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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３月５日（火） １７：１４～１８：０６平成２５年３月５日（火） １７：１４～１８：０６平成２５年３月５日（火） １７：１４～１８：０６平成２５年３月５日（火） １７：１４～１８：０６

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 １７名１７名１７名１７名

議 事議 事議 事議 事

（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について

《平成２４年度議案》《平成２４年度議案》《平成２４年度議案》《平成２４年度議案》

議第１１９号 奈良県がん対策推進条例の一部を改正する条例議第１１９号 奈良県がん対策推進条例の一部を改正する条例議第１１９号 奈良県がん対策推進条例の一部を改正する条例議第１１９号 奈良県がん対策推進条例の一部を改正する条例

（２）請願の審査について（２）請願の審査について（２）請願の審査について（２）請願の審査について

請願第７号 人工透析患者通院交通費助成に関する請願書請願第７号 人工透析患者通院交通費助成に関する請願書請願第７号 人工透析患者通院交通費助成に関する請願書請願第７号 人工透析患者通院交通費助成に関する請願書

（３）２月定例県議会追加提出予定議案について（３）２月定例県議会追加提出予定議案について（３）２月定例県議会追加提出予定議案について（３）２月定例県議会追加提出予定議案について

（４）その他（４）その他（４）その他（４）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 それでは、ただいまから厚生委員会を開会いたします。それでは、ただいまから厚生委員会を開会いたします。それでは、ただいまから厚生委員会を開会いたします。それでは、ただいまから厚生委員会を開会いたします。

本日、当委員会に対し、１７名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めること本日、当委員会に対し、１７名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めること本日、当委員会に対し、１７名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めること本日、当委員会に対し、１７名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めること

としてよろしいですか。としてよろしいですか。としてよろしいですか。としてよろしいですか。
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（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

また、その後の申し出についても、さきの方を含め、２０名を限度に許可することにしまた、その後の申し出についても、さきの方を含め、２０名を限度に許可することにしまた、その後の申し出についても、さきの方を含め、２０名を限度に許可することにしまた、その後の申し出についても、さきの方を含め、２０名を限度に許可することにし

たいと思いますが、よろしいですか。たいと思いますが、よろしいですか。たいと思いますが、よろしいですか。たいと思いますが、よろしいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

それでは、認めることといたします。それでは、認めることといたします。それでは、認めることといたします。それでは、認めることといたします。

それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。

まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。

当委員会に付託されました議案は、委員会次第に記載のとおりであります。当委員会に付託されました議案は、委員会次第に記載のとおりであります。当委員会に付託されました議案は、委員会次第に記載のとおりであります。当委員会に付託されました議案は、委員会次第に記載のとおりであります。

審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ

り、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめごり、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめごり、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめごり、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめご

了承願います。了承願います。了承願います。了承願います。

それでは、付託議案について奈良県議会がん対策推進議員連盟の会長である小泉副委員それでは、付託議案について奈良県議会がん対策推進議員連盟の会長である小泉副委員それでは、付託議案について奈良県議会がん対策推進議員連盟の会長である小泉副委員それでは、付託議案について奈良県議会がん対策推進議員連盟の会長である小泉副委員

長から条例の概要説明を願います。長から条例の概要説明を願います。長から条例の概要説明を願います。長から条例の概要説明を願います。

○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長 奈良県がん対策推進条例につきましては、平成２１年１０月に議員提案奈良県がん対策推進条例につきましては、平成２１年１０月に議員提案奈良県がん対策推進条例につきましては、平成２１年１０月に議員提案奈良県がん対策推進条例につきましては、平成２１年１０月に議員提案

により施行されたものですが、条例制定後、国、他府県の動向及び奈良県の新たな課題ににより施行されたものですが、条例制定後、国、他府県の動向及び奈良県の新たな課題ににより施行されたものですが、条例制定後、国、他府県の動向及び奈良県の新たな課題ににより施行されたものですが、条例制定後、国、他府県の動向及び奈良県の新たな課題に

鑑み、がん対策推進議員連盟で論議を重ね、別添資料のとおり一部改正を行うこととした鑑み、がん対策推進議員連盟で論議を重ね、別添資料のとおり一部改正を行うこととした鑑み、がん対策推進議員連盟で論議を重ね、別添資料のとおり一部改正を行うこととした鑑み、がん対策推進議員連盟で論議を重ね、別添資料のとおり一部改正を行うこととした

ものです。なお、平成２５年３月に策定される奈良県がん対策推進計画にも反映していきものです。なお、平成２５年３月に策定される奈良県がん対策推進計画にも反映していきものです。なお、平成２５年３月に策定される奈良県がん対策推進計画にも反映していきものです。なお、平成２５年３月に策定される奈良県がん対策推進計画にも反映していき

たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。

改正要旨は４項目を追加するもので、第１は第５条関係で事業者の責務を、第２は第６改正要旨は４項目を追加するもので、第１は第５条関係で事業者の責務を、第２は第６改正要旨は４項目を追加するもので、第１は第５条関係で事業者の責務を、第２は第６改正要旨は４項目を追加するもので、第１は第５条関係で事業者の責務を、第２は第６

条関係で受動喫煙防止のための施策を、第３は第７条関係で児童及び生徒ががんに関する条関係で受動喫煙防止のための施策を、第３は第７条関係で児童及び生徒ががんに関する条関係で受動喫煙防止のための施策を、第３は第７条関係で児童及び生徒ががんに関する条関係で受動喫煙防止のための施策を、第３は第７条関係で児童及び生徒ががんに関する

正しい知識を持つためのがん正しい知識を持つためのがん正しい知識を持つためのがん正しい知識を持つためのがん教育教育教育教育の推進を、第４は第１３条関係でがん患者及びそのの推進を、第４は第１３条関係でがん患者及びそのの推進を、第４は第１３条関係でがん患者及びそのの推進を、第４は第１３条関係でがん患者及びその家族家族家族家族

のののの就労就労就労就労に関するに関するに関するに関する啓発啓発啓発啓発、その他、その他、その他、その他必必必必要な施策をそれ要な施策をそれ要な施策をそれ要な施策をそれぞぞぞぞれ追加するものでごれ追加するものでごれ追加するものでごれ追加するものでござざざざいます。施行います。施行います。施行います。施行期期期期日日日日

については、については、については、については、公布公布公布公布日施行とさせていただきます。日施行とさせていただきます。日施行とさせていただきます。日施行とさせていただきます。

以以以以上、よろし上、よろし上、よろし上、よろしくくくくお願いをいたします。お願いをいたします。お願いをいたします。お願いをいたします。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 ただいまの説明について、ただいまの説明について、ただいまの説明について、ただいまの説明について、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言を願います。を願います。を願います。を願います。

ないようです。ないようです。ないようです。ないようです。

ただいまより、付託を受けました議案についてただいまより、付託を受けました議案についてただいまより、付託を受けました議案についてただいまより、付託を受けました議案について採決採決採決採決を行います。を行います。を行います。を行います。

採決採決採決採決はははは簡易採決簡易採決簡易採決簡易採決により行いたいと思いますが、ごにより行いたいと思いますが、ごにより行いたいと思いますが、ごにより行いたいと思いますが、ご異異異異議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。

（（（（「「「「異異異異議なし」と呼ぶ者あり）議なし」と呼ぶ者あり）議なし」と呼ぶ者あり）議なし」と呼ぶ者あり）

それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りします。りします。りします。りします。
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平成２４年度議案、議第１１９号奈良県がん対策推進条例の一部を改正する条例を、平成２４年度議案、議第１１９号奈良県がん対策推進条例の一部を改正する条例を、平成２４年度議案、議第１１９号奈良県がん対策推進条例の一部を改正する条例を、平成２４年度議案、議第１１９号奈良県がん対策推進条例の一部を改正する条例を、原原原原

案どおり可案どおり可案どおり可案どおり可決決決決することにごすることにごすることにごすることにご異異異異議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。

（（（（「「「「異異異異議なし」と呼ぶ者あり）議なし」と呼ぶ者あり）議なし」と呼ぶ者あり）議なし」と呼ぶ者あり）

異異異異議がないものと認めます。議がないものと認めます。議がないものと認めます。議がないものと認めます。

よよよよっっっって、平成２４年度議案、議第１１９号は、て、平成２４年度議案、議第１１９号は、て、平成２４年度議案、議第１１９号は、て、平成２４年度議案、議第１１９号は、原原原原案どおり可案どおり可案どおり可案どおり可決決決決することにすることにすることにすることに決決決決しました。しました。しました。しました。

次に、請願の審査を行います。次に、請願の審査を行います。次に、請願の審査を行います。次に、請願の審査を行います。

当委員会に付託を受けました請願第７号について、書記に要旨を当委員会に付託を受けました請願第７号について、書記に要旨を当委員会に付託を受けました請願第７号について、書記に要旨を当委員会に付託を受けました請願第７号について、書記に要旨を朗読朗読朗読朗読させます。させます。させます。させます。

○津田書記○津田書記○津田書記○津田書記 請願第７号 人工透析患者通院交通費助成に関する請願書請願第７号 人工透析患者通院交通費助成に関する請願書請願第７号 人工透析患者通院交通費助成に関する請願書請願第７号 人工透析患者通院交通費助成に関する請願書

請願者 奈良県奈良請願者 奈良県奈良請願者 奈良県奈良請願者 奈良県奈良市法華寺町市法華寺町市法華寺町市法華寺町２６５２６５２６５２６５番地番地番地番地の８の８の８の８

白樺ハイツ大宮Ⅱー白樺ハイツ大宮Ⅱー白樺ハイツ大宮Ⅱー白樺ハイツ大宮Ⅱー１０７号室１０７号室１０７号室１０７号室

特特特特定定定定非営利活非営利活非営利活非営利活動動動動法法法法人奈良県人奈良県人奈良県人奈良県腎友腎友腎友腎友会会会会

会長 高会長 高会長 高会長 高橋壮郷橋壮郷橋壮郷橋壮郷

紹介紹介紹介紹介議員議員議員議員 藤藤藤藤本本本本昭広昭広昭広昭広、小林照代、、小林照代、、小林照代、、小林照代、荻荻荻荻田田田田義雄義雄義雄義雄、岡、岡、岡、岡史朗史朗史朗史朗、、、、山山山山本進本進本進本進章章章章、、、、阪口保阪口保阪口保阪口保、梶川虔二、梶川虔二、梶川虔二、梶川虔二

要旨要旨要旨要旨

請願事項請願事項請願事項請願事項

１１１１．．．．人工透析患者に通院交通費を助成して人工透析患者に通院交通費を助成して人工透析患者に通院交通費を助成して人工透析患者に通院交通費を助成して下下下下さい。さい。さい。さい。

請願請願請願請願趣趣趣趣旨旨旨旨

人工透析患者は人工透析患者は人工透析患者は人工透析患者は週週週週３３３３回回回回・月１３・月１３・月１３・月１３回回回回・年１５６・年１５６・年１５６・年１５６回回回回、、、、隔隔隔隔日に透析日に透析日に透析日に透析治治治治療を受けなけれ療を受けなけれ療を受けなけれ療を受けなければ死ば死ば死ば死にににに至至至至

ります。事ります。事ります。事ります。事実東実東実東実東日本日本日本日本大震災大震災大震災大震災のののの際際際際透析が出透析が出透析が出透析が出来来来来ずにずにずにずに亡く亡く亡く亡くななななっっっった方もおられます。透析た方もおられます。透析た方もおられます。透析た方もおられます。透析治治治治療を受療を受療を受療を受

けるには透析施けるには透析施けるには透析施けるには透析施設設設設までの通院がまでの通院がまでの通院がまでの通院が不不不不可可可可欠欠欠欠で、透析施で、透析施で、透析施で、透析施設設設設に通院することは生に通院することは生に通院することは生に通院することは生命命命命にににに直直直直結する結する結する結する最最最最重重重重

要項目であり、通院要項目であり、通院要項目であり、通院要項目であり、通院問問問問題と透析題と透析題と透析題と透析治治治治療は一療は一療は一療は一体体体体のののの問問問問題と考えます。題と考えます。題と考えます。題と考えます。

今回今回今回今回、当会は奈良県、当会は奈良県、当会は奈良県、当会は奈良県内血液内血液内血液内血液透析患者３透析患者３透析患者３透析患者３，，，，２３９人（平成２３年１２月２３９人（平成２３年１２月２３９人（平成２３年１２月２３９人（平成２３年１２月末現在末現在末現在末現在奈良県医奈良県医奈良県医奈良県医師師師師

会透析部会報告より）を対会透析部会報告より）を対会透析部会報告より）を対会透析部会報告より）を対象象象象に「透析患者の通院に「透析患者の通院に「透析患者の通院に「透析患者の通院実態調実態調実態調実態調査（添付資料査（添付資料査（添付資料査（添付資料ⅠⅠⅠⅠ））））」を」を」を」を実実実実施いたし施いたし施いたし施いたし

ました。その結果、ました。その結果、ました。その結果、ました。その結果、①①①①平平平平均均均均年年年年齢齢齢齢は６８は６８は６８は６８．．．．２２２２歳歳歳歳でででで全全全全国平国平国平国平均均均均６５６５６５６５．．．．５５５５歳歳歳歳（添付資料２）よりも（添付資料２）よりも（添付資料２）よりも（添付資料２）よりも

２２２２．．．．７７７７歳歳歳歳高い結果を高い結果を高い結果を高い結果を示示示示し、６５し、６５し、６５し、６５歳以歳以歳以歳以上が上が上が上が全体全体全体全体の５９の５９の５９の５９．．．．７７７７％％％％をををを占占占占めるなど高めるなど高めるなど高めるなど高齢化齢化齢化齢化が進んでいが進んでいが進んでいが進んでい

ます。ます。ます。ます。②収②収②収②収入入入入状況状況状況状況は一は一は一は一般般般般に「に「に「に「低所得低所得低所得低所得」と」と」と」と言言言言われる３００われる３００われる３００われる３００万円未満万円未満万円未満万円未満のののの所得階層所得階層所得階層所得階層にににに属属属属するするするする世帯世帯世帯世帯

