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住まい 年齢 性別 ①土地利用・住環境 

 ①-１土地利用のルール 

春照学区 40 歳代 男 市街地区域と市街地を抑制する区域を明確に区分けし、計画的にまちづくりを

推進していくべきであると考える。 

伊吹学区 70 歳以上 女 産業地・商業地・住宅地の区分の上でまちづくりをすべき。 

柏原学区 50 歳代 男 市の存続に重要な経済的発展と人口増加を両立するためには、自然環境を守

る・売りにする地域、経済発展・人口増加を図る地域など、メリハリの利いた

都市計画を進める必要があるので、確固たる考えの下リーダーシップを発揮し

て思いきった施策を打ち出すべき。 

大原学区 20 歳代 男 宅地開発や工場誘致は農地や景観を考えながら順位をつけて進めていくべき。 

柏原学区 50 歳代 男 各地域の成り立ちを大切に、ゾーニングによる各地の特徴付けと市のシンボリ

ックタワーになるものが求められる。 

息長学区 30 歳代 男 人口が減る中でまちの維持だけでも大変なので、今ある土地利用状況を変えず

に、古いものを刷新したり、土地取引の流動性を高める方が行政費用も抑えら

れると思う。インフラ整備よりもネットやクラウド等を利用して、資源を確保

できるまちにしてほしい。 

坂田学区 60 歳代 男 自分の土地があっても、物置小屋の大きさが決まっている。都市計画法第 29

条（開発行為の許可）を見直してほしい。 

 ①-２土地の活用・開発 

河南学区(旧

醒井学区) 

50 歳代 男 交通の要所という利点を生かし、積極的に開発をすべき。 

河南学区(旧

息郷学区) 

40 歳代 女 農地活用や森林整備は、個人の力ではできない現状もあるので、まちづくりの

中で考えなければ、今まで以上に荒れたままの土地が増えると思う。 

河南学区(旧

醒井学区) 

50 歳代 男 農地は不要。 

息長学区 70 歳以上 男 市は山間部でこれまでの農地の新しい活用法を考え、中でも岐阜県等との交流

が不可欠だ。 

春照学区 70 歳以上 男 工場、社宅等の廃虚と化した土地、荒廃した土地等の整備、開発し土地の活性

化と活力ある市づくり、土地の有効利用を図る。 

柏原学区 50 歳代 女 空き地を利用して、市民から資金を募り、利益を還元するようなソーラーパネ

ルを設置し、原発に頼らない米原市づくりをしていく。空き地の購入者から土

地転がしによる米原市の環境が悪くならない様にしてほしい。 

春照学区 70 歳以上 女 住友大阪セメント工場跡地の利用を早急に進めていただきたい。 

米原学区 70 歳以上 男 市街地内を整備し税を見直して下さい。市街地は宅地税の算定を作成して下さ

い。農地も農協を基本として、農地の整備と耕作の安定を図る。農用地に例え

ば大きな防災実習学校などの県の公共施設を要望して下さい。 

坂田学区 30 歳代 女 米原には広い土地があるのだから、活用した方が良いと思う。 

 ①-３-１住環境、移住・定住 

山東学区(旧

山東西学区) 

60 歳代 男 現状、農地保全に力が注がれ、区の人口流出に歯止めがかかっていない。家族

で区内に住みたい人があれば積極的に宅地に転用していくべき。 

春照学区 30 歳代 女 まず人口が増えないことには、まちは活性化していかないので、もっと住宅地

を増やしていくように土地を開拓していくべきだ。 

山東学区(旧

山東西学区) 

20 歳代 女 住民を増やすには、移住者でも住みやすい環境が必要。公共交通機関の改善は

すぐには無理として、住むには野焼きが深刻なので、田舎では昔から当り前な

のかもしれないが、例えば、決めた日時だけ許可するなどすれば気構えできる

が、移住者には耐えられず、改善もされないからあきらめて出ていく人もいる。 

河南学区(旧

醒井学区) 

30 歳代 女 他市町で成功例がある鹿を使ったジビエ料理の開発など、独自性を持って雇用

の創出も考えた取組がなければ、移住定住は難しいと思う。 

米原学区 70 歳以上 男 最近ウォーキング、サイクリング客が多いので、湖岸道路と砂浜の流木・ゴミの

整理と不要な木の伐採、撤去などのほか、景観にふさわしい遊歩道整備の推進。 
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米原学区 70 歳以上 男 若者に好かれる街並み整備。 

山東学区(旧

山東西学区) 

60 歳代 女 道路、河川などの最も生活に身近な住環境改善に力を注ぐべき。 

大原学区 30 歳代 女 山東地域は、田舎らしさと最低限の生活に必要な店舗があって十分なので、市

内外への交通の不便さを解消できれば、これ以上の都市化や開発は望まない。 

 ①-３-２空き家対策 

大原学区 70 歳以上 男 空き家対策 

柏原学区 70 歳以上 女 空き家をなくす。 

春照学区 70 歳以上 男 放置された空き家、田畑の管理、再利用。 

河南学区(旧

醒井学区) 

70 歳以上 男 条例の制定で、荒れ放題の隣家の規制をしてほしい。 

柏原学区 40 歳代 男 空き家を積極的に利活用する仕組みづくり。利活用できない老朽化した空き家

は処分する仕組みづくり。 

柏原学区 30 歳代 女 空き家を再利用するとともに、若い世代が都市中心地域ばかり集中しないよ

う、田舎に魅力を感じて居住してもらえる取組が必要。 

春照学区 50 歳代 女 北部の空き家の活用も重要だと思う。 

大原学区 70 歳以上 女 人口減少で、田舎の住宅が空家になるのが心配。 

山東学区(旧

山東西学区) 

70 歳以上 男 外側を着飾ることも必要だが、空家対策や路上のゴミ問題など、内側もキレイ

であるべき。 

坂田学区 50 歳代 男 市が支援する空き家対策。 

息長学区 30 歳代 男 空き地、空き家を持て余している住民がたくさんいるので、固定資産税を無駄

に払うより、市で有効利用してもらえると助かる。 

米原学区 70 歳以上 女 増えていく空き家対策を考えてほしい。 

河南学区(旧

息郷学区) 

30 歳代 男 改修して店や中古住宅として売るなどして古民家を利用する。 

山東学区(旧

山東西学区) 

70 歳以上 男 人口増加対策が一番重要。 

 ①-４農地等の保全・対策 

柏原学区 20 歳代 女 施設を増設するとき、田を埋めたり、山を開拓されると良い気持ちがしない。 

坂田学区 60 歳代 男 水田地域が減少している。これ以上、水田を減少しないように心がけてほしい。 

柏原学区 70 歳以上 女 新しい場所はなるべく避けた方が良いと思う。 

春照学区 50 歳代 男 農地取得条件の緩和。 

大原学区 50 歳代 男 農地や減反地、荒地等の管理、対策。 

米原学区 70 歳以上 男 農業従事者の高齢化で休耕田が多くなってきているので、今後の土地活用を考

える時期に来ている。若い人が集まり、休耕田を作付けしてほしい。 

住まい 年齢 性別 ②産業振興②産業振興②産業振興②産業振興    

 ②-１-１商業施設立地・誘致 

大原学区 40 歳代 女 大型スーパーの誘致。 

その他 40 歳代 無回答 伊吹・山東辺りに県外などからも来てもらえる大型商業施設やショッピングモ

ールなど計画してほしい。 

息長学区 40 歳代 男 大型ショッピングモール等への誘致が必要。 

春照学区 50 歳代 男 国道 365 号沿いに食料品を扱うショッピングセンターなどの店舗・企業を立地

して、活性化を図る。 

米原学区 30 歳代 女 米原市に来て 2 年になるが、飲食店、カフェ、雑貨屋など 20 代 0 代が集まる

場所がないため、長浜や彦根へ行くしかない。もう少し活性化してほしい。 

米原学区 20 歳未満 男 アミューズメント大型施設の誘致など、地元も県外の人も集える街づくり。 

坂田学区 30 歳代 女 飲食店やショッピングセンターなど、娯楽施設が少ない。 

米原学区 30 歳代 女 アクセスがいいので、以前住んでいたまちのように大型商業施設を誘致すれ

ば、市外からの集客も増え活性化につながると思う。 
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大原学区 20 歳代 男 ショッピングセンターがあると住みやすく思える。米原に良いお店があって

も、伝わらないので来てもらえない。 

米原学区 20 歳代 男 本屋が近くにない。 

米原学区 30 歳代 女 病院やスーパー等の商業施設が少なすぎて、長浜や彦根に行かざるを得ない。

不便なので重点的に取り組んでほしい。 

米原学区 50 歳代 女 米原駅東口にショッピングモールを、伊吹山の麓にアウトレットモールを、国

道 8号バイパスにチェーン店の出店を進める。ふるさと納税の返答品に欲しく

なる良質な地元商品を多く使って収入を増やす。 

米原学区 30 歳代 女 米原 IC や米原駅、国道 8号・21 号があるので、IKEA やコストコがあるといい。 

坂田学区 20 歳代 男 コンビニをつくってほしい。 

息長学区 20 歳未満 女 立地が良いのに、服店や書店等の店が無いのがもったいない。 

春照学区 40 歳代 女 インターチェンジがあっても 24 時間営業のガソリンスタンドがなかったり、

夜間が不便と感じる。 

息長学区 70 歳以上 男 人口減が活性化を防げている。人の集まる会社、公共の事務所などを設けたり、

人が集まり交流したり買い物が楽に出来る商店街も必要。 

柏原学区 30 歳代 女 パートをするにも柏原学区では店が少なく、長浜まで行っている。特に雪が降

ると仕事や買い物が行けなくなってしまうので、国道 365 号沿いにできるホー

ムセンターのように近くに大型ショッピングセンターなどできると、生活に便

利でありがたい。 

柏原学区 20 歳代 女 商業施設を増やしても、消費力がなければ結局続かないので、その地域の住民

数や需要、交通量などを調べた上で誘致しないと無駄金になると思う。 

  ②-１-２買い物難民 

米原学区 30 歳代 男 地域住民、特に高齢者の利便を図るため、小売店が低料金での配達業務を行え

る仕組みづくりをしてほしい。 

河南学区(旧

息郷学区) 

