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○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長ただいまから、本日の会議を開きます。ただいまから、本日の会議を開きます。ただいまから、本日の会議を開きます。ただいまから、本日の会議を開きます。なお、奥山委員、中野委員は少しおくれるとの連絡がございましたので、よろしくお願なお、奥山委員、中野委員は少しおくれるとの連絡がございましたので、よろしくお願なお、奥山委員、中野委員は少しおくれるとの連絡がございましたので、よろしくお願なお、奥山委員、中野委員は少しおくれるとの連絡がございましたので、よろしくお願い申し上げます。い申し上げます。い申し上げます。い申し上げます。それでは、日程に従いまして、健康福祉部、こども・女性局及び医療政策部の審査を行それでは、日程に従いまして、健康福祉部、こども・女性局及び医療政策部の審査を行それでは、日程に従いまして、健康福祉部、こども・女性局及び医療政策部の審査を行それでは、日程に従いまして、健康福祉部、こども・女性局及び医療政策部の審査を行います。います。います。います。これより審議に入ります。その他の事項も含めまして、質疑があればご発言を願います。これより審議に入ります。その他の事項も含めまして、質疑があればご発言を願います。これより審議に入ります。その他の事項も含めまして、質疑があればご発言を願います。これより審議に入ります。その他の事項も含めまして、質疑があればご発言を願います。なお、理事者の皆さんには、委員の質疑等に対し、明確かつ簡潔に答弁をお願いをいたなお、理事者の皆さんには、委員の質疑等に対し、明確かつ簡潔に答弁をお願いをいたなお、理事者の皆さんには、委員の質疑等に対し、明確かつ簡潔に答弁をお願いをいたなお、理事者の皆さんには、委員の質疑等に対し、明確かつ簡潔に答弁をお願いをいたします。します。します。します。それでは、ご発言願います。それでは、ご発言願います。それでは、ご発言願います。それでは、ご発言願います。まず最初に、認知症の対策について伺います。まず最初に、認知症の対策について伺います。まず最初に、認知症の対策について伺います。まず最初に、認知症の対策について伺います。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員今や認知症の高齢者は４６２万人と言われ、軽度認知症のある方も４００万人と推計さ今や認知症の高齢者は４６２万人と言われ、軽度認知症のある方も４００万人と推計さ今や認知症の高齢者は４６２万人と言われ、軽度認知症のある方も４００万人と推計さ今や認知症の高齢者は４６２万人と言われ、軽度認知症のある方も４００万人と推計されていますので、高齢者のうち、３人から４人に１人が認知症もしくは軽度認知症というれていますので、高齢者のうち、３人から４人に１人が認知症もしくは軽度認知症というれていますので、高齢者のうち、３人から４人に１人が認知症もしくは軽度認知症というれていますので、高齢者のうち、３人から４人に１人が認知症もしくは軽度認知症という状況になりました。しかし、現在の介護保険制度では利用できるサービスに制限があり、状況になりました。しかし、現在の介護保険制度では利用できるサービスに制限があり、状況になりました。しかし、現在の介護保険制度では利用できるサービスに制限があり、状況になりました。しかし、現在の介護保険制度では利用できるサービスに制限があり、認知症の介護はおおむね家族が担っている状況ではないかと思います。家族の介護のため認知症の介護はおおむね家族が担っている状況ではないかと思います。家族の介護のため認知症の介護はおおむね家族が担っている状況ではないかと思います。家族の介護のため認知症の介護はおおむね家族が担っている状況ではないかと思います。家族の介護のために離職者が後を絶たない、あるいは介護殺人という痛ましい事件も頻繁に起こっています。に離職者が後を絶たない、あるいは介護殺人という痛ましい事件も頻繁に起こっています。に離職者が後を絶たない、あるいは介護殺人という痛ましい事件も頻繁に起こっています。に離職者が後を絶たない、あるいは介護殺人という痛ましい事件も頻繁に起こっています。ＮＨＫなどでも報道されていますＮＨＫなどでも報道されていますＮＨＫなどでも報道されていますＮＨＫなどでも報道されていますけけけけれども、認知症介護にれども、認知症介護にれども、認知症介護にれども、認知症介護に疲疲疲疲れれれれ切切切切って、って、って、って、精神的精神的精神的精神的にににに追追追追いいいい詰詰詰詰めめめめられる中で殺人にられる中で殺人にられる中で殺人にられる中で殺人に至至至至るということが後を絶たない状るということが後を絶たない状るということが後を絶たない状るということが後を絶たない状態態態態だと思います。また、だと思います。また、だと思います。また、だと思います。また、徘回徘回徘回徘回で行方不で行方不で行方不で行方不明になったり、事件が起きる。明になったり、事件が起きる。明になったり、事件が起きる。明になったり、事件が起きる。先先先先だってもだってもだってもだっても電車電車電車電車にはねられて、にはねられて、にはねられて、にはねられて、遺遺遺遺族が族が族が族がＪＲＪＲＪＲＪＲからからからから損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償をををを請求請求請求請求される事件があり、される事件があり、される事件があり、される事件があり、社社社社会会会会的的的的なななな問題問題問題問題となっていました。となっていました。となっていました。となっていました。裁裁裁裁判で判で判で判で訴え訴え訴え訴えはははは退け退け退け退けられましたられましたられましたられましたけけけけれども、れども、れども、れども、同様同様同様同様のののの危危危危険は険は険は険は多多多多くくくく存存存存在していると思います。在していると思います。在していると思います。在していると思います。認知症になっても、認知症になっても、認知症になっても、認知症になっても、地域地域地域地域の中での中での中での中で安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らしていらしていらしていらしていけけけけるるるる社社社社会を会を会を会を早早早早くくくく実実実実現しないとい現しないとい現しないとい現しないといけけけけなななないと思います。いと思います。いと思います。いと思います。公的公的公的公的な介護サービスのな介護サービスのな介護サービスのな介護サービスの充実充実充実充実でででで必要必要必要必要なサービスをなサービスをなサービスをなサービスを受け受け受け受けられるように、本られるように、本られるように、本られるように、本格的格的格的格的なななな改善改善改善改善がががが求求求求められていると思いますが、それとともにめられていると思いますが、それとともにめられていると思いますが、それとともにめられていると思いますが、それとともに地域地域地域地域全全全全体体体体でででで支え支え支え支えていくていくていくていく環境環境環境環境をつくるをつくるをつくるをつくるというというというという点点点点で、県ので、県ので、県ので、県の役割役割役割役割もあると思っています。もあると思っています。もあると思っています。もあると思っています。そこで伺いますそこで伺いますそこで伺いますそこで伺いますけけけけれども、県では、認知症の人がれども、県では、認知症の人がれども、県では、認知症の人がれども、県では、認知症の人が地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮ららららせせせせるるるる環境づ環境づ環境づ環境づくりにくりにくりにくりにどのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んでおられるのでしんでおられるのでしんでおられるのでしんでおられるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。また、県また、県また、県また、県警察警察警察警察によると、平成２８年度の行方不明者のうち認知症の方が２８１名で、全によると、平成２８年度の行方不明者のうち認知症の方が２８１名で、全によると、平成２８年度の行方不明者のうち認知症の方が２８１名で、全によると、平成２８年度の行方不明者のうち認知症の方が２８１名で、全体体体体の２４の２４の２４の２４．．．．８８８８％％％％に上っているとのことでした。平成２４年のに上っているとのことでした。平成２４年のに上っているとのことでした。平成２４年のに上っているとのことでした。平成２４年の当時当時当時当時１７２名から４年１７２名から４年１７２名から４年１７２名から４年間間間間で１で１で１で１００人００人００人００人以以以以上上上上ふえふえふえふえているということで、ているということで、ているということで、ているということで、捜索捜索捜索捜索をしたをしたをしたをした結果結果結果結果、、、、亡亡亡亡くなられていた方が６名、不明くなられていた方が６名、不明くなられていた方が６名、不明くなられていた方が６名、不明
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者の方もおられたと伺っています。者の方もおられたと伺っています。者の方もおられたと伺っています。者の方もおられたと伺っています。徘回徘回徘回徘回されたされたされたされた場合場合場合場合の発の発の発の発見見見見にににに役立役立役立役立つつつつＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳ（全（全（全（全地球測位シ地球測位シ地球測位シ地球測位シスススステムテムテムテム）などの）などの）などの）などの普普普普及も最及も最及も最及も最近近近近はははは進進進進んでいると思いますんでいると思いますんでいると思いますんでいると思いますけけけけれども、県では状況をどのようにれども、県では状況をどのようにれども、県では状況をどのようにれども、県では状況をどのように把把把把握握握握しているのかお伺いします。しているのかお伺いします。しているのかお伺いします。しているのかお伺いします。認知症対策についてお答認知症対策についてお答認知症対策についてお答認知症対策についてお答ええええいたします。いたします。いたします。いたします。○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まず、認知症の方まず、認知症の方まず、認知症の方まず、認知症の方 々々々々をををを地域地域地域地域でででで支え支え支え支えていくために、県では認知症のていくために、県では認知症のていくために、県では認知症のていくために、県では認知症の普普普普及及及及啓啓啓啓発について、発について、発について、発について、広広広広く県く県く県く県民民民民を対を対を対を対象象象象としたとしたとしたとしたフォフォフォフォーーーーラムラムラムラムの開の開の開の開催催催催などのほか、認知症を正しく理などのほか、認知症を正しく理などのほか、認知症を正しく理などのほか、認知症を正しく理解解解解し、認知症の人とし、認知症の人とし、認知症の人とし、認知症の人とその家族をその家族をその家族をその家族を温温温温かくかくかくかく見守見守見守見守るるるる応援応援応援応援者である認知症サ者である認知症サ者である認知症サ者である認知症サポポポポーーーータタタターのーのーのーの養養養養成に成に成に成に市町市町市町市町村と連村と連村と連村と連携携携携してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。具体的具体的具体的具体的には、県ではには、県ではには、県ではには、県では市町市町市町市町村の村の村の村の地域地域地域地域をををを越え越え越え越えて、て、て、て、広域広域広域広域でででで活動活動活動活動する金する金する金する金融機融機融機融機関などの関などの関などの関などの企企企企業、業、業、業、団体団体団体団体を対を対を対を対象象象象としたサとしたサとしたサとしたサポポポポーーーータタタターーーー養養養養成成成成講座講座講座講座をををを実施実施実施実施するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、市町市町市町市町村が村が村が村が実施実施実施実施するサするサするサするサポポポポーーーータタタターーーー養養養養成成成成講座講座講座講座において、において、において、において、講師役講師役講師役講師役となる人となる人となる人となる人材材材材のののの養養養養成に成に成に成に取取取取りりりり組組組組んでいます。また、んでいます。また、んでいます。また、んでいます。また、市町市町市町市町村では、村では、村では、村では、自自自自治会など治会など治会など治会など地域住民地域住民地域住民地域住民を対を対を対を対象象象象としたサとしたサとしたサとしたサポポポポーーーータタタターーーー養養養養成成成成講座講座講座講座をををを実施実施実施実施しているところしているところしているところしているところです。です。です。です。それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点、行方不明者に対する、行方不明者に対する、行方不明者に対する、行方不明者に対する市町市町市町市町村の村の村の村のＧＰＳ端末ＧＰＳ端末ＧＰＳ端末ＧＰＳ端末のののの貸貸貸貸し出しですし出しですし出しですし出しですけけけけれども、れども、れども、れども、今現在、県今現在、県今現在、県今現在、県内内内内の３９の３９の３９の３９市町市町市町市町村のうち７村のうち７村のうち７村のうち７市町市町市町市町村で村で村で村でＧＰＳ端末ＧＰＳ端末ＧＰＳ端末ＧＰＳ端末のののの貸貸貸貸し出しが行われています。し出しが行われています。し出しが行われています。し出しが行われています。ＧＧＧＧＰＳ端末ＰＳ端末ＰＳ端末ＰＳ端末のののの貸貸貸貸し出しのほかに、し出しのほかに、し出しのほかに、し出しのほかに、例え例え例え例えばばばばＳＯＳネットワＳＯＳネットワＳＯＳネットワＳＯＳネットワーーーーククククといいますが、行方不明者が発といいますが、行方不明者が発といいますが、行方不明者が発といいますが、行方不明者が発生生生生したときにしたときにしたときにしたときに地域住民地域住民地域住民地域住民や関係や関係や関係や関係機機機機関が一関が一関が一関が一緒緒緒緒になってになってになってになって捜捜捜捜すすすす取取取取りりりり組み組み組み組みもももも広広広広まっているところです。まっているところです。まっているところです。まっているところです。県では県県では県県では県県では県警警警警本部と連本部と連本部と連本部と連携携携携をしながら行方不明者のをしながら行方不明者のをしながら行方不明者のをしながら行方不明者の捜索捜索捜索捜索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み組み組み組みもしているところで、もしているところで、もしているところで、もしているところで、今後も今後も今後も今後も引引引引きききき続続続続き認知症に対する正しい知き認知症に対する正しい知き認知症に対する正しい知き認知症に対する正しい知識識識識の理の理の理の理解解解解とととと普普普普及、そして及、そして及、そして及、そして市町市町市町市町村や県村や県村や県村や県警警警警との連との連との連との連携携携携をををを深深深深めていくことで認知症対策を推めていくことで認知症対策を推めていくことで認知症対策を推めていくことで認知症対策を推進進進進していきたいと思っています。していきたいと思っています。していきたいと思っています。していきたいと思っています。以以以以上です。上です。上です。上です。県では認知症の県では認知症の県では認知症の県では認知症の普普普普及及及及啓啓啓啓発に関し、サ発に関し、サ発に関し、サ発に関し、サポポポポーーーータタタターのーのーのーの養養養養成に成に成に成に努力努力努力努力していただいていしていただいていしていただいていしていただいてい○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員るということです。人るということです。人るということです。人るということです。人数数数数ももももふえふえふえふえているということですが、ているということですが、ているということですが、ているということですが、実際実際実際実際にににに地域地域地域地域の中でサの中でサの中でサの中でサポポポポーーーータタタターがーがーがーがどういうどういうどういうどういう活躍活躍活躍活躍をされているのか、そのことがをされているのか、そのことがをされているのか、そのことがをされているのか、そのことが地域社地域社地域社地域社会全会全会全会全体体体体のののの見守見守見守見守りにどのようにりにどのようにりにどのようにりにどのように役立役立役立役立ってってってっているのかを知りたいのですいるのかを知りたいのですいるのかを知りたいのですいるのかを知りたいのですけけけけれども、そういうれども、そういうれども、そういうれども、そういう点点点点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。ササササポポポポーーーータタタターとなった方ーとなった方ーとなった方ーとなった方 々々々々がががが地域地域地域地域でででで活躍活躍活躍活躍している事している事している事している事例例例例ですですですですけけけけ○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れども、れども、れども、れども、例え例え例え例えばばばば生駒市生駒市生駒市生駒市では、サでは、サでは、サでは、サポポポポーーーータタタターがーがーがーが市市市市の認知症の認知症の認知症の認知症地域支援地域支援地域支援地域支援推推推推進進進進員と一員と一員と一員と一緒緒緒緒になって、になって、になって、になって、新新新新たに認知症たに認知症たに認知症たに認知症カフェカフェカフェカフェをををを立立立立ち上げたり、あるいは行方不明になられた方ち上げたり、あるいは行方不明になられた方ち上げたり、あるいは行方不明になられた方ち上げたり、あるいは行方不明になられた方 々々々々をををを捜索捜索捜索捜索するするするする模擬訓練模擬訓練模擬訓練模擬訓練をををを実施実施実施実施した事した事した事した事例例例例があります。また、高があります。また、高があります。また、高があります。また、高取町取町取町取町では家族と離れてでは家族と離れてでは家族と離れてでは家族と離れて暮暮暮暮らしている認知症のらしている認知症のらしている認知症のらしている認知症の独居独居独居独居高高高高齢者が、介護サービスの利用とあわ齢者が、介護サービスの利用とあわ齢者が、介護サービスの利用とあわ齢者が、介護サービスの利用とあわせせせせてサてサてサてサポポポポーーーータタタターを中ーを中ーを中ーを中心心心心としたとしたとしたとした地域地域地域地域のののの見守見守見守見守りによって在りによって在りによって在りによって在宅生活宅生活宅生活宅生活をををを継続継続継続継続している事している事している事している事例例例例が報告されています。県ではこういった事が報告されています。県ではこういった事が報告されています。県ではこういった事が報告されています。県ではこういった事例例例例をををを市町市町市町市町村の認知症村の認知症村の認知症村の認知症担担担担当当当当者会議や者会議や者会議や者会議やネットワネットワネットワネットワーーーークククク会議で事会議で事会議で事会議で事例提例提例提例提供あるいは供あるいは供あるいは供あるいは情情情情報報報報提提提提供をして供をして供をして供をして広広広広まることで、サまることで、サまることで、サまることで、サポポポポーーーー
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タタタターがーがーがーが地域地域地域地域の中での中での中での中で活躍活躍活躍活躍できるようにできるようにできるようにできるように取取取取りりりり組み組み組み組み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。以以以以上です。上です。上です。上です。そういうそういうそういうそういう活動活動活動活動もももも徐々徐々徐々徐々にににに広広広広がってきているとお伺いしていますが、がってきているとお伺いしていますが、がってきているとお伺いしていますが、がってきているとお伺いしていますが、私自身私自身私自身私自身がががが毎毎毎毎○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員日日日日暮暮暮暮らしていて、いろいろな方のらしていて、いろいろな方のらしていて、いろいろな方のらしていて、いろいろな方の相談相談相談相談をををを受け受け受け受けていますていますていますていますけけけけれども、れども、れども、れども、身近身近身近身近なところで認知症なところで認知症なところで認知症なところで認知症カカカカフェフェフェフェがあるなど、があるなど、があるなど、があるなど、誰誰誰誰もがすもがすもがすもがすぐぐぐぐ利用できる状況にはまだまだ利用できる状況にはまだまだ利用できる状況にはまだまだ利用できる状況にはまだまだ遠遠遠遠いように思います。本いように思います。本いように思います。本いように思います。本当当当当にどにどにどにどこでもいつでもこでもいつでもこでもいつでもこでもいつでも気気気気軽に利用できる状況を軽に利用できる状況を軽に利用できる状況を軽に利用できる状況を市町市町市町市町村と一村と一村と一村と一緒緒緒緒につくっていくことがにつくっていくことがにつくっていくことがにつくっていくことが必要必要必要必要なのではなのではなのではなのではないかと思っています。簡ないかと思っています。簡ないかと思っています。簡ないかと思っています。簡単単単単にすにすにすにすぐぐぐぐにできるにできるにできるにできる話話話話ではないですではないですではないですではないですけけけけれども、とてもれども、とてもれども、とてもれども、とても大切大切大切大切なことなことなことなことだと思いますので、一だと思いますので、一だと思いますので、一だと思いますので、一層取層取層取層取りりりり組組組組んでほしいとんでほしいとんでほしいとんでほしいと要望要望要望要望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。もちろんそういうもちろんそういうもちろんそういうもちろんそういう地域地域地域地域のののの取取取取りりりり組み組み組み組みだだだだけけけけでなく、でなく、でなく、でなく、基基基基本は、在本は、在本は、在本は、在宅宅宅宅でででで暮暮暮暮らしながら、らしながら、らしながら、らしながら、必要必要必要必要なとなとなとなときにきにきにきに施設施設施設施設でのサービスがでのサービスがでのサービスがでのサービスが受け受け受け受けられる、あるいはられる、あるいはられる、あるいはられる、あるいは専門専門専門専門家の家の家の家の援助援助援助援助をををを受け受け受け受けられるよう制度をられるよう制度をられるよう制度をられるよう制度を充実充実充実充実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同時同時同時同時にににに課題課題課題課題だと思っています。今だと思っています。今だと思っています。今だと思っています。今回回回回はそのことをはそのことをはそのことをはそのことを指摘指摘指摘指摘をしておきたいと思をしておきたいと思をしておきたいと思をしておきたいと思います。います。います。います。次次次次に、介護に、介護に、介護に、介護予防予防予防予防、、、、市町市町市町市町村での村での村での村での多様多様多様多様なサービスのなサービスのなサービスのなサービスの実施実施実施実施状況について伺います。状況について伺います。状況について伺います。状況について伺います。介護保険制度は、医療介護総介護保険制度は、医療介護総介護保険制度は、医療介護総介護保険制度は、医療介護総合合合合確保推確保推確保推確保推進法進法進法進法により、中により、中により、中により、中身身身身がががが改悪改悪改悪改悪されました。されました。されました。されました。要支援要支援要支援要支援１・１・１・１・２と認定された人が利用する２と認定された人が利用する２と認定された人が利用する２と認定された人が利用するホホホホーーーームヘルパムヘルパムヘルパムヘルパーによるーによるーによるーによる訪問訪問訪問訪問介護、介護、介護、介護、デイデイデイデイサービスなどのサービスなどのサービスなどのサービスなどの通所通所通所通所介介介介護が、介護保険の給護が、介護保険の給護が、介護保険の給護が、介護保険の給付付付付からからからから外外外外され、そのされ、そのされ、そのされ、その代替代替代替代替としてとしてとしてとして自自自自治治治治体体体体がががが実施実施実施実施するするするする地域支援地域支援地域支援地域支援事業の事業の事業の事業の新メ新メ新メ新メニュニュニュニューをーをーをーを受け受け受け受けることになりました。この中で、保険サービスとることになりました。この中で、保険サービスとることになりました。この中で、保険サービスとることになりました。この中で、保険サービスと同同同同等の現行等の現行等の現行等の現行並み並み並み並みのサービスのサービスのサービスのサービスというものがあり、というものがあり、というものがあり、というものがあり、多多多多くのくのくのくの市町市町市町市町村で村で村で村で実施実施実施実施されていると思うのですが、されていると思うのですが、されていると思うのですが、されていると思うのですが、無無無無資資資資格格格格者による者による者による者による単価単価単価単価のののの低低低低いサービスや、いサービスや、いサービスや、いサービスや、新規新規新規新規の申の申の申の申請請請請者は簡者は簡者は簡者は簡単単単単なななな基基基基本本本本チェックリチェックリチェックリチェックリスススストトトトでサービスをでサービスをでサービスをでサービスを振振振振り分り分り分り分けけけけて、て、て、て、要要要要介護認定を介護認定を介護認定を介護認定を省略省略省略省略する、あるいは利用者にする、あるいは利用者にする、あるいは利用者にする、あるいは利用者に自立自立自立自立にににに向け向け向け向けたたたた目標目標目標目標をををを持持持持たさたさたさたさせせせせて、て、て、て、改善改善改善改善と判断をと判断をと判断をと判断をされると介護サービスをされると介護サービスをされると介護サービスをされると介護サービスを終了終了終了終了ささささせせせせるというるというるというるという形形形形で給で給で給で給付付付付費の費の費の費の抑抑抑抑制策が制策が制策が制策が進進進進められていると思いまめられていると思いまめられていると思いまめられていると思います。す。す。す。予防予防予防予防や健康や健康や健康や健康づづづづくりを行い、本くりを行い、本くりを行い、本くりを行い、本当当当当に状に状に状に状態態態態がよくなって介護のがよくなって介護のがよくなって介護のがよくなって介護の必要必要必要必要がなくなるのであれば、がなくなるのであれば、がなくなるのであれば、がなくなるのであれば、大変大変大変大変よいことだと思いますが、給よいことだと思いますが、給よいことだと思いますが、給よいことだと思いますが、給付付付付費を費を費を費を抑え抑え抑え抑えるためにサービスからるためにサービスからるためにサービスからるためにサービスから締締締締め出されることは、め出されることは、め出されることは、め出されることは、あってはならないと思っています。あってはならないと思っています。あってはならないと思っています。あってはならないと思っています。そこで伺いたいのですそこで伺いたいのですそこで伺いたいのですそこで伺いたいのですけけけけれども、県れども、県れども、県れども、県下下下下のののの市町市町市町市町村の村の村の村の新新新新総総総総合合合合サービスのサービスのサービスのサービスの実施実施実施実施状況はどのよう状況はどのよう状況はどのよう状況はどのようになっているのか。もう一つは、になっているのか。もう一つは、になっているのか。もう一つは、になっているのか。もう一つは、要要要要介護認定の認定者介護認定の認定者介護認定の認定者介護認定の認定者数数数数のののの減減減減少がサービスの少がサービスの少がサービスの少がサービスの抑抑抑抑制によって制によって制によって制によって起こっているのではないかと起こっているのではないかと起こっているのではないかと起こっているのではないかと懸念懸念懸念懸念されますが、されますが、されますが、されますが、実態実態実態実態はどうかについて伺いたいと思います。はどうかについて伺いたいと思います。はどうかについて伺いたいと思います。はどうかについて伺いたいと思います。新新新新しい総しい総しい総しい総合合合合事業についてお答事業についてお答事業についてお答事業についてお答ええええいたします。いたします。いたします。いたします。○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総総総総合合合合事業では、山村委員がお事業では、山村委員がお事業では、山村委員がお事業では、山村委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、従のとおり、従のとおり、従のとおり、従来型来型来型来型のサービスにのサービスにのサービスにのサービスに加え加え加え加えて、て、て、て、新新新新たにＮたにＮたにＮたにＮＰＯＰＯＰＯＰＯやややや住民ボランティア住民ボランティア住民ボランティア住民ボランティアなど、など、など、など、多様多様多様多様なななな主体主体主体主体によるきめによるきめによるきめによるきめ細細細細かなかなかなかな生活支援生活支援生活支援生活支援サービスでサービスでサービスでサービスで構構構構成されるも成されるも成されるも成されるもので、本年４月より全てのので、本年４月より全てのので、本年４月より全てのので、本年４月より全ての市町市町市町市町村で村で村で村で実施実施実施実施されています。しかしながら、現状ではまだ総されています。しかしながら、現状ではまだ総されています。しかしながら、現状ではまだ総されています。しかしながら、現状ではまだ総合合合合
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事業事業事業事業へへへへのののの移移移移行後行後行後行後間間間間もないことから、もないことから、もないことから、もないことから、多多多多くのくのくのくの市町市町市町市町村では従村では従村では従村では従前相当前相当前相当前相当のサービスの利用が中のサービスの利用が中のサービスの利用が中のサービスの利用が中心心心心ととととなっています。このため、県ではなっています。このため、県ではなっています。このため、県ではなっています。このため、県では新新新新たなたなたなたな生活支援生活支援生活支援生活支援サービスのサービスのサービスのサービスの整整整整備備備備において、において、において、において、キキキキーーーーパパパパーーーーソソソソンンンンとなるとなるとなるとなる生活支援生活支援生活支援生活支援ココココーーーーディネディネディネディネーーーータタタターやサービスの担いーやサービスの担いーやサービスの担いーやサービスの担い手手手手となるとなるとなるとなるボランティアボランティアボランティアボランティアのののの養養養養成に成に成に成に取取取取りりりり組組組組むむむむ市町市町市町市町村に対して村に対して村に対して村に対して支援支援支援支援を行っているところです。を行っているところです。を行っているところです。を行っているところです。また、高齢者がまた、高齢者がまた、高齢者がまた、高齢者が元元元元気気気気になっていただになっていただになっていただになっていただけけけけるように、介護るように、介護るように、介護るように、介護予防予防予防予防のののの取取取取りりりり組み組み組み組みの一つとして、の一つとして、の一つとして、の一つとして、自自自自宅宅宅宅からからからから身近身近身近身近なななな歩歩歩歩いていていていて通え通え通え通えるるるる範囲範囲範囲範囲にににに体体体体操教操教操教操教室などを室などを室などを室などを立立立立ち上げるち上げるち上げるち上げる地域づ地域づ地域づ地域づくりによる介護くりによる介護くりによる介護くりによる介護予防予防予防予防ののののような事業にような事業にような事業にような事業に市町市町市町市町村と一村と一村と一村と一緒緒緒緒にににに取取取取りりりり組組組組んでいるところです。これによりんでいるところです。これによりんでいるところです。これによりんでいるところです。これにより元元元元気気気気になることで、になることで、になることで、になることで、介護サービスの利用を、本人の状介護サービスの利用を、本人の状介護サービスの利用を、本人の状介護サービスの利用を、本人の状態態態態にににに合合合合わわわわせせせせてててて見見見見直直直直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必要必要必要必要になると思います。になると思います。になると思います。になると思います。必要必要必要必要とする人にとする人にとする人にとする人に必要必要必要必要なサービスがなサービスがなサービスがなサービスが提提提提供されるよう、サービスの供されるよう、サービスの供されるよう、サービスの供されるよう、サービスの提提提提供に供に供に供に当当当当たっては、たっては、たっては、たっては、市町市町市町市町村村村村が利用者のが利用者のが利用者のが利用者の希希希希望望望望やややや心身心身心身心身の状の状の状の状態態態態をををを的的的的確に確に確に確に把握把握把握把握して、して、して、して、適適適適切切切切ななななケケケケアアアアママママネネネネジジジジメントメントメントメントを行うことがを行うことがを行うことがを行うことが重重重重要要要要です。県では、今後もです。県では、今後もです。県では、今後もです。県では、今後もケケケケアアアアママママネネネネジャジャジャジャーに対するーに対するーに対するーに対する研修研修研修研修や人や人や人や人材材材材育育育育成、そして成、そして成、そして成、そして市町市町市町市町村と村と村と村と地域地域地域地域包包包包括括括括支援支援支援支援セセセセンタンタンタンターに対するーに対するーに対するーに対する地域地域地域地域ケケケケアアアア会議の会議の会議の会議の充実充実充実充実にににに向け向け向け向けたたたた支援支援支援支援などになどになどになどに取取取取りりりり組み組み組み組み、、、、適適適適切切切切ななななケケケケアアアアママママネネネネジジジジメントメントメントメントにににに基づ基づ基づ基づくくくく適適適適切切切切なサービスの利用をなサービスの利用をなサービスの利用をなサービスの利用を徹底徹底徹底徹底していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええています。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。市町市町市町市町村では、村では、村では、村では、新新新新たなサービスにたなサービスにたなサービスにたなサービスに移移移移行したといっても、行したといっても、行したといっても、行したといっても、新新新新しいものにしいものにしいものにしいものに取取取取りりりり組組組組まままま○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員れている状況ではないということですが、どういうものがれている状況ではないということですが、どういうものがれている状況ではないということですが、どういうものがれている状況ではないということですが、どういうものが問題問題問題問題となってとなってとなってとなって進進進進んでいかないのんでいかないのんでいかないのんでいかないのか。か。か。か。間間間間もないからもないからもないからもないから準備準備準備準備時間時間時間時間がなかったことも一つのがなかったことも一つのがなかったことも一つのがなかったことも一つの原因原因原因原因だとは思うのですが、どういうこだとは思うのですが、どういうこだとは思うのですが、どういうこだとは思うのですが、どういうことでとでとでとで進進進進んでいないのか。今、んでいないのか。今、んでいないのか。今、んでいないのか。今、ボランティアボランティアボランティアボランティアのことは申されましたのことは申されましたのことは申されましたのことは申されましたけけけけれども、県としてはどれども、県としてはどれども、県としてはどれども、県としてはどのようにのようにのようにのように考考考考ええええていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃるのかお伺いします。るのかお伺いします。るのかお伺いします。るのかお伺いします。特に特に特に特に住民住民住民住民ののののボランティアボランティアボランティアボランティアなどを中などを中などを中などを中心心心心としたとしたとしたとした多様多様多様多様なサービスなサービスなサービスなサービス○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づづづづくりについては、やはり一定のくりについては、やはり一定のくりについては、やはり一定のくりについては、やはり一定の時間時間時間時間がががが必要必要必要必要だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。地域地域地域地域におにおにおにおけけけけるるるる住民同住民同住民同住民同士士士士のののの助け助け助け助け合合合合いのいのいのいの意意意意識識識識のののの醸醸醸醸成、そして成、そして成、そして成、そして実際実際実際実際にそれを担うことができる人にそれを担うことができる人にそれを担うことができる人にそれを担うことができる人材養材養材養材養成に成に成に成に取取取取りりりり組み組み組み組みながら、ながら、ながら、ながら、じじじじっくりとそのっくりとそのっくりとそのっくりとその地域地域地域地域に本に本に本に本当当当当にににに必要必要必要必要となるサービスをとなるサービスをとなるサービスをとなるサービスを市町市町市町市町村が村が村が村が考考考考ええええ、つくってい、つくってい、つくってい、つくっていけけけけるようにるようにるようにるように支支支支援援援援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考考考ええええています。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。ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの養養養養成あるいは成あるいは成あるいは成あるいは地域地域地域地域でででで支え合支え合支え合支え合っていくっていくっていくっていく新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組み組み組み組みは、は、は、は、私私私私もももも○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員必要必要必要必要なことだと思いますし、なことだと思いますし、なことだと思いますし、なことだと思いますし、地域地域地域地域にとってもいいことだと思います。おっしにとってもいいことだと思います。おっしにとってもいいことだと思います。おっしにとってもいいことだと思います。おっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、大変時間大変時間大変時間大変時間のかかるのかかるのかかるのかかる話話話話でもあると思います。でもあると思います。でもあると思います。でもあると思います。しかし、現しかし、現しかし、現しかし、現実実実実には、には、には、には、要要要要介護、介護、介護、介護、要支援要支援要支援要支援という状という状という状という状態態態態でサービスをでサービスをでサービスをでサービスを必要必要必要必要とされる方は、とされる方は、とされる方は、とされる方は、待待待待ってってってってはくれないと思うのです。ですので、本はくれないと思うのです。ですので、本はくれないと思うのです。ですので、本はくれないと思うのです。ですので、本当当当当にににに自自自自治治治治体体体体がががが頑張頑張頑張頑張らないといらないといらないといらないといけけけけないというないというないというないという点点点点で言で言で言で言ええええば、従ば、従ば、従ば、従来来来来どおりのサービスをどおりのサービスをどおりのサービスをどおりのサービスを引引引引きききき続続続続きききき続け続け続け続けていくことになるのではないかと思います。ていくことになるのではないかと思います。ていくことになるのではないかと思います。ていくことになるのではないかと思います。新新新新総総総総合合合合サービスはそもそもサービスはそもそもサービスはそもそもサービスはそもそも予予予予算の上限がありますから、算の上限がありますから、算の上限がありますから、算の上限がありますから、自自自自治治治治体体体体としてはどうしてもとしてはどうしてもとしてはどうしてもとしてはどうしても経経経経費費費費削削削削
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減減減減ををををせせせせざるをざるをざるをざるを得得得得ない状況にない状況にない状況にない状況に陥陥陥陥ってくるというってくるというってくるというってくるという問題問題問題問題があると思います。本があると思います。本があると思います。本があると思います。本当当当当にににに必要必要必要必要としていとしていとしていとしている人にる人にる人にる人に十十十十分なサービスを分なサービスを分なサービスを分なサービスを提提提提供していくには、今の供していくには、今の供していくには、今の供していくには、今の国国国国のやり方に従っているだのやり方に従っているだのやり方に従っているだのやり方に従っているだけけけけではうまくではうまくではうまくではうまくいかないのではないかと思います。いかないのではないかと思います。いかないのではないかと思います。いかないのではないかと思います。新新新新総総総総合合合合サービスで、事業者の中には、サービスのサービスで、事業者の中には、サービスのサービスで、事業者の中には、サービスのサービスで、事業者の中には、サービスの単価単価単価単価がががが低低低低くなることから、人くなることから、人くなることから、人くなることから、人手手手手不足に不足に不足に不足になり、なり、なり、なり、代替代替代替代替サービスからサービスからサービスからサービスから撤撤撤撤退退退退していくとか、あるいはしていくとか、あるいはしていくとか、あるいはしていくとか、あるいは引引引引きききき受け受け受け受ける事業者がいないというる事業者がいないというる事業者がいないというる事業者がいないという問問問問題題題題も起こっているとも起こっているとも起こっているとも起こっていると見見見見聞聞聞聞きしていますが、そのきしていますが、そのきしていますが、そのきしていますが、その点点点点についてはいかがでしについてはいかがでしについてはいかがでしについてはいかがでしょょょょうか。県として、うか。県として、うか。県として、うか。県として、実情実情実情実情をどのようにをどのようにをどのようにをどのように捉捉捉捉ええええていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃるのかお伺いします。るのかお伺いします。るのかお伺いします。るのかお伺いします。総総総総合合合合事業に事業に事業に事業に移移移移行した後、行した後、行した後、行した後、単価単価単価単価がががが低低低低いために事業からいために事業からいために事業からいために事業から撤撤撤撤退退退退しししし○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たという事たという事たという事たという事例例例例は、県ではまだは、県ではまだは、県ではまだは、県ではまだ把握把握把握把握していましていましていましていませせせせん。少なくともそういったん。少なくともそういったん。少なくともそういったん。少なくともそういった情情情情報は入ってきて報は入ってきて報は入ってきて報は入ってきていまいまいまいませせせせん。ん。ん。ん。撤撤撤撤退退退退した事業者については、また確認さした事業者については、また確認さした事業者については、また確認さした事業者については、また確認させせせせていただきますが、サービスのていただきますが、サービスのていただきますが、サービスのていただきますが、サービスの提提提提供供供供者がなくなるほどに者がなくなるほどに者がなくなるほどに者がなくなるほどに撤撤撤撤退退退退しているようなことはないとしているようなことはないとしているようなことはないとしているようなことはないと考考考考ええええています。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。実際実際実際実際になになになになけけけければいいと思いますが、ればいいと思いますが、ればいいと思いますが、ればいいと思いますが、大変大変大変大変苦苦苦苦しいしいしいしい実情実情実情実情はおはおはおはお聞聞聞聞きしています。推きしています。推きしています。推きしています。推○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員移移移移をををを見見見見ていただき、県としてもサービスのていただき、県としてもサービスのていただき、県としてもサービスのていただき、県としてもサービスの低下低下低下低下で利用者がで利用者がで利用者がで利用者が困困困困るとか、利用できなくなるとるとか、利用できなくなるとるとか、利用できなくなるとるとか、利用できなくなるということがないようにきちんということがないようにきちんということがないようにきちんということがないようにきちんと目目目目配配配配りをしていただきたいと思います。奈良県でもそうでりをしていただきたいと思います。奈良県でもそうでりをしていただきたいと思います。奈良県でもそうでりをしていただきたいと思います。奈良県でもそうですが、全すが、全すが、全すが、全国国国国的的的的にににに見見見見ても、ても、ても、ても、新新新新しい事業ではなく従しい事業ではなく従しい事業ではなく従しい事業ではなく従来来来来の保険で対の保険で対の保険で対の保険で対応応応応しているということから、しているということから、しているということから、しているということから、やり方そのものをやり方そのものをやり方そのものをやり方そのものを根根根根本から本から本から本から見見見見直直直直すすすすべべべべきではないかと思いますが、そういうきではないかと思いますが、そういうきではないかと思いますが、そういうきではないかと思いますが、そういう点点点点について、について、について、について、国国国国に対してもきちんとに対してもきちんとに対してもきちんとに対してもきちんと主主主主張張張張していっていただきたいということを申し上げておきます。していっていただきたいということを申し上げておきます。していっていただきたいということを申し上げておきます。していっていただきたいということを申し上げておきます。次次次次に、に、に、に、国国国国民民民民健康保険の県健康保険の県健康保険の県健康保険の県単位単位単位単位化について伺いたいと思います。化について伺いたいと思います。化について伺いたいと思います。化について伺いたいと思います。何何何何度も度も度も度も聞聞聞聞いていますが、県いていますが、県いていますが、県いていますが、県単位単位単位単位化が化が化が化が迫迫迫迫ってきました。今でも高ってきました。今でも高ってきました。今でも高ってきました。今でも高過ぎ過ぎ過ぎ過ぎてててて払払払払ええええない、ない、ない、ない、大大大大きなきなきなきな負負負負担になっているのが担になっているのが担になっているのが担になっているのが国国国国民民民民健康保険の保険健康保険の保険健康保険の保険健康保険の保険料料料料の現の現の現の現実実実実だと思うのですだと思うのですだと思うのですだと思うのですけけけけれども、それが県れども、それが県れども、それが県れども、それが県単単単単位位位位化になって、さらに上がるのではないのかというのが本化になって、さらに上がるのではないのかというのが本化になって、さらに上がるのではないのかというのが本化になって、さらに上がるのではないのかというのが本当当当当にににに大大大大きなきなきなきな心心心心配配配配で、そういうで、そういうで、そういうで、そういう声声声声がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん届届届届いています。これまでの質いています。これまでの質いています。これまでの質いています。これまでの質問問問問の中で、県としてはの中で、県としてはの中で、県としてはの中で、県としては試試試試算しているが、正確な算しているが、正確な算しているが、正確な算しているが、正確な情情情情報に報に報に報に基づ基づ基づ基づいたいたいたいた試試試試算ができるまでは算ができるまでは算ができるまでは算ができるまでは公公公公表表表表できないということですが、そのことはできないということですが、そのことはできないということですが、そのことはできないということですが、そのことは置置置置いておいいておいいておいいておいたとしても、たとしても、たとしても、たとしても、国国国国からもからもからもからも異常異常異常異常に高くなることがないように、に高くなることがないように、に高くなることがないように、に高くなることがないように、交交交交付付付付金なども金なども金なども金なども支支支支給されるという給されるという給されるという給されるということなので、県として、保険ことなので、県として、保険ことなので、県として、保険ことなので、県として、保険料料料料をををを引引引引き上げない、き上げない、き上げない、き上げない、値値値値上げを上げを上げを上げを抑え抑え抑え抑えるというるというるというるという立場立場立場立場から、政から、政から、政から、政府府府府のののの財源財源財源財源や県のや県のや県のや県の財源財源財源財源も含めてどのようにも含めてどのようにも含めてどのようにも含めてどのように考考考考ええええているのか、おているのか、おているのか、おているのか、お聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。県県県県単位単位単位単位化後の保険化後の保険化後の保険化後の保険料料料料のののの変動変動変動変動がががが大大大大きくならないようにするにはどうすきくならないようにするにはどうすきくならないようにするにはどうすきくならないようにするにはどうす○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長るのかというおるのかというおるのかというおるのかというお尋尋尋尋ねですねですねですねですけけけけれども、山村委員がおれども、山村委員がおれども、山村委員がおれども、山村委員がお述べ述べ述べ述べのように、平成３０年度からの県のように、平成３０年度からの県のように、平成３０年度からの県のように、平成３０年度からの県単単単単位位位位化に化に化に化に伴伴伴伴い、全い、全い、全い、全国ベ国ベ国ベ国ベースでースでースでースで毎毎毎毎年１年１年１年１，，，，７００７００７００７００億円億円億円億円のののの公公公公費費費費拡拡拡拡充充充充がががが国国国国から用から用から用から用意意意意されています。一されています。一されています。一されています。一般般般般質質質質問問問問でででで荒荒荒荒井知事が答弁したとおり、井知事が答弁したとおり、井知事が答弁したとおり、井知事が答弁したとおり、公公公公費費費費拡拡拡拡充充充充分のあり方について、分のあり方について、分のあり方について、分のあり方について、地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに即即即即したしたしたした
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運運運運用ができるように、全用ができるように、全用ができるように、全用ができるように、全国国国国のののの先先先先頭頭頭頭にににに立立立立って奈良県がって奈良県がって奈良県がって奈良県が国国国国にににに要請要請要請要請してきました。そのしてきました。そのしてきました。そのしてきました。その結果結果結果結果、、、、激激激激変変変変緩緩緩緩和を含めた保険和を含めた保険和を含めた保険和を含めた保険料負料負料負料負担の担の担の担の増増増増加抑加抑加抑加抑制のための制のための制のための制のための公公公公費費費費メニュメニュメニュメニューのーのーのーの充実充実充実充実あるいはあるいはあるいはあるいは運運運運用の用の用の用の弾弾弾弾力力力力化化化化がががが図図図図られることとなったところです。本県としては、られることとなったところです。本県としては、られることとなったところです。本県としては、られることとなったところです。本県としては、都都都都道道道道府府府府県分として県分として県分として県分として措置措置措置措置されるされるされるされる公公公公費費費費拡拡拡拡充充充充分について、平成３６年度の保険分について、平成３６年度の保険分について、平成３６年度の保険分について、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化に一化に一化に一化に向け向け向け向け、制度、制度、制度、制度改改改改正等に正等に正等に正等に伴伴伴伴って保険って保険って保険って保険料負料負料負料負担が担が担が担が増増増増加加加加するするするする市町市町市町市町村に対する村に対する村に対する村に対する激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置あるいはあるいはあるいはあるいは被被被被保険者全保険者全保険者全保険者全体体体体の保険の保険の保険の保険料料料料抑抑抑抑制に最制に最制に最制に最大大大大限限限限活活活活用したいと用したいと用したいと用したいと考考考考ええええています。ています。ています。ています。また、また、また、また、国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の財財財財政は、特別会計を政は、特別会計を政は、特別会計を政は、特別会計を設設設設置置置置して、して、して、して、法法法法定定定定内内内内のののの公公公公費等と保険費等と保険費等と保険費等と保険料料料料でででで賄賄賄賄うのうのうのうのがががが基基基基本とされています。したがいまして、県としては、本とされています。したがいまして、県としては、本とされています。したがいまして、県としては、本とされています。したがいまして、県としては、国国国国のののの公公公公費費費費拡拡拡拡充充充充分を含めた分を含めた分を含めた分を含めた法法法法定定定定内内内内のののの公公公公費を保険費を保険費を保険費を保険料負料負料負料負担の担の担の担の増増増増加抑加抑加抑加抑制に最制に最制に最制に最大大大大限限限限活活活活用したいと用したいと用したいと用したいと考考考考ええええています。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。保険保険保険保険料料料料をををを抑抑抑抑制するために制するために制するために制するために国国国国のののの交交交交付付付付金を利用したとしても、なお保険金を利用したとしても、なお保険金を利用したとしても、なお保険金を利用したとしても、なお保険料料料料が高くが高くが高くが高く○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員なるなるなるなる場合場合場合場合が、全くないとは言が、全くないとは言が、全くないとは言が、全くないとは言ええええないと思うのですないと思うのですないと思うのですないと思うのですけけけけれども、高くならないように、県もれども、高くならないように、県もれども、高くならないように、県もれども、高くならないように、県も責責責責任任任任をををを果果果果たしていくことがたしていくことがたしていくことがたしていくことが必要必要必要必要なのではないかと思います。なのではないかと思います。なのではないかと思います。なのではないかと思います。実際実際実際実際にににに市町市町市町市町村では、村では、村では、村では、法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰りりりり入れなども行い、保険入れなども行い、保険入れなども行い、保険入れなども行い、保険料料料料をををを低低低低くするためにくするためにくするためにくするために独自独自独自独自のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをなさっています。そういうこをなさっています。そういうこをなさっています。そういうこをなさっています。そういうことを県としても行うとを県としても行うとを県としても行うとを県としても行うべべべべきではないかと思います。きではないかと思います。きではないかと思います。きではないかと思います。国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険財財財財政そのものは、今の政そのものは、今の政そのものは、今の政そのものは、今の枠枠枠枠組み組み組み組みでは、では、では、では、加加加加入者は入者は入者は入者は低所低所低所低所得得得得者が者が者が者が多多多多いのが現状ですいのが現状ですいのが現状ですいのが現状ですので、その保険ので、その保険ので、その保険ので、その保険料料料料でででで賄賄賄賄っていくのには限っていくのには限っていくのには限っていくのには限界界界界があります。そのうがあります。そのうがあります。そのうがあります。そのうええええ、、、、国国国国のののの負負負負担金が、担金が、担金が、担金が、大大大大幅幅幅幅にににに減減減減らされている状況なので、らされている状況なので、らされている状況なので、らされている状況なので、財財財財政の政の政の政の安安安安定化は定化は定化は定化は非常非常非常非常にににに難難難難しいと思います。本しいと思います。本しいと思います。本しいと思います。本来来来来は、は、は、は、減減減減らしたらしたらしたらした国庫負国庫負国庫負国庫負担分を担分を担分を担分を国国国国がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと充実充実充実充実ささささせせせせるるるるべべべべきだと思いますが、きだと思いますが、きだと思いますが、きだと思いますが、国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険法法法法では、では、では、では、運営運営運営運営がががが健全に行われるように健全に行われるように健全に行われるように健全に行われるように国国国国と県のと県のと県のと県の責任責任責任責任がうたわれているわがうたわれているわがうたわれているわがうたわれているわけけけけですから、県としても、ですから、県としても、ですから、県としても、ですから、県としても、考考考考ええええるるるる必要必要必要必要があるのではないかと思っています。があるのではないかと思っています。があるのではないかと思っています。があるのではないかと思っています。多多多多くの方が保険くの方が保険くの方が保険くの方が保険料料料料をををを払払払払いたくても、いたくても、いたくても、いたくても、実際実際実際実際払払払払ええええなくて、保険なくて、保険なくて、保険なくて、保険証証証証がないためにがないためにがないためにがないために十十十十分な医療が分な医療が分な医療が分な医療が受け受け受け受けられないという、健康やられないという、健康やられないという、健康やられないという、健康や命命命命にににに影響影響影響影響をををを与与与与ええええる状況が現る状況が現る状況が現る状況が現実実実実にににに生生生生まれているわまれているわまれているわまれているわけけけけです。お金です。お金です。お金です。お金のあるなしでのあるなしでのあるなしでのあるなしで差差差差別されることがないように、県としてしっかりとやっていただかないとい別されることがないように、県としてしっかりとやっていただかないとい別されることがないように、県としてしっかりとやっていただかないとい別されることがないように、県としてしっかりとやっていただかないといけけけけないと思うのですが、そのないと思うのですが、そのないと思うのですが、そのないと思うのですが、その点点点点いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。今今今今回回回回のののの国国国国民民民民健康保険の県健康保険の県健康保険の県健康保険の県単位単位単位単位化の化の化の化の目的目的目的目的ですが、ですが、ですが、ですが、将将将将来来来来にわたってにわたってにわたってにわたって持続持続持続持続○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長的的的的、、、、安安安安定定定定的的的的にににに国国国国民民民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のののの財源財源財源財源を確保していくということです。を確保していくということです。を確保していくということです。を確保していくということです。加え加え加え加えて、本県のて、本県のて、本県のて、本県の目目目目指指指指す保険す保険す保険す保険料料料料水水水水準準準準の県の県の県の県内内内内統統統統一化のためには、現在一部の一化のためには、現在一部の一化のためには、現在一部の一化のためには、現在一部の市町市町市町市町村で行っておられる村で行っておられる村で行っておられる村で行っておられる法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰りりりり入れ等の入れ等の入れ等の入れ等の解解解解消消消消をををを図図図図り、医療費のり、医療費のり、医療費のり、医療費の支支支支出に出に出に出に見合見合見合見合った保険った保険った保険った保険料料料料水水水水準準準準としていくことが、としていくことが、としていくことが、としていくことが、被被被被保険者の保険者の保険者の保険者の公公公公平性という平性という平性という平性という観観観観点点点点からも不からも不からも不からも不可欠可欠可欠可欠とととと考考考考ええええています。したがいまして、ています。したがいまして、ています。したがいまして、ています。したがいまして、市町市町市町市町村が保険村が保険村が保険村が保険料料料料水水水水準準準準のののの県県県県内内内内統統統統一化に一化に一化に一化に向け向け向け向けてててて段階段階段階段階的的的的にににに改改改改定をしていただくことに対して、定をしていただくことに対して、定をしていただくことに対して、定をしていただくことに対して、激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置を、を、を、を、拡拡拡拡充充充充ささささ
