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決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜健康福祉部、こども・女性局＞＜健康福祉部、こども・女性局＞＜健康福祉部、こども・女性局＞＜健康福祉部、こども・女性局＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２６年１０月１５日（水） １０：０２～１２：０８平成２６年１０月１５日（水） １０：０２～１２：０８平成２６年１０月１５日（水） １０：０２～１２：０８平成２６年１０月１５日（水） １０：０２～１２：０８

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 １１名１１名１１名１１名

国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長

小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長

宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員

大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員

岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 前田 副知事前田 副知事前田 副知事前田 副知事

江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長

上山 こども・女性局長上山 こども・女性局長上山 こども・女性局長上山 こども・女性局長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事 議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について

会議の経過会議の経過会議の経過会議の経過

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。

本日は岩田委員は少しおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了承願います。本日は岩田委員は少しおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了承願います。本日は岩田委員は少しおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了承願います。本日は岩田委員は少しおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了承願います。

それでは、日程に従い、健康福祉部、こども・女性局の審査を行います。それでは、日程に従い、健康福祉部、こども・女性局の審査を行います。それでは、日程に従い、健康福祉部、こども・女性局の審査を行います。それでは、日程に従い、健康福祉部、こども・女性局の審査を行います。

これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言を願います。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言を願います。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言を願います。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言を願います。
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なお、いつも皆さんにお願いしていることでありますが、委員の質疑に対して理事者側なお、いつも皆さんにお願いしていることでありますが、委員の質疑に対して理事者側なお、いつも皆さんにお願いしていることでありますが、委員の質疑に対して理事者側なお、いつも皆さんにお願いしていることでありますが、委員の質疑に対して理事者側

の皆さん方は明確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。委員の皆さんも、単刀直入に質問の皆さん方は明確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。委員の皆さんも、単刀直入に質問の皆さん方は明確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。委員の皆さんも、単刀直入に質問の皆さん方は明確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。委員の皆さんも、単刀直入に質問

していただいたら、多くの皆さんの質問も出てくるかと思いますので、ご協力をお願いいしていただいたら、多くの皆さんの質問も出てくるかと思いますので、ご協力をお願いいしていただいたら、多くの皆さんの質問も出てくるかと思いますので、ご協力をお願いいしていただいたら、多くの皆さんの質問も出てくるかと思いますので、ご協力をお願いい

たします。たします。たします。たします。

それでは、発言をお願いいたします。それでは、発言をお願いいたします。それでは、発言をお願いいたします。それでは、発言をお願いいたします。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 健康福祉部に対しましてですが、４点ほどございます。健康福祉部に対しましてですが、４点ほどございます。健康福祉部に対しましてですが、４点ほどございます。健康福祉部に対しましてですが、４点ほどございます。

（仮称）奈良県障害者差別禁止条例案について、現在、策定準備中のことと思います。（仮称）奈良県障害者差別禁止条例案について、現在、策定準備中のことと思います。（仮称）奈良県障害者差別禁止条例案について、現在、策定準備中のことと思います。（仮称）奈良県障害者差別禁止条例案について、現在、策定準備中のことと思います。

この条例案の進捗状況について、また、この間の審議の中で、条例の奈良県的な特徴が見この条例案の進捗状況について、また、この間の審議の中で、条例の奈良県的な特徴が見この条例案の進捗状況について、また、この間の審議の中で、条例の奈良県的な特徴が見この条例案の進捗状況について、また、この間の審議の中で、条例の奈良県的な特徴が見

えてきているのかどうかについてお聞かせいただきたい。これが１点目でございます。えてきているのかどうかについてお聞かせいただきたい。これが１点目でございます。えてきているのかどうかについてお聞かせいただきたい。これが１点目でございます。えてきているのかどうかについてお聞かせいただきたい。これが１点目でございます。

２点目について、５２ページにも関係するのですが、特別養護老人ホームの件です。特２点目について、５２ページにも関係するのですが、特別養護老人ホームの件です。特２点目について、５２ページにも関係するのですが、特別養護老人ホームの件です。特２点目について、５２ページにも関係するのですが、特別養護老人ホームの件です。特

別養護老人ホーム、介護老人保健施設も加えておくのですが、そういった施設関係につい別養護老人ホーム、介護老人保健施設も加えておくのですが、そういった施設関係につい別養護老人ホーム、介護老人保健施設も加えておくのですが、そういった施設関係につい別養護老人ホーム、介護老人保健施設も加えておくのですが、そういった施設関係につい

ての配分基準がどのようになっているのか。例えば人口割とか地域の諸事情といったものての配分基準がどのようになっているのか。例えば人口割とか地域の諸事情といったものての配分基準がどのようになっているのか。例えば人口割とか地域の諸事情といったものての配分基準がどのようになっているのか。例えば人口割とか地域の諸事情といったもの

が勘案されての配分になっているのか、実情をお聞かせいただきたい。が勘案されての配分になっているのか、実情をお聞かせいただきたい。が勘案されての配分になっているのか、実情をお聞かせいただきたい。が勘案されての配分になっているのか、実情をお聞かせいただきたい。

５３ページの決算の執行状況で、地域包括ケアシステムの構築の件にかかわって、５３ページの決算の執行状況で、地域包括ケアシステムの構築の件にかかわって、５３ページの決算の執行状況で、地域包括ケアシステムの構築の件にかかわって、５３ページの決算の執行状況で、地域包括ケアシステムの構築の件にかかわって、超高超高超高超高

齢時齢時齢時齢時代に備えて、地域包括ケアシステムの構築に、一代に備えて、地域包括ケアシステムの構築に、一代に備えて、地域包括ケアシステムの構築に、一代に備えて、地域包括ケアシステムの構築に、一昨昨昨昨年から奈良県も本年から奈良県も本年から奈良県も本年から奈良県も本腰腰腰腰を入れてを入れてを入れてを入れて頑張頑張頑張頑張

りりりり始始始始めました。地域包括めました。地域包括めました。地域包括めました。地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターのーのーのーの機能強化機能強化機能強化機能強化事事事事業業業業は、は、は、は、非常非常非常非常にににに重要重要重要重要な施策ですので、あな施策ですので、あな施策ですので、あな施策ですので、あ

えてえてえてえて尋ね尋ね尋ね尋ねるのですが、るのですが、るのですが、るのですが、市町村市町村市町村市町村は事は事は事は事業業業業の中の中の中の中心心心心、、、、主体主体主体主体者側ですけれども、そういう者側ですけれども、そういう者側ですけれども、そういう者側ですけれども、そういう意味意味意味意味で、で、で、で、市市市市

町村町村町村町村ののののセンタセンタセンタセンター事ー事ー事ー事業業業業はははは各各各各地域とも地域とも地域とも地域とも十十十十分な事分な事分な事分な事業展業展業展業展開となっているのか。開となっているのか。開となっているのか。開となっているのか。機能機能機能機能がががが果果果果たされていたされていたされていたされてい

るのか。状況をお聞かせいただきたいと思います。るのか。状況をお聞かせいただきたいと思います。るのか。状況をお聞かせいただきたいと思います。るのか。状況をお聞かせいただきたいと思います。

あわせて、地域あわせて、地域あわせて、地域あわせて、地域支援支援支援支援事事事事業業業業が介護保が介護保が介護保が介護保険財政険財政険財政険財政の中で確保されているはの中で確保されているはの中で確保されているはの中で確保されているはずずずずですが、目いっですが、目いっですが、目いっですが、目いっぱぱぱぱいいいい

ややややって、まだ人って、まだ人って、まだ人って、まだ人手不足手不足手不足手不足というか、事というか、事というか、事というか、事業内容業内容業内容業内容が多が多が多が多岐岐岐岐にわたるから、大にわたるから、大にわたるから、大にわたるから、大変困難変困難変困難変困難な状況にあると。な状況にあると。な状況にあると。な状況にあると。

市民市民市民市民の、の、の、の、高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の満足満足満足満足をををを得得得得ていない状況だというていない状況だというていない状況だというていない状況だという報告報告報告報告を聞かせていただいたりするを聞かせていただいたりするを聞かせていただいたりするを聞かせていただいたりする市市市市もあもあもあもあ

ります。地域ります。地域ります。地域ります。地域支援支援支援支援事事事事業業業業はこれからますますはこれからますますはこれからますますはこれからますます必要必要必要必要な事な事な事な事業内容業内容業内容業内容となるというとなるというとなるというとなるという意味意味意味意味で、で、で、で、予予予予算配分算配分算配分算配分

です。現行、介護保です。現行、介護保です。現行、介護保です。現行、介護保険財政険財政険財政険財政の２の２の２の２％％％％確保されているようでございますが、それで対確保されているようでございますが、それで対確保されているようでございますが、それで対確保されているようでございますが、それで対応応応応しししし切切切切れれれれ

るのかどうか。るのかどうか。るのかどうか。るのかどうか。動向動向動向動向についてお聞かせいただきたいし、また、についてお聞かせいただきたいし、また、についてお聞かせいただきたいし、また、についてお聞かせいただきたいし、また、各市町村各市町村各市町村各市町村の執行状況についの執行状況についの執行状況についの執行状況につい

てもお聞かせいただきたい。てもお聞かせいただきたい。てもお聞かせいただきたい。てもお聞かせいただきたい。

それから、認知それから、認知それから、認知それから、認知症症症症の対策ですが、の対策ですが、の対策ですが、の対策ですが、オレンオレンオレンオレンジジジジプランプランプランプランを国はを国はを国はを国は推推推推進し、いよいよ進し、いよいよ進し、いよいよ進し、いよいよ市町村市町村市町村市町村の介護の介護の介護の介護

保保保保険険険険事事事事業業業業がががが来来来来年度に年度に年度に年度に反映反映反映反映されてきます。そういった中で、認知されてきます。そういった中で、認知されてきます。そういった中で、認知されてきます。そういった中で、認知症症症症対策は対策は対策は対策は極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なななな課題課題課題課題

になっていますが、それについてになっていますが、それについてになっていますが、それについてになっていますが、それについて先先先先日、日、日、日、医療政医療政医療政医療政策部にかかりつけ策部にかかりつけ策部にかかりつけ策部にかかりつけ医医医医の質問をしましたが、の質問をしましたが、の質問をしましたが、の質問をしましたが、

認知認知認知認知症症症症の対策としては、の対策としては、の対策としては、の対策としては、早期早期早期早期発見、的確な発見、的確な発見、的確な発見、的確な診断診断診断診断がががが必要必要必要必要ということでございます。ということでございます。ということでございます。ということでございます。医師医師医師医師の認の認の認の認
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知知知知症症症症にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる医師医師医師医師対策を健康福祉部としてはどのように対策を健康福祉部としてはどのように対策を健康福祉部としてはどのように対策を健康福祉部としてはどのように取取取取りりりり組組組組まれているのかおまれているのかおまれているのかおまれているのかお尋ね尋ね尋ね尋ねしししし

たい。たい。たい。たい。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 障害者条例の障害者条例の障害者条例の障害者条例の制制制制定につきましてお答えいたします。定につきましてお答えいたします。定につきましてお答えいたします。定につきましてお答えいたします。

障害者差別をなくす奈良県条例の障害者差別をなくす奈良県条例の障害者差別をなくす奈良県条例の障害者差別をなくす奈良県条例の制制制制定に関する定に関する定に関する定に関する請請請請願願願願書書書書がががが昨昨昨昨年年年年９９９９月県議会において月県議会において月県議会において月県議会において採択採択採択採択ささささ

れ、これを受けまして、県は障害者施策の基本理れ、これを受けまして、県は障害者施策の基本理れ、これを受けまして、県は障害者施策の基本理れ、これを受けまして、県は障害者施策の基本理念念念念、障害者差別の、障害者差別の、障害者差別の、障害者差別の解消解消解消解消、障害者に関する、障害者に関する、障害者に関する、障害者に関する

取取取取りりりり組み等組み等組み等組み等の条例案のの条例案のの条例案のの条例案の内容内容内容内容につきまして、平成２につきまして、平成２につきまして、平成２につきまして、平成２７７７７年４月施行を目年４月施行を目年４月施行を目年４月施行を目途途途途にににに検討検討検討検討を進めておりを進めておりを進めておりを進めており

ます。ます。ます。ます。具体具体具体具体的には障害者的には障害者的には障害者的には障害者団体や市町村団体や市町村団体や市町村団体や市町村の代の代の代の代表表表表、、、、学識経験学識経験学識経験学識経験者者者者等等等等、１８名で構成する障害者に、１８名で構成する障害者に、１８名で構成する障害者に、１８名で構成する障害者に

関する条例関する条例関する条例関する条例制制制制定に係る定に係る定に係る定に係る検討検討検討検討委員会を設委員会を設委員会を設委員会を設置置置置し、これまで３し、これまで３し、これまで３し、これまで３回回回回開開開開催催催催いたしました。福祉、いたしました。福祉、いたしました。福祉、いたしました。福祉、医療医療医療医療、、、、

雇用雇用雇用雇用、、、、教育等教育等教育等教育等の分野ごとに差別をなくすための基本方の分野ごとに差別をなくすための基本方の分野ごとに差別をなくすための基本方の分野ごとに差別をなくすための基本方針針針針を定めてほしい、差別を受けたとを定めてほしい、差別を受けたとを定めてほしい、差別を受けたとを定めてほしい、差別を受けたと

きにきにきにきに解解解解決する決する決する決する仕組み仕組み仕組み仕組みがががが重要重要重要重要といったといったといったといった貴重貴重貴重貴重なごなごなごなご意意意意見をいただいております。見をいただいております。見をいただいております。見をいただいております。次回次回次回次回、４、４、４、４回回回回目は目は目は目は

１０月１０月１０月１０月末末末末に開に開に開に開催催催催し、条例のたたきし、条例のたたきし、条例のたたきし、条例のたたき台台台台をををを提示提示提示提示しながら、さらにごしながら、さらにごしながら、さらにごしながら、さらにご意意意意見を見を見を見を伺伺伺伺うううう予予予予定でございま定でございま定でございま定でございま

す。また、す。また、す。また、す。また、９９９９月月月月下旬下旬下旬下旬からからからから今今今今月上月上月上月上旬旬旬旬にかけまして実施いたしました障害者にかけまして実施いたしました障害者にかけまして実施いたしました障害者にかけまして実施いたしました障害者団体団体団体団体とのとのとのとの個個個個別の別の別の別の意意意意

見見見見交換交換交換交換会におきましても、条例の会におきましても、条例の会におきましても、条例の会におきましても、条例の検討検討検討検討状況についてご状況についてご状況についてご状況についてご説説説説明し、明し、明し、明し、意意意意見見見見交換交換交換交換を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っているとこ

ろろろろです。です。です。です。

次次次次に、条例のに、条例のに、条例のに、条例の内容内容内容内容としましては、条例のとしましては、条例のとしましては、条例のとしましては、条例の主主主主たる目的である障害を理たる目的である障害を理たる目的である障害を理たる目的である障害を理由由由由とした差別のとした差別のとした差別のとした差別の解消解消解消解消

が単に理が単に理が単に理が単に理念念念念にとどまらにとどまらにとどまらにとどまらずずずず、このための、このための、このための、このための効果効果効果効果的な的な的な的な仕組み仕組み仕組み仕組みを構築するとともに、差別を構築するとともに、差別を構築するとともに、差別を構築するとともに、差別解消解消解消解消にににに向向向向

けた県けた県けた県けた県民民民民理理理理解解解解のののの促促促促進を進を進を進を図図図図ることがることがることがることが重要重要重要重要とととと考考考考えております。したがって、本県の特徴的なえております。したがって、本県の特徴的なえております。したがって、本県の特徴的なえております。したがって、本県の特徴的な取取取取

りりりり組み組み組み組みともともともとも重重重重なりますが、県におきまして、なりますが、県におきまして、なりますが、県におきまして、なりますが、県におきまして、不利益不利益不利益不利益なななな取取取取りりりり扱扱扱扱いいいいや合や合や合や合理的配理的配理的配理的配慮慮慮慮のののの不提供不提供不提供不提供に関に関に関に関

するするするする相談相談相談相談にににに応じ応じ応じ応じ、、、、支援支援支援支援、、、、助助助助言、あっせん、言、あっせん、言、あっせん、言、あっせん、勧告勧告勧告勧告、、、、公表公表公表公表など、実など、実など、実など、実効効効効性のある性のある性のある性のある解解解解決の決の決の決の仕組み仕組み仕組み仕組みをををを

構築すること、この条例の構築すること、この条例の構築すること、この条例の構築すること、この条例の趣旨趣旨趣旨趣旨をををを広広広広く県く県く県く県民民民民に知っていただくためのに知っていただくためのに知っていただくためのに知っていただくための普及啓普及啓普及啓普及啓発に力を入れる発に力を入れる発に力を入れる発に力を入れる

ことなどを中ことなどを中ことなどを中ことなどを中心心心心に、に、に、に、検討検討検討検討を進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。今後今後今後今後もももも引引引引きききき続続続続きききき検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会

でのごでのごでのごでのご意意意意見、障害者見、障害者見、障害者見、障害者団体等団体等団体等団体等からのごからのごからのごからのご意意意意見を見を見を見を踏踏踏踏まえつつ、他まえつつ、他まえつつ、他まえつつ、他府府府府県の県の県の県の先先先先行条例も行条例も行条例も行条例も参考参考参考参考にしながにしながにしながにしなが

ら、ら、ら、ら、鋭意検討鋭意検討鋭意検討鋭意検討を進めてまいります。を進めてまいります。を進めてまいります。を進めてまいります。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長 特別養護老人ホームの特別養護老人ホームの特別養護老人ホームの特別養護老人ホームの整整整整備計備計備計備計画等画等画等画等の配分の配分の配分の配分や選や選や選や選定の基準はどうなって定の基準はどうなって定の基準はどうなって定の基準はどうなって

いるのか。また、いるのか。また、いるのか。また、いるのか。また、待機待機待機待機者者者者数や既存数や既存数や既存数や既存の特別養護老人ホームのの特別養護老人ホームのの特別養護老人ホームのの特別養護老人ホームの整整整整備状況との勘案についてはど備状況との勘案についてはど備状況との勘案についてはど備状況との勘案についてはど

うかというご質問でした。うかというご質問でした。うかというご質問でした。うかというご質問でした。

ままままずずずず、特別養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等等等等の設の設の設の設置置置置につきましては、奈良県につきましては、奈良県につきましては、奈良県につきましては、奈良県高齢高齢高齢高齢者福祉計者福祉計者福祉計者福祉計画及び画及び画及び画及び介護保介護保介護保介護保

険険険険事事事事業支援業支援業支援業支援計計計計画画画画の中で計の中で計の中で計の中で計画期画期画期画期間を３年として、施設間を３年として、施設間を３年として、施設間を３年として、施設へへへへ入入入入所所所所することがすることがすることがすることが必要必要必要必要と見と見と見と見込込込込まれるまれるまれるまれる高高高高

齢齢齢齢者の者の者の者の数数数数を見を見を見を見込み込み込み込み、その、その、その、その範囲内範囲内範囲内範囲内でででで整整整整備することといたしております。備することといたしております。備することといたしております。備することといたしております。個個個個別の施設別の施設別の施設別の施設整整整整備計備計備計備計画画画画

のののの選選選選定につきましては、例年、年度定につきましては、例年、年度定につきましては、例年、年度定につきましては、例年、年度当初当初当初当初にににに各市町村各市町村各市町村各市町村を通を通を通を通じじじじてててて整整整整備計備計備計備計画画画画をををを募集募集募集募集しまして、しまして、しまして、しまして、市市市市
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町村町村町村町村からのからのからのからのヒヒヒヒアアアアリングやリングやリングやリングや現地現地現地現地調調調調査、部査、部査、部査、部内内内内にあります審査会で審議した上で決定することとにあります審査会で審議した上で決定することとにあります審査会で審議した上で決定することとにあります審査会で審議した上で決定することと

いたしております。その基準につきましてはいたしております。その基準につきましてはいたしております。その基準につきましてはいたしております。その基準につきましては主主主主に６点ございまして、1つ目がに６点ございまして、1つ目がに６点ございまして、1つ目がに６点ございまして、1つ目が予予予予定地の状定地の状定地の状定地の状

況、２つ目が況、２つ目が況、２つ目が況、２つ目が資金資金資金資金計計計計画や運営画や運営画や運営画や運営のののの安安安安定性定性定性定性や持続や持続や持続や持続性、３つ目が性、３つ目が性、３つ目が性、３つ目がササササーーーービビビビスススス提供提供提供提供の質、４つ目が地の質、４つ目が地の質、４つ目が地の質、４つ目が地

域の域の域の域の整整整整備水準、５つ目が備水準、５つ目が備水準、５つ目が備水準、５つ目が市町村市町村市町村市町村のののの支援や支援や支援や支援や連連連連携携携携、６つ目がその他のま、６つ目がその他のま、６つ目がその他のま、６つ目がその他のまちづちづちづちづくりくりくりくり等等等等のののの観観観観点から点から点から点から

のののの評価評価評価評価を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っているところろろろでございます。この中の４点目でございますけれども、でございます。この中の４点目でございますけれども、でございます。この中の４点目でございますけれども、でございます。この中の４点目でございますけれども、待機待機待機待機者者者者

数や既存数や既存数や既存数や既存の特別養護老人ホームのの特別養護老人ホームのの特別養護老人ホームのの特別養護老人ホームの整整整整備状況備状況備状況備状況等等等等は地域のは地域のは地域のは地域の整整整整備水準ということで備水準ということで備水準ということで備水準ということで評価評価評価評価いたしていたしていたしていたして

おるとこおるとこおるとこおるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長 ２点ご質問がございました。２点ご質問がございました。２点ご質問がございました。２点ご質問がございました。

ままままずずずず、地域包括、地域包括、地域包括、地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターからお答えします。ーからお答えします。ーからお答えします。ーからお答えします。

地域包括地域包括地域包括地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターは、地域包括ケアシステムの構築に係る中ーは、地域包括ケアシステムの構築に係る中ーは、地域包括ケアシステムの構築に係る中ーは、地域包括ケアシステムの構築に係る中核核核核的な的な的な的な役役役役割を割を割を割を担担担担うものうものうものうもの

としてとしてとしてとして市町村市町村市町村市町村が設が設が設が設置置置置するものでございます。現在、県するものでございます。現在、県するものでございます。現在、県するものでございます。現在、県内内内内には地域包括には地域包括には地域包括には地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターが６２ーが６２ーが６２ーが６２

カ所カ所カ所カ所、、、、ブランチブランチブランチブランチ、、、、サブセンタサブセンタサブセンタサブセンターがーがーがーが合合合合計２０計２０計２０計２０カ所カ所カ所カ所設設設設置置置置されているとこされているとこされているとこされているところろろろでございます。地域でございます。地域でございます。地域でございます。地域

包括包括包括包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターでは介護ーでは介護ーでは介護ーでは介護予防予防予防予防のケアのケアのケアのケアプラン作プラン作プラン作プラン作成、成、成、成、高齢高齢高齢高齢者に係るい者に係るい者に係るい者に係るいろろろろいいいいろろろろなななな相談支援相談支援相談支援相談支援、、、、権権権権

利擁利擁利擁利擁護などを実施するとともに、行護などを実施するとともに、行護などを実施するとともに、行護などを実施するとともに、行政や医療政や医療政や医療政や医療、介護関係者、、介護関係者、、介護関係者、、介護関係者、自自自自治会治会治会治会等等等等、多、多、多、多種種種種職が職が職が職が参画参画参画参画して、して、して、して、

その地域におけるその地域におけるその地域におけるその地域における困難困難困難困難事例の事例の事例の事例の検討等検討等検討等検討等を通を通を通を通じじじじ地域地域地域地域課題等課題等課題等課題等について議について議について議について議論論論論する地域ケア会議の開する地域ケア会議の開する地域ケア会議の開する地域ケア会議の開

催催催催など、委員がおなど、委員がおなど、委員がおなど、委員がお述べ述べ述べ述べのように、さまざまなのように、さまざまなのように、さまざまなのように、さまざまな業業業業務に務に務に務に取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

現状を見てまいりますと、地域包括現状を見てまいりますと、地域包括現状を見てまいりますと、地域包括現状を見てまいりますと、地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターによっては、介護ーによっては、介護ーによっては、介護ーによっては、介護予防予防予防予防ケアケアケアケアプランプランプランプランのののの作作作作成成成成

件件件件数数数数がががが非常非常非常非常に多いということがあって、に多いということがあって、に多いということがあって、に多いということがあって、先先先先ほどほどほどほど申申申申し上し上し上し上げげげげた地域ケア会議の開た地域ケア会議の開た地域ケア会議の開た地域ケア会議の開催や催や催や催や地域包括地域包括地域包括地域包括

ケアシステムの構築を進めるためのケアシステムの構築を進めるためのケアシステムの構築を進めるためのケアシステムの構築を進めるための取取取取りりりり組み組み組み組みまでまでまでまで手手手手がががが回回回回らないといった現状でございます。らないといった現状でございます。らないといった現状でございます。らないといった現状でございます。

また、委員がおまた、委員がおまた、委員がおまた、委員がお述べ述べ述べ述べのように、地域包括のように、地域包括のように、地域包括のように、地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターのーのーのーの運営運営運営運営は介護保は介護保は介護保は介護保険制険制険制険制度の度の度の度の枠組み枠組み枠組み枠組みのののの

中の地域中の地域中の地域中の地域支援支援支援支援事事事事業業業業の包括的の包括的の包括的の包括的支援支援支援支援事事事事業業業業の中で実施することになっており、の中で実施することになっており、の中で実施することになっており、の中で実施することになっており、財源財源財源財源は保は保は保は保険料険料険料険料とととと公公公公

費費費費から成る地域から成る地域から成る地域から成る地域支援支援支援支援事事事事業交付金業交付金業交付金業交付金としてとしてとしてとして交付交付交付交付されておりますが、２されておりますが、２されておりますが、２されておりますが、２％以内％以内％以内％以内という上という上という上という上限限限限が定めが定めが定めが定め

られておりまして、２られておりまして、２られておりまして、２られておりまして、２％％％％の上の上の上の上限限限限にににに達達達達しているしているしているしている自自自自治治治治体体体体は、は、は、は、昨昨昨昨年度は６年度は６年度は６年度は６町村町村町村町村になっております。になっております。になっております。になっております。

県としても、地域包括ケアシステムの構築において、地域包括県としても、地域包括ケアシステムの構築において、地域包括県としても、地域包括ケアシステムの構築において、地域包括県としても、地域包括ケアシステムの構築において、地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターのーのーのーの機能強化機能強化機能強化機能強化はははは

非常非常非常非常にににに重要重要重要重要だとだとだとだと考考考考えておりますので、このえておりますので、このえておりますので、このえておりますので、この市町村市町村市町村市町村に対しまして、地域に対しまして、地域に対しまして、地域に対しまして、地域支援支援支援支援事事事事業業業業をををを十十十十分分分分活用活用活用活用

して、して、して、して、センタセンタセンタセンターのーのーのーの適切適切適切適切な人員配な人員配な人員配な人員配置置置置、、、、財政支援財政支援財政支援財政支援を行うよう、を行うよう、を行うよう、を行うよう、市町村市町村市町村市町村長長長長サミットや担当課サミットや担当課サミットや担当課サミットや担当課長会長会長会長会

議の議の議の議の場場場場を通を通を通を通じじじじてててて依頼依頼依頼依頼してきたとこしてきたとこしてきたとこしてきたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

また、また、また、また、今般今般今般今般、介護保、介護保、介護保、介護保険制険制険制険制度が度が度が度が改正改正改正改正されました。地域包括ケアシステムの構築にされました。地域包括ケアシステムの構築にされました。地域包括ケアシステムの構築にされました。地域包括ケアシステムの構築に向向向向けて、けて、けて、けて、

これまでにこれまでにこれまでにこれまでに増増増増して地して地して地して地区医師区医師区医師区医師会との連会との連会との連会との連携携携携、介護との連、介護との連、介護との連、介護との連携携携携による在による在による在による在宅医療宅医療宅医療宅医療、介護連、介護連、介護連、介護連携携携携のののの推推推推進で進で進で進で

ありますとか、ありますとか、ありますとか、ありますとか、早期診断早期診断早期診断早期診断、、、、早期早期早期早期対対対対応応応応による認知による認知による認知による認知症症症症対策の対策の対策の対策の充充充充実、実、実、実、生活支援生活支援生活支援生活支援のののの充充充充実実実実等等等等、地域包、地域包、地域包、地域包
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括括括括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターはーはーはーは今後今後今後今後、より多くの、より多くの、より多くの、より多くの役役役役割を割を割を割を期待期待期待期待されることになされることになされることになされることになろろろろうかと思います。このたうかと思います。このたうかと思います。このたうかと思います。このた

め、県におきましてもめ、県におきましてもめ、県におきましてもめ、県におきましてもセンタセンタセンタセンターのーのーのーの機能強化機能強化機能強化機能強化が一が一が一が一層重要層重要層重要層重要になるとになるとになるとになると考考考考えておりまして、えておりまして、えておりまして、えておりまして、引引引引きききき続続続続

きききき役役役役割割割割や業や業や業や業務務務務量量量量にににに応じ応じ応じ応じたたたた適切適切適切適切な人員配な人員配な人員配な人員配置置置置を行うようを行うようを行うようを行うよう市町村市町村市町村市町村に対してに対してに対してに対して働働働働きかけるとともに、きかけるとともに、きかけるとともに、きかけるとともに、

地域地域地域地域支援支援支援支援事事事事業業業業の上の上の上の上限限限限の見直しはの見直しはの見直しはの見直しは絶絶絶絶対対対対必要必要必要必要だと思っております。だと思っております。だと思っております。だと思っております。必要必要必要必要なななな財源措置財源措置財源措置財源措置について国について国について国について国

に対してに対してに対してに対して要望要望要望要望をををを今今今今までもしてきたとこまでもしてきたとこまでもしてきたとこまでもしてきたところろろろではございますが、これからもではございますが、これからもではございますが、これからもではございますが、これからも続続続続けてまいりたいけてまいりたいけてまいりたいけてまいりたい

とととと考考考考えております。さらには、地域包括えております。さらには、地域包括えております。さらには、地域包括えております。さらには、地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターの職員に対するーの職員に対するーの職員に対するーの職員に対する研修や研修や研修や研修や、地域包括ケ、地域包括ケ、地域包括ケ、地域包括ケ

アアアア推推推推進室と保健進室と保健進室と保健進室と保健所所所所の保健の保健の保健の保健師師師師から成るから成るから成るから成る支援チ支援チ支援チ支援チームによるームによるームによるームによる支援支援支援支援といった人的なといった人的なといった人的なといった人的な支援支援支援支援もももも機能強化機能強化機能強化機能強化

にににに向向向向けて行ってまいりたいとけて行ってまいりたいとけて行ってまいりたいとけて行ってまいりたいと考考考考えています。えています。えています。えています。

認知認知認知認知症症症症についてのお問いについてのお問いについてのお問いについてのお問い合合合合わせがございました。わせがございました。わせがございました。わせがございました。

委員がお委員がお委員がお委員がお述べ述べ述べ述べののののオレンオレンオレンオレンジジジジプランプランプランプランですが、平成２５年度から平成２ですが、平成２５年度から平成２ですが、平成２５年度から平成２ですが、平成２５年度から平成２９９９９年度までの５年間で年度までの５年間で年度までの５年間で年度までの５年間で

認知認知認知認知症症症症施策を施策を施策を施策を推推推推進するための進するための進するための進するためのプランプランプランプランで、この中の大きなで、この中の大きなで、この中の大きなで、この中の大きな柱柱柱柱として、として、として、として、早期診断早期診断早期診断早期診断、、、、早期早期早期早期対対対対応応応応をををを

推推推推進するための進するための進するための進するための医療医療医療医療的的的的支援支援支援支援のののの充充充充実がございます。ま実がございます。ま実がございます。ま実がございます。まずずずず、、、、早期診断早期診断早期診断早期診断、、、、早期早期早期早期対対対対応応応応にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない

かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医に対する認知に対する認知に対する認知に対する認知症症症症対対対対応応応応力力力力向向向向上上上上研修研修研修研修を行っており、本県では平成１８年からを行っており、本県では平成１８年からを行っており、本県では平成１８年からを行っており、本県では平成１８年から毎毎毎毎年年年年

実施しております。これまで実施しております。これまで実施しております。これまで実施しております。これまで延べ延べ延べ延べ１１１１，，，，１６１６１６１６７７７７名、実人員にして５８３名の名、実人員にして５８３名の名、実人員にして５８３名の名、実人員にして５８３名の医師医師医師医師にににに研修研修研修研修を受を受を受を受

けていただいているとこけていただいているとこけていただいているとこけていただいているところろろろでございます。このでございます。このでございます。このでございます。この研修研修研修研修を実施するを実施するを実施するを実施する際際際際には、例えば認知には、例えば認知には、例えば認知には、例えば認知症症症症のののの薬薬薬薬

に対する副に対する副に対する副に対する副作用や作用や作用や作用や処処処処方方方方時時時時のののの注注注注意意意意事項、かかりつけ事項、かかりつけ事項、かかりつけ事項、かかりつけ医医医医に知っていただきたい基本的な事項にに知っていただきたい基本的な事項にに知っていただきたい基本的な事項にに知っていただきたい基本的な事項に

ついて、ついて、ついて、ついて、研修研修研修研修のののの講講講講師役師役師役師役となる認知となる認知となる認知となる認知症サ症サ症サ症サポポポポーーーート医ト医ト医ト医と協議しながら実施しているとこと協議しながら実施しているとこと協議しながら実施しているとこと協議しながら実施しているところろろろでござでござでござでござ

います。また、います。また、います。また、います。また、今今今今年度からは、この認知年度からは、この認知年度からは、この認知年度からは、この認知症症症症対対対対応応応応力力力力向向向向上上上上研修研修研修研修をををを修修修修了したかかりつけ了したかかりつけ了したかかりつけ了したかかりつけ医医医医の中かの中かの中かの中か

ら、一ら、一ら、一ら、一層層層層認知認知認知認知症へ症へ症へ症への対の対の対の対応応応応に係る知に係る知に係る知に係る知識等識等識等識等のののの習習習習得や支援得や支援得や支援得や支援のののの充充充充実を実を実を実を考考考考えておられるえておられるえておられるえておられる医師医師医師医師を対を対を対を対象象象象にににに

して、かかりつけして、かかりつけして、かかりつけして、かかりつけ医医医医認知認知認知認知症症症症対対対対応応応応力力力力向向向向上ステ上ステ上ステ上ステップップップップアアアアップ研修ップ研修ップ研修ップ研修を実施することとしております。を実施することとしております。を実施することとしております。を実施することとしております。

また、かかりつけまた、かかりつけまた、かかりつけまた、かかりつけ医医医医のののの助助助助言言言言指導指導指導指導と、と、と、と、専門専門専門専門のののの医療機医療機医療機医療機関関関関等等等等の連の連の連の連携携携携のののの推推推推進を進を進を進をややややっていただく認知っていただく認知っていただく認知っていただく認知

