2004年写真で振り返るこの 1 年
今年も残すところあとわずかとなりました。皆さんはどんな年でしたか。
市では、「市民の皆さまに信頼され、頼りにされる市役所」を目指して、「新しい守山
の風土づくり」にまい進した年でもありました。
守山市のこの 1 年を写真で振り返ってみました。

6月

笠原町の蜊江神社から
県内最古の天部形立像発見

笠原町の蜊江神社で、奈良時代に制作さ
れた仏像「天部形立像」が保管されていたこ
とが未指定文化財の調査で発見されました。

病後児保育始まる（1 日）
第 23 回野洲川冒険大会いかだくだり
（4 日）
「少年赤十字団発祥の地」顕彰碑を建
立（15 日）
韓国公 州 市 から使節団来市（31 日〜
8 月 2 日）
コン

8月

盛大！守山夏祭りフェスタ
MYOREN2004!

市民手作りの守山夏まつりフェスタＭＹＯ
ＲＥＮ 2004 が駅前会場や三津川会場など
で開催され、大勢の市民らでにぎわいました。

8月

公用車「循環型社会推進車」
貸し出し開始

地域の美化活動などに利用してもらうため
に、バイオディーゼル燃料で走行する循環型
社会推進車（トラック）の貸し出しを始めまし
た。

8月

野洲川改修事業と
関連事業が完成
46 年間にわたって進められてき
た野洲川改修事業と関連事業が完
成したことを記念して、式典を開催
し、記念碑が建立されました。

7月
ジュ

シ

守 山 夏 ま つ り フ ェ ス タ MYOREN
2004（1 日）
一般廃棄物最終処分場が完成・供用開
始（1 日）
野洲川改修事業完成記念式典・記念碑
建立（5 日）
琵琶湖大橋花火大会・守山漁港まつり
（7 日）
公用車「循環型社会推進車」貸し出し
開始（20 日）
市長との新たな対話制度「おでかけ市
長室」を開設（24 日）
地震災害総合訓練（29 日）

8月

9月
10 月
11 月

ハワイ州カウアイ郡からバプテスト市
長ら使節団来市（27・28 日）
コン ジュ

シ

守山女子高等学校が韓国公州市へ修学
旅行再開（12 〜 15 日）
びわこ横断エコバス運行開始（16 日）
もりやま環境フェアー 2004（31 日）
リユースセンター開設（31 日）
さんさん守山文化祭
（20・21 日）

8月 「おでかけ市長室」
を開設！
市長が地区会館に出向き、直接現場で皆
さまの声をお聴きする「おでかけ市長室」を
新たに開設し、意見交換や現場確認を行い
ました。

10月

リユース
センター開設

家庭から排出されたごみの中か
ら、そのまま再利用できる物を展
示して無料で提供するリユースセン
ターを環境センター内に開設しまし
た。

下之郷遺跡から特殊な区画溝と建物跡を発見
中洲ふれあいの灯点灯（12 日）
市民 100 人委員会制度をリニューアル
ほたるのまち守山ハーフマラソン
（19 日）
もりやまいち（23 日）

12 月
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2004年写真で振り返るこの 1 年

石田配水場建設工事に着手（8 日）
住吉神社と勝部神社で火まつり（10 日）
市消防団・自衛消防隊出初式（11 日）
成人の日、新成人 853 人が大人の仲
間入り（12 日）
第 34 回成人式祝賀駅伝大会（12 日）
市が ISO14001 の認証を取得（29 日）

1月
2月
3月
み

こ

がた

はに

わ

欲賀遺跡で市内初の巫 女 形 埴 輪 が出
土！現地説明会（21 日）

3月

河西幼稚園の新園舎が完成

河西幼稚園の新園舎が完成。屋根が緑色でクリーム色の壁に包まれ、子どもた
ちの健やかな成長への願いが込められています。

河西幼稚園新園舎の開園式（5 日）
市の人口 7 万人を突破（10 日）
ＪＲ守山駅西口広場の再整備工事が完
成（16 日）
平安女学院大学第 1 回卒業式（18 日）
安心ネットワークシステムの取り組み
スタート（1 日）
守山・速野・中洲の 3 地区会館が土
日祝祭日の開館をスタート（1 日）
図書館の開館時間が延長される（1 日）
小学校低学年に「35 人学級制」を導入
（1 日）
「広報もりやま」A4 判に一新（15 日）
びわこ地球市民の森つどい 2004 開
催（24 日）

4月

3月

祝！市の人口
7 万人を突破

7 万人目の市民となったのは 3
月 10 日に出生届を出された下之
郷町の辻悠太ちゃん。11 日に記念
セレモニーが行われました。

3月

駅前西口広場
再整備が完成

ロータリーの再整備や屋根付き待合所、
であいの広場の新設など駅前西口広場を一
新しました。

小学校低学年に
4月 「35
人学級制」を導入
県で 1 年生を対象に 35 人学級
制が導入され、本市独自の取り組
みとして 2 年生も対象とし、複数
担任制を導入しました。

「さんさん守山」が始動（1 日）
長刀・すし切りまつり（5 日）
地域通貨「もーりー」スタート（10 日）
守山ロータス大使を選任（12 日）
守山ほたるパークアンドライドを実施
（21 日〜 6 月 6 日）
ハマヒルガオまつり（23 日）

5月
6月

木造住宅の無料耐震診断始まる（1 日）
アジサイまつり（12 〜 13 日）
新たな市民参画制度「地域行政懇話会」
を開催（22 日〜 7 月 7 日）
県内最古の天部 形 立 像が発見
てん
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市民活動の拠点
5月 「さんさん守山」
が始動
市民交流センターの愛称が「さんさん守
山」に決定し、1 階を市民活動スペース、2
階を文化活動スペースとして利用が開始され
ました。

5月

平成 16 年度の
守山ロータス
大使が決まる！

市の観光ＰＲを務める平成 16
年度の守山ロータス大使に、北村
浩実さんと橋井裕紀さんが選ばれ
ました。