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れるれるれるれる公公公公費等も最費等も最費等も最費等も最大大大大限限限限活活活活用して用して用して用して支援支援支援支援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考考考ええええています。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。安安安安定した保険制度にしようと思っても、保険定した保険制度にしようと思っても、保険定した保険制度にしようと思っても、保険定した保険制度にしようと思っても、保険料料料料がががが払払払払ええええないという状況になっないという状況になっないという状況になっないという状況になっ○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員たら、どうたら、どうたら、どうたら、どう考考考考ええええてもてもてもても安安安安定したものにはならない。このまま定したものにはならない。このまま定したものにはならない。このまま定したものにはならない。このまま激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置をやったとしても、をやったとしても、をやったとしても、をやったとしても、６年たった６年たった６年たった６年たった時点時点時点時点で、で、で、で、結結結結局一定の水局一定の水局一定の水局一定の水準準準準までどのまでどのまでどのまでどの市町市町市町市町村も保険村も保険村も保険村も保険料料料料をそろをそろをそろをそろええええるということならば、るということならば、るということならば、るということならば、今はそんなに上がっていなくても、今はそんなに上がっていなくても、今はそんなに上がっていなくても、今はそんなに上がっていなくても、徐々徐々徐々徐々に上がっていって、最後にはに上がっていって、最後にはに上がっていって、最後にはに上がっていって、最後にはみみみみんな上がっているんな上がっているんな上がっているんな上がっているということになります。そうなると、本ということになります。そうなると、本ということになります。そうなると、本ということになります。そうなると、本当当当当にににに払払払払ええええる人がいなくなってしまい、る人がいなくなってしまい、る人がいなくなってしまい、る人がいなくなってしまい、安安安安定した定した定した定した国国国国民民民民健康保険とは言健康保険とは言健康保険とは言健康保険とは言ええええなくなってしまうのではないかと思います。そうならないために、第なくなってしまうのではないかと思います。そうならないために、第なくなってしまうのではないかと思います。そうならないために、第なくなってしまうのではないかと思います。そうならないために、第一に政一に政一に政一に政府府府府がががが責任責任責任責任をををを果果果果たすたすたすたすべべべべきです。きです。きです。きです。国国国国民民民民健康保険は健康保険は健康保険は健康保険は社社社社会保会保会保会保障障障障でででで国国国国民民民民の健康をの健康をの健康をの健康を向向向向上するため上するため上するため上するためにににに目的目的目的目的とされた制度ですから、とされた制度ですから、とされた制度ですから、とされた制度ですから、国国国国のののの責任責任責任責任でやらなくてはならないと思うのですが、そうすでやらなくてはならないと思うのですが、そうすでやらなくてはならないと思うのですが、そうすでやらなくてはならないと思うのですが、そうすると、県はると、県はると、県はると、県は何何何何のためにのためにのためにのために存存存存在しているのかということになると思います。お金の在しているのかということになると思います。お金の在しているのかということになると思います。お金の在しているのかということになると思います。お金の使使使使い方といい方といい方といい方ということだと思うのですうことだと思うのですうことだと思うのですうことだと思うのですけけけけれども、れども、れども、れども、命命命命のののの問題問題問題問題というのは最というのは最というのは最というのは最優優優優先先先先にすにすにすにすべべべべきだときだときだときだと私私私私は思います。は思います。は思います。は思います。考考考考ええええ方が方が方が方が違違違違っていますので、これっていますので、これっていますので、これっていますので、これ以以以以上は申しま上は申しま上は申しま上は申しませせせせんんんんけけけけれども、れども、れども、れども、改改改改めなくてはならないと思めなくてはならないと思めなくてはならないと思めなくてはならないと思っています。他方でいろいろなっています。他方でいろいろなっています。他方でいろいろなっています。他方でいろいろな無無無無駄遣駄遣駄遣駄遣いがあるわいがあるわいがあるわいがあるわけけけけですから、ですから、ですから、ですから、命命命命のかかるこういうのかかるこういうのかかるこういうのかかるこういう問題問題問題問題にににについては、きちんと県のついては、きちんと県のついては、きちんと県のついては、きちんと県の責任責任責任責任をををを果果果果たしていただきたいということを申し上げておきます。たしていただきたいということを申し上げておきます。たしていただきたいということを申し上げておきます。たしていただきたいということを申し上げておきます。次次次次にお伺いいたしたいのは、にお伺いいたしたいのは、にお伺いいたしたいのは、にお伺いいたしたいのは、国国国国民民民民健康保険の県健康保険の県健康保険の県健康保険の県単位単位単位単位化に化に化に化に当当当当たり、たり、たり、たり、運営運営運営運営方方方方針針針針がつくられるがつくられるがつくられるがつくられることになると思うのですが、ことになると思うのですが、ことになると思うのですが、ことになると思うのですが、内内内内容容容容はどのようにしていくのか、お答はどのようにしていくのか、お答はどのようにしていくのか、お答はどのようにしていくのか、お答ええええいただきたいと思いいただきたいと思いいただきたいと思いいただきたいと思います。ます。ます。ます。 国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の運営運営運営運営方方方方針針針針についてですが、県についてですが、県についてですが、県についてですが、県単位単位単位単位化後において、県化後において、県化後において、県化後において、県○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長とととと市町市町市町市町村が一村が一村が一村が一体体体体となって、おのおののとなって、おのおののとなって、おのおののとなって、おのおのの立場立場立場立場からからからから役割役割役割役割分担をしつつ、かつ保険者としての事分担をしつつ、かつ保険者としての事分担をしつつ、かつ保険者としての事分担をしつつ、かつ保険者としての事務を務を務を務を共共共共通通通通認認認認識識識識のもとでのもとでのもとでのもとで実施実施実施実施できるように、できるように、できるように、できるように、都都都都道道道道府府府府県が県県が県県が県県が県内内内内のののの統統統統一一一一的的的的なななな国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の運営運営運営運営に関する方に関する方に関する方に関する方針針針針を定めるものです。を定めるものです。を定めるものです。を定めるものです。運営運営運営運営方方方方針針針針のののの内内内内容容容容についてですが、県についてですが、県についてですが、県についてですが、県内内内内のののの国国国国民民民民健康保険の医療費及び健康保険の医療費及び健康保険の医療費及び健康保険の医療費及び財財財財政の政の政の政の見通見通見通見通しをおしをおしをおしをお示示示示しするとともに、これまで県としするとともに、これまで県としするとともに、これまで県としするとともに、これまで県と市町市町市町市町村が村が村が村が検討検討検討検討、議、議、議、議論論論論をををを重重重重ねてきている県ねてきている県ねてきている県ねてきている県単位単位単位単位化後の保険化後の保険化後の保険化後の保険料料料料のののの標標標標準準準準的的的的な算定方な算定方な算定方な算定方法法法法あるいはあるいはあるいはあるいは激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置のののの考考考考ええええ方、方、方、方、国国国国民民民民健康保険事業の健康保険事業の健康保険事業の健康保険事業の共共共共同同同同化等の化等の化等の化等の取取取取りりりり組み組み組み組みについてについてについてについて記載記載記載記載します。また、します。また、します。また、します。また、国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の財財財財政状況、政状況、政状況、政状況、財財財財政政政政収収収収支支支支のののの改善改善改善改善にににに向け向け向け向けたたたた取取取取りりりり組み組み組み組み、あるいは保険、あるいは保険、あるいは保険、あるいは保険料料料料のののの徴収徴収徴収徴収のののの適適適適正化、医療費の正化、医療費の正化、医療費の正化、医療費の適適適適正化の正化の正化の正化の取取取取りりりり組み組み組み組みなどについてもなどについてもなどについてもなどについても記載記載記載記載しししします。ます。ます。ます。国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の運営運営運営運営方方方方針針針針は、これまで県とは、これまで県とは、これまで県とは、これまで県と市町市町市町市町村とで村とで村とで村とで検討検討検討検討、議、議、議、議論論論論をして、をして、をして、をして、合合合合意意意意形形形形成の成の成の成の図図図図れた県れた県れた県れた県単位単位単位単位化の制度化の制度化の制度化の制度設設設設計等について計等について計等について計等について盛盛盛盛りりりり込込込込むものですので、県とむものですので、県とむものですので、県とむものですので、県と市町市町市町市町村はこの方村はこの方村はこの方村はこの方針針針針のもとのもとのもとのもとで連で連で連で連携携携携してしてしてして国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の運営運営運営運営を行っていきたいとを行っていきたいとを行っていきたいとを行っていきたいと考考考考ええええています。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。
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方方方方針針針針にににに基づ基づ基づ基づいて、いて、いて、いて、歩調歩調歩調歩調をををを合合合合わわわわせせせせたたたた運営運営運営運営をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという趣旨趣旨趣旨趣旨はわかりました。はわかりました。はわかりました。はわかりました。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員しかし、保険しかし、保険しかし、保険しかし、保険料料料料を決めるのはそれを決めるのはそれを決めるのはそれを決めるのはそれぞぞぞぞれのれのれのれの市町市町市町市町村の村の村の村の権権権権限であると思います。限であると思います。限であると思います。限であると思います。市町市町市町市町村がどのよ村がどのよ村がどのよ村がどのようなうなうなうな形形形形で保険で保険で保険で保険料料料料のののの額額額額を決められるのか。皆さんでいろいろを決められるのか。皆さんでいろいろを決められるのか。皆さんでいろいろを決められるのか。皆さんでいろいろ料料料料率などを率などを率などを率などを提提提提案案案案して、一して、一して、一して、一致致致致してしてしてして決めていかれると決めていかれると決めていかれると決めていかれると聞聞聞聞いているのですいているのですいているのですいているのですけけけけれども、れども、れども、れども、例え例え例え例えばばばば法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れや保険り入れや保険り入れや保険り入れや保険料料料料の決定の決定の決定の決定権権権権はははは市町市町市町市町村にあるということをはっきりさ村にあるということをはっきりさ村にあるということをはっきりさ村にあるということをはっきりさせせせせておかないといておかないといておかないといておかないといけけけけないと思います。ないと思います。ないと思います。ないと思います。国国国国ののののガガガガイイイイドドドドララララインインインインでも、でも、でも、でも、運営運営運営運営方方方方針針針針はあくまではあくまではあくまではあくまで技術技術技術技術的的的的なななな助助助助言だと言われています。言だと言われています。言だと言われています。言だと言われています。市町市町市町市町村の村の村の村の自自自自治は治は治は治は守守守守られられられられなくてはならないと思うのですが、それとの関係ではどうでしなくてはならないと思うのですが、それとの関係ではどうでしなくてはならないと思うのですが、それとの関係ではどうでしなくてはならないと思うのですが、それとの関係ではどうでしょょょょうか。うか。うか。うか。これまで県とこれまで県とこれまで県とこれまで県と市町市町市町市町村とでいろいろ村とでいろいろ村とでいろいろ村とでいろいろ検討検討検討検討、議、議、議、議論論論論してきまして、県してきまして、県してきまして、県してきまして、県内内内内どどどど○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長こにこにこにこに住住住住んでも、んでも、んでも、んでも、所所所所得得得得水水水水準準準準とととと世帯世帯世帯世帯構構構構成が成が成が成が同同同同じじじじであればであればであればであれば同同同同じじじじ保険保険保険保険料料料料水水水水準準準準になることをになることをになることをになることを目指目指目指目指すこすこすこすことについて、一定のとについて、一定のとについて、一定のとについて、一定の合合合合意意意意のののの形形形形成を成を成を成を図図図図れていると認れていると認れていると認れていると認識識識識しています。その中でしています。その中でしています。その中でしています。その中で国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の運営運営運営運営方方方方針針針針を定めて、平成３６年度の保険を定めて、平成３６年度の保険を定めて、平成３６年度の保険を定めて、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化に一化に一化に一化に向け向け向け向けて、て、て、て、共共共共通通通通認認認認識識識識のもとでのもとでのもとでのもとで進進進進めめめめ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考考考ええええています。現在、保険ています。現在、保険ています。現在、保険ています。現在、保険料料料料率等については、率等については、率等については、率等については、各各各各市町市町市町市町村が村が村が村が個個個個 々々々々にににに国国国国民民民民健康保健康保健康保健康保険を険を険を険を運営運営運営運営しているので、それしているので、それしているので、それしているので、それぞぞぞぞれれれれ異異異異なっており、平成３６年度になっており、平成３６年度になっており、平成３６年度になっており、平成３６年度に向け向け向け向けて、道て、道て、道て、道筋筋筋筋はははは違違違違いますいますいますいますけけけけれども、れども、れども、れども、激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置等を等を等を等を講講講講じじじじて、て、て、て、段階段階段階段階的的的的、計、計、計、計画画画画的的的的にににに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考考考ええええています。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。 段階段階段階段階的的的的にににに統統統統一していくということで、最一していくということで、最一していくということで、最一していくということで、最終的終的終的終的にはにはにはには公公公公平の平の平の平の観観観観点点点点から、どこにから、どこにから、どこにから、どこに住住住住○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員んでいてもんでいてもんでいてもんでいても同同同同じ収じ収じ収じ収入なら入なら入なら入なら同同同同じじじじ保険保険保険保険料料料料になるということなのだろうと思うのですになるということなのだろうと思うのですになるということなのだろうと思うのですになるということなのだろうと思うのですけけけけれども、れども、れども、れども、住住住住んでいるところによって現状では医療費の水んでいるところによって現状では医療費の水んでいるところによって現状では医療費の水んでいるところによって現状では医療費の水準準準準がががが違違違違うこともありますので、一うこともありますので、一うこともありますので、一うこともありますので、一概概概概にににに公公公公平平平平とは言とは言とは言とは言ええええないというないというないというないという面面面面もあるのではないかと思っています。また、もあるのではないかと思っています。また、もあるのではないかと思っています。また、もあるのではないかと思っています。また、市町市町市町市町村村村村独自独自独自独自の保険の保険の保険の保険料料料料をををを決める決める決める決める権権権権限は限は限は限は守守守守られるられるられるられるべべべべきであると思っていますので、そのきであると思っていますので、そのきであると思っていますので、そのきであると思っていますので、その点点点点、、、、意意意意見見見見を申し上げておきたを申し上げておきたを申し上げておきたを申し上げておきたいと思います。いと思います。いと思います。いと思います。最後に、保険最後に、保険最後に、保険最後に、保険料料料料の算定方の算定方の算定方の算定方式式式式をををを示示示示されるということですが、資されるということですが、資されるということですが、資されるということですが、資産産産産割割割割をなくしていく方をなくしていく方をなくしていく方をなくしていく方向向向向だだだだとととと聞聞聞聞いています。ただ、いています。ただ、いています。ただ、いています。ただ、所所所所得得得得割割割割、平等、平等、平等、平等割割割割というというというという形形形形になると、になると、になると、になると、子子子子どものどものどものどもの均均均均等等等等割割割割分が、分が、分が、分が、子育子育子育子育ててててをををを支援支援支援支援するという今のするという今のするという今のするという今の流流流流れの中ではれの中ではれの中ではれの中では逆逆逆逆行することになるのではないかという議行することになるのではないかという議行することになるのではないかという議行することになるのではないかという議論論論論がががが国国国国でもでもでもでもあります。あります。あります。あります。子子子子どもがたくさんいれば保険どもがたくさんいれば保険どもがたくさんいれば保険どもがたくさんいれば保険料料料料が高くなるという今の算定方が高くなるという今の算定方が高くなるという今の算定方が高くなるという今の算定方式式式式をををを変え変え変え変えていくこていくこていくこていくことが今後とが今後とが今後とが今後必要必要必要必要ではないかと思うのですではないかと思うのですではないかと思うのですではないかと思うのですけけけけれども、れども、れども、れども、検討検討検討検討課題課題課題課題ということで議ということで議ということで議ということで議論論論論されているされているされているされている段段段段階階階階ではありますが、県はそのことについてどうおではありますが、県はそのことについてどうおではありますが、県はそのことについてどうおではありますが、県はそのことについてどうお考考考考ええええでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。保険保険保険保険料料料料の算定方の算定方の算定方の算定方法法法法の中のの中のの中のの中の均均均均等等等等割割割割については、については、については、については、被被被被保険者１人保険者１人保険者１人保険者１人当当当当たりのたりのたりのたりの○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長単価単価単価単価に人に人に人に人数数数数をををを掛掛掛掛けけけけるという算るという算るという算るという算式式式式ですので、ですので、ですので、ですので、単単単単一です。一です。一です。一です。子子子子どもだからというどもだからというどもだからというどもだからという区区区区分はありま分はありま分はありま分はありませせせせん。ん。ん。ん。子子子子どもに係るどもに係るどもに係るどもに係る均均均均等等等等割割割割保険保険保険保険料料料料の軽の軽の軽の軽減減減減措置措置措置措置のののの導導導導入については、入については、入については、入については、毎毎毎毎年全年全年全年全国国国国知事会から知事会から知事会から知事会から国国国国に対に対に対に対
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してしてしてして要望要望要望要望しており、本年度も７月２７日しており、本年度も７月２７日しており、本年度も７月２７日しており、本年度も７月２７日付付付付でででで要望要望要望要望したところです。したところです。したところです。したところです。子育子育子育子育てあるいは少てあるいは少てあるいは少てあるいは少子子子子化化化化対策に関係する対策に関係する対策に関係する対策に関係する取取取取りりりり組み組み組み組みに対しては、に対しては、に対しては、に対しては、国国国国全全全全体体体体としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組むむむむべべべべき事項とき事項とき事項とき事項と考考考考ええええており、ており、ており、ており、国国国国民民民民健康保険制度にお健康保険制度にお健康保険制度にお健康保険制度におけけけけるるるる子子子子どもに係るどもに係るどもに係るどもに係る均均均均等等等等割割割割保険保険保険保険料料料料のののの配慮配慮配慮配慮などについては、全などについては、全などについては、全などについては、全国国国国一一一一律律律律の制度の制度の制度の制度として、として、として、として、国国国国において制度において制度において制度において制度設設設設計される計される計される計される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考考考考ええええています。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。わかりました。それではわかりました。それではわかりました。それではわかりました。それでは次次次次にににに移移移移ります。奈良県総ります。奈良県総ります。奈良県総ります。奈良県総合合合合医療医療医療医療セセセセンタンタンタンターのーのーのーの跡跡跡跡地活地活地活地活用用用用○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員について伺いたいと思います。について伺いたいと思います。について伺いたいと思います。について伺いたいと思います。今年度、全今年度、全今年度、全今年度、全体的体的体的体的なななな基基基基本本本本構構構構想想想想を出していただを出していただを出していただを出していただけけけけると伺っているのですると伺っているのですると伺っているのですると伺っているのですけけけけれども、その後のれども、その後のれども、その後のれども、その後の検討検討検討検討状況、状況、状況、状況、進進進進捗捗捗捗は、どうなっているのかお伺いしたいと思います。は、どうなっているのかお伺いしたいと思います。は、どうなっているのかお伺いしたいと思います。は、どうなっているのかお伺いしたいと思います。奈良県総奈良県総奈良県総奈良県総合合合合医療医療医療医療セセセセンタンタンタンターーーー移移移移転転転転後の後の後の後の跡跡跡跡地活地活地活地活用の件ですが、用の件ですが、用の件ですが、用の件ですが、地地地地○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域域域域包括ケ包括ケ包括ケ包括ケアアアアその他健康長その他健康長その他健康長その他健康長寿寿寿寿まちまちまちまちづづづづくりということでくりということでくりということでくりということで取取取取りりりり組組組組んできているところです。まちんできているところです。まちんできているところです。まちんできているところです。まちづづづづくりの方くりの方くりの方くりの方向向向向性の性の性の性の検討検討検討検討やややや地域地域地域地域包括ケ包括ケ包括ケ包括ケアシアシアシアシスススステムテムテムテムのののの構構構構築築築築については、については、については、については、地地地地元元元元奈良奈良奈良奈良市市市市とととと協働協働協働協働しなしなしなしながら、医がら、医がら、医がら、医師師師師会など関係会など関係会など関係会など関係機機機機関や関や関や関や地地地地元元元元住民住民住民住民と連と連と連と連携携携携、、、、協協協協力力力力をををを得得得得ることがることがることがることが重重重重要要要要であるとであるとであるとであると考考考考ええええていまていまていまています。す。す。す。このことから、平成２７年１月に奈良このことから、平成２７年１月に奈良このことから、平成２７年１月に奈良このことから、平成２７年１月に奈良市市市市とのとのとのとの間間間間で、平松で、平松で、平松で、平松地地地地区区区区も含め、まちも含め、まちも含め、まちも含め、まちづづづづくりに関すくりに関すくりに関すくりに関するるるる包括協包括協包括協包括協定を定を定を定を締結締結締結締結して、して、して、して、導導導導入入入入機機機機能能能能のののの検討検討検討検討やややや役割役割役割役割分担のあり方等について分担のあり方等について分担のあり方等について分担のあり方等について協協協協議を議を議を議を重重重重ねてきてねてきてねてきてねてきているところです。これらのいるところです。これらのいるところです。これらのいるところです。これらの協協協協議、議、議、議、検討検討検討検討のののの結果結果結果結果やややや地地地地元元元元のまちのまちのまちのまちづづづづくりくりくりくり協協協協議会からいただいてい議会からいただいてい議会からいただいてい議会からいただいているごるごるごるご意意意意見見見見もももも踏踏踏踏ままままええええ、今年度中にまち、今年度中にまち、今年度中にまち、今年度中にまちづづづづくりに関するくりに関するくりに関するくりに関する基基基基本本本本構構構構想想想想のののの素案素案素案素案を策定して、を策定して、を策定して、を策定して、導導導導入入入入機機機機能能能能やややや重重重重要指標要指標要指標要指標について、一定おについて、一定おについて、一定おについて、一定お示示示示しすることができればとしすることができればとしすることができればとしすることができればと考考考考ええええています。ています。ています。ています。なお、今年度については、まちなお、今年度については、まちなお、今年度については、まちなお、今年度については、まちづづづづくりにくりにくりにくりに必要必要必要必要な事な事な事な事前前前前の事業ということで、土の事業ということで、土の事業ということで、土の事業ということで、土壌汚染調壌汚染調壌汚染調壌汚染調査査査査やややや病院病院病院病院のののの移移移移転転転転後の後の後の後の解体解体解体解体工工工工事の事の事の事の設設設設計を計を計を計を実施実施実施実施するするするする予予予予定にしており、土定にしており、土定にしており、土定にしており、土壌汚染調壌汚染調壌汚染調壌汚染調査については、査については、査については、査については、土土土土壌汚染壌汚染壌汚染壌汚染のののの可能可能可能可能性を性を性を性を評評評評価価価価し、し、し、し、次次次次のののの調調調調査に査に査に査に必要必要必要必要なななな基基基基礎礎礎礎資資資資料料料料をををを得得得得るということで、るということで、るということで、るということで、地地地地歴調歴調歴調歴調査に査に査に査に着手着手着手着手しているところです。しているところです。しているところです。しているところです。以以以以上です。上です。上です。上です。地域地域地域地域の方の方の方の方 々々々々のののの要望要望要望要望あるいはあるいはあるいはあるいは実施主体実施主体実施主体実施主体となられる奈良となられる奈良となられる奈良となられる奈良市市市市との関係もありますのとの関係もありますのとの関係もありますのとの関係もありますの○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員で、で、で、で、着着着着 々々々々とととと進進進進めるのはめるのはめるのはめるのは難難難難しいことはよくわかるのですが、しいことはよくわかるのですが、しいことはよくわかるのですが、しいことはよくわかるのですが、地地地地元元元元の皆さんは、計の皆さんは、計の皆さんは、計の皆さんは、計画画画画が出ますが出ますが出ますが出ますと言ってからと言ってからと言ってからと言ってから何何何何のののの音沙汰音沙汰音沙汰音沙汰もないということで、どうなっているのかともないということで、どうなっているのかともないということで、どうなっているのかともないということで、どうなっているのかと非常非常非常非常にににに心心心心配配配配をされてをされてをされてをされています。そういう状況ですので、います。そういう状況ですので、います。そういう状況ですので、います。そういう状況ですので、地地地地元元元元の皆さんのの皆さんのの皆さんのの皆さんの意意意意見見見見をよくをよくをよくをよく聞聞聞聞きながら、きながら、きながら、きながら、地域地域地域地域包括包括包括包括ののののモモモモデデデデルルルル事業にもなるようなと県はおっし事業にもなるようなと県はおっし事業にもなるようなと県はおっし事業にもなるようなと県はおっしゃゃゃゃっていますので、中っていますので、中っていますので、中っていますので、中身身身身のあるものができることをのあるものができることをのあるものができることをのあるものができることを期期期期待待待待しています。しています。しています。しています。何何何何らかのらかのらかのらかの進進進進展展展展がありましたら、がありましたら、がありましたら、がありましたら、ぜひぜひぜひぜひお知らお知らお知らお知らせせせせをいただいて、をいただいて、をいただいて、をいただいて、意意意意見見見見をををを聞聞聞聞いていていていていただくことをお願いしておきたいと思います。いただくことをお願いしておきたいと思います。いただくことをお願いしておきたいと思います。いただくことをお願いしておきたいと思います。私私私私からは、こども・女性局からは、こども・女性局からは、こども・女性局からは、こども・女性局へへへへのののの要望要望要望要望と質と質と質と質問問問問があります。があります。があります。があります。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員
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要望要望要望要望ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、子子子子どもの委どもの委どもの委どもの委託託託託については、については、については、については、里親里親里親里親等の委等の委等の委等の委託託託託とととと施設へ施設へ施設へ施設へのののの措置措置措置措置、、、、乳児院乳児院乳児院乳児院、、、、児童児童児童児童養養養養護護護護施設施設施設施設等があるかと思いますが、平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告等があるかと思いますが、平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告等があるかと思いますが、平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告等があるかと思いますが、平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書をををを見見見見ていていていているだるだるだるだけけけけではわからないので、それではわからないので、それではわからないので、それではわからないので、それぞぞぞぞれについて、れについて、れについて、れについて、子子子子ども１人ども１人ども１人ども１人当当当当たりどれたりどれたりどれたりどれぐぐぐぐらいらいらいらい支支支支給されて給されて給されて給されているのか、また県がどのいるのか、また県がどのいるのか、また県がどのいるのか、また県がどのぐぐぐぐらいらいらいらい負負負負担をしているのかについて、質担をしているのかについて、質担をしているのかについて、質担をしているのかについて、質問問問問していくとしていくとしていくとしていくと細細細細かくなり、かくなり、かくなり、かくなり、時間時間時間時間等もかかりますので、等もかかりますので、等もかかりますので、等もかかりますので、私私私私のほうに資のほうに資のほうに資のほうに資料料料料等、等、等、等、情情情情報報報報提提提提供をお願いしたいと思います。供をお願いしたいと思います。供をお願いしたいと思います。供をお願いしたいと思います。里親里親里親里親制度において、制度において、制度において、制度において、里親里親里親里親、、、、フフフファミァミァミァミリリリリーーーーホホホホーーーームムムム、、、、児童児童児童児童養養養養護護護護施設施設施設施設等い等い等い等い○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ろいろろいろろいろろいろ区区区区分があり、それ分があり、それ分があり、それ分があり、それぞぞぞぞれにいろいろれにいろいろれにいろいろれにいろいろ額額額額の算定方の算定方の算定方の算定方法法法法等も等も等も等も異異異異なりますので、資なりますので、資なりますので、資なりますので、資料料料料をつくっをつくっをつくっをつくって、ごて、ごて、ごて、ご説説説説明さ明さ明さ明させせせせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員次次次次に、質に、質に、質に、質問問問問ですですですですけけけけれども、平成２８年度にれども、平成２８年度にれども、平成２８年度にれども、平成２８年度に児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉法法法法のののの改改改改正があり、全ての正があり、全ての正があり、全ての正があり、全ての子子子子どもたちどもたちどもたちどもたちについて、家について、家について、家について、家庭庭庭庭、、、、養養養養育優育優育優育優先先先先の理の理の理の理念念念念をををを規規規規定したと理定したと理定したと理定したと理解解解解しています。しています。しています。しています。平成２９年８月２日の平成２９年８月２日の平成２９年８月２日の平成２９年８月２日の新新新新たなたなたなたな社社社社会会会会的養的養的養的養育育育育のあり方に関するのあり方に関するのあり方に関するのあり方に関する検討検討検討検討会で、会で、会で、会で、新新新新しいしいしいしい社社社社会会会会的養的養的養的養育育育育ビビビビジョジョジョジョンンンンが出されています。それをが出されています。それをが出されています。それをが出されています。それを見見見見ますと、３歳ますと、３歳ますと、３歳ますと、３歳未満未満未満未満については、おおむね５年については、おおむね５年については、おおむね５年については、おおむね５年以内以内以内以内に、に、に、に、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの就学就学就学就学前前前前のののの子子子子どもについては、おおむね７年どもについては、おおむね７年どもについては、おおむね７年どもについては、おおむね７年以内以内以内以内に、に、に、に、里親里親里親里親委委委委託託託託率７５率７５率７５率７５％以％以％以％以上を上を上を上を実実実実現すると現すると現すると現すると書書書書かれています。本県は現在、かれています。本県は現在、かれています。本県は現在、かれています。本県は現在、里親里親里親里親委委委委託託託託率は１８率は１８率は１８率は１８．．．．１１１１％％％％かと思います。このかと思います。このかと思います。このかと思います。この検討検討検討検討会で会で会で会で書書書書かれていることはかなりかれていることはかなりかれていることはかなりかれていることはかなりハハハハーーーードドドドルルルルが高いと理が高いと理が高いと理が高いと理解解解解していますしていますしていますしていますけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その点点点点についについについについて、県のて、県のて、県のて、県の考考考考ええええをおをおをおをお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。里親里親里親里親の委の委の委の委託託託託率ですが、阪口委員がお率ですが、阪口委員がお率ですが、阪口委員がお率ですが、阪口委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、奈良県の平成のとおり、奈良県の平成のとおり、奈良県の平成のとおり、奈良県の平成○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２８年度の状況は、１８２８年度の状況は、１８２８年度の状況は、１８２８年度の状況は、１８．．．．１１１１％％％％です。このです。このです。このです。この数数数数字字字字を全を全を全を全国国国国と比と比と比と比較較較較しますと、全しますと、全しますと、全しますと、全国国国国のののの値値値値は平成２は平成２は平成２は平成２７年度７年度７年度７年度末末末末に出ていますが、１７に出ていますが、１７に出ていますが、１７に出ていますが、１７．．．．５５５５％％％％ということで、奈良県だということで、奈良県だということで、奈良県だということで、奈良県だけけけけが特にが特にが特にが特に低低低低いという状況でいという状況でいという状況でいという状況ではありまはありまはありまはありませせせせん。全ん。全ん。全ん。全国国国国的的的的には中には中には中には中ぐぐぐぐらいかという状況です。そういった状況の中で７５らいかという状況です。そういった状況の中で７５らいかという状況です。そういった状況の中で７５らいかという状況です。そういった状況の中で７５％以％以％以％以上上上上となりますと、となりますと、となりますと、となりますと、里親里親里親里親の確保等もかなり行っていかなの確保等もかなり行っていかなの確保等もかなり行っていかなの確保等もかなり行っていかなけけけければならないということですので、ればならないということですので、ればならないということですので、ればならないということですので、非常非常非常非常ににににハハハハーーーードドドドルルルルが高いという認が高いという認が高いという認が高いという認識識識識をしています。をしています。をしています。をしています。以以以以上です。上です。上です。上です。大変大変大変大変なことだと思うのですが、なことだと思うのですが、なことだと思うのですが、なことだと思うのですが、児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉法法法法のののの改改改改正というのは正というのは正というのは正というのは国国国国会において全会において全会において全会において全○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員会一会一会一会一致致致致でででで可可可可決されていますので、どの決されていますので、どの決されていますので、どの決されていますので、どの自自自自治治治治体体体体においてもにおいてもにおいてもにおいても里親里親里親里親委委委委託託託託率を高めていくような率を高めていくような率を高めていくような率を高めていくような取取取取りりりり組み組み組み組みが行われていくと認が行われていくと認が行われていくと認が行われていくと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。このビこのビこのビこのビジョジョジョジョンンンンの中の中の中の中身身身身をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、里親里親里親里親へへへへのののの包括包括包括包括的支援体的支援体的支援体的支援体制、制、制、制、フォフォフォフォススススタリンタリンタリンタリンググググ機機機機関の関の関の関の抜抜抜抜本本本本的的的的強強強強化の化の化の化の体体体体制制制制づづづづくりということがくりということがくりということがくりということが書書書書かれています。平成３２年度までにかれています。平成３２年度までにかれています。平成３２年度までにかれています。平成３２年度までにフォフォフォフォススススタリンタリンタリンタリンググググ機機機機関をつくっていく関をつくっていく関をつくっていく関をつくっていく体体体体制を制を制を制を構構構構築築築築しなさいとしなさいとしなさいとしなさいと書書書書かれていますが、そのかれていますが、そのかれていますが、そのかれていますが、そのフォフォフォフォススススタリンタリンタリンタリンググググ機機機機関につ関につ関につ関についておいておいておいてお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。
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今、お今、お今、お今、お話話話話があったがあったがあったがあったフォフォフォフォススススタリンタリンタリンタリンググググ機機機機関ですが、関ですが、関ですが、関ですが、新新新新しいしいしいしい社社社社会会会会的養的養的養的養育育育育○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ビビビビジョジョジョジョンンンンのののの記載記載記載記載によると、によると、によると、によると、里親里親里親里親ととととチチチチーーーームムムムとなり、となり、となり、となり、リクルリクルリクルリクルーーーートトトト、、、、研修研修研修研修、、、、支援支援支援支援などを一などを一などを一などを一貫貫貫貫してしてしてして行う行う行う行う機機機機関とされていますが、関とされていますが、関とされていますが、関とされていますが、詳詳詳詳細細細細については、については、については、については、要要要要件等が件等が件等が件等が国国国国からからからから示示示示されていない状況です。されていない状況です。されていない状況です。されていない状況です。また一方、平成２８年のまた一方、平成２８年のまた一方、平成２８年のまた一方、平成２８年の児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉法法法法のののの改改改改正の中で、正の中で、正の中で、正の中で、里親里親里親里親へへへへのののの支援支援支援支援が行きが行きが行きが行き届届届届くように、くように、くように、くように、里親里親里親里親支援支援支援支援がががが都都都都道道道道府府府府県の業務として県の業務として県の業務として県の業務として法的法的法的法的にににに位位位位置置置置づけづけづけづけされたというされたというされたというされたという経緯経緯経緯経緯があります。があります。があります。があります。こういったことからこういったことからこういったことからこういったことから考考考考ええええますと、現在、ますと、現在、ますと、現在、ますと、現在、里親里親里親里親支援機支援機支援機支援機関の関の関の関のＡＡＡＡ型型型型として、として、として、として、都都都都道道道道府府府府県から委県から委県から委県から委託託託託をををを受け受け受け受けて、て、て、て、里親里親里親里親制度の制度の制度の制度の普普普普及、あるいは及、あるいは及、あるいは及、あるいは里親里親里親里親委委委委託託託託の推の推の推の推進進進進、また、また、また、また里親里親里親里親ののののトトトトレレレレーーーーニンニンニンニンググググ等を行う等を行う等を行う等を行う制度がありますが、制度がありますが、制度がありますが、制度がありますが、フォフォフォフォススススタリンタリンタリンタリンググググ機機機機関については、関については、関については、関については、里親里親里親里親支援機支援機支援機支援機関の関の関の関のＡＡＡＡ型型型型のののの機機機機能能能能をさらにをさらにをさらにをさらに強強強強化して、化して、化して、化して、里親里親里親里親と一と一と一と一体体体体となってとなってとなってとなって里親里親里親里親制度の推制度の推制度の推制度の推進進進進あるいはあるいはあるいはあるいは里親里親里親里親へへへへのののの支援支援支援支援など、など、など、など、里親里親里親里親にかかわにかかわにかかわにかかわる一連のる一連のる一連のる一連の機機機機能能能能を担うを担うを担うを担う機機機機関と関と関と関とイメイメイメイメーーーージジジジしているところです。しているところです。しているところです。しているところです。以以以以上です。上です。上です。上です。目標目標目標目標値値値値がががが非常非常非常非常に高いので、担に高いので、担に高いので、担に高いので、担当当当当者も者も者も者も大変大変大変大変かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。私私私私たちもこういうもたちもこういうもたちもこういうもたちもこういうも○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員のをのをのをのを読読読読んでいても、初めての用んでいても、初めての用んでいても、初めての用んでいても、初めての用語語語語がたくさん出てきます。またわからないところは担がたくさん出てきます。またわからないところは担がたくさん出てきます。またわからないところは担がたくさん出てきます。またわからないところは担当当当当者者者者におにおにおにお聞聞聞聞きしますので、よろしくお願いいたします。きしますので、よろしくお願いいたします。きしますので、よろしくお願いいたします。きしますので、よろしくお願いいたします。以以以以上です。上です。上です。上です。県県県県立立立立医医医医科科科科大大大大学附属病院学附属病院学附属病院学附属病院の入り口のの入り口のの入り口のの入り口の安安安安全対策について、１全対策について、１全対策について、１全対策について、１点点点点質質質質問問問問ささささせせせせていただていただていただていただ○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員きます。きます。きます。きます。県県県県立立立立医医医医科科科科大大大大学附属病院学附属病院学附属病院学附属病院を利用される方は、を利用される方は、を利用される方は、を利用される方は、乗乗乗乗用用用用車車車車でででで通通通通院院院院したり、したり、したり、したり、公公公公共交共交共交共交通機通機通機通機関を利用し関を利用し関を利用し関を利用したり、さまざまですが、特にたり、さまざまですが、特にたり、さまざまですが、特にたり、さまざまですが、特に体体体体のののの弱弱弱弱い方でい方でい方でい方で免許免許免許免許をををを返返返返上したり、上したり、上したり、上したり、免許免許免許免許をををを持持持持っておられない方っておられない方っておられない方っておられない方が利用するのにが利用するのにが利用するのにが利用するのに公公公公共交共交共交共交通通通通があるわがあるわがあるわがあるわけけけけです。きのうです。きのうです。きのうです。きのう大大大大和和和和八木駅八木駅八木駅八木駅のののの乗乗乗乗りりりり降降降降りりりり場場場場のことでものことでものことでものことでも取取取取りりりり上げました上げました上げました上げましたけけけけれども、このれども、このれども、このれども、この乗乗乗乗りりりり降降降降りりりり場場場場ででででけけけけがをする事がをする事がをする事がをする事例例例例があるとがあるとがあるとがあると聞聞聞聞いています。県いています。県いています。県いています。県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学に確認すると、に確認すると、に確認すると、に確認すると、例え例え例え例えば、ば、ば、ば、大大大大和和和和八木駅八木駅八木駅八木駅からからからからタクシタクシタクシタクシーやーやーやーやババババスなどのスなどのスなどのスなどの公公公公共交共交共交共交通機通機通機通機関を利用し関を利用し関を利用し関を利用して県て県て県て県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学へへへへ行こうとすると、今までは、行こうとすると、今までは、行こうとすると、今までは、行こうとすると、今までは、ババババスであるとスであるとスであるとスであると国国国国道道道道沿沿沿沿いにあるいにあるいにあるいにあるババババスススス停停停停からからからから階階階階段段段段をおりて、ちをおりて、ちをおりて、ちをおりて、ちょょょょっとっとっとっと距距距距離を離を離を離を歩歩歩歩いていくといういていくといういていくといういていくという形形形形でした。しかし、それはでした。しかし、それはでした。しかし、それはでした。しかし、それは病院病院病院病院に行くにはに行くにはに行くにはに行くにはあまりにもあまりにもあまりにもあまりにも負負負負担が担が担が担が多多多多いだろうということで、県いだろうということで、県いだろうということで、県いだろうということで、県立立立立医医医医科科科科大大大大学附属病院学附属病院学附属病院学附属病院では、では、では、では、北側北側北側北側の入り口のの入り口のの入り口のの入り口の小小小小さなさなさなさなロロロローーーータリタリタリタリーでーでーでーで乗乗乗乗用用用用車車車車、、、、路線バ路線バ路線バ路線バス、ス、ス、ス、タクシタクシタクシタクシーがそれーがそれーがそれーがそれぞぞぞぞれれれれ乗乗乗乗りりりり降降降降りするようなりするようなりするようなりするような形形形形で、入で、入で、入で、入り口のり口のり口のり口の真真真真正正正正面面面面まで行まで行まで行まで行けけけけるようにしたことでるようにしたことでるようにしたことでるようにしたことで非常非常非常非常に利に利に利に利便便便便性が高まったと思います。しかし、性が高まったと思います。しかし、性が高まったと思います。しかし、性が高まったと思います。しかし、このこのこのこの狭狭狭狭いところにいところにいところにいところに乗乗乗乗用用用用車車車車とととと公公公公共交共交共交共交通機通機通機通機関が関が関が関が来来来来るということで、るということで、るということで、るということで、例え例え例え例えば、ば、ば、ば、タクシタクシタクシタクシーを利用しーを利用しーを利用しーを利用して県て県て県て県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学に行き、県に行き、県に行き、県に行き、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学から県から県から県から県立立立立医医医医科科科科大大大大学附属病院学附属病院学附属病院学附属病院に行こうと思い、入り口に行こうと思い、入り口に行こうと思い、入り口に行こうと思い、入り口のところでのところでのところでのところで歩歩歩歩いているいているいているいている際際際際に、に、に、に、車同車同車同車同士士士士がががが衝突衝突衝突衝突してしまうことが起きているとしてしまうことが起きているとしてしまうことが起きているとしてしまうことが起きている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。もともともともともともともともと体体体体のののの弱弱弱弱い方がい方がい方がい方が病院病院病院病院にににに向向向向かわれるわかわれるわかわれるわかわれるわけけけけで、そので、そので、そので、その弱弱弱弱い方がまたい方がまたい方がまたい方がまた危危危危険な険な険な険な目目目目にににに遭遭遭遭うといううといううといううという状状状状態態態態はははは回回回回避避避避すすすすべべべべきだと思いますが、きだと思いますが、きだと思いますが、きだと思いますが、安安安安全対策はどのようになっているのかについて質全対策はどのようになっているのかについて質全対策はどのようになっているのかについて質全対策はどのようになっているのかについて質問問問問ささささ
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せせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。 県県県県立立立立医医医医科科科科大大大大学附属病院学附属病院学附属病院学附属病院前前前前ののののロロロローーーータリタリタリタリーのーのーのーの交交交交通安通安通安通安全対策とい全対策とい全対策とい全対策とい○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うことですが、今のところ、うことですが、今のところ、うことですが、今のところ、うことですが、今のところ、実際け実際け実際け実際けがをされるような事がをされるような事がをされるような事がをされるような事故故故故が起こったという報告はが起こったという報告はが起こったという報告はが起こったという報告は受け受け受け受けてててていまいまいまいませせせせん。ただ、ん。ただ、ん。ただ、ん。ただ、ヒヤヒヤヒヤヒヤリリリリ・・・・ハハハハットットットット事事事事案案案案はははは生生生生じじじじるかもしれまるかもしれまるかもしれまるかもしれませせせせん。正ん。正ん。正ん。正面面面面玄玄玄玄関関関関前前前前ののののロロロローーーータリタリタリタリーーーーについては、平成２６年度の奈良については、平成２６年度の奈良については、平成２６年度の奈良については、平成２６年度の奈良交交交交通通通通ババババスのスのスのスの乗乗乗乗り入れにり入れにり入れにり入れに伴伴伴伴い、い、い、い、横横横横断断断断歩歩歩歩道の道の道の道の設設設設置置置置やややや案案案案内内内内ササササイイイインンンン、、、、標識標識標識標識等の等の等の等の整整整整備備備備を行い、を行い、を行い、を行い、ハハハハーーーード面ド面ド面ド面でのでのでのでの安安安安全確保を全確保を全確保を全確保を図図図図ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。ソソソソフトフトフトフト面面面面としては、としては、としては、としては、現在、平日に４名、現在、平日に４名、現在、平日に４名、現在、平日に４名、休休休休日に２名の日に２名の日に２名の日に２名の警警警警備備備備員を員を員を員を配置配置配置配置して、して、して、して、歩歩歩歩行者と行者と行者と行者と車車車車両両両両のののの安安安安全全全全誘誘誘誘導導導導を行っていを行っていを行っていを行っているところです。るところです。るところです。るところです。県県県県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学において、において、において、において、安安安安全上の全上の全上の全上の課題課題課題課題が判明したが判明したが判明したが判明した場合場合場合場合には、きめには、きめには、きめには、きめ細細細細かくかくかくかく警警警警備備備備員より報告員より報告員より報告員より報告を上げるということと、を上げるということと、を上げるということと、を上げるということと、課題課題課題課題として認として認として認として認識識識識の上、の上、の上、の上、的的的的確に対処していくための確に対処していくための確に対処していくための確に対処していくための研修研修研修研修をををを警警警警備備備備員に員に員に員に対して対して対して対して継続的継続的継続的継続的に行うに行うに行うに行う取取取取りりりり組み組み組み組みにより、一により、一により、一により、一層層層層のののの安安安安全確保に全確保に全確保に全確保に努努努努めていくとめていくとめていくとめていく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。以以以以上上上上です。です。です。です。 そういう対策をそういう対策をそういう対策をそういう対策を講講講講じじじじていただいていることは理ていただいていることは理ていただいていることは理ていただいていることは理解解解解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けけけけれども、れども、れども、れども、○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員危危危危険な状険な状険な状険な状態態態態が今もあるということもまたが今もあるということもまたが今もあるということもまたが今もあるということもまた聞聞聞聞いています。さきほども申しましたが、いています。さきほども申しましたが、いています。さきほども申しましたが、いています。さきほども申しましたが、体体体体のののの弱弱弱弱い方が利用されるということで、い方が利用されるということで、い方が利用されるということで、い方が利用されるということで、安安安安全対策は特に全対策は特に全対策は特に全対策は特に重重重重要要要要なななな場所場所場所場所であると思います。そういうであると思います。そういうであると思います。そういうであると思います。そういうヒヤヒヤヒヤヒヤリリリリ・・・・ハハハハットットットットがががが回回回回避避避避できるような対策をできるような対策をできるような対策をできるような対策をぜひぜひぜひぜひ進進進進めてほしいと思います。めてほしいと思います。めてほしいと思います。めてほしいと思います。また、県また、県また、県また、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学は今後もは今後もは今後もは今後もハハハハーーーード面ド面ド面ド面でででで抜抜抜抜本本本本的的的的にににに変変変変わっていきますから、長いわっていきますから、長いわっていきますから、長いわっていきますから、長い目目目目でででで見見見見れれれればばばば変変変変わると思いますわると思いますわると思いますわると思いますけけけけれども、現在もれども、現在もれども、現在もれども、現在も危危危危険な状況は険な状況は険な状況は険な状況は続続続続いていると思っていますので、いていると思っていますので、いていると思っていますので、いていると思っていますので、ぜひぜひぜひぜひヒヤヒヤヒヤヒヤリリリリ・・・・ハハハハットットットットがなくなるようにがなくなるようにがなくなるようにがなくなるように進進進進めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。まず、健康福祉部におまず、健康福祉部におまず、健康福祉部におまず、健康福祉部にお聞聞聞聞きしたいのですきしたいのですきしたいのですきしたいのですけけけけれども、れども、れども、れども、先先先先ほども出ていましたが、ほども出ていましたが、ほども出ていましたが、ほども出ていましたが、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員国国国国民民民民健康保険の県健康保険の県健康保険の県健康保険の県単位単位単位単位化についてです。化についてです。化についてです。化についてです。先先先先ほどの答弁をほどの答弁をほどの答弁をほどの答弁を聞聞聞聞いても、いても、いても、いても、具体的具体的具体的具体的にどうするのかにどうするのかにどうするのかにどうするのかや、や、や、や、要望要望要望要望していますといったことばかりで、していますといったことばかりで、していますといったことばかりで、していますといったことばかりで、説説説説明の明の明の明の意意意意味味味味がよくわかりまがよくわかりまがよくわかりまがよくわかりませせせせんでした。んでした。んでした。んでした。先先先先月、月、月、月、香芝香芝香芝香芝市市市市議会で、議会で、議会で、議会で、国国国国民民民民健康保険の県健康保険の県健康保険の県健康保険の県単位単位単位単位化に化に化に化に伴伴伴伴うううう公公公公正正正正公公公公平な制度平な制度平な制度平な制度設設設設計を計を計を計を求求求求めるめるめるめる意意意意見見見見書書書書が議決されました。もう奈良県にが議決されました。もう奈良県にが議決されました。もう奈良県にが議決されました。もう奈良県に送送送送付付付付されていると思うのですが、まず、これのされていると思うのですが、まず、これのされていると思うのですが、まず、これのされていると思うのですが、まず、これの求求求求めてめてめてめている１いる１いる１いる１点目点目点目点目をををを読読読読みみみみます。一名のます。一名のます。一名のます。一名の反反反反対もなしに議決したということですので、対もなしに議決したということですので、対もなしに議決したということですので、対もなしに議決したということですので、読読読読まままませせせせてもらてもらてもらてもらいますいますいますいます 「「「「現在の日本現在の日本現在の日本現在の日本国国国国がががが直面直面直面直面するするするする問題問題問題問題としてとしてとしてとして急急急急増増増増するするするする社社社社会保会保会保会保障障障障費があり、費があり、費があり、費があり、地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体。。。。においても、においても、においても、においても、扶扶扶扶助助助助費に費に費に費に代代代代表表表表されるされるされるされる社社社社会保会保会保会保障障障障費もこの費もこの費もこの費もこの動動動動きに連きに連きに連きに連動動動動しししし増額増額増額増額の一の一の一の一途途途途をたどる状況をたどる状況をたどる状況をたどる状況にある。にある。にある。にある。地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体では、では、では、では、標標標標準財準財準財準財政政政政規模規模規模規模がががが拡拡拡拡大大大大するなか、するなか、するなか、するなか、普通地普通地普通地普通地方方方方交交交交付付付付税税税税を含めた歳入を含めた歳入を含めた歳入を含めた歳入がががが伸伸伸伸びびびび悩悩悩悩みみみみ、、、、住民へ住民へ住民へ住民へのののの自自自自由由由由財源財源財源財源とされるとされるとされるとされる留留留留保保保保財源財源財源財源がががが法法法法令令令令等に等に等に等に規規規規定される定される定される定される義義義義務務務務的的的的事務の事務の事務の事務の経経経経費費費費としてとしてとしてとして支支支支出出出出せせせせざるをざるをざるをざるを得得得得ない事ない事ない事ない事態態態態にににに陥陥陥陥っている。そのっている。そのっている。そのっている。その環境環境環境環境において、において、において、において、国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の都都都都道道道道府府府府
