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新型コロナウイルス感染症対策に係る要望及び令和3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。

今年、世界中で流行 している新型コロナウイルス感染症は、県内においても3月

に初めて感染患者が確認されました。まさに国難というべき事態に直面する中、県

におかれましては「滋賀 1/5ルール」を提唱され、新規感染者の減少に努められ

るなど、これまでの対応に敬意を表 します。

まだ油断はできませんが、感染拡大が一定程度抑制されてきた中で、新 しい生活

様式のもと、新型コロナウイルス感染症とのつきあい方を踏まえた日常を実現する

ため、引き続いて県と市町が協力・連携 していく必要を感 じております。

さて、県では「人口減少を見据えた未来へと幸せが続 く滋賀 総合戦略」を昨年

度に策定され、本県の人口減少を緩やかにし、令和の時代に柔軟に適応 した活力あ

る地域づくりを目指 して、各種施策の取り組みを始められています。

本市においては、合併後 10年が経過 し、まちづくりの基盤が整つてきた中で、

未来に向けた市民の「暮らし」をしっかり向上させていく必要があります。昨年度

に策定 しました「第 2期長浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を基に、経済・

社会・環境のバランスを図る SDGsの特徴を生か した、地方創生の推進を全庁的に取

り組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症や人口減少など、これまで経験したことのない大きな

社会的変化の中で、戦略的な視点に立ち、限られた資源を最大限に活用した市政運

営を行つているところですが、県と市それぞれが担うべき役割をふまえ、県が主体

となる取組や必要な支援も多くあります。

つきましては、新型コロナウイルス感染症に係る要望事項と令和3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、現状を斜

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 2年 8月

滋賀県知事  二日月 大造 様

長浜市長
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新型コロナウイルス感染症対策に係る要望事項 

 

 

 

 

 

 

 



 



新型コロナウイルス感染症対策に係る要望１ 

 

 

◎新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税財源の確保 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】  総務部 市町振興課 

  

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、本市財政の急激な悪化が予想されるこ

とから、地方税財源の確保について国に強く働きかけられたい。 

(１)本市の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確

保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減

に努めるとともに、償還財源を確保すること。 

(２)地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切

に発揮できるよう総額を確保すること。 

(３)令和２年度の本市における税収が大幅に減収となることが予想されることか

ら、思い切った減収補填措置を講じること。 

(４)特に固定資産税については、本市の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を

揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。先の緊急経済対

策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであっ

たが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措

置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。 

 

   
【要望理由】 

 

  

〇新型コロナウイルス感染症が世界的に流行しており、まさに国難というべき事態に直面し

ている。 

〇感染拡大については一定の落ち着きが見られるものの、地域での社会活動や経済活動に大

きな影響を及ぼしており、本年度のみならず、来年度においても、地方税・地方交付税な

ど一般財源の激減が避けられない状況。 

〇本市では、Withコロナ時代の新しい生活様式を踏まえ、自粛活動で抑制されていた様々な

市民活動の再起動を促進し、市民のくらし・経済・市民力を再生する基盤を固めていく方

針であるが、本市の実情に応じたすべての行政サービスを安定的に提供していくには確固

たる一般財源の確保が必要。 

〇しかし、一般財源の激減から本市財政についても巨額の財政不足を生じ、これまでにない

厳しい状況に陥ることが予想され、不安定な財源の中では実施できる事業も限定的。 

〇今後、国において実施される令和 3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、地方税財

源の確保について確実に実現されるよう、県からも強く要望されたい。 

担当:総合政策部総合政策課 ℡0749-65-6505 
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新型コロナウイルス感染症対策に係る要望２ 

 

 

◎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 

総務部 財政課 

  

感染収束後の観光誘客施策の拡充 

 ○国の「Ｇｏ Ｔｏ Ｔｒａｖｅｌキャンペーン」と連携した大胆な滋賀県独自の誘客事業

の実施 

 ○誘客事業の実施にあたっては分かりやすい事業設計と事前の情報提供と他市町の状況

について情報の集約と共有を願いたい 

 

   
【要望理由】 

 

  

（１）感染収束後の観光誘客 

○滋賀県は琵琶湖をはじめ、美しい自然環境、魅力ある歴史遺産、地域の伝統文化など、様々

な地域資源が強み。これらの地域資源を活かして、交流人口を拡大し、観光での消費を増

加させていくことが重要。 

○新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、国が計画を進めている「Ｇｏ Ｔｏ キャ

ンペーン事業」と連携した積極的なキャンペーンの展開、他県に勝る大胆な誘客事業の実施

が必要。 

○「Ｇｏ Ｔｏ キャンペーン事業」に上乗せした旅行商品の割引や、ビワイチと絡めた連泊割引、

本県への観光需要喚起や有料道路割引制度、本県の特色を活かした周知広報など、魅力ある

誘客事業の実施が必要。 

○誘客事業の実施にあたっては、他キャンペーンとの併用等、実際に対応する事業者にとっ

て混乱することなく、わかりやすい仕組みにしていただきたい。 

○また、今回の緊急経済対策として、観光誘客に向けてのキャンペーン等を実施されている各市町

の状況について県において情報を集約いただき、県内市町で共有願いたい。 

○新型コロナウイルス感染症の影響で観光誘客が落ち込んでいるが、この機会を滋賀の魅力を国内

外に発信するチャンスと捉え、滋賀県への誘客につなげることが重要。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

○新型コロナウイルス感染症の影響並びに、政府が発令した「緊急事態宣言」更には「外出

自粛要請」に伴い、市内観光・宿泊飲食業を始めとする地域経済の環境悪化と疲弊が急激に

進み、本年２月以降、観光客数及び観光消費額が激減している。 

担当：産業観光部観光振興課 ℡0749-65-6521 
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重点要望事項 

 

 

 

 

 

 

 



 



重点要望１ 

 

 

◎ 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】 

 

  

○今後、益々進展する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。 

○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の取り組みが必要。 

○しかしながら、現状で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。 

そのため、本市でも今後、民間事業者への業務委託契約へと業務形態の転換を図る予定。 

○今年度からの新学習指導要領の全面実施により 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。 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

①本市の任用状況（R2.5 月現在） 

 JET プログラム 民間派遣業務委託 

人数（名） ３ ５ 

②本市の今後の見通し 

外国人指導助手（ALT）の任用は、民間派遣業務委託に移行していく予定。 

【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

は保証されている。（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 ℡0749-65-8605 
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重点要望２ 

 

 

◎ 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】総合企画部 エネルギー政策課 

  

自治体による意欲的な再生可能エネルギー導入促進のための環境整備 

 ○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】 

 

