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第 4 回（仮称）彦根総合運動公園整備計画検討懇話会 議事録 

 

 日時：平成 27年 2月 26 日（木）9：30～12：00 

 場所：滋賀県大津合同庁舎７－Ａ会議室 

 出席委員（五十音順、敬称略）： 

岩根 順子、植西 正寿、岡田 和男、河上 ひとみ（副座長）、北村 收、西條 智晴、

坂 一郎、佐藤 馨、武田 史朗、辻井 美惠子、原 陽一、松岡 拓公雄（座長）、 

山田 和代、山田 静男 

（欠席委員 一圓 泰成、只友 景士、濱崎 一志） 

（事務局 木村国体準備室長、国体準備室員） 

（彦根市 疋田企画振興部参事ほか５名） 

 配付資料：別添のとおり 

 

【議事録】 

１．開会 

 

２．説明・報告事項 

 

３．審議事項 

（1）公園整備基本構想（案）に対する意見募集の結果について 

 【資料１】：Ｐ2 県民意見募集結果の概要、【資料２】：基本構想（案）に対する意見募

集結果整理表、【資料３】：（仮称）彦根総合運動公園整備基本構想（案）【修正版】を

事務局より説明。 
 
・質疑応答 
（委員） 

【資料３】第 5 章 5-2（2）【基本方針 B】1）休憩・交流（P5-3）で「人びとが集ま

って語り合えるコニュニティー」については、「コミュニティー」に訂正すること。 
 
（座長） 

第 5 章 5-2（2）【基本方針 B】4）環境（P5-4）で、より積極的に県産材を使う旨を

謳って頂きたい。県が環境促進として森林問題に対処しようとしている中で、環境の項

目に木を使うことを記述するのは有効である。「木々による緑化のほか、間伐材等の利

用」という文言を足してはどうか。 
 
（事務局） 

事務局：第 5 章 5-2（3）【基本方針 C】4）自然素材の活用（P5-6）に同様の文言を

入れているが、環境を重視したという観点から P5-4 のご指摘の箇所に入れたほうが良

いか。 
 
（座長） 

環境面からも方針を掲げるため、両方に入っているとよい。P5-6 では、木材だけでな
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く自然素材全体の利用を掲げているため、区別できる。 
 
（全員）：同意 

 
（委員） 

「健康づくり」について（【資料３】P5-6）、現在青少年の卑劣な事件が起こっている

という背景もあり、「心身ともの健康づくり」という表現にして、健康づくりの意味を

深めてはどうか。また、お年寄りと子ども達の交流という所で一緒にゲームをするなど、

深いふれあいができることが、子どもたちの精神面での育成にも有効であり、「お年寄

りと子どもの交流」や「ふれあい」といった表現も加えていただきたい。 
 
（座長） 

第 5 章 5-2（2）【基本方針 B】1）休憩・交流（P5-3）あるいは 2）レクリエーショ

ン・健康づくり（P5-4）のところで加えるとよい。2）レクリエーション・健康づくり

に「子どもからお年寄りまで～」という記載がすでに入っている。 
 
（副座長） 

第 5 章 5-2（2）【基本方針 B】2）レクリエーション・健康づくり（P5-4）の 3 行目

（原文：人々の健康づくりにつなげます）を「人びとの心身ともの健康づくりやふれあ

いにつなげます」という風に言葉を加えてはどうでしょうか。 
 
（事務局） 

「人びとの心身ともの健康づくりやふれあいにつなげます」という表現を基本として

変更するよう考える。詳細の詰めは、座長と最終決定させて頂く。 
 
（委員） 

木を植えると大きくなった時に死角になるので、安全で安心できる施設を目指すべき

である。事件など起こらないように、安全・安心に関わる文言を加えてはどうか。 
 
（委員） 

ポリスボックス（交番）が近くにあると、防犯上の抑止力が高まると思う。同時に、

観光客の案内等もできるとよい。 
 
（座長） 

警備室など、来園者にわかる所にあると抑止効果がある。 
 
（事務局） 

住民説明会で、公園が整備されると 24 時間 365 日、様々な人が出入りするため、外

へ向けた監視カメラの設置を、との意見をいただいた。木に覆われると死角ができるの

で、公園内のカメラも検討が必要だと考えている。設計の段階で検討していきたい。 
 
（座長） 
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監視カメラの設置は大事だと思う。競技場の中の警備室等で監視できるシステムがあ

