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令和５年度予算編成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、ご協力を賜

り厚くお礼申しあげます。 

県におかれましては、「変わる滋賀 続く幸せ」を基本理念とした滋賀

県基本構想に基づき、自分らしい未来を描ける生き方とその土台となる

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

庁を挙げて取組を進められています。 

当市においては、“日本一住みやすいまち”を目指し、市民に笑顔が満

ち、まちが大発展していく「県北の都」を長浜市の未来図とする「長浜

大改革」の実施を推し進めており、今年度策定を予定している長浜市総

合計画第３期基本計画において、「長浜大改革」へ向けた市政の方針を示

しながら、全庁を挙げてまちづくりを進めてまいります。 

新型コロナウイルス感染症や、ロシアのウクライナ侵略、気候変動問

題、物価高騰など、大きな社会的変化の中で、誰もが安心して住み続け

ることのできる持続可能な地域づくりに向け、限られた資源を最大限に

活用した市政運営を行っ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５年度予算編成に際しての要望事項として、本市

の喫緊の課題を取りまとめましたので、現状を斟酌いただき、格別のご

高配を賜りますようお願い申しあげます。 

 

令和４年８月 

 

滋賀県知事  三日月 大造 様 

 

長浜市長        
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◎丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備及び地域振興に係る対応 

 
 

 

【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       

商工観光労働部 観光振興局 観光企画室  

  

平成２８年９月１１日に関係五者で調印した「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域

整備に係る基本協定」を遵守した誠意ある対応をされたい。 

（１）地域整備については、地元から要望のあった全ての事業を計画的かつ着実に実施し、

令和８年度末までに必ず完了することはもとより、余呉地域の将来を見据えた周辺環境

整備も合わせて進めること。 

○ 地元から要望のあった未着手の事業については、早期に具体的な対応方針を明示し、

必ず実施すること。 

○ 地域整備の推進にあたっては、将来の地域振興や観光振興等を見据え、滋賀県が主体

となり、国、独立行政法人水資源機構等と連携し、次の周辺環境整備も早期に進めるこ

と。 

① 北海道・八田部発生土受入地の整地及びその周辺の高時川沿いの親水護岸の整備、

雑木等の伐採・除去等 

② 高時川上流の県道沿いの雑木等の伐採・除去及び休憩所・駐車場等の整備 

③ 余呉湖周辺の道路等の整備等 

（２）一向に進んでいない余呉地域の地域振興については、国、滋賀県の責任で、地元の意

見等を汲みとりながら、早期に具体的な地域振興策を提示し、計画的に進めること。 

○ ポテンシャルが高く、「地域振興の拠点」として期待される北海道・八田部発生土受入

地をはじめとする上記の地域整備及び周辺環境整備を活かした取り組み 

○ 滋賀県が引き受ける残存山林を活かした取り組み 

○ 周辺の観光施設（ウッディパル余呉、妙理の里、余呉湖等）とも連動した取り組み 

（３）地域整備及び地域振興を計画的かつ着実に進めるために必要な特定の財源は、国、滋

賀県の責任で確保すること。 

〇 「社会資本整備総合交付金」等の既存制度に縛られることなく、地元や市が柔軟に活

用できる新たな助成制度を創設すること。また、その旨、国に対し強く申し入れること。 

〇 滋賀県の「丹生水源地域整備特別交付金」については、引き続き、必要な財源を確保

するとともに、地元及び市が柔軟かつ機動的に事業を進めることができるよう、早期に

現制度の見直し等を進めること。 
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【要望理由】 

 

  

