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厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２９年１２月１３日（水） １３：０５～１６：２２平成２９年１２月１３日（水） １３：０５～１６：２２平成２９年１２月１３日（水） １３：０５～１６：２２平成２９年１２月１３日（水） １３：０５～１６：２２開催場所開催場所開催場所開催場所 第２委員会室第２委員会室第２委員会室第２委員会室出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名奥山 博康 委員長奥山 博康 委員長奥山 博康 委員長奥山 博康 委員長山中 益敏 副委員長山中 益敏 副委員長山中 益敏 副委員長山中 益敏 副委員長佐藤 光紀 委員佐藤 光紀 委員佐藤 光紀 委員佐藤 光紀 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員秋本登志嗣 委員秋本登志嗣 委員秋本登志嗣 委員秋本登志嗣 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 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 土井 健康福祉部長土井 健康福祉部長土井 健康福祉部長土井 健康福祉部長福西 こども・女性局長福西 こども・女性局長福西 こども・女性局長福西 こども・女性局長林 医療政策部長 ほか、関係職員林 医療政策部長 ほか、関係職員林 医療政策部長 ほか、関係職員林 医療政策部長 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（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）議第７２号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議第７２号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議第７２号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議第７２号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）議第７７号 奈良県国民健康保険保険給付費等交付金の交付及び国民健康保議第７７号 奈良県国民健康保険保険給付費等交付金の交付及び国民健康保議第７７号 奈良県国民健康保険保険給付費等交付金の交付及び国民健康保議第７７号 奈良県国民健康保険保険給付費等交付金の交付及び国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例険事業費納付金の徴収に関する条例険事業費納付金の徴収に関する条例険事業費納付金の徴収に関する条例議第８４号 奈良県社会福祉総合センターの指定管理者の指定について議第８４号 奈良県社会福祉総合センターの指定管理者の指定について議第８４号 奈良県社会福祉総合センターの指定管理者の指定について議第８４号 奈良県社会福祉総合センターの指定管理者の指定について議第９１号 公立大学法人奈良県立医科大学定款の変更について議第９１号 公立大学法人奈良県立医科大学定款の変更について議第９１号 公立大学法人奈良県立医科大学定款の変更について議第９１号 公立大学法人奈良県立医科大学定款の変更について議第９２号 地方独立行政法人奈良県立病院機構定款の変更について議第９２号 地方独立行政法人奈良県立病院機構定款の変更について議第９２号 地方独立行政法人奈良県立病院機構定款の変更について議第９２号 地方独立行政法人奈良県立病院機構定款の変更について議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）



---- 2222 ----

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。ただいまから厚生委員会を開会いたします。ただいまから厚生委員会を開会いたします。ただいまから厚生委員会を開会いたします。本日の欠席はなしです。秋本委員が少しおくれるという報告を受けていますので、ご了本日の欠席はなしです。秋本委員が少しおくれるという報告を受けていますので、ご了本日の欠席はなしです。秋本委員が少しおくれるという報告を受けていますので、ご了本日の欠席はなしです。秋本委員が少しおくれるという報告を受けていますので、ご了解願います。解願います。解願います。解願います。また、傍聴がありましたら、２０名を限度として入室していただきますので、ご承知くまた、傍聴がありましたら、２０名を限度として入室していただきますので、ご承知くまた、傍聴がありましたら、２０名を限度として入室していただきますので、ご承知くまた、傍聴がありましたら、２０名を限度として入室していただきますので、ご承知ください。ださい。ださい。ださい。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。当委員会に付託されました議案は、委員会次第に記載のとおりです。当委員会に付託されました議案は、委員会次第に記載のとおりです。当委員会に付託されました議案は、委員会次第に記載のとおりです。当委員会に付託されました議案は、委員会次第に記載のとおりです。なお、審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わなお、審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わなお、審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わなお、審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみ報告となりますので、あらかじせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみ報告となりますので、あらかじせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみ報告となりますので、あらかじせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみ報告となりますので、あらかじめご了承願います。めご了承願います。めご了承願います。めご了承願います。それでは、付託議案について、健康福祉部長、医療政策部長の順に説明をお願いします。それでは、付託議案について、健康福祉部長、医療政策部長の順に説明をお願いします。それでは、付託議案について、健康福祉部長、医療政策部長の順に説明をお願いします。それでは、付託議案について、健康福祉部長、医療政策部長の順に説明をお願いします。なお、理事者の皆様におかれましては、着席にてご説明、ご報告お願いいたします。なお、理事者の皆様におかれましては、着席にてご説明、ご報告お願いいたします。なお、理事者の皆様におかれましては、着席にてご説明、ご報告お願いいたします。なお、理事者の皆様におかれましては、着席にてご説明、ご報告お願いいたします。○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長 それでは、１２月定例県議会提出議案のうち、健康福祉部所管の議それでは、１２月定例県議会提出議案のうち、健康福祉部所管の議それでは、１２月定例県議会提出議案のうち、健康福祉部所管の議それでは、１２月定例県議会提出議案のうち、健康福祉部所管の議案についてご説明します。案についてご説明します。案についてご説明します。案についてご説明します。最初に、議第７０号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）について、平成最初に、議第７０号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）について、平成最初に、議第７０号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）について、平成最初に、議第７０号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）について、平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要に基づき、ご説明します。２９年１２月定例県議会提出予算案の概要に基づき、ご説明します。２９年１２月定例県議会提出予算案の概要に基づき、ご説明します。２９年１２月定例県議会提出予算案の概要に基づき、ご説明します。２ページの１、台風２１号等による災害への対応のうち、吉野学園及び大淀養護学校災２ページの１、台風２１号等による災害への対応のうち、吉野学園及び大淀養護学校災２ページの１、台風２１号等による災害への対応のうち、吉野学園及び大淀養護学校災２ページの１、台風２１号等による災害への対応のうち、吉野学園及び大淀養護学校災害害害害復旧復旧復旧復旧事業です。県事業です。県事業です。県事業です。県有有有有地に地に地に地に設置設置設置設置、、、、運営運営運営運営されているされているされているされている障障障障害者害者害者害者支援施設支援施設支援施設支援施設吉野学園の吉野学園の吉野学園の吉野学園の敷敷敷敷地地地地内内内内のののの斜面斜面斜面斜面崩落崩落崩落崩落によるによるによるによる復旧復旧復旧復旧事業です。事業です。事業です。事業です。隣接隣接隣接隣接する大淀養護学校のする大淀養護学校のする大淀養護学校のする大淀養護学校の斜面崩落斜面崩落斜面崩落斜面崩落のののの復旧復旧復旧復旧と一と一と一と一体的体的体的体的にににに実施実施実施実施します。します。します。します。健康福祉部の健康福祉部の健康福祉部の健康福祉部の負担負担負担負担分は、記載の分は、記載の分は、記載の分は、記載の額額額額のうち９のうち９のうち９のうち９，，，，７６０７６０７６０７６０万円万円万円万円です。です。です。です。次に５ページ、次に５ページ、次に５ページ、次に５ページ、繰越繰越繰越繰越明明明明許許許許費補正の費補正の費補正の費補正の新規新規新規新規です。吉野学園及び大淀養護学校災害です。吉野学園及び大淀養護学校災害です。吉野学園及び大淀養護学校災害です。吉野学園及び大淀養護学校災害復旧復旧復旧復旧事業の事業の事業の事業のうち、吉野学園災害うち、吉野学園災害うち、吉野学園災害うち、吉野学園災害復旧復旧復旧復旧事業で、事業で、事業で、事業で、繰越繰越繰越繰越明明明明許許許許費は９費は９費は９費は９，，，，７６０７６０７６０７６０万円万円万円万円です。です。です。です。ただいまご説明した台風２１号等による災害への対応で、ただいまご説明した台風２１号等による災害への対応で、ただいまご説明した台風２１号等による災害への対応で、ただいまご説明した台風２１号等による災害への対応で、工期工期工期工期のののの確確確確保のため、平成３０保のため、平成３０保のため、平成３０保のため、平成３０年度に年度に年度に年度に繰繰繰繰りりりり越越越越しをお願いするものです。しをお願いするものです。しをお願いするものです。しをお願いするものです。６ページ、６ページ、６ページ、６ページ、債債債債務務務務負担負担負担負担行行行行為為為為補正の補正の補正の補正の追加追加追加追加分です。社会福祉総合センター指定管理事業につい分です。社会福祉総合センター指定管理事業につい分です。社会福祉総合センター指定管理事業につい分です。社会福祉総合センター指定管理事業については、ては、ては、ては、施設施設施設施設のののの使用使用使用使用承承承承認認認認に係る業務など、に係る業務など、に係る業務など、に係る業務など、同施設同施設同施設同施設のののの運営運営運営運営管理を平成３０年度から平成３４年管理を平成３０年度から平成３４年管理を平成３０年度から平成３４年管理を平成３０年度から平成３４年度まで、指定管理方度まで、指定管理方度まで、指定管理方度まで、指定管理方式式式式により委託するものです。５年により委託するものです。５年により委託するものです。５年により委託するものです。５年間間間間のののの支支支支出限度出限度出限度出限度額額額額として、３として、３として、３として、３億億億億４４４４，，，，４４４４
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５０５０５０５０万円万円万円万円を予定しています。を予定しています。を予定しています。を予定しています。７ページ、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算案（第４号）です。一７ページ、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算案（第４号）です。一７ページ、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算案（第４号）です。一７ページ、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算案（第４号）です。一番番番番下下下下の事業概要、給の事業概要、給の事業概要、給の事業概要、給与与与与改定に改定に改定に改定に伴伴伴伴うううう増額増額増額増額については、県については、県については、県については、県全体全体全体全体の総の総の総の総額額額額９９９９億億億億８８８８，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余のうのうのうのうち、ち、ち、ち、資料資料資料資料に記載はありませに記載はありませに記載はありませに記載はありませんんんんが、健康福祉部及びこども・女性局に関するが、健康福祉部及びこども・女性局に関するが、健康福祉部及びこども・女性局に関するが、健康福祉部及びこども・女性局に関する増額増額増額増額分の総分の総分の総分の総額額額額はははは２２２２，，，，１００１００１００１００万円余万円余万円余万円余です。です。です。です。続続続続いて、平成２９年度一般会計補正予算案その他に基づき、ご説明します。いて、平成２９年度一般会計補正予算案その他に基づき、ご説明します。いて、平成２９年度一般会計補正予算案その他に基づき、ご説明します。いて、平成２９年度一般会計補正予算案その他に基づき、ご説明します。４２ページ、議第８４号、奈良県社会福祉総合センターの指定管理者の指定についてで４２ページ、議第８４号、奈良県社会福祉総合センターの指定管理者の指定についてで４２ページ、議第８４号、奈良県社会福祉総合センターの指定管理者の指定についてで４２ページ、議第８４号、奈良県社会福祉総合センターの指定管理者の指定についてです。す。す。す。同同同同センターの指定管理者については、奈良県社会福祉総合センター指定管理者センターの指定管理者については、奈良県社会福祉総合センター指定管理者センターの指定管理者については、奈良県社会福祉総合センター指定管理者センターの指定管理者については、奈良県社会福祉総合センター指定管理者選選選選定審定審定審定審査会における審査結果を査会における審査結果を査会における審査結果を査会における審査結果を踏踏踏踏ままままええええて、奈良いきいきて、奈良いきいきて、奈良いきいきて、奈良いきいきプロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトを指定するものです。指定を指定するものです。指定を指定するものです。指定を指定するものです。指定のののの期間期間期間期間は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間間間間としています。議としています。議としています。議としています。議決決決決をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた後後後後に、先ほどご説明したに、先ほどご説明したに、先ほどご説明したに、先ほどご説明した債債債債務務務務負担負担負担負担行行行行為為為為補正補正補正補正額額額額を上限として、を上限として、を上限として、を上限として、同同同同社と５年社と５年社と５年社と５年間間間間の指定管理事業に係るの指定管理事業に係るの指定管理事業に係るの指定管理事業に係る協協協協定を定を定を定を締締締締結する予定です。結する予定です。結する予定です。結する予定です。続続続続いて、議第７７号奈良県国民健康保険保険給付費等交付金の交付及び国民健康保険事いて、議第７７号奈良県国民健康保険保険給付費等交付金の交付及び国民健康保険事いて、議第７７号奈良県国民健康保険保険給付費等交付金の交付及び国民健康保険事いて、議第７７号奈良県国民健康保険保険給付費等交付金の交付及び国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例について、厚生委員会業費納付金の徴収に関する条例について、厚生委員会業費納付金の徴収に関する条例について、厚生委員会業費納付金の徴収に関する条例について、厚生委員会資料資料資料資料（条例）に基づき、ご説明しま（条例）に基づき、ご説明しま（条例）に基づき、ご説明しま（条例）に基づき、ご説明します。す。す。す。１ページをお願いします。１ページをお願いします。１ページをお願いします。１ページをお願いします。この条例は、国民健康保険の県この条例は、国民健康保険の県この条例は、国民健康保険の県この条例は、国民健康保険の県単位化単位化単位化単位化にににに伴伴伴伴い、県がい、県がい、県がい、県が市町村市町村市町村市町村に対して行う国民健康保険事に対して行う国民健康保険事に対して行う国民健康保険事に対して行う国民健康保険事業に要する費業に要する費業に要する費業に要する費用用用用に係る交付金と、そのに係る交付金と、そのに係る交付金と、そのに係る交付金と、その財源財源財源財源となる納付金の算定等に関し、となる納付金の算定等に関し、となる納付金の算定等に関し、となる納付金の算定等に関し、必必必必要な事要な事要な事要な事項項項項を定を定を定を定めるものです。条例のめるものです。条例のめるものです。条例のめるものです。条例の内容内容内容内容等のご説明の等のご説明の等のご説明の等のご説明の前前前前に、県に、県に、県に、県単位化単位化単位化単位化に係るに係るに係るに係る全全全全般般般般的的的的なななな制制制制度の概要につい度の概要につい度の概要につい度の概要について、ご説明させていただきます。て、ご説明させていただきます。て、ご説明させていただきます。て、ご説明させていただきます。奈良県国民健康保険奈良県国民健康保険奈良県国民健康保険奈良県国民健康保険運営運営運営運営方方方方針針針針の１０ページ、５）の１０ページ、５）の１０ページ、５）の１０ページ、５）市町村市町村市町村市町村ごとの保険ごとの保険ごとの保険ごとの保険料料料料（（（（税税税税）収納）収納）収納）収納必必必必要要要要額額額額の算定方法です。の算定方法です。の算定方法です。の算定方法です。下下下下から５行から５行から５行から５行目目目目からからからから読読読読み上げさせていただきます。み上げさせていただきます。み上げさせていただきます。み上げさせていただきます。「各市町村「各市町村「各市町村「各市町村の保険の保険の保険の保険料料料料（（（（税税税税）収納）収納）収納）収納必必必必要要要要額額額額の算定に当たの算定に当たの算定に当たの算定に当たっっっっては、まず、ては、まず、ては、まず、ては、まず、イイイイ、保険給付が、保険給付が、保険給付が、保険給付が全全全全国国国国共通共通共通共通のののの制制制制度であることを度であることを度であることを度であることを踏踏踏踏ままままええええれれれればばばば、保険、保険、保険、保険料負担料負担料負担料負担のののの不不不不公平はなる公平はなる公平はなる公平はなるべべべべく解く解く解く解消消消消をををを図図図図るるるるべべべべきであきであきであきであること、ること、ること、ること、ロロロロ、医療給付費に、医療給付費に、医療給付費に、医療給付費に市町村市町村市町村市町村ごとの地ごとの地ごとの地ごとの地域差域差域差域差はははは見見見見られるものの、医療費の地られるものの、医療費の地られるものの、医療費の地られるものの、医療費の地域差域差域差域差と病と病と病と病床床床床数や数や数や数や医医医医師数師数師数師数とのとのとのとの間間間間にににに高高高高いいいい相相相相関が指関が指関が指関が指摘摘摘摘される一方でされる一方でされる一方でされる一方で市町村市町村市町村市町村の保健事業による医療費の保健事業による医療費の保健事業による医療費の保健事業による医療費適適適適正正正正化効化効化効化効果はわずかであることが明らかにな果はわずかであることが明らかにな果はわずかであることが明らかにな果はわずかであることが明らかになっっっっており、県が医ており、県が医ており、県が医ており、県が医師確師確師確師確保を保を保を保を含む含む含む含む地地地地域域域域医療の提医療の提医療の提医療の提供体制整供体制整供体制整供体制整備備備備のののの責任責任責任責任をををを有有有有しながら、しながら、しながら、しながら、主主主主としてその結果として生じている医療費の地としてその結果として生じている医療費の地としてその結果として生じている医療費の地としてその結果として生じている医療費の地域差域差域差域差をををを市町村市町村市町村市町村ごとごとごとごとの保険の保険の保険の保険料料料料水水水水準準準準のののの差差差差にににに帰帰帰帰着させ、着させ、着させ、着させ、住住住住所によ所によ所によ所によっっっって保険て保険て保険て保険料負担料負担料負担料負担がががが異異異異なることとすることは、なることとすることは、なることとすることは、なることとすることは、被被被被保保保保険者にと険者にと険者にと険者にとっっっって公平ではないとて公平ではないとて公平ではないとて公平ではないと考え考え考え考えられること、られること、られること、られること、ハハハハ、、、、後期高齢後期高齢後期高齢後期高齢者医療者医療者医療者医療制制制制度度度度や全や全や全や全国健康保険国健康保険国健康保険国健康保険協協協協
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会管会管会管会管掌掌掌掌健康保険（健康保険（健康保険（健康保険（協協協協会け会け会け会けんぽんぽんぽんぽ）においては県）においては県）においては県）においては県単位単位単位単位の保険の保険の保険の保険料負担料負担料負担料負担の公平の公平の公平の公平化化化化がががが実現実現実現実現しているこしているこしているこしていること、と、と、と、ニニニニ、平成の、平成の、平成の、平成の市町村市町村市町村市町村合合合合併併併併がががが進進進進まず、小まず、小まず、小まず、小規模規模規模規模でででで財財財財政基政基政基政基盤盤盤盤のののの脆弱脆弱脆弱脆弱なななな市町村市町村市町村市町村がががが多多多多い本県では、い本県では、い本県では、い本県では、高額高額高額高額医療費の医療費の医療費の医療費の発発発発生などの生などの生などの生などの多多多多様な様な様な様なリスクリスクリスクリスクを県を県を県を県全体全体全体全体で分で分で分で分散散散散するためにも、するためにも、するためにも、するためにも、市町村市町村市町村市町村ごとの医療費ごとの医療費ごとの医療費ごとの医療費水水水水準準準準と保険と保険と保険と保険料負担料負担料負担料負担ののののリリリリンンンンククククをををを遮断遮断遮断遮断するするするする必必必必要性が要性が要性が要性が高高高高いこと等から、県が医療給付費の合理いこと等から、県が医療給付費の合理いこと等から、県が医療給付費の合理いこと等から、県が医療給付費の合理的的的的でない地でない地でない地でない地域差域差域差域差の解の解の解の解消消消消をををを含含含含め、県民の受益である地め、県民の受益である地め、県民の受益である地め、県民の受益である地域域域域医療の提医療の提医療の提医療の提供供供供水水水水準準準準についてについてについてについて均均均均ててててん化ん化ん化ん化をををを図図図図ることをることをることをることを前前前前提として提として提として提として、、、、「同「同「同「同じ所じ所じ所じ所得得得得・・・・世帯世帯世帯世帯構成であれ構成であれ構成であれ構成であればばばば県県県県内内内内のどこにのどこにのどこにのどこに住ん住ん住ん住んでも保険でも保険でも保険でも保険料料料料水水水水準準準準がががが同同同同じじじじ」」」」となることをとなることをとなることをとなることを目目目目指すこととし、指すこととし、指すこととし、指すこととし、市町村市町村市町村市町村ごとのごとのごとのごとの被被被被保険者の医療費水保険者の医療費水保険者の医療費水保険者の医療費水準準準準をををを反映反映反映反映しないこしないこしないこしないこととします。ととします。ととします。ととします。その上で、その上で、その上で、その上で、市町村市町村市町村市町村ごとのごとのごとのごとの被被被被保険者の所保険者の所保険者の所保険者の所得得得得水水水水準準準準、、、、被被被被保険者保険者保険者保険者数数数数及び及び及び及び世帯数世帯数世帯数世帯数に応じて上記１）に応じて上記１）に応じて上記１）に応じて上記１）から３）の算定方法に基づきから３）の算定方法に基づきから３）の算定方法に基づきから３）の算定方法に基づき按按按按分し、また、上記４）の分し、また、上記４）の分し、また、上記４）の分し、また、上記４）の標準的標準的標準的標準的な収納な収納な収納な収納率率率率をををを反映反映反映反映することとすることとすることとすることとしますしますしますします。。。。」」」」こうした算定方法に基づき、平成３６年度の保険こうした算定方法に基づき、平成３６年度の保険こうした算定方法に基づき、平成３６年度の保険こうした算定方法に基づき、平成３６年度の保険料料料料水水水水準準準準のののの統統統統一一一一化化化化のののの完完完完成に成に成に成に向向向向けて、けて、けて、けて、各市各市各市各市町村町村町村町村が計が計が計が計画的画的画的画的、、、、段階的段階的段階的段階的に保険に保険に保険に保険料料料料の改定をの改定をの改定をの改定を実施実施実施実施できるよう、できるよう、できるよう、できるよう、市町村市町村市町村市町村ごとに保険ごとに保険ごとに保険ごとに保険料料料料方方方方針針針針を策定を策定を策定を策定し、し、し、し、実実実実行していくこととしています。行していくこととしています。行していくこととしています。行していくこととしています。先ほどの厚生委員会先ほどの厚生委員会先ほどの厚生委員会先ほどの厚生委員会資料資料資料資料（条例）の２ページをお願いします。条例の（条例）の２ページをお願いします。条例の（条例）の２ページをお願いします。条例の（条例）の２ページをお願いします。条例の内容内容内容内容、要、要、要、要旨旨旨旨についについについについてご説明します。まず、県がてご説明します。まず、県がてご説明します。まず、県がてご説明します。まず、県が市町村市町村市町村市町村に交付する交付金のに交付する交付金のに交付する交付金のに交付する交付金の規規規規定です。４（２）は、定です。４（２）は、定です。４（２）は、定です。４（２）は、各市町村各市町村各市町村各市町村がががが支支支支出する医療給付費等に出する医療給付費等に出する医療給付費等に出する医療給付費等に必必必必要な要な要な要な額額額額を交付することをを交付することをを交付することをを交付することを規規規規定しています。その定しています。その定しています。その定しています。その下下下下の５及び、の５及び、の５及び、の５及び、次のページの６では、県は、次のページの６では、県は、次のページの６では、県は、次のページの６では、県は、市町村市町村市町村市町村から徴収する納付金から徴収する納付金から徴収する納付金から徴収する納付金額額額額をををを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毎毎毎毎年度年度年度年度通通通通知、知、知、知、徴収することを徴収することを徴収することを徴収することを規規規規定しています。３ページの７では、定しています。３ページの７では、定しています。３ページの７では、定しています。３ページの７では、各市町村各市町村各市町村各市町村の医療費水の医療費水の医療費水の医療費水準準準準をををを反映反映反映反映しないしないしないしないこと、そのこと、そのこと、そのこと、その下下下下の８から、次のページの１１までは、の８から、次のページの１１までは、の８から、次のページの１１までは、の８から、次のページの１１までは、賦課賦課賦課賦課方方方方式や賦課割式や賦課割式や賦課割式や賦課割合を合を合を合を規規規規定しています。定しています。定しています。定しています。以下以下以下以下、１２から１８では、、１２から１８では、、１２から１８では、、１２から１８では、後期高齢後期高齢後期高齢後期高齢者者者者支援支援支援支援、、、、介介介介護納付金について、医療費と護納付金について、医療費と護納付金について、医療費と護納付金について、医療費と同同同同様の様の様の様の規規規規定を定を定を定を置置置置いています。いています。いています。いています。制制制制度の概要について、ご説明します。度の概要について、ご説明します。度の概要について、ご説明します。度の概要について、ご説明します。資料資料資料資料１、１、１、１、市町村市町村市町村市町村国保の県国保の県国保の県国保の県単位化単位化単位化単位化に関するに関するに関するに関する取組取組取組取組につにつにつについての第１、策定のいての第１、策定のいての第１、策定のいての第１、策定の趣旨趣旨趣旨趣旨です。国民健康保険は、国民皆保険の最です。国民健康保険は、国民皆保険の最です。国民健康保険は、国民皆保険の最です。国民健康保険は、国民皆保険の最後後後後のとりでとなる公のとりでとなる公のとりでとなる公のとりでとなる公的的的的医医医医療保険療保険療保険療保険制制制制度ですが、度ですが、度ですが、度ですが、被被被被保険者の年保険者の年保険者の年保険者の年齢齢齢齢構成が構成が構成が構成が高高高高く、医療費水く、医療費水く、医療費水く、医療費水準準準準がががが高高高高いこと、またいこと、またいこと、またいこと、また低低低低所所所所得得得得者の者の者の者の被被被被保険者が保険者が保険者が保険者が多多多多く、所く、所く、所く、所得得得得水水水水準準準準がががが低低低低いこと、小いこと、小いこと、小いこと、小規模規模規模規模な保険者がな保険者がな保険者がな保険者が多多多多く、く、く、く、財財財財政が政が政が政が不安不安不安不安定となり定となり定となり定となりややややすすすすいこと、そして、いこと、そして、いこと、そして、いこと、そして、被被被被保険者の立保険者の立保険者の立保険者の立場場場場からからからから見見見見れれれればばばば、保険、保険、保険、保険料料料料水水水水準準準準がががが市町村市町村市町村市町村ごとにごとにごとにごとに異異異異ななななっっっっており、ており、ており、ており、保険保険保険保険料負担料負担料負担料負担にににに不不不不公平が生じているとい公平が生じているとい公平が生じているとい公平が生じているといっっっった構造た構造た構造た構造的的的的なななな問題問題問題問題があります。こうしたがあります。こうしたがあります。こうしたがあります。こうした課題課題課題課題に対応に対応に対応に対応するため、国民健康保険法が改正され、平成３０年４月からするため、国民健康保険法が改正され、平成３０年４月からするため、国民健康保険法が改正され、平成３０年４月からするため、国民健康保険法が改正され、平成３０年４月から都道府都道府都道府都道府県も保険者となり、県も保険者となり、県も保険者となり、県も保険者となり、財財財財政政政政運営運営運営運営のののの責任主体責任主体責任主体責任主体として国民健康保険として国民健康保険として国民健康保険として国民健康保険運営運営運営運営の中の中の中の中心的心的心的心的なななな役割役割役割役割をををを担担担担うことにより、国民健康保うことにより、国民健康保うことにより、国民健康保うことにより、国民健康保
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険険険険制制制制度の度の度の度の安安安安定定定定化化化化をををを図図図図ることとされたとこることとされたとこることとされたとこることとされたところろろろです。です。です。です。県としては、地県としては、地県としては、地県としては、地域域域域医療に係る受益と保険医療に係る受益と保険医療に係る受益と保険医療に係る受益と保険料負担料負担料負担料負担のののの双双双双方を方を方を方を踏踏踏踏ままままええええ、、、、市町村市町村市町村市町村等との等との等との等との連携連携連携連携、、、、協協協協働働働働のもと、そののもと、そののもと、そののもと、その量的量的量的量的、、、、質的質的質的質的なななな均衡均衡均衡均衡をををを図図図図るるるる取取取取りりりり組組組組みを行みを行みを行みを行っっっっていく方ていく方ていく方ていく方針針針針です。また、県民です。また、県民です。また、県民です。また、県民負担負担負担負担の公平の公平の公平の公平化化化化のののの観点観点観点観点から、から、から、から、同同同同じ所じ所じ所じ所得得得得、、、、世帯世帯世帯世帯構成であれ構成であれ構成であれ構成であればばばば、県、県、県、県内内内内のどこにのどこにのどこにのどこに住ん住ん住ん住んでも保険でも保険でも保険でも保険料料料料水水水水準準準準がががが同同同同じとなる保険じとなる保険じとなる保険じとなる保険料料料料水水水水準準準準のののの統統統統一一一一化化化化をををを目目目目指すこととしています。指すこととしています。指すこととしています。指すこととしています。次に、第４、次に、第４、次に、第４、次に、第４、標準的標準的標準的標準的な保険な保険な保険な保険料料料料（（（（税税税税）の算定方法です。）の算定方法です。）の算定方法です。）の算定方法です。今今今今ほど条例のほど条例のほど条例のほど条例の内容内容内容内容についてについてについてについてざっざっざっざっととととご説明しました。この部分がご説明しました。この部分がご説明しました。この部分がご説明しました。この部分が今回今回今回今回の条例案で定めようとしている事の条例案で定めようとしている事の条例案で定めようとしている事の条例案で定めようとしている事項項項項です。です。です。です。まず、まず、まず、まず、現状現状現状現状と基本と基本と基本と基本的的的的なななな考え考え考え考え方ですが、方ですが、方ですが、方ですが、市町村市町村市町村市町村ごとに保険ごとに保険ごとに保険ごとに保険料料料料の算定方法がの算定方法がの算定方法がの算定方法が異異異異ななななっっっっており、ており、ており、ており、結果、保険結果、保険結果、保険結果、保険料料料料の水の水の水の水準準準準もももも市町村市町村市町村市町村ごとにごとにごとにごとに異異異異ななななっっっっています。こうした中で、県とています。こうした中で、県とています。こうした中で、県とています。こうした中で、県と市町村市町村市町村市町村でででで検討検討検討検討、、、、議議議議論論論論をををを積積積積みみみみ重ね重ね重ね重ね、県、県、県、県内内内内のののの被被被被保険者の保険保険者の保険保険者の保険保険者の保険料負担料負担料負担料負担の公平の公平の公平の公平化化化化をををを図図図図るるるる観点観点観点観点から、から、から、から、同同同同じ所じ所じ所じ所得得得得、、、、世帯世帯世帯世帯構成であれ構成であれ構成であれ構成であればばばば、県、県、県、県内内内内どこにどこにどこにどこに住ん住ん住ん住んでも保険でも保険でも保険でも保険料料料料水水水水準準準準がががが同同同同じとなる保険じとなる保険じとなる保険じとなる保険料料料料水水水水準準準準のののの統統統統一一一一化化化化の平成３の平成３の平成３の平成３６年度の６年度の６年度の６年度の完完完完成に成に成に成に向向向向けてけてけてけて段階的段階的段階的段階的にににに進進進進めることで、めることで、めることで、めることで、全市町村全市町村全市町村全市町村との合との合との合との合意意意意がががが図図図図られているとこられているとこられているとこられているところろろろでででです。す。す。す。次に、次に、次に、次に、具体的具体的具体的具体的な算定方法ですが、まず、な算定方法ですが、まず、な算定方法ですが、まず、な算定方法ですが、まず、賦課賦課賦課賦課方方方方式式式式については、所については、所については、所については、所得割得割得割得割とととと被被被被保険者保険者保険者保険者均均均均等等等等割割割割、、、、世帯世帯世帯世帯平等平等平等平等割割割割の３方の３方の３方の３方式式式式、、、、賦課割賦課割賦課割賦課割合については、法合については、法合については、法合については、法令令令令上の上の上の上の標準的割標準的割標準的割標準的割合を合を合を合を踏踏踏踏ままままええええて、所て、所て、所て、所得割得割得割得割、、、、被被被被保険者保険者保険者保険者均均均均等等等等割割割割、平等、平等、平等、平等割割割割のののの割割割割合を５０対３５対１５としています。このように、所合を５０対３５対１５としています。このように、所合を５０対３５対１５としています。このように、所合を５０対３５対１５としています。このように、所得得得得にににに乗乗乗乗ずずずずるるるる率率率率とととと被被被被保険者１人当たりの保険者１人当たりの保険者１人当たりの保険者１人当たりの単価単価単価単価を県を県を県を県内内内内でででで統統統統一することにより、一することにより、一することにより、一することにより、同同同同じ所じ所じ所じ所得得得得、、、、世帯世帯世帯世帯構成であ構成であ構成であ構成であれれれればばばば県県県県内内内内のどこにのどこにのどこにのどこに住ん住ん住ん住んでも保険でも保険でも保険でも保険料料料料水水水水準準準準はははは同同同同じということをじということをじということをじということを実現実現実現実現するものです。するものです。するものです。するものです。標準的標準的標準的標準的な収納な収納な収納な収納率率率率のののの設設設設定については、定については、定については、定については、市町村市町村市町村市町村ごとのごとのごとのごとの直近直近直近直近３年３年３年３年間間間間の平の平の平の平均均均均収納収納収納収納率率率率としています。としています。としています。としています。なお、なお、なお、なお、各市町村各市町村各市町村各市町村の医療費水の医療費水の医療費水の医療費水準準準準のののの差差差差については、保険については、保険については、保険については、保険料率料率料率料率の算定上の算定上の算定上の算定上反映反映反映反映しないこととしていしないこととしていしないこととしていしないこととしています。その理ます。その理ます。その理ます。その理由由由由は、先ほどは、先ほどは、先ほどは、先ほど運営運営運営運営方方方方針針針針の中でごらの中でごらの中でごらの中でごらんんんんいただいたとおりです。いただいたとおりです。いただいたとおりです。いただいたとおりです。以以以以上が健康福祉部に係る平成２９年度１２月提出議案の概要の説明です。ご審議のほど上が健康福祉部に係る平成２９年度１２月提出議案の概要の説明です。ご審議のほど上が健康福祉部に係る平成２９年度１２月提出議案の概要の説明です。ご審議のほど上が健康福祉部に係る平成２９年度１２月提出議案の概要の説明です。ご審議のほどよよよ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。○林医療政策部長○林医療政策部長○林医療政策部長○林医療政策部長 続続続続いて、医療政策部所管の事いて、医療政策部所管の事いて、医療政策部所管の事いて、医療政策部所管の事項項項項について、ご説明させていただきます。について、ご説明させていただきます。について、ご説明させていただきます。について、ご説明させていただきます。まず、平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要の７ページ、補正予算案についてまず、平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要の７ページ、補正予算案についてまず、平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要の７ページ、補正予算案についてまず、平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要の７ページ、補正予算案についてです。給です。給です。給です。給与与与与改定に改定に改定に改定に伴伴伴伴う職員給う職員給う職員給う職員給与与与与のののの増額増額増額増額についてです。給についてです。給についてです。給についてです。給与与与与改定の改定の改定の改定の増額増額増額増額については、県については、県については、県については、県全体全体全体全体の総の総の総の総額額額額９９９９億億億億８８８８，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余のうち、のうち、のうち、のうち、資料資料資料資料に記載はありませに記載はありませに記載はありませに記載はありませんんんんが、医療政策部に関するが、医療政策部に関するが、医療政策部に関するが、医療政策部に関する増増増増額額額額分の総分の総分の総分の総額額額額は１は１は１は１，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余です。補正予算についてはです。補正予算についてはです。補正予算についてはです。補正予算については以以以以上です。上です。上です。上です。次に、条例について、厚生委員会次に、条例について、厚生委員会次に、条例について、厚生委員会次に、条例について、厚生委員会資料資料資料資料（条例）を（条例）を（条例）を（条例）を用用用用いて、ご説明します。１３ページ、いて、ご説明します。１３ページ、いて、ご説明します。１３ページ、いて、ご説明します。１３ページ、議第７２号、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例のうち、医療政策議第７２号、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例のうち、医療政策議第７２号、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例のうち、医療政策議第７２号、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例のうち、医療政策
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部所管の事務に関するものについて、ご説明します。部所管の事務に関するものについて、ご説明します。部所管の事務に関するものについて、ご説明します。部所管の事務に関するものについて、ご説明します。これは、これは、これは、これは、市町村市町村市町村市町村が処理する事務をが処理する事務をが処理する事務をが処理する事務を追加追加追加追加するため、所要の改正をしようとするもので、１するため、所要の改正をしようとするもので、１するため、所要の改正をしようとするもので、１するため、所要の改正をしようとするもので、１の（３）に記載しているの（３）に記載しているの（３）に記載しているの（３）に記載している障障障障害者の日害者の日害者の日害者の日常常常常生生生生活活活活及び社会生及び社会生及び社会生及び社会生活活活活を総合を総合を総合を総合的的的的にににに支援支援支援支援するための法するための法するための法するための法律律律律及及及及びびびび同同同同法法法法律施律施律施律施行行行行令令令令に基づくに基づくに基づくに基づく精神通精神通精神通精神通院医療の院医療の院医療の院医療の支支支支給給給給認認認認定等の定等の定等の定等の調調調調査に係る知事の査に係る知事の査に係る知事の査に係る知事の権権権権限に限に限に限に属属属属する事務する事務する事務する事務について、について、について、について、市町村市町村市町村市町村におけるにおけるにおけるにおける個個個個人人人人番番番番号の号の号の号の利用利用利用利用をををを可能可能可能可能とするために、とするために、とするために、とするために、全市町村全市町村全市町村全市町村にににに権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲するするするするものです。ものです。ものです。ものです。条条条条文文文文については１４ページから１６ページ、については１４ページから１６ページ、については１４ページから１６ページ、については１４ページから１６ページ、新旧新旧新旧新旧対照対照対照対照表表表表については１７ページから２０については１７ページから２０については１７ページから２０については１７ページから２０ページに記載のとおりです。ページに記載のとおりです。ページに記載のとおりです。ページに記載のとおりです。施施施施行日は平成３０年４月１日です。行日は平成３０年４月１日です。行日は平成３０年４月１日です。行日は平成３０年４月１日です。最最最最後後後後に、に、に、に、契約契約契約契約等について、平成２９年度一般会計補正予算案その他を等について、平成２９年度一般会計補正予算案その他を等について、平成２９年度一般会計補正予算案その他を等について、平成２９年度一般会計補正予算案その他を用用用用いて説明いたしいて説明いたしいて説明いたしいて説明いたします。５０ページ、議第９１号、公立大学法人奈良県立医科大学定款の変更についてです。ます。５０ページ、議第９１号、公立大学法人奈良県立医科大学定款の変更についてです。ます。５０ページ、議第９１号、公立大学法人奈良県立医科大学定款の変更についてです。ます。５０ページ、議第９１号、公立大学法人奈良県立医科大学定款の変更についてです。これは、地方独立行政法人法の改正にこれは、地方独立行政法人法の改正にこれは、地方独立行政法人法の改正にこれは、地方独立行政法人法の改正に伴伴伴伴い、い、い、い、監監監監事の事の事の事の任期任期任期任期を変更すること、及び法人を変更すること、及び法人を変更すること、及び法人を変更すること、及び法人化化化化のののの際際際際にににに現物現物現物現物出出出出資資資資した出した出した出した出資財産資財産資財産資財産のうち、のうち、のうち、のうち、既既既既にににに除却除却除却除却されているされているされているされている建物建物建物建物にににに除却除却除却除却年月を記載することにつ年月を記載することにつ年月を記載することにつ年月を記載することについて、地方独立行政法人法第８条第２いて、地方独立行政法人法第８条第２いて、地方独立行政法人法第８条第２いて、地方独立行政法人法第８条第２項項項項のののの規規規規定により、議会の議定により、議会の議定により、議会の議定により、議会の議決決決決をををを求求求求めるものです。めるものです。めるものです。めるものです。次に、５５ページ、議第９２号、地方独立行政法人奈良県立病院機構定款の変更につい次に、５５ページ、議第９２号、地方独立行政法人奈良県立病院機構定款の変更につい次に、５５ページ、議第９２号、地方独立行政法人奈良県立病院機構定款の変更につい次に、５５ページ、議第９２号、地方独立行政法人奈良県立病院機構定款の変更についてです。これは、地方独立行政法人法の改正にてです。これは、地方独立行政法人法の改正にてです。これは、地方独立行政法人法の改正にてです。これは、地方独立行政法人法の改正に伴伴伴伴い、い、い、い、監監監監事の事の事の事の任期任期任期任期の変更を行うこと、及び、の変更を行うこと、及び、の変更を行うこと、及び、の変更を行うこと、及び、新新新新奈良県総合医療センターが平成２９年１２月に奈良県総合医療センターが平成２９年１２月に奈良県総合医療センターが平成２９年１２月に奈良県総合医療センターが平成２９年１２月に竣工竣工竣工竣工し、法人本部事務局がし、法人本部事務局がし、法人本部事務局がし、法人本部事務局が郡郡郡郡山総合山総合山総合山総合庁舎庁舎庁舎庁舎からからからから新新新新奈良県総合医療センターへ奈良県総合医療センターへ奈良県総合医療センターへ奈良県総合医療センターへ移転移転移転移転することによる、法人事務所の所することによる、法人事務所の所することによる、法人事務所の所することによる、法人事務所の所在在在在地の変更につい地の変更につい地の変更につい地の変更について、地方独立行政法人法第８条第２て、地方独立行政法人法第８条第２て、地方独立行政法人法第８条第２て、地方独立行政法人法第８条第２項項項項のののの規規規規定により、議会の議定により、議会の議定により、議会の議定により、議会の議決決決決をををを求求求求めるものです。めるものです。めるものです。めるものです。契約契約契約契約等については等については等については等については以以以以上です。上です。上です。上です。医療政策部所管の１２月議会提出議案は医療政策部所管の１２月議会提出議案は医療政策部所管の１２月議会提出議案は医療政策部所管の１２月議会提出議案は以以以以上です。よ上です。よ上です。よ上です。よろろろろしくご審議のほどお願い申し上しくご審議のほどお願い申し上しくご審議のほどお願い申し上しくご審議のほどお願い申し上げます。げます。げます。げます。○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長 先ほどの説明で、１先ほどの説明で、１先ほどの説明で、１先ほどの説明で、１カカカカ所説明が所説明が所説明が所説明が漏漏漏漏れていました。れていました。れていました。れていました。厚生委員会厚生委員会厚生委員会厚生委員会資料資料資料資料（条例）の６ページをお願いします。健康福祉部所管の条例について、（条例）の６ページをお願いします。健康福祉部所管の条例について、（条例）の６ページをお願いします。健康福祉部所管の条例について、（条例）の６ページをお願いします。健康福祉部所管の条例について、２０、２０、２０、２０、施施施施行行行行期期期期日等で、日等で、日等で、日等で、施施施施行日を平成３０年４月１日としています。また、納付金行日を平成３０年４月１日としています。また、納付金行日を平成３０年４月１日としています。また、納付金行日を平成３０年４月１日としています。また、納付金額額額額の算定の算定の算定の算定及び及び及び及び市町村市町村市町村市町村へのへのへのへの通通通通知については、知については、知については、知については、施施施施行日行日行日行日前前前前においても行うことができるとにおいても行うことができるとにおいても行うことができるとにおいても行うことができると規規規規定していると定していると定していると定しているとこここころろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長 ただいまの説明について、ただいまの説明について、ただいまの説明について、ただいまの説明について、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。なお、その他の事なお、その他の事なお、その他の事なお、その他の事項項項項については、については、については、については、後後後後ほどほどほどほど質問質問質問質問のののの時間時間時間時間をををを設設設設けますので、ご了承願います。けますので、ご了承願います。けますので、ご了承願います。けますので、ご了承願います。○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 国民健康保険の国民健康保険の国民健康保険の国民健康保険の激激激激変変変変緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置の件ですけれども、奈良県国民健康保険の件ですけれども、奈良県国民健康保険の件ですけれども、奈良県国民健康保険の件ですけれども、奈良県国民健康保険運営運営運営運営方方方方針針針針６ページに、法定６ページに、法定６ページに、法定６ページに、法定外外外外一般会計一般会計一般会計一般会計繰繰繰繰り入れ及びり入れ及びり入れ及びり入れ及び前前前前年度年度年度年度繰繰繰繰り上げり上げり上げり上げ充充充充用用用用のののの状状状状況況況況がががが書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります
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が、もう少しが、もう少しが、もう少しが、もう少し詳詳詳詳しく、どのしく、どのしく、どのしく、どの市町村市町村市町村市町村とどのとどのとどのとどの市町村市町村市町村市町村がどうながどうながどうながどうなっっっって、どうなるのかというのを明て、どうなるのかというのを明て、どうなるのかというのを明て、どうなるのかというのを明らかにするらかにするらかにするらかにする必必必必要がある。この要がある。この要がある。この要がある。この激激激激変変変変緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置はあまりにもはあまりにもはあまりにもはあまりにも不不不不公平です。それから公平です。それから公平です。それから公平です。それから財源財源財源財源はははは全全全全部部部部国から国から国から国から差額差額差額差額がががが来来来来るということでよるということでよるということでよるということでよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長 資料資料資料資料１、１、１、１、市町村市町村市町村市町村国保の県国保の県国保の県国保の県単位化単位化単位化単位化に関するに関するに関するに関する取組取組取組取組について、２ページをについて、２ページをについて、２ページをについて、２ページをお開きください。まず、お開きください。まず、お開きください。まず、お開きください。まず、激激激激変変変変緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置の説明に入るの説明に入るの説明に入るの説明に入る前前前前に、このに、このに、このに、この資料資料資料資料のののの見見見見方について方について方について方について簡簡簡簡単単単単ににににご説明させていただきます。ご説明させていただきます。ご説明させていただきます。ご説明させていただきます。このこのこのこの資料資料資料資料については、本県が保険については、本県が保険については、本県が保険については、本県が保険料料料料水水水水準準準準のののの統統統統一一一一化化化化をををを目目目目指す平成３６年度の指す平成３６年度の指す平成３６年度の指す平成３６年度の各市町村各市町村各市町村各市町村の保の保の保の保険険険険料料料料の水の水の水の水準準準準をををを推推推推計したものです。計したものです。計したものです。計したものです。前前前前提条件ですけれども、平成３６年度の医療費、提条件ですけれども、平成３６年度の医療費、提条件ですけれども、平成３６年度の医療費、提条件ですけれども、平成３６年度の医療費、後期高後期高後期高後期高齢齢齢齢者者者者支援支援支援支援金等の金等の金等の金等の支支支支出から平成３６年度出から平成３６年度出から平成３６年度出から平成３６年度見見見見込込込込みの公費等をみの公費等をみの公費等をみの公費等を引引引引いたものを、平成３６年度のいたものを、平成３６年度のいたものを、平成３６年度のいたものを、平成３６年度の被被被被保険者保険者保険者保険者数数数数でででで割割割割りりりり戻戻戻戻して、１人当たりの保険して、１人当たりの保険して、１人当たりの保険して、１人当たりの保険料料料料をををを求求求求めているものです。医療費については、めているものです。医療費については、めているものです。医療費については、めているものです。医療費については、県が本年度策定する医療費県が本年度策定する医療費県が本年度策定する医療費県が本年度策定する医療費適適適適正正正正化化化化計計計計画画画画の策定のために国がの策定のために国がの策定のために国がの策定のために国が示示示示している、している、している、している、高齢化高齢化高齢化高齢化による医療による医療による医療による医療費の費の費の費の伸伸伸伸びびびび率率率率をををを用用用用いていていていて推推推推計しています。計しています。計しています。計しています。以下以下以下以下の条件については、記載のとおりです。の条件については、記載のとおりです。の条件については、記載のとおりです。の条件については、記載のとおりです。グラフグラフグラフグラフのののの見見見見方ですが、方ですが、方ですが、方ですが、各市町村各市町村各市町村各市町村２つの２つの２つの２つのグラグラグラグラフフフフをををを掲掲掲掲載しており、載しており、載しており、載しており、左左左左ののののグラフグラフグラフグラフはははは現現現現行の保険行の保険行の保険行の保険料料料料水水水水準準準準、、、、右側右側右側右側はははは推推推推計した平成３６年度の１人計した平成３６年度の１人計した平成３６年度の１人計した平成３６年度の１人当たりの当たりの当たりの当たりの各市町村各市町村各市町村各市町村の保険の保険の保険の保険料料料料の水の水の水の水準準準準です。です。です。です。右側右側右側右側ののののグラフグラフグラフグラフのののの緑色緑色緑色緑色の部分は、７年の部分は、７年の部分は、７年の部分は、７年間間間間の医療費のの医療費のの医療費のの医療費の伸伸伸伸びをびをびをびを示示示示しているものです。しているものです。しているものです。しているものです。赤色赤色赤色赤色の部分については、県の部分については、県の部分については、県の部分については、県単位化後単位化後単位化後単位化後のののの制制制制度改正度改正度改正度改正後後後後の算定方法の算定方法の算定方法の算定方法により、により、により、により、制制制制度改正により保険度改正により保険度改正により保険度改正により保険料料料料の水の水の水の水準準準準がががが増増増増するものです。するものです。するものです。するものです。柿色柿色柿色柿色の部分は、の部分は、の部分は、の部分は、市町村市町村市町村市町村によによによによっっっっててててあるとこあるとこあるとこあるところろろろとないとことないとことないとことないところろろろがありますが、法定がありますが、法定がありますが、法定がありますが、法定外繰外繰外繰外繰り入れり入れり入れり入れや繰や繰や繰や繰り上げり上げり上げり上げ充充充充用用用用、基金の、基金の、基金の、基金の取取取取りりりり崩崩崩崩ししししや繰越や繰越や繰越や繰越金の金の金の金の充充充充当等を行い、本当等を行い、本当等を行い、本当等を行い、本来来来来、保険、保険、保険、保険料料料料としてとしてとしてとして集集集集めるめるめるめるべべべべきものであるもののきものであるもののきものであるもののきものであるものの不不不不足足足足を補を補を補を補填填填填ししししている部分です。ている部分です。ている部分です。ている部分です。井岡委員がお井岡委員がお井岡委員がお井岡委員がお尋尋尋尋ねねねねのののの激激激激変変変変緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置に関して、に関して、に関して、に関して、左左左左とととと右右右右ののののグラフグラフグラフグラフの上の上の上の上昇昇昇昇する部分について、する部分について、する部分について、する部分について、６年６年６年６年間間間間でででで徐々徐々徐々徐々にににに段階的段階的段階的段階的、計、計、計、計画的画的画的画的に保険に保険に保険に保険料料料料をををを引引引引き上げていくに当たり、公費をき上げていくに当たり、公費をき上げていくに当たり、公費をき上げていくに当たり、公費を活用活用活用活用してしてしてして激激激激変変変変をををを緩和緩和緩和緩和していく部分です。していく部分です。していく部分です。していく部分です。激激激激変変変変緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置の対の対の対の対象象象象については、については、については、については、柿色柿色柿色柿色の部分の法定の部分の法定の部分の法定の部分の法定外繰外繰外繰外繰り入れり入れり入れり入れ等の解等の解等の解等の解消消消消にににに伴伴伴伴うううう増増増増についても公費をについても公費をについても公費をについても公費を活用活用活用活用してしてしてして激激激激変変変変緩和緩和緩和緩和していくというもので、していくというもので、していくというもので、していくというもので、具体的具体的具体的具体的にどにどにどにどこのこのこのこの市町村市町村市町村市町村が法定が法定が法定が法定外繰外繰外繰外繰り入れ等の解り入れ等の解り入れ等の解り入れ等の解消消消消にににに伴っ伴っ伴っ伴ってててて激激激激変変変変緩和緩和緩和緩和していくかについては、していくかについては、していくかについては、していくかについては、グラフグラフグラフグラフ上上上上でいうと、でいうと、でいうと、でいうと、柿色柿色柿色柿色が記載されているが記載されているが記載されているが記載されている市町村市町村市町村市町村が対が対が対が対象象象象になるというものです。になるというものです。になるというものです。になるというものです。激激激激変変変変緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置ののののススススキキキキーーーームムムムの基本の基本の基本の基本的的的的なななな考え考え考え考え方については、４ページに記載しています。平方については、４ページに記載しています。平方については、４ページに記載しています。平方については、４ページに記載しています。平成３０年度から成３０年度から成３０年度から成３０年度から全全全全国国国国ベベベベーーーースススス１１１１，，，，７００７００７００７００億円億円億円億円拡充拡充拡充拡充される公費をされる公費をされる公費をされる公費を活用活用活用活用して、まずはして、まずはして、まずはして、まずは制制制制度改正に度改正に度改正に度改正に伴伴伴伴う保険う保険う保険う保険料負担料負担料負担料負担のののの増加増加増加増加するするするする市町村市町村市町村市町村と、法定と、法定と、法定と、法定外繰外繰外繰外繰り入れ等の解り入れ等の解り入れ等の解り入れ等の解消消消消にににに伴っ伴っ伴っ伴って、保険て、保険て、保険て、保険料負担料負担料負担料負担がががが増増増増加加加加するするするする市町村市町村市町村市町村について、保険について、保険について、保険について、保険料料料料方方方方針針針針にににに沿沿沿沿っっっって計て計て計て計画的画的画的画的、、、、段階的段階的段階的段階的に保険に保険に保険に保険料料料料の改定が行の改定が行の改定が行の改定が行ええええるようるようるようるよう
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にににに激激激激変変変変緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置により、により、により、により、支援支援支援支援を行うものです。そのを行うものです。そのを行うものです。そのを行うものです。その後後後後に、に、に、に、残残残残余余余余がありましたら、がありましたら、がありましたら、がありましたら、全体全体全体全体の保の保の保の保険険険険料料料料軽減軽減軽減軽減にもにもにもにも活用活用活用活用するといするといするといするといっっっったたたた激激激激変変変変緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置についての奈良県としてのについての奈良県としてのについての奈良県としてのについての奈良県としての考え考え考え考え方を記載して方を記載して方を記載して方を記載しています。います。います。います。財源財源財源財源については、４ページのについては、４ページのについては、４ページのについては、４ページの活用活用活用活用方法に記載のとおり、方法に記載のとおり、方法に記載のとおり、方法に記載のとおり、暫暫暫暫定定定定措置措置措置措置分、特分、特分、特分、特別別別別調整調整調整調整交付金交付金交付金交付金（県分（県分（県分（県分））））、保険者、保険者、保険者、保険者努力努力努力努力支援制支援制支援制支援制度交付金（県分度交付金（県分度交付金（県分度交付金（県分））））、特例基金等で、国の公費を、特例基金等で、国の公費を、特例基金等で、国の公費を、特例基金等で、国の公費を活用活用活用活用するものでするものでするものでするものです。す。す。す。以以以以上です。上です。上です。上です。○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 全全全全て国の公費でて国の公費でて国の公費でて国の公費で賄賄賄賄うということでようということでようということでようということでよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長 井岡委員がお井岡委員がお井岡委員がお井岡委員がお述述述述べべべべのとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 今今今今まで保険まで保険まで保険まで保険料料料料を上げないで一般会計からを上げないで一般会計からを上げないで一般会計からを上げないで一般会計から繰繰繰繰り入れをするなど、一り入れをするなど、一り入れをするなど、一り入れをするなど、一種種種種のののの選選選選挙挙挙挙目目目目当ての当ての当ての当ての首首首首長が長が長が長が多多多多かかかかっっっったいうことだとたいうことだとたいうことだとたいうことだと私私私私は理解しています。ですので、国からお金をもらうは理解しています。ですので、国からお金をもらうは理解しています。ですので、国からお金をもらうは理解しています。ですので、国からお金をもらうのだから、のだから、のだから、のだから、仕仕仕仕方がないということですけれども、方がないということですけれども、方がないということですけれども、方がないということですけれども、必必必必ず６年ず６年ず６年ず６年後後後後にはきちにはきちにはきちにはきちんんんんとなるように、そとなるように、そとなるように、そとなるように、そしてこういうものは公してこういうものは公してこういうものは公してこういうものは公表表表表していただかないとしていただかないとしていただかないとしていただかないと不不不不公平公平公平公平感感感感が出るとが出るとが出るとが出ると思思思思います。います。います。います。以以以以上のことを上のことを上のことを上のことを意意意意見見見見として申し上げます。として申し上げます。として申し上げます。として申し上げます。以以以以上です。上です。上です。上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 私私私私からは、議第７０号、奈良県一般会計補正予算（第３号）について、１からは、議第７０号、奈良県一般会計補正予算（第３号）について、１からは、議第７０号、奈良県一般会計補正予算（第３号）について、１からは、議第７０号、奈良県一般会計補正予算（第３号）について、１点点点点おおおお聞聞聞聞かせいただきたいかせいただきたいかせいただきたいかせいただきたい点点点点があります。があります。があります。があります。吉野学園及び大淀養護学校で吉野学園及び大淀養護学校で吉野学園及び大淀養護学校で吉野学園及び大淀養護学校で傾傾傾傾斜斜斜斜地が地が地が地が崩落崩落崩落崩落したという報告を受け、それに対する災害したという報告を受け、それに対する災害したという報告を受け、それに対する災害したという報告を受け、それに対する災害復復復復旧旧旧旧の補正予算がの補正予算がの補正予算がの補正予算が組組組組まれるという理解をしていますけれども、まれるという理解をしていますけれども、まれるという理解をしていますけれども、まれるという理解をしていますけれども、崩崩崩崩れるれるれるれる前前前前にににに気気気気がつかなかがつかなかがつかなかがつかなかっっっったたたたものかということを１ものかということを１ものかということを１ものかということを１点点点点、、、、確認確認確認確認させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。○柳原障害福祉課長○柳原障害福祉課長○柳原障害福祉課長○柳原障害福祉課長 吉野学園吉野学園吉野学園吉野学園敷敷敷敷地の地の地の地の崩落崩落崩落崩落したしたしたした斜面斜面斜面斜面については、については、については、については、樹木樹木樹木樹木等の等の等の等の植植植植生もよく、吉生もよく、吉生もよく、吉生もよく、吉野学園及び大淀養護学校が野学園及び大淀養護学校が野学園及び大淀養護学校が野学園及び大淀養護学校が設設設設立された立された立された立された昭昭昭昭和和和和５０年５０年５０年５０年以以以以来来来来４２年４２年４２年４２年間間間間、、、、崩落崩落崩落崩落事事事事故故故故がががが発発発発生したこと生したこと生したこと生したことがなく、またがなく、またがなく、またがなく、また崩落崩落崩落崩落のののの兆候兆候兆候兆候についてもなかについてもなかについてもなかについてもなかっっっったとたとたとたと聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。崩落崩落崩落崩落がががが発発発発生した平成２９年１０月２２日の日生した平成２９年１０月２２日の日生した平成２９年１０月２２日の日生した平成２９年１０月２２日の日降降降降水水水水量量量量は、最は、最は、最は、最寄寄寄寄りのりのりのりの雨雨雨雨量観量観量観量観測測測測地地地地点点点点であるであるであるである五五五五條條條條において２５４において２５４において２５４において２５４．．．．５５５５ミミミミリリリリを記を記を記を記録録録録しており、このしており、このしており、このしており、この降降降降水水水水量量量量はははは観観観観測測測測地地地地点点点点がががが設置設置設置設置された平成１７された平成１７された平成１７された平成１７年年年年以以以以降降降降最大の最大の最大の最大の値値値値となとなとなとなっっっっており、２ており、２ており、２ており、２番目番目番目番目にににに多多多多かかかかっっっった平成２５年９月１６日の台風１８号によた平成２５年９月１６日の台風１８号によた平成２５年９月１６日の台風１８号によた平成２５年９月１６日の台風１８号による日る日る日る日降降降降水水水水量量量量１２８１２８１２８１２８ミミミミリリリリのののの約約約約２２２２倍倍倍倍のののの降降降降水水水水量量量量になになになになっっっっています。これらのことから、ています。これらのことから、ています。これらのことから、ています。これらのことから、今回今回今回今回のののの崩落崩落崩落崩落事事事事故故故故は予は予は予は予見見見見することができず、台風２１号にすることができず、台風２１号にすることができず、台風２１号にすることができず、台風２１号に伴伴伴伴うううう異常異常異常異常なななな豪雨豪雨豪雨豪雨によりによりによりにより発発発発生した災害であると生した災害であると生した災害であると生した災害であると認認認認識識識識しています。しています。しています。しています。以以以以上です。上です。上です。上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 今今今今まで４２年まで４２年まで４２年まで４２年間間間間、そういう、そういう、そういう、そういう兆候兆候兆候兆候もなけれもなけれもなけれもなければばばば、、、、崩崩崩崩れるとはれるとはれるとはれるとは思思思思わなかわなかわなかわなかっっっったという、たという、たという、たという、想想想想定定定定外外外外の事の事の事の事象象象象であるという説明として理解します。けれども、であるという説明として理解します。けれども、であるという説明として理解します。けれども、であるという説明として理解します。けれども、反反反反対に対に対に対に何何何何もなかもなかもなかもなかっっっったことがたことがたことがたことが兆候兆候兆候兆候をををを発見発見発見発見できなかできなかできなかできなかっっっった一つの理た一つの理た一つの理た一つの理由由由由になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思います。います。います。います。
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他の他の他の他の施設施設施設施設においてもにおいてもにおいてもにおいても同同同同様のことが様のことが様のことが様のことが言え言え言え言えるとるとるとると思思思思いますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、今回今回今回今回、こういう事、こういう事、こういう事、こういう事象象象象がががが起起起起ここここっっっっているているているている以以以以上、他の所管の上、他の所管の上、他の所管の上、他の所管の施設施設施設施設に対して、いま一度、に対して、いま一度、に対して、いま一度、に対して、いま一度、観点観点観点観点を少しを少しを少しを少し切切切切りかりかりかりかええええて、て、て、て、預預預預かかかかっっっってててているいるいるいる施設施設施設施設をををを見見見見てててて回回回回るという当事者るという当事者るという当事者るという当事者意意意意識識識識がががが必必必必要だと要だと要だと要だと思思思思いますが、いかがでしいますが、いかがでしいますが、いかがでしいますが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。○橋本健康福祉部次長（企画管理室長事務取扱）○橋本健康福祉部次長（企画管理室長事務取扱）○橋本健康福祉部次長（企画管理室長事務取扱）○橋本健康福祉部次長（企画管理室長事務取扱） 他の他の他の他の施設施設施設施設にもにもにもにも同同同同様の様の様の様の観点観点観点観点がががが必必必必要だとい要だとい要だとい要だということについては、うことについては、うことについては、うことについては、全全全全くそのとおりとくそのとおりとくそのとおりとくそのとおりと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。現在現在現在現在、県、県、県、県有資産有資産有資産有資産のののの危危危危険険険険箇箇箇箇所について所について所について所については、は、は、は、毎毎毎毎年度、年度、年度、年度、各各各各部局において部局において部局において部局において建物建物建物建物、、、、敷敷敷敷地に関して一地に関して一地に関して一地に関して一斉斉斉斉点検点検点検点検を行を行を行を行っっっっており、県ており、県ており、県ており、県有資産有資産有資産有資産の所管の所管の所管の所管部局に対しても報告をして、部局に対しても報告をして、部局に対しても報告をして、部局に対しても報告をして、今今今今年度も健康福祉部としては年度も健康福祉部としては年度も健康福祉部としては年度も健康福祉部としては既既既既に１１月に報告に１１月に報告に１１月に報告に１１月に報告済済済済みです。みです。みです。みです。佐藤委員がお佐藤委員がお佐藤委員がお佐藤委員がお述述述述べべべべのように、きちのように、きちのように、きちのように、きちんんんんと当事者と当事者と当事者と当事者意意意意識識識識をををを持持持持っっっってててて引引引引きききき続続続続き行き行き行き行っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 これは所管これは所管これは所管これは所管外外外外になるのですけれども、になるのですけれども、になるのですけれども、になるのですけれども、同同同同様に様に様に様に傾傾傾傾斜斜斜斜地が地が地が地が崩落崩落崩落崩落したということで、したということで、したということで、したということで、生生生生駒駒駒駒市市市市西西西西松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘の件があります。結局は行政代の件があります。結局は行政代の件があります。結局は行政代の件があります。結局は行政代執執執執行によ行によ行によ行によっっっってのりてのりてのりてのり面面面面を補を補を補を補完完完完するということするということするということするということで予算がで予算がで予算がで予算が組組組組まれていましたけれども、まれていましたけれども、まれていましたけれども、まれていましたけれども、崩落崩落崩落崩落したことによしたことによしたことによしたことによっっっって、て、て、て、倍倍倍倍以以以以上の費上の費上の費上の費用用用用がかかることがかかることがかかることがかかることになになになになっっっっています。予ています。予ています。予ています。予見見見見できるとこできるとこできるとこできるところろろろ、、、、見見見見つけられるとこつけられるとこつけられるとこつけられるところろろろは、生は、生は、生は、生命命命命、、、、身身身身体体体体のののの安全安全安全安全にもかかにもかかにもかかにもかかわりますし、またそれをわりますし、またそれをわりますし、またそれをわりますし、またそれを直直直直すにも、すにも、すにも、すにも、莫莫莫莫大な費大な費大な費大な費用用用用がかかがかかがかかがかかっっっっててててっっっってくるというてくるというてくるというてくるという気気気気づきを、づきを、づきを、づきを、経験経験経験経験として大として大として大として大切切切切にしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいと思思思思います。います。います。います。議第７７号の国民健康保険の件に関しては、井岡委員がお議第７７号の国民健康保険の件に関しては、井岡委員がお議第７７号の国民健康保険の件に関しては、井岡委員がお議第７７号の国民健康保険の件に関しては、井岡委員がお述述述述べべべべのとおり、さまのとおり、さまのとおり、さまのとおり、さまざざざざまなまなまなまな疑疑疑疑義義義義があるとがあるとがあるとがあると思思思思います。日本います。日本います。日本います。日本維維維維新新新新の会としてはの会としてはの会としてはの会としては反反反反対させていただく予定です。対させていただく予定です。対させていただく予定です。対させていただく予定です。また、第９５号の補正予算（第４号）についても、また、第９５号の補正予算（第４号）についても、また、第９５号の補正予算（第４号）についても、また、第９５号の補正予算（第４号）についても、聞聞聞聞きたいことがあるのですけれども、きたいことがあるのですけれども、きたいことがあるのですけれども、きたいことがあるのですけれども、反反反反対とさせていただき、対とさせていただき、対とさせていただき、対とさせていただき、私私私私のののの意見意見意見意見はははは以以以以上をも上をも上をも上をもっっっってててて終終終終わります。わります。わります。わります。○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 １１１１点点点点だけだけだけだけ確認確認確認確認でおでおでおでお尋尋尋尋ねねねねします。議第７７号です。この条例は、奈良県の国民します。議第７７号です。この条例は、奈良県の国民します。議第７７号です。この条例は、奈良県の国民します。議第７７号です。この条例は、奈良県の国民健康保険健康保険健康保険健康保険運営運営運営運営方方方方針針針針に基づいて国民健康保険をに基づいて国民健康保険をに基づいて国民健康保険をに基づいて国民健康保険を運営運営運営運営していくに当たり、納付金していくに当たり、納付金していくに当たり、納付金していくに当たり、納付金やややや交付金を定交付金を定交付金を定交付金を定める条例になめる条例になめる条例になめる条例になっっっっています。先ほどもご説明のあています。先ほどもご説明のあています。先ほどもご説明のあています。先ほどもご説明のあっっっった国民健康保険た国民健康保険た国民健康保険た国民健康保険運営運営運営運営方方方方針針針針において、において、において、において、標準標準標準標準的的的的な保険な保険な保険な保険料料料料の算定方法が定められています。この中で、納付金の算定はどうされるのでしの算定方法が定められています。この中で、納付金の算定はどうされるのでしの算定方法が定められています。この中で、納付金の算定はどうされるのでしの算定方法が定められています。この中で、納付金の算定はどうされるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長 国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険運営運営運営運営方方方方針針針針に記載しているに記載しているに記載しているに記載している標準的標準的標準的標準的な保険な保険な保険な保険料料料料の算定方法との算定方法との算定方法との算定方法となるように、納付金の算定方法についても、この算定方法になるように、納付金の算定方法についても、この算定方法になるように、納付金の算定方法についても、この算定方法になるように、納付金の算定方法についても、この算定方法に準準準準じて算定します。例じて算定します。例じて算定します。例じて算定します。例えばえばえばえば、、、、納付金の算定における応納付金の算定における応納付金の算定における応納付金の算定における応能割能割能割能割と応益と応益と応益と応益割割割割のののの割割割割合については、法合については、法合については、法合については、法令令令令上の上の上の上の標準的標準的標準的標準的なななな割割割割合が５０対合が５０対合が５０対合が５０対５０であること、また、５０であること、また、５０であること、また、５０であること、また、現現現現行の奈良県国民健康保険行の奈良県国民健康保険行の奈良県国民健康保険行の奈良県国民健康保険広広広広域化域化域化域化等等等等支援支援支援支援方方方方針針針針においてもにおいてもにおいてもにおいても同同同同様に５様に５様に５様に５０対５０と０対５０と０対５０と０対５０と示示示示されていることをされていることをされていることをされていることを踏踏踏踏ままままええええて、国民健康保険て、国民健康保険て、国民健康保険て、国民健康保険運営運営運営運営方方方方針針針針にも５０対５０というにも５０対５０というにも５０対５０というにも５０対５０という割割割割合を合を合を合を目目目目指すと指すと指すと指すと書書書書いており、納付金の算定においても５０対５０とするということで、これいており、納付金の算定においても５０対５０とするということで、これいており、納付金の算定においても５０対５０とするということで、これいており、納付金の算定においても５０対５０とするということで、これ
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までまでまでまで市町村市町村市町村市町村とととと検討検討検討検討、議、議、議、議論論論論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す。です。です。です。納付金の算定について、ご説明させていただきます。まず、県納付金の算定について、ご説明させていただきます。まず、県納付金の算定について、ご説明させていただきます。まず、県納付金の算定について、ご説明させていただきます。まず、県全体全体全体全体の医療給付費等のの医療給付費等のの医療給付費等のの医療給付費等の見見見見込込込込みみみみ額額額額から、国から、国から、国から、国庫庫庫庫負担負担負担負担金などの公費等の金などの公費等の金などの公費等の金などの公費等の見見見見込込込込みみみみ額額額額をををを差差差差しししし引引引引き、き、き、き、差差差差しししし引引引引きききき後後後後のののの額額額額を応を応を応を応能能能能分と分と分と分と応益分として５０対５０の応益分として５０対５０の応益分として５０対５０の応益分として５０対５０の割割割割合で合で合で合で按按按按分します。その上で、応分します。その上で、応分します。その上で、応分します。その上で、応能能能能分については、分については、分については、分については、市町村市町村市町村市町村ごとごとごとごとのののの被被被被保険者の所保険者の所保険者の所保険者の所得得得得水水水水準準準準に応じて、また応益分についてはに応じて、また応益分についてはに応じて、また応益分についてはに応じて、また応益分については市町村市町村市町村市町村ごとのごとのごとのごとの被被被被保険者保険者保険者保険者数数数数及び及び及び及び世帯世帯世帯世帯数数数数に応じてに応じてに応じてに応じて割割割割り当てをして、り当てをして、り当てをして、り当てをして、市町村市町村市町村市町村ごとに納付金として算定を行うこととなります。ごとに納付金として算定を行うこととなります。ごとに納付金として算定を行うこととなります。ごとに納付金として算定を行うこととなります。以以以以上上上上です。です。です。です。○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 そうなりますと、そうなりますと、そうなりますと、そうなりますと、現在現在現在現在は応は応は応は応能割能割能割能割は５４は５４は５４は５４％％％％、応益が４６、応益が４６、応益が４６、応益が４６％％％％というのが県というのが県というのが県というのが県下下下下のののの状状状状況況況況ですけれども、応益ですけれども、応益ですけれども、応益ですけれども、応益割割割割ををををふふふふややややしていくことになります。応益していくことになります。応益していくことになります。応益していくことになります。応益割割割割というのは、ごというのは、ごというのは、ごというのは、ご存存存存じとじとじとじと思思思思いますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、世帯世帯世帯世帯の１人当たりのの１人当たりのの１人当たりのの１人当たりの均均均均等等等等割割割割と、平等と、平等と、平等と、平等割割割割は１は１は１は１世帯世帯世帯世帯当たりということになる当たりということになる当たりということになる当たりということになるのですが、そうなりますと、のですが、そうなりますと、のですが、そうなりますと、のですが、そうなりますと、低低低低所所所所得得得得者者者者やややや子子子子どものどものどものどもの多多多多いいいい家族家族家族家族などに一などに一などに一などに一層層層層大きな大きな大きな大きな負担負担負担負担になるとになるとになるとになるという結果にないう結果にないう結果にないう結果になっっっっていくのではないかとていくのではないかとていくのではないかとていくのではないかと思思思思います。います。います。います。現在現在現在現在でもでもでもでも高高高高い保険い保険い保険い保険料料料料がががが払払払払ええええずに病院に行けない、ずに病院に行けない、ずに病院に行けない、ずに病院に行けない、命命命命をををを落落落落とす人がとす人がとす人がとす人がふふふふええええているというているというているというているという状状状状況況況況があり、があり、があり、があり、今回今回今回今回の算定については、そういうの算定については、そういうの算定については、そういうの算定については、そういう状状状状況況況況がますますがますますがますますがますます促促促促進進進進されるのではないかというされるのではないかというされるのではないかというされるのではないかということを、これはことを、これはことを、これはことを、これは意見意見意見意見として申し上げておきます。として申し上げておきます。として申し上げておきます。として申し上げておきます。態態態態度度度度表表表表明については、また明については、また明については、また明については、また後後後後ほどさせていただきます。ほどさせていただきます。ほどさせていただきます。ほどさせていただきます。○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいますか。いますか。いますか。いますか。ほかになけれほかになけれほかになけれほかになければばばば、これをもちまして、付託議案に対する、これをもちまして、付託議案に対する、これをもちまして、付託議案に対する、これをもちまして、付託議案に対する質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わります。わります。わります。わります。続続続続いて、付託議案について、委員のいて、付託議案について、委員のいて、付託議案について、委員のいて、付託議案について、委員の意見意見意見意見をををを求求求求めます。ごめます。ごめます。ごめます。ご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 長年の長年の長年の長年の間間間間、、、、取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでこられた国民健康保険の一でこられた国民健康保険の一でこられた国民健康保険の一でこられた国民健康保険の一元元元元化化化化についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、私私私私もももも当初から当初から当初から当初から質問質問質問質問をして一をして一をして一をして一元元元元化化化化するように要するように要するように要するように要望望望望しており、大変うれしいことですけれども、こしており、大変うれしいことですけれども、こしており、大変うれしいことですけれども、こしており、大変うれしいことですけれども、この説明はあまりにの説明はあまりにの説明はあまりにの説明はあまりに量量量量が少ない。こちらからが少ない。こちらからが少ない。こちらからが少ない。こちらから質問質問質問質問したから、したから、したから、したから、激激激激変変変変緩和措置や財源緩和措置や財源緩和措置や財源緩和措置や財源についてについてについてについて言言言言われましたけれども、その他の事われましたけれども、その他の事われましたけれども、その他の事われましたけれども、その他の事項項項項、議案、議案、議案、議案外外外外で説明されるということですが、で説明されるということですが、で説明されるということですが、で説明されるということですが、ややややはり議案はり議案はり議案はり議案の議の議の議の議決前決前決前決前にもう少しにもう少しにもう少しにもう少し詳細詳細詳細詳細に説明すに説明すに説明すに説明すべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思います。しかし、議案はいます。しかし、議案はいます。しかし、議案はいます。しかし、議案は全全全全てててて賛賛賛賛成し成し成し成します。ます。ます。ます。○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 日本日本日本日本共産共産共産共産党党党党としては、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算のとしては、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算のとしては、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算のとしては、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算の職員と特職員と特職員と特職員と特別別別別職の給職の給職の給職の給与与与与の改定で、職員の給の改定で、職員の給の改定で、職員の給の改定で、職員の給与与与与の改定についてはの改定についてはの改定についてはの改定については賛賛賛賛成ですが、これには特成ですが、これには特成ですが、これには特成ですが、これには特別別別別職職職職の給の給の給の給与与与与の改定もの改定もの改定もの改定も含含含含まれているため、この議案にはまれているため、この議案にはまれているため、この議案にはまれているため、この議案には反反反反対します。対します。対します。対します。それから、議第７７号について、先ほどそれから、議第７７号について、先ほどそれから、議第７７号について、先ほどそれから、議第７７号について、先ほど確認確認確認確認しましたが、奈良県の国民健康保険しましたが、奈良県の国民健康保険しましたが、奈良県の国民健康保険しましたが、奈良県の国民健康保険運営運営運営運営方方方方針針針針の策定に当たの策定に当たの策定に当たの策定に当たっっっってのてのてのての資料資料資料資料によると、によると、によると、によると、都道府都道府都道府都道府県県県県化化化化によによによによっっっって保険て保険て保険て保険料料料料の上がるの上がるの上がるの上がる市町村市町村市町村市町村がががが多数多数多数多数をををを