症サ症サ症サ症サポポポポーーーート医ト医ト医ト医もおられます。これも国のもおられます。これも国のもおられます。これも国のもおられます。これも国の研修研修研修研修を受けていただいて、県で養成をさせていたを受けていただいて、県で養成をさせていたを受けていただいて、県で養成をさせていたを受けていただいて、県で養成をさせていた

だいてますが、これまでだいてますが、これまでだいてますが、これまでだいてますが、これまで毎毎毎毎年、２名年、２名年、２名年、２名ずずずずつ国のつ国のつ国のつ国の研修研修研修研修に行っていただいていたのですが、に行っていただいていたのですが、に行っていただいていたのですが、に行っていただいていたのですが、今今今今年年年年

度から、この度から、この度から、この度から、このササササポポポポーーーート医ト医ト医ト医を１０名にを１０名にを１０名にを１０名にふふふふややややしましてしましてしましてしまして拡拡拡拡充充充充をををを図図図図っているとこっているとこっているとこっているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

加えまして、一加えまして、一加えまして、一加えまして、一般般般般病院勤病院勤病院勤病院勤務の務の務の務の医療医療医療医療従事者、従事者、従事者、従事者、医師や医師や医師や医師や看看看看護護護護師師師師を対を対を対を対象象象象とした認知とした認知とした認知とした認知症症症症対対対対応応応応力力力力向向向向上上上上研研研研

修修修修もももも今今今今年度から実施することとしており、これらの年度から実施することとしており、これらの年度から実施することとしており、これらの年度から実施することとしており、これらの研修研修研修研修を通を通を通を通じじじじまして、認知まして、認知まして、認知まして、認知症高齢症高齢症高齢症高齢者の者の者の者の

方方方方 々々々々がががが安心安心安心安心してしてしてして医療サ医療サ医療サ医療サーーーービビビビスを受けることのできるスを受けることのできるスを受けることのできるスを受けることのできる体制整体制整体制整体制整備に備に備に備に努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えてえてえてえて

おります。認知おります。認知おります。認知おります。認知症症症症になってもになってもになってもになっても住住住住みみみみなれた地域でなれた地域でなれた地域でなれた地域で継継継継続続続続してしてしてして生活生活生活生活していくためには、していくためには、していくためには、していくためには、医療サ医療サ医療サ医療サーーーー

ビビビビスのスのスのスのみみみみならならならならずずずず、介護、介護、介護、介護ササササーーーービビビビスのスのスのスの充充充充実実実実やややや地域での地域での地域での地域での住住住住民民民民の方の方の方の方 々々々々による見による見による見による見守守守守りりりり体制体制体制体制のののの整整整整備など備など備など備など

がががが欠欠欠欠かせないものとなります。こういったかせないものとなります。こういったかせないものとなります。こういったかせないものとなります。こういった医療医療医療医療、介護、地域、介護、地域、介護、地域、介護、地域支援支援支援支援の施策が包括的に進の施策が包括的に進の施策が包括的に進の施策が包括的に進みみみみまままま
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すよう、すよう、すよう、すよう、今後今後今後今後ともともともとも医療医療医療医療、福祉が連、福祉が連、福祉が連、福祉が連携携携携してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいと考考考考えています。えています。えています。えています。以以以以上でご上でご上でご上でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 質問しました質問しました質問しました質問しました内容内容内容内容について、禁止条例の策定については、いについて、禁止条例の策定については、いについて、禁止条例の策定については、いについて、禁止条例の策定については、いろろろろいいいいろろろろなななな各各各各地の地の地の地の

先先先先進的な事例をしっかりと分進的な事例をしっかりと分進的な事例をしっかりと分進的な事例をしっかりと分析析析析、、、、検討検討検討検討しながら進んでいるようで、しながら進んでいるようで、しながら進んでいるようで、しながら進んでいるようで、期待期待期待期待をををを持持持持てそうですが、てそうですが、てそうですが、てそうですが、

当当当当事者の事者の事者の事者の意意意意見を見を見を見を何何何何よりも大よりも大よりも大よりも大切切切切にしながら、この条例策定ににしながら、この条例策定ににしながら、この条例策定ににしながら、この条例策定に向向向向けて進めてください。けて進めてください。けて進めてください。けて進めてください。詳詳詳詳しいしいしいしい

ことは、また平ことは、また平ことは、また平ことは、また平時時時時の中での中での中での中でややややりとりをしたいと思いますし、また、その他の会りとりをしたいと思いますし、また、その他の会りとりをしたいと思いますし、また、その他の会りとりをしたいと思いますし、また、その他の会合合合合がしっかりがしっかりがしっかりがしっかり

と開かれているようでございますから、そこでの議と開かれているようでございますから、そこでの議と開かれているようでございますから、そこでの議と開かれているようでございますから、そこでの議論論論論がどういう状況なのか、またお聞きがどういう状況なのか、またお聞きがどういう状況なのか、またお聞きがどういう状況なのか、またお聞き

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

２点目、３点目、４点目にかかわっては、２点目、３点目、４点目にかかわっては、２点目、３点目、４点目にかかわっては、２点目、３点目、４点目にかかわっては、超高齢超高齢超高齢超高齢社社社社会における現在の大きな会における現在の大きな会における現在の大きな会における現在の大きな課題課題課題課題についについについについ

て質問させていただきましたが、まて質問させていただきましたが、まて質問させていただきましたが、まて質問させていただきましたが、まずずずず、、、、医療医療医療医療対策でございますけれども、認知対策でございますけれども、認知対策でございますけれども、認知対策でございますけれども、認知症症症症のかかりのかかりのかかりのかかり

つけつけつけつけ医医医医のののの資資資資質質質質向向向向上の上の上の上の取取取取りりりり組み組み組み組みを進めていらっしを進めていらっしを進めていらっしを進めていらっしゃゃゃゃる状況はわかりました。ただ、きのうもる状況はわかりました。ただ、きのうもる状況はわかりました。ただ、きのうもる状況はわかりました。ただ、きのうも

医療政医療政医療政医療政策部で策部で策部で策部で指摘指摘指摘指摘いたしましたが、奈良県の認知いたしましたが、奈良県の認知いたしましたが、奈良県の認知いたしましたが、奈良県の認知症症症症のののの相談相談相談相談件件件件数数数数は平成２３年度には２は平成２３年度には２は平成２３年度には２は平成２３年度には２，，，，２２２２

９７９７９７９７人であったのが、平成２５年度には３人であったのが、平成２５年度には３人であったのが、平成２５年度には３人であったのが、平成２５年度には３，，，，０８０人に０８０人に０８０人に０８０人にふふふふえております。しかも、えております。しかも、えております。しかも、えております。しかも、全全全全国的国的国的国的

なななな調調調調査では、２０１２年度でしたか、査では、２０１２年度でしたか、査では、２０１２年度でしたか、査では、２０１２年度でしたか、全全全全国に認知国に認知国に認知国に認知症症症症の疑いのある人も含めまして８００の疑いのある人も含めまして８００の疑いのある人も含めまして８００の疑いのある人も含めまして８００万万万万

人がいるのではないかという人がいるのではないかという人がいるのではないかという人がいるのではないかという数数数数字字字字が出ております。とてつもない大きなが出ております。とてつもない大きなが出ております。とてつもない大きなが出ております。とてつもない大きな数数数数字字字字ですから、認ですから、認ですから、認ですから、認

知知知知症症症症対策は対策は対策は対策は極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。早期早期早期早期発見も含めて、発見も含めて、発見も含めて、発見も含めて、医師医師医師医師の力はかなりの力はかなりの力はかなりの力はかなり重要重要重要重要ですが、ですが、ですが、ですが、

現在、認知現在、認知現在、認知現在、認知症症症症の対の対の対の対応研修応研修応研修応研修の受の受の受の受講講講講者は５８３名、これで奈良県者は５８３名、これで奈良県者は５８３名、これで奈良県者は５８３名、これで奈良県内内内内の認知の認知の認知の認知症症症症対策の対策の対策の対策の医師数医師数医師数医師数はははは足足足足

りるのかどうか。りるのかどうか。りるのかどうか。りるのかどうか。足足足足りるという言りるという言りるという言りるという言葉葉葉葉よりも、現状におくれをとらないのかどうか。そういよりも、現状におくれをとらないのかどうか。そういよりも、現状におくれをとらないのかどうか。そういよりも、現状におくれをとらないのかどうか。そうい

うことがうことがうことがうことが非常非常非常非常にににに心心心心配されます。そういう配されます。そういう配されます。そういう配されます。そういう意味意味意味意味で、認知で、認知で、認知で、認知症症症症のかかりつけのかかりつけのかかりつけのかかりつけ医医医医のののの資資資資質の質の質の質の向向向向上は、上は、上は、上は、

急急急急ががががねねねねばならないのかどうか。そのばならないのかどうか。そのばならないのかどうか。そのばならないのかどうか。その辺辺辺辺の見の見の見の見解解解解をおをおをおをお伺伺伺伺いしたい。いしたい。いしたい。いしたい。

あわせて、認知あわせて、認知あわせて、認知あわせて、認知症症症症の疑いがあるとの疑いがあるとの疑いがあるとの疑いがあると家族家族家族家族がががが感感感感じじじじたたたた場合場合場合場合、あるいは、、あるいは、、あるいは、、あるいは、家族家族家族家族がなくて、がなくて、がなくて、がなくて、ひひひひとりとりとりとり

身身身身のののの場合場合場合場合には、そのには、そのには、そのには、その周周周周りの人たりの人たりの人たりの人たちちちちがががが気気気気づづづづいたいたいたいた場合場合場合場合に、に、に、に、病院病院病院病院にかかったらどうですかというにかかったらどうですかというにかかったらどうですかというにかかったらどうですかという

ことが言えるような地域ことが言えるような地域ことが言えるような地域ことが言えるような地域づづづづくりもくりもくりもくりも重要重要重要重要だと思うのです。このようなことでだと思うのです。このようなことでだと思うのです。このようなことでだと思うのです。このようなことで早期早期早期早期発見も発見も発見も発見も考考考考ええええ

ていかなければならないのではないか。ていかなければならないのではないか。ていかなければならないのではないか。ていかなければならないのではないか。医医医医者にかかったときに者にかかったときに者にかかったときに者にかかったときに初初初初めてわかるようでは、対めてわかるようでは、対めてわかるようでは、対めてわかるようでは、対

応応応応としてはとしてはとしてはとしては不十不十不十不十分ではないか。地域の方た分ではないか。地域の方た分ではないか。地域の方た分ではないか。地域の方たちちちちに対して認知に対して認知に対して認知に対して認知症症症症がどういうものかをもっとごがどういうものかをもっとごがどういうものかをもっとごがどういうものかをもっとご

くくくく自自自自然然然然に、に、に、に、普普普普通の通の通の通の病気病気病気病気とととと同同同同じじじじような見方で、ような見方で、ような見方で、ような見方で、家族家族家族家族が、あるいはが、あるいはが、あるいはが、あるいは隣隣隣隣人が見人が見人が見人が見守守守守りりりり合合合合うといううといううといううという啓啓啓啓

発発発発活動活動活動活動がががが重要重要重要重要ではないかと思うわけです。そういうではないかと思うわけです。そういうではないかと思うわけです。そういうではないかと思うわけです。そういう意味意味意味意味で、認知で、認知で、認知で、認知症症症症対策は、福祉、地域の対策は、福祉、地域の対策は、福祉、地域の対策は、福祉、地域の

見見見見守守守守りというりというりというりという意味合意味合意味合意味合いで、どうおいで、どうおいで、どうおいで、どうお考考考考えなのか。この点もお聞かせいただきたい。えなのか。この点もお聞かせいただきたい。えなのか。この点もお聞かせいただきたい。えなのか。この点もお聞かせいただきたい。

それから、地域包括それから、地域包括それから、地域包括それから、地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターでありますが、地域福祉ーでありますが、地域福祉ーでありますが、地域福祉ーでありますが、地域福祉課課課課長長長長兼兼兼兼地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア推推推推進室長進室長進室長進室長

からも答弁が出たように、地域包括ケアシステムの中からも答弁が出たように、地域包括ケアシステムの中からも答弁が出たように、地域包括ケアシステムの中からも答弁が出たように、地域包括ケアシステムの中核核核核と言えば、言と言えば、言と言えば、言と言えば、言葉葉葉葉にににに語弊語弊語弊語弊がありますがありますがありますがあります
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が、しかし、地域包括の名称がついているくらいですから、が、しかし、地域包括の名称がついているくらいですから、が、しかし、地域包括の名称がついているくらいですから、が、しかし、地域包括の名称がついているくらいですから、医療医療医療医療、介護、それから福祉、、介護、それから福祉、、介護、それから福祉、、介護、それから福祉、

そして、きのうもそして、きのうもそして、きのうもそして、きのうも指摘指摘指摘指摘しているのですが、しているのですが、しているのですが、しているのですが、警察警察警察警察もここに加わって、認知もここに加わって、認知もここに加わって、認知もここに加わって、認知症症症症も含めて、いも含めて、いも含めて、いも含めて、いろろろろ

いいいいろろろろなななな生活生活生活生活の見の見の見の見守守守守りにも関係するりにも関係するりにも関係するりにも関係する必要必要必要必要があるのではないかと。いがあるのではないかと。いがあるのではないかと。いがあるのではないかと。いずずずずれにいたしましても、れにいたしましても、れにいたしましても、れにいたしましても、

地域包括地域包括地域包括地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターはその３者で連ーはその３者で連ーはその３者で連ーはその３者で連携携携携をとるとしても、地域包括をとるとしても、地域包括をとるとしても、地域包括をとるとしても、地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターーーー自自自自身身身身がががが機機機機

能強化能強化能強化能強化されなければ、前をされなければ、前をされなければ、前をされなければ、前を向向向向いて進まないと思います。そういういて進まないと思います。そういういて進まないと思います。そういういて進まないと思います。そういう意味意味意味意味で、２で、２で、２で、２％％％％の上の上の上の上限限限限をををを満満満満

杯杯杯杯でででで使使使使っているとこっているとこっているとこっているところろろろが６が６が６が６町村町村町村町村あると。それあると。それあると。それあると。それ以以以以外外外外のとこのとこのとこのところろろろはははは困困困困っていないのかと思ったりっていないのかと思ったりっていないのかと思ったりっていないのかと思ったり

もするわけです。地域包括ケアシステム、そこまで言わなくてもいいのかなともするわけです。地域包括ケアシステム、そこまで言わなくてもいいのかなともするわけです。地域包括ケアシステム、そこまで言わなくてもいいのかなともするわけです。地域包括ケアシステム、そこまで言わなくてもいいのかなと感感感感じじじじたりもたりもたりもたりも

します。そういう点で、本します。そういう点で、本します。そういう点で、本します。そういう点で、本当当当当のとこのとこのとこのところろろろはどうなのか。なはどうなのか。なはどうなのか。なはどうなのか。なぜぜぜぜ重要重要重要重要にもかかわらにもかかわらにもかかわらにもかかわらずずずず、上、上、上、上限限限限いっいっいっいっ

ぱぱぱぱいの２いの２いの２いの２％％％％をををを使使使使いいいい切切切切る状況に、る状況に、る状況に、る状況に、至至至至っていないのか。その理っていないのか。その理っていないのか。その理っていないのか。その理由由由由をををを立立立立ちちちち入ってお聞きいたした入ってお聞きいたした入ってお聞きいたした入ってお聞きいたした

いと思うわけです。いと思うわけです。いと思うわけです。いと思うわけです。課課課課長長長長レレレレベルベルベルベルで答えにくければ、いで答えにくければ、いで答えにくければ、いで答えにくければ、いろろろろいいいいろろろろとととと政政政政策的な問策的な問策的な問策的な問題題題題がかなりかがかなりかがかなりかがかなりかぶぶぶぶ

っておりますので、っておりますので、っておりますので、っておりますので、次次次次長、部長で長、部長で長、部長で長、部長で結結結結構ですから、答弁をいただきたいと思っております。構ですから、答弁をいただきたいと思っております。構ですから、答弁をいただきたいと思っております。構ですから、答弁をいただきたいと思っております。

それから、特別養護老人ホームについては、それから、特別養護老人ホームについては、それから、特別養護老人ホームについては、それから、特別養護老人ホームについては、先先先先日、なら日、なら日、なら日、なら元気ク元気ク元気ク元気クラブラブラブラブの山本議員から質問の山本議員から質問の山本議員から質問の山本議員から質問

がございました。そのときのがございました。そのときのがございました。そのときのがございました。そのときの内容内容内容内容とととと今回今回今回今回の一の一の一の一般論般論般論般論としての特別養護老人ホームの設としての特別養護老人ホームの設としての特別養護老人ホームの設としての特別養護老人ホームの設置置置置にかにかにかにか

かわる状況について、答弁にかわる状況について、答弁にかわる状況について、答弁にかわる状況について、答弁に食食食食いいいい違違違違いがあるのか、その点だけをお聞きいたしたいと思いいがあるのか、その点だけをお聞きいたしたいと思いいがあるのか、その点だけをお聞きいたしたいと思いいがあるのか、その点だけをお聞きいたしたいと思い

ます。ます。ます。ます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長 認知認知認知認知症症症症についてお答えさせていただきます。についてお答えさせていただきます。についてお答えさせていただきます。についてお答えさせていただきます。

認知認知認知認知症症症症につきましては、知事が本会議でも、これからにつきましては、知事が本会議でも、これからにつきましては、知事が本会議でも、これからにつきましては、知事が本会議でも、これから社社社社会問会問会問会問題題題題としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく必必必必

要要要要があると答弁いたしましたが、まさにそういった対があると答弁いたしましたが、まさにそういった対があると答弁いたしましたが、まさにそういった対があると答弁いたしましたが、まさにそういった対応応応応がこれからがこれからがこれからがこれから必要必要必要必要になってくるとになってくるとになってくるとになってくると考考考考

えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。認知でございます。認知でございます。認知でございます。認知症症症症施策をこれから進めていくにあたりましては、施策をこれから進めていくにあたりましては、施策をこれから進めていくにあたりましては、施策をこれから進めていくにあたりましては、先先先先ほほほほ

どどどど申申申申しましたしましたしましたしました医療医療医療医療と、と、と、と、当当当当然然然然そのそのそのその生活生活生活生活をををを支支支支える介護、それから、委員がおえる介護、それから、委員がおえる介護、それから、委員がおえる介護、それから、委員がお述べ述べ述べ述べのように、地のように、地のように、地のように、地

域での域での域での域での支支支支ええええ合合合合いがいがいがいが欠欠欠欠かせないものになるかとかせないものになるかとかせないものになるかとかせないものになるかと考考考考えております。えております。えております。えております。

一一一一般般般般の方の見の方の見の方の見の方の見守守守守りなのですけれども、認知りなのですけれども、認知りなのですけれども、認知りなのですけれども、認知症サ症サ症サ症サポポポポーーーータタタターの養成をーの養成をーの養成をーの養成をややややっておりまして、なっておりまして、なっておりまして、なっておりまして、な

かなかかなかかなかかなか数数数数もそんなにもそんなにもそんなにもそんなにふふふふえているわけではないのですが、認知えているわけではないのですが、認知えているわけではないのですが、認知えているわけではないのですが、認知症症症症についての知についての知についての知についての知識識識識をををを持持持持っていっていっていってい

ただく一ただく一ただく一ただく一般般般般の県の県の県の県民民民民の方をの方をの方をの方をふふふふややややしていくことで、地域で例えば認知していくことで、地域で例えば認知していくことで、地域で例えば認知していくことで、地域で例えば認知症症症症の方がの方がの方がの方が徘徘徘徘回回回回されていたされていたされていたされていた

ら、おら、おら、おら、お声声声声をかけていただくといった地域をかけていただくといった地域をかけていただくといった地域をかけていただくといった地域づづづづくりがこれからくりがこれからくりがこれからくりがこれから必要必要必要必要になってくるかと思います。になってくるかと思います。になってくるかと思います。になってくるかと思います。

それには、まさしく地域包括ケアシステムの構築、認知それには、まさしく地域包括ケアシステムの構築、認知それには、まさしく地域包括ケアシステムの構築、認知それには、まさしく地域包括ケアシステムの構築、認知症症症症になられても、その地域でになられても、その地域でになられても、その地域でになられても、その地域で医療医療医療医療、、、、

介護、それから保健であるとか、い介護、それから保健であるとか、い介護、それから保健であるとか、い介護、それから保健であるとか、いろろろろいいいいろろろろななななササササーーーービビビビスが受けられ、かつ、地域の中での見スが受けられ、かつ、地域の中での見スが受けられ、かつ、地域の中での見スが受けられ、かつ、地域の中での見

守守守守りができるようなりができるようなりができるようなりができるような体制づ体制づ体制づ体制づくりを進めていくくりを進めていくくりを進めていくくりを進めていく必要必要必要必要があると思っております。があると思っております。があると思っております。があると思っております。モデルモデルモデルモデル事事事事業業業業をををを

含めて、地域包括ケア含めて、地域包括ケア含めて、地域包括ケア含めて、地域包括ケア推推推推進室ができましたので、進室ができましたので、進室ができましたので、進室ができましたので、市町村市町村市町村市町村をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり支援支援支援支援していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考

えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。
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それからもう一つ、地域包括それからもう一つ、地域包括それからもう一つ、地域包括それからもう一つ、地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターのことでございます。なーのことでございます。なーのことでございます。なーのことでございます。なぜぜぜぜ２２２２％％％％上上上上限限限限までまでまでまで使使使使わわわわ

ないのかというとこないのかというとこないのかというとこないのかというところろろろですが、ですが、ですが、ですが、具体具体具体具体的に聞いた的に聞いた的に聞いた的に聞いた話話話話ではないのですが、１つは、介護保ではないのですが、１つは、介護保ではないのですが、１つは、介護保ではないのですが、１つは、介護保険険険険のののの

保保保保険料険料険料険料がががが約約約約２割ほど２割ほど２割ほど２割ほど財源財源財源財源が入ってまいります。が入ってまいります。が入ってまいります。が入ってまいります。要要要要するに、たくさんするに、たくさんするに、たくさんするに、たくさん使使使使えば保えば保えば保えば保険料険料険料険料が上がるが上がるが上がるが上がる

要要要要因因因因になることは、になることは、になることは、になることは、若干若干若干若干それはあるのかと思います。ただ、地域包括ケアも平成１８年それはあるのかと思います。ただ、地域包括ケアも平成１８年それはあるのかと思います。ただ、地域包括ケアも平成１８年それはあるのかと思います。ただ、地域包括ケアも平成１８年ぐぐぐぐ

らいかららいかららいかららいからセンタセンタセンタセンターができて、包括ケアを進めましーができて、包括ケアを進めましーができて、包括ケアを進めましーができて、包括ケアを進めましょょょょうということだったのですが、どうということだったのですが、どうということだったのですが、どうということだったのですが、どちちちちらららら

かというと、介護かというと、介護かというと、介護かというと、介護予防予防予防予防にににに重重重重点が点が点が点が置置置置かれてかれてかれてかれて動動動動き出したとこき出したとこき出したとこき出したところろろろがありました。これから地域包がありました。これから地域包がありました。これから地域包がありました。これから地域包

括ケアシステムでは括ケアシステムでは括ケアシステムでは括ケアシステムでは医療医療医療医療がががが欠欠欠欠かせないものになってまいりますので、国でもかせないものになってまいりますので、国でもかせないものになってまいりますので、国でもかせないものになってまいりますので、国でも医療医療医療医療、介護の、介護の、介護の、介護の

連連連連携携携携ということでということでということでということで新新新新しいしいしいしい推推推推進進進進法法法法をつくってをつくってをつくってをつくって打打打打ちちちち出してまいりましたので、出してまいりましたので、出してまいりましたので、出してまいりましたので、市町村市町村市町村市町村にもこれにもこれにもこれにもこれ

から包括ケアをしっかりから包括ケアをしっかりから包括ケアをしっかりから包括ケアをしっかりややややっていくということが出てくるように、県もっていくということが出てくるように、県もっていくということが出てくるように、県もっていくということが出てくるように、県も市町村市町村市町村市町村をををを回回回回ってってってって支支支支

援援援援しているとこしているとこしているとこしているところろろろですが、これからはですが、これからはですが、これからはですが、これからはややややはりはりはりはり必要必要必要必要なことになことになことになことに必要必要必要必要なななな財源財源財源財源をををを使使使使っていただけるっていただけるっていただけるっていただける

ようになるのではないかと思っているとこようになるのではないかと思っているとこようになるのではないかと思っているとこようになるのではないかと思っているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長 先先先先日本会議で、山本議員から質問のあった日本会議で、山本議員から質問のあった日本会議で、山本議員から質問のあった日本会議で、山本議員から質問のあった内容内容内容内容とそごはないのかととそごはないのかととそごはないのかととそごはないのかと

いうことでございますけれども、いうことでございますけれども、いうことでございますけれども、いうことでございますけれども、先先先先日の答弁といたしましては、日の答弁といたしましては、日の答弁といたしましては、日の答弁といたしましては、市町村等市町村等市町村等市町村等における特別養における特別養における特別養における特別養

護老人ホームの設護老人ホームの設護老人ホームの設護老人ホームの設置等置等置等置等を含めまして、を含めまして、を含めまして、を含めまして、需需需需要等要等要等要等をををを考考考考えたときに、どうなっているのか。それえたときに、どうなっているのか。それえたときに、どうなっているのか。それえたときに、どうなっているのか。それ

について配について配について配について配置置置置基準に基準に基準に基準に沿沿沿沿ってきってきってきってきちちちちんと配分しているのかというご質問だったと思います。んと配分しているのかというご質問だったと思います。んと配分しているのかというご質問だったと思います。んと配分しているのかというご質問だったと思います。先先先先

ほど答弁させていただいたように、ほど答弁させていただいたように、ほど答弁させていただいたように、ほど答弁させていただいたように、各市町村各市町村各市町村各市町村におきますにおきますにおきますにおきます要要要要介護者の状況、また、それに介護者の状況、また、それに介護者の状況、また、それに介護者の状況、また、それに伴伴伴伴

って特別養護老人ホームの設って特別養護老人ホームの設って特別養護老人ホームの設って特別養護老人ホームの設置置置置状況状況状況状況等等等等も含めて配分も含めて配分も含めて配分も含めて配分等等等等、設、設、設、設置置置置基準の基基準の基基準の基基準の基礎礎礎礎としておりますのとしておりますのとしておりますのとしておりますの

で、前で、前で、前で、前回回回回お答えしたお答えしたお答えしたお答えした内容内容内容内容とはそごはないととはそごはないととはそごはないととはそごはないと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 この特別養護老人ホームの設この特別養護老人ホームの設この特別養護老人ホームの設この特別養護老人ホームの設置置置置についての答えは、承っておきたいと思いまについての答えは、承っておきたいと思いまについての答えは、承っておきたいと思いまについての答えは、承っておきたいと思いま

す。す。す。す。

それから、地域包括ケアシステムをそれから、地域包括ケアシステムをそれから、地域包括ケアシステムをそれから、地域包括ケアシステムを充充充充実したものにするには、とても地域包括実したものにするには、とても地域包括実したものにするには、とても地域包括実したものにするには、とても地域包括支援セン支援セン支援セン支援セン

タタタターのーのーのーの役役役役割は割は割は割は重要重要重要重要だだだだろろろろうと思うわけで、うと思うわけで、うと思うわけで、うと思うわけで、各各各各地域の地域の地域の地域の市町村市町村市町村市町村ははははセンタセンタセンタセンターのーのーのーの機能機能機能機能状況を一度き状況を一度き状況を一度き状況を一度きちちちち

っとっとっとっと把握把握把握把握されてはどうだされてはどうだされてはどうだされてはどうだろろろろうかと、うかと、うかと、うかと、提提提提案しておきます。これは案しておきます。これは案しておきます。これは案しておきます。これは要望要望要望要望とお聞きいただければとお聞きいただければとお聞きいただければとお聞きいただければ

ありがたいと思います。ありがたいと思います。ありがたいと思います。ありがたいと思います。

それから、認知それから、認知それから、認知それから、認知症症症症の関係については、の関係については、の関係については、の関係については、家族家族家族家族の見の見の見の見守守守守り、あるいは地域の見り、あるいは地域の見り、あるいは地域の見り、あるいは地域の見守守守守りといったもりといったもりといったもりといったも

のがこれから大のがこれから大のがこれから大のがこれから大変重要変重要変重要変重要になり、そのような対策もになり、そのような対策もになり、そのような対策もになり、そのような対策も今今今今、、、、始始始始めたとこめたとこめたとこめたところろろろだとだとだとだと報告報告報告報告がございましがございましがございましがございまし

た。これは大た。これは大た。これは大た。これは大急ぎ急ぎ急ぎ急ぎででででややややらないことには、らないことには、らないことには、らないことには、全全全全国で８００国で８００国で８００国で８００万万万万人、人、人、人、類類類類推推推推で奈良県に８で奈良県に８で奈良県に８で奈良県に８万万万万人の人が人の人が人の人が人の人が

いるのかと。そういういるのかと。そういういるのかと。そういういるのかと。そういう意味意味意味意味で、現状で、現状で、現状で、現状把握把握把握把握も大も大も大も大切切切切、そして、、そして、、そして、、そして、早期早期早期早期発見を発見を発見を発見を医医医医者者者者頼み頼み頼み頼みでだけではでだけではでだけではでだけでは

なくて、地域の力によってなくて、地域の力によってなくて、地域の力によってなくて、地域の力によって高高高高めていくようにめていくようにめていくようにめていくように頑張頑張頑張頑張ってもらい、これからのってもらい、これからのってもらい、これからのってもらい、これからの展展展展開をしっかり開をしっかり開をしっかり開をしっかり

ととととややややっていただきたいことをっていただきたいことをっていただきたいことをっていただきたいことを要望要望要望要望して、して、して、して、終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。
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○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ４点お４点お４点お４点お尋ね尋ね尋ね尋ねします。します。します。します。

初初初初めに、地域包括ケアめに、地域包括ケアめに、地域包括ケアめに、地域包括ケア推推推推進基進基進基進基金金金金のののの活用活用活用活用について、について、について、について、監監監監査委員査委員査委員査委員報告報告報告報告の４４ページです。の４４ページです。の４４ページです。の４４ページです。

地域包括ケアシステムの構築を地域で進めていく地域包括ケアシステムの構築を地域で進めていく地域包括ケアシステムの構築を地域で進めていく地域包括ケアシステムの構築を地域で進めていく提提提提起起起起は、は、は、は、既既既既に介護保に介護保に介護保に介護保険険険険の第５の第５の第５の第５期期期期計計計計画画画画のののの

時時時時点で出されておりました。県ではそれを受けて、地域包括ケア基点で出されておりました。県ではそれを受けて、地域包括ケア基点で出されておりました。県ではそれを受けて、地域包括ケア基点で出されておりました。県ではそれを受けて、地域包括ケア基金金金金を２０１２年４月にを２０１２年４月にを２０１２年４月にを２０１２年４月に

つくられたと思いますが、２０１３年度はつくられたと思いますが、２０１３年度はつくられたと思いますが、２０１３年度はつくられたと思いますが、２０１３年度は活用活用活用活用がががが全全全全くありませんでしたが、これはどうしくありませんでしたが、これはどうしくありませんでしたが、これはどうしくありませんでしたが、これはどうし

てでしてでしてでしてでしょょょょうか。うか。うか。うか。今後今後今後今後、どのように、どのように、どのように、どのように活用活用活用活用されていくのでしされていくのでしされていくのでしされていくのでしょょょょうか。また、うか。また、うか。また、うか。また、活用活用活用活用額額額額はどの程度はどの程度はどの程度はどの程度

予予予予定されているのでし定されているのでし定されているのでし定されているのでしょょょょうか。これが１点です。うか。これが１点です。うか。これが１点です。うか。これが１点です。

２点目は、２点目は、２点目は、２点目は、監監監監査委員査委員査委員査委員報告報告報告報告の４３ページの介護職員の４３ページの介護職員の４３ページの介護職員の４３ページの介護職員処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善等支援等支援等支援等支援基基基基金金金金についてです。についてです。についてです。についてです。

介護職員介護職員介護職員介護職員処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善等支援等支援等支援等支援基基基基金金金金は前年度現在は前年度現在は前年度現在は前年度現在額額額額１１１１１１１１億億億億４４４４，７９，７９，７９，７９８８８８万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円に対して、に対して、に対して、に対して、

決算年度決算年度決算年度決算年度末末末末の現在の現在の現在の現在額額額額が６が６が６が６億億億億５５５５，９，９，９，９２６２６２６２６万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円で、４で、４で、４で、４億億億億９，９，９，９，１１１１１１１１１１１１万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円

がががが活用活用活用活用されておりますが、そのされておりますが、そのされておりますが、そのされておりますが、その活用活用活用活用のののの内内内内訳訳訳訳はどのようになっているでしはどのようになっているでしはどのようになっているでしはどのようになっているでしょょょょうか。おうか。おうか。おうか。お尋ね尋ね尋ね尋ねいいいい

たします。たします。たします。たします。

３点目は、３点目は、３点目は、３点目は、重要課題重要課題重要課題重要課題の８３ページ、障害者のの８３ページ、障害者のの８３ページ、障害者のの８３ページ、障害者の雇用雇用雇用雇用ですが、奈良県のですが、奈良県のですが、奈良県のですが、奈良県の工賃工賃工賃工賃向向向向上計上計上計上計画画画画についについについについ

てです。てです。てです。てです。

奈良県の障害者の奈良県の障害者の奈良県の障害者の奈良県の障害者の雇用雇用雇用雇用率率率率は、一は、一は、一は、一般般般般就労就労就労就労はははは全全全全国第３国第３国第３国第３位位位位と上と上と上と上位位位位をををを占占占占めているのですけれども、めているのですけれども、めているのですけれども、めているのですけれども、

県県県県立立立立特別特別特別特別支援学支援学支援学支援学校卒校卒校卒校卒業生業生業生業生の進の進の進の進路路路路状況で見ますと、２０１３年度特別状況で見ますと、２０１３年度特別状況で見ますと、２０１３年度特別状況で見ますと、２０１３年度特別支援学支援学支援学支援学校校校校１０１０１０１０校校校校のののの卒卒卒卒業業業業

生生生生２４８人のう２４８人のう２４８人のう２４８人のうちちちち一一一一般般般般企企企企業等業等業等業等にににに就就就就職した者が２６職した者が２６職した者が２６職した者が２６％％％％で６４人、障害福祉で６４人、障害福祉で６４人、障害福祉で６４人、障害福祉ササササーーーービビビビスススス利用利用利用利用が６が６が６が６

７％７％７％７％で１６で１６で１６で１６７７７７人です。奈良県で福祉人です。奈良県で福祉人です。奈良県で福祉人です。奈良県で福祉ササササーーーービビビビス事ス事ス事ス事業所業所業所業所でででで働働働働く障害のある人のく障害のある人のく障害のある人のく障害のある人の工賃工賃工賃工賃がとてもがとてもがとてもがとても低低低低

いために、２０１２年度から２０１４年度にかけて奈良県いために、２０１２年度から２０１４年度にかけて奈良県いために、２０１２年度から２０１４年度にかけて奈良県いために、２０１２年度から２０１４年度にかけて奈良県工賃工賃工賃工賃向向向向上計上計上計上計画画画画のもとでのもとでのもとでのもとで工賃工賃工賃工賃向向向向上上上上

