
部長会議要録部長会議要録部長会議要録部長会議要録

確定版確定版確定版確定版

(月)(月)(月)(月)

1．1．1．1．市長指示事項市長指示事項市長指示事項市長指示事項
・・・・

・・・・

・・・・

２２２２．．．．報告事項報告事項報告事項報告事項
①①①①

[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　政策調整部]政策調整部]政策調整部]政策調整部]

②②②②
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　総務部]総務部]総務部]総務部]

野洲駅南口周辺整備野洲駅南口周辺整備野洲駅南口周辺整備野洲駅南口周辺整備におけるにおけるにおけるにおける交流/商業施設整備方針交流/商業施設整備方針交流/商業施設整備方針交流/商業施設整備方針のののの策定策定策定策定についてについてについてについて

土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金のののの整理整理整理整理についてについてについてについて（（（（旧滋賀銀行祇王支店跡地旧滋賀銀行祇王支店跡地旧滋賀銀行祇王支店跡地旧滋賀銀行祇王支店跡地））））

日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所 平成29年2月13日平成29年2月13日平成29年2月13日平成29年2月13日

山仲市長山仲市長山仲市長山仲市長、、、、川端教育長川端教育長川端教育長川端教育長、、、、立入議会事務局長立入議会事務局長立入議会事務局長立入議会事務局長、、、、寺田政策調整部長寺田政策調整部長寺田政策調整部長寺田政策調整部長、、、、遠藤総務部長遠藤総務部長遠藤総務部長遠藤総務部長、、、、
上田市民部長上田市民部長上田市民部長上田市民部長、、、、瀬川健康福祉部長瀬川健康福祉部長瀬川健康福祉部長瀬川健康福祉部長、、、、辻村健康福祉部政策監辻村健康福祉部政策監辻村健康福祉部政策監辻村健康福祉部政策監、、、、小山都市建設部長小山都市建設部長小山都市建設部長小山都市建設部長、、、、
白井環境経済部長白井環境経済部長白井環境経済部長白井環境経済部長、、、、藤池教育部長藤池教育部長藤池教育部長藤池教育部長、、、、野玉会計管理者野玉会計管理者野玉会計管理者野玉会計管理者、、、、服部広報秘書課長服部広報秘書課長服部広報秘書課長服部広報秘書課長、、、、
事務局事務局事務局事務局（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））

8時45分8時45分8時45分8時45分～　～　～　～　庁議室庁議室庁議室庁議室　　　　

出席者出席者出席者出席者

　　　　旧滋賀銀行祇王支店跡地旧滋賀銀行祇王支店跡地旧滋賀銀行祇王支店跡地旧滋賀銀行祇王支店跡地についてはについてはについてはについては、、、、平成9年当時滋賀銀行平成9年当時滋賀銀行平成9年当時滋賀銀行平成9年当時滋賀銀行がががが当該地当該地当該地当該地をををを処分処分処分処分するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり、、、、公共的公共的公共的公共的なななな
目的目的目的目的にににに役立役立役立役立つようつようつようつよう処分処分処分処分をををを実施実施実施実施したいとのしたいとのしたいとのしたいとの意向意向意向意向がありがありがありがあり、、、、旧野洲町旧野洲町旧野洲町旧野洲町がががが銀行銀行銀行銀行からのからのからのからの購入打診購入打診購入打診購入打診をををを受受受受けたけたけたけた。。。。
　　　　旧野洲町旧野洲町旧野洲町旧野洲町としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的なななな計画計画計画計画はははは無無無無かったもののかったもののかったもののかったものの、、、、今後高齢化社会今後高齢化社会今後高齢化社会今後高齢化社会のののの到来到来到来到来をををを見見見見

天井部材天井部材天井部材天井部材のののの一部一部一部一部がががが落下落下落下落下するするするする事故事故事故事故がががが発生発生発生発生したしたしたした温水温水温水温水プールについてプールについてプールについてプールについて、、、、改修改修改修改修しししし再開再開再開再開するにはするにはするにはするには約5,000万円約5,000万円約5,000万円約5,000万円
のののの多額多額多額多額のののの経費経費経費経費がががが見込見込見込見込まれまれまれまれ、、、、効果的効果的効果的効果的なななな投資投資投資投資にならないにならないにならないにならない可能性可能性可能性可能性があるとがあるとがあるとがあると判断判断判断判断しししし、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖することとしたすることとしたすることとしたすることとした。。。。
このことにこのことにこのことにこのことに関関関関しししし、、、、市長市長市長市長へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん届届届届いているいているいているいている。。。。事故事故事故事故はははは不可抗力不可抗力不可抗力不可抗力によりによりによりにより発生発生発生発生したものであしたものであしたものであしたものであ
りりりり、、、、市市市市やややや職員職員職員職員のののの責任責任責任責任ではないではないではないではない。。。。ただただただただ、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ情報情報情報情報をををを開示開示開示開示してしてしてして、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと説明責任説明責任説明責任説明責任をををを果果果果たすよたすよたすよたすよ
うううう指示指示指示指示していたがしていたがしていたがしていたが、、、、十分十分十分十分にににに説明説明説明説明ができていないようであるができていないようであるができていないようであるができていないようである。。。。まずはまずはまずはまずは利用者利用者利用者利用者にしっかりとにしっかりとにしっかりとにしっかりと説明説明説明説明をしなをしなをしなをしな
ければならずければならずければならずければならず、、、、これはこれはこれはこれは決決決決してしてしてして難難難難しいことではないのだがしいことではないのだがしいことではないのだがしいことではないのだが、、、、手紙手紙手紙手紙にはにはにはには、、、、対応対応対応対応にににに憤憤憤憤りをりをりをりを覚覚覚覚えるとまでえるとまでえるとまでえるとまで書書書書
かれているかれているかれているかれている。。。。温水温水温水温水プールのプールのプールのプールの営業営業営業営業をををを停止停止停止停止せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないことについてはないことについてはないことについてはないことについては理解理解理解理解していただいているようしていただいているようしていただいているようしていただいているよう
だがだがだがだが、、、、もっとしっかりともっとしっかりともっとしっかりともっとしっかりと周知周知周知周知すべきすべきすべきすべき、、、、もっとスピードもっとスピードもっとスピードもっとスピード感感感感をををを持持持持ってってってって早早早早いいいい段階段階段階段階でででで周知周知周知周知すべきすべきすべきすべき、、、、もっともっともっともっと的的的的
確確確確にににに情報開示情報開示情報開示情報開示をすべきをすべきをすべきをすべき等等等等のののの意見意見意見意見があるがあるがあるがある。。。。こちらはしっかりこちらはしっかりこちらはしっかりこちらはしっかり対応対応対応対応できているとできているとできているとできていると思思思思っていてもっていてもっていてもっていても、、、、相手方相手方相手方相手方
はそうはそうはそうはそう認識認識認識認識されていないされていないされていないされていない場合場合場合場合もあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、相手相手相手相手のののの立場立場立場立場にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした対応対応対応対応をすることをすることをすることをすること。。。。またまたまたまた、、、、本来本来本来本来、、、、平平平平
成32年成32年成32年成32年にににに開設予定開設予定開設予定開設予定のののの野洲野洲野洲野洲クリーンセンタークリーンセンタークリーンセンタークリーンセンター余熱利用施設余熱利用施設余熱利用施設余熱利用施設とのとのとのとの関連関連関連関連についてもについてもについてもについても一体的一体的一体的一体的にににに説明説明説明説明するするするする必要必要必要必要
があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、十分十分十分十分にににに説明説明説明説明できていないとできていないとできていないとできていないと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。可能可能可能可能なななな限限限限りりりり先先先先をををを見越見越見越見越したしたしたした対応対応対応対応をするこをするこをするこをするこ
とととと。。。。

