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◎ 豊かな人間性をはぐくむまち 

 少子高齢化、人口減少に立ち向かい、健全な野洲市を維持するためには、子育て

支援及び家庭教育支援や教育の充実など、次世代を育てる取組みが重要です。 

１． 核家族が多数を占める環境の下、子育て世代は出産や子育て、家庭における教

育についての悩みも多く、不登校児童・生徒の割合が県・国の平均を大幅に上

回り、学習についても二極化が進むなど、大きな課題が見られます。これまで

の子育て支援や昨年導入された不登校児童を抱える世帯への訪問型の教育支援

に加え、学齢期の子供を抱える家庭への多角的支援、さらに結婚や出産、育児

などに関する素直な感性を伸ばす教育などより一層問題・課題の根源にアプロ

ーチする家庭教育を支援する体制の充実を図ること。また、若年層は地域の関

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） 

学校では、道徳や家庭科、保健体育などの授業を通じて、結婚や家庭生活、出 

産、子育てなどについて学んでいます。次の時代を担ってくれる子どもたちが、自

分の力でたくましく人生を切りひらいてくれますように、今後も学校教育を通じて

支援していきたいと考えています。また、今年度から家庭訪問型学習支援事業を開

始し、学力保障と同時に、保護者支援を実施しているところです。 

各コミュニティセンターでの活動として取り組んでいる「放課後子ども教室」 

は、地域の方が指導者となり子どもの体験学習の場を提供しています。そこに参加

する子どもたちとの世代間の交流の場としても活用されています。また、中学生や

小学生の意見発表の場である「はつらつ野洲っ子中学生広場」「はつらつ野洲っ子

育成フォーラム」の開催や愛の声かけ運動などの登下校時の見守り活動を、野洲市

青少年育成市民会議や各学区の青少年育成会議と連携、取り組むことで、地域と子

どもたちとの関わりを支援しています。さらにPTA連絡協議会を通じて市が開催する

研修会に参加を促す等研修機会の提供に努めています。 

【所管部：教育委員会】 

 

２． 国際化やＡＩなど技術革新が進む中、コミュニケーション能力は益々重要にな

る一方、対人関係を苦手とする傾向は高まっています。これまでの受け身の教

育から「自ら考え議論する学び」への転換を一層推し進めること。 

 

（回答） 

各学校園では、コミュニケーションの基礎となる人間関係づくり（仲間づくり）に

力を入れています。そして、授業や保育の場面だけでなく、学校や園での生活全般を

通じて、子どもたちに一緒に活動させたり、同じ体験をさせたりして、意図的にコミ

ュニケーションを必要とする機会を設定するなどしています。また、小中学校では、
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授業の中で積極的にペアや小グループでの意見交流の場を設け、自分の思いをたくさ

ん話し、相手の思いを受け止めて聞き、考えを広げ深める活動に取り組んでいます。

今後も感染症予防に十分配慮しながら自ら考え議論する学びを推進したいと考えて

います。 

【所管部：教育委員会】 

 

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を中心に、各学区の青少年育成会議や守山野洲少年セ

ンターと連携し、青少年の非行防止や青少年を犯罪から守るための取組みを進めて

います。また警察とも連携し、学校で非行防止教室や薬物乱用防止教室を行ってい

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、児童生徒の僅かなサインを見逃さ

ない教員、子供に寄り添い、フォローする教員に向けた教師のスキルアップ、

悩みを先生等に相談できる教育体制など有効なサポート体制を築くこと。 

   

（回答） 

 本市の小中学校では、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

ーシャルワーカー等を適切に配置し教育相談体制を強化しています。同時に、こう

した専門的な視点を活かしながら、年４回の教育相談主任研修を実施するととも

に、教育相談主任を中心に、年に３回程度の定期的な相談の実施に加え、働き方改

革を進める中で子どもと向き合う時間の確保を図ったり、日常の児童生徒の観察・

相談・支援を継続的に行うなど、相談活動の充実も図っています。また、連続欠席

が３日で家庭訪問、５日で校内会議を行い、支援の方針を検討し、市教委に報告す

るなど、事態の深刻化を防ぐための初期対応を実施しています。さらに、ふれあい

教育相談センターや発達支援センター等の諸機関とも連携・協働し、相談の窓口を

広げ、児童生徒の心の多面的なサポートも行っています。また、他の窓口として

は、県教育委員会や県心の教育相談センターの相談ダイヤル等の利用を児童生徒及

び保護者に情報提供しています。 

【所管部：教育委員会】 

 

