
志津学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年８月３日（土）午前１０時～  開催場所：市立教育研究所 研修室 

参加者数：高穂中学校区 ２１名（うち志津学区 ８名） 

 伸ばすところ 変えたいところ 進めたいこと 行政がやること 地域でできること 

①土地利用 〇緑を残しつつ開発の促進 〇商業施設の誘致場所の検討    

②道路・交通 〇交通アクセスの充実 

〇公共交通の拡充 

〇まめバスの再運行 

〇市営バスの運営（高齢者対策） 

〇主となる道路が少ない 

〇安全な通学路 

 〇道路整備 

〇通学路の交通安全 

 

③公園・緑地 〇豊かな自然を守り育てるまち 

〇田園等を残してほしい 

〇旧草津川跡地の利活用拡大 

〇志津運動公園の建設 

〇公園の整備 

〇団地内公園を廃止し、ま

とめて大きな公園を 

〇児童公園の充実 

〇自然の維持管理に手間

をかける 

〇志津の自然の保守 

〇区間６の早期整備 

〇運動公園の早期整備 

 

④河川・ 

下水道 

 〇金勝川、新草津川上流の浚渫 

〇河川・水路の排水路の改修 

〇天井川の平地化 〇金勝川、新草津川上流

の平地化、利用を早期

に進める 

〇中・小河川の保守 

 

⑤都市防災・

防犯 

〇防犯対策   〇通学路の防犯対策  

⑥都市景観      

⑦住宅・ 

住環境 

〇人が安心して住み続けられる

まち 
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志津南学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年８月３日（土）午前１０時～  開催場所：市立教育研究所 研修室 

参加者数：高穂中学校区 ２１名（うち志津南学区 ５名） 

 伸ばすところ 変えたいところ 進めたいこと 行政がやること 地域でできること 

①土地利用 〇駅前開発の推進継続 

〇宿場・本陣をより人が集まるよ

うに 

    

②道路・交通  〇交通網の見直し（人口増加に追い

付いていない） 

〇北一面の幹線道路の拡幅 

〇山手幹線の安全対策 

〇交通渋滞の解消 

〇自転車通行ルールの強化 

〇交通渋滞対策 〇交通網の充実  

③公園・緑地  〇草津川のイベント活性化   〇環境整備ボランティア活動 

④河川・ 

下水道 

〇琵琶湖の水辺、草津川跡地の環

境を維持し、緑を増やし、子ど

もたちが集まれる場所に 

    

⑤都市防災・

防犯 

〇防犯・防災の取り組み    〇防災、自衛消防隊の設立 

⑥都市景観  〇街並み改善、緑被率や維持費支援    

⑦住宅・ 

住環境 

 〇空家の管理、ルールの見直し 〇空家対策 〇空家対策  

 

  



草津学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年７月１６日（火）午後７時～  開催場所：草津市役所８階 大会議室 

参加者数：草津中学校区 ２６名（うち草津学区 ６名） 

 伸ばすところ 変えたいところ 進めたいこと 行政がやること 地域でできること 

①土地利用  〇マンションはもういらない 〇マンションをつくらせない   

②道路・交通  〇道路交通をスムーズに 

〇公共交通の便を増やす 

〇まめバスの便数増加 

〇道路の拡幅 

〇渋滞緩和 

〇車がなくても住めるまち 

 

〇狭あい道路の解

消 

 

③公園・緑地 〇歴史と自然 

〇de愛ひろばで市民活動 

〇de 愛ひろばで市民活動をす

る場所 

〇市民活動をする場所がない 

〇公園を増やす（避難所） 

〇de 愛ひろばで

活動棟をつくる 

 

④河川・ 

下水道 

     

⑤都市防災・

防犯 

 〇東草津地区避難所 

〇草津西防災倉庫 

〇防災センターをつくる 〇東草津、西草津

防災倉庫 

〇地域防災力を上

げる 

⑥都市景観 〇本陣を中心とした宿場町の伝統 

〇古い街並みがあるまちが良い 

    

