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問い合わせ…国県事業対策室☎587－6068、FAX586－2176

国道８号野洲栗東バイパスは皆さんの協力で
順調に進んでいます

　国道８号野洲栗東バイパスは、昭和57年に事業化され、
平成12年に都市計画決定された全長4.7kmの４車線の道路で
す。本線は、信号のない区間の道路として整備され、野洲
～栗東間をわずか５分程度で通行することができ、名神高
速道路栗東インターの利用も大変便利になります。
　守山・栗東・野洲市の首長等で構成する国道８号野洲栗
東バイパス整備促進期成同盟会では、2024年（平成36年）
に開催される国体開催の２年前の供用開始を国に対し要望
を行っています。

《バイパス事業のこれまでの動きと今後の予定》
 昭和57年  事業化決定
 平成12年５月  都市計画決定
 平成25年度～  用地買収着手
 平成26年  市内用地測量完了
 平成27年度～  文化財調査着手

 平成28年度  工業団地造成事業予定地を市街化編入
 および用地買収

 平成29年３月  起工式
 平成29年度～  市内工事着手（妙光寺～三上）
 平成30年度～  工業団地造成工事着手

 ◆◇バイパス関連事業（工業団地造成事業）◇◆

　市内バイパス用地取得の進捗に伴い、事業用地
にある企業の移転が急務となっていることから、
昨年11月に7.6haを市街化区域に編入し、このうち
6.6haを工業団地として造成計画を予定しています。
　当該農地5.8haの用地買収は、地権者および関係
者の皆さんのご協力により３月までに完了し、次
年度から工事着手できるよう、業務委託を行って
いる滋賀県土地開発公社をはじめ関係機関と協議
を行っています。

①現国道８号の慢性的な渋滞を解消
②周辺生活道路を含む交通安全の確保
③	済生会病院へのアクセス向上による救
急医療の搬送確保
④大規模災害時の緊急輸送路の確保
⑤	物流・交流の利便性向上により企業立
地および観光人口増加の期待

バイパス事業の主な目的

《バイパス全体位置図》

市内から栗東I.Cまでわずか５分！
従来より平均で約13分短縮されます。

①国道８号御上神社交差点付近渋滞状況

②バイパス予定地等の状況（三上地先）

バ
イ
パ
ス
予
定
地

　工業団地
　事業予定地
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　平成28年度に国の地方創生加速化交付金（3,949万４千円）を活用し実施した
「人口減少社会のライフスタイルとまちづくり転換事業」の総括として、３月25
日に「まちづくり市民懇談会」を開催しました。当日は、有識者、関係団体の代表者、市民から事業の評価をい
ただき、併せて、「住みたい 住み続けたい 訪れたいまち」への提言をいただきましたので皆さんに報告します。

場　所…市民活動支援センターホール（野洲図書館併設）　　　参加者…50人
内　容… ○基調講演（新川達郎さん／同志社大学大学院総合政策科学研究科教授）　○事業報告（市長）
　　　　○ パネルディスカッション　▽パネリスト／大杉成聖さん（びわ湖放送株式会社報道制作局報道制作部

取締役局長）、川下博史さん（アサヒビールモルト株式会社代表取締役社長）、川戸良幸さん（琵琶湖
汽船株式会社代表取締役社長）、松崎悦子さん（株式会社EGS代表取締役）、水島左知子さん（野洲市
文化協会会長）、市長　▽コーディネーター／新川達郎さん

１．人口減少社会のライフスタイルとまちづくり転換事業の評価
　⑴ 事業と成果
①フォーラム野洲2016（全４回）企画運営
　 　延べ約1,100人が参加し、多様な意見を共有できた。「野洲市くらし支えあい条例」に基づく見守り等を含む

