
草津川跡地利用基本計画（案）にかかる１３学区・地区説明会の意見・質問一覧

学区・地区 開 催 日 参加人数 意見・質問 回　　　答

玉 川 平 成 24 年 7 月 3 日 40人
・基本計画の策定を進めるのは良いと思うが、計画内容について、滋賀県とは調整して
いるのか。

計画策定にあたり、滋賀県と調整をしながら進めている。昨年度は、５月に基本構想を
まとめており、県と調整しながら進めた。

１９：３０～ ・国道１号のトンネルは撤去されるのか。撤去された後の区間⑤、⑥はどのような計画に
なるのか。
→（回答後）そのような流動的な計画であれば、現在の計画に賛成する。

国・県に改善するよう要望している。基本計画では、改善されるまでの計画案と改善さ
れたあとの計画案としてまとめている。もし、改善されボックスが撤去されたら、ゆるやか
にすり付け、常時は通行できないが、緊急時に緊急用車輌が通行できるように整備す
る。

・草津川跡地の計画を進めてもらうのは、良いと思う。
　そこで確認ですが、工事費と工事期間の計画はどのようになっているのか。

県からの用地取得、実施してもらう事業費を含めて176億円と試算している。国からの
補助金4割、残り6割の半分を県からの財政支援としてお願いしており、できるだけ市の
負担を減らしていきたい。工事期間については、１０年以上かかると考えている。

・整備イメージは出来たが、整備後の維持管理が大切であるので、その点をよろしくお
願いします。

市民と協働の仕組みで、エリアマネジメントの手法の導入を考えている。
また、民間事業の導入を考えており、民間事業者からの借地料による収入を、維持管
理費に還元することや、一定エリアを管理してもらうことを考えている。これからは公共
だけでの維持管理というのは難しく、民間や市民の活力を借りながら、新しい維持管理
の仕組みを作りたい。

・緑のデザインを見ると多様な意見を取り入れて計画されているが、ヨーロッパの公園の
ようにベンチと歩道と言ったシンプルな方が良いのではないか。

草津川跡地を、草津市ブランド、草津市の魅力的な空間とするために、現在の計画と
している。維持管理を考えれば、シンプルな計画がいいのかもしれないが、市民ニーズ
が多様化しており、今のような計画としている。

・グリーンスタジアムのような野球ができる計画ではない。もっと若い人が利用できるよう
考えてほしい。草津川跡地事業に１７６億円も投資する必要があるのか。。

人口減少社会に備え、草津市としての魅力を高め、草津市に人を集める必要がある。
１７６億円の投資は決して安くはないが、草津市の将来のため必要だと考えている。

・交通（駐車場）の位置やＰＲはどのように考えたのか。 各区間に駐車場を設けることで来訪者の利便性を高めたい。

・広い空間なので、環境アセスメントの対象にならないのか。 各区間道路で区切られていることから対象にならないと考えている。

・水生植物公園みずの森などとの関わりをどうするのか。 計画を深めていく中で検討する。

・国道のボックス撤去考え方には賛成だが、国道との接続部は切土とし、文化財学習の
場として活用してほしい。

その他で提体を残す箇所があるのでその部分で検討する。

・景観的文化財、歴史的文化財として保存する予定はあるのか。 景観的文化財、歴史的文化財としての位置づけはないと聞いている。

草 津 平 成 24 年 7 月 9 日 25人
・基本構想では区間⑤に道路整備があったが、基本計画（案）では無くなった理由は。
また、堤体が残るのは心外である。計画案には反対である。

質問者より回答不要との意向を示された。

１９：３０～ ・まちづくりの基本は道路であり、堤体をとって有効な土地利用が必要である。 質問者より回答不要との意向を示された。

・基本計画（案)は、非常に良い計画で、賛成である。 質問者より回答不要との意向を示された。

・跡地を平面化し道路を作っても、幹線道路が渋滞しているため、渋滞を引き起こす。 質問者より回答不要との意向を示された。

・今の計画を進めるとしても県の所有のままでは市が事業主体となりえないのではない
か。県の意見により整備できなくなるのではないか心配である。
→（回答後）市が購入するということであれば結構です。

草津川跡地における県の土地については市が購入して整備について対応する。整備
に際しては県から支援をもらうことを協議している。

・基本計画案には近隣の方の意見が反映されていない。近隣の方であれば堤防は取っ
て欲しいと思う。

現在、すべての基本計画の結論がでているわけではありません。実施設計の際に改め
て調整をします。皆様の色々な御意見がありますので、すべてを計画に含めることはで
きませんが、市としては皆様に御理解をいただき進めていきたい。

・草津川跡地利用の事業計画を教えてほしい。
地元説明会、検討委員会をおこない、議会とも調整して８月には基本計画が完成する
予定である。県とも支援について協議し文書で交わしていきたいと考えている。基本設
計は今年度中と考えており、事業実施は平成２５年度、２６年度、２７年度の予定です。

・堤体の安全性についてはどのようになっているか。
土質調査を行い、堤体の安定と、液状化についても大きな影響は受けないとの結果で
す。安全度は確保できているとの判断をさせていただいています。