  

○ 地球温暖化の影響により気温の上昇や大雨の頻度が増加しており、再生可能エネルギー

の意欲的な導入が求められている中、長浜市・米原市では湖北広域行政事務センターに

おいて再生可能エネルギー（バイオマス発電）で発電する施設の建設を計画している。 

○ 現在の焼却施設は老朽化や更新時期を迎える中、早急に整備を進めなければならないが、

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（FIT）

による売電収入を見込んだ計画により事業を進行中。 

○ FIT は発電した電力を電力会社が固定価格で一定期間買い取ることにより、長期的な視

点にたった運用を可能とし、再生可能エネルギーの導入を促進するもの。 

○ 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、計画どおりに進めるには FIT 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。 

 

   
【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＞ 

   斎場・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   斎場                         令和 3年 4月稼働予定 

2   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維持管理と運営を予定。 

担当：  市民生活部環境保全課 ℡0749-65-6513 

湖北広域行政事務センター ℡0749-62-7146 
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一般要望事項 

 

 

 

 

 

 

 



 



一般要望３ 

 

 

◎ 国宝・重要文化財建造物修理の推進 

 
【要望内容】 

【提案・要望先】 文化スポーツ部 文化財保護課 

  

国宝・重要文化財建造物の所有者の要望に応え、国庫補助事業による迅速な文化財

の保存修理を進めるため、工事の設計監理を行う滋賀県の受託体制の強化 

 

   
【要望理由】 

 

  

○ 国宝・重要文化財建造物の国庫補助事業による修理については、「文化財保存事業費関

係補助金交付要綱」により、滋賀県・京都府・奈良県下の場合は、知事又は県教育委

員会に設計監理を含む補助事業を委託することとなっている。 

○ 滋賀県下では国指定建造物の修理要望件数が多く、現在の県の受託体制（文化庁の承

認を受けた主任技術者２名）では処理が困難なため、滋賀県内の多くの国宝・重要文

化財建造物の修理が順番待ちの状況であり、体制の強化が必要。 

 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

重文「大通寺本堂」・重文「五村別院本堂」・重文「中村家住宅」が修理の順番待ち状態 

○重文「大通寺本堂」の状況 

本堂の瓦の葺き替えを計画。修理にかかる資金を既に確保されており、早期着手を希 

望。平成１９年より国庫補助の採択を要望されており、毎年、県庁へ事業採択の要望活

動に訪問されている。本堂に合わせ重文の含山軒・蘭亭の屋根修理も要望されており、

本堂の耐震補強も検討中。上野賢一郎衆議院議員も懸念、文化庁へ問い合わせされ、「県

職員でなくとも、専門のコンサルに監理を依頼することも可能」との返答を得られてい

る。 

 ○重文「五村別院本堂」の状況 

本堂の瓦の葺き替えを計画。修理にかかる資金を既に確保されており、早期着手を希

望。当初は、令和元年の親鸞聖人７５０年御遠忌までに改修を計画されていたが、１０        

年以上要望をしている現在でも採択されていない。 

○重文「中村家住宅」の状況 

よし葺き屋根の葺き替え等を要望。平成３０年度の台風で一部欠落したことから、部

分修理を実施。躯体や屋根の傾き等が心配される。びわ地域住民の誇り的な建物であり、

びわ商工会（現長浜商工会）からも「中村家住宅」の修理への支援要請が出ている。 

 

担当：市民協働部歴史遺産課 ℡0749-65-6510 
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一般要望４ 

 

 

◎ 博物館・資料館の整備推進 

 
【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・資料館の整備にかかる補助金制度の創設 

○ 改築・修繕・増築・防災・防犯・耐震・バリアフリー化・リニューアルなど、建物本体

（ハード）に対する県独自の補助制度の創設 

○ 整備や改修に係る国庫補助制度の復活に対する国への働きかけ 

 

   
【要望理由】 

 

  

○ 令和元年度に策定した長浜市歴史文化基本構想や第２期長浜市ひと・まち・しごと創生

総合戦略、長浜市総合計画において、文化財をはじめとする地域資源を活かしたまちづ

くりを進めるとしているが、核となる施設の老朽化や保管場所の不足等が大きな問題。 

○ 長浜城歴史博物館の収蔵資料数は 56,000 点を超え、毎年寄託を中心に増加傾向。また、

市内では居住者不在の旧家が増え、個人による美術工芸品の維持・管理が不可能な状況。

今後さらなる寄贈・寄託資料の増加が考えられ、収蔵スペースの確保は喫緊の課題。 

○ 博物館・資料館の展示室は、時代のニーズに合わせて絶えず改変し、新たな魅力を発信

しない限り、入館者の確保が困難であり、そのための既存の常設展示室のリニューアル

が不可欠。 

○ かつては博物館等の新築工事や改修工事対象の国庫補助（国宝重要文化財等保存施設整

備費）制度があったが、現在は廃止。 

○ 国指定文化財の所有者・管理団体であれば、文化財収蔵庫改修や防災・防犯設備設置の

国庫補助があるが、地方自治体等が整備する博物館等への補助制度はないのが現状であ

るため、県独自の補助制度の創設と制度復活に向けて国への働きかけをお願いしたい。 

 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

〇 長浜城歴史博物館の収蔵庫が飽和状態であり、新しく収蔵庫の増築を検討しているが、

国庫補助がなく、財源の確保が大きな課題。 

○  全国的に知名度のある小谷城を活用した地域振興を図りたいが、小谷城戦国歴史資料館

（昭和５７年建）は、築３８年が経過しており、施設の老朽化や狭隘等が問題。そこで、

新たに「小谷城戦国体験ミュージアム」として浅井三代の歴史や姉川の戦い・元亀争乱・

小谷城の落城までの物語がわかり、従来の展示に合わせて戦国時代を疑似体験できる施

設の建設を令和 5 年度（浅井長政没後 450 年）完成に向けて計画中であるが、その建設

にあたっては国庫補助の制度がなく、財源確保が大きな課題。 

 

担当：市民協働部歴史遺産課 ℡0749-65-6510 
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一般要望５ 

 

 

◎ 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、本市内に滋賀

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】 

 

  

○ 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おり、本市は滋賀県動物保護管

理センターと連携して檻による保護を実施。 

○ 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、長浜保健所管内における野犬捕獲に関する滋賀県

動物保護管理センターの対応件数は、大津市管内を除いた県内全体の約８割。 

○ 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 

〇 対応件数・捕獲件数・檻設置件数についても、大津市を除く県内全体における本市の占

める割合は全てにおいて圧倒的に高く、必要性の高い地域への機能設置が野犬対策に効果

的。 

〇 滋賀県全体の檻設置件数のうち、大津市を除けば本市は全体の９割を占めており、また

滋賀県動物保護管理センター職員の出動割合も比例して多く、檻設置件数が集中している

本市への機能設置が県にとっても効率的。 

  
【本市の状況と課題】 

 

