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１、 ふるさと納税（企業版も含む）について 

振り返る事、市民及び議員から何度もふるさと納税導入を市に進言してき

ましたが、法律の解釈が違うとの理由から採用されませんでした。 

結果、本市では、現在ふるさと納税に関する歳入歳出には大きな差が出てお

り残念な限りです。 

また特に増税のみならず、返礼品に関しても、野洲市のいろんな分野の生

産者に対して挑戦の機会を奪っております。 

早急に本市もふるさと納税及び企業版も導入して頂きたい。 

 

（回答） 

現在、取り組みを検討中でありますが、令和 3年度年度途中からふるさ

と納税制度を活用し、地場産品振興、新たな需要の開拓、地域ブランド力

の向上などを目的に、返礼品を設定したふるさと納税制度の取り組みを開

始するとともに、魅力あるまちづくりを進めるため税収（財源）を確保し

ます。 

企業版ふるさと納税については、企業より寄附をいただくことで、市の

財源確保を図ることができるだけでなく、企業にとってもわずかな負担で

企業価値・操業環境の向上が期待できる制度であると認識しています。 

また、令和２年度に寄附を行う企業に対する税制優遇の拡大等の改正が

行われ、市と企業の双方にとって更にメリットの大きい制度に改正されて

います。 

そうしたことから、当市としても早期に企業からの寄附を受け入れる体

制を整えていきたいと考えています。 

【所管部：政策調整部・市民部】 

 

２、 都市計画税について 

２年前、実際降って湧いたような都市計画税の提案が市から出された。 

「なぜ今なのか」その上、市民からの請願書の重みも軽んじて、充分どころ

か時間に追われたような強行採決。その結果納得いかない市民の溜息と、行

政に対する不信だけを残して、来年からの施行となっていた。 

しかし市長の選挙公約にもあるように、コロナ禍において「延期」という

提案が出されている。ぜひ現実のものであって欲しい。 

具体的にはコロナ終息には今後１０年は要すると有識者は述べている。 

よって所信にある延期の期日についてであるが、「当分の間」をより具体的
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に、最低でも「３年間」と明記し、目的税であることから駅前広場等の在り

方を具体的に示した上で、またその期間中に住民に対してしっかりした説

明・議論を重ね、多くの納税者が納得できるかたちでの導入となるようプロ

セスを踏んで欲しい。 

 

（回答） 

都市計画税の導入にあたっては、各学区での行政懇談会等で議論を尽く

し、市議会での慎重な議論を経て導入を決定したものと認識しています。 

都市計画税については、都市基盤整備に必要な財源であると考えていま

すので、課税自体は否定していません。 

ただし、今回の延期においては、新型コロナウイルス感染症の拡大が、

市民生活や事業運営に深刻な影響を与えることに鑑み、同感染症への緊急

対応として、令和３年度の課税は、新たな税負担が伴うことから、見合わ

せるべきと判断しています。 

また、都市計画税の使途については、今後検討を進める中で明確にし、

市民や議員の皆様へ丁寧に説明していきます。 

なお、野洲駅南口周辺整備事業にあたっては、地域経済活性化を踏まえ

た、より活力に満ちた“にぎわい”を創出するために、市民や議員の皆様

からのご意見やご提案をお聴きするとともに、民間活力の活用も視野に入

れたサウンディング等の手法により市場ニーズを把握するなど、幅広い視

点で丁寧にプランを検討していきます。 

【所管部：総務部・政策調整部】 

 

３、 医療費無償化について 

医療費無償化については市長の所信にも「小学６年生」までと明記してあ

るが、システム移行等に係る経費を考えると、今後段階的でいいので「中学

３年生」まで延長を望みたい。 

 

（回答） 

 こどもの医療費助成制度は、少子化対策や子育て支援策として、本来は

国の責任において取り組むべき施策であると考えており、これまで同様県

に対し国へ働きかけるよう要望を続けていきますが、中学３年生までの対

象年齢拡大の可能性については、財源の確保も含めて慎重に検討してまい

ります。 

【所管部：健康福祉部】 
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４、 市道野洲川右岸線の延長整備及び上流部整備について 

