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令和4年度予算編成。新型コロナウイルス感染症対策に係る要望について

平素は、本市行政運営に関 しまして各般にわたるご支援、ご協力を貝易り厚くお礼

申しあげます。       '
県におかれましては、2030年に向けた滋賀県基本構想を令和元年度にスタニ トし、

「変わる滋賀 続く幸せ」を基本理念にt自分らしい未来を描ける生き方とその上台

となる経済、社会、環境のバランスの取れた持続可能な滋賀の実現に向け、全庁を

挙げて取り組んでおられます。また、昨年来「新型コロナウイルス感染症」対策に

尽力され、コ甲ナ禍をきっかけとした新しい時代への滋賀県政づくりを推進されて

います。

本市においては、令和元年度に策定した「第2期長浜市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」で、「三大都市圏及び滋賀県南部への人口流出の抑制」、「若い世代の就労、

結婚t『妊娠・出産・子育て』の希望実現」、「地域の経営資源を生かした課題解決と

地域活性化」を基本的な方針として、経済・社会・環境のバランスを図るSDGsの特

徴を生かした地方創生の推進を目指しています。加えて、コロナ禍においても、市

「民が安心して生活ができ、希望が持てるように的確な対策を実施し、市民活動や経

済活動を推進していけるまちづくりに取り組むこととしています。

人口減少や新型コロナウイルス感染症など、これまで経験したことのない大きな

社会的変化の中で、持続できる地域づくりに向け、限られた資源を最大限に活用し

た市政運営を行つていく必要があります。そのためにも、県と市それぞれが担うべ

き役割をふまえ、連携を図りながら取組を進めていきたいと考えています。

つきましては、令和4年度予算編成に際しての要望事項と新型コロナウイルス感

染症に係る要望事項として、本市の喫緊の課題を取りまとめましたので、現状を掛

酌いただき、格別のご高配を賜りますようお願い申しあげます。

令和 3年 8月

滋賀県知事  三由月 大造 様

一
会坊長浜市長 示 イ
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◎  丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備に係る対応 
 

【要望内容】 

【提案・要望先】土木交通部 流域政策局 水源地域対策室 

琵琶湖環境部 自然環境保全課 

  

 平成 28 年 9 月 11日に五者で締結した「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備

に関する基本協定」を順守した対応 

 〇丹生ダム建設事業計画により社会資本の整備等が十分に行われず疲弊した地域の振興

対策を図るために必要な措置を制度化する等、地元の意向が十分に聞き入れられ、最

後まで責任を持ち誠意ある対応を行うよう、事業中止を決定した国に対して県からの

強い働きかけ 

 〇「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備」では、国の責務において早期に完了する

ための財源の確保と未着手事業における方向性の決定について、国に対して県からの

強い働きかけ 

 〇対応が遅れている地域振興策について、地元有志によるまちづくり研究会が行う取組

や事業に対する必要な財源の確保について県から国への働きかけと、「丹生水源地域整

備特別交付金」の柔軟な活用による幅広い事業に対する支援及び上限額を超える事業

に対する財源の確保 

 〇買収済み用地及び残存山林の利活用方針の提示 

 

 

   
【要望理由】 

 

  

 丹生ダム建設事業の中止を決定したのは国であるが、中止に至った大きな要因として、

県が「ダム推進」から「ダムに頼らない治水」へと大きく政策転換し、淀川水系河川整

備計画策定に係る意見を述べる機会などにおいて、建設推進の明確な方針を示してこな

かったことが挙げられる。 

〇国・県主導のもと国の一大プロジェクトとして推進されてきた事業が半世紀にわたり

地域住民を苦しめ続け、水源地域の荒廃が進んだことを国および県は十分認識する必要

がある。 

〇市が行う地域整備事業については、既存制度である「社会資本整備総合交付金」にて

執行しているが、配分が要望額を大きく下回っており事業の進捗に支障を来している。

地域整備事業に必要な財源を確保することは、ダム建設事業の実施及び中止を決定した

国の責務である。 

〇地域整備事業の着手から 5 年が経過する中にあって、調整中である未着手事業につい

て、早期の方針決定と事業実施を進める必要がある。特に、「丹生ダム建設事業の中止

に伴う地域整備事業実施計画」に記載の未着手である「生活関連施設等の整備」の 2事

業に係る今年度中の方針決定について、地元から強い要請を受けている。 

〇買収済み用地及び残存山林の利活用については、地元住民、特に元水没予定地の住民

の関心が高く、懸念を抱いている事項である。早急に具体的な利活用方針を提示する必

要がある。 
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【本市の状況と課題】 

 

  

〇丹生ダム建設事業は、昭和 43 年の予備調査開始時点から反対であった地元住民が、

国および県から度重なる説得を受け、「下流地域の安全・安心のため」と、苦渋の選択

によりダム建設同意を受け入れられ、滋賀県知事立ち合いのもと、地元町長、地元丹

生ダム対策委員長、近畿地方整備局長との間で各種協定を締結し進められてきた事業

である。 

しかし、その後の淀川流域委員会による「ダムは原則建設しない」旨の提言、国に

よる「治水ダムへの規模縮小」など度重なる受け入れがたい状況変化を経て、平成 28

年 7月に開催された「第 35回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」の審議を

踏まえ、国が「建設事業中止」という対応方針を決定するまで、実に半世紀の間、地

域住民は翻弄され、周辺の森林は放置され荒廃が進んだ。 

〇ダムによる地域の振興を夢見て事業同意した地域住民は、用地買収および水没予定地

集落の移転完了後の「事業中止の受け入れ」という２度目の苦渋の選択を強いられる

こととなった。 

〇社会資本整備総合交付金の要望額に対する配分率が、令和元年度 24％、令和 2 年度

43％であり、要望額と配分額の差額は、県の丹生水源地域整備事業特別交付金を充て

ることとなる。丹生水源地域整備特別交付金は、総額 4.2億円のうち令和 3年度まで

に約 2.8億円を執行予定で残高が約 1.5億円である。残事業を見ると財源が不足する

ことが必至である。 

〇地域振興に係る経費についても、長浜市は、ダム建設事業の中止に伴う地域整備・地

域振興の事業に対し、新たな財政負担をしないことを基本スタンスとしている。今年

度創設した「長浜市水源地域振興事業交付金」は、遅々として進まない地域振興策に

ついて、ダム建設事業中止から 5 年が経過し折り返しを迎えるにあたり、進捗を図る

ためのやむを得ない措置である。 

〇姉川・高時川は、近年の集中豪雨時に避難行動の指示を度々行っている。また中下流

域は人家が密集している区域で天井川となっており、流域住民の水害に対する不安は

大きく早急な治水対策を求められている。 

また、夏季の瀬切は年間約 100 日程度発生し、生活・農業用水の不足や水生生物の

生育への影響など河川環境の悪化をもたらしており、必要な流水の確保についてダム

に替わる対策が必要である。 

 担当：北部振興局建設課丹生ダム対策室 電話：0749-82-5904 



知事への直接要望２ 

  - 3 -   

 

◎  高等専門学校の設置検討の推進 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】総合企画部 企画調整課 

  

(１)地元定着につながる人材育成のための高等専門学校の設置 

 ○次代の地域を担う人材確保のため、地元の企業や地域で活躍できる人材育成に

つながる学校となるよう、地域の産業界と共に検討を進められたい。 

(２)設置に向けた検討過程の情報共有と意見聴取の機会確保 

 ○県内の各市町に検討過程の情報を共有し、地域に密着した他地域にはない魅力

的な学校となるよう、各市町等からも提案できる機会を確保願いたい。 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）地元定着につながる人材育成のための高等専門学校の設置 

  北部地域では、出生数の低下に加えて、若者の転出超過により、地域で活躍する若者

の確保が大きな課題になっている。 

  そこで、ベンチャー支援など、若者が地域で活躍できる環境づくりとともに、地元企

業が新たなビジネスにチャレンジしていける人材の確保が必要となっている。 

  学校の設置検討にあたっては、滋賀県の特徴を活かしたビジネス創出につなげるた

め、地元企業のニーズや特性を活かした学校となるよう、また、卒業後の就職先となる

よう、地元産業界との連携を図りながら進められたい。 

（２）設置に向けた検討過程の情報共有と意見聴取の機会確保 

 高等専門学校の設置は、地域で活躍する人材確保につながるものと期待の声が大き

い。地域から望まれ、地域の特色を活かした学校となるよう、各市町に検討過程を共有

していただき、提案できる機会を確保願いたい。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

 ○長浜市では、出生数の低下に加えて若年層の転出超過により、地域で活躍する若者の

確保が大きな課題になっている。その一つとして、地元企業から、新たなビジネスに

チャレンジできる人材として、技術者、開発者の育成と確保を期待されている。 

 ○市内中学校の卒業生の約４割が市外の高校等に進学しており、市内中学生の進路とし

て、特色ある学校の設置が求められている。 

 担当：総務部政策デザイン課 電話：0749-65-6505 
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◎  産婦人科・小児科医の安定的確保 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】健康医療福祉部 医療政策課 

  

長浜市内で安心して子どもを産み育てることができる産婦人科・小児科医の安定

的な確保に向けた新たな施策の創設および拡充 

 

   
【要望理由】 

 

  

〈目的〉 

 〇産婦人科、小児科医の安定的な確保 

 

〈提案・要望内容〉 

 ○産婦人科 

地域周産期母子医療センターである長浜赤十字病院の産婦人科医の確保のため支

援策を創設されたい。具体的には、病院が受入のために実施する指導医の確保や研修

機器の導入などの環境整備に対する補助金・助成金制度の創設など。 

○小児科 

  現在の滋賀県小児救急医療支援事業費補助金の、補助単価の引き上げをされたい。 

 

〈状況〉 

  全国的に小児科、産婦人科、麻酔科等リスクの高い診療科を中心に医師不足が深刻

化しているとともに、県内でも医師不足であり、さらに南高北低の地域偏在が生じて

いることから、受診環境の整わない湖北圏域での医師確保対策は急務となっている。 

〇産婦人科 

令和元年 12 月から佐藤クリニックの分娩中止に加えて、令和 3 年 4 月から市立

長浜病院の分娩が一時休止となった。 

その結果、湖北圏域の病院の産婦人科医は 11人(長浜赤十字 6人・市立長浜 5人)

から 9 人(長浜赤十字 7 人・市立長浜 嘱託医 2 人)に減少し、長浜市内では分娩、

産婦人科の手術及び入院診療が可能な病院は、地域周産期母子医療センターの役割

も担う長浜赤十字病院のみとなり、他に民間診療所は１か所である。 

この危機的な状況により、産婦人科医の負担が増大しており、新規の医師確保、

増員が求められている。 

【長浜市の取組】 

・令和元年度～ 滋賀県産科医確保支援事業補助金制度をもとに独自で追加補助 

    （長浜市 788千円/年・米原市 262千円/年 ） 

・令和 3年度～ 新規医師確保及び労働環境整備経費に対する助成制度を設け支援 

（長浜市 20,000千円/年・3か年度限定） 

〇小児科 

平成 30 年度から市立長浜病院の小児科医の確保が困難となり、湖北圏域の小児

救急輪番制は、長浜赤十字病院のみが役割を担っている。医師不足のなか、患者の

集中、深夜勤務による医師の疲弊で、医療体制の維持が困難となっている。 

【長浜市の取組】 

・平成 26年度～ 滋賀県小児救急医療支援事業費補助金制度に独自補助 

        （長浜市 6,393千円/年・米原市 2,706千円/年） 

・令和 3年度～ 小児救急医療の運営経費に対する補助制度を設け支援 

（長浜市 7,672千円/年・3か年度限定) 
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【本市の状況・課題】 

 

  

○長浜赤十字病院住所別分娩件数                    (単位：件) 

患者住所地 H28 H29 H30 R１ R2 

長浜市 231 232 265 304 345 

米原市 66 77 77 85 119 

彦根市 108 94 104 104 105 

その他県内 54 69 61 60 21 

県外 0 0 0 1 1 

合計 459 472 507 554 591 

 平成 29 年度以降、件数は増加傾向にあるが、産婦人科医の人数は研修医を含め 6～7 人と 

横ばいである。 

 

 

○長浜赤十字病院 救急救命センター小児科受診患者数          (単位：人) 

患者住所地 H29 H30 R1 R2 

長浜市 2,697 2,279 2,405 991 

米原市 1,209 1,224 1,181 430 

彦根市 321 310 313 127 

その他県内 1,697 2,169 1,953 750 

県外 199 200 198 66 

 6,123 6,182 6,050 2,364 

令和 2 年度の受診者減は新型コロナウイルスによる受診控えが影響している。 

 

 

 

 

 

担当：健康福祉部地域医療課 電話：0749-65-6301 
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◎ （仮称）神田スマートインターチェンジ整備事業の推進 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】土木交通部 道路整備課 高速・幹線道路推進室 

  

(１)（仮称）神田スマートインターチェンジ（スマートＩＣ）の新規事業化に向

けた支援 

〇長浜市のまちづくりにおいて交通拠点となるスマートＩＣの新規事業化に向けた検

討・調整に対する支援 

(２) アクセス道路（市道布勢加田線）の県道としての整備 

〇スマートＩＣへの利便性の向上および地域住民の交通安全確保を目的としたアクセス

道路の整備 

   
【要望理由】 

 

  

