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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年７月３日（水） １３：０４～１５：０８平成２５年７月３日（水） １３：０４～１５：０８平成２５年７月３日（水） １３：０４～１５：０８平成２５年７月３日（水） １３：０４～１５：０８

開催場所開催場所開催場所開催場所 第２委員会室第２委員会室第２委員会室第２委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 ９名９名９名９名

尾﨑 充典 委員長尾﨑 充典 委員長尾﨑 充典 委員長尾﨑 充典 委員長

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

井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員

小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員

畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員

安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員

高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員

米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員

梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

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

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

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

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

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

議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）

（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）

議第４４号 平成２５年度奈良県病院事業費特別会計補正予算（第１号）議第４４号 平成２５年度奈良県病院事業費特別会計補正予算（第１号）議第４４号 平成２５年度奈良県病院事業費特別会計補正予算（第１号）議第４４号 平成２５年度奈良県病院事業費特別会計補正予算（第１号）

議第６０号 なら健康長寿基本計画の策定について議第６０号 なら健康長寿基本計画の策定について議第６０号 なら健康長寿基本計画の策定について議第６０号 なら健康長寿基本計画の策定について

報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について

平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書

（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）

報第 ５号 一般財団法人奈良県健康づくり財団の経営状況の報告について報第 ５号 一般財団法人奈良県健康づくり財団の経営状況の報告について報第 ５号 一般財団法人奈良県健康づくり財団の経営状況の報告について報第 ５号 一般財団法人奈良県健康づくり財団の経営状況の報告について

報第 ６号 財団法人奈良県交通遺児等援護会の経営状況の報告について報第 ６号 財団法人奈良県交通遺児等援護会の経営状況の報告について報第 ６号 財団法人奈良県交通遺児等援護会の経営状況の報告について報第 ６号 財団法人奈良県交通遺児等援護会の経営状況の報告について

報第２１号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２１号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２１号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２１号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ
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いていていていて

平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）

（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）（厚生委員会所管分）

報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ

いていていていて

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施

策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例 （厚生委員会所管分）う関係条例の整理に関する条例 （厚生委員会所管分）う関係条例の整理に関する条例 （厚生委員会所管分）う関係条例の整理に関する条例 （厚生委員会所管分）

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

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

４月１日付で議会事務局に異動がありましたので、事務局次長の自己紹介後、新任担当４月１日付で議会事務局に異動がありましたので、事務局次長の自己紹介後、新任担当４月１日付で議会事務局に異動がありましたので、事務局次長の自己紹介後、新任担当４月１日付で議会事務局に異動がありましたので、事務局次長の自己紹介後、新任担当

書記をご紹介願います。書記をご紹介願います。書記をご紹介願います。書記をご紹介願います。

○古市事務局次長○古市事務局次長○古市事務局次長○古市事務局次長 事務局次長の古市でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局次長の古市でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局次長の古市でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局次長の古市でございます。どうぞよろしくお願いします。

それから、後ろに新たに担当書記になりました吉川、議事課の課長補佐でございます。それから、後ろに新たに担当書記になりました吉川、議事課の課長補佐でございます。それから、後ろに新たに担当書記になりました吉川、議事課の課長補佐でございます。それから、後ろに新たに担当書記になりました吉川、議事課の課長補佐でございます。

○吉川書記○吉川書記○吉川書記○吉川書記 吉川でございます。よろしくお願いいたします。吉川でございます。よろしくお願いいたします。吉川でございます。よろしくお願いいたします。吉川でございます。よろしくお願いいたします。

○古市事務局次長○古市事務局次長○古市事務局次長○古市事務局次長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 次に、常時出席を求める理事者の変更についてであります。次に、常時出席を求める理事者の変更についてであります。次に、常時出席を求める理事者の変更についてであります。次に、常時出席を求める理事者の変更についてであります。

今般の組織の見直し等により、出席要求する理事者を変更する必要が生じましたので、今般の組織の見直し等により、出席要求する理事者を変更する必要が生じましたので、今般の組織の見直し等により、出席要求する理事者を変更する必要が生じましたので、今般の組織の見直し等により、出席要求する理事者を変更する必要が生じましたので、

お手元に配付しております資料のとおり変更し、出席要求しておりますので、ご了承願いお手元に配付しております資料のとおり変更し、出席要求しておりますので、ご了承願いお手元に配付しております資料のとおり変更し、出席要求しておりますので、ご了承願いお手元に配付しております資料のとおり変更し、出席要求しておりますので、ご了承願い

ます。ます。ます。ます。

次に、４月１日付で理事者に異動がありましたので、健康福祉部長、こども・女性局長、次に、４月１日付で理事者に異動がありましたので、健康福祉部長、こども・女性局長、次に、４月１日付で理事者に異動がありましたので、健康福祉部長、こども・女性局長、次に、４月１日付で理事者に異動がありましたので、健康福祉部長、こども・女性局長、

医療政策部長の順に異動のあった職員のご紹介をお願いします。医療政策部長の順に異動のあった職員のご紹介をお願いします。医療政策部長の順に異動のあった職員のご紹介をお願いします。医療政策部長の順に異動のあった職員のご紹介をお願いします。

○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長 それでは、健康福祉部関係の異動のあった職員を紹介させていただそれでは、健康福祉部関係の異動のあった職員を紹介させていただそれでは、健康福祉部関係の異動のあった職員を紹介させていただそれでは、健康福祉部関係の異動のあった職員を紹介させていただ

ききききます。ます。ます。ます。

まず、まず、まず、まず、榎原知榎原知榎原知榎原知事事事事公公公公室審議室審議室審議室審議官官官官（健康長寿（健康長寿（健康長寿（健康長寿プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト担当）担当）担当）担当）兼兼兼兼健康福祉部次長でございま健康福祉部次長でございま健康福祉部次長でございま健康福祉部次長でございま

す。す。す。す。

○榎原知事公室審議官（健康長寿プロジェクト担当）兼健康福祉部次長○榎原知事公室審議官（健康長寿プロジェクト担当）兼健康福祉部次長○榎原知事公室審議官（健康長寿プロジェクト担当）兼健康福祉部次長○榎原知事公室審議官（健康長寿プロジェクト担当）兼健康福祉部次長 よろしくお願いよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願い

します。します。します。します。

○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長 土土土土井健康福祉部次長（井健康福祉部次長（井健康福祉部次長（井健康福祉部次長（企企企企画管理室長事務画管理室長事務画管理室長事務画管理室長事務取扱取扱取扱取扱））））兼兼兼兼こども・女性局次こども・女性局次こども・女性局次こども・女性局次



---- 3333 ----

長でございます。長でございます。長でございます。長でございます。

○土井健康福祉部次長（企画管理室長事務取扱）兼こども・女性局次長○土井健康福祉部次長（企画管理室長事務取扱）兼こども・女性局次長○土井健康福祉部次長（企画管理室長事務取扱）兼こども・女性局次長○土井健康福祉部次長（企画管理室長事務取扱）兼こども・女性局次長 よろしくお願いよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。

○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長 桝桝桝桝井井井井監監監監査査査査指導指導指導指導室長でございます。室長でございます。室長でございます。室長でございます。

○桝井監査指導室長○桝井監査指導室長○桝井監査指導室長○桝井監査指導室長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 有有有有本障害福祉課長でございます。本障害福祉課長でございます。本障害福祉課長でございます。本障害福祉課長でございます。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 そして、そして、そして、そして、谷垣谷垣谷垣谷垣健康づくり健康づくり健康づくり健康づくり推進推進推進推進課長でございます。課長でございます。課長でございます。課長でございます。

○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 以上以上以上以上でございます。よろしくお願いいたします。でございます。よろしくお願いいたします。でございます。よろしくお願いいたします。でございます。よろしくお願いいたします。

○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 こども・女性局に係ります異動のありました職員について紹介こども・女性局に係ります異動のありました職員について紹介こども・女性局に係ります異動のありました職員について紹介こども・女性局に係ります異動のありました職員について紹介

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きききます。ます。ます。ます。

まず、まず、まず、まず、辻子育辻子育辻子育辻子育てててて支支支支援課長でございます。援課長でございます。援課長でございます。援課長でございます。

○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 小出こども小出こども小出こども小出こども家庭家庭家庭家庭課長でございます。課長でございます。課長でございます。課長でございます。

○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 山崎山崎山崎山崎女性女性女性女性支支支支援課長でございます。援課長でございます。援課長でございます。援課長でございます。

○山崎女性支援課長○山崎女性支援課長○山崎女性支援課長○山崎女性支援課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 以上以上以上以上でございます。よろしくお願いします。でございます。よろしくお願いします。でございます。よろしくお願いします。でございます。よろしくお願いします。

○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 続き続き続き続きまして、医療政策部まして、医療政策部まして、医療政策部まして、医療政策部内内内内で異動のあった者についてご紹介をさせで異動のあった者についてご紹介をさせで異動のあった者についてご紹介をさせで異動のあった者についてご紹介をさせ

ていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

初初初初めに、めに、めに、めに、中中中中川川川川知知知知事事事事公公公公室審議室審議室審議室審議官官官官（県（県（県（県立立立立奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院跡跡跡跡地地地地活用プロジェクト活用プロジェクト活用プロジェクト活用プロジェクト担当）担当）担当）担当）兼兼兼兼医療政策部医療政策部医療政策部医療政策部

次長医療管理課長事務次長医療管理課長事務次長医療管理課長事務次長医療管理課長事務取扱取扱取扱取扱でございます。でございます。でございます。でございます。

○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長医療○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長医療○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長医療○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長医療

管理課長事務取扱管理課長事務取扱管理課長事務取扱管理課長事務取扱 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 続き続き続き続きまして、まして、まして、まして、中中中中川川川川知知知知事事事事公公公公室審議室審議室審議室審議官官官官（医（医（医（医大大大大・・・・周辺周辺周辺周辺ままままちちちちづくりづくりづくりづくりプロジェプロジェプロジェプロジェ

クトクトクトクト担当）担当）担当）担当）兼兼兼兼ままままちちちちづくりづくりづくりづくり推進推進推進推進局次長局次長局次長局次長兼兼兼兼医療政策部次長でございます。医療政策部次長でございます。医療政策部次長でございます。医療政策部次長でございます。

○中川知事公室審議官（医大・周辺まちづくりプロジェクト担当）兼まちづくり推進局次○中川知事公室審議官（医大・周辺まちづくりプロジェクト担当）兼まちづくり推進局次○中川知事公室審議官（医大・周辺まちづくりプロジェクト担当）兼まちづくり推進局次○中川知事公室審議官（医大・周辺まちづくりプロジェクト担当）兼まちづくり推進局次

長兼医療政策部次長長兼医療政策部次長長兼医療政策部次長長兼医療政策部次長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○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 続き続き続き続きまして、林医療政策部次長（まして、林医療政策部次長（まして、林医療政策部次長（まして、林医療政策部次長（企企企企画管理室長事務画管理室長事務画管理室長事務画管理室長事務取扱取扱取扱取扱）でござい）でござい）でござい）でござい
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ます。ます。ます。ます。

○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱）○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱）○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱）○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱） よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 表野表野表野表野地域医療地域医療地域医療地域医療連携連携連携連携課長でございます。課長でございます。課長でございます。課長でございます。

○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○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 蘆村蘆村蘆村蘆村新奈良病院新奈良病院新奈良病院新奈良病院建設建設建設建設室長でございます。室長でございます。室長でございます。室長でございます。

○蘆村新奈良病院建設室長○蘆村新奈良病院建設室長○蘆村新奈良病院建設室長○蘆村新奈良病院建設室長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○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 村上村上村上村上県県県県立立立立病院法人病院法人病院法人病院法人化準化準化準化準備室長でございます。備室長でございます。備室長でございます。備室長でございます。

○村上県立病院法人化準備室長○村上県立病院法人化準備室長○村上県立病院法人化準備室長○村上県立病院法人化準備室長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 最最最最後となりますが、後となりますが、後となりますが、後となりますが、前野前野前野前野保健予保健予保健予保健予防防防防課長でございます。課長でございます。課長でございます。課長でございます。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 以上以上以上以上でございます。よろしくお願いします。でございます。よろしくお願いします。でございます。よろしくお願いします。でございます。よろしくお願いします。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 それでは、案それでは、案それでは、案それでは、案件件件件にににに入入入入ります。ります。ります。ります。

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

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

審査に審査に審査に審査に先立ち申先立ち申先立ち申先立ち申しししし上げ上げ上げ上げておておておておききききますが、委員長報告は、正副委員長会議のますが、委員長報告は、正副委員長会議のますが、委員長報告は、正副委員長会議のますが、委員長報告は、正副委員長会議の申申申申しししし合わ合わ合わ合わせによせによせによせによ

り、付り、付り、付り、付託託託託をををを受受受受けました議案の審査けました議案の審査けました議案の審査けました議案の審査結果結果結果結果についてのについてのについてのについてのみみみみの報告となりますので、あらかじめごの報告となりますので、あらかじめごの報告となりますので、あらかじめごの報告となりますので、あらかじめご

了承願います。了承願います。了承願います。了承願います。

それでは、付それでは、付それでは、付それでは、付託託託託議案について、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

説説説説明をお願いします。明をお願いします。明をお願いします。明をお願いします。

○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長 それでは、平成２５年６月定例県議会それでは、平成２５年６月定例県議会それでは、平成２５年６月定例県議会それでは、平成２５年６月定例県議会提提提提出議案のう出議案のう出議案のう出議案のうちちちち健康福祉部に健康福祉部に健康福祉部に健康福祉部に

関する議案につ関する議案につ関する議案につ関する議案につききききましてごましてごましてごましてご説説説説明明明明申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

まず、議第３９号、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）につまず、議第３９号、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）につまず、議第３９号、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）につまず、議第３９号、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）につききききましてましてましてまして説説説説明明明明

申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。資料はます。資料はます。資料はます。資料は、、、、「「「「平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概概概概要要要要」」」」をお願いいたしをお願いいたしをお願いいたしをお願いいたし

ます。ます。ます。ます。

４４４４ページページページページ、４ 福祉の充実でございますが、障害者福祉施、４ 福祉の充実でございますが、障害者福祉施、４ 福祉の充実でございますが、障害者福祉施、４ 福祉の充実でございますが、障害者福祉施設設設設整備事業につ整備事業につ整備事業につ整備事業につききききましては、ましては、ましては、ましては、

社会福祉施社会福祉施社会福祉施社会福祉施設設設設のののの防災対防災対防災対防災対策策策策推進推進推進推進のために小規のために小規のために小規のために小規模模模模なななな入入入入所施所施所施所施設設設設等の等の等の等のスプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラー整備を整備を整備を整備を促進促進促進促進すすすす

るための所要るための所要るための所要るための所要額額額額を計を計を計を計上上上上したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

次に、７次に、７次に、７次に、７ページページページページ、９ その他の職員、９ その他の職員、９ その他の職員、９ その他の職員給与給与給与給与費でございます。費でございます。費でございます。費でございます。給与給与給与給与のののの減額支給措置減額支給措置減額支給措置減額支給措置等に係り等に係り等に係り等に係り

ます職員ます職員ます職員ます職員給与給与給与給与費４９費４９費４９費４９億円余億円余億円余億円余のののの減額減額減額減額のうのうのうのうちちちち健康福祉部に関するものは６健康福祉部に関するものは６健康福祉部に関するものは６健康福祉部に関するものは６，，，，４００４００４００４００万円余万円余万円余万円余でごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。
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続き続き続き続きまして、報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告につまして、報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告につまして、報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告につまして、報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告につききききましましましまし

