
昨夏、草津市烏丸半島でハスの群生が突如姿を消したことは記憶に新しいところ
ですが、今年は琵琶湖でアユが激減しています。夏場になって回復基調にあります
が、予断は許せない状況です。
【ポイント】
●生きたまま取引される「活アユ」は平年の6割、佃煮の原料として取引される「鮮
魚」は平年の1/4。

●原因は昨秋の産卵河川の水量が少なかったことによってふ化が遅れたことが要
因の一つと思われる。

●当面の対策としてアユの放流を8ｔから18ｔに増やす。また、漁業者への融資や保
証料の補助も。

言うまでもなくアユは琵琶湖を代表する湖魚
であり、滋賀県の食文化を支える重要な役割を
担っています。記録的な不漁の原因究明を図る
べく水産試験場、琵琶湖環境科学研究センター
はもとより、国立環境研究所琵琶湖分室等のあら
ゆる英知を結集して研究に取り組む必要があり
ます。

7年後の国体主会場となる陸上競技場や体育館、プールの整備、美術館の再整
備、高校への空調設備の導入など大型事業が控える一方で、今後県財政が耐えられ
るのか、財政負担の見通しを示すよう求めてきました。その結果知事からは、高齢
化の進行による社会保障関係費の増加や国体に向けた施設整備費負担などで今後
も毎年度１００億円を超す財源が不足し、１９年度中には県の貯金に当たる基金が底
をつくという厳しい状況が示されました。 
【ポイント】
●歳入が伸び悩む一方で、過去に発行した県債の償還、
大規模事業や社会保障費など財政需要の増加が要因

●何も対策を講じなければ財源不足は2022年～2024
年にピークを迎える。

●県の貯金である基金残高は2017年度末で128億円
の見込みであり、2019年には底をつく。
過去、“聖域なき改革”や‶選択と集中”といったスローガンをよく耳にしました

が、更に踏み込んだ「行財政改革」をどう進めるのか。県側の執行部だけではなく議
会側の我々も闊達な議論を交わし、時には積極的に提案していくことも重要である
と考えています。
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例年よりも増して暑さが厳しかった今夏でありましたが、ようやく秋の空気が感じられるようになってまい

りました。皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

お陰様で県議会議員として丸3年を経過し、現在議会では環境・農水常任委員会の副委員長の要職を

拝命するなど、日々元気に栗東市内のみならず県内中を奔走させていただいております。様々困難な県

政課題が栗東市のみならず県内各地に横たわっていますが、持ち前の行動力と実践力で引き続きアク

ティブに取り組んでまいります。また、恒例となりました秋の「県政報告会」を本年も開催させていただきま

す。タイムリーな県政の課題を中心にわかりやすくご説明させていただきます。どなたでもご参加いただけ

ますので皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

●竹村健県政報告会　日程●
ご
あ
い
さ
つ

JR草津線「忍者列車」出発式にて　野村市長、武村代議士と 会派有志で三重菓子博に視察。滋賀開催の可能性を探る 航空自衛隊浜松基地を訪問

知事との政策懇談会は施策を進める上でも大変重要です 本年度は環境・農水常任会副委員長を拝命

※どなたでもご参加いただけます。

武村代議士に仲介していただき、国への要望を伝える

市内各地において開催された様々な
総会やスポーツ大会でご挨拶させて
いただきました。

活動報告活動報告

琵琶湖がおかしくなっている！？ 県の財政見通し厳しい状況

大宝支部　10/26（木）19時～ ウイングプラザ4F研修室E
治田支部　11/17（金）19時～ コミュニティセンター治田
葉山支部　11/18（土）19時～ コミュニティセンター葉山
金勝支部　11/25（土）19時～ コミュニティセンター金勝

緊急告知……9月定例会議、会派の代表質問（9/25）に竹村健が登壇！

まちづくり をつなげる　　　経済成長 へつなげる　　　教育福祉 をつなげる
TAKE　TAKE　

Action!Action!