近隣の市町に比べ、野洲市は市内から湖岸までの直通の「道」がない。 

この現実は唯一観光資源として有効利用できる湖岸の開発をも止めてしま

っている。 

現実には、吉川信号手前まで整備されている市道野洲川右岸線の続きが、

平成１２年当時から農道として放置されている。 

当該道路の整備に関しての要望は地元から毎年出され、市も県に要望、県

も「菖蒲線バイパス」としてアクションプラン計画には乗せている。しかし

一向に進展はない。 

当該道路が開通すれば現在工事中の国道４７７号線と繋がり、琵琶湖大橋

道路に湖岸内回り線として、人の移動やモノの移動も格段に上がる。また県

道菖蒲線の悲惨な死亡事故も解消される。 

よって約 2.5 キロの農道を県道菖蒲線の振替道とし整備するよう引き続

き県に要望されたい。 

また上流部に関しても、市三宅で止まっており、第一三共工場跡地正門か

ら県道野洲小篠原線に接道されたい。 

 

（回答） 

 菖蒲線バイパスについては、ご指摘のとおり滋賀県道路整備アクション

プログラムで事業化検討路線として位置付けされておりますが、進んでい

ない状況です。現在、野洲市内では大津湖南幹線道路整備事業及び県道木

部野洲線の歩道整備及び交差点改良の大きな県事業が進められているとこ

ろです。このため、現時点では菖蒲線バイパスに着手することが困難な状

況ですが、菖蒲線バイパスは近江八幡大津線から国道 477号を結ぶ重要な

幹線道路であるため、早期に事業着手していただけるよう、引き続き、県

に対し強く要望してまいります。 

上流部における市道市三宅竹生線の先線については、現在整備が進めら

れている国道８号バイパスへのアクセスを強化する道路として、その必要

性は認識しています。この道路の先線の整備については、現在、策定中の

都市計画マスタープランに位置付けて、それに基づく道路の整備計画を策

定する中で、検討してまいりたいと考えております。 

【所管部：都市建設部】 
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５、 農業用地（特に畑）の整備計画について 

「農用地区域の見直しや地区計画による開発の促進を行います、市街化

区域の拡大にも尽力いたします。」と市長も所信には述べておられるが、今

回の要望は特に、圃場整備事業により集落周辺に整備・換地された畑(区

域)についてであり、当該条件に見合う区域における土地の利用に係る計画

の見直しを行って欲しい。 

現在、市内殆どの畑は「青地」であり本当に限られた建物しか建たな

い。しかし畑作業をする従事者の高齢化は年々高まり、今後１０年もする

と放置された畑が荒れ果てることは今でも予測できる。 

農地を守ることは大切であるが、集落に隣接する畑については、盛土の経

費もかからず建物が建つ。そのためには市の条例改正を以て住宅・小規模商

店・事務所等一定の区域区分の見直しを市独自でおこない、地区計画で進め

ているような大規模な新興住宅の開発ではなく、住み慣れた親元近くや、都

会から集落の中で子どもを育てる田舎暮らし、また買物難民のための小さな

商店等ができる環境整備をすることで人口増加に繋がると考える。 

 

（回答） 

市街化区域の見直しや、現存する白地の有効利用とともに、青地につい

ても、農振除外の類型（５要件など）を鑑み、今後検討していきたいと考

えます。 

【所管部：環境経済部】 

 

６、 旧ふれあいセンターの利活用について 

市は既存のセンターの方向性として、解体を示している。 

しかし市民からは解体せず利活用したい旨の要望が未だ出ている。実際まだ

まだ使える建物であり、地元の声を聞きながら建物を存続して欲しい。 

 

対案 

当該建物には中庭があり子どもたちの遊び場としては安全面からも

最適である。館内すべてにリサイクルの本を並べ、小さな子の遊び場

所や、子ども図書館「本の森」として活用してはどうか。 

 

（回答） 

本市における公共施設のあり方については、「野洲に住みたい・住み続
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けたい」と思われるまちづくりに必要な事業・サービスを提供するため

に、市民ニーズや社会情勢の変化を踏まえたうえで、安全性の確保やコス

トの縮減・平準化の観点から、中長期的な視点で効果的・効率的な公共施

設の配置を行うことを基本としています。 

旧ふれあいセンターについては、現状を踏まえると市が積極的に活用す

る必要性は低いとの結論に至っていますが、民間事業者からの提案を募る

等の手法により、効果的な利活用の可能性について検討します。 

【所管部：政策調整部】 

 

７、 旧温水プール解体停止について 

総合体育館に隣接する旧温水プールであるが、天井崩落という原因から温

水プールは現「健康スポーツセンター」に移して現在の建物は解体するとし

ている。 

１１月から解体工事に着手する予定であった。ちなみに天井改修工事は３

０００万円の見積、解体工事には 1億２０００万円の予算が付いていた（入

札額は約９６００万円）。 

しかしこの建物は解体するには実に勿体ない、温水プールとしての利用は

無理でも違う用途では十分使える。解体を止め利活用を再考して欲しい。 

 