  

〇野犬捕獲に関するデータ（令和元年度） 

【大津市を除く滋賀県全体の対応件数】 １，０９０件 

   うち長浜保健所管内           ８４４件（７７．４３％） 

   ※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】   １０６頭 

   うち長浜保健所管内（長浜市）       ８９頭（８３．９６％） 

【大津市を除く滋賀県全体の檻設置か所数】  １１か所（１３台） 

   うち長浜保健所管内（長浜市）       １０か所（１２台）（９０．９１％） 

   ※昨年度中に 4か所（５台）増加。 

 

担当：市民生活部環境保全課 ℡0749-65-6513 
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一般要望６ 

 

 

◎ 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】 

 

  

○ 本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。 

 

○ 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現行法による規制で

は不十分な状況。 

 

○ 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。 

 

 

   
【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 ℡0749-65-6513 
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一般要望７ 

 

 

◎ 児童虐待防止にかかる強化・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と市町との連携強化 

 ○ 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や県市町合同による研

修会の継続など県独自の強化対応策を講じられたい。 

(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 

 ○ 県域でのバランスを考慮し、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。 

 

   
【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、「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「児童虐待防止対策体制総合強化プラ

ン」（新プラン）が決定。 

○ 新プランでは、児童相談所の体制強化、専門性強化とともに、市町村の体制強化として

子ども家庭総合支援拠点の設置等や市町村の専門性強化を規定。 

○ 平成 31 年 4 月 1 日には児童福祉法施行令の一部改正が行われ、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。 

○ 本市の虐待の相談件数は、近年の虐待死事件などで社会全体の関心が高まっており、件

数は高い状態で推移。 

○ 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、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、平成 30 年度に一時保護

所も開設。本県南部地域では、児童相談所の新設や従前からの児童養護施設等も充実し

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、近隣に児童養護施設や児

童自立支援施設、乳児院等がなく、また施設の定員が障壁となり、必要な措置がとられ

ない場合があるため、管内での児童養護施設等の新設が必要。 
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一般要望７ 

 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

（１） 令和２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が、正規職員は

異動があり、長期経験者がおらず、家庭児童相談員も経験年数１年の相談員が 2 名と

9 年目の相談員 1 名の状態。 

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

状態でる。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及び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 

 

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 ℡0749-65-6544 
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一般要望８ 

 

 

◎ 湖北圏域の医師確保の推進 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】健康医療福祉部 医療政策課 

  

（１）湖北圏域で安心して暮らせる受診環境を整えるための医師確保対策の推進 

（２）無医地区への巡回診療（3 診療所）および在宅診療の維持、および、地域医療

ネットワーク構築のための湖北病院への県採用医の派遣 

（３）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）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。

県内ではさらに南高北低の地域偏在が発生。湖北圏域ではとりわけ、山間へき地の医師確保に

苦慮していることから、安心して暮らせるためにも、受診環境の整わない地域での医師確保対

策の推進が急務。 

（２）長浜市立湖北病院が位置する本市北部地域は、県内でも特に高齢化が進んでいる地域であ

りながら無医地区が点在しており、当地区の３診療所への巡回診療を継続していくためには、

一定の医師数確保が必要。 

また、当地域の開業医の数、診療科に限りがあり、不足する診療科が多い状況のなか、湖北

病院を拠点としたネットワークの構築やニーズに応じた在宅診療などの維持のためには、県採

用医の安定的な派遣が必要不可欠。 

（３）滋賀県地域医療構想で示されているとおり、湖北圏域では、慢性期医療の需要に応えられ

ていない状況。高齢化が進む当地域における訪問診療、訪問看護の需要は高く、こうした医療

需要への対応が必要。しかしながら、医師・看護師においては、技術や知識の向上を目的とし

て、急性期医療への関心が高く、慢性期医療を担う医療機関の人材確保が厳しいことから、湖

北病院では、医師・看護師に関する独自の貸付制度（一定期間従事により返還免除）を平成２

１年度、平成２５年度にそれぞれ創設し、人材確保に努めてきたところであるが、財源に限界

があるため、県において地域医療（へき地）に従事する医師や看護師等へ支給する手当等に必

要な財源補助制度を創設されたい。 
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一般要望８ 

 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

 ■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減少している。 

 

■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） 

人口 10 万人当たりの医師数は全国、滋賀県全体に比べ湖北圏域は少ない状況である。 

 

■長浜市 

○国保直営診療所の医師派遣状況 

 浅井診療所 浅井東診療所 中之郷診療所 西浅井診療所 

H25 県派遣医師 民間 4～12 月市医師 

1 月から非常勤医師体制(2 日/週) 

県派遣医師 

 

H26 ４～９月民間 

10 月から指定

管理 

非常勤医師体制 (3-4 日/週) 

H27-29 指定管理 非常勤医師体制（4.5 日/週） 指定管理 

H30 非常勤医師体制(5 日/週 AM のみ) 

R 元-2 指定管理 非常勤医師体制(4 日/週 AM のみ) 

浅井、浅井東、西浅井診療所は民間への指定管理により医師の確保を行ってきた。中之郷診療所

は、平成 30 年度から長浜市立湖北病院に委任し、診療体制を整えている。 

 

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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一般要望８ 

 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

 

○診療所訪問診療・往診件数                       (単位：人) 

 浅井診療所 浅井東診療所 中之郷診療所 塩津診療所 永原診療所 

H24 523 - 131 468 963 

H25 522 - 99 348 1,099 

H26 404 1,035 28 359 1,057 

H27 431 2,315 29 136 1,307 

H28 361 2,489 18 154 1,254 

H29 375 2,500 8 253 1,162 

H30 311 2,747 ６ 262 1,218 

地域性に合わせ、積極的に訪問診療を行っている。 

 

○県派遣医師数の推移                           (単位：人) 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 

浅井診療所 1 1 1 1 1 1 0 0 

浅井東診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 

中之郷診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 

塩津診療所 1 1 0 0 0 0 0 0 

永原診療所 1 1 0 0 0 0 0 0 

湖北病院 2 0 1 2 2 3 4 5 

合計 5 3 2 3 3 4 4 5 

浅井、浅井東、永原、塩津診療所は指定管理に移行したが、湖北病院は県派遣医師によるところ

であり、中之郷診療所は長浜市立湖北病院の医師による診療体制である。 

 