滋賀県議会議員（栗東市選出）
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（1）矢羽根マークの整備状況と予定について伺う。
平成27年度から整備を始め、現

在、長浜市、米原市、近江八幡市、

高島市域の約25kmの区間で整

備を終えた。

来年度以降、自動車が多い区

間など優先度の高い所から整備

し、平成30年度中には当面必要と

なる区間全てに配置できるよう、ス

ピード感をもって取り組む。

（2）タンデム自転車走行の可能性とツール・ド・ジャ
パンの本県誘致の提案について、検討されてい
るのか。

タンデム自転車については、昨年、庁内関係課や県

警の担当者で、他県の状況や本県での走行可能性の

意見交換を行った。

今後、自転車関係団

体や観光団体、県、市町

等で構成する「滋賀プラ

ス・サイクル推進協議会」

を活用し、タンデム自転

車の走行実験も含め、調

査研究したい。

また、ビワイチを広く全国に発信する上で、ツール・ド・

ジャパンのような大会の誘致も効果的である。

本年5月に堺、京都などで開催される国際自転車

ロードレースを視察するなどして課題を洗い出し、関係

者と議論を進めたい。

（3）ビワイチのサブルートとして、どのようなコース
が検討されているのか。
県内を7つの地域に分け、初心者から上級者まで楽し

め、滋賀ならではの歴史遺産や古道・街道など、地域の

特色を活かしたルートを選定しており、今年度中に公表

できるよう準備している。

例えば、港跡からのびる街道を利用したルートやサイ

クルトレインを活かしたルートなど、地域の観光スポット

や魅力ある風景を楽しめるルートとなっている。ビワイ

チ・プラス等の呼称を検討している。

（4）仕掛けも考えられてはどうかと提案するが、所
見を伺う。

コース上のスポットやコース自体を制覇したくなるよう

な、魅力的な提案をいただいた。

輪の国びわ湖推進協議会では、発行する琵琶湖一

周の認定証に、年ごとに色が異なるステッカーを同封し

ており、ビワイチを繰り返したくなる仕掛けになっている。

この取組とも連携しながら、サポートステーション

各施設も含め、ビワイチならではの仕掛けづくりを検

討したい。

（1）本県における観光や交通手段としての可能性
について所見を伺う。

琵琶湖を活用した観光は、湖岸や湖上から楽しむこ

とが一般的だが、熱気球のフライトや昨年7月にオープ

ンしたびわ湖バレイのびわ湖テラスなど、空や山からの

眺めも素晴らしく、注目されている。

こうした中、水上飛行機による琵琶湖遊覧が実現す

れば、琵琶湖の雄大さを体感できる素晴らしい観光素

材になる。また、水上飛行機で上空からの琵琶湖の眺め

を楽しみながら移動し、その後は陸路で県内の観光地

を周遊するなど、様々な活用方法が想定される。

水上飛行機は、観光振興に大きく寄与するものであ

り、琵琶湖を世界に発信できるとともに、関西空港から

本県へのアクセスとしての活用も考えられるなど、大きな

可能性を秘めている。

（2）琵琶湖に離着陸する課題は何か。
河川法や自然公園法などの手続きを要する場合が

あるほか、漁業関係者との調整を要する場合もある。

併せて、水上飛行機を円滑に運行するとともに、搭乗

者に快適なサービスを提供する観点や、他の水面利用

者の安全を確保する観点から、運航計画の課題を精査

する必要がある。

（3）水上飛行機の運用におけ
る行政サイドの役割は何
か。
民間サイドでの水上飛行機運

行に向けた動きは、魅力ある提案

であり歓迎する。

観光振興は民間の様々な活

動があってこそ成り立つものであ

り、民間の活動を支え、活動しやすい環境を整えること

が行政の役割である。

水上飛行機の運航に際しては、法規制や漁業面など

様々な課題があり、関係課で連携して課題への対応策

を検討し、事業者と協議していく必要がある。

また、水上飛行機は本県の魅力を体感できるまたと

ない観光素材たり得ることから、構

想実現の際には全国、海外に向

けてしっかりと情報発信する必要

もある。

水上飛行機搭乗を契機として

県内の観光地を周遊いただくこと

が大切であり、水上飛行機と組み

合わせた県内の観光素材を磨き

上げ、発信していく必要がある。

（1）県内においてトラック・レースの練習や大会をす
る場所は、大津市競輪場跡地以外にあるのか。
大津市の旧大津びわこ競輪場が2月末で使用停止

されることから、県内には自転車競技のトラック・レースの

練習や大会に使用できる場所がなくなり、課題である。

（2）大津市に対し、競走路を残し使用継続できるよ
うな働きかけや協議はされなかったのか。
旧大津びわこ競輪場の跡地利活用については、大津

市で検討されてきたが、昨年3月に「大津びわこ競輪場

跡地利用における民間活力導入の基本的な方針」が

公表され、現在、跡地活用事業者の公募中である。

大津市が市民の意見を聞きながら、跡地利用を検討

してこられたところであり、県としては、競技団体の意向

も伺いながら、市の検討状況を見守ってきた。

（3）競走路の使用継続について、なぜ県から大津市
に対して、何らかのアクションが起こせなかっ
たのか。

競技団体の意向として県内における競技場の新設を

希望されていたこともあり、大津市との協議を行ってこな

かった。

跡地利用は、単に競走路だけの問題ではなくて、公

園や中心市街地の活性化等の、市の都市政策に関わ

る問題であり、県としてその動向を見守る必要があるこ

とから、協議は行わなかった。

（4）本県以外で自転車競技のトラック・レースを行え
る施設を有しない都道府県は他にあるのか。
本県以外では、17県で自転車競技場を有している。

それ以外のすべての県では競輪場を練習や大会に使

用されており、この種の施設を有しないのは滋賀県のみ

である。

（5）本県として自転車競技場を整備する可能性はな
いのか。
県内の練習場所がなくなることは、国体の開催を控え

る本県にとって大きな課題だが、新たに県立施設として

自転車競技場を整備することは非常に厳しい。

公益法人等が行う自転車競技場の整備に対し、競

輪関係法人の支援制度があり、そうした制度を活用し

た競技場整備の可能性は否定しないが、県として主体

的に整備する考えはない。

（6）県が主体的に整備しないとなると、市町や民間
で整備できなければ、他府県での開催となると
明言したということでよいか。
国体までに競技場が整備できないなら、国体等にお