にににに取取取取りりりり組組組組んでこられましたけれども、その対んでこられましたけれども、その対んでこられましたけれども、その対んでこられましたけれども、その対象象象象となってる事となってる事となってる事となってる事業所数業所数業所数業所数、、、、及び及び及び及び対対対対象象象象者者者者数数数数はどのはどのはどのはどの

くらいでしくらいでしくらいでしくらいでしょょょょうか。また、どのようなうか。また、どのようなうか。また、どのようなうか。また、どのような仕仕仕仕事をされているのでし事をされているのでし事をされているのでし事をされているのでしょょょょうか。成うか。成うか。成うか。成果果果果はどうでしはどうでしはどうでしはどうでしょょょょ

うか。うか。うか。うか。全全全全国の中で奈良県の国の中で奈良県の国の中で奈良県の国の中で奈良県の工賃工賃工賃工賃はははは何番何番何番何番目になるのでし目になるのでし目になるのでし目になるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。今後今後今後今後、福祉的、福祉的、福祉的、福祉的就労就労就労就労へへへへのののの支援支援支援支援

はどのようにはどのようにはどのようにはどのように強強強強めていかれるのでしめていかれるのでしめていかれるのでしめていかれるのでしょょょょうか。おうか。おうか。おうか。お尋ね尋ね尋ね尋ねいたします。いたします。いたします。いたします。

４点目ですが、４点目ですが、４点目ですが、４点目ですが、児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待対策です。これも対策です。これも対策です。これも対策です。これも主要主要主要主要施策の成施策の成施策の成施策の成果果果果の６０ページから６１ページの６０ページから６１ページの６０ページから６１ページの６０ページから６１ページ

にあります。にあります。にあります。にあります。７７７７月から８月にかけまして月から８月にかけまして月から８月にかけまして月から８月にかけまして全全全全国で国で国で国で児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待件件件件数数数数がががが７７７７万万万万件を件を件を件を超超超超えるとか、県のえるとか、県のえるとか、県のえるとか、県の

こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センターーーーやややや県県県県内市町村内市町村内市町村内市町村からからからから寄寄寄寄せられた２０１３年度のせられた２０１３年度のせられた２０１３年度のせられた２０１３年度の児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待に関するに関するに関するに関する相相相相

談談談談件件件件数数数数がががが過去最過去最過去最過去最高高高高ということで、５年連ということで、５年連ということで、５年連ということで、５年連続増続増続増続増加の一加の一加の一加の一途途途途ということがということがということがということが報報報報道道道道されておりました。されておりました。されておりました。されておりました。

ことしのことしのことしのことしの春春春春も、４歳の女のも、４歳の女のも、４歳の女のも、４歳の女の子子子子がががが父母父母父母父母からからからから振振振振りりりり回回回回されるされるされるされる暴暴暴暴力を受けて、力を受けて、力を受けて、力を受けて、脳脳脳脳がががが壊壊壊壊されて、いまされて、いまされて、いまされて、いま

だにだにだにだに意識不意識不意識不意識不明のまま、明のまま、明のまま、明のまま、父母父母父母父母はははは逮捕逮捕逮捕逮捕というというというというニュニュニュニュースがースがースがースが伝伝伝伝えられておりましたが、それでおえられておりましたが、それでおえられておりましたが、それでおえられておりましたが、それでお尋尋尋尋

ねねねねしたいのは、２０１３年度の県こどもしたいのは、２０１３年度の県こどもしたいのは、２０１３年度の県こどもしたいのは、２０１３年度の県こども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センターのーのーのーの相談相談相談相談対対対対応応応応件件件件数数数数、、、、虐虐虐虐待待待待のののの種種種種類類類類別別別別
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数数数数、、、、虐虐虐虐待待待待のののの重重重重度、度、度、度、軽軽軽軽度別の状況度別の状況度別の状況度別の状況及び及び及び及び児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉司司司司１人１人１人１人当当当当たりのたりのたりのたりの担当担当担当担当件件件件数数数数はどのようになってはどのようになってはどのようになってはどのようになって

いるのでしいるのでしいるのでしいるのでしょょょょうか。また、このようにうか。また、このようにうか。また、このようにうか。また、このように増増増増加する中で、どのように対加する中で、どのように対加する中で、どのように対加する中で、どのように対応応応応され、され、され、され、虐虐虐虐待待待待をなくしをなくしをなくしをなくし

ていくために、どのような対策を進めていこうとされているのか、おていくために、どのような対策を進めていこうとされているのか、おていくために、どのような対策を進めていこうとされているのか、おていくために、どのような対策を進めていこうとされているのか、お尋ね尋ね尋ね尋ねいたします。いたします。いたします。いたします。以以以以

上です。上です。上です。上です。

○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長 地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア推推推推進基進基進基進基金金金金についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでごでごでごでご

ざいました。ざいました。ざいました。ざいました。

委員がお委員がお委員がお委員がお尋ね尋ね尋ね尋ねの地域包括ケアの地域包括ケアの地域包括ケアの地域包括ケア推推推推進基進基進基進基金金金金は、平成２４年度に介護保は、平成２４年度に介護保は、平成２４年度に介護保は、平成２４年度に介護保険険険険のののの財政安財政安財政安財政安定定定定化化化化基基基基金金金金をををを

取取取取りりりり崩崩崩崩し、県し、県し、県し、県拠拠拠拠出分である８出分である８出分である８出分である８億円億円億円億円を、を、を、を、高齢高齢高齢高齢者が者が者が者が住住住住みみみみなれた地域でなれた地域でなれた地域でなれた地域で安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けられけられけられけられ

るよう、地域包括ケアシステムを構築するための事るよう、地域包括ケアシステムを構築するための事るよう、地域包括ケアシステムを構築するための事るよう、地域包括ケアシステムを構築するための事業等業等業等業等を実施するためにを実施するためにを実施するためにを実施するために積積積積みみみみ立立立立てたものてたものてたものてたもの

でございます。この基でございます。この基でございます。この基でございます。この基金金金金については、については、については、については、今回今回今回今回、介護保、介護保、介護保、介護保険制険制険制険制度の度の度の度の改正改正改正改正があったわけでございまがあったわけでございまがあったわけでございまがあったわけでございま

すが、このすが、このすが、このすが、この改正改正改正改正もももも視視視視野に入れつつ、地域包括ケアシステムの構築に野に入れつつ、地域包括ケアシステムの構築に野に入れつつ、地域包括ケアシステムの構築に野に入れつつ、地域包括ケアシステムの構築に有有有有効効効効なななな使使使使いいいい道道道道がどういがどういがどういがどうい

うものかうものかうものかうものか検討検討検討検討をををを重ね重ね重ね重ねてきたとこてきたとこてきたとこてきたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。今今今今年度から、ま年度から、ま年度から、ま年度から、まずずずず１つ目は、１つ目は、１つ目は、１つ目は、市町村市町村市町村市町村の地の地の地の地

域包括ケアシステム構築に域包括ケアシステム構築に域包括ケアシステム構築に域包括ケアシステム構築に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み支援組み支援組み支援組み支援のために、のために、のために、のために、新新新新たに設たに設たに設たに設置置置置いたしました地域包いたしました地域包いたしました地域包いたしました地域包

括ケア括ケア括ケア括ケア推推推推進室が保健進室が保健進室が保健進室が保健所所所所と連と連と連と連携携携携してしてしてして支援チ支援チ支援チ支援チームをつくり、ームをつくり、ームをつくり、ームをつくり、市町村市町村市町村市町村にににに赴赴赴赴きましてきましてきましてきまして助助助助言言言言指導指導指導指導を行を行を行を行

う地域包括ケアう地域包括ケアう地域包括ケアう地域包括ケア推推推推進進進進チチチチームームームーム運営運営運営運営事事事事業業業業、それから、、それから、、それから、、それから、医療医療医療医療、介護に関する、介護に関する、介護に関する、介護に関するデデデデーーーータタタタから包括ケアから包括ケアから包括ケアから包括ケア

に係る現状に係る現状に係る現状に係る現状や課題や課題や課題や課題をををを市町村市町村市町村市町村にににに提示提示提示提示する見えるする見えるする見えるする見える化活用化活用化活用化活用事事事事業業業業といったものに基といったものに基といったものに基といったものに基金金金金をををを活用活用活用活用するこするこするこするこ

ととしたとこととしたとこととしたとこととしたところろろろでございます。また、地域包括ケア構築でございます。また、地域包括ケア構築でございます。また、地域包括ケア構築でございます。また、地域包括ケア構築支援支援支援支援事事事事業業業業として、として、として、として、市町村市町村市町村市町村がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞ

れの地域におけるれの地域におけるれの地域におけるれの地域における社社社社会会会会資源資源資源資源に係る情に係る情に係る情に係る情報報報報共有ツ共有ツ共有ツ共有ツーーーールルルルをつくっていただくものに対して１をつくっていただくものに対して１をつくっていただくものに対して１をつくっていただくものに対して１市町市町市町市町

村当村当村当村当たり２００たり２００たり２００たり２００万円万円万円万円を、また、地域を、また、地域を、また、地域を、また、地域住住住住民民民民がおがおがおがお互互互互いにいにいにいに支支支支ええええ合合合合うことができるうことができるうことができるうことができる仕組みづ仕組みづ仕組みづ仕組みづくりのくりのくりのくりの

ために１ために１ために１ために１市町村当市町村当市町村当市町村当たり１００たり１００たり１００たり１００万円万円万円万円を、それを、それを、それを、それぞぞぞぞれ６れ６れ６れ６市町村市町村市町村市町村に対してに対してに対してに対して補補補補助助助助するするするする仕組み仕組み仕組み仕組みをつくりをつくりをつくりをつくり

ました。こういった事ました。こういった事ました。こういった事ました。こういった事業業業業をををを合合合合わせまして、３わせまして、３わせまして、３わせまして、３，，，，４５８４５８４５８４５８万円万円万円万円をををを今今今今年度、年度、年度、年度、使使使使わせていただくわせていただくわせていただくわせていただく予予予予

定としているとこ定としているとこ定としているとこ定としているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

今後今後今後今後も地域包括ケアシステムをも地域包括ケアシステムをも地域包括ケアシステムをも地域包括ケアシステムを着着着着実に進めていくために、この基実に進めていくために、この基実に進めていくために、この基実に進めていくために、この基金金金金をどのようにをどのようにをどのようにをどのように活用活用活用活用しししし

ていけばよいのか。ていけばよいのか。ていけばよいのか。ていけばよいのか。市町村市町村市町村市町村がどういったがどういったがどういったがどういった取取取取りりりり組み組み組み組みをしていくのか、そのをしていくのか、そのをしていくのか、そのをしていくのか、その取取取取りりりり組み組み組み組み状況も見状況も見状況も見状況も見

ながら、ながら、ながら、ながら、昨昨昨昨年度、年度、年度、年度、庁庁庁庁内内内内に設に設に設に設置置置置しました健康長しました健康長しました健康長しました健康長寿寿寿寿ままままちづちづちづちづくりくりくりくり検討検討検討検討会議会議会議会議等等等等でしっかり議でしっかり議でしっかり議でしっかり議論論論論をしをしをしをし

ながら、本県の包括ケアながら、本県の包括ケアながら、本県の包括ケアながら、本県の包括ケア推推推推進にこの基進にこの基進にこの基進にこの基金金金金をををを今後今後今後今後ともともともとも活用活用活用活用していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。以以以以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長 介護職員介護職員介護職員介護職員処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善等支援等支援等支援等支援基基基基金金金金についてのについてのについてのについての内内内内訳訳訳訳等等等等はどうなっているのはどうなっているのはどうなっているのはどうなっているの

かでございました。かでございました。かでございました。かでございました。

ままままずずずず、介護職員、介護職員、介護職員、介護職員処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善等支援等支援等支援等支援基基基基金金金金につきましては、平成２１年の国のにつきましては、平成２１年の国のにつきましては、平成２１年の国のにつきましては、平成２１年の国の経経経経済危済危済危済危機機機機対策に対策に対策に対策に
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よる介護職員よる介護職員よる介護職員よる介護職員処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善等等等等臨臨臨臨時時時時特例特例特例特例交付金交付金交付金交付金をををを財源財源財源財源とするものでございまして、その基とするものでございまして、その基とするものでございまして、その基とするものでございまして、その基金金金金をををを活活活活

用用用用した事した事した事した事業業業業につきましては、介護職員のにつきましては、介護職員のにつきましては、介護職員のにつきましては、介護職員の処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善をををを支援支援支援支援する事する事する事する事業業業業と施設のと施設のと施設のと施設の円滑円滑円滑円滑な開設をな開設をな開設をな開設を支支支支

援援援援する事する事する事する事業業業業の２つでございます。このうの２つでございます。このうの２つでございます。このうの２つでございます。このうちちちち介護職員の介護職員の介護職員の介護職員の処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善をををを支援支援支援支援する事する事する事する事業業業業につきましにつきましにつきましにつきまし

ては、介護職員のては、介護職員のては、介護職員のては、介護職員の賃賃賃賃金改金改金改金改善善善善にににに充当充当充当充当するためのするためのするためのするための交付金交付金交付金交付金を事を事を事を事業業業業者に者に者に者に給給給給付付付付するものでございますするものでございますするものでございますするものでございます

けれども、介護けれども、介護けれども、介護けれども、介護報報報報酬酬酬酬の中のの中のの中のの中の処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善加算加算加算加算へへへへ移移移移行したことに行したことに行したことに行したことに伴伴伴伴いまして、平成２４年１１月いまして、平成２４年１１月いまして、平成２４年１１月いまして、平成２４年１１月

をもってをもってをもってをもって終終終終了いたしました。了いたしました。了いたしました。了いたしました。

もう一つもう一つもう一つもう一つ残残残残っております施設のっております施設のっております施設のっております施設の円滑円滑円滑円滑な開設をな開設をな開設をな開設を支援支援支援支援するための事するための事するための事するための事業業業業といたしましては、開といたしましては、開といたしましては、開といたしましては、開

設前の職員設前の職員設前の職員設前の職員訓練訓練訓練訓練のためののためののためののための雇雇雇雇い上い上い上い上げやげやげやげや、備、備、備、備品購品購品購品購入などの入などの入などの入などの経費経費経費経費に対してに対してに対してに対して補補補補助助助助を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っているとこ

ろろろろでございます。この介護職員でございます。この介護職員でございます。この介護職員でございます。この介護職員処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善等支援等支援等支援等支援基基基基金金金金につきましては、平成２６年度でにつきましては、平成２６年度でにつきましては、平成２６年度でにつきましては、平成２６年度で終終終終了了了了

することになっておりますので、平成２することになっておりますので、平成２することになっておりますので、平成２することになっておりますので、平成２７７７７年度年度年度年度以以以以降降降降は、は、は、は、消費消費消費消費税税税税増増増増収収収収分を分を分を分を活用活用活用活用しましたしましたしましたしました財政財政財政財政

支援制支援制支援制支援制度を度を度を度を活用活用活用活用して介護職員のして介護職員のして介護職員のして介護職員の労労労労働働働働環境環境環境環境や研修や研修や研修や研修などのなどのなどのなどの処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善をををを図図図図ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考考考考ええええ

ております。ております。ております。ております。

なお、なお、なお、なお、内内内内訳訳訳訳につきましては、平成２５年度におきましては３につきましては、平成２５年度におきましては３につきましては、平成２５年度におきましては３につきましては、平成２５年度におきましては３億億億億９，９，９，９，４８０４８０４８０４８０万円万円万円万円を施設のを施設のを施設のを施設の

円滑円滑円滑円滑な開設をな開設をな開設をな開設を支援支援支援支援する事する事する事する事業業業業としてとしてとしてとして支支支支払払払払ったとこったとこったとこったところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 障害者の障害者の障害者の障害者の工賃工賃工賃工賃向向向向上の上の上の上の取取取取りりりり組み組み組み組みにつきましてお答えいたします。につきましてお答えいたします。につきましてお答えいたします。につきましてお答えいたします。

障害のある人が障害のある人が障害のある人が障害のある人が誇誇誇誇りとりとりとりと生生生生きがいをきがいをきがいをきがいを感感感感じじじじながら地域でながら地域でながら地域でながら地域で自自自自立立立立したしたしたした生活生活生活生活をををを送送送送るためには、るためには、るためには、るためには、就労就労就労就労

を通を通を通を通じじじじたたたた社社社社会会会会参参参参加の実現が加の実現が加の実現が加の実現が重要重要重要重要であることから、であることから、であることから、であることから、雇用雇用雇用雇用のののの促促促促進を障害者施策の大きな進を障害者施策の大きな進を障害者施策の大きな進を障害者施策の大きな柱柱柱柱の一の一の一の一

つとしてつとしてつとしてつとして位位位位置づ置づ置づ置づけ、一け、一け、一け、一般般般般就労就労就労就労と福祉的と福祉的と福祉的と福祉的就労就労就労就労のののの両面両面両面両面からそのからそのからそのからその支援支援支援支援にににに取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろでででで

ございます。委員がおございます。委員がおございます。委員がおございます。委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、とりわけ一のとおり、とりわけ一のとおり、とりわけ一のとおり、とりわけ一般般般般就労就労就労就労がががが困難困難困難困難な人には、な人には、な人には、な人には、就労継就労継就労継就労継続支援続支援続支援続支援ＢＢＢＢ

型型型型事事事事業所業所業所業所などの福祉的などの福祉的などの福祉的などの福祉的就労就労就労就労におけるにおけるにおけるにおける工賃工賃工賃工賃のののの向向向向上を上を上を上を図図図図ることがることがることがることが重要重要重要重要であると認であると認であると認であると認識識識識しておりましておりましておりましておりま

す。県す。県す。県す。県内内内内にはにはにはには約約約約９９９９０の０の０の０のＢ型Ｂ型Ｂ型Ｂ型事事事事業所業所業所業所があり、１があり、１があり、１があり、１，，，，０００名を０００名を０００名を０００名を超超超超える障害のある人がえる障害のある人がえる障害のある人がえる障害のある人が就労就労就労就労し、し、し、し、

ククククッッッッキキキキーなどのーなどのーなどのーなどの焼焼焼焼きききき菓子菓子菓子菓子、、、、パパパパンンンン、さをり、さをり、さをり、さをり織織織織りなどのりなどのりなどのりなどの手手手手工芸品工芸品工芸品工芸品等等等等のののの生生生生産産産産活動活動活動活動、、、、印刷印刷印刷印刷、、、、清掃清掃清掃清掃なななな

どのどのどのどの業業業業務を行っています。しかしながら、小務を行っています。しかしながら、小務を行っています。しかしながら、小務を行っています。しかしながら、小規模規模規模規模な事な事な事な事業所業所業所業所が多く、が多く、が多く、が多く、利用利用利用利用者に者に者に者に支支支支払払払払われる平われる平われる平われる平

成２５年度の平成２５年度の平成２５年度の平成２５年度の平均工賃均工賃均工賃均工賃の月の月の月の月額額額額でございますが、１でございますが、１でございますが、１でございますが、１万万万万３３３３，，，，８５６８５６８５６８５６円円円円と、まだまだと、まだまだと、まだまだと、まだまだ低低低低い状況にい状況にい状況にい状況に

あります。平成２４年度のあります。平成２４年度のあります。平成２４年度のあります。平成２４年度の数数数数字字字字ですが、ですが、ですが、ですが、全全全全国で３３国で３３国で３３国で３３番番番番目でございます。県ではこれまで事目でございます。県ではこれまで事目でございます。県ではこれまで事目でございます。県ではこれまで事

業所業所業所業所のののの経営経営経営経営者者者者やややや職員の職員の職員の職員の意識改意識改意識改意識改革革革革をはをはをはをはじじじじめ、め、め、め、授産商品授産商品授産商品授産商品の開発の開発の開発の開発やややや販売拡販売拡販売拡販売拡大、大、大、大、農農農農業業業業分野分野分野分野へへへへののののチチチチャャャャ

レンレンレンレンジなど、福祉的ジなど、福祉的ジなど、福祉的ジなど、福祉的就労就労就労就労におけるにおけるにおけるにおける工賃工賃工賃工賃向向向向上に上に上に上に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みをををを推推推推進してきたとこ進してきたとこ進してきたとこ進してきたところろろろです。です。です。です。

平成２５年度からは平成２５年度からは平成２５年度からは平成２５年度からは新新新新たに障害者たに障害者たに障害者たに障害者優優優優先調達推先調達推先調達推先調達推進進進進法法法法に基に基に基に基づづづづくくくく優優優優先調達先調達先調達先調達方方方方針針針針を定めまして、を定めまして、を定めまして、を定めまして、

障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉課課課課が受発が受発が受発が受発注窓注窓注窓注窓口となって、口となって、口となって、口となって、全庁全庁全庁全庁的に障害者的に障害者的に障害者的に障害者就労就労就労就労施設施設施設施設等等等等からのからのからのからの物品物品物品物品、、、、役役役役務務務務等等等等のののの調達調達調達調達

をををを推推推推進しているとこ進しているとこ進しているとこ進しているところろろろです。平成２６年度はです。平成２６年度はです。平成２６年度はです。平成２６年度は優優優優先調達先調達先調達先調達の目の目の目の目標額標額標額標額を５００を５００を５００を５００万円万円万円万円と定め、よりと定め、よりと定め、よりと定め、より
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積積積積極極極極的な的な的な的な調達調達調達調達にににに取取取取りりりり組組組組んでいます。んでいます。んでいます。んでいます。具体具体具体具体的な的な的な的な調達調達調達調達のののの内容内容内容内容といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、パパパパンンンンフフフフレットレットレットレット

等等等等のののの印刷印刷印刷印刷、、、、屋屋屋屋上上上上広場広場広場広場のののの除草除草除草除草作業作業作業作業、執務室、執務室、執務室、執務室内内内内のののの清掃清掃清掃清掃、、、、公用公用公用公用車車車車のののの洗車洗車洗車洗車、、、、廃棄文廃棄文廃棄文廃棄文書書書書のシのシのシのシュュュュレッレッレッレッダダダダ

ーーーー処処処処理などの理などの理などの理などの業業業業務委務委務委務委託託託託を行っております。また、出を行っております。また、出を行っております。また、出を行っております。また、出先先先先庁舎庁舎庁舎庁舎のののの清掃清掃清掃清掃等等等等のののの業業業業務についても、た務についても、た務についても、た務についても、た

だいまだいまだいまだいま検討検討検討検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。今後今後今後今後もももも安安安安定的な定的な定的な定的な商品商品商品商品等等等等のののの提供提供提供提供ができるよう、ができるよう、ができるよう、ができるよう、複複複複数数数数の事の事の事の事業業業業

所所所所によるによるによるによる共同共同共同共同受受受受注注注注体制づ体制づ体制づ体制づくりにくりにくりにくりに取取取取りりりり組組組組むむむむとともに、これまで県とともに、これまで県とともに、これまで県とともに、これまで県庁庁庁庁がががが率率率率先先先先して実して実して実して実践践践践することすることすることすること

によってによってによってによって得得得得られましたられましたられましたられましたノウハウノウハウノウハウノウハウ、あるいは施設、あるいは施設、あるいは施設、あるいは施設等等等等とのとのとのとのネネネネットットットットワワワワーーーーククククをををを生生生生かしながら、県はかしながら、県はかしながら、県はかしながら、県は

もとより、もとより、もとより、もとより、市町村市町村市町村市町村、、、、企企企企業等業等業等業等も含めた県も含めた県も含めた県も含めた県全全全全体体体体としてのとしてのとしてのとしての調達調達調達調達のののの拡拡拡拡大を大を大を大を図図図図り、障害のある人のり、障害のある人のり、障害のある人のり、障害のある人の工工工工

賃賃賃賃向向向向上を上を上を上を図図図図ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長 児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待に係るに係るに係るに係る相談相談相談相談件件件件数数数数、それから、、それから、、それから、、それから、児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待のののの課題等課題等課題等課題等はははは何何何何かとかとかとかと

いうおいうおいうおいうお尋ね尋ね尋ね尋ねでございました。でございました。でございました。でございました。

ままままずずずず、対、対、対、対応応応応件件件件数数数数でございますけれども、県こどもでございますけれども、県こどもでございますけれども、県こどもでございますけれども、県こども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センターにおけるーにおけるーにおけるーにおける児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待のののの

対対対対応応応応件件件件数数数数は、委員がおは、委員がおは、委員がおは、委員がお述べ述べ述べ述べのように、年のように、年のように、年のように、年 々々々々増増増増加している加している加している加している傾傾傾傾向向向向でございまして、平成２５年でございまして、平成２５年でございまして、平成２５年でございまして、平成２５年

度におきましては１度におきましては１度におきましては１度におきましては１，，，，３３３３９９９９２件となっております。２件となっております。２件となっております。２件となっております。

種種種種類類類類別の別の別の別の数数数数字字字字でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、最最最最も多いのがも多いのがも多いのがも多いのが心心心心理的理的理的理的虐虐虐虐待待待待とととと呼呼呼呼ばれるもので、５６０件ごばれるもので、５６０件ごばれるもので、５６０件ごばれるもので、５６０件ご

ざいます。２ざいます。２ざいます。２ざいます。２番番番番目が目が目が目が身身身身体体体体的的的的虐虐虐虐待待待待で４１０件、で４１０件、で４１０件、で４１０件、次次次次ががががネネネネグレグレグレグレククククトトトトで３８８件、性的で３８８件、性的で３８８件、性的で３８８件、性的虐虐虐虐待待待待が３４が３４が３４が３４

件となっております。件となっております。件となっております。件となっております。

あわせて、あわせて、あわせて、あわせて、虐虐虐虐待待待待のののの重症重症重症重症度の割度の割度の割度の割合合合合はどうなっているかというおはどうなっているかというおはどうなっているかというおはどうなっているかというお尋ね尋ね尋ね尋ねでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、児童児童児童児童

虐虐虐虐待待待待に関しましては５に関しましては５に関しましては５に関しましては５段階段階段階段階でアでアでアでアセセセセススススメメメメントントントントを行っておりまして、を行っておりまして、を行っておりまして、を行っておりまして、最最最最もももも重症重症重症重症度が度が度が度が高高高高いのは、いのは、いのは、いのは、

生生生生命命命命のののの危危危危険険険険があるケースでございますが、平成２５年度におきましては３件です。２があるケースでございますが、平成２５年度におきましては３件です。２があるケースでございますが、平成２５年度におきましては３件です。２があるケースでございますが、平成２５年度におきましては３件です。２番番番番目、目、目、目、

重重重重度の度の度の度の虐虐虐虐待待待待はははは医療医療医療医療的な治的な治的な治的な治療療療療がががが必要必要必要必要とする程度で２１件、中程度のとする程度で２１件、中程度のとする程度で２１件、中程度のとする程度で２１件、中程度の虐虐虐虐待待待待が２５３件、が２５３件、が２５３件、が２５３件、軽軽軽軽度の度の度の度の

虐虐虐虐待待待待が４０１件、その他が４０１件、その他が４０１件、その他が４０１件、その他虐虐虐虐待待待待のののの危惧危惧危惧危惧あり、これはあり、これはあり、これはあり、これは虐虐虐虐待待待待とととと正正正正確な確認はとれていないケース確な確認はとれていないケース確な確認はとれていないケース確な確認はとれていないケース

も含まれますが、５００件も含まれますが、５００件も含まれますが、５００件も含まれますが、５００件以以以以上で、この件上で、この件上で、この件上で、この件数数数数のののの占占占占める割める割める割める割合合合合がががが全全全全体体体体の４０の４０の４０の４０％％％％ぐぐぐぐらいとなってらいとなってらいとなってらいとなって

おります。おります。おります。おります。

委員がお委員がお委員がお委員がお触触触触れになられました、れになられました、れになられました、れになられました、９９９９月３０日に月３０日に月３０日に月３０日に母親母親母親母親とととと内内内内縁縁縁縁の夫が長女にの夫が長女にの夫が長女にの夫が長女に身身身身体体体体的的的的虐虐虐虐待待待待を加えを加えを加えを加え

てててて逮捕逮捕逮捕逮捕される事案がされる事案がされる事案がされる事案が起起起起こりました。事案が発こりました。事案が発こりました。事案が発こりました。事案が発生生生生したのは４月で、したのは４月で、したのは４月で、したのは４月で、医医医医者の者の者の者の診断診断診断診断によりますと、によりますと、によりますと、によりますと、

４歳の長女を４歳の長女を４歳の長女を４歳の長女を激激激激しくしくしくしく揺揺揺揺ささささぶぶぶぶったことによるったことによるったことによるったことによる乳幼児揺乳幼児揺乳幼児揺乳幼児揺ささささぶぶぶぶられられられられ症症症症候群候群候群候群で、で、で、で、急急急急性性性性硬膜硬膜硬膜硬膜下下下下血腫血腫血腫血腫で、で、で、で、

現在も現在も現在も現在も意識不意識不意識不意識不明の状明の状明の状明の状態態態態であります。このケースにつきましては、従前からこどもであります。このケースにつきましては、従前からこどもであります。このケースにつきましては、従前からこどもであります。このケースにつきましては、従前からこども家庭家庭家庭家庭相談相談相談相談

センタセンタセンタセンターでかかわっておりまして、ーでかかわっておりまして、ーでかかわっておりまして、ーでかかわっておりまして、昨昨昨昨年は１年は１年は１年は１カカカカ月でございますが、一月でございますが、一月でございますが、一月でございますが、一時時時時保護したケースで保護したケースで保護したケースで保護したケースで

す。そのす。そのす。そのす。その後後後後、、、、母母母母方方方方親戚親戚親戚親戚宅宅宅宅にににに引引引引きききき取取取取りというりというりというりという形形形形になったになったになったになった後後後後も、も、も、も、継継継継続続続続して奈良して奈良して奈良して奈良市市市市とともにとともにとともにとともに指導指導指導指導

を行っていたわけでございますが、そういう中でこういうケースが発を行っていたわけでございますが、そういう中でこういうケースが発を行っていたわけでございますが、そういう中でこういうケースが発を行っていたわけでございますが、そういう中でこういうケースが発生生生生したということはしたということはしたということはしたということは
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まことにまことにまことにまことに残残残残念念念念なことだと思っております。なことだと思っております。なことだと思っております。なことだと思っております。

今後今後今後今後につきましては、奈良県につきましては、奈良県につきましては、奈良県につきましては、奈良県子子子子どもをどもをどもをどもを虐虐虐虐待待待待からからからから守守守守る審議会というのを設る審議会というのを設る審議会というのを設る審議会というのを設置置置置しており、１しており、１しており、１しており、１

１月２１日に開１月２１日に開１月２１日に開１月２１日に開催催催催いたしますが、そこでいたしますが、そこでいたしますが、そこでいたしますが、そこで検検検検証証証証チチチチームをつくりまして、しっかりとームをつくりまして、しっかりとームをつくりまして、しっかりとームをつくりまして、しっかりとセンタセンタセンタセンターーーー

のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり等等等等をををを検検検検証証証証してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。

今般今般今般今般のケースものケースものケースものケースも踏踏踏踏まえまして、まえまして、まえまして、まえまして、児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待のののの課題課題課題課題はははは何何何何かということになりますが、大きくかということになりますが、大きくかということになりますが、大きくかということになりますが、大きく

３点ございます。１つは、こういった３点ございます。１つは、こういった３点ございます。１つは、こういった３点ございます。１つは、こういった虐虐虐虐待待待待をまをまをまをまずずずず未然未然未然未然にににに防防防防止をするということ、それから、止をするということ、それから、止をするということ、それから、止をするということ、それから、

発発発発生後生後生後生後にできるだけにできるだけにできるだけにできるだけ早期早期早期早期に対に対に対に対応応応応するということ、それから、するということ、それから、するということ、それから、するということ、それから、虐虐虐虐待待待待がががが起起起起こったこったこったこった後後後後、、、、再再再再発しな発しな発しな発しな

いようにいようにいようにいように防防防防止対策をしっかりとるという３点でございます。奈良県では止対策をしっかりとるという３点でございます。奈良県では止対策をしっかりとるという３点でございます。奈良県では止対策をしっかりとるという３点でございます。奈良県では児童虐児童虐児童虐児童虐待防待防待防待防止ア止ア止ア止アクククク

シシシショョョョンプランンプランンプランンプランを策定しておりまして、これらを策定しておりまして、これらを策定しておりまして、これらを策定しておりまして、これら課題課題課題課題にににに向向向向けてさまざまなけてさまざまなけてさまざまなけてさまざまな取取取取りりりり組み組み組み組みを行っていを行っていを行っていを行ってい

ます。ます。ます。ます。

ままままずずずず１点目でございますが、１点目でございますが、１点目でございますが、１点目でございますが、未然未然未然未然防防防防止の止の止の止の取取取取りりりり組み組み組み組みといたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、今今今今年度、年度、年度、年度、児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待事事事事

例例例例調調調調査分査分査分査分析析析析事事事事業業業業といたしまして、こどもといたしまして、こどもといたしまして、こどもといたしまして、こども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センターのケースーのケースーのケースーのケース記録記録記録記録をもとに、をもとに、をもとに、をもとに、虐虐虐虐待待待待にににに

至至至至るおそれのあるるおそれのあるるおそれのあるるおそれのあるリリリリススススクククク要要要要因因因因等等等等の分の分の分の分析析析析を行っています。分を行っています。分を行っています。分を行っています。分析析析析のののの結結結結果果果果はははは今後今後今後今後のののの児童虐児童虐児童虐児童虐待防待防待防待防止止止止

対策に対策に対策に対策に反映反映反映反映させていきたいとさせていきたいとさせていきたいとさせていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

２点目の２点目の２点目の２点目の早期早期早期早期対対対対応応応応でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、今今今今現在、現在、現在、現在、市町村市町村市町村市町村では４では４では４では４カカカカ月月月月未未未未満満満満のののの乳児乳児乳児乳児等等等等のののの家家家家

庭庭庭庭をををを全戸訪全戸訪全戸訪全戸訪問するという問するという問するという問するという乳児全戸家庭訪乳児全戸家庭訪乳児全戸家庭訪乳児全戸家庭訪問事問事問事問事業や業や業や業や、特に養、特に養、特に養、特に養育支援育支援育支援育支援がががが必要必要必要必要なななな家庭家庭家庭家庭についてのについてのについてのについての

養養養養育支援育支援育支援育支援訪訪訪訪問事問事問事問事業業業業を行っております。この事を行っております。この事を行っております。この事を行っております。この事業業業業の中で、の中で、の中で、の中で、訪訪訪訪問を問を問を問を拒否拒否拒否拒否するするするする家庭家庭家庭家庭へへへへの対の対の対の対応応応応、そ、そ、そ、そ

れから、れから、れから、れから、訪訪訪訪問員の人問員の人問員の人問員の人材材材材の確保の確保の確保の確保や資や資や資や資質の質の質の質の向向向向上といった上といった上といった上といった課題課題課題課題がございましたので、がございましたので、がございましたので、がございましたので、今今今今年度、県年度、県年度、県年度、県

ではではではでは家庭訪家庭訪家庭訪家庭訪問員のための基問員のための基問員のための基問員のための基礎礎礎礎研修や研修や研修や研修や養成養成養成養成講講講講座座座座を開を開を開を開催催催催することといたしております。基することといたしております。基することといたしております。基することといたしております。基礎礎礎礎研研研研

