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行財政行財政行財政行財政    

    

1. 工業振興助成制度について、資本金１０億以上の企業のついてはこれを廃止されること 

 

（回答） 

 工業振興条例に基づき、既に交付決定した助成金は、債権債務の関係が成立していること

から、その廃止は考えていません。 

（継続）【所管部：環境経済部】 

 

2. 総務省から「基金は優先的に取り組むべき事業への活用を図るなど、適正な管理・運営に

努められたい」と要請しているように、野洲市における基金残高は、平成３０年度末で１

３億４６００万円であり、基金の１億円を使い、生活道路の修繕や集落外の防犯灯の新設、

カーブミラーの点検・改修など安心・安全な街にされること。 

 

（回答） 

基金については、基金目的に沿った事業へ活用し、道路等の整備については、社会資本

整備交付金など国庫補助等も活用しながら安全・安心のまちづくりを進めているところで

す。 

【所管部：政策調整部】 

 

3. 公共施設の有り方は、単にコストだけでなく、利活用して市民の立場にたった視点でまち

づくりを進める事。 

 

（回答） 

野洲市公共施設等総合管理計画において、「全市的な視点に立ち、市民サービスの水準を

維持しつつ中長期的な公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などにより、適正配置を推進し

ます」としていることから、現在検討中の野洲市公共施設のあり方では、まちづくりに必要

な事業・サービスを提供するために、中長期的な視点で、効果的・効率的な公共施設の配置

を行っていく考えです。 

【所管部：政策調整部】 

 

4. 消費税は逆進性が強い不公平税制であり、低所得者ほど負担が重くのしかかる弱い者いじ

めの税金で、この消費税増税を社会保障の財源にしょうというのは本末転倒です。これま

で消費税は導入後に国民から３７２兆円を集めた一方で法人税は２９１兆円も減ってお

り、ほとんどが社会保障のためでなく法人税減税の穴埋めに回されてきた。税金は内部留

保を増やし続けている大企業や、株で大もうけしている大資産家から、応分の負担を求め

るべきである。さらに消費税の複数税率化に合わせて導入されるインボイス制度は、年間

売り上げが１０００万円以下の免税業者はインボイスを発行できず、５００万軒もの免税

業者が取引から排除され消費者だけでなく中小零細業者には致命的である。 

2019 年１０月からの消費税１０％増税の中止を国に求めること。 

 

（回答） 

消費税率の引上げについては、少子高齢化が進展する中、膨らみ続ける社会保障財源を

確保し、その充実と安定化を図るために国の施策として実施されるものであり、市から国

に対して税率改定の中止を求めることは考えていません。 

（継続）【所管部：政策調整部】 
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５．障がい者雇用について、民間も含め雇用拡大をはかられること。 

 

（回答） 

 本市における職員採用につきましては、基本的には障がいの有無を採用の条件とはして

おりません。ただし、障がいのある方の就労機会を拡大するため、法定雇用率等にも配慮し

ながら、障がいのある方を対象とした採用計画を立てていく予定です。 

 民間企業については、障害者雇用促進法の改正に伴い、平成 30 年 4 月より、障害者雇用

義務の対象に精神障がい者が加わり、法定雇用率が 2.2％となりました。野洲市企業人権啓

発推進協議会では、平成 30 年度の活動の柱の１つに「障がいを理由とした偏見・差別の解

消をめざした啓発活動」を掲げ、ハローワークの臨床心理士を招いた「精神･発達障害者し

ごとサポーター養成講座」を実施し、企業での障がい者の受け入れ体制について学んでいた

だく機会を提供しました。今後も継続的に障がい者の雇用促進に係る研修を企画してまい

ります。 

 また、市役所庁舎内に設置している「野洲生活困窮者等就労相談コーナー（やすワーク）」

におきまして、平成 30 年 5 月より、障がい者求人の検索及び情報提供等の就労支援を開始

しました。具体的には、障がい者求人へ応募する際に、本人の障がいの程度等や事業所へ配

慮してもらいたいことを伝え紹介しています。今後は、ハローワークと連携し、事業者訪問

による雇用開拓や定着支援の強化に努めます。 

 【所管部：総務部・環境経済部・市民部】 

    

医療医療医療医療    

1. 市民病院の開設は 2021 年 4 月と予定されているが、免震装置で不正データー問題が

発覚し、影響はないのか、工事費が大幅に増えはしないか不安があり、市民に対して

実施設計を３Ｄ映像の見える形で市民に公開されること。早期に着工されること。 

 

（回答） 

実施設計業務につきましては、現在、構造関係の申請手続きに入っておりますが、平面

計画・仕様の再検証、スタッフや患者等の動線と医療機器のレイアウト等の検討などに関

する詳細検討・調整に想定以上の時間を要したため、市ホームページに公開しています平

成 30 年７月時点の工程より、３ヶ月程度の遅れが生じています。 

  今後、工程回復に努めるものの、申請手続きには、一定期間を要するため、実施設計業

務の履行期間の延長など、事業スケジュールの見直しを考えております。 

  なお、建築確認申請に係る手続きが整い、設計業務が完了した後に、速やかに工事発注

の手続きに取り掛かる予定です。 

  また、工事費に関しては、基本設計において当時の市場動向に基づき適正に概算工事費

を算出しましたが、現時点における資材価格の高騰や消費税率の見直し等により約６億４

千万円の増額が見込まれる状況であります。 

 ただし、これを収支計画に反映、検証したところ、一定の改善策が必要ではあるものの

持続可能な経営が行える見通しがあることから、引き続き病院事業に取り組む考えです。 

なお、基本設計時に既にＶＲ（バーチャル・リアリティ）を作成し、市民懇談会や出前講

座等において公開しており、先般、市ホームページ上でも公開したところです。 

【所管部：政策調整部】 

 