50 歳代 男 高齢で自家用車にも乗れなくなった場合、近くに店がないため、遠くまで買い

物に行かなくてはならない。 

春照学区 50 歳代 女 買物難民にならないように、市役所などで、移動コンビニのような食料品など

の販売などをしていただければ便利。 

柏原学区 30 歳代 女 柏原にもホームセンターやスーパーが欲しい。年配者は買物へ行く交通手段も

なく不便に感じている。過疎化が進み、衰退していくのが心配。 

米原学区 70 歳以上 女 老人が多いので買い物がしやすいような町づくりをしてほしい。 

米原学区 40 歳代 男 高齢化による買い物難民への対策を講じてほしい。 

  ②-２企業（工場）誘致・雇用の確保 

河南学区(旧

息郷学区) 

70 歳以上 男 従来からの工業用地における土地利用を速やかに推進する。 

米原学区 30 歳代 男 米原 IC や米原駅へのアクセスを向上させ、これらを特に物流面で魅力ある工

業地区に特化させる。 

春照学区 70 歳以上 女 若い人生、働き場所、幸せに暮せるようにしてほしい。 

河南学区(旧

醒井学区) 

50 歳代 男 若者が地元で仕事をできる市にしてほしい。 

春照学区 50 歳代 女 大学を卒業した子どもが戻ってこられるような働く場所、米原駅周辺の企業誘

致をがんばってもらいたい。 

大原学区 40 歳代 女 市民が働く場所「お店」、「工場」などの企業誘致をしてほしい。 

春照学区 70 歳以上 女 伊吹地域では、近年空き家が増加しているので、工場等を誘致し、若者の働く

場所を作ることが急務。 

山東学区(旧

山東西学区) 

50 歳代 男 働く場所がないと、まちが活性化しないので、もっと企業や働く場所を誘致し

てほしい。 

大原学区 70 歳以上 男 市内における仕事場を確保 

大原学区 40 歳代 女 若い世代がそのまま米原に住みたいと思うまちづくりが重要。学校や就職先の

工場・研究所・ショッピングセンター等の誘致があったら良い。 
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山東学区(旧

山東東学区) 

70 歳以上 女 若者が定住出来るよう働く場がある町づくりが必要と思います。高齢者の意見

より若者の意見を重要視すべきと思う。 

大原学区 60 歳代 女 工場、商店の誘致による市内で働ける就業先が近い町づくり。 

山東学区(旧

山東東学区) 

60 歳代 男 若い夫婦が地元で就業し、定住化してくれるような商業・工業施設の誘致。 

米原学区 50 歳代 男 子どもが実家から出て働きに行かなくてもいいように米原に働く場を誘致し、

市の財政収入面や市民の生活面を向上させる。 

坂田学区 70 歳以上 女 若い人が都会へ行かないように企業を誘致して、空き家のない、住みやすいま

ちにしてほしい。 

坂田学区 50 歳代 女 地域で安定した職場につけるよう、用地の拡大等。 

米原学区 70 歳以上 女 若い人が働ける企業を誘致してほしい。 

大原学区 70 歳以上 女 米原駅前の整備より、働き場を確保し、田舎に気持ち良く住めるようにしてほ

しい。 

山東学区(旧

山東西学区) 

30 歳代 女 人口減少は仕方ないが、小さい子どもに投資しても出ていってしまっては意味

がないので、若い人がこれからも住みたいと思えるよう就労先の確保をすべ

き。 

米原学区 70 歳以上 女 若い人がいなければ町は活性化しないので働く場の確保が必要。 

春照学区 50 歳代 女 若者の働く場が少ないので、ますます老人の町になる。人口流出を防ぐ方法を

考えてほしい。 

大原学区 30 歳代 男 ショッピングモールなどを増やしたり、市民が働けるように工場もあるとい

い。 

坂田学区 60 歳代 女 若い世代が気兼ねなく子どもを育てられる町づくりとして、ゆったりとした生

活環境は捨てがたいが、生活が安定するように働く場の確保をして人口を増や

してほしい。 

山東学区(旧

山東東学区) 

70 歳以上 男 中企業程度の働く場所も設けていくべき。 

春照学区 60 歳代 男 広大な土地を利用して企業等へ誘致を行う。県外から観光客が来るような施設

の設置が必要。 

柏原学区 70 歳以上 男 工場などの誘致などが必要。また、刑務所なども良いのでは。 

春照学区 60 歳代 男 空地を利用して大きな工場を誘致する。 

米原学区 60 歳代 女 交通利便が高く水が豊富なのに、企業が立地しない原因を考える必要がある。 

 ②-４産業育成 

息長学区 70 歳以上 男 中小企業の育成、小規模農業者に対するてこ入れ等。 

河南学区(旧

息郷学区) 

30 歳代 男 大型商業施設よりも地元商店をバックアップし、魅力を向上させブランド化を

図る。 

  ②-３観光 

息長学区 30 歳代 女 住民も観光客も共存できるまち。長浜・彦根に通過するまちから立ち寄りたく

なるまち。 

柏原学区 70 歳以上 女 自然豊かな市の良さを他県にアピールして来ていただくと良い。 

坂田学区 40 歳代 女 米原の環境を活かし、気軽に利用できるような道の駅や特産物を扱うカフェな

ど、ローザンベリー多和田のような、遠方からの観光客が集まるような魅力的

な場所をつくる。 

息長学区 60 歳代 男 多和田ローザンベリーの当初計画から、今はどのような状況か。当初の都市計

画の進捗どおり進んでいるのか気にかかる。 

住まい 年齢 性別 ③道路・交通③道路・交通③道路・交通③道路・交通    

 ③-１-１道路整備・充実 

大原学区 70 歳以上 男 長岡周辺（旧駐在所より東）の道路拡張整備 

春照学区 50 歳代 男 道路の補修を確実に実行してほしい。 

山東学区(旧

山東西学区) 

70 歳以上 男 山室から直線で長岡へ行ける道路を早急に作ってほしい。 
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息長学区 60 歳代 男 車社会の中、集落内道路の拡幅整備は農地への移動も便利になるので特に必

要。 

山東学区(旧

山東西学区) 

70 歳以上 女 寺倉代大鹿線の山室の所、高低の差を計画されていましたが、利用価値のない

村内の道に変更され残念。寺倉代大鹿線を計画して下さい。 

河南学区(旧

醒井学区) 

20 歳代 男 醒ヶ井駅周辺、駅裏へつなぐ道路 

春照学区 60 歳代 女 北国脇往還の街道沿いの整備等 

春照学区 70 歳以上 男 冬期に危険な場所があるので小中学生の通学路の整備。 

春照学区 30 歳代 女 国道 365 号の伊吹地域付近に歩道がないことが不満。道路整備（歩道や融雪）

と土地開拓をすることが重要だと考える。 

河南学区(旧

醒井学区) 

70 歳以上 男 名神高速道路の伊吹スマートインターの早急実現。技折丹生川橋で事故あれば

通行出来ないので、山東方面から醒井国道→米原東口までの国道（米原西丹寺

→山東までのバイパス）の整備拡張。 

大原学区 70 歳以上 女 すみれヶ丘・朝日抜ける道が狭く、車が来ると怖い。 

その他 40 歳代 無回答 道路の整備や住友大阪セメント跡地などに力を入れてもらえば、町が明るくな

ると思う。 

大原学区 60 歳代 男 道路拡幅整備を進めれば人は集まる。 

大原学区 50 歳代 男 荒地、減反地への通路の管理・保全。使用されていない道の復活・活性化。 

坂田学区 70 歳以上 男 多和田から北へ向う地方道を平坦にするべきではないか。 

坂田学区 40 歳代 男 顔戸に五差路の幹線道路が出来てから、朝の通勤時間帯に顔戸内の狭い道を走

る車が多い。中学生の通学時間と重なるので大変危険。計画があるようだが、

いつか大きな事故になる可能性があるので早急に対応してほしい。 

米原学区 70 歳以上 男 道路、鉄道等への取付箇所がネックになっている。各道路の取付交差点が変形

である。 

米原学区 30 歳代 女 岐阜県などのように、道路が広くきれいに整備されれば人が通り、商業的にも

有益なので、まずは道を整えることが大事かと思う。 

大原学区 60 歳代 男 合併後の幹線道路整備が進んでないと思う。 

坂田学区 30 歳代 男 既存集落では高齢化が進んでいる中で、生活道路が狭く、緊急車両が入れない。

緊急車両が集落の奥まで入れるよう生活道路拡げていくべき。 

大原学区 60 歳代 男 市各区内の道路が狭く、軽自動車くらいしか入れない所がある。生活に影響は

無くても災害や火災等で近くに行けないと大変なので、側溝等にグレーチング

をして利用をするのが良いと思う。 

 ③-１-２歩道・自転車道の充実 

息長学区 60 歳代 女 段差のない歩道にしてほしい。 

坂田学区 50 歳代 女 段差のない歩道など、シニアカーが安心して通行できる町づくりを希望。 

山東学区(旧

山東東学区) 