 国、県主導のもと一大プロジェクトとして推進されてきた丹生ダム建設事業の中止を決定

したのは国であるが、当時、滋賀県が建設推進の積極的な方針を示さなかったことも中止の

大きな要因である。よって、「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備に係る基本協定」を

遵守し、誠意をもって、地域整備及び地域振興を進めることは、国、滋賀県の責任である。 

国、滋賀県は、今一度、丹生ダム建設事業が、約半世紀にわたり地元住民を苦しめ続け、

水源地域の荒廃を引き起こしたことを重く受け止め、地元及び市に寄り添い、真摯に対応を

すべきである。 

（１）地域整備の完了及び周辺環境整備 

水資源機構による中止に伴う追加的事業期間は、平成２８年度から１０年間（令和８

年度末まで）であり、残る５年間で地元が要望する事業をすべて完了する必要がある。 

   しかし、地元が要望する事業には、未着手のものが数多く残っており、とりわけ、余

呉町東野地区の消雪施設整備は、「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画」

に記載され、地元から代替事業を提示されているにも関わらず、現在、関係機関で検討

中であり、事業実施に至っていない。また、針川地先の高時川の堰堤の修復も、現在、

滋賀県で検討中であり、いずれも早期の事業実施が強く求められる。 

   また、基本協定書の第３項に「地域整備の推進にあたっては、滋賀県長浜市北部地域

の振興を見据え行うものとする。」と規定されており、将来の地域振興や観光振興等を

見据え、滋賀県が主体となって、国、水資源機構等と連携し、次の周辺環境整備を進め

る必要がある。 

   ①北海道・八田部発生土受入地 

     ポテンシャルが高く、「地域振興の拠点」として期待されており、隣接する高時

川と一体的に活用するためには、親水護岸の整備は必要不可欠である。また、高時

川沿いの雑木等を伐採・除去することで、視界が広がり、利活用策の幅が広がる。 

   ②高時川上流の県道沿い 

     滋賀県が引き継ぐことになる事業用地等は、現在、水資源機構が管理し、事業用

地内を縦断する県道中河内木之本線の道路拡幅等の整備が進められている。 

しかし、県道沿いの高時川上流は、雑木や枯れ木が放置され、清流や山の眺望を

阻害しており、これらの伐採・除去が必要な状況にある。これらが解消されれば、

新たな「癒し」空間が創出され、サイクリングやハイキング等のルート設定等によ

る地域振興にもつながり、休憩所や駐車場等も必要となる。 

   ③余呉湖周辺の道路等 

     余呉湖周辺では、旧余呉湖荘跡地で民間の進出計画もあり、旧野外活動センター

跡地と一体的な利用促進を図るため、周辺道路等の整備が必要となる。 

（２）地域振興策の提示 

   国、滋賀県、水資源機構は、地元が望む利活用策に沿った基盤整備等の実施や地域に

よる主体的な取り組みに対する支援するなどの対応方針は示されているものの、具体的

な支援策がない。 

   地域振興を進めるためには、地元からの要望や地域の取り組みを待つだけでなく、国、

滋賀県、水資源機構からも積極的に具体的な地域振興策を提示すべきである。 

（３）必要な特定の財源の確保 

地域整備及び地域振興を計画的かつ着実に進めるために必要な特定の財源は、国、滋

賀県の責任で確保すべきである。 

これまでは、既存制度を積極的に活用するとされていたが、決して十分とは言えず、

既存制度に縛られることなく、地元や市がより柔軟かつ機動的に活用できる新たな助成

制度を創設すべきである。 

また、地元が望む地域整備及び地域振興に対し、滋賀県の「丹生水源地域整備特別交

付金」が活用できるよう、早期に要綱改正を進めるべきである。 
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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

及び県から度重なる説得を受け、「下流地域の安心・安全のため」と、苦渋の選択により

ダム建設を受け入れられ、進められてきた事業である。 

  ダム建設受け入れ後は、丹生ダムを中心とした周辺の地域振興策を地元住民は期待し、

旧余呉町時代から推し進めてきた本市の施策は、ダム建設事業の中止により、その核を失

うこととなり、ダム建設事業で荒廃した水源地域の整備はもとより、ダムに代わる地域振

興策の推進が急務となっている。 

○ 地域整備については、毎年度「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会」で「丹

生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画」を策定し、一定進捗しているものの、地

元が要望する未着手事業が数多くある。 

遅々として消雪施設整備の方針が示されない中、地元から提案のあった余呉町東野地区

の生活関連施設等の整備については、スピード感をもって対応すべきであるが、未だ一部

の財源が確定しておらず、進んでいない。 

〇 余呉地域の地域振興については、地元「余呉まちづくり研究会」等により検討が進めら

れているが、事業実施に係る国、滋賀県、水資源機構による支援策が不透明である。 

〇 市が進める市道等の地域整備事業は、国の「社会資本整備総合交付金」を活用し実施し

ているが、令和７年度に事業完了する見込みである。 

同交付金にかかる計画期間は平成３０年度から令和４年度であり、再三にわたり、令和

５年度以降の新たな財源措置を示すよう国に求めているが、未だ示されていない。 

〇 滋賀県の「丹生水源地域整備特別交付金」については、現行の地域整備事業分で枯渇す

る見込みであり、未だ未確定の地域整備に係る経費はもとより、今後、余呉まちづくり研

究会等による新たな地域振興策に要する経費等は、全く見込まれておらず、これらの財源

措置は急務である。 

    丹生水源地域特別交付金見込額（現行の地域整備事業分のみ） 単位：千円 

上限額 Ｒ３まで受領額 Ｒ４以降見込額 差引額 

422,513 221,936 222,039 △21,462 

    ※Ｒ４以降見込額は、現行社会本整備総合交付金が満額配当されるとしての試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：北部振興局建設課 丹生ダム対策室 電話（外線）：0749-82-5904 
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◎産婦人科・小児科医師の安定的確保 

 
【要望内容】 

【提案・要望先】     健康福祉部  医療政策課 

  

 ○産婦人科・小児科医の安定的な確保のための補助金・助成金交付制度の創設及び

一部拡充 

 