がががが全体全体全体全体の７０の７０の７０の７０％％％％をををを超超超超え、しかも１００え、しかも１００え、しかも１００え、しかも１００万円未満万円未満万円未満万円未満が２１が２１が２１が２１％％％％あります。あります。あります。あります。③③③③通院費の月平通院費の月平通院費の月平通院費の月平均額均額均額均額はははは

６６６６，，，，７６１７６１７６１７６１円円円円、、、、最最最最高高高高額額額額は月は月は月は月額額額額１２０１２０１２０１２０，，，，００００００００００００円円円円で、通院費で、通院費で、通院費で、通院費用用用用月月月月額額額額１０１０１０１０，，，，００００００００００００円以円以円以円以上の患上の患上の患上の患

者が２０３人もあり、者が２０３人もあり、者が２０３人もあり、者が２０３人もあり、収収収収入の入の入の入の状況状況状況状況をををを併併併併せ考えると通院費せ考えると通院費せ考えると通院費せ考えると通院費用用用用にににに大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担をををを強強強強いられていまいられていまいられていまいられていま

す。す。す。す。④④④④通院通院通院通院手段手段手段手段は透析施は透析施は透析施は透析施設設設設のののの配車配車配車配車が３９が３９が３９が３９％％％％でででで最最最最もももも多く多く多く多く、、、、自身運転自身運転自身運転自身運転は２６は２６は２６は２６％％％％、、、、家族運転家族運転家族運転家族運転１１１１
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４４４４％％％％、、、、タクシータクシータクシータクシー７７７７％％％％、、、、介護タクシー介護タクシー介護タクシー介護タクシー５５５５％％％％、、、、電車バス電車バス電車バス電車バス４４４４％％％％などでした。などでした。などでした。などでした。尚尚尚尚、、、、「「「「現在現在現在現在の通院の通院の通院の通院手手手手

段段段段が出が出が出が出来来来来ななななくくくくなれなれなれなればばばば通院を止め通院を止め通院を止め通院を止め死ぬ死ぬ死ぬ死ぬしかない」とのしかない」とのしかない」とのしかない」との回答回答回答回答が４８人あが４８人あが４８人あが４８人あっっっったことは高たことは高たことは高たことは高齢化齢化齢化齢化が進が進が進が進

みみみみ低所得低所得低所得低所得者が者が者が者が多多多多い県い県い県い県内内内内透析患者の通院透析患者の通院透析患者の通院透析患者の通院問問問問題の題の題の題の深刻深刻深刻深刻さをさをさをさを表表表表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。

通院通院通院通院送迎送迎送迎送迎のののの基基基基本は、安本は、安本は、安本は、安心心心心・安・安・安・安全全全全・安・安・安・安価価価価・安定（・安定（・安定（・安定（継続継続継続継続）の４本）の４本）の４本）の４本柱柱柱柱が重要なが重要なが重要なが重要な軸軸軸軸とととと私私私私たちは考たちは考たちは考たちは考

えています。このえています。このえています。このえています。この観点観点観点観点からからからから言言言言ええええばばばば、、、、自身自身自身自身およびおよびおよびおよび家族運転家族運転家族運転家族運転による通院は透析患者による通院は透析患者による通院は透析患者による通院は透析患者特有特有特有特有の透析の透析の透析の透析

後の後の後の後の体調体調体調体調のののの変化変化変化変化と加と加と加と加齢齢齢齢により安により安により安により安心心心心安安安安全全全全ではありません。一ではありません。一ではありません。一ではありません。一般般般般ののののタクシータクシータクシータクシーによる通院はによる通院はによる通院はによる通院は経済経済経済経済

的負担的負担的負担的負担がががが嵩嵩嵩嵩みます。みます。みます。みます。介護タクシー介護タクシー介護タクシー介護タクシーおよび透析施および透析施および透析施および透析施設設設設のののの配車配車配車配車による通院はによる通院はによる通院はによる通院は比較的比較的比較的比較的４本４本４本４本柱柱柱柱の条件の条件の条件の条件

をををを備備備備えています。しかし、えています。しかし、えています。しかし、えています。しかし、介護タクシー介護タクシー介護タクシー介護タクシーをををを利用利用利用利用するには要するには要するには要するには要介護介護介護介護１１１１以以以以上の認定が条件であり上の認定が条件であり上の認定が条件であり上の認定が条件であり

介護保険介護保険介護保険介護保険制度の改定なしでは制度の改定なしでは制度の改定なしでは制度の改定なしでは殆殆殆殆どの透析患者はどの透析患者はどの透析患者はどの透析患者は利用利用利用利用出出出出来来来来ません。また、ません。また、ません。また、ません。また、現現現現行の透析施行の透析施行の透析施行の透析施設設設設のののの

送迎送迎送迎送迎費費費費用用用用はははは全全全全て施て施て施て施設設設設の持ち出しでの持ち出しでの持ち出しでの持ち出しで運営運営運営運営されており人工透析のされており人工透析のされており人工透析のされており人工透析の診診診診療報療報療報療報酬酬酬酬に通院加に通院加に通院加に通院加算算算算を新を新を新を新設設設設すすすす

るなどるなどるなどるなど法整備法整備法整備法整備しない限りいずれしない限りいずれしない限りいずれしない限りいずれ負担負担負担負担にににに耐耐耐耐えられなえられなえられなえられなくくくくなるのは目になるのは目になるのは目になるのは目に見見見見えています。えています。えています。えています。

結論としては、課題の通院結論としては、課題の通院結論としては、課題の通院結論としては、課題の通院問問問問題を題を題を題を解決解決解決解決するには行政のごするには行政のごするには行政のごするには行政のご支援支援支援支援をををを頂く頂く頂く頂くしか方策はありませしか方策はありませしか方策はありませしか方策はありませ

ん。ん。ん。ん。因因因因みに当県における助成事業としてはみに当県における助成事業としてはみに当県における助成事業としてはみに当県における助成事業としては市町村市町村市町村市町村によるによるによるによる障害障害障害障害者者者者手帳所手帳所手帳所手帳所持者に対する持者に対する持者に対する持者に対するタクシタクシタクシタクシ

ー券支給ー券支給ー券支給ー券支給制度（添付資料３）がありますが、これは制度（添付資料３）がありますが、これは制度（添付資料３）がありますが、これは制度（添付資料３）がありますが、これは障害障害障害障害者者者者や難病や難病や難病や難病患者（国の患者（国の患者（国の患者（国の指指指指定する定する定する定する特特特特定定定定

疾疾疾疾患者）の生患者）の生患者）の生患者）の生活活活活行動行動行動行動範囲範囲範囲範囲のののの拡大拡大拡大拡大とととと社社社社会会会会参参参参加の加の加の加の促促促促進および進および進および進および経済的負担経済的負担経済的負担経済的負担のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図るためであるためであるためであるためであ

っっっって、人工透析患者通院交通費助成にはて、人工透析患者通院交通費助成にはて、人工透析患者通院交通費助成にはて、人工透析患者通院交通費助成には程遠程遠程遠程遠いいいい水準水準水準水準です。です。です。です。尚尚尚尚、、、、北海道北海道北海道北海道をはじめをはじめをはじめをはじめ山形山形山形山形県、福県、福県、福県、福

島島島島県、県、県、県、群馬群馬群馬群馬県、県、県、県、山梨山梨山梨山梨県、県、県、県、京都京都京都京都府、福岡県など他府県では府、福岡県など他府県では府、福岡県など他府県では府、福岡県など他府県では既既既既に人工透析患者通院交通費助成に人工透析患者通院交通費助成に人工透析患者通院交通費助成に人工透析患者通院交通費助成

事業（添付資料４）が事業（添付資料４）が事業（添付資料４）が事業（添付資料４）が実実実実施されています。施されています。施されています。施されています。

つきましては、当県も透析患者に通院交通費のつきましては、当県も透析患者に通院交通費のつきましては、当県も透析患者に通院交通費のつきましては、当県も透析患者に通院交通費の独自独自独自独自助成制度を定めて助成制度を定めて助成制度を定めて助成制度を定めて頂頂頂頂きたきたきたきたくくくく請願いた請願いた請願いた請願いた

します。します。します。します。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 請願第７号について、請願第７号について、請願第７号について、請願第７号について、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言を願います。を願います。を願います。を願います。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 この助成制度ですけれども、この助成制度ですけれども、この助成制度ですけれども、この助成制度ですけれども、何何何何県かされておられるということですが、県かされておられるということですが、県かされておられるということですが、県かされておられるということですが、金額金額金額金額

ややややそのそのそのその範囲範囲範囲範囲などはどのなどはどのなどはどのなどはどの程程程程度されておられるのか。そして、もう一つ度されておられるのか。そして、もう一つ度されておられるのか。そして、もう一つ度されておられるのか。そして、もう一つ今回今回今回今回のこの助成制度にのこの助成制度にのこの助成制度にのこの助成制度に

関して関して関して関して今今今今までまでまでまで協協協協議議議議やややや、そして奈良県、そして奈良県、そして奈良県、そして奈良県内内内内においてにおいてにおいてにおいて調調調調査をされておられるのか、お査をされておられるのか、お査をされておられるのか、お査をされておられるのか、お尋尋尋尋ねしたいねしたいねしたいねしたい

と思います。と思います。と思います。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 まず、他府県におけるまず、他府県におけるまず、他府県におけるまず、他府県における既存既存既存既存制度の概制度の概制度の概制度の概況況況況につきましておにつきましておにつきましておにつきましてお尋尋尋尋ねがごねがごねがごねがござざざざいいいい

ました。他府県のました。他府県のました。他府県のました。他府県の既存既存既存既存制度につきましては、お制度につきましては、お制度につきましては、お制度につきましては、お手元手元手元手元の請願書にごの請願書にごの請願書にごの請願書にござざざざいますとおり７いますとおり７いますとおり７いますとおり７道道道道府県府県府県府県

でででで同種同種同種同種の制度がの制度がの制度がの制度が実実実実施されております。ただし、施されております。ただし、施されております。ただし、施されております。ただし、山梨山梨山梨山梨県だけは人工透析患者に限らず県だけは人工透析患者に限らず県だけは人工透析患者に限らず県だけは人工透析患者に限らず心身障心身障心身障心身障

害害害害者の者の者の者の自自自自動動動動車燃車燃車燃車燃料費を対料費を対料費を対料費を対象象象象に助成を行に助成を行に助成を行に助成を行っっっっているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいます。います。います。います。

また、また、また、また、補補補補助対助対助対助対象象象象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身体障害身体障害身体障害身体障害者者者者手帳取得手帳取得手帳取得手帳取得者を対者を対者を対者を対象象象象としておりますが、としておりますが、としておりますが、としておりますが、所得所得所得所得
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制限を制限を制限を制限を設設設設定したり、生定したり、生定したり、生定したり、生活保護活保護活保護活保護受受受受給給給給者者者者やややや他の制度による通院交通費の他の制度による通院交通費の他の制度による通院交通費の他の制度による通院交通費の給給給給付を受けている方付を受けている方付を受けている方付を受けている方 々々々々

を対を対を対を対象象象象からからからから除外除外除外除外するというようなするというようなするというようなするというような内容内容内容内容にもなにもなにもなにもなっっっっております。ております。ております。ております。

次に、次に、次に、次に、補補補補助助助助額額額額といたしましては、例えといたしましては、例えといたしましては、例えといたしましては、例えばばばば福岡県であれ福岡県であれ福岡県であれ福岡県であればばばば月月月月額額額額２２２２，，，，００００００００００００円円円円の定の定の定の定額給額給額給額給付、付、付、付、

あるいはあるいはあるいはあるいは山形山形山形山形県では県では県では県では距離距離距離距離にににに応応応応じて定じて定じて定じて定額給額給額給額給付、付、付、付、京都京都京都京都府では月府では月府では月府では月額額額額１１１１万円万円万円万円をををを超超超超えるえるえるえる経経経経費の２費の２費の２費の２分分分分のののの

１１１１以内以内以内以内をををを支給支給支給支給というようになというようになというようになというようになっっっっています。いわています。いわています。いわています。いわゆゆゆゆる７る７る７る７道道道道府県とも府県とも府県とも府県ともばばばばららららばばばばらな制度らな制度らな制度らな制度内容内容内容内容になになになにな

っっっっているのがているのがているのがているのが現状現状現状現状ととらえております。ととらえております。ととらえております。ととらえております。

また、また、また、また、市町村市町村市町村市町村の関の関の関の関与与与与につきましてでごにつきましてでごにつきましてでごにつきましてでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、群馬群馬群馬群馬県と福県と福県と福県と福島島島島県では県では県では県では市町村市町村市町村市町村事業とし事業とし事業とし事業とし

て、て、て、て、市町村市町村市町村市町村が２が２が２が２分分分分の１をの１をの１をの１を補補補補助しているという制度がご助しているという制度がご助しているという制度がご助しているという制度がござざざざいます。また、います。また、います。また、います。また、北海道北海道北海道北海道とととと山形山形山形山形県を県を県を県を

除く除く除く除く府県におきましては、府県におきましては、府県におきましては、府県におきましては、市町村市町村市町村市町村が申請が申請が申請が申請窓窓窓窓口口口口業務を業務を業務を業務を担っ担っ担っ担っているというているというているというているという状況状況状況状況になになになになっっっっておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。

最最最最後に、平成２４年度の予後に、平成２４年度の予後に、平成２４年度の予後に、平成２４年度の予算算算算措置措置措置措置状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、京都京都京都京都府、福岡県では年府、福岡県では年府、福岡県では年府、福岡県では年間間間間３００３００３００３００

万円万円万円万円足足足足らずと、２５０らずと、２５０らずと、２５０らずと、２５０万円万円万円万円余余余余りということでごりということでごりということでごりということでござざざざいます。一方、福います。一方、福います。一方、福います。一方、福島島島島県、県、県、県、群馬群馬群馬群馬県では二県では二県では二県では二千千千千

数百数百数百数百万円万円万円万円ということになということになということになということになっっっっております。このあたりも制度、あるいはております。このあたりも制度、あるいはております。このあたりも制度、あるいはております。このあたりも制度、あるいは運用実態運用実態運用実態運用実態は、は、は、は、ばばばばららららばばばば

