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平成３０年度野洲市予算・施策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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 

 

◎  豊かな人間性をはぐくむまち 

１． 若い母親層を中心に子育て支援の充実を望まれており、核家族が

多数を占める環境の下で、出産や子育ての悩みも多いので、出産

や育児の相談等、家庭をバックアップする体制の充実を図るこ

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。 

【所管部：健康福祉部】 

 

２． 若い母親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） 

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、母親に寄り添いながら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目的に実施しています。 

また、健康相談や家庭訪問等の保健サービスを中心に、地域の民生委員によ

る１歳誕生日訪問や子育て支援センターが実施している育児不安等を抱える

母親の支援等と連携しながら、地域とつながりが持てるよう支援していきます。 

【所管部：健康福祉部】 



２ 

 

 

３． 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では、地域や学校と連携しながら、育成啓発部会、

校園部会、補導部会、地域安全部会の部会活動を通じ、青少年健全育成の取り

組みを進めています。特に、初発型非行防止活動として、市街地の店舗を中心

に巡回する「愛のパトロール」や、夏休み・冬休み、花火大会における巡回活

動などを実施しています。 

また、各学区の青少年育成会議でも研修会やパトロールなどが行なわれ、地

域での見守り活動が展開されています。 

引き続き守山野洲少年センターや関係団体との連携を密にしながら、青少年

育成のための活動を進めていきます。 

【所管部：教育委員会】 

 

４． 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が決まった LINEによる相談など有

効なサポート体制を築くこと。 

 

（回答） 

  各小中学校では、教育相談主任を中心に教育相談体制を強化し、年に３回程

度の定期的な相談を実施するとともに、必要な時期に必要な相談ができるよ

うにしています。また、教員だけでなく、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の配置を充実させ、多面的な立場か

らサポートできる体制を整えています。 

さらに、現在、県教育委員会の相談ダイヤル等の利用を子どもに提供してい

ます。今後、国や県においてＳＮＳを活用した相談窓口を設ける予定があり、

その利用も考えています。 

【所管部：教育委員会】 

 

 

◎  人とひとが支えあう安心なまち 

 

１． 地域医療の充実促進を図る拠点として野洲駅南口に市民病院を早

期に整備すること。 



３ 

 

 

（回答） 

市議会 11 月定例会において可決いただいた病院整備関連予算によって、１

月から実施設計業務に取り組む予定です。また、並行して人事・組織、運用面

の調整、現野洲病院からの事業継承、医療法や健康保険各法に関する許認可の

手続等々を進めながら、市民への説明についても、小グループでの懇談会など

を積極的に展開し、一層の理解と支援拡大を図る予定です。 

  野洲市民病院の開院時期につきましては、実施設計業務の終盤で一段具体

化する見込ですが、大規模かつ機能的にも複雑な施設であることから、事業実

施計画中で示した通り、今のところ平成 33 年春頃まで工期を要するものと見

込んでいます。 

【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」などの活動があります。「いき

いき百歳体操」は現在 35 の団体が週１～２回、体操に取り組んでおられま

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。 

【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



４ 

 

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。 

【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、福祉的サービスの情報提供及び

相談に対応しています。 

また、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があり、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おり、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。 

【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） 

「借金がある。」、「失業して仕事が見つからない。」など、生活に困窮されて

いる方の相談については、生活困窮者自立支援法を所管する市民生活相談課が

担当しており、その課題の解決や生活再建が図れるように、専門の相談員が相

談に応じ、寄り添って支援を行っています。また、相談の中で生活保護制度の

利用が必要であると思われる場合は、社会福祉課との連携により対応していま

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。 

【所管部：市民部、健康福祉部】 



５ 

 

 

６． 防火・防災対策の強化を図るため、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。 

 

（回答） 

一級河川の流量断面積の増加対策としましては、河川管理者であります県に

おいて妓王井川、童子川をはじめ流下能力が不足する河川に対し改修工事を実

施していただいています。 

しかしながら、光善寺川については、天井川を解消し、河床の切り下げを県

に対し要望を行っていますが、当面の改修計画はなく、Ｔランク河川（※）と

して位置づけられ堤防補強対策を実施していただいているところです。 

また、家棟川については、新幹線付近の整備以外は、淀川水系 甲賀・湖南

圏域河川整備計画に基づく整備が完了しており、新たに流量断面積の増加を図

る計画はありません。新川の改修については、野田集落下流地先から農道橋設

置箇所までの区間が、一部未改修となっています。すでに用地買収はできてい

ることから、今後、事業実施に向けた調整を行っていただいているところです。 

  なお、県においては、計画的な河川点検として、年 6回の点検を実施いただ

いています。市におきましては、注意報の発令時におきまして、要監視箇所を

中心に点検を実施しています。 

 (※）Tランク河川:当面の間、下流リスクとの関係から築堤が制限されたり、平地河川化

等抜本的な破堤回避対策の実施が困難な区間について堤防の質的強化や氾濫制御を

図る河川。 

【所管部：都市建設部】 

 

