
平成２９年１月２３日（月）から平成２９年２月２３日（木）まで

６２件（１８人）

◆意見要旨と意見に対する市の考え方

1
それぞれの部署でよく考えた計画をたてられている。ただ、施設の増
廃に伴う人的増減や機能の充実低下についての記述が充分述べられて
いないように感じる。また、部署をこえた統廃計画も必要と思う。

ご意見として承りました。

2
市内にたくさんの施設があることに驚いた。より多くの施設を、より
多くの市民が利用できるよう、さらなる情報発信が必要ではないか。
（同じ施設同士のつながりがあれば。）

ご意見として承りました。

3～5

長浜市公共施設等総合管理計画は市民生活に重要な問題であるので、
各自治会へ丁寧に説明をされてはどうか。「未来の長浜市民に、より
よきものを引き継ぐ」とあるが、市民に何も知らせなければ、よりよ
き長浜市にはなっていかない。

ご意見として承りました。
自治会等より本計画に関する説明要請がありましたら、随時、対
応させていただきます。
なお、１月に実施しました地区連合自治会及び地域づくり協議会
向けの説明会においても、ご案内しております。

6

「人口減少・少子高齢化の進展」、「厳しい財政見通し」、「多大な
資産の保有による維持管理費・更新費用の増大」などにより、本市を
取り巻く環境はこれまで以上に厳しく、将来的な財政破たんを回避す
るためには、市民ニーズに的確に対応した公共サービスを提供してい
くためにこの「長浜市公共施設等総合管理計画」や「個別施設計画」
を策定されたと思うが、本来こうした多くの施設は、市民が認めて建
設したものであり、結果や経緯を踏まえシンポジウムなどを開催し、
もっと市民の思いを聞く機会を増やすべきではないか。

ご意見として承りました。
自治会等より本計画に関する説明要請がありましたら、随時、対
応させていただきます。
なお、１月に実施しました地区連合自治会及び地域づくり協議会
向けの説明会においても、ご案内しております。

7
「今後の施設の具体的な方向性」が示されているが、施設類型ごとの
方針や方向性、削減目標、削減数値、新たな建設計画等を表に示すこ
とでもっと市民にわかりやすくなるのではないか。

今後、個別具体的に施設のあり方の検討を進めていくなかで、市
民の皆様からのご意見を取り入れながら、示していくこととして
おります。

8
それぞれの施設には、土地があり、削減とともに明確にその土地の活
用方針を同時に示す必要があるのではないか。

個別具体的に施設のあり方の検討を進めていくなかで、土地の利
活用も検討していくこととしております。

◆意見募集期間

◆提出された意見

意見等に対する市の考え方

「長浜市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画（案）」に対するパブリックコメントの実施結果について

提出された意見等ページ 該当箇所番号

資料３



意見等に対する市の考え方提出された意見等ページ 該当箇所番号

9

施設所管部署は、当該計画に基づき取組を進め公共施設等の大規模改
修や建替を検討する際には、その公共施設に求められるサービスや役
割などについて整理をし、関係部署と事前協議を行うなど実効性を担
保する横断的な体制により施設マネジメントを進めるのが通常と考え
る。そこで、個別施設計画の推進についてのマネジメント体制記載を
すべきではないか。

現在、施設所管部署主導で対象案件ごとに関係部署との事前協議
を進めているところです。今後、ご意見を参考に個別施設計画の
実行性をさらに高めるための体制を検討してまいります。

10

市が保有する資産全体の情報のデータベース化と情報の一元管理、施
設の保全等の推進を図る観点から道路・橋りょう、上下水道等の「イ
ンフラ施設」や大規模改修等工事の財源、合併特例事業債等の活用も
視野に入れて、個別施設計画を明確にすべきではないか。

インフラ資産については、すでに策定済の個別の計画があるた
め、本計画にはその内容についての記載はありません。
今後、個別具体的に施設のあり方の検討を進めていくなかで、予
算についても検討していくこととしております。

11

建物を長く使うために用途変更が可能な仕様にしておくことや、適切
な時期に長寿命化のための改修を行うことにより耐用年数を超えて延
命化することが可能となる。 建設から一定の期間を経過した施設に
ついて、適宜、劣化の状況などの点検・診断を実施し、必要に応じて
予防保全措置を講じ、公共施設の長寿命化を図る必要がありますが、
本計画の中にもこうした長寿命化の方針や対策も示すべきではない
か。