ける自転車競技場は県外に求めざるを得ない。

（7）本県の自転車競技選手はトラック種目を今後ど
こで練習をすればよいのか。
滋賀県の自転車競技連盟ではジュニア選手の発掘

にも取り組んでおり、滋賀での国体で少年選手となる年

代の子どもたちを育成されている。

こうした選手育成のため、スポーツ施設等の屋内

に自転車のトレーニングローラー台を整備し、日常の

練習環境を確保するなど、県ができる支援を検討し

てまいりたい。

バンクを利用した強化練習については、近隣府県施

設での強化活動のための選手・指導者の交通費、宿泊

費、会場使用料などを支援するとともに、国内の強化拠

点での合宿の経費を支援してまいりたい。

7年後の国体に向け、選手

の育成・強化を充実

させ、競技力の

維持・向上

を図れるよ

う、しっか

りと取り

組む。

（1）「却下」という裁決書（案）を提出された見解を
伺う。
行政不服審査法で、審査請求をすることができる者

は「行政庁の処分に不服がある者」と規定され、その範

囲は、当該処分について審査請求をする法律上の利益

がある者と解釈されている。

本件不許可処分に係る児童は、本件審査請求の

審理手続中に既に寄宿舎に入舎したことから、不許

可処分の取消しを求める法律上の利益は失われて

おり、不服申立ての利益を欠くことから、却下の裁決

案を諮問した。

なお、裁決の結果に関わらず、行政の適正な運営の

確保に不断に取り組むべきことは、当然である。

（2）特別支援学校寄宿舎は法的にどのように位置
づけられているか伺う。
特別支援学校の寄宿舎は、学校教育法第78条に基

づき、通学が困難な児童生徒のために設置することが

必要と位置づけられている。

（3）寄宿舎の入舎基準の内容を伺う。
寄宿舎の入舎基準は「滋賀県立特別支援学校寄宿

舎の入舎および退舎に関する基準」として次のとおり定

めている。

ア／合理的な経路および方法により通学する場

合に、片道の所要時間が常に90分以上とな

る者で通学困難と認められる者

イ／ア以外の理由により通学困難と認められる者

（4）「ア　以外の理由により通学困難と認められる
者」とはどのような事か伺う。
通学困難の認定には、単に障害が重く通学の介助負

担が大きいだけでなく、家庭の状況や保護者の健康状

態、福祉サービスの受給状況などから通学の支援が継

続できないと合理的に認められることが必要である。

また、家族や支援者等の協力や工夫によって通学が

継続できると見込まれる場合や、福祉施設を利用する

場合は通学困難とは認められない。

（5）入所基準の「技術的基準」とは、どのような位置
づけのものか伺う。
平成24年度に入舎不許可処分に関する審査請求が

あり、その裁決において「滋賀県立特別支援学校寄宿

舎の入舎および退舎に関する基準」の「入舎基準」のう

ち、イの通学困難の判断についての見解を示したもの。

平成25年度以降、寄宿舎への入舎を申請する際に

は、この見解を十分に踏まえるよう、見解の内容を「技術

的基準」として、市町教育委員会や県立特別支援学校

長への案内に添付している。

（6）技術的基準の中で「福祉サービスの受給状況」が
入舎の判断材料にされているのはなぜか伺う。
近年、福祉施策が充実してきており、福祉サービスの

活用により通学可能となる場合もあるため、判断材料の

一つとしている。

移動支援に限らず、居宅介護サービスとして、本人の

身支度や車いす等への移乗など家庭で必要な介護

サービスを受けている例もある。

（7）同様に「支援者の協力」とあるが、基準化できる
ものではないと考えるが伺う。

「支援者の協力」は、自発的に依頼されることを前提

としており、義務付けるものではない。しかし、家族以外

の支援者の協力で通学できる場合もあることから、判断

材料の一つとしている。

（8）同様に「福祉施設の利用」も保護者の権限に委
ねられるべきであると考えるが伺う。
福祉施設の利用については、本人や保護者の意向を

大切にし、強いるものではない。