⑦住宅・ 

住環境 

     

 



大路区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年７月１６日（火）午後７時～  開催場所：草津市役所８階 大会議室 

参加者数：草津中学校区 ２６名（うち大路区 １１名） 

 伸ばすところ 変えたいところ 進めたいこと 行政がやること 地域でできること 

①土地利用 〇商業発展、経済成長 

〇大都市に近い立地の活用 

〇若者が集まるまち 

〇駅近の土地の有効活用 

〇マンションの乱立 

〇草津駅周辺は飲食店が多すぎる 

〇大型跡地（警察、保育

園・幼稚園）の有効活

用 

  

②道路・交通 〇草津駅を中心とした東西線の充

実 

〇ガードレールの設置 

 

〇計画的な道路整備、見直し 

〇道路混雑（東口駅前の朝夕など） 

〇道標の整備ができていない 

〇東口商店街道路の通行時間帯、歩行

者道路の確保 

〇草津駅前の広場が狭い、駐輪場問題 

〇駅西口の立体化、エレベーター整備 

〇市内を回るバスを無料に 

〇駅を中心とした東西

道路整備 

  

③公園・緑地 〇町中緑化 

〇町中にベンチ設置 

〇市運営の喫茶店 

〇緑地が不足、駅周辺の緑化 

〇子どもが自由に遊べる空間が少ない 

〇老人が集う場所を多く 

〇de愛ひろばを利用しやすいように 

〇憩いの場をもっとつ

くる 

  

④河川・ 

下水道 

     

⑤都市防災・

防犯 

〇安心して住むことができる対策 

〇防災訓練 

〇駅前に防犯カメラが多く、安全・

安心のまちづくりができている 

〇防犯パトロールの強化 

    

⑥都市景観 〇宿場町としての文化遺産の活用 〇観光都市（街並みがくずれてきてい

る） 

〇（駅周辺）緑化対策（景

観）をもっと進める 

  

⑦住宅・ 

住環境 

 〇ごみ処理、不法投棄 

〇カラス対策 

〇ごみ集積場所の整備   

 



渋川学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年７月１６日（火）午後７時～  開催場所：草津市役所８階 大会議室 

参加者数：草津中学校区 ２６名（うち渋川学区 ９名） 

 伸ばすところ 変えたいところ 進めたいこと 行政がやること 地域でできること 

①土地利用 〇人口が増加し続け活気があ

る 

〇草津駅と南草津駅の間を住

宅等でつなげる 

〇JR西側と東側の開発のズレが起き

ている 

〇中心市街地の土地流動性が少ない 

〇マンションと個人住宅の

ゾーンを分けた街づくり 

〇ゾーニングのまちづくり 

〇商業と住まいのセット

（スーパーとマンション

の共存） 

〇大学と地域が連携

したまちづくり 

〇将来を見据えたま

ちづくり 

 

②道路・交通 〇交通の便が良い 〇市街地の道路整備（歩車道の区分） 

〇駅前商店街など道が狭い（一方通行

も多く、うまく利用したい） 

〇道路の安全性を高めたい 

〇草津駅西側は特定の曜日に渋滞が

発生 

〇街路樹が整備されず見苦しい（草刈

りがされない） 

〇車がないと移動できない所が多い 

〇将来を見据えた道路整備 

 

〇草津駅付近の歩道

改善 

〇草津駅西口立体化 

 

③公園・緑地  〇子どもが遊べる公園が少ない    

④河川・ 

下水道 

 〇水路のコンクリートひび割れが整

備されない 

   

⑤都市防災・

防犯 

〇風水害がない良い地域 〇災害が少なく市民の防災意識が薄

い 

 〇伊佐々川の改修 

〇河川管理の徹底（上

流からのごみ） 

〇防災対策 

 

