
【重点審議事項の論点整理について（県民生活部所管分）】

重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備　考

プール整備に
ついて

国体、全国障害者
スポーツ大会および
ワールドマスターズ
ゲームズ2021関西を
見据えた社会体育施
設の整備について

平成29年５月17日　常任委員会
・平成29年度県民生活部の主要施策
　について

平成29年７月６日　常任委員会
・プール整備について

平成29年７月24日　常任委員会
・プール整備について

平成29年９月13日　常任委員会
・プール整備について

平成29年10月３日　常任委員会
・プール整備にかかる支援市の選定
　について
・（仮称）彦根総合運動公園第１種
　陸上競技場建築基本設計の検討状
　況等について

平成29年12月15日　常任委員会
・金亀公園（（仮称）彦根総合運動
　公園）整備の検討状況について
・琵琶湖漕艇場の再整備について
・新県立体育館整備事業に係る実施
　方針（案）骨子について
・希望が丘文化公園基本計画原案に
　ついて

平成30年２月９日　常任委員会
・琵琶湖漕艇場の再整備基本計画の
　検討状況について
・新県立体育館整備事業に係る実施
　方針および業務要求水準書（案）
　について
・彦根総合運動場の陸上競技場の
　利活用について

平成30年３月12日　常任委員会
・琵琶湖漕艇場再整備基本計画
（案）について

県全体を見据え
たスポーツ施設
の整備について

・県のスポーツ施設整備が国体、全国障害者スポーツ大会のためだけに終
始している。スポーツ推進の旗振りをする県として、それぞれの地域にど
ういった機能を配置し、スポーツの拠点としてその機能をどう発揮するの
かの全体像を描いた上でそれぞれのスポーツ施設の整備に当たっていただ
きたい。希望が丘文化公園のスポーツ施設整備もそのような考え方で進め
るべきである。

・競技者の視点を大事にして整備を進めていただきたい。

・整備する市と周辺地域の住民にしっかりと理解していただけるような説
明をしていただきたい。

・県民や整備する市の住民にきちんと関わってもらえるような制度的なし
かけをつくっていただきたい。

・県でプールを整備するのではなく、市のプール整備に補助するのは県の
財政負担を減らすためとのことだが、25メートルと50メートルプールが３
分の２補助、飛び込みプールが全額補助では県の財政負担軽減にはならな
いのではないか。

・プールの運営経費に対する補助については具体的なルールをしっかり示
しておかないと県財政に対して後々大きな影響を与えることになる。

・プールが整備された市の住民だけが恩恵を受けるのではなく、県民全体
が恩恵を享受できる施設にしていただきたい。

・国体や全国障害者スポーツ大会のためではなく将来に向けて県民が親し
み、楽しめるプール整備が原点であることを踏まえて整備に当たっていた
だきたい。

・プール整備に対する補助率が決まっているだけで補助の対象となるもの
とならないものの線引きなど曖昧な部分が多い。全体像の詳細をしっかり
と示していただきたい。また、支援市と現時点で合意できるものについて
はお互いにしっかりと取り決めをしておいていただきたい。

・市立プールとして整備されるので、今後は市で基本計画を策定して整備
を進めていかれることになるが、県議会としても意見したことがしっかり
と反映できるようなプロセスを検討いただきたい。



平成30年
３月
滋賀県立
琵琶湖
漕艇場
再整備
基本計画
策定

・今後の湖上スポーツの拠点となることを考えると、競技団体が心配され
ている駐車場や観客席の問題についても管理棟の建てかえとあわせてトー
タルで考えるべきである。

・2,000メートルのコースを設けることが困難な今の琵琶湖漕艇場を再整
備するのであれば、1,000メートルのコースしかなくても今の琵琶湖漕艇
場の強みを生かしながら機能を強化して湖上スポーツの拠点にするという
県の方針をしっかりと持っていただきたい。