ればよいと思う。交番を作るのは難しいと思うが、公園の作り方で死角が出来ないよう

にする工夫も大事である。「防犯対策」という文言が必要だと思うが、どこに反映でき

るか。 
 
（事務局） 

第 5 章 5-2 （3）【基本方針 C】 5）住環境に配慮した施設設計（P5-6）の中に、地

域ぐるみの防犯対策、町の安全ということも含めて、住環境を悪くしないようにという

観点で一つ項目を増やしてはどうか。 
 
（全員）：同意 

 
（委員） 

第 6 章 6-2 ○企業との連携の取り組み（P6-2）の一つ目は指定管理者制度の事をイ

メージして書いているのか。二つ目は、“ネーミングライツの導入”と記載がある。 
 
（事務局） 

基本計画の段階で、民間企業との連携として何ができるのかといった可能性を検討す

ることとしており、指定管理者制度の活用も含まれると考えていただきたい。 
 
（委員） 

PFI も含む最適な手法を検討するというイメージを盛り込んでいるのか。 
 
（事務局） 

6 月末策定予定の基本計画の中でその可能性について示したいと考えている。 
 
（委員） 

第 1 回懇話会から一貫して申し上げているが、100 億、200 億投じる施設整備である。

滋賀県経営企画室には申し上げているところだが、国体に限らず、県で公共施設を整備

する際に、最適な手法は何なのかを検討する場が、県には必要だと考えている。 
 
（委員） 

第 6 章 6-2 ○地域住民の理解（P6-2）に関して、彦根総合運動場では、地域住民の

理解が得られておらず、野球場のナイター照明があるのにほとんど利用できず、地域の

学校が大会前等に練習したくても、夜間、十分利用できないという状況にある。せっか

く整備したのに使えないというようなことが現状で起こっているので、十分に説明をし

て整備を進めてほしい。 
 
（委員） 

近隣住民からの苦情が原因ということか。 
 
（委員） 
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夏場に照明をつけると虫が寄ってくるので、周辺の住宅では、虫が入らないように窓

を閉めなければならないなどの苦情があり、照明が利用できないなどの問題が発生して

いる。 
 
（委員） 

施設整備をしてもナイター使用ができないのは致命的だと思う。 
 
（委員） 

陸上競技場は、隣接する住宅地から離すように計画されているので大丈夫だと思うが、

野球場については、そういった問題が起こっている。 
 
（委員） 

各県立学校でも同様の問題があり、照明をつけると苦情が出るため、20 時以降は体育

館の利用ができない。また、剣道など、音を立てると騒音の苦情が出る場合もある。計

画地は小学校が隣接しているので学習の妨げになるなどの苦情がでることが想定でき

る。照明設備を設けない施設では意味がないので、何か工夫が必要ではないかと思う。 
 
（事務局） 

現状の野球場については、大会時、試合が長引いた場合には利用が認められるが、ナ

イター試合をする場合は地元自治会と事前の協議が必要となっており、平成 4 年の改築

当時からそのような状況になっている。県の議会においても質問があり、所管している

教育委員会の教育長が今後何らかの対応をしていくものと答弁している。野球場が自治

会に近接しているという立地のため、住民の皆様が光や音による影響を受けているのは

感じている。ただ、一方で、我々は施設整備する以上「利用ができる施設を作る」とい

うのを第一として考えている。現在の配置計画の中では陸上競技場は周辺住居からは離

れていること、照明についても、外に光が漏れにくい照明など設計上の工夫を考えてい

く必要がある。例えば、長崎県立総合運動公園陸上競技場のように観客席の屋根上に内

側向きの照明をつけることで外に光が漏れにくくできるのではないかと考えているが、

そのような構造にすると屋根が高さ制限を超えることも想定される。高さ制限と照明の

高さ、構造をどうするか、せめぎあいが想定される。施設整備において、使用できると

いうことが第一だと考えているので、地域の理解が得られることが大事だと考えている。 
 
（委員） 

同様に、庭球場は野球場のように自治会近くに寄らない配置検討をする必要があると

思う。 
 
（委員） 

第 5 章 5-2 （2）【基本方針 B】4）環境（P5-4）について、環境に配慮した取り組み

は色々あるが「こういう項目が入っていますよ」というだけで終わるケースが非常に多

い。それぞれの取り組みが、環境デザインや環境学習など利用の仕方にも繋がっていく

ような文章があった方が子ども達の情操教育にも繋がって良いと思う。シンガポールの

大きな公園での事例であるが、水瓶に水を貯めてそれを貯水池に持っていくという大が
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かりな仕組みになっているのだが、これがどのような仕組みになっているかを子どもが