2. 新病院建設計画は独立行政法人として 2021 年４月に開院予定であるが、全国的にも

医師や看護師などが病院スタッフが不足する中で、有能な人材確保と特色ある病院機

能が求められることから行政として積極的な役割を果たされること。 
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（回答） 

独立行政法人への移行後も市の関与は一定存在します。 

  地方独立行政法人は、市とは別の法人格をもちますが、市及び市議会（市民）の関与は、

経営・運営、財務及び人事・給与等に関して引き続き関与することが制度的にも定められて

います。 

【所管部：政策調整部】 

 

介護保険介護保険介護保険介護保険    

1. だれもが安心して老後が送れるように、「保険あって介護なし」という状況にならないよ

うに、要支援、要介護認定者に対して、その人にあったケアプランの作成をされること。 

 

（回答） 

要支援、要介護の状態になっても、その本人がこれから先も快適な生活が送れるよう、本

人は勿論その家族などが今どんなことに困っているのか、問題を解決するためにどんなサー

ビスを希望しているのか、どんなサービスが受けられるのか、などをケアマネージャーが把

握し、その人に合った適切なケアプランを作成するようにしています。 

また、ケアプラン作成後も本人の状態とサービス内容をチェックし、必要に応じてケアプ

ランを修正するなど、常にその人に合った適切なケアプランの作成に心がけています。 

【所管部：健康福祉部】 

 

2. 総合事業になり、生活援助サービスのホームヘルパーの回数が月 30 回を超えた場合、届

け出ることが決まり、また月 10 回程度という指導が出されているが、現実に合致してお

らず、このような制限はやめるべきであり、国に対して撤回を求められること。 

 

（回答） 

平成 30 年 10 月から、市が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付けたケア

プランについて、市へ届け出ることが義務付けられましたが、これは要介護の方を対象とし

たものであり、総合事業の事業対象者及び要支援者に適用されるものではありません。また、

この回数を超えるものは一律に認められないというものではなく、届出をいただいた内容が

適正であり、必要性が確認された場合には、その利用を認めています。 

なお、総合事業では週１回程度、週２回程度及び週２回を超える程度という３種の単価を

設けていますが、それぞれの利用者が利用される回数については、適正で必要な量のサービ

スが提供されるよう、個別地域ケア会議において専門職が協議して確認しています。 

【所管部：健康福祉部】 

 

3. 介護報酬が低すぎる為、経営が大変なうえ、人材が集まらない状況であり、国に対して報

酬の引き上げを求められること。 

 

（回答） 

本市においても介護サービスの安定的な供給のため、介護人材の確保対策として介護職員

の待遇改善は喫緊の課題と考えています。国においては、2019 年 10 月に予定されている消

費税増税によって得られた財源を、ベテラン介護職員等の処遇改善に充てる案が検討されて

いることから、その動向に注視しています。 

【所管部：健康福祉部】 
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国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険                                                                                                                                                                                                                                        

1. 平成 30 年 4 月から国保の広域化が開始された。国民健康保険は社会保険と比べて年

齢構成が高く加入者の所得水準は相対的に低いにもかかわらず、世帯の人数に応じて

かかる均等割となっているため、負担が重く「協会健保」並みの保険料にすべきであ

る。国に対し国庫負担の増額、均等割の廃止を求め加入者の負担軽減を図ること。 

 

（回答） 

均等割をなくすということは、家族の人数が多い人も、１人の世帯の人も変わらない金額

となり、家族の多い人の分を１人の世帯が補うという構図になります。当然、家族の人数が

多ければ、通常は医療費も多くなりますので、１人世帯からみれば、逆に不平等が生じるこ

とになるため、受益者負担の公平性の観点からすれば、必要な要素であると考えます 

国庫負担の増額については、県市長会等を通じて国の責任と負担において、実効ある措置

を講じるよう要望していきます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

2. 本市の国保は平成２９年度では大津市に継いで４番目に高い、滞納世帯数は７６２世

帯あり滞納率は１２．６２％で被保険者の一割を超え、払いたくても払えない状況に

追い込まれている。都道府県化で高額医療費なども県が持つことになったことから大

津市ではすでに国保の財政調整基金を保有していない。本市の国民健康保険の財政調

整基金は平成３０年末で４億を越える見込みであることから平成３１年度については

「平等割」の廃止を行い保険税の引き下げを行うこと。 

 

（回答） 

平成 30 年度からの広域化後の国保税の算定に当たっては、財政調整基金を、３年間で１

億円を活用し、その間、税率を固定することを前提として、算定を行ったところです。これ

は、国保税を単に引き下げるためだけではなく、市の国保制度の運営を健全性のあるものと

する観点から算出したものです。今後、高齢化偏重がさらに進み１人当たりの医療費の伸び

が想定され、県に支払う納付金も１人当たりに換算して増加することが予測されますが、前

述したように、基金を活用して３年間は固定の税額（率）を予定しています。また、次の３

年間についても医療費の伸びや県からの納付金の算定状況に応じて、現在保有している基金

の活用を考えていきますので、一定額の基金の保有は必要であると考えます。 

次に、平等割の廃止については、平等割をなくすと、その分、均等割の額で補うことにな

り、世帯構成員の数による差が大きくなりますので、平等割があるほうが、均等割の持つ特

性を緩和できるもと考えます。また、均等割や平等割のいわゆる応益割をなくした場合、所

得のみでの算定となると、所得申告をしていない者に対してどのように賦課するのか、とい

う問題も出てきます。例えば、現行では、未申告者の場合、所得割は０円、均等割及び平等

割は軽減措置なしの額として賦課していますが、それが０円の賦課となり公平性に欠けるも

のとなります。さらに、滋賀県の国保制度の考えとしては、滋賀県国民健康保険運営方針に

より、「医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分ともに、所得割、均等割、平等割の３

方式とする。」となっており、当該運営方針に沿って今後も進める考えであり、平等割を廃

止する考えはありません。 

【所管部：健康福祉部】 

                      