　　　　野洲駅南口野洲駅南口野洲駅南口野洲駅南口におけるにおけるにおけるにおける交流/商業施設交流/商業施設交流/商業施設交流/商業施設についてはについてはについてはについては、、、、新市民病院新市民病院新市民病院新市民病院のののの開院開院開院開院にににに合合合合わせたわせたわせたわせた供用開始供用開始供用開始供用開始をめざしをめざしをめざしをめざし、、、、導導導導
入入入入すべきすべきすべきすべき機能機能機能機能やややや施設概要施設概要施設概要施設概要のののの具現化等具現化等具現化等具現化等についてについてについてについて検討検討検討検討してきたしてきたしてきたしてきた。。。。事業事業事業事業スキームについてはスキームについてはスキームについてはスキームについては、、、、民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者かかかか
らのらのらのらの提案提案提案提案もももも含含含含めめめめ、、、、官民連携官民連携官民連携官民連携のののの可能性可能性可能性可能性をををを視野視野視野視野にににに入入入入れたフローをれたフローをれたフローをれたフローを検討検討検討検討してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、昨年7月27日開催昨年7月27日開催昨年7月27日開催昨年7月27日開催のののの都市都市都市都市
基盤整備特別委員会以降基盤整備特別委員会以降基盤整備特別委員会以降基盤整備特別委員会以降においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者からはからはからはからは積極的積極的積極的積極的なななな事業提案事業提案事業提案事業提案やややや意見意見意見意見はははは得得得得られていないられていないられていないられていない状状状状
況況況況であるであるであるである。。。。一方一方一方一方、、、、新市民病院新市民病院新市民病院新市民病院のののの基本設計業務基本設計業務基本設計業務基本設計業務のののの進捗進捗進捗進捗によりによりによりにより、、、、病院病院病院病院とととと交流/商業施設交流/商業施設交流/商業施設交流/商業施設とがとがとがとが共有化共有化共有化共有化をををを検討検討検討検討すすすす
べきべきべきべき機能機能機能機能やややや、、、、接続動線接続動線接続動線接続動線などがなどがなどがなどが具現化具現化具現化具現化してきているしてきているしてきているしてきている。。。。交流/商業施設交流/商業施設交流/商業施設交流/商業施設のののの機能機能機能機能やレイアウトなどをやレイアウトなどをやレイアウトなどをやレイアウトなどを早急早急早急早急にににに確確確確
定定定定することがすることがすることがすることが必要必要必要必要になっていることからになっていることからになっていることからになっていることから、、、、官民連携官民連携官民連携官民連携によるによるによるによる施設整備施設整備施設整備施設整備だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、市市市市によるによるによるによる施設整備施設整備施設整備施設整備をををを
具体的具体的具体的具体的にににに検討検討検討検討したしたしたした上上上上でででで、、、、今後今後今後今後のののの整備方針整備方針整備方針整備方針をををを定定定定めるめるめるめる。。。。委託業務委託業務委託業務委託業務のののの相手方相手方相手方相手方はははは、、、、業務業務業務業務がががが新市民病院新市民病院新市民病院新市民病院のののの基本設基本設基本設基本設
計計計計とととと密接密接密接密接にににに関関関関わることやわることやわることやわることや、、、、工期短縮工期短縮工期短縮工期短縮、、、、経費削減経費削減経費削減経費削減がががが見込見込見込見込めることめることめることめること、、、、またまたまたまた、、、、病院基本設計病院基本設計病院基本設計病院基本設計のコンセプトでのコンセプトでのコンセプトでのコンセプトで
あるあるあるある「「「「駅前広場駅前広場駅前広場駅前広場からからからから市民広場市民広場市民広場市民広場へにぎわいをつなげるヘルスケアパークへにぎわいをつなげるヘルスケアパークへにぎわいをつなげるヘルスケアパークへにぎわいをつなげるヘルスケアパーク＆＆＆＆ストリートストリートストリートストリート」」」」のののの実現実現実現実現のためにのためにのためにのために
はははは、、、、双方双方双方双方のののの業務業務業務業務をををを一体的一体的一体的一体的にににに進進進進めることがめることがめることがめることが有利有利有利有利であることからであることからであることからであることから、、、、現在市民病院現在市民病院現在市民病院現在市民病院のののの基本設計業務基本設計業務基本設計業務基本設計業務をををを委託委託委託委託しししし
ているているているている㈱㈱㈱㈱佐藤総合計画佐藤総合計画佐藤総合計画佐藤総合計画とととと随意契約随意契約随意契約随意契約をすべくをすべくをすべくをすべく事務手続事務手続事務手続事務手続きをきをきをきを進進進進めているめているめているめている。。。。工期工期工期工期はははは契約締結日契約締結日契約締結日契約締結日より3より3より3より3月末月末月末月末までまでまでまで
とするがとするがとするがとするが、、、、業務業務業務業務のののの内容内容内容内容からからからから、、、、明許繰越明許繰越明許繰越明許繰越によりによりによりにより市民病院基本設計市民病院基本設計市民病院基本設計市民病院基本設計のののの工期工期工期工期である6である6である6である6月末月末月末月末までまでまでまで延伸延伸延伸延伸するするするする予定予定予定予定。。。。
予算予算予算予算についてはについてはについてはについては、、、、平成28年度現計予算7,323千円平成28年度現計予算7,323千円平成28年度現計予算7,323千円平成28年度現計予算7,323千円のうちのうちのうちのうち、2,365、2,365、2,365、2,365千円千円千円千円を2を2を2を2月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算でででで減額減額減額減額しししし、、、、残残残残りのりのりのりの
4,958千円4,958千円4,958千円4,958千円をををを充充充充てることとするがてることとするがてることとするがてることとするが、、、、繰越額繰越額繰越額繰越額についてはについてはについてはについては入札入札入札入札によりによりによりにより決定決定決定決定するするするする。。。。

会議会議会議会議やややや委員会等委員会等委員会等委員会等でのでのでのでの説明後説明後説明後説明後、、、、市民市民市民市民やややや議員議員議員議員からからからから質問質問質問質問があったときにしっかりとがあったときにしっかりとがあったときにしっかりとがあったときにしっかりと答答答答えられていないえられていないえられていないえられていない場合場合場合場合
があるがあるがあるがある。。。。細細細細かいかいかいかい情報情報情報情報まではまではまではまでは答答答答えられなくてもえられなくてもえられなくてもえられなくても、、、、説明内容説明内容説明内容説明内容のののの全体全体全体全体をををを理解理解理解理解しししし、、、、自自自自らしっかりとらしっかりとらしっかりとらしっかりと関心関心関心関心をををを
持持持持ってさえいればってさえいればってさえいればってさえいれば答答答答えられるはずのものもあるえられるはずのものもあるえられるはずのものもあるえられるはずのものもある。。。。問問問問いかけられていかけられていかけられていかけられて初初初初めてめてめてめて答答答答えるのではなくえるのではなくえるのではなくえるのではなく、、、、普段普段普段普段かかかか
らららら自自自自らららら課題課題課題課題なりなりなりなり事象事象事象事象にににに対対対対してしてしてして問問問問いかけていかけていかけていかけて、、、、自自自自らのものにしておけばあるらのものにしておけばあるらのものにしておけばあるらのものにしておけばある程度程度程度程度まではまではまではまでは答答答答えられるはずえられるはずえられるはずえられるはず
であるであるであるである。。。。市市市市のののの代表代表代表代表としてとしてとしてとして説明説明説明説明するするするする場合場合場合場合はははは、、、、原稿原稿原稿原稿をただをただをただをただ読読読読むのではなくむのではなくむのではなくむのではなく、、、、自分自分自分自分なりになりになりになりに疑問疑問疑問疑問をををを持持持持ってってってって問問問問
いかけたいかけたいかけたいかけた上上上上でででで自分自分自分自分のものとしてのものとしてのものとしてのものとして説明説明説明説明することすることすることすること。。。。

国国国国のののの制度改正制度改正制度改正制度改正がががが頻繁頻繁頻繁頻繁にありにありにありにあり、、、、仕事量仕事量仕事量仕事量がかなりがかなりがかなりがかなり増増増増えているえているえているえている。。。。仕事量仕事量仕事量仕事量がががが増増増増えたのでえたのでえたのでえたので職員職員職員職員をををを増増増増やすというやすというやすというやすという
単純単純単純単純なななな発想発想発想発想ではなくではなくではなくではなく、、、、部次長部次長部次長部次長、、、、課長課長課長課長がががが仕事仕事仕事仕事をさばきをさばきをさばきをさばき、、、、見通見通見通見通しをつけることしをつけることしをつけることしをつけること。。。。これからこれからこれからこれから年度末年度末年度末年度末にかけにかけにかけにかけ
てますますてますますてますますてますます制度改正制度改正制度改正制度改正やややや事業事業事業事業のののの仕上仕上仕上仕上げげげげ等等等等でででで仕事量仕事量仕事量仕事量がががが増増増増えてくるのでえてくるのでえてくるのでえてくるので、、、、人的人的人的人的パワーにはパワーにはパワーにはパワーには限界限界限界限界があることがあることがあることがあること
をををを十分十分十分十分にににに認識認識認識認識しししし、、、、過重過重過重過重なななな労働労働労働労働をををを強強強強いることのないよういることのないよういることのないよういることのないよう配慮配慮配慮配慮することすることすることすること。。。。



③③③③
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　健康福祉部]健康福祉部]健康福祉部]健康福祉部]

④④④④
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　都市建設部]都市建設部]都市建設部]都市建設部]

⑤⑤⑤⑤
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　都市建設部]都市建設部]都市建設部]都市建設部]

⑥⑥⑥⑥
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　都市建設部]都市建設部]都市建設部]都市建設部]

　　　　当該土地当該土地当該土地当該土地はははは、、、、平成14年度平成14年度平成14年度平成14年度にににに滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県がががが施行施行施行施行するするするする県道大津能登川長浜線(市役所前県道大津能登川長浜線(市役所前県道大津能登川長浜線(市役所前県道大津能登川長浜線(市役所前・・・・現市道野洲中央線)現市道野洲中央線)現市道野洲中央線)現市道野洲中央線)
特定交通安全施設整備事業(歩道特定交通安全施設整備事業(歩道特定交通安全施設整備事業(歩道特定交通安全施設整備事業(歩道のののの拡幅工事)拡幅工事)拡幅工事)拡幅工事)でででで、、、、当時当時当時当時、、、、県県県県がががが用地買収用地買収用地買収用地買収をををを進進進進めていたがめていたがめていたがめていたが、、、、地権者地権者地権者地権者よりよりよりより隣隣隣隣
接接接接するするするする旧野洲町有地旧野洲町有地旧野洲町有地旧野洲町有地をををを代替地代替地代替地代替地としてとしてとしてとして要求要求要求要求されされされされ、、、、またまたまたまた、、、、地権者地権者地権者地権者とととと旧野洲町有地旧野洲町有地旧野洲町有地旧野洲町有地とのとのとのとの間間間間にあるにあるにあるにある里道里道里道里道のののの払下払下払下払下
げもげもげもげも条件条件条件条件になったことからになったことからになったことからになったことから、、、、土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金をををを活用活用活用活用しししし、、、、旧野洲町旧野洲町旧野洲町旧野洲町がががが里道里道里道里道のののの用途廃止用途廃止用途廃止用途廃止をしをしをしをし、、、、近畿財務局近畿財務局近畿財務局近畿財務局かかかか
らららら里道里道里道里道のののの払下払下払下払下げをげをげをげを受受受受けそのけそのけそのけその後地権者後地権者後地権者後地権者へへへへ代替地代替地代替地代替地としてとしてとしてとして売却売却売却売却されているされているされているされている。。。。代替地代替地代替地代替地としてのとしてのとしてのとしての売却金売却金売却金売却金はははは、、、、一般一般一般一般
会計会計会計会計にににに収入収入収入収入されたとみられるされたとみられるされたとみられるされたとみられる。。。。本来本来本来本来、、、、入金入金入金入金をををを受受受受けたけたけたけた直近直近直近直近のののの段階段階段階段階でででで補正予算措置補正予算措置補正予算措置補正予算措置をををを行行行行いいいい、、、、土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金

土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金のののの整理整理整理整理についてについてについてについて（（（（大津能登川長浜線特定交通安全整備事業大津能登川長浜線特定交通安全整備事業大津能登川長浜線特定交通安全整備事業大津能登川長浜線特定交通安全整備事業））））

土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金のののの整理整理整理整理についてについてについてについて（（（（吉地地先道路用地吉地地先道路用地吉地地先道路用地吉地地先道路用地））））