らのらのらのらの状況状況状況状況になになになになっっっっております。いずれにしましても制度ております。いずれにしましても制度ております。いずれにしましても制度ております。いずれにしましても制度設設設設計の考え方、あるいはこうした計の考え方、あるいはこうした計の考え方、あるいはこうした計の考え方、あるいはこうした運運運運

用用用用のののの実態実態実態実態、他の、他の、他の、他の障害障害障害障害とのとのとのとの整整整整合性合性合性合性等等等等につきましてさらににつきましてさらににつきましてさらににつきましてさらに詳細詳細詳細詳細なななな調調調調査、査、査、査、確確確確認が認が認が認が必必必必要と考えてい要と考えてい要と考えてい要と考えてい

るところでごるところでごるところでごるところでござざざざいます。います。います。います。

また、２つ目におまた、２つ目におまた、２つ目におまた、２つ目にお尋尋尋尋ねの本県におきましてのねの本県におきましてのねの本県におきましてのねの本県におきましての実態実態実態実態のののの調調調調査につきましては、査につきましては、査につきましては、査につきましては、現在現在現在現在のところのところのところのところ

この通院交通費にかかわこの通院交通費にかかわこの通院交通費にかかわこの通院交通費にかかわっっっってのてのてのての実態実態実態実態把握把握把握把握についてはまだ行についてはまだ行についてはまだ行についてはまだ行っっっっていないていないていないていない状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 私私私私のののの意意意意見表見表見表見表明はできますか。明はできますか。明はできますか。明はできますか。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 十分十分十分十分なななな調調調調査がまだまだ査がまだまだ査がまだまだ査がまだまだ必必必必要かと思いますし、要かと思いますし、要かと思いますし、要かと思いますし、公公公公平性の平性の平性の平性の問問問問題、それから題、それから題、それから題、それから実実実実情情情情のののの

把握把握把握把握をまずしなけれをまずしなけれをまずしなけれをまずしなければばばばならない、それとまた、ならない、それとまた、ならない、それとまた、ならない、それとまた、タクシー券タクシー券タクシー券タクシー券のののの状況状況状況状況についてについてについてについて市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの調整調整調整調整、、、、

それから、平たん部では医療それから、平たん部では医療それから、平たん部では医療それから、平たん部では医療機機機機関が透析患者さんを関が透析患者さんを関が透析患者さんを関が透析患者さんを確確確確保保保保するためにするためにするためにするために無無無無料で料で料で料で送迎送迎送迎送迎をされていをされていをされていをされてい

るという事例もるという事例もるという事例もるという事例も多多多多いと思います。そして、いと思います。そして、いと思います。そして、いと思います。そして、山山山山間間間間部では反対にこの請願のように部では反対にこの請願のように部では反対にこの請願のように部では反対にこの請願のように難難難難儀儀儀儀しておしておしておしてお

られるということもられるということもられるということもられるということも理理理理解解解解をしておりますけれども、まだまだこのをしておりますけれども、まだまだこのをしておりますけれども、まだまだこのをしておりますけれども、まだまだこの実実実実情情情情のののの把握把握把握把握、、、、十分十分十分十分なななな調調調調査、査、査、査、

そして患者そして患者そして患者そして患者団団団団体体体体とのとのとのとの協協協協議とかが議とかが議とかが議とかが必必必必要ではないかと思う次第であります。後でまた要ではないかと思う次第であります。後でまた要ではないかと思う次第であります。後でまた要ではないかと思う次第であります。後でまた意意意意見見見見をををを言言言言

わせていただきますけれども、おおわせていただきますけれども、おおわせていただきますけれども、おおわせていただきますけれども、おおむむむむねそういう方向にはねそういう方向にはねそういう方向にはねそういう方向には賛賛賛賛成ではご成ではご成ではご成ではござざざざいますけども、もいますけども、もいますけども、もいますけども、も

うちうちうちうちょょょょっっっっとととと時間時間時間時間をいただきたいというのがをいただきたいというのがをいただきたいというのがをいただきたいというのが感想感想感想感想でごでごでごでござざざざいます。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。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいますか。いますか。いますか。いますか。



---- 6666 ----

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 このたび、こういこのたび、こういこのたび、こういこのたび、こういっっっった患者た患者た患者た患者団団団団体体体体から年から年から年から年間間間間１５６日、通院をしなけれ１５６日、通院をしなけれ１５６日、通院をしなけれ１５６日、通院をしなければばばばいけないけないけないけな

いし、しかも年いし、しかも年いし、しかも年いし、しかも年齢齢齢齢もももも押押押押してしてしてしてくくくくるいろいろなるいろいろなるいろいろなるいろいろな状況状況状況状況のののの中中中中で、交通費ので、交通費ので、交通費ので、交通費の補補補補助助助助支援支援支援支援をしてほしいとをしてほしいとをしてほしいとをしてほしいと

いう請願が出てきたわけですが、いう請願が出てきたわけですが、いう請願が出てきたわけですが、いう請願が出てきたわけですが、私私私私もずもずもずもずっっっっと付と付と付と付録録録録ののののデデデデータータータータをををを見見見見させてもらいまして、そのさせてもらいまして、そのさせてもらいまして、そのさせてもらいまして、その

中中中中でこれはほでこれはほでこれはほでこれはほっっっっておけないておけないておけないておけない状態状態状態状態だということをだということをだということをだということを感感感感じました。じました。じました。じました。今今今今、井岡委員もお、井岡委員もお、井岡委員もお、井岡委員もおっっっっししししゃゃゃゃっっっったたたた

ように、ように、ように、ように、根根根根本本本本的的的的に反対ではないということを受けとめましたので、奈良県に反対ではないということを受けとめましたので、奈良県に反対ではないということを受けとめましたので、奈良県に反対ではないということを受けとめましたので、奈良県自身自身自身自身はこういうはこういうはこういうはこういう

先進先進先進先進地地地地がいろいろがいろいろがいろいろがいろいろやっやっやっやっているのをそれなりにているのをそれなりにているのをそれなりにているのをそれなりに調調調調べべべべておられるかと思いますけれど、ておられるかと思いますけれど、ておられるかと思いますけれど、ておられるかと思いますけれど、今今今今の患の患の患の患

者のそうい者のそうい者のそうい者のそういっっっったたたた実態実態実態実態、またこの請願に対してどう思、またこの請願に対してどう思、またこの請願に対してどう思、またこの請願に対してどう思っっっっているのか、そのているのか、そのているのか、そのているのか、その点点点点ちちちちょょょょっっっっとととと聞聞聞聞かせかせかせかせ

てほしいと思います。てほしいと思います。てほしいと思います。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 このたびの請願につきましては、まさに請願このたびの請願につきましては、まさに請願このたびの請願につきましては、まさに請願このたびの請願につきましては、まさに請願趣趣趣趣旨にもご旨にもご旨にもご旨にもござざざざいますよいますよいますよいますよ

うに、透析うに、透析うに、透析うに、透析治治治治療のための通院は、療のための通院は、療のための通院は、療のための通院は、命命命命にににに直直直直結するものでご結するものでご結するものでご結するものでござざざざいまして、また高いまして、また高いまして、また高いまして、また高齢化齢化齢化齢化が進んでが進んでが進んでが進んで

低所得低所得低所得低所得者の方者の方者の方者の方 々々々々がががが多多多多いと、透析患者の方いと、透析患者の方いと、透析患者の方いと、透析患者の方 々々々々の通院の通院の通院の通院問問問問題は題は題は題は非非非非常常常常にににに深刻深刻深刻深刻なななな問問問問題ということが題ということが題ということが題ということが背背背背

景景景景にごにごにごにござざざざいまして、人工透析患者の方いまして、人工透析患者の方いまして、人工透析患者の方いまして、人工透析患者の方 々々々々のののの置置置置かれたかれたかれたかれた状況状況状況状況、あるいはご、あるいはご、あるいはご、あるいはご苦苦苦苦労労労労、ご、ご、ご、ご心配心配心配心配といといといといっっっっ

たようなことにつきましては、たようなことにつきましては、たようなことにつきましては、たようなことにつきましては、今回今回今回今回の請願をもの請願をもの請願をもの請願をもっっっって改めて受けとめさせていただいているて改めて受けとめさせていただいているて改めて受けとめさせていただいているて改めて受けとめさせていただいている

状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。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 そこまでそこまでそこまでそこまで言っ言っ言っ言っていただいたら結ていただいたら結ていただいたら結ていただいたら結構構構構です。です。です。です。ぜひぜひぜひぜひよろしよろしよろしよろしくくくくお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいますでしいますでしいますでしいますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

なけれなけれなけれなければばばば、これをもちまして、これをもちまして、これをもちまして、これをもちまして質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

続続続続いて、請願第７号について、委員のいて、請願第７号について、委員のいて、請願第７号について、委員のいて、請願第７号について、委員の意意意意見見見見をををを求求求求めます。ごめます。ごめます。ごめます。ご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 自自自自由民主党由民主党由民主党由民主党におきましては、本におきましては、本におきましては、本におきましては、本来来来来はははは自自自自由民主党由民主党由民主党由民主党改改改改革革革革ともともともとも協協協協議させていただい議させていただい議させていただい議させていただい

たところで、たところで、たところで、たところで、調調調調査しながら査しながら査しながら査しながら継続継続継続継続審査と思いましたけれども、審査と思いましたけれども、審査と思いましたけれども、審査と思いましたけれども、ややややはり、できましたらはり、できましたらはり、できましたらはり、できましたら今今今今後の後の後の後の

こともごこともごこともごこともござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択をお願いしたいと思います。そのをお願いしたいと思います。そのをお願いしたいと思います。そのをお願いしたいと思います。その理由理由理由理由ですけれども、こですけれども、こですけれども、こですけれども、こ

の請願のの請願のの請願のの請願の求求求求める助成制度はめる助成制度はめる助成制度はめる助成制度は余余余余りにもりにもりにもりにも大大大大ぐぐぐぐくくくくりでありますので、りでありますので、りでありますので、りでありますので、具具具具体的体的体的体的な助成制度はこういな助成制度はこういな助成制度はこういな助成制度はこうい

うことをしてうことをしてうことをしてうことをしてくくくくれということがれということがれということがれということが少少少少しわかりにしわかりにしわかりにしわかりにくくくくいというのと、それといというのと、それといというのと、それといというのと、それと今今今今、、、、理理理理事者から事者から事者から事者から言言言言わわわわ

れておりますけれども、れておりますけれども、れておりますけれども、れておりますけれども、実態実態実態実態のののの把握把握把握把握ができていないしができていないしができていないしができていないし調調調調査もできていないということで、査もできていないということで、査もできていないということで、査もできていないということで、

予予予予算算算算編編編編成成成成権権権権は知事部局にありますので、あと２００は知事部局にありますので、あと２００は知事部局にありますので、あと２００は知事部局にありますので、あと２００万円万円万円万円から２から２から２から２，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円というようなというようなというようなというような

幅幅幅幅のののの大大大大きい予きい予きい予きい予算算算算をををを求求求求めるというのはめるというのはめるというのはめるというのは今今今今のののの段階段階段階段階ではではではでは少少少少しししし無理無理無理無理かと思いましたので、かと思いましたので、かと思いましたので、かと思いましたので、趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択

でお願いしたいと思いますし、その後はでお願いしたいと思いますし、その後はでお願いしたいと思いますし、その後はでお願いしたいと思いますし、その後は理理理理事者事者事者事者側側側側にまた、この請願のにまた、この請願のにまた、この請願のにまた、この請願の意意意意思を思を思を思を酌酌酌酌んでいただんでいただんでいただんでいただ

いて制度をついて制度をついて制度をついて制度をつくっくっくっくっていただきたいということでごていただきたいということでごていただきたいということでごていただきたいということでござざざざいます。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 はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。

ほかに。ほかに。ほかに。ほかに。
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○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 採採採採択択択択にににに賛賛賛賛成ですが、この出していただきました成ですが、この出していただきました成ですが、この出していただきました成ですが、この出していただきました趣趣趣趣旨を旨を旨を旨を見見見見ましても、本当に人ましても、本当に人ましても、本当に人ましても、本当に人

工透析の患者さんは通院ができなけれ工透析の患者さんは通院ができなけれ工透析の患者さんは通院ができなけれ工透析の患者さんは通院ができなければばばばもうもうもうもう命命命命にかかわり、しかも、人工透析のにかかわり、しかも、人工透析のにかかわり、しかも、人工透析のにかかわり、しかも、人工透析の回回回回数数数数がこがこがこがこ

こに出ていますようにこに出ていますようにこに出ていますようにこに出ていますように週週週週３３３３回回回回はどうしてもしなけれはどうしてもしなけれはどうしてもしなけれはどうしてもしなければばばばならないならないならないならない状況状況状況状況だと思いますし、それだと思いますし、それだと思いますし、それだと思いますし、それ

からからからから介護保険介護保険介護保険介護保険の対の対の対の対象象象象からも、ここにも書いてありますけれども、ほとんどがからも、ここにも書いてありますけれども、ほとんどがからも、ここにも書いてありますけれども、ほとんどがからも、ここにも書いてありますけれども、ほとんどが外外外外れてしまうれてしまうれてしまうれてしまう

ということ、ということ、ということ、ということ、病状病状病状病状によりましては交通費、によりましては交通費、によりましては交通費、によりましては交通費、タクシータクシータクシータクシーなどをなどをなどをなどを使使使使っっっって行かなけれて行かなけれて行かなけれて行かなければばばばならないならないならないならない経経経経

済的負担済的負担済的負担済的負担がががが大変大大変大大変大大変大きいきいきいきい状況状況状況状況ですので、ですので、ですので、ですので、ぜひぜひぜひぜひこれは助成制度を考えていただきたいというここれは助成制度を考えていただきたいというここれは助成制度を考えていただきたいというここれは助成制度を考えていただきたいというこ

