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予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜健康福祉部、こども・女性局、医療政策部＞＜健康福祉部、こども・女性局、医療政策部＞＜健康福祉部、こども・女性局、医療政策部＞＜健康福祉部、こども・女性局、医療政策部＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年３月１４日（木） １０：０２～１６：２４平成２５年３月１４日（木） １０：０２～１６：２４平成２５年３月１４日（木） １０：０２～１６：２４平成２５年３月１４日（木） １０：０２～１６：２４

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 １２名１２名１２名１２名

田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長

森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長

畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員

浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

奥田 博康 委員奥田 博康 委員奥田 博康 委員奥田 博康 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員

山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員

小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 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 杉田 副知事杉田 副知事杉田 副知事杉田 副知事

前田 総務部長前田 総務部長前田 総務部長前田 総務部長

江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長

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 医療政策部長高城 医療政策部長高城 医療政策部長高城 医療政策部長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事 ２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ただいまから本日の会議を開きます。本日、藤本委員、神田委員は少しおただいまから本日の会議を開きます。本日、藤本委員、神田委員は少しおただいまから本日の会議を開きます。本日、藤本委員、神田委員は少しおただいまから本日の会議を開きます。本日、藤本委員、神田委員は少しお

くれるとの連絡を受けています。くれるとの連絡を受けています。くれるとの連絡を受けています。くれるとの連絡を受けています。

傍聴者はおられません。傍聴者はおられません。傍聴者はおられません。傍聴者はおられません。
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それでは、日程に従い、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審査を行います。それでは、日程に従い、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審査を行います。それでは、日程に従い、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審査を行います。それでは、日程に従い、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審査を行います。

議案について、健康福祉部長、こども・女性局長、医療政策部長の順に説明願います。議案について、健康福祉部長、こども・女性局長、医療政策部長の順に説明願います。議案について、健康福祉部長、こども・女性局長、医療政策部長の順に説明願います。議案について、健康福祉部長、こども・女性局長、医療政策部長の順に説明願います。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 ちょっと、それまでに議事進行で。ちょっと、それまでに議事進行で。ちょっと、それまでに議事進行で。ちょっと、それまでに議事進行で。

これまで２日間、予算審査特別委員会をやってきましたけれども、たまたま、きのう、これまで２日間、予算審査特別委員会をやってきましたけれども、たまたま、きのう、これまで２日間、予算審査特別委員会をやってきましたけれども、たまたま、きのう、これまで２日間、予算審査特別委員会をやってきましたけれども、たまたま、きのう、

うだ・アニマルパークの件で、私は昼間も、その前もその件で質問要旨の打ち合わせをずうだ・アニマルパークの件で、私は昼間も、その前もその件で質問要旨の打ち合わせをずうだ・アニマルパークの件で、私は昼間も、その前もその件で質問要旨の打ち合わせをずうだ・アニマルパークの件で、私は昼間も、その前もその件で質問要旨の打ち合わせをず

っとしていました、通告制ではないけれども、用意もしておりました。ところが、さきにっとしていました、通告制ではないけれども、用意もしておりました。ところが、さきにっとしていました、通告制ではないけれども、用意もしておりました。ところが、さきにっとしていました、通告制ではないけれども、用意もしておりました。ところが、さきに

うだ・アニマルパークの関係では委員が質問されたときに、それは日程からいうとあしたうだ・アニマルパークの関係では委員が質問されたときに、それは日程からいうとあしたうだ・アニマルパークの関係では委員が質問されたときに、それは日程からいうとあしたうだ・アニマルパークの関係では委員が質問されたときに、それは日程からいうとあした

になるのか、あしたのくらし創造部でと言われて、結局、質問したいことがきのうの審査になるのか、あしたのくらし創造部でと言われて、結局、質問したいことがきのうの審査になるのか、あしたのくらし創造部でと言われて、結局、質問したいことがきのうの審査になるのか、あしたのくらし創造部でと言われて、結局、質問したいことがきのうの審査

だったわけです。それは総括でもやりたいと。だから理事者も多分僕が質問するというこだったわけです。それは総括でもやりたいと。だから理事者も多分僕が質問するというこだったわけです。それは総括でもやりたいと。だから理事者も多分僕が質問するというこだったわけです。それは総括でもやりたいと。だから理事者も多分僕が質問するというこ

とはわかっていながら、委員長が、うだ・アニマルパークはあさってですという采配をさとはわかっていながら、委員長が、うだ・アニマルパークはあさってですという采配をさとはわかっていながら、委員長が、うだ・アニマルパークはあさってですという采配をさとはわかっていながら、委員長が、うだ・アニマルパークはあさってですという采配をさ

れると、私の総括でしたい序章はできないわけです。だから、その辺の采配を、委員長、れると、私の総括でしたい序章はできないわけです。だから、その辺の采配を、委員長、れると、私の総括でしたい序章はできないわけです。だから、その辺の采配を、委員長、れると、私の総括でしたい序章はできないわけです。だから、その辺の采配を、委員長、

きのうの件も含めて、どのような対応をしていただけるのか、それだけはちょっとやってきのうの件も含めて、どのような対応をしていただけるのか、それだけはちょっとやってきのうの件も含めて、どのような対応をしていただけるのか、それだけはちょっとやってきのうの件も含めて、どのような対応をしていただけるのか、それだけはちょっとやって

ください。ください。ください。ください。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 今、すぐ答えを。浅川委員からの質問だったと思います。それで、その内今、すぐ答えを。浅川委員からの質問だったと思います。それで、その内今、すぐ答えを。浅川委員からの質問だったと思います。それで、その内今、すぐ答えを。浅川委員からの質問だったと思います。それで、その内

容が、奈良市からの動物の処分についての話の内容だったので、それは動物愛護センター容が、奈良市からの動物の処分についての話の内容だったので、それは動物愛護センター容が、奈良市からの動物の処分についての話の内容だったので、それは動物愛護センター容が、奈良市からの動物の処分についての話の内容だったので、それは動物愛護センター

という部分にかかわるので、それで、それはあしたの分になるのですというご説明を申しという部分にかかわるので、それで、それはあしたの分になるのですというご説明を申しという部分にかかわるので、それで、それはあしたの分になるのですというご説明を申しという部分にかかわるので、それで、それはあしたの分になるのですというご説明を申し

上げたところです。上げたところです。上げたところです。上げたところです。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 それはわかるのですよ。ただ、この１つの施設で２つの部にまたがるというそれはわかるのですよ。ただ、この１つの施設で２つの部にまたがるというそれはわかるのですよ。ただ、この１つの施設で２つの部にまたがるというそれはわかるのですよ。ただ、この１つの施設で２つの部にまたがるという

ことでしたわね、確かに。たまたまうだ・アニマルパークの件で質問されて、動物愛護のことでしたわね、確かに。たまたまうだ・アニマルパークの件で質問されて、動物愛護のことでしたわね、確かに。たまたまうだ・アニマルパークの件で質問されて、動物愛護のことでしたわね、確かに。たまたまうだ・アニマルパークの件で質問されて、動物愛護の

関係ということでは言われましたけれど、私も２問あった中で、そのうだ・アニマルパー関係ということでは言われましたけれど、私も２問あった中で、そのうだ・アニマルパー関係ということでは言われましたけれど、私も２問あった中で、そのうだ・アニマルパー関係ということでは言われましたけれど、私も２問あった中で、そのうだ・アニマルパー

クの施設の件でと思っていたのです。それを委員長が、うだ・アニマルパークの件についクの施設の件でと思っていたのです。それを委員長が、うだ・アニマルパークの件についクの施設の件でと思っていたのです。それを委員長が、うだ・アニマルパークの件についクの施設の件でと思っていたのです。それを委員長が、うだ・アニマルパークの件につい

てはとなって、きのう結局質問ができなかった。これについて、少し質問しておかないと、てはとなって、きのう結局質問ができなかった。これについて、少し質問しておかないと、てはとなって、きのう結局質問ができなかった。これについて、少し質問しておかないと、てはとなって、きのう結局質問ができなかった。これについて、少し質問しておかないと、

知事にただすことができない。これについて、どのような対応をしていただけるか、それ知事にただすことができない。これについて、どのような対応をしていただけるか、それ知事にただすことができない。これについて、どのような対応をしていただけるか、それ知事にただすことができない。これについて、どのような対応をしていただけるか、それ

だけ委員長、答えてください。だけ委員長、答えてください。だけ委員長、答えてください。だけ委員長、答えてください。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 なるほど。それで、奥山委員が、その後、うだ・アニマルパークについてなるほど。それで、奥山委員が、その後、うだ・アニマルパークについてなるほど。それで、奥山委員が、その後、うだ・アニマルパークについてなるほど。それで、奥山委員が、その後、うだ・アニマルパークについて

の質問をされるということについては、その内容をよく把握しておりませんでしたから、の質問をされるということについては、その内容をよく把握しておりませんでしたから、の質問をされるということについては、その内容をよく把握しておりませんでしたから、の質問をされるということについては、その内容をよく把握しておりませんでしたから、

また、質問されるのかどうかわからなかったですから、私は浅川委員の受け答えに対して、また、質問されるのかどうかわからなかったですから、私は浅川委員の受け答えに対して、また、質問されるのかどうかわからなかったですから、私は浅川委員の受け答えに対して、また、質問されるのかどうかわからなかったですから、私は浅川委員の受け答えに対して、

それは明日の分でやったらいいですよという意味を申し上げたのです。最後の総括の日に、それは明日の分でやったらいいですよという意味を申し上げたのです。最後の総括の日に、それは明日の分でやったらいいですよという意味を申し上げたのです。最後の総括の日に、それは明日の分でやったらいいですよという意味を申し上げたのです。最後の総括の日に、

南部振興監もたしか、来られるのですね。南部振興監に前提の質問をしていただけたら、南部振興監もたしか、来られるのですね。南部振興監に前提の質問をしていただけたら、南部振興監もたしか、来られるのですね。南部振興監に前提の質問をしていただけたら、南部振興監もたしか、来られるのですね。南部振興監に前提の質問をしていただけたら、

それはそれでいいのではないでしょうか。それはそれでいいのではないでしょうか。それはそれでいいのではないでしょうか。それはそれでいいのではないでしょうか。



---- 3333 ----

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 私は例外を余りつくったらいけないと思ってわざわざ言わせてもらっいるの私は例外を余りつくったらいけないと思ってわざわざ言わせてもらっいるの私は例外を余りつくったらいけないと思ってわざわざ言わせてもらっいるの私は例外を余りつくったらいけないと思ってわざわざ言わせてもらっいるの

す。あした、うだ・アニマルパークについての関連で、答弁はなしに、実はこうこうやとす。あした、うだ・アニマルパークについての関連で、答弁はなしに、実はこうこうやとす。あした、うだ・アニマルパークについての関連で、答弁はなしに、実はこうこうやとす。あした、うだ・アニマルパークについての関連で、答弁はなしに、実はこうこうやと

いうことの話をして総括にしてもいいのか、余りにそれを、また特別に畑中南部振興監にいうことの話をして総括にしてもいいのか、余りにそれを、また特別に畑中南部振興監にいうことの話をして総括にしてもいいのか、余りにそれを、また特別に畑中南部振興監にいうことの話をして総括にしてもいいのか、余りにそれを、また特別に畑中南部振興監に

来ていただいてということの特例をつくってはいけないので、その辺のことだけはきっち来ていただいてということの特例をつくってはいけないので、その辺のことだけはきっち来ていただいてということの特例をつくってはいけないので、その辺のことだけはきっち来ていただいてということの特例をつくってはいけないので、その辺のことだけはきっち

りとしておかないと、前回こんなことを奥山委員がしていたではないかということで前例りとしておかないと、前回こんなことを奥山委員がしていたではないかということで前例りとしておかないと、前回こんなことを奥山委員がしていたではないかということで前例りとしておかないと、前回こんなことを奥山委員がしていたではないかということで前例

になったらいけないので。になったらいけないので。になったらいけないので。になったらいけないので。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 わかりました。３月１５日のくらし創造部のうだ・アニマルパーク担当わかりました。３月１５日のくらし創造部のうだ・アニマルパーク担当わかりました。３月１５日のくらし創造部のうだ・アニマルパーク担当わかりました。３月１５日のくらし創造部のうだ・アニマルパーク担当課課課課

長もおられますので、そこで担当の長もおられますので、そこで担当の長もおられますので、そこで担当の長もおられますので、そこで担当の課課課課長が来られることになりますね長が来られることになりますね長が来られることになりますね長が来られることになりますね。。。。（（（（発発発発言する者あ言する者あ言する者あ言する者あ

り）いやいや、り）いやいや、り）いやいや、り）いやいや、構構構構わない、今でいいですから。わない、今でいいですから。わない、今でいいですから。わない、今でいいですから。

実は実は実は実は組織組織組織組織の説明をしますと、当の説明をしますと、当の説明をしますと、当の説明をしますと、当初初初初は、は、は、は、農林農林農林農林部の部の部の部の畜産課畜産課畜産課畜産課がご担当でした。がご担当でした。がご担当でした。がご担当でした。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 それはわかっていますので。それはわかっていますので。それはわかっていますので。それはわかっていますので。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 それで、うだ・アニマルパーク振興室をつくって、そこが今、それで、うだ・アニマルパーク振興室をつくって、そこが今、それで、うだ・アニマルパーク振興室をつくって、そこが今、それで、うだ・アニマルパーク振興室をつくって、そこが今、原課原課原課原課としてとしてとしてとして

の担当をしておられます。そこが施設についての担当もなさっていますので、担当の担当をしておられます。そこが施設についての担当もなさっていますので、担当の担当をしておられます。そこが施設についての担当もなさっていますので、担当の担当をしておられます。そこが施設についての担当もなさっていますので、担当課課課課長と長と長と長と

いう意味では明日のいう意味では明日のいう意味では明日のいう意味では明日の場場場場におにおにおにお越越越越しになるはずです。要しになるはずです。要しになるはずです。要しになるはずです。要請請請請しておけしておけしておけしておけば必ば必ば必ば必ず来る。ず来る。ず来る。ず来る。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 ちょっとちょっとちょっとちょっと休憩休憩休憩休憩をとってください。をとってください。をとってください。をとってください。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 暫時休憩暫時休憩暫時休憩暫時休憩します。します。します。します。

１０：０１０：０１０：０１０：０７７７７分分分分 休憩休憩休憩休憩

１０：２１分１０：２１分１０：２１分１０：２１分 再再再再開開開開

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 再再再再開する前に事開する前に事開する前に事開する前に事情情情情だけ説明しておきます。だけ説明しておきます。だけ説明しておきます。だけ説明しておきます。

奥山委員から、うだ・アニマルパークについての質問があったのですけれども、ちょっ奥山委員から、うだ・アニマルパークについての質問があったのですけれども、ちょっ奥山委員から、うだ・アニマルパークについての質問があったのですけれども、ちょっ奥山委員から、うだ・アニマルパークについての質問があったのですけれども、ちょっ

と思いと思いと思いと思い違違違違いがいろいろあって、きのう質問できなかったということで、明日、いがいろいろあって、きのう質問できなかったということで、明日、いがいろいろあって、きのう質問できなかったということで、明日、いがいろいろあって、きのう質問できなかったということで、明日、改改改改めて質問めて質問めて質問めて質問

をした上で、総括でまた質問したいということでございますので、ごをした上で、総括でまた質問したいということでございますので、ごをした上で、総括でまた質問したいということでございますので、ごをした上で、総括でまた質問したいということでございますので、ご了承了承了承了承ください。ください。ください。ください。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。

（（（（「「「「はい、結はい、結はい、結はい、結構構構構でございます、でございます、でございます、でございます、了解了解了解了解しましたしましたしましたしました」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

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

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 それでは、本日の会議を開きます。それでは、本日の会議を開きます。それでは、本日の会議を開きます。それでは、本日の会議を開きます。

江南健康福祉部長の説明をいただくところからでございます。どう江南健康福祉部長の説明をいただくところからでございます。どう江南健康福祉部長の説明をいただくところからでございます。どう江南健康福祉部長の説明をいただくところからでございます。どうぞぞぞぞよろしく。よろしく。よろしく。よろしく。

○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月定例県議会提出議案のうち、健康福祉部の平成２５それでは、２月定例県議会提出議案のうち、健康福祉部の平成２５それでは、２月定例県議会提出議案のうち、健康福祉部の平成２５それでは、２月定例県議会提出議案のうち、健康福祉部の平成２５

年年年年度度度度当当当当初初初初予算につきまして予算につきまして予算につきまして予算につきまして、、、、「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計・特別会・特別会・特別会・特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４要、平成２４要、平成２４要、平成２４

年年年年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計・特別会・特別会・特別会・特別会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」」」」によりまして、政策によりまして、政策によりまして、政策によりまして、政策課題課題課題課題別に別に別に別に新規新規新規新規事事事事業業業業なななな
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どのどのどのどの主主主主だったものにつきましてご説明を申し上げます。だったものにつきましてご説明を申し上げます。だったものにつきましてご説明を申し上げます。だったものにつきましてご説明を申し上げます。

まず、６０まず、６０まず、６０まず、６０ペペペペーーーージジジジ、政策、政策、政策、政策課題課題課題課題、くらしの、くらしの、くらしの、くらしの向向向向上のうち、健康上のうち、健康上のうち、健康上のうち、健康づづづづくりのくりのくりのくりの推推推推進でございます。進でございます。進でございます。進でございます。

まず、なら健康長まず、なら健康長まず、なら健康長まず、なら健康長寿基寿基寿基寿基本本本本計画計画計画計画にかかる健康にかかる健康にかかる健康にかかる健康指標調指標調指標調指標調査分査分査分査分析析析析事事事事業業業業でございますが、これは健でございますが、これは健でございますが、これは健でございますが、これは健

康康康康づづづづくりのくりのくりのくりの取組状況取組状況取組状況取組状況、医療、、医療、、医療、、医療、介介介介護の護の護の護の利利利利用用用用状況等状況等状況等状況等のののの各種各種各種各種の健康の健康の健康の健康指標指標指標指標を把握するために、を把握するために、を把握するために、を把握するために、調調調調査、査、査、査、

分分分分析析析析を実施するものでございます。を実施するものでございます。を実施するものでございます。を実施するものでございます。

なら健康長なら健康長なら健康長なら健康長寿基寿基寿基寿基本本本本計画推計画推計画推計画推進事進事進事進事業業業業は、なら健康長は、なら健康長は、なら健康長は、なら健康長寿基寿基寿基寿基本本本本計画計画計画計画の進の進の進の進捗管捗管捗管捗管理理理理等等等等を行います健康を行います健康を行います健康を行います健康

長長長長寿文化づ寿文化づ寿文化づ寿文化づくりくりくりくり推推推推進会議進会議進会議進会議等等等等を実施するものでございます。を実施するものでございます。を実施するものでございます。を実施するものでございます。

２の健康２の健康２の健康２の健康づづづづくりのくりのくりのくりの取組推取組推取組推取組推進でございます。進でございます。進でございます。進でございます。

健康健康健康健康ステステステステーーーーショショショション設ン設ン設ン設置促置促置促置促進事進事進事進事業業業業は、は、は、は、運運運運動の動の動の動の習慣化習慣化習慣化習慣化、、、、生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病予予予予防防防防あるいはあるいはあるいはあるいは介介介介護予護予護予護予防防防防にににに

資資資資するために、だれでもするために、だれでもするために、だれでもするために、だれでも地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて気軽気軽気軽気軽に健康に健康に健康に健康づづづづくりを開くりを開くりを開くりを開始始始始、実、実、実、実践践践践できますように、できますように、できますように、できますように、拠拠拠拠

点点点点となります健康となります健康となります健康となります健康ステステステステーーーーショショショションの設ンの設ンの設ンの設置置置置にににに取取取取りりりり組む組む組む組むものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

後後後後期期期期高高高高齢齢齢齢者医療広者医療広者医療広者医療広域域域域連合連合連合連合機能強化支援機能強化支援機能強化支援機能強化支援事事事事業業業業でございます。後でございます。後でございます。後でございます。後期期期期高高高高齢齢齢齢者医療広者医療広者医療広者医療広域域域域連合との連合との連合との連合との

共同共同共同共同によります健康によります健康によります健康によります健康づづづづくりのくりのくりのくりの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを引引引引きききき続続続続きききき推推推推進するものでございます。進するものでございます。進するものでございます。進するものでございます。

次次次次の６１の６１の６１の６１ペペペペーーーージジジジ、３の、３の、３の、３の生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの改善改善改善改善と医療と医療と医療と医療体体体体制の制の制の制の充充充充実でございます。実でございます。実でございます。実でございます。

まず、がんまず、がんまず、がんまず、がん検診体検診体検診体検診体制制制制強化強化強化強化事事事事業業業業につきましては、がんにつきましては、がんにつきましては、がんにつきましては、がん検診検診検診検診の受の受の受の受診率診率診率診率のののの向向向向上を上を上を上を目的目的目的目的としておとしておとしておとしてお

りまして、りまして、りまして、りまして、専門家専門家専門家専門家のののの指導指導指導指導を受けながら、を受けながら、を受けながら、を受けながら、効果的効果的効果的効果的な受な受な受な受診勧奨診勧奨診勧奨診勧奨とととと再勧奨再勧奨再勧奨再勧奨を県内の２つの市を県内の２つの市を県内の２つの市を県内の２つの市町町町町村村村村

ででででモデモデモデモデルルルル的的的的に実施をいたします。そしてに実施をいたします。そしてに実施をいたします。そしてに実施をいたします。そして検診検診検診検診の受の受の受の受診率向診率向診率向診率向上を上を上を上を図図図図るものでございます。るものでございます。るものでございます。るものでございます。

たたたたばばばばこ対策こ対策こ対策こ対策推推推推進事進事進事進事業業業業でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、未未未未成年に対する成年に対する成年に対する成年に対する喫煙防止教育喫煙防止教育喫煙防止教育喫煙防止教育やややや妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦に対しますに対しますに対しますに対します

禁煙禁煙禁煙禁煙対策の対策の対策の対策の推推推推進など、あるいは受動進など、あるいは受動進など、あるいは受動進など、あるいは受動喫煙防止喫煙防止喫煙防止喫煙防止のののの取取取取りりりり組み等組み等組み等組み等を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

次次次次に、に、に、に、７７７７４４４４ペペペペーーーージジジジ、政策、政策、政策、政策課題課題課題課題、くらしの、くらしの、くらしの、くらしの向向向向上のうちの福祉の上のうちの福祉の上のうちの福祉の上のうちの福祉の充充充充実でございます。実でございます。実でございます。実でございます。

１、１、１、１、障害障害障害障害者者者者支援支援支援支援のののの充充充充実実実実、、、、（１）（１）（１）（１）障害障害障害障害者の者の者の者の生活生活生活生活の質のの質のの質のの質の向向向向上といたしまして、上といたしまして、上といたしまして、上といたしまして、障害児地域障害児地域障害児地域障害児地域療療療療

育体育体育体育体制の制の制の制の整備整備整備整備事事事事業業業業は、は、は、は、障害児障害児障害児障害児がががが身近身近身近身近でででで地域地域地域地域でででで必必必必要といたします質の高い療要といたします質の高い療要といたします質の高い療要といたします質の高い療育育育育を受けられるを受けられるを受けられるを受けられる

体体体体制制制制づづづづくりをくりをくりをくりを目指目指目指目指しまして、しまして、しまして、しまして、障害児障害児障害児障害児の療の療の療の療育育育育のののの支援支援支援支援者による者による者による者による情報共有等情報共有等情報共有等情報共有等をををを図図図図るためのるためのるためのるための推推推推進会進会進会進会

議の設議の設議の設議の設置置置置、、、、運営運営運営運営、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは訪訪訪訪問、外来によります療問、外来によります療問、外来によります療問、外来によります療育指導育指導育指導育指導、また、医、また、医、また、医、また、医学的支援学的支援学的支援学的支援がががが必必必必要な要な要な要な発発発発

達障害児達障害児達障害児達障害児に対します療に対します療に対します療に対します療育支援育支援育支援育支援、、、、地域支援機能地域支援機能地域支援機能地域支援機能をををを充充充充実するための実するための実するための実するための児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援センターにセンターにセンターにセンターにココココ

ーーーーディネディネディネディネーターを設ーターを設ーターを設ーターを設置置置置するなどのこれまでのするなどのこれまでのするなどのこれまでのするなどのこれまでの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを踏踏踏踏まえつつ、まえつつ、まえつつ、まえつつ、地域地域地域地域療療療療育機育機育機育機関の連関の連関の連関の連携携携携

強化強化強化強化とととと専門的専門的専門的専門的、広、広、広、広域的域的域的域的なななな指導指導指導指導、、、、支援支援支援支援を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

次次次次のののの７７７７５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、障害障害障害障害者福祉施設者福祉施設者福祉施設者福祉施設整備整備整備整備事事事事業業業業でございますが、平成２５年でございますが、平成２５年でございますが、平成２５年でございますが、平成２５年度度度度当当当当初初初初予算とい予算とい予算とい予算とい

たしまして、またはたしまして、またはたしまして、またはたしまして、または国国国国の平成２４年の平成２４年の平成２４年の平成２４年度度度度の予の予の予の予備費備費備費備費のののの執執執執行に行に行に行に伴伴伴伴います平成２４年います平成２４年います平成２４年います平成２４年度度度度２月２月２月２月補正補正補正補正とととと

いたしまして、それいたしまして、それいたしまして、それいたしまして、それぞぞぞぞれれれれ所所所所要要要要額額額額をををを計計計計上するものでございます。これは上するものでございます。これは上するものでございます。これは上するものでございます。これは障害障害障害障害者の者の者の者の就労支援就労支援就労支援就労支援やややや
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生活生活生活生活、、、、介介介介護の護の護の護の場場場場といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、障害障害障害障害者者者者支援支援支援支援施設の施設の施設の施設の整備整備整備整備をををを図図図図るために、２つの施設の創設るために、２つの施設の創設るために、２つの施設の創設るために、２つの施設の創設

に対しに対しに対しに対し補助補助補助補助を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

次次次次に、県に、県に、県に、県立障害立障害立障害立障害福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設建替整備基建替整備基建替整備基建替整備基本本本本計画計画計画計画策定事策定事策定事策定事業業業業でございます。県でございます。県でございます。県でございます。県立立立立のののの障害障害障害障害施設でご施設でご施設でご施設でご

ざいますざいますざいますざいます登登登登美美美美学園学園学園学園とととと筒井寮筒井寮筒井寮筒井寮のののの建建建建てかえてかえてかえてかえ整備整備整備整備を進めていくために、本年を進めていくために、本年を進めていくために、本年を進めていくために、本年度度度度策定いたします策定いたします策定いたします策定いたします基基基基

本本本本構想構想構想構想をもとに、よりをもとに、よりをもとに、よりをもとに、より具体的具体的具体的具体的な内容のな内容のな内容のな内容の検討検討検討検討を行いましてを行いましてを行いましてを行いまして基基基基本本本本計画計画計画計画を策定するものでございを策定するものでございを策定するものでございを策定するものでござい

ます。ます。ます。ます。

次次次次に（２）に（２）に（２）に（２）障害障害障害障害者の者の者の者の就労就労就労就労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でございます。進でございます。進でございます。進でございます。

ならならならなら障害障害障害障害者はたらく者はたらく者はたらく者はたらく推推推推進事進事進事進事業業業業におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、障害障害障害障害者者者者雇雇雇雇用の用の用の用の促促促促進に進に進に進に向向向向けまして、けまして、けまして、けまして、引引引引きききき続続続続

き特別き特別き特別き特別支援学校支援学校支援学校支援学校のののの新卒新卒新卒新卒者者者者等等等等にににに重点重点重点重点をををを置置置置いたいたいたいた就労支援就労支援就労支援就労支援にににに取取取取りりりり組む組む組む組むとともに、県内のとともに、県内のとともに、県内のとともに、県内の各界各界各界各界を代を代を代を代

表表表表されますされますされますされます方々方々方々方々によります連によります連によります連によります連携強化携強化携強化携強化をををを図図図図りながら、福祉、りながら、福祉、りながら、福祉、りながら、福祉、教育教育教育教育、、、、雇雇雇雇用用用用等等等等がががが一体一体一体一体となったとなったとなったとなった就就就就

労支援体労支援体労支援体労支援体制の制の制の制の構築構築構築構築をををを目指目指目指目指すものでございます。すものでございます。すものでございます。すものでございます。

次次次次に、に、に、に、７７７７６６６６ペペペペーーーージジジジ、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県庁障害庁障害庁障害庁障害者者者者就労支援推就労支援推就労支援推就労支援推進事進事進事進事業業業業でございます。でございます。でございます。でございます。障害障害障害障害者の者の者の者の就労就労就労就労のののの場場場場

の確の確の確の確保並び保並び保並び保並びにににに障害障害障害障害者の者の者の者の工賃工賃工賃工賃のののの向向向向上を上を上を上を図図図図るために、県るために、県るために、県るために、県庁庁庁庁内におきまして内におきまして内におきまして内におきまして障害障害障害障害福祉事務福祉事務福祉事務福祉事務所所所所によによによによ

りますりますりますります役役役役務の提務の提務の提務の提供供供供を受けます施設外を受けます施設外を受けます施設外を受けます施設外就労就労就労就労を実施するものでございます。県を実施するものでございます。県を実施するものでございます。県を実施するものでございます。県庁庁庁庁がががが率先率先率先率先してこしてこしてこしてこ

のようなのようなのようなのような取取取取りりりり組み組み組み組みを行うことによりまして、市を行うことによりまして、市を行うことによりまして、市を行うことによりまして、市町町町町村など県内村など県内村など県内村など県内へへへへの広がりをの広がりをの広がりをの広がりを促促促促進してまいり進してまいり進してまいり進してまいり

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

支支支支えあい県えあい県えあい県えあい県民参民参民参民参加加加加推推推推進事進事進事進事業業業業でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、障害障害障害障害者の者の者の者の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、進、進、進、障害障害障害障害やややや障害障害障害障害者に者に者に者に

対します県対します県対します県対します県民民民民の理の理の理の理解促解促解促解促進を進を進を進を図図図図るために、るために、るために、るために、支支支支え合いのえ合いのえ合いのえ合いの組織づ組織づ組織づ組織づくりやくりやくりやくりや人材人材人材人材のののの養養養養成、成、成、成、障害障害障害障害者と県者と県者と県者と県

民民民民のののの交流交流交流交流をををを促促促促進するなどの県進するなどの県進するなどの県進するなどの県民参民参民参民参加加加加型型型型のののの障害障害障害障害者者者者支援支援支援支援をををを推推推推進するものでございます。進するものでございます。進するものでございます。進するものでございます。

７７ペ７７ペ７７ペ７７ペーーーージジジジ、、、、（３）（３）（３）（３）障害障害障害障害者の者の者の者の安心安心安心安心の確の確の確の確保保保保といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、難難難難聴聴聴聴児補児補児補児補聴聴聴聴器購入助器購入助器購入助器購入助成事成事成事成事業業業業でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。身体障害身体障害身体障害身体障害者者者者手帳手帳手帳手帳の対の対の対の対象象象象となっておりません中・となっておりません中・となっておりません中・となっておりません中・軽度軽度軽度軽度のののの難難難難聴聴聴聴児児児児に対しまして、に対しまして、に対しまして、に対しまして、

補補補補聴聴聴聴器器器器のののの早期着早期着早期着早期着用によりまして聴用によりまして聴用によりまして聴用によりまして聴力力力力のののの向向向向上、言上、言上、言上、言語語語語のののの発達等発達等発達等発達等をををを促促促促しまして、しまして、しまして、しまして、難難難難聴聴聴聴児児児児の健の健の健の健全全全全なななな

発達発達発達発達をををを支援支援支援支援するためにするためにするためにするために補補補補聴聴聴聴器購入費器購入費器購入費器購入費用の用の用の用の一一一一部を部を部を部を助助助助成するものでございます。成するものでございます。成するものでございます。成するものでございます。

続続続続きまして、２の高きまして、２の高きまして、２の高きまして、２の高齢齢齢齢者者者者支援支援支援支援のののの充充充充実実実実、、、、（１）高（１）高（１）高（１）高齢齢齢齢者の者の者の者の生生生生きがいきがいきがいきがいづづづづくりのくりのくりのくりの推推推推進でございま進でございま進でございま進でございま

す。す。す。す。

高高高高齢齢齢齢者者者者スポスポスポスポーーーーツ文化交流大ツ文化交流大ツ文化交流大ツ文化交流大会開会開会開会開催催催催事事事事業業業業につきましては、健康につきましては、健康につきましては、健康につきましては、健康寿命寿命寿命寿命日本日本日本日本一一一一をををを目指目指目指目指しまして、しまして、しまして、しまして、

高高高高齢齢齢齢者の者の者の者のスポスポスポスポーーーーツ活ツ活ツ活ツ活動や動や動や動や文化活文化活文化活文化活動の動の動の動の励み励み励み励みやややや発表発表発表発表のののの場場場場となります高となります高となります高となります高齢齢齢齢者者者者スポスポスポスポーーーーツ文化交流大ツ文化交流大ツ文化交流大ツ文化交流大

会を開会を開会を開会を開催催催催するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

次次次次に、に、に、に、７８ペ７８ペ７８ペ７８ペーーーージジジジ、高、高、高、高齢齢齢齢者者者者生生生生きがいきがいきがいきがいワワワワークークークーク支援支援支援支援事事事事業業業業につきましては、高につきましては、高につきましては、高につきましては、高齢齢齢齢者の者の者の者の生生生生きがいきがいきがいきがい

やややや就労就労就労就労のののの場場場場を創出するために、高を創出するために、高を創出するために、高を創出するために、高齢齢齢齢者が者が者が者が身近身近身近身近なななな仲仲仲仲間で行います間で行います間で行います間で行います起業等起業等起業等起業等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援支援支援支援をををを
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行うものでございます。行うものでございます。行うものでございます。行うものでございます。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、（２）（２）（２）（２）地域包地域包地域包地域包括括括括ケケケケアアアアシステムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築でございます。でございます。でございます。でございます。

地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターセンターセンターセンター機能強化機能強化機能強化機能強化事事事事業業業業につきましては、高につきましては、高につきましては、高につきましては、高齢齢齢齢者の者の者の者の相談相談相談相談、、、、支援体支援体支援体支援体制の中制の中制の中制の中心心心心とととと

なりますなりますなりますなります地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの機能機能機能機能をををを強化強化強化強化するために、さまざまな関係者から成りますするために、さまざまな関係者から成りますするために、さまざまな関係者から成りますするために、さまざまな関係者から成ります

地域包地域包地域包地域包括センター括センター括センター括センター機能強化推機能強化推機能強化推機能強化推進会議進会議進会議進会議等等等等を開を開を開を開催催催催いたします。また、センター職員のいたします。また、センター職員のいたします。また、センター職員のいたします。また、センター職員の研修研修研修研修を実を実を実を実

施するものでございます。施するものでございます。施するものでございます。施するものでございます。

訪訪訪訪問問問問看看看看護護護護利利利利用用用用円滑化支援円滑化支援円滑化支援円滑化支援事事事事業業業業でございます。でございます。でございます。でございます。在宅在宅在宅在宅療療療療養環境養環境養環境養環境のののの充充充充実を実を実を実を図図図図るために、るために、るために、るために、訪訪訪訪問問問問看看看看

護護護護ササササーーーービスビスビスビスのののの安安安安定定定定的的的的なななな供給体供給体供給体供給体制の制の制の制の維持維持維持維持、確、確、確、確保保保保をををを支援支援支援支援するものでございまして、するものでございまして、するものでございまして、するものでございまして、訪訪訪訪問問問問看看看看護護護護スススス

テテテテーーーーショショショションと医療ンと医療ンと医療ンと医療機機機機関関関関等等等等との連との連との連との連携携携携会議の開会議の開会議の開会議の開催等催等催等催等を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

７９ペ７９ペ７９ペ７９ペーーーージジジジ、、、、地域地域地域地域でででで取取取取りりりり組む認組む認組む認組む認知知知知症介症介症介症介護護護護支援支援支援支援事事事事業業業業でございます。でございます。でございます。でございます。認認認認知知知知症症症症対応対応対応対応ネットワネットワネットワネットワーーーー

ク会議の開ク会議の開ク会議の開ク会議の開催催催催やややや新新新新たにたにたにたに認認認認知知知知症家族介症家族介症家族介症家族介護護護護支援支援支援支援プログラプログラプログラプログラムムムムを実施することを実施することを実施することを実施すること等等等等によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、認認認認

知知知知症症症症のののの人人人人やややや介介介介護者を護者を護者を護者を地域地域地域地域でででで支援支援支援支援するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けるためのけるためのけるためのけるための仕仕仕仕組みづ組みづ組みづ組みづくり事くり事くり事くり事業業業業につきましては、これはにつきましては、これはにつきましては、これはにつきましては、これは五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町町町町及及及及びびびび

十十十十津川村における高津川村における高津川村における高津川村における高齢齢齢齢者の者の者の者の方方方方がががが生生生生きがいをきがいをきがいをきがいを持持持持ってってってって住住住住みみみみなれたなれたなれたなれた地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けることがでけることがでけることがでけることがで

きるきるきるきる仕仕仕仕組みづ組みづ組みづ組みづくりをくりをくりをくりを支援支援支援支援するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

８８８８００００ペペペペーーーージジジジ、、、、（３）（３）（３）（３）介介介介護護護護ササササーーーービス基ビス基ビス基ビス基盤盤盤盤のののの充充充充実、実、実、実、介介介介護護護護人材人材人材人材の確の確の確の確保保保保でございます。でございます。でございます。でございます。

まず、特別まず、特別まず、特別まず、特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整備整備整備整備につきましては、平成２４年につきましては、平成２４年につきましては、平成２４年につきましては、平成２４年度度度度にににに整備計画整備計画整備計画整備計画をいたしまをいたしまをいたしまをいたしま

した３施設１５０した３施設１５０した３施設１５０した３施設１５０床床床床のののの整備整備整備整備に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして補助補助補助補助を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

次次次次の施設開設の施設開設の施設開設の施設開設準準準準備備備備経経経経費助費助費助費助成特別対策事成特別対策事成特別対策事成特別対策事業業業業、また、その、また、その、また、その、また、その次次次次のののの介介介介護護護護基基基基盤緊急盤緊急盤緊急盤緊急整備等整備等整備等整備等特別対策特別対策特別対策特別対策

事事事事業業業業につきましては、平成２４年につきましては、平成２４年につきましては、平成２４年につきましては、平成２４年度度度度末終末終末終末終了了了了予定の予定の予定の予定の基基基基金金金金事事事事業業業業につきまして、実施につきまして、実施につきまして、実施につきまして、実施期期期期間が間が間が間が延延延延長長長長

されたことにされたことにされたことにされたことに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、基基基基金残金残金残金残高高高高見込見込見込見込み額み額み額み額を平成２５年を平成２５年を平成２５年を平成２５年度度度度当当当当初初初初予算に予算に予算に予算に計計計計上いたしまして、上いたしまして、上いたしまして、上いたしまして、

それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ介介介介護護護護老老老老人人人人福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設等等等等のののの円滑円滑円滑円滑な開設、あるいはな開設、あるいはな開設、あるいはな開設、あるいは介介介介護護護護保保保保険険険険ササササーーーービスビスビスビス施設の創設施設の創設施設の創設施設の創設等等等等に対に対に対に対

してしてしてして補助補助補助補助を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

８８８８１１１１ペペペペーーーージジジジ、高、高、高、高齢齢齢齢者の者の者の者の生活生活生活生活・・・・介介介介護護護護等等等等に関する県に関する県に関する県に関する県民調民調民調民調査につきましては、平成２６年査につきましては、平成２６年査につきましては、平成２６年査につきましては、平成２６年度度度度にににに

奈良県高奈良県高奈良県高奈良県高齢齢齢齢者福祉者福祉者福祉者福祉計画計画計画計画及及及及びびびび第６第６第６第６期期期期の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県介介介介護護護護保保保保険険険険事事事事業支援計画業支援計画業支援計画業支援計画の策定を行うの策定を行うの策定を行うの策定を行う必必必必要がござ要がござ要がござ要がござ

います。そのいます。そのいます。そのいます。その準準準準備備備備といたしまして、高といたしまして、高といたしまして、高といたしまして、高齢齢齢齢者の日者の日者の日者の日常常常常生活生活生活生活やややや介介介介護護護護等等等等に関する実に関する実に関する実に関する実態態態態をををを調調調調査いたし査いたし査いたし査いたし

まして、まして、まして、まして、現現現現状状状状把握、把握、把握、把握、課題課題課題課題抽抽抽抽出を行うものでございます。出を行うものでございます。出を行うものでございます。出を行うものでございます。

次次次次のののの介介介介護職員処護職員処護職員処護職員処遇遇遇遇改善等支援基改善等支援基改善等支援基改善等支援基金積金積金積金積立立立立金金金金、また、、また、、また、、また、次次次次のののの介介介介護護護護基基基基盤緊急盤緊急盤緊急盤緊急整備等支援基整備等支援基整備等支援基整備等支援基金積金積金積金積立立立立

金金金金につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、先先先先ほどご説明を申し上げましたが、施設開設ほどご説明を申し上げましたが、施設開設ほどご説明を申し上げましたが、施設開設ほどご説明を申し上げましたが、施設開設準準準準備備備備経経経経費助費助費助費助成特別対策事成特別対策事成特別対策事成特別対策事

業業業業、そして、そして、そして、そして介介介介護護護護基基基基盤緊急盤緊急盤緊急盤緊急整備等整備等整備等整備等特別対策事特別対策事特別対策事特別対策事業業業業のののの財源財源財源財源にににに充充充充てるために２月てるために２月てるために２月てるために２月補正補正補正補正によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、
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年年年年度度度度内に内に内に内に国国国国から受けから受けから受けから受け入入入入れましたれましたれましたれました資資資資金金金金をををを基基基基金金金金にににに積積積積み立み立み立み立てるものでございます。てるものでございます。てるものでございます。てるものでございます。

続続続続きまして、３、総合きまして、３、総合きまして、３、総合きまして、３、総合的的的的な福祉のな福祉のな福祉のな福祉の推推推推進進進進、、、、（１）（１）（１）（１）地域地域地域地域福祉の福祉の福祉の福祉の推推推推進でございます。進でございます。進でございます。進でございます。

新新新新たなたなたなたな地域地域地域地域のののの絆絆絆絆づづづづくり事くり事くり事くり事業業業業につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、地域地域地域地域のつながりがのつながりがのつながりがのつながりが希薄希薄希薄希薄化化化化する中で、例えする中で、例えする中で、例えする中で、例えばばばば

孤独死孤独死孤独死孤独死など、など、など、など、既存既存既存既存の福祉施策だけでは対処しの福祉施策だけでは対処しの福祉施策だけでは対処しの福祉施策だけでは対処し切切切切れないようなれないようなれないようなれないような地域地域地域地域のののの新新新新たなたなたなたな課題課題課題課題に対しましに対しましに対しましに対しまし

て、て、て、て、住住住住民民民民、行政、事、行政、事、行政、事、行政、事業業業業者などが連者などが連者などが連者などが連携携携携して、して、して、して、地域地域地域地域でででで支支支支えるえるえるえる体体体体制制制制づづづづくりを進めるためのくりを進めるためのくりを進めるためのくりを進めるための方方方方策を策を策を策を

検討検討検討検討する委員会を県でする委員会を県でする委員会を県でする委員会を県で立立立立ち上げます。そして市ち上げます。そして市ち上げます。そして市ち上げます。そして市町町町町村における村における村における村におけるモデモデモデモデルルルル地地地地区区区区でのでのでのでの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを支支支支

援援援援するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

次次次次の福祉の福祉の福祉の福祉避避避避難所難所難所難所をををを活活活活用した要用した要用した要用した要援援援援護者護者護者護者避避避避難支援推難支援推難支援推難支援推進事進事進事進事業業業業でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、災災災災害時害時害時害時要要要要援援援援護者護者護者護者

支援体支援体支援体支援体制制制制づづづづくりを進めるために、くりを進めるために、くりを進めるために、くりを進めるために、地域地域地域地域に応に応に応に応じじじじましたましたましたました災災災災害時害時害時害時要要要要援援援援護者護者護者護者支援支援支援支援対策を対策を対策を対策を検討検討検討検討する委する委する委する委

員会を設員会を設員会を設員会を設置置置置いたします。そして市いたします。そして市いたします。そして市いたします。そして市町町町町村が行います要村が行います要村が行います要村が行います要援援援援護者名護者名護者名護者名簿簿簿簿のののの整備整備整備整備と、あるいは福祉と、あるいは福祉と、あるいは福祉と、あるいは福祉避避避避

難所指難所指難所指難所指定を定を定を定を支援支援支援支援するものでございます。なお、福祉するものでございます。なお、福祉するものでございます。なお、福祉するものでございます。なお、福祉避避避避難所難所難所難所のののの整備整備整備整備につきましては、市につきましては、市につきましては、市につきましては、市町町町町村村村村

に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして防防防防災統災統災統災統括室が括室が括室が括室が所管所管所管所管をしています、をしています、をしています、をしています、避避避避難所機能難所機能難所機能難所機能緊急緊急緊急緊急強化補助強化補助強化補助強化補助事事事事業業業業のののの活活活活用をあわ用をあわ用をあわ用をあわ

せてせてせてせて働働働働きかけていく予定としているものです。きかけていく予定としているものです。きかけていく予定としているものです。きかけていく予定としているものです。

８８８８２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、（３）（３）（３）（３）生活援生活援生活援生活援護の護の護の護の充充充充実でございます。実でございます。実でございます。実でございます。

生活保生活保生活保生活保護受護受護受護受給給給給者者者者チャレチャレチャレチャレンンンンジサポジサポジサポジサポーーーートトトト事事事事業業業業でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、生活保生活保生活保生活保護受護受護受護受給給給給者の者の者の者の就労支援就労支援就労支援就労支援のののの

ためにためにためにために就労支援就労支援就労支援就労支援員を配員を配員を配員を配置置置置するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、生活保生活保生活保生活保護護護護世帯世帯世帯世帯のののの子子子子どもに対しますどもに対しますどもに対しますどもに対します支援支援支援支援といたしまといたしまといたしまといたしま

して、高して、高して、高して、高校就学支援校就学支援校就学支援校就学支援員の配員の配員の配員の配置置置置に加えてに加えてに加えてに加えて自自自自立支援モデ立支援モデ立支援モデ立支援モデル事ル事ル事ル事業業業業として、中として、中として、中として、中学生学生学生学生に対し、に対し、に対し、に対し、生活生活生活生活面面面面、、、、

学習学習学習学習面面面面のののの支援支援支援支援をををを引引引引きききき続続続続き実施するものでございます。き実施するものでございます。き実施するものでございます。き実施するものでございます。

次次次次のののの緊急緊急緊急緊急雇雇雇雇用創出事用創出事用創出事用創出事業業業業臨臨臨臨時時時時特例特例特例特例基基基基金積金積金積金積立立立立金金金金でございますが、２月でございますが、２月でございますが、２月でございますが、２月補正補正補正補正予算におきまして、予算におきまして、予算におきまして、予算におきまして、

住住住住宅手宅手宅手宅手当当当当緊急緊急緊急緊急特別特別特別特別措措措措置置置置事事事事業等業等業等業等にににに充充充充てるために、てるために、てるために、てるために、国国国国から受けから受けから受けから受け入入入入れましたれましたれましたれました資資資資金金金金をををを基基基基金金金金にににに積積積積み立み立み立み立

てるものでございます。てるものでございます。てるものでございます。てるものでございます。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、（４）医療（４）医療（４）医療（４）医療保保保保険険険険制制制制度度度度のののの円滑円滑円滑円滑なななな運運運運用でございます。用でございます。用でございます。用でございます。

８８８８３３３３ペペペペーーーージジジジ、後、後、後、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給給給給付付付付事事事事業業業業は、は、は、は、被被被被保保保保険険険険者者者者数数数数が１５が１５が１５が１５万万万万３３３３，，，，００００００００００００人人人人から１５から１５から１５から１５万万万万

８８８８，，，，００００００００００００人へ人へ人へ人へのののの増増増増加が加が加が加が見込見込見込見込まれることまれることまれることまれること等等等等をををを踏踏踏踏まえまして、まえまして、まえまして、まえまして、所所所所要要要要額額額額をををを計計計計上したものでござ上したものでござ上したものでござ上したものでござ

います。います。います。います。

後後後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財財財財政政政政安安安安定定定定化基化基化基化基金金金金事事事事業業業業につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、保保保保険料険料険料険料のののの未未未未納リ納リ納リ納リススススクやクやクやクや見込見込見込見込みみみみ以以以以上上上上

の医療の医療の医療の医療給給給給付付付付費費費費のののの増増増増加に対応するための加に対応するための加に対応するための加に対応するための積積積積み立み立み立み立てと、また、てと、また、てと、また、てと、また、保保保保険料険料険料険料率率率率のののの改改改改定定定定時時時時におきますにおきますにおきますにおきます保保保保

険料険料険料険料のののの増増増増加加加加抑抑抑抑制を制を制を制を図図図図るために、後るために、後るために、後るために、後期期期期高高高高齢齢齢齢者医療広者医療広者医療広者医療広域域域域連合に対して連合に対して連合に対して連合に対して交交交交付金付金付金付金をををを交交交交付付付付するものでするものでするものでするもので

ございます。ございます。ございます。ございます。

次次次次にににに、、、、（５）福祉医療対策の（５）福祉医療対策の（５）福祉医療対策の（５）福祉医療対策の推推推推進といたしまして、進といたしまして、進といたしまして、進といたしまして、心身障害心身障害心身障害心身障害者医療者医療者医療者医療費助費助費助費助成事成事成事成事業業業業をはをはをはをはじじじじめめめめ
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重度心身障害重度心身障害重度心身障害重度心身障害老老老老人等人等人等人等医療医療医療医療費助費助費助費助成事成事成事成事業業業業、または、または、または、または乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児医療医療医療医療費助費助費助費助成事成事成事成事業業業業、、、、ひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭等等等等医療医療医療医療

費助費助費助費助成事成事成事成事業業業業の、これら４つの事の、これら４つの事の、これら４つの事の、これら４つの事業業業業につきましては、福祉医療制につきましては、福祉医療制につきましては、福祉医療制につきましては、福祉医療制度度度度に係るに係るに係るに係る経経経経費費費費でございましでございましでございましでございまし

て、て、て、て、心身障害心身障害心身障害心身障害者、者、者、者、乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児、また、、また、、また、、また、ひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭等等等等のののの親子親子親子親子等等等等に対しますに対しますに対しますに対します助助助助成を実施するもの成を実施するもの成を実施するもの成を実施するもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

最後に、１２２最後に、１２２最後に、１２２最後に、１２２ペペペペーーーージジジジ、政策、政策、政策、政策課題課題課題課題のののの紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興のうち、興のうち、興のうち、興のうち、被災被災被災被災地域地域地域地域

のののの迅速迅速迅速迅速なななな立立立立ちちちち直直直直り・回り・回り・回り・回復復復復でございますが、３のでございますが、３のでございますが、３のでございますが、３の避避避避難難難難者・者・者・者・被災被災被災被災者者者者支援支援支援支援のののの被災被災被災被災者に対するきめ者に対するきめ者に対するきめ者に対するきめ

細細細細かなかなかなかな生活支援生活支援生活支援生活支援事事事事業業業業でございます。これは平成２４年でございます。これは平成２４年でございます。これは平成２４年でございます。これは平成２４年度度度度にににに引引引引きききき続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水

害害害害のののの被災被災被災被災者で応者で応者で応者で応急仮急仮急仮急仮設設設設住住住住宅宅宅宅にににに入入入入居居居居されているされているされているされている方方方方に対しまして、に対しまして、に対しまして、に対しまして、テテテテレレレレビビビビ、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯機機機機などのなどのなどのなどの生活生活生活生活

家家家家電製品電製品電製品電製品のののの貸与貸与貸与貸与を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

ただいまご説明申し上げましたただいまご説明申し上げましたただいまご説明申し上げましたただいまご説明申し上げました主主主主要事要事要事要事業業業業のうち、のうち、のうち、のうち、基基基基金積金積金積金積立立立立金金金金をををを除除除除きますきますきますきます金金金金額額額額欄記載欄記載欄記載欄記載の２の２の２の２

月月月月補正補正補正補正分につきましては、分につきましては、分につきましては、分につきましては、国補正国補正国補正国補正予算予算予算予算等等等等に対応するために、に対応するために、に対応するために、に対応するために、全額全額全額全額平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度にににに繰繰繰繰りりりり越越越越しししし

をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

以以以以上が平成２５年上が平成２５年上が平成２５年上が平成２５年度度度度当当当当初初初初予算、平成２４年予算、平成２４年予算、平成２４年予算、平成２４年度度度度２月２月２月２月補正補正補正補正予算の予算の予算の予算の主主主主要事要事要事要事業業業業のののの概概概概要でございま要でございま要でございま要でございま

す。す。す。す。

続続続続きまして、平成２４年きまして、平成２４年きまして、平成２４年きまして、平成２４年度度度度２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の追追追追加提出分について加提出分について加提出分について加提出分について、、、、「「「「平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年度度度度２月２月２月２月

補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の追追追追加提出分の加提出分の加提出分の加提出分の概概概概要要要要」」」」でございます。これによりまして説明をさせていただきでございます。これによりまして説明をさせていただきでございます。これによりまして説明をさせていただきでございます。これによりまして説明をさせていただき

ます。ます。ます。ます。

まず、２まず、２まず、２まず、２ペペペペーーーージジジジはははは増増増増額補正額補正額補正額補正についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害災災災災害害害害弔慰金弔慰金弔慰金弔慰金のののの給給給給付付付付についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害でででで死亡死亡死亡死亡またまたまたまた

は行は行は行は行方方方方不不不不明になられました明になられました明になられました明になられました方方方方のごのごのごのご遺遺遺遺族族族族に対してに対してに対してに対して支給支給支給支給されるものでございます。平成２３年されるものでございます。平成２３年されるものでございます。平成２３年されるものでございます。平成２３年

度度度度にににに大大大大部分の部分の部分の部分の方へ方へ方へ方へはははは支給支給支給支給がががが終終終終わっておりますが、今回わっておりますが、今回わっておりますが、今回わっておりますが、今回残残残残っておられました２名のっておられました２名のっておられました２名のっておられました２名の方へ方へ方へ方へのののの支支支支

給給給給が確定しましたことにより、が確定しましたことにより、が確定しましたことにより、が確定しましたことにより、所所所所要要要要額額額額をををを計計計計上するものでございます。上するものでございます。上するものでございます。上するものでございます。

次次次次に、に、に、に、障害障害障害障害者者者者自自自自立支援立支援立支援立支援訓練訓練訓練訓練等給等給等給等給付付付付事事事事業業業業、また、、また、、また、、また、障害児障害児障害児障害児通通通通所給所給所給所給付付付付事事事事業業業業の２事の２事の２事の２事業業業業でございまでございまでございまでございま

すが、いずれもすが、いずれもすが、いずれもすが、いずれもササササーーーービスビスビスビスのののの利利利利用者用者用者用者人人人人員が員が員が員が増増増増加したものによるものでございます。加したものによるものでございます。加したものによるものでございます。加したものによるものでございます。

次次次次に、３に、３に、３に、３ペペペペーーーージジジジはははは減減減減額補正額補正額補正額補正についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。

国民国民国民国民健康健康健康健康保保保保険険険険基基基基盤盤盤盤安安安安定定定定化化化化事事事事業業業業、そして後、そして後、そして後、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保保保険険険険基基基基盤盤盤盤安安安安定定定定化化化化事事事事業業業業の２つの事の２つの事の２つの事の２つの事業業業業

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、いずれも保保保保険料険料険料険料軽軽軽軽減減減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込見込見込見込みみみみをををを下下下下回ったことにより、回ったことにより、回ったことにより、回ったことにより、減減減減額額額額をををを

するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

次次次次に、に、に、に、繰繰繰繰越越越越明明明明許許許許費補正費補正費補正費補正のののの新規新規新規新規分でございます。分でございます。分でございます。分でございます。

老老老老人人人人福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設整備費補助整備費補助整備費補助整備費補助につきましては、特別につきましては、特別につきましては、特別につきましては、特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創設に要しますの創設に要しますの創設に要しますの創設に要します経経経経費費費費をををを
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補助補助補助補助するものでございますが、事するものでございますが、事するものでございますが、事するものでございますが、事業主体業主体業主体業主体のおくれによりましてのおくれによりましてのおくれによりましてのおく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ざしを行うものでござしを行うものでござしを行うものでござ

います。います。います。います。

最後に、６最後に、６最後に、６最後に、６ペペペペーーーージジジジはははは繰繰繰繰越越越越明明明明許許許許費補正費補正費補正費補正のののの変更変更変更変更についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。

障害障害障害障害者福祉施設者福祉施設者福祉施設者福祉施設整備整備整備整備事事事事業業業業につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、障害障害障害障害者の者の者の者の生活生活生活生活、、、、介介介介護、護、護、護、就労就労就労就労、、、、移移移移行行行行支援等支援等支援等支援等の施の施の施の施

設設設設整備整備整備整備に要するに要するに要するに要する経経経経費費費費をををを補助補助補助補助するものでございますが、事するものでございますが、事するものでございますが、事するものでございますが、事業主体業主体業主体業主体のおくれによりましてのおくれによりましてのおくれによりましてのおくれによりまして繰繰繰繰越越越越

額額額額のののの変更変更変更変更をお願いするものでございます。をお願いするものでございます。をお願いするものでございます。をお願いするものでございます。

以以以以上が平成２４年上が平成２４年上が平成２４年上が平成２４年度度度度２月２月２月２月補正補正補正補正予算案、予算案、予算案、予算案、追追追追加提出分の加提出分の加提出分の加提出分の概概概概要でございます。要でございます。要でございます。要でございます。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、条条条条例案につきまして説明をさせていただきます例案につきまして説明をさせていただきます例案につきまして説明をさせていただきます例案につきまして説明をさせていただきます。。。。「「「「平成２５年２月県議会平成２５年２月県議会平成２５年２月県議会平成２５年２月県議会

提出提出提出提出条条条条例例例例」」」」というというというという資資資資料料料料をお願いいたします。健康福祉部につきましては、３本のをお願いいたします。健康福祉部につきましては、３本のをお願いいたします。健康福祉部につきましては、３本のをお願いいたします。健康福祉部につきましては、３本の条条条条例を提例を提例を提例を提

案させていただいております。案させていただいております。案させていただいております。案させていただいております。

まず、まず、まず、まず、７ペ７ペ７ペ７ペーーーージジジジ、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県附属附属附属附属機機機機関に関する関に関する関に関する関に関する条条条条例の例の例の例の一一一一部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする条条条条例でございます。健例でございます。健例でございます。健例でございます。健

康福祉部が康福祉部が康福祉部が康福祉部が所管所管所管所管いたしますものは、要旨いたしますものは、要旨いたしますものは、要旨いたしますものは、要旨欄欄欄欄の１の（２）奈良県高の１の（２）奈良県高の１の（２）奈良県高の１の（２）奈良県高齢齢齢齢者者者者生生生生きがいきがいきがいきがいワワワワーク創設ーク創設ーク創設ーク創設

支援支援支援支援事事事事業補助業補助業補助業補助金金金金審査委員会の設審査委員会の設審査委員会の設審査委員会の設置置置置と、２の奈良県と、２の奈良県と、２の奈良県と、２の奈良県歯科歯科歯科歯科保保保保健健健健検討検討検討検討委員会の名委員会の名委員会の名委員会の名称称称称等等等等のののの変更変更変更変更の２の２の２の２

点点点点でございます。奈良県高でございます。奈良県高でございます。奈良県高でございます。奈良県高齢齢齢齢者者者者生生生生きがいきがいきがいきがいワワワワーク創設ーク創設ーク創設ーク創設支援支援支援支援事事事事業補助業補助業補助業補助金金金金審査委員会につきまし審査委員会につきまし審査委員会につきまし審査委員会につきまし

ては、高ては、高ては、高ては、高齢齢齢齢者が者が者が者が身近身近身近身近なななな仲仲仲仲間で行います間で行います間で行います間で行います起業等起業等起業等起業等のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを公募公募公募公募をいたしまして、応をいたしまして、応をいたしまして、応をいたしまして、応募募募募のあのあのあのあ

った中からった中からった中からった中から補助補助補助補助対対対対象象象象事事事事業業業業をををを選選選選定するための委員会を定するための委員会を定するための委員会を定するための委員会を新新新新設するものでございます。設するものでございます。設するものでございます。設するものでございます。

次次次次に、奈良県に、奈良県に、奈良県に、奈良県歯科歯科歯科歯科保保保保健健健健検討検討検討検討委員会の名委員会の名委員会の名委員会の名称称称称等等等等のののの変更変更変更変更につきましては、平成２３年につきましては、平成２３年につきましては、平成２３年につきましては、平成２３年８８８８月施行月施行月施行月施行

のののの歯科口腔歯科口腔歯科口腔歯科口腔保保保保健の健の健の健の推推推推進に関する進に関する進に関する進に関する法律法律法律法律の中で、の中で、の中で、の中で、歯科歯科歯科歯科あるいはあるいはあるいはあるいは口腔口腔口腔口腔というというというという文文文文言が言が言が言が表表表表記記記記されましされましされましされまし

たことにたことにたことにたことに伴伴伴伴い、名い、名い、名い、名称称称称を奈良県を奈良県を奈良県を奈良県歯歯歯歯とととと口腔口腔口腔口腔の健康の健康の健康の健康づづづづくりくりくりくり検討検討検討検討委員会に、また、その担委員会に、また、その担委員会に、また、その担委員会に、また、その担任任任任する事する事する事する事

務を務を務を務を歯科口腔歯科口腔歯科口腔歯科口腔保保保保健に関する健に関する健に関する健に関する重重重重要事要事要事要事項項項項についての審議に関する事務にについての審議に関する事務にについての審議に関する事務にについての審議に関する事務に変更変更変更変更するものでございするものでございするものでございするものでござい

ます。ます。ます。ます。新新新新旧旧旧旧対対対対照照照照表表表表につきましては、それにつきましては、それにつきましては、それにつきましては、それぞぞぞぞれれれれ９ペ９ペ９ペ９ペーーーージジジジから１０から１０から１０から１０ペペペペーーーージジジジにににに記載記載記載記載のとおりでごのとおりでごのとおりでごのとおりでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

続続続続きまして、１２２きまして、１２２きまして、１２２きまして、１２２ペペペペーーーージジジジが奈良県が奈良県が奈良県が奈良県介介介介護護護護基基基基盤緊急盤緊急盤緊急盤緊急整備等支援基整備等支援基整備等支援基整備等支援基金条金条金条金条例の例の例の例の一一一一部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする

条条条条例でございます。そして、１２４例でございます。そして、１２４例でございます。そして、１２４例でございます。そして、１２４ペペペペーーーージジジジが奈良県が奈良県が奈良県が奈良県介介介介護職員処護職員処護職員処護職員処遇遇遇遇改善等支援基改善等支援基改善等支援基改善等支援基金条金条金条金条例の例の例の例の一一一一

部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする条条条条例でございます。２つあわせて説明をさせていただきます。例でございます。２つあわせて説明をさせていただきます。例でございます。２つあわせて説明をさせていただきます。例でございます。２つあわせて説明をさせていただきます。

この２つのこの２つのこの２つのこの２つの条条条条例につきましては、当例につきましては、当例につきましては、当例につきましては、当該該該該基基基基金金金金をををを充充充充当する事当する事当する事当する事業業業業の実施の実施の実施の実施期期期期間が、それ間が、それ間が、それ間が、それぞぞぞぞれ平成れ平成れ平成れ平成

２５年２５年２５年２５年度度度度末末末末までの１年間までの１年間までの１年間までの１年間延延延延長されたことに長されたことに長されたことに長されたことに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、有効期有効期有効期有効期限限限限を平成２６年１２月３１を平成２６年１２月３１を平成２６年１２月３１を平成２６年１２月３１

日まで日まで日まで日まで延延延延長するために長するために長するために長するために所所所所要の要の要の要の改正改正改正改正を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。新新新新旧旧旧旧対対対対照照照照表表表表につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

それそれそれそれぞぞぞぞれ１２３れ１２３れ１２３れ１２３ペペペペーーーージジジジ、そして１２５、そして１２５、そして１２５、そして１２５ペペペペーーーージジジジにににに記載記載記載記載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

以以以以上が健康福祉部関連の２月定例県議会提出議案の上が健康福祉部関連の２月定例県議会提出議案の上が健康福祉部関連の２月定例県議会提出議案の上が健康福祉部関連の２月定例県議会提出議案の概概概概要でございます。よろしくご審議要でございます。よろしくご審議要でございます。よろしくご審議要でございます。よろしくご審議
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のほどお願い申し上げます。のほどお願い申し上げます。のほどお願い申し上げます。のほどお願い申し上げます。

○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 それでは、２月定例県議会提出議案のうち、こども・女性局のそれでは、２月定例県議会提出議案のうち、こども・女性局のそれでは、２月定例県議会提出議案のうち、こども・女性局のそれでは、２月定例県議会提出議案のうち、こども・女性局の

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度当当当当初初初初予算につきまして予算につきまして予算につきまして予算につきまして、、、、「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計・特別会・特別会・特別会・特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、要、要、要、

平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計・特別会・特別会・特別会・特別会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」」」」にににに基づ基づ基づ基づきまして説明させていたきまして説明させていたきまして説明させていたきまして説明させていた

だきます。だきます。だきます。だきます。

８８８８４４４４ペペペペーーーージジジジ、政策、政策、政策、政策課題課題課題課題、くらしの、くらしの、くらしの、くらしの向向向向上のうち、こども・女性上のうち、こども・女性上のうち、こども・女性上のうち、こども・女性支援支援支援支援のののの充充充充実でございます。実でございます。実でございます。実でございます。

１の１の１の１の子子子子育育育育てててて支援支援支援支援のののの充充充充実実実実、、、、（１）の（１）の（１）の（１）の子子子子育育育育てててて家家家家庭庭庭庭へへへへのののの支援支援支援支援といたしましては、奈良県こどといたしましては、奈良県こどといたしましては、奈良県こどといたしましては、奈良県こど

も・も・も・も・子子子子育育育育てててて支援推支援推支援推支援推進会議進会議進会議進会議運営運営運営運営事事事事業業業業では、平成２では、平成２では、平成２では、平成２７７７７年４月より本年４月より本年４月より本年４月より本格格格格実施が実施が実施が実施が想想想想定されておりま定されておりま定されておりま定されておりま

す、す、す、す、子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育てててて支援新支援新支援新支援新制制制制度度度度にににに向向向向けまして、本県のこども・けまして、本県のこども・けまして、本県のこども・けまして、本県のこども・子子子子育育育育てに関する施策のてに関する施策のてに関する施策のてに関する施策の更更更更新新新新

等等等等につきましてにつきましてにつきましてにつきまして検討検討検討検討を進めるため、奈良県こども・を進めるため、奈良県こども・を進めるため、奈良県こども・を進めるため、奈良県こども・子子子子育育育育てててて支援推支援推支援推支援推進会議を設進会議を設進会議を設進会議を設置置置置し、し、し、し、運営運営運営運営しししし

てまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

次次次次世世世世代代代代育育育育成成成成支援支援支援支援対策対策対策対策推推推推進事進事進事進事業業業業では、県内のでは、県内のでは、県内のでは、県内の子子子子育育育育て関係て関係て関係て関係団団団団体体体体やややや学学学学識経験識経験識経験識経験者などにより者などにより者などにより者などにより構構構構成成成成

される奈良県こども・される奈良県こども・される奈良県こども・される奈良県こども・子子子子育育育育て応て応て応て応援援援援県県県県民民民民会議の意会議の意会議の意会議の意見見見見をををを踏踏踏踏まえまして、まえまして、まえまして、まえまして、各種各種各種各種のこども・のこども・のこども・のこども・子子子子育育育育てててて

支援支援支援支援策を策を策を策を推推推推進してまいります。また、進してまいります。また、進してまいります。また、進してまいります。また、児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待のののの未未未未然然然然防止防止防止防止及及及及び児童び児童び児童び児童の健やかな成長のため、の健やかな成長のため、の健やかな成長のため、の健やかな成長のため、

親親親親のののの育児育児育児育児不不不不安安安安、、、、負負負負担担担担感感感感をををを軽軽軽軽減減減減するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、親親親親がががが身近身近身近身近なななな地域地域地域地域のののの人人人人からのからのからのからの支支支支えをえをえをえを得得得得て、て、て、て、子子子子育育育育

てにてにてにてに取取取取りりりり組む組む組む組む意意意意欲欲欲欲やややや自信自信自信自信を高めていくことができますよう、を高めていくことができますよう、を高めていくことができますよう、を高めていくことができますよう、子子子子育育育育てに関するてに関するてに関するてに関する情報情報情報情報提提提提供供供供をををを充充充充

実いたしますとともに、市実いたしますとともに、市実いたしますとともに、市実いたしますとともに、市町町町町村の村の村の村の地域地域地域地域子子子子育育育育てててて支援拠点支援拠点支援拠点支援拠点のののの運営運営運営運営のののの向向向向上などに上などに上などに上などに取取取取りりりり組組組組んでまいんでまいんでまいんでまい

ります。ります。ります。ります。

次次次次のののの児童手児童手児童手児童手当の当の当の当の給給給給付付付付では、では、では、では、児童手児童手児童手児童手当当当当支給額支給額支給額支給額のうち、のうち、のうち、のうち、一一一一部、部、部、部、扶扶扶扶養養養養者の３者の３者の３者の３歳歳歳歳未未未未満満満満分を分を分を分を除除除除きまきまきまきま

して、して、して、して、国国国国とととと地方地方地方地方が２対１でが２対１でが２対１でが２対１で負負負負担するとされております担するとされております担するとされております担するとされております経経経経費費費費につきまして予算につきまして予算につきまして予算につきまして予算計計計計上をしてお上をしてお上をしてお上をしてお

ります。ります。ります。ります。

（２）の（２）の（２）の（２）の子子子子育育育育てててて環境環境環境環境のののの充充充充実といたしまして、実といたしまして、実といたしまして、実といたしまして、安心安心安心安心こどもこどもこどもこども基基基基金積金積金積金積立立立立金金金金は、２月は、２月は、２月は、２月補正補正補正補正でござでござでござでござ

いますが、県で設いますが、県で設いますが、県で設いますが、県で設置置置置しているしているしているしている安心安心安心安心こどもこどもこどもこども基基基基金金金金につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、国補正国補正国補正国補正予算案予算案予算案予算案等等等等をををを活活活活用いたし用いたし用いたし用いたし

まして、まして、まして、まして、保育所保育所保育所保育所のののの整備整備整備整備やややや保育所保育所保育所保育所の処の処の処の処遇遇遇遇改善改善改善改善、、、、地域地域地域地域のののの子子子子育育育育てててて支援支援支援支援のののの充充充充実など、実など、実など、実など、子子子子どもをどもをどもをどもを安心安心安心安心

してしてしてして育育育育てることができるてることができるてることができるてることができる体体体体制制制制整備整備整備整備のためののためののためののための所所所所要の要の要の要の経経経経費費費費をををを国国国国からからからから交交交交付付付付を受け、を受け、を受け、を受け、基基基基金金金金にににに積積積積みみみみ増増増増

しするものでございます。しするものでございます。しするものでございます。しするものでございます。

次次次次のののの安心安心安心安心子子子子育育育育てててて支援支援支援支援対策事対策事対策事対策事業業業業では、では、では、では、安心安心安心安心こどもこどもこどもこども基基基基金金金金をををを活活活活用して、用して、用して、用して、民民民民間間間間保育所保育所保育所保育所のののの新新新新設、設、設、設、増増増増

設設設設等等等等に要するに要するに要するに要する経経経経費費費費を市を市を市を市町町町町村に村に村に村に助助助助成し、成し、成し、成し、保育所保育所保育所保育所の定員の定員の定員の定員増増増増によりによりによりにより待待待待機児童機児童機児童機児童のののの解解解解消消消消を進めてまいを進めてまいを進めてまいを進めてまい

ります。ります。ります。ります。

８８８８５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、保育保育保育保育士士士士等等等等処処処処遇遇遇遇改善改善改善改善事事事事業業業業では、では、では、では、保育保育保育保育士士士士のののの人材人材人材人材確確確確保保保保対策を対策を対策を対策を推推推推進する進する進する進する一環一環一環一環といたといたといたといた
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しまして、しまして、しまして、しまして、保育保育保育保育士士士士等等等等の処の処の処の処遇遇遇遇改善改善改善改善、、、、具体的具体的具体的具体的にはにはにはには賃賃賃賃金金金金のののの改善改善改善改善にににに取取取取りりりり組む民組む民組む民組む民間間間間保育所保育所保育所保育所に対しましに対しましに対しましに対しまし

てててて助助助助成するものでございます。成するものでございます。成するものでございます。成するものでございます。

保育保育保育保育対策対策対策対策等促等促等促等促進事進事進事進事業費補助業費補助業費補助業費補助では、多では、多では、多では、多様様様様なななな保育保育保育保育ニーニーニーニーズズズズに対応するため、に対応するため、に対応するため、に対応するため、病児病児病児病児・・・・病病病病後後後後児保育児保育児保育児保育

やややや延延延延長長長長保育保育保育保育などに要するなどに要するなどに要するなどに要する経経経経費費費費を市を市を市を市町町町町村に対しまして村に対しまして村に対しまして村に対しまして助助助助成をするものでございます。成をするものでございます。成をするものでございます。成をするものでございます。

放放放放課課課課後後後後児童児童児童児童健健健健全育全育全育全育成事成事成事成事業費補助業費補助業費補助業費補助では、では、では、では、保保保保護者が護者が護者が護者が働働働働いているなど、昼間いているなど、昼間いているなど、昼間いているなど、昼間家家家家庭庭庭庭にいない、おにいない、おにいない、おにいない、お

おおおおむむむむね小ね小ね小ね小学校学校学校学校３年３年３年３年生生生生までを対までを対までを対までを対象象象象とするとするとするとする放放放放課課課課後後後後児童児童児童児童ククククラブラブラブラブのののの運営運営運営運営に要するに要するに要するに要する経経経経費費費費をををを助助助助成するも成するも成するも成するも

のでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、（３）（３）（３）（３）ひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭へへへへのののの支援支援支援支援といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、次次次次のののの８８８８６６６６ペペペペーーーージジジジ、、、、母子母子母子母子家家家家

庭庭庭庭のののの母母母母等等等等のののの就業支援就業支援就業支援就業支援事事事事業業業業では、では、では、では、母子母子母子母子家家家家庭庭庭庭のののの母母母母やややや父子父子父子父子家家家家庭庭庭庭のののの父父父父等等等等がががが経済経済経済経済的的的的なななな自自自自立立立立やややや生活生活生活生活のののの向向向向

上を上を上を上を図図図図れますよう、奈良県れますよう、奈良県れますよう、奈良県れますよう、奈良県母子母子母子母子家家家家庭庭庭庭等就業等就業等就業等就業自自自自立支援立支援立支援立支援センター、通センター、通センター、通センター、通称称称称ススススママママイイイイルセンターにおルセンターにおルセンターにおルセンターにお

きまして、きまして、きまして、きまして、就業相談就業相談就業相談就業相談やややや就業支援就業支援就業支援就業支援講講講講習習習習会の実施、会の実施、会の実施、会の実施、情報情報情報情報提提提提供供供供などを行い、などを行い、などを行い、などを行い、就業就業就業就業によるによるによるによる自自自自立立立立をををを支支支支

援援援援いたします。いたします。いたします。いたします。

２の２の２の２の児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待対策の対策の対策の対策の充充充充実といたしましては、実といたしましては、実といたしましては、実といたしましては、児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待防止推防止推防止推防止推進事進事進事進事業業業業では、では、では、では、深刻深刻深刻深刻化化化化するするするする児児児児

童童童童虐待虐待虐待虐待に対応するため、に対応するため、に対応するため、に対応するため、安心安心安心安心こどもこどもこどもこども基基基基金金金金等等等等をををを活活活活用して、用して、用して、用して、児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待のののの防止防止防止防止にににに向向向向けたけたけたけた各種各種各種各種のののの取取取取

りりりり組み組み組み組みを実施いたします。を実施いたします。を実施いたします。を実施いたします。

次次次次の中の中の中の中央央央央こどもこどもこどもこども家家家家庭庭庭庭相談相談相談相談センターセンターセンターセンター整備整備整備整備事事事事業業業業では、中では、中では、中では、中央央央央こどもこどもこどもこども家家家家庭庭庭庭相談相談相談相談センターにおきまセンターにおきまセンターにおきまセンターにおきま

して、して、して、して、児童相談機能児童相談機能児童相談機能児童相談機能のののの充充充充実を実を実を実を図図図図りますとともに、りますとともに、りますとともに、りますとともに、一時保一時保一時保一時保護護護護児童児童児童児童に対して、に対して、に対して、に対して、心心心心温温温温まるきめまるきめまるきめまるきめ細細細細

やかなやかなやかなやかなケケケケアをアをアをアを一一一一層層層層推推推推進するため、進するため、進するため、進するため、老朽老朽老朽老朽化化化化している施設をしている施設をしている施設をしている施設を整備整備整備整備するものでございます。平成するものでございます。平成するものでございます。平成するものでございます。平成

２４年２４年２４年２４年度度度度にににに工工工工事事事事着手着手着手着手し、平成２６年１月のし、平成２６年１月のし、平成２６年１月のし、平成２６年１月の整備整備整備整備完完完完了了了了を予定しております。を予定しております。を予定しております。を予定しております。

次次次次のののの児童養児童養児童養児童養護施設護施設護施設護施設等等等等措措措措置費置費置費置費では、では、では、では、児童養児童養児童養児童養護施設や護施設や護施設や護施設や乳乳乳乳児児児児院院院院にににに入所入所入所入所した要した要した要した要保保保保護護護護児童等児童等児童等児童等のののの保保保保護護護護

に係るに係るに係るに係る経経経経費費費費をををを負負負負担しております。担しております。担しております。担しております。

児童養児童養児童養児童養護施設護施設護施設護施設等等等等キャリキャリキャリキャリアアアアアアアアッッッッププププ事事事事業業業業では、では、では、では、児童養児童養児童養児童養護施設護施設護施設護施設等等等等の職員の処の職員の処の職員の処の職員の処遇遇遇遇対応対応対応対応力力力力のののの向向向向上の上の上の上の

ためのためのためのための研修研修研修研修を実施するものでございます。を実施するものでございます。を実施するものでございます。を実施するものでございます。

８７ペ８７ペ８７ペ８７ペーーーージジジジ、３の女性の、３の女性の、３の女性の、３の女性の就労支援等就労支援等就労支援等就労支援等のののの推推推推進進進進、、、、（１）の女性の（１）の女性の（１）の女性の（１）の女性の就労支援就労支援就労支援就労支援といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、

子子子子育育育育て女性て女性て女性て女性就就就就職職職職支援支援支援支援事事事事業業業業では、奈良では、奈良では、奈良では、奈良労労労労働働働働会会会会館館館館内の内の内の内の子子子子育育育育て女性て女性て女性て女性就就就就職職職職相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、

就就就就職職職職相談相談相談相談やややや情報情報情報情報提提提提供供供供を行いますとともに、を行いますとともに、を行いますとともに、を行いますとともに、就就就就職や職や職や職や起業起業起業起業をををを目指目指目指目指す女性を対す女性を対す女性を対す女性を対象象象象にしたセにしたセにしたセにしたセミナミナミナミナーーーー

等等等等を実施し、を実施し、を実施し、を実施し、就労就労就労就労にににに向向向向けてのけてのけてのけての支援支援支援支援にににに引引引引きききき続続続続きききき取取取取りりりり組組組組んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。

ワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンス推ス推ス推ス推進事進事進事進事業業業業では、では、では、では、経済団経済団経済団経済団体体体体やややや労労労労働働働働者者者者団団団団体体体体と連と連と連と連携携携携いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

ワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンスススス実実実実践践践践のためのセのためのセのためのセのためのセミナミナミナミナーを開ーを開ーを開ーを開催催催催いたしますとともに、実いたしますとともに、実いたしますとともに、実いたしますとともに、実践践践践マニマニマニマニュュュュ

アルをアルをアルをアルを作作作作成して事成して事成して事成して事業所業所業所業所のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを支援支援支援支援し、女性がし、女性がし、女性がし、女性が働働働働きやすい職きやすい職きやすい職きやすい職場環境づ場環境づ場環境づ場環境づくりをくりをくりをくりを推推推推進して進して進して進して
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まいります。まいります。まいります。まいります。

（２）の女性（２）の女性（２）の女性（２）の女性相談保相談保相談保相談保護対策の護対策の護対策の護対策の推推推推進といたしまして、女性進といたしまして、女性進といたしまして、女性進といたしまして、女性相談相談相談相談対策事対策事対策事対策事業業業業では、では、では、では、暴暴暴暴力力力力被被被被害害害害女女女女

性の性の性の性の保保保保護護護護及及及及びびびび要要要要保保保保護女護女護女護女子子子子のののの支援支援支援支援をををを目的目的目的目的といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、相談相談相談相談、、、、一時保一時保一時保一時保護を行いますととも護を行いますととも護を行いますととも護を行いますととも

に、に、に、に、経済経済経済経済的的的的、、、、社社社社会会会会的的的的またはまたはまたはまたは家家家家庭庭庭庭的的的的にににに不不不不安安安安やややや悩悩悩悩みみみみをををを抱抱抱抱える女性のえる女性のえる女性のえる女性の一般相談一般相談一般相談一般相談を行うものでござを行うものでござを行うものでござを行うものでござ

います。います。います。います。

次次次次ののののＤＶＤＶＤＶＤＶ相談支援相談支援相談支援相談支援事事事事業業業業では、市では、市では、市では、市町町町町村村村村等等等等のののの相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口をををを強化強化強化強化するために、するために、するために、するために、相談相談相談相談員員員員研修研修研修研修を実施を実施を実施を実施

いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、デデデデーーーートトトトＤＶＤＶＤＶＤＶについてのについてのについてのについてのメメメメールールールール相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口をををを新新新新たに設たに設たに設たに設置置置置するものでござするものでござするものでござするものでござ

います。います。います。います。

ＤＶＤＶＤＶＤＶ予予予予防防防防啓啓啓啓発発発発事事事事業業業業でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、ＤＶ被ＤＶ被ＤＶ被ＤＶ被害害害害をををを未未未未然然然然にににに防止防止防止防止するため、するため、するため、するため、民民民民間の間の間の間のノウハウノウハウノウハウノウハウをををを

活活活活用いたしまして、高用いたしまして、高用いたしまして、高用いたしまして、高校生等校生等校生等校生等を対を対を対を対象象象象といたしました出前といたしました出前といたしました出前といたしました出前講座講座講座講座を実施し、を実施し、を実施し、を実施し、若若若若いいいい世世世世代のうちか代のうちか代のうちか代のうちか

らららら男男男男女間の女間の女間の女間の暴暴暴暴力防止力防止力防止力防止の意の意の意の意識識識識のののの醸醸醸醸成を成を成を成を図図図図るものでございます。るものでございます。るものでございます。るものでございます。

最後になりますが、１６１最後になりますが、１６１最後になりますが、１６１最後になりますが、１６１ペペペペーーーージジジジ、政策、政策、政策、政策課題課題課題課題、、、、組織力組織力組織力組織力のののの向向向向上と上と上と上と財財財財政の健政の健政の健政の健全化全化全化全化の２、の２、の２、の２、財財財財政政政政

の健の健の健の健全化全化全化全化についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。

償還協償還協償還協償還協力力力力員の配員の配員の配員の配置置置置では、では、では、では、母子寡母子寡母子寡母子寡婦婦婦婦福祉福祉福祉福祉資資資資金貸付金金貸付金金貸付金金貸付金のののの貸貸貸貸しししし付付付付けけけけ原資原資原資原資を確を確を確を確保保保保するため、するため、するため、するため、償還償還償還償還

金金金金のののの未未未未収金収金収金収金につきましてにつきましてにつきましてにつきまして償還償還償還償還業業業業務の務の務の務の経験経験経験経験があるがあるがあるがある協協協協力力力力員を配員を配員を配員を配置置置置し、対策をし、対策をし、対策をし、対策を強化強化強化強化するものとしするものとしするものとしするものとし

ております。ております。ております。ております。

以以以以上が平成２５年上が平成２５年上が平成２５年上が平成２５年度度度度当当当当初初初初予算、平成２４年予算、平成２４年予算、平成２４年予算、平成２４年度度度度２月２月２月２月補正補正補正補正予算の予算の予算の予算の主主主主要事要事要事要事業業業業のののの概概概概要でございま要でございま要でございま要でございま

す。す。す。す。

続続続続きまして、平成２４年きまして、平成２４年きまして、平成２４年きまして、平成２４年度度度度２月２月２月２月補正補正補正補正予算案、予算案、予算案、予算案、追追追追加提出分につきまして加提出分につきまして加提出分につきまして加提出分につきまして、、、、「「「「平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年度度度度

２月２月２月２月補正補正補正補正予算案予算案予算案予算案、、、、（（（（追追追追加提出分）の加提出分）の加提出分）の加提出分）の概概概概要要要要」」」」にににに基づ基づ基づ基づきまして説明させていただきます。きまして説明させていただきます。きまして説明させていただきます。きまして説明させていただきます。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、繰繰繰繰越越越越明明明明許許許許費補正費補正費補正費補正、、、、新規新規新規新規分でございます。分でございます。分でございます。分でございます。詳細詳細詳細詳細は４は４は４は４ペペペペーーーージジジジをお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

保育所整備費補助保育所整備費補助保育所整備費補助保育所整備費補助でございます。でございます。でございます。でございます。保育所整備費補助保育所整備費補助保育所整備費補助保育所整備費補助につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、民民民民間間間間保育所保育所保育所保育所の創設、の創設、の創設、の創設、

