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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

●竹村健県政報告会 日程●
10月28日（金）19：30〜
11月 5

ウィングプラザ4F研修室E

日
（土）19：00〜 JA栗東市総合センター桃李館2F

11月11日（金）19：00〜

コミュニティセンター治田

11月12日（土）19：00〜

コミュニティセンター金勝

※どなたでもご参加いただけます。

登庁へは可能な限り自転車を
利用しています

●林業を取り巻く状況

●木材利用の新たな可能性「CLT」

滋賀県の約半分を占める山林は、既に成熟期を迎えており、木材の利用を

そこで注目されているのがCLT。Cross Laminated Timberの略称で、

積極的進めていく必要があります。

ひき板の各層を繊維方向が互いに直交するように積層接着したパネルを示

一方で、担い手である林業は木材需要の低迷、安価な輸入材による木材
価格の下落等によって採算性は悪化している状況です。

森林は成熟期を迎え、利用
していかねばなりません。

す用語です。
海外では、特に欧州を中心に近年利用が急増し一般住宅から中・大規模施

CLTを利用して建てられたアパート︵岡山県真庭市︶

これがCLTだ！

設、6〜10階建の集合住宅まで様々な建築物が海外では建てられています。

●県議会において「CLT」を提案する
昨年、県議会において打開策の見えない県内林業政策に「CLTを利用し
た県産材の普及」を提案させていただき、自分自身も先進地である岡山県、
高知県に視察に赴くなど研究を重ねてまいりました。
その後も公式、非公式の場で執行部側と協議を重ね、今夏CLTの普及に
向け三日月知事が「CLTで地方創生を実現する首長連合」に参加を表明す
るに至り具現化に向け弾みがつくことになりました。

秋の空気が心地よい季節となってまいりました︒皆様におかれまして

はご健勝のこととお喜び申し上げます︒日本中に感動をもたらしたリオ

デジャネイロオリンピック・パラリンピックが大過なく閉幕しました︒我

が栗東市からも木村選手のメダル獲得は元より田代選手︑近藤選手が

出場され︑
それぞれ競技は違うものの皆さんのひたむきな姿に感動し大

ります︒

常任委員会は昨年度に引き続き文教・警察
を担当しています

い刺 激を受けた今 日この頃であ

さて︑滋 賀 県 政では三 日

月 知 事が四 年 任 期の折り返し
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ごあいさつ
地点になります︒
この2年間の検証