とを申し上げます。とを申し上げます。とを申し上げます。とを申し上げます。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択ということで了ということで了ということで了ということで了解解解解ですか。ですか。ですか。ですか。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ああ、そうですか、そういうことです。ああ、そうですか、そういうことです。ああ、そうですか、そういうことです。ああ、そうですか、そういうことです。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 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理理理理解解解解したらいいですか。したらいいですか。したらいいですか。したらいいですか。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 はい、いいです。はい、いいです。はい、いいです。はい、いいです。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 公公公公明明明明党党党党もももも紹介紹介紹介紹介議員にな議員にな議員にな議員になっっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、基基基基本本本本的的的的にはこの請願にはこの請願にはこの請願にはこの請願内容内容内容内容についてはについてはについてはについては

賛賛賛賛成でご成でご成でご成でござざざざいます。人工透析をしなけれいます。人工透析をしなけれいます。人工透析をしなけれいます。人工透析をしなければ死ば死ば死ば死にににに至至至至るということと高るということと高るということと高るということと高齢化齢化齢化齢化ということで、請ということで、請ということで、請ということで、請

願の願の願の願の中中中中にはいろいろにはいろいろにはいろいろにはいろいろ実態実態実態実態を書いていただいておりますが、奈良県としてもよりこのを書いていただいておりますが、奈良県としてもよりこのを書いていただいておりますが、奈良県としてもよりこのを書いていただいておりますが、奈良県としてもよりこの実態実態実態実態をををを

把握把握把握把握していただきまして、していただきまして、していただきまして、していただきまして、公公公公平にどう助成をしていけ平にどう助成をしていけ平にどう助成をしていけ平にどう助成をしていけばばばばいいのか、先ほどもおいいのか、先ほどもおいいのか、先ほどもおいいのか、先ほどもおっっっっししししゃゃゃゃっっっってててて

おりましたが、そういおりましたが、そういおりましたが、そういおりましたが、そういっっっったたたた観点観点観点観点は当は当は当は当然然然然のことになるかと思いますので、これをしのことになるかと思いますので、これをしのことになるかと思いますので、これをしのことになるかと思いますので、これをしっっっっかりとかりとかりとかりと

受けとめていただいてということを思受けとめていただいてということを思受けとめていただいてということを思受けとめていただいてということを思っっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、趣趣趣趣旨は旨は旨は旨は賛賛賛賛同同同同させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます

ので、あと奈良県はので、あと奈良県はので、あと奈良県はので、あと奈良県は直直直直接接接接会員の方とよ会員の方とよ会員の方とよ会員の方とよくやくやくやくやりとりをして、りとりをして、りとりをして、りとりをして、相談相談相談相談、、、、実態実態実態実態、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれしれしれしれしっっっっかりかりかりかり

受けとめていただきたいということをお願いして、受けとめていただきたいということをお願いして、受けとめていただきたいということをお願いして、受けとめていただきたいということをお願いして、趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択といたします。といたします。といたします。といたします。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 高柳です。高柳です。高柳です。高柳です。趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択にににに賛賛賛賛成です。これを成です。これを成です。これを成です。これを読読読読ませてもらませてもらませてもらませてもらっっっったときに、すごたときに、すごたときに、すごたときに、すごく大く大く大く大

きなきなきなきな問問問問題をはらんでいると思いました。この人工透析患者のことはすご題をはらんでいると思いました。この人工透析患者のことはすご題をはらんでいると思いました。この人工透析患者のことはすご題をはらんでいると思いました。この人工透析患者のことはすごく大く大く大く大事だと思いな事だと思いな事だと思いな事だと思いな

がらも、がらも、がらも、がらも、今今今今までかかわまでかかわまでかかわまでかかわっっっってきたてきたてきたてきた中中中中で、で、で、で、精神精神精神精神障害障害障害障害者者者者ややややさまさまさまさまざざざざまなまなまなまな難病難病難病難病患者の交通費の患者の交通費の患者の交通費の患者の交通費の問問問問題題題題やややや、、、、

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の保保保保健健健健所所所所のののの統廃統廃統廃統廃合の合の合の合の問問問問題で、題で、題で、題で、公公公公共共共共交通の交通の交通の交通の問問問問題の題の題の題の話話話話がありました。ずがありました。ずがありました。ずがありました。ずっっっっとここで論議とここで論議とここで論議とここで論議

していたしていたしていたしていた話話話話も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、移移移移動することが生動することが生動することが生動することが生命命命命にににに直直直直結している結している結している結している問問問問題も含めて、その題も含めて、その題も含めて、その題も含めて、その辺辺辺辺は真は真は真は真っっっっ正正正正

面面面面に向かに向かに向かに向かっっっっていかないといけないということも含めて、ていかないといけないということも含めて、ていかないといけないということも含めて、ていかないといけないということも含めて、何何何何というかというかというかというか簡簡簡簡単単単単にににに趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択するのするのするのするの

ではなではなではなではなく趣く趣く趣く趣旨を旨を旨を旨を採採採採択択択択しながら議会のしながら議会のしながら議会のしながら議会の中中中中でも論議をでも論議をでも論議をでも論議を深深深深めていめていめていめていくくくくことをことをことをことを私私私私達達達達もしなけれもしなけれもしなけれもしなければばばばならならならなら

ないと思ないと思ないと思ないと思っっっっていますので、きちんとその対ていますので、きちんとその対ていますので、きちんとその対ていますので、きちんとその対応応応応も含めて、委員長、またも含めて、委員長、またも含めて、委員長、またも含めて、委員長、また頑張頑張頑張頑張っっっっててててやっやっやっやっていこていこていこていこ

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趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択でお願いします。でお願いします。でお願いします。でお願いします。
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○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 今今今今、、、、気気気気持ちは持ちは持ちは持ちはやっやっやっやっぱぱぱぱりりりり採採採採択択択択をしてほしいと思をしてほしいと思をしてほしいと思をしてほしいと思っっっっています。ています。ています。ています。趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択とととと採採採採択択択択と、と、と、と、

我我我我々何々何々何々何をををを趣趣趣趣旨とい旨とい旨とい旨といっっっって、て、て、て、採採採採択択択択をするのかいうところが、をするのかいうところが、をするのかいうところが、をするのかいうところが、趣趣趣趣旨がつ旨がつ旨がつ旨がつくくくくとつかないとでどうとつかないとでどうとつかないとでどうとつかないとでどう違違違違

うのかとは思いました。したがうのかとは思いました。したがうのかとは思いました。したがうのかとは思いました。したがっっっって、先ほどて、先ほどて、先ほどて、先ほど土土土土井井井井障害障害障害障害福祉課長に福祉課長に福祉課長に福祉課長に確確確確認したのは、認したのは、認したのは、認したのは、今今今今、、、、趣趣趣趣旨旨旨旨

採採採採択択択択というのは、受けとめる方がどう受けとめるか、というのは、受けとめる方がどう受けとめるか、というのは、受けとめる方がどう受けとめるか、というのは、受けとめる方がどう受けとめるか、趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択されたけれどされたけれどされたけれどされたけれど置置置置いておいておいておいておくくくくとととと

いうことなのか、いうことなのか、いうことなのか、いうことなのか、採採採採択択択択されたとされたとされたとされたと同同同同じじじじ感覚感覚感覚感覚でででで仕仕仕仕事をしてい事をしてい事をしてい事をしていくくくくということなのかを、しということなのかを、しということなのかを、しということなのかを、しっっっっかりかりかりかり

確確確確認をしておきたいのですけれど、先ほど認をしておきたいのですけれど、先ほど認をしておきたいのですけれど、先ほど認をしておきたいのですけれど、先ほど答答答答弁弁弁弁に、ちに、ちに、ちに、ちゃゃゃゃんとんとんとんとややややらないといけないと思らないといけないと思らないといけないと思らないといけないと思っっっってててて

いる事いる事いる事いる事態態態態ですということをよですということをよですということをよですということをよく言っく言っく言っく言ったので、たので、たので、たので、ぜひぜひぜひぜひそのようにそのようにそのようにそのように仕仕仕仕事をしてほしいということ事をしてほしいということ事をしてほしいということ事をしてほしいということ

で、こので、こので、こので、この趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択はははは採採採採択択択択とととと同同同同じだというじだというじだというじだという意味意味意味意味で、で、で、で、趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択に一に一に一に一応賛応賛応賛応賛成をしておきますけれ成をしておきますけれ成をしておきますけれ成をしておきますけれ

ど、ど、ど、ど、採採採採択択択択と一と一と一と一緒緒緒緒だということで議会にお願いしたいと思います。だということで議会にお願いしたいと思います。だということで議会にお願いしたいと思います。だということで議会にお願いしたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 はい、了はい、了はい、了はい、了解解解解いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長 自自自自由民主党由民主党由民主党由民主党改改改改革革革革といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択にににに同同同同意意意意をいたしますけれども、をいたしますけれども、をいたしますけれども、をいたしますけれども、

もともともともともともともともと継続継続継続継続審査にしてはどうかと思審査にしてはどうかと思審査にしてはどうかと思審査にしてはどうかと思っっっっておりました。なておりました。なておりました。なておりました。なぜぜぜぜかとかとかとかと言言言言いますと、先ほどいますと、先ほどいますと、先ほどいますと、先ほど理理理理事事事事

者者者者側側側側のののの答答答答弁弁弁弁がありましたように、まだがありましたように、まだがありましたように、まだがありましたように、まだ実態実態実態実態をををを十分十分十分十分つかんでおられないというつかんでおられないというつかんでおられないというつかんでおられないという状況状況状況状況のののの中中中中で、で、で、で、

我我我我々自身々自身々自身々自身がががが何何何何をもとにしてをもとにしてをもとにしてをもとにして判断判断判断判断したらいいのかというそこらしたらいいのかというそこらしたらいいのかというそこらしたらいいのかというそこら辺辺辺辺をもうをもうをもうをもう少少少少しししし精精精精査もしながら、査もしながら、査もしながら、査もしながら、

一一一一体体体体この請願を通したらどのようにしていこの請願を通したらどのようにしていこの請願を通したらどのようにしていこの請願を通したらどのようにしていっっっってあげたらいいのかというところまで、てあげたらいいのかというところまで、てあげたらいいのかというところまで、てあげたらいいのかというところまで、やっやっやっやっ

ぱぱぱぱりりりり踏踏踏踏みみみみ込込込込んで論議をしたかんで論議をしたかんで論議をしたかんで論議をしたかっっっったわけでごたわけでごたわけでごたわけでござざざざいますけれども、しかし、そういう方向はいいますけれども、しかし、そういう方向はいいますけれども、しかし、そういう方向はいいますけれども、しかし、そういう方向はい

いといういといういといういという全体的全体的全体的全体的なななな皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの意意意意向でご向でご向でご向でござざざざいますし、いますし、いますし、いますし、趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択にはにはにはには賛賛賛賛成をしながら、これから成をしながら、これから成をしながら、これから成をしながら、これから

理理理理事者事者事者事者側側側側とととと詰詰詰詰めためためためた話話話話を厚生委員会でもしていきたいと思を厚生委員会でもしていきたいと思を厚生委員会でもしていきたいと思を厚生委員会でもしていきたいと思っっっっておりますので、よろしておりますので、よろしておりますので、よろしておりますので、よろしくくくくお願お願お願お願

い申し上げましてい申し上げましてい申し上げましてい申し上げまして賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 はい、ありがとうごはい、ありがとうごはい、ありがとうごはい、ありがとうござざざざいます。います。います。います。

おおおおおおおおむむむむねねねね各各各各会会会会派派派派のののの態態態態度の度の度の度の表表表表明がありました。明がありました。明がありました。明がありました。

それでは、付託を受けました請願第７号について、それでは、付託を受けました請願第７号について、それでは、付託を受けました請願第７号について、それでは、付託を受けました請願第７号について、採決採決採決採決にににに移移移移りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

請願第７号については、委員から請願第７号については、委員から請願第７号については、委員から請願第７号については、委員から趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択してはどうかというしてはどうかというしてはどうかというしてはどうかという意意意意見見見見がありました。つきがありました。つきがありました。つきがありました。つき

ましては、ましては、ましては、ましては、簡易採決簡易採決簡易採決簡易採決により行いたいと思いますが、ごにより行いたいと思いますが、ごにより行いたいと思いますが、ごにより行いたいと思いますが、ご異異異異議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。

（（（（「「「「異異異異議なし」と呼ぶ者あり）議なし」と呼ぶ者あり）議なし」と呼ぶ者あり）議なし」と呼ぶ者あり）

それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りします。りします。りします。りします。

請願第７号、人工透析患者通院交通費助成に関する請願書については、請願第７号、人工透析患者通院交通費助成に関する請願書については、請願第７号、人工透析患者通院交通費助成に関する請願書については、請願第７号、人工透析患者通院交通費助成に関する請願書については、趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択とするとするとするとする

ことにごことにごことにごことにご異異異異議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。

（（（（「「「「異異異異議なし」と呼ぶ者あり）議なし」と呼ぶ者あり）議なし」と呼ぶ者あり）議なし」と呼ぶ者あり）
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ごごごご異異異異議がないものと認めます。議がないものと認めます。議がないものと認めます。議がないものと認めます。

よよよよっっっって、請願第７号は、て、請願第７号は、て、請願第７号は、て、請願第７号は、趣趣趣趣旨旨旨旨採採採採択択択択にすることににすることににすることににすることに決決決決しました。しました。しました。しました。

これをもちまして、請願の審査をこれをもちまして、請願の審査をこれをもちまして、請願の審査をこれをもちまして、請願の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。

次に、２月定例県議会追加提出予定議案について、健康福祉部長、こども・女性局長、次に、２月定例県議会追加提出予定議案について、健康福祉部長、こども・女性局長、次に、２月定例県議会追加提出予定議案について、健康福祉部長、こども・女性局長、次に、２月定例県議会追加提出予定議案について、健康福祉部長、こども・女性局長、

医療政策部長の医療政策部長の医療政策部長の医療政策部長の順順順順に説明を願います。に説明を願います。に説明を願います。に説明を願います。

また、健康福祉部長からその他案件としてまた、健康福祉部長からその他案件としてまた、健康福祉部長からその他案件としてまた、健康福祉部長からその他案件として、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称）なら健康長）なら健康長）なら健康長）なら健康長寿寿寿寿基基基基本計画の概要本計画の概要本計画の概要本計画の概要

（案）について報告したいとの申し出がありましたので、あわせて説明願います。（案）について報告したいとの申し出がありましたので、あわせて説明願います。（案）について報告したいとの申し出がありましたので、あわせて説明願います。（案）について報告したいとの申し出がありましたので、あわせて説明願います。