読める高さの看板で説明していたりする。 
 
（座長） 

第 5 章 5-2 （2）【基本方針 B】4）環境（P5-4）には具体の項目が多く入っているが、

ただのお飾りにならないように、敷地全体を使って取り組みをしていることがわかり、

環境学習に繋がるような文章を入れた方が良いということですね。第 6 章 6-2 今後の主

な課題の中に「○環境対策」として入れることも考えられる。 
 
（委員） 

現状で項目としては入っているが、良いデザインにするための取り組みとしては表現

が不足している。 
 
（座長） 

反映できるように、事務局でも考えて頂きたい。 
 
（事務局） 

貴重なご意見なので追記させて頂きたい。どのように明記するかは検討させていただ

きたい。例えば第 5 章 5-2 （3）【基本方針 C】2）歴史性を踏まえた施設づくり（P5-5）
も、公園に来て地域の歴史の勉強ができる取り組みである。環境も同様だが、公園に来

て、学習の面などで得るものがあることは大切である。環境について明記するのであれ

ば、第 5 章 5-2 （2）【基本方針 B】4）環境（P5-4）に「・」を増やし文言を盛り込め

るものと考える。 
 
（委員） 

「全体として美しい環境の中で環境学習ができるような公園づくりにしていく」とい

うような言葉が入るだけで良いのかもしれない。具体性を高めようとした結果、計画項

目がピックアップされたような感じを受ける。 
また、第 5 章 5-2（4）2）ゾーニングのイメージパース（P5-8）で描かれている舗装

が透水性舗装だとすれば確かに環境に配慮していると感じるが、実際の夏場の照り返し

が気になる。あくまでもイメージということだと思うが、エントランス広場からの彦根

城の見せ方をこのようなイメージのものとする必要があるのか疑問である。むしろ、も

っと木を多くして、木陰や舗装部分にも緑を増やすデザインでも良いのではないか。今

後の計画で検討していく部分だと思うが、ただ単に、透水性舗装だから環境に配慮して

いるということではなく、ここに来た瞬間に、環境に配慮する感覚が自ずと持てるよう

な空間になっていることが大事だと思う。 
 
（座長） 

広場については、今後の計画の中で変わってくることもあると思う。事務局には、環

境の項目について精査をお願いする。 
 
（委員） 
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照明の話に戻るが、近隣住民の方に迷惑かからないように最大限配慮した構造にしよ

うと思うと、長崎県立総合運動公園陸上競技場のような全周に観客席がラウンドした形

が音も光も漏れにくいと思う。光や音が漏れて結局使えない競技場にならないように、

コストがかかっても形状などを検討するべきだ。 
 
（座長） 

設計段階でそのような工夫をするのは可能だと思うが、基本構想段階ではそこまで具

体には記載できないだろう。基本計画で、もう少し具体的な話ができればよいと思う。

今、大事なのは「県民意見の反映」と「施設としてしっかり利用できる」という 2 つを

押さえることである。 
 
（委員） 

Ｐ3-5 第 3 章 表 3.3 の観光レクリエーション系の「系」とはどういう意味か。何か、

包括的な意味で使われているのか。 
 
（事務局） 

彦根市都市計画マスタープランで明記されているものである。「系」が必要であるか

どうかは、彦根市で都市計画マスタープランの見直し中であり、そこで検討いただくこ

ととしたい。 
 

（2）公園整備基本計画の構成案について 

 【資料 4】：（仮称）彦根総合運動公園整備基本計画＜構成案＞を事務局より説明。 
 
・質疑応答 
（座長） 

次回の懇話会では基本計画〈構成案〉の第 2,3 章を中心にご説明頂くとのことだが、

公園内の配置計画や公園全体のイメージが提示されると考えてよいか。 
 
（事務局） 

そうように考えている。 
 
（座長） 

２点、気になる点がある。まず第 1 種陸上競技場の高さの問題だが、高さ 15ｍ規制が

ある中で、20ｍ程度の高さの案になるのか、何か 15m 規制に対して考え方が示される

のか。また、庭球場の位置・規模について、彦根市との協議などで、金亀公園に移設で

きればと思うが、配布資料の配置計画原案は最終決定となるのか。 
 
（事務局） 

庭球場の位置については、後ほどご意見をいただきたい。高さについては、他事例を

研究し、15m を目標に抑えていくという方向で検討したいと考えている。設計段階では

ないので、はっきりとした高さの値までは出せないが、概ねどれぐらいまでなら抑えら

れる、という目安はお示ししたいと考えている。 
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（委員） 