今後、個別具体的に施設のあり方の検討を進めていくなかで、ご
指摘のとおり施設の劣化状況などの点検・診断を実施した上で、
施設の長寿命化を検討していくこととしております。

12

本市の人口は、減少するものと見込まれている。
市町合併前から保有している類似施設が現在もなお点在する状況にあ
ることから、施設の効率的かつ効果的な利用が求められているととも
に、さらには市民のニーズも変化している。
そこで、更新費用の推計、維持更新費用からも平成36年までの目標
6％（8％実質数値）の削減で、市の経営は成り立つのか金額も同時に
明確に表等作成し示すべきではないか。

本計画の目標数値は、公共施設等の延床面積を用いています。現
在、地方公会計の整備に伴い、減価償却費等を含む公共施設等の
フルコストや資産額の把握を進めており、市の経営が成り立つか
を検証していくこととしております。

13,14

公共施設等の今後の方向性については、市民と行政が現状や課題につ
いて共通の認識をもって検討することが重要である。公共施設等は市
民共有の財産であることに鑑み、行政はその説明責任を果たす観点か
ら、積極的に情報提供を行う必要があると考えるが、市民の皆様に今
後どのような方法で成果等に対し情報の共有化を図るのかその方法を
示していただきたい。

長浜市公共施設等総合管理計画Ｐ31や本計画Ｐ4に記載のとお
り、個別具体的に施設のあり方を検討していくなかで、市ホーム
ページや広報誌等の広報媒体や説明会等を通じて当該施設に関す
る情報や問題意識を共有するとともに、市民の皆様からのご意見
を取り入れながら、進めていくこととしております。

15
施設の経営や管理目標、維持方針に「ＥＳＣＯ」や「ＰＰＰ・ＰＦ
Ｉ」などの具体的な手法も方針に記載すべきではないか。

長浜市公共施設等総合管理計画Ｐ21の基本方針に記載のとおり事
業手法としては、ＰＦＩなどの民間活力の導入も含めて、幅広く
検討していくこととしております。

16
２０１６年９月末現在で１８０本の分野別計画があるが、この計画に
無い建設計画があった場合どう対処するのか記載いただきたい。

本計画に無い建設計画については、必要に応じて記載していくこ
ととしております。
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17 16

【小中学校】
⑦今後の施設の具体的な方向性
・児童数の減少により・・・統廃合を含めた学
校再編を検討します。

地域にねざした学校にすべきである。児童数が減少するからといって
統廃合ではなく、少人数教育の良さを取り入れるべきである。

学校統合につきましては、子どもたちの立場に立ち、子どもたち
にとってより良い教育環境の実現・確保を目指して検討を進めて
いるところです。
ご意見を参考にさせていただき、今後、保護者や地域の皆さまと
協議を進めながら、学校再編を検討してまいります。

18 16
【小中学校】
⑦今後の施設の具体的な方向性

学校施設について、曖昧な表現でなく、もっと具体的な方針を明確に
示していただきたい。

学校施設の適正配置等については、保護者や地域の皆さまと協議
を進めながら、子どもたちにとってより良い教育環境の実現を地
域ごとに検討をしてまいります。
このことから、明確な方針を示すことは難しい面がございますの
でご理解をお願いします。

19 19
【集会施設】
①施設別状況

長浜市も合併によりたくさんの施設がありますが、将来を考えると改
善の余地があると思われる。
・地域バランス（特に旧浅井町地域が複数あるの集約してはどう
か。）
・理想は合併前の旧市町地域で１つから２つ。

ご意見を参考にさせていただき、今後、周辺施設の整備・再編等
を踏まえ、個別具体的に施設のあり方を検討してまいります。

20 21

【集会施設】
⑥基本方針
コミュニティ施設
⑦今後の施設の具体的な方向性
まちづくりセンター

名称等を統一する方が地域住民に分かりやすいのではないか。
コミュニティ施設、まちづくりセンター、コミュニティセンター　な
ど

公民館については、コミュニティ施設への転換を目指して検討し
てきた結果、施設名称をまちづくりセンターに決定しました。ま
た、コミュニティセンターは、まちづくりセンターとは異なる施
設の名称として使用されています。

