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竹村が議会で取り上げ、要望してきたものがまたひとつ実現へ！
県立彦根球場 ナイター照明の利用が可能に!

　少しづつ秋の風が感じられる今
日この頃、皆様におかれましては健
やかにお過ごしのことと存じます。
　さて、今春の統一地方選挙を経
て、引き続き県政の場で仕事をさせ
ていただく機会を得ることができま
した。市民皆様の付託に応えられ
るよう日々精進を重ね、粉骨砕身の
精神で仕事をしてまいりますので、
今後ともご指導賜りますようお願い
申し上げます。

◀▲沖縄戦没者慰霊
沖縄にて執り行われた平和祈
念戦没者追悼式に今年も参加
させていただきました。今、私た
ちの平和があるのはご英霊皆
様のおかげです。

▲6月議会一般質問
改選後、最初の6月議会にて一般質問をさせ
ていただく。

▲栗東市内新規施設開設
「馬のまち栗東」から始まる人と馬との新しい共
生のカタチ。今春市内にオープンしたＴＣＣセラ
ピーパークの開所式にて。

▲県庁勉強会
民間企業と県庁職員さんとの勉強会を橋渡しし、自ら
も積極的に参加しています。今回は「有事を想定した具
体的な危機管理の取り組み」と「新しい通信手段を活
用した滋賀の防災」について。

委員会活動▶
国民スポーツ大会・全国
障害者スポーツ大会対策
特別委員会委員長として、
来たる令和6年本県での
開催に向け、障害者スポ
ーツに取り組まれている
皆様の活動を見聞させて
いただきました。

▲県外視察研修
栗東市議会「新政会」の皆さんと幼保小中一貫教育、地域公共交
通等の知見を広める為、県外行政調査に同行する。

　県立彦根球場では、設備はあるものの25年以
上に渡り理不尽な理由で利用が制限されていま
したが、今夏よりナイター利用が可能となりまし
た。まずは“高校野球に限って”という条件付きで
はありますが一歩前進しました。引き続き条件無
しで利用ができるよう取り組んでまいります。
　また、併せて要望していた老朽化しているスコ
アボードの更新も来秋リニューアルを目途に話が
進んでいます。
　今後とも信念を貫き、県民の皆様にとって有益
な利活用ができるよう取り組んでまいります！

新県立体育館の概要が明らかに。　5年後の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けて滋賀県では新しい
県立体育館を滋賀医科大学の前に整備します。収容人員5,000人を超える県内最大
の体育館となり、スポーツだけでなくコンサートや様々なイベントに利用が可能です。
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●定例会議　竹村　健／一般質問要旨と県側の回答
　なお、現地での取材については、各競技団体で対応しており、
県ではその状況については十分承知していない。

（8）競技の盛り上がりや裾野が広がっているとは思えない。現
在の県民体育大会で良いと認識されているか。

　参加郡市が少ないなど、大会ＰＲを強化していく必要を感じ
ている。競技の盛り上がりやスポーツのすそ野拡大につながる
大会となるよう、運営面での改善を工夫していく必要がある。

（9）他の都道府県の開催状況を伺う。
　平成29年度は、本県の他に36の都道府県で開催されている。
開催されていない10県のうち、以前は開催されていたが、財政
面などを理由に開催されなくなった県が6県、もともと開催されて
いない県が4県と承知している。

（10）消化事業のようにやっているのでは意味がない。大会
が盛り上がっていないようならば一層の事、休止する考
えはないのか、伺う。

　県民の皆様が身近にスポーツに親しむ機会としても、この大
会の参加者を増やすように、関係団体と連携し、改善して継続
開催したい。

（11）競技に出場する年齢区分を細分化し、多くの人が大会に
関われる仕組みづくりを提案するが、知事の考えを伺う。

　今後、大会の窓口となる市町の体育協会、スポーツ協会や
競技団体と協議して、課題を克服しながら、積極的な大会ＰＲ
はもとより、「健康しが」の実現にもつながる大会になるよう、取
組をしていきたい。

◆平成30年11月定例会議　一般質問 ②

特別支援学校の事務について
（1）学校における教職員の数は法律や条例に基づいて定

数が決められており、義務教育と高等学校ではその算
出方法も違うが、各学校に割り振る人数はどのように決
められているのか伺う。

　定数に関する法律に基づき、学級数や児童生徒数から算出
をし、配置をしている。

（2）県教育委員会事務局職員と、県立学校の事務職員は、
それぞれ何名いるのか伺う。

　平成30年4月1日現在、県教育委員会事務局職員207名、県
立学校の事務職員198名。

（3）県立高等学校の事務職員数は最大、最少何名なのか、
また何名の学校が一番多いのか伺う。

　最大で4名、最少1名の配置。定時制高校は1名で、全日制
高校では概ね3名の配置。

（4）一方、特別支援学校の事務職員は各学校で何名配置さ
れているのか伺う。

　高等学校に併設をされている高等養護学校は1名、病弱の
養護学校には2名から3名、盲学校には3名を配置。それ以外
の9校の特別支援学校には4名を配置。

（5）県立高等学校、特別支援学校、それぞれ事務職員はど
のような仕事をしているのか伺う。

　すべての県立学校に共通して、総務・財務に関する5つの事務。
　その他、高等学校は、授業料の徴収に関する事務や就学支
援金に関する事務、特別支援学校は、スクールバスの運行管
理に関する事務や特別支援教育就学奨励費に関する事務、
看護師や生活介助員などの非常勤嘱託員に関する事務等が
ある。

（6）スクールバスの運行管理とはどのような業務か伺う。
　具体的な日々の業務は、スクールバス運転手や介助員との
打合せ、保護者との連絡対応がある。
　また、突発的な対応は、事故やバス故障時における代替バ
スや修理の手配、保護者への連絡等もある。

（7）高等学校にはなく、特別支援学校ならではの仕事で、学
校規模によって業務量が膨大になると考える。現状どの
ようなことがあると認識しているか伺う。

　スクールバスの運行管理に関する事務と特別支援教育就
学奨励費に関する事務。

（8）高等学校に比べて、特別支援学校では教員の数が多い。
このことによってどのような業務が比例して増加するの
か伺う。

　通勤手当をはじめとする、教職員の諸手当の認定・支給に関
する事務の業務量が増加をする。

（9）特に大規模な草津、野洲、三雲などの特別支援学校に
おいて、仕事が追い付かず業務が滞っていることが顕在
化しているのではないか伺う。

　人事異動により人員が入れ替わる年度当初などには、教職
員への旅費の支給などに遅れが生じていることも聞いている。

（10）知事部局では「年度途中における応援体制の構築等
に係る運用基準」に基づき、機動的な応援体制が敷かれ
ているが、教育委員会においてもこのような対応をすべ
きではないか伺う。

　年度途中の業務の繁閑に合わせて柔軟に対応していくこと
は必要。各校の現状を確認し、必要な対応を行う。

（11）特別支援学校の今後の人員配置についてどのように
改善していくのか伺う。

ており、利用者にとって分かりにくいものとなっている。
　今後、プレーや観戦に支障が生じることがないよう、適切な対
応を検討したい。

（17）国体時に野球場の活用は想定されているのか。
　開閉会式時には、出演者の待機場所などとして活用する。
　また、陸上競技開催時は、ウォーミングアップ会場などとして
活用することも検討している。