○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 それでは、２月定例県議会追加提出予定議案のうち、健康福祉部関それでは、２月定例県議会追加提出予定議案のうち、健康福祉部関それでは、２月定例県議会追加提出予定議案のうち、健康福祉部関それでは、２月定例県議会追加提出予定議案のうち、健康福祉部関

係につきましてご説明をさせていただきます。まず、平成２４年度奈良県一係につきましてご説明をさせていただきます。まず、平成２４年度奈良県一係につきましてご説明をさせていただきます。まず、平成２４年度奈良県一係につきましてご説明をさせていただきます。まず、平成２４年度奈良県一般般般般会計会計会計会計補補補補正予正予正予正予

算算算算（第５号）についてでご（第５号）についてでご（第５号）についてでご（第５号）についてでござざざざいます。います。います。います。

まず、３まず、３まず、３まず、３ペペペペーーーージジジジ、、、、増増増増額補額補額補額補正の正の正の正の紀伊半紀伊半紀伊半紀伊半島大水害島大水害島大水害島大水害のののの災害災害災害災害弔慰弔慰弔慰弔慰金金金金のののの給給給給付についてでご付についてでご付についてでご付についてでござざざざいます。います。います。います。

紀伊半紀伊半紀伊半紀伊半島大水害島大水害島大水害島大水害でででで死亡死亡死亡死亡または行方または行方または行方または行方不不不不明になられた方のご明になられた方のご明になられた方のご明になられた方のご遺遺遺遺族族族族に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして支給支給支給支給されるものされるものされるものされるもの

でごでごでごでござざざざいますが、平成２３年度にいますが、平成２３年度にいますが、平成２３年度にいますが、平成２３年度に大大大大部部部部分分分分の方の方の方の方へへへへのののの弔慰弔慰弔慰弔慰金金金金のののの支給支給支給支給はははは終終終終わわわわっっっっております。ております。ております。ております。今回今回今回今回

はははは残残残残っっっっていました２名の方ていました２名の方ていました２名の方ていました２名の方へへへへのののの支給支給支給支給がががが確確確確定したことにより、定したことにより、定したことにより、定したことにより、所所所所要要要要額額額額を計上したものでごを計上したものでごを計上したものでごを計上したものでござざざざ

います。います。います。います。

次の次の次の次の障害障害障害障害者者者者自自自自立立立立支援支援支援支援訓練等訓練等訓練等訓練等のののの給給給給付事業、そして、付事業、そして、付事業、そして、付事業、そして、障害障害障害障害児通児通児通児通所給所給所給所給付事業のこの２つの事業付事業のこの２つの事業付事業のこの２つの事業付事業のこの２つの事業

につきましては、いずれもにつきましては、いずれもにつきましては、いずれもにつきましては、いずれもササササーーーービビビビススススのののの利用利用利用利用人員が人員が人員が人員が増増増増加したことによるものでご加したことによるものでご加したことによるものでご加したことによるものでござざざざいます。います。います。います。

次に、４次に、４次に、４次に、４ペペペペーーーージジジジ、、、、減額補減額補減額補減額補正でご正でご正でご正でござざざざいます。国います。国います。国います。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基基基基盤盤盤盤安定安定安定安定化化化化事業、そして、後事業、そして、後事業、そして、後事業、そして、後

期期期期高高高高齢齢齢齢者医療者医療者医療者医療保険基保険基保険基保険基盤盤盤盤安定安定安定安定化化化化事業の２事業につきましては、いずれも事業の２事業につきましては、いずれも事業の２事業につきましては、いずれも事業の２事業につきましては、いずれも保険保険保険保険料の料の料の料の軽減軽減軽減軽減の対の対の対の対象象象象

者者者者数数数数がががが見見見見込込込込みをみをみをみを下回っ下回っ下回っ下回ったことによりましてたことによりましてたことによりましてたことによりまして減額減額減額減額をするものでごをするものでごをするものでごをするものでござざざざいます。います。います。います。

次に次に次に次に繰越繰越繰越繰越明許費の明許費の明許費の明許費の補補補補正の新正の新正の新正の新規分規分規分規分でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。老老老老人福祉施人福祉施人福祉施人福祉施設整備設整備設整備設整備費費費費補補補補助につきましては、助につきましては、助につきましては、助につきましては、

特特特特別別別別養養養養護護護護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの創創創創設設設設に対するに対するに対するに対する経経経経費を費を費を費を補補補補助するもので、これは事業助するもので、これは事業助するもので、これは事業助するもので、これは事業主主主主体体体体のおのおのおのおくくくくれによれによれによれによ

りまして、りまして、りまして、りまして、繰繰繰繰りりりり越越越越しをお願いするものでごしをお願いするものでごしをお願いするものでごしをお願いするものでござざざざいます。います。います。います。

最最最最後に７後に７後に７後に７ペペペペーーーージジジジはははは繰越繰越繰越繰越明許の明許の明許の明許の変変変変更分更分更分更分でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。障害障害障害障害者福祉者福祉者福祉者福祉設備設備設備設備のののの整備整備整備整備事業について事業について事業について事業について

でごでごでごでござざざざいますが、これはいますが、これはいますが、これはいますが、これは障害障害障害障害者の生者の生者の生者の生活介活介活介活介助、助、助、助、就労就労就労就労移移移移行行行行支援支援支援支援等等等等の施の施の施の施設整備設整備設整備設整備に要するに要するに要するに要する経経経経費を費を費を費を補補補補

助するもので、事業助するもので、事業助するもので、事業助するもので、事業主主主主体体体体のおのおのおのおくくくくれによりまして、れによりまして、れによりまして、れによりまして、繰越繰越繰越繰越額額額額のののの変変変変更更更更をお願いするものでごをお願いするものでごをお願いするものでごをお願いするものでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

以以以以上が健康福祉部関連の２月定例県議会の追加提出予定議案の概要でご上が健康福祉部関連の２月定例県議会の追加提出予定議案の概要でご上が健康福祉部関連の２月定例県議会の追加提出予定議案の概要でご上が健康福祉部関連の２月定例県議会の追加提出予定議案の概要でござざざざいます。よろいます。よろいます。よろいます。よろ

ししししくくくくご審議のほどお願い申し上げます。ご審議のほどお願い申し上げます。ご審議のほどお願い申し上げます。ご審議のほどお願い申し上げます。

続続続続きまして、報告が１件ごきまして、報告が１件ごきまして、報告が１件ごきまして、報告が１件ござざざざいます。資料１「います。資料１「います。資料１「います。資料１「（（（（仮称仮称仮称仮称）なら健康長）なら健康長）なら健康長）なら健康長寿寿寿寿基基基基本計画の概要本計画の概要本計画の概要本計画の概要
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（案（案（案（案））））」について説明をさせていただきます。」について説明をさせていただきます。」について説明をさせていただきます。」について説明をさせていただきます。

まず１まず１まず１まず１ペペペペーーーージジジジ、奈良県では、奈良県では、奈良県では、奈良県では急速急速急速急速な高な高な高な高齢化齢化齢化齢化が進が進が進が進む中む中む中む中で、健康長で、健康長で、健康長で、健康長寿寿寿寿の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県づづづづくくくくりをりをりをりを強強強強力力力力にににに

進めております。１０年後の県進めております。１０年後の県進めております。１０年後の県進めております。１０年後の県民民民民健康長健康長健康長健康長寿寿寿寿の日本一の日本一の日本一の日本一達達達達成を目成を目成を目成を目標標標標といたしました、といたしました、といたしました、といたしました、仮称仮称仮称仮称でごでごでごでご

ざざざざいますが、なら健康長いますが、なら健康長いますが、なら健康長いますが、なら健康長寿寿寿寿基基基基本計画を新たに策定するとしたところでご本計画を新たに策定するとしたところでご本計画を新たに策定するとしたところでご本計画を新たに策定するとしたところでござざざざいます。います。います。います。

まずまずまずまず最最最最初初初初に、計画のに、計画のに、計画のに、計画の内容内容内容内容でごでごでごでござざざざいます。第１います。第１います。第１います。第１章章章章、、、、基基基基本本本本的的的的事項ということで、健康事項ということで、健康事項ということで、健康事項ということで、健康寿寿寿寿命命命命とととと

は６１は６１は６１は６１歳歳歳歳から日から日から日から日常常常常的的的的にににに介護介護介護介護をををを必必必必要としないで、健康で要としないで、健康で要としないで、健康で要としないで、健康で自自自自立した生立した生立した生立した生活活活活ができるができるができるができる期期期期間間間間のことをのことをのことをのことを

いいます。この計画におきましては、健康長いいます。この計画におきましては、健康長いいます。この計画におきましては、健康長いいます。この計画におきましては、健康長寿寿寿寿日本一に向けた日本一に向けた日本一に向けた日本一に向けた取取取取りりりり組組組組みを奈良県としてみを奈良県としてみを奈良県としてみを奈良県として総総総総

合合合合的的的的に、に、に、に、統統統統一一一一的的的的にににに取取取取りりりり組む組む組む組むための方向性をための方向性をための方向性をための方向性を示示示示したものでごしたものでごしたものでごしたものでござざざざいます。います。います。います。現在現在現在現在、健康長、健康長、健康長、健康長寿寿寿寿を進を進を進を進

めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みにつきましては、みにつきましては、みにつきましては、みにつきましては、保保保保健とか医療・福祉・健とか医療・福祉・健とか医療・福祉・健とか医療・福祉・介護介護介護介護というというというという分野分野分野分野別の関連の計画に別の関連の計画に別の関連の計画に別の関連の計画に基基基基

づづづづきまして推進をしておりますが、このきまして推進をしておりますが、このきまして推進をしておりますが、このきまして推進をしておりますが、この基基基基本計画におきましてはこれらの関連の計画の本計画におきましてはこれらの関連の計画の本計画におきましてはこれらの関連の計画の本計画におきましてはこれらの関連の計画の分分分分

野横断野横断野横断野横断的的的的な、いわな、いわな、いわな、いわゆゆゆゆるるるる横串横串横串横串をををを刺刺刺刺したような計画を策定するものでごしたような計画を策定するものでごしたような計画を策定するものでごしたような計画を策定するものでござざざざいます。関連計画をいます。関連計画をいます。関連計画をいます。関連計画を

効率効率効率効率的的的的に、に、に、に、効効効効果果果果的的的的に連動させることを目に連動させることを目に連動させることを目に連動させることを目的的的的としているところでごとしているところでごとしているところでごとしているところでござざざざいます。います。います。います。

第２第２第２第２章章章章、計画の推進でご、計画の推進でご、計画の推進でご、計画の推進でござざざざいます。ここはいます。ここはいます。ここはいます。ここは基基基基本計画の本計画の本計画の本計画の特特特特徴徴徴徴といたしまして、健康といたしまして、健康といたしまして、健康といたしまして、健康指指指指標標標標のののの

科学科学科学科学的的的的なななな観観観観察察察察とととと評評評評価価価価にににに基基基基づづづづきます関連施策のきます関連施策のきます関連施策のきます関連施策の総総総総合合合合的的的的な推進ということをな推進ということをな推進ということをな推進ということを特特特特徴徴徴徴としています。としています。としています。としています。

資料の２資料の２資料の２資料の２ペペペペーーーージジジジにたにたにたにたくくくくさんさんさんさん指指指指標標標標が書かれております。重が書かれております。重が書かれております。重が書かれております。重点点点点健康健康健康健康指指指指標標標標でごでごでごでござざざざいますが、こいますが、こいますが、こいますが、こ

れはれはれはれは基基基基本計画の目本計画の目本計画の目本計画の目標標標標であります健康長であります健康長であります健康長であります健康長寿寿寿寿日本一に日本一に日本一に日本一に密接密接密接密接に関連するようなに関連するようなに関連するようなに関連するような指指指指標標標標でごでごでごでござざざざいましいましいましいまし

て、これらのて、これらのて、これらのて、これらの指指指指標標標標の定の定の定の定期的期的期的期的な、な、な、な、統統統統一一一一的的的的なななな観観観観察察察察、、、、評評評評価価価価のののの実実実実施と、その施と、その施と、その施と、その評評評評価価価価結果に結果に結果に結果に基基基基づづづづきますきますきますきます

着着着着実実実実にてにてにてにて迅速迅速迅速迅速な施策の推進によりまして、健康な施策の推進によりまして、健康な施策の推進によりまして、健康な施策の推進によりまして、健康寿寿寿寿命命命命のののの延延延延長を長を長を長を図っ図っ図っ図ってまいりたいと考えておてまいりたいと考えておてまいりたいと考えておてまいりたいと考えてお

ります。ります。ります。ります。

資料、３資料、３資料、３資料、３ペペペペーーーージジジジはははは今回今回今回今回のののの基基基基本計画と関連する計画との関係を本計画と関連する計画との関係を本計画と関連する計画との関係を本計画と関連する計画との関係を示示示示しております。真んしております。真んしております。真んしております。真ん中中中中のののの

大大大大きなきなきなきな歯歯歯歯車車車車が健康長が健康長が健康長が健康長寿寿寿寿基基基基本計画でご本計画でご本計画でご本計画でござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。その周周周周りの小さなりの小さなりの小さなりの小さな歯歯歯歯車車車車は、本当は７つであは、本当は７つであは、本当は７つであは、本当は７つであ

りますが、このりますが、このりますが、このりますが、この図図図図の上では５つにしております、これが関連計画をの上では５つにしております、これが関連計画をの上では５つにしております、これが関連計画をの上では５つにしております、これが関連計画を示示示示しております。これしております。これしております。これしております。これ

らのらのらのらの歯歯歯歯車車車車が重が重が重が重点的点的点的点的な先ほどの健康な先ほどの健康な先ほどの健康な先ほどの健康指指指指標標標標によりましてかみ合によりましてかみ合によりましてかみ合によりましてかみ合っっっって、て、て、て、各各各各計画が連動して計画が連動して計画が連動して計画が連動して回回回回る、る、る、る、

機能機能機能機能する、推進するというする、推進するというする、推進するというする、推進するというイイイイメメメメーーーージジジジでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