   【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。 

例えば圏域全体で支える仕組（滋賀県による支援・補助制度に、湖北・湖東

圏域の市町が共同で財源負担するなど）を構築されたい。 

○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
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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 

 （令和 3 年度実績：長浜市 808 千円/年・米原市 269 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 

（令和 3 年度実績：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 

（令和 3 年度実績：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 

（令和 3 年度実績：長浜市 7,672 千円/年・3 か年度限定) 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

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

患者住所地 H29 H30 R１ R2 R3 

長浜市 232 265 304 345 381 

米原市 77 77 85 119 116 

彦根市 94 104 104 105 110 

その他県内 69 61 60 21 19 

県外 0 0 1 1 1 

合計 472 507 554 591 627 

 件数は増加傾向にあるが、産婦人科医の医師数は研修医を含め 6～8 人と横ばいで

ある。 
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○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 R3 

長浜市 4,233 4,276 4,154 1,652 2,302 

米原市 1,209 1,224 1,181 430 634 

彦根市 321 310 313 127 168 

その他県内 161 172 204 89 86 

県外 199 200 198 66 87 

 6,123 6,182 6,050 2,364 3,277 

令和 2～3 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：地域医療課  電話（外線）：0749-65-6301 
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◎県北への観光誘客と企業立地を促進するための取組み 

 
 

 

【要望内容】 

（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）県北の歴史と文化、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観光列車の運行 

（３）県北への企業立地の促進に向けた総合的な支援 

  ①「Ｍａｄｅ ｉｎ ＳＨＩＧＡ 企業立地助成金」の後継となる助成制度の創設 

②県北を対象とした企業立地に係る助成金制度の創設、及び県主導による自治体と企業

とのマッチング機会の創出 

  
【要望理由】 

 

  

（１）本市を含む県北には、本市の黒壁スクエアや彦根市の彦根城、米原市の伊吹山など多

くの観光資源が存在し、毎年、多くの観光客が訪れている。県北の知名度向上を図り、

更なる観光誘客を行うことは、県全域への観光誘客や物産品の販売拡大につながり、県

域全体の活性化ができる。そのためには、滋賀県全庁的な体制のもと、重点的かつ戦略

的な取組が必要である。 

①〇大河ドラマを誘致することで、県北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。これらを活用するためにも、点から線、線から面へとつな

げることにより、歴史を体感することができる滋賀らしい観光振興につながる。 

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。 

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。 

（２）令和５年度末の北陸新幹線の敦賀駅開業により、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、北陸や首都圏からの新たな動線が生まれるロケーシ

ョンとなる。この絶好の機会に SL 北びわこ号に代わる観光列車の運行により、県北への

誘客を促進する必要がある。 
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（３）滋賀県の立地条件としては、市場隣接性や交通優位性が高く、今後とも十分な企業立

地が見込まれるものと県としては判断されている。特に交通インフラが充実している県

南部地域にあっては継続して需要がある中で、企業立地の適地不足を起因とする県北部

地域への立地ニーズも増加している。 

こうした状況で、県内への着実な企業立地に繋げていくためには、他府県に劣らない

レベルでの企業立地支援策の充実と、戦略的かつ総合的な取組が必要である。 

また、企業の新規立地の需要が県北部地域で生まれている機会を生かし、気候面（積

雪）や労働力不足等不利な状況にある県北への企業立地支援策を特に充実することで、

県内への更なる企業誘致が見込めるとともに、県北部地域の人口減少対策にもつながる。 

①〇滋賀県の「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。 

 〇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。 

②〇当市においても、地域経済の活性化や雇用の創出に向け、工場等用地の造成に係る助

成制度の創設などにより、積極的な企業誘致を図っているが、気候面など、県南部と

比して不利な状況にある。 

○県内への企業誘致を積極的に進めるためにも、気候的不利の解消を目的とした県北へ

の企業立地を促進する奨励金制度を創設することに加え、県主導による企業とのマッ

チング機会等、戦略的かつ総合的な支援をお願いしたい。 

 

   
【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り組みを進めている。 

 

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年度において、３市町連携

して関連事業を進めているところである。 

三成タクシー 
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担当：産業観光部観光振興課 電話（外線）：0749-65-6521 

商工振興課 電話（外線）：0749-65-8766 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

③〇長浜市では、市内滞在時間を増加する取組として、令和３年度から体験型観光の造成

を進めており、令和 4 年度においても更なるコンテンツの造成を予定している。またイ

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）長浜市では、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）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たこともある。また、積雪地域は、通常に比べ

多くの建設費用等がかかる。 

   本市では、令和 4年 4月に工場等用地の造成に係る助成制度（上限 5,000万円）を創

設し、さらなる企業誘致の促進を図っている。 

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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◎（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)の設置に向けた支援 