てててて説説説説明させていただ明させていただ明させていただ明させていただききききます。お手元のます。お手元のます。お手元のます。お手元の「「「「平成２５年度一般会計補正予算案その他平成２５年度一般会計補正予算案その他平成２５年度一般会計補正予算案その他平成２５年度一般会計補正予算案その他」」」」をお願をお願をお願をお願

いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

８０８０８０８０ページページページページ、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書、４ 健康福祉費、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書、４ 健康福祉費、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書、４ 健康福祉費、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書、４ 健康福祉費

のうのうのうのうちちちち障害者福祉施障害者福祉施障害者福祉施障害者福祉施設設設設整備事業、整備事業、整備事業、整備事業、老老老老人福祉施人福祉施人福祉施人福祉施設設設設整備費補整備費補整備費補整備費補助助助助につにつにつにつききききましては、いずれも施ましては、いずれも施ましては、いずれも施ましては、いずれも施設設設設

費の補費の補費の補費の補助助助助で、事業で、事業で、事業で、事業主体主体主体主体のおくれによりまして記のおくれによりまして記のおくれによりまして記のおくれによりまして記載載載載のののの金額金額金額金額を繰り越したものでございます。を繰り越したものでございます。を繰り越したものでございます。を繰り越したものでございます。

予算関係につ予算関係につ予算関係につ予算関係につききききましてはましてはましてはましては以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

続き続き続き続きまして、議第６０号、なら健康長寿基本計画の策定につまして、議第６０号、なら健康長寿基本計画の策定につまして、議第６０号、なら健康長寿基本計画の策定につまして、議第６０号、なら健康長寿基本計画の策定につききききましてごましてごましてごましてご説説説説明を明を明を明を申申申申しししし上げ上げ上げ上げ

ますますますます。。。。「「「「第３１１第３１１第３１１第３１１回回回回定例県議会定例県議会定例県議会定例県議会提提提提出なら健康長寿基本計画出なら健康長寿基本計画出なら健康長寿基本計画出なら健康長寿基本計画」」」」の１の１の１の１ページページページページは、この計画のは、この計画のは、この計画のは、この計画の目目目目

的的的的とととと最終目標最終目標最終目標最終目標についてのについてのについてのについてのページページページページでございます。この基本計画では、健康長寿に関する県のでございます。この基本計画では、健康長寿に関する県のでございます。この基本計画では、健康長寿に関する県のでございます。この基本計画では、健康長寿に関する県の

最終目標最終目標最終目標最終目標をををを統統統統一一一一的的的的にににに設設設設定するとともに、健康定するとともに、健康定するとともに、健康定するとともに、健康指標指標指標指標をををを用用用用いたいたいたいた科学的科学的科学的科学的なななな観察や評価観察や評価観察や評価観察や評価を行うことを行うことを行うことを行うこと

によりましてによりましてによりましてによりまして効果的効果的効果的効果的でででで着着着着実、実、実、実、迅速迅速迅速迅速な施策のな施策のな施策のな施策の推進推進推進推進をををを図図図図ることといたしております。また、こることといたしております。また、こることといたしております。また、こることといたしております。また、こ

の基本計画のの基本計画のの基本計画のの基本計画の最終目標最終目標最終目標最終目標につにつにつにつききききましては、今後１０年ましては、今後１０年ましては、今後１０年ましては、今後１０年間間間間で県で県で県で県民民民民の健康寿の健康寿の健康寿の健康寿命命命命をををを男男男男女ともに日本女ともに日本女ともに日本女ともに日本

一を一を一を一を達達達達成することとしております。成することとしております。成することとしております。成することとしております。

２２２２ページページページページは健康寿は健康寿は健康寿は健康寿命命命命について記について記について記について記載載載載をしております。健康寿をしております。健康寿をしております。健康寿をしております。健康寿命命命命は、日常は、日常は、日常は、日常的的的的に介護を必要とに介護を必要とに介護を必要とに介護を必要と

せず、健康で自せず、健康で自せず、健康で自せず、健康で自立立立立した生した生した生した生活活活活がでがでがでができきききるるるる期間期間期間期間であります。算であります。算であります。算であります。算式式式式は、平は、平は、平は、平均余命均余命均余命均余命から介護が必要なから介護が必要なから介護が必要なから介護が必要な

期間期間期間期間をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた期間期間期間期間にににに相相相相当するものでございます。平成２３年の当するものでございます。平成２３年の当するものでございます。平成２３年の当するものでございます。平成２３年のデータデータデータデータによりますと、によりますと、によりますと、によりますと、

男男男男性は性は性は性は全国全国全国全国第２第２第２第２位位位位、女性は、女性は、女性は、女性は全国全国全国全国第２２第２２第２２第２２位位位位となっております。となっております。となっております。となっております。

続き続き続き続きまして、３まして、３まして、３まして、３ページページページページ、計画の、計画の、計画の、計画の位置位置位置位置づけでございますが、健康長寿のづけでございますが、健康長寿のづけでございますが、健康長寿のづけでございますが、健康長寿の目的目的目的目的といたしましといたしましといたしましといたしまし

ては、県の計画は記ては、県の計画は記ては、県の計画は記ては、県の計画は記載載載載のとおりでございます。なら健康長寿基本計画はこれらの関のとおりでございます。なら健康長寿基本計画はこれらの関のとおりでございます。なら健康長寿基本計画はこれらの関のとおりでございます。なら健康長寿基本計画はこれらの関連連連連の計の計の計の計

画を画を画を画を総合的総合的総合的総合的、また、また、また、また統統統統一一一一的的的的にににに進進進進めるための計画で、関めるための計画で、関めるための計画で、関めるための計画で、関連連連連計画の計画の計画の計画の上位上位上位上位計画として計画として計画として計画として位置位置位置位置づけておづけておづけておづけてお

ります。ります。ります。ります。

８８８８ページページページページ、計画の、計画の、計画の、計画の位置位置位置位置づけに関するづけに関するづけに関するづけに関するイメージ図イメージ図イメージ図イメージ図がございます。がございます。がございます。がございます。ピンク色ピンク色ピンク色ピンク色のののの歯車歯車歯車歯車が健康長が健康長が健康長が健康長

寿基本計画でございまして、寿基本計画でございまして、寿基本計画でございまして、寿基本計画でございまして、周辺周辺周辺周辺にあるにあるにあるにある黄色黄色黄色黄色いいいい歯車歯車歯車歯車が関が関が関が関連連連連計画を計画を計画を計画をイメージイメージイメージイメージしております。しております。しております。しております。

基本計画と関基本計画と関基本計画と関基本計画と関連連連連計画は、計画は、計画は、計画は、重点重点重点重点健康健康健康健康指標指標指標指標を共を共を共を共有有有有することによりまして、することによりまして、することによりまして、することによりまして、歯車歯車歯車歯車がかがかがかがかみ合み合み合み合うよううよううよううよう

にににに連連連連動して動して動して動して回転回転回転回転をさせるをさせるをさせるをさせるイメージイメージイメージイメージでございます。でございます。でございます。でございます。

６６６６ページページページページにはにはにはには指標指標指標指標を記を記を記を記載載載載してございます。この記してございます。この記してございます。この記してございます。この記載載載載しておりますしておりますしておりますしております指標指標指標指標は、健康寿は、健康寿は、健康寿は、健康寿命命命命のののの延延延延

長に長に長に長に密接密接密接密接に関係するとに関係するとに関係するとに関係すると考え考え考え考えられるられるられるられる指標指標指標指標でございます。基本計画におでございます。基本計画におでございます。基本計画におでございます。基本計画におききききましてましてましてまして重点重点重点重点健康健康健康健康指標指標指標指標

とととと位置位置位置位置づけまして、このづけまして、このづけまして、このづけまして、この重点重点重点重点健康健康健康健康指標指標指標指標につにつにつにつききききましては、７ましては、７ましては、７ましては、７ページページページページに記に記に記に記載載載載をしておりますが、をしておりますが、をしておりますが、をしておりますが、

定定定定期的期的期的期的にににに数値数値数値数値をををを観察観察観察観察してしてしてして評価評価評価評価を行います。そして、このを行います。そして、このを行います。そして、このを行います。そして、この結果結果結果結果をををを公表公表公表公表してしてしてして進捗進捗進捗進捗をををを図図図図ってまいってまいってまいってまい
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る予定でございます。る予定でございます。る予定でございます。る予定でございます。

次に、９次に、９次に、９次に、９ページページページページ、この基本計画にお、この基本計画にお、この基本計画にお、この基本計画におききききましては、健康寿ましては、健康寿ましては、健康寿ましては、健康寿命命命命日本一に向けて２つの基本日本一に向けて２つの基本日本一に向けて２つの基本日本一に向けて２つの基本的的的的

な方向性と５つのな方向性と５つのな方向性と５つのな方向性と５つの柱立柱立柱立柱立てに基づてに基づてに基づてに基づききききまして施策をまして施策をまして施策をまして施策を展展展展開することとしております。健康寿開することとしております。健康寿開することとしております。健康寿開することとしております。健康寿命命命命をををを

延延延延長させるためには２つ長させるためには２つ長させるためには２つ長させるためには２つ柱柱柱柱がございまして、要介護とならないためのがございまして、要介護とならないためのがございまして、要介護とならないためのがございまして、要介護とならないための取取取取り組り組り組り組みみみみ、そしてま、そしてま、そしてま、そしてま

たたたた若若若若くしてくしてくしてくして亡亡亡亡くならないためのくならないためのくならないためのくならないための取取取取り組り組り組り組みみみみというのがというのがというのがというのが重重重重要でございます。この要でございます。この要でございます。この要でございます。この考え考え考え考え方に基づ方に基づ方に基づ方に基づ

ききききましてましてましてまして統統統統一一一一的的的的にににに対対対対策を策を策を策を推進推進推進推進してまいります。してまいります。してまいります。してまいります。

続き続き続き続きまして、１４まして、１４まして、１４まして、１４ページページページページは施策のは施策のは施策のは施策の効果的推進効果的推進効果的推進効果的推進というというというという章章章章でございますが、県、市でございますが、県、市でございますが、県、市でございますが、県、市町村町村町村町村、県、県、県、県

民民民民等、等、等、等、各主体各主体各主体各主体のののの役割役割役割役割について健康づくり施策のについて健康づくり施策のについて健康づくり施策のについて健康づくり施策の主主主主な実施な実施な実施な実施主体主体主体主体はははは住民住民住民住民にににに身近身近身近身近な市な市な市な市町村町村町村町村になりになりになりになり

ますことから、施策のますことから、施策のますことから、施策のますことから、施策の推進推進推進推進にににに際際際際しましては、市しましては、市しましては、市しましては、市町村町村町村町村にににに対対対対して県のして県のして県のして県の積極的積極的積極的積極的な関な関な関な関与与与与、、、、支支支支援等を援等を援等を援等を

実施してまいります。実施してまいります。実施してまいります。実施してまいります。

１５１５１５１５ページページページページ、計画の、計画の、計画の、計画の進進進進行管理でございますが、基本計画とそれぞれの関行管理でございますが、基本計画とそれぞれの関行管理でございますが、基本計画とそれぞれの関行管理でございますが、基本計画とそれぞれの関連連連連計画ではそれ計画ではそれ計画ではそれ計画ではそれ

ぞれ関ぞれ関ぞれ関ぞれ関連連連連する県のする県のする県のする県の附属機附属機附属機附属機関等で関等で関等で関等で進進進進行管理を行いますが、この基本計画では新たに県、専行管理を行いますが、この基本計画では新たに県、専行管理を行いますが、この基本計画では新たに県、専行管理を行いますが、この基本計画では新たに県、専門門門門

家家家家、そして市、そして市、そして市、そして市町村町村町村町村関係者で関係者で関係者で関係者で構構構構成いたします成いたします成いたします成いたします評価機評価機評価機評価機関を関を関を関を設置設置設置設置いたします。そして、いたします。そして、いたします。そして、いたします。そして、重点重点重点重点健康健康健康健康

指標指標指標指標のののの評価結果評価結果評価結果評価結果に基づに基づに基づに基づききききます政策ます政策ます政策ます政策提言提言提言提言をををを取取取取りまとめるほか、りまとめるほか、りまとめるほか、りまとめるほか、効果的効果的効果的効果的な健康づくり、施策実な健康づくり、施策実な健康づくり、施策実な健康づくり、施策実

施のための施のための施のための施のための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。

１６１６１６１６ページ以降ページ以降ページ以降ページ以降につにつにつにつききききましては、健康ましては、健康ましては、健康ましては、健康増進増進増進増進法に基づ法に基づ法に基づ法に基づききききます健康ます健康ます健康ます健康増進増進増進増進計画に計画に計画に計画に該該該該当する部分当する部分当する部分当する部分

でございます。第１でございます。第１でございます。第１でございます。第１期期期期の健康の健康の健康の健康増進増進増進増進計画の成計画の成計画の成計画の成果果果果、あるいは現状の課、あるいは現状の課、あるいは現状の課、あるいは現状の課題題題題等を等を等を等を踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、栄栄栄栄

養養養養、生、生、生、生活活活活、、、、身体活身体活身体活身体活動、動、動、動、運運運運動、動、動、動、喫煙喫煙喫煙喫煙などなどなどなど各各各各分分分分野野野野におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり扱扱扱扱いについて定めたものでございについて定めたものでございについて定めたものでございについて定めたものでござ

います。これはいます。これはいます。これはいます。これは前回前回前回前回、１、１、１、１期期期期がございまして、２がございまして、２がございまして、２がございまして、２期期期期の分をおさめてございます。の分をおさめてございます。の分をおさめてございます。の分をおさめてございます。

続き続き続き続きまして、基本計画の策定経まして、基本計画の策定経まして、基本計画の策定経まして、基本計画の策定経過過過過についてごについてごについてごについてご説説説説明を明を明を明を申申申申しししし上げ上げ上げ上げますますますます。。。。「「「「厚生委員会資料厚生委員会資料厚生委員会資料厚生委員会資料

（計画・報告（計画・報告（計画・報告（計画・報告））））」」」」の１の１の１の１ページページページページ、資料１でございますが、平成２５年３月２５日の厚生委員、資料１でございますが、平成２５年３月２５日の厚生委員、資料１でございますが、平成２５年３月２５日の厚生委員、資料１でございますが、平成２５年３月２５日の厚生委員

会にお会にお会にお会におききききまして、市まして、市まして、市まして、市町村町村町村町村にもにもにもにも十十十十分分分分説説説説明することというご明することというご明することというご明することというご意意意意見を見を見を見を踏踏踏踏ままままええええまして、平成２５年まして、平成２５年まして、平成２５年まして、平成２５年

４月に県４月に県４月に県４月に県内内内内４４４４カカカカ所にお所にお所にお所におききききまして市まして市まして市まして市町村町村町村町村のののの衛衛衛衛生、生、生、生、国国国国保、介護予保、介護予保、介護予保、介護予防防防防等の担当課長等にお等の担当課長等にお等の担当課長等にお等の担当課長等にお集集集集まりまりまりまり

をいただをいただをいただをいただききききました。そして基本計画のました。そして基本計画のました。そして基本計画のました。そして基本計画の内容内容内容内容についてごについてごについてごについてご説説説説明をいたしますとともに、ご明をいたしますとともに、ご明をいたしますとともに、ご明をいたしますとともに、ご意意意意見見見見

等を等を等を等を伺伺伺伺ったものでございます。そのったものでございます。そのったものでございます。そのったものでございます。その際際際際に、例に、例に、例に、例えばえばえばえば市市市市町村町村町村町村もこのような基本計画の策定もこのような基本計画の策定もこのような基本計画の策定もこのような基本計画の策定義義義義務務務務