山 田 平成24年 7月 11日 32人 ・区間①は、害虫や動物の住処となり、農産物に被害が出ている。 区間①については整備を含めて管理もしっかり行ってほしいと市から県に伝えていく。

１９：３０～
・区間②には、貸し農園の計画があるが、利用者と農薬散布のことでトラブルが発生す
る可能性がある。その為、区間②の計画には反対です。

貸し農園等の計画は、今後具体的なことを決めて行きます。地元の生産組合の御意見
や御指導も踏まえ利用者と交流いただけるような仕組みもできたらと考えている。

・河川を埋め立てたら、伏流水が無くなり農産物に影響がでる可能性がある。専門家に
調査を依頼してほしい。また区間②に琵琶湖の水を使い、昔草津川で遊んだように少し
でもいいのでせせらぎを整備をしてほしい。

伏流水が止まるとの質問ですが、雨水を地下浸透させるような整備を考えており、現状
より地下水が減らないようにしていきたい。区間①は琵琶湖の水位の上げ下げで水が
入り込んでくる状態なので、区間②に水を流すことは勾配的にも難しい。

・基本計画ができた後、基本設計、実施設計に進まれると思うが、草津川跡地利用の事
業費と事業計画を教えてほしい。

現在は基本計画で、今後、基本設計、詳細設計と行います。基本構想の段階で区間
②⑤⑥を優先整備地区して、平成２７年度には完了する考えです。残りの区間は１０年
以上かかると考えており、明確な答えは返せない状況である。
財源については国の補助事業として全体事業費の４割程度の補助金と県からの財政
的な支援をもらい整備していこうと考えている。

・草津川跡地内にある財産区の土地についてどのように処理を行うのか。 財産区については全部を買収と考えているが、今後調整します。

・草津川跡地整備に当たっての防災上の考え方を説明してほしい。
草津川跡地はまず人命を守るために避難してもらう場としている。また、その後避難
ルートとして利用してもらう空間と考えている。長期の避難に対しては対応しない。

・区間⑤を堤体を残して整備予定であるが、提体法面の雑草対策について考えている
のか。

近隣住民の方と調整しながら対策を講じていきたい。

・景観の視点から考えると、草津川跡地を保全し堤体を残して歴史を考慮した整備とし
てほしい。

基本構想で、草津川の歴史をどのように残すか、アンケートを取った結果、一部に残し
て、後の空間を市民の活用の場という意見が多かった。この結果を踏まえ、平地化して
市民が活用できる計画とする事が市民全体の有効な活用との考えとなった。

・山田学区は防災に関心が高く、草津川跡地に防災が必要と考えるので、草津川跡地
整備のスピードアップをして欲しい。

防災面からも考えてスピードを上げて取り組んでいきたいと考えている。

渋 川 平成24年 7月 13日 8人
・区間④には、渋川と西大路の墓地がある。公園を計画される中に駐車場の整備を考え
てほしい。

区間④は県と調整しながら、これから検討を進めるエリアです。

１９：３０～
・区間④について、まず平地化を実施すればどうか。それと、人権センターや市営住宅
跡地には、まず、中心になるものを整備するべきではないか。

区間④については、JR琵琶湖線から緩やかに平地化します。また、市営住宅跡地につ
いては、現在検討中です。それと、近年、周辺の道路を国の補助金で拡幅しており、
国から区間④の整備については、２期目以降にするように言われております。

・堤体が残る箇所について、防災時どのように草津川跡地内に逃げ込むのか。
堤内に逃げ込む避難路をいくつも整備していく予定である。また、民地を活用した避難
路についても今後検討します。

・区間⑤は、なぜ一般車両を常時通行できないようにしたのか。
基本計画を策定する中でもう一度検討した結果、区間⑤については、「緑が多いにぎ
わい空間にしてほしい。」との声が大きかったことや、にぎわい空間に車を通すことは好
ましくないことから、現在の計画になっている。

・整備後の維持管理について、どのような方法を考えられているのか教えてほしい。
行政だけではなく、民間、市民の力を使ったエリアマネジメント手法を用いて、長く活用
できる空間としていきたい。

・草津市の道路は行き止まり道路が多い。また行き止まりの道路を作れば渋滞の発生に
繋がるのではないか。

交通渋滞の解消については、都市計画道路の交通処理で対応していきたい。



草津川跡地利用基本計画（案）にかかる１３学区・地区説明会の意見・質問一覧

学区・地区 開 催 日 参加人数 意見・質問 回　　　答

常 盤 平成24年 7月 13日 23人 ・区間⑥の国道１号箇所はどうなるのか。

基本計画では国道１号のトンネルは現況のままとした。国にトンネル撤去を強く要望し
ており、撤去後は防災道路として国道へ入っていける構造を考える。
トンネル撤去については、時期が未確定であり、それまでの間は志津方面からの道を
県道へアクセスするような形の計画としている。

１９：３０～
・どの区間でも今までの川底と堤防の落差があるが、落差なしの平面化にはならないの
か。

堤防の土を取り周辺の宅地の高さにすると大量の土砂が発生し、搬出等にも莫大な費
用がかかる。堤防の両サイドの土砂を入れて平らにし、発生する土砂の量は出来るだ
け少なくしたい。