・施設の特殊性からすると競技団体や関係者の協力も得やすい施設だと思
うので、関係者に呼びかけて再整備の財源確保を図っていただきたい。

・再整備には大津市の協力が必要不可欠なので、県から具体的に絵姿を示
して大津市との連携強化を図っていただきたい。

【県内行政調査】
平成29年７月27日
　県立伊吹運動場
　・施設の概要および運営状況に
　　ついて

【県外行政調査】
平成29年11月10日
　福井運動公園
　・施設の概要等について
　・国体等に向けた施設整備に
　　ついて

・整備に係る見込み金額200億円はあくまで見込みであり、できるだけ経
費削減に努めていただきたい。

・200億円ものお金を使うのだから、国体、全国障害者スポーツ大会のた
めだけに施設を整備するのではなく、後の利活用についてしっかりとした
方針を持っておくべきである。

・新しくできる彦根の第１種、第３種の陸上競技場と皇子山を初めとする
ほかの陸上競技場との機能分担についての考え方も（仮称）彦根総合運動
公園の整備計画とあわせて示していただきたい。

・主会場として彦根が選定された理由を考えると、（仮称）彦根総合運動
公園を核としてこの地域のまちづくりを進めていくことが基本にあると思
うので、施設整備に当たってはその視点を大事にしていただきたい。

・さまざまな後利用も大事であるが、県民が気軽に安い料金で利用できる
施設にすることも大事である。

・これまで県内の各陸上競技場で開催されてきた大会を新しい陸上競技場
に集約するだけでは滋賀県全体の活性化につながらないので、現在滋賀県
で開催されていない大会を誘致する取り組みを進めるべきではないか。

（仮称）彦根
総合運動公園
の整備について

琵琶湖漕艇場の
再整備について



新県立体育館の
整備について

・落札者を決定するに当たっては、県としてどこに重点を置いて評価する
のかの基準をしっかりと定める必要がある。また、しっかりと競争性を持
たせるために、入札には複数の業者に参加してもらうための努力が必要で
ある。

・交通の便がよくない場所なので、そこまで行ってでもスポーツをやりた
いと思える施設となるようにしていただきたい。利用する方が心地いいと
思える施設にすることが大事である。

・県民の健康づくりの拠点と位置づけているので、併設されるレストラン
については健康に配慮したものとすることや県産食材の使用に関する記述
を業務要求水準書に盛り込むべきではないか。また、文化活動の拠点とし
ても位置づけており、多目的な活用が新県立体育館の特長の１つであると
思うので、そういったことも業務要求水準書に盛り込んで、事業者からの
提案の段階でそれらが反映されたものが出てくることが望ましいと考え
る。

・施設が完成してからではなかなか整備できない設備があるので、多目的
な使用の想定や他府県の整備事例を踏まえて漏れのないようにしていただ
きたい。

・国体の競技会場として内定しているのだから、完成が遅れるわけにはい
かない。契約を締結して設計、建築に入るまでの期間をできるだけ短く
し、スピード感を持って取り組んでいただきたい。



重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備　考

ＩＣＴの利活用促進
について

平成29年５月17日　常任委員会
・平成29年度県民生活部の主要施策
　について
・平成29年度中に策定、変更が予定
　されている計画等について
　（(仮称)滋賀県ＩＣＴ推進戦略）

平成29年10月３日　常任委員会
・（仮称）滋賀県ＩＣＴ推進戦略に
　ついて

平成29年11月27日　常任委員会
・ＩＣＴ活用の現状およびＩＣＴ
　活用による地域課題の解決に
　ついて
　参考人：滋賀県立大学地域ひと・
　モノ・未来情報研究センター
　酒井　道センター長

平成29年12月15日　常任委員会
・滋賀県ＩＣＴ推進戦略（案）に
　ついて

平成30年３月12日　常任委員会
・「滋賀県ＩＣＴ推進戦略（案）」
　に対して提出された意見・情報と
　それらに対する滋賀県の考え方に
　ついて

滋賀県ＩＣＴ
推進戦略に
ついて

・ＩＣＴは日進月歩でかなりスピードが速い分野なので五カ年計画では計
画の内容が陳腐化するのではないか。ＩＣＴの発展スピードについていく
ためには迅速な動きと柔軟な対応が必要である。