ただ、障害の特性により、生活全般の困難さが生じ通

学困難な状態に至ることがあり、そういった事例では福

祉施設の利用が適切な場合もあることから、その可能

性も考慮することを示した。

（9）技術的基準が示されてから、入舎が許可された
方は何人いるか伺う。

技術的基準を示してからの入舎希望者は4名で、全

員許可している。

（10）入舎はどのようなプロセスを経て、可否が決ま
るのか伺う。
入舎を希望する場合は、校長あてに入舎願を提出い

ただく。その後、校内で本人や通学の状況を情報共有

し、対応を検討する。必要に応じ、校外関係者も含めた

ケース会議で情報収集する。

これらを経て、校長が入舎基準をもとに入舎の可否を

判断する。

（11）ケース会議とはどのような位置づけのもので、
どのような方々で構成されているのか伺う。
ケース会議は、個別の児童生徒の課題に対応するた

めに開催しており、就学時引継ぎや、進路

検討、学校生活全般等、課題の内容に

よって構成員も異なる。

例えば、家庭生活・地域生活に関する

ケース会議では、学校の教員のほか、発達

支援センター職員、民生委員、ケースワー

カー、相談員等が出席する場合がある。

（12）今事案でのケース会議はどのよう
な見解であったのか伺う。

ケース会議は、子どもの状況や、障害特

性への対応方法などについて検討するも

の。今回も指導のあり方などについて継続

的に検討してきた。

したがって、今事案でのケース会議で

入舎に係る方向性を結論づけたもので

はない。

（13）ケース会議の方向性を判断基準にされてはい
かがか伺う。

入舎可否は、

「入舎および退

舎に関する基

準」に基づき、校

長が判断する。

ケース会議をは

じめ、関係機関

等の意見も参考

にしている。

しかし、より客観性を持たせる必要があると認識し

ており、必要に応じて医療等関係機関から意見書等

の提出を求めるなど、検討したい。

（14）過去から現在の寄宿舎の利用状況はどのよう
になっているか伺う。
利用者数は、寄宿舎が設置された平成20年度は

29名だったが、平成25年度は16名、平成26年度は

12名、平成27年度は10名、平成28年度は12名、

平成29年度は9名となっている。

（15）寄宿舎において入舎している生徒はどのよう
な生活をしているのか伺う。
下校後、17時の夕食まで自由時間であり、夕食

後も22時の就寝まで自由時間として遊び、入浴、あ

るいは就寝準備等で過ごしている。

朝は6時30分起床して8時に朝食、9時に登校す

る生活を送っている。

（16）寄宿舎は生活のリズムが図れるなどの「教育」
の側面があると考えるが伺う。
寄宿舎は、通学困難対応を目的に設置しており、

教育を目的としていない。

一方で、入舎の結果、寄宿舎指導員が児童生徒

の日常生活上の世話および生活指導にあたることに

より、日常生活の習慣が整えられることもある。

（17）寄宿舎入舎の基準を見直す考え方はないか伺う。
寄宿舎は、通学困難対応を目的に設置しており、

「入舎および退舎に関する基準」は、入舎の判断を

するためのものとして、妥当なもの。

しかし、入舎についての判断は、より客観性を持

たせる必要があると認識しており、医療等関係機

関からの意見書の提出を求めるなど、検討してまい

りたい。

（18）所謂「寄宿舎教育」を本県でチャレンジしてみ
るという考えはないか伺う。
寄宿舎は、法的に通学困難への対応を目的として設

置されるものであり、本県でも同様の設置目的である。

寄宿舎入舎の結果、副次的に日常生活の習慣が

整えられることもあるが、この副次的効果を目的とす

るには、根本的な

体制整備などが

必要となり、また、

本来の寄宿舎設

置目的と離れるこ

とから、教育を目

的として寄宿舎を

位置づけることは

難しい。

平成29年　　　2月●定例会議　竹村 健／一般質問要旨と県側の回答 平成29年　　　6月●定例会議　竹村 健／一般質問要旨と県側の回答
「ビワイチの施策推進について」

