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厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年２月２１日（木） １３：０４～１６：１９平成２５年２月２１日（木） １３：０４～１６：１９平成２５年２月２１日（木） １３：０４～１６：１９平成２５年２月２１日（木） １３：０４～１６：１９

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 ９名９名９名９名

尾﨑 充典 委員長尾﨑 充典 委員長尾﨑 充典 委員長尾﨑 充典 委員長

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

井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員

小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員

畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員

安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員

高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員

米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員

梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長

西岡 こども・女性局長西岡 こども・女性局長西岡 こども・女性局長西岡 こども・女性局長

高城 医療政策部長 ほか、関係職員高城 医療政策部長 ほか、関係職員高城 医療政策部長 ほか、関係職員高城 医療政策部長 ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 ２名２名２名２名

議 事議 事議 事議 事

（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

（３）なら歯と口腔の健康づくり条例案について（３）なら歯と口腔の健康づくり条例案について（３）なら歯と口腔の健康づくり条例案について（３）なら歯と口腔の健康づくり条例案について

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 それでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含め質疑があればそれでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含め質疑があればそれでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含め質疑があればそれでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含め質疑があれば

発言を願います。発言を願います。発言を願います。発言を願います。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 一つは、平成２４年８月に高校生議会を開いたときに、知事は、高校生議員一つは、平成２４年８月に高校生議会を開いたときに、知事は、高校生議員一つは、平成２４年８月に高校生議会を開いたときに、知事は、高校生議員一つは、平成２４年８月に高校生議会を開いたときに、知事は、高校生議員

から障害者差別禁止条例を制定してほしいという質問があったことに対して、やりますとから障害者差別禁止条例を制定してほしいという質問があったことに対して、やりますとから障害者差別禁止条例を制定してほしいという質問があったことに対して、やりますとから障害者差別禁止条例を制定してほしいという質問があったことに対して、やりますと

いう答弁をなさいました。私は、別に１番、２番にならなくていいのですけれど、早い対いう答弁をなさいました。私は、別に１番、２番にならなくていいのですけれど、早い対いう答弁をなさいました。私は、別に１番、２番にならなくていいのですけれど、早い対いう答弁をなさいました。私は、別に１番、２番にならなくていいのですけれど、早い対

応だと思っていたのですが、それから１週間か１０日ほどしたら、滋賀県で嘉田知事に障応だと思っていたのですが、それから１週間か１０日ほどしたら、滋賀県で嘉田知事に障応だと思っていたのですが、それから１週間か１０日ほどしたら、滋賀県で嘉田知事に障応だと思っていたのですが、それから１週間か１０日ほどしたら、滋賀県で嘉田知事に障

害者団体が差別禁止条例をつくってほしいという申し入れをされて、それもやりますとい害者団体が差別禁止条例をつくってほしいという申し入れをされて、それもやりますとい害者団体が差別禁止条例をつくってほしいという申し入れをされて、それもやりますとい害者団体が差別禁止条例をつくってほしいという申し入れをされて、それもやりますとい
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うことで新聞に写真入りで、嘉田知事と障害者が一緒に並んだ記事が出たから、ああ滋賀うことで新聞に写真入りで、嘉田知事と障害者が一緒に並んだ記事が出たから、ああ滋賀うことで新聞に写真入りで、嘉田知事と障害者が一緒に並んだ記事が出たから、ああ滋賀うことで新聞に写真入りで、嘉田知事と障害者が一緒に並んだ記事が出たから、ああ滋賀

県もやることが早いと思って見ていたのですが、その後、滋賀県がどのような動きをされ県もやることが早いと思って見ていたのですが、その後、滋賀県がどのような動きをされ県もやることが早いと思って見ていたのですが、その後、滋賀県がどのような動きをされ県もやることが早いと思って見ていたのですが、その後、滋賀県がどのような動きをされ

ているか、調べていないので知らないのです。奈良県は今回の平成２５年度予算に調査費ているか、調べていないので知らないのです。奈良県は今回の平成２５年度予算に調査費ているか、調べていないので知らないのです。奈良県は今回の平成２５年度予算に調査費ているか、調べていないので知らないのです。奈良県は今回の平成２５年度予算に調査費

ぐらいは出るかと思って見ていたのですが、出ていないので、今これはどのような事務作ぐらいは出るかと思って見ていたのですが、出ていないので、今これはどのような事務作ぐらいは出るかと思って見ていたのですが、出ていないので、今これはどのような事務作ぐらいは出るかと思って見ていたのですが、出ていないので、今これはどのような事務作

業をしているか、そして、障害者団体などと一定の接触をされているのかどうか聞きたい業をしているか、そして、障害者団体などと一定の接触をされているのかどうか聞きたい業をしているか、そして、障害者団体などと一定の接触をされているのかどうか聞きたい業をしているか、そして、障害者団体などと一定の接触をされているのかどうか聞きたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

それからもう一つは、平成２４年１０月から障害者虐待防止法ができましたが、これはそれからもう一つは、平成２４年１０月から障害者虐待防止法ができましたが、これはそれからもう一つは、平成２４年１０月から障害者虐待防止法ができましたが、これはそれからもう一つは、平成２４年１０月から障害者虐待防止法ができましたが、これは

対象が家庭、福祉現場、そして雇用現場ということになっていて、学校や病院はその対象対象が家庭、福祉現場、そして雇用現場ということになっていて、学校や病院はその対象対象が家庭、福祉現場、そして雇用現場ということになっていて、学校や病院はその対象対象が家庭、福祉現場、そして雇用現場ということになっていて、学校や病院はその対象

になっていないようですが、しかし、学校では養護学校、普通学校を含めて、結構虐待がになっていないようですが、しかし、学校では養護学校、普通学校を含めて、結構虐待がになっていないようですが、しかし、学校では養護学校、普通学校を含めて、結構虐待がになっていないようですが、しかし、学校では養護学校、普通学校を含めて、結構虐待が

あるという新聞社説を見ているのですけれど、逆に厚生委員会としては学校の問題は対象あるという新聞社説を見ているのですけれど、逆に厚生委員会としては学校の問題は対象あるという新聞社説を見ているのですけれど、逆に厚生委員会としては学校の問題は対象あるという新聞社説を見ているのですけれど、逆に厚生委員会としては学校の問題は対象

になっていないのですけれど、やはりこの問題は学校と、あるいはそういった福祉現場なになっていないのですけれど、やはりこの問題は学校と、あるいはそういった福祉現場なになっていないのですけれど、やはりこの問題は学校と、あるいはそういった福祉現場なになっていないのですけれど、やはりこの問題は学校と、あるいはそういった福祉現場な

どとの連携が必要だと思うのですが、その点の連携はちゃんととれていて、どのような実どとの連携が必要だと思うのですが、その点の連携はちゃんととれていて、どのような実どとの連携が必要だと思うのですが、その点の連携はちゃんととれていて、どのような実どとの連携が必要だと思うのですが、その点の連携はちゃんととれていて、どのような実

態にあるのか、聞かせてほしいと思います。態にあるのか、聞かせてほしいと思います。態にあるのか、聞かせてほしいと思います。態にあるのか、聞かせてほしいと思います。

それから最後に、ちょっと皮肉った聞き方をしていけないのですが、奈良県の地域福祉それから最後に、ちょっと皮肉った聞き方をしていけないのですが、奈良県の地域福祉それから最後に、ちょっと皮肉った聞き方をしていけないのですが、奈良県の地域福祉それから最後に、ちょっと皮肉った聞き方をしていけないのですが、奈良県の地域福祉

支援計画があって、奈良県は１１市町村ができていて、１１市町村といえば、３割か４割支援計画があって、奈良県は１１市町村ができていて、１１市町村といえば、３割か４割支援計画があって、奈良県は１１市町村ができていて、１１市町村といえば、３割か４割支援計画があって、奈良県は１１市町村ができていて、１１市町村といえば、３割か４割

になるのですか。全になるのですか。全になるのですか。全になるのですか。全国国国国は平は平は平は平均均均均で６割という説明があったのですけれど、この計画が必要なで６割という説明があったのですけれど、この計画が必要なで６割という説明があったのですけれど、この計画が必要なで６割という説明があったのですけれど、この計画が必要な

ものでしたらきちんとやってほしいし、どっちでもいいものでしたらまたものでしたらきちんとやってほしいし、どっちでもいいものでしたらまたものでしたらきちんとやってほしいし、どっちでもいいものでしたらまたものでしたらきちんとやってほしいし、どっちでもいいものでしたらまた違違違違ってきますが、ってきますが、ってきますが、ってきますが、

奈良県がな奈良県がな奈良県がな奈良県がなぜ遅ぜ遅ぜ遅ぜ遅いのか。市町村の職員がいのか。市町村の職員がいのか。市町村の職員がいのか。市町村の職員が少少少少ないのか、どこにないのか、どこにないのか、どこにないのか、どこに原因原因原因原因があるのか。いや、そうがあるのか。いや、そうがあるのか。いや、そうがあるのか。いや、そう

ではなくて、もっとほかのではなくて、もっとほかのではなくて、もっとほかのではなくて、もっとほかの仕仕仕仕事が、他の県より、あるいは市町村では事が、他の県より、あるいは市町村では事が、他の県より、あるいは市町村では事が、他の県より、あるいは市町村では進進進進んでいるのですとんでいるのですとんでいるのですとんでいるのですと

いういういういう何何何何かがあるのか。かがあるのか。かがあるのか。かがあるのか。分析分析分析分析をされたことはあるかどうか、聞かせてほしいと思います。をされたことはあるかどうか、聞かせてほしいと思います。をされたことはあるかどうか、聞かせてほしいと思います。をされたことはあるかどうか、聞かせてほしいと思います。

○土井障害福祉課長○土井障害福祉課長○土井障害福祉課長○土井障害福祉課長 ままままずずずず、障害者差別禁止条例について２点、障害者差別禁止条例について２点、障害者差別禁止条例について２点、障害者差別禁止条例について２点お尋ねお尋ねお尋ねお尋ねをいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

調査調査調査調査研究研究研究研究をををを行行行行うための予算うための予算うための予算うための予算措置措置措置措置のののの状況状況状況状況についてでについてでについてでについてでござござござございます。障害者差別禁止条例の制います。障害者差別禁止条例の制います。障害者差別禁止条例の制います。障害者差別禁止条例の制

定定定定目的目的目的目的といたしました事業として別といたしました事業として別といたしました事業として別といたしました事業として別途途途途予算予算予算予算立立立立てはてはてはては行行行行ってってってっておおおおりませんけれども、りませんけれども、りませんけれども、りませんけれども、所所所所要の要の要の要の経経経経費費費費

のののの主主主主なななな内訳内訳内訳内訳というのが、その調査に要するというのが、その調査に要するというのが、その調査に要するというのが、その調査に要する旅旅旅旅費でありますとか、費でありますとか、費でありますとか、費でありますとか、協協協協議、議、議、議、検討検討検討検討をををを行行行行う会議にう会議にう会議にう会議に

要する要する要する要する経経経経費でありますので、こうした費でありますので、こうした費でありますので、こうした費でありますので、こうした所所所所要要要要経経経経費の費の費の費の主主主主なななな内訳内訳内訳内訳ででででござござござございますので、障害福祉いますので、障害福祉いますので、障害福祉いますので、障害福祉課課課課

の一の一の一の一般管理般管理般管理般管理事務費の予算の事務費の予算の事務費の予算の事務費の予算の中中中中で対応してまいりたいとで対応してまいりたいとで対応してまいりたいとで対応してまいりたいと考考考考えてえてえてえておおおおります。ります。ります。ります。

２点２点２点２点目目目目、、、、検討検討検討検討にににに当当当当たっての団体たっての団体たっての団体たっての団体等等等等との接触についてでとの接触についてでとの接触についてでとの接触についてでござござござございます。まいます。まいます。まいます。まずずずず、この調査、この調査、この調査、この調査研究研究研究研究

をををを進進進進めていくめていくめていくめていく上上上上で障害者団体で障害者団体で障害者団体で障害者団体等等等等とのとのとのとの協協協協議、議、議、議、意意意意見見見見交換交換交換交換というのはというのはというのはというのは欠欠欠欠かすことのできないかすことのできないかすことのできないかすことのできないプロプロプロプロ

セスセスセスセスとととと考考考考えてえてえてえておおおおりまして、りまして、りまして、りまして、時時時時間をかけて間をかけて間をかけて間をかけて丁寧丁寧丁寧丁寧にににに取取取取りりりり組組組組んでいく必要があるとんでいく必要があるとんでいく必要があるとんでいく必要があると考考考考えてえてえてえておおおおりりりり

ます。このため、まます。このため、まます。このため、まます。このため、まずずずずは障害者差別を防止するための法制度に関するは障害者差別を防止するための法制度に関するは障害者差別を防止するための法制度に関するは障害者差別を防止するための法制度に関する情情情情報や報や報や報や課課課課題の題の題の題の共有共有共有共有、、、、



---- 3333 ----

あるいはそういったことをあるいはそういったことをあるいはそういったことをあるいはそういったことを具具具具体体体体的的的的にににに意意意意見見見見交換交換交換交換をををを行行行行う場のう場のう場のう場の設置設置設置設置やややや進進進進め方につきまして、ただめ方につきまして、ただめ方につきまして、ただめ方につきまして、ただ

いま障害者団体の方いま障害者団体の方いま障害者団体の方いま障害者団体の方 々々々々とととと検討検討検討検討をををを進進進進めるため、めるため、めるため、めるため、協協協協議を議を議を議を始始始始めているとこめているとこめているとこめているところろろろででででござござござございます。います。います。います。

また、障害者団体とのまた、障害者団体とのまた、障害者団体とのまた、障害者団体との意意意意見見見見交換交換交換交換、、、、協協協協議につきましては、議につきましては、議につきましては、議につきましては、単単単単に条例制定だけではなくて、に条例制定だけではなくて、に条例制定だけではなくて、に条例制定だけではなくて、

実実実実効効効効性のある性のある性のある性のある具具具具体体体体的的的的なななな施施施施策の策の策の策の検討検討検討検討と並と並と並と並行行行行させながら、させながら、させながら、させながら、意意意意見見見見交換等交換等交換等交換等をををを進進進進めていく必要があるめていく必要があるめていく必要があるめていく必要がある

とととと考考考考えてえてえてえておおおおります。ります。ります。ります。

続続続続きまして、障害者虐待防止法につきまして、学校現場や病院現場は法きまして、障害者虐待防止法につきまして、学校現場や病院現場は法きまして、障害者虐待防止法につきまして、学校現場や病院現場は法きまして、障害者虐待防止法につきまして、学校現場や病院現場は法律律律律の対象の対象の対象の対象外外外外とさとさとさとさ

れたが、学校での障害者虐待が発生した場れたが、学校での障害者虐待が発生した場れたが、学校での障害者虐待が発生した場れたが、学校での障害者虐待が発生した場合合合合のののの教育教育教育教育委員会委員会委員会委員会等等等等、関係、関係、関係、関係機機機機関との連携はできて関との連携はできて関との連携はできて関との連携はできて

いるのか、といういるのか、といういるのか、といういるのか、というお尋ねお尋ねお尋ねお尋ねででででござござござございます。梶川委員います。梶川委員います。梶川委員います。梶川委員お述お述お述お述べのように、学校や医療現場というべのように、学校や医療現場というべのように、学校や医療現場というべのように、学校や医療現場という

のは法の対象のは法の対象のは法の対象のは法の対象外外外外とされているのですけれども、とされているのですけれども、とされているのですけれども、とされているのですけれども、同同同同法に法に法に法におおおおきまして学校、きまして学校、きまして学校、きまして学校、保育所保育所保育所保育所、医療、医療、医療、医療機機機機関関関関

の長は職員の長は職員の長は職員の長は職員等等等等に対するに対するに対するに対する研修研修研修研修の実の実の実の実施施施施やややや啓啓啓啓発、あるいは障害者に対する発、あるいは障害者に対する発、あるいは障害者に対する発、あるいは障害者に対する相談相談相談相談体制の体制の体制の体制の整備整備整備整備、虐待、虐待、虐待、虐待

事案事案事案事案へへへへの対の対の対の対処等処等処等処等に必要なに必要なに必要なに必要な措置措置措置措置をををを講ず講ず講ず講ずるものというようにるものというようにるものというようにるものというように規規規規定されているとこ定されているとこ定されているとこ定されているところろろろででででござござござございまいまいまいま

す。このため奈良県にす。このため奈良県にす。このため奈良県にす。このため奈良県におおおおきましては、法きましては、法きましては、法きましては、法施行施行施行施行にあにあにあにあわわわわせまして県せまして県せまして県せまして県教育教育教育教育委員会を通委員会を通委員会を通委員会を通じじじじまして県まして県まして県まして県

立立立立学校や市町村学校や市町村学校や市町村学校や市町村教育教育教育教育委員会に委員会に委員会に委員会に文書文書文書文書あるいはあるいはあるいはあるいはパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットをををを配付配付配付配付いたしまして制度のいたしまして制度のいたしまして制度のいたしまして制度の周周周周知を知を知を知を

図図図図りますとともに、県でりますとともに、県でりますとともに、県でりますとともに、県で昨昨昨昨年度から実年度から実年度から実年度から実施施施施いたしていたしていたしていたしておおおおります障害者虐待防止・ります障害者虐待防止・ります障害者虐待防止・ります障害者虐待防止・権利擁権利擁権利擁権利擁護護護護研修研修研修研修

ににににおおおおきましても、きましても、きましても、きましても、教育教育教育教育委員会あるいは学校関係者の方にも委員会あるいは学校関係者の方にも委員会あるいは学校関係者の方にも委員会あるいは学校関係者の方にもごごごご案案案案内内内内をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして受講受講受講受講いたいたいたいた

だいているとこだいているとこだいているとこだいているところろろろででででござござござございます。います。います。います。

そして、現実そして、現実そして、現実そして、現実的的的的な対応といたしましては、学校な対応といたしましては、学校な対応といたしましては、学校な対応といたしましては、学校等等等等の現場にの現場にの現場にの現場におおおおきまして虐待事案が発生し、きまして虐待事案が発生し、きまして虐待事案が発生し、きまして虐待事案が発生し、

その通報その通報その通報その通報等等等等が県にあった場が県にあった場が県にあった場が県にあった場合合合合には、県には、県には、県には、県教育教育教育教育委員会とも連携をいたしまして市町村関係委員会とも連携をいたしまして市町村関係委員会とも連携をいたしまして市町村関係委員会とも連携をいたしまして市町村関係機機機機関関関関

とともに必要な支援体制を構とともに必要な支援体制を構とともに必要な支援体制を構とともに必要な支援体制を構築築築築するなど、そのするなど、そのするなど、そのするなど、その当該当該当該当該事案に対事案に対事案に対事案に対処処処処してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えていえていえていえてい

るとこるとこるとこるところろろろででででござござござございます。います。います。います。

○林地域福祉課長○林地域福祉課長○林地域福祉課長○林地域福祉課長 地域福祉計画に関する地域福祉計画に関する地域福祉計画に関する地域福祉計画に関するごごごご質問で質問で質問で質問でござござござございます。市町村のいます。市町村のいます。市町村のいます。市町村の取取取取りりりり組み組み組み組みががががおおおおくくくく

れていることについて、れていることについて、れていることについて、れていることについて、何何何何がががが原因原因原因原因なのかというなのかというなのかというなのかというお尋ねお尋ねお尋ねお尋ねです。です。です。です。

この計画は、まこの計画は、まこの計画は、まこの計画は、まずずずず社会福祉法第１０社会福祉法第１０社会福祉法第１０社会福祉法第１０７７７７条に条に条に条に基基基基づくものでづくものでづくものでづくものでござござござございまして、これはいまして、これはいまして、これはいまして、これは任意任意任意任意計画計画計画計画

というというというという位置位置位置位置づけになってづけになってづけになってづけになっておおおおります。ですから、法定でのります。ですから、法定でのります。ですから、法定でのります。ですから、法定での義義義義務計画では務計画では務計画では務計画ではござござござございません。ただ、いません。ただ、いません。ただ、いません。ただ、

今回こういう今回こういう今回こういう今回こういう形形形形で地域福祉をで地域福祉をで地域福祉をで地域福祉を進進進進めていかなければいけないというのは、このめていかなければいけないというのは、このめていかなければいけないというのは、このめていかなければいけないというのは、この背景背景背景背景とかとかとかとか課課課課題題題題

のとこのとこのとこのところろろろにもにもにもにも少少少少し出させていただいたように、し出させていただいたように、し出させていただいたように、し出させていただいたように、介介介介護護護護保険保険保険保険制度が制度が制度が制度が始始始始まって高まって高まって高まって高齢齢齢齢者、福祉、そ者、福祉、そ者、福祉、そ者、福祉、そ