（１）（仮称）神田スマートインターチェンジ（スマートＩＣ）の新規事業化に向けた支援 

○都市機能の強化を図るためのスマートＩＣ整備 

〇人口減少の歯止めと、地域活性化の促進による定住人口の増加 

〇企業活動における高速道路へのアクセス性向上 

〇高速道路の有効活用により、新たな観光産業への集客、救急病院等への搬送時間短縮、 

災害時の防災拠点施設への代替アクセスルートの形成及び幹線道路の渋滞緩和 

（２）アクセス道路（市道布勢加田線）の県道としての整備 

〇スマートＩＣへのアクセスルートを県道として整備することによるアクセス性の向上

及び生活道路への通過交通の減少による集落内の交通安全を確保 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

（本市の状況） 

〇スマートＩＣ基本計画の検討を終え、国による準備段階調査箇所採択に向けた関係機関

との協議を進めている 

（本市の課題） 

〇人口 人口減少および高齢化の進行、特に 30歳代未満年齢層の流出 

 〇産業 1次産業の低迷、製造業の伸び悩みやバイオ関連等、

新たな産業の交通基盤の脆弱性 

 〇観光 観光集客の伸び悩み 

〇医療 医療・救急活動における市内中心部の渋滞による 

搬送遅延 

 〇防災 災害時における防災拠点施設への代替路の確保 

〇渋滞 市街地に位置する幹線道路への交通集中による道   

路混雑の発生 

 担当：都市建設部道路河川課 電話：0749-65-6531 



 

 

 

 

 

 

一般要望事項 
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◎ リモートワーカー誘致による移住定住施策の強化 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】総務部 市町振興課 

  

（１）リモートワーカー、副業・兼業人材の誘致強化 

（２）サテライトオフィス開設支援制度の創設 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）リモートワーカー、副業・兼業人材の誘致強化 

○人口減少が進み、地域の担い手や企業の人材確保が大きな課題となっている中で、若

者の定住を図るためにも、魅力的な仕事の創出が必要である。 

  滋賀県には、都市部にはない魅力的な自然環境があり、徐々にサテライトオフィス

やコワーキングスペースが整備され、リモートワークができる環境が整いつつある。 

  さらに近年、リモートワーク、副業、兼業といった新しい働き方が生まれ、都市部

の人材を誘致する絶好の機会となっている。 

そこで、「びわ湖」をはじめとした地域資源やブランドを最大限に生かし、滋賀県とし

てリモートワーカーの誘致を強化することで、地域の課題解決や関係人口、移住定住

の推進につなげていきたい。 

（２）サテライトオフィス開設支援制度の創設 

○企業が地方にサテライトオフィスを設ける動きが加速しており、その動きを県内に導

くためにも、サテライトオフィスの誘致に向けた助成金制度も合わせて創設されたい。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

○長浜市では、令和３年度からふるさと移住交流室を設置し、従前の移住相談等に加えて、

地方でリモートワークを行う都市部の企業やリモートワーカーを誘致するため、誘致活動

を強化しているが、誘致に向けたインセンティブが必要である。 

 

 

担当：総務部政策デザイン課ふるさと移住交流室 電話：0749-65-6371 
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◎  文化財の保存・修理等の支援 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】文化スポーツ部 文化財保護課 

  

(１) 文化財の難易度の高い保存修理や災害復旧へのより親身な指導を願いたい。 

 ○長浜曳山祭の曳山保存修理にかかる指導・支援 

 ○竹生島（国名勝史跡）の災害復旧にかかる指導・支援 

(２) 発掘により増え続ける遺跡・出土遺物の対応について 

 ○出土遺物を収蔵するスペースの提供や確保のための支援・補助制度の創設 

○出土遺物の「取捨選択」の可否についての検討 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１) 文化財の難易度の高い保存修理や災害復旧への指導・支援 

○曳山保存修理は内容が高度かつ複雑化しているため、県技師によるより一層の支援・ 

指導が必要。 

○竹生島は県が管理団体となっていることから、災害復旧事業の指導や支援において、

県による主体的・積極的なかかわりが必要。 

（２）発掘により増え続ける遺跡・出土遺物の対応について 

○増加する出土遺物を保管し続けるためには、保管スペースの提供や借用、新設が必要。 

○出土遺物の保管については、今後廃棄を伴う取捨選択の可否の検討が必要。 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

○出土遺物の保管については、文化財保護センター倉庫だけでは容量が足りず、博物館・資

料館の収蔵庫や廃校となった小学校の体育館・教室などに分散収蔵しているが、容量不足

により他の場所を探す必要に迫られている。 

 

 

担当：市民協働部歴史遺産課 電話：0749-65-6510 
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◎  博物館・資料館の新設・改修支援 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】文化スポーツ部 文化財保護課 

  

博物館・資料館の新設・改修にかかる補助制度の整備を願いたい。 

 ○老朽化した施設・設備の改修に対する補助制度の創設 

 ○収蔵庫など既存施設の拡張・増設に対する補助制度の創設 

 ○博物館・資料館の新設に対する補助制度の創設 

 

   
【要望理由】 

 

  

○博物館・資料館の施設・設備が老朽化しているため修繕・改修が必要。 

○長浜城歴史博物館の収蔵品は 56,000 点を超え、収蔵庫の容量が不足しているが、今後

地域で維持できなくなった文化財のセーフティネットとして、収蔵スペースの確保が必

要。 

〇市内で新たに史跡小谷城跡周辺や高月町・木之本町の「観音の里」周辺に、拠点施設と

しての資料館を設置する構想があるが、市だけでは財源が乏しく、国庫補助・県費補助

などによる財源確保が不可欠。 

 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

○市内の博物館・資料館は建設後 30～40年経過しているものがほとんどであり、施設・設

備の老朽化が進んでいるため、少ない財源ながらも改修を繰り返して長寿命化に努めて

いるが、十分改修を行うことができていない。 

○市内文化財の所有者・保存団体は、高齢化・人口減により文化財の維持管理が難しくな

っている。 

○「長浜市歴史文化基本構想」及び「長浜市文化財保存活用地域計画」においても、市内

文化財を安全に収蔵できる博物館・資料館の整備を目指している。 

 担当：市民協働部歴史遺産課 電話：0749-65-6510 
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◎ 再生可能エネルギー導入促進に向けた固定価格買取制度 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】総合企画部 CO2 ネットゼロ推進課 

  

湖北広域行政事務センターが活用を計画しているバイオマス発電に係る再生可能

エネルギー固定価格買取制度について 

○固定価格買取制度により設定される買取単価の長期見通しの早期公表とその価格の現状 

維持を国に働きかけられたい。 

 

   
【要望理由】 

 

  

○ 脱炭素社会の実現を目指す滋賀県の「しが CO2ネットゼロ」の趣旨を踏まえ、焼却施設

にバイオガス化施設を導入した施設整備計画を進めている。 

○ 焼却施設は、老朽化や更新時期を迎える中、早急に整備を進めることが必要。 

○ 施設整備には複数年度にわたる多額の事業費が必要となるため、固定価格買取制度によ

る売電収入を見込んだ計画により事業を進めている。 

○ 計画どおりに進めるには固定価格買取制度による現状単価の維持や長期的な買取単価

の見通しの早期公表が必要不可欠であり、制度の大幅な見直しや買取価格の著しい変動

があった場合は、事業の遅延、財政に重大な影響を及ぼすことになるため、買取価格の

長期的な見通しの公表及び制度と買取価格の維持が必要。 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

○湖北広域行政事務センターにおける施設の使用期限 

焼却・リサイクル施設（クリスタルプラザ）竣工Ｈ11年 3月 使用期限Ｒ11年 3月末 

粗大ごみ処理施設（クリーンプラント）  竣工Ｈ 2年 3月 使用期限Ｒ11年 3月末 

し尿処理施設（第 1プラント）      竣工Ｓ59年 3月 使用期限Ｒ16年 3月末 

○施設整備に関する基本方針 

＜施設設置の考え方＞ 

  汚泥再生処理センター・ごみ焼却施設・リサイクル（破砕選別・資源化）施設の各施

設を順次整備していく時期を迎え、さらなる循環型社会形成の推進を目指すことなどを

総合的に判断して各施設を一箇所に隣接させた施設整備計画（一極集中による整備）を

進める。 

※参考 一極集中による施設整備計画（予定） 

（整備の優先順位） 

1   汚泥再生処理センター                 令和 7年 10月稼働予定 

熱回収（焼却・バイオガス化）施設・リサイクル処理施設 令和 10年 4月稼働予定 

令和 10年 4月から同一敷地内でのセンター各施設の運営と維持管理を予定。 

 

 

 

担当：市民生活部環境保全課   電話：0749-65-6513 

湖北広域行政事務センター 電話：0749-62-7143 
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◎  滋賀県動物保護管理センターの拠点整備  
 

【要望内容】 
【提案・要望先】健康医療福祉部 生活衛生課 

  

野犬捕獲にかかる滋賀県動物保護管理センター機能の本市内への設置 

○野犬の捕獲依頼、徘徊通報に対して柔軟・迅速な現場対応が取れるよう、長浜市内に滋賀

県動物保護管理センターの野犬保護機能を新たに設置されたい。 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）滋賀県動物保護管理センターが遠方のため、迅速な対応がとれない。 

○野犬対策については県の責任において行うこととなっているが、市が滋賀県動物保護

管理センターと連携して、巡回、捕獲依頼、檻による保護を実施。 

○滋賀県動物保護管理センターの設置場所が湖南市のため、緊急時に住民の安全を最優

先とした迅速な対応が取れない。 ※長浜市への巡回日：火曜日・金曜日 

 

（２）滋賀県動物保護管理センターの対応における本市の占める割合が高い。 

○野犬の増加を防ぐため、広報誌や市のホームページを通じて、飼い犬の適正飼育や野

犬への餌やり禁止を呼び掛けているが、対応等の依頼件数及び捕獲件数、檻の設置件数

における滋賀県内（大津市を除く）の割合は、長浜市が 7割強を占めており、必要性の

高い地域である長浜市内への機能設置が野犬対策に効率的かつ効果的である。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

〇野犬捕獲に関するデータ（令和 2年度） 

【大津市を除く滋賀県全体の捕獲等依頼件数】 １，１７６件 

   うち長浜保健所管内              ９２７件（78.82%） 

   ※週 2回の檻の開閉作業がほとんど。   

【大津市を除く滋賀県全体の捕獲件数】    ８７頭 

   うち長浜保健所管内（長浜市）       ６３頭（72.41%） 

【大津市を除く滋賀県全体の檻設置か所数】  １２か所（14台） 

   うち長浜保健所管内（長浜市）       １１か所（11台）（78．57%） 

   ※昨年度中に２か所減少。（１６か所増。１８か所減） 

 

 

 

担当：市民生活部環境保全課 電話：0749-65-6513 
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◎ 土砂等での埋め立て等に関する規制 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】琵琶湖環境部 循環社会推進課 

  

一定規模以上の土地を土砂等で埋め立て・盛り土をする際の規制 

○ 埋め立て等の規制について法令を制定するよう国に対し強く働きかけられたい 

○ 安心して滋賀に住み続けることができるよう県条例の制定について積極的な検討 

 

   
【要望理由】 

 

  

○ 長浜市において土砂の不適切な処理と埋め立て・盛り土に伴う災害事案が発生。近年の

集中豪雨による土砂災害の増加に伴い、崩落等の危険性を懸念している。 

○ 土地の埋め立て等の規制については、砂防法、森林法、宅地造成等規制法などにより、

法の適用区域において一定の規制はあるが、全てのエリアにおいて土砂の埋立てや盛り

土に関する規制がない状況。 

○ 当該規制については、まずは国においてしっかり法整備されるべきものと考えるため、

国に対し働きかけられたい。 

○ また、国の法整備が進まない状況下で、県においても規制を整備することで、県民が等

しく良好な生活環境の確保と災害の未然防止を期待できるため、積極的な検討をお願い

したい。 

埋立ておよび盛土の規制（案） 

 条 例 名 ：土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 

 内容(目的)：不適正な土砂等による土地の埋立て等を防止するために必要な規制を定め、 

生活環境の保全及び災害防止を目的とするもの。 

・汚染土砂等による埋め立ての禁止 

・一定面積を埋立てする場合の許可制度（例：3,000㎡以上） 

・周辺地域への周知 

・土砂流出、崩壊の災害発生のおそれがある場合の措置 等 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

災害事案 

 鳥羽上町の山林に大量の土砂（コンクリートがら含む）が積み上げられており、その一部

が隣地の山林（杉林）に崩落した被害が発生。その他、市内において農地等へ投棄された残

土の山が多数あり、崩落の危険性を懸念している。 

 担当：市民生活部環境保全課 電話：0749-65-6513 
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◎ 介護・福祉人材の確保・定着・育成の推進 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】健康医療福祉部 医療福祉推進課 

  

介護現場の負担軽減を図るための介護ロボットや介護福祉機器導入への支援 
 

   
【要望理由】 

 

  

第７期介護保険事業計画に位置付けられた介護サービス見込み量等に基づく都道府県推

計による全国の介護人材の需要は、令和７年（2025年）度末には約245万人が必要とされ、

平成28年（2016年）度の約190万人に加え、令和７年度末までに約55万人、年間６万人程度

の介護人材を確保することが必要とされている。 

滋賀県においても介護職員は、令和７年度に約3,200人、令和22年度には約10,500人の不

足が見込まれる。令和２年度時点で長浜市の介護職員数は2,229人で、令和７年度は2,416 人

と推計されており、187人の介護人材がさらに必要と見込まれるが、介護現場では職員を募

集してもなかなか応募がない状況にあることからも、今後、介護人材は推計以上に必要にな

ると予測される。 

こうした状況のもと、県の「レイカディア滋賀高齢者福祉プラン」においては、基本目標

に掲げられた「2040年を見据えた着実なサービス提供体制の構築」のなかで、「サービス提

供の要となる介護人材の確保・育成・定着に向けた取組を進めるとともに、サービス提供の

基盤整備を図ります。」とされている。サービス提供の基盤として、介護ロボットや介護福

祉機器の導入が求められており、介護現場の負担軽減を図り介護人材の離職防止を目指すた

めには、見守りセンサー等介護ロボットを含めた介護福祉機器の一体的な整備が効果的であ

ることから、これらの整備にかかる事業所への支援制度の充実をお願いしたい。 

   