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の設置に向けた検討・調整

に対する支援 

(２) アクセス道路の整備 

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（県道加田田村線）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）の設置に向けた支援 

○市南部の都市機能の強化を図るためのスマートＩＣ整備 

〇人口流出の歯止めと、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の向上 

〇高速道路の有効活用による、観光客誘致、救急病院及び管外病院への搬送時間短縮、 

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市内幹線道路の渋滞緩和 

（２）アクセス道路の整備 

〇スマートＩＣへのアクセスルートとして県道加田田村線と市道布勢加田線を結ぶバイ

パス道路を整備することにより、スマートＩＣへのアクセス性の向上 

〇集落内に進入する通過交通量を抑制することにより、集落内生活道路における交通安

全を確保 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

（本市の状況） 

〇スマートＩＣ設置に向け、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、高齢化の進行及び県南部方面への人口流出 

 〇産業 製造業の伸び悩みやバイオ関連等、新事業創出を促進す

るために必要な交通基盤の脆弱性 

 〇観光 観光集客の伸び悩み 

 〇教育 地元大学の入学者確保 

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 市街地幹線道路への交通集中による渋滞の発生 

 

 

担当：都市建設部道路河川課神田 SIC整備室 電話：（外線）：0749-65-6531 
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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 

○丹生ダム建設事業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・高時川流域は天井川の区間が長く、県下でも水害リスクが極めて高いことから、

堤防補強工事等の早期対応が必要。 

○田川流域については、想定氾濫区域内に人家が集中しており、万一氾濫した場合には甚

大な浸水被害をもたらすと想定されることから、改修による浸水リスクの低減が必要。 

○米川流域については、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、計画ルートが明示されない中、周辺地域の宅地化が進んでいる。 

このことから、早急に計画ルートを明示され、第 2期 5カ年計画に基づいた用地買収の

着手が必要。 

（２）浸水被害軽減に向けた取り組み 

 〇浸水被害の軽減には、河川整備が大変効果的であり、被害が集中する区域において早急 

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。 
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 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。 

   
【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で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 年の台風で越水により浸水被害が発生しており、早急な治水対策が必

要。 

〇米川については、簡易対策は行っているものの、毎年、集中豪雨による浸水被害が発生

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と併せ

て浚渫の実施による対策が必要。 

〇長浜新川整備事業については、計画ルートが明示されていないため、早期に明示する必

要がある。 

〇長浜新川整備事業に関して、計画用地周辺において住宅化が進行しており、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等の確保

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H29 台風 5 号大井橋での姉川の増水状況（Ｈ29.8） 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：（外線）：0749-65-6531 

防災危機管理局     電話：（外線）：0749-65-6555 
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一般要望事項 
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◎義務教育学校の設置にかかる人的配慮、運営支援について 

 
【要望内容】 

【提案・要望先】     教育委員会事務局 教職員課 

  

(１)義務教育学校にかかる支援 

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

に加え、移行後の円滑な学校運営の確保やそれぞれの特色ある教育活動の推進に必要と

なる教職員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。 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）義務教育学校にかかる支援 

○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。 

 ○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。 

 ○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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：長浜市教育委員会事務局 教育改革推進室 電話：（外線）0749-65-8604 
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◎湖北圏域の医師確保について 

 
【要望内容】 

【提案・要望先】     健康医療福祉部 医療政策課 

  

(１) 湖北病院への県採用医の安定的な派遣と増員 

(２) 地域医療を担う従事者確保のための財源補助制度の創設 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）湖北病院への県採用医の安定的な派遣と増員  

〈目的〉 

〇在宅診療の拡充 

・湖北病院を核とした地域医療ネットワークの構築 

・無医地区への巡回診療（３診療所）の維持  

・在宅診療を担う医師の増員 

〈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 

（２）地域医療を担う従事者確保のための財源補助制度の創設  

〈目的〉 

  〇医師・看護師の安定的な確保 

・湖北病院に勤務する医師等を確保するための貸付金について財源支援 

〈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 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

 

○長浜市への県派遣医師数の推移                     (単位：人) 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R2 R3 R4 
浅井診療所 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
浅井東診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
中之郷診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
塩津診療所 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
永原診療所 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
湖北病院 2 0 1 2 2 3 4 5 3 3 

合計 5 3 2 3 3 4 4 5 3 3 
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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) 

 H30 R1 R2 R3 R4 
医 師 14 13 14 13 13 
看護師 91 97 96 98 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。 

 

〇長浜市立湖北病院 医師・看護師貸付金貸与表 

 H30 R 元 R2 R3 R4 

人数（医師） 0 名 0 名 1 名 1 名      0 名 

貸与額 

(500 万円/1 人) 
0 万円 0 万円 500 万円 500 万円     0 万円 

人数（看護師） 8 名 10 名 0 名 0 名      0 名 

貸与額 

(200・100 万円/1 人) 
800 万円 1,000 万円 0 万円 0 万円     0 万円 

看護師：100 万、200 万円選択（従事義務年数それぞれ 3 年、5 年） 

独自の貸与制度を創設し、看護師は、貸付金貸与を利用している状況である。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金を凍結している。 