れから障害者れから障害者れから障害者れから障害者自立自立自立自立支援法ができまして、障害福祉はそれ支援法ができまして、障害福祉はそれ支援法ができまして、障害福祉はそれ支援法ができまして、障害福祉はそれぞぞぞぞれれれれ個個個個別には一定別には一定別には一定別には一定進進進進んできたんできたんできたんできたわわわわけけけけ

ででででござござござございますが、そこからこいますが、そこからこいますが、そこからこいますが、そこからこぼぼぼぼれれれれ落落落落ちる問題とか、そういった問題がやはり地域でかなりちる問題とか、そういった問題がやはり地域でかなりちる問題とか、そういった問題がやはり地域でかなりちる問題とか、そういった問題がやはり地域でかなり

顕在化顕在化顕在化顕在化してきているしてきているしてきているしてきている状況状況状況状況ががががござござござございますので、それに対応していくのが地域福祉のいますので、それに対応していくのが地域福祉のいますので、それに対応していくのが地域福祉のいますので、それに対応していくのが地域福祉の役役役役割です。割です。割です。割です。

改改改改めてそういうことを市町村の方にもめてそういうことを市町村の方にもめてそういうことを市町村の方にもめてそういうことを市町村の方にも十分認識十分認識十分認識十分認識をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて進進進進めていく必要がありまめていく必要がありまめていく必要がありまめていく必要がありま
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すので、すので、すので、すので、特特特特にこのにこのにこのにこの中中中中ではではではでは個個個個別福祉で別福祉で別福祉で別福祉で書書書書いてあることではなくて、そこからいてあることではなくて、そこからいてあることではなくて、そこからいてあることではなくて、そこから漏漏漏漏れれれれ落落落落ちているちているちているちている

ことをことをことをことを中心中心中心中心にににに書書書書かせていただいて、そこの部かせていただいて、そこの部かせていただいて、そこの部かせていただいて、そこの部分分分分をこれからもしっかりやっていきましょうをこれからもしっかりやっていきましょうをこれからもしっかりやっていきましょうをこれからもしっかりやっていきましょう

ということで市町村を支援していきたいとということで市町村を支援していきたいとということで市町村を支援していきたいとということで市町村を支援していきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 大大大大体体体体わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

障害者差別禁止条例についての、今の答弁は、日障害者差別禁止条例についての、今の答弁は、日障害者差別禁止条例についての、今の答弁は、日障害者差別禁止条例についての、今の答弁は、日常的常的常的常的にあるにあるにあるにある意味意味意味意味では障害者団体と接触では障害者団体と接触では障害者団体と接触では障害者団体と接触

もしているけれど、平成２５年度からは条例制定にもしているけれど、平成２５年度からは条例制定にもしているけれど、平成２５年度からは条例制定にもしているけれど、平成２５年度からは条例制定に向向向向けたけたけたけた形形形形でのいでのいでのいでのいろろろろいいいいろろろろな調査な調査な調査な調査研究研究研究研究、会、会、会、会

議議議議等等等等はありはありはありはあり得得得得るということでするということでするということでするということですねねねね。。。。

それが一つと、それから障害者虐待防止法というのは、今の答弁でそれが一つと、それから障害者虐待防止法というのは、今の答弁でそれが一つと、それから障害者虐待防止法というのは、今の答弁でそれが一つと、それから障害者虐待防止法というのは、今の答弁で同じ同じ同じ同じ質問になるかと質問になるかと質問になるかと質問になるかと

思うのですけれど、この法思うのですけれど、この法思うのですけれど、この法思うのですけれど、この法律律律律が平成２４年１０月からが平成２４年１０月からが平成２４年１０月からが平成２４年１０月から施行施行施行施行されてされてされてされて何何何何かかかか変わ変わ変わ変わったことがあるったことがあるったことがあるったことがある

のか、のか、のか、のか、行行行行政からのい政からのい政からのい政からのいろろろろいいいいろろろろな対応のな対応のな対応のな対応の仕仕仕仕方というのもあるけれども、現場では、法方というのもあるけれども、現場では、法方というのもあるけれども、現場では、法方というのもあるけれども、現場では、法律律律律ができができができができ

たからすぐたからすぐたからすぐたからすぐ何々何々何々何々がががが変わ変わ変わ変わるというものでもないと思うのですけれど、聞かせてほしいと思いるというものでもないと思うのですけれど、聞かせてほしいと思いるというものでもないと思うのですけれど、聞かせてほしいと思いるというものでもないと思うのですけれど、聞かせてほしいと思い

ます。ます。ます。ます。

それから、地域福祉計画は今の答弁をそのままそれから、地域福祉計画は今の答弁をそのままそれから、地域福祉計画は今の答弁をそのままそれから、地域福祉計画は今の答弁をそのまま受受受受けたら、やはりきちんとしていくべきけたら、やはりきちんとしていくべきけたら、やはりきちんとしていくべきけたら、やはりきちんとしていくべき

だという答弁だと思うので、そうであればしっかり市町村ともだという答弁だと思うので、そうであればしっかり市町村ともだという答弁だと思うので、そうであればしっかり市町村ともだという答弁だと思うので、そうであればしっかり市町村とも協協協協議して、充実したいい計議して、充実したいい計議して、充実したいい計議して、充実したいい計

画をつくってもらうように要画をつくってもらうように要画をつくってもらうように要画をつくってもらうように要望望望望してしてしてしておおおおきます。きます。きます。きます。

○土井障害福祉課長○土井障害福祉課長○土井障害福祉課長○土井障害福祉課長 ままままずずずず、障害者差別禁止条例にかか、障害者差別禁止条例にかか、障害者差別禁止条例にかか、障害者差別禁止条例にかかわわわわります団体とのります団体とのります団体とのります団体との協協協協議、議、議、議、意意意意見見見見交換交換交換交換

につきましては、今委員につきましては、今委員につきましては、今委員につきましては、今委員お述お述お述お述べのとべのとべのとべのとおおおおり、今後り、今後り、今後り、今後進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと考考考考えてえてえてえておおおおります。ります。ります。ります。

また、２点また、２点また、２点また、２点目目目目の障害者虐待防止法のの障害者虐待防止法のの障害者虐待防止法のの障害者虐待防止法の施行施行施行施行にかかにかかにかかにかかわわわわる現場でのる現場でのる現場でのる現場での状況状況状況状況ででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、少少少少しししし

ご紹介ご紹介ご紹介ご紹介申し申し申し申し上げ上げ上げ上げますと、現場にますと、現場にますと、現場にますと、現場におおおおきましてはきましてはきましてはきましては行行行行動障害のある動障害のある動障害のある動障害のある人人人人など、いなど、いなど、いなど、いわゆわゆわゆわゆるるるる突突突突発発発発的的的的なななな危危危危

険険険険動作動作動作動作へへへへの対応、の対応、の対応、の対応、特特特特にににに自傷自傷自傷自傷他害の他害の他害の他害のおおおおそれがある場それがある場それがある場それがある場合合合合にはにはにはには力ず力ず力ず力ずくでも制止をしていかないとくでも制止をしていかないとくでも制止をしていかないとくでも制止をしていかないと

いけないいけないいけないいけないケースケースケースケースもあもあもあもあろろろろうかと思いますが、これも虐待にうかと思いますが、これも虐待にうかと思いますが、これも虐待にうかと思いますが、これも虐待に当当当当たるのかといったようなこととたるのかといったようなこととたるのかといったようなこととたるのかといったようなことと

か、あるいは日か、あるいは日か、あるいは日か、あるいは日常的常的常的常的に例えばに例えばに例えばに例えば呼び捨呼び捨呼び捨呼び捨てでてでてでてで利利利利用者を用者を用者を用者を呼呼呼呼んだり、事業んだり、事業んだり、事業んだり、事業所内所内所内所内でのでのでのでのルールルールルールルールで携で携で携で携帯電帯電帯電帯電

話話話話の禁止であるとか私の禁止であるとか私の禁止であるとか私の禁止であるとか私語語語語禁止禁止禁止禁止等等等等、そういったことも虐待に、そういったことも虐待に、そういったことも虐待に、そういったことも虐待に当当当当たるのかというような今後のたるのかというような今後のたるのかというような今後のたるのかというような今後の

対応につきまして、対応につきまして、対応につきまして、対応につきまして、不不不不安に思う安に思う安に思う安に思う声声声声あるいはあるいはあるいはあるいは戸惑戸惑戸惑戸惑いというようなことがいというようなことがいというようなことがいというようなことがござござござございました。いました。いました。いました。

そうしたことをそうしたことをそうしたことをそうしたことを受受受受けまして、けまして、けまして、けまして、施設施設施設施設や事業や事業や事業や事業所所所所ににににおおおおきましては、きましては、きましては、きましては、施設内施設内施設内施設内あるいは事業あるいは事業あるいは事業あるいは事業所内所内所内所内でででで

のののの研修研修研修研修の実の実の実の実施施施施、虐待防止委員会の、虐待防止委員会の、虐待防止委員会の、虐待防止委員会の設置設置設置設置、虐待防止、虐待防止、虐待防止、虐待防止マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルの作成、あるいはそういったの作成、あるいはそういったの作成、あるいはそういったの作成、あるいはそういった

施設施設施設施設のののの中中中中にににに苦情投書箱苦情投書箱苦情投書箱苦情投書箱をををを設置設置設置設置するなど、虐待防止に対するするなど、虐待防止に対するするなど、虐待防止に対するするなど、虐待防止に対する取取取取りりりり組み組み組み組みを、それを、それを、それを、それぞぞぞぞれれれれ進進進進めていめていめていめてい

ただいていると聞いてただいていると聞いてただいていると聞いてただいていると聞いておおおおります。ります。ります。ります。

また、県だけではなく市町村やまた、県だけではなく市町村やまた、県だけではなく市町村やまた、県だけではなく市町村やハローワークハローワークハローワークハローワーク、あるいは一部の医療、あるいは一部の医療、あるいは一部の医療、あるいは一部の医療機機機機関関関関等等等等ににににおおおおきましてきましてきましてきまして

も、職員や関係者、あるいは事業者を対象といたしましても、職員や関係者、あるいは事業者を対象といたしましても、職員や関係者、あるいは事業者を対象といたしましても、職員や関係者、あるいは事業者を対象といたしまして研修研修研修研修会も実会も実会も実会も実施施施施していただいてしていただいてしていただいてしていただいておおおお
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りまして、制度のりまして、制度のりまして、制度のりまして、制度の周周周周知、知、知、知、意意意意見見見見交換等交換等交換等交換等に、に、に、に、取取取取りりりり組組組組んでいただいているとこんでいただいているとこんでいただいているとこんでいただいているところろろろででででござござござございます。います。います。います。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 一つ言うと、今の事例一つ言うと、今の事例一つ言うと、今の事例一つ言うと、今の事例紹介紹介紹介紹介で、ちょうど私のとこで、ちょうど私のとこで、ちょうど私のとこで、ちょうど私のところへろへろへろへある障害者団体からある障害者団体からある障害者団体からある障害者団体から話話話話

がががが持持持持ちちちち込込込込まれたのですけれど、病院か医院にまれたのですけれど、病院か医院にまれたのですけれど、病院か医院にまれたのですけれど、病院か医院に行行行行動障害のある動障害のある動障害のある動障害のある人人人人がががが行行行行って、って、って、って、ひひひひどくどくどくどくウロウロウロウロウロウロウロウロ

するから、医者から、もうするから、医者から、もうするから、医者から、もうするから、医者から、もう来来来来ないでほしいと言ないでほしいと言ないでほしいと言ないでほしいと言わわわわれたということは、まさに差別で、虐待れたということは、まさに差別で、虐待れたということは、まさに差別で、虐待れたということは、まさに差別で、虐待

とは言とは言とは言とは言わわわわないのか知りませんけれども、そう思いますので、やはりそういったいないのか知りませんけれども、そう思いますので、やはりそういったいないのか知りませんけれども、そう思いますので、やはりそういったいないのか知りませんけれども、そう思いますので、やはりそういったいろろろろいいいいろろろろなななな

場での場での場での場での研修研修研修研修もももも重ね重ね重ね重ねて、今の医者、医療て、今の医者、医療て、今の医者、医療て、今の医者、医療機機機機関は対象関は対象関は対象関は対象外外外外になっていますが、医療になっていますが、医療になっていますが、医療になっていますが、医療機機機機関の入り口関の入り口関の入り口関の入り口

のとこのとこのとこのところろろろでそんな言動があった事例が報告されていますので、でそんな言動があった事例が報告されていますので、でそんな言動があった事例が報告されていますので、でそんな言動があった事例が報告されていますので、ぜひぜひぜひぜひそういう点もそういう点もそういう点もそういう点も改善改善改善改善するするするする

ようにようにようにように頑張頑張頑張頑張ってほしいと思います。ってほしいと思います。ってほしいと思います。ってほしいと思います。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 平成２４年８月にも、社会問題平成２４年８月にも、社会問題平成２４年８月にも、社会問題平成２４年８月にも、社会問題化化化化しているしているしているしている脱脱脱脱法法法法ハーブハーブハーブハーブのののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについて質いについて質いについて質いについて質

問をさせていただきました。それ問をさせていただきました。それ問をさせていただきました。それ問をさせていただきました。それ以以以以後も後も後も後も脱脱脱脱法法法法ハーブハーブハーブハーブによると見られる事によると見られる事によると見られる事によると見られる事件件件件、事、事、事、事故故故故がががが大阪府大阪府大阪府大阪府、、、、

東京都東京都東京都東京都、、、、愛愛愛愛知県などでもまた発生して知県などでもまた発生して知県などでもまた発生して知県などでもまた発生しておおおおり、なかなかり、なかなかり、なかなかり、なかなか取取取取りりりり締締締締まりがまりがまりがまりが進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない状況状況状況状況にあにあにあにあ

ると思ると思ると思ると思わわわわれます。れます。れます。れます。

何何何何よりも健康よりも健康よりも健康よりも健康被被被被害あるいは害あるいは害あるいは害あるいは異常行異常行異常行異常行動を動を動を動を起起起起こすこすこすこすおおおおそれがあって、それがあって、それがあって、それがあって、服服服服用者が用者が用者が用者が意識意識意識意識をををを失失失失うなどうなどうなどうなど

してしてしてして救急車救急車救急車救急車でででで搬送搬送搬送搬送されるというされるというされるというされるというケースケースケースケースもありますので、このように社会問題もありますので、このように社会問題もありますので、このように社会問題もありますので、このように社会問題化化化化しているこしているこしているこしているこ

とについては、いち早く奈良県はもとよりとについては、いち早く奈良県はもとよりとについては、いち早く奈良県はもとよりとについては、いち早く奈良県はもとより国国国国からもからもからもからも積極的積極的積極的積極的な対策が必要であると思うのでな対策が必要であると思うのでな対策が必要であると思うのでな対策が必要であると思うので

すけれど、現すけれど、現すけれど、現すけれど、現行行行行のののの薬薬薬薬事法の事法の事法の事法の中中中中では奈良県としてそういう疑いのあるでは奈良県としてそういう疑いのあるでは奈良県としてそういう疑いのあるでは奈良県としてそういう疑いのある商品商品商品商品に対して、に対して、に対して、に対して、迅速迅速迅速迅速なななな

検検検検査、査、査、査、分析分析分析分析をするをするをするをする権限権限権限権限といったものが、といったものが、といったものが、といったものが、可能可能可能可能であると思であると思であると思であると思わわわわれるのですけれど、このれるのですけれど、このれるのですけれど、このれるのですけれど、この辺辺辺辺のののの考考考考

え方は今の現え方は今の現え方は今の現え方は今の現状状状状ではどうなのでしょうか。こういう事ではどうなのでしょうか。こういう事ではどうなのでしょうか。こういう事ではどうなのでしょうか。こういう事件件件件、事、事、事、事故故故故が発生していることに対しが発生していることに対しが発生していることに対しが発生していることに対し

て、今の現て、今の現て、今の現て、今の現状状状状をどうとらえてをどうとらえてをどうとらえてをどうとらえておおおおられるのか、それから現られるのか、それから現られるのか、それから現られるのか、それから現状状状状ももももおおおお知らせください。知らせください。知らせください。知らせください。

○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長 脱脱脱脱法法法法ハーブハーブハーブハーブの現の現の現の現状状状状ということでということでということでということでござござござございます。います。います。います。

ままままずずずず、その質問の、その質問の、その質問の、その質問の中中中中で、で、で、で、脱脱脱脱法法法法ハーブハーブハーブハーブのののの吸引吸引吸引吸引が疑が疑が疑が疑わわわわれる県れる県れる県れる県内内内内のののの救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送事例の事例の事例の事例の状況状況状況状況ででででござござござござ

いますけれども、安井委員が、平成２４年８月に質問されましてから平成２５年２月２０いますけれども、安井委員が、平成２４年８月に質問されましてから平成２５年２月２０いますけれども、安井委員が、平成２４年８月に質問されましてから平成２５年２月２０いますけれども、安井委員が、平成２４年８月に質問されましてから平成２５年２月２０

日までで、県日までで、県日までで、県日までで、県警察警察警察警察とととと消消消消防防防防等等等等からのからのからのからの情情情情報では報では報では報ではござござござございますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、脱脱脱脱法法法法ハーブハーブハーブハーブのののの吸引吸引吸引吸引が疑が疑が疑が疑わわわわ

れるれるれるれる救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送事例は９事例は９事例は９事例は９件ござ件ござ件ござ件ございました。これらのいました。これらのいました。これらのいました。これらの患患患患者の者の者の者の主主主主なななな症状症状症状症状は、は、は、は、意識意識意識意識障害であり、障害であり、障害であり、障害であり、数数数数

日間の入院の後、日間の入院の後、日間の入院の後、日間の入院の後、退退退退院されたという院されたという院されたという院されたという症症症症例が例が例が例が多多多多く、く、く、く、死亡死亡死亡死亡にににに至至至至ったったったった重篤重篤重篤重篤な事例はなかったとな事例はなかったとな事例はなかったとな事例はなかったとおおおお

聞きしているとこ聞きしているとこ聞きしているとこ聞きしているところろろろででででござござござございます。います。います。います。

そして、県の現そして、県の現そして、県の現そして、県の現状状状状ということでということでということでということでござござござございますけれども、まいますけれども、まいますけれども、まいますけれども、まず脱ず脱ず脱ず脱法法法法ハーブハーブハーブハーブにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

今、安井委員今、安井委員今、安井委員今、安井委員お述お述お述お述べのとべのとべのとべのとおおおおりりりり薬薬薬薬事法に事法に事法に事法に規規規規定する定する定する定する指指指指定定定定薬物薬物薬物薬物にににに該当該当該当該当するかどうかをするかどうかをするかどうかをするかどうかを判断判断判断判断して、して、して、して、

そのそのそのその製製製製造や造や造や造や販売行為販売行為販売行為販売行為に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして規規規規制を制を制を制を行行行行っているとこっているとこっているとこっているところろろろででででござござござございます。そのようないます。そのようないます。そのようないます。そのような中中中中で、で、で、で、

東京都東京都東京都東京都とかとかとかとか大阪府大阪府大阪府大阪府ににににおおおおきましては、構造きましては、構造きましては、構造きましては、構造式式式式をををを少少少少しししし変変変変えた新たに出回るえた新たに出回るえた新たに出回るえた新たに出回る薬物薬物薬物薬物のののの規規規規制と、制と、制と、制と、吸引吸引吸引吸引
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目的目的目的目的でのでのでのでの所持所持所持所持のののの規規規規制を制を制を制を上乗上乗上乗上乗せでせでせでせで行行行行うううう目的目的目的目的から条例を制定されまして、から条例を制定されまして、から条例を制定されまして、から条例を制定されまして、独自独自独自独自のののの薬物薬物薬物薬物をををを指指指指定し、定し、定し、定し、

取取取取りりりり締締締締まりをまりをまりをまりを行行行行うこととされています。しかしながら、平成２４年９月議会で知事からもうこととされています。しかしながら、平成２４年９月議会で知事からもうこととされています。しかしながら、平成２４年９月議会で知事からもうこととされています。しかしながら、平成２４年９月議会で知事からも

答弁がありましたように、対象答弁がありましたように、対象答弁がありましたように、対象答弁がありましたように、対象薬物薬物薬物薬物のののの指指指指定を定を定を定を行行行行うには、生体うには、生体うには、生体うには、生体影響影響影響影響試験試験試験試験等等等等のののの大規大規大規大規模模模模なななな検検検検査体査体査体査体

制、そして制、そして制、そして制、そして薬物薬物薬物薬物を正を正を正を正確確確確にににに検検検検出するために出するために出するために出するために試験装試験装試験装試験装置等置等置等置等のののの整備整備整備整備がががが課課課課題で題で題で題でござござござございまして、これらいまして、これらいまして、これらいまして、これら

