
野洲市水道事業会計の経営状況悪化のお知らせ

　平成23年「広報やす」９月号においてお知らせしましたとおり、現在の水道料金は、合併後の平成18年度に、
毎年２千万円の赤字を前提に変更されたものです。旧野洲町より基準料金（40㎥／２月）で約千円近く低い、旧
中主町以下の料金に設定されました。
　このため、厳しい条件のなかで経営努力を行ってきましたが、平成28年度当初予算では赤字前提という異例な
計画となります。今後の課題と見通しについてお知らせします。

■経営悪化の要因と経過
　現在の水道料金は、平成18年度に、過大な人口増加
推計による給水収益の増加見込みと、当時約２億円
あった「繰越利益剰余金」の内約１億円を５年間で還
元するという、赤字決算を前提とした異例なものでし
た。この「利益剰余金」も本来は、設備投資に当てら
れるべきものでした。
　このため、改定の翌年度より計画収益と実質収益
が、想定の２千万円を大きく超える結果となりました。
平成26年度で単年度３億円を超えるまでに至っていま
す。
　この対応として、平成20年度の後半より検討を行い
「広報やす」で経営状況の悪化を市民の皆様に公表し
料金改定の必要性をお知らせしました。しかし、リー
マンショック後の景気後退のなか市民生活への影響に
配慮し、値上げを見合わせ、経営努力により現在に至っ
ています。
■平成28年度予算状況
　野洲市は自己水不足分（給水量の50％弱）を滋賀県
企業庁の用水に依存しています。その単価が、平成28
年４月から１㎥27円から31円30銭と４円30銭値上げさ
れます。これが水道事業会計に与える影響は大きなも

のとなります。平成26年度の受水実績（約3,720千㎥／
年）から試算すると、年間約17,300千円となります。
　また、新市発足時から漏水対策が進んでおらず、財
源確保もされてこなかったため、水道管の老朽化が著
しくなっており、この対策のため、平成28年度当初予
算は赤字予算を組まざるを得ない状況となりました。

■料金比較表（H27.4.1現在）
（1ヶ月で20㎥使用した場合の税込料金）

※県下で一番安い料金となっています。
※H27.4.1現在滋賀県生活衛生課資料より抜粋

■水道事業会計の推移（税抜き（単位：千円））
事業収益 事業費用 単年度収支 基金積立額 繰越利益剰余金

H16 881,375 811,061 70,314 10,708 167,648 
H17 887,569 831,158 56,411 24,000 200,059 
H18 820,640 839,965 △ 19,325 10,000 170,734 
H19 799,475 850,416 △ 50,941 0 119,793 
H20 775,700 820,056 △ 44,356 0 75,437 
H21 753,192 797,982 △ 44,790 0 30,647 
H22 774,415 766,127 8,288 0 38,935 
H23 780,378 772,857 7,521 0 46,456 
H24 757,505 770,227 △ 12,722 0 33,734 
H25 759,875 757,545 2,330 0 36,064 
H26 851,542 833,676 17,866 0 53,930 
H27 848,794 838,834 9,960 0 63,890 
H28 840,085 863,550 △ 23,465 0 40,425 

※H27の数値については決算見込み額、H28の数値については当初予算の数値である。
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■施設の整備
　昭和40年代の創設当時の水道管や民間開発団地の水
道管の老朽化が著しく、頻繁に漏水しています。この
ため、平成27年度、今後30年間を見据えたアセットマ
ネジメントを策定した結果、浄水施設の整備も含めた
費用は、平成29年度から５年間で約16億円（今後30年
間で約75億円）と見込まれます。しかし、基金への積

み立てができず、経営に必要な建設費用の確保が難し
い状況に陥っています。
■今後の展望
　このままでは市民の皆様に安全で安定した水道水を
供給することが困難な状況となります。今後、市議会
等において十分な審議を踏まえ将来を見据えた適正な
料金設定を検討していきます。