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県県県県単位単位単位単位化の制度化の制度化の制度化の制度準備準備準備準備が行われ、奈良県のが行われ、奈良県のが行われ、奈良県のが行われ、奈良県の国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険料料料料算定では、算定では、算定では、算定では、所所所所得得得得水水水水準準準準をををを参参参参考考考考にしたにしたにしたにした制度制度制度制度設設設設計が計が計が計が進進進進んでいる。んでいる。んでいる。んでいる。これまでこれまでこれまでこれまで香芝香芝香芝香芝市市市市においてはにおいてはにおいてはにおいては住民住民住民住民の健康の健康の健康の健康増増増増進施進施進施進施策に全策に全策に全策に全力力力力をををを尽尽尽尽くし、くし、くし、くし、国国国国民民民民健康保険特別会計健康保険特別会計健康保険特別会計健康保険特別会計に野に野に野に野放放放放図図図図に一に一に一に一般財源般財源般財源般財源をををを繰繰繰繰り入れすることなく、り入れすることなく、り入れすることなく、り入れすることなく、香芝香芝香芝香芝市民市民市民市民全員の全員の全員の全員の努力努力努力努力により医療費をにより医療費をにより医療費をにより医療費を抑え抑え抑え抑え、、、、健全な健全な健全な健全な国国国国民民民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を行ってきた。を行ってきた。を行ってきた。を行ってきた。しかし、現在、奈良県が行う保険しかし、現在、奈良県が行う保険しかし、現在、奈良県が行う保険しかし、現在、奈良県が行う保険料料料料算定を含む制度算定を含む制度算定を含む制度算定を含む制度設設設設計に関しては、計に関しては、計に関しては、計に関しては、香芝香芝香芝香芝市市市市のののの国国国国民民民民健康健康健康健康保険事務及び保険事務及び保険事務及び保険事務及び市民市民市民市民の保険の保険の保険の保険料負料負料負料負担担担担額額額額のののの将将将将来来来来について、不利にについて、不利にについて、不利にについて、不利に作作作作用することが用することが用することが用することが懸念懸念懸念懸念されることされることされることされることから、より一から、より一から、より一から、より一層層層層のののの公公公公正正正正公公公公平な制度平な制度平な制度平な制度設設設設計を計を計を計を要望要望要望要望する。する。する。する。１１１１．．．．保険保険保険保険料料料料算定に関し、奈良県からは算定に関し、奈良県からは算定に関し、奈良県からは算定に関し、奈良県からは「「「「標標標標準準準準保険保険保険保険料料料料率の算定にあたっては、率の算定にあたっては、率の算定にあたっては、率の算定にあたっては、市町市町市町市町村ごと村ごと村ごと村ごとの医療費水の医療費水の医療費水の医療費水準準準準はははは考慮考慮考慮考慮せせせせず、ず、ず、ず、所所所所得得得得水水水水準準準準をををを参参参参考考考考に算出するに算出するに算出するに算出する」」」」とととと説説説説明がなされたとのことである明がなされたとのことである明がなされたとのことである明がなされたとのことであるが、保険が、保険が、保険が、保険料料料料算定に医療費水算定に医療費水算定に医療費水算定に医療費水準準準準をををを組組組組入れた算出を行うこと。入れた算出を行うこと。入れた算出を行うこと。入れた算出を行うこと。２２２２．．．．激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置のののの財源財源財源財源は、は、は、は、公公公公平性の平性の平性の平性の観観観観点点点点から、から、から、から、法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れによるり入れによるり入れによるり入れによる影響影響影響影響（（（（増額増額増額増額抑抑抑抑制）分には制）分には制）分には制）分には適適適適用用用用せせせせず、保険ず、保険ず、保険ず、保険料料料料が上が上が上が上昇昇昇昇する全てのする全てのする全てのする全ての市町市町市町市町村に村に村に村に措置措置措置措置すること。すること。すること。すること。３３３３．．．．国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険団体団体団体団体連連連連合合合合会で会で会で会で新新新新たに発たに発たに発たに発生生生生するするするする経経経経費については、その費については、その費については、その費については、その妥妥妥妥当当当当性の性の性の性の検証検証検証検証につにつにつについて、いて、いて、いて、市町市町市町市町村での村での村での村での市民へ市民へ市民へ市民へのののの説説説説明明明明責任責任責任責任をををを耐耐耐耐ええええうるうるうるうる環境環境環境環境のののの整整整整備備備備を行うこと。また、事務のを行うこと。また、事務のを行うこと。また、事務のを行うこと。また、事務の共共共共同同同同化に化に化に化に伴伴伴伴うううう同同同同連連連連合合合合会会会会へへへへのののの追加追加追加追加経経経経費費費費負負負負担や人担や人担や人担や人的支援的支援的支援的支援は最は最は最は最小小小小限に限に限に限に止止止止めること。めること。めること。めること。以以以以上、上、上、上、地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法第９９第９９第９９第９９条条条条のののの規規規規定により定により定により定により意意意意見見見見書書書書をををを提提提提出する出する出する出する」」」」ということで、ということで、ということで、ということで、提提提提出してお出してお出してお出しておられます。られます。られます。られます。これにもこれにもこれにもこれにも書書書書かれていますように、かれていますように、かれていますように、かれていますように、前前前前からからからから持持持持論論論論としても言ってきましたが、行政としても言ってきましたが、行政としても言ってきましたが、行政としても言ってきましたが、行政区画区画区画区画がががが設設設設けけけけられる中で、健康られる中で、健康られる中で、健康られる中で、健康施施施施策については、全部策については、全部策については、全部策については、全部市町市町市町市町村村村村単位単位単位単位でででで施施施施策を策を策を策を進進進進めておられるわめておられるわめておられるわめておられるわけけけけです。です。です。です。もちろんもちろんもちろんもちろん単単単単年度決算によって、議会の議決を年度決算によって、議会の議決を年度決算によって、議会の議決を年度決算によって、議会の議決を得得得得た上で健康た上で健康た上で健康た上で健康施施施施策等をやっておられるわ策等をやっておられるわ策等をやっておられるわ策等をやっておられるわけけけけでででです。す。す。す。ところが、そういったものを一ところが、そういったものを一ところが、そういったものを一ところが、そういったものを一切無切無切無切無視視視視して、ただ人して、ただ人して、ただ人して、ただ人数割数割数割数割だだだだけけけけでやるのだというのは、明でやるのだというのは、明でやるのだというのは、明でやるのだというのは、明らかに不らかに不らかに不らかに不公公公公平がありますし、平がありますし、平がありますし、平がありますし、過過過過去去去去に行ってきたに行ってきたに行ってきたに行ってきた施施施施策というものもあります。策というものもあります。策というものもあります。策というものもあります。例え例え例え例えばばばば香芝香芝香芝香芝市市市市でしたら、山林等をでしたら、山林等をでしたら、山林等をでしたら、山林等を切切切切り開いてり開いてり開いてり開いてニュニュニュニューーーータタタタウウウウンンンン化した。今後化した。今後化した。今後化した。今後若若若若いいいい世世世世代代代代の人口がの人口がの人口がの人口が減減減減少するとい少するとい少するとい少するということは、もううことは、もううことは、もううことは、もう何十何十何十何十年年年年前前前前もからわかっていたことですから、それをもからわかっていたことですから、それをもからわかっていたことですから、それをもからわかっていたことですから、それを克服克服克服克服するためにするためにするためにするために若若若若者を者を者を者を流流流流入さ入さ入さ入させせせせる事業がる事業がる事業がる事業が必要必要必要必要ではないかということで、ではないかということで、ではないかということで、ではないかということで、多大多大多大多大なお金をなお金をなお金をなお金を使使使使って、そういったって、そういったって、そういったって、そういった施施施施策を策を策を策を進進進進めてきた。めてきた。めてきた。めてきた。そういったそういったそういったそういった施施施施策を策を策を策を進進進進めてきて、めてきて、めてきて、めてきて、若若若若い人口い人口い人口い人口構構構構造造造造にやっとにやっとにやっとにやっと変変変変化してきて、化してきて、化してきて、化してきて、転転転転入率も奈良県で入率も奈良県で入率も奈良県で入率も奈良県では１は１は１は１番番番番となった。しかし、保険となった。しかし、保険となった。しかし、保険となった。しかし、保険料料料料計算では、そのようなことは一計算では、そのようなことは一計算では、そのようなことは一計算では、そのようなことは一切切切切考慮考慮考慮考慮されずに、されずに、されずに、されずに、勝勝勝勝手手手手にににに
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人人人人数割数割数割数割だだだだけけけけでやられると。それだったら、でやられると。それだったら、でやられると。それだったら、でやられると。それだったら、憲憲憲憲法法法法第９２第９２第９２第９２条条条条のののの地地地地方方方方自自自自治の本治の本治の本治の本旨旨旨旨もももも何何何何もあったももあったももあったももあったものではないというのではないというのではないというのではないという声声声声がほとんどなのです。そのがほとんどなのです。そのがほとんどなのです。そのがほとんどなのです。その点点点点について、まずお答について、まずお答について、まずお答について、まずお答ええええください。ください。ください。ください。先先先先ほどの山村委員のご質ほどの山村委員のご質ほどの山村委員のご質ほどの山村委員のご質問問問問のののの際際際際にも答弁しましたとおり、本県におにも答弁しましたとおり、本県におにも答弁しましたとおり、本県におにも答弁しましたとおり、本県にお○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長いては、まずいては、まずいては、まずいては、まず法法法法制度のもとで制度のもとで制度のもとで制度のもとで来来来来年４月からス年４月からス年４月からス年４月からスタタタターーーートトトトするするするする個個個個 々々々々の県の県の県の県単位単位単位単位化を化を化を化を契契契契機機機機として、として、として、として、同同同同じじじじ所所所所得得得得水水水水準準準準、、、、世帯世帯世帯世帯構構構構成であれば、県成であれば、県成であれば、県成であれば、県内内内内どこにどこにどこにどこに住住住住んでも保険んでも保険んでも保険ん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になることをになることをになることをになることを目指目指目指目指して、県して、県して、県して、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料負料負料負担の担の担の担の公公公公平化につなげたいと平化につなげたいと平化につなげたいと平化につなげたいと考考考考ええええています。したがいましています。したがいましています。したがいましています。したがいまして、川田委員がおて、川田委員がおて、川田委員がおて、川田委員がお述べ述べ述べ述べのように、全てを人のように、全てを人のように、全てを人のように、全てを人数割数割数割数割ということではなく、ということではなく、ということではなく、ということではなく、所所所所得得得得水水水水準準準準という、という、という、という、応応応応能能能能の部分もの部分もの部分もの部分も加加加加味味味味しています。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。少し言い少し言い少し言い少し言い間間間間違違違違いましたが、このいましたが、このいましたが、このいましたが、この意意意意見見見見書書書書にににに書書書書いているとおり、いているとおり、いているとおり、いているとおり、所所所所得得得得割割割割ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員それだったらそれだったらそれだったらそれだったら各各各各市町市町市町市町村村村村単位単位単位単位で、今までで、今までで、今までで、今まで多大多大多大多大なお金をなお金をなお金をなお金を使使使使ってきたことが全ってきたことが全ってきたことが全ってきたことが全然然然然考慮考慮考慮考慮されていなされていなされていなされていないことになります。いことになります。いことになります。いことになります。公公公公正正正正公公公公平は、平は、平は、平は、何何何何をををを根根根根拠拠拠拠に言うのですか。に言うのですか。に言うのですか。に言うのですか。所所所所得得得得割割割割であったらであったらであったらであったら公公公公正正正正公公公公平に平に平に平になるのですか。そのなるのですか。そのなるのですか。そのなるのですか。その根根根根拠拠拠拠が、全が、全が、全が、全然然然然わからないのです。わからないのです。わからないのです。わからないのです。法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れをやっておられるり入れをやっておられるり入れをやっておられるり入れをやっておられる市市市市町町町町村もあれば、村もあれば、村もあれば、村もあれば、法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れをするお金があるのであれば、り入れをするお金があるのであれば、り入れをするお金があるのであれば、り入れをするお金があるのであれば、施施施施策に資金を策に資金を策に資金を策に資金を投投投投入して、医入して、医入して、医入して、医療費の療費の療費の療費の抑抑抑抑制をしたり、健康政策を制をしたり、健康政策を制をしたり、健康政策を制をしたり、健康政策を進進進進めるめるめるめる市町市町市町市町村もある。それは村もある。それは村もある。それは村もある。それは各各各各地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体ががががみみみみずからずからずからずからのののの責任責任責任責任において決められる判断事項ではないですか。それを全くにおいて決められる判断事項ではないですか。それを全くにおいて決められる判断事項ではないですか。それを全くにおいて決められる判断事項ではないですか。それを全く無無無無視視視視するのは、するのは、するのは、するのは、公公公公正正正正公公公公平平平平とは言わないと思うのです。とは言わないと思うのです。とは言わないと思うのです。とは言わないと思うのです。公公公公正正正正公公公公平の定平の定平の定平の定義義義義づけづけづけづけについて、もう一について、もう一について、もう一について、もう一回回回回説説説説明してください。明してください。明してください。明してください。公公公公平化と平化と平化と平化と先先先先ほども申しましたほども申しましたほども申しましたほども申しましたけけけけれども、本県がれども、本県がれども、本県がれども、本県が目指目指目指目指している保険している保険している保険している保険料料料料○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長水水水水準準準準のののの統統統統一化というのは、一化というのは、一化というのは、一化というのは、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料負料負料負担の担の担の担の公公公公平化という平化という平化という平化という意意意意味味味味でででで目指目指目指目指していきたいしていきたいしていきたいしていきたいとととと考考考考ええええています。ています。ています。ています。それは県がそれは県がそれは県がそれは県が勝勝勝勝手手手手にににに考考考考ええええておられることであり、ておられることであり、ておられることであり、ておられることであり、市町市町市町市町村村村村単位単位単位単位と関係ないではなと関係ないではなと関係ないではなと関係ないではな○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員いですか。まして、算定分いですか。まして、算定分いですか。まして、算定分いですか。まして、算定分賦賦賦賦金を決めるのは県の金を決めるのは県の金を決めるのは県の金を決めるのは県の権権権権限になっていますよね。限になっていますよね。限になっていますよね。限になっていますよね。料料料料率率率率改改改改定は定は定は定は市市市市町町町町村でやるわ村でやるわ村でやるわ村でやるわけけけけでしでしでしでしょょょょう。だう。だう。だう。だけけけけど、決まったど、決まったど、決まったど、決まった額額額額の分の分の分の分賦賦賦賦金は、全金は、全金は、全金は、全額額額額納納納納入しな入しな入しな入しなけけけければならないればならないればならないればならないわわわわけけけけです。だからです。だからです。だからです。だから実実実実質、県が全部質、県が全部質、県が全部質、県が全部料料料料率率率率改改改改定をやっているのと定をやっているのと定をやっているのと定をやっているのと同同同同じじじじことではないですか。そことではないですか。そことではないですか。そことではないですか。それなら県が全部やればいいではないですか。なれなら県が全部やればいいではないですか。なれなら県が全部やればいいではないですか。なれなら県が全部やればいいではないですか。なぜぜぜぜ市町市町市町市町村が事務をしないとい村が事務をしないとい村が事務をしないとい村が事務をしないといけけけけないのですないのですないのですないのですか。か。か。か。先先先先ほどほどほどほど市町市町市町市町村と村と村と村と協協協協議していると言っていましたが、この議していると言っていましたが、この議していると言っていましたが、この議していると言っていましたが、この意意意意見見見見書書書書も、も、も、も、市町市町市町市町村の議員が、全村の議員が、全村の議員が、全村の議員が、全員の員の員の員の賛賛賛賛成のもとで議決しているのです。ここでもう明確に成のもとで議決しているのです。ここでもう明確に成のもとで議決しているのです。ここでもう明確に成のもとで議決しているのです。ここでもう明確に意意意意思決定されているではないで思決定されているではないで思決定されているではないで思決定されているではないですか。なすか。なすか。なすか。なぜぜぜぜ勝勝勝勝手手手手に、どういうところから、に、どういうところから、に、どういうところから、に、どういうところから、市町市町市町市町村と村と村と村と話話話話しししし合合合合ってってってってオオオオーーーーケケケケーなのだといった答ーなのだといった答ーなのだといった答ーなのだといった答弁が出てくるのか弁が出てくるのか弁が出てくるのか弁が出てくるのか意意意意味味味味がわからないのです。現にこうやって明確にがわからないのです。現にこうやって明確にがわからないのです。現にこうやって明確にがわからないのです。現にこうやって明確に法的法的法的法的手手手手続続続続によってによってによってによって意意意意見見見見書書書書もももも提提提提出されているわ出されているわ出されているわ出されているわけけけけでしでしでしでしょょょょう。それを全くう。それを全くう。それを全くう。それを全く無無無無視視視視してやっていくということなのですか。してやっていくということなのですか。してやっていくということなのですか。してやっていくということなのですか。



---- 11116666 ----

意意意意見見見見書書書書については、については、については、については、香芝香芝香芝香芝市市市市議会からのご議会からのご議会からのご議会からのご意意意意見見見見としてとしてとしてとして真真真真摯摯摯摯にににに受け受け受け受けとめとめとめとめ○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長ています。本県はこれまでも県と全ています。本県はこれまでも県と全ています。本県はこれまでも県と全ています。本県はこれまでも県と全市町市町市町市町村において、担村において、担村において、担村において、担当課当課当課当課長長長長レベレベレベレベルルルルではではではでは検討検討検討検討ワワワワーーーーキキキキンンンンググググ、、、、首首首首長長長長レベレベレベレベルルルルではではではでは市町市町市町市町村会議や村会議や村会議や村会議や意意意意見見見見交交交交換換換換をををを実施実施実施実施してきました。そういったこともしてきました。そういったこともしてきました。そういったこともしてきました。そういったことも踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、検討検討検討検討、議、議、議、議論論論論をしているところです。をしているところです。をしているところです。をしているところです。以以以以上です。上です。上です。上です。今の今の今の今の説説説説明は、明は、明は、明は、完完完完全に全に全に全に論論論論理理理理破綻破綻破綻破綻していると思います。していると思います。していると思います。していると思います。地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法からいうと、からいうと、からいうと、からいうと、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員議決議決議決議決機機機機関は議会でし関は議会でし関は議会でし関は議会でしょょょょう。う。う。う。住民住民住民住民のののの代代代代表表表表でででで代代代代議議議議士士士士制で出ているわ制で出ているわ制で出ているわ制で出ているわけけけけで、で、で、で、執執執執行者が行者が行者が行者が勝勝勝勝手手手手に決めに決めに決めに決めてやっていいということではないではないですか。てやっていいということではないではないですか。てやっていいということではないではないですか。てやっていいということではないではないですか。執執執執行者がそういったことを言ったから、行者がそういったことを言ったから、行者がそういったことを言ったから、行者がそういったことを言ったから、事務担事務担事務担事務担当当当当者の者の者の者の意意意意見見見見をををを聞聞聞聞いたから、それがいたから、それがいたから、それがいたから、それが香芝香芝香芝香芝市市市市のののの意意意意見見見見になるわになるわになるわになるわけけけけですか。ですか。ですか。ですか。香芝香芝香芝香芝市市市市のののの意意意意見見見見はははは議会が決めるのではないですか。議会が決めるのではないですか。議会が決めるのではないですか。議会が決めるのではないですか。地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法のののの説説説説明をしてください。明をしてください。明をしてください。明をしてください。今今今今回提回提回提回提出された出された出された出された意意意意見見見見書書書書については、については、については、については、地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法第９９第９９第９９第９９条条条条のののの規規規規定によ定によ定によ定によ○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長るるるる意意意意見見見見書書書書ということでということでということでということで真真真真摯摯摯摯にににに受け受け受け受けとめたいと思います。県としては、平成３０年度からはとめたいと思います。県としては、平成３０年度からはとめたいと思います。県としては、平成３０年度からはとめたいと思います。県としては、平成３０年度からは県も保険者となり、県も保険者となり、県も保険者となり、県も保険者となり、市町市町市町市町村と一村と一村と一村と一体体体体となってとなってとなってとなって国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の運営運営運営運営を行っていくことになりまを行っていくことになりまを行っていくことになりまを行っていくことになりますので、全てのすので、全てのすので、全てのすので、全ての市町市町市町市町村の村の村の村の意意意意見見見見等を等を等を等を踏踏踏踏ままままええええてててて検討検討検討検討、議、議、議、議論論論論をををを進進進進めてきており、これからもそのめてきており、これからもそのめてきており、これからもそのめてきており、これからもそのよううによううによううによううに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考考考ええええています。ています。ています。ています。香芝香芝香芝香芝市市市市の担の担の担の担当当当当の方にもの方にもの方にもの方にも意意意意見見見見をををを聞聞聞聞いてきました。いてきました。いてきました。いてきました。意意意意見見見見を言っているを言っているを言っているを言っているけけけけれども、れども、れども、れども、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員全全全全然然然然受け受け受け受け入れられない。だから、県の言うことを入れられない。だから、県の言うことを入れられない。だから、県の言うことを入れられない。だから、県の言うことを聞聞聞聞けけけけということなのでしということなのでしということなのでしということなのでしょょょょう、そういうう、そういうう、そういうう、そういうやり方なのではないですか。全やり方なのではないですか。全やり方なのではないですか。全やり方なのではないですか。全然然然然意意意意見見見見がががが通通通通らないので、らないので、らないので、らないので、市市市市議会の議員の皆さんが、これは議会の議員の皆さんが、これは議会の議員の皆さんが、これは議会の議員の皆さんが、これはもう絶対に県にもう絶対に県にもう絶対に県にもう絶対に県に意意意意見見見見を出すを出すを出すを出すべべべべきだということで、こういうきだということで、こういうきだということで、こういうきだということで、こういう意意意意見見見見書書書書を出されたというを出されたというを出されたというを出されたという経緯経緯経緯経緯ななななのです。今ののです。今ののです。今ののです。今の説説説説明を、明を、明を、明を、内内内内部事部事部事部事情情情情を知らない方がを知らない方がを知らない方がを知らない方が聞聞聞聞いていたら、いていたら、いていたら、いていたら、みみみみんなんなんなんな了解了解了解了解してやっているしてやっているしてやっているしてやっているのだと思うでしのだと思うでしのだと思うでしのだと思うでしょょょょううううけけけけれども、現れども、現れども、現れども、現実実実実はそうではないのです。はそうではないのです。はそうではないのです。はそうではないのです。国国国国民民民民健康保険の県健康保険の県健康保険の県健康保険の県単位単位単位単位化については、６年化については、６年化については、６年化については、６年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前ですが、ですが、ですが、ですが、私私私私もももも香芝香芝香芝香芝市市市市議会で議会で議会で議会で研研研研究究究究チチチチーーーームムムムをををを立立立立ち上げていました。保険はち上げていました。保険はち上げていました。保険はち上げていました。保険は広広広広いいいい範囲範囲範囲範囲でやるのがもちろんいいのはわかっていますかでやるのがもちろんいいのはわかっていますかでやるのがもちろんいいのはわかっていますかでやるのがもちろんいいのはわかっていますから、ら、ら、ら、国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の都都都都道道道道府府府府県化をやってほしいと県化をやってほしいと県化をやってほしいと県化をやってほしいと国国国国に対してに対してに対してに対して要望要望要望要望したのは、したのは、したのは、したのは、我我我我 々々々々がががが多多多多分、分、分、分、奈良県では一奈良県では一奈良県では一奈良県では一番番番番最初なのです。その最初なのです。その最初なのです。その最初なのです。その旨旨旨旨のののの意意意意見見見見書書書書も奈良県にも奈良県にも奈良県にも奈良県に提提提提出しているはずです。ところ出しているはずです。ところ出しているはずです。ところ出しているはずです。ところが、これが全が、これが全が、これが全が、これが全国国国国知事会に行った知事会に行った知事会に行った知事会に行った途途途途端端端端に、に、に、に、内内内内容容容容が全くが全くが全くが全く歪曲歪曲歪曲歪曲されていっているわされていっているわされていっているわされていっているわけけけけです。です。です。です。結結結結局、局、局、局、分分分分賦賦賦賦金を決めるお金の計算だ金を決めるお金の計算だ金を決めるお金の計算だ金を決めるお金の計算だけけけけを県で行って、を県で行って、を県で行って、を県で行って、若干若干若干若干調調調調整整整整もあるのかもしれないですもあるのかもしれないですもあるのかもしれないですもあるのかもしれないですけけけけれどれどれどれども、あとの事務は全部も、あとの事務は全部も、あとの事務は全部も、あとの事務は全部市町市町市町市町村に村に村に村に残残残残ってしまっているではないですか。それで、そのってしまっているではないですか。それで、そのってしまっているではないですか。それで、そのってしまっているではないですか。それで、その経緯経緯経緯経緯をををを調調調調べべべべたら、たら、たら、たら、都都都都道道道道府府府府県知事会からの県知事会からの県知事会からの県知事会からの意意意意見見見見として、県としてはこのような事務がとして、県としてはこのような事務がとして、県としてはこのような事務がとして、県としてはこのような事務が来来来来たらたらたらたら大変大変大変大変だだだだと、と、と、と、受け受け受け受け入れたらだめだという入れたらだめだという入れたらだめだという入れたらだめだという動動動動きから、このようになっていったというのが事きから、このようになっていったというのが事きから、このようになっていったというのが事きから、このようになっていったというのが事実実実実なのでなのでなのでなのです。ずっとす。ずっとす。ずっとす。ずっと流流流流れをれをれをれを見見見見ていたら、ただ県は計算するだていたら、ただ県は計算するだていたら、ただ県は計算するだていたら、ただ県は計算するだけけけけで、で、で、で、市町市町市町市町村の村の村の村の施施施施策の事業策の事業策の事業策の事業効効効効果果果果が全くが全くが全くが全く



---- 11117777 ----

参酌参酌参酌参酌されていないではないですか。医療費されていないではないですか。医療費されていないではないですか。医療費されていないではないですか。医療費裁裁裁裁定は定は定は定は導導導導入す入す入す入すべべべべきで、健康になったまちのほうきで、健康になったまちのほうきで、健康になったまちのほうきで、健康になったまちのほうが保険が保険が保険が保険料料料料がががが安安安安いというのがいというのがいというのがいというのが公公公公正正正正公公公公平ではないですか。そういった平ではないですか。そういった平ではないですか。そういった平ではないですか。そういった施施施施策もとらない、策もとらない、策もとらない、策もとらない、何何何何もしもしもしもしない、医療費をない、医療費をない、医療費をない、医療費を使使使使うのもうのもうのもうのも多多多多いいいい市町市町市町市町村と、村と、村と、村と、同同同同じじじじ医療費だから平等だということには絶対にな医療費だから平等だということには絶対にな医療費だから平等だということには絶対にな医療費だから平等だということには絶対にならない。らない。らない。らない。論論論論点点点点がががが完完完完全にずらされてしまっているのです。全にずらされてしまっているのです。全にずらされてしまっているのです。全にずらされてしまっているのです。私私私私もももも香芝香芝香芝香芝市市市市選選選選出の議員ですから、出の議員ですから、出の議員ですから、出の議員ですから、多多多多くのおくのおくのおくのお話話話話をををを聞聞聞聞いています。今、奈良県がいています。今、奈良県がいています。今、奈良県がいています。今、奈良県が進進進進めているめているめているめているものは不ものは不ものは不ものは不公公公公平きわまりない、絶対に平きわまりない、絶対に平きわまりない、絶対に平きわまりない、絶対に香芝香芝香芝香芝市市市市のののの意意意意見見見見を入れていただかないと。を入れていただかないと。を入れていただかないと。を入れていただかないと。憲憲憲憲法法法法第９２第９２第９２第９２条条条条にいうにいうにいうにいう地地地地方方方方自自自自治の本治の本治の本治の本旨旨旨旨によってによってによってによって団体団体団体団体議決がされているのです。それをな議決がされているのです。それをな議決がされているのです。それをな議決がされているのです。それをなぜぜぜぜ事務事務事務事務執執執執行の担行の担行の担行の担当当当当が言ったからといって、が言ったからといって、が言ったからといって、が言ったからといって、団体団体団体団体議決の議決の議決の議決の内内内内容容容容がががが歪曲歪曲歪曲歪曲されないといされないといされないといされないといけけけけないのですか。そのないのですか。そのないのですか。そのないのですか。その意意意意味味味味ででででのののの地地地地方方方方自自自自治の治の治の治の意意意意味味味味をををを聞聞聞聞いているのです。もう一いているのです。もう一いているのです。もう一いているのです。もう一回回回回説説説説明してください。明してください。明してください。明してください。県県県県単位単位単位単位化後の制度化後の制度化後の制度化後の制度設設設設計ですので、全計ですので、全計ですので、全計ですので、全市町市町市町市町村が村が村が村が検討検討検討検討議議議議論論論論をををを重重重重ねた上でねた上でねた上でねた上で○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長制度制度制度制度設設設設計をしていくということで今までもやってきており、今後もやっていきたいと計をしていくということで今までもやってきており、今後もやっていきたいと計をしていくということで今までもやってきており、今後もやっていきたいと計をしていくということで今までもやってきており、今後もやっていきたいと考考考考ええええています。ています。ています。ています。 質質質質問問問問のののの内内内内容容容容に答に答に答に答ええええていただいていないではないですか。ていただいていないではないですか。ていただいていないではないですか。ていただいていないではないですか。地地地地方方方方自自自自治の本治の本治の本治の本旨旨旨旨にににに基基基基○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員づづづづいていていていて団体団体団体団体議決され、議決され、議決され、議決され、意意意意思決定がされているわ思決定がされているわ思決定がされているわ思決定がされているわけけけけです。です。です。です。手手手手続続続続としてはとしてはとしてはとしては地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法第９９第９９第９９第９９条条条条によってによってによってによって提提提提出されているわ出されているわ出されているわ出されているわけけけけですが、ですが、ですが、ですが、地地地地方方方方自自自自治の本治の本治の本治の本旨旨旨旨のののの団体団体団体団体議決の議決の議決の議決の意意意意味味味味についてについてについてについて聞聞聞聞いていいていいていいているのです。るのです。るのです。るのです。 委員長として委員長として委員長として委員長として時間時間時間時間のののの配配配配分も分も分も分も考考考考ええええ、この件に関しては、一松副知事にき、この件に関しては、一松副知事にき、この件に関しては、一松副知事にき、この件に関しては、一松副知事にきょょょょうううう○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長現在の現在の現在の現在の見解見解見解見解をご答弁願をご答弁願をご答弁願をご答弁願ええええますか。ますか。ますか。ますか。まずまずまずまず当当当当然然然然、、、、地地地地方方方方自自自自治の本治の本治の本治の本旨旨旨旨にのっとって対にのっとって対にのっとって対にのっとって対応応応応ささささせせせせていただきたいと思ってていただきたいと思ってていただきたいと思ってていただきたいと思って○一松副知事○一松副知事○一松副知事○一松副知事います。います。います。います。川田委員がお川田委員がお川田委員がお川田委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、また、のとおり、また、のとおり、また、のとおり、また、国国国国民民民民健康保険の議健康保険の議健康保険の議健康保険の議論論論論は山村委員からもありましたよは山村委員からもありましたよは山村委員からもありましたよは山村委員からもありましたように、こうした議うに、こうした議うに、こうした議うに、こうした議論論論論をさをさをさをさせせせせていただくことはていただくことはていただくことはていただくことは非常非常非常非常にににに大大大大事だと思っていますが、事だと思っていますが、事だと思っていますが、事だと思っていますが、何何何何分分分分私私私私どもどもどもどものほうでまだ、のほうでまだ、のほうでまだ、のほうでまだ、具体的具体的具体的具体的な制度な制度な制度な制度設設設設計や保険計や保険計や保険計や保険料負料負料負料負担の水担の水担の水担の水準準準準をおをおをおをお示示示示しできていないものですから、しできていないものですから、しできていないものですから、しできていないものですから、それが出たそれが出たそれが出たそれが出た段階段階段階段階でおでおでおでお話話話話しさしさしさしさせせせせていただいたほうがよりていただいたほうがよりていただいたほうがよりていただいたほうがより建建建建設的設的設的設的な議な議な議な議論論論論ができるのではないかができるのではないかができるのではないかができるのではないかと思っています。と思っています。と思っています。と思っています。１１１１点点点点申し上げておきたいことがあります。健康申し上げておきたいことがあります。健康申し上げておきたいことがあります。健康申し上げておきたいことがあります。健康施施施施策と医療費の策と医療費の策と医療費の策と医療費の節節節節減減減減のののの効効効効果果果果ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、既既既既にににに国国国国から、から、から、から、レセレセレセレセププププトデトデトデトデーーーータタタタの分の分の分の分析析析析により、特定保健により、特定保健により、特定保健により、特定保健指指指指導導導導等による医療費等による医療費等による医療費等による医療費適適適適正化正化正化正化効効効効果果果果がががが示示示示されており、１人されており、１人されており、１人されており、１人当当当当たり６たり６たり６たり６，，，，００００００００００００円円円円程度程度程度程度適適適適正化されるということです。ただし、これは正化されるということです。ただし、これは正化されるということです。ただし、これは正化されるということです。ただし、これは国国国国、、、、地地地地方で特定保健方で特定保健方で特定保健方で特定保健指指指指導導導導にかにかにかにかけけけけているお金１人ているお金１人ているお金１人ているお金１人当当当当たり１万８たり１万８たり１万８たり１万８，，，，００００００００００００円円円円をををを大大大大きくきくきくきく下回下回下回下回る金る金る金る金額額額額で、で、で、で、仮仮仮仮に今、に今、に今、に今、国国国国のののの目標目標目標目標である特定保健である特定保健である特定保健である特定保健指指指指導導導導率を率を率を率を達達達達成したとしても、平成３５年までに全成したとしても、平成３５年までに全成したとしても、平成３５年までに全成したとしても、平成３５年までに全
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国国国国で２００で２００で２００で２００億円億円億円億円、奈良県でいくと２、奈良県でいくと２、奈良県でいくと２、奈良県でいくと２億円億円億円億円ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしか節節節節減減減減できないことになります。医療費できないことになります。医療費できないことになります。医療費できないことになります。医療費ですから、ですから、ですから、ですから、公公公公費になるとさらに費になるとさらに費になるとさらに費になるとさらに半半半半分になります。分になります。分になります。分になります。奈良県の医療費は４奈良県の医療費は４奈良県の医療費は４奈良県の医療費は４，，，，５００５００５００５００億円億円億円億円ぐぐぐぐらいというのが現状で、らいというのが現状で、らいというのが現状で、らいというのが現状で、エエエエビビビビデンデンデンデンスで申し上げますスで申し上げますスで申し上げますスで申し上げますと、医療費のと、医療費のと、医療費のと、医療費の適適適適正化に正化に正化に正化に大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響をををを与与与与ええええるのは、医るのは、医るのは、医るのは、医師数師数師数師数やややや病病病病床床床床数数数数であることが明らかになであることが明らかになであることが明らかになであることが明らかになっていますので、それに対する医療費っていますので、それに対する医療費っていますので、それに対する医療費っていますので、それに対する医療費提提提提供供供供体体体体制の制の制の制の責任責任責任責任をををを持持持持つ県において一つ県において一つ県において一つ県において一元元元元化していく。化していく。化していく。化していく。それから、医療費と保険それから、医療費と保険それから、医療費と保険それから、医療費と保険料料料料の関係では、の関係では、の関係では、の関係では、各各各各市町市町市町市町村村村村単位単位単位単位でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな公公公公費が入っていますの費が入っていますの費が入っていますの費が入っていますので、で、で、で、ダダダダイイイイレレレレクトリンククトリンククトリンククトリンクにはなっていまにはなっていまにはなっていまにはなっていませせせせん。したがって、ん。したがって、ん。したがって、ん。したがって、市町市町市町市町村でやっている村でやっている村でやっている村でやっている努力努力努力努力と医療と医療と医療と医療費費費費適適適適正化正化正化正化効効効効果果果果の関係がの関係がの関係がの関係が非常非常非常非常にににに見え見え見え見えにくくなっているという現状ですので、そうした中では、にくくなっているという現状ですので、そうした中では、にくくなっているという現状ですので、そうした中では、にくくなっているという現状ですので、そうした中では、医療費の水医療費の水医療費の水医療費の水準準準準をををを考慮考慮考慮考慮しないで保険しないで保険しないで保険しないで保険料料料料を一を一を一を一元元元元化するほうが化するほうが化するほうが化するほうが公公公公平だと平だと平だと平だと私私私私どもは思っていますが、どもは思っていますが、どもは思っていますが、どもは思っていますが、そのそのそのその辺辺辺辺の議の議の議の議論論論論は、また制度は、また制度は、また制度は、また制度設設設設計とともにしっかりさ計とともにしっかりさ計とともにしっかりさ計とともにしっかりさせせせせていただていただていただていただけけけければありがたいと思ってればありがたいと思ってればありがたいと思ってればありがたいと思っています。います。います。います。 団体団体団体団体議決でされていることを議決でされていることを議決でされていることを議決でされていることを無無無無視視視視していると、このしていると、このしていると、このしていると、この間間間間からからからから説説説説明のときにも明のときにも明のときにも明のときにも何何何何○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員回回回回も言っているのです。しかし、一も言っているのです。しかし、一も言っているのです。しかし、一も言っているのです。しかし、一貫貫貫貫してしてしてして無無無無視視視視するかのごとくのするかのごとくのするかのごとくのするかのごとくの態態態態度です。これはもうず度です。これはもうず度です。これはもうず度です。これはもうずっとっとっとっと前前前前から、から、から、から、香芝香芝香芝香芝市市市市議会が、議会が、議会が、議会が、自自自自分たちでも分分たちでも分分たちでも分分たちでも分析析析析し、し、し、し、研研研研究究究究したうしたうしたうしたうええええで、こういう判断を出さで、こういう判断を出さで、こういう判断を出さで、こういう判断を出されているので、れているので、れているので、れているので、無無無無視視視視することは絶対にないようにお願いしておきたいと思います。することは絶対にないようにお願いしておきたいと思います。することは絶対にないようにお願いしておきたいと思います。することは絶対にないようにお願いしておきたいと思います。公公公公務員は本務員は本務員は本務員は本音音音音が言が言が言が言ええええない部分もたくさんあるでしない部分もたくさんあるでしない部分もたくさんあるでしない部分もたくさんあるでしょょょょうが、議員が出しているうが、議員が出しているうが、議員が出しているうが、議員が出している意意意意見見見見書書書書は本は本は本は本音音音音なわなわなわなわけけけけです。ここをです。ここをです。ここをです。ここを参酌参酌参酌参酌してしてしてして十十十十分によろしくお願いしたいと思います。分によろしくお願いしたいと思います。分によろしくお願いしたいと思います。分によろしくお願いしたいと思います。もう１もう１もう１もう１点点点点、、、、法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れを議り入れを議り入れを議り入れを議論論論論する上において、本する上において、本する上において、本する上において、本来来来来、、、、激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置がががが終了終了終了終了したしたしたした段階段階段階段階で比で比で比で比較較較較しないといしないといしないといしないといけけけけないのではないか。ないのではないか。ないのではないか。ないのではないか。激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置は一は一は一は一時的時的時的時的なななな緩緩緩緩和の和の和の和の措置措置措置措置ですから。そですから。そですから。そですから。それを入れてしまうと、判断れを入れてしまうと、判断れを入れてしまうと、判断れを入れてしまうと、判断材材材材料料料料がががが変変変変わってしまいます。わってしまいます。わってしまいます。わってしまいます。国国国国民民民民健康保険制度は今後も健康保険制度は今後も健康保険制度は今後も健康保険制度は今後も続続続続くとくとくとくと思います思います思います思いますけけけけれども、れども、れども、れども、激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置がががが終終終終わってしまうと、その後またわってしまうと、その後またわってしまうと、その後またわってしまうと、その後また同同同同じじじじ状況になるわ状況になるわ状況になるわ状況になるわけけけけでででです。だから、す。だから、す。だから、す。だから、市町市町市町市町村にとっては村にとっては村にとっては村にとっては非常非常非常非常にににに大切大切大切大切なななな問題問題問題問題なのです。なのです。なのです。なのです。今、今、今、今、法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れをされているり入れをされているり入れをされているり入れをされている市町市町市町市町村は、村は、村は、村は、みみみみずからの判断でやっておられるので、ずからの判断でやっておられるので、ずからの判断でやっておられるので、ずからの判断でやっておられるので、我我我我 々々々々がどうこう言うことではありまがどうこう言うことではありまがどうこう言うことではありまがどうこう言うことではありませせせせんが、んが、んが、んが、法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れをり入れをり入れをり入れを抜抜抜抜いていていていて公公公公正に計算された正に計算された正に計算された正に計算された激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置をとるということですか。それとも、今、をとるということですか。それとも、今、をとるということですか。それとも、今、をとるということですか。それとも、今、法法法法定定定定額繰額繰額繰額繰り入れ入れを行って、り入れ入れを行って、り入れ入れを行って、り入れ入れを行って、低低低低くくくくなっている保険なっている保険なっている保険なっている保険料料料料で比で比で比で比較較較較してしてしてして激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置をとるのか。どちらですか。をとるのか。どちらですか。をとるのか。どちらですか。をとるのか。どちらですか。本県が今、本県が今、本県が今、本県が今、検討検討検討検討しているのは、しているのは、しているのは、しているのは、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料負料負料負担担担担ベベベベースというースというースというースという○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長ことで、ことで、ことで、ことで、将将将将来来来来の年の年の年の年数数数数、保険、保険、保険、保険料料料料水水水水準準準準との比との比との比との比較較較較をををを検討検討検討検討しています。しています。しています。しています。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ベ料ベ料ベ料ベースでございます。ースでございます。ースでございます。ースでございます。ということは、ということは、ということは、ということは、法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れは関係ないというり入れは関係ないというり入れは関係ないというり入れは関係ないという解解解解釈釈釈釈でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員
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一部の一部の一部の一部の市町市町市町市町村において、村において、村において、村において、法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れ等をして保険り入れ等をして保険り入れ等をして保険り入れ等をして保険料料料料を軽を軽を軽を軽減減減減してしてしてして○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長いるいるいるいる場合場合場合場合は、軽は、軽は、軽は、軽減減減減された後のされた後のされた後のされた後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ベ料ベ料ベ料ベースでの比ースでの比ースでの比ースでの比較較較較です。です。です。です。それでは全それでは全それでは全それでは全然然然然公公公公正正正正公公公公平ではないではないですか。平ではないではないですか。平ではないではないですか。平ではないではないですか。先先先先ほどほどほどほど公公公公正正正正公公公公平という言平という言平という言平という言葉葉葉葉○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員をををを使使使使っておられたではないですか。全っておられたではないですか。全っておられたではないですか。全っておられたではないですか。全然然然然違違違違います、それはおかしいですよ。います、それはおかしいですよ。います、それはおかしいですよ。います、それはおかしいですよ。私私私私はははは国国国国民民民民健康健康健康健康保険はもうずっと保険はもうずっと保険はもうずっと保険はもうずっと取取取取りりりり組組組組んでいるので、中んでいるので、中んでいるので、中んでいるので、中身身身身は全部わかっていますが、は全部わかっていますが、は全部わかっていますが、は全部わかっていますが、普通普通普通普通、、、、繰繰繰繰上上上上充充充充用で用で用で用で対対対対応応応応するのです。するのです。するのです。するのです。大大大大きいときは、きいときは、きいときは、きいときは、何億円何億円何億円何億円というというというという赤赤赤赤字字字字をををを抱抱抱抱ええええるときもあります。だからどんるときもあります。だからどんるときもあります。だからどんるときもあります。だからどんどんどんどんどん赤赤赤赤字字字字がががが膨膨膨膨らんでいったららんでいったららんでいったららんでいったら困困困困るから、るから、るから、るから、必必必必死死死死になってになってになってになって抑抑抑抑制しようという制度になっている制しようという制度になっている制しようという制度になっている制しようという制度になっているのです。ところが、のです。ところが、のです。ところが、のです。ところが、繰繰繰繰り入れはり入れはり入れはり入れは楽楽楽楽です。です。です。です。赤赤赤赤字字字字が出たらが出たらが出たらが出たら繰繰繰繰り入れる。一り入れる。一り入れる。一り入れる。一般般般般会計から会計から会計から会計から持持持持ってくってくってくってくるお金があれば、それを入れたらいいのだと、るお金があれば、それを入れたらいいのだと、るお金があれば、それを入れたらいいのだと、るお金があれば、それを入れたらいいのだと、我我我我 々々々々から言わから言わから言わから言わせせせせてもらったら、はっきり言てもらったら、はっきり言てもらったら、はっきり言てもらったら、はっきり言ってってってって楽楽楽楽をしているのです。それに対して、をしているのです。それに対して、をしているのです。それに対して、をしているのです。それに対して、激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置を計算するときは、そのを計算するときは、そのを計算するときは、そのを計算するときは、その繰繰繰繰り入れり入れり入れり入れ分を入れた現行の分を入れた現行の分を入れた現行の分を入れた現行の料料料料率での金率での金率での金率での金額額額額をををを見見見見るのですか。これはるのですか。これはるのですか。これはるのですか。これは完完完完全に不全に不全に不全に不公公公公平でし平でし平でし平でしょょょょう。う。う。う。法法法法のののの下下下下のののの平等に平等に平等に平等に反反反反すると思いますが、いかがですか。すると思いますが、いかがですか。すると思いますが、いかがですか。すると思いますが、いかがですか。県県県県単位単位単位単位化の制度化の制度化の制度化の制度改改改改正において、まず最も正において、まず最も正において、まず最も正において、まず最も優優優優先先先先すすすすべべべべきききき点点点点については、については、については、については、○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長先先先先ほどほどほどほど来来来来申し上げているとおり、申し上げているとおり、申し上げているとおり、申し上げているとおり、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料負料負料負担の担の担の担の変動変動変動変動をできるだをできるだをできるだをできるだけけけけ緩緩緩緩和するとい和するとい和するとい和するということであるとうことであるとうことであるとうことであると考考考考ええええています。そういったています。そういったています。そういったています。そういった観観観観点点点点から、保険から、保険から、保険から、保険料料料料については、については、については、については、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ベ料ベ料ベ料ベースでの比ースでの比ースでの比ースでの比較較較較をををを考考考考ええええています。ています。ています。ています。平成３０年度からの平成３０年度からの平成３０年度からの平成３０年度からの国国国国からのからのからのからの公公公公費費費費拡拡拡拡充充充充のあり方について、のあり方について、のあり方について、のあり方について、国国国国において保険者において保険者において保険者において保険者努力支援努力支援努力支援努力支援制制制制度が度が度が度が創創創創設設設設されるのですが、そのされるのですが、そのされるのですが、そのされるのですが、その都都都都道道道道府府府府県分について、県分について、県分について、県分について、法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れ等のり入れ等のり入れ等のり入れ等の解解解解消消消消へへへへの県、の県、の県、の県、市市市市町町町町村の一村の一村の一村の一体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みにつきまして、一定のにつきまして、一定のにつきまして、一定のにつきまして、一定の交交交交付付付付がなされるというがなされるというがなされるというがなされるという評評評評価メニュ価メニュ価メニュ価メニューもできーもできーもできーもできたので、それらをたので、それらをたので、それらをたので、それらを活活活活用して、本県では用して、本県では用して、本県では用して、本県では激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和措置措置措置措置についての制度についての制度についての制度についての制度設設設設計をしたいと計をしたいと計をしたいと計をしたいと考考考考ええええてててています。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。そういうことはそういうことはそういうことはそういうことは聞聞聞聞いていないのです。いていないのです。いていないのです。いていないのです。法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れを入れた分は、り入れを入れた分は、り入れを入れた分は、り入れを入れた分は、公公公公正か正か正か正か○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員どうかいうことをおどうかいうことをおどうかいうことをおどうかいうことをお聞聞聞聞きしているわきしているわきしているわきしているわけけけけで、で、で、で、国国国国が制度つくり、が制度つくり、が制度つくり、が制度つくり、頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている市町市町市町市町村には村には村には村にはインインインインセセセセンティンティンティンティブブブブをををを与与与与ええええるようなるようなるようなるような措置措置措置措置をするということは、関係ないのです。西野保険をするということは、関係ないのです。西野保険をするということは、関係ないのです。西野保険をするということは、関係ないのです。西野保険指指指指導導導導課課課課長長長長とととと話話話話しても平行しても平行しても平行しても平行線線線線です。土井健康福祉部長、です。土井健康福祉部長、です。土井健康福祉部長、です。土井健康福祉部長、法的法的法的法的にににに公公公公正正正正公公公公平にやってください。きのうも平にやってください。きのうも平にやってください。きのうも平にやってください。きのうも言いましたが、言いましたが、言いましたが、言いましたが、みみみみんなんなんなんな払払払払っているお金は一っているお金は一っているお金は一っているお金は一緒緒緒緒なのに、ななのに、ななのに、ななのに、なぜぜぜぜ奈良奈良奈良奈良市市市市ばかりにお金をばかりにお金をばかりにお金をばかりにお金を使使使使わなわなわなわなけけけければいればいればいればいけけけけないのですか。ないのですか。ないのですか。ないのですか。払払払払っているお金は一っているお金は一っているお金は一っているお金は一緒緒緒緒なのに、ななのに、ななのに、ななのに、なぜぜぜぜ不不不不公公公公平が平が平が平が生生生生じじじじるのですか。るのですか。るのですか。るのですか。市市市市町町町町村は皆さん、村は皆さん、村は皆さん、村は皆さん、国国国国民民民民健康保険に関して一健康保険に関して一健康保険に関して一健康保険に関して一生懸生懸生懸生懸命頑張命頑張命頑張命頑張っています。絶対にっています。絶対にっています。絶対にっています。絶対に法法法法のののの下下下下の平等におの平等におの平等におの平等においておかしいと思います。それならいておかしいと思います。それならいておかしいと思います。それならいておかしいと思います。それなら納税納税納税納税をその分をその分をその分をその分安安安安くしてくれるのかというくしてくれるのかというくしてくれるのかというくしてくれるのかという論論論論理になって理になって理になって理になってくるのではないですか。くるのではないですか。くるのではないですか。くるのではないですか。公公公公正正正正公公公公平にやっていただきたいと思います。平にやっていただきたいと思います。平にやっていただきたいと思います。平にやっていただきたいと思います。
