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ま ち づ く り をつなげる

経 済 成 長 へつなげる

心地よい春の日差しが降り注ぐ今日この頃、皆様方におかれまし
てはご健勝のこととお慶び申し上げます。

活動報告

さて、
平成30年度が幕を開けました。滋賀県議会も来る4月25日
に召集会議が開催され、議長をはじめ役職も一新される予定であ
り、心機一転新たな役割のもとで約一年間に及ぶ通年議会がス

では政策提案を中心に今まで同様に地に足をつけながら活動して
まいりたいと考えております。
皆様の忌憚のないお声を寄せていただき、日々精進していく所
存でございますので引き続きご指導賜りますようお願い申し上げご
挨拶に代えさせていただきます。

二 之 湯 参 議 院 議 員︑同 僚 議 員
ら と 東 京・広 尾 学 園 を 視 察 し
最 先 端 教 育 を 学 ぶ と と も に︑
今後の教育について熱く議論を
交わす︒

タート致します。
今年度は4年任期の最終年となりますが、
とりたてて例年と違う
事をするのではなく、日々県政と市政のパイプ役として、
また議会

ビワイチを推進していく滋賀県
と し て ︑自 転 車 が 走 り や すい道
路整備は必須施策︒過日︑国交省
近畿整備局に赴き議連を代表し
て陳情してまいりました︒

ごあいさつ

教 育 福 祉 をつなげる

新春互礼会にてご支援をいただく皆様を前に一
年の抱負を述べさせていただく。

平成29年2月県議会一般質問において、竹村がタンデ
ム自転車の走行可能性について問いました。

知事答弁⇒タンデム自転車に関しましては、庁内関係課や県
警の各担当者が集まり、他県の状況や本県での可能性につい
て意見交換を行っています。
今後、自転車関係団体や推進協議会等で議論を重ねタンデ
ム自転車の走行実験も含め、調査研究を行って参りたいと存
じます。

実現

環境・農水常任委員会副委員長として重責を担い、琵琶湖環境部並
びに農政水産部に係る課題について審査する。

長崎県・対馬にて陸上自衛隊対馬駐屯地へ。ここ
数年は我が国領海付近を中国艦船が頻繁に航行
するなど、常に緊張感を持ちながらの任務に敬意
を払うものです。

4月より滋賀県で
タンデム自転車の公道
走行が可能になりました。
ついに

タンデム自転車とは……
2つ以上の乗車装置、ペダル

が縦列に設けられた自転車。
前に乗る人を「パイロット」
後ろに乗る人を「ストーカ」
と呼びます。
■ 特徴

学習船、新船「うみのこ」の建設状況を視察。本県環境学
習のシンボルとして更なる利活用が求められます。

恒例となりました県政報告会（昨年11月）を開催。県政と
本市に関係する道路、河川整備の進捗状況や草津警察署
の移転などについて報告。

昨年10月東京・日本橋に開店した情報発信拠点「ここ滋
賀」にて。高額な費用を投資しているだけに本県への経済
効果をウォッチしていく必要があります。

滋賀県遺族会さんとともにフィリピンへ慰霊巡拝。先の大
戦で亡くなられましたご英霊に対し、心からのご冥福をお
祈り申し上ます。

速度が出やすい。
ストーカはハンドル操作の必要なし。
車体が長く、小回りは利きにくく内輪差に注意。
前後で声を掛け合いながら運転する。
■ タンデム自転車への公道走行を期待する声
ビワイチを推進していく上で、新たなツールとして観光振興
への寄与が期待できる。
親子、夫婦、友人同士などサイクリングの新たなジャンル、選
択肢として期待される。
視覚障がい者の方々が、自転車乗車への楽しみ、チャンスがで
きる。
■ 注意
タンデム自転車は従来の普通自転車とは違い「軽車両」扱い
になります。通常の自転車では走行できる「自転車歩道通行可」
（標識の図）がタンデム自転車では走行できません。車道の左側
を走行することになります。