土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金のののの整理整理整理整理についてについてについてについて（（（（町道石塚1号線町道石塚1号線町道石塚1号線町道石塚1号線））））

　　　　当該土地当該土地当該土地当該土地はははは、、、、昭和54年昭和54年昭和54年昭和54年からからからから平成元年平成元年平成元年平成元年にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、吉地西河原地区土地区画整理事業(公共団体施行吉地西河原地区土地区画整理事業(公共団体施行吉地西河原地区土地区画整理事業(公共団体施行吉地西河原地区土地区画整理事業(公共団体施行「「「「旧旧旧旧
中主町中主町中主町中主町がががが施行施行施行施行」)」)」)」)としてとしてとしてとして整備整備整備整備、、、、平成元年7月平成元年7月平成元年7月平成元年7月にににに換地処分換地処分換地処分換地処分されたされたされたされた区域区域区域区域でででで、、、、平成14年度平成14年度平成14年度平成14年度に6に6に6に6筆筆筆筆にににに区画割区画割区画割区画割されされされされ、、、、
開発開発開発開発されるときにされるときにされるときにされるときに設設設設けられたけられたけられたけられた公衆用道路公衆用道路公衆用道路公衆用道路であるであるであるである。。。。
　　　　関係者関係者関係者関係者からはからはからはからは、、、、当該公衆用道路当該公衆用道路当該公衆用道路当該公衆用道路についてについてについてについて町町町町でででで買上買上買上買上げのげのげのげの要望要望要望要望がありがありがありがあり、、、、これとはこれとはこれとはこれとは別別別別にににに地元自治会地元自治会地元自治会地元自治会からからからから
はははは、、、、このこのこのこの区域付近区域付近区域付近区域付近にににに防火水槽防火水槽防火水槽防火水槽のののの設置要望設置要望設置要望設置要望があることをがあることをがあることをがあることを受受受受けけけけ、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ検討検討検討検討にににに入入入入ったったったった。。。。
　　　　平成16年5月12日平成16年5月12日平成16年5月12日平成16年5月12日にににに旧中主町旧中主町旧中主町旧中主町にににに必要必要必要必要なななな用地(防火水槽用地用地(防火水槽用地用地(防火水槽用地用地(防火水槽用地としてとしてとしてとして購入購入購入購入されたされたされたされた模様)模様)模様)模様)としてとしてとしてとして土地土地土地土地のののの売買契売買契売買契売買契
約約約約をををを締結締結締結締結、、、、同日付同日付同日付同日付でででで旧中主町旧中主町旧中主町旧中主町にににに所有権移転所有権移転所有権移転所有権移転されているされているされているされている。。。。
　　　　用地代(2,000,000円)用地代(2,000,000円)用地代(2,000,000円)用地代(2,000,000円)についてはについてはについてはについては、、、、平成16年6月4日平成16年6月4日平成16年6月4日平成16年6月4日にににに土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金からからからから地権者地権者地権者地権者にににに支払支払支払支払われているわれているわれているわれている。。。。
　　　　しかししかししかししかし現在現在現在現在にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、防火水槽防火水槽防火水槽防火水槽はははは設置設置設置設置されておらずされておらずされておらずされておらず、、、、用地取得用地取得用地取得用地取得のののの目的目的目的目的がががが達成達成達成達成されていないされていないされていないされていない状況状況状況状況でででで
あるあるあるある。。。。またまたまたまた、、、、予算措置予算措置予算措置予算措置もももも行行行行われておらずわれておらずわれておらずわれておらず、、、、土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金へのへのへのへの戻戻戻戻しししし入入入入れがれがれがれが行行行行われないままわれないままわれないままわれないまま現在現在現在現在にににに至至至至ってってってって
いるいるいるいる。。。。当該地当該地当該地当該地についてはについてはについてはについては、、、、道路敷地内道路敷地内道路敷地内道路敷地内にににに上下水道上下水道上下水道上下水道がががが整備整備整備整備されているにもかかわらずされているにもかかわらずされているにもかかわらずされているにもかかわらず、、、、防火水槽設置予防火水槽設置予防火水槽設置予防火水槽設置予
定定定定としてとしてとしてとして土地土地土地土地をををを購入購入購入購入しているしているしているしている点点点点、、、、用地買収単価用地買収単価用地買収単価用地買収単価のののの根拠根拠根拠根拠がががが不明等不明等不明等不明等のののの問題点問題点問題点問題点があるがあるがあるがある。。。。

　　　　旧野洲町道石塚1号線旧野洲町道石塚1号線旧野洲町道石塚1号線旧野洲町道石塚1号線はははは、、、、昭和57年度昭和57年度昭和57年度昭和57年度にににに町道町道町道町道にににに隣接隣接隣接隣接するするするする地権者地権者地権者地権者よりよりよりより用地用地用地用地のののの買収買収買収買収やややや交換交換交換交換、、、、寄付寄付寄付寄付をををを受受受受けけけけ昭昭昭昭
和57年度和57年度和57年度和57年度からからからから昭和58年度昭和58年度昭和58年度昭和58年度にににに道路道路道路道路のののの拡幅事業拡幅事業拡幅事業拡幅事業がががが進進進進められためられためられためられた。。。。
　　　　地権者地権者地権者地権者の1の1の1の1人人人人がががが代替地代替地代替地代替地のののの交換交換交換交換としてとしてとしてとして、、、、地権者地権者地権者地権者のののの敷地内敷地内敷地内敷地内にあるにあるにあるにある里道里道里道里道・・・・水路水路水路水路とととと交換交換交換交換するするするする条件条件条件条件がががが提示提示提示提示されされされされ、、、、
交渉交渉交渉交渉がががが成立成立成立成立していたがしていたがしていたがしていたが、、、、当時当時当時当時、、、、里道里道里道里道・・・・水路水路水路水路のののの許可権者許可権者許可権者許可権者であるであるであるである滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県ではではではでは用途(里道用途(里道用途(里道用途(里道・・・・水路)水路)水路)水路)のののの機能交換機能交換機能交換機能交換
しかしかしかしか認認認認めなかったことからめなかったことからめなかったことからめなかったことから条件条件条件条件がががが不履行不履行不履行不履行となっていたとなっていたとなっていたとなっていた。。。。
　　　　平成12年度平成12年度平成12年度平成12年度にににに滋賀県用途廃止取扱要領滋賀県用途廃止取扱要領滋賀県用途廃止取扱要領滋賀県用途廃止取扱要領がががが改正改正改正改正されされされされ、、、、用途用途用途用途のののの機能交換機能交換機能交換機能交換ではなくではなくではなくではなく単純用途廃止方式単純用途廃止方式単純用途廃止方式単純用途廃止方式となとなとなとな
りりりり、、、、里道里道里道里道・・・・水路水路水路水路のののの用途廃止用途廃止用途廃止用途廃止としてとしてとしてとして、、、、近畿財務局近畿財務局近畿財務局近畿財務局とのとのとのとの交渉交渉交渉交渉がまとまりがまとまりがまとまりがまとまり、、、、国有財産国有財産国有財産国有財産のののの払下払下払下払下げがげがげがげが平成13年1月平成13年1月平成13年1月平成13年1月
30日30日30日30日にににに成立成立成立成立しししし、、、、近畿財務局近畿財務局近畿財務局近畿財務局よりよりよりより払下払下払下払下げをげをげをげを受受受受けたけたけたけた地権者地権者地権者地権者がががが、、、、以前地権者以前地権者以前地権者以前地権者のののの敷地敷地敷地敷地にににに接接接接するするするする市道市道市道市道のののの拡幅拡幅拡幅拡幅でででで無無無無
償償償償でででで提供提供提供提供したしたしたした土地代相当分土地代相当分土地代相当分土地代相当分としてとしてとしてとして、、、、旧野洲町旧野洲町旧野洲町旧野洲町にににに対対対対しししし国有財産払下国有財産払下国有財産払下国有財産払下げげげげ分分分分のののの土地代土地代土地代土地代にににに相当相当相当相当するするするする金額金額金額金額
(455,137円)(455,137円)(455,137円)(455,137円)をををを要求要求要求要求されされされされ、、、、補償補償補償補償したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。
　　　　なおなおなおなお、、、、当時当時当時当時のののの条件条件条件条件のののの不履行不履行不履行不履行がががが長期化長期化長期化長期化していたことからしていたことからしていたことからしていたことから、、、、補償金額(455,137円)補償金額(455,137円)補償金額(455,137円)補償金額(455,137円)についてはについてはについてはについては、、、、土地開発土地開発土地開発土地開発
基金基金基金基金でででで対応対応対応対応しているしているしているしている。。。。
　　　　そのそのそのその後後後後はははは予算措置予算措置予算措置予算措置のののの準備準備準備準備がいったんがいったんがいったんがいったん行行行行われたにもかかわらずわれたにもかかわらずわれたにもかかわらずわれたにもかかわらず、、、、土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金へのへのへのへの戻戻戻戻しししし入入入入れができてれができてれができてれができて
いないままいないままいないままいないまま、、、、現在現在現在現在にににに至至至至っているっているっているっている。。。。