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これまでこれまでこれまでこれまで国国国国民民民民健康保険は健康保険は健康保険は健康保険は市町市町市町市町村が保険者として村が保険者として村が保険者として村が保険者として運営運営運営運営されてきたので、されてきたので、されてきたので、されてきたので、○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長市町市町市町市町村村村村独自独自独自独自のののの措置措置措置措置によって保険によって保険によって保険によって保険料料料料の軽の軽の軽の軽減減減減してきたところと、定してきたところと、定してきたところと、定してきたところと、定期期期期的的的的に医療費に医療費に医療費に医療費支支支支出等に出等に出等に出等に見合見合見合見合うううう経経経経費分を保険費分を保険費分を保険費分を保険料料料料にににに転転転転嫁嫁嫁嫁してきたところがあり、３９してきたところがあり、３９してきたところがあり、３９してきたところがあり、３９市町市町市町市町村ありましたら、村ありましたら、村ありましたら、村ありましたら、歴歴歴歴史史史史的的的的なななな経過経過経過経過、、、、取取取取りりりり組み組み組み組みのののの経過経過経過経過を含めていろいろあるというのは、川田委員のごを含めていろいろあるというのは、川田委員のごを含めていろいろあるというのは、川田委員のごを含めていろいろあるというのは、川田委員のご指摘指摘指摘指摘のとおりだと思いまのとおりだと思いまのとおりだと思いまのとおりだと思います。す。す。す。先先先先ほど川田委員より、今後もほど川田委員より、今後もほど川田委員より、今後もほど川田委員より、今後も国国国国民民民民健康保険制度は最後の健康保険制度は最後の健康保険制度は最後の健康保険制度は最後のセセセセーーーーフティフティフティフティーーーーネットネットネットネットとしてとしてとしてとして継続継続継続継続されるだろうというおされるだろうというおされるだろうというおされるだろうというお話話話話がありました。まさにそういったことをがありました。まさにそういったことをがありました。まさにそういったことをがありました。まさにそういったことを目指目指目指目指して、現在、して、現在、して、現在、して、現在、市町市町市町市町村村村村が、保険者としてが、保険者としてが、保険者としてが、保険者として市町市町市町市町村村村村単位単位単位単位でなされているものを、県でなされているものを、県でなされているものを、県でなされているものを、県単位単位単位単位化を化を化を化を機機機機に、に、に、に、受受受受益益益益とととと負負負負担の担の担の担の公公公公平平平平性と、奈良県で１つの性と、奈良県で１つの性と、奈良県で１つの性と、奈良県で１つの国国国国民民民民健康保険を健康保険を健康保険を健康保険を目指目指目指目指して、県も保険者の１人となって、して、県も保険者の１人となって、して、県も保険者の１人となって、して、県も保険者の１人となって、国国国国民民民民健康保健康保健康保健康保険の険の険の険の運営運営運営運営にににに携携携携わっていこうということであり、県わっていこうということであり、県わっていこうということであり、県わっていこうということであり、県内内内内のののの被被被被保険者の方保険者の方保険者の方保険者の方 々々々々のののの負負負負担の担の担の担の公公公公平性を平性を平性を平性を非非非非常常常常にににに大大大大事にして、現在、制度事にして、現在、制度事にして、現在、制度事にして、現在、制度設設設設計を計を計を計を検討検討検討検討しています。川田委員がごしています。川田委員がごしています。川田委員がごしています。川田委員がご指摘指摘指摘指摘の、の、の、の、各各各各市町市町市町市町村の今村の今村の今村の今までのまでのまでのまでの取取取取りりりり組み組み組み組みのののの積積積積みみみみ重重重重ねや、ねや、ねや、ねや、公公公公平・平・平・平・公公公公正に関し、正に関し、正に関し、正に関し、十十十十分分分分留留留留意意意意するようにということについするようにということについするようにということについするようにということについては、しっかりとては、しっかりとては、しっかりとては、しっかりと承承承承っておきたいと思います。っておきたいと思います。っておきたいと思います。っておきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。当当当当然然然然だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。納税納税納税納税者から言者から言者から言者から言ええええば、なば、なば、なば、なぜぜぜぜ向向向向こうだこうだこうだこうだけけけけたくさんもらたくさんもらたくさんもらたくさんもらええええて、て、て、て、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員こっちは少ないのかというのは、こっちは少ないのかというのは、こっちは少ないのかというのは、こっちは少ないのかというのは、当当当当たりたりたりたり前前前前の簡の簡の簡の簡単単単単なななな話話話話ですので、そういったことは絶対にですので、そういったことは絶対にですので、そういったことは絶対にですので、そういったことは絶対にないようにお願い申し上げておきたいと思います。ないようにお願い申し上げておきたいと思います。ないようにお願い申し上げておきたいと思います。ないようにお願い申し上げておきたいと思います。次次次次に、医療政策部に、現在のに、医療政策部に、現在のに、医療政策部に、現在のに、医療政策部に、現在の看看看看護護護護師師師師の状況をの状況をの状況をの状況を先先先先週週週週、ご、ご、ご、ご教教教教授授授授をいただきました。今後、どをいただきました。今後、どをいただきました。今後、どをいただきました。今後、どんどんんどんんどんんどん児童児童児童児童や６５歳や６５歳や６５歳や６５歳以下以下以下以下の人口がの人口がの人口がの人口が減減減減っていき、高齢化がっていき、高齢化がっていき、高齢化がっていき、高齢化が進進進進んでいきます。その中において、んでいきます。その中において、んでいきます。その中において、んでいきます。その中において、医療は高齢者の方医療は高齢者の方医療は高齢者の方医療は高齢者の方 々々々々の健康をの健康をの健康をの健康を支え支え支え支える、る、る、る、生生生生命命命命にもかかわるにもかかわるにもかかわるにもかかわる非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なものです。これはもなものです。これはもなものです。これはもなものです。これはもう全う全う全う全体体体体が一が一が一が一致致致致していると思いますが、その中で、他のしていると思いますが、その中で、他のしていると思いますが、その中で、他のしていると思いますが、その中で、他の都都都都道道道道府府府府県の状況を県の状況を県の状況を県の状況を聞聞聞聞きましたが、きましたが、きましたが、きましたが、看看看看護護護護師師師師不足が不足が不足が不足が将将将将来的来的来的来的にににに深深深深刻刻刻刻なななな問題問題問題問題であり、どのように確保にであり、どのように確保にであり、どのように確保にであり、どのように確保に努努努努めていくかということでした。めていくかということでした。めていくかということでした。めていくかということでした。母母母母数数数数ががががふえふえふえふえるかるかるかるか減減減減るかというるかというるかというるかという問題問題問題問題ももちろんあるわももちろんあるわももちろんあるわももちろんあるわけけけけですですですですけけけけれど、平成２８年度および今れど、平成２８年度および今れど、平成２８年度および今れど、平成２８年度および今後の後の後の後の取取取取りりりり組み組み組み組み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かかかせせせせいただいただいただいただけけけければと思います。ればと思います。ればと思います。ればと思います。看看看看護護護護師師師師確保に対して、どのように確保に対して、どのように確保に対して、どのように確保に対して、どのように取取取取りりりり組組組組んでいるかとんでいるかとんでいるかとんでいるかと○溝杭医師・看護師確保対策室長○溝杭医師・看護師確保対策室長○溝杭医師・看護師確保対策室長○溝杭医師・看護師確保対策室長いうご質いうご質いうご質いうご質問問問問です。です。です。です。奈良県奈良県奈良県奈良県内内内内でででで働働働働くくくく看看看看護護護護師師師師をををを養養養養成確保し、成確保し、成確保し、成確保し、引引引引きききき続続続続き県き県き県き県内内内内に定に定に定に定着着着着していただくため、していただくため、していただくため、していただくため、新規新規新規新規就就就就業業業業者の者の者の者の増増増増加加加加、離職率の、離職率の、離職率の、離職率の低下低下低下低下、、、、復復復復職される方職される方職される方職される方へへへへのののの支援支援支援支援という３つのという３つのという３つのという３つの観観観観点点点点からからからから取取取取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進めてめてめてめています。います。います。います。まず、まず、まず、まず、新規新規新規新規就就就就業者の確保については、県業者の確保については、県業者の確保については、県業者の確保については、県内内内内のののの大大大大学学学学、、、、短短短短期期期期大大大大学学学学等の等の等の等の看看看看護護護護師養師養師養師養成成成成所所所所のののの運営運営運営運営費費費費に対するに対するに対するに対する支援支援支援支援。それから、。それから、。それから、。それから、看看看看護護護護学学学学生生生生に対してに対してに対してに対して病院病院病院病院でででで実実実実習習習習するするするする際際際際のののの指指指指導導導導者の者の者の者の養養養養成等、成等、成等、成等、看看看看護護護護教教教教



---- 22221111 ----

育育育育のののの充実充実充実充実をををを図図図図るとともに、るとともに、るとともに、るとともに、将将将将来来来来県県県県内内内内でででで働働働働くくくく意意意意思のある思のある思のある思のある看看看看護護護護学学学学生生生生に対してに対してに対してに対して就学就学就学就学資金資金資金資金奨奨奨奨学学学学金を金を金を金を貸貸貸貸与与与与し、し、し、し、新規新規新規新規就就就就業者の県業者の県業者の県業者の県内内内内定定定定着着着着にににに取取取取りりりり組組組組んでいます。んでいます。んでいます。んでいます。次次次次に、離職率のに、離職率のに、離職率のに、離職率の低下低下低下低下については、については、については、については、就就就就業された後、業された後、業された後、業された後、働働働働きききき続け続け続け続けてもらうために、不てもらうために、不てもらうために、不てもらうために、不安安安安をををを抱抱抱抱ええええておられるておられるておられるておられる新新新新人職員に対する人職員に対する人職員に対する人職員に対する研修研修研修研修をををを実施実施実施実施。。。。育児育児育児育児等による等による等による等による途途途途中の離職を中の離職を中の離職を中の離職を防防防防止止止止するため、するため、するため、するため、病院病院病院病院内内内内にににに設設設設置置置置しているしているしているしている病院病院病院病院内内内内保保保保育育育育所へ所へ所へ所へのののの運営運営運営運営に対するに対するに対するに対する支援支援支援支援など、など、など、など、継続継続継続継続してしてしてして働働働働きききき続け続け続け続けるるるる環境環境環境環境のののの整整整整備備備備にににに取取取取りりりり組組組組んでいます。んでいます。んでいます。んでいます。最後に、最後に、最後に、最後に、復復復復職者職者職者職者支援支援支援支援については、一については、一については、一については、一旦旦旦旦やめられた方にまたやめられた方にまたやめられた方にまたやめられた方にまた戻戻戻戻っていただくために、県っていただくために、県っていただくために、県っていただくために、県看看看看護護護護協協協協会に会に会に会に設設設設置置置置されている、されている、されている、されている、看看看看護職の護職の護職の護職の無無無無料料料料職業職業職業職業紹紹紹紹介を行う奈良県介を行う奈良県介を行う奈良県介を行う奈良県ナナナナースースースースセセセセンタンタンタンターを中ーを中ーを中ーを中心心心心に、に、に、に、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる潜潜潜潜在在在在看看看看護護護護師師師師、家におられる資、家におられる資、家におられる資、家におられる資格格格格をををを持持持持っているっているっているっている看看看看護護護護師へ師へ師へ師へのののの就就就就職職職職情情情情報の報の報の報の提提提提供などの供などの供などの供などの情情情情報発報発報発報発信信信信、それから、、それから、、それから、、それから、復復復復職を職を職を職を支援支援支援支援するためのするためのするためのするための研修研修研修研修などになどになどになどに取取取取りりりり組組組組んでいます。んでいます。んでいます。んでいます。川田委員がお川田委員がお川田委員がお川田委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、これから高齢化ののとおり、これから高齢化ののとおり、これから高齢化ののとおり、これから高齢化の進進進進展展展展にににに伴伴伴伴い、在い、在い、在い、在宅宅宅宅利用を利用を利用を利用を支え支え支え支えるるるる訪問訪問訪問訪問看看看看護護護護スススステテテテーーーーシシシショョョョンンンンや、長や、長や、長や、長時間時間時間時間、高齢まで、高齢まで、高齢まで、高齢まで働働働働きききき続け続け続け続けられる介護られる介護られる介護られる介護施設施設施設施設など、など、など、など、働働働働くくくく場所場所場所場所やややや働働働働き方がき方がき方がき方が多多多多様様様様化することが化することが化することが化することが見見見見込込込込まれています。今申し上げた３まれています。今申し上げた３まれています。今申し上げた３まれています。今申し上げた３点点点点をををを軸軸軸軸として、今後もとして、今後もとして、今後もとして、今後も引引引引きききき続続続続きききき看看看看護の護の護の護の質の質の質の質の向向向向上もあわ上もあわ上もあわ上もあわせせせせて、て、て、て、必要必要必要必要となるとなるとなるとなる看看看看護護護護師数師数師数師数の確保にの確保にの確保にの確保に取取取取りりりり組組組組むこととしています。むこととしています。むこととしています。むこととしています。以以以以上です。上です。上です。上です。丁丁丁丁重重重重なご答弁ありがとうございます。なご答弁ありがとうございます。なご答弁ありがとうございます。なご答弁ありがとうございます。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員そのようにいろいろなそのようにいろいろなそのようにいろいろなそのようにいろいろな取取取取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進めていても、めていても、めていても、めていても、将将将将来的来的来的来的に、に、に、に、看看看看護護護護師師師師をどう確保するかにをどう確保するかにをどう確保するかにをどう確保するかについては、人ついては、人ついては、人ついては、人間間間間にはにはにはには自自自自由由由由があるのでがあるのでがあるのでがあるので難難難難しいところだとは思います。しいところだとは思います。しいところだとは思います。しいところだとは思います。ワワワワーーーークククク・・・・ライフライフライフライフ・・・・ババババラララランンンンスなど、行政でも今、スなど、行政でも今、スなど、行政でも今、スなど、行政でも今、取取取取りりりり組組組組んでおられますが、んでおられますが、んでおられますが、んでおられますが、働働働働き方もだんだん今後き方もだんだん今後き方もだんだん今後き方もだんだん今後変変変変わっていくとわっていくとわっていくとわっていくと思うのです。どうしても思うのです。どうしても思うのです。どうしても思うのです。どうしても看看看看護護護護師イ師イ師イ師イココココーーーールルルル重重重重労労労労働働働働というというというというイメイメイメイメーーーージジジジが定が定が定が定着着着着しているのも事しているのも事しているのも事しているのも事実実実実だだだだと思うのです。そのと思うのです。そのと思うのです。そのと思うのです。その改善改善改善改善は、行政でもは、行政でもは、行政でもは、行政でも取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいけけけける部分ではないかと思うのです。人る部分ではないかと思うのです。人る部分ではないかと思うのです。人る部分ではないかと思うのです。人数数数数に限りがあるので限に限りがあるので限に限りがあるので限に限りがあるので限界界界界はおのずとはおのずとはおのずとはおのずと生生生生じじじじますが、そういったますが、そういったますが、そういったますが、そういった施施施施策なども今後策なども今後策なども今後策なども今後重重重重要要要要な部分にな部分にな部分にな部分になってくるのではないかと思うのですが、そのあたりのごなってくるのではないかと思うのですが、そのあたりのごなってくるのではないかと思うのですが、そのあたりのごなってくるのではないかと思うのですが、そのあたりのご見解見解見解見解はいかがですか。はいかがですか。はいかがですか。はいかがですか。少し少し少し少し繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますしになりますしになりますしになりますけけけけれども、れども、れども、れども、働働働働きききき続け続け続け続けるるるる環境環境環境環境とととと○溝杭医師・看護師確保対策室長○溝杭医師・看護師確保対策室長○溝杭医師・看護師確保対策室長○溝杭医師・看護師確保対策室長して、保して、保して、保して、保育育育育所所所所のののの助助助助成等を行っています。それから、今後高齢化が成等を行っています。それから、今後高齢化が成等を行っています。それから、今後高齢化が成等を行っています。それから、今後高齢化が進み進み進み進み、在、在、在、在宅宅宅宅の方がの方がの方がの方がふえふえふえふえるるるることになりますので、ことになりますので、ことになりますので、ことになりますので、訪問訪問訪問訪問看看看看護ス護ス護ス護ステテテテーーーーシシシショョョョンンンンを資質のを資質のを資質のを資質の向向向向上とともに上とともに上とともに上とともに数数数数ももももふふふふやさなやさなやさなやさなけけけければいればいればいればいけけけけまままませせせせん。ん。ん。ん。訪問訪問訪問訪問看看看看護ス護ス護ス護ステテテテーーーーシシシショョョョン自体ン自体ン自体ン自体はははは非常非常非常非常にににに運営運営運営運営規模規模規模規模がががが小小小小さく、なおかつスさく、なおかつスさく、なおかつスさく、なおかつスキキキキルルルルが高いが高いが高いが高い人人人人材材材材がががが必要必要必要必要ですので、質のですので、質のですので、質のですので、質の向向向向上と、どれだ上と、どれだ上と、どれだ上と、どれだけ規模け規模け規模け規模をををを拡拡拡拡大大大大できるかについて、本年度、できるかについて、本年度、できるかについて、本年度、できるかについて、本年度、主立主立主立主立ったったったった病院病院病院病院のののの看看看看護護護護師師師師とととと看看看看護管理者、それから護管理者、それから護管理者、それから護管理者、それから訪問訪問訪問訪問看看看看護ス護ス護ス護ステテテテーーーーシシシショョョョンンンンのののの主立主立主立主立った方った方った方った方 々々々々とととと意意意意見見見見交交交交換換換換をしました。その中で、これからどうやってをしました。その中で、これからどうやってをしました。その中で、これからどうやってをしました。その中で、これからどうやって支援支援支援支援していくかについても、していくかについても、していくかについても、していくかについても、引引引引きききき続続続続きききき検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええています。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。
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フランフランフランフランスでは今、在スでは今、在スでは今、在スでは今、在宅宅宅宅医療が医療が医療が医療が非常非常非常非常にににに進進進進んでいます。制度上のんでいます。制度上のんでいます。制度上のんでいます。制度上の違違違違いがあるので、いがあるので、いがあるので、いがあるので、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員日本の今の日本の今の日本の今の日本の今の看看看看護の制度、医療護の制度、医療護の制度、医療護の制度、医療措置措置措置措置をしていくためのをしていくためのをしていくためのをしていくための壁壁壁壁はもちろんありますが、はもちろんありますが、はもちろんありますが、はもちろんありますが、フランフランフランフランスでスでスでスでしたら、したら、したら、したら、数数数数名の方で名の方で名の方で名の方でチチチチーーーームムムムをををを組組組組んでんでんでんでロロロローーーーテテテテーーーーシシシショョョョンンンンで１つので１つので１つので１つの地域地域地域地域におられる在におられる在におられる在におられる在宅宅宅宅の方をずの方をずの方をずの方をずっと担っと担っと担っと担当当当当しておられるということです。しておられるということです。しておられるということです。しておられるということです。病病病病床床床床数数数数をこれをこれをこれをこれ以以以以上上上上ふふふふやすのは、医療費のやすのは、医療費のやすのは、医療費のやすのは、医療費の問題問題問題問題もあもあもあもあり、なかなかり、なかなかり、なかなかり、なかなか難難難難しいところもありますが、そういったしいところもありますが、そういったしいところもありますが、そういったしいところもありますが、そういった措置措置措置措置がものすごくがものすごくがものすごくがものすごく進進進進んでいるのです。んでいるのです。んでいるのです。んでいるのです。日本の日本の日本の日本の厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省は、そのあたりをどうは、そのあたりをどうは、そのあたりをどうは、そのあたりをどう考考考考ええええておられるのかわからないのですておられるのかわからないのですておられるのかわからないのですておられるのかわからないのですけけけけれども、れども、れども、れども、将将将将来的来的来的来的にはそういったにはそういったにはそういったにはそういった法改法改法改法改正も行われ、いわ正も行われ、いわ正も行われ、いわ正も行われ、いわゆゆゆゆるるるるフランフランフランフランスススス型型型型が一が一が一が一番番番番いいのかはわかりまいいのかはわかりまいいのかはわかりまいいのかはわかりませせせせんが、在んが、在んが、在んが、在宅宅宅宅医療の方医療の方医療の方医療の方向向向向にににに施施施施策策策策的的的的にはにはにはには進進進進んでいくというんでいくというんでいくというんでいくという解解解解釈釈釈釈でよろしいのでしでよろしいのでしでよろしいのでしでよろしいのでしょょょょうか。うか。うか。うか。日本の日本の日本の日本の場合場合場合場合は、今は、今は、今は、今取取取取りりりり組組組組んでいるのはんでいるのはんでいるのはんでいるのは地域地域地域地域包括ケ包括ケ包括ケ包括ケ○林医療政策部理事兼健康福祉部理事○林医療政策部理事兼健康福祉部理事○林医療政策部理事兼健康福祉部理事○林医療政策部理事兼健康福祉部理事アアアアになります。医療介護総になります。医療介護総になります。医療介護総になります。医療介護総合合合合確保推確保推確保推確保推進法進法進法進法ができて、今おっしができて、今おっしができて、今おっしができて、今おっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、病院病院病院病院からからからから退退退退院院院院して、在して、在して、在して、在宅宅宅宅にににに戻戻戻戻ってくる方をいかに在ってくる方をいかに在ってくる方をいかに在ってくる方をいかに在宅宅宅宅でででで受け受け受け受けるかというところになります。そのためにるかというところになります。そのためにるかというところになります。そのためにるかというところになります。そのためにまず在まず在まず在まず在宅宅宅宅医療のための医医療のための医医療のための医医療のための医師師師師と、と、と、と、キキキキーになるのが今おーになるのが今おーになるのが今おーになるのが今お話話話話しのしのしのしの訪問訪問訪問訪問看看看看護護護護師師師師です。３６５日、２です。３６５日、２です。３６５日、２です。３６５日、２４４４４時間時間時間時間対対対対応応応応しないと、いろいろとしないと、いろいろとしないと、いろいろとしないと、いろいろと慢慢慢慢性性性性疾患疾患疾患疾患をををを持持持持っておられる高齢者に、これから対っておられる高齢者に、これから対っておられる高齢者に、これから対っておられる高齢者に、これから対応応応応できできできできまままませせせせんので、在んので、在んので、在んので、在宅宅宅宅医療をいかに医療をいかに医療をいかに医療をいかに地域地域地域地域でつくっていくか。在でつくっていくか。在でつくっていくか。在でつくっていくか。在宅宅宅宅の医の医の医の医師師師師とととと訪問訪問訪問訪問看看看看護護護護師師師師が中が中が中が中心心心心ととととなりながら、それに介護が、さらに言なりながら、それに介護が、さらに言なりながら、それに介護が、さらに言なりながら、それに介護が、さらに言ええええば、いろいろな職ば、いろいろな職ば、いろいろな職ば、いろいろな職種種種種の方が連の方が連の方が連の方が連携携携携したしたしたした形形形形でそのでそのでそのでその地域地域地域地域ののののケケケケアアアアをやっていくをやっていくをやっていくをやっていく形形形形にににに変変変変わっていくように、わっていくように、わっていくように、わっていくように、取取取取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進めているところです。めているところです。めているところです。めているところです。以以以以上で上で上で上です。す。す。す。 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。時間時間時間時間がかかるので、またがかかるので、またがかかるので、またがかかるので、またゆゆゆゆっくりっくりっくりっくり教教教教ええええてください。てください。てください。てください。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員それで、それで、それで、それで、将将将将来的来的来的来的に医療費をに医療費をに医療費をに医療費を永永永永遠遠遠遠にににに伸伸伸伸ばしていくということは、ばしていくということは、ばしていくということは、ばしていくということは、財財財財政上できないと思いま政上できないと思いま政上できないと思いま政上できないと思いますので、いろいろなすので、いろいろなすので、いろいろなすので、いろいろな工工工工夫夫夫夫等も等も等も等も必要必要必要必要となります。となります。となります。となります。大変大変大変大変なななな任任任任務だと思いますので、またよろし務だと思いますので、またよろし務だと思いますので、またよろし務だと思いますので、またよろしくお願いします。くお願いします。くお願いします。くお願いします。次次次次に、健康福祉部におに、健康福祉部におに、健康福祉部におに、健康福祉部にお聞聞聞聞きしたいのですが、きのうもおきしたいのですが、きのうもおきしたいのですが、きのうもおきしたいのですが、きのうもお話話話話しさしさしさしさせせせせてもらっていたのですてもらっていたのですてもらっていたのですてもらっていたのですが、歳入の中のが、歳入の中のが、歳入の中のが、歳入の中の諸諸諸諸収収収収入の中の入の中の入の中の入の中の雑雑雑雑入が入が入が入が約約約約２万件ほどありました。２万件ほどありました。２万件ほどありました。２万件ほどありました。生活生活生活生活保護保護保護保護法法法法第６３第６３第６３第６３条条条条と、第と、第と、第と、第７８７８７８７８条条条条関係について、１件１件の関係について、１件１件の関係について、１件１件の関係について、１件１件の額額額額はしれているのですが、かなりの件はしれているのですが、かなりの件はしれているのですが、かなりの件はしれているのですが、かなりの件数数数数があるというこがあるというこがあるというこがあるということです。とです。とです。とです。表表表表上の上の上の上の帳帳帳帳面面面面には出てきていないのですが、には出てきていないのですが、には出てきていないのですが、には出てきていないのですが、合合合合計の中に入っています。件計の中に入っています。件計の中に入っています。件計の中に入っています。件数数数数をををを数え数え数え数えていないのですが、これだていないのですが、これだていないのですが、これだていないのですが、これだけけけけの件の件の件の件数数数数をこのままずっとをこのままずっとをこのままずっとをこのままずっと放放放放置置置置したままいくというのは会計上したままいくというのは会計上したままいくというのは会計上したままいくというのは会計上よくないと思っています。あくまでもよくないと思っています。あくまでもよくないと思っています。あくまでもよくないと思っています。あくまでも法法法法律律律律に定められ、に定められ、に定められ、に定められ、返返返返還還還還しなしなしなしなけけけければならないお金ですればならないお金ですればならないお金ですればならないお金ですから、から、から、から、実態実態実態実態はどうなのでしはどうなのでしはどうなのでしはどうなのでしょょょょうか。というのも、きのうもうか。というのも、きのうもうか。というのも、きのうもうか。というのも、きのうも話話話話をしていたのですが、行政をしていたのですが、行政をしていたのですが、行政をしていたのですが、行政ココココスススストトトトのののの問題問題問題問題もあります。もうもあります。もうもあります。もうもあります。もう時時時時効効効効になっているとか、になっているとか、になっているとか、になっているとか、援援援援用をか用をか用をか用をかけけけけてててて生生生生きるものであればときるものであればときるものであればときるものであればとか、いろいろ判断はあると思うのですが、いつまでもこのまま、か、いろいろ判断はあると思うのですが、いつまでもこのまま、か、いろいろ判断はあると思うのですが、いつまでもこのまま、か、いろいろ判断はあると思うのですが、いつまでもこのまま、積積積積みみみみ上がっていくような上がっていくような上がっていくような上がっていくような
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状況は、会計上、状況は、会計上、状況は、会計上、状況は、会計上、非常非常非常非常に不健全ではないかと思っています。に不健全ではないかと思っています。に不健全ではないかと思っています。に不健全ではないかと思っています。実体実体実体実体上、上、上、上、公公公公務員が務員が務員が務員が動動動動くというくというくというくということは、奈良県の中でも、ことは、奈良県の中でも、ことは、奈良県の中でも、ことは、奈良県の中でも、時間時間時間時間給でい給でい給でい給でいええええば、一ば、一ば、一ば、一番番番番高い方が高い方が高い方が高い方が動動動動いているので、いているので、いているので、いているので、公公公公平性の平性の平性の平性の問題問題問題問題はははは当当当当然然然然重重重重要要要要ですが、この１ですが、この１ですが、この１ですが、この１，，，，００００００００００００円円円円をををを取取取取りに行くのに、りに行くのに、りに行くのに、りに行くのに、相当相当相当相当ななななココココスススストトトトがかかっているわがかかっているわがかかっているわがかかっているわけけけけです。です。です。です。大体大体大体大体が不が不が不が不納納納納欠欠欠欠損損損損になり、になり、になり、になり、権権権権利利利利放棄放棄放棄放棄ということになれば、これは、ということになれば、これは、ということになれば、これは、ということになれば、これは、地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法第９第９第９第９６６６６条条条条の議会の議決事項です。しかし、１の議会の議決事項です。しかし、１の議会の議決事項です。しかし、１の議会の議決事項です。しかし、１，，，，００００００００００００円円円円のものをのものをのものをのものを権権権権利利利利放棄放棄放棄放棄するのに一するのに一するのに一するのに一 々々々々議会に議会に議会に議会にかかかかけけけけるのはるのはるのはるのは難難難難しいのかと思います。しいのかと思います。しいのかと思います。しいのかと思います。地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法第１８０第１８０第１８０第１８０条条条条関係等で、簡関係等で、簡関係等で、簡関係等で、簡易易易易なものであればなものであればなものであればなものであれば専専専専決処分ができるという決処分ができるという決処分ができるという決処分ができるという措置措置措置措置をとっていかないと、をとっていかないと、をとっていかないと、をとっていかないと、積積積積みみみみ上がっていくばかりの状上がっていくばかりの状上がっていくばかりの状上がっていくばかりの状態態態態だと思だと思だと思だと思うのですが、そのあたりはいかがですか。うのですが、そのあたりはいかがですか。うのですが、そのあたりはいかがですか。うのですが、そのあたりはいかがですか。生活生活生活生活保護費の保護費の保護費の保護費の未収未収未収未収金の不金の不金の不金の不納納納納欠欠欠欠損損損損処分について、お処分について、お処分について、お処分について、お尋尋尋尋ねがありました。ねがありました。ねがありました。ねがありました。○山田地域福祉課長○山田地域福祉課長○山田地域福祉課長○山田地域福祉課長まず、今、川田委員からもごまず、今、川田委員からもごまず、今、川田委員からもごまず、今、川田委員からもご説説説説明がありましたが、明がありましたが、明がありましたが、明がありましたが、生活生活生活生活保護保護保護保護法法法法には第６３には第６３には第６３には第６３条条条条と第７８と第７８と第７８と第７８条条条条にににに未収未収未収未収金があります。第６３金があります。第６３金があります。第６３金があります。第６３条条条条は、資は、資は、資は、資力力力力があるにもかかわらず保護の給があるにもかかわらず保護の給があるにもかかわらず保護の給があるにもかかわらず保護の給付付付付をををを受け受け受け受けたたたた場合場合場合場合のののの返返返返還還還還金、第７８金、第７８金、第７８金、第７８条条条条は、不正なは、不正なは、不正なは、不正な手段手段手段手段によって保護費をによって保護費をによって保護費をによって保護費を受け受け受け受けたたたた場合場合場合場合のののの徴収徴収徴収徴収金ということで、皆金ということで、皆金ということで、皆金ということで、皆様様様様のおのおのおのお手元手元手元手元の決算の決算の決算の決算書書書書には、には、には、には、細細細細かいかいかいかい数数数数字字字字は出ていまは出ていまは出ていまは出ていませせせせん。少しん。少しん。少しん。少し数数数数字字字字のごのごのごのご説説説説明をさ明をさ明をさ明をさせせせせていただていただていただていただきますと、これはあくまで県の福祉事務きますと、これはあくまで県の福祉事務きますと、これはあくまで県の福祉事務きますと、これはあくまで県の福祉事務所所所所におにおにおにおけけけける管る管る管る管内内内内のののの数数数数字字字字ですが、平成２８年度のですが、平成２８年度のですが、平成２８年度のですが、平成２８年度の未未未未収収収収金については、金については、金については、金については、未収未収未収未収金金金金額額額額が５が５が５が５，，，，４４０万４４０万４４０万４４０万円円円円となっています。となっています。となっています。となっています。内内内内訳訳訳訳としては、としては、としては、としては、先先先先ほど申しほど申しほど申しほど申し上げた、上げた、上げた、上げた、生活生活生活生活保護保護保護保護法法法法第６３第６３第６３第６３条条条条のののの未収未収未収未収金が金が金が金が約約約約１１１１，，，，９００万９００万９００万９００万円円円円、また、、また、、また、、また、生活生活生活生活保護保護保護保護法法法法第７８第７８第７８第７８条条条条のののの未収未収未収未収金が金が金が金が約約約約３３３３，，，，１００万１００万１００万１００万円円円円となっています。これには現年度ととなっています。これには現年度ととなっています。これには現年度ととなっています。これには現年度と過過過過年度の２年度の２年度の２年度の２種類種類種類種類があり、現があり、現があり、現があり、現年度については１年度については１年度については１年度については１，，，，６００万６００万６００万６００万円円円円、、、、過過過過年度から年度から年度から年度から繰繰繰繰りりりり越越越越してきている分がしてきている分がしてきている分がしてきている分が約約約約３３３３，，，，８００万８００万８００万８００万円円円円ととととなっています。なっています。なっています。なっています。私私私私どもも、どもも、どもも、どもも、返返返返還還還還またはまたはまたはまたは徴収徴収徴収徴収について、それについて、それについて、それについて、それぞぞぞぞれの現れの現れの現れの現場場場場でででで努力努力努力努力していただいしていただいしていただいしていただいているところですているところですているところですているところですけけけけれども、５年れども、５年れども、５年れども、５年経過経過経過経過したしたしたした債債債債権権権権については、については、については、については、地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法第２３６第２３６第２３６第２３６条条条条をををを適適適適用用用用して不して不して不して不納納納納欠欠欠欠損損損損処分をしているところです。もちろん一人処分をしているところです。もちろん一人処分をしているところです。もちろん一人処分をしているところです。もちろん一人ひひひひとりのとりのとりのとりの経経経経済済済済状況もありますので、状況もありますので、状況もありますので、状況もありますので、皆皆皆皆様様様様方の家計の状況や方の家計の状況や方の家計の状況や方の家計の状況や債債債債務者の家計にお務者の家計にお務者の家計にお務者の家計におけけけける計る計る計る計画画画画的的的的なななな支支支支出に対する出に対する出に対する出に対する努力努力努力努力をををを促促促促しながら、しながら、しながら、しながら、徴徴徴徴収収収収のののの努力努力努力努力をををを続け続け続け続けていきたいと思っているところです。ていきたいと思っているところです。ていきたいと思っているところです。ていきたいと思っているところです。以以以以上です。上です。上です。上です。細細細細かいところは現かいところは現かいところは現かいところは現場場場場なので、なので、なので、なので、大変大変大変大変なのはよくわかるのですなのはよくわかるのですなのはよくわかるのですなのはよくわかるのですけけけけれど、行政れど、行政れど、行政れど、行政ココココスススス○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員トトトトもももも当当当当然然然然重重重重要要要要になってくるので、になってくるので、になってくるので、になってくるので、外形的外形的外形的外形的な決まりは、ある程度つくっていかなな決まりは、ある程度つくっていかなな決まりは、ある程度つくっていかなな決まりは、ある程度つくっていかなけけけければいればいればいればいけけけけないのではないでしないのではないでしないのではないでしないのではないでしょょょょうか。うか。うか。うか。何何何何でもありということはできまでもありということはできまでもありということはできまでもありということはできませせせせんんんんけけけけれども、れども、れども、れども、債債債債権権権権管理管理管理管理規規規規則則則則や、や、や、や、地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法第１８０第１８０第１８０第１８０条条条条のののの専専専専決での対決での対決での対決での対応応応応など、もちろん分など、もちろん分など、もちろん分など、もちろん分類類類類をやっていかなをやっていかなをやっていかなをやっていかなけけけければいればいればいればいけけけけないと思いますが、会計上のないと思いますが、会計上のないと思いますが、会計上のないと思いますが、会計上の問題問題問題問題もあるのでもあるのでもあるのでもあるので着手着手着手着手されたほうがいいのではないかと思うのされたほうがいいのではないかと思うのされたほうがいいのではないかと思うのされたほうがいいのではないかと思うのです。これについて、辻本総務部長におです。これについて、辻本総務部長におです。これについて、辻本総務部長におです。これについて、辻本総務部長にお聞聞聞聞きしてよろしいですか。きしてよろしいですか。きしてよろしいですか。きしてよろしいですか。地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法第１８０第１８０第１８０第１８０条条条条専専専専決をさ決をさ決をさ決をさせせせせていただいているのは、ていただいているのは、ていただいているのは、ていただいているのは、例え例え例え例えばばばば法法法法令令令令がががが○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長
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変変変変わり、わり、わり、わり、引引引引用の用の用の用の変変変変わったわったわったわった場合場合場合場合や、や、や、や、自動車自動車自動車自動車事事事事故故故故、あるいは県、あるいは県、あるいは県、あるいは県営営営営住宅住宅住宅住宅のののの裁裁裁裁判の分などどいうこ判の分などどいうこ判の分などどいうこ判の分などどいうことで、議会で議決いただいているところです。川田委員から今、ごとで、議会で議決いただいているところです。川田委員から今、ごとで、議会で議決いただいているところです。川田委員から今、ごとで、議会で議決いただいているところです。川田委員から今、ご提提提提案案案案いただいたように、いただいたように、いただいたように、いただいたように、議会に一議会に一議会に一議会に一 々々々々ごごごご相談相談相談相談するまでもなく、県として対するまでもなく、県として対するまでもなく、県として対するまでもなく、県として対応応応応できるものもあるかと思いますので、そできるものもあるかと思いますので、そできるものもあるかと思いますので、そできるものもあるかと思いますので、そのののの辺辺辺辺をををを整整整整理してまたご理してまたご理してまたご理してまたご相談相談相談相談ささささせせせせていただていただていただていただけけけければありがたいと思います。ればありがたいと思います。ればありがたいと思います。ればありがたいと思います。行政行政行政行政効効効効率化は、行政率化は、行政率化は、行政率化は、行政ココココスススストトトトのののの問題問題問題問題としてもとしてもとしてもとしても非常非常非常非常にににに重重重重要要要要ですから、よろしくおですから、よろしくおですから、よろしくおですから、よろしくお○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員願いします。この件は、もうこれで願いします。この件は、もうこれで願いします。この件は、もうこれで願いします。この件は、もうこれで結構結構結構結構です。です。です。です。次次次次に、こども・女性局について、奈良県全に、こども・女性局について、奈良県全に、こども・女性局について、奈良県全に、こども・女性局について、奈良県全体体体体におにおにおにおけけけける、保る、保る、保る、保育育育育所所所所の、の、の、の、臨臨臨臨時時時時職員と正職員の職員と正職員の職員と正職員の職員と正職員の割合割合割合割合は今、全は今、全は今、全は今、全体的体的体的体的にどうですか。にどうですか。にどうですか。にどうですか。県県県県内内内内の保の保の保の保育士育士育士育士の正の正の正の正規規規規、、、、非非非非正正正正規規規規職員の状況についてです。職員の状況についてです。職員の状況についてです。職員の状況についてです。○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平成２９年４月１日現在、県平成２９年４月１日現在、県平成２９年４月１日現在、県平成２９年４月１日現在、県内内内内で保で保で保で保育士育士育士育士としてとしてとしてとして働働働働いておられる方、４いておられる方、４いておられる方、４いておられる方、４，，，，７９８人のうち、７９８人のうち、７９８人のうち、７９８人のうち、正正正正規規規規職員が２職員が２職員が２職員が２，，，，４３８人、４３８人、４３８人、４３８人、非非非非正正正正規規規規職員が２職員が２職員が２職員が２，，，，３６０人となっています。３６０人となっています。３６０人となっています。３６０人となっています。以以以以上です。上です。上です。上です。これは、これは、これは、これは、公立公立公立公立のののの話話話話ですね。ですね。ですね。ですね。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員待待待待機機機機児童児童児童児童というのは今、全というのは今、全というのは今、全というのは今、全体的体的体的体的にどれにどれにどれにどれぐぐぐぐらいいらっしらいいらっしらいいらっしらいいらっしゃゃゃゃるのでしるのでしるのでしるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。基基基基準準準準をををを変え変え変え変えれれれればばばば待待待待機機機機児童児童児童児童のののの数数数数はははは変変変変わりますので、今、算出されているわりますので、今、算出されているわりますので、今、算出されているわりますので、今、算出されている基基基基準準準準と人と人と人と人数数数数をををを教教教教ええええていただていただていただていただけけけけますますますますでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。 まずはまずはまずはまずは待待待待機機機機児童児童児童児童の人の人の人の人数数数数ですですですですけけけけれども、平成２９年４月１日現在で、れども、平成２９年４月１日現在で、れども、平成２９年４月１日現在で、れども、平成２９年４月１日現在で、○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９９９９市町市町市町市町で２８７人となっています。で２８７人となっています。で２８７人となっています。で２８７人となっています。それと、それと、それと、それと、待待待待機機機機児童児童児童児童の算定の算定の算定の算定基基基基準準準準についてです。についてです。についてです。についてです。厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省の、保の、保の、保の、保育育育育所所所所等利用等利用等利用等利用待待待待機機機機児童児童児童児童数数数数調調調調査で定査で定査で定査で定義義義義されていますが、されていますが、されていますが、されていますが、市町市町市町市町村において保村において保村において保村において保育育育育のののの必要必要必要必要性が認定され、保性が認定され、保性が認定され、保性が認定され、保育育育育所所所所等の利用の申等の利用の申等の利用の申等の利用の申しししし込込込込みみみみがされているがされているがされているがされているけけけけれども、利用していない者をれども、利用していない者をれども、利用していない者をれども、利用していない者を待待待待機機機機児童児童児童児童としてとしてとしてとして把握把握把握把握することとされてすることとされてすることとされてすることとされています。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。それは２号認定のそれは２号認定のそれは２号認定のそれは２号認定の子子子子どもですね。どもですね。どもですね。どもですね。子育子育子育子育てててて支援支援支援支援については、人口については、人口については、人口については、人口施施施施策としても策としても策としても策としても○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員非常非常非常非常にににに重重重重要要要要で、で、で、で、優優優優先先先先順順順順位位位位がががが非常非常非常非常に高いに高いに高いに高い施施施施策だと思います。策だと思います。策だと思います。策だと思います。各各各各市町市町市町市町村の村の村の村の動向動向動向動向をををを調調調調査していた査していた査していた査していたら、ら、ら、ら、施設施設施設施設や保や保や保や保育育育育所所所所をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ建建建建てておられるてておられるてておられるてておられるけけけけれども、れども、れども、れども、実際実際実際実際にににに預預預預かっておられる人かっておられる人かっておられる人かっておられる人数数数数は、は、は、は、６６６６割ぐ割ぐ割ぐ割ぐらいしかとっていない。スらいしかとっていない。スらいしかとっていない。スらいしかとっていない。スペペペペースースースース的的的的にはまだ余裕がいっにはまだ余裕がいっにはまだ余裕がいっにはまだ余裕がいっぱぱぱぱいあるのに、いあるのに、いあるのに、いあるのに、募集募集募集募集を行うを行うを行うを行うときに、定員の６ときに、定員の６ときに、定員の６ときに、定員の６割ぐ割ぐ割ぐ割ぐらいでしからいでしからいでしからいでしか募集募集募集募集していない。それをしていない。それをしていない。それをしていない。それを超超超超ええええる者はる者はる者はる者は受け受け受け受け入れていないと入れていないと入れていないと入れていないということがいうことがいうことがいうことが先先先先日の奈良日の奈良日の奈良日の奈良市市市市議会で発議会で発議会で発議会で発覚覚覚覚しています。しています。しています。しています。条条条条例例例例をををを見見見見たら、定員は、たら、定員は、たら、定員は、たら、定員は、例え例え例え例えば１ば１ば１ば１園園園園に対に対に対に対して２００名までとりますとして２００名までとりますとして２００名までとりますとして２００名までとりますと書書書書いていたいていたいていたいていた場合場合場合場合、、、、教教教教員を員を員を員を置置置置かなかなかなかなけけけければならないということで、ればならないということで、ればならないということで、ればならないということで、教教教教員員員員設設設設置置置置義義義義務まで務まで務まで務まで書書書書いているにもかかわらず、いているにもかかわらず、いているにもかかわらず、いているにもかかわらず、教教教教員を員を員を員を採採採採っていない。これはっていない。これはっていない。これはっていない。これは完完完完全に全に全に全に条条条条例例例例違違違違反反反反だとだとだとだと私私私私は思っているのですが、それにもかかわらず、または思っているのですが、それにもかかわらず、または思っているのですが、それにもかかわらず、または思っているのですが、それにもかかわらず、また新新新新しい保しい保しい保しい保育育育育所所所所をををを設設設設置置置置するといするといするといするとい