・湖南幹線や野村グラウンドのところは幹線ができているが、その周辺はどのような整備
となるのか。

区間④は野村運動公園、市営住宅跡地を草津川跡地とあわせて活用するため、利便
性を考え、堤防をとって出来るだけフラットに整備したい。

・区間④の整備で出た土砂を下流に持っていき、フラットにすればもう少し景観がよくな
るのでは。

区間ごとで土のバランスを考えていきたい。区間④は土砂が一番出るが、受け入れても
いいとの話もあり、市の事業時期と相手の事業時期が合えば、事業費が大きく軽減で
きる。

・整備の優先順位について教えて下さい。
基本構想の段階で区間②⑤⑥としており、国の補助金の申請をしている。
区間⑥は国道トンネルや栗東市と協働して事業をしていかなければならないので精査
した上で具体的な進め方を決めていきたい。

・計画案であるのなら、我々が意見を言ったら計画変更は可能か。
また、この説明会の意見は、計画に反映されるのですか。

御意見がでたら検討委員会に返し検討してもらう。結果、変更が適切だということにな
れば変更は可能である。

・土地利用における効果の考え方を聞きたい。今回の計画はごく一部の身勝手な声の
大きな人の意見を聞いている。

区間⑤は、基本構想では、全面的に道路をつける計画で途中進んでいた。その後、普
段は車を通さずににぎわいのために店舗等をつくり、中心市街地の回遊性を高めて活
性化させていこうとの考え方になった。現在中心市街地の活性化を進めており、基本
的に市の施策に合致した形で進めている。

・草津川跡地に公園を作って、何故常盤学区の者が事業費や維持管理費を払うのか、
隣接の人が払えばいい。この計画は、草津市全体を考えたものか、跡地の近隣の方の
ための計画なのか。

常盤の方が利用されなければ、事業費・維持費は高いとなるかと思います。草津川ま
で車で５分の距離ですので、誰も利用されないとのことはないのでは。整備ができたら
皆さんに利用してもらえると考えている。防災の機能として一次避難や、救援などに活
用する機能もあり、常盤の方に利用いただけるよう頑張って魅力的な場所にしていきた
い。

・我々としては計画案どおりに作ってほしくない。平地化して道路だけをつけてほしい。
来年４月に住民投票条例が施行されると聞いたが、実施してから計画を決めたらどう
か。

必要があれば条例に従って進められていくと承知している。

・草津川跡地の計画が失敗に終わったら誰が責任を取るのか。
どういう状態が失敗かということにもよるが、基本的に市の施策についての責任は市長
にある。実施のうえで失敗があった場合は実施した者が責任を問われる。

・大正時代に整備計画が行われた大阪の御堂筋では、計画案をまとめるための激しい
議論があり、整備にあたっては整備の受益を得られる方々から　負担金をお願いしたと
聞いている。草津川でも受益を得る方々から負担をいただいてはどうか。

御堂筋は、昔から今に至るまで皆様に楽しまれ、繁栄の礎になっている。草津川につ
いても、後世で同じように評価されることを目指したい。
これから、人口が減少してくると必ず都市間競争が起こる。その時に草津市が人口を
備えたしっかりとした町であり続けるための1つの取り組みとして草津川跡地の計画をし
ている。
税金の話もありましたが、市全体の都市価値を上げるものですから、草津川跡地により
受益を得られる方々から税金や負担金はとりません。

・常盤学区としては、今回の回答では納得できない。特別な人しか利用しないので税金
を使ってほしくない。１３学区・地区の説明での意見は公表されるのか。

検討委員会に説明会の意見をまとめて報告し、対応についても議論してもらう。その時
の資料もHPに公開する。議会にも報告する。

・パンフレットの言葉が、専門的で先生向きであり、このような英語はピンとこない。一般
の人に配られるなら見直してほしい。

計画がまとまり 終のリーフレットを作る時には御意見を参考にさせてもらう。

・夢風車の二の舞にならないように、費用対効果を十分に考えてほしい。本当に喜ぶ市
民広場として考えてほしい。そして利用する人から使用料を取ったらいい。そういう施設
も必要。税金を使うのだから、税金の見返りがある人から徴収すればいい。

収益事業を考えており、できれば各区間で民間施設を誘致したい。行政の負担は確
実に発生するので、費用対効果を検証し、皆様に納得していただけるようにする。

矢 倉 平成24年 7月 14日 20人 ・区間⑤は、なぜ常時通行できないようにしたのか。
基本計画を策定する中でもう一度検討した結果、区間⑤については、「緑が多いにぎ
わい空間にしてほしい。」との声が大きかったことや、「にぎわい」と「道路」を共存させる
ことは難しいことから、現在の計画になっている。

１９：３０～
・計画はいつごろまとまるのか。今の計画で市が一方的に計画をまとめることがないよう
にしてほしい。

８月中を目標に取り組んでいる。

・多額の費用がかかると思うが、どれぐらい必要なのか。また、何年ぐらいで全体を完成
させるつもりなのか。

県から用地取得する費用も含めて、176億と試算している。財源の内訳として、4割が国
からの補助金、残りの6割の半分を県から財政支援してもらいたいと考えている。
国からの補助金を受けながら整備をするため、いつまでに整備が完了するのか今の時
点では明確にできない。 低でも10年以上かかる。