【本市の状況と課題】 

 

 

  

○福祉人材の有効求人倍率（単位：倍） 

分 野 湖北圏域 滋賀県 全 国 

福祉人材 2.75 3.57 4.23 

全産業 1.35 1.25 1.45 

全産業：厚生労働省「一般職業紹介状況」都道府県別有効求人倍率（令和２年２月） 
福祉人材：福祉人材センター・バンク「職業紹介実績報告（月次調査結果）」（令和２年２月） 

 

○離職率 (単位：％) 

 滋賀県 全国 

介護職員（平成30年度 介護労働実態調査結果） 16.5 16.2 

全産業平均（平成30年度 雇用動向調査結果） 15.6 14.6 
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○介護・福祉人材確保事業「湖北・福祉の職場説明会」平成20年度から毎年度１回開催。 

 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 

来 場 者 62人 76人 43人 16人 35人 30人 37人 

参加法人数 25法人 26法人 23法人 22法人 18法人 19法人 15法人 

 

○介護・福祉人材定着推進事業：介護職員を対象に講演会開催 

平成29年 参加者数：53人  
参加者が40～50人と伸び悩んでいる。研修会に参

加したいが、人手不足、業務多忙により参加が難

しいという現状。 

平成30年 参加者数：40人  

令和元年 参加者数：39人  

令和２年 参加者数：48人  

 ※H30は介護ロボット導入促進支援事業研修会も同日開催 

 ※R2はコロナ禍のため、厚労省推薦映画「ケアニンシリーズ」3本をオンライン上映 
 
○介護ロボット導入後のメリット       ○介護ロボットを導入しない理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
○事業者の声 
・見守りセンサーや眠りスキャン(カメラで撮影することで眠っているかどうかを判断する)

を導入することで、精神的な負担感の軽減や、必要でない見守り訪室の時間を他の直接的

な支援に充てることができる。 

・介護ロボットは導入したいと思う反面、高額であり十分活用できるか不安がある。 
 

 担当：健康福祉部高齢福祉介護課 電話：0749-65-7789 
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◎  低所得者に対する介護保険料のさらなる軽減 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】健康医療福祉部 医療福祉推進課 

  

低所得者に対する介護保険料のさらなる軽減について国への働きかけ 

○介護保険法施行令第39条第５項から第７項に定められている保険料の減額賦課割合の

細分化や減額幅の拡充 

○介護保険制度を安定して運用できるよう、軽減分の保険料における財政支援について

の配慮 

 

   
【要望理由】 

 

  

急速な高齢化の進行に伴い、要介護認定者数は毎年増加し、介護サービスの提供は増加

の一途をたどり、総費用額は、介護保険制度がスタートした平成12年度から制度開始およ

そ20年後の平成30年度には3.1倍に増加している。このため、保険料も第１期の2,911円か

ら第７期（平成30年度から令和２年度）には5,784円と約２倍になり、被保険者の負担が

大きくなっている。こうした背景のもと、市では、第８期介護保険事業計画において、今

後の介護給付費の推計に比例して上昇することとなる介護保険料を財政調整基金の活用

により上昇幅を抑制し、負担能力に応じて所得区分を13段階に細分化する一方で、長浜市

の第１号被保険者の４人に１人を超えることとなる低所得者に対しては最大限に軽減し

ている。 

低所得者に対しては、消費税率の変更とあわせて令和元年に保険料の軽減が強化された

ところであるが、新型コロナウイルス感染症の拡大とあいまって、低所得者の負担は一層

厳しさを増していることから、さらなる介護保険料の軽減を国に働きかけられたい。 

また、市町村で介護保険制度を安定して運用できるよう、介護保険料の軽減分に対する

国からの財政支援についても特段の配慮をお願いしたい。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

 
○第１号被保険者の介護保険料基準額（月額）の推移 
 

区分 
第１期 

 (平成12～ 
14年度) 

第２期 
 (平成15～ 
17年度) 

第３期 
 (平成18～ 
20年度) 

第４期 
 (平成21～ 
23年度) 

第５期 
 (平成24～ 
26年度) 

第６期 
 (平成27～ 
29年度) 

第７期 
 (平成30～ 
令和２年度) 

第８期 
(令和３～ 
５年度) 

長浜市 2,719円 2,950円 3,850円 4,324円 5,080円 5,820円 6,570円 6,570円 

県平均 2,695円 3,148円 3,837円 3,971円 4,796円 5,492円 5,951円 － 

全国平均 2,911円 3,293円 4,090円 4,160円 4,972円 5,405円 5,784円 － 
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○所得段階別の介護保険料（第１号被保険者） 

区分 国の標準 長浜市(第７期) 長浜市(第８期) 

市民税 

所得 
所得 
段階 

負担 
割合 

所得 
段階 

負担 
割合 

介護 
保険料 

所得 
段階 

負担 
割合 

介護 
保険料 世

帯 
本
人 

－ － 生活保護受給者 

第１ 
段階 

0.3 
第1 
段階 

0.42 
(0.345) 
(0.27) 

年33,110円 
月2,760円 

第1 
段階 

0.27 
年21,280円 
月1,774円 

非
課
税 非

課
税 

老齢福祉年金受給者 

合
計
所
得
金
額
＋
課
税
年
金
収

入
額 

80万円以下 

80万円超 
第２ 
段階 

0.5 
第2 
段階 

0.7 
(0.575) 
(0.45) 

年55,180円 
月4,599円 

第2 
段階 

0.45 
年35,470円 
月2,956円 

120万円超 
第３ 
段階 

0.7 
第3 
段階 

0.75 
(0.725) 
(0.7) 

年59,130円 
月4,928円 

第3 
段階 

0.7 
年55,180円 
月4,599円 

課
税 

80万円以下 
第４ 
段階 

0.9 
第4 
段階 

0.9 
年70,950円 
月5,913円 

第4 
段階 

0.9 
年70,950円 
月5,913円 

80万円超 
【基準額】 

第５ 
段階 

1.0 
第5 
段階 

1.0 
年78,840円 
月6,570円 

第5 
段階 

1.0 
年78,840円 
月6,570円 

－ 課
税 

合
計
所
得
金
額 

80万円未満 
第６ 
段階 

1.2 

第6 
段階 

1.15 
年90,660円 
月7,555円 

第6 
段階 

1.15 
年90,660円 
月7,555円 

120万円未満 
第7 
段階 

1.2 
年94,600円 
月7,884円 

第7 
段階 

1.2 
年94,600円 
月7,884円 

210万円未満 
(第7期は200万円未満) 

第７ 
段階 

1.3 
第8 
段階 

1.3 
年102,490円 
月8,541円 

第8 
段階 

1.3 
年102,490円 
月8,541円 

320万円未満 
(第7期は300万円未満) 

第８ 
段階 

1.5 
第9 
段階 

1.5 
年118,260円 
月9,855円 

第9 
段階 

1.5 
年118,260円 
月9,855円 

400万円未満 

第９ 
段階 

1.7 

第10 
段階 

1.7 
年134,020円 
月11,169円 

第10 
段階 

1.7 
年134,020円 
月11,169円 

700万円未満 
(第7期は500万円未満) 

第11 
段階 

1.9 
年149,790円 
月12,483円 

第11 
段階 

1.9 
年149,790円 
月12,483円 

1,000万円未満 
(第7期は600万円未満) 

第12 
段階 

2.1 
年165,560円 
月13,797円 

第12 
段階 

2.1 
年165,560円 
月13,797円 

1,000万円以上 
(第7期は600万円以上) 

第13 
段階 

2.2 
年173,440円 
月14,454円 

第13 
段階 

2.2 
年173,440円 
月14,454円 

 

○第８期計画期間（令和３～５年度)における所得段階別第１号被保険者数の見込 

区  分 R３年度 R４年度 R５年度 

第１段階 3,977  3,985  3,993  

第２段階 2,695  2,701  2,707  

第３段階 2,344  2,349  2,354  

第４段階 3,702  3,709  3,717  

第５段階 6,622  6,635  6,649  

第６段階 3,210  3,217  3,224  

第７段階 3,206  3,213  3,219  

第８段階 4,723  4,732  4,742  

第９段階 1,618  1,621  1,624  

第10段階 427  428  429  

第11段階 514  515  516  

第12段階 107  107  107  

第13段階 208  208  209  

合 計 33,353  33,420  33,490  
 

  

 

 

担当：健康福祉部高齢福祉介護課 電話：0749-65-7789 
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◎  児童虐待防止にかかる体制の強化・充実 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】健康医療福祉部 子ども青少年局 

  

（１）児童相談所の体制強化及び市町との連携強化 

 ○国の児童虐待防止にかかる緊急総合対策や強化プランに基づき、早急に児童福祉司等

の専門職を基準どおりに配置し、彦根子ども家庭相談センターの充実を図るととも

に、管内市町との連携や専門性を強化するため支援職員の配置、県市町合同による研

修会の継続実施など県独自の連携強化策を講じられたい。 

（２）彦根子ども家庭相談センター管内の児童養護施設等の新設と里親制度の充実 

 ○県域での地域的バランスを考慮し、児童養護施設や児童自立支援施設、乳児院等につ

いて彦根子ども家庭相談センター管内での新規設置を願いたい。また、設置までの間、

里親制度で対応される場合、長浜市における中学校区別養育里親登録者数 100％を実

現するためにどのような手法で目指していかれるのかを示していただきたい。 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）児童相談所の体制強化と市町との連携強化 

○平成 30 年 3 月に発生した東京都目黒区の児童虐待事案を受けて、国で「児童虐待防

止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成 30 年 7 月 20 日児童虐待防止に関する

関係閣僚会議決定）が取りまとめられ、平成 30 年 12 月には「児童虐待防止対策体

制総合強化プラン」（新プラン）が策定された。 

○新プランでは、児童相談所の体制強化、専門性強化を図るため 2022 年度までに専門

職員（児童福祉司、スーパーバイザー、児童心理司、保健師等）の増員が明記。 

○平成 31 年 4 月 1 日には児童福祉法施行令の一部が改正され、児童福祉司の配置基準

が見直し。「人口４万人当たりに１人」から「３万人当たりに１人」への変更、里

親養育支援児童福祉司を児童相談所に 1名、市町村支援児童福祉司を 30市町村ごと

に 1名を配置するよう基準が改正。 

○長浜市の虐待相談の件数は、近年の虐待死亡事案などの報道等で社会全体の関心が高

まり、年々増加しており、新規通告も同じく増え続けている。 

○平成 28 年の児童福祉法の改正に伴い、在宅支援の強化とソーシャルワークのような

継続した業務までを行うことが規定され、市の担当者も従来にも増して専門性を必

要とするケースが増加しており、子ども家庭相談センターとのさらなる連携強化や

情報共有が必要。 

（２）彦根子ども家庭相談センター管内の児童養護施設等の新設 

○平成 28 年度に大津・高島子ども家庭相談センターが開設されその後、一時保護所も

開設。県南部地域では児童相談所の新設や従前からの施設等が充実しているが、北

部地域には情緒障害児短期治療施設のみであり、施設の定員が障壁となり、必要な

措置がとられない場合がある。また、迅速に対応できる養育里親が必要とされるが、

現在中学校区別養育里親登録者数が６組/１３校（46.1%）であり、滋賀県児童虐待

防止計画において県が目指す 100％（令和元年度 72．2%）より少ない状況である。 
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【本市の状況・課題】 

 

  

（１） 令和３年４月現在、社会福祉士２名、保健師２名、家庭児童相談員３名、社会福          

祉主事１名の体制で児童虐待相談や養護相談等の業務にあたっている。多様化・複

雑化するケースに対して、的確なモニタリングやアセスメント、プランニングを行

うため、専門的な研修の受講や SV 事業によるアドバイスなどを受けている。経験

を踏まないと得られない知識もあり、ケースに対して的確な判断をするためには児

童相談所からの支援・指導が必要。 

子ども家庭相談センターからの支援職員の配置や連携の中で指導、県職員（児童

福祉司）と合同によるアセスメントやプランニングなどの研修により知識や視点の

共通化などができれば、円滑な業務遂行が可能。 

（２） 子ども家庭相談センター、児童養護施設等の現状 

彦根子ども家庭相談 

センター 
彦根市小泉町９３２－１ 

彦根市、長浜市、米原市、東近江市、

近江八幡市、蒲生郡、愛知郡、犬上郡 

大津・高島子ども家庭

相談センター 

大津市におの浜四丁目 

４－５ 
大津市、高島市 

中央子ども家庭相談 

センター 
草津市笠山７－４－４５ 

草津市、栗東市、守山市、野洲市、甲

賀市、湖南市 

 

里親登録数の現状 （滋賀県児童虐待防止計画における目標） 

平成 30年度 令和元年度 目標（令和 6年度） 

68.0％ 72.2％ 100％ 

 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R元 

里親登録数（家庭） 16 15 13 10 8 9 

中学校区別里親登録数

（13校区） 
6 6 7 5 6 6 

 