が生じるのかといったようなが生じるのかといったようなが生じるのかといったようなが生じるのかといったような質問質問質問質問ももももちょちょちょちょうだいいたしました。基本計画そのものは市うだいいたしました。基本計画そのものは市うだいいたしました。基本計画そのものは市うだいいたしました。基本計画そのものは市町村町村町村町村

に策定に策定に策定に策定義義義義務が生じるものではございませ務が生じるものではございませ務が生じるものではございませ務が生じるものではございませんんんんが、市が、市が、市が、市町村町村町村町村が策定する法定の計画もございますが策定する法定の計画もございますが策定する法定の計画もございますが策定する法定の計画もございます

ので、その計画がので、その計画がので、その計画がので、その計画が未作未作未作未作成の成の成の成の場合場合場合場合は策定をいただは策定をいただは策定をいただは策定をいただききききたいたいたいたい旨旨旨旨、ご、ご、ご、ご説説説説明をしたところでございま明をしたところでございま明をしたところでございま明をしたところでございま

す。その他、す。その他、す。その他、す。その他、主主主主なごなごなごなご意意意意見等につ見等につ見等につ見等につききききましては記ましては記ましては記ましては記載載載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。

次に、３次に、３次に、３次に、３ページページページページは資料２、は資料２、は資料２、は資料２、パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントのののの結果結果結果結果のののの概概概概要でございます。平成２５年要でございます。平成２５年要でございます。平成２５年要でございます。平成２５年
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５月１３日から６月３日の５月１３日から６月３日の５月１３日から６月３日の５月１３日から６月３日の間間間間、、、、パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントを実施いたしました。３６人の方からを実施いたしました。３６人の方からを実施いたしました。３６人の方からを実施いたしました。３６人の方から

合合合合計９０計９０計９０計９０件件件件のごのごのごのご意意意意見を見を見を見をちょちょちょちょうだいいたしました。そのうだいいたしました。そのうだいいたしました。そのうだいいたしました。その内訳内訳内訳内訳につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、喫煙喫煙喫煙喫煙に関するに関するに関するに関する

ことが８６ことが８６ことが８６ことが８６件件件件、、、、減塩減塩減塩減塩等の等の等の等の栄養栄養栄養栄養・・・・食食食食生生生生活活活活に関することが４に関することが４に関することが４に関することが４件件件件でございました。でございました。でございました。でございました。主主主主なごなごなごなご意意意意見に見に見に見に

つつつつききききましては記ましては記ましては記ましては記載載載載のとおりでございます。県といたしましては、のとおりでございます。県といたしましては、のとおりでございます。県といたしましては、のとおりでございます。県といたしましては、皆様皆様皆様皆様方からいただ方からいただ方からいただ方からいただききききましましましまし

たごたごたごたご意意意意見等を見等を見等を見等を踏踏踏踏ままままええええつつ、健康長寿、健康寿つつ、健康長寿、健康寿つつ、健康長寿、健康寿つつ、健康長寿、健康寿命命命命日本一に向けまして健康長寿の奈良県づく日本一に向けまして健康長寿の奈良県づく日本一に向けまして健康長寿の奈良県づく日本一に向けまして健康長寿の奈良県づく

りをよりりをよりりをよりりをより強力強力強力強力にににに進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。よろしくお願いいたします。ております。よろしくお願いいたします。ております。よろしくお願いいたします。ております。よろしくお願いいたします。

なら健康長寿基本計画につなら健康長寿基本計画につなら健康長寿基本計画につなら健康長寿基本計画につききききましてはましてはましてはましては以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

続き続き続き続きまして、報第５号、一般財団法人奈良県健康づくり財団の経営状況の報告につまして、報第５号、一般財団法人奈良県健康づくり財団の経営状況の報告につまして、報第５号、一般財団法人奈良県健康づくり財団の経営状況の報告につまして、報第５号、一般財団法人奈良県健康づくり財団の経営状況の報告につききききまままま

してしてしてして説説説説明をさせていただ明をさせていただ明をさせていただ明をさせていただききききます。奈良県健康づくり財団のます。奈良県健康づくり財団のます。奈良県健康づくり財団のます。奈良県健康づくり財団の「「「「平成２４年度業務報告書平成２４年度業務報告書平成２４年度業務報告書平成２４年度業務報告書」」」」、、、、

１１１１ページページページページ、、、、IIIIIIII、事業の、事業の、事業の、事業の概概概概要でございますが、まず１、健要でございますが、まず１、健要でございますが、まず１、健要でございますが、まず１、健診診診診事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、労働労働労働労働安安安安全全全全

衛衛衛衛生法に基づ生法に基づ生法に基づ生法に基づききききます事業所健ます事業所健ます事業所健ます事業所健診診診診あるいはあるいはあるいはあるいは学校学校学校学校保健安保健安保健安保健安全全全全法に基づ法に基づ法に基づ法に基づききききますますますます学校学校学校学校健健健健診診診診、また市、また市、また市、また市町町町町

村村村村で実施をいたしますで実施をいたしますで実施をいたしますで実施をいたします各種各種各種各種ががががん検診ん検診ん検診ん検診のののの推進推進推進推進など記など記など記など記載載載載のとおりでございます。次に、２、がのとおりでございます。次に、２、がのとおりでございます。次に、２、がのとおりでございます。次に、２、が

んんんんに関するに関するに関するに関する知識知識知識知識のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発事業といたしましては、健康づくり財団が日本事業といたしましては、健康づくり財団が日本事業といたしましては、健康づくり財団が日本事業といたしましては、健康づくり財団が日本対対対対ががががん協ん協ん協ん協会奈良会奈良会奈良会奈良

県県県県支支支支部として実施をいたしますが部として実施をいたしますが部として実施をいたしますが部として実施をいたしますがんんんん予予予予防防防防のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のほか奈良県がのほか奈良県がのほか奈良県がのほか奈良県がん制圧大ん制圧大ん制圧大ん制圧大会を開会を開会を開会を開催催催催をいをいをいをい

たしました。たしました。たしました。たしました。

２２２２ページページページページはそのほかにがはそのほかにがはそのほかにがはそのほかにがんんんんに関する予に関する予に関する予に関する予防防防防のののの研究研究研究研究で、記で、記で、記で、記載載載載の３つのの３つのの３つのの３つのテーマテーマテーマテーマにににに対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、

それぞれ年それぞれ年それぞれ年それぞれ年間間間間３０３０３０３０万円万円万円万円のののの助助助助成をいたしております。また、３、成をいたしております。また、３、成をいたしております。また、３、成をいたしております。また、３、検診車検診車検診車検診車等の更新整備等の更新整備等の更新整備等の更新整備及び設及び設及び設及び設

備の整備等といたしまして、備の整備等といたしまして、備の整備等といたしまして、備の整備等といたしまして、老朽化老朽化老朽化老朽化等に伴いまして等に伴いまして等に伴いまして等に伴いまして胸胸胸胸部部部部エックス線デジタル検診車及び婦エックス線デジタル検診車及び婦エックス線デジタル検診車及び婦エックス線デジタル検診車及び婦

人人人人検診車検診車検診車検診車（（（（子宮子宮子宮子宮ががががんんんん）等を更新するとともに、）等を更新するとともに、）等を更新するとともに、）等を更新するとともに、顧客顧客顧客顧客ササササーーーービビビビススススの向の向の向の向上上上上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トイトイトイトイレレレレ

ののののリリリリフォフォフォフォーーーームムムム等を実施をいたしました。等を実施をいたしました。等を実施をいたしました。等を実施をいたしました。

３３３３ページページページページはははは附属附属附属附属明明明明細細細細書でございます。１、事業所健書でございます。１、事業所健書でございます。１、事業所健書でございます。１、事業所健診診診診ということで、平成２４年度のということで、平成２４年度のということで、平成２４年度のということで、平成２４年度の受受受受

診診診診者者者者数数数数は、６は、６は、６は、６万万万万３３３３，，，，６１７人で、６１７人で、６１７人で、６１７人で、前前前前年に年に年に年に比べ比べ比べ比べますと１ますと１ますと１ますと１，，，，１６０人、１１６０人、１１６０人、１１６０人、１．．．．９９９９％％％％のののの増増増増となってとなってとなってとなって

おります。次が２おります。次が２おります。次が２おります。次が２．．．．学校学校学校学校健健健健診診診診でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、学校学校学校学校健健健健診診診診では、平成２４年度のでは、平成２４年度のでは、平成２４年度のでは、平成２４年度の受診受診受診受診者者者者数数数数はははは

４４４４万万万万１１１１，，，，５３９人、５３９人、５３９人、５３９人、前前前前年に年に年に年に比べ比べ比べ比べますと１ますと１ますと１ますと１，，，，６３９人、３６３９人、３６３９人、３６３９人、３．．．．８８８８％％％％のののの減減減減となっております。となっております。となっております。となっております。

４４４４ページページページページ、３、３、３、３．．．．住民検診住民検診住民検診住民検診では、平成２４年度のでは、平成２４年度のでは、平成２４年度のでは、平成２４年度の受診受診受診受診者者者者数数数数はははは各種各種各種各種のがのがのがのがん検診ん検診ん検診ん検診と特定健と特定健と特定健と特定健診診診診、、、、

特定保健特定保健特定保健特定保健指導指導指導指導のののの合合合合計で２計で２計で２計で２万万万万１１１１，，，，４８１人でございます。４８１人でございます。４８１人でございます。４８１人でございます。前前前前年度と年度と年度と年度と比べ比べ比べ比べますと１ますと１ますと１ますと１，，，，９２９人、９２９人、９２９人、９２９人、

９９９９．．．．９９９９％％％％のののの増増増増となっております。４となっております。４となっております。４となっております。４．．．．人人人人間間間間ドドドドックックックックにつにつにつにつききききましては、平成２４年度のましては、平成２４年度のましては、平成２４年度のましては、平成２４年度の受診受診受診受診者者者者

数数数数は、は、は、は、ドドドドックックックックで９で９で９で９，，，，０２６人、０２６人、０２６人、０２６人、オオオオププププショショショション検ン検ン検ン検査等で１査等で１査等で１査等で１万万万万２２２２，，，，５１５人、５１５人、５１５人、５１５人、合合合合計で２計で２計で２計で２万万万万１１１１，，，，５５５５

４１人でございます。４１人でございます。４１人でございます。４１人でございます。前前前前年に年に年に年に比べ比べ比べ比べますと８７人、０ますと８７人、０ますと８７人、０ますと８７人、０．．．．４４４４％％％％のののの減減減減となってございます。となってございます。となってございます。となってございます。

５５５５ページページページページはははは貸借貸借貸借貸借対対対対照照照照表表表表でございまして、資でございまして、資でございまして、資でございまして、資産産産産の部のの部のの部のの部の流流流流動資動資動資動資産産産産合合合合計につ計につ計につ計につききききましては、当年ましては、当年ましては、当年ましては、当年
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度の度の度の度の欄欄欄欄で、で、で、で、流流流流動資動資動資動資産産産産のののの合合合合計は３計は３計は３計は３億億億億９９９９，，，，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余となっております。そのとなっております。そのとなっております。そのとなっております。その下下下下で、で、で、で、固固固固定資定資定資定資

産産産産のののの合合合合計は１計は１計は１計は１億億億億９９９９，，，，６００６００６００６００万円余万円余万円余万円余でございます。資でございます。資でございます。資でございます。資産産産産合合合合計につ計につ計につ計につききききましては、５ましては、５ましては、５ましては、５億億億億７７７７，，，，８０８０８０８０

００００万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。負債負債負債負債の部につの部につの部につの部につききききましては、ましては、ましては、ましては、負債負債負債負債合合合合計で９計で９計で９計で９，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余となってとなってとなってとなって

おります。正おります。正おります。正おります。正味味味味財財財財産産産産の部では、４の部では、４の部では、４の部では、４億億億億７７７７，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

６６６６ページページページページはははは収収収収支支支支計算書で（１）経常計算書で（１）経常計算書で（１）経常計算書で（１）経常収益収益収益収益がございますが、事業がございますが、事業がございますが、事業がございますが、事業収収収収入入入入の決算の決算の決算の決算額額額額といたしまといたしまといたしまといたしま

して、事業所健して、事業所健して、事業所健して、事業所健診診診診が３が３が３が３億億億億６６６６，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余、また、また、また、また学校学校学校学校健健健健診診診診が５が５が５が５，，，，５００５００５００５００万円余万円余万円余万円余、人、人、人、人間間間間ドドドドッッッッ

ククククが３が３が３が３億億億億７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余など、経常など、経常など、経常など、経常収益収益収益収益合合合合計で８計で８計で８計で８億億億億２２２２，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余となっております。一となっております。一となっております。一となっております。一

方方方方、、、、（２）経常費（２）経常費（２）経常費（２）経常費用用用用でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、①①①①の事業費の決算の事業費の決算の事業費の決算の事業費の決算額額額額といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、給与給与給与給与手当が２手当が２手当が２手当が２

億億億億１１１１，，，，４００４００４００４００万円余万円余万円余万円余、そのほかに、７、そのほかに、７、そのほかに、７、そのほかに、７ページページページページ、、、、②②②②管理費の決算管理費の決算管理費の決算管理費の決算額額額額といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、給与給与給与給与手手手手

当が１当が１当が１当が１，，，，４００４００４００４００万円余万円余万円余万円余でございます。経常費でございます。経常費でございます。経常費でございます。経常費用用用用のののの合合合合計で、経常費計で、経常費計で、経常費計で、経常費用用用用計で７計で７計で７計で７億億億億４４４４，，，，７００７００７００７００万万万万

円余円余円余円余となってございます。当となってございます。当となってございます。当となってございます。当期期期期経常経常経常経常増減額増減額増減額増減額といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、差差差差しししし引き引き引き引き７７７７，，，，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余

のののの黒字黒字黒字黒字となっているところでございます。となっているところでございます。となっているところでございます。となっているところでございます。

続き続き続き続きましてましてましてまして、、、、「「「「平成２５年度事業計画平成２５年度事業計画平成２５年度事業計画平成２５年度事業計画」」」」１１１１ページページページページは平成２５年度事業計画ということでは平成２５年度事業計画ということでは平成２５年度事業計画ということでは平成２５年度事業計画ということで、、、、

１１１１．．．．健健健健診診診診事業といたしましては、平成２４年度と事業といたしましては、平成２４年度と事業といたしましては、平成２４年度と事業といたしましては、平成２４年度と同同同同様様様様にににに労働労働労働労働安安安安全衛全衛全衛全衛生法に基づ生法に基づ生法に基づ生法に基づききききますますますます各各各各事事事事

業所健業所健業所健業所健診診診診など記など記など記など記載載載載の事業をの事業をの事業をの事業を推進推進推進推進することとしております。次の２することとしております。次の２することとしております。次の２することとしております。次の２．．．．ががががんんんんに関するに関するに関するに関する知識知識知識知識のののの普普普普

及啓発及啓発及啓発及啓発事業といたしましても、平成２４年度事業といたしましても、平成２４年度事業といたしましても、平成２４年度事業といたしましても、平成２４年度同同同同様様様様、、、、普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発事業の事業の事業の事業の推進推進推進推進など記など記など記など記載載載載の事業をの事業をの事業をの事業を

推進推進推進推進をいたします。また、３をいたします。また、３をいたします。また、３をいたします。また、３．．．．中中中中長長長長期期期期の経営安定の経営安定の経営安定の経営安定化化化化をををを目指目指目指目指しましてでございますが、しましてでございますが、しましてでございますが、しましてでございますが、検診検診検診検診