3. 市民生活課や納税推進室との連携を強め、納税相談に来られない方々に対する滞納の

理由や実状の内容を丁寧に対応されているが、市民の命と健康セーフティーネットを

失わせる資格証明書の発行は行わない事。命と暮らしを守る自治体の役割を果たすた
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め現在資格証明書を持っている市民の生活実態を解明し暮らしに寄り添った対応を行

うこと。 

 

（回答） 

短期被保険者証や資格証明書の交付については、法令に基づいて適正に実施しているとこ

ろですが、本市では、資格証明書の交付基準を一部見直すことにより、本来資格証明書の交

付対象となる被保険者に対しても、生活困窮者支援事業と密接に連携して個々の実情に応じ

たきめ細やかな相談を実施しており、これにより、資格証明書を交付しない特別な事情の有

無について、適切な判断が可能になると考えます。 

また、現在、資格証明書が交付されている方には、更新時に上記内容をわかりやすく記述

した文書を添えて送付し、生活困窮されている場合は、相談に来庁いただくよう案内するな

ど、生活実態の把握に努めているところです。 

一方、資格証明書の交付を行わないことについては、十分な担税能力があるにもかかわら

ず納税に応じない人と、生活困窮支援対象の人を同様に扱うこととなり、納税の義務を果た

されている人も含め、国保被保険者全体の公平性や公正性の面からも問題があるため、引き

続き対象となる方への資格証明書の交付を行います。 

（継続）【所管部：健康福祉部】 

        

後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者    

７５歳以上を別建てにし、一部負担も２割、３割と負担が増えている。元の老人保健に戻

すように国に求めること。 

 

（回答） 

後期高齢者医療制度は、それまでの老人保健制度の問題点を解消して現役世代と高齢者世

代の負担を明確にし、増大する老人医療費に対応して新たな診療報酬体系を定めるなど、公

平でわかりやすい保険運営を目指し、様々な議論を経て平成 20 年に創設されたものです。

その後 10 年が経ち、現在では、安定した運営となっているものと考えており、老人保健制

度に戻すような国への要望は、考えておりません。 

なお、窓口負担のあり方については、全国後期高齢者医療広域連合協議会から、現状維持

に努めるよう要望書を提出しているところです。 

【所管部：健康福祉部】 

    

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援    

1. 医療費の無料化を中学校３年生まで、拡大されること。（一度に上げられないなら段

階的に引きあげられること）県の制度としても求めていくこと。 

 

（回答） 

子どもの医療費助成制度については、全国の自治体間で差異が生じている現状もあり、本

来は、国が行うべきであると考えており、全国市長会においても本制度を国が創設すべきと

の要望を行っているところです。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。 

一方、本市では、福祉・教育の分野などで、子どもの医療費制度の拡大よりも優先度の高

い課題について、他市に先駆けて高いレベルで取り組んできたところですが、この間、県内

でも子どもの医療費助成の制度に差が生じてきており、この差を考慮すると、近隣市町の制

度を参考にしながら拡大の検討を進める必要があると考えています。 

しかしながら、市の財政状況は、障がい者施策などの扶助費が伸び続けており、年々厳し
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い状況となっている現実がある中で、財源手当なしの拡大は困難と考えます。 

そこで、本市では、現在、別途検討している都市計画税の導入が実現した場合、従来、都

市計画関連事業に充てられていた一般財源の一部を福祉施策に振り替えることが可能とな

り、市単独での子どもの医療費助成の拡大を進めていけるのではないかと考えています。 

（継続）【所管部：健康福祉部】 

 

2. 正規雇用の保育士を 7 割以上にするなど、処遇改善を図られること。 

 

（回答） 

公立園の正規職員の採用については、定員管理計画により年次的に採用を実施しており、

本年度には新卒者を対象にした職員募集をはじめ、経験者枠の募集、更には新卒者から経験

者までを対象とした追加募集を行なうなど正規職員の拡大を図っています。また、非正規職

員の採用については、「野洲市三方よし人材バンク」事業による取組みなど、様々な手段を

講じ、保育の人材確保の取り組みを行なうとともに、本年度には、公立園の嘱託職員の報酬

について大幅な改定（月額２２，８００円増（平成２９年度比））を実施したところです。

また、民間園においては、国の処遇改善制度（負担割合：国 1/2、県 1/4、市 1/4）を活用し

た給与面での処遇改善を図っています。 

【所管部：健康福祉部】 

 

3. 「子ども食堂」の補助金打ち切りに反対されること。県社協が無くした場合、市社協

が対応されること。 

 

（回答） 

「こども食堂」への補助金については、滋賀県社会福祉協議会が滋賀県からの助成を原資

とした基金（「はぐくみ基金」）を活用して行われているものであり、同協議会が子ども食

堂に対する補助金をどうされるかの判断に対して、本市が意見する立場にはありません。ま

た、県社協からの補助金がなくなった場合に、野洲市社協での対応とのご意見ですが、こち

らも、本市とは別組織の社会福祉法人である野洲市社協が自身で判断されることであり、前

述と同様、本市が意見する立場にないと考えます。 

【所管部：健康福祉部】 

 