修修修修につきましては、１０月２０日ににつきましては、１０月２０日ににつきましては、１０月２０日ににつきましては、１０月２０日に橿原橿原橿原橿原文文文文化化化化会会会会館館館館で３００名を対で３００名を対で３００名を対で３００名を対象象象象に開に開に開に開催催催催をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

それから、３点目のそれから、３点目のそれから、３点目のそれから、３点目の再再再再発の発の発の発の防防防防止という止という止という止という観観観観点でございますが、点でございますが、点でございますが、点でございますが、虐虐虐虐待待待待行行行行為為為為のあったのあったのあったのあった親親親親に対すに対すに対すに対す

るるるる新新新新たなたなたなたな支援プ支援プ支援プ支援プロロロログラグラグラグラムをムをムをムを今今今今年度から年度から年度から年度から取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

以以以以上、上、上、上、今般今般今般今般のののの重重重重篤篤篤篤な事案もございましたけれども、そういった事案をな事案もございましたけれども、そういった事案をな事案もございましたけれども、そういった事案をな事案もございましたけれども、そういった事案をゼロゼロゼロゼロにする、にする、にする、にする、根根根根絶絶絶絶

するのが大きな目するのが大きな目するのが大きな目するのが大きな目標標標標であります。であります。であります。であります。今後今後今後今後とも県、とも県、とも県、とも県、市町村市町村市町村市町村、それから関係、それから関係、それから関係、それから関係機機機機関連関連関連関連携携携携の上、の上、の上、の上、根根根根絶絶絶絶

にににに向向向向けた施策けた施策けた施策けた施策遂遂遂遂行に行に行に行に尽尽尽尽力してまいりたいと力してまいりたいと力してまいりたいと力してまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ままままずずずず、地域包括ケア、地域包括ケア、地域包括ケア、地域包括ケア推推推推進基進基進基進基金金金金の件ですが、３の件ですが、３の件ですが、３の件ですが、３，，，，４５８４５８４５８４５８万円万円万円万円をををを今後活用今後活用今後活用今後活用するとするとするとすると

いうことですが、これはいうことですが、これはいうことですが、これはいうことですが、これは余余余余りにも少ないのではないかと思っています。従りにも少ないのではないかと思っています。従りにも少ないのではないかと思っています。従りにも少ないのではないかと思っています。従来来来来から言っておから言っておから言っておから言ってお

りますように、地域包括ケアシステムをつくっていくために、中りますように、地域包括ケアシステムをつくっていくために、中りますように、地域包括ケアシステムをつくっていくために、中りますように、地域包括ケアシステムをつくっていくために、中核核核核的とご答弁いただいて的とご答弁いただいて的とご答弁いただいて的とご答弁いただいて

いました地域包括いました地域包括いました地域包括いました地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターがまだ奈良県ーがまだ奈良県ーがまだ奈良県ーがまだ奈良県下下下下で６２で６２で６２で６２センタセンタセンタセンターということで、ーということで、ーということで、ーということで、ブランチブランチブランチブランチ含含含含

めてめてめてめてプラプラプラプラス２０あったのですが、まだまだス２０あったのですが、まだまだス２０あったのですが、まだまだス２０あったのですが、まだまだ足足足足りないと思うのです。地域包括ケアシステムりないと思うのです。地域包括ケアシステムりないと思うのです。地域包括ケアシステムりないと思うのです。地域包括ケアシステム
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の構築を進めようと思いましたら、これをの構築を進めようと思いましたら、これをの構築を進めようと思いましたら、これをの構築を進めようと思いましたら、これをふふふふややややしていくことがとてもしていくことがとてもしていくことがとてもしていくことがとても必要必要必要必要だと思っているだと思っているだと思っているだと思っている

のですけれども、それにこういった基のですけれども、それにこういった基のですけれども、それにこういった基のですけれども、それにこういった基金金金金のののの活用活用活用活用をををを考考考考えられないのか。えられないのか。えられないのか。えられないのか。

それから、それから、それから、それから、今回今回今回今回の介護保の介護保の介護保の介護保険険険険のののの改改改改悪悪悪悪といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、要支援要支援要支援要支援の方が奈良県でも３月の方が奈良県でも３月の方が奈良県でも３月の方が奈良県でも３月時時時時点で２点で２点で２点で２

万万万万３１３人おられて、その方３１３人おられて、その方３１３人おられて、その方３１３人おられて、その方 々々々々が介護が介護が介護が介護制制制制度から度から度から度から外外外外されてしまいます。行きされてしまいます。行きされてしまいます。行きされてしまいます。行き場所場所場所場所がなくなるがなくなるがなくなるがなくなる

わけです。その方たわけです。その方たわけです。その方たわけです。その方たちちちちを受けとめるといいますか、地域でのこのを受けとめるといいますか、地域でのこのを受けとめるといいますか、地域でのこのを受けとめるといいますか、地域でのこのササササーーーービビビビスをつくらなけれスをつくらなけれスをつくらなけれスをつくらなけれ

ばならない。そのばならない。そのばならない。そのばならない。その支援支援支援支援、、、、体制づ体制づ体制づ体制づくりということで、くりということで、くりということで、くりということで、ボボボボランランランランテテテティィィィアアアア等等等等 々々々々に対する事に対する事に対する事に対する事業業業業をををを支援支援支援支援

すると出ているのですが、このすると出ているのですが、このすると出ているのですが、このすると出ているのですが、この体制体制体制体制をつくっていくためには、をつくっていくためには、をつくっていくためには、をつくっていくためには、各市町村各市町村各市町村各市町村で本で本で本で本当当当当にもっとにもっとにもっとにもっと財財財財

政政政政的な的な的な的な支援支援支援支援がががが必要必要必要必要だと思うのです。どうだと思うのです。どうだと思うのです。どうだと思うのです。どうややややってこの方たってこの方たってこの方たってこの方たちちちちののののササササーーーービビビビスをスをスをスを低低低低下下下下させないでさせないでさせないでさせないで守守守守

っていけるかという点では、これをつくらなかったら、地域包括ケアシステムの構築は進っていけるかという点では、これをつくらなかったら、地域包括ケアシステムの構築は進っていけるかという点では、これをつくらなかったら、地域包括ケアシステムの構築は進っていけるかという点では、これをつくらなかったら、地域包括ケアシステムの構築は進

みみみみませんし、基ませんし、基ませんし、基ませんし、基盤盤盤盤整整整整備もそうですけれど、そういう点で、こういうとこ備もそうですけれど、そういう点で、こういうとこ備もそうですけれど、そういう点で、こういうとこ備もそうですけれど、そういう点で、こういうところろろろにもっとにもっとにもっとにもっと活用活用活用活用がががが

考考考考えられないのか。この点についておえられないのか。この点についておえられないのか。この点についておえられないのか。この点についてお尋ね尋ね尋ね尋ねいたします。いたします。いたします。いたします。

介護の介護の介護の介護の処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善等等等等で、これにつきましては、施設に３で、これにつきましては、施設に３で、これにつきましては、施設に３で、これにつきましては、施設に３億円億円億円億円ほどほどほどほど今回今回今回今回はははは活用活用活用活用されていたとされていたとされていたとされていたと

お答えがありました。これはお答えがありました。これはお答えがありました。これはお答えがありました。これは要望要望要望要望にしておきますけれども、介護の方たにしておきますけれども、介護の方たにしておきますけれども、介護の方たにしておきますけれども、介護の方たちちちちのののの身身身身分といいま分といいま分といいま分といいま

すか、すか、すか、すか、待待待待遇遇遇遇が大が大が大が大変変変変低低低低くて、くて、くて、くて、厚厚厚厚生生生生委員会のときにも言いましたけれども、委員会のときにも言いましたけれども、委員会のときにも言いましたけれども、委員会のときにも言いましたけれども、賃賃賃賃金金金金がががが低低低低くて、くて、くて、くて、仕仕仕仕

事がきつくて、事がきつくて、事がきつくて、事がきつくて、今今今今、介護の事、介護の事、介護の事、介護の事業所業所業所業所どこでもそうですけれども、本どこでもそうですけれども、本どこでもそうですけれども、本どこでもそうですけれども、本当当当当にににに不足不足不足不足していてなかなしていてなかなしていてなかなしていてなかな

か人がか人がか人がか人が来来来来てもらえないと、大てもらえないと、大てもらえないと、大てもらえないと、大変変変変になっております。けれど、地域包括ケアを進めていくたになっております。けれど、地域包括ケアを進めていくたになっております。けれど、地域包括ケアを進めていくたになっております。けれど、地域包括ケアを進めていくた

めには、介護めには、介護めには、介護めには、介護労労労労働働働働者、者、者、者、ヘヘヘヘルパルパルパルパーはーはーはーは主役主役主役主役だと思っているのです。だと思っているのです。だと思っているのです。だと思っているのです。訪訪訪訪問にしましても、それか問にしましても、それか問にしましても、それか問にしましても、それか

ら施設の中で介護するにしても、ら施設の中で介護するにしても、ら施設の中で介護するにしても、ら施設の中で介護するにしても、今今今今の状況だったら、２４の状況だったら、２４の状況だったら、２４の状況だったら、２４時時時時間間間間巡巡巡巡回回回回介護なんて介護なんて介護なんて介護なんてややややれる保障れる保障れる保障れる保障

はははは全全全全くないです。ですから、このくないです。ですから、このくないです。ですから、このくないです。ですから、この処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善について、について、について、について、今回今回今回今回、、、、使使使使いいいい道道道道が認められていたからが認められていたからが認められていたからが認められていたから

と施設に行っていますけれども、と施設に行っていますけれども、と施設に行っていますけれども、と施設に行っていますけれども、今後今後今後今後、、、、先先先先ほどは少しお答えいただいたのですけれども、ほどは少しお答えいただいたのですけれども、ほどは少しお答えいただいたのですけれども、ほどは少しお答えいただいたのですけれども、

これからは基これからは基これからは基これからは基金金金金のあり方がのあり方がのあり方がのあり方が変変変変わってくるのかもしれませんが、きわってくるのかもしれませんが、きわってくるのかもしれませんが、きわってくるのかもしれませんが、きちちちちっとそのっとそのっとそのっとその待待待待遇遇遇遇改改改改善善善善に力に力に力に力

を入れていただきたいとを入れていただきたいとを入れていただきたいとを入れていただきたいと申申申申し上し上し上し上げげげげておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

それから、それから、それから、それから、工賃工賃工賃工賃の問の問の問の問題題題題は、実はは、実はは、実はは、実は努努努努力していただいて、よく力していただいて、よく力していただいて、よく力していただいて、よく頑張頑張頑張頑張っていただいているのでっていただいているのでっていただいているのでっていただいているので

すけれど、それでも２００３年のすけれど、それでも２００３年のすけれど、それでも２００３年のすけれど、それでも２００３年の数数数数字字字字で１で１で１で１万万万万３３３３，，，，８５６８５６８５６８５６円円円円ですか、ですか、ですか、ですか、全全全全国で３３国で３３国で３３国で３３番番番番目なので目なので目なので目なので

す。一す。一す。一す。一番番番番高高高高いとこいとこいとこいところろろろでも１でも１でも１でも１万万万万９，９，９，９，００００００００００００円円円円、２、２、２、２万円万円万円万円にににに届届届届きませんけれども、奈良県も２きませんけれども、奈良県も２きませんけれども、奈良県も２きませんけれども、奈良県も２万万万万

円円円円のののの工賃工賃工賃工賃を目を目を目を目指指指指してしてしてして頑張頑張頑張頑張っておられるわけで、いっておられるわけで、いっておられるわけで、いっておられるわけで、いろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組み組み組み組みをしていただいているをしていただいているをしていただいているをしていただいている

のです。人間は、のです。人間は、のです。人間は、のです。人間は、働働働働けることが本けることが本けることが本けることが本当当当当にににに生生生生きていく基本だと思います。きていく基本だと思います。きていく基本だと思います。きていく基本だと思います。今今今今、多くの障害者の、多くの障害者の、多くの障害者の、多くの障害者の

生活生活生活生活は大は大は大は大変変変変少ない障害年少ない障害年少ない障害年少ない障害年金金金金とととと親親親親のののの援助援助援助援助、、、、生活生活生活生活保護を受けて、保護を受けて、保護を受けて、保護を受けて、厳厳厳厳しいしいしいしい生活生活生活生活になっています。になっています。になっています。になっています。

労労労労働働働働をするという喜をするという喜をするという喜をするという喜びびびびは本は本は本は本当当当当にににに社社社社会会会会参参参参加を保障する加を保障する加を保障する加を保障する最最最最も大も大も大も大切切切切なものだと思っています。でなものだと思っています。でなものだと思っています。でなものだと思っています。で

すから、障害者の方がすから、障害者の方がすから、障害者の方がすから、障害者の方が持持持持っている力を、そのっている力を、そのっている力を、そのっている力を、そのハハハハンンンンデデデデをををを乗乗乗乗り越えて発り越えて発り越えて発り越えて発揮揮揮揮できるできるできるできる支援支援支援支援を、を、を、を、今今今今、、、、
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頑張頑張頑張頑張っていただいておりますけれども、さらにっていただいておりますけれども、さらにっていただいておりますけれども、さらにっていただいておりますけれども、さらに工賃工賃工賃工賃向向向向上に上に上に上に向向向向けてけてけてけて強強強強めていただきたいとめていただきたいとめていただきたいとめていただきたいと要要要要

望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

最最最最後後後後に、に、に、に、児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待ですが、お聞きした中でお答えになっていなかったのが、ですが、お聞きした中でお答えになっていなかったのが、ですが、お聞きした中でお答えになっていなかったのが、ですが、お聞きした中でお答えになっていなかったのが、児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉司司司司

１人１人１人１人当当当当たりのたりのたりのたりの担当担当担当担当件件件件数数数数がどうなっているかをおがどうなっているかをおがどうなっているかをおがどうなっているかをお尋ね尋ね尋ね尋ねしたのですが、その件でもう一度お願したのですが、その件でもう一度お願したのですが、その件でもう一度お願したのですが、その件でもう一度お願

いしたいのと、いしたいのと、いしたいのと、いしたいのと、先先先先日、こども日、こども日、こども日、こども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センターにたまたまおーにたまたまおーにたまたまおーにたまたまお伺伺伺伺いするいするいするいする機機機機会があったのです会があったのです会があったのです会があったのです

けれども、職員の皆さんが大けれども、職員の皆さんが大けれども、職員の皆さんが大けれども、職員の皆さんが大変変変変萎縮萎縮萎縮萎縮しているようにしているようにしているようにしているように感感感感じじじじられまして、大られまして、大られまして、大られまして、大丈丈丈丈夫だ夫だ夫だ夫だろろろろうかと思うかと思うかと思うかと思

いました。いました。いました。いました。虐虐虐虐待待待待問問問問題題題題というのはというのはというのはというのはママママススススメデメデメデメディィィィアにアにアにアに載載載載りますし、りますし、りますし、りますし、訴訟訴訟訴訟訴訟になることもあるというになることもあるというになることもあるというになることもあるという

ことでことでことでことで非常非常非常非常にににに神神神神経経経経をををを使使使使っておられると思ったのです。っておられると思ったのです。っておられると思ったのです。っておられると思ったのです。今回今回今回今回、、、、虐虐虐虐待待待待ががががふふふふえたというえたというえたというえたという新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道

の中で、一つお聞きしておきたいのは、このの中で、一つお聞きしておきたいのは、このの中で、一つお聞きしておきたいのは、このの中で、一つお聞きしておきたいのは、この解説解説解説解説の中で、の中で、の中で、の中で、安安安安全全全全確認確認確認確認徹底徹底徹底徹底、、、、児童児童児童児童相談所相談所相談所相談所のののの強強強強

化化化化がががが急急急急務と務と務と務と書書書書かれてあり、かれてあり、かれてあり、かれてあり、早早早早急急急急なななな児童児童児童児童相談所相談所相談所相談所のののの体制強化体制強化体制強化体制強化がががが必要必要必要必要だと思っているのですけれだと思っているのですけれだと思っているのですけれだと思っているのですけれ

ども、ども、ども、ども、先先先先ほどの１人ほどの１人ほどの１人ほどの１人当当当当たりの件たりの件たりの件たりの件数数数数とあわせまして、この点、どのようにおとあわせまして、この点、どのようにおとあわせまして、この点、どのようにおとあわせまして、この点、どのようにお考考考考えになっていえになっていえになっていえになってい

るか、るか、るか、るか、再再再再度お聞きします。度お聞きします。度お聞きします。度お聞きします。以以以以上です。上です。上です。上です。

○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長 地域包括地域包括地域包括地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターをーをーをーを今今今今の分での分での分での分で足足足足りないのりないのりないのりないの

で、で、で、で、ふふふふややややすのに、この基すのに、この基すのに、この基すのに、この基金金金金をををを使使使使ったらどうかというお問いったらどうかというお問いったらどうかというお問いったらどうかというお問い合合合合わせでございました。わせでございました。わせでございました。わせでございました。

地域包括地域包括地域包括地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターの設ーの設ーの設ーの設置置置置につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、各市町村各市町村各市町村各市町村が日が日が日が日常生活常生活常生活常生活圏圏圏圏域を設定いたしま域を設定いたしま域を設定いたしま域を設定いたしま

して、そのして、そのして、そのして、その圏圏圏圏域ごとに設定するということになっておりまして、現在、県域ごとに設定するということになっておりまして、現在、県域ごとに設定するということになっておりまして、現在、県域ごとに設定するということになっておりまして、現在、県内市町村内市町村内市町村内市町村の総計の総計の総計の総計

では、８１の日では、８１の日では、８１の日では、８１の日常生活常生活常生活常生活圏圏圏圏域がそれ域がそれ域がそれ域がそれぞぞぞぞれのれのれのれの市町村合市町村合市町村合市町村合わせて設定されておりまして、わせて設定されておりまして、わせて設定されておりまして、わせて設定されておりまして、先先先先ほどほどほどほど申申申申

し上し上し上し上げげげげましたけれども、６２のましたけれども、６２のましたけれども、６２のましたけれども、６２のセンタセンタセンタセンターと２０ーと２０ーと２０ーと２０余余余余りのりのりのりのサブセンタサブセンタサブセンタサブセンターがございますので、日ーがございますので、日ーがございますので、日ーがございますので、日

常生活常生活常生活常生活圏圏圏圏域ごとに域ごとに域ごとに域ごとに何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形ででででセンタセンタセンタセンターなりーなりーなりーなりサブセンタサブセンタサブセンタサブセンターーーー等等等等があるというがあるというがあるというがあるという体制体制体制体制にはなってにはなってにはなってにはなって

いるかと思います。委員がおいるかと思います。委員がおいるかと思います。委員がおいるかと思います。委員がお述べ述べ述べ述べのように、のように、のように、のように、足足足足りないのかどうかについては、日りないのかどうかについては、日りないのかどうかについては、日りないのかどうかについては、日常生活常生活常生活常生活圏圏圏圏

域の設定の域の設定の域の設定の域の設定の仕仕仕仕方も一つはあ方も一つはあ方も一つはあ方も一つはあろろろろうかと思いますし、これについては、うかと思いますし、これについては、うかと思いますし、これについては、うかと思いますし、これについては、ややややはりはりはりはり市町村市町村市町村市町村が地域のが地域のが地域のが地域の

実情を実情を実情を実情を考慮考慮考慮考慮した上でした上でした上でした上で判判判判断断断断をしていくものであをしていくものであをしていくものであをしていくものであろろろろうと思っております。うと思っております。うと思っております。うと思っております。

地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア推推推推進基進基進基進基金金金金は、この包括は、この包括は、この包括は、この包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターのーのーのーの増増増増とか、もう１点とか、もう１点とか、もう１点とか、もう１点申申申申されましたされましたされましたされました今回今回今回今回

の介護保の介護保の介護保の介護保険制険制険制険制度の度の度の度の改正改正改正改正でででで要支援要支援要支援要支援の方のの方のの方のの方の訪訪訪訪問介護と通問介護と通問介護と通問介護と通所所所所介護が地域介護が地域介護が地域介護が地域支援支援支援支援事事事事業業業業にににに移移移移ったことのったことのったことのったことの

体制整体制整体制整体制整備に備に備に備に使使使使ってはどうかというおってはどうかというおってはどうかというおってはどうかというお尋ね尋ね尋ね尋ねでございましたが、地域包括でございましたが、地域包括でございましたが、地域包括でございましたが、地域包括支援センタ支援センタ支援センタ支援センターにつきーにつきーにつきーにつき

ましては、ましては、ましては、ましては、先先先先ほども答弁させていただきましたように、地域ほども答弁させていただきましたように、地域ほども答弁させていただきましたように、地域ほども答弁させていただきましたように、地域支援支援支援支援事事事事業業業業の中で地域の中で地域の中で地域の中で地域支援交付支援交付支援交付支援交付

金金金金があたることになっておりますし、があたることになっておりますし、があたることになっておりますし、があたることになっておりますし、要支援要支援要支援要支援の方のの方のの方のの方の訪訪訪訪問介護、通問介護、通問介護、通問介護、通所所所所介護が介護が介護が介護が移移移移るこの部分にるこの部分にるこの部分にるこの部分に

ついて、そのついて、そのついて、そのついて、そのボボボボランランランランテテテティィィィアのアのアのアの育育育育成でありますとか、そういった成でありますとか、そういった成でありますとか、そういった成でありますとか、そういった体制整体制整体制整体制整備につきましても、備につきましても、備につきましても、備につきましても、

地域地域地域地域支援支援支援支援事事事事業業業業の中ですので、地域の中ですので、地域の中ですので、地域の中ですので、地域支援交付金支援交付金支援交付金支援交付金の対の対の対の対象象象象になると聞いております。になると聞いております。になると聞いております。になると聞いております。先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申

しましたけれども、こういったいしましたけれども、こういったいしましたけれども、こういったいしましたけれども、こういったいろろろろいいいいろろろろな事な事な事な事業業業業がこれからがこれからがこれからがこれから必要必要必要必要になって、地域包括になって、地域包括になって、地域包括になって、地域包括支援セ支援セ支援セ支援セ
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ンタンタンタンターのーのーのーの機能強化機能強化機能強化機能強化もももも必要必要必要必要ですし、こういったですし、こういったですし、こういったですし、こういった新新新新しいしいしいしい体制づ体制づ体制づ体制づくりもくりもくりもくりも必要必要必要必要になってまいりますになってまいりますになってまいりますになってまいります

ので、まので、まので、まので、まずずずずは地域は地域は地域は地域支援支援支援支援事事事事業交付金業交付金業交付金業交付金の上の上の上の上限枠限枠限枠限枠を見直してほしいと国にを見直してほしいと国にを見直してほしいと国にを見直してほしいと国に要望要望要望要望してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと

考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長 先先先先ほど答弁ほど答弁ほど答弁ほど答弁漏漏漏漏れがございました。れがございました。れがございました。れがございました。

ご質問いただきました１人ご質問いただきました１人ご質問いただきました１人ご質問いただきました１人当当当当たりの対たりの対たりの対たりの対応応応応件件件件数数数数でございますけれども、平成２５年度につでございますけれども、平成２５年度につでございますけれども、平成２５年度につでございますけれども、平成２５年度につ

きましては、きましては、きましては、きましては、児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待１人１人１人１人当当当当たり１１６件でございます。これは、平成２４年度が１２０たり１１６件でございます。これは、平成２４年度が１２０たり１１６件でございます。これは、平成２４年度が１２０たり１１６件でございます。これは、平成２４年度が１２０

件でございましたので、件でございましたので、件でございましたので、件でございましたので、若干若干若干若干数数数数ではございますが、ではございますが、ではございますが、ではございますが、減減減減少いたしております。少いたしております。少いたしております。少いたしております。

それから、こどもそれから、こどもそれから、こどもそれから、こども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センターのーのーのーの体制体制体制体制のののの強化強化強化強化というおというおというおというお話話話話でございました。でございました。でございました。でございました。

今申今申今申今申し上し上し上し上げげげげたたたた児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待の対の対の対の対応応応応件件件件数数数数そのものはそのものはそのものはそのものは増増増増加しておりますが、１人加しておりますが、１人加しておりますが、１人加しておりますが、１人当当当当たりはたりはたりはたりは減減減減ったったったった

ということは、職員のということは、職員のということは、職員のということは、職員の増増増増員が員が員が員が図図図図られたということでございます。これまでから人員につきられたということでございます。これまでから人員につきられたということでございます。これまでから人員につきられたということでございます。これまでから人員につき

ましては、平成２１年度に２名、それから平成２３年度で２名、平成２４年度で１名、そましては、平成２１年度に２名、それから平成２３年度で２名、平成２４年度で１名、そましては、平成２１年度に２名、それから平成２３年度で２名、平成２４年度で１名、そましては、平成２１年度に２名、それから平成２３年度で２名、平成２４年度で１名、そ

れから平成２５年度２名、れから平成２５年度２名、れから平成２５年度２名、れから平成２５年度２名、心心心心理職でございますが、理職でございますが、理職でございますが、理職でございますが、増増増増員が員が員が員が図図図図られております。られております。られております。られております。児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉法法法法

の施行の施行の施行の施行令令令令の中で、の中で、の中で、の中で、児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉司司司司の配の配の配の配置置置置基準が定まっております。これは、おお基準が定まっております。これは、おお基準が定まっております。これは、おお基準が定まっております。これは、おおむむむむねねねね人口４人口４人口４人口４万万万万

人から人から人から人から７７７７万万万万人に１人という基準がございます。奈良県では現在、人に１人という基準がございます。奈良県では現在、人に１人という基準がございます。奈良県では現在、人に１人という基準がございます。奈良県では現在、児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉司司司司２２２２７７７７名おりま名おりま名おりま名おりま

して、この配して、この配して、この配して、この配置置置置基準でいきますと、５基準でいきますと、５基準でいきますと、５基準でいきますと、５万万万万１１１１，，，，０００人に１人で、施行０００人に１人で、施行０００人に１人で、施行０００人に１人で、施行令令令令に定める基準にはに定める基準にはに定める基準にはに定める基準には

適合適合適合適合しているしているしているしている形形形形になっております。ただ、委員もおになっております。ただ、委員もおになっております。ただ、委員もおになっております。ただ、委員もお述べ述べ述べ述べになられましたように、になられましたように、になられましたように、になられましたように、児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待

の件の件の件の件数数数数のののの増増増増加加加加率率率率はかなり多いこともありまして、こどもはかなり多いこともありまして、こどもはかなり多いこともありまして、こどもはかなり多いこともありまして、こども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センターの職員ーの職員ーの職員ーの職員自体自体自体自体はかはかはかはか

なり大なり大なり大なり大変変変変なななな業業業業務を務を務を務を担担担担っていることは確かでございます。っていることは確かでございます。っていることは確かでございます。っていることは確かでございます。

市町村市町村市町村市町村におきましても平成２５年度で１におきましても平成２５年度で１におきましても平成２５年度で１におきましても平成２５年度で１，９，９，９，９５３件対５３件対５３件対５３件対応応応応がありまして、県のこどもがありまして、県のこどもがありまして、県のこどもがありまして、県のこども家庭家庭家庭家庭

相談センタ相談センタ相談センタ相談センターはーはーはーは虐虐虐虐待待待待の中でもの中でもの中でもの中でも専門専門専門専門性の性の性の性の高高高高い、いわい、いわい、いわい、いわゆゆゆゆるるるる重症重症重症重症度の度の度の度の高高高高いものをいものをいものをいものを扱扱扱扱う。う。う。う。市町村市町村市町村市町村にににに

ついては、ついては、ついては、ついては、初期初期初期初期対対対対応応応応という基本的なという基本的なという基本的なという基本的な役役役役割があります。割があります。割があります。割があります。今後今後今後今後におきましては、しっかりとにおきましては、しっかりとにおきましては、しっかりとにおきましては、しっかりと市市市市

町村町村町村町村とととと役役役役割分割分割分割分担担担担をして、関係をして、関係をして、関係をして、関係機機機機関とも連関とも連関とも連関とも連携携携携の上で、事の上で、事の上で、事の上で、事業業業業を執行していきたいとを執行していきたいとを執行していきたいとを執行していきたいと考考考考えておりえておりえておりえており

ます。ます。ます。ます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センターのーのーのーの体制体制体制体制のことでお答えありまして、１人のことでお答えありまして、１人のことでお答えありまして、１人のことでお答えありまして、１人当当当当たり１１たり１１たり１１たり１１

６件です６件です６件です６件ですねねねね。。。。非常非常非常非常に大に大に大に大変変変変なケースをなケースをなケースをなケースを児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉司司司司の方はの方はの方はの方は抱抱抱抱えておられるのだと。えておられるのだと。えておられるのだと。えておられるのだと。同同同同じじじじようなようなようなような

仕仕仕仕事をい事をい事をい事をいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでさせていただいたというでさせていただいたというでさせていただいたというでさせていただいたという経験経験経験経験がありますので。本がありますので。本がありますので。本がありますので。本当当当当に一人一人、に一人一人、に一人一人、に一人一人、

対人対人対人対人ササササーーーービビビビスですから、スですから、スですから、スですから、非常非常非常非常にににに時時時時間がかかります。間がかかります。間がかかります。間がかかります。時時時時間もかかりますし、間もかかりますし、間もかかりますし、間もかかりますし、困難困難困難困難な問な問な問な問題題題題がたがたがたがた

くさん出てまいります。確かに基準どおり、奈良県のくさん出てまいります。確かに基準どおり、奈良県のくさん出てまいります。確かに基準どおり、奈良県のくさん出てまいります。確かに基準どおり、奈良県の場合場合場合場合は５は５は５は５万万万万１１１１，，，，０００人に１人は配０００人に１人は配０００人に１人は配０００人に１人は配

置置置置されてるということですけれども、これでも本されてるということですけれども、これでも本されてるということですけれども、これでも本されてるということですけれども、これでも本当当当当にににに足足足足りないと思います。実りないと思います。実りないと思います。実りないと思います。実態態態態は、は、は、は、全全全全体体体体

的にですけれど、的にですけれど、的にですけれど、的にですけれど、過去過去過去過去２３年間に２３年間に２３年間に２３年間に児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉司司司司が２が２が２が２，７７，７７，７７，７７１人と２１人と２１人と２１人と２．．．．５５５５倍倍倍倍ににににふふふふえたけれども、えたけれども、えたけれども、えたけれども、
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虐虐虐虐待待待待の件の件の件の件数数数数は６は６は６は６７７７７倍倍倍倍ににににふふふふえたとえたとえたとえたと新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道にあったのです。こういう状況を見ますと、もにあったのです。こういう状況を見ますと、もにあったのです。こういう状況を見ますと、もにあったのです。こういう状況を見ますと、もちちちち

ろろろろん国に対して、ん国に対して、ん国に対して、ん国に対して、児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉司司司司のこの基準をのこの基準をのこの基準をのこの基準を引引引引き上き上き上き上げげげげていただかなくてはいけないと思いまていただかなくてはいけないと思いまていただかなくてはいけないと思いまていただかなくてはいけないと思いま

すのとすのとすのとすのと同同同同時時時時に、こういう実に、こういう実に、こういう実に、こういう実態態態態があるということで、さらに奈良県としても実があるということで、さらに奈良県としても実があるということで、さらに奈良県としても実があるということで、さらに奈良県としても実態態態態からからからから体制強体制強体制強体制強

化化化化にしっかりとおにしっかりとおにしっかりとおにしっかりとお考考考考えいただきたい。えいただきたい。えいただきたい。えいただきたい。ふふふふややややしていただいているということですけれども、していただいているということですけれども、していただいているということですけれども、していただいているということですけれども、

このことはこのことはこのことはこのことは強強強強くくくく要望要望要望要望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

それから、地域包括ケアそれから、地域包括ケアそれから、地域包括ケアそれから、地域包括ケア推推推推進基進基進基進基金金金金で、それで、それで、それで、それぞぞぞぞれ介護保れ介護保れ介護保れ介護保険険険険の中の地域の中の地域の中の地域の中の地域支援支援支援支援事事事事業業業業のとこのとこのとこのところろろろでででで

とお答えいただきましたが、実とお答えいただきましたが、実とお答えいただきましたが、実とお答えいただきましたが、実際際際際のののの市町村市町村市町村市町村の地域包括のの地域包括のの地域包括のの地域包括の箇箇箇箇所数所数所数所数につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、今今今今、ご答、ご答、ご答、ご答

弁いただきまして、わかりました。ただ、弁いただきまして、わかりました。ただ、弁いただきまして、わかりました。ただ、弁いただきまして、わかりました。ただ、要支援要支援要支援要支援の方たの方たの方たの方たちちちちを受けとめるを受けとめるを受けとめるを受けとめる体制づ体制づ体制づ体制づくりです。くりです。くりです。くりです。

ここもここもここもここも交付金交付金交付金交付金の対の対の対の対象象象象ということですが、ということですが、ということですが、ということですが、恐恐恐恐らくこれだけの介護保らくこれだけの介護保らくこれだけの介護保らくこれだけの介護保険険険険からはからはからはからはみみみみ出した方出した方出した方出した方 々々々々をををを

支援支援支援支援していくためのしていくためのしていくためのしていくための体制体制体制体制は、は、は、は、市町村市町村市町村市町村ではこれはなかなかではこれはなかなかではこれはなかなかではこれはなかなか財政財政財政財政的にもそうですし、人の的にもそうですし、人の的にもそうですし、人の的にもそうですし、人の面面面面でででで

もそうだもそうだもそうだもそうだろろろろうと思います。ですから、うと思います。ですから、うと思います。ですから、うと思います。ですから、今今今今、、、、支支支支ええええ合合合合いのいのいのいの仕組みづ仕組みづ仕組みづ仕組みづくりくりくりくり支援支援支援支援補補補補助金助金助金助金というというというという形形形形で、で、で、で、

ここのとこここのとこここのとこここのところろろろを基を基を基を基金金金金からつくっていただいているのですけれども、このからつくっていただいているのですけれども、このからつくっていただいているのですけれども、このからつくっていただいているのですけれども、この生活支援生活支援生活支援生活支援事事事事業業業業でででで使使使使

われるわれるわれるわれる予予予予算算算算以以以以外外外外でででで支援支援支援支援していく方していく方していく方していく方向向向向はははは考考考考えていただきたいと思っていまして、基えていただきたいと思っていまして、基えていただきたいと思っていまして、基えていただきたいと思っていまして、基金金金金のののの額額額額だだだだ

け言いますけれど、８け言いますけれど、８け言いますけれど、８け言いますけれど、８億円億円億円億円あって、あって、あって、あって、活用活用活用活用額額額額が３が３が３が３，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円、もう、もう、もう、もう既既既既にににに具体具体具体具体的にス的にス的にス的にスタタタターーーートトトト

しているわけで、どうしているわけで、どうしているわけで、どうしているわけで、どうややややったら地域包括ケアシステムが構築できるか。６ったら地域包括ケアシステムが構築できるか。６ったら地域包括ケアシステムが構築できるか。６ったら地域包括ケアシステムが構築できるか。６期期期期計計計計画画画画ににににササササーーーービビビビ