（18）大画面の映像を映せるスコアボードの設置を提案す
るが考えを伺う。

　野球場を活用する様 な々場面での利用を想定したうえで、ど
のようなスコアボードが必要なのか、有効なのかも含めて検討し
たい。

（19）新たな計画では、球場横の駐車場がなくなり、アプロ
ーチが不便となるが、再考を求める。

　大会開催時の選手の乗降や荷物の積みおろしなどについ
ては、野球場横まで車両の通行が可能となるよう、運営の中で
配慮したい。

（20）以前より議会でも取上げ問題視している野球場の照
明塔について、その後利用はできるようになったのか、
詳細に伺う。

　今年度4月から7月および8月以外の期間において、内野スタ
ンドの屋根に設置している補助灯を午後8時30分まで点灯し、
夜間利用していただけるようになった。
　7月に地元の自治会長にお会いし、補助灯での夜間使用の影
響をお聞きしたところ、特に支障があるというご意見はなかった。
　ナイター利用が早期に可能となるよう、引き続き話合いを行い
たい。

（21）近隣にある高校等の反応は如何か。
　一定、効果的な練習に役立っていると聞いている。

（22）暑さ対策も含めて、ナイター利用が出来るよう、スポー
ツ局に強く要請するべきではないか。

　より柔軟な形で活用したい意向を施設の所管部局にも伝え
たい。

（23）いくら交渉しても無理なら日付を決めて近隣住宅に
通告し、利用制限を解除することも必要ではないか。改
めてナイターの早期利用を求めるが知事の見解を伺う。

　ナイター設備があるにもかかわらず、長年にわたり利用を制
限せざるを得ない状況は、県民にとってマイナスである。
　その一方で、地域で暮らす方々の生活環境にも一定配慮す
る必要があり、直ちに何か日を決めてナイター照明の点灯に踏
み切るべきではないと考えている。

◆平成30年11月定例会議　一般質問 ①

県民体育大会について
（1）県民体育大会は「滋賀県民総スポーツの祭典」の中でど

のような位置づけか。開催意義も含めて伺う。
　歴史のある大会であり、県民の皆様にスポーツに親しんでい
ただくとともに、スポーツを通じた健康づくりにつながる、大変意
義深い大会である。

（2）各競技にどの程度の郡市が出場されているのか。
　平成29年度は40競技が開催され、全ての郡市がいずれか
の競技にご参加をいただいている。1競技あたりの出場数は、
平均9の郡市。

（3）全ての郡市が出場されている競技は何か。
　平成29年度の大会は、ゲートボールとグラウンドゴルフ。

（4）全競技の成績を総合して郡市対抗で表彰式が行われて
いることに、意味はあるのか。

　郡市で団結をして、入賞を目指すことにより、スポーツを通じ
た地域の盛り上がりや一体感の高まりを期待して行っている。

（5）国体の予選会を兼ねて開催されている競技はどの程度
あるのか。

　平成29年度は体操、レスリングなど、8競技が予選会を兼ね
ている。

（6）本県から県民体育大会にいくら支出しているか。また、大
会全体予算の収入に占める割合はどれだけか。

　県民体育大会の部を含めた滋賀県民総スポーツの祭典の
運営に対して、平成29年度は500万円の負担金を支出しており、
この金額は、収入額の52％を占めている。

（7）新聞等マスコミからの報道をあまり見聞きしないが、取
材等はないのか。また、県はどのようなＰＲをされている
のか。

　県はホームページで大会競技の開催日程等をお知らせして
いる。各試合の競技結果等は、各競技団体や滋賀県スポーツ
協会から随時、報道機関等に資料提供している。

◆平成30年9月定例会議　一般質問

国民スポーツ大会、全国障害者
スポーツ大会の主会場について

（1）用地取得について、11月中との言及があったが、不調に
終わった場合、どのような選択肢があるのか伺う。

　11月中にご理解が得られない場合には、用地を取得する選
択肢として、収用手続きを検討せざるを得ないと考えている。

（2）どのような経緯で西嶋副知事が地権者のもとに赴かれ
たのか。

　担当部局から一部の地権者の方 と々の交渉が難航している
との状況報告を受け、何としてもご協力いただきたいという思い
から、私自身が判断し、知事にも事前にお伝えしたうえで、訪問
した。
（3）地権者の方々全員と会われたのか。どのような話をされ、

手ごたえはあったのか。どのように感じられたのか。
　2名地権者の方々からそれぞれの思いをお聞きし、両大会の
開催自体には反対されていないものの、長年守ってこられた土
地に大変愛着をお持ちであると感じた。

（4）土地収用とはどのような手続きが必要となるのか伺う。
　収用は、権利者との合意の有無にかかわらず、公共の利益
となる事業に必要な土地等を正当な補償のもと、取得する制度。
　収用する土地の区域や補償金額などを内容とする裁決が
行われ、これに基づき県は補償金の支払いや所有権移転登記
など必要な手続きを経て、土地の権利を取得する。

（5）県の所有に至るまでにどの程度の時間がかかると想定
されるのか伺う。

　収用手続きに加え、今回の事業用地区域にある農業用水路
の開拓財産の払下げ手続きもあり、全体で1年数ヶ月を要する。

（6）過去、本県において土地収用法によって土地が取得さ
れた例はどの程度あり、どのようなケースがあるのか。

　平成24年度以降5件。内訳は、道路事業4件、河川事業1件。
（7）全国において公園用地として収用された例はあるのか。

その中で、国体を目途とした事例はあるのか。
　平成24年度から28年度までの5年間、全国の公園事業で、
収用裁決された事例は6件。国体を目途にしたものはない。

（8）彦根以外で再整備することになった場合、スケジュール
的に間に合うのか。なぜ不可能なのか。

　他の場所でこれから整
備する場合、新たな会場
地の選定から始めて、測
量や地質調査、各種設
計、さらに造成や建築工
事などに相当の期間を要
することになる。
　大会開催までのスケジ
ュールから考えて、極めて困難である。

（9）仮に彦根での主会場整備が無理となった場合、既に契
約済みの土地についてはどうなるのか。彦根市に買い
取っていただくべきでは。

　仮の設定にお答えすることは困難。
（10）当初からこのような事態になることを想定されていた

のか伺う。
　このような事態は、想定をしていなかった。

（11）誘致を推進された彦根市に相当の責任があるとお考
えか伺う。

　主会場整備について、一定の責任を負っていただくべきと考
えている。

（12）サブグラウンドの照明塔については経費と景観の配
慮から整備しないとされていますが、もう少し詳しくご説
明いただきたい。

　一般的なトレーニングに必要な最低限度の照度を確保する
ためには、高さ約20mの照明柱が複数必要となることから、景
観面での課題があると整理した。
　さらに、経費面での精査を行う中で、照明設備は、設置を見
送らざるを得ないと判断した。