・用地取得後から事業実施までの間は誰が維持管理を行うのか。
草津市が県から用地取得するまでは、今までどおり県と暫定利用者が維持管理をす
る。

・防災の整備を具体的にどのように進めるのか教えてほしい。
草津川跡地全体に防災機能を持たせるよう計画をしている。特に、区間⑤は古い家屋
が多く、密集市街地であることから、地震等が発生した場合、大路地区や草津学区の
人が逃げ込める避難地として使用できる。

・区間⑤の９００ｍの区間で、平常時も一般車両が通行できるようにしてほしい。草津川
廃川当初は、草津川跡地が南北を分断していることから、道路として計画されていた。
昭和５０年から６０年まで携わった者として、道路整備についてもう一度検討してほしい。
今の計画が良い案とは思えない。

質問者より回答不要との意向を示された。

・施設の管理運営は誰が主体となるのか。例えば菜園ガーデンは誰が主体となるのか。

草津川跡地全域は基本的な基盤整備は公共でしていくが、維持・運営管理は、市民
ニーズが多様化していることへの対応などから、民間事業者の力を取り入れていくこと
を考えている。区間②の菜園ガーデンは、市ではなく事業者で運営・管理してもらいた
い。

南 笠 東 平成24年 7月 17日 21人
・この計画は、「みなさま」の計画という説明があったが、そのように思えない。この計画
は、草津川跡地沿線の方のための整備なのか。

沿線の人のための整備だけでなく、草津市全体の計画です。草津川跡地は、草津市
が持つ財産であり、魅力あるまちづくりのために整備していきたい。草津市の魅力が高
まれば、市全体が活性化され都市価値が高まると考えている。

１９：３０～ ・全体事業費について説明がなかったが、どれぐらい必要なのか。

事業費については、県からの用地取得や、県で実施してもらう事業費を含めて１７６億
円と試算している。
また、事業費の捻出については、国からの補助金として４割、残り６割のうち半分を県か
らの財政支援としてお願いしており、できるだけ市の負担を減らしていきたい。

・草津川跡地整備に多額な費用がかかることで、第５次総合計画の進捗に影響がでる
のではないか。

その他の政策の進捗に影響が出ないように、草津川跡地の計画と、第五次総合計画
の両方をしっかりとすすめていきたい。

・経済効果のシミュレーションはしているのか。
一定の試算はしている。市内だけでなく、市外からも人を集められる魅力ある場所にな
ると考えている。

・計画全体が完成するのは何年ぐらいかかるのか。

草津川跡地の全長は５．７ｋｍあり、一度に全部を仕上げることはできず、 低でも１０
年以上かかると考えている。
また、整備については、国からの補助金を受けながら整備を進めるため、いつまでに
整備が完了するか、今の時点では明確にできない。



草津川跡地利用基本計画（案）にかかる１３学区・地区説明会の意見・質問一覧

学区・地区 開 催 日 参加人数 意見・質問 回　　　答

南 笠 東 （ 続 き ）
・草津川跡地整備の魅力は何か。これだけ大きな事業で、他府県からの観光客は考え
ないのか。

四季の中で緑の変化が感じられる緑空間を目指しながら、周辺農家と連携するレベル
の高い菜園ガーデンや、運営・管理を民間事業者にしてもらうことで、緑空間だけでは
ないサービスを提供し、市外、他府県からの集客を高めていきたい。

・全体の維持管理費についてどのように考えているのか。。
公共だけでの維持管理は難しいと考えている。民間事業者が運営するエリアは、民間
事業者が管理し、借地料の一部を維持管理費に充てることを考えている。市民の皆様
に様々な活動をしてもらい、管理の一部を担ってもらいたい。

・現在の計画に加え、１０年後のことについても検討してほしい。

現在計画を策定していますが、社会の状況が１０年後どのようになっているかわからな
い。
今後、工事着手まで基本設計、実施設計と段階があり、その時々で内容について再確
認していきます。

笠 縫 東 平成24年 7月 18日 11人
・市内を一体的な土地利用と考えた時に、JR琵琶湖線と草津川跡地がまちづくりのネッ
クとなっている。中心市街地活性化や将来のまちづくりのため、道路的な整備を考えて
ほしい。そして、もっと夢のある計画を作ってほしい。

草津市が滋賀県の中心になるように進めたいと考えている。草津川跡地の中心市街地
は人々の活動の拠点として、日常時には一般車両を通さない計画を考えている。

  １９：３０～
・盛土形式では高齢者、体の不自由な方には堤防を上るのも苦しいので、出来るだけ
平地での整備をお願いしたい。

質問者より回答不要との意向を示された。

・昨年度、草津川のフォーラムに参加した後、1年ぐらいしか経っていないので動いてい
ないかもしれないが、その後の活動を教えてほしい。

パワフル市民の日や宿場まつり等で周知活動しているが、広く周知できていないと感じ
ている。今後、人を呼び込む活動に繋げていく仕組みづくりをしていくので、情報を伝
える手段を考えていきたい。