木材利用の普及へ向け先進地高知にてCLT
の技術を学びました

県民にとって有益なものなのかを今後もしっかりと見極めながら︑議会は

今、話題のスラックラインを体験さ
せていただきました

も含め︑知事が掲げられている政策が

「地方創生・行財政対策特別委員会」委員長の重責を
任される。

滋賀県議会を代表し関西広域連合議会に出席しています

もとより様々な場を通じて是々非々で議論してまいります︒
また自ら自

栗東市議会同志議員の皆さんとともに上京し要望活動と勉強会に参加
させていただきました

身も政策提案できるようしっかり勉強してまいりますので︑引き続きご

参議院選挙こやり隆史候補の応援に安倍総理とともにマイクを握りま
した

指導賜わりますようお願い致します︒

キャリア教育の一環として地元小学校にて「議員」をテーマにお話をさ
せていただきました

平成28年

2月 ●定例会議

竹村 健／一般質問要旨と県側の回答

「認知症高齢者等の徘徊対策について」
（1）認知症高齢者、とりわけ徘徊高齢者等への対
策と今後の取組について
認知症施策については、認知症の人が地域の中
で安心して暮らせる社会の実現、早期発見・早期対
応により認知症の重症化を予防する体制の構築を
目指して取組を推進している。
特に、認知症による徘徊への対応については、①
認知症サポーターのさらなる養成、②行方不明を未
然に防ぐための、認知症の人や家族への相談体制
の充実、③顔の見える地域の見守りネットワークの構
築、
の3点を重点として市町、警察、民間事業者等と
取組を進めていく。
（2）本県における現状として、認知症高齢者数、
徘徊高齢者数、徘徊をされる可能性がある高
齢者の推計数について
本県における平成27年10月現在の認知症高齢
者の数は、65歳以上高齢者の約16％で約55,000人
と推計している。
徘徊高齢者数および徘徊をされる可能性がある
高齢者の推計数であるが、徘徊の定義が定まってい
ないことから、認知症高齢者の3％から53％と、研究に
より大きなばらつきがあるとされており、示せる推計
値はない。
なお、本県における認知症等による行方
不明高齢者の状況については、市町の調査結果で
は、平成26年4月から平成27年3月までの発生件数
は79件であった。
（3）平成28年度の認知症高齢者に対する施策と、
特に徘徊高齢者などに対する取組について
県医師会と連携をして、身近に相談できるかかり
つけ医を認知症相談医として養成するとともに、相
談医をバックアップする認知症サポート医のさらなる
拡充に取り組んでいく。併せて、県下に8か所ある認
知症疾患医療センターを拠点として、早期診断や相
談機能の充実、地域の医療と介護の連携による認
知症医療・ケアの向上を図っていきたい。
特に認知症高齢者等の行方不明に対する取組と
しては、認知症サポーターを市町や警察、民間事業
者等とも連携しながら養成していく。
また、市町にお
ける徘徊・見守りSOSネットワークの構築や、徘徊の
おそれのある方の情報を登録する事前登録制度に
取り組む市町の拡大とその活用促進について、市町
や関係者とともに取り組んでいきたい。
（4）SOSネットワークの取組と課題について
SOSネットワークは、認知症の人の行方不明事案
が発生した時に情報共有をして、幅広く住民の協力
を得て行方不明高齢者の捜索・発見・保護を行うた
めに組織されているものである。
市町ごとに関係部署、警察、消防、介護サービス
事業者やバス・タクシー会社、金融機関、
コンビニエ
ンスストア、自治会、老人クラブなどで構成されてお
り、平成27年度は12の市町で整備をされている。
具体的には、行方不明が発生した際に、市町が
メール配信や防災無線等を通じて、
ネットワークのメ
ンバーに対し、
いち早く情報伝達を行い、広く協力を
求めて捜索にあたるものである。
また、県では市町の
エリアを超えた行方不明事案に対応するため、
「滋
賀県認知症高齢者等の行方不明等における広域
連携要領」
により、県内市町や他府県と情報共有を
行うなど、広域での連携を図っている。
課題としては、
ネットワークの構築に至っていない
市町があること、
ネットワークがある場合でもその活
用の周知が住民に行き渡っていないこと、
ネットワー

クの協力者を増やして網の目をより細かくする必要
があること、
などがある。
（5）成人病センターでは増加する認知症高齢者
に十分対応できているか。
成人病センターでは、認知症が疑われる症例に
対して、CTやMRIを用いた画像検査等を実施し早
期に正確な診断を心がけている。
また、認知症患者
の病態の変化に応じて必要な診療を行っている。
増加し続ける認知症患者に対応するには、
かかり
つけ医、認知症サポート医、地域医師会等との連携
が重要で、
これを一層強化していき私どもの役割を
しっかりと果たしていきたい。
そして、
「新オレンジプラン」等の新しい戦略のもと
に成人病センターの果たすべき役割を認識し、認知
症の新しい診断法の開発や新しい予防に関する取
組を課題として臨んでいきたい。
（再質問）成人病センターについて、常駐で専門
の老年内科の医師がいないと聞いてい
るが、どのように対応しているか。
常勤医1名であったが先生の都合で異動となり、
その後の診療は非常勤医5名が着任して行ってい
る。常勤医と非常勤医による差はあるため、
こういう
点はさらに充実して、成人病センターが果たすべき
役割には落ち度がないようやっていきたい。
（6）県内中小企業が進めている「認知症高齢者
対策のためのアプリ・システム開発による見
守りネットワーク構築及び事業化推進事業」
とは、どのようなものか。
本事業は、情報通信
技術の活用により、地域
の支え合いによる認知
症高齢者の見守りと行
方不明者が発生した際
の捜索・保護の取組を
発信側の右手の端末と
補完することを目的に、
受信側のスマホ
栗東市の株式会社ナスカが開発中のシステムであ
る。具体的には、認知症高齢者に500円玉程度の大
きさの小型発信機を日頃から携帯してもらい、万一、
この高齢者が行方不明になった場合には、ボラン
ティアとして予め専用アプリのダウンロードに協力い
ただいた地域の住民や事業者のスマートフォンがこ
の電波を検知して、
その位置情報をシステム上で確
認ができる、
というものである。
認知症サポーターの取組の方向性にも沿ったもの
として、関係者からサービスの実用化に期待が寄せ
られているものと認識している。
（7）
「しがウェルネスファーム」とはどのようなも
のか。
滋賀健康創生特区事業の一つである
「健康支援
サービス創出事業」
の取組を強化するため、新たな
健康支援サービスの創出を目指す産学官連携基盤
として、今年度、滋賀県産業支援プラザを代表団体
として経済産業省の委託事業の採択を受け、運用
を開始したものである。
具体的には、保健・医療・福祉現場の関係者や健
康支援サービスの創出を目指している民間事業者
から、 健康寿命の延伸 を図る上での課題や解決
策、サービス提案などの情報を収集して、
これらの
マッチング・コーディネートを通して、現場の関係者と
民間事業者がともに参加する検討会を立ち上げ、
サービスのあり方の検討、効果検証、事業モデルの
構築等の取組を行うものである。