生活保護生活保護生活保護生活保護    

1. 生活保護を受けている世帯数は 164 万世帯、需給者は約 214 万人となり、４４％は６５歳

以上の高齢者です。本市で暮らしている人も例外では有りません。今年 10 月から 3 年か

けて、生活保護の基準額を現行より最大５％引き下げ、６７％が影響を受けます。２０１

９年 10 月には消費税１０％増税が計画されています。政府に対して生活保護費引き下げ

の撤回を求め、生活保護費の増額を国に求めること。 

 

（回答） 

  生活保護制度で保障される最低生活費については、国の責任において基準を定めているこ

とから、一定の水準が保たれていると考えています。 

 したがって、生活保護費の引下げの撤回や増額するよう国に求めることは、考えていませ

ん。 

（継続）【所管部：健康福祉部】 

 

2. 社会保障制の削減で生活保護法が改定され、親族、血縁関係による扶養義務の強化で保護
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が受けられなくなり全国では餓死・自殺もニュースとなっている。本市では扶養義務者の

欄に記載が無くても受付しているが、実態に即して保護申請が出来るよう取り計らいを行

うこと。 

 

（回答） 

保護申請については、扶養義務者の欄に記載がなくても従前から受け付けていますが、保

護の要否の判断の要素の中には、扶養義務者による扶養又は経済的支援が可能かどうかを把

握することは必要ですので、当然のことながら、調査は実施しています。 

  本市では、この調査結果に基づき、実態に即して審査しており、他の必要な要件も法令等

に従い、決定しています。 

（継続）【所管部：健康福祉部】 

 

3. 今年７月から生活保護受給者に対し、エアコンの設置を扶助対象にされたが、４月以前は

対象でなく、不公平が生じています。国に対しすべての生活保護受給者に対して、エアコ

ンを扶助対象にされるよう要望されること。 

 

（回答） 

生活保護制度で保障される最低生活費については、国の責任において基準を定めている

ことから、一定の水準が保たれていると考えています。 

ただし、エアコン設置に係る制度改正については、多人数等世帯構成員の実態による部屋

の状況によっては、現行基準が十分なものとは言えない面も考えられることから、実情に応

じた適用の拡大について、機会を捉えて国へ伝えていきたいと考えています。 

【所管部：健康福祉部】 

 

教育教育教育教育    

1. 35 人学級推進のため引き続き県・国に要望すること。 

 

（回答） 

現在は、県独自のシステムで加配措置を設けて、申請により 35 人学級の実現が可能な状

況になってきています。しかし、まだ完全 35 人学級の法制化には至っていませんので、今

後も粘り強く県に要望していきます。 

（継続）【所管部：教育委員会】 

 

2. 北野幼稚園の預かり保育を専用の保育室で行うように改善されること。 

 

（回答） 

 本市の預かり保育は、子育て支援の一環として保護者と子どもたちに安心と安全を提供

する教育活動として実施しているものです。また、預かり保育の実施にあっては、子どもた

ちの気持ちや行動の切り替えとともに、教師においてもスムーズな保育が図れるようクラ

スの保育室以外の部屋で実施しているものであり、必ずしも専用の保育室が必要というこ

とではありません。従いまして、預かり保育専用の保育室の確保が困難な場合にあっても、

遊戯室等の部屋を利用することにより、子どもはもとより教師においてもスムーズな保育

が可能となることから、現時点では、新たに預かり専用の保育室を設置する予定はありませ

ん。 

【所管部：健康福祉部】 
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3. 格差と貧困の広がりで子どもの貧困も増えている就学援助基準を見直し、生活保護基準の

１・５倍に引き上げられること。（国の生活保護基準の引き下げでこれまでの基準値が下

がっている。） 

 

（回答） 

現在、野洲市の準要保護の基準については、生活保護基準の 1.2 倍としており、見直し

は考えていません。 

なお、生活保護基準は平成 25 年改正前の保護基準で算定しています。 

（継続）【所管部：教育委員会】 

 

4. 食品の残留放射能の基準が、ドイツではセシウム１３７ならば、大人で８ベクレル/㎏、子

どもで４ベクレル/㎏となっており、乳幼児なら１ベクレル/㎏でも問題があると言われて

いる。日本では１００ベクレル/㎏以下と非常に高い基準で出回っており、保護者から体

内被曝の心配がある。学校給食における食材の放射能調査をされること。 

 

（回答） 

国の基準に基づき食材を調達しています。また、必要に応じて放射性物質の測定値や生産

地証明を求めるなど、安全な食材調達を行なっており、調査の実施は考えておりません。 

（継続）【所管部：教育委員会】 

 

5. 高校生に対する本市の給付奨学金を国の制度を待たずに創設すること。現在行っている大

学生に対する給付奨学金の月額３０００円の増額を行うこと。 

 

（回答） 

現在、高校生に対する給付型の奨学金制度の創設は考えていません。 

また、大学生等に対する修学奨励金の増額も考えていません。 

（継続）【所管部：教育委員会】 

 

6. 祇王小学校のエアコン室外機の騒音について、防音シートをかぶせておられるが、７月や

２月など、フル回転されるときの騒音は非常に高いのが現実である。フル回転時の騒音調

査と、室外機の移動を検討されること。 

 

（回答） 

昨年度に引き続き今年度７月にも、防音シートを敷設した当該室外機に連動している室

内機を稼動（冷房）させて騒音測定を実施しましたところ、敷地境界付近における測定結果

は基準値以下であったことから、移動の検討は要しないものと考えます。 

（継続）【所管部：教育委員会】 

                                        