のののの課課課課題について題について題について題について国へ国へ国へ国へ要要要要望望望望したとこしたとこしたとこしたところろろろででででござござござございます。また県にいます。また県にいます。また県にいます。また県におおおおきましては、きましては、きましては、きましては、機機機機会を会を会を会を捉捉捉捉えてえてえてえて

県県県県民民民民へへへへのののの注注注注意意意意喚喚喚喚起等起等起等起等をををを行行行行い、い、い、い、危危危危害発生の防止に害発生の防止に害発生の防止に害発生の防止に努努努努めてきたとこめてきたとこめてきたとこめてきたところろろろででででござござござございます。います。います。います。

一方、一方、一方、一方、都都都都道道道道府府府府県の条例県の条例県の条例県の条例化化化化のののの流流流流れと並れと並れと並れと並行行行行いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、国国国国では、では、では、では、指指指指定定定定薬物薬物薬物薬物のののの包括包括包括包括指指指指定の定の定の定の導導導導

入と入と入と入と取取取取りりりり締締締締まりをまりをまりをまりを行行行行うううう際際際際のののの立立立立ち入りち入りち入りち入り検検検検査や、査や、査や、査や、収去収去収去収去権限権限権限権限をををを付付付付与与与与する法する法する法する法改改改改正について正について正について正について検討検討検討検討がさがさがさがさ

れまして、れまして、れまして、れまして、薬物薬物薬物薬物のののの包括包括包括包括指指指指定につきましては、構造定につきましては、構造定につきましては、構造定につきましては、構造式式式式をををを少少少少しししし変変変変えるだけでえるだけでえるだけでえるだけで指指指指定定定定薬物薬物薬物薬物からのがからのがからのがからのが

れてきたれてきたれてきたれてきた薬物薬物薬物薬物もももも化化化化学構造の学構造の学構造の学構造の基基基基本骨格本骨格本骨格本骨格でででで指指指指定することで、定することで、定することで、定することで、類似類似類似類似のののの薬物薬物薬物薬物も含めても含めても含めても含めて取取取取りりりり締締締締まりのまりのまりのまりの

対象とできるものであり、平成２５年２月２０日に対象とできるものであり、平成２５年２月２０日に対象とできるものであり、平成２５年２月２０日に対象とできるものであり、平成２５年２月２０日に省令省令省令省令がががが交付交付交付交付されまして、３月２２日かされまして、３月２２日かされまして、３月２２日かされまして、３月２２日か

らららら施行施行施行施行されることになってされることになってされることになってされることになっておおおおります。ります。ります。ります。

また、また、また、また、取締権限取締権限取締権限取締権限をををを強強強強化化化化する法する法する法する法改改改改正に関しましては、今度の通正に関しましては、今度の通正に関しましては、今度の通正に関しましては、今度の通常国常国常国常国会で会で会で会で改改改改正案が提出され正案が提出され正案が提出され正案が提出され

る予定でる予定でる予定でる予定でござござござございます。います。います。います。

県といたしましては、今後も県といたしましては、今後も県といたしましては、今後も県といたしましては、今後も引引引引きききき続続続続き県き県き県き県警察警察警察警察本本本本部と連携を部と連携を部と連携を部と連携を密密密密にしながらにしながらにしながらにしながら取扱取扱取扱取扱店店店店へへへへのののの立立立立ちちちち

入りを定入りを定入りを定入りを定期期期期的的的的にににに行行行行うとともに、あうとともに、あうとともに、あうとともに、あわわわわせて県せて県せて県せて県民民民民のののの皆皆皆皆さん方に対しましてさん方に対しましてさん方に対しましてさん方に対しまして薬物薬物薬物薬物乱乱乱乱用防止用防止用防止用防止街頭キ街頭キ街頭キ街頭キ

ャャャャンンンンペペペペーンーンーンーン、、、、薬物薬物薬物薬物乱乱乱乱用防止用防止用防止用防止教教教教室室室室及及及及びびびびホホホホーーーームペムペムペムペーーーージジジジなどを通などを通などを通などを通じじじじましてましてましてまして脱脱脱脱法法法法ハーブハーブハーブハーブのののの危険危険危険危険性を性を性を性を

注注注注意意意意喚喚喚喚起起起起し、し、し、し、啓啓啓啓発に発に発に発に努努努努めるとともに、めるとともに、めるとともに、めるとともに、薬薬薬薬事法事法事法事法改改改改正が正が正が正が行わ行わ行わ行われるれるれるれる時時時時期期期期を見を見を見を見据据据据えて、えて、えて、えて、薬物薬物薬物薬物をををを特特特特定定定定

できる体制できる体制できる体制できる体制整備整備整備整備をををを検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えてえてえてえておおおおります。ります。ります。ります。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 平成２４年９月議会が開かれまして、平成２４年９月議会が開かれまして、平成２４年９月議会が開かれまして、平成２４年９月議会が開かれまして、近畿近畿近畿近畿ではではではでは大阪府大阪府大阪府大阪府とととと和歌山和歌山和歌山和歌山県で、条例制県で、条例制県で、条例制県で、条例制

定され、それ定され、それ定され、それ定され、それぞぞぞぞれれれれ特特特特色色色色のある条例であるようです。のある条例であるようです。のある条例であるようです。のある条例であるようです。大阪府大阪府大阪府大阪府ではではではでは使使使使用や用や用や用や使使使使用を用を用を用を目的目的目的目的としたとしたとしたとした所所所所

持持持持にもにもにもにも罰罰罰罰則則則則規規規規定が定が定が定が設設設設けられているということ、そしてまた、けられているということ、そしてまた、けられているということ、そしてまた、けられているということ、そしてまた、和歌山和歌山和歌山和歌山県では県では県では県では購購購購入者全員に入者全員に入者全員に入者全員に誓誓誓誓

約約約約書書書書の提出をの提出をの提出をの提出を求求求求めているということ、めているということ、めているということ、めているということ、７７７７３３３３種種種種のののの指指指指定定定定薬物以外薬物以外薬物以外薬物以外でもでもでもでも指指指指定していくというよう定していくというよう定していくというよう定していくというよう

に新たにに新たにに新たにに新たに国国国国ではなく県でではなく県でではなく県でではなく県で独自独自独自独自の条例が制定されたということです。こういうことがやはりの条例が制定されたということです。こういうことがやはりの条例が制定されたということです。こういうことがやはりの条例が制定されたということです。こういうことがやはり

県県県県民民民民に対するに対するに対するに対するキャキャキャキャンンンンペペペペーンーンーンーン、、、、ホホホホーーーームペムペムペムペーーーージジジジ、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは立立立立入調査、さま入調査、さま入調査、さま入調査、さまざざざざまな方法が条例まな方法が条例まな方法が条例まな方法が条例化化化化

によって一によって一によって一によって一層拍層拍層拍層拍車車車車がかかってくるものと思がかかってくるものと思がかかってくるものと思がかかってくるものと思わわわわれます。れます。れます。れます。

今説明がありましたけれども、今説明がありましたけれども、今説明がありましたけれども、今説明がありましたけれども、国国国国でも法でも法でも法でも法整備整備整備整備がががが進進進進められてめられてめられてめられておおおおり、議員り、議員り、議員り、議員立立立立法で法で法で法で薬薬薬薬事法の事法の事法の事法の改改改改

正に正に正に正に向向向向かってかってかってかって取取取取りまとめをしているという動きは聞いてりまとめをしているという動きは聞いてりまとめをしているという動きは聞いてりまとめをしているという動きは聞いておおおおり、それが法り、それが法り、それが法り、それが法整備整備整備整備にににに向向向向かって第かって第かって第かって第

一一一一歩歩歩歩となることにはとなることにはとなることにはとなることには違違違違いないと思いますけれども、まだいないと思いますけれども、まだいないと思いますけれども、まだいないと思いますけれども、まだ薬薬薬薬事法全体を事法全体を事法全体を事法全体を改改改改正するまでは正するまでは正するまでは正するまでは至至至至っっっっ

ていないですし、今説明のあった平成２５年３月２２日からていないですし、今説明のあった平成２５年３月２２日からていないですし、今説明のあった平成２５年３月２２日からていないですし、今説明のあった平成２５年３月２２日から施行施行施行施行されるものは、それはされるものは、それはされるものは、それはされるものは、それは省省省省
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令令令令の一部で、の一部で、の一部で、の一部で、省令省令省令省令で定められるということです。まだまだ法で定められるということです。まだまだ法で定められるということです。まだまだ法で定められるということです。まだまだ法整備整備整備整備というとこというとこというとこというところろろろの第一の第一の第一の第一歩歩歩歩とととと

いういういういう感感感感じじじじがいたしますけれど、全体としてこれからの法を定めていくがいたしますけれど、全体としてこれからの法を定めていくがいたしますけれど、全体としてこれからの法を定めていくがいたしますけれど、全体としてこれからの法を定めていく上上上上ににににおおおおいて、いて、いて、いて、国国国国としとしとしとし

てもてもてもても踏踏踏踏みみみみ出したということについては出したということについては出したということについては出したということについては大大大大きなきなきなきな意義意義意義意義があると思いますし、があると思いますし、があると思いますし、があると思いますし、国国国国会で会で会で会で十分十分十分十分なななな審審審審議議議議

をなされるものと思ってをなされるものと思ってをなされるものと思ってをなされるものと思っておおおおりますが、りますが、りますが、りますが、期期期期待するのは、やはり待するのは、やはり待するのは、やはり待するのは、やはり補完補完補完補完的的的的なななな意味意味意味意味というか、やはというか、やはというか、やはというか、やは

り奈良県は県としてさまり奈良県は県としてさまり奈良県は県としてさまり奈良県は県としてさまざざざざまなまなまなまな倫倫倫倫理的理的理的理的なことや、さまなことや、さまなことや、さまなことや、さまざざざざまなまなまなまな背景背景背景背景でででで整備整備整備整備しなければならなしなければならなしなければならなしなければならな

いものがあると思うのですけれど、条例制定にいものがあると思うのですけれど、条例制定にいものがあると思うのですけれど、条例制定にいものがあると思うのですけれど、条例制定に向向向向かっていってもらいたいという思いがあかっていってもらいたいという思いがあかっていってもらいたいという思いがあかっていってもらいたいという思いがあ

ります。ります。ります。ります。

平成２４年９月議会でも平成２４年９月議会でも平成２４年９月議会でも平成２４年９月議会でも脱脱脱脱法法法法ハーブハーブハーブハーブに対するに対するに対するに対する意意意意見見見見書書書書がががが採択採択採択採択されまして、奈良県としてもされまして、奈良県としてもされまして、奈良県としてもされまして、奈良県としても

意意意意思思思思表示表示表示表示ができたものと思ってができたものと思ってができたものと思ってができたものと思っておおおおりますけれど、県としても条例にりますけれど、県としても条例にりますけれど、県としても条例にりますけれど、県としても条例に向向向向かっていく、あるいかっていく、あるいかっていく、あるいかっていく、あるい

は制定には制定には制定には制定に向向向向かっていくというようなかっていくというようなかっていくというようなかっていくというような前前前前向向向向きな動きや、きな動きや、きな動きや、きな動きや、考考考考え方は今のえ方は今のえ方は今のえ方は今の時時時時点ではどうなのか、点ではどうなのか、点ではどうなのか、点ではどうなのか、

あるいはどのようにあるいはどのようにあるいはどのようにあるいはどのように進進進進めていこうとされているのか。めていこうとされているのか。めていこうとされているのか。めていこうとされているのか。わわわわかっているかっているかっているかっている範囲範囲範囲範囲ででででおおおお答えいただき答えいただき答えいただき答えいただき

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。

○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長 確確確確かに今、かに今、かに今、かに今、国国国国でででで脱脱脱脱法法法法ハーブハーブハーブハーブのののの規規規規制に関しての動きが、制に関しての動きが、制に関しての動きが、制に関しての動きが、進進進進んでいるとんでいるとんでいるとんでいると

いうのもいうのもいうのもいうのも承承承承知をしているとこ知をしているとこ知をしているとこ知をしているところろろろです。このことにつきましては、安井委員からです。このことにつきましては、安井委員からです。このことにつきましては、安井委員からです。このことにつきましては、安井委員からご指ご指ご指ご指摘摘摘摘がかがかがかがか

ねねねねががががねねねねありますように、どういう対応ができるのかというのを部ありますように、どういう対応ができるのかというのを部ありますように、どういう対応ができるのかというのを部ありますように、どういう対応ができるのかというのを部内内内内だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、警察警察警察警察

の方ともの方ともの方ともの方とも少少少少しししし相談相談相談相談をしながらをしながらをしながらをしながら進進進進めてきたとこめてきたとこめてきたとこめてきたところろろろででででござござござございます。います。います。います。

現現現現時時時時点で、ま点で、ま点で、ま点で、まずずずずは実態をは実態をは実態をは実態を把握把握把握把握しないといけないとか、あとはしないといけないとか、あとはしないといけないとか、あとはしないといけないとか、あとは大阪府大阪府大阪府大阪府ですとかですとかですとかですとか和歌山和歌山和歌山和歌山県で県で県で県で

条例が定まっていく条例が定まっていく条例が定まっていく条例が定まっていく中中中中で、実で、実で、実で、実際際際際その実その実その実その実効効効効性はどうなのかというとこ性はどうなのかというとこ性はどうなのかというとこ性はどうなのかというところろろろもももも少少少少しししし検検検検証証証証をしていをしていをしていをしてい

く必要があるだく必要があるだく必要があるだく必要があるだろろろろうといううといううといううという話話話話をしてをしてをしてをしておおおおりました。例えば、こういったりました。例えば、こういったりました。例えば、こういったりました。例えば、こういったドラドラドラドラッッッッググググというか、というか、というか、というか、

脱脱脱脱法法法法ハーブハーブハーブハーブについての成についての成についての成についての成分分分分を調べるを調べるを調べるを調べる際際際際にも、にも、にも、にも、特特特特殊殊殊殊なななな装装装装置置置置が必要だということで、新たに条が必要だということで、新たに条が必要だということで、新たに条が必要だということで、新たに条

例とかで、この新たな例とかで、この新たな例とかで、この新たな例とかで、この新たな薬物薬物薬物薬物についてについてについてについて規規規規制をかけようとしようとすると、その制をかけようとしようとすると、その制をかけようとしようとすると、その制をかけようとしようとすると、その人人人人体体体体影響影響影響影響がががが本本本本

当当当当にににに確確確確かなものかどうかというかなものかどうかというかなものかどうかというかなものかどうかという検検検検証証証証も必要になってくるので、なかなかも必要になってくるので、なかなかも必要になってくるので、なかなかも必要になってくるので、なかなかハーハーハーハードドドドルルルルが高いとが高いとが高いとが高いと

思っているのが現思っているのが現思っているのが現思っているのが現状状状状ででででござござござございます。います。います。います。

大阪府大阪府大阪府大阪府も、も、も、も、東京都東京都東京都東京都のののの装装装装置置置置や、や、や、や、研究施設研究施設研究施設研究施設をををを貸貸貸貸してもらいながらしてもらいながらしてもらいながらしてもらいながら運運運運用しているような用しているような用しているような用しているような話話話話も聞も聞も聞も聞

いていていていておおおおりますので、そうなるとなかなかそういう体制が奈良県でもとれるのかとかいうこりますので、そうなるとなかなかそういう体制が奈良県でもとれるのかとかいうこりますので、そうなるとなかなかそういう体制が奈良県でもとれるのかとかいうこりますので、そうなるとなかなかそういう体制が奈良県でもとれるのかとかいうこ

とがとがとがとが課課課課題になってくると思って題になってくると思って題になってくると思って題になってくると思っておおおおります。ります。ります。ります。

ただ、問題ただ、問題ただ、問題ただ、問題意識意識意識意識はもってはもってはもってはもっておおおおりまして、まりまして、まりまして、まりまして、まずずずずどういうどういうどういうどういう状況状況状況状況の方がの方がの方がの方が脱脱脱脱法法法法ハーブハーブハーブハーブでででで救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送ささささ

れているのかといったとこれているのかといったとこれているのかといったとこれているのかといったところろろろはきちんとはきちんとはきちんとはきちんと把握把握把握把握をしつつ、あとは奈良県でどこまでやれるのをしつつ、あとは奈良県でどこまでやれるのをしつつ、あとは奈良県でどこまでやれるのをしつつ、あとは奈良県でどこまでやれるの

か、今のとこか、今のとこか、今のとこか、今のところろろろ現現現現状状状状はははは脱脱脱脱法法法法ハーブハーブハーブハーブをををを売売売売っているとこっているとこっているとこっているところろろろをををを立立立立入入入入検検検検査して、査して、査して、査して、売売売売らないように要らないように要らないように要らないように要

請請請請などはしているのですけれども、それなどはしているのですけれども、それなどはしているのですけれども、それなどはしているのですけれども、それ以上以上以上以上にどういうことができるのかというのは、今にどういうことができるのかというのは、今にどういうことができるのかというのは、今にどういうことができるのかというのは、今
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後後後後考考考考えていきたいと思います。えていきたいと思います。えていきたいと思います。えていきたいと思います。

条例となると、やはりきちんと条例となると、やはりきちんと条例となると、やはりきちんと条例となると、やはりきちんと検検検検査体制ですとか、査体制ですとか、査体制ですとか、査体制ですとか、評価評価評価評価などもできるようになどもできるようになどもできるようになどもできるように考考考考えなけれえなけれえなけれえなけれ

ばいけないとこばいけないとこばいけないとこばいけないところろろろももももござござござございますので、今のとこいますので、今のとこいますので、今のとこいますので、今のところろろろはははは少少少少しししし課課課課題が題が題が題が多多多多いかと思っているとこいかと思っているとこいかと思っているとこいかと思っているところろろろ

です。です。です。です。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 奈良県で、奈良県で、奈良県で、奈良県で、救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送事例が９事例が９事例が９事例が９件件件件発生しているということは、やはり奈良県に発生しているということは、やはり奈良県に発生しているということは、やはり奈良県に発生しているということは、やはり奈良県に

もそういうもそういうもそういうもそういう影響影響影響影響が出てきているとが出てきているとが出てきているとが出てきていると解釈解釈解釈解釈してもいいですし、ここからどうなるのかと言えば、してもいいですし、ここからどうなるのかと言えば、してもいいですし、ここからどうなるのかと言えば、してもいいですし、ここからどうなるのかと言えば、

これからこれからこれからこれからゼゼゼゼロロロロになるかもになるかもになるかもになるかもわわわわかりませんが、やっかりませんが、やっかりませんが、やっかりませんが、やっぱぱぱぱりそういうりそういうりそういうりそういう影響影響影響影響もももも受受受受けていると言えるとけていると言えるとけていると言えるとけていると言えると

思いますし、また思いますし、また思いますし、また思いますし、また販売販売販売販売しているしているしているしている店舗店舗店舗店舗が奈良県にもあるということをが奈良県にもあるということをが奈良県にもあるということをが奈良県にもあるということを指指指指摘摘摘摘をされていますけをされていますけをされていますけをされていますけ

れど、入れど、入れど、入れど、入手手手手方法というのはほかに方法というのはほかに方法というのはほかに方法というのはほかにイイイインンンンタタタターーーーネネネネットットットットとか、とか、とか、とか、店舗店舗店舗店舗販売販売販売販売でない場でない場でない場でない場合合合合もももも容易容易容易容易に入に入に入に入手手手手

できるように聞いてできるように聞いてできるように聞いてできるように聞いておおおおりまして、このりまして、このりまして、このりまして、この辺辺辺辺もももも十分十分十分十分ななななキャキャキャキャンンンンペペペペーンーンーンーンとか、そういうとか、そういうとか、そういうとか、そういう配配配配慮慮慮慮が必要が必要が必要が必要

であると思うのです。できるであると思うのです。できるであると思うのです。できるであると思うのです。できる限限限限り事り事り事り事件件件件、事、事、事、事故故故故の発生を防止するというの発生を防止するというの発生を防止するというの発生を防止するという意味意味意味意味では、条例がなでは、条例がなでは、条例がなでは、条例がな

くてもできることは県でしっかりやってもらいたい。そして、この９くてもできることは県でしっかりやってもらいたい。そして、この９くてもできることは県でしっかりやってもらいたい。そして、この９くてもできることは県でしっかりやってもらいたい。そして、この９件件件件ををををゼゼゼゼロロロロにしていくにしていくにしていくにしていく

という、という、という、という、積極的積極的積極的積極的なななな姿勢姿勢姿勢姿勢がががが求求求求められると思うので、められると思うので、められると思うので、められると思うので、大大大大いにいにいにいに頑張頑張頑張頑張ってほしいとってほしいとってほしいとってほしいとおおおお願いして願いして願いして願いして終終終終わわわわ

ります。ります。ります。ります。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 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とります。１０をとります。１０をとります。１０をとります。１０分分分分ほどほどほどほど休憩休憩休憩休憩入れます。入れます。入れます。入れます。

