


◎ 豊かな人間性をはぐくむまち 

 少子高齢化、人口減少に立ち向かい、健全な野洲市を維持するためには、子育て

支援や教育の充実など、次世代を育てる取組みが重要です。 

１． 核家族が多数を占める環境の下で、子育て世代は出産や子育ての悩みも多いた

め、出産や育児の相談等、家庭教育を支援する体制の充実を図ること。また、

若年層は地域の関わりが少ないことから、家庭・地域のコミュニケーションが

図れる体制を築くこと。 

 

（回答） 

出産や子育ての悩みに対して、妊娠期から母子健康手帳発行時に保健師又は助産師

など専門職が関わり相談に応じています。家庭の支援が得にくい妊産婦へも、妊娠・

出産・育児に関する相談先や産後の赤ちゃん訪問の案内、利用できるサービス等を掲

載した野洲市子育てガイドブックや野洲市の子育て情報のチラシを渡し早くから情報

提供するとともに、出産後に全数連絡し、地区担当の保健師や助産師が訪問して育児

等の相談支援をしています。 

また、核家族化による社会的に孤立している育児不安の高い妊産婦に対しては、産

後に育児のサポートを目的とした宿泊とデイケアによる「産後ケア事業」の利用がで

きる体制を整えており、これらは、今後も支援できる体制を継続していきます。 

市内３カ所の子育て支援センターを乳幼児と保護者の活動の場所として利用する地

域子育て支援拠点事業、生後４ヶ月までを対象に保健師が訪問する乳児家庭全戸訪問

事業および１歳児を対象に地域の民生委員・児童委員が訪問する子育て家庭訪問事業

により地域の子育て情報の提供、子育てにおける心配事や悩みごとなど気軽に相談で

きるよう支援するとともに、市の広報等により相談窓口の周知にも努めています。 

地域の関わりが少ない母親が孤立しないよう、妊娠期から各乳幼児健診・乳幼児の

健康教室において、子育て支援センターなど地域で交流できる場の情報提供や仲間づ

くりを実施し、地域とつながりが持てるよう支援していきます。 

（継続）【所管部：健康福祉部】 

 

２． 国の施策である教育無償化実現に向けた財源確保のため、必要な予算要望をし

っかりと続けていくこと。 

 

（回答） 

 幼児教育の無償化に係る費用については、年間約８千億円のうち、約３千億円を地

方が負担する予定となっており、地方の負担分については、全額が地方交付税措置さ

れる見込みですが、幼児教育の無償化に必要な財源が確実に措置されるよう、引き続

き国に要望して参ります。 

【所管部：健康福祉部】 

 



３． 国際化やＡＩなど技術革新が進む中、コミュニケーション能力は益々重要にな

る一方、対人関係を苦手とする傾向は高まっている。これまでの受け身の教育

から「自ら考え議論する学び」への転換を一層推し進めること。 

 

（回答） 

 各学校園では、コミュニケーションの基礎となる人間関係づくり（仲間づくり）に

力を入れています。そして、授業や保育の場面だけでなく、学校や園での生活全般を

通じて、子どもたちに一緒に活動させたり、同じ体験をさせたりして、意図的にコミ

ュニケーションを必要とする機会を設定するなどしています。また、小中学校では、

授業の中で積極的にペアや小グループでの意見交流の場を設け、自分の思いをたくさ

ん話し、相手の思いを受け止めて聞き、考えを広げ深める活動に取り組んでいます。  

【所管部：教育委員会】 

 

４． 非行の防止と青少年の保護の観点から、学校や家庭、地域等が連携して、犯罪

から青少年を守る体制を築くこと。 

 

（回答） 

 野洲市青少年育成市民会議を中心に、各学区の青少年育成会議や守山野洲少年セン

ターと連携し、青少年の非行防止や青少年を犯罪から守るための取組みを進めていま

す。 

（継続）【所管部：教育委員会】 

 

５． 隣接市では、中学生の自殺者まで出ており、悩みを先生等に相談できる教育体

制や大津で導入された LINEによる相談など有効なサポート体制を築くこと。 

 

（回答） 

 本市の小中学校では、心のオアシス相談員やスクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカー等を適切に配置し教育相談体制を強化しています。同時に、こうした