対案 

     野洲市の子育て世帯に、野洲市に足りないモノに対するアンケート

を取ると「遊び場」「公園」と回答がある。 

そこで費用を掛けずに現状のままの建物で、アスレチック、またゴム

ボールのプールにしてはどうか。雨天でも遊ぶことができ、駐車場もあ

り、子育て中のママたちにはこれほど喜ばれる施設はないと思う。 

 

（回答） 

旧温水プール棟の除却については、平成３０年１２月２１日の議会全員

協議会で改修等の検討結果及び除却の方針を報告し、平成３１年度におい

て解体撤去工事実施設計業務委託料を予算化し、令和元年度に実施設計業

務を完了しました。 

令和２年度において解体工事等関連予算を計上し議決を得たことから、

解体撤去に向けた事務を進め、令和２年９月３０日に入札執行、１０月８

日に解体工事契約を締結、解体撤去工事監理業務も１０月２１日に契約を

締結したことから、当初方針どおり解体除却工事を進めています。 
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【所管部：教育委員会】 

 

８、 歴史民俗博物館空調整備について 

文化について市長は「野洲市が誇れる歴史、文化を、次代を担う子どもた

ちによりよい形で引き継ぐことは、子どもたちの郷土愛を醸成することにつ

ながります。」と所信で述べておられる。 

野洲市内の文化施設と言えば、「歴史民俗博物館」である。 

しかし築３０年を過ぎ、館内の施設整備には問題箇所が続出しており、特に

ここ１０年、空調整備はいつ故障してもおかしくない始末。毎年、館からの

予算要望は出ているが進展はない。このままでは閉館は時間の問題であり、

学術資料・美術品の寄託、寄贈された保存もカビ等の心配もある。 

銅鐸は野洲市にとっては日本でも屈指の宝物、なんとしても早急の空調整

備を願いたい。 

 

（回答） 

野洲市歴史民俗博物館は、１９８８（昭和６３）年１１月に野洲町立歴

史民俗資料館として開館し現在に至ります。その間、２００１（平成１

３）年度に内外壁タイルの一部改修や２００８（平成２０）年度に館内の

展示室等についてリニューアルを実施しておりますが、建物や設備の抜本

的な改修ができておらず、老朽化が進むなかで故障や修繕の対応が必要で

あることは認識しています。 

【所管部：教育委員会】 

 

９、 祇王井川（新川）治水対策について 

先般の台風で祇王井川が溢れ、駅前の浸水で大きな被害が出た。 

最近の異常気象により、いつ同じ事態が起こるか、駅前住民にとっては急が

れる課題となっている。 

市も県に働きかけ、滋賀銀行より下流の県工事については進捗がみられる

が、当該より上流については、地中バイパス工事によりＪＲ線の下を抜けて、

先童子川に抜く工事を市が進めているが計画通りに進んでいない。 

また北自治会辺りの新川が溢れ浸水する事態の解消も、地元住民が管理し

ているポンプ機の増設も重ねて県に要望して欲しい。 

「まちづくりは治水から」と言われる。早急な対策を望みたい。 
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（回答） 

童子川４－１号雨水幹線整備事業の進捗状況については、ＪＲ琵琶湖線

横断部の自然流下による工法検討に於いて、軌道に影響を与えない工法に

よるＪＲ対策費や施工期間の時間の制限による工事の長期化等、調査をし

た段階で色々な課題があり、これが最善かどうか他の選択肢も含めて検討

しております。 

 新川の２基のポンプは、現時点でできる範囲で整備がされたもので、市

としましても抜本的対策を継続的に滋賀県に対し要望しているところで

す。 

 昨年の 1 月には、北自治会役員の皆様と河川管理者である県、市で意見

交換会を開催させていただき、貴重なご意見等をいただきました。今後、

排水ポンプの増設も含め、意見交換会でいただいたご意見を踏まえ、引き

続き、県に対し早期対策を要望してまいります。 

【所管部：都市建設部】 

 

１０、湖岸における「湖の駅」整備について 

数年前、びわ湖に面する５自治会が集まり、「湖の駅」構想事業が約半年

間、会議にして１４回開催された。市の職員も加わり提言書もでき、視察費

用の予算も通ったが、途中頓挫した。理由は利益が見込めない事業に対する

当時の市長判断からだと聞いている。 

しかし野洲市が預かっている湖岸は唯一残された野洲市にとっては貴重

な観光資源であり、地元の活性や、漁業従事者を確保する「漁師の学校」も

止まったままである。依然として地元の要望は大きく、もう一度検討事業と

して欲しい。 

 

