「豊公園再整備基本計画（案）」にかかる
パブリックコメント結果について

1．意見募集対象
豊公園再整備基本計画（案）

2．募集期間
平成 29 年 1 月 4 日(水)～平成 29 年 2 月 3 日(金)

3.提出された意見
○意見件数 30 件(4 人)
○意見内容 下記のとおり
番号
1

該当
ページ
21,22,24,
26,60,61

意見の内容
SNS で情報発信したい場面を

意見に対する市の考え
にぎわいを高めていく仕掛けづく

作るシチュエーションを公園内に りを今後の課題としておりますの
数 か 所 作 っ て 、 訪 れ た い 公 園 で、今後の整備や公園の運営の
NO.1 を目指してほしい。

2

35,39,40

県道能登川長浜線沿い北側の

中で検討していきます。
当該エリアにはサクラの丘を整

壁面は花壇となっているが、通行 備することとしておりますので、現
で一番目立つエリアです。是非再 在の形状を生かした整備を検討し
生整備していただきたい。
3

26,35,41,
42

太閤井戸の復元と浜辺の美化

ていきます。
貴重な自然の浜辺を保全する

対策として、元々太閤井戸周辺 方針としているため、城郭の復元
は、現在の様に琵琶湖でなく城郭 は行いませんが、自然を感じられ
として利用されていたもので、元の る浜辺と太閤井戸を保全し、関係
土地利用として復元し、夕日や琵 機関とも協議を行い必要に応じて
琶湖の景観を大事にする整備を 浜辺を再生することとしています。
してほしい。このことにより浜かけ
対策と環境美化、歩道の連続性
の確保としても効果があると思い
ます。当時の地図を長浜歴史博
物館で確認いただければご理解
いただけると考えます

4

26,35,41,

さらに公園区域でもあることから

42

漂着ゴミの対策からもゆるやかな
浜辺・水遊びしたくなる砂浜等に
再生すべきではありませんか。

5

28,34,60

防災機能を持つ公園として、ト

かまどベンチや、災害対応トイレ

イレや炊飯などの機能はどの様に が設置できる整備を行うこととして
検討するのか具体的に記載する いますが、具体的な内容について
方が良いのではありませんか

は、設計段階で検討していきます
ので、豊公園再整備基本計画
（案）（以降、基本計画（案））には
記載しません。

6

26,30,35

花見などのイベント用の「洗い

洗い場や水道施設の設置数と

場」等水道施設の設置は、何箇 設置位置などについては、設計段
所予定されていますか
7

26,35,45

公園内に数か所、イルミネーシ

階で検討していきます。
イベントで活用できる電源設備

ョンプロジェクションマッピングなど を整備することとしておりますが、
イベントが出来る「集中電源管理」 電源管理の方法や放送設備の配
としてほしい
8

26,35,56,
60

置など具体的な内容については、

管理事務所から多目的に使用 設計段階で検討していきます。
出来るスピーカはどのように公園
内に配置されるのか（防災・防犯
面・イベント案内（花見等）からも）

9

－

県道長浜港線の歩道は、歩道

公園の敷地外となるため、基本

の植樹により荒れており車椅子の 計画（案）には記載していません
通行を妨げており、県に対してどの が、関係機関とは協議していきま
様な対応処理をされるのか、公園 す。
整備の基幹となる道路なので方
針や管理を明確にすべきではあり
ませんか。
10

23,45

この歩道は、途中までしかなく

文芸会館等まで歩行者が安全

文芸会館等の市の施設もあり歩 に移動できるように市道沿いに園
行者の移動方法も示すべきでは 路を配置することにより、歩行者の
ありませんか。
11

30

車いすを使う障害者が使いや

安全を図ります。
トイレについては、車いすや身体

すいよう、トイレを広めにお願い致 障害者の利用も考慮した整備水
します。

準となるよう、設計段階で検討し

ていきます。
12

30

是非大人も使用出来るベッドを

限られたスペースの中に大人も

置いて、オムツ替えしやすくして欲 使用できる大きさのベッドを設置
しいです。

することはできませんが、少しでも
快適に利用できる公園整備を進
めていきます。

13

22,26,32,
34

公園内の手すり設置箇所や車

主要な園路については、バリア

いすの移動は、どの様に配慮され フリー化を図り、手すりなどの具体
ているのか具体的に図面等で移 的な個所等は設計段階で検討し
動路線を表示すべきではありませ ていきますので、基本計画（案）に
んか。

14

9,35,45,
61

「老朽化した国民宿舎を更新

は記載しません。
基本計画（案）の 35 ページ及

し」、との記載がありますが更新さ び 61 ページにおいて、国民宿舎
れるのなら将来、運営者や宿泊 豊公荘に代わる施設は、民設民
機能、負担区分等はどの様に考 営の便益施設と位置付けていま
えているのか具体的に示すべきで す。詳細は、今後、運営者となっ
はありませんか