「水上飛行機を利用した観光について」

「2巡目国体における自転車競技について」

「寄宿舎入舎不許可処分に係る審査請求の諮問について」

矢羽根型マーク

タンデム自転車



（1）矢羽根マークの整備状況と予定について伺う。
平成27年度から整備を始め、現

在、長浜市、米原市、近江八幡市、

高島市域の約25kmの区間で整

備を終えた。

来年度以降、自動車が多い区

間など優先度の高い所から整備

し、平成30年度中には当面必要と

なる区間全てに配置できるよう、ス

ピード感をもって取り組む。

（2）タンデム自転車走行の可能性とツール・ド・ジャ
パンの本県誘致の提案について、検討されてい
るのか。

タンデム自転車については、昨年、庁内関係課や県

警の担当者で、他県の状況や本県での走行可能性の

意見交換を行った。

今後、自転車関係団

体や観光団体、県、市町

等で構成する「滋賀プラ

ス・サイクル推進協議会」

を活用し、タンデム自転

車の走行実験も含め、調

査研究したい。

また、ビワイチを広く全国に発信する上で、ツール・ド・

ジャパンのような大会の誘致も効果的である。

本年5月に堺、京都などで開催される国際自転車

ロードレースを視察するなどして課題を洗い出し、関係

者と議論を進めたい。

（3）ビワイチのサブルートとして、どのようなコース
が検討されているのか。
県内を7つの地域に分け、初心者から上級者まで楽し

め、滋賀ならではの歴史遺産や古道・街道など、地域の

特色を活かしたルートを選定しており、今年度中に公表

できるよう準備している。

例えば、港跡からのびる街道を利用したルートやサイ

クルトレインを活かしたルートなど、地域の観光スポット

や魅力ある風景を楽しめるルートとなっている。ビワイ

チ・プラス等の呼称を検討している。

（4）仕掛けも考えられてはどうかと提案するが、所
見を伺う。

コース上のスポットやコース自体を制覇したくなるよう

な、魅力的な提案をいただいた。

輪の国びわ湖推進協議会では、発行する琵琶湖一

周の認定証に、年ごとに色が異なるステッカーを同封し

ており、ビワイチを繰り返したくなる仕掛けになっている。

この取組とも連携しながら、サポートステーション

各施設も含め、ビワイチならではの仕掛けづくりを検

討したい。

（1）本県における観光や交通手段としての可能性
について所見を伺う。
琵琶湖を活用した観光は、湖岸や湖上から楽しむこ

とが一般的だが、熱気球のフライトや昨年7月にオープ

ンしたびわ湖バレイのびわ湖テラスなど、空や山からの

眺めも素晴らしく、注目されている。

こうした中、水上飛行機による琵琶湖遊覧が実現す

れば、琵琶湖の雄大さを体感できる素晴らしい観光素

材になる。また、水上飛行機で上空からの琵琶湖の眺め

を楽しみながら移動し、その後は陸路で県内の観光地

を周遊するなど、様々な活用方法が想定される。

水上飛行機は、観光振興に大きく寄与するものであ

り、琵琶湖を世界に発信できるとともに、関西空港から

本県へのアクセスとしての活用も考えられるなど、大きな

可能性を秘めている。

（2）琵琶湖に離着陸する課題は何か。
河川法や自然公園法などの手続きを要する場合が

あるほか、漁業関係者との調整を要する場合もある。