この中において、健康医療福祉部とともに、徘徊高
齢者見守りサービスに関する事業モデルの検討など
の具体的な取組を進めている。
（8）徘徊高齢者見守りサービスに関する事業モ
デル検討会の取組と訓練や実証実験等の成
果はどうであったのか。
昨年11月に検討会を立ち上げて、本年2月までに
3回の検討会を開催した。現時点では、直ちに事業

俳諧高齢者を捜索するスキーム

化に繋がるようなモデル構築までには至っていない
が、関係者が互いに膝を突き合わせながら議論を深
める中で、事業モデルの具体的なイメージを共有す
ることができた。
また、東近江市と草津市において徘
徊高齢者見守りサービスの効果検証実験を実施し
たところ、
いずれの実験においても、開発中の見守り
システムを利用することにより早期発見に繋がること
が確認でき、訓練の参加者からもシステムの効果に
ついて一定の評価をもらった。
更に、
これらの実験結果を受けて、守山市で市内
在住の認知症高齢者数名を見守り対象として、地
元自治会や警察署、医師会、事業者などの幅広い
方々の協力を得ながら継続的な実証実験に取り組
むこととされた。
この実証実験については、今後の取
組を通じて、その成果を検証する予定であるが、今
後とも、
これまでの成果を踏まえつつ、有効性の確
認、課題の抽出を行うとともに、地域の支え合いによ
る認知症高齢者の見守りのあり方について検証を行
うことにより、真に現場に求められている事業モデル
を構築し、
サービスの実用化に繋げていきたい。
（再質問）徘徊高齢者の確保のために、県がイノ
ベーションを使って育てた事業を、早期
に県として取り組む必要があるのでは
ないか。
徘徊高齢者見守りサービスは、運用コストを誰が
負担したらいいのか、得られた位置情報をどう取り扱
えばいいのか、市町を超えた広域での連携の方法な
ど、運用面での課題があると認識しているし、
されて
いる。
また、認知症の本人のプライバシー・意思・尊
厳への配慮という観点から倫理的な問題もあり、慎
重な検討が必要であると指摘されている。
そうした中で、
このシステムは、顔の見えるネット
ワークによる捜索・保護を、見守りを基本としながら、
それを多くの方々の協力しやすい形で補完する有
効なサービスであると考えている。
今後は、前段申し上げた課題・問題について、
い
かに克服できるのか、
しがウェルネスファームでの成
果も踏まえながら、市町をはじめ関係者がさらに協議
を重ね、
その実用化ならびに事業化に向けて支援を
していきたい。