⑥都市景観 〇歴史ある中山道・東海道が

通る分岐点 

〇街道にまつわる歴史と文化

の発掘と保存 

〇中山道・東海道の有効活用    

⑦住宅・ 

住環境 

〇生活が便利で近くで何でも

済ませる 

〇最近人が多すぎる、静かな街であっ

てほしい 

〇空家対策  〇空家の管理運用 



矢倉学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年８月３日（土）午前１０時～  開催場所：市立教育研究所 研修室 

参加者数：高穂中学校区 ２１名（うち矢倉学区 ８名） 

 伸ばすところ 変えたいところ 進めたいこと 行政がやること 地域でできること 

①土地利用 〇駅が近く新快速が止まる 

〇学校、病院などいろいろあ

って便利 

〇人口の増加、開発が進む 

〇まちに活気がある 

〇住宅開発に方針がない    

②道路・交通  〇国道１号が一車線しかない 

〇南草津駅前の道路整備（混雑解消） 

〇渋滞の解消（志津、市役所前、野村運

動公園） 

〇バス、タクシーなど公共交通の整備

（値段が高い、高齢者の移動手段） 

〇まめバスのルート、本数が少ない 

〇山手幹線の早期開通 

〇各施設への移動手段 

〇利用しやすいまめバスの

ルート、本数を増やす 

〇渋滞解消には警察の協力

が必要 

  

③公園・緑地 〇ロクハ公園の利用促進 

〇出会い広場の利用促進 

〇身近な自然を残す 

 〇グランドゴルフ場の整備 

〇気軽に利用できる健康づ

くりの場をつくる 

  

④河川・ 

下水道 

 〇住宅開発に伴う雨水排水路の整備が

できていない 

   

⑤都市防災・

防犯 

〇災害が少ない 

〇災害に強い 

〇災害の危機意識が薄い 〇学区・町内会での災害対

策、防災訓練の充実 

〇防災拡声器の改

善 

 

⑥都市景観 〇東海道、中山道を活かした

まちづくり 

 〇宿場のまちを活かしたま

ちづくり 

  

⑦住宅・ 

住環境 

  〇高齢者に喜んでもらえる

環境づくり 

〇空家対策  

  



老上学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年７月２７日（土）午後２時～  開催場所：市立老上小学校１階 多目的室 

参加者数：老上中学校区 １６名（うち老上学区 １０名） 

 伸ばすところ 変えたいところ 進めたいこと 行政がやること 地域でできること 

①土地利用 〇工場誘致の促進 

〇文化、学芸都市としての発展 

〇草津駅西口を活気あるまちに 

〇買物するのに便利 

 〇南草津駅周辺に行政機関

の充実 

〇南草津駅前の整備 

〇南草津駅周辺でに

ぎわき拠点らしさ

を（今は住宅優先） 

 

②道路・交通 〇学区内にコミュニティバス 〇早急な道路整備 

〇住宅開発に見合う道路整備 

〇南草津駅から人工島への夕方

の交通渋滞の解消 

〇南草津駅のホームを広く 

〇公共交通機関、バス運行路線 

〇狼川道路を広げる 

〇信号機の設置 

〇歩道橋の整備（通学

路の信号時間が短

い） 

〇シャトルバスの

運行 

③公園・緑地 〇みずの森公園に運動施設がある 

〇帰帆島の公園が良い 

〇緑化、公園整備の促進 〇南草津駅周辺の防災広場

設置 

  

④河川・ 

下水道 

 〇河川整備 

〇草津川の砂が多くなっている 

〇下水道の整備 〇下水道、水道管等の

計画的な整備 

 

⑤都市防災・

防犯 

  〇避難所設備 〇何百 mm の豪雨時

の草津川、大戸川水

位が気になる 

〇避難所、施設の整

備 

⑥都市景観      

⑦住宅・ 

住環境 

   〇他からの受け入れ

の仕組み 

 

 

  



老上西学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年７月２７日（土）午後２時～  開催場所：市立老上小学校１階 多目的室 