生活困窮者支援施策の一層の展開、市民病院整備事業の一層の推進、立地適正化計画の策定等につながった。
②全日本マスターズ駅伝競走大会運営負担
　　各世代が同時に競技を行い、交流も併せて実施したことにより、生涯スポーツの機運が一層高まった。
③関西フィルリラックスコンサートin野洲事業負担
　　チケットの完売により、当事業への期待度がうかがえ、一層の認知度が高まった。
④オクトーバーフェスト＆ジャズフェス実行委員会補助
　　延べ約３万人が来場し、まちの賑わい、地域活性化につながった。
⑤まち灯り（街路灯）整備事業
　 　ソフト事業との相乗効果により、駅周辺における一層の賑わいや活性化が創出された。また、野洲市商工会

が管理運営されていた「すずらん灯」の老朽化、維持管理の課題が解決できた。
⑥まちづくり市民懇談会
　 　まちづくりの課題と方向性を参加者で共有し、少子高齢化・人口減少社会におけるまちのあり方を考えるきっ

かけづくりの場となった。
　⑵ 主な評価
○ フォーラムは、有識者だけでなく市民の参加もあり、官民協働で明確なコンセプトをもった事業であった。
○ 貧困問題をテーマにした第２回フォーラムにおいて、「我が事化」という観点で情報共有をしたことは、地域の

自主性や自立性の観点から、非常に意義があった。
○ オクトーバーフェスト＆ジャズフェスは口コミやSNS等の効果もあり、非常に活況を呈したイベントとなり、

大人も子どもも参加できる理想的な事業であった。
○ リラックスコンサートは、音楽がまちに溢れる素晴らしい企画であり、生きがいや活力が生まれ、創造性を育

むなど、文化の向上と賑わいのあるまちづくりにつながる事業であった。
○ まち灯り整備事業はソフト事業を組み合わせ、「賑わいと元気な明るいまち」をつくるという地方創生のストー

リー性が感じられた。
２．「住みたい 住み続けたい 訪れたいまち」への主な提言

○ 市民の力が大いに発揮され、それが生かされる参画と協働のしくみづくり、
人づくり、環境づくりを進め、自主的、主体的に問題を解決する力を市民
が持ち、それを発揮する機会を増やしていくまちづくりが大切である。

○ 市民がまちの文化や歴史、強みを知ることが大切であり、そのために、子
どものころから「まち育」を行い、大人になりそれを口コミで積極的に発
信するなど、日本一発信する市民のまちをめざしたい。

○ 企業それぞれが持ち合わせている多様な経験、仕組み、ノウハウを最大化すべく、行政と企業が今後更に連携
を強化してまちづくりを進めることが必要である。

○ 「住みたい 住み続けたい 訪れたいまち」に「戻って住みたい」「過ごしたい」も加え、転出した若者とのネッ
トワークを深めるなど、将来は野洲に戻ってきてもらえるような環境づくりと、楽しく豊かな雰囲気で野洲に
滞在していただけるような「おもてなし」ができれば、観光振興と併せた豊かなまちづくりができる。

○特に若者が自由に文化（音楽）に触れることができる環境づくりが大切である。
○ 文化や芸術を通して、にぎわいとコミュニティの場所づくりの輪を広げ、人と人との心の繋がりを大切にする

まちづくりが大切である。

みんなで伸ばそう!! 野洲の元気と安心 まちづくり市民懇談会
～住みたい 住み続けたい 訪れたいまちをめざして～

結果を報告します

問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

暮らしの情報

3　　広報やす　2017.6



　おいでやす！！ 野洲市夏まつり花火大会

日　時…７月22日㈯　※雨天決行・延期なし
場　所…蓮池の里多目的公園（野洲市須原598番地）

※ 当日急な荒天により、実施できなくなった場合は中止となり、
延期はありません。開催情報は、野洲市観光物産協会ホームペー
ジ、facebookでお知らせします。

協賛金のご協力をお願いします！

　野洲市夏まつり実行委員会では、皆さんが安全に安
心して楽しんでいただけるよう努めていますが、その
実現のためには花火や警備にかかる費用など、多額の
資金が必要です。現在、企業・事業所・商店の皆さん
に広く協賛金の協力をお願いしていますが、必要な金
額の確保に大変苦慮しています。
　このイベント実施にご賛同いただける皆さんからの
温かいご支援・ご協力をよろしくお願いします。