7. 中主小学校のグランドは凸凹がひどいため雨が降ると水たまりが出来て使用できないの

でグランドの整備を行うこと。授業参観等の学校行事開催時の保護者の駐車場の拡張や暗

渠排水管の更新・改修について時期を明確にされる事。 

 

（回答） 

経年劣化による暗渠排水管の排水機能低下が生じているものと考えられ、グラウンド表

面の水はけが悪くなっているのが現状です。表面の凸凹は、日常トンボ等で整地すること

により対応出来ますが、駐車場の拡張や暗渠排水管の更新については、多額の経費が必要
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となることから、現時点ではその見通しは立っていません。 

（継続）【所管部：教育委員会】 

 

8. 北野小学校のグランドも、暗渠排水が不十分で授業に支障をきたしている。暗渠排水管の

改修をされること。 

 

（回答） 

中主小学校のグラウンドと同様、経年劣化により暗渠排水管の排水機能が低下している

ものと考えます。グラウンドに水溜りがある時の体育等授業については、代替措置として

体育館を使用することにより、学校では授業に支障が出ないよう工夫して運用しています。 

暗渠排水管の改修については、中主小学校と同様、多額の経費が必要となることから、現

時点ではその見通しは立っていません。 

【所管部：教育委員会】 

 

9. マンモス化した養護学校を解消するため、養護学校の新設を県に求め、国に対しては設置

基準を決めることを要望すること。 

 

（回答） 

野洲養護学校は野洲市洪水ハザードマップにおいて、2.0～5.0ｍの浸水が想定される区

域に立地しており、立地計画当初からも立地場所として問題があると考えています。また、

児童生徒数が倍増していることからも、分割し、新たな場所へ新設すべきであると考えてお

り、これまでから滋賀県知事や教育長へ要望しています。 

【所管部：教育委員会・政策調整部】 

    

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

１．循環バスは来年度コースも増やし、ピストン運行なども検討され利便性を高めることが行

われるが、民間バスが通勤時間帯の減便をされたコースでは、通勤時間帯の運行も検討さ

れること。 

 

（回答） 

野洲市のコミュニティバスの運行については、ご承知のとおり平成 31 年度からコース及

び便数を増加して運行を予定しております。これの成果や費用対効果等を検証し、平成 32

年度から開設予定の余熱利用施設への路線等の検討も併せて鑑みながら、市民にとってよ

り利便性の高いシステムの構築を図ります。 

ただし、通勤・通学時間帯に運行時間を拡大した場合は、多額の費用負担及び全国的な運

転手不足等の大きな課題があることから、当面は想定していません。 

【所管部：市民部】 

 

２．現在のワゴン車では、車いすで乗車が出来ないため、循環バスと同様に１コインで乗車で

きるタクシーチケットを配布されること。 

 

（回答） 

タクシーチケットについては、現行の福祉施策として、一定要件を有する障がい者及び高

齢者に対し、燃料費又はタクシー利用の助成制度を設けております。 

障がい者分では、現在、心身障がい者燃料費・タクシー利用助成事業において、重度心身

障がいのある方の生活行動範囲の拡大を図り、積極的に社会参加することを目的に、身体障
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害者手帳１・２級、療育手帳Ａ及び精神障害者保健福祉手帳１級所持者の方に心身障がい者

燃料費・タクシー利用助成事業として燃料費又はタクシー利用料金の一部を助成していま

す。 

高齢者分では、現在、高齢者福祉タクシー運賃助成事業において、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ことを目的に、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非課税世帯又は生活保護者の方について、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：健康福祉部】 

 

３．新踏切の改良はこれまで何度も要望してきたが、市が計画すればＪＲは協議をすると言っ

ているのでＪＲとの協議を進められること。 

 

（回答） 

新踏切については、過去に鉄道管理者である西日本旅客鉄道株式会社と協議しましたが、

小学校方面から踏切を渡るとすぐに市道小篠原上屋線があり、踏切と市道とが近接し過ぎて

いることから、踏切を拡幅することよりも、立体交差として改良することをＪＲ側から要求

されており、現状の踏切形態での拡幅改良については、協議に応じていただけない状況です。 

  このことから、ＪＲからの要求のとおり立体交差にすると、鉄道敷地のみならず、市道小

篠原上屋線を合わせて跨ぐ大規模な構造物となり、莫大な事業費を要するうえ市道小篠原上

屋線から踏切を渡ることは出来なくなります。 

  こうした状況の中で、平成２８年度野洲市通学路交通安全推進会議におきまして、踏切の

拡幅は困難と判断しており、横断ならびに列車通過の待避に安全に溜まる歩道スペースが確

保されていないことから児童が溜まるスペースを確保するよう要望がありましたので、西日

本旅客鉄道株式会社と協議を重ねた結果、平成３０年２月に歩道拡幅工事を実施し横断時の

待機スペースが広がっており、現時点での通学路の安全対策は確保されていると考えていま

す。 

（継続）【所管部：都市建設部】 

 

４．通学路のグリーンベルト化はこれまでにも進んでいるが引き続き進めること。 

 

（回答） 

通学路のグリーンベルト化は、平成 23 年度より児童生徒の安全性向上を目的に継続的に

進めており、平成２９年度までに１５，０４６ｍ設置しました。今年度におきましても、グ

リーンベルトの設置を約１,７０２ｍ、横断歩道のグリーンベルト化を６６箇所、交差点の

拡幅、通学路注意の路面標示等を実施しております。次年度以降におきましても、通学路交

通安全プログラムに基づき対策が必要とされる箇所を整備していきます。 

（継続）【所管部：教育委員会・都市建設部】 

 