---- 11111111 ----

占占占占めます。また２０２４年度の県めます。また２０２４年度の県めます。また２０２４年度の県めます。また２０２４年度の県内統内統内統内統一保険一保険一保険一保険料料料料水水水水準準準準をををを目目目目指して、指して、指して、指して、段階的段階的段階的段階的に保険に保険に保険に保険料料料料のののの引引引引き上き上き上き上げが行われる方げが行われる方げが行われる方げが行われる方針針針針になになになになっっっっています。条例により、国民健康保険ています。条例により、国民健康保険ています。条例により、国民健康保険ています。条例により、国民健康保険運営運営運営運営方方方方針針針針でででで示示示示された保険された保険された保険された保険料料料料算定方算定方算定方算定方針針針針に基づいて納付金が算定されるということで、保険に基づいて納付金が算定されるということで、保険に基づいて納付金が算定されるということで、保険に基づいて納付金が算定されるということで、保険料料料料のののの引引引引き上げとともに応益き上げとともに応益き上げとともに応益き上げとともに応益割割割割のののの負担負担負担負担がさらにがさらにがさらにがさらにふふふふええええます。ます。ます。ます。低低低低所所所所得得得得者、者、者、者、子子子子どものどものどものどもの多多多多いいいい家庭家庭家庭家庭のののの負担負担負担負担ががががふふふふええええることになれることになれることになれることになればばばば、病、病、病、病院に行けない人が院に行けない人が院に行けない人が院に行けない人がふふふふええええますし、ますし、ますし、ますし、命命命命がががが脅脅脅脅かされる人がますますかされる人がますますかされる人がますますかされる人がますますふふふふええええていきます。ていきます。ていきます。ていきます。このこのこのこの仕仕仕仕組組組組みでいきますと、保険みでいきますと、保険みでいきますと、保険みでいきますと、保険料料料料は納付金の算定は納付金の算定は納付金の算定は納付金の算定額額額額によによによによっっっって大きくて大きくて大きくて大きく左右左右左右左右されます。また、されます。また、されます。また、されます。また、保険保険保険保険料料料料のののの引引引引き上げにつながり、これまでき上げにつながり、これまでき上げにつながり、これまでき上げにつながり、これまで市町村市町村市町村市町村のののの努力努力努力努力で保険で保険で保険で保険料料料料をををを抑抑抑抑制制制制してきた法定してきた法定してきた法定してきた法定外繰外繰外繰外繰りりりり入れの解入れの解入れの解入れの解消消消消もももも求求求求めています。そうした、奈良県の国民健康保険めています。そうした、奈良県の国民健康保険めています。そうした、奈良県の国民健康保険めています。そうした、奈良県の国民健康保険運営運営運営運営方方方方針針針針をををを執執執執行するための行するための行するための行するための条例になりますので、条例になりますので、条例になりますので、条例になりますので、反反反反対します。対します。対します。対します。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 議第７７号、国民健康保険についてですけれども、国民健康保険は土井健康議第７７号、国民健康保険についてですけれども、国民健康保険は土井健康議第７７号、国民健康保険についてですけれども、国民健康保険は土井健康議第７７号、国民健康保険についてですけれども、国民健康保険は土井健康福祉部長も福祉部長も福祉部長も福祉部長も言言言言われたように、最われたように、最われたように、最われたように、最後後後後のセーのセーのセーのセーフティフティフティフティーーーーネッネッネッネットトトトとととと言言言言われています。われています。われています。われています。高齢高齢高齢高齢者者者者やややや社会社会社会社会的弱的弱的弱的弱者の方者の方者の方者の方 々々々々もももも多多多多く入られており、このく入られており、このく入られており、このく入られており、この問題問題問題問題については、もう少し審議をするについては、もう少し審議をするについては、もう少し審議をするについては、もう少し審議をする必必必必要があり要があり要があり要がありますし、ますし、ますし、ますし、多多多多くのくのくのくの疑疑疑疑義義義義もあります。もあります。もあります。もあります。日本日本日本日本維維維維新新新新の会として審議、の会として審議、の会として審議、の会として審議、協協協協議をした結果、これについては議をした結果、これについては議をした結果、これについては議をした結果、これについては反反反反対とし、また議第９５号、対とし、また議第９５号、対とし、また議第９５号、対とし、また議第９５号、補正予算（第４号）については、一般職の給補正予算（第４号）については、一般職の給補正予算（第４号）については、一般職の給補正予算（第４号）については、一般職の給与増与増与増与増と改定がと改定がと改定がと改定が含含含含まれるため、まれるため、まれるため、まれるため、現状現状現状現状をををを鑑鑑鑑鑑みてみてみてみて反反反反対します。対します。対します。対します。あわせてあわせてあわせてあわせて反反反反対対対対討論討論討論討論もさせていただきたいともさせていただきたいともさせていただきたいともさせていただきたいと思思思思いますので、よいますので、よいますので、よいますので、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。以以以以上上上上です。です。です。です。○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいますか。いますか。いますか。いますか。○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 創創創創生奈良は生奈良は生奈良は生奈良は賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 １つ１つ１つ１つ言言言言いいいい忘忘忘忘れました。議れました。議れました。議れました。議場場場場でででで反反反反対対対対討論討論討論討論を行います。を行います。を行います。を行います。○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長 それでは、これより付託を受けましたそれでは、これより付託を受けましたそれでは、これより付託を受けましたそれでは、これより付託を受けました各各各各議案について議案について議案について議案について採採採採決決決決を行います。を行います。を行います。を行います。まず、議第７７号については、委員よりまず、議第７７号については、委員よりまず、議第７７号については、委員よりまず、議第７７号については、委員より反反反反対の対の対の対の意見意見意見意見がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、起起起起立により立により立により立により採採採採決決決決いたします。いたします。いたします。いたします。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立）立）立）立）ご着席願います。ご着席願います。ご着席願います。ご着席願います。起起起起立立立立多数多数多数多数であります。よであります。よであります。よであります。よっっっって、議第７７号は、て、議第７７号は、て、議第７７号は、て、議第７７号は、原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可決可決可決可決することにすることにすることにすることに決決決決しました。しました。しました。しました。次に、議第９５号中、当委員会所管分については委員より次に、議第９５号中、当委員会所管分については委員より次に、議第９５号中、当委員会所管分については委員より次に、議第９５号中、当委員会所管分については委員より反反反反対の対の対の対の意見意見意見意見がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、起起起起立により立により立により立により採採採採決決決決いたします。いたします。いたします。いたします。議第９５号中、当委員会所管分を議第９５号中、当委員会所管分を議第９５号中、当委員会所管分を議第９５号中、当委員会所管分を原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可決可決可決可決することにすることにすることにすることに賛賛賛賛成の方の成の方の成の方の成の方の起起起起立を立を立を立を求求求求めます。めます。めます。めます。



---- 11112222 ----

（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立）立）立）立）ご着席願います。ご着席願います。ご着席願います。ご着席願います。起起起起立立立立多数多数多数多数であります。よであります。よであります。よであります。よっっっって、議第９５号中、当委員会所管分はて、議第９５号中、当委員会所管分はて、議第９５号中、当委員会所管分はて、議第９５号中、当委員会所管分は原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可決可決可決可決するこするこするこすることにとにとにとに決決決決しました。しました。しました。しました。次に、ただいま次に、ただいま次に、ただいま次に、ただいま可決可決可決可決されました議案をされました議案をされました議案をされました議案を除除除除くくくく残残残残余余余余の議案については、一の議案については、一の議案については、一の議案については、一括括括括してしてしてして簡易採簡易採簡易採簡易採決決決決ににににより行いたいとより行いたいとより行いたいとより行いたいと思思思思いますが、ごいますが、ごいますが、ごいますが、ご異異異異議ご議ご議ご議ござざざざいませいませいませいませんんんんか。か。か。か。（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りします。りします。りします。りします。議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第８４号、議第９議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第８４号、議第９議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第８４号、議第９議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第８４号、議第９１号及び議第９２号については、１号及び議第９２号については、１号及び議第９２号については、１号及び議第９２号については、原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可決可決可決可決することにごすることにごすることにごすることにご異異異異議ご議ご議ご議ござざざざいませいませいませいませんんんんか。か。か。か。（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）ごごごご異異異異議がないものと議がないものと議がないものと議がないものと認認認認めます。めます。めます。めます。よよよよっっっって、議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第８４号、て、議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第８４号、て、議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第８４号、て、議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第８４号、議第９１号及び議第９２号については、議第９１号及び議第９２号については、議第９１号及び議第９２号については、議第９１号及び議第９２号については、原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可決可決可決可決することにすることにすることにすることに決決決決しました。しました。しました。しました。これをもちまして、付託議案の審査をこれをもちまして、付託議案の審査をこれをもちまして、付託議案の審査をこれをもちまして、付託議案の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。次に、その他の事次に、その他の事次に、その他の事次に、その他の事項項項項に入ります。に入ります。に入ります。に入ります。健康福祉部長から、健康福祉部長から、健康福祉部長から、健康福祉部長から、市町村市町村市町村市町村国保の県国保の県国保の県国保の県単単単単一一一一化化化化に関するに関するに関するに関する取取取取りりりり組組組組みについて、こども・女性局みについて、こども・女性局みについて、こども・女性局みについて、こども・女性局長から、奈良こどもすくすく・長から、奈良こどもすくすく・長から、奈良こどもすくすく・長から、奈良こどもすくすく・子育子育子育子育ていきいきていきいきていきいきていきいきププププラララランの改定についてほか１件、医療政策ンの改定についてほか１件、医療政策ンの改定についてほか１件、医療政策ンの改定についてほか１件、医療政策部長から、部長から、部長から、部長から、新新新新奈良県総合医療センターの開院についてほか１件の報告を行いたいとの申し奈良県総合医療センターの開院についてほか１件の報告を行いたいとの申し奈良県総合医療センターの開院についてほか１件の報告を行いたいとの申し奈良県総合医療センターの開院についてほか１件の報告を行いたいとの申し出がありましたので、報告願います。出がありましたので、報告願います。出がありましたので、報告願います。出がありましたので、報告願います。○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長 国民健康保険の県国民健康保険の県国民健康保険の県国民健康保険の県単位化単位化単位化単位化に関するに関するに関するに関する取取取取りりりり組組組組みについて、ご報告申し上みについて、ご報告申し上みについて、ご報告申し上みについて、ご報告申し上げます。げます。げます。げます。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況ですが、１０月６日のですが、１０月６日のですが、１０月６日のですが、１０月６日の市町村市町村市町村市町村長会議の長会議の長会議の長会議の後後後後、１０月、１０月、１０月、１０月末末末末までにまでにまでにまでに文文文文書書書書にてにてにてにて市町村市町村市町村市町村のごのごのごのご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺い、１１月には第二い、１１月には第二い、１１月には第二い、１１月には第二回回回回奈良県国民健康保険奈良県国民健康保険奈良県国民健康保険奈良県国民健康保険運営協運営協運営協運営協議会での審議を議会での審議を議会での審議を議会での審議を経経経経て、て、て、て、おおおお手元手元手元手元のののの別冊別冊別冊別冊、奈良県国民健康保険、奈良県国民健康保険、奈良県国民健康保険、奈良県国民健康保険運営運営運営運営方方方方針針針針を策定し、１２月１日に公を策定し、１２月１日に公を策定し、１２月１日に公を策定し、１２月１日に公表表表表したとこしたとこしたとこしたところろろろです。です。です。です。本日は本日は本日は本日は運営運営運営運営方方方方針針針針の概要について、先ほどの条例の説明との概要について、先ほどの条例の説明との概要について、先ほどの条例の説明との概要について、先ほどの条例の説明と重重重重複複複複する部分はする部分はする部分はする部分は除除除除いて、ご説明さいて、ご説明さいて、ご説明さいて、ご説明させていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと思思思思います。います。います。います。まず、１ページはまず、１ページはまず、１ページはまず、１ページは運営運営運営運営方方方方針針針針のののの全全全全般般般般的的的的な概要をまとめています。２ページ、第２の基本な概要をまとめています。２ページ、第２の基本な概要をまとめています。２ページ、第２の基本な概要をまとめています。２ページ、第２の基本的的的的事事事事項項項項ですが、国民健康保険ですが、国民健康保険ですが、国民健康保険ですが、国民健康保険運営運営運営運営方方方方針針針針は、は、は、は、来来来来年４月から、県と年４月から、県と年４月から、県と年４月から、県と市町村市町村市町村市町村がががが連携連携連携連携して国民健康保して国民健康保して国民健康保して国民健康保険事業の険事業の険事業の険事業の運営運営運営運営を行を行を行を行っっっっていくため策定するものです。より改ていくため策定するものです。より改ていくため策定するものです。より改ていくため策定するものです。より改善善善善していくため、３年ごとにしていくため、３年ごとにしていくため、３年ごとにしていくため、３年ごとに必必必必