受付期間…７月31日㈪まで
受付窓口…野洲市夏まつり実行委員会事務局
　　　　　（商工観光課内）
※ 募金箱を商工観光課、野洲市商工会等の窓口に設置

しています。

模擬店の出店団体を募集します！

　出店資格などの詳細は、「模擬店出店者募集要項」
でご確認ください。
応募期間…６月５日㈪～16日㈮　午後５時まで
　　　　　※持参に限る
募集要項・申込書の設置場所…
　　　　　 野洲市夏まつり実行委員会事務局（商工観

光課内）、野洲駅構内の観光パンフレット
スタンド

問い合わせ…野洲市夏まつり実行委員会事務局
　　　　　　（商工観光課内）
　　　　　　☎587－6008、FAX587－3835
※受付／月曜～金曜日の午前８時30分～午後５時15分

野洲市民病院の予算　　　　　　　～ 5月17日 市議会臨時会 ～

  　　　国交付金による市の負担軽減案も否決・・・

◆国の交付金5,200万円を入れた再提案も否決◆
　３月の議会で市民病院の予算は否決されましたが、
その後、国から、市民病院の設計費用に5,200万円を交
付する内示がありました。全体事業費に対しても、10
億5,000万円が交付される見込みが高まったため再提案
を行いました。駅前に病院や商業・交流施設などの都
市機能を集約する「野洲駅南口周辺整備構想」が、将
来の都市計画に相応しいと国に評価され、財政負担も
軽くなるという好材料を踏まえての再提案でしたが、
再び否決されました。

◆議会での主な反対理由は駅前という場所◆
　市民病院の必要性は大半の議員で一致しています。
運営形態も、市は独立行政法人への早期移行も選択肢
に入れていますので、残る主な反対理由は「駅前」に
絞られます。しかし、駅前に病院がダメな理由や、駅
前市有地の今後の活用についての合理的な代案は示さ
れないままで、市は解決の糸口を見出せない状況です。
　先日の議会では、汚染土が埋設保管されている農薬
工場跡地や野洲川河川敷という不可能な場所に病院を
建てることが議員から提案されたような状況です。

◆駅前に決めた理由◆
　駅前は交通の結節点であり、車に乗れない利用者や
市外から通勤する医師等スタッフにとっても便利であ
り、利便性の高さから外来収益等が有利で経営が安定

します。市は市内で最適の場所だと判断しています。
◆済生会は野洲市民病院の機能・経営見込みを評価
　　　　　　　「移行」協議はあり得ないことを明言◆
　守山市民病院が済生会へ「移行」する協議を開始し
たことを受け、野洲市の病院にもその可能性があるの
かを済生会に確認しました。結果、駅前の野洲市民病
院は、急性期病院としての経営が見込めるとの評価が
あり、同じ圏内の急性期病院である済生会とは機能分
担が困難であること、現野洲病院の建物や場所につい
ては施設や敷地の要件から引き受けは不可能なことが
明らかにされました。

◆今後も市議会の理解を求めていきます◆
　６月中に基本設計が完成し、収支計画もより現実的
に改定します。市は病院の設置に関する条例に基づき、
市民病院事業を実現する責務を果たし地域医療を守る
ため、今後も計画を具体化しつつ予算を議会に提案し
ていきます。

～ 野洲市民病院を市民と考える懇談会 ～
　○６月17日㈯　午後２時～　市役所本館３階
　○基本設計の成案について他　　※申し込み不要

問い合わせ…市民病院整備課
　　　　　　☎587－6141、FAX586－2200

　5月17日、3月の議会で否決された市民病院の実施設計等の予算を、新たに内定した国土交通省の交付金5,200
万円を入れて市議会臨時会に再提案しましたが、可否同数のあと、議長の決裁で否決されました。