込込込込みみみみ、、、、増加増加増加増加するであろうするであろうするであろうするであろう高齢者単身高齢者単身高齢者単身高齢者単身・・・・夫婦世帯等夫婦世帯等夫婦世帯等夫婦世帯等がががが自立自立自立自立してしてしてして安全安全安全安全・・・・快適快適快適快適なななな生活生活生活生活をををを営営営営むことができるむことができるむことができるむことができる公公公公
営住宅営住宅営住宅営住宅のののの建設用地建設用地建設用地建設用地のののの名目名目名目名目でででで、、、、土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金をををを活用活用活用活用しししし先行取得先行取得先行取得先行取得したしたしたした土地土地土地土地となっているとなっているとなっているとなっている。。。。現在現在現在現在、、、、普通財産普通財産普通財産普通財産
のののの利活用利活用利活用利活用のためのためのためのため、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場としてとしてとしてとして貸付貸付貸付貸付をしているをしているをしているをしている。。。。本来本来本来本来であればであればであればであれば、、、、平成19年度平成19年度平成19年度平成19年度にににに普通財産普通財産普通財産普通財産としてとしてとしてとして所管替所管替所管替所管替
えをしたえをしたえをしたえをした時点時点時点時点でででで一般会計一般会計一般会計一般会計においてにおいてにおいてにおいて土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金へのへのへのへの戻入予算戻入予算戻入予算戻入予算をををを計上計上計上計上しししし、、、、戻戻戻戻しししし入入入入れをしなければならなれをしなければならなれをしなければならなれをしなければならな
かったものであるかったものであるかったものであるかったものである。。。。当該土地当該土地当該土地当該土地についてはについてはについてはについては今後今後今後今後のののの利用計画利用計画利用計画利用計画もももも無無無無いことからいことからいことからいことから、、、、賃借人賃借人賃借人賃借人のののの意向意向意向意向をををを勘案勘案勘案勘案しながしながしながしなが
らららら、、、、売却売却売却売却をををを進進進進めるめるめるめる予定予定予定予定であるであるであるである。。。。
→→→→平成19年9月1日平成19年9月1日平成19年9月1日平成19年9月1日のののの売却売却売却売却にににに向向向向けたけたけたけた不動産鑑定不動産鑑定不動産鑑定不動産鑑定はははは、、、、公募公募公募公募によるによるによるによる売却売却売却売却をををを目的目的目的目的としていたとしていたとしていたとしていた旨旨旨旨、、、、明記明記明記明記するするするする
　　　　ことことことこと。。。。
→→→→土地売買契約締結後土地売買契約締結後土地売買契約締結後土地売買契約締結後のののの土地代金土地代金土地代金土地代金のののの支払支払支払支払いいいい年月日年月日年月日年月日をををを明記明記明記明記することすることすることすること。。。。

土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金のののの整理整理整理整理についてについてについてについて（（（（野洲第一保育園野洲第一保育園野洲第一保育園野洲第一保育園のののの用地買収用地買収用地買収用地買収にににに伴伴伴伴うううう代替地代替地代替地代替地のののの面積不足面積不足面積不足面積不足によるによるによるによる補償金補償金補償金補償金））））

　　　　野洲第一保育園用地野洲第一保育園用地野洲第一保育園用地野洲第一保育園用地としてとしてとしてとして用地提供用地提供用地提供用地提供をををを願願願願ったったったった地権者地権者地権者地権者からからからから代替地代替地代替地代替地をををを要求要求要求要求されたためされたためされたためされたため、、、、登記簿面積登記簿面積登記簿面積登記簿面積によによによによ
るるるる等積交換等積交換等積交換等積交換にてにてにてにて土地土地土地土地をををを渡渡渡渡したしたしたした。。。。後年後年後年後年、、、、当該土地当該土地当該土地当該土地がががが隣接地隣接地隣接地隣接地のののの開発申請開発申請開発申請開発申請のののの関係関係関係関係でででで境界確定境界確定境界確定境界確定をををを行行行行うためうためうためうため測量測量測量測量
されたところされたところされたところされたところ、、、、面積面積面積面積が56が56が56が56㎡㎡㎡㎡不足不足不足不足していたことがしていたことがしていたことがしていたことが判明判明判明判明したしたしたした。。。。
　　　　地権者地権者地権者地権者よりよりよりより不足不足不足不足するするするする面積分面積分面積分面積分のののの土地土地土地土地をををを求求求求められたがめられたがめられたがめられたが、、、、そのようなそのようなそのようなそのような狭小狭小狭小狭小なななな土地土地土地土地をををを渡渡渡渡すことはすことはすことはすことは困難困難困難困難であるであるであるである
ことからことからことからことから、、、、交渉交渉交渉交渉のののの上上上上、、、、現金現金現金現金でででで補償補償補償補償することですることですることですることで協議協議協議協議がががが整整整整いいいい、、、、土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金よりよりよりより支出支出支出支出してしてしてして補償補償補償補償したしたしたした。。。。そのそのそのその
後後後後、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計でででで補正補正補正補正によるによるによるによる予算措置予算措置予算措置予算措置をすることがをすることがをすることがをすることが当時当時当時当時のののの回議書回議書回議書回議書にににに記載記載記載記載されていたがされていたがされていたがされていたが、、、、履行履行履行履行されずされずされずされず今日今日今日今日
にににに至至至至っているっているっているっている。。。。
→→→→経緯等経緯等経緯等経緯等をををを再整理再整理再整理再整理のののの上上上上、、、、再協議再協議再協議再協議することすることすることすること。。。。



⑦⑦⑦⑦
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　都市建設部]都市建設部]都市建設部]都市建設部]

⑧⑧⑧⑧
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　総務部]総務部]総務部]総務部]

⑨⑨⑨⑨
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　総務部]総務部]総務部]総務部]

⑩⑩⑩⑩
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　総務部]総務部]総務部]総務部]

⑪⑪⑪⑪
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　健康福祉部]健康福祉部]健康福祉部]健康福祉部]

⑫⑫⑫⑫
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　健康福祉部]健康福祉部]健康福祉部]健康福祉部]

⑬⑬⑬⑬
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　健康福祉部]健康福祉部]健康福祉部]健康福祉部]

へのへのへのへの戻戻戻戻しししし入入入入れをれをれをれを行行行行うものであるがうものであるがうものであるがうものであるが、、、、そのそのそのその事務手続事務手続事務手続事務手続きをきをきをきを行行行行うことなくうことなくうことなくうことなく現在現在現在現在にににに至至至至っているっているっているっている。。。。

　　　　平成28年9月20日平成28年9月20日平成28年9月20日平成28年9月20日～12～12～12～12月26日月26日月26日月26日の19の19の19の19日間日間日間日間、、、、市役所等市役所等市役所等市役所等のののの施設施設施設施設においてにおいてにおいてにおいて障障障障がいがいがいがい者就労体験事業者就労体験事業者就労体験事業者就労体験事業をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。
今年度今年度今年度今年度のののの利用者利用者利用者利用者はははは合計11名合計11名合計11名合計11名（（（（延延延延べ12べ12べ12べ12名名名名））））であったであったであったであった。。。。本事業本事業本事業本事業はははは、、、、市障市障市障市障がいがいがいがい者自立支援協議会就労部会者自立支援協議会就労部会者自立支援協議会就労部会者自立支援協議会就労部会にににに
おけるおけるおけるおける検討検討検討検討をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、障障障障がいがいがいがい者者者者のののの就労就労就労就労のののの場場場場のののの選択機会選択機会選択機会選択機会がががが少少少少ないことからないことからないことからないことから、、、、市市市市がががが就労就労就労就労をををを体験体験体験体験するするするする場場場場をををを提提提提
供供供供することによりすることによりすることによりすることにより、、、、就労就労就労就労へのへのへのへの準備性準備性準備性準備性をををを高高高高めることをめることをめることをめることを目的目的目的目的としたものであるとしたものであるとしたものであるとしたものである。。。。本年度本年度本年度本年度で7で7で7で7年目年目年目年目となりとなりとなりとなり、、、、障障障障
がいがいがいがい者者者者のののの一般就労一般就労一般就労一般就労につながっているにつながっているにつながっているにつながっている。。。。
→→→→意欲意欲意欲意欲あるあるあるある希望者希望者希望者希望者のためにのためにのためにのために、、、、積極的積極的積極的積極的にににに受入体制受入体制受入体制受入体制をををを整整整整えることえることえることえること。。。。

土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金のののの整理整理整理整理についてについてについてについて（（（（湖南幹線用地湖南幹線用地湖南幹線用地湖南幹線用地））））

委任専決処分委任専決処分委任専決処分委任専決処分のののの報告報告報告報告についてについてについてについて

野洲市公共施設等総合管理計画野洲市公共施設等総合管理計画野洲市公共施設等総合管理計画野洲市公共施設等総合管理計画（（（（案案案案））））にににに係係係係るパブリックコメントのるパブリックコメントのるパブリックコメントのるパブリックコメントの結果結果結果結果についてについてについてについて

　　　　野洲市公共施設等総合管理計画野洲市公共施設等総合管理計画野洲市公共施設等総合管理計画野洲市公共施設等総合管理計画（（（（案案案案））））にににに係係係係るパブリックコメントをるパブリックコメントをるパブリックコメントをるパブリックコメントを実施実施実施実施したがしたがしたがしたが、、、、意見意見意見意見はなかったはなかったはなかったはなかった。。。。

　　　　当該土地当該土地当該土地当該土地はははは、、、、平成2年平成2年平成2年平成2年にににに県道近江八幡守山線県道近江八幡守山線県道近江八幡守山線県道近江八幡守山線（（（（大津湖南幹線大津湖南幹線大津湖南幹線大津湖南幹線））））比江工区比江工区比江工区比江工区のののの道路用地道路用地道路用地道路用地としてとしてとしてとして法線及法線及法線及法線及びびびび用用用用
地面積確定前地面積確定前地面積確定前地面積確定前にににに当時当時当時当時のののの中主町中主町中主町中主町がががが行政財産行政財産行政財産行政財産としてとしてとしてとして先行取得先行取得先行取得先行取得したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。
　　　　当時当時当時当時のののの方針方針方針方針はははは不明不明不明不明であるがであるがであるがであるが、、、、大津湖南幹線大津湖南幹線大津湖南幹線大津湖南幹線のののの道路用地道路用地道路用地道路用地がががが確定確定確定確定していないしていないしていないしていない状況状況状況状況であったもののであったもののであったもののであったものの、、、、都市都市都市都市
計画決定計画決定計画決定計画決定されておりされておりされておりされており、、、、一画一画一画一画のののの土地土地土地土地としてとしてとしてとして購入購入購入購入しししし、、、、道路用地道路用地道路用地道路用地のののの確定確定確定確定したしたしたした後後後後、、、、基金基金基金基金へへへへ戻入戻入戻入戻入れをれをれをれを行行行行いいいい、、、、残地残地残地残地
部分部分部分部分はははは別途利用別途利用別途利用別途利用をををを検討検討検討検討されていたとされていたとされていたとされていたと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。
　　　　当工区当工区当工区当工区についてはについてはについてはについては、、、、道路管理者道路管理者道路管理者道路管理者のののの滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県がががが平成28年度平成28年度平成28年度平成28年度からからからから用地買収用地買収用地買収用地買収をををを行行行行いいいい、、、、平成35年度平成35年度平成35年度平成35年度のののの供用開始供用開始供用開始供用開始
をををを予定予定予定予定されているされているされているされている。。。。土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金でででで購入購入購入購入したしたしたした土地土地土地土地のうち60.79のうち60.79のうち60.79のうち60.79㎡㎡㎡㎡についてはについてはについてはについては、、、、滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県がががが買買買買いいいい取取取取りりりり、、、、残地残地残地残地
部分部分部分部分はははは隣接地隣接地隣接地隣接地のののの上川原霊園上川原霊園上川原霊園上川原霊園（（（（市有地市有地市有地市有地））））とととと一体利用一体利用一体利用一体利用をををを検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。