車車車車の更新といたしまして、の更新といたしまして、の更新といたしまして、の更新といたしまして、胸胸胸胸部・部・部・部・胃胃胃胃部部部部併併併併用検診車用検診車用検診車用検診車をををを初初初初めてめてめてめて導入導入導入導入をいたしますとともに、健をいたしますとともに、健をいたしますとともに、健をいたしますとともに、健

診診診診シシシシステステステステムムムムの更新といたしまして、健康の更新といたしまして、健康の更新といたしまして、健康の更新といたしまして、健康診診診診断断断断及び検及び検及び検及び検査査査査シシシシステステステステムムムムのののの全全全全面面面面的的的的な更新にな更新にな更新にな更新に取取取取り組り組り組り組んんんん

でまいります。でまいります。でまいります。でまいります。

４４４４ページページページページ、平成２５年度の、平成２５年度の、平成２５年度の、平成２５年度の収収収収支支支支予算（１）の経常予算（１）の経常予算（１）の経常予算（１）の経常収益収益収益収益の事業の事業の事業の事業収収収収入入入入といたしましては、事といたしましては、事といたしましては、事といたしましては、事

業所健業所健業所健業所健診診診診として３として３として３として３億億億億６６６６，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余など、経常など、経常など、経常など、経常収益収益収益収益合合合合計で、７計で、７計で、７計で、７億億億億１１１１，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余を計を計を計を計

上上上上いたしております。次にいたしております。次にいたしております。次にいたしております。次に、、、、（２）の経常費（２）の経常費（２）の経常費（２）の経常費用用用用のののの①①①①事業費といたしましては、事業費といたしましては、事業費といたしましては、事業費といたしましては、給与給与給与給与手当２手当２手当２手当２

億億億億１１１１，，，，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余のほか、５のほか、５のほか、５のほか、５ページページページページ、、、、②②②②の管理費といたしましての管理費といたしましての管理費といたしましての管理費といたしまして給与給与給与給与手当１手当１手当１手当１，，，，５００５００５００５００万万万万

円円円円ございます。このございます。このございます。このございます。この給与給与給与給与手当など、経常費手当など、経常費手当など、経常費手当など、経常費用用用用計７計７計７計７億億億億８８８８，，，，５００５００５００５００万円余万円余万円余万円余を計を計を計を計上上上上してございましてございましてございましてございま

す。当す。当す。当す。当期期期期経常経常経常経常増減額増減額増減額増減額といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、差差差差しししし引き引き引き引き３３３３，，，，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余のののの黒字黒字黒字黒字を見を見を見を見込込込込んんんんでいるでいるでいるでいる

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

奈良県健康づくり財団の経営状況につ奈良県健康づくり財団の経営状況につ奈良県健康づくり財団の経営状況につ奈良県健康づくり財団の経営状況につききききましてはましてはましてはましては以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

続き続き続き続きまして、地方自治法第１８０条第１項の規定によります専決処分の報告につまして、地方自治法第１８０条第１項の規定によります専決処分の報告につまして、地方自治法第１８０条第１項の規定によります専決処分の報告につまして、地方自治法第１８０条第１項の規定によります専決処分の報告につききききましましましまし

て、健康福祉部所管分についてて、健康福祉部所管分についてて、健康福祉部所管分についてて、健康福祉部所管分について説説説説明させていただ明させていただ明させていただ明させていただききききますますますます。。。。「「「「厚生委員会資料（計画・報厚生委員会資料（計画・報厚生委員会資料（計画・報厚生委員会資料（計画・報
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告告告告」」」」の１９の１９の１９の１９ページページページページをお願いいたします。これは地域社会における共生の実現に向けて新たをお願いいたします。これは地域社会における共生の実現に向けて新たをお願いいたします。これは地域社会における共生の実現に向けて新たをお願いいたします。これは地域社会における共生の実現に向けて新た

な障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例な障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例な障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例な障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例についてでございまして、当部関係といたしましては、地域社会におの整理に関する条例についてでございまして、当部関係といたしましては、地域社会におの整理に関する条例についてでございまして、当部関係といたしましては、地域社会におの整理に関する条例についてでございまして、当部関係といたしましては、地域社会にお

ける共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関するける共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関するける共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関するける共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する

法律というのが平成２４年６月２７日に報告がなされました。そして、障害者自法律というのが平成２４年６月２７日に報告がなされました。そして、障害者自法律というのが平成２４年６月２７日に報告がなされました。そして、障害者自法律というのが平成２４年６月２７日に報告がなされました。そして、障害者自立支立支立支立支援法援法援法援法

の名の名の名の名称称称称が平成２５年４月１日より障害者の日常生が平成２５年４月１日より障害者の日常生が平成２５年４月１日より障害者の日常生が平成２５年４月１日より障害者の日常生活及び活及び活及び活及び社会生社会生社会生社会生活活活活をををを総合的総合的総合的総合的にににに支支支支援するため援するため援するため援するため

の法律にの法律にの法律にの法律に改改改改正がなされました。これに伴いまして、健康福祉部が所管をいたします奈良県正がなされました。これに伴いまして、健康福祉部が所管をいたします奈良県正がなされました。これに伴いまして、健康福祉部が所管をいたします奈良県正がなされました。これに伴いまして、健康福祉部が所管をいたします奈良県

児児児児童童童童福祉施福祉施福祉施福祉施設設設設条例を条例を条例を条例を初初初初め１２の条例におめ１２の条例におめ１２の条例におめ１２の条例におききききまして、障害者自まして、障害者自まして、障害者自まして、障害者自立支立支立支立支援法、援法、援法、援法、同同同同法施行法施行法施行法施行令令令令、、、、同同同同法法法法

施行規則施行規則施行規則施行規則及び及び及び及び関係関係関係関係省令省令省令省令の条項をの条項をの条項をの条項を引用引用引用引用する条する条する条する条文文文文の名の名の名の名称称称称変更を行う必要があり、そのための整変更を行う必要があり、そのための整変更を行う必要があり、そのための整変更を行う必要があり、そのための整

備を行ったものでございます。備を行ったものでございます。備を行ったものでございます。備を行ったものでございます。

健康福祉部に関する議案の健康福祉部に関する議案の健康福祉部に関する議案の健康福祉部に関する議案の説説説説明については明については明については明については以上以上以上以上でございます。ご審議のほどよろしくおでございます。ご審議のほどよろしくおでございます。ご審議のほどよろしくおでございます。ご審議のほどよろしくお

願い願い願い願い申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。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、平成２５年６月定例県議会それでは、平成２５年６月定例県議会それでは、平成２５年６月定例県議会それでは、平成２５年６月定例県議会提提提提出議案のう出議案のう出議案のう出議案のうちちちち、こど、こど、こど、こど

も・女性局に係ります議案につも・女性局に係ります議案につも・女性局に係ります議案につも・女性局に係ります議案につききききましてごましてごましてごましてご説説説説明明明明申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

最初最初最初最初に、議第３９号、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）につに、議第３９号、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）につに、議第３９号、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）につに、議第３９号、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）につききききまして、まして、まして、まして、

「「「「平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概概概概要要要要」」」」７７７７ページページページページ、、、、減額減額減額減額補正、９ その他の職員補正、９ その他の職員補正、９ その他の職員補正、９ その他の職員

給与給与給与給与費でございます。費でございます。費でございます。費でございます。給与減額支給措置給与減額支給措置給与減額支給措置給与減額支給措置等に係ります職員等に係ります職員等に係ります職員等に係ります職員給与給与給与給与費の４９費の４９費の４９費の４９億円余億円余億円余億円余のののの減額減額減額減額のうのうのうのう

ちちちち、こども・女性局に関するものは３、こども・女性局に関するものは３、こども・女性局に関するものは３、こども・女性局に関するものは３，，，，４００４００４００４００万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

続き続き続き続きまして、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告につまして、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告につまして、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告につまして、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告につききききましてましてましてまして、、、、「「「「平成平成平成平成

２５年度一般会計補正予算案その他２５年度一般会計補正予算案その他２５年度一般会計補正予算案その他２５年度一般会計補正予算案その他」」」」８０８０８０８０ページページページページ、４の健康福祉費のう、４の健康福祉費のう、４の健康福祉費のう、４の健康福祉費のうちちちち４、こども・女４、こども・女４、こども・女４、こども・女

性費、保性費、保性費、保性費、保育育育育所整備費補所整備費補所整備費補所整備費補助助助助につにつにつにつききききましてでございますが、ましてでございますが、ましてでございますが、ましてでございますが、民間民間民間民間保保保保育育育育所の所の所の所の創創創創設設設設、、、、増設増設増設増設等に要す等に要す等に要す等に要す

る経費を市る経費を市る経費を市る経費を市町村町村町村町村にににに助助助助成するものでございますが、事業成するものでございますが、事業成するものでございますが、事業成するものでございますが、事業主体主体主体主体は市は市は市は市町村町村町村町村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、

事業事業事業事業主体主体主体主体のおくれによりまして記のおくれによりまして記のおくれによりまして記のおくれによりまして記載載載載のののの金額金額金額金額を繰り越したものでございます。を繰り越したものでございます。を繰り越したものでございます。を繰り越したものでございます。

以上以上以上以上がこども・女性局に係ります補正予算案のがこども・女性局に係ります補正予算案のがこども・女性局に係ります補正予算案のがこども・女性局に係ります補正予算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。

続き続き続き続きまして、財団法人奈良県交通遺児等援護会の業務報告につまして、財団法人奈良県交通遺児等援護会の業務報告につまして、財団法人奈良県交通遺児等援護会の業務報告につまして、財団法人奈良県交通遺児等援護会の業務報告につききききまして報告させていたまして報告させていたまして報告させていたまして報告させていた

だだだだききききますますますます。。。。「「「「平成２４年度業務報告書平成２４年度業務報告書平成２４年度業務報告書平成２４年度業務報告書」」」」１１１１ページページページページ、平成２４年度事業報告、事業、平成２４年度事業報告、事業、平成２４年度事業報告、事業、平成２４年度事業報告、事業概概概概要でご要でご要でご要でご

ざいますが、財団法人奈良県交通遺児等援護会は交通ざいますが、財団法人奈良県交通遺児等援護会は交通ざいますが、財団法人奈良県交通遺児等援護会は交通ざいますが、財団法人奈良県交通遺児等援護会は交通災災災災害または自害または自害または自害または自然然然然災災災災害により害により害により害により父父父父またはまたはまたはまたは

母母母母等を等を等を等を失失失失った１８った１８った１８った１８歳歳歳歳未未未未満満満満の児の児の児の児童童童童をををを激励激励激励激励する事業を実施いたしております。一つはする事業を実施いたしております。一つはする事業を実施いたしております。一つはする事業を実施いたしております。一つは激励激励激励激励金給金給金給金給

付事業でございますが、平成２４年度は付事業でございますが、平成２４年度は付事業でございますが、平成２４年度は付事業でございますが、平成２４年度は激励激励激励激励金金金金を６を６を６を６世帯世帯世帯世帯、１３人の交通遺児に１人当たり、１３人の交通遺児に１人当たり、１３人の交通遺児に１人当たり、１３人の交通遺児に１人当たり

１０１０１０１０万円万円万円万円、、、、合合合合計１３０計１３０計１３０計１３０万円万円万円万円をををを給給給給付いたしました。また、それとあ付いたしました。また、それとあ付いたしました。また、それとあ付いたしました。また、それとあわわわわせましてせましてせましてせまして図図図図書書書書券券券券を１人を１人を１人を１人
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当たり１当たり１当たり１当たり１万円万円万円万円分、分、分、分、合合合合計１３計１３計１３計１３万円万円万円万円をををを支給支給支給支給いたしました。次に（２）交通遺児いたしました。次に（２）交通遺児いたしました。次に（２）交通遺児いたしました。次に（２）交通遺児激励激励激励激励事業の実施事業の実施事業の実施事業の実施

でございます。奈良県交通でございます。奈良県交通でございます。奈良県交通でございます。奈良県交通災災災災害遺害遺害遺害遺族族族族会会会会及び及び及び及び自動自動自動自動車車車車事事事事故故故故対対対対策策策策機構機構機構機構との共との共との共との共催催催催で実施いたしておで実施いたしておで実施いたしておで実施いたしてお

りますりますりますります夏季夏季夏季夏季野野野野外外外外活活活活動に３０動に３０動に３０動に３０万円万円万円万円をををを負負負負担しております。また、奈良県交通担しております。また、奈良県交通担しております。また、奈良県交通担しております。また、奈良県交通災災災災害遺害遺害遺害遺族族族族会が会が会が会が主催主催主催主催

して実施しておりますして実施しておりますして実施しておりますして実施しておりますクリスマスパーテクリスマスパーテクリスマスパーテクリスマスパーティィィィーーーーに３０に３０に３０に３０万円万円万円万円を補を補を補を補助助助助いたしております。さらにいたしております。さらにいたしております。さらにいたしております。さらに

奈良県交通奈良県交通奈良県交通奈良県交通災災災災害遺害遺害遺害遺族族族族会会会会並並並並びびびびに自動に自動に自動に自動車車車車事事事事故故故故対対対対策策策策機構機構機構機構との共との共との共との共催催催催で交通遺児で交通遺児で交通遺児で交通遺児家庭家庭家庭家庭保護者交保護者交保護者交保護者交流流流流会を会を会を会を

実施し、１実施し、１実施し、１実施し、１万万万万３３３３，，，，００００００００００００円余円余円余円余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。

２２２２ページページページページ、、、、（３）の（３）の（３）の（３）の寄寄寄寄附金附金附金附金でございますが、平成２４年度は９でございますが、平成２４年度は９でございますが、平成２４年度は９でございますが、平成２４年度は９件件件件、１３１、１３１、１３１、１３１万万万万６６６６，，，，１１９１１９１１９１１９

円円円円のののの寄寄寄寄附附附附をいただをいただをいただをいただききききました。ました。ました。ました。図図図図書書書書券券券券につにつにつにつききききましては、次ましては、次ましては、次ましては、次期期期期へへへへの繰り越しが５の繰り越しが５の繰り越しが５の繰り越しが５，，，，２９４２９４２９４２９４枚枚枚枚でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

次に、３次に、３次に、３次に、３ページページページページ、財務、財務、財務、財務諸諸諸諸表表表表についてでございます。平成２５年３月３１日現についてでございます。平成２５年３月３１日現についてでございます。平成２５年３月３１日現についてでございます。平成２５年３月３１日現在在在在の財の財の財の財産産産産目目目目

録録録録でございます。でございます。でございます。でございます。流流流流動資動資動資動資産産産産２２２２，，，，３１９３１９３１９３１９万万万万４４４４，，，，４９３４９３４９３４９３円円円円、、、、固固固固定資定資定資定資産産産産が１が１が１が１億億億億１１１１，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円、、、、

合合合合計が１計が１計が１計が１億億億億３３３３，，，，５１９５１９５１９５１９万万万万４４４４，，，，４９３４９３４９３４９３円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。

４４４４ページページページページ、資、資、資、資産産産産の部でございます。の部でございます。の部でございます。の部でございます。流流流流動資動資動資動資産産産産２２２２，，，，３１９３１９３１９３１９万万万万４４４４，，，，４９３４９３４９３４９３円円円円、、、、固固固固定資定資定資定資産産産産が１が１が１が１

億億億億１１１１，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円、、、、合合合合計１計１計１計１億億億億３３３３，，，，５１９５１９５１９５１９万万万万４４４４，，，，４９３４９３４９３４９３円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。負債負債負債負債の部でございの部でございの部でございの部でござい

ますが、ますが、ますが、ますが、負債負債負債負債はございませはございませはございませはございませんんんん。正。正。正。正味味味味財財財財産産産産の部でございますが、の部でございますが、の部でございますが、の部でございますが、前期前期前期前期繰越正繰越正繰越正繰越正味味味味財財財財産産産産額額額額といたといたといたといた