地権者との協力や調整事項として、例えば地権者が畑を持っている場合、いつまで耕

作できるのか等に対する方針を基本計画内に盛り込むべきではないか。 
 
（事務局） 

第 4 章 4-2 事業プログラムの作成の全体スケジュールの中で、用地取得等についても

流れを整理したいと考えている。それと関連して地権者との協力等も反映できたらと思

う。 
 
（委員） 

第 2 章 2-1（5）地盤対策の概略検討とあるが、ほかに、開発関係になるので排水計

画をしっかりする必要がある。周辺の公共施設に影響のない排水計画を基本計画の中で

抑えて頂きたい。 
 
（事務局） 

排水計画もお示ししたいと考えている。 
 
（副座長） 

第 4 章 4-2 事業プログラムの作成で、事業スケジュールとして基本構想（案）の第 6
章 6-1 公園整備スケジュール（P6-1）の検討を見ると概ね 2021 年ぐらいに完成となっ

ている。県は 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの練習会場等に手を挙げて

いると思うが、それに関連して 2020 年に間に合わすというのはどうか。 
 
（事務局） 

県は 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの合宿利用の誘致を始めている。

本計画施設はもちろん、他の施設整備も含めて2020年は目指すべき1つの指標である。

しかし、当公園整備事業については、土木関係の公園整備と建築関係の施設整備を合わ

せると、どうしても工程上 2020 年には間に合う見込みがないと言わざるを得ない。 
 
（委員） 

第 1 種陸上競技場の高さについて、高さ・建設費・収容人数はだいたい関連してくる

と思うが、建設費をある一定程度見込んだ中で、高さを低くして両サイドは芝生にする

となると収容人数が減ることが想定できる。その辺りのバランスを考えながら計画を立

てて頂きたい。長崎県立総合運動公園陸上競技場はスタンドが全周まわっていて雨が降

っても観客が屋内移動（メイン、バック、サイドスタンド間の移動）でき、収容人数 2
万人で J リーグ対応もできているので、参考になると思う。 

 
（事務局） 

収容人数は、基本構想の中で 1 万 5 千人～2 万人と示しているが、基本計画では 2 万

人とお示しすることを考えている。収容人数と施設規模は一定リンクすると思うが、一

方で他の第 1 種陸上競技場は 30m 級が多い中で長崎は 23m におさまっており、観客席
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の 2 階部分を 1 階に重ねる構造としていることも一因と考えられる。また、個人的な意