　　　　平成28年4月28日平成28年4月28日平成28年4月28日平成28年4月28日、、、、長島地先長島地先長島地先長島地先のののの市道市道市道市道（（（（大篠原入町線大篠原入町線大篠原入町線大篠原入町線））））においてにおいてにおいてにおいて発生発生発生発生したしたしたした道路損壊道路損壊道路損壊道路損壊によるによるによるによる自動車物損事自動車物損事自動車物損事自動車物損事
故故故故についてについてについてについて、、、、相手方相手方相手方相手方とととと和解和解和解和解がががが成立成立成立成立したためしたためしたためしたため、、、、損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの額額額額をををを定定定定めるものめるものめるものめるもの。。。。

　　　　平成28年10月1日平成28年10月1日平成28年10月1日平成28年10月1日からからからからＢＢＢＢ型肝炎型肝炎型肝炎型肝炎が1が1が1が1歳児未満歳児未満歳児未満歳児未満のののの乳児乳児乳児乳児にににに対対対対するするするする定期予防接種対象定期予防接種対象定期予防接種対象定期予防接種対象のののの疾病疾病疾病疾病となりとなりとなりとなり、、、、そのそのそのその予予予予
防接種防接種防接種防接種をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。ウイルスウイルスウイルスウイルス感染及感染及感染及感染及びびびび持続感染化持続感染化持続感染化持続感染化によるによるによるによる慢性肝疾患慢性肝疾患慢性肝疾患慢性肝疾患をををを未然未然未然未然にににに予防予防予防予防しししし、、、、またまたまたまた、、、、将来将来将来将来
的的的的にににに地域全体地域全体地域全体地域全体のののの発症予防発症予防発症予防発症予防につなげるためにつなげるためにつなげるためにつなげるため、、、、高高高高いいいい確率確率確率確率でででで持続感染状態持続感染状態持続感染状態持続感染状態となる1となる1となる1となる1歳歳歳歳から4から4から4から4歳未満歳未満歳未満歳未満のののの幼児幼児幼児幼児にににに対対対対
するするするするＢＢＢＢ型肝炎型肝炎型肝炎型肝炎ワクチンワクチンワクチンワクチン任意予防接種任意予防接種任意予防接種任意予防接種についてもについてもについてもについても公費助成公費助成公費助成公費助成をををを実施実施実施実施するするするする。。。。助成期間助成期間助成期間助成期間はははは接種日接種日接種日接種日がががが平成29年4月平成29年4月平成29年4月平成29年4月
1日1日1日1日～～～～平成30年3月31日平成30年3月31日平成30年3月31日平成30年3月31日、、、、助成回数助成回数助成回数助成回数は3は3は3は3回回回回までまでまでまで、1、1、1、1回回回回あたりあたりあたりあたり助成額助成額助成額助成額は3,000は3,000は3,000は3,000円円円円。。。。
→→→→他市他市他市他市のののの実施状況実施状況実施状況実施状況についてもについてもについてもについても説明説明説明説明することすることすることすること。。。。

平成29年度平成29年度平成29年度平成29年度　　　　保育園保育園保育園保育園・こども・こども・こども・こども園園園園・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・こどもの・こどもの・こどもの・こどもの家家家家　　　　入所入所入所入所・・・・入園状況入園状況入園状況入園状況についてについてについてについて

　1　1　1　1月31日現在月31日現在月31日現在月31日現在のののの保育園保育園保育園保育園・こども・こども・こども・こども園園園園・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・こどもの・こどもの・こどもの・こどもの家家家家におけるにおけるにおけるにおける平成29年度平成29年度平成29年度平成29年度のののの入所入所入所入所・・・・入園決定状況入園決定状況入園決定状況入園決定状況にににに
ついてついてついてついて報告報告報告報告するするするする。。。。
　　　　保育園保育園保育園保育園のののの待機児童数待機児童数待機児童数待機児童数はははは、27、27、27、27人(国基準)人(国基準)人(国基準)人(国基準)となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、入所選定入所選定入所選定入所選定におけるにおけるにおけるにおける保育保育保育保育のののの必要性必要性必要性必要性のののの最最最最もももも高高高高いいいい
児童児童児童児童についてはについてはについてはについては、、、、すべてすべてすべてすべて入園入園入園入園していただけるしていただけるしていただけるしていただける。。。。待機児童待機児童待機児童待機児童のののの理由理由理由理由としてはとしてはとしてはとしては保育士保育士保育士保育士のののの確保確保確保確保ができていないができていないができていないができていない
ことがことがことがことが主主主主なななな理由理由理由理由であるであるであるである。。。。
　　　　幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園ではではではでは希望者希望者希望者希望者はははは全員入園全員入園全員入園全員入園していただけるしていただけるしていただけるしていただける状況状況状況状況であるであるであるである。。。。希望者数希望者数希望者数希望者数がががが減少減少減少減少しているしているしているしている要因要因要因要因としてはとしてはとしてはとしては、、、、
保護者保護者保護者保護者のののの就労等就労等就労等就労等によるによるによるによる長時間保育長時間保育長時間保育長時間保育のののの需要需要需要需要がががが増増増増えたことによるえたことによるえたことによるえたことによる保育園入園希望者保育園入園希望者保育園入園希望者保育園入園希望者のののの増加増加増加増加がががが考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。

平成29年4月平成29年4月平成29年4月平成29年4月１１１１日付日付日付日付　　　　人事異動方針人事異動方針人事異動方針人事異動方針についてについてについてについて

　　　　今後今後今後今後はははは、、、、市民市民市民市民やややや地域地域地域地域のののの課題解決課題解決課題解決課題解決をををを優先優先優先優先したしたしたした政策政策政策政策づくりとづくりとづくりとづくりと公共公共公共公共サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供、、、、課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けたスけたスけたスけたス
ピードピードピードピード感感感感をををを持持持持ったったったった取組取組取組取組、、、、市民市民市民市民のののの合意形成合意形成合意形成合意形成をををを図図図図ることをることをることをることを基本基本基本基本にににに、、、、優先度優先度優先度優先度のののの低低低低いいいい施策施策施策施策、、、、事業事業事業事業をををを見直見直見直見直しつしつしつしつ
つつつつ、、、、優先課題優先課題優先課題優先課題にににに重点的重点的重点的重点的にににに取取取取りりりり組組組組んでいくことがんでいくことがんでいくことがんでいくことが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。
　　　　これらをこれらをこれらをこれらを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、組織体制組織体制組織体制組織体制のののの整備整備整備整備をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、高高高高いいいい意欲意欲意欲意欲をををを持持持持つつつつ人材人材人材人材のののの積極的登用積極的登用積極的登用積極的登用をををを基本理念基本理念基本理念基本理念とととと
しつつしつつしつつしつつ、、、、優先度優先度優先度優先度のののの高高高高いいいい分野分野分野分野へのへのへのへの重点的重点的重点的重点的なななな職員配置職員配置職員配置職員配置をををを実施実施実施実施するするするする。。。。
　　　　人事異動人事異動人事異動人事異動にににに伴伴伴伴うううう配置転換配置転換配置転換配置転換についてはについてはについてはについては、、、、組織運営組織運営組織運営組織運営のののの安定化安定化安定化安定化をををを意識意識意識意識したしたしたした上上上上でででで、、、、若年層若年層若年層若年層のののの職員職員職員職員をををを中心中心中心中心としとしとしとし
たジョブローテーションをたジョブローテーションをたジョブローテーションをたジョブローテーションを基本基本基本基本としとしとしとし、、、、幅広幅広幅広幅広いいいい視野視野視野視野とととと専門領域専門領域専門領域専門領域をををを併併併併せせせせ持持持持ったったったった職員職員職員職員のののの育成育成育成育成をめざしてをめざしてをめざしてをめざして、、、、組組組組
織織織織としてのとしてのとしてのとしての総合力総合力総合力総合力のののの向上向上向上向上をををを図図図図るるるる。。。。
→→→→市民病院整備課市民病院整備課市民病院整備課市民病院整備課はははは政策調整部政策調整部政策調整部政策調整部にににに新設新設新設新設するするするする旨旨旨旨、、、、明記明記明記明記することすることすることすること。。。。

平成28年度障平成28年度障平成28年度障平成28年度障がいがいがいがい者就労体験事業者就労体験事業者就労体験事業者就労体験事業のののの実施結果実施結果実施結果実施結果についてについてについてについて

平成29年度野洲市平成29年度野洲市平成29年度野洲市平成29年度野洲市ＢＢＢＢ型肝炎型肝炎型肝炎型肝炎ワクチンワクチンワクチンワクチン任意接種公費助成任意接種公費助成任意接種公費助成任意接種公費助成のののの実施実施実施実施についてについてについてについて



⑭⑭⑭⑭
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　健康福祉部]健康福祉部]健康福祉部]健康福祉部]

⑮⑮⑮⑮
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　都市建設部]都市建設部]都市建設部]都市建設部]

⑯⑯⑯⑯
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　都市建設部]都市建設部]都市建設部]都市建設部]

⑰⑰⑰⑰
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　都市建設部]都市建設部]都市建設部]都市建設部]

⑱⑱⑱⑱

[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　環境経済部]環境経済部]環境経済部]環境経済部]

市街化区域内市街化区域内市街化区域内市街化区域内のののの土地利用現況土地利用現況土地利用現況土地利用現況（（（（低低低低・・・・未利用地未利用地未利用地未利用地））））についてについてについてについて