しまして１しまして１しまして１しまして１億億億億３３３３，，，，４３９４３９４３９４３９万万万万６６６６，，，，１１８１１８１１８１１８円円円円、当、当、当、当期期期期正正正正味味味味財財財財産産産産増増増増加加加加額額額額といたしまして７９といたしまして７９といたしまして７９といたしまして７９万万万万８８８８，，，，

３７５３７５３７５３７５円円円円、、、、合合合合計１計１計１計１億億億億３３３３，，，，５１９５１９５１９５１９万万万万４４４４，，，，４９３４９３４９３４９３円円円円となっております。となっております。となっております。となっております。

次に、５次に、５次に、５次に、５ページページページページ、、、、収収収収支支支支計算書でございます。まず計算書でございます。まず計算書でございます。まず計算書でございます。まず収収収収入入入入の部、基本財の部、基本財の部、基本財の部、基本財産産産産、、、、利息収利息収利息収利息収入入入入、、、、受取受取受取受取

利息収利息収利息収利息収入入入入、、、、寄寄寄寄附金附金附金附金収収収収入入入入でででで合合合合計２９０計２９０計２９０計２９０万万万万２２２２，，，，１４２１４２１４２１４２円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。

次に、６次に、６次に、６次に、６ページページページページ、、、、収収収収支支支支計算書の計算書の計算書の計算書の支支支支出の部でございますが、出の部でございますが、出の部でございますが、出の部でございますが、激励激励激励激励金支金支金支金支出、出、出、出、図図図図書書書書券券券券支支支支出、出、出、出、負負負負

担担担担金支金支金支金支出、事務費として出、事務費として出、事務費として出、事務費として合合合合計２１０計２１０計２１０計２１０万万万万３３３３，，，，７６７７６７７６７７６７円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。収収収収支差額支差額支差額支差額の７９の７９の７９の７９万万万万８８８８，，，，

３７５３７５３７５３７５円円円円につにつにつにつききききましては、繰り越しをさせていただいております。ましては、繰り越しをさせていただいております。ましては、繰り越しをさせていただいております。ましては、繰り越しをさせていただいております。

平成２４年度の業務報告の平成２４年度の業務報告の平成２４年度の業務報告の平成２４年度の業務報告の説説説説明は明は明は明は以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

なお、当なお、当なお、当なお、当該該該該法人は法人は法人は法人は公公公公益益益益法人法人法人法人改革改革改革改革に伴いに伴いに伴いに伴い検討検討検討検討を行いましたを行いましたを行いましたを行いました結果結果結果結果、平成２５年３月３１日に、平成２５年３月３１日に、平成２５年３月３１日に、平成２５年３月３１日に

解散解散解散解散し、現し、現し、現し、現在清在清在清在清算手算手算手算手続続続続を行っているところでございます。事業は社会福祉法人奈良県社会を行っているところでございます。事業は社会福祉法人奈良県社会を行っているところでございます。事業は社会福祉法人奈良県社会を行っているところでございます。事業は社会福祉法人奈良県社会

福祉福祉福祉福祉協協協協議会に議会に議会に議会に移移移移管し、管し、管し、管し、継継継継続続続続実施しております。実施しております。実施しております。実施しております。

以上以上以上以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。でございます。よろしくご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 続き続き続き続きまして、医療政策部所管の平成２５年６月議会まして、医療政策部所管の平成２５年６月議会まして、医療政策部所管の平成２５年６月議会まして、医療政策部所管の平成２５年６月議会提提提提出議案につい出議案につい出議案につい出議案につい

てごてごてごてご説説説説明をいたします。明をいたします。明をいたします。明をいたします。

まず、議第３９号、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）についてでございまず、議第３９号、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）についてでございまず、議第３９号、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）についてでございまず、議第３９号、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）についてでござい
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ますますますます。。。。「「「「平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概概概概要要要要」」」」４４４４ページページページページ、３ 医療の充実に奈良、３ 医療の充実に奈良、３ 医療の充実に奈良、３ 医療の充実に奈良

県医療施県医療施県医療施県医療施設設設設耐震耐震耐震耐震化促進化促進化促進化促進基基基基金積立金金積立金金積立金金積立金、補正、補正、補正、補正額額額額９９９９億億億億６６６６，，，，００４００４００４００４万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。

ここここちちちちらはらはらはらは国国国国の平成２４年度補正予算をの平成２４年度補正予算をの平成２４年度補正予算をの平成２４年度補正予算を活用活用活用活用した二次した二次した二次した二次救急救急救急救急医療医療医療医療機機機機関の関の関の関の耐震耐震耐震耐震化化化化をををを促進促進促進促進するためするためするためするため

の基の基の基の基金金金金のののの積み増積み増積み増積み増しでございます。しでございます。しでございます。しでございます。対対対対象象象象の病院は、の病院は、の病院は、の病院は、済済済済生会生会生会生会御御御御所病院ほかを予定しております。所病院ほかを予定しております。所病院ほかを予定しております。所病院ほかを予定しております。

続き続き続き続きまして、医療施まして、医療施まして、医療施まして、医療施設設設設耐震耐震耐震耐震化促進化促進化促進化促進事業、補正事業、補正事業、補正事業、補正額額額額３３３３億億億億５５５５，，，，６６６６６６６６６６６６万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円でございまでございまでございまでございま

す。これは今す。これは今す。これは今す。これは今申申申申しししし上げ上げ上げ上げたたたた対対対対象象象象病院に病院に病院に病院に対対対対し奈良県医療施し奈良県医療施し奈良県医療施し奈良県医療施設設設設耐震耐震耐震耐震化促進化促進化促進化促進基基基基金積立金金積立金金積立金金積立金から必要なから必要なから必要なから必要な

経費を補経費を補経費を補経費を補助助助助するものであります。するものであります。するものであります。するものであります。

続き続き続き続きまして７まして７まして７まして７ページページページページ、９ その他の職員、９ その他の職員、９ その他の職員、９ その他の職員給与給与給与給与費の費の費の費の給与減額支給措置給与減額支給措置給与減額支給措置給与減額支給措置等に係る職員等に係る職員等に係る職員等に係る職員給与給与給与給与費費費費

４９４９４９４９億円余億円余億円余億円余りのりのりのりの減額減額減額減額のうのうのうのうちちちち、医療政策部に関するものは９、医療政策部に関するものは９、医療政策部に関するものは９、医療政策部に関するものは９，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余となっておりまとなっておりまとなっておりまとなっておりま

す。なお、す。なお、す。なお、す。なお、同同同同様様様様のののの措置措置措置措置により病院事業費特別会計により病院事業費特別会計により病院事業費特別会計により病院事業費特別会計へへへへの補の補の補の補助金助金助金助金を１を１を１を１億億億億９９９９，，，，８３２８３２８３２８３２万万万万７７７７，，，，００００００００

００００円減額円減額円減額円減額しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

続き続き続き続きまして、次の１０まして、次の１０まして、次の１０まして、次の１０ページページページページ、議第４４号、平成２５年度奈良県病院事業費特別会計補、議第４４号、平成２５年度奈良県病院事業費特別会計補、議第４４号、平成２５年度奈良県病院事業費特別会計補、議第４４号、平成２５年度奈良県病院事業費特別会計補

正予算（第１号）についてでございますが、ただいま正予算（第１号）についてでございますが、ただいま正予算（第１号）についてでございますが、ただいま正予算（第１号）についてでございますが、ただいま申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたとおり、病院事業費ましたとおり、病院事業費ましたとおり、病院事業費ましたとおり、病院事業費

特別会計の職員特別会計の職員特別会計の職員特別会計の職員給与給与給与給与費を１費を１費を１費を１億億億億９９９９，，，，８３２８３２８３２８３２万万万万７７７７，，，，００００００００００００円減額円減額円減額円減額しております。しております。しております。しております。

続き続き続き続きまして、報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてでまして、報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてでまして、報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてでまして、報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで

ございますございますございますございます。。。。「「「「平成２５年度一般会計・特別会計補正予算その他平成２５年度一般会計・特別会計補正予算その他平成２５年度一般会計・特別会計補正予算その他平成２５年度一般会計・特別会計補正予算その他」」」」の８０の８０の８０の８０ページページページページ、平成２、平成２、平成２、平成２

４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書でございます。このう４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書でございます。このう４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書でございます。このう４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書でございます。このうちちちち医療政策部所管医療政策部所管医療政策部所管医療政策部所管

の事業が２の事業が２の事業が２の事業が２件件件件ございます。５ 医療政策費の１つございます。５ 医療政策費の１つございます。５ 医療政策費の１つございます。５ 医療政策費の１つ目目目目でございますけれども、医療でございますけれども、医療でございますけれども、医療でございますけれども、医療提提提提供供供供体制体制体制体制

設設設設備整備事業にお備整備事業にお備整備事業にお備整備事業におききききまして５まして５まして５まして５，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円を平成２５年度に繰り越しいたしました。これを平成２５年度に繰り越しいたしました。これを平成２５年度に繰り越しいたしました。これを平成２５年度に繰り越しいたしました。これ

はははは国国国国の平成２４年度補正予算をの平成２４年度補正予算をの平成２４年度補正予算をの平成２４年度補正予算を活用活用活用活用した医療した医療した医療した医療提提提提供供供供体制体制体制体制を充実するための医療を充実するための医療を充実するための医療を充実するための医療機機機機器器器器等の整備等の整備等の整備等の整備

を行うためのもので、を行うためのもので、を行うためのもので、を行うためのもので、国国国国の予算が繰り越しとなりまして、交付決定が平成２５年度となるの予算が繰り越しとなりまして、交付決定が平成２５年度となるの予算が繰り越しとなりまして、交付決定が平成２５年度となるの予算が繰り越しとなりまして、交付決定が平成２５年度となる

ため繰り越したものであります。ため繰り越したものであります。ため繰り越したものであります。ため繰り越したものであります。対対対対象象象象の病院はの病院はの病院はの病院は済済済済生会奈良病院ほかを予定しております。生会奈良病院ほかを予定しております。生会奈良病院ほかを予定しております。生会奈良病院ほかを予定しております。

２つ２つ２つ２つ目目目目でございますけれども、こでございますけれども、こでございますけれども、こでございますけれども、こちちちちらはらはらはらは大大大大和和和和トトトトウキ栽培ウキ栽培ウキ栽培ウキ栽培普及促進普及促進普及促進普及促進事業において５事業において５事業において５事業において５，，，，００００００００００００

万円万円万円万円を平成２５年度に繰り越しいたしました。こを平成２５年度に繰り越しいたしました。こを平成２５年度に繰り越しいたしました。こを平成２５年度に繰り越しいたしました。こちちちちらはらはらはらは国国国国の平成２４年度補正予算であるの平成２４年度補正予算であるの平成２４年度補正予算であるの平成２４年度補正予算である

地域経地域経地域経地域経済循環創済循環創済循環創済循環創造事業交付造事業交付造事業交付造事業交付金金金金をををを活用活用活用活用したしたしたした薬薬薬薬用作用作用作用作物物物物のののの栽培栽培栽培栽培からからからから流流流流通通通通体制体制体制体制に関して新たなに関して新たなに関して新たなに関して新たなビビビビジジジジ

ネネネネススススモモモモデルデルデルデルとしての県としての県としての県としての県内内内内のののの農農農農業法人が業法人が業法人が業法人が製薬製薬製薬製薬生生生生産産産産の６次の６次の６次の６次産産産産業業業業化化化化をををを目指目指目指目指すすすす取取取取り組り組り組り組みみみみをををを支支支支援する援する援する援する

ためのもので、ためのもので、ためのもので、ためのもので、国国国国の予算が繰り越しとなりまして、交付決定が平成２５年度となるため繰の予算が繰り越しとなりまして、交付決定が平成２５年度となるため繰の予算が繰り越しとなりまして、交付決定が平成２５年度となるため繰の予算が繰り越しとなりまして、交付決定が平成２５年度となるため繰

り越したものであります。り越したものであります。り越したものであります。り越したものであります。具具具具体的体的体的体的には、には、には、には、大大大大和和和和トトトトウキウキウキウキのののの種種種種苗苗苗苗生生生生産産産産のためののためののためののための設設設設備、備、備、備、集集集集荷荷荷荷・・・・加工加工加工加工

場場場場並並並並びびびびにににに低温低温低温低温・・・・低湿倉庫低湿倉庫低湿倉庫低湿倉庫を整備し、を整備し、を整備し、を整備し、薬薬薬薬局局局局やややや製薬製薬製薬製薬企企企企業に業に業に業に対対対対して良して良して良して良質質質質なななな製薬製薬製薬製薬の安定の安定の安定の安定供供供供給給給給のののの拡拡拡拡大大大大

をををを目指目指目指目指すものであります。すものであります。すものであります。すものであります。
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続き続き続き続きまして、報第２１号、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告をまして、報第２１号、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告をまして、報第２１号、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告をまして、報第２１号、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告を

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きききますますますます。。。。「「「「平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概概概概要要要要」」」」の１の１の１の１ページページページページ、事業、事業、事業、事業

概概概概要に医療の充実とございます。平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）要に医療の充実とございます。平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）要に医療の充実とございます。平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）要に医療の充実とございます。平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）風疹ワ風疹ワ風疹ワ風疹ワ

ククククチチチチン接種ン接種ン接種ン接種に係るに係るに係るに係る緊急緊急緊急緊急補補補補助助助助事業でございます。平成２５年は２０事業でございます。平成２５年は２０事業でございます。平成２５年は２０事業でございます。平成２５年は２０歳歳歳歳代から４０代から４０代から４０代から４０歳歳歳歳代の成人代の成人代の成人代の成人

をををを中中中中心心心心にににに風疹風疹風疹風疹がががが流流流流行しておりまして、平成２５年６月２５日の時行しておりまして、平成２５年６月２５日の時行しておりまして、平成２５年６月２５日の時行しておりまして、平成２５年６月２５日の時点点点点においてにおいてにおいてにおいて患患患患者者者者数数数数がががが昨昨昨昨年年年年

１年１年１年１年間間間間の８の８の８の８．．．．５５５５倍倍倍倍強強強強にににに達達達達しているところであります。しているところであります。しているところであります。しているところであります。風疹風疹風疹風疹につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、妊娠妊娠妊娠妊娠初期初期初期初期にににに感感感感

染染染染いたしますといたしますといたしますといたしますと白白白白内内内内障、障、障、障、難聴難聴難聴難聴、、、、心疾患心疾患心疾患心疾患などのなどのなどのなどの先先先先天天天天性性性性風疹症候群風疹症候群風疹症候群風疹症候群のののの乳乳乳乳児が出生する児が出生する児が出生する児が出生する可能可能可能可能性が性が性が性が

高くなります。高くなります。高くなります。高くなります。効果的効果的効果的効果的な予な予な予な予防防防防方法は方法は方法は方法はワワワワククククチチチチン接種ン接種ン接種ン接種となっており、例年となっており、例年となっており、例年となっており、例年春春春春からからからから夏夏夏夏にににに流流流流行の行の行の行のピピピピ

ークークークークとなっております。今後のとなっております。今後のとなっております。今後のとなっております。今後の感染拡感染拡感染拡感染拡大大大大をををを阻止阻止阻止阻止し、県し、県し、県し、県民民民民の健康をの健康をの健康をの健康を守守守守るため、市るため、市るため、市るため、市町村町村町村町村を通じを通じを通じを通じ