スススス料料料料をををを全全全全部部部部乗乗乗乗せていかなければいけませんので。そういうとこせていかなければいけませんので。そういうとこせていかなければいけませんので。そういうとこせていかなければいけませんので。そういうところろろろでのでのでのでの支援支援支援支援ををををぜひぜひぜひぜひしていたしていたしていたしていた

だきたいと、これもだきたいと、これもだきたいと、これもだきたいと、これも強強強強くくくく要望要望要望要望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。以以以以上で上で上で上で終終終終わります。わります。わります。わります。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 ままままずずずず１つ目は、１つ目は、１つ目は、１つ目は、先先先先ほどからテーほどからテーほどからテーほどからテーママママになっております地域包括ケアシステムでになっております地域包括ケアシステムでになっております地域包括ケアシステムでになっております地域包括ケアシステムで重重重重

複複複複するとこはするとこはするとこはするとこは避避避避けたいと思いますが、基本的なことで、もう一けたいと思いますが、基本的なことで、もう一けたいと思いますが、基本的なことで、もう一けたいと思いますが、基本的なことで、もう一回回回回、確認の質問をさせても、確認の質問をさせても、確認の質問をさせても、確認の質問をさせても

らいます。らいます。らいます。らいます。

いわいわいわいわゆゆゆゆる２０２５年問る２０２５年問る２０２５年問る２０２５年問題題題題といわれる、１１年といわれる、１１年といわれる、１１年といわれる、１１年後後後後です。本県においてです。本県においてです。本県においてです。本県において要要要要介護者の介護者の介護者の介護者の推推推推計はど計はど計はど計はど

のようにされているのか。現状と２０２５年とどのようにのようにされているのか。現状と２０２５年とどのようにのようにされているのか。現状と２０２５年とどのようにのようにされているのか。現状と２０２５年とどのようにふふふふえるとえるとえるとえると想想想想定されているのかも定されているのかも定されているのかも定されているのかも

しししし推推推推計があれば、計があれば、計があれば、計があれば、全全全全国的にはい国的にはい国的にはい国的にはいろろろろいいいいろろろろとととと報報報報道道道道されていますけれども、本県はどうされていますけれども、本県はどうされていますけれども、本県はどうされていますけれども、本県はどう捉捉捉捉えていえていえていえてい

るのかるのかるのかるのか数数数数字字字字をおをおをおをお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

その中で関連でございますけれども、本県で、２４その中で関連でございますけれども、本県で、２４その中で関連でございますけれども、本県で、２４その中で関連でございますけれども、本県で、２４時時時時間間間間体制体制体制体制のののの訪訪訪訪問問問問看看看看護ステーシ護ステーシ護ステーシ護ステーショョョョンンンンがががが

８８８８カ所カ所カ所カ所と聞いております。２０２５年と聞いております。２０２５年と聞いております。２０２５年と聞いております。２０２５年時時時時代、地域包括ケアシステムを代、地域包括ケアシステムを代、地域包括ケアシステムを代、地域包括ケアシステムを想想想想定する中で、どれ定する中で、どれ定する中で、どれ定する中で、どれ

くらいの事くらいの事くらいの事くらいの事業所数業所数業所数業所数がががが要要要要るとるとるとると考考考考えておられるのか。えておられるのか。えておられるのか。えておられるのか。ママママンンンンパワパワパワパワーーーー等等等等のことも含めて、そういうのことも含めて、そういうのことも含めて、そういうのことも含めて、そういう

推推推推計があれば、それもあわせてお計があれば、それもあわせてお計があれば、それもあわせてお計があれば、それもあわせてお尋ね尋ね尋ね尋ねしたい。したい。したい。したい。

あわせて、あわせて、あわせて、あわせて、訪訪訪訪問問問問医療医療医療医療の関係もそうでございますが、の関係もそうでございますが、の関係もそうでございますが、の関係もそうでございますが、訪訪訪訪問問問問医療医療医療医療にににに携携携携わっているわっているわっているわっている医医医医者も大分者も大分者も大分者も大分

ふふふふえてきているとは聞いておりますけれども、これらについても２０２５年には、えてきているとは聞いておりますけれども、これらについても２０２５年には、えてきているとは聞いておりますけれども、これらについても２０２５年には、えてきているとは聞いておりますけれども、これらについても２０２５年には、超高齢超高齢超高齢超高齢
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社社社社会を会を会を会を迎迎迎迎えるわけでございますので、どのようにえるわけでございますので、どのようにえるわけでございますので、どのようにえるわけでございますので、どのように想想想想定されているのか。この点を地域包括定されているのか。この点を地域包括定されているのか。この点を地域包括定されているのか。この点を地域包括

ケア関係の中で確認をしたい。ケア関係の中で確認をしたい。ケア関係の中で確認をしたい。ケア関係の中で確認をしたい。

それからもう一つ、関連しますけれども、小それからもう一つ、関連しますけれども、小それからもう一つ、関連しますけれども、小それからもう一つ、関連しますけれども、小規模規模規模規模多多多多機能機能機能機能の件でございますが、これは本の件でございますが、これは本の件でございますが、これは本の件でございますが、これは本

県の県の県の県のデデデデーーーータタタタを見ましても、いを見ましても、いを見ましても、いを見ましても、いろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろはかなりはかなりはかなりはかなり順順順順調調調調にいっているというにいっているというにいっているというにいっているという報告報告報告報告がござがござがござがござ

います。この多います。この多います。この多います。この多機能機能機能機能居居居居宅サ宅サ宅サ宅サーーーービビビビスの計スの計スの計スの計画画画画に対するに対するに対するに対する利用利用利用利用実実実実績績績績率率率率を見ますと、を見ますと、を見ますと、を見ますと、デデデデーーーータタタタがががが最最最最近近近近下下下下

がっているというがっているというがっているというがっているという報告報告報告報告がございますけれども、現状、がございますけれども、現状、がございますけれども、現状、がございますけれども、現状、何何何何が問が問が問が問題題題題なのか。あわせて、なのか。あわせて、なのか。あわせて、なのか。あわせて、今後今後今後今後のののの

高齢高齢高齢高齢社社社社会に会に会に会に向向向向けて、これが本県としてはどれくらいのけて、これが本県としてはどれくらいのけて、これが本県としてはどれくらいのけて、これが本県としてはどれくらいの規模規模規模規模で、どれくらいので、どれくらいので、どれくらいので、どれくらいの数数数数をををを必要必要必要必要とととと想想想想

定されているのか。定されているのか。定されているのか。定されているのか。今今今今、うまくいっていない、うまくいっていない、うまくいっていない、うまくいっていない課題課題課題課題と、と、と、と、将将将将来来来来的にはこれがどれくらい的にはこれがどれくらい的にはこれがどれくらい的にはこれがどれくらい要要要要るとるとるとると

考考考考えているのか。そのえているのか。そのえているのか。そのえているのか。その辺辺辺辺のことについて、地域包括ケアに関連することで確認をしたい。のことについて、地域包括ケアに関連することで確認をしたい。のことについて、地域包括ケアに関連することで確認をしたい。のことについて、地域包括ケアに関連することで確認をしたい。

それから、大きく２つ目は、がんそれから、大きく２つ目は、がんそれから、大きく２つ目は、がんそれから、大きく２つ目は、がん登登登登録録録録の件でございますが、現在のがんの件でございますが、現在のがんの件でございますが、現在のがんの件でございますが、現在のがん登登登登録録録録のののの推推推推進事進事進事進事業業業業

の現状との現状との現状との現状と今後今後今後今後のののの課題課題課題課題についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

それから、３点目の大きなものとしては、それから、３点目の大きなものとしては、それから、３点目の大きなものとしては、それから、３点目の大きなものとしては、来来来来年４月から年４月から年４月から年４月から生活困生活困生活困生活困窮窮窮窮者の者の者の者の自自自自立立立立支援支援支援支援法法法法がスがスがスがスタタタタ

ーーーートトトトをするわけでございます。それに対してをするわけでございます。それに対してをするわけでございます。それに対してをするわけでございます。それに対して各市町村各市町村各市町村各市町村が中が中が中が中心心心心になると思いますけれども、になると思いますけれども、になると思いますけれども、になると思いますけれども、

県も多分関連すると思います。その県も多分関連すると思います。その県も多分関連すると思います。その県も多分関連すると思います。その窓窓窓窓口を設口を設口を設口を設置置置置しなければならないということについてのしなければならないということについてのしなければならないということについてのしなければならないということについての

現状の現状の現状の現状の取取取取りりりり組み組み組み組みをまをまをまをまずずずずお聞きしたい。お聞きしたい。お聞きしたい。お聞きしたい。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長 ２０２５年２０２５年２０２５年２０２５年時時時時点における点における点における点における要要要要介護者の介護者の介護者の介護者の推推推推計と、地域計と、地域計と、地域計と、地域密密密密着型着型着型着型ササササーーーービビビビスのスのスのスの

整整整整備について、事備について、事備について、事備について、事業所数業所数業所数業所数ををををふふふふややややしていくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるのかどうかがあるのかどうかがあるのかどうかがあるのかどうか等等等等についてのご質問だったについてのご質問だったについてのご質問だったについてのご質問だった

と思います。と思います。と思います。と思います。

ここここちちちちらにつきましては、２０２５年の県らにつきましては、２０２５年の県らにつきましては、２０２５年の県らにつきましては、２０２５年の県内内内内におけるにおけるにおけるにおける要要要要介護者の介護者の介護者の介護者の推推推推計につきましては、計につきましては、計につきましては、計につきましては、資資資資

料料料料がございませんので、またがございませんので、またがございませんので、またがございませんので、また報告報告報告報告いたします。いたします。いたします。いたします。済済済済みみみみません。ません。ません。ません。

それと、地域それと、地域それと、地域それと、地域密密密密着型着型着型着型ササササーーーービビビビスのスのスのスの整整整整備につきましては、特に小備につきましては、特に小備につきましては、特に小備につきましては、特に小規模規模規模規模多多多多機能機能機能機能型型型型居居居居宅宅宅宅介護事介護事介護事介護事業業業業

所所所所という点についてという点についてという点についてという点について申申申申しますと、平成１８年の介護保しますと、平成１８年の介護保しますと、平成１８年の介護保しますと、平成１８年の介護保険険険険法法法法改正改正改正改正にににに伴伴伴伴いいいい導導導導入された入された入された入された新新新新しいしいしいしい類類類類

型型型型ののののササササーーーービビビビスで、スで、スで、スで、市町村市町村市町村市町村がががが指指指指定定定定権限権限権限権限をををを有有有有し、地域し、地域し、地域し、地域密密密密着型着型着型着型ササササーーーービビビビスの一つとしてスの一つとしてスの一つとしてスの一つとして位位位位置づ置づ置づ置づけらけらけらけら

れております。この小れております。この小れております。この小れております。この小規模規模規模規模多多多多機能機能機能機能型型型型居居居居宅宅宅宅介護介護介護介護ササササーーーービビビビスにつきましては、スにつきましては、スにつきましては、スにつきましては、顔顔顔顔ななななじみじみじみじみののののヘヘヘヘルパルパルパルパ

ーなどからーなどからーなどからーなどから住住住住みみみみなれたなれたなれたなれた自宅や自宅や自宅や自宅や地域で通地域で通地域で通地域で通所所所所を中を中を中を中心心心心にににに宿泊宿泊宿泊宿泊やややや訪訪訪訪問の問の問の問のササササーーーービビビビスを受けることがでスを受けることがでスを受けることがでスを受けることがで

き、地域包括ケアシステムをき、地域包括ケアシステムをき、地域包括ケアシステムをき、地域包括ケアシステムを担担担担う中う中う中う中核核核核的な的な的な的なササササーーーービビビビスとしてスとしてスとしてスとしてふふふふさわしいものとさわしいものとさわしいものとさわしいものと考考考考えておりまえておりまえておりまえておりま

す。現在、小す。現在、小す。現在、小す。現在、小規模規模規模規模多多多多機能機能機能機能型型型型居居居居宅宅宅宅介護事介護事介護事介護事業所業所業所業所は県は県は県は県内内内内に３６に３６に３６に３６カ所カ所カ所カ所ございますけれども、一ございますけれども、一ございますけれども、一ございますけれども、一層層層層のののの

整整整整備が備が備が備が望望望望まれているとまれているとまれているとまれていると考考考考えております。したがって、このえております。したがって、このえております。したがって、このえております。したがって、このササササーーーービビビビスにつきましては、スにつきましては、スにつきましては、スにつきましては、今後今後今後今後、、、、

制制制制度の度の度の度の普及啓普及啓普及啓普及啓発、また、事発、また、事発、また、事発、また、事業業業業者の者の者の者の参参参参入を入を入を入を図図図図るため、るため、るため、るため、今今今今年度、年度、年度、年度、新新新新たにたにたにたに市町村市町村市町村市町村のののの担当担当担当担当者者者者や参や参や参や参入入入入

をををを希希希希望望望望する事する事する事する事業業業業者者者者等等等等を対を対を対を対象象象象ににににセミセミセミセミナナナナーを開ーを開ーを開ーを開催催催催しようとしようとしようとしようと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。
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また、このまた、このまた、このまた、この制制制制度がなかなか進まないという理度がなかなか進まないという理度がなかなか進まないという理度がなかなか進まないという理由由由由はははは何何何何かというお問いかというお問いかというお問いかというお問い合合合合わせですけれども、わせですけれども、わせですけれども、わせですけれども、

新新新新しいしいしいしいササササーーーービビビビスということもございまして、事スということもございまして、事スということもございまして、事スということもございまして、事業所業所業所業所でででで内容内容内容内容がわからないというとこがわからないというとこがわからないというとこがわからないというところろろろもあもあもあもあ

ると思っております。ると思っております。ると思っております。ると思っております。先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたように、このしましたように、このしましたように、このしましたように、この制制制制度の度の度の度の普及啓普及啓普及啓普及啓発を発を発を発を図図図図るように、事るように、事るように、事るように、事業業業業

者者者者やややや、また、また、また、また市町村市町村市町村市町村に対してに対してに対してに対して啓啓啓啓発発発発普及普及普及普及を進めていこうとを進めていこうとを進めていこうとを進めていこうと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長 ままままずずずず、地域包括ケアの、地域包括ケアの、地域包括ケアの、地域包括ケアの推推推推進のために進のために進のために進のために訪訪訪訪問問問問看看看看護護護護

ステーシステーシステーシステーショョョョンンンンと、と、と、と、訪訪訪訪問問問問医療医療医療医療、在、在、在、在宅医療宅医療宅医療宅医療のののの今後今後今後今後についてのご質問でございました。についてのご質問でございました。についてのご質問でございました。についてのご質問でございました。

訪訪訪訪問問問問看看看看護ステーシ護ステーシ護ステーシ護ステーショョョョンンンンについては、現状、まだまだについては、現状、まだまだについては、現状、まだまだについては、現状、まだまだ足足足足りないという認りないという認りないという認りないという認識識識識はははは持持持持っておりまっておりまっておりまっておりま

す。これから地域包括ケアシステムを構築するにあたりましては、す。これから地域包括ケアシステムを構築するにあたりましては、す。これから地域包括ケアシステムを構築するにあたりましては、す。これから地域包括ケアシステムを構築するにあたりましては、医療医療医療医療と介護の連と介護の連と介護の連と介護の連携携携携がががが重重重重

要要要要ななななポポポポイイイイントントントントになってくるかと思います。その中で、まになってくるかと思います。その中で、まになってくるかと思います。その中で、まになってくるかと思います。その中で、まずずずず、在、在、在、在宅医療宅医療宅医療宅医療をいわをいわをいわをいわゆゆゆゆるるるる訪訪訪訪問して問して問して問して

いただくいただくいただくいただく医師医師医師医師をををを今後今後今後今後どうどうどうどうふふふふややややしていくのかも大きなしていくのかも大きなしていくのかも大きなしていくのかも大きな課題課題課題課題になってまいりますので、そういになってまいりますので、そういになってまいりますので、そういになってまいりますので、そうい

ったったったった観観観観点で、地域でい点で、地域でい点で、地域でい点で、地域でいろろろろいいいいろろろろなななな医療医療医療医療、介護の連、介護の連、介護の連、介護の連携携携携が進が進が進が進むむむむようにようにようにようにややややってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考考考考えてえてえてえて

いるとこいるとこいるとこいるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それから、それから、それから、それから、医療医療医療医療と介護をつなと介護をつなと介護をつなと介護をつなぐ訪ぐ訪ぐ訪ぐ訪問問問問看看看看護ステーシ護ステーシ護ステーシ護ステーショョョョンンンンはそういうはそういうはそういうはそういう役役役役割を割を割を割を担担担担ってくると思ってくると思ってくると思ってくると思

いますので、これについてもいますので、これについてもいますので、これについてもいますので、これについても今後今後今後今後、質と、質と、質と、質と量量量量のののの充充充充実を実を実を実を図図図図っていくっていくっていくっていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えておりまえておりまえておりまえておりま

す。ただ、現す。ただ、現す。ただ、現す。ただ、現段階段階段階段階でどれでどれでどれでどれぐぐぐぐらい見らい見らい見らい見込込込込んでいけばいいのかそこまでのものをんでいけばいいのかそこまでのものをんでいけばいいのかそこまでのものをんでいけばいいのかそこまでのものを持持持持っておりませっておりませっておりませっておりませ

んので、んので、んので、んので、今後今後今後今後、しっかり、しっかり、しっかり、しっかり検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それから、それから、それから、それから、生活困生活困生活困生活困窮窮窮窮者の者の者の者の自自自自立立立立支援制支援制支援制支援制度についてのご質問でございました。度についてのご質問でございました。度についてのご質問でございました。度についてのご質問でございました。

生活生活生活生活保護に保護に保護に保護に至至至至る前のる前のる前のる前の段階段階段階段階のののの生活困生活困生活困生活困窮窮窮窮者の者の者の者の自自自自立立立立支援支援支援支援策の策の策の策の強化強化強化強化をををを図図図図るために、福祉事務るために、福祉事務るために、福祉事務るために、福祉事務所所所所設設設設

置自置自置自置自治治治治体体体体がががが自自自自立立立立相談支援相談支援相談支援相談支援事事事事業業業業と、と、と、と、住住住住居居居居確保確保確保確保給給給給付金付金付金付金のののの支支支支給給給給、そのほかの、そのほかの、そのほかの、そのほかの支援支援支援支援を行うを行うを行うを行う生活困生活困生活困生活困窮窮窮窮

者者者者自自自自立立立立支援支援支援支援法法法法がががが昨昨昨昨年の１２月に成年の１２月に成年の１２月に成年の１２月に成立立立立しまして、しまして、しまして、しまして、来来来来年の４月から施行されることになってお年の４月から施行されることになってお年の４月から施行されることになってお年の４月から施行されることになってお

ります。県ではまります。県ではまります。県ではまります。県ではまずずずず、、、、来来来来年４月からの年４月からの年４月からの年４月からの法法法法施行に施行に施行に施行に向向向向けまして、本年度、けまして、本年度、けまして、本年度、けまして、本年度、モデルモデルモデルモデル事事事事業業業業ををををややややってってってって

おりまして、５月２８日におりまして、５月２８日におりまして、５月２８日におりまして、５月２８日に橿原橿原橿原橿原市市市市に奈良県中和に奈良県中和に奈良県中和に奈良県中和生活自生活自生活自生活自立立立立ササササポポポポーーーートセンタトセンタトセンタトセンターを開設しまして、ーを開設しまして、ーを開設しまして、ーを開設しまして、

自自自自立立立立相談支援相談支援相談支援相談支援事事事事業業業業をそのをそのをそのをそのセンタセンタセンタセンターで実施しているとこーで実施しているとこーで実施しているとこーで実施しているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

そのそのそのそのササササポポポポーーーートセンタトセンタトセンタトセンターをつくってーをつくってーをつくってーをつくって来所相談来所相談来所相談来所相談を受けてきたわけでございますが、を受けてきたわけでございますが、を受けてきたわけでございますが、を受けてきたわけでございますが、場所場所場所場所もももも橿橿橿橿

原原原原市市市市ということで、基本的には中和福祉事務ということで、基本的には中和福祉事務ということで、基本的には中和福祉事務ということで、基本的には中和福祉事務所所所所管管管管内内内内の方を中の方を中の方を中の方を中心心心心に受けさせていただいていに受けさせていただいていに受けさせていただいていに受けさせていただいてい

るのですが、るのですが、るのですが、るのですが、場所場所場所場所の問の問の問の問題題題題もありますので、中和福祉事務もありますので、中和福祉事務もありますので、中和福祉事務もありますので、中和福祉事務所所所所管管管管内内内内がががが広広広広域であるために、域であるために、域であるために、域であるために、町村町村町村町村

でででで広報広報広報広報誌誌誌誌にににに載載載載せていただくなどしていたのですが、それだけではなかなかせていただくなどしていたのですが、それだけではなかなかせていただくなどしていたのですが、それだけではなかなかせていただくなどしていたのですが、それだけではなかなか来来来来ていただけなていただけなていただけなていただけな

いとこいとこいとこいところろろろもありますので、もありますので、もありますので、もありますので、周周周周知を知を知を知を図図図図るというるというるというるという意味意味意味意味も含めまして、管も含めまして、管も含めまして、管も含めまして、管内内内内のののの町村町村町村町村をををを回回回回りましてりましてりましてりまして

巡巡巡巡回相談回相談回相談回相談をををを９９９９月から実施しているとこ月から実施しているとこ月から実施しているとこ月から実施しているところろろろでございます。県としては、このでございます。県としては、このでございます。県としては、このでございます。県としては、このモデルモデルモデルモデル事事事事業業業業の成の成の成の成
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果果果果をををを検検検検証証証証、、、、検討検討検討検討しながら、県福祉でしながら、県福祉でしながら、県福祉でしながら、県福祉で広広広広域的に域的に域的に域的に来来来来年度、年度、年度、年度、取取取取りりりり組組組組んでいかなければいけませんんでいかなければいけませんんでいかなければいけませんんでいかなければいけません

ので、ので、ので、ので、吉吉吉吉野福祉事務野福祉事務野福祉事務野福祉事務所所所所、中和福祉事務、中和福祉事務、中和福祉事務、中和福祉事務所所所所でどのようにこれをでどのようにこれをでどのようにこれをでどのようにこれをややややっていけばいいか準備っていけばいいか準備っていけばいいか準備っていけばいいか準備作業作業作業作業

を進めているとこを進めているとこを進めているとこを進めているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それから、県それから、県それから、県それから、県内内内内のののの自自自自治治治治体体体体におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組み組み組み組み状況についてもお答えしたいと思います。状況についてもお答えしたいと思います。状況についてもお答えしたいと思います。状況についてもお答えしたいと思います。

県県県県内内内内１３の福祉事務１３の福祉事務１３の福祉事務１３の福祉事務所所所所設設設設置自置自置自置自治治治治体体体体においても、においても、においても、においても、来来来来年４月の施行に年４月の施行に年４月の施行に年４月の施行に向向向向けて準備を行っていけて準備を行っていけて準備を行っていけて準備を行ってい

ただいているとこただいているとこただいているとこただいているところろろろでございます。までございます。までございます。までございます。まずずずず、委、委、委、委託託託託か直か直か直か直営営営営ででででややややるのかというとこるのかというとこるのかというとこるのかというところろろろからからからから検討検討検討検討しししし

ていただいているとこていただいているとこていただいているとこていただいているところろろろでございます。現在、委でございます。現在、委でございます。現在、委でございます。現在、委託託託託予予予予定が２ケ定が２ケ定が２ケ定が２ケ所所所所、直、直、直、直営営営営ででででややややるとこるとこるとこるところろろろがががが９９９９

ケケケケ所所所所、、、、検討検討検討検討中が２ケ中が２ケ中が２ケ中が２ケ所所所所と聞いているとこと聞いているとこと聞いているとこと聞いているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。モデルモデルモデルモデル事事事事業業業業につきましては、県につきましては、県につきましては、県につきましては、県

と、奈良と、奈良と、奈良と、奈良市市市市はははは昨昨昨昨年からですけれども、実施しているとこ年からですけれども、実施しているとこ年からですけれども、実施しているとこ年からですけれども、実施しているところろろろでございます。県では、県でございます。県では、県でございます。県では、県でございます。県では、県内市内市内市内市

町村町村町村町村に対しまして情に対しまして情に対しまして情に対しまして情報報報報のののの提供や説提供や説提供や説提供や説明会明会明会明会等等等等を実施しまして、また、福祉事務を実施しまして、また、福祉事務を実施しまして、また、福祉事務を実施しまして、また、福祉事務所所所所に対してもに対してもに対してもに対しても個個個個

別別別別ヒヒヒヒアアアアリング等リング等リング等リング等ををををややややりまして、この事りまして、この事りまして、この事りまして、この事業業業業がががが来来来来年４月から年４月から年４月から年４月から円滑円滑円滑円滑に進に進に進に進むむむむようにようにようにように支援支援支援支援しているとしているとしているとしていると

こここころろろろでございまして、１０月でございまして、１０月でございまして、１０月でございまして、１０月９９９９日には、この事日には、この事日には、この事日には、この事業業業業、、、、制制制制度に係る度に係る度に係る度に係る説説説説明会を明会を明会を明会を厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省のののの担当担当担当担当

課課課課長長長長補補補補佐佐佐佐にににに来来来来ていただいてていただいてていただいてていただいて説説説説明いただくとともに、明いただくとともに、明いただくとともに、明いただくとともに、意意意意見見見見交換交換交換交換を行ったとこを行ったとこを行ったとこを行ったところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

あとあとあとあと半半半半年を年を年を年を切切切切ってきましたので、ってきましたので、ってきましたので、ってきましたので、ピピピピッチッチッチッチを上を上を上を上げげげげてててて各各各各福祉事務福祉事務福祉事務福祉事務所所所所がががが取取取取りりりり組組組組めるように、いめるように、いめるように、いめるように、い

ろろろろいいいいろろろろなななな支援支援支援支援をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長 がん対策についてお答えがん対策についてお答えがん対策についてお答えがん対策についてお答え申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

がん対策につきましては、平成２５年３月に策定いたしました第２がん対策につきましては、平成２５年３月に策定いたしました第２がん対策につきましては、平成２５年３月に策定いたしました第２がん対策につきましては、平成２５年３月に策定いたしました第２期期期期奈良県がん対策奈良県がん対策奈良県がん対策奈良県がん対策推推推推

進計進計進計進計画画画画に基に基に基に基づづづづきまして、県きまして、県きまして、県きまして、県民民民民が県が県が県が県内内内内で質ので質ので質ので質の高高高高いがん治いがん治いがん治いがん治療療療療を受けられるよう、がんを受けられるよう、がんを受けられるよう、がんを受けられるよう、がん医療医療医療医療のののの提提提提

供体制供体制供体制供体制のののの充充充充実を進めるとともに、実を進めるとともに、実を進めるとともに、実を進めるとともに、患患患患者、者、者、者、家族家族家族家族のののの視視視視点に点に点に点に立立立立った施策を進めているとこった施策を進めているとこった施策を進めているとこった施策を進めているところろろろでごでごでごでご

ざいます。そういった中で、がんざいます。そういった中で、がんざいます。そういった中で、がんざいます。そういった中で、がん登登登登録録録録、特に地域がん、特に地域がん、特に地域がん、特に地域がん登登登登録録録録につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては非常非常非常非常にににに重要重要重要重要な事な事な事な事

項と項と項と項と考考考考えています。がんえています。がんえています。がんえています。がん登登登登録録録録の実の実の実の実際際際際の事務につきましては、の事務につきましては、の事務につきましては、の事務につきましては、医療政医療政医療政医療政策部で策部で策部で策部で担当担当担当担当いたしておいたしておいたしておいたしてお

りますので、りますので、りますので、りますので、詳詳詳詳細細細細はお答えしかはお答えしかはお答えしかはお答えしかねねねねますが、ますが、ますが、ますが、医療政医療政医療政医療政策部から聞き策部から聞き策部から聞き策部から聞き及及及及んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろによりまによりまによりまによりま

すと、すと、すと、すと、課題課題課題課題といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、ややややはりはりはりはり精精精精度を度を度を度を高高高高めていくことについてめていくことについてめていくことについてめていくことについて取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく必要必要必要必要

がががが非常非常非常非常にあるという認にあるという認にあるという認にあるという認識識識識から、本年度は、平成２３年度実施分をから、本年度は、平成２３年度実施分をから、本年度は、平成２３年度実施分をから、本年度は、平成２３年度実施分を取取取取りまとめ、さかのりまとめ、さかのりまとめ、さかのりまとめ、さかのぼぼぼぼりりりり

調調調調査を行いまして、より査を行いまして、より査を行いまして、より査を行いまして、より精精精精度を度を度を度を高高高高めていくめていくめていくめていく予予予予定と聞き定と聞き定と聞き定と聞き及及及及んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 地域包括ケアシステムに関する質問のことでございます。地域包括ケアシステムに関する質問のことでございます。地域包括ケアシステムに関する質問のことでございます。地域包括ケアシステムに関する質問のことでございます。資料資料資料資料はあるだはあるだはあるだはあるだろろろろうとうとうとうと

思っていますが、２０２５年問思っていますが、２０２５年問思っていますが、２０２５年問思っていますが、２０２５年問題題題題てててて誰誰誰誰でも一でも一でも一でも一番番番番大事に大事に大事に大事に考考考考えないといけない問えないといけない問えないといけない問えないといけない問題題題題です。です。です。です。数数数数字字字字

ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは自自自自分の分の分の分の頭頭頭頭に入っていないといけない。大に入っていないといけない。大に入っていないといけない。大に入っていないといけない。大体体体体本県の本県の本県の本県の高齢高齢高齢高齢者がどうなって、認定者が者がどうなって、認定者が者がどうなって、認定者が者がどうなって、認定者が

どうなって、どうなって、どうなって、どうなって、要要要要介護１介護１介護１介護１以以以以上がどれくらいあると。現状と１１年上がどれくらいあると。現状と１１年上がどれくらいあると。現状と１１年上がどれくらいあると。現状と１１年後後後後はどうなるかというのははどうなるかというのははどうなるかというのははどうなるかというのは
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今今今今までいまでいまでいまでいろろろろいいいいろろろろなななな場場場場面面面面で議で議で議で議論論論論しているはしているはしているはしているはずずずずです。それをです。それをです。それをです。それを想想想想定した中で、どういう施設がど定した中で、どういう施設がど定した中で、どういう施設がど定した中で、どういう施設がど

れくらいれくらいれくらいれくらい必要必要必要必要か、か、か、か、訪訪訪訪問問問問看看看看護にしても小護にしても小護にしても小護にしても小規模規模規模規模多多多多機能機能機能機能の件に関してもの件に関してもの件に関してもの件に関しても医医医医者の問者の問者の問者の問題題題題もそうです。もそうです。もそうです。もそうです。

ひひひひとつとつとつとつ気気気気になりますのは、になりますのは、になりますのは、になりますのは、医師医師医師医師のののの研修費研修費研修費研修費のののの助助助助成成成成制制制制度を度を度を度をややややっていますよっていますよっていますよっていますよねねねね。本県にとどま。本県にとどま。本県にとどま。本県にとどま

るということを前るということを前るということを前るということを前提提提提にした。これがにした。これがにした。これがにした。これが最最最最近近近近、、、、減減減減ってきた。ってきた。ってきた。ってきた。最最最最初初初初のののの頃頃頃頃にににに比比比比べべべべると受ると受ると受ると受給給給給希希希希望望望望者が者が者が者が

減減減減ってきているというってきているというってきているというってきているというデデデデーーーータタタタがががが報告報告報告報告されています。総されています。総されています。総されています。総合医合医合医合医をををを育育育育てようとてようとてようとてようと医療政医療政医療政医療政策部で一策部で一策部で一策部で一生生生生

懸懸懸懸命命命命ややややってもらっているのですけれども、これらとのってもらっているのですけれども、これらとのってもらっているのですけれども、これらとのってもらっているのですけれども、これらとの兼兼兼兼ね合ね合ね合ね合いの中で、いの中で、いの中で、いの中で、将将将将来来来来のののの訪訪訪訪問問問問医療医療医療医療のののの

体制体制体制体制をどうすればいいのかということのをどうすればいいのかということのをどうすればいいのかということのをどうすればいいのかということの具体具体具体具体的な目的な目的な目的な目標標標標、、、、訪訪訪訪問問問問看看看看護もそうです、もう護もそうです、もう護もそうです、もう護もそうです、もうぼぼぼぼちちちちぼぼぼぼ

ちちちち絵絵絵絵面面面面をををを描描描描かないと、３年たったら、地域包括ケアシステムがかないと、３年たったら、地域包括ケアシステムがかないと、３年たったら、地域包括ケアシステムがかないと、３年たったら、地域包括ケアシステムが変変変変わるのです。そうなってわるのです。そうなってわるのです。そうなってわるのです。そうなって

くると、間にくると、間にくると、間にくると、間に合合合合わない。しかも、介護保わない。しかも、介護保わない。しかも、介護保わない。しかも、介護保険険険険が大きくが大きくが大きくが大きく変変変変わるわけです、わるわけです、わるわけです、わるわけです、流流流流れが。れが。れが。れが。先先先先ほどの小ほどの小ほどの小ほどの小

林委員の質問にもありましたように、林委員の質問にもありましたように、林委員の質問にもありましたように、林委員の質問にもありましたように、要支援要支援要支援要支援が地域事が地域事が地域事が地域事業業業業にににに変変変変わっていくとか、いわっていくとか、いわっていくとか、いわっていくとか、いろろろろいいいいろろろろなななな

流流流流れがれがれがれが動動動動くわけです。もうくわけです。もうくわけです。もうくわけです。もう今今今今、、、、動動動動きかけていますよ。だから、そういう中で、きかけていますよ。だから、そういう中で、きかけていますよ。だから、そういう中で、きかけていますよ。だから、そういう中で、ややややはり本県はり本県はり本県はり本県

としてもとしてもとしてもとしても早早早早くシくシくシくシミミミミュュュュレレレレーシーシーシーショョョョンンンンをしながら、ここをしながら、ここをしながら、ここをしながら、ここへ来へ来へ来へ来るのですよ、ここはいくらるのですよ、ここはいくらるのですよ、ここはいくらるのですよ、ここはいくら要要要要るのでるのでるのでるので

すよ、こうするのですよということをすよ、こうするのですよということをすよ、こうするのですよということをすよ、こうするのですよということを示示示示してあしてあしてあしてあげげげげないと。ただ議ないと。ただ議ないと。ただ議ないと。ただ議論論論論しながら、しながら、しながら、しながら、積積積積みみみみ上上上上げげげげてててて

いくというのでは間にいくというのでは間にいくというのでは間にいくというのでは間に合合合合わないと思います。だから、そのわないと思います。だから、そのわないと思います。だから、そのわないと思います。だから、その辺辺辺辺をテをテをテをテンンンンポポポポアアアアップップップップして、しっかして、しっかして、しっかして、しっか

り議り議り議り議論論論論してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。

数数数数字字字字についてはもうについてはもうについてはもうについてはもう結結結結構ですので、構ですので、構ですので、構ですので、後後後後からまたからまたからまたからまた教教教教えてください。お願いします。えてください。お願いします。えてください。お願いします。えてください。お願いします。