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うことです。確かにうことです。確かにうことです。確かにうことです。確かに待待待待機機機機児童児童児童児童がなくなって、がなくなって、がなくなって、がなくなって、働働働働きやすいおきやすいおきやすいおきやすいお母母母母さんがどんどんさんがどんどんさんがどんどんさんがどんどん自自自自由由由由におにおにおにお働働働働ききききになるというのはになるというのはになるというのはになるというのは重重重重要要要要なことですが、そのなことですが、そのなことですが、そのなことですが、その反反反反面面面面、、、、何何何何でもありでお金をでもありでお金をでもありでお金をでもありでお金を使使使使っていったらいいっていったらいいっていったらいいっていったらいいということではないので、ということではないので、ということではないので、ということではないので、有効有効有効有効かつ最かつ最かつ最かつ最小小小小の資金で最の資金で最の資金で最の資金で最大大大大のののの効効効効果果果果を上げるというのはを上げるというのはを上げるというのはを上げるというのは地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法のののの要請要請要請要請でもありますので、そのでもありますので、そのでもありますので、そのでもありますので、その辺辺辺辺はきっちりとはきっちりとはきっちりとはきっちりとチェックチェックチェックチェックしていくしていくしていくしていく必要必要必要必要があると思うのでがあると思うのでがあると思うのでがあると思うのです。まして人員不足です。まして人員不足です。まして人員不足です。まして人員不足で募集募集募集募集もやっているのに全もやっているのに全もやっているのに全もやっているのに全然採然採然採然採れない。れない。れない。れない。聞聞聞聞いていたらほとんどいていたらほとんどいていたらほとんどいていたらほとんど臨臨臨臨時時時時職職職職員で員で員で員で募集募集募集募集されています。されています。されています。されています。賃賃賃賃金も金も金も金も安安安安い。人のい。人のい。人のい。人の集集集集まりがまりがまりがまりが悪悪悪悪いのはいのはいのはいのは昔昔昔昔からからからから指摘指摘指摘指摘していたところでしていたところでしていたところでしていたところであり、あり、あり、あり、任期任期任期任期付付付付職員という制度も職員という制度も職員という制度も職員という制度も国国国国のののの法改法改法改法改正により現在できているわ正により現在できているわ正により現在できているわ正により現在できているわけけけけです。本です。本です。本です。本当当当当はははは民民民民営営営営化化化化していしていしていしていけけけけば一ば一ば一ば一番番番番早早早早いと思うのですが、そのいと思うのですが、そのいと思うのですが、そのいと思うのですが、その点点点点いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。保保保保育育育育所所所所のののの民民民民営営営営化についてのお化についてのお化についてのお化についてのお話話話話です。です。です。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所所所所のののの民民民民営営営営化については、平成２１年度化については、平成２１年度化については、平成２１年度化については、平成２１年度以以以以降降降降、県、県、県、県内内内内でも年１件ずつ程度でも年１件ずつ程度でも年１件ずつ程度でも年１件ずつ程度公立公立公立公立からからからから私立私立私立私立にににに民民民民営営営営化されている状況です。化されている状況です。化されている状況です。化されている状況です。民民民民営営営営化については、化については、化については、化については、市町市町市町市町村が保村が保村が保村が保育育育育のののの義義義義務を務を務を務を果果果果たすにたすにたすにたすに当当当当たり、たり、たり、たり、民間民間民間民間の事業者をの事業者をの事業者をの事業者を活活活活用していくのか、あるいは用していくのか、あるいは用していくのか、あるいは用していくのか、あるいは市町市町市町市町村村村村みみみみずからがずからがずからがずからが直直直直接接接接経営経営経営経営していくのか、そしていくのか、そしていくのか、そしていくのか、それれれれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域のののの実情実情実情実情をををを勘勘勘勘案案案案してしてしてして市町市町市町市町村において総村において総村において総村において総合的合的合的合的に判断していくものとに判断していくものとに判断していくものとに判断していくものと考考考考ええええています。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。 施設設施設設施設設施設設置置置置条条条条例例例例で定められていますので、で定められていますので、で定められていますので、で定められていますので、実態実態実態実態調調調調査が査が査が査が必要必要必要必要です。人です。人です。人です。人数数数数、定員も、定員も、定員も、定員も○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員決められていますので、決められていますので、決められていますので、決められていますので、実際実際実際実際にににに何何何何人が入っているか、人が入っているか、人が入っているか、人が入っているか、調調調調査が査が査が査が必要必要必要必要ではないですか。なではないですか。なではないですか。なではないですか。なぜぜぜぜととととっていないのかというっていないのかというっていないのかというっていないのかという原因原因原因原因もももも当当当当然然然然あると思いますし。あると思いますし。あると思いますし。あると思いますし。もう１もう１もう１もう１点点点点、、、、例え例え例え例えばばばば過過過過疎疎疎疎地地地地といった、といった、といった、といった、民間民間民間民間の方がの方がの方がの方が進進進進出してきても出してきても出してきても出してきても実実実実質質質質経営経営経営経営ができないだろができないだろができないだろができないだろうというところはそういう判断がなされると思うのですが、うというところはそういう判断がなされると思うのですが、うというところはそういう判断がなされると思うのですが、うというところはそういう判断がなされると思うのですが、消消消消費費費費税税税税を上げるときに、を上げるときに、を上げるときに、を上げるときに、子育子育子育子育て３て３て３て３法法法法ができて、上げたができて、上げたができて、上げたができて、上げた消消消消費費費費税税税税をををを子育子育子育子育てにてにてにてに使使使使うといううといううといううという流流流流れがあるわれがあるわれがあるわれがあるわけけけけです。だから、です。だから、です。だから、です。だから、法法法法律律律律をををを読読読読んだら、んだら、んだら、んだら、民間民間民間民間が保が保が保が保育育育育園園園園をやったらほとんどお金が出るようになっているのです。これをやったらほとんどお金が出るようになっているのです。これをやったらほとんどお金が出るようになっているのです。これをやったらほとんどお金が出るようになっているのです。これをををを公立公立公立公立がやっても、お金はがやっても、お金はがやっても、お金はがやっても、お金は措置措置措置措置されないのです。されないのです。されないのです。されないのです。消消消消費費費費税税税税を８を８を８を８％％％％から１０から１０から１０から１０％％％％に上げるかどうに上げるかどうに上げるかどうに上げるかどうかというかというかというかという話話話話が出ていますが、８が出ていますが、８が出ていますが、８が出ていますが、８％％％％に上げるに上げるに上げるに上げる折折折折には、そういう計には、そういう計には、そういう計には、そういう計画画画画がががが立立立立ったわったわったわったわけけけけです。しかです。しかです。しかです。しかし、し、し、し、公立公立公立公立でででで抱抱抱抱ええええるのは、るのは、るのは、るのは、住民住民住民住民のお金をどんどんのお金をどんどんのお金をどんどんのお金をどんどん使使使使っているのと一っているのと一っているのと一っているのと一緒緒緒緒ですから、ですから、ですから、ですから、法法法法律律律律がががが変変変変わわわわったのだから、そのようなったのだから、そのようなったのだから、そのようなったのだから、そのような措置措置措置措置にににに変え変え変え変えていかなていかなていかなていかなけけけければいればいればいればいけけけけないということがあります。たないということがあります。たないということがあります。たないということがあります。ただだだだ民間民間民間民間ががががふえふえふえふえていていていていけけけけば県のば県のば県のば県の支支支支出金が出金が出金が出金がふえふえふえふえますが、それはますが、それはますが、それはますが、それは大体大体大体大体どれどれどれどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの割合割合割合割合ででででふえふえふえふえていていていていくのですか。くのですか。くのですか。くのですか。 今の今の今の今の時点時点時点時点でででで試試試試算はしていま算はしていま算はしていま算はしていませせせせん。申しわん。申しわん。申しわん。申しわけけけけございまございまございまございませせせせん。ん。ん。ん。○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それは、またそれは、またそれは、またそれは、また教教教教ええええてください。ここはてください。ここはてください。ここはてください。ここは非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なところだと思います。なところだと思います。なところだと思います。なところだと思います。国国国国○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員から入ってくるそういったお金で、から入ってくるそういったお金で、から入ってくるそういったお金で、から入ってくるそういったお金で、市町市町市町市町村の村の村の村の財源財源財源財源が、その分が、その分が、その分が、その分浮浮浮浮き、き、き、き、浮浮浮浮いたお金でいたお金でいたお金でいたお金で幼幼幼幼児教育児教育児教育児教育
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のののの無償無償無償無償化といった化といった化といった化といった財源財源財源財源にににに使使使使っていっていっていっていけけけけるのではないでしるのではないでしるのではないでしるのではないでしょょょょうか。うか。うか。うか。非常非常非常非常にににに重重重重要要要要ななななポイントポイントポイントポイントだとだとだとだと思うので、思うので、思うので、思うので、至至至至急急急急、、、、調調調調査いただき、査いただき、査いただき、査いただき、教教教教ええええていただていただていただていただけけけければと思います。ればと思います。ればと思います。ればと思います。次次次次に、に、に、に、臨臨臨臨時時時時職員の職員の職員の職員の問題問題問題問題についてです。についてです。についてです。についてです。臨臨臨臨時時時時職員が、たくさん今、いらっし職員が、たくさん今、いらっし職員が、たくさん今、いらっし職員が、たくさん今、いらっしゃゃゃゃるとおるとおるとおるとお聞聞聞聞ききききしたのですが、したのですが、したのですが、したのですが、前々前々前々前々からからからから私私私私もももも持持持持論論論論でずっとでずっとでずっとでずっと研研研研究究究究していた分野なのですが、していた分野なのですが、していた分野なのですが、していた分野なのですが、地地地地方方方方公公公公務員務員務員務員法法法法のののの改改改改正も行われて、いわ正も行われて、いわ正も行われて、いわ正も行われて、いわゆゆゆゆるるるる臨臨臨臨時時時時職員といったものが今後職員といったものが今後職員といったものが今後職員といったものが今後変変変変わっていくわわっていくわわっていくわわっていくわけけけけです。全部のです。全部のです。全部のです。全部の公公公公立立立立が、いわが、いわが、いわが、いわゆゆゆゆるるるる任期任期任期任期付付付付職員を職員を職員を職員を使使使使ええええということだと思うのですということだと思うのですということだと思うのですということだと思うのですけけけけれども、そういった方れども、そういった方れども、そういった方れども、そういった方向向向向でででで採採採採用していかな用していかな用していかな用していかなけけけければいればいればいればいけけけけないということになれば、ないということになれば、ないということになれば、ないということになれば、相当大相当大相当大相当大きな人件費のきな人件費のきな人件費のきな人件費の増額増額増額増額がこれは発がこれは発がこれは発がこれは発生生生生してくるというしてくるというしてくるというしてくるという問題問題問題問題があります。とてもではありまがあります。とてもではありまがあります。とてもではありまがあります。とてもではありませせせせんがんがんがんが子育子育子育子育てててて支援支援支援支援と口では言いながと口では言いながと口では言いながと口では言いながら、保ら、保ら、保ら、保育育育育所所所所を開を開を開を開園園園園してもしてもしてもしても実実実実はははは財源財源財源財源がないということががないということががないということががないということが危危危危惧惧惧惧されるわされるわされるわされるわけけけけです。そのです。そのです。そのです。その点点点点についについについについて、人事行政になりますが、て、人事行政になりますが、て、人事行政になりますが、て、人事行政になりますが、地地地地方方方方公公公公務員務員務員務員法法法法のののの改改改改正を正を正を正を受け受け受け受けて、保て、保て、保て、保育育育育所所所所は今、どこまで認は今、どこまで認は今、どこまで認は今、どこまで認識識識識ををををされている状されている状されている状されている状態態態態なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうか。うか。うか。うか。地地地地方方方方公公公公務員務員務員務員法法法法、それから、それから、それから、それから地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法の一部をの一部をの一部をの一部を改改改改正する正する正する正する法法法法律律律律により、により、により、により、○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川田委員がお川田委員がお川田委員がお川田委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、平成３２年４月１日から一のとおり、平成３２年４月１日から一のとおり、平成３２年４月１日から一のとおり、平成３２年４月１日から一般般般般職の職の職の職の非常非常非常非常勤勤勤勤職員である会計年度職員である会計年度職員である会計年度職員である会計年度任任任任用職員などが用職員などが用職員などが用職員などが創創創創設設設設されることになっており、されることになっており、されることになっており、されることになっており、市町市町市町市町村には村には村には村には法法法法制度の制度の制度の制度の改改改改正について正について正について正について周周周周知して知して知して知しているところですが、現状としてそのためのいるところですが、現状としてそのためのいるところですが、現状としてそのためのいるところですが、現状としてそのための試試試試算までは算までは算までは算までは検討検討検討検討しておられないのではないかとしておられないのではないかとしておられないのではないかとしておられないのではないかと考考考考ええええています。ています。ています。ています。これは奈良県全これは奈良県全これは奈良県全これは奈良県全体体体体のののの子育子育子育子育て行政にかかわるて行政にかかわるて行政にかかわるて行政にかかわる重重重重要要要要なところだと思いますので、なところだと思いますので、なところだと思いますので、なところだと思いますので、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ぜひぜひぜひぜひとも県がとも県がとも県がとも県がリリリリーーーーダダダダーーーーシッシッシッシッププププをとって、をとって、をとって、をとって、周周周周知を行っていただくということでお願いをして知を行っていただくということでお願いをして知を行っていただくということでお願いをして知を行っていただくということでお願いをしておきたいと思います。おきたいと思います。おきたいと思います。おきたいと思います。次次次次に、健康福祉部、一つずつに、健康福祉部、一つずつに、健康福祉部、一つずつに、健康福祉部、一つずつ聞聞聞聞いていったらいていったらいていったらいていったら時間時間時間時間がないので、まとめてがないので、まとめてがないので、まとめてがないので、まとめて聞聞聞聞いていきますいていきますいていきますいていきますが、健康福祉部でが、健康福祉部でが、健康福祉部でが、健康福祉部で法法法法定事務と定事務と定事務と定事務と自自自自治事務の治事務の治事務の治事務の割合割合割合割合は、今どれは、今どれは、今どれは、今どれぐぐぐぐらいになるのですか。らいになるのですか。らいになるのですか。らいになるのですか。現在現在現在現在回回回回答できないので、答できないので、答できないので、答できないので、改改改改めて後日めて後日めて後日めて後日回回回回答します。答します。答します。答します。○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長わかりました。それでは、辻本総務部長に、お願いしておきます。全わかりました。それでは、辻本総務部長に、お願いしておきます。全わかりました。それでは、辻本総務部長に、お願いしておきます。全わかりました。それでは、辻本総務部長に、お願いしておきます。全体体体体のののの自自自自○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員治事務と、部治事務と、部治事務と、部治事務と、部署署署署ごとのごとのごとのごとの自自自自治事務と治事務と治事務と治事務と法法法法定事務定事務定事務定事務割合割合割合割合についてについてについてについて教教教教ええええていただていただていただていただけけけけたらと思います。たらと思います。たらと思います。たらと思います。非常非常非常非常に簡に簡に簡に簡単単単単に出てくると思います。に出てくると思います。に出てくると思います。に出てくると思います。時間時間時間時間であるとか、その人員であるとか、いろいろととり方はあると思いであるとか、その人員であるとか、いろいろととり方はあると思いであるとか、その人員であるとか、いろいろととり方はあると思いであるとか、その人員であるとか、いろいろととり方はあると思い○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長ますので、ますので、ますので、ますので、検討検討検討検討の上、の上、の上、の上、回回回回答します。答します。答します。答します。細細細細かくまではかくまではかくまではかくまでは必要必要必要必要ありまありまありまありませせせせん。おおむねでいいので、よろしくお願いします。ん。おおむねでいいので、よろしくお願いします。ん。おおむねでいいので、よろしくお願いします。ん。おおむねでいいので、よろしくお願いします。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員それと、これはきのうの歳入でもいろいろおそれと、これはきのうの歳入でもいろいろおそれと、これはきのうの歳入でもいろいろおそれと、これはきのうの歳入でもいろいろお話話話話をさをさをさをさせせせせていただいていたのですが、ていただいていたのですが、ていただいていたのですが、ていただいていたのですが、基基基基準準準準財財財財政政政政需需需需要要要要額額額額がここがここがここがここ数数数数年ずっと上がってきているのです。ということは、その分、事務とし年ずっと上がってきているのです。ということは、その分、事務とし年ずっと上がってきているのです。ということは、その分、事務とし年ずっと上がってきているのです。ということは、その分、事務とし
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て算入することがて算入することがて算入することがて算入することがふえふえふえふえ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意意意意味味味味だと思うのですが、そのあたりはどうなのでだと思うのですが、そのあたりはどうなのでだと思うのですが、そのあたりはどうなのでだと思うのですが、そのあたりはどうなのですか。平成２８年度において、すか。平成２８年度において、すか。平成２８年度において、すか。平成２８年度において、基基基基準財準財準財準財政政政政需需需需要要要要額額額額に算入されるような事業というのはに算入されるような事業というのはに算入されるような事業というのはに算入されるような事業というのは主主主主にどにどにどにどんなものがあったのでしんなものがあったのでしんなものがあったのでしんなものがあったのでしょょょょうか。うか。うか。うか。まず、健康福祉部から、まず、健康福祉部から、まず、健康福祉部から、まず、健康福祉部から、聞聞聞聞いていきます。いていきます。いていきます。いていきます。繰繰繰繰りりりり返返返返しで申しわしで申しわしで申しわしで申しわけけけけございまございまございまございませせせせんが、今、お答んが、今、お答んが、今、お答んが、今、お答ええええする用する用する用する用意意意意がございがございがございがござい○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ままませせせせん。ん。ん。ん。 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。多多多多分ほかも分ほかも分ほかも分ほかも同同同同じじじじですね。それでは、また、それもあわですね。それでは、また、それもあわですね。それでは、また、それもあわですね。それでは、また、それもあわせせせせて出て出て出て出○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。次次次次に、女性に、女性に、女性に、女性活躍活躍活躍活躍についてです。女性についてです。女性についてです。女性についてです。女性活躍活躍活躍活躍というのは、少というのは、少というのは、少というのは、少子子子子化を今後化を今後化を今後化を今後克服克服克服克服していくしていくしていくしていく点点点点におにおにおにおいていていていて非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なななな施施施施策だと思うのです策だと思うのです策だと思うのです策だと思うのですけけけけれど、これもれど、これもれど、これもれど、これも前々前々前々前々からからからから私私私私は、は、は、は、持持持持論論論論で言っているので言っているので言っているので言っているのですが、いろいろ事業をされるのはいいのですが、行政がやるというのは、ですが、いろいろ事業をされるのはいいのですが、行政がやるというのは、ですが、いろいろ事業をされるのはいいのですが、行政がやるというのは、ですが、いろいろ事業をされるのはいいのですが、行政がやるというのは、相当大相当大相当大相当大きなきなきなきなココココスススストトトトがかかってしまうということなのです。こういったことはがかかってしまうということなのです。こういったことはがかかってしまうということなのです。こういったことはがかかってしまうということなのです。こういったことは民民民民営営営営化できないのですか。化できないのですか。化できないのですか。化できないのですか。例え例え例え例えばちばちばちばちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした講講講講習習習習会を開くといった会を開くといった会を開くといった会を開くといった仕仕仕仕事は、委事は、委事は、委事は、委託料託料託料託料などはかかってくるのかもしれなどはかかってくるのかもしれなどはかかってくるのかもしれなどはかかってくるのかもしれないですが、ないですが、ないですが、ないですが、社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉協協協協議会なども議会なども議会なども議会なども使使使使ええええると思いますし、ると思いますし、ると思いますし、ると思いますし、社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉協協協協議会だ議会だ議会だ議会だけけけけではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、募集募集募集募集すれば申しすれば申しすれば申しすれば申し込込込込んでくるところはあると思うのです。んでくるところはあると思うのです。んでくるところはあると思うのです。んでくるところはあると思うのです。講講講講習習習習会を開会を開会を開会を開催催催催するなどの部するなどの部するなどの部するなどの部類類類類のののの仕仕仕仕事は、事は、事は、事は、民間民間民間民間でもできることなのに、どうしてでもできることなのに、どうしてでもできることなのに、どうしてでもできることなのに、どうしてココココスススストトトトの高いの高いの高いの高い公公公公務員でそれをやっていくのか。務員でそれをやっていくのか。務員でそれをやっていくのか。務員でそれをやっていくのか。事業費をばらばらと事業費をばらばらと事業費をばらばらと事業費をばらばらと書書書書いていますが、事業費いていますが、事業費いていますが、事業費いていますが、事業費ププププララララス人件費を入れたら、どれだス人件費を入れたら、どれだス人件費を入れたら、どれだス人件費を入れたら、どれだけけけけのお金がのお金がのお金がのお金がかかっているのですか。かかっているのですか。かかっているのですか。かかっているのですか。民間民間民間民間なら人件費も入れて、それを上なら人件費も入れて、それを上なら人件費も入れて、それを上なら人件費も入れて、それを上回回回回ったったったった収収収収入があって初めて利入があって初めて利入があって初めて利入があって初めて利益益益益となります。それをとなります。それをとなります。それをとなります。それを考考考考ええええたらかなりたらかなりたらかなりたらかなり大大大大きなきなきなきな額額額額をををを使使使使っているのではないかと思います。もっているのではないかと思います。もっているのではないかと思います。もっているのではないかと思います。もうううう個個個個別には言いま別には言いま別には言いま別には言いませせせせんが、そのあたりのおんが、そのあたりのおんが、そのあたりのおんが、そのあたりのお考考考考ええええはどうなのですか。できるもの、できないはどうなのですか。できるもの、できないはどうなのですか。できるもの、できないはどうなのですか。できるもの、できないものはあると思いますが、そういった方ものはあると思いますが、そういった方ものはあると思いますが、そういった方ものはあると思いますが、そういった方向向向向も一定も一定も一定も一定検討検討検討検討材材材材料料料料として入れていくとして入れていくとして入れていくとして入れていく必要必要必要必要があるのがあるのがあるのがあるのではないかと思うのですが、いかがですか。ではないかと思うのですが、いかがですか。ではないかと思うのですが、いかがですか。ではないかと思うのですが、いかがですか。女性女性女性女性活躍活躍活躍活躍推推推推進施進施進施進施策に関する事業の策に関する事業の策に関する事業の策に関する事業の執執執執行の行の行の行の仕仕仕仕方という方という方という方という点点点点でのおでのおでのおでのお尋尋尋尋○金剛女性活躍推進課長○金剛女性活躍推進課長○金剛女性活躍推進課長○金剛女性活躍推進課長ねだと思います。ねだと思います。ねだと思います。ねだと思います。川田委員がお川田委員がお川田委員がお川田委員がお述べ述べ述べ述べのように、全てを県でやるのはのように、全てを県でやるのはのように、全てを県でやるのはのように、全てを県でやるのは大変大変大変大変ココココスススストトトトがかかるということは認がかかるということは認がかかるということは認がかかるということは認識識識識していますので、していますので、していますので、していますので、民間民間民間民間のののの専門専門専門専門性や性や性や性やノウノウノウノウハハハハウウウウをををを生生生生かしてやっていくかしてやっていくかしてやっていくかしてやっていくべべべべきものについてはきものについてはきものについてはきものについては当当当当然然然然やっていただきたいと思っています。現在もやっていただきたいと思っています。現在もやっていただきたいと思っています。現在もやっていただきたいと思っています。現在も専門的専門的専門的専門的ななななセミセミセミセミナナナナーといったことについては、ーといったことについては、ーといったことについては、ーといったことについては、一部事業の委一部事業の委一部事業の委一部事業の委託託託託をさをさをさをさせせせせていただいています。ていただいています。ていただいています。ていただいています。また、女性のまた、女性のまた、女性のまた、女性の活躍活躍活躍活躍を推を推を推を推進進進進するにするにするにするに当当当当たり、一つたり、一つたり、一つたり、一つ大変大変大変大変重重重重要要要要だと思っていますのは、県が関係だと思っていますのは、県が関係だと思っていますのは、県が関係だと思っていますのは、県が関係団体団体団体団体、、、、市町市町市町市町村といったいろいろな方村といったいろいろな方村といったいろいろな方村といったいろいろな方 々々々々とともに、それとともに、それとともに、それとともに、それぞぞぞぞれのれのれのれの力力力力を出しを出しを出しを出し合合合合ってってってって施施施施策をやって策をやって策をやって策をやって
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いこうということがいこうということがいこうということがいこうということが重重重重要要要要で、今もあると思いますし、これからで、今もあると思いますし、これからで、今もあると思いますし、これからで、今もあると思いますし、これから大変ふえ大変ふえ大変ふえ大変ふえてくると思います。てくると思います。てくると思います。てくると思います。例え例え例え例えば、女性の起業ば、女性の起業ば、女性の起業ば、女性の起業支援支援支援支援に関しましては、少しでもに関しましては、少しでもに関しましては、少しでもに関しましては、少しでも多多多多く起業していただきたいということく起業していただきたいということく起業していただきたいということく起業していただきたいということから、から、から、から、非常非常非常非常にににに多多多多くの関係くの関係くの関係くの関係団体団体団体団体、、、、市町市町市町市町村、村、村、村、先先先先輩輩輩輩起業家の皆起業家の皆起業家の皆起業家の皆様様様様などにもごなどにもごなどにもごなどにもご協協協協力力力力いただき、いただき、いただき、いただき、トトトトーーーータルタルタルタルココココーーーーディネディネディネディネーーーートトトトというというというという形形形形で、で、で、で、実施実施実施実施しています。そういった連しています。そういった連しています。そういった連しています。そういった連携携携携、、、、協協協協力力力力がががが非常非常非常非常にににに必要必要必要必要なななな分野については、分野については、分野については、分野については、民間民間民間民間に全てお願いするということではなく、県が中に全てお願いするということではなく、県が中に全てお願いするということではなく、県が中に全てお願いするということではなく、県が中心心心心となっていろいろとなっていろいろとなっていろいろとなっていろいろな方のおな方のおな方のおな方のお力力力力をいただきながらをいただきながらをいただきながらをいただきながら進進進進めていくということもめていくということもめていくということもめていくということも大大大大事だと思います。事だと思います。事だと思います。事だと思います。施施施施策により、策により、策により、策により、民民民民間間間間にお願いするものはにお願いするものはにお願いするものはにお願いするものは民間民間民間民間にお願いして、県がしっかり担っていきたいものは県がやるとにお願いして、県がしっかり担っていきたいものは県がやるとにお願いして、県がしっかり担っていきたいものは県がやるとにお願いして、県がしっかり担っていきたいものは県がやるというようにいうようにいうようにいうように見見見見きわめていきたいと思っています。きわめていきたいと思っています。きわめていきたいと思っています。きわめていきたいと思っています。以以以以上です。上です。上です。上です。よくわかったようなわからないような答弁だったのですが、よくわかったようなわからないような答弁だったのですが、よくわかったようなわからないような答弁だったのですが、よくわかったようなわからないような答弁だったのですが、要要要要は行政は行政は行政は行政ココココスススストトトト○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員なので、別に行政でやらなくてもいいものを、ななので、別に行政でやらなくてもいいものを、ななので、別に行政でやらなくてもいいものを、ななので、別に行政でやらなくてもいいものを、なぜぜぜぜ税税税税金をとって、高いものをやる金をとって、高いものをやる金をとって、高いものをやる金をとって、高いものをやる必要必要必要必要ががががあるのですかという、あるのですかという、あるのですかという、あるのですかという、租税租税租税租税論論論論のののの原原原原点点点点になってくると思うのです。ですから、そこのになってくると思うのです。ですから、そこのになってくると思うのです。ですから、そこのになってくると思うのです。ですから、そこの内内内内訳訳訳訳ををををきっちりやっていかなきっちりやっていかなきっちりやっていかなきっちりやっていかなけけけければいればいればいればいけけけけないと思うのです。そのような事業は、ほかの部ないと思うのです。そのような事業は、ほかの部ないと思うのです。そのような事業は、ほかの部ないと思うのです。そのような事業は、ほかの部署署署署にもにもにもにもたくさんあるとは思うのですが、行政たくさんあるとは思うのですが、行政たくさんあるとは思うのですが、行政たくさんあるとは思うのですが、行政ココココスススストトトトをををを落落落落とすとすとすとすイイイイココココーーーールルルル浮浮浮浮いたお金は行政サービスいたお金は行政サービスいたお金は行政サービスいたお金は行政サービスにまたにまたにまたにまた使使使使ええええるというるというるというるという循循循循環環環環だと思いますので、お願いしておきたいと思います。だと思いますので、お願いしておきたいと思います。だと思いますので、お願いしておきたいと思います。だと思いますので、お願いしておきたいと思います。特に今、女性の特に今、女性の特に今、女性の特に今、女性の活躍活躍活躍活躍に特定してに特定してに特定してに特定して聞聞聞聞いていますが、平成２８年度の行政いていますが、平成２８年度の行政いていますが、平成２８年度の行政いていますが、平成２８年度の行政効効効効果果果果はいかがだっはいかがだっはいかがだっはいかがだったのですか。たのですか。たのですか。たのですか。 女性の女性の女性の女性の就就就就業率、女性の業率、女性の業率、女性の業率、女性の活躍活躍活躍活躍に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、就就就就業率を上げていくこ業率を上げていくこ業率を上げていくこ業率を上げていくこ○金剛女性活躍推進課長○金剛女性活躍推進課長○金剛女性活躍推進課長○金剛女性活躍推進課長とをとをとをとを大大大大きなきなきなきな目標目標目標目標にしています。平成２８年度のにしています。平成２８年度のにしています。平成２８年度のにしています。平成２８年度の単単単単年度事業でこれだ年度事業でこれだ年度事業でこれだ年度事業でこれだけけけけ成成成成果果果果が出ましたといが出ましたといが出ましたといが出ましたというようなことはうようなことはうようなことはうようなことは大変大変大変大変難難難難しいかと思いますが、特に、女性しいかと思いますが、特に、女性しいかと思いますが、特に、女性しいかと思いますが、特に、女性活躍活躍活躍活躍に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、就就就就職の職の職の職の支援支援支援支援だだだだけけけけではなく、保ではなく、保ではなく、保ではなく、保育育育育とかとかとかとかワワワワーーーークククク・・・・ライフライフライフライフ・・・・ババババランランランランスの推スの推スの推スの推進進進進など、さまざまななど、さまざまななど、さまざまななど、さまざまな施施施施策も策も策も策も相相相相まってまってまってまって効効効効果果果果も上がってくるということになるかと思います。も上がってくるということになるかと思います。も上がってくるということになるかと思います。も上がってくるということになるかと思います。そして、そして、そして、そして、参参参参考考考考数数数数値値値値なのですなのですなのですなのですけけけけれども、平成２２年と平成２７年の２０歳から６４歳の女れども、平成２２年と平成２７年の２０歳から６４歳の女れども、平成２２年と平成２７年の２０歳から６４歳の女れども、平成２２年と平成２７年の２０歳から６４歳の女性の性の性の性の就就就就業率を比業率を比業率を比業率を比較較較較したところ、５年したところ、５年したところ、５年したところ、５年間間間間で５６で５６で５６で５６．．．．５５５５％％％％から６２から６２から６２から６２．．．．８８８８％％％％と、と、と、と、大大大大きく６きく６きく６きく６．．．．３３３３ポイポイポイポイントントントント上げており、この上げており、この上げており、この上げており、この伸伸伸伸びだびだびだびだけけけけをををを見見見見ますと全ますと全ますと全ますと全国国国国１１１１位位位位の上げの上げの上げの上げ幅幅幅幅となっています。となっています。となっています。となっています。本県では、本県では、本県では、本県では、働働働働きたいがまだきたいがまだきたいがまだきたいがまだ働働働働けけけけていないという女性がていないという女性がていないという女性がていないという女性が非常非常非常非常にたくさんいらっしにたくさんいらっしにたくさんいらっしにたくさんいらっしゃゃゃゃいますいますいますいますので、そういった方が、ので、そういった方が、ので、そういった方が、ので、そういった方が、働働働働きに出ていただきに出ていただきに出ていただきに出ていただけけけけるように、しっかりるように、しっかりるように、しっかりるように、しっかり施施施施策を策を策を策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考考考ええええています。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。数数数数字字字字が上がっているのは、今、が上がっているのは、今、が上がっているのは、今、が上がっているのは、今、完完完完全全全全失失失失業率にだんだん業率にだんだん業率にだんだん業率にだんだん近づ近づ近づ近づいてきているので、いてきているので、いてきているので、いてきているので、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員それに対するそれに対するそれに対するそれに対する影響影響影響影響などがほとんどだと思うのです。この事業に対してそのなどがほとんどだと思うのです。この事業に対してそのなどがほとんどだと思うのです。この事業に対してそのなどがほとんどだと思うのです。この事業に対してその影響影響影響影響がががが生生生生まれたまれたまれたまれたのだと、のだと、のだと、のだと、効効効効果果果果がががが生生生生まれたのだということは、まれたのだということは、まれたのだということは、まれたのだということは、内内内内容容容容をををを見見見見ていましたら、なかなか言いていましたら、なかなか言いていましたら、なかなか言いていましたら、なかなか言いづづづづらいらいらいらい
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と思うのです。と思うのです。と思うのです。と思うのです。けけけけれども、県はいつもそういった、れども、県はいつもそういった、れども、県はいつもそういった、れども、県はいつもそういった、自自自自分がいない分がいない分がいない分がいない場合場合場合場合とやったとやったとやったとやった場合場合場合場合、２つ、２つ、２つ、２つで比で比で比で比べべべべれるということはできたらいいのですれるということはできたらいいのですれるということはできたらいいのですれるということはできたらいいのですけけけけれど、それはできないですから、いつもそれど、それはできないですから、いつもそれど、それはできないですから、いつもそれど、それはできないですから、いつもそういうういうういうういう使使使使い方をされていると思うのです。ですから、きのうも言いましたが、それだい方をされていると思うのです。ですから、きのうも言いましたが、それだい方をされていると思うのです。ですから、きのうも言いましたが、それだい方をされていると思うのです。ですから、きのうも言いましたが、それだけけけけ上上上上がっているものに対してのがっているものに対してのがっているものに対してのがっているものに対しての寄寄寄寄与与与与度が絶対あるはずですから、それを出していったらその度が絶対あるはずですから、それを出していったらその度が絶対あるはずですから、それを出していったらその度が絶対あるはずですから、それを出していったらその残残残残りが、りが、りが、りが、残残残残り全部とは言いまり全部とは言いまり全部とは言いまり全部とは言いませせせせんが、それがこの事業に対してんが、それがこの事業に対してんが、それがこの事業に対してんが、それがこの事業に対して影響影響影響影響が出た分ではないかといが出た分ではないかといが出た分ではないかといが出た分ではないかというううう示示示示唆唆唆唆が出ているということだと思いますので、そこはやっが出ているということだと思いますので、そこはやっが出ているということだと思いますので、そこはやっが出ているということだと思いますので、そこはやっぱぱぱぱりしっかりとやっていただりしっかりとやっていただりしっかりとやっていただりしっかりとやっていただかないと。かないと。かないと。かないと。数数数数字字字字だだだだけけけけ上がったから、これは上がったから、これは上がったから、これは上がったから、これは自自自自分がやったのだというのは、ち分がやったのだというのは、ち分がやったのだというのは、ち分がやったのだというのは、ちょょょょっとおかしっとおかしっとおかしっとおかしなななな論論論論理だと思います。理だと思います。理だと思います。理だと思います。ですから、その事業ですから、その事業ですから、その事業ですから、その事業効効効効果果果果は、健康福祉部長にもお願いしておきたいと思いますが、やはは、健康福祉部長にもお願いしておきたいと思いますが、やはは、健康福祉部長にもお願いしておきたいと思いますが、やはは、健康福祉部長にもお願いしておきたいと思いますが、やはりきっちりと出していただかないと。りきっちりと出していただかないと。りきっちりと出していただかないと。りきっちりと出していただかないと。目標目標目標目標を決めて、を決めて、を決めて、を決めて、達達達達成できたからそれでいいのだ、成できたからそれでいいのだ、成できたからそれでいいのだ、成できたからそれでいいのだ、目目目目標標標標もももも当当当当然然然然大大大大事です事です事です事ですけけけけれど、Ｋれど、Ｋれど、Ｋれど、ＫＰＰＰＰＩＩＩＩ（（（（重重重重要目標要目標要目標要目標達達達達成成成成指標指標指標指標）の）の）の）の趣旨趣旨趣旨趣旨もよくもよくもよくもよく考考考考ええええてやっていかなてやっていかなてやっていかなてやっていかないと、どれだいと、どれだいと、どれだいと、どれだけけけけのののの効効効効果果果果があってどういうがあってどういうがあってどういうがあってどういう影響影響影響影響が出たのかがＫが出たのかがＫが出たのかがＫが出たのかがＫＰＰＰＰＩＩＩＩの本の本の本の本来来来来のののの目的目的目的目的だと思うのだと思うのだと思うのだと思うのです。だから、そのです。だから、そのです。だから、そのです。だから、その点点点点をををを重重重重 々々々々お願いを申し上げまして、お願いを申し上げまして、お願いを申し上げまして、お願いを申し上げまして、午午午午前前前前中の質疑を中の質疑を中の質疑を中の質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。川田委員は、それでもう川田委員は、それでもう川田委員は、それでもう川田委員は、それでもう終終終終わりです。質わりです。質わりです。質わりです。質問問問問者がまだ２名者がまだ２名者がまだ２名者がまだ２名残残残残っていますが、っていますが、っていますが、っていますが、○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長時間時間時間時間もももも昼昼昼昼になりましたので、２名の方の質になりましたので、２名の方の質になりましたので、２名の方の質になりましたので、２名の方の質問問問問はははは午午午午後１後１後１後１時時時時にににに回回回回したいと思います。これをもしたいと思います。これをもしたいと思います。これをもしたいと思います。これをもってってってって休憩休憩休憩休憩とします。とします。とします。とします。１１：５５分１１：５５分１１：５５分１１：５５分 休憩休憩休憩休憩１３：０３分１３：０３分１３：０３分１３：０３分 再再再再開開開開午午午午前前前前にににに引引引引きききき続続続続き、会議を開きます。き、会議を開きます。き、会議を開きます。き、会議を開きます。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長国国国国民民民民健康保険制度の健康保険制度の健康保険制度の健康保険制度の問題問題問題問題について１について１について１について１点点点点質質質質問問問問ささささせせせせてもらいます。それから、てもらいます。それから、てもらいます。それから、てもらいます。それから、ママママ○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員イイイイ健康健康健康健康カカカカーーーードドドドについて質について質について質について質問問問問します。それから、します。それから、します。それから、します。それから、子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困問題問題問題問題、、、、以以以以上３上３上３上３点点点点ですが、それですが、それですが、それですが、それぞぞぞぞれできるだれできるだれできるだれできるだけ要け要け要け要約約約約してしてしてして短短短短くくくく終終終終わるようにします。わるようにします。わるようにします。わるようにします。まず、まず、まず、まず、国国国国民民民民健康保険の関係です。健康保険の関係です。健康保険の関係です。健康保険の関係です。午午午午前前前前中に山村委員から質中に山村委員から質中に山村委員から質中に山村委員から質問問問問があり、答弁もいただきまがあり、答弁もいただきまがあり、答弁もいただきまがあり、答弁もいただきました。した。した。した。重重重重複複複複しないようにしないようにしないようにしないように割割割割愛愛愛愛して質して質して質して質問問問問します。します。します。します。まず、まず、まず、まず、基基基基本本本本的的的的なななな点点点点ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、国国国国民民民民健康保険の制度健康保険の制度健康保険の制度健康保険の制度疲疲疲疲労労労労と言われている状況、その認と言われている状況、その認と言われている状況、その認と言われている状況、その認識識識識はいいのかどうか、はいいのかどうか、はいいのかどうか、はいいのかどうか、原原原原点的点的点的点的なななな問題問題問題問題です。そのような制度です。そのような制度です。そのような制度です。そのような制度疲疲疲疲労労労労が起きたとするならば、が起きたとするならば、が起きたとするならば、が起きたとするならば、何何何何故故故故起きたのか、今日起きたのか、今日起きたのか、今日起きたのか、今日的的的的なななな原因原因原因原因をををを説説説説明していただきたい。明していただきたい。明していただきたい。明していただきたい。それから、２つそれから、２つそれから、２つそれから、２つ目目目目には、県には、県には、県には、県内内内内には、には、には、には、被被被被保険者資保険者資保険者資保険者資格格格格証証証証明明明明書書書書あるいはあるいはあるいはあるいは短短短短期被期被期被期被保険者保険者保険者保険者証証証証など、など、など、など、正正正正規規規規の保険の保険の保険の保険証証証証をををを受け受け受け受けていない方ていない方ていない方ていない方 々々々々がたくさんいます。この対策については、県として現状がたくさんいます。この対策については、県として現状がたくさんいます。この対策については、県として現状がたくさんいます。この対策については、県として現状どのようにどのようにどのようにどのように把握把握把握把握されているのか。そして、この対策がされているのか。そして、この対策がされているのか。そして、この対策がされているのか。そして、この対策が来来来来年度の４月年度の４月年度の４月年度の４月以以以以降降降降にはどのように対にはどのように対にはどのように対にはどのように対



---- 33330000 ----

応応応応されるのか、おされるのか、おされるのか、おされるのか、お聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたい。いただきたい。いただきたい。いただきたい。それから、このそれから、このそれから、このそれから、この国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の財財財財政の健全化という政の健全化という政の健全化という政の健全化という問題問題問題問題が、今、出ていますが、が、今、出ていますが、が、今、出ていますが、が、今、出ていますが、国国国国民民民民健健健健康保険康保険康保険康保険財財財財政の政の政の政の厳厳厳厳しさの状況をしさの状況をしさの状況をしさの状況を説説説説明いただき、その対策はどのように明いただき、その対策はどのように明いただき、その対策はどのように明いただき、その対策はどのように進進進進めているのか、おめているのか、おめているのか、おめているのか、お聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。まず、現在のまず、現在のまず、現在のまず、現在の市町市町市町市町村にお村にお村にお村におけけけけるるるる国国国国民民民民健康保険の制度健康保険の制度健康保険の制度健康保険の制度疲疲疲疲労労労労やややや課題課題課題課題についについについについ○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長てです。現在、てです。現在、てです。現在、てです。現在、市町市町市町市町村村村村個個個個 々々々々にににに国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の運営運営運営運営をしている現状としては、をしている現状としては、をしている現状としては、をしている現状としては、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構構構成あるいは成あるいは成あるいは成あるいは所所所所得得得得分分分分布布布布のののの差異差異差異差異がががが大大大大きいということ、これはきいということ、これはきいということ、これはきいということ、これは被被被被保険者に高齢者が保険者に高齢者が保険者に高齢者が保険者に高齢者が多多多多いこといこといこといことに従い医療費水に従い医療費水に従い医療費水に従い医療費水準準準準が高いが高いが高いが高い傾傾傾傾向向向向があると。があると。があると。があると。所所所所得得得得分分分分布布布布のののの差異差異差異差異がががが大大大大きいということは、比きいということは、比きいということは、比きいということは、比較較較較的低的低的低的低所所所所得得得得者の方が者の方が者の方が者の方が被被被被保険者の中に保険者の中に保険者の中に保険者の中に多多多多いという現状があります。また、いという現状があります。また、いという現状があります。また、いという現状があります。また、小小小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数存多数存多数存多数存在しており、在しており、在しており、在しており、財財財財政が不政が不政が不政が不安安安安定となりやすいといったことが定となりやすいといったことが定となりやすいといったことが定となりやすいといったことが構構構構造造造造的的的的なななな課題課題課題課題であると認であると認であると認であると認識識識識していしていしていしています。ます。ます。ます。また、また、また、また、市町市町市町市町村ごとに保険村ごとに保険村ごとに保険村ごとに保険料料料料の算定方の算定方の算定方の算定方式式式式がががが異異異異なったり、一部のなったり、一部のなったり、一部のなったり、一部の市町市町市町市町村で保険村で保険村で保険村で保険料料料料のののの負負負負担軽担軽担軽担軽減減減減のためののためののためののための法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れ等を行っているために、保険り入れ等を行っているために、保険り入れ等を行っているために、保険り入れ等を行っているために、保険料料料料水水水水準準準準がががが市町市町市町市町村ごとに村ごとに村ごとに村ごとに異異異異なっているなっているなっているなっているというのも現状としてあり、これについては、保険給というのも現状としてあり、これについては、保険給というのも現状としてあり、これについては、保険給というのも現状としてあり、これについては、保険給付付付付が制度として全が制度として全が制度として全が制度として全国共国共国共国共通通通通であるにもであるにもであるにもであるにもかかわらず、不かかわらず、不かかわらず、不かかわらず、不公公公公平が平が平が平が生生生生じじじじているという現状があります。ているという現状があります。ているという現状があります。ているという現状があります。また、事務のまた、事務のまた、事務のまた、事務の運営運営運営運営についても、についても、についても、についても、市町市町市町市町村ごとに事務村ごとに事務村ごとに事務村ごとに事務運営運営運営運営している関係で、している関係で、している関係で、している関係で、市町市町市町市町村により保村により保村により保村により保険険険険料料料料のののの徴収徴収徴収徴収や保険給や保険給や保険給や保険給付付付付などの処理方などの処理方などの処理方などの処理方法法法法にばらつきがあり、事務のにばらつきがあり、事務のにばらつきがあり、事務のにばらつきがあり、事務の共共共共同同同同化や化や化や化や効効効効率率率率的的的的な事業な事業な事業な事業運運運運営営営営につながりにくいというにつながりにくいというにつながりにくいというにつながりにくいという課題課題課題課題があります。があります。があります。があります。続続続続いて、資いて、資いて、資いて、資格格格格の関係ですの関係ですの関係ですの関係ですけけけけれども、れども、れども、れども、短短短短期被期被期被期被保険者保険者保険者保険者証証証証等の発行についてですが、いろいろ等の発行についてですが、いろいろ等の発行についてですが、いろいろ等の発行についてですが、いろいろな状況でそういった発行がな状況でそういった発行がな状況でそういった発行がな状況でそういった発行が必要必要必要必要な方な方な方な方 々々々々については、できるだについては、できるだについては、できるだについては、できるだけけけけ各各各各市町市町市町市町村で村で村で村で窓窓窓窓口において口において口において口において丁丁丁丁寧寧寧寧に対に対に対に対応応応応している状況で、県としても、対している状況で、県としても、対している状況で、県としても、対している状況で、県としても、対象象象象となるとなるとなるとなる被被被被保険者保険者保険者保険者へへへへの対の対の対の対応応応応を、を、を、を、丁寧丁寧丁寧丁寧に行うように行うように行うように行うようにとにとにとにと指指指指導導導導、、、、助助助助言をしている状況です。言をしている状況です。言をしている状況です。言をしている状況です。国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険財財財財政の政の政の政の厳厳厳厳しさが３しさが３しさが３しさが３点目点目点目点目ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、午午午午前前前前中の答弁でも中の答弁でも中の答弁でも中の答弁でも触触触触れましたが、れましたが、れましたが、れましたが、法法法法定定定定外外外外繰繰繰繰り入れ等をしているり入れ等をしているり入れ等をしているり入れ等をしている市町市町市町市町村もありますし、また、村もありますし、また、村もありますし、また、村もありますし、また、当当当当年度で会計が年度で会計が年度で会計が年度で会計が回回回回らないといったらないといったらないといったらないといったことで、ことで、ことで、ことで、繰繰繰繰入入入入充充充充用をしている用をしている用をしている用をしている市町市町市町市町村が一部にはありますので、村が一部にはありますので、村が一部にはありますので、村が一部にはありますので、先先先先ほど、ほど、ほど、ほど、冒冒冒冒頭頭頭頭申しました申しました申しました申しました国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の構構構構造造造造的的的的なななな課題課題課題課題、、、、小小小小規模規模規模規模保険者が保険者が保険者が保険者が多数存多数存多数存多数存在して在して在して在して財財財財政が不政が不政が不政が不安安安安定ということも理定ということも理定ということも理定ということも理由由由由として、として、として、として、財財財財政状況上、政状況上、政状況上、政状況上、必必必必ずしもよくはない不ずしもよくはない不ずしもよくはない不ずしもよくはない不安安安安定な状況だという認定な状況だという認定な状況だという認定な状況だという認識識識識をををを持持持持っています。っています。っています。っています。以以以以上です。上です。上です。上です。 まず、まず、まず、まず、国国国国民民民民健康保険の制度健康保険の制度健康保険の制度健康保険の制度疲疲疲疲労労労労が起きていることについて、が起きていることについて、が起きていることについて、が起きていることについて、国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員財財財財政が、政が、政が、政が、市町市町市町市町村によっては村によっては村によっては村によっては大変大変大変大変厳厳厳厳しい、しい、しい、しい、赤赤赤赤字字字字という事という事という事という事態態態態になり、になり、になり、になり、市町市町市町市町村の村の村の村の単単単単費で費で費で費で繰繰繰繰り入れり入れり入れり入れ
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るるるる形形形形でででで何何何何とかとかとかとか国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の財財財財政を政を政を政を維維維維持持持持するということもあるわするということもあるわするということもあるわするということもあるわけけけけです。しかし、です。しかし、です。しかし、です。しかし、基基基基本本本本的的的的にはにはにはには国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険財財財財政は、政は、政は、政は、国国国国がずっとがずっとがずっとがずっと責任責任責任責任をををを果果果果たさずに後たさずに後たさずに後たさずに後退退退退しししし続け続け続け続けているているているている傾傾傾傾向向向向があることがあることがあることがあることは確認できますか。あなたはは確認できますか。あなたはは確認できますか。あなたはは確認できますか。あなたは国国国国のことは全のことは全のことは全のことは全然然然然言っていない。言っていない。言っていない。言っていない。国国国国がががが随随随随分と後分と後分と後分と後退退退退をさをさをさをさせせせせているているているているとととと私私私私は思います。は思います。は思います。は思います。そのそのそのその具体的具体的具体的具体的なななな例例例例をををを挙挙挙挙げましげましげましげましょょょょう。う。う。う。国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険へへへへのののの加加加加入入入入世帯世帯世帯世帯ののののピピピピーーーーククククは１９９１年で、は１９９１年で、は１９９１年で、は１９９１年で、約約約約２７７万２７７万２７７万２７７万円円円円の平の平の平の平均均均均所所所所得得得得があった。それが２０１５年には、があった。それが２０１５年には、があった。それが２０１５年には、があった。それが２０１５年には、国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の加加加加入入入入世帯世帯世帯世帯は、は、は、は、平平平平均均均均所所所所得得得得１３９万１３９万１３９万１３９万円円円円にににに落落落落ちちちち込込込込んでしまっている。１人んでしまっている。１人んでしまっている。１人んでしまっている。１人当当当当たりのたりのたりのたりの国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険料料料料は１９９０は１９９０は１９９０は１９９０年年年年前前前前後、１９８０年後、１９８０年後、１９８０年後、１９８０年代代代代は年は年は年は年間間間間３万３万３万３万円円円円から４万から４万から４万から４万円払円払円払円払っていたっていたっていたっていたけけけけれども、２０００年れども、２０００年れども、２０００年れども、２０００年以以以以降降降降は８は８は８は８万万万万円円円円から９万から９万から９万から９万円円円円と上がりと上がりと上がりと上がり続け続け続け続けている。この８万ている。この８万ている。この８万ている。この８万円円円円から９万から９万から９万から９万円円円円というのが平というのが平というのが平というのが平均均均均なのかどうか、なのかどうか、なのかどうか、なのかどうか、これはこれはこれはこれは私私私私、、、、記載記載記載記載していないから申しわしていないから申しわしていないから申しわしていないから申しわけけけけありまありまありまありませせせせんが、８万んが、８万んが、８万んが、８万円円円円から９万から９万から９万から９万円円円円と上がってきてと上がってきてと上がってきてと上がってきている。このようにあなたが言った職業いる。このようにあなたが言った職業いる。このようにあなたが言った職業いる。このようにあなたが言った職業構構構構成、年齢成、年齢成、年齢成、年齢構構構構成、高年齢化に成、高年齢化に成、高年齢化に成、高年齢化に加え加え加え加えて、て、て、て、病病病病気気気気で医療にで医療にで医療にで医療にかかり、保険給かかり、保険給かかり、保険給かかり、保険給付付付付がががが必要必要必要必要になる。になる。になる。になる。悪悪悪悪化するのは化するのは化するのは化するのは当当当当たりたりたりたり前前前前だだだだけけけけれども、これに対してれども、これに対してれども、これに対してれども、これに対して国国国国がどがどがどがどんどんんどんんどんんどん手手手手をををを抜抜抜抜いて後いて後いて後いて後退退退退ささささせせせせている一ている一ている一ている一面面面面があると思うので、があると思うので、があると思うので、があると思うので、先先先先ほどほどほどほど話話話話をををを聞聞聞聞いていて、いていて、いていて、いていて、何何何何故故故故国国国国のことを言わないのかと思っていました。のことを言わないのかと思っていました。のことを言わないのかと思っていました。のことを言わないのかと思っていました。国国国国は後は後は後は後退退退退しししし続け続け続け続けているというているというているというているという私私私私の認の認の認の認識識識識はははは間間間間違違違違っっっっているのかどうか、そのているのかどうか、そのているのかどうか、そのているのかどうか、その点点点点はごはごはごはご指摘指摘指摘指摘いただきたい。いただきたい。いただきたい。いただきたい。それから、それから、それから、それから、短短短短期被期被期被期被保険者保険者保険者保険者証証証証のののの割合割合割合割合はどうなのか、県としてはどうなのか、県としてはどうなのか、県としてはどうなのか、県として把握把握把握把握しているのか。それから、しているのか。それから、しているのか。それから、しているのか。それから、被被被被保険者資保険者資保険者資保険者資格格格格証証証証明明明明書書書書の発行だの発行だの発行だの発行だけけけけをををを受け受け受け受けている人がどれだている人がどれだている人がどれだている人がどれだけけけけいるのか、いるのか、いるのか、いるのか、割合割合割合割合はどうなのか、はどうなのか、はどうなのか、はどうなのか、このことをこのことをこのことをこのことを把握把握把握把握しているのかどうか。なしているのかどうか。なしているのかどうか。なしているのかどうか。なぜぜぜぜならば、ならば、ならば、ならば、都都都都道道道道府府府府県の県の県の県の国国国国民民民民健康保険は県健康保険は県健康保険は県健康保険は県単位単位単位単位化に化に化に化になるのでしなるのでしなるのでしなるのでしょょょょう。それならば、う。それならば、う。それならば、う。それならば、市町市町市町市町村と村と村と村と同同同同じじじじようにようにようにように苦苦苦苦労労労労を分かちを分かちを分かちを分かち合合合合わなわなわなわなけけけければならないこればならないこればならないこればならないことになるでしとになるでしとになるでしとになるでしょょょょう。このう。このう。このう。この数数数数字字字字は、やはりものすごくは、やはりものすごくは、やはりものすごくは、やはりものすごく深深深深刻刻刻刻なななな問題問題問題問題です。それをどのようにです。それをどのようにです。それをどのようにです。それをどのように把把把把握握握握しているのか、しているのか、しているのか、しているのか、私私私私はははは聞聞聞聞きたい。きたい。きたい。きたい。そして、今からそして、今からそして、今からそして、今から準備準備準備準備をしているはずですが、このような人たちに対して、をしているはずですが、このような人たちに対して、をしているはずですが、このような人たちに対して、をしているはずですが、このような人たちに対して、税税税税金の金の金の金の徴収徴収徴収徴収ののののようにようにようにように厳厳厳厳しく保険しく保険しく保険しく保険料料料料をををを取取取取りりりり立立立立てていこうということなのか。それはてていこうということなのか。それはてていこうということなのか。それはてていこうということなのか。それは必要必要必要必要で、なおかつで、なおかつで、なおかつで、なおかつ何何何何かかかかのののの手手手手当当当当をしていくということになるのか。県がをしていくということになるのか。県がをしていくということになるのか。県がをしていくということになるのか。県が市町市町市町市町村に対して村に対して村に対して村に対して税税税税徴収徴収徴収徴収のためにのためにのためにのために応援応援応援応援を出しを出しを出しを出しているでしているでしているでしているでしょょょょう。そういうことで、この対う。そういうことで、この対う。そういうことで、この対う。そういうことで、この対応応応応をををを考考考考ええええていくのかどうなのか。ていくのかどうなのか。ていくのかどうなのか。ていくのかどうなのか。取取取取りりりり立立立立てばかてばかてばかてばかりだったら、りだったら、りだったら、りだったら、機機機機械械械械的的的的にやるとこれはまたにやるとこれはまたにやるとこれはまたにやるとこれはまた問題問題問題問題になる。そのになる。そのになる。そのになる。その辺辺辺辺も含めて、対策をも含めて、対策をも含めて、対策をも含めて、対策を考考考考ええええているているているているのかどうか、あればどういうものなのか、のかどうか、あればどういうものなのか、のかどうか、あればどういうものなのか、のかどうか、あればどういうものなのか、示示示示してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。それから、それから、それから、それから、国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険財財財財政の健全化ということでは、しんどいとおっし政の健全化ということでは、しんどいとおっし政の健全化ということでは、しんどいとおっし政の健全化ということでは、しんどいとおっしゃゃゃゃったったったったけけけけれどれどれどれども、対策をどうするかということについては、も、対策をどうするかということについては、も、対策をどうするかということについては、も、対策をどうするかということについては、残残残残念念念念ながらまだながらまだながらまだながらまだ回回回回答は答は答は答は聞聞聞聞けけけけていまていまていまていませせせせんので、んので、んので、んので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