５．県道２号線木部野洲線の久野部地先から発電所まで歩道の設置と交差点改良については、

県の文化財保護課や文化庁との協議も終え、地元説明会も行われ着々と進捗しているが、

家屋が道路に掛かるところについては十分協議を行い、進められること。 

 

（回答） 

 県道木部野洲線道路改築事業については、滋賀県にて今年度、官民境界確定作業を終え、

家屋等の建物調査を実施いただいています。 

 なお、事業にかかる全ての地権者に対しては、事業にご理解・ご協力いただけるよう、説
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明会の開催や協議を実施し、関係者の方々のご理解を得ながら事業を進めてまいります。 

（継続）【所管部：都市建設部】 

６．ＪＲ篠原駅からの県立擁護学校への通学路である県道の歩道整備を引き続き県に求める

こと。 

 

（回答） 

ご指摘いただいた箇所の歩道整備につきましては、歩道整備を計画されているものの、一

部の区間において用地の提供が得られず、整備が出来ませんでした。しかし、現時点で対応

できる対策として、歩行者の安全を確保するため、歩道未整備の区間については、県におい

てグリーンベルトを設置していただいている状況です。市としましては、早期に歩道整備に

着手されるよう、県に対して強く働きかけを続けて参ります。 

（継続）【所管部：都市建設部】 

 

７．県道・市道の歩道の除草を年２回されること。除草の時期も検討されること。 

 

（回答） 

県道の除草は、年１回を基本に、実施されています。年 1 回の除草以外でも、通行に支

障をきたすと判断される箇所については、随時、道路管理者である県に対して除草してもら

うよう伝え、対応していただいております。除草時期については、業者発注等の手続き上、

毎年 7月、8月頃の実施になると聞いておりますが、早期着工できるよう県に対し、要請し

てまいります。 

市道の除草は、基本的に年１回、シルバー人材センターに委託しています。除草時期につ

いては、受託者と協議を行い実施していますが、交差点付近や通学路などで年１回の除草だ

けでは通行に支障をきたすところについては、市職員が除草するなど適宜対応を行ってお

ります。 

（継続）【所管部：都市建設部】 

 

８．市道野洲川右岸線道路は街灯が無く夜になると真っ暗であり、自転車通学での部活帰りの

高校生などの帰路が危険であり街灯の設置をされること。 

 

（回答） 

市道野洲川右岸線への防犯灯の設置については、当該路線の利用者は少数であると想定

され、整備費用についても 30ｍ当り１基の試算で約 3,500 万円の費用が必要となります。

自転車通学の高校生の帰路への対応とのことでありますが、高校生は通学路が指定されて

いないことから、夜間は他の市道、県道の使用をいただきたいと考えています。 

なお、平成 28 年度自治会要望としてあげていただいた堤地先の丁字路については、野洲

川歴史公園サッカー場の利用者が多く、自動車や歩行者・自転車が夕暮れ以降も利用され

ることが考えられた為、局所照明である街路灯を平成 29 年度に１灯設置しています。 

【所管部：市民部・都市建設部】 

 

９．県道木部野洲線の竹生交差点から JR 野洲駅北口間は、通勤時間帯に渋滞が発生している。

渋滞緩和のための道路整備をされること。 

 

（回答） 

県道木部野洲線竹生交差点から野洲駅北口周辺道路などの通勤時間帯の渋滞解消につい

ては、まちづくりと合わせた道路交通網の整備が重要であると考えており、その為にも、現
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在整備されている大津湖南幹線道路および国道８号野洲栗東バイパスによる交通利便性の

向上を最大限生かすために、これらの主要幹線道路へのアクセスを考慮した都市計画道路

の見直し（市道市三宅竹生線の先線から市道市三宅妙光寺を通じた国道 8 号へのアクセス

検討）を行い、市内全体の道路交通ネットワークを検討してまいりたいと考えております。 

【所管部：都市建設部】 

 

１０． 湖南幹線の早期完成の為、引き続き取り組まれること。 

 

（回答） 

  大津湖南幹線については、平成 35年度（2023年度）までに事業完了できるよう、滋賀県

において整備を進めていただいております。早期に整備されるよう、県に対し要望するとと

もに、市も県と連携し事業を推進してまいります。 

【所管部：都市建設部】 

 

１１． 企業の緑地の削減は、近隣への影響が大きいことから、削減計画は止められること。 

 

（回答） 

市内工場における緑地面積率等の見直しについては、工場立地法準則条例を制定し、周辺

環境が保全されることを前提に緑地面積率等を設定しています。また、併せて工場緑化に関

する要綱を整備することで、工場と住宅、教育施設、医療機関等が隣接する部分については

現行法と同程度の緑地が維持されると考えており、決して削減計画ではありません。 

【所管部：環境経済部】 

 

１２． 子育て世帯および介護世帯への支援（おむつエフ）、緑化推進（グリーンエフ）、地

域美化の推進（美化清掃エフ）を発行し手数料の免除をすること。 

 

（回答） 

おむつエフの発行については、所得の多寡に関わらず一律に現物支給するサービスであ

り、逆進性の問題があると思われるため実施することは考えていません。 

グリーンエフの減免制度は、個人の所得や資産に関係なく一律に免除をする制度であり、

このような支援制度に対しては市民から理解を得ることは難しく、また、限られた予算を効

果的に運用することは出来ないと考えます。 

地域美化の推進につきましては、野洲市ボランティア清掃活動支援事業実施要綱に基づ

き、道路や河川など市内の公共的な場所における市内の各種団体による清掃活動に対して、

ボランティア清掃用ごみ袋の無料配布、ごみ運搬車両の貸し出し、ごみ搬入手数料の免除な

どの支援を行っています。 

【所管部：健康福祉部・環境経済部】 

    