 

〇長浜市立湖北病院 訪問診療・訪問看護件数                (単位：件) 

 H29 H30 R 元 R2 R3 

訪問診療 569 417 364 430    546 

訪問看護 5,552 5,783 5,757 5,733   6,760 

へき地という地域性により、訪問診療・訪問歯科診療・訪問看護を担う開業医、民間事業

所が少なく当院が対応しているが、担当医の退職等により、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：湖北病院 管理課 電話：（外線）0749-65-8604 

地域医療課    電話：（外線）0749-65-8604 
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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・福祉人材センターの常設サテライト窓口の設置について 

○介護・福祉人材センターの相談窓口機能強化として、長浜市において、常設サテライト窓口
を求職者が利用しやすい商業施設等の場所に設置していただきたい。 

介護・福祉人材確保定着育成に係る効果的な事業実施について 

○介護・福祉人材センター等の取組強化により、地域の実情に応じた、これまで以上に効果的
な人材確保事業の実施をお願いしたい。 

   
【要望理由】 

 

  

本市においては、高齢者の増加に伴う介護サービスの必要性が増大しているものの、介護の

担い手の不足が深刻化しており、一部の介護事業所では休廃業を選択せざるを得ない状況で、

介護人材の確保が重要な課題となっています。 

このような中、介護・福祉人材センター（以下、「人材センター」という。）においては、求

職者がいつでも立ち寄れ、相談できる場所として、また、介護人材を介護事業所に紹介してい

ただくための重要な拠点として活動いただいており、相談窓口や人材センターの各種活動によ

り、介護人材不足が一定緩和されているものと認識いたしております。 

令和４年１０月に長浜市から彦根市へ人材センター移転がされることになり、本市では今後

ますます介護人材不足が深刻化し、増加する高齢者の介護需要への対応が難しくなることが懸

念されます。 

移転に伴う事業方針として本市における就職フェアの開催回数を増やす等をお示しいただき

ましたが、就職説明会、出張相談の開催等に加え、商業施設等の利用しやすい場所において、

サテライト窓口を常設いただく等、求職者がいつでも立ち寄れ、相談できる場所としての機能

を強化していただきたい。また、就職支援としての窓口だけではなく、既に就労している介護

職員の定着促進、離職防止のための相談窓口としての機能を強化いただきたい。 

また、介護人材の不足を長期的な視点に立った義務教育課程期間からの啓発活動の積極的実

施や介護の魅力をあらゆる手段を講じた発信など、介護人材獲得のためのすそ野を拡げる活動

を行っていただくとともに、既存事業の効果の検証を行っていただき、圏域各市町と協力した

地域の実情に応じた取組を行っていただきたい。 
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 【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 3.10 3.31 3.68 

全産業 1.24 0.98 1.14 

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）」（R4.1 月） 
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（R4.1 月） 

 

○離職率 (単位：％) 

 滋賀県 全 国 

介護職員（令和 2 年度 介護労働実態調査結果） 15.6 16.7 

全産業平均（令和 2 年度 雇用動向調査結果） 23.0 14.2 

 

○市内介護事業所数 

 居宅介護支援事業所数 訪問系事業所数 通所系事業所数 

令和 3 年 4 月 39 事業所 52 事業所 80 事業所 

令和 4 年 4 月 40 事業所 50 事業所 75 事業所 

増 減 3 増 2 減 2 増 4 減 0 増 5 減 

※本市調べ（事業所拠点単位で集計、給付実績のあるみなし事業所を含む） 

 

○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。 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3 

来 場 者 76 人  43 人  16 人  35 人  30 人 37 人 11 人 

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

R2 参加者数：48 人 

R3 参加者数：94 人 

 

○中学校福祉出前授業 

R2 2/13 校 

R3 0/13校(コロナ影響により中止) 
 

 

  

 

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を踏まえ、令和 3 年度より YouTube
配信を活用した研修会を実施。 

中学校の総合的な学習の時間等を利用し実施している
が、各学校の学習カリキュラムにより難しい学校もあり、
実施してもらえる中学校を増やすことが課題。今年度か
らクラス単位での開催も可能となるような弾力的運用と
し、より細やかな授業となるよう工夫を凝らすこととし
ている。 

湖北介護・福祉人材センターの相談者の減少と同様に、平成 27 年度をピークに来場者が減少して
いる。来場者を増やすための工夫、ターゲット層を狙った周知方法の検討が必要となっている。 

担当：健康福祉部介護保険課 電話：（外線）0749-65-8252 
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◎高次脳機能障害者への支援 

