
H261219自治会長説明会【滋賀県】

番号 意見・情報等（概要）
意見・情報等に対する考え方
（説明会での回答要旨）

1
野球場は改修するのか。 野球場の改修は考えていません。

2
プールは彦根市内に作るのか、市外か。 プールの利用見込み等を考慮して、県内全体で場

所を決めていくことを考えています。

3
市民体育センターの移転は県が行うのか。補
償によって市が行うのか。

駐車場も含め、これから彦根市と協議させていた
だきたいと考えています。

4

市民体育センターは新しい公園内に設置する
ことはできないようだが、国体開催時におけ
る雨天時の利用を考えると、ここから離れる
と意味がなくなると思う。

法律上の制約から新しい公園内に体育センターを
設置することは無理なので、他の場所に移転して
いただくことになります。

5

高校や小学校のグラウンドを市道の北側へ移
転する方法もあるのではないか。そのうえ
で、今回計画されようとしている道路はさら
に北側に移動してはどうか。県ができなけれ
ば、市が公園整備としてする方法もあるので
はないか。

学校のグラウンド等の移転については、相当の費
用と時間を要することから拡張の範囲から除いて
います。

6
高校の東側の道路はどうするのか。 通学路として利用されており、今後、市教育委員

会と協議していきたいと考えています。

7

三の丸自治会と陸上競技場の間の通路をその
まま通学路としておくのは防犯上良くない。

当該通路は近江高校が所有しているもので、現在
のところ、この通路は公園整備の対象範囲に含め
ていません。

8

東側の道路は生活道路であり、緊急車両の通
行を考えると、この道は公園の駐車場へのア
プローチの道としてもらっては困る。駐車違
反対策についても検討して欲しい。

駐車場の出入口については、生活道路への影響が
なるべくでないよう、今後関係機関とともに検討
していきます。駐車違反対策については、警察と
の連携など今後検討します。

9

駐車場は３か所計画されているが、車のまま
公園内で行き来できるのか。

公園の管理用車両や緊急車両等を除き、一般車両
は一旦外へ出てから移動してもらうことを考えて
います。

10

公園の周囲には柵を設置しないのか。 緑地緩衝帯の整備のほか、入り口以外には柵や
木々で公園の外と行き来できないようにしたいと
考えています。

11

原松原線は彦根インターチェンジからどこに
つながる予定か。

古沢町の大型商業施設（イオンタウン等）の裏側
を通り、公園の南側の４車線の県道（国道8号古沢
町交差点）につながる計画です。

12
第１種、第３種陸上競技場はナイター設備を
設置するのか。

陸上競技場としての公認を受けるため、第１種に
ついては照明設備を設置する必要があります。

13

都市計画道路の整備により利便性は良くなる
かもしれないが、それだけではダメ。やはり
公園南側の４車線の県道をメインとして利用
するように考えて欲しい。

交通アクセスについては、今後慎重に検討してい
きたいと考えています。

質疑応答の概要



H261223住民説明会【滋賀県】

番号 意見・情報等（概要）
意見・情報等に対する考え方
（説明会での回答要旨）

1

地元自治会の代表者が県の検討懇話会の特別
委員として第３回に特別参加するのか。

検討懇話会は全体で６回を予定しており、第３回
から６回まで委員として参画していただきたいと
考えています。

2

松原町住民の避難所になっている体育セン
ターがなくなることへの対応はどうなってい
るのか。

体育センターは公園整備計画に取り込んだ形に
なっており、彦根市でも対応の検討を始められて
います。移転先については、施設所有者の彦根市
で確保していただくよう協議していきたいと考え
ています。

3
小学校に通う子供たちの安全対策はどうなっ
ているか。

子どもたちの交通安全確保については、彦根市で
市道の拡幅を検討されているところです。

4

プールは他所での整備を検討する予定とのこ
とだが、彦根市内に作るのか。

プールの移転先は彦根市を含め全県域を対象と
し、管理運営の面から人口密集地域での整備を主
にして来年度検討していきたいと考えています。

5

建築設計の業者選定は、コンペか。 業者選定はコンペ方式かプロポーザル方式により
行うことになると考えています。複数の業者から
提案をいただくという手法であり、単に金額面だ
けで選定することは考えていません。

6

陸上競技場は使いやすさや機能、安全性も大
切だが、景観との調和の課題もあり見た目も
大切。いいものができて皆に褒めてもらえ、
訪れてもらえるような施設にして欲しい。ど
のようなプロセスで進めていくのか。

建築については、平成28年度以降に具体的な設計
に取り掛かる予定です。このため、来年度は設計
に向け有識者等による懇話会のほか、さまざまな
方の意見を入れてどのような競技場にしていくか
を検討する予定です。

7

５６国体では国体開催の２年前に高校総体が
開催されたが、今回はどうなるのか。

次回滋賀県がメインとなって実施する高校総体は
国体開催の次年度の平成37年度の予定です。国体
開催の前年にはなんらかの大会をリハーサルを兼
ねて開催する予定であり、今後大会の種別につい
て検討します。