■市立長浜病院（各年度 4 月 1 日）                  （単位：人） 

 平成28年度 平成29年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

医師(正規・嘱託・研修医) 85 89 87  95 95 

（内）小児科医師 3+1(嘱託) 2+1(嘱託) 1(嘱託) 1+1(嘱託医) 1+1(嘱託医) 

（内）産婦人科医 4 5 4 4 5 

外来診療は非常勤医師で対応することが可能だが、入院患者を受け入れることができません。 
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一般要望８ 

 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

■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）（長浜市立湖北病院） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

医 師 15 15 14 13 14 

看護師 77 84 91 97 96 

平成 27~28 年頃は、看護師不足のため入院を制限する時期もあった。平成 29 年度以降は、若

干不足傾向ながらも一定の配置ができるようになってきたが、下記貸付金を貸与するも離職等も

多く、定着に苦慮している。 

 

○医師・看護師貸付金貸与表（長浜市立湖北病院） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度

（申請者） 

人数（医師） 1 名 0 名 0 名 0 名 1 名 

貸与額 

（１人 200・500 万円） 

500 万円 ― ― ― 500 万円 

人数（看護師） 5 名 10 名 8 名 10 名 0 名 

貸与額 

（１人 200・100 万円） 

700 万円 1,900 万円 800 万円 1,000 万円 0 万円 

医師：平成 27 年度まで 200 万円、平成 28 年度に 500 万円に改正 

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。 

 

○訪問診療・訪問看護件数（長浜市立湖北病院） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

訪問診療 313 456 569 417 364 

訪問看護 4,824 5,296 5,552 5,783 5,757 

へき地という地域性により、訪問診療・訪問看護を担うべき病院として力を入れているが、担当

医師の退職等による医師不足により平成 30 年度以降の訪問診療は減少となった。平成 30 年以

降、在宅への訪問診療は減少し、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     ℡0749-65-6301 

長浜市立湖北病院事務局管理課 ℡0749-82-6141 
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一般要望９ 

 

 

◎ 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 

  

（１） 職場環境改善の推進について国への働きかけ 

○ＩＣＴや介護ロボットの活用が進むよう運営基準の緩和や導入に伴う予算確保 

（２） 介護職員の資質の向上 

○ 研修会参加や開催の負担軽減への支援 

 

   
【要望理由】 

 

  

第７期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護人

材の需要を見ると、2025 年度末には約 245 万人が必要とされ、2016 年度の約 190 万人に

加え、2020 年度末には約 26 万人、2025 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。 

滋賀県でも介護職員数を現在より 1 万人増やし 2.5 万人を確保することが必要であると推

計されており、本市においても 243 人不足する見込み。 

（本市の人口は、2005 年の 124,498 人をピークに減少し、75 歳以上の人口や人口に占める

割合は 2060 年まで伸び続けると予測。また、支え手となる 65 歳以下の人口は急速に減少。） 

滋賀県介護職員人材育成指針（平成 26 年 3 月策定）では、介護職員に対する研修提供体

制を整備するとともに各事業所における人材確保や人材育成・定着を図る取組みを行うこと

により、魅力ある介護の職場づくりを行い、2025 年を見据えた安定的な提供体制の確立を

目指すとされている。 

 このような状況から福祉人材の確保や定着、育成について推進していく必要がある。 

 

（１） 職場環境改善の推進について国への働きかけ 

職場環境を改善するために介護ロボット等を導入する事業者への運営基準(人員)

の緩和継続や介護ロボット等の導入に伴う補助金等の算定方法の緩和や拡充が必要

であるため、国へ働きかけられたい。 

 

（２）介護職員の資質向上 

遠方の研修会参加や事業所内研修開催の負担軽減が図られるよう、県において研修

参加に対する交通費の助成、北部地域での開催、Ｗｅｂでの研修会開催の検討、事業

所内研修の講師報償費等の支援をいただきたい。 
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一般要望９ 

 

 

   
【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 3.03 2.90 - 

全産業 1.21 1.38 1.39 

湖北介護・福祉人材センター資料（令和元年度） 

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（R2.3 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） 15.0 15.4 

全産業平均（平成 30 年度 雇用動向調査結果） - 14.6 

 

○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 

来 場 者 76 人  43 人  16 人  35 人  30 人 

参加法人数 26 法人 23 法人 22 法人 18 法人 19 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 

H30 参加者数：40 人 

R1 参加者数：39 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 

○中学校福祉出前授業 

H30 2/13 校 

R1 4/13 校 

 

○長浜市介護人材確保事業【H30～R3】令和元年度実績 

事 業 名 受講者等 申請者 

福祉・介護新規参入促進事業助成金 33 人 0 人 

潜在介護人材再就職支援事業補助金（H31～） - 7 人 

外国人介護職員養成研修終了者支援事業補助金(教材費) 8 人 1 人 

外国人介護職員養成研修終了者支援事業補助金(就職支援) 8 人 0 人 
 

担当：健康福祉部高齢福祉介護課 ℡0749-65-7789 

参加者が減少傾向。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。 

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 
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一般要望１０ 

 

 

◎ 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 

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、滋賀県商工会のサテラ

イト機関配置 

(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」を生み出す主要設備機器の更新にかかる財政支援 

(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本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 

○ 本市では旧庁舎の跡地活用として、平成２８年３月に産業文化交流拠点整備事業計

画を策定し、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。 

○ 本センターには既存の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。 

○ 令和２年４月に市内の３商工会が合併し、新たに「長浜市商工会」が発足したこと

で、連携した高度な中小企業者支援策が可能。 

○ 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、滋賀県商工会のサテライト機関配置が必要。新型コロナウイルス

感染症対策経営力強化補助金の申請方法が、一時期県庁への持参のみに限定された

こともあり、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は大変な不利

益を被った。新型コロナウイルス感染症の影響は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。 

 

（２） 滋賀県北部の地場産業の振興 

○ 浜縮緬業界は生糸情勢の変化や海外の輸入織物の流入、ライフスタイルの変化によ

る個人消費の鈍化、出費の多様化で商況は一段と厳しさを増している。 

○ 主となる設備機器の老朽化や部品の調達困難など、更新時期を迎えているが、個々

の機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。 

○ 市場のライバルである京都・丹後織物産地では、行政支援として京都府、京都市、
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一般要望１０ 

 

 

京丹後市、与謝野町などが継続した助成措置を講じ、既にかなりの数の機器が更新

され、生産性及び品質が著しく向上した。 

○ 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。 

 