・草津川の土地の払い下げはどうなっているのか。
　県から土地を買うのか。どれぐらいの予算か。

草津川跡地は現在県が所有しており県から市が土地を購入する。今後、鑑定を取って
適正価格で購入したいと考えている。
正式な土地の評価を取っていないが、用地費は60億円～７０億円の幅があると考えて
いる。事業費と算定しているのは間をとって６５億円としている。

・何年ぐらいを目処に、ある程度の整備の完了を考えているのか。
基本計画をまとめて、基本設計、詳細設計と進む。全ての区間を同時に整備すること
はできないので順序だてて整備していくこととなる。国の補助金を前提に、国の補助金
が５年で１つの区切りなので、 低１０年以上はかかると考えている。

・計画案に横文字が多いのでもっと泥臭い表現でもいいのではないか。逆にとっつきに
くい。

色々な方に発信していくため横文字やカタカナを使用している箇所がある。

・維持管理はどういう形でするのか。市民参加のあり方、参加負担金も含めて考えている
のか。
→（回答後）じっくりやっていってください。

市だけで従前の方法で維持管理をしていくと毎年莫大な費用がかかる。そこで民間事
業者の協力を得て、様々なサービスを展開しようと考えている。民間事業者に安い価
格で貸し出して市民ニーズにあったサービスを提供してもらい、貸し出した範囲は民間
事業者で運営・維持管理を行ってもらうことを考えている。その他、市民活動の中でも
運営・維持管理ついても協力を得ながらコスト削減に努めたい。

・基本構想では国道1号線のトンネル撤去や国道１号につなぐ道路を整備すると言われ
ていたが、経過はどうなっているのか。無理だったのか。それならそれでいいが。

国道トンネル撤去については、国に問題解決のための整備をしてほしいと伝えている。
国と交渉しているが時期が未確定であり、志津方面からの道を県道へアクセスする形
の計画としている。撤去された後は、撤去後に合わせた構造を検証したいと考えてい
る。

・国の道路整備状況によって多少計画が変わることもありえるのか。整備に１０年以上か
かるとのことなので当然計画を変えてもいいが、今の計画が絶対的なものではないとい
うことでいいのか。

国道のトンネル付近は国の整備状況によって変わる可能性ある。

・草津市は北側と南側で草津川の堤防があり分断されてきた。そして今回草津川跡地を
整備されるとのことでピンチをチャンスに変えてほしい。
　草津川跡地の北側と南側の宅地の高さが大分違うと思うがどのようにするのか。

南側と北側で宅地の高さが異なっているので、詳細設計で把握して、土地利用につい
て検討していきたい。

・天井川としての草津川の歴史を将来に対して引き継いでいける区間をどの程度残して
いくのか。

基本的には中山道と東海道の分岐・合流地点としての街道文化・歴史、また天井川と
しての草津川の歴史を区間⑤で残していきたいと考えている。

・国の補助金を考えて工区を分けたらいくらでも整備期間は延びる。草津川跡地全体を
1本として１０年での工期と考えるのか。

草津川跡地のすべての区間を整備するという方向性は打ち出しており、全体計画を示
した中で国に補助金の申請をしていく。その中で１期、２期工事といった取り組みにな
ると考えられる。先に説明したとおり、整備するのに１０年以上かかるが、できるだけ期
間を短くしていきたい。

・草津川跡地の川底は宅地より高いので堤防の土を埋めても相当の高さになる。フラット
にするとなると土を出す必要があると思うがそのままなのか。

現在、草津川跡地道路で直接アクセスされる宅地もあり、生活動線を考えて整備し、自
転車・歩行者に負担がかからない勾配としたい。土砂の受け入れ先やバランス等も考
えてると堤体を取ってフラットというのは難しい。

笠 縫 平成24年 7月 20日 18人 ・道路について、補足説明をして下さい。

区間①湖岸道路～メロン街道までが県事業、メロン街道～新幹線が市事業で実施。
区間②新規で7mの対面交互通行ができる車道と歩道を整備。
区間③④現在の車道を全線7mの対面交互通行ができるよう改良、歩道も整備。
区間⑤7mの園路扱いになるが、平常時は許可車両のみを通し、緊急時は一般車両も
通行できるようにする。

１９：３０～ ・区間④の新田橋やその他の沿線道路は、どのようになる計画なのか教えてほしい。
沿線の接道については、現在の機能は確保する。新田橋については、現時の計画で
は撤去することになる。

・区間④の野村運動公園、民間活力導入エリアと一体的に利用するエリアは平地化さ
れるのか。また、前面道路も合わせて平地化されるのか。区間④は出来れば平地化して
ほしい。

野村運動公園、民間活力導入エリアと一体的に利用するエリアは平地化する。また、
前面の道路も平地化する。

・整備された後、暫定利用に対する対応はどうなるのか。
県と協定を結び1１団体程度が利用されている。協定については、2年ごとに更新し、恒
久的な利用がされるまでとなっているため、暫定利用の権利はなくなる。今と全く同じよ
うに使えるようにすることは難しいが、今後、可能な範囲で検討していきたい。