参加者数：老上中学校区 １６名（うち老上西学区 ６名） 

 伸ばすところ 変えたいところ 進めたいこと 行政がやること 地域でできること 

①土地利用  〇乱開発をやめ、秩序ある開発 

〇計画的な宅地開発 

〇市街化調整区域における乱

開発の見直し 

  

②道路・交通 〇交通網の整備 〇幹線道路の整備 

〇浜街道の拡幅（歩道が必要） 

〇立体交差を取り入れる（JR下）  

〇右折ラインをつくる交差点（矢

橋中央、矢橋北） 

〇公共交通の利便性（バス路線） 

〇まめバスを老上西に復活 

〇東西を結ぶ道路の整備 

〇南草津駅から国道への道の

立体交差 

〇JR アンダーバスの幅を広

げる 

〇まめバスより小型のバスの

運行 

〇地域内交通と通過交通を区

分する交通網の整備 

〇浜街道を広げ歩道をつくる 

〇都市計画道路の早期整備 

〇浜街道バス路線を増やす

（市役所や草津駅行き） 

〇タクシー、バス会社とタイ

アップし小型のバス運行 

 

③公園・緑地   〇旧草津川は広く多くの人が

利用できるように 

〇豊かな自然の維持 

  

④河川・ 

下水道 

〇琵琶湖など環境保全

と市民との共生 

〇湖岸の散歩道 

〇琵琶湖岸砂浜のレジャー利用 〇琵琶湖を活かした観光開発 

〇琵琶湖岸の公園の増設と再

整備 

  

⑤都市防災・

防犯 

〇災害要支援者の実態

調査の充実 

〇雨水幹線の整備 〇下流雨水幹線の整備 

〇災害に強いまちづくり 

〇共助の強化 

 〇子どもの安全教

育 

⑥都市景観      

⑦住宅・ 

住環境 

     

 

  



玉川学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年７月３１日（水）午後７時～  開催場所：市立玉川まちづくりセンター２階 大会議室 

参加者数：玉川中学校区 ２６名（うち玉川学区 １５名） 

 地域の課題 課題解決の方向性 

①土地利用 〇中核都市を目指した夢のある都市づくり 

〇商業施設が駅前に集中し駅から離れていると買物に困る 

〇草津駅と南草津駅の力の注ぎ方に差  〇南草津駅に新快速が止まり、さらに発展する場合の対策 

〇学園都市 

②道路・交通 〇道路の拡幅（離合が厳しい道路が多い）  〇旧東海道の狭い道路の対策 

〇生活道路が抜け道になっている  〇駅周辺の抜け道がない 

〇計画以上の人口増加に公共交通が追い付いてない 

〇草津駅、南草津駅周辺の交通渋滞（道路を広くする） 

〇国道１号から南草津駅の渋滞解消  〇通勤時間帯で渋滞する（南田山～松下） 

〇南草津駅の東口、西口の役割分担  〇南草津駅東口の立体化 

〇自転車専用道路をつくる（南草津駅から立命大まで）  〇学生の自転車マナーの向上 

〇スクールゾーンを明確に（大津市の園児事故） 

〇路線バス、コミュニティバスの本数が少ない（高齢化対策） 

〇立命大から桜ケ丘の循環バス、南草津駅から大学までのバス（まめバスの増発など） 

〇大学生を大切にする交通（バス、自転車）を考える 

〇ベビーカー、車いす等が安全に通行できる道路整備  〇南草津駅周辺のバリアフリー化 

〇駅と西友直結のデッキ建築（西友駐車場立体化）  〇南草津駅ホームの安全化 

〇南草津駅前で雨に濡れないバス停の整備  〇街灯の整備 

〇南草津駅と立命大を結ぶモノレールの開通 

〇駅前道路（幹線道路）の整備 

〇南草津駅周辺の交通渋滞の解消 

〇駅前道路はマイカーと公共交通（バス、

タクシー）の乗り入れを分ける 

〇駅前の築山をバスターミナルにする 

〇自転車に乗る人のマナーアップ 

〇大学生の通学対策（駅⇔大学） 

〇新駅の設置 

 