１５：１１５：１１５：１１５：１７分７分７分７分 休憩休憩休憩休憩

１５：３１１５：３１１５：３１１５：３１分分分分 再再再再開開開開

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 それではそれではそれではそれでは休憩前休憩前休憩前休憩前ににににひひひひきつづき会議をきつづき会議をきつづき会議をきつづき会議を再再再再開します。質問ありますでしょう開します。質問ありますでしょう開します。質問ありますでしょう開します。質問ありますでしょう

か。か。か。か。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 それでは４点にそれでは４点にそれでは４点にそれでは４点にわわわわたり質問させていただきます。たり質問させていただきます。たり質問させていただきます。たり質問させていただきます。

初初初初めに、めに、めに、めに、妊婦妊婦妊婦妊婦健健健健診診診診ととととヒヒヒヒブブブブ、小、小、小、小児児児児用用用用肺炎球菌及肺炎球菌及肺炎球菌及肺炎球菌及びびびび子宮頸ガ子宮頸ガ子宮頸ガ子宮頸ガンンンン予防の３つの予防の３つの予防の３つの予防の３つのワクワクワクワクチチチチンンンン接接接接種種種種のののの

公公公公費費費費助助助助成についてです。成についてです。成についてです。成についてです。妊婦妊婦妊婦妊婦健健健健診診診診と３つのと３つのと３つのと３つのワクワクワクワクチチチチンンンン接接接接種種種種のののの財源財源財源財源措置措置措置措置が、が、が、が、国国国国庫補助金庫補助金庫補助金庫補助金からからからから交交交交

付付付付税税税税措置措置措置措置にににに変わ変わ変わ変わりますが、りますが、りますが、りますが、変わ変わ変わ変わることによってこれまでのることによってこれまでのることによってこれまでのることによってこれまでの公公公公費費費費助助助助成制度がどうなるのか。成制度がどうなるのか。成制度がどうなるのか。成制度がどうなるのか。

また、また、また、また、妊婦妊婦妊婦妊婦や関係者のや関係者のや関係者のや関係者の皆皆皆皆さんは、このさんは、このさんは、このさんは、この妊婦妊婦妊婦妊婦健健健健診診診診の１４回の１４回の１４回の１４回目目目目のののの公公公公費費費費助助助助成や、３つの成や、３つの成や、３つの成や、３つのワクワクワクワクチチチチンンンン

の定の定の定の定期期期期接接接接種種種種が法定が法定が法定が法定化化化化されたということはされたということはされたということはされたということは歓迎歓迎歓迎歓迎しつつ、一方、一しつつ、一方、一しつつ、一方、一しつつ、一方、一般般般般財源財源財源財源化化化化されればされればされればされれば財財財財政政政政力力力力のののの

弱弱弱弱いいいい自自自自治治治治体では、体では、体では、体では、公公公公費費費費助助助助成や成や成や成や公公公公費接費接費接費接種種種種事業が後事業が後事業が後事業が後退退退退することもあるのではというすることもあるのではというすることもあるのではというすることもあるのではという心配心配心配心配もあり、もあり、もあり、もあり、

公公公公費費費費助助助助成制度の成制度の成制度の成制度の継継継継続続続続とさらに充実をとさらに充実をとさらに充実をとさらに充実を求求求求めてめてめてめておおおおられるのですけれども、奈良県としては、こられるのですけれども、奈良県としては、こられるのですけれども、奈良県としては、こられるのですけれども、奈良県としては、こ

の点はどのようにの点はどのようにの点はどのようにの点はどのようにお考お考お考お考えになっていますか。また、えになっていますか。また、えになっていますか。また、えになっていますか。また、公公公公費費費費助助助助成制度を成制度を成制度を成制度を求求求求めてめてめてめておおおおられるられるられるられるみみみみなさなさなさなさ

んの要んの要んの要んの要請請請請について、どうについて、どうについて、どうについて、どう取取取取りりりり組組組組まれますか、まれますか、まれますか、まれますか、お尋ねお尋ねお尋ねお尋ねいたします。いたします。いたします。いたします。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、は、は、は、認認認認知知知知症症症症の問題です。の問題です。の問題です。の問題です。認認認認知知知知症症症症がががが非非非非常常常常にににに急急急急増増増増してしてしてしておおおおります。２月１ります。２月１ります。２月１ります。２月１７７７７日に奈良県日に奈良県日に奈良県日に奈良県
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新新新新公公公公会会会会堂堂堂堂でででで若若若若年年年年認認認認知知知知症症症症の全の全の全の全国的国的国的国的ななななフフフフォォォォーーーーラムラムラムラムががががござござござございました。そこで奈良県のいました。そこで奈良県のいました。そこで奈良県のいました。そこで奈良県の若若若若年年年年認認認認知知知知症症症症

の実態調査の報告が長の実態調査の報告が長の実態調査の報告が長の実態調査の報告が長寿寿寿寿社会社会社会社会課課課課からされてからされてからされてからされておおおおりました。調査の結りました。調査の結りました。調査の結りました。調査の結果果果果３５１３５１３５１３５１人人人人のののの若若若若年性年性年性年性認認認認知知知知

症症症症の方がいるということや、の方がいるということや、の方がいるということや、の方がいるということや、診診診診断断断断ののののおおおおくれの問題とか、くれの問題とか、くれの問題とか、くれの問題とか、就労就労就労就労の問題とか、の問題とか、の問題とか、の問題とか、経経経経済済済済的的的的な問題をな問題をな問題をな問題を

いいいいろろろろいいいいろろろろ抱抱抱抱えているということがその報告のえているということがその報告のえているということがその報告のえているということがその報告の中中中中でありました。でありました。でありました。でありました。

それで、平成２５年度からそれで、平成２５年度からそれで、平成２５年度からそれで、平成２５年度から国国国国ののののオオオオレンレンレンレンジジジジププププラララランンンンというというというという認認認認知知知知症症症症のののの施施施施策策策策推推推推進進進進５５５５カカカカ年計画が年計画が年計画が年計画が始始始始

まりますけれども、こうしたまりますけれども、こうしたまりますけれども、こうしたまりますけれども、こうした若若若若年年年年認認認認知知知知症症症症を含を含を含を含むむむむ認認認認知知知知症症症症に対する奈良県の現に対する奈良県の現に対する奈良県の現に対する奈良県の現状認識状認識状認識状認識とととと取取取取りりりり組組組組

みみみみ、今後の、今後の、今後の、今後の施施施施策について策について策について策についてお尋ねお尋ねお尋ねお尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

そして、このそして、このそして、このそして、このフフフフォォォォーーーーラムラムラムラムのののの中中中中でもでもでもでもおおおお聞きしていて思いましたのは、聞きしていて思いましたのは、聞きしていて思いましたのは、聞きしていて思いましたのは、診診診診断断断断ののののおおおおくれがくれがくれがくれが認認認認知知知知

症症症症にににに適切適切適切適切に対応できていないという、家に対応できていないという、家に対応できていないという、家に対応できていないという、家族族族族の知の知の知の知識識識識がががが不十分不十分不十分不十分なためになためになためになために治治治治療が療が療が療がおおおおくれることがくれることがくれることがくれることが

大大大大きな問題としてきな問題としてきな問題としてきな問題として上げ上げ上げ上げられてられてられてられておおおおりました。それで、２００５年からりました。それで、２００５年からりました。それで、２００５年からりました。それで、２００５年から国国国国ははははサポサポサポサポートートートート医制度を医制度を医制度を医制度を

始始始始めてめてめてめておおおおります。ります。ります。ります。サポサポサポサポートートートート医の養成医の養成医の養成医の養成数数数数というのは、というのは、というのは、というのは、都都都都道道道道府府府府県によって県によって県によって県によって非非非非常常常常にににに格格格格差があると差があると差があると差があると

聞いて聞いて聞いて聞いておおおおりますが、奈良県の養成りますが、奈良県の養成りますが、奈良県の養成りますが、奈良県の養成数数数数はははは何人何人何人何人でしょうか。それから、あでしょうか。それから、あでしょうか。それから、あでしょうか。それから、あわわわわせてかかりつけ医せてかかりつけ医せてかかりつけ医せてかかりつけ医

のののの認認認認知知知知症症症症対応対応対応対応力向上研修力向上研修力向上研修力向上研修事業が事業が事業が事業が行わ行わ行わ行われていますが、そのれていますが、そのれていますが、そのれていますが、その研修研修研修研修をををを受受受受けられた方はけられた方はけられた方はけられた方は何人何人何人何人いらっいらっいらっいらっ

しゃるのでしょうか。また、こういった医しゃるのでしょうか。また、こういった医しゃるのでしょうか。また、こういった医しゃるのでしょうか。また、こういった医師師師師の名の名の名の名簿簿簿簿はははは公表公表公表公表されていますか。この点をまされていますか。この点をまされていますか。この点をまされていますか。この点をまずずずず

お尋ねお尋ねお尋ねお尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

もう１点は、これまでももう１点は、これまでももう１点は、これまでももう１点は、これまでもお尋ねお尋ねお尋ねお尋ねしてきたのですけれども、してきたのですけれども、してきたのですけれども、してきたのですけれども、認認認認知知知知症症症症の早の早の早の早期診期診期診期診断断断断とあとあとあとあわわわわせて、せて、せて、せて、

専門専門専門専門医、医療医、医療医、医療医、医療相談相談相談相談やややや合合合合併併併併症症症症対応など対応など対応など対応など介介介介護との連携を護との連携を護との連携を護との連携を行行行行うううう認認認認知知知知症症症症疾疾疾疾患患患患医療医療医療医療センセンセンセンタタタターーーーのののの増増増増設設設設にににに

ついて、どのようについて、どのようについて、どのようについて、どのように検討検討検討検討をされて、そして現をされて、そして現をされて、そして現をされて、そして現状状状状はどうなのか。そして、これからのはどうなのか。そして、これからのはどうなのか。そして、これからのはどうなのか。そして、これからの増増増増設設設設のののの

方方方方向向向向についてはどのようにについてはどのようにについてはどのようにについてはどのようにお考お考お考お考えになっているのか、そのことをえになっているのか、そのことをえになっているのか、そのことをえになっているのか、そのことをお尋ねお尋ねお尋ねお尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

３つ３つ３つ３つ目目目目、がん、がん、がん、がん検検検検診診診診についてです。についてです。についてです。についてです。先先先先ほど第２ほど第２ほど第２ほど第２期期期期の奈良県がん対策の奈良県がん対策の奈良県がん対策の奈良県がん対策推推推推進進進進計画案が出されて計画案が出されて計画案が出されて計画案が出されて

いまして、説明もありましたし、奈良県議会でもがん対策いまして、説明もありましたし、奈良県議会でもがん対策いまして、説明もありましたし、奈良県議会でもがん対策いまして、説明もありましたし、奈良県議会でもがん対策推推推推進進進進議員連議員連議員連議員連盟盟盟盟ができていができていができていができていろろろろいいいいろろろろ

推推推推進進進進をををを進進進進めようということになっていますけれども、奈良県でもめようということになっていますけれども、奈良県でもめようということになっていますけれども、奈良県でもめようということになっていますけれども、奈良県でも昨昨昨昨年の年の年の年の秋秋秋秋、関係団体の、関係団体の、関係団体の、関係団体の皆皆皆皆

さんのさんのさんのさんのごごごご尽尽尽尽力力力力で、で、で、で、東京都以外東京都以外東京都以外東京都以外で開かれたことのなかったがん政策で開かれたことのなかったがん政策で開かれたことのなかったがん政策で開かれたことのなかったがん政策サミサミサミサミットットットットが開かれました。が開かれました。が開かれました。が開かれました。

やはりこの計画や、今のやはりこの計画や、今のやはりこの計画や、今のやはりこの計画や、今の状況状況状況状況を見まして、奈良県のがんを見まして、奈良県のがんを見まして、奈良県のがんを見まして、奈良県のがん検検検検診診診診受受受受診率診率診率診率がががが低低低低いということがいということがいということがいということが非非非非

常常常常にににに大大大大きな問題だと、きな問題だと、きな問題だと、きな問題だと、改改改改めてめてめてめて認識認識認識認識しました。もちしました。もちしました。もちしました。もちろろろろん計画のん計画のん計画のん計画の中中中中にもそういうことがにもそういうことがにもそういうことがにもそういうことが書書書書いていていていて

あるのですけれども、全あるのですけれども、全あるのですけれども、全あるのですけれども、全国国国国平平平平均均均均をををを下下下下回っているということで、回っているということで、回っているということで、回っているということで、改改改改めてめてめてめてお尋ねお尋ねお尋ねお尋ねしてしてしてしておおおおきたいきたいきたいきたい

のですけれど、なのですけれど、なのですけれど、なのですけれど、なぜ受ぜ受ぜ受ぜ受診率診率診率診率がががが上上上上がらないとがらないとがらないとがらないとお考お考お考お考えになってえになってえになってえになっておおおおりますか。これまではこうしりますか。これまではこうしりますか。これまではこうしりますか。これまではこうし

たたたた把握把握把握把握というのは、どのようにしてこられましたか。そして、がんというのは、どのようにしてこられましたか。そして、がんというのは、どのようにしてこられましたか。そして、がんというのは、どのようにしてこられましたか。そして、がん検検検検診診診診のののの受受受受診促診促診促診促進進進進には普には普には普には普

及及及及啓啓啓啓発と、発と、発と、発と、何何何何よりもよりもよりもよりも受受受受診診診診体制、体制、体制、体制、受受受受診診診診充実が充実が充実が充実が求求求求められますが、められますが、められますが、められますが、具具具具体体体体的的的的にどのようににどのようににどのようににどのように受受受受診診診診向上向上向上向上

にこれからにこれからにこれからにこれから取取取取りりりり組組組組まれていくのか。計画のまれていくのか。計画のまれていくのか。計画のまれていくのか。計画の内内内内容容容容になるかと思いますけれども、になるかと思いますけれども、になるかと思いますけれども、になるかと思いますけれども、お尋ねお尋ねお尋ねお尋ねしたしたしたした
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いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

それから最後は、それから最後は、それから最後は、それから最後は、橿橿橿橿原原原原市にあります奈良県社会福祉市にあります奈良県社会福祉市にあります奈良県社会福祉市にあります奈良県社会福祉総総総総合セン合セン合セン合センタタタターーーーをををを利利利利用されて用されて用されて用されておおおおりますりますりますります

ボラボラボラボランンンンティティティティアアアアの方から、社会福祉の方から、社会福祉の方から、社会福祉の方から、社会福祉総総総総合セン合セン合セン合センタタタターーーーには、には、には、には、駐駐駐駐車車車車場が場が場が場が本本本本当当当当にににに少少少少なく、別なく、別なく、別なく、別途途途途駐駐駐駐車車車車料料料料

金金金金をををを払払払払わわわわなくてはならないというなくてはならないというなくてはならないというなくてはならないという状況状況状況状況になっているのでになっているのでになっているのでになっているので何何何何とかならないかというとかならないかというとかならないかというとかならないかというお尋ねお尋ねお尋ねお尋ねがががが

ありました。それで、今どういう現ありました。それで、今どういう現ありました。それで、今どういう現ありました。それで、今どういう現状状状状になっているのかと、このようなになっているのかと、このようなになっているのかと、このようなになっているのかと、このようなお尋ねお尋ねお尋ねお尋ねに対してどに対してどに対してどに対してど

のようにのようにのようにのようにお考お考お考お考えなのか、この点をえなのか、この点をえなのか、この点をえなのか、この点をお尋ねお尋ねお尋ねお尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○吉本保健予防課長○吉本保健予防課長○吉本保健予防課長○吉本保健予防課長 予防接予防接予防接予防接種種種種等等等等のののの交付交付交付交付税税税税化化化化のののの話話話話と、と、と、と、認認認認知知知知症症症症疾疾疾疾患患患患医療医療医療医療センセンセンセンタタタターーーーの今のの今のの今のの今の状況状況状況状況

はどうかという２点についてはどうかという２点についてはどうかという２点についてはどうかという２点についておおおお答えを申し答えを申し答えを申し答えを申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

ままままずずずず、予防接、予防接、予防接、予防接種種種種のののの負担負担負担負担の関係での関係での関係での関係でござござござございますけれども、今いますけれども、今いますけれども、今いますけれども、今話話話話ががががござござござございましたように厚生いましたように厚生いましたように厚生いましたように厚生労労労労

働省働省働省働省では平成２５年度からでは平成２５年度からでは平成２５年度からでは平成２５年度から子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんがんがんがんワクワクワクワクチチチチンンンン、、、、ヒヒヒヒブワクブワクブワクブワクチチチチンンンン、それから小、それから小、それから小、それから小児児児児用の用の用の用の肺炎球肺炎球肺炎球肺炎球

菌菌菌菌ワクワクワクワクチチチチンンンンの３つのの３つのの３つのの３つのワクワクワクワクチチチチンンンンについて定について定について定について定期期期期接接接接種種種種化化化化し、それについてはし、それについてはし、それについてはし、それについては財源財源財源財源として、これまとして、これまとして、これまとして、これま

でのでのでのでの補助金補助金補助金補助金ではなく、費用の９割を普通ではなく、費用の９割を普通ではなく、費用の９割を普通ではなく、費用の９割を普通交付交付交付交付税税税税措置措置措置措置をををを行行行行うという方うという方うという方うという方針針針針をををを示示示示しています。しています。しています。しています。

それから、それから、それから、それから、妊婦妊婦妊婦妊婦健健健健診診診診もこれまで１回もこれまで１回もこれまで１回もこれまで１回目目目目から５回から５回から５回から５回目分目分目分目分が普通が普通が普通が普通交付交付交付交付税税税税で、６回で、６回で、６回で、６回目目目目から１４回から１４回から１４回から１４回

までがまでがまでがまでが基基基基金金金金によるによるによるによる補助補助補助補助となってとなってとなってとなっておおおおりましたけれども、これも普通りましたけれども、これも普通りましたけれども、これも普通りましたけれども、これも普通交付交付交付交付税税税税で、地方で、地方で、地方で、地方財源財源財源財源は全は全は全は全

額額額額措置措置措置措置することになると聞いてすることになると聞いてすることになると聞いてすることになると聞いておおおおります。ります。ります。ります。

こういうことで予防こういうことで予防こういうことで予防こういうことで予防注射注射注射注射の関係を申しの関係を申しの関係を申しの関係を申し上げ上げ上げ上げますと、この３つのますと、この３つのますと、この３つのますと、この３つのワクワクワクワクチチチチンンンンの定の定の定の定期期期期接接接接種種種種化化化化とととと

同時同時同時同時に、これに、これに、これに、これ以外以外以外以外の今までの定の今までの定の今までの定の今までの定期期期期接接接接種種種種、予防、予防、予防、予防注射注射注射注射につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても財源財源財源財源のののの確確確確保保保保がががが進進進進むむむむと見てと見てと見てと見て

います。います。います。います。

子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がん予防がん予防がん予防がん予防ワクワクワクワクチチチチンンンンの接の接の接の接種種種種については、今まで１５ぐらいの団体では、一部については、今まで１５ぐらいの団体では、一部については、今まで１５ぐらいの団体では、一部については、今まで１５ぐらいの団体では、一部負担金負担金負担金負担金

をとってをとってをとってをとっておおおおられるとこられるとこられるとこられるところろろろももももござござござございました。団体によっていました。団体によっていました。団体によっていました。団体によって異異異異なりますけれども、これを全なりますけれども、これを全なりますけれども、これを全なりますけれども、これを全額額額額

公公公公費費費費負担負担負担負担することも、することも、することも、することも、増加増加増加増加するように聞いてするように聞いてするように聞いてするように聞いておおおおりまして、今後ともより県りまして、今後ともより県りまして、今後ともより県りまして、今後ともより県民民民民の方が接の方が接の方が接の方が接種種種種がががが

受受受受けやすいように県としてはけやすいように県としてはけやすいように県としてはけやすいように県としては助助助助言してまいりたいと思って言してまいりたいと思って言してまいりたいと思って言してまいりたいと思っておおおおります。ります。ります。ります。

もう１点のもう１点のもう１点のもう１点の認認認認知知知知症症症症疾疾疾疾患患患患医療医療医療医療センセンセンセンタタタターーーーのののの検討状況検討状況検討状況検討状況はどうかということではどうかということではどうかということではどうかということでござござござございます。います。います。います。前前前前提提提提

としまして、平成２４年９月に厚生としまして、平成２４年９月に厚生としまして、平成２４年９月に厚生としまして、平成２４年９月に厚生労働省労働省労働省労働省からからからから認認認認知知知知症施症施症施症施策策策策推推推推進進進進５５５５カカカカ年計画、い年計画、い年計画、い年計画、いわゆわゆわゆわゆるるるるオオオオレレレレ