増増増増築等築等築等築等に要するに要するに要するに要する経経経経費費費費を市を市を市を市町町町町村に村に村に村に助助助助成するものでございますが、事成するものでございますが、事成するものでございますが、事成するものでございますが、事業主体業主体業主体業主体のおくれによりまのおくれによりまのおくれによりまのおくれによりま

してしてしてして繰繰繰繰りりりり越越越越しを行うものでございます。しを行うものでございます。しを行うものでございます。しを行うものでございます。

以以以以上が平成２４年上が平成２４年上が平成２４年上が平成２４年度度度度２月２月２月２月補正補正補正補正予算案、予算案、予算案、予算案、追追追追加提出分の加提出分の加提出分の加提出分の概概概概要でございます。要でございます。要でございます。要でございます。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、条条条条例案につきまして、お例案につきまして、お例案につきまして、お例案につきまして、お手手手手元元元元「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度２月県議会提出２月県議会提出２月県議会提出２月県議会提出条条条条例例例例」」」」のののの資資資資料料料料

でございます。１０３でございます。１０３でございます。１０３でございます。１０３ペペペペーーーージジジジ、奈良県こども・、奈良県こども・、奈良県こども・、奈良県こども・子子子子育育育育てててて支援推支援推支援推支援推進会議進会議進会議進会議条条条条例でございます。例でございます。例でございます。例でございます。条条条条

例の提案の理例の提案の理例の提案の理例の提案の理由由由由でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育てててて支援新支援新支援新支援新制制制制度度度度におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、給給給給付付付付やややや

事事事事業等業等業等業等について定めるについて定めるについて定めるについて定める子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育てててて支援支援支援支援法法法法において、において、において、において、都道府都道府都道府都道府県は県は県は県は子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育てててて支援支援支援支援事事事事

業支援計画業支援計画業支援計画業支援計画に関しまして意に関しまして意に関しまして意に関しまして意見見見見をををを聞聞聞聞くなどのために、くなどのために、くなどのために、くなどのために、条条条条例で定めるところにより、審議会そ例で定めるところにより、審議会そ例で定めるところにより、審議会そ例で定めるところにより、審議会そ
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のののの他他他他の合議制のの合議制のの合議制のの合議制の機機機機関を関を関を関を置置置置くようくようくようくよう努努努努めることとされたことにめることとされたことにめることとされたことにめることとされたことに伴伴伴伴いまして、奈良県こども・いまして、奈良県こども・いまして、奈良県こども・いまして、奈良県こども・子子子子

育育育育てててて支援推支援推支援推支援推進会議を設進会議を設進会議を設進会議を設置置置置することとし、そのすることとし、そのすることとし、そのすることとし、その組織組織組織組織及及及及び運営び運営び運営び運営に関しましてに関しましてに関しましてに関しまして必必必必要な事要な事要な事要な事項項項項を定めを定めを定めを定め

ようとするものでございます。ようとするものでございます。ようとするものでございます。ようとするものでございます。

なお、なお、なお、なお、子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育てててて支援新支援新支援新支援新制制制制度度度度は、平成２は、平成２は、平成２は、平成２７７７７年年年年度度度度からの本からの本からの本からの本格格格格施行が施行が施行が施行が想想想想定されておりま定されておりま定されておりま定されておりま

す。す。す。す。

条条条条例案の要旨につきましては、１０３例案の要旨につきましては、１０３例案の要旨につきましては、１０３例案の要旨につきましては、１０３ペペペペーーーージジジジから１０５から１０５から１０５から１０５ペペペペーーーージジジジにににに記載記載記載記載のとおりでございのとおりでございのとおりでございのとおりでござい

ますが、施行ますが、施行ますが、施行ますが、施行期期期期日につきましては、平成２５年４月１日としております。日につきましては、平成２５年４月１日としております。日につきましては、平成２５年４月１日としております。日につきましては、平成２５年４月１日としております。

以以以以上が上が上が上が条条条条例案の例案の例案の例案の概概概概要でございます。要でございます。要でございます。要でございます。

最後に最後に最後に最後に権権権権利利利利放棄及放棄及放棄及放棄及びびびび償還免除償還免除償還免除償還免除につきまして、おにつきまして、おにつきまして、おにつきまして、お手手手手元元元元のののの「「「「平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計・特別会・特別会・特別会・特別会

計補正計補正計補正計補正予算案その予算案その予算案その予算案その他追他追他追他追加提出分加提出分加提出分加提出分」」」」１１１１９ペ９ペ９ペ９ペーーーージジジジ、、、、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ざいますが、これについてでございますが、これについてでございますが、これについてでございますが、これ

はははは地方地方地方地方自自自自治治治治法法法法第第第第９９９９６６６６条条条条第１第１第１第１項項項項第１０第１０第１０第１０号号号号ののの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についてでについてでについてで

ございます。１ございます。１ございます。１ございます。１番番番番からからからから８８８８番番番番まで、まで、まで、まで、同一人同一人同一人同一人物の物の物の物の母子母子母子母子保保保保健健健健資資資資金貸付金金貸付金金貸付金金貸付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ざいまでございまでございまでございま

す。す。す。す。償還償還償還償還年年年年度度度度がががが８８８８年間にわたりますので、年間にわたりますので、年間にわたりますので、年間にわたりますので、複数複数複数複数のののの債権債権債権債権となっております。となっております。となっております。となっております。債債債債務者が務者が務者が務者が破破破破産産産産法法法法

のののの規規規規定で定で定で定で免責許可免責許可免責許可免責許可のののの決決決決定を受けたことによりまして、回定を受けたことによりまして、回定を受けたことによりまして、回定を受けたことによりまして、回収不収不収不収不能能能能となったためにとなったためにとなったためにとなったために権権権権利利利利のののの放棄放棄放棄放棄

を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

次次次次に、２３に、２３に、２３に、２３ペペペペーーーージジジジ、、、、償還免除償還免除償還免除償還免除についてでございます。これはについてでございます。これはについてでございます。これはについてでございます。これは母子及母子及母子及母子及びびびび寡寡寡寡婦婦婦婦福祉福祉福祉福祉法法法法第１５第１５第１５第１５

条条条条第１第１第１第１項項項項ののの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償還免除償還免除償還免除償還免除についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。母子母子母子母子福祉福祉福祉福祉資資資資金貸付金金貸付金金貸付金金貸付金に関しまに関しまに関しまに関しま

すすすす債権債権債権債権につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、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、相続人相続人相続人相続人がががが相続相続相続相続のののの放棄放棄放棄放棄を行いましたために回を行いましたために回を行いましたために回を行いましたために回収不収不収不収不能能能能

となりまして、となりまして、となりまして、となりまして、償還免除償還免除償還免除償還免除を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

以以以以上がこども・女性局関連の２月定例県議会提出議案の上がこども・女性局関連の２月定例県議会提出議案の上がこども・女性局関連の２月定例県議会提出議案の上がこども・女性局関連の２月定例県議会提出議案の概概概概要でございます。よろしくご要でございます。よろしくご要でございます。よろしくご要でございます。よろしくご

審議のほどお願いいたします。審議のほどお願いいたします。審議のほどお願いいたします。審議のほどお願いいたします。

○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、医療政策部所管所管所管所管の案件についてご説明を申し上げます。の案件についてご説明を申し上げます。の案件についてご説明を申し上げます。の案件についてご説明を申し上げます。

まず最まず最まず最まず最初初初初に、平成２５年に、平成２５年に、平成２５年に、平成２５年度度度度当当当当初初初初予算案予算案予算案予算案及及及及びびびび平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年度度度度２月２月２月２月補正補正補正補正予算案につきまして、予算案につきまして、予算案につきまして、予算案につきまして、

資資資資料料料料「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計・特別会・特別会・特別会・特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計・特別会・特別会・特別会・特別会計計計計

２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」」」」をもちましてご説明いたします。をもちましてご説明いたします。をもちましてご説明いたします。をもちましてご説明いたします。

１１１１９ペ９ペ９ペ９ペーーーージジジジ、、、、経済経済経済経済活活活活性性性性化化化化、、、、地域産業地域産業地域産業地域産業のののの支援支援支援支援・創出、１、意・創出、１、意・創出、１、意・創出、１、意欲欲欲欲あるあるあるある企企企企業業業業・・・・起業家へ起業家へ起業家へ起業家へのののの重点重点重点重点

支援支援支援支援のうちのうちのうちのうち、、、、（２）（２）（２）（２）新産業新産業新産業新産業の創出のの創出のの創出のの創出の新規新規新規新規事事事事業業業業、、、、漢漢漢漢方推方推方推方推進進進進プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトト事事事事業業業業でございます。でございます。でございます。でございます。

こちらにつきましては、奈良県にこちらにつきましては、奈良県にこちらにつきましては、奈良県にこちらにつきましては、奈良県にゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの深深深深いいいい漢漢漢漢方方方方について、について、について、について、生生生生薬薬薬薬のののの生産生産生産生産拡拡拡拡大大大大から関連すから関連すから関連すから関連す

るるるる商品商品商品商品、、、、ササササーーーービスビスビスビスの創出などにの創出などにの創出などにの創出などに向向向向けまして、総合けまして、総合けまして、総合けまして、総合的的的的なななな検討検討検討検討を行うものでございます。県を行うものでございます。県を行うものでございます。県を行うものでございます。県産産産産

薬薬薬薬用用用用作作作作物、これを物、これを物、これを物、これを使使使使用しました用しました用しました用しました製品製品製品製品開開開開発支援発支援発支援発支援などのなどのなどのなどの取取取取りりりり組み組み組み組みを進めてまいります。を進めてまいります。を進めてまいります。を進めてまいります。
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次次次次に、６１に、６１に、６１に、６１ペペペペーーーージジジジ、くらしの、くらしの、くらしの、くらしの向向向向上、健康上、健康上、健康上、健康づづづづくりのくりのくりのくりの推推推推進のうち、３進のうち、３進のうち、３進のうち、３生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの改善改善改善改善と医療と医療と医療と医療

体体体体制の制の制の制の充充充充実の（１）実の（１）実の（１）実の（１）生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの改善改善改善改善とがん対策のとがん対策のとがん対策のとがん対策の推推推推進でございます。がん対策の進でございます。がん対策の進でございます。がん対策の進でございます。がん対策の推推推推進では、進では、進では、進では、

すすすすべべべべての県ての県ての県ての県民民民民がががが切切切切れれれれ目目目目のない質の高いがん医療を受けることができるのない質の高いがん医療を受けることができるのない質の高いがん医療を受けることができるのない質の高いがん医療を受けることができる体体体体制を制を制を制を整備整備整備整備するため、するため、するため、するため、

記載記載記載記載の事の事の事の事業業業業を総合を総合を総合を総合的的的的に実施してまいります。に実施してまいります。に実施してまいります。に実施してまいります。

ならのがん対策ならのがん対策ならのがん対策ならのがん対策推推推推進事進事進事進事業業業業では、では、では、では、保保保保健健健健所所所所でのがんでのがんでのがんでのがん患患患患者者者者ササササロロロロンの実施などを進めるとともに、ンの実施などを進めるとともに、ンの実施などを進めるとともに、ンの実施などを進めるとともに、

新規新規新規新規事事事事業業業業、ならのがん対策県、ならのがん対策県、ならのがん対策県、ならのがん対策県民民民民提案事提案事提案事提案事業業業業により、がんにより、がんにより、がんにより、がん患患患患者などの者などの者などの者などの活活活活動に対し動に対し動に対し動に対し支援支援支援支援を行いまを行いまを行いまを行いま

す。す。す。す。

次次次次のならのがんのならのがんのならのがんのならのがん地域地域地域地域医療連医療連医療連医療連携携携携事事事事業業業業では、がんでは、がんでは、がんでは、がん地域地域地域地域連連連連携携携携ククククリリリリティティティティカカカカルパルパルパルパススススのののの普及普及普及普及とととと活活活活用を用を用を用を

促促促促進いたします。進いたします。進いたします。進いたします。

がんがんがんがん診診診診療連療連療連療連携推携推携推携推進事進事進事進事業業業業では、では、では、では、新規新規新規新規事事事事業業業業、、、、緩緩緩緩和和和和ケケケケアセンターアセンターアセンターアセンター機能強化機能強化機能強化機能強化事事事事業業業業やややや新規新規新規新規事事事事業業業業、、、、緩緩緩緩

和和和和ケケケケアアアア相談支援強化相談支援強化相談支援強化相談支援強化事事事事業業業業によりまして、がん医療の提によりまして、がん医療の提によりまして、がん医療の提によりまして、がん医療の提供供供供において中において中において中において中核核核核的的的的なななな役役役役割割割割を担っておを担っておを担っておを担ってお

ります県ります県ります県ります県立立立立医医医医科科科科大学病大学病大学病大学病院院院院のののの体体体体制制制制整備整備整備整備を進め、県を進め、県を進め、県を進め、県全体全体全体全体のののの緩緩緩緩和和和和ケケケケアの質のアの質のアの質のアの質の向向向向上を上を上を上を図図図図ってまいりってまいりってまいりってまいり

ます。ます。ます。ます。

また、ならのがんまた、ならのがんまた、ならのがんまた、ならのがん登登登登録録録録推推推推進事進事進事進事業業業業では、では、では、では、引引引引きききき続続続続き、き、き、き、地域地域地域地域がんがんがんがん登登登登録録録録を実施するとともに、を実施するとともに、を実施するとともに、を実施するとともに、新新新新

規規規規事事事事業業業業、ならのがん、ならのがん、ならのがん、ならのがん患患患患者者者者満足満足満足満足度向度向度向度向上事上事上事上事業業業業によりまして、がんによりまして、がんによりまして、がんによりまして、がん患患患患者やその者やその者やその者やその家族家族家族家族の実の実の実の実態態態態調調調調査を査を査を査を

行い、がん対策の質の行い、がん対策の質の行い、がん対策の質の行い、がん対策の質の評価評価評価評価についてについてについてについて検討検討検討検討を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

次次次次の６２の６２の６２の６２ペペペペーーーージジジジの（２）こころの健康の（２）こころの健康の（２）こころの健康の（２）こころの健康づづづづくりのくりのくりのくりの推推推推進の、進の、進の、進の、自殺自殺自殺自殺対策対策対策対策緊急緊急緊急緊急強化基強化基強化基強化基金積金積金積金積立立立立金金金金でででで

ございます。こちらは、平成２４年ございます。こちらは、平成２４年ございます。こちらは、平成２４年ございます。こちらは、平成２４年度度度度２月２月２月２月補正補正補正補正予算案に予算案に予算案に予算案に計計計計上されたものでございます。上されたものでございます。上されたものでございます。上されたものでございます。自自自自

殺殺殺殺対策の対策の対策の対策の充充充充実のため、実のため、実のため、実のため、国国国国の平成２４年の平成２４年の平成２４年の平成２４年度補正度補正度補正度補正予算により予算により予算により予算により追追追追加加加加交交交交付付付付されるされるされるされる地域地域地域地域自殺自殺自殺自殺対策対策対策対策緊急緊急緊急緊急

強化交強化交強化交強化交付金付金付金付金を当を当を当を当該該該該基基基基金金金金にににに積積積積みみみみ増増増増しするものでございます。しするものでございます。しするものでございます。しするものでございます。

次次次次に、に、に、に、自殺自殺自殺自殺対策対策対策対策緊急緊急緊急緊急強化強化強化強化事事事事業業業業でございます。来年でございます。来年でございます。来年でございます。来年度度度度もももも自殺自殺自殺自殺対策を対策を対策を対策を緊急緊急緊急緊急にににに強化強化強化強化するため、するため、するため、するため、

自殺自殺自殺自殺対策対策対策対策緊急緊急緊急緊急強化基強化基強化基強化基金金金金をををを活活活活用し、用し、用し、用し、人材育人材育人材育人材育成や成や成や成や自殺自殺自殺自殺予予予予防防防防のののの啓啓啓啓発活発活発活発活動を行います。動を行います。動を行います。動を行います。主主主主なものとなものとなものとなものと

いたしましては、いたしましては、いたしましては、いたしましては、新規新規新規新規事事事事業業業業、、、、困困困困難難難難事例に事例に事例に事例に遭遇遭遇遭遇遭遇した市した市した市した市町町町町村村村村保保保保健健健健師師師師等へ等へ等へ等へのののの専門家専門家専門家専門家によるによるによるによる助助助助言言言言支支支支

援援援援、また、、また、、また、、また、新規新規新規新規事事事事業業業業、かかりつけ医と、かかりつけ医と、かかりつけ医と、かかりつけ医と精精精精神神神神科科科科医の連医の連医の連医の連携強化携強化携強化携強化、こうした、こうした、こうした、こうした取取取取りりりり組み組み組み組みをををを始始始始めるほめるほめるほめるほ

か、か、か、か、記載記載記載記載のようなのようなのようなのような調調調調査分査分査分査分析析析析などをなどをなどをなどを引引引引きききき続続続続き実施してまいります。き実施してまいります。き実施してまいります。き実施してまいります。

次次次次の６３の６３の６３の６３ペペペペーーーージジジジのくらしののくらしののくらしののくらしの向向向向上、医療の上、医療の上、医療の上、医療の充充充充実に対しまして、平成２５年実に対しまして、平成２５年実に対しまして、平成２５年実に対しまして、平成２５年度度度度も４つのも４つのも４つのも４つの柱柱柱柱をををを

掲掲掲掲げまして施策のげまして施策のげまして施策のげまして施策の推推推推進を進を進を進を図図図図ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考考考考えております。高えております。高えております。高えております。高度度度度医療の確医療の確医療の確医療の確保保保保・・・・充充充充実、実、実、実、救救救救

急急急急・・・・周周周周産期産期産期産期医療医療医療医療体体体体制の制の制の制の構築構築構築構築、医、医、医、医師師師師・・・・看看看看護護護護師師師師の確の確の確の確保保保保、、、、地域地域地域地域医療連医療連医療連医療連携体携体携体携体制の制の制の制の構築構築構築構築、、、、以以以以上の４つ上の４つ上の４つ上の４つ

でございます。でございます。でございます。でございます。

まず、１の高まず、１の高まず、１の高まず、１の高度度度度医療の確医療の確医療の確医療の確保保保保・・・・充充充充実では、奈良県の医療の中実では、奈良県の医療の中実では、奈良県の医療の中実では、奈良県の医療の中核核核核を担います県を担います県を担います県を担います県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学附附附附
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属属属属病病病病院院院院と県と県と県と県立立立立３３３３病病病病院院院院のののの機能充機能充機能充機能充実を実を実を実を図図図図るための事るための事るための事るための事業業業業と県と県と県と県立病立病立病立病院院院院のののの独独独独立立立立行政行政行政行政法法法法人化人化人化人化をををを推推推推進して進して進して進して

いきます。いきます。いきます。いきます。

（１）の（１）の（１）の（１）の新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院のののの整備整備整備整備、県、県、県、県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院建替整備建替整備建替整備建替整備事事事事業業業業でございますが、これはでございますが、これはでございますが、これはでございますが、これは北北北北

和和和和地域地域地域地域の高の高の高の高度度度度医療医療医療医療拠点病拠点病拠点病拠点病院院院院として、県として、県として、県として、県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院のののの移転移転移転移転整備整備整備整備を進めるための設を進めるための設を進めるための設を進めるための設計業計業計業計業務など務など務など務など

を実施します。また、あわせまして奈良市平を実施します。また、あわせまして奈良市平を実施します。また、あわせまして奈良市平を実施します。また、あわせまして奈良市平松松松松地地地地区周区周区周区周辺辺辺辺地域地域地域地域のまちのまちのまちのまちづづづづくりくりくりくり方方方方策の策の策の策の検討検討検討検討を進を進を進を進

めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

（２）にございます県（２）にございます県（２）にございます県（２）にございます県立病立病立病立病院院院院のののの地方地方地方地方独独独独立立立立行政行政行政行政法法法法人化人化人化人化につきましては、県につきましては、県につきましては、県につきましては、県立立立立奈良奈良奈良奈良及及及及びびびび三三三三室室室室

病病病病院院院院のののの地方地方地方地方独独独独立立立立行政行政行政行政法法法法人化人化人化人化にににに向向向向けての制けての制けての制けての制度構築度構築度構築度構築を進めますとともに、を進めますとともに、を進めますとともに、を進めますとともに、三三三三室室室室病病病病院院院院のののの基基基基本本本本構想構想構想構想

の策定を行ってまいります。の策定を行ってまいります。の策定を行ってまいります。の策定を行ってまいります。

（３）県（３）県（３）県（３）県立病立病立病立病院院院院のののの整備等整備等整備等整備等につきましては、県につきましては、県につきましては、県につきましては、県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院のののの手手手手術術術術用用用用ナナナナビビビビゲゲゲゲーーーーショショショションンンンシステシステシステシステ

ムムムムや県や県や県や県立立立立三三三三室室室室病病病病院院院院ののののＭＲＩＭＲＩＭＲＩＭＲＩなど最など最など最など最新機器新機器新機器新機器のののの購入購入購入購入のほか、施設設のほか、施設設のほか、施設設のほか、施設設備備備備のののの改修改修改修改修など、など、など、など、診診診診療療療療機能機能機能機能のののの

向向向向上などを上などを上などを上などを図図図図るためのるためのるためのるための整備整備整備整備を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

次次次次の６４の６４の６４の６４ペペペペーーーージジジジの（４）県の（４）県の（４）県の（４）県立病立病立病立病院院院院のののの運営運営運営運営でございます。でございます。でございます。でございます。

病病病病院院院院事事事事業費業費業費業費特別会特別会特別会特別会計へ計へ計へ計へのののの補助補助補助補助金金金金でございますが、これは高でございますが、これは高でございますが、これは高でございますが、これは高度度度度医療、医療、医療、医療、緊急緊急緊急緊急医療の確医療の確医療の確医療の確保保保保など、など、など、など、

県県県県立病立病立病立病院院院院のののの運営運営運営運営経経経経費費費費に対し、に対し、に対し、に対し、一一一一部の部の部の部の補助補助補助補助を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

（５）（５）（５）（５）公公公公立大学立大学立大学立大学法法法法人人人人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学のののの運営支援等運営支援等運営支援等運営支援等でございます。でございます。でございます。でございます。

公公公公立大学立大学立大学立大学法法法法人人人人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大学運営費交大学運営費交大学運営費交大学運営費交付金付金付金付金でございますが、これは医でございますが、これは医でございますが、これは医でございますが、これは医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師のののの養養養養

成など、成など、成など、成など、法法法法人人人人のののの業業業業務務務務運営運営運営運営にににに必必必必要な要な要な要な経経経経費費費費のののの財源財源財源財源にににに充充充充てるため、てるため、てるため、てるため、公公公公立大学立大学立大学立大学法法法法人人人人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大

学学学学に対し、に対し、に対し、に対し、運営交運営交運営交運営交付金付金付金付金をををを交交交交付付付付するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

新規新規新規新規事事事事業業業業、中、中、中、中期目標達期目標達期目標達期目標達成成成成促促促促進進進進補助補助補助補助金金金金では、平成２５年では、平成２５年では、平成２５年では、平成２５年度度度度からの第２からの第２からの第２からの第２期期期期中中中中期目標期目標期目標期目標のののの達達達達成に成に成に成に

向向向向けけけけ準準準準備備備備、、、、検討検討検討検討がががが必必必必要となる要となる要となる要となる新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組み組み組み組みや、や、や、や、地域地域地域地域医療の医療の医療の医療の推推推推進に係る進に係る進に係る進に係る取取取取りりりり組み組み組み組みについてについてについてについて

支援支援支援支援するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

医医医医科科科科大学整備基大学整備基大学整備基大学整備基本本本本構想構想構想構想策定事策定事策定事策定事業業業業では、奈良県では、奈良県では、奈良県では、奈良県立立立立医医医医科科科科大学教育大学教育大学教育大学教育・・・・研研研研究究究究部部部部門門門門のののの移転移転移転移転整備整備整備整備とととと附附附附

属属属属病病病病院院院院のののの機能機能機能機能のののの充充充充実に実に実に実に向向向向けたけたけたけた再整備再整備再整備再整備についてについてについてについて検討検討検討検討を行い、を行い、を行い、を行い、基基基基本本本本構想構想構想構想としてとしてとしてとして取取取取りまとめていりまとめていりまとめていりまとめてい

くこととしております。くこととしております。くこととしております。くこととしております。

県県県県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学附属附属附属附属病病病病院院院院整備整備整備整備事事事事業業業業でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、引引引引きききき続続続続きききき、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称）中）中）中）中央央央央手手手手術術術術棟棟棟棟のののの建築建築建築建築

工工工工事などを進め、来年事などを進め、来年事などを進め、来年事などを進め、来年度度度度中に中に中に中に検検検検査部査部査部査部門等門等門等門等、、、、新病新病新病新病棟棟棟棟のののの一一一一部部部部稼稼稼稼働働働働を予定しているところでござを予定しているところでござを予定しているところでござを予定しているところでござ

います。います。います。います。

また、また、また、また、公公公公立大学立大学立大学立大学法法法法人人人人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大学整備費大学整備費大学整備費大学整備費貸付金貸付金貸付金貸付金では、医療では、医療では、医療では、医療機器機器機器機器のののの購入購入購入購入、、、、導入導入導入導入に係るに係るに係るに係る

経経経経費費費費やややや患患患患者ア者ア者ア者アメメメメニニニニティティティティーのーのーのーの充充充充実に係る実に係る実に係る実に係る経経経経費費費費についてについてについてについて貸貸貸貸しししし付付付付けを実施するものでございます。けを実施するものでございます。けを実施するものでございます。けを実施するものでございます。
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２つ２つ２つ２つ目目目目のののの柱柱柱柱に、に、に、に、救急救急救急救急医療・医療・医療・医療・周周周周産期産期産期産期医療医療医療医療体体体体制の制の制の制の構築構築構築構築でございます。でございます。でございます。でございます。

（１）（１）（１）（１）救急救急救急救急医療医療医療医療体体体体制の制の制の制の充充充充実では、実では、実では、実では、救急患救急患救急患救急患者が者が者が者が迅速迅速迅速迅速にににに適適適適切切切切なななな救急救急救急救急医療を受けることができ医療を受けることができ医療を受けることができ医療を受けることができ

るよう、るよう、るよう、るよう、記載記載記載記載の事の事の事の事業業業業を実施してまいります。を実施してまいります。を実施してまいります。を実施してまいります。

次次次次に、６５に、６５に、６５に、６５ペペペペーーーージジジジ、、、、救急救急救急救急医療医療医療医療情報情報情報情報センターセンターセンターセンター運営運営運営運営事事事事業業業業につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、新規新規新規新規事事事事業業業業といたしといたしといたしといたし

まして、広まして、広まして、広まして、広域域域域災災災災害害害害・・・・救急救急救急救急医療医療医療医療情報システム情報システム情報システム情報システムのののの更更更更新新新新とあわせて、とあわせて、とあわせて、とあわせて、災災災災害発生時害発生時害発生時害発生時のののの災災災災害拠点病害拠点病害拠点病害拠点病院院院院、、、、

ＤＤＤＤＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴ等等等等に関するに関するに関するに関する情報情報情報情報通通通通信信信信システムシステムシステムシステムのののの充充充充実を実を実を実を図図図図ってまいります。ってまいります。ってまいります。ってまいります。

次次次次の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県救急救急救急救急安心安心安心安心センターセンターセンターセンター運営運営運営運営事事事事業業業業につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、救急救急救急救急車車車車要要要要請請請請のののの適否適否適否適否や医療や医療や医療や医療機機機機関の関の関の関の

案内など、案内など、案内など、案内など、近近近近隣隣隣隣向向向向けけけけ救急電救急電救急電救急電話話話話相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口をををを引引引引きききき続続続続き２４き２４き２４き２４時時時時間３６５日間３６５日間３６５日間３６５日体体体体制で制で制で制で運営運営運営運営してまいりしてまいりしてまいりしてまいり

ます。ます。ます。ます。

新規新規新規新規事事事事業業業業のののの一次一次一次一次救急救急救急救急体体体体制制制制整備整備整備整備事事事事業業業業では、奈良市が実施いたしますでは、奈良市が実施いたしますでは、奈良市が実施いたしますでは、奈良市が実施いたします北北北北和和和和地域地域地域地域のののの拠点的休拠点的休拠点的休拠点的休日日日日

夜夜夜夜間応間応間応間応急急急急診診診診療療療療所所所所のののの整備整備整備整備に対しに対しに対しに対し支援支援支援支援を行います。を行います。を行います。を行います。

また、また、また、また、ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリ共同利共同利共同利共同利用事用事用事用事業業業業では、では、では、では、緊急緊急緊急緊急かつかつかつかつ重重重重篤篤篤篤なななな患患患患者の者の者の者の迅速迅速迅速迅速なななな搬送搬送搬送搬送体体体体制を確制を確制を確制を確保保保保すすすす

るため、今年るため、今年るため、今年るため、今年度度度度とととと同同同同様様様様にににに大大大大阪阪阪阪府府府府、和、和、和、和歌歌歌歌山県との山県との山県との山県との共同利共同利共同利共同利用を用を用を用を継継継継続続続続いたします。いたします。いたします。いたします。

また、また、また、また、新規新規新規新規事事事事業業業業、、、、ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリ導入検討導入検討導入検討導入検討事事事事業業業業では、県では、県では、県では、県独自独自独自独自ののののドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリ導入導入導入導入についてについてについてについて

検討検討検討検討を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

６６６６６６６６ペペペペーーーージジジジの（２）の（２）の（２）の（２）周周周周産期産期産期産期医療医療医療医療体体体体制の制の制の制の充充充充実につきましては、県実につきましては、県実につきましては、県実につきましては、県民民民民のののの皆皆皆皆様様様様にににに安心安心安心安心して出して出して出して出産産産産

していただけるしていただけるしていただけるしていただける体体体体制制制制づづづづくりを進めるため、くりを進めるため、くりを進めるため、くりを進めるため、新規新規新規新規事事事事業業業業、、、、新生児新生児新生児新生児周周周周産期産期産期産期医療医療医療医療体体体体制制制制整備整備整備整備事事事事業業業業といといといとい

たしまして、奈良県たしまして、奈良県たしまして、奈良県たしまして、奈良県産婦人産婦人産婦人産婦人科科科科医会が実施いたします医会が実施いたします医会が実施いたします医会が実施いたします新生児新生児新生児新生児蘇蘇蘇蘇生生生生法講法講法講法講習習習習にににに使使使使用いたします用いたします用いたします用いたします機機機機

材材材材のののの購入購入購入購入に対してに対してに対してに対して支援支援支援支援するとともに、県するとともに、県するとともに、県するとともに、県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院にににに新生児新生児新生児新生児搬送搬送搬送搬送専専専専用用用用ドドドドクタークタークタークターカカカカーをーをーをーを整備整備整備整備

いたします。いたします。いたします。いたします。

（３）（３）（３）（３）災災災災害害害害医療医療医療医療体体体体制の制の制の制の充充充充実では、実では、実では、実では、新規新規新規新規事事事事業業業業、、、、災災災災害害害害急急急急性性性性期期期期医療医療医療医療体体体体制制制制構築構築構築構築事事事事業業業業といたしましといたしましといたしましといたしまし

て、て、て、て、災災災災害発生時害発生時害発生時害発生時の連絡の連絡の連絡の連絡体体体体制制制制構築構築構築構築のために通のために通のために通のために通信信信信機器機器機器機器をををを整備整備整備整備いたします。いたします。いたします。いたします。

また、また、また、また、災災災災害発生時害発生時害発生時害発生時にもにもにもにも継継継継続続続続して医療を提して医療を提して医療を提して医療を提供供供供できるよう、できるよう、できるよう、できるよう、災災災災害拠点害拠点害拠点害拠点のののの耐震耐震耐震耐震化化化化のため、医療のため、医療のため、医療のため、医療

施設施設施設施設耐震耐震耐震耐震化促化促化促化促進事進事進事進事業業業業として、として、として、として、記載記載記載記載のののの病病病病院院院院にににに財財財財政政政政支援支援支援支援を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

３つ３つ３つ３つ目目目目のののの柱柱柱柱となります医となります医となります医となります医師師師師・・・・看看看看護護護護師師師師の確の確の確の確保保保保でございます。でございます。でございます。でございます。

（１）（１）（１）（１）病病病病院経院経院経院経営力営力営力営力のののの向向向向上では、上では、上では、上では、病病病病院経院経院経院経営営営営のののの安安安安定が定が定が定が人材人材人材人材確確確確保保保保の前提となることから、の前提となることから、の前提となることから、の前提となることから、病病病病院院院院

長などを対長などを対長などを対長などを対象象象象にいたしましてにいたしましてにいたしましてにいたしまして病病病病院経院経院経院経営営営営講座講座講座講座を開を開を開を開催催催催し、し、し、し、病病病病院経院経院経院経営力営力営力営力のののの向向向向上を上を上を上を支援支援支援支援いたします。いたします。いたします。いたします。

次次次次に、６に、６に、６に、６７ペ７ペ７ペ７ペーーーージジジジの（２）医の（２）医の（２）医の（２）医師師師師の確の確の確の確保保保保では、医療の受では、医療の受では、医療の受では、医療の受給状況給状況給状況給状況をををを正正正正しく分しく分しく分しく分析析析析し、医し、医し、医し、医師師師師のののの偏偏偏偏

在在在在をををを解解解解消消消消するため、するため、するため、するため、人材養人材養人材養人材養成、成、成、成、離離離離職職職職防止防止防止防止、定、定、定、定着促着促着促着促進に進に進に進に向向向向けたけたけたけた記載記載記載記載の事の事の事の事業業業業を実施してまいりを実施してまいりを実施してまいりを実施してまいり

ます。ます。ます。ます。
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まず、医まず、医まず、医まず、医師師師師確確確確保修学資保修学資保修学資保修学資金貸付金金貸付金金貸付金金貸付金では、では、では、では、緊急緊急緊急緊急医医医医師師師師確確確確保修学資保修学資保修学資保修学資金金金金、また医、また医、また医、また医師師師師確確確確保修学研修資保修学研修資保修学研修資保修学研修資

金金金金、、、、以以以以上２つの上２つの上２つの上２つの貸付貸付貸付貸付制制制制度度度度により、により、により、により、引引引引きききき続続続続き医き医き医き医師師師師確確確確保保保保を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

次次次次に、に、に、に、臨床臨床臨床臨床研修研修研修研修医確医確医確医確保推保推保推保推進事進事進事進事業業業業といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、臨床臨床臨床臨床研修病研修病研修病研修病院院院院の合の合の合の合同同同同説明会などを実施説明会などを実施説明会などを実施説明会などを実施

するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、魅魅魅魅力力力力あるあるあるある研修研修研修研修プログラプログラプログラプログラムムムムの策定をの策定をの策定をの策定を支援支援支援支援いたします。いたします。いたします。いたします。

次次次次に、に、に、に、地域地域地域地域医療マ医療マ医療マ医療マイイイインンンンドドドド普及普及普及普及事事事事業業業業として、県出として、県出として、県出として、県出身身身身医医医医学生等学生等学生等学生等に対して、県のに対して、県のに対して、県のに対して、県の地域地域地域地域医療や医療や医療や医療や研研研研

修病修病修病修病院院院院に関するに関するに関するに関する情報情報情報情報を提を提を提を提供供供供し、し、し、し、将将将将来、県内で来、県内で来、県内で来、県内で研修研修研修研修やややや勤勤勤勤務を行うよう務を行うよう務を行うよう務を行うよう働働働働きかけを行います。きかけを行います。きかけを行います。きかけを行います。

また、医また、医また、医また、医師師師師配配配配置システム置システム置システム置システムのののの運営運営運営運営では、県では、県では、県では、県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学に設に設に設に設置置置置したしたしたした地域地域地域地域医療医療医療医療学学学学講座講座講座講座において、において、において、において、

各各各各医療医療医療医療機機機機関が提関が提関が提関が提供供供供する医療する医療する医療する医療機能機能機能機能のののの目標目標目標目標のののの研研研研究究究究やややや地域地域地域地域医療を担う医医療を担う医医療を担う医医療を担う医師師師師ののののキャリキャリキャリキャリアパアパアパアパススススのののの構築構築構築構築

などを行いまして、などを行いまして、などを行いまして、などを行いまして、適適適適切切切切な医な医な医な医師師師師配配配配置置置置にににに向向向向けたけたけたけた運営運営運営運営を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

女性医女性医女性医女性医師師師師応応応応援援援援事事事事業業業業では、女性医では、女性医では、女性医では、女性医師師師師ネットワネットワネットワネットワーク事ーク事ーク事ーク事業業業業を実施し、女性医を実施し、女性医を実施し、女性医を実施し、女性医師師師師ののののキャリキャリキャリキャリアアアア形形形形成成成成

をををを目的目的目的目的とした女性医とした女性医とした女性医とした女性医師師師師ネットワネットワネットワネットワークをークをークをークを形形形形成するとともに、成するとともに、成するとともに、成するとともに、ワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンススススををををテテテテ

ーマとしたーマとしたーマとしたーマとしたフフフフォォォォーーーーララララムムムムを開を開を開を開催催催催するなど、女性医するなど、女性医するなど、女性医するなど、女性医師師師師の定の定の定の定着促着促着促着促進を進を進を進を図図図図ります。ります。ります。ります。

次次次次に（３）に（３）に（３）に（３）看看看看護護護護師師師師の確の確の確の確保保保保でございます。でございます。でございます。でございます。看看看看護護護護師師師師確確確確保保保保においては、においては、においては、においては、離離離離職職職職防止防止防止防止、、、、新規就業新規就業新規就業新規就業者者者者

のののの増増増増加、加、加、加、復復復復職職職職支援支援支援支援を３つのを３つのを３つのを３つの柱柱柱柱として事として事として事として事業業業業を実施することとしております。を実施することとしております。を実施することとしております。を実施することとしております。

まず、まず、まず、まず、看看看看護護護護師師師師等修学資等修学資等修学資等修学資金貸付金金貸付金金貸付金金貸付金については、については、については、については、返返返返還免除還免除還免除還免除対対対対象象象象に２００に２００に２００に２００床以床以床以床以上の上の上の上の病病病病院院院院をををを追追追追加加加加

し、し、し、し、大規大規大規大規模模模模病病病病院院院院も含めた県内も含めた県内も含めた県内も含めた県内病病病病院院院院全体全体全体全体でのでのでのでの看看看看護職員の確護職員の確護職員の確護職員の確保保保保をををを図図図図ってまいります。ってまいります。ってまいります。ってまいります。

次次次次の６の６の６の６８ペ８ペ８ペ８ペーーーージジジジのののの新規新規新規新規事事事事業業業業、、、、看看看看護護護護教教教教員員員員養養養養成成成成講講講講習習習習会事会事会事会事業業業業では、では、では、では、看看看看護護護護教教教教員に員に員に員に必必必必要な知要な知要な知要な知識識識識、、、、技技技技

術術術術をををを習習習習得得得得させ、させ、させ、させ、看看看看護護護護教育教育教育教育の内容のの内容のの内容のの内容の充充充充実を実を実を実を図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的としたとしたとしたとした専専専専任任任任教教教教員員員員養養養養成成成成講講講講習習習習会を開会を開会を開会を開催催催催

いたします。いたします。いたします。いたします。

また、また、また、また、新人看新人看新人看新人看護職員護職員護職員護職員卒卒卒卒後後後後研修研修研修研修事事事事業業業業では、では、では、では、離離離離職職職職防止防止防止防止を進めるために、を進めるために、を進めるために、を進めるために、新人看新人看新人看新人看護職員護職員護職員護職員へへへへのののの卒卒卒卒

後後後後臨床臨床臨床臨床研修研修研修研修を実施し、を実施し、を実施し、を実施し、安全安全安全安全で質の高いで質の高いで質の高いで質の高い看看看看護を提護を提護を提護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、看看看看護の知護の知護の知護の知識識識識、、、、技技技技術術術術のののの不足不足不足不足

によるによるによるによる離離離離職を職を職を職を防止防止防止防止いたします。いたします。いたします。いたします。

新規新規新規新規事事事事業業業業、中、中、中、中堅堅堅堅看看看看護職員護職員護職員護職員ススススキキキキルアルアルアルアッッッッププププ研修研修研修研修事事事事業業業業では、中では、中では、中では、中堅堅堅堅看看看看護職員を対護職員を対護職員を対護職員を対象象象象とし、とし、とし、とし、専門専門専門専門性性性性

の高い知の高い知の高い知の高い知識識識識とととと技技技技術術術術をををを学ぶ学ぶ学ぶ学ぶためのためのためのための研修研修研修研修を実施し、ならを実施し、ならを実施し、ならを実施し、なら看看看看護の護の護の護の目指目指目指目指す質の高いす質の高いす質の高いす質の高い看看看看護の提護の提護の提護の提供供供供の実の実の実の実

現現現現をををを図図図図ります。ります。ります。ります。

看看看看護職員の多護職員の多護職員の多護職員の多様様様様なななな働働働働きききき方方方方実実実実現現現現支援支援支援支援事事事事業業業業では、では、では、では、働働働働きききき続続続続けられる職けられる職けられる職けられる職場づ場づ場づ場づくりを実くりを実くりを実くりを実現現現現するため、するため、するため、するため、

多多多多様様様様なななな勤勤勤勤務務務務形形形形態態態態のののの導入導入導入導入にににに取取取取りりりり組む病組む病組む病組む病院院院院をををを支援支援支援支援し、し、し、し、看看看看護職員の県内護職員の県内護職員の県内護職員の県内就業就業就業就業と定と定と定と定着着着着をををを促促促促進いたし進いたし進いたし進いたし

ます。ます。ます。ます。

看看看看護職員護職員護職員護職員メメメメンタルンタルンタルンタル相談相談相談相談事事事事業業業業では、では、では、では、引引引引きききき続続続続ききききメメメメンタルンタルンタルンタル相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口などを設などを設などを設などを設置置置置しししし支援支援支援支援を行いまを行いまを行いまを行いま

す。す。す。す。
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６６６６９ペ９ペ９ペ９ペーーーージジジジ、４つ、４つ、４つ、４つ目目目目のののの柱柱柱柱となりますとなりますとなりますとなります地域地域地域地域医療連医療連医療連医療連携体携体携体携体制の制の制の制の構築構築構築構築でございます。でございます。でございます。でございます。

（１）南和（１）南和（１）南和（１）南和地域地域地域地域の医療提の医療提の医療提の医療提供体供体供体供体制の制の制の制の充充充充実については、南和広実については、南和広実については、南和広実については、南和広域域域域医療医療医療医療組組組組合による南和合による南和合による南和合による南和地域地域地域地域公公公公

立病立病立病立病院院院院新体新体新体新体制制制制整備へ整備へ整備へ整備へのののの支援支援支援支援を行います。を行います。を行います。を行います。

（２）（２）（２）（２）地域地域地域地域医療の医療の医療の医療の充充充充実について、実について、実について、実について、新規新規新規新規事事事事業業業業、、、、在宅在宅在宅在宅医療連医療連医療連医療連携体携体携体携体制制制制構築構築構築構築事事事事業業業業では、では、では、では、在宅在宅在宅在宅医療医療医療医療

のののの課題解課題解課題解課題解決決決決にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みをををを推推推推進するため、進するため、進するため、進するため、在宅在宅在宅在宅医療関係者を対医療関係者を対医療関係者を対医療関係者を対象象象象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研修研修研修研修

等等等等を行います。を行います。を行います。を行います。

医療施設医療施設医療施設医療施設近近近近代代代代化化化化施設施設施設施設整備整備整備整備事事事事業業業業では、医療施設の療では、医療施設の療では、医療施設の療では、医療施設の療養環境改善養環境改善養環境改善養環境改善のための施設のための施設のための施設のための施設整備整備整備整備に対するに対するに対するに対する

支援支援支援支援を行うものでございまして、を行うものでございまして、を行うものでございまして、を行うものでございまして、記載記載記載記載のののの法法法法人人人人に対してに対してに対してに対して補助補助補助補助を行うこととしております。を行うこととしております。を行うこととしております。を行うこととしております。

重重重重要要要要疾疾疾疾患患患患医療医療医療医療機能機能機能機能収収収収集集集集分分分分析析析析事事事事業業業業では、連では、連では、連では、連携体携体携体携体制の制の制の制の構築構築構築構築にににに向向向向け、け、け、け、救急救急救急救急のののの重重重重要要要要疾疾疾疾患患患患でありまでありまでありまでありま

すすすす脳脳脳脳卒卒卒卒中などの中などの中などの中などの診診診診療療療療過過過過程や結程や結程や結程や結果果果果に関するに関するに関するに関するデデデデータのータのータのータの収収収収集集集集、分、分、分、分析析析析を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

また、また、また、また、救急救急救急救急医療連医療連医療連医療連携体携体携体携体制制制制構築構築構築構築事事事事業業業業では、では、では、では、心心心心筋梗塞筋梗塞筋梗塞筋梗塞等等等等のののの地域地域地域地域連連連連携携携携パパパパススススのののの取取取取りりりり組み組み組み組みを進めるを進めるを進めるを進める

とともに、医療と行政がとともに、医療と行政がとともに、医療と行政がとともに、医療と行政が共同共同共同共同し、し、し、し、地域地域地域地域で連で連で連で連携携携携し治療するし治療するし治療するし治療する体体体体制制制制づづづづくりを進めてまいります。くりを進めてまいります。くりを進めてまいります。くりを進めてまいります。

（３）県（３）県（３）県（３）県民民民民に対するに対するに対するに対する地域地域地域地域医療の医療の医療の医療の情報情報情報情報提提提提供供供供では、健康では、健康では、健康では、健康等等等等に関するに関するに関するに関するポポポポータルータルータルータルササササイイイイトトトトのののの運営運営運営運営をををを

行い、県行い、県行い、県行い、県民民民民の関の関の関の関心心心心が高いが高いが高いが高い情報情報情報情報をわかりやすく提をわかりやすく提をわかりやすく提をわかりやすく提供供供供してまいります。してまいります。してまいります。してまいります。

主主主主な４つのな４つのな４つのな４つの柱柱柱柱についてのご説明はについてのご説明はについてのご説明はについてのご説明は以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

次次次次に、に、に、に、７７７７１１１１ペペペペーーーージジジジの５、の５、の５、の５、へへへへきききき地地地地医療医療医療医療体体体体制の制の制の制の充充充充実でございますが、こちらは県実でございますが、こちらは県実でございますが、こちらは県実でございますが、こちらは県土土土土のののの約約約約７７７７割割割割

をををを占占占占めるめるめるめるへへへへきききき地地地地の医療につきまして、の医療につきまして、の医療につきまして、の医療につきまして、引引引引きききき続続続続き、医き、医き、医き、医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師の確の確の確の確保保保保ににに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、

総合医の総合医の総合医の総合医の養養養養成に成に成に成に取取取取りりりり組組組組んでまいります。また、んでまいります。また、んでまいります。また、んでまいります。また、へへへへきききき地地地地の医療の医療の医療の医療機機機機関の施設、設関の施設、設関の施設、設関の施設、設備備備備、この、この、この、この整備整備整備整備

に対するに対するに対するに対する支援支援支援支援にににに努努努努め、め、め、め、へへへへきききき地地地地医療の医療の医療の医療の充充充充実を実を実を実を図図図図ってまいります。そのってまいります。そのってまいります。そのってまいります。その他他他他の医療分野について、の医療分野について、の医療分野について、の医療分野について、

６、健康に関する６、健康に関する６、健康に関する６、健康に関する危危危危機管機管機管機管理対策、理対策、理対策、理対策、７７７７、、、、母子母子母子母子保保保保健の健の健の健の充充充充実、実、実、実、８８８８、、、、難病難病難病難病対策の対策の対策の対策の充充充充実、実、実、実、９９９９、、、、精精精精神神神神保保保保

健の健の健の健の充充充充実につきましても、実につきましても、実につきましても、実につきましても、記載記載記載記載のとおり事のとおり事のとおり事のとおり事業業業業をををを継継継継続続続続実施し、その実施し、その実施し、その実施し、その充充充充実を実を実を実を図図図図ってまいりたいってまいりたいってまいりたいってまいりたい

とととと考考考考えております。えております。えております。えております。

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度当当当当初初初初予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要及及及及びびびび平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年度度度度２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要の説明は要の説明は要の説明は要の説明は以以以以上で上で上で上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

続続続続きまして、平成２４年きまして、平成２４年きまして、平成２４年きまして、平成２４年度度度度２月２月２月２月補正補正補正補正予算案、予算案、予算案、予算案、追追追追加提出分について説明をさせていただき加提出分について説明をさせていただき加提出分について説明をさせていただき加提出分について説明をさせていただき

ます。ます。ます。ます。

資資資資料料料料「「「「平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年度度度度２月２月２月２月補正補正補正補正予算案（予算案（予算案（予算案（追追追追加提出分）の加提出分）の加提出分）の加提出分）の概概概概要要要要」」」」をご用意ください。２をご用意ください。２をご用意ください。２をご用意ください。２ペペペペーーーー

ジジジジのののの増増増増額補正額補正額補正額補正の奈良県医療施設の奈良県医療施設の奈良県医療施設の奈良県医療施設耐震耐震耐震耐震化促化促化促化促進進進進基基基基金積金積金積金積立立立立金金金金でございます。これはでございます。これはでございます。これはでございます。これは国国国国の平成２４の平成２４の平成２４の平成２４

年年年年度補正度補正度補正度補正予算を予算を予算を予算を活活活活用した用した用した用した二二二二次次次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耐震耐震耐震化化化化をををを推推推推進するための進するための進するための進するための基基基基金金金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

ざいます。対ざいます。対ざいます。対ざいます。対象象象象のののの病病病病院院院院は、は、は、は、済済済済生生生生会会会会御御御御所病所病所病所病院院院院ほかを予定しているところでございます。ほかを予定しているところでございます。ほかを予定しているところでございます。ほかを予定しているところでございます。
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次次次次に、医療提に、医療提に、医療提に、医療提供体供体供体供体制設制設制設制設備整備備整備備整備備整備事事事事業業業業でございます。これはでございます。これはでございます。これはでございます。これは国国国国の平成２４年の平成２４年の平成２４年の平成２４年度補正度補正度補正度補正予算を予算を予算を予算を活活活活

用し、用し、用し、用し、救急救急救急救急医療、医療、医療、医療、周周周周産期産期産期産期医療医療医療医療等等等等を担う医療を担う医療を担う医療を担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助補助補助補助を行うものでございを行うものでございを行うものでございを行うものでござい

まして、まして、まして、まして、補助先補助先補助先補助先はははは記載記載記載記載のののの病病病病院院院院でございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、に、に、に、国国国国庫返庫返庫返庫返還金還金還金還金、、、、地域地域地域地域自殺自殺自殺自殺対策対策対策対策緊急緊急緊急緊急強化基強化基強化基強化基金金金金でございます。これはでございます。これはでございます。これはでございます。これは厚厚厚厚生労生労生労生労働働働働省省省省のののの地域地域地域地域

自殺自殺自殺自殺対策対策対策対策緊急緊急緊急緊急強化基強化基強化基強化基金金金金がががが終終終終了了了了したことにしたことにしたことにしたことに伴伴伴伴い、い、い、い、精精精精算算算算金金金金のののの変変変変換換換換を行うというものでございまを行うというものでございまを行うというものでございまを行うというものでございま

す。す。す。す。

次次次次に、３に、３に、３に、３ペペペペーーーージジジジ、、、、減減減減額補正額補正額補正額補正のののの新新新新南和南和南和南和公公公公立病立病立病立病院院院院体体体体制制制制整備補助整備補助整備補助整備補助事事事事業業業業でございます。これは県でございます。これは県でございます。これは県でございます。これは県

と南和広と南和広と南和広と南和広域域域域医療医療医療医療組組組組合の予算合の予算合の予算合の予算編編編編成成成成時期時期時期時期のののの違違違違いにより、県の予算いにより、県の予算いにより、県の予算いにより、県の予算編編編編成後に成後に成後に成後に組組組組合の事合の事合の事合の事業スケジ業スケジ業スケジ業スケジュュュュ

ールがールがールがールが精精精精査されたことなどにより査されたことなどにより査されたことなどにより査されたことなどにより生生生生じじじじたたたた不不不不用用用用額額額額をををを減減減減額額額額するものでございます。今回のするものでございます。今回のするものでございます。今回のするものでございます。今回の減減減減額額額額

補正補正補正補正に係る事に係る事に係る事に係る事業費業費業費業費は、平成２５年は、平成２５年は、平成２５年は、平成２５年度度度度当当当当初初初初予算に予算に予算に予算に再計再計再計再計上し、事上し、事上し、事上し、事業業業業の進の進の進の進捗捗捗捗にににに努努努努めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

次次次次に、４に、４に、４に、４ペペペペーーーージジジジはははは繰繰繰繰越越越越明明明明許許許許費補正費補正費補正費補正のののの新規新規新規新規分でございます。分でございます。分でございます。分でございます。

医療提医療提医療提医療提供体供体供体供体制設制設制設制設備整備備整備備整備備整備事事事事業業業業は２は２は２は２ペペペペーーーージジジジにににに記載記載記載記載しております医療提しております医療提しております医療提しております医療提供体供体供体供体制設制設制設制設備整備備整備備整備備整備事事事事業業業業にににに

つきまして、つきまして、つきまして、つきまして、国国国国からのからのからのからの補助補助補助補助金金金金のののの交交交交付付付付のののの時期時期時期時期がががが未未未未確定であることによるものでございます。確定であることによるものでございます。確定であることによるものでございます。確定であることによるものでございます。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、条条条条例関係についてご説明をさせていただきます。例関係についてご説明をさせていただきます。例関係についてご説明をさせていただきます。例関係についてご説明をさせていただきます。

資資資資料料料料「「「「平成２５年２月県議会提出平成２５年２月県議会提出平成２５年２月県議会提出平成２５年２月県議会提出条条条条例例例例」」」」をご用意願います。をご用意願います。をご用意願います。をご用意願います。

まず、まず、まず、まず、目次目次目次目次をお開き願います。医療政策部をお開き願います。医療政策部をお開き願います。医療政策部をお開き願います。医療政策部所管所管所管所管のののの条条条条例は例は例は例は７７７７つございます。平成２５年つございます。平成２５年つございます。平成２５年つございます。平成２５年度度度度

議案２議案２議案２議案２番番番番目目目目の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県附属附属附属附属機機機機関に関する関に関する関に関する関に関する条条条条例の例の例の例の一一一一部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする条条条条例、例、例、例、９９９９番番番番目目目目の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県保保保保健健健健環環環環

境研境研境研境研究究究究センターセンターセンターセンター手手手手数料条数料条数料条数料条例例例例等等等等のののの一一一一部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする条条条条例から１２例から１２例から１２例から１２番番番番目目目目の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県看看看看護護護護師師師師等修学資等修学資等修学資等修学資

金貸与条金貸与条金貸与条金貸与条例の例の例の例の一一一一部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする条条条条例まで、例まで、例まで、例まで、及及及及びびびび２０２０２０２０番番番番目目目目の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県病病病病院院院院のののの人人人人員の員の員の員の基基基基準準準準等等等等及及及及び病び病び病び病

床床床床のののの有効利有効利有効利有効利用に関する用に関する用に関する用に関する条条条条例でございます。そして、例でございます。そして、例でございます。そして、例でございます。そして、次次次次ののののペペペペーーーージジジジ、平成２４年、平成２４年、平成２４年、平成２４年度度度度議案３議案３議案３議案３番番番番目目目目

の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県自殺自殺自殺自殺対策対策対策対策緊急緊急緊急緊急強化基強化基強化基強化基金条金条金条金条例の例の例の例の一一一一部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする条条条条例の例の例の例の以以以以上上上上７７７７つとなります。これらつとなります。これらつとなります。これらつとなります。これら

についてご説明いたします。についてご説明いたします。についてご説明いたします。についてご説明いたします。

まず、まず、まず、まず、７ペ７ペ７ペ７ペーーーージジジジの奈良県の奈良県の奈良県の奈良県附属附属附属附属機機機機関に関する関に関する関に関する関に関する条条条条例の例の例の例の一一一一部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする条条条条例でございます。医例でございます。医例でございます。医例でございます。医

療政策部療政策部療政策部療政策部所管所管所管所管のののの附属附属附属附属機機機機関は（３）の奈良県後関は（３）の奈良県後関は（３）の奈良県後関は（３）の奈良県後発発発発医医医医薬品薬品薬品薬品安心安心安心安心使使使使用用用用促促促促進進進進協協協協議会でございますが、議会でございますが、議会でございますが、議会でございますが、

後後後後発発発発医医医医薬品薬品薬品薬品のののの安心安心安心安心使使使使用の用の用の用の促促促促進について進について進について進について調調調調査、審議するための査、審議するための査、審議するための査、審議するための協協協協議会を設議会を設議会を設議会を設置置置置するものでござするものでござするものでござするものでござ

います。います。います。います。

引引引引きききき続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、次次次次のののの８ペ８ペ８ペ８ペーーーージジジジの３、奈良県の３、奈良県の３、奈良県の３、奈良県保保保保健健健健環境研環境研環境研環境研究究究究センターセンターセンターセンター調調調調査査査査研研研研究究究究評価評価評価評価委員会委員会委員会委員会

の名の名の名の名称称称称等等等等のののの変更変更変更変更でございます。奈良県でございます。奈良県でございます。奈良県でございます。奈良県保保保保健健健健環境研環境研環境研環境研究究究究センターが平成２５年４月１日から奈センターが平成２５年４月１日から奈センターが平成２５年４月１日から奈センターが平成２５年４月１日から奈

良県良県良県良県保保保保健健健健研研研研究究究究センターに名センターに名センターに名センターに名称変更称変更称変更称変更し、また、し、また、し、また、し、また、業業業業務の務の務の務の一一一一部が奈良県部が奈良県部が奈良県部が奈良県景観景観景観景観・・・・環境環境環境環境総合センター総合センター総合センター総合センター

にににに移移移移管管管管するということを受けまして、当するということを受けまして、当するということを受けまして、当するということを受けまして、当該該該該委員会の名委員会の名委員会の名委員会の名称変更称変更称変更称変更、それから担、それから担、それから担、それから担任任任任する事する事する事する事項項項項につにつにつにつ
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いていていていて所所所所要の要の要の要の改正改正改正改正を行うものでございます。これらのを行うものでございます。これらのを行うものでございます。これらのを行うものでございます。これらの改正改正改正改正の施行は、平成２５年４月１日かの施行は、平成２５年４月１日かの施行は、平成２５年４月１日かの施行は、平成２５年４月１日か

らでございます。らでございます。らでございます。らでございます。

続続続続きまして、４２きまして、４２きまして、４２きまして、４２ペペペペーーーージジジジの奈良県の奈良県の奈良県の奈良県保保保保健健健健環境研環境研環境研環境研究究究究センターセンターセンターセンター手手手手数料条数料条数料条数料条例例例例等等等等のののの一一一一部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする

条条条条例でございます。このうち、まず（１）奈良県例でございます。このうち、まず（１）奈良県例でございます。このうち、まず（１）奈良県例でございます。このうち、まず（１）奈良県保保保保健健健健環境研環境研環境研環境研究究究究センターセンターセンターセンター手手手手数料条数料条数料条数料条例の例の例の例の一一一一部部部部

改正改正改正改正関係といたしまして、関係といたしまして、関係といたしまして、関係といたしまして、食食食食品品品品検検検検査に係る成分査に係る成分査に係る成分査に係る成分検検検検査の定査の定査の定査の定量量量量分分分分析手析手析手析手数料数料数料数料のののの改改改改定定定定等等等等を行うものを行うものを行うものを行うもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次の（２）奈良県の（２）奈良県の（２）奈良県の（２）奈良県薬薬薬薬事事事事研研研研究究究究センターセンターセンターセンター条条条条例の例の例の例の一一一一部部部部改正改正改正改正関係では、関係では、関係では、関係では、試試試試作作作作手手手手数料数料数料数料については、については、については、については、

製薬企製薬企製薬企製薬企業業業業からのからのからのからの依頼依頼依頼依頼がなくなったことから、これをがなくなったことから、これをがなくなったことから、これをがなくなったことから、これを廃廃廃廃止止止止いたします。いたします。いたします。いたします。新新新新旧旧旧旧対対対対照照照照表表表表につきまにつきまにつきまにつきま

しては、それしては、それしては、それしては、それぞぞぞぞれ４４れ４４れ４４れ４４ペペペペーーーージジジジ、４６、４６、４６、４６ペペペペーーーージジジジにににに記載記載記載記載のとおりでございます。こののとおりでございます。こののとおりでございます。こののとおりでございます。この改正改正改正改正の施行の施行の施行の施行

は、平成２５年４月１日からでございます。は、平成２５年４月１日からでございます。は、平成２５年４月１日からでございます。は、平成２５年４月１日からでございます。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、７７７７００００ペペペペーーーージジジジ、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県保保保保健健健健環境研環境研環境研環境研究究究究センターセンターセンターセンター手手手手数料条数料条数料条数料条例の例の例の例の一一一一部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする条条条条

例でございます。これは、さきにご説明させていただきましたとおり、奈良県例でございます。これは、さきにご説明させていただきましたとおり、奈良県例でございます。これは、さきにご説明させていただきましたとおり、奈良県例でございます。これは、さきにご説明させていただきましたとおり、奈良県保保保保健健健健環境研環境研環境研環境研

究究究究センターが平成２５年４月１日から名センターが平成２５年４月１日から名センターが平成２５年４月１日から名センターが平成２５年４月１日から名称変更称変更称変更称変更し、し、し、し、業業業業務の務の務の務の一一一一部が部が部が部が移移移移管管管管することによりますすることによりますすることによりますすることによります

条条条条例の例の例の例の改正改正改正改正となっております。となっております。となっております。となっております。新新新新旧旧旧旧対対対対照照照照表表表表につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、７７７７１１１１ペペペペーーーージジジジにににに記載記載記載記載のとおりでのとおりでのとおりでのとおりで

ございます。ございます。ございます。ございます。改正改正改正改正の施行は平成２５年４月１日からでございます。の施行は平成２５年４月１日からでございます。の施行は平成２５年４月１日からでございます。の施行は平成２５年４月１日からでございます。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、７７７７４４４４ペペペペーーーージジジジ、奈良県医、奈良県医、奈良県医、奈良県医師師師師確確確確保修学研修資保修学研修資保修学研修資保修学研修資金貸与条金貸与条金貸与条金貸与条例の例の例の例の一一一一部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする条条条条例例例例

でございます。こちらは奈良県医でございます。こちらは奈良県医でございます。こちらは奈良県医でございます。こちらは奈良県医師師師師確確確確保修学研修資保修学研修資保修学研修資保修学研修資金金金金のののの現現現現行制行制行制行制度度度度につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、修学資修学資修学資修学資金金金金

制制制制度度度度による医による医による医による医師師師師供給状況供給状況供給状況供給状況をををを踏踏踏踏まえ、さらに５年間制まえ、さらに５年間制まえ、さらに５年間制まえ、さらに５年間制度度度度をををを継継継継続続続続し、平成２し、平成２し、平成２し、平成２９９９９年年年年度度度度にににに再度検討再度検討再度検討再度検討

をするものでございます。をするものでございます。をするものでございます。をするものでございます。新新新新旧旧旧旧対対対対照照照照表表表表につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、７７７７５５５５ペペペペーーーージジジジにににに記載記載記載記載のとおりでござのとおりでござのとおりでござのとおりでござ

います。います。います。います。改正改正改正改正の施行は平成２５年４月１日からでございます。の施行は平成２５年４月１日からでございます。の施行は平成２５年４月１日からでございます。の施行は平成２５年４月１日からでございます。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、７７７７６６６６ペペペペーーーージジジジ、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県看看看看護護護護師師師師等修学資等修学資等修学資等修学資金貸与条金貸与条金貸与条金貸与条例の例の例の例の一一一一部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする条条条条例でご例でご例でご例でご

ざいます。こちらは２００ざいます。こちらは２００ざいます。こちらは２００ざいます。こちらは２００床以床以床以床以上の上の上の上の病病病病院院院院についてもについてもについてもについても看看看看護護護護師不足師不足師不足師不足がががが深刻深刻深刻深刻化化化化しているというこしているというこしているというこしているというこ

とをとをとをとを踏踏踏踏まえまして、まえまして、まえまして、まえまして、修学資修学資修学資修学資金金金金のののの返返返返還債還債還債還債務を務を務を務を免除免除免除免除する対する対する対する対象象象象施設に２００施設に２００施設に２００施設に２００床以床以床以床以上の上の上の上の病病病病院院院院をををを追追追追加加加加

するとともに、そのするとともに、そのするとともに、そのするとともに、その返返返返還債還債還債還債務の務の務の務の免除免除免除免除規規規規定を定を定を定を追追追追加するという加するという加するという加するという改正改正改正改正を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

新新新新旧旧旧旧対対対対照照照照表表表表につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、７９ペ７９ペ７９ペ７９ペーーーージジジジにににに記載記載記載記載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。改正改正改正改正の施行は平成の施行は平成の施行は平成の施行は平成

２５年４月１日からでございます。２５年４月１日からでございます。２５年４月１日からでございます。２５年４月１日からでございます。

続続続続きまして、１０６きまして、１０６きまして、１０６きまして、１０６ペペペペーーーージジジジ、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県病病病病院院院院のののの人人人人員の員の員の員の基基基基準準準準等等等等及及及及び病び病び病び病床床床床のののの有効利有効利有効利有効利用に関する用に関する用に関する用に関する条条条条

例でございます。本例でございます。本例でございます。本例でございます。本条条条条例は、例は、例は、例は、地域地域地域地域のののの自自自自主主主主性性性性及及及及びびびび自自自自立立立立性を高めるための性を高めるための性を高めるための性を高めるための改改改改革革革革のののの推推推推進を進を進を進を図図図図るたるたるたるた

めの関係めの関係めの関係めの関係法律法律法律法律のののの整備整備整備整備に関するに関するに関するに関する法律法律法律法律、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる地域主地域主地域主地域主権権権権改改改改革革革革一一一一括括括括法法法法というのが平成２３年というのが平成２３年というのが平成２３年というのが平成２３年８８８８

月３０日に月３０日に月３０日に月３０日に公公公公布布布布されましたことにされましたことにされましたことにされましたことに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、病病病病院院院院等等等等のののの人人人人員員員員及及及及びびびび施設の施設の施設の施設の基基基基準準準準のののの一一一一部につい部につい部につい部につい
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て、て、て、て、都道府都道府都道府都道府県に委県に委県に委県に委任任任任されることとなったため、提案させていただくものでございます。されることとなったため、提案させていただくものでございます。されることとなったため、提案させていただくものでございます。されることとなったため、提案させていただくものでございます。

国国国国から県に委から県に委から県に委から県に委任任任任されたされたされたされた項項項項目目目目といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、同同同同じじじじ１０６１０６１０６１０６ペペペペーーーージジジジにございます３、にございます３、にございます３、にございます３、既存既存既存既存

病病病病床数及床数及床数及床数及びびびび申申申申請病請病請病請病床数床数床数床数を算定するを算定するを算定するを算定する場場場場合の合の合の合の補正基補正基補正基補正基準準準準や、や、や、や、病病病病院院院院等等等等のののの人人人人員や施設の員や施設の員や施設の員や施設の基基基基準準準準等等等等、１１、１１、１１、１１

３３３３ペペペペーーーージジジジまでまでまでまで記載記載記載記載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

１１３１１３１１３１１３ペペペペーーーージジジジ、本県では、県、本県では、県、本県では、県、本県では、県民民民民に良質でに良質でに良質でに良質で適適適適切切切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ため、するため、するため、するため、独自独自独自独自のののの規規規規定といた定といた定といた定といた

しまして、１０、しまして、１０、しまして、１０、しまして、１０、病病病病床床床床のののの有効利有効利有効利有効利用に用に用に用に記載記載記載記載してありますとおり、してありますとおり、してありますとおり、してありますとおり、既存既存既存既存の医療の医療の医療の医療機機機機関には、その関には、その関には、その関には、その

自自自自助助助助努努努努力力力力としてとしてとしてとして病病病病床床床床のののの有効利有効利有効利有効利用や用や用や用や機能機能機能機能分担に分担に分担に分担に取取取取りりりり組む組む組む組む責責責責務がある。また、１１の務がある。また、１１の務がある。また、１１の務がある。また、１１の報報報報告に告に告に告に記記記記

載載載載させていただきましたとおり、そのさせていただきましたとおり、そのさせていただきましたとおり、そのさせていただきましたとおり、その促促促促進のために県が行う進のために県が行う進のために県が行う進のために県が行う情報情報情報情報のののの収収収収集集集集に関し、に関し、に関し、に関し、協協協協力力力力しなしなしなしな

けれけれけれければばばばならない旨、提案させていただくものでございます。このならない旨、提案させていただくものでございます。このならない旨、提案させていただくものでございます。このならない旨、提案させていただくものでございます。この条条条条例施行は平成２５年４例施行は平成２５年４例施行は平成２５年４例施行は平成２５年４

月１日からとなっております。月１日からとなっております。月１日からとなっております。月１日からとなっております。

続続続続きまして、１２６きまして、１２６きまして、１２６きまして、１２６ペペペペーーーージジジジの奈良県の奈良県の奈良県の奈良県自殺自殺自殺自殺対策対策対策対策緊急緊急緊急緊急強化基強化基強化基強化基金条金条金条金条例の例の例の例の一一一一部を部を部を部を改正改正改正改正するするするする条条条条例で例で例で例で

ございます。こちらは平成２４年ございます。こちらは平成２４年ございます。こちらは平成２４年ございます。こちらは平成２４年度度度度のののの国国国国のののの補正補正補正補正予算において、予算において、予算において、予算において、自殺自殺自殺自殺対策対策対策対策緊急緊急緊急緊急強化基強化基強化基強化基金金金金がががが積積積積

みみみみ増増増増しされ、平成２５年しされ、平成２５年しされ、平成２５年しされ、平成２５年度度度度もももも継継継継続続続続するということにするということにするということにするということに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、条条条条例の例の例の例の現現現現在在在在のののの有効期有効期有効期有効期限限限限をををを

平成２５年１２月３１日から平成２６年１２月３１日に平成２５年１２月３１日から平成２６年１２月３１日に平成２５年１２月３１日から平成２６年１２月３１日に平成２５年１２月３１日から平成２６年１２月３１日に延延延延長するものでございます。長するものでございます。長するものでございます。長するものでございます。新新新新旧旧旧旧

対対対対照照照照表表表表については、１２については、１２については、１２については、１２７ペ７ペ７ペ７ペーーーージジジジにににに記載記載記載記載のとおりでございまして、施行についてはのとおりでございまして、施行についてはのとおりでございまして、施行についてはのとおりでございまして、施行については公公公公布布布布のののの

日からでございます。日からでございます。日からでございます。日からでございます。

以以以以上が医療政策部に関します上が医療政策部に関します上が医療政策部に関します上が医療政策部に関します条条条条例関係の議案の説明でございました。例関係の議案の説明でございました。例関係の議案の説明でございました。例関係の議案の説明でございました。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、資資資資料料料料「「「「条条条条例その例その例その例その他他他他予算外議案予算外議案予算外議案予算外議案」」」」をごらんください。１６１をごらんください。１６１をごらんください。１６１をごらんください。１６１ペペペペーーーージジジジでございでございでございでござい

ます。議第１１ます。議第１１ます。議第１１ます。議第１１７７７７号号号号、、、、公公公公立大学立大学立大学立大学法法法法人人人人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学中中中中期目標期目標期目標期目標の制定についてでございまの制定についてでございまの制定についてでございまの制定についてでございま

す。これはす。これはす。これはす。これは地方地方地方地方独独独独立立立立行政行政行政行政法法法法人人人人法法法法第２５第２５第２５第２５条条条条第３第３第３第３項項項項のののの規規規規定により議定により議定により議定により議決決決決をををを求求求求めるものでございまめるものでございまめるものでございまめるものでございま

す。説明は別す。説明は別す。説明は別す。説明は別冊冊冊冊で行わせていただきます。で行わせていただきます。で行わせていただきます。で行わせていただきます。

資資資資料料料料「「「「公公公公立大学立大学立大学立大学法法法法人人人人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学中中中中期目標」期目標」期目標」期目標」の２の２の２の２ペペペペーーーージジジジ、中、中、中、中期目標期目標期目標期目標のののの期期期期間でござい間でござい間でござい間でござい

ますけれども、平成２５年４月から平成３１年３月までの６年間を対ますけれども、平成２５年４月から平成３１年３月までの６年間を対ますけれども、平成２５年４月から平成３１年３月までの６年間を対ますけれども、平成２５年４月から平成３１年３月までの６年間を対象象象象としております。としております。としております。としております。

これにつきまして、これにつきまして、これにつきまして、これにつきまして、法法法法人人人人のののの業業業業務務務務運営運営運営運営に関するに関するに関するに関する目標目標目標目標を定めるというものでございます。また、を定めるというものでございます。また、を定めるというものでございます。また、を定めるというものでございます。また、

この第２この第２この第２この第２期期期期中中中中期目標期目標期目標期目標で、第１で、第１で、第１で、第１期期期期でででで位位位位置づ置づ置づ置づけておりましたけておりましたけておりましたけておりました教育教育教育教育、、、、研研研研究究究究、、、、診診診診療、療、療、療、法法法法人運営人運営人運営人運営、こ、こ、こ、こ

れに加えましてれに加えましてれに加えましてれに加えまして地域地域地域地域貢献貢献貢献貢献、まち、まち、まち、まちづづづづくりをくりをくりをくりを新新新新たな分野としてたな分野としてたな分野としてたな分野として位位位位置づ置づ置づ置づけて、６分野６６けて、６分野６６けて、６分野６６けて、６分野６６項項項項目目目目のののの

成成成成果目標果目標果目標果目標をををを掲掲掲掲げることといたしました。げることといたしました。げることといたしました。げることといたしました。目標目標目標目標の策定に当たりましては、県と県の策定に当たりましては、県と県の策定に当たりましては、県と県の策定に当たりましては、県と県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学

のののの役役役役割割割割を明確にし、県が策定する中を明確にし、県が策定する中を明確にし、県が策定する中を明確にし、県が策定する中期目標期目標期目標期目標と県と県と県と県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学がががが作作作作成する中成する中成する中成する中期計画期計画期計画期計画がががが一体一体一体一体となとなとなとな

るよう、また、るよう、また、るよう、また、るよう、また、ＰＰＰＰＤＤＤＤＣＡＣＡＣＡＣＡササササイイイイクルがクルがクルがクルが的的的的確かつ実確かつ実確かつ実確かつ実効的効的効的効的にににに機能機能機能機能するよう６年間のするよう６年間のするよう６年間のするよう６年間の工工工工程案を程案を程案を程案を示示示示しししし

ながら、医療関係者やながら、医療関係者やながら、医療関係者やながら、医療関係者や近近近近隣隣隣隣自自自自治治治治体体体体の長をはの長をはの長をはの長をはじじじじめ県議会議員のめ県議会議員のめ県議会議員のめ県議会議員の方方方方にもにもにもにもメメメメンンンンババババーにーにーにーに入入入入っていたっていたっていたっていた
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だきましてだきましてだきましてだきまして評評評評議を行う議を行う議を行う議を行う場場場場をををを持持持持つとともに、県つとともに、県つとともに、県つとともに、県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学とととと検討検討検討検討を進めてきたところでござを進めてきたところでござを進めてきたところでござを進めてきたところでござ

います。います。います。います。

中中中中期目標期目標期目標期目標のののの主主主主なななな項項項項目目目目についてご説明をさせていただきます。についてご説明をさせていただきます。についてご説明をさせていただきます。についてご説明をさせていただきます。

３３３３ペペペペーーーージジジジのののの地域地域地域地域貢献貢献貢献貢献では、県内の医では、県内の医では、県内の医では、県内の医師師師師供給機能供給機能供給機能供給機能をををを向向向向上させるため、上させるため、上させるため、上させるため、イメイメイメイメーーーージ図ジ図ジ図ジ図のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、

①①①①として（として（として（として（仮称仮称仮称仮称）県）県）県）県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学医医医医師師師師派遣派遣派遣派遣センターを、センターを、センターを、センターを、②②②②として（として（として（として（仮称仮称仮称仮称）県）県）県）県費奨学生費奨学生費奨学生費奨学生配配配配置置置置セセセセ

ンターを、それンターを、それンターを、それンターを、それぞぞぞぞれ設れ設れ設れ設置運営置運営置運営置運営していくこととしております。していくこととしております。していくこととしております。していくこととしております。

次次次次に、１０に、１０に、１０に、１０ペペペペーーーージジジジのののの教育教育教育教育ではではではでは幅幅幅幅広い広い広い広い教養教養教養教養をををを習習習習得得得得した医療した医療した医療した医療人人人人をををを育育育育成するため、成するため、成するため、成するため、リリリリベベベベララララルアルアルアルア

ーーーーツ教育ツ教育ツ教育ツ教育にににに沿沿沿沿ったったったった新新新新カリキュラカリキュラカリキュラカリキュラムムムムのののの導入導入導入導入や外部や外部や外部や外部有有有有識識識識者を含者を含者を含者を含む一般教育検討む一般教育検討む一般教育検討む一般教育検討委員会の設委員会の設委員会の設委員会の設置運置運置運置運

営営営営などになどになどになどに取取取取りりりり組む組む組む組むこととしております。こととしております。こととしております。こととしております。

次次次次に、１３に、１３に、１３に、１３ペペペペーーーージジジジ、こちらは、こちらは、こちらは、こちらは研研研研究究究究でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、研研研研究究究究においては、県においては、県においては、県においては、県民民民民の健康の健康の健康の健康

や予や予や予や予防防防防医療につながる医療につながる医療につながる医療につながる研研研研究究究究推推推推進のため、進のため、進のため、進のため、リリリリビビビビンンンンググググササササイイイイエエエエンンンンススススのののの推推推推進に進に進に進に向向向向けたけたけたけた具体的具体的具体的具体的なななな研研研研究究究究

の実施と県内の実施と県内の実施と県内の実施と県内へへへへのののの普及普及普及普及等等等等にににに取取取取りりりり組む組む組む組むこととしております。こととしております。こととしております。こととしております。

続続続続きまして、１４きまして、１４きまして、１４きまして、１４ペペペペーーーージジジジはははは診診診診療という分野でございます。こちらにおいては、医療という分野でございます。こちらにおいては、医療という分野でございます。こちらにおいては、医療という分野でございます。こちらにおいては、医師師師師、、、、看看看看

護護護護師師師師等等等等のののの離離離離職職職職防止防止防止防止とととと人材人材人材人材確確確確保保保保のため、のため、のため、のため、就業規就業規就業規就業規則則則則のののの見直見直見直見直しやしやしやしやワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンス検討ス検討ス検討ス検討

委員会の設委員会の設委員会の設委員会の設置置置置、、、、運営運営運営運営、さらに１５、さらに１５、さらに１５、さらに１５ペペペペーーーージジジジでは、がんでは、がんでは、がんでは、がん拠点病拠点病拠点病拠点病院院院院としてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能のののの充充充充実のため、実のため、実のため、実のため、

がんがんがんがん診診診診療に特療に特療に特療に特化化化化した医した医した医した医師師師師のののの倍倍倍倍増増増増などになどになどになどに取取取取りりりり組む組む組む組むこととしております。こととしております。こととしております。こととしております。

また、１また、１また、１また、１７ペ７ペ７ペ７ペーーーージジジジは、まちは、まちは、まちは、まちづづづづくりという分野でございます。まちくりという分野でございます。まちくりという分野でございます。まちくりという分野でございます。まちづづづづくりではくりではくりではくりでは教育研教育研教育研教育研究究究究部部部部

門門門門のののの移転移転移転移転とととと新新新新キャキャキャキャンパンパンパンパススススのののの整備整備整備整備として、平成３３年のとして、平成３３年のとして、平成３３年のとして、平成３３年のキャキャキャキャンパンパンパンパススススオオオオーーーーププププンをンをンをンを目指目指目指目指してしてしてして取取取取りりりり

組む組む組む組むこととしております。こととしております。こととしております。こととしております。

最後に２０最後に２０最後に２０最後に２０ペペペペーーーージジジジはははは法法法法人運営人運営人運営人運営という分野でございます。こちらではという分野でございます。こちらではという分野でございます。こちらではという分野でございます。こちらではガガガガバナバナバナバナンンンンス体ス体ス体ス体制の制の制の制の充充充充

実実実実強化強化強化強化や、２１や、２１や、２１や、２１ペペペペーーーージジジジのののの繰繰繰繰越越越越欠損欠損欠損欠損金金金金のののの解解解解消消消消などになどになどになどに取取取取りりりり組む組む組む組むこととしております。こととしております。こととしております。こととしております。

中中中中期目標期目標期目標期目標の対応説明についてはの対応説明についてはの対応説明についてはの対応説明については以以以以上となります。上となります。上となります。上となります。

医療政策部医療政策部医療政策部医療政策部所管所管所管所管の議案はの議案はの議案はの議案は以以以以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

ただいまの説明またはそのただいまの説明またはそのただいまの説明またはそのただいまの説明またはその他他他他の事の事の事の事項項項項も含めて、質も含めて、質も含めて、質も含めて、質疑疑疑疑等等等等があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言願います。言願います。言願います。言願います。

なお、理事者のなお、理事者のなお、理事者のなお、理事者の皆皆皆皆様様様様には、委員の質問、質には、委員の質問、質には、委員の質問、質には、委員の質問、質疑疑疑疑に対して、明確かつに対して、明確かつに対して、明確かつに対して、明確かつ簡潔簡潔簡潔簡潔にご答弁をお願いにご答弁をお願いにご答弁をお願いにご答弁をお願い

いたします。質問もいたします。質問もいたします。質問もいたします。質問も簡潔簡潔簡潔簡潔明明明明瞭瞭瞭瞭にお願いいたします。にお願いいたします。にお願いいたします。にお願いいたします。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 それでは、委員長のおそれでは、委員長のおそれでは、委員長のおそれでは、委員長のお許許許許しをしをしをしを得得得得ましたので、ましたので、ましたので、ましたので、早早早早速速速速、質問に、質問に、質問に、質問に入入入入らせていただきらせていただきらせていただきらせていただき

ます。ます。ます。ます。

事前に事前に事前に事前に何何何何点点点点かそれかそれかそれかそれぞぞぞぞれの部に質問内容をおれの部に質問内容をおれの部に質問内容をおれの部に質問内容をお渡渡渡渡しいたしておりますが、しいたしておりますが、しいたしておりますが、しいたしておりますが、若若若若干干干干変更変更変更変更もございもございもございもござい
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ますのでよろしくお願いをいたします。ますのでよろしくお願いをいたします。ますのでよろしくお願いをいたします。ますのでよろしくお願いをいたします。

まず、健康福祉部からまず、健康福祉部からまず、健康福祉部からまず、健康福祉部から入入入入らせてもらいます。この間、らせてもらいます。この間、らせてもらいます。この間、らせてもらいます。この間、地域地域地域地域における、における、における、における、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らららら

しをしをしをしを送送送送るために高るために高るために高るために高齢齢齢齢者対策をしっかりとやらなけれ者対策をしっかりとやらなけれ者対策をしっかりとやらなけれ者対策をしっかりとやらなければばばばならないというところから、特にならないというところから、特にならないというところから、特にならないというところから、特に地地地地

域域域域福祉という福祉という福祉という福祉という視視視視点点点点で、で、で、で、介介介介護は護は護は護は随随随随分と分と分と分と環境環境環境環境やややや介介介介護護護護体体体体制が進んできました。しかし、制が進んできました。しかし、制が進んできました。しかし、制が進んできました。しかし、官官官官ですが、ですが、ですが、ですが、

地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターが今センターが今センターが今センターが今非非非非常常常常にににに重重重重視視視視され、市され、市され、市され、市町町町町村では村では村では村では活活活活躍躍躍躍をしをしをしをし始始始始めております。このめております。このめております。このめております。この地地地地

域包域包域包域包括括括括支援支援支援支援センターもセンターもセンターもセンターも機能機能機能機能しししし始始始始めて、奈良県内あるいはめて、奈良県内あるいはめて、奈良県内あるいはめて、奈良県内あるいは全国全国全国全国でもでもでもでも一一一一緒緒緒緒ですが、ですが、ですが、ですが、数数数数年がたち、年がたち、年がたち、年がたち、

本当に定本当に定本当に定本当に定着着着着をいたしました。けれども、このをいたしました。けれども、このをいたしました。けれども、このをいたしました。けれども、この地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターについては、そのセンターについては、そのセンターについては、そのセンターについては、その役役役役割割割割

はははは主主主主に３つぐらいあるかと思うわけです。その中で、に３つぐらいあるかと思うわけです。その中で、に３つぐらいあるかと思うわけです。その中で、に３つぐらいあるかと思うわけです。その中で、生活相談体生活相談体生活相談体生活相談体制にはいまだ制にはいまだ制にはいまだ制にはいまだ十十十十分対応で分対応で分対応で分対応で

きていないときていないときていないときていないと感じ感じ感じ感じられます。日られます。日られます。日られます。日 々々々々のののの介介介介護の護の護の護の認認認認定あるいは定あるいは定あるいは定あるいはケケケケアでアでアでアで相談相談相談相談が多くが多くが多くが多く入入入入り、それをこり、それをこり、それをこり、それをこ

なすのがなすのがなすのがなすのが精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいという県内のいという県内のいという県内のいという県内の地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターが多センターが多センターが多センターが多 々々々々見見見見られると思います。られると思います。られると思います。られると思います。

このこのこのこの地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターは、センターは、センターは、センターは、公公公公共的共的共的共的なななな立場立場立場立場から高から高から高から高齢齢齢齢者者者者へへへへのののの安心安心安心安心のののの生活づ生活づ生活づ生活づくりを応くりを応くりを応くりを応援援援援しししし