（13）メインとサブ、それぞれ競技場の利用料金はどの程度
を想定しているのか。

　利用料金は、まだ検討していない。
（14）サブグラウンドの照明塔設置について再考いただけ

ないか知事に改めて伺う。
　現時点では難しい。第1種陸上競技場の活用のほか、彦根
市金亀公園の多目的広場や多目的競技場を利用していただく
ことで、当面、対応したい。

（15）緑の広場では競技のアップ等を行えるような広場に
すべきと考えるが伺う。

　競技者が、他の利用者の安全に支障のない範囲で、ウォーミ
ングアップなどの軽い運動を行うことは可能である。

（16）野球場のスコアボードについて、早急にリニューアルす
る必要があると考えるが知事の考えを伺う。

　設置後25年が経過し、老朽化が進み、文字が表示されない
などの不具合が発生し、応急処置を施しながら使用している状
況だと聞いている。加えて、カウントの表示が旧来のままになっ

　県では、ＩＣＴ推進戦略・実施計画に「各種手続の電子化の
推進」を位置づけ、現在、情報システム担当部局を中心に会計
管理局および行政改革担当部局において、横断的に検討を進
めている。

◆令和元年6月定例会議　一般質問 ②

本県の更なる献血推進について
（1）献血事業についての意義について
　献血は、科学技術が進歩しても、未だ人工的に製造すること
ができない血液を、病気やけがの治療のために必要な血液製
剤の原料として、健康な方々から自発的かつ無償で提供いた
だくもの。
　人々の尊い善意に支えられ、多くの命が救われていることが
献血の意義であると考えている。

（2）日本赤十字社滋賀県支部と滋賀県の役割分担について
　日本赤十字社滋賀県
支部は、献血受入計画
を策定し、献血協力者か
ら安全に採血を実施し、
医療機関に対し、安定
的に血液製剤を供給す
る役割を担っている。
　県は、広域的な広報・
啓発を通して、広く県民の献血に対する理解と協力を求めると
ともに、計画的かつ円滑に献血が実施できるよう、市町や関係
機関との調整を行う役割を担っている。

（3）本県における献血と輸血の目先の需給見通しと中長期
的な見通しについて

　本県における直近の5月の状況は、医療機関で必要とされる
全量を確保できている。
　中長期的な見通しについては、2027年には、献血者約85万
人分の血液が不足すると推計されていたが、平成29年度に厚
生労働省が改めて行った将来需要推計によると、以前の需要
予測よりは減少すると推計されている。

（4）献血ルームや献血車など充分に体制が整っているか。
　固定施設として、滋賀県赤十字血液センターとびわこ草津
献血ルームの2か所がある。
　移動採血車は4台あり、平成30年度の稼働日数は342日、延
べ804か所。

（5）10代、20代の献血率はどのように推移し、他の都道府
県と比較してどうなのか。

　平成30年における10代の献血率は3.9％。近年少し増加はし
ているものの、全国平均は5.4％で、全国の順位は41位。
　10代の献血率が最も高いのは栃木県11.2％で、7.3ポイントの差。
　また、20代の献血率は4.1％で、近年横ばい。全国平均が5.6
％で、本県の順位は45位。
　20代の献血率が最も高い秋田県は8.0％で、3.9ポイントの差。

（6）現在、高等学校における献血の実施状況と啓発の取組
について伺う。

　平成29年度は12校で493人、平成30年度は13校で602人と、
ここ数年増加傾向にある。
　採血車の台数が限られている中で採血車を各学校に配車
してもらうには、学校で一定数の人数を確保する必要があるこ
と、配車が希望どおりできないなどから、実施校数は現在約3割
にとどまっている。
　これまでからも、各学校において献血について学習をしており、
献血の意義また重要性について理解が深まるよう努めている。

（7）骨髄バンクの登録者数は、近年どのように推移してい
るのか、伺う。

　ドナー登録は、この5年間で約2,300人増加し、約1.65倍にな
っている。
　（H26年度／3,531人 → H30年度／5,853人）
　1年間の新規登録者数は、大きく増加している。
　（H26年度／227人、H27年度／244人、H28年度／793人、
H29年度／883人、H30年度／1,292人）
　提供対象人口千人当たりの登録者数は、全国平均を上回る
増加となっている。
　（H26年度／5.47人、全国34位 → H30年度／9.32人、全国20位）

（8）今まで以上の高校生への啓発、献血実施を行うべきと
考えるが教育長の認識を伺う。

　高校生の献血を進めるためには採血車の配車や献血の時
期などについても課題があると認識をしている。関係機関ともし
っかり連携して取り組むことが必要である。

（9）令和の時代に「献血先進県」を目指してはどうか、伺う。
　今後も将来にわたって安定的に血液を確保するためには、
長く献血をしていただける若い方にもっと献血に関心を持って
いただき、行動へとつなげていただくことが大切である。
　滋賀県赤十字血液センターはもとより県教育委員会等の関
係機関との連携を加速させ、全国的に低位にある10代20代の
献血率を一段と引き上げることを目指したい。
　議員からは「献血先進県」と表現があったが、協議の結
果、「献血熱心県」を目指したい。

（13）部活動だけでなく他にも強化対策が用意されている
ようだが、部活動と部活動以外でそれぞれメリットとデ
メリットをどのように考えているか。

　部活動による強化のメリットは、学校教育の一環として顧問の
ご指導のもと日常的に競技に取り組むことができ、経済的な負担
も比較的少なく活動ができることなどがある。
　デメリットは、進学した学校によっては希望する運動部がない、
部員が集まりにくい場合がある。
　部活動以外の活動による強化のメリットは、経験豊かな指導
者から各年代に応じた高いレベルの指導を受けられることや、
競技によっては施設や競技用具などの練習環境が整っている
ことなどがあげられる。
　デメリットは、活動場所が遠かったり、経済的な負担が大きか
ったりすることや、出場できる大会が制限されることなどがある。

（14）レイキッズ1～3期生の子ども達は現在中学1～3年
生になっているが、部活動に所属している割合を伺う。

　現在まで修了生が108名。そのうち81名が中学校での運動
部に所属をしており、その加入率は75％。

（15）教育委員会として、学校以外で活躍する子どもへの評
価はどのようにするつもりか。

　学校外で活動をしている生徒に対しても、全校集会の場で大
会前に壮行会を開催する、あるいは大会後には競技成績を紹
介するなどして、学校として応援をしている。

（16）生徒の情報交換などを行い、学校とスポーツ団体が
互いに上手く組織マネジメントできるような仕組みに
ついて。

　現在も、強化指定選手の活動状況や大会等での活躍状況
などについて、学校と競技団体が情報共有に努めており、今後
とも、競技力向上のみならず、生徒の人間形成や自己実現につ
ながるよう取り組みたい。

◆令和元年6月定例会議　一般質問 ①

キャッシュレス公金徴収について
（1）キャッシュレス納税導入についてのねらいを伺う。
　一般商取引において決済方法が多様化している中、納税者
が様々な方法で納税できる環境を整備することが重要と考え
ている。納税者の利便性向上につながるだけではなく、県にとっ
ても納税方法の拡大による期限内納付の増加が見込めること
から、クレジットカードやラインペイによる納税方法を導入した。

