の整理合理化に関する指針に基づき、適正に運用しています。 

なお、引き続き、行財政改革推進計画における事務事業のあり方の見直しの中で、課題と

なる補助金の見直しを図りますが、平成 30 年度は現計画の運用期間の最終年度であるため、

次期計画の策定について検討組織を立ち上げ、公開で行う予定であり、現計画の効果検証も

併せて行っていきます。 

【所管部：政策調整部】 

 

④ 「第二次定員適正化計画」の進捗による、職員の適正配置と部課の 

「人材育成方針」の改訂推進 

 ・正規職員、嘱託職員、臨時職員の業務内容に応じた長期視点での 

適切な人員配置の構築、人事課の活用性人材育成方針の改定に 

よる改善を「特に長いこと同じ職場で長時間労働等の精査を」 
 

（回答） 

職員配置は、長期的な視点と組織運営の安定化、さらには幅広い視野と専門領域を併せ持

った職員の育成を目指し、「野洲市定員管理計画」に基づく計画的な職員採用と定期的なジ

ョブローテーションにより実施しています。また、業務内容に応じて、正規職員と専門的知

識や技能を有する嘱託職員などを配置することで、市民サービスの維持向上に努めています。 

なお、同じ職場による長時間労働等が心配される職員については、人事課による定期的な

所属長ヒアリングなどにより状況把握し、風通しの良い職場環境づくりを進めることで解決

を図ることを基本としています。また、必要に応じて、対象職員の心身健康維持のため、産

業医による健康相談を実施しています。 

【所管部：総務部】 

 

⑤ 「窓口サービス向上市民アンケート」継続と周知徹底、職員の 

  一市民への心遣いのできる接遇姿勢の向上 

  「受付がわからず不安な市民に対して特に高齢者、誰かがすぐに対応で

きる接客し気を遣うことができる環境を」 
 

（回答） 

接遇は、市長への手紙や窓口でいただいたご意見などを生かし、常に改善を意識していま

す。 
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今後も市役所等に訪れられた市民を注意深く観察し、状況判断しながら職員が積極的に声

をかけることで、来庁者の不安を取り除けるよう努めます。また、市民アンケートについて

は、平成 27 年度に実施したことを踏まえ、課題を見極め、必要な時期に実施したいと考え

ています。 

【所管部：総務部】 

 

⑥ 公共施設の入札における公平、透明性の充実を。 

「選考過程の公開、更なる透明性」 
 

（回答） 

本市における入札は、地方自治法や野洲市契約規則等の各規程に従い入札・契約手続をし

ています。策定済みのガイドライン等を公開することで公平性、透明性、競争性を確保して

おり、今後も一層の改良を行います。 

ただし、契約審査会や公募型プロポーザルにおける最終審査等の選考過程については、制

度の機能上、公開できません。 

【所管部：総務部】 

 

⑦ 「公共施設等総合管理計画」の進捗推進。 

計画期間を平成 29年度から平成 68年度の 40年間とし、インフラを含む

公共施設全般について、将来維持できる施設量を試算し、将来の目標数値

等を定め長期的な方針を示したものです。 

・遊休地
ゆうきゅうち

の利活用、また、財産管理を含め不要建物等の処理を継続して、 
 

（回答） 

市有地の普通財産は、行政運営上支障が出ない限り、売却が可能と見込まれる市有地を公

募の競争入札による売却を実施しており、貸付のニーズがある土地については、有償で賃貸

借契約を締結しています。また、行政財産の用途を廃し、不要となった建物等については随

時除却しています。 

【所管部：総務部】 

 

Ⅱ．安心して子育てができるまちづくり 

 

① 縦割りでない総合的に子育てを支援できる施策の推進 

・ 子どもに関する施策を一元化し、総合的かつ機動的に推進継続 
 

（回答） 

子どもに関する施策は多岐にわたることから、健康福祉部や教育委員会、その他関係機関

など、子育てに携わる部署・機関と連携を強化し、情報共有に努め機動的で総合的な支援が

できるよう継続して努めます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

・待機児童がいない街づくりの継続事業、保育士の確保等 
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（回答） 

待機児童対策について、面積に余裕のある保育園の定員の見直しや（仮称）三上こども園

の整備など保育園（こども園）の充実に努めていますが、保育士不足が待機児童発生の大き

な要因となっていることから、「野洲市三方よし人材バンク」事業の取組みをさらに進める

とともに、保育士等保育料補助制度の活用による潜在保育士の発掘や、商業施設における臨

時就職相談会の開催、復職に向けた職場実地研修会の開催など積極的にＰＲ活動や復職支援

を行うことと合わせ、嘱託職員の報酬の改善を行い人材の確保に努めます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