た予た予た予た予防接種防接種防接種防接種のののの早早早早期期期期実施が必要であると実施が必要であると実施が必要であると実施が必要であると判断判断判断判断いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、緊急緊急緊急緊急措置措置措置措置としてとしてとしてとして知知知知事の専決処分事の専決処分事の専決処分事の専決処分

を行っていただいたものでございます。を行っていただいたものでございます。を行っていただいたものでございます。を行っていただいたものでございます。

続続続続いて、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告をさせいて、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告をさせいて、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告をさせいて、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告をさせ

ていただていただていただていただききききますますますます。。。。「「「「厚生委員会資料（計画・報告厚生委員会資料（計画・報告厚生委員会資料（計画・報告厚生委員会資料（計画・報告））））」」」」１９１９１９１９ページページページページ、地域社会における共生の、地域社会における共生の、地域社会における共生の、地域社会における共生の

実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例についてでございます。こ行に伴う関係条例の整理に関する条例についてでございます。こ行に伴う関係条例の整理に関する条例についてでございます。こ行に伴う関係条例の整理に関する条例についてでございます。こちちちちらは地域社会におけるらは地域社会におけるらは地域社会におけるらは地域社会における

共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律

が平成２４年６月２７日にが平成２４年６月２７日にが平成２４年６月２７日にが平成２４年６月２７日に公公公公布布布布されまして、障害者自されまして、障害者自されまして、障害者自されまして、障害者自立支立支立支立支援法という名援法という名援法という名援法という名称称称称が平成２５年４が平成２５年４が平成２５年４が平成２５年４

月１日より障害者の日常生月１日より障害者の日常生月１日より障害者の日常生月１日より障害者の日常生活及び活及び活及び活及び社会生社会生社会生社会生活活活活をををを総合的総合的総合的総合的にににに支支支支援するための法律に援するための法律に援するための法律に援するための法律に改改改改正されたも正されたも正されたも正されたも

のであります。このことに伴いまして、医療政策部の所管する奈良県のであります。このことに伴いまして、医療政策部の所管する奈良県のであります。このことに伴いまして、医療政策部の所管する奈良県のであります。このことに伴いまして、医療政策部の所管する奈良県精神精神精神精神保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉セセセセンタンタンタンタ

ーーーー条例を条例を条例を条例を引用引用引用引用する当する当する当する当該該該該法律名法律名法律名法律名称称称称の変更を行うものでございます。の変更を行うものでございます。の変更を行うものでございます。の変更を行うものでございます。

医療政策部所管の医療政策部所管の医療政策部所管の医療政策部所管の提提提提出議案は出議案は出議案は出議案は以上以上以上以上となります。どうぞよろしくご審議のほどお願いいたとなります。どうぞよろしくご審議のほどお願いいたとなります。どうぞよろしくご審議のほどお願いいたとなります。どうぞよろしくご審議のほどお願いいた

します。します。します。します。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 ただいまのただいまのただいまのただいまの説説説説明について、明について、明について、明について、質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。

なお、その他の事項については後ほどなお、その他の事項については後ほどなお、その他の事項については後ほどなお、その他の事項については後ほど質質質質疑疑疑疑を行いますので、ご了承願います。を行いますので、ご了承願います。を行いますので、ご了承願います。を行いますので、ご了承願います。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 風疹ワ風疹ワ風疹ワ風疹ワククククチチチチンンンンのののの件件件件ですけれど、これは市ですけれど、これは市ですけれど、これは市ですけれど、これは市町村町村町村町村がががが助助助助成するところだけ県が成するところだけ県が成するところだけ県が成するところだけ県が助助助助成成成成

することになるのだろうとすることになるのだろうとすることになるのだろうとすることになるのだろうと思思思思いますけれど、市いますけれど、市いますけれど、市いますけれど、市町村町村町村町村のののの数数数数をををを聞聞聞聞かせてほしい。でかせてほしい。でかせてほしい。でかせてほしい。でききききれれれればばばば市市市市町町町町

村村村村ががががややややらなくても県だけでも補らなくても県だけでも補らなくても県だけでも補らなくても県だけでも補助助助助するというようなするというようなするというようなするというような仕仕仕仕組組組組みみみみはははは絶絶絶絶対対対対ででででききききないのか、法ないのか、法ないのか、法ないのか、法的的的的になになになにな

ど、いろいろなど、いろいろなど、いろいろなど、いろいろな面面面面もももも含含含含めて、めて、めて、めて、聞聞聞聞かせてください。でかせてください。でかせてください。でかせてください。でききききたら市たら市たら市たら市町村町村町村町村は財政事は財政事は財政事は財政事情情情情があってがあってがあってがあって助助助助成成成成

ででででききききないけれども県だけでもないけれども県だけでもないけれども県だけでもないけれども県だけでもややややるというようなことにならないのか、るというようなことにならないのか、るというようなことにならないのか、るというようなことにならないのか、聞聞聞聞かせてください。かせてください。かせてください。かせてください。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 梶川委員からの梶川委員からの梶川委員からの梶川委員からの風疹風疹風疹風疹の予の予の予の予防接種防接種防接種防接種についてごについてごについてごについてご質問質問質問質問でございます。でございます。でございます。でございます。
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今、医療政策部長から今、医療政策部長から今、医療政策部長から今、医療政策部長から説説説説明がありましたように、専決処分ということで、平成２５年５明がありましたように、専決処分ということで、平成２５年５明がありましたように、専決処分ということで、平成２５年５明がありましたように、専決処分ということで、平成２５年５

月３１日に専決処分をさせていただ月３１日に専決処分をさせていただ月３１日に専決処分をさせていただ月３１日に専決処分をさせていただきききき、す、す、す、すぐぐぐぐ各各各各市市市市町村町村町村町村にににに連連連連絡絡絡絡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ききき、、、、制制制制度度度度創創創創設設設設のののの

働き働き働き働きかけを行ったところでございます。そしてまた、平成２５年６月１４日にはかけを行ったところでございます。そしてまた、平成２５年６月１４日にはかけを行ったところでございます。そしてまた、平成２５年６月１４日にはかけを行ったところでございます。そしてまた、平成２５年６月１４日には全全全全市市市市町村町村町村町村

をををを集集集集めましてめましてめましてめまして説説説説明会も行明会も行明会も行明会も行わわわわせていただせていただせていただせていただきききき、市、市、市、市町村町村町村町村にににに対対対対しましてしましてしましてしましてワワワワククククチチチチン接種ン接種ン接種ン接種にににに対対対対しますしますしますします助助助助

成について成について成について成について積極的積極的積極的積極的なななな検討検討検討検討をお願いしたところでございます。そのをお願いしたところでございます。そのをお願いしたところでございます。そのをお願いしたところでございます。その結果結果結果結果、県、県、県、県内内内内すすすすべべべべての市ての市ての市ての市町町町町

村村村村においてにおいてにおいてにおいて助助助助成を実施していただくということになっております。成を実施していただくということになっております。成を実施していただくということになっております。成を実施していただくということになっております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 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。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 はい。はい。はい。はい。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 ほかにございませほかにございませほかにございませほかにございませんんんんか。か。か。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）

ほかになけれほかになけれほかになけれほかになければばばば、これをも、これをも、これをも、これをもちちちちまして付まして付まして付まして付託託託託議案についての議案についての議案についての議案についての質質質質疑疑疑疑をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

続続続続いて、付いて、付いて、付いて、付託託託託議案について委員の議案について委員の議案について委員の議案について委員の意意意意見を求めます。ご見を求めます。ご見を求めます。ご見を求めます。ご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 自自自自民民民民党党党党はすはすはすはすべべべべての議案にての議案にての議案にての議案に賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 日本共日本共日本共日本共産党産党産党産党は、第３９号と第４４号、職員のは、第３９号と第４４号、職員のは、第３９号と第４４号、職員のは、第３９号と第４４号、職員の減額措置減額措置減額措置減額措置がががが含含含含まれておりますのまれておりますのまれておりますのまれておりますの

で、この２議案にはで、この２議案にはで、この２議案にはで、この２議案には反反反反対対対対です。です。です。です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 なら元なら元なら元なら元気気気気クラブクラブクラブクラブはははは全全全全部部部部賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 すすすすべべべべての付ての付ての付ての付託託託託議案に議案に議案に議案に公公公公明明明明党党党党は、は、は、は、賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。

○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長 賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 ただいまより、付ただいまより、付ただいまより、付ただいまより、付託託託託をををを受受受受けましたけましたけましたけました各各各各議案について議案について議案について議案について採採採採決を行います。決を行います。決を行います。決を行います。

まず、議第３９号まず、議第３９号まず、議第３９号まず、議第３９号中中中中、当委員会所管分、議第４４号については、小林委員より、当委員会所管分、議第４４号については、小林委員より、当委員会所管分、議第４４号については、小林委員より、当委員会所管分、議第４４号については、小林委員より反反反反対対対対のののの意意意意

見がありましたので、見がありましたので、見がありましたので、見がありましたので、起起起起立立立立によりによりによりにより採採採採決を行いたいと決を行いたいと決を行いたいと決を行いたいと思思思思います。います。います。います。

議第３９号議第３９号議第３９号議第３９号中中中中、当委員会所管分、議第４４号を、当委員会所管分、議第４４号を、当委員会所管分、議第４４号を、当委員会所管分、議第４４号を原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可可可可決することに決することに決することに決することに賛賛賛賛成、成、成、成、起起起起立立立立をををを

お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立立立立））））

ごごごご着着着着席願います。席願います。席願います。席願います。

起起起起立立立立多多多多数数数数であります。であります。であります。であります。

よって、議第３９号よって、議第３９号よって、議第３９号よって、議第３９号中中中中、当委員会所管分、議第４４号は、、当委員会所管分、議第４４号は、、当委員会所管分、議第４４号は、、当委員会所管分、議第４４号は、原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可可可可決することに決決することに決決することに決決することに決

しました。しました。しました。しました。
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次に、ただいま次に、ただいま次に、ただいま次に、ただいま可可可可決されました議案を決されました議案を決されました議案を決されました議案を除除除除くくくく残残残残余余余余の議案については、一の議案については、一の議案については、一の議案については、一括括括括してしてしてして簡易採簡易採簡易採簡易採決に決に決に決に

より行いたいとより行いたいとより行いたいとより行いたいと思思思思いますが、ご異議ありませいますが、ご異議ありませいますが、ご異議ありませいますが、ご異議ありませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「異議なし異議なし異議なし異議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

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

議第６０号、報第２１号議第６０号、報第２１号議第６０号、報第２１号議第６０号、報第２１号中中中中、当委員会所管分については、、当委員会所管分については、、当委員会所管分については、、当委員会所管分については、原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可可可可決または承決または承決または承決または承認認認認すすすす

ることにご異議ありませることにご異議ありませることにご異議ありませることにご異議ありませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「異議なし異議なし異議なし異議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ご異議がないものとご異議がないものとご異議がないものとご異議がないものと認認認認めます。よって、議第６０号、報第２１号めます。よって、議第６０号、報第２１号めます。よって、議第６０号、報第２１号めます。よって、議第６０号、報第２１号中中中中、当委員会所管分は、、当委員会所管分は、、当委員会所管分は、、当委員会所管分は、

原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可可可可決または承決または承決または承決または承認認認認することに決しました。することに決しました。することに決しました。することに決しました。

次に、報告案次に、報告案次に、報告案次に、報告案件件件件についてであります。についてであります。についてであります。についてであります。

報第１号報第１号報第１号報第１号中中中中、当委員会所管分、報第５号、報第６号、報第２２号、当委員会所管分、報第５号、報第６号、報第２２号、当委員会所管分、報第５号、報第６号、報第２２号、当委員会所管分、報第５号、報第６号、報第２２号中中中中、当委員会所管分に、当委員会所管分に、当委員会所管分に、当委員会所管分に

ついては、ついては、ついては、ついては、先先先先ほどのほどのほどのほどの説説説説明をもって理事者より明をもって理事者より明をもって理事者より明をもって理事者より詳細詳細詳細詳細な報告をな報告をな報告をな報告を受受受受けたこととさせていただけたこととさせていただけたこととさせていただけたこととさせていただききききまままま

すので、ご了承願います。すので、ご了承願います。すので、ご了承願います。すので、ご了承願います。

これをもこれをもこれをもこれをもちちちちまして付まして付まして付まして付託託託託議案の審査を議案の審査を議案の審査を議案の審査を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

次に、その他の事項に次に、その他の事項に次に、その他の事項に次に、その他の事項に入入入入りますが、さりますが、さりますが、さりますが、さききききの定例会のの定例会のの定例会のの定例会の趣趣趣趣旨旨旨旨採択採択採択採択されたされたされたされた請請請請願第７号、人願第７号、人願第７号、人願第７号、人工透工透工透工透

析患析患析患析患者通院交通費者通院交通費者通院交通費者通院交通費助助助助成に関する成に関する成に関する成に関する請請請請願書の処理状況と願書の処理状況と願書の処理状況と願書の処理状況と結果結果結果結果についてがについてがについてがについてが提提提提出されていますので、出されていますので、出されていますので、出されていますので、

ご了承願います。ご了承願います。ご了承願います。ご了承願います。

続続続続いて、健康福祉部長からいて、健康福祉部長からいて、健康福祉部長からいて、健康福祉部長から紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興の現状との現状との現状との現状と取取取取り組り組り組り組みみみみ外外外外２２２２件件件件、医療政、医療政、医療政、医療政

策部長から平成２４年度策部長から平成２４年度策部長から平成２４年度策部長から平成２４年度国国国国補正予算に伴う地域医療補正予算に伴う地域医療補正予算に伴う地域医療補正予算に伴う地域医療再再再再生計画案について生計画案について生計画案について生計画案について外外外外２２２２件件件件について報について報について報について報

告を行いたいとの告を行いたいとの告を行いたいとの告を行いたいとの申申申申し出がありましたので、健康福祉部長、医療政策部長の順に報告を願し出がありましたので、健康福祉部長、医療政策部長の順に報告を願し出がありましたので、健康福祉部長、医療政策部長の順に報告を願し出がありましたので、健康福祉部長、医療政策部長の順に報告を願

います。います。います。います。

○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長 それでは、議案それでは、議案それでは、議案それでは、議案外外外外の事項につの事項につの事項につの事項につききききましてご報告をましてご報告をましてご報告をましてご報告を申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

まず、まず、まず、まず、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害の水害の水害の水害の復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興の現状との現状との現状との現状と取取取取り組り組り組り組みみみみにつにつにつにつききききましてごましてごましてごましてご説説説説明を明を明を明を申申申申しししし上げ上げ上げ上げまままま

す。資料はす。資料はす。資料はす。資料は「「「「紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興の現状との現状との現状との現状と取取取取組組組組」」」」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。

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害から１年９水害から１年９水害から１年９水害から１年９カカカカ月が経月が経月が経月が経過過過過をいたしました。そこで、現をいたしました。そこで、現をいたしました。そこで、現をいたしました。そこで、現在在在在のののの復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興の状の状の状の状

況につ況につ況につ況につききききましてましてましてまして取取取取りまとめを行いました。りまとめを行いました。りまとめを行いました。りまとめを行いました。

まず５まず５まず５まず５ページページページページ、、、、避難避難避難避難者の状況についてでございます。者の状況についてでございます。者の状況についてでございます。者の状況についてでございます。避難避難避難避難者者者者数数数数は、平成２５年５月３１は、平成２５年５月３１は、平成２５年５月３１は、平成２５年５月３１

日現日現日現日現在在在在で９９で９９で９９で９９世帯世帯世帯世帯、２０７人となってございます。、２０７人となってございます。、２０７人となってございます。、２０７人となってございます。前回前回前回前回報告させていただ報告させていただ報告させていただ報告させていただききききました平成２ました平成２ました平成２ました平成２