（2）導入経費やランニングコストを伺う。
　クレジットカードによる納税の導入費用は351万円。納付サイト
運営会社やカード会社に対する費用などのランニングコストは
掛かっていない。
　また、ラインペイによる納税については、導入費用は掛かって
いないが、収納事務委託手数料として、従来のコンビニエンス
ストアで納めていただく場合と同様、1件あたり約59円が必要と
なる。

（3）導入してどれくらい利用があったのか伺う。
　今年度の自動車税については、6月20日現在で452,888件、
161億5千145万円の収納があり、このうち、クレジットカードによる
納税は､14,005件､5億5千242万円、ラインペイによる納税は､
1,197件､4千407万円。

（4）トラブルがあったと聞くがどのような事案か伺う。
　車検を受けるには、運輸支局による自動車税の納税確認が
必要で、クレジットカードによる納税では、納税者の手続から納
税確認まで最長で4週間必要となる。
　トラブルとなった事案は、近々車検を受けようとされている納
税者の方が、クレジットカードによる手続を行った上で車検を受
けようとされたところ、タイムラグがあることから、納税確認ができ
なかったもの。
　このため、後日還付することを前提に県税事務所の窓口で
重ねて現金で納税していただき、納税証明書を交付した。

（5）納税のキャッシュレス化を更に拡大していくのか伺う。
　ラインペイを含むスマートフォン決済の納税については、自動
車税以外の税目についても、1件あたりの納税金額が30万円未
満であればご利用いただける。
　クレジットカード納税の自動車税以外の税目への拡大につい
ては、納税者のニーズや、利用見込件数を踏まえた上で、シス
テム改修費、納付サイト運営会社等に対する費用、納税者が
負担する手数料などを勘案して検討したい。

（6）公金の支払いについて、横断的・一元的に検討してはど
うかと提案するが、知事の所見を問う。

　県税のキャッシュレス納税については、納税者の利便性向上
を図る観点から導入を進めている。
　また、県税以外の公金については、申請手数料などを現金
や証紙で納入いただくほか、県立学校の授業料等では口座振
替により、確実な収納を行ってきた。
　キャッシュレス化への対応は、時代の趨勢であり、公金収納
方法の多様化は、県民サービスの向上につながるものと考えら
れる。
　国においては、2027年6月までにキャッシュレス決済比率を4
割程度とすることを目指す、としている。

　何かの事情で一時的に著しく業務量が増加をしている場合
には、緊急的に人的措置を講じていくことを検討するとともに、
多忙な状態が恒常的であるならば、国に定数の改善を要望し
ていくことも含め、抜本的な改善を検討する。

◆平成31年2月定例会議　一般質問

部活動について
（1）学校における部活動の意義をどのように認識している

のか。（知事）
　生徒の自発的な参加により行われる部活動の経験は、生徒
の自主性、協調性、責任感などを育む人間形成の場として大
変意義のあるもの。

（2）学校における部活動の意義をどのように認識している
のか。（教育長）

　体力、能力、技能の向上を図ることはもちろん、ルールを守る
ことの必要性や重要性、仲間づくり、人間関係を構築するなど、
生徒の生きる力の育成、豊かな学校生活の実現に大変有意
義なもの。

（3）議第67号について、そもそも休日の練習試合など実態
としては3～4時間では収まらない。実質的には手当の
減額となるのではないか。

　現時点においては、学校現場の実情とこの手当の支給要件
である3時間程度という従事時間には差が生じている場合もある
が、今後、国のガイドラインで示された、できるだけ短い時間に、効
率的・効果的な活動により、子ども達のバランスがとれた発達、あ
るいは、教職員の働き方改革がしっかり進むよう、取り組みたい。

（4）対象は中学校だけではなく、高等学校も対象なのか。
　高校の教員についても対象となる。

（5）教育委員会のガイドラインで、高校においては「概ね4
時間以内」と定めているのであれば、高校の部活動まで
3時間2,700円とするのは整合性がとれていないと考
えるが、教育長に伺う。

　4時間活動をしていただきたいということではなくて、より短い
時間で効率的・効果的な活動をすることによって成果をあげて
いただきたいということ。
手当の「3時間程度」と、大きな齟齬があるとは考えていない。

（6）国スポを5年後に控え、県をあげてスポーツの高揚に取
り組んでいるところに水を差すことになると考えるが、
教育長の見解を伺う。

　これまでに比べて短い時間であっても、効率的・効果的な活
動が行えるように、「運動部活動指導者スキルアップ事業」の実
施、あるいは、部活動指導員の一層の活用を図るとともに、強化
拠点校への優秀指導員の派遣や効率的なトレーニングのため
のトレーナーの派遣などにより部活動の活性化に取り組みたい。

（7）今回の条例案について、事前に教育委員会からスポー
ツ局への相談はなかったのか伺う。

　教育委員会からは、事前にスポーツ局への相談はなかった。
（8）議第67号について、なぜ事前に相談をしなかったのか、

教育長に伺う。
　今回の改正は、公立学校職員の勤務条件の一つとしての特
殊勤務手当に関するもので、これまでから教育委員会において
決めてきたこと。今回も事前にスポーツ局への相談が必要であ
るとは考えていなかった。

（9）事前に相談がなかったことと、この条例案が上程されて
いることに競技力向上の観点からどのように受け止め
ているのか伺う。

　今回の条例改正で部活動をめぐる環境に変化があっても、
国民スポーツ大会で活躍が期待できる選手の競技力への影
響が生じないよう、学校や競技団体等と連携して取り組む必要
がある。

（10）人事委員会から議第67号について「条例案に対する意
見」が示されたが、どのように受け止めているのか伺う。

　部活動指導の実情を踏まえると、場合によっては指導時間
が短縮されないまま手当額が減額される懸念もあることから、
改定にあたっては、このような点にも十分配意する必要がある。

（11）2024年国スポ・障スポでは、天皇杯、皇后杯の獲得
を目指すのか、理由も併せて伺う。

　平成26 年12 月に作成した「滋賀県競技力向上基本計画」
において天皇杯獲得を目指すことを表明し、併せて皇后杯に
ついても獲得を目指すこととして、県をあげて競技力向上に取り
組んでいる。
　選手や競技団体の競技力向上に向けた士気が高まるともに、
県民の皆さまが様々なスポーツにチャレンジしようという機運が
醸成され、ひいては、「する」スポーツの裾野の広がりや「健康し
が」の実現にも資するものと考えている。

（12）ターゲットエイジの子どもたちが中学生に進級するが、
具体的にどのように取り組みをするのか。

　中学校進学後も高い競技力を維持・向上できるよう、県として
も競技団体が行う強化事業に対して支援をしたい。
　併せて、進学先の中学校に対しては、指定選手の競技団体
での活動状況などをお知らせし、学校でも本人のモチベーショ
ンが高まるような環境づくりをお願いしたい。
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●定例会議　竹村　健／一般質問要旨と県側の回答
　なお、現地での取材については、各競技団体で対応しており、
県ではその状況については十分承知していない。