60 歳代 女 歩行者・自転車専用道路の充実。 

伊吹学区 30 歳代 女 市の隅にある地域内の歩道を整備すべきだと思う。ただでさえ子どもが少ない

のに、子どもがひかれそうで怖い。 

米原学区 60 歳代 女 自転車で買物に行く人も多い中、平和堂やユタカ付近等に歩道がなく、危ない

ので、市はもっと歩道をつくるべき。 

米原学区 60 歳代 男 滋賀全体の話だが、サイクルロードの充実を図り、琵琶湖の素晴らしさを世界

にアピールしてほしい。 

米原学区 40 歳代 女 交通量の多い道路に自転車専用ゾーンの整備。車道を走るのは自分も怖いし、

子どもにも車道を走りなさいと言えない。 

坂田学区 50 歳代 女 国道８号バイパス沿いの歩道（顔戸交差点から長浜方面へ向いてメルポ工場、

福井化成横のバイパスの歩道部分）に、草が伸びてきて通行に支障があるので

除草してもらいたいので、担当部署に伝えていただきたい。毎年刈られている

のに今年は伸び放題となっているので対処をお願いする。 
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 ③-２-１公共交通の改善・充実 

春照学区 50 歳代 女 高齢化が進んでいるので、自家用自動車に代わる移動手段を確保していただき

たい。 

大原学区 50 歳代 男 駅や公共施設への公共交通を充実させ、自動車を抑制していくこと。 

米原学区 50 歳代 女 車がないと、どこへも行けない状況。年を取るごとに、買い物、通院、市役所

や銀行など行きにくくなる。 

大原学区 70 歳以上 女 近江長岡駅からの電車とバス運行にダイヤのズレがありすぎる。現在では一日

一便だけの接続だけなので、バスと電車の接続を良くしてほしい。 

春照学区 40 歳代 男 今後の高齢化の進展を見据え、各地域と市役所、医療機関の商業施設などを結

ぶバスなどの公共交通ネットワークの構築を行っていくべき。 

河南学区(旧

醒井学区) 

60 歳代 女 今は自分で車を運転するが、いつまでできるかわからないので、コミュニティ

バスなど公共的な交通機関を充実してほしい。 

米原学区 70 歳以上 女 交通の便が悪く困る。 

米原学区 30 歳代 男 住宅地は公共交通機関が不便なので、アピールとサービスの改善に努める。 

 ③-２-２鉄道 

大原学区 60 歳代 女 お年寄りも若者も子どもも気軽に病院や買い物に行けるように、富山県にある

ような路面電車を走らせてほしい。バスなど走らせても金がかかるだけなの

で、道路や水路を作るくらいなら線路を作ってほしい。 

春照学区 70 歳以上 男 JR 近江長岡発上り電車は１時間に２本走っているが、大垣での乗換は老人にと

って不便なので、１本は豊橋行としてほしい。 

柏原学区 20 歳代 女 電車の本数の充実。 

坂田学区 40 歳代 女 移動手段の簡素化が重要だと思う。是非、敦賀代米原間の北陸新幹線を実現さ

せて下さい。 

米原学区 70 歳以上 男 米原駅発展のため北陸新幹線の米原経由の誘致を是非実現してほしい。 

坂田学区 30 歳代 女 北陸新幹線は米原ルートを推し進め米原市に観光客を増やす。 

 ③-２-３バス・タクシー 

河南学区(旧

息郷学区) 

50 歳代 男 バスなどもほとんどなく（１日上り朝のみ１本、下り昼・夕２本）、生活に不

安がある。 

山東学区(旧

山東東学区) 

70 歳以上 女 バス停がなくなり不便なのでバス停の復活を希望する。 

山東学区(旧

山東西学区) 

30 歳代 女 もう少しバスの便を増やしてほしい。土曜日はいいが、特に日曜・祝日は時間

が少ないので不便。 

河南学区(旧

醒井学区) 

60 歳代 女 乗車する人も限られてはいるかもしれないが、路線バス・コミュニティバスな

どはもう少し小型化し、本数を増やせればいいと思う。 

息長学区 50 歳代 女 今は自分で運転して行けるが、高齢になり免許を返した時に、病院やスーパー

に行けなくなることが不安。朝、昼、３時頃に各字から病院やスーパー、駅と

つながるコミュニティバスがあると便利。 

大原学区 50 歳代 男 バス停・バスルートの見直し。住宅地を通過するように見直す。 

米原学区 60 歳代 女 多くの人に来てもらうために、まず米原駅に降りていただける魅力ある街に

し、伊吹や山東へもアクセスしにくいので、１日乗車券等を設けてバス等で巡

ってもらえる環境が必要。市民も乗車券で行動しやすくなると思う。 

米原学区 40 歳代 女 車を持たない高齢者が、買い物や病院に行くのに困らない様にしてほしい。米

原市に病院や商業施設が整備されたら、交通網の整備も変わると思うが、現状

では市外へのバスの便を増やしてほしい。 

坂田学区 70 歳以上 女 市のバスを長浜市のようにもっと利用出来る様にしてほしい。 

春照学区 20 歳代 女 カモンバスの予約時間が早く締め切られすぎて通院している老人には不便す

ぎる。 

その他 60 歳代 男 米原駅西口または東口に市内観光地巡回バス路線の設定が必要。 

米原学区 70 歳以上 無回答 長浜代彦根の湖岸バスを復活させて下さい。 
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息長学区 70 歳以上 女 タクシー（まいちゃん号）を通常利用したいが、長浜病院や日赤病院などまで

は利用出来ず非常に不便。長浜管内まで利用できるようにしてほしい。 

 ③-３その他 

息長学区 70 歳以上 男 交通網の整備を進めてほしい。 

大原学区 20 歳代 男 伊吹、東草野の山村部をＰＲしつつ交通網を充実させていくべき。 

息長学区 40 歳代 男 交通の便が良いのにもっと発展すべき。 

坂田学区 30 歳代 女 今は車で遠出ができる時代だが、何もなければ通り道でしかない。米原は大津

や名古屋方面にも行きやすいので、もっと活用すべき。 

米原学区 70 歳以上 男 高校生の通学路ですが、旧役場より私有地を通るので考えてほしい。 

住まい 年齢 性別 ④市街地整備 

 ④-１拠点・核 

米原学区 60 歳代 男 米原市の中で、どこを核（中心）にして開発するのかが重要。 

米原学区 60 歳代 女 県内唯一の新幹線停車駅である米原駅を核とした町づくりが大切。 

柏原学区 60 歳代 男 人口減で生活不自由者が増えるので、旧学区単位での中心拠点の整備として、

商店、医院などの最低限生活環境を確保する。 

柏原学区 50 歳代 男 米原駅を中心とした政策ではなく、周辺部が衰退しないように少人数でも学校

を中心とした町づくりが必要。行政が都合よく決めるのではなく、住民参加で

議論できる機会を設ける。住民は祖先のことより、町づくりのために土地を売

るべき。 

坂田学区 50 歳代 男 集中と選択。 

米原学区 50 歳代 女 磯から甲津原まで 40 ㎞ある中で、点在する集落をまとめることは難しい。 

 ④-２-１米原駅周辺活性化 

坂田学区 50 歳代 女 米原駅は新幹線も止まり、北陸や中京圏などからの集客が望めるので、コンサ

ートなどができる名古屋ドームのような集客施設を整備し、駅前を発展させ

る。 

大原学区 50 歳代 女 米原駅近くにアウトレットやレジャー施設など、目玉的な物件が出来て、人を

寄せる事が出来たら、財源収入と市民還元により、それこそ生まれてから年老

いてまでの福祉の充実を図れるのではないかと思う。 

山東学区(旧

山東西学区) 

60 歳代 男 米原駅周辺の多くの駐車場の整備と魅力ある商業施設の誘致。 

伊吹学区 30 歳代 女 米原駅周辺に、人が集まる施設（ショッピングモール）などをつくって、もっ

と発展させてほしい。 

大原学区 20 歳代 男 米原駅周辺は新幹線の玄関口でもあるため、駅と平和堂のコラボなど、商業施

設の充実を図るべき。 

春照学区 30 歳代 女 新幹線が停まる駅があるのに、米原には何もないと言われる。コストコ、IKEA

などあればいいなと思う。 

大原学区 40 歳代 男 米原駅周辺には、公共施設ではなく、大型ショッピングセンターやアウトレッ

トモールなどを誘致すればよい。 

米原学区 40 歳代 女 米原駅周辺に魅力がなく、ただ電車に乗るだけになっている。他市の駅前のよ

うにお茶する所や有意義に電車を待てる場所が必要。コンサートなどができる

県立施設があっても連れて行く所もない。住宅地も増やし、大型の商業施設、

誘致してほしい。 

米原学区 50 歳代 男 住宅を増やして人口を増やし、大型商業施設や温泉施設を米原駅周辺に誘致

し、米原に人が来てもらえるまちづくりをする。 

坂田学区 30 歳代 女 新幹線停車駅なのに、降りても特に何もない。商業施設等、寄りたくなるよう

な物が欲しい。 

米原学区 50 歳代 男 大型商業施設の誘致や市立病院を建設して人を集める。米原駅は何もないので

乗り継ぐだけで誰も下車しない。企業等の誘致に力を入れてほしい。 

大原学区 70 歳以上 男 新幹線停車駅の米原駅周辺をもっと開発すべき。 
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米原学区 50 歳代 男 鉄道や道路については便利だが、その他の開発が進んでいない。土地は安いた