～ 協賛金のお願い・出店団体募集 ～

速 報！
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　市民活動の知恵と力を結集して、第９回「やすまる広場」2017を野洲図書館周辺で開催します。
　昨年同様に色々な活動団体や市内事業所、個人などの多彩な活動の発表や展示、地元物産販売などを予定して
います。また、図書館ホールでは音楽広場、中庭や玄関前は各種団体のカフェとバザー、ビオトープでは自然観
察会などを行い、大人も子どもも楽しめる盛りだくさんのイベント内容です。
　皆さんのご来場をお待ちしています。

日　時…６月４日㈰　午前10時～午後４時
場　所…市民活動支援センター（野洲図書館併設）、野洲市健康福祉センター周辺
内　容…▽市民活動支援センター
　　　　　 　野洲市内にビワマスを戻そう（環境団体発表コーナー）、音楽広場、中庭カフェ（福祉団体自主製品

　販売）、おいしーもん市、親子自然観察会、環境紙芝居、歴史紙芝居、市政情報発信コーナー（井戸
　　　　　　端トーク）、各団体企業パネル紹介ブース、介護・認知症相談など
　　　　▽健康福祉センター
　　　　　 　歯の寸劇および歯の健康（かむ力チェック）、レゴロボット

　体験、ムラタセイサク君自走実演、ミニ四駆走行体験、地元
　農作物販売、野菜の苗プレゼント、すまいる市、食品販売コー
　ナー、大阪ガス実演コーナー、農機具展示、古本リサイク
　ルコーナーなど

　　　　▽東消防署
　　　　　　交通安全パネル、白バイ展示など
※各会場でスタンプラリーポイントを設置し楽しい景品がもらえます。
※天候の都合等で一部内容を変更する場合があります。
問い合わせ…第９回やすまる広場2017実行委員会事務局（市民活動支援センター内）
　　　　　　☎518－0556、FAX518－0557

第９回「やすまる広場」2017 開催！
～「みんなでつながろう やすまるの輪」～

　市の取り組みや課題が記載されたポスターを見て、興味をもった内容について市長と気軽にトークす
る「やすまる広場井戸端トーク」を「やすまる広場」において開催します。
　どなたでも参加でき、市長と意見交換ができますので、お気軽にお越しください。

日　時…６月４日㈰　午後１時～２時30分　　　場　所…市民活動支援センター（野洲図書館併設）
内　容…ポスターセッション
　　　　≪展示予定の事業等≫
　　　　　◦消費者行政推進事業　　　　　　　◦児童虐待防止・特別支援教育・いじめへの取り組み
　　　　　◦都市基盤整備について　　　　　　◦環境基本計画について
　　　　　◦余熱利用施設について　　　　　　◦野洲市の観光資源について
　　　　　◦介護保険の総合事業について　　　◦野洲市民病院について
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

「やすまる広場 井戸端トーク」 開催！

消防フェア2017同時開催

　野洲市消防団の協力を得て消防・防災の重要性を再認識しませんか？

内　容…▽東消防署
　　　　　　グラドン号による地震体験、マスコットキャラクター
　　　　　　「ライくん・レイちゃん」による防火防災広報、消防車展示・
　　　　　　防火服着装体験、消防救助隊による救助訓練展示など
問い合わせ…東消防署☎587－1119

湖南広域消防局キャラクター

（ライくん）　　　（レイちゃん）

暮らしの情報
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　全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された日（1949年６月１日）を記念し、毎年６月１日を
「人権擁護委員の日」と定め、全国一斉に特設人権相談所を開設し、人権への理解を深めるための啓発活動などに
取り組んでいます。
人権擁護委員ってどんな人？
　人権擁護委員は、人権の擁護に理解があるとして市長が推薦し、法務大臣から委嘱されている人です。地域の
皆さんへの啓発活動や法務局の人権相談所や市役所などの公共施設等において人権相談に応じるなどの活動を
行っています。現在、全国で約14,000人の人権擁護委員が各市町村に配置され、積極的な活動を行っています。
　市でも、次の人が委嘱されており、人権相談などさまざまな活動を行っています。