専門的な視点を活かしながら、教育相談主任を中心に、年に３回程度の定期的な相談

の実施の他、日常の児童生徒の観察・相談・支援を継続的に行うなど、相談活動の充

実も図っています。さらに、ふれあい教育相談センターや発達支援センター等の諸機

関とも連携・協働し、相談の窓口を広げ、児童生徒の心の多面的なサポートも行って

います。また、他の窓口としては、県教育委員会や県心の教育相談センターの相談ダ

イヤル等の利用を児童生徒及び保護者に情報提供しています。 

(継続)【所管部：教育委員会】 

   

◎  人とひとが支えあう安心なまち 

１． 高齢化が進む中、地域医療の核として今後一層重要性が増し、市民の期待も



大きい野洲市民病院（野洲駅南口）の実施設計の完了後、関係機関と調整の

上、早期の着工を目指すこと。 

 

（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。 

【所管部：政策調整部】 

 

２． 高齢者人口は年々増加しており、高齢者が安心して住み慣れた地域で、健康

に暮らし続けられる体制を築くこと。 

 

（回答） 

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、介護予防を推進

し、高齢期の健康に対する意識を高め、できるだけ長く元気で暮らせるように支援

しています。 

介護予防支援の取り組みとしては、自治会館などの身近な地域で行われる「ふれ

あいサロン」、「いきいき百歳体操」などの活動を推進しています。 

また、地域で暮らし続けるためには、プロによるサービスのほか、地域における住

民同士の支え合いも必要であり、高齢者自身が支える立場に積極的に参加していくこ

とも必要です。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めざ

し、社会福祉協議会と共に支援する生活支援体制整備事業の取組みを積極的に進めて

いきます。 

（継続）【所管部：健康福祉部】 

 

３． 高齢者が自立した生活を送り、介護が必要な時にサービスを利用しやすい環

境を整えること。 

 

（回答） 

介護保険の認定を受けた方や介護予防・日常生活支援総合事業の対象となった方に

対して、その人が望む自立した生活が送れるよう、ケアマネジャーが自立を支援する

ケアプランを作成することについて、市は保険者として指導を行っています。 

また、必要な時にサービスが利用できるよう、指定事業者の確保に努めているほか、



サービスの質や提供体制を確保するため、必要に応じて事業所の指導を行っています。 

（継続）【所管部：健康福祉部】 

 

４． 障がい者やその家族が気軽に相談できる支援体制を整え、障がい福祉サービ

スの提供を図ること。 

 

（回答） 

障がい者自立支援課及び地域生活支援室では、障害者手帳等の申請手続や障がいのあ

る人やそのご家族からの相談に応じ、福祉サービスの情報提供及び相談に対応していま

す。 

市の委託相談支援事業所として、野洲市社協障がい者相談支援センターや精神障害者

地域生活支援センター風、市内指定特定計画相談支援事業所により、障害福祉サービス

の利用援助や計画相談支援（ケアプラン）についての相談、権利擁護のために必要な援

助や情報の提供などを行っていただいています。 

また、これらの計画相談支援事業所の協力を得ながら、学齢期と福祉サービスの説明

会を年２回開催しています。 

今後もこれらの相談支援の充実により、利用者にとってより適切な障がい福祉サー

ビスの提供を図ります。 

（継続）【所管部：健康福祉部】 

 

５． 経済的に不安定な生活を余儀なくされている人が、安心して自立した生活を

送れる支援体制を確立すること。 

 

（回答） 

生活困窮に陥る要因は、多様で複雑な要因が絡み合っているため、専門分野だけの

対応では断片的な対処に留まり、根本的な解決につながりません。そこで野洲市で

は、市役所に設置した総合相談窓口である市民生活相談課を核にして、市役所や地域

の関係機関の総合力により、包括的、継続的に支えあう体制を構築し推進していま

す。今後、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者自立支援法等を

効果的に活用し、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化に努めます。 

さらに、市役所内には、ハローワーク機能を有する「やすワーク」を常設し、ハロー

ワークとの連携により就職ナビゲーターを派遣していただき、就職情報の提供や紹介状

の発行などの就労支援と市役所の生活支援を一体的に実施して、相談者が前向きな気持

ちで就職活動ができるように支援しています。 

（継続）【所管部：健康福祉部・市民部】 

 