（8）競技の盛り上がりや裾野が広がっているとは思えない。現
在の県民体育大会で良いと認識されているか。

　参加郡市が少ないなど、大会ＰＲを強化していく必要を感じ
ている。競技の盛り上がりやスポーツのすそ野拡大につながる
大会となるよう、運営面での改善を工夫していく必要がある。

（9）他の都道府県の開催状況を伺う。
　平成29年度は、本県の他に36の都道府県で開催されている。
開催されていない10県のうち、以前は開催されていたが、財政
面などを理由に開催されなくなった県が6県、もともと開催されて
いない県が4県と承知している。

（10）消化事業のようにやっているのでは意味がない。大会
が盛り上がっていないようならば一層の事、休止する考
えはないのか、伺う。

　県民の皆様が身近にスポーツに親しむ機会としても、この大
会の参加者を増やすように、関係団体と連携し、改善して継続
開催したい。

（11）競技に出場する年齢区分を細分化し、多くの人が大会に
関われる仕組みづくりを提案するが、知事の考えを伺う。

　今後、大会の窓口となる市町の体育協会、スポーツ協会や
競技団体と協議して、課題を克服しながら、積極的な大会ＰＲ
はもとより、「健康しが」の実現にもつながる大会になるよう、取
組をしていきたい。

◆平成30年11月定例会議　一般質問 ②

特別支援学校の事務について
（1）学校における教職員の数は法律や条例に基づいて定

数が決められており、義務教育と高等学校ではその算
出方法も違うが、各学校に割り振る人数はどのように決
められているのか伺う。

　定数に関する法律に基づき、学級数や児童生徒数から算出
をし、配置をしている。

（2）県教育委員会事務局職員と、県立学校の事務職員は、
それぞれ何名いるのか伺う。

　平成30年4月1日現在、県教育委員会事務局職員207名、県
立学校の事務職員198名。

（3）県立高等学校の事務職員数は最大、最少何名なのか、
また何名の学校が一番多いのか伺う。

　最大で4名、最少1名の配置。定時制高校は1名で、全日制
高校では概ね3名の配置。

（4）一方、特別支援学校の事務職員は各学校で何名配置さ
れているのか伺う。

　高等学校に併設をされている高等養護学校は1名、病弱の
養護学校には2名から3名、盲学校には3名を配置。それ以外
の9校の特別支援学校には4名を配置。

（5）県立高等学校、特別支援学校、それぞれ事務職員はど
のような仕事をしているのか伺う。

　すべての県立学校に共通して、総務・財務に関する5つの事務。
　その他、高等学校は、授業料の徴収に関する事務や就学支
援金に関する事務、特別支援学校は、スクールバスの運行管
理に関する事務や特別支援教育就学奨励費に関する事務、
看護師や生活介助員などの非常勤嘱託員に関する事務等が
ある。

（6）スクールバスの運行管理とはどのような業務か伺う。
　具体的な日々の業務は、スクールバス運転手や介助員との
打合せ、保護者との連絡対応がある。
　また、突発的な対応は、事故やバス故障時における代替バ
スや修理の手配、保護者への連絡等もある。

（7）高等学校にはなく、特別支援学校ならではの仕事で、学
校規模によって業務量が膨大になると考える。現状どの
ようなことがあると認識しているか伺う。

　スクールバスの運行管理に関する事務と特別支援教育就
学奨励費に関する事務。

（8）高等学校に比べて、特別支援学校では教員の数が多い。
このことによってどのような業務が比例して増加するの
か伺う。

　通勤手当をはじめとする、教職員の諸手当の認定・支給に関
する事務の業務量が増加をする。

（9）特に大規模な草津、野洲、三雲などの特別支援学校に
おいて、仕事が追い付かず業務が滞っていることが顕在
化しているのではないか伺う。

　人事異動により人員が入れ替わる年度当初などには、教職
員への旅費の支給などに遅れが生じていることも聞いている。

（10）知事部局では「年度途中における応援体制の構築等
に係る運用基準」に基づき、機動的な応援体制が敷かれ
ているが、教育委員会においてもこのような対応をすべ
きではないか伺う。

　年度途中の業務の繁閑に合わせて柔軟に対応していくこと
は必要。各校の現状を確認し、必要な対応を行う。

（11）特別支援学校の今後の人員配置についてどのように
改善していくのか伺う。

ており、利用者にとって分かりにくいものとなっている。
　今後、プレーや観戦に支障が生じることがないよう、適切な対
応を検討したい。

（17）国体時に野球場の活用は想定されているのか。
　開閉会式時には、出演者の待機場所などとして活用する。
　また、陸上競技開催時は、ウォーミングアップ会場などとして
活用することも検討している。

（18）大画面の映像を映せるスコアボードの設置を提案す
るが考えを伺う。

　野球場を活用する様 な々場面での利用を想定したうえで、ど
のようなスコアボードが必要なのか、有効なのかも含めて検討し
たい。

（19）新たな計画では、球場横の駐車場がなくなり、アプロ
ーチが不便となるが、再考を求める。

　大会開催時の選手の乗降や荷物の積みおろしなどについ
ては、野球場横まで車両の通行が可能となるよう、運営の中で
配慮したい。

（20）以前より議会でも取上げ問題視している野球場の照
明塔について、その後利用はできるようになったのか、
詳細に伺う。

　今年度4月から7月および8月以外の期間において、内野スタ
ンドの屋根に設置している補助灯を午後8時30分まで点灯し、
夜間利用していただけるようになった。
　7月に地元の自治会長にお会いし、補助灯での夜間使用の影
響をお聞きしたところ、特に支障があるというご意見はなかった。
　ナイター利用が早期に可能となるよう、引き続き話合いを行い
たい。

（21）近隣にある高校等の反応は如何か。
　一定、効果的な練習に役立っていると聞いている。

（22）暑さ対策も含めて、ナイター利用が出来るよう、スポー
ツ局に強く要請するべきではないか。

　より柔軟な形で活用したい意向を施設の所管部局にも伝え
たい。

（23）いくら交渉しても無理なら日付を決めて近隣住宅に
通告し、利用制限を解除することも必要ではないか。改
めてナイターの早期利用を求めるが知事の見解を伺う。

　ナイター設備があるにもかかわらず、長年にわたり利用を制
限せざるを得ない状況は、県民にとってマイナスである。
　その一方で、地域で暮らす方々の生活環境にも一定配慮す
る必要があり、直ちに何か日を決めてナイター照明の点灯に踏
み切るべきではないと考えている。

◆平成30年11月定例会議　一般質問 ①

県民体育大会について
（1）県民体育大会は「滋賀県民総スポーツの祭典」の中でど

のような位置づけか。開催意義も含めて伺う。
　歴史のある大会であり、県民の皆様にスポーツに親しんでい
ただくとともに、スポーツを通じた健康づくりにつながる、大変意
義深い大会である。