それから、それから、それから、それから、生活困生活困生活困生活困窮窮窮窮者の者の者の者の自自自自立立立立支援支援支援支援法法法法でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、窓窓窓窓口は福祉事務口は福祉事務口は福祉事務口は福祉事務所所所所を中を中を中を中心心心心にににに

つくってということでございますけれども、ここでつくってということでございますけれども、ここでつくってということでございますけれども、ここでつくってということでございますけれども、ここで今後今後今後今後、問、問、問、問題題題題というか、というか、というか、というか、課題課題課題課題になるのは、になるのは、になるのは、になるのは、

生活困生活困生活困生活困窮窮窮窮者が者が者が者がみずみずみずみずからからからから申告申告申告申告してきたものに対してきたものに対してきたものに対してきたものに対応応応応するのはするのはするのはするのは非常非常非常非常に簡単です。しかし、に簡単です。しかし、に簡単です。しかし、に簡単です。しかし、申告申告申告申告しししし

てくるまでもなく、情てくるまでもなく、情てくるまでもなく、情てくるまでもなく、情報報報報をつかんでをつかんでをつかんでをつかんで支援支援支援支援していくというしていくというしていくというしていくという動動動動きまできまできまできまで持持持持っていかないと、っていかないと、っていかないと、っていかないと、意味意味意味意味

がないと思うのです。がないと思うのです。がないと思うのです。がないと思うのです。要要要要するにするにするにするに生活生活生活生活保護に保護に保護に保護に陥陥陥陥る前の状る前の状る前の状る前の状態態態態をどうをどうをどうをどうややややってつかってつかってつかってつかむむむむかということかということかということかということ

ですけれども、そのですけれども、そのですけれども、そのですけれども、その辺辺辺辺についてについてについてについて何何何何かおかおかおかお考考考考えがあれば、おえがあれば、おえがあれば、おえがあれば、お尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長○林地域福祉課長兼地域包括ケア推進室長 どういった福祉のどういった福祉のどういった福祉のどういった福祉の制制制制度でありましても、度でありましても、度でありましても、度でありましても、申請申請申請申請

主主主主義義義義ということで、ということで、ということで、ということで、相手相手相手相手からからからから何何何何か情か情か情か情報報報報がないとというのはあるのですが、１つは、がないとというのはあるのですが、１つは、がないとというのはあるのですが、１つは、がないとというのはあるのですが、１つは、ややややはりはりはりはり

地域の中でそういう方を見つけていただくということです。認知地域の中でそういう方を見つけていただくということです。認知地域の中でそういう方を見つけていただくということです。認知地域の中でそういう方を見つけていただくということです。認知症症症症のおのおのおのお話話話話とか、そういうとか、そういうとか、そういうとか、そういう

とことことこところろろろでもあったのですけれども、いでもあったのですけれども、いでもあったのですけれども、いでもあったのですけれども、いろろろろいいいいろろろろな見な見な見な見守守守守りりりり活動活動活動活動をこれから地域包括ケアシステをこれから地域包括ケアシステをこれから地域包括ケアシステをこれから地域包括ケアシステ

ムをつくっていく中で、どんどんムをつくっていく中で、どんどんムをつくっていく中で、どんどんムをつくっていく中で、どんどん充充充充実していくと、こんなとこ実していくと、こんなとこ実していくと、こんなとこ実していくと、こんなところろろろにこんな人がいるというにこんな人がいるというにこんな人がいるというにこんな人がいるという

情情情情報報報報がまたいがまたいがまたいがまたいろろろろいいいいろろろろ入ってくるかと思います。そういう入ってくるかと思います。そういう入ってくるかと思います。そういう入ってくるかと思います。そういう体制づ体制づ体制づ体制づくりをまくりをまくりをまくりをまずずずずはしていくことはしていくことはしていくことはしていくこと

で、で、で、で、今今今今まででしたら、ご本人からのまででしたら、ご本人からのまででしたら、ご本人からのまででしたら、ご本人からの申告申告申告申告がないがないがないがない限限限限りはわからなかったものがりはわからなかったものがりはわからなかったものがりはわからなかったものが何何何何かわかってかわかってかわかってかわかって

いくいくいくいく仕組み仕組み仕組み仕組みができてくればいいと思っています。そのためにも、地域包括ケアシステムのができてくればいいと思っています。そのためにも、地域包括ケアシステムのができてくればいいと思っています。そのためにも、地域包括ケアシステムのができてくればいいと思っています。そのためにも、地域包括ケアシステムの
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中で中で中で中で住住住住民や民や民や民やボボボボランランランランテテテティィィィアのいアのいアのいアのいろろろろいいいいろろろろなななな活動活動活動活動の部分というのは、委員がおっしの部分というのは、委員がおっしの部分というのは、委員がおっしの部分というのは、委員がおっしゃゃゃゃった基った基った基った基盤盤盤盤のののの

とことことこところろろろになると思いますので、そういったこともしっかりとつくっていけるようにになると思いますので、そういったこともしっかりとつくっていけるようにになると思いますので、そういったこともしっかりとつくっていけるようにになると思いますので、そういったこともしっかりとつくっていけるようにややややってってってって

いきたいと思っております。いきたいと思っております。いきたいと思っております。いきたいと思っております。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 今今今今のののの生活困生活困生活困生活困窮窮窮窮者者者者自自自自立立立立の件でございますけれども、これからのの件でございますけれども、これからのの件でございますけれども、これからのの件でございますけれども、これからの課題課題課題課題もたくさんあもたくさんあもたくさんあもたくさんあ

ると思います。これもると思います。これもると思います。これもると思います。これも来来来来年４月に施行されるわけでございますから、日に年４月に施行されるわけでございますから、日に年４月に施行されるわけでございますから、日に年４月に施行されるわけでございますから、日にちちちちもありません。もありません。もありません。もありません。

民生民生民生民生委員であるとか、これは委員であるとか、これは委員であるとか、これは委員であるとか、これはプラプラプラプライバイバイバイバシーの関係、シーの関係、シーの関係、シーの関係、個個個個人情人情人情人情報報報報の関係も絡の関係も絡の関係も絡の関係も絡みみみみ、なかなか、なかなか、なかなか、なかなかデデデデリリリリ

ケーケーケーケートトトトなとこなとこなとこなところろろろもあると思います。しかし、どういう方もあると思います。しかし、どういう方もあると思います。しかし、どういう方もあると思います。しかし、どういう方法法法法でどういうでどういうでどういうでどういうネネネネットットットットワワワワーーーーククククをををを敷敷敷敷いいいい

てどうするかということは、国でもアてどうするかということは、国でもアてどうするかということは、国でもアてどうするかということは、国でもアウウウウトラトラトラトライイイインンンンは出ているとは思うのですけれども、本は出ているとは思うのですけれども、本は出ているとは思うのですけれども、本は出ているとは思うのですけれども、本

県としても県としても県としても県としてもややややはりいはりいはりいはりいろろろろいいいいろ研ろ研ろ研ろ研究究究究してほしい。問してほしい。問してほしい。問してほしい。問題題題題だと思うのは、本だと思うのは、本だと思うのは、本だと思うのは、本当当当当にすばらしいにすばらしいにすばらしいにすばらしい民生民生民生民生委委委委

員も員も員も員も数数数数多くいらっし多くいらっし多くいらっし多くいらっしゃゃゃゃいますが、中には、名いますが、中には、名いますが、中には、名いますが、中には、名誉誉誉誉職的な職的な職的な職的な民生民生民生民生委員も見かけます、本県のどこ委員も見かけます、本県のどこ委員も見かけます、本県のどこ委員も見かけます、本県のどこ

とは言いません。ですから、とは言いません。ですから、とは言いません。ですから、とは言いません。ですから、民生民生民生民生委員のあり方についても、委員のあり方についても、委員のあり方についても、委員のあり方についても、今後今後今後今後はしっかり行はしっかり行はしっかり行はしっかり行政政政政としてとしてとしてとして指指指指

導導導導していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるのではないかと。でないと、こういうものについてこれませんから。があるのではないかと。でないと、こういうものについてこれませんから。があるのではないかと。でないと、こういうものについてこれませんから。があるのではないかと。でないと、こういうものについてこれませんから。

代代代代表表表表質問で言いました保健質問で言いました保健質問で言いました保健質問で言いました保健師師師師、、、、民生民生民生民生委員、この委員、この委員、この委員、この辺辺辺辺が特に大事なが特に大事なが特に大事なが特に大事なキキキキーーーーママママンンンンになると思いますになると思いますになると思いますになると思います

ので、ので、ので、ので、ぜひぜひぜひぜひそのそのそのその辺辺辺辺、さらにご、さらにご、さらにご、さらにご指導指導指導指導のほどよのほどよのほどよのほどよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。以以以以上です。上です。上です。上です。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 数数数数点質問したいと思います。点質問したいと思います。点質問したいと思います。点質問したいと思います。

ままままずずずずは、女性のは、女性のは、女性のは、女性の就労就労就労就労のののの支援支援支援支援からお聞かせいただきたいのです。からお聞かせいただきたいのです。からお聞かせいただきたいのです。からお聞かせいただきたいのです。

このこのこのこの重要課題重要課題重要課題重要課題に関するに関するに関するに関する評価評価評価評価の８の８の８の８７７７７ページをページをページをページを拝拝拝拝見していますと、例えば見していますと、例えば見していますと、例えば見していますと、例えば男男男男性の性の性の性の家家家家事事事事労労労労働働働働のののの

時時時時間を間を間を間をふふふふややややすであるとか、女性のすであるとか、女性のすであるとか、女性のすであるとか、女性の就労率就労率就労率就労率をこれをこれをこれをこれぐぐぐぐらいアらいアらいアらいアップップップップするという目するという目するという目するという目標標標標と実と実と実と実績績績績がががが書書書書かかかか

れています。まれています。まれています。まれています。まずずずずここでここでここでここで教教教教えていただきたいのは、えていただきたいのは、えていただきたいのは、えていただきたいのは、男男男男女の女の女の女の固固固固定的定的定的定的役役役役割分割分割分割分担意識担意識担意識担意識のののの変変変変革革革革といといといとい

うとこうとこうとこうところろろろで、４３分ので、４３分ので、４３分ので、４３分の男男男男性の性の性の性の家家家家事関連の従事事関連の従事事関連の従事事関連の従事時時時時間を５０分にするという目間を５０分にするという目間を５０分にするという目間を５０分にするという目標標標標値値値値がありますがありますがありますがあります

が、まが、まが、まが、まずずずず、この目、この目、この目、この目標標標標の設定を、どのように出されているの設定を、どのように出されているの設定を、どのように出されているの設定を、どのように出されている数数数数字字字字なのかをなのかをなのかをなのかを教教教教えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。

というのは、どれというのは、どれというのは、どれというのは、どれぐぐぐぐらいらいらいらいふふふふえたら、えたら、えたら、えたら、男男男男の人と女の人が性差なく、例えばの人と女の人が性差なく、例えばの人と女の人が性差なく、例えばの人と女の人が性差なく、例えば家家家家事事事事労労労労働働働働を分配しを分配しを分配しを分配し

て、おて、おて、おて、お互互互互いにいにいにいに働働働働けるけるけるける時時時時間がこれ間がこれ間がこれ間がこれぐぐぐぐらいとこれらいとこれらいとこれらいとこれぐぐぐぐらいで、でも、実らいで、でも、実らいで、でも、実らいで、でも、実態態態態はこれはこれはこれはこれぐぐぐぐらいだから、らいだから、らいだから、らいだから、

これこれこれこれぐぐぐぐらいにしようという目らいにしようという目らいにしようという目らいにしようという目標標標標設定の設定の設定の設定の仕仕仕仕方だと思うのですけれども、この方だと思うのですけれども、この方だと思うのですけれども、この方だと思うのですけれども、この数数数数字字字字を見て、えを見て、えを見て、えを見て、え

っ、こんなのでっ、こんなのでっ、こんなのでっ、こんなので手手手手伝伝伝伝っているというか、分っているというか、分っているというか、分っているというか、分担担担担していると言えるのというしていると言えるのというしていると言えるのというしていると言えるのという数数数数字字字字だと思うのでだと思うのでだと思うのでだと思うので

すけれども、どういうすけれども、どういうすけれども、どういうすけれども、どういう根根根根拠拠拠拠でまでまでまでまずずずずこの目この目この目この目標標標標の５０分を出されたのかをの５０分を出されたのかをの５０分を出されたのかをの５０分を出されたのかを教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

それと関連して、ことしの２月議会で知事に女性のそれと関連して、ことしの２月議会で知事に女性のそれと関連して、ことしの２月議会で知事に女性のそれと関連して、ことしの２月議会で知事に女性の就労就労就労就労支援支援支援支援についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねしましたとしましたとしましたとしましたと

きに、女性の職きに、女性の職きに、女性の職きに、女性の職場場場場でのでのでのでの登登登登用用用用をををを妨妨妨妨げげげげているのは日本のているのは日本のているのは日本のているのは日本の労労労労働働働働環境環境環境環境ではないかとおっしではないかとおっしではないかとおっしではないかとおっしゃゃゃゃられまられまられまられま

した。そのした。そのした。そのした。その後後後後でででで続続続続いて、女性のいて、女性のいて、女性のいて、女性の翻翻翻翻訳家訳家訳家訳家の養成であったりの養成であったりの養成であったりの養成であったり資料作資料作資料作資料作成の成の成の成の専門家専門家専門家専門家の養成であったの養成であったの養成であったの養成であった

り、そういうことをり、そういうことをり、そういうことをり、そういうことを積積積積みみみみ上上上上げげげげていきたいのだと。ていきたいのだと。ていきたいのだと。ていきたいのだと。予予予予算でも上がっていますし、テ算でも上がっていますし、テ算でも上がっていますし、テ算でも上がっていますし、テレレレレワワワワーーーークククク
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の分野もの分野もの分野もの分野も就労就労就労就労のののの支援支援支援支援として上がっています。ここもとして上がっています。ここもとして上がっています。ここもとして上がっています。ここも納納納納得得得得がいかないというか、疑問に思うがいかないというか、疑問に思うがいかないというか、疑問に思うがいかないというか、疑問に思う

点がありまして、女性は点がありまして、女性は点がありまして、女性は点がありまして、女性は家家家家事事事事労労労労働働働働で大で大で大で大変変変変だから、おうだから、おうだから、おうだから、おうちちちちでできるでできるでできるでできる仕仕仕仕事をしてもらえという事をしてもらえという事をしてもらえという事をしてもらえという

ような、またそれはような、またそれはような、またそれはような、またそれは古典古典古典古典的性差の的性差の的性差の的性差の押押押押しつけしつけしつけしつけみみみみたいなのを一方でたいなのを一方でたいなのを一方でたいなのを一方でややややられているのではないかられているのではないかられているのではないかられているのではないか

ともとれてしまうのです。この在ともとれてしまうのです。この在ともとれてしまうのです。この在ともとれてしまうのです。この在宅宅宅宅のおのおのおのお仕仕仕仕事はどういう方を事はどういう方を事はどういう方を事はどういう方をタタタターーーーゲゲゲゲットットットットとしてとしてとしてとして広げ広げ広げ広げていこていこていこていこ

うとされているのか。これをうとされているのか。これをうとされているのか。これをうとされているのか。これを教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、相談相談相談相談があったのは年間１があったのは年間１があったのは年間１があったのは年間１，，，，０００件０００件０００件０００件超超超超ということでした。ということでした。ということでした。ということでした。今今今今、、、、

いいいいろろろろいいいいろろろろな分野でな分野でな分野でな分野で警察警察警察警察と連と連と連と連携携携携して進められてはいますが、そのごして進められてはいますが、そのごして進められてはいますが、そのごして進められてはいますが、そのご相談相談相談相談を受けた件を受けた件を受けた件を受けた件数数数数から、から、から、から、

警察警察警察警察にそのごにそのごにそのごにそのご家庭家庭家庭家庭に行っていただくというに行っていただくというに行っていただくというに行っていただくという働働働働きかけは、実きかけは、実きかけは、実きかけは、実態態態態はどのようになっているのかはどのようになっているのかはどのようになっているのかはどのようになっているのか

をををを教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

それと、その１それと、その１それと、その１それと、その１，，，，０００件のう０００件のう０００件のう０００件のうちちちち、どういう方からのご、どういう方からのご、どういう方からのご、どういう方からのご相談相談相談相談かかかか相談経相談経相談経相談経路路路路がわかれば、がわかれば、がわかれば、がわかれば、教教教教

えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。

それと、それと、それと、それと、最最最最後後後後に、に、に、に、ププププーーーールルルルのののの料金料金料金料金についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたい。いしたい。いしたい。いしたい。ププププーーーールルルルのののの料金料金料金料金、これは一、これは一、これは一、これは一義義義義的に的に的に的に

はははは公公公公園緑園緑園緑園緑地地地地課課課課ですので、ですので、ですので、ですので、午午午午後後後後、県、県、県、県土マ土マ土マ土マネネネネジジジジメメメメントントントント部の質疑のときに部の質疑のときに部の質疑のときに部の質疑のときに伺伺伺伺いますけれども、福いますけれども、福いますけれども、福いますけれども、福

祉とも関連するので、聞いておきたいと思います。祉とも関連するので、聞いておきたいと思います。祉とも関連するので、聞いておきたいと思います。祉とも関連するので、聞いておきたいと思います。

ことしのことしのことしのことしの夏夏夏夏にスにスにスにスイイイイムムムムピピピピア奈良がア奈良がア奈良がア奈良がオオオオーーーープンプンプンプンしました。しました。しました。しました。料金体料金体料金体料金体系系系系は２は２は２は２種種種種類類類類あって、１つは、あって、１つは、あって、１つは、あって、１つは、

１１１１回回回回１１１１回回回回行ったときにお行ったときにお行ったときにお行ったときにお金金金金をををを払払払払ううううビビビビジジジジタタタターーーー料金料金料金料金と、水と、水と、水と、水泳泳泳泳のののの教教教教室であったり一月単室であったり一月単室であったり一月単室であったり一月単位位位位で定で定で定で定期期期期

利用利用利用利用の２つのの２つのの２つのの２つの料金料金料金料金が設けられています。そのが設けられています。そのが設けられています。そのが設けられています。そのビビビビジジジジタタタターーーー料金料金料金料金に関しては、障害をに関しては、障害をに関しては、障害をに関しては、障害を持持持持った方のった方のった方のった方の

減免減免減免減免があって、大があって、大があって、大があって、大体体体体２分の１程度の２分の１程度の２分の１程度の２分の１程度の額額額額がががが減免減免減免減免されています。一方、定されています。一方、定されています。一方、定されています。一方、定期利用期利用期利用期利用に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、

障害者障害者障害者障害者手手手手帳帳帳帳をををを持持持持っておられる方であってもっておられる方であってもっておられる方であってもっておられる方であっても減免減免減免減免がないのです。どういう方に、がないのです。どういう方に、がないのです。どういう方に、がないのです。どういう方に、減免減免減免減免をしてをしてをしてをして

いただいても県の施設をいただいても県の施設をいただいても県の施設をいただいても県の施設を利用利用利用利用していただきたいというのは、これはしていただきたいというのは、これはしていただきたいというのは、これはしていただきたいというのは、これは当当当当然然然然、県としての理、県としての理、県としての理、県としての理念念念念

だと思うのです。特に県の施設でしたら、ただ県がだと思うのです。特に県の施設でしたら、ただ県がだと思うのです。特に県の施設でしたら、ただ県がだと思うのです。特に県の施設でしたら、ただ県が持持持持てばいいだけのてばいいだけのてばいいだけのてばいいだけの話話話話ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、外外外外

部委部委部委部委託託託託している施設でしたら、その分、している施設でしたら、その分、している施設でしたら、その分、している施設でしたら、その分、補補補補填填填填しないといけませんし、よりその理しないといけませんし、よりその理しないといけませんし、よりその理しないといけませんし、よりその理念念念念のののの面面面面がががが

強強強強くなるのではないかと思っています。くなるのではないかと思っています。くなるのではないかと思っています。くなるのではないかと思っています。

おおおお伺伺伺伺いしたいのは、どういう議いしたいのは、どういう議いしたいのは、どういう議いしたいのは、どういう議論論論論をををを経経経経て、て、て、て、都都都都度度度度利用利用利用利用はははは減免減免減免減免する、ただし、定する、ただし、定する、ただし、定する、ただし、定期利用期利用期利用期利用はははは減減減減

免免免免しないということを、もしないということを、もしないということを、もしないということを、もちろちろちろちろんんんんＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩですから、ですから、ですから、ですから、料金料金料金料金は委は委は委は委託託託託先先先先で決められるのですけれで決められるのですけれで決められるのですけれで決められるのですけれ

ども、入ども、入ども、入ども、入札札札札をかけるときにをかけるときにをかけるときにをかけるときに当当当当然然然然、、、、仕仕仕仕様様様様書書書書にににに書書書書きききき込込込込むむむむことはできますし、することはできますし、することはできますし、することはできますし、するべべべべきですし、きですし、きですし、きですし、

福祉の中でどのような議福祉の中でどのような議福祉の中でどのような議福祉の中でどのような議論論論論があったのかをがあったのかをがあったのかをがあったのかを教教教教えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○正垣女性支援課長○正垣女性支援課長○正垣女性支援課長○正垣女性支援課長 男男男男性の性の性の性の家家家家事関連従事事関連従事事関連従事事関連従事時時時時間を５０分に設定しました間を５０分に設定しました間を５０分に設定しました間を５０分に設定しました根根根根拠拠拠拠といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、

理理理理由由由由でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、ワワワワーーーークククク・・・・ラララライイイイフフフフ・・・・ババババランランランランス、ス、ス、ス、男男男男女ともに女ともに女ともに女ともに仕仕仕仕事と事と事と事と家庭家庭家庭家庭をををを両立両立両立両立すすすす

ることはることはることはることは非常非常非常非常に大事なに大事なに大事なに大事な懸懸懸懸案事項と案事項と案事項と案事項と考考考考えています。えています。えています。えています。男男男男性の性の性の性の家家家家事事事事時時時時間につきましては、これも間につきましては、これも間につきましては、これも間につきましては、これも
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非常非常非常非常ににににワワワワーーーークククク・・・・ラララライイイイフフフフ・・・・ババババランランランランスをスをスをスを推推推推進していく上で大きな進していく上で大きな進していく上で大きな進していく上で大きな要要要要素素素素だとだとだとだと考考考考えています。このえています。このえています。このえています。この

目目目目標標標標値値値値につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、過去過去過去過去のののの伸伸伸伸びびびび率率率率等等等等を勘案しまして、５０分というを勘案しまして、５０分というを勘案しまして、５０分というを勘案しまして、５０分という数数数数字字字字にににに置置置置いていまいていまいていまいていま

す。す。す。す。

もう１点でございまして、在もう１点でございまして、在もう１点でございまして、在もう１点でございまして、在宅宅宅宅のののの仕仕仕仕事、女性の事、女性の事、女性の事、女性の翻翻翻翻訳訳訳訳塾塾塾塾ややややテテテテレレレレワワワワーーーーククククにつきまして、女性につきまして、女性につきまして、女性につきまして、女性

のののの起起起起業業業業家家家家につきまして、どのような方を対につきまして、どのような方を対につきまして、どのような方を対につきまして、どのような方を対象象象象にににに考考考考えているかということでございます。えているかということでございます。えているかということでございます。えているかということでございます。

女性の女性の女性の女性の起起起起業業業業につきましては、知につきましては、知につきましては、知につきましては、知識や経験識や経験識や経験識や経験、、、、技技技技能能能能をををを生生生生かしたかしたかしたかした身身身身近近近近なななな場所場所場所場所での多での多での多での多様様様様なななな働働働働き方き方き方き方

をををを可可可可能能能能にすることから、にすることから、にすることから、にすることから、仕仕仕仕事と事と事と事と家庭家庭家庭家庭のののの両立両立両立両立の実現と女性のの実現と女性のの実現と女性のの実現と女性の社社社社会会会会参参参参加を加を加を加を促促促促進するものと進するものと進するものと進するものと考考考考ええええ

ています。奈良県では、ています。奈良県では、ています。奈良県では、ています。奈良県では、最最最最近近近近５年間で５年間で５年間で５年間で毎毎毎毎年１５０名から２００名の女性が年１５０名から２００名の女性が年１５０名から２００名の女性が年１５０名から２００名の女性が新新新新たにたにたにたに起起起起業業業業されされされされ

ているとこているとこているとこているところろろろでございます。このような状況の中で、でございます。このような状況の中で、でございます。このような状況の中で、でございます。このような状況の中で、ややややはりはりはりはり意意意意欲欲欲欲とととと能能能能力を力を力を力を持持持持った方った方った方った方 々々々々がたがたがたがた

くさん、まだ奈良県にはおられると思いますので、そのような方を対くさん、まだ奈良県にはおられると思いますので、そのような方を対くさん、まだ奈良県にはおられると思いますので、そのような方を対くさん、まだ奈良県にはおられると思いますので、そのような方を対象象象象にしながら、にしながら、にしながら、にしながら、セミセミセミセミ

ナナナナーーーー等等等等でででで支援支援支援支援していくとしていくとしていくとしていくと考考考考えています。えています。えています。えています。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長 児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待に関しまして、まに関しまして、まに関しまして、まに関しまして、まずずずず１件目は、１件目は、１件目は、１件目は、警察警察警察警察との連との連との連との連携携携携というおというおというおというお話話話話

をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

重重重重篤篤篤篤なケースにつきましては、こなケースにつきましては、こなケースにつきましては、こなケースにつきましては、こちちちちらからもらからもらからもらからも警察警察警察警察に情に情に情に情報提供報提供報提供報提供をいたしております。をいたしております。をいたしております。をいたしております。具体具体具体具体

的にそれが年間的にそれが年間的にそれが年間的にそれが年間何何何何件かということは件かということは件かということは件かということは今今今今、、、、デデデデーーーータタタタのののの持ち合持ち合持ち合持ち合わせがございませんので、わせがございませんので、わせがございませんので、わせがございませんので、申申申申し上し上し上し上

げげげげることはできません。ることはできません。ることはできません。ることはできません。

それから、それから、それから、それから、相談相談相談相談の通の通の通の通告告告告のののの経経経経路路路路別に見ますと、これは県のこども別に見ますと、これは県のこども別に見ますと、これは県のこども別に見ますと、これは県のこども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センターーーーへへへへの通の通の通の通

告告告告のののの経経経経路路路路でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、市町村市町村市町村市町村からの通からの通からの通からの通告告告告がががが最最最最も多くて、４０も多くて、４０も多くて、４０も多くて、４０９９９９件となっております。件となっております。件となっております。件となっております。

それから、それから、それから、それから、近近近近隣隣隣隣知人から、いわ知人から、いわ知人から、いわ知人から、いわゆゆゆゆるるるる近近近近所所所所の方からの方からの方からの方から泣泣泣泣きききき声声声声等等等等の通の通の通の通告告告告がございます。これが３がございます。これが３がございます。これが３がございます。これが３

０８件となっております。それから、０８件となっております。それから、０８件となっております。それから、０８件となっております。それから、児童児童児童児童本人からというのもありまして、特に中本人からというのもありまして、特に中本人からというのもありまして、特に中本人からというのもありまして、特に中学生学生学生学生、、、、

高高高高校校校校生生生生になってくると、になってくると、になってくると、になってくると、子子子子ども本人から通ども本人から通ども本人から通ども本人から通告告告告があるというケースがありまして、これは件があるというケースがありまして、これは件があるというケースがありまして、これは件があるというケースがありまして、これは件

数数数数でいいますと４６件となっています。それから、でいいますと４６件となっています。それから、でいいますと４６件となっています。それから、でいいますと４６件となっています。それから、学学学学校校校校からの通からの通からの通からの通告告告告がががが９９９９９９９９件件件件等等等等 々々々々となってとなってとなってとなって

おります。おります。おります。おります。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 ススススイイイイムムムムピピピピア奈良のア奈良のア奈良のア奈良の利用料金利用料金利用料金利用料金につきましてお答えいたします。につきましてお答えいたします。につきましてお答えいたします。につきましてお答えいたします。

障害のある人もない人もともに障害のある人もない人もともに障害のある人もない人もともに障害のある人もない人もともに生生生生きるきるきるきる社社社社会を実現するためには、障害のある人の会を実現するためには、障害のある人の会を実現するためには、障害のある人の会を実現するためには、障害のある人の社社社社会会会会参参参参

加を加を加を加を促促促促進することが大進することが大進することが大進することが大変重要変重要変重要変重要なこととなこととなこととなことと考考考考えております。障害のある人がスえております。障害のある人がスえております。障害のある人がスえております。障害のある人がスポポポポーーーーツツツツやややや文文文文化化化化芸芸芸芸

術術術術活動活動活動活動にににに参参参参加し加し加し加しややややすいようすいようすいようすいよう環境環境環境環境整整整整備備備備等等等等にににに取取取取りりりり組組組組むむむむことは、ごことは、ごことは、ごことは、ご自自自自身身身身の健康の健康の健康の健康や生や生や生や生きがいきがいきがいきがいづづづづくりくりくりくり

だけでなく、スだけでなく、スだけでなく、スだけでなく、スポポポポーーーーツツツツ等等等等を通を通を通を通じじじじて障害のある人とない人のて障害のある人とない人のて障害のある人とない人のて障害のある人とない人の相相相相互互互互理理理理解や交解や交解や交解や交流流流流にもつながるこにもつながるこにもつながるこにもつながるこ

とであり、とても大とであり、とても大とであり、とても大とであり、とても大切切切切なことだとなことだとなことだとなことだと考考考考えております。このほか、えております。このほか、えております。このほか、えております。このほか、社社社社会会会会参参参参加の加の加の加の促促促促進のためには、進のためには、進のためには、進のためには、

障害のある人に配障害のある人に配障害のある人に配障害のある人に配慮慮慮慮した施設した施設した施設した施設整整整整備など、備など、備など、備など、ババババリリリリアアアアフフフフリリリリーーーー化化化化のののの推推推推進進進進やややや県県県県民民民民の障害に対する理の障害に対する理の障害に対する理の障害に対する理解解解解



---- 22225555 ----

のののの推推推推進など、さまざまな分野における進など、さまざまな分野における進など、さまざまな分野における進など、さまざまな分野における取取取取りりりり組み組み組み組みがががが必要必要必要必要とととと考考考考えております。したがいまして、えております。したがいまして、えております。したがいまして、えております。したがいまして、

その実施にその実施にその実施にその実施に当当当当たりましては、知事を本部長とし、副知事、たりましては、知事を本部長とし、副知事、たりましては、知事を本部長とし、副知事、たりましては、知事を本部長とし、副知事、全全全全部局長で構成する奈良県障害部局長で構成する奈良県障害部局長で構成する奈良県障害部局長で構成する奈良県障害

者者者者政政政政策策策策推推推推進本部会議において障害者施策の総進本部会議において障害者施策の総進本部会議において障害者施策の総進本部会議において障害者施策の総合合合合的な的な的な的な推推推推進を進を進を進を図図図図っているほか、っているほか、っているほか、っているほか、個個個個 々々々々具体具体具体具体的に的に的に的に

は、は、は、は、庁庁庁庁内各内各内各内各部局の連部局の連部局の連部局の連携や調整携や調整携や調整携や調整をををを図図図図っているとこっているとこっているとこっているところろろろです。です。です。です。

委員がお委員がお委員がお委員がお述べ述べ述べ述べの県の施設におけるの県の施設におけるの県の施設におけるの県の施設における整整整整備とか備とか備とか備とか運営運営運営運営にあたりましても、障害者施策をにあたりましても、障害者施策をにあたりましても、障害者施策をにあたりましても、障害者施策を推推推推進す進す進す進す

るるるる所所所所管管管管課課課課である障害福祉である障害福祉である障害福祉である障害福祉課課課課がががが庁庁庁庁内内内内のののの調整機能調整機能調整機能調整機能を発を発を発を発揮揮揮揮しまして、しまして、しまして、しまして、今後今後今後今後、、、、今今今今までまでまでまで以以以以上に上に上に上に積積積積極極極極的的的的

にかかわりをにかかわりをにかかわりをにかかわりを努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ままままずずずず、、、、ププププーーーールルルルのののの話話話話からですけれども、奈良県障害者からですけれども、奈良県障害者からですけれども、奈良県障害者からですけれども、奈良県障害者政政政政策策策策推推推推進本部、この中で進本部、この中で進本部、この中で進本部、この中で

全庁全庁全庁全庁をををを挙挙挙挙げげげげて、部局て、部局て、部局て、部局横横横横断断断断的にお的にお的にお的にお話話話話をされるのだと。お聞きしましたのは、をされるのだと。お聞きしましたのは、をされるのだと。お聞きしましたのは、をされるのだと。お聞きしましたのは、ププププーーーールルルルのののの減免減免減免減免をををを

どのようにする、しないというどのようにする、しないというどのようにする、しないというどのようにする、しないという庁庁庁庁内内内内のおのおのおのお話話話話しししし合合合合いをされたのかをお聞きしたのです。まいをされたのかをお聞きしたのです。まいをされたのかをお聞きしたのです。まいをされたのかをお聞きしたのです。まずずずず、、、、

これのおこれのおこれのおこれのお返返返返事をください。事をください。事をください。事をください。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 委員がご質問のス委員がご質問のス委員がご質問のス委員がご質問のスイイイイムムムムピピピピア奈良のア奈良のア奈良のア奈良の利用料金利用料金利用料金利用料金につきましては、直につきましては、直につきましては、直につきましては、直接接接接的的的的

に障害福祉に障害福祉に障害福祉に障害福祉課課課課が議が議が議が議論論論論をしたことはございません。ただ、施設をしたことはございません。ただ、施設をしたことはございません。ただ、施設をしたことはございません。ただ、施設整整整整備におきましても、備におきましても、備におきましても、備におきましても、ユユユユニニニニババババ

ーーーーササササルデルデルデルデザイザイザイザインンンンをををを取取取取り入れておりますし、１り入れておりますし、１り入れておりますし、１り入れておりますし、１回当回当回当回当たりのたりのたりのたりの料金料金料金料金につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、７７７７００００００００円円円円のののの

とことことこところろろろを３００を３００を３００を３００円円円円等等等等とととと減免減免減免減免をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。今後今後今後今後もももも個個個個 々々々々の施設の施設の施設の施設整整整整備、備、備、備、運営運営運営運営

にあたりましてはにあたりましてはにあたりましてはにあたりましては積積積積極極極極的にかかわっていきたいと的にかかわっていきたいと的にかかわっていきたいと的にかかわっていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 全全全全国で国で国で国でＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩをををを使使使使ってってってってププププーーーールルルルをつくったのはをつくったのはをつくったのはをつくったのは初初初初めてだということですし、めてだということですし、めてだということですし、めてだということですし、非非非非

常常常常にきれいでにきれいでにきれいでにきれいで使使使使いいいいややややすいすいすいすいププププーーーールルルルだと思います。しばらく奈良県には県だと思います。しばらく奈良県には県だと思います。しばらく奈良県には県だと思います。しばらく奈良県には県営プ営プ営プ営プーーーールルルルがなかったがなかったがなかったがなかった