ンンンンジジジジププププラララランンンンが出されてが出されてが出されてが出されておおおおります。それによりますと、平成２９年度までにります。それによりますと、平成２９年度までにります。それによりますと、平成２９年度までにります。それによりますと、平成２９年度までに認認認認知知知知症症症症の早の早の早の早期診期診期診期診

断断断断をををを行行行行う医療う医療う医療う医療機機機機関を全関を全関を全関を全国国国国でででで約約約約５００５００５００５００カカカカ所整備所整備所整備所整備されます。このされます。このされます。このされます。この内内内内容容容容では、では、では、では、認認認認知知知知症症症症疾疾疾疾患患患患医療医療医療医療セセセセ

ンンンンタタタターーーーを含めまして、２を含めまして、２を含めまして、２を含めまして、２次次次次医療医療医療医療圏圏圏圏に１に１に１に１カカカカ所以上所以上所以上所以上のののの整備整備整備整備が必要だとあります。が必要だとあります。が必要だとあります。が必要だとあります。

この現この現この現この現行行行行のののの認認認認知知知知症症症症疾疾疾疾患患患患医療医療医療医療センセンセンセンタタタターーーー事業の事業の事業の事業のススススキキキキーーーームムムムは、は、は、は、認認認認知知知知症症症症のののの周辺症状周辺症状周辺症状周辺症状、、、、徘徘徘徘回や回や回や回や暴暴暴暴力力力力、、、、

感感感感情情情情のののの急急急急激激激激なななな変化等へ変化等へ変化等へ変化等への対応の対応の対応の対応施設施設施設施設として地域として地域として地域として地域型型型型センセンセンセンタタタターーーーとしてとしてとしてとして位置位置位置位置づけまして、またづけまして、またづけまして、またづけまして、また身身身身体体体体

合合合合併併併併症へ症へ症へ症への対応をの対応をの対応をの対応を施設施設施設施設としてはとしてはとしてはとしては基基基基幹型幹型幹型幹型センセンセンセンタタタターーーーがががが位置位置位置位置づけられてづけられてづけられてづけられておおおおります。ただ、ります。ただ、ります。ただ、ります。ただ、本本本本県で県で県で県で



---- 11111111 ----

は、は、は、は、認認認認知知知知症症症症疾疾疾疾患患患患患患患患者に対します医療と者に対します医療と者に対します医療と者に対します医療と介介介介護の連携護の連携護の連携護の連携強強強強化化化化をををを図図図図るために、これまでは２るために、これまでは２るために、これまでは２るために、これまでは２カカカカ所所所所のののの

精神科精神科精神科精神科病院を地域病院を地域病院を地域病院を地域型型型型センセンセンセンタタタターーーーとしてとしてとしてとして指指指指定して定して定して定しておおおおり、もう一つのり、もう一つのり、もう一つのり、もう一つの基基基基幹型幹型幹型幹型センセンセンセンタタタターーーーがががが課課課課題で題で題で題でごごごご

ざざざざいます。このいます。このいます。このいます。この基基基基幹型幹型幹型幹型センセンセンセンタタタターーーーのののの整備整備整備整備ががががおおおおくれていまして、地域くれていまして、地域くれていまして、地域くれていまして、地域型型型型センセンセンセンタタタターーーーだけではだけではだけではだけでは重篤重篤重篤重篤

なななな身身身身体体体体合合合合併併併併症へ症へ症へ症への対応の対応の対応の対応力力力力がががが弱弱弱弱く、く、く、く、救急救急救急救急やややや急急急急性性性性期期期期の医療の提の医療の提の医療の提の医療の提供供供供をををを中心中心中心中心といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして身身身身体体体体合合合合

併併併併症症症症のののの治治治治療を療を療を療を行行行行うううう拠拠拠拠点とし、奈良県点とし、奈良県点とし、奈良県点とし、奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附属附属附属附属病院を病院を病院を病院を指指指指定する予定で予算も計定する予定で予算も計定する予定で予算も計定する予定で予算も計上上上上してしてしてして

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

そういうことも含めまして、今後もそういうことも含めまして、今後もそういうことも含めまして、今後もそういうことも含めまして、今後も認認認認知知知知症症症症のののの疾疾疾疾患患患患につきましては、早につきましては、早につきましては、早につきましては、早期期期期のののの診診診診断断断断や、や、や、や、適切適切適切適切

な医療を提な医療を提な医療を提な医療を提供供供供するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、認認認認知知知知症症症症に関する医療に関する医療に関する医療に関する医療相談相談相談相談や、や、や、や、情情情情報発報発報発報発信信信信、それから市町村や地、それから市町村や地、それから市町村や地、それから市町村や地

域域域域包括包括包括包括支援支援支援支援センセンセンセンタタタター等ー等ー等ー等の地域の関係の地域の関係の地域の関係の地域の関係機機機機関と連携しまして、関と連携しまして、関と連携しまして、関と連携しまして、認認認認知知知知症症症症医療の医療の医療の医療の中中中中核核核核となるようなとなるようなとなるようなとなるような

医療医療医療医療機機機機関として関として関として関として認認認認知知知知症症症症疾疾疾疾患患患患医療医療医療医療センセンセンセンタタタターーーーのののの整備整備整備整備にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでででで

ござござござございます。います。います。います。

○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長 認認認認知知知知症症症症対策にかか対策にかか対策にかか対策にかかわわわわって２点のって２点のって２点のって２点のごごごご質問をいただきました。質問をいただきました。質問をいただきました。質問をいただきました。

ままままずずずず１点１点１点１点目目目目、県としてどのような、県としてどのような、県としてどのような、県としてどのような取取取取りりりり組み組み組み組みをしているのかといったをしているのかといったをしているのかといったをしているのかといったごごごご質問で質問で質問で質問でござござござございます。います。います。います。

ままままずずずず、早、早、早、早期期期期発見、早発見、早発見、早発見、早期期期期対応のために対応のために対応のために対応のために啓啓啓啓発用の発用の発用の発用のリリリリーフレットーフレットーフレットーフレットの作成・の作成・の作成・の作成・配配配配布布布布、またはそういっ、またはそういっ、またはそういっ、またはそういっ

たたたた認認認認知知知知症症症症をををを啓啓啓啓発する発する発する発するイベイベイベイベントントントントの開の開の開の開催催催催でありますとか、かかりつけ医を対象としたでありますとか、かかりつけ医を対象としたでありますとか、かかりつけ医を対象としたでありますとか、かかりつけ医を対象とした研修研修研修研修をこをこをこをこ

れまで実れまで実れまで実れまで実施施施施してしてしてしておおおおります。また、ります。また、ります。また、ります。また、本本本本人人人人あるいは家あるいは家あるいは家あるいは家族族族族に対する支援といたしまして、家に対する支援といたしまして、家に対する支援といたしまして、家に対する支援といたしまして、家族族族族会会会会

のののの協力協力協力協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電話相談電話相談電話相談電話相談窓窓窓窓口の口の口の口の設置設置設置設置でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、認認認認知知知知症症症症ののののサポサポサポサポーーーータタタターーーーの養成の養成の養成の養成

にににに取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろででででござござござございます。います。います。います。

また、現場で実また、現場で実また、現場で実また、現場で実際際際際にににに介介介介護に携護に携護に携護に携わわわわっていただくっていただくっていただくっていただく専門専門専門専門職の方に対しましては、職の方に対しましては、職の方に対しましては、職の方に対しましては、認認認認知知知知症介症介症介症介護の護の護の護の

実実実実践践践践研修研修研修研修を実を実を実を実施施施施してしてしてして人人人人材材材材の養成にもの養成にもの養成にもの養成にも取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでおおおおりますし、りますし、りますし、りますし、先先先先ほど委員ほど委員ほど委員ほど委員お述お述お述お述べのべのべのべの若若若若年年年年認認認認知知知知

症症症症の関係では、平成２３年度に実態調査を実の関係では、平成２３年度に実態調査を実の関係では、平成２３年度に実態調査を実の関係では、平成２３年度に実態調査を実施施施施いたしまして、これをいたしまして、これをいたしまして、これをいたしまして、これを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた施施施施策を実策を実策を実策を実施施施施

しているとこしているとこしているとこしているところろろろででででござござござございます。います。います。います。

今後の新たな今後の新たな今後の新たな今後の新たな取取取取りりりり組み組み組み組みででででござござござございますけれども、１点、家いますけれども、１点、家いますけれども、１点、家いますけれども、１点、家族族族族支援ということで支援ということで支援ということで支援ということで認認認認知知知知症症症症家家家家族族族族

の方の支援の方の支援の方の支援の方の支援プロプロプロプログラムグラムグラムグラムにににに取取取取りりりり組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと考考考考えてえてえてえておおおおります。ります。ります。ります。内内内内容容容容といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、

家家家家族族族族会と連携をしながら会と連携をしながら会と連携をしながら会と連携をしながら介介介介護に関する学護に関する学護に関する学護に関する学習習習習会や会や会や会や交交交交流流流流会に会に会に会に取取取取りりりり組組組組んでいきたい。また、実んでいきたい。また、実んでいきたい。また、実んでいきたい。また、実際際際際

認認認認知知知知症症症症の方のの方のの方のの方の在在在在宅宅宅宅療養を支える療養を支える療養を支える療養を支えるケアマケアマケアマケアマネネネネーーーージャジャジャジャーーーーに対しましても、新たにに対しましても、新たにに対しましても、新たにに対しましても、新たに認認認認知知知知症症症症にかかにかかにかかにかかわわわわ

るるるる研修研修研修研修を実を実を実を実施施施施していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えてえてえてえておおおおります。ります。ります。ります。

もう１点、もう１点、もう１点、もう１点、サポサポサポサポートートートート医についての医についての医についての医についてのごごごご質問をいただきました。こちらは実質問をいただきました。こちらは実質問をいただきました。こちらは実質問をいただきました。こちらは実際際際際患患患患者といいま者といいま者といいま者といいま

すか、すか、すか、すか、利利利利用者がま用者がま用者がま用者がまず相談ず相談ず相談ず相談に見えられるかかりつけ医に対しまして、に見えられるかかりつけ医に対しまして、に見えられるかかりつけ医に対しまして、に見えられるかかりつけ医に対しまして、認認認認知知知知症症症症の対応の対応の対応の対応力力力力ををををアッアッアッアッ

ププププしていただくためのしていただくためのしていただくためのしていただくための研修研修研修研修のののの企企企企画画画画立立立立案、そこでの案、そこでの案、そこでの案、そこでの講講講講師師師師、地域のかかりつけ医の方からの、地域のかかりつけ医の方からの、地域のかかりつけ医の方からの、地域のかかりつけ医の方からの相相相相



---- 11112222 ----

談談談談、、、、アアアアドバイドバイドバイドバイススススに携に携に携に携わわわわっていただく、また地域にっていただく、また地域にっていただく、また地域にっていただく、また地域におおおおける連携体制をつくっていくける連携体制をつくっていくける連携体制をつくっていくける連携体制をつくっていく上上上上でのでのでのでの役役役役

割といったことを割といったことを割といったことを割といったことをサポサポサポサポートートートート医に対しては医に対しては医に対しては医に対しては期期期期待しているとこ待しているとこ待しているとこ待しているところろろろででででござござござございます。います。います。います。

こちらの養成の実こちらの養成の実こちらの養成の実こちらの養成の実績績績績ででででござござござございますが、平成１８年度からいますが、平成１８年度からいますが、平成１８年度からいますが、平成１８年度から取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでおおおおりまして、これまりまして、これまりまして、これまりまして、これま

で１１名の養成をで１１名の養成をで１１名の養成をで１１名の養成を行行行行ってってってっておおおおります。また、この方ります。また、この方ります。また、この方ります。また、この方 々々々々が実が実が実が実際際際際かかりつけ医のかかりつけ医のかかりつけ医のかかりつけ医の研修等研修等研修等研修等、こちら、こちら、こちら、こちら

の方の実の方の実の方の実の方の実績績績績ででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、延延延延べ９８１名のかかりつけ医の方がべ９８１名のかかりつけ医の方がべ９８１名のかかりつけ医の方がべ９８１名のかかりつけ医の方が受講受講受講受講していただいていましていただいていましていただいていましていただいていま

す。す。す。す。

もう一つ、このもう一つ、このもう一つ、このもう一つ、この研修研修研修研修をををを受講受講受講受講したかかりつけ医のしたかかりつけ医のしたかかりつけ医のしたかかりつけ医の公表公表公表公表についてのについてのについてのについてのお尋ねお尋ねお尋ねお尋ねででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、

こちらの方はこちらの方はこちらの方はこちらの方はごごごご本本本本人人人人のののの同意同意同意同意をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた先先先先生につきましては、名生につきましては、名生につきましては、名生につきましては、名簿簿簿簿というというというという形形形形で市町村、まで市町村、まで市町村、まで市町村、ま

た地域た地域た地域た地域包括包括包括包括支援支援支援支援センセンセンセンタタタターーーーにににに情情情情報を提報を提報を提報を提供供供供しているしているしているしている状況状況状況状況ででででござござござございます。います。います。います。

○松山健康福祉部次長兼健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長兼健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長兼健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長兼健康づくり推進課長事務取扱 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率診率診率診率がががが低低低低いことに対いことに対いことに対いことに対

する対応についてのする対応についてのする対応についてのする対応についてのごごごご質問でありますが、質問でありますが、質問でありますが、質問でありますが、確確確確かに委員かに委員かに委員かに委員ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘のとのとのとのとおおおおり、り、り、り、本本本本県のがん県のがん県のがん県のがん検検検検診診診診のののの

受受受受診率診率診率診率は全は全は全は全国国国国平平平平均均均均にににに比比比比べてべてべてべて低低低低いものであります。それから、いものであります。それから、いものであります。それから、いものであります。それから、国国国国が第１が第１が第１が第１期期期期のがんのがんのがんのがん検検検検診診診診のののの目目目目標標標標

値値値値にしていたとこにしていたとこにしていたとこにしていたところろろろに、全に、全に、全に、全国的国的国的国的に見てもここに見てもここに見てもここに見てもここへへへへ達達達達成していないということがありまして、成していないということがありまして、成していないということがありまして、成していないということがありまして、

国立国立国立国立がんがんがんがん研究セン研究セン研究セン研究センタタタターーーーでも、なでも、なでも、なでも、なぜ受ぜ受ぜ受ぜ受診率診率診率診率がががが低低低低いのかということをいのかということをいのかということをいのかということを研究研究研究研究してしてしてしておおおおりまして、そりまして、そりまして、そりまして、そ

の結の結の結の結果果果果からですが、まからですが、まからですが、まからですが、まずずずず１つは、１つは、１つは、１つは、自分自分自分自分はがんにはかからない。それから、がんになってもはがんにはかからない。それから、がんになってもはがんにはかからない。それから、がんになってもはがんにはかからない。それから、がんになっても

病院に病院に病院に病院に行行行行ったらったらったらったら治治治治療してもらえる。療してもらえる。療してもらえる。療してもらえる。次次次次に、に、に、に、受受受受けたいけれどもけたいけれどもけたいけれどもけたいけれども暇暇暇暇がない、がない、がない、がない、時時時時間がない。それ間がない。それ間がない。それ間がない。それ

から、から、から、から、受受受受けたいけれどもけたいけれどもけたいけれどもけたいけれどもおおおお金金金金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上位上位上位上位のののの受受受受診診診診しないしないしないしない理理理理由由由由だったと思います。だったと思います。だったと思います。だったと思います。

これをこれをこれをこれを受受受受けまして、県ではまけまして、県ではまけまして、県ではまけまして、県ではまずずずず、、、、科科科科学学学学的的的的なななな根拠根拠根拠根拠なしになしになしになしに自分自分自分自分はがんにはならないと思っていはがんにはならないと思っていはがんにはならないと思っていはがんにはならないと思ってい

るるるる人人人人もたくさんもたくさんもたくさんもたくさんおおおおられるということ、それから、がんになっても病院られるということ、それから、がんになっても病院られるということ、それから、がんになっても病院られるということ、それから、がんになっても病院へ行へ行へ行へ行ったらったらったらったら治治治治してもしてもしてもしても

らえる。しかし、早らえる。しかし、早らえる。しかし、早らえる。しかし、早期期期期発見でなければ、がんになった場発見でなければ、がんになった場発見でなければ、がんになった場発見でなければ、がんになった場合合合合のののの治治治治療に療に療に療に時時時時間もかかるし、あと間もかかるし、あと間もかかるし、あと間もかかるし、あと

ののののリリリリハハハハビリビリビリビリもももも大変大変大変大変だというだというだというだという啓啓啓啓発がやはりまだ発がやはりまだ発がやはりまだ発がやはりまだ足足足足りないので、このりないので、このりないので、このりないので、この辺辺辺辺のののの啓啓啓啓発がま発がま発がま発がまず大ず大ず大ず大事だと事だと事だと事だと

いうことが一つ。いうことが一つ。いうことが一つ。いうことが一つ。

これは小林委員にも今これは小林委員にも今これは小林委員にも今これは小林委員にも今ご紹介ご紹介ご紹介ご紹介していただきましたが、平成２４年度、１１４の団体していただきましたが、平成２４年度、１１４の団体していただきましたが、平成２４年度、１１４の団体していただきましたが、平成２４年度、１１４の団体及及及及びびびび

個人個人個人個人によってがんによってがんによってがんによってがん検検検検診診診診受受受受診率診率診率診率ををををアップアップアップアップするための実するための実するための実するための実行行行行部部部部隊隊隊隊として県として県として県として県民民民民会議を会議を会議を会議を立立立立ちちちち上げ上げ上げ上げさせさせさせさせ

てもらいまして、これで平成２５年度から、この県てもらいまして、これで平成２５年度から、この県てもらいまして、これで平成２５年度から、この県てもらいまして、これで平成２５年度から、この県民民民民会議の１１４の団体会議の１１４の団体会議の１１４の団体会議の１１４の団体等等等等の方の方の方の方 々々々々がががが各各各各地地地地

域、職域、職場でもってい域、職域、職場でもってい域、職域、職場でもってい域、職域、職場でもっていろろろろいいいいろ受ろ受ろ受ろ受診率診率診率診率アップアップアップアップのののの活活活活動をしてもらいます。それに対して県動をしてもらいます。それに対して県動をしてもらいます。それに対して県動をしてもらいます。それに対して県

では、では、では、では、受受受受診率診率診率診率アップアップアップアップのののの活活活活動をしていただくための動をしていただくための動をしていただくための動をしていただくためのビラビラビラビラをつくったり、いをつくったり、いをつくったり、いをつくったり、いろろろろいいいいろろろろなななな啓啓啓啓発発発発物品物品物品物品

をををを貸貸貸貸し出したりというようなし出したりというようなし出したりというようなし出したりというような形形形形で支援し、県で支援し、県で支援し、県で支援し、県下下下下全域で地域、職域での全域で地域、職域での全域で地域、職域での全域で地域、職域での機機機機運運運運づくりをしていづくりをしていづくりをしていづくりをしてい

ます。ます。ます。ます。

もう１点は、もう１点は、もう１点は、もう１点は、受受受受けたいけれどもけたいけれどもけたいけれどもけたいけれども時時時時間や間や間や間やおおおお金金金金ががないという問題につきましては、体制づががないという問題につきましては、体制づががないという問題につきましては、体制づががないという問題につきましては、体制づ
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くりがくりがくりがくりが大大大大切切切切だとだとだとだと考考考考えてえてえてえておおおおります。これにつきましてもります。これにつきましてもります。これにつきましてもります。これにつきましても国国国国民民民民健康健康健康健康保険保険保険保険のののの特特特特定健定健定健定健診診診診と市町村がと市町村がと市町村がと市町村が

行行行行うがんうがんうがんうがん検検検検診診診診をををを同時同時同時同時開開開開催催催催してしてしてしてみみみみたりなどを今までやってきたのも事実です。そして平成２たりなどを今までやってきたのも事実です。そして平成２たりなどを今までやってきたのも事実です。そして平成２たりなどを今までやってきたのも事実です。そして平成２

５年度ですが、今５年度ですが、今５年度ですが、今５年度ですが、今考考考考えてえてえてえておおおおりますのは、やはりりますのは、やはりりますのは、やはりりますのは、やはり未未未未受受受受診診診診者の者の者の者の人人人人についてについてについてについて受受受受診勧奨診勧奨診勧奨診勧奨をををを行行行行うことうことうことうこと

です。まです。まです。まです。まずずずず、今県、今県、今県、今県下下下下の対象者のの対象者のの対象者のの対象者の人々人々人々人々にがんにがんにがんにがん検検検検診診診診をををを受受受受けましょうとけましょうとけましょうとけましょうと広広広広報関係で報関係で報関係で報関係で広広広広く一く一く一く一般般般般に知に知に知に知