問い合わせ…上下水道課☎589－6433、FAX589－5041

■平成18年度料金改定後の計画給水収益との比較（税抜き（単位：千円））
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

給水収益（計画） 836,397 851,299 861,991 889,165 915,512 944,062 971,887 999,020 1,027,063
給水収益（決算） 810,575 788,833 759,346 734,703 752,711 761,285 739,355 737,422 726,338
差　額 △25,822 △62,466 △102,645 △154,462 △162,801 △182,777 △232,532 △261,598 △300,725
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投票区(投票所)が変わります

１．投票区の再編理由
　市選挙管理委員会では、各投票区の公平性の確保（有権者数、投票所までの距離、学区ごとの投票所数などの
不均衡の解消）、投票所施設の環境整備（バリアフリーの対応や駐車場の確保など）の実現を目指し、33か所あっ
た投票区を25か所に再編することに決定しました。
　再編後の投票区は、今年７月に執行が予定されている国政選挙からの適用となりますので、ご理解とご協力を
お願いします。

２．投票区の再編により変更となる行政区

投票所が変更となる行政区 再編前の投票所 【再編後の投票所】

安治、六条 六条自治会館
➡ コミセンひょうず堤、井口 井口自治会館

須原 須原いこいの家

下堤 須原いこいの家 ➡ 吉川自治会研修センター

駅前第１、駅前第２、
グラン・ブルー 駅前自治会館 ➡ 市役所

小篠原東部、小篠原西部 小篠原自治会館

桜生 小篠原自治会館
➡ 野洲市人権センター

（旧野洲地域総合センター）五反田、山田、縄手、樋ノ尻、
稲辻、冨波南、みすいでん 栄自治会館

中北、北 北自治会館 ➡ 江部自治会館

新上屋、辻町 辻町自治会館
➡ 市民活動支援センター

（図書館との複合施設）冨波野、冨波甲、冨波乙、
ダイハツ寮、冨波東 冨波乙公民館

五之里 冨波乙公民館 ➡ コミセンきたの

小堤 小堤生産森林組合城山館 ➡ 大篠原自治会館

入町 入町自治会館 ➡ コミセンしのはら
長島、高木 高木自治会館

３．期日前投票所
　期日前投票所については今までどおり、「市役所（小篠原2100番地１）」および「中主防災コミセン（西河原
2400番地）」の２か所です。
※再編の経過や市全体の再編後の投票区については、市ホームページに掲載しています。
問い合わせ…野洲市選挙管理委員会事務局（総務課内）☎587－6038、FAX587－4033

暮らしの情報
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■犬の登録
〇 未登録の場合は、飼い主の住所・氏名、犬の種
類・名前・生年月日等を登録して、鑑札の交付
を受けてください。
☆登録手数料…3,000円／１頭
■狂犬病予防注射 
〇 登録済の犬については、受付票（後日郵送のは
がき）と愛犬カードを持参してください。
〇 犬の体調を十分確認し、問診票（「犬の登録証」
封筒に同封）を事前に記入の上、予防注射の当
日に持参してください。健康に不安のある犬に
ついては、事前に動物病院にてご相談ください。
☆注射手数料…3,400円／１頭
※ 今年度は前年度よりも集合注射会場数を増やし
ています。

■注意事項
〇雨天時でも実施します。
〇 近くの動物病院でも随時「登録受付」「予防注射」
を行っています。
〇 事故防止のため、注射会場には小さな子どもの
同行は避け、犬を扱える飼い主が連れてきてく
ださい。
〇 駐車場に限りがありますので、車での来場はご
遠慮ください。
〇 交通事情により開始時間が前後することがあり
ます。
〇 必ず指定時間内にお越しください。定刻を過ぎ
ましたら次の注射会場へ移動しますので、ご注
意ください。
■問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

犬の登録と狂犬病予防注射を行います
～４月14日㈭から巡回～

　生後91日以上の犬の飼い主には「生涯1回の登録」と「年１回の狂犬病の予防注射を受けさせること」が
法律で義務付けられています。あなたと愛犬の暮らしを守るため、必ず登録を行い、予防注射を受けましょう。