21 21
【集会施設】
⑦今後の施設の具体的な方向性
・今後の公民館整備にあたっては、・・・

方向性には賛成する。
より円滑で効果的に準備が進むよう、行政支援員の関わりを密にし
て、住民の意欲を高めてほしい。

ご意見を参考にさせていただき、地域や関係機関等と連携しなが
ら施設の整備に取り組んでまいります。

22 21
【集会施設】
⑦今後の施設の具体的な方向性

この文章からでは、１８館以外は新築しないようにとれる。
「今後の公民館整備にあたっては、・・・以上３つの・・・（改修・
移転・長寿命化等）に取り組みます。」や、湖北、旧伊香郡は小学校
区が生涯学習の拠点となっていることから、「＋１．２％」とはしな
いととれる。

本計画では、公民館以外の集会施設についても、今後、耐震基準
の有無や老朽化具合、周辺施設の整備・再編等を踏まえ、緊急性
も考慮して計画的に整備を進めることとしています。

23,24 22
【文化ホール】
①施設別状況

合併で同規模のホールが７ヶ所でき、近い将来同時期に耐用年数を超
え、維持管理、改修を向かえることが考えられる。
・将来的には５００人規模は２つぐらいが理想である。
・市の規模から２，０００人規模のホールが必要と考える。

大規模な文化ホールの整備については、ホールの用途や規模な
ど、市民の皆様のご意見や、近隣の滋賀県立文化産業交流会館と
の関係も踏まえながら、既存施設の用途変更等も含め、今後検討
を進めてまいります。

25 23
【文化ホール】
③施設の役割

施設の役割なので、「～向上させています。」とすべきではないか。
この文章だと、文化ホール自身が向上しているように思われる。

ご意見を踏まえ、「③施設の役割」中、以下の箇所を変更させて
いただきます。
●「市民の生活文化を向上しています。」
　　→「市民の生活文化の向上を図ります。」
●「社会福祉を増進しています。」
　　→「社会福祉の増進を図ります。」
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26 23

【文化ホール】
④現状と課題
・直営施設については支所職員の管理の
下、・・・人員が削減されるなかで管理・運営
面での職員の負担が増加しています。

「管理運営面での～増加しています。」で止めるのではなく、そのこ
とにより、他の職務への支障が出ていないのかまでを書くべきであ
る。負担が増加しているのは、職員個人の勤務状況を述べているだけ
であり、他の業務に支障が出ているなどの行政機能の低下に及んでい
ることがあって、はじめて課題となると考える。

ご意見等を踏まえ、該当する項目全文を削除させていただきま
す。

27 23

【文化ホール】
④現状と課題
・直営施設については支所職員の管理の
下、・・・人員が削減されるなかで管理・運営
面での職員の負担が増加しています。

「人員が削減されるなかで」を削除する。
この表現では、人員の削減が原因となっているような表現で、市の人
員配置計画が課題であると言っているように感じ取れる。同じ市長部
局の中での不協和音を感じるような気がする。

ご意見等を踏まえ、該当する項目全文を削除させていただきま
す。

28 23

【文化ホール】
⑥基本方針
・人口同規模団体と同程度の施設水準となるよ
う、統合や用途変更を進めます。

老朽化が進む施設が多く、将来的には人口減少、財政難のため再編し
なくてはならないのは分かるが、市域面積や交通の利便性を踏まえ、
検討いただきたい。
長浜市合併により、今まで近くで行われた行事が遠くまで行かなけれ
ばならなくなった。移動手段がない人は参加しづらくなっている。

ご指摘の移動手段についても考慮しながら、今後既存施設の用途
変更等を進めてまいります。

29 23
【文化ホール】
⑦今後の施設の具体的な方向性
びわ文化学習センター

見直し、再編の姿が予想できない。存続し活用を図るべき。地域文化
の拠点として、冨田人形公演などの事業を増やして利活用すべき。ま
た、支所と同様、必要な施設ではないのか。

びわ文化学習センターについては、冨田人形の保存・継承や子ど
も劇場など、地域の「市民活動」の拠点としての機能を維持しな
がら、用途変更等も含め、今後検討を進めてまいります。

