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【重点審議事項の論点整理について（厚生・産業常任委員会）】 

重点審議事項 委員会における取組状況 委員会における主な意見 備 考 

障害者、若者、女性の雇

用・就労・起業等の推進に

ついて 

平成29年８月９日 県内行政調査 

 （社会福祉法人 虹の会） 

・障害者就労と地域支援の取り組みについて 

平成30年３月12日 常任委員会 

・女性・若者の雇用等の推進について 

・ 一般社会の中で障害者一人一人の力が生かされるよう、ど

うすれば自立できるかという観点を持って、障害者の一般

就労に向けた取り組みに努められたい。 

・ チャレンジドWORK運動推進事業について、障害者の方が自

分たちも税金を払い、社会参加をしていると意識していた

だくことは更なるやる気につながることから、地域と連携

して取り組まれたい。 

・ 各市町でも女性の起業支援を始められていることから、県

としては広域的な仕組みを生かして、ネットワークを広げ

るとともに、市町との棲み分けにも留意されたい。 

 

地域医療と介護の仕組み

づくりについて 

平成29年５月17日 常任委員会 

・滋賀県の医療福祉に関する県民意識調査結果について 

平成29年７月５日 常任委員会 

・一般所管事項 

平成29年11月10日 県外行政調査 

 （脳梗塞リハビリセンター） 

・機能改善を目的としたリハビリテーションについて 

平成29年12月14日 常任委員会 

・「滋賀県保健医療計画（原案）」に対する意見・情報の募

集について 

・「滋賀県医療費適正化計画（原案）」に対する意見・情報

の募集について 

・「健康いきいき 21－健康しが推進プラン－（第２次）

（原案）」に対する意見・情報の募集について 

平成30年３月９日 常任委員会 

・「滋賀県保健医療計画（案）」について 

・「滋賀県医療費適正化計画（案）」について 

・「健康いきいき 21－健康しが推進プラン－（第２次）

（案）」について 

・ 今日の在宅の医療や介護の問題に対して、全庁挙げて取り

組む姿勢を示し、次の手を打つべく取り組まれたい。 

・ 地域医療構想と地域包括ケアは地域によって力の差が目

につくので、思っているほどなかなか動かないように思

う。各地域の実情を考えて十分に取り組まれたい。 

・ これから先、認知症の症状を持つお年寄りがさらに増える

ことが考えられることから、社会環境の変化に即した対応

を検討するべきではないか。 

・ 救急等について、より充実した医療を行うため、県域を７

から４にし、より細かな対応が必要なものは今までどおり

７圏域で行われるものと理解する。いずれの県域設定も県

民に安心していただける医療体制を目指したものである

ことから、より充実した医療を実現されたい。 

・ お年寄りが健康であることは医療費の縮減等にも関連し

てくることから、特定健診の受診率を上げるため、受診者

にメリットがある取り組みを考えることも一つではない

か。 
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平成30年３月14日 常任委員会 

・平成29年度滋賀県一般会計補正予算（第10号） 

・ 介護保険事業支援計画が、第７期に移行することから、現

場の声を聞いて第６期の実績を総括するとともに、公募が

不調に終わった原因を精査して、次年度の施策に生かされ

たい。 

子どもから大人まで切れ

目なく支援を行う医療体

制の構築について 

平成29年５月17日 常任委員会 

・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 

平成29年10月３日 常任委員会 

・小児保健医療センター基本計画について 

平成29年12月14日 常任委員会 

・小児保健医療センター基本計画の策定状況について 

平成30年２月９日 県内行政調査 

（小児保健医療センター） 

・小児保健医療センターの現状と今後の展望について 

平成30年２月９日 常任委員会 

・小児保健医療センター基本計画（案）について 

平成30年３月９日 常任委員会 

・小児保健医療センター基本計画（最終案）について 

・ 滋賀県における小児救急医療体制において、小児保健医療

センターでは不特定多数の小児救急は取り扱っていない。

また、療育部と同じ業務を担っている法人もある中、小児

保健医療センターが療育部を担っていくことの理由が明

確にされていない。そういった点も踏まえて、今後の計画

を検討されたい。 
・ 関係機関の方々とあわせて保護者や入院されている方と

いった利用されている方の御意見も踏まえていただきな

がら、しっかりと練り上げられたい。 
・ 病院事業庁は赤字を抱えて一般会計から繰り入れ等で批

判もあるが、老朽化しており、抜本的な対応をしなければ

期待に応えることはできないということなら子供たちの

病気、命を救うためには必要だということであれば、財政

当局に病院事業庁としての立場は訴えていくべきである。 
・ 公的な病院としての役割は、県民が安心していられる医療

体制を構築することである。機能を落とすことなく、必要

なスペックは維持されたい。 
・ 小児保健医療センターの存在意義は療育部と守山養護学

校を併設されていることであるにも関わらず、それらを切

り離して計画が検討されていることは理解しがたい。 
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県立病院のあり方検討に

ついて 

平成29年５月17日 常任委員会 

・平成29年度病院事業庁の主要施策について 

平成29年７月５日 常任委員会 

・決算速報と繰入金について 

平成29年10月３日 常任委員会 

・滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例案について 

平成29年11月９日 県外行政調査 

 （地方独立行政法人長野県立病院機構） 

・経営改善の取り組みと実績について 

平成29年12月14日 常任委員会 

・成人病センターの経営改善に向けた取り組み 

平成30年３月14日 常任委員会 

・平成29年度滋賀県病院事業会計予算（第３号） 

 