（2）各競技にどの程度の郡市が出場されているのか。
　平成29年度は40競技が開催され、全ての郡市がいずれか
の競技にご参加をいただいている。1競技あたりの出場数は、
平均9の郡市。

（3）全ての郡市が出場されている競技は何か。
　平成29年度の大会は、ゲートボールとグラウンドゴルフ。

（4）全競技の成績を総合して郡市対抗で表彰式が行われて
いることに、意味はあるのか。

　郡市で団結をして、入賞を目指すことにより、スポーツを通じ
た地域の盛り上がりや一体感の高まりを期待して行っている。

（5）国体の予選会を兼ねて開催されている競技はどの程度
あるのか。

　平成29年度は体操、レスリングなど、8競技が予選会を兼ね
ている。

（6）本県から県民体育大会にいくら支出しているか。また、大
会全体予算の収入に占める割合はどれだけか。

　県民体育大会の部を含めた滋賀県民総スポーツの祭典の
運営に対して、平成29年度は500万円の負担金を支出しており、
この金額は、収入額の52％を占めている。

（7）新聞等マスコミからの報道をあまり見聞きしないが、取
材等はないのか。また、県はどのようなＰＲをされている
のか。

　県はホームページで大会競技の開催日程等をお知らせして
いる。各試合の競技結果等は、各競技団体や滋賀県スポーツ
協会から随時、報道機関等に資料提供している。

◆平成30年9月定例会議　一般質問

国民スポーツ大会、全国障害者
スポーツ大会の主会場について

（1）用地取得について、11月中との言及があったが、不調に
終わった場合、どのような選択肢があるのか伺う。

　11月中にご理解が得られない場合には、用地を取得する選
択肢として、収用手続きを検討せざるを得ないと考えている。

（2）どのような経緯で西嶋副知事が地権者のもとに赴かれ
たのか。

　担当部局から一部の地権者の方 と々の交渉が難航している
との状況報告を受け、何としてもご協力いただきたいという思い
から、私自身が判断し、知事にも事前にお伝えしたうえで、訪問
した。
（3）地権者の方々全員と会われたのか。どのような話をされ、

手ごたえはあったのか。どのように感じられたのか。
　2名地権者の方々からそれぞれの思いをお聞きし、両大会の
開催自体には反対されていないものの、長年守ってこられた土
地に大変愛着をお持ちであると感じた。

（4）土地収用とはどのような手続きが必要となるのか伺う。
　収用は、権利者との合意の有無にかかわらず、公共の利益
となる事業に必要な土地等を正当な補償のもと、取得する制度。
　収用する土地の区域や補償金額などを内容とする裁決が
行われ、これに基づき県は補償金の支払いや所有権移転登記
など必要な手続きを経て、土地の権利を取得する。

（5）県の所有に至るまでにどの程度の時間がかかると想定
されるのか伺う。

　収用手続きに加え、今回の事業用地区域にある農業用水路
の開拓財産の払下げ手続きもあり、全体で1年数ヶ月を要する。

（6）過去、本県において土地収用法によって土地が取得さ
れた例はどの程度あり、どのようなケースがあるのか。

　平成24年度以降5件。内訳は、道路事業4件、河川事業1件。
（7）全国において公園用地として収用された例はあるのか。

その中で、国体を目途とした事例はあるのか。
　平成24年度から28年度までの5年間、全国の公園事業で、
収用裁決された事例は6件。国体を目途にしたものはない。

（8）彦根以外で再整備することになった場合、スケジュール
的に間に合うのか。なぜ不可能なのか。

　他の場所でこれから整
備する場合、新たな会場
地の選定から始めて、測
量や地質調査、各種設
計、さらに造成や建築工
事などに相当の期間を要
することになる。
　大会開催までのスケジ
ュールから考えて、極めて困難である。

（9）仮に彦根での主会場整備が無理となった場合、既に契
約済みの土地についてはどうなるのか。彦根市に買い
取っていただくべきでは。

　仮の設定にお答えすることは困難。
（10）当初からこのような事態になることを想定されていた

のか伺う。
　このような事態は、想定をしていなかった。

（11）誘致を推進された彦根市に相当の責任があるとお考
えか伺う。

　主会場整備について、一定の責任を負っていただくべきと考
えている。

（12）サブグラウンドの照明塔については経費と景観の配
慮から整備しないとされていますが、もう少し詳しくご説
明いただきたい。

　一般的なトレーニングに必要な最低限度の照度を確保する
ためには、高さ約20mの照明柱が複数必要となることから、景
観面での課題があると整理した。
　さらに、経費面での精査を行う中で、照明設備は、設置を見
送らざるを得ないと判断した。

（13）メインとサブ、それぞれ競技場の利用料金はどの程度
を想定しているのか。

　利用料金は、まだ検討していない。
（14）サブグラウンドの照明塔設置について再考いただけ

ないか知事に改めて伺う。
　現時点では難しい。第1種陸上競技場の活用のほか、彦根
市金亀公園の多目的広場や多目的競技場を利用していただく
ことで、当面、対応したい。

（15）緑の広場では競技のアップ等を行えるような広場に
すべきと考えるが伺う。

　競技者が、他の利用者の安全に支障のない範囲で、ウォーミ
ングアップなどの軽い運動を行うことは可能である。

（16）野球場のスコアボードについて、早急にリニューアルす
る必要があると考えるが知事の考えを伺う。

　設置後25年が経過し、老朽化が進み、文字が表示されない
などの不具合が発生し、応急処置を施しながら使用している状
況だと聞いている。加えて、カウントの表示が旧来のままになっ

　県では、ＩＣＴ推進戦略・実施計画に「各種手続の電子化の
推進」を位置づけ、現在、情報システム担当部局を中心に会計
管理局および行政改革担当部局において、横断的に検討を進
めている。

◆令和元年6月定例会議　一般質問 ②

本県の更なる献血推進について
（1）献血事業についての意義について
　献血は、科学技術が進歩しても、未だ人工的に製造すること
ができない血液を、病気やけがの治療のために必要な血液製
剤の原料として、健康な方々から自発的かつ無償で提供いた
だくもの。
　人々の尊い善意に支えられ、多くの命が救われていることが
献血の意義であると考えている。

（2）日本赤十字社滋賀県支部と滋賀県の役割分担について
　日本赤十字社滋賀県
支部は、献血受入計画
を策定し、献血協力者か
ら安全に採血を実施し、
医療機関に対し、安定
的に血液製剤を供給す
る役割を担っている。
　県は、広域的な広報・
啓発を通して、広く県民の献血に対する理解と協力を求めると
ともに、計画的かつ円滑に献血が実施できるよう、市町や関係
機関との調整を行う役割を担っている。

（3）本県における献血と輸血の目先の需給見通しと中長期
的な見通しについて

　本県における直近の5月の状況は、医療機関で必要とされる
全量を確保できている。
　中長期的な見通しについては、2027年には、献血者約85万
人分の血液が不足すると推計されていたが、平成29年度に厚
生労働省が改めて行った将来需要推計によると、以前の需要
予測よりは減少すると推計されている。