---- 11113333 ----

要な要な要な要な見直見直見直見直しを行うこととしています。しを行うこととしています。しを行うこととしています。しを行うこととしています。３ページ、第３の国民健康保険の医療に関する費３ページ、第３の国民健康保険の医療に関する費３ページ、第３の国民健康保険の医療に関する費３ページ、第３の国民健康保険の医療に関する費用用用用及び及び及び及び財財財財政の政の政の政の見通見通見通見通しです。平成２８年しです。平成２８年しです。平成２８年しです。平成２８年度の医療費総度の医療費総度の医療費総度の医療費総額額額額はははは約約約約１１１１，，，，２１８２１８２１８２１８億円億円億円億円、１人当たりの医療費は、１人当たりの医療費は、１人当たりの医療費は、１人当たりの医療費は約約約約３５３５３５３５万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円となとなとなとなっっっっています。平成２６年度とています。平成２６年度とています。平成２６年度とています。平成２６年度と比比比比べべべべ、医療費の総、医療費の総、医療費の総、医療費の総額額額額はははは被被被被保険者保険者保険者保険者数数数数のののの減減減減少などによ少などによ少などによ少などによっっっってててて減減減減少して少して少して少していますが、１人当たりではいますが、１人当たりではいますが、１人当たりではいますが、１人当たりでは高齢化高齢化高齢化高齢化などになどになどになどに伴っ伴っ伴っ伴ってててて増加増加増加増加しています。国のしています。国のしています。国のしています。国のデデデデータに基づきータに基づきータに基づきータに基づき推推推推計計計計したとこしたとこしたとこしたところろろろ、、、、今後今後今後今後も国民健康保険の医療費総も国民健康保険の医療費総も国民健康保険の医療費総も国民健康保険の医療費総額額額額、１人当たりの医療費ともに、１人当たりの医療費ともに、１人当たりの医療費ともに、１人当たりの医療費ともに増加増加増加増加するするするする見見見見込込込込みとなみとなみとなみとなっっっっています。ています。ています。ています。保険保険保険保険料料料料のののの状状状状況況況況ですが、最ですが、最ですが、最ですが、最高高高高はははは天天天天川川川川村村村村、最、最、最、最低低低低はははは御杖御杖御杖御杖村村村村で、で、で、で、約約約約１１１１．．．．８８８８８８８８倍倍倍倍のののの差差差差となとなとなとなっっっっていまていまていまています。これはす。これはす。これはす。これは単単単単に医療費にに医療費にに医療費にに医療費に連連連連動動動動して保険して保険して保険して保険料料料料もももも高高高高いということではなく、さまいということではなく、さまいということではなく、さまいということではなく、さまざざざざまな要まな要まな要まな要因因因因がががが複複複複合しています。収納合しています。収納合しています。収納合しています。収納率率率率については、最については、最については、最については、最高高高高がががが下下下下北北北北山山山山村村村村、最、最、最、最低低低低が奈良が奈良が奈良が奈良市市市市で、８で、８で、８で、８．．．．３３３３３３３３ポポポポイイイインンンントトトトのののの差差差差となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。次に、次に、次に、次に、財財財財政収政収政収政収支支支支ですが、国民健康保険ですが、国民健康保険ですが、国民健康保険ですが、国民健康保険財財財財政を政を政を政を安安安安定定定定的的的的にににに運営運営運営運営していくには、医療費等のしていくには、医療費等のしていくには、医療費等のしていくには、医療費等の支支支支出を保険出を保険出を保険出を保険料料料料収入と公費で収入と公費で収入と公費で収入と公費で賄賄賄賄い、収い、収い、収い、収支支支支のののの均衡均衡均衡均衡をををを図図図図ることが基本とされています。しかしながることが基本とされています。しかしながることが基本とされています。しかしながることが基本とされています。しかしながらららら赤字赤字赤字赤字補補補補填填填填やややや保険保険保険保険料料料料をををを抑抑抑抑ええええるため、一般会計から法定るため、一般会計から法定るため、一般会計から法定るため、一般会計から法定外繰外繰外繰外繰り入れを行り入れを行り入れを行り入れを行っっっっているているているている団団団団体体体体が６が６が６が６市市市市町村町村町村町村、、、、翌翌翌翌年度分の保険年度分の保険年度分の保険年度分の保険料料料料収入を当年度の保険収入を当年度の保険収入を当年度の保険収入を当年度の保険料料料料収入に収入に収入に収入に充充充充てる、いわてる、いわてる、いわてる、いわゆゆゆゆるるるる前前前前年度年度年度年度繰繰繰繰り上げり上げり上げり上げ充充充充用用用用を行を行を行を行っっっっているているているている団団団団体体体体も６も６も６も６市町村市町村市町村市町村というというというという状状状状況況況況です。国民健康保険です。国民健康保険です。国民健康保険です。国民健康保険財財財財政の改政の改政の改政の改善善善善に係るに係るに係るに係る取取取取りりりり組組組組みみみみとして、こうした一部のとして、こうした一部のとして、こうした一部のとして、こうした一部の市町村市町村市町村市町村で行われている法定で行われている法定で行われている法定で行われている法定外繰外繰外繰外繰り入れ等は平成３０年度り入れ等は平成３０年度り入れ等は平成３０年度り入れ等は平成３０年度以以以以降降降降、解、解、解、解消消消消をををを図図図図ることとしています。ることとしています。ることとしています。ることとしています。こうしたことから、こうしたことから、こうしたことから、こうしたことから、各市町村各市町村各市町村各市町村は、保険は、保険は、保険は、保険料料料料方方方方針針針針を策定し、計を策定し、計を策定し、計を策定し、計画的画的画的画的に保険に保険に保険に保険料料料料の改定を行の改定を行の改定を行の改定を行っっっってててていくこととしています。いくこととしています。いくこととしています。いくこととしています。次に、１３ページ第５の保険次に、１３ページ第５の保険次に、１３ページ第５の保険次に、１３ページ第５の保険料料料料（（（（税税税税）の徴収の）の徴収の）の徴収の）の徴収の適適適適正な正な正な正な実施実施実施実施です。保険です。保険です。保険です。保険料料料料をををを適適適適正に徴収す正に徴収す正に徴収す正に徴収することは、国民健康保険のることは、国民健康保険のることは、国民健康保険のることは、国民健康保険の安安安安定定定定的的的的なななな財財財財政政政政運営運営運営運営とととと被被被被保険者の保険者の保険者の保険者の負担負担負担負担の公平性のの公平性のの公平性のの公平性の観点観点観点観点から大変から大変から大変から大変重重重重要です。県としては、要です。県としては、要です。県としては、要です。県としては、各市町村各市町村各市町村各市町村が収納が収納が収納が収納率向率向率向率向上に上に上に上に取取取取りりりり組組組組み、み、み、み、市町村市町村市町村市町村格格格格差差差差がががが是是是是正できるよう、正できるよう、正できるよう、正できるよう、被被被被保険者保険者保険者保険者数数数数のののの規模規模規模規模ごとに収納ごとに収納ごとに収納ごとに収納率目標率目標率目標率目標を定め、収納対策のを定め、収納対策のを定め、収納対策のを定め、収納対策の充充充充実実実実、、、、強強強強化化化化にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいくことでいくことでいくことでいくこととしています。としています。としています。としています。具体的具体的具体的具体的な収納対策のな収納対策のな収納対策のな収納対策の取取取取りりりり組組組組みとしては、奈良県国民健康保険みとしては、奈良県国民健康保険みとしては、奈良県国民健康保険みとしては、奈良県国民健康保険団団団団体連体連体連体連合会に（合会に（合会に（合会に（仮称仮称仮称仮称）国保）国保）国保）国保事務事務事務事務支援支援支援支援センターをセンターをセンターをセンターを設置設置設置設置して、保険して、保険して、保険して、保険料料料料の収納の収納の収納の収納ココココーーーールルルルセンターのセンターのセンターのセンターの設置運用や設置運用や設置運用や設置運用や、、、、口座振替勧奨口座振替勧奨口座振替勧奨口座振替勧奨のののの広広広広報、報、報、報、啓啓啓啓発発発発等を等を等を等を効効効効果果果果的的的的にににに実施実施実施実施するほか、県するほか、県するほか、県するほか、県内外内外内外内外の先の先の先の先進進進進事例を事例を事例を事例を参参参参考考考考に、収納対策のに、収納対策のに、収納対策のに、収納対策の標準化標準化標準化標準化を行うなど、を行うなど、を行うなど、を行うなど、全市町村全市町村全市町村全市町村でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推推推推進進進進していくこととしています。していくこととしています。していくこととしています。していくこととしています。次に、第６から第８については、次に、第６から第８については、次に、第６から第８については、次に、第６から第８については、後後後後ほど５ページ、６ページでご説明します。ほど５ページ、６ページでご説明します。ほど５ページ、６ページでご説明します。ほど５ページ、６ページでご説明します。
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次に１７ページ、第９の医療・次に１７ページ、第９の医療・次に１７ページ、第９の医療・次に１７ページ、第９の医療・介介介介護分野の一護分野の一護分野の一護分野の一体体体体のののの取取取取りりりり組組組組みです。県としては、地みです。県としては、地みです。県としては、地みです。県としては、地域域域域医療医療医療医療に係る受益と保険に係る受益と保険に係る受益と保険に係る受益と保険料負担料負担料負担料負担のののの双双双双方を方を方を方を踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、市町村や市町村や市町村や市町村や関係機関等との関係機関等との関係機関等との関係機関等との連携連携連携連携、、、、協働協働協働協働のもと、のもと、のもと、のもと、量的量的量的量的、、、、質的質的質的質的なななな均衡均衡均衡均衡をををを図図図図るるるる取取取取りりりり組組組組みを医療・みを医療・みを医療・みを医療・介介介介護分野一護分野一護分野一護分野一体体体体となとなとなとなっっっってててて推推推推進進進進していく方していく方していく方していく方針針針針です。です。です。です。最最最最後後後後に、２８ページ、第１０の関係に、２８ページ、第１０の関係に、２８ページ、第１０の関係に、２８ページ、第１０の関係団団団団体体体体とのとのとのとの連携連携連携連携です。です。です。です。運営運営運営運営方方方方針針針針にににに掲掲掲掲げるげるげるげる施施施施策を策を策を策を円円円円滑滑滑滑にににに実施実施実施実施できるよう、県、できるよう、県、できるよう、県、できるよう、県、市町村市町村市町村市町村、奈良県国民健康保険、奈良県国民健康保険、奈良県国民健康保険、奈良県国民健康保険団団団団体連体連体連体連合会等が合会等が合会等が合会等が連携連携連携連携をををを図っ図っ図っ図っていきます。ていきます。ていきます。ていきます。変わりまして、変わりまして、変わりまして、変わりまして、資料資料資料資料１、１、１、１、市町村市町村市町村市町村国保の県国保の県国保の県国保の県単位化単位化単位化単位化に関するに関するに関するに関する取組取組取組取組についての２ページをお願についての２ページをお願についての２ページをお願についての２ページをお願いします。ここでは、平成３６年度の保険いします。ここでは、平成３６年度の保険いします。ここでは、平成３６年度の保険いします。ここでは、平成３６年度の保険料料料料水水水水準統準統準統準統一の一の一の一の完完完完成に成に成に成に向向向向け、け、け、け、各市町村各市町村各市町村各市町村がががが目目目目指す保指す保指す保指す保険険険険料料料料水水水水準準準準をををを推推推推計しています。先ほどの西野保険指計しています。先ほどの西野保険指計しています。先ほどの西野保険指計しています。先ほどの西野保険指導導導導課課課課長の長の長の長の答弁答弁答弁答弁とととと重重重重なる部分がありますが、なる部分がありますが、なる部分がありますが、なる部分がありますが、もう一度ご説明させていただきたいともう一度ご説明させていただきたいともう一度ご説明させていただきたいともう一度ご説明させていただきたいと思思思思います。います。います。います。推推推推計の計の計の計の前前前前提条件は、上提条件は、上提条件は、上提条件は、上段段段段に記載のとおりです。に記載のとおりです。に記載のとおりです。に記載のとおりです。図図図図のののの示示示示すすすすデデデデータ等に基づき、医療費のータ等に基づき、医療費のータ等に基づき、医療費のータ等に基づき、医療費の伸伸伸伸びについては、びについては、びについては、びについては、高齢化高齢化高齢化高齢化のののの影響影響影響影響のみをのみをのみをのみを考考考考慮慮慮慮してしてしてして推推推推計しています。計しています。計しています。計しています。グラフグラフグラフグラフは、は、は、は、各市町村各市町村各市町村各市町村のののの被被被被保保保保険者１人当たりの平険者１人当たりの平険者１人当たりの平険者１人当たりの平均均均均保険保険保険保険料料料料水水水水準準準準をををを示示示示していますが、それしていますが、それしていますが、それしていますが、それぞぞぞぞれにれにれにれに左左左左はははは現現現現行、行、行、行、右右右右は７年は７年は７年は７年後後後後のののの平成３６年度の水平成３６年度の水平成３６年度の水平成３６年度の水準準準準をををを示示示示しています。しています。しています。しています。凡凡凡凡例のとおり、例のとおり、例のとおり、例のとおり、左左左左ののののグラフグラフグラフグラフのののの濃濃濃濃いいいい青色青色青色青色の部分がの部分がの部分がの部分が被被被被保保保保険者の保険険者の保険険者の保険険者の保険料料料料水水水水準準準準、その上の、その上の、その上の、その上の薄薄薄薄いいいい青色青色青色青色の部分はの部分はの部分はの部分は集集集集めるめるめるめるべべべべき保険き保険き保険き保険料不料不料不料不足足足足を法定を法定を法定を法定外繰外繰外繰外繰り入れ等り入れ等り入れ等り入れ等で補で補で補で補填填填填しているしているしているしている額額額額をををを示示示示しています。しています。しています。しています。右右右右ののののグラフグラフグラフグラフののののオレオレオレオレンジンジンジンジ色色色色の部分は、の部分は、の部分は、の部分は、不不不不足足足足補補補補填填填填の解の解の解の解消消消消にににに伴伴伴伴うううう額額額額、、、、赤色赤色赤色赤色の部分はの部分はの部分はの部分は制制制制度改正に度改正に度改正に度改正に伴伴伴伴うううう額額額額、またその上の、またその上の、またその上の、またその上の緑色緑色緑色緑色の部分は平成３０年度から平の部分は平成３０年度から平の部分は平成３０年度から平の部分は平成３０年度から平成３６年度までの７年成３６年度までの７年成３６年度までの７年成３６年度までの７年間間間間のののの高齢化高齢化高齢化高齢化による医療費等のによる医療費等のによる医療費等のによる医療費等の増増増増にににに伴伴伴伴うううう額額額額をををを示示示示しています。しています。しています。しています。なお、その上のなお、その上のなお、その上のなお、その上の破線破線破線破線のののの白色白色白色白色の部分は、の部分は、の部分は、の部分は、高齢化高齢化高齢化高齢化のほか、医療ののほか、医療ののほか、医療ののほか、医療の高高高高度度度度化化化化等も等も等も等も考考考考慮慮慮慮したしたしたした場場場場合の合の合の合の医療費の医療費の医療費の医療費の増増増増にににに伴伴伴伴うううう額額額額をををを示示示示しています。しています。しています。しています。各市町村各市町村各市町村各市町村のののの左左左左ののののグラフグラフグラフグラフについては、については、については、については、現状現状現状現状ではではではでは市町村市町村市町村市町村ごとに算定方法がごとに算定方法がごとに算定方法がごとに算定方法が異異異異ななななっっっっており、また、一部のており、また、一部のており、また、一部のており、また、一部の市町村市町村市町村市町村では法定では法定では法定では法定外繰外繰外繰外繰り入れ等により入れ等により入れ等により入れ等によっっっって保険て保険て保険て保険料料料料上上上上昇抑昇抑昇抑昇抑制制制制のののの措置措置措置措置を行を行を行を行っっっっているため、保険ているため、保険ているため、保険ているため、保険料料料料水水水水準準準準はははは異異異異ななななっっっっています。ています。ています。ています。また、また、また、また、右側右側右側右側ののののグラフグラフグラフグラフについてもについてもについてもについても高高高高さにさにさにさに違違違違いが生じています。これは、いが生じています。これは、いが生じています。これは、いが生じています。これは、各市町村各市町村各市町村各市町村の平の平の平の平均均均均所所所所得得得得のののの差差差差などによなどによなどによなどによっっっって生じているものです。て生じているものです。て生じているものです。て生じているものです。繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、所しになりますが、所しになりますが、所しになりますが、所得得得得にににに掛掛掛掛けるけるけるける率率率率、、、、被被被被保保保保険者１人当たりの険者１人当たりの険者１人当たりの険者１人当たりの単価単価単価単価等を県等を県等を県等を県内内内内でででで統統統統一することにより、所一することにより、所一することにより、所一することにより、所得得得得、、、、世帯世帯世帯世帯構成が構成が構成が構成が同同同同じであれじであれじであれじであればばばば、、、、県県県県内内内内どこにどこにどこにどこに住ん住ん住ん住んでもでもでもでも同同同同じ保険じ保険じ保険じ保険料料料料水水水水準準準準となります。となります。となります。となります。３ページは、保険３ページは、保険３ページは、保険３ページは、保険料料料料方方方方針針針針の策定についてです。の策定についてです。の策定についてです。の策定についてです。各市町村各市町村各市町村各市町村において、において、において、において、現現現現行の保険行の保険行の保険行の保険料料料料水水水水準準準準かかかから平成３６年度の保険ら平成３６年度の保険ら平成３６年度の保険ら平成３６年度の保険料料料料水水水水準準準準をををを目目目目指して、計指して、計指して、計指して、計画的画的画的画的、、、、段階的段階的段階的段階的に保険に保険に保険に保険料料料料の改定が行の改定が行の改定が行の改定が行ええええるよう、るよう、るよう、るよう、県と県と県と県と市町村市町村市町村市町村がががが協協協協議を行い、議を行い、議を行い、議を行い、市町村市町村市町村市町村ごとに保険ごとに保険ごとに保険ごとに保険料料料料方方方方針針針針を策定します。平成３６年度の保険を策定します。平成３６年度の保険を策定します。平成３６年度の保険を策定します。平成３６年度の保険料料料料水水水水準準準準については、本については、本については、本については、本来来来来はははは赤色赤色赤色赤色のののの線線線線、先ほどの、先ほどの、先ほどの、先ほどの破線破線破線破線の部分ですけれども、の部分ですけれども、の部分ですけれども、の部分ですけれども、高齢化以外高齢化以外高齢化以外高齢化以外の医療の医療の医療の医療技術技術技術技術のののの高高高高度度度度化化化化などのなどのなどのなどの伸伸伸伸びもびもびもびも考考考考慮慮慮慮した水した水した水した水準準準準とすとすとすとすべべべべきとこきとこきとこきところろろろですが、県としては保険ですが、県としては保険ですが、県としては保険ですが、県としては保険料負担料負担料負担料負担のののの
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増加増加増加増加を最小限にを最小限にを最小限にを最小限に抑抑抑抑ええええるるるる考え考え考え考えから、から、から、から、高齢化高齢化高齢化高齢化による医療費のによる医療費のによる医療費のによる医療費の伸伸伸伸びだけをびだけをびだけをびだけを考考考考慮慮慮慮したしたしたした青色青色青色青色のののの線線線線、先、先、先、先ほどのほどのほどのほどの棒グラフ棒グラフ棒グラフ棒グラフのののの緑色緑色緑色緑色の部分です、の水の部分です、の水の部分です、の水の部分です、の水準準準準をををを目目目目指す保険指す保険指す保険指す保険料料料料水水水水準準準準としています。その上で、としています。その上で、としています。その上で、としています。その上で、必必必必要な保険要な保険要な保険要な保険料料料料改定の改定の改定の改定の幅幅幅幅に応じて、４つのに応じて、４つのに応じて、４つのに応じて、４つのパパパパターンの改定ターンの改定ターンの改定ターンの改定モデルモデルモデルモデル案を案を案を案を作作作作成しています。成しています。成しています。成しています。具体具体具体具体的的的的には、には、には、には、市町村市町村市町村市町村ごとにごとにごとにごとに協協協協議の上、策定することとしています。議の上、策定することとしています。議の上、策定することとしています。議の上、策定することとしています。なお、平成３６年度のなお、平成３６年度のなお、平成３６年度のなお、平成３６年度の制制制制度度度度完完完完成までの成までの成までの成までの期間期間期間期間が長いため、中が長いため、中が長いため、中が長いため、中間間間間年である平成３２年度に年である平成３２年度に年である平成３２年度に年である平成３２年度に再再再再度度度度推推推推計を行い、保険計を行い、保険計を行い、保険計を行い、保険料料料料方方方方針針針針もももも必必必必要に応じて要に応じて要に応じて要に応じて見直見直見直見直しを行うこととしています。また、保険しを行うこととしています。また、保険しを行うこととしています。また、保険しを行うこととしています。また、保険料料料料方方方方針針針針を策定し、着を策定し、着を策定し、着を策定し、着実実実実にににに実実実実行していくことを行していくことを行していくことを行していくことを前前前前提に、保険提に、保険提に、保険提に、保険料料料料のののの引引引引き上げとなるき上げとなるき上げとなるき上げとなる市町村市町村市町村市町村に対しに対しに対しに対して、て、て、て、激激激激変変変変緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置をををを実施実施実施実施します。します。します。します。４ページをお願いします。先ほどと４ページをお願いします。先ほどと４ページをお願いします。先ほどと４ページをお願いします。先ほどと重重重重なりますが、国民健康保険の県なりますが、国民健康保険の県なりますが、国民健康保険の県なりますが、国民健康保険の県単位化単位化単位化単位化にににに伴伴伴伴い、国い、国い、国い、国のののの財財財財政政政政支援支援支援支援がががが全全全全国国国国ベベベベーーーーススススでででで毎毎毎毎年１年１年１年１，，，，７００７００７００７００億円億円億円億円程程程程度度度度拡充拡充拡充拡充されます。このされます。このされます。このされます。この拡充拡充拡充拡充公費等の公費等の公費等の公費等の活用活用活用活用についてですが、本県では、県にについてですが、本県では、県にについてですが、本県では、県にについてですが、本県では、県に措置措置措置措置されるされるされるされる拡充拡充拡充拡充支援支援支援支援分を分を分を分を活用活用活用活用して、まずして、まずして、まずして、まず制制制制度改正度改正度改正度改正やややや法定法定法定法定外繰外繰外繰外繰り入れ等の解り入れ等の解り入れ等の解り入れ等の解消消消消によによによによっっっって保険て保険て保険て保険料負担料負担料負担料負担がががが増加増加増加増加するするするする市町村市町村市町村市町村に対し、に対し、に対し、に対し、急急急急激激激激なななな負担増負担増負担増負担増にならなにならなにならなにならないよう、平成３０年度から平成３５年度までの６年いよう、平成３０年度から平成３５年度までの６年いよう、平成３０年度から平成３５年度までの６年いよう、平成３０年度から平成３５年度までの６年間間間間にににに段階的段階的段階的段階的なななな負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減を行います。そを行います。そを行います。そを行います。その上で、の上で、の上で、の上で、残残残残余余余余のののの財源財源財源財源については、については、については、については、全体全体全体全体の保険の保険の保険の保険料料料料軽減軽減軽減軽減にににに活用活用活用活用することとしています。することとしています。することとしています。することとしています。左左左左下下下下のののの①①①①の部分、の部分、の部分、の部分、赤色赤色赤色赤色ととととオレオレオレオレンジンジンジンジ色色色色のののの増増増増分の分の分の分の両両両両方を方を方を方を激激激激変変変変緩和緩和緩和緩和の対の対の対の対象象象象として、として、として、として、右右右右のののの図図図図のよのよのよのようにうにうにうに各市町村各市町村各市町村各市町村がががが段階的段階的段階的段階的に保険に保険に保険に保険料料料料のののの引引引引き上げが行き上げが行き上げが行き上げが行ええええるよう、るよう、るよう、るよう、財財財財政政政政支援支援支援支援を行うとしています。を行うとしています。を行うとしています。を行うとしています。なお、なお、なお、なお、激激激激変変変変緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置がががが終終終終了する平成３６年度の了する平成３６年度の了する平成３６年度の了する平成３６年度の制制制制度度度度完完完完成成成成後後後後は、１人当たりは、１人当たりは、１人当たりは、１人当たり約約約約３３３３，，，，５００５００５００５００円円円円の保険の保険の保険の保険料料料料軽減軽減軽減軽減をををを見見見見込込込込んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろです。です。です。です。５ページ、国民健康保険事務の５ページ、国民健康保険事務の５ページ、国民健康保険事務の５ページ、国民健康保険事務の共同化共同化共同化共同化・・・・標準化標準化標準化標準化等です。これまで等です。これまで等です。これまで等です。これまで市町村市町村市町村市町村とととと実実実実務務務務レベルレベルレベルレベルでででで重ね重ね重ね重ねてきたてきたてきたてきた検討検討検討検討をををを踏踏踏踏ままままええええてててて推推推推進進進進していくしていくしていくしていく考え考え考え考えです。また、です。また、です。また、です。また、推推推推進体制進体制進体制進体制として、奈良県国民健として、奈良県国民健として、奈良県国民健として、奈良県国民健康保険康保険康保険康保険団団団団体連体連体連体連合会に（合会に（合会に（合会に（仮称仮称仮称仮称）国保事務）国保事務）国保事務）国保事務支援支援支援支援センターをセンターをセンターをセンターを設置設置設置設置し、県からも職員をし、県からも職員をし、県からも職員をし、県からも職員を派遣派遣派遣派遣してしてしてして取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいくでいくでいくでいく考え考え考え考えです。です。です。です。具体的具体的具体的具体的には、国民健康保険事務のには、国民健康保険事務のには、国民健康保険事務のには、国民健康保険事務の広広広広域的域的域的域的、、、、効率的効率的効率的効率的なななな実施実施実施実施については、収納については、収納については、収納については、収納ココココーーーールルルルセンタセンタセンタセンターのーのーのーの設置設置設置設置など、など、など、など、資料資料資料資料中ほどに記載の中ほどに記載の中ほどに記載の中ほどに記載の①①①①収納対策業務、県収納対策業務、県収納対策業務、県収納対策業務、県内共通内共通内共通内共通事事事事項項項項に関するに関するに関するに関する③③③③のののの広広広広報業務報業務報業務報業務などを（などを（などを（などを（仮称仮称仮称仮称）国保事務）国保事務）国保事務）国保事務支援支援支援支援センターにおいてセンターにおいてセンターにおいてセンターにおいて実施実施実施実施していきます。また、していきます。また、していきます。また、していきます。また、⑥⑥⑥⑥の保険給付の保険給付の保険給付の保険給付適適適適正正正正化化化化業務については、療養費に係る業務については、療養費に係る業務については、療養費に係る業務については、療養費に係るレレレレセセセセプトプトプトプト２次２次２次２次点検点検点検点検、第、第、第、第三三三三者者者者求求求求償償償償、、、、不不不不正正正正請請請請求求求求に係るに係るに係るに係る返還返還返還返還請請請請求求求求など、県、など、県、など、県、など、県、市町村市町村市町村市町村、奈良県国民健康保険、奈良県国民健康保険、奈良県国民健康保険、奈良県国民健康保険団団団団体連体連体連体連合会などが合会などが合会などが合会などが連携連携連携連携して、一して、一して、一して、一層層層層取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推推推推進進進進していきます。していきます。していきます。していきます。最最最最後後後後に６ページ、医療費に６ページ、医療費に６ページ、医療費に６ページ、医療費適適適適正正正正化化化化・保健事業についても・保健事業についても・保健事業についても・保健事業についても、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称）国保事務）国保事務）国保事務）国保事務支援支援支援支援センターセンターセンターセンターを中を中を中を中心心心心として県として県として県として県域域域域でのでのでのでの展展展展開開開開や市町村や市町村や市町村や市町村が行う保健事業のが行う保健事業のが行う保健事業のが行う保健事業の支援支援支援支援を行を行を行を行っっっっていきます。県ていきます。県ていきます。県ていきます。県域域域域での医での医での医での医



---- 11116666 ----

療費療費療費療費適適適適正正正正化化化化のののの取取取取りりりり組組組組みとしては、みとしては、みとしては、みとしては、①①①①後発後発後発後発医医医医薬品薬品薬品薬品のののの普普普普及及及及促促促促進進進進、、、、②②②②医医医医薬品薬品薬品薬品のののの適適適適正正正正使用使用使用使用のののの促促促促進進進進、、、、③糖尿③糖尿③糖尿③糖尿病性病性病性病性腎症腎症腎症腎症重重重重症症症症化化化化予予予予防防防防など、県となど、県となど、県となど、県と市町村市町村市町村市町村のほか、県医のほか、県医のほか、県医のほか、県医師師師師会など関係機関とも会など関係機関とも会など関係機関とも会など関係機関とも連携連携連携連携し、し、し、し、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推推推推進進進進していきます。していきます。していきます。していきます。④④④④については、奈良県国民健康保険については、奈良県国民健康保険については、奈良県国民健康保険については、奈良県国民健康保険団団団団体連体連体連体連合会の合会の合会の合会のレレレレセセセセプトプトプトプトデデデデータなどをータなどをータなどをータなどを活用活用活用活用した医療費分した医療費分した医療費分した医療費分析析析析を行い、を行い、を行い、を行い、具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの企企企企画画画画・立案につなげていき・立案につなげていき・立案につなげていき・立案につなげていきたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。また、また、また、また、右側右側右側右側のののの市町村市町村市町村市町村の行う保健事業のの行う保健事業のの行う保健事業のの行う保健事業の支援支援支援支援としては、としては、としては、としては、①①①①特定健特定健特定健特定健診診診診・特定保健指・特定保健指・特定保健指・特定保健指導導導導の受の受の受の受診診診診率向率向率向率向上上上上やややや、、、、②②②②各市町村各市町村各市町村各市町村でのでのでのでのデデデデータータータータヘルヘルヘルヘルスススス計計計計画画画画の策定の策定の策定の策定支援支援支援支援などを行などを行などを行などを行っっっっていくこととしていまていくこととしていまていくこととしていまていくこととしています。説明はす。説明はす。説明はす。説明は以以以以上です。上です。上です。上です。○福西こども・女性局長○福西こども・女性局長○福西こども・女性局長○福西こども・女性局長 私私私私からは２件、ご報告させていただきます。からは２件、ご報告させていただきます。からは２件、ご報告させていただきます。からは２件、ご報告させていただきます。まず、まず、まず、まず、資料資料資料資料２、奈良こどもすくすく・２、奈良こどもすくすく・２、奈良こどもすくすく・２、奈良こどもすくすく・子育子育子育子育ていきいきていきいきていきいきていきいきププププラララランの改定について、ご報告さンの改定について、ご報告さンの改定について、ご報告さンの改定について、ご報告させていただきます。このせていただきます。このせていただきます。このせていただきます。このププププラララランは、計ンは、計ンは、計ンは、計画画画画の概要での概要での概要での概要で書書書書かせていただいていますように、かせていただいていますように、かせていただいていますように、かせていただいていますように、子子子子どどどどもをもをもをもを産産産産みみみみ育育育育ててててややややすく、すく、すく、すく、子子子子どもが健どもが健どもが健どもが健ややややかにかにかにかに育育育育つ奈良県づくりをつ奈良県づくりをつ奈良県づくりをつ奈良県づくりを推推推推進進進進する計する計する計する計画画画画として、平成２として、平成２として、平成２として、平成２６年度に策定しました。計６年度に策定しました。計６年度に策定しました。計６年度に策定しました。計画期間画期間画期間画期間は平成２７年度から平成３１年度の５年は平成２７年度から平成３１年度の５年は平成２７年度から平成３１年度の５年は平成２７年度から平成３１年度の５年間間間間で、本年度がで、本年度がで、本年度がで、本年度が中中中中間間間間年とな年とな年とな年となっっっっています。そのため、これまでの結ています。そのため、これまでの結ています。そのため、これまでの結ています。そのため、これまでの結婚婚婚婚応応応応援援援援、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの推推推推進や進や進や進や、、、、企企企企業等の業等の業等の業等の連携連携連携連携による女性による女性による女性による女性活活活活躍推躍推躍推躍推進進進進など、県及びなど、県及びなど、県及びなど、県及び市町村市町村市町村市町村のののの新新新新たなたなたなたな施施施施策の策の策の策の動動動動きをきをきをきを踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、今後今後今後今後、さら、さら、さら、さらに計に計に計に計画的画的画的画的にににに進進進進めていくために、めていくために、めていくために、めていくために、今今今今般、計般、計般、計般、計画画画画のののの見直見直見直見直しを行います。しを行います。しを行います。しを行います。主主主主な改定の概要ですが、４つの方な改定の概要ですが、４つの方な改定の概要ですが、４つの方な改定の概要ですが、４つの方向向向向性に基づき性に基づき性に基づき性に基づき作作作作業を業を業を業を進進進進めています。方めています。方めています。方めています。方向向向向性の１つ性の１つ性の１つ性の１つ目目目目は、は、は、は、県の県の県の県の施施施施策策策策展展展展開に関する改定、２つ開に関する改定、２つ開に関する改定、２つ開に関する改定、２つ目目目目はははは市町村支援市町村支援市町村支援市町村支援に関する改定、３つに関する改定、３つに関する改定、３つに関する改定、３つ目目目目は行は行は行は行動動動動指指指指標標標標の変更の変更の変更の変更に関する改定、４つに関する改定、４つに関する改定、４つに関する改定、４つ目目目目は関は関は関は関連連連連する奈良県計する奈良県計する奈良県計する奈良県計画画画画の変更にの変更にの変更にの変更に伴伴伴伴う改定です。う改定です。う改定です。う改定です。今後今後今後今後は、本計は、本計は、本計は、本計画画画画の改の改の改の改定について定について定について定についてパブパブパブパブリリリリッッッッククククコメコメコメコメンンンントトトトを予定しており、その結果をを予定しており、その結果をを予定しており、その結果をを予定しており、その結果を踏踏踏踏ままままええええて、改正案を改めてごて、改正案を改めてごて、改正案を改めてごて、改正案を改めてご報告させていただきます。報告させていただきます。報告させていただきます。報告させていただきます。続続続続いて、いて、いて、いて、資料資料資料資料３、奈良県３、奈良県３、奈良県３、奈良県配偶配偶配偶配偶者等からの者等からの者等からの者等からの暴力防止暴力防止暴力防止暴力防止及び及び及び及び被被被被害者害者害者害者支援支援支援支援基本計基本計基本計基本計画画画画（第４次）の（第４次）の（第４次）の（第４次）の策定について、策定について、策定について、策定について、現在現在現在現在のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況をご説明します。をご説明します。をご説明します。をご説明します。この計この計この計この計画画画画は、は、は、は、誰誰誰誰もがもがもがもが安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせるＤＶＤＶＤＶＤＶのない地のない地のない地のない地域域域域社会を社会を社会を社会を目目目目指すことを基本理指すことを基本理指すことを基本理指すことを基本理念念念念として、として、として、として、ＤＶＤＶＤＶＤＶをををを容認容認容認容認しない社会へのしない社会へのしない社会へのしない社会への実現実現実現実現のため、県民に対して理解とのため、県民に対して理解とのため、県民に対して理解とのため、県民に対して理解と協協協協力力力力をををを求求求求めるとともめるとともめるとともめるとともに、県、に、県、に、県、に、県、市町村市町村市町村市町村及び関係機関等が及び関係機関等が及び関係機関等が及び関係機関等が相相相相互互互互にににに連携連携連携連携、、、、協協協協力力力力をををを図図図図り、さまり、さまり、さまり、さまざざざざまなまなまなまな観点観点観点観点からからからから幅広幅広幅広幅広いいいい取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推推推推進進進進するものです。計するものです。計するものです。計するものです。計画期間画期間画期間画期間は、平成３０年度から平成３４年度の５年は、平成３０年度から平成３４年度の５年は、平成３０年度から平成３４年度の５年は、平成３０年度から平成３４年度の５年間間間間です。です。です。です。計計計計画画画画のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた考え考え考え考え方として、方として、方として、方として、資料資料資料資料１ページ、中１ページ、中１ページ、中１ページ、中段段段段ですが、ですが、ですが、ですが、配偶配偶配偶配偶者等からの者等からの者等からの者等からの暴力暴力暴力暴力をををを許許許許さない社会づくりのためのさない社会づくりのためのさない社会づくりのためのさない社会づくりのための推推推推進体制進体制進体制進体制のののの整備整備整備整備などのほか、などのほか、などのほか、などのほか、資料資料資料資料に記載の５つのに記載の５つのに記載の５つのに記載の５つの視視視視点点点点を基本を基本を基本を基本目標目標目標目標として、として、として、として、施施施施策に策に策に策に取取取取りりりり組む組む組む組むこととしています。こととしています。こととしています。こととしています。
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また、２ページ、５つの基本方また、２ページ、５つの基本方また、２ページ、５つの基本方また、２ページ、５つの基本方針針針針のもとに、１６ののもとに、１６ののもとに、１６ののもとに、１６の重点目標重点目標重点目標重点目標を定め、それを定め、それを定め、それを定め、それぞぞぞぞれれれれ取取取取りりりり組組組組みみみみ方方方方針針針針、、、、具体的施具体的施具体的施具体的施策を策を策を策を織織織織りりりり込込込込むむむむこととしてこととしてこととしてこととして作作作作業を業を業を業を進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろです。です。です。です。戻戻戻戻りまして、１ページのりまして、１ページのりまして、１ページのりまして、１ページの右右右右下下下下、、、、今後今後今後今後ののののススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルですが、１２月中に第２ですが、１２月中に第２ですが、１２月中に第２ですが、１２月中に第２回回回回配偶配偶配偶配偶者等者等者等者等からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力被被被被害者害者害者害者支援協支援協支援協支援協議会を開議会を開議会を開議会を開催催催催し、し、し、し、意見意見意見意見聴聴聴聴取取取取を行を行を行を行っっっったたたた後後後後、年明けに、年明けに、年明けに、年明けにパブパブパブパブリリリリッッッッククククコメコメコメコメンンンントトトトをををを実施実施実施実施し、２月議会の厚生委員会で改めて計し、２月議会の厚生委員会で改めて計し、２月議会の厚生委員会で改めて計し、２月議会の厚生委員会で改めて計画画画画案をご説明させていただく予定です。報案をご説明させていただく予定です。報案をご説明させていただく予定です。報案をご説明させていただく予定です。報告は告は告は告は以以以以上です。上です。上です。上です。○林医療政策部長○林医療政策部長○林医療政策部長○林医療政策部長 医療政策部からは、医療政策部からは、医療政策部からは、医療政策部からは、資料資料資料資料４と４と４と４と資料資料資料資料５に基づき、２５に基づき、２５に基づき、２５に基づき、２点点点点、ご説明させてい、ご説明させてい、ご説明させてい、ご説明させていただきます。ただきます。ただきます。ただきます。まず、まず、まず、まず、資料資料資料資料４、４、４、４、新新新新奈良県総合医療センターの開院に奈良県総合医療センターの開院に奈良県総合医療センターの開院に奈良県総合医療センターの開院に向向向向けてのけてのけてのけての進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況です。です。です。です。整備整備整備整備をををを進進進進めめめめているているているている新新新新奈良県総合医療センターについては、奈良県総合医療センターについては、奈良県総合医療センターについては、奈良県総合医療センターについては、現在現在現在現在、、、、建物建物建物建物はははは既既既既にににに完完完完成をしており、成をしており、成をしており、成をしており、内内内内装装装装等等等等もかなりもかなりもかなりもかなり整っ整っ整っ整ってきています。てきています。てきています。てきています。今後今後今後今後は、は、は、は、外外外外構等の構等の構等の構等の仕仕仕仕上げを行い、医療機上げを行い、医療機上げを行い、医療機上げを行い、医療機器器器器等の等の等の等の設置設置設置設置などを行などを行などを行などを行う予定です。う予定です。う予定です。う予定です。新新新新病院は地病院は地病院は地病院は地下下下下１１１１階階階階、地上７、地上７、地上７、地上７階階階階、、、、許可許可許可許可病病病病床数床数床数床数５４０５４０５４０５４０床床床床ですが、開院ですが、開院ですが、開院ですが、開院時時時時は４３０は４３０は４３０は４３０床床床床でででで運用運用運用運用して、して、して、して、今後今後今後今後の医療の医療の医療の医療需需需需要等に応じて、要等に応じて、要等に応じて、要等に応じて、段階的段階的段階的段階的にににに増床増床増床増床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え考え考え考えています。ています。ています。ています。開院日については、本会議で開院日については、本会議で開院日については、本会議で開院日については、本会議で荒荒荒荒井知事から説明がありましたけれども、井知事から説明がありましたけれども、井知事から説明がありましたけれども、井知事から説明がありましたけれども、ススススタタタタッフ研修ッフ研修ッフ研修ッフ研修ななななどのどのどのどの準備準備準備準備をををを整え整え整え整えた上で、平成３０年５月１日た上で、平成３０年５月１日た上で、平成３０年５月１日た上で、平成３０年５月１日火曜火曜火曜火曜日を予定しています。日を予定しています。日を予定しています。日を予定しています。詳詳詳詳しくは、５月１しくは、５月１しくは、５月１しくは、５月１日は日は日は日は現現現現病院からの病院からの病院からの病院からの患患患患者者者者移移移移送送送送のため、入院のため、入院のため、入院のため、入院診診診診療のみの予定としています。また、５月２日に療のみの予定としています。また、５月２日に療のみの予定としています。また、５月２日に療のみの予定としています。また、５月２日に予予予予約約約約診診診診療のみ療のみ療のみ療のみ外外外外来来来来をををを始始始始め、５月７日から一般のめ、５月７日から一般のめ、５月７日から一般のめ、５月７日から一般の外外外外来診来診来診来診療を開療を開療を開療を開始始始始する予定としています。する予定としています。する予定としています。する予定としています。なお、なお、なお、なお、救救救救急急急急受け入れが４月３０日の受け入れが４月３０日の受け入れが４月３０日の受け入れが４月３０日の夕夕夕夕方４方４方４方４時時時時から５月２日のから５月２日のから５月２日のから５月２日の午午午午前前前前９９９９時時時時までまでまでまで停停停停止止止止することすることすることすることになります。関係機関にになります。関係機関にになります。関係機関にになります。関係機関に協協協協力力力力を要を要を要を要請請請請するなどして、するなどして、するなどして、するなどして、移転移転移転移転にににに伴伴伴伴うううう影響影響影響影響がががが極極極極力力力力ないよう、対応ないよう、対応ないよう、対応ないよう、対応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え考え考え考えています。ています。ています。ています。主主主主な医療機な医療機な医療機な医療機能能能能としては、としては、としては、としては、救救救救急急急急医療、医療、医療、医療、周周周周産期産期産期産期医療、が医療、が医療、が医療、がんんんん医療の医療の医療の医療の診診診診療療療療体制体制体制体制をををを重点的重点的重点的重点的にににに整備整備整備整備すすすするほか、小るほか、小るほか、小るほか、小児児児児医療、医療、医療、医療、糖尿糖尿糖尿糖尿病病病病治治治治療、療、療、療、精神精神精神精神医療、災害医療など、合わせて７つの機医療、災害医療など、合わせて７つの機医療、災害医療など、合わせて７つの機医療、災害医療など、合わせて７つの機能能能能をををを充充充充実実実実ささささせ、地せ、地せ、地せ、地域域域域のののの高高高高度医療度医療度医療度医療拠拠拠拠点点点点病院としての病院としての病院としての病院としての役割役割役割役割を果たしていきたいとを果たしていきたいとを果たしていきたいとを果たしていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。診診診診療科療科療科療科目目目目では、では、では、では、新新新新たにたにたにたに乳腺乳腺乳腺乳腺外外外外科、科、科、科、頭頸頭頸頭頸頭頸部部部部外外外外科、科、科、科、口口口口腔腔腔腔外外外外科、科、科、科、感感感感染染染染症症症症内内内内科、科、科、科、血液血液血液血液・・・・腫瘍腫瘍腫瘍腫瘍内内内内科科科科の５つのの５つのの５つのの５つの診診診診療科の療科の療科の療科の設置設置設置設置を予定しています。を予定しています。を予定しています。を予定しています。次に２ページ、次に２ページ、次に２ページ、次に２ページ、左左左左上の上の上の上の写真写真写真写真①①①①がががが建物建物建物建物北側北側北側北側の正の正の正の正面面面面玄玄玄玄関です。関です。関です。関です。左左左左下下下下にあるにあるにあるにある写真写真写真写真②②②②が、が、が、が、南南南南側側側側かかかからららら見見見見た病た病た病た病棟棟棟棟のののの外観外観外観外観です。です。です。です。新新新新病院は、病院は、病院は、病院は、全全全全室室室室南南南南向向向向きの明るい病きの明るい病きの明るい病きの明るい病棟棟棟棟、大きな、大きな、大きな、大きな吹吹吹吹きききき抜抜抜抜けのある開けのある開けのある開けのある開放放放放的的的的なななな広広広広いいいい外外外外来来来来など、など、など、など、患患患患者の者の者の者の治治治治療療療療意意意意欲欲欲欲をををを育育育育む和やむ和やむ和やむ和やかなかなかなかな環境環境環境環境をををを整え整え整え整え、光と、光と、光と、光と眺眺眺眺望望望望のあのあのあのあふふふふれる病院れる病院れる病院れる病院となるようとなるようとなるようとなるよう工工工工夫夫夫夫しています。しています。しています。しています。今後今後今後今後、開院に、開院に、開院に、開院に向向向向けてのけてのけてのけての諸諸諸諸準備準備準備準備にににに万全万全万全万全をををを期期期期したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えていまていまていまています。医療関係者す。医療関係者す。医療関係者す。医療関係者やややや県民皆様への県民皆様への県民皆様への県民皆様への広広広広報についても、県民だより奈良など、さま報についても、県民だより奈良など、さま報についても、県民だより奈良など、さま報についても、県民だより奈良など、さまざざざざまなまなまなまな媒媒媒媒体体体体をををを
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通通通通じてじてじてじて積積積積極極極極的的的的に行に行に行に行っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。続続続続いて、いて、いて、いて、資料資料資料資料５に基づき、平成２８年度５に基づき、平成２８年度５に基づき、平成２８年度５に基づき、平成２８年度南南南南和和和和広広広広域域域域医療医療医療医療企企企企業業業業団団団団のののの決決決決算について、ご説明し算について、ご説明し算について、ご説明し算について、ご説明します。ます。ます。ます。去去去去る１１月のる１１月のる１１月のる１１月の南南南南和和和和広広広広域域域域医療医療医療医療企企企企業業業業団団団団議会で承議会で承議会で承議会で承認認認認された平成２８年度された平成２８年度された平成２８年度された平成２８年度決決決決算の報告です。算の報告です。算の報告です。算の報告です。決決決決算においては、総収益７４算においては、総収益７４算においては、総収益７４算においては、総収益７４億円余億円余億円余億円余に対し、に対し、に対し、に対し、経経経経常常常常収収収収支支支支では７では７では７では７億円余億円余億円余億円余のののの赤字赤字赤字赤字となとなとなとなっっっっていますていますていますていますが、が、が、が、減減減減価価価価償償償償却却却却費等を費等を費等を費等を除除除除いたいたいたいたキキキキャャャャッッッッシシシシュフュフュフュフロロロローーーーベベベベーーーーススススでは、１では、１では、１では、１億億億億３３３３，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余のののの黒黒黒黒字字字字ととととななななっっっっています。ています。ています。ています。資料資料資料資料５の２ページは、平成２８年度の５の２ページは、平成２８年度の５の２ページは、平成２８年度の５の２ページは、平成２８年度の稼稼稼稼働状働状働状働状況況況況をまとめています。をまとめています。をまとめています。をまとめています。南南南南奈良総合医療セン奈良総合医療セン奈良総合医療セン奈良総合医療センター、吉野病院、ター、吉野病院、ター、吉野病院、ター、吉野病院、五條診五條診五條診五條診療所の順に記載しています。療所の順に記載しています。療所の順に記載しています。療所の順に記載しています。まず、まず、まず、まず、南南南南奈良総合医療センターの平成２８年度の病奈良総合医療センターの平成２８年度の病奈良総合医療センターの平成２８年度の病奈良総合医療センターの平成２８年度の病床床床床稼稼稼稼働率働率働率働率は８８は８８は８８は８８．．．．８８８８％％％％でした。月平でした。月平でした。月平でした。月平均均均均では９０では９０では９０では９０％％％％をををを超超超超ええええる月もあり、地る月もあり、地る月もあり、地る月もあり、地域域域域の方の方の方の方 々々々々の医療の医療の医療の医療需需需需要にお応要にお応要にお応要にお応ええええしているものとしているものとしているものとしているものと認認認認識識識識してしてしてしています。います。います。います。また、吉野病院についても、平成２８年度の病また、吉野病院についても、平成２８年度の病また、吉野病院についても、平成２８年度の病また、吉野病院についても、平成２８年度の病床床床床稼稼稼稼働率働率働率働率が７３が７３が７３が７３．．．．３３３３％％％％となとなとなとなっっっっており、平ており、平ており、平ており、平成２９年度にはさらに成２９年度にはさらに成２９年度にはさらに成２９年度にはさらに伸伸伸伸びて、月平びて、月平びて、月平びて、月平均均均均で８０で８０で８０で８０％％％％をををを常常常常にににに超超超超ええええているているているている状状状状況況況況となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。右側右側右側右側には、には、には、には、南南南南奈良総合医療センターの奈良総合医療センターの奈良総合医療センターの奈良総合医療センターの救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送の受け入れの受け入れの受け入れの受け入れ数数数数を記載しています。平成２を記載しています。平成２を記載しています。平成２を記載しています。平成２８年度は１日平８年度は１日平８年度は１日平８年度は１日平均均均均１１１１１１１１．．．．２件でした。平成２７年度の２件でした。平成２７年度の２件でした。平成２７年度の２件でした。平成２７年度の旧旧旧旧３病院の合計と３病院の合計と３病院の合計と３病院の合計と比比比比較較較較して、して、して、して、約約約約２２２２倍倍倍倍の受け入れの受け入れの受け入れの受け入れ実実実実績績績績ということです。ということです。ということです。ということです。南南南南奈良総合医療センターが奈良総合医療センターが奈良総合医療センターが奈良総合医療センターが整備整備整備整備されたことで、されたことで、されたことで、されたことで、南南南南和和和和におにおにおにおけるけるけるける救救救救急急急急医療医療医療医療体制体制体制体制のののの充充充充実実実実がががが図図図図られてきているとこられてきているとこられてきているとこられてきているところろろろです。です。です。です。また、ことし４月には、また、ことし４月には、また、ことし４月には、また、ことし４月には、五條五條五條五條病院が病院が病院が病院がリニリニリニリニュュュューーーーアアアアルオルオルオルオーーーーププププンしました。病ンしました。病ンしました。病ンしました。病床床床床稼稼稼稼働率働率働率働率も、記も、記も、記も、記載はありませ載はありませ載はありませ載はありませんんんんが、５月に８７が、５月に８７が、５月に８７が、５月に８７％％％％にににに達達達達するなど、順するなど、順するなど、順するなど、順調調調調なななな滑滑滑滑り出しと承知しています。り出しと承知しています。り出しと承知しています。り出しと承知しています。今後今後今後今後ともともともとも南南南南和和和和地地地地域域域域の医療提の医療提の医療提の医療提供体制供体制供体制供体制のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる充充充充実実実実とととと南南南南和和和和広広広広域域域域医療医療医療医療企企企企業業業業団団団団のののの経経経経営営営営のののの安安安安定を、県と定を、県と定を、県と定を、県としてもしてもしてもしても支援支援支援支援していく所していく所していく所していく所存存存存です。です。です。です。以以以以上で医療政策部からの報告を上で医療政策部からの報告を上で医療政策部からの報告を上で医療政策部からの報告を終終終終わります。わります。わります。わります。○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長 ただいまの報告またはその他の事ただいまの報告またはその他の事ただいまの報告またはその他の事ただいまの報告またはその他の事項項項項もももも含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、質問質問質問質問があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願願願願います。います。います。います。○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 私私私私から、４から、４から、４から、４点点点点ほどほどほどほど質問質問質問質問させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。まず、最初に、まず、最初に、まず、最初に、まず、最初に、未未未未婚婚婚婚ののののひひひひとりとりとりとり親親親親に対するに対するに対するに対する寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のののの見直見直見直見直しについて、８月２３日のしについて、８月２３日のしについて、８月２３日のしについて、８月２３日の毎毎毎毎日日日日新新新新聞聞聞聞に、に、に、に、未未未未婚婚婚婚のののの親親親親も保も保も保も保育育育育料料料料軽減軽減軽減軽減というタというタというタというタイトイトイトイトルルルルの記事がありました。その中で、厚生の記事がありました。その中で、厚生の記事がありました。その中で、厚生の記事がありました。その中で、厚生労労労労働働働働省省省省が、が、が、が、未未未未婚婚婚婚ののののひひひひとりとりとりとり親親親親がががが子子子子どもを保どもを保どもを保どもを保育育育育所所所所やややや児童児童児童児童養護養護養護養護施設施設施設施設にににに預預預預けるけるけるける際際際際に、に、に、に、寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のみなしのみなしのみなしのみなし適用適用適用適用を行い、を行い、を行い、を行い、負担負担負担負担のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図る方る方る方る方針針針針をををを決決決決めたとありましたが、そのめたとありましたが、そのめたとありましたが、そのめたとありましたが、その見通見通見通見通しがどのようになしがどのようになしがどのようになしがどのようになっっっっているのか、県の知ているのか、県の知ているのか、県の知ているのか、県の知っっっっているているているている情情情情報があれ報があれ報があれ報があればばばばおおおお聞聞聞聞かせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいと思思思思います。います。います。います。
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○奥田こども家庭課長○奥田こども家庭課長○奥田こども家庭課長○奥田こども家庭課長 未未未未婚婚婚婚ののののひひひひとりとりとりとり親親親親に対するに対するに対するに対する寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のみなしのみなしのみなしのみなし適用適用適用適用に関しての国のに関しての国のに関しての国のに関しての国の見見見見通通通通しですけれども、県では、しですけれども、県では、しですけれども、県では、しですけれども、県では、寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のみなしのみなしのみなしのみなし適用適用適用適用について、国にについて、国にについて、国にについて、国に毎毎毎毎年要年要年要年要望望望望を行を行を行を行っっっっていまていまていまています。ことしも８月２４日と１１月２０日に上す。ことしも８月２４日と１１月２０日に上す。ことしも８月２４日と１１月２０日に上す。ことしも８月２４日と１１月２０日に上京京京京して、して、して、して、未未未未婚婚婚婚ののののひひひひとりとりとりとり親親親親に対するに対するに対するに対する寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除ののののみなしみなしみなしみなし適用適用適用適用について、厚生について、厚生について、厚生について、厚生労労労労働働働働省省省省におにおにおにお伺伺伺伺いして、要いして、要いして、要いして、要望望望望とととと意見意見意見意見交交交交換換換換を行を行を行を行っっっってきました。そのてきました。そのてきました。そのてきました。そのときに、厚生ときに、厚生ときに、厚生ときに、厚生労労労労働働働働省省省省からおからおからおからお聞聞聞聞きしたおきしたおきしたおきしたお話話話話を申し上げますと、厚生を申し上げますと、厚生を申し上げますと、厚生を申し上げますと、厚生労労労労働働働働省省省省では、では、では、では、婚婚婚婚姻歴姻歴姻歴姻歴のののの有有有有無無無無で保で保で保で保育育育育料料料料等で等で等で等で差差差差が生じることはが生じることはが生じることはが生じることは子子子子どもにとどもにとどもにとどもにとっっっってよくないとてよくないとてよくないとてよくないと認認認認識識識識しており、しており、しており、しており、未未未未婚婚婚婚ののののひひひひとりとりとりとり親親親親に対するに対するに対するに対する寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のみなしのみなしのみなしのみなし適用適用適用適用について、について、について、について、検討検討検討検討をををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろです。です。です。です。なお、なお、なお、なお、検討状検討状検討状検討状況況況況ですが、ですが、ですが、ですが、個個個個別別別別のののの手手手手続続続続ごとにごとにごとにごとに未未未未婚婚婚婚ののののひひひひとりとりとりとり親親親親に対するに対するに対するに対する寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のみなしのみなしのみなしのみなし適適適適用用用用について、について、について、について、現在現在現在現在、、、、財財財財務当局と務当局と務当局と務当局と調整調整調整調整中ということで、それ中ということで、それ中ということで、それ中ということで、それ以以以以上のことは上のことは上のことは上のことは未未未未定だと定だと定だと定だと伺伺伺伺っっっっていていていています。ます。ます。ます。以以以以上です。上です。上です。上です。○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 まだ国の対応が最まだ国の対応が最まだ国の対応が最まだ国の対応が最後後後後のとこのとこのとこのところろろろでででで未未未未定と定と定と定と言言言言われましたが、奈良県が独われましたが、奈良県が独われましたが、奈良県が独われましたが、奈良県が独自自自自にににに未未未未婚婚婚婚ののののひひひひとりとりとりとり親親親親に対するに対するに対するに対する寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のみなしのみなしのみなしのみなし適用適用適用適用にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んではどうかとではどうかとではどうかとではどうかと思思思思います。います。います。います。過去過去過去過去からからからから何何何何回回回回もももも言っ言っ言っ言っておりますし、国もそういう方ておりますし、国もそういう方ておりますし、国もそういう方ておりますし、国もそういう方向向向向になるのであれになるのであれになるのであれになるのであればばばば、奈良県が先、奈良県が先、奈良県が先、奈良県が先んんんんじてじてじてじてやっやっやっやってほてほてほてほしいとしいとしいとしいと思思思思いますが、いかがでしいますが、いかがでしいますが、いかがでしいますが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。○奥田こども家庭課長○奥田こども家庭課長○奥田こども家庭課長○奥田こども家庭課長 未未未未婚婚婚婚ののののひひひひとりとりとりとり親親親親に対してのに対してのに対してのに対しての寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のみなしのみなしのみなしのみなし適用適用適用適用については、まについては、まについては、まについては、まず事務として、ず事務として、ず事務として、ず事務として、市町村市町村市町村市町村ででででやっやっやっやっている事務、県でている事務、県でている事務、県でている事務、県でやっやっやっやっている事務、どちらも対ている事務、どちらも対ている事務、どちらも対ている事務、どちらも対象象象象になる事務になる事務になる事務になる事務があります。があります。があります。があります。市町村市町村市町村市町村事務については、ことしの９月８日に、事務については、ことしの９月８日に、事務については、ことしの９月８日に、事務については、ことしの９月８日に、全全全全てのてのてのての市町村市町村市町村市町村に対して、県に対して、県に対して、県に対して、県内内内内で先で先で先で先進的進的進的進的ににににやっやっやっやっておられる５ておられる５ておられる５ておられる５市町村市町村市町村市町村のののの情情情情報提報提報提報提供供供供をして、ごをして、ごをして、ごをして、ご検討検討検討検討をお願いしています。をお願いしています。をお願いしています。をお願いしています。今後今後今後今後ともともともとも担担担担当当当当課課課課長会議等の長会議等の長会議等の長会議等の場場場場をををを活用活用活用活用して、して、して、して、引引引引きききき続続続続きききき検討検討検討検討をををを促促促促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思思思思っっっっていまていまていまています。す。す。す。それから、県所管事務ですが、所それから、県所管事務ですが、所それから、県所管事務ですが、所それから、県所管事務ですが、所得得得得を基を基を基を基準準準準として、として、として、として、利用料利用料利用料利用料等の算定を行等の算定を行等の算定を行等の算定を行っっっっているているているている手手手手続続続続にににについては、ついては、ついては、ついては、負担負担負担負担のののの軽減軽減軽減軽減につながるということもあります。県所管事務では、８事務についにつながるということもあります。県所管事務では、８事務についにつながるということもあります。県所管事務では、８事務についにつながるということもあります。県所管事務では、８事務について、て、て、て、未未未未婚婚婚婚ののののひひひひとりとりとりとり親親親親に対するに対するに対するに対する寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のみなしのみなしのみなしのみなし適用適用適用適用をををを検討検討検討検討しています。平成２９年度の所しています。平成２９年度の所しています。平成２９年度の所しています。平成２９年度の所得得得得を基を基を基を基準準準準にににに見直見直見直見直す平成３０年７月から、す平成３０年７月から、す平成３０年７月から、す平成３０年７月から、寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のみなしのみなしのみなしのみなし適用適用適用適用をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考え考え考え考えておておておており、り、り、り、現在現在現在現在、、、、準備準備準備準備をををを進進進進めています。めています。めています。めています。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、乳児乳児乳児乳児院院院院やややや児童児童児童児童養護養護養護養護施設施設施設施設等に等に等に等に子子子子どもを入所させたときにごどもを入所させたときにごどもを入所させたときにごどもを入所させたときにご負担負担負担負担いただく入所いただく入所いただく入所いただく入所者の者の者の者の負担負担負担負担金の金の金の金の類類類類いで、６いで、６いで、６いで、６手手手手続続続続あります。それから、あります。それから、あります。それから、あります。それから、ひひひひとりとりとりとり親親親親家庭家庭家庭家庭のののの親親親親がががが家庭家庭家庭家庭生生生生活支援活支援活支援活支援員か員か員か員からららら子育子育子育子育てててて支援や支援や支援や支援や生生生生活支援活支援活支援活支援ササササーーーービビビビススススを受けたを受けたを受けたを受けた場場場場合にご合にご合にご合にご負担負担負担負担いただくいただくいただくいただく利用料利用料利用料利用料のののの手手手手続続続続が１つありが１つありが１つありが１つあります。それから、ます。それから、ます。それから、ます。それから、ひひひひとりとりとりとり親親親親家庭家庭家庭家庭のののの親親親親がががが資資資資格格格格取得取得取得取得をををを目目目目指して指して指して指して就就就就業する業する業する業する場場場場合に、所合に、所合に、所合に、所得得得得に応じてに応じてに応じてに応じてそのそのそのその間間間間の生の生の生の生活活活活費が費が費が費が支支支支給される給される給される給される高高高高等職業等職業等職業等職業促促促促進進進進給付金の給付給付金の給付給付金の給付給付金の給付額額額額のののの手手手手続続続続が１つあり、これらの８が１つあり、これらの８が１つあり、これらの８が１つあり、これらの８