５年２月１日現５年２月１日現５年２月１日現５年２月１日現在在在在より２０より２０より２０より２０世帯世帯世帯世帯、４６名の、４６名の、４６名の、４６名の減減減減少少少少となっております。となっております。となっております。となっております。

次に、３８次に、３８次に、３８次に、３８ページページページページ、、、、重点テーマ重点テーマ重点テーマ重点テーマのののの取取取取組状況のう組状況のう組状況のう組状況のうちちちち福祉の充実についてでございます。福福祉の充実についてでございます。福福祉の充実についてでございます。福福祉の充実についてでございます。福
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祉の充実といたしまして、祉の充実といたしまして、祉の充実といたしまして、祉の充実といたしまして、山間山間山間山間地における地域地における地域地における地域地における地域包括ケア包括ケア包括ケア包括ケアの実現に向けまして、その方策のの実現に向けまして、その方策のの実現に向けまして、その方策のの実現に向けまして、その方策の

検討検討検討検討、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔地地地地区区区区、また、また、また、また十十十十津津津津川川川川村村村村においてにおいてにおいてにおいてモモモモデルデルデルデル事業を実施いたします。事業を実施いたします。事業を実施いたします。事業を実施いたします。

そして、その成そして、その成そして、その成そして、その成果果果果を他の地域にを他の地域にを他の地域にを他の地域に普及普及普及普及させることをさせることをさせることをさせることを目指目指目指目指して実施しているところでございまして実施しているところでございまして実施しているところでございまして実施しているところでございま

す。す。す。す。

平成２５年度の平成２５年度の平成２５年度の平成２５年度の取取取取り組り組り組り組みみみみといたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町町町町ではおおとう元ではおおとう元ではおおとう元ではおおとう元気気気気会議、また会議、また会議、また会議、また

十十十十津津津津川川川川村村村村ではではではでは活力活力活力活力とととと魅魅魅魅力力力力ああああふふふふれるれるれるれる村村村村づくりづくりづくりづくり推進推進推進推進委員会の開委員会の開委員会の開委員会の開催催催催によりまして高によりまして高によりまして高によりまして高齢齢齢齢者が地域で者が地域で者が地域で者が地域で

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取取取取り組り組り組り組みみみみをををを継継継継続続続続していくとともに、この７月していくとともに、この７月していくとともに、この７月していくとともに、この７月以降以降以降以降におにおにおにおききききましては、ましては、ましては、ましては、十十十十

津津津津川川川川村村村村において高において高において高において高齢齢齢齢者の者の者の者のニニニニーーーーズズズズ、地域課、地域課、地域課、地域課題題題題等を等を等を等を把握把握把握把握・分・分・分・分析析析析するための実するための実するための実するための実態把握調態把握調態把握調態把握調査を実施査を実施査を実施査を実施

する予定でございます。また、する予定でございます。また、する予定でございます。また、する予定でございます。また、住民住民住民住民のののの不不不不安の安の安の安の解消解消解消解消、また、また、また、また参参参参画画画画機運機運機運機運のののの醸醸醸醸成を成を成を成を図図図図るために、平るために、平るために、平るために、平

成２５年１１月ごろをめどにいたしまして成２５年１１月ごろをめどにいたしまして成２５年１１月ごろをめどにいたしまして成２５年１１月ごろをめどにいたしましてシシシシンンンンポポポポジジジジウムウムウムウムを開を開を開を開催催催催する予定です。する予定です。する予定です。する予定です。

続き続き続き続きまして、県まして、県まして、県まして、県立立立立障害福祉施障害福祉施障害福祉施障害福祉施設設設設（（（（登登登登美美美美学学学学園園園園・・・・筒筒筒筒井井井井寮寮寮寮）基本）基本）基本）基本構構構構想想想想についてについてについてについて説説説説明を明を明を明を申申申申しししし上げ上げ上げ上げ

ます。資料は厚生委員会資料、議案ます。資料は厚生委員会資料、議案ます。資料は厚生委員会資料、議案ます。資料は厚生委員会資料、議案外外外外ということで、資料の２の１のということで、資料の２の１のということで、資料の２の１のということで、資料の２の１の概概概概要についてでござ要についてでござ要についてでござ要についてでござ

いますが、この県いますが、この県いますが、この県いますが、この県立立立立障害児障害児障害児障害児入入入入所施所施所施所施設設設設でございますでございますでございますでございます登登登登美美美美学学学学園園園園、そして、そして、そして、そして筒筒筒筒井井井井寮寮寮寮はともにはともにはともにはともに設置設置設置設置後後後後

４０年４０年４０年４０年余余余余りを経りを経りを経りを経過過過過いたしました。県いたしました。県いたしました。県いたしました。県内内内内の障害児をの障害児をの障害児をの障害児を取取取取りりりり巻巻巻巻く状況等ということで、この県く状況等ということで、この県く状況等ということで、この県く状況等ということで、この県立立立立

福祉施福祉施福祉施福祉施設設設設の状況を記の状況を記の状況を記の状況を記載載載載しております。４０年しております。４０年しております。４０年しております。４０年余余余余り経り経り経り経過過過過をし、をし、をし、をし、老朽化老朽化老朽化老朽化のののの進進進進行に伴いまして行に伴いまして行に伴いまして行に伴いまして利利利利

用用用用者の安者の安者の安者の安全全全全性、性、性、性、快適快適快適快適性の性の性の性の低下低下低下低下、また、また、また、また運運運運営の営の営の営の効効効効率率率率性の性の性の性の点点点点でいろでいろでいろでいろんんんんな課な課な課な課題題題題をををを抱抱抱抱ええええております。ております。ております。ております。

このことをこのことをこのことをこのことを踏踏踏踏ままままええええまして、平成２２年度から今後求められますまして、平成２２年度から今後求められますまして、平成２２年度から今後求められますまして、平成２２年度から今後求められます機機機機能能能能や役割や役割や役割や役割等の見直しを等の見直しを等の見直しを等の見直しを含含含含

めまして、そのあり方についてめまして、そのあり方についてめまして、そのあり方についてめまして、そのあり方について検討検討検討検討を行ってを行ってを行ってを行ってききききたところでございます。そのたところでございます。そのたところでございます。そのたところでございます。その結果結果結果結果、、、、両両両両施施施施設設設設

はははは入入入入所を必要といたします障害児の所を必要といたします障害児の所を必要といたします障害児の所を必要といたします障害児のセセセセーーーーフフフフテテテティィィィーーーーネネネネットットットットとなっておりまして、今後もそのとなっておりまして、今後もそのとなっておりまして、今後もそのとなっておりまして、今後もその

役割役割役割役割のののの継継継継続続続続が必要であること、またが必要であること、またが必要であること、またが必要であること、また両両両両施施施施設設設設の人の人の人の人材材材材や設や設や設や設備等の共備等の共備等の共備等の共有有有有によりましてによりましてによりましてによりまして機機機機能能能能の充の充の充の充

実・高度実・高度実・高度実・高度化化化化等を等を等を等を図図図図ることなどから、県ることなどから、県ることなどから、県ることなどから、県立立立立施施施施設設設設としてとしてとしてとして両両両両施施施施設設設設を一を一を一を一体的体的体的体的にににに建建建建てかてかてかてかええええを行いましを行いましを行いましを行いまし

て施て施て施て施設機設機設機設機能能能能等の充実を等の充実を等の充実を等の充実を図図図図ることを基本ることを基本ることを基本ることを基本的的的的なななな考え考え考え考え方としております。方としております。方としております。方としております。

この資料のこの資料のこの資料のこの資料の右半右半右半右半分は基本分は基本分は基本分は基本構構構構想想想想のののの概概概概要でございます。このような要でございます。このような要でございます。このような要でございます。このような考え考え考え考え方から、平成２４年方から、平成２４年方から、平成２４年方から、平成２４年

度にお度にお度にお度におききききましては新施ましては新施ましては新施ましては新施設設設設の整備に関する基本の整備に関する基本の整備に関する基本の整備に関する基本的的的的な方向性につな方向性につな方向性につな方向性につききききましてましてましてまして具具具具体的体的体的体的なななな検討検討検討検討をををを進進進進めめめめ

基本基本基本基本構構構構想想想想としてとしてとしてとして取取取取りまとめを行ったところでございます。りまとめを行ったところでございます。りまとめを行ったところでございます。りまとめを行ったところでございます。

そのそのそのその概概概概要につ要につ要につ要につききききましては、まずそのましては、まずそのましては、まずそのましては、まずその子子子子らしい生らしい生らしい生らしい生きききき方の実現など記方の実現など記方の実現など記方の実現など記載載載載の３つを基本理の３つを基本理の３つを基本理の３つを基本理念念念念とととと

いたしまして新たな施いたしまして新たな施いたしまして新たな施いたしまして新たな施設設設設づくりをづくりをづくりをづくりを目指目指目指目指すこととしております。また、新施すこととしております。また、新施すこととしております。また、新施すこととしております。また、新施設設設設のののの機機機機能能能能等につ等につ等につ等につ

ききききましては、ましては、ましては、ましては、既存既存既存既存のののの入入入入所所所所機機機機能能能能、それに、それに、それに、それに加加加加ええええましてましてましてまして在宅在宅在宅在宅のののの支支支支援援援援機機機機能能能能、また、また、また、また拠拠拠拠点的機点的機点的機点的機能能能能の３つの３つの３つの３つ

のののの機機機機能能能能を整備いたしまして、それぞれのを整備いたしまして、それぞれのを整備いたしまして、それぞれのを整備いたしまして、それぞれの機機機機能能能能のののの相相相相乗乗乗乗効果効果効果効果によりまして障害児によりまして障害児によりまして障害児によりまして障害児支支支支援の充実を援の充実を援の充実を援の充実を

図図図図ることといたしております。一方、新施ることといたしております。一方、新施ることといたしております。一方、新施ることといたしております。一方、新施設設設設の整備等に関しましてのの整備等に関しましてのの整備等に関しましてのの整備等に関しましての考え考え考え考え方は、整備地を方は、整備地を方は、整備地を方は、整備地を
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必要な必要な必要な必要な建建建建物物物物やややや駐駐駐駐車場車場車場車場のののの確確確確保がで保がで保がで保ができきききます現ます現ます現ます現在在在在のののの登登登登美美美美学学学学園園園園のののの敷敷敷敷地としております。また、地としております。また、地としております。また、地としております。また、近近近近隣隣隣隣

に配に配に配に配慮慮慮慮いたしました施いたしました施いたしました施いたしました施設設設設計画とすること、また計画とすること、また計画とすること、また計画とすること、また適切適切適切適切な生な生な生な生活活活活空空空空間間間間がががが確確確確保で保で保で保でききききる整備る整備る整備る整備内容内容内容内容といといといとい

たしております。なお、平成２５年度におたしております。なお、平成２５年度におたしております。なお、平成２５年度におたしております。なお、平成２５年度におききききましては、この基本ましては、この基本ましては、この基本ましては、この基本構構構構想想想想に基づに基づに基づに基づききききましてましてましてまして引き引き引き引き

続き各続き各続き各続き各方方方方面面面面のごのごのごのご意意意意見等をいただ見等をいただ見等をいただ見等をいただききききながら、さらにながら、さらにながら、さらにながら、さらに検討検討検討検討をををを進進進進めまして、基本計画を策定するめまして、基本計画を策定するめまして、基本計画を策定するめまして、基本計画を策定する

ことといたしております。ことといたしております。ことといたしております。ことといたしております。

続き続き続き続きまして、奈良県の医療費まして、奈良県の医療費まして、奈良県の医療費まして、奈良県の医療費適適適適正正正正化化化化計画についてご計画についてご計画についてご計画についてご説説説説明を明を明を明を申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。資料は議案ます。資料は議案ます。資料は議案ます。資料は議案外外外外

の資料３の１でございます。の資料３の１でございます。の資料３の１でございます。の資料３の１でございます。

概概概概要についてでございますが、まず、この計画は、高要についてでございますが、まず、この計画は、高要についてでございますが、まず、この計画は、高要についてでございますが、まず、この計画は、高齢齢齢齢者の医療の者の医療の者の医療の者の医療の確確確確保に関する法律に保に関する法律に保に関する法律に保に関する法律に

基づ基づ基づ基づききききまして、高まして、高まして、高まして、高齢齢齢齢者の者の者の者の適切適切適切適切な医療のな医療のな医療のな医療の確確確確保を保を保を保を図図図図るために医療費のるために医療費のるために医療費のるために医療費の適適適適正正正正化化化化をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための

計画として、平成２５年度から平成２９年度までを計画計画として、平成２５年度から平成２９年度までを計画計画として、平成２５年度から平成２９年度までを計画計画として、平成２５年度から平成２９年度までを計画期間期間期間期間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作作作作成するもの成するもの成するもの成するもの

でございます。また、この計画はただいまご審議をいただいておりますなら健康長寿基本でございます。また、この計画はただいまご審議をいただいておりますなら健康長寿基本でございます。また、この計画はただいまご審議をいただいておりますなら健康長寿基本でございます。また、この計画はただいまご審議をいただいておりますなら健康長寿基本

計画を計画を計画を計画を上位上位上位上位計画に計画に計画に計画に位置位置位置位置づけまして、関づけまして、関づけまして、関づけまして、関連連連連する計画と一する計画と一する計画と一する計画と一体的体的体的体的にににに取取取取り組り組り組り組むむむむようようようよう推進推進推進推進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。

次に、現状と課次に、現状と課次に、現状と課次に、現状と課題題題題でございます。県でございます。県でございます。県でございます。県民民民民医療費の医療費の医療費の医療費の推推推推移移移移及び及び及び及び将来将来将来将来推推推推計の計の計の計のググググララララフフフフをごらをごらをごらをごらんんんんいたいたいたいた

だだだだききききますと、医療費は高ますと、医療費は高ますと、医療費は高ますと、医療費は高齢齢齢齢者人者人者人者人口口口口のののの増増増増加加加加、医療、医療、医療、医療技術技術技術技術のののの進進進進歩歩歩歩などによりましてなどによりましてなどによりましてなどによりまして毎毎毎毎年年年年増増増増加加加加をををを続続続続

けております。このままけております。このままけております。このままけております。このまま推推推推移移移移いたしますと、平成２９年度には奈良県いたしますと、平成２９年度には奈良県いたしますと、平成２９年度には奈良県いたしますと、平成２９年度には奈良県全体全体全体全体での医療費はでの医療費はでの医療費はでの医療費は約約約約

５５５５，，，，１０７１０７１０７１０７億円億円億円億円になるものとになるものとになるものとになるものと推推推推計をしております。計をしております。計をしております。計をしております。

また、年また、年また、年また、年齢階層齢階層齢階層齢階層別の１人当たりの医療費の別の１人当たりの医療費の別の１人当たりの医療費の別の１人当たりの医療費の棒グ棒グ棒グ棒グララララフフフフでございますが、これは平成２３年でございますが、これは平成２３年でございますが、これは平成２３年でございますが、これは平成２３年

度現度現度現度現在在在在でございます。このでございます。このでございます。このでございます。このググググララララフフフフをごらをごらをごらをごらんんんんいただいただいただいただききききますと、ますと、ますと、ますと、加齢加齢加齢加齢とともに医療費がとともに医療費がとともに医療費がとともに医療費が顕著顕著顕著顕著にににに

ふふふふええええているというているというているというているという傾傾傾傾向がお向がお向がお向がおわわわわかりいただけるとかりいただけるとかりいただけるとかりいただけると思思思思います。います。います。います。