③公園・緑地 〇循環型社会への取り組み  〇緑が少ない 

〇子どもの遊び場がない  〇公園がない（ウォーキング等の健康づくりの場） 

〇公園施設の強化（コート数、バーベキュー場）  〇緑の多い公園 

〇マザーレーク滋賀 水と緑のまちづく

りに更なる施策を打ち出す（バイオを活

かす） 

④河川・ 

下水道 

〇琵琶湖の水質保全、観光客の誘致  

⑤都市防災・

防犯  

〇防犯には警察官の増員が必要、駅前警察の増員  〇ポリボックスを増やす 

〇防犯設備が不足  〇防犯カメラの増設   

〇空き巣などの防犯対策  〇マンション向け防犯対策 

〇夜中に行動する学生が増え生活のリズムが狂う 

〇隣近所の顔が見えないことが災害に強いまちを目指す弊害 

 

〇人口が増え都市化に向かう中での治安

維持の対策 



⑥都市景観 〇駅前の美化  〇地域のランドマーク  

⑦住宅・ 

住環境 

〇空家の増加  〇高齢者が安心して暮らせるまちづくり 

〇ゴミ処理、廃棄物処理 

 

  



南笠東学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年７月３１日（水）午後７時～  開催場所：市立玉川まちづくりセンター２階 大会議室 

参加者数：玉川中学校区 ２６名（うち南笠東学区 １１名） 

 地域の課題 課題解決の方向性 

①土地利用 〇近くにマックスバリューができ便利 

〇小学校、まちづくりセンター、包括支援等の施設が端に集まり、遠くて不便を感じる 

〇新駅開設に伴う再開発 

〇人が集まる拠点がもう一つほしい 

〇両駅に同等施設の設置 

②道路・交通 〇国道１号南草津交差点の改良 

〇国道１号、バイパス、医大線などの渋滞改善 

〇歩道、自転車道の分離（学生の自転車が多い）、学生への交通マナー指導 

〇地区内ゾーン 30の指定   

〇通学路、幼稚園・保育園の近くの安全対策（一方通行、通行止め） 

〇公共交通網の充実（南草津駅、まちづくりセンター、買物、高齢者対策） 

〇国道１号の東側にバスだまりをつくる 

〇まめバスの充実、増便、停留所が遠い 

〇南草津駅の利用者に対して駅広が狭い 

〇道路の維持、草刈りや整備の迅速化 

〇新駅の開設 

〇住民のことを考えた道路づくり 

〇歩道の拡幅（国道１号の狼川から南草津駅方面

の西側） 

〇公共交通の充実 

〇新駅（プリムタウン対策） 

〇モノレールの整備 

③公園・緑地 〇新駅の開設に伴う狼川堤防の公園化  

④河川・ 

下水道 

〇天井川の改修、平地化 

〇河川の維持、草刈りや整備の迅速化 

 

⑤都市防災・

防犯 

〇災害時の避難場所の確保、避難方法・誘導 

〇防犯カメラの充実  〇防犯危機への対応 

〇防犯カメラ 

〇防犯・工事事故等に関する情報の共有化 

⑥都市景観   

⑦住宅・ 

住環境 

〇空家利用を進める 〇プラスチックごみ問題 

〇火葬場新設 

 

  



山田学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年７月２７日（土）午前１０時～  開催場所：市立山田まちづくりセンター２階 集会室 

参加者数：松原中学校区 １９名（うち山田学区 ６名） 

 伸ばすところ 変えたいところ 進めたいこと 行政がやること 地域でできること 

①土地利用 〇農業・漁業との連携強化 

〇野菜産地としての発展 

〇都市計画の見直し（特に市街化

調整区域） 

〇市街化区域や農振農用地の見直

し 

〇若い人が家を建設可能にしたい 

〇都市計画の見直し（線引き、区

域区分、都市計画道路） 

〇山田草津線沿いの市街化区域

化と沿道サービスの充実 

〇農地の健全な保全を進める体

制整備 

〇地域のまちづくり

計画の積極的支援 

 