タンデム自転車は走行できない。

昨年10月の衆議院議員選挙では同志、武村のぶひで候補とともに市内各地に
おいて国・県・市との連携の重要性と主要政策を訴える。

11月 ●定例会議

平成29年

竹村 健／一般質問要旨と県側の回答

一歩踏み込んだ
行財政改革について

（7）プレジャーボート全体に安全講習を義務付けて
はどうか。
（警察本部長） 水上オートバイをはじめとするプレ
ジャーボートの操船については、
「 船舶職員及び小型
船舶操縦者法」
により、免許の受有が義務付けられ
ており、安全な操船に必要な知識・技能を備えてい
ることが求められている。
お尋ねの安全講習については、当時、琵琶湖にお
ける水上オートバイの事故が急増したことなどから、
滋賀県琵琶湖等水上安全条例において水上オート
バイに限定して義務付けられたものであり、現在、そ

（1）
「一歩踏み込んだ行財政改革」についての決意
を伺う。
（知事） 県民の福祉の向上、滋賀の未来を確かなもの

まずは真
（総務部長） 郵送費用の削減にあたっては、
に郵送が必要かどうか、他の方法がないかなど、十分に

ボートに拡大する必要性がある情勢とまでは言えな

検討・判断することが重要と認識している。

いものと考えているが、議員の問題意識も踏まえて、

とするため必要な投資を行っていくためには、今後見込

その上で必要な郵送物については、
これまでから、内

まれる厳しい財政状況を踏まえ、中期的な財政収支を

容や目的に応じてメール便を活用するなど、
より安価な

しっかり見通したうえで、
「一歩踏み込んだ行財政改革」

手段を活用するよう全庁的に取り組んできた。

に果敢に取り組んでいく必要があると認識している。

の対 象を直ちに水 上オートバイ以 外のプレジャー

今後は、
さらにペーパーレスの取組を進め、郵送でなく

引き続き事故の発生状況等の推移等について注意
深く見守っていきたい。
（8）安全講習会の対象をプレジャーボート全体に拡

具体的には、本年度は、平成30年度に向けて、歳入・

ても済むものは、例えばメールやSNS、HP等ICTを活

大し、税や協力金を徴収することを検討しては

歳出全般にわたって、全庁あげて昨年度を上回る収支

用した情報伝達の取組などを進めるともに、真に送付の

どうか。

改善策の検討を行ってきたところであり、今後の予算編

必要なものについては、
より効果的、効率的な送付を図

（知事） まず、安全講習の対象をプレジャーボート

成において、
さらに精査を行い、収支差の改善につなげ

るよう、庁内の好事例を把握、紹介し、横展開を促すな

全 体に拡 大してはどうかというご 質 問に対しては、

ていきたい。

ど、工夫しながら、全庁的に周知徹底し、実行していく。

先ほど、警 察 本 部 長からもお答えがあったとおりで
あり、直ちに水上オートバイ以外のプレジャーボート

また、平成31年度以降については、平成30年2月を
目途に示したいと考えている
「収支見通しの再試算」
の
結果をもとに、中期的な収支改善目標を定め、取組をさ
らに深化させていきたい。
その中で、
まずは、歳入確保についてあらゆる可能性

（4）彦根球場の外野フェンスなどを利用して広告募
集をされてはどうか。
（知事） 彦根球場は、毎年、高校野球の県大会が開
催されるなど、多くの方々に利用されている。

に拡 大 する必 要があるとまでは 言えないものの注
意 深く見 守っていくという方 針と同 様の認 識を持っ
ている。
次に、
プレジャーボート全体を対象に税や協力金
を徴 収してはどうかという議 員のご 提 案であるが、