　「　「　「　「野洲市幼保一元化方針野洲市幼保一元化方針野洲市幼保一元化方針野洲市幼保一元化方針およびおよびおよびおよび幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・保育所施設整備計画保育所施設整備計画保育所施設整備計画保育所施設整備計画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、三上小学校北館跡地三上小学校北館跡地三上小学校北館跡地三上小学校北館跡地をををを活活活活
用用用用しししし、、、、三上幼稚園園舎三上幼稚園園舎三上幼稚園園舎三上幼稚園園舎のののの増築及増築及増築及増築及びびびび保育園機能保育園機能保育園機能保育園機能のののの追加追加追加追加をすることでをすることでをすることでをすることで幼保一体幼保一体幼保一体幼保一体のののの施設施設施設施設（（（（（（（（仮称仮称仮称仮称））））三上三上三上三上こどこどこどこど
もももも園園園園））））をををを整備整備整備整備するするするする。。。。定員定員定員定員は150は150は150は150人人人人（（（（幼稚園70人幼稚園70人幼稚園70人幼稚園70人、、、、保育園80人保育園80人保育園80人保育園80人））））をををを予定予定予定予定。。。。これによりこれによりこれによりこれにより近江富士近江富士近江富士近江富士にににに所在所在所在所在するするするする
現三上保育園現三上保育園現三上保育園現三上保育園はははは、、、、耐震未対応耐震未対応耐震未対応耐震未対応かつかつかつかつ老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進んでいることもありんでいることもありんでいることもありんでいることもあり移転新築移転新築移転新築移転新築するするするする。（。（。（。（仮称仮称仮称仮称））））三上三上三上三上こどもこどもこどもこども
園園園園のののの開園予定開園予定開園予定開園予定はははは平成31年度平成31年度平成31年度平成31年度とするとするとするとする。。。。
　　　　併併併併せてせてせてせて、、、、保育園保育園保育園保育園のののの定員増定員増定員増定員増をををを行行行行うことでうことでうことでうことで本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消にににに向向向向けてけてけてけて一層一層一層一層のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めめめめ
るるるる。。。。
→→→→三上保育園園舎解体後三上保育園園舎解体後三上保育園園舎解体後三上保育園園舎解体後のののの跡地跡地跡地跡地のののの利用方針利用方針利用方針利用方針はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。
　　　　→→→→幼保一元化方針幼保一元化方針幼保一元化方針幼保一元化方針およびおよびおよびおよび幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・保育所施設整備計画保育所施設整備計画保育所施設整備計画保育所施設整備計画ではではではでは売却売却売却売却またはまたはまたはまたは公共用地代替地等公共用地代替地等公共用地代替地等公共用地代替地等としてとしてとしてとして
　　　　　　　　利用利用利用利用するとなっているするとなっているするとなっているするとなっている。。。。なおなおなおなお、、、、地元自治会地元自治会地元自治会地元自治会からからからから提案提案提案提案があればがあればがあればがあれば協議協議協議協議するするするする。。。。

（（（（仮称仮称仮称仮称））））三上三上三上三上こどもこどもこどもこども園施設整備事業園施設整備事業園施設整備事業園施設整備事業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて

野洲市立地適正化計画野洲市立地適正化計画野洲市立地適正化計画野洲市立地適正化計画（（（（素案素案素案素案））））にににに関関関関するパブリックコメントするパブリックコメントするパブリックコメントするパブリックコメント等等等等のののの結果結果結果結果についてについてについてについて

野洲市立地適正化計画野洲市立地適正化計画野洲市立地適正化計画野洲市立地適正化計画（（（（素案素案素案素案））））のののの修正修正修正修正についてについてについてについて

　　　　野洲市立地適正化計画野洲市立地適正化計画野洲市立地適正化計画野洲市立地適正化計画（（（（素案素案素案素案））））についてはについてはについてはについては、、、、平成28年12月26日平成28年12月26日平成28年12月26日平成28年12月26日～～～～平成29年1月20日平成29年1月20日平成29年1月20日平成29年1月20日にパブリックコメにパブリックコメにパブリックコメにパブリックコメ
ントントントント実施実施実施実施しししし、1、1、1、1人人人人から5から5から5から5項目項目項目項目のののの意見提出意見提出意見提出意見提出があったがあったがあったがあった。。。。またまたまたまた、、、、期間中期間中期間中期間中の1の1の1の1月7日月7日月7日月7日にはにはにはには市民説明会市民説明会市民説明会市民説明会をををを開催開催開催開催しししし、、、、参参参参
加者加者加者加者は10は10は10は10人人人人であったであったであったであった。。。。それぞれでそれぞれでそれぞれでそれぞれで出出出出されたされたされたされた意見意見意見意見についてはについてはについてはについては、、、、計画計画計画計画（（（（素案素案素案素案））））のののの修正修正修正修正までにはまでにはまでにはまでには至至至至らないもらないもらないもらないも
のであったのであったのであったのであった。。。。なおなおなおなお、、、、結果結果結果結果については16については16については16については16日開催日開催日開催日開催のののの都市計画審議会都市計画審議会都市計画審議会都市計画審議会をををを経経経経てててて、21、21、21、21日日日日のののの全員協議会全員協議会全員協議会全員協議会でででで報告報告報告報告すすすす
るるるる。。。。

　　　　国国国国とのとのとのとの協議協議協議協議をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、野洲市立地適正化計画野洲市立地適正化計画野洲市立地適正化計画野洲市立地適正化計画（（（（素案素案素案素案））））のののの修正修正修正修正をををを行行行行うううう。。。。主主主主なななな修正点修正点修正点修正点としてとしてとしてとして、、、、市街化区市街化区市街化区市街化区
域拡大域拡大域拡大域拡大にににに関関関関するするするする記述記述記述記述をををを削除削除削除削除、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通にににに関関関関するするするする目標値目標値目標値目標値をををを削除削除削除削除、、、、都市機能都市機能都市機能都市機能にににに関関関関するするするする目標値目標値目標値目標値（（（（JRJRJRJR野洲駅南野洲駅南野洲駅南野洲駅南
口整備構想地区内口整備構想地区内口整備構想地区内口整備構想地区内のののの歩行者歩行者歩行者歩行者・・・・自転車交通量自転車交通量自転車交通量自転車交通量（（（（平日平日平日平日のののの日中日中日中日中））））））））をををを追記追記追記追記するするするする。。。。本修正案本修正案本修正案本修正案は16は16は16は16日開催日開催日開催日開催のののの都市都市都市都市
計画審議会計画審議会計画審議会計画審議会をををを経経経経てててて、3、3、3、3月度月度月度月度のののの全員協議会全員協議会全員協議会全員協議会でででで報告報告報告報告するするするする。。。。

　　　　市街化区域市街化区域市街化区域市街化区域のののの拡大拡大拡大拡大はははは、、、、平成27年度平成27年度平成27年度平成27年度にににに策定策定策定策定したしたしたした総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略のののの実行性実行性実行性実行性をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための最重要課題最重要課題最重要課題最重要課題でありでありでありであり、、、、
まちづくりビジョンではまちづくりビジョンではまちづくりビジョンではまちづくりビジョンでは市街化区域編入市街化区域編入市街化区域編入市街化区域編入のののの可能性可能性可能性可能性・・・・実現性実現性実現性実現性がががが高高高高い5い5い5い5地区地区地区地区をををを抽出抽出抽出抽出してそのしてそのしてそのしてその整備方針整備方針整備方針整備方針をををを定定定定めめめめ
ているところであるているところであるているところであるているところである。。。。滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県がががが進進進進めるめるめるめる第6回大津湖南都市計画区域区分第6回大津湖南都市計画区域区分第6回大津湖南都市計画区域区分第6回大津湖南都市計画区域区分のののの変更等変更等変更等変更等はははは平成32年度平成32年度平成32年度平成32年度にににに予定予定予定予定ささささ
れておりれておりれておりれており、、、、市市市市においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、この5この5この5この5地区地区地区地区についてについてについてについて編入可能性編入可能性編入可能性編入可能性をををを検討検討検討検討しているところであるがしているところであるがしているところであるがしているところであるが、、、、現在現在現在現在のののの市街市街市街市街
化区域化区域化区域化区域のののの都市的土地利用都市的土地利用都市的土地利用都市的土地利用がががが進進進進まないまないまないまない限限限限りりりり、、、、新新新新たなたなたなたな編入編入編入編入のののの必要性必要性必要性必要性がががが問問問問われることがわれることがわれることがわれることが想定想定想定想定されるされるされるされる。。。。このたこのたこのたこのた
めめめめ、、、、今後今後今後今後のののの新新新新たなたなたなたな市街化区域市街化区域市街化区域市街化区域のののの編入編入編入編入にににに向向向向けけけけ、、、、現在現在現在現在のののの市街化区域内市街化区域内市街化区域内市街化区域内のののの低低低低・・・・未利用地未利用地未利用地未利用地についてについてについてについて現状現状現状現状をををを把握把握把握把握
するするするする目的目的目的目的でででで、、、、一団一団一団一団のののの土地土地土地土地としてとしてとしてとして利用検討可能性利用検討可能性利用検討可能性利用検討可能性があるがあるがあるがある面積10,000面積10,000面積10,000面積10,000㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上のののの市街化区域内農地4個所市街化区域内農地4個所市街化区域内農地4個所市街化区域内農地4個所につにつにつにつ
いていていていて簡易簡易簡易簡易なななな調査調査調査調査をををを行行行行ったのでったのでったのでったので報告報告報告報告するするするする。。。。
→→→→野洲川野洲川野洲川野洲川ふれあいふれあいふれあいふれあい広場西広場西広場西広場西（（（（守山市側守山市側守山市側守山市側））））のののの農地農地農地農地についてについてについてについて、、、、固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税のののの課税状況課税状況課税状況課税状況についてについてについてについて確認確認確認確認してしてしてして
　　　　おくことおくことおくことおくこと。。。。
→→→→市役所裏市役所裏市役所裏市役所裏のののの農地農地農地農地、、、、市三宅市三宅市三宅市三宅・・・・行畑行畑行畑行畑・・・・野洲地区野洲地区野洲地区野洲地区CCCC地区地区地区地区についてについてについてについて、、、、開発事前審査願開発事前審査願開発事前審査願開発事前審査願いのいのいのいの提出時期提出時期提出時期提出時期をををを明明明明
　　　　記記記記することすることすることすること。。。。
→→→→市役所裏市役所裏市役所裏市役所裏のののの農地農地農地農地についてについてについてについて、、、、市街化区域編入時期市街化区域編入時期市街化区域編入時期市街化区域編入時期をををを明記明記明記明記することすることすることすること。。。。