 

◎  人とひとが支えあう安心なまち 

１． 高齢化が進む中、市立野洲病院は地域医療の核として一層重要性が増してい
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ます。市長は選挙戦において「現野洲病院敷地で、半額で、しかもすぐに建

替え出来る」と公約されました。市民との約束を守るため、下記を早急に実

現すること。 

ア）現地建替えの年度内完了の可否確認 

イ）老朽化狭小建て増しによる導線不良等現野洲病院の深刻な問題を早期に 

解消すること。 

 

（回答） 

病院運営の持続的安定化と地域医療の確保・充実をさせるとともに、現地建替え

の実現可能性について検討を進めていきます。 

ア）の現地建替えの検討については年度内完了は予定していませんが、野洲市民

病院整備運営評価委員会に専門部会を設置し、早期に検証を進めていく方針

です。 

イ）現病院施設における課題整理を行い、建替え時においてご指摘の課題の解消

が可能かどうか検討します。 

【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」などの活動を推進・支援しています。 

また、住み慣れた地域で暮らし続けるためには、地域における住民同士の支え合

いや見守りも必要であり、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） 

令和３年度からの３年間における市民ニーズや事業量、保険料必要額を、専門家
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の意見やアンケート調査の結果を基に適切に見込み、安心の介護保険制度を維持し

ていくため、第８期事業計画を策定中です。 

また、民間法人により大篠原地先で整備が進められている特別養護老人ホーム100

床については、令和３年３月の開園が見込まれております。建設関係の事情により

当初より遅れましたが、これにより特養待機者が相当解消できるものと考えます。

そのほかの施設、居宅サービス等については、おおむね受給者のニーズに適ってい

るものと考えております。 

【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、障がいのある人やそのご家族からの相

談において、必要な各種福祉サービスの情報提供、支援の方法、障害者手帳等の申請手

続きなど、その対象者の相談内容に応じた対応に努めています。 

また、気軽に相談できる市内の一般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、また、福祉サービスの利用や

計画相談支援（ケアプラン）の相談については、市内の指定特定相談支援事業所と連携し

て、必要な援助や情報の提供などを行っています。 

【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。特にコロナ禍において

経済的困窮の相談が増加しているところから、庁内及び地域の関係機関と連携を強

化し一層の支援体制の充実を図ります。 

【所管部：健康福祉部・市民部】 
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６． 平成２５年の台風２５号や近年のゲリラ豪雨により多くの市内河川が溢水

し、浸水被害や交通麻痺を招くなど、野洲市は治水に多くの課題を抱えてい

る。①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、②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、③様々な緊急時における市民の安全を確保す

るため、具体的な自主避難マニュアルを策定すること。 

 

（回答） 

① 光善寺川の切り下げ改修や家棟川の流量断面積の増加については、市としても

治水安全度の向上のため必要と認識しております。光善寺川については、河川平地

化を以前より河川管理者である滋賀県に対し要望を行っていますが、「甲賀・湖南圏

域河川整備計画」では、堤防強化のみが明記されており、抜本的対策が困難な状況

です。しかし、継続的な要望の結果、「第 2期滋賀県河川整備 5ヵ年計画」で光善寺

川と日野川の合流点が「事業準備区間」に位置付けされ、昨年度、滋賀県が調査を

実施されました。今年度、調査結果を踏まえた解析が終わり、現在、滋賀県と今後

の対策等について検討しているところです。また、現在、堤防強化対策（漏水防止

対策）を進めていただいております。 

 また、新川につきましては、河川管理者である滋賀県において河道掘削及び護岸

工事を安治地先で実施していただきました。引き続き、上流部（約 400m）を河道

掘削していただいているところです。 

 事業の早期着手及び完了できるよう、市としましても滋賀県と連携しながら進め

てまいります。 

 また、流下断面が阻害されないよう河川管理者である滋賀県において、河道内の

除草や伐木等を順次実施いただいております。家棟川と光善寺川については、平成

30 年度から順次、河川管理者である県において河道内の除草・伐木・河床整正を実

施いただいており、童子川については、令和 4 年度から実施いただける予定です。 

 また、野洲川についても令和元年度から順次、河道内の樹木伐採等を実施いただ

いているところです。引き続き、適正な維持管理を実施いただくよう要望してまい

ります。 

 