30 23

【文化ホール】
⑦今後の施設の具体的な方向性
・びわ文化学習センター、・・・再編を検討し
ます。

何か腹案があるのか。
文化ホールについては、現状の施設の機能を維持しながら、用途
変更等も含め、今後検討を進めてまいります。

31 25
【図書館】
⑥基本方針
図書館のサテライト化、複合化について

サテライト化による開架蔵書の分野や蔵書数の減少を危惧する。ま
た、学校図書館の充実の必要性は分かるが、離れた施設で機能するの
か疑う。ネットワークの充実、全体の蔵書分野、数の充実を望む。図
書館の利用は、読みたい書籍が判明しているばかりでなく、どのよう
なものがあるか開架蔵書を眺め、読む刺激を受けて読書することや、
調べものに役立てるには、蔵書減少はマイナスである。また、民活の
マイナス面もよく考慮すべきである。

ご意見を参考にさせていただき、長浜市図書館基本計画（平成２
７年３月策定）に基づき、中央図書館を中心に、市立図書館全体
の蔵書及びネットワークの充実に努め、より便利にご利用いただ
けるようにします。また、複合化にあたっては、各機能の効果が
より高まる組み合わせを検討してまいります。

32 25

【図書館】
⑥基本方針
・高月図書館を北の拠点館、他の図書館をサテ
ライト館として・・・

サテライト館の位置づけに反対である。びわ図書館は他と比べて秀れ
た運営となっており、サテライト化というより、範とすべきである。

ご意見を参考にさせていただき、長浜市図書館基本計画（平成２
７年３月策定）に基づき、施設の再編を含めたあり方や運用方法
を検討してまいります。

33 25

【図書館】
⑥基本方針
・複合化・多機能化・・・民間活力の導入
も・・・

民間活力導入に反対である。地域文化の中心である図書館を「もう
け」の具にしてはならない。

長浜市図書館基本計画（平成２７年３月策定）に基づき、「市民
に愛され市民とともに成長する図書館」を目指し、市の責任で運
営してまいります。
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34 25,26

【図書館】
⑥基本方針
⑦今後の施設の具体的な方向性
図書館の統合について

図書館のある旧市町の住民全員に分かりやすく説明すべきである。統
合には反対である。市民税は市民のために使うべきである。

現時点では、統合の計画はありません。

35 26

【図書館】
⑦今後の施設の具体的な方向性
・浅井、びわ、虎姫、湖北図書館は、他の教育
施設・機関等との複合化を進めます。また、学
校図書館と複合し、地域開放型の学校図書館と
することも検討します。

地域開放型の学校図書館とすることは子供の利用も増え良いと思う。
図書館を利用する頻度が増え、子供が本に興味を持つ機会も増える。
地域の交流もできるので良いと思う。

ご意見を参考にさせていただき、長浜市図書館基本計画（平成２
７年３月策定）に基づき、施設の再編を含めたあり方や運用方法
を検討してまいります。

36 26

【図書館】
⑦今後の施設の具体的な方向性
・浅井、びわ、虎姫、湖北図書館は、他の教育
施設・機関等との複合化を進めます。また、学
校図書館と複合し、地域開放型の学校図書館と
することも検討します。

図書館の用途について、もう少し学習ができる場があれば良いと思
う。びわ図書館には学習する場が少しあるが、休日はいっぱいになる
こともある。図書館は本を読む、調べる場であるのはもちろん、学習
ができる静かな公共施設であってほしい。学習スペースの確保や長時
間学習できるように飲食スペースの検討をお願いする。
今後建設される中央図書館には、くつろぎエリアが検討されている
が、他図書館にもあると良いと思う。

ご意見を参考にさせていただき、長浜市図書館基本計画（平成２
７年３月策定）に基づき、施設の再編を含めたあり方や運用方法
を検討してまいります。

37 26

【図書館】
⑦今後の施設の具体的な方向性
・浅井、びわ、虎姫、湖北図書館は、他の教育
施設・機関等との複合化を進めます。また、学
校図書館と複合し、地域開放型の学校図書館と
することも検討します。

びわ図書館は、機能が良いのに他の教育施設との複合化を検討されて
いるが、学校と図書館の距離があり、不可能なことである。今後も今
までどおり直営で続けていただきたい。

現時点では、びわ図書館と学校図書館を複合化する計画は具体化
していません。
複合化にあたっては、長浜市図書館基本計画（平成２７年３月策
定）に基づき、各機能の効果がより高まる組み合わせを検討して
まいります。

38 26

【図書館】
⑦今後の施設の具体的な方向性
・浅井、びわ、虎姫、湖北図書館は、他の教育
施設・機関等との複合化を進めます。また、学
校図書館と複合し、地域開放型の学校図書館と
することも検討します。