8

工事期間中、工事車両等は頻繁に出入りする
ことになるが、学校の子どもたちも含めた安
全確保についてどのように考えているのか。

工事車両等に関する情報は、あらかじめ地域の皆
様や学校にお知らせし、安全確保に努めたいと考
えます。

9

工事中や供用による騒音等についてどのよう
に考えているのか。

騒音や日影、電波障害などについて、あらかじめ
生活環境等への影響を調査し、影響への対処の方
法を検討したうえで、地域の皆さまに説明してい
きたいと考えています。

10

区域の確定の前に地権者への説明がない。地
権者を無視しているのか。

県として、周辺の住民の皆さまへの説明も必要と
の考えから今回住民説明会を開催させていただい
たところです。今後、地権者への説明もきちんと
させていただきます。

11

東側の農地の嵩上げについて、排水管の設置
業者も決まっており、春からは用排水工事に
も取り掛かる予定です。これまでまったく相
談もない。

年明け早々にも土地改良区（嵩上委員会）や地権
者の皆さまと相談させていただきます。

質疑応答の概要



H261226住民説明会【滋賀県】

番号 意見・情報等（概要）
意見・情報等に対する考え方
（説明会での回答要旨）

1

船町交差点では道路が曲がっているため、右
折が非常に危険。国道８号の外町交差点も渋
滞がひどく、国体開催時にはより渋滞する懸
念がある。

周辺の県道は公園へのアプローチも含め今後道路
管理者とも協議し対策を検討していきます。外町
交差点の渋滞対策は県事業の原松原線のバイパス
整備により一定緩和できると考えています。

2

現在の運動場は小学校の運動会や、駐車場を
廃品回収時に使ったりしたが、公園整備計画
は地域にメリットがあるのか。

地域の方が公園を気軽に使ってもらえるような環
境を作っていきたいと考えています。

3

公園への出入り口を教えて欲しい。 今後、皆さまのご意見をお聞きするなどして、出
入り口の設定など使い勝手の良い公園として計画
していきたいと考えいます。

4

国体後の有効活用を考えると、気軽に使用で
きることが大切である。県の施設は手続きが
面倒で使いにくいと思う。

県として多額の費用をかけて運動公園を整備する
ので、国体後の有効活用をしっかりと考えます。
都市公園なので、自由に入ることができるが、自
治会や彦根市などと施設利用について協議してい
きたいと考えています。

5

敷地拡張の部分に畑をもっている。地主とし
ての立場から今後のスケジュールを聞きた
い。

地権者の方にはなるべく早く説明させていただ
き、平成29年度末までには土地を提供いただける
よう進めていきたいと考えています。

6

県の有識者による検討懇話会の予定を教えて
欲しい。

公園整備の基本構想を策定するにあたり、検討懇
話会は年度内にあと１回開催する予定です。その
後、基本計画の策定に向け、平成27年度には検討
懇話会を２回程度開催する予定です。

7
城北学区全域に説明会の案内を出して欲し
い。

説明会の案内の対象範囲については、城北学区全
域とする方向で彦根市と相談します。

質疑応答の概要



H261219自治会長説明会【彦根市】

彦根市に対する意見・回答

番号 意見・情報等（概要）
意見・情報等に対する考え方
（説明会での回答要旨）

1

高校野球など開催されると道路が渋滞する。
新設道路など検討しているか。

都市計画道路の整備を検討していくことになって
います。方向性としては、高校前の道路を拡幅し
湖岸道路までつなぐ道路と、県のプールの西側の
道路で、来年度検討します。

2

高校や小学校のグラウンドを市道の北側へ移
転する方法もあるのではないか。そのうえ
で、今回計画されようとしている道路はさら
に北側に移動してはどうか。県ができなけれ
ば、市が公園整備としてする方法もあるので
はないか。

市単独での整備は考えておりません。

3

地元の者からすると道路の渋滞は迷惑であ
る。一本でよいので、幹線道路にアクセスす
る道路をつなげて欲しい。

総合運動公園周辺の渋滞対策については、平成27
年度に策定予定の都市交通マスタープランにて、
市内の交通網を総合的に考える中で検討を行いた
いと考えています。一時的な交通量の増加につい
ては、郊外での駐車場確保や誘導看板による対応
も含めて総合的に検討する予定です。また、県に
対しては、引き続き原松原線の早期完了を要望し
て行きたいと思います。

4

都市計画道路の整備に関して、現在の道路は
小学校の通学路でもあり、通勤時間帯と重な
る。子どもたちが危険にさらされることのな
いよう安全確保を前提として計画して欲し
い。特に道路横断箇所等については十分安全
確保を図って欲しい。

２車線で歩道も設置し、警察等と協議しながら誰
もが安全で安心して通行できる道路を整備してい
きたいと考えています。

5

都市計画道路の新設について、今でも朝夕の
通勤時間帯に抜け道として使われており、小
学校前の道路にも入ってくる。通学時間帯と
かち合うので、交通安全については十分に検
討して欲しい。