６． 平成２５年の台風２５号や近年のゲリラ豪雨により多くの市内河川が溢水

し、浸水被害や交通麻痺を招くなど、野洲市は治水に多くの課題を抱えてい



る。①河川や水路の点検の実施とともに、喫緊の課題である天井川として危

険度が高い光善寺川の切り下げ改修や家棟川、新川などの流量断面積の増加

対策を図ること、②急傾斜地などの危険個所では、生命が常に脅かされてお

り、改修・整備を進めること、③様々な緊急時における市民の安全を確保す

るため、具体的な自主避難マニュアルを策定すること。 

 

（回答） 

①光善寺川の切り下げ改修や家棟川の流量断面積の増加については、市としても治水

安全の向上のため必要と認識しており、抜本的に改修していただけるよう引き続き県

に要望するとともに協議してまいります。 

また、新川については、現在、安治地先において、流下能力を向上すべく河道掘削

工事を実施いただいており、早期に事業が完了するよう市としましても県と連携しな

がら整備を進めてまいります。 

②市内には、野洲市地域防災計画において、災害時の避難方法を定めている急傾斜地法

の規定による勾配が 30 度以上、かつ高さが５メートル以上の斜面で人家等に被害を及

ぼすおそれのある急傾斜地崩壊危険箇所が 27 箇所あります。そのうち、がけの高さが

10ｍ以上あり、かつ保全人家が 10 戸以上となる三上地区の東林寺・山出地先の 3 箇所

の対策を県が事業主体となり平成 14 年度から 21 年度にかけて施工していただきまし

た。 

しかし、残る箇所では、土砂災害事業における補助金採択基準に適合していないこと

から、取り組みができておらず、採択基準を緩和するよう国や県に対し、強く要望を行

っています。 

現状では、整備ができていない人家が近接している地域、特に妙光寺や三上、南桜、

北桜、入町地先を中心に、大雨時には急傾斜地危険箇所の水防パトロールを行い、斜面

の状況、土砂の崩落、湧水等について現地確認を行っています。万一、異常が認められ

た場合には、対象となる自治会や個人に対し、避難の連絡等、適正な誘導に努めていま

す。 

③自主避難に関するマニュアルについては、自主避難は、災害対策基本法に基づき、

野洲市地域防災計画に定める避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避

難指示）の発令による避難ではなく、避難者が自身の判断により行う避難ですので、

自主避難に関するマニュアルはありません。しかしながら、市の自主避難所の設置か

ら閉鎖までの考え方を市民の方に十分にご理解いただく必要があると考え、「自主避難

所の考え方」をまとめ、10 月 15 日に開催された野洲市自治連合会第３回役員会に説

明し、ご理解をいただくともに、次年度、全戸回覧による周知や、台風等で自主避難

所に入られる前にお配りし、周知したいと考えています。 

（継続）【所管部：都市建設部・市民部】 

 

７． 防火・防災活動に携わる消防団員の緊急時における駐車スペース確保を含



む、分団詰所の施設改善及び待遇改善に取組むこと。 

 

（回答） 

消防団分団詰所の施設改善については、修繕箇所がある場合、適宜修繕を行ってい

ます。また、団員の駐車スペースの改善など大規模な整備、移転を伴う建替え工事な

どは、消防団施設の更新計画に基づき対応を行っていきます。 

【所管部：市民部】 

 

８． 犯罪抑止に向け、防犯設備である防犯灯、防犯カメラ、防犯パトロール車な

どの増強を図ること。 

 

（回答） 

防犯灯につきましては、野洲市防犯灯設置要綱に基づき、居住地域外は市が設置・

管理を行い、原則集落間を連絡するような道路沿いで防犯上特に危険があると判断さ

れる場所としています。また、市の防犯灯の新設に当っては、公平性を保つため自治

会連合会を通じてとりまとめをお願いし、毎年、年度初めに、自治連合会に依頼、取

りまとめをいただき、単年度１学区当り関電柱などへの架設の場合は３灯、ポール柱

を設置する場合は１灯を限度に設置をしています。 

防犯カメラについては、市では不特定多数の方が利用されるＪＲ野洲駅に設置を行

っており、平成 30 年度駅前周辺整備と合わせて 16 台から８台増の 24 台としていま

す。また、自治会設置の防犯カメラについては、県の地域見守りカメラ設置促進事業

が平成 29年度をもって終了したことから、平成 31 年度から自治会活動活性補助金の

補助対象に防犯カメラを新たに追加しています。 

防犯パトロールについては、市の青色回転灯の防犯パトロールによる市内巡視及び

地域安全センター職員による巡視、さらには、駅周辺自治会、駅前駐在所の全面的な

協力をいただき、市との協働事業として毎月原則月末の金曜日にブルーフラッシュ活

動実施しています。また、防犯ウォーキングとして 81 名の方が、日頃のウォーキング

やジョギング、犬の散歩などを兼ねて防犯パトロールを実施していただいており、今

後も市民と協働して継続した防犯活動を実施していきます。 

（継続）【所管部：市民部】 

 