児童養護施設 

小鳩の家 大津市錦織一丁目１４－２５ 

湘南学園 大津市平津二丁目４－９ 

守山学園 守山市笠原町１２５７－１ 

鹿深の家 甲賀市甲賀町小佐治３５７１ 

児童自立支援施設 滋賀県立淡海学園 甲賀市土山町大野２８３－２０ 

情緒障害児短期治療施設 さざなみ学園 彦根市鳥居本町１５８６ 

乳児院 小鳩乳児院 大津市錦織一丁目１４－２５ 

 

担当：健康福祉部子育て支援課家庭児童相談室 電話：0749-65-6544 
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◎  へき地医療の安定的な医師確保 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】健康医療福祉部 医療政策課 

  

(１) 湖北病院へ県採用医の安定的な派遣と増員 

(２) 地域医療（へき地）従事手当等の支給に必要な財源補助制度の創設 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）湖北病院へ県採用医の安定的な派遣と増員 

   〈状況〉 〇医師不足の深刻化、地域偏在、診療科偏在 

〇市北部地域は、県内でも特に高齢化が顕著であり、無医地区も点在する 

〇当地域の開業医が高齢化し、今後の後継の見通しのない状況 

 〈目的〉 〇湖北病院を核とした地域医療ネットワークの構築 

〇無医地区への巡回診療（３診療所）の維持 

〇在宅診療の維持 

 

（２）地域医療（へき地）従事手当等の支給に必要な財源補助制度の創設 

〈状況〉 〇高齢化が進み、訪問診療、訪問看護への医療需要が高いが、湖北圏域では、 

慢性期の医療需要に応えられていない状況 

〇今後も地域医療を確保し、住民ニーズに応えていくためには、特に医師・ 

看護師の確保は必須であるが、地域医療を担う従事者への手当がなく、財

源補助制度もない状況。 

〈目的〉 〇医師・看護師の安定的な確保 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

〇医師数の推移                               (単位：人) 

 H20 年 H22年 H24年 H26年 H28 年 H30年 

全国 286,699 295,049 303,268 311,205 319,480 327,210 

滋賀県 2,900 2,983 3,048 3,149 3,121 3,386 

湖北圏域  306 292 288 284 287 304 

                     ＊医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 
全国的に医師数は年々増加しているが、湖北圏域の医師数は不安定な状況である。 

 
〇人口 10万人当たりの医師数                       (単位：人) 

＊H30医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 
湖北圏域における人口 10 万人当たりの医師数は全国、滋賀県全体に比べ少ない状況であ

る。 

 医師 

 

人口 
10万対 

うち 
病院 

 
うち 
診療所 

 
人口 

10万対 
人口 

10万対 

全  国 327,210 258.8 208,127 164.6 103,836 82.1 

滋 賀 県 3,386 239.8 2,196 155.5 1,018 72.1 

湖北圏域 304 192.4 187 118.3 109 68.9 
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【本市の状況・課題】 

 

  

〈長浜市〉 
○県派遣医師数の推移                         (単位：人) 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R2 R3 

浅井診療所 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

浅井東診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

中之郷診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

塩津診療所 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

永原診療所 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

湖北病院 2 0 1 2 2 3 4 5 3 

合計 5 3 2 3 3 4 4 5 3 

浅井、浅井東、永原、塩津診療所は指定管理に移行した。 
湖北病院は県派遣医師によって診療体制を確保している。 
中之郷診療所は湖北病院からの派遣医師によって診療体制を確保している。 

 
○長浜市立湖北病院 医師・看護師(正規職員)在職職員数(各年度 4月 1日)  (単位：人) 

 H29 H30 R1 R2 R3 

医 師 15 14 13 14 13 

看護師 84 91 97 96 98 

平成 28年度までは、看護師不足のため入院を制限する時期があったが、平成 29年度以降、
若干不足傾向ながらも一定の配置が可能となってきた。しかしながら、下記貸付金を貸与す
るも、離職等が多く、定着には苦慮している。 

 
○医師・看護師貸付金貸与表（長浜市立湖北病院） 

 H29 H30 R1 R2 R3 
人数（医師） 0名 0名 0名 1名    1名 
貸与額 
（500万円／1人） 

― ― ― 500 万円  500万円 

人数（看護師） 10名 8名 10名   
貸与額 
（200・100万円／1人） 

1,900万円 800万円 1,000万円  
 

医 師：平成 27年度まで 200万円、平成 28年度から 500万円に改正（従事義務年数 2年） 
看護師：100万、200万円選択（従事義務年数それぞれ 3年、5年） 

病院経営、資金繰り等が厳しいため、令和 2年度から看護師の貸付制度を凍結している。 
 
○訪問診療・訪問看護件数（長浜市立湖北病院）             (単位：人) 

 H28 H29 H30 R1 R2 

訪問診療 456 569 417 364 390 

訪問看護 5,296 5,552 5,783 5,757 5,733 

へき地という地域性により、訪問診療・訪問歯科診療・訪問看護を担うべき病院として力
を入れているが、平成 30 年度以降は担当医の退職等による医師不足に伴い、訪問診療は減
少し、ほとんどが施設への訪問診療となっている。 

 

 

 

 

担当：健康福祉部地域医療課 電話：0749-65-6301 

   湖北病院管理課     電話：0749-82-6141 
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◎  ＭＩＣＥ（国際会議等）の積極的な開催誘致 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】商工観光労働部 観光振興局 

  

長浜バイオ大学ドームのＭＩＣＥ（国際会議等）への活用 

企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive 

Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、文化・

スポーツイベント（Exhibition/Event）開催への積極的なアプローチ。 

 

   
【要望理由】 

 

  

○ＭＩＣＥによる会議等の開催は、地域イメージの向上と同時に、ブレジャー需要、ビジネ

ス出張者の域内消費等、社会および経済の両面において、地域の活力を支え、向上させる

ことが期待できる。 

○滞在期間が比較的長いため、宿泊、飲食等の経済・消費活動の裾野が広くなり、一般的な

観光客以上に周辺地域への経済効果を生み出すことが期待できる。 

○長浜バイオ大学ドーム（滋賀県立長浜ドーム）で開催されていた西日本最大規模の環境産

業総合見本市である「びわ湖環境ビジネスメッセ」が令和元年度で休止となっている。地

域振興、経済の活性化を含め、当該事業に代わる新たなＭＩＣＥの開催が必要。 

〇今後、バーチャルイベント等、これまでにない形態の開催方法を生み出し新たに文化・ス

ポーツや本県の雄大な自然を活かした特色あるＭＩＣＥ誘致への県の支援が不可欠であ

る。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

○長浜市には、コンベンションホールはないものの大規模収容施設である長浜バイオ大学ド

ーム（滋賀県立長浜ドーム）がある。近くに大型ホテルが存在し、新幹線が停車する米原

駅からも近く、交通アクセスが非常によい。 

○コンベンション等の誘致には、会議施設などのハード面だけでなく、大学等研究機関との

連携強化を図り、学会情報等の収集に努めるとともに、開催地決定権限を持つ主要人物等

に働きかけるなどのソフト面を充実することも重要である。これら会議を誘致するために

は、一市町で対応するのではなく、全県的に取り組むことが効果的である。 
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【補足資料】 

 

  

〇位置図 

 

〇アクセス 

電車利用の場合   北陸本線田村駅より徒歩約７分 

自動車利用の場合  北陸自動車道長浜インターチェンジから  ８Km 約１５分 

    名神高速道路米原ジャンクションから   ７Km 約１５分 

           駐車場約４００台 

 

〇屋内グラウンド概要 

面積   １０，２００㎡ 

天井高   ２０～３０ｍ 

アリーナ  ８，８８０㎡（１２０ｍ×７４ｍ）砂詰め人工芝 

観客席   １，７６２席 

 

 

担当：産業観光部観光振興課 電話：0749-65-6521 
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◎  「滋賀県」の認知度向上と誘客を図るための取組 
 

 

 

【要望内容】 

【提案・要望先】商工観光労働部 観光振興局 

土木交通部   交通戦略課 

文化スポーツ部 文化財保護課 

  

（１）滋賀県の歴史と文化、自然を活かした観光魅力発信の推進 

  １．石田三成を主人公としたＮＨＫ大河ドラマ誘致に向けた積極的なＰＲ 

  ２．日本遺産やユネスコ無形文化遺産「長浜曳山まつり」などの文化観光を活かした訴

求力の高い情報発信と受入環境の整備 

３．宿泊・滞在型観光の推進 

（２）北陸新幹線の敦賀駅開業を見据えた二次アクセスの充実 

（３）「ビワイチ」公式ルートの拡充と湖岸整備 

  
【要望理由】 

 

  

（１）県内への観光誘客や物産品の販売拡大、新たなサービスの創造による県域の活性化に

向けて、滋賀県全庁的な体制のもと、重点的かつ戦略的な取組が必要。 

１．〇大河ドラマを誘致することで、地域の知名度向上や観光客増加等の経済波及効果が

期待できる。 

〇大河ドラマにより、県民が、地元の歴史や先人の生き方、考え方等に関心を持ち、

ふるさとへの愛着と誇りを高め、歴史を活かしたまちづくりに繋ぐことができる。 

２．〇滋賀県は、６つの日本遺産が認定される地域で、これらを活かした更なる観光集客、

地域活性化を図ることができるポテンシャルがある。 

〇日本遺産は認定されただけでなく、その後の観光振興に寄与したかを検証すること

を求められており、個々の魅力を広域で取り組むことでより効果が得られる。 

〇寺社・仏閣や、戦国の遺構などが数多くあり、歴史に裏打ちされた資源や伝統文化

が数多く点在している。これらを活用し、歴史を体感することが滋賀らしい観光振

興である。 

３．〇滋賀県並びに長浜市の観光の課題として滞在型観光を推進することが挙げられ、特

にコロナの影響で個人旅行が主体となる中で、一人一人の消費額単価を向上させる

必要があるため。 

〇宿泊滞在型の観光の推進のためには、体験型観光の充実や、長期滞在することでし

か味わえない滋賀県の暮らしなどの魅力の発信が必要であるため。 

 

（２）〇令和５年度末の北陸新幹線の敦賀駅開業を見据え、今後、更に二次アクセスの充実

を図る必要がある。敦賀駅、米原駅の両新幹線駅の間に位置する滋賀県・長浜市に

おいて、新たな動線が生まれるロケーションとなり、機を逃さない積極的な誘客が

必要であるため。 

  〇令和２年７月の滋賀県知事と福井県知事の対談では北陸新幹線と米原駅を結び、鉄

道遺産を活かした連携を明言されている。 

 

（３）〇ビワイチプラスとして余呉湖及びその周辺はビワイチのルートとして組み込まれて

いるが、特に余呉湖周辺道路は、路面が荒れ、狭く見通しが悪い箇所があるため、

ビワイチのような道路整備等の環境整備が進められることを望む。 

〇滋賀のシンボルである琵琶湖の自然環境の保全の観点から、琵琶湖岸に繁茂する雑

木の伐採、倒木を撤去し、景観の向上を図ることが必要。 
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担当：産業観光部観光振興課 電話：0749-65-6521 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

（１） 

１．〇長浜市は、米原市・彦根市と連携し石田三成の認知度向上と誘客に努めている。三

成タクシーやドライバー案内人の養成、三成めしなどの事 

   業に取り組み、平成 30年度に続き、令和２年度にも NHK 

   へ大河ドラマの誘致を要望している。 

〇関ヶ原町とも連携しており、県内外に石田三成ゆかりの地 

であることを生かした観光振興の広域的な取組を進めてい 

る。 

２．〇長浜市では、平成 28年に「琵琶湖とその水辺景観（竹生島、菅浦）」、令和元年５月

に「1300年つづく日本の終活の旅（竹生島宝厳寺）」に加え、令和２年６月に「海を

越えた鉄道（旧長浜駅舎）」が日本遺産に認定された。特に「海を越えた鉄道」は、

長浜市、福井県敦賀市、南越前町で認定され、令和２～４年度は関連事業を進めて

いるところである。 

〇長浜城歴史博物館、曳山博物館、鉄道ス

クエアを中核施設とする文化観光推進

法の長浜市地域計画が認定された。ま

た、観音の首都圏での情報発信を行う等

文化資源を地域の宝・長浜市民の誇りと

して、広く国内外へ情報発信し、日本遺

産等を含め文化観光のまちづくりを全

庁的に推進している。 

３．〇長浜市は、令和３年度に体験型観光を造成する事業に着手しており、インバウンド

やワーケーションのコンテンツを見据えた取組を進めている。 

（２）前述のとおり、福井県敦賀市、南越前町と鉄道遺産を活かし、日本遺産関連事業や誘

客事業に努めている。北陸からの誘客を見据え、日本海沿岸市とも連携した事業も進

めている。 

（３）余呉湖は、湖面が穏やかで別名「鏡湖」と呼

ばれており、近年は写真家の間で注目を集め

ている。約 6.4kmの湖周道路の起伏も少なく、

美しい余呉湖と季節のお花見、新緑や紅葉の

山々を眺めることができ、散策やサイクリン

グコースとして好評を博している。 

三成タクシー 

文化観光長浜市域計画 

 

※コロナ禍でありながら、前年を上回る月もある 
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◎  魅力的な人材・しごとを創る取組の推進 
 

【要望内容】 

【提案・要望先】商工観光労働部 商工政策課 

中小企業支援課 

労働雇用政策課 

  

(１) 滋賀県北部の産業振興拠点機能の充実 

○ 長浜ビジネスサポートセンターへの滋賀県産業支援プラザのサテライト機能配置 

(２) 滋賀県北部の地場産業の振興 

○ 最高級絹織物「浜ちりめん」の販路拡大・市場競争力強化にかかる主要設備機器整

備への財政支援 

(３) 滋賀県調理短期大学校リニューアルへの支援 

○ 滋賀県調理短期大学校の改修又は長浜市内での移転を含めた設備更新の支援 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１） 滋賀県北部の産業振興拠点機能の充実 