また、先ほどの１また、先ほどの１また、先ほどの１また、先ほどの１ペペペペーーーージジジジ、第３、第３、第３、第３章章章章でごでごでごでござざざざいます。５つのいます。５つのいます。５つのいます。５つの柱柱柱柱建建建建てにてにてにてに基基基基づづづづくくくく施策の施策の施策の施策の展展展展開とい開とい開とい開とい

うことで、このうことで、このうことで、このうことで、この基基基基本計画では健康本計画では健康本計画では健康本計画では健康寿寿寿寿命命命命日本一に向けまして、２つの日本一に向けまして、２つの日本一に向けまして、２つの日本一に向けまして、２つの基基基基本本本本的的的的な方向性と５つな方向性と５つな方向性と５つな方向性と５つ

のののの柱柱柱柱立てに立てに立てに立てに基基基基づづづづきまして、施策をきまして、施策をきまして、施策をきまして、施策を展展展展開することとしております。健康開することとしております。健康開することとしております。健康開することとしております。健康寿寿寿寿命命命命延延延延長のためには、長のためには、長のためには、長のためには、

要要要要介護介護介護介護とならないことが一つ、またとならないことが一つ、またとならないことが一つ、またとならないことが一つ、また若若若若くくくくしてしてしてして亡く亡く亡く亡くならないということが重要でごならないということが重要でごならないということが重要でごならないということが重要でござざざざいます。います。います。います。

この考え方にこの考え方にこの考え方にこの考え方に基基基基づづづづきまして、きまして、きまして、きまして、統統統統一一一一的的的的に対策の推進をに対策の推進をに対策の推進をに対策の推進を図っ図っ図っ図ってまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。

第４第４第４第４章章章章、施策の、施策の、施策の、施策の効効効効果果果果的的的的推進といたしまして、このいろいろな施策を推進するためには推進といたしまして、このいろいろな施策を推進するためには推進といたしまして、このいろいろな施策を推進するためには推進といたしまして、このいろいろな施策を推進するためにはやややや
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はりはりはりはり住民住民住民住民にににに身身身身近近近近なななな市町村市町村市町村市町村との連との連との連との連携携携携がががが不不不不可可可可欠欠欠欠でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。市町村市町村市町村市町村で関係するで関係するで関係するで関係する取取取取りりりり組組組組みが推みが推みが推みが推

進されますように、県の進されますように、県の進されますように、県の進されますように、県の積極積極積極積極的的的的な関な関な関な関与与与与、、、、支援支援支援支援等等等等を進めてまいる予定でごを進めてまいる予定でごを進めてまいる予定でごを進めてまいる予定でござざざざいます。います。います。います。

次の第５次の第５次の第５次の第５章章章章、健康、健康、健康、健康づづづづくくくくりと予防の推進ということで、健康長りと予防の推進ということで、健康長りと予防の推進ということで、健康長りと予防の推進ということで、健康長寿寿寿寿日本一のためには日本一のためには日本一のためには日本一のためには保保保保健・健・健・健・

医療・福祉・医療・福祉・医療・福祉・医療・福祉・介護介護介護介護といといといといっっっったたたた幅幅幅幅広広広広いいいい分野分野分野分野のののの総総総総合合合合的的的的な対策がな対策がな対策がな対策が必必必必要でご要でご要でご要でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、特特特特に健康に健康に健康に健康づづづづ

くくくくり、あるいは予防の施策がり、あるいは予防の施策がり、あるいは予防の施策がり、あるいは予防の施策が密接密接密接密接に関連いたしますことから、このに関連いたしますことから、このに関連いたしますことから、このに関連いたしますことから、この基基基基本計画を健康本計画を健康本計画を健康本計画を健康増増増増進進進進法法法法

にににに基基基基づづづづきますきますきますきます都道都道都道都道府県の健康府県の健康府県の健康府県の健康増増増増進計画とも進計画とも進計画とも進計画とも位置づ位置づ位置づ位置づけまして、健康けまして、健康けまして、健康けまして、健康づづづづくくくくり施策の方向性につり施策の方向性につり施策の方向性につり施策の方向性につ

いていていていて盛盛盛盛りりりり込込込込んだところでごんだところでごんだところでごんだところでござざざざいます。います。います。います。

最最最最後に、４後に、４後に、４後に、４ペペペペーーーージジジジにはにはにはには基基基基本計画の本計画の本計画の本計画の構構構構成案と成案と成案と成案と今今今今後の後の後の後のススススケジュケジュケジュケジューーーールルルルをををを示示示示させていただいておさせていただいておさせていただいておさせていただいてお

ります。記載のとおり、平成２５年３月にります。記載のとおり、平成２５年３月にります。記載のとおり、平成２５年３月にります。記載のとおり、平成２５年３月にパブリッパブリッパブリッパブリッククククコメントコメントコメントコメント、そして６月の議会におき、そして６月の議会におき、そして６月の議会におき、そして６月の議会におき

まして議まして議まして議まして議決決決決をお願いいたしまして７月にをお願いいたしまして７月にをお願いいたしまして７月にをお願いいたしまして７月に公表公表公表公表いたしたいと考えております。いたしたいと考えております。いたしたいと考えております。いたしたいと考えております。

以以以以上が、なら健康長上が、なら健康長上が、なら健康長上が、なら健康長寿寿寿寿基基基基本計画の概要の説明とさせていただきます。本計画の概要の説明とさせていただきます。本計画の概要の説明とさせていただきます。本計画の概要の説明とさせていただきます。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 はい、ごはい、ごはい、ごはい、ご苦苦苦苦労労労労さまです。さまです。さまです。さまです。

○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 続続続続きまして、こども・女性局の平成２４年度きまして、こども・女性局の平成２４年度きまして、こども・女性局の平成２４年度きまして、こども・女性局の平成２４年度補補補補正予正予正予正予算算算算案につき案につき案につき案につき

ましてましてましてまして、、、、「厚生委員会資料（２月定例県議会追加提出予定議案の概要「厚生委員会資料（２月定例県議会追加提出予定議案の概要「厚生委員会資料（２月定例県議会追加提出予定議案の概要「厚生委員会資料（２月定例県議会追加提出予定議案の概要））））」に」に」に」に基基基基づづづづきまして説きまして説きまして説きまして説

明させていただきます。明させていただきます。明させていただきます。明させていただきます。

４４４４ペペペペーーーージジジジはははは繰越繰越繰越繰越明許費明許費明許費明許費補補補補正の新正の新正の新正の新規分規分規分規分でごでごでごでござざざざいます。事業につきましては、５います。事業につきましては、５います。事業につきましては、５います。事業につきましては、５ぺぺぺぺーーーージジジジのののの保保保保

育所整備育所整備育所整備育所整備費費費費補補補補助につきましては、助につきましては、助につきましては、助につきましては、民間民間民間民間保育所保育所保育所保育所のののの創創創創設設設設、、、、増築等増築等増築等増築等に要するに要するに要するに要する経経経経費を費を費を費を市町村市町村市町村市町村に助成に助成に助成に助成

するものでごするものでごするものでごするものでござざざざいますが、事業いますが、事業いますが、事業いますが、事業主主主主体体体体のおのおのおのおくくくくれによりましてれによりましてれによりましてれによりまして繰繰繰繰りりりり越越越越しを行うものでごしを行うものでごしを行うものでごしを行うものでござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。

次に、１０次に、１０次に、１０次に、１０ペペペペーーーージジジジ、、、、契約等契約等契約等契約等についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。３のいます。３のいます。３のいます。３の権権権権利利利利のののの放棄放棄放棄放棄についてと１１についてと１１についてと１１についてと１１ペペペペーーーー

ジジジジ６の６の６の６の償還免償還免償還免償還免除除除除についてでありますが、いずれもについてでありますが、いずれもについてでありますが、いずれもについてでありますが、いずれも母子母子母子母子福祉福祉福祉福祉貸貸貸貸付付付付金金金金でごでごでごでござざざざいますが、当いますが、当いますが、当いますが、当該該該該案案案案

件につきましては「厚生委員会資料（件につきましては「厚生委員会資料（件につきましては「厚生委員会資料（件につきましては「厚生委員会資料（契約等契約等契約等契約等）」）」）」）」、こども・女性局の、こども・女性局の、こども・女性局の、こども・女性局の分分分分でごでごでごでござざざざいますが、１いますが、１いますが、１いますが、１

ペペペペーーーージジジジをごらんをごらんをごらんをごらんくくくください。ださい。ださい。ださい。

最最最最初初初初に、に、に、に、権権権権利利利利のののの放棄放棄放棄放棄についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいますが、これはいますが、これはいますが、これはいますが、これは地地地地方方方方自治法自治法自治法自治法第９６条第１項第１０第９６条第１項第１０第９６条第１項第１０第９６条第１項第１０

号の号の号の号の規規規規定によります定によります定によります定によります債権債権債権債権に係るに係るに係るに係る権権権権利利利利のののの放棄放棄放棄放棄についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。１います。１います。１います。１番番番番から、２から、２から、２から、２ペペペペーーーージジジジのののの

８８８８番番番番まで、いずれもまで、いずれもまで、いずれもまで、いずれも同同同同一人の一人の一人の一人の母子母子母子母子福祉資福祉資福祉資福祉資金金金金貸貸貸貸付付付付金金金金に関するに関するに関するに関する債権債権債権債権でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。償還償還償還償還年度が年度が年度が年度が

８年８年８年８年間間間間にわたるため、にわたるため、にわたるため、にわたるため、複数複数複数複数のののの債権債権債権債権となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。債債債債務者が務者が務者が務者が破産破産破産破産法法法法のののの規規規規定で定で定で定で免免免免責許可の責許可の責許可の責許可の

決決決決定を受けましたことにより、定を受けましたことにより、定を受けましたことにより、定を受けましたことにより、回収不回収不回収不回収不能能能能となとなとなとなっっっったためにたためにたためにたために権権権権利利利利のののの放棄放棄放棄放棄を行うものでごを行うものでごを行うものでごを行うものでござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、償還免償還免償還免償還免除除除除についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。これはいます。これはいます。これはいます。これは母子母子母子母子及び及び及び及び寡婦寡婦寡婦寡婦福祉福祉福祉福祉法法法法第１５条第１項第１５条第１項第１５条第１項第１５条第１項
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のののの規規規規定による定による定による定による償還免償還免償還免償還免除除除除についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。います。います。います。母子母子母子母子福祉資福祉資福祉資福祉資金金金金貸貸貸貸付付付付金金金金に関するに関するに関するに関する債権債権債権債権につきまにつきまにつきまにつきま

しては、しては、しては、しては、債債債債務者が務者が務者が務者が死亡死亡死亡死亡し、し、し、し、相相相相続続続続人が人が人が人が相相相相続続続続のののの放棄放棄放棄放棄を行を行を行を行っっっったためたためたためたため回収不回収不回収不回収不能能能能となり、となり、となり、となり、償還免償還免償還免償還免除除除除をををを

行うものでご行うものでご行うものでご行うものでござざざざいます。います。います。います。

以以以以上が、こども・女性局関連の２月定例県議会追加提出予定議案の概要でご上が、こども・女性局関連の２月定例県議会追加提出予定議案の概要でご上が、こども・女性局関連の２月定例県議会追加提出予定議案の概要でご上が、こども・女性局関連の２月定例県議会追加提出予定議案の概要でござざざざいます。います。います。います。

ご審議のほど、よろしご審議のほど、よろしご審議のほど、よろしご審議のほど、よろしくくくくお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

○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 続続続続きまして、医療政策部きまして、医療政策部きまして、医療政策部きまして、医療政策部所所所所管管管管の追加提出予定議案についてご説明をの追加提出予定議案についてご説明をの追加提出予定議案についてご説明をの追加提出予定議案についてご説明を

いたしますいたしますいたしますいたします。。。。「厚生委員会資料（２月定例県議会追加提出予定議案の概要「厚生委員会資料（２月定例県議会追加提出予定議案の概要「厚生委員会資料（２月定例県議会追加提出予定議案の概要「厚生委員会資料（２月定例県議会追加提出予定議案の概要））））」をお願いいた」をお願いいた」をお願いいた」をお願いいた

します。厚生予します。厚生予します。厚生予します。厚生予算算算算関係で５件ご関係で５件ご関係で５件ご関係で５件ござざざざいます。います。います。います。

まず、３まず、３まず、３まず、３ペペペペーーーージジジジ、、、、増増増増額補額補額補額補正の奈良県医療施正の奈良県医療施正の奈良県医療施正の奈良県医療施設耐震化促設耐震化促設耐震化促設耐震化促進進進進基金基金基金基金積積積積立立立立金金金金、、、、補補補補正正正正額額額額８８８８億億億億円円円円でごでごでごでご

ざざざざいます。これは国の平成２４年度います。これは国の平成２４年度います。これは国の平成２４年度います。これは国の平成２４年度補補補補正予正予正予正予算算算算をををを活用活用活用活用した二次した二次した二次した二次救急救急救急救急医療医療医療医療機機機機関の関の関の関の耐震化耐震化耐震化耐震化を推進を推進を推進を推進

するためのするためのするためのするための基金基金基金基金のののの積積積積みみみみ増増増増しでごしでごしでごしでござざざざいます。対います。対います。対います。対象象象象のののの病病病病院は院は院は院は済済済済生会生会生会生会御御御御所病所病所病所病院ほかを予定してお院ほかを予定してお院ほかを予定してお院ほかを予定してお

ります。ります。ります。ります。

次に、医療提次に、医療提次に、医療提次に、医療提供供供供体体体体制制制制設備整備設備整備設備整備設備整備事業、事業、事業、事業、補補補補正正正正額額額額５５５５，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円でごでごでごでござざざざいます。これは国の平います。これは国の平います。これは国の平います。これは国の平

成２４年度成２４年度成２４年度成２４年度補補補補正予正予正予正予算算算算をををを活用活用活用活用し、し、し、し、救急救急救急救急医療、医療、医療、医療、周産周産周産周産期期期期医療医療医療医療等等等等をををを担担担担う医療う医療う医療う医療機機機機関の関の関の関の体体体体制制制制整備整備整備整備に対しに対しに対しに対し