◎  地域を支える活力を生むまち 

１． 野洲駅中心市街地整備計画に基づき、野洲駅南口に多機能を備えた交流・商

業複合施設の詳細な計画を早期に策定すること。 

 

（回答） 

「交流/商業施設」については、現在、整備方針の策定に向けまして、民間事業者へ

のヒアリング等を継続するとともに、直営にて事業スキームの検討を行っています。



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。 

（継続）【所管部：政策調整部】 

 

２． 本市の農林漁業は、就業人口の減少や高齢化の進行など、厳しい状況におか

れていることから、農林漁業の経営基盤を強固にするとともに、担い手や後

継者の育成支援に取り組むこと。 

 

（回答） 

担い手や後継者の確保については、意欲ある就農者の定着と経営確立のために「農業

次世代人材投資事業」等を活用し、県やＪＡ等との連携により、サポート体制を強化し

ていきます。 

また、野洲市では担い手への農地集積が進んでいるため、今後は効率的な農業経営

が図られるよう、農地集約にも力を入れ、経営基盤の強化を図ります。 

(継続)【所管部：環境経済部】 

 

３． 北には琵琶湖、南に山、東西に川、そして豊かな歴史という観光資源を生か

し、市内の観光拠点をルート化し、各拠点に観光客を誘導できるよう、ルー

ト内容の検討や案内標識等の充実を図ると共に、市内の観光資源の発掘と活

用及び有効な広報宣伝の検討など、より一層の野洲市の魅力発掘や発信に取

り組むこと。 

 

（回答） 

市内観光のルート化については、現在ある自然派 3コース（三上山登山コース・ホッ

とする風景コース・大自然ドライブコース）、歴史派 4 コース（古代銅鐸の里めぐりコ

ース・豊積の里めぐりコース・平家妓王の里めぐりコース・義経コース）に加え、今年

度は自転車で巡るモデルコースの策定や、サイクリングマップを作成中であり、来年度

はこれを活用した観光ルートも増えることから、新たな観光客も誘導できるのではと考

えております。また、発信力の高いものから案内看板の整備を進め、情報発信のツール

としてＨＰをはじめ、ＳＮＳ等を有効に活用し、野洲市の更なる魅力発信に努めます。 

(継続)【所管部：環境経済部】 

 

４． 新たなアイデアやチャレンジの創出による街の活力を生み出すことを目指し

た、市と市民、そして議員が様々な情報を共有すること。 

 

（回答） 

市民の積極的な活動などは、街の活性化に繋がることから、昨年１０月に市民活動

支援機能を北部合同庁舎に移転し、市民相談機能と連携した支援を行いながら情報の

提供と共有を行っています。 



また、「広報やす」への掲載、ホームページでの情報発信に加え、市議会への報告、

更には野洲市政記者クラブへの情報提供により行っており今後も継続して行ってまい

ります。 

 なお、まちづくりのアイデアや提案を市政に生かす広聴制度（市長への手紙）で

は、市民の皆さんと市長が「顔の見えるコミュニケーション」を図りながら様々な情

報を共有しています。 

【所管部：政策調整部】 

 

◎  美しい風土を守り育てるまち 

１． 野洲市景観計画に基づき、豊かな自然や文化財などの景観資源を保全すると

ともに、眺望景観についても保全を図ること。 

 

（回答） 

三上山を中心とした、野洲らしい景観を形成する資源の保全に努めつつ、市街地と

自然景観・田園景観・歴史文化景観等との調和を図るため、建築物の形態や意匠、色

彩を制限するとともに一体的な眺望を確保してまいります。 

（継続）【所管部：都市建設部・教育委員会】 

 

２． 多様な生態系がはぐくまれる空間となるような、水田・農業排水路などの整

備・保全やまちなかのせせらぎの復活などに取り組むこと。 

 