め住宅等は建てやすいが、ショッピング等が不便なので、人口増は期待出来な

いと思う。第一に米原駅周辺の整備が必要。 

米原学区 50 歳代 男 米原駅周辺を降りてもらえるような活気ある商業施設など増やしてほしい。 

息長学区 40 歳代 女 彦根、長浜にある商業施設が米原市にはない。新幹線が停まらなかったら、あ

まり知られていないので、もっとアピールし、発展させてほしい。 

坂田学区 30 歳代 男 新幹線の駅としても、イメージ的に薄いので、ヒロヤマガタ氏の絵画展示など

の象徴的なものとかあればいいと思う。 

米原学区 70 歳以上 女 米原駅東口は駐車場ばかりなので店がほしい。 

米原学区 20 歳代 女 米原駅東口に商業施設ができると聞いていたが、引っ越してきて 3年、何もで

きていない。近くに買い物に行く所がなくて困る。 

米原学区 60 歳代 女 米原駅東口に、国、県等と市が連携して、賑わいのある町づくりに繋がる施設

等を誘致することが大切と考える。 

坂田学区 40 歳代 女 米原駅周辺に大型ショッピングセンターや生活に必要な施設の集約。 

坂田学区 60 歳代 女 米原駅を降りてもイメージが暗く、行く所が少ない。新幹線も停まる県内唯一

の駅として、明るい緑の多い落ち着いた町づくりを望む。住むのには静かでい

いが、活気がない。毎年人が集まるイベント等開催してはどうか。 

息長学区 30 歳代 女 米原駅周辺にデパート等の商業施設を取り入れ、駅までつなげるなど、大都市

のような事をしてほしい。 

米原学区 70 歳以上 男 米原駅東地区には商店やコンビニ、医院などもなく、生活がしやすい町づくり

を要望する。 

その他 20 歳代 男 新幹線停車駅なのに何もなく他県より劣っている。草津方面のように駅周りを

活気ある町にしてほしい。これでは若い人たちは出ていってしまうのは当然。

食事する場所も少ないし、スーパー、ホームセンターなども車がないと生活で

きない。 

坂田学区 30 歳代 女 米原駅周辺は駐車場ばかりで、周辺を整えても人が集まらなければ意味がな

い。商業施設を誘致して駅周辺を活性化すると、車でも電車でも集まる事がで

きると思う。 

米原学区 70 歳以上 女 米原駅西口の個人駐車場地は、市が土地を買い取り高層のパーキングを建設さ

れることを希望する。駅前が賑わうような広場作りを望む。 

大原学区 30 歳代 女 米原駅周辺はお土産を買う所も、食事をする所もないので、東西を結ぶ中間点

の新幹線停車駅なので、もっと活性化して欲しい。 

河南学区(旧

醒井学区) 

40 歳代 女 新幹線停車駅の利便性を生かして、米原駅周辺にショッピングモールなどがあ

るとよい。 

大原学区 20 歳未満 女 新幹線が停まり、乗換も多いのに、買い物や時間を有効に使えるような施設が

ないので、庁舎建設以前に米原駅周辺に大規模商業施設を誘致して頂きたい。 

大原学区 40 歳代 男 生活用品や病院も充実していないなど、市内だけで生活ができない。米原駅周

辺も新幹線が停まる駅としては日本一つまらない。 

米原学区 50 歳代 男 SL で人気を集めているので、電車の部品からアニメまで、鉄道に関する店を集

め、鉄道ファンが注目する鉄道街として米原駅周辺を充実させる。 

坂田学区 30 歳代 女 長浜駅のように、新幹線が停車する米原駅や米原 IC 周辺を商業施設等で活性

化するべき。 

坂田学区 30 歳代 女 米原駅も乗換だけで利用客もないので、駅に商業施設など作ってほしい。 

米原学区 70 歳以上 男 米原駅東部の商業化を促進し商店街の充実を図るとともに、大型商業施設を誘

致する。 

坂田学区 50 歳代 女 米原駅周辺を商業地化し、他市へので買い物流出をくいとめると、駅周辺も明

るく賑やかになる。犯罪も少ない町にしてほしい。 

米原学区 70 歳以上 男 駅前広場は、年に１代度のイベントのためにしか利用されていないので、“無

用の長物”でしかないのが残念。 

米原学区 40 歳代 女 米原駅東口の土地をもっと活用して欲しい。 
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米原学区 60 歳代 男 米原駅の東口の県有地、市有地をいつまでも空地にしておかないで、地域の玄

関口にふさわしい場所にしてほしい。そのためには、企業が進出しやすいよう

に土地の価格を下げ、駐車場設置を制限すべき。 

米原学区 30 歳代 女 移住して鉄道の便利さを魅力に感じる。小規模ながら新幹線が停まり鉄道が交

わる交通の要衝であり、玄関口である駅周辺の整備に力を入れるべき。 

米原学区 70 歳以上 女 米原駅西口の広場は何のためにあるのか。市民のためか。 

米原学区 70 歳以上 男 米原駅東西口には駐車場ばかり増えているので、寒々とした空き地だけが目立

っている。このままでは市の都市計画等の障害になる可能性もあるし、表玄関

として恥ずかしいので、行政が主体的に条例等で指導できないのか。 

坂田学区 30 歳代 女 降りてみたいと思える駅を目指し、下車する人が増えれば、山東伊吹の観光客

も増える。まず米原駅や IC で降りてもらえる街にして、土地を分譲し人口を

増やす。 

米原学区 60 歳代 女 米原駅西口駅前の駐車場はまちの発展の弊害となっている。固定資産税や所得

税等で厳しく対処すべき。 

息長学区 40 歳代 女 米原駅周辺は新幹線が停まる駅の割に、店舗がなさすぎで開発が進まなすぎだ

と思います。規制をゆるめても良いのではないか。 

大原学区 30 歳代 男 米原駅周辺の投資が無駄にならないよう、規制緩和を積極的に行い、市の発展

につながるよう努めて欲しい。 

 ④-２-２その他の駅周辺整備 

山東学区(旧

山東西学区) 

60 歳代 男 醒ヶ井・長岡・柏原駅前の整備を進め、駐車場を含めもっと利便性を高めるべ

き。 

伊吹学区 70 歳以上 女 市内の駅周辺の中でも近江長岡駅周辺は特に活気がなく閑散としている。伊吹

山への登山客も多いのに店が一つもなく、登山客からも不便の声があるので、

駅構内に売店や観光案内所などを設置して欲しい。 

大原学区 30 歳代 女 市内には JR 駅が 5 つもあるのに、駅周辺で休憩や待ち合わせができる喫茶店

やコンビニや等が少ない。駅と一体化したコンビニの例もあるので、誘致や出

店への補助等を検討していただきたい。 

河南学区(旧

醒井学区) 

40 歳代 女 醒ヶ井駅周辺は、水の宿駅利用客用の 19 時台に閉まる駐車場はあるが、JR 利

用者のための駐車場が少なく不便。 

坂田学区 20 歳代 女 坂田駅駐車場の整備が必要。 

春照学区 50 歳代 女 米原駅や近江長岡駅周辺に飲食店関係がもう少し増えればと思う。近江長岡駅

には月極駐車場はあるが、たまに利用したい場合の時間極駐車場があると駅利

用者も増えると思う。 

山東学区(旧

山東西学区) 

30 歳代 女 駅に無料の駐車場・駐輪場がなく不便なので、電車を利用する気にもなれない。

有料でもいいので、気軽に利用できる駐車場・駐輪場がほしい。 

坂田学区 30 歳代 女 坂田駅が無人駅なので、無賃乗車など、防犯上、駅を明るくして欲しい。 

山東学区(旧

山東東学区) 

70 歳以上 男 駅周辺は通勤等に利用するエコタウン的な開発をすべき。 

 ④-３シンボル・象徴 

坂田学区 30 歳代 女 総合病院は仕方ないが、産院もない。近隣市とは違うテーマパークなどの商業

施設のような魅力的なシンボルを作るべき。税収等も増えれば、その他も潤う

のではないか。米原市在住でも、職場も買い物も病院も彦根市、長浜市に依存

している。 

大原学区 40 歳代 男 合併したのに、庁舎も分かれていることもあり、まだ 4 つの地域に分かれてい

る感じが残っている。市立病院や大型商業施設、自然等を利用した観光地、農

業観光施設等の市の象徴をつくり、統一感を出していけると良い。 

米原学区 30 歳代 男 まちづくりには人が住みたいと思える環境が大事なので、米原にはこれがある

といった物があれば“人”は自然に集まってくると思う。 

その他 60 歳代 男 ヒロヤマガタギャラリーを造る。 
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 ④-４地域格差 

息長学区 20 歳代 男 同じ市の中で、住み良い地域、不便を感じる地域の差がないことが重要。住み

慣れた土地を離れることに賛否はあるが、どの地域にいても安心して暮らせる

コンパクトなコミュニティをつくれば良いのではないか。 

柏原学区 50 歳代 男 米原地域ばかりに集中するイメージを無くし、旧 4町等しく開発する。 

大原学区 70 歳以上 女 合併後は一部地域に集中しているように思う。全体をレベルアップして、どこ

に住んでも、その地域に住み続けたいと思うようなまちづくりを英知を絞って

考えてほしい。 

山東学区(旧

山東西学区) 

50 歳代 男 合併によって広域に広がった本市の町づくりにおいて、米原駅周辺だけに開発

が集中しないように外辺の地域にも配慮し、住民に不便のない、どこに暮らし

ていても住みやすい町づくりが重要。 

大原学区 60 歳代 男 米原駅周辺ばかりに財源投入するのではなく、伊吹、山東地区も活性化の為に

も平等に使ってほしい。 

大原学区 70 歳以上 男 人口が多い地域が優先的に対応され、少ない地域等は優先順位が後回しにな

る。 

春照学区 70 歳以上 男 米原地域だけが良くなるばかりで、伊吹山周辺地域の事も考えてほしい。 

息長学区 70 歳以上 男 行政には開発が遅れがちになる所に力を入れてほしい。 

柏原学区 20 歳代 男 それぞれの学区に住んでいたい、住んで良かったと思える特色のあるまちづく

りをしてほしい。一部に集中して税金が使われるのではなく、それぞれが皆向

上するような施策をしてほしい。 

息長学区 60 歳代 女 米原駅周辺に偏らずまちづくりを進めてほしい。 

春照学区 70 歳以上 女 近い将来、他県に出ている子どもの所に身を寄せざるを得ない現状なので、こ

の様な事態にならないように、行政が一丸となって真剣に取り組んで頂きた

い。米原地域ばかりに重点を置かないで平等な取組を強く期待・希望する。 

河南学区(旧

醒井学区) 