15

35,45,51,
61

「民設民営の施設整備による

た者と調整していきます。
基本計画（案）の 45 ページ、

便益施設の整備」との記述があり 51 ページ、61 ページにおいて、
ますが、これを実施するのなら本 民設民営で整備される公園施設
計画はどのように反映されるのか についても、公園全体の景観と調
具体的に記載いただきたい

和し、公園全体としての一体感を
形成するデザインにすることとして
います。

16

63

特に 20 歳から結婚するまでの

豊公園再整備基本計画検討

世代に対して長浜市に関われる 委員会において、広く意見を聞く
機会がある政策が少なく、今回の ために、幅広い世代の方に委員に
豊公園再整備計画にそういった なっていただいております。
配慮はあるのでしょうか。
17

15,22

豊公園再整備基本計画にも、

豊公園は、長浜城跡に立地す

スケートボードのような施設整備も るという歴史と、自然的な景観を
是 非 議論 して頂 きたいと思 いま 生かした公園として、県内でも有
す。

数の観光拠点になっており、基本
計画（案）においても、歴史的景
観を求めて来訪する利用者に違

和感を覚えさせないこととしている
ことから、スケートボードをはじめと
するニュースポーツ施設を豊公園
に設置することはできません。
18

35,51

「猿舎」があるのなら地図上にも

現在飼育中のサルについて

記載すべきではありませんか、ち は、現状のままで飼育を行います
なみに場所を移動しないと将来整 が、将来は猿舎を撤去します。将
備イメージ等が崩れませんか

来の整備イメージとして、計画平
面図には猿舎を記載していませ
ん。

19

51,56

自動販売機の位置や色、管理

自動販売機等の施設は、サイ

スペースを統一するとともに、この ンの整備基準を参考に、色彩等
様な収益は、公園の維持運営管 を公園全体として調和することとし
理費として使用するなど方針を明 ています。
確にしていただきたい

基本計画（案）の 56 ページにお
いて、管理スペースを集約するこ
ととしています。
自動販売機などからの公園使
用料の収益は、従来から公園の
維持運営管理費に充当しておりま
す。

20

28,56

駐輪場の整備については、規

駐輪場については自転車で公

模や放置自転車対策としての管 園を訪れる人に配慮して、公園の
理運営方法はどうされるのですか 出入口付近に設置することにして
方針を記載すべきではありません おりますが、具体的な規模は設計
か

段階で検討し、管理運営方法に
ついては、基本計画（案）の 56 ペ
ージに記載している公園全体の管
理体制の中で検討していきます。

21

56,57

駐車場の管理は、誰がどの様

駐車場は市が設置して管理し

にするのですか、一部では、民設 ていますが、今後の管理について
民営などの記述がありますが、こう は、基本計画（案）の 56 ページに
した施設も方針を明確にすべきで 記載している公園全体の管理体
はありませんか
22

22

整備に当たっては、「クラウドフ

制の中で検討していきます。
全国から観光客の訪れる施設

ァンディング」などの手法を活用し として、今後の公園整備の手法に
て、記念になる公園・市民に訪れ ついて、研究を進めていきます。
たい公園・歴史と文化の薫る公
園、全国から愛される公園整備を
目指してはどうでしょうか
23

54

概算工事費が標記されていま

今回提示した概算工事費は、

すが、国民宿舎・駐輪場の規模 ゾーン単位での工事費の大枠を
不明。遊具は、実施設計で、と記 想定したものです。今後、設計精
載されていますがこの概算費用 度を高めていく中で、概算工事費
は、どの程度の精度ですか。

も段階的に精査を重ねていきま
す。

24

54

また残る公園整備の実施設計

概算工事費は、今後の発注分

費は、この調査費全体から現発 を対象としており、既に発注済み
注済み（駐車場・庭球場等）の金 の金額は含まれていません。
額を差し引いた金額ですか。既
に、発注された費用もあるため、も
う少しわかりやすく記載してはどう
でしょうか。
25

17,18,19,

豊公園の問題点が記載されて

基本計画（案）の 21 ページに

20,21,22,

いますが、これをどう本計画の中 記載している基本方針の設定に

26

で克服したのか対処方法を表など おいて、豊公園の現状における問
にして、わかりやすく明確にすべき 題点を解消できるよう、4 つの基
ではありませんか

本方針を設定した関係を模式図
で表現しています。

26

7

秀吉公の築城した当時の城下

豊公園に関連する貴重な歴史

町（城近辺）の名残りある地名を 情報として活用させていただきま
再発見しないのか。
27

7

お城の前の道だから「御前道」
なのか、戦に備えて城の前に馬を
飼っておいたので「お馬え道」と言
ったのか。

28

7

50～60 年前には、丸三燃料が
有って「練炭」を作っていた、その
南に堀（葦が群生していた。）が存

す。

在していた。

29

7

明治 43 年に公園として生まれ
るまでは畑であったと、祖父から
聞いている、現在の三六堀から北
から南に、「古川畑」「白木屋畑」
「松居（井）畑」「長谷出し」と明治
山まであったらしい。

30

7

これらのことを無形遺産として
残すことができないのか。