〇長浜市では、産学官金が連携した産業支援施設として長浜ビジネスサポートセンター

を令和元年１２月に開設した。 

〇本センターには、既存企業の研究開発を支援、調整する機能のみならず、新技術や新

事業の創出を促進する産業振興のハブ施設としての機能が強く求められている。 

〇令和２年４月に市内の３商工会が合併し、「長浜市商工会」が発足したことで、連携し

て高度な中小企業者支援策が可能となっている。 

〇滋賀県南部の小規模事業者と同様に、市内の小規模事業者が様々な経営指導を身近に

受けるには、本センターへの滋賀県産業支援プラザのサテライト機関の配置など、さ

らなる充実が必要である。新型コロナウイルス感染症の影響で人流が制限される中、

遠方で地域的に不利となる県北部地域の事業者にとっても、今後も長く地域経済に深

刻な打撃を及ぼすと見られることから、より身近なところでの長期的な支援が必要と

なる。 

 

（２） 滋賀県北部の地場産業の振興 

〇ライフスタイルの変化に伴い、和装生地の需要は大幅に減少しており、年々厳しさを

増している状況。新型コロナウイルス感染症の影響により、アパレル業界は大きく業

績が低迷し、特に和装業界においては冠婚葬祭や成人式などの数少ない和装の機会が

外出自粛等により失われたことで、深刻な打撃を受けている。  

〇浜縮緬業界としては、バックなどの服飾小物や洋装産業への進出に積極的に取り組ん

でおられ、市場の開拓や販路拡大により新たな活路を見出そうとされている状況。 

〇洋装産業に市場展開するためには、洋装の規格に適合する幅広生地を提供することが

最低限必要となるが、現在の設備機器ではそれらの規格を満たす製品を製造すること

ができない状況。 
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〇滋賀県ブランドを代表する最高級絹織物「浜ちりめん」が重要な地場産業であると同

時に、県を代表する和装文化の発信、地域資源として大切なツールであり、県北部の

貴重な雇用の場であることも考慮いただき、浜ちりめん産業の市場競争力を高め、安

定した経営基盤を確立するために、県から機械購入への財政支援をお願いしたい。 

〇その他の主要な設備機器についても、老朽化や部品の調達困難などが生じているが、

個々の織屋では財政基盤が脆弱なことから設備更新が困難な状況。 

 

（３） 滋賀県調理短期大学校リニューアルへの支援 

〇滋賀県調理短期大学校は市の基幹産業のひとつである観光産業を支える重要な役割を

担っており、さらには、地域伝統文化の継承にも大きく貢献している。 

また、将来的なスキルアップのために、勤労しながら技術を身に付けたい高校生を

中心とした若者の貴重な受け皿であり、地域定住促進の一助となっている。 

〇同校が利用している施設は築５０年が経過しており、老朽化に伴う抜本的な修繕・改

修と耐震工事の検討が必要。 

今後は移転も含めた検討を行うなど、現在の施設にこだわらず、湖北地域で魅力ある

大学校が運営できるようより添った支援をお願いしたい。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

（１） 滋賀県北部の産業振興拠点機能の充実 

〇長浜ビジネスサポートセンターに、滋賀県商工会から経営指導員１人を配置。 

〇滋賀県信用保証協会が、月２回の相談会を実施。１回は一般的な融資相談で、１回は

創業支援関連の融資相談。 

○滋賀県産業支援プラザからは、「滋賀県よろず相談拠点」として、月１回中小企業診

断士等のコーディネーター派遣による相談を受け付けている。また、社労士による無

料経営相談も月１回実施している。それに加え、「販路開拓及びマッチングの強化」

として何か連携ができないかと一般社団法人長浜ビジネスサポート協会に打診あり。 

 

（２）滋賀県北部の地場産業の振興 

〇市より浜縮緬工業協同組合に対し、販路開拓・新商品開発事業への助成として 1,700

千円交付。 

〇組合員は現在１１社。３社を除き、いずれも後継者問題を抱えており、近い将来に地

場産業が消失しかねない状況。 

 

（３）滋賀県調理短期大学校リニューアルへの支援 

〇現有施設は、滋賀県より無償貸与。 

〇市より人件費補助として年間９００千円交付。 

〇移転先として、長浜地方卸売市場（田村町）、１３番街区（元浜町）などを検討した

が、家賃、移転費用、設備更新費用などの工面の先行きが不透明なため、保留となっ

ている。 

担当：産業観光部商工振興課 電話：0749-65-8766 
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◎  企業立地の促進 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】商工観光労働部 企業立地推進室 

  

企業立地助成制度の復活 

 ○「Ｍａｄｅ ｉｎ ＳＨＩＧＡ 企業立地助成金」の後継となる助成制度の創設 

 

   
【要望理由】 

 

  

○滋賀県の「Ｍａｄｅ ｉｎ ＳＨＩＧＡ 企業立地助成金」は平成３０年度末を持って廃

止された。制度の廃止にあたり、滋賀県は市場近接性が高く、交通インフラも充実してお

り、さらに、進出企業が重視する項目として、自治体の助成金の割合が低いなどの理由を

挙げられている。 

○国内の企業誘致支援策を見ると、都道府県レベルの助成金は、東京都や沖縄県を除くほぼ

すべての道府県が備えており、あって当然の標準仕様である。他の道府県はプラスアルフ

ァの支援により企業誘致競争を行っている中で、標準部分を削り、県内自治体に不利な状

況をつくり出すことは非常に残念であり、後継の助成金制度を早期に復活し、企業立地を

促進されたい。 

○さらに、リモートワーク、副業、兼業といった新しい働き方が生まれ、企業が地方にサテ

ライトオフィスを設ける動きが加速しており、その動きを県内に導くためにも、サテライ

トオフィスの誘致に向けた助成金制度も合わせて創設されたい。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

○企業立地を検討されている事業者からの問い合わせの際に、福井県など近隣県と比較さ

れ、助成金の面でマイナス評価を受けることがある。 

〇長浜市では、地方でリモートワークを行う都市部の企業やリモートワーカーを誘致する

ため、Ｒ３年度からふるさと移住交流室を設置し、誘致活動を強化しているが、誘致に

向けたインセンティブが必要である。 

 

 

担当：産業観光部商工振興課          電話：0749-65-8766 

総務部政策デザイン課ふるさと移住交流室 電話：0749-65-6371 
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◎  雇用の確保と適切なマッチング 
 

【要望内容】 

【提案・要望先】商工観光労働部 労働雇用政策課 

   教育委員会事務局  高校教育課 

  

（１）安定的な就職機会の確保 

○ 湖北地域に重点をおいたマッチング施策の実施 

（２）雇用における高校生と企業との適切なマッチング 

○ 企業から高校生への自由な情報提供と高校生が企業を選択できる環境の整備 

○ 高卒者が入社後、やりがいを持ち、安定して働くことを考慮した適切なマッチング 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）安定的な就職機会の確保 

 ○ 製造業を中心に人手不足が深刻化している。県南部地域に比べ北部地域は、大学の立

地状況や人口集積の観点から人材確保が難しい状況にあるため、湖北地域に特化した

企業とのマッチング施策が必要である。 

 

（２）雇用における高校生と企業との適切なマッチング 

○ 長浜市を含む湖北地域では、大学進学者の大半が県外の大学に進学し、また、県外の

大学に進学した学生の多くが、都市部の企業への就職を希望する状況のなか、就職を

希望する地元の高卒者は企業にとってより貴重な人材となっている。 

○ 地元企業は、就職を希望する高校生に自社の労働環境等について直接情報提供するこ

とができないため、高校生の企業への理解が深まらない状況。高校生にとって、より

幅広い進路選択を確保し、地元企業が高校生から就職先として選択されるためには、

高校生、各高校の進路指導教諭等に地元企業の情報提供を行い、理解を深めてもらう

ことが不可欠。 

○ 高校生が直接的に企業を知る機会が少なく、適切なマッチングを図れていないため、

県内就職率が高い一方で、情報不足により納得した就職とならないことが高卒者の早

期退職の一因になっている。 

○ 令和４年４月に施行される改正民法により、成人年齢は１８歳に引き下げられること

になる。将来的には、成人となる高校３年生の職業選択について、当事者である高校

生の意見を踏まえた議論が必要。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

○ 長浜市は、隣接する米原市と共同で、平成２３年より地元企業による合同就職面接会を

開催しているが、参加学生が年々減少している状況がある。令和元年度からはびわ湖東

北部地域連携協議会と連携し、若者の流出抑制に向けた事業を実施している。 

○ 滋賀県進路保障推進協議会が 2018年３月に発行した「進路保障を考える」では、高校生

の就職に関する応募・推薦枠は定員の３倍までとなっており、企業が高校生と面接でき 
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る人数は制限されている。また、高校生は１０月１日以降の未充足求人以外は、複数社 

を応募することが出来ず、企業を知る機会は大幅に制限されている。 

長浜市では、令和元年度から３年間、国の地域雇用活性化推進事業を活用し、市内企

業と若年求職者のマッチングを推進している。 

〇 令和３年度からの取組として、企業の人材の確保や雇用の定着並びに学校や行政の進路 

指導、就職支援機能の充実を図るため、湖東地域（長浜、米原、彦根）の企業の人事労

務担当者と同地域の高等学校の進路指導担当教諭、湖北地域職業対策協議会・湖北地域

雇用対策協議会とで情報交換会を実施予定。 

 担当：産業観光部商工振興課 電話： 0749-65-8766 
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◎  市場施設の設備等更新にかかる財政支援 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】農政水産部 食のブランド推進課 

  

長浜地方卸売市場の湖北地域の卸売市場としての存続と活性化に資する設備や機器 

の更新にかかる財政支援 

 

   
【要望理由】 

 

  

○ 当市場開場の際は、国・県の施設整備補助を活用して整備したが、現在では施設・設備

更新にかかる国・県の支援策がないのが現状である。 

○ 当市場の施設設備や機器のリニューアルにあたっては大規模な設備投資を必要とする

が、現在の厳しい経営状況では当市場単独での整備は極めて困難な状況である。新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響等による市場の厳しい経営状況を鑑み、国・県からの財

政支援をお願いしたい。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

○ 当市場は、湖北地域（長浜・米原）の生産者と消費者をつなぐ基盤流通施設として、国、

県、市の支援を受け平成２年に開場した。国の第１０次卸売市場整備基本方針を受けて

県が策定された第１０次滋賀県卸売市場整備計画において、当市場は県北部地域の拠点

市場に位置付けられており、青果や水産物等の安定供給と円滑な流通、県民の食生活の

安全を担う重要な機能を果たしている。 

○ 当市場は施設整備後３０年が経過し、建物付属設備等の老朽化が著しく、冷凍庫等の設

備機器の更新が喫緊の課題である。 

○ 規制緩和と市場外流通の拡大、消費者ニーズの多様化等、売上高使用料の減収や地域消

費者の減少、不況による廃業や撤退等により、当市場の経営が悪化している。取扱高に

ついては現在、ピーク時と比較すると半分以下に減少しており、市場経営はますます厳

しい状況にある。 

○ 更には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により取扱高が激減しており、経営は更

に深刻な状況にある。仮に市場が閉鎖されるようなことになれば、湖北圏域の飲食関連

事業者への影響は計り知れない。 

 

 

 

担当：産業観光部商工振興課 電話：0749-65-6545 
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◎  小谷城スマートＩＣ周辺６次産業化等企業誘致への支援 
 

 
【提案・要望先】農政水産部 農政課、農業経営課 

総合企画部 県民活動生活課 

【要望内容】 
  

出口戦略を持ち６次産業化等に取り組む企業誘致への支援 

 ○農業振興地域内農用地の除外にかかる円滑な協議・同意等の支援 

 

   
【要望理由】 

 

  

長浜市では、県と同様に農業を競争力のある産業や魅力ある職業とすべく、持続可能な農

業経営の確立が必要。 

出口戦略を持ち６次産業化等に取り組む企業の誘致への支援 

地域産業誘導地区における農業振興地域内農用地の除外等にあたっては、県をはじめ

とする関係機関との協議について、事前協議も含めて、遅滞なく進めることが必要。 

   

【本市の状況と課題】 

 

 

  

【小谷城スマートＩＣ周辺６次産業化拠点整備の進捗状況】 

〇長浜市は、小谷城スマートＩＣの利便性・優位性及び本市の農林水産物を有効活用した、

新たな産業やサービスを生み出すことを目指した拠点づくりを進めている。 

〇長浜市の重点プロジェクトに位置付けている「小谷城スマートＩＣ周辺における６次産業

化拠点整備事業」は、本市の持続可能な農業経営や地域農業の振興等市全体への波及効果

を図るべく、出口戦略（消費者ニーズ・流通事業者の視点（マーケットイン））により生

産品の価値を高めることができる企業誘致を推進している。 

〇令和２年２月２５日に、本市と北びわこ農業協同組合、京都グレインシステム株式会社の

３者により「６次産業化拠点整備事業にかかる連携協定」を締結し、令和４年１月に工場

の竣工を予定している。 

〇令和３年度から、カゴメ株式会社及びヤンマーマルシェ株式会社と連携し、カゴメ向け加

工用トマトの産地化に向けた実証栽培を開始した。 

【小谷城スマートＩＣ周辺の地域整備の都市ビジョンが明記されている計画】 

〇長浜市総合計画基本計画 Ｈ29-Ｒ8 平成 29年 3月策定 

〇長浜市都市計画マスタープラン Ｈ29-Ｒ8 平成 28年 12月改定 

〇長浜市産業振興ビジョン【第２期】 Ｈ29-Ｒ3 平成 29年 3月策定 

〇第２期長浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略 Ｒ2-Ｒ6 令和 2年 3月策定 

〇都市計画区域の再編に伴う新たな土地利用制限 平成 28年 12月都市計画決定 

担当：産業観光部農林政策課 電話：0749-65-6520
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◎  漁港施設の老朽化対策と航路等の安全確保 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】 農政水産部 水産課 