60 歳代 女 地域格差が段々大きくなってきている。退職後、静かな環境に恵まれた生活に

大満足しているが、幸い息子たちも近くに住んでいるものの、車に乗れなくな

ったらどうなるか心配。 

息長学区 60 歳代 男 醒井地区、息長・坂田地区、米原地区が市としての意識がなくてばらばらなの

で、意識改革からお願いしたい。 

坂田学区 70 歳以上 男 東部地域が忘れられていないか。 

大原学区 60 歳代 男 大原学区が取り残されているような気がする。新庁舎の建築をはじめ、無駄な

事業計画を中止し、市街地外の集落の発展に尽力してほしい。 

柏原学区 30 歳代 女 市の中心にばかり資金を投入しないで、同じように納税しているのだから平等

にして頂きたい。 

住まい 年齢 性別 ⑤都市施設、その他施設 

 ⑤-１下水道・水道 

山東学区(旧

山東東学区) 

70 歳以上 男 公共下水道になって 10 年以上が経つが、未だに下水道接続もせず、生活排水

等を川にたれ流している人がいる。良いまちづくりのために指導を望む。 

春照学区 20 歳代 女 水道代が高すぎる。 

 ⑤-２市庁舎 

伊吹学区 40 歳代 女 あるコラムで読んだが、立地も悪く、景観も損なう市庁舎の建設は考え直すべ

き。 

大原学区 40 歳代 男 米原駅周辺の開発ありきの市役所移転には反対。人口密度を考慮したまちづく

りが重要。 

米原学区 40 歳代 女 市役所の新築については、将来の若者に借金のツケが回らないように、コンパ

クトな施設を望む。 

坂田学区 70 歳以上 男 市役所の新設は、災害時に、国道 21 号線が詰まらないよう、よくお考えて建

設して下さい。 

米原学区 60 歳代 男 市役所は現在の庁舎で建て替えるよう望む。 
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米原学区 60 歳代 女 市庁舎の位置、建替えは、議会で審議されると思うが、市政の拠点となるよう

な場所に設置してほしい。米原駅周辺の案には反対で、今ある庁舎を活用しな

がら、有効に土地活用ができる場に庁舎をもっていってほしい。 

米原学区 50 歳代 女 新たに市役所を駅前につくる必要性がわからない。駅前ということは、電車を

利用して行くことを想定してかと思うが、電車で来る人がどれだけいるのか統

計でもあれば示されたい。窓口業務はネット化されるであろうし、どのくらい

の未来を見据えているのか。少子高齢化の中で暮らしやすさを基点に考えてほ

しい。 

柏原学区 70 歳以上 女 新庁舎を市の中心に建てて、高齢者が行きやすい場所、新市役所を中心にした

まちづくりをしてほしい。市南部だけ便利になるのは不公平に思う。 

息長学区 30 歳代 女 米原市は車社会なので、米原駅東口の新庁舎の計画は、駅近くで利用しづらい。 

坂田学区 30 歳代 女 米原駅と庁舎の直結は反対。市職員のためとしか思えない。 

坂田学区 40 歳代 女 市役所も米原駅西口に統一し、平和堂も新しく整備し、活性化させるようにし

てほしい。 

河南学区(旧

息郷学区) 

60 歳代 男 米原駅東口の整備も進み夜間も明るくなったが、車社会の中、新庁舎建設は、

東口より近江地域の国道 8号バイパス付近をまちづくりの中心に考えれば、活

性化も図れるのではないか。 

大原学区 40 歳代 女 庁舎建設にはお金をかけずに、古民家を再利用。 

 ⑤-３その他公共施設 

河南学区(旧

息郷学区) 

60 歳代 男 新規の施設を造ると管理費用が増え、人口も減る中、市民の、次世代の人の負

担になるので、現在の施設を統廃合して、経費節減と行政効率アップに努めて

ほしい。 

春照学区 20 歳代 女 市営住宅を増やしてほしい。 

米原学区 60 歳代 男 交通利便性を生かし、国の機関や学術、研究施設を誘致し、静かで品のある文

化・芸術の町として発展を希望する。公害のある工業団地はいらない。 

河南学区(旧

醒井学区) 

50 歳代 女 図書館・老人福祉施設・商業施設の複合エリアを検討すべき。 

坂田学区 50 歳代 女 文化産業交流会館の建替え時には、ぜひ検討してほしい。 

米原学区 70 歳以上 女 合併後、公共施設が山東伊吹地域に集中し、近江地域も最近、市の施設が建設

されている中、米原地域だけが駅前の整備はできたもののも動きがなく取り残

された感じがする。 

米原学区 60 歳代 男 駐車場より市役所に道の駅や、保育園に図書館、平和堂の中にプールや植物園

など、出来る、出来そうな事からまちづくりに取り組んで欲しい。 

 ⑤-４医療施設 

大原学区 20 歳代 男 子どもや高齢者のために病院を作るべき。 

柏原学区 30 歳代 女 小中学校の子どもがいるので設備の整った病院が市内にあると助かる。 

柏原学区 20 歳代 女 医療施設の充実。 

坂田学区 50 歳代 女 高齢化に伴い市内に総合病院があるといい。 

坂田学区 40 歳代 

 

女 医療機関の充実。 

息長学区 60 歳代 女 高齢化社会が進む中、総合病院の誘致など福祉の充実を望む。 

柏原学区 20 歳代 女 皮膚科や耳鼻科などの専門の病院がないし突然の病気等で長浜まで行くのは

面倒なので医療施設を充実してほしい。 

住まい 年齢 性別 ⑥福祉・子育て・教育等 

 ⑥-１高齢者・障がい者福祉 

米原学区 70 歳以上 女 老後のためにも老人福祉施設の設置を願う。 

柏原学区 60 歳代 男 高齢者が住みよい町として、施設等を充実することが重要だと思う。 

柏原学区 60 歳代 男 高齢化が進む今、遊休地利用で医療、介護、福祉施設の充実を図っていく事が

重要だと思う。 
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河南学区(旧

醒井学区) 

60 歳代 女 高齢者が楽しめ、子育て世代が気分転換できる世代を超えて集まれる場づく

り。 

大原学区 20 歳未満 男 独居老人や高齢者世帯、認知症への健康作り対策など、福祉施策が充実した高

齢者が住みやすい街づくり。 

山東学区(旧

山東東学区) 

60 歳代 女 健康な高齢者が多いまちは、健全な市であると思う。 

山東学区(旧

山東西学区) 

70 歳以上 女 高齢者がひきこもり、認知症にならない、安心・安全・健全な生活が出来る町

づくりが必要。 

柏原学区 70 歳以上 男 高齢化社会に向けて、女性を主体としたアイデアを採用。 

春照学区 60 歳代 女 高齢者が安心して安全に暮らせるまち。 

米原学区 70 歳以上 女 老人ホームやデイサービスで働く人はやさしい心がなくなっていると思うの

で、親切で思いやりを持った老人ホームやデイサービスを作ってほしい。 

河南学区(旧

醒井学区) 

70 歳以上 男 福祉の充実。 

米原学区 60 歳代 無回答 高齢者の生活安全性の確保。 

春照学区 70 歳以上 女 地主は荒れた農地の草刈り等に追われているので、この土地を公共施設とし

て、診療所や老人の集まれる所を作って、国道沿いを美しくしてほしい。 

大原学区 60 歳代 女 経験や技能・技術を生かして社会に関わりながら暮らせるようような 

高齢者が暮らしやすい町づくり。 

大原学区 50 歳代 男 高齢社会の到来と、少子化の進行により、お墓の世話もできなくなるので、葬

祭場や永代供養ができるお墓を作ってはどうか。独居老人は登録制などにし

て、安心して死後の供養ができるのでいいと思う。 

息長学区 70 歳以上 女 70 才以上が集まれる場所の確保。 

坂田学区 70 歳以上 女 若者とお年寄りが一堂に集まって、昔話や若者の話を話し合える集会が月に 1

回くらいあるといい。 

米原学区 70 歳以上 女 高齢化に伴い、介護施設に行くまで楽しく過ごせるような場所がほしい。 

大原学区 60 歳代 男 20 年、30 年先を考え、高齢化社会で老人パワーが生かせる町づくり。 

米原学区 70 歳以上 女 高齢化社会は大きな問題であり、スーパーの近くなどに、独居や高齢世帯にな

っても笑って明るく人と交わり生きていける高齢者マンションや、集落ごとに

コンビニなどの自力で生きていける手助けになる取組を希望する。 

伊吹学区 50 歳代 女 高齢化に伴い、病院への交通手段の確保や独居老人に対する声かけ運動など、

行政のできる年配者にやさしい街づくり。 

柏原学区 20 歳代 男 作業所、グループホームの整備など、障がい者、高齢者が安心して暮らせるよ

うに施設の充実に努めてほしい。 

米原学区 60 歳代 女 小さい時からの人権教育に力を入れ、老人や障がい者が住みよい町。 

米原学区 60 歳代 女 高齢化社会の中で、お金をかけずに運動や交流したり、趣味ができる場を設け

て欲しい。他市でも実施されている歩くとポイントが貯まるシステムや、楽し

く交流しながら体力作りができるシステムを取り入れてほしい。老人も気軽に

買い物ができるコンビニやマコトヤさんのような老人にもやさしい店がたく

さんあればいい。 

春照学区 50 歳代 男 高齢者でも生活上、車の運転は不可欠なので、それ対する対応。 

河南学区(旧

醒井学区) 