らしめているとこらしめているとこらしめているとこらしめているところろろろがががが大大大大体３６市町村で、体３６市町村で、体３６市町村で、体３６市町村で、個個個個別にきちんと通知しているのが３市です。や別にきちんと通知しているのが３市です。や別にきちんと通知しているのが３市です。や別にきちんと通知しているのが３市です。や

はりこの３市の場はりこの３市の場はりこの３市の場はりこの３市の場合合合合についてはについてはについてはについては受受受受診率診率診率診率が高いというが高いというが高いというが高いという傾傾傾傾向向向向にあります。だから、にあります。だから、にあります。だから、にあります。だから、本本本本人人人人にににに個個個個別別別別

に通知があれば、に通知があれば、に通知があれば、に通知があれば、受受受受けようかというけようかというけようかというけようかという気気気気になっていただけるのかということで、平成２５年になっていただけるのかということで、平成２５年になっていただけるのかということで、平成２５年になっていただけるのかということで、平成２５年

度、全部は度、全部は度、全部は度、全部は無無無無理理理理なので、なので、なので、なので、大大大大腸腸腸腸がんとがんとがんとがんと子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんのがんのがんのがんの受受受受診診診診対象者の方対象者の方対象者の方対象者の方約約約約７７７７，，，，０００名にま０００名にま０００名にま０００名にまず個ず個ず個ず個

別通知を２市で実別通知を２市で実別通知を２市で実別通知を２市で実験験験験的的的的にやってにやってにやってにやってみみみみようと思ってようと思ってようと思ってようと思っておおおおります。ります。ります。ります。

それでも２それでも２それでも２それでも２ヶヶヶヶ月、３月、３月、３月、３ヶヶヶヶ月たっても月たっても月たっても月たっても受受受受けない方がけない方がけない方がけない方がおおおおられたら、なられたら、なられたら、なられたら、なぜ受ぜ受ぜ受ぜ受けないのですか、けないのですか、けないのですか、けないのですか、受受受受

けてくださいというけてくださいというけてくださいというけてくださいというリコリコリコリコールールールールをもう１回やります。このをもう１回やります。このをもう１回やります。このをもう１回やります。この形形形形につきましては、１回につきましては、１回につきましては、１回につきましては、１回目目目目にににに受受受受けけけけ

てくださいといったときにてくださいといったときにてくださいといったときにてくださいといったときに受受受受けないけないけないけない人人人人が、が、が、が、同じ同じ同じ同じようにまたようにまたようにまたようにまた受受受受けてくださいといってもなかけてくださいといってもなかけてくださいといってもなかけてくださいといってもなか

なかなかなかなか受受受受けませんので、なけませんので、なけませんので、なけませんので、なぜ受ぜ受ぜ受ぜ受けないのかということについて、けないのかということについて、けないのかということについて、けないのかということについて、国立国立国立国立がんがんがんがん研究セン研究セン研究セン研究センタタタターーーーにににに専専専専

門門門門家が家が家が家がおおおおられまして、そういうられまして、そういうられまして、そういうられまして、そういう受受受受診診診診しないしないしないしない人人人人のののの心理特心理特心理特心理特性に性に性に性に基基基基づいたづいたづいたづいたリコリコリコリコールールールールのののの仕仕仕仕方を今方を今方を今方を今研研研研

究究究究してしてしてしておおおおられますので、このられますので、このられますので、このられますので、この辺辺辺辺のののの指指指指導導導導をををを受受受受けてけてけてけて特特特特別な別な別な別なリコリコリコリコールールールールをやり、平成２５年度にどをやり、平成２５年度にどをやり、平成２５年度にどをやり、平成２５年度にど

れぐらいれぐらいれぐらいれぐらい効効効効果果果果があるかがあるかがあるかがあるか検検検検証証証証をして、これを奈良県をして、これを奈良県をして、これを奈良県をして、これを奈良県版版版版にににに改改改改良も良も良も良も加加加加えて、よければすべての市えて、よければすべての市えて、よければすべての市えて、よければすべての市

町村に町村に町村に町村に広広広広めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと具具具具体体体体的的的的にににに考考考考えてえてえてえておおおおり、り、り、り、受受受受診率診率診率診率アップアップアップアップをををを考考考考えてえてえてえておおおおります。ります。ります。ります。

○林地域福祉課長○林地域福祉課長○林地域福祉課長○林地域福祉課長 社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉総総総総合セン合セン合セン合センタタタターーーーのののの駐駐駐駐車車車車場に関して場に関して場に関して場に関してごごごご質問いただきました。質問いただきました。質問いただきました。質問いただきました。

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉総総総総合セン合セン合セン合センタタタターーーーには、には、には、には、無料駐無料駐無料駐無料駐車車車車場も場も場も場もござござござございます。ただいます。ただいます。ただいます。ただ大大大大体３０体３０体３０体３０台程台程台程台程度に度に度に度に限限限限られてられてられてられて

いるいるいるいる状況状況状況状況ですので、このですので、このですので、このですので、このセンセンセンセンタタタターーーーはははは近鉄畝傍御陵前駅近鉄畝傍御陵前駅近鉄畝傍御陵前駅近鉄畝傍御陵前駅からからからから徒歩徒歩徒歩徒歩３３３３分分分分というというというという非非非非常常常常にににに便便便便利利利利なななな立立立立

地にあることから、地にあることから、地にあることから、地にあることから、センセンセンセンタタタターーーーををををご利ご利ご利ご利用いただく方用いただく方用いただく方用いただく方 々々々々につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、公公公公共交共交共交共交通通通通機機機機関を関を関を関を利利利利用用用用

していただくようにましていただくようにましていただくようにましていただくようにまずおずおずおずお願いをしているとこ願いをしているとこ願いをしているとこ願いをしているところろろろででででござござござございます。います。います。います。

また、また、また、また、車車車車でででで来来来来られる方につきましては、このられる方につきましては、このられる方につきましては、このられる方につきましては、このセンセンセンセンタタタターーーーのちょうど西のちょうど西のちょうど西のちょうど西隣隣隣隣にににに橿橿橿橿原原原原市市市市営畝傍御営畝傍御営畝傍御営畝傍御

陵前駅陵前駅陵前駅陵前駅東東東東駐駐駐駐車車車車場が場が場が場がござござござございます。います。います。います。車車車車ででででおおおお越越越越しになられる場しになられる場しになられる場しになられる場合合合合でも、こちらをでも、こちらをでも、こちらをでも、こちらを利利利利用もできます用もできます用もできます用もできます

というというというというごごごご案案案案内内内内をさせていただいているとこをさせていただいているとこをさせていただいているとこをさせていただいているところろろろです。このです。このです。このです。この駐駐駐駐車車車車場は場は場は場は有有有有料料料料となってとなってとなってとなっておおおおりまして、りまして、りまして、りまして、

１１１１時時時時間間間間以内以内以内以内が２００が２００が２００が２００円円円円、その後１、その後１、その後１、その後１時時時時間間間間超超超超えるえるえるえるごごごごと２００と２００と２００と２００円円円円ですが、ですが、ですが、ですが、上限上限上限上限は１日最は１日最は１日最は１日最大大大大でも５でも５でも５でも５

００００００００円円円円というというというという料金料金料金料金設設設設定になっているとこ定になっているとこ定になっているとこ定になっているところろろろででででござござござございます。います。います。います。

施設施設施設施設ををををご利ご利ご利ご利用いただく方用いただく方用いただく方用いただく方 々々々々には、こういったには、こういったには、こういったには、こういったセンセンセンセンタタタターーーーのいのいのいのいろろろろいいいいろろろろな事な事な事な事情情情情ををををご理ご理ご理ご理解解解解いただいただいただいただ

いて、いて、いて、いて、公公公公共交共交共交共交通通通通機機機機関の関の関の関の利利利利用や、用や、用や、用や、駐駐駐駐車車車車場の場の場の場の料金料金料金料金ののののごごごご負担負担負担負担について、今後ともについて、今後ともについて、今後ともについて、今後ともご協力ご協力ご協力ご協力ををををおおおお願い願い願い願い

をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろででででござござござございます。います。います。います。
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○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 そうしましたら、３つのそうしましたら、３つのそうしましたら、３つのそうしましたら、３つのワクワクワクワクチチチチンへンへンへンへのののの公公公公費費費費助助助助成についてですが、成についてですが、成についてですが、成についてですが、先先先先ほどのほどのほどのほどのおおおお

話話話話ですと、ですと、ですと、ですと、財源財源財源財源措置措置措置措置がこれまでがこれまでがこれまでがこれまで以上以上以上以上によくなるだによくなるだによくなるだによくなるだろろろろうということで、そのうということで、そのうということで、そのうということで、その中中中中で１５団体とで１５団体とで１５団体とで１５団体と

おおおおっしゃいましたか、今３つのっしゃいましたか、今３つのっしゃいましたか、今３つのっしゃいましたか、今３つのワクワクワクワクチチチチンンンンにつきましても、につきましても、につきましても、につきましても、自自自自己負担己負担己負担己負担１０１０１０１０％％％％を実費を実費を実費を実費徴徴徴徴収収収収されされされされ

ているとこているとこているとこているところろろろがあります。その実費があります。その実費があります。その実費があります。その実費徴徴徴徴収収収収されているとこされているとこされているとこされているところろろろとされていないとことされていないとことされていないとことされていないところろろろがあるのがあるのがあるのがあるの

ですけれども、このですけれども、このですけれども、このですけれども、この辺辺辺辺ですべてのとこですべてのとこですべてのとこですべてのところろろろが、こういうが、こういうが、こういうが、こういう国国国国の新しいの新しいの新しいの新しい措置措置措置措置のののの考考考考え方をえ方をえ方をえ方を尊尊尊尊重重重重してしてしてして

法定法定法定法定化化化化されたということで、これは一されたということで、これは一されたということで、これは一されたということで、これは一般般般般の予防接の予防接の予防接の予防接種種種種についてもそうですけれども、についてもそうですけれども、についてもそうですけれども、についてもそうですけれども、保保保保護者護者護者護者

負担負担負担負担なしで予防接なしで予防接なしで予防接なしで予防接種種種種がががが受受受受けられるように、すべてのけられるように、すべてのけられるように、すべてのけられるように、すべての自自自自治治治治体でそれができるように、体でそれができるように、体でそれができるように、体でそれができるように、先先先先ほどほどほどほど

団体が一定の団体が一定の団体が一定の団体が一定の範囲範囲範囲範囲のことでのことでのことでのことでおおおお答えになりましたので、そういう支援、答えになりましたので、そういう支援、答えになりましたので、そういう支援、答えになりましたので、そういう支援、指指指指導導導導ををををぜひぜひぜひぜひしていたしていたしていたしていた

だきたい。だきたい。だきたい。だきたい。

先先先先ほどほどほどほどお尋ねお尋ねお尋ねお尋ねのときに言いましたけれども、のときに言いましたけれども、のときに言いましたけれども、のときに言いましたけれども、財財財財政が政が政が政が大変大変大変大変困難困難困難困難なななな弱弱弱弱いとこいとこいとこいところろろろでは後では後では後では後退退退退するするするする

ことがあるのではないかということがあるのではないかということがあるのではないかということがあるのではないかという危危危危惧惧惧惧がががが非非非非常常常常にににに多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの中中中中にあるようです。それはあにあるようです。それはあにあるようです。それはあにあるようです。それはあ

ってはならないし、これまでのってはならないし、これまでのってはならないし、これまでのってはならないし、これまでの自自自自己負担己負担己負担己負担ををををふふふふやすということもあってはならないし、やすということもあってはならないし、やすということもあってはならないし、やすということもあってはならないし、ふふふふやややや

すどこすどこすどこすどころろろろか、このか、このか、このか、この国国国国のそういうのそういうのそういうのそういう措置措置措置措置のののの中中中中では、法定では、法定では、法定では、法定化化化化されたというされたというされたというされたという考考考考えをえをえをえを尊尊尊尊重重重重してそういしてそういしてそういしてそうい

う支援を県としてもう支援を県としてもう支援を県としてもう支援を県としてもぜひ考ぜひ考ぜひ考ぜひ考えていただきたいと、要えていただきたいと、要えていただきたいと、要えていただきたいと、要望望望望してしてしてしておおおおきます。きます。きます。きます。

それから、社会福祉それから、社会福祉それから、社会福祉それから、社会福祉総総総総合セン合セン合セン合センタタタターーーーのののの駐駐駐駐車車車車場の場の場の場の料金料金料金料金ですが、ですが、ですが、ですが、大変大変大変大変難難難難しいことだとは思いましいことだとは思いましいことだとは思いましいことだとは思いま

す。もともとはす。もともとはす。もともとはす。もともとは駐駐駐駐車車車車場が場が場が場が足足足足りないということでりないということでりないということでりないということで起起起起きてきている問題ですが、例えばきてきている問題ですが、例えばきてきている問題ですが、例えばきてきている問題ですが、例えばおおおお隣隣隣隣のののの

橿橿橿橿原原原原市市市市営駐営駐営駐営駐車車車車場がある場がある場がある場があるわわわわけで、そこはけで、そこはけで、そこはけで、そこは料金料金料金料金がかかるがかかるがかかるがかかるわわわわけですけれど、けですけれど、けですけれど、けですけれど、橿橿橿橿原原原原市との市との市との市との協力協力協力協力といといといとい

うのですか、そういうとこうのですか、そういうとこうのですか、そういうとこうのですか、そういうところろろろでもうでもうでもうでもう少少少少しししし何何何何とかならないかということと、あるいはとかならないかということと、あるいはとかならないかということと、あるいはとかならないかということと、あるいは大大大大和和和和郡郡郡郡

山山山山市などでは、市市などでは、市市などでは、市市などでは、市民民民民交交交交流流流流館館館館ががががＪＲ郡ＪＲ郡ＪＲ郡ＪＲ郡山駅前山駅前山駅前山駅前にありますけれども、そこはにありますけれども、そこはにありますけれども、そこはにありますけれども、そこは駐駐駐駐車車車車場がないから、場がないから、場がないから、場がないから、

利利利利用者の方には用者の方には用者の方には用者の方には隣隣隣隣のののの民民民民間間間間駐駐駐駐車車車車場を場を場を場を使使使使用してもらっているようですが、ちょうど県用してもらっているようですが、ちょうど県用してもらっているようですが、ちょうど県用してもらっているようですが、ちょうど県庁庁庁庁がやっがやっがやっがやっ

ているようにているようにているようにているように駐駐駐駐車車車車カカカカーーーードドドドを、を、を、を、磁磁磁磁気気気気に通すとに通すとに通すとに通すと無料無料無料無料ということで、やっていらっしゃるので、ということで、やっていらっしゃるので、ということで、やっていらっしゃるので、ということで、やっていらっしゃるので、

そのそのそのその辺辺辺辺でのでのでのでの検討検討検討検討はどうかということをはどうかということをはどうかということをはどうかということを意意意意見として提見として提見として提見として提起起起起をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

それから、がんそれから、がんそれから、がんそれから、がん検検検検診診診診の問題も、の問題も、の問題も、の問題も、個個個個別通知を今度はやってくださいます。これは別通知を今度はやってくださいます。これは別通知を今度はやってくださいます。これは別通知を今度はやってくださいます。これは受受受受診勧奨診勧奨診勧奨診勧奨

なのですが、実はなのですが、実はなのですが、実はなのですが、実は基基基基本本本本健健健健診診診診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老老老老人保人保人保人保健法で１９８３年です。そのときから２健法で１９８３年です。そのときから２健法で１９８３年です。そのときから２健法で１９８３年です。そのときから２

００００数数数数年年年年ずずずずっとっとっとっと続続続続いていまして、それから２００８年からいていまして、それから２００８年からいていまして、それから２００８年からいていまして、それから２００８年から特特特特定健康定健康定健康定健康診診診診査・査・査・査・特特特特定定定定保険指保険指保険指保険指導導導導（（（（以以以以

下下下下：：：：特特特特定健定健定健定健診診診診）になりました。）になりました。）になりました。）になりました。行行行行政がやっていた健政がやっていた健政がやっていた健政がやっていた健診診診診をををを保険保険保険保険者がこの健者がこの健者がこの健者がこの健診診診診をします。それをします。それをします。それをします。それ

で健で健で健で健診診診診のののの中中中中身身身身ももももメメメメタボタボタボタボ健健健健診診診診と言と言と言と言わわわわれていますように、全れていますように、全れていますように、全れていますように、全身身身身ががががチチチチェェェェックックックックできないというできないというできないというできないという中中中中身身身身

になりまして、そういうこととあになりまして、そういうこととあになりまして、そういうこととあになりまして、そういうこととあわわわわせてせてせてせて受受受受診率診率診率診率がががが本本本本当当当当にににに下下下下がったのです。がったのです。がったのです。がったのです。

私は奈良市に私は奈良市に私は奈良市に私は奈良市におおおおりましたけれども、りましたけれども、りましたけれども、りましたけれども、基基基基本本本本健健健健診診診診のときには、のときには、のときには、のときには、住住住住民民民民のののの皆皆皆皆さんと奈良市の方とさんと奈良市の方とさんと奈良市の方とさんと奈良市の方と

よくよくよくよく話話話話しししし合合合合って、って、って、って、個個個個別通知をしてもらうようになったのです。そうしましたら、健別通知をしてもらうようになったのです。そうしましたら、健別通知をしてもらうようになったのです。そうしましたら、健別通知をしてもらうようになったのです。そうしましたら、健診率診率診率診率がががが
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６０６０６０６０％％％％をををを超超超超えたと思います。とこえたと思います。とこえたと思います。とこえたと思います。ところろろろが今聞いてが今聞いてが今聞いてが今聞いてみみみみましたら、ましたら、ましたら、ましたら、特特特特定健定健定健定健診診診診は２０は２０は２０は２０数数数数％％％％、、、、半半半半分以分以分以分以

下下下下ということで、健ということで、健ということで、健ということで、健診診診診項項項項目目目目のののの内内内内容容容容もあるのですけれども、やはりもあるのですけれども、やはりもあるのですけれども、やはりもあるのですけれども、やはり直直直直接接接接働働働働きかけるというこきかけるというこきかけるというこきかけるというこ

とがとがとがとが非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな教教教教訓訓訓訓とととと感感感感じじじじてててておおおおりまして、今後、これが一定のとこりまして、今後、これが一定のとこりまして、今後、これが一定のとこりまして、今後、これが一定のところろろろででででモデモデモデモデル的ル的ル的ル的にやらにやらにやらにやら

れるということなのですけれども、れるということなのですけれども、れるということなのですけれども、れるということなのですけれども、ぜひ大ぜひ大ぜひ大ぜひ大きく普きく普きく普きく普及及及及をしていただきたいと思っているとこをしていただきたいと思っているとこをしていただきたいと思っているとこをしていただきたいと思っているとこ

ろろろろです。です。です。です。

ちょうど今回の予算では、ちょうど今回の予算では、ちょうど今回の予算では、ちょうど今回の予算では、特特特特定健定健定健定健診診診診のののの受受受受診率診率診率診率向上向上向上向上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もこのもこのもこのもこの中中中中に入っていに入っていに入っていに入ってい

ますので、あますので、あますので、あますので、あわわわわせてせてせてせて特特特特定健定健定健定健診診診診をををを受受受受けたときに医けたときに医けたときに医けたときに医師師師師やややや看看看看護護護護師師師師とかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろな方のな方のな方のな方の働働働働きかけできかけできかけできかけで

がんがんがんがん検検検検診診診診もももも受受受受けるきっかけにもなるから、けるきっかけにもなるから、けるきっかけにもなるから、けるきっかけにもなるから、特特特特定健定健定健定健診診診診のののの受受受受診率診率診率診率をををを上げ上げ上げ上げることががんることががんることががんることががん検検検検診診診診のののの受受受受

診率診率診率診率をををを上げ上げ上げ上げることにもつながると思いますので、その点もあることにもつながると思いますので、その点もあることにもつながると思いますので、その点もあることにもつながると思いますので、その点もあわわわわせてせてせてせて留留留留意意意意して、して、して、して、ぜひ進ぜひ進ぜひ進ぜひ進めてめてめてめて

いただきたいと思います。これは要いただきたいと思います。これは要いただきたいと思います。これは要いただきたいと思います。これは要望望望望してしてしてして意意意意見を申し見を申し見を申し見を申し上げ上げ上げ上げてててておおおおきます。きます。きます。きます。

認認認認知知知知症症症症の対策の問題ですけれども、実はの対策の問題ですけれども、実はの対策の問題ですけれども、実はの対策の問題ですけれども、実はサポサポサポサポートートートート医の養成医の養成医の養成医の養成人数人数人数人数というのが、２０１１年というのが、２０１１年というのが、２０１１年というのが、２０１１年