・区間⑤道路について、緊急車両しか通れないと言われましたが、緊急時の運用とし
て、緊急車両に併せて一般車両も乗り入れると、大渋滞が発生する可能性があるので、
運用についてはよく検討してください。

ご指摘いただいたようにならないように、良く考えて運用していきたい。

・草津川跡地の伏流水が不足するのではないか。
伏流水が不足することが懸念されるので、草津川跡地の整備では、できるだけ雨水を
地下に浸透させるように考えていきたい。

・草津市は、ＪＲと草津川で４分割されている。都市計画道路で南北は利便性が上がった
が、東西については未だ解決していない。草津市としては東西の幹線道路が必要なの
ではないか。道路について考えて欲しい。

過去いろいろ検討し今も議論しているが、草津市が今後発展するためには、道路を通
すより今の計画の方が良いと考えています。

・７ｍの車道ができると、通行しやすくなり交通量が増えると思う。交通安全施設（信号機
等）については地元調整をしながら進めてほしい。

交通安全施設（信号機等）については、もう少し先の話で、実施にあたっては地元と調
整しながら進める。

志 津 南 平成24年 7月 21日 10人
・計画案では６箇所あって、そのうち１つは観光バス駐車場となっているが、計画してい
る駐車場台数はどれくらいか。

1箇所だいたい５０台から１００台を想定して計画している。今後、詳細設計をしていく時
にどのような利用をされるのかを考慮しながら検討していく。

１４：００～
・区間⑤は園路として、普段は歩行者・自転車道路となっており車を通さないようにし
て、災害時には緊急車両が通り抜けできる道路となるのか。
→（回答後）わかりました。

そのとおりです。



草津川跡地利用基本計画（案）にかかる１３学区・地区説明会の意見・質問一覧

学区・地区 開 催 日 参加人数 意見・質問 回　　　答

志 津 南 （ 続 き ）
・事業規模はどれぐらいで、いつぐらいを完成予定としているのか。
　土地代はいくらなのか。

計画の段階での事業費は１７６億円と考えている。財源は４割を国の補助と考えてい
る。残り６割は市の負担となるが、県からも財政支援をいただくように交渉している。
事業期間については、実際にいつまでに整備ができるというのは明確ではないが。お
およそ１０年以上かかると考えている。
鑑定を取ったものではないが、県が過去に取った鑑定から推測した金額は６０億円～７
０億円と言われている。概算では６５億円で計算している。

・県から払い下げを受けると聞いたので、県立の湖南農業高校の実習場としての位置づ
けができるのではないか。

草津川跡地を湖南農業高校の生徒の力を活用できる場となれば大変ありがたい。周
辺の高校・中学校・小学校等が色々な活動をしてもらう空間は必要と考えており、今後
どのような連携が取っていけるか検討していきたい。

・維持管理を地元の高齢者や障がい者の働く場としてはどうか。 ＮＰＯや障がい者の自立の支援については今後関係課とも調整していきたい。

・せっかくいい計画されているのに草津川跡地整備に関してＰＲが足らないのではない
か。

広報の仕方については、まだまだ市の発信能力は課題がある。皆様に理解していただ
き、興味を持ってもらえるよう努力する。

大 路 平成24年 7月 21日 28人 ・国道１号まで道路は延びるのか。
国道1号までは、道路機能の整備をし、緊急時は車両が通行できるようにするが、平常
時は一般車両が通行できないようにする。

１９：３０～
・アーバンホテル前の道路は、車の通行をしやすくしなくて良い。これからのまちづくりは
車にとって便利な街でなくても良い。特に中心部は歩行者・自転車に優しいまち、車に
厳しいまちにすべき。

アーバンホテル前の草津川跡地に上がる道は勾配が急すぎるので改良する。車にとっ
ても歩行者にとっても安全な構造であることが第一だと思っている。

・JR琵琶湖線の上は、拡幅され大型車が通れるようになるのか。
JR琵琶湖線の上は改良できない。ただ、現在当該箇所は大型規制がされているわけ
ではないので、今後、規制の必要があれば公安委員会との協議が必要と考える。

・国道１号のトンネルはどのようになるのか。以前は、トンネルを撤去すると聞いていた
が、現在はどのような考えなのか。

国に改善するよう要望しているが相当な時間がかかるので、基本計画（案）では、改善
されるまでの計画案と改善された後の計画案としてまとめている。もし、改善されボック
スが撤去されたら、ゆるやかにすり付け、常時は通行できないが、緊急時に国道から緊
急用車両が通行できるように整備する。

・歴史街道沿いは、桜より松の方がよいと思っている。具体的な計画はあるのか。 具体的な植栽については、実施設計の中で検討する。

・区間④の堤防の桜はどのようになるのか。また、民間活力導入エリアとにぎわい広場観
賞エリアはどのような計画になるのか教えて欲しい。

現在の計画では、道路の線形を大きく振替えることになっていることから、現在の桜は
撤去されることになる。しかし、身近な広場エリアやスポーツ広場エリア、にぎわい観賞
エリアの計画の中で再整備を検討していきたい。