（4）献血ルームや献血車など充分に体制が整っているか。
　固定施設として、滋賀県赤十字血液センターとびわこ草津
献血ルームの2か所がある。
　移動採血車は4台あり、平成30年度の稼働日数は342日、延
べ804か所。

（5）10代、20代の献血率はどのように推移し、他の都道府
県と比較してどうなのか。

　平成30年における10代の献血率は3.9％。近年少し増加はし
ているものの、全国平均は5.4％で、全国の順位は41位。
　10代の献血率が最も高いのは栃木県11.2％で、7.3ポイントの差。
　また、20代の献血率は4.1％で、近年横ばい。全国平均が5.6
％で、本県の順位は45位。
　20代の献血率が最も高い秋田県は8.0％で、3.9ポイントの差。

（6）現在、高等学校における献血の実施状況と啓発の取組
について伺う。

　平成29年度は12校で493人、平成30年度は13校で602人と、
ここ数年増加傾向にある。
　採血車の台数が限られている中で採血車を各学校に配車
してもらうには、学校で一定数の人数を確保する必要があるこ
と、配車が希望どおりできないなどから、実施校数は現在約3割
にとどまっている。
　これまでからも、各学校において献血について学習をしており、
献血の意義また重要性について理解が深まるよう努めている。

（7）骨髄バンクの登録者数は、近年どのように推移してい
るのか、伺う。

　ドナー登録は、この5年間で約2,300人増加し、約1.65倍にな
っている。
　（H26年度／3,531人 → H30年度／5,853人）
　1年間の新規登録者数は、大きく増加している。
　（H26年度／227人、H27年度／244人、H28年度／793人、
H29年度／883人、H30年度／1,292人）
　提供対象人口千人当たりの登録者数は、全国平均を上回る
増加となっている。
　（H26年度／5.47人、全国34位 → H30年度／9.32人、全国20位）

（8）今まで以上の高校生への啓発、献血実施を行うべきと
考えるが教育長の認識を伺う。

　高校生の献血を進めるためには採血車の配車や献血の時
期などについても課題があると認識をしている。関係機関ともし
っかり連携して取り組むことが必要である。

（9）令和の時代に「献血先進県」を目指してはどうか、伺う。
　今後も将来にわたって安定的に血液を確保するためには、
長く献血をしていただける若い方にもっと献血に関心を持って
いただき、行動へとつなげていただくことが大切である。
　滋賀県赤十字血液センターはもとより県教育委員会等の関
係機関との連携を加速させ、全国的に低位にある10代20代の
献血率を一段と引き上げることを目指したい。
　議員からは「献血先進県」と表現があったが、協議の結
果、「献血熱心県」を目指したい。

（13）部活動だけでなく他にも強化対策が用意されている
ようだが、部活動と部活動以外でそれぞれメリットとデ
メリットをどのように考えているか。

　部活動による強化のメリットは、学校教育の一環として顧問の
ご指導のもと日常的に競技に取り組むことができ、経済的な負担
も比較的少なく活動ができることなどがある。
　デメリットは、進学した学校によっては希望する運動部がない、
部員が集まりにくい場合がある。
　部活動以外の活動による強化のメリットは、経験豊かな指導
者から各年代に応じた高いレベルの指導を受けられることや、
競技によっては施設や競技用具などの練習環境が整っている
ことなどがあげられる。
　デメリットは、活動場所が遠かったり、経済的な負担が大きか
ったりすることや、出場できる大会が制限されることなどがある。

（14）レイキッズ1～3期生の子ども達は現在中学1～3年
生になっているが、部活動に所属している割合を伺う。

　現在まで修了生が108名。そのうち81名が中学校での運動
部に所属をしており、その加入率は75％。

（15）教育委員会として、学校以外で活躍する子どもへの評
価はどのようにするつもりか。

　学校外で活動をしている生徒に対しても、全校集会の場で大
会前に壮行会を開催する、あるいは大会後には競技成績を紹
介するなどして、学校として応援をしている。

（16）生徒の情報交換などを行い、学校とスポーツ団体が
互いに上手く組織マネジメントできるような仕組みに
ついて。

　現在も、強化指定選手の活動状況や大会等での活躍状況
などについて、学校と競技団体が情報共有に努めており、今後
とも、競技力向上のみならず、生徒の人間形成や自己実現につ
ながるよう取り組みたい。

◆令和元年6月定例会議　一般質問 ①

キャッシュレス公金徴収について
（1）キャッシュレス納税導入についてのねらいを伺う。
　一般商取引において決済方法が多様化している中、納税者
が様々な方法で納税できる環境を整備することが重要と考え
ている。納税者の利便性向上につながるだけではなく、県にとっ
ても納税方法の拡大による期限内納付の増加が見込めること
から、クレジットカードやラインペイによる納税方法を導入した。

（2）導入経費やランニングコストを伺う。
　クレジットカードによる納税の導入費用は351万円。納付サイト
運営会社やカード会社に対する費用などのランニングコストは
掛かっていない。
　また、ラインペイによる納税については、導入費用は掛かって
いないが、収納事務委託手数料として、従来のコンビニエンス
ストアで納めていただく場合と同様、1件あたり約59円が必要と
なる。

（3）導入してどれくらい利用があったのか伺う。
　今年度の自動車税については、6月20日現在で452,888件、
161億5千145万円の収納があり、このうち、クレジットカードによる
納税は､14,005件､5億5千242万円、ラインペイによる納税は､
1,197件､4千407万円。

（4）トラブルがあったと聞くがどのような事案か伺う。
　車検を受けるには、運輸支局による自動車税の納税確認が
必要で、クレジットカードによる納税では、納税者の手続から納
税確認まで最長で4週間必要となる。
　トラブルとなった事案は、近々車検を受けようとされている納
税者の方が、クレジットカードによる手続を行った上で車検を受
けようとされたところ、タイムラグがあることから、納税確認ができ
なかったもの。
　このため、後日還付することを前提に県税事務所の窓口で
重ねて現金で納税していただき、納税証明書を交付した。

（5）納税のキャッシュレス化を更に拡大していくのか伺う。
　ラインペイを含むスマートフォン決済の納税については、自動
車税以外の税目についても、1件あたりの納税金額が30万円未
満であればご利用いただける。
　クレジットカード納税の自動車税以外の税目への拡大につい
ては、納税者のニーズや、利用見込件数を踏まえた上で、シス
テム改修費、納付サイト運営会社等に対する費用、納税者が
負担する手数料などを勘案して検討したい。

（6）公金の支払いについて、横断的・一元的に検討してはど
うかと提案するが、知事の所見を問う。

　県税のキャッシュレス納税については、納税者の利便性向上
を図る観点から導入を進めている。
　また、県税以外の公金については、申請手数料などを現金
や証紙で納入いただくほか、県立学校の授業料等では口座振
替により、確実な収納を行ってきた。
　キャッシュレス化への対応は、時代の趨勢であり、公金収納
方法の多様化は、県民サービスの向上につながるものと考えら
れる。
　国においては、2027年6月までにキャッシュレス決済比率を4
割程度とすることを目指す、としている。