補補補補助を行うものでご助を行うものでご助を行うものでご助を行うものでござざざざいます。います。います。います。補補補補助先は記載の助先は記載の助先は記載の助先は記載の病病病病院でご院でご院でご院でござざざざいます。います。います。います。

次に、国次に、国次に、国次に、国庫返還庫返還庫返還庫返還金金金金、、、、地地地地域域域域自自自自殺殺殺殺対策対策対策対策緊急緊急緊急緊急強化基金強化基金強化基金強化基金、、、、補補補補正正正正額額額額２３５２３５２３５２３５万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円でごでごでごでござざざざいいいい

ます。これは厚生ます。これは厚生ます。これは厚生ます。これは厚生労労労労働省働省働省働省のののの地地地地域域域域自自自自殺殺殺殺対策対策対策対策緊急緊急緊急緊急強化基金強化基金強化基金強化基金がががが終終終終了したことに了したことに了したことに了したことに伴伴伴伴い、い、い、い、精精精精算金算金算金算金のののの返返返返

還還還還を行うものでごを行うものでごを行うものでごを行うものでござざざざいます。います。います。います。

４４４４ペペペペーーーージジジジ、、、、減額補減額補減額補減額補正でご正でご正でご正でござざざざいます。新南います。新南います。新南います。新南和和和和公公公公立立立立病病病病院院院院体体体体制制制制整備補整備補整備補整備補助事業、助事業、助事業、助事業、補補補補正正正正額額額額２２２２億億億億７７７７，，，，

４４７４４７４４７４４７万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円のののの減額減額減額減額でごでごでごでござざざざいます。これは奈良県と南います。これは奈良県と南います。これは奈良県と南います。これは奈良県と南和和和和広広広広域域域域医療医療医療医療組組組組合の予合の予合の予合の予算算算算編編編編成成成成

時時時時期期期期のののの違違違違いにより、県の予いにより、県の予いにより、県の予いにより、県の予算算算算編編編編成後に成後に成後に成後に組組組組合の事業合の事業合の事業合の事業ススススケジュケジュケジュケジューーーールルルルがががが精精精精査されたことなどによ査されたことなどによ査されたことなどによ査されたことなどによ

り生じたり生じたり生じたり生じた不用額不用額不用額不用額をををを減額減額減額減額するものでごするものでごするものでごするものでござざざざいます。います。います。います。

次に５次に５次に５次に５ペペペペーーーージジジジ、、、、繰越繰越繰越繰越明許費明許費明許費明許費補補補補正の新正の新正の新正の新規分規分規分規分でごでごでごでござざざざいます。医療提います。医療提います。医療提います。医療提供供供供体体体体制制制制設備整備設備整備設備整備設備整備事業５事業５事業５事業５，，，，

４００４００４００４００万円万円万円万円のののの繰繰繰繰りりりり越越越越しでごしでごしでごしでござざざざいます。これは国からのいます。これは国からのいます。これは国からのいます。これは国からの補補補補助助助助金金金金の交付のの交付のの交付のの交付の時時時時期期期期がががが未未未未確確確確定である定である定である定である

ことによるものでごことによるものでごことによるものでごことによるものでござざざざいます。います。います。います。

医療政策部の追加提出予定議案は医療政策部の追加提出予定議案は医療政策部の追加提出予定議案は医療政策部の追加提出予定議案は以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。よろしいます。よろしいます。よろしいます。よろしくくくくご審議のほどお願いいたご審議のほどお願いいたご審議のほどお願いいたご審議のほどお願いいた

します。します。します。します。

○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、報告についてそれでは、ただいまの説明、報告についてそれでは、ただいまの説明、報告についてそれでは、ただいまの説明、報告について質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。

なお、なお、なお、なお、質疑質疑質疑質疑はただいま説明、報告のありました案件に限らせていただきますので、ご了承はただいま説明、報告のありました案件に限らせていただきますので、ご了承はただいま説明、報告のありました案件に限らせていただきますので、ご了承はただいま説明、報告のありました案件に限らせていただきますので、ご了承

願います。願います。願います。願います。
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○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 なら健康長なら健康長なら健康長なら健康長寿寿寿寿基基基基本計画の概要（案）をいただきましたけれど、本計画の概要（案）をいただきましたけれど、本計画の概要（案）をいただきましたけれど、本計画の概要（案）をいただきましたけれど、パブリッパブリッパブリッパブリッククククココココ

メントメントメントメントをとるときには計画本をとるときには計画本をとるときには計画本をとるときには計画本文文文文案をつけられるわけですね。計画本案をつけられるわけですね。計画本案をつけられるわけですね。計画本案をつけられるわけですね。計画本文文文文案はどこにあります案はどこにあります案はどこにあります案はどこにあります

か。か。か。か。

○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱 計画本計画本計画本計画本文文文文案は、案は、案は、案は、今今今今まだまだまだまだ作作作作成成成成中中中中でありでありでありであり

まして、この概要よりまして、この概要よりまして、この概要よりまして、この概要より詳詳詳詳しいものは、案としてはありますが、まだお出しできるしいものは、案としてはありますが、まだお出しできるしいものは、案としてはありますが、まだお出しできるしいものは、案としてはありますが、まだお出しできる段階段階段階段階ではではではでは

ありません。ありません。ありません。ありません。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 ルルルルーーーールルルルはごはごはごはご存存存存じですか。議会とこの議じですか。議会とこの議じですか。議会とこの議じですか。議会とこの議決決決決案件の案件の案件の案件の基基基基本計画については、本計画については、本計画については、本計画については、パブリパブリパブリパブリ

ッッッッククククコメントコメントコメントコメントとととと同同同同じものを出して、そして政策じものを出して、そして政策じものを出して、そして政策じものを出して、そして政策検討検討検討検討会議で会議で会議で会議で意意意意見見見見をいろいろ出したものををいろいろ出したものををいろいろ出したものををいろいろ出したものを常常常常

任任任任委員会重委員会重委員会重委員会重視視視視の議会の議会の議会の議会運営運営運営運営ですので、ですので、ですので、ですので、常任常任常任常任委員会でそれをも委員会でそれをも委員会でそれをも委員会でそれをもっっっって議論をして、そのて議論をして、そのて議論をして、そのて議論をして、その意意意意見見見見をををを言言言言

い、そのい、そのい、そのい、その意意意意見見見見をこの計画に入れるというのがをこの計画に入れるというのがをこの計画に入れるというのがをこの計画に入れるというのがルルルルーーーールルルルです。しかし、本です。しかし、本です。しかし、本です。しかし、本文文文文案が出ていなけれ案が出ていなけれ案が出ていなけれ案が出ていなけれ

ばばばばこれはこれはこれはこれは協協協協議できません。議できません。議できません。議できません。

○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱 失礼失礼失礼失礼しました。しました。しました。しました。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 松松松松山山山山次長、次長、次長、次長、手手手手をををを挙挙挙挙げてもらえますか。げてもらえますか。げてもらえますか。げてもらえますか。

○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱 失礼失礼失礼失礼いたしました。本日は、この資いたしました。本日は、この資いたしました。本日は、この資いたしました。本日は、この資

料の１までなのですが、奈良県の審議料の１までなのですが、奈良県の審議料の１までなのですが、奈良県の審議料の１までなのですが、奈良県の審議機機機機関である健康長関である健康長関である健康長関である健康長寿文寿文寿文寿文化化化化づづづづくくくくり推進会議をり推進会議をり推進会議をり推進会議を今週今週今週今週中中中中にににに

開開開開催催催催しますので、しますので、しますので、しますので、全体全体全体全体をそこでをそこでをそこでをそこで諮っ諮っ諮っ諮った後、その案というた後、その案というた後、その案というた後、その案という形形形形で委員ので委員ので委員ので委員の皆様皆様皆様皆様方にはお出しでき方にはお出しでき方にはお出しでき方にはお出しでき

ます。ます。ます。ます。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 それはいつのそれはいつのそれはいつのそれはいつの話話話話ですか。ですか。ですか。ですか。

○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱 ３月８日に会議にかけさせて、推進３月８日に会議にかけさせて、推進３月８日に会議にかけさせて、推進３月８日に会議にかけさせて、推進

会議会議会議会議……………………。。。。

（（（（「「「「委員会開委員会開委員会開委員会開くくくくんですか」と呼ぶ者あり）んですか」と呼ぶ者あり）んですか」と呼ぶ者あり）んですか」と呼ぶ者あり）

いいいいやややや、こちらから。、こちらから。、こちらから。、こちらから。

（（（（「「「「ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんとややややらなあかんらなあかんらなあかんらなあかんややややろが」と呼ぶ者あり）ろが」と呼ぶ者あり）ろが」と呼ぶ者あり）ろが」と呼ぶ者あり）

それはそうですよ。それはそうですよ。それはそうですよ。それはそうですよ。

（（（（「「「「議会議会議会議会軽軽軽軽視視視視、そのまま、そのまま、そのまま、そのままややややないか」と呼ぶ者あり）ないか」と呼ぶ者あり）ないか」と呼ぶ者あり）ないか」と呼ぶ者あり）

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 手手手手をををを挙挙挙挙げてげてげてげて言っ言っ言っ言っていただけますかていただけますかていただけますかていただけますか。。。。（（（（発言発言発言発言する者あり）する者あり）する者あり）する者あり）

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 これは１度、平成２４年１２月に、これは１度、平成２４年１２月に、これは１度、平成２４年１２月に、これは１度、平成２４年１２月に、今回今回今回今回の議会に提案するいうことを事の議会に提案するいうことを事の議会に提案するいうことを事の議会に提案するいうことを事前前前前にににに

聞聞聞聞いていましたけれども、そのいていましたけれども、そのいていましたけれども、そのいていましたけれども、そのルルルルーーーールルルルがあるからということで１議会があるからということで１議会があるからということで１議会があるからということで１議会延延延延ばばばばしてもらしてもらしてもらしてもらっっっったわたわたわたわ

けです、といけです、といけです、といけです、といっっっってこれをまたてこれをまたてこれをまたてこれをまた今今今今ごろ出されても、その本ごろ出されても、その本ごろ出されても、その本ごろ出されても、その本文文文文案が出ていないですので、また案が出ていないですので、また案が出ていないですので、また案が出ていないですので、また

常任常任常任常任委員会を開委員会を開委員会を開委員会を開くくくくというのは、会議というのは、会議というのは、会議というのは、会議外外外外ではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか手続手続手続手続上上上上大変大変大変大変ですし、１ですし、１ですし、１ですし、１週週週週間間間間、２、２、２、２週週週週間間間間かかかか
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かります。それをまた開かないといけないということになるのか、もしかります。それをまた開かないといけないということになるのか、もしかります。それをまた開かないといけないということになるのか、もしかります。それをまた開かないといけないということになるのか、もしくくくくは平成２５年６は平成２５年６は平成２５年６は平成２５年６

月議会で、議月議会で、議月議会で、議月議会で、議決決決決を９月議会にを９月議会にを９月議会にを９月議会に延延延延ばばばばすという可すという可すという可すという可能能能能性があるのか、どちらかは性があるのか、どちらかは性があるのか、どちらかは性があるのか、どちらかはっっっっきりしてきりしてきりしてきりしてくくくくだだだだ

さい。さい。さい。さい。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 健康福祉部長に健康福祉部長に健康福祉部長に健康福祉部長に答答答答えてもらえてもらえてもらえてもらっっっった方がいいのですか。た方がいいのですか。た方がいいのですか。た方がいいのですか。

○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 大変大変大変大変申しわけご申しわけご申しわけご申しわけござざざざいません。改めておわびを申し上げたいと思いまいません。改めておわびを申し上げたいと思いまいません。改めておわびを申し上げたいと思いまいません。改めておわびを申し上げたいと思いま

す。す。す。す。

今今今今、井岡委員お、井岡委員お、井岡委員お、井岡委員おっっっっししししゃゃゃゃっっっったたたた形形形形ががががルルルルーーーールルルルということで、ということで、ということで、ということで、今今今今からはもうからはもうからはもうからはもう難難難難しいので、９月議しいので、９月議しいので、９月議しいので、９月議

決決決決ももももややややむむむむなしと思います。このなしと思います。このなしと思います。このなしと思います。この常任常任常任常任委員会を委員会を委員会を委員会を近近近近 々々々々開開開開催催催催していただけるということはもうほしていただけるということはもうほしていただけるということはもうほしていただけるということはもうほ

とんど、とんど、とんど、とんど、無理無理無理無理なわけですね。なわけですね。なわけですね。なわけですね。

（（（（「「「「松松松松山山山山さん、さん、さん、さん、勝勝勝勝手手手手すすすすぎぎぎぎるるるるややややないか」と呼ぶ者あり）ないか」と呼ぶ者あり）ないか」と呼ぶ者あり）ないか」と呼ぶ者あり）

○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱○松山健康福祉部次長健康づくり推進課長事務取扱 申しわけご申しわけご申しわけご申しわけござざざざいません。わかいません。わかいません。わかいません。わかっっっっておておておてお

ります。ります。ります。ります。今今今今からからからから即即即即出せるという出せるという出せるという出せるという状況状況状況状況ではごではごではごではござざざざいませんので９月議いませんので９月議いませんので９月議いませんので９月議決決決決ももももややややむむむむなしと思います。なしと思います。なしと思います。なしと思います。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 その審議会を開かないといけないのでしその審議会を開かないといけないのでしその審議会を開かないといけないのでしその審議会を開かないといけないのでしょょょょう。それからう。それからう。それからう。それからパブリッパブリッパブリッパブリッククククコメントコメントコメントコメント

を出すまでには、を出すまでには、を出すまでには、を出すまでには、荒荒荒荒井知事の井知事の井知事の井知事の基基基基本本本本的的的的な考え方もな考え方もな考え方もな考え方も同同同同意意意意もももも必必必必要だということがまだ要だということがまだ要だということがまだ要だということがまだ抜抜抜抜けているけているけているけている

わけですね。わけですね。わけですね。わけですね。抜抜抜抜けているいうことなので、けているいうことなので、けているいうことなので、けているいうことなので、今回今回今回今回議案として出さないということですね。そ議案として出さないということですね。そ議案として出さないということですね。そ議案として出さないということですね。そ