② 急傾斜地などの危険箇所につきましては、市内に急傾斜地崩壊危険箇所が 27

箇所あります。このうち補助金採択基準を満たす三上地区で 3 箇所の対策を県が事

業主体となり施工いただきました。しかし、補助金採択条件に適合しておらず取組

ができていない箇所があるため、採択要件の緩和について要望をしているところで

す。引き続き、採択要件の緩和等について要望してまいります。 
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③ 自主避難は、災害対策基本法に基づき野洲市地域防災計画に定める避難情報

（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示）の発令による避難ではな

く、避難者が自身の判断により行う避難となりますので、自主避難に関するマニュ

アルはございません。 

しかし、市民一人ひとりが防災ハザードマップ等で想定される被害や、それに対

する避難方法を確認しておくことは大切です。また、国や自治体等が出す気象情報

や避難情報等を迅速かつ正確に把握することも重要になります。 

そのため、市では防災ハザードマップを平成 27年度に全戸配布しており、この中

に洪水被害発生時の避難方法や注意事項等を掲載し、周知を図っているところで

す。本年度には、最新の予測データに更新した新たな防災ハザードマップを作成中

で、令和 3年度に全戸配布する予定となっています。 

また、自主防災組織等リーダー研修会等において、自治会での災害時の初動対応

等を訓練しており、気象情報や避難情報等の正確な把握方法についても広報や自治

会への回覧、市のホームページを通じて周知しています。 

このような取り組みを継続的に進めることにより自主避難に係る安全確保のため

の行動に繋がると考えています。 

【所管部：都市建設部・市民部】 

 

７． 防火・防災活動に携わる消防団員の緊急時における駐車スペース確保を含

む、分団詰所の施設改善及び待遇改善に取組むこと。 

 

（回答） 

消防団分団詰所の施設改善については、修繕箇所がある場合、適宜修繕を行って

います。また、団員の駐車スペースの改善など大規模な整備、移転を伴う建替え工

事などは、消防団施設の更新計画に基づき対応を行うこととしています。 

【所管部：市民部】 

 

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） 

防犯灯は、野洲市防犯灯設置要綱に基づき居住地域外は市が管理を行うこととさ

れていることから、原則として、集落間を連絡するような道路沿いで、かつ、防犯

上特に危険があると判断される場所に優先的に設置しております。 

新設する際には、公平性を保つため自治会連合会を通じてとりまとめいただき、

単年度 1 学区当り、関電柱等への架設の場合には 3 灯まで、ポール柱を新設する場

合には 1 灯まで、を限度としております。 

防犯カメラについては、維持経費が高額であることや個人情報を保護する観点か
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ら、市内で最も犯罪件数が多く、不特定多数の方が利用されるＪＲ野洲駅に 24 台

を設置し、市が管理運営しています。 

一方、自治会における防犯カメラについては、滋賀県警察本部が設置し、無償貸

し付けを行う「地域見守りカメラ設置促進事業」等によるものや市の「自治会活動

活性化補助金」を活用して設置されているものがあります。令和 2 年度には当該補

助金の対象を防犯カメラのバッテリー交換等の維持管理費にも広げ、充実を図って

おります。 

防犯パトロールについては、現在 6 台の公用車を青色防犯パトロール車として登

録し、市内の巡視を適宜行うとともに、地域安全センター職員による定期的な巡視

も行っているところです。 

また、駅周辺自治会と駅前駐在所の協力を得ながら、毎月末の金曜日午後 8 時か

ら「ブルーフラッシュ活動」と題し、青色に光る警棒を用いて 5～6 人を 1 班とし

て 2 班体制を組み巡視を行っております。 

なお、「防犯ウォーキング」と題し 58 名の方を登録いただき、日常でのウォーキ

ングやジョギング、犬の散歩等を兼ねた巡視もしていただいているところです。 

このような防犯活動を市民と協働しながら、継続的に取り組んでいきたいと考えて

います。 

【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た交流・商

業複合施設の詳細な計画を早期に策定すること。 

 

（回答） 

 野洲駅南口の周辺整備事業を進めるにあたっては、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：政策調整部】 

 

２． コロナ禍での経済活動、個人消費が減少し、地域活力が落ち込んでいる、野

洲市の特性に見合った独自の支援策を早急に取り組むこと。 

 