見ではあるが、第 1 種陸上競技場に全周屋根をつけると、メインの観客席から彦根城が

見えなくなることも考えられる。現在 CG（コンピュータグラフィック）でどの視点場

から彦根城がどう見えるか、あるいは彦根城から第 1 種陸上競技場がどう見えるのか等

を検証しようとしている。次回、「これぐらいの高さのものが建築されたらどう見える

か」という資料も、併せてお示しできればと考えている。 
 
（委員） 

第 1 回懇話会の現地視察の際、野球場の照明灯が 35m ということだった。野球場は

このまま存置で使用されていない 35m の照明灯も存置される。一方、規制による 15m
の高さ制限があり矛盾を感じるが。 

 
（事務局） 

照明灯については工作物という取扱いのため、彦根市と協議の上での設置とはなるが、

風致条例の高さ規制の対象とはならない。ただ、だからといって、建ててもよいのかと

いう議論はしていきたい。 
 
（委員） 

高さ規制 15m にこだわると収容人数等に影響出てくるので、柔軟に考えなければい

けないと思う。 
 
（委員） 

施設配置図に関して、第 1 種陸上競技場を西寄りに配置しているのは、彦根城から見

た景観上の配慮、世界遺産登録を考慮してのことだと思う。彦根城天守閣から大洞弁財

天までが景観上非常に重要であり、ユネスコからもこの 1ｋｍ範囲に 20～30m の建物

を建てれば世界遺産登録は難しいと聞いている。このように配置検討された結果、景観

上はクリアできたと考えるが、次の問題である高さがどうなるのか教えていただきたい。 
 
（事務局） 

本計画敷地全体が風致条例で規制される地域なので、計画敷地の何処に配置しようと

しても高さ規制 15m という規制はある。 
 
（委員） 

収容人数 2 万人で、高さ 15ｍに抑えるのは難しいのでは。 
 
（事務局） 

高さを低くすることによって、人員を減らさなければいけないのか、その点も含めて

検討したいと考えている。 
 

（座長） 
現在決定している風致地区の条例を変更するのは、景観審議会でも審議していかなけ

ればならない。ボリュームとして入らないものは入らないので、様々な工夫をするだと



9 

か、色々な理由付けが必要であり、必要であれば変更も検討しなければならない。東京

の新国立競技場では、もとの規制を大きく変えてしまったことで問題となっており、景

観審議会では同様の問題が起きないように注意している。国体・建設に向けて動かなけ

ればいけないので、色々なアイデア等を探す段階だと思う。 
 

 

（3）その他：施設配置（案）について 

 【その他】：施設配置（案）４案を示し、それぞれの案について事務局より説明。 
 
・質疑応答 
（座長） 

パブリックコメントのゾーニング図より具体的な検討が進められているということ

かと思うが、図面上の緑の線は 8m 程の幅をとった緑地帯で木を植えていくという考え

でよいか。 
 
（事務局） 

現段階としては 8m 程度の一定幅をとっており、垣根や低木とするか高木を植えるか

は今後検討する。場合によっては狭めなければならない箇所もあると思う。 
 
（座長） 

庭球場の上（近江高校側）に緑地帯が通っているがこの部分は人が通れるか。 
 
（事務局） 

通ることを想定している。 
 
（座長） 

そうすると、庭球場周辺動線としてはこの緑地帯を通るか、庭球場と野球場の間の部

分を通るかになる。庭球場にはネットを設置すると思うが高さはどの程度か。 
 
（事務局） 

ネットは、現状と同程度の 3m 程となる見込み。 
 
（座長） 

3m 程度であれば、それほど景観上気にならないと思う。6 面コートが２列並び、間

に観客席を設置するレイアウトの場合、中を通り抜けできるのか。 
 

（事務局） 
真ん中に観覧席を設けるタイプをイメージしているが、通路の通りぬけは想定してい

ない。 
 
（座長） 

その場合、庭球場の周囲が狭く、第 1 種陸上競技場から第 3 種陸上競技場に移動する
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際に、動線が交錯しないか気になる。 
 
（委員） 

現芝生広場と住宅街の間の三角形の土地買収は難しいか。ここを取得できれば、公園

の配置もスムーズになると思う。全部でなくても、一部分だけでも難しいのか。 
 
（事務局） 

該当地は民家もいくつか建っており、買収は非常に困難と見込まれる。移転等含める

と相当な費用が見込まれ、国体までの期間を考慮し、県としては断念している。 
 
（委員） 

私は滋賀陸上競技協会に席を置いている。パブリックコメント等では体験談や推測で

の意見が出ている。今月末に、日本陸上競技連盟の技術検定員の長が滋賀県に来られ、

各配置案について提示の上改めてご意見を伺いたいと思っている。原案に対しての意見

で第 1 種陸上競技場と補助競技場が離れすぎではないかという意見があり、また、真ん

中に庭球場があるので、第 1 種陸上競技場の活用が十分かどうか考えている。また、参

考１案は、第 1 種陸上競技場と補助競技場が引っ付きすぎで避難誘導や緊急時対応時の

避難経路確保が難しいのではないかとの指摘も想定できる。本日の参考意見を含めて日

本陸上競技連盟と協議し、それを滋賀県に報告させて頂きたいと考えている。 
 
（委員） 

議論の中で西風が強いと競技の記録が「参考記録」で終わってしまうという問題があ

った。それを最大限考慮しようとすると原案が最適だと思う。本計画地近くに住んでい

るため年中風の方向を感じている。参考３案になると配置が変わってきてこれで北西の

風が吹くと追い風になるので、そのような観点から見ると原案が一番良いと思う。 
 
（委員） 

本計画敷地に近江高校グラウンドが隣接しているが、こちらはほとんど野球の練習場

として使用されている。現状、野球のボールが市民体育センターの屋根に当たる、陸上

競技場の中に飛んで行くという問題がある。配置検討には、近隣の施設がどのような影

響を及ぼすかも考慮いただきたい。実際、近江高校グラウンドで練習試合等をする際は、

隣接する城北小学校にファウルボールが飛んでも人に当たらぬよう人を配置するなど

対応している。 
 
（事務局） 

隣接する小学校と第 1 種陸上競技場が近くなるため、しっかりとした緑地帯に大きな

木を植えるなど近隣への配慮が必要と考えている。今後の基本設計の中で周辺の施設も

考慮しながら決めていきたい。まずは、ベースになる配置を早く確定したいと考えてお

り、本日ご意見をいただきたい。 
 
（座長） 

段階的にはおおよその配置、その後個別の配置と考えましょう。あくまでも原案をベ
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ースに考えるということでよいか。 
 