（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皿であり、地域定住促進の一助となっている。 

○ 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・

改修と耐震工事の必要性の確認が必要。 

○ 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

る調理短大が運営できるよう支援をお願いしたい。 

 

担当：産業観光部商工振興課 ℡0749-65-8766 
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一般要望１１ 

 

 

◎ 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 

  

(１) 県北部地域における企業立地の促進にかかる総合的な支援 

○ 県北部地域における企業立地の促進にかかる考え方の明示、及び県主導による積極

的な情報提供や、自治体と企業とのマッチング機会の創出 

(２) 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】 

 

  

 

（１） 県北部地域における企業立地の促進にかかる総合的な支援 

滋賀県は、近畿・東海・北陸の各経済圏をつなぐ交通の要衝で市場近接性が高く、南

部地域では、名神高速道路、新名神高速道路、京滋バイパスなどの交通インフラが充実

しており、滋賀県では今後も十分な企業立地が見込まれる。 

北部地域における企業立地の促進について、県の考え方を明示いただくとともに、地

域経済の活性化や雇用の創出に向けて、市内の空き地、空き工場の積極的な利活用の促

進、県主導による企業とのマッチング機会等、総合的な支援をお願いしたい。 

 

（２） 企業立地助成制度の復活 

県の制度であった「Ｍａｄｅ ｉｎ ＳＨＩＧＡ 企業立地助成金」は平成３０年度

末を持って、市町に充分な協議もなく廃止された。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、進出企業が自治体の助成金を重

視する割合が低いなどの理由を挙げられている。 

しかしながら、企業誘致における都道府県レベルの助成金は、東京都と沖縄県を除く

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

ファの支援による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。 

 

担当：産業観光部商工振興課 ℡0749-65-8766 
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一般要望１２ 

 

 

◎ 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と雇用の維持 

○ 雇用環境の変化に対応した就職機会の確保と、企業が安定して雇用を維持できる環境

の整備 

（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と雇用の維持 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、社会の様々な場面で変化が求められる

中、雇用に関する状況も様変わりしており、これまでの極端な売り手市場から、来春の

新卒者において採用抑制などの動きがみられ、徐々に買い手市場にシフトしていく兆し

がある。また、影響の長期化により、従業員の雇い止めや雇用の抑制、失業者の増加な

どが懸念され、安心して働くことができる環境が失われることが考えられるため、県に

よる就職機会の確保と雇用を維持するための環境整備をお願いする。 

（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、高校生と

各高校の進路指導教諭等へ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。 

 

担当：産業観光部商工振興課 ℡0749-65-8766 
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一般要望１３ 

 

 

◎ 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。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２９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。市場開場の際は国や県の施設整備補助を活用して整備し

たが、施設・設備更新にかかる国・県の支援策がないのが現状。 

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。取扱高について

は現在、３０億円前後で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。現在は、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、経営はさら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。 

施設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

営状況では市場単独での整備は極めて困難な状況。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、県からの財政支援をお願いしたい。 

 

担当：産業観光部商工振興課 ℡0749-65-8766 
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一般要望１４ 

 

◎ 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、市内ホテル等を活用した、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、市民生活の活性化、高

い経済波及効果など、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。 

○ ＭＩＣＥは、会議開催、宿泊、飲食、観光等の経済・消費活動の裾野が広く、また滞在

期間が比較的長いと言われており、一般的な観光客以上に周辺地域への経済効果を生み出

すことが期待されている。今後、本市においてＭＩＣＥ誘致を進めるにあたり、国際的な

ＭＩＣＥ誘致競争が激化する中、他市との厳しい誘致競争に打ち勝つためには、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。 

○ 本市には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。

当該施設では、毎年、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」が昨年度をもって休止された。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。 

 

【本市の状況・課題】 

○ 本市には、コンベンションホールはないものの、長浜バイオ大学ドーム（滋賀県立長浜ド

ーム）や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、全県的に取組むことが効果的である。 

担当：産業観光部観光振興課 ℡0749-65-6521 
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一般要望１５ 

◎「滋賀県」の認知度向上と誘客を図るための取り組み 
 

 

 

【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） 

（教育委員会事務局 文化財保護課） 

  

（１） 石田三成を主人公としたＮＨＫ大河ドラマ誘致に向けた取り組み、各メディアへの

『滋賀の魅力』にかかる情報発信の働きかけ及び県主導による戦略的かつ積極的なＰ

Ｒ 

（２） 日本遺産である「琵琶湖とその水辺景観～祈りと暮らしの水遺産」、「１３００年つづ

く日本の終活の旅～西国三十三所観音巡礼～」、「海を越えた鉄道～世界へつながる鉄

路のキセキ～」の訴求力の高い情報発信と受入環境の整備 

（３）滋賀県唯一のユネスコ無形文化遺産「長浜曳山まつり」の首都圏及び海外へ向けた情

報発信力の強化 

（４）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について 

（５）琵琶湖岸の雑木伐採と景観向上 

（６）「ビワイチ」公式ルートの拡充 

  
【要望理由】 

 

  

滋賀ブランドの確立や情報発信など、国内外における「滋賀県」の認知度向上が本市の認

知度向上に繋がるため、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り組みが必要。 

（１）大河ドラマの誘致は、地域の知名度向上や観光客増加等の経済波及効果に加え、県民

が地元の歴史や先人達の生き方、考え方等に関心を持つことで、ふるさとに対する愛着

と誇りを高め、また、歴史を活かしたまちづくりに繋げることができる。 

（２）本市には、平成 28 年に日本遺産に登録された「竹生島」、「菅浦の湖岸集落景観」、令

和元年 5 月に登録された「竹生島宝厳寺」に加え、令和 2 年 6 月に「鉄道遺産」として

旧長浜駅舎などが登録され、まさに「日本遺産のまち」となった。これら日本遺産登録

を契機として更なる観光集客、地域活性化を図るためには、構成市町が連携し情報発信

を行うとともに受入体制の充実を図る必要がある。 

（３）滋賀県で唯一のユネスコ無形文化遺産である「長浜曳山まつり」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するとともに、歴史文化を活かしたまちづくり