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まず１まず１まず１まず１点目点目点目点目ですですですですけけけけれども、和田委員がおれども、和田委員がおれども、和田委員がおれども、和田委員がお述べ述べ述べ述べになりました、になりました、になりました、になりました、財財財財政上政上政上政上○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長のご認のご認のご認のご認識識識識についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、先先先先ほどほどほどほど私私私私もももも冒冒冒冒頭頭頭頭で申しましたとおり、で申しましたとおり、で申しましたとおり、で申しましたとおり、構構構構造造造造的的的的なななな課題課題課題課題があるといがあるといがあるといがあるということで、うことで、うことで、うことで、財財財財政上、だんだん政上、だんだん政上、だんだん政上、だんだん厳厳厳厳しくなってきているという認しくなってきているという認しくなってきているという認しくなってきているという認識識識識をををを持持持持っています。そのためっています。そのためっています。そのためっています。そのために、に、に、に、国国国国もそれに対もそれに対もそれに対もそれに対応応応応するということで、平成２７年度から全するということで、平成２７年度から全するということで、平成２７年度から全するということで、平成２７年度から全国ベ国ベ国ベ国ベースで１ースで１ースで１ースで１，，，，７００７００７００７００億円億円億円億円のののの公公公公費の費の費の費の拡拡拡拡充充充充があり、があり、があり、があり、主主主主にににに低所低所低所低所得得得得者対策ということで者対策ということで者対策ということで者対策ということで拡拡拡拡充充充充がなされています。がなされています。がなされています。がなされています。また、平成３０年度からのまた、平成３０年度からのまた、平成３０年度からのまた、平成３０年度からの国国国国民民民民健康保険の県健康保険の県健康保険の県健康保険の県単位単位単位単位化に化に化に化に伴伴伴伴い、平成３０年度から全い、平成３０年度から全い、平成３０年度から全い、平成３０年度から全国ベ国ベ国ベ国ベーーーースで１スで１スで１スで１，，，，７００７００７００７００億円億円億円億円のののの公公公公費の費の費の費の拡拡拡拡充充充充がされ、一定の対がされ、一定の対がされ、一定の対がされ、一定の対応応応応がされていると認がされていると認がされていると認がされていると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。構構構構造造造造的的的的なななな課題課題課題課題がありますので、平成３０年度からがありますので、平成３０年度からがありますので、平成３０年度からがありますので、平成３０年度から都都都都道道道道府府府府県が、その県が、その県が、その県が、その都都都都道道道道府府府府県の県の県の県の財財財財政政政政運営運営運営運営のののの責任責任責任責任主体主体主体主体となりとなりとなりとなり運営運営運営運営していくというしていくというしていくというしていくという法法法法制度の制度の制度の制度の改改改改正があったと認正があったと認正があったと認正があったと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。２２２２点目点目点目点目ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、被被被被保険者資保険者資保険者資保険者資格格格格証証証証明明明明証証証証やややや短短短短期被期被期被期被保険者保険者保険者保険者証証証証の発行状況ですの発行状況ですの発行状況ですの発行状況ですけけけけれども、れども、れども、れども、平成２９年６月の平成２９年６月の平成２９年６月の平成２９年６月の時点時点時点時点で、で、で、で、短短短短期被期被期被期被保険者保険者保険者保険者証証証証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ででで約約約約１万１１万１１万１１万１，，，，０００件の発行状０００件の発行状０００件の発行状０００件の発行状況で、況で、況で、況で、交交交交付付付付のののの割合割合割合割合は全は全は全は全体体体体の５の５の５の５％％％％程度を程度を程度を程度を占占占占めています。めています。めています。めています。被被被被保険者資保険者資保険者資保険者資格格格格証証証証明明明明書書書書の発行についての発行についての発行についての発行については、県は、県は、県は、県内内内内で３００件程度で、発行で３００件程度で、発行で３００件程度で、発行で３００件程度で、発行割合割合割合割合は全は全は全は全世帯世帯世帯世帯の０の０の０の０．．．．２２２２％％％％程度と程度と程度と程度と承承承承知をしています。知をしています。知をしています。知をしています。これについての対これについての対これについての対これについての対応応応応ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、引引引引きききき続続続続きそういったことのきそういったことのきそういったことのきそういったことの必要必要必要必要な方の事な方の事な方の事な方の事情情情情をしっかをしっかをしっかをしっかりとりとりとりと捉捉捉捉ええええ、、、、丁寧丁寧丁寧丁寧に対に対に対に対応応応応していくということは、現在もそうしていますしていくということは、現在もそうしていますしていくということは、現在もそうしていますしていくということは、現在もそうしていますけけけけれども、県れども、県れども、県れども、県単位単位単位単位化化化化後についても後についても後についても後についても同様同様同様同様にににに引引引引きききき続続続続きそういう対きそういう対きそういう対きそういう対応応応応をとっていくため、をとっていくため、をとっていくため、をとっていくため、市町市町市町市町村に村に村に村に指指指指導導導導、、、、助助助助言をして言をして言をして言をしていきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考ええええています。ています。ています。ています。国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険財財財財政の健全化について、奈良県としては政の健全化について、奈良県としては政の健全化について、奈良県としては政の健全化について、奈良県としては先先先先ほど申しましたように、奈良県ほど申しましたように、奈良県ほど申しましたように、奈良県ほど申しましたように、奈良県も保険者となりますので、も保険者となりますので、も保険者となりますので、も保険者となりますので、財財財財政政政政運営運営運営運営のののの責任責任責任責任主体主体主体主体としてとしてとしてとして安安安安定定定定的的的的でででで効効効効率率率率的的的的なななな国国国国民民民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しっかりと担っていきたいと思いますし、県をしっかりと担っていきたいと思いますし、県をしっかりと担っていきたいと思いますし、県をしっかりと担っていきたいと思いますし、県単位単位単位単位化後については、化後については、化後については、化後については、午午午午前前前前中にも申しましたように、それを中にも申しましたように、それを中にも申しましたように、それを中にも申しましたように、それを契契契契機機機機として保険として保険として保険として保険料料料料水水水水準準準準のののの統統統統一化も一化も一化も一化も図図図図り、り、り、り、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料負料負料負担の担の担の担の公公公公平化につなげるために、平化につなげるために、平化につなげるために、平化につなげるために、市町市町市町市町村とともに連村とともに連村とともに連村とともに連携携携携していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええています。ています。ています。ています。また、県また、県また、県また、県単位単位単位単位化後も、医療費の化後も、医療費の化後も、医療費の化後も、医療費の適適適適正化の正化の正化の正化の取取取取りりりり組み組み組み組みについて、県とについて、県とについて、県とについて、県と市町市町市町市町村が連村が連村が連村が連携携携携して、県して、県して、県して、県域域域域でのでのでのでの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを強強強強化するなど、化するなど、化するなど、化するなど、市町市町市町市町村事務の村事務の村事務の村事務の共共共共同同同同化等に化等に化等に化等に積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり組み組み組み組み、事務の、事務の、事務の、事務の効効効効率率率率化や化や化や化や標標標標準準準準化等につなげる中で、県の化等につなげる中で、県の化等につなげる中で、県の化等につなげる中で、県の役割役割役割役割をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと果果果果たしていきたいとたしていきたいとたしていきたいとたしていきたいと考考考考ええええています。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。 被被被被保険者資保険者資保険者資保険者資格格格格証証証証明明明明書書書書と、と、と、と、短短短短期被期被期被期被保険者保険者保険者保険者証証証証の発行状況は、いつの発行状況は、いつの発行状況は、いつの発行状況は、いつ時点時点時点時点のののの数数数数字字字字ですですですです○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員か。か。か。か。 平成２９年６月現在です。平成２９年６月現在です。平成２９年６月現在です。平成２９年６月現在です。○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長○西野保険指導課長対策の対策の対策の対策の指指指指導導導導、、、、助助助助言をやっていくことについて、言をやっていくことについて、言をやっていくことについて、言をやっていくことについて、私私私私はははは厚厚厚厚生生生生委員会の委員会の委員会の委員会の所所所所属属属属ではあではあではあではあ○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員
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りまりまりまりませせせせんので、また別のんので、また別のんので、また別のんので、また別の形形形形で資で資で資で資料料料料をををを求求求求めたいと思いますので、よろしくお願いします。めたいと思いますので、よろしくお願いします。めたいと思いますので、よろしくお願いします。めたいと思いますので、よろしくお願いします。国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険財財財財政の健全化に政の健全化に政の健全化に政の健全化に向け向け向け向けて、県て、県て、県て、県庁庁庁庁各各各各部部部部署署署署でいろいろとでいろいろとでいろいろとでいろいろと取取取取りりりり組み組み組み組みがされています。がされています。がされています。がされています。例え例え例え例えば健康長ば健康長ば健康長ば健康長寿寿寿寿日本一については、ほんとうに健康でいこうということで一日本一については、ほんとうに健康でいこうということで一日本一については、ほんとうに健康でいこうということで一日本一については、ほんとうに健康でいこうということで一生懸生懸生懸生懸命命命命にににに取取取取りりりり組組組組んでいるものだんでいるものだんでいるものだんでいるものだけけけけれども、健康であるということは、医療にかからないことにれども、健康であるということは、医療にかからないことにれども、健康であるということは、医療にかからないことにれども、健康であるということは、医療にかからないことに通通通通じじじじるのるのるのるのではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうか。それから、がんのうか。それから、がんのうか。それから、がんのうか。それから、がんの検検検検診診診診率を高めていこうと、一率を高めていこうと、一率を高めていこうと、一率を高めていこうと、一生懸生懸生懸生懸命命命命にやっている。にやっている。にやっている。にやっている。これも２分の１の人ががんをこれも２分の１の人ががんをこれも２分の１の人ががんをこれも２分の１の人ががんを患患患患って、３分の１がって、３分の１がって、３分の１がって、３分の１が死死死死亡亡亡亡するというするというするというするという国国国国民民民民病病病病です。それならこです。それならこです。それならこです。それならこの２分の１のがんにかかった人を、の２分の１のがんにかかった人を、の２分の１のがんにかかった人を、の２分の１のがんにかかった人を、早早早早期期期期発発発発見見見見することが医療の保険給することが医療の保険給することが医療の保険給することが医療の保険給付付付付にににに影響影響影響影響しましましましませせせせんか。んか。んか。んか。あるいは、あるいは、あるいは、あるいは、我我我我 々々々々はよく、医者、はよく、医者、はよく、医者、はよく、医者、クリニッククリニッククリニッククリニックにかかる。そうしたらにかかる。そうしたらにかかる。そうしたらにかかる。そうしたら納納納納得得得得いかない、なかなかいかない、なかなかいかない、なかなかいかない、なかなか治らない。それならば、ほかの治らない。それならば、ほかの治らない。それならば、ほかの治らない。それならば、ほかの病院病院病院病院へへへへ行こうかということで、行こうかということで、行こうかということで、行こうかということで、転転転転 々々々々とととと病院病院病院病院をををを変え変え変え変えていくとていくとていくとていくということが起きるわいうことが起きるわいうことが起きるわいうことが起きるわけけけけです。そのためにも、後から言いましたです。そのためにも、後から言いましたです。そのためにも、後から言いましたです。そのためにも、後から言いましたママママイイイイ健康健康健康健康カカカカーーーードドドドというものというものというものというものがががが非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なななな機機機機能能能能をををを果果果果たします。たします。たします。たします。そのようにしてそのようにしてそのようにしてそのようにして国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険財財財財政をどうするかという政をどうするかという政をどうするかという政をどうするかという問題問題問題問題がありますがありますがありますがありますけけけけれども、あわれども、あわれども、あわれども、あわせせせせて、そういういろいろな県て、そういういろいろな県て、そういういろいろな県て、そういういろいろな県庁庁庁庁のののの力力力力をををを統統統統合合合合しながらしながらしながらしながら国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険財財財財政をつくっていく、政をつくっていく、政をつくっていく、政をつくっていく、救救救救っっっっていくという対ていくという対ていくという対ていくという対応応応応がががが必要必要必要必要なのではないですか。なのではないですか。なのではないですか。なのではないですか。私私私私は、そこにしっかりとは、そこにしっかりとは、そこにしっかりとは、そこにしっかりと目目目目をををを向け向け向け向けてもらいてもらいてもらいてもらいたいと思うのです。たいと思うのです。たいと思うのです。たいと思うのです。自自自自分の部分の部分の部分の部署署署署の対策だの対策だの対策だの対策だけけけけではない、県ではない、県ではない、県ではない、県庁庁庁庁で健康にかかわりどういうで健康にかかわりどういうで健康にかかわりどういうで健康にかかわりどういう取取取取りりりり組み組み組み組みをやっているのか、事業をやっているのか、事業をやっているのか、事業をやっているのか、事業施施施施策をしっかり策をしっかり策をしっかり策をしっかり捉捉捉捉ええええながら、連ながら、連ながら、連ながら、連携携携携をしながら、をしながら、をしながら、をしながら、国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険のののの財財財財政の政の政の政の厳厳厳厳しさを少しでも和らげていこう、しさを少しでも和らげていこう、しさを少しでも和らげていこう、しさを少しでも和らげていこう、緩緩緩緩和していこうという和していこうという和していこうという和していこうという取取取取りりりり組み組み組み組みがががが必要必要必要必要だと思だと思だと思だと思います。そのようないます。そのようないます。そのようないます。そのような視視視視点点点点がががが必要必要必要必要だと思いますが、土井健康福祉部長、どうでしだと思いますが、土井健康福祉部長、どうでしだと思いますが、土井健康福祉部長、どうでしだと思いますが、土井健康福祉部長、どうでしょょょょうか。うか。うか。うか。ごごごご指摘指摘指摘指摘ありがとうございます。特に最後に、いわありがとうございます。特に最後に、いわありがとうございます。特に最後に、いわありがとうございます。特に最後に、いわゆゆゆゆるるるる財財財財政の健全化政の健全化政の健全化政の健全化○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長というというというという切切切切り口から、おっしり口から、おっしり口から、おっしり口から、おっしゃゃゃゃっていただいたと思います。そのっていただいたと思います。そのっていただいたと思います。そのっていただいたと思います。その手手手手前前前前でも、でも、でも、でも、収収収収納納納納率の率の率の率の向向向向上対上対上対上対策についてどう策についてどう策についてどう策についてどう考考考考ええええているのかということとも関連したごているのかということとも関連したごているのかということとも関連したごているのかということとも関連したご指摘指摘指摘指摘だったと思います。だったと思います。だったと思います。だったと思います。財財財財政の健全化はもとより、政の健全化はもとより、政の健全化はもとより、政の健全化はもとより、収収収収納納納納率の率の率の率の向向向向上あるいは医療費の上あるいは医療費の上あるいは医療費の上あるいは医療費の適適適適正化の正化の正化の正化の取取取取りりりり組み組み組み組みというのは、というのは、というのは、というのは、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料負料負料負担に担に担に担に直直直直結結結結するものです。まさにごするものです。まさにごするものです。まさにごするものです。まさにご指摘指摘指摘指摘のとおり、県のとおり、県のとおり、県のとおり、県単位単位単位単位化後もこの県化後もこの県化後もこの県化後もこの県域域域域においてにおいてにおいてにおいて市町市町市町市町村と連村と連村と連村と連携携携携してそうしたしてそうしたしてそうしたしてそうした取取取取りりりり組み組み組み組みを行っていく、あるいは全関係部を行っていく、あるいは全関係部を行っていく、あるいは全関係部を行っていく、あるいは全関係部署署署署、医療、、医療、、医療、、医療、介護、介護介護、介護介護、介護介護、介護予防予防予防予防、あるいは保険事業を、あるいは保険事業を、あるいは保険事業を、あるいは保険事業を所所所所管する部管する部管する部管する部署署署署を含め、を含め、を含め、を含め、国国国国民民民民健康保険の健康保険の健康保険の健康保険の負負負負担という担という担という担という観観観観点点点点だだだだけけけけではなく、県ではなく、県ではなく、県ではなく、県単位単位単位単位化を一つの化を一つの化を一つの化を一つの契契契契機機機機としてそうしたことにとしてそうしたことにとしてそうしたことにとしてそうしたことに取取取取りりりり組組組組んでいくというのもんでいくというのもんでいくというのもんでいくというのも大大大大きな行政きな行政きな行政きな行政課題課題課題課題だと認だと認だと認だと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。したがいまして、医療費のしたがいまして、医療費のしたがいまして、医療費のしたがいまして、医療費の適適適適正化については、正化については、正化については、正化については、例え例え例え例えばばばば糖尿糖尿糖尿糖尿病重病重病重病重症化症化症化症化予防予防予防予防は、本年度は、本年度は、本年度は、本年度ププププロロロロググググラムラムラムラムをつくりをつくりをつくりをつくり具体的具体的具体的具体的にににに取取取取りりりり組組組組もうとしているところです。また、県もうとしているところです。また、県もうとしているところです。また、県もうとしているところです。また、県単位単位単位単位化後の平成３０化後の平成３０化後の平成３０化後の平成３０年４月から、事務の年４月から、事務の年４月から、事務の年４月から、事務の共共共共同同同同化を行い、医療費の化を行い、医療費の化を行い、医療費の化を行い、医療費の適適適適正化や、保険事業に県正化や、保険事業に県正化や、保険事業に県正化や、保険事業に県域域域域でででで取取取取りりりり組組組組む推む推む推む推進体進体進体進体
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制として （制として （制として （制として （仮称仮称仮称仮称））））国国国国保事務保事務保事務保事務支援支援支援支援セセセセンタンタンタンターをーをーをーを設け設け設け設けますが、その中でもますが、その中でもますが、その中でもますが、その中でも薬剤薬剤薬剤薬剤費の関係でいう費の関係でいう費の関係でいう費の関係でいう、、、、ととととジジジジェネリックェネリックェネリックェネリックのののの普普普普及及及及促促促促進進進進や、や、や、や、重重重重複複複複多多多多剤投剤投剤投剤投与与与与など、など、など、など、具体的具体的具体的具体的にいろいろとにいろいろとにいろいろとにいろいろと取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく課課課課題題題題というのは、というのは、というのは、というのは、単単単単にににに国国国国民民民民健康保険の制度だ健康保険の制度だ健康保険の制度だ健康保険の制度だけけけけではなく、関連したではなく、関連したではなく、関連したではなく、関連した取取取取りりりり組み組み組み組みがごがごがごがご指摘指摘指摘指摘のとおのとおのとおのとおりありますので、そうしたところについてはしっかりとりありますので、そうしたところについてはしっかりとりありますので、そうしたところについてはしっかりとりありますので、そうしたところについてはしっかりと念念念念頭頭頭頭にににに置置置置いて、これからもいて、これからもいて、これからもいて、これからも具体的具体的具体的具体的にどうしていくのかにどうしていくのかにどうしていくのかにどうしていくのか検討検討検討検討しながら、よりしながら、よりしながら、よりしながら、より効効効効果的果的果的果的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みにつなげていきたいとにつなげていきたいとにつなげていきたいとにつなげていきたいと考考考考ええええ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。本本本本当当当当にににに頑張頑張頑張頑張っていただくことはっていただくことはっていただくことはっていただくことは信信信信じじじじていますから、ていますから、ていますから、ていますから、ひひひひとつとつとつとつ具体具体具体具体化してくださ化してくださ化してくださ化してくださ○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員い。い。い。い。次次次次に、に、に、に、ママママイイイイ健康健康健康健康カカカカーーーードドドドに入ります。に入ります。に入ります。に入ります。ママママイイイイ健康健康健康健康カカカカーーーードドドドについては、については、については、については、東東東東日本日本日本日本大大大大震災震災震災震災のときにのときにのときにのときに初めて初めて初めて初めて大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題、対策として、対策として、対策として、対策として取取取取り上げられたというり上げられたというり上げられたというり上げられたという経緯経緯経緯経緯があります。があります。があります。があります。津波津波津波津波がががが押押押押しししし寄寄寄寄せせせせ、、、、沿沿沿沿岸岸岸岸部の部の部の部の町町町町ののののクリニッククリニッククリニッククリニックが全が全が全が全滅滅滅滅し、し、し、し、カルテカルテカルテカルテなどをなどをなどをなどを失失失失ってしまった。一からってしまった。一からってしまった。一からってしまった。一からデデデデーーーータタタタをつくりをつくりをつくりをつくり直直直直すのはすのはすのはすのは大変大変大変大変だというだというだというだという教教教教訓訓訓訓から健康から健康から健康から健康カカカカーーーードドドドができました。こちらではまだそのができました。こちらではまだそのができました。こちらではまだそのができました。こちらではまだその準備準備準備準備がががが始始始始ままままったばかりかと思います。奈良県総ったばかりかと思います。奈良県総ったばかりかと思います。奈良県総ったばかりかと思います。奈良県総合合合合医療医療医療医療セセセセンタンタンタンターを中ーを中ーを中ーを中心心心心として、として、として、として、圏圏圏圏域域域域を決めてまずここを決めてまずここを決めてまずここを決めてまずここから出発していこうとから出発していこうとから出発していこうとから出発していこうと取取取取りりりり組み組み組み組みがががが始始始始まっているのですが、まっているのですが、まっているのですが、まっているのですが、進進進進捗捗捗捗状況を状況を状況を状況を聞聞聞聞かかかかせせせせてください。てください。てください。てください。そして、また、そして、また、そして、また、そして、また、ママママイイイイ健康健康健康健康カカカカーーーード導ド導ド導ド導入の入の入の入の意意意意義義義義についておについておについておについてお示示示示しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。ママママイイイイ健康健康健康健康カカカカーーーードドドドのののの導導導導入事業について、入事業について、入事業について、入事業について、進進進進捗捗捗捗状況と状況と状況と状況と意意意意義義義義、、、、目的目的目的目的のののの○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形形形形で答で答で答で答ええええささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。まず、今のまず、今のまず、今のまず、今の進進進進捗捗捗捗状況です状況です状況です状況ですけけけけれども、れども、れども、れども、ママママイイイイ健康健康健康健康カカカカーーーードドドドの事業は、スの事業は、スの事業は、スの事業は、スママママーーーートフォントフォントフォントフォンややややＩＣＩＣＩＣＩＣカカカカーーーードドドドなどを利用して、などを利用して、などを利用して、などを利用して、個個個個人が人が人が人が自自自自分の医療分の医療分の医療分の医療情情情情報をいつでも報をいつでも報をいつでも報をいつでも見見見見ることができることをることができることをることができることをることができることを目指目指目指目指してしてしてしています。そのいます。そのいます。そのいます。その前提前提前提前提としては、和田委員もおっしとしては、和田委員もおっしとしては、和田委員もおっしとしては、和田委員もおっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、電電電電子子子子カルテカルテカルテカルテなど、など、など、など、各病院各病院各病院各病院とととと診診診診療療療療所所所所のののの間間間間ががががＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴでつながっているというでつながっているというでつながっているというでつながっているという環境環境環境環境があった上でやるがあった上でやるがあった上でやるがあった上でやるべべべべきものですので、平きものですので、平きものですので、平きものですので、平成２８年度に、成２８年度に、成２８年度に、成２８年度に、病院病院病院病院とととと診診診診療療療療所所所所の連の連の連の連携携携携をしているをしているをしているをしている国国国国保中和保中和保中和保中和病院病院病院病院とととと済済済済生生生生会中会中会中会中央央央央病院病院病院病院において、において、において、において、今今今今稼稼稼稼働働働働しているまほろばしているまほろばしているまほろばしているまほろばネットネットネットネットというというというという診診診診療療療療情情情情報の報の報の報の共共共共有有有有ののののシシシシスススステムテムテムテムがあるのですが、そこにがあるのですが、そこにがあるのですが、そこにがあるのですが、そこにごごごご協協協協力力力力をいただくことになり、医療をいただくことになり、医療をいただくことになり、医療をいただくことになり、医療機機機機関が関が関が関が共共共共有有有有しているしているしているしている情情情情報の中から報の中から報の中から報の中から個個個個人が人が人が人が自自自自分の医療分の医療分の医療分の医療情情情情報を報を報を報を取取取取得得得得するするするする仕仕仕仕組み組み組み組みのののの検討検討検討検討をををを進進進進めているところです。めているところです。めているところです。めているところです。これは、これは、これは、これは、災災災災害時害時害時害時などでかかりつなどでかかりつなどでかかりつなどでかかりつけけけけの医の医の医の医師師師師にかかれないにかかれないにかかれないにかかれない場合場合場合場合や、や、や、や、病院病院病院病院がががが被被被被災災災災したようなしたようなしたようなしたような場場場場合合合合、、、、旅旅旅旅行中に行中に行中に行中に急急急急変変変変したようなしたようなしたようなしたような場合場合場合場合、それから、、それから、、それから、、それから、既往既往既往既往症の症の症の症のリリリリススススクククク管理などをするに管理などをするに管理などをするに管理などをするに当当当当たり、たり、たり、たり、患患患患者それ者それ者それ者それぞぞぞぞれのれのれのれの病歴病歴病歴病歴やややや服薬服薬服薬服薬のののの情情情情報、報、報、報、検検検検査査査査結果結果結果結果、、、、アアアアレレレレルルルルギギギギーーーー情情情情報などをス報などをス報などをス報などをスママママーーーートフォントフォントフォントフォン等で等で等で等で閲覧閲覧閲覧閲覧できることにより、できることにより、できることにより、できることにより、災災災災害時害時害時害時などにおいてもなどにおいてもなどにおいてもなどにおいても適適適適切切切切な医療がな医療がな医療がな医療が提提提提供できることを供できることを供できることを供できることを目的目的目的目的としてとしてとしてとしているものです。いるものです。いるものです。いるものです。以以以以上です。上です。上です。上です。
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社社社社会会会会的養的養的養的養護の護の護の護の子子子子ども、ども、ども、ども、施設養施設養施設養施設養護もあります。政策、対策というのは、思いつきでやってい護もあります。政策、対策というのは、思いつきでやってい護もあります。政策、対策というのは、思いつきでやってい護もあります。政策、対策というのは、思いつきでやっているわるわるわるわけけけけではないのでしではないのでしではないのでしではないのでしょょょょう。う。う。う。客客客客観観観観的的的的な状況をな状況をな状況をな状況を把握把握把握把握し、し、し、し、統統統統計を計を計を計を駆駆駆駆使使使使して政策をして政策をして政策をして政策を打打打打ち出すわち出すわち出すわち出すわけけけけだから、だから、だから、だから、子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困対策も対策も対策も対策も同同同同じじじじようにようにようにように数数数数字字字字、、、、客客客客観観観観的的的的な状況をな状況をな状況をな状況を把握把握把握把握しなしなしなしなけけけければいればいればいればいけけけけない。ない。ない。ない。ここにここにここにここに既既既既に出ているわに出ているわに出ているわに出ているわけけけけですが、こういうですが、こういうですが、こういうですが、こういう子子子子どもたちは一どもたちは一どもたちは一どもたちは一体体体体どれだどれだどれだどれだけけけけいるのかということいるのかということいるのかということいるのかということはははは捉捉捉捉ええええてもいいのではないかと思いますが、どうでしてもいいのではないかと思いますが、どうでしてもいいのではないかと思いますが、どうでしてもいいのではないかと思いますが、どうでしょょょょうか。うか。うか。うか。子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困対策を対策を対策を対策を考考考考ええええるときに、るときに、るときに、るときに、貧貧貧貧困困困困をどういうをどういうをどういうをどういう点点点点でででで見見見見るかとるかとるかとるかと○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いうのはいうのはいうのはいうのは非常非常非常非常にににに難難難難しいところがあります。いろいろなしいところがあります。いろいろなしいところがあります。いろいろなしいところがあります。いろいろな視視視視点点点点からからからから見見見見るるるる必要必要必要必要があろうかと思いがあろうかと思いがあろうかと思いがあろうかと思います。ます。ます。ます。経経経経済済済済的的的的困困困困窮窮窮窮という部分もあれば、という部分もあれば、という部分もあれば、という部分もあれば、社社社社会会会会的的的的なななな面面面面でででで困難困難困難困難をををを抱抱抱抱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面面面面もありまもありまもありまもあります。そういったす。そういったす。そういったす。そういった面面面面で和田委員が今、おで和田委員が今、おで和田委員が今、おで和田委員が今、お述べ述べ述べ述べのように、のように、のように、のように、生活生活生活生活保護や、保護や、保護や、保護や、ひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭、あるい、あるい、あるい、あるいはははは社社社社会会会会的養的養的養的養護というような護というような護というような護というような角角角角度から、そのような度から、そのような度から、そのような度から、そのような子子子子どもたちがどれどもたちがどれどもたちがどれどもたちがどれぐぐぐぐらいおられるのかをらいおられるのかをらいおられるのかをらいおられるのかを見見見見ていくことはていくことはていくことはていくことは大切大切大切大切だとだとだとだと考考考考ええええています。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数数数数字字字字を申し上げたほうがよろしいでしを申し上げたほうがよろしいでしを申し上げたほうがよろしいでしを申し上げたほうがよろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 具体的具体的具体的具体的に申しますと、今、和田委員がおに申しますと、今、和田委員がおに申しますと、今、和田委員がおに申しますと、今、和田委員がお持持持持ちであるのは計ちであるのは計ちであるのは計ちであるのは計画画画画で、で、で、で、○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過過過過去去去去のののの数数数数字字字字かと思いますので、現状を申し上げたいと思います。かと思いますので、現状を申し上げたいと思います。かと思いますので、現状を申し上げたいと思います。かと思いますので、現状を申し上げたいと思います。生活生活生活生活保護に関して言いま保護に関して言いま保護に関して言いま保護に関して言いますと、平成２８年度すと、平成２８年度すと、平成２８年度すと、平成２８年度末末末末で１万５で１万５で１万５で１万５，，，，０６３０６３０６３０６３世帯世帯世帯世帯おいでになります。そのうち１８歳おいでになります。そのうち１８歳おいでになります。そのうち１８歳おいでになります。そのうち１８歳未満未満未満未満のののの子子子子どもは２どもは２どもは２どもは２，，，，７４１人です。また、７４１人です。また、７４１人です。また、７４１人です。また、ひひひひとりとりとりとり親世帯親世帯親世帯親世帯については、については、については、については、国国国国勢勢勢勢調調調調査が平成２７年にあり査が平成２７年にあり査が平成２７年にあり査が平成２７年にありましたが、そのときにましたが、そのときにましたが、そのときにましたが、そのときに母母母母子子子子家家家家庭庭庭庭とととと父父父父子子子子家家家家庭庭庭庭合合合合わわわわせせせせて９て９て９て９，，，，０１８０１８０１８０１８世帯世帯世帯世帯ありました。今、ありました。今、ありました。今、ありました。今、大体大体大体大体１１１１世帯世帯世帯世帯当当当当たり１たり１たり１たり１．．．．６人６人６人６人ぐぐぐぐらいのおらいのおらいのおらいのお子子子子さんがおられますので、９さんがおられますので、９さんがおられますので、９さんがおられますので、９，，，，０１８０１８０１８０１８世帯世帯世帯世帯に１に１に１に１．．．．６人を６人を６人を６人を掛掛掛掛けけけけると１万４ると１万４ると１万４ると１万４，，，，５００人５００人５００人５００人ぐぐぐぐらいと思っています。また、らいと思っています。また、らいと思っています。また、らいと思っています。また、社社社社会会会会的養的養的養的養護については、県で護については、県で護については、県で護については、県で措措措措置置置置していますが、いろいろなしていますが、いろいろなしていますが、いろいろなしていますが、いろいろな施設施設施設施設があります。があります。があります。があります。児童児童児童児童養養養養護護護護施設施設施設施設のほかのほかのほかのほか里親里親里親里親にお願いしているにお願いしているにお願いしているにお願いしている部分もありますが、平成２９年８月現在の部分もありますが、平成２９年８月現在の部分もありますが、平成２９年８月現在の部分もありますが、平成２９年８月現在の情情情情報では、３３２人の報では、３３２人の報では、３３２人の報では、３３２人の児童児童児童児童をををを措置措置措置措置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です。ろです。ろです。ろです。以以以以上です。上です。上です。上です。それでは、それでは、それでは、それでは、世世世世間間間間で、あるいはで、あるいはで、あるいはで、あるいは学術学術学術学術的的的的によく出てくるによく出てくるによく出てくるによく出てくる子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困をををを捉捉捉捉ええええるにるにるにるに○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員当当当当たっては、たっては、たっては、たっては、相相相相対対対対的的的的貧貧貧貧困困困困をををを目安目安目安目安にしてにしてにしてにして子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを把握把握把握把握します。中には、します。中には、します。中には、します。中には、ひひひひとりとりとりとり親世帯親世帯親世帯親世帯ででででもももも男男男男の人がの人がの人がの人が世帯世帯世帯世帯のののの生生生生計者であるならば、計者であるならば、計者であるならば、計者であるならば、所所所所得得得得が高いということで、が高いということで、が高いということで、が高いということで、貧貧貧貧困困困困からからからから外外外外れるれるれるれる可能可能可能可能性性性性が出てきます。一口にそういうが出てきます。一口にそういうが出てきます。一口にそういうが出てきます。一口にそういう形形形形でまとめることはでまとめることはでまとめることはでまとめることは難難難難しいにしても、しいにしても、しいにしても、しいにしても、経経経経済済済済的的的的に年に年に年に年収収収収というというというという意意意意味味味味でででで区区区区切切切切ればればればれば相相相相対対対対的的的的貧貧貧貧困困困困というところにというところにというところにというところに大体大体大体大体落落落落ちつくのかと思いますが、それでいいでちつくのかと思いますが、それでいいでちつくのかと思いますが、それでいいでちつくのかと思いますが、それでいいですか。すか。すか。すか。 恐恐恐恐らくそういうことかとは思いますが、らくそういうことかとは思いますが、らくそういうことかとは思いますが、らくそういうことかとは思いますが、具体的具体的具体的具体的にににに検証検証検証検証をしていまをしていまをしていまをしていま○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
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せせせせんので、確かなことは申し上げにくいところです。いろいろなんので、確かなことは申し上げにくいところです。いろいろなんので、確かなことは申し上げにくいところです。いろいろなんので、確かなことは申し上げにくいところです。いろいろな数数数数字字字字をををを重重重重ねねねね合合合合わわわわせせせせた上でた上でた上でた上で貧貧貧貧困困困困状状状状態態態態をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと見見見見ていくていくていくていくべべべべきだときだときだときだと考考考考ええええています。ています。ています。ています。子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困のののの結果結果結果結果、、、、貧貧貧貧困困困困の連の連の連の連鎖鎖鎖鎖が起きて、が起きて、が起きて、が起きて、社社社社会会会会的損的損的損的損失失失失がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらい出てくらい出てくらい出てくらい出てく○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員るのか。あるいは、るのか。あるいは、るのか。あるいは、るのか。あるいは、財産収財産収財産収財産収入の入の入の入の減減減減少少少少額額額額でいでいでいでいええええばどのばどのばどのばどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのランクランクランクランクにににに来来来来るのかをはかったるのかをはかったるのかをはかったるのかをはかった統統統統計計計計数数数数字字字字が日本が日本が日本が日本財財財財団団団団子子子子どもサどもサどもサどもサポポポポーーーートトトトププププロジロジロジロジェクトェクトェクトェクトから出ています。そこでは、から出ています。そこでは、から出ています。そこでは、から出ています。そこでは、社社社社会会会会的損的損的損的損失失失失として県として県として県として県内内内内総総総総生生生生産産産産費の費の費の費の割合割合割合割合でででで示示示示したものについては、奈良県は全したものについては、奈良県は全したものについては、奈良県は全したものについては、奈良県は全国国国国ででででワワワワースースースーストトトト４４４４位位位位です。です。です。です。財産収財産収財産収財産収入の入の入の入の減減減減少少少少額額額額ではではではではワワワワースースースーストトトト１４１４１４１４位位位位となっています。となっています。となっています。となっています。私私私私もまだもまだもまだもまだ検証検証検証検証していないので、こしていないので、こしていないので、こしていないので、これが正しいかどうかは知りまれが正しいかどうかは知りまれが正しいかどうかは知りまれが正しいかどうかは知りませせせせん。この日本ん。この日本ん。この日本ん。この日本財財財財団団団団子子子子どもサどもサどもサどもサポポポポーーーートトトトププププロジロジロジロジェクトェクトェクトェクトが発が発が発が発表表表表したしたしたした統統統統計ではそうなっています。奈良県の計ではそうなっています。奈良県の計ではそうなっています。奈良県の計ではそうなっています。奈良県の子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困状状状状態態態態が、が、が、が、大体大体大体大体は出ているわは出ているわは出ているわは出ているわけけけけです。そです。そです。そです。そういうことで、ういうことで、ういうことで、ういうことで、子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困状状状状態態態態はははは放放放放置置置置すればすればすればすれば将将将将来来来来にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与ええええるということだるということだるということだるということだけけけけはははは感感感感じじじじられます。一られます。一られます。一られます。一番貧番貧番貧番貧困困困困状状状状態態態態がががが悪悪悪悪いのはいのはいのはいのは沖縄沖縄沖縄沖縄県らしいです。県らしいです。県らしいです。県らしいです。子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困状状状状態態態態をををを改善改善改善改善すすすする対策をる対策をる対策をる対策を強強強強めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。そこで、質そこで、質そこで、質そこで、質問問問問に入りますに入りますに入りますに入りますけけけけれども、このたびれども、このたびれども、このたびれども、このたび子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困状状状状態態態態に対しに対しに対しに対し何何何何とかとかとかとか手手手手をををを打打打打とうとうとうとうということで、こどもということで、こどもということで、こどもということで、こども食堂食堂食堂食堂があちこちでがあちこちでがあちこちでがあちこちで取取取取りりりり組組組組まれだしました。まれだしました。まれだしました。まれだしました。既既既既にこの２～３年のにこの２～３年のにこの２～３年のにこの２～３年の間間間間にににに奈良県奈良県奈良県奈良県内内内内に３０に３０に３０に３０数数数数件が開いていると。そこ件が開いていると。そこ件が開いていると。そこ件が開いていると。そこへへへへことし奈良県のことし奈良県のことし奈良県のことし奈良県の補補補補助助助助金制度ができ、利用した金制度ができ、利用した金制度ができ、利用した金制度ができ、利用したいという人が６件出た。そこで、いという人が６件出た。そこで、いという人が６件出た。そこで、いという人が６件出た。そこで、荒荒荒荒井知事がおっし井知事がおっし井知事がおっし井知事がおっしゃゃゃゃったことがったことがったことがったことが私私私私はよくわからない。はよくわからない。はよくわからない。はよくわからない。補補補補助助助助金の金の金の金の内内内内容容容容について、について、について、について、荒荒荒荒井知事は井知事は井知事は井知事は 「「「「私私私私はあまりにも少ない、もう少し出してもいいのではあまりにも少ない、もう少し出してもいいのではあまりにも少ない、もう少し出してもいいのではあまりにも少ない、もう少し出してもいいので、、、、はないかと思いましたが、はないかと思いましたが、はないかと思いましたが、はないかと思いましたが、額額額額ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、困難困難困難困難であればであればであればであれば助け助け助け助けようということです。こどもようということです。こどもようということです。こどもようということです。こども食食食食堂堂堂堂は、とてもは、とてもは、とてもは、とても大大大大事だと思っていますので、事だと思っていますので、事だと思っていますので、事だと思っていますので、困難困難困難困難がががが生生生生じじじじるようであればるようであればるようであればるようであれば来来来来年度年度年度年度予予予予算でも算でも算でも算でも考考考考ええええななななけけけければいればいればいればいけけけけないと思っていますないと思っていますないと思っていますないと思っています」」」」と言いました。これはどうと言いました。これはどうと言いました。これはどうと言いました。これはどう解解解解釈釈釈釈したらいいのでししたらいいのでししたらいいのでししたらいいのでしょょょょう、う、う、う、奥田こども家奥田こども家奥田こども家奥田こども家庭庭庭庭課課課課長。長。長。長。 こどもこどもこどもこども食堂食堂食堂食堂のののの補補補補助助助助金につきまして、今金につきまして、今金につきまして、今金につきまして、今回回回回は、開は、開は、開は、開設設設設されたされたされたされた当当当当初に限初に限初に限初に限○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り１年り１年り１年り１年間毎間毎間毎間毎月２万月２万月２万月２万円円円円ずつ最長で１年、２４万ずつ最長で１年、２４万ずつ最長で１年、２４万ずつ最長で１年、２４万円円円円のののの補補補補助助助助をするをするをするをする補補補補助助助助金を金を金を金を創創創創設設設設し、こどもし、こどもし、こどもし、こども食堂食堂食堂食堂のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを広広広広げていきたいとげていきたいとげていきたいとげていきたいと考考考考ええええています。ただ、１年ています。ただ、１年ています。ただ、１年ています。ただ、１年以以以以上たった後でも、上たった後でも、上たった後でも、上たった後でも、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで支援支援支援支援をしていくのも一つだと思っています。県では今、をしていくのも一つだと思っています。県では今、をしていくのも一つだと思っています。県では今、をしていくのも一つだと思っています。県では今、新新新新しくしくしくしく立立立立ち上げるところに対しち上げるところに対しち上げるところに対しち上げるところに対してはてはてはては補補補補助助助助制度を制度を制度を制度を設け設け設け設けていますし、また、ていますし、また、ていますし、また、ていますし、また、既既既既にやっておられるところ、それから１年にやっておられるところ、それから１年にやっておられるところ、それから１年にやっておられるところ、それから１年以以以以上た上た上た上たったところについても、奈良県ったところについても、奈良県ったところについても、奈良県ったところについても、奈良県社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉協協協協議会を中議会を中議会を中議会を中心心心心に奈良こどもに奈良こどもに奈良こどもに奈良こども食堂食堂食堂食堂ネットワネットワネットワネットワーーーーククククをつをつをつをつくり、そちらをくり、そちらをくり、そちらをくり、そちらを通通通通じじじじていろいろなていろいろなていろいろなていろいろな支援支援支援支援を行っているところです。お金だを行っているところです。お金だを行っているところです。お金だを行っているところです。お金だけけけけではなく、知恵ではなく、知恵ではなく、知恵ではなく、知恵をかすとか、いろいろをかすとか、いろいろをかすとか、いろいろをかすとか、いろいろ講師講師講師講師をををを呼呼呼呼んできてんできてんできてんできて勉勉勉勉強強強強していただくしていただくしていただくしていただく機機機機会をつくるなど、さまざまな会をつくるなど、さまざまな会をつくるなど、さまざまな会をつくるなど、さまざまな形形形形でできる限りでできる限りでできる限りでできる限り支援支援支援支援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考考考ええええているところです。ているところです。ているところです。ているところです。