ていくことになるわけですから、ていくことになるわけですから、ていくことになるわけですから、ていくことになるわけですから、地域地域地域地域のののの民民民民間の間の間の間の社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉協協協協議会との連議会との連議会との連議会との連携携携携がががが大大大大変変変変重重重重要だと思要だと思要だと思要だと思

います。そういう意味では、このいます。そういう意味では、このいます。そういう意味では、このいます。そういう意味では、この地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターが、県内でどのようなセンターが、県内でどのようなセンターが、県内でどのようなセンターが、県内でどのような課題課題課題課題をををを持持持持っっっっ

ているのか、わかっていれているのか、わかっていれているのか、わかっていれているのか、わかっていればばばばおおおお示示示示しをいただきたいと思うわけでございます。これは市しをいただきたいと思うわけでございます。これは市しをいただきたいと思うわけでございます。これは市しをいただきたいと思うわけでございます。これは市町町町町

村が実施村が実施村が実施村が実施主体主体主体主体ですが、だからといって奈良県としてもですが、だからといって奈良県としてもですが、だからといって奈良県としてもですが、だからといって奈良県としても任任任任せっきりにはいかないと、せっきりにはいかないと、せっきりにはいかないと、せっきりにはいかないと、大大大大切切切切なななな

機機機機関であるからかかわりを関であるからかかわりを関であるからかかわりを関であるからかかわりを強強強強めると、めると、めると、めると、去去去去年からそのようにはっきりと申されました。した年からそのようにはっきりと申されました。した年からそのようにはっきりと申されました。した年からそのようにはっきりと申されました。した

がって、県としてのかかわりもどうなのか。がって、県としてのかかわりもどうなのか。がって、県としてのかかわりもどうなのか。がって、県としてのかかわりもどうなのか。

それから、それから、それから、それから、官官官官としてのとしてのとしてのとしての独独独独立立立立性を性を性を性を持持持持ってってってって地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの運営運営運営運営に当たらなけれに当たらなけれに当たらなけれに当たらなければばばばなななな

らないと思いますが、らないと思いますが、らないと思いますが、らないと思いますが、残残残残念念念念ながらながらながらながら場所場所場所場所がない、がない、がない、がない、人材人材人材人材をそろえるのに市をそろえるのに市をそろえるのに市をそろえるのに市町町町町村村村村自自自自治治治治体体体体ではではではでは困困困困難難難難

だというところから、だというところから、だというところから、だというところから、民民民民間の、例え間の、例え間の、例え間の、例えば病ば病ば病ば病院院院院のののの横横横横にということでごにということでごにということでごにということでご協協協協力力力力をををを得得得得ながら、そういながら、そういながら、そういながら、そうい

うところに設うところに設うところに設うところに設置置置置をしているというをしているというをしているというをしているという地方地方地方地方自自自自治治治治体体体体もございます。そのもございます。そのもございます。そのもございます。その民民民民間のところ間のところ間のところ間のところへ地域包へ地域包へ地域包へ地域包括括括括

支援支援支援支援センターをセンターをセンターをセンターを置置置置くとなると、そこではまたそこでくとなると、そこではまたそこでくとなると、そこではまたそこでくとなると、そこではまたそこでみみみみずからずからずからずから介介介介護事護事護事護事業業業業をやっているとか、をやっているとか、をやっているとか、をやっているとか、

いろいろなそういういろいろなそういういろいろなそういういろいろなそういう介介介介護に関連する事護に関連する事護に関連する事護に関連する事業業業業をやっているわけなので、このをやっているわけなので、このをやっているわけなので、このをやっているわけなので、この地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センセンセンセン

ターの事ターの事ターの事ターの事業業業業がががが仕仕仕仕事の内容において、事の内容において、事の内容において、事の内容において、交流交流交流交流においてにおいてにおいてにおいて情報交情報交情報交情報交換換換換をたくさんしやすいという、をたくさんしやすいという、をたくさんしやすいという、をたくさんしやすいという、環環環環

境境境境に今あると思います。そんな意味で、に今あると思います。そんな意味で、に今あると思います。そんな意味で、に今あると思います。そんな意味で、果果果果たしてこのたしてこのたしてこのたしてこの官官官官のののの地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターの事センターの事センターの事センターの事業業業業展展展展

開、中開、中開、中開、中立立立立性、性、性、性、守秘義守秘義守秘義守秘義務も含めて務も含めて務も含めて務も含めて保保保保てるのかどうなのか、このことがてるのかどうなのか、このことがてるのかどうなのか、このことがてるのかどうなのか、このことが気気気気にかかります。そのにかかります。そのにかかります。そのにかかります。その

点点点点、いかがお、いかがお、いかがお、いかがお考考考考えなのか、これをおえなのか、これをおえなのか、これをおえなのか、これをお示示示示しいただきたいと思います。しいただきたいと思います。しいただきたいと思います。しいただきたいと思います。

こう申し上げるのは、こう申し上げるのは、こう申し上げるのは、こう申し上げるのは、地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターをよりセンターをよりセンターをよりセンターをより独独独独立立立立性の性の性の性の強強強強い、そしてい、そしてい、そしてい、そして充充充充実した実した実した実した仕仕仕仕事事事事

をやっていただけるような、そういう前をやっていただけるような、そういう前をやっていただけるような、そういう前をやっていただけるような、そういう前向向向向きのきのきのきの方向方向方向方向でででで運営運営運営運営をしていただきたいがために、をしていただきたいがために、をしていただきたいがために、をしていただきたいがために、

このようなことを申し上げるわけでございます。そういうことでご理このようなことを申し上げるわけでございます。そういうことでご理このようなことを申し上げるわけでございます。そういうことでご理このようなことを申し上げるわけでございます。そういうことでご理解解解解いただきまして、いただきまして、いただきまして、いただきまして、
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私の質問に答えていただきたい。私の質問に答えていただきたい。私の質問に答えていただきたい。私の質問に答えていただきたい。

それから、高それから、高それから、高それから、高齢齢齢齢者あるいは高者あるいは高者あるいは高者あるいは高齢齢齢齢のののの障害障害障害障害者、成者、成者、成者、成人人人人のののの障害障害障害障害者と言ってもいいのですが、そう者と言ってもいいのですが、そう者と言ってもいいのですが、そう者と言ってもいいのですが、そう

いったいったいったいった一一一一連の連の連の連の虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止の動きがの動きがの動きがの動きが強強強強まっておりまして、まっておりまして、まっておりまして、まっておりまして、先般先般先般先般、、、、障害障害障害障害者者者者虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止法法法法が平成２４が平成２４が平成２４が平成２４

年１０月１日施行されました。こういったことで、年１０月１日施行されました。こういったことで、年１０月１日施行されました。こういったことで、年１０月１日施行されました。こういったことで、防止防止防止防止対策を対策を対策を対策を強強強強めているわけでございまめているわけでございまめているわけでございまめているわけでございま

すけれども、そのすけれども、そのすけれども、そのすけれども、その虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止について、知について、知について、知について、知的障害的障害的障害的障害者、それから者、それから者、それから者、それから身体的身体的身体的身体的なななな障害障害障害障害者のそれ者のそれ者のそれ者のそれぞぞぞぞれがれがれがれが

虐待虐待虐待虐待を受けたときの部を受けたときの部を受けたときの部を受けたときの部屋屋屋屋のののの一時一時一時一時避避避避難場所難場所難場所難場所、そして、そして、そして、そしてケケケケア、こういうものはかなり確ア、こういうものはかなり確ア、こういうものはかなり確ア、こういうものはかなり確保保保保されてされてされてされて

きているようですが、きているようですが、きているようですが、きているようですが、精精精精神神神神障害障害障害障害者の者の者の者の虐待虐待虐待虐待に関しては、まだに関しては、まだに関しては、まだに関しては、まだ法法法法的的的的なななな整備整備整備整備がががが不十不十不十不十分な分な分な分な状況状況状況状況がががが見見見見

受けられます。受けられます。受けられます。受けられます。

それというのも、それというのも、それというのも、それというのも、障害障害障害障害者者者者虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止法法法法のののの法律法律法律法律の中の中の中の中身身身身をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、精精精精神神神神障害障害障害障害者が者が者が者が虐待虐待虐待虐待を受けを受けを受けを受け

たたたた場場場場合、その合、その合、その合、その精精精精神神神神障害障害障害障害者用の者用の者用の者用の避避避避難場所難場所難場所難場所というものが確というものが確というものが確というものが確保保保保されずに、知されずに、知されずに、知されずに、知的障害的障害的障害的障害者用か、もし者用か、もし者用か、もし者用か、もし

くはくはくはくは身体的障害身体的障害身体的障害身体的障害者用の施設に者用の施設に者用の施設に者用の施設に入入入入っていただいて対策を行いましょうとなっております。しっていただいて対策を行いましょうとなっております。しっていただいて対策を行いましょうとなっております。しっていただいて対策を行いましょうとなっております。し

たがって、市たがって、市たがって、市たがって、市町町町町村などではきめ村などではきめ村などではきめ村などではきめ細細細細かな対応ができるかな対応ができるかな対応ができるかな対応ができる状況状況状況状況がありそうには思えません。だとがありそうには思えません。だとがありそうには思えません。だとがありそうには思えません。だと

するならするならするならするならばばばば、、、、一体一体一体一体、、、、精精精精神神神神障害障害障害障害者者者者虐待虐待虐待虐待については、どこがしっかりとかかわらなけれについては、どこがしっかりとかかわらなけれについては、どこがしっかりとかかわらなけれについては、どこがしっかりとかかわらなければばばばならならならなら

ないのか、そういうことについて、どこがという意味でおないのか、そういうことについて、どこがという意味でおないのか、そういうことについて、どこがという意味でおないのか、そういうことについて、どこがという意味でお尋尋尋尋ねをしたいと思うわけです。ねをしたいと思うわけです。ねをしたいと思うわけです。ねをしたいと思うわけです。

それから、ある程それから、ある程それから、ある程それから、ある程度度度度はわかっておりますが、はわかっておりますが、はわかっておりますが、はわかっておりますが、正正正正確な確な確な確な支援体支援体支援体支援体制はちょっと制はちょっと制はちょっと制はちょっと勉勉勉勉強強強強不足不足不足不足なので、なので、なので、なので、

間間間間違違違違ったことを言えったことを言えったことを言えったことを言えば正ば正ば正ば正してください。してください。してください。してください。

「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計特別会特別会特別会特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計、特別会、特別会、特別会、特別会計計計計２月２月２月２月

補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」８」８」８」８６６６６ペペペペーーーージジジジのののの児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待防止ネットワ防止ネットワ防止ネットワ防止ネットワークのークのークのークの充充充充実、あるいはまた要実、あるいはまた要実、あるいはまた要実、あるいはまた要保保保保護護護護

児童児童児童児童対策対策対策対策地域地域地域地域協協協協議会の関係ですが、奈良県内の市議会の関係ですが、奈良県内の市議会の関係ですが、奈良県内の市議会の関係ですが、奈良県内の市町町町町村の中に、要村の中に、要村の中に、要村の中に、要保保保保護の護の護の護の児童児童児童児童対策の対策の対策の対策の取取取取りりりり組組組組

みみみみを進めているを進めているを進めているを進めている民民民民間の間の間の間の社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉法法法法人人人人などの施設があるはずだと思います。そうしたところなどの施設があるはずだと思います。そうしたところなどの施設があるはずだと思います。そうしたところなどの施設があるはずだと思います。そうしたところ

は、うちは、もうまるでは、うちは、もうまるでは、うちは、もうまるでは、うちは、もうまるでボボボボラララランンンンティティティティアをやっているようなのです、アをやっているようなのです、アをやっているようなのです、アをやっているようなのです、支援支援支援支援がほとんどございがほとんどございがほとんどございがほとんどござい

ませんと、これはませんと、これはませんと、これはませんと、これは何何何何とかならないのでしょうかとおっしとかならないのでしょうかとおっしとかならないのでしょうかとおっしとかならないのでしょうかとおっしゃゃゃゃっています。しっかりっています。しっかりっています。しっかりっています。しっかり責任責任責任責任をををを果果果果

たし、それだけではなくて、たし、それだけではなくて、たし、それだけではなくて、たし、それだけではなくて、地域地域地域地域のために、のために、のために、のために、子子子子どもたちのためにしっかりやらなけれどもたちのためにしっかりやらなけれどもたちのためにしっかりやらなけれどもたちのためにしっかりやらなければばばばいいいい

けないというけないというけないというけないという気持気持気持気持ちでやっているのだけれども、しかし、ちでやっているのだけれども、しかし、ちでやっているのだけれども、しかし、ちでやっているのだけれども、しかし、具体的具体的具体的具体的なななな支援支援支援支援がないのだと。こがないのだと。こがないのだと。こがないのだと。こ

のののの支援支援支援支援という意味合いがどのようなことを申されているのか、おおよそという意味合いがどのようなことを申されているのか、おおよそという意味合いがどのようなことを申されているのか、おおよそという意味合いがどのようなことを申されているのか、おおよそ人人人人件件件件費費費費のののの補助補助補助補助ぐらぐらぐらぐら

い出してくれてもいいのではないか、ましてや２４い出してくれてもいいのではないか、ましてや２４い出してくれてもいいのではないか、ましてや２４い出してくれてもいいのではないか、ましてや２４時時時時間の間の間の間の体体体体制で職員を制で職員を制で職員を制で職員を宿宿宿宿直直直直させていつもさせていつもさせていつもさせていつも

やっているのだというやっているのだというやっているのだというやっているのだという状況状況状況状況です。ですから、この要です。ですから、この要です。ですから、この要です。ですから、この要保保保保護護護護児童児童児童児童対策の対策の対策の対策の民民民民間福祉間福祉間福祉間福祉法法法法人人人人のののの取取取取りりりり組組組組

みみみみは、は、は、は、勝勝勝勝手手手手にやってくれておりますが、ごにやってくれておりますが、ごにやってくれておりますが、ごにやってくれておりますが、ご苦苦苦苦労労労労さまということで、それでさまということで、それでさまということで、それでさまということで、それで済済済済ますのか、そますのか、そますのか、そますのか、そ

れとも制れとも制れとも制れとも制度的度的度的度的にきっちりとそういうものをにきっちりとそういうものをにきっちりとそういうものをにきっちりとそういうものを考考考考えていくことができないものなのか。その辺えていくことができないものなのか。その辺えていくことができないものなのか。その辺えていくことができないものなのか。その辺

のところが、のところが、のところが、のところが、正正正正確なことがわからないというのはそういう意味で、そのような意確なことがわからないというのはそういう意味で、そのような意確なことがわからないというのはそういう意味で、そのような意確なことがわからないというのはそういう意味で、そのような意見見見見をををを聞聞聞聞かかかか
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せてもらっておりますので、これはせてもらっておりますので、これはせてもらっておりますので、これはせてもらっておりますので、これは大大大大変変変変重重重重要なことですから、要なことですから、要なことですから、要なことですから、ひひひひとつおとつおとつおとつお教教教教えいただくととえいただくととえいただくととえいただくとと

もに、またおもに、またおもに、またおもに、またお考考考考えもえもえもえも述述述述べべべべていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

それからあと１つそれからあと１つそれからあと１つそれからあと１つ、、、、「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計特別会特別会特別会特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一般度一般度一般度一般

会会会会計計計計、特別会、特別会、特別会、特別会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」８」８」８」８００００ペペペペーーーージジジジにかかわってですが、ことしから来年にかかわってですが、ことしから来年にかかわってですが、ことしから来年にかかわってですが、ことしから来年

にかけては３にかけては３にかけては３にかけては３カカカカ所所所所、特別、特別、特別、特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が設が設が設が設置置置置されるということでされるということでされるということでされるということで待待待待機機機機者の者の者の者の緩緩緩緩和は少しは和は少しは和は少しは和は少しは

できるでしょうが、本当にこのようなできるでしょうが、本当にこのようなできるでしょうが、本当にこのようなできるでしょうが、本当にこのような状況状況状況状況でででで緩緩緩緩和できるのかどうなのか。和できるのかどうなのか。和できるのかどうなのか。和できるのかどうなのか。正正正正直直直直なところをなところをなところをなところを

教教教教えてください。いや、それではえてください。いや、それではえてください。いや、それではえてください。いや、それでは難難難難しいですと言えしいですと言えしいですと言えしいですと言えばばばば、それではどうするのですかといっ、それではどうするのですかといっ、それではどうするのですかといっ、それではどうするのですかといっ

た話にはしませんから、た話にはしませんから、た話にはしませんから、た話にはしませんから、状況状況状況状況だけだけだけだけ教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

○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 まず、まず、まず、まず、地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターについておセンターについておセンターについておセンターについてお尋尋尋尋ねをいただいております。ねをいただいております。ねをいただいております。ねをいただいております。

和田委員お和田委員お和田委員お和田委員お述述述述べべべべのように、のように、のように、のように、地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターは、センターは、センターは、センターは、地域地域地域地域における高における高における高における高齢齢齢齢者の者の者の者の駆駆駆駆けけけけ込込込込みみみみ寺寺寺寺

とも言うとも言うとも言うとも言うべべべべきききき非非非非常常常常にににに重重重重要な要な要な要な役役役役割割割割を担っていただいておりますが、を担っていただいておりますが、を担っていただいておりますが、を担っていただいておりますが、業業業業務が多務が多務が多務が多忙忙忙忙で、総合で、総合で、総合で、総合相談相談相談相談

支援業支援業支援業支援業務や務や務や務や地域地域地域地域における関係における関係における関係における関係機機機機関との関との関との関とのネットワネットワネットワネットワークークークークづづづづくりにくりにくりにくりに十十十十分対応できていないといっ分対応できていないといっ分対応できていないといっ分対応できていないといっ

たたたた課題課題課題課題があり、また、特に小があり、また、特に小があり、また、特に小があり、また、特に小規規規規模模模模なななな町町町町村が設村が設村が設村が設置置置置をいたしますをいたしますをいたしますをいたします地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターでは、センターでは、センターでは、センターでは、

充充充充実した実した実した実した人人人人員配員配員配員配置置置置やややや必必必必要な要な要な要な運営運営運営運営財源財源財源財源の確の確の確の確保保保保がががが厳厳厳厳しいといったしいといったしいといったしいといった課題課題課題課題があるとがあるとがあるとがあると認認認認識識識識をしておりをしておりをしておりをしており

ます。ます。ます。ます。

県がどのような県がどのような県がどのような県がどのような支援支援支援支援をしていくのかというおをしていくのかというおをしていくのかというおをしていくのかというお尋尋尋尋ねでございますが、県ではねでございますが、県ではねでございますが、県ではねでございますが、県では地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援

センターのセンターのセンターのセンターの機能強化機能強化機能強化機能強化のののの推推推推進会議を進会議を進会議を進会議を運営運営運営運営をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、課題課題課題課題のののの抽抽抽抽出、また出、また出、また出、また解解解解決決決決にににに向向向向けたけたけたけた検検検検

討討討討を行いまして、を行いまして、を行いまして、を行いまして、地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターの職員あるいは市センターの職員あるいは市センターの職員あるいは市センターの職員あるいは市町町町町村の担当者に対しまして、村の担当者に対しまして、村の担当者に対しまして、村の担当者に対しまして、地地地地

域ネットワ域ネットワ域ネットワ域ネットワークのークのークのークの構築構築構築構築や、あるいは対応がや、あるいは対応がや、あるいは対応がや、あるいは対応が困困困困難難難難な事例に対する対応のな事例に対する対応のな事例に対する対応のな事例に対する対応の手手手手法法法法などについて、などについて、などについて、などについて、

事例事例事例事例紹紹紹紹介介介介でありますとか意でありますとか意でありますとか意でありますとか意見見見見交交交交換換換換会といったことを実施しております。また、会といったことを実施しております。また、会といったことを実施しております。また、会といったことを実施しております。また、地域包地域包地域包地域包括括括括支支支支

援援援援センターのセンターのセンターのセンターの財源財源財源財源あるいはあるいはあるいはあるいは人人人人員配員配員配員配置置置置についての制についての制についての制についての制度的度的度的度的なものにつきましては、なものにつきましては、なものにつきましては、なものにつきましては、国国国国に対してに対してに対してに対して

人人人人件件件件費等費等費等費等のののの運営運営運営運営財源財源財源財源のののの支援支援支援支援、、、、充充充充実実実実等等等等についての提言を行っているところでございます。についての提言を行っているところでございます。についての提言を行っているところでございます。についての提言を行っているところでございます。

地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターの中センターの中センターの中センターの中立立立立性といったご性といったご性といったご性といったご指指指指摘摘摘摘をいただいております。をいただいております。をいただいております。をいただいております。

県内に県内に県内に県内に地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターは６２センターは６２センターは６２センターは６２カカカカ所所所所ございますが、うちございますが、うちございますが、うちございますが、うち直直直直営営営営が２が２が２が２７７７７カカカカ所所所所で、で、で、で、社社社社会福会福会福会福

祉祉祉祉協協協協議会議会議会議会等へ等へ等へ等への委の委の委の委託託託託が３５が３５が３５が３５カカカカ所所所所でございます。委員おでございます。委員おでございます。委員おでございます。委員お述述述述べべべべのように、のように、のように、のように、地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センタセンタセンタセンタ

ーのーのーのーの運営運営運営運営に当たってはに当たってはに当たってはに当たっては公公公公正正正正さ、また中さ、また中さ、また中さ、また中立立立立性を確性を確性を確性を確保保保保するといったことがするといったことがするといったことがするといったことが必必必必要でございますの要でございますの要でございますの要でございますの

で、で、で、で、各各各各市市市市町町町町村においては村においては村においては村においては地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターセンターセンターセンター運営運営運営運営協協協協議会の設議会の設議会の設議会の設置置置置がががが求求求求められております。められております。められております。められております。

そのそのそのその運営運営運営運営協協協協議会の委員でございますが、中議会の委員でございますが、中議会の委員でございますが、中議会の委員でございますが、中立立立立性を担性を担性を担性を担保保保保するために事するために事するために事するために事業業業業者の代者の代者の代者の代表表表表、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは

利利利利用者、あるいは用者、あるいは用者、あるいは用者、あるいは地域地域地域地域のののの民生民生民生民生委員ですとか、委員ですとか、委員ですとか、委員ですとか、地域地域地域地域住住住住民民民民のののの方方方方、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは学学学学識経験識経験識経験識経験者といった、者といった、者といった、者といった、

外部の外部の外部の外部の方方方方にも多くにも多くにも多くにも多く入入入入っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの運営運営運営運営ををををチェチェチェチェッッッックしていただクしていただクしていただクしていただ
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くといったくといったくといったくといった機機機機関がございます。平成２３年の実関がございます。平成２３年の実関がございます。平成２３年の実関がございます。平成２３年の実績績績績でございますが、県内でございますが、県内でございますが、県内でございますが、県内各各各各市市市市町町町町村で村で村で村で７７７７０回０回０回０回

程程程程度運営度運営度運営度運営協協協協議会が開議会が開議会が開議会が開催催催催されているといったされているといったされているといったされているといった状況状況状況状況でございます。県といたしましても、でございます。県といたしましても、でございます。県といたしましても、でございます。県といたしましても、運営運営運営運営

協協協協議会が議会が議会が議会が持持持持っている本来のっている本来のっている本来のっている本来の機能機能機能機能をををを発発発発揮揮揮揮できますように、そのできますように、そのできますように、そのできますように、その適適適適切切切切なななな運営運営運営運営について市について市について市について市町町町町村に村に村に村に

対して対して対して対して注注注注意を意を意を意を促促促促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おります。えております。えております。えております。

もう１もう１もう１もう１点点点点、特別、特別、特別、特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整備整備整備整備についてのご質問をいただいております。についてのご質問をいただいております。についてのご質問をいただいております。についてのご質問をいただいております。

特別特別特別特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入所入所入所入所のののの待待待待機機機機者でございますが、こちらは者でございますが、こちらは者でございますが、こちらは者でございますが、こちらは毎毎毎毎年４月１日年４月１日年４月１日年４月１日現現現現在在在在のののの状況状況状況状況

につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、各各各各施設から施設から施設から施設から報報報報告をいただいて、告をいただいて、告をいただいて、告をいただいて、各各各各市市市市町町町町村に村に村に村に協協協協力力力力をいただきながら、１をいただきながら、１をいただきながら、１をいただきながら、１人人人人のののの

方方方方がががが複数複数複数複数の施設の施設の施設の施設へへへへ申し申し申し申し込込込込みみみみをされているといったをされているといったをされているといったをされているといった状況状況状況状況がございますので、そのがございますので、そのがございますので、そのがございますので、その重重重重複複複複部分の部分の部分の部分の

チェチェチェチェッッッックククク等等等等のののの精精精精査を市査を市査を市査を市町町町町村にお願いをいたしまして、村にお願いをいたしまして、村にお願いをいたしまして、村にお願いをいたしまして、８８８８月ごろに月ごろに月ごろに月ごろに取取取取りまとめをしているとりまとめをしているとりまとめをしているとりまとめをしていると

いったいったいったいった状況状況状況状況でございます。ですから、でございます。ですから、でございます。ですから、でございます。ですから、直直直直近近近近で県が把握しているで県が把握しているで県が把握しているで県が把握しているデデデデータは、平成２４年４月ータは、平成２４年４月ータは、平成２４年４月ータは、平成２４年４月

１日の１日の１日の１日の情報情報情報情報となりますけれども、そのとなりますけれども、そのとなりますけれども、そのとなりますけれども、その数数数数字字字字でいきますと、日でいきますと、日でいきますと、日でいきますと、日常常常常生活等生活等生活等生活等において、ほにおいて、ほにおいて、ほにおいて、ほぼぼぼぼ全全全全面面面面

的的的的なななな介介介介護が護が護が護が必必必必要となる要要となる要要となる要要となる要介介介介護３護３護３護３以以以以上で１年上で１年上で１年上で１年以以以以上上上上自自自自宅宅宅宅でででで待待待待機機機機をされているといったをされているといったをされているといったをされているといった方方方方が県内が県内が県内が県内

でででで約約約約１１１１，，，，０００名いらっし０００名いらっし０００名いらっし０００名いらっしゃゃゃゃいます。これに対しまして県のいます。これに対しまして県のいます。これに対しまして県のいます。これに対しまして県の整備計画整備計画整備計画整備計画でございますが、平でございますが、平でございますが、平でございますが、平

成２４年３月に県の第５成２４年３月に県の第５成２４年３月に県の第５成２４年３月に県の第５期介期介期介期介護護護護保保保保険険険険事事事事業支援計画業支援計画業支援計画業支援計画を３を３を３を３カカカカ年、平成２４年から平成２６年ま年、平成２４年から平成２６年ま年、平成２４年から平成２６年ま年、平成２４年から平成２６年ま

での３での３での３での３カカカカ年の年の年の年の計画計画計画計画を策定しておりますが、こちらで３年間でを策定しておりますが、こちらで３年間でを策定しておりますが、こちらで３年間でを策定しておりますが、こちらで３年間で約約約約７７７７００００００００床床床床のののの整備整備整備整備、それと、それと、それと、それと去去去去

年の４月年の４月年の４月年の４月現現現現在在在在でででで建建建建設中でございました施設が４１０設中でございました施設が４１０設中でございました施設が４１０設中でございました施設が４１０床床床床分ございますので、この分ございますので、この分ございますので、この分ございますので、この７７７７００００００００床床床床とととと

４１０４１０４１０４１０床床床床を合わせて、を合わせて、を合わせて、を合わせて、先先先先ほど申し上げました要ほど申し上げました要ほど申し上げました要ほど申し上げました要介介介介護３護３護３護３以以以以上で長い間、上で長い間、上で長い間、上で長い間、自自自自宅宅宅宅でおでおでおでお待待待待ちのちのちのちの約約約約１１１１，，，，

０００名の０００名の０００名の０００名の方方方方に対するに対するに対するに対する必必必必要な要な要な要なベベベベッッッッドドドド数数数数は確は確は確は確保保保保できるできるできるできる見込見込見込見込みみみみでございます。でございます。でございます。でございます。

なお、特別なお、特別なお、特別なお、特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待待待待機機機機者につきましては、者につきましては、者につきましては、者につきましては、計画的計画的計画的計画的に施設に施設に施設に施設整備整備整備整備を行っているにを行っているにを行っているにを行っているに

もかかわらず、もかかわらず、もかかわらず、もかかわらず、毎毎毎毎年年年年調調調調査のた査のた査のた査のたびびびびにににに増増増増加をしているといった加をしているといった加をしているといった加をしているといった状況状況状況状況がございますので、がございますので、がございますので、がございますので、引引引引きききき続続続続

き、本当に施設き、本当に施設き、本当に施設き、本当に施設入所入所入所入所をををを必必必必要とされている要とされている要とされている要とされている方方方方のののの人人人人数数数数把握あわせまして、把握あわせまして、把握あわせまして、把握あわせまして、在宅在宅在宅在宅での受けでの受けでの受けでの受け皿皿皿皿、例、例、例、例

ええええば訪ば訪ば訪ば訪問問問問看看看看護ですとか小護ですとか小護ですとか小護ですとか小規規規規模模模模多多多多機能型機能型機能型機能型居居居居宅介宅介宅介宅介護施設の、護施設の、護施設の、護施設の、ササササーーーービスビスビスビスのののの供給供給供給供給量量量量もももも踏踏踏踏まえながら、まえながら、まえながら、まえながら、

特別特別特別特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整備計画整備計画整備計画整備計画のののの妥妥妥妥当性、当性、当性、当性、必必必必要性について、要性について、要性について、要性について、引引引引きききき続続続続きききき検検検検証証証証を行っていきたを行っていきたを行っていきたを行っていきた

いといといといと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 障害障害障害障害者者者者虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止についてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋ねでございます。ねでございます。ねでございます。ねでございます。

委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべのように、のように、のように、のように、障害障害障害障害者の者の者の者の虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止につきましては、平成２４年１０月１日よりにつきましては、平成２４年１０月１日よりにつきましては、平成２４年１０月１日よりにつきましては、平成２４年１０月１日より障障障障

害害害害者者者者虐待虐待虐待虐待の対応の対応の対応の対応窓口窓口窓口窓口といたしまして、県ではといたしまして、県ではといたしまして、県ではといたしまして、県では障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉課課課課内に内に内に内に障害障害障害障害者者者者権権権権利利利利擁擁擁擁護センター、ま護センター、ま護センター、ま護センター、ま

た、市た、市た、市た、市町町町町村におきましては、村におきましては、村におきましては、村におきましては、障害障害障害障害者者者者虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止センターを設センターを設センターを設センターを設置置置置いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、障害障害障害障害者の者の者の者の虐待虐待虐待虐待

をををを発発発発見見見見したしたしたした人人人人、または、または、または、または虐待虐待虐待虐待を受けた当事者のを受けた当事者のを受けた当事者のを受けた当事者の方々方々方々方々からの通からの通からの通からの通報報報報あるいはあるいはあるいはあるいは相談等相談等相談等相談等に応に応に応に応じじじじているているているている

というというというという状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。
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そこで、そこで、そこで、そこで、精精精精神神神神障害障害障害障害、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる身体障害身体障害身体障害身体障害あるいは知あるいは知あるいは知あるいは知的障害的障害的障害的障害以以以以外の外の外の外の障害障害障害障害者者者者へへへへの対応というとの対応というとの対応というとの対応というと

ころでございますが、委員おころでございますが、委員おころでございますが、委員おころでございますが、委員お述述述述べべべべのように、のように、のように、のように、障害障害障害障害者者者者虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止法法法法におきましては、まさににおきましては、まさににおきましては、まさににおきましては、まさに身身身身

体障害体障害体障害体障害者、知者、知者、知者、知的障害的障害的障害的障害者者者者以以以以外の外の外の外の障害障害障害障害者であるときは、者であるときは、者であるときは、者であるときは、身体障害身体障害身体障害身体障害者、知者、知者、知者、知的障害的障害的障害的障害者と者と者と者とみみみみなしてなしてなしてなして支支支支

援援援援するするするする規規規規定となってますけれども、実定となってますけれども、実定となってますけれども、実定となってますけれども、実態態態態的的的的には、おには、おには、おには、お尋尋尋尋ねのこのねのこのねのこのねのこの一時的一時的一時的一時的なななな保保保保護に護に護に護に供供供供するするするする居居居居室室室室

の確の確の確の確保保保保について対応できる施設につきましては、について対応できる施設につきましては、について対応できる施設につきましては、について対応できる施設につきましては、現現現現在在在在、県内で１１、県内で１１、県内で１１、県内で１１７７７７施設あるうちで、施設あるうちで、施設あるうちで、施設あるうちで、精精精精

神神神神障害障害障害障害者を対者を対者を対者を対象象象象とする施設が４５施設というとする施設が４５施設というとする施設が４５施設というとする施設が４５施設という状況状況状況状況でございます。これは、すなわちでございます。これは、すなわちでございます。これは、すなわちでございます。これは、すなわち一時保一時保一時保一時保

護の施設として対護の施設として対護の施設として対護の施設として対象象象象となっていますのが、となっていますのが、となっていますのが、となっていますのが、障害障害障害障害者者者者自自自自立支援立支援立支援立支援法法法法にいうところのにいうところのにいうところのにいうところの主主主主にににに居住居住居住居住系系系系のののの

施設、事施設、事施設、事施設、事業所業所業所業所となっています。それが今申し上げましたように、となっています。それが今申し上げましたように、となっています。それが今申し上げましたように、となっています。それが今申し上げましたように、精精精精神神神神障害障害障害障害者を対者を対者を対者を対象象象象としてとしてとしてとして

いる施設はいる施設はいる施設はいる施設は現現現現在在在在４５施設ございます。４５施設ございます。４５施設ございます。４５施設ございます。

そこで、そこで、そこで、そこで、次次次次にどこがかかわるのかといったにどこがかかわるのかといったにどこがかかわるのかといったにどこがかかわるのかといった点点点点でのおでのおでのおでのお尋尋尋尋ねでございます。ねでございます。ねでございます。ねでございます。

このこのこのこの障害障害障害障害者者者者虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止法法法法におきましては、県や市におきましては、県や市におきましては、県や市におきましては、県や市町町町町村がそれ村がそれ村がそれ村がそれぞぞぞぞれに実施すれに実施すれに実施すれに実施すべべべべきききき措措措措置置置置やややや役役役役割割割割、、、、

果果果果たすたすたすたすべべべべきききき責責責責務が明確にされておりまして、その務が明確にされておりまして、その務が明確にされておりまして、その務が明確にされておりまして、その一一一一つといたしまして、つといたしまして、つといたしまして、つといたしまして、虐待虐待虐待虐待を受けたを受けたを受けたを受けた障害障害障害障害

者を者を者を者を一時的一時的一時的一時的にににに保保保保護する護する護する護する居居居居室の確室の確室の確室の確保保保保につきましては、市につきましては、市につきましては、市につきましては、市町町町町村の村の村の村の責責責責務とされているところでご務とされているところでご務とされているところでご務とされているところでご

ざいます。そのようなことから、このざいます。そのようなことから、このざいます。そのようなことから、このざいます。そのようなことから、この居居居居室の確室の確室の確室の確保保保保につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現現現現在在在在のところのところのところのところ大大大大半半半半の市の市の市の市

町町町町村がその村がその村がその村がその都都都都度度度度、、、、随随随随時時時時に確に確に確に確保保保保できるようなできるようなできるようなできるような方向方向方向方向で動いていただいているで動いていただいているで動いていただいているで動いていただいている状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。

このため、県といたしましても、このため、県といたしましても、このため、県といたしましても、このため、県といたしましても、心身障害心身障害心身障害心身障害者施設連者施設連者施設連者施設連盟盟盟盟等等等等の関係の関係の関係の関係団団団団体体体体に対しまして、市に対しまして、市に対しまして、市に対しまして、市町町町町村村村村

からからからから依頼依頼依頼依頼があれがあれがあれがあればばばば、それに、それに、それに、それに協協協協力力力力をお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいと依頼依頼依頼依頼しますとともに、県としてもしますとともに、県としてもしますとともに、県としてもしますとともに、県としても直直直直接個接個接個接個

別の施設に対しまして、別の施設に対しまして、別の施設に対しまして、別の施設に対しまして、居居居居室の確室の確室の確室の確保保保保のののの必必必必要が要が要が要が生生生生じじじじたたたた場場場場合には対応合には対応合には対応合には対応等等等等のののの協協協協力力力力をお願いしていをお願いしていをお願いしていをお願いしてい

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

いずれにしましても、いずれにしましても、いずれにしましても、いずれにしましても、現現現現実実実実的的的的な対応としましては、市な対応としましては、市な対応としましては、市な対応としましては、市町町町町村と県も村と県も村と県も村と県も協協協協力力力力連連連連携携携携をして、そのをして、そのをして、そのをして、その

対応に対応に対応に対応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おります。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長 要要要要保保保保護護護護児童児童児童児童対策対策対策対策協協協協議会の議会の議会の議会の運営運営運営運営につきましてご質問をいただきましにつきましてご質問をいただきましにつきましてご質問をいただきましにつきましてご質問をいただきまし

た。た。た。た。

まず、要まず、要まず、要まず、要保保保保護護護護児童児童児童児童対策対策対策対策協協協協議会でありますが、これは議会でありますが、これは議会でありますが、これは議会でありますが、これは児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止あるいはあるいはあるいはあるいは啓啓啓啓発発発発のためにのためにのためにのために

市市市市町町町町村がつくっている村がつくっている村がつくっている村がつくっている機機機機関でありまして、県内につきましてはす関でありまして、県内につきましてはす関でありまして、県内につきましてはす関でありまして、県内につきましてはすべべべべての市ての市ての市ての市町町町町村で設村で設村で設村で設置置置置がさがさがさがさ

れております。れております。れております。れております。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、各ケ各ケ各ケ各ケーーーーススススの進行の進行の進行の進行管管管管理でありますとか対応、それから理でありますとか対応、それから理でありますとか対応、それから理でありますとか対応、それから啓啓啓啓発発発発を行を行を行を行

っておりまして、っておりまして、っておりまして、っておりまして、各機各機各機各機関のそれ関のそれ関のそれ関のそれぞぞぞぞれ連れ連れ連れ連携携携携をををを図図図図るということがるということがるということがるということが目的目的目的目的でございます。でございます。でございます。でございます。

おおおお尋尋尋尋ねにございました、そのうちねにございました、そのうちねにございました、そのうちねにございました、そのうち民民民民間でやっているところもございます。す間でやっているところもございます。す間でやっているところもございます。す間でやっているところもございます。すべべべべての市ての市ての市ての市町町町町

村につきましては、村につきましては、村につきましては、村につきましては、児童児童児童児童福祉担当の福祉担当の福祉担当の福祉担当の所管課所管課所管課所管課で行っているのですが、で行っているのですが、で行っているのですが、で行っているのですが、磯磯磯磯城城城城郡郡郡郡の３の３の３の３町町町町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民民民民間で事務局を担っているところでございます。その担っている間で事務局を担っているところでございます。その担っている間で事務局を担っているところでございます。その担っている間で事務局を担っているところでございます。その担っている機機機機関につきまして関につきまして関につきまして関につきまして
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はははは、、、、「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計特別会特別会特別会特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計、特別会、特別会、特別会、特別会計計計計２２２２

月月月月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」８７ペ」８７ペ」８７ペ」８７ペーーーージジジジのののの児童家児童家児童家児童家庭庭庭庭支援支援支援支援センターというセンターというセンターというセンターという機機機機関が担っておりまして、関が担っておりまして、関が担っておりまして、関が担っておりまして、

これにつきまして、なかなかこれにつきまして、なかなかこれにつきまして、なかなかこれにつきまして、なかなか運営運営運営運営がががが苦苦苦苦しいというご要しいというご要しいというご要しいというご要望望望望だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

これにつきましては、これにつきましては、これにつきましては、これにつきましては、国国国国のののの補助補助補助補助をををを活活活活用いたしまして、それだけの用いたしまして、それだけの用いたしまして、それだけの用いたしまして、それだけの額額額額をををを補助補助補助補助しているとこしているとこしているとこしているとこ

ろでございますが、今後、ろでございますが、今後、ろでございますが、今後、ろでございますが、今後、相談相談相談相談あるいはあるいはあるいはあるいは援助援助援助援助のののの機機機機関といたしまして、関といたしまして、関といたしまして、関といたしまして、児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所をををを補補補補完完完完すすすす

るようなるようなるようなるような形形形形でもいろいろでもいろいろでもいろいろでもいろいろ活活活活躍躍躍躍していただいておりますので、施設のご意していただいておりますので、施設のご意していただいておりますので、施設のご意していただいておりますので、施設のご意見見見見をいろいろおをいろいろおをいろいろおをいろいろお聞聞聞聞

きしまして、また今後対応してまいりたいと思います。きしまして、また今後対応してまいりたいと思います。きしまして、また今後対応してまいりたいと思います。きしまして、また今後対応してまいりたいと思います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 まず、まず、まず、まず、地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの運営運営運営運営についてでございますが、そのについてでございますが、そのについてでございますが、そのについてでございますが、その立地立地立地立地条条条条件、件、件、件、

病病病病院院院院などがなどがなどがなどが持持持持っているっているっているっている介介介介護事護事護事護事業所業所業所業所といろいろなといろいろなといろいろなといろいろな情報交情報交情報交情報交換換換換があってはがあってはがあってはがあっては守秘義守秘義守秘義守秘義務が務が務が務が守守守守れないわれないわれないわれないわ

けで、これは問けで、これは問けで、これは問けで、これは問題題題題ですが、ついつい日ごろのですが、ついつい日ごろのですが、ついつい日ごろのですが、ついつい日ごろの業業業業務務務務活活活活動の中で、どういう動の中で、どういう動の中で、どういう動の中で、どういう人人人人がこのがこのがこのがこの地域包地域包地域包地域包括括括括

支援支援支援支援センターでおセンターでおセンターでおセンターでお世世世世話になっている、そうするとその話になっている、そうするとその話になっている、そうするとその話になっている、そうするとその方方方方がががが重病重病重病重病でででで体体体体が動かせない、そういが動かせない、そういが動かせない、そういが動かせない、そうい

うことになってしまったら、そのうことになってしまったら、そのうことになってしまったら、そのうことになってしまったら、その情報情報情報情報は、意は、意は、意は、意図的図的図的図的にににに漏漏漏漏らすわけではないけれどらすわけではないけれどらすわけではないけれどらすわけではないけれど自然自然自然自然とわかとわかとわかとわか

ってくるってくるってくるってくる場場場場合があります。そうしましたら、その合があります。そうしましたら、その合があります。そうしましたら、その合があります。そうしましたら、その近近近近くにいるくにいるくにいるくにいる人人人人がそのがそのがそのがその情報情報情報情報をををを得得得得て、て、て、て、営業営業営業営業にににに

入入入入るということにもなりかねないことがるということにもなりかねないことがるということにもなりかねないことがるということにもなりかねないことが起起起起きます。ですから、そういう意味では、事きます。ですから、そういう意味では、事きます。ですから、そういう意味では、事きます。ですから、そういう意味では、事業業業業とととと

いういういういう側側側側面面面面から、こういうから、こういうから、こういうから、こういう立地立地立地立地条条条条件は件は件は件は十十十十分に問分に問分に問分に問題題題題がががが起起起起こりこりこりこり得得得得るかもしれない、るかもしれない、るかもしれない、るかもしれない、起起起起こっているこっているこっているこっている

かもしれない、そういうかもしれない、そういうかもしれない、そういうかもしれない、そういう認認認認識識識識のもと、のもと、のもと、のもと、公公公公平、中平、中平、中平、中立立立立をををを保保保保つつつつ運営運営運営運営がさらにがさらにがさらにがさらに強化強化強化強化されるように、されるように、されるように、されるように、

徹底徹底徹底徹底をしていただきたい。こういうことを申し上げるのは、そのようなをしていただきたい。こういうことを申し上げるのは、そのようなをしていただきたい。こういうことを申し上げるのは、そのようなをしていただきたい。こういうことを申し上げるのは、そのような苦苦苦苦情情情情がががが業業業業者の間か者の間か者の間か者の間か

ら来ているからです。ら来ているからです。ら来ているからです。ら来ているからです。

ケケケケアマアマアマアマネネネネーーーージジジジャャャャーはそのーはそのーはそのーはそのケケケケアアアアプラプラプラプランをンをンをンを書書書書きますが、そのときのきますが、そのときのきますが、そのときのきますが、そのときの介介介介護者が、１護者が、１護者が、１護者が、１人人人人当たり３当たり３当たり３当たり３

００００数数数数人人人人、ほかの事、ほかの事、ほかの事、ほかの事業所業所業所業所、、、、一般一般一般一般の事の事の事の事業所業所業所業所であれであれであれであればばばば、、、、ケケケケアマアマアマアマネネネネーーーージジジジャャャャー１ー１ー１ー１人人人人に５に５に５に５人人人人だとか１０だとか１０だとか１０だとか１０

人人人人だとかいうことで、だとかいうことで、だとかいうことで、だとかいうことで、極端極端極端極端にににに地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの置置置置かれているところのかれているところのかれているところのかれているところのケケケケアマアマアマアマネネネネーーーージジジジ

ャャャャーのーのーのーの持持持持つ事つ事つ事つ事業業業業がががが非非非非常常常常に多いと、に多いと、に多いと、に多いと、患患患患者さんが多い、こんな者さんが多い、こんな者さんが多い、こんな者さんが多い、こんな状状状状態態態態があらわれたりしておりまがあらわれたりしておりまがあらわれたりしておりまがあらわれたりしておりま

す。そんなこともありますので、はっきりと申し上げましたから、そのす。そんなこともありますので、はっきりと申し上げましたから、そのす。そんなこともありますので、はっきりと申し上げましたから、そのす。そんなこともありますので、はっきりと申し上げましたから、その点点点点は、は、は、は、ひひひひとつとつとつとつ十十十十分分分分

にににに気気気気をつけていただきたいという意味でのをつけていただきたいという意味でのをつけていただきたいという意味でのをつけていただきたいという意味での徹底徹底徹底徹底を県としてやってもらいたい。なおかつ、を県としてやってもらいたい。なおかつ、を県としてやってもらいたい。なおかつ、を県としてやってもらいたい。なおかつ、

またあのまたあのまたあのまたあの介介介介護護護護体体体体制の中で３制の中で３制の中で３制の中で３％％％％以以以以内はそういういろいろな内はそういういろいろな内はそういういろいろな内はそういういろいろな介介介介護事護事護事護事業業業業、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは生活相談生活相談生活相談生活相談事事事事業業業業

などになどになどになどに使使使使われてもいいという、３われてもいいという、３われてもいいという、３われてもいいという、３％％％％使使使使いなさいではなくて３いなさいではなくて３いなさいではなくて３いなさいではなくて３％％％％以以以以内となっておりますが、内となっておりますが、内となっておりますが、内となっておりますが、

これがこれがこれがこれが可可可可能能能能なななな限限限限り、そういうところでり、そういうところでり、そういうところでり、そういうところで生活相談支援体生活相談支援体生活相談支援体生活相談支援体制だとか、制だとか、制だとか、制だとか、地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの

機能充機能充機能充機能充実のために実のために実のために実のために使使使使われるような、そのわれるような、そのわれるような、そのわれるような、その地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの運営運営運営運営にもよりますけれどにもよりますけれどにもよりますけれどにもよりますけれど

も、問も、問も、問も、問題題題題がががが感じ感じ感じ感じられるところについては、できるだけられるところについては、できるだけられるところについては、できるだけられるところについては、できるだけ地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターがセンターがセンターがセンターが充充充充実する実する実する実する方方方方

法法法法でででで金金金金がががが使使使使われるように、ごわれるように、ごわれるように、ごわれるように、ご指導指導指導指導いただけれいただけれいただけれいただければばばばいいかと思います。いいかと思います。いいかと思います。いいかと思います。
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虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止法法法法の件については、今の件については、今の件については、今の件については、今指指指指摘摘摘摘したようなことは、したようなことは、したようなことは、したようなことは、町町町町村議会、３村議会、３村議会、３村議会、３カカカカ所所所所から上がってから上がってから上がってから上がって

います。います。います。います。三三三三郷郷郷郷町町町町とととと大大大大淀淀淀淀町町町町と、もうと、もうと、もうと、もう一一一一つどこだったか、３つどこだったか、３つどこだったか、３つどこだったか、３カカカカ所所所所上がっています。こういうこ上がっています。こういうこ上がっています。こういうこ上がっています。こういうこ

とでとでとでとで困困困困っていますということを議会がっていますということを議会がっていますということを議会がっていますということを議会が指指指指摘摘摘摘し、し、し、し、決決決決議を上げています。ですから、そのよう議を上げています。ですから、そのよう議を上げています。ですから、そのよう議を上げています。ですから、そのよう

なこともなこともなこともなことも踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて調調調調査をやってください、な査をやってください、な査をやってください、な査をやってください、なぜぜぜぜこういうこういうこういうこういう決決決決議が上がってきたのですかと。議が上がってきたのですかと。議が上がってきたのですかと。議が上がってきたのですかと。

その結その結その結その結果果果果は、または、または、または、また聞聞聞聞かせていただきます。かせていただきます。かせていただきます。かせていただきます。

次次次次に、医療政策部に２に、医療政策部に２に、医療政策部に２に、医療政策部に２点ば点ば点ば点ばかり申し上げたいと思います。かり申し上げたいと思います。かり申し上げたいと思います。かり申し上げたいと思います。

１つは、これから本当に１つは、これから本当に１つは、これから本当に１つは、これから本当に大大大大変変変変なことだと思います。県なことだと思います。県なことだと思います。県なことだと思います。県立病立病立病立病院院院院、県、県、県、県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学のののの附属附属附属附属病病病病院院院院、、、、

学校学校学校学校とか施設関係がどんどんこれからとか施設関係がどんどんこれからとか施設関係がどんどんこれからとか施設関係がどんどんこれから見直見直見直見直し、し、し、し、建建建建てていく、てていく、てていく、てていく、改修改修改修改修していくことになって、していくことになって、していくことになって、していくことになって、

財源財源財源財源がががが厳厳厳厳しいしいしいしい折折折折、、、、頑張頑張頑張頑張っていただかなくてはならないと思いますが、そういう施設にはっていただかなくてはならないと思いますが、そういう施設にはっていただかなくてはならないと思いますが、そういう施設にはっていただかなくてはならないと思いますが、そういう施設には再再再再

生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルルルルギギギギーという、ーという、ーという、ーという、発発発発電電電電、、、、電電電電力力力力エエエエネネネネルルルルギギギギー確ー確ー確ー確保保保保のののの計画計画計画計画をををを立立立立てて設てて設てて設てて設置置置置をしてもらいたをしてもらいたをしてもらいたをしてもらいた

いと、設いと、設いと、設いと、設置置置置をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばいけないのではないかと思います。いけないのではないかと思います。いけないのではないかと思います。いけないのではないかと思います。

この間は、この間は、この間は、この間は、新新新新県県県県営営営営ププププールのことを出しました。そうしたら、設ールのことを出しました。そうしたら、設ールのことを出しました。そうしたら、設ールのことを出しました。そうしたら、設計計計計がががが決決決決まってしまっていまってしまっていまってしまっていまってしまってい

て、もうさわることもできませんという話でて、もうさわることもできませんという話でて、もうさわることもできませんという話でて、もうさわることもできませんという話で押押押押し問答になったからし問答になったからし問答になったからし問答になったから仕仕仕仕方方方方がないということがないということがないということがないということ

でででで引引引引きききき下下下下がりました。しかし、がりました。しかし、がりました。しかし、がりました。しかし、病病病病院院院院は本当には本当には本当には本当に四六四六四六四六時時時時中中中中電電電電気気気気をををを使使使使いまくっておりますから、いまくっておりますから、いまくっておりますから、いまくっておりますから、

使使使使わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ない、ない、ない、ない、自自自自家発家発家発家発電電電電はもちろんのことですが、はもちろんのことですが、はもちろんのことですが、はもちろんのことですが、電電電電気気気気をいかにをいかにをいかにをいかにみみみみずからつくり出しずからつくり出しずからつくり出しずからつくり出し

ていくかを真ていくかを真ていくかを真ていくかを真剣剣剣剣にににに考考考考えてもらいたい。そのためにはえてもらいたい。そのためにはえてもらいたい。そのためにはえてもらいたい。そのためには太陽光太陽光太陽光太陽光発発発発電電電電もももも利利利利用する。例え用する。例え用する。例え用する。例えばばばば岡山県岡山県岡山県岡山県

の真の真の真の真庭庭庭庭市では市市では市市では市市では市役所役所役所役所が木質が木質が木質が木質バイバイバイバイオオオオママママス発ス発ス発ス発電電電電をやっているのです。その市をやっているのです。その市をやっているのです。その市をやっているのです。その市役所役所役所役所の施設に木質の施設に木質の施設に木質の施設に木質

バイバイバイバイオオオオママママススススのののの発発発発電電電電設設設設備備備備をををを置置置置いて、そしていて、そしていて、そしていて、そして電電電電気気気気をそこからとっているのです。そういうとこをそこからとっているのです。そういうとこをそこからとっているのです。そういうとこをそこからとっているのです。そういうとこ

ろもあるわけだから、これからろもあるわけだから、これからろもあるわけだから、これからろもあるわけだから、これから病病病病院院院院施設を施設を施設を施設を建建建建てるについては、奈良県のてるについては、奈良県のてるについては、奈良県のてるについては、奈良県の林業林業林業林業振興のために振興のために振興のために振興のために

も、山も、山も、山も、山林林林林のののの保全保全保全保全のためにも、１のためにも、１のためにも、１のためにも、１カカカカ所所所所か２か２か２か２カカカカ所所所所か３か３か３か３カカカカ所所所所か知らないけれども、か知らないけれども、か知らないけれども、か知らないけれども、可可可可能能能能なななな限限限限りこりこりこりこ

の木質の木質の木質の木質バイバイバイバイオオオオママママス発ス発ス発ス発電電電電をををを使使使使ってもいいのではないか。そういうことで、ってもいいのではないか。そういうことで、ってもいいのではないか。そういうことで、ってもいいのではないか。そういうことで、再生再生再生再生可可可可能能能能エエエエネネネネルルルルギギギギ

ーのーのーのーの発発発発電電電電設設設設備備備備をををを取取取取りつけて、りつけて、りつけて、りつけて、電電電電力力力力需需需需要を要を要を要を賄賄賄賄うことについてうことについてうことについてうことについて検討検討検討検討していただきたいというこしていただきたいというこしていただきたいというこしていただきたいというこ

とですが、今そういうことがされているのかどうか、それをとですが、今そういうことがされているのかどうか、それをとですが、今そういうことがされているのかどうか、それをとですが、今そういうことがされているのかどうか、それを教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

２２２２番番番番目目目目には、には、には、には、漢漢漢漢方推方推方推方推進進進進プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトですが、これからですが、これからですが、これからですが、これから取取取取りりりり組み組み組み組みを進めるということでごを進めるということでごを進めるということでごを進めるということでご

ざいます。このざいます。このざいます。このざいます。この漢漢漢漢方推方推方推方推進進進進プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトト事事事事業業業業は、は、は、は、地場産業地場産業地場産業地場産業でありますから、でありますから、でありますから、でありますから、絶絶絶絶対に対に対に対に育育育育てていてていてていててい

かなけれかなけれかなけれかなければばばばならないと私もそのようなならないと私もそのようなならないと私もそのようなならないと私もそのような気持気持気持気持ちをしっかりちをしっかりちをしっかりちをしっかり持持持持っております。応っております。応っております。応っております。応援援援援をさせていをさせていをさせていをさせてい

ただきたいと、山ただきたいと、山ただきたいと、山ただきたいと、山口口口口先生先生先生先生やいろいろなやいろいろなやいろいろなやいろいろな方々方々方々方々がそのがそのがそのがその方方方方面面面面でごでごでごでご活活活活躍躍躍躍されておりますが。私はそされておりますが。私はそされておりますが。私はそされておりますが。私はそ

のののの漢漢漢漢方方方方のののの一一一一番番番番土台土台土台土台となる、となる、となる、となる、薬薬薬薬草草草草園園園園をきちんと確をきちんと確をきちんと確をきちんと確保保保保して、そしてして、そしてして、そしてして、そして存存存存分にこの分にこの分にこの分にこの研研研研究究究究開開開開発発発発をやっをやっをやっをやっ

ていくことができるようなていくことができるようなていくことができるようなていくことができるような環境環境環境環境をつくるをつくるをつくるをつくる必必必必要があるのではないかなと思うわけです。要があるのではないかなと思うわけです。要があるのではないかなと思うわけです。要があるのではないかなと思うわけです。

そのそのそのその点点点点、、、、「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計特別会特別会特別会特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計、特別、特別、特別、特別
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会会会会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」」」」をををを見見見見ますと、ちょこちょことますと、ちょこちょことますと、ちょこちょことますと、ちょこちょことネネネネズミズミズミズミがかがかがかがかじじじじるような程るような程るような程るような程度度度度のののの書書書書

きききき方方方方で、で、で、で、育育育育苗苗苗苗やややや研研研研究究究究などとなどとなどとなどと書書書書いてありますが、いてありますが、いてありますが、いてありますが、薬薬薬薬草草草草園園園園をつくったからには、これはをつくったからには、これはをつくったからには、これはをつくったからには、これは絶絶絶絶対に対に対に対に

活活活活用しなけれ用しなけれ用しなけれ用しなければばばばならないわけですから、もうそれこそならないわけですから、もうそれこそならないわけですから、もうそれこそならないわけですから、もうそれこそ土台土台土台土台の、このの、このの、このの、この薬薬薬薬草草草草のののの研研研研究究究究開開開開発発発発に係るに係るに係るに係る

イイイインンンンフラフラフラフラ的的的的なものができ上がるということで、よりなものができ上がるということで、よりなものができ上がるということで、よりなものができ上がるということで、より強強強強固固固固ななななプロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトのののの推推推推進につながる進につながる進につながる進につながる

のではないかと思うわけです。そののではないかと思うわけです。そののではないかと思うわけです。そののではないかと思うわけです。その点点点点、、、、薬薬薬薬草草草草園園園園についてのおについてのおについてのおについてのお考考考考えはいかがなものでしょうえはいかがなものでしょうえはいかがなものでしょうえはいかがなものでしょう

か。委員長、２か。委員長、２か。委員長、２か。委員長、２点点点点だけ質問いたします。だけ質問いたします。だけ質問いたします。だけ質問いたします。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 先先先先ほどのほどのほどのほどの地域地域地域地域福祉の答えは要りませんね。福祉の答えは要りませんね。福祉の答えは要りませんね。福祉の答えは要りませんね。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 はい、要りません。はい、要りません。はい、要りません。はい、要りません。

○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱 それでは、それでは、それでは、それでは、再生再生再生再生可可可可能能能能エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの可可可可能能能能性と性と性と性と

いうことでご回答をさせていただきます。いうことでご回答をさせていただきます。いうことでご回答をさせていただきます。いうことでご回答をさせていただきます。

まず、今回、まず、今回、まず、今回、まず、今回、新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院が、が、が、が、次次次次年年年年度度度度から実施設から実施設から実施設から実施設計計計計にににに入入入入りますので、和田委員ごりますので、和田委員ごりますので、和田委員ごりますので、和田委員ご指指指指摘摘摘摘

のののの太陽光太陽光太陽光太陽光発発発発電電電電でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、一一一一部木質部木質部木質部木質バイバイバイバイオオオオママママス発ス発ス発ス発電電電電も含めまして、も含めまして、も含めまして、も含めまして、全全全全面面面面的的的的にというのにというのにというのにというの

はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいと思えるのですけれども、しいと思えるのですけれども、しいと思えるのですけれども、しいと思えるのですけれども、利活利活利活利活用の用の用の用の可可可可能能能能性について、実施設性について、実施設性について、実施設性について、実施設計計計計のののの段階段階段階段階でででで

少し少し少し少し検討検討検討検討をさせていただきたいと思っております。をさせていただきたいと思っております。をさせていただきたいと思っております。をさせていただきたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長 薬薬薬薬草草草草園園園園のおのおのおのお尋尋尋尋ねでございます。ねでございます。ねでございます。ねでございます。

現現現現在在在在、県内で、県内で、県内で、県内で栽培栽培栽培栽培されているされているされているされている薬薬薬薬草草草草の多くは、の多くは、の多くは、の多くは、生生生生薬薬薬薬をををを取取取取りりりり扱扱扱扱います医います医います医います医薬品製薬品製薬品製薬品製造造造造業業業業者が者が者が者が種種種種苗苗苗苗

のののの供給供給供給供給、、、、栽培栽培栽培栽培のののの指導指導指導指導、、、、収収収収穫穫穫穫物の物の物の物の買買買買いいいい取取取取りをすりをすりをすりをすべべべべて行っているのがて行っているのがて行っているのがて行っているのが現現現現状状状状でございます。でございます。でございます。でございます。栽培栽培栽培栽培

拡拡拡拡大大大大をををを目指目指目指目指すことになれすことになれすことになれすことになればばばば、和田委員ご、和田委員ご、和田委員ご、和田委員ご指指指指摘摘摘摘のとおりのとおりのとおりのとおり薬薬薬薬草草草草園園園園がががが必必必必要となってきます。その要となってきます。その要となってきます。その要となってきます。その

機能機能機能機能はははは重重重重要となってくることが要となってくることが要となってくることが要となってくることが考考考考えられます。このため、えられます。このため、えられます。このため、えられます。このため、優優優優良な良な良な良な種種種種苗苗苗苗をををを育育育育成し、広く成し、広く成し、広く成し、広く供給供給供給供給

できるできるできるできる薬薬薬薬草草草草園機能園機能園機能園機能やややや収収収収穫穫穫穫されたされたされたされた薬薬薬薬草草草草をををを鑑鑑鑑鑑定、定、定、定、検検検検査する査する査する査する機能機能機能機能の確の確の確の確保保保保、さらに、さらに、さらに、さらに品品品品質のよい質のよい質のよい質のよい薬薬薬薬草草草草

をををを栽培栽培栽培栽培するするするする技技技技術術術術をををを持持持持ったったったった栽培栽培栽培栽培者を者を者を者を育育育育成する成する成する成する仕仕仕仕組み組み組み組みもももも必必必必要であると要であると要であると要であると考考考考えているところでござえているところでござえているところでござえているところでござ

います。います。います。います。

今後、今後、今後、今後、有有有有識識識識者の者の者の者の先生方先生方先生方先生方のののの助助助助言も言も言も言も伺伺伺伺いながら、いながら、いながら、いながら、公公公公的的的的施設の施設の施設の施設の整備整備整備整備がががが必必必必要なのか、要なのか、要なのか、要なのか、民民民民間間間間企企企企業業業業のののの

参入参入参入参入がががが可可可可能能能能かどうか、また、かどうか、また、かどうか、また、かどうか、また、先先先先進進進進的的的的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みをするをするをするをする地域地域地域地域のののの状況状況状況状況もももも調調調調査させていただきま査させていただきま査させていただきま査させていただきま

して、して、して、して、漢漢漢漢方推方推方推方推進進進進プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトの会議の中で議の会議の中で議の会議の中で議の会議の中で議論論論論を行いまして、そしてその内容をを行いまして、そしてその内容をを行いまして、そしてその内容をを行いまして、そしてその内容を踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、

今後今後今後今後検討検討検討検討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おります。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 薬薬薬薬草草草草園園園園につきましては、これはにつきましては、これはにつきましては、これはにつきましては、これは必必必必要なものだと受けとめることができました要なものだと受けとめることができました要なものだと受けとめることができました要なものだと受けとめることができました

が、それでよろしいですか。が、それでよろしいですか。が、それでよろしいですか。が、それでよろしいですか。

○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長 はい、はい、はい、はい、必必必必要と要と要と要と考考考考えております。ただ、えております。ただ、えております。ただ、えております。ただ、現現現現在在在在のののの状況状況状況状況をををを漢漢漢漢方方方方のののの推推推推進進進進プロプロプロプロジジジジェェェェクククク

トトトトの会議の中での会議の中での会議の中での会議の中で十十十十分議分議分議分議論論論論を行って、その結を行って、その結を行って、その結を行って、その結果果果果をををを踏踏踏踏まえて、今後まえて、今後まえて、今後まえて、今後検討検討検討検討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えええ
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ております。ております。ております。ております。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 実実実実現現現現はははは何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でやっていただけるものとでやっていただけるものとでやっていただけるものとでやっていただけるものと期期期期待待待待いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

それから、それから、それから、それから、再生再生再生再生可可可可能能能能エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの発発発発電電電電と申し上げましたが、当と申し上げましたが、当と申し上げましたが、当と申し上げましたが、当然然然然、、、、省エ省エ省エ省エネネネネもももも考考考考えていたえていたえていたえていた

だくことになろうと思います。県だくことになろうと思います。県だくことになろうと思います。県だくことになろうと思います。県庁庁庁庁では、平成２４年では、平成２４年では、平成２４年では、平成２４年度度度度ににににＬＥＬＥＬＥＬＥＤ照Ｄ照Ｄ照Ｄ照明やいろいろなことを明やいろいろなことを明やいろいろなことを明やいろいろなことを

入入入入れて、１れて、１れて、１れて、１８８８８％％％％のののの節節節節電電電電ができたと、あれはすができたと、あれはすができたと、あれはすができたと、あれはすばばばばらしい結らしい結らしい結らしい結果果果果だと思います。そんな意味で、だと思います。そんな意味で、だと思います。そんな意味で、だと思います。そんな意味で、

病病病病院院院院はははは電電電電気気気気をよくをよくをよくをよく使使使使うところでございますから、うところでございますから、うところでございますから、うところでございますから、一方一方一方一方でしっかりとでしっかりとでしっかりとでしっかりと電電電電気気気気エエエエネネネネルルルルギギギギーを確ーを確ーを確ーを確保保保保

していただきながら、していただきながら、していただきながら、していただきながら、他他他他方方方方でででで節節節節電電電電をしっかりとやっていただくことを要をしっかりとやっていただくことを要をしっかりとやっていただくことを要をしっかりとやっていただくことを要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ただいま和田委員の質問がただいま和田委員の質問がただいま和田委員の質問がただいま和田委員の質問が終終終終わりました。わりました。わりました。わりました。

ちょうどちょうどちょうどちょうど時時時時間も１２間も１２間も１２間も１２時時時時でございますのででございますのででございますのででございますので暫時休憩暫時休憩暫時休憩暫時休憩をさせていただいて、をさせていただいて、をさせていただいて、をさせていただいて、午午午午後の審査を１後の審査を１後の審査を１後の審査を１

時時時時から開から開から開から開始始始始したいと思いますが、それでよろしいですか。したいと思いますが、それでよろしいですか。したいと思いますが、それでよろしいですか。したいと思いますが、それでよろしいですか。

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

では、１では、１では、１では、１時時時時からのからのからのからの再再再再開といたします。どうもご開といたします。どうもご開といたします。どうもご開といたします。どうも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。

１２：０１分１２：０１分１２：０１分１２：０１分 休憩休憩休憩休憩

１３：０３分１３：０３分１３：０３分１３：０３分 再再再再開開開開

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 休憩休憩休憩休憩前に前に前に前に引引引引きききき続続続続き会議を開きます。き会議を開きます。き会議を開きます。き会議を開きます。

それでは、ごそれでは、ごそれでは、ごそれでは、ご発発発発言願います。言願います。言願います。言願います。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 連日ご連日ご連日ご連日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。端端端端的的的的に質問しますので、に質問しますので、に質問しますので、に質問しますので、端端端端的的的的に答えてください。に答えてください。に答えてください。に答えてください。

「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計特別会特別会特別会特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計、特別会、特別会、特別会、特別会計計計計２月２月２月２月

補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」」」」６１６１６１６１ペペペペーーーージジジジの６の６の６の６，，，，４００４００４００４００万万万万円円円円のがんのがんのがんのがん診診診診療療療療等々等々等々等々、予算が、予算が、予算が、予算が組組組組まれているのまれているのまれているのまれているの

ですけれども、がん対策ですけれども、がん対策ですけれども、がん対策ですけれども、がん対策推推推推進進進進条条条条例が今例が今例が今例が今度一度一度一度一部部部部改正改正改正改正されて、事されて、事されて、事されて、事業業業業者や従者や従者や従者や従業業業業員のがん予員のがん予員のがん予員のがん予防防防防のののの検検検検

診診診診をををを強強強強めていくわけですけれども、特にこの前、がん対策めていくわけですけれども、特にこの前、がん対策めていくわけですけれども、特にこの前、がん対策めていくわけですけれども、特にこの前、がん対策推推推推進議員連進議員連進議員連進議員連盟盟盟盟会長の、小泉委員会長の、小泉委員会長の、小泉委員会長の、小泉委員

にににに力力力力をををを入入入入れてやってもらって、この前も議会でれてやってもらって、この前も議会でれてやってもらって、この前も議会でれてやってもらって、この前も議会で頑張頑張頑張頑張ってもらって、ってもらって、ってもらって、ってもらって、感感感感心心心心していたのですけしていたのですけしていたのですけしていたのですけ

れど、れど、れど、れど、重重重重複複複複をををを避避避避けて、県けて、県けて、県けて、県民へ民へ民へ民へのがんのがんのがんのがん検診検診検診検診ののののＰＲＰＲＰＲＰＲをこれからどうしていくのかということや、をこれからどうしていくのかということや、をこれからどうしていくのかということや、をこれからどうしていくのかということや、

そういうそういうそういうそういう教育教育教育教育ですね。この前、私もですね。この前、私もですね。この前、私もですね。この前、私も大大大大腸腸腸腸がんになったのですけれど、がんのがんになったのですけれど、がんのがんになったのですけれど、がんのがんになったのですけれど、がんの患患患患者さんと話者さんと話者さんと話者さんと話

していたら、やはり小泉委員がおっししていたら、やはり小泉委員がおっししていたら、やはり小泉委員がおっししていたら、やはり小泉委員がおっしゃゃゃゃったように、県ったように、県ったように、県ったように、県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学附属附属附属附属病病病病院院院院のののの窓口窓口窓口窓口のののの充充充充実実実実

もさせてほしいと思うのです。その辺のところをどのように県もさせてほしいと思うのです。その辺のところをどのように県もさせてほしいと思うのです。その辺のところをどのように県もさせてほしいと思うのです。その辺のところをどのように県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学附属附属附属附属病病病病院院院院と連と連と連と連携携携携

して、言っていくのかと、して、言っていくのかと、して、言っていくのかと、して、言っていくのかと、簡単簡単簡単簡単にそれだけです。にそれだけです。にそれだけです。にそれだけです。

それから、それから、それから、それから、次次次次にににに、、、、「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計特別会特別会特別会特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会

計計計計、特別会、特別会、特別会、特別会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」」」」６５６５６５６５ペペペペーーーージジジジににににドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリ共同利共同利共同利共同利用事用事用事用事業業業業とあります。とあります。とあります。とあります。

これは本当にいいなと思っているのですけれど、少しこれは本当にいいなと思っているのですけれど、少しこれは本当にいいなと思っているのですけれど、少しこれは本当にいいなと思っているのですけれど、少し認認認認識識識識がががが悪悪悪悪いので、１回どれくらいいので、１回どれくらいいので、１回どれくらいいので、１回どれくらい必必必必
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要なのかと。要なのかと。要なのかと。要なのかと。去去去去年、年、年、年、何何何何回出てもらっていくら要ったと、回出てもらっていくら要ったと、回出てもらっていくら要ったと、回出てもらっていくら要ったと、昨昨昨昨年はいくら、年はいくら、年はいくら、年はいくら、一一一一昨昨昨昨年はいくらと年はいくらと年はいくらと年はいくらと

教教教教えてほしいのと、えてほしいのと、えてほしいのと、えてほしいのと、７８７８７８７８００００万万万万円円円円予算が予算が予算が予算が組組組組んでありますけれど、これでんでありますけれど、これでんでありますけれど、これでんでありますけれど、これで大大大大丈夫丈夫丈夫丈夫ですか。いや、ですか。いや、ですか。いや、ですか。いや、

これでだめだったら、これでだめだったら、これでだめだったら、これでだめだったら、補正補正補正補正をくめをくめをくめをくめばばばばいいのだけれども、いいのだけれども、いいのだけれども、いいのだけれども、ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリ共同利共同利共同利共同利用事用事用事用事業業業業にににに７８７８７８７８

００００万万万万円組円組円組円組んでおいて、どうするのですか。それんでおいて、どうするのですか。それんでおいて、どうするのですか。それんでおいて、どうするのですか。それ以以以以上の上の上の上の８８８８００００００００万万万万円円円円予算を予算を予算を予算を導入検討導入検討導入検討導入検討するのにするのにするのにするのに

かけている。かけている。かけている。かけている。ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリのののの利利利利用より、用より、用より、用より、検討検討検討検討するおするおするおするお金金金金のののの方方方方が高いのか、それだけのが高いのか、それだけのが高いのか、それだけのが高いのか、それだけの値値値値打ち打ち打ち打ち

があるのならいいけれどその辺の答弁をがあるのならいいけれどその辺の答弁をがあるのならいいけれどその辺の答弁をがあるのならいいけれどその辺の答弁を求求求求めます。めます。めます。めます。

それから、医療政策部で、出それから、医療政策部で、出それから、医療政策部で、出それから、医療政策部で、出産育児一時産育児一時産育児一時産育児一時金金金金を、今いろいろを、今いろいろを、今いろいろを、今いろいろ拡拡拡拡大大大大されていますけれども、されていますけれども、されていますけれども、されていますけれども、

各各各各市市市市町町町町村によっては、４２村によっては、４２村によっては、４２村によっては、４２万万万万円円円円を出しているけれども、おを出しているけれども、おを出しているけれども、おを出しているけれども、お祝祝祝祝いいいい金金金金を出したりしていますけを出したりしていますけを出したりしていますけを出したりしていますけ

れども、県として市れども、県として市れども、県として市れども、県として市町町町町村と連村と連村と連村と連携携携携して、そういう上して、そういう上して、そういう上して、そういう上積積積積みみみみなどもなどもなどもなども検討検討検討検討されるのかどうか、そのされるのかどうか、そのされるのかどうか、そのされるのかどうか、その

方向方向方向方向性をお性をお性をお性をお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

次次次次に、今いろいろ医療に、今いろいろ医療に、今いろいろ医療に、今いろいろ医療費費費費無無無無料料料料の問の問の問の問題題題題がありますけれども、がありますけれども、がありますけれども、がありますけれども、ゼゼゼゼロ歳ロ歳ロ歳ロ歳児児児児から中から中から中から中学校卒業学校卒業学校卒業学校卒業するするするする

までということで、までということで、までということで、までということで、大大大大和和和和郡郡郡郡山市はすごいですね、あと奈良市ですね。ほかは山市はすごいですね、あと奈良市ですね。ほかは山市はすごいですね、あと奈良市ですね。ほかは山市はすごいですね、あと奈良市ですね。ほかは皆皆皆皆おくれていおくれていおくれていおくれてい

ます。ます。ます。ます。天天天天理市も小理市も小理市も小理市も小学校学校学校学校にににに入入入入るまでです。山るまでです。山るまでです。山るまでです。山添添添添村などは高村などは高村などは高村などは高校卒業校卒業校卒業校卒業までです。まあ、までです。まあ、までです。まあ、までです。まあ、人人人人数数数数が少が少が少が少

ないからですけれど、そういうないからですけれど、そういうないからですけれど、そういうないからですけれど、そういう点点点点ででででばばばばららららばばばばらです。それで、県は小らです。それで、県は小らです。それで、県は小らです。それで、県は小学校学校学校学校にににに入入入入るまでしかるまでしかるまでしかるまでしか補補補補

助助助助金金金金２分の１を出していませんが、市２分の１を出していませんが、市２分の１を出していませんが、市２分の１を出していませんが、市町町町町村によって言うたもの村によって言うたもの村によって言うたもの村によって言うたもの勝勝勝勝ちかという話もあるのでちかという話もあるのでちかという話もあるのでちかという話もあるので

すけれども、そういうすけれども、そういうすけれども、そういうすけれども、そういう点点点点で、で、で、で、天天天天理市も含めてどんな理市も含めてどんな理市も含めてどんな理市も含めてどんな状況状況状況状況になっているのか、答えていただになっているのか、答えていただになっているのか、答えていただになっているのか、答えていただ

きたいし、どういうきたいし、どういうきたいし、どういうきたいし、どういう指導指導指導指導をしていくのかということも答えていただきたい。をしていくのかということも答えていただきたい。をしていくのかということも答えていただきたい。をしていくのかということも答えていただきたい。

次次次次に、に、に、に、先先先先ほど和田委員もおっしほど和田委員もおっしほど和田委員もおっしほど和田委員もおっしゃゃゃゃったので、特別ったので、特別ったので、特別ったので、特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ことはのことはのことはのことは置置置置いておいて、いておいて、いておいて、いておいて、

認認認認知知知知症症症症のののの現現現現状状状状と対策や施設などはどうなっているのかをおと対策や施設などはどうなっているのかをおと対策や施設などはどうなっているのかをおと対策や施設などはどうなっているのかをお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

最後に、最後に、最後に、最後に、一一一一番番番番言いたいのは、医言いたいのは、医言いたいのは、医言いたいのは、医師師師師会の会長、副会長を医療審議会から外しているわけで会の会長、副会長を医療審議会から外しているわけで会の会長、副会長を医療審議会から外しているわけで会の会長、副会長を医療審議会から外しているわけで

すけれども、医すけれども、医すけれども、医すけれども、医師師師師会の中から会の中から会の中から会の中から複数複数複数複数のののの人人人人をををを推推推推薦薦薦薦してということはおかしいと思うのです。そしてということはおかしいと思うのです。そしてということはおかしいと思うのです。そしてということはおかしいと思うのです。そ

ういうことではなくて、やはり医ういうことではなくて、やはり医ういうことではなくて、やはり医ういうことではなくて、やはり医師師師師会の理事会として会の理事会として会の理事会として会の理事会として検討検討検討検討した結した結した結した結果果果果であり、医療審議会とであり、医療審議会とであり、医療審議会とであり、医療審議会と

いういういういう重重重重要な委員会には、これまで会長、副会長が要な委員会には、これまで会長、副会長が要な委員会には、これまで会長、副会長が要な委員会には、これまで会長、副会長が就就就就任任任任すすすすべべべべきということで、医きということで、医きということで、医きということで、医師師師師会の理事会の理事会の理事会の理事

会会会会等等等等でででで決決決決めてきている総意があるのです。そういうめてきている総意があるのです。そういうめてきている総意があるのです。そういうめてきている総意があるのです。そういう組織組織組織組織決決決決定を定を定を定を軽軽軽軽くくくく見見見見ていないかというこていないかというこていないかというこていないかというこ

とがあるのです。とがあるのです。とがあるのです。とがあるのです。

それともう１それともう１それともう１それともう１点点点点は、医は、医は、医は、医師師師師会というのは医療審議会会というのは医療審議会会というのは医療審議会会というのは医療審議会以以以以外の委員もたくさん出しているわけ外の委員もたくさん出しているわけ外の委員もたくさん出しているわけ外の委員もたくさん出しているわけ

です。その委員はです。その委員はです。その委員はです。その委員は全全全全部医部医部医部医師師師師会での合議で、この委員にはだれ、この委員にはだれと県の委会での合議で、この委員にはだれ、この委員にはだれと県の委会での合議で、この委員にはだれ、この委員にはだれと県の委会での合議で、この委員にはだれ、この委員にはだれと県の委

員にいろいろ員にいろいろ員にいろいろ員にいろいろ派遣派遣派遣派遣していると思うのです。そういうしていると思うのです。そういうしていると思うのです。そういうしていると思うのです。そういう点点点点で、医で、医で、医で、医師師師師会に会に会に会に重重重重きをきをきをきを置置置置いていないのいていないのいていないのいていないの

ではないかと思うのですけれど。ではないかと思うのですけれど。ではないかと思うのですけれど。ではないかと思うのですけれど。以以以以上、質問を上、質問を上、質問を上、質問を終終終終わります。わります。わります。わります。

○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 がんがんがんがん検診検診検診検診の受の受の受の受診率向診率向診率向診率向上について、上について、上について、上について、一一一一
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般般般般県県県県民民民民のののの取取取取りりりり組み組み組み組み、それから特に事、それから特に事、それから特に事、それから特に事業業業業者の従者の従者の従者の従業業業業員に対する受員に対する受員に対する受員に対する受診勧奨診勧奨診勧奨診勧奨についてのご質問に対についてのご質問に対についてのご質問に対についてのご質問に対

してお答えします。してお答えします。してお答えします。してお答えします。

県では、まず県では、まず県では、まず県では、まず普及啓普及啓普及啓普及啓発発発発につきましては、平成２４年ににつきましては、平成２４年ににつきましては、平成２４年ににつきましては、平成２４年に立立立立ち上げましたがんち上げましたがんち上げましたがんち上げましたがん検診検診検診検診を受けよを受けよを受けよを受けよ

うううう！！！！奈良県奈良県奈良県奈良県民民民民会議を通会議を通会議を通会議を通じじじじまして、広くがんまして、広くがんまして、広くがんまして、広くがん検診検診検診検診受受受受診診診診のののの重重重重要性の要性の要性の要性の啓啓啓啓発発発発を県を県を県を県民民民民にににに呼び呼び呼び呼びかけていかけていかけていかけてい

くと。また、くと。また、くと。また、くと。また、地域地域地域地域で今おられる健康で今おられる健康で今おられる健康で今おられる健康づづづづくりのくりのくりのくりのボボボボラララランンンンティティティティアのアのアのアの方々方々方々方々をがん予をがん予をがん予をがん予防防防防対策対策対策対策推推推推進員と進員と進員と進員と

してしてしてして養養養養成いたしまして、日ごろから成いたしまして、日ごろから成いたしまして、日ごろから成いたしまして、日ごろから地地地地道道道道にがんにがんにがんにがん検診検診検診検診受受受受診診診診のののの声声声声かけをしていただくなど、かけをしていただくなど、かけをしていただくなど、かけをしていただくなど、草草草草

のののの根根根根的的的的なななな活活活活動をしています。さらには、広く動をしています。さらには、広く動をしています。さらには、広く動をしています。さらには、広く一般一般一般一般にににに啓啓啓啓発発発発しても、しても、しても、しても、個個個個人人人人個個個個人人人人にはなかなか進にはなかなか進にはなかなか進にはなかなか進

まないものなので、まないものなので、まないものなので、まないものなので、個個個個人へ人へ人へ人へのののの検診検診検診検診受受受受診診診診の通知の通知の通知の通知等等等等、また、また、また、また検診検診検診検診を受けなかったを受けなかったを受けなかったを受けなかった未未未未受受受受診診診診のののの人人人人に対に対に対に対

して受して受して受して受診勧奨診勧奨診勧奨診勧奨を行っていこうと、平成２５年を行っていこうと、平成２５年を行っていこうと、平成２５年を行っていこうと、平成２５年度度度度、２つの市で、２つの市で、２つの市で、２つの市でモデモデモデモデルルルル的的的的に実施し、そのに実施し、そのに実施し、そのに実施し、そのエエエエビビビビ

デデデデンンンンススススをとった上で、広くをとった上で、広くをとった上で、広くをとった上で、広く全全全全県県県県的的的的に進めていきたいとに進めていきたいとに進めていきたいとに進めていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

次次次次に、受に、受に、受に、受診診診診しやすいしやすいしやすいしやすい体体体体制制制制づづづづくり、特に事くり、特に事くり、特に事くり、特に事業所業所業所業所の従の従の従の従業業業業員で事員で事員で事員で事業所業所業所業所でがんでがんでがんでがん検診検診検診検診をやっておらをやっておらをやっておらをやっておら

れないところの従れないところの従れないところの従れないところの従業業業業員は、市員は、市員は、市員は、市町町町町村でがん村でがん村でがん村でがん検診検診検診検診を受けなけれを受けなけれを受けなけれを受けなければばばばなりませんが、従なりませんが、従なりませんが、従なりませんが、従業業業業員は、事員は、事員は、事員は、事

業所業所業所業所のある市のある市のある市のある市町町町町村村村村以以以以外の市外の市外の市外の市町町町町村からも通ってきておられることがあるので、平成２５年村からも通ってきておられることがあるので、平成２５年村からも通ってきておられることがあるので、平成２５年村からも通ってきておられることがあるので、平成２５年度度度度、、、、

奈良県奈良県奈良県奈良県民民民民会議で会議で会議で会議で賛賛賛賛同同同同していただいております応していただいております応していただいております応していただいております応援援援援団団団団のののの企企企企業業業業なり、なり、なり、なり、工業工業工業工業団団団団地地地地のののの企企企企業等業等業等業等を対を対を対を対象象象象

に、まず事に、まず事に、まず事に、まず事業所業所業所業所における従における従における従における従業業業業員のがん員のがん員のがん員のがん検診検診検診検診の実の実の実の実態態態態を把握するためを把握するためを把握するためを把握するため調調調調査を行い、その査を行い、その査を行い、その査を行い、その調調調調査結査結査結査結

果果果果を分を分を分を分析析析析した上で、事した上で、事した上で、事した上で、事業所業所業所業所、それからがん、それからがん、それからがん、それからがん検診検診検診検診を実施する市を実施する市を実施する市を実施する市町町町町村と県が村と県が村と県が村と県が入入入入って、どういうって、どういうって、どういうって、どういう

形形形形で実施すれで実施すれで実施すれで実施すれば一ば一ば一ば一番番番番受受受受診診診診しやすいかというしやすいかというしやすいかというしやすいかという工工工工夫夫夫夫をををを凝凝凝凝らすらすらすらす協協協協議をしていくことを議をしていくことを議をしていくことを議をしていくことを考考考考えておりえておりえておりえており

ます。ます。ます。ます。

○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 このたこのたこのたこのたびびびび、がん対策、がん対策、がん対策、がん対策推推推推進進進進計画等計画等計画等計画等をををを立立立立てまして、その上で、がん医療てまして、その上で、がん医療てまして、その上で、がん医療てまして、その上で、がん医療