度度度度末末末末、全、全、全、全国国国国で２で２で２で２，，，，１５３１５３１５３１５３人人人人です。です。です。です。都都都都道道道道府府府府県で実は県で実は県で実は県で実は約約約約８８８８倍倍倍倍のののの格格格格差があります。差があります。差があります。差があります。非非非非常常常常にににに格格格格差が差が差が差が

あるあるあるあるわわわわけです。これは新聞の報けです。これは新聞の報けです。これは新聞の報けです。これは新聞の報道道道道でそのでそのでそのでその状況状況状況状況を知ったを知ったを知ったを知ったわわわわけですけれども、けですけれども、けですけれども、けですけれども、追追追追加加加加研修研修研修研修をををを行行行行っっっっ

ているているているている熊熊熊熊本本本本県や県や県や県や広広広広島島島島県などでは、養成県などでは、養成県などでは、養成県などでは、養成数数数数がががが非非非非常常常常にににに多多多多くて、これは高くて、これは高くて、これは高くて、これは高齢齢齢齢者１０者１０者１０者１０万万万万人当人当人当人当たりにたりにたりにたりに

どれだけのどれだけのどれだけのどれだけのサポサポサポサポートートートート医が養成されたかという医が養成されたかという医が養成されたかという医が養成されたかという順順順順番が番が番が番が上位上位上位上位なのです。なのです。なのです。なのです。東京都東京都東京都東京都などでは医などでは医などでは医などでは医師師師師会会会会

のののの協力協力協力協力でこういう養成が実でこういう養成が実でこういう養成が実でこういう養成が実施施施施されていまして、されていまして、されていまして、されていまして、上位上位上位上位です。です。です。です。

それで、名それで、名それで、名それで、名簿簿簿簿のののの公表公表公表公表ということで、医療ということで、医療ということで、医療ということで、医療機機機機関、地域関、地域関、地域関、地域包括包括包括包括支援支援支援支援センセンセンセンタタタターーーー関係のとこ関係のとこ関係のとこ関係のところろろろにさにさにさにさ

れているということなのですが、れているということなのですが、れているということなのですが、れているということなのですが、国国国国の実の実の実の実施施施施要項では要項では要項では要項では公表公表公表公表はははは義義義義務づけていないのですけれど務づけていないのですけれど務づけていないのですけれど務づけていないのですけれど

も、実は厚生も、実は厚生も、実は厚生も、実は厚生労働省労働省労働省労働省は名は名は名は名簿簿簿簿はははは認認認認知知知知症症症症のののの人人人人や家や家や家や家族族族族のののの受受受受診診診診にににに役立役立役立役立てるということをてるということをてるということをてるということを求求求求めてめてめてめておおおおらららら

れます。ですから、この名れます。ですから、この名れます。ですから、この名れます。ですから、この名簿簿簿簿のののの公表公表公表公表について、これも新聞社の調べですけれど、一について、これも新聞社の調べですけれど、一について、これも新聞社の調べですけれど、一について、これも新聞社の調べですけれど、一般般般般にににに公公公公

表表表表しているとこしているとこしているとこしているところろろろが５６が５６が５６が５６％％％％、、、、ホホホホーーーームペムペムペムペーーーージジジジなどでもなどでもなどでもなどでも公表公表公表公表しています。医療、福祉関係者のしています。医療、福祉関係者のしています。医療、福祉関係者のしています。医療、福祉関係者の

みみみみにににに情情情情報提報提報提報提供供供供しているというとこしているというとこしているというとこしているというところろろろも２９も２９も２９も２９％％％％、、、、公表公表公表公表していないとこしていないとこしていないとこしていないところろろろは１５は１５は１５は１５％％％％あります。あります。あります。あります。

それで、それで、それで、それで、改改改改めてこのめてこのめてこのめてこのサポサポサポサポートートートート医の養成医の養成医の養成医の養成数数数数について今について今について今について今持持持持ってってってっておおおおられるられるられるられる目目目目標標標標を、さらにを、さらにを、さらにを、さらにふふふふやすやすやすやす

目目目目標標標標をををを持持持持ってってってっておおおおられるのかということと、今後この名られるのかということと、今後この名られるのかということと、今後この名られるのかということと、今後この名簿簿簿簿について、一について、一について、一について、一般般般般にもにもにもにも公表公表公表公表することすることすることすること

をををを何何何何とかとかとかとか検討検討検討検討していただきたいと思いますけれども、そのしていただきたいと思いますけれども、そのしていただきたいと思いますけれども、そのしていただきたいと思いますけれども、そのお考お考お考お考えはあるか、えはあるか、えはあるか、えはあるか、お尋ねお尋ねお尋ねお尋ねしたいしたいしたいしたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長 ままままずずずず、、、、サポサポサポサポートートートート医の養成の医の養成の医の養成の医の養成の目目目目標標標標についてでについてでについてでについてでござござござございます。今、全います。今、全います。今、全います。今、全国国国国平平平平

均均均均からすると、奈良県の養成からすると、奈良県の養成からすると、奈良県の養成からすると、奈良県の養成数数数数はかなりはかなりはかなりはかなり寂寂寂寂しいしいしいしい状況状況状況状況ということでということでということでということでござござござございます。実います。実います。実います。実際際際際、、、、サポサポサポサポ

ートートートート医の養成につきましては、医医の養成につきましては、医医の養成につきましては、医医の養成につきましては、医師師師師会と連携といいますか、どの方を養成しましょうかと会と連携といいますか、どの方を養成しましょうかと会と連携といいますか、どの方を養成しましょうかと会と連携といいますか、どの方を養成しましょうかと

いうことでいうことでいうことでいうことでご相談ご相談ご相談ご相談を申しを申しを申しを申し上げ上げ上げ上げて、県からて、県からて、県からて、県から研修研修研修研修にににに行行行行っていただくというっていただくというっていただくというっていただくという形形形形で養成をしてで養成をしてで養成をしてで養成をしておおおおりりりり
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ますので、ますので、ますので、ますので、具具具具体体体体的的的的にににに何何何何名というのは、今名というのは、今名というのは、今名というのは、今持持持持ちちちち合わ合わ合わ合わせてせてせてせておおおおりませんけれども、今後、りませんけれども、今後、りませんけれども、今後、りませんけれども、今後、認認認認知知知知症症症症

の方はどんどんの方はどんどんの方はどんどんの方はどんどんふふふふえていきますので、そういったえていきますので、そういったえていきますので、そういったえていきますので、そういった意味意味意味意味からもさらにからもさらにからもさらにからもさらに数数数数ををををふふふふやしていけるよやしていけるよやしていけるよやしていけるよ

うに医うに医うに医うに医師師師師会とも連携をしながら会とも連携をしながら会とも連携をしながら会とも連携をしながら考考考考えていきたいと思ってえていきたいと思ってえていきたいと思ってえていきたいと思っておおおおります。ります。ります。ります。

もう１点、もう１点、もう１点、もう１点、公表公表公表公表ででででござござござございますが、まいますが、まいますが、まいますが、まずずずずサポサポサポサポートートートート医につきましては、今申し医につきましては、今申し医につきましては、今申し医につきましては、今申し上げ上げ上げ上げましたよましたよましたよましたよ

うに医うに医うに医うに医師師師師会と連携して養成していること、またかかりつけ医会と連携して養成していること、またかかりつけ医会と連携して養成していること、またかかりつけ医会と連携して養成していること、またかかりつけ医研修研修研修研修でででで講講講講師師師師としてとしてとしてとして登登登登場してい場してい場してい場してい

ただいているというとこただいているというとこただいているというとこただいているというところろろろから、まから、まから、まから、まずずずずすでに医すでに医すでに医すでに医師師師師の間ではかなりの間ではかなりの間ではかなりの間ではかなり認認認認知をしていただいてい知をしていただいてい知をしていただいてい知をしていただいてい

るるるる状況状況状況状況ででででござござござございます。今、委員います。今、委員います。今、委員います。今、委員お述お述お述お述べの一べの一べの一べの一般般般般のののの認認認認知知知知症症症症の方に対してのの方に対してのの方に対してのの方に対しての公表公表公表公表という部という部という部という部分分分分では、では、では、では、

ままままず認ず認ず認ず認知知知知症症症症についてについてについてについて相談相談相談相談ということであればということであればということであればということであれば認認認認知知知知症症症症疾疾疾疾患患患患医療医療医療医療センセンセンセンタタタターーーー、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはサポサポサポサポートートートート

医の方にも医の方にも医の方にも医の方にも直直直直接接接接ご相談ご相談ご相談ご相談ということでということでということでということでござござござございまして、今県としては福祉関係のとこいまして、今県としては福祉関係のとこいまして、今県としては福祉関係のとこいまして、今県としては福祉関係のところろろろにのにのにのにのみみみみ

公表公表公表公表しているということでしているということでしているということでしているということでござござござございますが、こちらについても連携して養成しています医いますが、こちらについても連携して養成しています医いますが、こちらについても連携して養成しています医いますが、こちらについても連携して養成しています医師師師師

会、あるいは会、あるいは会、あるいは会、あるいは認認認認知知知知症症症症疾疾疾疾患患患患医療医療医療医療センセンセンセンタタタターーーーともともともとも相談相談相談相談しながら、今後どういったしながら、今後どういったしながら、今後どういったしながら、今後どういった形形形形のののの公表公表公表公表がいいがいいがいいがいい

のかのかのかのか考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと考考考考えてえてえてえておおおおります。ります。ります。ります。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 意意意意見だけですが、見だけですが、見だけですが、見だけですが、世界世界世界世界的規的規的規的規模模模模でででで認認認認知知知知症患症患症患症患者が者が者が者が本本本本当当当当にににに急急急急増増増増してしてしてしておおおおります。実はります。実はります。実はります。実は

海海海海外外外外５５５５カカカカ国国国国のののの認認認認知知知知症症症症政策政策政策政策責責責責任任任任者と日者と日者と日者と日本本本本の関係者、厚生の関係者、厚生の関係者、厚生の関係者、厚生労働省労働省労働省労働省のののの老老老老人保人保人保人保健局健局健局健局認認認認知知知知症施症施症施症施策策策策総総総総合合合合

調調調調整整整整官官官官がががが参参参参加加加加されて、されて、されて、されて、国国国国際際際際政策政策政策政策シシシシンンンンポジポジポジポジウウウウムムムムが平成２５年１月が平成２５年１月が平成２５年１月が平成２５年１月末末末末にににに東京都内東京都内東京都内東京都内で開かれましで開かれましで開かれましで開かれまし

た。た。た。た。各各各各国国国国にににに共共共共通しているのが、通しているのが、通しているのが、通しているのが、認認認認知知知知症症症症のののの人人人人の、そのの、そのの、そのの、その人人人人らしいらしいらしいらしい人人人人生を支えることで、生を支えることで、生を支えることで、生を支えることで、住住住住みみみみなななな

れたとこれたとこれたとこれたところろろろでででで暮暮暮暮らしていけるような早らしていけるような早らしていけるような早らしていけるような早期診期診期診期診断断断断、早、早、早、早期治期治期治期治療を療を療を療を土土土土台台台台にににに認認認認知知知知症症症症にににに優優優優しい地域づくしい地域づくしい地域づくしい地域づく

りとりとりとりとササササーーーービビビビススススの提の提の提の提供供供供をををを目指目指目指目指してしてしてしておおおおります。ります。ります。ります。国国国国際際際際的的的的にここまでにここまでにここまでにここまで到到到到達達達達してしてしてしておおおおりまして、日りまして、日りまして、日りまして、日本本本本でででで

もそれにもそれにもそれにもそれに何何何何としても早くとしても早くとしても早くとしても早く追追追追いつかないといけないと思いますが、いつかないといけないと思いますが、いつかないといけないと思いますが、いつかないといけないと思いますが、本本本本人人人人、家、家、家、家族族族族をををを中心中心中心中心ににににおおおおいいいい

たたたた本格本格本格本格的的的的な支援体制づくりというのがな支援体制づくりというのがな支援体制づくりというのがな支援体制づくりというのが本本本本当当当当にににに急急急急がれているということを申しがれているということを申しがれているということを申しがれているということを申し上げ上げ上げ上げまして、まして、まして、まして、

終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 ほかにほかにほかにほかにござござござございますか。いますか。いますか。いますか。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 私も厚生委員長をさせていただいていて、私も厚生委員長をさせていただいていて、私も厚生委員長をさせていただいていて、私も厚生委員長をさせていただいていて、アスアスアスアスベベベベストストストストの問題がの問題がの問題がの問題がずずずずっとっとっとっと起起起起きてきてきてきて

いました。そのとき、いました。そのとき、いました。そのとき、いました。そのとき、環境環境環境環境ばくばくばくばく露露露露ということで、ということで、ということで、ということで、環境環境環境環境省省省省の委の委の委の委託託託託ををををずずずずっとっとっとっと受受受受け、け、け、け、保保保保健予防健予防健予防健予防課課課課

で健康で健康で健康で健康リリリリスクスクスクスク調査をやっていただいていたということで、調査をやっていただいていたということで、調査をやっていただいていたということで、調査をやっていただいていたということで、多分多分多分多分平成２３年度は２平成２３年度は２平成２３年度は２平成２３年度は２，，，，３００３００３００３００

万万万万円円円円～２～２～２～２，，，，４００４００４００４００万万万万円円円円ぐらいの予算でやっていたと思うのですけれども、今回のぐらいの予算でやっていたと思うのですけれども、今回のぐらいの予算でやっていたと思うのですけれども、今回のぐらいの予算でやっていたと思うのですけれども、今回の「「「「厚生委厚生委厚生委厚生委

員会員会員会員会資資資資料料料料（平成２５年度予算案・平成２４年度２月（平成２５年度予算案・平成２４年度２月（平成２５年度予算案・平成２４年度２月（平成２５年度予算案・平成２４年度２月補補補補正予算案の正予算案の正予算案の正予算案の概概概概要要要要））））」」」」のののの中中中中にはにはにはには載載載載ってってってって

いないのです。今はここに１００条調査委員会の委員長もいないのです。今はここに１００条調査委員会の委員長もいないのです。今はここに１００条調査委員会の委員長もいないのです。今はここに１００条調査委員会の委員長もおおおおられるし、られるし、られるし、られるし、竜竜竜竜田田田田工工工工業業業業株株株株式式式式会社会社会社会社

のののの近近近近くにくにくにくに住住住住んでいる梶川委員もんでいる梶川委員もんでいる梶川委員もんでいる梶川委員もおおおおいでです。そういう厚生委員会をいでです。そういう厚生委員会をいでです。そういう厚生委員会をいでです。そういう厚生委員会を挙挙挙挙げげげげてててて取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた

結結結結果果果果にもかかにもかかにもかかにもかかわわわわららららずずずず、これはもう、これはもう、これはもう、これはもう重重重重要な要な要な要な施施施施策ではないし、新策ではないし、新策ではないし、新策ではないし、新規規規規事業でもないし、県事業でもないし、県事業でもないし、県事業でもないし、県独自独自独自独自のののの
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取取取取りりりり組み組み組み組みも、も、も、も、環境環境環境環境省省省省の委の委の委の委託託託託なのでなのでなのでなので書書書書かなくてもいいことでかなくてもいいことでかなくてもいいことでかなくてもいいことで載載載載っていないのです。これはっていないのです。これはっていないのです。これはっていないのです。これは意意意意

識識識識して、して、して、して、悪悪悪悪意意意意をををを持持持持ってってってって書書書書かなかったのかと思うのです。かなかったのかと思うのです。かなかったのかと思うのです。かなかったのかと思うのです。

今回の健康今回の健康今回の健康今回の健康リリリリスクスクスクスク調査は、例年の健康調査は、例年の健康調査は、例年の健康調査は、例年の健康リリリリスクスクスクスク調査と調査と調査と調査と違違違違うううう意味意味意味意味をををを持持持持っていると思うのです。っていると思うのです。っていると思うのです。っていると思うのです。

そのことについて医療政策部長、答えてください。そのことについて医療政策部長、答えてください。そのことについて医療政策部長、答えてください。そのことについて医療政策部長、答えてください。担担担担当当当当者はもう者はもう者はもう者はもうわわわわかるほどかるほどかるほどかるほどわわわわかっているかっているかっているかっている

と思いますので、今までの健康と思いますので、今までの健康と思いますので、今までの健康と思いますので、今までの健康リリリリスクスクスクスク調査がことしの健康調査がことしの健康調査がことしの健康調査がことしの健康リリリリスクスクスクスク調査と調査と調査と調査と違違違違うううう意味意味意味意味を、答えを、答えを、答えを、答え

てください。てください。てください。てください。

○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長 今、今、今、今、ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘ががががござござござございましたいましたいましたいましたアスアスアスアスベベベベストストストストの調査の関係での調査の関係での調査の関係での調査の関係でござござござございます。います。います。います。

これにつきましては、平成２４年１２月議会でもこれにつきましては、平成２４年１２月議会でもこれにつきましては、平成２４年１２月議会でもこれにつきましては、平成２４年１２月議会でも話話話話題になったことかと思います。私ども題になったことかと思います。私ども題になったことかと思います。私ども題になったことかと思います。私ども

もしっかりとこれについては対応していくともしっかりとこれについては対応していくともしっかりとこれについては対応していくともしっかりとこれについては対応していくとおおおお答えをさせていただいたとこ答えをさせていただいたとこ答えをさせていただいたとこ答えをさせていただいたところろろろででででござござござございまいまいまいま

す。す。す。す。

今回の予算で今回の予算で今回の予算で今回の予算でござござござございますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、額額額額的的的的には健康には健康には健康には健康リリリリスクスクスクスク調査について、平成２４年度よ調査について、平成２４年度よ調査について、平成２４年度よ調査について、平成２４年度よ

りはりはりはりは多多多多くのくのくのくの額額額額を計を計を計を計上上上上してしてしてしておおおおります。ただ、今回予算のります。ただ、今回予算のります。ただ、今回予算のります。ただ、今回予算の概概概概要には要には要には要には載載載載っていなかったというこっていなかったというこっていなかったというこっていなかったというこ

とでとでとでとでござござござございます。います。います。います。状況状況状況状況としてはそういうことでとしてはそういうことでとしてはそういうことでとしてはそういうことでござござござございまして、いまして、いまして、いまして、内内内内容容容容がががが何何何何かかかか変わ変わ変わ変わったのかとったのかとったのかとったのかと

言言言言わわわわれますと、そういうことはれますと、そういうことはれますと、そういうことはれますと、そういうことはござござござございませんで、いませんで、いませんで、いませんで、むむむむししししろろろろ拡拡拡拡大大大大して予算要して予算要して予算要して予算要求求求求を計を計を計を計上上上上させていさせていさせていさせてい

ただいているただいているただいているただいている状況状況状況状況ででででござござござございます。います。います。います。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 すすすすごごごごくくくく失失失失礼礼礼礼な言い方してすな言い方してすな言い方してすな言い方してすみみみみません。なません。なません。なません。なぜぜぜぜ今回予算をたくさんとれたのかと今回予算をたくさんとれたのかと今回予算をたくさんとれたのかと今回予算をたくさんとれたのかと

いうことなのです。全いうことなのです。全いうことなのです。全いうことなのです。全国国国国で６で６で６で６カカカカ所所所所、、、、工工工工場場場場周辺周辺周辺周辺のののの環境環境環境環境ばくばくばくばく露露露露に関してに関してに関してに関して指指指指定されて健康定されて健康定されて健康定されて健康リリリリスクスクスクスク

調査をや調査をや調査をや調査をやろろろろうということでうということでうということでうということで環境環境環境環境省省省省がががが取取取取りりりり組組組組んで、奈良県も全んで、奈良県も全んで、奈良県も全んで、奈良県も全国国国国で一番で一番で一番で一番多多多多いのです。いのです。いのです。いのです。多多多多いといといといと

いうか、２いうか、２いうか、２いうか、２カカカカ所所所所のののの工工工工場の場の場の場の周辺周辺周辺周辺の健康の健康の健康の健康被被被被害を調査しよう、それで奈良県は厚生委員会の委員害を調査しよう、それで奈良県は厚生委員会の委員害を調査しよう、それで奈良県は厚生委員会の委員害を調査しよう、それで奈良県は厚生委員会の委員

のののの声声声声もあって、もあって、もあって、もあって、原因原因原因原因にににに迫迫迫迫る調査、る調査、る調査、る調査、環境環境環境環境ばくばくばくばく露露露露はなはなはなはなぜ起ぜ起ぜ起ぜ起きたのだということのきたのだということのきたのだということのきたのだということの疫疫疫疫学、学、学、学、カカカカッッッッココココ

つきのつきのつきのつきの疫疫疫疫学調査に学調査に学調査に学調査に近近近近い調査をしようということで、奈良県い調査をしようということで、奈良県い調査をしようということで、奈良県い調査をしようということで、奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学の学の学の学の車車車車谷谷谷谷先先先先生生生生等等等等をををを中心中心中心中心