・ 県立病院が県の医療行政として事業を行っているため、繰

り入れが行われるのは当然だと言われるが、その金額は、

財政事情を見て考えるべきものと認識すべきである。 

・ 地域医療の支援病院として滋賀県の病院全体の底上げを

図っていくのが県立病院としての役目という主張は理解

するものの、公営企業としての形態をとっている以上、収

益のバランスをとることが必要である。 

・ 患者数の少ない病気や高度な医療といった採算が取れな

い部門において、県民が安心できる体制を整備すること公

的な病院の使命である。 

病気で苦しんでおられる患者さんやいつどんな病気に見

舞われるかわからない県民は安心できる医療体制を期待

されており、３つの県立病院が担う期待は大きい。採算が

取れない部分を切り離すことで取り残される県民が出な

いようにされたい。 

・ 総合病院の病床数が535床でありながら、稼働数が420床

程度であることから、100床は地域に返すべきである。 

・ 病院の名称が総合病院となる中、機能を発展させていく必

要がある。スーパードクターと言われる方が来られるだけ

で患者がふえると考えられることから、人的な配置も含め

て体制を整える御努力をいただきたい。 
・ 現在、十分に活用されていない機能があれば、どうやれば

滋賀県下全域においてその機能をフルに発揮できるのか

を考えられたい。 
・ 県民の付託に応えた高度医療の探求を進めるとともに、病

院事業として採算性を意識して、さらなる経営改善に努め

るべきである。 
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観光振興について 平成29年５月17日 常任委員会 

・平成29 年度 滋賀県「観光交流」振興指針アクション

プランについて 

・日本遺産「琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺

産」の追加認定について 

平成29年８月９日 県内行政調査 

（大溝の水辺景観まちづくり協議会） 

・大溝の水辺景観について 

（高島観光協会） 

・高島で観光振興に取り組む皆さんとの県民参画委員会 

平成29年９月13日 常任委員会 

・日本遺産 滋賀・びわ湖 水の文化ぐるっと博について 

平成29年11月９日 県外行政調査 

 （群馬県みなかみ町） 

・インバウンドを意識した観光振興について 

・地域ＤＭＯの取り組みについて 

平成29年11月22日 県内行政調査 

（びわこビジターズビューロー） 

・滋賀の観光振興におけるびわこビジターズビューローの 

事業展開について 

平成29年12月15日 常任委員会 

・住宅宿泊事業法にかかる条例制定の検討状況について 

・(仮称)ビワイチ推進総合計画の骨子（案）について 

・観光振興指針の改定について 

平成30年３月12日 常任委員会 

・滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の 

制限に関する条例案 

・ビワイチ推進総合ビジョン（案）について 

【ビワイチについて】 
・ 安全対策とハード整備に力を入れているのはわかるが、観

光と同時に、ハード整備は今どれぐらいの事故が起こって

いて、どれだけの危険箇所があって、その優先順位がどう

なっているというデータをつかんだ上で、安全面の課題も

解決しながら計画を示していかなくてはいけないのでは

ないか。 
・ 観光面での効果は認めるにしても、一方で自転車道路の整

備を土木交通部と連携して進めるべきである。 
【民泊について】 
・ 今までちょっと不便で人が来てくれない山間地も、民泊を

使い地域活性化を図ることができると考える。そのために

も、条例が一般の人に理解していただけるように努められ

たい。 
・ 体験型の農家民泊を滋賀県は進めていくことから、県とビ

ジターズビューローが一緒に取り組んでいただきたい。 
・ 生活環境の悪化や地域住民の安全といった課題が置いて

きぼりにならないよう、部局連携を進められたい。 
【観光全般】 
・ 「滋賀」や「琵琶湖」の表記が統一されていない。それぞ

れの設置者が行政だけの感覚で決定するのではなく、県民

や全国の皆さんに親しまれるのかを議論をする機会を持

つべきである。 
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滋賀県産業振興ビジョン

と滋賀県中小企業の活性

化の推進に関する条例の

推進による産業の振興に

ついて 

平成29年７月６日 常任委員会 

・一般会計補正予算（第２号）のうち商工観光労働部

所管分について 

平成29年９月13日 常任委員会 

・平成28年度 滋賀県中小企業活性化施策実施計画の

検証について 

・「滋賀県ちいさな企業応援月間」について 

平成29年10月３日 常任委員会 

・滋賀県経済・産業のモニタリングの結果について 

平成29年11月９日 県外行政調査 

 （長野県地域資源製品開発支援センター） 

・地域資源を活かした商品開発支援について 

平成29年12月15日 常任委員会 

・「平成 29 年度 滋賀県ちいさな企業応援月間」の実

施結果について 

平成30年３月14日 常任委員会 

・平成29年度滋賀県一般会計補正予算（第10号） 

・ 経費をかけた事業がどれだけ結果を生み出したかという

ことが大切であり、求められている。県の税金を使って何

年も同じように事業を続けていて、結果がしっかりと公表

できないということでは県民の皆様に対する納得できる

説明はできないことから、説明責任が果たせるような体制

なりシステムをつくっていただきたい。 

・ 中小企業へ訪問し、意見交換をしているが、意見を受けて、

反映してすぐに取りかかろうとしているのか、今後の計画

の中に数年かけて対応するのか、ぜひ企業側に明確にわか

るように取り組まれたい。 

・ 滋賀県中小企業活性化施策実施計画の検証において、目標

と評価の仕方について一考する余地があるのではないか。 

・ 「滋賀県ちいさな企業応援月間」実際に実施した結果、本

当に小さい会社の役に立ってうまくいったという事例を

確認し、結果を検証されたい。 

・ 経済・産業のモニタリングは県民を中心とした生活の満足

度を考え、それが充実したものになることに対しての参考

値でなければならない。県民のリアルな生活感がわかるよ

うな数値を捕らえて、産業振興を考えられたい。 

・ 中小企業振興資金貸付金については、資金を必要とする企

業があることを意識して、必要とされている支援を行われ

たい。 

 

 