を全庁的に推進している。今後、更に国内・国外へ広く情報発信するため、県の有する

情報発信チャンネルの有効活用が不可欠。 
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一般要望１５ 

（４）湖北地域では、鉄道利用者の増加を目的として北びわこ周遊キャンペーンが実施され、

周遊バスやツアー造成により、多くの来訪者があり、現在好評を博している。令和 4 年

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。

引き続き観光客を誘致し、宿泊滞在客を確保するためには、二次交通網の整備と魅力あ

る着地型ツアー造成への県の支援が必要。 

（５）自転車で琵琶湖を一周する「ビワイチ」をより効果的な事業に展開するため、また、

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。 

（６）一年を通して四季折々の美しい姿を見せてくれる余呉湖は、湖面が穏やかなことから

別名「鏡湖」と呼ばれており、また、日本最古の天女はごろも伝説が伝わる神秘的な湖

である。近年、写真家の間で余呉湖が注目を集めており、桜・アジサイのシーズンを中

心に一年を通して多くの観光客が訪れる県内有数の絶景スポットである。「ビワイチ」の

公式ルートとして余呉湖を組み込むことは「ビワイチ」のさらなる知名度向上に寄与す

るものと思われる。 

 

【本市の状況・課題】 

（５）自転車の活用推進による持続的な地域活性化を目指すため、平成 30 年 3 月にビワイチ

推進総合ビジョンが策定され、自転車で県内を周遊することを通じて、滋賀の魅力の再発

見、「環境の保全」への意識醸成や「健康の増進」を目指すとされている。 

このようなことから、自転車で琵琶湖を一周する「ビワイチ」が人気を博し、休日には

サイクリングを楽しむ多くのサイクリストの姿がみられるようになってきた。 

しかしながら、本市の湖岸沿線には雑木が繁茂し、雄大な美しい琵琶湖のロケーション

を眺められない非常に残念な箇所が点在する。ビジョンの実現のためには、誘客促進とと

もに周辺環境整備、走行環境の充実が不可欠である。 

（６）余呉湖は、周囲約 6.4km で湖周道路の起伏も比較的少なく、美しい余呉湖と季節のお花

見（桜・あじさい・菜の花）、新緑や紅葉の山々を眺めながらサイクリングを楽しめると

いうことで、観光客を始めサイクリストからサイクリングコースとして好評を博してい

る。 

担当：産業観光部観光振興課 ℡0749-65-6521 
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一般要望１６ 

 

 

◎小谷城スマートＩＣ周辺６次産業化拠点整備事業への支援 
 

 
【提案・要望先】 農政水産部 農政課、食のブランド推進課、

農業経営課 

総合企画部 県民活動生活課 
【要望内容】 

  

(１)農業の６次産業化に取り組む企業の誘致への支援 

 ○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 

(２)農業の６次産業化に取り組む人材の育成への支援 

 ○６次産業化や高付加価値農産物の栽培技術指導等の支援 

(３)地域農林水産振興施設整備計画に対する支援 

 

   
【要望理由】 

 

  

本市では、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

経営の確立や農業に携わる人材の確保や育成が必要。 

（１）農業の６次産業化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。 

（２）農業の６次産業化や高付加価値化に取り組む人材の育成への支援 

本市が取り組む６次産業化や農産物の高付加価値化に資する農業人材の育成におい

て、栽培技術等の習得に対する支援や有機農業・スマート農業等の推進に係る県との連

携が必要。 

（３）地域農林水産振興施設整備計画に対する支援 

本市において、地域再生法（平成 26 年法律第 128 号）の「６次産業化に係る施設等

を整備する場合の農地転用許可の特例等」の活用の検討も進めていることから、地域農

林水産振興施設整備計画の策定が必要な段階においては、県による適切な支援が必要。 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

【小谷城ＳＩＣ周辺６次産業化拠点整備の進捗状況】 

●本市は、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。 

●本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、民間主導により農業を主体とした６次産業化拠点の整備を推進している。 

●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社により「６次産業化拠点整備事業にかかる連携協定」を締結した。 

- 25 -



一般要望１６ 

 

 

【小谷城ＳＩＣ周辺の地域整備の都市ビジョンが明記されている計画】 

●長浜市総合計画基本計画 Ｈ29-Ｒ8 平成 29年 3月策定 

●長浜市都市計画マスタープラン Ｈ29-Ｒ8 平成 28年 12月改定 

●長浜市産業振興ビジョン【第２期】 Ｈ29-Ｒ3 平成 29年 3月策定 

●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 

●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 ℡0749-65-6520 
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一般要望１７ 

 

 

◎ さざなみ一里塚事業の施設管理にかかる支援 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】 土木交通部 道路課 

  

さざなみ一里塚事業の施設管理に関する財政的な支援 

 ○施設・敷地内のゴミ清掃や草刈り、除雪、植栽の葉刈り等の環境美化活動に対する委託

料の確保 

 ○県による計画的な施設整備 

 

   
【要望理由】 

 

  

施設・敷地内のゴミ清掃や草刈り、除雪、植栽の葉刈り等の環境美化活動に対する支援の 

実施 

○道の駅「湖北みずどりステーション」の同一敷地内にある、さざなみ一里塚事業で整備さ

れた県有地（駐車場・植栽等）においては、現在、「道の駅湖北みずどりステーション」

の指定管理者の経営負担により一体的に維持管理に努めているところ。 

○当該施設はビワイチや野鳥観察、夕日の撮影等、年間を通じて利用者が多い施設である。 

○今後も引き続き、適切な維持管理を行う必要があり、所有者である県の責務において必要

な維持管理委託料を確保されたい。 

○また、さざなみ一里塚事業において整備された施設の点検や老朽化の実態把握し、年次計

画を立て、施設整備の予算措置をお願いしたい。 

 

参考 さざなみ一里塚事業で受託していた詳細内容 

 平成 21 年度琵琶湖総合保全協働事業交付金  旧湖北町 

 事業名：さざなみ一里塚事業施設管理  300 千円 

 業務内容：樹木・植込み・芝生における除草作業  6 回／年 

      樹木・植込み・芝生における施肥・殺虫剤の散布  随時 

      植込みの剪定作業  1 回／年 
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一般要望１７ 

 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

さざなみ一里塚事業整備区域図 （湖北みずどりステーション） 

 

◇区画線、道路誘導標示の設置 

       

◇植栽の剪定・管理 

    

◇道路照明灯の電球切れ 

    

担当：産業観光部農業振興課 ℡0749-65-6522 
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一般要望１８ 

 

 

◎ 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。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。 

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。 

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

集中豪雨等により土砂が流出し、河口付近を中心に堆積が進んでいる状況。 

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。堆積による危険な状態を回避し、琵琶湖の水質保全と良好な漁場環境を整えるため、県

による定期的な確認と堆積物の浚渫
しゅんせつ

を実施されたい。 
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一般要望１８ 

 

 

   
【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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一般要望１８ 

 

 

■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 

 

 

 

担当：産業観光部農業振興課 ℡0749-65-6522 

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 
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一般要望１９ 

 

 