複合には反対である。場所的に無理がある。
市立図書館と学校図書館の複合化は一例です。複合化にあたって
は、長浜市図書館基本計画（平成２７年３月策定）に基づき、各
機能の効果がより高まる組み合わせを検討してまいります。

39 26
【図書館】
⑦今後の施設の具体的な方向性
湖北図書館

高月図書館に大金をつぎこむのではなく、湖北図書館を生かすべきで
ある。
合併は中央に手厚く、地方に手薄くなりがちである。長浜・高月に大
金をつぎこむのではなく、生かせるものは生かしてほしい。図書館は
どの地域も近くにあってほしいとの要望からできたものである。車や
インターネットがあるからとの考え方は若者の考え方であり、高齢者
が地方に多いことを考慮してほしい。

長浜市図書館基本計画（平成２７年３月策定）では、既存の施設
の位置や規模などから、高月図書館を北部の拠点館とする考えで
す。施設老朽化の折には、周辺地域の人口動態等、多角的に考慮
し、位置や規模を計画していくこととしております。



意見等に対する市の考え方提出された意見等ページ 該当箇所番号

40 30
【博物館・資料館】
⑦今後の施設の具体的な方向性

各地域に施設が点在している。どの施設も重要ではあるが、集約改善
の余地があると思う。
例　・長浜城歴史博物館
　　・長浜市曳山博物館
　　・小谷城戦国歴史資料館　（改修・改築）→新築
※埋蔵物が大量に出ていて、それを展示、保管施設が必要と考えられ
る。
　　・伊香地区（観音、己高山）の集約、充実

本市の歴史文化施設11館の集約・充実については、現在策定中の
「歴史文化基本構想」の中で検討し、博物館、資料館の利活用方
針を策定します。今後、その方針を本計画に反映させていきま
す。

41 31,32

【スポーツ施設】
①施設別状況
浅井球場
浅井Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
浅井体育館
浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
浅井文化スポーツ公園テニスコート
浅井文化スポーツ公園

個別施設計画という手法には馴染まない。
公園として市内はもとより、市外からの利用も多いので、充実を図る
べきである。複合施設として、一体管理されている点も評価されるべ
きである。
・近くには浅井こども園、浅井図書館、浅井歴史民俗資料館等の施設
がある。
・駐車場もあり、各種イベント会場として価値がある。
・児童向け遊具等はリニューアルが必要である。

ご指摘のとおり、当該公園については複合施設として機能してお
り、今後当該公園へのスポーツ施設の移転等も含め、検討を進め
てまいります。

42 33

【スポーツ施設】
④現状と課題
・直営施設について、・・・支所業務の縮小に
あわせて人員が削減されるなか、管理・運営面
での職員の負担が増加しています。

「管理運営面での～増加しています。」で止めるのではなく、そのこ
とにより、他の職務への支障が出ていないのかまでを書くべきであ
る。負担が増加しているのは、職員個人の勤務状況を述べているだけ
であり、他の業務に支障が出ているなどの行政機能の低下に及んでい
ることがあって、はじめて課題となると考える。

ご意見等を踏まえ、該当する項目全文を削除させていただきま
す。

43 33

【スポーツ施設】
④現状と課題
・直営施設について、・・・支所業務の縮小に
あわせて人員が削減されるなか、管理・運営面
での職員の負担が増加しています。

「支所業務の縮小にあわせて人員が削減されるなかで」を削除する。
この表現では、人員の削減が原因となっているような表現で、市の人
員配置計画が課題であると言っているように感じ取れる。同じ市長部
局の中での不協和音を感じるような気がする。