・４，５年前に整備された大江霊仙寺線沿いの公園は撤去されるのか。 公園として整備されている箇所も含め、新たな利用方法について検討させていただく。

・区間⑤の国道１号寄りの方で、現在グランドゴルフの暫定利用をしている者ですが、今
の計画には入っていないように思う。
今後、暫定利用を考慮して計画に反映してもらえるのか。

暫定利用については、恒久的な利用がされるまでの協定となっているため、協定は白
紙にさせていただく。今後、実施設計に向けて地元の意見を聞きながらできるだけ反
映できるものは反映させていきたい。

・暫定利用は、地元で良く考えて使われていると考えている。現在、近隣には子どもが
遊べる場所が少ないと感じているが、基本計画は大人の利用を想定されているように感
じる。現在の計画も素晴らしいものだと思うので、実行してもらいたいと思いますが、実施
にあたっては地元と調整し、現在の計画に加え、子ども達が遊べる空間を加えて欲し
い。

質問者より回答不要との意向を示された。

・草津川跡地をゲリラ豪雨対策として使ってほしい。
１００ｍｍのゲリラ豪雨に対応するのは非常に難しいと考える。雨水については、できる
だけ地下に浸透するように整備していきたい。

・液状化の対策をしてほしい。
液状化の対策については、昨年検討したところ、「大規模な液状化はしない」との結果
が出ている。

老 上 平成24年 7月 23日 20人 ・国道１号ボックスを撤去してほしい。

国に改善するよう要望しているが相当な時間がかかるので、基本計画（案）では、改善
されるまでの計画案と改善された後の計画案としてまとめている。もし、改善されボック
スが撤去されたら、ゆるやかにすり付け、常時は通行できないが、緊急時に国道から緊
急用車両が通行できるように整備する。

１９：３０～
・国道１号ボックスについては、撤去されない状態で計画がまとめられているが、決定し
ていないのなら図面化しない方がいいのではないか。

基本計画（案）の中では既設ボックスが撤去されるまでの計画（案）と、既設ボックスが
撤去された後の計画（案）でまとめている。既設ボックスが撤去されたら、ゆるやかにす
り付け、常時は通行できないが、緊急時に緊急用車輌が通行できるように整備する。

・区間⑤のサクラ並木周辺はどのような整備をされるのか。
区間⑤の桜並木については、保全を検討しているが、寿命等があるので更新を検討し
ないといけない。具体的な検討については、基本設計、実施設計で取り組む。

・基本計画の中で使われている、ガーデンミュージアムとは、どのように定義されている
のか。

主な4つのガーデン手法を取り入れ配置することから、検討委員会で定義し使用してい
る。

・草津川跡地は天井川ということで、JR琵琶湖線から国道１号の間で歴史的遺産として
残すという話があったと思うが、草津川跡地を歴史遺産として、どこかで保全することを
考えているのか。

草津川跡地を歴史的遺産として位置づけることは難しいと考えているが、歴史的空間
の保全の観点から、区間⑤については堤体を保全するエリアとし、歴史を感じてもらえ
る空間としていきたい。

・草津川跡地の中で、防災拠点（ヘリポート、物資輸送、集約基地等）の整備を検討して
いるのか。

防災拠点は周辺にあるため、草津川跡地を防災拠点として位置づけることは考えてい
ない。それよりは、草津川跡地周辺に位置づけられている防災拠点と連携して、広域
陸上輸送路として位置づけていきたいと考えている。

・用地の権利は、草津市に移っているのか。
現在、草津川跡地については、滋賀県所有でまだ取得していない。ただし、滋賀県に
は基本計画（案）について理解してもらっており、有償譲渡で協議を進めている。

・基本計画（案）に対する隣接する地域の同意は得られているのか。
→（回答後）隣接の方が同意されているならいいです。

基本構想、基本計画の検討委員会の委員に、隣接する学校・地区の代表者にも入っ
てもらい、議論・意見をもらっている。草津市全域の事業として、13学区・地区で説明会
を開催し意見もいただいている。

・現在の基本計画は、簡単に言うと大きな公園ができるように感じる。イメージパースを
見ると非常に良い空間ができるように思うが、現実に維持管理するのは難しいのではな
いか。ただ、草津川跡地は公園だけでなく防災拠点の考えもあるので、ある程度救われ
ると思いますが、その辺りは十分注意してもらい、場合によっては手を加えない雑木林と
する必要があるのではと思う。

単純に長い公園と考えていない。市民の皆様に計画・運営・管理に関わってもらい、行
政、市民、民間の協力のもと、市外、県外からも来てもらえるような、質の高い緑空間を
実現したいと考えている。

・新草津川でもNPOや桜の木オーナー等の考えを導入されているが、現実は維持管理
ができていない。草津川跡地を整備する場合も同様、市民や地元で維持管理する範囲
は限界があるので、良く検討してください。

質問者より回答不要との意向を示された。

・草津川跡地に、コンビニや自動販売機など景観に配慮されていないものを排除する覚
悟はあるのか。せっかく今までにない計画をしているので、そこまで込み入って計画をし
ているのか。