体体体体制をどういう制をどういう制をどういう制をどういう形形形形でででで充充充充実していくのか、特に県実していくのか、特に県実していくのか、特に県実していくのか、特に県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学附属附属附属附属病病病病院院院院について、どうについて、どうについて、どうについて、どう考考考考えてえてえてえて

いるのかというご質問だったと思います。そのいるのかというご質問だったと思います。そのいるのかというご質問だったと思います。そのいるのかというご質問だったと思います。その点点点点についてお答えしたいと思います。についてお答えしたいと思います。についてお答えしたいと思います。についてお答えしたいと思います。

県内では県内では県内では県内では専門的専門的専門的専門的ながん医療を提ながん医療を提ながん医療を提ながん医療を提供供供供するするするする病病病病院院院院といたしまして、県のといたしまして、県のといたしまして、県のといたしまして、県の推推推推薦薦薦薦でででで国国国国がががが指指指指定しまし定しまし定しまし定しまし

たがんたがんたがんたがん診診診診療の療の療の療の拠点病拠点病拠点病拠点病院院院院が５が５が５が５カカカカ所所所所ございまして、このございまして、このございまして、このございまして、この病病病病院院院院を中を中を中を中心心心心にがん医療提にがん医療提にがん医療提にがん医療提供体供体供体供体制という制という制という制という

ものをやってきておりますし、今後もものをやってきておりますし、今後もものをやってきておりますし、今後もものをやってきておりますし、今後も充充充充実を実を実を実を図図図図っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。

その中でも、中その中でも、中その中でも、中その中でも、中心的心的心的心的なななな役役役役割割割割をををを果果果果たしているのが県たしているのが県たしているのが県たしているのが県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学附属附属附属附属病病病病院院院院でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、

このこのこのこの病病病病院院院院につきましては、ただいまにつきましては、ただいまにつきましては、ただいまにつきましては、ただいま建建建建設設設設準準準準備備備備中でございます中でございます中でございます中でございます。。。。（（（（仮称仮称仮称仮称）中）中）中）中央央央央手手手手術術術術棟棟棟棟がござがござがござがござ

います。これが平成２います。これが平成２います。これが平成２います。これが平成２７７７７年年年年度度度度にににに完完完完成となるのですが、その中で、成となるのですが、その中で、成となるのですが、その中で、成となるのですが、その中で、統統統統合合合合的的的的にがん治療を進めにがん治療を進めにがん治療を進めにがん治療を進め

るために、るために、るために、るために、放放放放射線射線射線射線治療治療治療治療機器機器機器機器のののの整備充整備充整備充整備充実ですとか、また、外来の実ですとか、また、外来の実ですとか、また、外来の実ですとか、また、外来の化学化学化学化学療療療療法法法法ののののシステムシステムシステムシステムも（も（も（も（仮仮仮仮

称称称称）中）中）中）中央央央央手手手手術術術術棟棟棟棟にににに集約集約集約集約しまして、しまして、しまして、しまして、機能機能機能機能のののの拡拡拡拡充強化充強化充強化充強化をををを図図図図ることをることをることをることを考考考考えております。えております。えております。えております。

さらに県さらに県さらに県さらに県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学の第２の第２の第２の第２期期期期中中中中期目標期目標期目標期目標にもにもにもにも地域地域地域地域貢献貢献貢献貢献のののの観観観観点点点点から、から、から、から、院院院院内に設内に設内に設内に設置置置置されているされているされているされている
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緩緩緩緩和和和和ケケケケアセンターにつきまして県アセンターにつきまして県アセンターにつきまして県アセンターにつきまして県全体全体全体全体のののの緩緩緩緩和和和和ケケケケアをアをアをアを推推推推進していく中進していく中進していく中進していく中核核核核的的的的なななな拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして体体体体制制制制

整備整備整備整備を進めていきたいということを、予定させていただいているところでございます。を進めていきたいということを、予定させていただいているところでございます。を進めていきたいということを、予定させていただいているところでございます。を進めていきたいということを、予定させていただいているところでございます。

そのそのそのその他他他他、県、県、県、県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学附属附属附属附属病病病病院以院以院以院以外の話になりますけれども、例え外の話になりますけれども、例え外の話になりますけれども、例え外の話になりますけれども、例えばばばば北北北北和和和和地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて

は、平成２は、平成２は、平成２は、平成２８８８８年年年年度度度度中に開中に開中に開中に開院院院院をいたしますをいたしますをいたしますをいたします新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院にもにもにもにも新新新新しいしいしいしい放放放放射線射線射線射線治療治療治療治療機器機器機器機器をををを入入入入れれれれ

まして、さらに外来のまして、さらに外来のまして、さらに外来のまして、さらに外来の化学化学化学化学療療療療法法法法をしっかりと行う、またをしっかりと行う、またをしっかりと行う、またをしっかりと行う、また緩緩緩緩和和和和ケケケケアアアア病病病病棟棟棟棟などのなどのなどのなどの整備整備整備整備も予定しも予定しも予定しも予定し

ております。さらに、こういったております。さらに、こういったております。さらに、こういったております。さらに、こういったハハハハーーーードドドドものといいますか、施設をものといいますか、施設をものといいますか、施設をものといいますか、施設を充充充充実させていきますけ実させていきますけ実させていきますけ実させていきますけ

れども、れども、れども、れども、同時同時同時同時にそれににそれににそれににそれに携携携携わる医わる医わる医わる医師師師師やややや看看看看護護護護師師師師の確の確の確の確保保保保や、や、や、や、育育育育成にも成にも成にも成にも取取取取りりりり組組組組んでいきたいと思っんでいきたいと思っんでいきたいと思っんでいきたいと思っ

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

○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長 まず、まず、まず、まず、ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリのののの共同利共同利共同利共同利用事用事用事用事業業業業ということでということでということでということで、、、、「「「「平成２５平成２５平成２５平成２５

年年年年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計特別会特別会特別会特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計、特別会、特別会、特別会、特別会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の

概概概概要要要要」」」」６５６５６５６５ペペペペーーーージジジジのののの７８７８７８７８４４４４万万万万円円円円の予算につきましてご説明をさせていただきます。の予算につきましてご説明をさせていただきます。の予算につきましてご説明をさせていただきます。の予算につきましてご説明をさせていただきます。

本県の本県の本県の本県のドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリですけれども、平成１４年ですけれども、平成１４年ですけれども、平成１４年ですけれども、平成１４年度度度度から和から和から和から和歌歌歌歌山県と、それから平成２１年山県と、それから平成２１年山県と、それから平成２１年山県と、それから平成２１年

度度度度からからからから大大大大阪阪阪阪府府府府共同利共同利共同利共同利用という用という用という用という形形形形でででで使使使使わせていただいております。わせていただいております。わせていただいております。わせていただいております。

実実実実績績績績でございますが、平成２３年でございますが、平成２３年でございますが、平成２３年でございますが、平成２３年度度度度は、は、は、は、全体全体全体全体で１３件でございます。そのうちで１３件でございます。そのうちで１３件でございます。そのうちで１３件でございます。そのうち大大大大阪阪阪阪府府府府がががが

２件と、２件と、２件と、２件と、残残残残り１１件が和り１１件が和り１１件が和り１１件が和歌歌歌歌山県という山県という山県という山県という状況状況状況状況でございます。ちなでございます。ちなでございます。ちなでございます。ちなみみみみに平成２４年に平成２４年に平成２４年に平成２４年度度度度は、まだは、まだは、まだは、まだ

年年年年度度度度途途途途中ですが、中ですが、中ですが、中ですが、若若若若干干干干少なくてまだ５回程少なくてまだ５回程少なくてまだ５回程少なくてまだ５回程度度度度のののの運運運運航航航航になっております。になっております。になっております。になっております。

それと、１回当たりのそれと、１回当たりのそれと、１回当たりのそれと、１回当たりの使使使使用用用用料料料料でございますが、和でございますが、和でございますが、和でございますが、和歌歌歌歌山県には３１山県には３１山県には３１山県には３１万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円、、、、大大大大阪阪阪阪

府府府府は６は６は６は６８８８８万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円というというというという形形形形で、出動していただきましたら、奈良県からそれで、出動していただきましたら、奈良県からそれで、出動していただきましたら、奈良県からそれで、出動していただきましたら、奈良県からそれぞぞぞぞれのれのれのれの

団団団団体体体体にににに払払払払わせていただくということで、わせていただくということで、わせていただくということで、わせていただくということで、使使使使っていただくっていただくっていただくっていただく方方方方は当は当は当は当然然然然無無無無料料料料でございます。でございます。でございます。でございます。

それで、平成２５年それで、平成２５年それで、平成２５年それで、平成２５年度度度度のののの見込見込見込見込みみみみでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、一一一一応２０回程応２０回程応２０回程応２０回程度度度度ということでということでということでということで７８７８７８７８４４４４万万万万

円円円円、、、、記載記載記載記載の事の事の事の事業費業費業費業費をををを計計計計上しております。上しております。上しております。上しております。

一方一方一方一方、、、、ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリのののの導入検討導入検討導入検討導入検討事事事事業業業業ということで、ということで、ということで、ということで、８８８８００００００００万万万万円円円円ということでございますということでございますということでございますということでございます

けれども、この内容につきましては、まずけれども、この内容につきましては、まずけれども、この内容につきましては、まずけれども、この内容につきましては、まず一一一一つは、つは、つは、つは、離離離離着着着着陸陸陸陸時時時時のののの騒音騒音騒音騒音問問問問題題題題のののの調調調調査と査と査と査とダダダダウウウウンンンンウウウウ

ォォォォッシッシッシッシュュュュといいますか、といいますか、といいますか、といいますか、下下下下降降降降気流気流気流気流がががが発生発生発生発生いたしますので、そのいたしますので、そのいたしますので、そのいたしますので、その影響影響影響影響調調調調査、また、査、また、査、また、査、また、試試試試験フラ験フラ験フラ験フラ

イイイイトトトトもございます。それから、もございます。それから、もございます。それから、もございます。それから、基地病基地病基地病基地病院院院院にににに必必必必要な施設や設要な施設や設要な施設や設要な施設や設備備備備のほか、のほか、のほか、のほか、法法法法令令令令のののの手続手続手続手続についてについてについてについて

のののの整整整整理をするという理をするという理をするという理をするという形形形形で、で、で、で、８８８８００００００００万万万万円円円円程程程程度度度度予定をしております。予定をしております。予定をしております。予定をしております。

ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

それと、それと、それと、それと、引引引引きききき続続続続きまして、医きまして、医きまして、医きまして、医師師師師会の件でございます。会の件でございます。会の件でございます。会の件でございます。

医医医医師師師師会の会の会の会の組織組織組織組織をををを軽軽軽軽くくくく見見見見ているのではないかというご質問でございますけれども、本会議ているのではないかというご質問でございますけれども、本会議ているのではないかというご質問でございますけれども、本会議ているのではないかというご質問でございますけれども、本会議

で知事がご答弁をさせていただきましたとおり、医で知事がご答弁をさせていただきましたとおり、医で知事がご答弁をさせていただきましたとおり、医で知事がご答弁をさせていただきましたとおり、医師師師師会に対しまして、まだ医療審議会の会に対しまして、まだ医療審議会の会に対しまして、まだ医療審議会の会に対しまして、まだ医療審議会の
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メメメメンンンンババババーでごーでごーでごーでご参参参参加いただいていないことは、本当に県として加いただいていないことは、本当に県として加いただいていないことは、本当に県として加いただいていないことは、本当に県として残残残残念念念念に思っております。に思っております。に思っております。に思っております。

それと、例えそれと、例えそれと、例えそれと、例えばばばば今回の医療審議会の今回の医療審議会の今回の医療審議会の今回の医療審議会の主主主主な議な議な議な議題題題題でございました、医療でございました、医療でございました、医療でございました、医療計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しにつきしにつきしにつきしにつき

ましては、医ましては、医ましては、医ましては、医師師師師会をは会をは会をは会をはじじじじめ県のめ県のめ県のめ県の病病病病院協院協院協院協会、医療の会、医療の会、医療の会、医療の先生方先生方先生方先生方からからからから貴貴貴貴重重重重な意な意な意な意見見見見をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、

専門的専門的専門的専門的なななな立場立場立場立場から、また、から、また、から、また、から、また、一一一一緒緒緒緒にににに参画参画参画参画もしていただいてもしていただいてもしていただいてもしていただいて計画計画計画計画をつくったをつくったをつくったをつくった次次次次第でございます。第でございます。第でございます。第でございます。

当当当当然然然然そのようなことでございますので、ご意そのようなことでございますので、ご意そのようなことでございますので、ご意そのようなことでございますので、ご意見見見見をおをおをおをお聞聞聞聞きしてきしてきしてきして各各各各施策に施策に施策に施策に反映反映反映反映しているところしているところしているところしているところ

でございます。でございます。でございます。でございます。

県としましても、今後とも医県としましても、今後とも医県としましても、今後とも医県としましても、今後とも医師師師師会と会と会と会と協協協協力力力力しながら、医療行政をしながら、医療行政をしながら、医療行政をしながら、医療行政を一一一一緒緒緒緒にににに推推推推進するという進するという進するという進するという考考考考

えをえをえをえを変変変変えることはえることはえることはえることは全全全全くございませんので、医くございませんので、医くございませんので、医くございませんので、医師師師師会に対しては、会に対しては、会に対しては、会に対しては、引引引引きききき続続続続きごきごきごきご協協協協力力力力いただくといただくといただくといただくと

考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○寺田健康福祉部次長兼こども・女性局次長企画管理室長事務取扱○寺田健康福祉部次長兼こども・女性局次長企画管理室長事務取扱○寺田健康福祉部次長兼こども・女性局次長企画管理室長事務取扱○寺田健康福祉部次長兼こども・女性局次長企画管理室長事務取扱 出出出出産費産費産費産費用の用の用の用の補助補助補助補助につにつにつにつ

きまして、健康福祉部とこども・女性局が絡きまして、健康福祉部とこども・女性局が絡きまして、健康福祉部とこども・女性局が絡きまして、健康福祉部とこども・女性局が絡みみみみますので、私からお答えをさせていただきますので、私からお答えをさせていただきますので、私からお答えをさせていただきますので、私からお答えをさせていただき

ます。ます。ます。ます。

委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべの４２の４２の４２の４２万万万万円円円円の出の出の出の出産育児一時産育児一時産育児一時産育児一時金金金金についてですけれども、出についてですけれども、出についてですけれども、出についてですけれども、出産産産産に要するに要するに要するに要する経済経済経済経済的的的的負負負負

担の担の担の担の軽軽軽軽減減減減をををを図図図図るために、るために、るために、るために、各各各各医療医療医療医療保保保保険険険険が対が対が対が対象象象象となっているものにとなっているものにとなっているものにとなっているものに給給給給付付付付を行っているものでごを行っているものでごを行っているものでごを行っているものでご

ざいまして、ざいまして、ざいまして、ざいまして、現現現現在在在在４２４２４２４２万万万万円円円円となっております。ただ、この制となっております。ただ、この制となっております。ただ、この制となっております。ただ、この制度度度度もももも国国国国のののの一一一一律律律律の制の制の制の制度度度度でございでございでございでござい

まして、県まして、県まして、県まして、県下下下下の市の市の市の市町町町町村で村で村で村で独自独自独自独自の制の制の制の制度度度度を設けているところはございません。県としましても、を設けているところはございません。県としましても、を設けているところはございません。県としましても、を設けているところはございません。県としましても、

この辺はこの辺はこの辺はこの辺は必必必必要な要な要な要な財源措財源措財源措財源措置置置置を含めを含めを含めを含め国国国国に要に要に要に要望望望望を行っているところでございます。を行っているところでございます。を行っているところでございます。を行っているところでございます。

出出出出産産産産に要するに要するに要するに要する費費費費用といたしましては、分用といたしましては、分用といたしましては、分用といたしましては、分娩娩娩娩に関するものにとどまらず、例えに関するものにとどまらず、例えに関するものにとどまらず、例えに関するものにとどまらず、例えばばばば出出出出産産産産のののの準準準準

備備備備やおやおやおやおむむむむつのつのつのつの購入費購入費購入費購入費用も用も用も用も必必必必要とされるところでございまして、その出要とされるところでございまして、その出要とされるところでございまして、その出要とされるところでございまして、その出産費産費産費産費用用用用へへへへのののの補助的補助的補助的補助的なななな

事事事事業業業業といたしましては、県といたしましては、県といたしましては、県といたしましては、県下下下下９町９町９町９町村において出村において出村において出村において出産産産産祝祝祝祝いいいい金金金金がががが支給支給支給支給されております。これはされております。これはされております。これはされております。これは額額額額

もももも大体大体大体大体５５５５，，，，００００００００００００円円円円から５から５から５から５万万万万円円円円程程程程度度度度と少しと少しと少しと少し幅幅幅幅がございます。ただ、いずれもがございます。ただ、いずれもがございます。ただ、いずれもがございます。ただ、いずれも東東東東部あるいは部あるいは部あるいは部あるいは

南部の南部の南部の南部の地域地域地域地域でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、地域活地域活地域活地域活性性性性化化化化対策としての対策としての対策としての対策としての子子子子育育育育てててて支援支援支援支援として実施されているととして実施されているととして実施されているととして実施されていると

考考考考えられるところでございます。えられるところでございます。えられるところでございます。えられるところでございます。

今後、県の今後、県の今後、県の今後、県の子子子子育育育育てててて家家家家庭庭庭庭のののの支援支援支援支援策として、どのような策として、どのような策として、どのような策として、どのような支援支援支援支援が最もが最もが最もが最も望望望望ましいのか、市ましいのか、市ましいのか、市ましいのか、市町町町町村の村の村の村の

意意意意見見見見もももも踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして検討検討検討検討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おります。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児の医療の医療の医療の医療費助費助費助費助成事成事成事成事業業業業についてお答えさせていただきます。についてお答えさせていただきます。についてお答えさせていただきます。についてお答えさせていただきます。

この事この事この事この事業業業業は、市は、市は、市は、市町町町町村が実施しておりまして、藤本委員ご村が実施しておりまして、藤本委員ご村が実施しておりまして、藤本委員ご村が実施しておりまして、藤本委員ご指指指指摘摘摘摘のとおり、その市のとおり、その市のとおり、その市のとおり、その市町町町町村ごと村ごと村ごと村ごと

によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、子子子子育育育育てててて支援支援支援支援のののの観観観観点点点点あるいは定あるいは定あるいは定あるいは定住住住住対策といった対策といった対策といった対策といった観観観観点点点点から、から、から、から、助助助助成の成の成の成の範囲範囲範囲範囲についについについについ

てはさまざまなてはさまざまなてはさまざまなてはさまざまな状況状況状況状況になっているところでございます。そのようなになっているところでございます。そのようなになっているところでございます。そのようなになっているところでございます。そのような状況状況状況状況の中で、県といたの中で、県といたの中で、県といたの中で、県といた

しましては、小しましては、小しましては、小しましては、小学校就学学校就学学校就学学校就学前までの前までの前までの前までの乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児に対する医療に対する医療に対する医療に対する医療費費費費について、市について、市について、市について、市町町町町村の村の村の村の支支支支出に対して出に対して出に対して出に対して
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２分の１を２分の１を２分の１を２分の１を助助助助成するいう成するいう成するいう成するいう補助補助補助補助事事事事業業業業を行っているところでございます。を行っているところでございます。を行っているところでございます。を行っているところでございます。

このようなこのようなこのようなこのような乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児医療医療医療医療費助費助費助費助成に対しては、市成に対しては、市成に対しては、市成に対しては、市町町町町村からも県の村からも県の村からも県の村からも県の補助補助補助補助をををを拡拡拡拡大大大大してほしいといしてほしいといしてほしいといしてほしいとい

う要う要う要う要望望望望をををを聞聞聞聞いているところでございます。県としましては、市いているところでございます。県としましては、市いているところでございます。県としましては、市いているところでございます。県としましては、市町町町町村の村の村の村の努努努努力力力力に対してに対してに対してに対して支援支援支援支援しししし

ていくということがていくということがていくということがていくということが基基基基本になっているわけですけれども、この医療本になっているわけですけれども、この医療本になっているわけですけれども、この医療本になっているわけですけれども、この医療費費費費のののの助助助助成という成という成という成という観観観観点点点点にににに

つきましては、すつきましては、すつきましては、すつきましては、すべべべべての県ての県ての県ての県民民民民にににに公公公公平であることが平であることが平であることが平であることが望望望望ましいということで、県ましいということで、県ましいということで、県ましいということで、県下下下下すすすすべべべべての市ての市ての市ての市

町町町町村で実施される村で実施される村で実施される村で実施される範囲範囲範囲範囲についてについてについてについて助助助助成をしていくという成をしていくという成をしていくという成をしていくという考考考考ええええ方方方方でででで臨臨臨臨みみみみたいとたいとたいとたいと考考考考えておりましえておりましえておりましえておりまし

て、今後、市て、今後、市て、今後、市て、今後、市町町町町村と村と村と村と助助助助成対成対成対成対象象象象範囲範囲範囲範囲のののの拡拡拡拡大大大大につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、研研研研究究究究、、、、情報交情報交情報交情報交換換換換するするするする場場場場を設けてを設けてを設けてを設けて取取取取

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いるところでございます。えているところでございます。えているところでございます。えているところでございます。

○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のののの現現現現状状状状と対策についてお答えをいたします。と対策についてお答えをいたします。と対策についてお答えをいたします。と対策についてお答えをいたします。

認認認認知知知知症症症症のののの方方方方、要、要、要、要介介介介護護護護認認認認定を受けておられる定を受けておられる定を受けておられる定を受けておられる方方方方のののの約約約約半数半数半数半数が日が日が日が日常常常常生活生活生活生活にににに支障支障支障支障を来して、を来して、を来して、を来して、援助援助援助援助

がががが必必必必要な要な要な要な認認認認知知知知症症症症をををを有有有有しておられるしておられるしておられるしておられる方方方方といったといったといったといった報報報報告がございまして、県内で告がございまして、県内で告がございまして、県内で告がございまして、県内で約約約約２２２２万万万万８８８８，，，，００００００００

００００人人人人程程程程度度度度、このほかに、このほかに、このほかに、このほかに認認認認定を受けておられないけれども定を受けておられないけれども定を受けておられないけれども定を受けておられないけれども認認認認知知知知症症症症のののの疑疑疑疑いのあるいのあるいのあるいのある方方方方を含めますを含めますを含めますを含めます

と、と、と、と、現現現現在在在在、県、県、県、県全体全体全体全体でででで約約約約４４４４万万万万８８８８，，，，００００００００００００人人人人程程程程度度度度のののの方方方方がおられるのではないかというがおられるのではないかというがおられるのではないかというがおられるのではないかという推計推計推計推計をしをしをしをし

ております。ております。ております。ております。

高高高高齢化齢化齢化齢化が進が進が進が進むむむむ中で中で中で中で認認認認知知知知症症症症対策は対策は対策は対策は非非非非常常常常にににに重重重重要な要な要な要な課題課題課題課題とととと考考考考えておりまして、対策といたしまえておりまして、対策といたしまえておりまして、対策といたしまえておりまして、対策といたしま

しては、まず、しては、まず、しては、まず、しては、まず、早期発早期発早期発早期発見見見見、、、、早期早期早期早期対応をしていくことが対応をしていくことが対応をしていくことが対応をしていくことが大大大大事でございますので、県事でございますので、県事でございますので、県事でございますので、県民向民向民向民向けのけのけのけの

啓啓啓啓発発発発ですとか、あるいはかかりつけ医に対するですとか、あるいはかかりつけ医に対するですとか、あるいはかかりつけ医に対するですとか、あるいはかかりつけ医に対する研修研修研修研修のののの取取取取りりりり組み組み組み組み、また、、また、、また、、また、認認認認知知知知症症症症のご本のご本のご本のご本人人人人ああああ

るいはるいはるいはるいは家族家族家族家族に対するに対するに対するに対する支援支援支援支援もももも必必必必要でございますので、要でございますので、要でございますので、要でございますので、家族家族家族家族会の会の会の会の協協協協力力力力をいただきながら、をいただきながら、をいただきながら、をいただきながら、電電電電話話話話

相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口の設の設の設の設置置置置ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、認認認認知知知知症サポ症サポ症サポ症サポーターのーターのーターのーターの養養養養成といった成といった成といった成といった取取取取りりりり組み組み組み組み、また、実、また、実、また、実、また、実際際際際にににに介介介介護護護護

職として職として職として職として介介介介護に護に護に護に携携携携わっておられるわっておられるわっておられるわっておられる方方方方に対するに対するに対するに対する認認認認知知知知症症症症についてのについてのについてのについての研修等研修等研修等研修等のののの取取取取りりりり組み組み組み組みによって、によって、によって、によって、

人材養人材養人材養人材養成といった成といった成といった成といったソソソソフフフフト的ト的ト的ト的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みを行っております。を行っております。を行っております。を行っております。

また、実また、実また、実また、実際際際際、、、、認認認認知知知知症症症症のののの方方方方はははは環境環境環境環境のののの変変変変化化化化ががががストストストストレレレレススススになってになってになってになって症状症状症状症状がががが悪悪悪悪化化化化しがちであるといしがちであるといしがちであるといしがちであるとい

うところから、できるだけうところから、できるだけうところから、できるだけうところから、できるだけ住住住住みみみみなれたなれたなれたなれた地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らしていただくことがらしていただくことがらしていただくことがらしていただくことが大大大大切切切切とととと考考考考えておりまえておりまえておりまえておりま

して、平成１して、平成１して、平成１して、平成１８８８８年年年年度度度度から職員とのから職員とのから職員とのから職員との家族的家族的家族的家族的なつながりを特なつながりを特なつながりを特なつながりを特徴徴徴徴といたしますといたしますといたしますといたします地域地域地域地域密密密密着型サ着型サ着型サ着型サーーーービビビビ

ススススでございますでございますでございますでございます認認認認知知知知症症症症高高高高齢齢齢齢者の者の者の者のググググルールールーループホプホプホプホーーーームムムム、あるいは小、あるいは小、あるいは小、あるいは小規規規規模模模模多多多多機能型機能型機能型機能型のののの居居居居宅介宅介宅介宅介護施設、護施設、護施設、護施設、

また、また、また、また、認認認認知知知知症症症症対応の対応の対応の対応のデデデデイイイイササササーーーービスビスビスビスの事の事の事の事業所業所業所業所といった施設のといった施設のといった施設のといった施設の整備整備整備整備を進めているところでござを進めているところでござを進めているところでござを進めているところでござ

いまして、県といたしましては、いまして、県といたしましては、いまして、県といたしましては、いまして、県といたしましては、介介介介護護護護基基基基盤盤盤盤のののの緊急緊急緊急緊急整備整備整備整備のののの交交交交付金付金付金付金をををを活活活活用いたしまして、平成用いたしまして、平成用いたしまして、平成用いたしまして、平成

２１年２１年２１年２１年度度度度から４年間で４５施設に対してから４年間で４５施設に対してから４年間で４５施設に対してから４年間で４５施設に対して支援支援支援支援を行っているところでございます。今後もを行っているところでございます。今後もを行っているところでございます。今後もを行っているところでございます。今後も引引引引

きききき続続続続いて、これらの対策のいて、これらの対策のいて、これらの対策のいて、これらの対策の充充充充実に実に実に実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おります。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 松松松松山健康福祉部山健康福祉部山健康福祉部山健康福祉部次次次次長、長、長、長、頑張頑張頑張頑張ってください。高城医療政策部長、ってください。高城医療政策部長、ってください。高城医療政策部長、ってください。高城医療政策部長、新新新新しいしいしいしい病病病病院院院院がががが
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できますから、できますから、できますから、できますから、放放放放射線射線射線射線のののの機機機機械械械械やややや緩緩緩緩和治療を和治療を和治療を和治療を充充充充実させてください。お願いしときます。県実させてください。お願いしときます。県実させてください。お願いしときます。県実させてください。お願いしときます。県立立立立

医医医医科科科科大学大学大学大学、小泉、小泉、小泉、小泉先生先生先生先生が言わはったことを答えてもうていますけれども、お願いしておきまが言わはったことを答えてもうていますけれども、お願いしておきまが言わはったことを答えてもうていますけれども、お願いしておきまが言わはったことを答えてもうていますけれども、お願いしておきま

す。それで結す。それで結す。それで結す。それで結構構構構です。です。です。です。

ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリについては、奈良県でについては、奈良県でについては、奈良県でについては、奈良県で買買買買って、奈良県でって、奈良県でって、奈良県でって、奈良県で飛飛飛飛ばばばばして、して、して、して、金金金金が余が余が余が余計計計計かかるのであかかるのであかかるのであかかるのであ

れれれればばばば、来てもらった、来てもらった、来てもらった、来てもらった方方方方がががが安安安安くくくく飛飛飛飛ぶぶぶぶのであれのであれのであれのであればばばばそうしたそうしたそうしたそうした方方方方がいいです。そういうところをよがいいです。そういうところをよがいいです。そういうところをよがいいです。そういうところをよ

くくくく考考考考えて。本当に、えて。本当に、えて。本当に、えて。本当に、利利利利用が少ないのであれ用が少ないのであれ用が少ないのであれ用が少ないのであればばばば、その、その、その、その維持費維持費維持費維持費やややや操縦操縦操縦操縦するするするする人人人人のののの人人人人件件件件費費費費など、あなど、あなど、あなど、あ

れだけ多くのれだけ多くのれだけ多くのれだけ多くの金金金金がかかるのであれがかかるのであれがかかるのであれがかかるのであればばばば、来てもらった、来てもらった、来てもらった、来てもらった方方方方がいい。またがいい。またがいい。またがいい。また検討検討検討検討してください。してください。してください。してください。課課課課

題題題題として私もとして私もとして私もとして私も考考考考えます。だから、えます。だから、えます。だから、えます。だから、導入導入導入導入するかどうかするかどうかするかどうかするかどうか検討検討検討検討するだけでするだけでするだけでするだけで８８８８００００００００万万万万円円円円も予算をも予算をも予算をも予算を組組組組

んでいるのが、いかがかというんでいるのが、いかがかというんでいるのが、いかがかというんでいるのが、いかがかという気気気気はしますが、まあ、よろしいですけれど。そういうはしますが、まあ、よろしいですけれど。そういうはしますが、まあ、よろしいですけれど。そういうはしますが、まあ、よろしいですけれど。そういう点点点点で、で、で、で、

軽々軽々軽々軽々しくしくしくしく導入導入導入導入せずに、議会と議せずに、議会と議せずに、議会と議せずに、議会と議論論論論してください、実してください、実してください、実してください、実績績績績も含めて。どれだけかかるかというも含めて。どれだけかかるかというも含めて。どれだけかかるかというも含めて。どれだけかかるかという

ことです。ことです。ことです。ことです。ヘヘヘヘリリリリココココププププター１ター１ター１ター１機機機機とととと操縦操縦操縦操縦のののの人人人人をををを入入入入れて、その辺、わかりませんけれどね、れて、その辺、わかりませんけれどね、れて、その辺、わかりませんけれどね、れて、その辺、わかりませんけれどね、将将将将来来来来

そういうそういうそういうそういう点点点点もももも資資資資料料料料的的的的にににに一度一度一度一度提出してください。提出してください。提出してください。提出してください。

それから、高城医療政策部長、それから、高城医療政策部長、それから、高城医療政策部長、それから、高城医療政策部長、先先先先ほどのほどのほどのほどの地域地域地域地域医療連医療連医療連医療連携課携課携課携課長にだけ答えさせていたらだめ長にだけ答えさせていたらだめ長にだけ答えさせていたらだめ長にだけ答えさせていたらだめ

です、あなたです、あなたです、あなたです、あなた自自自自身身身身の意の意の意の意見見見見をををを聞聞聞聞いて、もういて、もういて、もういて、もう一一一一回。知事にも総括で回。知事にも総括で回。知事にも総括で回。知事にも総括で聞聞聞聞きますけれど、あなたのきますけれど、あなたのきますけれど、あなたのきますけれど、あなたの

意意意意見見見見もももも……………………。。。。

（（（（「「「「どの問どの問どの問どの問題題題題ですか、どの問ですか、どの問ですか、どの問ですか、どの問題」題」題」題」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

いや、医いや、医いや、医いや、医師師師師会の。会の。会の。会の。

（（（（「「「「医医医医師師師師会の問会の問会の問会の問題」題」題」題」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

医療審議会の問医療審議会の問医療審議会の問医療審議会の問題題題題です。僕は医療政策部長に答弁をです。僕は医療政策部長に答弁をです。僕は医療政策部長に答弁をです。僕は医療政策部長に答弁を求求求求めたのです。めたのです。めたのです。めたのです。

寺寺寺寺田健康福祉部田健康福祉部田健康福祉部田健康福祉部次次次次長、４２長、４２長、４２長、４２万万万万円円円円、うちも、うちも、うちも、うちも孫孫孫孫がががが生生生生まれたりするのですけれど、やはり６０まれたりするのですけれど、やはり６０まれたりするのですけれど、やはり６０まれたりするのですけれど、やはり６０

万万万万円円円円はかかるわけです。医療はかかるわけです。医療はかかるわけです。医療はかかるわけです。医療費費費費だけではなくいろいろかかるから、やはりだけではなくいろいろかかるから、やはりだけではなくいろいろかかるから、やはりだけではなくいろいろかかるから、やはり国へ国へ国へ国へももう少しももう少しももう少しももう少し

引引引引き上げるように、あるいは市き上げるように、あるいは市き上げるように、あるいは市き上げるように、あるいは市町町町町村は村は村は村は人気取人気取人気取人気取りでやっている市りでやっている市りでやっている市りでやっている市町町町町村もあるけれど。そうい村もあるけれど。そうい村もあるけれど。そうい村もあるけれど。そうい

うううう点点点点でも、県もでも、県もでも、県もでも、県も考考考考えてください、えてください、えてください、えてください、国国国国に言ってください。に言ってください。に言ってください。に言ってください。

それから、医療それから、医療それから、医療それから、医療費費費費はははは大大大大和和和和郡郡郡郡山市、奈良市がここまでやって、それで山市、奈良市がここまでやって、それで山市、奈良市がここまでやって、それで山市、奈良市がここまでやって、それで天天天天理市理市理市理市以以以以外に、言え外に、言え外に、言え外に、言え

というているのですけれど、言うたんものというているのですけれど、言うたんものというているのですけれど、言うたんものというているのですけれど、言うたんもの勝勝勝勝ちでしょ、そういうちでしょ、そういうちでしょ、そういうちでしょ、そういう点点点点もあるわけ。確かに県もあるわけ。確かに県もあるわけ。確かに県もあるわけ。確かに県

は小は小は小は小学校学校学校学校にににに入入入入るまでるまでるまでるまでぴぴぴぴしっと、やらないと言うているけれど、それも中しっと、やらないと言うているけれど、それも中しっと、やらないと言うているけれど、それも中しっと、やらないと言うているけれど、それも中学校学校学校学校まで上がってまで上がってまで上がってまで上がって

きた、県もきた、県もきた、県もきた、県も補助補助補助補助金拡金拡金拡金拡大大大大という要という要という要という要望望望望も上がっているのだから、またも上がっているのだから、またも上がっているのだから、またも上がっているのだから、また検討検討検討検討しておいてください。しておいてください。しておいてください。しておいてください。

認認認認知知知知症症症症のののの方方方方、私も６５、私も６５、私も６５、私も６５歳以歳以歳以歳以上になって、女上になって、女上になって、女上になって、女房房房房からからからから認認認認知知知知症症症症とちがうかと言われたのですけとちがうかと言われたのですけとちがうかと言われたのですけとちがうかと言われたのですけ

れど、れど、れど、れど、認認認認知知知知症症症症と要と要と要と要介介介介護３護３護３護３以以以以上の上の上の上の人人人人とのとのとのとの重重重重複複複複になっているから、そういうになっているから、そういうになっているから、そういうになっているから、そういう点点点点では、これから、では、これから、では、これから、では、これから、

ググググルールールーループホプホプホプホーーーームムムムも含めて、も含めて、も含めて、も含めて、認認認認知知知知症症症症の施設をの施設をの施設をの施設をふふふふやしてあげてほしいと思っているので、要やしてあげてほしいと思っているので、要やしてあげてほしいと思っているので、要やしてあげてほしいと思っているので、要望望望望
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しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。以以以以上。上。上。上。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 以以以以上ですね。上ですね。上ですね。上ですね。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 高城医療政策部長だけお願いします。高城医療政策部長だけお願いします。高城医療政策部長だけお願いします。高城医療政策部長だけお願いします。

○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 医療審議会で県の医医療審議会で県の医医療審議会で県の医医療審議会で県の医師師師師会が会が会が会が不不不不在在在在となっているというとなっているというとなっているというとなっているという点点点点についてのについてのについてのについての見見見見

識識識識をというおをというおをというおをというお尋尋尋尋ねかと思います。ねかと思います。ねかと思います。ねかと思います。

今、今、今、今、地域地域地域地域医療連医療連医療連医療連携課携課携課携課長から申し上げましたけれども、医療政策部でも長から申し上げましたけれども、医療政策部でも長から申し上げましたけれども、医療政策部でも長から申し上げましたけれども、医療政策部でも随随随随分議分議分議分議論論論論をしましをしましをしましをしまし

て、て、て、て、地域地域地域地域医療連医療連医療連医療連携課携課携課携課長が答弁した内容で、部としても対応をしてきたということでござい長が答弁した内容で、部としても対応をしてきたということでござい長が答弁した内容で、部としても対応をしてきたということでござい長が答弁した内容で、部としても対応をしてきたということでござい

ます。ます。ます。ます。

繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますけれども、医療審議会でございますが、しになりますけれども、医療審議会でございますが、しになりますけれども、医療審議会でございますが、しになりますけれども、医療審議会でございますが、法法法法令令令令上はご上はご上はご上はご紹紹紹紹介介介介したとおり、したとおり、したとおり、したとおり、

医医医医師師師師やややや歯科歯科歯科歯科医医医医師師師師というというというという方々方々方々方々、それから、それから、それから、それから学学学学識経験識経験識経験識経験者の中から知事が者の中から知事が者の中から知事が者の中から知事が任任任任命命命命することになっていすることになっていすることになっていすることになってい

るというるというるというるという現現現現状状状状でございます。したがいまして、医療審議会の委員については、知事がでございます。したがいまして、医療審議会の委員については、知事がでございます。したがいまして、医療審議会の委員については、知事がでございます。したがいまして、医療審議会の委員については、知事が団団団団体体体体

推推推推薦薦薦薦したものをしたものをしたものをしたものを任任任任命命命命しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないですとか、会長をならないですとか、会長をならないですとか、会長をならないですとか、会長を任任任任命命命命しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないというならないというならないというならないという

定めはないというところでございます。したがいまして、医定めはないというところでございます。したがいまして、医定めはないというところでございます。したがいまして、医定めはないというところでございます。したがいまして、医師師師師会の会の会の会の組織組織組織組織としてのとしてのとしてのとしての役役役役員とし員とし員とし員とし

てのてのてのての決決決決定で、定で、定で、定で、再度再度再度再度、会長と副会長をというご提案があったわけですが、会の提案であって、会長と副会長をというご提案があったわけですが、会の提案であって、会長と副会長をというご提案があったわけですが、会の提案であって、会長と副会長をというご提案があったわけですが、会の提案であって

も知事のも知事のも知事のも知事の了承了承了承了承をををを得得得得たたたた人人人人選選選選案をこちらから提案をこちらから提案をこちらから提案をこちらから提示示示示したわけで、それがしたわけで、それがしたわけで、それがしたわけで、それが却却却却下下下下されるということは、されるということは、されるということは、されるということは、

法法法法令令令令のののの趣趣趣趣旨からすると旨からすると旨からすると旨からすると適適適適切切切切ではないのではないかと今はではないのではないかと今はではないのではないかと今はではないのではないかと今は考考考考えているえているえているえている次次次次第でございます。第でございます。第でございます。第でございます。

念念念念のためですけれども、県といたしましては、医療審議会から医のためですけれども、県といたしましては、医療審議会から医のためですけれども、県といたしましては、医療審議会から医のためですけれども、県といたしましては、医療審議会から医師師師師会を会を会を会を排排排排除除除除しようといしようといしようといしようとい

うううう考考考考えはえはえはえは全全全全くございません。また、今回の委員のくございません。また、今回の委員のくございません。また、今回の委員のくございません。また、今回の委員の選任選任選任選任に関して、県と医に関して、県と医に関して、県と医に関して、県と医師師師師会との間で会との間で会との間で会との間でミミミミスススス

ママママッッッッチチチチというか、理というか、理というか、理というか、理解解解解がががが得得得得られなかったられなかったられなかったられなかった点点点点についてはについてはについてはについては大大大大変残変残変残変残念念念念と思っておりますけれども、と思っておりますけれども、と思っておりますけれども、と思っておりますけれども、

今後とも医今後とも医今後とも医今後とも医師師師師会と理会と理会と理会と理解解解解がががが得得得得られるように、しっかりとやっていきたいと思います。られるように、しっかりとやっていきたいと思います。られるように、しっかりとやっていきたいと思います。られるように、しっかりとやっていきたいと思います。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 もうもうもうもう終終終終わります。あのね、医療政策部長も知事わります。あのね、医療政策部長も知事わります。あのね、医療政策部長も知事わります。あのね、医療政策部長も知事以以以以上の上の上の上の発発発発言はできないことは言はできないことは言はできないことは言はできないことは

わかっています、知事わかっています、知事わかっています、知事わかっています、知事以以以以上のことを言ったら上のことを言ったら上のことを言ったら上のことを言ったら大大大大変変変変なでしょう。なでしょう。なでしょう。なでしょう。何何何何を言いたいかというと、を言いたいかというと、を言いたいかというと、を言いたいかというと、

全国全国全国全国４０４０４０４０道府道府道府道府県で、会長、副会長がなっている、これが１つ。もう１つは、奈良県と医県で、会長、副会長がなっている、これが１つ。もう１つは、奈良県と医県で、会長、副会長がなっている、これが１つ。もう１つは、奈良県と医県で、会長、副会長がなっている、これが１つ。もう１つは、奈良県と医師師師師

会との会との会との会との深深深深いつながりはいつながりはいつながりはいつながりは歴歴歴歴史があるわけです。この事も史があるわけです。この事も史があるわけです。この事も史があるわけです。この事も大大大大事だということを、あなたから、事だということを、あなたから、事だということを、あなたから、事だということを、あなたから、

知事に言っておいてほしい。また総括で知事に言っておいてほしい。また総括で知事に言っておいてほしい。また総括で知事に言っておいてほしい。また総括で聞聞聞聞きますが、そういうきますが、そういうきますが、そういうきますが、そういう歴歴歴歴史史史史的的的的なななな背景背景背景背景があるというがあるというがあるというがあるという

ことを言いたいわけです。たしかに、だれが医療審議会のことを言いたいわけです。たしかに、だれが医療審議会のことを言いたいわけです。たしかに、だれが医療審議会のことを言いたいわけです。たしかに、だれが医療審議会のメメメメンンンンババババーにするかは知事のーにするかは知事のーにするかは知事のーにするかは知事の権限権限権限権限

です、です、です、です、何何何何を言っているのかと言われれを言っているのかと言われれを言っているのかと言われれを言っているのかと言われればばばば終終終終わりですが、そんなことではないわけです。医わりですが、そんなことではないわけです。医わりですが、そんなことではないわけです。医わりですが、そんなことではないわけです。医

師師師師会の会長が会の会長が会の会長が会の会長が以以以以前、知事前、知事前、知事前、知事選選選選挙挙挙挙に出に出に出に出馬馬馬馬されたけれど、それは関係ないと思いますが、されたけれど、それは関係ないと思いますが、されたけれど、それは関係ないと思いますが、されたけれど、それは関係ないと思いますが、冗冗冗冗談談談談もももも

半半半半分ですけれど、ただ、私が分ですけれど、ただ、私が分ですけれど、ただ、私が分ですけれど、ただ、私が一一一一番番番番言いたいのは、医言いたいのは、医言いたいのは、医言いたいのは、医師師師師会との関係の会との関係の会との関係の会との関係の溝溝溝溝をををを埋埋埋埋めてほしいのでめてほしいのでめてほしいのでめてほしいので

す。す。す。す。以以以以上で上で上で上で発発発発言を言を言を言を終終終終わります。わります。わります。わります。
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○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、それでは、それでは、それでは、幾幾幾幾つか質問したいと思います。まず最つか質問したいと思います。まず最つか質問したいと思います。まず最つか質問したいと思います。まず最初初初初に、に、に、に、生活保生活保生活保生活保護の問護の問護の問護の問題題題題であであであであ

ります。ります。ります。ります。

憲憲憲憲法法法法第２５第２５第２５第２５条条条条で、すで、すで、すで、すべべべべてててて国民国民国民国民は、健康では、健康では、健康では、健康で文化的文化的文化的文化的な最な最な最な最低低低低限限限限度度度度のののの生活生活生活生活をををを営む営む営む営む権権権権利利利利をををを有有有有するとするとするとすると

いうことで、これに対して、いうことで、これに対して、いうことで、これに対して、いうことで、これに対して、国国国国は、すは、すは、すは、すべべべべてのてのてのての生活生活生活生活部部部部面面面面について、について、について、について、社社社社会福祉、会福祉、会福祉、会福祉、社社社社会会会会保障保障保障保障及及及及びびびび

公公公公衆衛衆衛衆衛衆衛生生生生のののの向向向向上上上上及及及及びびびび増増増増進に進に進に進に努努努努めなけれめなけれめなけれめなければばばばならないと定められております。ならないと定められております。ならないと定められております。ならないと定められております。

今、今、今、今、国国国国ではではではでは生活保生活保生活保生活保護護護護費費費費をををを削削削削減減減減をすることを打ち出しました。今、日本のをすることを打ち出しました。今、日本のをすることを打ち出しました。今、日本のをすることを打ち出しました。今、日本の生活保生活保生活保生活保護を受け護を受け護を受け護を受け

ておられるておられるておられるておられる方方方方のののの現現現現状状状状は、は、は、は、保保保保護を受けなくてはならないと思われる対護を受けなくてはならないと思われる対護を受けなくてはならないと思われる対護を受けなくてはならないと思われる対象象象象のうち、実のうち、実のうち、実のうち、実際際際際に受に受に受に受給給給給

されているされているされているされている世帯世帯世帯世帯、、、、捕捕捕捕捉捉捉捉率率率率はわずか１５はわずか１５はわずか１５はわずか１５％％％％にしかすにしかすにしかすにしかすぎぎぎぎないということで、ないということで、ないということで、ないということで、大大大大変変変変厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況がががが

あるわけですが、そういうあるわけですが、そういうあるわけですが、そういうあるわけですが、そういう大大大大変変変変なななな暮暮暮暮らしをなさっているらしをなさっているらしをなさっているらしをなさっている方々方々方々方々も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、生活保生活保生活保生活保護護護護基基基基準以下準以下準以下準以下

のののの人人人人たちの多いたちの多いたちの多いたちの多い現現現現実の中で、受実の中で、受実の中で、受実の中で、受給給給給者の者の者の者の方々方々方々方々のののの生活費生活費生活費生活費のののの支支支支出を出を出を出を比比比比べべべべて、そちらが多いというて、そちらが多いというて、そちらが多いというて、そちらが多いという

ことでことでことでことで削削削削ると。本当に最ると。本当に最ると。本当に最ると。本当に最低低低低限限限限度度度度のののの生活生活生活生活ということをということをということをということを守守守守ることができなくなる。ることができなくなる。ることができなくなる。ることができなくなる。際際際際限限限限なくなくなくなく生生生生

活活活活水準水準水準水準がががが引引引引きききき下下下下げられるというマげられるというマげられるというマげられるというマイナイナイナイナススススののののススススパパパパイライライライラルにルにルにルに陥陥陥陥っていくというやりっていくというやりっていくというやりっていくというやり方方方方で、で、で、で、到到到到底底底底

このようなこのようなこのようなこのような非非非非人人人人間間間間的的的的なやりなやりなやりなやり方方方方はははは認認認認められないと思っております。ですから、県としてもめられないと思っております。ですから、県としてもめられないと思っております。ですから、県としてもめられないと思っております。ですから、県としても断断断断

固反固反固反固反対していただきたいと思っております。対していただきたいと思っております。対していただきたいと思っております。対していただきたいと思っております。

しかし、しかし、しかし、しかし、生活保生活保生活保生活保護護護護費費費費のののの切切切切りりりり下下下下げによりげによりげによりげにより影響影響影響影響を受けるのは、を受けるのは、を受けるのは、を受けるのは、保保保保護を受けている護を受けている護を受けている護を受けている方方方方はもちろはもちろはもちろはもちろ

んんんん直直直直接接接接打打打打撃撃撃撃を受けられるわけですけれども、を受けられるわけですけれども、を受けられるわけですけれども、を受けられるわけですけれども、国民生活全体国民生活全体国民生活全体国民生活全体にもにもにもにも大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響が問が問が問が問題題題題になりまになりまになりまになりま

す。す。す。す。非非非非課課課課税税税税のののの基基基基準準準準がががが変変変変わります。わります。わります。わります。税税税税金金金金をををを払払払払わなくてはならなくなるということです。それわなくてはならなくなるということです。それわなくてはならなくなるということです。それわなくてはならなくなるということです。それ

にににに伴伴伴伴って、って、って、って、非非非非課課課課税税税税をををを基基基基準準準準として行われていたとして行われていたとして行われていたとして行われていた各種各種各種各種の施策、例えの施策、例えの施策、例えの施策、例えばばばば減免減免減免減免制制制制度度度度があります。いがあります。いがあります。いがあります。い

ろいろなろいろなろいろなろいろな介介介介護護護護保保保保険険険険やややや保育保育保育保育料料料料ですとか、またですとか、またですとか、またですとか、また生活生活生活生活福祉福祉福祉福祉資資資資金金金金を受けるを受けるを受けるを受ける基基基基準準準準ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、就学援助就学援助就学援助就学援助

のののの基基基基準準準準もももも生活保生活保生活保生活保護を護を護を護を基基基基準準準準にされておりますから、さまざまな分野で、にされておりますから、さまざまな分野で、にされておりますから、さまざまな分野で、にされておりますから、さまざまな分野で、約約約約４０ほどの制４０ほどの制４０ほどの制４０ほどの制度度度度にににに

影響影響影響影響があると言われております。があると言われております。があると言われております。があると言われております。

こういうこういうこういうこういう状況状況状況状況の中、奈良市でもおの中、奈良市でもおの中、奈良市でもおの中、奈良市でもお聞聞聞聞きしましたら、きしましたら、きしましたら、きしましたら、介介介介護護護護保保保保険料険料険料険料が、が、が、が、現現現現在在在在負負負負担のない担のない担のない担のない人人人人が、が、が、が、

突突突突然然然然、第３、第３、第３、第３段階段階段階段階までにまでにまでにまでに引引引引き上げられることで、き上げられることで、き上げられることで、き上げられることで、生活生活生活生活のののの基基基基盤盤盤盤がががが崩崩崩崩された上に、またされた上に、またされた上に、またされた上に、また負負負負担もそ担もそ担もそ担もそ

れだけれだけれだけれだけふふふふえて、えて、えて、えて、到到到到底底底底生生生生きていくことができないようなきていくことができないようなきていくことができないようなきていくことができないような困困困困窮窮窮窮にににに陥陥陥陥るというるというるというるという状況状況状況状況がががが生生生生まれかねまれかねまれかねまれかね

ないとないとないとないと心心心心配をいたしております。こういうことについて、どのような配をいたしております。こういうことについて、どのような配をいたしております。こういうことについて、どのような配をいたしております。こういうことについて、どのような影響影響影響影響が出るのか県にが出るのか県にが出るのか県にが出るのか県に

はしっかりとはしっかりとはしっかりとはしっかりと見見見見ていただきまして、県ていただきまして、県ていただきまして、県ていただきまして、県民生活民生活民生活民生活をををを守守守守るためにるためにるためにるために十十十十分な対策を分な対策を分な対策を分な対策を考考考考えていただくこえていただくこえていただくこえていただくこ

とがとがとがとが必必必必要だと思います。県としてこの問要だと思います。県としてこの問要だと思います。県としてこの問要だと思います。県としてこの問題題題題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るのかおまれるのかおまれるのかおまれるのかお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと

思います。思います。思います。思います。

順順順順番番番番にいきます。にいきます。にいきます。にいきます。

○寺田健康福祉部次長兼こども・女性局次長企画管理室長事務取扱○寺田健康福祉部次長兼こども・女性局次長企画管理室長事務取扱○寺田健康福祉部次長兼こども・女性局次長企画管理室長事務取扱○寺田健康福祉部次長兼こども・女性局次長企画管理室長事務取扱 生活保生活保生活保生活保護護護護費費費費削削削削減減減減のののの影影影影
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響響響響についてということで、これも少しについてということで、これも少しについてということで、これも少しについてということで、これも少し範囲範囲範囲範囲が広うございますので私からお答えをさせていが広うございますので私からお答えをさせていが広うございますので私からお答えをさせていが広うございますので私からお答えをさせてい

ただきます。山村委員もおただきます。山村委員もおただきます。山村委員もおただきます。山村委員もお述述述述べべべべのように、のように、のように、のように、現現現現在在在在、、、、国国国国におきまして平成２５年におきまして平成２５年におきまして平成２５年におきまして平成２５年８８８８月から月から月から月から生活生活生活生活

扶扶扶扶助基助基助基助基準準準準のののの見直見直見直見直しがしがしがしが段階段階段階段階的的的的に実施される予定でございます。このに実施される予定でございます。このに実施される予定でございます。このに実施される予定でございます。この生活生活生活生活扶扶扶扶助基助基助基助基準準準準額額額額は、ほかは、ほかは、ほかは、ほか

の制の制の制の制度度度度における対における対における対における対象象象象者の者の者の者の範囲範囲範囲範囲とかとかとかとか給給給給付金付金付金付金額等額等額等額等を定めるを定めるを定めるを定める目安目安目安目安にもにもにもにも使使使使われておりまして、かなわれておりまして、かなわれておりまして、かなわれておりまして、かな

りりりり大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響がございます。がございます。がございます。がございます。生活生活生活生活扶扶扶扶助基助基助基助基準準準準のののの見直見直見直見直しにしにしにしに直直直直接影響接影響接影響接影響を受けるものにつきましてを受けるものにつきましてを受けるものにつきましてを受けるものにつきまして

は、は、は、は、国国国国におきましてにおきましてにおきましてにおきまして生活保生活保生活保生活保護と護と護と護と同同同同様様様様のののの給給給給付付付付を行ってるような制を行ってるような制を行ってるような制を行ってるような制度度度度をををを除除除除き、き、き、き、影響影響影響影響を受ける制を受ける制を受ける制を受ける制

度度度度のののの趣趣趣趣旨や旨や旨や旨や目的目的目的目的、実、実、実、実態態態態をををを十十十十分に分に分に分に考考考考慮慮慮慮しながら、できるしながら、できるしながら、できるしながら、できる限限限限りそのりそのりそのりその影響影響影響影響がががが及及及及ばばばばないよう対応すないよう対応すないよう対応すないよう対応す

ることをることをることをることを基基基基本本本本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方とすることが、今、とすることが、今、とすることが、今、とすることが、今、示示示示されているところでございます。されているところでございます。されているところでございます。されているところでございます。

県といたしましては、今後、それ県といたしましては、今後、それ県といたしましては、今後、それ県といたしましては、今後、それぞぞぞぞれの制れの制れの制れの制度度度度においてにおいてにおいてにおいて国国国国でででで具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり扱扱扱扱いについて定いについて定いについて定いについて定

めておられると思いますが、めておられると思いますが、めておられると思いますが、めておられると思いますが、国国国国の動の動の動の動向等向等向等向等をををを注視注視注視注視しながらしながらしながらしながら適適適適切切切切に対応してまいりたいとに対応してまいりたいとに対応してまいりたいとに対応してまいりたいと考考考考ええええ

ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 今お今お今お今お述述述述べべべべになったように、県としてもになったように、県としてもになったように、県としてもになったように、県としても深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響が出るということはわかっが出るということはわかっが出るということはわかっが出るということはわかっ

ていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃると思います。ると思います。ると思います。ると思います。適適適適切切切切な対応といいますか、本当に県な対応といいますか、本当に県な対応といいますか、本当に県な対応といいますか、本当に県民民民民にににに寄寄寄寄りりりり添添添添ったったったった心心心心の通うの通うの通うの通う

対応をしていただきたいと思います。対応をしていただきたいと思います。対応をしていただきたいと思います。対応をしていただきたいと思います。

次次次次に、に、に、に、先先先先日、日、日、日、一般一般一般一般質問でも意質問でも意質問でも意質問でも意見見見見が出されておりました。が出されておりました。が出されておりました。が出されておりました。精精精精神神神神障害障害障害障害者の者の者の者の皆皆皆皆さんから医療福さんから医療福さんから医療福さんから医療福

祉施策の祉施策の祉施策の祉施策の充充充充実を実を実を実を求求求求める要める要める要める要望望望望が出されております。私もが出されております。私もが出されております。私もが出されております。私も聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。身体身体身体身体・知・知・知・知的障害的障害的障害的障害者者者者

には医療には医療には医療には医療費費費費のののの助助助助成がされておりますけれども成がされておりますけれども成がされておりますけれども成がされておりますけれども精精精精神神神神障害障害障害障害者には者には者には者には適適適適用されていないということ用されていないということ用されていないということ用されていないということ

で、で、で、で、自自自自立支援立支援立支援立支援医療の医療の医療の医療の適適適適用を受ける用を受ける用を受ける用を受ける精精精精神神神神科科科科通通通通院院院院医療医療医療医療費費費費以以以以外での医療外での医療外での医療外での医療費費費費は、は、は、は、精精精精神神神神科科科科のののの入入入入院院院院費費費費をををを

含めて含めて含めて含めて自自自自己己己己負負負負担３担３担３担３割割割割になるということであります。になるということであります。になるということであります。になるということであります。精精精精神神神神障害障害障害障害をををを持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆さんさんさんさん

は、は、は、は、体調体調体調体調がががが非非非非常常常常にににに不不不不安安安安定で対定で対定で対定で対人人人人関係に関係に関係に関係に大大大大いないないないな不不不不安安安安があることでがあることでがあることでがあることで引引引引きこもりがちになられるきこもりがちになられるきこもりがちになられるきこもりがちになられる

ということです。多くのということです。多くのということです。多くのということです。多くの方々方々方々方々がががが働働働働きたくてもきたくてもきたくてもきたくても就労就労就労就労できないできないできないできない現現現現状状状状をををを訴訴訴訴えておられます。今、えておられます。今、えておられます。今、えておられます。今、

生活生活生活生活をををを支支支支えておられるえておられるえておられるえておられる家族家族家族家族のののの方方方方が高が高が高が高齢化齢化齢化齢化されておりまして年されておりまして年されておりまして年されておりまして年金暮金暮金暮金暮らしになられているらしになられているらしになられているらしになられている状況状況状況状況

でありますから、でありますから、でありますから、でありますから、病気病気病気病気になられますと、おになられますと、おになられますと、おになられますと、お父父父父さんおさんおさんおさんお母母母母さんもごさんもごさんもごさんもご病気病気病気病気がちにかかわらずそのがちにかかわらずそのがちにかかわらずそのがちにかかわらずその

子子子子どもさんもどもさんもどもさんもどもさんも入入入入院院院院されるとか、あるいはがんなどにかかるということになりますと、とてされるとか、あるいはがんなどにかかるということになりますと、とてされるとか、あるいはがんなどにかかるということになりますと、とてされるとか、あるいはがんなどにかかるということになりますと、とて

も３も３も３も３割割割割の医療の医療の医療の医療費費費費負負負負担に担に担に担に耐耐耐耐えられないえられないえられないえられない状況状況状況状況であることをであることをであることをであることを訴訴訴訴えておられます。あるえておられます。あるえておられます。あるえておられます。ある社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉法法法法

人人人人のののの方方方方がアンがアンがアンがアンケケケケーーーート調ト調ト調ト調査をなさっておりましたけれども、当事者の平査をなさっておりましたけれども、当事者の平査をなさっておりましたけれども、当事者の平査をなさっておりましたけれども、当事者の平均均均均年年年年齢齢齢齢が４４が４４が４４が４４歳歳歳歳、、、、親親親親

の平の平の平の平均均均均年年年年齢齢齢齢はははは７７７７１１１１歳歳歳歳ということで、ということで、ということで、ということで、約約約約７７７７割割割割のののの方方方方がががが親親親親とととと同同同同居居居居をしてをしてをしてをして生活生活生活生活をををを支支支支えてもらってるえてもらってるえてもらってるえてもらってる

というというというという厳厳厳厳しいしいしいしい現現現現実があると実があると実があると実があると聞聞聞聞いております。このままでは本当に年をとるに従っていております。このままでは本当に年をとるに従っていております。このままでは本当に年をとるに従っていております。このままでは本当に年をとるに従って一体一体一体一体どどどど

うなっていくのかと、うなっていくのかと、うなっていくのかと、うなっていくのかと、命命命命がががが守守守守れないれないれないれない状況状況状況状況の中で、医療の中で、医療の中で、医療の中で、医療費助費助費助費助成を成を成を成を適適適適用していただきたいとい用していただきたいとい用していただきたいとい用していただきたいとい

うことは本当にうことは本当にうことは本当にうことは本当に痛痛痛痛切切切切な思いだと思います。そのな思いだと思います。そのな思いだと思います。そのな思いだと思います。その点点点点で、で、で、で、ぜぜぜぜひひひひとも、とも、とも、とも、一一一一刻刻刻刻もももも早早早早く対応していたく対応していたく対応していたく対応していた
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だきたいと思っているわけですけれども、いかがでしょうか。だきたいと思っているわけですけれども、いかがでしょうか。だきたいと思っているわけですけれども、いかがでしょうか。だきたいと思っているわけですけれども、いかがでしょうか。

○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 医療医療医療医療費助費助費助費助成の関係についてお答え申し上げます。成の関係についてお答え申し上げます。成の関係についてお答え申し上げます。成の関係についてお答え申し上げます。精精精精神神神神障害障害障害障害者の者の者の者の方へ方へ方へ方へ

の医療の医療の医療の医療費助費助費助費助成と、それから知成と、それから知成と、それから知成と、それから知的障害的障害的障害的障害者、者、者、者、身体障害身体障害身体障害身体障害者の者の者の者の方へ方へ方へ方への医療の医療の医療の医療費助費助費助費助成に成に成に成に差差差差があるというがあるというがあるというがあるという

ことはことはことはことは十十十十分分分分認認認認識識識識しております。しております。しております。しております。一方一方一方一方、医療、医療、医療、医療費費費費のののの負負負負担が担が担が担が精精精精神神神神障害障害障害障害者の者の者の者の方方方方のののの生活生活生活生活や健康にや健康にや健康にや健康に及及及及ぼぼぼぼ

すすすす影響影響影響影響についてはまだについてはまだについてはまだについてはまだ十十十十分に把握できていないのが分に把握できていないのが分に把握できていないのが分に把握できていないのが現現現現状状状状でございます。このため、本会議でございます。このため、本会議でございます。このため、本会議でございます。このため、本会議

での知事の答弁のとおり、での知事の答弁のとおり、での知事の答弁のとおり、での知事の答弁のとおり、既存既存既存既存資資資資料料料料によるによるによるによる調調調調査をするとともに、査をするとともに、査をするとともに、査をするとともに、患患患患者、者、者、者、家族家族家族家族団団団団体等体等体等体等のごのごのごのご協協協協

力力力力をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、精精精精神神神神障害障害障害障害者の者の者の者の方々方々方々方々がががが負負負負担されている医療担されている医療担されている医療担されている医療費費費費であるとか、あるいはそであるとか、あるいはそであるとか、あるいはそであるとか、あるいはそ

のののの生活等へ生活等へ生活等へ生活等へのののの影響影響影響影響につきましてにつきましてにつきましてにつきまして調調調調査を実施したいと査を実施したいと査を実施したいと査を実施したいと考考考考えております。そして、このえております。そして、このえております。そして、このえております。そして、この調調調調査の査の査の査の

結結結結果果果果を受けまして、を受けまして、を受けまして、を受けまして、現現現現行制行制行制行制度度度度の事の事の事の事業主体業主体業主体業主体でございます市でございます市でございます市でございます市町町町町村のご意村のご意村のご意村のご意見見見見もももも踏踏踏踏まえながら、さまえながら、さまえながら、さまえながら、さ

らなるらなるらなるらなる助助助助成制成制成制成制度度度度がががが必必必必要か要か要か要か判断判断判断判断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おります。えております。えております。えております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 今の答弁は前今の答弁は前今の答弁は前今の答弁は前向向向向きと受けとめたいと思います。そのきと受けとめたいと思います。そのきと受けとめたいと思います。そのきと受けとめたいと思います。その調調調調査をされるということ査をされるということ査をされるということ査をされるということ

ですが、ですが、ですが、ですが、既既既既に当事者のに当事者のに当事者のに当事者の団団団団体体体体のののの方々方々方々方々で、で、で、で、家族家族家族家族の会やあるいはの会やあるいはの会やあるいはの会やあるいは社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉法法法法人人人人などの中ではなどの中ではなどの中ではなどの中では詳詳詳詳しししし

い実い実い実い実態態態態調調調調査もなさっておられます。ですから、査もなさっておられます。ですから、査もなさっておられます。ですから、査もなさっておられます。ですから、直直直直ちにそういうところをきちんと把握してちにそういうところをきちんと把握してちにそういうところをきちんと把握してちにそういうところをきちんと把握して

いただきますと実いただきますと実いただきますと実いただきますと実態態態態がよくわかるのではないかと思いますので、できるだけがよくわかるのではないかと思いますので、できるだけがよくわかるのではないかと思いますので、できるだけがよくわかるのではないかと思いますので、できるだけ早早早早くこれが実くこれが実くこれが実くこれが実

現現現現されるようにされるようにされるようにされるように取取取取りりりり組組組組んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。

次次次次に、に、に、に、保保保保健健健健所所所所のののの統統統統廃廃廃廃合についてお合についてお合についてお合についてお伺伺伺伺いしたいと思います。県の出いしたいと思います。県の出いしたいと思います。県の出いしたいと思います。県の出先機先機先機先機関の関の関の関の集約集約集約集約というこというこというこというこ

とで、とで、とで、とで、葛葛葛葛城城城城保保保保健健健健所所所所とととと桜桜桜桜井保井保井保井保健健健健所所所所がががが統統統統合をされるということであります。この合をされるということであります。この合をされるということであります。この合をされるということであります。この統統統統合がされま合がされま合がされま合がされま

すとすとすとすと管管管管轄轄轄轄のののの範囲範囲範囲範囲がかなり広くなりまして、特にがかなり広くなりまして、特にがかなり広くなりまして、特にがかなり広くなりまして、特に８８８８市市市市８町８町８町８町３村ということで対３村ということで対３村ということで対３村ということで対象象象象の市の市の市の市町町町町村の村の村の村の

数数数数もかなり多いことになると思うのですが、もかなり多いことになると思うのですが、もかなり多いことになると思うのですが、もかなり多いことになると思うのですが、住住住住民民民民のののの方々方々方々方々からはからはからはからは不不不不便便便便にならないのかというにならないのかというにならないのかというにならないのかという

ご意ご意ご意ご意見見見見ですとか、それから、ですとか、それから、ですとか、それから、ですとか、それから、働働働働いておられるいておられるいておられるいておられる現現現現場場場場の職員のの職員のの職員のの職員の皆皆皆皆さんからは、さんからは、さんからは、さんからは、統統統統合になって合合になって合合になって合合になって合

理理理理化化化化されるのではないかというされるのではないかというされるのではないかというされるのではないかという不不不不安安安安のののの声声声声がががが聞聞聞聞かれております。２つ合わせてかれております。２つ合わせてかれております。２つ合わせてかれております。２つ合わせて人人人人員員員員整整整整理や、理や、理や、理や、

あるいはあるいはあるいはあるいは業業業業務務務務整整整整理で合理理で合理理で合理理で合理化化化化できるということができるということができるということができるということが強調強調強調強調されるということになれされるということになれされるということになれされるということになればばばば、、、、大大大大変変変変問問問問題題題題

であると思います。であると思います。であると思います。であると思います。ササササーーーービスビスビスビスのののの低低低低下下下下につながることはあってはならないのは当につながることはあってはならないのは当につながることはあってはならないのは当につながることはあってはならないのは当然然然然でありまでありまでありまでありま

すが、奈良県では最すが、奈良県では最すが、奈良県では最すが、奈良県では最大規大規大規大規模模模模のののの保保保保健健健健所所所所になると思おもいますので、やはりそれだけのになると思おもいますので、やはりそれだけのになると思おもいますので、やはりそれだけのになると思おもいますので、やはりそれだけの規規規規模模模模にににに

ふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい強化強化強化強化が要るのではないかと思うのですが、そのが要るのではないかと思うのですが、そのが要るのではないかと思うのですが、そのが要るのではないかと思うのですが、その点点点点いかがおいかがおいかがおいかがお考考考考えなのか、おえなのか、おえなのか、おえなのか、お伺伺伺伺いいいい

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。

○江畑医療政策部次長企画管理室長事務取扱○江畑医療政策部次長企画管理室長事務取扱○江畑医療政策部次長企画管理室長事務取扱○江畑医療政策部次長企画管理室長事務取扱 保保保保健健健健所所所所のののの統統統統合についてのご質問でございま合についてのご質問でございま合についてのご質問でございま合についてのご質問でございま

す。ごす。ごす。ごす。ご承承承承知のように県知のように県知のように県知のように県有有有有施設の中部施設の中部施設の中部施設の中部地域再地域再地域再地域再配配配配置計画置計画置計画置計画にににに基づ基づ基づ基づきまして、今きまして、今きまして、今きまして、今般般般般２つの２つの２つの２つの保保保保健健健健所所所所がががが

統統統統合されるわけでございますが、いろいろご合されるわけでございますが、いろいろご合されるわけでございますが、いろいろご合されるわけでございますが、いろいろご心心心心配な配な配な配な点点点点、あるいはまた、どのように、あるいはまた、どのように、あるいはまた、どのように、あるいはまた、どのように機能機能機能機能をををを

強化強化強化強化していくかというご質問の、２つのしていくかというご質問の、２つのしていくかというご質問の、２つのしていくかというご質問の、２つの点点点点があったと思っております。があったと思っております。があったと思っております。があったと思っております。
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１つ、１つ、１つ、１つ、機能強化機能強化機能強化機能強化のののの面面面面から言いますと、から言いますと、から言いますと、から言いますと、自自自自治治治治体体体体のののの組織組織組織組織統統統統合ということに関しましては、例合ということに関しましては、例合ということに関しましては、例合ということに関しましては、例

ええええばばばば内部内部内部内部管管管管理に係る間理に係る間理に係る間理に係る間接接接接部部部部門門門門をををを整整整整理、理、理、理、統統統統合することによりまして、そこにあった合することによりまして、そこにあった合することによりまして、そこにあった合することによりまして、そこにあった資資資資源源源源をををを直直直直

接接接接的的的的なななな住住住住民サ民サ民サ民サーーーービスビスビスビスに係るマンパに係るマンパに係るマンパに係るマンパワワワワーですとか、あるいはーですとか、あるいはーですとか、あるいはーですとか、あるいは財源財源財源財源に振り分けるといったことに振り分けるといったことに振り分けるといったことに振り分けるといったこと

でででで充充充充実、実、実、実、強化強化強化強化がががが図図図図られるというられるというられるというられるという効果効果効果効果がががが期期期期待待待待できるとできるとできるとできると考考考考えております。今回のえております。今回のえております。今回のえております。今回の保保保保健健健健所所所所のののの統統統統合合合合

におきましても、これまでからよりはるかに広におきましても、これまでからよりはるかに広におきましても、これまでからよりはるかに広におきましても、これまでからよりはるかに広範範範範なななな地域地域地域地域をををを管管管管轄轄轄轄してしてしてして組織規組織規組織規組織規模模模模がががが拡拡拡拡大大大大するわするわするわするわ

けでございますので、県けでございますので、県けでございますので、県けでございますので、県民サ民サ民サ民サーーーービスビスビスビスに当たるマンパに当たるマンパに当たるマンパに当たるマンパワワワワーのーのーのーの充充充充実が実が実が実が期期期期待待待待できると思います。できると思います。できると思います。できると思います。

また、広また、広また、広また、広域的域的域的域的にそのにそのにそのにその情報情報情報情報をををを収収収収集集集集し、またそのし、またそのし、またそのし、またその集約集約集約集約、確、確、確、確保保保保する、また、そのする、また、そのする、また、そのする、また、その共有化共有化共有化共有化をををを図図図図るこるこるこるこ

とによりましてとによりましてとによりましてとによりましてササササーーーービスビスビスビス提提提提供機能供機能供機能供機能がががが強化強化強化強化できるのではないか、今までできるのではないか、今までできるのではないか、今までできるのではないか、今まで以以以以上に上に上に上に専門的専門的専門的専門的、高、高、高、高度度度度

ななななササササーーーービスビスビスビスが提が提が提が提供供供供できるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと考考考考えております。例ええております。例ええております。例ええております。例えばばばば、、、、感感感感染染染染症症症症やややや食食食食中中中中毒毒毒毒などのなどのなどのなどの

危危危危機機機機事事事事象象象象がががが派派派派生生生生したしたしたした場場場場合にも合にも合にも合にも機機機機動動動動力力力力をををを発発発発揮揮揮揮いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的な対応がな対応がな対応がな対応が可可可可能能能能にににに

なると思いますし、また、そのなると思いますし、また、そのなると思いますし、また、そのなると思いますし、また、その情報情報情報情報のののの一一一一元元元元管管管管理によるところの事務処理の理によるところの事務処理の理によるところの事務処理の理によるところの事務処理の標標標標準準準準化化化化、あるい、あるい、あるい、あるい

はははは適適適適正化正化正化正化がががが期期期期待待待待できるとできるとできるとできると考考考考えております。それから、えております。それから、えております。それから、えております。それから、管管管管轄轄轄轄区区区区域域域域がががが拡拡拡拡大大大大し、またし、またし、またし、またススススタタタタッッッッフフフフがががが

充充充充実いたしますと、実いたしますと、実いたしますと、実いたしますと、管管管管内の関係内の関係内の関係内の関係団団団団体体体体や関係や関係や関係や関係組織組織組織組織と連と連と連と連携携携携、、、、調整調整調整調整いたしましていたしましていたしましていたしまして新新新新たな事たな事たな事たな事業業業業展展展展開開開開

というものもというものもというものもというものも考考考考えられるのではないかとえられるのではないかとえられるのではないかとえられるのではないかと考考考考えております。えております。えております。えております。

それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一一一一つ、つ、つ、つ、住住住住民民民民のののの方々方々方々方々のアクセのアクセのアクセのアクセススススの問の問の問の問題題題題でございますが、これにつきましては、でございますが、これにつきましては、でございますが、これにつきましては、でございますが、これにつきましては、

保保保保健健健健所所所所では健康では健康では健康では健康弱弱弱弱者と申しますか、いわ者と申しますか、いわ者と申しますか、いわ者と申しますか、いわゆゆゆゆるるるる遠距遠距遠距遠距離離離離や長や長や長や長時時時時間の間の間の間の移移移移動が動が動が動が困困困困難難難難であるとか、ごであるとか、ごであるとか、ごであるとか、ご

家族家族家族家族のののの方方方方でも長でも長でも長でも長時時時時間間間間家家家家をををを離離離離れることがれることがれることがれることが困困困困難難難難といった事といった事といった事といった事情情情情をををを抱抱抱抱えるごえるごえるごえるご利利利利用者がいることは用者がいることは用者がいることは用者がいることは承承承承

知しております。こういった事知しております。こういった事知しております。こういった事知しております。こういった事情情情情を配を配を配を配慮慮慮慮いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、保保保保健健健健所所所所のののの一一一一部の部の部の部の機能機能機能機能についてはについてはについてはについては大大大大

和高田市内に和高田市内に和高田市内に和高田市内に窓口窓口窓口窓口機能機能機能機能としてとしてとしてとして整備整備整備整備することを予定しております。申することを予定しております。申することを予定しております。申することを予定しております。申請請請請受受受受付付付付やあるいはやあるいはやあるいはやあるいは相談相談相談相談

対応というものを対応というものを対応というものを対応というものを可可可可能能能能にする施設を設にする施設を設にする施設を設にする施設を設置置置置して担当職員を配して担当職員を配して担当職員を配して担当職員を配置置置置するということでございます。するということでございます。するということでございます。するということでございます。

詳細詳細詳細詳細については今後については今後については今後については今後詰詰詰詰めていくことになると思いますが、今日ですと、例えめていくことになると思いますが、今日ですと、例えめていくことになると思いますが、今日ですと、例えめていくことになると思いますが、今日ですと、例えばばばば電電電電話、話、話、話、フフフファァァァ

ククククスススス、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはイイイインターンターンターンターネットネットネットネットといったといったといったといった情報情報情報情報通通通通信信信信手手手手段段段段がががが非非非非常常常常にににに発達発達発達発達しております。こういしております。こういしております。こういしております。こうい

ったものもったものもったものもったものも活活活活用しながらその用しながらその用しながらその用しながらその支所支所支所支所となるようなところと、それから中部となるようなところと、それから中部となるようなところと、それから中部となるようなところと、それから中部保保保保健健健健所所所所とのとのとのとの十十十十分な分な分な分な

連絡連絡連絡連絡体体体体制を確制を確制を確制を確保保保保して、県して、県して、県して、県民サ民サ民サ民サーーーービスビスビスビスが本が本が本が本所所所所にににに遜色遜色遜色遜色ないようなないようなないようなないような形形形形で対応していきたいと思っで対応していきたいと思っで対応していきたいと思っで対応していきたいと思っ

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

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 本来、本来、本来、本来、保保保保健健健健所所所所はははは住住住住民民民民にににに身近身近身近身近なところにあって、できるだけ１つになところにあって、できるだけ１つになところにあって、できるだけ１つになところにあって、できるだけ１つに統統統統合するよ合するよ合するよ合するよ

うなことはやってほしくないと思っているのんですが、今回、そういううなことはやってほしくないと思っているのんですが、今回、そういううなことはやってほしくないと思っているのんですが、今回、そういううなことはやってほしくないと思っているのんですが、今回、そういう状況状況状況状況になっているになっているになっているになっている

中で、少しでも中で、少しでも中で、少しでも中で、少しでも住住住住民民民民密密密密着着着着のののの仕仕仕仕事ができるようにと願っております。今、お話を事ができるようにと願っております。今、お話を事ができるようにと願っております。今、お話を事ができるようにと願っております。今、お話を伺伺伺伺いましたいましたいましたいました

ら、２つが１つになると、ら、２つが１つになると、ら、２つが１つになると、ら、２つが１つになると、業業業業務を務を務を務を整整整整理したり理したり理したり理したり人人人人員の配員の配員の配員の配置置置置がががが変変変変わるということで、わるということで、わるということで、わるということで、現現現現場場場場にににに人人人人

を出すことができるからを出すことができるからを出すことができるからを出すことができるから機能機能機能機能のののの強化強化強化強化になるのではないかというお話であったと思います。になるのではないかというお話であったと思います。になるのではないかというお話であったと思います。になるのではないかというお話であったと思います。
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そういうそういうそういうそういう点点点点ももちろんあるかと思うのですけれども、ただ、ももちろんあるかと思うのですけれども、ただ、ももちろんあるかと思うのですけれども、ただ、ももちろんあるかと思うのですけれども、ただ、範囲範囲範囲範囲がががが拡拡拡拡大大大大して対して対して対して対象象象象市市市市町町町町村が村が村が村が

すごく多くなると、今でも市すごく多くなると、今でも市すごく多くなると、今でも市すごく多くなると、今でも市町町町町村ごとにやり村ごとにやり村ごとにやり村ごとにやり方方方方やそれやそれやそれやそれぞぞぞぞれの願いといいますか、要れの願いといいますか、要れの願いといいますか、要れの願いといいますか、要望望望望とかとかとかとか

対応が対応が対応が対応が違違違違うのでうのでうのでうので個個個個別に、別に、別に、別に、非非非非常常常常にににに親親親親身身身身なななな援助援助援助援助がががが必必必必要な要な要な要な状状状状態態態態がある中で、対がある中で、対がある中で、対がある中で、対象象象象がたくさんにながたくさんにながたくさんにながたくさんにな

ることは、もっともっとることは、もっともっとることは、もっともっとることは、もっともっと人手人手人手人手がかかるということです。いいがかかるということです。いいがかかるということです。いいがかかるということです。いい仕仕仕仕事をしていこうと思ったら、事をしていこうと思ったら、事をしていこうと思ったら、事をしていこうと思ったら、

やはりこういうやはりこういうやはりこういうやはりこういう人人人人間を間を間を間を相手相手相手相手にするにするにするにする仕仕仕仕事ですから、事ですから、事ですから、事ですから、人人人人のののの手手手手もたくさんかけることがいいもたくさんかけることがいいもたくさんかけることがいいもたくさんかけることがいい仕仕仕仕事事事事

につながっていくということで、職員のにつながっていくということで、職員のにつながっていくということで、職員のにつながっていくということで、職員の皆皆皆皆さんの願いは合理さんの願いは合理さんの願いは合理さんの願いは合理化化化化をされてをされてをされてをされて現現現現場場場場のののの人人人人を多くすを多くすを多くすを多くす

ることだけではなくて、ることだけではなくて、ることだけではなくて、ることだけではなくて、保保保保健健健健所全体所全体所全体所全体としてとしてとしてとして人人人人をををを手手手手厚厚厚厚くしていただくとか、くしていただくとか、くしていただくとか、くしていただくとか、大大大大きくしたこときくしたこときくしたこときくしたこと

によってさらにによってさらにによってさらにによってさらに強化強化強化強化されることをされることをされることをされることを望望望望んでおられると理んでおられると理んでおられると理んでおられると理解解解解をしております。ですから、そうをしております。ですから、そうをしております。ですから、そうをしております。ですから、そう

いう意味で、今いう意味で、今いう意味で、今いう意味で、今以以以以上に上に上に上に強力強力強力強力なものをつくっていただけるのかどうかというなものをつくっていただけるのかどうかというなものをつくっていただけるのかどうかというなものをつくっていただけるのかどうかという点点点点が問われていが問われていが問われていが問われてい

ると思っていますので、そこのところをると思っていますので、そこのところをると思っていますので、そこのところをると思っていますので、そこのところを何何何何としてもとしてもとしてもとしても期期期期待待待待にこたえていただきたいと思いまにこたえていただきたいと思いまにこたえていただきたいと思いまにこたえていただきたいと思いま

すが、どうなのかをもうすが、どうなのかをもうすが、どうなのかをもうすが、どうなのかをもう一度一度一度一度聞聞聞聞いておきたいと思います。いておきたいと思います。いておきたいと思います。いておきたいと思います。

○江畑医療政策部次長企画管理室長事務取扱○江畑医療政策部次長企画管理室長事務取扱○江畑医療政策部次長企画管理室長事務取扱○江畑医療政策部次長企画管理室長事務取扱 ススススタタタタッッッッフフフフのののの充充充充実の実の実の実の面面面面で、どのようにで、どのようにで、どのようにで、どのように考考考考えてえてえてえて

いるのかということでございます。いるのかということでございます。いるのかということでございます。いるのかということでございます。現現現現時点時点時点時点でででで組織組織組織組織のののの細細細細部について答えられる部について答えられる部について答えられる部について答えられる状況状況状況状況ではござではござではござではござ

いませんけれども、答えさせていただくいませんけれども、答えさせていただくいませんけれども、答えさせていただくいませんけれども、答えさせていただく観観観観点点点点は、ごは、ごは、ごは、ご趣趣趣趣旨と少し旨と少し旨と少し旨と少し違違違違うかもしれませんが、今うかもしれませんが、今うかもしれませんが、今うかもしれませんが、今

回の回の回の回の統統統統合にある合にある合にある合にある背景背景背景背景をををを考考考考えますと、やはりえますと、やはりえますと、やはりえますと、やはり社社社社会会会会経済経済経済経済情情情情勢勢勢勢のののの変変変変化化化化の中での中での中での中で保保保保健健健健所業所業所業所業務が務が務が務が非非非非常常常常にににに

高高高高度化度化度化度化、、、、専門化専門化専門化専門化しているということがあるかと思います。そういったことに対応するためしているということがあるかと思います。そういったことに対応するためしているということがあるかと思います。そういったことに対応するためしているということがあるかと思います。そういったことに対応するため

には、には、には、には、各各各各職員がある意味分職員がある意味分職員がある意味分職員がある意味分業化業化業化業化をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばなりませんし、いろいろななりませんし、いろいろななりませんし、いろいろななりませんし、いろいろな形形形形でででで協協協協力的力的力的力的にににに勤勤勤勤務務務務

させなけれさせなけれさせなけれさせなければばばばならないということのはあるかと思います。それから、ならないということのはあるかと思います。それから、ならないということのはあるかと思います。それから、ならないということのはあるかと思います。それから、一般的一般的一般的一般的なななな社社社社会会会会条条条条件と件と件と件と

して、して、して、して、交交交交通の通の通の通の利利利利便便便便性が従前とは性が従前とは性が従前とは性が従前とは違違違違って、って、って、って、道道道道路路路路やややや交交交交通通通通機機機機関がはるかに関がはるかに関がはるかに関がはるかに発達発達発達発達したということもしたということもしたということもしたということも

ございます。それからまた、ございます。それからまた、ございます。それからまた、ございます。それからまた、情報情報情報情報通通通通信信信信機器機器機器機器もももも非非非非常常常常にににに発達発達発達発達してきた、してきた、してきた、してきた、向向向向上してきたというこ上してきたというこ上してきたというこ上してきたというこ

とがございます。そういった意味ではとがございます。そういった意味ではとがございます。そういった意味ではとがございます。そういった意味では住住住住民民民民のののの方方方方のアクセのアクセのアクセのアクセススススもよくなっておりますし、また、もよくなっておりますし、また、もよくなっておりますし、また、もよくなっておりますし、また、