---- 22220000 ----

手手手手続続続続についてについてについてについて準備準備準備準備をををを進進進進めています。めています。めています。めています。このように、県がこのように、県がこのように、県がこのように、県が率率率率先して先して先して先して未未未未婚婚婚婚ののののひひひひとりとりとりとり親親親親に対するに対するに対するに対する寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のみなしのみなしのみなしのみなし適用適用適用適用を行うことにを行うことにを行うことにを行うことにより、県より、県より、県より、県内内内内のののの市町村市町村市町村市町村のののの各取各取各取各取りりりり組組組組みのみのみのみの拡拡拡拡大につなげていきたいと大につなげていきたいと大につなげていきたいと大につなげていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 よくわかりました。よくわかりました。よくわかりました。よくわかりました。県でそういう県でそういう県でそういう県でそういう作作作作業を業を業を業を進進進進めていただいてるということですが、めていただいてるということですが、めていただいてるということですが、めていただいてるということですが、気気気気になるのは、になるのは、になるのは、になるのは、未未未未婚婚婚婚ののののひひひひととととりりりり親親親親がががが寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のののの適用適用適用適用を受けようとして申を受けようとして申を受けようとして申を受けようとして申請請請請するするするする場場場場合に、申合に、申合に、申合に、申請請請請主主主主義義義義をとをとをとをとっっっっていますから、ていますから、ていますから、ていますから、ううううっっっっかり申かり申かり申かり申請請請請をををを忘忘忘忘れた人がほれた人がほれた人がほれた人がほっっっったらかしになるということがないように、きちたらかしになるということがないように、きちたらかしになるということがないように、きちたらかしになるということがないように、きちんんんんとみなしとみなしとみなしとみなし適用適用適用適用が受けられるようにしてほしいとが受けられるようにしてほしいとが受けられるようにしてほしいとが受けられるようにしてほしいと思思思思いますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その点点点点はいかがおはいかがおはいかがおはいかがお考え考え考え考えですか。ですか。ですか。ですか。○奥田こども家庭課長○奥田こども家庭課長○奥田こども家庭課長○奥田こども家庭課長 未未未未婚婚婚婚ののののひひひひとりとりとりとり親親親親の方に対して、の方に対して、の方に対して、の方に対して、寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のみなしのみなしのみなしのみなし適用適用適用適用をしようとをしようとをしようとをしようとしたしたしたした場場場場合、その方が本当に合、その方が本当に合、その方が本当に合、その方が本当に未未未未婚婚婚婚ののののひひひひとりとりとりとり親親親親であるかどうかという事であるかどうかという事であるかどうかという事であるかどうかという事実確認実確認実確認実確認がががが必必必必要となりま要となりま要となりま要となりますが、すが、すが、すが、現在現在現在現在いただいてるいただいてるいただいてるいただいてる書書書書類類類類では、その事では、その事では、その事では、その事実実実実がががが確認確認確認確認できないできないできないできない状状状状況況況況ですので、ですので、ですので、ですので、新新新新たな様たな様たな様たな様式式式式ををををつくるとか、つくるとか、つくるとか、つくるとか、添添添添付付付付書書書書類類類類をつけていただくなどにより、をつけていただくなどにより、をつけていただくなどにより、をつけていただくなどにより、確認確認確認確認するするするする必必必必要があります。ですから、要があります。ですから、要があります。ですから、要があります。ですから、申申申申請請請請をしをしをしをし損損損損ねねねねることのないように、申ることのないように、申ることのないように、申ることのないように、申請請請請に当たに当たに当たに当たっっっってのてのてのての留留留留意点意点意点意点として、申として、申として、申として、申請請請請のご案のご案のご案のご案内内内内等で等で等で等で周周周周知するとともに、申知するとともに、申知するとともに、申知するとともに、申請請請請を受けるを受けるを受けるを受ける側側側側の事務としても、申の事務としても、申の事務としても、申の事務としても、申請請請請者にし者にし者にし者にしっっっっかりとかりとかりとかりと確認確認確認確認を行うなど、を行うなど、を行うなど、を行うなど、申申申申請請請請しししし損損損損ねねねねることがないように対応していきたいとることがないように対応していきたいとることがないように対応していきたいとることがないように対応していきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 ぜひ脱ぜひ脱ぜひ脱ぜひ脱漏漏漏漏することがないようにお願いします。することがないようにお願いします。することがないようにお願いします。することがないようにお願いします。次に、病次に、病次に、病次に、病児児児児保保保保育育育育の件での件での件での件で質問質問質問質問します。西します。西します。西します。西和和和和地地地地域域域域のののの住住住住民から、民から、民から、民から、王寺王寺王寺王寺町町町町、、、、河河河河合合合合町町町町、上、上、上、上牧牧牧牧町町町町、、、、斑斑斑斑鳩鳩鳩鳩町町町町、、、、三三三三郷郷郷郷町町町町、平、平、平、平群群群群町町町町、、、、安安安安堵堵堵堵町町町町の西の西の西の西和和和和７７７７町町町町に対して、病に対して、病に対して、病に対して、病児児児児保保保保育育育育をををを実施実施実施実施してほしいという要してほしいという要してほしいという要してほしいという要望書望書望書望書がこのたび出されました。県に対してもがこのたび出されました。県に対してもがこのたび出されました。県に対してもがこのたび出されました。県に対してもぜひぜひぜひぜひ力力力力をかしてほしいという要をかしてほしいという要をかしてほしいという要をかしてほしいという要望書望書望書望書が出ていが出ていが出ていが出ています。西ます。西ます。西ます。西和和和和地地地地区区区区にににに必必必必要性があることは要性があることは要性があることは要性があることは言言言言うまでもありませうまでもありませうまでもありませうまでもありませんんんんが、西が、西が、西が、西和和和和医療センターで医療センターで医療センターで医療センターでやっやっやっやってほしいというてほしいというてほしいというてほしいという気持気持気持気持ちが西ちが西ちが西ちが西和和和和７７７７町町町町にもあるし、にもあるし、にもあるし、にもあるし、住住住住民にもあるわけです。しかし、西民にもあるわけです。しかし、西民にもあるわけです。しかし、西民にもあるわけです。しかし、西和和和和医療医療医療医療センターだけでなく、県立病院機構は大きなセンターだけでなく、県立病院機構は大きなセンターだけでなく、県立病院機構は大きなセンターだけでなく、県立病院機構は大きな赤字赤字赤字赤字をををを持持持持っっっっていますし、ていますし、ていますし、ていますし、同時同時同時同時に病に病に病に病児児児児保保保保育育育育はははは赤赤赤赤字字字字が出るが出るが出るが出る可能可能可能可能性があります。その性があります。その性があります。その性があります。その辺辺辺辺りをりをりをりを整整整整理しながら、理しながら、理しながら、理しながら、やっやっやっやってほしいというてほしいというてほしいというてほしいという思思思思いがありまいがありまいがありまいがあります。す。す。す。過去過去過去過去からもからもからもからも何何何何回回回回もももも言っ言っ言っ言っているわけですが、県がどのようにているわけですが、県がどのようにているわけですが、県がどのようにているわけですが、県がどのように考え考え考え考えているのか、ているのか、ているのか、ているのか、ぜひぜひぜひぜひ実現実現実現実現の方の方の方の方向向向向でででで答弁答弁答弁答弁をいただきたいのですが、いかがでしをいただきたいのですが、いかがでしをいただきたいのですが、いかがでしをいただきたいのですが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長 西西西西和和和和７７７７町町町町での病での病での病での病児児児児保保保保育育育育のののの広広広広域実施域実施域実施域実施のののの現状現状現状現状についてです。平成２９についてです。平成２９についてです。平成２９についてです。平成２９年４月に県から西年４月に県から西年４月に県から西年４月に県から西和和和和地地地地域域域域７７７７町町町町に対して説明会をに対して説明会をに対して説明会をに対して説明会を実施実施実施実施しています。それしています。それしています。それしています。それ以以以以降降降降、、、、協協協協議を議を議を議を続続続続けてけてけてけていますけれども、９月に県、県立病院機構、西いますけれども、９月に県、県立病院機構、西いますけれども、９月に県、県立病院機構、西いますけれども、９月に県、県立病院機構、西和和和和医療センター、西医療センター、西医療センター、西医療センター、西和和和和７７７７町町町町の代の代の代の代表表表表であるであるであるである三三三三郷郷郷郷町町町町でででで打打打打ち合わせ会議を行ち合わせ会議を行ち合わせ会議を行ち合わせ会議を行っっっっています。ています。ています。ています。現在現在現在現在、西、西、西、西和和和和７７７７町町町町において、西において、西において、西において、西和和和和地地地地域域域域での病での病での病での病児児児児保保保保育育育育のののの広広広広域実施域実施域実施域実施のののの内容内容内容内容、方法などについて、方法などについて、方法などについて、方法などについて検討検討検討検討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す。です。です。です。
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今後今後今後今後、西、西、西、西和和和和７７７７町町町町からからからから検討検討検討検討案が案が案が案が示示示示されれされれされれされればばばば、さらに、さらに、さらに、さらに具体的具体的具体的具体的なななな協協協協議を議を議を議を進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 ぜひぜひぜひぜひ実現実現実現実現をしていただきますようにお願いしておきます。をしていただきますようにお願いしておきます。をしていただきますようにお願いしておきます。をしていただきますようにお願いしておきます。できるだけできるだけできるだけできるだけ速速速速ややややかに、かに、かに、かに、子子子子どもはすくすくどもはすくすくどもはすくすくどもはすくすく育育育育っっっっていくわけですから、ていくわけですから、ていくわけですから、ていくわけですから、今今今今、、、、子子子子どもどもどもども抱抱抱抱ええええていていていているるるる親親親親は３年も４年も先とは３年も４年も先とは３年も４年も先とは３年も４年も先と言っ言っ言っ言っていたらもう成長してしまうので、できるだけていたらもう成長してしまうので、できるだけていたらもう成長してしまうので、できるだけていたらもう成長してしまうので、できるだけ早早早早くくくくやっやっやっやっていていていていただくようにお願いしておきます。ただくようにお願いしておきます。ただくようにお願いしておきます。ただくようにお願いしておきます。できるのかわからない中でこのようなできるのかわからない中でこのようなできるのかわからない中でこのようなできるのかわからない中でこのような意見意見意見意見をををを言言言言うのは、はうのは、はうのは、はうのは、はばばばばかられるのですが、かられるのですが、かられるのですが、かられるのですが、場場場場所を所を所を所をどこにされるのかがどこにされるのかがどこにされるのかがどこにされるのかが気気気気になになになになっっっっています。西ています。西ています。西ています。西和和和和医療センター医療センター医療センター医療センター敷敷敷敷地地地地内内内内のののの看看看看護護護護専門専門専門専門学校付学校付学校付学校付近近近近は、は、は、は、急急急急なななな坂坂坂坂道道道道があり、があり、があり、があり、赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんんをををを抱抱抱抱いていていていて来来来来たたたた親親親親が、が、が、が、夏夏夏夏のののの暑暑暑暑いときに登るのは大変だといときに登るのは大変だといときに登るのは大変だといときに登るのは大変だと思思思思うので、うので、うので、うので、気気気気のののの早早早早いいいい意見意見意見意見ですが、特に要ですが、特に要ですが、特に要ですが、特に要望望望望していますので、していますので、していますので、していますので、実現実現実現実現していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思います。います。います。います。それから、３つそれから、３つそれから、３つそれから、３つ目目目目に、特に、特に、特に、特別別別別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの待待待待機者、それから保機者、それから保機者、それから保機者、それから保育育育育園の園の園の園の待待待待機機機機児童児童児童児童は、は、は、は、今今今今現在現在現在現在、大、大、大、大体体体体何何何何人ずつ人ずつ人ずつ人ずつぐぐぐぐらいにならいにならいにならいになっっっっているのかおているのかおているのかおているのかお聞聞聞聞かせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいと思思思思います。います。います。います。○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長 特特特特別別別別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの待待待待機者についてお機者についてお機者についてお機者についてお答答答答ええええします。平成２９年４します。平成２９年４します。平成２９年４します。平成２９年４月１日月１日月１日月１日現在現在現在現在で、で、で、で、施設施設施設施設とととと市町村市町村市町村市町村のののの協協協協力力力力をををを得得得得てててて集集集集計した結果、３計した結果、３計した結果、３計した結果、３，，，，１００名１００名１００名１００名余余余余りとなりとなりとなりとなっっっっていまていまていまています。す。す。す。以以以以上です。上です。上です。上です。○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長 保保保保育育育育園等の園等の園等の園等の待待待待機機機機児童児童児童児童についてです。平成２９年４月１日についてです。平成２９年４月１日についてです。平成２９年４月１日についてです。平成２９年４月１日現在現在現在現在の県の県の県の県内内内内の保の保の保の保育育育育所等の県所等の県所等の県所等の県内内内内のののの待待待待機機機機児童児童児童児童は、９は、９は、９は、９市町市町市町市町で２８７名というで２８７名というで２８７名というで２８７名という状状状状況況況況です。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 待待待待機の機の機の機の主主主主な理な理な理な理由由由由なななな何何何何でしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長 特特特特別別別別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムへの入所にへの入所にへの入所にへの入所に待待待待機が生じている機が生じている機が生じている機が生じている主主主主な理な理な理な理由由由由は、さまは、さまは、さまは、さまざざざざまです。まです。まです。まです。ケケケケアマアマアマアマネネネネージージージージャャャャーとーとーとーと相相相相談談談談した上で、した上で、した上で、した上で、将将将将来来来来、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても施設施設施設施設に入に入に入に入居居居居するするするする必必必必要があ要があ要があ要があるので申しるので申しるので申しるので申し込込込込もうという方から、もうという方から、もうという方から、もうという方から、至至至至急急急急に入りたいと申しに入りたいと申しに入りたいと申しに入りたいと申し込込込込まれる方まで、さままれる方まで、さままれる方まで、さままれる方まで、さまざざざざまな理まな理まな理まな理由由由由があります。があります。があります。があります。以以以以上です。上です。上です。上です。○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長 待待待待機機機機児童児童児童児童が解が解が解が解消消消消できない理できない理できない理できない理由由由由についてですけれども、一つは女性についてですけれども、一つは女性についてですけれども、一つは女性についてですけれども、一つは女性のののの就就就就業業業業率率率率のののの向向向向上があります。また、保上があります。また、保上があります。また、保上があります。また、保育育育育所の所の所の所の新設新設新設新設あるいは定員あるいは定員あるいは定員あるいは定員増加増加増加増加により、により、により、により、潜潜潜潜在的ニ在的ニ在的ニ在的ニーーーーズズズズがががが引引引引き出されることも理き出されることも理き出されることも理き出されることも理由由由由だとだとだとだと考え考え考え考えています。さらに、保ています。さらに、保ています。さらに、保ています。さらに、保育育育育士士士士がががが確確確確保しにくいことも要保しにくいことも要保しにくいことも要保しにくいことも要因因因因とととと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 今今今今の理の理の理の理由由由由をををを聞聞聞聞いていると、いていると、いていると、いていると、高齢高齢高齢高齢者のほうは先に者のほうは先に者のほうは先に者のほうは先に場場場場所を所を所を所を確確確確保しておこうという保しておこうという保しておこうという保しておこうという理理理理由由由由、保、保、保、保育育育育所のほうは定員があり、しかも保所のほうは定員があり、しかも保所のほうは定員があり、しかも保所のほうは定員があり、しかも保育育育育士士士士がががが確確確確保できないという理保できないという理保できないという理保できないという理由由由由があるようでがあるようでがあるようでがあるようです。す。す。す。高齢高齢高齢高齢者のほうには、者のほうには、者のほうには、者のほうには、ヘルパヘルパヘルパヘルパーがいない、ーがいない、ーがいない、ーがいない、介介介介護護護護士士士士がいないという大きな理がいないという大きな理がいないという大きな理がいないという大きな理由由由由もあるともあるともあるともあると思思思思います。います。います。います。将将将将来来来来、保、保、保、保育育育育士士士士になる、あるいはになる、あるいはになる、あるいはになる、あるいは介介介介護護護護士士士士になるという一つのになるという一つのになるという一つのになるという一つの思思思思いをいをいをいを持持持持ち、ち、ち、ち、実際実際実際実際になになになにな
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っっっってみたらなかなかということがある。これらをきちてみたらなかなかということがある。これらをきちてみたらなかなかということがある。これらをきちてみたらなかなかということがある。これらをきちんんんんとしていこうととしていこうととしていこうととしていこうと思思思思っっっったら、一たら、一たら、一たら、一番番番番のののの問題問題問題問題は給は給は給は給料料料料です。最です。最です。最です。最近近近近、国も給、国も給、国も給、国も給料料料料のののの見直見直見直見直しをするとしをするとしをするとしをすると言っ言っ言っ言っていますが、どういうていますが、どういうていますが、どういうていますが、どういう手手手手法でどの法でどの法でどの法でどのぐぐぐぐらい給らい給らい給らい給料料料料が上がが上がが上がが上がっっっっていくのか、おていくのか、おていくのか、おていくのか、お聞聞聞聞かせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいと思思思思います。います。います。います。○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長 高齢高齢高齢高齢者者者者施設施設施設施設の職員の給の職員の給の職員の給の職員の給与与与与水水水水準準準準についておについておについておについてお答答答答ええええします。します。します。します。介介介介護保険護保険護保険護保険施設施設施設施設においては、処においては、処においては、処においては、処遇遇遇遇改改改改善善善善加加加加算という、算という、算という、算という、介介介介護保険護保険護保険護保険制制制制度の中で給度の中で給度の中で給度の中で給与与与与ををををアアアアッッッッププププさせるさせるさせるさせる制制制制度があり、度があり、度があり、度があり、そのそのそのその制制制制度の中で度の中で度の中で度の中で今今今今、職員１人当たり最大月３、職員１人当たり最大月３、職員１人当たり最大月３、職員１人当たり最大月３万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円まで、要件をまで、要件をまで、要件をまで、要件を満満満満たせたせたせたせば加ば加ば加ば加算で算で算で算できるようになきるようになきるようになきるようになっっっっています。県とては、要件をています。県とては、要件をています。県とては、要件をています。県とては、要件を満満満満たす事業所がたす事業所がたす事業所がたす事業所が多多多多くくくくふふふふええええるように、るように、るように、るように、制制制制度の度の度の度の適適適適用用用用を事業所に対してを事業所に対してを事業所に対してを事業所に対して働働働働きかけているとこきかけているとこきかけているとこきかけているところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長 保保保保育育育育士士士士の処の処の処の処遇遇遇遇改改改改善善善善については、平成２５年度から国においてについては、平成２５年度から国においてについては、平成２５年度から国においてについては、平成２５年度から国において毎毎毎毎年年年年改改改改善善善善され、平成２９年度までにされ、平成２９年度までにされ、平成２９年度までにされ、平成２９年度までに約約約約１０１０１０１０％％％％の処の処の処の処遇遇遇遇改改改改善善善善がががが図図図図られてきたとこられてきたとこられてきたとこられてきたところろろろです。です。です。です。また、平成２９年度から、また、平成２９年度から、また、平成２９年度から、また、平成２９年度から、キキキキャャャャリリリリアアアアアアアアッッッッププププのののの仕仕仕仕組組組組みを構みを構みを構みを構築築築築して、保して、保して、保して、保育育育育士士士士のののの経験経験経験経験年年年年数数数数がおがおがおがおおおおおむねむねむねむね７年７年７年７年以以以以上の職員に対して月上の職員に対して月上の職員に対して月上の職員に対して月額額額額４４４４万円万円万円万円、、、、経験経験経験経験年年年年数数数数がおおがおおがおおがおおむねむねむねむね３年３年３年３年以以以以上の職員に対して上の職員に対して上の職員に対して上の職員に対して月月月月額額額額５５５５，，，，００００００００００００円円円円の処の処の処の処遇遇遇遇改改改改善善善善がががが実施実施実施実施されることとなされることとなされることとなされることとなっっっっています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。賃賃賃賃金が改定されていくわけですが、国から出されたお金が金が改定されていくわけですが、国から出されたお金が金が改定されていくわけですが、国から出されたお金が金が改定されていくわけですが、国から出されたお金が介介介介護護護護士士士士あるいは保あるいは保あるいは保あるいは保育育育育士士士士にきちにきちにきちにきちんんんんとととと渡渡渡渡るようにしていただきたいとるようにしていただきたいとるようにしていただきたいとるようにしていただきたいと思思思思います。そのために県がいます。そのために県がいます。そのために県がいます。そのために県が福祉・福祉・福祉・福祉・介介介介護事業所護事業所護事業所護事業所認認認認定定定定制制制制度をつく度をつく度をつく度をつくっっっっているわけですが、これをているわけですが、これをているわけですが、これをているわけですが、これを見見見見た限りでは、これでた限りでは、これでた限りでは、これでた限りでは、これで直直直直ちちちちに保に保に保に保育育育育士士士士、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは介介介介護護護護士士士士がががが確確確確保できると理解できないのです。保できると理解できないのです。保できると理解できないのです。保できると理解できないのです。賃賃賃賃金を改定することがこ金を改定することがこ金を改定することがこ金を改定することがこの中ではの中ではの中ではの中ではっっっっきりときりときりときりと示示示示され、それをされ、それをされ、それをされ、それを見見見見ることで、そることで、そることで、そることで、そんんんんなになになになに賃賃賃賃金改定がされるのであ金改定がされるのであ金改定がされるのであ金改定がされるのであっっっったら、たら、たら、たら、私私私私もももも思思思思いいいい切切切切っっっって一生て一生て一生て一生懸懸懸懸命命命命頑張頑張頑張頑張っっっって、この職て、この職て、この職て、この職場場場場にとどまにとどまにとどまにとどまろろろろう、あるいはう、あるいはう、あるいはう、あるいは子育子育子育子育てのためにてのためにてのためにてのために家庭家庭家庭家庭にいた女性が、女性には限らずにいた女性が、女性には限らずにいた女性が、女性には限らずにいた女性が、女性には限らず男男男男性も、一性も、一性も、一性も、一緒緒緒緒にににに働働働働いてくれるような、いてくれるような、いてくれるような、いてくれるような、魅魅魅魅力力力力のある福祉・のある福祉・のある福祉・のある福祉・介介介介護事業所護事業所護事業所護事業所認認認認証証証証制制制制度にしてほしいと度にしてほしいと度にしてほしいと度にしてほしいと思思思思います。これをつくいます。これをつくいます。これをつくいます。これをつくっっっったたたた担担担担当部局から、当部局から、当部局から、当部局から、宣伝宣伝宣伝宣伝もももも兼兼兼兼ねねねねて、て、て、て、このようなこのようなこのようなこのような魅魅魅魅力力力力があるのだということを、があるのだということを、があるのだということを、があるのだということを、私私私私がががが見見見見た限りではどうなた限りではどうなた限りではどうなた限りではどうなっっっっていくのかとていくのかとていくのかとていくのかと思思思思うとうとうとうとこここころろろろもありますので、説明してほしいともありますので、説明してほしいともありますので、説明してほしいともありますので、説明してほしいと思思思思います。います。います。います。○山田地域福祉課長○山田地域福祉課長○山田地域福祉課長○山田地域福祉課長 梶川委員が梶川委員が梶川委員が梶川委員が今今今今おおおお述述述述べべべべの、奈良県福祉・の、奈良県福祉・の、奈良県福祉・の、奈良県福祉・介介介介護事業所護事業所護事業所護事業所認認認認証証証証制制制制度ですけれ度ですけれ度ですけれ度ですけれども、これは福祉とども、これは福祉とども、これは福祉とども、これは福祉と介介介介護の人護の人護の人護の人材材材材のののの確確確確保、定着の保、定着の保、定着の保、定着の取取取取りりりり組組組組みの一みの一みの一みの一環環環環として、として、として、として、求求求求職者が職者が職者が職者が安心安心安心安心してしてしてして就就就就職できるように、職員を対職できるように、職員を対職できるように、職員を対職できるように、職員を対象象象象とした人とした人とした人とした人材材材材育育育育成成成成やややや給給給給与体与体与体与体系系系系のののの整備整備整備整備、、、、キキキキャャャャリリリリアアアアパパパパススススなどのなどのなどのなどの取取取取りりりり組組組組みについて、一定の基みについて、一定の基みについて、一定の基みについて、一定の基準準準準をををを満満満満たした事業所を知事がたした事業所を知事がたした事業所を知事がたした事業所を知事が認認認認証証証証し公し公し公し公表表表表するするするする制制制制度です。これに度です。これに度です。これに度です。これについては、ことし３月、初めてのついては、ことし３月、初めてのついては、ことし３月、初めてのついては、ことし３月、初めての認認認認証証証証を行を行を行を行っっっったとこたとこたとこたところろろろです。です。です。です。現在現在現在現在、２６法人、１８８事業、２６法人、１８８事業、２６法人、１８８事業、２６法人、１８８事業所を所を所を所を認認認認証証証証し、県のし、県のし、県のし、県のポポポポータータータータルルルルササササイトイトイトイト等で公等で公等で公等で公表表表表しており、しており、しており、しており、求求求求職者の方職者の方職者の方職者の方 々々々々へへへへ就就就就職関職関職関職関連連連連情情情情報、給報、給報、給報、給与与与与体体体体系系系系、、、、キキキキャャャャリリリリアアアアパパパパススススをををを含含含含めて、めて、めて、めて、見え見え見え見えるるるる化化化化をををを図っ図っ図っ図っ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す。です。です。です。
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また、また、また、また、現在現在現在現在、、、、今今今今年度年度年度年度後期後期後期後期の申の申の申の申請請請請について、１２月から１月２４日まで受け付けをしていについて、１２月から１月２４日まで受け付けをしていについて、１２月から１月２４日まで受け付けをしていについて、１２月から１月２４日まで受け付けをしているとこるとこるとこるところろろろです。です。です。です。県としては、県としては、県としては、県としては、働働働働ききききややややすいすいすいすい魅魅魅魅力力力力ある事業所をある事業所をある事業所をある事業所をふふふふややややしていくために、していくために、していくために、していくために、制制制制度のさらなる度のさらなる度のさらなる度のさらなる周周周周知に知に知に知に向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組む組む組む組むとともに、とともに、とともに、とともに、認認認認証証証証取得取得取得取得をををを目目目目指す事業所を指す事業所を指す事業所を指す事業所をふふふふやややや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え考え考え考えており、ており、ており、ており、今今今今後後後後もももも個個個個別別別別に事業所をに事業所をに事業所をに事業所を訪訪訪訪問問問問し、し、し、し、ココココンンンンササササルティルティルティルティンンンンググググを行うなどのを行うなどのを行うなどのを行うなどの支援支援支援支援等を等を等を等を通通通通じて、じて、じて、じて、認認認認証証証証事業所事業所事業所事業所のののの拡拡拡拡大を大を大を大を図っ図っ図っ図っていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 わかりました。これができたことによわかりました。これができたことによわかりました。これができたことによわかりました。これができたことによっっっって、て、て、て、介介介介護護護護士士士士やややや保保保保育育育育士士士士がががが確確確確保できたと保できたと保できたと保できたとなるように、なるように、なるように、なるように、ぜひぜひぜひぜひたたたたゆゆゆゆままままぬぬぬぬ努力努力努力努力をしていただきますようお願いして、をしていただきますようお願いして、をしていただきますようお願いして、をしていただきますようお願いして、私私私私のののの質問質問質問質問をををを終終終終わりまわりまわりまわります。す。す。す。以以以以上です。上です。上です。上です。○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 今今今今、、、、資料資料資料資料を１部を１部を１部を１部配配配配付しました。付しました。付しました。付しました。このこのこのこの資料資料資料資料はははは「プ「プ「プ「プレレレレジジジジデデデデンンンント」ト」ト」ト」の２０１８年１月１日付のの２０１８年１月１日付のの２０１８年１月１日付のの２０１８年１月１日付の雑誌雑誌雑誌雑誌です。まだ２０１８年はです。まだ２０１８年はです。まだ２０１８年はです。まだ２０１８年は来来来来ていないのですけれども、これをていないのですけれども、これをていないのですけれども、これをていないのですけれども、これを見見見見ますと、平ますと、平ますと、平ますと、平均均均均寿寿寿寿命命命命と健康と健康と健康と健康寿寿寿寿命命命命の長いの長いの長いの長い町町町町、、、、都道府都道府都道府都道府県県県県別ラ別ラ別ラ別ランンンンキキキキンンンンググググというというというという形形形形でででで資料資料資料資料が出ていました。ご承知のように、奈良県はが出ていました。ご承知のように、奈良県はが出ていました。ご承知のように、奈良県はが出ていました。ご承知のように、奈良県は全全全全国で４国で４国で４国で４番目番目番目番目に健康に健康に健康に健康寿寿寿寿命命命命が長い。平が長い。平が長い。平が長い。平均均均均寿寿寿寿命命命命もももも全全全全国でいうと４国でいうと４国でいうと４国でいうと４番目番目番目番目に長いと載に長いと載に長いと載に長いと載っっっっていました。５１ページを開きていました。５１ページを開きていました。５１ページを開きていました。５１ページを開きますと、奈良県は平ますと、奈良県は平ますと、奈良県は平ますと、奈良県は平均均均均寿寿寿寿命命命命と健康と健康と健康と健康寿寿寿寿命命命命のののの格格格格差差差差が９が９が９が９．．．．４ということです。ということは、健４ということです。ということは、健４ということです。ということは、健４ということです。ということは、健康で長生きというよりも、康で長生きというよりも、康で長生きというよりも、康で長生きというよりも、約約約約９９９９．．．．４年４年４年４年間間間間寝寝寝寝たきりになるというたきりになるというたきりになるというたきりになるという資料資料資料資料です。健康です。健康です。健康です。健康寿寿寿寿命命命命日本一日本一日本一日本一をををを目目目目指して奈良県は指して奈良県は指して奈良県は指して奈良県は約約約約５年５年５年５年前前前前からからからから取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできました。できました。できました。できました。今今今今、この、この、この、このラララランンンンククククでは４では４では４では４位位位位というこというこというこということですので、あと一つとですので、あと一つとですので、あと一つとですので、あと一つ頑張頑張頑張頑張れれれればばばば日本一になれるのではないかと日本一になれるのではないかと日本一になれるのではないかと日本一になれるのではないかと思思思思っっっったわけです。そういうたわけです。そういうたわけです。そういうたわけです。そういう点点点点で、奈良県でので、奈良県でので、奈良県でので、奈良県での取取取取りりりり組組組組みが一みが一みが一みが一体体体体どうだどうだどうだどうだっっっったのかなどについて、まずおたのかなどについて、まずおたのかなどについて、まずおたのかなどについて、まずお聞聞聞聞かせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいと思思思思います。います。います。います。それから、このそれから、このそれから、このそれから、この表表表表をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、私私私私もももも驚驚驚驚いたのですけれども、いつも長野県が第１いたのですけれども、いつも長野県が第１いたのですけれども、いつも長野県が第１いたのですけれども、いつも長野県が第１位位位位だだだだろろろろうとうとうとうと思思思思っっっっていたのですけれども、長野県ではないのです。どこかといいますと、ていたのですけれども、長野県ではないのです。どこかといいますと、ていたのですけれども、長野県ではないのです。どこかといいますと、ていたのですけれども、長野県ではないのです。どこかといいますと、滋賀滋賀滋賀滋賀県な県な県な県なのです。のです。のです。のです。滋賀滋賀滋賀滋賀県が県が県が県が全全全全てのてのてのての点点点点で第１で第１で第１で第１位位位位になになになになっっっっており、ており、ており、ており、滋賀滋賀滋賀滋賀県の県の県の県の取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況についてについてについてについて書書書書いていていていてあります。奈良県が第１あります。奈良県が第１あります。奈良県が第１あります。奈良県が第１位位位位になになになになっっっっていくには、さらに険しい山ていくには、さらに険しい山ていくには、さらに険しい山ていくには、さらに険しい山道道道道があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思っっっっていますが、まず、ていますが、まず、ていますが、まず、ていますが、まず、今今今今までの奈良県のまでの奈良県のまでの奈良県のまでの奈良県の取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況についておについておについておについてお聞聞聞聞かせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいと思思思思いまいまいまいます。す。す。す。○村田健康づくり推進課長○村田健康づくり推進課長○村田健康づくり推進課長○村田健康づくり推進課長 これまでの健康これまでの健康これまでの健康これまでの健康寿寿寿寿命命命命日本一に日本一に日本一に日本一に向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みですけれども、みですけれども、みですけれども、みですけれども、奈良県においては、健康、医療、奈良県においては、健康、医療、奈良県においては、健康、医療、奈良県においては、健康、医療、介介介介護、福祉等の関護、福祉等の関護、福祉等の関護、福祉等の関連施連施連施連施策を総合策を総合策を総合策を総合的的的的かつかつかつかつ統統統統一一一一的的的的にににに推推推推進進進進するするするすることを基本として、平成２５年度になら健康長ことを基本として、平成２５年度になら健康長ことを基本として、平成２５年度になら健康長ことを基本として、平成２５年度になら健康長寿寿寿寿基本計基本計基本計基本計画画画画を策定し、を策定し、を策定し、を策定し、デデデデータをータをータをータを活用活用活用活用した、した、した、した、エビエビエビエビデデデデンンンンススススに基づくに基づくに基づくに基づく効効効効果果果果的的的的なななな施施施施策を策を策を策を推推推推進進進進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す。です。です。です。
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計計計計画画画画においては、健康においては、健康においては、健康においては、健康寿寿寿寿命命命命のののの延延延延長に長に長に長に密密密密接接接接に関係するに関係するに関係するに関係する重点重点重点重点健康指健康指健康指健康指標標標標をををを設設設設定して、定して、定して、定して、毎毎毎毎年、年、年、年、観観観観察察察察・・・・評評評評価価価価を行うとともに、を行うとともに、を行うとともに、を行うとともに、専門専門専門専門家家家家等からの等からの等からの等からの戦略戦略戦略戦略的的的的提提提提言言言言をいただくことにより、計をいただくことにより、計をいただくことにより、計をいただくことにより、計画画画画のののの進進進進捗捗捗捗管理を行い、管理を行い、管理を行い、管理を行い、ＰＰＰＰＤＤＤＤＣＡサＣＡサＣＡサＣＡサイクイクイクイクルルルルに基づく事業に基づく事業に基づく事業に基づく事業評評評評価価価価を行い、を行い、を行い、を行い、効効効効果果果果的的的的なななな施施施施策の策の策の策の推推推推進進進進にににに努努努努めてきめてきめてきめてきたとこたとこたとこたところろろろです。です。です。です。その中で、健康づくりその中で、健康づくりその中で、健康づくりその中で、健康づくり推推推推進課進課進課進課としては、健康としては、健康としては、健康としては、健康寿寿寿寿命命命命のののの延延延延長に長に長に長に寄寄寄寄与与与与する健康指する健康指する健康指する健康指標標標標のののの研研研研究究究究結果結果結果結果をををを踏踏踏踏ままままええええて、がて、がて、がて、がん検ん検ん検ん検診診診診、、、、減減減減塩塩塩塩・野・野・野・野菜摂菜摂菜摂菜摂取取取取、、、、運運運運動動動動、た、た、た、たばばばばこ対策をこ対策をこ対策をこ対策を重点施重点施重点施重点施策として、策として、策として、策として、市町村や市町村や市町村や市町村や関係関係関係関係団団団団体体体体とととと連携連携連携連携したしたしたした取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてきたとこめてきたとこめてきたとこめてきたところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 専門専門専門専門的的的的な会議として、なら健康長な会議として、なら健康長な会議として、なら健康長な会議として、なら健康長寿寿寿寿基本計基本計基本計基本計画画画画推推推推進進進進戦略戦略戦略戦略会議を年に１会議を年に１会議を年に１会議を年に１回回回回程程程程度開度開度開度開催催催催されているということですが、その中でされているということですが、その中でされているということですが、その中でされているということですが、その中で論論論論議されている議されている議されている議されている内容内容内容内容をおをおをおをお教教教教ええええ願願願願ええええたらとたらとたらとたらと思思思思いまいまいまいます。す。す。す。○村田健康づくり推進課長○村田健康づくり推進課長○村田健康づくり推進課長○村田健康づくり推進課長 なら健康長なら健康長なら健康長なら健康長寿寿寿寿基本計基本計基本計基本計画画画画推推推推進進進進戦略戦略戦略戦略会議については、医療会議については、医療会議については、医療会議については、医療やややや健康健康健康健康づくり、そしてづくり、そしてづくり、そしてづくり、そして統統統統計分野の計分野の計分野の計分野の専門専門専門専門家家家家と、県議会を代と、県議会を代と、県議会を代と、県議会を代表表表表して厚生委員会の委員長、それからして厚生委員会の委員長、それからして厚生委員会の委員長、それからして厚生委員会の委員長、それから市市市市町村町村町村町村の代の代の代の代表表表表の方の方の方の方 々々々々に委員としてごに委員としてごに委員としてごに委員としてご就就就就任任任任いただいているとこいただいているとこいただいているとこいただいているところろろろです。です。です。です。小泉委員がお小泉委員がお小泉委員がお小泉委員がお延延延延べべべべのように、のように、のように、のように、毎毎毎毎年１年１年１年１回回回回のペーのペーのペーのペーススススで開で開で開で開催催催催をし、県からは健康をし、県からは健康をし、県からは健康をし、県からは健康寿寿寿寿命命命命や重点や重点や重点や重点健健健健康指康指康指康指標標標標に関するに関するに関するに関するデデデデータ、健康づくりのータ、健康づくりのータ、健康づくりのータ、健康づくりの取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容等の報告をさせていただくとともに、等の報告をさせていただくとともに、等の報告をさせていただくとともに、等の報告をさせていただくとともに、各各各各委員からは、それ委員からは、それ委員からは、それ委員からは、それぞぞぞぞれのお立れのお立れのお立れのお立場場場場からさまからさまからさまからさまざざざざまなごまなごまなごまなご意見意見意見意見、ご提、ご提、ご提、ご提言言言言をいただいているとこをいただいているとこをいただいているとこをいただいているところろろろです。です。です。です。意見意見意見意見のののの内容内容内容内容ですけれども、例ですけれども、例ですけれども、例ですけれども、例えばえばえばえば、本年５月に開、本年５月に開、本年５月に開、本年５月に開催催催催したしたしたした直近直近直近直近の会議においては、健康の会議においては、健康の会議においては、健康の会議においては、健康寿寿寿寿命命命命日本一を日本一を日本一を日本一を目目目目指した方指した方指した方指した方向向向向性という性という性という性という観点観点観点観点からからからから、、、、「「「「デデデデータのータのータのータの活用活用活用活用は、は、は、は、原因原因原因原因と結果をと結果をと結果をと結果を示示示示すことですことですことですことで、、、、施施施施策の説策の説策の説策の説得得得得力力力力をををを増増増増すすすす」」」」であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、「「「「健康づくりには保健健康づくりには保健健康づくりには保健健康づくりには保健師師師師のののの活活活活動動動動がががが重重重重要な要要な要要な要要な要素素素素であるであるであるである」」」」とかとかとかとか、、、、「高齢「高齢「高齢「高齢者の者の者の者の就就就就業は健康にも業は健康にも業は健康にも業は健康にも影響影響影響影響があるがあるがあるがある」」」」といといといといっっっったごたごたごたご意見意見意見意見をいただいています。またをいただいています。またをいただいています。またをいただいています。また、、、、健康づくり対策の健康づくり対策の健康づくり対策の健康づくり対策の具体的具体的具体的具体的なななな進進進進め方等に対するめ方等に対するめ方等に対するめ方等に対する観点観点観点観点からはからはからはからは、、、、「「「「減減減減塩塩塩塩はははは高高高高血圧血圧血圧血圧対策に対策に対策に対策に有効有効有効有効であであであであり、り、り、り、継継継継続続続続がががが必必必必要である要である要である要である」」」」とかとかとかとか、、、、「運「運「運「運動動動動のののの推推推推進進進進はははは世世世世代代代代別別別別のののの展展展展開が開が開が開が有効有効有効有効であるであるであるである」」」」、、、、「介「介「介「介護護護護期間期間期間期間のののの短縮短縮短縮短縮を行うには、を行うには、を行うには、を行うには、脳梗塞脳梗塞脳梗塞脳梗塞のののの回回回回避避避避とととと転転転転倒倒倒倒予予予予防防防防、、、、骨折骨折骨折骨折予予予予防防防防という対策がという対策がという対策がという対策が有効」有効」有効」有効」などのさまなどのさまなどのさまなどのさまざざざざままままなななな視視視視点点点点からのごからのごからのごからのご意見意見意見意見をいただいているとこをいただいているとこをいただいているとこをいただいているところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 さきほどのさきほどのさきほどのさきほどのププププレレレレジジジジデデデデンンンントトトトでは、では、では、では、滋賀滋賀滋賀滋賀県がな県がな県がな県がなぜぜぜぜトトトトッッッッププププになになになになっっっっているのかというているのかというているのかというているのかということがことがことがことが書書書書かれています。かれています。かれています。かれています。滋賀滋賀滋賀滋賀県の健康県の健康県の健康県の健康寿寿寿寿命推命推命推命推進課進課進課進課のののの担担担担当者が当者が当者が当者が述述述述べべべべているのですけれども、ているのですけれども、ているのですけれども、ているのですけれども、特特特特殊殊殊殊な事業を行な事業を行な事業を行な事業を行っっっったわけではないと。しかし、科学たわけではないと。しかし、科学たわけではないと。しかし、科学たわけではないと。しかし、科学的的的的根拠根拠根拠根拠に基づいてに基づいてに基づいてに基づいてヘルヘルヘルヘルスプロスプロスプロスプロモモモモーーーーショショショションの理ンの理ンの理ンの理念念念念にににに沿沿沿沿っっっって、地て、地て、地て、地域活域活域活域活動動動動を行を行を行を行っっっってきたと。県と保健所とてきたと。県と保健所とてきたと。県と保健所とてきたと。県と保健所と市市市市とととと町町町町がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの役割役割役割役割に応に応に応に応じて、先ほどじて、先ほどじて、先ほどじて、先ほど言言言言われたわれたわれたわれたＰＰＰＰＤＤＤＤＣＡサＣＡサＣＡサＣＡサイクイクイクイクルルルルを着を着を着を着実実実実にににに実実実実行していると行していると行していると行していると語語語語っっっっています。県がつくています。県がつくています。県がつくています。県がつく