産業産業産業産業    

1. 若者の４割が非正規雇用となっている深刻な状況である。市内企業に対して規模を問わず

正規雇用の確保を求めること。 

 

（回答） 

野洲市企業人権啓発推進協議会では、非正規雇用の割合が高い女性に焦点を当てた「女性

活躍推進」や、非正規雇用の不合理な待遇を是正する「働き方改革関連法」に焦点を当てた

研修を開催し、雇用の拡大や待遇の改善について促してまいりました。 
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今後も、研修や企業訪問の機会に、働き方改革関連法をはじめ、労働契約法に基づく「無

期転換ルール」などの周知を行ってまいります。 

（継続）【所管部：環境経済部】 

 

2. 住宅リフォーム助成制度は特定の業者のみに偏ったものではなく、地域で仕事と資金をさ

せ、地域循環型経済効果をもたらし、地域経済の起爆剤としての効果が期待できる。市独

自としての制度化を図ること。地震対策やバリアフリーを条例に入れているが幅広く取り

組まれること。 

 

（回答） 

市では住宅改修については、耐震化やバリアフリー化に対する支援など、必要に応じた支

援を行っているところです。 

（継続）【所管部：環境経済部】 

 

農業農業農業農業    

1. 米国のトランプ大統領はＴＰＰからの撤退を表明したが、米国抜きでの協議が進められよ

うとしている。日本の農業や産業にとって雇用や地域経済にも深刻な影響を与える政府に

対して撤退を求めること。 

 

（回答） 

ＴＰＰにつきましては、国家間レベルの協議事項であるため、賛成や撤退を求める立場で

はありません。 

（継続）【所管部：環境経済部】 

 

2. 日米首脳会談で TAG 交渉といっているが中身は FTA 二国間協議であり暮らしと経済を破壊

させる FTA は売国行為である。国の進める悪政に対して国が進める事だからと物が言えな

いようでは地方自治体の役割は果たせない。国に交渉の中止を求めること。 

 

（回答） 

ＴＰＰ同様に日米の貿易協議につきましても国家間レベルの協議事項であるため、賛成や

中止を求める立場ではありません。 

【所管部：環境経済部】 

 

3. コメの生産調整廃止で直接支払金が廃止された。農地中間管理機構の促進で大規模農業へ

と進む中で小規模の個人農家は壊滅状態にある。自然災害などの時の補償制度も出来たが

これまでの農業共済制度と異なり収入保険制度は手厚い保護策になるため掛け金が高額に

なる。小規模ほど収入が安定しないため保険料率も高くなる。新制度により負担が増える

ことになっては本末転倒である。県・国に対して農業への抜本的な対策を求めること。 

 

（回答） 

農業共済制度は、対象作物が米、麦、大豆に限定され、自然災害や病虫害などの災害によ

る収量低下を補償するものです。一方、収入保険制度は、原則すべての農産物を対象とし、

自然災害に加え、農産物の価格低下による収入減少にも対応した保険です。この制度の導入

により、農業者の選択肢が増えることとなったと考えています。 

掛金については、制度自体が異なっていることや選択する補償割合によっても変わってき

ますので比較することはできません。 
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（継続）【所管部：環境経済部】 

 

防災防災防災防災対策対策対策対策    

1. 中小河川の氾濫に対しての治水対策の幹線整備を早期に図ること。 

 

（回答） 

本市では、平成 22 年度に公共下水道雨水基本計画を策定し、主要な河川や水路の流下能

力を把握のうえ整備に着手しているところです。 

雨水幹線整備事業につきましては、市三宅・四ツ家地区の治水安全度の向上、及び野洲駅

南口周辺の常襲的な浸水被害の軽減を目的に、平成 23 年度より五之里地先から市三宅地先

の友川の改修に取り組んでおり、昨年度には約 1,400ｍの河川改修を終えています。これに

より、市三宅東部区画整理事業内に必要であった洪水調整池が不要となり、また、野洲駅北

側の地域、住宅地、工業地の治水が格段に向上しています。 

また、県においては駅前の治水対策として一級河川妓王井川を平成 26 年度から河床を

50cm 切下げる低水路整備を行っていただいており、今年度工事が完了する予定となってお

ります。しかしながら、抜本的な治水対策が行われていないことから、妓王井川を含む流下

能力の低い一級河川については、引き続き県に対し、河川改修事業の促進を重点的に要望し

ていきます。 

一方、国におきましては、平成 27 年の関東・東北豪雨を受け、「水害は必ず発生する。」

との考えのもと、“水防災意識社会 再構築ビジョン”を策定し、堤防強化などのハード対

策や逃げ遅れをなくすための避難行動の取り組みに係るソフト対策を一体的・計画的に推進

しているところです。 

本市におきましても、ハード対策だけでなく、防災・減災についての情報共有や避難誘導

等のソフト対策の取り組みを一層進めていきます。 

  なお、現在導入の検討を進めている都市計画税により財源の見通しをたてた上で、既存の

市街化区域における雨水整備につきましては、野洲市公共下水道雨水基本計画書を見直し、

大津湖南幹線道路の供用を考慮した新たな市街地での検討や、従来から雨水排水対策が課題

となっている地域についても、新たな雨水幹線整備事業を検討してまいりたいと考えていま

す。 

（継続）【所管部：都市建設部】 

 