・ＩＣＴ推進戦略を策定する県自体が県庁内でのＩＣＴ活用に十分取り組
めていない。

・ＩＣＴ推進戦略を進めていくこと自体にＩＣＴを活用すべきである。

・「ＩＣＴおよびデータを活用した社会の姿」に書かれていることは、こ
の戦略がなくても社会のニーズがあれば自然とそうなる。ＩＣＴ活用を支
援してどういう社会にしていこうとしているのか、県の役割が見えにく
い。国、大学、企業との連携や新しい技術開発に対する支援についても検
討していただきたい。

・ＩＣＴ推進戦略によって県民の暮らしがどのように変わるのかがわかり
にくい。

平成30年
３月
滋賀県
ＩＣＴ
推進戦略
策定

【参考人の意見】

・ＩＣＴの恩恵を享受できる方とできない方の格差が発生する可能性があ

り、その折り合いをどうつけるかが重要である。

・ＩＣＴの取り組みは、民間企業でできることは民間企業に任せたほうが

早い。県の施策においては、県民全員を念頭に置いたときにＩＴ難民を避

けるためにはどうすべきか、法的なサポート、ＩＣＴ導入障壁を下げるサ

ポートについての予算措置を重点的にすべきである。

・県庁に蓄積された大量のデータをオープンデータ化し、県民が２次利用

することで利便性の促進を図るべきである。県庁に蓄積されたデータを有

効に活用することにＩＣＴを役立てていただきたい。そういった比較的低

予算でできることから始めればよい。

・想定外になったらブレーキをかけられる仕組みも重要である。

・ＩＣＴ推進戦略は今までのような抽象的な内容を一度ブレークダウンし

てどうしたら全ての県民のお役に立てるのか、個々の状況を想定して考え

ていく必要がある。



【重点審議事項の論点整理について（土木交通部所管分）】

重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備　考

公共交通ネットワー
クと社会資本の整備
について

平成29年５月17日　常任委員会
・平成29年度土木交通部の主要施策
　について
・平成29年度中に策定、変更が予定
　されている計画等について
（大津湖南エリア地域公共交通網
　形成計画、滋賀県道路整備アク
　ションプログラム）
・浸水警戒区域の指定について

平成29年６月14日　常任委員会
・鉄道駅バリアフリーの整備状況に
　ついて
・浸水警戒区域の指定について

平成29年７月５日　常任委員会
・信楽高原鐵道株式会社の経営再生
　にかかる進捗状況等について
・水防法の改正を踏まえた洪水浸水
　想定区域の指定について

平成29年９月13日　常任委員会
・平成29年台風５号による被害状況
　等について

平成29年10月３日　常任委員会
・報第13号滋賀県流域治水に関する
　施策の実施状況について
・大津湖南エリアにおけるバス社会
　実験について
・滋賀県道路整備アクションプログ
　ラムの見直しについて

平成29年10月31日　常任委員会
・平成29年台風21号による被害状況
　等について
・鉄道駅バリアフリーの整備状況に
　ついて

大津湖南エリア
地域公共交通網
形成計画の策定
について

・目指すべき将来都市像について、それぞれの市の都市計画マスタープラ
ンにおける将来像を包含した形で検討いただきたい。

・バス社会実験により地域の交通に対する需要を確認するとのことだが、
新生美術館や新県立体育館がまだない現段階での社会実験をもって判断す
ることができるのか。この社会実験だけで結論を出さないようにしていた
だきたい。

滋賀県道路整備
アクションプロ
グラムの見直し
について

・３回の地域ワーキングの中で、しっかりと議論ができる時間を確保し、
各委員が十分に意見を出せる形で開催していただきたい。

・市町からの要望がある路線については、できるだけアクションプログラ
ムに組み込んでいただきたい。アクションプログラムに組み込まれない路
線についても市町が希望を持って要望活動ができる形にしていただきた
い。