わけですから、できたときはわけですから、できたときはわけですから、できたときはわけですから、できたときは非常非常非常非常にうれしかったですし、にうれしかったですし、にうれしかったですし、にうれしかったですし、何何何何度か度か度か度か利用利用利用利用させていただきましさせていただきましさせていただきましさせていただきまし

た。ごた。ごた。ごた。ご存じ存じ存じ存じだと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。ププププーーーールルルルは障害をは障害をは障害をは障害を持持持持っている方にとってっている方にとってっている方にとってっている方にとって非常非常非常非常にににに参参参参加していただ加していただ加していただ加していただ

ききききややややすいスすいスすいスすいスポポポポーーーーツツツツです、水のです、水のです、水のです、水の抵抗抵抗抵抗抵抗も少ないですし。だから、も少ないですし。だから、も少ないですし。だから、も少ないですし。だから、市町村や市町村や市町村や市町村や社社社社会福祉協議会で会福祉協議会で会福祉協議会で会福祉協議会でププププ

ーーーールルルルの設の設の設の設置置置置もされています。奈良県だと、例えば奈良もされています。奈良県だと、例えば奈良もされています。奈良県だと、例えば奈良もされています。奈良県だと、例えば奈良市市市市中中中中町町町町に行きますと、に行きますと、に行きますと、に行きますと、近近近近くにくにくにくに登登登登美美美美学学学学

園園園園がありますから、がありますから、がありますから、がありますから、登登登登美美美美学学学学園園園園のののの生生生生徒徒徒徒が、本が、本が、本が、本当当当当によくによくによくによく利用利用利用利用されていますし、奈良されていますし、奈良されていますし、奈良されていますし、奈良市市市市のののの青青青青山の山の山の山の

社社社社会福祉協議会が会福祉協議会が会福祉協議会が会福祉協議会がややややっておられるっておられるっておられるっておられるププププーーーールルルルもももも半半半半分分分分以以以以上、障害を上、障害を上、障害を上、障害を持持持持っておられる方がっておられる方がっておられる方がっておられる方が使使使使われてわれてわれてわれて

いるのではないかと思います。ないるのではないかと思います。ないるのではないかと思います。ないるのではないかと思います。なぜぜぜぜププププーーーールルルルをををを利用利用利用利用されているかというと、されているかというと、されているかというと、されているかというと、リリリリハハハハビリビリビリビリテーシテーシテーシテーシ

ョョョョンンンンというというというという意味意味意味意味も多分にあるのだと思うのです。とすると、も多分にあるのだと思うのです。とすると、も多分にあるのだと思うのです。とすると、も多分にあるのだと思うのです。とすると、当当当当然然然然、県、県、県、県営プ営プ営プ営プーーーールルルルでも定でも定でも定でも定期利期利期利期利

用用用用でもでもでもでも減免減免減免減免措置措置措置措置があってしかるがあってしかるがあってしかるがあってしかるべべべべきだきだきだきだろろろろうと思っていたのです。とこうと思っていたのです。とこうと思っていたのです。とこうと思っていたのです。ところろろろが、県は、皆さんが、県は、皆さんが、県は、皆さんが、県は、皆さん

にににに参参参参加してもらい加してもらい加してもらい加してもらいややややすいスすいスすいスすいスポポポポーーーーツツツツ、ス、ス、ス、スポポポポーーーーツツツツだって福祉だってだって福祉だってだって福祉だってだって福祉だって社社社社会会会会参参参参加をしてもらえるよ加をしてもらえるよ加をしてもらえるよ加をしてもらえるよ

うにすると言いながら、一つ一つの施設になるとうにすると言いながら、一つ一つの施設になるとうにすると言いながら、一つ一つの施設になるとうにすると言いながら、一つ一つの施設になると担当課担当課担当課担当課ママママタタタターで、一ーで、一ーで、一ーで、一応応応応障害者障害者障害者障害者政政政政策策策策推推推推進本進本進本進本

部はあって、そこで部はあって、そこで部はあって、そこで部はあって、そこで話話話話をすることにはなってはいるけれども、をすることにはなってはいるけれども、をすることにはなってはいるけれども、をすることにはなってはいるけれども、制制制制度として決まっていない度として決まっていない度として決まっていない度として決まっていない
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ので、これはので、これはので、これはので、これは減免減免減免減免するするするする素材素材素材素材ですか、そうですか、そうですか、そうですか、そうじじじじゃゃゃゃないですかというないですかというないですかというないですかという話話話話しししし合合合合いをするいをするいをするいをするルルルルーーーールルルルが決が決が決が決

まっていない。まっていない。まっていない。まっていない。今回今回今回今回のののの場合場合場合場合はははは公公公公園緑園緑園緑園緑地地地地課課課課でででで仕仕仕仕様様様様書書書書をををを書書書書かれるときに、思いかれるときに、思いかれるときに、思いかれるときに、思い至至至至っているものっているものっているものっているもの

はははは相談相談相談相談はあるのだけれども、思いはあるのだけれども、思いはあるのだけれども、思いはあるのだけれども、思い至至至至らなかったことに関してはらなかったことに関してはらなかったことに関してはらなかったことに関しては土俵土俵土俵土俵にににに乗乗乗乗っていないままっていないままっていないままっていないまま物物物物

事が事が事が事が走走走走り出してしまって、り出してしまって、り出してしまって、り出してしまって、契契契契約約約約にににに至至至至り、り、り、り、今今今今のののの段階段階段階段階にににに至至至至っているのではないかと思うのです。っているのではないかと思うのです。っているのではないかと思うのです。っているのではないかと思うのです。

改改改改めてお聞きしますけれども、これから施設管理にしてもめてお聞きしますけれども、これから施設管理にしてもめてお聞きしますけれども、これから施設管理にしてもめてお聞きしますけれども、これから施設管理にしてもＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩにしても、にしても、にしても、にしても、庁庁庁庁内内内内ででででややややるるるる

だけではなくて、どんどんだけではなくて、どんどんだけではなくて、どんどんだけではなくて、どんどん外外外外部委部委部委部委託託託託をするをするをするをする形形形形になっていくと思います。になっていくと思います。になっていくと思います。になっていくと思います。今後今後今後今後、こういう、こういう、こういう、こういう形形形形

でででで新新新新しくしくしくしく体育体育体育体育館館館館がつくられたり、いがつくられたり、いがつくられたり、いがつくられたり、いろろろろいいいいろろろろな施設がつくられていくだな施設がつくられていくだな施設がつくられていくだな施設がつくられていくだろろろろう中で、このままう中で、このままう中で、このままう中で、このまま

のあり方では、のあり方では、のあり方では、のあり方では、担当課担当課担当課担当課が思ったときに健康福祉部にが思ったときに健康福祉部にが思ったときに健康福祉部にが思ったときに健康福祉部に相談相談相談相談するというようなあり方になってするというようなあり方になってするというようなあり方になってするというようなあり方になって

しまうと思うのです。一度、しまうと思うのです。一度、しまうと思うのです。一度、しまうと思うのです。一度、庁庁庁庁内内内内でででで整整整整理していただくことが理していただくことが理していただくことが理していただくことが必要必要必要必要だと思いますけれども、だと思いますけれども、だと思いますけれども、だと思いますけれども、

おおおお返返返返事をお願いします。事をお願いします。事をお願いします。事をお願いします。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 障害福祉の障害福祉の障害福祉の障害福祉の社社社社会会会会参参参参加加加加や自や自や自や自立立立立は本は本は本は本当当当当にににに重要重要重要重要なことで、健康福祉部なことで、健康福祉部なことで、健康福祉部なことで、健康福祉部内内内内だだだだ

けではなくて、けではなくて、けではなくて、けではなくて、全庁全庁全庁全庁的にかかわってくる問的にかかわってくる問的にかかわってくる問的にかかわってくる問題題題題でございます。もうそれはでございます。もうそれはでございます。もうそれはでございます。もうそれは十十十十分認分認分認分認識識識識しておりしておりしておりしており

ます。あらます。あらます。あらます。あらゆゆゆゆるとこるとこるとこるところろろろに情に情に情に情報報報報共有共有共有共有する、する、する、する、提供提供提供提供する、また、情する、また、情する、また、情する、また、情報報報報をををを収収収収集集集集することが大事ですすることが大事ですすることが大事ですすることが大事です

ので、ので、ので、ので、今後今後今後今後はその情はその情はその情はその情報報報報をもとにをもとにをもとにをもとに政政政政策策策策推推推推進本部会議進本部会議進本部会議進本部会議等等等等でのでのでのでの資料資料資料資料としたり、議としたり、議としたり、議としたり、議論論論論をしたり、そをしたり、そをしたり、そをしたり、そ

れだけではなくて、れだけではなくて、れだけではなくて、れだけではなくて、個個個個 々々々々にににに各各各各部局の障害者に関することについては障害福祉部局の障害者に関することについては障害福祉部局の障害者に関することについては障害福祉部局の障害者に関することについては障害福祉課課課課がががが責任責任責任責任をををを持持持持

ってかかわっていきたいとってかかわっていきたいとってかかわっていきたいとってかかわっていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 それをそれをそれをそれをぜひ何ぜひ何ぜひ何ぜひ何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで制制制制度度度度化化化化していただくことがしていただくことがしていただくことがしていただくことが必要必要必要必要ではないかと思いまではないかと思いまではないかと思いまではないかと思いま

す。これはまたす。これはまたす。これはまたす。これはまた午午午午後後後後にににに公公公公園緑園緑園緑園緑地地地地課課課課ともともともとも話話話話をさせていただきますし、知事総括にもしたいとをさせていただきますし、知事総括にもしたいとをさせていただきますし、知事総括にもしたいとをさせていただきますし、知事総括にもしたいと

思っています。思っています。思っています。思っています。

前前前前後後後後しましたけれども、しましたけれども、しましたけれども、しましたけれども、児童児童児童児童相談所相談所相談所相談所ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、先般先般先般先般、名、名、名、名古古古古屋屋屋屋市市市市に行きまして、副に行きまして、副に行きまして、副に行きまして、副市市市市

長にお長にお長にお長にお話話話話を聞かせていただくを聞かせていただくを聞かせていただくを聞かせていただく機機機機会がありました。名会がありました。名会がありました。名会がありました。名古古古古屋屋屋屋市市市市は副は副は副は副市市市市長が３人いらっし長が３人いらっし長が３人いらっし長が３人いらっしゃゃゃゃって、って、って、って、

そのうそのうそのうそのうちちちちの１人がの１人がの１人がの１人が児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待のののの専門家専門家専門家専門家ということで、岩ということで、岩ということで、岩ということで、岩城城城城さんという弁護さんという弁護さんという弁護さんという弁護士士士士の方がの方がの方がの方が今今今今、、、、児童児童児童児童

虐虐虐虐待待待待のののの専門家専門家専門家専門家というというというというポポポポジシジシジシジショョョョンンンンでででで河河河河村市村市村市村市長に長に長に長に請請請請われて、名われて、名われて、名われて、名古古古古屋屋屋屋市市市市にににに来来来来られています。そのられています。そのられています。そのられています。その

方のお方のお方のお方のお話話話話を聞くと、を聞くと、を聞くと、を聞くと、警察警察警察警察との連との連との連との連携携携携が一が一が一が一番番番番大事ですということでした。どんなことであれ、大事ですということでした。どんなことであれ、大事ですということでした。どんなことであれ、大事ですということでした。どんなことであれ、

相談相談相談相談があったら、まがあったら、まがあったら、まがあったら、まずずずずは、は、は、は、重重重重大ではないとわかっていても、こんに大ではないとわかっていても、こんに大ではないとわかっていても、こんに大ではないとわかっていても、こんにちちちちはといってはといってはといってはといって警察警察警察警察がががが訪訪訪訪

問することがものすごく問することがものすごく問することがものすごく問することがものすごく抑抑抑抑制制制制につながったということです。それをにつながったということです。それをにつながったということです。それをにつながったということです。それを警察警察警察警察に名に名に名に名古古古古屋屋屋屋市市市市のののの場合場合場合場合

はお願いされたはお願いされたはお願いされたはお願いされた結結結結果果果果、情、情、情、情報報報報もももも警察警察警察警察からどんどん上がってくるようになったということでしからどんどん上がってくるようになったということでしからどんどん上がってくるようになったということでしからどんどん上がってくるようになったということでし

た。た。た。た。相談相談相談相談が、名が、名が、名が、名古古古古屋屋屋屋市市市市のののの場合場合場合場合で１で１で１で１，，，，６００件６００件６００件６００件ぐぐぐぐらいらいらいらい毎毎毎毎年あるのですけれども、そのう年あるのですけれども、そのう年あるのですけれども、そのう年あるのですけれども、そのうちちちちのののの

半半半半分が分が分が分が警察警察警察警察からの情からの情からの情からの情報報報報だと。だと。だと。だと。警察警察警察警察から情から情から情から情報報報報をいただいて、をいただいて、をいただいて、をいただいて、警察警察警察警察にお願いして、にお願いして、にお願いして、にお願いして、警察警察警察警察にににに家庭家庭家庭家庭

訪訪訪訪問をしていただくと。問をしていただくと。問をしていただくと。問をしていただくと。警察警察警察警察が大事な理が大事な理が大事な理が大事な理由由由由は、は、は、は、権権権権威威威威があるというほかに、があるというほかに、があるというほかに、があるというほかに、児童児童児童児童相談所相談所相談所相談所のののの役役役役
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割は、割は、割は、割は、離離離離すだけではなくて、すだけではなくて、すだけではなくて、すだけではなくて、離離離離したしたしたした後後後後、ケアして、ケアして、ケアして、ケアして戻戻戻戻すことをすことをすことをすことを考考考考えたときに、えたときに、えたときに、えたときに、離離離離したしたしたした児童児童児童児童相相相相

談所談所談所談所の人間がの人間がの人間がの人間が同同同同じじじじようにまたようにまたようにまたようにまた家族家族家族家族をくっつけていくをくっつけていくをくっつけていくをくっつけていく作業作業作業作業をするのがものすごくしんどいのをするのがものすごくしんどいのをするのがものすごくしんどいのをするのがものすごくしんどいの

だそうです。だから、だそうです。だから、だそうです。だから、だそうです。だから、強制強制強制強制的に的に的に的に離離離離す、言い方がす、言い方がす、言い方がす、言い方が悪悪悪悪いですけれども、いですけれども、いですけれども、いですけれども、悪悪悪悪者の者の者の者の役役役役割を割を割を割を警察警察警察警察にににに担担担担

っていただく。そのっていただく。そのっていただく。そのっていただく。その後後後後のケア、のケア、のケア、のケア、修修修修復復復復をををを児童児童児童児童相談所相談所相談所相談所でででで担担担担うと。そういううと。そういううと。そういううと。そういう役役役役割分割分割分割分担担担担を、国の大を、国の大を、国の大を、国の大

枠枠枠枠をををを変変変変えていただかないと、なかなかえていただかないと、なかなかえていただかないと、なかなかえていただかないと、なかなか難難難難しいことなのかもしれないですけれども、しいことなのかもしれないですけれども、しいことなのかもしれないですけれども、しいことなのかもしれないですけれども、ぜひぜひぜひぜひ奈奈奈奈

良県の中でも良県の中でも良県の中でも良県の中でも取取取取りりりり組組組組んでいただくようなきっかけになればいいと思います。んでいただくようなきっかけになればいいと思います。んでいただくようなきっかけになればいいと思います。んでいただくようなきっかけになればいいと思います。

もう一つ、女性のもう一つ、女性のもう一つ、女性のもう一つ、女性の就労就労就労就労ですけれども、もですけれども、もですけれども、もですけれども、もちろちろちろちろんんんん働働働働くくくく意意意意欲欲欲欲のある人が対のある人が対のある人が対のある人が対象象象象というのは、そというのは、そというのは、そというのは、そ

れはわかっていることで、れはわかっていることで、れはわかっていることで、れはわかっていることで、働働働働くくくく意意意意欲欲欲欲のない人をのない人をのない人をのない人を働働働働いていただくようにすることがいていただくようにすることがいていただくようにすることがいていただくようにすることが政政政政策かと策かと策かと策かと

思いますが、うがった見方をしますと、おう思いますが、うがった見方をしますと、おう思いますが、うがった見方をしますと、おう思いますが、うがった見方をしますと、おうちちちちの中で例えばの中で例えばの中で例えばの中で例えば子子子子育育育育てされていたり介護をさてされていたり介護をさてされていたり介護をさてされていたり介護をさ

れていたりですとか、そういった方を対れていたりですとか、そういった方を対れていたりですとか、そういった方を対れていたりですとか、そういった方を対象象象象に、に、に、に、ちちちちょょょょっとのっとのっとのっとの時時時時間でも間でも間でも間でも働働働働いてくださいといういてくださいといういてくださいといういてくださいという

政政政政策なのかと。テ策なのかと。テ策なのかと。テ策なのかと。テレレレレワワワワーーーーククククにしたって、にしたって、にしたって、にしたって、翻翻翻翻訳訳訳訳にしたって、にしたって、にしたって、にしたって、資料資料資料資料製製製製作作作作にしたってそのようににしたってそのようににしたってそのようににしたってそのように

見えてしまうのです。見えてしまうのです。見えてしまうのです。見えてしまうのです。家庭家庭家庭家庭とととと子子子子育育育育てとてとてとてと仕仕仕仕事の事の事の事の両立両立両立両立というよりは、介護、というよりは、介護、というよりは、介護、というよりは、介護、育育育育児児児児、、、、仕仕仕仕事、事、事、事、全全全全部部部部

しなさいというあり方ではなくて、しなさいというあり方ではなくて、しなさいというあり方ではなくて、しなさいというあり方ではなくて、社社社社会のあり方会のあり方会のあり方会のあり方みみみみたいなものをたいなものをたいなものをたいなものを変変変変えていけるようなえていけるようなえていけるようなえていけるような取取取取りりりり

組み組み組み組みがががが望望望望ましいと思っているのですけれども、またあした、知事にもお聞きしたいと思いましいと思っているのですけれども、またあした、知事にもお聞きしたいと思いましいと思っているのですけれども、またあした、知事にもお聞きしたいと思いましいと思っているのですけれども、またあした、知事にもお聞きしたいと思い

ます。ます。ます。ます。

最最最最後後後後にお聞きしたいのは、本年度、女性のにお聞きしたいのは、本年度、女性のにお聞きしたいのは、本年度、女性のにお聞きしたいのは、本年度、女性の就労就労就労就労やややや社社社社会会会会参画参画参画参画をををを阻阻阻阻害している害している害している害している要要要要因因因因等等等等についについについについ

てててて調調調調査をすると知事が２月議会でおっし査をすると知事が２月議会でおっし査をすると知事が２月議会でおっし査をすると知事が２月議会でおっしゃゃゃゃっておりました。っておりました。っておりました。っておりました。今今今今までどおり、例えば保までどおり、例えば保までどおり、例えば保までどおり、例えば保育所育所育所育所

をつくったりだとか、いをつくったりだとか、いをつくったりだとか、いをつくったりだとか、いろろろろいいいいろろろろな施策はな施策はな施策はな施策は打打打打っているのだけれども、どうも奈良県の女性のっているのだけれども、どうも奈良県の女性のっているのだけれども、どうも奈良県の女性のっているのだけれども、どうも奈良県の女性の

就労就労就労就労はははは伸伸伸伸びびびびないと。ないと。ないと。ないと。根根根根本的な理本的な理本的な理本的な理由由由由をををを調調調調査するということですけれども、査するということですけれども、査するということですけれども、査するということですけれども、半半半半年たって、この年たって、この年たって、この年たって、この

調調調調査、どう進んでいて、どういう査、どう進んでいて、どういう査、どう進んでいて、どういう査、どう進んでいて、どういう姿姿姿姿がががが今今今今のとこのとこのとこのところろろろ見えているのか、わかっている見えているのか、わかっている見えているのか、わかっている見えているのか、わかっている範囲範囲範囲範囲でででで教教教教

えてください。えてください。えてください。えてください。

○正垣女性支援課長○正垣女性支援課長○正垣女性支援課長○正垣女性支援課長 女性の女性の女性の女性の社社社社会会会会参参参参加に関する加に関する加に関する加に関する調調調調査についてでございます。査についてでございます。査についてでございます。査についてでございます。

今今今今年度、県年度、県年度、県年度、県内内内内のののの男男男男女３女３女３女３，，，，０００人を対０００人を対０００人を対０００人を対象象象象にいたしまして、女性のにいたしまして、女性のにいたしまして、女性のにいたしまして、女性の社社社社会会会会参参参参加に関します加に関します加に関します加に関します意意意意

識調識調識調識調査ということで実施いたしております。現在、査ということで実施いたしております。現在、査ということで実施いたしております。現在、査ということで実施いたしております。現在、集集集集計計計計作業作業作業作業、分、分、分、分析析析析作業作業作業作業を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っているとこ

ろろろろでございます。現在のでございます。現在のでございます。現在のでございます。現在の男男男男女女女女共同共同共同共同参画参画参画参画計計計計画画画画が平成２が平成２が平成２が平成２７７７７年度までの計年度までの計年度までの計年度までの計画画画画となっていますので、となっていますので、となっていますので、となっていますので、

このこのこのこの調調調調査の査の査の査の結結結結果果果果もももも踏踏踏踏まえまして、女性のまえまして、女性のまえまして、女性のまえまして、女性の生生生生涯涯涯涯を通を通を通を通じじじじたたたた活活活活躍躍躍躍をををを推推推推進して、進して、進して、進して、男男男男女ともに女ともに女ともに女ともに個個個個性と性と性と性と

能能能能力を発力を発力を発力を発揮揮揮揮できるできるできるできる男男男男女女女女共同共同共同共同参画参画参画参画社社社社会の実現を目会の実現を目会の実現を目会の実現を目指指指指すすすす新新新新たな計たな計たな計たな計画画画画をををを来来来来年度に策定する年度に策定する年度に策定する年度に策定する予予予予定を定を定を定を

しています。しています。しています。しています。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 基本的なことをお聞きしたいと思います。基本的なことをお聞きしたいと思います。基本的なことをお聞きしたいと思います。基本的なことをお聞きしたいと思います。

県の介護県の介護県の介護県の介護ササササーーーービビビビス、福祉ス、福祉ス、福祉ス、福祉ササササーーーービビビビス、さまざまな事ス、さまざまな事ス、さまざまな事ス、さまざまな事業業業業としては進められておりますけれど、としては進められておりますけれど、としては進められておりますけれど、としては進められておりますけれど、
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そのうそのうそのうそのうちちちちの介護の介護の介護の介護ササササーーーービビビビスの、スの、スの、スの、先先先先ほど岡委員もおっしほど岡委員もおっしほど岡委員もおっしほど岡委員もおっしゃゃゃゃっていましたけれども、っていましたけれども、っていましたけれども、っていましたけれども、今後今後今後今後の見通の見通の見通の見通

し、実し、実し、実し、実際際際際、施設介護で、施設介護で、施設介護で、施設介護でずずずずっといくのか。それとも、地域でしっかりとっといくのか。それとも、地域でしっかりとっといくのか。それとも、地域でしっかりとっといくのか。それとも、地域でしっかりと根根根根づづづづいた地域介護といた地域介護といた地域介護といた地域介護と

してしてしてしてややややっていくのか。そのっていくのか。そのっていくのか。そのっていくのか。その辺辺辺辺のののの形形形形がががが今回今回今回今回の決算の決算の決算の決算書書書書を見ていると、地域のを見ていると、地域のを見ていると、地域のを見ていると、地域の密密密密着型着型着型着型ササササーーーービビビビスのスのスのスの

部分がすごく少ない。これは部分がすごく少ない。これは部分がすごく少ない。これは部分がすごく少ない。これは市町村市町村市町村市町村での対での対での対での対応応応応もありますけれども、もありますけれども、もありますけれども、もありますけれども、ややややはり県としてどのよはり県としてどのよはり県としてどのよはり県としてどのよ

うにうにうにうに今後考今後考今後考今後考えていくのか。地域でえていくのか。地域でえていくのか。地域でえていくのか。地域でササササポポポポーーーートトトトしていけるような現状をつくっていくのかが一していけるような現状をつくっていくのかが一していけるような現状をつくっていくのかが一していけるような現状をつくっていくのかが一

番番番番のののの課題課題課題課題だと思うのですけれども、そのだと思うのですけれども、そのだと思うのですけれども、そのだと思うのですけれども、その辺辺辺辺、お答えしていただきたいと思います。、お答えしていただきたいと思います。、お答えしていただきたいと思います。、お答えしていただきたいと思います。

それと、障害者の方それと、障害者の方それと、障害者の方それと、障害者の方やややや精神精神精神精神障害者の方の障害者の方の障害者の方の障害者の方の就労就労就労就労支援支援支援支援としてさまざまな対としてさまざまな対としてさまざまな対としてさまざまな対応応応応をされていますをされていますをされていますをされています

けれども、その対けれども、その対けれども、その対けれども、その対応応応応の中に、県の事の中に、県の事の中に、県の事の中に、県の事業所業所業所業所の中での中での中での中で支援支援支援支援というか、というか、というか、というか、仕仕仕仕事の一部を出すとか、事の一部を出すとか、事の一部を出すとか、事の一部を出すとか、病病病病

院院院院関係でも関係でも関係でも関係でも病院病院病院病院の中にの中にの中にの中に企企企企業業業業が入っているようなが入っているようなが入っているようなが入っているような仕仕仕仕事がある。そういう事がある。そういう事がある。そういう事がある。そういう仕仕仕仕事を事を事を事を支援支援支援支援施設に一施設に一施設に一施設に一

部でも出すという部でも出すという部でも出すという部でも出すという支援支援支援支援の方の方の方の方法法法法をををを今今今今までとられたことがあるのかどうか。県までとられたことがあるのかどうか。県までとられたことがあるのかどうか。県までとられたことがあるのかどうか。県立病院立病院立病院立病院やややや、、、、各各各各施施施施

設の中でさまざまな事設の中でさまざまな事設の中でさまざまな事設の中でさまざまな事業業業業があります。その事があります。その事があります。その事があります。その事業業業業に対して、に対して、に対して、に対して、今今今今まで健康福祉部としてまで健康福祉部としてまで健康福祉部としてまで健康福祉部として各各各各病院病院病院病院

なり、また、なり、また、なり、また、なり、また、各各各各施設に対して事施設に対して事施設に対して事施設に対して事業業業業のあっせんをされたことがあるのかどうか。もしなけれのあっせんをされたことがあるのかどうか。もしなけれのあっせんをされたことがあるのかどうか。もしなけれのあっせんをされたことがあるのかどうか。もしなけれ

ば、ば、ば、ば、今後今後今後今後、そういう、そういう、そういう、そういう形形形形で県がで県がで県がで県が先先先先頭頭頭頭をををを切切切切って、障害者の方って、障害者の方って、障害者の方って、障害者の方やややや、また、、また、、また、、また、精神精神精神精神障害者の方の障害者の方の障害者の方の障害者の方の就労就労就労就労

支援支援支援支援をををを積積積積極極極極的に的に的に的に取取取取りりりり組組組組んでいただきたいという思いで、お聞きさせていただきました。んでいただきたいという思いで、お聞きさせていただきました。んでいただきたいという思いで、お聞きさせていただきました。んでいただきたいという思いで、お聞きさせていただきました。

それともう１点、猪奥委員が、それともう１点、猪奥委員が、それともう１点、猪奥委員が、それともう１点、猪奥委員が、子子子子どものいどものいどものいどものいじじじじめ、まため、まため、まため、また体体体体罰罰罰罰という部分について、入ってという部分について、入ってという部分について、入ってという部分について、入って

くる情くる情くる情くる情報報報報をどこかでまとめてをどこかでまとめてをどこかでまとめてをどこかでまとめて即座即座即座即座に対に対に対に対応応応応する部分がする部分がする部分がする部分が今今今今現在あるのかないのか。お答えの中現在あるのかないのか。お答えの中現在あるのかないのか。お答えの中現在あるのかないのか。お答えの中

で、で、で、で、学学学学校校校校や各や各や各や各近近近近所所所所、また、さまざまなとこ、また、さまざまなとこ、また、さまざまなとこ、また、さまざまなところろろろから入った情から入った情から入った情から入った情報報報報がどのように、がどのように、がどのように、がどのように、流流流流れているのれているのれているのれているの

か。そのか。そのか。そのか。その辺辺辺辺をををを教教教教えていただきたい。そういう部分の対えていただきたい。そういう部分の対えていただきたい。そういう部分の対えていただきたい。そういう部分の対応応応応について、について、について、について、今今今今のののの流流流流れの中でれの中でれの中でれの中でふぐふぐふぐふぐああああ

いがあるか。もっとこのいがあるか。もっとこのいがあるか。もっとこのいがあるか。もっとこの辺辺辺辺をよくしたら、をよくしたら、をよくしたら、をよくしたら、即座即座即座即座の対の対の対の対応応応応ができるということもあれば、ができるということもあれば、ができるということもあれば、ができるということもあれば、参考参考参考参考

にににに教教教教えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。

○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長○梅野長寿社会課長 介護介護介護介護ササササーーーービビビビスのスのスのスの今後今後今後今後の見通し、の見通し、の見通し、の見通し、具体具体具体具体的には、施設介護でいくのか、的には、施設介護でいくのか、的には、施設介護でいくのか、的には、施設介護でいくのか、

地域における介護になるのかについてのお問い地域における介護になるのかについてのお問い地域における介護になるのかについてのお問い地域における介護になるのかについてのお問い合合合合わせでした。わせでした。わせでした。わせでした。

先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申していますように、していますように、していますように、していますように、ややややはり施設は一定のはり施設は一定のはり施設は一定のはり施設は一定の必要必要必要必要性があるとは思っておりますが、性があるとは思っておりますが、性があるとは思っておりますが、性があるとは思っておりますが、

今後今後今後今後、地域包括ケアシステムを進めていくという、そこの大もとには、、地域包括ケアシステムを進めていくという、そこの大もとには、、地域包括ケアシステムを進めていくという、そこの大もとには、、地域包括ケアシステムを進めていくという、そこの大もとには、ややややはり在はり在はり在はり在宅宅宅宅でででで要要要要介介介介

護者の方を見ていこうというとこ護者の方を見ていこうというとこ護者の方を見ていこうというとこ護者の方を見ていこうというところろろろがあると思っておりますので、なかなか施設ではがあると思っておりますので、なかなか施設ではがあると思っておりますので、なかなか施設ではがあると思っておりますので、なかなか施設では全全全全部、部、部、部、

収収収収容容容容しししし切切切切れませんし、れませんし、れませんし、れませんし、今後今後今後今後、施設、施設、施設、施設自自自自身身身身が１０年が１０年が１０年が１０年後後後後、２０年、２０年、２０年、２０年後後後後にはまたにはまたにはまたにはまた利用利用利用利用者が者が者が者が減減減減っていくっていくっていくっていく

状況もありますので、状況もありますので、状況もありますので、状況もありますので、ややややはり在はり在はり在はり在宅宅宅宅がががが重要重要重要重要になってくるのではないかとになってくるのではないかとになってくるのではないかとになってくるのではないかと考考考考えております。特えております。特えております。特えております。特

に地域に地域に地域に地域密密密密着型着型着型着型について、そんなに実について、そんなに実について、そんなに実について、そんなに実績績績績がないというおがないというおがないというおがないというお話話話話につきましては、地域につきましては、地域につきましては、地域につきましては、地域密密密密着型着型着型着型につにつにつにつ

きましても、きましても、きましても、きましても、ササササーーーービビビビスススス自自自自身身身身がががが新新新新しいものもございまして、なかなかそしいものもございまして、なかなかそしいものもございまして、なかなかそしいものもございまして、なかなかそちちちちらに事らに事らに事らに事業業業業者が入っ者が入っ者が入っ者が入っ

ていくていくていくていく勇勇勇勇気気気気やややや、また、、また、、また、、また、市町村市町村市町村市町村で地域で地域で地域で地域密密密密着型着型着型着型は進めていくことになっておりますが、は進めていくことになっておりますが、は進めていくことになっておりますが、は進めていくことになっておりますが、市町村市町村市町村市町村
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でもなかなかでもなかなかでもなかなかでもなかなか内容内容内容内容がわからないということもございますので、この点、がわからないということもございますので、この点、がわからないということもございますので、この点、がわからないということもございますので、この点、今後今後今後今後、在、在、在、在宅宅宅宅におけにおけにおけにおけ

る介護を進めていく上で、事る介護を進めていく上で、事る介護を進めていく上で、事る介護を進めていく上で、事業業業業者、また者、また者、また者、また市町村市町村市町村市町村に対しても、地域に対しても、地域に対しても、地域に対しても、地域密密密密着型着型着型着型を進めていくといを進めていくといを進めていくといを進めていくとい

うううう周周周周知、知、知、知、広報等広報等広報等広報等を進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 障害者の障害者の障害者の障害者の就労就労就労就労施設施設施設施設等へ等へ等へ等へのののの調達調達調達調達の件でございます。の件でございます。の件でございます。の件でございます。

これは平成２５年４月１日これは平成２５年４月１日これは平成２５年４月１日これは平成２５年４月１日付付付付で施行されておりますが、障害者で施行されておりますが、障害者で施行されておりますが、障害者で施行されておりますが、障害者優優優優先調達推先調達推先調達推先調達推進進進進法法法法がございがございがございがござい

ます。そのます。そのます。そのます。その法法法法律律律律によりますと、障害者によりますと、障害者によりますと、障害者によりますと、障害者就労就労就労就労施設施設施設施設等等等等の受の受の受の受注注注注機機機機会の会の会の会の増増増増大を大を大を大を図図図図るためのるためのるためのるための措置措置措置措置をををを講講講講

ずずずずるようるようるようるよう努努努努めるめるめるめる責責責責務がございます。務がございます。務がございます。務がございます。各各各各地方地方地方地方公公公公共共共共団体団体団体団体、県とか、県とか、県とか、県とか市町村市町村市町村市町村はははは調達調達調達調達方方方方針針針針を策定してを策定してを策定してを策定して

公表公表公表公表する。する。する。する。調達調達調達調達方方方方針針針針にににに即即即即したしたしたした調達調達調達調達を実施する。を実施する。を実施する。を実施する。調達調達調達調達実実実実績績績績のののの取取取取りまとめ、りまとめ、りまとめ、りまとめ、公表公表公表公表することを決することを決することを決することを決

められております。平成２５年度は県のめられております。平成２５年度は県のめられております。平成２５年度は県のめられております。平成２５年度は県の調達調達調達調達目目目目標標標標は２００は２００は２００は２００万円万円万円万円でございまして、実でございまして、実でございまして、実でございまして、実績績績績が２が２が２が２

５５５５５５５５万円万円万円万円でございました。平成２６年度はでございました。平成２６年度はでございました。平成２６年度はでございました。平成２６年度は調達調達調達調達目目目目標標標標を５００を５００を５００を５００万円万円万円万円にいたしまして、にいたしまして、にいたしまして、にいたしまして、今今今今、、、、鋭鋭鋭鋭