（回答） 

「湖の駅」構想について協議されていた「野洲市湖岸通り創生協議会」

は、琵琶湖岸という特性を活かした地域振興を図ることを目的に、琵琶湖

に面した自治会や事業者等で設立された協議会です。 

市は、湖岸振興をまちづくりの課題の一つとしていることから、協議会

の会議に参加していましたが、当初より委員ではなく決定権の無いオブザ

ーバーとして参加していました。 

「湖の駅整備計画の検討中止」につきましては、協議会において、様々

な課題の解決に向けた方向性を見出すことができなかったことから、一旦

中断されたものであり、これは協議会としての決定事項です。このことに
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より、当初予算化していた補助金の執行が保留となった経緯があります。 

なお、「依然として地元の要望は大きく、もう一度検討事業として欲し 

い。」とのことですが、先述のとおり、市といたしましては湖岸振興をま

ちづくりの課題の一つとして認識していますが、市の施策として「湖の

駅」の整備は考えていません。 

また、ご指摘の通り、琵琶湖岸は、野洲市の豊かな自然を体験すること

ができる場所として貴重な観光資源です。豊かな観光資源を有しながら、

観光地へのアクセスが課題となっていますので、自転車を活用した観光地

巡りや民間交通と連携した取り組みを検討したいと考えています。 

【所管部：政策調整部・環境経済部】 

 

１１、障がい者のグループホーム建設について 

障がい者のグループホームと言っても、大人ではなく成人に達していない

子どもたちの共同住居についてである。 

障がいのある子どもを持つ保護者の悲願は自分たちが元気な間はいいが、

親の高齢化は毎年進み、自分たちがいなくなったらこの子たちはどうなるの

か。そのための対策、小規模なグループホームが野洲市にはない。 

作業所の改装も問題であるが、一日も早いグループホームの新設に行政が

着手して欲しい。国の補助金も見込める事業であるから新市政においては進

展を望みたい。 

 

（回答） 

未成年の障がいのある人、いわゆる「障がい児」の入居できるグループ

ホームは障害福祉サービスにはありませんが、養育に課題のある障がい児

には、県（児童相談所）と連携して児童養護施設や近江学園などの児童福

祉施設への措置入所で支援することになります。ご要望の共同住居につい

ては、少人数で暮らす地域小規模養護施設になると考えられますが、同じ

く県主体で整備することとなります。 

市としましては、地域の理解を得ながら、障がいのある人が安心して暮

らせるように、情報提供やサービス提供の相談体制の充実に努めてまいり

ます。 

また、「親亡き後」を心配される保護者の方からの声については、市と

様々な保護者会との懇談等の場でお聞きしています。そのため、市では

様々な機会を捉え、各種法人に整備に係る助成制度の案内と創設を呼びか

けることなど、グループホームの整備が進むようにしているところです。 
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市内には小規模のグループホームが５つ有り、さらに、今後、市内でグ

ループホームを運営したいという事業者も数社あります。グループホーム

は単に整備するのみで完結せず、整備後は運営（報酬は障害者総合支援法

による障害福祉サービスである共同生活援助）が伴いますので、人材確保

の支援やグループホーム利用者の相談などの支援を行ってまいりたいと思

います。 

【所管部：健康福祉部】 

 

１２、妊婦健診・乳幼児スクリーニング検査等について 

本市の「人口減少」の最たる理由は、子どもを産める年齢の女性が１０年

のうちに大きく減少することである。そのため現在年間約５００人の新生児

数が３５０人に減少すると市の推計にも出ている。 

ましてや子育てには多額のお金がかかり、もう一人欲しいと思う若い家族

には経済的負担がのしかかる。 

そのためにも今後は「子どもは社会で育てる」というまちを切に望む。 

野洲市で子どもを産み、子育てをしたいと思う。そのためにも経済的負担、

妊婦健診費用、出産費用、乳幼児健診、不妊治療、ワクチン接種、スクリー

ニング検査等の費用補助の拡充を求めたい。重ねてネウボラ助産師等による

母親の精神面の手助け等にも力を入れて欲しい。 

 