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荒荒荒荒井知事は、まさかそのような井知事は、まさかそのような井知事は、まさかそのような井知事は、まさかそのような抽抽抽抽象的象的象的象的なななな話話話話で答弁をしたのではないと思いまで答弁をしたのではないと思いまで答弁をしたのではないと思いまで答弁をしたのではないと思いま○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員す。す。す。す。私私私私は、こうは、こうは、こうは、こう解解解解釈釈釈釈していますしていますしていますしています 「「「「現在、この現在、この現在、この現在、この補補補補助助助助金は金は金は金は受け受け受け受けていないていないていないていないけけけけれども一れども一れども一れども一生懸生懸生懸生懸命命命命にににに。。。。やっていて、しんどいと思うやっていて、しんどいと思うやっていて、しんどいと思うやっていて、しんどいと思う団体団体団体団体の後の後の後の後押押押押しをどうしたらいいだろうか。それから、もっとしをどうしたらいいだろうか。それから、もっとしをどうしたらいいだろうか。それから、もっとしをどうしたらいいだろうか。それから、もっと活動活動活動活動ををををふふふふやすことができないだろうか。今、やすことができないだろうか。今、やすことができないだろうか。今、やすことができないだろうか。今、予予予予算は３００万算は３００万算は３００万算は３００万円円円円で、１で、１で、１で、１団体団体団体団体２４万２４万２４万２４万円円円円でいでいでいでいけけけけば１０ば１０ば１０ば１０数カ所支援数カ所支援数カ所支援数カ所支援できるが、もっとできるが、もっとできるが、もっとできるが、もっと数数数数ををををふふふふやしたい、やしたい、やしたい、やしたい、応応応応じじじじたいたいたいたい」」」」というというというという気持気持気持気持ちだと思う。ちだと思う。ちだと思う。ちだと思う。それからそれからそれからそれから 「「「「家家家家庭庭庭庭でででで食食食食事が事が事が事が満満満満足にとれないということであれば、こども足にとれないということであれば、こども足にとれないということであれば、こども足にとれないということであれば、こども食堂食堂食堂食堂はははは必要必要必要必要だ。家だ。家だ。家だ。家、、、、庭庭庭庭がががが乱乱乱乱れている、あるいは家れている、あるいは家れている、あるいは家れている、あるいは家庭庭庭庭にににに何何何何らかのらかのらかのらかの困難困難困難困難がががが生生生生じじじじているのであれば、家ているのであれば、家ているのであれば、家ているのであれば、家庭庭庭庭からはからはからはからはみみみみ出出出出そうなそうなそうなそうな子子子子どものどものどものどもの居場所居場所居場所居場所としてとしてとしてとして何何何何とかできないだろうかとかできないだろうかとかできないだろうかとかできないだろうか」」」」という思いがという思いがという思いがという思いが具体的具体的具体的具体的によによによによぎぎぎぎっていっていっていっているのではないか。るのではないか。るのではないか。るのではないか。額額額額は一は一は一は一緒緒緒緒だと、だと、だと、だと、荒荒荒荒井知事は、おっし井知事は、おっし井知事は、おっし井知事は、おっしゃゃゃゃったのです。そう言いながら、ったのです。そう言いながら、ったのです。そう言いながら、ったのです。そう言いながら、「「「「困難困難困難困難であればであればであればであれば助け助け助け助けようと思う、ようと思う、ようと思う、ようと思う、来来来来年度年度年度年度予予予予算でも算でも算でも算でも考考考考ええええななななけけけければいればいればいればいけけけけないないないない」」」」とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃってってってっているわいるわいるわいるわけけけけです。あれもこれもというのは、皆、です。あれもこれもというのは、皆、です。あれもこれもというのは、皆、です。あれもこれもというのは、皆、荒荒荒荒井知事の答弁の井知事の答弁の井知事の答弁の井知事の答弁のフフフフレレレレーーーーズズズズをををを私私私私はははは取取取取り上げり上げり上げり上げてててて紹紹紹紹介したのです。だから、介したのです。だから、介したのです。だから、介したのです。だから、具体的具体的具体的具体的に、このようにに、このようにに、このようにに、このように荒荒荒荒井知事は答弁をしたのだったらどん井知事は答弁をしたのだったらどん井知事は答弁をしたのだったらどん井知事は答弁をしたのだったらどんな思いなのかということをな思いなのかということをな思いなのかということをな思いなのかということを私私私私はつかんでもらいたい。はつかんでもらいたい。はつかんでもらいたい。はつかんでもらいたい。来来来来年度は年度は年度は年度は予予予予算化するとほんとうに言算化するとほんとうに言算化するとほんとうに言算化するとほんとうに言っているのだから。こどもっているのだから。こどもっているのだから。こどもっているのだから。こども食堂食堂食堂食堂のののの意意意意義義義義というものがあるわというものがあるわというものがあるわというものがあるわけけけけだから、そのだから、そのだから、そのだから、その辺辺辺辺についてごについてごについてごについてご説説説説明ください。明ください。明ください。明ください。 荒荒荒荒井知事のお井知事のお井知事のお井知事のお気持気持気持気持ちに関してということなので、ちに関してということなので、ちに関してということなので、ちに関してということなので、私私私私からお答からお答からお答からお答ええええささささせせせせていたていたていたていた○一松副知事○一松副知事○一松副知事○一松副知事だきます。だきます。だきます。だきます。現行の２万現行の２万現行の２万現行の２万円円円円のののの補補補補助助助助について、について、について、について、果果果果たしてたしてたしてたして十十十十分な水分な水分な水分な水準準準準なのかというなのかというなのかというなのかという問題問題問題問題意意意意識識識識は一つおは一つおは一つおは一つお持持持持ちちちちだと思います。今、和田委員がおっしだと思います。今、和田委員がおっしだと思います。今、和田委員がおっしだと思います。今、和田委員がおっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、数数数数ををををふふふふやすとかやすとかやすとかやすとか継続継続継続継続できるものは後できるものは後できるものは後できるものは後押押押押しするというようなしするというようなしするというようなしするというような具体的具体的具体的具体的なななな指指指指示示示示は今のところいただいていまは今のところいただいていまは今のところいただいていまは今のところいただいていませせせせんが、やはり健康福祉んが、やはり健康福祉んが、やはり健康福祉んが、やはり健康福祉政策の一つとして医療費政策の一つとして医療費政策の一つとして医療費政策の一つとして医療費助助助助成も成も成も成も拡拡拡拡充充充充するなど、するなど、するなど、するなど、子子子子どもをどもをどもをどもを非常非常非常非常にににに重重重重視視視視されている。されている。されている。されている。それと、それと、それと、それと、食食食食というのは、人というのは、人というのは、人というのは、人間間間間の成長にとっての成長にとっての成長にとっての成長にとって極極極極めてめてめてめて大大大大事なものだと事なものだと事なものだと事なものだと考考考考ええええられているといられているといられているといられているということで、うことで、うことで、うことで、私私私私どもに対しては、今年度どもに対しては、今年度どもに対しては、今年度どもに対しては、今年度予予予予算はこういうことになっているわ算はこういうことになっているわ算はこういうことになっているわ算はこういうことになっているわけけけけですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、来来来来年度年度年度年度予予予予算に算に算に算に向け向け向け向けてきちんと奈良らしいこどもてきちんと奈良らしいこどもてきちんと奈良らしいこどもてきちんと奈良らしいこども食堂食堂食堂食堂のののの支援支援支援支援ができないかというができないかというができないかというができないかという検討検討検討検討、、、、指指指指示示示示がおりているという状況です。がおりているという状況です。がおりているという状況です。がおりているという状況です。一松副知事の一松副知事の一松副知事の一松副知事の積極積極積極積極的的的的なななな解解解解釈釈釈釈、ありがとうございます。、ありがとうございます。、ありがとうございます。、ありがとうございます。私私私私とほとほとほとほぼぼぼぼ同同同同じじじじでででで安心安心安心安心しししし○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員ました。こどもました。こどもました。こどもました。こども食堂食堂食堂食堂のののの意意意意義義義義をもう一度をもう一度をもう一度をもう一度尋尋尋尋ねておきます。その上でほかに２ねておきます。その上でほかに２ねておきます。その上でほかに２ねておきます。その上でほかに２点点点点ほどほどほどほど聞聞聞聞きたいきたいきたいきたいことがあります。ことがあります。ことがあります。ことがあります。 こどもこどもこどもこども食堂食堂食堂食堂のののの意意意意義義義義ですが、一つは、ですが、一つは、ですが、一つは、ですが、一つは、地域み地域み地域み地域みんなでこどもんなでこどもんなでこどもんなでこども食堂食堂食堂食堂を中を中を中を中○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心心心心にににに地域地域地域地域のののの子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てていこうというてていこうというてていこうというてていこうという取取取取りりりり組み組み組み組みです。です。です。です。無無無無料料料料またはまたはまたはまたは低低低低額額額額でででで食食食食事を事を事を事を提提提提供する供する供する供する
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だだだだけけけけではなく、そのではなく、そのではなく、そのではなく、その場場場場ででででコミコミコミコミュニュニュニュニケケケケーーーーシシシショョョョンンンンをををを図図図図り、り、り、り、地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして過過過過ごごごごせせせせるというるというるというるという居場居場居場居場所所所所のののの提提提提供という供という供という供という意意意意味味味味合合合合いでいでいでいで非常非常非常非常にににに意意意意義義義義が高い。そういったが高い。そういったが高い。そういったが高い。そういった意意意意味味味味で、こどもで、こどもで、こどもで、こども食堂食堂食堂食堂はははは子子子子どもたどもたどもたどもたちに、あるちに、あるちに、あるちに、ある意意意意味味味味、、、、生生生生きるきるきるきる力力力力をををを与与与与ええええるるるる場場場場であるとであるとであるとであると考考考考ええええています。ています。ています。ています。私私私私もそのとおりだと思っています。もそのとおりだと思っています。もそのとおりだと思っています。もそのとおりだと思っています。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員こどもこどもこどもこども食堂食堂食堂食堂は、もともとは、もともとは、もともとは、もともと経経経経済済済済的的的的な対策というな対策というな対策というな対策という直直直直接接接接的的的的なななな目的目的目的目的はあるはあるはあるはあるけけけけれども、れども、れども、れども、子子子子どもたちどもたちどもたちどもたちをををを守守守守っていこうというっていこうというっていこうというっていこうという観観観観点点点点、、、、居場所づ居場所づ居場所づ居場所づくりというものがくりというものがくりというものがくりというものが基基基基本本本本的的的的にあり、その中でにあり、その中でにあり、その中でにあり、その中で食食食食事をと事をと事をと事をとるというのもいいのではなかったか。しかし、るというのもいいのではなかったか。しかし、るというのもいいのではなかったか。しかし、るというのもいいのではなかったか。しかし、広場広場広場広場やややや居場所居場所居場所居場所がないので、がないので、がないので、がないので、緊緊緊緊急急急急的的的的にこどもにこどもにこどもにこども食堂食堂食堂食堂がががが始始始始まったと思います。こどもまったと思います。こどもまったと思います。こどもまったと思います。こども食堂食堂食堂食堂がががが始始始始まったのは、まったのは、まったのは、まったのは、東東東東京京京京でしたか。どこかででしたか。どこかででしたか。どこかででしたか。どこかで始始始始まっまっまっまったとは思うたとは思うたとは思うたとは思うけけけけれども。れども。れども。れども。（（（（ 東東東東京京京京ですですですです」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）「「「「そうですね。このこどもそうですね。このこどもそうですね。このこどもそうですね。このこども食堂食堂食堂食堂のののの居場所づ居場所づ居場所づ居場所づくりはものすごくくりはものすごくくりはものすごくくりはものすごく重重重重要要要要です。です。です。です。孤孤孤孤立立立立しているしているしているしている子子子子どどどどもたちがもたちがもたちがもたちが経経経経済済済済的的的的にににに苦苦苦苦しんでしんでしんでしんで悩悩悩悩みみみみをををを抱抱抱抱ええええて、て、て、て、荒荒荒荒れすさんでいるれすさんでいるれすさんでいるれすさんでいる気持気持気持気持ちをどう和らげていくのちをどう和らげていくのちをどう和らげていくのちをどう和らげていくのか、そしてか、そしてか、そしてか、そして生生生生きききき抜抜抜抜くくくく力力力力をををを育育育育てるのかがてるのかがてるのかがてるのかが重重重重要要要要だと思います。そういうだと思います。そういうだと思います。そういうだと思います。そういう居場所づ居場所づ居場所づ居場所づくりを、こどくりを、こどくりを、こどくりを、こどもももも食堂食堂食堂食堂をきっかをきっかをきっかをきっかけけけけとしてとしてとしてとして考考考考ええええていく、行政としてていく、行政としてていく、行政としてていく、行政として検討検討検討検討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必要必要必要必要ではないか。ではないか。ではないか。ではないか。それから、もう一つはそれから、もう一つはそれから、もう一つはそれから、もう一つは学学学学力力力力をををを身身身身につにつにつにつけけけけささささせせせせ、、、、何何何何よりも高よりも高よりも高よりも高校校校校をををを卒卒卒卒業さ業さ業さ業させせせせるようにし、るようにし、るようにし、るようにし、子子子子どどどどものものものもの経経経経済済済済的的的的なななな悩悩悩悩みみみみ、状、状、状、状態態態態をををを脱脱脱脱出できるような対策が出できるような対策が出できるような対策が出できるような対策が必要必要必要必要ではないか。ではないか。ではないか。ではないか。荒荒荒荒井知事は井知事は井知事は井知事は 「「「「教育教育教育教育、、、、と福祉が一と福祉が一と福祉が一と福祉が一体体体体にならなにならなにならなにならなけけけければいればいればいればいけけけけないと思っていますないと思っていますないと思っていますないと思っています」」」」と、これもと、これもと、これもと、これも的的的的確におっし確におっし確におっし確におっしゃゃゃゃいましいましいましいました。これは、た。これは、た。これは、た。これは、教育教育教育教育委員会の委員会の委員会の委員会の問題問題問題問題だから、今はだから、今はだから、今はだから、今は聞聞聞聞きまきまきまきませせせせん。しかし、ん。しかし、ん。しかし、ん。しかし、指摘指摘指摘指摘しておいたら、しておいたら、しておいたら、しておいたら、教教教教育育育育委員会は委員会は委員会は委員会は子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困状状状状態態態態について、福祉のについて、福祉のについて、福祉のについて、福祉の問題問題問題問題だと思っているかもしれない。一部のだと思っているかもしれない。一部のだと思っているかもしれない。一部のだと思っているかもしれない。一部の人はそうではないと思っているかもしれず、これはこれで人はそうではないと思っているかもしれず、これはこれで人はそうではないと思っているかもしれず、これはこれで人はそうではないと思っているかもしれず、これはこれで問題問題問題問題だだだだけけけけれども、福祉のれども、福祉のれども、福祉のれども、福祉の側側側側からからからからはははは教育教育教育教育とととと結結結結びつびつびつびつけけけけていく。そして、高ていく。そして、高ていく。そして、高ていく。そして、高校校校校をををを卒卒卒卒業さ業さ業さ業させせせせることが、ることが、ることが、ることが、子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困連連連連鎖鎖鎖鎖を断ちを断ちを断ちを断ち切切切切る上でとてもる上でとてもる上でとてもる上でとても重重重重要要要要ではないかと思うのですが、どうでしではないかと思うのですが、どうでしではないかと思うのですが、どうでしではないかと思うのですが、どうでしょょょょうか。うか。うか。うか。子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困をををを克服克服克服克服するにするにするにするに当当当当たり、少なくとも高たり、少なくとも高たり、少なくとも高たり、少なくとも高校校校校をををを卒卒卒卒業するこ業するこ業するこ業するこ○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とはとはとはとは非常非常非常非常にににに大大大大事だというお事だというお事だというお事だというお話話話話ですが、いわですが、いわですが、いわですが、いわゆゆゆゆるるるる学歴学歴学歴学歴別の別の別の別の賃賃賃賃金を金を金を金を見見見見ましても、ましても、ましても、ましても、大大大大卒卒卒卒、高、高、高、高卒卒卒卒、、、、中中中中卒卒卒卒ではではではでは違違違違うところがあります。高うところがあります。高うところがあります。高うところがあります。高校校校校へへへへ行くことは、行くことは、行くことは、行くことは、何何何何よりも本人がよりも本人がよりも本人がよりも本人が希希希希望望望望するするするする夢夢夢夢をかなをかなをかなをかなええええるのにるのにるのにるのに近づ近づ近づ近づくことだと思っています。ご本人がくことだと思っています。ご本人がくことだと思っています。ご本人がくことだと思っています。ご本人が自自自自分の分の分の分の夢夢夢夢をかなをかなをかなをかなええええて、幸て、幸て、幸て、幸せせせせにににに暮暮暮暮らす。そのらす。そのらす。そのらす。そのための一つとして、高ための一つとして、高ための一つとして、高ための一つとして、高校卒校卒校卒校卒業を業を業を業を我我我我 々々々々もももも支援支援支援支援をしていくをしていくをしていくをしていく必要必要必要必要があると思っています。があると思っています。があると思っています。があると思っています。そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味で、県においても、で、県においても、で、県においても、で、県においても、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み組み組み組みとして、として、として、として、生活生活生活生活保護保護保護保護世帯世帯世帯世帯ややややひひひひとりとりとりとり親親親親世帯世帯世帯世帯を対を対を対を対象象象象としたとしたとしたとした学学学学習習習習支援支援支援支援教教教教室をやっています。室をやっています。室をやっています。室をやっています。主主主主に高に高に高に高校校校校へへへへの入の入の入の入学学学学というところがあるのというところがあるのというところがあるのというところがあるのですですですですけけけけれども、高れども、高れども、高れども、高校校校校に入ってからもに入ってからもに入ってからもに入ってからも参参参参加加加加している方がおられます。現在、８人が、高している方がおられます。現在、８人が、高している方がおられます。現在、８人が、高している方がおられます。現在、８人が、高校校校校をををを
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できるだできるだできるだできるだけけけけ中中中中退退退退しないようにということで、しないようにということで、しないようにということで、しないようにということで、学学学学んでおられます。また、ほかにも県の福祉んでおられます。また、ほかにも県の福祉んでおられます。また、ほかにも県の福祉んでおられます。また、ほかにも県の福祉事務事務事務事務所所所所にはにはにはには学学学学習習習習支援支援支援支援員を員を員を員を置置置置き、き、き、き、各各各各家家家家庭庭庭庭をををを訪問訪問訪問訪問して、いろいろなして、いろいろなして、いろいろなして、いろいろな支援支援支援支援を行っているところなを行っているところなを行っているところなを行っているところなのですのですのですのですけけけけれども、その中には高れども、その中には高れども、その中には高れども、その中には高校校校校生生生生もいます。もいます。もいます。もいます。困難困難困難困難をををを抱抱抱抱ええええておられる家ておられる家ておられる家ておられる家庭庭庭庭の中で、の中で、の中で、の中で、昨昨昨昨年度年度年度年度であれば高であれば高であれば高であれば高校校校校生生生生２７名の２７名の２７名の２７名の支援支援支援支援をさをさをさをさせせせせていただいたところです。ていただいたところです。ていただいたところです。ていただいたところです。教育教育教育教育委員会での委員会での委員会での委員会での取取取取りりりり組み組み組み組みももももありますので、ありますので、ありますので、ありますので、教育教育教育教育委員会と連委員会と連委員会と連委員会と連携携携携しながらしながらしながらしながら進進進進めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。少なくとも和田委員が今ご少なくとも和田委員が今ご少なくとも和田委員が今ご少なくとも和田委員が今ご指摘指摘指摘指摘のののの「「「「経経経経済済済済的的的的困難困難困難困難及び及び及び及び社社社社会会会会生活生活生活生活上の上の上の上の困難困難困難困難をををを抱抱抱抱ええええるるるる子子子子どもをどもをどもをどもを支援支援支援支援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」」」」については、については、については、については、私私私私どもでどもでどもでどもで所所所所管しており、この計管しており、この計管しており、この計管しており、この計画画画画の中にの中にの中にの中に教育教育教育教育委員会等委員会等委員会等委員会等のののの取取取取りりりり組み組み組み組みもももも盛盛盛盛りりりり込込込込みみみみ、全、全、全、全体体体体としてとしてとしてとして進進進進行管理等も行管理等も行管理等も行管理等も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考考考ええええています。ています。ています。ています。以以以以上で上で上で上です。す。す。す。 こどもこどもこどもこども食堂食堂食堂食堂の制度については、くれの制度については、くれの制度については、くれの制度については、くれぐぐぐぐれも今のれも今のれも今のれも今の補補補補助助助助制度で制度で制度で制度で十十十十分だと思わない分だと思わない分だと思わない分だと思わない○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員でください。でください。でください。でください。充実充実充実充実するようにどうするようにどうするようにどうするようにどう持持持持っていくのかをっていくのかをっていくのかをっていくのかを考考考考ええええていただきたい。そして、くどいていただきたい。そして、くどいていただきたい。そして、くどいていただきたい。そして、くどいようですが、ようですが、ようですが、ようですが、教育教育教育教育との連との連との連との連携携携携がががが重重重重要要要要です。高です。高です。高です。高校校校校に入っても中に入っても中に入っても中に入っても中退退退退してしまったら中してしまったら中してしまったら中してしまったら中卒卒卒卒と一と一と一と一緒緒緒緒でででであり、あり、あり、あり、非非非非正正正正規規規規の職員、従業員の中には中の職員、従業員の中には中の職員、従業員の中には中の職員、従業員の中には中学学学学校卒校卒校卒校卒業にとどまった人が業にとどまった人が業にとどまった人が業にとどまった人が非常非常非常非常にににに多多多多い。そのことい。そのことい。そのことい。そのことをををを考考考考ええええただただただただけけけけでもう言わずと、いいでしでもう言わずと、いいでしでもう言わずと、いいでしでもう言わずと、いいでしょょょょう。そういうことも含めて、う。そういうことも含めて、う。そういうことも含めて、う。そういうことも含めて、教育教育教育教育との連との連との連との連携携携携はははは欠欠欠欠かさずかさずかさずかさず頑張頑張頑張頑張ってもらいたい。そして、さきほどおっしってもらいたい。そして、さきほどおっしってもらいたい。そして、さきほどおっしってもらいたい。そして、さきほどおっしゃゃゃゃったったったった自立自立自立自立するするするする力力力力、、、、生生生生きききき抜抜抜抜くくくく力力力力がががが重重重重要要要要だということもあわだということもあわだということもあわだということもあわせせせせてててて強調強調強調強調していただきたい。していただきたい。していただきたい。していただきたい。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで私私私私の質の質の質の質問問問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。私私私私からもからもからもからも数点数点数点数点にわたって質にわたって質にわたって質にわたって質問問問問をさをさをさをさせせせせていただきたいと思いますが、ていただきたいと思いますが、ていただきたいと思いますが、ていただきたいと思いますが、時間時間時間時間の関の関の関の関○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員係もありますので、奈良県において現在、係もありますので、奈良県において現在、係もありますので、奈良県において現在、係もありますので、奈良県において現在、力力力力を入れてを入れてを入れてを入れて取取取取りりりり組組組組んでいる事んでいる事んでいる事んでいる事柄柄柄柄についてについてについてについて焦焦焦焦点点点点をををを絞絞絞絞って成って成って成って成果果果果、また今後の方、また今後の方、また今後の方、また今後の方針針針針について確認をしていきたいと思います。について確認をしていきたいと思います。について確認をしていきたいと思います。について確認をしていきたいと思います。まず、最初に、健康まず、最初に、健康まず、最初に、健康まず、最初に、健康づづづづくりについてです。奈良県においては、平成３４年度までに県くりについてです。奈良県においては、平成３４年度までに県くりについてです。奈良県においては、平成３４年度までに県くりについてです。奈良県においては、平成３４年度までに県民民民民の健康の健康の健康の健康寿命寿命寿命寿命日本一を日本一を日本一を日本一を目指目指目指目指してしてしてして鋭鋭鋭鋭意意意意取取取取りりりり組組組組んでおられるところですが、んでおられるところですが、んでおられるところですが、んでおられるところですが、取取取取りりりり組み組み組み組みの状況と今の状況と今の状況と今の状況と今後の後の後の後の課題課題課題課題等等等等 々々々々について、総について、総について、総について、総括括括括的的的的にごにごにごにご説説説説明をいただきたいと思います。明をいただきたいと思います。明をいただきたいと思います。明をいただきたいと思います。健康健康健康健康づづづづくりのくりのくりのくりの取取取取りりりり組み組み組み組みの推の推の推の推進進進進についてですについてですについてですについてですけけけけれども、これまれども、これまれども、これまれども、これま○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で医療や介護、で医療や介護、で医療や介護、で医療や介護、食食食食育育育育、ス、ス、ス、スポポポポーーーーツツツツといった関連の分野のといった関連の分野のといった関連の分野のといった関連の分野の取取取取りりりり組み組み組み組みとととと重重重重点点点点健康健康健康健康指標指標指標指標をををを協協協協議し、議し、議し、議し、互互互互いに連いに連いに連いに連携携携携して健康して健康して健康して健康寿命寿命寿命寿命日本一を日本一を日本一を日本一を目指目指目指目指してしてしてして取取取取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進めてきているところです。めてきているところです。めてきているところです。めてきているところです。健康健康健康健康寿命寿命寿命寿命の延長にの延長にの延長にの延長に効効効効果的果的果的果的な健康行な健康行な健康行な健康行動動動動として、がんとして、がんとして、がんとして、がん検検検検診診診診、、、、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、、、、禁煙禁煙禁煙禁煙とととといったものをいったものをいったものをいったものを重重重重点取点取点取点取りりりり組み組み組み組みとしてとしてとしてとして進進進進めているところです。そのめているところです。そのめているところです。そのめているところです。その結果結果結果結果、健康、健康、健康、健康寿命寿命寿命寿命についてはについてはについてはについては毎毎毎毎年延長をしてきており、全年延長をしてきており、全年延長をしてきており、全年延長をしてきており、全国国国国順順順順位位位位についても平成２７年の算定ではについても平成２７年の算定ではについても平成２７年の算定ではについても平成２７年の算定では男男男男性が第３性が第３性が第３性が第３位位位位、それ、それ、それ、それから女性は第２８から女性は第２８から女性は第２８から女性は第２８位位位位となってきています。健康となってきています。健康となってきています。健康となってきています。健康寿命寿命寿命寿命日本一を日本一を日本一を日本一を目指目指目指目指してのしてのしてのしての課題課題課題課題としては、としては、としては、としては、重重重重
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点点点点健康健康健康健康指標指標指標指標のののの達達達達成状況から成状況から成状況から成状況から見え見え見え見えてくるものとして、がんてくるものとして、がんてくるものとして、がんてくるものとして、がん検検検検診診診診のののの受受受受診診診診率や率や率や率や減減減減塩塩塩塩、野、野、野、野菜摂菜摂菜摂菜摂取取取取ななななどどどど目標目標目標目標にににに届届届届かないものがあります。また、かないものがあります。また、かないものがあります。また、かないものがあります。また、働働働働きききき盛盛盛盛りりりり世世世世代代代代のののの運運運運動動動動習習習習慣慣慣慣のののの割合割合割合割合がががが低低低低い、い、い、い、喫煙喫煙喫煙喫煙率率率率がががが下下下下げどまっているといった状況もげどまっているといった状況もげどまっているといった状況もげどまっているといった状況も見え見え見え見えています。このため、より一ています。このため、より一ています。このため、より一ています。このため、より一層層層層県県県県民民民民一人一人一人一人ひひひひとりのとりのとりのとりの意意意意識改識改識改識改革革革革と健康行と健康行と健康行と健康行動動動動のののの実実実実践践践践につながるようなにつながるようなにつながるようなにつながるような取取取取りりりり組み組み組み組み、また、、また、、また、、また、市町市町市町市町村をは村をは村をは村をはじじじじめ、健康め、健康め、健康め、健康づづづづくくくくりにりにりにりに取取取取りりりり組組組組んでいただいているんでいただいているんでいただいているんでいただいている機機機機関や関や関や関や団体団体団体団体等との連等との連等との連等との連携携携携をををを強強強強化した化した化した化した取取取取りりりり組み組み組み組みがががが重重重重要要要要とととと考考考考ええええてててています。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。平成２５年度の健康平成２５年度の健康平成２５年度の健康平成２５年度の健康寿命寿命寿命寿命がががが男男男男性が１３性が１３性が１３性が１３位位位位、女性が４１、女性が４１、女性が４１、女性が４１位位位位というところまでというところまでというところまでというところまで落落落落○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員ちちちち込込込込んだわんだわんだわんだわけけけけでありますでありますでありますでありますけけけけれども、他のれども、他のれども、他のれども、他の都都都都道道道道府府府府県も健康県も健康県も健康県も健康寿命寿命寿命寿命を延ばそうということでを延ばそうということでを延ばそうということでを延ばそうということで当当当当然然然然取取取取りりりり組組組組んでおられるわんでおられるわんでおられるわんでおられるわけけけけです。そんな中でです。そんな中でです。そんな中でです。そんな中で加加加加速速速速的的的的に成に成に成に成果果果果が出ているということは、一つこが出ているということは、一つこが出ているということは、一つこが出ているということは、一つこのののの指標指標指標指標からも、全からも、全からも、全からも、全国国国国ランランランランキキキキンンンンググググからも言からも言からも言からも言ええええるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと考考考考ええええていまして、ていまして、ていまして、ていまして、私私私私としてはとしてはとしてはとしては評評評評価価価価をしております。ただ、今、村田健康をしております。ただ、今、村田健康をしております。ただ、今、村田健康をしております。ただ、今、村田健康づづづづくり推くり推くり推くり推進課進課進課進課長からもご答弁がありましたよう長からもご答弁がありましたよう長からもご答弁がありましたよう長からもご答弁がありましたように、特にに、特にに、特にに、特に力力力力を入れてを入れてを入れてを入れて取取取取りりりり組組組組んでいただいているんでいただいているんでいただいているんでいただいている減減減減塩塩塩塩、あるいは野、あるいは野、あるいは野、あるいは野菜菜菜菜のののの摂摂摂摂取取取取がががが目標目標目標目標値値値値にににに届届届届いいいいていないとか、あるいはていないとか、あるいはていないとか、あるいはていないとか、あるいは禁煙禁煙禁煙禁煙のののの取取取取りりりり組み組み組み組みがががが下下下下げどまりであるとか、あるいはげどまりであるとか、あるいはげどまりであるとか、あるいはげどまりであるとか、あるいは運運運運動動動動習習習習慣慣慣慣が定が定が定が定着着着着しないなど、さまざまなしないなど、さまざまなしないなど、さまざまなしないなど、さまざまな課題課題課題課題があるのだということを今、理があるのだということを今、理があるのだということを今、理があるのだということを今、理解解解解しました。これらをしっしました。これらをしっしました。これらをしっしました。これらをしっかりとかりとかりとかりと焦焦焦焦点点点点をををを絞絞絞絞ってってってって取取取取りりりり組組組組んでいこうということですから、さらにんでいこうということですから、さらにんでいこうということですから、さらにんでいこうということですから、さらに工工工工夫夫夫夫、知恵を、知恵を、知恵を、知恵を絞絞絞絞りながりながりながりながらららら取取取取りりりり組み組み組み組みをををを継続継続継続継続し、し、し、し、効効効効果果果果が上がるようにやっていただきたいと思います。が上がるようにやっていただきたいと思います。が上がるようにやっていただきたいと思います。が上がるようにやっていただきたいと思います。もう一つのもう一つのもう一つのもう一つの指標指標指標指標としては、特定健としては、特定健としては、特定健としては、特定健診診診診のののの受受受受診診診診率、とりわ率、とりわ率、とりわ率、とりわけけけけがんがんがんがん検検検検診診診診のののの受受受受診診診診率です。率です。率です。率です。毎毎毎毎年、年、年、年、私私私私も本会議なり２年も本会議なり２年も本会議なり２年も本会議なり２年前前前前の決算審査特別委員会でもおの決算審査特別委員会でもおの決算審査特別委員会でもおの決算審査特別委員会でもお尋尋尋尋ねしたところですねしたところですねしたところですねしたところですけけけけれども、このあれども、このあれども、このあれども、このあたりについていかがでしたりについていかがでしたりについていかがでしたりについていかがでしょょょょうか。平成２８年度、あるいは、うか。平成２８年度、あるいは、うか。平成２８年度、あるいは、うか。平成２８年度、あるいは、直直直直近近近近ののののデデデデーーーータタタタでどのようになでどのようになでどのようになでどのようになっていますでしっていますでしっていますでしっていますでしょょょょうか。うか。うか。うか。 まず、まず、まず、まず、市町市町市町市町村村村村国国国国保の特定健保の特定健保の特定健保の特定健診診診診のののの受受受受診診診診率については、率については、率については、率については、目標目標目標目標値値値値６６６６○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００００％％％％としていますとしていますとしていますとしていますけけけけれども、れども、れども、れども、直直直直近近近近、平成２７年度の、平成２７年度の、平成２７年度の、平成２７年度の数数数数値値値値では３０では３０では３０では３０．．．．８８８８％％％％という状況です。という状況です。という状況です。という状況です。また、５つのがんのまた、５つのがんのまた、５つのがんのまた、５つのがんの検検検検診診診診受受受受診診診診率については、平成２８年度に率については、平成２８年度に率については、平成２８年度に率については、平成２８年度に実施実施実施実施されたされたされたされた国国国国民生活基民生活基民生活基民生活基礎調礎調礎調礎調査査査査では、では、では、では、目標目標目標目標値値値値５０５０５０５０％％％％に対して３６に対して３６に対して３６に対して３６％％％％から４０から４０から４０から４０％％％％のののの間間間間にある状況です。また、県でにある状況です。また、県でにある状況です。また、県でにある状況です。また、県で実施実施実施実施してしてしてしている県いる県いる県いる県民民民民に対するに対するに対するに対するアンアンアンアンケケケケーーーートトトト調調調調査では、査では、査では、査では、検検検検診診診診をををを受受受受診診診診しない理しない理しない理しない理由由由由として、健康なのでとして、健康なのでとして、健康なのでとして、健康なので必要必要必要必要ががががないと思うから、ないと思うから、ないと思うから、ないと思うから、面面面面倒倒倒倒だから、だから、だから、だから、時間的時間的時間的時間的余裕がないという理余裕がないという理余裕がないという理余裕がないという理由由由由を上げる人がを上げる人がを上げる人がを上げる人が多多多多く、がんく、がんく、がんく、がん検検検検診診診診についての知についての知についての知についての知識識識識のののの普普普普及や及や及や及や検検検検診診診診をををを受受受受診診診診しやすいしやすいしやすいしやすい環境整環境整環境整環境整備備備備というのがというのがというのがというのが課題課題課題課題だとだとだとだと考考考考ええええています。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。 ありがとうございます。まず、特定健ありがとうございます。まず、特定健ありがとうございます。まず、特定健ありがとうございます。まず、特定健診診診診についてはについてはについてはについては目標目標目標目標６０６０６０６０％％％％に対して、全に対して、全に対して、全に対して、全○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員国国国国的的的的にもこの６０にもこの６０にもこの６０にもこの６０％％％％というというというという数数数数字字字字は、どこもは、どこもは、どこもは、どこも達達達達成できていないわ成できていないわ成できていないわ成できていないわけけけけですですですですけけけけれども、全れども、全れども、全れども、全国国国国平平平平均均均均



---- 44443333 ----

が３６が３６が３６が３６．．．．３３３３％％％％だったかと思います。比だったかと思います。比だったかと思います。比だったかと思います。比べべべべると奈良県は、まだまだると奈良県は、まだまだると奈良県は、まだまだると奈良県は、まだまだ低低低低く、３０く、３０く、３０く、３０．．．．８８８８％％％％というというというということです。全ことです。全ことです。全ことです。全国国国国ののののトットットットッププププはははは宮城宮城宮城宮城県で４６県で４６県で４６県で４６．．．．６６６６％％％％ですので、やれているところは６０ですので、やれているところは６０ですので、やれているところは６０ですので、やれているところは６０％％％％にはにはにはには届届届届かないものの、かないものの、かないものの、かないものの、随随随随分と分と分と分と頑張頑張頑張頑張ってってってって取取取取りりりり組組組組んでいるということです。んでいるということです。んでいるということです。んでいるということです。また、がんまた、がんまた、がんまた、がん検検検検診診診診についても、全についても、全についても、全についても、全国国国国ののののランランランランキキキキンンンンググググは４０は４０は４０は４０位前位前位前位前後ということで、どのがん後ということで、どのがん後ということで、どのがん後ということで、どのがん検検検検診診診診においても上においても上においても上においても上位位位位に名を連ねている、に名を連ねている、に名を連ねている、に名を連ねている、例え例え例え例えば山ば山ば山ば山形形形形県とか県とか県とか県とか宮城宮城宮城宮城県、山県、山県、山県、山梨梨梨梨県、県、県、県、新新新新潟潟潟潟県あたりは県あたりは県あたりは県あたりは非常非常非常非常に高いに高いに高いに高い数数数数字字字字となっており、それこそ６０となっており、それこそ６０となっており、それこそ６０となっており、それこそ６０％％％％をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに超超超超ええええているという状況もありまているという状況もありまているという状況もありまているという状況もあります。そういうことをす。そういうことをす。そういうことをす。そういうことを考考考考ええええますと、ますと、ますと、ますと、冒冒冒冒頭頭頭頭申し上げたように、あと５年です。平成３４年度ま申し上げたように、あと５年です。平成３４年度ま申し上げたように、あと５年です。平成３４年度ま申し上げたように、あと５年です。平成３４年度までに健康でに健康でに健康でに健康寿命寿命寿命寿命日本一を日本一を日本一を日本一を達達達達成するという成するという成するという成するという大大大大きなきなきなきな目標目標目標目標をををを掲掲掲掲げている奈良県にとっては、このあげている奈良県にとっては、このあげている奈良県にとっては、このあげている奈良県にとっては、このあたりもしっかりとたりもしっかりとたりもしっかりとたりもしっかりと底底底底上げをしていく、上げをしていく、上げをしていく、上げをしていく、啓啓啓啓発をしていくことにさらに発をしていくことにさらに発をしていくことにさらに発をしていくことにさらに力力力力を入れていくを入れていくを入れていくを入れていく必要必要必要必要ががががあるのではないかと思います。あるのではないかと思います。あるのではないかと思います。あるのではないかと思います。私私私私ごとになりますごとになりますごとになりますごとになりますけけけけれども、れども、れども、れども、私私私私も最も最も最も最近近近近、、、、時時時時期期期期によってはちによってはちによってはちによってはちょょょょっとおなかが出てきたねとっとおなかが出てきたねとっとおなかが出てきたねとっとおなかが出てきたねと周周周周りの方から言われますし、健康りの方から言われますし、健康りの方から言われますし、健康りの方から言われますし、健康診診診診断にもなかなか定断にもなかなか定断にもなかなか定断にもなかなか定期期期期的的的的に行に行に行に行けけけけていないというていないというていないというていないという自自自自分分分分自身自身自身自身のののの反反反反省省省省もももも込込込込めてこの質めてこの質めてこの質めてこの質問問問問をさをさをさをさせせせせていただいているわていただいているわていただいているわていただいているわけけけけです。です。です。です。先先先先ほどほどほどほどアンアンアンアンケケケケーーーート結果ト結果ト結果ト結果にもあにもあにもあにもありましたように、りましたように、りましたように、りましたように、私私私私は健康だからというは健康だからというは健康だからというは健康だからという自自自自信信信信でなかなかでなかなかでなかなかでなかなか検検検検診診診診に足をに足をに足をに足を向け向け向け向けられない、あるいられない、あるいられない、あるいられない、あるいはははは面面面面倒倒倒倒だだだだ時間時間時間時間がないといったことをできるだがないといったことをできるだがないといったことをできるだがないといったことをできるだけ解け解け解け解消消消消できるように、一できるように、一できるように、一できるように、一工工工工夫夫夫夫しながらしながらしながらしながら取取取取りりりり組組組組んでいただんでいただんでいただんでいただけけけけたらと思っています。たらと思っています。たらと思っています。たらと思っています。ランランランランキキキキンンンンググググをををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、相相相相対対対対的的的的に関西のがんに関西のがんに関西のがんに関西のがん検検検検診診診診のののの受受受受診診診診率が率が率が率が低低低低いと思うのです。いと思うのです。いと思うのです。いと思うのです。地域的地域的地域的地域的なななな感覚感覚感覚感覚というか、関西人は、というか、関西人は、というか、関西人は、というか、関西人は、私私私私はははは大大大大丈夫丈夫丈夫丈夫というというというという感覚感覚感覚感覚がほかのがほかのがほかのがほかの地域地域地域地域よりはよりはよりはよりは強強強強いのかなといういのかなといういのかなといういのかなということも、これをことも、これをことも、これをことも、これを見見見見ながら少しながら少しながら少しながら少し感感感感じじじじていました。いずれにしましても、日本一をていました。いずれにしましても、日本一をていました。いずれにしましても、日本一をていました。いずれにしましても、日本一を掲掲掲掲げているげているげているげている奈良県においてさらなる奈良県においてさらなる奈良県においてさらなる奈良県においてさらなる努力努力努力努力をををを継続継続継続継続して行っていただいて、して行っていただいて、して行っていただいて、して行っていただいて、目標目標目標目標としてとしてとしてとして掲掲掲掲げる５年後の平げる５年後の平げる５年後の平げる５年後の平成３４年度までに健康成３４年度までに健康成３４年度までに健康成３４年度までに健康寿命寿命寿命寿命日本一を日本一を日本一を日本一を達達達達成するという成するという成するという成するという大大大大命命命命題題題題のもとに、のもとに、のもとに、のもとに、我我我我 々々々々も一も一も一も一緒緒緒緒にににに頑張頑張頑張頑張っっっっていきたいと思いますので、さらなるごていきたいと思いますので、さらなるごていきたいと思いますので、さらなるごていきたいと思いますので、さらなるご努力努力努力努力をををを市町市町市町市町村ともどもにお願いしたいと思います。村ともどもにお願いしたいと思います。村ともどもにお願いしたいと思います。村ともどもにお願いしたいと思います。続続続続いて、こども・女性局に２いて、こども・女性局に２いて、こども・女性局に２いて、こども・女性局に２点点点点、お、お、お、お尋尋尋尋ねしたいと思います。まず、女性のねしたいと思います。まず、女性のねしたいと思います。まず、女性のねしたいと思います。まず、女性の就就就就労労労労についてについてについてについてです。です。です。です。これもこれもこれもこれも以前以前以前以前、お、お、お、お尋尋尋尋ねしたとは思いますねしたとは思いますねしたとは思いますねしたとは思いますけけけけれども、全れども、全れども、全れども、全国国国国的的的的にににに見見見見て奈良県の特て奈良県の特て奈良県の特て奈良県の特徴徴徴徴並並並並びにびにびにびに課題課題課題課題があるのだというおがあるのだというおがあるのだというおがあるのだというお話話話話でした。もう一度そのあたりについてごでした。もう一度そのあたりについてごでした。もう一度そのあたりについてごでした。もう一度そのあたりについてご説説説説明をいただきたいと思い明をいただきたいと思い明をいただきたいと思い明をいただきたいと思いますし、またあわますし、またあわますし、またあわますし、またあわせせせせて、女性のて、女性のて、女性のて、女性の就就就就業率業率業率業率向向向向上に上に上に上に向け向け向け向けたたたた取取取取りりりり組み組み組み組みについて、今現状どのようにについて、今現状どのようにについて、今現状どのようにについて、今現状どのようになっているのか、またどのような成なっているのか、またどのような成なっているのか、またどのような成なっているのか、またどのような成果果果果が上がっているのか、ごが上がっているのか、ごが上がっているのか、ごが上がっているのか、ご説説説説明をいただきたいと思い明をいただきたいと思い明をいただきたいと思い明をいただきたいと思います。ます。ます。ます。 女性の女性の女性の女性の就就就就労労労労についてお答についてお答についてお答についてお答ええええします。します。します。します。○金剛女性活躍推進課長○金剛女性活躍推進課長○金剛女性活躍推進課長○金剛女性活躍推進課長
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まず、本県の特まず、本県の特まず、本県の特まず、本県の特徴徴徴徴とととと課題課題課題課題ですが、本県の女性のですが、本県の女性のですが、本県の女性のですが、本県の女性の就就就就業率は平成２７年度業率は平成２７年度業率は平成２７年度業率は平成２７年度国国国国勢勢勢勢調調調調査で、査で、査で、査で、依依依依然然然然として全として全として全として全国国国国最最最最下位下位下位下位となっています。特となっています。特となっています。特となっています。特徴徴徴徴として、年齢別のとして、年齢別のとして、年齢別のとして、年齢別の就就就就業率、いわ業率、いわ業率、いわ業率、いわゆゆゆゆるるるるＭＭＭＭ字字字字カカカカーーーーブブブブとととと言われるものですが、言われるものですが、言われるものですが、言われるものですが、子育子育子育子育てててて期期期期のののの就就就就業率の業率の業率の業率の落落落落ちちちち込込込込みみみみのののの深深深深さがさがさがさが大変深大変深大変深大変深く、そのく、そのく、そのく、その落落落落ちちちち込込込込みみみみが全が全が全が全国国国国２２２２位位位位のののの深深深深さとなっています。しかし、さとなっています。しかし、さとなっています。しかし、さとなっています。しかし、潜潜潜潜在在在在的的的的労労労労働働働働力力力力である女性のである女性のである女性のである女性の就就就就職職職職希希希希望望望望率は全率は全率は全率は全国国国国よりよりよりよりも少し高く、２０歳から６４歳でも少し高く、２０歳から６４歳でも少し高く、２０歳から６４歳でも少し高く、２０歳から６４歳で約約約約６万８６万８６万８６万８，，，，４００人の女性が４００人の女性が４００人の女性が４００人の女性が就就就就職を職を職を職を希希希希望望望望されていると推されていると推されていると推されていると推計されています。計されています。計されています。計されています。意意意意識識識識のののの面面面面をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、夫夫夫夫がががが外外外外でででで働働働働きききき妻妻妻妻が家をが家をが家をが家を守守守守ることが家ることが家ることが家ることが家庭庭庭庭の理の理の理の理想想想想と思と思と思と思うううう固固固固定定定定的的的的性別性別性別性別役割役割役割役割分担分担分担分担意意意意識識識識ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、国国国国のののの調調調調査では全査では全査では全査では全国国国国一一一一位位位位と高くなっています。こと高くなっています。こと高くなっています。こと高くなっています。このようなのようなのようなのような意意意意識識識識が女性のが女性のが女性のが女性の就就就就業率を業率を業率を業率を低低低低くすることにもつながっているというくすることにもつながっているというくすることにもつながっているというくすることにもつながっているという指摘指摘指摘指摘もあります。もあります。もあります。もあります。このため、本県の女性このため、本県の女性このため、本県の女性このため、本県の女性就就就就労労労労に関するに関するに関するに関する課題課題課題課題、、、、支援支援支援支援の方の方の方の方向向向向性と性と性と性と考考考考ええええていますのは、女性のていますのは、女性のていますのは、女性のていますのは、女性の能能能能力力力力をををを活活活活用する用する用する用する側側側側であるであるであるである企企企企業、事業業、事業業、事業業、事業所所所所ののののママママインインインインドドドド改改改改革革革革とともに、女性がとともに、女性がとともに、女性がとともに、女性が働働働働きやすいきやすいきやすいきやすいフィフィフィフィーーーールルルルドドドドをををを整え整え整え整えていただくこと、そして女性ていただくこと、そして女性ていただくこと、そして女性ていただくこと、そして女性自身自身自身自身もももも企企企企業に業に業に業に貢献貢献貢献貢献する、する、する、する、社社社社会に会に会に会に貢献貢献貢献貢献するといったするといったするといったするといったママママイイイインンンンドドドド改改改改革革革革をしていただくということををしていただくということををしていただくということををしていただくということを重重重重点課題点課題点課題点課題と認と認と認と認識識識識をしています。をしています。をしています。をしています。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み組み組み組みですですですですけけけけれども、これまで県ではれども、これまで県ではれども、これまで県ではれども、これまで県では就就就就業業業業支援支援支援支援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み組み組み組みとして、として、として、として、子子子子育育育育て女性のて女性のて女性のて女性の就就就就職職職職活動活動活動活動ををををキャキャキャキャリアリアリアリアココココンンンンササササルタントルタントルタントルタントがががが個個個個別別別別ケケケケースにースにースにースに応応応応じじじじてててて支援支援支援支援ささささせせせせていただくていただくていただくていただく就就就就職職職職相談相談相談相談窓窓窓窓口や、口や、口や、口や、民間企民間企民間企民間企業や業や業や業や市町市町市町市町村で村で村で村で働働働働いていらっしいていらっしいていらっしいていらっしゃゃゃゃる女性を対る女性を対る女性を対る女性を対象象象象とするとするとするとするキャキャキャキャリアアッリアアッリアアッリアアッププププセミセミセミセミナナナナーの開ーの開ーの開ーの開催催催催、そして女性の起業を、そして女性の起業を、そして女性の起業を、そして女性の起業を支援支援支援支援するするするするセミセミセミセミナナナナーやーやーやーや相談相談相談相談会などを会などを会などを会などを実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。今年度はさらに本県の今年度はさらに本県の今年度はさらに本県の今年度はさらに本県の課題課題課題課題をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、企企企企業の業の業の業のママママインインインインドドドド改改改改革革革革ととととフィフィフィフィーーーールルルルドドドドづづづづくりとして県くりとして県くりとして県くりとして県内内内内のののの企企企企業、事業業、事業業、事業業、事業所所所所、そして行政等による、なら女性、そして行政等による、なら女性、そして行政等による、なら女性、そして行政等による、なら女性活躍活躍活躍活躍推推推推進進進進倶倶倶倶楽楽楽楽部という部という部という部というネットワネットワネットワネットワーーーーククククをををを創創創創設設設設したいとしたいとしたいとしたいと考考考考ええええています。このています。このています。このています。この創創創創設設設設ののののキキキキックックックックオオオオフイフイフイフイベベベベントントントントとして、として、として、として、企企企企業の業の業の業の経営経営経営経営者等を対者等を対者等を対者等を対象象象象とするとするとするとするトットットットッププププフォフォフォフ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、し、し、し、企企企企業等の業等の業等の業等の代代代代表表表表者らにより女性者らにより女性者らにより女性者らにより女性活躍活躍活躍活躍推推推推進進進進宣宣宣宣言をしていた言をしていた言をしていた言をしていただくほか、女性人だくほか、女性人だくほか、女性人だくほか、女性人材材材材の確保、定の確保、定の確保、定の確保、定着着着着をををを経営経営経営経営戦戦戦戦略略略略としてとしてとしてとして考考考考ええええていただくていただくていただくていただく場場場場にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと考考考考ええええていていていています。また、人事担ます。また、人事担ます。また、人事担ます。また、人事担当当当当者者者者向け向け向け向けの女性の女性の女性の女性活躍活躍活躍活躍推推推推進進進進セミセミセミセミナナナナーなどもーなどもーなどもーなども実施実施実施実施して、して、して、して、子育子育子育子育てなどのてなどのてなどのてなどのライライライライフイフイフイフイベベベベントントントントにににに応応応応じじじじたたたた多様多様多様多様なななな働働働働き方などを県き方などを県き方などを県き方などを県内内内内にににに普普普普及していきたいと及していきたいと及していきたいと及していきたいと考考考考ええええています。このよています。このよています。このよています。このようなうなうなうな男男男男性を中性を中性を中性を中心心心心としたとしたとしたとした企企企企業業業業経営経営経営経営者の者の者の者の意意意意識改識改識改識改革革革革をまずは最をまずは最をまずは最をまずは最優優優優先先先先でででで実施実施実施実施したいと思っています。したいと思っています。したいと思っています。したいと思っています。そして女性そして女性そして女性そして女性自身へ自身へ自身へ自身へののののママママインインインインドドドド改改改改革革革革のののの新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組み組み組み組みとしては、県としては、県としては、県としては、県内内内内の女の女の女の女子子子子大大大大学学学学生生生生にににに将将将将来来来来、、、、子育子育子育子育てなどを理てなどを理てなどを理てなどを理由由由由にににに自自自自分がやりたい分がやりたい分がやりたい分がやりたい仕仕仕仕事事事事へへへへの思いをの思いをの思いをの思いを諦諦諦諦めないめないめないめない意意意意識識識識をををを養養養養うとともに、県うとともに、県うとともに、県うとともに、県内企内企内企内企業業業業へへへへ就就就就職していただく職していただく職していただく職していただく動機づけ動機づけ動機づけ動機づけのののの場場場場として、今月２１日、として、今月２１日、として、今月２１日、として、今月２１日、間間間間もなくですが、女もなくですが、女もなくですが、女もなくですが、女子子子子大大大大学学学学生生生生とととと奈良県がつくる女奈良県がつくる女奈良県がつくる女奈良県がつくる女子子子子大大大大学学学学生ワ生ワ生ワ生ワーーーークククク＆＆＆＆ライフライフライフライフＥＸＥＸＥＸＥＸＰＯＰＯＰＯＰＯというというというというイイイイベベベベントントントントを奈良女を奈良女を奈良女を奈良女子子子子大大大大学学学学で開で開で開で開催催催催します。このようなします。このようなします。このようなします。このような取取取取りりりり組み組み組み組みを県を県を県を県内企内企内企内企業や関係業や関係業や関係業や関係団体団体団体団体、そして、そして、そして、そして大大大大学学学学等のご等のご等のご等のご協協協協力力力力もいただきなもいただきなもいただきなもいただきながら、本県の女性ががら、本県の女性ががら、本県の女性ががら、本県の女性が希希希希望望望望にににに応応応応じじじじたたたた仕仕仕仕事で事で事で事でぜひぜひぜひぜひ県県県県内内内内にににに就就就就職していただいて、県職していただいて、県職していただいて、県職していただいて、県内企内企内企内企業、事業業、事業業、事業業、事業