役所役所役所役所間でのいろいろな通間でのいろいろな通間でのいろいろな通間でのいろいろな通信信信信手手手手段段段段も確も確も確も確保保保保されているということもがざいます。されているということもがざいます。されているということもがざいます。されているということもがざいます。一方一方一方一方で、職員で、職員で、職員で、職員

もももも減減減減少少少少傾傾傾傾向向向向にございまして、にございまして、にございまして、にございまして、規規規規模模模模がだんだんがだんだんがだんだんがだんだん縮縮縮縮小すると、小すると、小すると、小すると、一一一一定定定定規規規規模模模模になると、になると、になると、になると、組織力組織力組織力組織力がががが非非非非

常常常常にににに低低低低下下下下しているということです。これはこれまでのしているということです。これはこれまでのしているということです。これはこれまでのしているということです。これはこれまでの一一一一つのつのつのつの流流流流れでございましたので、それでございましたので、それでございましたので、それでございましたので、そ

のののの現現現現状状状状をををを踏踏踏踏まえた上で、まえた上で、まえた上で、まえた上で、保保保保健健健健所組織所組織所組織所組織のののの機能機能機能機能をどのように確をどのように確をどのように確をどのように確保保保保していくか、また、あるいはしていくか、また、あるいはしていくか、また、あるいはしていくか、また、あるいは

これまでこれまでこれまでこれまで以以以以上に上に上に上に向向向向上させていくかということを上させていくかということを上させていくかということを上させていくかということを考考考考えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばならないと、これが今ならないと、これが今ならないと、これが今ならないと、これが今

回の回の回の回の統統統統合の合の合の合の趣趣趣趣旨だと思っております。旨だと思っております。旨だと思っております。旨だと思っております。

今、山村委員のご今、山村委員のご今、山村委員のご今、山村委員のご納得納得納得納得できるような答弁はできないと思いますけれども、私からはそうできるような答弁はできないと思いますけれども、私からはそうできるような答弁はできないと思いますけれども、私からはそうできるような答弁はできないと思いますけれども、私からはそう

いったいったいったいった形形形形で答えとさせていただきたいと思います。で答えとさせていただきたいと思います。で答えとさせていただきたいと思います。で答えとさせていただきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 今の今の今の今の段階段階段階段階でそういうことであると理でそういうことであると理でそういうことであると理でそういうことであると理解解解解いたしました。が、私といたしましていたしました。が、私といたしましていたしました。が、私といたしましていたしました。が、私といたしまして
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は、今のは、今のは、今のは、今の流流流流れでくるとずっとれでくるとずっとれでくるとずっとれでくるとずっと縮縮縮縮小、小、小、小、縮縮縮縮小と、県小と、県小と、県小と、県全体全体全体全体の職員のの職員のの職員のの職員の数数数数がががが減減減減っているという中でっているという中でっているという中でっているという中で現現現現

場場場場のののの方方方方にはにはにはには大大大大変変変変苦苦苦苦労労労労いただいていると思っているのですけれども、これから健康長いただいていると思っているのですけれども、これから健康長いただいていると思っているのですけれども、これから健康長いただいていると思っているのですけれども、これから健康長寿寿寿寿日本日本日本日本

一一一一をををを目指目指目指目指すという奈良県ですから、やはりめりすという奈良県ですから、やはりめりすという奈良県ですから、やはりめりすという奈良県ですから、やはりめり張張張張りつけていたくさん要るところにはりつけていたくさん要るところにはりつけていたくさん要るところにはりつけていたくさん要るところには大大大大きききき

くしてほしいということをくしてほしいということをくしてほしいということをくしてほしいということを期期期期待待待待をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。

次次次次に、もう１に、もう１に、もう１に、もう１点点点点おおおお伺伺伺伺いしたいのですが、いしたいのですが、いしたいのですが、いしたいのですが、先先先先ほど藤本委員からご質問がありました。医療ほど藤本委員からご質問がありました。医療ほど藤本委員からご質問がありました。医療ほど藤本委員からご質問がありました。医療

審議会の委員の審議会の委員の審議会の委員の審議会の委員の選任選任選任選任の件についてですけれども、私もこのの件についてですけれども、私もこのの件についてですけれども、私もこのの件についてですけれども、私もこの点点点点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疑疑疑疑問に思って問に思って問に思って問に思って

いることがあります。いることがあります。いることがあります。いることがあります。新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道などはかなりなどはかなりなどはかなりなどはかなり過過過過激激激激なななな表表表表現現現現でででで書書書書いているのですけれども、真いているのですけれども、真いているのですけれども、真いているのですけれども、真

実なのかどうかはともかく、実なのかどうかはともかく、実なのかどうかはともかく、実なのかどうかはともかく、誤誤誤誤解解解解をををを生む生む生む生むようなところがあるのではないかと思っているのようなところがあるのではないかと思っているのようなところがあるのではないかと思っているのようなところがあるのではないかと思っているの

です。です。です。です。人人人人選選選選というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常に政治に政治に政治に政治姿勢姿勢姿勢姿勢にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる大大大大事な問事な問事な問事な問題題題題だと思いますので、やはりきだと思いますので、やはりきだと思いますので、やはりきだと思いますので、やはりき

ちんとしなくてはならないと思っています。まず、従来からこの審議会の委員を医ちんとしなくてはならないと思っています。まず、従来からこの審議会の委員を医ちんとしなくてはならないと思っています。まず、従来からこの審議会の委員を医ちんとしなくてはならないと思っています。まず、従来からこの審議会の委員を医師師師師会を会を会を会を

ははははじじじじめめめめ歯科歯科歯科歯科医医医医師師師師会、それから会、それから会、それから会、それから薬薬薬薬剤剤剤剤師師師師会や会や会や会や看看看看護護護護協協協協会ですとか会ですとか会ですとか会ですとか病病病病院協院協院協院協会、いろいろな会、いろいろな会、いろいろな会、いろいろな団団団団体体体体のののの方方方方

にににに入入入入っていただいていると思うのですが、もともとどのようなっていただいていると思うのですが、もともとどのようなっていただいていると思うのですが、もともとどのようなっていただいていると思うのですが、もともとどのような選選選選出をされていたのか。今出をされていたのか。今出をされていたのか。今出をされていたのか。今

回、その回、その回、その回、その方方方方法法法法をををを変変変変えられたということですけれども、それはえられたということですけれども、それはえられたということですけれども、それはえられたということですけれども、それは変変変変えないといけない理えないといけない理えないといけない理えないといけない理由由由由があがあがあがあ

ったのかどうか、どのような理ったのかどうか、どのような理ったのかどうか、どのような理ったのかどうか、どのような理由由由由でそのようににでそのようににでそのようににでそのようにに変変変変わったのかについておわったのかについておわったのかについておわったのかについてお尋尋尋尋ねしておきたねしておきたねしておきたねしておきた

いと思うのですけれども、いかがでしょうか。いと思うのですけれども、いかがでしょうか。いと思うのですけれども、いかがでしょうか。いと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長 医療審議会の委員の医療審議会の委員の医療審議会の委員の医療審議会の委員の選任選任選任選任のののの方方方方法法法法でございます。でございます。でございます。でございます。先先先先ほど医療政策ほど医療政策ほど医療政策ほど医療政策

部長がご答弁させていただきましたとおり、医療審議会の委員は、部長がご答弁させていただきましたとおり、医療審議会の委員は、部長がご答弁させていただきましたとおり、医療審議会の委員は、部長がご答弁させていただきましたとおり、医療審議会の委員は、法法法法令令令令上、医上、医上、医上、医師師師師、、、、歯科歯科歯科歯科医医医医

師師師師、、、、薬薬薬薬剤剤剤剤師師師師、医療を受ける、医療を受ける、医療を受ける、医療を受ける立場立場立場立場の者、またの者、またの者、またの者、また学学学学識経験識経験識経験識経験者から知事が者から知事が者から知事が者から知事が任任任任命命命命するというするというするというするという形形形形になっになっになっになっ

ております。ております。ております。ております。

まず、医療審議会の委員というのはまず、医療審議会の委員というのはまず、医療審議会の委員というのはまず、医療審議会の委員というのは原原原原則則則則２年間の２年間の２年間の２年間の任任任任期期期期でございまして、今まではでございまして、今まではでございまして、今まではでございまして、今までは慣慣慣慣例に例に例に例に

従いましてそこの従いましてそこの従いましてそこの従いましてそこの団団団団体体体体のののの方方方方からごからごからごからご推推推推挙挙挙挙をいただいていたというのが実をいただいていたというのが実をいただいていたというのが実をいただいていたというのが実態態態態でございます。たでございます。たでございます。たでございます。た

だ、本来は知事がだ、本来は知事がだ、本来は知事がだ、本来は知事が任任任任命命命命権権権権をををを果果果果たすたすたすたす役役役役職でございますので、より職でございますので、より職でございますので、より職でございますので、より任任任任命命命命責任責任責任責任をををを全全全全うできるよううできるよううできるよううできるよう

に知事からに知事からに知事からに知事から指指指指名をさせていただくという名をさせていただくという名をさせていただくという名をさせていただくという形形形形でさせていただいたというでさせていただいたというでさせていただいたというでさせていただいたという次次次次第でございます。第でございます。第でございます。第でございます。

他他他他の委員のの委員のの委員のの委員の先生方先生方先生方先生方につきましては、知事からにつきましては、知事からにつきましては、知事からにつきましては、知事から直直直直接接接接指指指指名をさせていただいて名をさせていただいて名をさせていただいて名をさせていただいて任任任任命命命命をさせていをさせていをさせていをさせてい

ただいたというただいたというただいたというただいたという経経経経緯緯緯緯でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 ということは、医ということは、医ということは、医ということは、医師師師師会についてはこの会についてはこの会についてはこの会についてはこの人人人人とこのとこのとこのとこの人人人人と、このと、このと、このと、この人人人人とこのとこのとこのとこの人人人人の中かの中かの中かの中か

らららら選選選選んでくださいというんでくださいというんでくださいというんでくださいという形形形形でおでおでおでお示示示示しをすると。それしをすると。それしをすると。それしをすると。それ以以以以外の外の外の外の団団団団体体体体については知事が、会長、については知事が、会長、については知事が、会長、については知事が、会長、

あなたになってくださいと、こう言われたということですね。それは従来そのようにずっあなたになってくださいと、こう言われたということですね。それは従来そのようにずっあなたになってくださいと、こう言われたということですね。それは従来そのようにずっあなたになってくださいと、こう言われたということですね。それは従来そのようにずっ

とやってこられたということなのでしょうか。とやってこられたということなのでしょうか。とやってこられたということなのでしょうか。とやってこられたということなのでしょうか。

○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長 医医医医師師師師会につきましては、関係の会につきましては、関係の会につきましては、関係の会につきましては、関係の先生方先生方先生方先生方の名前を医の名前を医の名前を医の名前を医師師師師会にご提会にご提会にご提会にご提
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示示示示させていただいて、その中で県とさせていただいて、その中で県とさせていただいて、その中で県とさせていただいて、その中で県と調整調整調整調整をしながら打をしながら打をしながら打をしながら打診診診診をさせていただいたということでをさせていただいたということでをさせていただいたということでをさせていただいたということで

ございます。ございます。ございます。ございます。

ほかのほかのほかのほかの団団団団体体体体につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、直直直直接接接接、例え、例え、例え、例えばばばば会長会長会長会長先生先生先生先生のどなたかよろしくお願いしますとのどなたかよろしくお願いしますとのどなたかよろしくお願いしますとのどなたかよろしくお願いしますと

いうことでいうことでいうことでいうことで指指指指名をさせていただいた名をさせていただいた名をさせていただいた名をさせていただいた次次次次第でございます。従前は、第でございます。従前は、第でございます。従前は、第でございます。従前は、大体大体大体大体、、、、団団団団体体体体からおからおからおからお一人一人一人一人をををを

よろしくお願いしますというよろしくお願いしますというよろしくお願いしますというよろしくお願いしますという形形形形で申し上げたと思います。で申し上げたと思います。で申し上げたと思います。で申し上げたと思います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 ということは、そのということは、そのということは、そのということは、その変変変変えられた理えられた理えられた理えられた理由由由由ですけれど、例えですけれど、例えですけれど、例えですけれど、例えばばばば医医医医師師師師会にこの会にこの会にこの会にこの人人人人とことことことこ

のののの人人人人をををを選選選選んでほしいと提んでほしいと提んでほしいと提んでほしいと提示示示示をするのであれをするのであれをするのであれをするのであればばばば、、、、他他他他のののの団団団団体体体体もももも同同同同様様様様のののの方方方方法法法法にににに変変変変えられるとか、えられるとか、えられるとか、えられるとか、

公公公公平にやるのは当たり前だと思うのだけれども、な平にやるのは当たり前だと思うのだけれども、な平にやるのは当たり前だと思うのだけれども、な平にやるのは当たり前だと思うのだけれども、なぜぜぜぜ医医医医師師師師会だけ会だけ会だけ会だけ違違違違うようになっているのうようになっているのうようになっているのうようになっているの

かはかはかはかは釈釈釈釈然然然然としないです。なとしないです。なとしないです。なとしないです。なぜぜぜぜそのようなことになるのか、それは特別、知事がそこだけそそのようなことになるのか、それは特別、知事がそこだけそそのようなことになるのか、それは特別、知事がそこだけそそのようなことになるのか、それは特別、知事がそこだけそ

のようにしたいというのようにしたいというのようにしたいというのようにしたいという強強強強い意い意い意い意志志志志をををを持持持持ってなさったということなのか、それともってなさったということなのか、それともってなさったということなのか、それともってなさったということなのか、それとも皆皆皆皆さんがごさんがごさんがごさんがご

提案をなさってそのようなことになったのか、その提案をなさってそのようなことになったのか、その提案をなさってそのようなことになったのか、その提案をなさってそのようなことになったのか、その推推推推薦薦薦薦されるされるされるされる方方方方をどうやってをどうやってをどうやってをどうやって選選選選んだのかんだのかんだのかんだのか

ないうこともないうこともないうこともないうことも疑疑疑疑問ですし、今のお答えでは問ですし、今のお答えでは問ですし、今のお答えでは問ですし、今のお答えでは納得納得納得納得できかねるのですが、これをできかねるのですが、これをできかねるのですが、これをできかねるのですが、これを地域地域地域地域医療連医療連医療連医療連携携携携

課課課課長に長に長に長に聞聞聞聞いてもいいのかどうか。いてもいいのかどうか。いてもいいのかどうか。いてもいいのかどうか。

○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長 先先先先ほど、委員のほど、委員のほど、委員のほど、委員の選任選任選任選任でございますけれども、それでございますけれども、それでございますけれども、それでございますけれども、それぞぞぞぞれのれのれのれの先生方先生方先生方先生方

のののの活活活活動動動動歴歴歴歴をををを参考参考参考参考に、こちらからに、こちらからに、こちらからに、こちらから選任選任選任選任をさせていただいたというをさせていただいたというをさせていただいたというをさせていただいたという次次次次第でございます。第でございます。第でございます。第でございます。以以以以上で上で上で上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 活活活活動動動動歴歴歴歴をををを参考参考参考参考にということですが、それでなにということですが、それでなにということですが、それでなにということですが、それでなぜぜぜぜ会長が外されることになるの会長が外されることになるの会長が外されることになるの会長が外されることになるの

かも、これまたよくわからない話です。ここで知事をかも、これまたよくわからない話です。ここで知事をかも、これまたよくわからない話です。ここで知事をかも、これまたよくわからない話です。ここで知事を抜抜抜抜きに話をしてても、きに話をしてても、きに話をしてても、きに話をしてても、決決決決めるのは知めるのは知めるのは知めるのは知

事の事の事の事の権限権限権限権限なので、なので、なので、なので、直直直直接接接接知事にお知事にお知事にお知事にお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 では、質問させていただきます。では、質問させていただきます。では、質問させていただきます。では、質問させていただきます。数数数数えましたらえましたらえましたらえましたら７点７点７点７点になったのですが、になったのですが、になったのですが、になったのですが、簡単簡単簡単簡単なななな

質問もございますので、よろしくお願いします。質問もございますので、よろしくお願いします。質問もございますので、よろしくお願いします。質問もございますので、よろしくお願いします。

１１１１点目点目点目点目、うつ、うつ、うつ、うつ病病病病対策ですけれど、この来年対策ですけれど、この来年対策ですけれど、この来年対策ですけれど、この来年度度度度予算を予算を予算を予算を見見見見ていますと、うつていますと、うつていますと、うつていますと、うつ病病病病というものがというものがというものがというものが

どこにも出ていないのですが、県としてどのような対策をされるのでしょうか。どこにも出ていないのですが、県としてどのような対策をされるのでしょうか。どこにも出ていないのですが、県としてどのような対策をされるのでしょうか。どこにも出ていないのですが、県としてどのような対策をされるのでしょうか。

２２２２番番番番目目目目には、がん対策、第２には、がん対策、第２には、がん対策、第２には、がん対策、第２期期期期のののの計画計画計画計画ががががススススタータータータートトトトいたしますが、いたしますが、いたしますが、いたしますが、新新新新たなたなたなたな項項項項目目目目、がんにな、がんにな、がんにな、がんにな

ってもってもってもっても働働働働きききき続続続続けられるけられるけられるけられる就労環境就労環境就労環境就労環境のののの整備整備整備整備でしたか、あと、小でしたか、あと、小でしたか、あと、小でしたか、あと、小児児児児がん、それから、たがん、それから、たがん、それから、たがん、それから、たばばばばこ、そこ、そこ、そこ、そ

れと、がんれと、がんれと、がんれと、がん教育教育教育教育、この４つについてはどのように、この４つについてはどのように、この４つについてはどのように、この４つについてはどのように具体的具体的具体的具体的に行われていくのでしょうか、おに行われていくのでしょうか、おに行われていくのでしょうか、おに行われていくのでしょうか、お

伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。

それから、女性のそれから、女性のそれから、女性のそれから、女性の就労就労就労就労でございますが、代でございますが、代でございますが、代でございますが、代表表表表質問をさせていただきまして、今、知事が質問をさせていただきまして、今、知事が質問をさせていただきまして、今、知事が質問をさせていただきまして、今、知事が

奈良県奈良県奈良県奈良県経済経済経済経済産業雇産業雇産業雇産業雇用振興会議を用振興会議を用振興会議を用振興会議を持持持持たれて、ここでいろいろなたれて、ここでいろいろなたれて、ここでいろいろなたれて、ここでいろいろな原原原原因因因因究究究究明や対策を明や対策を明や対策を明や対策を検討検討検討検討されてされてされてされて

いくということですが、おいくということですが、おいくということですが、おいくということですが、お聞聞聞聞きしたいのは、きしたいのは、きしたいのは、きしたいのは、近近近近くに職くに職くに職くに職場場場場がないとか、がないとか、がないとか、がないとか、ワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・ババババ
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ラララランンンンススススがががが整備整備整備整備されていないとか、されていないとか、されていないとか、されていないとか、保育所保育所保育所保育所がががが満満満満杯杯杯杯だとか、いろいろな理だとか、いろいろな理だとか、いろいろな理だとか、いろいろな理由由由由があるかと思いまがあるかと思いまがあるかと思いまがあるかと思いま

すが、こども・女性局に対して質問をしたいのです。この女性のすが、こども・女性局に対して質問をしたいのです。この女性のすが、こども・女性局に対して質問をしたいのです。この女性のすが、こども・女性局に対して質問をしたいのです。この女性の視視視視点点点点だとかだとかだとかだとか活力活力活力活力だとかだとかだとかだとか利利利利

点点点点だとか、そのようなことをどのようにとらえて、女性だとか、そのようなことをどのようにとらえて、女性だとか、そのようなことをどのようにとらえて、女性だとか、そのようなことをどのようにとらえて、女性支援課支援課支援課支援課としては女性のとしては女性のとしては女性のとしては女性の就業率就業率就業率就業率に結に結に結に結

びびびびつけようとされているのかをおつけようとされているのかをおつけようとされているのかをおつけようとされているのかをお伺伺伺伺いしたいのです。少しわかりにくいかもしれませんが、いしたいのです。少しわかりにくいかもしれませんが、いしたいのです。少しわかりにくいかもしれませんが、いしたいのです。少しわかりにくいかもしれませんが、

例え例え例え例えばばばばノノノノルルルルウェウェウェウェーでは女性がーでは女性がーでは女性がーでは女性が働働働働くのは当たり前と、そういう中で、女性のくのは当たり前と、そういう中で、女性のくのは当たり前と、そういう中で、女性のくのは当たり前と、そういう中で、女性の役役役役員員員員割割割割り当て制、り当て制、り当て制、り当て制、

ククククオオオオータ制という制ータ制という制ータ制という制ータ制という制度度度度がございます。このことによって、例えがございます。このことによって、例えがございます。このことによって、例えがございます。このことによって、例えばばばば女性女性女性女性役役役役員が員が員が員がふふふふえたことでえたことでえたことでえたことで

リリリリススススクククク管管管管理理理理力力力力が高まったとか、が高まったとか、が高まったとか、が高まったとか、人人人人事事事事労労労労務務務務管管管管理がきめ理がきめ理がきめ理がきめ細細細細やかになってやかになってやかになってやかになって人材育人材育人材育人材育成の成の成の成の面面面面で成で成で成で成果果果果がががが

あったとか、多くの女性が職あったとか、多くの女性が職あったとか、多くの女性が職あったとか、多くの女性が職場場場場に出て、に出て、に出て、に出て、役役役役員に員に員に員に登登登登用されることで、女性のそういった用されることで、女性のそういった用されることで、女性のそういった用されることで、女性のそういった利点利点利点利点、、、、

視視視視点点点点、、、、活力活力活力活力がががが評価評価評価評価されているのですけれども、その女性のされているのですけれども、その女性のされているのですけれども、その女性のされているのですけれども、その女性の持持持持つつつつ利点利点利点利点、、、、視視視視点点点点、、、、活力活力活力活力に対してに対してに対してに対して

それをどのようにとらえて、それをどのようにとらえて、それをどのようにとらえて、それをどのようにとらえて、伸伸伸伸ばばばばそうとか、そうとか、そうとか、そうとか、何何何何か政策か政策か政策か政策面面面面でそういうことがあるのかどうかでそういうことがあるのかどうかでそういうことがあるのかどうかでそういうことがあるのかどうか

おおおお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

そのそのそのその次次次次に、に、に、に、在宅在宅在宅在宅歯科歯科歯科歯科の治療と予の治療と予の治療と予の治療と予防防防防ですが、県のですが、県のですが、県のですが、県の状況状況状況状況についておについておについておについてお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

５５５５点目点目点目点目に、こども・に、こども・に、こども・に、こども・子子子子育育育育て会議が県でも４月から行われます。て会議が県でも４月から行われます。て会議が県でも４月から行われます。て会議が県でも４月から行われます。条条条条例にも出ておりました。例にも出ておりました。例にも出ておりました。例にも出ておりました。

これは、これは、これは、これは、全全全全市市市市町町町町村でこども・村でこども・村でこども・村でこども・子子子子育育育育て会議を設て会議を設て会議を設て会議を設置置置置されるのかどうか、おされるのかどうか、おされるのかどうか、おされるのかどうか、お伺伺伺伺いしたいと思いまいしたいと思いまいしたいと思いまいしたいと思いま

す。す。す。す。

それから、６それから、６それから、６それから、６番番番番目目目目ですが、ですが、ですが、ですが、メメメメディディディディカカカカルルルルババババーーーーススススセンター、これは中南和センター、これは中南和センター、これは中南和センター、これは中南和地域地域地域地域のののの産産産産科科科科医医医医不足不足不足不足

から県から県から県から県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学附属附属附属附属病病病病院院院院内に内に内に内にメメメメディディディディカカカカルルルルババババーーーーススススセンター、センター、センター、センター、助産助産助産助産師師師師による出による出による出による出産産産産ということということということということ

で設で設で設で設置置置置をされまして、平成２５年１月で２年ををされまして、平成２５年１月で２年ををされまして、平成２５年１月で２年ををされまして、平成２５年１月で２年を迎迎迎迎えたと思います。えたと思います。えたと思います。えたと思います。助産助産助産助産師師師師さんのさんのさんのさんのススススキキキキルアルアルアルア

ッッッッププププのののの研修研修研修研修のののの場場場場としてもとしてもとしてもとしても活活活活用されていると用されていると用されていると用されていると聞聞聞聞いてるのですけれども、いてるのですけれども、いてるのですけれども、いてるのですけれども、メメメメディディディディカカカカルルルルババババーーーーススススセセセセ

ンターをンターをンターをンターを見見見見に行かせていただいて、に行かせていただいて、に行かせていただいて、に行かせていただいて、大大大大変変変変広いお部広いお部広いお部広いお部屋屋屋屋でででで一一一一緒緒緒緒にににに泊泊泊泊まることもできたりして、まることもできたりして、まることもできたりして、まることもできたりして、

すすすすばばばばらしい施設にらしい施設にらしい施設にらしい施設に生生生生まれまれまれまれ変変変変わったのですが、このわったのですが、このわったのですが、このわったのですが、このメメメメディディディディカカカカルルルルババババーーーーススススセンター、２年たちまセンター、２年たちまセンター、２年たちまセンター、２年たちま

すが、そのすが、そのすが、そのすが、その利利利利用用用用状況状況状況状況についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

それと、それと、それと、それと、７点目７点目７点目７点目はははは子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸がんがんがんがんワワワワククククチチチチンですが、これも代ンですが、これも代ンですが、これも代ンですが、これも代表表表表質問させていただきました。質問させていただきました。質問させていただきました。質問させていただきました。

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度からは予からは予からは予からは予防防防防、定、定、定、定期期期期接接接接種種種種法法法法の中での定の中での定の中での定の中での定期期期期接接接接種種種種になるのですが、そこでおになるのですが、そこでおになるのですが、そこでおになるのですが、そこでお伺伺伺伺いしいしいしいし

たいのは、たいのは、たいのは、たいのは、財源財源財源財源はははは地方交地方交地方交地方交付付付付税税税税措措措措置置置置ということでございます。それがきちんと確ということでございます。それがきちんと確ということでございます。それがきちんと確ということでございます。それがきちんと確保保保保されるとされるとされるとされると

思っているのですけれども、今、市思っているのですけれども、今、市思っているのですけれども、今、市思っているのですけれども、今、市町町町町村事村事村事村事業業業業になっておりますので、このままになっておりますので、このままになっておりますので、このままになっておりますので、このまま移移移移行すると行すると行すると行すると

すれすれすれすればばばば、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれ対れ対れ対れ対象象象象年年年年齢齢齢齢がががが違違違違うのです。そのうのです。そのうのです。そのうのです。その点点点点はどうなるのでしょうか。それから、はどうなるのでしょうか。それから、はどうなるのでしょうか。それから、はどうなるのでしょうか。それから、自自自自

己己己己負負負負担がある市担がある市担がある市担がある市町町町町村とない市村とない市村とない市村とない市町町町町村があるのですが、それについても平成２５年村があるのですが、それについても平成２５年村があるのですが、それについても平成２５年村があるのですが、それについても平成２５年度度度度からはどからはどからはどからはど

うなるのか、おうなるのか、おうなるのか、おうなるのか、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○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 幾幾幾幾つかご質問いただきました。私からはうつつかご質問いただきました。私からはうつつかご質問いただきました。私からはうつつかご質問いただきました。私からはうつ病病病病対策、それから対策、それから対策、それから対策、それから新新新新たたたた
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ながん対策、それから最後のながん対策、それから最後のながん対策、それから最後のながん対策、それから最後の子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸がんがんがんがんワワワワククククチチチチンについての３ンについての３ンについての３ンについての３点点点点かと思っております。かと思っております。かと思っております。かと思っております。

うつうつうつうつ病病病病対策につきましては、畭委員からこれまでもいろいろなご提案もいただき、それ対策につきましては、畭委員からこれまでもいろいろなご提案もいただき、それ対策につきましては、畭委員からこれまでもいろいろなご提案もいただき、それ対策につきましては、畭委員からこれまでもいろいろなご提案もいただき、それ

から、から、から、から、沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県立立立立総合総合総合総合精精精精神福祉センターの神福祉センターの神福祉センターの神福祉センターの先生先生先生先生もももも招致招致招致招致いたしましていたしましていたしましていたしまして研修研修研修研修会もしてまいりまし会もしてまいりまし会もしてまいりまし会もしてまいりまし

た。そういうことで、今後はた。そういうことで、今後はた。そういうことで、今後はた。そういうことで、今後は一般的一般的一般的一般的なななな研修研修研修研修にににに取取取取りりりり入入入入れたいと思っております。ただ、特にれたいと思っております。ただ、特にれたいと思っております。ただ、特にれたいと思っております。ただ、特に

この予算案のこの予算案のこの予算案のこの予算案の概概概概要に出ている中で、要に出ている中で、要に出ている中で、要に出ている中で、一一一一番番番番関係のあるものといたしましては、例え関係のあるものといたしましては、例え関係のあるものといたしましては、例え関係のあるものといたしましては、例えばばばばかかりかかりかかりかかり

つけ医とつけ医とつけ医とつけ医と精精精精神神神神科科科科医の連医の連医の連医の連携強化携強化携強化携強化事事事事業業業業をををを自殺自殺自殺自殺対策の対策の対策の対策の資資資資金金金金をををを使使使使ってやらせてもらいたいと思ってってやらせてもらいたいと思ってってやらせてもらいたいと思ってってやらせてもらいたいと思って

おります。これは特に、うつおります。これは特に、うつおります。これは特に、うつおります。これは特に、うつ病病病病のののの方方方方がががが普普普普通の通の通の通の一般一般一般一般のののの病気病気病気病気にかかっておられて、なかなかにかかっておられて、なかなかにかかっておられて、なかなかにかかっておられて、なかなか精精精精

神神神神科科科科のののの方方方方に結に結に結に結びびびびつけられないということがありますので、結つけられないということがありますので、結つけられないということがありますので、結つけられないということがありますので、結びびびびつけることによってつけることによってつけることによってつけることによって早早早早く治く治く治く治

療につなげることで、療につなげることで、療につなげることで、療につなげることで、早期早期早期早期に対応ができるということを平成２５年に対応ができるということを平成２５年に対応ができるということを平成２５年に対応ができるということを平成２５年度度度度は中は中は中は中心心心心にやっていきにやっていきにやっていきにやっていき

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

それから、それから、それから、それから、次次次次のののの新新新新たながん対策の関係でございます。４つたながん対策の関係でございます。４つたながん対策の関係でございます。４つたながん対策の関係でございます。４つ新新新新たなたなたなたな項項項項目目目目があったとおっしがあったとおっしがあったとおっしがあったとおっし

ゃゃゃゃっていただきました。たっていただきました。たっていただきました。たっていただきました。たばばばばこ対策は健康福祉部に委ねるといたしまして、今回のこ対策は健康福祉部に委ねるといたしまして、今回のこ対策は健康福祉部に委ねるといたしまして、今回のこ対策は健康福祉部に委ねるといたしまして、今回の新規新規新規新規のののの

第２第２第２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計画計画計画の中で、の中で、の中で、の中で、保保保保健予健予健予健予防課所管防課所管防課所管防課所管で３つ、小で３つ、小で３つ、小で３つ、小児児児児がん、それからがん、それからがん、それからがん、それから就就就就

労労労労、がん、がん、がん、がん教育教育教育教育がががが取取取取りりりり組む組む組む組むべべべべきききき新新新新たなたなたなたな重点的重点的重点的重点的なものでございます。まず、少し話が長くなりなものでございます。まず、少し話が長くなりなものでございます。まず、少し話が長くなりなものでございます。まず、少し話が長くなり

ますけれども、小ますけれども、小ますけれども、小ますけれども、小児児児児がんにつきましては、がんがんにつきましては、がんがんにつきましては、がんがんにつきましては、がん診診診診療連療連療連療連携拠点病携拠点病携拠点病携拠点病院院院院が実施しておりますが実施しておりますが実施しておりますが実施しております院院院院内内内内

がんがんがんがん登登登登録録録録におきましては、年間におきましては、年間におきましては、年間におきましては、年間約約約約４０件の４０件の４０件の４０件の新新新新たな小たな小たな小たな小児児児児がんのがんのがんのがんの登登登登録患録患録患録患者がいるようでござい者がいるようでござい者がいるようでござい者がいるようでござい

ます。そのます。そのます。そのます。その７７７７割割割割が県内のが県内のが県内のが県内の病病病病院院院院での対応ということでございまして、それがでの対応ということでございまして、それがでの対応ということでございまして、それがでの対応ということでございまして、それが主主主主に県に県に県に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病病病院院院院で治療が行われているということでございます。また、で治療が行われているということでございます。また、で治療が行われているということでございます。また、で治療が行われているということでございます。また、保保保保健健健健所所所所では小では小では小では小児児児児がんながんながんながんな

どのどのどのどの難病難病難病難病をををを持持持持つつつつ子子子子どもさんのどもさんのどもさんのどもさんの保保保保護者に対して、小護者に対して、小護者に対して、小護者に対して、小児児児児慢慢慢慢性特定性特定性特定性特定疾疾疾疾患患患患治療治療治療治療研研研研究究究究事事事事業業業業の医療の医療の医療の医療費助費助費助費助

成の申成の申成の申成の申請請請請のののの際際際際には、には、には、には、必必必必要に応要に応要に応要に応じじじじてててて保保保保健健健健所所所所でででで相談支援相談支援相談支援相談支援を行ってるということでございます。を行ってるということでございます。を行ってるということでございます。を行ってるということでございます。

それから、今回のそれから、今回のそれから、今回のそれから、今回の計画計画計画計画策定に当たりましては、小策定に当たりましては、小策定に当たりましては、小策定に当たりましては、小児児児児がんがんがんがん患患患患者の者の者の者の家族家族家族家族のののの方方方方であるとか、あるであるとか、あるであるとか、あるであるとか、ある

いは小いは小いは小いは小児児児児がんがんがんがん専門専門専門専門医からもご意医からもご意医からもご意医からもご意見見見見をををを伺伺伺伺っておりまして、小っておりまして、小っておりまして、小っておりまして、小児児児児がんがんがんがん患患患患者が治療中だけでなく者が治療中だけでなく者が治療中だけでなく者が治療中だけでなく

てててて退退退退院院院院後も長後も長後も長後も長期的期的期的期的なななな支援支援支援支援や配や配や配や配慮慮慮慮をををを求求求求められるということから、県として実められるということから、県として実められるということから、県として実められるということから、県として実態態態態把握をした上把握をした上把握をした上把握をした上

で治療後の長で治療後の長で治療後の長で治療後の長期期期期フフフフォォォォロロロローアーアーアーアッッッッププププ体体体体制について制について制について制について必必必必要な施策に要な施策に要な施策に要な施策に取取取取りりりり組組組組んでまいりたい。んでまいりたい。んでまいりたい。んでまいりたい。

それから、それから、それから、それから、次次次次のののの就労就労就労就労でございます。このでございます。このでございます。このでございます。この計画計画計画計画では、では、では、では、仕仕仕仕事や治療の事や治療の事や治療の事や治療の両両両両立立立立についてのがんについてのがんについてのがんについてのがん患患患患

者やその者やその者やその者やその家族家族家族家族のののの不不不不安安安安のののの軽軽軽軽減減減減と、と、と、と、働働働働く意く意く意く意欲欲欲欲のあるがんのあるがんのあるがんのあるがん患患患患者が者が者が者が安心安心安心安心してしてしてして働働働働けることをけることをけることをけることを目指目指目指目指してしてしてして

おります。このため、まずはがんおります。このため、まずはがんおります。このため、まずはがんおります。このため、まずはがん患患患患者を者を者を者を取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく就労就労就労就労問問問問題題題題について実について実について実について実態態態態把握を進めたいと把握を進めたいと把握を進めたいと把握を進めたいと

考考考考えておりまして、えておりまして、えておりまして、えておりまして、具体的具体的具体的具体的には来年には来年には来年には来年度度度度、、、、新新新新たに予定しておりますたに予定しておりますたに予定しておりますたに予定しております患患患患者者者者家族家族家族家族満足満足満足満足度調度調度調度調査にお査にお査にお査にお

きましてきましてきましてきまして就労就労就労就労に関するに関するに関するに関する項項項項目目目目をををを盛盛盛盛りりりり込込込込みみみみまして、がんまして、がんまして、がんまして、がん患患患患者やあるいはその者やあるいはその者やあるいはその者やあるいはその家族家族家族家族のニーのニーのニーのニーズズズズを把を把を把を把

握してまいりたいと思っています。また、事握してまいりたいと思っています。また、事握してまいりたいと思っています。また、事握してまいりたいと思っています。また、事業業業業者者者者側側側側がががが状況状況状況状況を把握するということもを把握するということもを把握するということもを把握するということも必必必必要で要で要で要で
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あるということで、がんあるということで、がんあるということで、がんあるということで、がん患患患患者などの治療を受けながら者などの治療を受けながら者などの治療を受けながら者などの治療を受けながら就労就労就労就労するするするする労労労労働働働働者者者者へへへへのののの支援体支援体支援体支援体制につき制につき制につき制につき

まして、まして、まして、まして、産業産業産業産業・・・・雇雇雇雇用振興部と連用振興部と連用振興部と連用振興部と連携携携携いたしましていたしましていたしましていたしまして調調調調査を行いまして、事査を行いまして、事査を行いまして、事査を行いまして、事業所業所業所業所側側側側へへへへのののの働働働働きかけきかけきかけきかけ

を行っていきたいとを行っていきたいとを行っていきたいとを行っていきたいと考考考考えています。さらに、がんえています。さらに、がんえています。さらに、がんえています。さらに、がん患患患患者やその者やその者やその者やその家族家族家族家族に対しまして、に対しまして、に対しまして、に対しまして、労労労労働働働働関係関係関係関係

へへへへのののの権権権権利利利利などにつきましてわかりやすくなどにつきましてわかりやすくなどにつきましてわかりやすくなどにつきましてわかりやすく情報情報情報情報を提を提を提を提供供供供するために、平成２５年するために、平成２５年するために、平成２５年するために、平成２５年度度度度、、、、作作作作成を予成を予成を予成を予

定いたしておりますのが定いたしておりますのが定いたしておりますのが定いたしておりますのが、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称）がん）がん）がん）がん患患患患者さんのための療者さんのための療者さんのための療者さんのための療養養養養ガガガガイイイイドドドド、これにおきまして、これにおきまして、これにおきまして、これにおきまして

必必必必要な内容を要な内容を要な内容を要な内容を盛盛盛盛りりりり込込込込んでいくことにしています。んでいくことにしています。んでいくことにしています。んでいくことにしています。

３３３３点目点目点目点目、がん、がん、がん、がん教育教育教育教育でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、子子子子どものころからがんに関するどものころからがんに関するどものころからがんに関するどものころからがんに関する正正正正しい知しい知しい知しい知識識識識をををを

持持持持って、がんの予って、がんの予って、がんの予って、がんの予防防防防や、あるいはや、あるいはや、あるいはや、あるいは早期発早期発早期発早期発見見見見にににに注注注注意を意を意を意を払払払払うということや、うということや、うということや、うということや、自自自自分や、あるいは分や、あるいは分や、あるいは分や、あるいは

身近身近身近身近なななな人人人人が、がんになってもが、がんになってもが、がんになってもが、がんになっても正正正正しく理しく理しく理しく理解解解解してしてしてして向向向向き合うことをき合うことをき合うことをき合うことを目指目指目指目指していくことで、本県でしていくことで、本県でしていくことで、本県でしていくことで、本県で

はははは子子子子どもどもどもどもへへへへのがんのがんのがんのがん教育教育教育教育に関しましてに関しましてに関しましてに関しまして教育教育教育教育委員会と健康福祉部、医療政策部の委員会と健康福祉部、医療政策部の委員会と健康福祉部、医療政策部の委員会と健康福祉部、医療政策部の三三三三者が関連し者が関連し者が関連し者が関連し

ているということから、これまでも関係ているということから、これまでも関係ているということから、これまでも関係ているということから、これまでも関係課課課課がががが集集集集まりまして、それまりまして、それまりまして、それまりまして、それぞぞぞぞれのれのれのれの取組取組取組取組内容について内容について内容について内容について

情報交情報交情報交情報交換換換換を進めてまいりました。を進めてまいりました。を進めてまいりました。を進めてまいりました。教育教育教育教育委員会からは委員会からは委員会からは委員会からは保保保保健分野の健分野の健分野の健分野の授授授授業業業業におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、主主主主にににに生生生生

活習慣病活習慣病活習慣病活習慣病を予を予を予を予防防防防するというするというするというするという観観観観点点点点からからからから悪悪悪悪性性性性新生新生新生新生物と物と物と物と生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣の関係についての関係についての関係についての関係について学習学習学習学習しているとしているとしているとしていると

聞聞聞聞いておりますけれども、いておりますけれども、いておりますけれども、いておりますけれども、学習指導学習指導学習指導学習指導要要要要領領領領上では、がん上では、がん上では、がん上では、がん教育教育教育教育についての明確なについての明確なについての明確なについての明確な位位位位置づ置づ置づ置づけはなけはなけはなけはな

いということでございます。がんいということでございます。がんいということでございます。がんいということでございます。がん教育教育教育教育そのものについてそのものについてそのものについてそのものについて何何何何をををを目指目指目指目指すのか、すのか、すのか、すのか、新新新新たに議たに議たに議たに議論論論論がががが必必必必

要と要と要と要と考考考考えております。えております。えております。えております。現現現現在在在在、、、、具体的具体的具体的具体的な進めな進めな進めな進め方方方方につきましてにつきましてにつきましてにつきまして検討検討検討検討をををを深深深深めているところでござめているところでござめているところでござめているところでござ

いますけれども、平成２５いますけれども、平成２５いますけれども、平成２５いますけれども、平成２５度度度度中を中を中を中を目目目目途途途途にがんにがんにがんにがん教育教育教育教育のののの具体的具体的具体的具体的なななな目標目標目標目標設定やそのための設定やそのための設定やそのための設定やそのためのプロプロプロプロセセセセ

ススススについて明らかにした上でについて明らかにした上でについて明らかにした上でについて明らかにした上で速速速速やかに実行にやかに実行にやかに実行にやかに実行に移移移移してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。

最後に、最後に、最後に、最後に、子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸がんがんがんがんワワワワククククチチチチンの関係で、対ンの関係で、対ンの関係で、対ンの関係で、対象象象象年年年年齢齢齢齢はどうなるのか、それから、はどうなるのか、それから、はどうなるのか、それから、はどうなるのか、それから、自自自自己己己己負負負負担担担担

について、について、について、について、取取取取っているところとっているところとっているところとっているところと取取取取っていないところとあるということでごっていないところとあるということでごっていないところとあるということでごっていないところとあるということでご懸懸懸懸念念念念されておりされておりされておりされており

ました。予ました。予ました。予ました。予防防防防接接接接種種種種法法法法にににに位位位位置づ置づ置づ置づけられたということで、その中で、対けられたということで、その中で、対けられたということで、その中で、対けられたということで、その中で、対象象象象年年年年齢齢齢齢につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

法律法律法律法律が通って予が通って予が通って予が通って予防防防防接接接接種種種種法法法法施行施行施行施行令令令令の中で小の中で小の中で小の中で小学校学校学校学校６年６年６年６年生生生生から高から高から高から高校校校校１年１年１年１年生生生生とととと規規規規定されました。定されました。定されました。定されました。全全全全

国一国一国一国一律律律律になる予定とになる予定とになる予定とになる予定と聞聞聞聞いています。それから、いています。それから、いています。それから、いています。それから、自自自自己己己己負負負負担については、担については、担については、担については、先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃったったったった

ようにようにようにように９９９９割割割割交交交交付付付付税税税税措措措措置置置置になるわけですけれども、これも１０になるわけですけれども、これも１０になるわけですけれども、これも１０になるわけですけれども、これも１０割割割割取取取取っているところとっているところとっているところとっているところと取取取取ってってってって

いないところがございました。予いないところがございました。予いないところがございました。予いないところがございました。予防防防防接接接接種化種化種化種化になるわけですけれども、になるわけですけれども、になるわけですけれども、になるわけですけれども、各各各各市市市市町町町町村に村に村に村に聞聞聞聞いていていていてみみみみ

たところ、市たところ、市たところ、市たところ、市町町町町村で予算に対応する村で予算に対応する村で予算に対応する村で予算に対応する必必必必要がありますので明確な要がありますので明確な要がありますので明確な要がありますので明確な状状状状態態態態ではないのですがではないのですがではないのですがではないのですが大大大大部部部部

分の市分の市分の市分の市町町町町村では村では村では村では全額全額全額全額公公公公費費費費負負負負担するというところがほとんどでございました。担するというところがほとんどでございました。担するというところがほとんどでございました。担するというところがほとんどでございました。現現現現在在在在、、、、既既既既に行に行に行に行

われている予われている予われている予われている予防防防防接接接接種種種種というのが、というのが、というのが、というのが、費費費費用は用は用は用は取取取取れますけれども、これはれますけれども、これはれますけれども、これはれますけれども、これは全全全全部部部部公公公公費費費費でででで負負負負担されて担されて担されて担されて

いるといういるといういるといういるという状況状況状況状況の中で、このように予の中で、このように予の中で、このように予の中で、このように予防防防防接接接接種種種種法法法法にににに位位位位置づ置づ置づ置づけられますと、けられますと、けられますと、けられますと、同同同同じじじじようなようなようなような形形形形になになになにな

ろうかと思っております。なお、これまで予ろうかと思っております。なお、これまで予ろうかと思っております。なお、これまで予ろうかと思っております。なお、これまで予防防防防接接接接種種種種法法法法でででで位位位位置づ置づ置づ置づけられたものについてはけられたものについてはけられたものについてはけられたものについては交交交交
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付付付付税税税税措措措措置置置置は２は２は２は２割割割割、３、３、３、３割割割割というところでしたけれども、今回、というところでしたけれども、今回、というところでしたけれども、今回、というところでしたけれども、今回、９９９９割割割割交交交交付付付付税税税税措措措措置置置置されることにされることにされることにされることに

よって、これまで２よって、これまで２よって、これまで２よって、これまで２割割割割、３、３、３、３割割割割だった部分についてもだった部分についてもだった部分についてもだった部分についても９９９９割割割割のののの交交交交付付付付税税税税措措措措置置置置をするというをするというをするというをするという方向方向方向方向もももも

示示示示されていますので、市されていますので、市されていますので、市されていますので、市町町町町村としてはそれを当てに、村としてはそれを当てに、村としてはそれを当てに、村としてはそれを当てに、楽楽楽楽になると言ったらおかしいですけになると言ったらおかしいですけになると言ったらおかしいですけになると言ったらおかしいですけ

れども、そういうれども、そういうれども、そういうれども、そういう点点点点ではではではでは改善改善改善改善されると思っているかと思います。されると思っているかと思います。されると思っているかと思います。されると思っているかと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○太郎田女性支援課長○太郎田女性支援課長○太郎田女性支援課長○太郎田女性支援課長 女性の女性の女性の女性の就労就労就労就労について、について、について、について、基基基基本本本本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方についてのご質問をいただについてのご質問をいただについてのご質問をいただについてのご質問をいただ

いきました。女性のいきました。女性のいきました。女性のいきました。女性の就労就労就労就労につきましては、これからどんどんと進につきましては、これからどんどんと進につきましては、これからどんどんと進につきましては、これからどんどんと進みみみみます少ます少ます少ます少子子子子高高高高齢化社齢化社齢化社齢化社会の会の会の会の

中で中で中で中で働働働働くくくく世世世世代と申しますか、代と申しますか、代と申しますか、代と申しますか、労労労労働働働働力力力力がががが不足不足不足不足していくことがすぐしていくことがすぐしていくことがすぐしていくことがすぐ目目目目の前にの前にの前にの前に迫迫迫迫っております。っております。っております。っております。

そういった中で、女性のそういった中で、女性のそういった中で、女性のそういった中で、女性の潜潜潜潜在的在的在的在的なななな労労労労働働働働力力力力、今、今、今、今現現現現在在在在は職は職は職は職業業業業についておられないけれども、実についておられないけれども、実についておられないけれども、実についておられないけれども、実

際際際際はははは仕仕仕仕事をしたいと思われている多くの女性がおられる、そのような事をしたいと思われている多くの女性がおられる、そのような事をしたいと思われている多くの女性がおられる、そのような事をしたいと思われている多くの女性がおられる、そのような労労労労働働働働力力力力をををを経済経済経済経済のののの場場場場でででで

生生生生かしていただくことは、日本のかしていただくことは、日本のかしていただくことは、日本のかしていただくことは、日本の経済経済経済経済をををを活活活活性性性性化化化化するためにはするためにはするためにはするためにはぜぜぜぜひひひひともともともとも必必必必要なことであると要なことであると要なことであると要なことであると

いうこと、それともう１いうこと、それともう１いうこと、それともう１いうこと、それともう１点点点点、そのような女性が、そのような女性が、そのような女性が、そのような女性が働働働働きやすいきやすいきやすいきやすい社社社社会というのは、また会というのは、また会というのは、また会というのは、また男男男男性にと性にと性にと性にと

りましてもりましてもりましてもりましても働働働働きやすい、きやすい、きやすい、きやすい、生生生生きやすいきやすいきやすいきやすい社社社社会であることを会であることを会であることを会であることを基基基基本本本本的的的的なななな認認認認識識識識として女性のとして女性のとして女性のとして女性の就労支援就労支援就労支援就労支援

を進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいと考考考考えております。女性のえております。女性のえております。女性のえております。女性の就労就労就労就労といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、登登登登用につきましては、畭用につきましては、畭用につきましては、畭用につきましては、畭

委員おっし委員おっし委員おっし委員おっしゃゃゃゃいました、例えいました、例えいました、例えいました、例えばばばばククククオオオオータ制ということでータ制ということでータ制ということでータ制ということで割割割割合を合を合を合を割割割割り当ててり当ててり当ててり当てて強強強強制制制制的的的的にににに一一一一定の定の定の定の

率率率率までまでまでまで管管管管理理理理的的的的なななな立場立場立場立場の者をつくっていくやりの者をつくっていくやりの者をつくっていくやりの者をつくっていくやり方方方方ですとか、あるいは、ですとか、あるいは、ですとか、あるいは、ですとか、あるいは、一一一一定の定の定の定の数数数数値値値値目標目標目標目標をををを一一一一

定の定の定の定の時期時期時期時期までにまでにまでにまでに決決決決めまして、それをめまして、それをめまして、それをめまして、それを目指目指目指目指してさまざまな対策をとっていくというしてさまざまな対策をとっていくというしてさまざまな対策をとっていくというしてさまざまな対策をとっていくというゴゴゴゴール・ール・ール・ール・

アンアンアンアンドドドド・タ・タ・タ・タイイイイムテムテムテムテーーーーブブブブルルルル方方方方式式式式というやりというやりというやりというやり方方方方があろうかと思います。があろうかと思います。があろうかと思います。があろうかと思います。現現現現在在在在のののの我我我我がががが国国国国ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、

あるいは本県につきましては、例えあるいは本県につきましては、例えあるいは本県につきましては、例えあるいは本県につきましては、例えば就業率ば就業率ば就業率ば就業率ですとかですとかですとかですとか管管管管理職の理職の理職の理職の割割割割合合合合等等等等につきましてにつきましてにつきましてにつきまして数数数数値値値値目目目目

標標標標を定めて、それにを定めて、それにを定めて、それにを定めて、それに向向向向かってさまざまな対応をしていくというかってさまざまな対応をしていくというかってさまざまな対応をしていくというかってさまざまな対応をしていくというゴゴゴゴール・アンール・アンール・アンール・アンドドドド・タ・タ・タ・タイイイイムテムテムテムテ

ーーーーブブブブルルルル方方方方式式式式でのでのでのでの取取取取りりりり組み組み組み組みを進めております。そこで、女性のを進めております。そこで、女性のを進めております。そこで、女性のを進めております。そこで、女性の就業就業就業就業につきましては、畭委員につきましては、畭委員につきましては、畭委員につきましては、畭委員

もかねてからおっしもかねてからおっしもかねてからおっしもかねてからおっしゃゃゃゃっていただいていますように、っていただいていますように、っていただいていますように、っていただいていますように、Ｍ字Ｍ字Ｍ字Ｍ字のののの解解解解消消消消がががが大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題です。そのです。そのです。そのです。その

ためにはためにはためにはためにはＭ字Ｍ字Ｍ字Ｍ字のののの落落落落ちちちち込込込込みみみみでありますでありますでありますであります世世世世代についての職代についての職代についての職代についての職場場場場からのからのからのからの離離離離脱脱脱脱をとめるというをとめるというをとめるというをとめるという継継継継続就続就続就続就

労労労労、それと、、それと、、それと、、それと、一一一一たん職たん職たん職たん職場場場場をををを離離離離れられたれられたれられたれられた方方方方がががが改改改改めてめてめてめて仕仕仕仕事についていただける事についていただける事についていただける事についていただける再就再就再就再就職職職職支援支援支援支援、そ、そ、そ、そ

の２の２の２の２面面面面についてについてについてについて取取取取りりりり組み組み組み組みをするをするをするをする必必必必要があるということで、女性要があるということで、女性要があるということで、女性要があるということで、女性支援課支援課支援課支援課設設設設立立立立以以以以来、来、来、来、取取取取りりりり組組組組んんんん

でいるところでございます。その中でも、特に女性がでいるところでございます。その中でも、特に女性がでいるところでございます。その中でも、特に女性がでいるところでございます。その中でも、特に女性が積積積積極極極極的的的的ににににモモモモチチチチベベベベーーーーショショショションを高めて職ンを高めて職ンを高めて職ンを高めて職

場場場場でででで働働働働いていくためには、やはり事いていくためには、やはり事いていくためには、やはり事いていくためには、やはり事業所業所業所業所内での内での内での内でのワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンススススを進めていくこを進めていくこを進めていくこを進めていくこ

とがまず第とがまず第とがまず第とがまず第一時的一時的一時的一時的にににに必必必必要なことであろうと要なことであろうと要なことであろうと要なことであろうと認認認認識識識識をいたしておりまして、ことしもさまざまをいたしておりまして、ことしもさまざまをいたしておりまして、ことしもさまざまをいたしておりまして、ことしもさまざま

な事な事な事な事業業業業を進めてまいりましたが、平成２５年を進めてまいりましたが、平成２５年を進めてまいりましたが、平成２５年を進めてまいりましたが、平成２５年度度度度はその事はその事はその事はその事業業業業をさらに進めまして、県内事をさらに進めまして、県内事をさらに進めまして、県内事をさらに進めまして、県内事業業業業

所所所所ががががワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンススススをををを導入導入導入導入するに当たって、問するに当たって、問するに当たって、問するに当たって、問題点題点題点題点やややや疑疑疑疑問問問問点点点点としておとしておとしておとしてお持持持持ちのこちのこちのこちのこ

とをとをとをとを解解解解消消消消できるようなできるようなできるようなできるような導入導入導入導入マニマニマニマニュュュュアルをつくってアルをつくってアルをつくってアルをつくって積積積積極極極極的的的的にににに導入導入導入導入していただくとか、あるいしていただくとか、あるいしていただくとか、あるいしていただくとか、あるい
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は県内は県内は県内は県内企企企企業業業業でででで既既既既にににに幾幾幾幾つもつもつもつも先先先先進進進進的的的的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んでいただいているんでいただいているんでいただいている企企企企業業業業がございますので、そのがございますので、そのがございますので、そのがございますので、その

ようなようなようなような企企企企業業業業をををを積積積積極極極極的的的的にごにごにごにご紹紹紹紹介介介介する、あるいは実する、あるいは実する、あるいは実する、あるいは実際際際際に職に職に職に職場場場場で本当にで本当にで本当にで本当に一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命働働働働いておられるいておられるいておられるいておられる

女性の女性の女性の女性の生生生生のののの声声声声をををを紹紹紹紹介介介介するというするというするというするという活活活活動を通動を通動を通動を通じじじじててててワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンススススのののの導入導入導入導入がががが企企企企業業業業にもにもにもにも

非非非非常常常常ににににメリメリメリメリットットットットがあるということをがあるということをがあるということをがあるということを紹紹紹紹介介介介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おります。そのようなえております。そのようなえております。そのようなえております。そのような取取取取りりりり

組み組み組み組みを通を通を通を通じじじじて県内の事て県内の事て県内の事て県内の事業所業所業所業所でででで一人一人一人一人でも多くの女性に長くでも多くの女性に長くでも多くの女性に長くでも多くの女性に長く働働働働きききき続続続続けていただくことで本県のけていただくことで本県のけていただくことで本県のけていただくことで本県の

就業率就業率就業率就業率を高めるを高めるを高めるを高める方向方向方向方向にににに持持持持っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考えているところでございます。えているところでございます。えているところでございます。えているところでございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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 がん対策、特にたがん対策、特にたがん対策、特にたがん対策、特にたばばばばこ対策について、こ対策について、こ対策について、こ対策について、

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度の健康の健康の健康の健康づづづづくりくりくりくり推推推推進進進進課課課課の事の事の事の事業業業業について説明させてもらいます。１つは、たについて説明させてもらいます。１つは、たについて説明させてもらいます。１つは、たについて説明させてもらいます。１つは、たばばばばここここ

につきましては、奈良県につきましては、奈良県につきましては、奈良県につきましては、奈良県全体全体全体全体ではではではでは喫煙率喫煙率喫煙率喫煙率はははは低低低低いいいい方方方方からからからから見見見見てててて全国全国全国全国２２２２位位位位とととと減減減減少少少少傾傾傾傾向向向向にありますにありますにありますにあります

が、その中でも問が、その中でも問が、その中でも問が、その中でも問題題題題なのが、女性、特に２０なのが、女性、特に２０なのが、女性、特に２０なのが、女性、特に２０歳歳歳歳代の女性が１３代の女性が１３代の女性が１３代の女性が１３．．．．６６６６％％％％、、、、他府他府他府他府県の中でもこ県の中でもこ県の中でもこ県の中でもこ

れはれはれはれは一一一一番番番番高い高い高い高い率率率率をををを示示示示しています。２０しています。２０しています。２０しています。２０歳歳歳歳から２から２から２から２９９９９歳歳歳歳といいますと、といいますと、といいますと、といいますと、妊妊妊妊娠娠娠娠期期期期にかかりますのにかかりますのにかかりますのにかかりますの

で、平成２５年で、平成２５年で、平成２５年で、平成２５年度度度度の事の事の事の事業業業業としてはとしてはとしてはとしては妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦さんのさんのさんのさんの禁煙支援禁煙支援禁煙支援禁煙支援事事事事業業業業、これを、これを、これを、これを一一一一つつつつ目目目目玉玉玉玉に上げておに上げておに上げておに上げてお

ります。ります。ります。ります。妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦に特に特に特に特化化化化したしたしたした禁煙支援禁煙支援禁煙支援禁煙支援マニマニマニマニュュュュアル、アル、アル、アル、妊妊妊妊娠娠娠娠中の中の中の中の喫煙喫煙喫煙喫煙によるによるによるによる胎胎胎胎児児児児、、、、子子子子どもどもどもどもへへへへのののの影影影影

響響響響、どれだけ、どれだけ、どれだけ、どれだけ悪悪悪悪いかということをいかということをいかということをいかということを科科科科学的学的学的学的ななななエエエエビデビデビデビデンンンンススススをたくさんをたくさんをたくさんをたくさん入入入入れたマニれたマニれたマニれたマニュュュュアルをアルをアルをアルを作作作作成成成成

いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦がががが妊妊妊妊娠届娠届娠届娠届を出しに行かれる市を出しに行かれる市を出しに行かれる市を出しに行かれる市町町町町村の村の村の村の保保保保健健健健師師師師さんや、もしくはさんや、もしくはさんや、もしくはさんや、もしくは産婦人産婦人産婦人産婦人

科科科科、、、、必必必必ず行かれますから、そこのず行かれますから、そこのず行かれますから、そこのず行かれますから、そこの産婦人産婦人産婦人産婦人科科科科にこのマニにこのマニにこのマニにこのマニュュュュアルをおアルをおアルをおアルをお渡渡渡渡しして、そこでこういしして、そこでこういしして、そこでこういしして、そこでこうい

うううう指導指導指導指導をしてくださいというをしてくださいというをしてくださいというをしてくださいという研修研修研修研修を行いまして、を行いまして、を行いまして、を行いまして、産産産産科科科科のお医者さんや、それから市のお医者さんや、それから市のお医者さんや、それから市のお医者さんや、それから市町町町町村の村の村の村の

保保保保健健健健師師師師を通を通を通を通じじじじてててて妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦のののの禁煙禁煙禁煙禁煙をををを支援支援支援支援しましょうというのが１しましょうというのが１しましょうというのが１しましょうというのが１点点点点、もう、もう、もう、もう一一一一つは、たつは、たつは、たつは、たばばばばこのこのこのこの喫喫喫喫

煙煙煙煙ですが、ですが、ですが、ですが、未未未未成年者の成年者の成年者の成年者の喫煙喫煙喫煙喫煙者も者も者も者も相相相相変変変変わらずわらずわらずわらず一一一一定定定定数数数数おります。おります。おります。おります。未未未未成年者の成年者の成年者の成年者の場場場場合、た合、た合、た合、たばばばばこをこをこをこを吸吸吸吸

いいいい始始始始めますと、めますと、めますと、めますと、大人大人大人大人にににに比比比比べべべべてててて早早早早く中く中く中く中毒毒毒毒症状症状症状症状になる。なかなかやめられないということもあになる。なかなかやめられないということもあになる。なかなかやめられないということもあになる。なかなかやめられないということもあ

りますので、平成２５年りますので、平成２５年りますので、平成２５年りますので、平成２５年度度度度、、、、北北北北和和和和地域地域地域地域、中和、中和、中和、中和地域地域地域地域、南和、南和、南和、南和地域地域地域地域、３、３、３、３カカカカ所所所所にににに未未未未成年者特成年者特成年者特成年者特有有有有のののの禁禁禁禁

煙相談煙相談煙相談煙相談窓口窓口窓口窓口を設けます。ここにはを設けます。ここにはを設けます。ここにはを設けます。ここにはドドドドクターを配クターを配クターを配クターを配置置置置いたしまして、そこいたしまして、そこいたしまして、そこいたしまして、そこへ学校へ学校へ学校へ学校なりもしくはなりもしくはなりもしくはなりもしくは

保保保保健健健健所所所所、もちろん本、もちろん本、もちろん本、もちろん本人人人人からでもいいのですが、そこから連絡をからでもいいのですが、そこから連絡をからでもいいのですが、そこから連絡をからでもいいのですが、そこから連絡を入入入入れてもらいますと、予れてもらいますと、予れてもらいますと、予れてもらいますと、予約約約約

制で制で制で制で禁煙相談禁煙相談禁煙相談禁煙相談が受けられ、が受けられ、が受けられ、が受けられ、ドドドドクターからクターからクターからクターから禁煙支援禁煙支援禁煙支援禁煙支援をしていただくと、この２をしていただくと、この２をしていただくと、この２をしていただくと、この２点点点点を平成２５を平成２５を平成２５を平成２５

年年年年度度度度に実施する予定であります。に実施する予定であります。に実施する予定であります。に実施する予定であります。

それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点、、、、在宅在宅在宅在宅歯科歯科歯科歯科診診診診療の予療の予療の予療の予防防防防のののの方方方方ですが、本県では平成２３年のですが、本県では平成２３年のですが、本県では平成２３年のですが、本県では平成２３年の秋秋秋秋から奈良から奈良から奈良から奈良

県と後県と後県と後県と後期期期期高高高高齢齢齢齢者医療広者医療広者医療広者医療広域域域域連合との連合との連合との連合との共同共同共同共同事事事事業業業業といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、在宅在宅在宅在宅の高の高の高の高齢齢齢齢者を対者を対者を対者を対象象象象にいたしにいたしにいたしにいたし

ましたましたましたました歯科歯科歯科歯科健健健健診診診診、また、また、また、また口腔口腔口腔口腔指導指導指導指導、これは、これは、これは、これはドドドドクターとかクターとかクターとかクターとか歯科歯科歯科歯科衛衛衛衛生生生生士士士士がががが各各各各市市市市町町町町村に出村に出村に出村に出向向向向いていいていいていいてい

ってってってって公公公公民民民民館館館館等等等等で高で高で高で高齢齢齢齢者の者の者の者の方方方方におにおにおにお集集集集まり願って、そこでまり願って、そこでまり願って、そこでまり願って、そこで歯科歯科歯科歯科健健健健診診診診、、、、口腔口腔口腔口腔指導指導指導指導を行っておりまを行っておりまを行っておりまを行っておりま

す。ちなす。ちなす。ちなす。ちなみみみみに、平成２４年に、平成２４年に、平成２４年に、平成２４年度度度度は１３市は１３市は１３市は１３市町町町町村に行かせてもらいまして２６回この村に行かせてもらいまして２６回この村に行かせてもらいまして２６回この村に行かせてもらいまして２６回この教教教教室室室室的的的的なもなもなもなも
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のを開のを開のを開のを開催催催催し、４４０し、４４０し、４４０し、４４０人人人人のののの方方方方にににに歯科歯科歯科歯科保保保保健健健健指導指導指導指導をいたしました。このをいたしました。このをいたしました。このをいたしました。この方々方々方々方々はははは公公公公民民民民館館館館まで来れるまで来れるまで来れるまで来れる

方々方々方々方々で、で、で、で、在宅在宅在宅在宅で外で外で外で外へへへへ出られない出られない出られない出られない方方方方のののの口腔口腔口腔口腔指導指導指導指導という問という問という問という問題題題題はははは残残残残っております。これにつきまっております。これにつきまっております。これにつきまっております。これにつきま

しては、平成２４年しては、平成２４年しては、平成２４年しては、平成２４年度度度度中に策定しようとしております奈良県なら中に策定しようとしております奈良県なら中に策定しようとしております奈良県なら中に策定しようとしております奈良県なら歯歯歯歯とととと口腔口腔口腔口腔の健康の健康の健康の健康づづづづくりくりくりくり計計計計

画画画画の中におきましても、の中におきましても、の中におきましても、の中におきましても、歯科口腔歯科口腔歯科口腔歯科口腔保保保保健健健健指導指導指導指導などが受けにくいなどが受けにくいなどが受けにくいなどが受けにくい環境環境環境環境のののの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃるといるといるといるとい

うこと、そしてそれについてはうこと、そしてそれについてはうこと、そしてそれについてはうこと、そしてそれについては歯科歯科歯科歯科衛衛衛衛生生生生士士士士等等等等のののの人材人材人材人材がががが不足不足不足不足しているということをしているということをしているということをしているということを課題課題課題課題としとしとしとし

てててて認認認認識識識識しておりまして、まずしておりまして、まずしておりまして、まずしておりまして、まず人材育人材育人材育人材育成、成、成、成、養養養養成から成から成から成から入入入入っていこうというっていこうというっていこうというっていこうという取取取取りりりり組み組み組み組みをををを計画計画計画計画の中の中の中の中

にもにもにもにも挙挙挙挙げさせてもらいまして、げさせてもらいまして、げさせてもらいまして、げさせてもらいまして、プラプラプラプランとしてはンとしてはンとしてはンとしては持持持持っております。っております。っております。っております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○角田子育て支援課長○角田子育て支援課長○角田子育て支援課長○角田子育て支援課長 市市市市町町町町村におきます村におきます村におきます村におきます子子子子どもどもどもども子子子子育育育育て会議の設て会議の設て会議の設て会議の設置置置置予定のお予定のお予定のお予定のお尋尋尋尋ねでございねでございねでございねでござい

ます。ます。ます。ます。現現現現在在在在、まだほとんどの市、まだほとんどの市、まだほとんどの市、まだほとんどの市町町町町村が村が村が村が検討検討検討検討中の中の中の中の段階段階段階段階でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、先先先先日、２月の日、２月の日、２月の日、２月の末末末末に市に市に市に市

町町町町村の担当者を村の担当者を村の担当者を村の担当者を集集集集めまして申めまして申めまして申めまして申請等請等請等請等の説明会を実施したところでございます。市の説明会を実施したところでございます。市の説明会を実施したところでございます。市の説明会を実施したところでございます。市町町町町村が村が村が村がスムスムスムスム

ーーーーズズズズにににに新新新新制制制制度度度度移移移移行行行行へへへへのののの準準準準備備備備ができますように、ができますように、ができますように、ができますように、引引引引きききき続続続続きききき国国国国からのからのからのからの情報情報情報情報提提提提供並び供並び供並び供並びに県からのに県からのに県からのに県からの

助助助助言をしていきたいと言をしていきたいと言をしていきたいと言をしていきたいと現現現現在考在考在考在考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長 在宅在宅在宅在宅歯科歯科歯科歯科の医療の関係の今のの医療の関係の今のの医療の関係の今のの医療の関係の今の状況状況状況状況についてご答弁をさせていたについてご答弁をさせていたについてご答弁をさせていたについてご答弁をさせていた

だきます。高だきます。高だきます。高だきます。高齢齢齢齢者の健康を者の健康を者の健康を者の健康を守守守守るには、るには、るには、るには、食食食食事や会話といった事や会話といった事や会話といった事や会話といった口腔口腔口腔口腔機能機能機能機能のののの維持向維持向維持向維持向上が上が上が上が必必必必要でご要でご要でご要でご

ざいます。それで、奈良県としましては、県のざいます。それで、奈良県としましては、県のざいます。それで、奈良県としましては、県のざいます。それで、奈良県としましては、県の歯科歯科歯科歯科医医医医師師師師会で、会で、会で、会で、国国国国からの事からの事からの事からの事業業業業ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、

在宅在宅在宅在宅歯科歯科歯科歯科医療連医療連医療連医療連携携携携室という事室という事室という事室という事業業業業がございまして、平成２２年からがございまして、平成２２年からがございまして、平成２２年からがございまして、平成２２年から取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる次次次次第でご第でご第でご第でご

ざいます。実ざいます。実ざいます。実ざいます。実績績績績といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、歯科歯科歯科歯科医医医医師師師師会から平成２２年会から平成２２年会から平成２２年会から平成２２年度度度度は４件、また平成２３年は４件、また平成２３年は４件、また平成２３年は４件、また平成２３年度度度度

２２２２７７７７件ということ、平成２４年件ということ、平成２４年件ということ、平成２４年件ということ、平成２４年度度度度、今、今、今、今現現現現在在在在ですけれども１ですけれども１ですけれども１ですけれども１８８８８件程件程件程件程度度度度、、、、在宅在宅在宅在宅のののの方方方方でででで歯科歯科歯科歯科の治の治の治の治

療をしていただいているという療をしていただいているという療をしていただいているという療をしていただいているという状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱 それでは、それでは、それでは、それでは、メメメメディディディディカカカカルルルルババババーーーーススススセンターのセンターのセンターのセンターの利利利利

用用用用状況状況状況状況についてご説明をさせていただきます。畭委員からごについてご説明をさせていただきます。畭委員からごについてご説明をさせていただきます。畭委員からごについてご説明をさせていただきます。畭委員からご紹紹紹紹介介介介いただいたとおり、このいただいたとおり、このいただいたとおり、このいただいたとおり、この

１月で１月で１月で１月でメメメメディディディディカカカカルルルルババババーーーーススススセンターは、２年センターは、２年センターは、２年センターは、２年経経経経過過過過をさせていただきました。申すまでもなく、をさせていただきました。申すまでもなく、をさせていただきました。申すまでもなく、をさせていただきました。申すまでもなく、

中南和中南和中南和中南和地域地域地域地域でででで正正正正常経常経常経常経過過過過をたどったをたどったをたどったをたどった妊婦妊婦妊婦妊婦さんがさんがさんがさんが安心安心安心安心して出して出して出して出産産産産をしていただけるをしていただけるをしていただけるをしていただける場場場場として開設として開設として開設として開設

をいたしますとをいたしますとをいたしますとをいたしますと同時同時同時同時に、に、に、に、助産助産助産助産師師師師ののののススススキキキキルアルアルアルアッッッッププププのののの場場場場としてごとしてごとしてごとしてご利利利利用いただくということです用いただくということです用いただくということです用いただくということです

けれども、けれども、けれども、けれども、立立立立ち上げ当ち上げ当ち上げ当ち上げ当初初初初は月間３件、６件という分は月間３件、６件という分は月間３件、６件という分は月間３件、６件という分娩娩娩娩のののの数数数数ででででススススタータータータートトトトをさせていただきまをさせていただきまをさせていただきまをさせていただきま

して、して、して、して、現現現現在在在在は平は平は平は平均均均均してしてしてして毎毎毎毎月月月月７７７７～～～～８８８８件から１０件程件から１０件程件から１０件程件から１０件程度度度度の分の分の分の分娩娩娩娩をこちらでごをこちらでごをこちらでごをこちらでご利利利利用いただいてい用いただいてい用いただいてい用いただいてい

るるるる状況状況状況状況にございます。にございます。にございます。にございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 うつうつうつうつ病病病病に関しては、平成２４年、に関しては、平成２４年、に関しては、平成２４年、に関しては、平成２４年、沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県立立立立総合総合総合総合精精精精神神神神保保保保健福祉センターの健福祉センターの健福祉センターの健福祉センターの所所所所長を長を長を長を

招招招招いていていていて研修研修研修研修会をされたと会をされたと会をされたと会をされたと聞聞聞聞いております。今回、かかりつけ医といております。今回、かかりつけ医といております。今回、かかりつけ医といております。今回、かかりつけ医と精精精精神神神神科科科科、かかりつけ医と、かかりつけ医と、かかりつけ医と、かかりつけ医と

いうのはいうのはいうのはいうのは一一一一番番番番うつのうつのうつのうつの方方方方が来られるところですので、そことが来られるところですので、そことが来られるところですので、そことが来られるところですので、そこと精精精精神神神神科科科科との連との連との連との連携携携携をされるというをされるというをされるというをされるという
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ことですが、平成２４年のことですが、平成２４年のことですが、平成２４年のことですが、平成２４年の先生先生先生先生に来ていただいたに来ていただいたに来ていただいたに来ていただいた研修研修研修研修会を受けて、多分会を受けて、多分会を受けて、多分会を受けて、多分先生先生先生先生の話の内容はの話の内容はの話の内容はの話の内容は

集集集集団団団団のののの認認認認知行動療知行動療知行動療知行動療法法法法、、、、デデデデイイイイケケケケアのアのアのアの取取取取りりりり組み組み組み組みだったと思いますので、要するに、だったと思いますので、要するに、だったと思いますので、要するに、だったと思いますので、要するに、患患患患者さん者さん者さん者さん自自自自

身身身身に対してに対してに対してに対して集集集集団団団団で治療ができるようなで治療ができるようなで治療ができるようなで治療ができるような体体体体制を制を制を制を何何何何とかとかとかとか考考考考えていただきたいと思うのです。そえていただきたいと思うのです。そえていただきたいと思うのです。そえていただきたいと思うのです。そ

れれれれぞぞぞぞれのお医者さんがれのお医者さんがれのお医者さんがれのお医者さんが認認認認知行動療知行動療知行動療知行動療法法法法を、を、を、を、沖縄沖縄沖縄沖縄県の県の県の県の所所所所長からいろいろお話があったと思いま長からいろいろお話があったと思いま長からいろいろお話があったと思いま長からいろいろお話があったと思いま

すが、それはすが、それはすが、それはすが、それは精精精精神神神神科科科科医の医の医の医の方方方方がががが患患患患者さんにすることはもちろんでございますが、うつ者さんにすることはもちろんでございますが、うつ者さんにすることはもちろんでございますが、うつ者さんにすることはもちろんでございますが、うつ病病病病のののの軽軽軽軽

いいいい方方方方がががが集集集集団団団団ででででデデデデイイイイケケケケアアアア的的的的に療に療に療に療法法法法をやるというのもをやるというのもをやるというのもをやるというのも効果効果効果効果があったと言われたと思いますので、があったと言われたと思いますので、があったと言われたと思いますので、があったと言われたと思いますので、

やはりやはりやはりやはり早期早期早期早期対応、対応、対応、対応、早期早期早期早期治療が治療が治療が治療が大大大大事だと思います。そういった事だと思います。そういった事だと思います。そういった事だと思います。そういった方向方向方向方向もももも考考考考えていただきたいとえていただきたいとえていただきたいとえていただきたいと

いうことをお願いをしておきます。いうことをお願いをしておきます。いうことをお願いをしておきます。いうことをお願いをしておきます。考考考考えられることがもしあったらおえられることがもしあったらおえられることがもしあったらおえられることがもしあったらお返返返返事いただきたいで事いただきたいで事いただきたいで事いただきたいで

すが、今のところすが、今のところすが、今のところすが、今のところ考考考考えていないのであれえていないのであれえていないのであれえていないのであればばばば、お、お、お、お返返返返事は結事は結事は結事は結構構構構でございます。お答えください。でございます。お答えください。でございます。お答えください。でございます。お答えください。

それから、がんについてはわかりました。しっかりとそれから、がんについてはわかりました。しっかりとそれから、がんについてはわかりました。しっかりとそれから、がんについてはわかりました。しっかりと取取取取りりりり組組組組んでいただきたいと思いまんでいただきたいと思いまんでいただきたいと思いまんでいただきたいと思いま

す。がんの対策室があれす。がんの対策室があれす。がんの対策室があれす。がんの対策室があればばばばいいなと思うのです。いろいろお答えをいいなと思うのです。いろいろお答えをいいなと思うのです。いろいろお答えをいいなと思うのです。いろいろお答えをみみみみていても、３つはそていても、３つはそていても、３つはそていても、３つはそ

ちらで１つはこちらでということで、ちらで１つはこちらでということで、ちらで１つはこちらでということで、ちらで１つはこちらでということで、何何何何か、私たち、このことはどちらか、私たち、このことはどちらか、私たち、このことはどちらか、私たち、このことはどちらへへへへ言っていいのか言っていいのか言っていいのか言っていいのか

わからないときがあるのです。それはわからないときがあるのです。それはわからないときがあるのです。それはわからないときがあるのです。それは適適適適当に言え当に言え当に言え当に言えばばばばそちらがそちらがそちらがそちらが判断判断判断判断してくださるのですが、してくださるのですが、してくださるのですが、してくださるのですが、

やはりがん対策ということをやろうと思えやはりがん対策ということをやろうと思えやはりがん対策ということをやろうと思えやはりがん対策ということをやろうと思えばばばば、最、最、最、最低低低低限限限限一一一一緒緒緒緒になった室があってもいい、室になった室があってもいい、室になった室があってもいい、室になった室があってもいい、室

ではなくてもいいですが、がん対策というではなくてもいいですが、がん対策というではなくてもいいですが、がん対策というではなくてもいいですが、がん対策という何何何何か１つのか１つのか１つのか１つの組織組織組織組織があれがあれがあれがあればばばばいいと私いいと私いいと私いいと私自自自自身身身身はははは感じ感じ感じ感じてててて

おりますので申し上げておきます。おりますので申し上げておきます。おりますので申し上げておきます。おりますので申し上げておきます。

女性の女性の女性の女性の就労就労就労就労につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、人人人人口減口減口減口減少の中で女性少の中で女性少の中で女性少の中で女性労労労労働働働働力力力力がががが必必必必要になってくるということ要になってくるということ要になってくるということ要になってくるということ

でございますが、もちろんそうでございますし、またでございますが、もちろんそうでございますし、またでございますが、もちろんそうでございますし、またでございますが、もちろんそうでございますし、また男男男男性性性性自自自自身身身身もその職もその職もその職もその職場場場場だけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、

家家家家庭庭庭庭人人人人でありでありでありであり地域人地域人地域人地域人であるという、１であるという、１であるという、１であるという、１人人人人三三三三役役役役というというというという力力力力をををを発発発発揮揮揮揮することで、職することで、職することで、職することで、職場場場場のののの活活活活性性性性化化化化、、、、

社社社社会の会の会の会の活活活活性性性性化化化化につながるのではないかと思っているのですが、そういうことだけ申し上げにつながるのではないかと思っているのですが、そういうことだけ申し上げにつながるのではないかと思っているのですが、そういうことだけ申し上げにつながるのではないかと思っているのですが、そういうことだけ申し上げ

ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

在宅在宅在宅在宅歯科歯科歯科歯科につきましては、私、たまたまにつきましては、私、たまたまにつきましては、私、たまたまにつきましては、私、たまたま歯科歯科歯科歯科衛衛衛衛生生生生士士士士が、要するにが、要するにが、要するにが、要するに介介介介護の護の護の護の方方方方から連絡を受から連絡を受から連絡を受から連絡を受

けて、けて、けて、けて、家家家家にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃるおるおるおるおじじじじいちいちいちいちゃゃゃゃん、おん、おん、おん、おばばばばあちあちあちあちゃゃゃゃんのんのんのんの歯科歯科歯科歯科とととと口腔口腔口腔口腔内の予内の予内の予内の予防防防防、、、、口口口口の動きとの動きとの動きとの動きと

かかかか飲飲飲飲みみみみ込込込込みみみみ、、、、嚥嚥嚥嚥下下下下とか含めていろいろなとか含めていろいろなとか含めていろいろなとか含めていろいろな指導指導指導指導をしていらっしをしていらっしをしていらっしをしていらっしゃゃゃゃるという話をるという話をるという話をるという話を聞聞聞聞いたので、いたので、いたので、いたので、

これはいいことだと思って、県内でどれぐらいそういう動きがあるのかおこれはいいことだと思って、県内でどれぐらいそういう動きがあるのかおこれはいいことだと思って、県内でどれぐらいそういう動きがあるのかおこれはいいことだと思って、県内でどれぐらいそういう動きがあるのかお尋尋尋尋ねしたのです。ねしたのです。ねしたのです。ねしたのです。

ですから、治療に来られるですから、治療に来られるですから、治療に来られるですから、治療に来られる方方方方も高も高も高も高齢齢齢齢者につきましては者につきましては者につきましては者につきましては一一一一部だと思います。だんだんと年部だと思います。だんだんと年部だと思います。だんだんと年部だと思います。だんだんと年齢齢齢齢

がががが重重重重なると来れなくなってくる事なると来れなくなってくる事なると来れなくなってくる事なると来れなくなってくる事情情情情がございますので、そういった治療をがございますので、そういった治療をがございますので、そういった治療をがございますので、そういった治療を補補補補佐佐佐佐する意味でする意味でする意味でする意味で

のののの歯科口腔歯科口腔歯科口腔歯科口腔の予の予の予の予防防防防というというというという観観観観点点点点から、から、から、から、歯科歯科歯科歯科衛衛衛衛生生生生士士士士さんが、さんが、さんが、さんが、人人人人数数数数が少ないということでございが少ないということでございが少ないということでございが少ないということでござい

ますが、ますが、ますが、ますが、潜潜潜潜在的在的在的在的なななな人人人人もももも掘掘掘掘りりりり起起起起こしていただいて、こしていただいて、こしていただいて、こしていただいて、在宅へ在宅へ在宅へ在宅へのののの歯科歯科歯科歯科訪訪訪訪問、問、問、問、歯科歯科歯科歯科予予予予防防防防と、と、と、と、口腔口腔口腔口腔予予予予

防防防防というものを、これはというものを、これはというものを、これはというものを、これは必必必必要だな、要だな、要だな、要だな、大大大大事だなと思った事だなと思った事だなと思った事だなと思った次次次次第でございますので、今後県とし第でございますので、今後県とし第でございますので、今後県とし第でございますので、今後県とし
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てもまたてもまたてもまたてもまた考考考考えてえてえてえて検討検討検討検討していただきたいと思います。これは高していただきたいと思います。これは高していただきたいと思います。これは高していただきたいと思います。これは高齢齢齢齢者だけではなく、者だけではなく、者だけではなく、者だけではなく、子子子子どもたどもたどもたどもた

ちちちちへへへへも結も結も結も結構構構構、今、、今、、今、、今、子子子子どもどもどもども子子子子育育育育て広て広て広て広場場場場にそういうにそういうにそういうにそういう歯科歯科歯科歯科衛衛衛衛生生生生士士士士さんが行っていろいろおさんが行っていろいろおさんが行っていろいろおさんが行っていろいろお母母母母さんさんさんさん

にににに歯歯歯歯のののの磨磨磨磨きききき方方方方だとか、だとか、だとか、だとか、子子子子どもたちどもたちどもたちどもたちへへへへのののの歯歯歯歯のののの指導指導指導指導をしておられるということもをしておられるということもをしておられるということもをしておられるということも聞聞聞聞きましたのきましたのきましたのきましたの

で、で、で、で、大大大大事なことだと思いますので、そういったことも今後事なことだと思いますので、そういったことも今後事なことだと思いますので、そういったことも今後事なことだと思いますので、そういったことも今後検討検討検討検討していただきたいと思いましていただきたいと思いましていただきたいと思いましていただきたいと思いま

す。す。す。す。

こどもこどもこどもこども子子子子育育育育て会議についてはて会議についてはて会議についてはて会議については全全全全市市市市町町町町村が村が村が村が立立立立ち上がるように、また県にお願いをしたいとち上がるように、また県にお願いをしたいとち上がるように、また県にお願いをしたいとち上がるように、また県にお願いをしたいと

思います。思います。思います。思います。

メメメメディディディディカカカカルルルルババババーーーーススススセンターでの分センターでの分センターでの分センターでの分娩娩娩娩数数数数は、月には、月には、月には、月に７７７７件から１０件ということですが、件から１０件ということですが、件から１０件ということですが、件から１０件ということですが、満満満満室室室室

になっているのですか。県になっているのですか。県になっているのですか。県になっているのですか。県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学のののの附属附属附属附属病病病病院院院院の中にあるということで、まだ２年ぐらの中にあるということで、まだ２年ぐらの中にあるということで、まだ２年ぐらの中にあるということで、まだ２年ぐら