（回答） 

 妊婦健診費用、出産費用、不妊治療については、一定の条件のもとに補

助を行っており、乳幼児健診、定期予防接種は全額公費負担としていま

す。なお、現在は新生児聴覚スクリーニング検査の費用補助に向けて検討

しているところです。 

 また、母親の精神面の手助け等についてですが、本市では地区担当制で

保健師を配置し、訪問等で妊産婦支援を進めながら、助産師を配置し、よ

り専門的な相談にも対応しています。ご本人やご家族等からの SOSや状況

に応じて、必要時子育て支援センターや家庭児童相談室等の市役所各課や

関係機関が一体となって支援できる体制をとっています。 

一方、地域医療あり方検討会母子保健部会を開催し、産科医療機関、精

神科医療機関、在宅助産師、大学、行政が顔のみえる関係づくりと妊産婦

支援について協議し、切れ目ない支援のための対策を進めているところで

す。 

【所管部：健康福祉部】 
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１３、希望ヶ丘に「森のようちえん」設置について 

施設を持たない、森や山での幼稚園が全国的に拡がりをみせている。 

県も今年から保育環境の拡充に自然の中での保育を認めた。 

幼児は自然の中で自由に一日を送り、決して決められた遊びはない。思い

っきり遊ぶ、そんな経験が脳を育て、将来強い精神を育む。 

その為の適正環境立地が野洲市にはある。「希望ヶ丘」である。県も市の

要望があれば本市には理解を示すと考える。 

現在県内には認定された「森のようちえん」が３カ所ある。ぜひ野洲市に

も検討されたい。 

 

（回答） 

 市では、今までから、園の近くに比較的多くの自然があり、園内の園庭

や園外保育などにより、自然にふれあう保育を進めてまいりました。 

県では令和２年度から「しが自然保育認定制度」がスタートしており、

令和２年８月１日時点で４団体が認定されています。当該県制度の活用の

有無も含め、引き続き自然にふれあう保育を進めてまいりたいと考えま

す。 

 なお、前述のように現在の保育においても、自然との関わりを学ぶ保育

は可能と考えておりますので、施設をもたないようちえんの実施等につい

て、現在のところ取り組みは考えておりません。 

【所管部：健康福祉部・教育委員会】 

 

１４、市役所内外の施設整備について 

現在の野洲市役所は、市民の目的別、課の整備にはなっておらず、遠くは

なれた地域にも関係分所がある。 

特に福祉関係においては教育関係と混ざり不便である。また福祉関係のカ

ウンター全面通路は車椅子やベビーカーの行き来もままならない。また同課

の職員の労働環境も狭小であり、他の課に比べ労働環境格差が大きい。 

市民のニーズに合わせた課の配置、また職員の労働環境等の改善見直しに

時間が掛かっても着手して欲しい。 

 

（回答） 

課題は認識しているものの、抜本的な対策としては庁舎の再編を行う必
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要があり、予算的に厳しい状況です。現在ある施設の利用見直し等による

対応も考えられますが、施設の分散の問題は解決できない状況です。 

【所管部：総務部】 

 

１５、中主学区の老人ホーム施設設置について 

中主学区の高齢化は市内でも高く、老人ホーム待機者の数も多い。 

４年前、井口地先に民間事業者による新設整備届が提出されたが、受理され

なかった。またその理由も明快ではなく住民が納得できるものではなかった。

民間による事業ゆえ市の予算は必要ない。改めて中主学区の老健施設の設置

に向けて理解協力を願いたい。 

 

（回答） 

「4年前、井口地先に民間事業者による新設整備計画が提出されたが、

受理されなかった」ということをご要望の根拠とされていますが、当時、

類似した事案はあったものの、これに該当する事案はございません。 

なお、ご要望の老健施設については、市内に「野洲すみれ苑」と「寿々

はうす」の 2施設 200床がすでに設置されており、周辺他市より充実した

水準です。また、広域利用の施設であることから、設置地域の介護サービ

スニーズは本来考慮されるべきことではありませんが、実際「寿々はう

す」はご所望の中主学区（八夫）に開設されている施設であります。 

【所管部：健康福祉部】 

 

１６、市内道路整備の早期着手について 

   現在多くの自治会から市内各所の道路の不備が指摘、要望が届いている。 

  しかし近年この道路整備費にかかる予算は極端に少なく、以前に比べれば

十分の一程度である。舗装は剥がれ、白線は消え、穴だらけの道は悲惨な状

況である。まずは予算を確保し、市内道路を現場確認し、順番を決めて工事

に早急に着手願いたい。 

 

（回答） 

今年度、主要道路の舗装修繕計画とは別に、幅員 4ｍ以上の市道の調査

を行い、舗装修繕計画を策定します。 

その結果に基づき、次年度以降から修繕工事の実施を行い、道路舗装の

改修を進めてまいります。尚、大規模な修繕工事までは、定期的な道路パ
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トロールを実施して舗装劣化による陥没等は適宜、常温合材による補修を

行います。 

【所管部：都市建設部】 
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