ご意見等を踏まえ、該当する項目全文を削除させていただきま
す。

44 34

【スポーツ施設】
⑦今後の施設の具体的な方向性
・長浜市民体育館は、老朽化の進む長浜文化芸
術会館の整備とともに複合型も含め整備を検討
します。

あらゆるスポーツに使用可能であり、同時に複数のスポーツが出来る
ような施設にしてほしい。

長浜市民体育館については、ご指摘の件も含め、今後規模、機
能、場所及び北部地域総合体育館との関係等も考慮しながら、検
討を進めてまいります。

45 37
【レクリエーション・観光施設】
⑦今後の施設の具体的な方向性
健康パークあざい　譲渡に向けて協議

譲渡には、反対する。市中心部の慶雲館、長浜鉄道スクエアが「維
持」で、周辺施設は「譲渡」というのは納得しがたい。指定管理者や
地元の努力は評価されるべきである。

ご意見を参考にさせていただき、検討してまいります。



意見等に対する市の考え方提出された意見等ページ 該当箇所番号

46 49
【幼稚園・保育所・認定こども園】
⑦今後の施設の具体的な方向性

公立施設については、今後、必要性を含めて利活用方法を検討すると
記載されているが、現在活用されていない幼稚園の施設でさえ、管理
する部署が統一されていなく、未だ処分や活用等の明確な方針が決定
されていないのにこの個別施設計画にはどう示されているのか、さら
に全体的に詳細な具体性に欠けるのではないか。
「オール長浜」という大局的な視点により施設の全体最適化を図るこ
とが見えてこない。

「必要性を含めて利活用方法を検討する」との記載は、既存の幼
稚園等就学前施設について、多様化する市民ニーズや地域の実情
等を踏まえ、認定こども園化や適正配置・民間活用など、施設の
あり方を検討する旨を示したものです。
また、閉園となった幼稚園については、現在利活用を図るべく作
業を進めているところです。

47 49

【幼稚園・保育所・認定こども園】
⑥基本方針
・国の子ども・子育て支援新制度や他市の状況
を踏まえつつ、保育料の適正な金額について検
討します。

値上げを意味しているのであれば反対である。市民、特に子育て世代
への負担増は良くない。

保育料は、保育事業に要する費用の一部を保護者に負担いただく
ものですが、子ども・子育て支援新制度において、国が世帯の収
入状況ごとに基準額を定めています。本市では子育て支援の一環
として、独自に国基準よりも低く設定し、また多子世帯への軽減
等を行っています。ただ、保育にかかる費用や利用者が負担する
割合などの見直しによっては、国基準が改められたり、市の軽減
を定め直したりするため、保育料の増減変更を行うことになりま
す。国では幼児教育保育に係る経済負担軽減化の方針にあり、市
としても引き続き、適正性確保と子育て支援の視点から金額を定
めてまいります。

48 49

【幼稚園・保育所・認定こども園】
⑥基本方針
・民間保育所の誘致を行い、・・・
⑦今後の施設の具体的な方向性
・平成29（2017）年度に民間法人を支援し
て・・・

民間云々には反対である。保育は行政中心が大原則である。“もう
け”に委ねてはならない。

保育所の運営費用の額は地域、定員規模、入所児童の年齢等によ
り、国が基準を定めています。また施設基準や保育指針について
も国が定めます。公立、私立の形態にかかわらず、市民への保育
環境の提供および保育水準の向上について、市は多様な方法を
取って、公としての責任を果たしていくものとなります。
このような観点から、民間法人の保育事業への支援を行ってまい
ります。

49 52
【地域子育て支援センター】
⑦今後の施設の具体的な方向性
こどもらんど子育て支援センター　移転検討

移転はやむを得ないが、機能は維持されるべきである。 移転を予定していますが、機能は維持してまいります。

50 55

【高齢者福祉施設】
⑦今後の施設の具体的な方向性
・高齢者福祉センターについては、・・・日常
生活圏域の範囲を踏まえつつ複数圏域を視野と
する配置など、・・・整理統合を検討します。

日常生活圏域の範囲を踏まえというなら整理統廃合はすべきではな
い。高齢化や交通弱者が増えている中、地域にねずいた現在の場所で
（旧市町で）進めていただきたい。

ご意見を参考にさせていただき、今後、個別具体的に施設の整理
統合を検討してまいります。

51 57
【しょうがい福祉施設】
④現状と課題
・合併前に・・・特段の課題はありません。

施設の課題はないが、人的配置に問題があるので、この表現では誤解
される。あくまで施設の計画だが、施設は全体課題と密接に関連す
る。施設が増える＝受入定数が増える、保育士の確保が難しいと考え
る。

「④現状と課題」中、以下の箇所を変更させていただきます。
●「・・・特段の課題はありません。」
　　→「・・・施設的な課題はありません。」



意見等に対する市の考え方提出された意見等ページ 該当箇所番号

52 59
【保健センター】
④現状と課題
・保健センター西浅井分室　用途廃止

福祉、介護、健診等を包括した総合センターを週一でも開設できない
か。湖北分室は高月・長浜に近いが、西浅井は遠方利用が多い年齢は
高齢者であり、車での移動が困難である。