・ 子育て３法実施の充実と支援事業計画作成で 

 「野洲市子ども、子育て支援事業計画」の充実を 
 

（回答） 

「野洲市子ども・子育て支援事業計画」については、今年度が５か年計画の中間年となる

ことから、幼稚園・保育所（園）等の見込み量（ニーズ）と確保量の見直しを行ったところ

です。本計画が平成 31 年度までの計画であることから、来年度（平成 30 年）以降には、次

期計画の策定に向けアンケート調査による市民ニーズの把握や子育て支援会議による検討、

パブリックコメントによる意見聴取等を予定しており、さらに充実した計画の策定と事業実

施が行えるように努めます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

・子育て遊び場づくりの充実を 

 「子育てサークル活動等、子育てアプリ等の活用を」 
 

（回答） 

子育て遊び場づくりについて、昨年度から野洲市子育て支援センターに利用者支援員を配

置し、子育てに関する相談窓口の強化を図るとともに、民間の子育て支援センターとの連携

強化を行い、未就園児を中心とした親子の活動場所の提供や相談の充実を行っています。 

今年度においては、妊娠、出産、育児（乳幼児期から学童期まで）までの子育てに関する

情報をまとめた「野洲市子育てガイドブック」を作成し、母子手帳の交付時をはじめ乳幼児

健診時などに配布するとともに、子育て支援センターなどの窓口に設置し必要な方へお届け

できるようにしています。 

このガイドブックの中の「あそぼう！でかけよう！」のコーナーで、各子育て支援センタ

ーや学区の子育て支援事業、園庭解放、子育てサークルなどの情報を掲載し、子育てに関す

る相談や遊び場の紹介をしています。 

さらに、このガイドブックを市のホームページのお役立ち情報として掲載し、必要に応じ

閲覧やダウンロードして活用していただけるようにしています。 

子育てアプリについては、有益なツールではありますが、常に新しい情報の提供や登録情

報の更新が必要であるなど管理運営上において大きな負担となり、アプリのランニングコス

トに加え専任職員の配置などコスト面でも大きな負担となります。これらのことから、子育

て支援事業の優先順位や他市の状況等を鑑みながら、その有効性を検証していきます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

・こども館等の検討、土日休日の居場所づくりを 

  「学童の土曜活用が検討されて充実を」 
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（回答） 

子育て支援については、保育所の待機児童の解消や学童保育所の充実、さらには生活困窮

世帯の子育て支援など引き続き取組んでいかなければならない課題があり、これについては

個々の課題について的確に対処できる取組みにより対応したいと考えており、こども館等に

よる対応は、現時点では考えていません。 

土・日曜日の居場所づくりについては、基本的には家庭や地域で家族等と過ごすことが理

想だと考えています。しかし、職業の多様化等により土・日曜日等に家族と過ごせない子ど

もがいることも事実です。土・日曜日等の子どもの活動としては、スポーツ少年団や青少年

団体等の活動、あるいは各施設等で実施する事業等を通じて取り組んできたところであり、

今後も引き続き取組みます。 

なお、学童保育所の土曜日開所について、利用者等の意見も聞きながら実施に向けた検討

を行い、次年度より合同保育による開所を行うこととしました。今後、土曜保育の状況を見

ながら必要に応じ必要な検討を行いたいと考えています。 

【所管部：健康福祉部】 

 

・子ども子育てに経済的な負担の軽減を 

 「特に子育てに必要な医療費負担を広域で今後検討会を」 
 

（回答） 

子どもの医療費の負担の軽減（助成）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。 

こうしたことから、市の制度としての拡大は、現時点では考えていませんが、湖南圏域に

おいては、福祉保健分野の担当部長で構成する「湖南地域福祉担当部長会議」や国保・後期

高齢者医療・福祉医療分野の担当課（課長及び関係職員）で構成する「湖南圏域国民健康保

険連絡協議会」がありますので、必要があれば、これらの会議を利用して検討することは可

能です。 

【所管部：健康福祉部】 

 

  Ⅲ．誰もが安心して暮らせる健康福祉のまちづくり 

 

① 女性と子どもの健康と命を守るための子宮頚がんの予防ワクチン、 

ヒブワクチンの予防接種の公費助成継続を 

「子宮頚がんの予防ワクチンの安全性の確保は」 
 

（回答） 

両ワクチン共に平成25年度から定期予防接種の対象となり、全額公費で実施しています。
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平成30年度も同様に継続実施します。 