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っっっった計た計た計た計画画画画をををを市町村市町村市町村市町村までしまでしまでしまでしっっっっかりとかりとかりとかりと浸透浸透浸透浸透させていくことが、健康させていくことが、健康させていくことが、健康させていくことが、健康寿寿寿寿命命命命日本一になるための一日本一になるための一日本一になるための一日本一になるための一番番番番基基基基礎礎礎礎ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その点点点点について、どのようにについて、どのようにについて、どのようにについて、どのように思思思思っっっっておられるのか、ておられるのか、ておられるのか、ておられるのか、担担担担当部当部当部当部長でも結構ですから、長でも結構ですから、長でも結構ですから、長でも結構ですから、述述述述べべべべていただけれていただけれていただけれていただければばばばありがたいです。ありがたいです。ありがたいです。ありがたいです。○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長 まさに小泉委員がご指まさに小泉委員がご指まさに小泉委員がご指まさに小泉委員がご指摘摘摘摘のとおりであるとのとおりであるとのとおりであるとのとおりであると思思思思います。例います。例います。例います。例えばえばえばえば、健康、健康、健康、健康づくりのづくりのづくりのづくりの推推推推進進進進については、については、については、については、昨昨昨昨年も年も年も年も荒荒荒荒井知事が井知事が井知事が井知事が各各各各地地地地域域域域をををを回回回回り、健康・医療・福祉をり、健康・医療・福祉をり、健康・医療・福祉をり、健康・医療・福祉をテテテテーーーーママママに、に、に、に、地地地地域域域域フフフフォォォォーーーーラムラムラムラムを開を開を開を開催催催催しています。まずしています。まずしています。まずしています。まず市町村市町村市町村市町村にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの重重重重要性について要性について要性について要性について認認認認識識識識いただいただいただいただくとともに、くとともに、くとともに、くとともに、各市町村各市町村各市町村各市町村におけるさまにおけるさまにおけるさまにおけるさまざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの情情情情報を報を報を報を互互互互いにいにいにいに共有共有共有共有、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは参参参参考考考考ににににしていただいています。していただいています。していただいています。していただいています。また、先ほど申し上げた７つの計また、先ほど申し上げた７つの計また、先ほど申し上げた７つの計また、先ほど申し上げた７つの計画画画画をををを横串横串横串横串にして、にして、にして、にして、歯車歯車歯車歯車計計計計画画画画というようなというようなというようなというような形形形形で２５年ので２５年ので２５年ので２５年の基本計基本計基本計基本計画画画画を策定しています。それを策定しています。それを策定しています。それを策定しています。それぞぞぞぞれの計れの計れの計れの計画画画画が一つずつ、少しずつでも良い方が一つずつ、少しずつでも良い方が一つずつ、少しずつでも良い方が一つずつ、少しずつでも良い方向向向向にににに回回回回すこすこすこすことによとによとによとによっっっって、健康て、健康て、健康て、健康寿寿寿寿命命命命をををを延延延延伸伸伸伸させていこうということで、させていこうということで、させていこうということで、させていこうということで、今今今今、小泉委員よりご、小泉委員よりご、小泉委員よりご、小泉委員よりご紹紹紹紹介介介介のあのあのあのあっっっったとおり、たとおり、たとおり、たとおり、滋賀滋賀滋賀滋賀県でもお県でもお県でもお県でもおっっっっししししゃゃゃゃっっっっているとおりであているとおりであているとおりであているとおりであろろろろうとうとうとうと思思思思います。います。います。います。何何何何かこれというようかこれというようかこれというようかこれというようなことをなことをなことをなことをやっやっやっやったから健康たから健康たから健康たから健康寿寿寿寿命命命命がががが延延延延伸伸伸伸するということではなく、するということではなく、するということではなく、するということではなく、幅広幅広幅広幅広い分野でのい分野でのい分野でのい分野での取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが大事にな大事にな大事にな大事になっっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思っっっっています。ています。ています。ています。そうした中で、先ほど国民健康保険の説明の中でも申し上げましたが、そうした中で、先ほど国民健康保険の説明の中でも申し上げましたが、そうした中で、先ほど国民健康保険の説明の中でも申し上げましたが、そうした中で、先ほど国民健康保険の説明の中でも申し上げましたが、来来来来年度から、年度から、年度から、年度から、（（（（仮称仮称仮称仮称）国保事務）国保事務）国保事務）国保事務支援支援支援支援センターでも県センターでも県センターでも県センターでも県域域域域の保健事業など医療費の保健事業など医療費の保健事業など医療費の保健事業など医療費適適適適正正正正化化化化計計計計画画画画のののの取取取取りりりり組組組組みをしみをしみをしみをしていこうと、職員をていこうと、職員をていこうと、職員をていこうと、職員を派遣派遣派遣派遣してしてしてして取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいこうとでいこうとでいこうとでいこうと考え考え考え考え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す。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 いずれにしても、いいずれにしても、いいずれにしても、いいずれにしても、いろろろろいいいいろろろろな分野で総合な分野で総合な分野で総合な分野で総合的的的的にににに頑張頑張頑張頑張っっっっていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばば日本一に日本一に日本一に日本一にはならないとはならないとはならないとはならないと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、努力努力努力努力していただきますようよしていただきますようよしていただきますようよしていただきますよう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。次に、次に、次に、次に、看看看看取取取取りについてです。先日、いりについてです。先日、いりについてです。先日、いりについてです。先日、いろろろろいいいいろろろろなななな資料資料資料資料をををを見見見見ていますと、奈良県のていますと、奈良県のていますと、奈良県のていますと、奈良県の在在在在宅宅宅宅のののの看看看看取取取取りりりり率率率率がががが全全全全国第７国第７国第７国第７位位位位と、上と、上と、上と、上位位位位なのです。奈良県はななのです。奈良県はななのです。奈良県はななのです。奈良県はなぜ看ぜ看ぜ看ぜ看取取取取りりりり率率率率がががが高高高高いのかといのかといのかといのかと思思思思うのですけうのですけうのですけうのですけれども、れども、れども、れども、在在在在宅宅宅宅のののの看看看看取取取取りがりがりがりが高高高高い理い理い理い理由由由由がががが何何何何か、わかか、わかか、わかか、わかっっっっているているているている範囲範囲範囲範囲でででで教教教教ええええていただけたらとていただけたらとていただけたらとていただけたらと思思思思いいいいます。ます。ます。ます。○林医療政策部長○林医療政策部長○林医療政策部長○林医療政策部長 小泉委員がご指小泉委員がご指小泉委員がご指小泉委員がご指摘摘摘摘のとおり、奈良県ののとおり、奈良県ののとおり、奈良県ののとおり、奈良県の在在在在宅宅宅宅のののの看看看看取取取取りりりり率率率率は、は、は、は、高高高高いいいい傾傾傾傾向向向向ににににあります。あります。あります。あります。全全全全国のほかの県と国のほかの県と国のほかの県と国のほかの県と比比比比べべべべてみますと、てみますと、てみますと、てみますと、田田田田舎舎舎舎の県ではの県ではの県ではの県では昔昔昔昔はははは高高高高かかかかっっっったのに最たのに最たのに最たのに最近近近近はははは下下下下ががががっっっってきているというてきているというてきているというてきているという傾傾傾傾向向向向があります。があります。があります。があります。逆逆逆逆にににに都市都市都市都市部の県では、２０～３０年部の県では、２０～３０年部の県では、２０～３０年部の県では、２０～３０年前前前前はははは低低低低かかかかっっっったのたのたのたのが、医療が、医療が、医療が、医療体制体制体制体制のののの整備整備整備整備などで上がなどで上がなどで上がなどで上がっっっってきているということで、３０年てきているということで、３０年てきているということで、３０年てきているということで、３０年前前前前とととと今今今今をををを比比比比べべべべてみると、てみると、てみると、てみると、田田田田舎舎舎舎とととと都市都市都市都市部で部で部で部で逆逆逆逆転転転転しているようなしているようなしているようなしているような傾傾傾傾向向向向がありますが、奈良県は一がありますが、奈良県は一がありますが、奈良県は一がありますが、奈良県は一貫貫貫貫してしてしてして比比比比較較較較的高的高的高的高いいいい状状状状態態態態がががが続続続続いてきたということです。いてきたということです。いてきたということです。いてきたということです。文化的文化的文化的文化的なこともあり、理なこともあり、理なこともあり、理なこともあり、理由由由由ははははははははっっっっきりとよくわかりませきりとよくわかりませきりとよくわかりませきりとよくわかりませんんんん。。。。私私私私もももも推測推測推測推測にすにすにすにすぎぎぎぎませませませませんんんんけれけれけれけれ
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ども、ども、ども、ども、比比比比較較較較的的的的地地地地域域域域のののの古古古古きよき風土がある地きよき風土がある地きよき風土がある地きよき風土がある地域域域域であることがであることがであることがであることが根根根根づいているというづいているというづいているというづいているという面面面面があるとがあるとがあるとがあると思思思思います。例います。例います。例います。例えばえばえばえば、、、、有有有有配偶配偶配偶配偶者者者者率率率率がががが高高高高いなど、県としての特徴がそもそもいなど、県としての特徴がそもそもいなど、県としての特徴がそもそもいなど、県としての特徴がそもそも背景背景背景背景としてあるととしてあるととしてあるととしてあるということと、いうことと、いうことと、いうことと、在在在在宅宅宅宅医療医療医療医療やややや訪訪訪訪問問問問看看看看護の提護の提護の提護の提供状供状供状供状況況況況をををを見見見見ると、ほかの医療ると、ほかの医療ると、ほかの医療ると、ほかの医療面面面面とととと比比比比べべべべて、て、て、て、比比比比較較較較的的的的奈奈奈奈良県は良県は良県は良県は恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた状状状状況況況況にあります。例にあります。例にあります。例にあります。例えばえばえばえば、、、、看看看看護護護護師数師数師数師数はははは全全全全国平国平国平国平均均均均よりもよりもよりもよりも低低低低いですけれども、いですけれども、いですけれども、いですけれども、訪訪訪訪問問問問看看看看護護護護スススステテテテーーーーショショショションでンでンでンで従従従従事している事している事している事している看看看看護護護護師数師数師数師数はははは全全全全国平国平国平国平均均均均とととと比比比比べべべべてててて高高高高い。また、い。また、い。また、い。また、在在在在宅宅宅宅医療医療医療医療をををを専門専門専門専門的的的的ににににやっやっやっやっておられる方が、ておられる方が、ておられる方が、ておられる方が、都市都市都市都市部だけではなく、中部だけではなく、中部だけではなく、中部だけではなく、中和や和や和や和や東東東東和和和和もももも含含含含めて県めて県めて県めて県下下下下一一一一円円円円にいにいにいにいららららっっっっししししゃゃゃゃるなど、医療提るなど、医療提るなど、医療提るなど、医療提供供供供側側側側も地も地も地も地道道道道にににに活活活活動動動動してくださる方がいらしてくださる方がいらしてくださる方がいらしてくださる方がいらっっっっししししゃゃゃゃることも良い方ることも良い方ることも良い方ることも良い方向向向向にににに寄寄寄寄与与与与しているとしているとしているとしていると思思思思います。います。います。います。なかなかはなかなかはなかなかはなかなかはっっっっきりとした理きりとした理きりとした理きりとした理由由由由までまでまでまで迫迫迫迫ることはできませることはできませることはできませることはできませんんんんが、が、が、が、私私私私がががが今今今今感感感感じてるじてるじてるじてる範囲範囲範囲範囲で申しで申しで申しで申し上げると、そういうとこ上げると、そういうとこ上げると、そういうとこ上げると、そういうところろろろです。です。です。です。○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 今今今今、、、、在在在在宅宅宅宅でのでのでのでの看看看看取取取取りということがりということがりということがりということが言言言言われているわけですし、われているわけですし、われているわけですし、われているわけですし、原因原因原因原因がががが何何何何かをさかをさかをさかをさらにしらにしらにしらにしっっっっかりつかかりつかかりつかかりつかんんんんでいただき、奈良県でいただき、奈良県でいただき、奈良県でいただき、奈良県全体全体全体全体がががが在在在在宅宅宅宅医療、医療、医療、医療、在在在在宅宅宅宅介介介介護を護を護を護を含含含含めてめてめてめて進ん進ん進ん進んでいくこでいくこでいくこでいくことをよとをよとをよとをよろろろろしくお願い申し上げたいとしくお願い申し上げたいとしくお願い申し上げたいとしくお願い申し上げたいと思思思思います。います。います。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。○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長 まだまだまだまだ質問質問質問質問のある方がおられますが、ここで１０分のある方がおられますが、ここで１０分のある方がおられますが、ここで１０分のある方がおられますが、ここで１０分間間間間休憩休憩休憩休憩をとりたいとをとりたいとをとりたいとをとりたいと思思思思いいいいます。３ます。３ます。３ます。３時時時時までには着席してください。までには着席してください。までには着席してください。までには着席してください。暫暫暫暫時時時時休憩休憩休憩休憩に入ります。に入ります。に入ります。に入ります。１４：４５分１４：４５分１４：４５分１４：４５分 休憩休憩休憩休憩１５：０１分１５：０１分１５：０１分１５：０１分 再再再再開開開開○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長 再再再再開します。開します。開します。開します。○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 それでは、大きく分けて４つほどのそれでは、大きく分けて４つほどのそれでは、大きく分けて４つほどのそれでは、大きく分けて４つほどのテテテテーーーーママママでででで質問質問質問質問します。します。します。します。初めに、初めに、初めに、初めに、待待待待機機機機児童児童児童児童問題問題問題問題です。先ほどです。先ほどです。先ほどです。先ほど質問質問質問質問があがあがあがあっっっった部分はた部分はた部分はた部分は省省省省きます。３年きます。３年きます。３年きます。３年連続連続連続連続でででで全全全全国国国国的的的的ににににもももも待待待待機機機機児童児童児童児童がががが増加増加増加増加しているというしているというしているというしているというニニニニュュュューーーーススススが出ており、このが出ており、このが出ており、このが出ており、この問題問題問題問題は社会は社会は社会は社会問題問題問題問題になになになになっっっってからてからてからてから約約約約２０年になりますが、改２０年になりますが、改２０年になりますが、改２０年になりますが、改善善善善どこどこどこどころろろろかますますかますますかますますかますます深刻深刻深刻深刻なななな状状状状況況況況になになになになっっっっているとているとているとていると思思思思います。います。います。います。奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の待待待待機機機機児童児童児童児童は２８７人と先ほどは２８７人と先ほどは２８７人と先ほどは２８７人と先ほど答弁答弁答弁答弁がありましたが、この３年がありましたが、この３年がありましたが、この３年がありましたが、この３年間間間間で、いただいたで、いただいたで、いただいたで、いただいた資料資料資料資料をををを見見見見ても２５３人、２６０人、２８７人とても２５３人、２６０人、２８７人とても２５３人、２６０人、２８７人とても２５３人、２６０人、２８７人とふふふふええええていていていていっっっっているているているている状状状状況況況況です。です。です。です。ふふふふええええている理ている理ている理ている理由由由由についても、先ほどごについても、先ほどごについても、先ほどごについても、先ほどご答弁答弁答弁答弁があり、国も当初は２０１７年度があり、国も当初は２０１７年度があり、国も当初は２０１７年度があり、国も当初は２０１７年度末末末末をををを目標目標目標目標にににに待待待待機機機機児童児童児童児童ををををゼゼゼゼロロロロにするとにするとにするとにすると言っ言っ言っ言ってきたのをてきたのをてきたのをてきたのを断断断断念念念念して、２０２０年度して、２０２０年度して、２０２０年度して、２０２０年度末末末末に先日先に先日先に先日先に先日先延延延延ばばばばしをしたということです。しをしたということです。しをしたということです。しをしたということです。そこで、そこで、そこで、そこで、待待待待機機機機児童児童児童児童の解の解の解の解消消消消にににに向向向向けて、奈良県ではどのようにけて、奈良県ではどのようにけて、奈良県ではどのようにけて、奈良県ではどのように取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできたのか、それかできたのか、それかできたのか、それかできたのか、それから、ら、ら、ら、施設施設施設施設の定員をの定員をの定員をの定員をふふふふややややしてきたとしてきたとしてきたとしてきたと思思思思うのですけれども、うのですけれども、うのですけれども、うのですけれども、ふふふふええええたたたた施設数施設数施設数施設数のののの認可認可認可認可保保保保育育育育所、所、所、所、認認認認定定定定こども園などのこども園などのこども園などのこども園などの内内内内訳訳訳訳がどのようにながどのようにながどのようにながどのようになっっっっているのか、おているのか、おているのか、おているのか、お尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。
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○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長 待待待待機機機機児童児童児童児童解解解解消消消消にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みです。県においては、国の交付みです。県においては、国の交付みです。県においては、国の交付みです。県においては、国の交付金等を金等を金等を金等を活用活用活用活用して、保して、保して、保して、保育育育育所等の所等の所等の所等の整備整備整備整備を行うを行うを行うを行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支援支援支援支援を行を行を行を行っっっっています。また、ています。また、ています。また、ています。また、待待待待機機機機児童児童児童児童発発発発生の一生の一生の一生の一因因因因ともなともなともなともなっっっっている保ている保ている保ている保育育育育士士士士確確確確保について、保について、保について、保について、潜潜潜潜在在在在保保保保育育育育士士士士のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしもこしもこしもこしも含含含含めて、めて、めて、めて、保保保保育育育育士士士士人人人人材バ材バ材バ材バンンンンククククによるによるによるによる就就就就職職職職支援支援支援支援、、、、ママママッッッッチチチチンンンンググググをををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろです。です。です。です。次に、保次に、保次に、保次に、保育育育育所等の所等の所等の所等の整備数整備数整備数整備数について、平成２９年４月で保について、平成２９年４月で保について、平成２９年４月で保について、平成２９年４月で保育育育育所は１６７所は１６７所は１６７所は１６７カカカカ所で、所で、所で、所で、前前前前年より年より年より年より１１１１１１１１カカカカ所所所所減減減減っっっっています。ています。ています。ています。幼幼幼幼保保保保連携連携連携連携型型型型認認認認定こども園については４４定こども園については４４定こども園については４４定こども園については４４カカカカ所で、所で、所で、所で、前前前前年より１５年より１５年より１５年より１５カカカカ所所所所ふふふふええええています。小ています。小ています。小ています。小規模規模規模規模保保保保育育育育事業については１７事業については１７事業については１７事業については１７カカカカ所で、所で、所で、所で、前前前前年より４年より４年より４年より４カカカカ所の所の所の所の増増増増となとなとなとなっっっっていていていています。ます。ます。ます。以以以以上です。上です。上です。上です。○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 施設施設施設施設をををを努力努力努力努力してしてしてしてふふふふややややしてきているのですけれども、その中で、大変してきているのですけれども、その中で、大変してきているのですけれども、その中で、大変してきているのですけれども、その中で、大変気気気気になりになりになりになりますのが、保ますのが、保ますのが、保ますのが、保育育育育所です。所です。所です。所です。認可認可認可認可保保保保育育育育所が所が所が所がママママイイイイナナナナススススになり、になり、になり、になり、認認認認定こども園が定こども園が定こども園が定こども園がププププララララススススになになになになっっっっていていていているということで、るということで、るということで、るということで、逆逆逆逆転現転現転現転現象象象象がががが起起起起きています。きています。きています。きています。幼幼幼幼保保保保連携連携連携連携型型型型認認認認定こども園が定こども園が定こども園が定こども園が多多多多いのかといのかといのかといのかと思思思思いまいまいまいますけれども、すけれども、すけれども、すけれども、待待待待機機機機児童児童児童児童の中での中での中での中で多多多多いのが、０いのが、０いのが、０いのが、０歳児歳児歳児歳児から２から２から２から２歳児歳児歳児歳児になるのです。になるのです。になるのです。になるのです。認認認認定こども園で定こども園で定こども園で定こども園では、こども園によは、こども園によは、こども園によは、こども園によっっっってててて違違違違いますけれども、０いますけれども、０いますけれども、０いますけれども、０歳歳歳歳、１、１、１、１歳歳歳歳、２、２、２、２歳歳歳歳のののの子子子子どもを受け入れられていどもを受け入れられていどもを受け入れられていどもを受け入れられていないとこないとこないとこないところろろろもあります。そういうもあります。そういうもあります。そういうもあります。そういう状状状状況況況況のため、のため、のため、のため、認可認可認可認可保保保保育育育育所をきち所をきち所をきち所をきちんんんんとととと整備整備整備整備していくことが、していくことが、していくことが、していくことが、待待待待機機機機児童児童児童児童を解を解を解を解消消消消していくためにどうしてもしていくためにどうしてもしていくためにどうしてもしていくためにどうしても必必必必要だと要だと要だと要だと思思思思いますけれども、これからのいますけれども、これからのいますけれども、これからのいますけれども、これからの取取取取りりりり組組組組みについてはどうでしみについてはどうでしみについてはどうでしみについてはどうでしょょょょうか。うか。うか。うか。○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長○正垣子育て支援課長 今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みですけれども、みですけれども、みですけれども、みですけれども、認認認認定こども園については、定こども園については、定こども園については、定こども園については、認認認認定こ定こ定こ定こども園の年ども園の年ども園の年ども園の年齢齢齢齢別別別別の定員のの定員のの定員のの定員の設設設設定等によりますが、基本定等によりますが、基本定等によりますが、基本定等によりますが、基本的的的的には０には０には０には０歳児歳児歳児歳児からを対からを対からを対からを対象象象象としているとしているとしているとしている施施施施設設設設です。です。です。です。保保保保育育育育所所所所や認や認や認や認定こども園などを、どのように提定こども園などを、どのように提定こども園などを、どのように提定こども園などを、どのように提供供供供していくかということについては、保していくかということについては、保していくかということについては、保していくかということについては、保育育育育のののの実施主体実施主体実施主体実施主体であるであるであるである市町村市町村市町村市町村が、地が、地が、地が、地域域域域のののの幼児教幼児教幼児教幼児教育育育育、保、保、保、保育育育育ののののニニニニーーーーズズズズをををを踏踏踏踏ままままええええて、地て、地て、地て、地域域域域のののの実実実実情情情情に応に応に応に応じてじてじてじて判判判判断断断断されるとされるとされるとされると考え考え考え考えています。ています。ています。ています。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 それでは、それでは、それでは、それでは、意見意見意見意見にしておきますけれども、にしておきますけれども、にしておきますけれども、にしておきますけれども、認可認可認可認可保保保保育育育育所を所を所を所をふふふふややややしていくことが、していくことが、していくことが、していくことが、父母父母父母父母のののの期期期期待待待待、、、、ニニニニーーーーズズズズであり、であり、であり、であり、安心安全安心安全安心安全安心安全の保の保の保の保育育育育ということで、ということで、ということで、ということで、非非非非常常常常にににに手手手手厚い保厚い保厚い保厚い保育育育育がががが求求求求められめられめられめられているとているとているとていると思思思思いますので、そういういますので、そういういますので、そういういますので、そういう状状状状況況況況をををを把握把握把握把握していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思います。また奈良県は、います。また奈良県は、います。また奈良県は、います。また奈良県は、女性の女性の女性の女性の就労就労就労就労率率率率がががが非非非非常常常常にににに低低低低いわけですから、女性のいわけですから、女性のいわけですから、女性のいわけですから、女性の活活活活躍躍躍躍をををを促促促促進進進進するというするというするというするという観点観点観点観点からも、からも、からも、からも、非非非非常常常常に大事なことだとに大事なことだとに大事なことだとに大事なことだと思思思思います。それいます。それいます。それいます。それぞぞぞぞれのれのれのれの市町村市町村市町村市町村によりますけれども、によりますけれども、によりますけれども、によりますけれども、認可認可認可認可保保保保育育育育所を所を所を所をふふふふややややすすすすように、指ように、指ように、指ように、指導導導導はできないかもしれませはできないかもしれませはできないかもしれませはできないかもしれませんんんんが、が、が、が、考え考え考え考えていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。これは要います。これは要います。これは要います。これは要望望望望にしておきます。にしておきます。にしておきます。にしておきます。次に、次に、次に、次に、認認認認知知知知症症症症の初の初の初の初期期期期集集集集中中中中支援支援支援支援事業についてお事業についてお事業についてお事業についてお尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。認認認認知知知知症症症症のののの患患患患者は２０２５年に者は２０２５年に者は２０２５年に者は２０２５年に
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７００７００７００７００万万万万人になると人になると人になると人になると推推推推計されています。計されています。計されています。計されています。今今今今その対応が大きなその対応が大きなその対応が大きなその対応が大きな課題課題課題課題になになになになっっっっており、特に初ており、特に初ており、特に初ており、特に初期期期期の対応がの対応がの対応がの対応が重重重重要とされています。要とされています。要とされています。要とされています。認認認認知知知知症症症症の初の初の初の初期期期期集集集集中中中中支援支援支援支援事業は、２０１５年の事業は、２０１５年の事業は、２０１５年の事業は、２０１５年の介介介介護保険護保険護保険護保険制制制制度度度度の改定の中で、地の改定の中で、地の改定の中で、地の改定の中で、地域支援域支援域支援域支援事業の一つとして事業の一つとして事業の一つとして事業の一つとして任意任意任意任意事業とされたものですが、事業とされたものですが、事業とされたものですが、事業とされたものですが、来来来来年度から年度から年度から年度から全全全全ててててのののの自治自治自治自治体体体体でのでのでのでの実施実施実施実施がががが義義義義務づけられました。そこで、奈良県の務づけられました。そこで、奈良県の務づけられました。そこで、奈良県の務づけられました。そこで、奈良県の市町村市町村市町村市町村でのでのでのでの設置状設置状設置状設置状況況況況及び及び及び及び設置設置設置設置しているしているしているしている市町村市町村市町村市町村のののの相相相相談談談談件件件件数数数数、、、、相相相相談談談談のののの多多多多いいいい市町村市町村市町村市町村のののの状状状状況況況況についておについておについておについてお尋尋尋尋ねねねねします。また、します。また、します。また、します。また、来来来来年年年年度から度から度から度から全全全全てのてのてのての市町村市町村市町村市町村でのでのでのでの実施実施実施実施がががが義義義義務づけられますけれども、務づけられますけれども、務づけられますけれども、務づけられますけれども、実施実施実施実施のののの見通見通見通見通しはついているのしはついているのしはついているのしはついているのでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。○井勝地域包括ケア推進室長○井勝地域包括ケア推進室長○井勝地域包括ケア推進室長○井勝地域包括ケア推進室長 認認認認知知知知症症症症初初初初期期期期集集集集中中中中支援支援支援支援チチチチーーーームムムムに関するごに関するごに関するごに関するご質問質問質問質問におにおにおにお答答答答ええええします。します。します。します。認認認認知知知知症症症症初初初初期期期期集集集集中中中中支援支援支援支援チチチチーーーームムムムに関して、本年６月に行に関して、本年６月に行に関して、本年６月に行に関して、本年６月に行っっっったたたた調調調調査では、奈良査では、奈良査では、奈良査では、奈良市や市や市や市や大大大大和高和高和高和高田田田田市市市市ななななど、１７ど、１７ど、１７ど、１７市町村市町村市町村市町村が平成２８年度が平成２８年度が平成２８年度が平成２８年度末末末末までにまでにまでにまでに既既既既にににに実施実施実施実施しています。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、桜桜桜桜井井井井市や市や市や市や五條五條五條五條市市市市ななななど、９ど、９ど、９ど、９市町村市町村市町村市町村がががが今今今今年度中の年度中の年度中の年度中の実施実施実施実施を予定しているとこを予定しているとこを予定しているとこを予定しているところろろろです。です。です。です。残残残残り１３り１３り１３り１３市町村市町村市町村市町村については、については、については、については、平成３０年４月の平成３０年４月の平成３０年４月の平成３０年４月の設置設置設置設置にににに向向向向けてけてけてけて準備準備準備準備をををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろです。です。です。です。このときのこのときのこのときのこのときの調調調調査で、平成２８年度の査で、平成２８年度の査で、平成２８年度の査で、平成２８年度の相相相相談談談談件件件件数数数数についてについてについてについて確認確認確認確認したとこしたとこしたとこしたところろろろ、県、県、県、県全体全体全体全体では２０では２０では２０では２０３件の３件の３件の３件の相相相相談談談談を受けています。このうち、を受けています。このうち、を受けています。このうち、を受けています。このうち、相相相相談談談談件件件件数数数数のののの多多多多いとこいとこいとこいところろろろは、例は、例は、例は、例えばえばえばえば、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市の８２の８２の８２の８２件件件件やややや田田田田原原原原本本本本町町町町の２９件、の２９件、の２９件、の２９件、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市の１７件、の１７件、の１７件、の１７件、三三三三郷郷郷郷町町町町の１８件など、いちの１８件など、いちの１８件など、いちの１８件など、いち早早早早くくくく活活活活動動動動を開を開を開を開始始始始したしたしたした市町市町市町市町での件での件での件での件数数数数がががが多多多多くなくなくなくなっっっっています。ています。ています。ています。平成３０年４月の平成３０年４月の平成３０年４月の平成３０年４月の実施実施実施実施にににに向向向向けてのけてのけてのけての状状状状況況況況ですけれども、県では、ですけれども、県では、ですけれども、県では、ですけれども、県では、全全全全てのてのてのての市町村市町村市町村市町村がががが確実確実確実確実にににに実実実実施施施施できるよう、できるよう、できるよう、できるよう、市町村や市町村や市町村や市町村や県医県医県医県医師師師師会と会と会と会と協協協協力力力力して、初して、初して、初して、初期期期期集集集集中中中中支援支援支援支援チチチチーーーームムムムにににに加加加加わわわわっっっっていただくていただくていただくていただく認認認認知知知知症症症症ササササポポポポーーーートトトト医の養成に医の養成に医の養成に医の養成に取取取取りりりり組む組む組む組むとともに、とともに、とともに、とともに、チチチチーーーームムムム員となる員となる員となる員となる専門専門専門専門職職職職や市町村や市町村や市町村や市町村職員に対する職員に対する職員に対する職員に対するチチチチーーーームムムム員養成員養成員養成員養成研修研修研修研修をををを実施実施実施実施するなど、するなど、するなど、するなど、市町村市町村市町村市町村のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支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。です。です。です。また、また、また、また、南南南南和和和和圏圏圏圏域域域域のように、初のように、初のように、初のように、初期期期期集集集集中中中中支援支援支援支援チチチチーーーームムムムのののの設置設置設置設置に関して医に関して医に関して医に関して医師師師師のののの確確確確保などの保などの保などの保などの難難難難しさしさしさしさをををを感感感感じている地じている地じている地じている地域域域域では、吉野保健所とでは、吉野保健所とでは、吉野保健所とでは、吉野保健所と連携連携連携連携して、して、して、して、市町村市町村市町村市町村のののの認認認認知知知知症症症症施施施施策策策策担担担担当当当当課課課課長で構成する長で構成する長で構成する長で構成するワワワワーーーーキキキキンンンンググググ会議を開会議を開会議を開会議を開催催催催し、医し、医し、医し、医師師師師会会会会やややや南南南南奈良総合医療センターの奈良総合医療センターの奈良総合医療センターの奈良総合医療センターの協協協協力力力力をををを得得得得て、て、て、て、ササササポポポポーーーートトトト医の医の医の医の養成と養成と養成と養成とチチチチーーーームムムムへのへのへのへの参参参参加加加加について合について合について合について合意意意意形形形形成することができました。成することができました。成することができました。成することができました。現在現在現在現在は、は、は、は、設置設置設置設置にににに必必必必要な要要な要要な要要な要綱綱綱綱についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的なななな検討検討検討検討をををを進進進進めており、こうした地めており、こうした地めており、こうした地めており、こうした地域域域域でも平成３０年４月からでも平成３０年４月からでも平成３０年４月からでも平成３０年４月から実施実施実施実施できるできるできるできるとととと見見見見込込込込んんんんでいます。でいます。でいます。でいます。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 全全全全てのてのてのての市町村市町村市町村市町村でででで設置設置設置設置するするするする見通見通見通見通しがついているということです。しがついているということです。しがついているということです。しがついているということです。全全全全国国国国的的的的なななな状状状状況況況況などが、などが、などが、などが、新新新新聞聞聞聞で報で報で報で報道道道道されていますが、なかなか機されていますが、なかなか機されていますが、なかなか機されていますが、なかなか機能能能能していないと。先ほども奈良していないと。先ほども奈良していないと。先ほども奈良していないと。先ほども奈良市市市市は８２は８２は８２は８２件というご報告がありましたけれども、件というご報告がありましたけれども、件というご報告がありましたけれども、件というご報告がありましたけれども、全全全全てのてのてのての市町村市町村市町村市町村でででで必必必必要性が要性が要性が要性が非非非非常常常常にににに高高高高いといといといと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。求求求求められるものはめられるものはめられるものはめられるものは非非非非常常常常にににに高高高高いといといといと思思思思いますし、特に地いますし、特に地いますし、特に地いますし、特に地域域域域包包包包括ケ括ケ括ケ括ケアシアシアシアシスススステムテムテムテムをずをずをずをずっっっっと大きくと大きくと大きくと大きく進進進進
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めるわけで、その一めるわけで、その一めるわけで、その一めるわけで、その一環環環環にもなるもので、にもなるもので、にもなるもので、にもなるもので、十十十十分機分機分機分機能能能能するかどうかはするかどうかはするかどうかはするかどうかは非非非非常常常常に大に大に大に大切切切切だとだとだとだと思思思思っっっっていていていています。ます。ます。ます。厚生厚生厚生厚生労労労労働働働働省省省省は、地は、地は、地は、地域支援域支援域支援域支援事業に対して、１事業に対して、１事業に対して、１事業に対して、１市町村市町村市町村市町村に１に１に１に１，，，，０２６０２６０２６０２６万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円を上限にを上限にを上限にを上限に助助助助成しています。奈良成しています。奈良成しています。奈良成しています。奈良市市市市のののの場場場場合、４８０合、４８０合、４８０合、４８０万円万円万円万円程程程程度ということで、まだまだ度ということで、まだまだ度ということで、まだまだ度ということで、まだまだ十十十十分分分分活用活用活用活用されてされてされてされていないわけです。いないわけです。いないわけです。いないわけです。認認認認知知知知症症症症がががが非非非非常常常常ににににふふふふええええて、しかも初て、しかも初て、しかも初て、しかも初期期期期に対応することが大事だと。に対応することが大事だと。に対応することが大事だと。に対応することが大事だと。在在在在宅宅宅宅で、地で、地で、地で、地域域域域でそういでそういでそういでそういう方たちも一う方たちも一う方たちも一う方たちも一緒緒緒緒にににに暮暮暮暮らしていけるらしていけるらしていけるらしていける状状状状況況況況をつくるために、この事業がをつくるために、この事業がをつくるために、この事業がをつくるために、この事業が十十十十分機分機分機分機能能能能することが大することが大することが大することが大事だと事だと事だと事だと思思思思います。これから第７います。これから第７います。これから第７います。これから第７期期期期奈良県奈良県奈良県奈良県介介介介護保険事業護保険事業護保険事業護保険事業支援支援支援支援計計計計画画画画がつくられますが、その中がつくられますが、その中がつくられますが、その中がつくられますが、その中にににに恐恐恐恐らく地らく地らく地らく地域支援域支援域支援域支援事業として入ると事業として入ると事業として入ると事業として入ると思思思思いますので、しいますので、しいますので、しいますので、しっっっっかりとかりとかりとかりと充充充充実実実実するように、指するように、指するように、指するように、指導導導導をしをしをしをしていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。次に、養護次に、養護次に、養護次に、養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムム、、、、経経経経過過過過的的的的軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムム、、、、Ａ型Ａ型Ａ型Ａ型とととと言っ言っ言っ言っています、についておています、についておています、についておています、についてお尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。老老老老人福祉法は１９６３年に公人福祉法は１９６３年に公人福祉法は１９６３年に公人福祉法は１９６３年に公布布布布され、され、され、され、随随随随分分分分古古古古くなりますけれども、それに基づいくなりますけれども、それに基づいくなりますけれども、それに基づいくなりますけれども、それに基づいて、養護て、養護て、養護て、養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムム及び及び及び及び経経経経過過過過的的的的軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムはつくられたわけですが、奈良県にはそれはつくられたわけですが、奈良県にはそれはつくられたわけですが、奈良県にはそれはつくられたわけですが、奈良県にはそれぞぞぞぞれれれれ何何何何カカカカ所あるのでし所あるのでし所あるのでし所あるのでしょょょょうか。また養護うか。また養護うか。また養護うか。また養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムム、、、、経経経経過過過過的的的的軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムの定員の定員の定員の定員数数数数及び及び及び及び入所入所入所入所率率率率は、どうなは、どうなは、どうなは、どうなっっっっているのでしているのでしているのでしているのでしょょょょうか。また、生うか。また、生うか。また、生うか。また、生活活活活保護で入所されているのか、年金生保護で入所されているのか、年金生保護で入所されているのか、年金生保護で入所されているのか、年金生活活活活なのかという、入所者のなのかという、入所者のなのかという、入所者のなのかという、入所者の経済経済経済経済的問題的問題的問題的問題について、どうなについて、どうなについて、どうなについて、どうなっっっっているのかおているのかおているのかおているのかお尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。○井勝地域包括ケア推進室長○井勝地域包括ケア推進室長○井勝地域包括ケア推進室長○井勝地域包括ケア推進室長 経経経経過過過過的的的的軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムム、、、、Ａ型Ａ型Ａ型Ａ型と、養護と、養護と、養護と、養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの状状状状況況況況にににについておついておついておついてお答答答答ええええします。します。します。します。まず、まず、まず、まず、軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムム、、、、Ａ型Ａ型Ａ型Ａ型ですが、６ですが、６ですが、６ですが、６施設施設施設施設あり、定員が３２０名です。入所あり、定員が３２０名です。入所あり、定員が３２０名です。入所あり、定員が３２０名です。入所率率率率は平成は平成は平成は平成２９年４月１日２９年４月１日２９年４月１日２９年４月１日現在現在現在現在で９５で９５で９５で９５．．．．９９９９％％％％になになになになっっっっています。ています。ています。ています。養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムについては、県については、県については、県については、県内内内内で１２で１２で１２で１２施設施設施設施設あり、定員が８５０名です。平成２９年４あり、定員が８５０名です。平成２９年４あり、定員が８５０名です。平成２９年４あり、定員が８５０名です。平成２９年４月１日月１日月１日月１日現在現在現在現在の入所の入所の入所の入所率率率率は８０は８０は８０は８０．．．．１１１１％％％％となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。入所者の生入所者の生入所者の生入所者の生活活活活保護の保護の保護の保護の状状状状況況況況などなどなどなど経済経済経済経済的的的的なななな状状状状況況況況についてのについてのについてのについての質問質問質問質問ですが、入所者のうちですが、入所者のうちですが、入所者のうちですが、入所者のうち何何何何名が名が名が名が生生生生活活活活保護を受けておられるかは保護を受けておられるかは保護を受けておられるかは保護を受けておられるかは把握把握把握把握できていませできていませできていませできていませんんんんが、が、が、が、多多多多くはくはくはくは経済経済経済経済的的的的にににに困難困難困難困難な方が入所さな方が入所さな方が入所さな方が入所されているとれているとれているとれていると認認認認識識識識しています。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 養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムム及び及び及び及び経経経経過過過過的的的的軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムに入所されている方のに入所されている方のに入所されている方のに入所されている方の状状状状況況況況についについについについておておておてお答答答答ええええいただきました。養護いただきました。養護いただきました。養護いただきました。養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムは、は、は、は、経済経済経済経済的的的的に養護がに養護がに養護がに養護が必必必必要な方要な方要な方要な方 々々々々をををを支え支え支え支えるるるる役割役割役割役割をををを持持持持つつつつ施設施設施設施設です。です。です。です。今今今今、、、、単単単単身身身身生生生生活活活活者が者が者が者がふふふふええええていますし、年金のていますし、年金のていますし、年金のていますし、年金の引引引引きききき下下下下げでげでげでげで経済経済経済経済的的的的に生に生に生に生活活活活がががが困難困難困難困難になる方がになる方がになる方がになる方がふふふふええええているているているている今今今今日、ますますその日、ますますその日、ますますその日、ますますその役割役割役割役割が大きくなが大きくなが大きくなが大きくなっっっっているのですけれども、入所ているのですけれども、入所ているのですけれども、入所ているのですけれども、入所率率率率は８０は８０は８０は８０．．．．１１１１％％％％だとおだとおだとおだとお答答答答ええええいただきました。入所いただきました。入所いただきました。入所いただきました。入所率率率率がががが低低低低いですいですいですいですねねねね。先日、奈良。先日、奈良。先日、奈良。先日、奈良市内市内市内市内の養護の養護の養護の養護
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老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの施設施設施設施設長からも、このままの長からも、このままの長からも、このままの長からも、このままの状状状状態態態態ではではではでは運営運営運営運営がががが困難困難困難困難になる、要するにあいているになる、要するにあいているになる、要するにあいているになる、要するにあいているということで、ということで、ということで、ということで、訴訴訴訴ええええがありました。がありました。がありました。がありました。施設施設施設施設にににに伺伺伺伺っっっって、て、て、て、資料資料資料資料をいただきましたが、をいただきましたが、をいただきましたが、をいただきましたが、全全全全国国国国的的的的にはにはにはには入所入所入所入所率率率率が８７が８７が８７が８７．．．．３３３３％％％％ですけれども、奈良県のですけれども、奈良県のですけれども、奈良県のですけれども、奈良県の場場場場合は６１合は６１合は６１合は６１．．．．７７７７％％％％で、４４で、４４で、４４で、４４位位位位なのです。なのです。なのです。なのです。奈良奈良奈良奈良市市市市のののの場場場場合は７２合は７２合は７２合は７２．．．．７７７７％％％％というというというという状状状状況況況況で、で、で、で、非非非非常常常常にににに低低低低いといといといと思思思思います。１２のいます。１２のいます。１２のいます。１２の施設施設施設施設別別別別にににに資料資料資料資料をいただきました。例をいただきました。例をいただきました。例をいただきました。例えばえばえばえば、、、、視力視力視力視力障障障障害者の方を対害者の方を対害者の方を対害者の方を対象象象象にしたにしたにしたにした慈母慈母慈母慈母園という園という園という園という施設施設施設施設がががが高取町高取町高取町高取町にあにあにあにあります。そこは１００ります。そこは１００ります。そこは１００ります。そこは１００％％％％です。それからです。それからです。それからです。それから聖ヨゼ聖ヨゼ聖ヨゼ聖ヨゼフフフフ・・・・ホホホホーーーームムムム、、、、御御御御所所所所市市市市のののの施設施設施設施設ですが、そこもですが、そこもですが、そこもですが、そこも１００１００１００１００％％％％です。です。です。です。低低低低いとこいとこいとこいところろろろといいますと、といいますと、といいますと、といいますと、極端極端極端極端にににに低低低低いのです。いのです。いのです。いのです。三三三三室園が４１室園が４１室園が４１室園が４１％％％％、それから、それから、それから、それから花咲寮花咲寮花咲寮花咲寮も５６も５６も５６も５６．．．．３３３３％％％％ということで、ということで、ということで、ということで、随随随随分あいているということです。分あいているということです。分あいているということです。分あいているということです。経経経経過過過過的的的的軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムの入所の入所の入所の入所率率率率はははは非非非非常常常常にににに高高高高くなくなくなくなっっっっているているているている状状状状況況況況だとだとだとだと思思思思います。その中で、います。その中で、います。その中で、います。その中で、奈良県奈良県奈良県奈良県老老老老人福祉人福祉人福祉人福祉施設協施設協施設協施設協議会から、議会から、議会から、議会から、施設施設施設施設並並並並びに予算に関する平成３０年度要びに予算に関する平成３０年度要びに予算に関する平成３０年度要びに予算に関する平成３０年度要望望望望が出ていますが出ていますが出ていますが出ていますが、そこでも養護が、そこでも養護が、そこでも養護が、そこでも養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムの入所の入所の入所の入所率率率率のののの低低低低さが指さが指さが指さが指摘摘摘摘されており、されており、されており、されており、役割役割役割役割と機と機と機と機能能能能を果たせるよを果たせるよを果たせるよを果たせるように指うに指うに指うに指導導導導されたいとされたいとされたいとされたいと意見意見意見意見が出されているとが出されているとが出されているとが出されていると思思思思いますけれども、こうした入所いますけれども、こうした入所いますけれども、こうした入所いますけれども、こうした入所率率率率がががが低低低低いいいい状状状状態態態態をどのようにおをどのようにおをどのようにおをどのようにお考え考え考え考えでしでしでしでしょょょょうか。また、要うか。また、要うか。また、要うか。また、要望望望望が出されていますように、入所が出されていますように、入所が出されていますように、入所が出されていますように、入所率率率率をををを高高高高めて、めて、めて、めて、本本本本来来来来のののの役割役割役割役割を果たせるようにしていくためには、どうしていこうとを果たせるようにしていくためには、どうしていこうとを果たせるようにしていくためには、どうしていこうとを果たせるようにしていくためには、どうしていこうと考え考え考え考えているのでしているのでしているのでしているのでしょょょょううううか。か。か。か。また、また、また、また、軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムですが、これもですが、これもですが、これもですが、これも同同同同じようにじようにじようにじように経済経済経済経済的的的的にににに非非非非常常常常にににに困難困難困難困難な方が、所な方が、所な方が、所な方が、所得得得得によによによによっっっって一定のて一定のて一定のて一定の運営運営運営運営費を納めるという費を納めるという費を納めるという費を納めるという形形形形になになになになっっっっています。いています。いています。いています。いろろろろいいいいろろろろなななな施設施設施設施設にににに聞聞聞聞いても、入所いても、入所いても、入所いても、入所希希希希望望望望者は応じ者は応じ者は応じ者は応じ切切切切れないほどいます。ただ、先ほどれないほどいます。ただ、先ほどれないほどいます。ただ、先ほどれないほどいます。ただ、先ほど言言言言いましたように、このいましたように、このいましたように、このいましたように、この制制制制度がつくられた度がつくられた度がつくられた度がつくられたのはのはのはのは老老老老人福祉法で、人福祉法で、人福祉法で、人福祉法で、随随随随分分分分前前前前です。最です。最です。最です。最近近近近のののの軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムは、は、は、は、ケケケケアアアアハハハハウウウウススススというのがというのがというのがというのが後後後後からからからから出てきていますけれども、もう出てきていますけれども、もう出てきていますけれども、もう出てきていますけれども、もうぼぼぼぼろろろろぼぼぼぼろろろろでででで老朽老朽老朽老朽化化化化しているのです。しているのです。しているのです。しているのです。建建建建てかてかてかてかええええをしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばならないのですけれども、ならないのですけれども、ならないのですけれども、ならないのですけれども、建建建建てかてかてかてかええええ改改改改修修修修をををを考え考え考え考えているているているている施設施設施設施設は５０は５０は５０は５０％％％％ほどだと、要ほどだと、要ほどだと、要ほどだと、要望書望書望書望書の中の中の中の中に記に記に記に記述述述述があります。があります。があります。があります。ケケケケアアアアハハハハウウウウススススへのへのへのへの移移移移行は７４行は７４行は７４行は７４％％％％のののの施設施設施設施設がががが考え考え考え考えていないということです。ていないということです。ていないということです。ていないということです。それで、それで、それで、それで、軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムについては、については、については、については、老朽老朽老朽老朽化化化化がががが進ん進ん進ん進んでいるけれども、でいるけれども、でいるけれども、でいるけれども、建建建建てかてかてかてかえやえやえやえや改改改改修修修修にかにかにかにかかるかるかるかる財源確財源確財源確財源確保が保が保が保が困難困難困難困難というというというという状状状状況況況況であり、であり、であり、であり、耐震耐震耐震耐震補補補補強強強強やややや大大大大規模規模規模規模改改改改修修修修等への補等への補等への補等への補助助助助についておについておについておについてお考え考え考え考えいただけないか、その２いただけないか、その２いただけないか、その２いただけないか、その２点点点点をおをおをおをお尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長 養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの措置措置措置措置とととと軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの老朽老朽老朽老朽化化化化対策についてお対策についてお対策についてお対策についてお答答答答ええええします。します。します。します。まず、１まず、１まず、１まず、１点目点目点目点目の養護の養護の養護の養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの措置措置措置措置、入所、入所、入所、入所率率率率がががが低低低低いことに対する対応ですが、小林委いことに対する対応ですが、小林委いことに対する対応ですが、小林委いことに対する対応ですが、小林委員がお員がお員がお員がお述述述述べべべべのとおり、養護のとおり、養護のとおり、養護のとおり、養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムは、養護がは、養護がは、養護がは、養護が必必必必要な要な要な要な高齢高齢高齢高齢者が者が者が者が市町村市町村市町村市町村長の長の長の長の措置措置措置措置によによによによっっっってててて入所され、生入所され、生入所され、生入所され、生活活活活上の上の上の上の支援支援支援支援を受けるを受けるを受けるを受ける貴貴貴貴重重重重な社会な社会な社会な社会資源資源資源資源です。です。です。です。高齢高齢高齢高齢者の生者の生者の生者の生活活活活のセーのセーのセーのセーフティフティフティフティーーーーネッネッネッネッ