■主な活動
○人権相談
　 　人権擁護委員は、基本的人権が侵害されないよう

に見守り、もし、侵害があった場合は救済に向けて
取り組みます。

　 　これは人権問題ではないだろうかと感じたり、困
りごとや心配ごとがありましたらご相談ください。

　 　女性・子どもの人権、同和問題、家庭内・隣近所
とのもめごと等幅広い相談に応じています。難しい
手続も必要でなく、相談は無料で秘密は守られます。

○相談活動
　◦全国一斉「人権擁護委員の日」特設相談所の開設
　　日　時…６月１日㈭　午前10時～正午
　　　　　　　　　　　　午後１時～５時
　　場　所…人権センター１階学習室
　　　　　　（野洲市小篠原1780番地）
　　問い合わせ…滋賀県人権擁護委員連合会事務局
　　　　　　　　☎522－4673
　◦人権なんでも相談所の開設
　　開設日… ６月19日㈪、７月18日㈫、８月21日㈪、

９ 月19日 ㈫、10月16日 ㈪、11月20日 ㈪、
12月４日㈪、平成30年１月15日㈪、２月
19日㈪、３月19日㈪

　　時　間…午前10時～正午
　　場　所…人権センター１階学習室
　　　　　　（野洲市小篠原1780番地）
　　問い合わせ…人権センター☎587－4533

　◦子どもの人権SOSミニレター
　　 　小・中学校などの児童・生徒全員に「SOSミニ

レター」を配布しています。
　　 　学校や親にも言えない悩みなどを相談できる手

紙です。切手なしで法務局に返信でき、人権擁護
委員が受けて相談にのる仕組みとなっています。
子ども達の心に寄り添い、事案に応じて、子ども
達の声を救済に結び付ける取り組みを行っていま
す。

○啓発活動
　 　市内の保育園、幼稚園、こども園の５歳児や学童

保育所の児童、高齢者施設の利用者を対象に人権紙
芝居による啓発を行っています。

○「子どもの人権110番」強化週間
　 　大津地方法務局と滋賀県人権擁護委員連合会で

は、６月26日㈪～７月2日㈰の７日間、子どもの人
権にかかわる相談専門の臨時電話を１回線増設し、

「子どもの人権110番」強化週間を実施します。
　相談内容… いじめ、体罰、不登校、虐待など、子ど

もの人権にかかわる問題について、相談
に応じます。

　日　時…月曜～金曜日　午前８時30分～午後７時
　　　　　土曜・日曜日　午前10時～午後５時
　問い合わせ…フリーダイヤル☎0120－007－110

「一日図書館員」募集！

日　時…７月26日㈬・27日㈭
　　　　午前９時30分～午後３時15分
場　所…野洲図書館
対　象… 市内在住および在学の小学４年生～６

年生・中学生・高校生
定　員…12人／日
　　　　※応募多数の場合は抽選します。
内　容… カウンター（貸出し・返却）、本の整備

（カバーかけ）、図書館探検など

申し込み… ６月２日㈮～７月２日㈰までに申込
用紙に必要事項を記入の上、野洲図
書館カウンターへ持参してください。

※申込用紙は、野洲図書館に設置しています。
※ 小・中学生の申し込みには、保護者の同意が

必要となりますので申込用紙に必ず署名と捺
印をお願いします。

※抽選結果はハガキでお知らせします。
問い合わせ…野洲図書館
　　　　　　☎586－0218、FAX587－5976

６月１日は人権擁護委員の日です ～ ひとりで悩まないで相談を ～

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

氏　名 所在 電話番号
相
あ い ま

間　芳
よしかず

和 北桜 587－2174

上
う え だ

田　晴
は る き

基 野洲 587－1869

上
うえふね

船須
す ま こ

磨子 永原 588－4480

川
かわばた

端　
は つ み

美 吉川 589－2897

立
たちいり

入　幸
ゆきもと

基 野洲 587－0175

氏　名 所在 電話番号
田
た な か

中ふじ江
え 高木 587－0931

近
ちかまつ

松あや子
こ 比留田 589－3583

中
な か た

田　幸
さ ち こ

子 北野 588－1739

杲
ひので

　　教
きょう

順
じゅん 比江 589－3621

（50音順、敬称略）

　　夏休みに図書館の仕事を体験してみませんか？本が好きな人、図書館が好きな人、夏休みの思い
出に、ぜひご参加ください。

※人権擁護委員からのお願い… 
　人権擁護委員は人権のことで
困っている人にとって大切な窓口
です。
　人権擁護委員への勧誘や営業な
ど目的外の電話や訪問はお断りし
ます。
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　野洲市三方よし人材バンクでは、市内の保育所、幼稚園および
公設の学童保育所への臨時就労相談会を実施します。お仕事を希
望されている人、詳しい内容を知りたい人はお気軽にお越しくだ
さい。