しかし、子宮頚がんの予防ワクチンについては、「積極的勧奨の中止を維持し、副反応に

ついては継続審議する。」との国の意向があることから、積極的勧奨の差し控えを継続しま

す。 

安全性の確保については、市民や実施医療機関等に対して「接種希望する際は、因果関係

がはっきりしない副反応があったことから、積極的勧奨を行っていないこと、また、ワクチ

ンの有効性と副反応を十分理解した上で接種されること。」の周知を継続していきます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

② 独居高齢者や老老世帯への地域支援体制の整備 

・高齢者の肺炎球菌ワクチンの実施、自助、共助、公助、互助 

買い物難民支援や安否確認の更なる充実 

    「予防接種について国の動向に対応を」 

    「包括支援の取り組みとの連携を 」 
 

（回答） 

高齢者肺炎球菌感染症予防接種は、肺炎球菌による肺炎の発症・重症化予防を目的とし、

平成 26 年 10 月１日から定期予防接種として実施しています。 

対象年齢は、平成 30 年度までの５年間は経過措置として、65 歳から 100 歳までの５歳刻

みの当該年齢のすべての方、また、60 歳から 64 歳までの方のうち、心臓、腎臓又は呼吸器

機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方及びヒト免

疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいのある方が対

象となります。定期予防接種としての接種回数は１人１回で、自己負担額は 2,500 円で受け

ていただいています。 

また、経過措置期間中については、対象であることが分かりにくいことから、平成 29 年

度から個別通知を行い、受診率の向上に努めており、平成 30 年度も継続して実施しますが、

平成 31 年度以降の接種対象者は、65 歳のすべての方と 60 歳から 64 歳までの方のうち、前

述の障がいのある方のみとされていますが、今後、国の動向を捉えて、対応していきたいと

考えています。 

高齢者が安心して住み慣れた地域で健康に暮らし続けるために、また、介護が必要な状

態になっても住み慣れた地域で自分らしい生活が継続できるよう、医療、介護、予防、住

まい及び生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」が必要であり、システ

ムの構築とサービスの提供に取り組んでいます。また、地域で暮らし続けるためには、地

域における住民同士の支え合い、気にかけ合いも必要であり、地域住民が主体の支え合い

の仕組みづくり、福祉の地域づくりを支援する生活支援体制整備事業の取組みを社会福祉

協議会と共に積極的に進めていきます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

③ 在宅で介護ができる２４時間訪問看護の体制の推進と在宅介護 

家族への支援拡充継続を 

   ・野洲病院との連携で地域包括ケアーシステム体制の更なる充実を 

    「地域医療、看護、介護、をつなぐ合同会との連携を密に」 

    「野洲内特老の待機者対策を 7期の見直しで方向性を」 
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（回答） 

野洲市地域医療あり方検討会の「24 時間訪問看護・介護検討会」において市内訪問看護

ステーション６ヵ所と訪問介護事業所８ヵ所が集まり、在宅での療養を支える連携体制につ

いての検討や、在宅医療に関する研修会などを行い、顔の見える関係づくりや、訪問介護職

員のスキルアップに努めています。 

また、野洲病院主催の「地域の医療・看護・介護をつなぐ合同勉強会～医-居ネット YASU

～」に市職員が参加し、病院、診療所、薬局、居宅介護支援事業所、介護サービス事業所と

の連携を図っています。今後も野洲病院、地域の医療機関、介護保険事業所等との連携を図

り、地域包括ケアシステムの充実に努めたいと考えます。 

市内における特別養護老人ホームの待機者対策として、平成 30～32 年度までの介護保険

事業計画（第７期計画）策定において、特別養護老人ホームの施設整備が必要であることは

認識しており、現在、検討しているところです 

【所管部：健康福祉部】 

  
④ 団塊の世代の方々が元気に暮らせるまちづくりの推進 

   ・ボランティアによるポイント制の導入を活用し元気な高齢者活動の 

場所づくりを。 
 

（回答） 

ボランティア活動を通して積極的に社会参加し地域貢献をしたいという方々に対しては、

まず、地域のニーズ、ボランティア活動の方法や運営などについて情報提供や支援を行う仕

組みを充実させていく必要があります。 

  また、ボランティア活動は、無償であるからこそやりがいや生きがいを感じるという方が

多い状況の中で、ポイントを対価とする制度のあり方については、課題もあり慎重に検討し

ていく必要があります。 

【所管部：健康福祉部】 

 