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トトトトをををを担っ担っ担っ担っていただいてるというていただいてるというていただいてるというていただいてるという認認認認識識識識です。です。です。です。そのそのそのその高齢高齢高齢高齢者の生者の生者の生者の生活活活活のセーのセーのセーのセーフティフティフティフティーーーーネッネッネッネットトトトである養護である養護である養護である養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムと、おと、おと、おと、お困困困困りのりのりのりの高齢高齢高齢高齢者がし者がし者がし者がしっっっっかりつながるようにすることが大かりつながるようにすることが大かりつながるようにすることが大かりつながるようにすることが大切切切切だとだとだとだと認認認認識識識識しています。県のしています。県のしています。県のしています。県の取取取取りりりり組組組組みとして、一例をみとして、一例をみとして、一例をみとして、一例を申しますと、地申しますと、地申しますと、地申しますと、地域域域域でおでおでおでお困困困困りのりのりのりの高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の実実実実情情情情をよくごをよくごをよくごをよくご存存存存じの民生委員の方に、じの民生委員の方に、じの民生委員の方に、じの民生委員の方に、研修研修研修研修のののの場場場場などなどなどなどをおかりして、養護をおかりして、養護をおかりして、養護をおかりして、養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの役割や市町村役割や市町村役割や市町村役割や市町村のののの措置制措置制措置制措置制度について説明を行い、つな度について説明を行い、つな度について説明を行い、つな度について説明を行い、つなぐぐぐぐ役役役役割割割割を果たしていただくようごを果たしていただくようごを果たしていただくようごを果たしていただくようご依頼依頼依頼依頼しています。しています。しています。しています。一方、一方、一方、一方、措置権措置権措置権措置権者である者である者である者である市町村市町村市町村市町村に対しては、に対しては、に対しては、に対しては、担担担担当部長会議等の当部長会議等の当部長会議等の当部長会議等の場場場場をおかりして、をおかりして、をおかりして、をおかりして、措置制措置制措置制措置制度度度度のののの適適適適切切切切なななな運用運用運用運用をお願いするとともに、をお願いするとともに、をお願いするとともに、をお願いするとともに、措置措置措置措置に対する国の交付に対する国の交付に対する国の交付に対する国の交付税措置税措置税措置税措置についてのについてのについてのについての周周周周知を知を知を知を図っ図っ図っ図っています。ています。ています。ています。このようなこのようなこのようなこのような取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを通通通通じて、おじて、おじて、おじて、お困困困困りのりのりのりの高齢高齢高齢高齢者と養護者と養護者と養護者と養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムがつながるよう、がつながるよう、がつながるよう、がつながるよう、働働働働ききききかけていきたいとかけていきたいとかけていきたいとかけていきたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。２２２２点目点目点目点目のののの軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの老朽老朽老朽老朽化化化化対策については、小林委員がお対策については、小林委員がお対策については、小林委員がお対策については、小林委員がお述述述述べべべべのとおり、かなりのとおり、かなりのとおり、かなりのとおり、かなり老朽老朽老朽老朽化化化化がががが進ん進ん進ん進んでいるでいるでいるでいる施設施設施設施設もあります。特にもあります。特にもあります。特にもあります。特に今後今後今後今後、順次、順次、順次、順次耐耐耐耐用用用用年年年年数数数数をををを迎迎迎迎ええええるるるる施設施設施設施設もももも多多多多く、このく、このく、このく、この施設施設施設施設もももも高齢高齢高齢高齢者のセー者のセー者のセー者のセーフティフティフティフティーーーーネッネッネッネットトトトの機の機の機の機能能能能を果たしてもらを果たしてもらを果たしてもらを果たしてもらっっっっていますので、ていますので、ていますので、ていますので、老朽老朽老朽老朽化化化化対策を対策を対策を対策をどうしていくかはどうしていくかはどうしていくかはどうしていくかは重重重重要な要な要な要な課題課題課題課題とととと認認認認識識識識しています。しています。しています。しています。現在現在現在現在、第７、第７、第７、第７期期期期奈良県奈良県奈良県奈良県介介介介護保険事業護保険事業護保険事業護保険事業支援支援支援支援計計計計画画画画と一と一と一と一体的体的体的体的に奈良県に奈良県に奈良県に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画画画をををを検討検討検討検討してしてしてしていますが、このいますが、このいますが、このいますが、この過過過過程程程程において、において、において、において、今後今後今後今後、県として、、県として、、県として、、県として、老朽老朽老朽老朽化化化化についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような支援支援支援支援できるかできるかできるかできるかについてについてについてについて検討検討検討検討、議、議、議、議論論論論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え考え考え考えています。ています。ています。ています。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 養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムについては、については、については、については、ぜひぜひぜひぜひ入所入所入所入所率率率率を上げて、地を上げて、地を上げて、地を上げて、地域域域域のセーのセーのセーのセーフティフティフティフティーーーーネッネッネッネットトトトとしての機としての機としての機としての機能能能能をををを発発発発揮揮揮揮できるようにしていただきたいとできるようにしていただきたいとできるようにしていただきたいとできるようにしていただきたいと思思思思います。います。います。います。経経経経過過過過的的的的軽軽軽軽費費費費老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムについても、についても、についても、についても、老朽老朽老朽老朽化化化化に対してに対してに対してに対してぜひぜひぜひぜひ何何何何らかのらかのらかのらかの助助助助成をするように成をするように成をするように成をするように考え考え考え考えていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いまいまいまいます。す。す。す。最最最最後後後後になります。になります。になります。になります。勤勤勤勤務医の長務医の長務医の長務医の長時間時間時間時間労労労労働働働働についてについてについてについて質問質問質問質問します。ことしに入します。ことしに入します。ことしに入します。ことしに入っっっって、病院て、病院て、病院て、病院勤勤勤勤務務務務の医の医の医の医師師師師のののの残残残残業業業業問題問題問題問題がががが続続続続けて報けて報けて報けて報道道道道されています。９月に日本医されています。９月に日本医されています。９月に日本医されています。９月に日本医師師師師会が病院会が病院会が病院会が病院勤勤勤勤務の女性医務の女性医務の女性医務の女性医師師師師をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとしたアアアアンンンンケケケケーーーートトトトで、４人に１人がで、４人に１人がで、４人に１人がで、４人に１人が過労死過労死過労死過労死ラララライイイインとンとンとンと呼呼呼呼ばばばばれる月８０れる月８０れる月８０れる月８０時間時間時間時間のののの労労労労働働働働をしてをしてをしてをしていることがわかいることがわかいることがわかいることがわかっっっったと。そして、１１月のたと。そして、１１月のたと。そして、１１月のたと。そして、１１月の全全全全国医国医国医国医師師師師ユユユユニニニニオオオオンンンン調調調調査では、１査では、１査では、１査では、１カカカカ月の月の月の月の時間外時間外時間外時間外労労労労働働働働は、は、は、は、常常常常勤勤勤勤医で５３医で５３医で５３医で５３．．．．３３３３時間時間時間時間、当、当、当、当直直直直を行を行を行を行っっっっているているているている常常常常勤勤勤勤医で６３医で６３医で６３医で６３．．．．９９９９時間時間時間時間と、と、と、と、深刻深刻深刻深刻な長な長な長な長時間時間時間時間労労労労働働働働がががが蔓延蔓延蔓延蔓延しているということでした。大変しているということでした。大変しているということでした。大変しているということでした。大変ショショショショッッッッククククだだだだっっっったのは、１１月から１２月にかたのは、１１月から１２月にかたのは、１１月から１２月にかたのは、１１月から１２月にかけての、けての、けての、けての、香香香香川県の３県立病院の川県の３県立病院の川県の３県立病院の川県の３県立病院の勤勤勤勤務医の務医の務医の務医の残残残残業が、年２業が、年２業が、年２業が、年２，，，，２５８２５８２５８２５８時間時間時間時間、月１９０、月１９０、月１９０、月１９０時間時間時間時間ぐぐぐぐらいらいらいらいと最と最と最と最悪悪悪悪状状状状態態態態だということです。３だということです。３だということです。３だということです。３割割割割をををを超超超超ええええてててて過労死過労死過労死過労死レベルレベルレベルレベルになになになになっっっっていると。ていると。ていると。ていると。続続続続けて、けて、けて、けて、愛愛愛愛媛媛媛媛
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県立中県立中県立中県立中央央央央病院の病院の病院の病院の勤勤勤勤務医の務医の務医の務医の残残残残業業業業時間時間時間時間が、最長年１が、最長年１が、最長年１が、最長年１，，，，７７７７７７７７７７７７時間時間時間時間、月に１５０、月に１５０、月に１５０、月に１５０時間時間時間時間ぐぐぐぐらいであらいであらいであらいであっっっったと。１たと。１たと。１たと。１割割割割強強強強がががが過労死過労死過労死過労死レベルレベルレベルレベルと報と報と報と報道道道道されたことは、大変されたことは、大変されたことは、大変されたことは、大変ショショショショッッッッククククでした。でした。でした。でした。そこで、県立病院機構のそこで、県立病院機構のそこで、県立病院機構のそこで、県立病院機構の各各各各病院は、どのような病院は、どのような病院は、どのような病院は、どのような状状状状況況況況になになになになっっっっているのか。ているのか。ているのか。ているのか。昨昨昨昨年年年年来来来来、県立病、県立病、県立病、県立病院機構の院機構の院機構の院機構の経経経経営状営状営状営状況況況況がががが思思思思わしくないということで、県立病院地方独立行政法人わしくないということで、県立病院地方独立行政法人わしくないということで、県立病院地方独立行政法人わしくないということで、県立病院地方独立行政法人評評評評価価価価委員会が委員会が委員会が委員会が立ち上げられ、立ち上げられ、立ち上げられ、立ち上げられ、経経経経営営営営改改改改善善善善のののの努力努力努力努力がされています。そのがされています。そのがされています。そのがされています。その折折折折、人件費が大きく、人件費が大きく、人件費が大きく、人件費が大きくふふふふええええた要た要た要た要因因因因としとしとしとして、医て、医て、医て、医師師師師のののの残残残残業が業が業が業が非非非非常常常常ににににふふふふええええており、ており、ており、ており、残残残残業の管理を業の管理を業の管理を業の管理を的確的確的確的確に改に改に改に改善善善善すすすすべべべべきということが指きということが指きということが指きということが指摘摘摘摘ををををされていました。されていました。されていました。されていました。経経経経営営営営改改改改善善善善と管理のと管理のと管理のと管理の面面面面からのからのからのからの課題課題課題課題とされていましたが、医療を医とされていましたが、医療を医とされていましたが、医療を医とされていましたが、医療を医師師師師のののの労労労労働働働働というというというという点点点点からからからから見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、ＥＲＥＲＥＲＥＲ救救救救急急急急もももも導導導導入されて、医入されて、医入されて、医入されて、医師師師師のののの残残残残業業業業時間時間時間時間が大変が大変が大変が大変ふふふふええええたのではないたのではないたのではないたのではないかとかとかとかと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。それでおそれでおそれでおそれでお尋尋尋尋ねねねねしたいのは、県立病院機構における医したいのは、県立病院機構における医したいのは、県立病院機構における医したいのは、県立病院機構における医師師師師のののの超過勤超過勤超過勤超過勤務の務の務の務の実実実実態態態態がががが今今今今どのようにどのようにどのようにどのようにななななっっっっているのか、またているのか、またているのか、またているのか、また超過勤超過勤超過勤超過勤務をどのように改務をどのように改務をどのように改務をどのように改善善善善し、改し、改し、改し、改善善善善されるされるされるされる前前前前とととと比比比比べべべべてててて超過勤超過勤超過勤超過勤務はど務はど務はど務はどのののの程程程程度度度度減減減減少できたのでし少できたのでし少できたのでし少できたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長 医医医医師師師師のののの過過過過重重重重労労労労働働働働についてのごについてのごについてのごについてのご質問質問質問質問です。医です。医です。医です。医師師師師のののの過過過過重重重重労労労労働働働働にににについては、医ついては、医ついては、医ついては、医師不師不師不師不足足足足の中での中での中での中で重重重重要な要な要な要な課題課題課題課題とととと認認認認識識識識しています。しています。しています。しています。働働働働き方改き方改き方改き方改革革革革がががが全全全全国で国で国で国で取取取取りりりり組組組組まれまれまれまれているているているている状状状状況況況況です。です。です。です。県立病院機構の３病院においては、県立病院機構の３病院においては、県立病院機構の３病院においては、県立病院機構の３病院においては、労労労労使使使使でででで三三三三六六六六協協協協定を結定を結定を結定を結んんんんでおり、医でおり、医でおり、医でおり、医師師師師のののの超過勤超過勤超過勤超過勤務につ務につ務につ務についてはいてはいてはいては労労労労働働働働基基基基準準準準法第３６条第２法第３６条第２法第３６条第２法第３６条第２項項項項に基づき定められたに基づき定められたに基づき定められたに基づき定められた労労労労働時間働時間働時間働時間のののの延延延延長の限度等に関する基長の限度等に関する基長の限度等に関する基長の限度等に関する基準準準準というというというという労労労労働働働働省省省省告告告告示示示示にににに従従従従っっっってててて締締締締結されています。結されています。結されています。結されています。県立病院機構においては、医県立病院機構においては、医県立病院機構においては、医県立病院機構においては、医師師師師のののの超過勤超過勤超過勤超過勤務が長務が長務が長務が長時間時間時間時間に及に及に及に及ぶぶぶぶ実実実実態態態態がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、働働働働きききき方改方改方改方改革革革革、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはワワワワーーーークククク・・・・ラララライイイイフフフフ・・・・ババババラララランンンンススススのののの観点観点観点観点から、医から、医から、医から、医師師師師のののの勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間管理の管理の管理の管理の適適適適正正正正化化化化にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろです。平成２９年１月から、です。平成２９年１月から、です。平成２９年１月から、です。平成２９年１月から、時間外時間外時間外時間外勤勤勤勤務務務務命命命命令令令令書書書書の様の様の様の様式式式式を変更して、を変更して、を変更して、を変更して、業務の業務の業務の業務の内容内容内容内容をよりをよりをよりをより具体的具体的具体的具体的に記載することとしました。これにより、業務に記載することとしました。これにより、業務に記載することとしました。これにより、業務に記載することとしました。これにより、業務内容内容内容内容のののの実実実実態態態態把握把握把握把握とととと改改改改善善善善にににに努努努努めています。めています。めています。めています。また、また、また、また、今今今今年度に入り、年度に入り、年度に入り、年度に入り、各各各各診診診診療部長を管理職と療部長を管理職と療部長を管理職と療部長を管理職と位置位置位置位置づけ、づけ、づけ、づけ、診診診診療部長により療部長により療部長により療部長により労労労労務管理を務管理を務管理を務管理を徹底徹底徹底徹底することで、することで、することで、することで、労労労労働時間働時間働時間働時間のののの適適適適正正正正化化化化をををを図っ図っ図っ図っています。ています。ています。ています。これらのこれらのこれらのこれらの取取取取りりりり組組組組みを行みを行みを行みを行っっっった結果、奈良県総合医療センター、西た結果、奈良県総合医療センター、西た結果、奈良県総合医療センター、西た結果、奈良県総合医療センター、西和和和和医療センターにおいて医療センターにおいて医療センターにおいて医療センターにおいては、は、は、は、今今今今年度は１人１年度は１人１年度は１人１年度は１人１カカカカ月平月平月平月平均均均均２０２０２０２０時間時間時間時間台から３０台から３０台から３０台から３０時間時間時間時間台台台台前後前後前後前後というというというという数数数数字字字字になになになになっっっっており、ており、ており、ており、昨昨昨昨年度より大きく年度より大きく年度より大きく年度より大きく縮縮縮縮減減減減されるされるされるされる効効効効果があらわれてきています。果があらわれてきています。果があらわれてきています。果があらわれてきています。県立病院機構では、県立病院機構では、県立病院機構では、県立病院機構では、引引引引きききき続続続続き医き医き医き医師師師師のののの働働働働き方改き方改き方改き方改革革革革のののの取取取取りりりり組組組組みにより、みにより、みにより、みにより、超過勤超過勤超過勤超過勤務務務務縮縮縮縮減減減減をををを進進進進めめめめることとしており、県としてもることとしており、県としてもることとしており、県としてもることとしており、県としても引引引引きききき続続続続きききき取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを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え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以
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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 医医医医師師師師のののの勤勤勤勤務務務務状状状状態態態態については改については改については改については改善善善善されてきているということですけれども、よされてきているということですけれども、よされてきているということですけれども、よされてきているということですけれども、よく指く指く指く指摘摘摘摘される月８０される月８０される月８０される月８０時間以時間以時間以時間以上、上、上、上、過労死過労死過労死過労死ラララライイイインとンとンとンと呼呼呼呼ばばばばれていますが、そのような対れていますが、そのような対れていますが、そのような対れていますが、そのような対象象象象者はい者はい者はい者はいなかなかなかなかっっっったのでしたのでしたのでしたのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長 月８０月８０月８０月８０時間時間時間時間をををを超超超超ええええる人る人る人る人数数数数ですが、ですが、ですが、ですが、現在現在現在現在、、、、聞聞聞聞いているとこいているとこいているとこいているところろろろでは、奈良県総合医療センターにおいては、例では、奈良県総合医療センターにおいては、例では、奈良県総合医療センターにおいては、例では、奈良県総合医療センターにおいては、例えばえばえばえば、１０月では１０人、１０月では１０人、１０月では１０人、１０月では１０人程程程程度いたとお度いたとお度いたとお度いたとお聞聞聞聞ききききしていますが、していますが、していますが、していますが、毎毎毎毎月このような月このような月このような月このような状状状状況況況況ではないと理解しています。ではないと理解しています。ではないと理解しています。ではないと理解しています。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 ニニニニュュュューーーーススススにならないように、管理等をにならないように、管理等をにならないように、管理等をにならないように、管理等を含含含含めて、めて、めて、めて、勤勤勤勤務務務務実実実実態態態態のののの把握把握把握把握をよをよをよをよろろろろしくおしくおしくおしくお願いします。願いします。願いします。願いします。これに関これに関これに関これに関連連連連して、もう１して、もう１して、もう１して、もう１点点点点おおおお聞聞聞聞きします。特定機きします。特定機きします。特定機きします。特定機能能能能病院の病院の病院の病院の違違違違法法法法残残残残業についてです。業についてです。業についてです。業についてです。高高高高度度度度医療を医療を医療を医療を担担担担うううう全全全全国８５の特定機国８５の特定機国８５の特定機国８５の特定機能能能能病院のうち、病院のうち、病院のうち、病院のうち、違違違違法法法法残残残残業業業業やややや残残残残業代の業代の業代の業代の未未未未払払払払いなどで、１９いなどで、１９いなどで、１９いなどで、１９施設施設施設施設がががが労労労労働働働働基基基基準監準監準監準監督署督署督署督署にににに是是是是正正正正勧勧勧勧告を受けたと１２月１０日に告を受けたと１２月１０日に告を受けたと１２月１０日に告を受けたと１２月１０日に新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道がありました。特定機がありました。特定機がありました。特定機がありました。特定機能能能能病院というのは、病院というのは、病院というのは、病院というのは、ベッベッベッベッドドドド数数数数は４００は４００は４００は４００床以床以床以床以上、上、上、上、原原原原則則則則１６１６１６１６以以以以上の上の上の上の診診診診療科を療科を療科を療科を持持持持ち、ち、ち、ち、通常通常通常通常の病院にの病院にの病院にの病院に比比比比べべべべて２て２て２て２倍程倍程倍程倍程度の医度の医度の医度の医師師師師をををを配配配配置置置置するなど、するなど、するなど、するなど、手手手手厚い人員厚い人員厚い人員厚い人員配配配配置置置置が要件となが要件となが要件となが要件となっっっっているのですけれどているのですけれどているのですけれどているのですけれども、も、も、も、診診診診療報療報療報療報酬酬酬酬がががが加加加加算されるという算されるという算されるという算されるという優優優優遇遇遇遇措置措置措置措置もあります。もあります。もあります。もあります。そこでおそこでおそこでおそこでお尋尋尋尋ねねねねしたいのは、大したいのは、大したいのは、大したいのは、大半半半半が大学病院ということですが、県が大学病院ということですが、県が大学病院ということですが、県が大学病院ということですが、県内内内内にはこのような特定にはこのような特定にはこのような特定にはこのような特定機機機機能能能能病院は病院は病院は病院は幾幾幾幾つあるのでしつあるのでしつあるのでしつあるのでしょょょょうか。また、奈良県うか。また、奈良県うか。また、奈良県うか。また、奈良県内内内内の病院は、の病院は、の病院は、の病院は、勧勧勧勧告された１９告された１９告された１９告された１９施設施設施設施設に入に入に入に入っっっっているのでしているのでしているのでしているのでしょょょょうか。また、うか。また、うか。また、うか。また、勧勧勧勧告されたとしたら、その告されたとしたら、その告されたとしたら、その告されたとしたら、その内容内容内容内容はどのようなことでしはどのようなことでしはどのようなことでしはどのようなことでしょょょょうか。うか。うか。うか。それをどのようにそれをどのようにそれをどのようにそれをどのように是是是是正されていくのでし正されていくのでし正されていくのでし正されていくのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長 小林委員がお小林委員がお小林委員がお小林委員がお述述述述べべべべの記事に関してです。の記事に関してです。の記事に関してです。の記事に関してです。まず、県まず、県まず、県まず、県内内内内において特定機において特定機において特定機において特定機能能能能病院は奈良県立医科大学病院は奈良県立医科大学病院は奈良県立医科大学病院は奈良県立医科大学附附附附属属属属病院のみが病院のみが病院のみが病院のみが該該該該当しています。当しています。当しています。当しています。小林委員がお小林委員がお小林委員がお小林委員がお述述述述べべべべの、の、の、の、労労労労働働働働基基基基準監準監準監準監督署督署督署督署によるによるによるによる是是是是正正正正勧勧勧勧告を受けた１９告を受けた１９告を受けた１９告を受けた１９施設施設施設施設のうちの一つに、のうちの一つに、のうちの一つに、のうちの一つに、奈良県立医科大学奈良県立医科大学奈良県立医科大学奈良県立医科大学附附附附属属属属病院が病院が病院が病院が含含含含まれています。まれています。まれています。まれています。是是是是正正正正勧勧勧勧告の告の告の告の内容内容内容内容については３については３については３については３点点点点あり、まず１あり、まず１あり、まず１あり、まず１点目点目点目点目が、が、が、が、時間外時間外時間外時間外労労労労働働働働に関するに関するに関するに関する協協協協定、いわ定、いわ定、いわ定、いわゆゆゆゆるるるる三三三三六六六六協協協協定が定が定が定が労労労労働働働働基基基基準監準監準監準監督署督署督署督署にににに届届届届けて初めてけて初めてけて初めてけて初めて有効有効有効有効になるものですが、になるものですが、になるものですが、になるものですが、届届届届出が出が出が出が遅遅遅遅いためにいためにいためにいために協協協協定の定の定の定の効効効効力力力力がないままがないままがないままがないまま時間外時間外時間外時間外労労労労働働働働を行わせているということです。を行わせているということです。を行わせているということです。を行わせているということです。具体的具体的具体的具体的にににに言言言言いますと、４いますと、４いますと、４いますと、４月１日付で月１日付で月１日付で月１日付で協協協協定を結定を結定を結定を結んんんんでいますが、でいますが、でいますが、でいますが、労労労労働働働働基基基基準監準監準監準監督署督署督署督署にににに届届届届出が５月に入出が５月に入出が５月に入出が５月に入っっっって行われているとて行われているとて行われているとて行われているといういういういう実実実実態態態態があり、１があり、１があり、１があり、１カカカカ月月月月間間間間はははは効効効効力力力力をををを発発発発していないということで、していないということで、していないということで、していないということで、時間外時間外時間外時間外労労労労働働働働を行わせていを行わせていを行わせていを行わせているということです。るということです。るということです。るということです。２２２２点目点目点目点目は、は、は、は、協協協協定定定定締締締締結結結結後後後後、、、、協協協協定の上限定の上限定の上限定の上限時間時間時間時間をををを超超超超ええええてててて時間外時間外時間外時間外労労労労働働働働を行わせているを行わせているを行わせているを行わせているケケケケーーーーススススがあがあがあがあ
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るということ、３るということ、３るということ、３るということ、３点目点目点目点目は、は、は、は、時間外時間外時間外時間外労労労労働や働や働や働や深深深深夜夜夜夜勤勤勤勤務に対して、それ務に対して、それ務に対して、それ務に対して、それぞぞぞぞれ２れ２れ２れ２割割割割５分５分５分５分以以以以上の上の上の上の率率率率でででで計算した計算した計算した計算した割割割割りりりり増増増増しししし賃賃賃賃金を金を金を金を支支支支払払払払っっっっていないことの３ていないことの３ていないことの３ていないことの３点点点点のののの勧勧勧勧告を受けています。告を受けています。告を受けています。告を受けています。このこのこのこの是是是是正正正正勧勧勧勧告に対して、まず１告に対して、まず１告に対して、まず１告に対して、まず１点目点目点目点目については、については、については、については、三三三三六六六六協協協協定の定の定の定の協協協協定定定定書書書書をををを速速速速ややややかにかにかにかに労労労労働働働働基基基基準準準準監監監監督署督署督署督署へ提出すること、２へ提出すること、２へ提出すること、２へ提出すること、２点目点目点目点目については、については、については、については、協協協協定の上限定の上限定の上限定の上限時間時間時間時間をををを超超超超ええええないように県立医科大ないように県立医科大ないように県立医科大ないように県立医科大学学学学附附附附属属属属病院の病院の病院の病院の各各各各所所所所属属属属においてにおいてにおいてにおいて超過勤超過勤超過勤超過勤務務務務縮縮縮縮減減減減総総総総括括括括責任責任責任責任者及び者及び者及び者及び実実実実行行行行責任責任責任責任者を者を者を者を選任選任選任選任して、して、して、して、超勤超勤超勤超勤時時時時間間間間の管理を行の管理を行の管理を行の管理を行っっっっていくこと、３ていくこと、３ていくこと、３ていくこと、３点目点目点目点目については、については、については、については、時間外時間外時間外時間外労労労労働や働や働や働や深深深深夜夜夜夜勤勤勤勤務に対して、務に対して、務に対して、務に対して、適適適適切切切切なななな水水水水準準準準でのでのでのでの割割割割りりりり増増増増しししし賃賃賃賃金の金の金の金の支支支支払払払払いとなるように、平成２９年のうちにいとなるように、平成２９年のうちにいとなるように、平成２９年のうちにいとなるように、平成２９年のうちに見直見直見直見直しを行うことをしを行うことをしを行うことをしを行うことを聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。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 新新新新聞聞聞聞にはそれにはそれにはそれにはそれぞぞぞぞれのれのれのれの施設施設施設施設名の記名の記名の記名の記述述述述はありませはありませはありませはありませんんんんでしたが、その中に入でしたが、その中に入でしたが、その中に入でしたが、その中に入っっっっていていていていたということで、たということで、たということで、たということで、非非非非常常常常にににに残念残念残念残念なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思います。います。います。います。是是是是正正正正勧勧勧勧告を受けて告を受けて告を受けて告を受けて是是是是正をしていくということですが、正をしていくということですが、正をしていくということですが、正をしていくということですが、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし起起起起こさない、こさない、こさない、こさない、何何何何よりもよりもよりもよりも犠犠犠犠牲牲牲牲者を出さないために、者を出さないために、者を出さないために、者を出さないために、勤勤勤勤務務務務実実実実態態態態のののの把握把握把握把握を行を行を行を行っっっって、対策をきちて、対策をきちて、対策をきちて、対策をきちんんんんと行う、と行う、と行う、と行う、進進進進めるというこめるというこめるというこめるということをとをとをとを強強強強くくくく求求求求めておきたいとめておきたいとめておきたいとめておきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 それでは、それでは、それでは、それでは、私私私私からのからのからのからの質疑点質疑点質疑点質疑点、これは付託された議案ではないのですけれども、、これは付託された議案ではないのですけれども、、これは付託された議案ではないのですけれども、、これは付託された議案ではないのですけれども、本会議で提出されている議第８９号、関西本会議で提出されている議第８９号、関西本会議で提出されている議第８９号、関西本会議で提出されている議第８９号、関西広広広広域連域連域連域連合合合合規約規約規約規約の一部変更に関するの一部変更に関するの一部変更に関するの一部変更に関する協協協協議について、議について、議について、議について、思思思思い当たるとこい当たるとこい当たるとこい当たるところろろろがありましたので、林医療政策部長にがありましたので、林医療政策部長にがありましたので、林医療政策部長にがありましたので、林医療政策部長に確認確認確認確認させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いまいまいまいます。す。す。す。規約規約規約規約の一つをとの一つをとの一つをとの一つをとっっっっても、もうても、もうても、もうても、もう今今今今、奈良県として関西、奈良県として関西、奈良県として関西、奈良県として関西広広広広域連域連域連域連合という一つのくくりとして合という一つのくくりとして合という一つのくくりとして合という一つのくくりとしてのののの連携連携連携連携がががが必必必必要だと要だと要だと要だと認認認認識識識識しています。それにしています。それにしています。それにしています。それに伴っ伴っ伴っ伴ったたたた動動動動きがこのように議案として出てきていきがこのように議案として出てきていきがこのように議案として出てきていきがこのように議案として出てきているのだとるのだとるのだとるのだと思思思思います。さきの一般います。さきの一般います。さきの一般います。さきの一般質問質問質問質問でも少しでも少しでも少しでも少し話話話話をさせていただいた小をさせていただいた小をさせていただいた小をさせていただいた小児児児児ががががんんんんの件についての件についての件についての件についても、小も、小も、小も、小児児児児ががががんんんんのののの拠拠拠拠点点点点病院が奈良県にはないということで、県病院が奈良県にはないということで、県病院が奈良県にはないということで、県病院が奈良県にはないということで、県外外外外のののの拠拠拠拠点点点点病院との病院との病院との病院との連携連携連携連携についについについについてててて討論討論討論討論させていただいたとこさせていただいたとこさせていただいたとこさせていただいたところろろろです。その中で、関西です。その中で、関西です。その中で、関西です。その中で、関西広広広広域連域連域連域連合に関して、奈良県はいまだ合に関して、奈良県はいまだ合に関して、奈良県はいまだ合に関して、奈良県はいまだ医療分野において医療分野において医療分野において医療分野において参参参参画画画画していませしていませしていませしていませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、今後今後今後今後、、、、参参参参加加加加するするするするべべべべきだときだときだときだと私私私私はははは考え考え考え考えるのでするのでするのでするのですが、おが、おが、おが、お考え考え考え考えはいかがでしはいかがでしはいかがでしはいかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。○林医療政策部長○林医療政策部長○林医療政策部長○林医療政策部長 本会議でもご本会議でもご本会議でもご本会議でもご質問質問質問質問のあのあのあのあっっっった小た小た小た小児児児児ががががんんんん拠拠拠拠点点点点病院については、病院については、病院については、病院については、確確確確かに奈良かに奈良かに奈良かに奈良県にはありませ県にはありませ県にはありませ県にはありませんんんんので、ので、ので、ので、近近近近畿畿畿畿の他の他の他の他府府府府県と県と県と県と連携連携連携連携をしている例です。このように県をしている例です。このように県をしている例です。このように県をしている例です。このように県境境境境をををを越え越え越え越えててててさまさまさまさまざざざざまなまなまなまな連携連携連携連携をしていくをしていくをしていくをしていくべべべべき医療の分野があるとき医療の分野があるとき医療の分野があるとき医療の分野があると思思思思っっっっています。ています。ています。ています。ただ、小ただ、小ただ、小ただ、小児児児児ががががんんんん拠拠拠拠点点点点病院の病院の病院の病院の連携連携連携連携については、関西については、関西については、関西については、関西広広広広域連域連域連域連合に合に合に合に加加加加入しているしていないに入しているしていないに入しているしていないに入しているしていないにかかわらず、しかかわらず、しかかわらず、しかかわらず、しっっっっかりとかりとかりとかりと現場現場現場現場でででで連携連携連携連携をしているというものであり、をしているというものであり、をしているというものであり、をしているというものであり、必必必必ずしも行政機関が関ずしも行政機関が関ずしも行政機関が関ずしも行政機関が関西西西西広広広広域連域連域連域連合に入らないと合に入らないと合に入らないと合に入らないと連携連携連携連携できないということではないのではないかとできないということではないのではないかとできないということではないのではないかとできないということではないのではないかと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。
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いずれにしても、佐藤委員のごいずれにしても、佐藤委員のごいずれにしても、佐藤委員のごいずれにしても、佐藤委員のご趣旨趣旨趣旨趣旨は、医療分野で他は、医療分野で他は、医療分野で他は、医療分野で他府府府府県とし県とし県とし県としっっっっかりかりかりかり連携連携連携連携して、きちして、きちして、きちして、きちんんんんと県民にしと県民にしと県民にしと県民にしっっっっかりとした医療が提かりとした医療が提かりとした医療が提かりとした医療が提供供供供できるようにということではないかとおできるようにということではないかとおできるようにということではないかとおできるようにということではないかとお図図図図りしますのりしますのりしますのりしますので、で、で、で、近隣府近隣府近隣府近隣府県との県との県との県との連携連携連携連携はしはしはしはしっっっっかりとるようにしていきたいとかりとるようにしていきたいとかりとるようにしていきたいとかりとるようにしていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 以前以前以前以前もそのような理もそのような理もそのような理もそのような理由由由由で、で、で、で、防防防防災災災災や観や観や観や観光の分野も、し光の分野も、し光の分野も、し光の分野も、しっっっっかりとかりとかりとかりと近隣近隣近隣近隣とととと連携連携連携連携すれすれすれすればばばば、関西、関西、関西、関西広広広広域連域連域連域連合に入る合に入る合に入る合に入る必必必必要はないということで、要はないということで、要はないということで、要はないということで、荒荒荒荒井知事が井知事が井知事が井知事が答答答答ええええられていたとられていたとられていたとられていたと思思思思うのでうのでうのでうのですけれども、すけれども、すけれども、すけれども、近近近近年、そういう年、そういう年、そういう年、そういう問題問題問題問題も出てきている。も出てきている。も出てきている。も出てきている。感感感感染染染染症症症症のののの問題問題問題問題もももも以前以前以前以前にににに取取取取り上げましたり上げましたり上げましたり上げましたけれども、本当にけれども、本当にけれども、本当にけれども、本当に近隣近隣近隣近隣とととと密密密密接接接接な関係をこれからつくな関係をこれからつくな関係をこれからつくな関係をこれからつくっっっっていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思います。います。います。います。いま一度、いま一度、いま一度、いま一度、参参参参加加加加しない理しない理しない理しない理由由由由をををを具体的具体的具体的具体的におにおにおにお聞聞聞聞かせいただけますか。かせいただけますか。かせいただけますか。かせいただけますか。○林医療政策部長○林医療政策部長○林医療政策部長○林医療政策部長 参参参参加加加加するかどうかは、県するかどうかは、県するかどうかは、県するかどうかは、県全体全体全体全体としての、よりとしての、よりとしての、よりとしての、より高高高高度な度な度な度な判判判判断断断断があるとがあるとがあるとがあると思思思思いいいいますけれども、医療分野に関しては、ますけれども、医療分野に関しては、ますけれども、医療分野に関しては、ますけれども、医療分野に関しては、繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますけれども、しになりますけれども、しになりますけれども、しになりますけれども、個個個個別別別別のののの連携連携連携連携、、、、協働協働協働協働にににによよよよっっっってしてしてしてしっっっっかりとかりとかりとかりとややややるるるるべべべべきことはきことはきことはきことはやっやっやっやっていけるとていけるとていけるとていけると考え考え考え考えていますので、関西ていますので、関西ていますので、関西ていますので、関西広広広広域連域連域連域連合に合に合に合に加加加加入入入入するするするするメメメメリリリリッッッットトトトをををを勘勘勘勘案したときに、案したときに、案したときに、案したときに、加加加加入しなくても入しなくても入しなくても入しなくても十十十十分分分分やっやっやっやっていけるとていけるとていけるとていけると考え考え考え考え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ででです。す。す。す。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 現時点現時点現時点現時点ではではではではメメメメリリリリッッッットトトトはないと。はないと。はないと。はないと。協働協働協働協働でででで十十十十分できるということで、ご分できるということで、ご分できるということで、ご分できるということで、ご回回回回答答答答としとしとしとして受けとめたいとて受けとめたいとて受けとめたいとて受けとめたいと思思思思います。います。います。います。今後今後今後今後、医療分野については、、医療分野については、、医療分野については、、医療分野については、私私私私はははは参参参参画画画画するするするするべべべべきだときだときだときだと思思思思っっっっていますので、さらに議ていますので、さらに議ていますので、さらに議ていますので、さらに議論論論論をををを深深深深めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思います。います。います。います。次に、これも付託された議案次に、これも付託された議案次に、これも付託された議案次に、これも付託された議案外外外外になるのですけれども、議第９４号、奈良県になるのですけれども、議第９４号、奈良県になるのですけれども、議第９４号、奈良県になるのですけれども、議第９４号、奈良県住住住住生生生生活活活活ビビビビジジジジョョョョンの変更について、平成２９年１１月に、国土交ンの変更について、平成２９年１１月に、国土交ンの変更について、平成２９年１１月に、国土交ンの変更について、平成２９年１１月に、国土交通通通通省省省省住住住住宅宅宅宅局から局から局から局から新新新新たなたなたなたな住住住住宅宅宅宅セーセーセーセーフティフティフティフティーーーーネッネッネッネット制ト制ト制ト制度ということで度ということで度ということで度ということで発表発表発表発表されています。その中で、奈良県されています。その中で、奈良県されています。その中で、奈良県されています。その中で、奈良県住住住住生生生生活活活活ビビビビジジジジョョョョンについてンについてンについてンについてもももも内容内容内容内容がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれているとまれているとまれているとまれていると思思思思います。います。います。います。昨昨昨昨今今今今、、、、高齢高齢高齢高齢者の入者の入者の入者の入居居居居がががが断断断断られるなど社会られるなど社会られるなど社会られるなど社会問題化問題化問題化問題化ししししてきているとてきているとてきているとてきていると思思思思いますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その観点観点観点観点でででで住住住住宅宅宅宅確確確確保要保要保要保要配慮配慮配慮配慮者者者者向向向向けけけけ賃賃賃賃貸貸貸貸住住住住宅宅宅宅の登の登の登の登録録録録制制制制度というこ度というこ度というこ度ということでとでとでとで進ん進ん進ん進んでいるとでいるとでいるとでいると思思思思いますが、最いますが、最いますが、最いますが、最後後後後のののの検検検検証証証証の部分にの部分にの部分にの部分に現状現状現状現状のののの認認認認定は０件ということと、これ定は０件ということと、これ定は０件ということと、これ定は０件ということと、これからのからのからのからの目標設目標設目標設目標設定定定定値値値値について、について、について、について、曖昧曖昧曖昧曖昧なななな言言言言葉葉葉葉だけが記されているので、これからの方だけが記されているので、これからの方だけが記されているので、これからの方だけが記されているので、これからの方向向向向性、中性、中性、中性、中身身身身について、少し説明していただけれについて、少し説明していただけれについて、少し説明していただけれについて、少し説明していただければばばばとととと思思思思います。います。います。います。○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長○筒井長寿社会課長 新新新新たな奈良県たな奈良県たな奈良県たな奈良県住住住住生生生生活活活活ビビビビジジジジョョョョンの中でのンの中でのンの中でのンの中での高齢高齢高齢高齢者の入者の入者の入者の入居居居居についてです。についてです。についてです。についてです。制制制制度度度度設設設設計については、計については、計については、計については、住住住住まいまちづくりまいまちづくりまいまちづくりまいまちづくり課課課課で所管していますが、健康福祉部としても、おで所管していますが、健康福祉部としても、おで所管していますが、健康福祉部としても、おで所管していますが、健康福祉部としても、お困困困困りのりのりのりの高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の住住住住まいをまいをまいをまいを確確確確保するという保するという保するという保するという視視視視点点点点は大変は大変は大変は大変重重重重要だと要だと要だと要だと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、今後今後今後今後ともともともとも住住住住ままままいまちづくりいまちづくりいまちづくりいまちづくり課課課課とととと情情情情報報報報共有共有共有共有、、、、連携連携連携連携しながら、このしながら、このしながら、このしながら、この制制制制度がうまく度がうまく度がうまく度がうまく運用運用運用運用されるようにされるようにされるようにされるように取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいきたいとでいきたいとでいきたいとでいきたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。