■狂犬病予防集合注射日程
日時　※雨天決行 注射会場 担当獣医師

４月14日㈭

９：30～10：15 近江富士会館 　西山　英治（みずほ動物病院☎077－585－5191）
　北田　繁樹（モリヤマ動物病院☎077－583－8003）
★坂口　裕隆（坂口どうぶつ病院☎077－587－6160）

10：45～11：10 コミュニティセンターみかみ
13：25～13：55 コミュニティセンターきたの
14：20～15：00 コミュニティセンターなかさと

４月15日㈮

９：15～９：35 大篠原自治会館
　今村　香（いまむら動物病院☎077－565－5779）
　山﨑　敦子（山﨑動物病院☎077－587－1441）
★米田　弘師（ヨネダ動物病院☎077－587－6700）

10：00～10：40 冨波甲自治会館
11：05～11：35 行畑自治会館
13：20～14：00 野洲自治会館
14：25～14：55 野洲市役所

４月18日㈪

９：20～９：45 吉川自治会館
　片伯部　健吾（草津犬猫病院☎077－564－1232）
　竹谷 元喜（アーク動物病院☎077－561－6561）
★山﨑　敦子（山﨑動物病院☎077－587－1441）

10：15～10：35 菖蒲自治会館
11：05～11：35 コミュニティセンターひょうず
13：25～13：55 野洲市総合体育館
14：25～14：55 コミュニティセンターしのはら

４月20日㈬

９：30～９：55 比留田自治会館
　八木　良樹（くすの木動物病院☎077－576－7700）
　小西　正浩（こにし動物クリニック☎077－554－6666）
★木村　剛（木村獣医科病院☎077－583－7228）

10：20～10：50 木部自治会館
11：20～11：50 人権センター（グラウンド）
13：30～14：00 比江自治会館
14：25～14：55 野田自治会館

４月21日㈭

９：20～９：50 富士美台自治会館（十ノ坪公園）
　谷出　恭子（カナヤ犬猫病院☎077－564－2493）
　坂口　裕隆（坂口どうぶつ病院☎077－587－6160）
★八木　良樹（くすの木動物病院☎077－576－7700）

10：15～10：45 市三宅自治会館
11：10～11：30 野洲市役所
13：30～13：50 小南自治会館（グラウンド）
14：20～14：50 コミュニティセンターぎおう

５月16日㈪

９：20～９：40 近江富士会館
　足立　恒充（あだち動物病院☎077－566－0415）
　中川　俊樹（中川動物病院☎077－564－0028）
★雲林院　芳規（ブリッジ動物病院☎077-581-3181）

10：05～10：35 野洲川河川公園（管理事務所）
11：10～11：30 人権センター（グラウンド）
13：25～13：45 コミュニティセンターしのはら
14：15～14：45 コミュニティセンターひょうず

５月18日㈬

９：20～９：40 コミュニティセンターみかみ
　米田　弘師（ヨネダ動物病院☎077－587－6700）
　小松　繁司（小松動物病院☎077－583－4050）
★由里　和世（NISHIDAペットクリニック☎077－585－6776）

10：10～10：30 野洲市役所
11：00～11：20 コミニュティセンターぎおう
13：25～13：45 コミニュティセンターきたの
14：15～14：45 コミニュティセンターなかさと

★の医師は、待機獣医師
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ごみ処理手数料やごみの分別方法が変わります
　10月１日の野洲クリーンセンターの更新に合わせ、
プラスチック容器類（プラごみ）は、可燃ごみとして
処理し熱回収（サーマルリサイクル）することを踏ま
え、「ごみ処理手数料」、「プラごみ」の取扱いを変更
しますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
○10月からごみ処理手数料（ごみ袋代等）の
　一部を見直します
　プラごみを可燃ごみとして処理することで、施設運
営経費が約4,000万円節減できることから、市が設定し
ているごみ処理負担率を考慮したうえで、ごみ袋代の
一部を引き下げることで還元します。
　また、野洲クリーンセンターおよび蓮池の里第二処
分場への直接搬入手数料については、手続きの効率化
を図るため、端数を調整します。
●手数料を見直すごみ処理手数料
⑴家庭系収集ごみ
　①可燃ごみ袋のサイズ新設
　　…少人数世帯のごみの排出や衛生管理上の観点か