  

(１) 漁港施設等の老朽化対策 

 ○老朽化している漁港施設等の点検補修や改修に対する財政措置等の支援 

 

(２) 漁港及び船溜まり周辺の航路等の安全確保 

 ○漁港及び船溜まり周辺の航路等の継続的な堆積物等の浚渫
しゅんせつ

の実施 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）老朽化している漁港施設等の点検補修や改修に対する財政措置等の支援 

長浜市の漁港等施設は昭和４７年から実施された琵琶湖総合開発事業において整備・譲渡

されたもので、現在は市が施設管理者となり、管理運営について各漁業組合に委託している。

漁獲量や漁業者の減少等漁業が衰退する状況の中で、整備後数十年を経過してきており、経

年劣化等による老朽化が顕著である。 

琵琶湖や余呉湖、姉川等の内水面において持続可能な漁業を振興し、現在の漁業従事者と

次代を担う漁業後継者を育成・確保していくためには、老朽化した施設の改修を含め、一定

の条件整備が必要。漁港については、地震等の大規模災害時の船舶等水路の拠点に位置付け

られていることから、施設の防災・減災対策を講じておくことが必要である。 

今後も計画的に改修していく必要があるが、限られた市の予算だけでは困難であり、過去

に琵琶湖の総合開発事業を実施・整備され、今後も琵琶湖全体の保全と総合的な管理整備を

担う立場の責務として、県による財政的な支援をお願いしたい。 

 

（２）漁港及び船溜まり周辺の航路等の継続的な堆積物等の浚渫の実施 

安全な航路確保のためには、定期的な確認と堆積物の浚渫
しゅんせつ

が必要であるが、特に近年は

強風の影響を受け、琵琶湖からの土砂の堆積が進んでいる状況である。 

堆積が進行すると水草等の繁茂もしやすくなり、さらに航路の障害となるなど悪循環に陥

る。このため船舶の底を擦るなど運航に支障が生じかけた事もあり、堆積による危険な状態

を回避するため、県による定期的な確認と堆積物の浚渫
しゅんせつ

をお願いしたい。 
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【本市の状況と課題】 

 

  

〇風波等による陥没箇所（尾上漁港・北側） 

     

                     陥没等により段差あり 

〇桟橋の腐食（尾上漁港） 

     

 鉄板の破損、落下              船止め等の腐食・漏水 

（余呉湖）桟橋等の腐食 

      

※ 他の漁港等施設についても、同様に経年劣化による腐食等が進んでいる状況である。 

〇漁港及び船溜まり内の航路等の堆積物 

      

航路の堆積土砂（早崎舟だまり）      水草等の繁茂（塩津港） 
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〇長浜市の漁港等施設一覧 

名 称 漁 港 舟だまり 位 置 

南浜漁港 ○  長浜市南浜町地先 

米川舟だまり  ○ 長浜市朝日町地先 

相撲舟だまり  ○ 長浜市相撲町地先 

大島舟だまり  ○ 長浜市大島町地先 

八木浜舟だまり  ○ 長浜市八木浜町地先 

早崎舟だまり  ○ 長浜市早崎町地先 

尾上漁港 ○  長浜市湖北町尾上地先 

今西舟だまり  ○ 長浜市湖北町今西地先 

延勝寺海老江舟だまり  ○ 長浜市湖北町延勝寺地先 

片山港  ○ 長浜市高月町片山地先 

飯浦舟だまり  ○ 長浜市木之本町飯浦地先 

山梨子舟だまり  ○ 長浜市木之本町山梨子地先 

大浦漁港 ○  長浜市西浅井町大浦地先 

菅浦舟だまり  ○ 長浜市西浅井町菅浦地先 

月出舟だまり  ○ 長浜市西浅井町月出地先 

大辛舟だまり  ○ 長浜市西浅井町塩津浜地先 

塩津港  ○ 長浜市西浅井町塩津浜地先 

 

 

 

 

港湾・漁港・舟溜位置図 

地方港湾 

第１種漁港

地方港湾 
舟溜 

大島舟溜 

担当：産業観光部農業振興課 電話：0749-65-6522 
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◎  中山間地域をはじめとする地域農業の支援 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】農政水産部 農業経営課 

  

(１) 中山間地域の農業後継者の育成に向けた総合的な支援の継続 

 ○ 中山間地域の農業後継者に対する機械更新や収益向上作物の営農指導等の支援 

(２) 集落営農組織の統合・広域化に対する助成等の支援 

 ○ 機械更新や機械の共同利用に対する助成 

 ○ 専門家による組織に対する支援 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）中山間地域の農業後継者の育成に向けた総合的な支援の継続 

中山間地域では、農業者の高齢化が進み、若者を中心とした次代を担う世代も地域外に流

出しており、今後、農業における後継者不足が懸念されることから、中山間地域での農業後

継者の育成が必要である。 

中核となる農業の担い手がいない中山間地域については、現在、農村まるごと保全向上対

策事業や中山間地域等直接支払交付金など国・県の支援を活用して、集落で地域の農業を守

っているが、集落における役員の固定化、高齢化が進み、集落自体の活力が低下していく中

で、集落の力で地域農業を支えていくことが困難になりつつある。 

中山間地域の農業は大規模農業経営が難しく、担い手が少ないことから、多様な担い手の

確保を図り、地域の総力で守っていく必要があるため、県による農業後継者に対する機械更

新や収益向上作物の営農指導等の継続した支援をお願いしたい。 

 

（２）集落営農組織の統合・広域化に対する助成等の支援 

地域の農業を地域で守るために組織された集落営農組織については、役員の固定化、高齢

化が進み、役員のなり手・オペレーターの不足など、今後、継続した組織運営が課題となっ

ている。役員やオペレーターの確保、事務作業の効率化には、集落営農組織の統合・広域化

を行い、スケールメリットを活かした組織運営を行っていくことが必要である。 

集落営農組織は地域の農業を守る重要な組織であり、今後の地域農業を支えていくには、

集落を超えた組織の統合・広域化が必要であることから、機械更新や機械の共同利用に対す

る助成、専門家による指導助言等の総合的な支援をお願いしたい。 

 担当：産業観光部農業振興課 電話：0749-65-6522 
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◎  野生鳥獣による農林水産物被害対策 
 

 

 

【要望内容】 

【提案・要望先】総務部    市町振興課 

農政水産部  農業経営課 

琵琶湖環境部 自然環境保全課 

  

（１） 鳥獣害対策の拡充 

〇獣害対策用の防護柵整備等に対する滋賀県自治振興交付金の補助対象経費の見直し 

（２） 森林動物対策事業補助金（ニホンジカ対策）の予算確保 

  〇当該年度のニホンジカ捕獲頭数に対する年度内での補助金交付 

 

 
【要望理由】 

 

  

（１） 獣害対策用の防護柵整備等に対する滋賀県自治振興交付金の補助対象経費の見直し 

自治会では、野生獣による被害防止のための防護柵設置や修繕が必要なものの、高齢化

による人手不足や財源不足が深刻化しており、住民の手による整備が困難となり、被害拡

大の要因となっている。地域からは、設置等にかかる業者委託についても補助対象となる

よう強く要望されている。 

防護柵整備にかかる設置費用（業者委託）や近年の大型台風等による倒木の撤去費用（業

者委託）についても、農作物獣害防止対策事業の補助対象経費となるよう交付要件の見直

しをお願いしたい。 

 

（２）森林動物対策事業補助金（ニホンジカ対策）の予算確保 

  滋賀県ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画においては、有害鳥獣捕獲による捕獲を積極

的に推進し、湖北地域(長浜市・米原市)での年間捕獲数５千頭以上を目標としている。 

  本市においても、有害鳥獣捕獲を積極的に行い、令和２年度にはニホンジカ 5,300 頭以

上の捕獲を行ったところであるが、これに対する県補助金は、予算不足により捕獲全頭分

の交付ができない状況となった。本市においては、捕獲を推進するためには県補助金に頼

らざるを得ない状況であり、今後も捕獲目標達成のため、継続的・積極的な捕獲を推進し

ていくためにも、県補助金の十分な確保をお願いしたい。 

 

 
担当：産業観光部農業振興課 電話：0749-65-6522 
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◎  余呉湖における水草除去と外来魚対策 
 

 

【要望内容】 

【提案・要望先】琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課 

農政水産部  水産課 

  

余呉湖に対する施策も琵琶湖同様に対策を講じられたい 

 （１）余呉湖ダムの管理者として県による繁茂する水草の除去 

 （２）余呉湖における外来魚対策の強化 

 

 

   
【要望理由】 

 

  

琵琶湖の保全及び再生に関する法律（平成２７年９月２８日施行）に基づいて策定された

琵琶湖保全再生施策に関する計画（平成２９年３月）に掲げられている外来動物対策、水草

の除去について、余呉湖に対しても琵琶湖と同様の対策を講じられたい。 

 

（１）余呉湖は琵琶湖国定公園第二種特別地域に指定されており、湖の周辺景観は年間を通

じて多くの観光客を誘客する貴重な観光資源である。地元住民を中心として環境美化活

動に取り組んでいるが、湖面に繁茂する水草などは景観美を阻害するだけではなく、ワ

カサギ釣りなどの遊魚や漁船の運行を妨害するもの。 

令和元年度からこれまでのヒシ藻に加えてカナダ藻が異常繁殖し、除去回数が増え、

作業に手間がかかっている。また、昨年 11 月末から本年２月にかけて、冬に発生する

ことのなかったアオコが発生しており、今までになかった異常な状況が見られる。 

水草の除去については、現在、地元漁協組合が国の水産多面的機能発揮対策事業を活

用して実施しているが、組合員の高齢化が進みマンパワーが不足しつつある。このよう

な状況の中では交付金等を利用したとしても除去作業には限界があるため、琵琶湖と同

様に河川管理者である県による除去が必要である。 

 

（２）余呉湖のワカサギ釣りは、冬季間の誘客につながる貴重な地域資源であることから、

ワカサギなどの固有魚種の保護を目的に、地元漁協組合を中心に外来魚駆除対策を進め

てきたが、組合員の高齢化・財政的な面から漁協組合の単独事業では限界がある。 

外来魚対策については、琵琶湖保全再生施策に関する計画において掲げており、余呉

湖での対策効果をより一層高めるため、県による現在の県漁協や河川漁連による買取制

度の充実に加え、電気ショッカー船による効果的な駆除の強化が必要である。 

また、そもそも外来魚の侵入については、余呉湖補給揚水機場からの取水による影響

も考えられることから、外来魚の侵入防止対策も踏まえ、対策を講じられたい。 
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【本市の状況と課題】 

 

  

  〇余呉湖のヒシ藻・カナダ藻除去作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ショッカー舟 

〇余呉湖の外来漁駆除作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇余呉湖の外来漁 

 

 

 

 担当：産業観光部農業振興課 電話：0749-65-6522 
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◎  農村・農業施設の基盤強化に向けた取組 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】農政水産部 耕地課、農村振興課 

  

(１)県営ため池等整備事業大井川地区の事業推進 

大井川・鬼川の下流域では、近年の頻発する豪雨により度々氾濫し、被害が甚大化して

おり、防災減災効果が早期に発揮されるよう、当該事業を迅速かつ円滑に推進されたい。 

(２)山路川幹線排水路の施設改修事業推進及び事業化 

山路川では豪雨により、河床の洗掘や裏込土が流出するなどの施設災害が頻発しており、

今後同様の災害が発生した場合には、施設の崩壊が懸念されることから、現在市では調査

業務に着手している。令和３年事業採択に向け業務を進めているため、県営事業として円

滑な事業化をお願いしたい。 

(３)県営経営体育成基盤整備事業の計画的な事業推進及び事業化 

地域の農業農村を支えるためには、農業用水利施設等の基盤整備を計画的に実施してい

く必要があり、長浜では整備事業を３地区で実施している。今後も当該事業を県営事業と

して円滑に実施されたい。 

 

   【要望理由】  

  

 長浜市の農地は、傾斜の急な中山間地につくられたほ場や、平野で水利をびわ湖に頼った

都市近郊の水田が混在している。都市近郊の農地では下流域が都市化し、農業用幹線排水路

が住宅地の中を流下しており、近年の頻発する豪雨により想定外の雨水が流下し、被害が甚

大化する傾向にある。 

 中山間地では、ほ場整備から数十年が経過し、施設の老朽化が進んでいるうえに、農業者

の高齢化や若者の地域離れなどの複数の要因が重なり、農地や農業用施設を維持していくこ

とが困難な状況である。このような状況を踏まえて、農村の基盤強化に向けた取り組みにつ

いて３点要望する。 

 

（１）県営ため池等整備事業大井川地区の事業推進 

  大井川・鬼川の下流域については、昭和 40 年前後の幹線排水路整備の後に都市化した

ことに伴って、まとまった雨が降ると氾濫するようになり、平成 10 年頃から防災減災対 

策を検討してきた。当該河川が土地改良事業によ

り築造された経緯もあり、土地改良事業で対策事

業を実施することになり、平成 27年度より県営た

め池等整備事業により事業に着手いただいてい

る。しかしながら、近年の局所的な豪雨災害によ

り、下流域での氾濫被害が頻発しており、防災減

災対策を求める地域からの要望も高まってきてお

り、事業効果が早期に発揮できるよう当該事業の

推進について要望するもの。 

 