（委員） 

先ほどの委員のご意見では、原案は第 1 種陸上競技場と補助競技場が離れているとお

話があったが、国体開催を想定した場合の選手団控所の位置も重要となる。原案であれ

ば、例えば庭球場を選手団控所にすれば第 1 種陸上競技場、補助競技場への動線が取り

やすいと思う。参考１になると第 1 種陸上競技場と補助競技場は近いが、国体開催時の

選手団控所を庭球場とした場合の動線が取りにくい、遠回りになってしまう。障害者選

手団の利用の観点からすると、原案が良いと思う。参考１でもう 1 つ、野球場を国体開

催時選手団控所とする事もできると思うが、メインとサブの競技場が隣接していると選

手達のモチベーションが上がらないということが懸念される。そういった面を考慮する

と、第 1 種陸上競技場と補助競技場は離した方が良いという見方もあり、私は原案が一

番適した配置だと思う。 
 
（委員） 

配置を検討するに当たっては、施設を図面上の緑地帯 8m に最大限近づけ、他の部分

の効率を良くしながら各案のメリットを出していく表現となっていると思う。原案の場

合、第 1 種陸上競技場や庭球場は北側に、補助競技場は西側に押し寄せられている形だ

が、実際には、寄せられている側の緑地帯 8m＋αのうちに、どのくらい気持ち良い動

線空間を造ることができるか、体験する人たちに第 1 種陸上競技場から補助競技場に行

くときに気持ち良く通ってもらうことが重要となる。そういった線的な空間のつなぎ部

分を重視しながら、そのうえで、軸となっている中心部分の空間を最大限確保していた

だくよう配慮してもらえばよいと思う。 
 
（委員） 

軸線が県道から直角となっており、エントランス軸に並木をいれる計画ということだ

が、エントランスの軸線上に庭球場があり観覧席が見えているのは景観や動線上は良く

ないのでは。選手も一般公園利用者も集まる場所としてエントランスは必要だと思う。

これらを考慮した形で庭球場等の配置、そしてエントランス軸はどのように見えるのか、

検討して頂くのが良いと思う。 
 
（座長） 

高さ的に長崎県立総合運動公園陸上競技場と同等でいくと西側住宅地が暗くなって

しまう。住宅地から見た時の圧迫感や風が吹いた時どうまわっているのか検討を加えた

ほうが良いと思う。 
 
（委員） 

国体開催時の各都道府県のテントはどこに設置するのか。 
 
（事務局） 

選手の控所には、一般的に運動会で使用されるようなテントが 50 張ぐらい設置する

イメージとなる。また、「おもてなし広場」と呼ばれる、来場者の方々に県の物産や食
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べ物を提供するかなり広いスペースが必要となる。あとは、集団演技する方々の待機所

等非常に広いスペースがいくつも必要になってくる。国体開催時は野球場、庭球場、開

会式の時は補助競技場を使用し、近江高校・城北小学校のグラウンド、場合によっては

金亀公園も一部をお借りする事になるかもしれないと考えている。先ほどの委員のご意

見も踏まえ、具体的な配置についてはこれから検討していきたい。 
 
（座長） 

基本計画に向けて様々な課題はあろうと思うが、基本的に事務局の示した原案で進め

ていくことに異論は無いと思う。 
 

（座長） 
様々な観点からのご意見ありがとうございました。本日で基本構想段階の議論は終わ

りとなる。今後、3 月末の策定に向け県で最終調整がされますが、本日いただいた意見

については、事務局での検討結果について、私としても漏れがないように確認させてい

ただく。 
 

４．その他 

・基本構想策定に向け、庁内協議・県議会での報告等を済ませ、3 月末に基本構想策定・

公表する予定。 
・並行して基本計画の検討を進める。懇話会は今後、4 月、5 月の 2 回の開催を予定。 

 

５．閉会 

 

以上 