（回答） 

本市におきましては、国・県の支援が遅れている部分を中心に、速やかに事業者

への支援を実施しています。 
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４月には、来客の激減により打撃が大きかった飲食業者への支援として、野洲市

商工会が実施するテイクアウト広告事業への補助を行いました。また、８月には、

市内消費を喚起し、消費者と事業者を共に支援することを目的に、プレミアム付商

品券事業を行いました。最大 20,000 円で 25,000 円分の買い物に利用できるという

25％のプレミアムが付き、大規模店だけでなく小規模店も利用してもらえるように

工夫しました。 

さらに、５月には、事業者がテナント料の支払いに困難を抱え、国・県からの支

援が遅れている中、本市では賃借料支援を先行しました。10月には、借地料支援

金、事業継続臨時支援金と市独自の支援を実施してきました。 

今後も、新型コロナウイルス感染症の収束状況と、経済回復の状況を見据え、

国・県の支援制度を注視しながら、市独自の支援策を検討していきたいと考えてい

ます。 

また、これまで見合わせていた水道料金については、基本料金を対象として、２

期（４カ月）分を減免する予定です。実施時期については、３月の納付書からとな

り、令和３年度予算においても、一部、減免する予定です。 

【所管部：環境経済部】 

 

３． 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。 

また、野洲市では担い手への農地集積が進んでいるため、今後は効率的な農業経

営が図られるよう、農地集約にも力を入れ、経営基盤の強化を図ります。 

 さらに、漁業者については、コロナ対策として補助した交付金を最大限活用して

いただき、今後の後継者育成も鑑み、経営基盤の強化を図ります。 

【所管部：環境経済部】 

 

４． 北には琵琶湖、南に山、東西に川、そして豊かな歴史という観光資源を生か

し、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） 
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既に設定している観光ルートは、自然派、歴史派に分け、市内の観光資源を含む

計 7コースを観光物産協会ホームページ内で紹介しているほか、自転車で市内のグ

ルメや観光地を周遊する「ヤスイチ」サイクリングマップを作成し、自然を体感し

ていただけるコース、歴史を感じていただくコース等 3コースを設定しました。 

観光パンフレット等は、同協会ホームページならびに野洲駅や、東京にある県の

観光案内施設「ここ滋賀」等に設置し、観光客への働きかけに努めています。 

観光スポットや街道には観光案内看板を設置していますが、台風等の影響で破損

が確認されている個所がありますので、予算の範囲内で修繕を進めています。 

そのほか、引き続き SNS を活用した観光情報発信を行います。 

【所管部：環境経済部】 

 

５． 新たなアイデアやチャレンジの創出による街の活力を生み出すことを目指し

た、市と市民、そして議員が様々な情報を共有すること。 

 

（回答） 

まちづくりのアイデアや提案を市政に生かす広聴制度（市長への手紙）では、市

民の皆さんと市長が「顔の見えるコミュニケーション」を図りながら様々な情報を

共有しています。 

市政における主要な事業や課題等については、市民と直接に意見交換する場とし

て新たな方策の検討をしていきます。 

また、職員に対して「野洲市職員提案規程」の周知をおこない、市の行政事務や

行政施策に関する改善を図ってまいります。 

【所管部：政策調整部・総務部】 

 

 

◎  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、建築物の形態や意

匠、色彩を制限するとともに一体的な眺望を確保します。 

文化財建造物の多くは古社寺で、森で囲まれ文化財と調和した一体的な景観が維

持されており、今後も保全されるよう努めます。また桜生史跡公園の史跡円山古

墳・天王山古墳は、墳頂から平野を眺望できるよう整備し管理しています。市街地

における文化財の景観保全は、冨波古墳や亀塚古墳など文化財が緑地帯として市街

地と調和し、市民の憩いの場となるよう努めています。 
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【所管部：都市建設部・教育委員会】 

 

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。 

祇王井川周辺の旧街道については、水のせせらぎ等を活かした修景整備に取り組

み、景観に配慮した都市空間を展開しており、今後も清流の流れる水路などの復活

に努めます。 

【所管部：都市建設部・環境経済部】 

 

３． 市内には歴史的遺産が多くあり、それらの文化財保護、継承に努めること。

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、国宝 2件を含む国指定文化財 42件、滋賀県指定文化財 16件、野洲市指