60 歳代 女 老人の住みやすいまちづくりを願う。 

大原学区 60 歳代 女 周りも高齢者になりつつある中、福祉のまちづくりが良い。近隣では他人の土

地にゴミを捨てる人がいるし、両親の介護のとき、市職員も近所の人も意見は

言ってくれたが助けてくれなかったので、まずは人作りが大事。 

 ⑥-２こども・子育て 

大原学区 40 歳代 女 働く場所の近くに子どもを預けられる保育所がほしい。介護施設補助に使って

ほしい。 

柏原学区 30 歳代 女 若い世代を確保しなければ人口が減ってしまうので、子育て支援の充実。 
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河南学区(旧

息郷学区) 

30 歳代 女 子どもたちが安全に遊べる場所がない。スケボーやジェーボーなどで遊んでい

る子が多いので、いろんな遊びができる施設等を作ってほしい。 

春照学区 50 歳代 女 今後、高齢化が進み、買い物や病院に行けず、独居になって住み続けられない

人が増えることになるので、安心して住み続けられるまちづくりをしてほし

い。 

春照学区 20 歳代 女 近くにスーパーがなく、大きな病院もないので、子どもの急な発熱や雨の日の

買物も不便。子育て世代は遠出しにくいため、長浜まで出なくても緊急時の夜

間病院やスーパーがあると便利だと思う。 

春照学区 20 歳代 女 子どもにとって暮らしやすい“安全”であることが大事。 

坂田学区 20 歳代 女 こどもの遊び場が少ない。こどもだけでなく住民が安心・安全に楽しく過ごせ

る場所が欲しい。 

大原学区 60 歳代 女 医療機関の充実し、気軽に育児相談が受けられママが集える場づくりなど、子

育てしやすい町づくり。 

山東学区(旧

山東東学区) 

60 歳代 男 高齢化が進行している。また保育所の増設など検討していく事が大事。 

息長学区 30 歳代 男 中学生までの医療費無料など、子育て施策は他市の保護者に魅力的だが、子育

て県内一を広報等で内向きに PR しても意味がないので、例えば大垣市は駅構

内に「子育て日本一を目指す」と掲げて市外にも PR しているように、長浜・

彦根や大垣などに家を建てようという人などの外向きにも PR して、若年層を

取り込まないと、人口増または維持は叶わないと思う。また、「子育て日本一」

くらいの気概が無いと「県内一」も難しいし、魅力的に感じないと思う。 

坂田学区 60 歳代 男 子育て世代が地元に残る事がまちづくりには重要なので、一部の負担のかかる

ような張り切ったまちづくりにならないように気をつけるべき。幸い、子育て

世代に住みやすい施策になっているので、状況が後退しないように願う。 

米原学区 60 歳代 女 6 才までの子がすくすく育つ環境づくりと、それに関わる大人が責任を持てる

人材育成に重点をおいて、子や孫が住みやすい町にしてほしい。また心からお

年寄りを大切にできる心が育つ教育を積極的にしていけるよう、行政が後押し

をしてほしい。 

米原学区 20 歳代 

 

 

女 子供が少なく出ていく人が多いので、子育て世代に住みやすい街にして欲し

い。デパートや公園もないので、彦根や長浜に出ざるを得ない。物価が安くて

も収入も低いので、チャイルドシート補助金も考えてほしい。 

春照学区 30 歳代 女 子育て支援も大切だが、独居が増えてきているので、民生委員、区長、市職員

がそれを把握する事が大切。 

春照学区 20 歳代 女 母子家庭の負担を減らしてほしい。 

山東学区(旧

山東西学区) 

60 歳代 女 結婚をしない若者が増えているので、出会いの場づくりを充実して頂きたい。 

山東学区(旧

山東西学区) 

20 歳代 女 子どもが暮らしやすく、安心して暮らせるまちづくりを望む。このまちが好き

なので今までの良いところなども残しつつより良いまちにしていって欲しい。 

 ⑥-３教育 

柏原学区 30 歳代 女 学力向上で他県にはない魅力をアピールできるまちづくりをしてほしい。 

柏原学区 20 歳未満 男 学校の数や立地など、学区の問題がある。 

春照学区 70 歳以上 男 近い学校への登校許可など、小中学生が希望する学校へ通学できるよう望む。 

大原学区 40 歳代 女 大東中学校は危ないので校舎を建て替える。 

米原学区 60 歳代 女 小さい時からの「教育」に力を入れてほしい。 

柏原学区 70 歳以上 女 柏原中学校は統合して頂きたい。統合後は、柏原の宿場町から清滝寺への途上

にある立地を生かし、市民の声をふまえて市の活性化に役立てて頂きたい。 

住まい 年齢 性別 ⑦環境・景観形成 

 ⑦-１-１自然環境保全・活用 

息長学区 50 歳代 男 伊吹山、天野川をメインとした自然豊かな田舎の町づくり。 
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大原学区 60 歳代 女 道路ばかり作って自然を壊さすと、風災害時に雨水は染み込まないし、夏はヒ

ートアイランド現象で暑いので、少しは自然を残しておいてほしい。 

柏原学区 50 歳代 男 米原市の宝物である自然を守ることは大変重要。 

春照学区 40 歳代 女 開発よりは自然の豊かさを活かすような街づくりがいいと思う。 

坂田学区 20 歳代 女 年々団地が増え、活性化するのは良いが、昔からの自然の景色が減っていくの

は淋しい。また、町でのポイ捨てが気になる。 

米原学区 50 歳代 男 自然環境を生かして積極的にアピールし、町おこしや地域の活性化を図ってほ

しい。 

米原学区 60 歳代 女 自然環境を大切にした特色ある町づくり、住民参加の町づくりを希望。 

伊吹学区(旧

東草野学区) 

40 歳代 女 豊かな自然のままの形を残した整備をして欲しい。便利も良いが、伊吹山や琵

琶湖などの貴重な自然環境を守って欲しいと願う。各地で都市化が進む中、将

来必ず残して良かったと思える豊かな自然を子どもや次世代に残してあげた

い。 

無回答 60 歳代 男 伊吹山と琵琶湖の自然環境を生かした景観作りを県と共にしてほしい。アユの

遡上する天野川にしてほしい。 

大原学区 60 歳代 

 

男 現在の地域は自然や景観に恵まれていて住みすいので、大きく変化しない方が

良いと思う。 

春照学区 60 歳代 

 

 

男 住民一人一人が、少しでも楽しく僅かずつでも潤い身近な贅沢が出来る町づく

りを目指したい。伊吹山・姉川・史跡・ホタル・奥伊吹スキー場・おいしいお

米・野菜ほか沢山ある資源を利活用する。 

河南学区(旧

醒井学区) 

70 歳以上 

 

男 環境 

 ⑦-１-２伊吹山活性化 

山東学区(旧

山東西学区) 

50 歳代 女 観光を中心とした町づくりを目指して、大分県湯布院のように伊吹山を中心に

して温泉施設を作って、県外からも来てもらえるような町がよい。 

伊吹学区 50 歳代 女 伊吹山への登山客が増えているので、登山口辺りに、市経営の店を出して、市

の収入にすればといいと思う。 

春照学区 70 歳以上 男 まちが寂れてれていくばかりなので、県内一、百名山とも言われる伊吹山の開

発に力を入れてもらったら、もっとまちも賑わうと思う。 

山東学区(旧

山東東学区) 

20 歳代 女 市の特長の 1つである伊吹山に代表される自然を、交通の利便性に合わせて、

気軽に自然が満喫できるレジャーの場所として、来訪者が増える仕組み作りを

して欲しい。 

山東学区(旧

山東西学区) 

60 歳代 女 スキー場があった頃のように市内外から観光客に来てもらえるように、ゴンド

ラ等を利活用し、周辺地域も活性化するような一年中にぎわえる伊吹山にでき

ないか。 

坂田学区 70 歳以上 男 伊吹山周辺の整備が重要だと思う。 

 ⑦-２獣害対策 

河南学区(旧

醒井学区) 

60 歳代 女 近年、猿、鹿、猪等の有害獣で自然環境とともに生活環境も侵されつつある。

まちづくりには駆除していただく対策が重要なのではないか。 

大原学区 60 歳代 男 鳥獣害対策が重要。 

米原学区 70 歳以上 男 新幹線が停まるような駅の近くにあっても、猿、猪、鹿、ハクビシンなどいる

ようでは、若者が住まなくなってしまうので、有害動物を退治してほしい。 

河南学区(旧

息郷学区) 

70 歳以上 女 獣害により、農地が農村集落になくなりつつある。人間の住む町の将来が安じ

られる。 

河南学区(旧

醒井学区) 

30 歳代 女 醒井地域では鹿の被害により山林が荒廃し、土砂・水害被害が増えていると聞

くので、繁殖率が高い鹿に対して、単に山の整備をするだけでは意味がないと

思う。 

伊吹学区(旧

東草野学区) 

70 歳以上 女 僻地のことも考えてほしい。獣がはびこり夜は外へも出られず、作物も荒らさ

れて収穫出来ず、何の楽しみもなく、まちづくりどころでない。アンケートは

私には大した意味もない。 
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 ⑦-３景観形成 

米原学区 30 歳代 女 歴史的景観や田園景観等の整備は、手を加えすぎた景観づくりの町おこしを見

てきたので、むしろ手つかずの自然の美しさを守る景観づくりをしてほしい。 

河南学区(旧

息郷学区) 