▲大井川被災状況(H30. 7 号台風) 
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（２）山路川幹線排水路の施設改修事業推進及び事業化 

  山路川は、平成２年度～平成８年度にかけて県営事業で施工された幹線排水路で、平成

20年頃から河床の洗掘や裏込めの流出に伴う護岸の転倒被害が発生している。 

部分的に県で修繕が行われてきたが、近年施設全

域で同様の被害が発生しており、特に平成 30年度の

豪雨の影響で多くの被害が顕著化したことから、応

急対策として部分的に市で改修を実施した。施設全

体に被害が認められることから、機能保全計画を見

直して大規模な施設改修を実施しなければ、施設の

崩壊に至ってしまう危険性があることから要望を行

うもの。 

    

（３）県営経営体育成基盤整備事業の計画的な事業推進及び事業化 

  市内の土地改良施設については、平成 11年頃より湖北土地改良区管内の国営基幹水利

施設改修事業に合わせて、ほ場整備から数十年経過し老朽化した末端水路等の改修を国が

実施され、当該事業で補完できなかった区域を、県営経営体育成基盤整備事業により整備

されてきたが、県営事業は地元からの要望により実施されることから未実施の地域も多く

残っている。 

  ほ場整備から 30 年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいることや、近年、農業問題

を検討する会議での地元意識の高まりもあり、農業用施設の再整備に対して多くの要望を

受けており、地域農業の安定経営を図るために、計画的かつ円滑な整備推進が図られるよ

う要望するもの。 

 ○県営経営体育成基盤整備事業 

  ①余呉地区 

   事業区域 長浜市余呉町 111.3ha 

   総事業費(概算) 577百万円 

事業期間(予定) Ｈ29～Ｒ4 

②野村地区(浅井地域) 

   事業区域 長浜市野村町 46.2ha 

   総事業費（予定）192百万円 

事業期間(予定) Ｒ3～Ｒ7 

  ③杉野地区(木之本地域) 

   事業区域 長浜市木之本町杉野 14.2ha 

   総事業費（予定）145百万円 

事業期間(予定) Ｒ3～Ｒ6 

  ④横波地区(西浅井地域) 

   事業区域 長浜市西浅井町横波 12.3ha 

   総事業費（予定）116百万円 

事業期間(予定) Ｒ4～Ｒ7 

 

▲山路川被災状況（H30.21号台風） 

担当：産業観光部森林田園整備課 電話：0749-65-6526 
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◎  強い林業と森林の活性化に向けた取組  
 

【要望内容】 

【提案・要望先】琵琶湖環境部 森林政策課、森林保全課、 

自然環境保全課      

  

(１) 新規担い手対策 

○ 担い手の育成と同時に森林整備の施業体制が整えられるための県独自支援事業による

設備の支援措置の拡充 

○ 木材搬出を進めるための作業道開設に係る「琵琶湖森林づくり県民税」等を活用した

財政支援制度の新設 

(２) 「森林マッチングセンター」への支援 

○ 県のモデル事業として森林、山村の課題解決に向け、市と共同で設置された「森林マ

ッチングセンター」の運営について、今後も財政支援措置を継続 

(３) 森林の保全対策 

○ 県で管理されている「山門水源の森」や、「トチノキ」などの巨木林の保全推進につい

て、現地の状況、地域の実情を踏まえた保全対策と予算措置 

 

   
【要望理由】 

 

  

長浜市では、自伐型林業や人と山を繋げるよう県市委託業務を森林マッチングセンターと

連携しながら推進している。市の貴重な財産である森林を守るため、森林整備が円滑に推進

できる施策は必要不可欠であるが、森林整備は進んでいないのが現状。平成 27 年９月に施

行された「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」の趣旨に基づき、県の責務のもと、次の事

項について早急に取り組まれ、森林整備事業のさらなる充実をお願いしたい。 

（１）新しい担い手対策 

○ 新しい森林施業の担い手となる自立・自伐型林業の促進にむけて、ソフト事業のみ

ならず小型バックホウや林内作業車などの林業機械の導入及び自伐林家が開設する

作業道経費の支援措置が新たに必要。 

（２）森林マッチングセンターへの支援 

○ 市においても単独事業により、都市部人材への PRや市事業のアウトソーシング化な

どの体制整備を進めている。県とともに積み上げてきた実績を活かし、山村振興モデ

ルとして着実な効果が発揮できるよう、継続的な県の支援が必要。 

（３）森林保全対策 

○ 山門水源の森については、湿地として希少価値が高く県有地として保全、管理され

ており、平成 30年度から「自然と人との共生事業」を新設し保全費用を捻出いただ

いており、今後も継続した予算措置をお願いしたい。 

○ 巨木林に赴く林道の整備もままならない状況であり、アクセス道路の整備負担をは

じめ、高齢化や担い手不足など地域の実情を踏まえ地域主体支援措置から、県での公

有林化など、大胆な新措置の転換をお願いしたい。 
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【本市の状況・課題】 

 

  

長浜市の森林面積は 373平方キロメートルで琵琶湖の半分の面積を有し、琵琶湖の重要な

水源であり、森林の水源涵養機能を高めることは、琵琶湖の保全に直結する。 

 担い手不足や高齢化等の要因があるものの、丹生ダム建設事業の影響や県造林公社地の不

採算による公社解約地は 7割を超えるなど、半世紀にわたり、必要な森林の管理が行われず

部分的に放置され続けてきた。 

（１）長浜市では団地化した森林を森林組合や業者に施業を委託する「施業委託型林業」を

進める一方、小規模の限られた森林の永続管理と、持続的に収入を得ていくために経

営や管理、施業を山林所有者や地域が自ら行う「自伐型林業」の両輪での森林整備を

進めている。 

（２）長浜市では平成 28 年度に「山を活かす、山を守る、山に暮らす」都市交流モデル事

業を活用し、「森林マッチングセンター」を開設し、人材育成や、やる気のある人材を

招致し、豊富な山村の資源とマッチングさせることで森林山村の活性化を目指してい

る。 

（３）平成 29 年度、県において山門水源の森のネーミングライツに長浜市の株式会社山久

様（長浜市八幡中山町）に応募いただき、１回目の協定（H31.4.1～R3.3.31）を調印

され、このたび２回目の協定（R3.4.1～R5.3.31）として継続していただいた。この協

定の期間中 1,000 千円／年の支援をいただき、山門水源の森への支援措置も広がって

いる。 

トチノキ等巨木林保全については、県の補助事業により所有者への価値補償（巨木

を伐採されないよう木の補償）と管理に必要な経費に対する補助制度が、平成 23年度

から制度化され、令和元年度には補助制度を大幅に見直していただいたが、巨木群は

いずれも奥山林の急峻な地形に位置し、保全活動を実施する手段など管理は極めて困

難な場所のため、将来的にも集落がなく担い手もない地域での保全を地域主体で継続

していくことは、大変困難な状況である。 

 

 担当：産業観光部森林田園整備課 電話：0749-65-6526 
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◎ 湖北地域における河川整備の促進と洪水時避難対策の推進  

 
【要望内容】 

【提案・要望先】土木交通部 流域政策局 流域治水政策室 

  

(１) 湖北圏域河川整備計画に係る事業の推進 

 ○第２期河川整備５ヶ年計画の確実な実施と早期の完了 

○丹生ダム建設の中止に伴う代替事業であることを踏まえた、姉川・高時川の一刻も早い

整備 

○一級河川「田川」の早急な治水対策の実施 

○一級河川「米川」の早急な治水対策の実施 

○長浜新川整備にかかる用地買収の早期着手 

(２) 流域治水条例に基づく浸水被害軽減に向けた取り組み 

○流域治水条例に基づく浸水警戒区域の対象となる地区への丁寧な説明 

〇河川機能の強化及び地域住民の財産を守るための助成制度の拡充 

〇虎姫地区において、短期間での洪水排除が期待できる田川の整備の早期事業化及び浸水

警戒区域を指定する前に適切な避難場所が整備できるよう制度の充実 

〇霞堤の機能が失われている箇所に対する堤防の整備 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）湖北圏域河川整備計画に係る事業の推進 

〇第２期河川整備５ヶ年計画に位置付けられている河川に関して、早期に治水効果が発現

できるよう計画的かつ確実に整備を進めることが必要。 

○姉川・高時川流域は、県下でも水害リスクが極めて高く、堤防補強工事等の早期対応が

必要。 

○想定氾濫区域内に人家が集中し、万一氾濫した場合、甚大な浸水被害をもたらすと想定

される田川流域について、改修による浸水リスクの低減が必要。 

○米川については、集中豪雨による浸水被害が常態化しており早急な治水対策が必要。 

○長浜新川整備について、周辺地域の宅地化の進行による雨水流出量が増加している状態

において、安全安心な市民生活への対策が求められている。 

（２）浸水被害軽減に向けた取り組み 

 〇浸水被害の発生が集中する危険性のある区域における河川整備は、浸水リスクを低減す

るうえで大変重要であり、早急な対応が必要。 

〇浸水警戒指定予定区域では、個人宅地への支援策だけではなく、河川の整備段階や地域

の地形に応じた現実的な支援策への見直しが必要。 

〇虎姫地区は、想定氾濫区域内に家屋が集中し、万一氾濫した場合、広範囲に甚大な浸水

をもたらすと想定されるため、近傍での避難場所整備をはじめ、浸水深を低減し洪水を

短時間で排除するための河川整備が必要。 

 〇霞堤本来の遊水機能が失なわれているにも関わらず、本堤の切り下げが存置され、水害

リスクが高まると想定される箇所に対して、堤防の嵩上げ等河川の氾濫を防ぐための堤

防整備が必要。 
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【本市の状況と課題】 

 

  

〇長浜市内の河川整備は非常に遅れており流域住民は長年浸水被害に悩まされている。 

〇姉川・高時川流域では、地先の安全度マップにおいて浸水深３ｍを超える区域が多く存

在する、県下でも水害リスクが極めて高い地域で、地域住民は大きな不安を感じている。 

〇姉川下流では大雨による増水による堤防からの漏水が度々発生しており、堤防の補強改

修が急務。 

〇田川は、平成 29 年に発生した台風により越水が発生し浸水被害が確認されており、早

急な治水対策が必要。 

〇米川については、毎年のように集中豪雨により浸水被害が発生し、市民の日常生活に支

障をきたしている。このため、現在計画中の遊水地整備による対策の早期実施が必要。 

〇長浜新川整備事業に関して、第２期河川整備５ヶ年計画に基づき用地買収の早期着手が

必要。 

〇流域治水条例に基づく浸水警戒区域指定予定地域の住民は、基幹事業である河川整備の

遅れに大きな不満を持っている。県は浸水想定深を設定し対象地域の危険性を認識して

いるにも関わらず、長年、河川整備を置き去りにしてきた。住み続けることのリスクを

地域住民に負わせるような浸水警戒区域の指定は、地元協議においても反発的な意見が

多く、早期の河川整備とともに、浸水警戒区域を指定する前に適切な避難場所の確保が

求められている。 

〇市内河川において部分的に霞堤の形を残している箇所が存在するが、河川の氾濫を防ぐ

という本来の機能が失われているにも関わらず、本堤には切り下げ箇所が存置され、水

害リスクが生じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大井橋での姉川の増水状況（Ｈ23.9）     野寺橋付近での姉川の増水状況（Ｈ25.7） 

            

 担当：都市建設部道路河川課  電話：0749-65-6531 

防災危機管理局     電話：0749-65-6555 
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◎ＪＲダイヤ改正に係る西日本旅客鉄道株式会社への働きかけ 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】土木交通部 交通戦略課 

  

 ＪＲダイヤ改正に係る下記の点を西日本旅客鉄道株式会社へ働きかけられたい 

 ○ 長浜市を含めた沿線自治体に対し、十分な説明を行うこと 

 ○ ダイヤ見直しに伴う利用者への周知案内等、利便性確保に配慮すること 

 ○ 新型コロナウイルス感染症終息後を見据えたダイヤ復活 

 ○ 北陸新幹線敦賀駅開業を見据えた敦賀駅～米原駅間の利便性向上 

 

   
【要望理由】 

 

  

長浜市の都市計画区域である「長浜北部都市計画」及び「彦根長浜都市計画」の整備、

開発及び保全の方針では、「都市づくりの基本理念」の実現に向けた「主要な都市計画

の方針」として「内陸型工業の立地や観光等産業活動を支援するため、広域交通ネット

ワークの充実・強化」、「ＪＲ各線・近江鉄道など公共交通機関の利便性向上」が挙げ

られている。 

令和３年５月１９日に西日本旅客鉄道株式会社が「利用状況に合わせて電車運行を見

直す」との方針を示し、同時に今秋のダイヤ改正において昼間時間帯の琵琶湖線新快速

（米原～長浜間）を減便する予定であると表明したことは、市民生活に影響がもたらさ

れる可能性があるほか、利便性低下による観光誘客への影響が危惧される。また、交通

利便性の低下に伴う都市ブランド力の低減により移住・定住促進政策へも大きな影響が

懸念されるなど、県土の均衡ある発展に関わる重大な案件であり、来春のダイヤ改定を

見据えて県から西日本旅客鉄道株式会社への強い働きかけが必要。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