　何かの事情で一時的に著しく業務量が増加をしている場合
には、緊急的に人的措置を講じていくことを検討するとともに、
多忙な状態が恒常的であるならば、国に定数の改善を要望し
ていくことも含め、抜本的な改善を検討する。

◆平成31年2月定例会議　一般質問

部活動について
（1）学校における部活動の意義をどのように認識している

のか。（知事）
　生徒の自発的な参加により行われる部活動の経験は、生徒
の自主性、協調性、責任感などを育む人間形成の場として大
変意義のあるもの。

（2）学校における部活動の意義をどのように認識している
のか。（教育長）

　体力、能力、技能の向上を図ることはもちろん、ルールを守る
ことの必要性や重要性、仲間づくり、人間関係を構築するなど、
生徒の生きる力の育成、豊かな学校生活の実現に大変有意
義なもの。

（3）議第67号について、そもそも休日の練習試合など実態
としては3～4時間では収まらない。実質的には手当の
減額となるのではないか。

　現時点においては、学校現場の実情とこの手当の支給要件
である3時間程度という従事時間には差が生じている場合もある
が、今後、国のガイドラインで示された、できるだけ短い時間に、効
率的・効果的な活動により、子ども達のバランスがとれた発達、あ
るいは、教職員の働き方改革がしっかり進むよう、取り組みたい。

（4）対象は中学校だけではなく、高等学校も対象なのか。
　高校の教員についても対象となる。

（5）教育委員会のガイドラインで、高校においては「概ね4
時間以内」と定めているのであれば、高校の部活動まで
3時間2,700円とするのは整合性がとれていないと考
えるが、教育長に伺う。

　4時間活動をしていただきたいということではなくて、より短い
時間で効率的・効果的な活動をすることによって成果をあげて
いただきたいということ。
手当の「3時間程度」と、大きな齟齬があるとは考えていない。

（6）国スポを5年後に控え、県をあげてスポーツの高揚に取
り組んでいるところに水を差すことになると考えるが、
教育長の見解を伺う。

　これまでに比べて短い時間であっても、効率的・効果的な活
動が行えるように、「運動部活動指導者スキルアップ事業」の実
施、あるいは、部活動指導員の一層の活用を図るとともに、強化
拠点校への優秀指導員の派遣や効率的なトレーニングのため
のトレーナーの派遣などにより部活動の活性化に取り組みたい。

（7）今回の条例案について、事前に教育委員会からスポー
ツ局への相談はなかったのか伺う。

　教育委員会からは、事前にスポーツ局への相談はなかった。
（8）議第67号について、なぜ事前に相談をしなかったのか、

教育長に伺う。
　今回の改正は、公立学校職員の勤務条件の一つとしての特
殊勤務手当に関するもので、これまでから教育委員会において
決めてきたこと。今回も事前にスポーツ局への相談が必要であ
るとは考えていなかった。

（9）事前に相談がなかったことと、この条例案が上程されて
いることに競技力向上の観点からどのように受け止め
ているのか伺う。

　今回の条例改正で部活動をめぐる環境に変化があっても、
国民スポーツ大会で活躍が期待できる選手の競技力への影
響が生じないよう、学校や競技団体等と連携して取り組む必要
がある。

（10）人事委員会から議第67号について「条例案に対する意
見」が示されたが、どのように受け止めているのか伺う。

　部活動指導の実情を踏まえると、場合によっては指導時間
が短縮されないまま手当額が減額される懸念もあることから、
改定にあたっては、このような点にも十分配意する必要がある。

（11）2024年国スポ・障スポでは、天皇杯、皇后杯の獲得
を目指すのか、理由も併せて伺う。

　平成26 年12 月に作成した「滋賀県競技力向上基本計画」
において天皇杯獲得を目指すことを表明し、併せて皇后杯に
ついても獲得を目指すこととして、県をあげて競技力向上に取り
組んでいる。
　選手や競技団体の競技力向上に向けた士気が高まるともに、
県民の皆さまが様々なスポーツにチャレンジしようという機運が
醸成され、ひいては、「する」スポーツの裾野の広がりや「健康し
が」の実現にも資するものと考えている。

（12）ターゲットエイジの子どもたちが中学生に進級するが、
具体的にどのように取り組みをするのか。

　中学校進学後も高い競技力を維持・向上できるよう、県として
も競技団体が行う強化事業に対して支援をしたい。
　併せて、進学先の中学校に対しては、指定選手の競技団体
での活動状況などをお知らせし、学校でも本人のモチベーショ
ンが高まるような環境づくりをお願いしたい。
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ごあいさつ

活動報告

竹村が議会で取り上げ、要望してきたものがまたひとつ実現へ！
県立彦根球場 ナイター照明の利用が可能に!

　少しづつ秋の風が感じられる今
日この頃、皆様におかれましては健
やかにお過ごしのことと存じます。
　さて、今春の統一地方選挙を経
て、引き続き県政の場で仕事をさせ
ていただく機会を得ることができま
した。市民皆様の付託に応えられ
るよう日々精進を重ね、粉骨砕身の
精神で仕事をしてまいりますので、
今後ともご指導賜りますようお願い
申し上げます。

◀▲沖縄戦没者慰霊
沖縄にて執り行われた平和祈
念戦没者追悼式に今年も参加
させていただきました。今、私た
ちの平和があるのはご英霊皆
様のおかげです。

▲6月議会一般質問
改選後、最初の6月議会にて一般質問をさせ
ていただく。

▲栗東市内新規施設開設
「馬のまち栗東」から始まる人と馬との新しい共
生のカタチ。今春市内にオープンしたＴＣＣセラ
ピーパークの開所式にて。

▲県庁勉強会
民間企業と県庁職員さんとの勉強会を橋渡しし、自ら
も積極的に参加しています。今回は「有事を想定した具
体的な危機管理の取り組み」と「新しい通信手段を活
用した滋賀の防災」について。

委員会活動▶
国民スポーツ大会・全国
障害者スポーツ大会対策
特別委員会委員長として、
来たる令和6年本県での
開催に向け、障害者スポ
ーツに取り組まれている
皆様の活動を見聞させて
いただきました。

▲県外視察研修
栗東市議会「新政会」の皆さんと幼保小中一貫教育、地域公共交
通等の知見を広める為、県外行政調査に同行する。

　県立彦根球場では、設備はあるものの25年以
上に渡り理不尽な理由で利用が制限されていま
したが、今夏よりナイター利用が可能となりまし
た。まずは“高校野球に限って”という条件付きで
はありますが一歩前進しました。引き続き条件無
しで利用ができるよう取り組んでまいります。
　また、併せて要望していた老朽化しているスコ
アボードの更新も来秋リニューアルを目途に話が
進んでいます。
　今後とも信念を貫き、県民の皆様にとって有益
な利活用ができるよう取り組んでまいります！

新県立体育館の概要が明らかに。　5年後の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けて滋賀県では新しい
県立体育館を滋賀医科大学の前に整備します。収容人員5,000人を超える県内最大
の体育館となり、スポーツだけでなくコンサートや様々なイベントに利用が可能です。
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