野洲市余熱利用施設整備基本計画野洲市余熱利用施設整備基本計画野洲市余熱利用施設整備基本計画野洲市余熱利用施設整備基本計画（（（（素案素案素案素案））））にににに対対対対するするするする意見募集結果及意見募集結果及意見募集結果及意見募集結果及びびびび計画計画計画計画（（（（案案案案））））にににに係係係係るるるる
パブリックコメントのパブリックコメントのパブリックコメントのパブリックコメントの実施実施実施実施についてについてについてについて

　　　　野洲市余熱利用施設整備基本計画検討委員会野洲市余熱利用施設整備基本計画検討委員会野洲市余熱利用施設整備基本計画検討委員会野洲市余熱利用施設整備基本計画検討委員会がががが、、、、本計画本計画本計画本計画（（（（素案素案素案素案））））についてのについてのについてのについての意見募集意見募集意見募集意見募集をををを平成29年1月平成29年1月平成29年1月平成29年1月
27日27日27日27日～2～2～2～2月10日月10日月10日月10日のののの間実施間実施間実施間実施されたのでされたのでされたのでされたので報告報告報告報告するするするする。。。。これらのこれらのこれらのこれらの意見等意見等意見等意見等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、2、2、2、2月24日開催月24日開催月24日開催月24日開催のののの第2回野洲市余第2回野洲市余第2回野洲市余第2回野洲市余
熱利用施設整備基本計画検討委員会熱利用施設整備基本計画検討委員会熱利用施設整備基本計画検討委員会熱利用施設整備基本計画検討委員会にてにてにてにて、、、、基本計画基本計画基本計画基本計画（（（（案案案案））））としてとしてとしてとして提出提出提出提出するするするする予定予定予定予定であるであるであるである。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、野洲市余熱利用施設整備基本計画検討委員会野洲市余熱利用施設整備基本計画検討委員会野洲市余熱利用施設整備基本計画検討委員会野洲市余熱利用施設整備基本計画検討委員会をををを経経経経たたたた基本計画基本計画基本計画基本計画（（（（案案案案））））にににに係係係係るパブリックコメンるパブリックコメンるパブリックコメンるパブリックコメン
トをトをトをトを平成29年3月1日平成29年3月1日平成29年3月1日平成29年3月1日～3～3～3～3月15日月15日月15日月15日の15の15の15の15日間日間日間日間でででで実施実施実施実施するするするする。。。。

　　　　こどものこどものこどものこどもの家家家家についてはについてはについてはについては、、、、希望者希望者希望者希望者はははは全員入所全員入所全員入所全員入所していただけるしていただけるしていただけるしていただける状況状況状況状況であるであるであるである。。。。野洲第7野洲第7野洲第7野洲第7こどものこどものこどものこどもの家開所家開所家開所家開所によによによによ
りりりり開所定員開所定員開所定員開所定員は50は50は50は50人増加人増加人増加人増加するするするする。。。。篠原篠原篠原篠原こどものこどものこどものこどもの家家家家はははは、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ期間中期間中期間中期間中にににに在籍者数在籍者数在籍者数在籍者数がががが増増増増えるためえるためえるためえるため、、、、篠原小学校篠原小学校篠原小学校篠原小学校
のののの一部一部一部一部をををを使用使用使用使用するするするする予定予定予定予定であるであるであるである。。。。
→→→→保育園保育園保育園保育園でででで希望者希望者希望者希望者がががが前年前年前年前年とととと比較比較比較比較して108して108して108して108人増加人増加人増加人増加したことについてしたことについてしたことについてしたことについて分析分析分析分析をしておくことをしておくことをしておくことをしておくこと。。。。
→→→→保育士保育士保育士保育士がががが不足不足不足不足しているのであればしているのであればしているのであればしているのであれば、、、、あとあとあとあと何人何人何人何人のののの保育士保育士保育士保育士がががが必要必要必要必要かシミュレーションしておくこかシミュレーションしておくこかシミュレーションしておくこかシミュレーションしておくこ
　　　　とととと。。。。
→こどもの→こどもの→こどもの→こどもの家家家家のののの開所定員開所定員開所定員開所定員のののの積算積算積算積算についてについてについてについて再整理再整理再整理再整理しておくことしておくことしておくことしておくこと。。。。



⑲⑲⑲⑲
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　環境経済部]環境経済部]環境経済部]環境経済部]

⑳⑳⑳⑳
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　環境経済部]環境経済部]環境経済部]環境経済部]

㉑㉑㉑㉑
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　環境経済部]環境経済部]環境経済部]環境経済部]

㉒㉒㉒㉒
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　環境経済部]環境経済部]環境経済部]環境経済部]

㉓㉓㉓㉓
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　教育委員会]教育委員会]教育委員会]教育委員会]

㉔㉔㉔㉔
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　環境経済部]環境経済部]環境経済部]環境経済部]

㉕㉕㉕㉕
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　教育委員会]教育委員会]教育委員会]教育委員会]

㉖㉖㉖㉖
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　政策調整部]政策調整部]政策調整部]政策調整部]

㉗㉗㉗㉗
[所管:[所管:[所管:[所管:　　　　総務部]総務部]総務部]総務部]

　　　　第2次野洲市農業振興計画第2次野洲市農業振興計画第2次野洲市農業振興計画第2次野洲市農業振興計画（（（（案案案案））））にににに係係係係るパブリックコメントをるパブリックコメントをるパブリックコメントをるパブリックコメントを平成29年2月22日平成29年2月22日平成29年2月22日平成29年2月22日～3～3～3～3月10日月10日月10日月10日の17の17の17の17日間実日間実日間実日間実
施施施施するするするする。。。。
→→→→資料資料資料資料にににに検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会のののの名簿名簿名簿名簿をををを追加追加追加追加することすることすることすること。。。。

　　　　ばいじんばいじんばいじんばいじん処理物中処理物中処理物中処理物中のののの水銀超過水銀超過水銀超過水銀超過によりによりによりにより、、、、建設業者建設業者建設業者建設業者がががが試運転試運転試運転試運転をををを延長延長延長延長したことにしたことにしたことにしたことに伴伴伴伴いいいい、、、、工期内工期内工期内工期内にににに工事目的工事目的工事目的工事目的
物物物物のののの引渡引渡引渡引渡がされなかったことによるがされなかったことによるがされなかったことによるがされなかったことによる費用負担費用負担費用負担費用負担についてについてについてについて、10、10、10、10月1日月1日月1日月1日～11～11～11～11月12日月12日月12日月12日のののの本来稼動本来稼動本来稼動本来稼動をををを前提前提前提前提としたとしたとしたとした実実実実
損害損害損害損害をををを求償求償求償求償するするするする覚書覚書覚書覚書をををを締結締結締結締結しししし、、、、そのそのそのその覚書覚書覚書覚書にににに基基基基づきづきづきづき、、、、実損害実損害実損害実損害のののの費用費用費用費用をををを市市市市とととと建設業者建設業者建設業者建設業者でそれぞれでそれぞれでそれぞれでそれぞれ相殺相殺相殺相殺しししし精精精精
算算算算するするするする。。。。
→→→→市市市市とととと建設業間建設業間建設業間建設業間でででで生生生生じたじたじたじた経費経費経費経費であるであるであるである旨明記旨明記旨明記旨明記しておくしておくしておくしておく。。。。

第三次野洲市就労支援計画第三次野洲市就労支援計画第三次野洲市就労支援計画第三次野洲市就労支援計画（（（（案案案案））））にににに係係係係るパブリックコメントのるパブリックコメントのるパブリックコメントのるパブリックコメントの実施実施実施実施についてについてについてについて

野洲市歴史公園野洲市歴史公園野洲市歴史公園野洲市歴史公園サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場（（（（ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ））））照明使用料金照明使用料金照明使用料金照明使用料金のののの改定改定改定改定についてについてについてについて

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック容器類容器類容器類容器類ごみごみごみごみ袋袋袋袋のののの交換期限交換期限交換期限交換期限についてについてについてについて

　　　　第三次野洲市就労支援計画第三次野洲市就労支援計画第三次野洲市就労支援計画第三次野洲市就労支援計画（（（（案案案案））））にににに係係係係るパブリックコメントをるパブリックコメントをるパブリックコメントをるパブリックコメントを平成29年2月22日平成29年2月22日平成29年2月22日平成29年2月22日～3～3～3～3月10日月10日月10日月10日の17の17の17の17日間日間日間日間
実施実施実施実施するするするする。。。。

　　　　野洲市観光振興指針野洲市観光振興指針野洲市観光振興指針野洲市観光振興指針（（（（案案案案））））にににに係係係係るパブリックコメントをるパブリックコメントをるパブリックコメントをるパブリックコメントを平成29年2月22日平成29年2月22日平成29年2月22日平成29年2月22日～3～3～3～3月10日月10日月10日月10日の17の17の17の17日間実施日間実施日間実施日間実施すすすす
るるるる。。。。
→→→→資料資料資料資料にににに策定委員会策定委員会策定委員会策定委員会のののの名簿名簿名簿名簿をををを追加追加追加追加することすることすることすること。。。。