---- 33336666 ----

○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 事事事事前前前前にににに住住住住まいまちづくりまいまちづくりまいまちづくりまいまちづくり課課課課ともともともとも話話話話をさせていただき、０件ということをおをさせていただき、０件ということをおをさせていただき、０件ということをおをさせていただき、０件ということをお聞聞聞聞きしたのですが、きしたのですが、きしたのですが、きしたのですが、現状現状現状現状をををを把握把握把握把握しししし切切切切れていないとこれていないとこれていないとこれていないところろろろがあるということです。があるということです。があるということです。があるということです。経経経経費費費費やややや老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの問題問題問題問題、、、、高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の住住住住まいの関係、まいの関係、まいの関係、まいの関係、空空空空きききき家家家家のののの問題問題問題問題、、、、子育子育子育子育てててて世世世世代も代も代も代も認認認認定に入れるというこ定に入れるというこ定に入れるというこ定に入れるということ、と、と、と、ＤＶＤＶＤＶＤＶを受けておられる方の生を受けておられる方の生を受けておられる方の生を受けておられる方の生活支援活支援活支援活支援としてとしてとしてとして供供供供給していくなどの給していくなどの給していくなどの給していくなどの意意意意味味味味合いで、合いで、合いで、合いで、住住住住宅宅宅宅確確確確保保保保要要要要配慮配慮配慮配慮者者者者向向向向けけけけ賃賃賃賃貸貸貸貸住住住住宅宅宅宅の登の登の登の登録録録録制制制制度は度は度は度は動動動動いていくといていくといていくといていくと思思思思います。まずはいます。まずはいます。まずはいます。まずは実実実実態態態態のののの把握把握把握把握をしていたをしていたをしていたをしていただき、だき、だき、だき、今後取今後取今後取今後取りりりり組ん組ん組ん組んでいただきたいとでいただきたいとでいただきたいとでいただきたいと思思思思います。この件については、これから先の委員会います。この件については、これから先の委員会います。この件については、これから先の委員会います。この件については、これから先の委員会でもでもでもでも確認確認確認確認させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますので、ごいますので、ごいますので、ごいますので、ご協協協協力力力力よよよ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。次に、奈良こどもすくすく・次に、奈良こどもすくすく・次に、奈良こどもすくすく・次に、奈良こどもすくすく・子育子育子育子育ていきいきていきいきていきいきていきいきププププラララランの改定、及び奈良県ンの改定、及び奈良県ンの改定、及び奈良県ンの改定、及び奈良県配偶配偶配偶配偶者等からの者等からの者等からの者等からの暴力防止暴力防止暴力防止暴力防止及び及び及び及び被被被被害者害者害者害者支援支援支援支援基本計基本計基本計基本計画画画画（第４次）の策定について、（第４次）の策定について、（第４次）の策定について、（第４次）の策定について、パブパブパブパブリリリリッッッッククククコメコメコメコメンンンントトトトをされをされをされをされているとているとているとていると思思思思います。います。います。います。口口口口をををを酸酸酸酸っっっっぱぱぱぱくしてくしてくしてくして言っ言っ言っ言っているのですけれども、福西こども・女性局長ているのですけれども、福西こども・女性局長ているのですけれども、福西こども・女性局長ているのですけれども、福西こども・女性局長から関係部から関係部から関係部から関係部署署署署に説明いただき、指に説明いただき、指に説明いただき、指に説明いただき、指摘摘摘摘だけにさせていただきます。だけにさせていただきます。だけにさせていただきます。だけにさせていただきます。意見意見意見意見、、、、答弁答弁答弁答弁は結構です。は結構です。は結構です。は結構です。パブパブパブパブリリリリッッッッククククコメコメコメコメンンンントトトトのののの周周周周知をしていただき、し知をしていただき、し知をしていただき、し知をしていただき、しっっっっかりと件かりと件かりと件かりと件数数数数がががが返返返返っっっってくるように説明をしてくるように説明をしてくるように説明をしてくるように説明をしていただいた上で、ていただいた上で、ていただいた上で、ていただいた上で、返返返返っっっってきたてきたてきたてきた内容内容内容内容をまたをまたをまたをまた私私私私どもに報告いただきたいとどもに報告いただきたいとどもに報告いただきたいとどもに報告いただきたいと思思思思いますので、よいますので、よいますので、よいますので、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。資料資料資料資料４について、４について、４について、４について、新新新新奈良県総合医療センターの概要ということで報告いただきました。奈良県総合医療センターの概要ということで報告いただきました。奈良県総合医療センターの概要ということで報告いただきました。奈良県総合医療センターの概要ということで報告いただきました。奈良県民としては奈良県民としては奈良県民としては奈良県民としては新新新新奈良県総合医療センターへの奈良県総合医療センターへの奈良県総合医療センターへの奈良県総合医療センターへの期期期期待待待待は本当に大きいとこは本当に大きいとこは本当に大きいとこは本当に大きいところろろろで、しで、しで、しで、しっっっっかりかりかりかりとこれから先、医療の中とこれから先、医療の中とこれから先、医療の中とこれから先、医療の中核核核核をををを担っ担っ担っ担っていただく県立病院機構の中でも、ていただく県立病院機構の中でも、ていただく県立病院機構の中でも、ていただく県立病院機構の中でも、目目目目玉玉玉玉のののの施施施施策、策、策、策、拠拠拠拠点点点点ととととなるかとなるかとなるかとなるかと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その点点点点で、一般で、一般で、一般で、一般質問質問質問質問でもさせていただきましたが、でもさせていただきましたが、でもさせていただきましたが、でもさせていただきましたが、確認確認確認確認させていたださせていたださせていたださせていただきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。一般一般一般一般質問質問質問質問でででで荒荒荒荒井知事と井知事と井知事と井知事と話話話話がかみ合がかみ合がかみ合がかみ合っっっったとたとたとたと思思思思っっっったのは、人件費たのは、人件費たのは、人件費たのは、人件費比比比比率率率率のののの問題問題問題問題です。です。です。です。私私私私ももももフフフフリリリリッッッッププププを出して指を出して指を出して指を出して指摘摘摘摘させていただいたのですが、県立病院地方独立行政法人させていただいたのですが、県立病院地方独立行政法人させていただいたのですが、県立病院地方独立行政法人させていただいたのですが、県立病院地方独立行政法人評評評評価価価価委員会から、委員会から、委員会から、委員会から、残残残残業代業代業代業代やややや人件費の人件費の人件費の人件費の問題問題問題問題が指が指が指が指摘摘摘摘されています。また、改されています。また、改されています。また、改されています。また、改革革革革ププププラララランにおいても、ンにおいても、ンにおいても、ンにおいても、新新新新奈良県総合奈良県総合奈良県総合奈良県総合医療センターの人員を医療センターの人員を医療センターの人員を医療センターの人員を拡拡拡拡大しなけれ大しなけれ大しなけれ大しなければばばばいけないと。いけないと。いけないと。いけないと。移転移転移転移転すると、すると、すると、すると、経経経経常常常常収収収収支支支支比比比比率率率率はははは減減減減価価価価償償償償却却却却費が費が費が費が含含含含まれるまれるまれるまれる形形形形になりますので、９５になりますので、９５になりますので、９５になりますので、９５％％％％以以以以上あ上あ上あ上あっっっったものが８０たものが８０たものが８０たものが８０％％％％近近近近くまでくまでくまでくまで落落落落ちてくる。奈ちてくる。奈ちてくる。奈ちてくる。奈良県総合医療センターの良県総合医療センターの良県総合医療センターの良県総合医療センターの経経経経営状営状営状営状況況況況がががが悪悪悪悪いという指いという指いという指いという指標標標標がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ出てくると出てくると出てくると出てくると思思思思います。また、います。また、います。また、います。また、今今今今まで出てこなかまで出てこなかまで出てこなかまで出てこなかっっっったたたた問題点問題点問題点問題点も出てくるとも出てくるとも出てくるとも出てくると思思思思います。います。います。います。今今今今までまでまでまで経経経経常常常常収収収収支支支支比比比比率や率や率や率や医業収益に着医業収益に着医業収益に着医業収益に着目目目目していたとしていたとしていたとしていたと思思思思いますが、人件費いますが、人件費いますが、人件費いますが、人件費比比比比率率率率にも着にも着にも着にも着目目目目すすすすべべべべきだときだときだときだと思思思思いますが、ごいますが、ごいますが、ごいますが、ご意見意見意見意見いただけまいただけまいただけまいただけますか。すか。すか。すか。○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長 人件費人件費人件費人件費率率率率のののの問題問題問題問題です。佐藤委員がご指です。佐藤委員がご指です。佐藤委員がご指です。佐藤委員がご指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、経経経経営営営営上、上、上、上、人件費は人件費は人件費は人件費は高高高高ココココストストストストに係るに係るに係るに係る問題問題問題問題ですので、ですので、ですので、ですので、非非非非常常常常にににに重重重重要だと要だと要だと要だと認認認認識識識識しています。しています。しています。しています。
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いいいいろろろろいいいいろろろろな議な議な議な議論論論論の中で、人件費の中で、人件費の中で、人件費の中で、人件費率率率率の議の議の議の議論論論論もしており、もしており、もしており、もしており、比比比比率率率率ですので収入に対してですので収入に対してですので収入に対してですので収入に対して見見見見合い合い合い合いがどうかということになりますけれども、それとはがどうかということになりますけれども、それとはがどうかということになりますけれども、それとはがどうかということになりますけれども、それとは別別別別に、水に、水に、水に、水準準準準としてとしてとしてとして適適適適正かどうかという正かどうかという正かどうかという正かどうかという議議議議論論論論もあわせてしており、もあわせてしており、もあわせてしており、もあわせてしており、引引引引きききき続続続続き人件費き人件費き人件費き人件費率率率率、あるいは給、あるいは給、あるいは給、あるいは給与与与与の水の水の水の水準準準準については議については議については議については議論論論論をををを続続続続けけけけていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 もう１もう１もう１もう１点点点点、あわせてお、あわせてお、あわせてお、あわせてお話話話話させていただきたいのですが、させていただきたいのですが、させていただきたいのですが、させていただきたいのですが、新新新新奈良県総合医療セ奈良県総合医療セ奈良県総合医療セ奈良県総合医療センターにンターにンターにンターに移移移移動動動動すると、すると、すると、すると、減減減減価価価価償償償償却却却却費が費が費が費が払払払払ええええなくなるというなくなるというなくなるというなくなるという形形形形になになになになっっっってきます。そうなると、てきます。そうなると、てきます。そうなると、てきます。そうなると、現在現在現在現在、、、、短短短短期期期期借借借借入金の入金の入金の入金の問題問題問題問題もあります。もあります。もあります。もあります。流流流流動動動動費費費費比比比比率率率率という一つの指という一つの指という一つの指という一つの指標標標標があるのですけれども、があるのですけれども、があるのですけれども、があるのですけれども、これは一般これは一般これは一般これは一般質問質問質問質問でででで言っ言っ言っ言ったかどうか記たかどうか記たかどうか記たかどうか記憶憶憶憶にありませにありませにありませにありませんんんんが、大が、大が、大が、大体体体体２００２００２００２００％％％％以以以以上が上が上が上が望望望望ましい中で、ましい中で、ましい中で、ましい中で、現状現状現状現状は４２は４２は４２は４２％％％％であると。また、であると。また、であると。また、であると。また、短短短短期期期期借借借借入金を入金を入金を入金をふふふふややややしていかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないようないけないようないけないようないけないような状状状状況況況況でででであるとあるとあるとあると思思思思うのですが、この指うのですが、この指うのですが、この指うのですが、この指標標標標についても、県立病院機構としてではなく、についても、県立病院機構としてではなく、についても、県立病院機構としてではなく、についても、県立病院機構としてではなく、新新新新奈良県総合奈良県総合奈良県総合奈良県総合医療センターについては、人件費医療センターについては、人件費医療センターについては、人件費医療センターについては、人件費比比比比率率率率とととと流流流流動動動動費費費費比比比比率率率率をもをもをもをもっっっってててて動動動動きをきをきをきを注注注注視視視視していくしていくしていくしていく必必必必要があ要があ要があ要があるとるとるとると思思思思うのですけれども、いかがおうのですけれども、いかがおうのですけれども、いかがおうのですけれども、いかがお考え考え考え考えでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長 借借借借入金で入金で入金で入金で運用運用運用運用する部分と、する部分と、する部分と、する部分と、実際実際実際実際にお金はかかりませにお金はかかりませにお金はかかりませにお金はかかりませんんんんけれけれけれけれどもどもどもども減減減減価価価価償償償償却却却却費で費で費で費で見見見見ていく部分というていく部分というていく部分というていく部分という両両両両面面面面からからからから考え考え考え考えるるるる必必必必要があると要があると要があると要があると思思思思います。佐藤委員がいます。佐藤委員がいます。佐藤委員がいます。佐藤委員がご指ご指ご指ご指摘摘摘摘のとおり、いのとおり、いのとおり、いのとおり、いろろろろいいいいろろろろなななな経経経経営営営営をををを考え考え考え考える上で、病院についても、る上で、病院についても、る上で、病院についても、る上で、病院についても、自自自自己己己己資資資資本本本本比比比比率や率や率や率やいいいいろろろろいいいいろろろろなななな経経経経営営営営指指指指標標標標をををを考え考え考え考えていくていくていくていく必必必必要があると要があると要があると要があると思思思思いますので、そういいますので、そういいますので、そういいますので、そういっっっったことも議たことも議たことも議たことも議論論論論しながら、しながら、しながら、しながら、引引引引きききき続続続続きききき経経経経営営営営改改改改善善善善のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 県立病院機構が県立病院機構が県立病院機構が県立病院機構が担担担担われているわれているわれているわれている責責責責はははは非非非非常常常常にににに重重重重いといといといと思思思思っっっっています。また、ています。また、ています。また、ています。また、新新新新奈良奈良奈良奈良県総合医療センターにかける県総合医療センターにかける県総合医療センターにかける県総合医療センターにかける期期期期待待待待も大きいということです。事業としてしも大きいということです。事業としてしも大きいということです。事業としてしも大きいということです。事業としてしっっっっかりと成かりと成かりと成かりと成功功功功ささささせ、奈良県民の生せ、奈良県民の生せ、奈良県民の生せ、奈良県民の生命命命命、、、、身身身身体体体体をしをしをしをしっっっっかりとかりとかりとかりと守守守守るるるる担担担担いいいい手手手手としてとしてとしてとして存存存存続続続続していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思っっっってててています。そのためには健います。そのためには健います。そのためには健います。そのためには健全全全全なななな経経経経営営営営もももも必必必必要ですし、健要ですし、健要ですし、健要ですし、健全全全全なななな働働働働くくくく環境環境環境環境がががが必必必必要だと要だと要だと要だと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、我我我我 々々々々でできることをでできることをでできることをでできることをぜひバぜひバぜひバぜひバッッッッククククアアアアッッッッププププしていきたい。そして議していきたい。そして議していきたい。そして議していきたい。そして議論論論論をををを深深深深めていくことによめていくことによめていくことによめていくことによっっっって、よりよい県立病院機構になて、よりよい県立病院機構になて、よりよい県立病院機構になて、よりよい県立病院機構になっっっっていただけれていただけれていただけれていただければばばばというというというという思思思思いです。いです。いです。いです。もう１もう１もう１もう１点点点点、これも一般、これも一般、これも一般、これも一般質問質問質問質問のののの場場場場でででで言言言言いたかいたかいたかいたかっっっったのですが、とてもたのですが、とてもたのですが、とてもたのですが、とても時間時間時間時間がなかがなかがなかがなかっっっったので、たので、たので、たので、このこのこのこの場場場場でおでおでおでお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。小います。小います。小います。小児児児児ががががんんんんについておについておについておについてお話話話話させていただいた中で、させていただいた中で、させていただいた中で、させていただいた中で、子子子子どもどもどもどもたちが小たちが小たちが小たちが小児児児児ががががんんんんになれになれになれになればばばば、小、小、小、小児児児児病病病病棟棟棟棟に入ることになるが、計に入ることになるが、計に入ることになるが、計に入ることになるが、計画画画画にないということを指にないということを指にないということを指にないということを指摘摘摘摘ささささせていただきました。そこで、せていただきました。そこで、せていただきました。そこで、せていただきました。そこで、前向前向前向前向きなきなきなきな回回回回答答答答として、奈良県がとして、奈良県がとして、奈良県がとして、奈良県がんんんん対策対策対策対策推推推推進進進進計計計計画画画画の中にの中にの中にの中に盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんでいただけるとでいただけるとでいただけるとでいただけると伺伺伺伺いましたが、いましたが、いましたが、いましたが、時期時期時期時期はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいかなど、らいかなど、らいかなど、らいかなど、内容内容内容内容の補の補の補の補足足足足説明をもう少し説明をもう少し説明をもう少し説明をもう少ししていただきますようお願いします。していただきますようお願いします。していただきますようお願いします。していただきますようお願いします。○中井保健予防課長○中井保健予防課長○中井保健予防課長○中井保健予防課長 一般一般一般一般質問質問質問質問で林医療政策部長が、奈良県がで林医療政策部長が、奈良県がで林医療政策部長が、奈良県がで林医療政策部長が、奈良県がんんんん対策対策対策対策推推推推進進進進計計計計画画画画の中で小の中で小の中で小の中で小児児児児
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ががががんんんんについて記載するとについて記載するとについて記載するとについて記載すると答弁答弁答弁答弁させていただきました。させていただきました。させていただきました。させていただきました。具体的具体的具体的具体的には、第３には、第３には、第３には、第３期期期期奈良県が奈良県が奈良県が奈良県がんんんん対策対策対策対策推推推推進進進進計計計計画画画画を、を、を、を、来来来来年度から６年年度から６年年度から６年年度から６年間間間間の予定で、の予定で、の予定で、の予定で、現在現在現在現在、策、策、策、策定しています。そのための定しています。そのための定しています。そのための定しています。そのための検討組検討組検討組検討組織織織織として、奈良県がとして、奈良県がとして、奈良県がとして、奈良県がんんんん対策対策対策対策推推推推進協進協進協進協議会等で審議をしてい議会等で審議をしてい議会等で審議をしてい議会等で審議をしているとこるとこるとこるところろろろで、で、で、で、間間間間もなくもなくもなくもなく素素素素案ができ上がり、案ができ上がり、案ができ上がり、案ができ上がり、今今今今月月月月末末末末、または１月から、または１月から、または１月から、または１月からパブパブパブパブリリリリッッッッククククコメコメコメコメンンンントトトトににににかけていきたいとかけていきたいとかけていきたいとかけていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容については、がについては、がについては、がについては、がんんんん医療の分野で小医療の分野で小医療の分野で小医療の分野で小児児児児、それと、それと、それと、それとＡＡＡＡＹＹＹＹＡＡＡＡ世世世世代という代という代という代という若若若若年の年の年の年の世世世世代代代代に対する小に対する小に対する小に対する小児児児児医療のあり方、特に先ほどから林医療政策部長の医療のあり方、特に先ほどから林医療政策部長の医療のあり方、特に先ほどから林医療政策部長の医療のあり方、特に先ほどから林医療政策部長の答弁答弁答弁答弁にもありましたが、県にもありましたが、県にもありましたが、県にもありましたが、県内内内内には小には小には小には小児児児児ががががんんんんのののの拠拠拠拠点点点点病院がありませ病院がありませ病院がありませ病院がありませんんんんので、ので、ので、ので、圏圏圏圏域域域域にある小にある小にある小にある小児児児児ががががんんんんのののの拠拠拠拠点点点点病院と病院と病院と病院と連携連携連携連携して、して、して、して、現在現在現在現在もももも連携連携連携連携していますが、そのしていますが、そのしていますが、そのしていますが、その連携連携連携連携をををを継継継継続続続続して、して、して、して、症症症症例の例の例の例の検討検討検討検討などをなどをなどをなどを重ね重ね重ね重ねてててて促促促促進進進進していきたしていきたしていきたしていきたいといといといと考え考え考え考えています。そういうことで、小ています。そういうことで、小ています。そういうことで、小ています。そういうことで、小児児児児医療について、が医療について、が医療について、が医療について、がんんんん医療の分野で記載をする方医療の分野で記載をする方医療の分野で記載をする方医療の分野で記載をする方向向向向でででで考え考え考え考えています。ています。ています。ています。また、また、また、また、患患患患者本人、またはご者本人、またはご者本人、またはご者本人、またはご家族家族家族家族に対するに対するに対するに対する支援支援支援支援のののの面面面面では、県では、県では、県では、県内内内内にがにがにがにがんんんんのののの拠拠拠拠点点点点病院があり、病院があり、病院があり、病院があり、そこにがそこにがそこにがそこにがん相ん相ん相ん相談談談談支援支援支援支援センターがあります。がセンターがあります。がセンターがあります。がセンターがあります。がん相ん相ん相ん相談談談談支援支援支援支援センターの機センターの機センターの機センターの機能能能能をををを強強強強化化化化して、小して、小して、小して、小児児児児ががががんんんんのご本人とごのご本人とごのご本人とごのご本人とご家族家族家族家族のののの支援支援支援支援にににに努努努努めていく、その部分のめていく、その部分のめていく、その部分のめていく、その部分の充充充充実実実実をををを図図図図るという方るという方るという方るという方向向向向性で計性で計性で計性で計画画画画にににに記載したいとい記載したいとい記載したいとい記載したいとい考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 先ほど説明いただきましたけれども、できるだけ先ほど説明いただきましたけれども、できるだけ先ほど説明いただきましたけれども、できるだけ先ほど説明いただきましたけれども、できるだけ早早早早く計く計く計く計画画画画を立ち上げていたを立ち上げていたを立ち上げていたを立ち上げていただき、だき、だき、だき、現場現場現場現場へのへのへのへのフィフィフィフィーーーードドドドババババッッッッククククをお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいと思思思思います。います。います。います。今今今今、、、、現場現場現場現場のののの問題問題問題問題として、として、として、として、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが難難難難病にかかると、これは小病にかかると、これは小病にかかると、これは小病にかかると、これは小児児児児ががががんんんん一つをと一つをと一つをと一つをとっっっったたたた問問問問題題題題ではなく、小ではなく、小ではなく、小ではなく、小児難児難児難児難病というくくりの中で、大人と大きく病というくくりの中で、大人と大きく病というくくりの中で、大人と大きく病というくくりの中で、大人と大きく違違違違う、う、う、う、体質的体質的体質的体質的なもの、なもの、なもの、なもの、発発発発達達達達途途途途中中中中なもの、そしてなもの、そしてなもの、そしてなもの、そして何何何何よりよりよりより精神的精神的精神的精神的なものがあるとなものがあるとなものがあるとなものがあると思思思思います。医療のいます。医療のいます。医療のいます。医療の問題問題問題問題だけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、心心心心ののののケケケケアアアア、、、、心心心心理学理学理学理学的的的的ななななフフフフォォォォロロロローをしていくーをしていくーをしていくーをしていく必必必必要があると要があると要があると要があると思思思思います。います。います。います。子子子子どもにとどもにとどもにとどもにとっっっっては、ては、ては、ては、我我我我 々々々々大人大人大人大人がはかり知れないがはかり知れないがはかり知れないがはかり知れない恐恐恐恐怖怖怖怖や心や心や心や心理理理理的的的的影響影響影響影響がががが心心心心のののの傷傷傷傷になになになになっっっってててて強強強強くくくく残残残残っっっっているているているている状状状状態態態態だとだとだとだと思思思思いますのいますのいますのいますので、そういで、そういで、そういで、そういっっっったとこたとこたとこたところろろろもももも含含含含めて、めて、めて、めて、心心心心理学理学理学理学的的的的にもにもにもにもフフフフォォォォロロロローーーーアアアアッッッッププププをしていくをしていくをしていくをしていく必必必必要があると要があると要があると要があると思思思思うのですが、そのうのですが、そのうのですが、そのうのですが、その点点点点についてはいかがおについてはいかがおについてはいかがおについてはいかがお考え考え考え考えでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。○中井保健予防課長○中井保健予防課長○中井保健予防課長○中井保健予防課長 発発発発達達達達年年年年齢齢齢齢により、医療により、医療により、医療により、医療体体体体験験験験をををを子子子子どもが受けとめ、受け入れられるよどもが受けとめ、受け入れられるよどもが受けとめ、受け入れられるよどもが受けとめ、受け入れられるようにうにうにうに支援支援支援支援するのは大事なことです。先ほど申し上げた小するのは大事なことです。先ほど申し上げた小するのは大事なことです。先ほど申し上げた小するのは大事なことです。先ほど申し上げた小児児児児ががががんんんんのののの拠拠拠拠点点点点病院では、病院では、病院では、病院では、チャチャチャチャイイイイルルルルドドドド・・・・ラララライイイイフフフフ・・・・ススススペペペペシャシャシャシャリストリストリストリストのののの有資有資有資有資格格格格者が者が者が者が何何何何名か名か名か名か配配配配置置置置され、され、され、され、子子子子どものどものどものどものストストストストレレレレススススをををを軽減軽減軽減軽減したしたしたしたり、り、り、り、検検検検査査査査やややや手術手術手術手術前前前前にににに心心心心ののののササササポポポポーーーートトトトをするということををするということををするということををするということをやっやっやっやっているようです。ているようです。ているようです。ているようです。ただ、奈良県では、小ただ、奈良県では、小ただ、奈良県では、小ただ、奈良県では、小児児児児ががががんんんんのののの患患患患者者者者数数数数等が少ないということもあり、等が少ないということもあり、等が少ないということもあり、等が少ないということもあり、現時点現時点現時点現時点ではこのよではこのよではこのよではこのようなうなうなうな専門専門専門専門員を員を員を員を配配配配置置置置していませしていませしていませしていませんんんん。そのかわりとい。そのかわりとい。そのかわりとい。そのかわりといっっっってはなてはなてはなてはなんんんんですが、ですが、ですが、ですが、臨臨臨臨床心床心床心床心理理理理士士士士、または、または、または、または
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社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉士士士士、小、小、小、小児専門看児専門看児専門看児専門看護護護護師師師師等を等を等を等を配配配配置置置置している医療機関があり、そういうしている医療機関があり、そういうしている医療機関があり、そういうしている医療機関があり、そういう面面面面もももも含含含含めて、小めて、小めて、小めて、小児児児児のののの心心心心ののののケケケケアアアア等を等を等を等をササササポポポポーーーートトトトしています。しています。しています。しています。以以以以上です。上です。上です。上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 チャチャチャチャイイイイルルルルドドドド・・・・ラララライイイイフフフフ・・・・ススススペペペペシャシャシャシャリストリストリストリストについては、については、については、については、近近近近畿畿畿畿大医学部大医学部大医学部大医学部附附附附属属属属病院に病院に病院に病院に２名、大２名、大２名、大２名、大阪阪阪阪大学医学部大学医学部大学医学部大学医学部附附附附属属属属病院に１名、大病院に１名、大病院に１名、大病院に１名、大阪阪阪阪母母母母子子子子医療センターに１名、国立医療センターに１名、国立医療センターに１名、国立医療センターに１名、国立循循循循環環環環器器器器病病病病研研研研究究究究センターなどにセンターなどにセンターなどにセンターなどに配配配配置置置置がががが進進進進められており、さまめられており、さまめられており、さまめられており、さまざざざざまなまなまなまな専門専門専門専門家家家家やややや、、、、心心心心理理理理的的的的なとこなとこなとこなところろろろももももフフフフォォォォロロロローーーーしていかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないという動動動動きがあります。きがあります。きがあります。きがあります。ぜひぜひぜひぜひそういそういそういそういっっっった計た計た計た計画画画画の中でもの中でもの中でもの中でも検討検討検討検討、、、、採採採採用用用用をををを考え考え考え考えていていていていっっっっていただけれていただけれていただけれていただければばばばとととと思思思思います。います。います。います。一般一般一般一般的的的的にににに看看看看護護護護師師師師のののの気持気持気持気持ちでちでちでちで子子子子どものどものどものどものフフフフォォォォロロロローをしているというのがーをしているというのがーをしているというのがーをしているというのが現状現状現状現状です。医療です。医療です。医療です。医療現場現場現場現場において医療ににおいて医療ににおいて医療ににおいて医療に専専専専念念念念できるように、できるように、できるように、できるように、負担負担負担負担がががが非非非非常常常常に大きくなに大きくなに大きくなに大きくなっっっってててて残残残残業しなけれ業しなけれ業しなけれ業しなければばばばいけないといけないといけないといけないといういういういう環境環境環境環境にににに追追追追いいいい込込込込まれているとまれているとまれているとまれていると思思思思います。そういいます。そういいます。そういいます。そういっっっったたたた負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減するように、するように、するように、するように、ぜひぜひぜひぜひ計計計計画画画画のののの中で中で中で中で検討検討検討検討していただけれしていただけれしていただけれしていただければばばばとととと思思思思います。います。います。います。そして、これからの医療をそして、これからの医療をそして、これからの医療をそして、これからの医療を考え考え考え考えていく中で、地ていく中で、地ていく中で、地ていく中で、地域域域域包包包包括ケ括ケ括ケ括ケアアアアがががが必必必必須須須須だということで、厚生だということで、厚生だということで、厚生だということで、厚生委員会の県委員会の県委員会の県委員会の県外外外外視視視視察察察察としてとしてとしてとして沖縄沖縄沖縄沖縄に行に行に行に行っっっってきました。てきました。てきました。てきました。今今今今まで地まで地まで地まで地域域域域包包包包括ケ括ケ括ケ括ケアアアアに関していに関していに関していに関していろろろろいいいいろ現ろ現ろ現ろ現場場場場をををを見見見見てきて、あれがてきて、あれがてきて、あれがてきて、あれが足足足足りない、これがりない、これがりない、これがりない、これが足足足足りない、なかなかうまくりない、なかなかうまくりない、なかなかうまくりない、なかなかうまく回回回回らないというらないというらないというらないという現場現場現場現場のののの方、そして行政関係者のお方、そして行政関係者のお方、そして行政関係者のお方、そして行政関係者のお顔顔顔顔をををを拝拝拝拝してきたのですけれども、してきたのですけれども、してきたのですけれども、してきたのですけれども、実際実際実際実際にににに沖縄沖縄沖縄沖縄県立中部病院に行県立中部病院に行県立中部病院に行県立中部病院に行っっっったときに、これがきれいにたときに、これがきれいにたときに、これがきれいにたときに、これがきれいに回っ回っ回っ回っていたのです。本当にていたのです。本当にていたのです。本当にていたのです。本当に驚驚驚驚きました。さまきました。さまきました。さまきました。さまざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組組組組みみみみをををを聞聞聞聞いている中でいている中でいている中でいている中で気気気気づいたづいたづいたづいた点点点点としては、としては、としては、としては、介介介介護職の方護職の方護職の方護職の方 々々々々が本当に中が本当に中が本当に中が本当に中核核核核となとなとなとなっっっってててて動動動動いていると。いていると。いていると。いていると。病院の病院の病院の病院のベッベッベッベッドドドドのことをのことをのことをのことをババババッッッッククククベッベッベッベッドドドドというというというという言言言言い方で、医い方で、医い方で、医い方で、医師師師師自自自自身身身身がそうがそうがそうがそう言っ言っ言っ言っている中で、奈ている中で、奈ている中で、奈ている中で、奈良県としてこれから地良県としてこれから地良県としてこれから地良県としてこれから地域域域域包包包包括ケ括ケ括ケ括ケアアアアをををを確確確確立していくためにも、立していくためにも、立していくためにも、立していくためにも、介介介介護職の護職の護職の護職の数数数数をををを確確確確保していく保していく保していく保していく必必必必要があると要があると要があると要があると思思思思います。います。います。います。以前以前以前以前からからからから話話話話が出ているように、保が出ているように、保が出ているように、保が出ているように、保育育育育のののの問題問題問題問題に関しては保に関しては保に関しては保に関しては保育育育育士士士士がががが足足足足りりりりない、ない、ない、ない、看看看看護護護護師師師師もももも足足足足りないという中で、りないという中で、りないという中で、りないという中で、潜潜潜潜在在在在保保保保育育育育士士士士やややや潜潜潜潜在在在在看看看看護護護護師師師師のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしをされているこしをされているこしをされているこしをされているとととと思思思思います。その中で、います。その中で、います。その中で、います。その中で、潜潜潜潜在介在介在介在介護護護護士士士士のののの確確確確保が保が保が保が必必必必要にな要にな要にな要になっっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思います。います。います。います。潜潜潜潜在介在介在介在介護護護護士士士士のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こし策について、こし策について、こし策について、こし策について、何何何何かごかごかごかご検討検討検討検討されていることがあされていることがあされていることがあされていることがあっっっったらおたらおたらおたらお教教教教ええええいただけますか。いただけますか。いただけますか。いただけますか。○山田地域福祉課長○山田地域福祉課長○山田地域福祉課長○山田地域福祉課長 介介介介護人護人護人護人材材材材のののの確確確確保についてということで、保についてということで、保についてということで、保についてということで、潜潜潜潜在介在介在介在介護護護護士士士士のののの復復復復職職職職支援支援支援支援をををを今今今今後後後後どのようにしていくかということで、どのようにしていくかということで、どのようにしていくかということで、どのようにしていくかということで、重重重重要な要な要な要な課題課題課題課題だとだとだとだと認認認認識識識識しています。しています。しています。しています。潜潜潜潜在介在介在介在介護福祉護福祉護福祉護福祉士士士士のののの再再再再就就就就職職職職支援支援支援支援については、奈良県福祉人については、奈良県福祉人については、奈良県福祉人については、奈良県福祉人材材材材センターにおいて、センターにおいて、センターにおいて、センターにおいて、介介介介護職へ護職へ護職へ護職へのののの復復復復職を職を職を職を目目目目指す方を対指す方を対指す方を対指す方を対象象象象に、に、に、に、演習演習演習演習や実や実や実や実技技技技などに関するなどに関するなどに関するなどに関する介介介介護護護護復復復復職職職職支援支援支援支援講講講講座座座座を開を開を開を開催催催催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す。です。です。です。また、また、また、また、復復復復職職職職支援支援支援支援としては、としては、としては、としては、今今今今年度から、年度から、年度から、年度から、離離離離職した職した職した職した介介介介護人護人護人護人材材材材のののの再再再再就就就就職職職職準備準備準備準備貸貸貸貸し付けというし付けというし付けというし付けという制制制制度、度、度、度、復復復復職の職の職の職の準備準備準備準備にににに伴伴伴伴うううう必必必必要な費要な費要な費要な費用用用用ということですが、こちらのということですが、こちらのということですが、こちらのということですが、こちらの貸貸貸貸し付けの上限し付けの上限し付けの上限し付けの上限額額額額をををを前前前前年年年年
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の２０の２０の２０の２０万円万円万円万円から４０から４０から４０から４０万円万円万円万円にににに拡充拡充拡充拡充させたとこさせたとこさせたとこさせたところろろろです。これは２年です。これは２年です。これは２年です。これは２年間間間間、県、県、県、県内内内内の事業所での事業所での事業所での事業所で介介介介護職護職護職護職員として員として員として員として従従従従事していただけれ事していただけれ事していただけれ事していただければばばば返済返済返済返済をををを免免免免除除除除するという給付するという給付するという給付するという給付型型型型のののの貸貸貸貸付付付付制制制制度です。さらに、度です。さらに、度です。さらに、度です。さらに、離離離離職する職する職する職する介介介介護福祉護福祉護福祉護福祉士士士士がががが再再再再就就就就職にかかる職にかかる職にかかる職にかかる支援支援支援支援を受けられるように、を受けられるように、を受けられるように、を受けられるように、離離離離職職職職時時時時にににに氏氏氏氏名名名名や住や住や住や住所の所の所の所の届届届届けけけけ出を出を出を出を努力義努力義努力義努力義務とする務とする務とする務とする離離離離職職職職介介介介護福祉護福祉護福祉護福祉士士士士等等等等届届届届出出出出制制制制度が、平成２９年４月から度が、平成２９年４月から度が、平成２９年４月から度が、平成２９年４月から始始始始ままままっっっったとこたとこたとこたところろろろでででです。す。す。す。今後今後今後今後もこうしたもこうしたもこうしたもこうした制制制制度を度を度を度を活用活用活用活用し、関係機関とし、関係機関とし、関係機関とし、関係機関と連携連携連携連携、、、、協協協協力力力力しながら、しながら、しながら、しながら、潜潜潜潜在介在介在介在介護福祉護福祉護福祉護福祉士士士士のののの再再再再就就就就職職職職支援支援支援支援を行を行を行を行っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思っっっっ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す。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 平成２９年度から登平成２９年度から登平成２９年度から登平成２９年度から登録録録録制制制制度が開度が開度が開度が開始始始始されているということで、これからそのされているということで、これからそのされているということで、これからそのされているということで、これからその数数数数もももも必必必必要にな要にな要にな要になっっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますし、国いますし、国いますし、国いますし、国家家家家資資資資格格格格をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの介介介介護護護護士士士士の方の方の方の方 々々々々のののの復復復復職も職も職も職も拾拾拾拾っっっっていくていくていくていく必必必必要があると要があると要があると要があると思思思思います。います。います。います。介介介介護護護護経験経験経験経験のある方ののある方ののある方ののある方の実実実実態態態態把握把握把握把握はははは非非非非常常常常にににに難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますし、いますし、いますし、いますし、介介介介護護護護といといといといっっっってもすごくてもすごくてもすごくてもすごく幅広幅広幅広幅広いのですが、いのですが、いのですが、いのですが、ぜひぜひぜひぜひそういそういそういそういっっっったとこたとこたとこたところろろろもももも押押押押ささささええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いいいいます。ます。ます。ます。介介介介護職のいない地護職のいない地護職のいない地護職のいない地域域域域包包包包括ケ括ケ括ケ括ケアアアアはははは考え考え考え考えられませられませられませられませんんんんので、ので、ので、ので、ぜひぜひぜひぜひともともともとも力力力力を入れていただきを入れていただきを入れていただきを入れていただきたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。次に、先ほどから申し上げているとおり、医療次に、先ほどから申し上げているとおり、医療次に、先ほどから申し上げているとおり、医療次に、先ほどから申し上げているとおり、医療現場現場現場現場のののの負担負担負担負担が大きくなが大きくなが大きくなが大きくなっっっってきている中で、てきている中で、てきている中で、てきている中で、医療医療医療医療ＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴのののの導導導導入はどこまで入はどこまで入はどこまで入はどこまで進ん進ん進ん進んでいますか。でいますか。でいますか。でいますか。シシシシスススステムテムテムテム的的的的なとこなとこなとこなところろろろでも構いませでも構いませでも構いませでも構いませんんんんので、ので、ので、ので、教教教教ええええていただけますか。ていただけますか。ていただけますか。ていただけますか。○西村地域医療連携課長○西村地域医療連携課長○西村地域医療連携課長○西村地域医療連携課長 医療機関の医療機関の医療機関の医療機関の間間間間でででで連携連携連携連携する医療する医療する医療する医療ＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴについては、あるについては、あるについては、あるについては、ある程程程程度大き度大き度大き度大きな地な地な地な地域域域域の病院と、そのの病院と、そのの病院と、そのの病院と、その周辺周辺周辺周辺のののの同同同同じじじじ市町村市町村市町村市町村等にある等にある等にある等にある診診診診療所が、病療所が、病療所が、病療所が、病診診診診連携連携連携連携というというというという形形形形で、日ごで、日ごで、日ごで、日ごろろろろはははは診診診診療所にかか療所にかか療所にかか療所にかかっっっっているているているている患患患患者が、少し者が、少し者が、少し者が、少し急急急急変した変した変した変した場場場場合などに合などに合などに合などに後後後後方の大きな病院にす方の大きな病院にす方の大きな病院にす方の大きな病院にすぐぐぐぐに行に行に行に行っっっってもらてもらてもらてもらええええるようにということで、るようにということで、るようにということで、るようにということで、カカカカルテルテルテルテなどをなどをなどをなどを共有共有共有共有できるようなできるようなできるようなできるようなシシシシスススステムテムテムテムをつくをつくをつくをつくっっっっているているているているとことことこところろろろです。一例をです。一例をです。一例をです。一例を挙挙挙挙げると、げると、げると、げると、田田田田原原原原本本本本町町町町にある国保中にある国保中にある国保中にある国保中央央央央病院病院病院病院やややや、、、、桜桜桜桜井井井井市市市市のののの済済済済生会中生会中生会中生会中和和和和病院病院病院病院などで、そのようななどで、そのようななどで、そのようななどで、そのような取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 私私私私が本が本が本が本旨旨旨旨とするとことするとことするとことするところろろろは、先ほどから申し上げているとおり、地は、先ほどから申し上げているとおり、地は、先ほどから申し上げているとおり、地は、先ほどから申し上げているとおり、地域域域域包包包包括ケ括ケ括ケ括ケアアアアにつながにつながにつながにつながっっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思うのですが、医療分野のうのですが、医療分野のうのですが、医療分野のうのですが、医療分野のＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴはははは進ん進ん進ん進んでいるとでいるとでいるとでいると聞聞聞聞いてるのですけれいてるのですけれいてるのですけれいてるのですけれども、地ども、地ども、地ども、地域域域域包包包包括ケ括ケ括ケ括ケアアアアをををを考え考え考え考えたときに、医療とたときに、医療とたときに、医療とたときに、医療と介介介介護の護の護の護のリリリリンンンンククククもももも必必必必要にな要にな要にな要になっっっってくると。その中てくると。その中てくると。その中てくると。その中でででで危危危危惧惧惧惧するとこするとこするとこするところろろろは、は、は、は、介介介介護分野の護分野の護分野の護分野のＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴがどこまでがどこまでがどこまでがどこまで普普普普及しているのか。これは明らかにお及しているのか。これは明らかにお及しているのか。これは明らかにお及しているのか。これは明らかにおくれている。正くれている。正くれている。正くれている。正直直直直なななな話話話話、ほと、ほと、ほと、ほとんんんんどどどど進ん進ん進ん進んでいない。要はお金がない。そしてでいない。要はお金がない。そしてでいない。要はお金がない。そしてでいない。要はお金がない。そして使え使え使え使える人もいなる人もいなる人もいなる人もいない。い。い。い。使使使使ううううメメメメリリリリッッッットトトトがががが見見見見出せないとい出せないとい出せないとい出せないといっっっったとこたとこたとこたところろろろもあるともあるともあるともあると思思思思いますが、かなりいますが、かなりいますが、かなりいますが、かなり後発後発後発後発になになになになっっっってててているといるといるといると思思思思います。います。います。います。今後今後今後今後、地、地、地、地域域域域包包包包括ケ括ケ括ケ括ケアアアアをををを考え考え考え考えたときに、医療たときに、医療たときに、医療たときに、医療ＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴとととと介介介介護護護護ＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴ、、、、仮仮仮仮定し定し定し定しますが、これのますが、これのますが、これのますが、これのリリリリンンンンククククがががが必必必必要にな要にな要にな要になっっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますが、いかがおいますが、いかがおいますが、いかがおいますが、いかがお考え考え考え考えでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。
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○西村地域医療連携課長○西村地域医療連携課長○西村地域医療連携課長○西村地域医療連携課長 今今今今、佐藤委員がお、佐藤委員がお、佐藤委員がお、佐藤委員がおっっっっししししゃゃゃゃっっっった、県民がた、県民がた、県民がた、県民が住住住住みなれた地みなれた地みなれた地みなれた地域域域域でででで安心安心安心安心ししししてててて質質質質のののの高高高高い医療い医療い医療い医療や介や介や介や介護を受けるためには、医療護を受けるためには、医療護を受けるためには、医療護を受けるためには、医療側側側側とととと介介介介護護護護側側側側のののの間間間間でででで必必必必要な要な要な要な情情情情報を報を報を報を共有共有共有共有してしてしてして連連連連携携携携をををを進進進進めていくことが大めていくことが大めていくことが大めていくことが大切切切切だとだとだとだと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。それに当たり、それに当たり、それに当たり、それに当たり、在在在在宅宅宅宅療養療養療養療養患患患患者にかかわる医療者にかかわる医療者にかかわる医療者にかかわる医療や介や介や介や介護の他職護の他職護の他職護の他職種種種種間間間間ででででススススムムムムーーーーズズズズなななな情情情情報報報報共有共有共有共有をををを行い、医療と行い、医療と行い、医療と行い、医療と介介介介護の護の護の護の連携連携連携連携をををを促促促促進進進進するために、医療とするために、医療とするために、医療とするために、医療と介介介介護を護を護を護を両両両両方つな方つな方つな方つなぐぐぐぐＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴののののシシシシスススステムテムテムテムをををを構構構構築築築築することがすることがすることがすることが有効有効有効有効なななな手手手手段段段段だとだとだとだと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。今今今今、佐藤委員がお、佐藤委員がお、佐藤委員がお、佐藤委員がお述述述述べべべべの、医療の、医療の、医療の、医療側側側側はあるはあるはあるはある程程程程度度度度進ん進ん進ん進んでいるが、でいるが、でいるが、でいるが、介介介介護護護護側側側側がまだがまだがまだがまだ進ん進ん進ん進んでいないでいないでいないでいないということについて、医療ということについて、医療ということについて、医療ということについて、医療側側側側からのからのからのからのアアアアプロプロプロプローーーーチチチチとして、医療ととして、医療ととして、医療ととして、医療と介介介介護が護が護が護が連携連携連携連携するようなするようなするようなするような形形形形ででででののののネッネッネッネットトトトワワワワーーーーククククシシシシスススステムテムテムテムの構の構の構の構築築築築をををを目目目目指して、指して、指して、指して、今今今今、県では、県では、県では、県では宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市ををををモデルモデルモデルモデル地地地地区区区区とととと選選選選定し、定し、定し、定し、ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククの構の構の構の構築築築築事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施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。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市で事がで事がで事がで事が進ん進ん進ん進んで、それをで、それをで、それをで、それをモデルケモデルケモデルケモデルケーーーーススススとしてとしてとしてとして全全全全県に県に県に県に充充充充てられるとてられるとてられるとてられると思思思思うのうのうのうのですが、ですが、ですが、ですが、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市と、生と、生と、生と、生駒駒駒駒市市市市、、、、橿橿橿橿原原原原市市市市、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市のののの比比比比較較較較的都市的都市的都市的都市部については、また部については、また部については、また部については、また状状状状況況況況もももも違違違違っっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思います。います。います。います。今今今今、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市だけのだけのだけのだけのテテテテストストストストケケケケーーーーススススでででで進ん進ん進ん進んでいるのでしでいるのでしでいるのでしでいるのでしょょょょうか、それともうか、それともうか、それともうか、それとも都市都市都市都市型型型型としてそういうとしてそういうとしてそういうとしてそういうテテテテストストストストケケケケーーーーススススをされるをされるをされるをされる可能可能可能可能性があるのでし性があるのでし性があるのでし性があるのでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お聞聞聞聞かせくださかせくださかせくださかせください。い。い。い。○西村地域医療連携課長○西村地域医療連携課長○西村地域医療連携課長○西村地域医療連携課長 県県県県内内内内ででででモデルモデルモデルモデル的的的的にににに実施実施実施実施しようということで、しようということで、しようということで、しようということで、昨昨昨昨年度、公年度、公年度、公年度、公募募募募したしたしたしたとことことこところろろろ複複複複数数数数の応の応の応の応募募募募があり、があり、があり、があり、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市をををを今今今今、、、、選選選選定したとこ定したとこ定したとこ定したところろろろです。平成２９年２月にです。平成２９年２月にです。平成２９年２月にです。平成２９年２月に宇陀宇陀宇陀宇陀地地地地区区区区医療・医療・医療・医療・介介介介護護護護連携連携連携連携ＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴ導導導導入入入入検討協検討協検討協検討協議会を立ち上げて、地議会を立ち上げて、地議会を立ち上げて、地議会を立ち上げて、地区区区区内内内内の医の医の医の医師や師や師や師や看看看看護護護護師師師師、、、、訪訪訪訪問問問問看看看看護護護護師師師師、、、、ケケケケアマアマアマアマネネネネジジジジャャャャーなどをはじめとしてーなどをはじめとしてーなどをはじめとしてーなどをはじめとして多多多多くの職くの職くの職くの職種種種種の方のの方のの方のの方の参参参参画画画画をををを得得得得て、て、て、て、今今今今、、、、検討検討検討検討をををを進進進進めているめているめているめているとことことこところろろろです。です。です。です。宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市で一定の成果が出たで一定の成果が出たで一定の成果が出たで一定の成果が出た段階段階段階段階で、例で、例で、例で、例えば都市えば都市えば都市えば都市部にもまた部にもまた部にもまた部にもまた展展展展開していくという、次の開していくという、次の開していくという、次の開していくという、次の展展展展開を開を開を開を検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市の結果にの結果にの結果にの結果にぜひぜひぜひぜひ期期期期待待待待したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。引引引引きききき続続続続きききき都市都市都市都市部での部での部での部でのテテテテストストストストケケケケーーーーススススもももも必必必必要かと要かと要かと要かと思思思思います。います。います。います。ぜひぜひぜひぜひ進進進進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思思思思います。います。います。います。地地地地域域域域包包包包括ケ括ケ括ケ括ケアアアアの中での中での中での中で意外意外意外意外とととと忘忘忘忘れがちなのが、２０１６年４月かられがちなのが、２０１６年４月かられがちなのが、２０１６年４月かられがちなのが、２０１６年４月から診診診診療報療報療報療報酬酬酬酬が改定され、が改定され、が改定され、が改定され、かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ薬薬薬薬局局局局制制制制度が度が度が度がススススタータータータートトトトすることだとすることだとすることだとすることだと思思思思います。このかかりつけいます。このかかりつけいます。このかかりつけいます。このかかりつけ薬薬薬薬局局局局制制制制度について、度について、度について、度について、今現状今現状今現状今現状、どのような、どのような、どのような、どのような状状状状態態態態になになになになっっっっているのか、おているのか、おているのか、おているのか、お聞聞聞聞かせいただけますか。かせいただけますか。かせいただけますか。かせいただけますか。○辻元薬務課長○辻元薬務課長○辻元薬務課長○辻元薬務課長 かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ薬薬薬薬局についてのご局についてのご局についてのご局についてのご質問質問質問質問におにおにおにお答答答答ええええします。します。します。します。かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ薬薬薬薬局とは、局とは、局とは、局とは、患患患患者がどこの医療機関で受者がどこの医療機関で受者がどこの医療機関で受者がどこの医療機関で受診診診診しても院しても院しても院しても院外外外外処方処方処方処方箋箋箋箋によりによりによりにより調調調調剤剤剤剤を受けを受けを受けを受けるるるる薬薬薬薬局を一つにまとめておくことで、局を一つにまとめておくことで、局を一つにまとめておくことで、局を一つにまとめておくことで、患患患患者の者の者の者の服服服服薬薬薬薬情情情情報を一報を一報を一報を一元元元元化化化化し、し、し、し、継継継継続的続的続的続的にににに把握把握把握把握することすることすることすること