いですし、やはりいですし、やはりいですし、やはりいですし、やはり何何何何かかかか一般正一般正一般正一般正常常常常分分分分娩娩娩娩のののの人人人人が余りごが余りごが余りごが余りご存じ存じ存じ存じないのではないかと思いますので、ないのではないかと思いますので、ないのではないかと思いますので、ないのではないかと思いますので、

もっともっともっともっと何何何何かかかか宣伝宣伝宣伝宣伝できませんか。できませんか。できませんか。できませんか。民民民民間を間を間を間を圧迫圧迫圧迫圧迫することになりますか、どうですかね。することになりますか、どうですかね。することになりますか、どうですかね。することになりますか、どうですかね。助産助産助産助産師師師師

による出による出による出による出産産産産ということで、ということで、ということで、ということで、助産助産助産助産師師師師のののの活活活活用も含めて県でつくっていただいたのですが、これ用も含めて県でつくっていただいたのですが、これ用も含めて県でつくっていただいたのですが、これ用も含めて県でつくっていただいたのですが、これ

がもう少しがもう少しがもう少しがもう少し繁盛繁盛繁盛繁盛するように、いかがでございましょう。また県としてもするように、いかがでございましょう。また県としてもするように、いかがでございましょう。また県としてもするように、いかがでございましょう。また県としても考考考考えていただいて、えていただいて、えていただいて、えていただいて、

私たちも私たちも私たちも私たちも宣伝宣伝宣伝宣伝しますけれども、本当広い部しますけれども、本当広い部しますけれども、本当広い部しますけれども、本当広い部屋屋屋屋で、で、で、で、家族家族家族家族が来てもが来てもが来てもが来ても一一一一緒緒緒緒にににに泊泊泊泊まれるような部まれるような部まれるような部まれるような部屋屋屋屋

の広さですし、もう少しの広さですし、もう少しの広さですし、もう少しの広さですし、もう少し宣伝宣伝宣伝宣伝をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。

子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸がんのがんのがんのがんのワワワワククククチチチチンについては今お答えいただいたのですが、ンについては今お答えいただいたのですが、ンについては今お答えいただいたのですが、ンについては今お答えいただいたのですが、９９９９割割割割はははは普普普普通通通通交交交交付付付付税税税税措措措措置置置置

になりますが、あと、１になりますが、あと、１になりますが、あと、１になりますが、あと、１割割割割については、これまでの予については、これまでの予については、これまでの予については、これまでの予防ワ防ワ防ワ防ワククククチチチチンについてはほとんど、こンについてはほとんど、こンについてはほとんど、こンについてはほとんど、こ

れは予れは予れは予れは予防防防防接接接接種種種種法法法法からいくとからいくとからいくとからいくと一一一一部部部部自自自自己己己己負負負負担があってもいいと担があってもいいと担があってもいいと担があってもいいと書書書書いてありますが、ほとんど今いてありますが、ほとんど今いてありますが、ほとんど今いてありますが、ほとんど今

までのまでのまでのまでのワワワワククククチチチチンについてはンについてはンについてはンについては無無無無料料料料だと、だと、だと、だと、全額全額全額全額公公公公費費費費負負負負担だとおっし担だとおっし担だとおっし担だとおっしゃゃゃゃいましたが、このいましたが、このいましたが、このいましたが、この子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸

がんがんがんがんワワワワククククチチチチンについてどうなのかを最後、もうンについてどうなのかを最後、もうンについてどうなのかを最後、もうンについてどうなのかを最後、もう一一一一回お回お回お回お伺伺伺伺いしたいと思います。対いしたいと思います。対いしたいと思います。対いしたいと思います。対象象象象年年年年齢齢齢齢も、も、も、も、

小小小小学校学校学校学校６年６年６年６年生生生生から高から高から高から高校校校校１年１年１年１年生生生生までということですが、では、今やっている市までということですが、では、今やっている市までということですが、では、今やっている市までということですが、では、今やっている市町町町町村というの村というの村というの村というの

は、ほとんど中は、ほとんど中は、ほとんど中は、ほとんど中学校学校学校学校１年１年１年１年生生生生からやっていらっしからやっていらっしからやっていらっしからやっていらっしゃゃゃゃると思うのですけれど、その年ると思うのですけれど、その年ると思うのですけれど、その年ると思うのですけれど、その年齢齢齢齢幅幅幅幅はどはどはどはど

うなのですか。今まで通りですか、それともまたうなのですか。今まで通りですか、それともまたうなのですか。今まで通りですか、それともまたうなのですか。今まで通りですか、それともまた変更変更変更変更できるのですか。それは市できるのですか。それは市できるのですか。それは市できるのですか。それは市町町町町村で村で村で村で決決決決

めるのですか。今までとめるのですか。今までとめるのですか。今までとめるのですか。今までと何何何何もももも変変変変わらないのですか。それとも、予わらないのですか。それとも、予わらないのですか。それとも、予わらないのですか。それとも、予防防防防接接接接種種種種法法法法になるになるになるになる時点時点時点時点でででで何何何何

かもうかもうかもうかもう一一一一回回回回変更可変更可変更可変更可能能能能ですかということをおですかということをおですかということをおですかということをお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

○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 畭委員は県で畭委員は県で畭委員は県で畭委員は県で集集集集団団団団認認認認知行動療知行動療知行動療知行動療法法法法をやったらどうですかということををやったらどうですかということををやったらどうですかということををやったらどうですかということを

前からもおっし前からもおっし前からもおっし前からもおっしゃゃゃゃっていました。確かにっていました。確かにっていました。確かにっていました。確かに沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県立立立立総合総合総合総合精精精精神神神神保保保保健福祉センターの健福祉センターの健福祉センターの健福祉センターの所所所所長さんに長さんに長さんに長さんに

来ていただいて、やっておられる実来ていただいて、やっておられる実来ていただいて、やっておられる実来ていただいて、やっておられる実際際際際をををを学び学び学び学びました。それで、ました。それで、ました。それで、ました。それで、非非非非常常常常にににに有有有有用だということで、用だということで、用だということで、用だということで、

研修研修研修研修を受けたを受けたを受けたを受けた人人人人のののの反反反反応も応も応も応も非非非非常常常常にいいということでありました。しかしながら、県がにいいということでありました。しかしながら、県がにいいということでありました。しかしながら、県がにいいということでありました。しかしながら、県がみみみみずかずかずかずか

らやったらどうですかという話と、今らやったらどうですかという話と、今らやったらどうですかという話と、今らやったらどうですかという話と、今現現現現在在在在、県の、県の、県の、県の精精精精神神神神保保保保健福祉センターのあり健福祉センターのあり健福祉センターのあり健福祉センターのあり方方方方のことものことものことものことも
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あるのですけれど、今まだあるのですけれど、今まだあるのですけれど、今まだあるのですけれど、今まだ専専専専属属属属のののの精精精精神神神神科科科科のののの所所所所長もまだおられない長もまだおられない長もまだおられない長もまだおられない状状状状態態態態でございまして、畭でございまして、畭でございまして、畭でございまして、畭

委員のご提案は委員のご提案は委員のご提案は委員のご提案は十十十十分分分分踏踏踏踏まえておりますけれども、今後のまえておりますけれども、今後のまえておりますけれども、今後のまえておりますけれども、今後の課題課題課題課題ということで今のところ答えということで今のところ答えということで今のところ答えということで今のところ答え

させてもらいたいと思っております。させてもらいたいと思っております。させてもらいたいと思っております。させてもらいたいと思っております。

それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点、、、、子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸がんがんがんがんワワワワククククチチチチンについてはっきり言いなさいということでしたンについてはっきり言いなさいということでしたンについてはっきり言いなさいということでしたンについてはっきり言いなさいということでした

が、が、が、が、一一一一つ、１つ、１つ、１つ、１割負割負割負割負担のことですが、少し担のことですが、少し担のことですが、少し担のことですが、少し聞聞聞聞いていていていてみみみみますと、ますと、ますと、ますと、大大大大部分部分部分部分先先先先程言いましたが、程言いましたが、程言いましたが、程言いましたが、生生生生駒駒駒駒

市市市市以以以以外は外は外は外は全額全額全額全額公公公公費費費費負負負負担をすると担をすると担をすると担をすると伺伺伺伺っています。ですから、今まで１っています。ですから、今まで１っています。ですから、今まで１っています。ですから、今まで１割割割割取取取取っていたところがっていたところがっていたところがっていたところが

１５市１５市１５市１５市町町町町村あったのですが、１つのところを村あったのですが、１つのところを村あったのですが、１つのところを村あったのですが、１つのところを除除除除いてはもういてはもういてはもういてはもう自自自自己己己己負負負負担を担を担を担を取取取取らずに実施するとらずに実施するとらずに実施するとらずに実施すると

伺伺伺伺っています。それは、市っています。それは、市っています。それは、市っています。それは、市町町町町村の予算の関係もありますので確定ではないですが、そのよ村の予算の関係もありますので確定ではないですが、そのよ村の予算の関係もありますので確定ではないですが、そのよ村の予算の関係もありますので確定ではないですが、そのよ

うにうにうにうに聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。

それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点、対、対、対、対象象象象年年年年齢齢齢齢の話がありました。の話がありました。の話がありました。の話がありました。先先先先ほど申し上げましたように、６年ほど申し上げましたように、６年ほど申し上げましたように、６年ほど申し上げましたように、６年生生生生

から高から高から高から高校校校校１年１年１年１年生生生生とととと一一一一律律律律になるということですけれど、少しになるということですけれど、少しになるということですけれど、少しになるということですけれど、少し聞聞聞聞いていていていてみみみみますと、中ますと、中ますと、中ますと、中学校学校学校学校１年１年１年１年生生生生

の間をの間をの間をの間を標標標標準準準準的的的的なななな接接接接種期種期種期種期間にする予定だと間にする予定だと間にする予定だと間にする予定だと聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。一一一一定の間をあけながら定の間をあけながら定の間をあけながら定の間をあけながら接接接接種種種種するこするこするこするこ

とになりますので３とになりますので３とになりますので３とになりますので３カカカカ月要りますけれど、間をあけて、３回月要りますけれど、間をあけて、３回月要りますけれど、間をあけて、３回月要りますけれど、間をあけて、３回目目目目はははは半半半半年ぐらいあけないとい年ぐらいあけないとい年ぐらいあけないとい年ぐらいあけないとい

けませんし、そういうこともありますので、けませんし、そういうこともありますので、けませんし、そういうこともありますので、けませんし、そういうこともありますので、標標標標準準準準的的的的なななな期期期期間はそう間はそう間はそう間はそう置置置置くということです。あくということです。あくということです。あくということです。あ

るいは、中るいは、中るいは、中るいは、中学学学学１年１年１年１年生生生生といってても、なかなかといってても、なかなかといってても、なかなかといってても、なかなか病気病気病気病気であるとかいろいろなことでであるとかいろいろなことでであるとかいろいろなことでであるとかいろいろなことで接接接接種種種種できなできなできなできな

いいいい人人人人も出ます。ですから、高も出ます。ですから、高も出ます。ですから、高も出ます。ですから、高校校校校１年１年１年１年生生生生までまでまでまで接接接接種期種期種期種期間がありますので、その間がありますので、その間がありますので、その間がありますので、その標標標標準準準準的的的的なななな期期期期間に間に間に間に

受けられなかった受けられなかった受けられなかった受けられなかった方方方方はその間に受けられるようなはその間に受けられるようなはその間に受けられるようなはその間に受けられるような形形形形でいくことで、ほでいくことで、ほでいくことで、ほでいくことで、ほぼぼぼぼ、今の、今の、今の、今の方方方方法法法法とととと変変変変わわわわ

らないとは思います。今後、予らないとは思います。今後、予らないとは思います。今後、予らないとは思います。今後、予防防防防接接接接種種種種法法法法が通ってが通ってが通ってが通って同同同同法法法法施行施行施行施行令令令令なりでなりでなりでなりで具体的具体的具体的具体的なななな手続手続手続手続がががが決決決決めらめらめらめら

れるとれるとれるとれると伺伺伺伺っております。っております。っております。っております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 高高高高校校校校１年１年１年１年生生生生と言っているのを高と言っているのを高と言っているのを高と言っているのを高校校校校３年３年３年３年生生生生までとか、年までとか、年までとか、年までとか、年齢齢齢齢層層層層が上げることがが上げることがが上げることがが上げることが

できるのですかとか、小できるのですかとか、小できるのですかとか、小できるのですかとか、小学校学校学校学校６年６年６年６年生生生生を小を小を小を小学校学校学校学校５年５年５年５年生生生生からというように年からというように年からというように年からというように年齢齢齢齢をををを下下下下げることがげることがげることがげることが

可可可可能能能能ですかというですかというですかというですかという尋尋尋尋ねであったと思うんですが。ねであったと思うんですが。ねであったと思うんですが。ねであったと思うんですが。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 大体大体大体大体、、、、大大大大きくは小きくは小きくは小きくは小学校学校学校学校６年６年６年６年生生生生から高から高から高から高校校校校１年１年１年１年生生生生までとなっているのですね。そのまでとなっているのですね。そのまでとなっているのですね。そのまでとなっているのですね。その

中で市中で市中で市中で市町町町町村によっては中村によっては中村によっては中村によっては中学学学学１年１年１年１年生生生生から高から高から高から高校校校校１年１年１年１年生生生生までのところ、小までのところ、小までのところ、小までのところ、小学校学校学校学校６年６年６年６年生生生生から高から高から高から高校校校校１１１１

年年年年生生生生までのところもありますね。そういうまでのところもありますね。そういうまでのところもありますね。そういうまでのところもありますね。そういう幅幅幅幅がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれれれれ違違違違うのです。だから、少なくともうのです。だから、少なくともうのです。だから、少なくともうのです。だから、少なくとも

今の話では４年間あれ今の話では４年間あれ今の話では４年間あれ今の話では４年間あればばばば十十十十分余分余分余分余裕裕裕裕をををを持持持持って３回って３回って３回って３回接接接接種種種種できるというこですね。でも、１回できるというこですね。でも、１回できるというこですね。でも、１回できるというこですね。でも、１回目目目目

打って、その打って、その打って、その打って、その次次次次、、、、半半半半年おくのでしたかね。最後が年おくのでしたかね。最後が年おくのでしたかね。最後が年おくのでしたかね。最後が半半半半年でしたか。す年でしたか。す年でしたか。す年でしたか。すみみみみません。もうません。もうません。もうません。もう一度一度一度一度言言言言

ってもらえますか。ってもらえますか。ってもらえますか。ってもらえますか。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 事例を事例を事例を事例を具体的具体的具体的具体的にににに挙挙挙挙げてください。げてください。げてください。げてください。

○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 失礼失礼失礼失礼しました。３回打ちますけれども、１回しました。３回打ちますけれども、１回しました。３回打ちますけれども、１回しました。３回打ちますけれども、１回目目目目、２回、２回、２回、２回目目目目までの間はまでの間はまでの間はまでの間は



---- 55555555 ----

２～３２～３２～３２～３カカカカ月あけます。月あけます。月あけます。月あけます。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 ２～３２～３２～３２～３カカカカ月。月。月。月。

○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 はい。それから、３回はい。それから、３回はい。それから、３回はい。それから、３回目目目目を打つときには６を打つときには６を打つときには６を打つときには６カカカカ月はあけると月はあけると月はあけると月はあけると記記記記憶憶憶憶してしてしてして

いるのですが、間いるのですが、間いるのですが、間いるのですが、間違違違違っていたらまたっていたらまたっていたらまたっていたらまた訂訂訂訂正正正正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。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 わかりました。それはわかりました。それはわかりました。それはわかりました。それはオオオオーーーーケケケケーです。ーです。ーです。ーです。調調調調べべべべます。ます。ます。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 全体全体全体全体でででで９９９９カカカカ月ぐらいです。月ぐらいです。月ぐらいです。月ぐらいです。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 ２～３２～３２～３２～３カカカカ月月月月目目目目で２回で２回で２回で２回目目目目を打って、あとを打って、あとを打って、あとを打って、あと半半半半年後か１年年後か１年年後か１年年後か１年目目目目ぐらいで３回ぐらいで３回ぐらいで３回ぐらいで３回目目目目というこというこというこというこ

とですね。まあ、だから１年ぐらいですね。はい、わかりました。それもあるけれど、市とですね。まあ、だから１年ぐらいですね。はい、わかりました。それもあるけれど、市とですね。まあ、だから１年ぐらいですね。はい、わかりました。それもあるけれど、市とですね。まあ、だから１年ぐらいですね。はい、わかりました。それもあるけれど、市

町町町町村によって小村によって小村によって小村によって小学校学校学校学校１年１年１年１年生生生生からとか小からとか小からとか小からとか小学校学校学校学校６年６年６年６年生生生生からとか、いろいろからとか、いろいろからとか、いろいろからとか、いろいろばばばばららららばばばばらっていうのらっていうのらっていうのらっていうの

がね。いや別に、そこにがね。いや別に、そこにがね。いや別に、そこにがね。いや別に、そこに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人がそれはきちんととわかっていれがそれはきちんととわかっていれがそれはきちんととわかっていれがそれはきちんととわかっていればばばばいいことでしょいいことでしょいいことでしょいいことでしょ

うけれども、それうけれども、それうけれども、それうけれども、それぞぞぞぞれれれれ横横横横で話したときに、それで話したときに、それで話したときに、それで話したときに、それぞぞぞぞれれれれ違違違違うとうとうとうと何何何何かかかか複複複複雑雑雑雑かと思っただけで、もかと思っただけで、もかと思っただけで、もかと思っただけで、も

しそれがそろえられるのなら、このしそれがそろえられるのなら、このしそれがそろえられるのなら、このしそれがそろえられるのなら、この機機機機会に市会に市会に市会に市町町町町村でそろえていただいた村でそろえていただいた村でそろえていただいた村でそろえていただいた方方方方がわかりやすいがわかりやすいがわかりやすいがわかりやすい

のではないかと、奈良県はのではないかと、奈良県はのではないかと、奈良県はのではないかと、奈良県は全全全全部中部中部中部中学学学学１年１年１年１年生生生生からですよと、からですよと、からですよと、からですよと、自自自自己己己己負負負負担も今のところ担も今のところ担も今のところ担も今のところ生生生生駒駒駒駒市市市市以以以以

外は外は外は外は全全全全部ないですとしていただいた部ないですとしていただいた部ないですとしていただいた部ないですとしていただいた方方方方が、このが、このが、このが、この際際際際わかりやすいかと思いましたので、ご意わかりやすいかと思いましたので、ご意わかりやすいかと思いましたので、ご意わかりやすいかと思いましたので、ご意

見見見見申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 ３３３３点点点点ありますので、ありますので、ありますので、ありますので、一一一一問問問問一一一一答答答答形形形形式式式式でいきたいと思います。最でいきたいと思います。最でいきたいと思います。最でいきたいと思います。最初初初初は代は代は代は代表表表表質問で質問で質問で質問で

もももも触触触触れさせていただいた県れさせていただいた県れさせていただいた県れさせていただいた県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学の中の中の中の中期目標期目標期目標期目標についてです。これで、中についてです。これで、中についてです。これで、中についてです。これで、中期目標期目標期目標期目標のののの方方方方で、で、で、で、

知事の答弁では、知事の答弁では、知事の答弁では、知事の答弁では、一一一一つはつはつはつは目目目目玉玉玉玉としてというか、としてというか、としてというか、としてというか、先先先先程も中程も中程も中程も中期目標期目標期目標期目標の説明を医療政策部長からの説明を医療政策部長からの説明を医療政策部長からの説明を医療政策部長から

いただきましたけれども、平成３３年いただきましたけれども、平成３３年いただきましたけれども、平成３３年いただきましたけれども、平成３３年度度度度中にその中にその中にその中にその工工工工程をつくって程をつくって程をつくって程をつくって新新新新キャキャキャキャンパンパンパンパススススををををオオオオーーーーププププンンンン

させるということです。それにさせるということです。それにさせるということです。それにさせるということです。それに向向向向かってのかってのかってのかっての取取取取りりりり組み組み組み組みの中での中での中での中で、、、、「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計特別特別特別特別

会会会会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計、特別会、特別会、特別会、特別会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」」」」６４６４６４６４ペペペペーーーージジジジ

にあります県にあります県にあります県にあります県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学のののの大学整備基大学整備基大学整備基大学整備基本本本本構想構想構想構想定事定事定事定事業業業業ということで２ということで２ということで２ということで２，，，，７７７７００００００００万万万万円円円円余りを余りを余りを余りを組組組組

んでおられるわけですけれども、知事の答弁ではんでおられるわけですけれども、知事の答弁ではんでおられるわけですけれども、知事の答弁ではんでおられるわけですけれども、知事の答弁では大大大大まかにこういうことを策定していくとまかにこういうことを策定していくとまかにこういうことを策定していくとまかにこういうことを策定していくと

いう答弁だったのですけれども、いよいよこれを策定していくということで、どのようないう答弁だったのですけれども、いよいよこれを策定していくということで、どのようないう答弁だったのですけれども、いよいよこれを策定していくということで、どのようないう答弁だったのですけれども、いよいよこれを策定していくということで、どのような

策定事策定事策定事策定事業業業業になるのかをまずおになるのかをまずおになるのかをまずおになるのかをまずお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱 それではお答えをさせていただきたいと思それではお答えをさせていただきたいと思それではお答えをさせていただきたいと思それではお答えをさせていただきたいと思

います。今回、中います。今回、中います。今回、中います。今回、中期目標期目標期目標期目標の中に県の中に県の中に県の中に県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学のののの教育研教育研教育研教育研究究究究部部部部門門門門のののの移転移転移転移転のまちのまちのまちのまちづづづづくりくりくりくり工工工工程程程程目標目標目標目標

をををを掲掲掲掲げさせていただきました。げさせていただきました。げさせていただきました。げさせていただきました。

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度にどのようににどのようににどのようににどのように取取取取りりりり組む組む組む組むのかという内容についてでございますけれども、まのかという内容についてでございますけれども、まのかという内容についてでございますけれども、まのかという内容についてでございますけれども、ま

ちちちちづづづづくりくりくりくり推推推推進局からも説明があったと思いますが、医療政策部で今回予算を上げさせてい進局からも説明があったと思いますが、医療政策部で今回予算を上げさせてい進局からも説明があったと思いますが、医療政策部で今回予算を上げさせてい進局からも説明があったと思いますが、医療政策部で今回予算を上げさせてい
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ただいている中ただいている中ただいている中ただいている中身身身身についてでございますけれども、まず今回、についてでございますけれども、まず今回、についてでございますけれども、まず今回、についてでございますけれども、まず今回、移転移転移転移転先先先先として県として県として県として県農業農業農業農業総合セ総合セ総合セ総合セ

ンターのンターのンターのンターの敷敷敷敷地地地地に県に県に県に県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学のののの教育研教育研教育研教育研究究究究部部部部門門門門、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる新新新新キャキャキャキャンパンパンパンパススススをををを整備整備整備整備させていたださせていたださせていたださせていただ

きたいということで、来年きたいということで、来年きたいということで、来年きたいということで、来年度度度度につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、新新新新キャキャキャキャンパンパンパンパススススでのでのでのでの整備整備整備整備の内容、どのようなの内容、どのようなの内容、どのようなの内容、どのような

施設内容で施設内容で施設内容で施設内容で移転移転移転移転し、どのような配し、どのような配し、どのような配し、どのような配置置置置でそのでそのでそのでその敷敷敷敷地地地地の中に配の中に配の中に配の中に配置置置置ができるのかというができるのかというができるのかというができるのかというレイレイレイレイアアアアウウウウトトトト

を含めてこの委を含めてこの委を含めてこの委を含めてこの委託託託託の中での中での中での中で取取取取りりりり組組組組んでいきたいというのが１んでいきたいというのが１んでいきたいというのが１んでいきたいというのが１点点点点でございます。もう１でございます。もう１でございます。もう１でございます。もう１点点点点は、は、は、は、

移転移転移転移転をしますとをしますとをしますとをしますと現現現現在在在在のののの大学病大学病大学病大学病院院院院のののの敷敷敷敷地地地地からその部分がからその部分がからその部分がからその部分が抜抜抜抜けますので、そうなったときのけますので、そうなったときのけますので、そうなったときのけますので、そうなったときの敷敷敷敷

地地地地のののの利活利活利活利活用、いわ用、いわ用、いわ用、いわゆゆゆゆるるるる病病病病院院院院としてのとしてのとしてのとしての利活利活利活利活用をさせていただくということで、県用をさせていただくということで、県用をさせていただくということで、県用をさせていただくということで、県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学

附属附属附属附属病病病病院院院院のののの充充充充実に実に実に実に向向向向けたけたけたけた構想構想構想構想をあわせてこの委をあわせてこの委をあわせてこの委をあわせてこの委託託託託の中でまとめていきたいということで、の中でまとめていきたいということで、の中でまとめていきたいということで、の中でまとめていきたいということで、

全体全体全体全体としてはまちとしてはまちとしてはまちとしてはまちづづづづくりくりくりくり推推推推進局とも進局とも進局とも進局とも橿橿橿橿原原原原市とも市とも市とも市とも一一一一緒緒緒緒になると思いますが、になると思いますが、になると思いますが、になると思いますが、全体全体全体全体のまちのまちのまちのまちづづづづくくくく

りりりり構想構想構想構想とととと整整整整合をとりながらこの２つの合をとりながらこの２つの合をとりながらこの２つの合をとりながらこの２つの構想構想構想構想についてもまとめてについてもまとめてについてもまとめてについてもまとめて入入入入れていって、平成２５年れていって、平成２５年れていって、平成２５年れていって、平成２５年

度度度度中に中に中に中に構想構想構想構想をまとめていきたいとをまとめていきたいとをまとめていきたいとをまとめていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 一一一一つは平成３３年つは平成３３年つは平成３３年つは平成３３年度度度度のののの新新新新キャキャキャキャンパンパンパンパススススオオオオーーーーププププンがもう少しンがもう少しンがもう少しンがもう少し早早早早くならないのか、くならないのか、くならないのか、くならないのか、

そういうそういうそういうそういう努努努努力力力力をされようとしているのか、平成３３年ありきでいくのか、その辺りはこれをされようとしているのか、平成３３年ありきでいくのか、その辺りはこれをされようとしているのか、平成３３年ありきでいくのか、その辺りはこれをされようとしているのか、平成３３年ありきでいくのか、その辺りはこれ

からだと思うのですけれども、こちらからだと思うのですけれども、こちらからだと思うのですけれども、こちらからだと思うのですけれども、こちら側側側側としてはとしてはとしてはとしては８８８８年も年も年も年も先先先先になってしまうので、せっかくになってしまうので、せっかくになってしまうので、せっかくになってしまうので、せっかく

場所場所場所場所をををを決決決決めたわけですから、あとはめたわけですから、あとはめたわけですから、あとはめたわけですから、あとはスムスムスムスムーーーーズズズズにそれを、にそれを、にそれを、にそれを、早早早早くしないと、後のくしないと、後のくしないと、後のくしないと、後の整備整備整備整備がとにかがとにかがとにかがとにか

くくくく早早早早くくくく建建建建ててそちらててそちらててそちらててそちらへ引へ引へ引へ引っっっっ越越越越しをして、そして後、こちらのしをして、そして後、こちらのしをして、そして後、こちらのしをして、そして後、こちらの大学大学大学大学つつつつぶぶぶぶすわけですから、すわけですから、すわけですから、すわけですから、８８８８

年年年年先先先先ににににキャキャキャキャンパンパンパンパススススオオオオーーーーププププンするということになれンするということになれンするということになれンするということになればばばば、それ、それ、それ、それ以以以以後につ後につ後につ後につぶぶぶぶして、そしてまたして、そしてまたして、そしてまたして、そしてまた整整整整

備備備備をしていくことになって、１０年のをしていくことになって、１０年のをしていくことになって、１０年のをしていくことになって、１０年の仕仕仕仕事になってしまうということで、やはり事になってしまうということで、やはり事になってしまうということで、やはり事になってしまうということで、やはり新新新新キャキャキャキャンンンン

パパパパススススをををを早早早早くくくく建建建建てることがてることがてることがてることが大大大大事ではないかと思うわけです。その辺の事ではないかと思うわけです。その辺の事ではないかと思うわけです。その辺の事ではないかと思うわけです。その辺の見見見見解解解解はどうなのかといはどうなのかといはどうなのかといはどうなのかとい

うことと、うことと、うことと、うことと、新新新新しいしいしいしい畝畝畝畝傍山傍山傍山傍山麓麓麓麓の県の県の県の県農業農業農業農業総合センターの広さはどれくらいあるのか、総合センターの広さはどれくらいあるのか、総合センターの広さはどれくらいあるのか、総合センターの広さはどれくらいあるのか、想想想想像像像像はすはすはすはす

るのですけれども、実るのですけれども、実るのですけれども、実るのですけれども、実際際際際にどれぐらいかはにどれぐらいかはにどれぐらいかはにどれぐらいかは聞聞聞聞いていなかったので、いていなかったので、いていなかったので、いていなかったので、キャキャキャキャンパンパンパンパススススもももも建建建建てるとてるとてるとてると

今の県今の県今の県今の県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学のののの横横横横にあるにあるにあるにあるグラウグラウグラウグラウンンンンドドドドもそちらにもそちらにもそちらにもそちらに移移移移れるのかどうかもれるのかどうかもれるのかどうかもれるのかどうかも改改改改めておめておめておめてお聞聞聞聞きしたきしたきしたきした

いと思います。きのう、まちいと思います。きのう、まちいと思います。きのう、まちいと思います。きのう、まちづづづづくりくりくりくり推推推推進局の説明で進局の説明で進局の説明で進局の説明で同同同同じじじじことを言っていたのですけれども、ことを言っていたのですけれども、ことを言っていたのですけれども、ことを言っていたのですけれども、

このこのこのこの完完完完成のパー成のパー成のパー成のパーススススがががが去去去去年ですか、出て、ずっと年ですか、出て、ずっと年ですか、出て、ずっと年ですか、出て、ずっと橿橿橿橿原原原原市の市の市の市の皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにも大概大概大概大概そのパーそのパーそのパーそのパーススススはははは見見見見てててて

いただいているというか、もちろん僕もそうですし、神田委員もほかの議員さんも、県議いただいているというか、もちろん僕もそうですし、神田委員もほかの議員さんも、県議いただいているというか、もちろん僕もそうですし、神田委員もほかの議員さんも、県議いただいているというか、もちろん僕もそうですし、神田委員もほかの議員さんも、県議

会議員は会議員は会議員は会議員は皆皆皆皆そのようなそのようなそのようなそのような報報報報告をしているわけですので、そんな中でこれからまたまち告をしているわけですので、そんな中でこれからまたまち告をしているわけですので、そんな中でこれからまたまち告をしているわけですので、そんな中でこれからまたまちづづづづくりくりくりくり

のののの方方方方もその策定をしていくと、もその策定をしていくと、もその策定をしていくと、もその策定をしていくと、計画計画計画計画をしていく中で、ことしをしていく中で、ことしをしていく中で、ことしをしていく中で、ことしじじじじゅゅゅゅうならことしうならことしうならことしうならことしじじじじゅゅゅゅうとかうとかうとかうとか

にににに両両両両方方方方で連で連で連で連携携携携して、今のこの策定は、そうするとして、今のこの策定は、そうするとして、今のこの策定は、そうするとして、今のこの策定は、そうすると病病病病院院院院の中でのの中でのの中でのの中での病病病病院院院院機能機能機能機能の中の中の中の中期目標期目標期目標期目標にににに向向向向かかかか

っての策定であって、そのっての策定であって、そのっての策定であって、そのっての策定であって、その全体全体全体全体のののの駅駅駅駅をつくったり、高をつくったり、高をつくったり、高をつくったり、高齢齢齢齢施設、マン施設、マン施設、マン施設、マンショショショションとか、ンとか、ンとか、ンとか、病病病病院院院院を中を中を中を中

心心心心としたまちとしたまちとしたまちとしたまちづづづづくりくりくりくり全体全体全体全体はまちはまちはまちはまちづづづづくりくりくりくり推推推推進局でするのか、進局でするのか、進局でするのか、進局でするのか、病病病病院院院院はこのようにしてはこのようにしてはこのようにしてはこのようにして周周周周りはこりはこりはこりはこ
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のようにやっていくというのを、のようにやっていくというのを、のようにやっていくというのを、のようにやっていくというのを、一一一一緒緒緒緒になって策定し、その予算として、これもになって策定し、その予算として、これもになって策定し、その予算として、これもになって策定し、その予算として、これも計計計計上して上して上して上して

一一一一緒緒緒緒にやっていくのか、そのにやっていくのか、そのにやっていくのか、そのにやっていくのか、その点点点点はどうなのでしょうね。はどうなのでしょうね。はどうなのでしょうね。はどうなのでしょうね。

○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱 まず、まず、まず、まず、全体全体全体全体のののの工工工工程ですけれども、今回、こ程ですけれども、今回、こ程ですけれども、今回、こ程ですけれども、今回、こ

れは多分れは多分れは多分れは多分農林農林農林農林部で予算を部で予算を部で予算を部で予算を計計計計上していただいていると思いますが、上していただいていると思いますが、上していただいていると思いますが、上していただいていると思いますが、現現現現在在在在、県、県、県、県農業農業農業農業総合センタ総合センタ総合センタ総合センタ

ーはーはーはーは使使使使っている施設でございますので、まずこのっている施設でございますので、まずこのっている施設でございますので、まずこのっている施設でございますので、まずこの使使使使っている施設のっている施設のっている施設のっている施設の移転移転移転移転先先先先のところでのところでのところでのところで整備整備整備整備

をしていただく、そこがをしていただく、そこがをしていただく、そこがをしていただく、そこが整備整備整備整備をできないことには、今、をできないことには、今、をできないことには、今、をできないことには、今、現現現現にににに使使使使っておりますので、そこをっておりますので、そこをっておりますので、そこをっておりますので、そこを

まずあけていただいた後にまずあけていただいた後にまずあけていただいた後にまずあけていただいた後に更更更更地地地地にする、あるいは少しにする、あるいは少しにする、あるいは少しにする、あるいは少し再整備再整備再整備再整備をしてをしてをしてをして大学大学大学大学ののののキャキャキャキャンパンパンパンパススススとしとしとしとし

てててて使使使使えるようなえるようなえるようなえるような敷敷敷敷地地地地としてとしてとしてとして整備整備整備整備をしてから、をしてから、をしてから、をしてから、次次次次にににに大学大学大学大学ののののキャキャキャキャンパンパンパンパススススのののの移転移転移転移転にににに移移移移るというるというるというるという形形形形

です。それで、です。それで、です。それで、です。それで、キャキャキャキャンパンパンパンパススススがががが移移移移った後、あいたところにった後、あいたところにった後、あいたところにった後、あいたところに附属附属附属附属病病病病院院院院のののの整備整備整備整備がががが次次次次にににに続続続続くというくというくというくという

ことでございまして、そういうことでございまして、そういうことでございまして、そういうことでございまして、そういう複複複複雑雑雑雑なななな工工工工程の中でありますけれども、できるだけ間があか程の中でありますけれども、できるだけ間があか程の中でありますけれども、できるだけ間があか程の中でありますけれども、できるだけ間があか

ないようなないようなないようなないような形形形形で、これはもうで、これはもうで、これはもうで、これはもう橿橿橿橿原原原原市市市市等等等等も含めても含めても含めても含めて全庁的全庁的全庁的全庁的にににに取取取取りりりり組む課題組む課題組む課題組む課題でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、

できるだけできるだけできるだけできるだけ工工工工程については程については程については程についてはスムスムスムスムーーーーズズズズに動くようなに動くようなに動くようなに動くような形形形形で私どもとしても進めていきたいと思で私どもとしても進めていきたいと思で私どもとしても進めていきたいと思で私どもとしても進めていきたいと思

っております。っております。っております。っております。

それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点、広さの問、広さの問、広さの問、広さの問題題題題ですけれども、県ですけれども、県ですけれども、県ですけれども、県農業農業農業農業総合センターは総合センターは総合センターは総合センターはぱぱぱぱっとっとっとっと見見見見たときに、たときに、たときに、たときに、

どの程どの程どの程どの程度度度度広いのかわかり広いのかわかり広いのかわかり広いのかわかりづづづづらいところでございますけれども、らいところでございますけれども、らいところでございますけれども、らいところでございますけれども、全体全体全体全体としては１０としては１０としては１０としては１０ヘヘヘヘクタークタークタークター

ルほどのルほどのルほどのルほどの敷敷敷敷地地地地がございます。がございます。がございます。がございます。建建建建物物物物以以以以外に外に外に外に圃圃圃圃場場場場がかなり広うございますので、１０がかなり広うございますので、１０がかなり広うございますので、１０がかなり広うございますので、１０ヘヘヘヘクタークタークタークター

ルあります。ルあります。ルあります。ルあります。現現現現在在在在のののの大学大学大学大学のののの敷敷敷敷地地地地ももももグラウグラウグラウグラウンンンンドドドドも含めても含めても含めても含めて約約約約１０１０１０１０ヘヘヘヘクタール、クタール、クタール、クタール、同同同同程程程程度度度度でございでございでございでござい

ます。これはます。これはます。これはます。これは随随随随分分分分以以以以前の委員会、議会でも答弁させていただいたと思いますが、前の委員会、議会でも答弁させていただいたと思いますが、前の委員会、議会でも答弁させていただいたと思いますが、前の委員会、議会でも答弁させていただいたと思いますが、現現現現在在在在、、、、附附附附

属属属属病病病病院院院院でででで約約約約半半半半分ぐらいの分ぐらいの分ぐらいの分ぐらいの敷敷敷敷地地地地をををを使使使使わせていただいている。だからわせていただいている。だからわせていただいている。だからわせていただいている。だから残残残残りのりのりのりの約約約約半半半半分ぐらいが分ぐらいが分ぐらいが分ぐらいがググググ

ラウラウラウラウンンンンドドドドも含めても含めても含めても含めて大学大学大学大学のののの教育研教育研教育研教育研究究究究部部部部門門門門ということで、ということで、ということで、ということで、現現現現在在在在はははは非非非非常常常常にににに狭狭狭狭い中で、い中で、い中で、い中で、約約約約５５５５ヘヘヘヘクタクタクタクタ

ールほどのールほどのールほどのールほどの敷敷敷敷地地地地でででで大学大学大学大学のののの教育研教育研教育研教育研究究究究部部部部門門門門ということでということでということでということで使使使使っているのですけれども、今っているのですけれども、今っているのですけれども、今っているのですけれども、今度度度度あちあちあちあち

らに行きますと、らに行きますと、らに行きますと、らに行きますと、全全全全部部部部使使使使わせていただくとわせていただくとわせていただくとわせていただくと約倍約倍約倍約倍あるということで、それはあるということで、それはあるということで、それはあるということで、それは全全全全部部部部使使使使わせていわせていわせていわせてい

ただくようになるかどうかも含めてになりますけれども、ただくようになるかどうかも含めてになりますけれども、ただくようになるかどうかも含めてになりますけれども、ただくようになるかどうかも含めてになりますけれども、敷敷敷敷地的地的地的地的にはにはにはには十十十十分な広さが確分な広さが確分な広さが確分な広さが確保保保保でででで

きるときるときるときると認認認認識識識識いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

最後ですけれども、最後ですけれども、最後ですけれども、最後ですけれども、先先先先ほども少しほども少しほども少しほども少し触触触触れましたが、今回医療政策部で出させていただいてれましたが、今回医療政策部で出させていただいてれましたが、今回医療政策部で出させていただいてれましたが、今回医療政策部で出させていただいて

いるいるいるいるキャキャキャキャンパンパンパンパススススとととと附属附属附属附属病病病病院院院院のののの構想構想構想構想、それから、、それから、、それから、、それから、全体全体全体全体としてまちとしてまちとしてまちとしてまちづづづづくりのくりのくりのくりの構想構想構想構想はまちはまちはまちはまちづづづづくりくりくりくり

推推推推進局の予算を出させていただいておりますし、進局の予算を出させていただいておりますし、進局の予算を出させていただいておりますし、進局の予算を出させていただいておりますし、橿橿橿橿原原原原市の市の市の市の方方方方もももも次次次次のののの新新新新しい総合しい総合しい総合しい総合計画計画計画計画ですか、ですか、ですか、ですか、

そちらのそちらのそちらのそちらの方方方方のののの整整整整合性をとりながら平成２５年合性をとりながら平成２５年合性をとりながら平成２５年合性をとりながら平成２５年度度度度にあわせてこのにあわせてこのにあわせてこのにあわせてこのエエエエリリリリアのアのアのアの一一一一定の定の定の定の構想構想構想構想のようのようのようのよう

なものを出させていただくということでございますので、なものを出させていただくということでございますので、なものを出させていただくということでございますので、なものを出させていただくということでございますので、全体全体全体全体とすれとすれとすれとすればばばば約約約約３年前に３年前に３年前に３年前に構想構想構想構想のののの

イメイメイメイメーーーージジジジということでお出ししたもののということでお出ししたもののということでお出ししたもののということでお出ししたものの改改改改訂版訂版訂版訂版のようなのようなのようなのような形形形形、その間に、、その間に、、その間に、、その間に、先先先先日、議日、議日、議日、議場場場場でも多でも多でも多でも多
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分知事がお答えになったと思いますけれども、分知事がお答えになったと思いますけれども、分知事がお答えになったと思いますけれども、分知事がお答えになったと思いますけれども、橿橿橿橿原原原原市の総合市の総合市の総合市の総合計画計画計画計画の中での中での中での中で盛盛盛盛りりりり込込込込まれているまれているまれているまれている

要要要要素素素素というのも今回はというのも今回はというのも今回はというのも今回は入入入入ったようなったようなったようなったような形形形形に多分なろうかと思いますので、に多分なろうかと思いますので、に多分なろうかと思いますので、に多分なろうかと思いますので、リリリリニニニニュュュューアルーアルーアルーアル版版版版とととと

いうことでいうことでいうことでいうことで想想想想定をしております。定をしております。定をしております。定をしております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 この問この問この問この問題題題題の最後ですけれども、知事にもまた、それは今の話で言えの最後ですけれども、知事にもまた、それは今の話で言えの最後ですけれども、知事にもまた、それは今の話で言えの最後ですけれども、知事にもまた、それは今の話で言えば農林ば農林ば農林ば農林部部部部

が県が県が県が県農業農業農業農業総合センターを総合センターを総合センターを総合センターを移転移転移転移転しないと話にならないわけですから、どのくらいのタしないと話にならないわけですから、どのくらいのタしないと話にならないわけですから、どのくらいのタしないと話にならないわけですから、どのくらいのタイイイイムスムスムスムス

ケジケジケジケジュュュュールでいけるのかということはあしたールでいけるのかということはあしたールでいけるのかということはあしたールでいけるのかということはあした聞聞聞聞きます。そのきます。そのきます。そのきます。その全体全体全体全体とととと病病病病院院院院とのまちとのまちとのまちとのまちづづづづくりをくりをくりをくりを

するのに、するのに、するのに、するのに、一一一一番番番番の問の問の問の問題題題題というかというかというかというか一一一一番番番番ののののポポポポイイイインンンントトトトというのはというのはというのはというのは駅駅駅駅だと思うのです。もう、だと思うのです。もう、だと思うのです。もう、だと思うのです。もう、方々方々方々方々

でででで近近近近鉄八鉄八鉄八鉄八木西木西木西木西口口口口駅駅駅駅とととと近近近近鉄畝鉄畝鉄畝鉄畝傍傍傍傍御御御御陵陵陵陵前前前前駅駅駅駅の間にの間にの間にの間に駅駅駅駅ができるというような、あのができるというような、あのができるというような、あのができるというような、あのイメイメイメイメーーーージ図ジ図ジ図ジ図にににに

もかいていましたし、それがあるのですけれども、このもかいていましたし、それがあるのですけれども、このもかいていましたし、それがあるのですけれども、このもかいていましたし、それがあるのですけれども、この点点点点、、、、改改改改めて知事にもめて知事にもめて知事にもめて知事にも聞聞聞聞いて、本いて、本いて、本いて、本気気気気

度度度度というか、というか、というか、というか、近近近近鉄八鉄八鉄八鉄八木西木西木西木西口口口口駅駅駅駅はもうはもうはもうはもう近近近近鉄八鉄八鉄八鉄八木木木木駅駅駅駅から真から真から真から真横横横横で、もうで、もうで、もうで、もう駅駅駅駅をををを廃廃廃廃止止止止するということするということするということするということ

が、いつが、いつが、いつが、いつぞぞぞぞや、僕らはもう明日や、僕らはもう明日や、僕らはもう明日や、僕らはもう明日香香香香村ですからわかりませんでしたけれども、村ですからわかりませんでしたけれども、村ですからわかりませんでしたけれども、村ですからわかりませんでしたけれども、風風風風のうわさでのうわさでのうわさでのうわさで

聞聞聞聞くと、どうしてもあれはなくすことができないくと、どうしてもあれはなくすことができないくと、どうしてもあれはなくすことができないくと、どうしてもあれはなくすことができない何何何何か事か事か事か事情情情情があるということで、今なくながあるということで、今なくながあるということで、今なくながあるということで、今なくな

っていないわけです。それがっていないわけです。それがっていないわけです。それがっていないわけです。それが近近近近鉄畝鉄畝鉄畝鉄畝傍傍傍傍御御御御陵陵陵陵前前前前駅駅駅駅との間に１との間に１との間に１との間に１個個個個駅駅駅駅ができて、ができて、ができて、ができて、近近近近鉄八鉄八鉄八鉄八木西木西木西木西口口口口駅駅駅駅、、、、

近近近近鉄畝鉄畝鉄畝鉄畝傍傍傍傍御御御御陵陵陵陵前前前前駅駅駅駅、そして医、そして医、そして医、そして医科科科科大学病大学病大学病大学病院院院院前前前前駅駅駅駅というか、どういう名前になるのかわからなというか、どういう名前になるのかわからなというか、どういう名前になるのかわからなというか、どういう名前になるのかわからな

いけれど、３つもいけれど、３つもいけれど、３つもいけれど、３つも駅駅駅駅があることになると、とてもがあることになると、とてもがあることになると、とてもがあることになると、とてもじじじじゃゃゃゃないけれどもおかしな話ですから、ないけれどもおかしな話ですから、ないけれどもおかしな話ですから、ないけれどもおかしな話ですから、

そういう部分で本当にそういう部分で本当にそういう部分で本当にそういう部分で本当に駅駅駅駅をそこをそこをそこをそこへへへへつくってつくってつくってつくって近近近近鉄鉄鉄鉄と話をして、また、と話をして、また、と話をして、また、と話をして、また、橿橿橿橿原原原原市も市も市も市も一一一一致致致致団団団団結して、結して、結して、結して、

まずまずまずまず駅駅駅駅をつくってそこををつくってそこををつくってそこををつくってそこを表表表表玄玄玄玄関にするということがこの関にするということがこの関にするということがこの関にするということがこの構想構想構想構想のののの一一一一番番番番の僕はの僕はの僕はの僕はポポポポイイイインンンントトトトで、そで、そで、そで、そ

れができないなられができないなられができないなられができないならばばばばまたそれまたそれまたそれまたそれ以以以以外のまち外のまち外のまち外のまちづづづづくりくりくりくり構想構想構想構想をつくっていかないといけないので、をつくっていかないといけないので、をつくっていかないといけないので、をつくっていかないといけないので、

そこをどうされるのかというのはそこをどうされるのかというのはそこをどうされるのかというのはそこをどうされるのかというのは一一一一番聞番聞番聞番聞きたいところです。そのきたいところです。そのきたいところです。そのきたいところです。その点点点点はははは聞聞聞聞いていていていてみみみみたいと思ったいと思ったいと思ったいと思っ

ていますので、知事によろしく言っておいていただきたい。ていますので、知事によろしく言っておいていただきたい。ていますので、知事によろしく言っておいていただきたい。ていますので、知事によろしく言っておいていただきたい。一一一一応それだけ言ってこの１問応それだけ言ってこの１問応それだけ言ってこの１問応それだけ言ってこの１問

目目目目はははは終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。

２問２問２問２問目目目目ですが、２問ですが、２問ですが、２問ですが、２問目目目目ははははドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリについてです。これも代についてです。これも代についてです。これも代についてです。これも代表表表表質問でさせていただき質問でさせていただき質問でさせていただき質問でさせていただき

ました。ました。ました。ました。先先先先ほど、藤本委員からも話がありました。藤本委員がさっきおっしほど、藤本委員からも話がありました。藤本委員がさっきおっしほど、藤本委員からも話がありました。藤本委員がさっきおっしほど、藤本委員からも話がありました。藤本委員がさっきおっしゃゃゃゃったとおりったとおりったとおりったとおり

で、実はこの代で、実はこの代で、実はこの代で、実はこの代表表表表質問するまでに、回質問するまでに、回質問するまでに、回質問するまでに、回数数数数もももも調調調調べべべべましたし、そして、ましたし、そして、ましたし、そして、ましたし、そして、費費費費用ももちろん把握し用ももちろん把握し用ももちろん把握し用ももちろん把握し

ていました。そんな中で、そんなにていました。そんな中で、そんなにていました。そんな中で、そんなにていました。そんな中で、そんなに費費費費用が要らないなら用が要らないなら用が要らないなら用が要らないならばばばば、また、また、また、また利利利利用回用回用回用回数数数数が少ないならが少ないならが少ないならが少ないならばばばば、、、、

大大大大阪阪阪阪府府府府、和、和、和、和歌歌歌歌山県と連山県と連山県と連山県と連携携携携して、そしてもう今までどおりして、そしてもう今までどおりして、そしてもう今までどおりして、そしてもう今までどおりドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリをををを活活活活用させてもらっ用させてもらっ用させてもらっ用させてもらっ

たらいいのではないかと、そして、なおかつ、関西広たらいいのではないかと、そして、なおかつ、関西広たらいいのではないかと、そして、なおかつ、関西広たらいいのではないかと、そして、なおかつ、関西広域域域域連合の医療部連合の医療部連合の医療部連合の医療部門門門門というのがありまというのがありまというのがありまというのがありま

した。医療部した。医療部した。医療部した。医療部門門門門ででででドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリをこれから３をこれから３をこれから３をこれから３機機機機にににに整備整備整備整備したり、今後の予定では６したり、今後の予定では６したり、今後の予定では６したり、今後の予定では６機機機機になっになっになっになっ

ていったりとかいうことで関西広ていったりとかいうことで関西広ていったりとかいうことで関西広ていったりとかいうことで関西広域域域域連合と連合と連合と連合とドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリの部分連合をしてやっていくの部分連合をしてやっていくの部分連合をしてやっていくの部分連合をしてやっていく方方方方がががが

経経経経費的費的費的費的にも、そしていろいろなにも、そしていろいろなにも、そしていろいろなにも、そしていろいろな面面面面でででで得得得得策ではないかというのが策ではないかというのが策ではないかというのが策ではないかというのが大大大大前提にあったのです。し前提にあったのです。し前提にあったのです。し前提にあったのです。し
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かし、担当かし、担当かし、担当かし、担当課課課課といろいろ話をしていくうちに、いろいろといろいろ話をしていくうちに、いろいろといろいろ話をしていくうちに、いろいろといろいろ話をしていくうちに、いろいろ論論論論破破破破されてしまいました。されてしまいました。されてしまいました。されてしまいました。何何何何かとかとかとかと

いうと、もともと南部いうと、もともと南部いうと、もともと南部いうと、もともと南部地域地域地域地域のためにはのためにはのためにはのためにはドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリはもうなくてはならないものだと思っはもうなくてはならないものだと思っはもうなくてはならないものだと思っはもうなくてはならないものだと思っ

ていますが、ていますが、ていますが、ていますが、独自独自独自独自ヘヘヘヘリリリリをををを持持持持つか、関西広つか、関西広つか、関西広つか、関西広域域域域連合の部分連合でするかというような、どっち連合の部分連合でするかというような、どっち連合の部分連合でするかというような、どっち連合の部分連合でするかというような、どっち

がががが得得得得策かといったら部分連合した策かといったら部分連合した策かといったら部分連合した策かといったら部分連合した方方方方がいいのではないかということで代がいいのではないかということで代がいいのではないかということで代がいいのではないかということで代表表表表質問をしていこ質問をしていこ質問をしていこ質問をしていこ

うという思いをしていたのですけれども、その理うという思いをしていたのですけれども、その理うという思いをしていたのですけれども、その理うという思いをしていたのですけれども、その理由由由由といたしまして、今言ったように出動といたしまして、今言ったように出動といたしまして、今言ったように出動といたしまして、今言ったように出動

回回回回数数数数が少ないということと、わざわざが少ないということと、わざわざが少ないということと、わざわざが少ないということと、わざわざヘヘヘヘリリリリポポポポーーーートトトトをつくらなけれをつくらなけれをつくらなけれをつくらなければばばばいけないということと、いけないということと、いけないということと、いけないということと、

それから、それから、それから、それから、大大大大阪阪阪阪府府府府と和と和と和と和歌歌歌歌山県とで分けてやっていく、今言った山県とで分けてやっていく、今言った山県とで分けてやっていく、今言った山県とで分けてやっていく、今言ったヘヘヘヘリリリリココココププププターも６ターも６ターも６ターも６機機機機ぐらいぐらいぐらいぐらい

になるのだったらそういう部分ではになるのだったらそういう部分ではになるのだったらそういう部分ではになるのだったらそういう部分では独自独自独自独自ヘヘヘヘリリリリよりも部分連合がいいのではないかという理よりも部分連合がいいのではないかという理よりも部分連合がいいのではないかという理よりも部分連合がいいのではないかという理

由由由由だったのです。知事の答弁にもあったように、今回だったのです。知事の答弁にもあったように、今回だったのです。知事の答弁にもあったように、今回だったのです。知事の答弁にもあったように、今回ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリをををを導入導入導入導入するに当たってするに当たってするに当たってするに当たって

は、やはりは、やはりは、やはりは、やはり新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院とととと新新新新南和南和南和南和病病病病院院院院ににににヘヘヘヘリリリリポポポポーーーートトトトをつくるという前提があるわけですをつくるという前提があるわけですをつくるという前提があるわけですをつくるという前提があるわけです

から、から、から、から、ヘヘヘヘリリリリポポポポーーーートトトトはははは整備整備整備整備されるわけです。それから、やはりされるわけです。それから、やはりされるわけです。それから、やはりされるわけです。それから、やはり大大大大災災災災害害害害があって、があって、があって、があって、十十十十津川村か津川村か津川村か津川村か

らららら妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦ををををヘヘヘヘリリリリココココププププターでターでターでターで搬送搬送搬送搬送されたというようなことで、されたというようなことで、されたというようなことで、されたというようなことで、救急救急救急救急車車車車が２が２が２が２時時時時間間間間以以以以上かかる上かかる上かかる上かかる国国国国

道道道道１６１６１６１６８８８８号号号号、１６、１６、１６、１６９９９９号号号号を通るよりも、を通るよりも、を通るよりも、を通るよりも、ヘヘヘヘリリリリココココププププターで県ターで県ターで県ターで県立立立立のののの新新新新南和南和南和南和病病病病院院院院や県や県や県や県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学附附附附

属属属属病病病病院院院院やややや新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院へへへへ送送送送るるるる方方方方がいいと。がいいと。がいいと。がいいと。何何何何よりも、そのよりも、そのよりも、そのよりも、そのドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリはははは一次一次一次一次、、、、二二二二次次次次、、、、

三三三三次次次次救急救急救急救急のののの二二二二次次次次救急救急救急救急はははは運ば運ば運ば運ばないというのがないというのがないというのがないというのが大大大大前提で、前提で、前提で、前提で、三三三三次次次次救急救急救急救急のためにやっていたわけでのためにやっていたわけでのためにやっていたわけでのためにやっていたわけで

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、独自独自独自独自ヘヘヘヘリリリリでやってでやってでやってでやって二二二二次次次次医療もしていくというような医療もしていくというような医療もしていくというような医療もしていくというような方方方方針針針針であれであれであれであればばばば、今まで、今まで、今まで、今までドドドド

クタークタークタークターヘヘヘヘリリリリを関西広を関西広を関西広を関西広域域域域連合、連合、連合、連合、大大大大阪阪阪阪府府府府、和、和、和、和歌歌歌歌山県に山県に山県に山県に頼頼頼頼っていたけれども、っていたけれども、っていたけれども、っていたけれども、独自独自独自独自でででで入入入入れていくれていくれていくれていく

方方方方がいいのではないかと。それで、出動回がいいのではないかと。それで、出動回がいいのではないかと。それで、出動回がいいのではないかと。それで、出動回数数数数の問の問の問の問題題題題ですけれども、最後にですけれども、最後にですけれども、最後にですけれども、最後に論論論論破破破破された部分された部分された部分された部分

も、あれと思ったのは、広も、あれと思ったのは、広も、あれと思ったのは、広も、あれと思ったのは、広域域域域連合で和連合で和連合で和連合で和歌歌歌歌山県とそれから山県とそれから山県とそれから山県とそれから大大大大阪阪阪阪府府府府もももも徳徳徳徳島島島島県も県も県も県もドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリでででで

連連連連携携携携をやっているんですけれども、和をやっているんですけれども、和をやっているんですけれども、和をやっているんですけれども、和歌歌歌歌山県が関西広山県が関西広山県が関西広山県が関西広域域域域連合に連合に連合に連合に入入入入っているにもかかわらず、っているにもかかわらず、っているにもかかわらず、っているにもかかわらず、

ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリだけは連だけは連だけは連だけは連携携携携せずにせずにせずにせずに独自独自独自独自ででででドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリをををを持持持持ちちちち続続続続ける。ということは、どういける。ということは、どういける。ということは、どういける。ということは、どうい

うことかというと、今うことかというと、今うことかというと、今うことかというと、今数数数数字字字字をををを覚覚覚覚えていないですが、奈良県の１０回や１５回とえていないですが、奈良県の１０回や１５回とえていないですが、奈良県の１０回や１５回とえていないですが、奈良県の１０回や１５回と違違違違って和って和って和って和歌歌歌歌

山県内で年間３００回ぐらい山県内で年間３００回ぐらい山県内で年間３００回ぐらい山県内で年間３００回ぐらい飛飛飛飛ぶぶぶぶということです。それはなということです。それはなということです。それはなということです。それはなぜぜぜぜかというと、かというと、かというと、かというと、二二二二次次次次医療もや医療もや医療もや医療もや

るから、るから、るから、るから、恐恐恐恐らくそれだけの回らくそれだけの回らくそれだけの回らくそれだけの回数数数数が１日１回から２０回が１日１回から２０回が１日１回から２０回が１日１回から２０回以以以以上ぐらい上ぐらい上ぐらい上ぐらい飛飛飛飛んでいくと。もっと言んでいくと。もっと言んでいくと。もっと言んでいくと。もっと言

ええええばばばば、、、、費費費費用の用の用の用の面面面面でもあれと思ったのですよね。そのでもあれと思ったのですよね。そのでもあれと思ったのですよね。そのでもあれと思ったのですよね。そのドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリをををを購入購入購入購入するのにするのにするのにするのに大体国費大体国費大体国費大体国費

が１が１が１が１億億億億円円円円と、県と、県と、県と、県費費費費が１が１が１が１億億億億円円円円ということで２ということで２ということで２ということで２億億億億円円円円ぐらいかかるわけですけれども、そのうちぐらいかかるわけですけれども、そのうちぐらいかかるわけですけれども、そのうちぐらいかかるわけですけれども、そのうち

特別特別特別特別交交交交付付付付税税税税措措措措置置置置があるため、県ががあるため、県ががあるため、県ががあるため、県が独自独自独自独自でででで持持持持ち出さなけれち出さなけれち出さなけれち出さなければばばばならないのは２ならないのは２ならないのは２ならないのは２，，，，００００００００００００万万万万円円円円かかかか

ら５ら５ら５ら５，，，，００００００００００００万万万万円円円円だと。そういうことになってきて、だと。そういうことになってきて、だと。そういうことになってきて、だと。そういうことになってきて、ヘヘヘヘリリリリココココププププターをターをターをターを買買買買わなけれわなけれわなけれわなければばばばならなならなならなならな

いではないか、やれそういういではないか、やれそういういではないか、やれそういういではないか、やれそういう整備整備整備整備をしていけないなけれをしていけないなけれをしていけないなけれをしていけないなければばばばならないではないかということならないではないかということならないではないかということならないではないかということ

をををを聞聞聞聞いたら、それはいたら、それはいたら、それはいたら、それは全全全全部部部部リリリリーーーーススススでいけるということです。年間４００回でいけるということです。年間４００回でいけるということです。年間４００回でいけるということです。年間４００回飛飛飛飛ぶぶぶぶまではまではまではまでは費費費費用が用が用が用が
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同同同同じじじじだということで、だということで、だということで、だということで、経経経経費費費費何何何何も要らないわけです。もうも要らないわけです。もうも要らないわけです。もうも要らないわけです。もう運運運運転転転転もももも任任任任せせせせば整備ば整備ば整備ば整備もする、もする、もする、もする、ヘヘヘヘリリリリココココ

ププププター会ター会ター会ター会社社社社にににに全全全全部それは部それは部それは部それはリリリリーーーーススススというか委というか委というか委というか委託託託託契契契契約約約約をしてやっていくから、をしてやっていくから、をしてやっていくから、をしてやっていくから、ヘヘヘヘリリリリココココププププターがターがターがターが

何何何何億億億億円円円円かかるのか知らないけれども、かかるのか知らないけれども、かかるのか知らないけれども、かかるのか知らないけれども、独自独自独自独自でででで買買買買うことは要らない。回うことは要らない。回うことは要らない。回うことは要らない。回数数数数も４００回まではも４００回まではも４００回まではも４００回までは

同同同同じじじじ値段値段値段値段だというようなことで、もうどんどんだというようなことで、もうどんどんだというようなことで、もうどんどんだというようなことで、もうどんどん論論論論破破破破されてきまして、こうなったら、やはされてきまして、こうなったら、やはされてきまして、こうなったら、やはされてきまして、こうなったら、やは

りりりり独自独自独自独自ヘヘヘヘリリリリをををを持持持持ったったったった方方方方がいいのではないかと思いました。そして、奈良県中、がいいのではないかと思いました。そして、奈良県中、がいいのではないかと思いました。そして、奈良県中、がいいのではないかと思いました。そして、奈良県中、一次一次一次一次救急救急救急救急、、、、

二二二二次次次次救急救急救急救急でも、特に南和のでも、特に南和のでも、特に南和のでも、特に南和の方方方方のあののあののあののあの災災災災害害害害があったがあったがあったがあった地域地域地域地域、そして、そして、そして、そして東東東東部部部部地域地域地域地域の山間部、それをの山間部、それをの山間部、それをの山間部、それを

新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院か、僕は要か、僕は要か、僕は要か、僕は要望望望望していますけれども、県していますけれども、県していますけれども、県していますけれども、県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学附属附属附属附属病病病病院院院院ををををヘヘヘヘリリリリポポポポーーーートトトトのののの

基地病基地病基地病基地病院院院院としてやっていって、どこにとしてやっていって、どこにとしてやっていって、どこにとしてやっていって、どこに遠慮遠慮遠慮遠慮、、、、気気気気兼兼兼兼ねもなしに、県ねもなしに、県ねもなしに、県ねもなしに、県民民民民のために、のために、のために、のために、へへへへきききき地地地地医療医療医療医療

のためにもなるのではないかと。回のためにもなるのではないかと。回のためにもなるのではないかと。回のためにもなるのではないかと。回数数数数をををを勘勘勘勘定していったら定していったら定していったら定していったら先先先先程藤本委員にも答弁されてい程藤本委員にも答弁されてい程藤本委員にも答弁されてい程藤本委員にも答弁されてい

たと思いますけれど、来年たと思いますけれど、来年たと思いますけれど、来年たと思いますけれど、来年度度度度１５回とかいうことですけれども、これでいったら５０回、１５回とかいうことですけれども、これでいったら５０回、１５回とかいうことですけれども、これでいったら５０回、１５回とかいうことですけれども、これでいったら５０回、

１００回１００回１００回１００回使使使使って和って和って和って和歌歌歌歌山県と山県と山県と山県と大大大大阪阪阪阪府府府府のののの割割割割合でやっていたら、合でやっていたら、合でやっていたら、合でやっていたら、一々一々一々一々申しませんけれども、申しませんけれども、申しませんけれども、申しませんけれども、大体大体大体大体

５０回では２５０回では２５０回では２５０回では２，，，，００００００００００００万万万万円円円円ぐらいだし、１００回では３ぐらいだし、１００回では３ぐらいだし、１００回では３ぐらいだし、１００回では３，，，，８８８８００００００００万万万万円円円円ぐらい要るのですけぐらい要るのですけぐらい要るのですけぐらい要るのですけ

れども、２れども、２れども、２れども、２，，，，００００００００００００万万万万円円円円から５から５から５から５，，，，００００００００００００万万万万円円円円ぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの費費費費用が要る中で、県用が要る中で、県用が要る中で、県用が要る中で、県独自独自独自独自ヘヘヘヘリリリリのののの場場場場合合合合

でも、５０回、１００回、どれだけでも、５０回、１００回、どれだけでも、５０回、１００回、どれだけでも、５０回、１００回、どれだけ飛飛飛飛ぶぶぶぶかわからないですけれども、かわからないですけれども、かわからないですけれども、かわからないですけれども、同同同同じじじじぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの費費費費用が用が用が用が

要るということです。それなら要るということです。それなら要るということです。それなら要るということです。それならばばばば独自独自独自独自のののの方方方方がいいかなということで、がいいかなということで、がいいかなということで、がいいかなということで、ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリはどのはどのはどのはどの

みみみみち要るわけですけれども、部分連合するかち要るわけですけれども、部分連合するかち要るわけですけれども、部分連合するかち要るわけですけれども、部分連合するか独自独自独自独自でででで持持持持つかということで、部分連合したつかということで、部分連合したつかということで、部分連合したつかということで、部分連合した方方方方

がいいと思っていたのですけれども、がいいと思っていたのですけれども、がいいと思っていたのですけれども、がいいと思っていたのですけれども、独自独自独自独自のののの方方方方がやはり県がやはり県がやはり県がやはり県民民民民のためにはなるかと今は思っのためにはなるかと今は思っのためにはなるかと今は思っのためにはなるかと今は思っ

ています。ています。ています。ています。

そこで、藤本委員のそこで、藤本委員のそこで、藤本委員のそこで、藤本委員の続続続続きになってしまって、よりきになってしまって、よりきになってしまって、よりきになってしまって、より以以以以上に上に上に上に詳詳詳詳しく今申し上げましたけれどしく今申し上げましたけれどしく今申し上げましたけれどしく今申し上げましたけれど

も、県としては、だからといってこのも、県としては、だからといってこのも、県としては、だからといってこのも、県としては、だからといってこの８８８８００００００００万万万万円円円円を、を、を、を、ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリをををを入入入入れるということをれるということをれるということをれるということを

前提にこれからも前提にこれからも前提にこれからも前提にこれからも調調調調査をしていくという査をしていくという査をしていくという査をしていくという考考考考えだと思うのんですけれども、僕はあえてそのえだと思うのんですけれども、僕はあえてそのえだと思うのんですけれども、僕はあえてそのえだと思うのんですけれども、僕はあえてその

中でもさっき言われた回中でもさっき言われた回中でもさっき言われた回中でもさっき言われた回数数数数だとか、それからいろいろなだとか、それからいろいろなだとか、それからいろいろなだとか、それからいろいろな経経経経費費費費だとか、関西広だとか、関西広だとか、関西広だとか、関西広域域域域連合の部分連合の部分連合の部分連合の部分

連合も含めてありきではなくあら連合も含めてありきではなくあら連合も含めてありきではなくあら連合も含めてありきではなくあらゆゆゆゆるるるる検討検討検討検討をしてほしいと思っています。その辺をどうしをしてほしいと思っています。その辺をどうしをしてほしいと思っています。その辺をどうしをしてほしいと思っています。その辺をどうし

てもてもてもても聞聞聞聞きたいわけです。きたいわけです。きたいわけです。きたいわけです。

○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長 今、山本委員がおっし今、山本委員がおっし今、山本委員がおっし今、山本委員がおっしゃゃゃゃったことは、当ったことは、当ったことは、当ったことは、当然然然然知事が申し上げたと知事が申し上げたと知事が申し上げたと知事が申し上げたと

おりでございます。奈良県おりでございます。奈良県おりでございます。奈良県おりでございます。奈良県独自独自独自独自ででででドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリをををを導入導入導入導入するにつきましては、まず南和のするにつきましては、まず南和のするにつきましては、まず南和のするにつきましては、まず南和の新新新新

病病病病院院院院、それから、それから、それから、それから新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院にににに直直直直接接接接おりられるおりられるおりられるおりられるヘヘヘヘリリリリポポポポーーーートトトトをつくろうということがござをつくろうということがござをつくろうということがござをつくろうということがござ

います。それと、います。それと、います。それと、います。それと、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害がございましたので、やはりがございましたので、やはりがございましたので、やはりがございましたので、やはり災災災災害害害害対策でございます。そ対策でございます。そ対策でございます。そ対策でございます。そ

のときに医療のときに医療のときに医療のときに医療チチチチーーーームムムムのののの派遣派遣派遣派遣、、、、傷傷傷傷病病病病者の者の者の者の搬送搬送搬送搬送等等等等にににに非非非非常常常常にうまくにうまくにうまくにうまく使使使使えるということがございまえるということがございまえるということがございまえるということがございま

す。今、和す。今、和す。今、和す。今、和歌歌歌歌山県、山県、山県、山県、大大大大阪阪阪阪府府府府とととと共同運共同運共同運共同運行している行している行している行しているドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリですが、ですが、ですが、ですが、原原原原則則則則としてとしてとしてとして生命生命生命生命がががが非非非非
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常常常常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況のののの危危危危険険険険のあるのあるのあるのある三三三三次次次次のののの救急救急救急救急のののの患患患患者に者に者に者に限限限限定をしております。ですから、定をしております。ですから、定をしております。ですから、定をしております。ですから、先先先先ほどほどほどほど

ご答弁をさせていただいたように、年間１５回とか２０回とか、そういう件ご答弁をさせていただいたように、年間１５回とか２０回とか、そういう件ご答弁をさせていただいたように、年間１５回とか２０回とか、そういう件ご答弁をさせていただいたように、年間１５回とか２０回とか、そういう件数数数数になっておになっておになっておになってお

ります。また、実ります。また、実ります。また、実ります。また、実際際際際に南和に南和に南和に南和地域地域地域地域やややや宇陀宇陀宇陀宇陀地域地域地域地域につきましてにつきましてにつきましてにつきまして道道道道路路路路事事事事情情情情はははは一時一時一時一時にににに比比比比べべべべたらかなりたらかなりたらかなりたらかなり

改善改善改善改善はしておりますが、はしておりますが、はしておりますが、はしておりますが、依依依依然然然然、奈良、奈良、奈良、奈良盆盆盆盆地地地地にににに比比比比べべべべるとるとるとると非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況あります。実はそのあります。実はそのあります。実はそのあります。実はその

南和南和南和南和地域地域地域地域のののの８８８８村で、例え村で、例え村で、例え村で、例えば９ば９ば９ば９０分を０分を０分を０分を超超超超えるえるえるえる救急救急救急救急搬送搬送搬送搬送が、おおが、おおが、おおが、おおむむむむね、年間１２０件ほどござね、年間１２０件ほどござね、年間１２０件ほどござね、年間１２０件ほどござ

います。います。います。います。宇陀宇陀宇陀宇陀地域地域地域地域はまだ出ていないのですが、さらにはまだ出ていないのですが、さらにはまだ出ていないのですが、さらにはまだ出ていないのですが、さらに数十数十数十数十件あると思いますので、もしも件あると思いますので、もしも件あると思いますので、もしも件あると思いますので、もしも

ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリをををを導入導入導入導入するならするならするならするならばばばばそういう１００そういう１００そういう１００そういう１００数十数十数十数十件の件の件の件の患患患患者さんにも対応もできるだろう者さんにも対応もできるだろう者さんにも対応もできるだろう者さんにも対応もできるだろう

ということです。ただ、ということです。ただ、ということです。ただ、ということです。ただ、大大大大阪阪阪阪府府府府が来年が来年が来年が来年度度度度から関西広から関西広から関西広から関西広域域域域連合に連合に連合に連合にヘヘヘヘリリリリココココププププターをターをターをターを移移移移管管管管されますされますされますされます

けれども、けれども、けれども、けれども、一一一一応応応応三三三三次次次次救急救急救急救急にににに限限限限定をするという定をするという定をするという定をするという形形形形でございます。それともうでございます。それともうでございます。それともうでございます。それともう一一一一つの、今、山つの、今、山つの、今、山つの、今、山

本委員がお話しされたことでございますが、和本委員がお話しされたことでございますが、和本委員がお話しされたことでございますが、和本委員がお話しされたことでございますが、和歌歌歌歌山県の山県の山県の山県のドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリはほとんどはほとんどはほとんどはほとんど毎毎毎毎日日日日飛飛飛飛んんんん

でおります。年間３００でおります。年間３００でおります。年間３００でおります。年間３００数十数十数十数十日日日日以以以以上と、上と、上と、上と、毎毎毎毎日日日日飛飛飛飛んでおられる。和んでおられる。和んでおられる。和んでおられる。和歌歌歌歌山県の山県の山県の山県の人人人人口口口口からからからからみみみみてもてもてもても

そんなにそんなにそんなにそんなに三三三三次次次次のののの救急患救急患救急患救急患者が者が者が者が発生発生発生発生するとはちょっとするとはちょっとするとはちょっとするとはちょっと考考考考えられませんので、かなりえられませんので、かなりえられませんので、かなりえられませんので、かなり弾弾弾弾力的力的力的力的にににに二二二二

次次次次救急救急救急救急のののの患患患患者も者も者も者も運運運運んでおられるようです。また、和んでおられるようです。また、和んでおられるようです。また、和んでおられるようです。また、和歌歌歌歌山県の山県の山県の山県の地地地地理理理理的的的的なことでございますが、なことでございますが、なことでございますが、なことでございますが、

和和和和歌歌歌歌山市に医療山市に医療山市に医療山市に医療機能機能機能機能がががが集集集集中しておりまして、特に田辺中しておりまして、特に田辺中しておりまして、特に田辺中しておりまして、特に田辺以以以以南になりますと、アクセ南になりますと、アクセ南になりますと、アクセ南になりますと、アクセスススス道道道道路路路路もももも

国国国国道道道道４２４２４２４２号号号号しかなく、しかなく、しかなく、しかなく、病病病病院院院院も余りも余りも余りも余り大大大大きなきなきなきな病病病病院院院院はないということで、実はないということで、実はないということで、実はないということで、実際際際際には和には和には和には和歌歌歌歌山県山県山県山県立立立立医医医医

科科科科大学大学大学大学附属附属附属附属病病病病院院院院なり日本なり日本なり日本なり日本赤赤赤赤十十十十字字字字和和和和歌歌歌歌山医療センターで対応されていると山医療センターで対応されていると山医療センターで対応されていると山医療センターで対応されていると聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

そういうこともございますので、そういうこともございますので、そういうこともございますので、そういうこともございますので、ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリをををを導入導入導入導入していこうというならしていこうというならしていこうというならしていこうというならばばばば、和、和、和、和歌歌歌歌山県山県山県山県

ののののドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリは関西広は関西広は関西広は関西広域域域域連合には連合には連合には連合には移移移移管管管管はされませんので、はされませんので、はされませんので、はされませんので、引引引引きききき続続続続き奈良県とき奈良県とき奈良県とき奈良県と共同利共同利共同利共同利用し用し用し用し

ていただける。そして、奈良県にもしもこれからていただける。そして、奈良県にもしもこれからていただける。そして、奈良県にもしもこれからていただける。そして、奈良県にもしもこれから導入導入導入導入するならするならするならするならばばばば、当、当、当、当然然然然関西広関西広関西広関西広域域域域連合に連合に連合に連合に移移移移

管管管管された、例えされた、例えされた、例えされた、例えば大ば大ば大ば大阪阪阪阪府府府府とかとかとかとか兵兵兵兵庫庫庫庫県の分がどうなるかわかりませんけれども、和県の分がどうなるかわかりませんけれども、和県の分がどうなるかわかりませんけれども、和県の分がどうなるかわかりませんけれども、和歌歌歌歌山県と山県と山県と山県と

も当も当も当も当然然然然連連連連携携携携をしていく。それから、実はをしていく。それから、実はをしていく。それから、実はをしていく。それから、実は三三三三重重重重県が県が県が県が既既既既に今年に今年に今年に今年度度度度からからからからドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリをををを導入導入導入導入されされされされ

ております。それについても当ております。それについても当ております。それについても当ております。それについても当然然然然また連また連また連また連携携携携をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。災災災災害害害害とかとかとかとか突突突突発的発的発的発的なななな

事事事事項項項項に対しましては、に対しましては、に対しましては、に対しましては、何何何何重重重重にもそういうにもそういうにもそういうにもそういうリリリリススススクに対応するクに対応するクに対応するクに対応する準準準準備備備備をしておくのが当をしておくのが当をしておくのが当をしておくのが当然然然然だと思だと思だと思だと思

っておりますので、多っておりますので、多っておりますので、多っておりますので、多角角角角的的的的にいろいろなことを含めてにいろいろなことを含めてにいろいろなことを含めてにいろいろなことを含めて検討検討検討検討をしたい、それと、おをしたい、それと、おをしたい、それと、おをしたい、それと、お金金金金だけのだけのだけのだけの

話ではなくて、まず話ではなくて、まず話ではなくて、まず話ではなくて、まず乗乗乗乗っていただくっていただくっていただくっていただくフライフライフライフラインンンングナグナグナグナーーーースススス、または、または、または、またはフライフライフライフラインンンンググググドドドドクターの確クターの確クターの確クターの確保保保保

というのも当というのも当というのも当というのも当然然然然重重重重要になっております。そういうことも含めていろいろなことを多要になっております。そういうことも含めていろいろなことを多要になっております。そういうことも含めていろいろなことを多要になっております。そういうことも含めていろいろなことを多角角角角的的的的にににに

検討検討検討検討をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 私もるる申し上げて、中川私もるる申し上げて、中川私もるる申し上げて、中川私もるる申し上げて、中川地域地域地域地域医療連医療連医療連医療連携課携課携課携課長もそうだと、長もそうだと、長もそうだと、長もそうだと、同同同同じじじじような答えだような答えだような答えだような答えだ

ったのですけれども、そういう部分でったのですけれども、そういう部分でったのですけれども、そういう部分でったのですけれども、そういう部分でドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリをををを十十十十分分分分活活活活用していかないと、この奈良用していかないと、この奈良用していかないと、この奈良用していかないと、この奈良

県も南和県も南和県も南和県も南和地域地域地域地域のののの方方方方のののの安心安心安心安心した医療につながらないということで、した医療につながらないということで、した医療につながらないということで、した医療につながらないということで、十十十十分よく分よく分よく分よく検討検討検討検討をしていたをしていたをしていたをしていた
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だきたいと思います。そして、だきたいと思います。そして、だきたいと思います。そして、だきたいと思います。そして、先先先先程の話でいうと県程の話でいうと県程の話でいうと県程の話でいうと県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学附属附属附属附属病病病病院院院院をををを基地病基地病基地病基地病院院院院にしよにしよにしよにしよ

うと思ったら１０年うと思ったら１０年うと思ったら１０年うと思ったら１０年以以以以上かかってしまう。上かかってしまう。上かかってしまう。上かかってしまう。新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院はもうはもうはもうはもう先先先先にもうにもうにもうにもうオオオオーーーーププププンしてでンしてでンしてでンしてで

きるとのことでおのずとしてそうかと思いますが、きるとのことでおのずとしてそうかと思いますが、きるとのことでおのずとしてそうかと思いますが、きるとのことでおのずとしてそうかと思いますが、新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院がまたがまたがまたがまた同同同同じじじじようにようにようにようにヘヘヘヘリリリリ

ポポポポーーーートトトトをををを備備備備えて、そしてえて、そしてえて、そしてえて、そして救急救急救急救急医療がないから医療がないから医療がないから医療がないから基地病基地病基地病基地病院院院院にならないかもわからないけれど、にならないかもわからないけれど、にならないかもわからないけれど、にならないかもわからないけれど、

ヘヘヘヘリリリリポポポポーーーートトトトのののの準準準準基地基地基地基地のようなのようなのようなのような形形形形で、で、で、で、考考考考えてくれているとは思いますが、そのこともよくえてくれているとは思いますが、そのこともよくえてくれているとは思いますが、そのこともよくえてくれているとは思いますが、そのこともよく検検検検

討討討討して答えを出していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。して答えを出していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。して答えを出していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。して答えを出していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

最後に、３最後に、３最後に、３最後に、３点目点目点目点目としてはとしてはとしてはとしては介介介介護護護護給給給給付付付付保保保保険険険険です。です。です。です。介介介介護護護護保保保保険険険険のののの介介介介護護護護給給給給付付付付のののの適適適適正化正化正化正化という部分で、という部分で、という部分で、という部分で、

教教教教えていただきたいというか要えていただきたいというか要えていただきたいというか要えていただきたいというか要望望望望もしておきたいのですけれども、もしておきたいのですけれども、もしておきたいのですけれども、もしておきたいのですけれども、介介介介護護護護保保保保険険険険がどの程がどの程がどの程がどの程度度度度今今今今

給給給給付付付付率率率率があるのかは知らないのですが、があるのかは知らないのですが、があるのかは知らないのですが、があるのかは知らないのですが、給給給給付付付付率率率率、、、、給給給給付付付付費費費費やややや給給給給付付付付率率率率のののの現現現現状状状状は、は、は、は、全国全国全国全国からからからから見見見見てててて

奈良県はどのような奈良県はどのような奈良県はどのような奈良県はどのような立立立立ちちちち位位位位置置置置にいるのかという部分も含めてにいるのかという部分も含めてにいるのかという部分も含めてにいるのかという部分も含めて教教教教えていただきたい。実は、えていただきたい。実は、えていただきたい。実は、えていただきたい。実は、

４年前の平成２０年３月１４年前の平成２０年３月１４年前の平成２０年３月１４年前の平成２０年３月１８８８８日の中日日の中日日の中日日の中日新新新新聞聞聞聞がここにありますが、パがここにありますが、パがここにありますが、パがここにありますが、パソソソソココココンをンをンをンを使使使使ってってってって介介介介護護護護給給給給

付付付付をををを適適適適正化正化正化正化して、それによって６して、それによって６して、それによって６して、それによって６，，，，００００００００００００万万万万円円円円のののの介介介介護護護護給給給給付付付付のののの支支支支払払払払いをいをいをいを節約節約節約節約できたというこできたというこできたというこできたというこ

とです。それはどういうことかといいますと、要とです。それはどういうことかといいますと、要とです。それはどういうことかといいますと、要とです。それはどういうことかといいますと、要介介介介護１の護１の護１の護１の男男男男性に、要性に、要性に、要性に、要介介介介護１にもかかわら護１にもかかわら護１にもかかわら護１にもかかわら

ずずずずヘヘヘヘルパーを２ルパーを２ルパーを２ルパーを２人人人人派遣派遣派遣派遣していたと。していたと。していたと。していたと。むむむむだですね。ほかには、要だですね。ほかには、要だですね。ほかには、要だですね。ほかには、要介介介介護５で護５で護５で護５で寝寝寝寝たきりのたきりのたきりのたきりの人人人人につにつにつにつ

えとかえとかえとかえとか歩歩歩歩行行行行器器器器とかとかとかとか徘徘徘徘回回回回探探探探知知知知機機機機をををを給給給給付付付付していた。およそそういう、していた。およそそういう、していた。およそそういう、していた。およそそういう、全全全全然然然然整整整整合性がない合性がない合性がない合性がない介介介介護に護に護に護に

使使使使われていたということが、パわれていたということが、パわれていたということが、パわれていたということが、パソソソソココココンですンですンですンですべべべべてててて管管管管理をして、理をして、理をして、理をして、介介介介護１には護１には護１には護１には介介介介護１の護１の護１の護１の適適適適正正正正なななな介介介介

護、要護、要護、要護、要介介介介護５には要護５には要護５には要護５には要介介介介護５の護５の護５の護５の適適適適正正正正なななな介介介介護護護護給給給給付付付付をしていくことで、中津川市では年間６をしていくことで、中津川市では年間６をしていくことで、中津川市では年間６をしていくことで、中津川市では年間６，，，，００００

００００００００万万万万円円円円のののの節約節約節約節約ができたということです。こういうやりができたということです。こういうやりができたということです。こういうやりができたということです。こういうやり方方方方を奈良県ではどう把握しておらを奈良県ではどう把握しておらを奈良県ではどう把握しておらを奈良県ではどう把握しておら

れるのか、そして、それを奈良県ではれるのか、そして、それを奈良県ではれるのか、そして、それを奈良県ではれるのか、そして、それを奈良県では取取取取りりりり入入入入れておられるのか、また別にこれにかわるよれておられるのか、また別にこれにかわるよれておられるのか、また別にこれにかわるよれておられるのか、また別にこれにかわるよ

うなうなうなうな介介介介護護護護給給給給付付付付のののの適適適適正化正化正化正化を奈良県としてはどうを奈良県としてはどうを奈良県としてはどうを奈良県としてはどう取取取取りりりり組組組組んでおられるのかんでおられるのかんでおられるのかんでおられるのか聞聞聞聞かせていただきたかせていただきたかせていただきたかせていただきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

○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 介介介介護護護護給給給給付付付付費費費費のののの適適適適正化正化正化正化のご質問でございます。まず、本県ののご質問でございます。まず、本県ののご質問でございます。まず、本県ののご質問でございます。まず、本県の給給給給付付付付費費費費のののの

実実実実績績績績でございますが、平成２３年でございますが、平成２３年でございますが、平成２３年でございますが、平成２３年度度度度決決決決算で、算で、算で、算で、トトトトータルータルータルータル８８８８０３０３０３０３億億億億円円円円程程程程度度度度でございます。高でございます。高でございます。高でございます。高齢齢齢齢