◎ 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 

 ○ 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 

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

に流失しており、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。 

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

下しつつある中で、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、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、今後の役員のなり手もなく、またオペレーターの不足など、今後、継続

した組織運営が課題。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。 

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 ℡0749-65-6522 
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一般要望２０ 

 

◎ 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 

  

鳥獣害対策の拡充 

○ 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 

 

 
【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 

これまでに大型台風の影響を受けて倒木が発生し、広範囲で獣害対策用防護柵が破損し

ている。自治会では獣害防止のために防護柵の修繕が必要なものの、高齢化による人手不

足や財源不足により倒木の撤去が進まず獣害が拡大したため、支援を強く要望されている。 

台風等による倒木の撤去費用についても、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。 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

【状況写真】  [倒木による防護柵被害状況] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：産業観光部農業振興課 ℡0749-65-6522 
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一般要望２１ 

 

 

◎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。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。 

令和元年度ではこれまでのヒシ藻に加えてカナダ藻が初めて異常繁殖。除去回数も多

くなり、手間がかかる状況。また、昨年 11 月末から本年２月にかけて、冬に発生する

ことなかったアオコが初めて発生しており、今までになかった異常な状況。 

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

様に河川管理者による除去が必要。 

 

（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。 
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一般要望２１ 

 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

 

  余呉湖のヒシ藻・カナダ藻除去作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ショッカー舟 

余呉湖の外来漁駆除作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  余呉湖の外来漁 

 

 

 

担当：産業観光部農業振興課北部農林振興事務所 ℡0749-82-5902 
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一般要望２２ 

 

 

◎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推進及び事業化 

   県営事業として令和３年度での事業採択と円滑な事業化 

(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 

県営事業として令和３年度での円滑な事業化 

 

   
【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、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。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。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とこ

ろ。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

まう危険性があり、県営事業として円滑な事業化が必要。 

 （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

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
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一般要望２２ 

 

 

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。 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

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

 

 

○事業化要望地区(①②は採択ヒアリング準備中、③は調査業務委託中) 

  ①野村地区(浅井地域) 

   事業区域 長浜市野村町 46.2ha 

  ②杉野地区(木之本地域) 

   事業区域 長浜市木之本町杉野 14.2ha 

  ③横波地区(西浅井地域) 

   事業区域 長浜市西浅井町横波 13.4ha 

 ○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～Ｈ34 

 

担当：産業観光部森林田園整備課 ℡0749-65-6526 
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一般要望２３ 

 

 

◎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 

    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。 

 

 

- 38 -



一般要望２３ 

 

 

   
【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。 

（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、平成３１年４月１日から令和３年３月３１日まで協

定を延長され期間中で 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

れていたが、昨年度、県は保全団体や市とも協議を重ね、現行の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 ℡0749-65-6526 
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一般要望２４ 

 

 

◎ 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・高時川の河川整備の一

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地元協議の早期着手 

（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指定にかかる地元への積極的かつ丁寧な説明 

○浸水警戒区域を指定する場合の適切な避難場所の確保について河川管理者である県が

主体となった整備やその後の維持管理 

○台風襲来前に瀬田川洗堰からの事前放流による琵琶湖の水位低下に向けた働きかけ 

 

 
【要望理由】 

 

  

県は滋賀県流域治水の推進に関する条例（平成 26 年 3 月施行）において、河川整備を流

域治水の基幹的対策として位置付けるとともに、地域で水害に備えたまちづくりを進めるこ

とが明記されている。本市でも人命を守ることを最優先に被害を最小限にとどめるよう、ソ

フト対策をはじめ地域防災力の向上に取り組んでいるところ。 

また、湖北圏域河川整備計画（平成 28 年 9 月策定）で治水・利水・環境の面から河川整

備を進めていくこととされており、地域の河川整備と洪水時避難対策の推進が必要。 

（１）湖北圏域河川整備計画に係る事業の推進 

○長浜市内の河川整備は非常に遅れが生じており計画的な早期実施が強く求められている。 

○県下でも水害リスクが極めて高く、また長期にわたる瀬切れや濁水の常態化の解消、堤防

の補強等の改修が必要。 

○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

れる田川については、改修による浸水リスク低減が大きいため、早急な治水対策が必要。 

○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と台風襲来前の水位低下措置 

○浸水警戒指定予定区域では、個人宅地への支援策のみで対応できるものではなく、河川整

備段階や地域の地形などの状態に応じた現実的な支援策への見直しが必要。 

○琵琶湖の水位が高いときには、湖岸区域を中心に浸水するため台風襲来前の水位低下が必

要。 
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一般要望２４ 

 

 

   
【本市の状況・課題】 

 

  

○長浜市内の河川整備は非常に遅れており、流域住民は長年水害に悩まされてきた。 

○姉川・高時川流域では、平成２４年に公表された地先の安全度マップでは、浸水深３ｍを

超える区域が多く存在。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。長期にわたる瀬切れや、平成２９年の台風から濁水の長期化により流域住民

の利水や生態系・漁業等に大きな影響が生じている。 

○姉川下流では大雨による増水のたびに、堤防からの漏水が発生しており、堤防の補強等の

改修が急務。 

○田川については、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。 

○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。 

○長浜新川整備については、本線下流部及び右支線の通水が完了したことにより洪水被害は

軽減されたが、引き続き本川上流部の治水対策が必要。 

○流域治水条例に基づく浸水警戒指定予定区域の住民は、基幹的事業である河川整備の遅れ

に大きな不満を持っている。県は浸水想定深の設定をされたが、対象地域の危険性を十分

に認識している状況にありながら、長年、河川整備を置き去りにされてきた。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、避難場所の整備を含めた多様で現実的な対

策への見直しが求められている。 

○平成２９年（１０月２２日）の台風２１号襲来時には出水期（１０月１５日）が終了した

ことに伴う琵琶湖の水位が高く、河川からの流入速度、流量に制限がかかり、湖岸区域を

中心に浸水が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

米川による水害（長浜駅前通り：H20.7）    阿弥陀橋上流 瀬切れの状況（H27.8）            

 

担当：都市建設部道路河川課 ℡0749-65-6531 
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一般要望２５ 

 

 

◎ 丹生ダム建設事業の中止に係る今後の対応 
 

【要望内容】 
【提案・要望先】 土木交通部 流域政策局 

  

 平成２８年９月に五者で締結した「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」を順守した今後の対応 

 ○ 地域振興対策を図るための必要な措置を制度化する等、地元の意向を十分に聞き入

れ、最後まで責任を持ち誠意のある対応をするよう、事業主体である国に対して県から

の働きかけ 

 ○ 地元住民の意見を尊重し、住民の立場に立った県の誠意ある対応 

 〇 県における今後の地域振興、地域整備の実施に対する支援策として平成３０年４月１

日に創設された特別交付金制度の柔軟な活用による幅広い事業に対する支援 

 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地域整備を早期に

完了するための財源の確保について、国に対し県からの強い働きかけ 

 