を検討し、一層強力に推進していくとともに、歳出におい

こうしたことから、球場フェンスなどへの広告設置につ

ては、大規模事業の見直し、民間活力の活用、行政

いては、可能性があると考えており、今後の広告募集に

プレジャーボート全 体を対 象とした新たな税につい

サービスの効率化、適正な定員管理・給与管理などに

ついて検討をしていきたい。

ては、平 成 1 6 年に「 小 型 船 舶の湖 面 利 用 税 」につ
いて、平 成 1 9 年に「琵 琶 湖レジャー利 用 税」につい

ついて検討を行い、次期行政経営方針に位置付けたう
えで、全庁あげて取組を進めていきたい。
（2）ペーパーレス会議を通じて紙の使用量削減につ
いてどのように効果が出ているのか。
（知事） ペーパーレス会議については、今年度、各部
局の部長室等に無線LAN環境を整備することで、
タブ
レット端末だけで会議ができる環境の充実を図った。

（5）野球場だけでなく、同じスポーツ施設で県立体

て検 討が行われたが、その際には、広 大な琵 琶 湖

育館（ウカルちゃんアリーナ）やアイスアリー

における納税者の特定が困難であること、徴税コス

ナ、武道館等も室内外の壁に広告枠を作るなど

ト等を考 慮し、その導 入が見 送られたものと承 知し

の取組をされてはどうか。

ている。

（知事） こちらも多くの方に利用されているので、広告
設置の可能性が同様にあると考えている。
県立スポーツ施設のネーミングライツ、広告事業につ

これにより、従来の県政経営会議や県政経営幹事会

いては、現在、策定中の
「第2期滋賀県スポーツ推進計

議に加えて、各部局の部内課長会議等においてもタブ

画」
においても推進することとしており、今後、幅広く検

レット端末を活用したペーパーレス会議を行っている。

討を行っていきたい。

この結果、紙の削減効果は年間約210万枚にのぼる
と推計している。
これは、県庁全体の使用枚数約1億5
千万枚の約1.4％に相当する。
（3）県庁内全体の郵便物、郵送物を含め一度精査を
されてはどうか。

しかし、本県の財政状況は今後さらに厳しい局面
が予想されることから、新たな税財源を不断に検討
し、歳入確保に向けてあらゆる可能性を探り、
さらな
る充実強化を図ることは大変重要である。
琵 琶 湖におけるレジャーなどの様 々な利 用に対
する負担のあり方についても、
このような観点も踏ま
えつつ、慎重かつ丁寧に検討していきたい。