 ・地域における居場所づくり「ふれあいサロン」の充実継続 
 

（回答） 

高齢者の生きがいづくり及び閉じこもり予防、並びに地域の支え合い活動を進めていくた

めに、サロンの新たな地域での立ち上げや運営に対し、野洲市社会福祉協議会を通じて支援

していくとともに、まだサロンを開催されていない自治会への働きかけについても、押し付

けにならないように配慮しながら進めていきます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

・地域全体で高齢者（特に認知症）を支えるネットワークへの強化 

  「個別地域ケアー会議の連携の充実」 

  「見守りネットワークの構築」は、 
 

（回答） 

個別地域ケア会議では、個別の支援内容について、医療・看護・介護など多角的な視点か

ら検討を行い、個別課題の解決を図るとともに、地域の民生委員や自治会、地域のボランテ

ィアなど関係者の相互の連携を高め、地域の支援ネットワークの構築を図っています。今後

も引き続き実施し、個別の課題分析の積み重ねと地域課題の把握に努め、地域の高齢者支援
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を進めていきます。 

認知症の方の見守りについては、地域で認知症の方や家族を見守り、支援する役割の「認

知症サポーター」の養成講座を各種団体、企業、学校等に出向いて開催し、認知症に関する

知識の普及啓発を行っています。 

また、野洲市くらし支えあい条例に基づき、高齢者の異変の早期発見及び早期対応に資す

るよう、事業所と連携し、見守りネットワークの構築を図ります。 

【所管部：健康福祉部】 

 

・認知症キャラバン隊養成講座の更なる予算の拡充、充実を  

  「メイト活動の支援をさらに充実を」  
 

（回答） 

認知症の人やその家族を見守り、支える「認知症サポーター」を養成する出前講座を市民、

企業、学校などを対象に開催しています。その講座の講師役となる「認知症キャラバン・メ

イト」(以下「メイト」)の養成講座は、湖南４市が共催で開催しています。 

本市では、メイト間の情報共有を図り、活動についての検討を行うための「連絡会議」を

毎月開催し、メイト活動の支援を行っています。今後、認知症サポーターが認知症カフェ等、

地域での活動を行えるよう、上級講座を開催するなど認知症サポーターの活動を充実させて

いきます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

・成年後見制度の活用、周知、講習会等の講座を定期的に開催 
 

（回答） 

平成 24 年度より湖南４市が協定締結したうえで、「特定非営利活動法人成年後見センター

もだま」と業務委託を締結し、対象者の親族や関係機関から相談・申立の手続きの支援を実

施しています。また、法人による受託事業として、今年度、本市では２回、湖南４市の市民

を対象に「高齢者・障がい者なんでも相談会」を開催することにより、成年後見制度の仕組

みや手続きの方法などの周知等に努めました。今後も制度の活用と啓発に努めます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

⑤ 障がい者福祉施策の推進 

    ・就労支援対策の推進 

    「企業との連携強化等」 
 

（回答） 

障がい者の就労については、障がいの状況に応じた多様な雇用の場の創出が必要となるた

め、雇用・就労機会の確保と拡大、事業所の運営安定に向けた必要な財政支援を引き続き行

うとともに、市関係課はもとより、働き・暮らし応援センター、特別支援学校等の関係機関

との連携を強化することにより、就労相談支援の充実に努めます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

・生きがいのための余暇支援活動の推進、関係機関との更なる連携強化 
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（回答） 

余暇支援活動への支援については、本市として、なかよし交流館を活用した障害者スポー

ツ大会、文化作品展や各種レクリエーション等の支援又は実施をし、さらに県主催のスポー

ツ事業を支援しつつ、障がい者の社会参加の促進を図っています。 

また、学齢期にある児童に対しては、学校の長期休暇（春休み・夏休み）期間中にホリデ

ースクール事業を実施し、余暇活動を支援しています。 

さらに、成人期の余暇支援活動のサービス向上を一層促進するために、関係機関と連携を

図り支援の充実に努めます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

   ・青年、成人期の発達障害者の方への相談体制更なる充実と継続を 
 

（回答） 

発達支援センターでは、心身の発達に支援を必要とする人に対して、福祉、就労、医療、

保健、保育、教育その他関係機関と密接に連携し、乳幼児期から成人期までのライフステー

ジを通じた一貫性のある相談支援を総合的かつ継続的に行っています。そのために、専門職

（心理職、保健師）に加え、平成28年度からは、正規職教員を配置して相談支援体制の充実

を図っています。 

今後も引き続き、相談支援の充実を図る取組を進めていきます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