（回答） 

農地や農業用排水路の保全については「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策事業

（国の交付金）」において、農地法面の草刈りや水路の泥上げ・維持補修の活動、また、

生態系に配慮した水田内水路の設置などに取り組む自治会や活動組織に対して支援し

ています。 

また一方で、野洲駅中心市街地整備計画のなかで、祇王井川周辺の旧街道について

は、水のせせらぎ等を活かした修景整備に取り組み、景観に配慮した都市空間を展開

していますので、今後も清流の流れる水路などの復活に努めてまいります。 

（継続）【所管部：都市建設部・環境経済部】 

 

３． 市内には歴史的遺産が多くあり、それらの保護、継承に努めること。特に永

原御殿の整備においては、民間スタッフとも協力して進めること。 

 

（回答） 

建造物などの有形文化財については、所有者・管理者と協力しながら保護・継承に努

めています。平成 31年度は、老朽化した大笹原神社の防災施設工事（警報設備・消火

設備改修）を行う計画です。 



祭礼などの無形文化財は、後継者・継承者不足の問題を抱えています。参加者の負担

軽減と若い世代の参画が得られるよう地域・保存会で方策を協議いただき、魅力が感じ

られ地域が誇る文化財として維持・継承が図られるよう努めます。 

永原御殿跡は、平成 32・33年度に保存管理計画を、続いて整備基本計画を策定する

計画です。計画策定にあたりましては祇王学区自治連合会や妓王まちづくり推進協議会

に参画いただき、維持管理・保存整備を進めます 

（継続）【所管部：教育委員会】 

 

◎  うるおいとにぎわいのある快適なまち 

１． 拠点整備として野洲駅周辺は南口整備の早期計画、また今後の篠原駅の周辺

整備検討、さらに北部市街地における幹線整備に伴う新市街地の整備を進め

ること。 

 

（回答） 

野洲駅南口周辺整備につきましては、「◎地域を支える活力を生むまち １.」にて

回答したとおりです。 

篠原駅周辺整備の方向性につきましては、平成 28 年 3 月に策定した「野洲市まち

づくりビジョン」において、入町地先約 24.2ha、小南地先 46.7ha 及び大篠原地先

10.8ha 等の区域を「市街化区域編入検討区域」として設定しています。入町地先及び

小南地先の区域は JR 篠原駅周辺における住宅地、大篠原地先の区域は工業系用途地

域に隣接する産業用地としての土地利用を想定していますが、各区域とも、市街化区

域編入の必要性は高いものの緊急性は比較的低い区域又は今後の社会情勢などを勘案

しながら判断すべき地域として位置付けています。 

各区域の市街化区域編入の実現に向けた検討につきましては、想定している土地利

用に関する地権者や地元住民の意向を踏まえながら、状況に応じて段階的に行ってい

きたいと考えています。 

また、大津湖南幹線の整備が予定されている西河原地区および小比江地区について

は、「市街化区域編入の実現性・可能性の高い地区」に位置づけており、大津湖南幹線

沿線のポテンシャルを活かした市街地拠点が形成できるよう、地権者や地元自治会の

皆様の意向を踏まえながら、土地利用の検討を行ってまいります。 

（継続）【所管部：政策調整部・都市建設部】 

 

２． ＪＲ野洲駅と篠原駅間の新駅設置に向けた継続的な取り組みを進めるととも

に、新市街地整備の課題となっている、雨水排水整備の対策を検討するこ

と。 

 

（回答） 

雨水排水整備の対策に係る検討につきましては、今後、当該区域の土地利用計画が



明確になった段階で、新たな雨水幹線等の排水対策を検討してまいりたいと考えてい

ます。 

（継続）【所管部：政策調整部・都市建設部】 

 

３． 市内の幹線道路基盤は実質的に半世紀以前のままで、許容交通量を超え飽和

状態となっている。国道 8号野洲栗東バイパス及び県道大津湖南幹線の早期

整備を進めるとともに、国道 8号東進整備の方向性を国土交通省とともに進

めること。また、市内では学区により人口増加・減少の格差が顕著になって

おり、均衡ある発展を目指す施策に取組むこと。 

 