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所所所所に定に定に定に定着着着着しししし活躍活躍活躍活躍していただしていただしていただしていただけけけけるようにるようにるようにるように進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考ええええています。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。私自身私自身私自身私自身はははは以前以前以前以前から女性がから女性がから女性がから女性が元元元元気気気気なななな地域地域地域地域、まち、あるいは会、まち、あるいは会、まち、あるいは会、まち、あるいは会社社社社は、すごくは、すごくは、すごくは、すごく活気活気活気活気がががが○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員あってあってあってあって華華華華やかでもあるし、やかでもあるし、やかでもあるし、やかでもあるし、新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組み組み組み組みにもにもにもにも積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んでいるというんでいるというんでいるというんでいるという印印印印象象象象をををを受け受け受け受けており、そういうており、そういうており、そういうており、そういう意意意意味味味味では奈良県においてもでは奈良県においてもでは奈良県においてもでは奈良県においてもぜひぜひぜひぜひ女性がいろいろな女性がいろいろな女性がいろいろな女性がいろいろな場場場場面面面面で、いろいろなで、いろいろなで、いろいろなで、いろいろな場場場場所所所所で、いろいろな分野でで、いろいろな分野でで、いろいろな分野でで、いろいろな分野で活躍活躍活躍活躍をしていただくということが本県にとってもをしていただくということが本県にとってもをしていただくということが本県にとってもをしていただくということが本県にとっても活力活力活力活力ある奈良県ある奈良県ある奈良県ある奈良県をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていく意意意意味味味味でもでもでもでも非常非常非常非常にににに大切大切大切大切なことではないかと思っています。なことではないかと思っています。なことではないかと思っています。なことではないかと思っています。そんな中で、今ごそんな中で、今ごそんな中で、今ごそんな中で、今ご説説説説明をいただきましたように、明をいただきましたように、明をいただきましたように、明をいただきましたように、非常非常非常非常にににに取取取取りりりり組み組み組み組みをををを強強強強化し化し化し化し取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいただいているわただいているわただいているわただいているわけけけけですですですですけけけけれども、奈良県のれども、奈良県のれども、奈良県のれども、奈良県の悪悪悪悪い特い特い特い特徴徴徴徴を少しでもを少しでもを少しでもを少しでも改善改善改善改善できるようにというこできるようにというこできるようにというこできるようにということです。とです。とです。とです。国国国国においてにおいてにおいてにおいて調調調調査のあった、いつも出てくるのですが、査のあった、いつも出てくるのですが、査のあった、いつも出てくるのですが、査のあった、いつも出てくるのですが、意意意意識識識識のののの面面面面でででで夫夫夫夫はははは働働働働きききき妻妻妻妻は家は家は家は家庭庭庭庭をををを守守守守るるるるべべべべきであるというきであるというきであるというきであるという固固固固定定定定的的的的な性別な性別な性別な性別役割役割役割役割分担分担分担分担意意意意識識識識が奈良県は高いということですが、が奈良県は高いということですが、が奈良県は高いということですが、が奈良県は高いということですが、私私私私のののの周周周周りではそんなりではそんなりではそんなりではそんなふふふふうにはうにはうにはうには感感感感じじじじまままませせせせん。皆さんのん。皆さんのん。皆さんのん。皆さんの地域地域地域地域やご家やご家やご家やご家庭庭庭庭、、、、周周周周りではどうかと思いりではどうかと思いりではどうかと思いりではどうかと思いますますますますけけけけれども、いずれにしてもこういったれども、いずれにしてもこういったれども、いずれにしてもこういったれども、いずれにしてもこういった意意意意識識識識がががが根強根強根強根強いといういといういといういという結果結果結果結果が出ているが出ているが出ているが出ている以以以以上、そう上、そう上、そう上、そうなのかと思います。なのかと思います。なのかと思います。なのかと思います。実際実際実際実際、、、、就就就就職職職職希希希希望望望望者が２０歳から６４歳までで６万８者が２０歳から６４歳までで６万８者が２０歳から６４歳までで６万８者が２０歳から６４歳までで６万８，，，，４００人、４００人、４００人、４００人、潜潜潜潜在在在在的的的的な方がおられるな方がおられるな方がおられるな方がおられると、これはと、これはと、これはと、これは大大大大きなきなきなきな戦戦戦戦力力力力になると思っています。この方になると思っています。この方になると思っています。この方になると思っています。この方 々々々々がががが夢夢夢夢、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは目標目標目標目標、人、人、人、人生設生設生設生設計の計の計の計の中で中で中で中で求求求求める職業についていただめる職業についていただめる職業についていただめる職業についていただけけけけることが一ることが一ることが一ることが一番番番番望望望望ましいと思います。ましいと思います。ましいと思います。ましいと思います。以前以前以前以前、、、、私私私私は、は、は、は、聞聞聞聞いたいたいたいたことがあるのですが、事務職ことがあるのですが、事務職ことがあるのですが、事務職ことがあるのですが、事務職希希希希望望望望がががが非常非常非常非常にににに割合割合割合割合として高いと。これはとして高いと。これはとして高いと。これはとして高いと。これは多多多多分、今も分、今も分、今も分、今も変変変変わってわってわってわっていないのではないかと思います。県いないのではないかと思います。県いないのではないかと思います。県いないのではないかと思います。県内内内内をををを見見見見渡渡渡渡しますと、事業しますと、事業しますと、事業しますと、事業所所所所のののの数数数数も少ない、も少ない、も少ない、も少ない、大企大企大企大企業も少業も少業も少業も少ないとなれば、たくさん事務職、それも女性のないとなれば、たくさん事務職、それも女性のないとなれば、たくさん事務職、それも女性のないとなれば、たくさん事務職、それも女性の雇雇雇雇用を用を用を用を求求求求めるめるめるめる企企企企業というのはなかなか出て業というのはなかなか出て業というのはなかなか出て業というのはなかなか出てこないのではないかと思います。それがこないのではないかと思います。それがこないのではないかと思います。それがこないのではないかと思います。それが結果結果結果結果としてとしてとしてとして希希希希望望望望する職する職する職する職種種種種、業、業、業、業種種種種にににに就就就就職ができない職ができない職ができない職ができないことにもつながっているのではないか。もちろん一ことにもつながっているのではないか。もちろん一ことにもつながっているのではないか。もちろん一ことにもつながっているのではないか。もちろん一面面面面ではあるとは思いますではあるとは思いますではあるとは思いますではあるとは思いますけけけけれども。れども。れども。れども。そういうことからそういうことからそういうことからそういうことから考考考考ええええると、今やっていただいているると、今やっていただいているると、今やっていただいているると、今やっていただいているキャキャキャキャリアリアリアリアココココンンンンササササルタントルタントルタントルタントをつをつをつをつけけけけてててていただいたりとか、あるいはいただいたりとか、あるいはいただいたりとか、あるいはいただいたりとか、あるいはセミセミセミセミナナナナーやーやーやーや相談相談相談相談会をやっていただいたりということと会をやっていただいたりということと会をやっていただいたりということと会をやっていただいたりということと同時同時同時同時に、に、に、に、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる手手手手に職をつに職をつに職をつに職をつけけけけるというか、資るというか、資るというか、資るというか、資格格格格をををを持持持持つということもつということもつということもつということも必要必要必要必要ではないかと思います。ではないかと思います。ではないかと思います。ではないかと思います。実際実際実際実際、、、、例え例え例え例えば女性の方が今までば女性の方が今までば女性の方が今までば女性の方が今まで男男男男性性性性社社社社会の職会の職会の職会の職場場場場だったと言われるような分野にもどんどんだったと言われるような分野にもどんどんだったと言われるような分野にもどんどんだったと言われるような分野にもどんどん就就就就業し業し業し業し活躍活躍活躍活躍をされている、女性をされている、女性をされている、女性をされている、女性活躍活躍活躍活躍のののの時代時代時代時代だとだとだとだと私私私私も思うのですも思うのですも思うのですも思うのですけけけけれども。そういうことかれども。そういうことかれども。そういうことかれども。そういうことからららら考考考考ええええますと、奈良県ますと、奈良県ますと、奈良県ますと、奈良県内内内内においてもにおいてもにおいてもにおいても例え例え例え例えばばばば建建建建設設設設業では、人が足りないという業では、人が足りないという業では、人が足りないという業では、人が足りないという声声声声もよくもよくもよくもよく聞聞聞聞ききききます。あるいはこの決算審査特別委員会でも出ていたと思いますが、ます。あるいはこの決算審査特別委員会でも出ていたと思いますが、ます。あるいはこの決算審査特別委員会でも出ていたと思いますが、ます。あるいはこの決算審査特別委員会でも出ていたと思いますが、看看看看護護護護師師師師、あるいは保、あるいは保、あるいは保、あるいは保育士育士育士育士が、足りまが、足りまが、足りまが、足りませせせせんよね。そういった部分でんよね。そういった部分でんよね。そういった部分でんよね。そういった部分で施施施施策として策として策として策として展展展展開をし、もちろん資開をし、もちろん資開をし、もちろん資開をし、もちろん資格格格格をををを取取取取るにるにるにるにはお金もはお金もはお金もはお金も時間時間時間時間もかかろうかと思いますもかかろうかと思いますもかかろうかと思いますもかかろうかと思いますけけけけれども、そのあたりに少しれども、そのあたりに少しれども、そのあたりに少しれども、そのあたりに少し手手手手をををを差差差差しししし伸伸伸伸べべべべることにることにることにることに
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よって、女性が事務職、あるいは、今は資よって、女性が事務職、あるいは、今は資よって、女性が事務職、あるいは、今は資よって、女性が事務職、あるいは、今は資格格格格をををを持持持持っていないっていないっていないっていないけけけけれどもれどもれどもれどもキャキャキャキャリアアッリアアッリアアッリアアッププププのたのたのたのために資めに資めに資めに資格格格格をををを取取取取りに行こう、りに行こう、りに行こう、りに行こう、学学学学校校校校へ通へ通へ通へ通ってってってって勉勉勉勉強強強強しよう、資しよう、資しよう、資しよう、資格格格格をををを取取取取ってこういった職業につこってこういった職業につこってこういった職業につこってこういった職業につこうということにつながるのではないかとうということにつながるのではないかとうということにつながるのではないかとうということにつながるのではないかと以前以前以前以前からからからから感感感感じじじじていました。ていました。ていました。ていました。先先先先ほど、川田委員ほど、川田委員ほど、川田委員ほど、川田委員へへへへのご答弁で、金のご答弁で、金のご答弁で、金のご答弁で、金剛剛剛剛女性女性女性女性活躍活躍活躍活躍推推推推進課進課進課進課長から平成２２年度に５６長から平成２２年度に５６長から平成２２年度に５６長から平成２２年度に５６．．．．５５５５％％％％であったであったであったであった就就就就業率が、平成２７年には６２業率が、平成２７年には６２業率が、平成２７年には６２業率が、平成２７年には６２．．．．８８８８％％％％と６と６と６と６．．．．３３３３％％％％、これは全、これは全、これは全、これは全国国国国一の上げ一の上げ一の上げ一の上げ幅幅幅幅であっであっであっであったということです。いずれにしてもたということです。いずれにしてもたということです。いずれにしてもたということです。いずれにしても潜潜潜潜在在在在的的的的なななな労労労労働働働働力力力力を、特に女性のを、特に女性のを、特に女性のを、特に女性の労労労労働働働働力力力力、女性、女性、女性、女性活躍活躍活躍活躍といといといというううう観観観観点点点点からもからもからもからもぜひぜひぜひぜひ社社社社会会会会へへへへもっと出ていただいて、もっと出ていただいて、もっと出ていただいて、もっと出ていただいて、活躍活躍活躍活躍できるできるできるできる場場場場をををを提提提提供するために県、行政供するために県、行政供するために県、行政供するために県、行政としてどのようなサとしてどのようなサとしてどのようなサとしてどのようなサポポポポーーーートトトトができるのかをもう少しができるのかをもう少しができるのかをもう少しができるのかをもう少し視視視視野を野を野を野を広広広広げ、げ、げ、げ、考考考考ええええてててて取取取取りりりり組組組組んでいただんでいただんでいただんでいただけけけければ、もっとれば、もっとれば、もっとれば、もっと伸伸伸伸びてくるのではないかと思っています。これはびてくるのではないかと思っています。これはびてくるのではないかと思っています。これはびてくるのではないかと思っています。これは意意意意見見見見ですので、答弁はですので、答弁はですので、答弁はですので、答弁は要要要要りまりまりまりませせせせん。今後ともこのん。今後ともこのん。今後ともこのん。今後ともこの取取取取りりりり組み組み組み組みについてよりについてよりについてよりについてより強強強強化をし、化をし、化をし、化をし、力力力力を入れていただきますようにを入れていただきますようにを入れていただきますようにを入れていただきますようによろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。次次次次に、女性がに、女性がに、女性がに、女性が就就就就業して業して業して業して社社社社会で会で会で会で活躍活躍活躍活躍しようということになりますと、しようということになりますと、しようということになりますと、しようということになりますと、子子子子どもをどもをどもをどもを抱抱抱抱ええええておらておらておらておられる、おれる、おれる、おれる、お子子子子さんをおさんをおさんをおさんをお持持持持ちのご家ちのご家ちのご家ちのご家庭庭庭庭においては、においては、においては、においては、当当当当然然然然、、、、預預預預かるところがかるところがかるところがかるところが必要必要必要必要でございます。でございます。でございます。でございます。県県県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数数数数、、、、先先先先ほども質ほども質ほども質ほども質問問問問が他の委員からありましたが他の委員からありましたが他の委員からありましたが他の委員からありましたけけけけれども、平成２９年４月１れども、平成２９年４月１れども、平成２９年４月１れども、平成２９年４月１日現在で２８７名ということです。事日現在で２８７名ということです。事日現在で２８７名ということです。事日現在で２８７名ということです。事前前前前に資に資に資に資料料料料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、紹紹紹紹介をさ介をさ介をさ介をさせせせせていたていたていたていただきますと、そのうち奈良だきますと、そのうち奈良だきますと、そのうち奈良だきますと、そのうち奈良市市市市が１６３人、が１６３人、が１６３人、が１６３人、次次次次にににに生駒市生駒市生駒市生駒市が４６人、が４６人、が４６人、が４６人、大大大大和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市が２０人、が２０人、が２０人、が２０人、橿橿橿橿原原原原市市市市が２０人というが２０人というが２０人というが２０人という形形形形でででで続続続続いていくということです。いていくということです。いていくということです。いていくということです。待待待待機機機機児童児童児童児童ががががゼゼゼゼロロロロのののの自自自自治治治治体体体体もももも多多多多いわいわいわいわけけけけです。です。です。です。待待待待機機機機児童児童児童児童があるのは現在、県があるのは現在、県があるのは現在、県があるのは現在、県内内内内では９のでは９のでは９のでは９の市市市市とととと町町町町ということです。そういうということです。そういうということです。そういうということです。そういう意意意意味味味味ではではではでは随随随随分、分、分、分、待待待待機機機機児童児童児童児童はははは減減減減ってきたと思います。奈良ってきたと思います。奈良ってきたと思います。奈良ってきたと思います。奈良市市市市においてはにおいてはにおいてはにおいては先先先先ほど言いましたように、こほど言いましたように、こほど言いましたように、こほど言いましたように、ことしの４月で１６３名おられるわとしの４月で１６３名おられるわとしの４月で１６３名おられるわとしの４月で１６３名おられるわけけけけですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、聞聞聞聞きますと、つくっていたらまたきますと、つくっていたらまたきますと、つくっていたらまたきますと、つくっていたらまた新新新新たたたたな保な保な保な保育育育育ニニニニーーーーズズズズがががが生生生生まれて、まれて、まれて、まれて、希希希希望望望望者の申者の申者の申者の申請請請請が上がってくるというが上がってくるというが上がってくるというが上がってくるという繰繰繰繰りりりり返返返返しで、しで、しで、しで、ピピピピーーーーククククに比に比に比に比べべべべるとるとるとると減減減減っているわっているわっているわっているわけけけけですですですですけけけけれども、いまだに１６０人をれども、いまだに１６０人をれども、いまだに１６０人をれども、いまだに１６０人を超超超超ええええるるるる待待待待機機機機児童児童児童児童がおられるというがおられるというがおられるというがおられるという状況のようです。状況のようです。状況のようです。状況のようです。奈良奈良奈良奈良市内市内市内市内のことで言いますと、のことで言いますと、のことで言いますと、のことで言いますと、待待待待機機機機児童児童児童児童がない保がない保がない保がない保育育育育所所所所、あるいはもっと言、あるいはもっと言、あるいはもっと言、あるいはもっと言ええええば定員ば定員ば定員ば定員割割割割れれれれをしている保をしている保をしている保をしている保育育育育所所所所もあるわもあるわもあるわもあるわけけけけですですですですけけけけれども、他方で１０人れども、他方で１０人れども、他方で１０人れども、他方で１０人単位単位単位単位でででで待待待待機機機機をされている保をされている保をされている保をされている保育育育育所所所所もあるということで、もあるということで、もあるということで、もあるということで、地域地域地域地域性がかなりあるように思います。性がかなりあるように思います。性がかなりあるように思います。性がかなりあるように思います。配置配置配置配置のののの問題問題問題問題であったり、であったり、であったり、であったり、新新新新たたたたにににに若若若若いいいい世世世世代代代代がががが移移移移りりりり住住住住んだんだんだんだエエエエリアリアリアリアなどについては、などについては、などについては、などについては、新新新新たなたなたなたなニニニニーーーーズズズズによりつくってもつくってによりつくってもつくってによりつくってもつくってによりつくってもつくっても出てくるということのようです。奈良県も出てくるということのようです。奈良県も出てくるということのようです。奈良県も出てくるということのようです。奈良県内内内内においてにおいてにおいてにおいて待待待待機機機機児童児童児童児童は、このような状は、このような状は、このような状は、このような状態態態態ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、待待待待機機機機児童児童児童児童ゼゼゼゼロロロロというのは、というのは、というのは、というのは、荒荒荒荒井知事も井知事も井知事も井知事も掲掲掲掲げておられることだったと思います。げておられることだったと思います。げておられることだったと思います。げておられることだったと思います。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け向け向け向けて県としてどのようにて県としてどのようにて県としてどのようにて県としてどのように取取取取りりりり組組組組んでいくのか、お答んでいくのか、お答んでいくのか、お答んでいくのか、お答ええええをいただきたいと思をいただきたいと思をいただきたいと思をいただきたいと思



---- 44447777 ----

います。います。います。います。 待待待待機機機機児童児童児童児童対策についてです。対策についてです。対策についてです。対策についてです。○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対策について、平成２８年度に保対策について、平成２８年度に保対策について、平成２８年度に保対策について、平成２８年度に保育育育育所所所所等の等の等の等の新設新設新設新設、、、、増増増増改改改改築築築築などにより５２８人のなどにより５２８人のなどにより５２８人のなどにより５２８人の定員定員定員定員増増増増を行いましたを行いましたを行いましたを行いましたけけけけれども、れども、れども、れども、依依依依然然然然としてとしてとしてとして待待待待機機機機児童児童児童児童はははは解解解解消消消消していない状況です。していない状況です。していない状況です。していない状況です。待待待待機機機機児童児童児童児童解解解解消消消消のためののためののためののための取取取取りりりり組み組み組み組みとして、として、として、として、国国国国のののの交交交交付付付付金等を金等を金等を金等を活活活活用して保用して保用して保用して保育育育育所所所所等の等の等の等の整整整整備備備備を行うを行うを行うを行う市町市町市町市町村に対村に対村に対村に対してしてしてして支援支援支援支援をををを継続継続継続継続していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええています。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生生生の一の一の一の一因因因因ともなっているともなっているともなっているともなっている保保保保育士育士育士育士確保について、確保について、確保について、確保について、潜潜潜潜在保在保在保在保育士育士育士育士のののの掘掘掘掘り起こしも含めて、保り起こしも含めて、保り起こしも含めて、保り起こしも含めて、保育士育士育士育士人人人人材材材材ババババンクンクンクンクによるによるによるによる就就就就職職職職支支支支援援援援、、、、ママママッチンッチンッチンッチンググググををを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考考考ええええています。ています。ています。ています。それと、平成２８年度からそれと、平成２８年度からそれと、平成２８年度からそれと、平成２８年度から国国国国がががが新新新新たにたにたにたに創創創創設設設設されたされたされたされた企企企企業業業業主主主主導導導導型型型型保保保保育育育育事業について、９月事業について、９月事業について、９月事業について、９月末末末末時点時点時点時点で県で県で県で県内内内内に５に５に５に５カ所カ所カ所カ所開開開開園園園園しています。県においては今年度からしています。県においては今年度からしています。県においては今年度からしています。県においては今年度から企企企企業業業業主主主主導導導導型型型型保保保保育育育育事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施する事業する事業する事業する事業主主主主に対して、県に対して、県に対して、県に対して、県独自独自独自独自のののの補補補補助助助助制度も制度も制度も制度も実施実施実施実施しているところです。今後、しているところです。今後、しているところです。今後、しているところです。今後、市町市町市町市町村と連村と連村と連村と連携携携携してしてしてして地域地域地域地域枠枠枠枠のののの拡拡拡拡大大大大や、や、や、や、共共共共同設同設同設同設置置置置などを県などを県などを県などを県内内内内事業事業事業事業所所所所にににに働働働働きかきかきかきかけけけけるなど、保るなど、保るなど、保るなど、保育育育育の質の確保にの質の確保にの質の確保にの質の確保に留留留留意意意意しながら推しながら推しながら推しながら推進進進進していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええています。ています。ています。ています。また、また、また、また、待待待待機機機機児童児童児童児童のののの多多多多いいいい市町市町市町市町村においては、定員１９人村においては、定員１９人村においては、定員１９人村においては、定員１９人以下以下以下以下のののの小小小小規模規模規模規模保保保保育育育育事業を推事業を推事業を推事業を推進進進進するするするするなど、それなど、それなど、それなど、それぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに応応応応じじじじてててて待待待待機機機機児童児童児童児童のののの解解解解消消消消にににに取取取取りりりり組組組組まれています。県においてまれています。県においてまれています。県においてまれています。県においても今後、も今後、も今後、も今後、待待待待機機機機児童児童児童児童のののの多多多多いいいい市町市町市町市町村と村と村と村と個個個個別に別に別に別に解解解解決方策を決方策を決方策を決方策を協協協協議するなど、議するなど、議するなど、議するなど、市町市町市町市町村と連村と連村と連村と連携携携携して、保して、保して、保して、保護者が護者が護者が護者が安心安心安心安心してしてしてして子子子子どもをどもをどもをどもを預預預預けけけけることができるよう、ることができるよう、ることができるよう、ることができるよう、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け向け向け向けてててて取取取取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進めめめめ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考考考ええええています。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。少少少少子子子子化の化の化の化の傾傾傾傾向向向向があり、があり、があり、があり、待待待待機機機機児童児童児童児童ゼゼゼゼロロロロと言うものの、他方でつくりと言うものの、他方でつくりと言うものの、他方でつくりと言うものの、他方でつくり過ぎ過ぎ過ぎ過ぎると、ると、ると、ると、○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員少少少少子子子子化により定員化により定員化により定員化により定員割割割割れのところがどんどん出てきてれのところがどんどん出てきてれのところがどんどん出てきてれのところがどんどん出てきて大変大変大変大変なことになるのではないかというなことになるのではないかというなことになるのではないかというなことになるのではないかという心心心心配配配配も一方でしているわも一方でしているわも一方でしているわも一方でしているわけけけけです。その中で出てきたのがです。その中で出てきたのがです。その中で出てきたのがです。その中で出てきたのが企企企企業業業業主主主主導導導導型型型型保保保保育育育育事業ということで、事業ということで、事業ということで、事業ということで、無無無無認認認認可可可可ではありますではありますではありますではありますけけけけれども、れども、れども、れども、設設設設置置置置にににに当当当当たっては認たっては認たっては認たっては認可可可可並み並み並み並みの費用をの費用をの費用をの費用を助助助助成をしていただ成をしていただ成をしていただ成をしていただけけけけるるるるということもあって、県ということもあって、県ということもあって、県ということもあって、県内内内内ではまだ５ではまだ５ではまだ５ではまだ５カ所カ所カ所カ所ということですが、これが今後ということですが、これが今後ということですが、これが今後ということですが、これが今後ふえふえふえふえてくるのかてくるのかてくるのかてくるのかと思います。と思います。と思います。と思います。政政政政府府府府はははは待待待待機機機機児童児童児童児童解解解解消消消消加加加加速速速速化化化化ププププランランランランというものをというものをというものをというものを掲掲掲掲げ、それにげ、それにげ、それにげ、それに基づ基づ基づ基づいて平成２９年度いて平成２９年度いて平成２９年度いて平成２９年度末末末末ままままでの保での保での保での保育育育育のののの受け受け受け受け皿皿皿皿のののの整整整整備備備備目標目標目標目標のののの前前前前倒倒倒倒しを行い、かつ上しを行い、かつ上しを行い、かつ上しを行い、かつ上積積積積みみみみをして４０万人から５０万人にをして４０万人から５０万人にをして４０万人から５０万人にをして４０万人から５０万人に受け受け受け受け皿皿皿皿ををををふふふふやそうということです。県もこの状況をやそうということです。県もこの状況をやそうということです。県もこの状況をやそうということです。県もこの状況を早早早早期期期期にににに解解解解消消消消できるように、できるように、できるように、できるように、鋭鋭鋭鋭意意意意取取取取りりりり組組組組んでいただき、んでいただき、んでいただき、んでいただき、市町市町市町市町村が中村が中村が中村が中心心心心になってこようかと思いますになってこようかと思いますになってこようかと思いますになってこようかと思いますけけけけれども、いろいろと連れども、いろいろと連れども、いろいろと連れども、いろいろと連携携携携をしをしをしをしながらながらながらながら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、要望要望要望要望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。最後に、医療政策部に奈良県総最後に、医療政策部に奈良県総最後に、医療政策部に奈良県総最後に、医療政策部に奈良県総合合合合医療医療医療医療セセセセンタンタンタンターのーのーのーの跡跡跡跡地活地活地活地活用用用用ププププロジロジロジロジェクトェクトェクトェクト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
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したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。先先先先ほど山村委員からも質ほど山村委員からも質ほど山村委員からも質ほど山村委員からも質問問問問がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、重重重重複複複複するところはするところはするところはするところは避避避避けけけけたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。このこのこのこの跡跡跡跡地活地活地活地活用用用用ププププロジロジロジロジェクトェクトェクトェクトは、平成２８年度の年度は、平成２８年度の年度は、平成２８年度の年度は、平成２８年度の年度末末末末、ことしの３月には、ことしの３月には、ことしの３月には、ことしの３月には基基基基本本本本構構構構想想想想をつくをつくをつくをつくってってってって新新新新たなまちたなまちたなまちたなまちづづづづくりにくりにくりにくりに向け向け向け向けてててて進進進進めていきたいという計めていきたいという計めていきたいという計めていきたいという計画画画画、ス、ス、ス、スケジケジケジケジュュュューーーールルルルであったわであったわであったわであったわけけけけでででですすすすけけけけれども、ほれども、ほれども、ほれども、ほぼぼぼぼ１０１０１０１０カカカカ月たちますが、まち月たちますが、まち月たちますが、まち月たちますが、まちづづづづくりくりくりくり協協協協議会は議会は議会は議会は昨昨昨昨年の年年の年年の年年の年末末末末から今日まで開かから今日まで開かから今日まで開かから今日まで開かれていないということです。まちれていないということです。まちれていないということです。まちれていないということです。まちづづづづくりくりくりくり協協協協議会には、奈良県と奈良議会には、奈良県と奈良議会には、奈良県と奈良議会には、奈良県と奈良市市市市、それから、それから、それから、それから私私私私も委員も委員も委員も委員に入っておりますに入っておりますに入っておりますに入っておりますけけけけれども、れども、れども、れども、地地地地元元元元のののの各各各各種種種種団体団体団体団体のののの代代代代表表表表の３者での３者での３者での３者で構構構構成する成する成する成する協協協協議会です。まち議会です。まち議会です。まち議会です。まちづづづづくりくりくりくり協協協協議会が開かれていない中において、議会が開かれていない中において、議会が開かれていない中において、議会が開かれていない中において、先先先先ほど山村委員もおほど山村委員もおほど山村委員もおほど山村委員もお尋尋尋尋ねになり、またおねになり、またおねになり、またおねになり、またお耳耳耳耳に入に入に入に入っているようですが、一っているようですが、一っているようですが、一っているようですが、一体体体体どうなっているのか、どうなっているのか、どうなっているのか、どうなっているのか、何何何何か方か方か方か方針針針針、方、方、方、方向向向向性が性が性が性が変変変変わったのではないわったのではないわったのではないわったのではないかというかというかというかという心心心心配配配配、不、不、不、不安安安安のののの声声声声が、会う方、会う方からが、会う方、会う方からが、会う方、会う方からが、会う方、会う方から私私私私もももも地地地地元元元元におりますのでにおりますのでにおりますのでにおりますので寄寄寄寄せせせせられます。られます。られます。られます。担担担担当課並当課並当課並当課並びに林医療政策部理事中びに林医療政策部理事中びに林医療政策部理事中びに林医療政策部理事中心心心心にやっていただいておりますが、にやっていただいておりますが、にやっていただいておりますが、にやっていただいておりますが、私私私私もそのもそのもそのもその都都都都度、どう度、どう度、どう度、どうなっているのですかというおなっているのですかというおなっているのですかというおなっているのですかというお話話話話もさもさもさもさせせせせていただいてきたところです。ていただいてきたところです。ていただいてきたところです。ていただいてきたところです。先先先先ほどの林医療政策ほどの林医療政策ほどの林医療政策ほどの林医療政策部理事のご答弁によりますと、まち部理事のご答弁によりますと、まち部理事のご答弁によりますと、まち部理事のご答弁によりますと、まちづづづづくりのくりのくりのくりの包括協包括協包括協包括協定を定を定を定を結結結結んでいる奈良んでいる奈良んでいる奈良んでいる奈良市市市市との関係で、あとの関係で、あとの関係で、あとの関係で、あるいはるいはるいはるいは各各各各医医医医師師師師会等会等会等会等 々々々々とのとのとのとの調調調調整整整整でででで随随随随分分分分時間時間時間時間がかかっているのだということなのだろうと思いがかかっているのだということなのだろうと思いがかかっているのだということなのだろうと思いがかかっているのだということなのだろうと思いますますますますけけけけれども、一れども、一れども、一れども、一体体体体全全全全体体体体何何何何ががががネックネックネックネックになって、になって、になって、になって、何何何何がががが原因原因原因原因でででで進進進進んでいかないのか、これだんでいかないのか、これだんでいかないのか、これだんでいかないのか、これだけけけけおくれているのか、ということがやはりおくれているのか、ということがやはりおくれているのか、ということがやはりおくれているのか、ということがやはり気気気気になるわになるわになるわになるわけけけけです。まさかです。まさかです。まさかです。まさか大大大大きく方きく方きく方きく方針転針転針転針転換換換換をされをされをされをされるとか、方るとか、方るとか、方るとか、方向向向向性が性が性が性が変変変変わったとか、この事業はやめるということにはならないのだろうとはわったとか、この事業はやめるということにはならないのだろうとはわったとか、この事業はやめるということにはならないのだろうとはわったとか、この事業はやめるということにはならないのだろうとは思います思います思います思いますけけけけれども、そのあたりについておれども、そのあたりについておれども、そのあたりについておれども、そのあたりについてお話話話話しできるしできるしできるしできる範囲範囲範囲範囲でででで結構結構結構結構ですので、お答ですので、お答ですので、お答ですので、お答ええええをいたをいたをいたをいただだだだけけけければと思います。ればと思います。ればと思います。ればと思います。 まちまちまちまちづづづづくりのくりのくりのくりの進進進進捗捗捗捗については、については、については、については、午午午午前前前前中にも答弁さ中にも答弁さ中にも答弁さ中にも答弁させせせせていたていたていたていた○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だいたところですが、奈良だいたところですが、奈良だいたところですが、奈良だいたところですが、奈良市市市市とのとのとのとの協働協働協働協働が中が中が中が中心心心心になっていますので、になっていますので、になっていますので、になっていますので、協協協協議の中でなかなか議の中でなかなか議の中でなかなか議の中でなかなか具具具具体的体的体的体的案案案案が出てこないというところです。方が出てこないというところです。方が出てこないというところです。方が出てこないというところです。方針針針針のののの変変変変更更更更は今のところなく、今もっては今のところなく、今もっては今のところなく、今もっては今のところなく、今もって地域地域地域地域包括包括包括包括ケケケケアアアアのののの整整整整ったまちったまちったまちったまちづづづづくりということでくりということでくりということでくりということで協協協協議を議を議を議を重重重重ねているところです。ねているところです。ねているところです。ねているところです。池田委員がご池田委員がご池田委員がご池田委員がご指摘指摘指摘指摘のとおり、現状としてのとおり、現状としてのとおり、現状としてのとおり、現状として昨昨昨昨年年年年以来以来以来以来ほほほほぼぼぼぼ１年１年１年１年間間間間、まち、まち、まち、まちづづづづくりくりくりくり協協協協議会が開か議会が開か議会が開か議会が開かれていない状況で、れていない状況で、れていない状況で、れていない状況で、来来来来年年年年春春春春にはにはにはには移移移移転転転転をををを控控控控ええええているところですので、ているところですので、ているところですので、ているところですので、地域住民地域住民地域住民地域住民の方からも不の方からも不の方からも不の方からも不安安安安のののの声声声声があるということは認があるということは認があるということは認があるということは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。進進進進捗捗捗捗状況、今の状状況、今の状状況、今の状状況、今の状態態態態、、、、具体的具体的具体的具体的なものをなものをなものをなものを提提提提示示示示する、あるいはごする、あるいはごする、あるいはごする、あるいはご説説説説明できるということには明できるということには明できるということには明できるということにはならないかもしれないのですが、ならないかもしれないのですが、ならないかもしれないのですが、ならないかもしれないのですが、進進進進捗捗捗捗状況を状況を状況を状況を地域住民地域住民地域住民地域住民にきっちりにきっちりにきっちりにきっちり説説説説明することの明することの明することの明することの必要必要必要必要性は性は性は性は認認認認識識識識していますので、奈良していますので、奈良していますので、奈良していますので、奈良市市市市ともともともとも調調調調整整整整の上、まちの上、まちの上、まちの上、まちづづづづくりくりくりくり協協協協議会の開議会の開議会の開議会の開催催催催も含めても含めても含めても含めて説説説説明の明の明の明の機機機機会会会会をををを早々早々早々早々にににに検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええています。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。



---- 44449999 ----

私私私私も委員としてまちも委員としてまちも委員としてまちも委員としてまちづづづづくりくりくりくり協協協協議会に入っているので、議会に入っているので、議会に入っているので、議会に入っているので、大体大体大体大体わかっているのでわかっているのでわかっているのでわかっているので○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員すすすすけけけけれども、れども、れども、れども、結結結結局この３年余り奈良局この３年余り奈良局この３年余り奈良局この３年余り奈良市市市市のののの積極積極積極積極性が全く性が全く性が全く性が全く見見見見られなかったことが、おくれていられなかったことが、おくれていられなかったことが、おくれていられなかったことが、おくれているるるる大大大大きなきなきなきな原因原因原因原因かと思うのです。かと思うのです。かと思うのです。かと思うのです。地域地域地域地域包括ケ包括ケ包括ケ包括ケアアアアをををを見見見見ててててみみみみると、ると、ると、ると、市市市市が中が中が中が中心心心心になって事業をしてになって事業をしてになって事業をしてになって事業をしていくいくいくいく要要要要素素素素がががが非常非常非常非常にににに多多多多い、い、い、い、ウエウエウエウエーーーートトトトがががが大大大大きいということもありますので、奈良きいということもありますので、奈良きいということもありますので、奈良きいということもありますので、奈良市市市市がががが前前前前をををを向向向向いいいいてててて積極積極積極積極的的的的に関に関に関に関与与与与していただかないと、事業がなかなかしていただかないと、事業がなかなかしていただかないと、事業がなかなかしていただかないと、事業がなかなか進進進進まないわまないわまないわまないわけけけけです。ですから、そうです。ですから、そうです。ですから、そうです。ですから、そういういういういう意意意意味味味味ではではではでは市市市市、県がここを、県がここを、県がここを、県がここを地域地域地域地域包括ケ包括ケ包括ケ包括ケアアアアのののの拠拠拠拠点点点点にしようと、にしようと、にしようと、にしようと、地地地地元元元元からはからはからはからは地域地域地域地域医療もそこ医療もそこ医療もそこ医療もそこにににに加え加え加え加えていただいて、あらていただいて、あらていただいて、あらていただいて、あらゆゆゆゆるるるる子育子育子育子育てててて支援支援支援支援やほかのやほかのやほかのやほかの要要要要素素素素も入れたも入れたも入れたも入れた新新新新しいまちしいまちしいまちしいまちづづづづくり、くり、くり、くり、拠拠拠拠点点点点にしてほしいということを申し上げているわにしてほしいということを申し上げているわにしてほしいということを申し上げているわにしてほしいということを申し上げているわけけけけです。そこからです。そこからです。そこからです。そこから考考考考ええええると、やはり事業の中ると、やはり事業の中ると、やはり事業の中ると、やはり事業の中心心心心となっている県がもう少しとなっている県がもう少しとなっている県がもう少しとなっている県がもう少し市市市市をうまくをうまくをうまくをうまく巻巻巻巻きききき込込込込むようなむようなむようなむような誘誘誘誘導導導導をしていただくをしていただくをしていただくをしていただく必要必要必要必要があるのがあるのがあるのがあるのではないかと思っています。ではないかと思っています。ではないかと思っています。ではないかと思っています。午午午午前前前前中のご答弁では、今年度中には中のご答弁では、今年度中には中のご答弁では、今年度中には中のご答弁では、今年度中には基基基基本本本本構構構構想想想想をということでしたをということでしたをということでしたをということでしたけけけけれども、これでもれども、これでもれども、これでもれども、これでも約約約約１年おくれるわ１年おくれるわ１年おくれるわ１年おくれるわけけけけです。です。です。です。先先先先ほどほどほどほど藤藤藤藤井井井井病院マ病院マ病院マ病院マネネネネジジジジメント課メント課メント課メント課長のお長のお長のお長のお話話話話にもありましたように、にもありましたように、にもありましたように、にもありましたように、新新新新病院病院病院病院のののの工工工工事が事が事が事が順順順順調調調調にににに進進進進んでいて、んでいて、んでいて、んでいて、来来来来年年年年春春春春には開には開には開には開院院院院をされるとなれば、平松からをされるとなれば、平松からをされるとなれば、平松からをされるとなれば、平松から六六六六条条条条へへへへ病病病病院院院院がががが移移移移転転転転することになる。今はすることになる。今はすることになる。今はすることになる。今は夜夜夜夜も明かりがついて人の出入りもあります。総も明かりがついて人の出入りもあります。総も明かりがついて人の出入りもあります。総も明かりがついて人の出入りもあります。総合合合合病院病院病院病院としとしとしとして３０年て３０年て３０年て３０年以以以以上にわたって上にわたって上にわたって上にわたって存存存存在をしている在をしている在をしている在をしている地域地域地域地域のいわば中のいわば中のいわば中のいわば中心的心的心的心的なななな公公公公共共共共施設施設施設施設なわなわなわなわけけけけですですですですけけけけれどれどれどれども、ここがも、ここがも、ここがも、ここがぱぱぱぱたっとたっとたっとたっと来来来来年年年年春春春春以以以以降降降降はははは火火火火がががが消消消消ええええるとなれば、るとなれば、るとなれば、るとなれば、地域地域地域地域にににに非常非常非常非常にににに影影影影をををを落落落落としてしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうのではないか。そのときまでにのではないか。そのときまでにのではないか。そのときまでにのではないか。そのときまでに基基基基本本本本構構構構想想想想よりも一よりも一よりも一よりも一歩歩歩歩二二二二歩歩歩歩進進進進んで、んで、んで、んで、基基基基本計本計本計本計画画画画をしっかりつくをしっかりつくをしっかりつくをしっかりつくって、ここにこういうって、ここにこういうって、ここにこういうって、ここにこういうふふふふうなうなうなうな施設施設施設施設、サービスができますよということをきちんと明、サービスができますよということをきちんと明、サービスができますよということをきちんと明、サービスができますよということをきちんと明記記記記してしてしてして決定をして、決定をして、決定をして、決定をして、住民住民住民住民の皆の皆の皆の皆様様様様にそれまでにお知らにそれまでにお知らにそれまでにお知らにそれまでにお知らせせせせをして、をして、をして、をして、病院病院病院病院はははは移移移移転転転転してなくなるしてなくなるしてなくなるしてなくなるけけけけれども、れども、れども、れども、新新新新しいこういったしいこういったしいこういったしいこういった施設施設施設施設、サービスがここの、サービスがここの、サービスがここの、サービスがここの地地地地で行われるのだということをしっかりとで行われるのだということをしっかりとで行われるのだということをしっかりとで行われるのだということをしっかりと示示示示ししししていくていくていくていく必要必要必要必要があるのではないか。それまでにこういったことががあるのではないか。それまでにこういったことががあるのではないか。それまでにこういったことががあるのではないか。それまでにこういったことが示示示示せせせせななななけけけければ、れば、れば、れば、住民住民住民住民はますはますはますはますます不ます不ます不ます不安安安安にににに陥陥陥陥りますし、どうなるのだろうとなるわりますし、どうなるのだろうとなるわりますし、どうなるのだろうとなるわりますし、どうなるのだろうとなるわけけけけです。今現在もそうなっているわです。今現在もそうなっているわです。今現在もそうなっているわです。今現在もそうなっているわけけけけですから。ですから。ですから。ですから。ですから、今年度中にですから、今年度中にですから、今年度中にですから、今年度中に基基基基本本本本構構構構想想想想にとどまらず、にとどまらず、にとどまらず、にとどまらず、基基基基本計本計本計本計画画画画ぐぐぐぐらいまでは、らいまでは、らいまでは、らいまでは、個個個個々具体々具体々具体々具体の計の計の計の計画画画画事業、あるいは事業、あるいは事業、あるいは事業、あるいは施設施設施設施設、サービス、サービス、サービス、サービス内内内内容容容容ぐぐぐぐらいまではらいまではらいまではらいまではぜひぜひぜひぜひ決めていただきたいと思います。そ決めていただきたいと思います。そ決めていただきたいと思います。そ決めていただきたいと思います。それまでにはれまでにはれまでにはれまでには先先先先ほどほどほどほど藤藤藤藤井井井井病院マ病院マ病院マ病院マネネネネジジジジメント課メント課メント課メント課長からありましたように、この１年長からありましたように、この１年長からありましたように、この１年長からありましたように、この１年間間間間ほど開かほど開かほど開かほど開かれていないまちれていないまちれていないまちれていないまちづづづづくりくりくりくり協協協協議会も議会も議会も議会もぜひぜひぜひぜひ二二二二度、度、度、度、三三三三度と開く度と開く度と開く度と開く必要必要必要必要があるのではないかと思うわがあるのではないかと思うわがあるのではないかと思うわがあるのではないかと思うわけけけけです。そういうです。そういうです。そういうです。そういう意意意意味味味味ではもうではもうではもうではもう時間時間時間時間がありまがありまがありまがありませせせせんので、んので、んので、んので、ぜひぜひぜひぜひことし中には、願わくば１１月ことし中には、願わくば１１月ことし中には、願わくば１１月ことし中には、願わくば１１月中には中には中には中には地地地地元元元元とととと何何何何らかのらかのらかのらかの進進進進捗捗捗捗状況についての報告会なり、まち状況についての報告会なり、まち状況についての報告会なり、まち状況についての報告会なり、まちづづづづくりくりくりくり協協協協議会なりを開いてい議会なりを開いてい議会なりを開いてい議会なりを開いていただいて、ただいて、ただいて、ただいて、地地地地元元元元の皆さんを少しの皆さんを少しの皆さんを少しの皆さんを少し安心安心安心安心ささささせせせせ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強強強強く願っているわく願っているわく願っているわく願っているわけけけけです。です。です。です。
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またあわまたあわまたあわまたあわせせせせて、て、て、て、当当当当初、平成３３年にまち開きということですが、１年初、平成３３年にまち開きということですが、１年初、平成３３年にまち開きということですが、１年初、平成３３年にまち開きということですが、１年間間間間、、、、基基基基本本本本構構構構想想想想策定策定策定策定がおくれているわがおくれているわがおくれているわがおくれているわけけけけですので、スですので、スですので、スですので、スケジケジケジケジュュュューーーールルルルについてはどのようになるか、確認をしたいについてはどのようになるか、確認をしたいについてはどのようになるか、確認をしたいについてはどのようになるか、確認をしたいのでお答のでお答のでお答のでお答ええええください。ください。ください。ください。 確かに確かに確かに確かに基基基基本本本本構構構構想想想想の策定がずれの策定がずれの策定がずれの策定がずれ込込込込むということもあむということもあむということもあむということもあ○林医療政策部理事兼健康福祉部理事○林医療政策部理事兼健康福祉部理事○林医療政策部理事兼健康福祉部理事○林医療政策部理事兼健康福祉部理事りました。今、池田委員がおりました。今、池田委員がおりました。今、池田委員がおりました。今、池田委員がお述べ述べ述べ述べのように、のように、のように、のように、来来来来年の年の年の年の春春春春にはにはにはには移移移移転転転転しますので、あそこはしますので、あそこはしますので、あそこはしますので、あそこは真真真真っっっっ暗暗暗暗になります。そのになります。そのになります。そのになります。その時点時点時点時点で、今おっしで、今おっしで、今おっしで、今おっしゃゃゃゃったようなったようなったようなったような基基基基本計本計本計本計画画画画までいまでいまでいまでいけけけけるかどうかは、確るかどうかは、確るかどうかは、確るかどうかは、確約約約約はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいのですしいのですしいのですしいのですけけけけれども、れども、れども、れども、地域地域地域地域包括ケ包括ケ包括ケ包括ケアアアアのまちのまちのまちのまちづづづづくりということで、このようなくりということで、このようなくりということで、このようなくりということで、このような構構構構想想想想で、こういうスで、こういうスで、こういうスで、こういうスケジケジケジケジュュュューーーールルルルでやりたいということをできるだでやりたいということをできるだでやりたいということをできるだでやりたいということをできるだけけけけおおおお示示示示しをしたいと思っしをしたいと思っしをしたいと思っしをしたいと思っています。そのためにています。そのためにています。そのためにています。そのためにハハハハリリリリーーーーアッアッアッアッププププして、ここから年度して、ここから年度して、ここから年度して、ここから年度末末末末にににに向け向け向け向けてやっていきたいとてやっていきたいとてやっていきたいとてやっていきたいと考考考考ええええています。ています。ています。ています。内内内内容容容容についてはについてはについてはについては藤藤藤藤井井井井病院マ病院マ病院マ病院マネネネネジジジジメント課メント課メント課メント課長のほうから申しましたように、長のほうから申しましたように、長のほうから申しましたように、長のほうから申しましたように、地域地域地域地域包括ケ包括ケ包括ケ包括ケアアアアのののの整整整整ったまちったまちったまちったまちづづづづくりということで、方くりということで、方くりということで、方くりということで、方針針針針がががが変変変変わったということはありまわったということはありまわったということはありまわったということはありませせせせん。ん。ん。ん。昨昨昨昨年１０月年１０月年１０月年１０月に、一度このようなに、一度このようなに、一度このようなに、一度このような機機機機能能能能を入れてやっていきたいとを入れてやっていきたいとを入れてやっていきたいとを入れてやっていきたいと地地地地元元元元にもおろさにもおろさにもおろさにもおろさせせせせていただいて、ごていただいて、ごていただいて、ごていただいて、ご意意意意見見見見もいただいていますので、そういったことをもいただいていますので、そういったことをもいただいていますので、そういったことをもいただいていますので、そういったことを踏踏踏踏ままままええええながらながらながらながら基基基基本本本本構構構構想想想想をつくっていきたいをつくっていきたいをつくっていきたいをつくっていきたいと思っています。と思っています。と思っています。と思っています。以以以以上です。上です。上です。上です。ススススケジケジケジケジュュュューーーールルルルについてはどうですか。についてはどうですか。についてはどうですか。についてはどうですか。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 ススススケジケジケジケジュュュューーーールルルルについては、これも山村委員のご質については、これも山村委員のご質については、これも山村委員のご質については、これも山村委員のご質○林医療政策部理事兼健康福祉部理事○林医療政策部理事兼健康福祉部理事○林医療政策部理事兼健康福祉部理事○林医療政策部理事兼健康福祉部理事問問問問のとき申し上げましたのとき申し上げましたのとき申し上げましたのとき申し上げましたけけけけれども、今年度は土れども、今年度は土れども、今年度は土れども、今年度は土壌汚染調壌汚染調壌汚染調壌汚染調査や査や査や査や解体解体解体解体のののの設設設設計をやり、計をやり、計をやり、計をやり、来来来来年に年に年に年に解解解解体体体体です。それから、その後、文化です。それから、その後、文化です。それから、その後、文化です。それから、その後、文化財調財調財調財調査等をやりまして、平成３２年に事業査等をやりまして、平成３２年に事業査等をやりまして、平成３２年に事業査等をやりまして、平成３２年に事業着手着手着手着手、平成３、平成３、平成３、平成３３年にまち開きというところです。３年にまち開きというところです。３年にまち開きというところです。３年にまち開きというところです。基基基基本本本本構構構構想想想想を今年度を今年度を今年度を今年度末末末末に策定できれば、そういったスに策定できれば、そういったスに策定できれば、そういったスに策定できれば、そういったスケケケケジジジジュュュューーーールルルルでででで進進進進められるのではないかと思っています。まち開きについては今のスめられるのではないかと思っています。まち開きについては今のスめられるのではないかと思っています。まち開きについては今のスめられるのではないかと思っています。まち開きについては今のスケジケジケジケジュュュューーーールルルルどおりいどおりいどおりいどおりいけけけけば、後ろに行くということは今のところではば、後ろに行くということは今のところではば、後ろに行くということは今のところではば、後ろに行くということは今のところでは考考考考ええええていまていまていまていませせせせん。ん。ん。ん。その言その言その言その言葉葉葉葉をををを信信信信じじじじてきてきてきてきょょょょうはうはうはうは終終終終わりたいと思います。いずれにしても、わりたいと思います。いずれにしても、わりたいと思います。いずれにしても、わりたいと思います。いずれにしても、当当当当初か初か初か初か○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員ら申しておりますように、このら申しておりますように、このら申しておりますように、このら申しておりますように、この地域地域地域地域というのは、というのは、というのは、というのは、当時当時当時当時の県の県の県の県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院を中を中を中を中心心心心に発に発に発に発展展展展をしてをしてをしてをしてきたまちであると。それがきたまちであると。それがきたまちであると。それがきたまちであると。それがゆゆゆゆええええに、医療や今のに、医療や今のに、医療や今のに、医療や今の時代時代時代時代にににに合合合合ったったったった地域地域地域地域包括ケ包括ケ包括ケ包括ケアアアアのののの整整整整った健康長った健康長った健康長った健康長寿寿寿寿のまちのまちのまちのまちづづづづくりのくりのくりのくりの拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして新新新新しいまちをつくるのだという県の方しいまちをつくるのだという県の方しいまちをつくるのだという県の方しいまちをつくるのだという県の方針針針針については、については、については、については、地地地地元元元元ととととしてはしてはしてはしては大大大大いにいにいにいに賛賛賛賛同同同同しているわしているわしているわしているわけけけけです。これがなかなかです。これがなかなかです。これがなかなかです。これがなかなか具体具体具体具体化していかないというか、計化していかないというか、計化していかないというか、計化していかないというか、計画画画画がががが進進進進まないことについては、まないことについては、まないことについては、まないことについては、繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、しになりますが、しになりますが、しになりますが、随随随随分と不分と不分と不分と不安安安安をををを抱抱抱抱いていることは事いていることは事いていることは事いていることは事実実実実です。できるだです。できるだです。できるだです。できるだけ見えけ見えけ見えけ見えるるるる形形形形で、で、で、で、ハハハハリリリリーーーーアッアッアッアッププププとおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいましたけけけけれども、スれども、スれども、スれども、スピピピピーーーードドドドアッアッアッアッププププしていただいて、計していただいて、計していただいて、計していただいて、計画画画画どおりまち開きが、いいまちが開どおりまち開きが、いいまちが開どおりまち開きが、いいまちが開どおりまち開きが、いいまちが開けけけけますように、つくれますようますように、つくれますようますように、つくれますようますように、つくれますよう
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にごにごにごにご努力努力努力努力をお願いしてをお願いしてをお願いしてをお願いして私私私私の質の質の質の質問終問終問終問終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。ほかに質疑がなほかに質疑がなほかに質疑がなほかに質疑がなけけけければ、これをもちまして健康福祉部、れば、これをもちまして健康福祉部、れば、これをもちまして健康福祉部、れば、これをもちまして健康福祉部、子子子子ども・女性局及ども・女性局及ども・女性局及ども・女性局及○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長び医療政策部の審査をび医療政策部の審査をび医療政策部の審査をび医療政策部の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。しばらくしばらくしばらくしばらく休憩休憩休憩休憩をします。をします。をします。をします。２２２２時時時時５５分よりくらし５５分よりくらし５５分よりくらし５５分よりくらし創造創造創造創造部、部、部、部、景景景景観観観観・・・・環境環境環境環境局及び局及び局及び局及び産産産産業・業・業・業・雇雇雇雇用用用用振振振振興興興興部の審査を行いますの部の審査を行いますの部の審査を行いますの部の審査を行いますので、よろしくお願いします。で、よろしくお願いします。で、よろしくお願いします。で、よろしくお願いします。休憩休憩休憩休憩します。します。します。します。