    ・障がい者虐待防止の充実を障がい者虐待防止センターの充実とネットワ

ークの強化継続を 
 

（回答） 

障がい者虐待防止に関する広報誌への記事の掲載や街頭啓発、講演会等を行うことで、「市

障がい者虐待防止センター（障がい者自立支援課地域生活支援室内）」が虐待の通報や相談

の窓口であることを市民等に周知し、障がい者虐待の早期発見、早期対応に努めています。 

また、「野洲市障がい者虐待防止連絡協議会」において、「野洲市における障がい者虐待防

止と対応マニュアル」の活用や事例検証等を行い、関係機関等の役割を確認しながら、ネッ

トワークの強化に努めているところです。これにより、虐待事象が発生したときは、対応マ

ニュアルによる初動・対応や協議会のネットワークを活用し、虐待の防止に生かしています。 

今後においても、関係機関等と連携し、障がい者虐待防止に向けたネットワークの強化を

図るとともに、市民等への障がい者虐待防止への理解を深め、相談支援の充実に努めます。 

なお、要保護児童対策地域協議会においても障がい者虐待防止センターと連携し、児童虐

待の防止、早期発見及び早期対応に努めています。 

【所管部：健康福祉部】 

 

⑥ うつ病、引きこもり,DV, の相談体制の更なる継続を相談窓口の 

更なる周知  

「滋賀県との更なる連携を」 
 

（回答） 

うつ病については、健康福祉センターで毎週「こころとからだの健康相談」を実施してい

るほか、「心といのちの相談」専用電話を開設し、いつでも気軽に相談していただける体制
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づくりに努めています。 

また、必要に応じて市の関係課、県保健所、滋賀県立精神保健福祉センター、医療機関等、

関係機関と連携し、その方の問題解決が図れるように配慮しています。 

引きこもりには、様々な要因があることから、関係課とともに総合相談窓口である市民生

活相談課が相談支援に当たります。支援を進めていく上で、必要に応じて関係課や滋賀県ひ

きこもり支援センター等の関係機関とも連携を深め、充実した支援を行っていくとともに、

市民への周知に努めます。 

ＤＶ(ドメステックバイオレンス)相談体制については、大津地方法務局及び警察、県中央

子ども家庭相談センター、県男女共同参画相談室など国や県の機関に加え、被害者と身近に

接する立場にある市の相談窓口整備等の取組みも極めて重要です。 

このことから、市の市民生活相談課、人権センターの相談業務部署も含め関係機関と連携

を図っています。 

また、市広報・ホームページをはじめ、県作成の相談カードや市家庭児童相談室作成のリ

ーフレットにより相談窓口の周知に努めています。 

【所管部：健康福祉部】 

 

⑦ １歳未満の乳児に対して、B型肝炎予防の定期接種の継続 

・B型肝炎予防の定期接種さらに１歳から４歳までの幼児対策を継続 
 

（回答） 

１歳未満の乳児に対してのＢ型肝炎予防の定期接種（以下「Ｂ型定期接種」という。）に

ついては、平成 28 年 10 月から定期予防接種となり、全額公費負担で実施しており、平成

30 年度も同様に継続して実施します。 

１歳から４歳未満の幼児を対象として実施したＢ型肝炎ワクチン任意接種公費助成事業

（以下「事業」という。）による予防接種は、対象者すべてを平成 29 年度中の対象として

いることから、平成 29 年度で終了となります。 

また、Ｂ型定期接種については、対象者が１歳未満であることから、事業終了後も早期か

らの肝炎予防対策は重要と考えていますので、幼児を持つ保護者に対して、肝炎予防の啓発

及びワクチン接種の有効性について啓発を推進します。 

【所管部：健康福祉部】 

 

Ⅳ．全ての子どもが希望あふれ心豊かに育つまちづくりをめざして 

 

① 全ての子どもが生きる力、豊かな心を育む学校教育の支援・推進  

  「野洲市教師育成塾の充実と成果を生かし更なる充実を」 
 

（回答） 

市教育研究所では、教師塾の対象を教職員の経験年数やライフステージに応じた内容に厳

選し、各講座を開設してきました。特に、今後増加する若手教職員の育成に向け、研修の充

実を図ってきたところです。今後も、教職員の意見を取り入れ研修の充実を図っていきます。 

【所管部：教育委員会】 

 

・発達障害児への支援のための市単費加配や支援員への継続  
 

（回答） 
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特別な教育的支援を要する児童・生徒の数はますます増加しています。支援員等の配置に

ついては今後も継続し、必要に応じて充実させる方向で配置計画を考えています。 

【所管部：教育委員会】 

 

・支援員、特別支援教育コーディネーター、マネージメント加配職員 

 の更なる充実をまた県への予算要望等 
 

（回答） 

市費のコーディネーター・マネジメント加配のさらなる充実に努めています。なお、県へ

は県教育長や関係する部署に対し、平成 30 年度国県要望書をもって、コーディネーター加

配教員の配置や、特別支援学級全体の運営を担う新たな教員の配置について直接要望したと

ころです。 

【所管部：教育委員会】 

 