（6）歳入確保の取組について、成功報酬的な手法で
民間業者に委託される考えはないか。

（9）県、石油販売業者、需要家、識者などで軽油引

（知事） ネーミングライツや広告などの歳入確保の

取税の地元納税に向けた協議会等を立ち上

取組としては、現在、関係部局連携による
「歳入確保

げ、軽油引取税の税収を上げる取組をやっては

対策プロジェクトチーム」
をつくり、
ここを中心に、企業

どうか。

ニーズに合わせた魅力的な提案活動を

（知事） 大変、業界事情に詳しい議員からの、軽油

行うとともに、専門家を招いた勉強会な

取引を通じて県内の経済をどう活性化するのか、
ま

どを通してノウハウを蓄積しながら、新た

た、軽 油 引 取 税の税の仕 組みの中からどう財 源を

な歳入確保策の検討も積極的に行って

確 保 するのかという御 提 案と受け止めさせていた

いる。

だいた。

成功報酬的な手法という面では、例
えば 、デジタルサイネージにおいては、
広告募集を、設置事業者に委ねる手法

私も初めて知るような情 報 等もあったので、一 度
整理した上で、よく勉強させていただきたい。
同 時に、例えば 、推 奨 するお店だとか県 内で納

を採用しており、
また、
これ以外にも、印

税していただいているということを示すことが、取引

刷物に掲載する広告の募集を印刷事業

にどういう影響を与えるのかといったことなども、よく

者に委ねる手法も順次検討している。

業界団体の皆様ともコミュニケーションする必要が

引き続き、民 間 事 業 者のノウハウを

あろうかと思うので、例えばこういう方々と一緒に滋

有 効に活 用できる方 法について検 討

賀 県 不 正 軽 油 対 策 協 議 会なども設 置させてもらっ

し、効果的に歳入確保の取組を進めて

ているので、
こういう場も活 用しながら、幅 広く意 見

いきたい。

交換を行い勉強させていただきたい。

平成30年

2月 ●定例会議

竹村 健／一般質問要旨と県側の回答

国際バカロレアの
導入に向けて

（8）アジア各国の生徒と交流をしていく場づくりを
考えているか。
（教育長） 虎姫高等学校では、海外修学旅行におい
て、現地の大学生との交流を行ってきた。
国際バカロレアが導入された後は、ICT機器などを活
用した海外との交流なども考えられる。
国際バカロレアを導入し、海外の高校生と交流を行う
ことを通してコミュニケーション能力を育成することは、
国際バカロレアの目指すところと一致をしている。
今後も、
アジア各国を始めとするさまざまな国や地域

（1）国際バカロレアとはどのようなものか。

の活性化に貢献してくれる人材も輩出されるものと考え

の高校生との交流を通し、変化の激しい社会のなかで、

（教育長） 国際バカロレアとは、チャレンジに満ちた

ている。

多様な他者と協働しながら社会を生きていく力を身に
付けられるよう、場づくりを進めていきたい。

総合的な教育プログラムとして、生徒に対し、未来へ
責任ある行動をとるための態度とスキルを身に付け

（5）国際バカロレア教員資格を持つ教員は県内に

させるとともに、国際的に通用する大学入学資格を

どれくらいいるか、また、教員の研修や育成制

与え、大学進学へのルートを確保できるように設置さ
れたものである。
（2）現状どの程度まで準備が進んでいるのか。

度も必要になると考えるがどうか。

（知事） 国際バカロレアを県立高等学校で実施する

は、国際バカロレア機構が主催をするワークショップに

ことは、滋賀から世界へと羽ばたく若者を育て、世界的

参加することが必要となる。

視野から滋賀の発展を支える人材を育成することにも

これまで、虎姫高等学校では、
のべ20名の教員が

定めている高校生向けのディプロマ・プログラムの虎姫

ワークショップに参加し、国際バカロレアの教員の資格を

高校への導入に取り組み、学校は平成28年12月に候

得ている。

となったところである。
次の段階として、認定校の申請を平成30年10月

ところである。
（3）日本語ディプロマ・プログラムを採用する方針と
聞いているが、どのようなカリキュラムで行わ
れるのか。
（教育長） 現時点での構想ではあるが、入学段階から
学習指導要領にのっとったカリキュラムにおいて、特に高