平成30年
３月
滋賀県
道路整備
アクショ
ンプログ
ラム2018
策定

鉄道駅のバリア
フリー化につい
て

・バリアフリー化の基準として１日の乗降客数3,000人以上の駅から優先
的に整備されるが、乗降客数だけでなく周辺地域の高齢化率等の個別の状
況も加味して整備を進められるよう国に対して制度改正の働きかけをして
いくべきである。

信楽高原鐵道に
ついて

・黒字経営ではあるものの、収入の減や職員、プロパーの高齢化といった
課題がある中で、上下分離方式としてから５年目となった今、中長期的な
ビジョンを持ちながら利用促進策を考える必要がある。



平成29年11月29日　常任委員会
・議第139号　平成29年度滋賀県
　一般会計補正予算（第７号）の
　うち土木交通部所管部分について

平成29年12月14日　常任委員会
・一般所管事項について

平成30年１月25日　常任委員会
・滋賀県道路整備アクションプログ
　ラムの見直しについて

平成30年３月９日　常任委員会
・大津湖南エリア地域公共交通網
　形成計画（案）について
・滋賀県道路整備アクションプログ
　ラムの見直しについて

【県内行政調査】
平成29年７月28日
（１）県内スマートインターチェ
　　　ンジ３箇所
　　・各スマートインターチェン
　　　ジの概要と整備効果に
　　　ついて
（２）県道大津能登川長浜線
　　　（能登川工区）
　　・工事の概要と進捗状況に
　　　ついて

【県外行政調査】
平成29年11月８日
（１）金沢大学
　　・自動運転車の公道走行実証
　　　実験について
（２）金沢市議会
　　・金沢市の公共交通政策に
　　　ついて

流域治水政策に
ついて

・浸水警戒区域の指定を受けた地域には県からの支援があるが、浸水警戒
区域に指定されない地域には何の支援もなく不公平感がある。浸水警戒区
域でなくとも床上浸水等の大きな被害が予想される地域もあるので、地元
の水防活動への支援についても併せて検討していただきたい。

・浸水警戒区域の指定をしたらそれで終わりではなく、指定後の具体的な
対策を行って初めて県の目指す流域治水政策が実現されることになる。村
居田地区の指定は他の地区の指定の試金石となる。村居田地区において一
歩踏み込んだ取り組みを行わなければ他の地区の指定は難しい。

・浸水警戒区域を初めとした流域治水政策関係の用語や仕組みは一般県民
にはわかりにくい。県民の皆さんにとってわかりやすいものでなければ有
効に機能しないのではないか。

・国は河川管理者の役割をさらに大きくしようとしており、国の動きを
しっかりと落とし込んだ流域治水条例に改正することを検討する時期にき
ているのではないか。

・平成29年台風21号による被害が大きかった要因として河川整備のおくれ
があるのではないか。市町からは河川整備のおくれに対する不満の声が多
く寄せられている。今後の河川整備のあり方を一度検討していただきた
い。

・平成29年台風５号においてダムの貯水効果が確認されており、ダムの必
要性を再度検証すべきではないか。

・河川内の竹木伐開を行ったあとの定期的な維持管理をすることで再度の
竹木伐開が不要になり経費を節減できるのではないか。

・雨の降り方も変わり、瀬田川洗堰の全閉操作の頻度が多くなってきた
今、４府県合意の撤回について知事から働きかけるべきではないか。

・今後の滋賀県の治水政策についてはダムも含めてシミュレーションをす
る必要がある。

・今の大戸川の治水安全度がどのレベルにあるのかを随時示していただき
たい。

・台風のたびに大きな被害を出すわけにはいかない。平成29年台風21号に
よる被害を検証し、被害を出さないための適正な河川維持管理を検討して
いただきたい。