日　時…６月17日㈯・18日㈰　午前10時～午後３時30分
場　所…ザ・ビッグエクストラ野洲店内
問い合わせ…野洲市三方よし人材バンク（こども課内）
　　　　　　☎587－6052、FAX586－2176

平成30年４月１日採用 市職員募集！

採用予定…①上級行政職　10人程度　②文化財保護職　１人程度　③調理師　１人
受験資格…①昭和57年４月２日～平成８年４月１日に生まれた人
　　　　　②昭和57年４月２日以降に生まれた人で、次の⑴⑵を全て満たす人
　　　　　　⑴ 学校教育法による大学（短期大学を除く）または大学院において、考

古学、歴史学、その他これらに類する学科等の専門課程を卒業または
修了、もしくは平成30年３月31日までに卒業または修了見込みの人

　　　　　　⑵学芸員資格を有する人または平成30年３月31日までに当該資格を取得
　　　　　　　する見込みの人
　　　　　③ 昭和57年４月２日以降に生まれた人で調理師免許を有する人または平成30年３月31日までに当該免

許を取得する見込みの人
日　　時…７月23日㈰　午前10時～
１次試験（択一式）…教養試験（①②③）
試験場所…野洲市総合防災センター（野洲市辻町488番地）
申し込み・ 問い合わせ…６月23日㈮までに所定の申込用紙に必要事項を記入の上、持参または郵送のいずれかで

人事課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6088、FAX587－4033

※ 申込用紙は、人事課へ直接取りにくるか郵便で請求する場合は、封筒の表に「上級試験申込用紙請求」、「文化
財保護職試験申込用紙請求」または「調理師試験申込用紙請求」と朱書きし、返信用封筒（A４判に140円切手
貼付・宛先記入）を同封すること。

夏季保育補助員等 臨時職員募集!

勤務場所・職種 募集人数 資格・免許 勤務時間 賃　金

市立保育園・こども園
　保育補助 ５人程度

不問（学生可）
※ 保育士資格・幼稚園教

諭免許のいずれかがあ
ることが望ましい

７月１日～９月30日
㈪～㈮　９：00～18：00〔内４～７時間〕

※ 勤務期間・時間は応相談、更新の可能性あり

無資格
　時給　925円
有資格
　時給 1,000円　
　　　～1,150円

市立幼稚園
　預かり保育担当 ５人程度

不問（学生可）
※ 保育士資格・幼稚園教

諭免許のいずれかがあ
ることが望ましい

７月20日～８月31日
㈪～㈮　８：30～18：00〔内４～７時間〕

※勤務期間・時間・曜日は応相談

無資格
　時給　925円
有資格
　時給 1,000円　
　　　～1,150円

年齢・性別…不問（学生可）　※学生は幼稚園教諭または保育士資格の課程を履修中の者に限る
通勤手当…日額150円（片道２km以上10km未満）、250円（片道10km以上）
選考方法…面接（日時は後日連絡します。）
持 ち 物…履歴書（写真入）、有資格／免許の写し、学生／学生証の写しまたは在学証明書
　　　　　※幼稚園免許更新者は、免許更新確認書が必要です。
　　　　　※資格・免許の氏名を変更している場合は、戸籍抄本を添付してください。
申し込み・問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176
　　　　　　　　　　　※受付／午前８時30分～午後５時（電話受付可）

無料職業紹介所
「三方よし人材バンク」
臨時就労相談会のお知らせ

暮らしの情報
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