者１者１者１者１人人人人当たりでは当たりでは当たりでは当たりでは若若若若干干干干全国全国全国全国平平平平均均均均よりはよりはよりはよりは低低低低いいいい水準水準水準水準にあるかと思います。今、山本委員ごにあるかと思います。今、山本委員ごにあるかと思います。今、山本委員ごにあるかと思います。今、山本委員ご紹紹紹紹介介介介

ののののソソソソフフフフトトトトの関係でございます。まず、の関係でございます。まず、の関係でございます。まず、の関係でございます。まず、給給給給付付付付適適適適正化正化正化正化でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、利利利利用者に対して用者に対して用者に対して用者に対して適適適適切切切切なななな

介介介介護護護護ササササーーーービスビスビスビスを確を確を確を確保保保保することとあわせて、することとあわせて、することとあわせて、することとあわせて、不不不不適適適適切切切切なななな給給給給付付付付のののの削削削削減減減減にににに取取取取りりりり組む組む組む組むことがことがことがことが給給給給付付付付のののの適適適適

正化正化正化正化でございますが、これはでございますが、これはでございますが、これはでございますが、これは介介介介護護護護保保保保険険険険制制制制度度度度のののの信信信信頼頼頼頼感感感感を高めるとともに、を高めるとともに、を高めるとともに、を高めるとともに、給給給給付付付付費費費費ですとかですとかですとかですとか保保保保

険料険料険料険料のののの抑抑抑抑制に制に制に制に寄寄寄寄与与与与するということで、するということで、するということで、するということで、介介介介護護護護保保保保険険険険制制制制度度度度をををを持続的持続的持続的持続的にににに継継継継続続続続していくためにはどうしていくためにはどうしていくためにはどうしていくためにはどう

してもしてもしてもしても必必必必要な要な要な要な取取取取りりりり組み組み組み組みだとだとだとだと考考考考えております。山本委員よりごえております。山本委員よりごえております。山本委員よりごえております。山本委員よりご紹紹紹紹介介介介ののののソソソソフフフフトトトトは、は、は、は、トトトトリリリリトトトトンアンアンアンア

ララララーーーームムムムという名前のという名前のという名前のという名前のシステムシステムシステムシステムでございます。でございます。でございます。でございます。民民民民間の事間の事間の事間の事業業業業者が開者が開者が開者が開発発発発をしてをしてをしてをして販売販売販売販売を行っているを行っているを行っているを行っている
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ソソソソフフフフトトトトでございまして、でございまして、でございまして、でございまして、介介介介護護護護給給給給付付付付ののののデデデデータをそのータをそのータをそのータをそのソソソソフフフフトトトトにににに読読読読みみみみ込込込込むむむむことによりまして、今ことによりまして、今ことによりまして、今ことによりまして、今

ごごごご紹紹紹紹介介介介のあったようにのあったようにのあったようにのあったように不不不不適適適適切切切切なななな請請請請求求求求が行われているが行われているが行われているが行われている可可可可能能能能性を性を性を性をチェチェチェチェッッッックできるクできるクできるクできるシステムシステムシステムシステムでしでしでしでし

て、県内では１つの市でて、県内では１つの市でて、県内では１つの市でて、県内では１つの市で導入導入導入導入してしてしてして活活活活用をされております。実用をされております。実用をされております。実用をされております。実際際際際、、、、チェチェチェチェッッッックがかかったときクがかかったときクがかかったときクがかかったとき

のののの警警警警告、告、告、告、メメメメッッッッセーセーセーセージジジジは結は結は結は結構構構構わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい表表表表示示示示になっているという特になっているという特になっているという特になっているという特徴徴徴徴があるとがあるとがあるとがあると聞聞聞聞いておりいておりいておりいており

ます。このます。このます。このます。このソソソソフフフフトトトトとととと同同同同様様様様に、に、に、に、ＩＴＩＴＩＴＩＴをををを活活活活用した用した用した用したシステムシステムシステムシステムといたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、介介介介護護護護給給給給付付付付費費費費の審査の審査の審査の審査

支支支支払払払払い事務を行っていただいておりますい事務を行っていただいておりますい事務を行っていただいておりますい事務を行っていただいております国民国民国民国民健康健康健康健康保保保保険団険団険団険団体体体体連合会でもその事務を通連合会でもその事務を通連合会でもその事務を通連合会でもその事務を通じじじじてててて保保保保

有有有有しておられるしておられるしておられるしておられる給給給給付付付付実実実実績績績績等等等等ののののデデデデータを分ータを分ータを分ータを分析析析析をするをするをするをする介介介介護護護護給給給給付付付付適適適適正化システム正化システム正化システム正化システムといったもののといったもののといったもののといったものの

運運運運用が行われており、用が行われており、用が行われており、用が行われており、適適適適正化正化正化正化にににに活活活活用できる県内の用できる県内の用できる県内の用できる県内の活活活活用できる用できる用できる用できるデデデデータを処理して、県内のータを処理して、県内のータを処理して、県内のータを処理して、県内の各各各各

市市市市町町町町村、村、村、村、保保保保険険険険者に対して者に対して者に対して者に対して無無無無料料料料で提で提で提で提供供供供をしているといったをしているといったをしているといったをしているといった仕仕仕仕組み組み組み組みがございます。このがございます。このがございます。このがございます。このシステシステシステシステ

ムムムムを、例えを、例えを、例えを、例えばばばば要要要要介介介介護の護の護の護の方方方方が通が通が通が通院院院院のためにのためにのためにのためにヘヘヘヘルパーのルパーのルパーのルパーの介助介助介助介助を行っているといったを行っているといったを行っているといったを行っているといった請請請請求求求求ががががデデデデーーーー

タとして上がっているタとして上がっているタとして上がっているタとして上がっている場場場場合に、あわせて合に、あわせて合に、あわせて合に、あわせて介介介介護護護護認認認認定の定の定の定のデデデデータもータもータもータも持持持持っておりまして、そのっておりまして、そのっておりまして、そのっておりまして、そのデデデデーーーー

タでタでタでタで歩歩歩歩行ができる、また行ができる、また行ができる、また行ができる、また移移移移動なり動なり動なり動なり移移移移乗乗乗乗がががが可可可可能能能能といったといったといったといったデデデデータがータがータがータが入入入入っているにもかかわらず、っているにもかかわらず、っているにもかかわらず、っているにもかかわらず、

通通通通院院院院のののの場場場場合の合の合の合の介助介助介助介助のののの請請請請求求求求が出てるといったが出てるといったが出てるといったが出てるといった場場場場合には、当合には、当合には、当合には、当初初初初、、、、介介介介護護護護認認認認定を行ったときの定を行ったときの定を行ったときの定を行ったときの身体身体身体身体

のののの状況状況状況状況から行けから行けから行けから行けばばばば、その、その、その、その必必必必要がないのではないかといった要がないのではないかといった要がないのではないかといった要がないのではないかといった情報情報情報情報がががが得得得得られる内容のられる内容のられる内容のられる内容のシステムシステムシステムシステム

でございます。ただ、このでございます。ただ、このでございます。ただ、このでございます。ただ、このシステムシステムシステムシステムについて県内の市について県内の市について県内の市について県内の市町町町町村す村す村す村すべべべべてがてがてがてが十十十十分に分に分に分に活活活活用していただ用していただ用していただ用していただ

いているかというと、いているかというと、いているかというと、いているかというと、必必必必ずしもそうではないずしもそうではないずしもそうではないずしもそうではない面面面面もございますので、県といたしましては、もございますので、県といたしましては、もございますので、県といたしましては、もございますので、県といたしましては、

引引引引きききき続続続続き市き市き市き市町町町町村に対してこの村に対してこの村に対してこの村に対してこの国民国民国民国民健康健康健康健康保保保保険団険団険団険団体体体体連合会の連合会の連合会の連合会のシステムシステムシステムシステムのののの研修研修研修研修会ですとか会ですとか会ですとか会ですとか勉勉勉勉強強強強会会会会

を開を開を開を開催催催催いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、システムシステムシステムシステムをををを十十十十分分分分有効有効有効有効にににに使使使使っていただくようなっていただくようなっていただくようなっていただくような取取取取りりりり組み組み組み組みをををを支援支援支援支援していしていしていしてい

きたいときたいときたいときたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 もう最後ですけれども、もう最後ですけれども、もう最後ですけれども、もう最後ですけれども、資資資資料料料料としていただいた中に、としていただいた中に、としていただいた中に、としていただいた中に、報報報報酬酬酬酬のののの返返返返還還還還額額額額、、、、指導指導指導指導監監監監

査で査で査で査で伴伴伴伴うううう介介介介護護護護報報報報酬酬酬酬のののの返返返返還還還還額額額額が奈良県は２が奈良県は２が奈良県は２が奈良県は２億億億億８８８８，，，，６００６００６００６００万万万万円円円円ぐらいがあるということですが、ぐらいがあるということですが、ぐらいがあるということですが、ぐらいがあるということですが、

このこのこのこの国民国民国民国民健康健康健康健康保保保保険団険団険団険団体体体体連合会の連合会の連合会の連合会のシステムシステムシステムシステムでいろいろでいろいろでいろいろでいろいろ各各各各市市市市町町町町村で村で村で村で取取取取りりりり入入入入れてやっているといれてやっているといれてやっているといれてやっているとい

うことですが、こういううことですが、こういううことですが、こういううことですが、こういう一一一一つの例としてパつの例としてパつの例としてパつの例としてパソソソソココココンをンをンをンを使使使使ってのってのってのっての節約節約節約節約ということにつながってということにつながってということにつながってということにつながって

いるわけですから、いるわけですから、いるわけですから、いるわけですから、介介介介護護護護保保保保険険険険は市は市は市は市町町町町村がやっているわけで、県はパ村がやっているわけで、県はパ村がやっているわけで、県はパ村がやっているわけで、県はパソソソソココココンをンをンをンを使使使使えとか、どえとか、どえとか、どえとか、ど

うしろとか言えないようなこともうしろとか言えないようなこともうしろとか言えないようなこともうしろとか言えないようなことも聞聞聞聞いていますが、やはり市いていますが、やはり市いていますが、やはり市いていますが、やはり市町町町町村と県が村と県が村と県が村と県が一体一体一体一体となってとなってとなってとなって適適適適正正正正

化化化化をして、をして、をして、をして、介介介介護護護護報報報報酬酬酬酬をしっかりと県をしっかりと県をしっかりと県をしっかりと県民民民民のののの皆皆皆皆さんのためにさんのためにさんのためにさんのために使使使使っていくということをこのっていくということをこのっていくということをこのっていくということをこの際際際際、、、、

要要要要望望望望をしてをしてをしてをして終終終終わらせていただきたいと思います。わらせていただきたいと思います。わらせていただきたいと思います。わらせていただきたいと思います。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 時時時時間が３間が３間が３間が３時時時時になります。しになります。しになります。しになります。しばばばばらくらくらくらく休憩休憩休憩休憩したいと思いますが、よろしいですしたいと思いますが、よろしいですしたいと思いますが、よろしいですしたいと思いますが、よろしいです

か。１０分間のか。１０分間のか。１０分間のか。１０分間の休憩休憩休憩休憩をとります。３をとります。３をとります。３をとります。３時時時時１５分から１５分から１５分から１５分から再再再再開したいと思います。それでは、３開したいと思います。それでは、３開したいと思います。それでは、３開したいと思います。それでは、３時時時時

１５分に１５分に１５分に１５分に再再再再開いたします。開いたします。開いたします。開いたします。
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１５：０５分１５：０５分１５：０５分１５：０５分 休憩休憩休憩休憩

１５：１１５：１１５：１１５：１８８８８分分分分 再再再再開開開開

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 休憩休憩休憩休憩前に前に前に前に引引引引きききき続続続続き会議を開きます。き会議を開きます。き会議を開きます。き会議を開きます。

それでは、ごそれでは、ごそれでは、ごそれでは、ご発発発発言願います。言願います。言願います。言願います。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 ２２２２点点点点について質問なり意について質問なり意について質問なり意について質問なり意見見見見なりをなりをなりをなりを述述述述べべべべたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

まず１まず１まず１まず１点点点点は、は、は、は、新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院新新新新設に設に設に設に伴伴伴伴い、奈良市平い、奈良市平い、奈良市平い、奈良市平松松松松町町町町の県の県の県の県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院がなくなるわけがなくなるわけがなくなるわけがなくなるわけ

ですが、その後の平ですが、その後の平ですが、その後の平ですが、その後の平松松松松町町町町のまちのまちのまちのまちづづづづくりについては知事もくりについては知事もくりについては知事もくりについては知事も相相相相当当当当推推推推進していただいているよう進していただいているよう進していただいているよう進していただいているよう

で、もともとで、もともとで、もともとで、もともと反反反反対された対された対された対された方々方々方々方々も、も、も、も、非非非非常常常常にその辺の思いが今になってわかってきて、良にその辺の思いが今になってわかってきて、良にその辺の思いが今になってわかってきて、良にその辺の思いが今になってわかってきて、良好好好好にににに

進んでいるのかと思うところであります。進んでいるのかと思うところであります。進んでいるのかと思うところであります。進んでいるのかと思うところであります。昨昨昨昨年年年年末末末末にアンにアンにアンにアンケケケケーーーート調ト調ト調ト調査をとられたといことで、査をとられたといことで、査をとられたといことで、査をとられたといことで、

どんなご意どんなご意どんなご意どんなご意見見見見があったのか、多分もうそろそろがあったのか、多分もうそろそろがあったのか、多分もうそろそろがあったのか、多分もうそろそろ取取取取りまとめられていると思ますが、その辺りまとめられていると思ますが、その辺りまとめられていると思ますが、その辺りまとめられていると思ますが、その辺

について、について、について、について、経経経経緯緯緯緯も含めてごも含めてごも含めてごも含めてご報報報報告いただきたいな思います。告いただきたいな思います。告いただきたいな思います。告いただきたいな思います。

もう１もう１もう１もう１点点点点は、女性は、女性は、女性は、女性管管管管理職の理職の理職の理職の登登登登用についてでありますが、実は用についてでありますが、実は用についてでありますが、実は用についてでありますが、実は先先先先ほど畭委員が女性ほど畭委員が女性ほど畭委員が女性ほど畭委員が女性就労就労就労就労のののの

ことで質問されました。ことで質問されました。ことで質問されました。ことで質問されました。太太太太郎郎郎郎田女性田女性田女性田女性支援課支援課支援課支援課長がお答えになって、また長がお答えになって、また長がお答えになって、また長がお答えになって、また同同同同じじじじような質問になような質問になような質問になような質問にな

りますからりますからりますからりますから同同同同じじじじような答えになるのかということで、私なりの意ような答えになるのかということで、私なりの意ような答えになるのかということで、私なりの意ような答えになるのかということで、私なりの意見見見見をををを述述述述べべべべたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

先般先般先般先般、、、、一般一般一般一般質問をさせていただいきました。質問をさせていただいきました。質問をさせていただいきました。質問をさせていただいきました。短短短短く説明させてもらうと、要するに、く説明させてもらうと、要するに、く説明させてもらうと、要するに、く説明させてもらうと、要するに、世世世世界界界界のののの

中でも日本は中でも日本は中でも日本は中でも日本は非非非非常常常常におくれているということです。女性におくれているということです。女性におくれているということです。女性におくれているということです。女性管管管管理職の理職の理職の理職の登登登登用は１３５用は１３５用は１３５用は１３５カカカカ国国国国中１０中１０中１０中１０

１１１１位位位位というというというというデデデデータがあって、ータがあって、ータがあって、ータがあって、先先先先進進進進国国国国としてはありとしてはありとしてはありとしてはあり得得得得ないと、ないと、ないと、ないと、何何何何なのだろうこれはというこなのだろうこれはというこなのだろうこれはというこなのだろうこれはというこ

とです。県とです。県とです。県とです。県庁庁庁庁の中での中での中での中で率先率先率先率先垂垂垂垂範範範範して進めていただきたいというお話をしたわけですが、そのして進めていただきたいというお話をしたわけですが、そのして進めていただきたいというお話をしたわけですが、そのして進めていただきたいというお話をしたわけですが、その

ときに、総務部長からお答えいただきました。別に総務部長のお答えをときに、総務部長からお答えいただきました。別に総務部長のお答えをときに、総務部長からお答えいただきました。別に総務部長のお答えをときに、総務部長からお答えいただきました。別に総務部長のお答えを決決決決してしてしてして批判批判批判批判するこするこするこするこ

とでもとでもとでもとでも何何何何でもないのですが、そのときに総務部長がお答えになられたのが、女性でもないのですが、そのときに総務部長がお答えになられたのが、女性でもないのですが、そのときに総務部長がお答えになられたのが、女性でもないのですが、そのときに総務部長がお答えになられたのが、女性管管管管理職の理職の理職の理職の

登登登登用がなかなか進まない要用がなかなか進まない要用がなかなか進まない要用がなかなか進まない要因因因因としては、出としては、出としては、出としては、出産産産産、、、、子子子子育育育育て、て、て、て、介介介介護などの事護などの事護などの事護などの事情情情情により女性職員がにより女性職員がにより女性職員がにより女性職員が

管管管管理職となるために理職となるために理職となるために理職となるためにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい経験経験経験経験をををを積積積積めなかったことなどがめなかったことなどがめなかったことなどがめなかったことなどが考考考考えられる、これがまず１えられる、これがまず１えられる、これがまず１えられる、これがまず１

つ。その後に、職つ。その後に、職つ。その後に、職つ。その後に、職場環境場環境場環境場環境のののの整備整備整備整備にあわせて、女性職員にも事にあわせて、女性職員にも事にあわせて、女性職員にも事にあわせて、女性職員にも事業業業業担当係、予算担当係などさ担当係、予算担当係などさ担当係、予算担当係などさ担当係、予算担当係などさ

まざまな分野まざまな分野まざまな分野まざまな分野へへへへの配の配の配の配属属属属をををを積積積積極極極極的的的的に行うことによりに行うことによりに行うことによりに行うことにより将将将将来の来の来の来の管管管管理職として理職として理職として理職としてふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい資資資資質の質の質の質の養養養養

成を行ってまいりますと。この答弁をよくよく成を行ってまいりますと。この答弁をよくよく成を行ってまいりますと。この答弁をよくよく成を行ってまいりますと。この答弁をよくよく考考考考えてえてえてえてみみみみると、今の日本のると、今の日本のると、今の日本のると、今の日本の社社社社会の会の会の会の縮縮縮縮図図図図が本が本が本が本

当にこの中に当にこの中に当にこの中に当にこの中に込込込込められていて、このめられていて、このめられていて、このめられていて、この原原原原因因因因をををを端端端端的的的的に把握されていて、ではこれをに把握されていて、ではこれをに把握されていて、ではこれをに把握されていて、ではこれを改善改善改善改善しようしようしようしよう

というというというという取取取取りりりり組み組み組み組みハロハロハロハローーーーワワワワークークークーク全全全全くそのとおりだと思うのです。けれど、これはくそのとおりだと思うのです。けれど、これはくそのとおりだと思うのです。けれど、これはくそのとおりだと思うのです。けれど、これは裏裏裏裏をををを返返返返せせせせばばばば

どういうことかというと、要は出どういうことかというと、要は出どういうことかというと、要は出どういうことかというと、要は出産産産産、、、、子子子子育育育育て、て、て、て、イイイイココココールとールとールとールとふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい経験経験経験経験をををを積積積積んでいないんでいないんでいないんでいない

ということなのか。これはということなのか。これはということなのか。これはということなのか。これはイイイイココココールなのだろうか、こういう意ールなのだろうか、こういう意ールなのだろうか、こういう意ールなのだろうか、こういう意見見見見も中にはあると思うのでも中にはあると思うのでも中にはあると思うのでも中にはあると思うので

すね。わずか１年や２年すね。わずか１年や２年すね。わずか１年や２年すね。わずか１年や２年休休休休んで、んで、んで、んで、管管管管理職に理職に理職に理職にふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい経験経験経験経験がががが積積積積めない、もちろんめない、もちろんめない、もちろんめない、もちろんワワワワーク・ーク・ーク・ーク・
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ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンススススの話にもなるのですが、例えの話にもなるのですが、例えの話にもなるのですが、例えの話にもなるのですが、例えばばばばわずか１年間職わずか１年間職わずか１年間職わずか１年間職場場場場をををを離離離離れたことによって、れたことによって、れたことによって、れたことによって、

管管管管理職に理職に理職に理職にふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい経験経験経験経験をををを積積積積めなかったということになるのだろうか。女性のめなかったということになるのだろうか。女性のめなかったということになるのだろうか。女性のめなかったということになるのだろうか。女性の能力能力能力能力をををを正正正正当当当当

にににに評価評価評価評価していない。していない。していない。していない。むむむむしろ、しろ、しろ、しろ、男男男男性より性より性より性より劣劣劣劣っていると思っているのではないかなと、こんなっていると思っているのではないかなと、こんなっていると思っているのではないかなと、こんなっていると思っているのではないかなと、こんな

意意意意見見見見もあるかもわからない。女性職員にも事もあるかもわからない。女性職員にも事もあるかもわからない。女性職員にも事もあるかもわからない。女性職員にも事業業業業担当係、予算担当係、さまざまな分野担当係、予算担当係、さまざまな分野担当係、予算担当係、さまざまな分野担当係、予算担当係、さまざまな分野へへへへのののの

配配配配属属属属をををを積積積積極極極極的的的的に行いたい、これは、に行いたい、これは、に行いたい、これは、に行いたい、これは、裏裏裏裏をををを返返返返せせせせばばばば、今まで県、今まで県、今まで県、今まで県庁庁庁庁はそれをやってこなかったとはそれをやってこなかったとはそれをやってこなかったとはそれをやってこなかったと

いうことです。要するに女性いうことです。要するに女性いうことです。要するに女性いうことです。要するに女性差差差差別です。女性別です。女性別です。女性別です。女性差差差差別があったのだ、これが今の日本の別があったのだ、これが今の日本の別があったのだ、これが今の日本の別があったのだ、これが今の日本の社社社社会だ会だ会だ会だ

ということです。県ということです。県ということです。県ということです。県庁庁庁庁だけと言っているのではないです。だけと言っているのではないです。だけと言っているのではないです。だけと言っているのではないです。端端端端的的的的に言われている、このとおに言われている、このとおに言われている、このとおに言われている、このとお

りだと。だから、これをりだと。だから、これをりだと。だから、これをりだと。だから、これを是是是是正正正正しようというのは、しようというのは、しようというのは、しようというのは、全全全全くくくく正正正正しいことであって、やはりしいことであって、やはりしいことであって、やはりしいことであって、やはり根根根根本本本本的的的的

にそこににそこににそこににそこに原原原原因因因因があると、明確に言われたということは本当にがあると、明確に言われたということは本当にがあると、明確に言われたということは本当にがあると、明確に言われたということは本当に評価評価評価評価するところであります。するところであります。するところであります。するところであります。

そこで、そこで、そこで、そこで、先先先先ほどほどほどほど太太太太郎郎郎郎田女性田女性田女性田女性支援課支援課支援課支援課長が言われた長が言われた長が言われた長が言われたゴゴゴゴー・アンー・アンー・アンー・アンドドドド・タ・タ・タ・タイイイイムテムテムテムテーーーーブブブブル、これはル、これはル、これはル、これは

初初初初めてめてめてめて聞聞聞聞くことで、もしできたら説明も後でいただきたいと思いますが、私くことで、もしできたら説明も後でいただきたいと思いますが、私くことで、もしできたら説明も後でいただきたいと思いますが、私くことで、もしできたら説明も後でいただきたいと思いますが、私自自自自身考身考身考身考えていえていえていえてい

るのは、アるのは、アるのは、アるのは、アフフフファァァァーマーマーマーマティティティティブブブブ・アク・アク・アク・アクショショショション、これは、日本ン、これは、日本ン、これは、日本ン、これは、日本語語語語でいうとでいうとでいうとでいうと積積積積極極極極的的的的差差差差別別別別是是是是正正正正措措措措置置置置とととと

いうことになるそうですが、もともとこのいうことになるそうですが、もともとこのいうことになるそうですが、もともとこのいうことになるそうですが、もともとこの手手手手法法法法はアはアはアはアメリカメリカメリカメリカでされたことですが、要するにでされたことですが、要するにでされたことですが、要するにでされたことですが、要するに

黒黒黒黒人人人人のののの人種人種人種人種差差差差別、それを別、それを別、それを別、それを是是是是正正正正するためにどうしたかというと、進するためにどうしたかというと、進するためにどうしたかというと、進するためにどうしたかというと、進学学学学やややや就就就就職や職職や職職や職職や職場場場場におけるにおけるにおけるにおける

昇昇昇昇進において特別な進において特別な進において特別な進において特別な採採採採用用用用枠枠枠枠をつくるとか、をつくるとか、をつくるとか、をつくるとか、試試試試験験験験点点点点数数数数のののの割割割割りりりり増増増増しをするとか、しをするとか、しをするとか、しをするとか、完完完完璧璧璧璧にににに優優優優遇遇遇遇政政政政

策ですわ。日本においてはちょっと問策ですわ。日本においてはちょっと問策ですわ。日本においてはちょっと問策ですわ。日本においてはちょっと問題題題題があるのは、があるのは、があるのは、があるのは、憲憲憲憲法法法法第１４第１４第１４第１４条条条条の問の問の問の問題題題題です。です。です。です。法法法法のもとのもとのもとのもと

に平に平に平に平等等等等だというだというだというだという憲憲憲憲法法法法があって、それにがあって、それにがあって、それにがあって、それに抵触抵触抵触抵触するのではないかというするのではないかというするのではないかというするのではないかという考考考考えが実はあるのです。えが実はあるのです。えが実はあるのです。えが実はあるのです。

そういうこともあるけれども、日本においても、実そういうこともあるけれども、日本においても、実そういうこともあるけれども、日本においても、実そういうこともあるけれども、日本においても、実際際際際は例えは例えは例えは例えば同ば同ば同ば同和問和問和問和問題題題題にしてもこういうにしてもこういうにしてもこういうにしてもこういう

手手手手法法法法はとられてきたわけです。はとられてきたわけです。はとられてきたわけです。はとられてきたわけです。四四四四半世紀半世紀半世紀半世紀、日本の、日本の、日本の、日本の国国国国はははは全全全全くそれが進まなかったのはくそれが進まなかったのはくそれが進まなかったのはくそれが進まなかったのは何何何何にににに原原原原

因因因因があるのか、があるのか、があるのか、があるのか、根底根底根底根底に、さっき言ったそういう思いに、さっき言ったそういう思いに、さっき言ったそういう思いに、さっき言ったそういう思い込込込込みみみみというものがあってなかなか進まというものがあってなかなか進まというものがあってなかなか進まというものがあってなかなか進ま

なかったということですから、ここはこういう設なかったということですから、ここはこういう設なかったということですから、ここはこういう設なかったということですから、ここはこういう設置目標置目標置目標置目標をををを持持持持つのだというお答えをいただつのだというお答えをいただつのだというお答えをいただつのだというお答えをいただ

きましたけれども、本当にそのとおりであってきましたけれども、本当にそのとおりであってきましたけれども、本当にそのとおりであってきましたけれども、本当にそのとおりであって半半半半ば強引的ば強引的ば強引的ば強引的にそういうにそういうにそういうにそういう数数数数値値値値というもの、あというもの、あというもの、あというもの、あ

るいはるいはるいはるいは使使使使用用用用枠枠枠枠とか女性とか女性とか女性とか女性枠枠枠枠をををを積積積積極極極極的的的的につくっていかなけれにつくっていかなけれにつくっていかなけれにつくっていかなければばばばいけないのではないか。設けていけないのではないか。設けていけないのではないか。設けていけないのではないか。設けて

いかなけれいかなけれいかなけれいかなければばばばこんな問こんな問こんな問こんな問題題題題はいつまでたってもはいつまでたってもはいつまでたってもはいつまでたっても是是是是正正正正できないだろうと思います。要は、例えできないだろうと思います。要は、例えできないだろうと思います。要は、例えできないだろうと思います。要は、例え

ばばばば副知事の１副知事の１副知事の１副知事の１人人人人はははは絶絶絶絶対女性にします、対女性にします、対女性にします、対女性にします、何何何何がががが何何何何でも女性にしましょうということです。部長でも女性にしましょうということです。部長でも女性にしましょうということです。部長でも女性にしましょうということです。部長

は３分の１はは３分の１はは３分の１はは３分の１は必必必必ず女性にしましょう、これはめちず女性にしましょう、これはめちず女性にしましょう、これはめちず女性にしましょう、これはめちゃゃゃゃくちくちくちくちゃゃゃゃだと思います。総務部長にお答だと思います。総務部長にお答だと思います。総務部長にお答だと思います。総務部長にお答

えいただいた平成２えいただいた平成２えいただいた平成２えいただいた平成２７７７７年年年年度度度度で１０で１０で１０で１０％％％％にににに引引引引き上げるという話でした。これはき上げるという話でした。これはき上げるという話でした。これはき上げるという話でした。これは非非非非常常常常にににに計画計画計画計画性が性が性が性が

あってあってあってあって現現現現実実実実的的的的な話かもわかりませんが、実はこれではな話かもわかりませんが、実はこれではな話かもわかりませんが、実はこれではな話かもわかりませんが、実はこれでは不満不満不満不満です。です。です。です。非非非非現現現現実実実実的的的的なななな数数数数値値値値目標目標目標目標ぐらぐらぐらぐら

いをいをいをいを持持持持ってこないことには、わずか３年後の平成２ってこないことには、わずか３年後の平成２ってこないことには、わずか３年後の平成２ってこないことには、わずか３年後の平成２７７７７年年年年度度度度で１０で１０で１０で１０％％％％になるというのは、になるというのは、になるというのは、になるというのは、むむむむ

しろしろしろしろ自然現自然現自然現自然現象象象象でそうなるかもわからない。これはでそうなるかもわからない。これはでそうなるかもわからない。これはでそうなるかもわからない。これは積積積積極極極極的的的的なななな目標目標目標目標にはならないのではないかにはならないのではないかにはならないのではないかにはならないのではないか
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と思うのです。そういうことで、県と思うのです。そういうことで、県と思うのです。そういうことで、県と思うのです。そういうことで、県庁庁庁庁からまずからまずからまずからまず率先率先率先率先垂垂垂垂範範範範していただきたいと、ほかのしていただきたいと、ほかのしていただきたいと、ほかのしていただきたいと、ほかの企企企企業業業業

のののの人人人人たちもこれを本当にたちもこれを本当にたちもこれを本当にたちもこれを本当に考考考考えていただきたいと思いますが、もしそのことに対してえていただきたいと思いますが、もしそのことに対してえていただきたいと思いますが、もしそのことに対してえていただきたいと思いますが、もしそのことに対して何何何何かかかか所所所所

感感感感があれがあれがあれがあればばばば、こども・女性局長、それから総務部長、、こども・女性局長、それから総務部長、、こども・女性局長、それから総務部長、、こども・女性局長、それから総務部長、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一一一一言ご意言ご意言ご意言ご意見見見見をををを伺伺伺伺いいいい

たいと思います。その２たいと思います。その２たいと思います。その２たいと思います。その２点点点点です。です。です。です。

○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱 まず、まず、まず、まず、現現現現県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院周院周院周院周辺のまち辺のまち辺のまち辺のまちづづづづくりとくりとくりとくりと

そのアンそのアンそのアンそのアンケケケケーーーートトトトをやらせていただいたので、そのをやらせていただいたので、そのをやらせていただいたので、そのをやらせていただいたので、その経経経経過過過過と内容につきましてご説明をさせてと内容につきましてご説明をさせてと内容につきましてご説明をさせてと内容につきましてご説明をさせて

いただきたいと思います。浅川委員からごいただきたいと思います。浅川委員からごいただきたいと思います。浅川委員からごいただきたいと思います。浅川委員からご指指指指摘摘摘摘いただいたとおりでございまして、いただいたとおりでございまして、いただいたとおりでございまして、いただいたとおりでございまして、昨昨昨昨年１年１年１年１

２月に２月に２月に２月に同地同地同地同地区区区区、、、、伏伏伏伏見見見見南小南小南小南小学校学校学校学校区区区区のののの全全全全世帯世帯世帯世帯を対を対を対を対象象象象にアンにアンにアンにアンケケケケーーーート調ト調ト調ト調査を実施をさせていただき査を実施をさせていただき査を実施をさせていただき査を実施をさせていただき

ました。ました。ました。ました。目的目的目的目的はははは大大大大きく２つございます。きく２つございます。きく２つございます。きく２つございます。在宅在宅在宅在宅医療健康医療健康医療健康医療健康づづづづくりのまちを進めるということで、くりのまちを進めるということで、くりのまちを進めるということで、くりのまちを進めるということで、

ぜぜぜぜひひひひともともともとも地域地域地域地域住住住住民民民民のののの方方方方のご意のご意のご意のご意見見見見をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいといういしたいといういしたいといういしたいという大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的が第１が第１が第１が第１点点点点、もう１、もう１、もう１、もう１点点点点は、は、は、は、

まちまちまちまちづづづづくりを進めるに当たりまして、くりを進めるに当たりまして、くりを進めるに当たりまして、くりを進めるに当たりまして、ぜぜぜぜひひひひともともともとも地域地域地域地域住住住住民民民民のののの方方方方によりによりによりにより一一一一層層層層このことについてこのことについてこのことについてこのことについて

関関関関心心心心をををを持持持持っていただきたいということで、この２つのっていただきたいということで、この２つのっていただきたいということで、この２つのっていただきたいということで、この２つの大大大大きな思いでアンきな思いでアンきな思いでアンきな思いでアンケケケケーーーートトトトを実施をさを実施をさを実施をさを実施をさ

せていただきました。せていただきました。せていただきました。せていただきました。全全全全戸戸戸戸配配配配布約布約布約布約２２２２，，，，５００５００５００５００軒軒軒軒余りありますけれども、余りありますけれども、余りありますけれども、余りありますけれども、約約約約３３３３割割割割弱弱弱弱のののの方方方方からからからから

回答をいただきました。回答、アン回答をいただきました。回答、アン回答をいただきました。回答、アン回答をいただきました。回答、アンケケケケーーーートトトトのののの項項項項目目目目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大大大大きく３きく３きく３きく３点ば点ば点ば点ばかり、１かり、１かり、１かり、１点点点点

目目目目をををを身近身近身近身近な医療やな医療やな医療やな医療や介介介介護についてどのようにお護についてどのようにお護についてどのようにお護についてどのようにお考考考考えかということ、あるいはえかということ、あるいはえかということ、あるいはえかということ、あるいは子子子子育育育育てについて、てについて、てについて、てについて、

あるいは、もうあるいは、もうあるいは、もうあるいは、もう一一一一つは健康つは健康つは健康つは健康増増増増進についてということで、進についてということで、進についてということで、進についてということで、大大大大きく３きく３きく３きく３点点点点のののの項項項項目目目目についておについておについておについてお聞聞聞聞きききき

をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。調調調調査の結査の結査の結査の結果果果果でございますが、まずでございますが、まずでございますが、まずでございますが、まず身近身近身近身近な医療とな医療とな医療とな医療と介介介介護につきまし護につきまし護につきまし護につきまし

ては、ては、ては、ては、在宅在宅在宅在宅でのでのでのでの介介介介護や医療をご護や医療をご護や医療をご護や医療をご希希希希望望望望のののの方方方方で、ご本で、ご本で、ご本で、ご本人人人人がそういうがそういうがそういうがそういう希希希希望望望望をするというをするというをするというをするという方方方方がががが約約約約６６６６

割割割割、、、、家族家族家族家族がががが利利利利用したいとおっし用したいとおっし用したいとおっし用したいとおっしゃゃゃゃっていただいたっていただいたっていただいたっていただいた方方方方がががが約約約約７７７７割割割割ということで、ご本ということで、ご本ということで、ご本ということで、ご本人人人人よりもよりもよりもよりも

家族家族家族家族のののの希希希希望望望望が少し多かったということでございます。また、今が少し多かったということでございます。また、今が少し多かったということでございます。また、今が少し多かったということでございます。また、今以以以以上にこういう上にこういう上にこういう上にこういう在宅在宅在宅在宅での医での医での医での医

療や療や療や療や介介介介護の護の護の護の充充充充実が実が実が実が必必必必要かどうかでは、おお要かどうかでは、おお要かどうかでは、おお要かどうかでは、おおむむむむねねねね８８８８割以割以割以割以上の上の上の上の方方方方からからからからぜぜぜぜひひひひ必必必必要というご回答を要というご回答を要というご回答を要というご回答を

得得得得られました。また、られました。また、られました。また、られました。また、整備整備整備整備すすすすべべべべき内容といたしましては、き内容といたしましては、き内容といたしましては、き内容といたしましては、緊急緊急緊急緊急時時時時にしっかりしたにしっかりしたにしっかりしたにしっかりした体体体体制をと制をと制をと制をと

ってほしいといったこと、あるいは２４ってほしいといったこと、あるいは２４ってほしいといったこと、あるいは２４ってほしいといったこと、あるいは２４時時時時間間間間診診診診てもらえるてもらえるてもらえるてもらえる体体体体制が制が制が制が欲欲欲欲しいということがしいということがしいということがしいということが主主主主なななな

意意意意見見見見でございました。でございました。でございました。でございました。

２２２２点目点目点目点目はははは子子子子育育育育てについてでございますが、てについてでございますが、てについてでございますが、てについてでございますが、地域地域地域地域にあれにあれにあれにあればばばばよいというよいというよいというよいという活活活活動につきましてご動につきましてご動につきましてご動につきましてご

意意意意見見見見をおをおをおをお伺伺伺伺いいたしました。その中で、特にいいたしました。その中で、特にいいたしました。その中で、特にいいたしました。その中で、特に子子子子育育育育てにつきましてはてにつきましてはてにつきましてはてにつきましては悩悩悩悩みみみみのののの相談相談相談相談やややや子子子子どもをどもをどもをどもを

預預預預かってもらえるところ、またはかってもらえるところ、またはかってもらえるところ、またはかってもらえるところ、または遊遊遊遊びびびびをををを教教教教えてもらえるようなえてもらえるようなえてもらえるようなえてもらえるような活活活活動が動が動が動が欲欲欲欲しいというご意しいというご意しいというご意しいというご意見見見見

がたくさんございました。それから、またがたくさんございました。それから、またがたくさんございました。それから、またがたくさんございました。それから、また地域地域地域地域で行いたいで行いたいで行いたいで行いたい支援活支援活支援活支援活動といたしましては、動といたしましては、動といたしましては、動といたしましては、登登登登

下下下下校時校時校時校時のののの見見見見守守守守りであったり、りであったり、りであったり、りであったり、急急急急用用用用時時時時のまたのまたのまたのまた子子子子どもをどもをどもをどもを預預預預かっていただくということについてかっていただくということについてかっていただくということについてかっていただくということについて

もご意もご意もご意もご意見見見見がありました。それと、健康がありました。それと、健康がありました。それと、健康がありました。それと、健康増増増増進の部分では、まず健康進の部分では、まず健康進の部分では、まず健康進の部分では、まず健康づづづづくりでくりでくりでくりで現現現現在在在在ごごごご自自自自身身身身がががが取取取取
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りりりり組組組組めていないものということでおめていないものということでおめていないものということでおめていないものということでお聞聞聞聞きすると、きすると、きすると、きすると、身近身近身近身近なななな運運運運動についてはなかなか動についてはなかなか動についてはなかなか動についてはなかなか取取取取りりりり組組組組めめめめ

ていないということで、どのようなていないということで、どのようなていないということで、どのようなていないということで、どのような環境環境環境環境施設がいいかということでは、施設がいいかということでは、施設がいいかということでは、施設がいいかということでは、ウウウウオオオオーーーーキキキキンンンンググググココココーーーー

ススススであったり、広であったり、広であったり、広であったり、広場場場場、、、、運運運運動ができるようなものが動ができるようなものが動ができるようなものが動ができるようなものが欲欲欲欲しいといったご意しいといったご意しいといったご意しいといったご意見見見見がございました。がございました。がございました。がございました。

県といたしましては、こういうアン県といたしましては、こういうアン県といたしましては、こういうアン県といたしましては、こういうアンケケケケーーーートトトトもできましたので、従来からもできましたので、従来からもできましたので、従来からもできましたので、従来から地域地域地域地域のののの住住住住民民民民のののの方方方方

にごにごにごにご参参参参加をいただいておりますまち加をいただいておりますまち加をいただいておりますまち加をいただいておりますまちづづづづくりくりくりくり協協協協議会を議会を議会を議会を立立立立ち上げておりますので、ち上げておりますので、ち上げておりますので、ち上げておりますので、早早早早速速速速今回の今回の今回の今回の

アンアンアンアンケケケケーーーートトトトの結の結の結の結果果果果内容も内容も内容も内容も踏踏踏踏まえまして、まえまして、まえまして、まえまして、協協協協議会にご議会にご議会にご議会にご報報報報告をさせていただいて、また告をさせていただいて、また告をさせていただいて、また告をさせていただいて、また住住住住民民民民のののの

方方方方と意と意と意と意見見見見交交交交換換換換をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 女性女性女性女性管管管管理職の理職の理職の理職の登登登登用用用用等等等等につきまして私のにつきまして私のにつきまして私のにつきまして私の考考考考えている部分についてえている部分についてえている部分についてえている部分について

お話しさせていただきます。お話しさせていただきます。お話しさせていただきます。お話しさせていただきます。

まず、さきの総務部長の答弁の中で、やはり女性がまず、さきの総務部長の答弁の中で、やはり女性がまず、さきの総務部長の答弁の中で、やはり女性がまず、さきの総務部長の答弁の中で、やはり女性が経験経験経験経験をををを積積積積めなかったというな部分がめなかったというな部分がめなかったというな部分がめなかったというな部分が

ございました。それは、私ございました。それは、私ございました。それは、私ございました。それは、私自自自自身考身考身考身考えてえてえてえてみみみみましても、私の年ましても、私の年ましても、私の年ましても、私の年齢齢齢齢で県で県で県で県庁庁庁庁にににに入入入入った者といいますった者といいますった者といいますった者といいます

のは、なかなかまだ女性はのは、なかなかまだ女性はのは、なかなかまだ女性はのは、なかなかまだ女性は補助的補助的補助的補助的なななな役役役役割割割割が多く、まず事が多く、まず事が多く、まず事が多く、まず事業業業業係に配係に配係に配係に配属属属属されることは余りござされることは余りござされることは余りござされることは余りござ

いませんでした。当いませんでした。当いませんでした。当いませんでした。当時時時時、そのころから、そのころから、そのころから、そのころから婦人婦人婦人婦人対策対策対策対策課課課課というというというという業業業業務の中で女性の務の中で女性の務の中で女性の務の中で女性の積積積積極極極極的的的的なななな活活活活用と用と用と用と

いうのを県いうのを県いうのを県いうのを県挙挙挙挙げてげてげてげて図図図図ってきているわけですけれども、そういった中で、当ってきているわけですけれども、そういった中で、当ってきているわけですけれども、そういった中で、当ってきているわけですけれども、そういった中で、当初初初初、女性の、女性の、女性の、女性の管管管管理理理理

職になられた私たちの職になられた私たちの職になられた私たちの職になられた私たちの先先先先輩輩輩輩といいますのは、やはりといいますのは、やはりといいますのは、やはりといいますのは、やはり保保保保健健健健師師師師であったりとかであったりとかであったりとかであったりとか生活改生活改生活改生活改良良良良普及普及普及普及員員員員

であったりとか、もともと事であったりとか、もともと事であったりとか、もともと事であったりとか、もともと事業業業業をされてをされてをされてをされて幅幅幅幅広く広く広く広く取取取取りりりり組組組組んでこられたんでこられたんでこられたんでこられた方方方方たちがまずは女性をたちがまずは女性をたちがまずは女性をたちがまずは女性を

引引引引っっっっ張張張張っていかれたと。女性の行政職は、その後、そういったっていかれたと。女性の行政職は、その後、そういったっていかれたと。女性の行政職は、その後、そういったっていかれたと。女性の行政職は、その後、そういった取取取取りりりり組み組み組み組みの中で本当に事の中で本当に事の中で本当に事の中で本当に事業業業業

係に配係に配係に配係に配属属属属されるようになってきて、されるようになってきて、されるようになってきて、されるようになってきて、一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって東東東東京京京京にも出にも出にも出にも出張張張張できる、当たり前のこととできる、当たり前のこととできる、当たり前のこととできる、当たり前のことと

して職員がして職員がして職員がして職員が男男男男女にかかわりなく女にかかわりなく女にかかわりなく女にかかわりなく仕仕仕仕事をするようになってきたという事をするようになってきたという事をするようになってきたという事をするようになってきたという時時時時代代代代背景背景背景背景がございます。がございます。がございます。がございます。

そういった中で、確かに総務部長の答弁の中にもありましたように、今、年そういった中で、確かに総務部長の答弁の中にもありましたように、今、年そういった中で、確かに総務部長の答弁の中にもありましたように、今、年そういった中で、確かに総務部長の答弁の中にもありましたように、今、年齢的齢的齢的齢的にもにもにもにも管管管管

理職になる年理職になる年理職になる年理職になる年齢齢齢齢の女性職員がの女性職員がの女性職員がの女性職員が非非非非常常常常に少ないというに少ないというに少ないというに少ないという現現現現状状状状がありますので、がありますので、がありますので、がありますので、男男男男女女女女半半半半分分分分半半半半分分分分世世世世のののの

中にはおりますので、女性といたしましては５０、５０、中にはおりますので、女性といたしましては５０、５０、中にはおりますので、女性といたしましては５０、５０、中にはおりますので、女性といたしましては５０、５０、フフフフィィィィフフフフティティティティー・ー・ー・ー・フフフフィィィィフフフフティティティティーとーとーとーと

いういういういう数数数数字字字字をををを掲掲掲掲げたいところではありますが、げたいところではありますが、げたいところではありますが、げたいところではありますが、現現現現実実実実的的的的にににに不可不可不可不可能能能能なななな数数数数字字字字で、職員がおりませんで、職員がおりませんで、職員がおりませんで、職員がおりません

ので、今後、そこはしっかりとので、今後、そこはしっかりとので、今後、そこはしっかりとので、今後、そこはしっかりと取取取取りりりり組組組組んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。先先先先日の答弁の中にもあり日の答弁の中にもあり日の答弁の中にもあり日の答弁の中にもあり

ましたましたましたました若若若若い職員の中では女性のい職員の中では女性のい職員の中では女性のい職員の中では女性の比比比比率率率率もももも非非非非常常常常に多くなってきておりますので、県に多くなってきておりますので、県に多くなってきておりますので、県に多くなってきておりますので、県庁へ入庁へ入庁へ入庁へ入ったったったった

当当当当初初初初からからからから普普普普通に通に通に通に男男男男女かかわりなく女かかわりなく女かかわりなく女かかわりなく仕仕仕仕事をやってきて事をやってきて事をやってきて事をやってきて経験経験経験経験もももも積積積積んできております。これからんできております。これからんできております。これからんできております。これから

先先先先、やはりまだまだ進めていきたいと思っております。、やはりまだまだ進めていきたいと思っております。、やはりまだまだ進めていきたいと思っております。、やはりまだまだ進めていきたいと思っております。

また、もう１また、もう１また、もう１また、もう１点点点点、県がやっていく中で、県がやっていく中で、県がやっていく中で、県がやっていく中で民民民民間間間間企企企企業業業業にも進めていかないといけないというごにも進めていかないといけないというごにも進めていかないといけないというごにも進めていかないといけないというご

意意意意見見見見をいただきました。それは当をいただきました。それは当をいただきました。それは当をいただきました。それは当然然然然のことでございまして、のことでございまして、のことでございまして、のことでございまして、民民民民間間間間企企企企業業業業の中でもの中でもの中でもの中でも報報報報道道道道とかをとかをとかをとかを

見見見見ておりましたら、ておりましたら、ておりましたら、ておりましたら、育児休業育児休業育児休業育児休業中などの中などの中などの中などの期期期期間には間には間には間には積積積積極極極極的的的的に会に会に会に会社社社社のののの情報情報情報情報を職員におを職員におを職員におを職員にお届届届届けになっけになっけになっけになっ
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て、て、て、て、戻戻戻戻られたときにしっかりとそのられたときにしっかりとそのられたときにしっかりとそのられたときにしっかりとその場場場場からまたからまたからまたからまたススススタータータータートトトトできるできるできるできる取取取取りりりり組み組み組み組みが進んでいるようが進んでいるようが進んでいるようが進んでいるよう

に思いますので、そこもに思いますので、そこもに思いますので、そこもに思いますので、そこも大大大大きくきくきくきく変変変変わるのではないかと思います。また、県として女性わるのではないかと思います。また、県として女性わるのではないかと思います。また、県として女性わるのではないかと思います。また、県として女性支援支援支援支援

課課課課の中での中での中での中でキャリキャリキャリキャリアアアアアアアアッッッッププププセセセセミナミナミナミナーというーというーというーという一一一一つのつのつのつの取取取取りりりり組み組み組み組みをしておりまして、これはをしておりまして、これはをしておりまして、これはをしておりまして、これは民民民民間、間、間、間、

県の職員、それから市県の職員、それから市県の職員、それから市県の職員、それから市町町町町村の職員、女村の職員、女村の職員、女村の職員、女子子子子職員ですけれども、職員ですけれども、職員ですけれども、職員ですけれども、一一一一緒緒緒緒になっていわになっていわになっていわになっていわゆゆゆゆるるるるＭ字Ｍ字Ｍ字Ｍ字でででで

やめない、やめない、やめない、やめない、働働働働きききき続続続続ける、さらにける、さらにける、さらにける、さらにキャリキャリキャリキャリアをアをアをアを積積積積んでんでんでんで将将将将来は女性を来は女性を来は女性を来は女性を引引引引っっっっ張張張張っていただくためのっていただくためのっていただくためのっていただくための

研修研修研修研修をしているのんですけれども、ことし２年をしているのんですけれども、ことし２年をしているのんですけれども、ことし２年をしているのんですけれども、ことし２年目目目目をををを終終終終えまして、当えまして、当えまして、当えまして、当初初初初、思っていた、思っていた、思っていた、思っていた以以以以上に、上に、上に、上に、

公募公募公募公募しましたら思いがけないしましたら思いがけないしましたら思いがけないしましたら思いがけない企企企企業業業業からも女性にしっかりとからも女性にしっかりとからも女性にしっかりとからも女性にしっかりと力力力力をつけてほしいのでをつけてほしいのでをつけてほしいのでをつけてほしいので研修研修研修研修にににに参参参参

加させますという加させますという加させますという加させますという形形形形でででで反反反反応がありましたので、応がありましたので、応がありましたので、応がありましたので、非非非非常常常常に喜んでおります。これからもしっかに喜んでおります。これからもしっかに喜んでおります。これからもしっかに喜んでおります。これからもしっか

りとりとりとりと取取取取りりりり組組組組んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○前田総務部長○前田総務部長○前田総務部長○前田総務部長 一般一般一般一般質問でもお答えさせていただきましたとおりではございますけれど質問でもお答えさせていただきましたとおりではございますけれど質問でもお答えさせていただきましたとおりではございますけれど質問でもお答えさせていただきましたとおりではございますけれど

も、おっしも、おっしも、おっしも、おっしゃゃゃゃるとおり、１０るとおり、１０るとおり、１０るとおり、１０％％％％というというというという目標目標目標目標をををを一般一般一般一般質問の答弁の中でもご質問の答弁の中でもご質問の答弁の中でもご質問の答弁の中でもご紹紹紹紹介介介介しましたけれしましたけれしましたけれしましたけれ

ども、私も実は浅川委員からご質問いただきまして、はども、私も実は浅川委員からご質問いただきまして、はども、私も実は浅川委員からご質問いただきまして、はども、私も実は浅川委員からご質問いただきまして、はじじじじめてそういうめてそういうめてそういうめてそういう目標目標目標目標があると知りがあると知りがあると知りがあると知り

まして、えらいまして、えらいまして、えらいまして、えらい低低低低いいいい目標目標目標目標だとはだとはだとはだとは正正正正直直直直思いました。１０思いました。１０思いました。１０思いました。１０％％％％というのはというのはというのはというのは幾幾幾幾らららら何何何何でもでもでもでも低低低低いだろういだろういだろういだろう

ということですが、今、西岡こども・女性局長からも答弁ありましたように、今、ということですが、今、西岡こども・女性局長からも答弁ありましたように、今、ということですが、今、西岡こども・女性局長からも答弁ありましたように、今、ということですが、今、西岡こども・女性局長からも答弁ありましたように、今、管管管管理職理職理職理職

の対の対の対の対象象象象となるような年となるような年となるような年となるような年齢齢齢齢のののの方方方方は実は実は実は実際際際際１５１５１５１５％％％％ぐらいしかおられませんので、なかなか３ぐらいしかおられませんので、なかなか３ぐらいしかおられませんので、なかなか３ぐらいしかおられませんので、なかなか３割割割割とととと

いうわけにはいかないのですけれども、やはりもっというわけにはいかないのですけれども、やはりもっというわけにはいかないのですけれども、やはりもっというわけにはいかないのですけれども、やはりもっと積積積積極極極極的的的的にににに登登登登用していく用していく用していく用していくべべべべきだろうときだろうときだろうときだろうと

いうのは私のいうのは私のいうのは私のいうのは私の考考考考ええええ方方方方でございます。でございます。でございます。でございます。先先先先ほど浅川委員よりごほど浅川委員よりごほど浅川委員よりごほど浅川委員よりご指指指指摘摘摘摘ございましたように、ございましたように、ございましたように、ございましたように、正正正正直直直直、、、、

産休産休産休産休、、、、育休育休育休育休１～２年であれ１～２年であれ１～２年であれ１～２年であればばばば決決決決してそれはしてそれはしてそれはしてそれは取取取取りりりり戻戻戻戻せないおくれではないだろうと思っておせないおくれではないだろうと思っておせないおくれではないだろうと思っておせないおくれではないだろうと思ってお

ります。これまでは、ります。これまでは、ります。これまでは、ります。これまでは、卵卵卵卵がががが先先先先かかかか鶏鶏鶏鶏がががが先先先先かという議かという議かという議かという議論論論論になるかもしれませんが、それをになるかもしれませんが、それをになるかもしれませんが、それをになるかもしれませんが、それを終終終終ええええ

た後もた後もた後もた後も子子子子どもが小どもが小どもが小どもが小学校学校学校学校をををを卒業卒業卒業卒業するぐらいまでは、女性のするぐらいまでは、女性のするぐらいまでは、女性のするぐらいまでは、女性の方方方方から、なるから、なるから、なるから、なるべべべべくそういうくそういうくそういうくそういう忙忙忙忙しいしいしいしい

職職職職場場場場にはつきたくないと、つかせないでくれという申しにはつきたくないと、つかせないでくれという申しにはつきたくないと、つかせないでくれという申しにはつきたくないと、つかせないでくれという申し入入入入れがあったことも事実だろうとれがあったことも事実だろうとれがあったことも事実だろうとれがあったことも事実だろうと

思います。それは女性の意思います。それは女性の意思います。それは女性の意思います。それは女性の意識識識識がそうさせているがそうさせているがそうさせているがそうさせている社社社社会会会会情情情情勢勢勢勢がががが悪悪悪悪いのかもしれないし、いのかもしれないし、いのかもしれないし、いのかもしれないし、家家家家事を事を事を事を

手手手手伝伝伝伝わないわないわないわない男男男男性が性が性が性が悪悪悪悪いのかもしれませんけれども、いのかもしれませんけれども、いのかもしれませんけれども、いのかもしれませんけれども、現現現現実に実に実に実に人人人人事を担当して事を担当して事を担当して事を担当して人人人人事の事の事の事の希希希希望望望望をををを見見見見

れれれればばばば、そういうところには配、そういうところには配、そういうところには配、そういうところには配属属属属されたくないという女性が多かったというのは事実だろうされたくないという女性が多かったというのは事実だろうされたくないという女性が多かったというのは事実だろうされたくないという女性が多かったというのは事実だろう

と思っています。そうしますと、もちろん、と思っています。そうしますと、もちろん、と思っています。そうしますと、もちろん、と思っています。そうしますと、もちろん、９時９時９時９時に来て５に来て５に来て５に来て５時時時時にににに帰帰帰帰れる職れる職れる職れる職場場場場になれになれになれになればばばば理理理理想的想的想的想的

ではあるのですが、それはたまにはやはりではあるのですが、それはたまにはやはりではあるのですが、それはたまにはやはりではあるのですが、それはたまにはやはり深深深深夜夜夜夜までまでまでまで及及及及ぶぶぶぶようなようなようなような仕仕仕仕事、そういうところで事、そういうところで事、そういうところで事、そういうところで頑頑頑頑

張張張張らなけれらなけれらなけれらなければばばばなかなかなかなかなかなかなかなか管管管管理職としては理職としては理職としては理職としては難難難難しい、そういうしい、そういうしい、そういうしい、そういう経験経験経験経験もももも積積積積んでいただきたいというんでいただきたいというんでいただきたいというんでいただきたいという

中ではなかなか中ではなかなか中ではなかなか中ではなかなか難難難難しいところがあるのかとは思っております。それはしいところがあるのかとは思っております。それはしいところがあるのかとは思っております。それはしいところがあるのかとは思っております。それは改善改善改善改善しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけいけいけいけ

ないと思っておりますし、やはりこれは県ないと思っておりますし、やはりこれは県ないと思っておりますし、やはりこれは県ないと思っておりますし、やはりこれは県庁庁庁庁だけでないと思います。私もだけでないと思います。私もだけでないと思います。私もだけでないと思います。私も財財財財務務務務省省省省というというというという組組組組

織織織織におりましたけれども、あそこにはにおりましたけれども、あそこにはにおりましたけれども、あそこにはにおりましたけれども、あそこには全全全全く女性はおりません。く女性はおりません。く女性はおりません。く女性はおりません。非非非非常常常常にににに考考考考ええええ方方方方のののの古古古古いところいところいところいところ
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だと思っております。女性はだと思っております。女性はだと思っております。女性はだと思っております。女性は失敗失敗失敗失敗するのではないかとか、女性は本当にするのではないかとか、女性は本当にするのではないかとか、女性は本当にするのではないかとか、女性は本当に大大大大丈夫丈夫丈夫丈夫かというのかというのかというのかというの

は、県は、県は、県は、県庁庁庁庁にもいますけれども、そういうにもいますけれども、そういうにもいますけれども、そういうにもいますけれども、そういう考考考考えもあるのですけれども、えもあるのですけれども、えもあるのですけれども、えもあるのですけれども、男男男男性でも性でも性でも性でも失敗失敗失敗失敗はするはするはするはする

のです。のです。のです。のです。男男男男性を性を性を性を課課課課長に長に長に長に登登登登用したら用したら用したら用したら皆皆皆皆成成成成功功功功しているかというとしているかというとしているかというとしているかというと失敗失敗失敗失敗するするするする人人人人も間も間も間も間 々々々々あるわけで、あるわけで、あるわけで、あるわけで、

そういう意味ではもっとそういう意味ではもっとそういう意味ではもっとそういう意味ではもっと積積積積極極極極的的的的に女性をに女性をに女性をに女性を登登登登用す用す用す用すべべべべきだというのは、まさにごきだというのは、まさにごきだというのは、まさにごきだというのは、まさにご指指指指摘摘摘摘のとおりのとおりのとおりのとおり

でありますし、私もこの職にある間はそういうでありますし、私もこの職にある間はそういうでありますし、私もこの職にある間はそういうでありますし、私もこの職にある間はそういう方向方向方向方向でででで努努努努力力力力したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 女性女性女性女性登登登登用のことに関して、総務部長、それから西岡こども・女性局長から用のことに関して、総務部長、それから西岡こども・女性局長から用のことに関して、総務部長、それから西岡こども・女性局長から用のことに関して、総務部長、それから西岡こども・女性局長から自自自自

分の分の分の分の経験経験経験経験談談談談をををを踏踏踏踏まえて本当にすまえて本当にすまえて本当にすまえて本当にすばばばばらしいお答えをいただいたと思います。そういう意味で、らしいお答えをいただいたと思います。そういう意味で、らしいお答えをいただいたと思います。そういう意味で、らしいお答えをいただいたと思います。そういう意味で、

に県に県に県に県庁庁庁庁がががが率先率先率先率先垂垂垂垂範範範範していただいて、これをしていただいて、これをしていただいて、これをしていただいて、これを大大大大いに奈良県に広めていただきたいといに奈良県に広めていただきたいといに奈良県に広めていただきたいといに奈良県に広めていただきたいと心心心心から思から思から思から思

うううう次次次次第であります。よろしくお願いいたします。第であります。よろしくお願いいたします。第であります。よろしくお願いいたします。第であります。よろしくお願いいたします。

それと、平それと、平それと、平それと、平松松松松町町町町のまちのまちのまちのまちづづづづくりですが、本当にこのまちくりですが、本当にこのまちくりですが、本当にこのまちくりですが、本当にこのまちづづづづくりをくりをくりをくりを考考考考えたときに、もちろんえたときに、もちろんえたときに、もちろんえたときに、もちろん

県も県も県も県も積積積積極極極極的的的的になっていただきたい。今、本当にになっていただきたい。今、本当にになっていただきたい。今、本当にになっていただきたい。今、本当に頑張頑張頑張頑張ってやっていただいていると思うのでってやっていただいていると思うのでってやっていただいていると思うのでってやっていただいていると思うので

すが、奈良市とのかかわりはどうなっているのでしょうか。やはりまちすが、奈良市とのかかわりはどうなっているのでしょうか。やはりまちすが、奈良市とのかかわりはどうなっているのでしょうか。やはりまちすが、奈良市とのかかわりはどうなっているのでしょうか。やはりまちづづづづくりというからくりというからくりというからくりというから

には、もちろん県の事には、もちろん県の事には、もちろん県の事には、もちろん県の事業業業業であるにしても、奈良市とであるにしても、奈良市とであるにしても、奈良市とであるにしても、奈良市と一一一一緒緒緒緒にににに協協協協力体力体力体力体制をとりながら進める制をとりながら進める制をとりながら進める制をとりながら進めるべべべべ

きことであるのではないのかというきことであるのではないのかというきことであるのではないのかというきことであるのではないのかという懸懸懸懸念念念念があるのですが、その辺についてはどうでしょうがあるのですが、その辺についてはどうでしょうがあるのですが、その辺についてはどうでしょうがあるのですが、その辺についてはどうでしょう

か。か。か。か。

○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱 それではお答えをさせていただきたいと思それではお答えをさせていただきたいと思それではお答えをさせていただきたいと思それではお答えをさせていただきたいと思

います。います。います。います。先先先先ほどほどほどほど地域地域地域地域のののの方方方方にににに入入入入っていただくまちっていただくまちっていただくまちっていただくまちづづづづくりくりくりくり協協協協議会ということでお答えをさせて議会ということでお答えをさせて議会ということでお答えをさせて議会ということでお答えをさせて

いただきました。それとは別に、このまちいただきました。それとは別に、このまちいただきました。それとは別に、このまちいただきました。それとは別に、このまちづづづづくりを進めていくくりを進めていくくりを進めていくくりを進めていく主体主体主体主体は、やはり行政であれは、やはり行政であれは、やはり行政であれは、やはり行政であれ

ばばばば県と市でございますので、この県と市でございますので、この県と市でございますので、この県と市でございますので、この協協協協議会議会議会議会以以以以外に外に外に外にワワワワークークークークショッショッショッショッププププというというというという形形形形で県で県で県で県庁庁庁庁の関係の関係の関係の関係課課課課、、、、

それと市それと市それと市それと市役所役所役所役所の関係の関係の関係の関係課課課課にににに入入入入っていただいて、このまちっていただいて、このまちっていただいて、このまちっていただいて、このまちづづづづくりをどういうくりをどういうくりをどういうくりをどういう形形形形で進めていくので進めていくので進めていくので進めていくの

かを議かを議かを議かを議論論論論する別のする別のする別のする別のテテテテーーーーブブブブルを設けてルを設けてルを設けてルを設けて並並並並行して議行して議行して議行して議論論論論を進めております。もうを進めております。もうを進めております。もうを進めております。もう一方一方一方一方で、で、で、で、先先先先ほどほどほどほど

も和田委員からも少しごも和田委員からも少しごも和田委員からも少しごも和田委員からも少しご紹紹紹紹介介介介ありましたけれど、ありましたけれど、ありましたけれど、ありましたけれど、地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターもセンターもセンターもセンターも地域地域地域地域の中ではの中ではの中ではの中では非非非非

常常常常にににに重重重重要な要な要な要な存存存存在在在在ですので、このまちですので、このまちですので、このまちですので、このまちづづづづくりではくりではくりではくりでは地域包地域包地域包地域包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの所所所所長、あるいは長、あるいは長、あるいは長、あるいは訪訪訪訪

問問問問看看看看護を担当されていらっし護を担当されていらっし護を担当されていらっし護を担当されていらっしゃゃゃゃるるるる方等々方等々方等々方等々、、、、専門専門専門専門のののの方方方方にもにもにもにも入入入入っていただいて、もうっていただいて、もうっていただいて、もうっていただいて、もう一方一方一方一方でこでこでこでこ

のまちのまちのまちのまちづづづづくりをくりをくりをくりを具体的具体的具体的具体的にどういうにどういうにどういうにどういう形形形形で進めていくのかという議で進めていくのかという議で進めていくのかという議で進めていくのかという議論論論論もあわせてやらせていたもあわせてやらせていたもあわせてやらせていたもあわせてやらせていた

だいております。だいております。だいております。だいております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 ありがとうございました。奈良市は中ありがとうございました。奈良市は中ありがとうございました。奈良市は中ありがとうございました。奈良市は中核核核核市ではありますが、いずれにしても市ではありますが、いずれにしても市ではありますが、いずれにしても市ではありますが、いずれにしても

県の分野、市の分野があると言いながら、県の分野、市の分野があると言いながら、県の分野、市の分野があると言いながら、県の分野、市の分野があると言いながら、住住住住民民民民にににに密密密密着着着着した施策においては、当した施策においては、当した施策においては、当した施策においては、当然然然然、、、、協協協協力体力体力体力体

制をとっていただくことは制をとっていただくことは制をとっていただくことは制をとっていただくことは非非非非常常常常にににに大大大大事なことであって、いろいろ言われるところがあるの事なことであって、いろいろ言われるところがあるの事なことであって、いろいろ言われるところがあるの事なことであって、いろいろ言われるところがあるの

ですが、ほかの部分でうまくいっていないとかいろいろあり、実ですが、ほかの部分でうまくいっていないとかいろいろあり、実ですが、ほかの部分でうまくいっていないとかいろいろあり、実ですが、ほかの部分でうまくいっていないとかいろいろあり、実際際際際、問、問、問、問題点題点題点題点もももも随随随随分あって、分あって、分あって、分あって、
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その辺のところがその辺のところがその辺のところがその辺のところが随随随随分これから問分これから問分これから問分これから問題題題題になってくるのかというになってくるのかというになってくるのかというになってくるのかという気気気気がするのですが、今のとこがするのですが、今のとこがするのですが、今のとこがするのですが、今のとこ

ろうまくいっているということです。というろうまくいっているということです。というろうまくいっているということです。というろうまくいっているということです。という解解解解釈釈釈釈でいいのですね。でいいのですね。でいいのですね。でいいのですね。ぜぜぜぜひひひひともそういうことともそういうことともそういうことともそういうこと

で進めていただきたいと思います。で進めていただきたいと思います。で進めていただきたいと思います。で進めていただきたいと思います。以以以以上で上で上で上で終終終終わります。わります。わります。わります。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 では２～３では２～３では２～３では２～３点点点点おおおお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

女性の女性の女性の女性の管管管管理職の理職の理職の理職の登登登登用の話が出ておりましたが、議員もそうかと思います。私も最用の話が出ておりましたが、議員もそうかと思います。私も最用の話が出ておりましたが、議員もそうかと思います。私も最用の話が出ておりましたが、議員もそうかと思います。私も最初初初初はははは随随随随

分女だてらにということを言われておりましたので分女だてらにということを言われておりましたので分女だてらにということを言われておりましたので分女だてらにということを言われておりましたので……………………（（（（発発発発言する者あり）いや、実言する者あり）いや、実言する者あり）いや、実言する者あり）いや、実際際際際にににに

あったのです、よくありました。そんなことで、どの分野でも、まだまだ日本のあったのです、よくありました。そんなことで、どの分野でも、まだまだ日本のあったのです、よくありました。そんなことで、どの分野でも、まだまだ日本のあったのです、よくありました。そんなことで、どの分野でも、まだまだ日本の社社社社会の中会の中会の中会の中

ではではではでは難難難難しい部分もあるかと思いますけれども、そんなところでしい部分もあるかと思いますけれども、そんなところでしい部分もあるかと思いますけれども、そんなところでしい部分もあるかと思いますけれども、そんなところで次次次次の質問も、の質問も、の質問も、の質問も、弱弱弱弱いいいい立場立場立場立場の女の女の女の女

性のことですけれども、性のことですけれども、性のことですけれども、性のことですけれども、ＤＶＤＶＤＶＤＶのことでちょっとおのことでちょっとおのことでちょっとおのことでちょっとお聞聞聞聞きをしたいと思いますきをしたいと思いますきをしたいと思いますきをしたいと思います。。。。「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年

度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計特別会特別会特別会特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計、特別会、特別会、特別会、特別会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概

要要要要」８７ペ」８７ペ」８７ペ」８７ペーーーージジジジににににＤＶＤＶＤＶＤＶ相談支援相談支援相談支援相談支援事事事事業業業業というというというという項項項項目目目目がありますが、とりあえずはがありますが、とりあえずはがありますが、とりあえずはがありますが、とりあえずは相談相談相談相談件件件件数数数数とか、とか、とか、とか、

あと、またどういう対応をしていただいているか、また平成２５年あと、またどういう対応をしていただいているか、また平成２５年あと、またどういう対応をしていただいているか、また平成２５年あと、またどういう対応をしていただいているか、また平成２５年度度度度はそれをどうはそれをどうはそれをどうはそれをどう生生生生かしかしかしかし

ていくのかというところをまずはおていくのかというところをまずはおていくのかというところをまずはおていくのかというところをまずはお聞聞聞聞きしたいと思います。そのきしたいと思います。そのきしたいと思います。そのきしたいと思います。その下下下下にありますにありますにありますにありますＤＶＤＶＤＶＤＶ予予予予防防防防啓啓啓啓

発発発発事事事事業業業業で、これはで、これはで、これはで、これはＤＶ法ＤＶ法ＤＶ法ＤＶ法とはそれ外になるのかと思いますけれども、それを、できるだけとはそれ外になるのかと思いますけれども、それを、できるだけとはそれ外になるのかと思いますけれども、それを、できるだけとはそれ外になるのかと思いますけれども、それを、できるだけ

ＤＶＤＶＤＶＤＶのののの芽芽芽芽をををを摘摘摘摘んでしまおうというところで、んでしまおうというところで、んでしまおうというところで、んでしまおうというところで、若若若若いいいい人へ人へ人へ人へのののの指導指導指導指導かと思うのですが、その辺のかと思うのですが、その辺のかと思うのですが、その辺のかと思うのですが、その辺の

ところもところもところもところも教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

それから、ちょっとこのそれから、ちょっとこのそれから、ちょっとこのそれから、ちょっとこの「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計特別会特別会特別会特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度度度度

一般一般一般一般会会会会計計計計、特別会、特別会、特別会、特別会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」」」」をめくっているのですが、少をめくっているのですが、少をめくっているのですが、少をめくっているのですが、少子子子子化化化化対策という対策という対策という対策という

項項項項目目目目ががががみみみみつからないのですけれども、つからないのですけれども、つからないのですけれども、つからないのですけれども、何何何何年か前までは少年か前までは少年か前までは少年か前までは少子子子子化化化化対策、少対策、少対策、少対策、少子子子子化化化化対策と言ってき対策と言ってき対策と言ってき対策と言ってき

ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、改改改改めて奈良県の出めて奈良県の出めて奈良県の出めて奈良県の出生率生率生率生率が、どんなものなのか、そんなにが、どんなものなのか、そんなにが、どんなものなのか、そんなにが、どんなものなのか、そんなに昔昔昔昔ほど言わなくほど言わなくほど言わなくほど言わなく

ても出ても出ても出ても出生率生率生率生率が上がっているのか、ちょっとが上がっているのか、ちょっとが上がっているのか、ちょっとが上がっているのか、ちょっと嫌嫌嫌嫌みみみみかもわかりませんが、その辺のところもかもわかりませんが、その辺のところもかもわかりませんが、その辺のところもかもわかりませんが、その辺のところも教教教教

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

それと、それと、それと、それと、８８８８４４４４ペペペペーーーージジジジのののの安心安心安心安心子子子子育育育育てててて支援支援支援支援対策事対策事対策事対策事業業業業、これはこれから、ここに、これはこれから、ここに、これはこれから、ここに、これはこれから、ここに書書書書いているいているいているいている項項項項

目目目目に当てはまるようなに当てはまるようなに当てはまるようなに当てはまるような園園園園がががが手手手手をををを挙挙挙挙げてこられるのか、それとも、もう今、げてこられるのか、それとも、もう今、げてこられるのか、それとも、もう今、げてこられるのか、それとも、もう今、次次次次にこういうにこういうにこういうにこういう園園園園、、、、

整備整備整備整備をしますをしますをしますをします園園園園というのか、というのか、というのか、というのか、保育所保育所保育所保育所のののの緊急緊急緊急緊急整備整備整備整備でありますが、もう出てきているのか、そでありますが、もう出てきているのか、そでありますが、もう出てきているのか、そでありますが、もう出てきているのか、そ

の辺ちょっとお願いします。の辺ちょっとお願いします。の辺ちょっとお願いします。の辺ちょっとお願いします。

○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長 ＤＶＤＶＤＶＤＶにかかわりまして、にかかわりまして、にかかわりまして、にかかわりまして、相談相談相談相談の対応でありますとか件の対応でありますとか件の対応でありますとか件の対応でありますとか件数数数数、それか、それか、それか、それか

ら今後のら今後のら今後のら今後の取取取取りりりり組み組み組み組みのことにつきましてご質問いただきました。のことにつきましてご質問いただきました。のことにつきましてご質問いただきました。のことにつきましてご質問いただきました。

県では、奈良市県では、奈良市県では、奈良市県では、奈良市紀紀紀紀寺寺寺寺町町町町にある中にある中にある中にある中央央央央こどもこどもこどもこども家家家家庭庭庭庭相談相談相談相談センターは、センターは、センターは、センターは、ＤＶ法ＤＶ法ＤＶ法ＤＶ法にににに基づ基づ基づ基づきますきますきますきますＤＶＤＶＤＶＤＶ

センターとしてセンターとしてセンターとしてセンターとして位位位位置づ置づ置づ置づけております。その中では、けております。その中では、けております。その中では、けております。その中では、相談相談相談相談でありますとか、それからでありますとか、それからでありますとか、それからでありますとか、それから支援支援支援支援、、、、
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就就就就職職職職等等等等のののの自自自自立支援立支援立支援立支援、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは一時保一時保一時保一時保護、市護、市護、市護、市町町町町村の村の村の村の窓口窓口窓口窓口のののの支援支援支援支援などを行っているところでごなどを行っているところでごなどを行っているところでごなどを行っているところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

次次次次にににに相談相談相談相談の件の件の件の件数数数数でございますが、県のでございますが、県のでございますが、県のでございますが、県のＤＶＤＶＤＶＤＶセンターで受けましセンターで受けましセンターで受けましセンターで受けまし相談相談相談相談件件件件数数数数でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年度度度度１１１１，，，，０４０件、平成２２年０４０件、平成２２年０４０件、平成２２年０４０件、平成２２年度度度度が１が１が１が１，，，，０５１件ですので、０５１件ですので、０５１件ですので、０５１件ですので、横横横横ばばばばいのいのいのいの状況状況状況状況にござにござにござにござ

います。また、います。また、います。また、います。また、先先先先ほど申しましたほど申しましたほど申しましたほど申しましたＤＶＤＶＤＶＤＶセンターの中にセンターの中にセンターの中にセンターの中にシシシシェェェェルター、ルター、ルター、ルター、一時保一時保一時保一時保護護護護所所所所がございまがございまがございまがございま

すが、そこのすが、そこのすが、そこのすが、そこの保保保保護の件護の件護の件護の件数数数数は、平成２３年は、平成２３年は、平成２３年は、平成２３年度度度度はははは９９９９１件、平成２２年１件、平成２２年１件、平成２２年１件、平成２２年度度度度は１１４件でしたので、は１１４件でしたので、は１１４件でしたので、は１１４件でしたので、

これにつきましては前年よりこれにつきましては前年よりこれにつきましては前年よりこれにつきましては前年より減減減減少しているという少しているという少しているという少しているという状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。

相談相談相談相談の内容でございますが、の内容でございますが、の内容でございますが、の内容でございますが、相談相談相談相談のののの主主主主な加な加な加な加害害害害者は者は者は者はＤＶ法ＤＶ法ＤＶ法ＤＶ法ではではではでは婚姻婚姻婚姻婚姻しているもの、あるいしているもの、あるいしているもの、あるいしているもの、あるい

は事実は事実は事実は事実婚婚婚婚、、、、元元元元夫夫夫夫も含まれるのですが、も含まれるのですが、も含まれるのですが、も含まれるのですが、７８７８７８７８％％％％がががが婚姻届婚姻届婚姻届婚姻届のあるものとなっております。それのあるものとなっております。それのあるものとなっております。それのあるものとなっております。それ

からからからから相談相談相談相談者の年者の年者の年者の年齢齢齢齢でございますが、３０代がでございますが、３０代がでございますが、３０代がでございますが、３０代が一一一一番番番番多くて３５多くて３５多くて３５多くて３５％％％％ぐらい、それから４０代がぐらい、それから４０代がぐらい、それから４０代がぐらい、それから４０代が

２４２４２４２４％％％％ぐらいというぐらいというぐらいというぐらいという状況状況状況状況になっております。それからになっております。それからになっております。それからになっております。それから相談相談相談相談の受の受の受の受付付付付のののの経経経経路路路路でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

本本本本人人人人からが６６からが６６からが６６からが６６％％％％をををを占占占占めますが、めますが、めますが、めますが、次次次次に多いのがに多いのがに多いのがに多いのが警察署警察署警察署警察署からでからでからでからで８８８８．．．．３３３３％％％％となっております。となっております。となっております。となっております。

また、また、また、また、一時保一時保一時保一時保護を受けました護を受けました護を受けました護を受けました暴暴暴暴力力力力のののの種種種種類類類類ですが、いわですが、いわですが、いわですが、いわゆゆゆゆるるるる身体的身体的身体的身体的なななな暴暴暴暴力力力力、、、、殴殴殴殴る、けるといる、けるといる、けるといる、けるとい

うものがうものがうものがうものが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的に多くなっておりますが、最に多くなっておりますが、最に多くなっておりますが、最に多くなっておりますが、最近近近近はははは精精精精神神神神的的的的なななな暴暴暴暴力力力力やややや重重重重複複複複的的的的なななな被被被被害害害害をををを訴訴訴訴えるえるえるえる被被被被

害害害害者でありますとか、者でありますとか、者でありますとか、者でありますとか、同伴児童同伴児童同伴児童同伴児童のののの虐待虐待虐待虐待などのなどのなどのなどの被被被被害害害害がががが深刻深刻深刻深刻化化化化しているしているしているしているケケケケーーーーススススもございます。もございます。もございます。もございます。

今後でございますが、県の今後でございますが、県の今後でございますが、県の今後でございますが、県のＤＶＤＶＤＶＤＶの対策のの対策のの対策のの対策の基基基基本本本本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方としては、としては、としては、としては、ＤＶＤＶＤＶＤＶのののの基基基基本本本本計画計画計画計画をつをつをつをつ

くっております。いろいろなくっております。いろいろなくっております。いろいろなくっております。いろいろな取取取取りりりり組み組み組み組みを実施していますが、今年を実施していますが、今年を実施していますが、今年を実施していますが、今年度度度度、、、、計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しをしてしをしてしをしてしをして

おりまして、３月中におりまして、３月中におりまして、３月中におりまして、３月中に公公公公表表表表をする予定でございます。これにつきましては、をする予定でございます。これにつきましては、をする予定でございます。これにつきましては、をする予定でございます。これにつきましては、厚厚厚厚生生生生委員会に委員会に委員会に委員会に

もごもごもごもご報報報報告をさせていただいたところでございます。告をさせていただいたところでございます。告をさせていただいたところでございます。告をさせていただいたところでございます。

３３３３次計画次計画次計画次計画では、では、では、では、ＤＶ法ＤＶ法ＤＶ法ＤＶ法の、配の、配の、配の、配偶偶偶偶者からの者からの者からの者からの暴暴暴暴力力力力に加えまして、に加えまして、に加えまして、に加えまして、デデデデーーーートトトトＤＶＤＶＤＶＤＶとか言われるとか言われるとか言われるとか言われる交交交交

際際際際相手相手相手相手からのからのからのからの暴暴暴暴力力力力を受けている者を受けている者を受けている者を受けている者へへへへのののの支援支援支援支援や、あるいはや、あるいはや、あるいはや、あるいは相談相談相談相談の内容を分の内容を分の内容を分の内容を分析析析析しまして、今後しまして、今後しまして、今後しまして、今後

役立役立役立役立てていこくために、てていこくために、てていこくために、てていこくために、相談相談相談相談事例の分事例の分事例の分事例の分析析析析というというというという大大大大きなきなきなきな項項項項目目目目をつけ加えましてをつけ加えましてをつけ加えましてをつけ加えまして計画計画計画計画をつくっをつくっをつくっをつくっ

ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○角田子育て支援課長○角田子育て支援課長○角田子育て支援課長○角田子育て支援課長 少少少少子子子子化化化化対策と対策と対策と対策と保育所保育所保育所保育所のののの整備整備整備整備、、、、安心安心安心安心子子子子育育育育てててて支援支援支援支援対策事対策事対策事対策事業業業業のののの保育所整保育所整保育所整保育所整

備備備備についてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋ねでございます。ねでございます。ねでございます。ねでございます。

少少少少子子子子化化化化対策の事対策の事対策の事対策の事業業業業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、、、、「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計特別会特別会特別会特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平要、平要、平要、平

成２４年成２４年成２４年成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計、特別会、特別会、特別会、特別会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」８」８」８」８４４４４ペペペペーーーージジジジのののの子子子子育育育育てててて支援支援支援支援のののの充充充充実に実に実に実に

次次次次世世世世代代代代育育育育成成成成支援支援支援支援対策対策対策対策推推推推進事進事進事進事業業業業がががが入入入入っておりまして、っておりまして、っておりまして、っておりまして、近近近近年は年は年は年は子子子子育育育育てててて支援支援支援支援というというというという形形形形で事で事で事で事業業業業は進は進は進は進

めさせていただいております。それで、合めさせていただいております。それで、合めさせていただいております。それで、合めさせていただいております。それで、合計計計計特特特特殊殊殊殊出出出出生率生率生率生率でございますが、奈良県につきまでございますが、奈良県につきまでございますが、奈良県につきまでございますが、奈良県につきま

しては、平成２１年が１しては、平成２１年が１しては、平成２１年が１しては、平成２１年が１．．．．２３、平成２２年が１２３、平成２２年が１２３、平成２２年が１２３、平成２２年が１．．．．２５、平成２３年が１２５、平成２３年が１２５、平成２３年が１２５、平成２３年が１．．．．２２２２７７７７というこというこというこというこ
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とで、とで、とで、とで、若若若若干干干干でございますが、上でございますが、上でございますが、上でございますが、上昇昇昇昇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ございます。でございます。でございます。でございます。

これにつきましては、県のこれにつきましては、県のこれにつきましては、県のこれにつきましては、県の子子子子育育育育てててて支援支援支援支援の中で結の中で結の中で結の中で結婚婚婚婚応応応応援援援援団団団団というというというという形形形形でででで以以以以前からやっており前からやっており前からやっており前からやっており

まして、平成２２年まして、平成２２年まして、平成２２年まして、平成２２年度度度度に策定しましたに策定しましたに策定しましたに策定しました次次次次世世世世代代代代育育育育成成成成支援支援支援支援後後後後期期期期行動行動行動行動計画計画計画計画の中で、少の中で、少の中で、少の中で、少子子子子化化化化実実実実態態態態調調調調

査の結査の結査の結査の結果果果果をををを踏踏踏踏まえ、まえ、まえ、まえ、若若若若者の者の者の者の自自自自立推立推立推立推進委員会で、県進委員会で、県進委員会で、県進委員会で、県民民民民会議の中でも議会議の中でも議会議の中でも議会議の中でも議論論論論させていただいてまさせていただいてまさせていただいてまさせていただいてま

す。その中で結す。その中で結す。その中で結す。その中で結婚婚婚婚応応応応援援援援団団団団事事事事業業業業を平成１を平成１を平成１を平成１７７７７年から年から年から年から引引引引きききき続続続続きききき現現現現在在在在もももも続続続続けているけているけているけている状況状況状況状況でございまでございまでございまでございま

す。その中です。その中です。その中です。その中でイイイイベベベベンンンント等ト等ト等ト等を実施いたしまして、出会いのを実施いたしまして、出会いのを実施いたしまして、出会いのを実施いたしまして、出会いの場場場場を創設しているわけでございまを創設しているわけでございまを創設しているわけでございまを創設しているわけでございま

すけれども、その出会いのすけれども、その出会いのすけれども、その出会いのすけれども、その出会いの場場場場ででででカカカカッッッッププププルとなりルとなりルとなりルとなり交交交交際際際際ををををススススタータータータートトトトさせた２３２させた２３２させた２３２させた２３２組組組組ののののカカカカッッッッププププルルルル

が結が結が結が結婚婚婚婚したというしたというしたというしたという任任任任意の意の意の意の報報報報告をいただいております。また、告をいただいております。また、告をいただいております。また、告をいただいております。また、子子子子どものどものどものどもの誕誕誕誕生生生生のののの報報報報告も３告も３告も３告も３９組９組９組９組