２車線で歩道も設置し、警察等と協議しながら誰
もが安全で安心して通行できる道路を整備してい
きたいと考えています。

質疑応答の概要



H261223住民説明会【彦根市】

彦根市に対する意見・回答

番号 意見・情報等（概要）
意見・情報等に対する考え方
（説明会での回答要旨）

1

体育センターは地域の子供たちが利用してき
た。平成２９年の解体までに新たな施設がで
きるのか。

来年度、建設場所や規模等を全市的に検討する予
定です。

2

体育センターの新設について、県から補償さ
れたりするのか。

今後体育センターの移転が正式に決まれば補償等
について、滋賀県と協議させていただく予定で
す。

3

旧松原側の道路は大黒川の河川堤防を舗装し
た簡易なものであり、工事車両等の通行に対
応できないと考える。

市としては、国体の開催に向けて、大黒川沿いの
道路を拡張整備するよう検討していきたいと考え
ています。

4

周辺道路の拡張も含め、交通渋滞への対策に
ついてどのように考えているのか。

会場周辺の道路整備について、小学校前の道路を
拡張し、湖岸道路まで接続させることを検討して
いきたい。これらの道路の整備については、都市
計画の必要な手続きとともに、会場整備と併せて
住民の皆さまに説明しながら進めていきたい。

5

高校前の道路を湖岸道路までつなぐと聞いた
が、耕作のため、集落から道路を横断して北
側の耕作地へ移動しなければならないが、交
通量を考えると、高齢者にとって非常に危険
である。

具体的な法線は、これから決めていくところです
が、計画している道路は２車線に歩道のある道路
を検討しています。交通安全については、警察と
も協議して信号機等による対応も含め検討しま
す。

6
西側の大黒川は道路工事とあわせて護岸工事
も行うのか。

大黒川の改修については、左岸の道路拡幅とあわ
せて、修繕が必要な個所の改修を考えています。

7
大黒川の暗渠化は考えているのか。 大黒川を覆うようなことは考えていません。

質疑応答の概要



H261226住民説明会【彦根市】

彦根市に対する意見・回答

番号 意見・情報等（概要）
意見・情報等に対する考え方
（説明会での回答要旨）

1

公園周辺の道路や河川が変わるのか。 高校前の道路は拡幅し湖岸道路につなぎ、大黒川
沿いの道路も同様に拡幅したいと考えています。
大黒川と大洞川の護岸は老朽化していることか
ら、補修等を考えていますが、埋めたり蓋等で
覆ったりはしません。計画道路との交差部につい
ては、橋梁を架け替えますが、橋梁を新たに架け
ることは考えていません。

2

周辺の交通渋滞がひどい。交通渋滞への対策
は考えているのか。

平成２７年に策定予定の都市交通マスタープラン
で、会場周辺を含めた渋滞対策の検討を行いま
す。一時的な交通量の増加については、郊外での
駐車場確保や誘導看板による対応も含めて総合的
に検討する予定です。

3

南北の幹線道路は湖岸道路と国道８号しかな
く、休日は道路渋滞がひどい。国体開催時は
渋滞で止まってしまうのではないか。新たな
道路を検討して欲しい。

新たな南北方向の幹線道路整備は非常に難しいと
考えています。渋滞対策については、都市交通マ
スタープランで市内総合的に計画していきたいと
考えています。国に対して米原バイパスの早期延
伸について要望しています。

4

学校前の市道を湖岸道路までつなぐと居住地
と農地が分断される。低速の農機で横断でき
るか。周辺農地の環境整備の観点についてど
のように考えているのか。

今後の検討課題とさせていただき、相談もさせて
いただきたい。

5

拡張予定の市道や小学校や高校の排水は干拓
の排水路に流れているが、土地改良区がすべ
てお金を出して排水している。費用は１年間
で何百万円かかっている。この際、それらの
排水を直接琵琶湖に流すことを考えて欲し
い。

排水経路を調査し検討するとともに、土地改良区
にも相談させていただきたい。

6

災害時の避難場所になっている体育センター
がなくなるが、その場合の避難場所について
どのように考えているのか。

市内６４施設の指定避難場所のうち、国体主会場
周辺地域におきましては、他地域に比べて指定避
難場所が多い状況ですが、新設される第１種陸上
競技場の屋内スペースにつきましても、避難場所
として利用できるよう県に要望してまいります。
また、市民体育センターの新しい建設場所や規模
等につきましては、来年度検討する予定ですが、
その結果を含め、今後も引き続き、住民の居住状
況に応じた避難場所の確保に努めてまいります。

7
東側地域から小学校に行くのに、大回りする
必要がある。

小学校の通学路確保について県と協議していきま
す。

8
体育センターの建て替えなら良いが、施設自
体がなくなるのは困る。

今後の市民体育センターの新しい建設場所や規模
については、来年度に予算を要望して検討したい
と考えています。

質疑応答の概要