  ・不登校や発達障害で悩む子ども、親への相談の場づくり 

学習支援体制の更なる充実を 
 

（回答） 

不登校や発達障がいで悩む子どもや保護者への相談の場として、まず、小中学校の教育相

談担当教員や特別支援教育コーディネーターが相談窓口となり、各校に配属しているスクー

ルソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどと連携して対応しています。 

また、必要に応じて、ふれあい教育相談センターのカウンセラーと連携し、専門的な相談

(電話・来所)につないでいます。不登校状態にある児童生徒に対し、学校復帰に向けて適応

指導教室「ドリーム教室」を開設し、子ども一人ひとりに応じたきめ細やかな対応と学習支

援体制を整えています。なお、発達障がいで悩む子どもや保護者に対しては、市の発達支援

センターで電話相談・来所相談により相談の場を提供しています。 

【所管部：教育委員会】 

 

・ふれあい教育センター「ドリーム」継続と充実を 
 

（回答） 

野洲市ふれあい教育相談センターに設置している不登校児童生徒のための適応指導教室

「ドリーム」には、現在、さまざまな事情で登校できない小中学生が通ってきています。子

どもたちの学校への復帰をめざして、今後も取り組みの充実と継続を行なっていきます。 

【所管部：教育委員会】 

 

  ・児童生徒の電話相談窓口の創設を特に休日、夜間対策を 

    「夜間対応の連絡先、国、県、民間ボランティアとの連携を」 
 

（回答） 

青少年や保護者・関係者への支援活動として、守山野洲少年センター「あすくる守山野洲」

で電話や来所による相談活動を行っています。また、野洲市の家庭児童相談室、滋賀県中央

子ども家庭相談センター等が相談窓口を設置し、連携を図っています。 

滋賀県子ども・子育て応援センターは、電話相談を毎日午前９時から午後９時まで開設し
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ており、全国共通の２４時間子供ＳＯＳダイヤルも設置されていますので、本市としまして

は、夜間対策をおこなう予定はありません。 

【所管部：教育委員会】 

 

・ 一人一人の個性を活かし伸ばしていける教育、他人への思いやり、 

想像力を育み、対話力を伸ばす教育、特にいじめ問題の早期解決へ 

道徳教育、人権教育の充実継続を  
 

（回答） 

道徳教育については、来年度からの「教科化」に向け、研修と研究をしています。人権教

育の推進については、これまで培ってきた研究や実践を生かし、その充実に努めます。特に、

「いじめ問題」は社会の喫緊の課題であると捉え、日々の学級活動や授業の中でも、一人ひ

とりを大切するとともに、豊かな人間関係を育む教育を推進していきます。 

【所管部：教育委員会】 

 

  ・発達障害児への個々の発達に応じた教材の選定と教師の研修継続充実を 
 

（回答） 

子どもの個々の発達に応じた教材については、各校でしっかりと選定しています。また、

発達障害にかかる教員研修については、各校での校内研修や教育研究所の講座等で、十分な

時間をかけて取り組んできています。 

【所管部：教育委員会】 

 

② 感性を育む読書への推進のための充実した学校図書館の整備  

  ・常時開かれた学校図書館実現への人的配置推進、図書ボランティアの活用、

読み聞かせボランテァの活用充実を児童同士の整理整頓の訓練の場所を

書教諭、学校図書ボランティア同士の連携、研修、助言のできる体制づく

りを更なる充実と継続・ボランティアグループ募集等を 
 

（回答） 

開かれた学校図書館の実現には、常駐できる人的配置が必要ですが、現在のところ学校司

書の配置は難しい状況です。そのため、各学校では学校応援団等の組織を使って、図書ボラ

ンティアの支援を活用する体制で進めています。図書ボランティアによる読み聞かせや図書

の修繕・整理等に大いに協力いただいています。また、図書委員会の児童生徒と連携して、

図書の整理整頓等の活動の支援をしていただいている学校もあります。今後、司書教諭とボ

ランティアとの連携を図りながら、さらなる充実を図ります。 

【所管部：教育委員会】 

 

③ インターネットによる有害情報から子どもを守る施策 

  ・携帯電話の使用に関する家庭への啓発、特に書き込みによるいじめ等の監

視、ネット依存症の早期発見を検証できる体制づくり 
 

（回答） 

インターネットや携帯端末の利用による情報モラルの指導については、教科や学級活動の
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時間を活用し、子どもたちへの指導に努めているところです。また、ＰＴＡと連携し、保護

者への啓発にかかる研修会等も開催しています。 

ネット依存やＳＮＳの利用による様々なトラブルに巻き込まれる危険性については、持た

せる側の責任を十分認識し、その管理について責任を持って対応することが重要であること

等、さらに啓発に努めて行く必要があります。 

【所管部：教育委員会】 

 