定文化財が 73 件あります。これらの指定文化財は、計画的に修理事業や防火設備の

改修を行っています。しかし無形民俗文化財などは、担い手不足から厳しい運営状況

にあり、運営者の意向をお聞きしながら国や県と協議を行い、文化財が維持・継続さ

れるよう努めています。 

永原御殿の整備は、地権者や地域の協力が不可欠であると認識しています。史跡の

公有化と地域の意見を踏まえた保存整備計画を進めており、史跡の活用事業、整備

後の維持管理運営についても、地域、民間スタッフの参画を得ながら協働で進めま

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計画、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） 

野洲駅南口の整備については、「◎地域を支える活力を生むまち １.」の回答の

とおりです。 
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令和 3年度を目途に改訂作業を進めております、野洲市都市計画マスタープランに

おいては、長期的な視点では日常生活に必要なサービスや行政サービスが住まいの身

近に存在する「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を目指す必要があると考えて

おり、短期的には、拠点となる市街地周辺において適切な居住環境を誘導する区域設

定が必要であると考えています。 

そのため、大津湖南幹線の沿道では道路整備に合わせた沿道型商業施設の立地誘導

の位置付けや、幹線道路と既成市街地に囲まれたエリアでは市街地整備の推進による

産業や住居系の土地利用を誘導する方針の位置付けを検討しているところです。 

なお、今年度末に滋賀県が大津湖南都市計画区域区分の定期見直しを予定されて

いることから、大津湖南幹線道路周辺の 2地区を含む 6地区 21.6haを野洲市原案と

して滋賀県へ提出しています。 

【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、台風などの災害が激甚化する中で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。 

 

（回答） 

ＪＲ野洲駅と篠原駅間の新駅設置については、野洲町時代から計画等に位置付

け、実現の可能性を探ってきたところですが、整備には多くの課題を解決し、周辺

のまちづくりを進めていく必要があることから、長期的な視点で着実に取り組んで

いきたいと考えています。 

特に、当該地域の開発にあたっては、土地利用転換や、排水対策といった大きな

課題があることから、県やＪＲへの要望や意見交換により、これらの課題解消に取

り組んでいるところです。 

また、新駅の設置に必要な乗降客数を確保するには、まず周辺のまちづくりを進

める必要があることから、地域住民や近隣の事業者とともに当該地域の将来像につ

いて検討していく必要があると考えています。 

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、新たな排水対策を検討していきたいと考えています。 

【所管部：政策調整部・都市建設部】 

 

３． 市内の幹線道路基盤は実質的に半世紀以前のままで、許容交通量を超え飽和

状態となっている。国道 8 号野洲栗東バイパス及び県道大津湖南幹線の整備

完了（2024 年）を推し進めるとともに、国道 8 号東進整備の方向性を、近隣

市町、国土交通省とともに進めること。また、市内では学区により人口増

加・減少の格差が顕著になっており、国８バイパスや湖南幹線整備と平行し

た周辺地域の計画的開発など均衡ある発展を目指す施策に取組むこと。 
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（回答） 

 国道 8号野洲栗東バイパス及び大津湖南幹線道路整備については、令和６

（2024）年度の供用開始を目指し、国及び県で鋭意進めていただいているところで

す。市としましても国及び県と連携強化を図り、早期供用開始できるよう進めてま

いります。 

国道 8号の東進整備については、国道 8号野洲栗東バイパスが供用された後、その

先線が渋滞することが想定されることから、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、事業化検討路線として調査着手されるよう要望し

ております。令和元年 5月には、先線で結成されている「国道 8号（東近江区間）整

備促進期成同盟会」に加盟し、野洲栗東バイパスから東近江までの区間を調査区間に

指定されるよう、近隣市町と連携強化を図り、より強力に要望を行っています。 

幹線道路の周辺地域の土地利用につきまして、大津湖南幹線に関しては「◎うるお

いとにぎわいのある快適なまち １．」にて回答したとおりです。 

また、国道８号野洲栗東バイパスの沿道につきましては、道路整備に合わせた商業・

サービス機能の充実に向けた土地利用を誘導できるよう方針の位置付けを検討して

いるところです。 

なお、今年度末に滋賀県が大津湖南都市計画区域区分の定期見直しを予定されて

いることから、国道８号バイパス周辺の１地区を含む 6地区 21.6haを野洲市原案と

して滋賀県へ提出しています。 

【所管部：都市建設部】 

 