平成28年

6月 ●定例会議

竹村 健／一般質問要旨と県側の回答

「彦根総合運動公園の整備状況と運営について」
（1）公園整備のスケジュールについて修正等は
ないか。
（仮称）彦根総合運動公園整備基本計画に基づ
き、国体開催前年の平成35年度に供用できるよう
着実に進めている。
現在は、公園の骨格となる施設の配置等について
の基本設計と、公園内に建設する第1種陸上競技
場の基本設計条件について、今年9月中に取りまと
めるべく検討をしている。
その後、年内に公園整備に関する実施設計、年度
内には第1種陸上競技場の建築基本設計に着手し
ていきたい。
（2）土地取得の進捗状況と見通しについて
今年4月に、地権者に敷地境界の確認をお願いし
て、先月現地で立会いを実施した。今年度後半から
用地買収に向けた具体的な条件の提示を行い、平
成29年度末までに必要な用地を取得していきたい。
（3）当初の計画からスタジアムの収容人員など
のスペック変更があるか。
今後、第1種陸上競技場の規模について、建築検
討懇話会での意見を踏まえながら、県サッカー協会、
彦根市とも協議し検討していきたい。
（4）基本計画に至るまでに本県サッカー協会関係者
やJリーグ側とどのような協議をしてきたか。
公園整備基本計画の検討過程において、Jリーグ
への対応についても検討してきた。その中で、滋賀
県サッカー協会と第1種陸上競技場の規模等につい
て協議を重ねてきた。
（再質問①）Jリーグ側と県自身がもっと意思の疎
通をしておくべきではなかったか。
スポーツを巡る国の動向、
また様々変化する情勢
等を踏まえ、
より慎重に、
より早くにJリーグや日本サッ
カー協会への確認をすべきであった。
（再質問②）今後の変更については、いつまでに
どの様な手続きで進めるのか。
観客席のありようや照明施設等の問題もあるので、
検討懇話会等で議論してもらいながら、今年9月末ま
でに全体事業費等と共に精査し検討していきたい。
（5）多目的広場に替わるウォーミングアップスペー
スの確保について
現在の多目的広場は、主にサッカーやラグビー、
陸上競技のアップ場として使用されており、
これらの
ほとんどは、公園整備事業で新設する第3種陸上競
技場で対応できる見込みである。
また、隣接する金亀公園の再整備計画の中で、彦
根市が多目的広場について検討していることから、
現在の多目的広場の機能はそういった場所等で確
保できるものと考えている。
（再質問）公園中央の芝生の広場を、そういった
多目的の機能にするつもりはあるか。
公園利用者の安全確保や施設管理の面から一定
制限される場合もあるが、
そういったアップ等の施設
にも使ってもらえるのではないかと考えている。
（6）工事期間中についても、野球場は制限なく使用さ
れるべきと考えるが、どのように考えているか。
野球場利用者の駐車場を確保できないことや、利
用者等の安全確保の面から、現有施設の解体工事
に着手する平成29年10月以降、野球場の利用を制
限する方向で検討してきた。
しかし、利用団体の要望や競技力向上の観点か
ら、公園整備基本設計業務の中で、駐車場の確保
や利用者等の安全確保を前提にした上で、工事期