④ 心豊かな感性を育む日本の伝統文化や芸術にふれる教育施策の推進 

・本物の芸術文化に触れあう機会の更なる充実 継続  
 

（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、音楽の時間で「邦楽」を学ぶことになっています。 

【所管部：教育委員会】 

 

 

⑤ 担当教師が、児童生徒と接する時間を十分確保し、一人ひとりが 

    個性を育む教育の推進 
 

（回答） 

教職員の勤務時間については、会議や校務の合理化、事務分担の適正化、文書のデータ管

理化等により、その縮減に向けて取り組んでいます。現在、校務支援システムの導入による

事務軽減についても検討しています。こうした取組みにより、教員が子ども一人ひとりと向

き合う時間とゆとりを確保し、子どもの個性を伸ばす教育をさらに推進していきます。 

また、働き方改革推進委員会を立ち上げ、全市的に教員が子どもと向き合う方策を検討中

です。 

【所管部：教育委員会】 

 

⑥通学路の更なる安心安全な取り組みを継続する 

 ・安全教育の充実と通学路の点検整備「PDCAサイクル」検証を 
 

（回答） 

通学路の安全性を向上させるため、野洲市通学路交通安全推進会議を平成 27 年度より立

ち上げ、野洲市通学路交通安全プログラムを策定しました。 

この会議は、学校、保護者、道路管理者、警察や自治会の代表等の委員で構成し、通学路

の合同点検やその対策の検討などを毎年行い、プログラムの更なる改善と充実をＰＤＣＡサ

イクルとして、本年度も取り組んでいます。 

【所管部：教育委員会】 

 

⑦学校施設の快適性に予算の確保を 

・グランドの撥水性の問題「中主小グランド水はけ悪い」 

「児童生徒用便所の管理を」 
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（回答） 

経年劣化により、地中の暗渠排水管の排水機能が低下し、グラウンド表面の水はけが悪く

なっており、授業参観等の学校行事開催時に保護者車両乗り入れもあって、表面に凸凹が生

じやすくなっているのが実状です。 

表面の整備は日常トンボ等での整地により対応出来るものと考えていますが、駐車場の拡

張や暗渠排水管の更新・改修については、大規模改修後に検討をします。 

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】 

   

 Ⅴ．持続可能な環境に優しく、安全快適なまちづくり 

  
① 安心なまちづくりの推進 

・地域のコミュニティを活かした防災・防犯への協働の取り組み推進、 

環境に適した CO2削減に起因する街灯の LED照明取り替え 

  「更なる自治会へ周知を」 
 

（回答） 

現在行っている「自主防災組織等リーダー研修会」は、自治会長や自主防災組織の長を対

象に、災害時の初動体制やリーダーとしての心構え、災害時の初動対応を習得、さらには専

門的な知識と技術の習得に重点をおいています。平成 29 年度は、前述の研修に加え、熊本

地震災害の教訓を受けて避難所での生活などを想定し、地域住民主体による避難所の設置・

運営に向け、実践的な研修を実施しました。次年度においても、この避難所訓練を継続して

いく予定です。 

また、自治会における消火栓器具格納箱の整備や防災資機材の購入についても、「野洲市

自治会活性化補助金」により取組みを支援しています。 

防犯に関しては、毎年、全自治会を対象に守山野洲防犯自治会の研修事業として、７月に

防犯研修を実施しています。また、特に犯罪の認知件数が多い野洲駅前については、野洲学

区・北野学区の自治連合会と駅前駐在所の全面的な協力をいただき、市の地域安全センター

を拠点に平成 20 年２月より毎月最終の金曜日の夜にブルーフラッシュ活動（防犯パトロー

ル）を実施し、駅前周辺における良好な治安確保と地域の安全確保を図っています。 

市が管理する防犯灯については、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Ｌ

ＥＤ化を進めています。 

また、自治会が管理されている防犯灯についても各自治会において積極的にＬＥＤ化を進

めていただいています。なお、自治会における防犯灯のＬＥＤ化については、「野洲市自治

会活性化補助金（1/2 補助、40 万円限度）」として取組みを支援しています。 

【所管部：市民部】 

 

② 誰もが気軽に憩える都市公園の整備、高齢者社会に対応した 

ウォーキングやリハビリができる公園の整備の充実継続を既存の公園 

の維持管理で児童が遊べる「公園遊具の予算の充実を」 
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（回答） 