②道路・交通  〇幹線道路整備 

〇浜街道の拡幅 

〇浜街道に歩道整備 

〇公共交通（バス）の充実 

〇浜街道に歩道整備 

〇公共交通の整備 

 

③公園・緑地 〇水田や畑地の緑豊かな環

境を保全 

〇旧草津川の活用策の再検討（未

整備区間の早期整備） 

   

④河川・ 

下水道 

     

⑤都市防災・

防犯 

     

⑥都市景観 〇田園風景 

〇地域の多様な資源の発掘

活用 

    

⑦住宅・ 

住環境 

 〇企業、大学等と連携し、若者定住

化（空家活用） 

   

 

  



笠縫学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年７月２７日（土）午前１０時～  開催場所：市立山田まちづくりセンター２階 集会室 

参加者数：松原中学校区 １９名（うち笠縫学区 １３名） 

 伸ばすところ 変えたいところ 進めたいこと 行政がやること 地域でできること 

①土地利用 〇人口を増やし賑わいあるまち 

〇子育て世代が増えている 

〇子どもが多く活気がある 

 〇交通の便を良くし周辺の人

口を増やす 

〇市街化調整区域の活性化 

  

②道路・交通  〇道路の幅を広げる 

〇渋滞を減らしてほしい 

〇下笠道が狭く危ない 

〇道路の危険個所の改善（デコボ

コなど） 

〇低木をなくし道路幅の確保 

〇高齢者、障がい者を考えた道路 

〇草津駅のロータリーが狭い、駐

輪場が少ない 

〇車がないと交通が不便 

〇まめバスの充実 

〇道路交通基盤整備（道路、

駅、バス） 

〇生活に直結する医療、買物、

駅の交通（バス）が不便 

〇バス路線の整理（まめバス

等） 

〇通学路、県道・市道の定期

的な草刈り 

〇小型バスの運行

（まめバスより

小さい） 

〇矢印信号設置 

 

③公園・緑地 〇緑豊かな自然を遊び場などに

活かしたい 

〇身近な公園の充実（ボール遊び） 

〇子どもたちが放課後安心して遊

べる公園 

   

④河川・ 

下水道 

〇湖岸の自然環境 〇琵琶湖の活用（遊び場等） 

〇琵琶湖岸までの道 

〇琵琶湖の積極的活用 

〇川の汚染浄化 

  

⑤都市防災・

防犯 

〇消防訓練 〇災害が少なく危機感が少ない 

〇防災意識の向上 

〇防災計画の策定、防災訓練 

〇防犯対策（カメラ設置等） 

  

⑥都市景観 〇のどかな田園風景 

〇景色が良い 

    

⑦住宅・ 

住環境 

〇環境が良く住みやすい 〇空家の整理 

〇耕作放棄地の整理 

〇空家対策、雑草の処理   

 

  



笠縫東学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年７月７日（日）午前１０時～  開催場所：市立新堂中学校２階 特別活動室 

参加者数：新堂中学校区 １７名（うち笠縫東学区 ９名） 

 伸ばすところ 変えたいところ 進めたいこと 行政がやること 地域でできること 

①土地利用 〇駅前と郊外に大きなショッピ

ングセンターがある 

〇スーパーやコンビニ、病院など

近くに沢山あり住みやすい 

〇シャッター店が多い 

〇JRより西側の計画 

〇農地と農園住宅との区分 

〇ひと・まちづくりの

ための地区計画（道

路整備含む） 

  