併せて、水上飛行機を円滑に運行するとともに、搭乗

者に快適なサービスを提供する観点や、他の水面利用

者の安全を確保する観点から、運航計画の課題を精査

する必要がある。

（3）水上飛行機の運用におけ
る行政サイドの役割は何
か。
民間サイドでの水上飛行機運

行に向けた動きは、魅力ある提案

であり歓迎する。

観光振興は民間の様々な活

動があってこそ成り立つものであ

り、民間の活動を支え、活動しやすい環境を整えること

が行政の役割である。

水上飛行機の運航に際しては、法規制や漁業面など

様々な課題があり、関係課で連携して課題への対応策

を検討し、事業者と協議していく必要がある。

また、水上飛行機は本県の魅力を体感できるまたと

ない観光素材たり得ることから、構

想実現の際には全国、海外に向

けてしっかりと情報発信する必要

もある。

水上飛行機搭乗を契機として

県内の観光地を周遊いただくこと

が大切であり、水上飛行機と組み

合わせた県内の観光素材を磨き

上げ、発信していく必要がある。

（1）県内においてトラック・レースの練習や大会をす
る場所は、大津市競輪場跡地以外にあるのか。
大津市の旧大津びわこ競輪場が2月末で使用停止

されることから、県内には自転車競技のトラック・レースの

練習や大会に使用できる場所がなくなり、課題である。

（2）大津市に対し、競走路を残し使用継続できるよ
うな働きかけや協議はされなかったのか。
旧大津びわこ競輪場の跡地利活用については、大津

市で検討されてきたが、昨年3月に「大津びわこ競輪場

跡地利用における民間活力導入の基本的な方針」が

公表され、現在、跡地活用事業者の公募中である。

大津市が市民の意見を聞きながら、跡地利用を検討

してこられたところであり、県としては、競技団体の意向

も伺いながら、市の検討状況を見守ってきた。

（3）競走路の使用継続について、なぜ県から大津市
に対して、何らかのアクションが起こせなかっ
たのか。
競技団体の意向として県内における競技場の新設を

希望されていたこともあり、大津市との協議を行ってこな

かった。

跡地利用は、単に競走路だけの問題ではなくて、公

園や中心市街地の活性化等の、市の都市政策に関わ

る問題であり、県としてその動向を見守る必要があるこ

とから、協議は行わなかった。

（4）本県以外で自転車競技のトラック・レースを行え
る施設を有しない都道府県は他にあるのか。
本県以外では、17県で自転車競技場を有している。

それ以外のすべての県では競輪場を練習や大会に使

用されており、この種の施設を有しないのは滋賀県のみ

である。

（5）本県として自転車競技場を整備する可能性はな
いのか。
県内の練習場所がなくなることは、国体の開催を控え

る本県にとって大きな課題だが、新たに県立施設として

自転車競技場を整備することは非常に厳しい。

公益法人等が行う自転車競技場の整備に対し、競

輪関係法人の支援制度があり、そうした制度を活用し

た競技場整備の可能性は否定しないが、県として主体

的に整備する考えはない。

（6）県が主体的に整備しないとなると、市町や民間
で整備できなければ、他府県での開催となると
明言したということでよいか。
国体までに競技場が整備できないなら、国体等にお