間中も野球場を利用できるよう工夫をしていきたい。
（7）野球場について、この機に補修等も行うのか。
野球場に対する補修等については、良好な利用
環境を維持するために必要な修繕は計画的に行っ
ていきたい。
（8）滋賀ユナイテッドが正式加盟した場合の支
援について
今月下旬にリーグの本加盟審査を受けて、11月に
リーグの合同トライアウトやドラフト会議を経て、監督
や選手が決定するので、
まずは、
こうした動きを見
守っていきたい。
（再質問①）滋賀ユナイテッドへの球場等の提供
の考えはないか。
今、何か具体的にどの施設がどうという話を承って
いるとは聞いていない。
（9）野球場のナイター利用について、現在の運
用状況を伺う。
野球場のナイター利用について内部で対応を検
討して、平成27年12月に地元代表者の了解をもらっ
た上で、平成28年2月に、試験点灯を行ったが、地
元住民からは試験点灯について反発があったと承
知をしている。
野球場のナイター利用については、昨年4月以降
は、昼間から夕方に継続して利用された薄暮対応の
1回となっている。引き続き、地元の理解をいただけ
るよう対応を検討していきたい。
（10）県の社会体育施設の運営において、当該
市町と近隣自治会の覚書になぜ拘束される
のか。
野球場の改築において、周辺環境への影響を理
由に周辺自治会の理解が得られなかったことから、
彦根市に調整してもらい、夜間照明施設の利用制限
などの覚書を締結してもらった。
この結果、平成2年に
改築について同意が得られた。
こうした経緯を踏まえると、覚書の内容について県
として遵守する必要があると考えている。
（11）覚書のどこの項目をもってナイターの利用
を制限しているのか。
覚書第3条の
「使用については、薄暮対応である
が、試合開始時から点灯を必要とする使用計画であ
る場合は、許可に先立って地元自治会と協議するも
のとする」
との規定を踏まえて運用している。
（12）そもそも、いつ、誰が、どのような権限におい
てナイター利用の制限を指示しているのか。
覚書が締結された経緯を踏まえ、平成5年7月の
供用開始から、県がナイター利用を制限している。
ナイター利用の制限の根拠については、滋賀県立
彦根総合運動場の設置および管理に関する条例第
3条第3項「知事は、必要があると認めるときは、開場
時間を変更することができる」
の規定に基づき、
ナイ
ターの利用を制限していると承知している。
（再質問）今、知事から答弁いただいた内容は、
県民にわかるようになっているか。
体育協会のホームページの中に、今知事が答弁し
た条例の根拠に基づく利用時間ということで、陸上
競技場・野球場については8時半から5時と表記して
いるのが実情である。
（13）ナイター利用の他にも何か制限されている事
項があるのか。
滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に
関する条例等において、総合運動場の施設または
設備を損傷するおそれがある行為などを制限してい

国体主会場
（彦根）
のイメージ

るほか、応援の際の太鼓等の使用は行わないなどの
お願いをしている。
（再質問①）太鼓の制限はどのような根拠に基づ
いて制限しているのか。
運動場の設置および管理に関する条例等、等と
いうのは設置規則も含めて、規制している。
（再質問②）なぜ太鼓の制限をしているのか。
覚書等の趣旨を踏まえてお願いをしているという
状況である。
（再質問③）聾話学校では運動会で太鼓を使って
おり、最近地元から苦情もある。そう
した対応では、このような苦情がある
ごとに運動会等をやめるということに
ならないか。
各学校の各行事、各地域の色々な事情があるか
と思うが、紹介いただいた事例でもって行事が中止
されるとすれば、
そういったことはやはりいかがなもの
かという印象を持つ。
（再質問④）明日からでも彦根球場の利用をすべ
きではないか。
県立の野球場でナイター設備があるにもかかわら
ず使えない、
また、色んな経緯、経過、覚書があると
はいえ、長年に渡り利用を制限しているということは
県民にとってマイナスであると思う。地元の理解を得
るため、速やかに関係先と協議するよう、担当部局に
指示をしたい。
（14）滋賀県スポーツ推進計画を踏まえ、県の責
任をどう果たすのか。
色々な経過があったとはいえ、
この間長年に渡り
使えなかったということであるので、
この状況を1日
でも早く改善できるように力を入れて協議したい。
また、そのことをもって、
スポーツ基本法が掲げてい
る
「する」
「みる」
「支える」
の理念を滋賀県内におい
ても多くの県民に体現してもらえるよう、ナイター利
用についても幅を広げていきたい。
（15）地元協議の中でスタジアムの照明塔設置
を近隣住民は了承されているのか。
今回の整備計画においては、周辺景観との調和
や、地域の生活環境への負荷軽減のため、照明設
備の照度などの性能や設置方法、光害に対する負
担軽減の方策について検討をしている。
今後、具体的な照明の仕様の検討を進めていく
過程で、地元彦根市とも十分連携して、夜間照明
の使 用 など
について 近
隣住民の理
解 が 得られ
るように努め
ていきたい。
23年間で4回しか使われていない彦根球場の照明塔