ご意見を参考にさせていただき、施設の運用方法を検討してまい
ります。

53 68

【診療所】
⑦今後の施設の具体的な方向性
浅井診療所　見直し
浅井歯科診療所　見直し

医師住宅を廃止することに異論はないが、診療所は存続させるべきで
ある。周辺地域の医療施設こそ、行政が責任をもって維持すべきであ
る。

ご意見を参考にさせていただき、地域事情に応じた施設の運用方
法を検討してまいります。

54 68
【診療所】
⑦今後の施設の具体的な方向性
永原診療所　見直し

西浅井町永原診療所は必ず存続してほしい。高齢者多く、在宅者の往
診も必要である。

ご意見を参考にさせていただき、地域事情に応じた施設の運用方
法を検討してまいります。

55～57 71

【庁舎】
⑥基本方針
・市民へのサービス水準の質的な維持・向上や
地域振興の推進に配慮しつつ、市全体として効
果的・効率的な行政運営を可能とするよ
う・・・見直しを進めます。

サービス水準の質的維持・向上というなら、身近な支所をなくすべき
でない。高齢化・交通弱者の利便性をどう考えるのか。旧町単位の支
所の存続と充実こそ欠かせないと思う。地域の中心施設としても大事
である。

本計画Ｐ71⑥総合管理計画　第５　施設類型ごとの管理に関する
基本方針のとおり、支所の機能や役割、適正配置については、市
民へのサービス水準の質的な維持・向上や地域振興の推進に配慮
しながら、見直しを進めることとしております。

58 71
【庁舎】
⑦今後の施設の具体的な方向性
浅井支所　見直し

見直しは、「行き過ぎた本庁への集約」をやめ、地域に必要な部分を
戻すべき。地域住民を犠牲にした集約を改め、地域振興の拠点とすべ
きである。

本計画Ｐ71⑥総合管理計画　第５　施設類型ごとの管理に関する
基本方針のとおり、支所の機能や役割、適正配置については、市
民へのサービス水準の質的な維持・向上や地域振興の推進に配慮
しながら、見直しを進めることとしております。

59 71
【庁舎】
⑦今後の施設の具体的な方向性
西浅井支所　見直し

木之本まで出るのも大変である。バス時刻も少なく、免許のない者や
高齢者など困るので、存続してほしい。

本計画Ｐ71⑥総合管理計画　第５　施設類型ごとの管理に関する
基本方針のとおり、支所の機能や役割、適正配置については、市
民へのサービス水準の質的な維持・向上や地域振興の推進に配慮
しながら、見直しを進めることとしております。

60 71
【庁舎】
⑦今後の施設の具体的な方向性
支所　見直し

本庁、北部振興局以外の支所の「見直し」は、支所の縮少、廃止を意
味するものであってはならない。支所の職員の大幅減、機能の弱体化
により地域住民はサービスの低下、負担増を受けており、これ以上の
悪化は許されない。

本計画Ｐ71⑥総合管理計画　第５　施設類型ごとの管理に関する
基本方針のとおり、支所の機能や役割、適正配置については、市
民へのサービス水準の質的な維持・向上や地域振興の推進に配慮
しながら、見直しを進めることとしております。

61 92
【墓地】
⑦今後の施設の具体的な方向性
高月きたひら公園墓地　見直し

当自治会から建設要望したものでなく、今更見直すと言うのは勝手す
ぎると思う。もう少し区画を売る努力も必要である。広報に一度掲載
するぐらいでは売れないと思う。現在、当自治会で除草を年４回行っ
ているが、これ以上の維持管理は無理である。獣害の被害について
は、墓地だけではない。最後まで、墓地については長浜市が維持管理
していただきたい。

墓地建設の経緯については承知しております。当該施設計画に挙
がっている項目は「トイレ」に関してであり、墓地自体や維持管
理について見直そうとしているものではありません。
トイレの今後のあり方について、どのような形が最も良いのかを
検討してまいりたいと考えますのでご理解とご協力をよろしくお
願いいたします。

62 95
【病院施設等】
⑦今後の施設の具体的な方向性
・医院官舎等については、・・・

医員官公舎の土地・建物等処分すると記載されているが、具体的な数
値や時期等も明確にすべきではないか。

長浜病院が所有している医員官舎は８戸ですが、具体的な処分の
時期等につきましては、引き続き検討してまいります。