（回答） 

  国道 8号野洲栗東バイパスについては、平成 29年 3月に起工式を行い、遅くとも

平成 36年（2024年）の供用を目指して、国土交通省において工事を実施されていま

す。 

  大津湖南幹線については、平成 35年度末（2023年度末）までに県道野洲中主線まで

の区間について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。

いずれの路線についても早期整備されるよう国や県と連携を強化し事業を推進してま

いります。 

  国道 8号の東進整備については、国道 8号野洲栗東バイパスが供用された後、その先

線が渋滞することが想定されることから、以前より大津湖南地域幹線道路整備促進協議

会及び市の独自要望において、事業化検討路線として調査着手されるよう要望しており、

今後も近隣市町と調整しながら進めてまいります。 

  市街化調整区域内の土地利用につきましては、市街化調整区域の特性を逸脱しない

範囲で開発行為を可能とするため、予てより「野洲市市街化調整区域における地区計

画制度の運用基準」を制定し、均衡ある発展を目指す施策として取り組んでいます

が、更なる地域の特性に応じた柔軟な対応ができるよう、本年６月に同運用基準を改

定しました。現在、２地区から都市計画提案をいただき、関係者、関係機関等と調整

中ではありますが、集落全体の活性化や均衡ある発展が図られることに期待をしてい

るところです。 

【所管部：都市建設部】 

 

４． 安心して暮らせる快適な居住空間として公園、広場、緑地の維持・整備に努

めること。 

 

（回答） 

既存の公園・広場・緑地は、遊具・施設の点検・修繕を継続して実施すると共に、

地元の意見を聴きながら適正な樹木管理を行い、安全に安心して公園等をご利用いた

だけるよう努めております。 



また、新たな公園整備では、野洲駅南口周辺整備構想の中で、市民広場の整備を位

置付けており、今後、公園機能の具現化に向け基本構想を進めると共に、平成 32 年度

（2020年度）を目途に野洲市緑の基本計画の策定を予定しており、市民のみなさまが

自由に憩える都市公園などの充実に向けた計画策定を進めてまいります。 

（継続）【所管部：都市建設部】 

 

５． 南桜小島線北詰交差点及び野洲川大橋西詰交差点は慢性渋滞となっており、

野洲駅前、市役所前まで交通渋滞を引き起こしている。駅前周辺を含めた交

通渋滞の解消に取組むこと。 

 

（回答） 

野洲駅前、市役所前までの交通渋滞については、朝の通勤、通学時間帯に集中して

おり、県道野洲停車場線と市道野洲中央線交差点の横断歩道歩行者の安全性を考慮し

た車両歩行者分離型信号の制御、および市道小篠原稲辻線の一方通行規制が起因と考

えており、県道野洲停車場線から市道野洲駅下水門までの部分的な規制解除を滋賀県

公安委員会へ要望しています。また、南桜小島線北詰交差点及び野洲川大橋西詰交差

点の慢性的な渋滞については、こうした諸課題に対応するため、現在整備されている

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。 

（継続）【所管部：都市建設部】 

  

◎  市民と行政がともにつくるまち 

１． まちづくりの担い手となる市民活動団体が育つよう、人材育成や人と情報の

交流の場の充実に取り組むこと。 

 

（回答） 

まちづくりの担い手となる自主的、自立的な市民活動への支援にあっては、野洲市

市民活動促進補助金制度により、設立後３年以内の間もない市民団体を対象に今年度

も５団体へ支援を行ったところであります。 

さらに、市民活動団体の交流の機会として、例年６月にやすまる広場の開催や年度

末に開催する市民活動事例報告会の開催を通じ、情報交換と交流の場の確保に努めて

おります。 

（継続）【所管部：市民部】 

 

２． 地域自治の一翼を担っているコミュニティーセンターの更なる活用策の促進



に取り組むこと。 

 

（回答） 

コミュニティセンター７館については、各学区自治連合会等を指定管理者として管

理運営を行っています。地域の特色を活かした事業の実施や施設の管理運営を行って

いただくことで、施設の利用者・利用件数ともに年々増加しており、地域コミュニテ

ィの活動の拠点となっています。これからも各学区の地域性や時代のニーズに即した

形で、コミュニティセンターが最大限に活かせるよう支援を行います。 

（継続）【所管部：市民部】 

 

３． 市民と行政の意思疎通の活発化、地域課題の現地調査及び施策検討の充実の

ため、タブレットの導入など議会を含む市組織の情報ネットワーク改革を推

し進めること。 

 

（回答） 

庁内無線 LANおよび庁内情報資源の有効活用を基本に、セキュリティを確保した

うえでの更なる情報化推進につながるシステム導入の検討を進めます。 

【所管部：総務部】 

 

以上 
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