４４４４４４４４人人人人誕誕誕誕生生生生ということで、これもまたということで、これもまたということで、これもまたということで、これもまた任任任任意ですので、もう少し多いのではないかと意ですので、もう少し多いのではないかと意ですので、もう少し多いのではないかと意ですので、もう少し多いのではないかと自負自負自負自負しししし

ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

今後も今後も今後も今後も引引引引きききき続続続続きまして、結きまして、結きまして、結きまして、結婚婚婚婚をををを希希希希望望望望するするするする独独独独身身身身男男男男女に出会いの女に出会いの女に出会いの女に出会いの機機機機会を提会を提会を提会を提供供供供することによりすることによりすることによりすることにより

まして、結まして、結まして、結まして、結婚婚婚婚やややや子子子子育育育育てにてにてにてに夢夢夢夢やややや希希希希望望望望がががが持持持持てる奈良県てる奈良県てる奈良県てる奈良県づづづづくりにくりにくりにくりに努努努努めていきたいと思います。まめていきたいと思います。まめていきたいと思います。まめていきたいと思います。ま

た、た、た、た、近近近近ごろはまちごろはまちごろはまちごろはまちココココンというンというンというンという形形形形でででで地域地域地域地域の中でもいろいろの中でもいろいろの中でもいろいろの中でもいろいろイイイイベベベベンンンントトトトもどんどん進んでいるもどんどん進んでいるもどんどん進んでいるもどんどん進んでいる状状状状

況況況況でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、引引引引きききき続続続続き県としても進めてまいりたいと思っております。き県としても進めてまいりたいと思っております。き県としても進めてまいりたいと思っております。き県としても進めてまいりたいと思っております。

もう１もう１もう１もう１点点点点、、、、安心安心安心安心子子子子育育育育てててて支援支援支援支援対策事対策事対策事対策事業業業業の中のの中のの中のの中の保育所保育所保育所保育所のののの整備整備整備整備でございますけれども、平成２でございますけれども、平成２でございますけれども、平成２でございますけれども、平成２

５年５年５年５年度度度度につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、一一一一応県の応県の応県の応県の調調調調査で査で査で査で希希希希望望望望等等等等ありましたところありましたところありましたところありましたところ８８８８カカカカ所所所所ぐらいを予算要ぐらいを予算要ぐらいを予算要ぐらいを予算要求求求求

をさせていただいているをさせていただいているをさせていただいているをさせていただいている状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○太郎田女性支援課長○太郎田女性支援課長○太郎田女性支援課長○太郎田女性支援課長 「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計計計計特別会特別会特別会特別会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一度一度一度一

般般般般会会会会計計計計、特別会、特別会、特別会、特別会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」８７ペ」８７ペ」８７ペ」８７ペーーーージジジジののののＤＶＤＶＤＶＤＶ予予予予防防防防啓啓啓啓発発発発事事事事業業業業についてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋

ねをいただきました。ねをいただきました。ねをいただきました。ねをいただきました。

ＤＶＤＶＤＶＤＶといいますといいますといいますといいます人人人人権権権権をををを著著著著しくしくしくしく侵侵侵侵害害害害するようなするようなするようなするような暴暴暴暴力力力力につきましては、まずはにつきましては、まずはにつきましては、まずはにつきましては、まずは起起起起こさせないこさせないこさせないこさせない

ことがことがことがことが大大大大切切切切であるとであるとであるとであると考考考考えておりまして、女性えておりまして、女性えておりまして、女性えておりまして、女性支援課支援課支援課支援課では、では、では、では、ＤＶＤＶＤＶＤＶ予予予予防防防防啓啓啓啓発発発発パパパパネネネネルルルル展展展展ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、

あるいはあるいはあるいはあるいはＤＶＤＶＤＶＤＶ相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口のののの周周周周知知知知カカカカーーーードドドドの配の配の配の配布布布布等等等等を通を通を通を通じじじじまして、まして、まして、まして、暴暴暴暴力防止力防止力防止力防止にににに向向向向けたけたけたけた啓啓啓啓発発発発事事事事業業業業にににに

これまでこれまでこれまでこれまで取取取取りりりり組組組組んでまいりました。また、１１月にんでまいりました。また、１１月にんでまいりました。また、１１月にんでまいりました。また、１１月に全国的全国的全国的全国的に設けられております、女性にに設けられております、女性にに設けられております、女性にに設けられております、女性に

対する対する対する対する暴暴暴暴力力力力なくすなくすなくすなくす運運運運動動動動期期期期間を中間を中間を中間を中心心心心に、に、に、に、毎毎毎毎年、年、年、年、ＤＶＤＶＤＶＤＶ防止防止防止防止フフフフォォォォーーーーララララムムムムを開を開を開を開催催催催をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、

県県県県民民民民の意の意の意の意識啓識啓識啓識啓発発発発を行ってきたところでございます。を行ってきたところでございます。を行ってきたところでございます。を行ってきたところでございます。

これにつきましては、今年これにつきましては、今年これにつきましては、今年これにつきましては、今年度度度度は特にもっとは特にもっとは特にもっとは特にもっと若若若若いいいい世世世世代に対して代に対して代に対して代に対してＤＶＤＶＤＶＤＶへへへへの理の理の理の理解解解解をををを深深深深めていためていためていためていた

だくことをねらいとしまして、奈良女だくことをねらいとしまして、奈良女だくことをねらいとしまして、奈良女だくことをねらいとしまして、奈良女子子子子大学大学大学大学と連と連と連と連携携携携をしてをしてをしてをしてＤＶＤＶＤＶＤＶ防止防止防止防止セセセセミナミナミナミナーを実施いたしーを実施いたしーを実施いたしーを実施いたし

ました。今年ました。今年ました。今年ました。今年度度度度は、おは、おは、おは、お茶茶茶茶のののの水水水水女女女女子子子子大大大大の名の名の名の名誉誉誉誉教教教教授授授授で日本ので日本ので日本ので日本のジジジジェェェェンンンンダダダダーーーー法法法法学学学学の第の第の第の第一人一人一人一人者でいら者でいら者でいら者でいら

っしっしっしっしゃゃゃゃいますいますいますいます戒戒戒戒能民能民能民能民江江江江先生先生先生先生をおをおをおをお招招招招きしてのきしてのきしてのきしてのフフフフォォォォーーーーララララムムムムを開を開を開を開催催催催し、奈良女し、奈良女し、奈良女し、奈良女子子子子大学大学大学大学のののの学生学生学生学生などなどなどなど
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にも多く聴にも多く聴にも多く聴にも多く聴講講講講に来ていただきました。に来ていただきました。に来ていただきました。に来ていただきました。

また、また、また、また、時期時期時期時期をずらしまして、をずらしまして、をずらしまして、をずらしまして、橿橿橿橿原原原原市内でも、市内でも、市内でも、市内でも、交交交交際際際際相手相手相手相手からのからのからのからの暴暴暴暴力力力力、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるるデデデデーーーートトトトＤＶＤＶＤＶＤＶ

ををををテテテテーマとしまして、ーマとしまして、ーマとしまして、ーマとしまして、防止防止防止防止啓啓啓啓発発発発ののののフフフフォォォォーーーーララララムムムムを開を開を開を開催催催催をいたしました。このようなをいたしました。このようなをいたしました。このようなをいたしました。このようなフフフフォォォォーーーーララララ

ムムムムを実施する中で、を実施する中で、を実施する中で、を実施する中で、講師講師講師講師のののの先生先生先生先生などから、などから、などから、などから、ＤＶＤＶＤＶＤＶのののの防止防止防止防止啓啓啓啓発発発発については、もっとについては、もっとについては、もっとについては、もっと若若若若いいいい世世世世代に代に代に代に

啓啓啓啓発発発発していくことがしていくことがしていくことがしていくことが大大大大事だというご提言もいただきましたので、それを事だというご提言もいただきましたので、それを事だというご提言もいただきましたので、それを事だというご提言もいただきましたので、それを踏踏踏踏まえまして、こまえまして、こまえまして、こまえまして、こ

れまでのれまでのれまでのれまでの取取取取りりりり組み組み組み組みに加えて来年に加えて来年に加えて来年に加えて来年度度度度ははははＤＶＤＶＤＶＤＶ防止防止防止防止啓啓啓啓発発発発事事事事業業業業として、県内のとして、県内のとして、県内のとして、県内の民民民民間の間の間の間の活活活活動動動動団団団団体体体体がそがそがそがそ

れれれれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域で実で実で実で実践践践践してしてしてして培培培培ってこられていますってこられていますってこられていますってこられています啓啓啓啓発活発活発活発活動、その動、その動、その動、そのノウハウノウハウノウハウノウハウを県でもを県でもを県でもを県でも活活活活用させ用させ用させ用させ

ていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、ワワワワークークークークショッショッショッショッププププ型型型型の出前の出前の出前の出前講座講座講座講座を中を中を中を中学校学校学校学校や高や高や高や高等学校等学校等学校等学校で開で開で開で開催催催催をしたいと思ってをしたいと思ってをしたいと思ってをしたいと思って

おります。おります。おります。おります。

このこのこのこのワワワワークークークークショッショッショッショッププププにににに参参参参加された中加された中加された中加された中学生学生学生学生、高、高、高、高校生校生校生校生、あるいはその、あるいはその、あるいはその、あるいはその保保保保護者護者護者護者等等等等ががががワワワワークークークークショショショショ

ッッッッププププの中での中での中での中でみみみみずからずからずからずから考考考考えていただき、えていただき、えていただき、えていただき、デデデデーーーートトトトＤＶＤＶＤＶＤＶについてのについてのについてのについての認認認認識識識識をををを深深深深めていただくというめていただくというめていただくというめていただくという

形形形形でででで啓啓啓啓発発発発を行っていきたいなと思います。また、そのようなを行っていきたいなと思います。また、そのようなを行っていきたいなと思います。また、そのようなを行っていきたいなと思います。また、そのような啓啓啓啓発発発発を通を通を通を通じじじじまして、中まして、中まして、中まして、中学生学生学生学生、、、、

高高高高校生校生校生校生がががが自自自自分やあるいは分やあるいは分やあるいは分やあるいは友友友友達達達達のののの命命命命のののの大大大大切切切切さをさをさをさを学学学学んでいただき、んでいただき、んでいただき、んでいただき、ひひひひいてはいてはいてはいては人人人人とととと人人人人とのとのとのとの豊豊豊豊かなかなかなかな

つき合いつき合いつき合いつき合い方方方方とを会とを会とを会とを会得得得得してもらえるようになっていただきたいとしてもらえるようになっていただきたいとしてもらえるようになっていただきたいとしてもらえるようになっていただきたいと考考考考えて、事えて、事えて、事えて、事業業業業にににに取取取取りりりり組組組組もうもうもうもう

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

このこのこのこのＤＶ被ＤＶ被ＤＶ被ＤＶ被害害害害者の者の者の者の保保保保護とか対策については、これはほかから護とか対策については、これはほかから護とか対策については、これはほかから護とか対策については、これはほかから見見見見たらとても少たらとても少たらとても少たらとても少額額額額の予算での予算での予算での予算で

はないですか。これはないですか。これはないですか。これはないですか。これ以以以以上の対応、これぐらいの予算での対応しかできないというのは、こ上の対応、これぐらいの予算での対応しかできないというのは、こ上の対応、これぐらいの予算での対応しかできないというのは、こ上の対応、これぐらいの予算での対応しかできないというのは、こ

ういうういうういうういう人人人人権権権権侵侵侵侵害害害害とかいうこととか、またとかいうこととか、またとかいうこととか、またとかいうこととか、また個個個個人情報人情報人情報人情報とかいろいろなものがあって、とかいろいろなものがあって、とかいろいろなものがあって、とかいろいろなものがあって、ＤＶＤＶＤＶＤＶに対に対に対に対

するするするする保保保保護とか予護とか予護とか予護とか予防防防防とかいうのは、もう今やってもらっているとかいうのは、もう今やってもらっているとかいうのは、もう今やってもらっているとかいうのは、もう今やってもらっている以以以以上のことはできないという上のことはできないという上のことはできないという上のことはできないという

ところなのかと思うのですが。ところなのかと思うのですが。ところなのかと思うのですが。ところなのかと思うのですが。

それと、いや、それはどうなのでしょうかと、予算がこれぐらいなので、もうこの対応それと、いや、それはどうなのでしょうかと、予算がこれぐらいなので、もうこの対応それと、いや、それはどうなのでしょうかと、予算がこれぐらいなので、もうこの対応それと、いや、それはどうなのでしょうかと、予算がこれぐらいなので、もうこの対応

策とかは、これ策とかは、これ策とかは、これ策とかは、これ以以以以上お上お上お上お金金金金をををを使使使使っても、それっても、それっても、それっても、それ以以以以上のことはできないということがあるではな上のことはできないということがあるではな上のことはできないということがあるではな上のことはできないということがあるではな

いですか、その部いですか、その部いですか、その部いですか、その部類類類類のものなのかということを、思うのですけれど、いや、例えのものなのかということを、思うのですけれど、いや、例えのものなのかということを、思うのですけれど、いや、例えのものなのかということを、思うのですけれど、いや、例えばばばばそのそのそのその保保保保

護するための護するための護するための護するためのシシシシェェェェルターをルターをルターをルターを建建建建ていたりすると多ていたりすると多ていたりすると多ていたりすると多額額額額のののの費費費費用がかかるけれど、それはできない用がかかるけれど、それはできない用がかかるけれど、それはできない用がかかるけれど、それはできない

のかどうかとかいう意味ものかどうかとかいう意味ものかどうかとかいう意味ものかどうかとかいう意味も込込込込めてです。めてです。めてです。めてです。続続続続いていていていて聞聞聞聞きたいのは、このきたいのは、このきたいのは、このきたいのは、この保保保保護は、中護は、中護は、中護は、中央央央央こどもこどもこどもこども家家家家

庭庭庭庭相談相談相談相談センターにセンターにセンターにセンターに保保保保護するとして、どれぐらいの護するとして、どれぐらいの護するとして、どれぐらいの護するとして、どれぐらいの人人人人数数数数をををを保保保保護できるのか、これ護できるのか、これ護できるのか、これ護できるのか、これ以以以以外にも外にも外にも外にもシシシシ

ェェェェルターという施設があるのかどうかをまずはルターという施設があるのかどうかをまずはルターという施設があるのかどうかをまずはルターという施設があるのかどうかをまずは聞聞聞聞かせてほしいと思います。かせてほしいと思います。かせてほしいと思います。かせてほしいと思います。

○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長 ＤＶＤＶＤＶＤＶの対策につきまして、の対策につきまして、の対策につきまして、の対策につきまして、新規新規新規新規事事事事業業業業が少ないではないかというごが少ないではないかというごが少ないではないかというごが少ないではないかというご

質問でありますが、これまで質問でありますが、これまで質問でありますが、これまで質問でありますが、これまでＤＶＤＶＤＶＤＶ対策として、県では結対策として、県では結対策として、県では結対策として、県では結構構構構やってもらっています。例えやってもらっています。例えやってもらっています。例えやってもらっています。例えばばばば
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平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年度度度度につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、先先先先ほど申しましたほど申しましたほど申しましたほど申しましたシシシシェェェェルターがありますが、そこにルターがありますが、そこにルターがありますが、そこにルターがありますが、そこに新新新新たにたにたにたに

保育保育保育保育士士士士を配を配を配を配置置置置したりしますとか、あるいは平成１したりしますとか、あるいは平成１したりしますとか、あるいは平成１したりしますとか、あるいは平成１８８８８年年年年度度度度につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ＤＶＤＶＤＶＤＶ支援支援支援支援員とい員とい員とい員とい

うことでうことでうことでうことで新新新新たにたにたにたに相談相談相談相談員を員を員を員をふふふふやしていただいたりということで、やしていただいたりということで、やしていただいたりということで、やしていただいたりということで、充充充充実していただいている実していただいている実していただいている実していただいている状状状状

況況況況でございます。でございます。でございます。でございます。

それで、ちょっと前後しましたが、中それで、ちょっと前後しましたが、中それで、ちょっと前後しましたが、中それで、ちょっと前後しましたが、中央子央子央子央子どもどもどもども家家家家庭庭庭庭相談相談相談相談センターのセンターのセンターのセンターの方方方方ののののシシシシェェェェルターですルターですルターですルターです

が、が、が、が、７７７７室ございます。和室でございまして、少し室ございます。和室でございまして、少し室ございます。和室でございまして、少し室ございます。和室でございまして、少し柔軟柔軟柔軟柔軟な対応をしております。それな対応をしております。それな対応をしております。それな対応をしております。それ以以以以外に外に外に外に

民民民民間の間の間の間のシシシシェェェェルターですが、ルターですが、ルターですが、ルターですが、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯでやっているところがございまして、そこにつきましてでやっているところがございまして、そこにつきましてでやっているところがございまして、そこにつきましてでやっているところがございまして、そこにつきまして

は、中は、中は、中は、中央子央子央子央子どもどもどもども家家家家庭庭庭庭相談相談相談相談センターでセンターでセンターでセンターで保保保保護をできない部分、例え護をできない部分、例え護をできない部分、例え護をできない部分、例えばばばば男男男男性の性の性の性の子子子子どもさんがいらどもさんがいらどもさんがいらどもさんがいら

っしっしっしっしゃゃゃゃるとか、そういう部分についてお願いをしているところでございます。るとか、そういう部分についてお願いをしているところでございます。るとか、そういう部分についてお願いをしているところでございます。るとか、そういう部分についてお願いをしているところでございます。

また、従前から中また、従前から中また、従前から中また、従前から中央子央子央子央子どもどもどもども家家家家庭庭庭庭相談相談相談相談センターのセンターのセンターのセンターの保保保保護護護護所所所所以以以以外に外に外に外に母子母子母子母子支援支援支援支援施設いうところが施設いうところが施設いうところが施設いうところが

県内には３県内には３県内には３県内には３カカカカ所所所所あるのですが、そちらのあるのですが、そちらのあるのですが、そちらのあるのですが、そちらの方方方方はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれ１室ずつれ１室ずつれ１室ずつれ１室ずつ借借借借りれるようなりれるようなりれるようなりれるような状況状況状況状況になっになっになっになっ

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

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 私も私も私も私も民民民民間の間の間の間のシシシシェェェェルターがあるのではないかとは思っていたのですけれども、ルターがあるのではないかとは思っていたのですけれども、ルターがあるのではないかとは思っていたのですけれども、ルターがあるのではないかとは思っていたのですけれども、

そんなところで今回はこういうそんなところで今回はこういうそんなところで今回はこういうそんなところで今回はこういう額額額額かもしれませんけれど、かもしれませんけれど、かもしれませんけれど、かもしれませんけれど、ＤＶＤＶＤＶＤＶがあるために、そのがあるために、そのがあるために、そのがあるために、その家族家族家族家族はははは

もちろんですけが、やはりもちろんですけが、やはりもちろんですけが、やはりもちろんですけが、やはり周周周周りがりがりがりが不不不不幸になっていくということも幸になっていくということも幸になっていくということも幸になっていくということも聞聞聞聞いておりますので、そいておりますので、そいておりますので、そいておりますので、そ

れはれはれはれは未未未未然然然然にというか、にというか、にというか、にというか、軽軽軽軽い間にい間にい間にい間に防防防防げるのだったらそうしてほしいと思うのと、このまましげるのだったらそうしてほしいと思うのと、このまましげるのだったらそうしてほしいと思うのと、このまましげるのだったらそうしてほしいと思うのと、このままし

っかり対応していってほしいと思いますが、っかり対応していってほしいと思いますが、っかり対応していってほしいと思いますが、っかり対応していってほしいと思いますが、一一一一たんたんたんたん家家家家にににに帰帰帰帰られて、られて、られて、られて、再度保再度保再度保再度保護護護護所所所所にににに戻戻戻戻ってこってこってこってこ

られるられるられるられる率率率率というのはわかりますか。というのはわかりますか。というのはわかりますか。というのはわかりますか。男男男男性もなかなか治らないですから、そういう性もなかなか治らないですから、そういう性もなかなか治らないですから、そういう性もなかなか治らないですから、そういう数数数数字字字字はあはあはあはあ

りますか。りますか。りますか。りますか。

○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長 失礼失礼失礼失礼しました。年間１００しました。年間１００しました。年間１００しました。年間１００人人人人ぐらい中ぐらい中ぐらい中ぐらい中央子央子央子央子どもどもどもども家家家家庭庭庭庭相談相談相談相談センターセンターセンターセンター

のののの方方方方でででで保保保保護しております。実は私も中護しております。実は私も中護しております。実は私も中護しております。実は私も中央子央子央子央子どもどもどもども家家家家庭庭庭庭相談相談相談相談センターにおりましたので、今おセンターにおりましたので、今おセンターにおりましたので、今おセンターにおりましたので、今お

っしっしっしっしゃゃゃゃられたようなられたようなられたようなられたようなケケケケーーーーススススはははは何何何何件かございます。ただ、件かございます。ただ、件かございます。ただ、件かございます。ただ、大人同大人同大人同大人同士士士士の対応ですので、の対応ですので、の対応ですので、の対応ですので、支援支援支援支援はははは

しますが、それしますが、それしますが、それしますが、それ以以以以上のことはしないということでございます。ちょっとどれだけ上のことはしないということでございます。ちょっとどれだけ上のことはしないということでございます。ちょっとどれだけ上のことはしないということでございます。ちょっとどれだけ戻戻戻戻ってくってくってくってく

るかというのは今のところるかというのは今のところるかというのは今のところるかというのは今のところ手手手手元元元元にはございません。にはございません。にはございません。にはございません。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 それでは、それでは、それでは、それでは、引引引引きききき続続続続きよろしくお願いいたします。私も畭委員もきよろしくお願いいたします。私も畭委員もきよろしくお願いいたします。私も畭委員もきよろしくお願いいたします。私も畭委員も一一一一緒緒緒緒にににに所所所所属属属属しししし

ているているているている母子団母子団母子団母子団体体体体の中でも、の中でも、の中でも、の中でも、ＤＶＤＶＤＶＤＶを少しでもなくして、女性を応を少しでもなくして、女性を応を少しでもなくして、女性を応を少しでもなくして、女性を応援援援援しなくてはしなくてはしなくてはしなくてはゃゃゃゃということということということということ

でやっておりますので、奈良県内のでやっておりますので、奈良県内のでやっておりますので、奈良県内のでやっておりますので、奈良県内の様子様子様子様子をををを聞聞聞聞かせてもらったかせてもらったかせてもらったかせてもらった次次次次第です。第です。第です。第です。

それとそれとそれとそれと一一一一つ、少つ、少つ、少つ、少子子子子化化化化対策も合対策も合対策も合対策も合計計計計特特特特殊殊殊殊出出出出生率生率生率生率が１が１が１が１．．．．２２２２７７７７とかになっているということですとかになっているということですとかになっているということですとかになっているということです

が、これでが、これでが、これでが、これで全国全国全国全国の平の平の平の平均均均均よりはどうなのか、今まではよりはどうなのか、今まではよりはどうなのか、今まではよりはどうなのか、今までは下下下下位位位位のののの方方方方だったと思うのですが、少しだったと思うのですが、少しだったと思うのですが、少しだったと思うのですが、少し

上がっているのかと思いますけれども、それがわかれ上がっているのかと思いますけれども、それがわかれ上がっているのかと思いますけれども、それがわかれ上がっているのかと思いますけれども、それがわかれば教ば教ば教ば教えていただきたいのと、今、市えていただきたいのと、今、市えていただきたいのと、今、市えていただきたいのと、今、市
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町町町町村から、村から、村から、村から、何何何何件か応件か応件か応件か応募募募募があるとおっしがあるとおっしがあるとおっしがあるとおっしゃゃゃゃっていましたが、そのっていましたが、そのっていましたが、そのっていましたが、その保育所保育所保育所保育所の名前とかを、の名前とかを、の名前とかを、の名前とかを、聞聞聞聞けけけけ

るのだったらるのだったらるのだったらるのだったら教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

○角田子育て支援課長○角田子育て支援課長○角田子育て支援課長○角田子育て支援課長 合合合合計計計計や出や出や出や出生率生率生率生率につきましては、県としてはにつきましては、県としてはにつきましては、県としてはにつきましては、県としては若若若若干干干干上がっているので上がっているので上がっているので上がっているので

すけが、すけが、すけが、すけが、全国全国全国全国平平平平均均均均は１は１は１は１．．．．３３３３９９９９ですので、まだまだですので、まだまだですので、まだまだですので、まだまだ下下下下位位位位にににに低低低低迷迷迷迷しております。しております。しております。しております。

保育所保育所保育所保育所のののの整備整備整備整備のののの箇箇箇箇所所所所につきましては、今のところ、要につきましては、今のところ、要につきましては、今のところ、要につきましては、今のところ、要望望望望的的的的な部分でまだ確定しておりまな部分でまだ確定しておりまな部分でまだ確定しておりまな部分でまだ確定しておりま

せんので、今のせんので、今のせんので、今のせんので、今の段階段階段階段階ではちょっと申し上げられません。ではちょっと申し上げられません。ではちょっと申し上げられません。ではちょっと申し上げられません。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ありがとうございました。それでは、ありがとうございました。それでは、ありがとうございました。それでは、ありがとうございました。それでは、先先先先ほどからの質問はほどからの質問はほどからの質問はほどからの質問は継継継継続続続続してしっかりしてしっかりしてしっかりしてしっかり

とととと取取取取りりりり組組組組んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、一般一般一般一般質問をさせていただいた関係で、質問をさせていただいた関係で、質問をさせていただいた関係で、質問をさせていただいた関係で、先先先先ほどから県ほどから県ほどから県ほどから県立立立立医医医医科科科科大学大学大学大学の話も出ておの話も出ておの話も出ておの話も出てお

りまして、女性医りまして、女性医りまして、女性医りまして、女性医師師師師、そして、そして、そして、そして看看看看護護護護師師師師の確の確の確の確保保保保ということで質問させていただきました。ということで質問させていただきました。ということで質問させていただきました。ということで質問させていただきました。

今、質問ではないのですが、今、質問ではないのですが、今、質問ではないのですが、今、質問ではないのですが、エエエエールをールをールをールを送送送送っておこうかと思って。っておこうかと思って。っておこうかと思って。っておこうかと思って。院院院院内内内内保育保育保育保育もももも充充充充実してい実してい実してい実してい

る、る、る、る、ワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンススススもしっかりもしっかりもしっかりもしっかり取取取取りりりり組組組組んでいく、それからいろいろなんでいく、それからいろいろなんでいく、それからいろいろなんでいく、それからいろいろな院院院院内の中内の中内の中内の中

でででで教教教教授授授授やまたやまたやまたやまた男男男男性の職員と性の職員と性の職員と性の職員と相談相談相談相談しながらしながらしながらしながら協協協協力力力力し合っていく、そんないろいろなし合っていく、そんないろいろなし合っていく、そんないろいろなし合っていく、そんないろいろな考考考考えられるえられるえられるえられる

取取取取りりりり組み組み組み組みは、この中は、この中は、この中は、この中期目標期目標期目標期目標にもにもにもにも書書書書いていただいていますので、これをしっかりいていただいていますので、これをしっかりいていただいていますので、これをしっかりいていただいていますので、これをしっかり取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

いただいて、その成いただいて、その成いただいて、その成いただいて、その成果果果果を上げるようにを上げるようにを上げるようにを上げるように頑張頑張頑張頑張ってほしいと思うのです。この中ってほしいと思うのです。この中ってほしいと思うのです。この中ってほしいと思うのです。この中期目標期目標期目標期目標をををを見見見見たたたた

ときにときにときにときにびびびびっくりするほどで、これがやれたらっくりするほどで、これがやれたらっくりするほどで、これがやれたらっくりするほどで、これがやれたら素晴素晴素晴素晴らしいと思っていましたので、そんなとらしいと思っていましたので、そんなとらしいと思っていましたので、そんなとらしいと思っていましたので、そんなと

ころでころでころでころで改改改改めて女性医めて女性医めて女性医めて女性医師師師師確確確確保保保保、、、、看看看看護護護護師師師師確確確確保保保保についてはについてはについてはについては頑張頑張頑張頑張って成って成って成って成果果果果を出していただくようにを出していただくようにを出していただくようにを出していただくように

お願いして、ほかのこともいろいろな要お願いして、ほかのこともいろいろな要お願いして、ほかのこともいろいろな要お願いして、ほかのこともいろいろな要望望望望をしましたけれど、をしましたけれど、をしましたけれど、をしましたけれど、引引引引きききき続続続続きよろしくお願いしきよろしくお願いしきよろしくお願いしきよろしくお願いし

て、て、て、て、終終終終わります。わります。わります。わります。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 質問を１問だけさせていただきたいと思います。お質問を１問だけさせていただきたいと思います。お質問を１問だけさせていただきたいと思います。お質問を１問だけさせていただきたいと思います。お疲疲疲疲れのところれのところれのところれのところ恐縮恐縮恐縮恐縮でござでござでござでござ

います。います。います。います。

一般一般一般一般質問で質問で質問で質問で教育教育教育教育委員会に対しまして、特別委員会に対しまして、特別委員会に対しまして、特別委員会に対しまして、特別支援学校支援学校支援学校支援学校に行くに行くに行くに行く生生生生徒徒徒徒ががががふふふふえている、どういうえている、どういうえている、どういうえている、どういう

対処をされているのかということを質問をさせていただきました。今対処をされているのかということを質問をさせていただきました。今対処をされているのかということを質問をさせていただきました。今対処をされているのかということを質問をさせていただきました。今起起起起こっているこっているこっているこっている現現現現象象象象にににに

対しての対応は、それはそれで答えはいただいております、対しての対応は、それはそれで答えはいただいております、対しての対応は、それはそれで答えはいただいております、対しての対応は、それはそれで答えはいただいております、一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命やっていただいていやっていただいていやっていただいていやっていただいてい

ることはよく理ることはよく理ることはよく理ることはよく理解解解解できるのですが、できるのですが、できるのですが、できるのですが、考考考考えてえてえてえてみみみみますと、ますと、ますと、ますと、先先先先ほど畭委員の質問で、健康福祉部ほど畭委員の質問で、健康福祉部ほど畭委員の質問で、健康福祉部ほど畭委員の質問で、健康福祉部

が答えておられたのですけれども、例えが答えておられたのですけれども、例えが答えておられたのですけれども、例えが答えておられたのですけれども、例えばばばばそのもとを、なそのもとを、なそのもとを、なそのもとを、なぜぜぜぜそういうそういうそういうそういう現現現現象象象象がががが起起起起こるのか、こるのか、こるのか、こるのか、

例え例え例え例えばばばば、、、、妊婦妊婦妊婦妊婦がたがたがたがたばばばばこをこをこをこを吸吸吸吸ええええばばばば、その、その、その、その子子子子どもに対するどもに対するどもに対するどもに対する影響影響影響影響がががが非非非非常常常常にににに大大大大きいとかおっしきいとかおっしきいとかおっしきいとかおっしゃゃゃゃっっっっ

ていたので、思いついたまま今質問しているのですけれども、そういったていたので、思いついたまま今質問しているのですけれども、そういったていたので、思いついたまま今質問しているのですけれども、そういったていたので、思いついたまま今質問しているのですけれども、そういった教育教育教育教育委員会と健委員会と健委員会と健委員会と健

康福祉部との連康福祉部との連康福祉部との連康福祉部との連携携携携といいますか、そういうといいますか、そういうといいますか、そういうといいますか、そういう調調調調査を、な査を、な査を、な査を、なぜぜぜぜこういうこういうこういうこういう現現現現象象象象がががが起起起起こるのか、このこるのか、このこるのか、このこるのか、この

もとをもとをもとをもとを追追追追求求求求して、もとをして、もとをして、もとをして、もとを断断断断っていけっていけっていけっていけばばばば、そういうこともだんだん、そういうこともだんだん、そういうこともだんだん、そういうこともだんだん起起起起こらなくなってくるわこらなくなってくるわこらなくなってくるわこらなくなってくるわ
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けですから、そういうけですから、そういうけですから、そういうけですから、そういう横横横横の連の連の連の連携携携携をされて、をされて、をされて、をされて、研研研研究究究究ということをされているのかどうかおということをされているのかどうかおということをされているのかどうかおということをされているのかどうかお聞聞聞聞きききき

をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

○寺田健康福祉部次長兼こども・女性局次長企画管理室長事務取扱○寺田健康福祉部次長兼こども・女性局次長企画管理室長事務取扱○寺田健康福祉部次長兼こども・女性局次長企画管理室長事務取扱○寺田健康福祉部次長兼こども・女性局次長企画管理室長事務取扱 特別特別特別特別支援学校支援学校支援学校支援学校のののの生生生生徒徒徒徒

ががががふふふふえているということで、中野委員からお話がございました。えているということで、中野委員からお話がございました。えているということで、中野委員からお話がございました。えているということで、中野委員からお話がございました。

実を言うと、実を言うと、実を言うと、実を言うと、障害障害障害障害者者者者自自自自体体体体もやはりもやはりもやはりもやはりふふふふえております。そのえております。そのえております。そのえております。その原原原原因因因因といたしましては、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

医療の医療の医療の医療の充充充充実であったりという実であったりという実であったりという実であったりという側側側側面面面面もあろうかわかりませんし、もあろうかわかりませんし、もあろうかわかりませんし、もあろうかわかりませんし、一一一一つは、つは、つは、つは、昔昔昔昔はははは障害障害障害障害としてとしてとしてとして認認認認

識識識識されなかった、例えされなかった、例えされなかった、例えされなかった、例えば発達障害ば発達障害ば発達障害ば発達障害などは特にそうですけれども、例えなどは特にそうですけれども、例えなどは特にそうですけれども、例えなどは特にそうですけれども、例えば教ば教ば教ば教室の中で室の中で室の中で室の中で落落落落ちつちつちつちつ

きがないきがないきがないきがない子子子子がおられたが、それを性がおられたが、それを性がおられたが、それを性がおられたが、それを性格格格格の問の問の問の問題題題題としてとらえられていたこともあったのですとしてとらえられていたこともあったのですとしてとらえられていたこともあったのですとしてとらえられていたこともあったのです

けれども、けれども、けれども、けれども、発達障害発達障害発達障害発達障害というというというという形形形形で明確にで明確にで明確にで明確に認認認認識識識識されるようになって、されるようになって、されるようになって、されるようになって、発達障害発達障害発達障害発達障害などもなどもなどもなども非非非非常常常常ににににふふふふ

えているというえているというえているというえているという形形形形でございます。でございます。でございます。でございます。

この辺につきましては、特にこの辺につきましては、特にこの辺につきましては、特にこの辺につきましては、特に就労支援就労支援就労支援就労支援とかのとかのとかのとかの観観観観点等点等点等点等も含めまして、どういうも含めまして、どういうも含めまして、どういうも含めまして、どういう形形形形でそういでそういでそういでそうい

うううう障害障害障害障害のあるのあるのあるのある子子子子たちを、たちを、たちを、たちを、生活生活生活生活の質を上げていくようなの質を上げていくようなの質を上げていくようなの質を上げていくような形形形形でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろなケケケケアをしていくのかアをしていくのかアをしていくのかアをしていくのか

というというというという観観観観点点点点から、から、から、から、教育教育教育教育委員会といろいろな委員会といろいろな委員会といろいろな委員会といろいろな討討討討論論論論といいますか、部会といいますか、部会といいますか、部会といいますか、部会活活活活動などもしておりま動などもしておりま動などもしておりま動などもしておりま

す。今後もす。今後もす。今後もす。今後も教育教育教育教育委員会とは委員会とは委員会とは委員会とは密接密接密接密接に連に連に連に連携携携携をとりながら、中野委員から今ごをとりながら、中野委員から今ごをとりながら、中野委員から今ごをとりながら、中野委員から今ご指指指指摘摘摘摘いただきましいただきましいただきましいただきまし

たたたた点点点点について、実について、実について、実について、実態態態態調調調調査という査という査という査という形形形形で今までやったことがないのですけれども、そういったで今までやったことがないのですけれども、そういったで今までやったことがないのですけれども、そういったで今までやったことがないのですけれども、そういった

取取取取りりりり組み組み組み組みもももも検討検討検討検討していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 最後でございますので、できるだけ最後でございますので、できるだけ最後でございますので、できるだけ最後でございますので、できるだけ簡潔簡潔簡潔簡潔にします。３にします。３にします。３にします。３点点点点ほど質問をしたいとほど質問をしたいとほど質問をしたいとほど質問をしたいと

思いますので、よろしくお願いします。思いますので、よろしくお願いします。思いますので、よろしくお願いします。思いますので、よろしくお願いします。

１つずついきたいと思うのですけれども、１１つずついきたいと思うのですけれども、１１つずついきたいと思うのですけれども、１１つずついきたいと思うのですけれども、１点目点目点目点目は、は、は、は、先先先先ほども藤本委員や畭委員からがほども藤本委員や畭委員からがほども藤本委員や畭委員からがほども藤本委員や畭委員からが

んの問んの問んの問んの問題題題題が出ました。代が出ました。代が出ました。代が出ました。代表表表表質問で、がんの問質問で、がんの問質問で、がんの問質問で、がんの問題題題題で２で２で２で２点点点点で質問いたしたわけでございます。で質問いたしたわけでございます。で質問いたしたわけでございます。で質問いたしたわけでございます。

具体的具体的具体的具体的にににに教教教教えてほしいのですけれども、がん予えてほしいのですけれども、がん予えてほしいのですけれども、がん予えてほしいのですけれども、がん予防防防防対策対策対策対策推推推推進員を進員を進員を進員を養養養養成すると言われているの成すると言われているの成すると言われているの成すると言われているの

ですが、どれだけのですが、どれだけのですが、どれだけのですが、どれだけの数数数数をどれだけのをどれだけのをどれだけのをどれだけの地域地域地域地域でつくられるのかと、例えでつくられるのかと、例えでつくられるのかと、例えでつくられるのかと、例えばばばば奈良県内の市奈良県内の市奈良県内の市奈良県内の市町町町町村す村す村す村す

べべべべてのところで配てのところで配てのところで配てのところで配置置置置をされるぐらいのがん予をされるぐらいのがん予をされるぐらいのがん予をされるぐらいのがん予防防防防対策対策対策対策推推推推進員をつくられるのかどうなのかと進員をつくられるのかどうなのかと進員をつくられるのかどうなのかと進員をつくられるのかどうなのかと

いうところをおいうところをおいうところをおいうところをお尋尋尋尋ねいたしたいと思います。ねいたしたいと思います。ねいたしたいと思います。ねいたしたいと思います。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、２つの市で受は、２つの市で受は、２つの市で受は、２つの市で受診勧奨診勧奨診勧奨診勧奨・・・・再勧奨モデ再勧奨モデ再勧奨モデ再勧奨モデル市に実施ということが知事から答弁があル市に実施ということが知事から答弁があル市に実施ということが知事から答弁があル市に実施ということが知事から答弁があ

りましたし、今もりましたし、今もりましたし、今もりましたし、今も松松松松山健康福祉部山健康福祉部山健康福祉部山健康福祉部次次次次長からもありました。どこの市でどういう内容で長からもありました。どこの市でどういう内容で長からもありました。どこの市でどういう内容で長からもありました。どこの市でどういう内容で具体具体具体具体

的的的的にやられるのかということについておにやられるのかということについておにやられるのかということについておにやられるのかということについてお尋尋尋尋ねしておきたいと思います。ねしておきたいと思います。ねしておきたいと思います。ねしておきたいと思います。

それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一一一一つは、５年間で５０つは、５年間で５０つは、５年間で５０つは、５年間で５０％％％％達達達達成だと、この５０成だと、この５０成だと、この５０成だと、この５０％％％％という意味は、という意味は、という意味は、という意味は、努努努努力目標力目標力目標力目標なななな

のかのかのかのか達達達達成成成成目標目標目標目標なのか、どうとらえたらいいのですか。なのか、どうとらえたらいいのですか。なのか、どうとらえたらいいのですか。なのか、どうとらえたらいいのですか。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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 まず、がん予まず、がん予まず、がん予まず、がん予防防防防対策対策対策対策推推推推進員ですが、進員ですが、進員ですが、進員ですが、
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これはこれはこれはこれは現現現現在在在在もおられます健康もおられます健康もおられます健康もおられます健康ボボボボラララランンンンティティティティアのアのアのアの方方方方で、で、で、で、昨昨昨昨年年年年度度度度つくりました奈良県つくりました奈良県つくりました奈良県つくりました奈良県民民民民会議会議会議会議へへへへごごごご

参参参参加しておられる加しておられる加しておられる加しておられるボボボボラララランンンンティティティティアアアア団団団団体体体体のののの方々方々方々方々から、から、から、から、我我我我 々々々々もももも近所近所近所近所でででで草草草草のののの根根根根的的的的に、日に、日に、日に、日常常常常的的的的にににに皆皆皆皆ささささ

んにがんんにがんんにがんんにがん検診検診検診検診のののの必必必必要性を要性を要性を要性を訴訴訴訴えたいというお話がありましたのが、えたいというお話がありましたのが、えたいというお話がありましたのが、えたいというお話がありましたのが、皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに訴訴訴訴えるについてえるについてえるについてえるについて

は、がん対策やがんは、がん対策やがんは、がん対策やがんは、がん対策やがん検診検診検診検診についての知についての知についての知についての知識識識識がががが必必必必要なので、平成２５年要なので、平成２５年要なので、平成２５年要なので、平成２５年度度度度は１００名程は１００名程は１００名程は１００名程度度度度をををを養養養養

成する予定でおります。今後もその成する予定でおります。今後もその成する予定でおります。今後もその成する予定でおります。今後もその方々方々方々方々ははははふふふふやしていきたいと思っていますが平成２５年やしていきたいと思っていますが平成２５年やしていきたいと思っていますが平成２５年やしていきたいと思っていますが平成２５年

度度度度は１００名をは１００名をは１００名をは１００名を目標目標目標目標にしております。にしております。にしております。にしております。

それからそれからそれからそれから次次次次に、２に、２に、２に、２カカカカ所所所所といいますのは、これはまだといいますのは、これはまだといいますのは、これはまだといいますのは、これはまだ相手方相手方相手方相手方とは今お話をしてる最中ですとは今お話をしてる最中ですとは今お話をしてる最中ですとは今お話をしてる最中です

が、が、が、が、生生生生駒駒駒駒市と市と市と市と葛葛葛葛城市にお願いいたしまして、城市にお願いいたしまして、城市にお願いいたしまして、城市にお願いいたしまして、大大大大腸腸腸腸がんがんがんがん検診検診検診検診とととと子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸がんがんがんがん検診検診検診検診、この２つに、この２つに、この２つに、この２つに

つきまして、つきまして、つきまして、つきまして、ココココールールールールリリリリココココールをやりたいと思っております。これはールをやりたいと思っております。これはールをやりたいと思っております。これはールをやりたいと思っております。これは一般的一般的一般的一般的にににに皆皆皆皆さんにがんさんにがんさんにがんさんにがん

検診検診検診検診のののの必必必必要性を要性を要性を要性を訴訴訴訴えても広く浅くになってしまう部分がありますので、やはり、えても広く浅くになってしまう部分がありますので、やはり、えても広く浅くになってしまう部分がありますので、やはり、えても広く浅くになってしまう部分がありますので、やはり、個個個個別に別に別に別に訴訴訴訴

えるのがえるのがえるのがえるのが一一一一番番番番いいことにいいことにいいことにいいことに基づ基づ基づ基づきまして、それときまして、それときまして、それときまして、それと全国的全国的全国的全国的にもがんにもがんにもがんにもがん検診検診検診検診の受の受の受の受診率診率診率診率はははは低低低低いので、いので、いので、いので、

国立国立国立国立がんがんがんがん研研研研究究究究センターでその受センターでその受センターでその受センターでその受診勧奨診勧奨診勧奨診勧奨のののの仕仕仕仕方方方方を、いろいろを、いろいろを、いろいろを、いろいろ研研研研究究究究しておりまして、そこのしておりまして、そこのしておりまして、そこのしておりまして、そこの専専専専

門家門家門家門家のののの指導指導指導指導を受けながら、この２市でを受けながら、この２市でを受けながら、この２市でを受けながら、この２市で個個個個別通知、それから別通知、それから別通知、それから別通知、それから再勧奨再勧奨再勧奨再勧奨をやって、これぐらいをやって、これぐらいをやって、これぐらいをやって、これぐらい効効効効

果果果果があるというがあるというがあるというがあるというエエエエビデビデビデビデンンンンススススがとれましたら、がとれましたら、がとれましたら、がとれましたら、全全全全市市市市町町町町村に広めていきたいと村に広めていきたいと村に広めていきたいと村に広め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。

それから、それから、それから、それから、個個個個別通知、別通知、別通知、別通知、再勧奨再勧奨再勧奨再勧奨をしようと思えをしようと思えをしようと思えをしようと思えばばばば、当、当、当、当然然然然市市市市町町町町村におきまして、だれが受け村におきまして、だれが受け村におきまして、だれが受け村におきまして、だれが受け

てだれが受けていないという、がんにおける受てだれが受けていないという、がんにおける受てだれが受けていないという、がんにおける受てだれが受けていないという、がんにおける受診診診診者者者者台台台台帳整備帳整備帳整備帳整備、これは今、、これは今、、これは今、、これは今、全全全全市市市市町町町町村におい村におい村におい村におい

てててて個個個個別対別対別対別対象象象象者の者の者の者の台台台台帳帳帳帳はいろいろなはいろいろなはいろいろなはいろいろな形形形形でででで一一一一応は応は応は応は持持持持っているのですが、まだっているのですが、まだっているのですが、まだっているのですが、まだ経経経経年年年年的的的的にににに追追追追ってそってそってそってそ

れをれをれをれを活活活活用しているというところまでいっておりませんので、用しているというところまでいっておりませんので、用しているというところまでいっておりませんので、用しているというところまでいっておりませんので、個個個個別通知することによって、別通知することによって、別通知することによって、別通知することによって、

がんの受がんの受がんの受がんの受診診診診者者者者台台台台帳帳帳帳のののの整備整備整備整備にもつなげていきたいとにもつなげていきたいとにもつなげていきたいとにもつなげていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

それから、それから、それから、それから、努努努努力目標力目標力目標力目標かかかか達達達達成成成成目標目標目標目標かということですが、がんかということですが、がんかということですが、がんかということですが、がん検診検診検診検診５年間のところで、５年間のところで、５年間のところで、５年間のところで、達達達達成成成成

目標目標目標目標でやっていきたいと思っております。でやっていきたいと思っております。でやっていきたいと思っております。でやっていきたいと思っております。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 今、ご答弁いただきました。５０今、ご答弁いただきました。５０今、ご答弁いただきました。５０今、ご答弁いただきました。５０％％％％達達達達成しようと思え成しようと思え成しようと思え成しようと思えばばばば、今の、今の、今の、今の取取取取りりりり組み組み組み組みではではではでは

多分多分多分多分達達達達成できないと思います。といいますのは、成できないと思います。といいますのは、成できないと思います。といいますのは、成できないと思います。といいますのは、既既既既に５年前から５０に５年前から５０に５年前から５０に５年前から５０％％％％達達達達成しようという成しようという成しようという成しようという

ことでことでことでことで取取取取りりりり組組組組んできたわけですわ、奈良県もんできたわけですわ、奈良県もんできたわけですわ、奈良県もんできたわけですわ、奈良県も取取取取りりりり組組組組んできたし、市んできたし、市んできたし、市んできたし、市町町町町村も村も村も村も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。

しかし、５年たってしかし、５年たってしかし、５年たってしかし、５年たって現現現現在在在在と、さらにこれから５年間の間に５０と、さらにこれから５年間の間に５０と、さらにこれから５年間の間に５０と、さらにこれから５年間の間に５０％％％％いこうというわけです。いこうというわけです。いこうというわけです。いこうというわけです。

その５年間というのは、いろいろなその５年間というのは、いろいろなその５年間というのは、いろいろなその５年間というのは、いろいろな取取取取りりりり組み組み組み組みの中で、よかったの中で、よかったの中で、よかったの中で、よかった点点点点、、、、悪悪悪悪かったかったかったかった点点点点というのは、というのは、というのは、というのは、

言え言え言え言えばばばば総括ができるわけです。その中で総括ができるわけです。その中で総括ができるわけです。その中で総括ができるわけです。その中で何何何何をしたらもっとをしたらもっとをしたらもっとをしたらもっと効果的効果的効果的効果的にできるのかということにできるのかということにできるのかということにできるのかということ

が、本来ならが、本来ならが、本来ならが、本来ならばばばば今の今の今の今の時点時点時点時点で、奈良県としてしっかりとつかんでおかなけれで、奈良県としてしっかりとつかんでおかなけれで、奈良県としてしっかりとつかんでおかなけれで、奈良県としてしっかりとつかんでおかなければばばばいけなかったいけなかったいけなかったいけなかった

と思うのです。と思うのです。と思うのです。と思うのです。

その中で、その中で、その中で、その中で、先先先先ほど言われたように、ほど言われたように、ほど言われたように、ほど言われたように、個個個個別に別に別に別に台台台台帳帳帳帳をつくって、それで処理をしていくことをつくって、それで処理をしていくことをつくって、それで処理をしていくことをつくって、それで処理をしていくこと
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もももも一一一一つのつのつのつの方方方方法法法法でしょう、しかし、それをまたさらに２年間ぐらいかけてやるわけでしょう。でしょう、しかし、それをまたさらに２年間ぐらいかけてやるわけでしょう。でしょう、しかし、それをまたさらに２年間ぐらいかけてやるわけでしょう。でしょう、しかし、それをまたさらに２年間ぐらいかけてやるわけでしょう。

そうすると、そうすると、そうすると、そうすると、残残残残り３年しかないわけです。ということは、まあ言えり３年しかないわけです。ということは、まあ言えり３年しかないわけです。ということは、まあ言えり３年しかないわけです。ということは、まあ言えばばばば、は、は、は、はじじじじめから５０めから５０めから５０めから５０％％％％

はははは無無無無理だなと、これは理だなと、これは理だなと、これは理だなと、これは目標目標目標目標さえさえさえさえ掲掲掲掲げたらいいのだなというげたらいいのだなというげたらいいのだなというげたらいいのだなという感じ感じ感じ感じを受けるのです。だから、を受けるのです。だから、を受けるのです。だから、を受けるのです。だから、

本当に５０本当に５０本当に５０本当に５０％％％％をををを達達達達成するなら成するなら成するなら成するならばばばば、、、、達達達達成するような意成するような意成するような意成するような意気気気気込込込込みみみみと、やはりそれと、やはりそれと、やはりそれと、やはりそれぞぞぞぞれの市れの市れの市れの市町町町町村に村に村に村に

きっちりときっちりときっちりときっちりと流流流流していくというものを、県としてそのしていくというものを、県としてそのしていくというものを、県としてそのしていくというものを、県としてその決決決決意を意を意を意を示示示示していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばば、私は５、私は５、私は５、私は５

００００％％％％はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか達達達達成できないのではないかと思ったりいたします。そういう成できないのではないかと思ったりいたします。そういう成できないのではないかと思ったりいたします。そういう成できないのではないかと思ったりいたします。そういう点点点点では、本当では、本当では、本当では、本当

にいけるというにいけるというにいけるというにいけるという見見見見通しをもう少し明らかにしていただくと通しをもう少し明らかにしていただくと通しをもう少し明らかにしていただくと通しをもう少し明らかにしていただくと大大大大変変変変ありがたいと思っておりまありがたいと思っておりまありがたいと思っておりまありがたいと思っておりま

すので、そこら辺をすので、そこら辺をすので、そこら辺をすので、そこら辺を何何何何か健康福祉部長でもありましたら、５０か健康福祉部長でもありましたら、５０か健康福祉部長でもありましたら、５０か健康福祉部長でもありましたら、５０％％％％達達達達成の成の成の成の目標目標目標目標のためにのためにのためにのためにひひひひとととと

つつつつ決決決決意を意を意を意を新新新新たにしていただきたい思うのですけれども、どうでしょうか。たにしていただきたい思うのですけれども、どうでしょうか。たにしていただきたい思うのですけれども、どうでしょうか。たにしていただきたい思うのですけれども、どうでしょうか。

○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 ただいま小泉委員からごただいま小泉委員からごただいま小泉委員からごただいま小泉委員からご指指指指摘摘摘摘がありました。確かにそのとおりだとがありました。確かにそのとおりだとがありました。確かにそのとおりだとがありました。確かにそのとおりだと

思います。思います。思います。思います。国国国国においても県においてもがんにおいても県においてもがんにおいても県においてもがんにおいても県においてもがん検診検診検診検診受受受受診率診率診率診率はなかなか上がりにくいものでありはなかなか上がりにくいものでありはなかなか上がりにくいものでありはなかなか上がりにくいものであり

ます。ます。ます。ます。

それで、特に今年それで、特に今年それで、特に今年それで、特に今年度取度取度取度取りりりり組み組み組み組みをしておりますをしておりますをしておりますをしておりますモデモデモデモデル市の２つの件について、ル市の２つの件について、ル市の２つの件について、ル市の２つの件について、大大大大変変変変緻緻緻緻密密密密にににに

国立国立国立国立がんセンターでがんセンターでがんセンターでがんセンターで考考考考えていただいております。今、説明がえていただいております。今、説明がえていただいております。今、説明がえていただいております。今、説明が時時時時間の関係で少なかったので間の関係で少なかったので間の関係で少なかったので間の関係で少なかったので

すけれども、受けないすけれども、受けないすけれども、受けないすけれども、受けない方方方方個個個個別にいろいろなタ別にいろいろなタ別にいろいろなタ別にいろいろなタイプイプイプイプのののの方方方方がおられると、そのがおられると、そのがおられると、そのがおられると、その方方方方にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれ合れ合れ合れ合

ったったったったメメメメッッッッセーセーセーセージジジジをををを個個個個別に別に別に別に送送送送って、って、って、って、危危危危機機機機感感感感をををを感じ感じ感じ感じていただいて、対応しようというものでごていただいて、対応しようというものでごていただいて、対応しようというものでごていただいて、対応しようというものでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

ただ、これは今後すぐさまただ、これは今後すぐさまただ、これは今後すぐさまただ、これは今後すぐさま効果効果効果効果が出るというのではなく、ある程が出るというのではなく、ある程が出るというのではなく、ある程が出るというのではなく、ある程度時度時度時度時間がかかります。間がかかります。間がかかります。間がかかります。

しかし、最しかし、最しかし、最しかし、最大大大大限限限限のののの努努努努力力力力をし、これををし、これををし、これををし、これを普及普及普及普及させていきたいと思っております。ありがたいこさせていきたいと思っております。ありがたいこさせていきたいと思っております。ありがたいこさせていきたいと思っております。ありがたいこ

とにまた今年とにまた今年とにまた今年とにまた今年度度度度、がん県、がん県、がん県、がん県民民民民会議を会議を会議を会議を立立立立ち上げていただきました。また議員連ち上げていただきました。また議員連ち上げていただきました。また議員連ち上げていただきました。また議員連盟盟盟盟も結成をいたも結成をいたも結成をいたも結成をいた

だきまして、ありがたく思っております。理事者だきまして、ありがたく思っております。理事者だきまして、ありがたく思っております。理事者だきまして、ありがたく思っております。理事者側側側側といたしましても、といたしましても、といたしましても、といたしましても、一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命意意意意識識識識のののの醸醸醸醸

成に成に成に成に努努努努めまして、できるだけ５０めまして、できるだけ５０めまして、できるだけ５０めまして、できるだけ５０％％％％にににに達達達達成するよう成するよう成するよう成するよう頑張頑張頑張頑張ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 健康福祉部長の健康福祉部長の健康福祉部長の健康福祉部長の決決決決意をいただきましたので、それを受けて意をいただきましたので、それを受けて意をいただきましたので、それを受けて意をいただきましたので、それを受けてひひひひとつよろしくおとつよろしくおとつよろしくおとつよろしくお

願いしておきたいと思います。願いしておきたいと思います。願いしておきたいと思います。願いしておきたいと思います。

それでは、２つそれでは、２つそれでは、２つそれでは、２つ目目目目の問の問の問の問題題題題ですけれども、奈良県のですけれども、奈良県のですけれども、奈良県のですけれども、奈良県の自殺自殺自殺自殺率率率率がががが大大大大変変変変少ないと、もう少ないと、もう少ないと、もう少ないと、もう全国的全国的全国的全国的にににに

最最最最下下下下位位位位ということで、高くということで、高くということで、高くということで、高く評価評価評価評価されているわけでございまして、されているわけでございまして、されているわけでございまして、されているわけでございまして、去去去去年、奈良県として年、奈良県として年、奈良県として年、奈良県として全国全国全国全国

的的的的にににに注注注注目目目目されているから、されているから、されているから、されているから、何何何何かかかか研修研修研修研修をされたという話ををされたという話ををされたという話ををされたという話を聞聞聞聞きまして、奈良県がきまして、奈良県がきまして、奈良県がきまして、奈良県が自殺自殺自殺自殺率率率率が少が少が少が少

ないのはないのはないのはないのは一体一体一体一体ななななぜぜぜぜだったのかをおだったのかをおだったのかをおだったのかをお教教教教えいただけませんでしょうか。えいただけませんでしょうか。えいただけませんでしょうか。えいただけませんでしょうか。

○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 検検検検証証証証いたしましたけれども今年いたしましたけれども今年いたしましたけれども今年いたしましたけれども今年度度度度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、自殺自殺自殺自殺の要の要の要の要

因因因因を明らかにしてもらえないかということで、を明らかにしてもらえないかということで、を明らかにしてもらえないかということで、を明らかにしてもらえないかということで、全国全国全国全国のののの都道府都道府都道府都道府県の県の県の県の自殺自殺自殺自殺率率率率と奈良県とをと奈良県とをと奈良県とをと奈良県とを比比比比べべべべ
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ると、その中でいろいろな要ると、その中でいろいろな要ると、その中でいろいろな要ると、その中でいろいろな要因因因因があろうかということで、１０があろうかということで、１０があろうかということで、１０があろうかということで、１０幾幾幾幾つのつのつのつの統統統統計計計計上出ていること上出ていること上出ていること上出ていること

から、例えから、例えから、例えから、例えばばばば平平平平均均均均寿命寿命寿命寿命であるとか、あるいはであるとか、あるいはであるとか、あるいはであるとか、あるいは貯蓄貯蓄貯蓄貯蓄率率率率、それからアル、それからアル、それからアル、それからアルココココールのールのールのールの消消消消費費費費量量量量とかいとかいとかいとかい

うことをいろいろうことをいろいろうことをいろいろうことをいろいろ比較比較比較比較してしてしてしてみみみみました。その中でこれは要ました。その中でこれは要ました。その中でこれは要ました。その中でこれは要因因因因というか、関係あるなというのというか、関係あるなというのというか、関係あるなというのというか、関係あるなというの

は、例えは、例えは、例えは、例えばばばばアルアルアルアルココココールールールール消消消消費率費率費率費率であるとか、あるいはであるとか、あるいはであるとか、あるいはであるとか、あるいは貯蓄貯蓄貯蓄貯蓄率率率率であるとかが、であるとかが、であるとかが、であるとかが、幾幾幾幾つか上がってつか上がってつか上がってつか上がって

まいりました。確かにこれは要まいりました。確かにこれは要まいりました。確かにこれは要まいりました。確かにこれは要因因因因でありますが、でありますが、でありますが、でありますが、因因因因果果果果関係はわかりません。だから、そう関係はわかりません。だから、そう関係はわかりません。だから、そう関係はわかりません。だから、そう

いういういういう面面面面では、要では、要では、要では、要因因因因はあるということはわかりましたが、これがそのためのはあるということはわかりましたが、これがそのためのはあるということはわかりましたが、これがそのためのはあるということはわかりましたが、これがそのための根根根根拠拠拠拠だというこだというこだというこだというこ

とはわかっていないと思います。とはわかっていないと思います。とはわかっていないと思います。とはわかっていないと思います。

今後、もう少し中今後、もう少し中今後、もう少し中今後、もう少し中身身身身のののの調調調調査をしようではないかと。例え査をしようではないかと。例え査をしようではないかと。例え査をしようではないかと。例えばばばば県内でも山間部は県内でも山間部は県内でも山間部は県内でも山間部は自殺自殺自殺自殺率率率率が高が高が高が高

うございます。西和うございます。西和うございます。西和うございます。西和地地地地区区区区はははは低低低低うございます。また年うございます。また年うございます。また年うございます。また年齢齢齢齢層層層層も、ちょうども、ちょうども、ちょうども、ちょうど一一一一番番番番高い４０、５０高い４０、５０高い４０、５０高い４０、５０

代のところが西和代のところが西和代のところが西和代のところが西和地地地地区区区区はははは低低低低いとか、やはりいとか、やはりいとか、やはりいとか、やはり地域的地域的地域的地域的にににに違違違違いがあるのかと思います。だから、いがあるのかと思います。だから、いがあるのかと思います。だから、いがあるのかと思います。だから、

今今今今度度度度は中は中は中は中身的身的身的身的に、に、に、に、地域地域地域地域のののの様子様子様子様子をもうをもうをもうをもう一度一度一度一度回回回回追追追追究究究究しようではないかと思っています。しようではないかと思っています。しようではないかと思っています。しようではないかと思っています。一一一一定の定の定の定の

関連性はわかりませんけれども、例え関連性はわかりませんけれども、例え関連性はわかりませんけれども、例え関連性はわかりませんけれども、例えばばばば今申し上げましたアル今申し上げましたアル今申し上げましたアル今申し上げましたアルココココールールールール消消消消費率費率費率費率などでは、などでは、などでは、などでは、秋秋秋秋

田県とか田県とか田県とか田県とか東東東東北北北北地方地方地方地方はははは非非非非常常常常にににに消消消消費率費率費率費率は高いです。奈良県のは高いです。奈良県のは高いです。奈良県のは高いです。奈良県の場場場場合は本当に合は本当に合は本当に合は本当に下下下下位位位位です。そういうです。そういうです。そういうです。そういう

ことになりますと、関係はしているけれども、しかし、これはことになりますと、関係はしているけれども、しかし、これはことになりますと、関係はしているけれども、しかし、これはことになりますと、関係はしているけれども、しかし、これはひひひひょっとしたら要ょっとしたら要ょっとしたら要ょっとしたら要因因因因であっであっであっであっ

て、て、て、て、因因因因果果果果関係はどうかわからないということもあります関係はどうかわからないということもあります関係はどうかわからないということもあります関係はどうかわからないということもあります。。。。（（（（発発発発言する者あり）言する者あり）言する者あり）言する者あり）

だからもう少しだからもう少しだからもう少しだからもう少し調調調調査させていただきたいと思っています。査させていただきたいと思っています。査させていただきたいと思っています。査させていただきたいと思っています。以以以以上です。上です。上です。上です。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 さらにさらにさらにさらに調調調調査していただきたいと思います。査していただきたいと思います。査していただきたいと思います。査していただきたいと思います。

もうもうもうもう一一一一つ、奈良県の特性としてつ、奈良県の特性としてつ、奈良県の特性としてつ、奈良県の特性として何何何何かかかか宗宗宗宗教的教的教的教的な話もね、な話もね、な話もね、な話もね、仏仏仏仏教教教教とかでなしに神とかでなしに神とかでなしに神とかでなしに神社社社社があるからがあるからがあるからがあるから

という話もありましたけれども、それはそれでさらにまたいい結という話もありましたけれども、それはそれでさらにまたいい結という話もありましたけれども、それはそれでさらにまたいい結という話もありましたけれども、それはそれでさらにまたいい結果果果果をいただいて、さらにをいただいて、さらにをいただいて、さらにをいただいて、さらに

自殺自殺自殺自殺率率率率がががが下下下下がるように、多分がるように、多分がるように、多分がるように、多分自殺自殺自殺自殺率率率率というのは、というのは、というのは、というのは、自殺自殺自殺自殺ををををゼゼゼゼロロロロにするのがやはりにするのがやはりにするのがやはりにするのがやはり目標目標目標目標でしょでしょでしょでしょ

う、う、う、う、自殺自殺自殺自殺が少なかったらいいというものではなしに、が少なかったらいいというものではなしに、が少なかったらいいというものではなしに、が少なかったらいいというものではなしに、自殺自殺自殺自殺をなくしていくということでをなくしていくということでをなくしていくということでをなくしていくということでひひひひ

とつよろしくお願いします。とつよろしくお願いします。とつよろしくお願いします。とつよろしくお願いします。

もうもうもうもう一一一一つ、最後の質問でございます。つ、最後の質問でございます。つ、最後の質問でございます。つ、最後の質問でございます。新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院の話ですけれども、２つございまの話ですけれども、２つございまの話ですけれども、２つございまの話ですけれども、２つございま

す。１つは、前にもす。１つは、前にもす。１つは、前にもす。１つは、前にも一度一度一度一度聞聞聞聞いたのですが、もういたのですが、もういたのですが、もういたのですが、もう一一一一回確回確回確回確認認認認しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。新新新新県県県県立立立立

奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院は、は、は、は、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、近近近近鉄鉄鉄鉄であるとかであるとかであるとかであるとかＪＪＪＪＲＲＲＲであるとか、そういうであるとか、そういうであるとか、そういうであるとか、そういう鉄鉄鉄鉄道道道道がございまがございまがございまがございま

せん。つまりあそこせん。つまりあそこせん。つまりあそこせん。つまりあそこへへへへ行くには県行くには県行くには県行くには県民民民民のののの移移移移動は、どうしていくのかというところで、県動は、どうしていくのかというところで、県動は、どうしていくのかというところで、県動は、どうしていくのかというところで、県民民民民がががが

自自自自家家家家用用用用車車車車で行くというのはそれでいいのです、で行くというのはそれでいいのです、で行くというのはそれでいいのです、で行くというのはそれでいいのです、単車単車単車単車で行くのもいいです、で行くのもいいです、で行くのもいいです、で行くのもいいです、自転自転自転自転車車車車で行くので行くので行くので行くの

もいいです、もいいです、もいいです、もいいです、歩歩歩歩いていくのもいいです、しかし、それいていくのもいいです、しかし、それいていくのもいいです、しかし、それいていくのもいいです、しかし、それ以以以以外に外に外に外に公公公公共交共交共交共交通通通通機機機機関としてどこから関としてどこから関としてどこから関としてどこから

どのようにどのようにどのようにどのように歩歩歩歩かせていくのかと、かせていくのかと、かせていくのかと、かせていくのかと、運運運運行させていくのかというところをもう少しちょっと行させていくのかというところをもう少しちょっと行させていくのかというところをもう少しちょっと行させていくのかというところをもう少しちょっと教教教教

えていただきたいというのが１えていただきたいというのが１えていただきたいというのが１えていただきたいというのが１点点点点。。。。
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もうもうもうもう一一一一つは、代つは、代つは、代つは、代表表表表質問のときに質問のときに質問のときに質問のときに再再再再質問せずに質問せずに質問せずに質問せずに好好好好きなことをしきなことをしきなことをしきなことをしゃゃゃゃべべべべっていたのですけれどっていたのですけれどっていたのですけれどっていたのですけれど

も、も、も、も、陽陽陽陽子子子子線線線線治療という高治療という高治療という高治療という高度度度度医療をこれから医療をこれから医療をこれから医療をこれから希希希希望望望望されていくのではないかという話があるわされていくのではないかという話があるわされていくのではないかという話があるわされていくのではないかという話があるわ

けでございますけれども、私たちけでございますけれども、私たちけでございますけれども、私たちけでございますけれども、私たち自由自由自由自由民主民主民主民主党党党党改改改改革革革革で３月２２日にで３月２２日にで３月２２日にで３月２２日に兵兵兵兵庫庫庫庫県の施設を県の施設を県の施設を県の施設を視視視視察察察察に行に行に行に行

こうとなっておりまして、さらにそういうこともこうとなっておりまして、さらにそういうこともこうとなっておりまして、さらにそういうこともこうとなっておりまして、さらにそういうことも必必必必要になってきますし、要になってきますし、要になってきますし、要になってきますし、大大大大阪阪阪阪府府府府にも来るにも来るにも来るにも来る

という話がという話がという話がという話が何何何何かかかか頓挫頓挫頓挫頓挫したような話もちらっとしたような話もちらっとしたような話もちらっとしたような話もちらっと聞聞聞聞きました。きました。きました。きました。近近近近畿畿畿畿では１では１では１では１カカカカ所所所所しかないというしかないというしかないというしかないという

話の中で、話の中で、話の中で、話の中で、目目目目玉玉玉玉としてやっとしてやっとしてやっとしてやっぱぱぱぱりりりり新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院で、で、で、で、放放放放射線射線射線射線を含めた高を含めた高を含めた高を含めた高度度度度医療がされるので医療がされるので医療がされるので医療がされるので

すけれども、そういったすけれども、そういったすけれども、そういったすけれども、そういった目目目目玉玉玉玉的的的的な治療をな治療をな治療をな治療をぜぜぜぜひひひひともともともとも考考考考えていっていただいたえていっていただいたえていっていただいたえていっていただいた方方方方がいいのではがいいのではがいいのではがいいのでは

ないかと思ったりしております。ないかと思ったりしております。ないかと思ったりしております。ないかと思ったりしております。

そういうそういうそういうそういう点点点点で、今すぐ、それはつくりますとか、だめですではなしに、で、今すぐ、それはつくりますとか、だめですではなしに、で、今すぐ、それはつくりますとか、だめですではなしに、で、今すぐ、それはつくりますとか、だめですではなしに、検討検討検討検討していただしていただしていただしていただ

いたらいいのではないかと。これは、申しわけないのですけれども、杉田副知事、もう最いたらいいのではないかと。これは、申しわけないのですけれども、杉田副知事、もう最いたらいいのではないかと。これは、申しわけないのですけれども、杉田副知事、もう最いたらいいのではないかと。これは、申しわけないのですけれども、杉田副知事、もう最

後でございまして、後でございまして、後でございまして、後でございまして、大大大大変変変変ごごごご苦苦苦苦労労労労さんでございました。最後にさんでございました。最後にさんでございました。最後にさんでございました。最後に何何何何かそういういいかそういういいかそういういいかそういういい土土土土産産産産ををををひひひひとととと

つそういうつそういうつそういうつそういう気持気持気持気持ちをちをちをちを一度一度一度一度、奈良県にいい施設を、後で出て行ったときにできたいう、、奈良県にいい施設を、後で出て行ったときにできたいう、、奈良県にいい施設を、後で出て行ったときにできたいう、、奈良県にいい施設を、後で出て行ったときにできたいう、土土土土産産産産

をををを一一一一つつつつ置置置置いていただけたらいていただけたらいていただけたらいていただけたら大大大大変変変変ありがたいと思うのですけれども、そういうありがたいと思うのですけれども、そういうありがたいと思うのですけれども、そういうありがたいと思うのですけれども、そういう点点点点をををを一度一度一度一度ご意ご意ご意ご意

見見見見もももも聞聞聞聞きたいと思っております。きたいと思っております。きたいと思っております。きたいと思っております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○西崎新奈良病院建設室長○西崎新奈良病院建設室長○西崎新奈良病院建設室長○西崎新奈良病院建設室長 １１１１点目点目点目点目のののの公公公公共交共交共交共交通のアクセ通のアクセ通のアクセ通のアクセススススとして、として、として、として、ババババススススアクセアクセアクセアクセススススをををを想想想想定い定い定い定い

たしておりますけれども、ごたしておりますけれども、ごたしておりますけれども、ごたしておりますけれども、ご存じ存じ存じ存じのように、のように、のように、のように、近近近近鉄橿鉄橿鉄橿鉄橿原原原原線線線線西西西西ノノノノ京駅京駅京駅京駅、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは近近近近鉄鉄鉄鉄郡郡郡郡山山山山駅駅駅駅がががが

最最最最寄寄寄寄りのりのりのりの駅駅駅駅になるとになるとになるとになると考考考考えているところでございまして、今えているところでございまして、今えているところでございまして、今えているところでございまして、今現現現現在在在在、奈良、奈良、奈良、奈良交交交交通とも通とも通とも通とも協協協協議をさせ議をさせ議をさせ議をさせ

ていただいているところでございますけれども、まず１ていただいているところでございますけれども、まず１ていただいているところでございますけれども、まず１ていただいているところでございますけれども、まず１点点点点、、、、近近近近鉄鉄鉄鉄西西西西ノノノノ京駅京駅京駅京駅からはからはからはからは新新新新奈良奈良奈良奈良病病病病

院院院院建建建建設設設設地地地地のののの北北北北東東東東にににに位位位位置置置置いたしますいたしますいたしますいたします終終終終点点点点のののの六六六六条条条条山という山という山という山というババババスススス停停停停がございますが、それは１日がございますが、それは１日がございますが、それは１日がございますが、それは１日

大体８大体８大体８大体８０本０本０本０本運運運運行されておりますけれども、今行されておりますけれども、今行されておりますけれども、今行されておりますけれども、今協協協協議をいたしておりますのは、そこを議をいたしておりますのは、そこを議をいたしておりますのは、そこを議をいたしておりますのは、そこを新新新新県県県県立立立立

奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院のののの病病病病院院院院までまでまでまで延延延延伸伸伸伸をしていただきたいということで、回をしていただきたいということで、回をしていただきたいということで、回をしていただきたいということで、回数数数数も含めて今も含めて今も含めて今も含めて今協協協協議してさせ議してさせ議してさせ議してさせ

ていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。

それともう１それともう１それともう１それともう１点点点点は、は、は、は、近近近近鉄鉄鉄鉄郡郡郡郡山山山山駅駅駅駅からからからから病病病病院院院院のののの近近近近くの県くの県くの県くの県道道道道枚枚枚枚方方方方郡郡郡郡山山山山線線線線を通っておりますを通っておりますを通っておりますを通っております狭狭狭狭いいいい

非非非非常常常常に小さい小に小さい小に小さい小に小さい小型型型型ののののババババススススがございます。そこも実がございます。そこも実がございます。そこも実がございます。そこも実際際際際に１に１に１に１時時時時間に１本、間に１本、間に１本、間に１本、運運運運行行行行ババババススススがございまがございまがございまがございま

す。それもあわせてす。それもあわせてす。それもあわせてす。それもあわせて北北北北部部部部地域地域地域地域に出ていきますけれども、そのに出ていきますけれども、そのに出ていきますけれども、そのに出ていきますけれども、その便便便便もももも病病病病院院院院をををを経由経由経由経由していただいしていただいしていただいしていただい

てということで、てということで、てということで、てということで、協協協協議をさせていただいているところでございまして、今後また議をさせていただいているところでございまして、今後また議をさせていただいているところでございまして、今後また議をさせていただいているところでございまして、今後また新新新新たなたなたなたな需需需需

要などを要などを要などを要などを想想想想定いたしまして、奈良定いたしまして、奈良定いたしまして、奈良定いたしまして、奈良交交交交通とも通とも通とも通とも協協協協議を議を議を議を重重重重ねてまいりたいとねてまいりたいとねてまいりたいとねてまいりたいと考考考考えているところでえているところでえているところでえているところで

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

○杉田副知事○杉田副知事○杉田副知事○杉田副知事 先先先先ほどのがんのほどのがんのほどのがんのほどのがんの検診検診検診検診の話もありますけれども、の話もありますけれども、の話もありますけれども、の話もありますけれども、基基基基本本本本的的的的にがんは今治るにがんは今治るにがんは今治るにがんは今治る病気病気病気病気

になりつつあります。従来の外になりつつあります。従来の外になりつつあります。従来の外になりつつあります。従来の外科科科科治療から治療から治療から治療から腹腹腹腹腔腔腔腔鏡鏡鏡鏡手手手手術術術術もありますし、もありますし、もありますし、もありますし、先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃったったったった
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科科科科学学学学療療療療法法法法、、、、放放放放射線射線射線射線治療などあります。また、治療などあります。また、治療などあります。また、治療などあります。また、ｉｉｉｉＰＰＰＰＳＳＳＳ細細細細胞胞胞胞が出てきていますので、それが医が出てきていますので、それが医が出てきていますので、それが医が出てきていますので、それが医

療に応用されたときに、きっとがん治療が療に応用されたときに、きっとがん治療が療に応用されたときに、きっとがん治療が療に応用されたときに、きっとがん治療が変変変変わると思います。これはたまたまけいはんなわると思います。これはたまたまけいはんなわると思います。これはたまたまけいはんなわると思います。これはたまたまけいはんな

のきっのきっのきっのきっづづづづ光光光光科科科科学学学学館館館館ふふふふぉぉぉぉとんというところで知ったのですけれども、とんというところで知ったのですけれども、とんというところで知ったのですけれども、とんというところで知ったのですけれども、国国国国のののの研研研研究究究究所所所所がががが横横横横にありにありにありにあり

ますが、今のますが、今のますが、今のますが、今の重重重重粒粒粒粒子子子子線線線線の治療はかなりの治療はかなりの治療はかなりの治療はかなり大大大大きなきなきなきな機機機機械械械械が要るのですけれども、そこのが要るのですけれども、そこのが要るのですけれども、そこのが要るのですけれども、そこの研研研研究究究究所所所所はははは

この部この部この部この部屋屋屋屋ぐらいでできる治療ぐらいでできる治療ぐらいでできる治療ぐらいでできる治療方方方方法法法法を開を開を開を開発発発発しているというのがありまして、そういうしているというのがありまして、そういうしているというのがありまして、そういうしているというのがありまして、そういう断片断片断片断片的的的的

な知な知な知な知識識識識ですけれども、治療はどんどん日進月ですけれども、治療はどんどん日進月ですけれども、治療はどんどん日進月ですけれども、治療はどんどん日進月歩歩歩歩のののの技技技技術術術術でございます。小泉委員のおっしでございます。小泉委員のおっしでございます。小泉委員のおっしでございます。小泉委員のおっしゃゃゃゃ

るようなるようなるようなるような視視視視点点点点はははは必必必必要だと思います。ただ、要だと思います。ただ、要だと思います。ただ、要だと思います。ただ、病病病病院院院院はははは人人人人です。やはり医です。やはり医です。やはり医です。やはり医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師がががが腕腕腕腕を上げを上げを上げを上げ

る、る、る、る、気持気持気持気持ちよくちよくちよくちよく働働働働いてもらえる、いてもらえる、いてもらえる、いてもらえる、患患患患者と者と者と者と向向向向き合う、こういったことが最き合う、こういったことが最き合う、こういったことが最き合う、こういったことが最大大大大のののの売売売売りだというりだというりだというりだという

上で最上で最上で最上で最先先先先端技端技端技端技術術術術をどうをどうをどうをどう組み組み組み組み込込込込むむむむか、これは県がこうやれと言ってもだめだし、お医者さんか、これは県がこうやれと言ってもだめだし、お医者さんか、これは県がこうやれと言ってもだめだし、お医者さんか、これは県がこうやれと言ってもだめだし、お医者さん

と私たちがしっかり話し合う中で、県と私たちがしっかり話し合う中で、県と私たちがしっかり話し合う中で、県と私たちがしっかり話し合う中で、県民民民民にとってにとってにとってにとって一一一一番番番番いいいいいいいい病病病病院院院院をををを目指目指目指目指してまいりたいと思してまいりたいと思してまいりたいと思してまいりたいと思

います。います。います。います。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 まず、まず、まず、まず、新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院にににに向向向向けてのけてのけてのけての交交交交通の問通の問通の問通の問題題題題でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、昔昔昔昔行っ行っ行っ行っ

たことがございますが、たことがございますが、たことがございますが、たことがございますが、近近近近鉄鉄鉄鉄西西西西ノノノノ京駅京駅京駅京駅ももももババババススススがどこから出るのかというのをおがどこから出るのかというのをおがどこから出るのかというのをおがどこから出るのかというのをお尋尋尋尋ねするのねするのねするのねするの

ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、近近近近鉄鉄鉄鉄郡郡郡郡山山山山駅駅駅駅ももももババババススススがどこから出るのかなと思ったりするのだけれど、今のがどこから出るのかなと思ったりするのだけれど、今のがどこから出るのかなと思ったりするのだけれど、今のがどこから出るのかなと思ったりするのだけれど、今の

ババババススススターターターターミナミナミナミナルからルからルからルからババババススススが出るということになりますと、が出るということになりますと、が出るということになりますと、が出るということになりますと、両両両両方方方方ともともともとも駅駅駅駅にににに接接接接続続続続していない。していない。していない。していない。

駅駅駅駅からおりてからおりてからおりてからおりてババババスススス停停停停はどこなのかなと、はどこなのかなと、はどこなのかなと、はどこなのかなと、探探探探さなけれさなけれさなけれさなければばばばいけない、いけない、いけない、いけない、近近近近鉄鉄鉄鉄西西西西ノノノノ京駅京駅京駅京駅もそうですもそうですもそうですもそうです

し、し、し、し、近近近近鉄鉄鉄鉄郡郡郡郡山山山山駅駅駅駅もそうです。通もそうです。通もそうです。通もそうです。通勤勤勤勤、通、通、通、通学等学等学等学等ででででババババススススをををを利利利利用されている用されている用されている用されている方方方方はもうはもうはもうはもう既既既既にわかってにわかってにわかってにわかって

いますから、いますから、いますから、いますから、駅駅駅駅をおりたらこうをおりたらこうをおりたらこうをおりたらこう歩歩歩歩いたらここにあるとわかるのですけれども、いたらここにあるとわかるのですけれども、いたらここにあるとわかるのですけれども、いたらここにあるとわかるのですけれども、新新新新たに来らたに来らたに来らたに来ら

れる県れる県れる県れる県民民民民のののの方方方方はわからない。そのためにどういうまちはわからない。そのためにどういうまちはわからない。そのためにどういうまちはわからない。そのためにどういうまちづづづづくりをしてあげるのかということくりをしてあげるのかということくりをしてあげるのかということくりをしてあげるのかということ

が私はが私はが私はが私は必必必必要だと思いますので、これは開設までに要だと思いますので、これは開設までに要だと思いますので、これは開設までに要だと思いますので、これは開設までに検討検討検討検討していただきながら、していただきながら、していただきながら、していただきながら、駅駅駅駅周周周周辺を辺を辺を辺を改改改改良良良良

していただくことをお願いをしておかなけれしていただくことをお願いをしておかなけれしていただくことをお願いをしておかなけれしていただくことをお願いをしておかなければばばばいけないと思っておりますので、いけないと思っておりますので、いけないと思っておりますので、いけないと思っておりますので、ひひひひとつそとつそとつそとつそ

こら辺はしかと受けとめていただきたいと思っております。こら辺はしかと受けとめていただきたいと思っております。こら辺はしかと受けとめていただきたいと思っております。こら辺はしかと受けとめていただきたいと思っております。

もうもうもうもう一一一一つ、杉田副知事、いろいろと答弁いただきまして申しわけございません。すぐにつ、杉田副知事、いろいろと答弁いただきまして申しわけございません。すぐにつ、杉田副知事、いろいろと答弁いただきまして申しわけございません。すぐにつ、杉田副知事、いろいろと答弁いただきまして申しわけございません。すぐに

つくるとかつくらないというのはつくるとかつくらないというのはつくるとかつくらないというのはつくるとかつくらないというのは大大大大変変変変難難難難しい話だし、しい話だし、しい話だし、しい話だし、８８８８００００億億億億円円円円のおのおのおのお金金金金もかかるわけでござもかかるわけでござもかかるわけでござもかかるわけでござ

いますから。しかし、せめていますから。しかし、せめていますから。しかし、せめていますから。しかし、せめて検討検討検討検討をするような、をするような、をするような、をするような、テテテテーーーーブブブブルに上げていただくということをルに上げていただくということをルに上げていただくということをルに上げていただくということを

しながら、総合しながら、総合しながら、総合しながら、総合的的的的にににに考考考考えていただくことを特にお願いしておきたいと思います。これからえていただくことを特にお願いしておきたいと思います。これからえていただくことを特にお願いしておきたいと思います。これからえていただくことを特にお願いしておきたいと思います。これから

そういったそういったそういったそういった先先先先進進進進的的的的な医療、がん対策というのは、多分もう県な医療、がん対策というのは、多分もう県な医療、がん対策というのは、多分もう県な医療、がん対策というのは、多分もう県民民民民のののの大大大大きなきなきなきな声声声声が上がってくるが上がってくるが上がってくるが上がってくる

と思いますので、そのと思いますので、そのと思いますので、そのと思いますので、その世世世世論論論論のののの喚喚喚喚起起起起を、を、を、を、十十十十分に県が受け答えができるように、しかとこれも分に県が受け答えができるように、しかとこれも分に県が受け答えができるように、しかとこれも分に県が受け答えができるように、しかとこれも

考考考考えていただきたいということをお願いいたしまして、えていただきたいということをお願いいたしまして、えていただきたいということをお願いいたしまして、えていただきたいということをお願いいたしまして、終終終終わりたいと思います。ありがとわりたいと思います。ありがとわりたいと思います。ありがとわりたいと思います。ありがと

うございました。うございました。うございました。うございました。



---- 88882222 ----

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ほかにご質問はありませんか。ほかにご質問はありませんか。ほかにご質問はありませんか。ほかにご質問はありませんか。

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

ほかに質ほかに質ほかに質ほかに質疑疑疑疑がなけれがなけれがなけれがなければばばば、これをもって健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審査、これをもって健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審査、これをもって健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審査、これをもって健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審査

をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

明３月１５日は明３月１５日は明３月１５日は明３月１５日は午午午午前１０前１０前１０前１０時時時時よりくらし創造部、よりくらし創造部、よりくらし創造部、よりくらし創造部、景観景観景観景観・・・・環境環境環境環境局、局、局、局、産業産業産業産業・・・・雇雇雇雇用振興部、用振興部、用振興部、用振興部、農林農林農林農林

部の審査を行います。部の審査を行います。部の審査を行います。部の審査を行います。

これで本日の会議をこれで本日の会議をこれで本日の会議をこれで本日の会議を終終終終わります。どうもありがとうございました。ごわります。どうもありがとうございました。ごわります。どうもありがとうございました。ごわります。どうもありがとうございました。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。