〇長浜市では、滋賀県、米原市、高島市と組織する「鉄道を活かした湖北地域振興協議会」

において、平成１８年秋の琵琶湖環状線開業以降、協議会の事業計画に基づき「北びわ

こ周遊観光キャンペーン」や「利用客増新プログラム」等を実施することにより、湖北

地域の鉄道利用促進に努め、鉄道の利便性向上と地域の振興・活性化を図ってきたほか、

利便性の高いダイヤ実現に向けて西日本旅客鉄道株式会社への要望活動を行ってきた。 

〇新型コロナウイルス感染症の影響により鉄道利用は減少した状況が続いているが、コロ

ナ禍の後を見据えた観光誘客策等を講じるなど鉄道利用促進を検討している最中での

減便発表であり、市民や観光客の利便性低下が危惧されるのはもちろん、「長浜市」の

都市ブランド力が低下することも懸念される。 

〇２０２４年（令和６年）春には北陸新幹線敦賀駅開業が予定されており、新たな観光誘

客及び関係人口の増加のため、敦賀駅～米原駅間の利便性向上が必要不可欠である。 

 担当：都市建設部都市計画課（交通対策室） 電話：0749-65-6562 
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◎  外国語教育・国際理解教育推進に向けた支援の充実 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】教育委員会事務局 幼小中教育課 

  

外国青年招致事業（JET プログラム）以外の外国人指導助手（ALT）雇用への支援

の充実 

○ 語学指導等を行う JETプログラム以外の ALTを雇用した際の費用についての地方交付

税措置や補助金等の財政支援 

 

   
【要望理由】 

 

  

○グローバル化がますます進展し、英語教育の重要性が高まる中、2020 年度から新学習指

導要領が本格施行され、小学校 3・4 年生で外国語活動が始まるとともに、5・6 年生で

は外国語が教科化された。まさに「英語教育新時代」が到来し、グローバル化に対応でき

る資質を身につけた子どもたちを育成するため、本市でも小学 1年生から積極的に英語教

育を推進しており、互いの考えや気持ちを伝えあう対話的な言語活動の充実に取り組んで

いるところである。 

○外国語教育や国際理解教育を推進する上で、ALTなどの人材確保や小学校教員のスキルア

ップの機会が必要であり、こうした教育施策は長期的な視点で取り組む必要がある。 

○現状、語学指導等を行う JETプログラム以外の ALTを雇用した際の費用は市費を財

源とするため、各地方自治体の財源に応じた施策に限定されるなど、教育施策への取り組

みの規模が制約されるという課題が発生している。 

○現在活用している語学指導等を行う JETプログラムについては、地方交付税措置の対象で

あるが、ALTの労務・服務管理をすべて任用団体が行わなければならないため、大量の事

務手続きや様々な問題が発生し、その対応が学校や自治体にとって大きな負担になってい

る。そのため、長浜市でも今後、民間事業者への派遣業務契約へと業務形態の転換を図る

予定である。 

○2020年度から全面実施の新学習指導要領により、ALTの需要が高まる中、質の高い外国語

教育を安定的に確保するため、JETプログラム以外の ALTを雇用した場合でも、地方交付

税措置や補助金等の財政措置を講じ、ALTの裾野を広げることが重要である。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

① 本市の任用状況（R３.7月現在） 

 JET プログラム 民間派遣業務 

人数（名） １ ８ 

②本市の今後の見通し 

外国人指導助手（ALT）の任用は、令和３年８月に民間派遣業務に完全移行する予定。 
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【理由】・派遣業務に関わる事務はすべて派遣会社が担っており、市側の業務削減が可能。 

    ・委託による ALTは自動車運転免許を有しており、容易な配置計画が可能。 

    ・派遣される ALT への研修は、派遣会社による研修が確立されており、ALT の一

定の質が保証されている（英語指導、日本語理解等）。 

 担当：教育委員会事務局教育指導課 電話：0749-65-8605 
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◎ 義務教育学校設置及び学校統合にかかる人的配慮、運営支援  
 

【要望内容】 
【提案・要望先】教育委員会事務局 教職員課 

  

義務教育学校及び学校統合にかかる支援 

○長浜市が設置した義務教育学校や統合校において、教職員定数の基準を踏まえた適正な

人事配置に加え、移行時の円滑な学校運営を確保するための継続的な加配措置につい

て、引き続き特段の配慮をお願いしたい。 

 ○長浜市が設置した２校の義務教育学校において、それぞれの特色ある教育活動を推進す

るために必要となる教職員の加配措置について、引き続きお願いしたい。 

 

   
【要望理由】 

 

  

○少子化・人口減少社会により学校の小規模化が急速に進む中、地域の実情に応じた魅

力・活力ある学校づくりを推進するため、長浜市では保護者や地域の意向を十分に踏ま

え、義務教育学校の設置や学校の適正配置の取組を進めている。とりわけ、長浜市が設

置した２校の義務教育学校の運営について、その取組を広く情報発信することは、保護

者、地域の方のみならず、県下にも小中一貫教育の成果を示すことにつながるものであ

る。対象となる学校の運営について、継続的な支援が必要である。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

○平成30年４月に長浜市立七尾小学校と浅井小学校、令和２年４月に杉野小学校と木之本

小学校、及び杉野中学校と木之本中学校が統合、平成30年４月に余呉小中学校、令和２

年４月に虎姫学園の義務教育学校２校を設置している。 

〇義務教育学校において、教育課程編成や様々な課題を調整し、新しい学校種としての成

果を得るには長期的な取組が必要である。 

〇義務教育学校として、系統性・連続性のある教育活動をマネジメントし、教育内容を充

実させるための研修の実施などを実現するため、教職員の加配措置及び小・中教員免許

を併有する職員の配置が必須である。 

〇統合により、新たな校区をリソースとしたカリキュラム・マネジメントを推進するため

に引き続き加配措置が必要である。 

 
担当：教育委員会事務局教育改革推進室 電話：0749-65-8604 

教育委員会事務局教育指導課   電話：0749-65-8605 
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◎  育児休業延長に係る保留通知の取扱い 
 

【要望内容】 

【提案・要望先】健康医療福祉部 子ども青少年局 

商工観光労働部 労働雇用政策課 

  

育児休業延長手続きにおいて保育利用保留通知を不要とするよう法改正について国

に働きかけられたい 

 

   
【要望理由】 

 

  

○不適正な育児休業延長を是正し、自治体の事務負担を軽減するため、育児休業延長手続き

において保留通知を不要とすることが必要。 

 ・育児休業は原則子どもが１歳になるまで取得が可能であるが、育児・介護休業法により、

保育所等に入れなかった場合に限り、子どもが 1歳 6か月まで（再延長で 2歳まで）延

長できるとされている。この延長は、保育所等に入れない場合等に限られた例外的措置

とされているため、保育所等に入る意思がなく、「保留通知書を取得する」ことが目的

で、あえて入所困難な保育所へ申込みを行う、いわゆる「落選狙いの申込み」が頻発し

ている。 

 ・育児休業給付金の不正受給につながっているとともに、自治体にとっては事務負担が増

加し、保育の需要の実態が正確に把握できない要因となっている。 

   保護者の希望に沿わない内定が出た場合、内定を辞退して、再度第二次以降に申込み

を行ったうえで待機となるなど、適正な入所調整の妨げになるような事象も見受けら

れ、自治体は、その対応に多くの時間を割かなければならない。 

 ・この事案に対して国が示す対応策（平成 31 年２月７日事務連絡 育児休業・給付の適

正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用上の工夫等について）では、

「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」について選

択した者は、「利用調整に当たっての調整指数を減点する」となっているが、そもそも

「落選狙いの申込み」が減る策とはならない。また、内定辞退等の経緯を記入した保留

通知書を作成しても育児休業の延長が認められており、有効性がほとんどないのが現状

である。 

・子育てに対する考え方や働き方が多様化してきており、休業の延長を希望する保護者が

増加している現状を踏まえ、保留通知がなくとも保護者の希望に応じた育児休業期間を

取得できるよう制度改正を図られたい。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

〇令和２年度中の育児休業延長が目的と思われる申込件数：51件 

 担当：教育委員会事務局幼児課 電話：0749-65-8607 
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◎ 働き方改革に伴う財政支援 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】健康医療福祉部 医療政策課 

  

(１) 令和２年４月から会計年度任用職員の制度が施行されたことに伴う、必要な交

付税措置または財政支援 

(２) 医師の時間外勤務上限規制が実施される前に働き方改革を推進するにあたり、

必要な事業への財政支援 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）会計年度任用職員の制度は公務員の財政格差を是正し、同一労働同一賃金の観点を踏

まえた制度であり、令和２年度当病院では人件費が約４千万円増えた。社会保険診療

報酬は公定価格であり、医療機関は自ら増額分を添加できないため、増額分の人件費

の回収は困難。 

○業務の見直しは行っているが、以下の理由で業務の効率化やアウトソーシングが困難。 

 〇がん拠点病院、地域医療支援病院等、地域の基幹病院として求められる役割、公立病院

として担っている政策医療など、業務改善や効率化等による人員削減が難しい。 

 〇業務委託には、人件費の高騰に伴う委託料の上昇、委託先の確保が不透明な状況（請負

業者における人材確保が困難な状況等）等があり、進めることができない。 

 

（２）医師の時間外勤務の上限規制は５年間猶予されたが、将来に備えて働き方改革の取り

組みを推進する必要がある。 

 ○医師の過重労働を解決するためには、タスクシェアやタスクシフトによる医師事務作業

補助者（DA）や特定看護師の増員が不可欠であるとともに、医師の多様な勤務形態の活

用や複数主治医制の採用など勤務環境改善の取り組みが必要である。 

 担当：市立長浜病院事務局総務課 電話：0749-68-2324 
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◎  地域を再活性化するための観光支援策の拡充 
  

【要望内容】 

【提案・要望先】商工観光労働部 観光振興局 

  

（１）新型コロナウイルスの感染状況に応じた誘客事業 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける宿泊施設や飲食等の観光関連事業所への

経済対策を講じられたい。 

１．個人旅行者に対しての支援 

既存事業「今こそ滋賀を、旅しよう」による継続支援 

 ２．団体旅行客に対しての支援 

団体旅行や教育旅行に対するインセンティブ等の支援 

 ３．誘客事業情報の提供 

   県で実施する事業や市町の独自事業の取りまとめ及び分かりやすい情報発信 

（２）観光協会組織の機能強化に対する支援 
  観光推進力の強化の取組をさらに進展させ、「地域で稼ぐ観光」を着実に推進してい

くための「ＤＭＯの構築」への支援 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）感染状況に応じた誘客事業 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で宿泊業、飲食サービス業、旅客運送業等の観光

関連産業において、多くの事業所が厳しい経営の状況下にある。ワクチン接種率が上がり、

人々の往来が戻るまで、感染状況に応じた臨機応変な支援策を求めるもの。 

１．「今こそ滋賀を、旅しよう」は、県外からの往来が控えられる中で「Go to トラベル」

事業に先駆けた県民向けのキャンペーンとして有効な手段である。今後も「Go to ト

ラベル」がキャンセルされた場合等、感染状況に応じ継続実施を願う。また、分散型

の観光を推進するため、冬場や閑散期での需要喚起も講じられたい。 

２．三密を避けた旅行形態の推進により、団体旅行が著しく減少しており、旅行会社やバ

ス事業所の多くが打撃を受けている。バスを利用する団体旅行については、市町単位

ではなく広域的な取り組みが必要なため、支援を求めるもの。また、教育旅行の行き

先として自然や安心・安全を求めて郊外を選ばれる傾向にあり、旅行会社等に必要な

支援を行うことで、コロナ後も継続してお越しいただける機会を創出するため。 

３．県として昨年度から多方面にわたる誘客事業を実施されており、今年度も継続した助

成事業もある中で、周知が十分でないものもある。県内市町の情報の集約と共有も図

り、県下で観光事業所等を支援する体制を整えられたい。 

（２）観光協会組織の機能強化に対する支援 

〇長浜市は平成 29 年度に策定した長浜市観光振興ビジョンにおいて、観光推進力の強化

を掲げ、市町合併以降に複数あった観光関係団体の統合による推進体制やマネジメント

力の強化を図ってきた。今後、観光推進力を強化し「地域で稼ぐ観光」を着実に推進し

ていくために、（公社）長浜観光協会の「長浜版ＤＭＯの構築」が有効であると考える。 

〇今後、登録申請に向けて進める中で、県やびわこビジターズビューローからの後方支援や情報

提供を願う。 
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【本市の状況・課題】 

 

  

（１）感染状況に応じた誘客事業 

新型コロナウイルス感染症の影響で、宿泊事業所等の観光関連事業所の多くが減収を余

儀なくされている。長浜市の令和３年の観光客入込数は、令和元年度比日帰り 42％減、宿

泊 58％減となっており、引き続き厳しい状況が続いている。バス会社や旅行代理店といっ

た事業所も同様で、ワクチン接種が行き渡り、人々の往来が戻るまでのつなぎの支援を求

められている。 

 

（２）観光協会組織の機能強化に対する支援 

  本市は平成 18年、21年の市町合併により県下一（琵

琶湖を除く）の面積を有するエリアとなり、各市町に

あった観光協会は、長浜観光協会と奥びわ湖観光協会

の２つとなった。それらとは別に旅行業を司る北びわ

こふるさと観光公社もあり、３者の観光組織が連立し

ていた。これらを令和元年度までに統合し、一元的な

組織となった。今後ますますの地域の観光産業を先導

する役割を担うこととなり、ＤＭＯの設立を目指して

いるところである。 

   

担当：産業観光部観光振興課 電話：0749-65-6521 

 

長浜観光協会 

奥びわ湖観光協会 

北びわこふるさと 

観光公社 



 