自動販売機は、ニーズはあると考えている。配置するとすれば景観に配慮した、周りの
景観とあったものとして、今後、整備の段階で検討していきたい。



草津川跡地利用基本計画（案）にかかる１３学区・地区説明会の意見・質問一覧

学区・地区 開 催 日 参加人数 意見・質問 回　　　答

志 津 平成24年 7月 24日 15人
・草津川跡地に道路を作るなら国道１号にアクセスできるようにしてほしい。基本構想で
は、国道1号と平面交差になっていた。なぜ今のような計画になったのか。

事前に滋賀国道事務所と協議したところ、「国道に新たに交差点を設置する草津市が
事業主体となって交差点を設置することになる。」との回答であった。
国道１号のボックス箇所は、ボックスの高さや歩道が整備されていない等課題があるこ
とから、まず、この課題について解決してもらうことが一番と考え、早期の課題解決を国
に要望している。また、ボックスが撤去された場合については、国道の整備に合わせて
検討したい。

１９：３０～ ・国・県には国道１号トンネルの撤去について毎年要望しているのか。 毎年要望している。

・市長とトーク時の説明では、県道六地蔵草津線に抜ける計画は仮であり、 終は平面
化と言われた。

それは変わっていない

・基本構想では防災ステーションと連携するため、平面化しなければいけないと書いて
ある。

防災ステーションとの連携は、青地駒坂線、東草津山寺線を利用しないと国道まで行
けない。草津川跡地を利用することが、志津からの問題を早期に解決するために今の
計画となった。

・県道六地蔵草津線の整備後はどのようになるのか。 用地買収して右折レーンを設けるようにする。

・市長とトーク時の説明では、ボックスが撤去されたら、志津方面から国道まで道路が整
備され平常時にも一般通行できるという説明だった。防災だけの道路という説明は聞い
ていない。

ボックスが撤去されたら、防災時に緊急輸送路として整備し、国道１号と接続したい。災
害時は緊急車輌が防災ステーションまで通れるよう２段階の整備をしたい。

・国道１号のボックスが撤去後に整備される区間⑥の道路は、平常時通れないのか。
　→（説明後）撤去後の国道１号へつなぐ大路方面の道路は別にそのままでもいいが志
津方面は一般車両が通れるよう必ず整備してほしい。

ボックスが撤去されたら通常通れるようにしないといけない。

・区間⑤はなぜ道路整備がなくなったのか。基本構想では通るようになっていた。

基本構想のパブリックコメントでは、道路のあり方としてさまざまな意見があり、基本構想
では、次の基本計画の中で再検討することでまとめた。
区間⑤の空間のあり方について検討委員会で検討し、区間⑤は歴史を保存する区間
と位置づけられおり、また、市が全国に発信する魅力空間として、市民活動ができる空
間としていくこと、草津駅と草津川跡地を結び回遊性を持たせ、中心市街地をにぎわ
いのある空間とすることが草津市の発展のためになると考え、区間⑤の道路は、平常
時は許可車輌のみを通行可能とした。

・提体による斜面があり今後、市が維持管理しなければならないことから平地化するべき
である。また、基本構想では草津川跡地全線を道路としてまとめられており道路として計
画を進めるべきである。

国道トンネル撤去、草津電機前の国道１号交差点の問題解決、市長が管理者に要望
しており、市は志津の道路問題解決向けて取り組んでいる。草津川跡地の計画で、全
ての問題を解決するわけではなく、市全体で解決に取り組んでいく。

・新草津川の整備の際に用地提供した時は、草津川跡地については、道路として整備
するという説明がされていた。また、国道１号のボックス撤去については、国と県の間で
協定が結ばれているはずである。

基本構想でパブリックコメントを行った時、道路とにぎわいが共存することに対する反対
意見が多数寄せられた。堤体を切り取り平地化する計画に対しても意見はあったが、
堤体を保存するという計画で基本構想をまとめた。暫定利用は整備するときには一旦
白紙に戻すとの協定を交わされている、暫定利用が優先的に利用できるものではな
い。

・区間⑤に道路を通せないなら地下道路にしたらいい。

草津川跡地利用基本構想では堤体を残し、道路を通し、国道平面化する計画として
市がパブリックコメントを行い、その中で意見を検討委員会ではかり、区間⑤の道路に
ついては基本計画で議論することになった。その中で、平成２３年度の市民を含めた基
本計画の検討委員会で道路のあり方について検討した。また、公安委員会とも協議を
させてもらい、中心市街地のにぎわい空間と道路を一緒にするのは、よくないという意
見もあり、市としても、幹線道路は都市計画道路で全体の幹線道路を決めていくという
こともあり、現在の計画となった。

・志津だけではなく本町、大路井の人が堤体をとって道路にしてほしいという陳情請願
が出て、議会で採択されたらどうするのか。

道路の意見を含め、全体として市が判断を行う。

・この計画に基づいて、いつから整備が始まって、いつ頃終わるのか現段階でわかって
いれば教えてほしい。

草津川跡地は、琵琶湖から新幹線の全７ｋｍの区間、基本計画は、メロン街道から新幹
線の約５.７ｋｍの区間です。全区間を完成させるには、２０年程度必要だと思っている。

271人参加総人数