に、やれるものだったらやってに、やれるものだったらやってに、やれるものだったらやってに、やれるものだったらやってみみみみようということで委員会をようということで委員会をようということで委員会をようということで委員会を持持持持ったのです。ったのです。ったのです。ったのです。疫疫疫疫学調査を実学調査を実学調査を実学調査を実

施施施施しなければしなければしなければしなければ企企企企業の業の業の業の協力協力協力協力もももも得得得得られないし、られないし、られないし、られないし、古古古古いいいいデデデデーーーータタタタだし。しかし１だし。しかし１だし。しかし１だし。しかし１キキキキロロロロメメメメートルートルートルートル圏圏圏圏内内内内の、の、の、の、

今までその今までその今までその今までその環境環境環境環境ばくばくばくばく露露露露していたときのしていたときのしていたときのしていたときの人人人人たちを地たちを地たちを地たちを地元元元元のののの自自自自治治治治体の体の体の体の協力協力協力協力をををを得得得得てててて何人何人何人何人住住住住んでいたんでいたんでいたんでいた

ということを調べということを調べということを調べということを調べ上げ上げ上げ上げて、そのて、そのて、そのて、その人人人人たちにきっちりと調査にたちにきっちりと調査にたちにきっちりと調査にたちにきっちりと調査に協力協力協力協力してもらって、してもらって、してもらって、してもらって、疫疫疫疫学調査に学調査に学調査に学調査に

近近近近い調査をやい調査をやい調査をやい調査をやろろろろうということで、今回予算がうということで、今回予算がうということで、今回予算がうということで、今回予算がふふふふえたのです。そのことをきっちりとこのえたのです。そのことをきっちりとこのえたのです。そのことをきっちりとこのえたのです。そのことをきっちりとこの資資資資

料料料料のののの中中中中にでもにでもにでもにでも書書書書いてください。もういてください。もういてください。もういてください。もう保保保保健予防健予防健予防健予防課課課課のののの皆皆皆皆さん方は、きちんとやってくれていまさん方は、きちんとやってくれていまさん方は、きちんとやってくれていまさん方は、きちんとやってくれていま

す。１す。１す。１す。１キキキキロロロロメメメメートルートルートルートル圏圏圏圏内内内内のののの疫疫疫疫学調査も含めて全学調査も含めて全学調査も含めて全学調査も含めて全国国国国６６６６カカカカ所所所所のののの各各各各県県県県抱抱抱抱えているとこえているとこえているとこえているところろろろのののの中中中中でもでもでもでも

奈良県は奈良県は奈良県は奈良県は率先率先率先率先してやっているように言っていて、部がしてやっているように言っていて、部がしてやっているように言っていて、部がしてやっているように言っていて、部が変わ変わ変わ変わったら、ったら、ったら、ったら、何何何何だこのだこのだこのだこのざざざざまはというまはというまはというまはという

ことで言っているのに、今回このことをことで言っているのに、今回このことをことで言っているのに、今回このことをことで言っているのに、今回このことを意識的意識的意識的意識的にににに隠隠隠隠しているのかと思いました。しているのかと思いました。しているのかと思いました。しているのかと思いました。意味意味意味意味をいをいをいをい
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ろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろで、部をで、部をで、部をで、部を超超超超えて、今回のえて、今回のえて、今回のえて、今回の疫疫疫疫学調査、学調査、学調査、学調査、カカカカッッッッココココつきのことを含んだ健康つきのことを含んだ健康つきのことを含んだ健康つきのことを含んだ健康リリリリスクスクスクスク

調査をやっている調査をやっている調査をやっている調査をやっている意味意味意味意味を、このを、このを、このを、このメメメメンンンンババババーーーーも含めても含めても含めても含めてみみみみんなんなんなんな再確再確再確再確認認認認するのが予算するのが予算するのが予算するのが予算審審審審査査査査特特特特別委員別委員別委員別委員

会で、予算つくるときです。なのでこれを会で、予算つくるときです。なのでこれを会で、予算つくるときです。なのでこれを会で、予算つくるときです。なのでこれを意識的意識的意識的意識的にににに削削削削ったのはったのはったのはったのは財財財財政政政政課課課課かかかかわわわわかりませんがかりませんがかりませんがかりませんが財財財財

政政政政課課課課にきっちりと、私らのやっているにきっちりと、私らのやっているにきっちりと、私らのやっているにきっちりと、私らのやっている仕仕仕仕事はいいことだと言事はいいことだと言事はいいことだと言事はいいことだと言わわわわないといけません。なないといけません。なないといけません。なないといけません。なぜ消ぜ消ぜ消ぜ消

されているのか、されているのか、されているのか、されているのか、消消消消したしたしたした責責責責任任任任者は、やはりきちんとどこの者は、やはりきちんとどこの者は、やはりきちんとどこの者は、やはりきちんとどこの段階段階段階段階でででで消消消消えたかということを、えたかということを、えたかということを、えたかということを、

後でもいいので明らかにしてください。こんなことではだめです。私後でもいいので明らかにしてください。こんなことではだめです。私後でもいいので明らかにしてください。こんなことではだめです。私後でもいいので明らかにしてください。こんなことではだめです。私達達達達は議会あは議会あは議会あは議会あげげげげて１０て１０て１０て１０

０条調査委員会をつくって、な０条調査委員会をつくって、な０条調査委員会をつくって、な０条調査委員会をつくって、なぜ違ぜ違ぜ違ぜ違法法法法解解解解体しているのかということを、体しているのかということを、体しているのかということを、体しているのかということを、違違違違うとこうとこうとこうところろろろでやっでやっでやっでやっ

ているているているているわわわわけです。それに別のとこけです。それに別のとこけです。それに別のとこけです。それに別のところろろろででででアスアスアスアスベベベベストストストストのののの持持持持っているっているっているっている意味意味意味意味ををををみみみみんなでんなでんなでんなで確確確確認認認認していしていしていしてい

くということをくということをくということをくということを検討検討検討検討委員会もつくり、委員会もつくり、委員会もつくり、委員会もつくり、疫疫疫疫学調査はできないけれども、１学調査はできないけれども、１学調査はできないけれども、１学調査はできないけれども、１キキキキロロロロメメメメートルートルートルートル圏圏圏圏内内内内

のののの悉悉悉悉皆皆皆皆調査に調査に調査に調査に近近近近いことをやいことをやいことをやいことをやろろろろうということで予算をとるために、私も、副議長としてうということで予算をとるために、私も、副議長としてうということで予算をとるために、私も、副議長としてうということで予算をとるために、私も、副議長として環境環境環境環境

省省省省にににに課課課課長と一緒に長と一緒に長と一緒に長と一緒に陳陳陳陳情情情情にににに行行行行っています。そういうことをこのっています。そういうことをこのっています。そういうことをこのっています。そういうことをこの中中中中でやはりでやはりでやはりでやはり書書書書いてください。いてください。いてください。いてください。

これまだ委員会これまだ委員会これまだ委員会これまだ委員会資資資資料料料料なので、なので、なので、なので、本本本本にしたときにはきちんとにしたときにはきちんとにしたときにはきちんとにしたときにはきちんと載載載載せてください。せてください。せてください。せてください。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 ほかにほかにほかにほかにござござござございますでしょうか。いますでしょうか。いますでしょうか。いますでしょうか。

ほかになければ、これをもちまして質疑をほかになければ、これをもちまして質疑をほかになければ、これをもちまして質疑をほかになければ、これをもちまして質疑を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

次次次次に、私から、なら歯と口腔の健康づくり条例案、に、私から、なら歯と口腔の健康づくり条例案、に、私から、なら歯と口腔の健康づくり条例案、に、私から、なら歯と口腔の健康づくり条例案、概概概概要を説明させていただきます。要を説明させていただきます。要を説明させていただきます。要を説明させていただきます。

ままままずずずず、条例名、なら歯と口腔の健康づくり条例です。議員提案条例として今議会に提出、条例名、なら歯と口腔の健康づくり条例です。議員提案条例として今議会に提出、条例名、なら歯と口腔の健康づくり条例です。議員提案条例として今議会に提出、条例名、なら歯と口腔の健康づくり条例です。議員提案条例として今議会に提出

をする予定でをする予定でをする予定でをする予定でござござござございます。います。います。います。

提案提案提案提案理理理理由由由由は、歯は、歯は、歯は、歯科科科科口腔口腔口腔口腔保保保保健の健の健の健の推推推推進進進進に関する法に関する法に関する法に関する法律律律律の制定をの制定をの制定をの制定を受受受受け、今後、県がけ、今後、県がけ、今後、県がけ、今後、県が推推推推進進進進していくしていくしていくしていく

歯と口腔の健康づくりに関する歯と口腔の健康づくりに関する歯と口腔の健康づくりに関する歯と口腔の健康づくりに関する施施施施策の実策の実策の実策の実効効効効性を性を性を性を担担担担保保保保していくため、新たに制定しようとすしていくため、新たに制定しようとすしていくため、新たに制定しようとすしていくため、新たに制定しようとす

るものである。全１１条るものである。全１１条るものである。全１１条るものである。全１１条立立立立てで構成をいたしててで構成をいたしててで構成をいたしててで構成をいたしておおおおります。ります。ります。ります。

１つ１つ１つ１つ目目目目、、、、目的目的目的目的。法。法。法。法律律律律のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏まえ、県まえ、県まえ、県まえ、県民民民民の歯と口腔の健康づくりに関するの歯と口腔の健康づくりに関するの歯と口腔の健康づくりに関するの歯と口腔の健康づくりに関する基基基基本本本本理理理理念念念念をををを

定め、県の定め、県の定め、県の定め、県の責責責責務務務務及及及及びびびび関係者の関係者の関係者の関係者の役役役役割を明らかにするとともに、割を明らかにするとともに、割を明らかにするとともに、割を明らかにするとともに、施施施施策の策の策の策の推推推推進進進進に関するに関するに関するに関する基基基基本本本本となとなとなとな

る事項を定め、る事項を定め、る事項を定め、る事項を定め、施施施施策を策を策を策を総総総総合的合的合的合的、計画、計画、計画、計画的的的的にににに推推推推進進進進し、もって県し、もって県し、もって県し、もって県民民民民の健康の健康の健康の健康保持保持保持保持増増増増進進進進にににに寄寄寄寄与与与与するこするこするこするこ

とをとをとをとを目的目的目的目的とする。とする。とする。とする。

２番２番２番２番目目目目はははは基基基基本本本本理理理理念念念念ででででござござござございます。います。います。います。

３番３番３番３番目目目目に県のに県のに県のに県の責責責責務務務務等等等等、県の実、県の実、県の実、県の実情情情情に応に応に応に応じじじじたたたた施施施施策を策を策を策を総総総総合的合的合的合的かつ計画かつ計画かつ計画かつ計画的的的的に策定し、実に策定し、実に策定し、実に策定し、実施施施施するもするもするもするも

のとするというとこのとするというとこのとするというとこのとするというところろろろががががポイポイポイポイントントントントででででござござござございます。います。います。います。次次次次に市町村との連携をうたってに市町村との連携をうたってに市町村との連携をうたってに市町村との連携をうたっておおおおります。ります。ります。ります。

４つ４つ４つ４つ目目目目、、、、保保保保健医療関係者、福祉関係者、健医療関係者、福祉関係者、健医療関係者、福祉関係者、健医療関係者、福祉関係者、教育教育教育教育関係者関係者関係者関係者等等等等のののの役役役役割をうたって割をうたって割をうたって割をうたっておおおおります。ります。ります。ります。

５つ５つ５つ５つ目目目目、事業者、事業者、事業者、事業者及及及及び保険び保険び保険び保険者の者の者の者の役役役役割をうたって割をうたって割をうたって割をうたっておおおおります。ります。ります。ります。

６つ６つ６つ６つ目目目目に県に県に県に県民民民民のののの役役役役割をうたい、歯と口腔の健康づくりに割をうたい、歯と口腔の健康づくりに割をうたい、歯と口腔の健康づくりに割をうたい、歯と口腔の健康づくりに取取取取りりりり組組組組むむむむようようようよう努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする
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とととと述述述述べてべてべてべておおおおります。ります。ります。ります。

７７７７つつつつ目目目目、歯と口腔の健康づくりに関する計画。１、知事は、県、歯と口腔の健康づくりに関する計画。１、知事は、県、歯と口腔の健康づくりに関する計画。１、知事は、県、歯と口腔の健康づくりに関する計画。１、知事は、県民民民民の歯と口腔の健康づくの歯と口腔の健康づくの歯と口腔の健康づくの歯と口腔の健康づく

りのりのりのりの推推推推進進進進に関するに関するに関するに関する施施施施策を策を策を策を総総総総合的合的合的合的かつ計画かつ計画かつ計画かつ計画的的的的にににに推推推推進進進進するため、歯と口腔の健康づくりに関すするため、歯と口腔の健康づくりに関すするため、歯と口腔の健康づくりに関すするため、歯と口腔の健康づくりに関す

る計画を策定するものとする。２、知事は、る計画を策定するものとする。２、知事は、る計画を策定するものとする。２、知事は、る計画を策定するものとする。２、知事は、毎毎毎毎年度、計画に年度、計画に年度、計画に年度、計画に基基基基づくづくづくづく施施施施策の実策の実策の実策の実施状況施状況施状況施状況を議会を議会を議会を議会

に報告するものとする。３、知事は、に報告するものとする。３、知事は、に報告するものとする。３、知事は、に報告するものとする。３、知事は、おおおおおおおおむむむむねねねね５年５年５年５年ごごごごとに計画の見とに計画の見とに計画の見とに計画の見直直直直しをしをしをしを行行行行うものとする。うものとする。うものとする。うものとする。

８番８番８番８番目目目目に、いい歯の日に、いい歯の日に、いい歯の日に、いい歯の日及及及及びびびび歯と口腔の健康づくり歯と口腔の健康づくり歯と口腔の健康づくり歯と口腔の健康づくり推推推推進進進進週間。県週間。県週間。県週間。県民民民民の歯と口腔の健康づくの歯と口腔の健康づくの歯と口腔の健康づくの歯と口腔の健康づく

りに関する関りに関する関りに関する関りに関する関心心心心とととと理理理理解解解解をををを深深深深めるとともに、めるとともに、めるとともに、めるとともに、取取取取りりりり組み組み組み組みがががが積極的積極的積極的積極的にににに行わ行わ行わ行われるよう、１１月８日れるよう、１１月８日れるよう、１１月８日れるよう、１１月８日

をいい歯の日と、をいい歯の日と、をいい歯の日と、をいい歯の日と、同同同同日から１１月１４日までの日から１１月１４日までの日から１１月１４日までの日から１１月１４日までの期期期期間を歯と口腔の健康づくり間を歯と口腔の健康づくり間を歯と口腔の健康づくり間を歯と口腔の健康づくり推推推推進進進進週間と定週間と定週間と定週間と定

めるものとする。めるものとする。めるものとする。めるものとする。

９番９番９番９番目目目目に、歯と口腔の健康づくりに関する実態調査をに、歯と口腔の健康づくりに関する実態調査をに、歯と口腔の健康づくりに関する実態調査をに、歯と口腔の健康づくりに関する実態調査を求求求求めてめてめてめておおおおります。ります。ります。ります。

１０番１０番１０番１０番目目目目、その他。、その他。、その他。、その他。

そして、そして、そして、そして、施行施行施行施行期期期期日は日は日は日は公布公布公布公布の日からの日からの日からの日から施行施行施行施行する。する。する。する。以上以上以上以上ででででござござござございます。います。います。います。

ただいまの説明でただいまの説明でただいまの説明でただいまの説明で何何何何かかかかご意ご意ご意ご意見は見は見は見はござござござございませんでしょうか。いませんでしょうか。いませんでしょうか。いませんでしょうか。

（（（（「「「「なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございます。います。います。います。

それでは、それでは、それでは、それでは、理理理理事者に事者に事者に事者にご意ご意ご意ご意見を見を見を見を求求求求めます。めます。めます。めます。何何何何かありましたら、かありましたら、かありましたら、かありましたら、ごごごご発言を発言を発言を発言をおおおお願いします。願いします。願いします。願いします。

○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長 理理理理事者事者事者事者側側側側としてとしてとしてとして意意意意見を申し見を申し見を申し見を申し述述述述べさせていただきます。べさせていただきます。べさせていただきます。べさせていただきます。

今回のこのなら歯と口腔の健康づくり条例、この条例は歯今回のこのなら歯と口腔の健康づくり条例、この条例は歯今回のこのなら歯と口腔の健康づくり条例、この条例は歯今回のこのなら歯と口腔の健康づくり条例、この条例は歯科科科科口腔口腔口腔口腔保保保保健の健の健の健の推推推推進進進進に関する法に関する法に関する法に関する法

律律律律のののの枠枠枠枠組み組み組み組みを一を一を一を一歩踏歩踏歩踏歩踏み込み込み込み込んだんだんだんだ大変積極的大変積極的大変積極的大変積極的な条例だと思います。例えば、第８条にな条例だと思います。例えば、第８条にな条例だと思います。例えば、第８条にな条例だと思います。例えば、第８条におおおおきますきますきますきます

実実実実施状況施状況施状況施状況の議会の議会の議会の議会へへへへの報告、あるいは第９条にの報告、あるいは第９条にの報告、あるいは第９条にの報告、あるいは第９条におおおおきますいい歯の日のきますいい歯の日のきますいい歯の日のきますいい歯の日の設設設設定定定定等等等等ででででござござござございます。います。います。います。

したがいまして、この条例は関係者のしたがいまして、この条例は関係者のしたがいまして、この条例は関係者のしたがいまして、この条例は関係者の意識意識意識意識のののの向上向上向上向上、あるいは歯、あるいは歯、あるいは歯、あるいは歯科科科科口腔口腔口腔口腔保保保保健の健の健の健の推推推推進進進進にににに大変有大変有大変有大変有

意義意義意義意義ででででござござござございまして、いまして、いまして、いまして、本本本本日、説明もさせていただきましたが、知事が策定いたしますとこ日、説明もさせていただきましたが、知事が策定いたしますとこ日、説明もさせていただきましたが、知事が策定いたしますとこ日、説明もさせていただきましたが、知事が策定いたしますとこ

ろろろろのなら歯と口腔の健康づくり計画によりますのなら歯と口腔の健康づくり計画によりますのなら歯と口腔の健康づくり計画によりますのなら歯と口腔の健康づくり計画によります具具具具体体体体的施的施的施的施策の策の策の策の推推推推進進進進につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、大変大変大変大変資資資資

するものであるとするものであるとするものであるとするものであると考考考考えてえてえてえておおおおります。ります。ります。ります。以上以上以上以上ででででござござござございます。います。います。います。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 ありがとうありがとうありがとうありがとうござござござございます。います。います。います。

それでは、なら歯と口腔の健康づくり条例案をそれでは、なら歯と口腔の健康づくり条例案をそれでは、なら歯と口腔の健康づくり条例案をそれでは、なら歯と口腔の健康づくり条例案を原原原原案ど案ど案ど案どおおおおり議案提出することについて、り議案提出することについて、り議案提出することについて、り議案提出することについて、

委員の委員の委員の委員の意意意意見を見を見を見を求求求求めます。めます。めます。めます。

ごごごご発言願います。発言願います。発言願います。発言願います。

（（（（「「「「よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願いします願いします願いします願いします」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

なら歯と口腔の健康づくり条例案をなら歯と口腔の健康づくり条例案をなら歯と口腔の健康づくり条例案をなら歯と口腔の健康づくり条例案を原原原原案ど案ど案ど案どおおおおり議案提出することとり議案提出することとり議案提出することとり議案提出することと決決決決しました。しました。しました。しました。
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ななななおおおお、条例案は、条例案は、条例案は、条例案は本本本本会議最会議最会議最会議最終終終終日に日に日に日に上上上上程程程程し、提案し、提案し、提案し、提案理理理理由由由由説明を私からさせていただきますので、説明を私からさせていただきますので、説明を私からさせていただきますので、説明を私からさせていただきますので、

ごごごご了了了了承承承承願います。願います。願います。願います。

また、また、また、また、当当当当委員会委員会委員会委員会所管所管所管所管事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が追追追追加加加加提出される場提出される場提出される場提出される場合合合合には、には、には、には、当当当当委員会を定例会委員会を定例会委員会を定例会委員会を定例会中中中中のののの

３月５日３月５日３月５日３月５日火曜火曜火曜火曜日の日の日の日の本本本本会議会議会議会議終終終終了了了了後に後に後に後に再再再再度開度開度開度開催催催催させていただくこととなりますので、あらかさせていただくこととなりますので、あらかさせていただくこととなりますので、あらかさせていただくこととなりますので、あらかじじじじ

めめめめごごごご了了了了承承承承願います。願います。願います。願います。

本本本本日の委員会は日の委員会は日の委員会は日の委員会は終終終終わわわわります。ります。ります。ります。