ら、現行の可燃ごみ袋（小）26ℓより更に小さい
「可燃ごみ袋（ミニ）15ℓ」を新設します。

　②可燃ごみ袋（大）の料金
　　…従来の可燃ごみにプラごみが加わる影響を考慮

し、可燃ごみ（大）42ℓの料金を減額します。
　③プラごみ袋（大・小）の廃止
　　…現行の袋は、９月の分別収集終了とともに廃止

します。
⑵家庭系・事業系の直接搬入ごみ
　１円単位で設定している手数料を10円単位に調整
し、搬入時の効率化を図ります。
○プラごみの分別方法の変更
⑴プラごみの分別収集の終了

９月第４週、各地区最終収集日（ごみカレンダー
を確認ください）を持って分別収集を終了します。

⑵プラごみ袋の販売終了について
　各スーパーや自治会で販売されているプラごみ袋

は、７月31日を持って販売終了します。なお、市役
所では、９月第４週まで販売します。
⑶Ｑ＆Ａ
　① 10月までに、プラごみ袋が無くなった場合、どう

したらよいですか。
　　● 可燃ごみ袋に可燃ごみとして出してください。

８月から可燃ごみへの移行期間と位置づけてい
ます。

　② 10月までに、プラごみ袋が使い切れません。どう
したらよいですか。

　　● 10月以降、可燃ごみ袋と交換予定です。未使用
に限り１枚から交換対象です。詳しくは、改め
てお知らせします。

　③ プラごみ袋を可燃ごみ袋として使用できないので
すか。

　　● 可燃ごみ袋との単価の違いや、袋に厚みがある
ため焼却時に支障を招く恐れがあるので、使用
できません。

　④スーパー等の店頭回収もなくなるのですか。
　　● トレイ類等の店頭回収は、各店舗で資源化に努

めていただいていますので、引き続き店頭回収
にご協力ください。

⑷事業者のごみについて
　 　従来どおり、事業者からの一般廃棄物に「プラご
み」を含めることはできません。産業廃棄物として
適正に処理してください。
　 　また、事業系ごみは、自治会等で設置されている
ごみ集積所に出せません。事業活動に伴って、事務
所や飲食店、販売店から出るごみは、自らの責任に
おいて適正に処理してください。
○ごみの減量にご協力を
　ごみ処理手数料は、ごみの排出抑制、受益者負担の
原則等に基づき設定しています。平成26年度のごみの
排出量は、13,720トンにもなり、近年ほぼ横ばい状態
が続いています。
　更なる、ごみの減量化・資源化にご協力をお願いします。

○ごみ処理手数料を改正するもの　改正実施時期：平成28年10月１日
⑴家庭系収集ごみ

ごみ種類 規格 現行 10月１日から

可燃ごみ袋
　大（42ﾘｯﾄﾙ） 　500円／組（１組10枚） 　480円／組（１組10枚）
　小（26ﾘｯﾄﾙ） 　480円／組（１組16枚） 変更なし
　ミニ（15ﾘｯﾄﾙ） 　― 　170円／組（１組10枚）