   
【要望理由】 

 

  

○ 水源地域の地元住民は当初ダム建設に反対であったが、国が事業実施を決定し「丹生ダ

ムは、治水、利水を目的とした多目的ダムで、淀川水系にとって必要不可欠である」との

国、県からの度重なる強い説得を受け、ダム建設を容認され、先祖伝来の大切な土地を国

に提供し、無念の思いで墳墓の地を後にされた。 

  しかし、昭和４３年の予備調査が開始されて以来半世紀にわたり国に翻弄され続けた末

に、平成２８年７月に丹生ダム建設事業の中止が決定された。 

○ 平成９年の河川法改正を受けて設置された淀川水系流域委員会が、平成１５年に「ダム

は原則建設しない」との提言を行い、さらに平成１７年には近畿地方整備局が「治水効果

だけを目的とした規模に縮小」との見直し案を示されたが、これらは集落移転を受入れた

方々や流域住民への配慮を欠くものであり、到底受け入れることはできないものであっ

た。 

○ 平成２８年４月に｢丹生ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」についての

意見聴取があり、長浜市としては、地元丹生ダム対策委員会から提出された意見書を尊重

し、早期に丹生ダム建設事業の検証を終了させ、一刻も早く当該地域の地域振興策等様々

な課題解決を図っていただきたい旨の回答書を提出した。 

○ 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、国土交通省が丹生ダム建設事業について「中止」と対応方針を決定する

まで、ダム建設の是非に決着がつかず、地元住民は翻弄され、周辺の森林は放置され荒廃

が進んだ。このような結果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された影響が相当あると考えられる。 

○ 丹生ダム建設事業がこのような状況に至った大きな原因の一つに、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、県が建設推進の明確な方針を示してこなか

ったことがあげられる。 
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一般要望２５ 

 

 

○ 平成２８年９月１１日に締結した「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」の内容を十分に思慮し、半世紀の間、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について、国･県は責任を持ち、誠意ある対応と

最大限の支援をお願いする。 

○ 丹生ダム建設事業は、国策として事業の実施が決定され、滋賀県知事立会のもと、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て進められ、

用地買収および水没予定地集落の移転がすべて完了している状況での「事業中止」である。 

〇 このように地元住民の多大な協力により、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てきたことを国および県は十

分認識する必要がある。 

○ 「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会」において策定される「丹生ダム建設

事業の中止に伴う地域整備実施計画」の実施にあたっては、丹生ダム対策委員会、また地

元の方々の意向に沿って、進捗が実感できる形で、スピード感を持って実施していくため

の国・県の最大限の努力をお願いする。 

〇 丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備における市道等の整備に係る支援については、

既存制度である「社会資本総合事業交付金」にて支援いただいているが、交付金の配分が

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。事業中止に係る地域整備事

業に対し、ダム建設事業の実施および中止を決定した国の責務により、必要な財源を確保

するよう、国に対し強く働きかけをお願いする。 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

〇 昭和４３年の予備調査が開始されて以来、半世紀に亘って国に翻弄され、ダムによる地

域の振興に期待をしていた水源地域は長年の放置から森林の荒廃が進み、河川の濁水の原

因となるほか、河川は増水による護岸の洗掘やいたる所で土砂が堆積し、美しかった高時

川の環境破壊が進んでいる。 

○ 姉川・高時川の中下流部は天井川となっていることに加え、堤防直下に人家が連なった

立地であることから、過去幾度となく甚大な浸水被害を被っている。 

○ 平成２９年８月の台風５号の豪雨の際には、高時川が増水した結果、沿川道路が冠水し

通行不能となったほか、周辺農地に土砂が流入するなどの被害が発生。また、堤体からの

漏水が激しく、姉川・高時川合流地点付近の集落に対し避難勧告を発令するなど、流域住

民の水害に対する不安は強く、安心安全な生活を確保するための早急な治水対策が 

求められている。 

○ 高時川では年間９７日間瀬切れが発生（Ｈ１７年～Ｈ２６年平均）。夏季の瀬切れは、

地下水位低下による生活用水や農業用水への影響をはじめ、水生生物が生息できないなど

の河川環境の悪化をもたらしており、瀬切れ解消に必要な流量を確保するためのダムに替

わる対策が早急に必要。 

担当：北部振興局建設課丹生ダム対策室 ℡0749-82-5904 
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一般要望２６ 

 

 

◎ 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 

〇 令和２年４月に設置した義務教育学校や、学校の適正配置に伴う統合校において、新

校の運営を円滑に推進するための加配措置 

〇 平成３０年４月に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

置についての継続的な配慮 

 ○ 県下で本市が初めて設置した義務教育学校において、特色ある教育活動を推進するた

め、モデル校指定や研究指定等、教育課程編成、学校運営にかかる特段の配慮 

 

   
【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、本市では保護者や地域の意向を十分にふまえ

ながら、義務教育学校の設置や学校の適正配置の取組を進めており、対象となる学校の

運営について、継続的な支援が必要。 

 

 

   
【本市の状況と課題】 

 

  

○ 令和２年４月に設置した義務教育学校「長浜市立虎姫学園」において、教育課程編成

や様々な課題を中心となって調整する加配教員の配置が必須。 

○ 令和２年４月に統合した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

については、教育活動を円滑に進めるために、教職員定数が減少することなく、継続し

た加配措置の充実が必要。 

〇 平成３０年４月に統合した長浜市立七尾小学校と浅井小学校について課題を検証し、

学校の適正配置の取組を推進しているところ。 

〇 平成３０年４月に設置した「長浜市立余呉小中学校」について、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要。 

 

担当：教育委員会事務局教育改革推進室 ℡0749-65-8604 

教育指導課 ℡0749-65-8605 
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一般要望２７ 

 

 

◎ 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適用されたことに伴う、必要な交

付税措置または新たな財政支援 

(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待遇格差を是正し、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３千万円程度増えることが見込ま

れるが、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転嫁できない

ため、増えた人件費の回収は困難。 

○業務の見直しは行ったが、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。 

 ○救急当直、ICU当直、SCU当直など、当直明けの連続勤務の実態、緊急手術等で深夜まで

勤務した翌日の連続勤務など、こうした過重労働を解決するには医師を増員する必要が

ある。 

担当：市立長浜病院事務局総務課 ℡0749-68-2324 
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