2. 祇王学区の北地区に設置している新川の２基のポンプの排水容量が不足しあふれる。兵主

学区の野田付近の新川の河川幅が狭いため上流に逆流して溢れるため河川の拡幅が必要で

あり整備を求める。 

 

（回答） 

  新川の 2基のポンプについては、現時点でできる限りの整備がなされたものであり、今後

とも引き続き県と協議してまいります。ご要望いただいている野田付近の狭小部について

は、現在、河川管理者である滋賀県によって、野田、安治地先の河道拡幅工事を継続的に実

施していただいております。 

（継続）【所管部：都市建設部】 

 

3. 家棟川・童子川・光善寺川の浚渫と野洲川の雑木の撤去を県・国に求めること。 

 

（回答） 

  現在、河川管理者である滋賀県において家棟川・童子川・光善寺川等の一級河川の浚渫、
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伐木、除草の継続的な実施をされているところですが、十分でない箇所もあります。このた

め、今後においても、市内の一級河川の治水安全度を向上すべく、適正な維持管理が行われ

るよう引き続き、具体的な箇所を示しながら、県と協議し浚渫等の実施を要望してまいりま

す。 

【所管部：都市建設部】 

 

4. 安倍内閣は第 5次エネルギー基本計画で、「2030 年度に電力の２０～２２％を原発から供

給することを目標とする」この政策に基づき関電は 11 月 7 日に高浜原発 3 号機の再稼働

を行いました。一方東海第 2 原発の再稼働に、茨城県那珂市長は「住民の意見を反映する

のが市長の役目」として反対しています。世論調査で「原発ゼロ」を求める人が７５％に

達しています。原発をやめクリーンな再生可能エネルギーへの転換、分散型のエネルギー

が求められており、原発の再稼働に反対されること。 

 

（回答） 

原子力発電所における事故対策については、事業者において可能な限りの対策を実施して

いただくことは勿論、国全体の防災対策として慎重に考えるべき問題と考えます。 

また、原子力発電所の再稼動については、安全性や判断基準により国において判断される

べきものであり、国全体の将来にわたる大きな問題であることから、市独自の要望等につい

ては考えていません。 

エネルギー施策については、将来的に原発依存度を低減しつつ、国民に不安や負担となら

ないよう、再生可能エネルギーを含めた現実的かつバランスのとれたエネルギー需給構造へ

の緩やかな移行を進め、実現していくことが重要だと考えています。 

（継続）【所管部：市民部・環境経済部】 

 

5. 国において通学路におけるブロック塀等の改修は検討されているが、国の制度を待たず市

内の危険なブロック塀改修の独自の補助金制度をつくられること。 

 

（回答） 

  国ではブロック塀に対する補助金交付制度を検討されていますので、その内容を確認し、

国の制度を満たすような本市の制度を検討していきます。 

【所管部：都市建設部】 

 

6. 毎年行われる防災訓練を、1学区での大規模な訓練から、各学区で自治会も含め避難誘導、

非難困難者への対応、避難所開設の訓練など、住民を巻き込んだ訓練を行われること。 

 

（回答） 

近年のこれまで想定していなかった災害が全国各地で多発していることを受け、より実践

に即した訓練が必要であることから、平成 29 年度から例年開催をしている市の総合防災訓

練の一旦休止を行い、第３回目の自主防災組織等リーダー研修会として、避難所の適正な開

設、運営に特化した研修会を、市内の学区を２つに分けて２日間に亘り実施しています。 

研修会では、自治会の自主防災組織等リーダーを始め、民生委員、社会福祉協議会職員、

市内小中学校教職員、県立高校教職員、野洲高校生徒、消防団員、及び市職員など、避難所

の開設・運営に関わる各種団体に参加していただいております。 

研修会では、講義だけなく、ワークショップ形式で、住民主体の避難所の設営、運営手法

として、避難所施設の空間設定とその使用方法、課題等について参加者自ら考え、その後体

験型研修として段ボールベッドなどの作成を行っています。この研修により、災害時は避難
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者の中からリーダーを選定願う中、避難者同士が協力して自主的に運営され、行政とともに

それぞれが助け合い、役割を担うという「共助」の考え方について情報共有をいただけたと

考えています。また、研修結果を各自治会へ持ち帰り周知いただくとともに、研修結果をま

とめて全戸回覧、市のホームページにおいて周知を図っています。 

なお、次年度以降も当該研修を継続して実施する予定をしており、ご要望の「避難誘導、

避難困難者への対応」という点も含めて研修内容を検討していきます。 

【所管部：市民部】 

 

平和平和平和平和    

野洲市の平和への取り組みとして自治体として次の３つ点について努力されること。 

 

① 核兵器禁止条約の署名と批准をおこなうことを国に求めること。 

② 非核 3原則を盛り込んだ滋賀県平和宣言の採択に向け、県に働きかけられること 

③ 被爆者が訴える核兵器廃絶・国際署名を市役所の窓口に配置され市民に広くアピールさ

れること 

 

（回答） 

① 唯一の被爆国である日本が「核兵器禁止条約」に批准しないことは残念に思いますが、

市独自で国への働きかけは考えていません 

② 非核３原則は、国政にかかわるものであり、市から県への働きかけは考えていません。 

③ 被爆者が訴える核兵器廃絶・国際署名は、団体からの協力要請に基づき、毎年人権セン

ターに設置し協力を行っており、今後もできる範囲での協力を行います。 

平和への取組みは国や県に働きかけを行うものではなく、地方自治体として自立して行う

べきものであると考えており、核兵器廃絶に向けては、平和パネル展をはじめとした市独自

の取り組みにより、引き続き市民への啓発を行います。 

（継続）【所管部：総務部】 

 

以上 
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