ける自転車競技場は県外に求めざるを得ない。

（7）本県の自転車競技選手はトラック種目を今後ど
こで練習をすればよいのか。
滋賀県の自転車競技連盟ではジュニア選手の発掘

にも取り組んでおり、滋賀での国体で少年選手となる年

代の子どもたちを育成されている。

こうした選手育成のため、スポーツ施設等の屋内

に自転車のトレーニングローラー台を整備し、日常の

練習環境を確保するなど、県ができる支援を検討し

てまいりたい。

バンクを利用した強化練習については、近隣府県施

設での強化活動のための選手・指導者の交通費、宿泊

費、会場使用料などを支援するとともに、国内の強化拠

点での合宿の経費を支援してまいりたい。

7年後の国体に向け、選手

の育成・強化を充実

させ、競技力の

維持・向上

を図れるよ

う、しっか

りと取り

組む。

（1）「却下」という裁決書（案）を提出された見解を
伺う。

行政不服審査法で、審査請求をすることができる者

は「行政庁の処分に不服がある者」と規定され、その範

囲は、当該処分について審査請求をする法律上の利益

がある者と解釈されている。

本件不許可処分に係る児童は、本件審査請求の

審理手続中に既に寄宿舎に入舎したことから、不許

可処分の取消しを求める法律上の利益は失われて

おり、不服申立ての利益を欠くことから、却下の裁決

案を諮問した。

なお、裁決の結果に関わらず、行政の適正な運営の

確保に不断に取り組むべきことは、当然である。

（2）特別支援学校寄宿舎は法的にどのように位置
づけられているか伺う。

特別支援学校の寄宿舎は、学校教育法第78条に基

づき、通学が困難な児童生徒のために設置することが

必要と位置づけられている。

（3）寄宿舎の入舎基準の内容を伺う。
寄宿舎の入舎基準は「滋賀県立特別支援学校寄宿

舎の入舎および退舎に関する基準」として次のとおり定

めている。

ア／合理的な経路および方法により通学する場

合に、片道の所要時間が常に90分以上とな

る者で通学困難と認められる者

イ／ア以外の理由により通学困難と認められる者

（4）「ア　以外の理由により通学困難と認められる
者」とはどのような事か伺う。

通学困難の認定には、単に障害が重く通学の介助負

担が大きいだけでなく、家庭の状況や保護者の健康状

態、福祉サービスの受給状況などから通学の支援が継

続できないと合理的に認められることが必要である。

また、家族や支援者等の協力や工夫によって通学が

継続できると見込まれる場合や、福祉施設を利用する

場合は通学困難とは認められない。

（5）入所基準の「技術的基準」とは、どのような位置
づけのものか伺う。

平成24年度に入舎不許可処分に関する審査請求が

あり、その裁決において「滋賀県立特別支援学校寄宿

舎の入舎および退舎に関する基準」の「入舎基準」のう

ち、イの通学困難の判断についての見解を示したもの。

平成25年度以降、寄宿舎への入舎を申請する際に

は、この見解を十分に踏まえるよう、見解の内容を「技術

的基準」として、市町教育委員会や県立特別支援学校

長への案内に添付している。

（6）技術的基準の中で「福祉サービスの受給状況」が
入舎の判断材料にされているのはなぜか伺う。
近年、福祉施策が充実してきており、福祉サービスの

活用により通学可能となる場合もあるため、判断材料の

一つとしている。

移動支援に限らず、居宅介護サービスとして、本人の

身支度や車いす等への移乗など家庭で必要な介護

サービスを受けている例もある。

（7）同様に「支援者の協力」とあるが、基準化できる
ものではないと考えるが伺う。

「支援者の協力」は、自発的に依頼されることを前提

としており、義務付けるものではない。しかし、家族以外

の支援者の協力で通学できる場合もあることから、判断

材料の一つとしている。

（8）同様に「福祉施設の利用」も保護者の権限に委
ねられるべきであると考えるが伺う。

福祉施設の利用については、本人や保護者の意向を

大切にし、強いるものではない。

ただ、障害の特性により、生活全般の困難さが生じ通

学困難な状態に至ることがあり、そういった事例では福