　　　　野洲川歴史公園野洲川歴史公園野洲川歴史公園野洲川歴史公園サッカーサッカーサッカーサッカー場人工芝場人工芝場人工芝場人工芝AコートのAコートのAコートのAコートの照明改修工事照明改修工事照明改修工事照明改修工事をををを実施実施実施実施することにすることにすることにすることに伴伴伴伴いいいい、、、、照明施設使用料照明施設使用料照明施設使用料照明施設使用料のののの
改正改正改正改正をををを行行行行うううう。。。。平成29年7月利用分平成29年7月利用分平成29年7月利用分平成29年7月利用分からのからのからのからの適用適用適用適用をををを予定予定予定予定。。。。利用者利用者利用者利用者へのへのへのへの周知周知周知周知はははは、、、、本市本市本市本市とととと守山市守山市守山市守山市の4の4の4の4月1日号月1日号月1日号月1日号のののの広広広広
報紙掲載及報紙掲載及報紙掲載及報紙掲載及びびびび受付窓口受付窓口受付窓口受付窓口にてにてにてにて改定内容改定内容改定内容改定内容をををを掲示掲示掲示掲示してしてしてして実施実施実施実施するするするする。。。。
→→→→本市本市本市本市にににに費用負担費用負担費用負担費用負担がないのであればがないのであればがないのであればがないのであれば、、、、守山市守山市守山市守山市がががが責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって設備投資額等詳細設備投資額等詳細設備投資額等詳細設備投資額等詳細もももも含含含含めめめめ、、、、透明性透明性透明性透明性をををを
　　　　もってもってもってもって利用者等利用者等利用者等利用者等にににに説明説明説明説明すべきすべきすべきすべき。。。。本市本市本市本市のののの全員協議会全員協議会全員協議会全員協議会でででで報告報告報告報告すべきすべきすべきすべき案件案件案件案件ではないではないではないではない。。。。
　　　　→→→→対応対応対応対応についてについてについてについて再度守山市再度守山市再度守山市再度守山市とととと調整調整調整調整するするするする。。。。

　　　　報告事項18件報告事項18件報告事項18件報告事項18件、、、、会議結果報告3件会議結果報告3件会議結果報告3件会議結果報告3件、、、、連絡事項7件連絡事項7件連絡事項7件連絡事項7件を2を2を2を2月度全員協議会月度全員協議会月度全員協議会月度全員協議会へへへへ報告報告報告報告するするするする。。。。修正等修正等修正等修正等があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは
連絡願連絡願連絡願連絡願うううう。。。。
→ポイントのみ→ポイントのみ→ポイントのみ→ポイントのみ簡潔簡潔簡潔簡潔にににに説明説明説明説明することすることすることすること。。。。
→→→→「「「「土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金のののの整理整理整理整理についてについてについてについて（（（（野洲第一保育園野洲第一保育園野洲第一保育園野洲第一保育園のののの用地買収用地買収用地買収用地買収にににに伴伴伴伴うううう代替地代替地代替地代替地のののの面積不足面積不足面積不足面積不足によるによるによるによる補補補補

平成28年度平成28年度平成28年度平成28年度　　　　保育園(所)保育園(所)保育園(所)保育園(所)・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・小学校小学校小学校小学校・・・・中学校卒業(園)式日程中学校卒業(園)式日程中学校卒業(園)式日程中学校卒業(園)式日程についてについてについてについて

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり市民懇談会市民懇談会市民懇談会市民懇談会のののの開催開催開催開催についてについてについてについて

全員協議会全員協議会全員協議会全員協議会へのへのへのへの提出事項提出事項提出事項提出事項についてについてについてについて

　　　　市内各園市内各園市内各園市内各園・・・・学校学校学校学校のののの平成28年度平成28年度平成28年度平成28年度のののの卒業(園)式日程卒業(園)式日程卒業(園)式日程卒業(園)式日程についてについてについてについて報告報告報告報告するするするする。。。。日程調整日程調整日程調整日程調整をををを要要要要するするするする部部部部（（（（局局局局））））がががが出出出出
てくるてくるてくるてくる可能性可能性可能性可能性があるのでがあるのでがあるのでがあるので承知願承知願承知願承知願うううう。。。。

　　　　本市本市本市本市ではではではでは今年度今年度今年度今年度、、、、地方創生地方創生地方創生地方創生のののの取組取組取組取組みのみのみのみの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、コンパクトシティによるコンパクトシティによるコンパクトシティによるコンパクトシティによる都市機能都市機能都市機能都市機能のののの誘導誘導誘導誘導、、、、地域地域地域地域
のののの中核的医療機関中核的医療機関中核的医療機関中核的医療機関のありのありのありのあり方方方方のののの検討検討検討検討、、、、所得所得所得所得の2の2の2の2極分化極分化極分化極分化によりによりによりにより増大増大増大増大しているしているしているしている生活困窮者生活困窮者生活困窮者生活困窮者のののの生活再建支援生活再建支援生活再建支援生活再建支援、、、、心心心心
をををを豊豊豊豊かにするかにするかにするかにする文化文化文化文化とふれとふれとふれとふれ合合合合うううう場場場場のののの創出等創出等創出等創出等にににに関関関関するするするする「「「「人口減少社会人口減少社会人口減少社会人口減少社会のライフスタイルとまちづくりのライフスタイルとまちづくりのライフスタイルとまちづくりのライフスタイルとまちづくり転換転換転換転換
事業事業事業事業」」」」をををを実施実施実施実施してきたしてきたしてきたしてきた。。。。
　　　　そのそのそのその総括総括総括総括としてとしてとしてとして、、、、事業全体事業全体事業全体事業全体のののの評価評価評価評価とととと「「「「住住住住みたいみたいみたいみたい　　　　住住住住みみみみ続続続続けたいけたいけたいけたい　　　　訪訪訪訪れたいまちれたいまちれたいまちれたいまち」」」」のののの話話話話しししし合合合合いをいをいをいを行行行行うううう
ためためためため、、、、平成29年3月25日平成29年3月25日平成29年3月25日平成29年3月25日（（（（土土土土）10:00～12:30）10:00～12:30）10:00～12:30）10:00～12:30でででで市民活動支援市民活動支援市民活動支援市民活動支援センターホールにてセンターホールにてセンターホールにてセンターホールにて「「「「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり市民懇談市民懇談市民懇談市民懇談
会会会会」」」」をををを開催開催開催開催するするするする。。。。多多多多くのくのくのくの職員職員職員職員のののの参加参加参加参加をををを願願願願うううう。。。。

新野洲新野洲新野洲新野洲クリーンセンタークリーンセンタークリーンセンタークリーンセンター建設工事試運転延長建設工事試運転延長建設工事試運転延長建設工事試運転延長にににに伴伴伴伴うううう費用負担及費用負担及費用負担及費用負担及びそのびそのびそのびその精算精算精算精算についてについてについてについて

第2次野洲市農業振興計画第2次野洲市農業振興計画第2次野洲市農業振興計画第2次野洲市農業振興計画（（（（案案案案））））にににに係係係係るパブリックコメントのるパブリックコメントのるパブリックコメントのるパブリックコメントの実施実施実施実施についてについてについてについて

野洲市観光振興指針野洲市観光振興指針野洲市観光振興指針野洲市観光振興指針（（（（案案案案））））にににに係係係係るパブリックコメントのるパブリックコメントのるパブリックコメントのるパブリックコメントの実施実施実施実施についてについてについてについて

　　　　平成28年9月平成28年9月平成28年9月平成28年9月のプラスチックのプラスチックのプラスチックのプラスチック容器類容器類容器類容器類（（（（プラごみプラごみプラごみプラごみ））））分別収集分別収集分別収集分別収集のののの変更変更変更変更によりによりによりにより、、、、使用使用使用使用できなくなったプラごできなくなったプラごできなくなったプラごできなくなったプラご
みみみみ袋袋袋袋のののの交換交換交換交換をををを平成28年10月平成28年10月平成28年10月平成28年10月からからからから行行行行っているっているっているっている。。。。プラごみプラごみプラごみプラごみ袋袋袋袋のののの交換交換交換交換についてはについてはについてはについては、、、、平成29年3月31日平成29年3月31日平成29年3月31日平成29年3月31日（（（（金金金金））））まままま
でのでのでのでの交換交換交換交換をををを周知周知周知周知しているしているしているしている。。。。交換交換交換交換は3は3は3は3月4日月4日月4日月4日（（（（土土土土）、3）、3）、3）、3月5日月5日月5日月5日（（（（日日日日））））もももも実施実施実施実施するするするする。。。。周知方法周知方法周知方法周知方法はははは、、、、広報広報広報広報・・・・自治自治自治自治
会回覧会回覧会回覧会回覧・・・・市市市市HPであるHPであるHPであるHPである。。。。
→→→→休日休日休日休日にににに実施実施実施実施することによるすることによるすることによるすることによる費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果についてについてについてについて整理整理整理整理しておくことしておくことしておくことしておくこと。。。。



３３３３．．．．協議事項協議事項協議事項協議事項

４４４４．．．．そのそのそのその他伝達事項他伝達事項他伝達事項他伝達事項
・・・・
・・・・

５５５５．．．．次回部長会議次回部長会議次回部長会議次回部長会議
(月)(月)(月)(月) 8時45分8時45分8時45分8時45分～　～　～　～　庁議室庁議室庁議室庁議室2月20日2月20日2月20日2月20日2月20日2月20日2月20日2月20日

なしなしなしなし

前回前回前回前回のののの部長会議部長会議部長会議部長会議でででで諮諮諮諮ったったったった総合体育館条例総合体育館条例総合体育館条例総合体育館条例のののの改正改正改正改正についてはについてはについてはについては、、、、補助金等適正化法補助金等適正化法補助金等適正化法補助金等適正化法にににに関関関関するするするする課題課題課題課題がががが判明判明判明判明
したためしたためしたためしたため、、、、方向性方向性方向性方向性がががが明確明確明確明確になるまでになるまでになるまでになるまで保留保留保留保留するするするする。。。。従従従従ってってってって、2、2、2、2月議会月議会月議会月議会でのでのでのでの提案提案提案提案はははは見送見送見送見送るるるる。。。。

市民課臨時窓口市民課臨時窓口市民課臨時窓口市民課臨時窓口をををを平成29年3月26日平成29年3月26日平成29年3月26日平成29年3月26日（（（（日日日日））））と4と4と4と4月2日月2日月2日月2日（（（（日日日日））））の9の9の9の9時時時時～12～12～12～12時時時時のののの間間間間でででで開設開設開設開設するするするする。。。。

　　　　償金償金償金償金）」）」）」）」とととと「「「「野洲市歴史公園野洲市歴史公園野洲市歴史公園野洲市歴史公園サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場（（（（ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ））））照明使用料金照明使用料金照明使用料金照明使用料金のののの改定改定改定改定についてについてについてについて」」」」はははは、、、、提出提出提出提出
　　　　についてについてについてについて再検討再検討再検討再検討することすることすることすること。。。。