 
【要望内容】 

【提案・要望先】健康医療福祉部 障害福祉課 

  

高次脳機能障害支援センター機能の拡充について 

○高次脳機能障害支援センターの相談窓口機能強化として、湖北圏域において、サ

テライト窓口の設置、巡回相談等を実施していただきたい。 

○高次脳機能障害に対する社会の理解や実態把握を進めるため、普及啓発活動及び

実態調査を実施していただきたい。 

 

   
【要望理由】 

 

  

〇高次脳機能障害については、平成１３年以降から医療、リハビリ、支援等につい

て本格的な議論が始まり、診断基準が整理されたのは平成１６年とされています。 

しかし、本格的な支援が整理されて約２０年となりますが、症状が１００人１００

様であることや、外見からは障害がわかりにくいこと等があることから、この障害

に対する社会の理解は十分でないのが現状です。 

 

○県は、高次脳機能障害者（児）や家族等からの相談に応じるため、平成１８年か

ら滋賀県高次脳機能障害支援センターを設置し、医療や福祉、行政機関などと連

携しながら、ご本人や家族を支える専門性の高い相談活動を行っておられます。 

 

〇湖北地域には、身近なところに医療・リハビリ等の相談、症状に応じた生活上の

注意やセルフ対策等の助言、本人や家族へのサポート等を担う支援拠点や相談窓

口がない。人口規模が同じ県内の自治体と比べ、センターの利用者は少なく、高

次脳機能障害者の潜在化が危惧されます。 

 

〇県の高次脳機能障害支援センターは、県南部に１か所ありますが、必ずしも県内

の需要をカバーできているとは言えず、利用者の個々の状況に応じた適切な支援

がより求められており、センター機能の充実が望まれます。 

 

〇これらのことから、相談窓口及び高次脳機能障害を理解いただくための普及啓発

が必要です。また、県北部においても、相談窓口の拠点づくり、実態把握、巡回

相談等相談し易い仕組みづくり、個々の状況に応じた支援体制の充実が望まれま

す。 
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【本市の状況と課題】 

 

  

〇滋賀県高次脳機能障害支援センターの利用状況 

長浜市の相談件数 

   平成 30 年度～令和 2 年度  18 名（継続支援） 

   令和３年度 5 名（継続支援） 

 

参考 

湖東圏域の相談件数  令和３年度  9 名（新規） 

                 10 名（継続支援） 

東近江圏域      年間 40 名程度（継続支援） 

 

〇人口規模が同じ県内の自治体と比べ、センターの利用者が少なく、高次脳機能障

害者の実態が把握できていません。 

 

〇湖北圏域では、高次脳機能障害に係る障害福祉事業所は、「一般社団法人 なない

ろ」があり、就労継続支援 B 型を運営していますが、医療機関と連携する専門の

相談機関がありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：健康福祉部しょうがい福祉課 電話：（外線）0749-65-6518 
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◎県有財産貸付料の減免措置について 

 
【要望内容】 

【提案・要望先】  総務部 財政課 

  

(１)県有財産（列見駐車場用地）貸付料のコロナ禍における臨時的な減免措置 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）県有財産（列見駐車場用地）貸付料のコロナ禍における臨時的な減免措置について 

○ 当該駐車場用地は、これまでより㈱黒壁に貸付け、本市中心市街地に乗り入れる大型観

光バスの待避所として利用してきた。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、大型バスの利用台数は、コロナ前（令和元年度）と比べて、約 70％減少している。 

〇 平成８年より借地しており、当初年間 350万程度であった貸付料が現在は年間 730万円

程度まで上がっている。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

〇 当該用地について、黒壁および郵便局への転貸し、黒壁周辺に訪れるバスの駐車場とし

て民間活用していただいているが、コロナ禍におけるバス需要が減少している中、駐車場

経営は大変厳しい状況となっていることから、バス需要が回復するまでの臨時的な措置と

して減免を求められている。 

〇 当該用地のうち観光バス待避所として利用されているは、下記の①，②であるが、①に

ついては、バスの利用がほぼない状況のため、現在は使用されていない。 

〇 市としても、黒壁に対しては新たな観光施策を進める中で、駐車場として収益改善を図

るべきと考えるが、コロナ禍である現状を踏まえると観光需要が戻るまでの間は難しい。 

〇 当該駐車場は本市観光振興及び駅前を含めた中心市街地の観光誘客を図るためには必

要な駐車場であるため、何とか維持したいが、コロナ禍におけるコスト負担が多大となっ

ている。 

 
［現況図］ 

担当：産業観光部観光振興課 電話：（外線）0749-65-6521 
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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。 

〇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による市場経営の下支えも含め、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：（外線）0749-65-8766 
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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 

○本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。 

○ 企業が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。高校生にとってもより適切な進

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月改正民法により、成人年齢は１８歳に引き下げられた。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。 
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【本市の状況と課題】 