祉施設の利用が適切な場合もあることから、その可能

性も考慮することを示した。

（9）技術的基準が示されてから、入舎が許可された
方は何人いるか伺う。
技術的基準を示してからの入舎希望者は4名で、全

員許可している。

（10）入舎はどのようなプロセスを経て、可否が決ま
るのか伺う。
入舎を希望する場合は、校長あてに入舎願を提出い

ただく。その後、校内で本人や通学の状況を情報共有

し、対応を検討する。必要に応じ、校外関係者も含めた

ケース会議で情報収集する。

これらを経て、校長が入舎基準をもとに入舎の可否を

判断する。

（11）ケース会議とはどのような位置づけのもので、
どのような方々で構成されているのか伺う。
ケース会議は、個別の児童生徒の課題に対応するた

めに開催しており、就学時引継ぎや、進路

検討、学校生活全般等、課題の内容に

よって構成員も異なる。

例えば、家庭生活・地域生活に関する

ケース会議では、学校の教員のほか、発達

支援センター職員、民生委員、ケースワー

カー、相談員等が出席する場合がある。

（12）今事案でのケース会議はどのよう
な見解であったのか伺う。

ケース会議は、子どもの状況や、障害特

性への対応方法などについて検討するも

の。今回も指導のあり方などについて継続

的に検討してきた。

したがって、今事案でのケース会議で

入舎に係る方向性を結論づけたもので

はない。

（13）ケース会議の方向性を判断基準にされてはい
かがか伺う。
入舎可否は、

「入舎および退

舎に関する基

準」に基づき、校

長が判断する。

ケース会議をは

じめ、関係機関

等の意見も参考

にしている。

しかし、より客観性を持たせる必要があると認識し

ており、必要に応じて医療等関係機関から意見書等

の提出を求めるなど、検討したい。

（14）過去から現在の寄宿舎の利用状況はどのよう
になっているか伺う。

利用者数は、寄宿舎が設置された平成20年度は

29名だったが、平成25年度は16名、平成26年度は

12名、平成27年度は10名、平成28年度は12名、

平成29年度は9名となっている。

（15）寄宿舎において入舎している生徒はどのよう
な生活をしているのか伺う。
下校後、17時の夕食まで自由時間であり、夕食

後も22時の就寝まで自由時間として遊び、入浴、あ

るいは就寝準備等で過ごしている。

朝は6時30分起床して8時に朝食、9時に登校す

る生活を送っている。

（16）寄宿舎は生活のリズムが図れるなどの「教育」
の側面があると考えるが伺う。
寄宿舎は、通学困難対応を目的に設置しており、

教育を目的としていない。

一方で、入舎の結果、寄宿舎指導員が児童生徒

の日常生活上の世話および生活指導にあたることに

より、日常生活の習慣が整えられることもある。

（17）寄宿舎入舎の基準を見直す考え方はないか伺う。
寄宿舎は、通学困難対応を目的に設置しており、

「入舎および退舎に関する基準」は、入舎の判断を

するためのものとして、妥当なもの。

しかし、入舎についての判断は、より客観性を持

たせる必要があると認識しており、医療等関係機

関からの意見書の提出を求めるなど、検討してまい

りたい。

（18）所謂「寄宿舎教育」を本県でチャレンジしてみ
るという考えはないか伺う。
寄宿舎は、法的に通学困難への対応を目的として設

置されるものであり、本県でも同様の設置目的である。

寄宿舎入舎の結果、副次的に日常生活の習慣が

整えられることもあるが、この副次的効果を目的とす

るには、根本的な

体制整備などが

必要となり、また、

本来の寄宿舎設

置目的と離れるこ

とから、教育を目

的として寄宿舎を

位置づけることは

難しい。

平成29年　　　2月●定例会議　竹村 健／一般質問要旨と県側の回答 平成29年　　　6月●定例会議　竹村 健／一般質問要旨と県側の回答
「ビワイチの施策推進について」

「水上飛行機を利用した観光について」

「2巡目国体における自転車競技について」

「寄宿舎入舎不許可処分に係る審査請求の諮問について」

矢羽根型マーク

タンデム自転車