50 歳代 男 20 代 0 代が安心できる生活空間を作る。都会的な部分もある一方で、四季が感

じられ、明治から現代を実体験できるような、癒される町づくりのを住人が主

体となって進めていく。 

息長学区 50 歳代 女 人口減少や高齢化が進む中、まちづくりが一人歩きしないように、各年代でで

きる事、しなくていい事に配慮するとともに、今の穏やかな田園風景を守りな

がらハイテクに走り過ぎないようにゆっくり作りあげていけばいいと思う。 

柏原学区 60 歳代 男 電信柱をなくして景観を守る。 

息長学区 60 歳代 女 景観を損うような廃棄物置場への対策を進めてほしい。 

住まい 年齢 性別 ⑧公園・緑地 

 ⑧－１公園の整備・充実 

河南学区(旧

醒井学区) 

30 歳代 女 公園の遊具が減り、外遊びが減ってきたので、遊具を増やしてほしい。いつも

彦根や長浜へ行ってしまう。 

坂田学区 50 歳代 女 小さな子が安全に安心して遊ばせられる公園や施設がほしい。公園に浅い広い

川など、自然を生かした水遊びが出来る公園があるといい。 

米原学区 20 歳代 女 公園があっても、ほとんど遊具がないので、遊具を設置して子供が遊べる公園

を増やしてほしい。 

坂田学区 60 歳代 女 老若男女が集える環境（ソフト、ハード）を整え、住んでいて良かったと思え

る市にしてほしい。例えば桜の植樹など色々な設備の整った広い公園、コミュ

ニティハウスがほしい。 

息長学区 30 歳代 女 もっと他府県から来てもらえる工夫をしてほしい。子供のため大きな公園や天

野川で遊べるようにしてほしい。 

坂田学区 30 歳代 女 子どもが気軽にボール遊びなどが出来る公園や広場が必要だと思う。公園があ

ってもボール遊びが出来ないので子育てしにくい。 

坂田学区 30 歳代 女 長浜まで行かないとないので、大きな本屋や公園を作ってもらいたい。 

米原学区 30 歳代 女 駅前の土地を有効的に活用して、お店や子どもや高齢者が集えるような公園な

どを作って、人が集まり、活気ある米原になる事を望む。 

河南学区(旧

醒井学区) 

30 歳代 女 安全に安心して遊べる公園や神社が少なく、楽しい子育てがしにくい。 

 ⑧－２運動施設等の整備・充実 

河南学区(旧息郷学区) 

60 歳代 

女 限界集落に住んでいるが、楽しみのグランドゴルフに適当な場所がないので、

そんな場所がほしい。 

坂田学区 40 歳代 男 スポーツ振興の推進のためにも、市有の陸上競技場を造るべきだと思う。また、

大規模公園を造り、市民が憩える場所が必要だと思う。 

坂田学区 50 歳代 男 家族や友だちと野球やバトミントンをしたくてもグラウンドや体育館は前も

って借りなければならないので、生涯体育・生涯教育が気軽にできる場がほし

い。図書館もネットで申し込めたらうれしい。 

柏原学区 50 歳代 女 高齢者を中心にウォーキングブームなので、昔からある文化財をつなぐウォー

キングコースをもっと発信し、周辺に道の駅や身近なウォーキング・トレッキ

ングコースを整備すれば、かなり人は来るのではないか。 

米原学区 60 歳代 女 子育て支援の充実はありがたいが、土日や雨天でも親子で遊べ、彦根子どもセ

ンターのような芝生等で走れる場がほしい。旧4町の同じような施設ではなく、

特色のある施設を整備し交流できるとよい。 

住まい 年齢 性別 ⑨安全・安心 

 ⑨-１災害対策 

河南学区(旧

醒井学区) 

60 歳代 男 醒井地区では 2 年続けて避難を経験したが、大規模災害時の為に学区全体で何

百台の自動車や何千人かの人間が避難出来る所を考えて欲しい。更に防災倉庫

を拡充し安心出来る体制を構築して頂きたい。 
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米原学区 20 歳代 女 アンケートに避難場所に関する質問がありましたが、そもそも避難場所がどこ

にあるのかわからない。 

息長学区 60 歳代 女 大災害発生時の対策にもっと力を入れるべきではないか。 

米原学区 20 歳代 女 「災害対策日本一」と言えるような、わかりやすい目標をつくって活動してい

けば、市民も協力しやすいかと考える。 

息長学区 70 歳以上 男 高齢者の避難対策は災害マップで解っているが、実際に災害になった時のこと

を思うと心配なので道路の点検、河川の状況確認等をしっかり行ってほしい。 

その他 60 歳代 男 災害後対策が素早い行政組織の確立。 

坂田学区 40 歳代 男 防災の強化。 

坂田学区 50 歳代 男 「災害対策においては日本一」と言えるような、わかりやすい目標をつくって

活動していけば、市民も協力しやすいかと思う。 

坂田学区 70 歳以上 男 他市町では避難道路の案内や避難場所の明示が整っているが、長沢では避難所

や、その道順等の表示がないので早急に取りかかってほしい。 

 ⑨-２河川・風水害対策 

米原学区 50 歳代 男 雨水排水として小さな用水路も整備してほしい。市の排水工事のミスか、小さ

な用水路が溢れて、大雨が降ると水が漬く。 

坂田学区 70 歳以上 男 昔から長沢は、水に一番、日照に二番と言われていて、野村橋辺りで決壊する

と長沢は床上浸水になった。今は河川工事で以前のような事はないが、水害対

策を検討してほしい。 

無回答 60 歳代 男 想定外の災害に対して、河川の整備を行う。 

息長学区 60 歳代 女 天野川流域で水害が起きないような対策を進めてほしい。 

  ⑨-３雪寒対策 

山東学区(旧

山東西学区) 

30 歳代 女 災害対策として、集落内道路の除雪・融雪を重要視すべき。 

河南学区(旧

醒井学区) 

70 歳以上 男 雪の多い米原市でありながら、設問に雪に関するものがない。行政側に雪に対

する意識が無いのではないか。どんな対策より除雪・融雪対策が完全であれば

現状のままでも住みやすい場所だと思う。 

息長学区 50 歳代 男 冬季も安全に生活できる雪対策を充実させる。 

息長学区 40 歳代 男 まずは交通量の多い坂道だけでも、道路の融雪設備を増やしてほしい。 

春照学区 60 歳代 男 なだらかな斜面など自然豊かな伊吹山の麓は別荘地に適しているが、冬場にお

ける安全な道路が確立されていない。自宅周辺は消雪があっても、駅までなど、

外へ行くまでの道路に消雪はなく、除雪も遅く、しかも土日はないというよう

に、「冬」がネックとなり「住みやすいまち」への道を遠くしている。雪国で

も「安心して住める都」を目指して、県へ要請するなどしてほしい。 

息長学区 50 歳代 女 市になってから、多和田では“県道”と言われ除雪してもらえない。車で会社

や坂田駅まで行くのに困る。冬の交通の不便さもあり、若い世代は坂田学区へ

出て行き、小学生も減りつつあるので、冬の除雪を強く希望する。息子には結

婚しても多和田に住み続けてもらうよう頼んでいる。 

 ⑨-４防犯 

春照学区 20 歳代 男 防災だけでなく防犯対策などにも力を入れてほしい。 

春照学区 70 歳以上 男 小中学生を犯罪から守る犯罪のないまちづくりの推進。 

米原学区 40 歳代 男 防犯・防災のレベルを向上させてほしい。 

米原学区 20 歳代 男 悪い奴が来るので他県ナンバーを監視するシステムを作り、犯罪を防ぐ。 

米原学区 40 歳代 男 子どもを守る防犯カメラの設置など、犯罪のないまちづくり。 

大原学区 30 歳代 男 通学路等の主な交差点に防犯カメラの設置。 

春照学区 30 歳代 女 子どもを狙う犯罪が増えているので、学校、市、地域で、子どもを守り、親も

子供に目を向けていくべきではないか。 

大原学区 30 歳代 男 夜間に騒音を出しながら走行する車、バイク等の取り締まりを行い、静寂な環

境を整える。 
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 ⑨-５街灯 

大原学区 40 歳代 女 住宅地につながる道路や路地に街灯が少ない、また間隔がありすぎて危険を感

じる。 

坂田学区 30 歳代 女 小中学生の通学路も、中道に入ると暗い所も多いから街灯を増やしてほしい。 

坂田学区 40 歳代 女 街灯等の設置を市に電話しても「区長さんを通して下さい」と言われて二度手

間。区長も毎年交代するので、結局そのままで困っている。 

春照学区 20 歳代 女 道路や街灯のほか、水辺周りの安全性の確保。 

 ⑨-６その他安全対策 

河南学区(旧

醒井学区) 

70 歳以上 男 安心・安全性 

大原学区 60 歳代 女 新観音寺トンネルの朝日側橋入口に安全の為、信号機をつけてほしい。 

河南学区(旧

醒井学区) 

30 歳代 女 狭い道路でもスピードを出す車が多く、小さい子を連れていると危険なことが

多い。 

住まい 年齢 性別 ⑩参加と協働のまちづくり 

 ⑩-１協働・まちづくり全般 

山東学区(旧

山東西学区) 

50 歳代 男 獣害対策や道路整備、水路整備などは材料を支給いただくなど、地域住民で生

活環境を整備していけるようなシステムを構築していく。 

息長学区 60 歳代 男 各地区のまちづくりに対して、市から補助金の増額を考えてほしい。 

息長学区 60 歳代 女 誰でも気軽に参加出来るまちづくりをアピールし、皆で自分達のまちを良くす

るという意識を住民が持てるようなまちづくり委員会にして欲しい。 

伊吹学区 50 歳代 女 まちづくりは住民主導でなければ長続きはしないので、市は押し付けるのでは

なく、見守り、協力してほしい。 

坂田学区 30 歳代 男 もっと安心・安全な住み良い街づくりに期待。 

米原学区 40 歳代 男 市民の誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり。住んで良かった、これから