 

  

○ 本市は、隣接する米原市と共同で、平成２３年より地元企業向けの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、若者の流出抑制のため事業を実施している。 

○ 滋賀県進路保障推進協議会が２０２１年４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は出来ず、企業を知る機会は大幅に制限されている。 

市では、令和元年度より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、湖北地域の企業の人事労務担当者と周辺地域（長

浜、米原、彦根）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：産業観光部商工振興課 電話：（外線）0749-65-8766 
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◎ 魅力的な人材・しごとを創る取り組みの推進 

 

【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 

  

(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へ

の財政支援 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１） 滋賀県北部の産業振興拠点機能の充実 

〇 当市では、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必要であり、令和 4 年 4 月か

らそのさらなる機能強化のため、産業支援機関の連携による新体制をスタートした。 

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、本センターへの巡回相談だけではなく、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。コロナ禍が長期化し、遠方で地域的に

不利となる県北部地域の事業者も、深刻な打撃からの回復や今後を見据えた経済活動を

行うため、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。特に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。 

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財政支援をお願いしたい。 
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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。 

 

 

   
【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 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、もう１

回は創業支援関連の融資相談。 

〇 滋賀県産業支援プラザが、「滋賀県よろず相談拠点」として、月 2回、社会保険労務

士等のコーディネーター派遣による、無料経営相談を実施している。 

（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１０社。多くが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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：産業観光部商工振興課 電話：（外線）0749-65-8766 
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◎強い林業と森林の活性化に向けた取り組み 

 
 

【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継続 

○ 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」運営のため、財政支援措置の継続 

(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】 

 

  

本市では、自伐型林業や人と山を繋げるよう県市委託業務をマッチングセンターと連携し

ながら推進しているが、森林整備は進んでいないのが現状で、森林整備を円滑に推進できる

施策が必要不可欠。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、県の責務のもと森林整備事業のさらなる充実に向け、次の事項に早急に取り

組まれたい。 

（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向け、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や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継続 

    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 

    湿地として希少価値が高い山門水源の森は、県有地として保全・管理され、平成３

０年度から「自然と人との共生事業」の新設や管理委託費の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。 

    また、トチノキ巨木林への林道の整備はまだ十分とはいえない状況であり、アクセ

ス道の整備や土倉鉱山周辺の環境整備の継続した予算措置をお願いしたい。さらに

は、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

 



30 

 

林化など、大胆な新措置の転換をお願いしたい。 

 

   
【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

水源になっており、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）本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。 

  なお、市内２森林組合では、滋賀県森林組合変革プラン推進会議において、経営改善の具

体的な取組について検討を重ねられている。 

（２）本市では平成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本市の株式会社山久（長

浜市八幡 中山町）が応募、調印され、令和５年３月３１日までの協定で年 1,000 千円の

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を支払う補助制度が平成 23 年度から制度

化されたが、県は保全団体や市とも協議を重ね、令和３年度から補助制度を大幅に見直し

ていただいた。 

しかしながら、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で、将来的にも集落がなく担い手も無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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：産業観光部森林田園整備課 電話：（外線）0749-65-6526 
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◎農村・農業施設の基盤強化に向けた取り組み 

 
【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 

   防災減災効果が早期に発揮されるよう、迅速かつ円滑な事業推進 

(２)山路川幹線排水路の施設改修事業の推進 

   県営事業として迅速かつ円滑な事業推進 

(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 

県営事業としての円滑な事業推進及び事業化 

 

   
【要望理由】 

 

  

本市の農地は、傾斜の急な中山間地に造られたほ場や、平野で水利をびわ湖に頼った都市

近郊の水田が混在。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。 

中山間地ではほ場整備から数十年が経過し、施設の老朽化が進行。農業者の高齢化や若者

の地域離れ等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。 

このような状況を踏まえ、農村・農村の基盤強化に向けた取り組みについて要望するもの。 

（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。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 年度から県営ため池等整備事業により事業着手。しか

しながら、近年の局所的な豪雨災害の影響で下流域での氾濫被害が頻発。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、迅速かつ円滑な事業推進と事業効果の早期

発揮が望まれる。 

（２）山路川幹線排水路の施設改修事業推進 

  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及び裏込めの流出に伴う護岸の転倒や陥没などの被害が発生。近

年、度重なる台風や集中豪雨により施設全域で同様の被害が多発しているため、部分的に

市で応急対策を継続して実施している状況。県営事業により、早期完了に向けた、迅速か

つ円滑な事業の推進が望まれる。 

（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。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
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てきたが、県営事業は地元からの要望に基づいて実施されることから、未実施の地域が多

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必要である

ことから、引き続き、県の協力が必要。 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

（１）大井川被災状況(H30. 7 号台風)    （２）山路川被災状況（H30.21 号台風） 

 