７． 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。 

 

（回答） 

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 25 箇所あります。

そのうち３箇所を土留擁壁等で平成 15 年から 21 年度にかけて、国の補助を

受け、県により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



６ 

 

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。 

【所管部：都市建設部】 

 

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） 

本市では、各学区単位で防犯灯の必要な箇所を整備するため、毎年、各学区

に対し防犯灯の設置要望を聞き、計画的な整備を図っています 

また、市の既設防犯灯については、自治会等から防犯灯の不具合の連絡等が

あった場合、出来る限り速やかに対応を行い、同時に LED 器具に順次交換を行

っています。 

次に防犯カメラの増強については、滋賀県警察本部が実施している県内自治

会を対象とした地域見守りカメラ設置促進事業があり、毎年、年度初めの自治

連合会を通じて各自治会へ設置希望の照会を行っています。この事業は、防犯

活動に取り組んでいる自治会へ防犯カメラの無償貸与をされているもので、現

在、市でも４自治会１２台を設置いただいています。今年度は、市内で希望の

あった１自治会が申請を提出いただいています。地域全体の犯罪防止の目的で

１台設置がされ、犯罪抑止に寄与しています。また、市の事業としては、野洲

駅南北両側に４台ずつの防犯カメラを設置していますが、野洲駅北口整備工事

において駅周辺の防犯カメラを８台増設して駅周辺の防犯に努める予定です。 

防犯パトロール車については、今年度、全国共済農業協同組合連合会滋賀県

本部から防犯に寄与することを目的として、車両３台の寄付を受け、これら３

台を青色防犯パトロール車として登録し、市内各中学校に配属しました。今回

の寄付により青色防犯パトロール車が６台となり、今後の防犯パトロール活動

に取り組みます。 

【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



７ 

 

た交流・商業施設の計画を策定し、早期に整備に着手すること。 

 

（回答） 

「交流/商業施設」については、野洲駅南口周辺整備構想に基づき、昨年２

月から、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

を進め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、年度内には整備方針を取

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】 

 

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。 

【所管部：環境経済部】 

 

３． 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） 

主な観光ルートとして、自然派コースと歴史派コースをそれぞれ合わせて７

コース設定しているところですが、交通手段がウオーキングと車が中心となっ

ており、今年度は、自転車で巡るモデルコースのサイクリングマップを作成中

です。今後、弥生文化の象徴である銅鐸や徳川家康も宿泊したとされる永原御

殿、また、平家の終焉の地としての平宗盛の胴塚など、焦点の当て方の工夫や

ストーリー性を重視し、ＳＮＳ等を有効に活用しながら市の魅力を発信すると

ともに、行きたい、歩きたいと思えるような案内看板づくりに努めます。 



８ 

 

【所管部：環境経済部】 

 

◎  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、形態・色彩

とともに一体的な眺望を確保します。 

 

【所管部：教育委員会、都市建設部】 

 

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、祇王井川周辺の街道につ

いては、水のせせらぎ等を活かし、景観に配慮した都市空間を展開しています。 

 今後も都市計画マスタープラン及び野洲市景観計画の方針に基づき、清流の

流れる水路などの復活に取り組みます。 

【所管部：環境経済部、都市建設部】 

 

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） 

市内には数多くの文化財があり、これまでも保存すべき文化財は指定をし、

保護・継承に努めています。 

永原御殿跡は、平成 31 年度に国史跡の指定を目指し、平成 29 年度から調査



９ 

 

に着手しています。保存・整備には地権者をはじめ、祇王まちづくり推進協議

会と連携しながら事業を進めています。 

【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着手、また篠原駅の周

辺整備、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.」にて回答した交流/商業施設のほか、市民病院、市民広場の整備を合わせ