不燃ごみ袋 　30ﾘｯﾄﾙ 　280円／組（１組８枚） 変更なし粗大ごみシール 　青色のシール 　300円／枚

プラごみ袋 　大（70ﾘｯﾄﾙ） 　250円／組（１組５枚） 廃止　小（35ﾘｯﾄﾙ） 　250円／組（１組10枚）
⑵家庭系直接搬入ごみ

ごみ種類 現行 10月１日から
10㎏／円 10㎏／円

可燃物類・ペットボトル 96円 100円粗大ごみ・不燃物類 101円
土砂瓦礫 129円 130円

⑶事業系直接搬入ごみ

ごみ種類 現行 10月１日から
10㎏／円 10㎏／円

可燃物類 208円 210円粗大ごみ・不燃物類 214円

問い合わせ…
　環境課☎587－6003
　　　　　　　　 FAX587－3834
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 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
（障害者差別解消法）が4月1日から施行されます

障害者差別解消法は…
　この法律は、障がいのある人への差別をなくすこと
で、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつく
ることを目指し、障害を理由とする差別の解消の推進
に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団
体、民間事業者等における障害を理由とする差別を解
消するための措置などについて定めています。

障害を理由とする差別とは？
　障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提
供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするよ
うな行為をいいます。また、障がいのある人から何ら
かの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担
になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために
必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こう
した配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利
益が侵害される場合も、差別に当たります。

障害者差別解消法Ｑ＆Ａ
Q…「合理的配慮」の具体的な例を教えてください。
A… 典型的な例としては、車いすの人が乗り物に乗る
時に手助けをすることや、窓口で障がいのある人
の障害の特性に応じたコミュニケーション手段
（筆談、読み上げなど）で対応することなどが挙
げられます。どのような配慮が合理的配慮に当た
るかは個別のケースで異なります。

Q… 日常生活の中で個人的に障がいのある人と接する
ような場合も、この法律の対象になるのですか。

A… 個人的な関係や、思想、言論といったものは対象
にはしていません。この法律では、国の行政機関
や地方公共団体、民間事業者などを対象にしてお
り、一般の人が個人的な関係で障がいのある人と
接するような場合や、個人の思想、言論といった
ものは、対象にしていません。

Q… 民間事業者による取り組みがきちんと行われるよ
うにする仕組みはあるのでしょうか？

A… 民間事業者の事業を担当する大臣から、事業者に
対して報告を求め、助言、指導、勧告を行うこと
ができます。

※ 障害者差別解消法については内閣府ホームページ
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.
htmlをご覧ください。

○障がい者差別に関する相談窓口
　●障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177
　●地域生活支援室☎587－6169、FAX586－2177
　●人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860
　※ 野洲市では、「障害」の表記について、「障害」は

単語や熟語として用いられ、人を形容する場合は
「害」を「がい」（「障がいのある人」や「障がい者」）
で表記し、国の法令や固有名詞で漢字を使用して
いる場合は、そのまま表記しています。

世界中がブルーに染まる日
毎年4月2日は国連が定めた
「世界自閉症啓発デー」

　毎年４月２日は、自閉症をはじめとする発達障害に
ついて理解の促進を図るため、全世界でブルーライト
アップの取り組みが同時に行なわれます。滋賀県でも
今年は、国宝彦根城とびわ湖大津プリンスホテルでブ
ルーライトが灯ります。
　発達障害について知ること、理解することは、発達
障がいのある人だけでなく、誰もが幸せに暮らすこと
ができる社会の実現につながると考えられることか
ら、日本でも４月２日～８日を発達障害啓発週間とし
て、各地でさまざまな取り組みが行われます。
問い合わせ…発達支援センター
　　　　　　☎587－0033、FAX587－2004

児童扶養手当の支払
　平成28年４月期の児童扶養手当（平成27年12月
～平成28年３月分）の支払いは４月11日㈪の予定
です。
　なお、平成28年度の児童扶養手当額の詳細につ
いては、５月号でお知らせします。
※ 現在受給している人が婚姻（事実婚を含む）等
をされた場合や、受給者本人や扶養義務者が年
度の途中で所得の修正申告をした場合は届出が
必要です。
問い合わせ…子育て家庭支援課
　　　　　　☎587－6884、FAX586－2176

4月2日～8日は
「発達障害啓発週間」

児童扶養手当に
ついてのお知らせ

2016.4　広報やす　　10