つながっていくものと考えている。
虎姫高等学校には、全国の公立普通科高校の中で、
国際バカロレアを導入する先駆的な役割を担いうる学

今後も引き続き計画的に教員を派遣し、有資格者の
育成に努めるとともに、他校の教員を対象とした研修等

校となるよう教育委員会と連携を図って推進していき
たい。

により指導法の普及も図っていきたい。
（10）今後の教育行政の展望について。

に行えるよう、現 在 、カリキュラムや教 材の検 討 、施
設・設備の整備や教員の研修等、準備を進めている

としているのか。

（教育長） 国際バカロレアの教員として授業を行うに

（教育長） 県教育委員会で、国際バカロレア機構の

補校申請を行い、平成29年1月に承認を受けて候補校

（9）導入に際し、どのようなマインドでやっていこう

（6）施設・設備の整備、人件費等の課題、生徒の確保

（知事） 滋賀への深い愛着や学び続ける意欲を持ち

や資格取得のための試験が高額であるなどに

ながら、
コミュニケーション能力やリーダーシップ等を身

配慮し、十分な体制でスタートできるようにし

に付け、
グローバル社会で活躍する人材や地域を支え

ていくべきだと考えるがどうか。

る人材を育成する教育を推進していきたい。

（知事） 施設・設備の整備や人材の確保等について

国際バカロレアを導入することで、特色ある学校づく

は、導入に向けて検討を重ね、順次、本県教育委員会

りが進み、他の学校もそれを刺激に、魅力と活力があり、

において必要な準備を進めているところである。

地域に信頼される学校づくりが一層進められると認識し

また、生徒の確保については、早い段階から、国際

ている。
変化が激しく将来の予測が困難な時代だからこそ、

いコミュニケーション

バカロレアの仕 組や

能力を育成する英語

魅 力を、県 内の小・

子どもたちが自信を持って自分の人生を切り拓き、夢や

教育を実践していく。

中 学 生 やその保 護

希望を持って新しい豊かさを追求していくことができる

さらにディプロマ・プ

者 、関 係 者に向け 、

よう、教育委員会と連携を図り、必要な力を確実に育ん

ログラムにおいては、2

幅 広く発 信していく

でいきたい。

年 生から3 年 生を中

ことが重要である。
こうしたことに、一

（11）今回のチャレンジを成功させ、滋賀県の教育

を超えた6つの科目を

定の経費も必要とな

の未来を素晴らしいものにするという決意につ

2年間で履修するが、

るが、その必 要 性を

いて。

そのうちの2科目で英

見極めながら、
また精

その人によって
（知事） まさに教育は人を育てるもの。

語による授業を予定

査も行いながら、でき

地域も、
また、
この滋賀も、国も、地球も、
ある意味では未

している。

るだけ十分な体制で

来も、
つくり育てられていくものと認識している。国際バカ

スタートできるよう、教

ロレアの導入は、世界で求められている教育を実践する

心に、文系、理系の枠

あわせて、個 人で
研究した内容を論文にまとめる
「課題論文」や、論理的

育委員会とも連携を図っていきたい。

信する力の育成を重視する、
ディプロマ・プログラム特
有の学習にも取り組むこととしている。

（7）第2期SSHとどのように融合するのか、また、
導入後に向けた展開も含めてどのような学校
にしていこうとしているのか。

（4）高校に導入することでどのような生徒を育て、

（教育長） これまでのSSHの成果を最大限に生かし

そのことが地域にとってどのような利点をもた

ながら、国際バカロレアにも取り組むことにより、それぞ

らすのか。

れの取組がよい影響を及ぼし合い、生徒の学びをさらに

（教育長） 高等学校にディプロマ・プログラムを導入
することによって、全県から、国際社会や異文化に対す
る興味・関心を持つ生徒が集まると考えている。
これらの生徒に対し、
コミュニケーション能力を備え、
グローバル社会で活躍できる資質と能力を持った人材

深めていくことができると考えている。
国際バカロレア導入後も、SSHの取組を継続しなが
ら、国際的な視野を持って科学技術の発展に資する人
材の育成と、科学的な思考を備え、
グローバルに活躍で
きる人材の育成ができるような学校にしていきたい。

材や、広い視野を持って地域の課題にも目を向け、地域

ていきたい。
高校生がこれからの時代を見据えて世界を意識でき
る学びの機会を得るということは、国際感覚や語学力を
身につけるだけではなくて、世界で活躍するために必要
となる資質や能力を養うことにつながると考えている。
今回の国際バカロレアの導入をきっかけとして、広く
世界を見渡し、常に一歩先のことを考えられる人材を育
成していきたい、
また、
そうした人材が、滋賀の将来を背
負っていく、
そんな教育を実現していきたい。
常に世界を見渡し、周りのことも考え、実践をできるよ
うな人材を今回のことを機に育成していきたいので、今
後ともお力添えをよろしくお願いしたい。

の育成を目指していきたい。
そうした人材の中から、将来、国際社会で活躍する人

ことができ、新たな視点を滋賀の教育にもたらしてくれる
ものと期待しており、
そこに向けて、
しっかりと歩みを進め

思考力を育成する
「知の理論」
といった、自分で考え、発

注 ＳＳＨとは「スーパーサイエンスハイスクール」の略称で、文部科学
省が科学技術や理科・数学教育を重点的に行う高校を指定する制度。