（３）県営経営体育成基盤整備事業推進及び事業化 

○事業化要望地区(採択ヒアリング準備中) 

   ①下草西地区（浅井地域） 

    事業区域 長浜市当目町、乗倉町、大門町 42.5ha 

○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～R54 

    ②横波地区(西浅井地域) 

    事業区域 長浜市西浅井町横波 13.4ha 

総事業費(概算) 110 百万円 

事業期間(予定) R4～R7 

   ③野村地区(浅井地域) 

    事業区域 長浜市野村町 46.1ha 

    総事業費(概算) 216 百万円 

    事業期間(予定) R34～R7 

 

 

 担当：産業観光部森林田園整備課 電話：（外線）0749-65-6526 
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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 

本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が見られる。 

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】 

 

  

■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 

■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。 

■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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■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：（外線）0749-65-6522 
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◎ 野生鳥獣による農林産物被害対策 

 
【要望内容】 

【提案・要望先】琵琶湖環境部 自然環境保全課 

  

森林動物対策事業補助金（ニホンジカ対策）の予算確保 

 ○ニホンジカ捕獲に対する県補助金の確保 

  

 

   
【要望理由】 

 

  

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第４次においては、「狩猟捕獲や有害捕獲等に

よる捕獲を引き続き積極的に行うこととする」とされており、湖北地域(長浜市・米原市)の

年間捕獲目標頭数は６千頭以上に設定されている。 

 本市においても、ニホンジカ捕獲を積極的に行い、令和２年度約 5,400頭、令和３年度約

5,300 頭の捕獲を行ったが、これに対する県補助金は、予算不足により当該年度に捕獲全頭

分の交付がされていない状況である。 

県の計画に則って捕獲を推進していることから、県補助金の十分な確保をお願いしたい。 

 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

 
 

■ニホンジカ捕獲数（有害許可捕獲）  
単位：頭 

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 

2,074  4,029  3,034  3,479  5,377  5,267  

 
担当：産業観光部農業振興課 電話：（外線）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を琵琶湖同様に講じられたい。 

 〇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 

 〇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、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している。 

近年はヒシ藻以外にもカナダ藻も繁殖し、除去回数が増え手間がかかっている。 

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：（外線）0749-65-6522 
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◎再生可能エネルギー導入推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ネットゼロ課 

  

湖北広域行政事務センターが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（FIT）の買取価格の維持 

 ○固定価格買取制度により設定される買取価格の長期見通しの公表とその価格の現状維持 

 

   
【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。 

〇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財政計画により事業を進めている。 

〇計画どおりに進めるには、固定価格買取制度による長期的な買取単価の見通しの公表や現

状単価の維持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を引き続き国に働きかけることを要望する。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

〇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Ｈ２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 

〇施設整備に関する基本方針 

 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、更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。 
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 また、脱炭素社会実現に向けごみ焼却施設にバイオガス化施設を併設する。 

（事業スケジュール） 

 事業契約の締結      令和５年３月 

 施設整備         令和５年４月〜令和 10年３月 

  汚泥再生処理センター  令和７年９月竣工 

  熱回収施設（焼却施設、バイオガス化施設）・リサイクル施設 令和 10年 3月竣工 

熱回収施設運営（発電開始）令和 10年４月〜 

〇買取価格の現状 

公表された２０２２年度以降の買取価格に関しては、２０２３年度からメタン発酵ガスに

よる買取価格が３９円から３５円に減額されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：環境保全課   電話：（外線）0749-65-6513 
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◎滋賀県動物保護管理センターの野犬保護機能の新規設置 

 
【要望内容】 

【提案・要望先】健康医療福祉部 生活衛生課 

  

長浜市内への滋賀県動物保護管理センターの野犬保護機能の新規設置 

○ 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・水曜日・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割強を占めている。 

必要性の高い地域である長浜市内へ機能を設置することで、野犬対策に効率的かつ効果

的であると考えられるため要望する。 

 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

〇野犬捕獲に関するデータ（令和３年度） 

【大津市を除く滋賀県全体の捕獲等依頼件数】 １，１８０件 

   うち長浜保健所管内              ９３５件（７９．２３％） 

   ※週 2回の檻の開閉作業がほとんど。（令和 4年度より週 3回に）   

【大津市を除く滋賀県全体の捕獲件数】       ８３頭 

   うち長浜保健所管内（長浜市）          ６５頭（７８．３１％） 

【大津市を除く滋賀県全体の檻設置か所数】    １４か所 

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

   ※昨年度中は長浜のか所数に増減なし。（9か所増。9か所減） 

担当：市民生活部環境保全課   電話：（外線）0749-65-6513 
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◎医療現場における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。 

 ・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面があ

る。 

 ・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令和５年度末まで猶予されているが、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：（外線）0749-68-2324 
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