れを出してから議論するのが本れを出してから議論するのが本れを出してから議論するのが本れを出してから議論するのが本来来来来であであであであっっっって、て、て、て、何何何何かかかか手続手続手続手続きがきがきがきが逆逆逆逆になになになになっっっっていますので、ていますので、ていますので、ていますので、ややややはりはりはりはり

このこのこのこの間間間間の政策の政策の政策の政策検討検討検討検討会議でも会議でも会議でも会議でも市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの意意意意見見見見交交交交換換換換もももも必必必必要だということが要だということが要だということが要だということが十分十分十分十分にににに言言言言われておりわれておりわれておりわれており

ます。というのは、県ます。というのは、県ます。というのは、県ます。というのは、県民民民民に対してに対してに対してに対してパブリッパブリッパブリッパブリッククククコメントコメントコメントコメントをとる、そして、議会に対してもをとる、そして、議会に対してもをとる、そして、議会に対してもをとる、そして、議会に対しても意意意意

見見見見はどうですかと厚生委員会ではどうですかと厚生委員会ではどうですかと厚生委員会ではどうですかと厚生委員会で意意意意見見見見をををを述べ述べ述べ述べる。る。る。る。市町村市町村市町村市町村に対してそういうに対してそういうに対してそういうに対してそういう意意意意見見見見のののの場場場場合は、合は、合は、合は、協協協協

議の議の議の議の場場場場がないではないかということが、このがないではないかということが、このがないではないかということが、このがないではないかということが、この間間間間の政策の政策の政策の政策検討検討検討検討会議で出ましたので、その会議で出ましたので、その会議で出ましたので、その会議で出ましたので、その辺辺辺辺もももも

含めてもうすこし含めてもうすこし含めてもうすこし含めてもうすこし慎慎慎慎重に重に重に重にススススケジュケジュケジュケジューーーールルルルを考えていただきたいと思を考えていただきたいと思を考えていただきたいと思を考えていただきたいと思っっっっております。ております。ております。ております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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 改めておわびを申し上げたいと思いまして、すこし認識が改めておわびを申し上げたいと思いまして、すこし認識が改めておわびを申し上げたいと思いまして、すこし認識が改めておわびを申し上げたいと思いまして、すこし認識が欠欠欠欠如如如如してしてしてして

おりまして申しわけごおりまして申しわけごおりまして申しわけごおりまして申しわけござざざざいません。いません。いません。いません。失礼失礼失礼失礼いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 はい、よろしはい、よろしはい、よろしはい、よろしくくくくお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況ですので、ですので、ですので、ですので、今今今今ここでこうしろとここでこうしろとここでこうしろとここでこうしろと言っ言っ言っ言ってもてもてもても始始始始まりませんので、まりませんので、まりませんので、まりませんので、今今今今

の井岡委員のの井岡委員のの井岡委員のの井岡委員の意意意意見見見見をををを十分尊十分尊十分尊十分尊重して、次はきちんとしたものを出すということでし重して、次はきちんとしたものを出すということでし重して、次はきちんとしたものを出すということでし重して、次はきちんとしたものを出すということでしっっっっかりしかりしかりしかりし

た対た対た対た対応応応応をお願いしたいと思います。それは、いきとどかないということはままあることでをお願いしたいと思います。それは、いきとどかないということはままあることでをお願いしたいと思います。それは、いきとどかないということはままあることでをお願いしたいと思います。それは、いきとどかないということはままあることで

すので、しかしすので、しかしすので、しかしすので、しかしルルルルーーーールルルルというのは一定というのは一定というのは一定というのは一定決決決決められていますので、それにめられていますので、それにめられていますので、それにめられていますので、それに従従従従っっっって議会はそういて議会はそういて議会はそういて議会はそうい

うことのないようにうことのないようにうことのないようにうことのないように十分注意十分注意十分注意十分注意した上で対した上で対した上で対した上で対応応応応していただしていただしていただしていただくくくくようお願いしたいと思います。こようお願いしたいと思います。こようお願いしたいと思います。こようお願いしたいと思います。こ

れれれれ以以以以上、上、上、上、私私私私から申し上げることはないと思います。から申し上げることはないと思います。から申し上げることはないと思います。から申し上げることはないと思います。
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○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいますでしいますでしいますでしいますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 一つだけお一つだけお一つだけお一つだけお聞聞聞聞きしておきたいのですが、きしておきたいのですが、きしておきたいのですが、きしておきたいのですが、減額補減額補減額補減額補正で国正で国正で国正で国民民民民健康健康健康健康保険基保険基保険基保険基盤盤盤盤安定安定安定安定化化化化

事業と後事業と後事業と後事業と後期期期期高高高高齢齢齢齢者医療者医療者医療者医療保険基保険基保険基保険基盤盤盤盤安定安定安定安定化化化化事業が事業が事業が事業が保険保険保険保険料料料料軽減軽減軽減軽減者者者者数数数数のののの減減減減によによによによっっっってててて減額減額減額減額されているされているされているされている

のですが、この国のですが、この国のですが、この国のですが、この国民民民民健康健康健康健康保険保険保険保険の方のの方のの方のの方の保険保険保険保険料料料料軽減軽減軽減軽減者者者者数数数数の、の、の、の、減っ減っ減っ減ったという人たという人たという人たという人数数数数と、後と、後と、後と、後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者

の方もそれがわかりましたらおの方もそれがわかりましたらおの方もそれがわかりましたらおの方もそれがわかりましたらお聞聞聞聞きしたいと思います。それで、できたらきしたいと思います。それで、できたらきしたいと思います。それで、できたらきしたいと思います。それで、できたら市町村市町村市町村市町村別にいた別にいた別にいた別にいた

だきたいのですけれども、だきたいのですけれども、だきたいのですけれども、だきたいのですけれども、今全体今全体今全体今全体のののの数数数数がわかりましたらよろしがわかりましたらよろしがわかりましたらよろしがわかりましたらよろしくくくくお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○河合保険指導課長○河合保険指導課長○河合保険指導課長○河合保険指導課長 まず国まず国まず国まず国民民民民健康健康健康健康保険基保険基保険基保険基盤盤盤盤安定安定安定安定化化化化事業に事業に事業に事業に基基基基づづづづきます国きます国きます国きます国民民民民健康健康健康健康保険保険保険保険料の料の料の料の減減減減

額額額額のののの実実実実績績績績でごでごでごでござざざざいます。国います。国います。国います。国民民民民健康健康健康健康保険保険保険保険料のこの事業の料のこの事業の料のこの事業の料のこの事業の保険保険保険保険料の料の料の料の減額減額減額減額につきましては、そのにつきましては、そのにつきましては、そのにつきましては、その

所得所得所得所得のののの多多多多いいいい少少少少ないによりまして７ないによりまして７ないによりまして７ないによりまして７割割割割軽減軽減軽減軽減、５、５、５、５割割割割軽減軽減軽減軽減、２、２、２、２割割割割軽減軽減軽減軽減の３の３の３の３種種種種類類類類のののの軽減軽減軽減軽減措置措置措置措置がががが講講講講じじじじ

られることになられることになられることになられることになっっっっております。そのうちでております。そのうちでております。そのうちでております。そのうちで最最最最もももも大大大大きなきなきなきな減額減額減額減額でごでごでごでござざざざいます７います７います７います７割割割割軽減軽減軽減軽減につきまにつきまにつきまにつきま

しては、対しては、対しては、対しては、対象象象象者の者の者の者の世帯世帯世帯世帯数数数数ですが、９ですが、９ですが、９ですが、９万万万万７２３７２３７２３７２３世帯世帯世帯世帯、、、、被被被被保険保険保険保険者者者者数数数数では１２では１２では１２では１２万万万万６６６６，，，，３０１人で３０１人で３０１人で３０１人で

ごごごござざざざいます。います。います。います。続続続続きまして、５きまして、５きまして、５きまして、５割割割割軽減軽減軽減軽減にににに該該該該当する当する当する当する世帯世帯世帯世帯数数数数としましては１としましては１としましては１としましては１万万万万８８８８，，，，１４８１４８１４８１４８世帯世帯世帯世帯、、、、

被被被被保険保険保険保険者者者者数数数数が４が４が４が４万万万万４１６人でご４１６人でご４１６人でご４１６人でござざざざいます。います。います。います。続続続続きまして、２きまして、２きまして、２きまして、２割割割割軽減軽減軽減軽減は、３は、３は、３は、３万万万万４４４４，，，，２９６２９６２９６２９６世帯世帯世帯世帯、、、、

６６６６万万万万１４７人でご１４７人でご１４７人でご１４７人でござざざざいます。います。います。います。

続続続続きまして、後きまして、後きまして、後きまして、後期期期期高高高高齢齢齢齢者の者の者の者の保険保険保険保険料の方でご料の方でご料の方でご料の方でござざざざいます。こちらの方も７います。こちらの方も７います。こちらの方も７います。こちらの方も７割割割割、５、５、５、５割割割割、２、２、２、２割割割割のののの

軽減軽減軽減軽減がごがごがごがござざざざいます。まず、７います。まず、７います。まず、７います。まず、７割割割割軽減軽減軽減軽減は６は６は６は６万万万万９９９９，，，，２０９人でご２０９人でご２０９人でご２０９人でござざざざいます。５います。５います。５います。５割割割割軽減軽減軽減軽減は１は１は１は１万万万万５５５５，，，，

７１４人でご７１４人でご７１４人でご７１４人でござざざざいます。２います。２います。２います。２割割割割軽減軽減軽減軽減は、９は、９は、９は、９，，，，８９４人にな８９４人にな８９４人にな８９４人になっっっっております。ております。ております。ております。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 そのそのそのその中中中中でででで軽減軽減軽減軽減者者者者数数数数のののの減減減減ということですが、それはわかるのでしということですが、それはわかるのでしということですが、それはわかるのでしということですが、それはわかるのでしょょょょうか、どれうか、どれうか、どれうか、どれ

だけ。だけ。だけ。だけ。

○河合保険指導課長○河合保険指導課長○河合保険指導課長○河合保険指導課長 まず国まず国まず国まず国民民民民健康健康健康健康保険保険保険保険の方から申し上げます。予の方から申し上げます。予の方から申し上げます。予の方から申し上げます。予算算算算のときには対のときには対のときには対のときには対前前前前年度年度年度年度

の対の対の対の対象象象象者者者者数等数等数等数等にににに基基基基づづづづいていていていて見見見見込込込込みを立てておりまして、まず７みを立てておりまして、まず７みを立てておりまして、まず７みを立てておりまして、まず７割割割割軽減軽減軽減軽減の方につきましては、の方につきましては、の方につきましては、の方につきましては、

世帯世帯世帯世帯数数数数でででで実実実実績績績績と予と予と予と予算算算算で２で２で２で２，，，，７３０７３０７３０７３０世帯世帯世帯世帯のののの減減減減となとなとなとなっっっっており、ており、ており、ており、被被被被保険保険保険保険者者者者数数数数では５では５では５では５，，，，８７５人の８７５人の８７５人の８７５人の

減減減減ということでごということでごということでごということでござざざざいます。います。います。います。続続続続きまして、５きまして、５きまして、５きまして、５割割割割軽減軽減軽減軽減はははは世帯世帯世帯世帯数数数数では５９８では５９８では５９８では５９８世帯世帯世帯世帯のののの減減減減、、、、被被被被保険保険保険保険

者者者者数数数数では１では１では１では１，，，，２７２人の２７２人の２７２人の２７２人の減減減減でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。続続続続いて、２いて、２いて、２いて、２割割割割軽減軽減軽減軽減は５９７は５９７は５９７は５９７世帯世帯世帯世帯のののの減減減減、、、、被被被被保険保険保険保険者者者者

数数数数では７００人のでは７００人のでは７００人のでは７００人の減減減減ということになということになということになということになっっっっております。ております。ております。ております。

続続続続きまして、後きまして、後きまして、後きまして、後期期期期高高高高齢齢齢齢者医療制度の方でご者医療制度の方でご者医療制度の方でご者医療制度の方でござざざざいます。７います。７います。７います。７割割割割軽減軽減軽減軽減はははは見見見見込込込込みみみみ数数数数とととと実実実実績績績績のののの差差差差がががが

３０８人の３０８人の３０８人の３０８人の減減減減となりました。５となりました。５となりました。５となりました。５割割割割軽減軽減軽減軽減は１は１は１は１，，，，２９３人の２９３人の２９３人の２９３人の減減減減でごでごでごでござざざざいます。２います。２います。２います。２割割割割軽減軽減軽減軽減は、こは、こは、こは、こ

ちらは当ちらは当ちらは当ちらは当初初初初のののの見見見見込込込込みよりみよりみよりみよりふふふふえておりまして、５０２人のえておりまして、５０２人のえておりまして、５０２人のえておりまして、５０２人の増増増増ということになということになということになということになっっっっております。ております。ております。ております。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。います。います。います。細細細細かかかかく言っく言っく言っく言っていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、全体全体全体全体でどのでどのでどのでどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの

減減減減だだだだっっっったのかなということが知りたかたのかなということが知りたかたのかなということが知りたかたのかなということが知りたかっっっったのです。それで、たのです。それで、たのです。それで、たのです。それで、今今今今すすすすぐぐぐぐにではありませんけれにではありませんけれにではありませんけれにではありませんけれ
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ども、資料としてども、資料としてども、資料としてども、資料として市町村市町村市町村市町村別でどうかというこの別でどうかというこの別でどうかというこの別でどうかというこの数字数字数字数字を、また後で結を、また後で結を、また後で結を、また後で結構構構構ですがいただきたいですがいただきたいですがいただきたいですがいただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 資料を資料を資料を資料を各各各各委員さんによろし委員さんによろし委員さんによろし委員さんによろしくくくくお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○河合保険指導課長○河合保険指導課長○河合保険指導課長○河合保険指導課長 はい。はい。はい。はい。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいませんでしいませんでしいませんでしいませんでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

なけれなけれなけれなければばばばこれをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任任任任願いますか。願いますか。願いますか。願いますか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。

本日の委員会を本日の委員会を本日の委員会を本日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。

ごごごご苦苦苦苦労労労労さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。