---- 44442222 ----

ができるものです。そのことにより、ができるものです。そのことにより、ができるものです。そのことにより、ができるものです。そのことにより、患患患患者の者の者の者の既既既既往往往往症症症症やややや服服服服用用用用歴歴歴歴ややややアアアアレルレルレルレルギギギギーのーのーのーの有有有有無無無無などのなどのなどのなどの情情情情報を報を報を報を加加加加味味味味して処方して処方して処方して処方内容内容内容内容ののののチチチチェェェェッッッッククククを行い、よりを行い、よりを行い、よりを行い、より適適適適切切切切なななな服服服服薬薬薬薬指指指指導導導導のののの治治治治療につなげるものです。療につなげるものです。療につなげるものです。療につなげるものです。しかしながら、院しかしながら、院しかしながら、院しかしながら、院外外外外処方処方処方処方箋箋箋箋が医療機関から出ることがが医療機関から出ることがが医療機関から出ることがが医療機関から出ることが前前前前提にな提にな提にな提になっっっっています。それからもています。それからもています。それからもています。それからもう一つ、県う一つ、県う一つ、県う一つ、県内内内内でも１２のでも１２のでも１２のでも１２の市町村市町村市町村市町村において、において、において、において、薬薬薬薬局がない地局がない地局がない地局がない地域域域域があります。こういがあります。こういがあります。こういがあります。こういっっっったたたた課題課題課題課題をををを抱抱抱抱ええええながら、ながら、ながら、ながら、現状現状現状現状としては、かかりつけとしては、かかりつけとしては、かかりつけとしては、かかりつけ薬薬薬薬局の局の局の局の持持持持つつつつメメメメリリリリッッッットトトトについて、県としていについて、県としていについて、県としていについて、県としていろろろろいいいいろろろろとととと広広広広報に当た報に当た報に当た報に当たっっっっ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す。です。です。です。現状現状現状現状ですが、平成２９年７月に県民ですが、平成２９年７月に県民ですが、平成２９年７月に県民ですが、平成２９年７月に県民ウエウエウエウエブブブブアアアアンンンンケケケケーーーートトトトを行を行を行を行っっっった中で、た中で、た中で、た中で、客客客客体数体数体数体数はそれほどはそれほどはそれほどはそれほど多多多多くないのですが、くないのですが、くないのですが、くないのですが、回回回回答答答答者２１１名中者２１１名中者２１１名中者２１１名中、、、、「「「「１１１１カカカカ所で所で所で所で調調調調剤剤剤剤を受けているを受けているを受けているを受けている」」」」というというというという回回回回答答答答が１０が１０が１０が１０１名で４８１名で４８１名で４８１名で４８％％％％というというというという数数数数字字字字でしたでしたでしたでした。。。。「「「「病院病院病院病院やややや症症症症状状状状によによによによっっっってててて異異異異なるなるなるなる調調調調剤剤剤剤薬薬薬薬局行く局行く局行く局行く」」」」というというというという回回回回答答答答が８７名で４１が８７名で４１が８７名で４１が８７名で４１％％％％、、、、残残残残りがりがりがりが「「「「その他その他その他その他」」」」というというというという状状状状況況況況です。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 まだまだまだまだ広広広広がりきがりきがりきがりきっっっっておらず、知らない方もおられる。ておらず、知らない方もおられる。ておらず、知らない方もおられる。ておらず、知らない方もおられる。診診診診察察察察を受けてどこでおを受けてどこでおを受けてどこでおを受けてどこでお薬薬薬薬をもらうかというと院をもらうかというと院をもらうかというと院をもらうかというと院内内内内でもらでもらでもらでもらっっっってしまう、どこかの医院であてしまう、どこかの医院であてしまう、どこかの医院であてしまう、どこかの医院であっっっったら出たとこたら出たとこたら出たとこたら出たところろろろのののの近近近近くにくにくにくに門門門門前前前前薬薬薬薬局があ局があ局があ局があっっっって、そこでもらて、そこでもらて、そこでもらて、そこでもらっっっってしまうと。そのことが結局はジてしまうと。そのことが結局はジてしまうと。そのことが結局はジてしまうと。そのことが結局はジェェェェネネネネリリリリッッッッククククのののの普普普普及及及及やややや、、、、残薬残薬残薬残薬のののの調整調整調整調整などにもかかわなどにもかかわなどにもかかわなどにもかかわっっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思います。います。います。います。本日ご説明いただきましたけれども、２０１８年度にかけて奈良県総合医療センターが本日ご説明いただきましたけれども、２０１８年度にかけて奈良県総合医療センターが本日ご説明いただきましたけれども、２０１８年度にかけて奈良県総合医療センターが本日ご説明いただきましたけれども、２０１８年度にかけて奈良県総合医療センターが移転移転移転移転する、国民健康保険は県する、国民健康保険は県する、国民健康保険は県する、国民健康保険は県単位化単位化単位化単位化される、またされる、またされる、またされる、また診診診診療報療報療報療報酬酬酬酬もももも削削削削減減減減という方という方という方という方向向向向性が性が性が性が諮諮諮諮問問問問会議会議会議会議でもでもでもでも言言言言われている中で、われている中で、われている中で、われている中で、非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状態態態態になになになになっっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思います。その中でいます。その中でいます。その中でいます。その中で打打打打てるてるてるてる手手手手をををを打打打打っっっっていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思いますし、いますし、いますし、いますし、効率化効率化効率化効率化、それに対しての対処について、これ、それに対しての対処について、これ、それに対しての対処について、これ、それに対しての対処について、これからもからもからもからも話話話話をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思います。います。います。います。情情情情報報報報共有共有共有共有、もしくは、もしくは、もしくは、もしくは動動動動きがありましたきがありましたきがありましたきがありましたら報告をいただき、奈良県のら報告をいただき、奈良県のら報告をいただき、奈良県のら報告をいただき、奈良県の安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全をををを我我我我 々々々々でででで担担担担保できるように、そして理事者の皆様保できるように、そして理事者の皆様保できるように、そして理事者の皆様保できるように、そして理事者の皆様におかれてはにおかれてはにおかれてはにおかれては何何何何ととととぞぞぞぞ頑張頑張頑張頑張っっっっていただきたいというていただきたいというていただきたいというていただきたいというエエエエーーーールルルルをををを送送送送らせていただきたいとらせていただきたいとらせていただきたいとらせていただきたいと思思思思いまいまいまいます。す。す。す。以以以以上をもちまして、上をもちまして、上をもちまして、上をもちまして、私私私私のののの質問質問質問質問をををを終終終終わります。わります。わります。わります。○山中副委員長○山中副委員長○山中副委員長○山中副委員長 私私私私からは２からは２からは２からは２点点点点ほどおほどおほどおほどお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。まず１まず１まず１まず１点目点目点目点目ですが、１１月２８日のですが、１１月２８日のですが、１１月２８日のですが、１１月２８日の新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道で、国民健康保険の県で、国民健康保険の県で、国民健康保険の県で、国民健康保険の県単位化単位化単位化単位化の中で、の中で、の中で、の中で、イイイインンンンセンセンセンセンティブティブティブティブ制制制制度がいよいよ本度がいよいよ本度がいよいよ本度がいよいよ本格格格格的的的的に行われることについて、厚生に行われることについて、厚生に行われることについて、厚生に行われることについて、厚生労労労労働働働働省省省省のののの内容内容内容内容がががが書書書書かれてかれてかれてかれていました。そのいました。そのいました。そのいました。その点点点点についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。イイイインセンンセンンセンンセンティブティブティブティブ制制制制度の本度の本度の本度の本格格格格稼稼稼稼働働働働といといといということで、うことで、うことで、うことで、具体的具体的具体的具体的には、例には、例には、例には、例えばえばえばえば保険保険保険保険料料料料の徴収の徴収の徴収の徴収率率率率、それから特定健、それから特定健、それから特定健、それから特定健診診診診のののの診診診診断率断率断率断率、さらにはジ、さらにはジ、さらにはジ、さらにはジェェェェネネネネリリリリッッッックククク医医医医薬品薬品薬品薬品のののの使用割使用割使用割使用割合というようなことを一定合というようなことを一定合というようなことを一定合というようなことを一定評評評評価価価価し、し、し、し、点数化点数化点数化点数化した上で公費を分した上で公費を分した上で公費を分した上で公費を分配配配配するというするというするというするという仕仕仕仕組組組組みになみになみになみになっっっっているとているとているとていると思思思思います。予算います。予算います。予算います。予算的的的的にも２０１８年度の本にも２０１８年度の本にも２０１８年度の本にも２０１８年度の本格格格格実施実施実施実施をををを目目目目指し指し指し指して、本年度のて、本年度のて、本年度のて、本年度の約約約約３３３３倍倍倍倍のののの約約約約７００７００７００７００億円億円億円億円から８００から８００から８００から８００億円億円億円億円の公費と、の公費と、の公費と、の公費と、制制制制度度度度調整調整調整調整交付金を２００交付金を２００交付金を２００交付金を２００億億億億
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円円円円から３００から３００から３００から３００億円億円億円億円ほどほどほどほど加加加加算し、算し、算し、算し、約約約約１１１１，，，，００００００００００００億円億円億円億円程程程程度の予算ということで、度の予算ということで、度の予算ということで、度の予算ということで、イイイインセンンセンンセンンセンティティティティブブブブ制制制制度の本度の本度の本度の本格格格格実用実用実用実用ということが載ということが載ということが載ということが載っっっっていました。ていました。ていました。ていました。そこで、そこで、そこで、そこで、イイイインセンンセンンセンンセンティブティブティブティブ制制制制度の概要、それと度の概要、それと度の概要、それと度の概要、それと各都道府各都道府各都道府各都道府県、また県、また県、また県、また市町村市町村市町村市町村では、このでは、このでは、このでは、この制制制制度を度を度を度をどのようにどのようにどのようにどのように反映反映反映反映しししし展展展展開することができるのか、この開することができるのか、この開することができるのか、この開することができるのか、この点点点点についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。それと２それと２それと２それと２点目点目点目点目ですが、先ほど林医療政策部長からもですが、先ほど林医療政策部長からもですが、先ほど林医療政策部長からもですが、先ほど林医療政策部長からも話話話話のあのあのあのあっっっった、た、た、た、新新新新奈良県総合医療セン奈良県総合医療セン奈良県総合医療セン奈良県総合医療センターの開院について、県民の方からごターの開院について、県民の方からごターの開院について、県民の方からごターの開院について、県民の方からご質問質問質問質問をいただきましたので、をいただきましたので、をいただきましたので、をいただきましたので、ぜひぜひぜひぜひともおともおともおともお聞聞聞聞かせいたかせいたかせいたかせいただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと思思思思います。います。います。います。平成３０年５月１日から、平成３０年５月１日から、平成３０年５月１日から、平成３０年５月１日から、救救救救急急急急医療の医療の医療の医療の充充充充実実実実、、、、周周周周産期産期産期産期医療の医療の医療の医療の充充充充実実実実、さらには、さらには、さらには、さらには専門専門専門専門的的的的なななな質質質質のののの高高高高いがいがいがいがんんんん医療の提医療の提医療の提医療の提供供供供など、７つの医療機など、７つの医療機など、７つの医療機など、７つの医療機能能能能で地で地で地で地域域域域医療を医療を医療を医療を支え支え支え支えるとされています。るとされています。るとされています。るとされています。診診診診療科療科療科療科目目目目においても、においても、においても、においても、現在現在現在現在の２２から例の２２から例の２２から例の２２から例えばえばえばえば乳腺乳腺乳腺乳腺外外外外来来来来、、、、感感感感染染染染症症症症内内内内科、科、科、科、血液血液血液血液・・・・腫瘍腫瘍腫瘍腫瘍内内内内科などを科などを科などを科などを含含含含めて、めて、めて、めて、５つの５つの５つの５つの新新新新たなたなたなたな診診診診療科療科療科療科目目目目をををを設置設置設置設置をして開院するというをして開院するというをして開院するというをして開院するという内容内容内容内容でした。でした。でした。でした。そこで、そこで、そこで、そこで、新新新新たなたなたなたな診診診診療科療科療科療科目目目目のののの設設設設立立立立趣旨趣旨趣旨趣旨と、県と、県と、県と、県内内内内におけるにおけるにおけるにおける新新新新たなたなたなたな診診診診療科療科療科療科目目目目のののの状状状状況況況況、また、、また、、また、、また、新新新新たにたにたにたに設置設置設置設置されたされたされたされた診診診診療科で療科で療科で療科で今後今後今後今後、、、、専門専門専門専門的的的的でででで質質質質のののの高高高高い医療を提い医療を提い医療を提い医療を提供供供供する上で、医する上で、医する上で、医する上で、医師師師師のののの確確確確保、人保、人保、人保、人材材材材のののの育育育育成が大変成が大変成が大変成が大変重重重重要かと要かと要かと要かと思思思思いますが、このいますが、このいますが、このいますが、この点点点点についておについておについておについてお聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと思思思思います。います。います。います。○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長 国の国の国の国のイイイインセンンセンンセンンセンティブティブティブティブ制制制制度の概要と、県におけるその度の概要と、県におけるその度の概要と、県におけるその度の概要と、県におけるその活用活用活用活用、、、、展展展展開につ開につ開につ開についてのごいてのごいてのごいてのご質問質問質問質問をいただきました。山中委員のご説明とをいただきました。山中委員のご説明とをいただきました。山中委員のご説明とをいただきました。山中委員のご説明と重重重重複複複複するとこするとこするとこするところろろろもありますが、改めもありますが、改めもありますが、改めもありますが、改めてご説明させていただきます。てご説明させていただきます。てご説明させていただきます。てご説明させていただきます。国の国の国の国のイイイインセンンセンンセンンセンティブティブティブティブ制制制制度については、国民健康保険の県度については、国民健康保険の県度については、国民健康保険の県度については、国民健康保険の県単位化単位化単位化単位化にににに伴伴伴伴い、平成３０年度かい、平成３０年度かい、平成３０年度かい、平成３０年度から保険者ら保険者ら保険者ら保険者努力努力努力努力支援制支援制支援制支援制度という度という度という度という制制制制度が度が度が度が創創創創設設設設され、医療費のされ、医療費のされ、医療費のされ、医療費の適適適適正正正正化化化化、あるいは国民健康保険、あるいは国民健康保険、あるいは国民健康保険、あるいは国民健康保険財財財財政政政政運営運営運営運営にににに取取取取りりりり組む都道府組む都道府組む都道府組む都道府県県県県や市町村や市町村や市町村や市町村のののの努力努力努力努力、成果に対して国が定める、成果に対して国が定める、成果に対して国が定める、成果に対して国が定める客客客客観的観的観的観的な指な指な指な指標標標標に基づに基づに基づに基づき交付金が上き交付金が上き交付金が上き交付金が上乗乗乗乗せ交付されることとなります。せ交付されることとなります。せ交付されることとなります。せ交付されることとなります。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、市町村市町村市町村市町村分としては、分としては、分としては、分としては、後発後発後発後発医医医医薬品薬品薬品薬品、ジ、ジ、ジ、ジェェェェネネネネリリリリッッッックククク医医医医薬品薬品薬品薬品のののの普普普普及及及及促促促促進進進進、特定健、特定健、特定健、特定健診診診診やややや特定保健指特定保健指特定保健指特定保健指導導導導の受の受の受の受診診診診率率率率のののの向向向向上など、医療費上など、医療費上など、医療費上など、医療費適適適適正正正正化化化化のののの取取取取りりりり組組組組み、あるいは収納み、あるいは収納み、あるいは収納み、あるいは収納率率率率のののの向向向向上上上上などのなどのなどのなどの取取取取りりりり組組組組みに対する指みに対する指みに対する指みに対する指標標標標に基づき、に基づき、に基づき、に基づき、点数点数点数点数に基づいて公費が上に基づいて公費が上に基づいて公費が上に基づいて公費が上乗乗乗乗せ交付されるものです。せ交付されるものです。せ交付されるものです。せ交付されるものです。また、また、また、また、都道府都道府都道府都道府県分については、県県分については、県県分については、県県分については、県全体全体全体全体の医療費の医療費の医療費の医療費適適適適正正正正化化化化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみやややや収納収納収納収納率率率率のののの向向向向上、また上、また上、また上、また決決決決算補算補算補算補填填填填等を等を等を等を目的目的目的目的とした法定とした法定とした法定とした法定外繰外繰外繰外繰り入れの解り入れの解り入れの解り入れの解消消消消などのなどのなどのなどの取取取取りりりり組組組組みに関する指みに関する指みに関する指みに関する指標標標標に基づき、こに基づき、こに基づき、こに基づき、これもれもれもれも点数点数点数点数に応じて上に応じて上に応じて上に応じて上乗乗乗乗せ交付されるものです。予算せ交付されるものです。予算せ交付されるものです。予算せ交付されるものです。予算規模規模規模規模については、山中委員がおについては、山中委員がおについては、山中委員がおについては、山中委員がお述述述述べべべべののののとおり、とおり、とおり、とおり、全全全全国国国国ベベベベーーーーススススでででで毎毎毎毎年、年、年、年、約約約約１１１１，，，，００００００００００００億円億円億円億円程程程程度が度が度が度が措置措置措置措置されるされるされるされる見通見通見通見通しです。しです。しです。しです。以以以以上が概要上が概要上が概要上が概要です。です。です。です。続続続続いて、交付金が交付されたいて、交付金が交付されたいて、交付金が交付されたいて、交付金が交付された場場場場合の合の合の合の活用活用活用活用、、、、展展展展開についてです。開についてです。開についてです。開についてです。市町村市町村市町村市町村分については、先分については、先分については、先分については、先
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ほど土井健康福祉部長がご説明したとおり、県ほど土井健康福祉部長がご説明したとおり、県ほど土井健康福祉部長がご説明したとおり、県ほど土井健康福祉部長がご説明したとおり、県内内内内保険保険保険保険料料料料水水水水準準準準のののの統統統統一一一一化化化化を奈良県がを奈良県がを奈良県がを奈良県が目目目目指すと指すと指すと指すとこここころろろろから、から、から、から、市町村個市町村個市町村個市町村個別別別別には保険には保険には保険には保険料料料料のののの軽減軽減軽減軽減にににに活用活用活用活用するのではなく、するのではなく、するのではなく、するのではなく、各市町村各市町村各市町村各市町村ののののデデデデータータータータヘルヘルヘルヘルスススス計計計計画画画画に基づくに基づくに基づくに基づく取取取取りりりり組組組組みなど、保険事業などにみなど、保険事業などにみなど、保険事業などにみなど、保険事業などに活用活用活用活用していただくということとなります。していただくということとなります。していただくということとなります。していただくということとなります。一方、県分については、県一方、県分については、県一方、県分については、県一方、県分については、県全体全体全体全体の保険の保険の保険の保険料負担料負担料負担料負担のののの抑抑抑抑制制制制とともに、県とともに、県とともに、県とともに、県単位化単位化単位化単位化にににに伴伴伴伴う保険う保険う保険う保険料負料負料負料負担担担担のののの激激激激変変変変緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置のためにのためにのためにのために優優優優先して先して先して先して活用活用活用活用していくしていくしていくしていく考え考え考え考えです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長○藤井病院マネジメント課長 続続続続いて、いて、いて、いて、新新新新奈良県総合医療センターにおける奈良県総合医療センターにおける奈良県総合医療センターにおける奈良県総合医療センターにおける新新新新診診診診療科につ療科につ療科につ療科についてのごいてのごいてのごいてのご質問質問質問質問です。です。です。です。来来来来年５月に開院を年５月に開院を年５月に開院を年５月に開院を控控控控ええええているているているている新新新新病院については、病院については、病院については、病院については、今今今今ごごごご紹紹紹紹介介介介いただいたように、５つのいただいたように、５つのいただいたように、５つのいただいたように、５つの新新新新しいしいしいしい診診診診療科ができることにな療科ができることにな療科ができることにな療科ができることになっっっっています。そのうちています。そのうちています。そのうちています。そのうち乳腺乳腺乳腺乳腺外外外外科、科、科、科、頭頸頭頸頭頸頭頸部部部部外外外外科、科、科、科、頭頸頭頸頭頸頭頸部ですか部ですか部ですか部ですからららら頭頭頭頭とととと首首首首です、です、です、です、血液血液血液血液・・・・腫瘍腫瘍腫瘍腫瘍内内内内科については、科については、科については、科については、乳乳乳乳ががががんやんやんやんや頸頸頸頸部が部が部が部がんんんん、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは白白白白血血血血病、病、病、病、悪悪悪悪性性性性リリリリンンンンパパパパ腫腫腫腫といといといといっっっったたたた血液血液血液血液のがのがのがのがんんんんというように、どというように、どというように、どというように、どんんんんながながながながんんんんでもでもでもでも見見見見ることができるることができるることができるることができる体制体制体制体制をををを整え整え整え整えて、て、て、て、新新新新病院で病院で病院で病院で専門専門専門専門的的的的かつかつかつかつ質質質質のののの高高高高いがいがいがいがんんんん治治治治療を提療を提療を提療を提供供供供するためにするためにするためにするために新設新設新設新設するというものです。するというものです。するというものです。するというものです。それからそれからそれからそれから残残残残り２つ、り２つ、り２つ、り２つ、口口口口腔腔腔腔外外外外科、それから科、それから科、それから科、それから感感感感染染染染症症症症内内内内科については、ほかの科については、ほかの科については、ほかの科については、ほかの診診診診療科と療科と療科と療科と連携連携連携連携ししししてててて治治治治療に当たり、総合療に当たり、総合療に当たり、総合療に当たり、総合的的的的な医療を提な医療を提な医療を提な医療を提供供供供することをすることをすることをすることを目目目目指して、病院として指して、病院として指して、病院として指して、病院としてレベルレベルレベルレベルアアアアッッッッププププをををを図図図図るというものです。るというものです。るというものです。るというものです。現状現状現状現状においては、これらのにおいては、これらのにおいては、これらのにおいては、これらの診診診診療科の療科の療科の療科の患患患患者に対しては、県医科大学者に対しては、県医科大学者に対しては、県医科大学者に対しては、県医科大学附附附附属属属属病院病院病院病院やややや天天天天理よ理よ理よ理よろろろろづづづづ相相相相談談談談所病院など、一部の大きな病院にしか所病院など、一部の大きな病院にしか所病院など、一部の大きな病院にしか所病院など、一部の大きな病院にしか専門専門専門専門のののの診診診診療科がなく、療科がなく、療科がなく、療科がなく、患患患患者が者が者が者が集集集集中したり他中したり他中したり他中したり他府府府府県県県県の病院に行かの病院に行かの病院に行かの病院に行かざざざざるをるをるをるを得得得得ないといないといないといないといっっっったたたた状状状状況況況況もあります。もあります。もあります。もあります。新新新新奈良県総合医療センターにおいては、奈良県総合医療センターにおいては、奈良県総合医療センターにおいては、奈良県総合医療センターにおいては、北北北北部地部地部地部地域域域域のののの高高高高度医療度医療度医療度医療拠拠拠拠点点点点病院としてこれらの病院としてこれらの病院としてこれらの病院としてこれらの患患患患者の受け者の受け者の受け者の受け皿皿皿皿となり、よりとなり、よりとなり、よりとなり、より充充充充実実実実した医療を提した医療を提した医療を提した医療を提供供供供するため５つのするため５つのするため５つのするため５つの診診診診療科を療科を療科を療科を新新新新たにたにたにたに設置設置設置設置するといするといするといするということです。うことです。うことです。うことです。医医医医師師師師のののの確確確確保ですけれども、保ですけれども、保ですけれども、保ですけれども、新新新新病院の開院に合わせて、病院の開院に合わせて、病院の開院に合わせて、病院の開院に合わせて、新設新設新設新設するするするする診診診診療科の医療科の医療科の医療科の医師師師師についてはについてはについてはについては確確確確保できるめどが立保できるめどが立保できるめどが立保できるめどが立っっっっていますが、ていますが、ていますが、ていますが、今後今後今後今後もももも継継継継続続続続してしてしてして診診診診療を療を療を療を続続続続けるためには医けるためには医けるためには医けるためには医師師師師のののの確確確確保が保が保が保が非非非非常常常常にににに重重重重要にな要にな要にな要になっっっってきます。そのために医てきます。そのために医てきます。そのために医てきます。そのために医師師師師の医療機関である県立医科大学とのの医療機関である県立医科大学とのの医療機関である県立医科大学とのの医療機関である県立医科大学との連携連携連携連携をををを密密密密ににににしていく方していく方していく方していく方針針針針をををを考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○山中副委員長○山中副委員長○山中副委員長○山中副委員長 まずまずまずまずイイイインセンンセンンセンンセンティブティブティブティブ制制制制度についてですけれども、県に交付される分につ度についてですけれども、県に交付される分につ度についてですけれども、県に交付される分につ度についてですけれども、県に交付される分については、いては、いては、いては、今後今後今後今後のののの激激激激変変変変緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置にしにしにしにしっっっっかりかりかりかり充充充充てるということで、これまでてるということで、これまでてるということで、これまでてるということで、これまで市町村市町村市町村市町村がががが繰繰繰繰り入れり入れり入れり入れていた、例ていた、例ていた、例ていた、例えば決えば決えば決えば決算補算補算補算補充充充充のための法定のための法定のための法定のための法定外外外外の一般会計からのの一般会計からのの一般会計からのの一般会計からの繰繰繰繰り入れ、もしくはり入れ、もしくはり入れ、もしくはり入れ、もしくは繰繰繰繰上上上上充充充充用用用用金金金金にににに充充充充当されて、少しでも当されて、少しでも当されて、少しでも当されて、少しでも市町村市町村市町村市町村のののの持持持持ち出しを少なくしようということにち出しを少なくしようということにち出しを少なくしようということにち出しを少なくしようということに使使使使われると。そしわれると。そしわれると。そしわれると。そしてまた、てまた、てまた、てまた、各市町村各市町村各市町村各市町村にににに配配配配分される交付金については、先ほどあ分される交付金については、先ほどあ分される交付金については、先ほどあ分される交付金については、先ほどあっっっった保険た保険た保険た保険料料料料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引引引引
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きききき下下下下げはせず、県でげはせず、県でげはせず、県でげはせず、県で今後統今後統今後統今後統一するということですので、そこに一するということですので、そこに一するということですので、そこに一するということですので、そこに使使使使うのではなく、医療の予うのではなく、医療の予うのではなく、医療の予うのではなく、医療の予防防防防等についてし等についてし等についてし等についてしっっっっかりとかりとかりとかりとイイイインセンンセンンセンンセンティブティブティブティブをををを図図図図るというるというるというるという内容内容内容内容だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味で、で、で、で、今後今後今後今後、、、、市町村市町村市町村市町村ががががイイイインセンンセンンセンンセンティブティブティブティブにににに向向向向けたさまけたさまけたさまけたさまざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組組組組みをされるみをされるみをされるみをされるとととと思思思思いますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その辺辺辺辺をよくをよくをよくをよく聞聞聞聞き、県としてもき、県としてもき、県としてもき、県としても情情情情報をし報をし報をし報をしっっっっかり受けとめ、県かり受けとめ、県かり受けとめ、県かり受けとめ、県全体全体全体全体でででで共有共有共有共有できるようなとこできるようなとこできるようなとこできるようなところろろろはしはしはしはしっっっっかりとして、本当に県かりとして、本当に県かりとして、本当に県かりとして、本当に県単位化単位化単位化単位化されてよかされてよかされてよかされてよかっっっったとたとたとたと言っ言っ言っ言ってもらてもらてもらてもらええええるるるるようなようなようなような制制制制度にしていただきたいと度にしていただきたいと度にしていただきたいと度にしていただきたいと思思思思います。います。います。います。いずれにしても、またこれからいずれにしても、またこれからいずれにしても、またこれからいずれにしても、またこれからイイイインセンンセンンセンンセンティブティブティブティブ等についてはさま等についてはさま等についてはさま等についてはさまざざざざまままま具体的具体的具体的具体的なとこなとこなとこなところろろろがががが見え見え見え見えてこようかとてこようかとてこようかとてこようかと思思思思いますので、またこれはいいますので、またこれはいいますので、またこれはいいますので、またこれはいろろろろいいいいろろろろ聞聞聞聞かせていただけれかせていただけれかせていただけれかせていただければばばばとととと思思思思います。います。います。います。それから、それから、それから、それから、新新新新新新新新奈良県総合医療センターについて、県民の方から、特に奈良県総合医療センターについて、県民の方から、特に奈良県総合医療センターについて、県民の方から、特に奈良県総合医療センターについて、県民の方から、特に血液血液血液血液内内内内科につい科につい科につい科について、て、て、て、既既既既に５つの病院で開に５つの病院で開に５つの病院で開に５つの病院で開設設設設されているされているされているされている状状状状況況況況ですが、ですが、ですが、ですが、信信信信頼頼頼頼のののの高高高高い奈良県総合医療センターでい奈良県総合医療センターでい奈良県総合医療センターでい奈良県総合医療センターでももももやっやっやっやっていただけるということでしたので、そのていただけるということでしたので、そのていただけるということでしたので、そのていただけるということでしたので、その内容内容内容内容についてについてについてについて聞聞聞聞かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。先ほど申し上げた７つの先ほど申し上げた７つの先ほど申し上げた７つの先ほど申し上げた７つの柱柱柱柱をしをしをしをしっっっっかりとかりとかりとかりと守守守守りながら、地りながら、地りながら、地りながら、地域域域域医療の医療の医療の医療の充充充充実実実実にににに向向向向けてけてけてけて図っ図っ図っ図っていたていたていたていただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと思思思思いますので、よいますので、よいますので、よいますので、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。以以以以上で上で上で上で私私私私のののの質問質問質問質問をををを終終終終わります。わります。わります。わります。○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長 これをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして質問質問質問質問をををを終終終終わります。わります。わります。わります。次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で反反反反対対対対討論討論討論討論をされるをされるをされるをされる場場場場合は委員長報告合は委員長報告合は委員長報告合は委員長報告にににに反反反反対対対対意見意見意見意見を記載しないことになを記載しないことになを記載しないことになを記載しないことになっっっっております。ております。ております。ております。日本日本日本日本共産共産共産共産党党党党はははは反反反反対対対対討論討論討論討論をされますか。をされますか。をされますか。をされますか。○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 します。します。します。します。○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長 それでは、議第７７号及び議第９５号中、当委員会所管分については、委それでは、議第７７号及び議第９５号中、当委員会所管分については、委それでは、議第７７号及び議第９５号中、当委員会所管分については、委それでは、議第７７号及び議第９５号中、当委員会所管分については、委員長報告に員長報告に員長報告に員長報告に反反反反対対対対意見意見意見意見を記載しませを記載しませを記載しませを記載しませんんんんので、よので、よので、よので、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。日本日本日本日本維維維維新新新新の会はの会はの会はの会は反反反反対対対対討論討論討論討論をされますか。をされますか。をされますか。をされますか。○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員 します。します。します。します。○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長○奥山委員長 それでは、議第７７号及び議第９５号中、当委員会所管分については、委それでは、議第７７号及び議第９５号中、当委員会所管分については、委それでは、議第７７号及び議第９５号中、当委員会所管分については、委それでは、議第７７号及び議第９５号中、当委員会所管分については、委員長報告に員長報告に員長報告に員長報告に反反反反対対対対意見意見意見意見を記載いたしませを記載いたしませを記載いたしませを記載いたしませんんんんので、よので、よので、よので、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。次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任任任任願願願願ええええますか。ますか。ますか。ますか。（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。これをもちまして本日の委員会をこれをもちまして本日の委員会をこれをもちまして本日の委員会をこれをもちまして本日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。