４． 安心して暮らせる快適な居住空間として都市公園、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、安全に安心して公園等をご利

用いただけるよう努めております。 

【所管部：都市建設部】 

 

５． 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周辺を含めた交通

渋滞の解消に取組むこと。 

 

（回答） 

野洲駅前、市役所前までの交通渋滞については、朝の通勤、通学時間帯に集中し

ており、県道野洲停車場線と市道野洲中央線交差点の横断歩道歩行者の安全性を考
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慮した車両歩行者分離型信号の制御、および市道小篠原稲辻線の一方通行規制が起

因と考えており、県道野洲停車場線から市道野洲駅下水門までの部分的な規制解除

を滋賀県公安委員会へ要望しています。また、南桜小島線北詰交差点及び野洲川大

橋西詰交差点の慢性的な渋滞については、こうした諸課題に対応するため、現在整

備されている大津湖南幹線道路および国道８号野洲栗東バイパスによる交通利便性

の向上を最大限生かすために、これらの主要幹線道路へのアクセスを考慮した都市

計画道路の見直しを行い、市内全体の道路交通ネットワークのあり方を検討してい

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． 主権者たる市民が、市政（行政及び議会の動き）を正確且つタイムリーに知

ることができるシステム構築に向け、議会の ICT 化及び広報の充実を図るこ

と。また、将来の担い手である児童生徒への成長段階に応じた「主権者教

育」を充実させること。 

 

（回答） 

市民の方々が市政の動きを正確かつタイムリーに知ることは重要であると認識し

ています。そのため「議会のＩＣＴ化」による議事運営や情報発信があり、また正

確な情報を即時に市民に説明いただくことにより説明責任が果たせるものと考えて

います。市議会の機能強化を図るため、タブレット導入に向けて、必要な予算につ

いては検討していきたいと考えています。 

 市政情報の発信では、広報、ホームページ、市議会への報告、野洲市政記者クラ

ブへの情報提供などの他に、SNS等の多様な手段を検討しています。 

小中学校においては、将来、社会の一員として活躍できる素地や基礎を養う主権者

教育を推進しています。特に社会科においては政治の仕組み等、知識の習得だけで

なく、自身が他者と協働しながら、社会の構成員として、地域の課題を主体的に考

え、解決する力を育むよう発達段階に応じて学習しています。また、社会参画の意

識・態度を育むための体験的・実践的な学習を大切にしています。 

【所管部：政策調整部・議会事務局・教育委員会】 

 

２． 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。 

（回答） 

今年度においてはコロナウィルス感染症拡大防止のため、市民活動のきっかけづ

くりである『とことん野洲』や、市民活動団体の交流や情報発信の場である『やす

まる広場』は開催時期の延期や規模の縮小、また趣向を変えて開催するなど、対策
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を講じながら対応しているため、まちづくりの担い手の積極的な人材育成や人と情

報の交流の場の充実に向けて取り組むことは困難な状況です。 

 その中において、この自粛期間中に、昨年まで取り組むことができなかった市民

活動団体を紹介するパネルの更新を依頼し、団体の代表者と会う機会を設け、団体

の実情の把握とそれに応じた相談業務を行いました。 

また、自主的、自立的な市民活動に当たり設立初期の活動費等とするために、７

団体に対して市民活動促進補助金を交付するなど、引き続き市民活動団体の支援を

行います。 

【所管部：市民部】 

 

３． 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

のため、祇王、三上コミュニティーセンターに取り組むこと。 

 

（回答） 

地域自治の中心であるコミュニティセンターについては、地元の自治連合会やま

ちづくり協議会に指定管理することにより、地域の活性化や課題解決の一助を担っ

ております。今後も指定管理先にて高度に柔軟性を保ちながら臨機応変に活用して

いただき、市としても、この活用について積極的に支援していきたいと考えてお 

ります。 

また、施設の維持管理については、平成30年３月に策定された「野洲市コミュニ

ティセンター大規模改修・施設保全計画（素案）」に基づき、年次計画により順次

、大規模改修を行っております。次年度はコミュニティセンターぎおうの大規模改

修工事を予定していますが、この大規模改修を行うに当たり、地域のコミュニティ

の拠点施設として、高齢者・障がい者への配慮をはじめとした全ての利用者にやさ

しい施設、省エネや避難所としての機能充実をめざすとともに、長寿命化により施

設本来の機能維持を図ります。 

【所管部：市民部】 
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