て進めます。 

  新市街地の整備につきましては、都市計画マスタープランにおいて長期的

に市街化を検討していく地区および新たに都市拠点の整備を図る地区として

位置付けている 15 地区について、市街化の実現性・可能性を検証し、市街化

区域編入のあり方を整理するとともに、土地利用の将来像や想定される居住

人口等を示した「野洲市まちづくりビジョン」を平成 28 年３月に策定したと

ころです。 

  篠原駅周辺、特に入町地区につきましては、まちづくりビジョンを策定する

過程において地元意向の熟度が低い地区と判断し、「市街化区域編入の実現

性・可能性の高い地区」からは除外しましたが、ＪＲ篠原駅直近部であり、駅

南口整備に伴う市街地化のインパクトは強いことから、市街化区域編入の実

現可能性の余地は十分にあると考えており、今後、地権者や地元自治会の皆様

の意向を踏まえながら、状況に応じて段階的に検討を行っていければと考え

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い

ます。 

【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。 



１０ 

 

 

（回答） 

ＪＲ野洲駅-篠原駅間における新駅整備の事業着手に向けては、新駅周辺の新

都市拠点の形成により、新たな受益を創出し、新駅と駅周辺区域の利活用を図る

ことで当事業の事業効果を得る必要があり、また、現地の排水対策、周辺土地の

開発のための都市計画区域の用途変更手続き、地権者の意向、上下水道整備等の

インフラ整備等の解決を図ることが必要となります。 

本市としましては、篠原駅の橋上化を終え、現在は野洲駅南口周辺整備を進め

ているところですが、次の段階として、新駅整備に係る課題解決に向けた取り組

みを進めます。 

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検討すべきであると考えています。 

【所管部：政策調整部、都市建設部】 

 

３． 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。 

 

（回答） 

  国道８号野洲栗東バイパスについては３月に起工式が実施され、今年度か

ら事業主体であります国土交通省において工事が本格的に実施されていると

ころです。大津湖南幹線については、平成35年度までの事業完了予定であり、

事業主体であります県において整備を進めていただいています。いずれの路

線についても早期整備されるよう事業主体に対し要望するとともに、事業主

体と一体となって事業を推進します。 

  また、国道８号の東進整備については、必要性を認識しており、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、バイパスの

ルート検討など、調査を実施されるよう国土交通省等に対し要望を行ってい

ます。国道８号野洲栗東バイパス整備が進み、供用された後はその先線が渋滞

することが予想されることから、道路整備の必要性、重要性を引き続き重点的

に要望していきます。 

【所管部：都市建設部】 

 

４． 公共交通は、高齢化の進行が見込まれる中で、重要性が増していく

ものと考えられ、コミュニティバスの新規ルートの開発やルートの

細やかさも検討すること。 



１１ 

 

 

（回答） 

今年度、平成 31年４月の運行開始を見据え、市コミュニティバス運行等の

見直し業務を実施しています。この見直しでは、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ことを目的として進めています。 

【所管部：市民部】 

 

５． 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

ともに、地元の意見を聴きながら適正な樹木管理を行い、安全・安心して公園

等をご利用いただけるよう努めています。 

  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ます。 

【所管部：都市建設部】 

 

６． 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

前交通網整備に必要な野洲川沿い縦貫道路を検討すること。 

 

（回答） 

県道小島野洲線の野洲川大橋西詰交差点の交通渋滞により、朝夕にかけて野

洲駅前、市役所前まで慢性的な渋滞が生じている事は、認識しています。こう

した諸課題に対応するため、国や県とともに国道８号野洲栗東バイパスや大津

湖南幹線が供用開始した後市内の交通の流れを検証し、幹線道路を結ぶことに

より、新たな道路ネットワークを構築し、道路環境の整備を検討していきます。 

【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。 

 



１２ 

 

（回答） 

市民活動団体の交流、情報交換の場として、市民団体の実施による「やすま

る広場」の開催や「市民活動事例報告会」の開催を行い、市民への情報提供、

市民活動団体の交流、育成支援に努めています。 

また、市内の市民活動団体にかかる基本情報を取りまとめた市民活動データ

ブックのホームページ掲載や、関係機関をはじめ各自治会へ冊子の配布などに

より、市民活動がまちづくりの地域資源として生かされるよう情報発信に努め

ているところです。 

さらに、平成 30 年度には、市民活動支援の機能を北部合同庁舎の市民サー

ビスセンターに移転することで、地域の課題解決につながる市民活動の支援を

行う予定です。 

【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。 

【所管部：市民部】 

 

 

以上 