既存の公園につきましては、適正な維持管理を基本として近隣住民が気軽に利用でき、憩

える場所となるように取り組んでいます。 

現時点では、既存公園に新たな遊具設置は考えておりませんが、既存遊具については、毎

年点検を行い、計画的に修繕を実施し、だれもが安全に利用できるよう努めています。 

また、野洲駅南口周辺整備構想に位置づける市民広場整備や交流/商業施設を結ぶヘルス

ケアストリートの整備等、中心拠点となる駅周辺において魅力的な散策・歩行環境を目指し

て、歩きたくなる基盤整備を進めます。 

【所管部：都市建設部】 

 

③景観施策の推進、野洲市景観条例をもとに、自然景観への市民との 

   協働による都市計画の連携 
 

（回答） 

都市計画施策による活性化と景観施策による良好な景観形成は、相互に補完し合いながら

推進することが重要であることを認識し、市民・事業者・公共の協働により、目標とするま

ちづくりについて合意形成を図ることで快適なまちづくりを進めます。  

なお、都市計画マスタープランにおける「景観形成の方針」は、景観形成方針及び景観計

画に整合した内容となっており、景観施策との連携を図りながら進めます。 

【所管部：都市建設部】 

 

④車に頼らない公共交通体系の検討・施策推進、高齢化時代に対応できる 

福祉施策の観点と環境施策とも連動した公共交通システムの構築 

コミュ二ティバスの更なる充実 
 

（回答） 

今年度、市コミュニティバス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

整理など現況把握をしたうえ、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。また、コミュニティバスの日曜日運行は、利用状況を考

慮すると費用対効果の面から困難と考えています。 

【所管部：市民部、都市建設部】 

 

⑤太陽光発電、雨水利用、ゴミ減量、リサイクル等持続可能な循環 

型社会形成に基づく施策の推進、生ゴミの堆肥化等、メガソーラに 

よる空き地活用、新クリーンセンターの熱利用の取り組み、新電力による

予算削減の見直しを継続的取り組む 
 

（回答） 

循環型社会形成については、第２次野洲市環境基本計画において基本目標の一つに位置付

けており、３Ｒの促進、廃棄物の適正処理及び地球温暖化への対策の各種施策を推進して循

環型社会の実現を目指します。 

生ゴミの堆肥化については、生ごみの減量化及び排出抑制に資するものですので、生ごみ
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処理容器の購入に対して、その費用の一部を補助しており、引き続き普及に努めていきます。 

また、新クリーンセンターの余熱利用の取り組みとして、温水プール、温浴施設、特産物

販売施設といった機能のほか、民間事業者による提案施設を併せて地域活性化拠点として整

備を進めています。オープンは、平成 32 年４月を予定しています。 

 新電力による予算の見直しについては、平成 28 年 2 月から入札により新電力を導入して

おり、市役所庁舎と北部合同庁舎における平成 29 年度の電気代については、一般電気事業

者の電気単価による金額と比較して、約 10 パーセントの削減となり効果が出ていることか

ら、引き続き取り組みます。 

 なお、メガソーラーによる空き地活用については、メガソーラーが設置可能な市有地はな

いと認識しています。 

【所管部：環境経済部、総務部】 

 

Ⅵ．未来に希望が持てる魅力ある産業・農業の活性化 

                                   
① 農業の再生、活性化 

  ・農家と担い手をつなぐ農地中間機構の活用と整備、食育や B級 

グルメイベントのような仕掛けを通して市民への地産地消の啓発 

継続、農商工連携促進への施策 

（アンテナショップ等、地域特産物の掘り起こしの拡充と継続 ） 
 

（回答） 

平成 26 年度から開始された農地中間管理事業により、県および市・ＪＡでは、離農者の

農地が担い手農業者に引き継がれるよう農地集積の事務を進めているところです。市におい

ては、毎年農業組合長を対象に説明会を実施しているほか、農家に対して案内チラシの配布

を行うなど、事業の周知に努めています。今後も、関係機関・団体の密接な連携・協力のも

とに農地中間管理事業の円滑な実施を推進していきます。 

また、地産地消については、「野洲市夏まつり」や「やすまる広場」、「各コミュニティー

センターの収穫イベント」や「農業まつり」、「ひまわり迷路」など、さまざまなイベントに

おいて、食育推進ブースの設置や、市内産の農産物の販売などを通して啓発活動を行ってい

ます。さらに、農商工連携では、地域特産物の掘り起こしとして、「おいで野洲まるかじり

協議会」が市内の飲食店と市内の生産者をつなぐことで、新しいメニューの開発・販売事業

（なりくらまくわを使ったスイーツ、吉川ごぼうを使ったスープとケーキ、琵琶湖で採れた

スジえびのピザ、しゅんぎくを使ったソース開発等）が展開されており、これらに対して補

助を行っています。 

【所管部：環境経済部】 

 

 

             以上 