②道路・交通 〇交通は便利 〇道路インフラ整備 

〇東西道路の充実 

〇草津駅東西口の朝夕の渋滞 

〇道路が狭く緊急車両が入れな

い地域が多い 

〇夜道が怖い所がある 

〇路線バスの充実 

〇草津駅西口広場の立体化 

〇交通安全施設の整備 

〇周辺道路の整備 

〇渋滞の解消 

〇高齢者の移動手段の

充実 

〇草津駅西口立体化 

〇渋滞の解消施策 

〇路線バスの設置 

〇まめバスの拡充 

〇高齢者の移動手段の充

実 

〇街路樹をやめ花等で道

路サイドを飾る運動 

〇草津駅西口立体化 

〇のりあい手段の開

発 

③公園・緑地 〇高齢者の憩いの場を増やす（交

流、スポーツする場所、健康） 

〇旧草津川跡地の整備を急ぐ 〇環境の保全を進める   

④河川・ 

下水道 

〇葉山川が近く、散歩ができる場

所がある 

〇環境が良い（ホタル） 

〇一級河川の草刈り    

⑤都市防災・

防犯 

〇小学校下校時のパトロール 

〇自助・共助の生活向上 

〇防災道路の拡充 

〇河川災害の避難情報の伝達方

法の充実 

〇治水、耐震対策 

〇防災スピーカーを町内で使う 

〇治水、地震対策 〇災害対策 〇災害時要支援者の

名簿の把握 

〇災害時の避難の想

定と訓練 

⑥都市景観     〇ボランティアでま

ちの美化を維持 

⑦住宅・ 

住環境 

〇生活の安全・安心 

〇便利な環境（ベットタウン） 

   〇そこら辺にゴミを

捨てない 

 



常盤学区 第６次草津市総合計画策定地域別懇談会 意見概要 
開催日時：令和元年７月７日（日）午前１０時～  開催場所：市立新堂中学校２階 特別活動室 

参加者数：新堂中学校区 １７名（うち常盤学区 ８名） 

 伸ばすところ 変えたいところ 進めたいこと 行政がやること 地域でできること 

①土地利用 〇空気が汚染されない

よう工場などの誘致

をしてほしくない 

〇まちの構造である三つの

ゾーンの交流が少ない 

〇商店の確保（生活必需品） 

〇人口減少しているゾーン

の活性化が進まない 

〇農振農用地の撤廃 

〇商業施設の設置、スーパーの新設 

〇農村地域に生活基盤施設整備（商業、

医療） 

〇農業振興策の充実 

〇開発規制の緩和 

〇農村に住宅地を確保 

〇商業施設の誘致 

②道路・交通  〇交通網の整備・拡大 

〇町内の道路幅が狭い 

〇歩道が少ない 

〇渋滞解消 

〇買物など公共交通が不便

な地域がある 

〇市内循環バス（目的地別） 

〇学区内の移動手段の充実 

〇広域的な道路整備 

〇道路・歩道の整備 

〇路線バスの増便、ルートの変更、バス

停の位置 

〇学区内を巡回するコミュニティバス

新設 

〇デマンドタクシー、タクシーチケッ

トの導入 

〇モノレールの設置 

〇高齢者が便利に利用できる交通手段 

〇広域道路整備 

〇交通基盤整備 

 

 

③公園・緑地 〇豊かな自然を壊さず

利用して活性化 

〇豊かな自然を守り育てる

人材不足 

〇自然環境の良さを活かしたレジャー

施設、研修施設整備 

〇環境保全の予算確保 〇自然環境の保持 

④河川・ 

下水道 

 〇琵琶湖の保全、水質保全    

⑤都市防災・

防犯 

〇災害が少ない 

〇治安がよい 

  〇安全・安心まちづく

り 

 

⑥都市景観 〇田園風景 

〇琵琶湖の景観 

    

⑦住宅・ 

住環境 

〇住みよいまち 

〇便利な都市近郊機能

と自然環境に恵まれ

た湖辺地域のバラン

スのとれた生活環境 

〇若者が住みつく環境が不

十分 

〇豊かさが実感できる暮らしの維持 

〇農村などに若い人が住みたくなる環

境整備（教育・保育、商業、医療） 

  