意調達意調達意調達意調達をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

委員がおっし委員がおっし委員がおっし委員がおっしゃゃゃゃいました県いました県いました県いました県立立立立医医医医科科科科大大大大学や学や学や学や県県県県立病院立病院立病院立病院は、地方は、地方は、地方は、地方独独独独立立立立行行行行政政政政法法法法人として人として人として人として独独独独自自自自にそにそにそにそ

のののの調達調達調達調達をすることになっております。聞いておりますとこをすることになっております。聞いておりますとこをすることになっております。聞いておりますとこをすることになっております。聞いておりますところろろろによりますと、県によりますと、県によりますと、県によりますと、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学

や各や各や各や各病院病院病院病院は理は理は理は理念等念等念等念等でででで各各各各障害者施設から障害者施設から障害者施設から障害者施設から調達調達調達調達、、、、役役役役務の務の務の務の提供提供提供提供を受けていると聞いております。を受けていると聞いております。を受けていると聞いております。を受けていると聞いております。

まだまだまだまだまだまだまだまだ全全全全国的に国的に国的に国的に比比比比べべべべまして県のまして県のまして県のまして県の調達調達調達調達目目目目標額標額標額標額は少ないですが、は少ないですが、は少ないですが、は少ないですが、先先先先ほど小林委員のご質問にほど小林委員のご質問にほど小林委員のご質問にほど小林委員のご質問に

答えましたように、答えましたように、答えましたように、答えましたように、ややややはりはりはりはり複複複複数数数数の事の事の事の事業所業所業所業所のののの共同共同共同共同受受受受注注注注体制体制体制体制をつくるとか、をつくるとか、をつくるとか、をつくるとか、市町村市町村市町村市町村、、、、企企企企業等へ業等へ業等へ業等へ

も県の行っていることのも県の行っていることのも県の行っていることのも県の行っていることのノウハウノウハウノウハウノウハウをををを伝伝伝伝え、また、え、また、え、また、え、また、拡拡拡拡大を大を大を大を図図図図ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考考考考えておりまえておりまえておりまえておりま

す。す。す。す。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長 委員のご質問は、委員のご質問は、委員のご質問は、委員のご質問は、児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待に係るに係るに係るに係る相談相談相談相談のののの窓窓窓窓口が口が口が口が統統統統一されているの一されているの一されているの一されているの

かどうかだったと思います。かどうかだったと思います。かどうかだったと思います。かどうかだったと思います。

法法法法律律律律の中では、国の中では、国の中では、国の中では、国民民民民にはにはにはには児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待に関しての通に関しての通に関しての通に関しての通告告告告のののの義義義義務がありまして、通務がありまして、通務がありまして、通務がありまして、通告先告先告先告先といたしといたしといたしといたし

ましては、こどもましては、こどもましては、こどもましては、こども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センター、ー、ー、ー、児童児童児童児童相談所相談所相談所相談所、、、、市町村市町村市町村市町村、それから福祉事務、それから福祉事務、それから福祉事務、それから福祉事務所所所所が通が通が通が通告先告先告先告先

となっております。となっております。となっております。となっております。今今今今、、、、全全全全国の国の国の国の共共共共通通通通ダダダダイヤイヤイヤイヤルルルルもございます。０５もございます。０５もございます。０５もございます。０５７７７７００６４０００、この００６４０００、この００６４０００、この００６４０００、この

電電電電話話話話をかけますと、管をかけますと、管をかけますと、管をかけますと、管轄轄轄轄のののの児童児童児童児童相談所相談所相談所相談所にににに電電電電話話話話がつながることになっています。２４がつながることになっています。２４がつながることになっています。２４がつながることになっています。２４時時時時間対間対間対間対

応応応応です。一です。一です。一です。一義義義義的にはこども的にはこども的にはこども的にはこども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センターが通ーが通ーが通ーが通告先告先告先告先となっておりまして、こどもとなっておりまして、こどもとなっておりまして、こどもとなっておりまして、こども家庭家庭家庭家庭相相相相

談センタ談センタ談センタ談センターでは、通ーでは、通ーでは、通ーでは、通告告告告を受けましたら、を受けましたら、を受けましたら、を受けましたら、原則原則原則原則として４８として４８として４８として４８時時時時間間間間以内以内以内以内にににに子子子子どもの確認を行いまどもの確認を行いまどもの確認を行いまどもの確認を行いま

す。そのす。そのす。そのす。その際際際際に、こどもに、こどもに、こどもに、こども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センターの職員だけでは現地にーの職員だけでは現地にーの職員だけでは現地にーの職員だけでは現地に向向向向かえないこともありましかえないこともありましかえないこともありましかえないこともありまし

て、て、て、て、市町村市町村市町村市町村にににに初期調初期調初期調初期調査査査査等等等等をお願いすることがございます。それと、をお願いすることがございます。それと、をお願いすることがございます。それと、をお願いすることがございます。それと、警察警察警察警察にににに電電電電話話話話での通での通での通での通報報報報がががが

あるケースもございます。あるケースもございます。あるケースもございます。あるケースもございます。先先先先ほど猪奥委員からご質問がありましたが、ほど猪奥委員からご質問がありましたが、ほど猪奥委員からご質問がありましたが、ほど猪奥委員からご質問がありましたが、センタセンタセンタセンターからーからーからーから警察警察警察警察

に連絡を入れたりするのはに連絡を入れたりするのはに連絡を入れたりするのはに連絡を入れたりするのは重重重重篤篤篤篤なケースになります。ただ、なケースになります。ただ、なケースになります。ただ、なケースになります。ただ、警察警察警察警察からからからからセンタセンタセンタセンターに対する通ーに対する通ーに対する通ーに対する通
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告告告告件件件件数数数数、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申し上し上し上し上げげげげませんでしたけれど、２０ませんでしたけれど、２０ませんでしたけれど、２０ませんでしたけれど、２０７７７７件ございます。件ございます。件ございます。件ございます。警察警察警察警察からの通からの通からの通からの通告告告告はかはかはかはか

なりなりなりなりふふふふえています。いえています。いえています。いえています。いろろろろいいいいろろろろなななな窓窓窓窓口はありますが、一口はありますが、一口はありますが、一口はありますが、一元元元元的にはこども的にはこども的にはこども的にはこども家庭家庭家庭家庭相談センタ相談センタ相談センタ相談センター、ー、ー、ー、

それからそれからそれからそれから市町村市町村市町村市町村というというというという形形形形になっております。になっております。になっております。になっております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 的確な答弁、ありがとうございました。的確な答弁、ありがとうございました。的確な答弁、ありがとうございました。的確な答弁、ありがとうございました。

これから奈良県のこれから奈良県のこれから奈良県のこれから奈良県の高齢高齢高齢高齢者の人口も大きく者の人口も大きく者の人口も大きく者の人口も大きくふふふふえるけれども、ある程度えるけれども、ある程度えるけれども、ある程度えるけれども、ある程度頂頂頂頂点に点に点に点に達達達達したら、したら、したら、したら、今今今今

度は度は度は度は減減減減っていく。そのっていく。そのっていく。そのっていく。その減減減減っていく中での対っていく中での対っていく中での対っていく中での対応応応応もしっかりともしっかりともしっかりともしっかりと考考考考えていかなければならないし、えていかなければならないし、えていかなければならないし、えていかなければならないし、

ややややっっっっぱぱぱぱり地域でり地域でり地域でり地域で支支支支ええええ合合合合うためには、しっかりとうためには、しっかりとうためには、しっかりとうためには、しっかりと市町村市町村市町村市町村の地域の地域の地域の地域密密密密着型着型着型着型、在、在、在、在宅宅宅宅は一は一は一は一番番番番大事なこ大事なこ大事なこ大事なこ

とになると思います。とになると思います。とになると思います。とになると思います。ややややはりはりはりはり市町村市町村市町村市町村だけではしんどい。１だけではしんどい。１だけではしんどい。１だけではしんどい。１町町町町ではしんどい。ではしんどい。ではしんどい。ではしんどい。広広広広域的に域的に域的に域的にやろやろやろやろ

うというとこうというとこうというとこうというところろろろにしっかりと県からにしっかりと県からにしっかりと県からにしっかりと県から指導指導指導指導していただいて、１していただいて、１していただいて、１していただいて、１町町町町でしんどかったら、でしんどかったら、でしんどかったら、でしんどかったら、広広広広域で域で域で域で

ややややるような行るような行るような行るような行政政政政指導指導指導指導もしてもらったらありがたいと思いますし、もっともしてもらったらありがたいと思いますし、もっともしてもらったらありがたいと思いますし、もっともしてもらったらありがたいと思いますし、もっと数数数数字字字字ががががふふふふえていくえていくえていくえていく

ようにしっかりとようにしっかりとようにしっかりとようにしっかりと市町村市町村市町村市町村との協議をとの協議をとの協議をとの協議をややややってもらいたいと思います。ってもらいたいと思います。ってもらいたいと思います。ってもらいたいと思います。

それと、それと、それと、それと、就労就労就労就労支援支援支援支援、、、、今今今今、、、、始始始始まったばかりだと思うのですけれども、小さいまったばかりだと思うのですけれども、小さいまったばかりだと思うのですけれども、小さいまったばかりだと思うのですけれども、小さいＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯややややそうそうそうそう

いう事いう事いう事いう事業所業所業所業所、、、、ググググルルルルーーーーププププホームでも、いホームでも、いホームでも、いホームでも、いろろろろいいいいろろろろなななな形形形形ででででやろやろやろやろうとされておりますけれども、うとされておりますけれども、うとされておりますけれども、うとされておりますけれども、悲悲悲悲

しいかな、しいかな、しいかな、しいかな、横横横横のつながりがないから、なかなかそののつながりがないから、なかなかそののつながりがないから、なかなかそののつながりがないから、なかなかその仕仕仕仕事を受事を受事を受事を受注注注注できない。また、受できない。また、受できない。また、受できない。また、受注注注注しよしよしよしよ

うと計うと計うと計うと計画画画画できないのが現状なので、できないのが現状なので、できないのが現状なので、できないのが現状なので、就労就労就労就労支援支援支援支援の一つとして、事の一つとして、事の一つとして、事の一つとして、事業所業所業所業所間の連間の連間の連間の連携携携携をつくれるよをつくれるよをつくれるよをつくれるよ

うなうなうなうなササササポポポポーーーートトトトもももも今後今後今後今後、、、、検討検討検討検討していただいて、そういうとこしていただいて、そういうとこしていただいて、そういうとこしていただいて、そういうところろろろに事に事に事に事業業業業の一の一の一の一環環環環、県の、県の、県の、県の各各各各事事事事業業業業、、、、

県の事県の事県の事県の事業所業所業所業所、、、、先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃった県った県った県った県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学もそうですし、またもそうですし、またもそうですし、またもそうですし、また病院病院病院病院関係、さまざまな関係、さまざまな関係、さまざまな関係、さまざまな

仕仕仕仕事もあると思います。事もあると思います。事もあると思います。事もあると思います。民民民民間間間間企企企企業業業業をををを圧迫圧迫圧迫圧迫させたらいけないので、しっかりとまたそのさせたらいけないので、しっかりとまたそのさせたらいけないので、しっかりとまたそのさせたらいけないので、しっかりとまたその辺辺辺辺のののの

ササササポポポポーーーートトトトをしていただきたいと思います。これからもしっかりとをしていただきたいと思います。これからもしっかりとをしていただきたいと思います。これからもしっかりとをしていただきたいと思います。これからもしっかりと早早早早急急急急な対な対な対な対応応応応ができるようができるようができるようができるよう

にお願いしたいと思います。質問にお願いしたいと思います。質問にお願いしたいと思います。質問にお願いしたいと思います。質問終終終終わります。わります。わります。わります。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 １つだけ質問させていただきたいと思います。１つだけ質問させていただきたいと思います。１つだけ質問させていただきたいと思います。１つだけ質問させていただきたいと思います。

先先先先ほどほどほどほど来来来来、質問されています女性の、質問されています女性の、質問されています女性の、質問されています女性の就労就労就労就労支援支援支援支援ですけれども、国でも女性がですけれども、国でも女性がですけれども、国でも女性がですけれども、国でも女性が輝輝輝輝くくくく社社社社会とい会とい会とい会とい

ったったったった形形形形で女性ので女性ので女性ので女性の社社社社会進出を会進出を会進出を会進出を積積積積極極極極的に進める方的に進める方的に進める方的に進める方向向向向にはなっているのですけれども、中には、にはなっているのですけれども、中には、にはなっているのですけれども、中には、にはなっているのですけれども、中には、

家庭家庭家庭家庭においてにおいてにおいてにおいて専専専専業主業主業主業主婦婦婦婦としてしっかりととしてしっかりととしてしっかりととしてしっかりと子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てたい。また、てたい。また、てたい。また、てたい。また、親親親親の介護もしたい。まの介護もしたい。まの介護もしたい。まの介護もしたい。ま

た、しなければならないといった状況にある人がいる中で、このた、しなければならないといった状況にある人がいる中で、このた、しなければならないといった状況にある人がいる中で、このた、しなければならないといった状況にある人がいる中で、この選択選択選択選択肢肢肢肢もももも非常非常非常非常に大事なこに大事なこに大事なこに大事なこ

とだと思うのです。とだと思うのです。とだと思うのです。とだと思うのです。流流流流れはもうとにかくれはもうとにかくれはもうとにかくれはもうとにかく外外外外でででで働働働働いてもらおう、出てもらおうといういてもらおう、出てもらおうといういてもらおう、出てもらおうといういてもらおう、出てもらおうという流流流流れでれでれでれで

すけれども、その一方で、すけれども、その一方で、すけれども、その一方で、すけれども、その一方で、家家家家の中でしっかりとの中でしっかりとの中でしっかりとの中でしっかりとややややっていきたい。また、っていきたい。また、っていきたい。また、っていきたい。また、体調体調体調体調的にも、的にも、的にも、的にも、外外外外にににに

行って行って行って行って働働働働きたいのだけれども、なかなか出られない。きたいのだけれども、なかなか出られない。きたいのだけれども、なかなか出られない。きたいのだけれども、なかなか出られない。家家家家事も大事も大事も大事も大変変変変なことですが、そのなことですが、そのなことですが、そのなことですが、その家家家家事事事事

もなかなかうまくこなせないながらも、もなかなかうまくこなせないながらも、もなかなかうまくこなせないながらも、もなかなかうまくこなせないながらも、子子子子育育育育てもしながら、てもしながら、てもしながら、てもしながら、家家家家のこともしている。こういのこともしている。こういのこともしている。こういのこともしている。こうい

った方もおられるわけでありまして、そのった方もおられるわけでありまして、そのった方もおられるわけでありまして、そのった方もおられるわけでありまして、その辺辺辺辺についてのについてのについてのについての考考考考え方をお聞かせいただけたらあえ方をお聞かせいただけたらあえ方をお聞かせいただけたらあえ方をお聞かせいただけたらあ
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りがたいと思います。りがたいと思います。りがたいと思います。りがたいと思います。

○正垣女性支援課長○正垣女性支援課長○正垣女性支援課長○正垣女性支援課長 女性のさまざまな女性のさまざまな女性のさまざまな女性のさまざまな生生生生き方についてのご質問でございます。き方についてのご質問でございます。き方についてのご質問でございます。き方についてのご質問でございます。

現在、県におきましては、現在、県におきましては、現在、県におきましては、現在、県におきましては、就労就労就労就労支援支援支援支援、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは起起起起業支援業支援業支援業支援という事という事という事という事業業業業もももも起起起起こしながら、女こしながら、女こしながら、女こしながら、女

性の性の性の性の社社社社会会会会参参参参加を進めておりますけれども、加を進めておりますけれども、加を進めておりますけれども、加を進めておりますけれども、個個個個人の人の人の人の価価価価値値値値観観観観といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、専専専専業主業主業主業主婦婦婦婦でいきたでいきたでいきたでいきた

いとか、あるいはいとか、あるいはいとか、あるいはいとか、あるいは仕仕仕仕事そのものにつきまして、あるいは地域の事そのものにつきまして、あるいは地域の事そのものにつきまして、あるいは地域の事そのものにつきまして、あるいは地域の活動活動活動活動をしたいという多をしたいという多をしたいという多をしたいという多様様様様なななな

選択選択選択選択肢肢肢肢はあるとはあるとはあるとはあると考考考考えております。えております。えております。えております。ややややはりそのあたりははりそのあたりははりそのあたりははりそのあたりは個個個個人の人の人の人の考考考考え方でございますので、え方でございますので、え方でございますので、え方でございますので、十十十十

分分分分尊尊尊尊重重重重していくというしていくというしていくというしていくという考考考考え方でございます。え方でございます。え方でございます。え方でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 なかなかこれもそのときのなかなかこれもそのときのなかなかこれもそのときのなかなかこれもそのときの政権や政権や政権や政権や国の国の国の国の姿勢姿勢姿勢姿勢によってによってによってによって流流流流れはれはれはれは変変変変わっていくとはわっていくとはわっていくとはわっていくとは

思うのですけれども、思うのですけれども、思うのですけれども、思うのですけれども、専専専専業主業主業主業主婦婦婦婦ででででややややりたくてもできないという理りたくてもできないという理りたくてもできないという理りたくてもできないという理由由由由は、は、は、は、ややややはりそのはりそのはりそのはりその家族家族家族家族のののの

所得所得所得所得といいますか、例えばごといいますか、例えばごといいますか、例えばごといいますか、例えばご主主主主人の人の人の人の給給給給料料料料だけではなかなかだけではなかなかだけではなかなかだけではなかなかややややっていけない。だから、出なっていけない。だから、出なっていけない。だから、出なっていけない。だから、出な

ければならないという方もおられます。もければならないという方もおられます。もければならないという方もおられます。もければならないという方もおられます。もちろちろちろちろんんんん意意意意欲欲欲欲があってがあってがあってがあって能能能能力がある女性を力がある女性を力がある女性を力がある女性を何何何何らかのらかのらかのらかの

形形形形のののの社社社社会的な障会的な障会的な障会的な障壁壁壁壁があるというのは、があるというのは、があるというのは、があるというのは、撤撤撤撤廃廃廃廃していかなければならないですし、その人たしていかなければならないですし、その人たしていかなければならないですし、その人たしていかなければならないですし、その人たちちちち

のののの能能能能力は力は力は力は生生生生かさなければならないのですが、本かさなければならないのですが、本かさなければならないのですが、本かさなければならないのですが、本当当当当はははは専専専専業主業主業主業主婦婦婦婦でいたいのだけれども、でいたいのだけれども、でいたいのだけれども、でいたいのだけれども、外外外外へへへへ

出なければならない。こういった方出なければならない。こういった方出なければならない。こういった方出なければならない。こういった方 々々々々へへへへのののの何何何何らかのらかのらかのらかの支援支援支援支援は、これはまた国のは、これはまた国のは、これはまた国のは、これはまた国の流流流流れでしっかれでしっかれでしっかれでしっか

りりりりややややっていただかっていただかっていただかっていただかねねねねばならないと思います。とにかくばならないと思います。とにかくばならないと思います。とにかくばならないと思います。とにかく働働働働いて出ることがいて出ることがいて出ることがいて出ることが全全全全てててて改改改改革革革革というというというという流流流流

れにならなければならないということだけではなくて、日本のもともとのれにならなければならないということだけではなくて、日本のもともとのれにならなければならないということだけではなくて、日本のもともとのれにならなければならないということだけではなくて、日本のもともとの伝伝伝伝統統統統的な的な的な的な社社社社会の会の会の会の

あり方もあり方もあり方もあり方も重要重要重要重要なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと感感感感じじじじております。そういったております。そういったております。そういったております。そういった観観観観点で、点で、点で、点で、ババババランランランランスのいいスのいいスのいいスのいい社社社社会会会会

になっていくことを、になっていくことを、になっていくことを、になっていくことを、意意意意見として見として見として見として申申申申し上し上し上し上げげげげておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。以以以以上で上で上で上で終終終終わります。わります。わります。わります。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 こども・女性局長に２件おこども・女性局長に２件おこども・女性局長に２件おこども・女性局長に２件お伺伺伺伺いしたいと思っていたのですけれども、そのういしたいと思っていたのですけれども、そのういしたいと思っていたのですけれども、そのういしたいと思っていたのですけれども、そのう

ちちちちの１件は女性の１件は女性の１件は女性の１件は女性就労就労就労就労支援支援支援支援のことについて、３つのことについて、３つのことについて、３つのことについて、３つ続続続続くのはどうかと思いますので、くのはどうかと思いますので、くのはどうかと思いますので、くのはどうかと思いますので、軽軽軽軽くしたくしたくしたくした

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

今今今今、日本、日本、日本、日本全全全全国で国で国で国で離婚離婚離婚離婚の割の割の割の割合合合合が３０が３０が３０が３０数％数％数％数％とととと伺伺伺伺っています。出会い、そしてっています。出会い、そしてっています。出会い、そしてっています。出会い、そして結結結結婚婚婚婚、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろ

なななな苦苦苦苦労労労労や困難や困難や困難や困難はあるものの、はあるものの、はあるものの、はあるものの、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり幸幸幸幸せな日せな日せな日せな日 々々々々をををを送送送送ることが一ることが一ることが一ることが一番番番番大大大大切切切切だと思います。夫だと思います。夫だと思います。夫だと思います。夫

婦婦婦婦間の問間の問間の問間の問題題題題ににににぶぶぶぶち当ち当ち当ち当たって、たって、たって、たって、感感感感情のまま、す情のまま、す情のまま、す情のまま、すぐぐぐぐ離婚届離婚届離婚届離婚届にににに判判判判をををを押押押押してしまうというケースがしてしまうというケースがしてしまうというケースがしてしまうというケースが

あったり、あったり、あったり、あったり、後後後後でででで後後後後悔悔悔悔してしまうケースしてしまうケースしてしまうケースしてしまうケース等等等等もあるとおもあるとおもあるとおもあるとお伺伺伺伺いします。また、一いします。また、一いします。また、一いします。また、一番番番番心心心心配なのが、配なのが、配なのが、配なのが、

結結結結婚婚婚婚後後後後５年５年５年５年以内以内以内以内にににに離婚離婚離婚離婚する割する割する割する割合合合合がががが増増増増加しているということです。加しているということです。加しているということです。加しているということです。

そこで、おそこで、おそこで、おそこで、お伺伺伺伺いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、結結結結婚婚婚婚に対するに対するに対するに対する学び学び学び学びがががが必要必要必要必要ではないかと。ではないかと。ではないかと。ではないかと。学学学学校校校校のののの

中ではなかなか中ではなかなか中ではなかなか中ではなかなか教教教教えていただけない。えていただけない。えていただけない。えていただけない。以以以以前でしたら、地域のおっ前でしたら、地域のおっ前でしたら、地域のおっ前でしたら、地域のおっちちちちゃゃゃゃんんんんややややおばおばおばおばちちちちゃゃゃゃん、ん、ん、ん、親親親親

戚戚戚戚のおっのおっのおっのおっちちちちゃゃゃゃんんんん等等等等にににに教教教教えていただいたえていただいたえていただいたえていただいた等等等等もあったと思うのですけれども、もあったと思うのですけれども、もあったと思うのですけれども、もあったと思うのですけれども、今今今今、そういうの、そういうの、そういうの、そういうの

がががが非常非常非常非常に少ない状況であると。奈良県はに少ない状況であると。奈良県はに少ない状況であると。奈良県はに少ない状況であると。奈良県は核核核核家族家族家族家族がががが非常非常非常非常に多いという状況なので、に多いという状況なので、に多いという状況なので、に多いという状況なので、結結結結婚婚婚婚に対に対に対に対
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するするするする学びみ学びみ学びみ学びみたいなものがたいなものがたいなものがたいなものが必要必要必要必要ではないかと思いますが、このことについてどのようにおではないかと思いますが、このことについてどのようにおではないかと思いますが、このことについてどのようにおではないかと思いますが、このことについてどのようにお考考考考

えかおえかおえかおえかお伺伺伺伺いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

女性の女性の女性の女性の就労就労就労就労支援支援支援支援のののの充充充充実について、奈良県は、実について、奈良県は、実について、奈良県は、実について、奈良県は、先先先先ほど猪奥委員、大坪委員から、ほど猪奥委員、大坪委員から、ほど猪奥委員、大坪委員から、ほど猪奥委員、大坪委員から、就労就労就労就労のこのこのこのこ

とについておとについておとについておとについてお話話話話がありました。がありました。がありました。がありました。働働働働きたいにもかかわらきたいにもかかわらきたいにもかかわらきたいにもかかわらずずずず、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか働働働働けない状況がある。けない状況がある。けない状況がある。けない状況がある。

となると、となると、となると、となると、ややややはりはりはりはり専専専専業主業主業主業主婦婦婦婦率率率率が上がってしまう。が上がってしまう。が上がってしまう。が上がってしまう。今今今今、奈良県で、奈良県で、奈良県で、奈良県で働働働働いている方の県いている方の県いている方の県いている方の県外就労率外就労率外就労率外就労率

がががが高高高高い。い。い。い。男男男男性は１性は１性は１性は１位位位位、女性は２、女性は２、女性は２、女性は２位位位位とおとおとおとお伺伺伺伺いしています。また、いしています。また、いしています。また、いしています。また、待機待機待機待機児童率児童率児童率児童率もももも減減減減っているにっているにっているにっているに

もかかわらもかかわらもかかわらもかかわらずずずず、、、、ややややはりはりはりはり待機待機待機待機児童児童児童児童がおられるので、がおられるので、がおられるので、がおられるので、子子子子どもをどもをどもをどもを預預預預けてけてけてけて就就就就職できない状況にある職できない状況にある職できない状況にある職できない状況にある

と思います。この大きな理と思います。この大きな理と思います。この大きな理と思います。この大きな理由由由由として、猪奥委員も少しとして、猪奥委員も少しとして、猪奥委員も少しとして、猪奥委員も少し触触触触れられたと思うのですけれども、れられたと思うのですけれども、れられたと思うのですけれども、れられたと思うのですけれども、

いいいいろろろろいいいいろろろろな施策をな施策をな施策をな施策を立立立立てるよりは、てるよりは、てるよりは、てるよりは、男男男男性のそれに対する性のそれに対する性のそれに対する性のそれに対する意識改意識改意識改意識改革革革革がががが必要必要必要必要と思います。小と思います。小と思います。小と思います。小学学学学校校校校、、、、

中中中中学学学学校校校校、、、、高高高高校校校校ととととＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡの会長をしていまして、おの会長をしていまして、おの会長をしていまして、おの会長をしていまして、お母母母母さんとさんとさんとさんと話話話話すすすす機機機機会が多い中で、実は会が多い中で、実は会が多い中で、実は会が多い中で、実は働働働働きききき

に行かなければならない方はもうに行かなければならない方はもうに行かなければならない方はもうに行かなければならない方はもう働働働働きに行っておられると。きに行っておられると。きに行っておられると。きに行っておられると。働働働働けない状況にある方がけない状況にある方がけない状況にある方がけない状況にある方が非常非常非常非常

におられると。それはにおられると。それはにおられると。それはにおられると。それは何何何何かというと、夫の理かというと、夫の理かというと、夫の理かというと、夫の理解解解解がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか得得得得られない。だから、なかなかられない。だから、なかなかられない。だから、なかなかられない。だから、なかなか

行けないというお行けないというお行けないというお行けないというお話話話話もよくお聞きしましたので、もよくお聞きしましたので、もよくお聞きしましたので、もよくお聞きしましたので、私私私私も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、男男男男性側の理性側の理性側の理性側の理解解解解がががが必要必要必要必要だと実だと実だと実だと実

感感感感いたします。この件についてどのようにおいたします。この件についてどのようにおいたします。この件についてどのようにおいたします。この件についてどのようにお考考考考えか、お聞きさせていただきます。えか、お聞きさせていただきます。えか、お聞きさせていただきます。えか、お聞きさせていただきます。以以以以上で上で上で上で

す。す。す。す。

○上山こども・女性局長○上山こども・女性局長○上山こども・女性局長○上山こども・女性局長 結結結結婚婚婚婚に対するに対するに対するに対する学び学び学び学びということでございました。ということでございました。ということでございました。ということでございました。

確かに確かに確かに確かに今今今今、、、、未未未未婚婚婚婚化化化化、、、、晩婚晩婚晩婚晩婚化化化化がががが非常非常非常非常に進んでおります。その一つのに進んでおります。その一つのに進んでおります。その一つのに進んでおります。その一つの原原原原因因因因は、は、は、は、経経経経済済済済的に的に的に的に結結結結婚婚婚婚

するするするする余裕余裕余裕余裕といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、経経経経済済済済的な問的な問的な問的な問題題題題があって、があって、があって、があって、未未未未婚婚婚婚、、、、晩婚晩婚晩婚晩婚化化化化が進んでいるという一つのが進んでいるという一つのが進んでいるという一つのが進んでいるという一つの

要要要要因因因因があるとは思いますけれども、出会いが少ないということも確かでございます。１０があるとは思いますけれども、出会いが少ないということも確かでございます。１０があるとは思いますけれども、出会いが少ないということも確かでございます。１０があるとは思いますけれども、出会いが少ないということも確かでございます。１０

年前から県では年前から県では年前から県では年前から県では結結結結婚婚婚婚のののの支援支援支援支援を進めてまいりましたが、を進めてまいりましたが、を進めてまいりましたが、を進めてまいりましたが、トレトレトレトレーーーーニニニニングングングングというとというとというとというと変変変変ですけれどですけれどですけれどですけれど

も、も、も、も、合合合合ココココンンンンとかとかとかとか婚婚婚婚活活活活に行くにも、それに行くにも、それに行くにも、それに行くにも、それへへへへのののの心心心心構え構え構え構えみみみみたいなものもある程度知っておかないたいなものもある程度知っておかないたいなものもある程度知っておかないたいなものもある程度知っておかない

と、と、と、と、異異異異性となかなかつき性となかなかつき性となかなかつき性となかなかつき合合合合えないという状況もあることはありますので、そのえないという状況もあることはありますので、そのえないという状況もあることはありますので、そのえないという状況もあることはありますので、その辺辺辺辺ののののセミセミセミセミナナナナ

ーもことしからーもことしからーもことしからーもことしから徐徐徐徐 々々々々に開に開に開に開始始始始しています。さらに、しています。さらに、しています。さらに、しています。さらに、来来来来年度年度年度年度以以以以降降降降は地域の方、または地域の方、または地域の方、または地域の方、またＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯの方、の方、の方、の方、

そういうそういうそういうそういう取取取取りりりり組み組み組み組みをされてる方もいらっしをされてる方もいらっしをされてる方もいらっしをされてる方もいらっしゃゃゃゃいますので、そういう方との連いますので、そういう方との連いますので、そういう方との連いますので、そういう方との連携携携携もももも深深深深める施める施める施める施

策も策も策も策も考考考考えていきたいと思っております。えていきたいと思っております。えていきたいと思っております。えていきたいと思っております。

２つ目、２つ目、２つ目、２つ目、専専専専業主業主業主業主婦婦婦婦のののの率率率率がががが高高高高い、これは委員おっしい、これは委員おっしい、これは委員おっしい、これは委員おっしゃゃゃゃっていただいたとおりでございます。っていただいたとおりでございます。っていただいたとおりでございます。っていただいたとおりでございます。

奈良県は県奈良県は県奈良県は県奈良県は県外就外就外就外就業業業業率率率率がががが高高高高い。これも委員がおっしい。これも委員がおっしい。これも委員がおっしい。これも委員がおっしゃゃゃゃっていただきましたが、そのっていただきましたが、そのっていただきましたが、そのっていただきましたが、その結結結結果果果果、、、、勤勤勤勤

務務務務時時時時間間間間プラプラプラプラス通ス通ス通ス通勤勤勤勤時時時時間も含めて、間も含めて、間も含めて、間も含めて、非常非常非常非常にににに男男男男性が性が性が性が早早早早くくくく家家家家を出てを出てを出てを出て遅遅遅遅くくくく帰帰帰帰ってくる。これが一つってくる。これが一つってくる。これが一つってくる。これが一つ

のののの傾傾傾傾向向向向であるかと思います。そんな中で、であるかと思います。そんな中で、であるかと思います。そんな中で、であるかと思います。そんな中で、今今今今、女性の、女性の、女性の、女性の活活活活躍躍躍躍が言われる一方で、が言われる一方で、が言われる一方で、が言われる一方で、男男男男性の性の性の性の働働働働きききき

方の見直しもしていかなければならないという方の見直しもしていかなければならないという方の見直しもしていかなければならないという方の見直しもしていかなければならないという男男男男女ともの女ともの女ともの女とものワワワワーーーークククク・・・・ラララライイイイフフフフ・・・・ババババランランランランスをしスをしスをしスをし
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っかりととっていく。委員がおっしっかりととっていく。委員がおっしっかりととっていく。委員がおっしっかりととっていく。委員がおっしゃゃゃゃったったったった男男男男性の性の性の性の意識改意識改意識改意識改革革革革がががが非常非常非常非常に大きなに大きなに大きなに大きなポポポポイイイイントントントントであるであるであるである

と思いますので、そういったと思いますので、そういったと思いますので、そういったと思いますので、そういった啓啓啓啓発についても発についても発についても発についても今後今後今後今後、より一、より一、より一、より一層層層層深深深深めてまいりたいと思っていめてまいりたいと思っていめてまいりたいと思っていめてまいりたいと思ってい

ます。ます。ます。ます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 今今今今、こども・女性局長の言われたことが本、こども・女性局長の言われたことが本、こども・女性局長の言われたことが本、こども・女性局長の言われたことが本当当当当にににに全全全全てだと思いますので、またてだと思いますので、またてだと思いますので、またてだと思いますので、また

引引引引きききき続続続続きよきよきよきよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

また、総括でもこのことについてまた、総括でもこのことについてまた、総括でもこのことについてまた、総括でもこのことについて詳詳詳詳しくしくしくしく触触触触れたいと思いますので、よれたいと思いますので、よれたいと思いますので、よれたいと思いますので、よろろろろしくお願いしましくお願いしましくお願いしましくお願いしま

す。す。す。す。以以以以上です。上です。上です。上です。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。

ほかに質疑がなければ、これをもって健康福祉部、こども・女性局の審査をほかに質疑がなければ、これをもって健康福祉部、こども・女性局の審査をほかに質疑がなければ、これをもって健康福祉部、こども・女性局の審査をほかに質疑がなければ、これをもって健康福祉部、こども・女性局の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。

午午午午後後後後１１１１時時時時１５分より南部１５分より南部１５分より南部１５分より南部東東東東部部部部振振振振興興興興、、、、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水害大水害大水害大水害復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興、県、県、県、県土マ土マ土マ土マネネネネジジジジメメメメントントントント部、部、部、部、

ままままちづちづちづちづくりくりくりくり推推推推進局の審査を行いますので、よ進局の審査を行いますので、よ進局の審査を行いますので、よ進局の審査を行いますので、よろろろろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

それでは、理事者の皆さん、委員の皆さん、長それでは、理事者の皆さん、委員の皆さん、長それでは、理事者の皆さん、委員の皆さん、長それでは、理事者の皆さん、委員の皆さん、長時時時時間ご間ご間ご間ご苦苦苦苦労労労労さまでございました。さまでございました。さまでございました。さまでございました。

しばらくしばらくしばらくしばらく休憩休憩休憩休憩します。します。します。します。