も住みたいと思うまちづくり。 

坂田学区 50 歳代 男 まち自体の特徴を考え、目玉となる取組を推進すれば、活気ある町づくりにつ

ながると考える。 

春照学区 40 歳代 女 地域に合ったまちづくりを進め、市全体が活性化する取組が必要。例えば、地

域ごとに住民主体でプロジェクトを考え、コンテスト方式で最終選考案には市

から懸賞金などを出す。 

坂田学区 50 歳代 男 箱物行政を改め、借金のないまちづくりが必要。 

米原学区 60 歳代 男 奇抜なアイデアによる成功例を探すのではなく、地道な努力の継続が必要であ

ることを自覚すべき。 

柏原学区 70 歳以上 女 住民みんなが安心して楽しく暮らせるように願う。 

米原学区 20 歳未満 女 今は高齢者や幼児に対しての取組ばかりが多いと感じるので、税負担が大きく

ならないよう、各世代が暮らしやすい取組を願う。 

山東学区(旧

山東西学区) 

60 歳代 男 街づくりをする上で、交通・雪・災害・福祉等、障害は多々あるので、一つず

つ検証した上で横のつながりを考える。 

米原学区 30 歳代 男 地域を良くするためには地域の意見を聞くことが大切。特に今後は、医療・福

祉・教育を中心に意見交換会を実施してほしい。 

大原学区 50 歳代 女 古い考え方や慣例に囚われた行事などより、今の生活に準じた考え方が大事だ

と思う。 

坂田学区 40 歳代 男 開発コンセプトやスケジュールを市民と共有する。 

米原学区 70 歳以上 男 納得するような町づくりしてほしい。 

春照学区 70 歳以上 男 合併後 10 年とは言え、当時の地域間の諸問題に対応出来ていない。なぜ合併

したのか今一度考えてみる必要があるのではないか。地域の過疎化や若者の減

少を優先課題とし、統合庁舎問題は後でも良いのではないか。 

春照学区 60 歳代 女 北国脇往還の街道沿いなど、良いまちづくりの題材があっても、地域にやる人

材がいないので、どう動けばよいのかわからず、未だまちおこしが出来ていな

い地域への支援を、専門家の力を得ながら積極的に働きかけてはどうか。 
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 ⑩-２イベント 

息長学区 70 歳以上 女 音楽会、歌謡ショー等の拠点が山東、伊吹に集中しているように思うので、米

原・近江地区でもしてほしい。 

坂田学区 50 歳代 女 まちづくりは間口が広い課題だが、誰もが安心して住め、気楽に集える偏見の

ない民主的な空間であって欲しい。区ではそれぞれ実践されつつあるが、米原

市としての特徴があり、興味が持てるビッグイベントや為になる講演などを開

催し、子どもから老人までもが笑顔で暮らせるまちであって欲しい。 

大原学区 20 歳代 男 地域だけのお祭りではなく、一般の人が来ても楽しめる大きなイベントを年に

2 回はして欲しい。 

息長学区 40 歳代 女 住民が米原市民である自覚と愛着が持てるような参加しやすいイベントを行

い、小中学生のボランティア参加や子どものいる親子が参加できたりすると、

米原市への興味、認知度があがると思う。 

 ⑩-３魅力の向上 

河南学区(旧

醒井学区) 

50 歳代 女 若者の減少を抑えられる対策を考える。米原の魅力に若者に好意を持ってもら

い理解してもらう。 

米原学区 60 歳代 男 若者に魅力のある町づくり。 

河南学区(旧

醒井学区) 

30 歳代 女 商工会がしている“Katte maibara”を利用したが、HP もデザイン性があって

地域特色を生かした素適なものだった。都市開発、まちづくりも同じく、何処

でもある同じような面白みがないものとならないよう地域特色を生かしたも

のであるべき。 

 ⑩-４歴史・文化を生かしたまちづくり 

河南学区(旧

醒井学区) 

70 歳以上 男 一過性のイベントなどの町づくりは止めて歴史と伝統を大事にした町づくり

をして頂きたい。 

米原学区 60 歳代 女 史跡や伝統芸能等を生かし、魅力をアピールして賑わいのある町づくりを進め

る。 

 ⑩-５地域コミュニティ 

河南学区(旧

醒井学区) 

60 歳代 女 人と人とがコミュニケーションの取れる場づくり 

大原学区 70 歳以上 女 地域とのつながりを持てるように、自由に公民館などに集まれるようにする。 

大原学区 50 歳代 男 安全で安心な住み良い地域創りが重要。お金をかけるものではなく、思識の協

調・調和がとれたコミュニティ創りが大切だと思う。 

大原学区 40 歳代 女 高齢化の中、高齢者の意見も大切だが、今後を担う中年層や若者に自分達の住

むまちのリーダーを譲り、時には高齢者の経験を伝えるワークショップで助言

をして、やりがいを持たせて任せる。 

息長学区 50 歳代 女 地域のコミュニティハウスで簡単にできる筋力体操教室などをしてほしい。 

春照学区 50 歳代 女 高齢化しつつある中、老いも若きも皆で集える場を通じて、知らない人のない

町づくりができると良い。 

坂田学区 70 歳以上 男 高齢者夫婦で地元に子供がおらず、地域の青年の考え方を聞いたり、話したり

する機会がないので、よいまちづくりの方策が思いつかない。 

大原学区 60 歳代 女 家裏の山の手入れがされないため、木は大きくなり、枯れ葉等が雨どいに入り

込んだりして困る。地域に枝切りするよう働きかけてほしい。 

住まい 年齢 性別 ⑪その他 

 ⑪-１市役所への要望・不満 

山東学区(旧

山東東学区) 

70 歳以上 女 合併時に決まった新市まちづくり計画を実施していく。若い職員にも、合併時

の計画を勉強されてはどうか。 

河南学区(旧

息郷学区) 

60 歳代 男 市の広報にチラシが多すぎる。人件費と資源の無駄遣いなので、広報に集約し、

各施設、団体での発行は最低限にしてほしい。 

大原学区 40 歳代 男 市長様に各地域の意見とか、要望を何より先に聞いていただきたい。 

春照学区 30 歳代 男 財源には限りがあるので、ムダな支出はしないこと。 
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坂田学区 30 歳代 男 まちづくりは重要だが、とにかく間違いが多い一部の近江庁舎職員の質を向上

させてほしい。ただでさえ役所には入りにくいものなので、市の顔である受付

も笑顔で対応するなど、資質の向上お願いする。 

その他 40 歳代 男 プラスチックゴミと資源ゴミ、粗大ゴミの回収が少ないので回数を増やしてほ

しい。 

米原学区 50 歳代 男 税金が高いだけで何も良い事がない。 

米原学区 70 歳以上 男 市職員にやる気な態度がほしい。理解の無い態度な職員が多い。 

坂田学区 60 歳代 男 住民に対する PR、周知徹底が不足している。 

大原学区 60 歳代 女 福祉課以外の市職員でも親切な人もいる。課別で考えるのではなく、先ずは足

元から、市全体で考えて下さい。 

 ⑪-２-１都市計画マスタープラン 

山東学区(旧

山東西学区) 

20 歳代 男 米原市単独でのまちづくりには限度があるので、長浜市との合併を前提とした

都市計画マスタープランを作るべき。 

坂田学区 60 歳代 男 都市計画等を考えるとき、学者とか呼ばないで、もっと身近な業界の意見を取

り入れるべき。 

河南学区(旧

息郷学区) 

70 歳以上 男 早く計画案を策定し、各地域で説明会や意見交換をしてほしい。 

山東学区(旧

山東西学区) 

60 歳代 女 子どもや若者が増えるよう、いろんな意見も受けて良い案にしてほしい。 

息長学区 20 歳未満 男 市民の意見を聞いて反映させること。 

 ⑪-２-２アンケートについて 

春照学区 50 歳代 男 物流や移動手段が鉄道しかなかった時代から変わっているので、米原駅を中心

に発展させようとするムダ使いをやめるべき。この様な曖昧なアンケート等で

方向付けをして、一部住民に意見を聞くだけの説明会で進めていけば、声の大

きな人が得をする従来のパターンから抜けない。各地域の各層から、現実に沿

った自由な議論を経て方向付けされていくべきだと思う。 

大原学区 40 歳代 男 メールでも若い人の意見を取り入れてほしい。 

米原学区 60 歳代 女 各方面からアンケートがあるが、結果は生かされて、改善に結びついているの

か疑問がある。費用をかけているのだから必ず改善してほしい。 

坂田学区 60 歳代 男 高齢のため、難しい事は考えられないし関わりたくもない。庶民は生活に困窮

しているので市税を無駄に使う事はしないで下さい。 

米原学区 70 歳以上 男 都市計画マスタープランの概要を最初に掲載してからアンケート・質問をする

方式が良かったのではないか。果たしてどれ位の市民がマスタープランを知っ

ているのか。重要が 1 つだけではないので、複数選択ができれば良かったので

はないか。 

米原学区 70 歳以上 男 年金生活者に多分な税金を取らないでほしい。必要な場合だけ、紙質も落とし

て、ページも少なくして安くしたらどうか。 

米原学区 40 歳代 男 新興住宅地やアパート、マンションの増加により、地域の輪に入りにくい、あ

まり関心がない人が増えつつある。こうしたアンケートなら意見を出しやすい

と思う。 

坂田学区 60 歳代 女 設問に 1 つだけ選ぶということが難しい。これを機会に、少しでも町づくりに

参画出来るようにしたい。 

  ⑪-３その他 

山東学区(旧

山東東学区) 

40 歳代 女 今の所わからない。 

河南学区(旧

醒井学区) 

70 歳以上 男 利便性の向上。 

山東学区(旧

山東東学区) 

50 歳代 女 米原市には何ら特色がない。 

春照学区 40 歳代 男 米原市には何ら特色がない。 
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