疾疾疾疾病病病病大大大大分分分分類類類類別・年別・年別・年別・年齢齢齢齢別の別の別の別のレセレセレセレセプト件数プト件数プト件数プト件数のののの構構構構成成成成割合割合割合割合ののののググググララララフフフフをごらをごらをごらをごらんんんんいただいただいただいただききききますと、おますと、おますと、おますと、お

おおおおむねむねむねむね４０４０４０４０歳歳歳歳以降以降以降以降のののの壮壮壮壮年年年年期期期期から高から高から高から高齢齢齢齢期期期期にかけまして、いにかけまして、いにかけまして、いにかけまして、いわわわわゆゆゆゆる生る生る生る生活活活活習慣習慣習慣習慣病と病と病と病と言わ言わ言わ言われます高れます高れます高れます高

血血血血圧圧圧圧症症症症などのなどのなどのなどの循環器循環器循環器循環器系系系系のののの疾患疾患疾患疾患、これはこの、これはこの、これはこの、これはこのググググララララフフフフではではではでは中中中中央央央央のののの大き大き大き大きな部分をな部分をな部分をな部分を占占占占めますめますめますめます青青青青い部い部い部い部

分になります。分になります。分になります。分になります。循環器循環器循環器循環器系系系系のののの疾患疾患疾患疾患、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは糖尿糖尿糖尿糖尿病などの病などの病などの病などの内内内内分分分分泌泌泌泌、、、、栄養及び栄養及び栄養及び栄養及び代代代代謝謝謝謝疾患疾患疾患疾患、これ、これ、これ、これ

はははは緑緑緑緑色色色色の部分になります。それがの部分になります。それがの部分になります。それがの部分になります。それが増増増増加加加加しているということがしているということがしているということがしているということが認認認認められます。められます。められます。められます。

そして、このような医療費の現状をそして、このような医療費の現状をそして、このような医療費の現状をそして、このような医療費の現状を踏踏踏踏ままままええええますと、生ますと、生ますと、生ますと、生活活活活習慣習慣習慣習慣病を予病を予病を予病を予防防防防するということがするということがするということがするということが

非非非非常に常に常に常に重重重重要となってまいります。施策の実施に当たりましては、記要となってまいります。施策の実施に当たりましては、記要となってまいります。施策の実施に当たりましては、記要となってまいります。施策の実施に当たりましては、記載載載載をしておりますいろをしておりますいろをしておりますいろをしておりますいろ

いろな特定健いろな特定健いろな特定健いろな特定健診診診診のののの受診受診受診受診率率率率などのなどのなどのなどの達達達達成成成成目標目標目標目標をををを掲掲掲掲げげげげまして、健康長寿に関する県まして、健康長寿に関する県まして、健康長寿に関する県まして、健康長寿に関する県民意識民意識民意識民意識のののの啓発啓発啓発啓発

をををを重重重重視視視視し、よりし、よりし、よりし、より多多多多くの県くの県くの県くの県民民民民 々々々々ががががライライライライフフフフステージステージステージステージごとに健康ごとに健康ごとに健康ごとに健康的的的的な生な生な生な生活活活活習慣習慣習慣習慣をををを身身身身につけまして、につけまして、につけまして、につけまして、

日常生日常生日常生日常生活活活活の一部としての一部としての一部としての一部として主体的主体的主体的主体的に健康づくりを実に健康づくりを実に健康づくりを実に健康づくりを実践践践践していただく健康長寿していただく健康長寿していただく健康長寿していただく健康長寿文文文文化化化化のののの醸醸醸醸成を成を成を成を目指目指目指目指
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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。

また、保また、保また、保また、保険険険険者、市者、市者、市者、市町村町村町村町村、医療、介護、医療、介護、医療、介護、医療、介護機機機機関等の関係関等の関係関等の関係関等の関係機機機機関、専関、専関、専関、専門門門門職等が職等が職等が職等が連携連携連携連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ネネネネ

ットットットットワワワワークークークークによるによるによるによる支支支支援を行うことによりまして、記援を行うことによりまして、記援を行うことによりまして、記援を行うことによりまして、記載載載載のとおりのさまざまな施策のとおりのさまざまな施策のとおりのさまざまな施策のとおりのさまざまな施策展展展展開例を開例を開例を開例を

掲掲掲掲げげげげ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。

健康福祉部に関します報告につ健康福祉部に関します報告につ健康福祉部に関します報告につ健康福祉部に関します報告につききききましてはましてはましてはましては以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長 続き続き続き続きまして、医療政策部の議案まして、医療政策部の議案まして、医療政策部の議案まして、医療政策部の議案外外外外事項につ事項につ事項につ事項につききききまして３まして３まして３まして３件件件件ご報告をさご報告をさご報告をさご報告をさ

せていただせていただせていただせていただききききます。議案ます。議案ます。議案ます。議案外外外外報告の資料でございます。報告の資料でございます。報告の資料でございます。報告の資料でございます。

１１１１件目件目件目件目は平成２４年度は平成２４年度は平成２４年度は平成２４年度国国国国補正予算に伴う地域医療補正予算に伴う地域医療補正予算に伴う地域医療補正予算に伴う地域医療再再再再生計画（案）についてでございます。生計画（案）についてでございます。生計画（案）についてでございます。生計画（案）についてでございます。

詳細詳細詳細詳細につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、「「「「厚生委員会資料（議案厚生委員会資料（議案厚生委員会資料（議案厚生委員会資料（議案外外外外））））」」」」資料の４、平成２４年度資料の４、平成２４年度資料の４、平成２４年度資料の４、平成２４年度末末末末にににに国国国国で補正で補正で補正で補正

予算予算予算予算措置措置措置措置をされた、いをされた、いをされた、いをされた、いわわわわゆゆゆゆる地域医療る地域医療る地域医療る地域医療再再再再生基生基生基生基金金金金のののの拡拡拡拡充についてご充についてご充についてご充についてご説説説説明をします。明をします。明をします。明をします。

目的目的目的目的でございますけれども、地域医療でございますけれども、地域医療でございますけれども、地域医療でございますけれども、地域医療再再再再生計画につ生計画につ生計画につ生計画につききききましては、ご承ましては、ご承ましては、ご承ましては、ご承知知知知のように、のように、のように、のように、各各各各都都都都

道府道府道府道府県で平成２１年１０月県で平成２１年１０月県で平成２１年１０月県で平成２１年１０月及び及び及び及び平成２３年１１月、この２平成２３年１１月、この２平成２３年１１月、この２平成２３年１１月、この２回回回回ににににわわわわたって策定をしておりまたって策定をしておりまたって策定をしておりまたって策定をしておりま

す。す。す。す。ちちちちななななみみみみに奈良県の計画でございますが、こに奈良県の計画でございますが、こに奈良県の計画でございますが、こに奈良県の計画でございますが、こちちちちらに記らに記らに記らに記載載載載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、参参参参考考考考１、１、１、１、参参参参考考考考２とし２とし２とし２とし

て計画を定めてて計画を定めてて計画を定めてて計画を定めてききききたところでございます。今たところでございます。今たところでございます。今たところでございます。今回回回回のののの国国国国の補正予算の補正予算の補正予算の補正予算措置措置措置措置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、

これらの計画策定これらの計画策定これらの計画策定これらの計画策定以降以降以降以降に生じた状況の変に生じた状況の変に生じた状況の変に生じた状況の変化化化化にににに対対対対応応応応するためにするためにするためにするために各各各各都道府都道府都道府都道府県の地域医療県の地域医療県の地域医療県の地域医療再再再再生基生基生基生基

金金金金をををを拡拡拡拡充、充、充、充、積み増積み増積み増積み増ししようとするものでございます。ししようとするものでございます。ししようとするものでございます。ししようとするものでございます。

次に、次に、次に、次に、国国国国の予算のの予算のの予算のの予算の総額総額総額総額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、全国全国全国全国で５００で５００で５００で５００億円億円億円億円となっております。今となっております。今となっております。今となっております。今

回回回回改改改改めてめてめてめて各各各各都道府都道府都道府都道府県から県から県から県から提提提提出することとなる地域医療出することとなる地域医療出することとなる地域医療出することとなる地域医療再再再再生計画の生計画の生計画の生計画の内容内容内容内容にににに応応応応じてじてじてじて最最最最高１５高１５高１５高１５億億億億

円円円円をををを限限限限度に度に度に度に各各各各都道府都道府都道府都道府県に交付されるということになっております。県に交付されるということになっております。県に交付されるということになっております。県に交付されるということになっております。

今後の今後の今後の今後のススススケケケケジジジジュュュュールールールール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、既既既既に平成２５年５月のに平成２５年５月のに平成２５年５月のに平成２５年５月の末末末末に計画をに計画をに計画をに計画を提提提提出させ出させ出させ出させ

ていただいておりまして、ていただいておりまして、ていただいておりまして、ていただいておりまして、国国国国のののの有識有識有識有識者会議の者会議の者会議の者会議の評価評価評価評価をををを受受受受けまして、平成２５年７月けまして、平成２５年７月けまして、平成２５年７月けまして、平成２５年７月末末末末には交には交には交には交

付付付付額額額額がががが内内内内示示示示される予定とされる予定とされる予定とされる予定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。

今今今今回提回提回提回提出いたしました計画案の出いたしました計画案の出いたしました計画案の出いたしました計画案の概概概概要についてご要についてご要についてご要についてご説説説説明いたします。明いたします。明いたします。明いたします。大き大き大き大きく２く２く２く２点点点点ございます。ございます。ございます。ございます。

まず１、これまでの施策について、まず１、これまでの施策について、まず１、これまでの施策について、まず１、これまでの施策について、内容内容内容内容はははは先先先先ほど記ほど記ほど記ほど記載載載載のとおりのとおりのとおりのとおり説説説説明をいたしましたが、明をいたしましたが、明をいたしましたが、明をいたしましたが、

必要必要必要必要額額額額を基を基を基を基金金金金にににに上積み上積み上積み上積みし、し、し、し、引き続き引き続き引き続き引き続きこれらにこれらにこれらにこれらに取取取取り組り組り組り組んんんんでいくということでございます。こでいくということでございます。こでいくということでございます。こでいくということでございます。こ

ちちちちらはらはらはらは原原原原則平成２５年度則平成２５年度則平成２５年度則平成２５年度末末末末をもって基をもって基をもって基をもって基金金金金事業を事業を事業を事業を終終終終了するのが了するのが了するのが了するのがルールルールルールルールでございましたが、平でございましたが、平でございましたが、平でございましたが、平

成２７年度までの成２７年度までの成２７年度までの成２７年度までの延延延延長が長が長が長が可能可能可能可能となっているものでございます。医となっているものでございます。医となっているものでございます。医となっているものでございます。医師師師師確確確確保、保、保、保、就就就就学学学学資資資資金金金金など今など今など今など今

後も後も後も後も続続続続けていく必要があるものについて所要のけていく必要があるものについて所要のけていく必要があるものについて所要のけていく必要があるものについて所要の額額額額、３、３、３、３．．．．７７７７億円億円億円億円をををを国国国国に要求していくというに要求していくというに要求していくというに要求していくという

ことになっております。ことになっております。ことになっております。ことになっております。

それから、２それから、２それから、２それから、２．．．．新たな課新たな課新たな課新たな課題題題題のののの解解解解決といたしまして、決といたしまして、決といたしまして、決といたしまして、在宅在宅在宅在宅医療、医療、医療、医療、災災災災害医療、それから害医療、それから害医療、それから害医療、それから糖尿糖尿糖尿糖尿
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病病病病ややややががががんんんんなどのなどのなどのなどの疾疾疾疾病に係る医療病に係る医療病に係る医療病に係る医療提提提提供供供供体制体制体制体制の充実、そして病院のの充実、そして病院のの充実、そして病院のの充実、そして病院の機機機機能能能能強化強化強化強化、こ、こ、こ、こちちちちらのためにらのためにらのためにらのために

新たな新たな新たな新たな取取取取り組り組り組り組みみみみをををを進進進進めていくために、１１めていくために、１１めていくために、１１めていくために、１１．．．．３３３３億円億円億円億円の要求をさせていただの要求をさせていただの要求をさせていただの要求をさせていただききききまして、まして、まして、まして、合わ合わ合わ合わ

せて１５せて１５せて１５せて１５億円億円億円億円のののの上上上上限限限限まで要求をしていくというまで要求をしていくというまで要求をしていくというまで要求をしていくという内容内容内容内容にににに仕仕仕仕上げ上げ上げ上げております。ております。ております。ております。先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上げ上げ上げ上げ

ましたように、平成２５年７月には交付ましたように、平成２５年７月には交付ましたように、平成２５年７月には交付ましたように、平成２５年７月には交付額額額額がががが内内内内示示示示される予定でございます。される予定でございます。される予定でございます。される予定でございます。内内内内示示示示されるされるされるされる額額額額

にににに応応応応じましてさらに計画の案をじましてさらに計画の案をじましてさらに計画の案をじましてさらに計画の案を精精精精査する必要がございますし、また事業を実施するに当た査する必要がございますし、また事業を実施するに当た査する必要がございますし、また事業を実施するに当た査する必要がございますし、また事業を実施するに当た

りましては、当りましては、当りましては、当りましては、当然改然改然改然改めて予算案というめて予算案というめて予算案というめて予算案という形形形形で議会におで議会におで議会におで議会にお諮諮諮諮りをするものであります。りをするものであります。りをするものであります。りをするものであります。

平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度国国国国補正予算に伴う地域医療補正予算に伴う地域医療補正予算に伴う地域医療補正予算に伴う地域医療再再再再生計画（案）についての報告は生計画（案）についての報告は生計画（案）についての報告は生計画（案）についての報告は以上以上以上以上でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

２２２２点目点目点目点目につにつにつにつききききましては、県ましては、県ましては、県ましては、県立立立立病院の地方病院の地方病院の地方病院の地方独独独独立立立立行政法人行政法人行政法人行政法人化化化化のののの検討検討検討検討状況でございます。状況でございます。状況でございます。状況でございます。詳細詳細詳細詳細

につにつにつにつききききましては、資料５をごましては、資料５をごましては、資料５をごましては、資料５をご用意用意用意用意願います。願います。願います。願います。

平成２６年４月１日に県平成２６年４月１日に県平成２６年４月１日に県平成２６年４月１日に県立立立立病院の地方病院の地方病院の地方病院の地方独独独独立立立立行政法人行政法人行政法人行政法人化化化化に向けまして、平成２５年度に向けまして、平成２５年度に向けまして、平成２５年度に向けまして、平成２５年度中中中中にににに

重重重重要事項を順次決定していくことが必要となります。そこで、県要事項を順次決定していくことが必要となります。そこで、県要事項を順次決定していくことが必要となります。そこで、県要事項を順次決定していくことが必要となります。そこで、県立立立立病院地方病院地方病院地方病院地方独独独独立立立立行政法人行政法人行政法人行政法人

化化化化本部会議などを本部会議などを本部会議などを本部会議などを設置設置設置設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検討検討検討検討をををを進進進進めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。

まず、まず、まず、まず、設置設置設置設置する会議のする会議のする会議のする会議の概概概概要でございますが、本部会議は、要でございますが、本部会議は、要でございますが、本部会議は、要でございますが、本部会議は、荒荒荒荒井井井井知知知知事のほか事のほか事のほか事のほか前前前前田副田副田副田副知知知知事、事、事、事、

理事長予定者である理事長予定者である理事長予定者である理事長予定者である榊榊榊榊医療政策部医療政策部医療政策部医療政策部参参参参与与与与、吉田、吉田、吉田、吉田天天天天理医療理医療理医療理医療大学学大学学大学学大学学長、医療政策部長の５名を長、医療政策部長の５名を長、医療政策部長の５名を長、医療政策部長の５名を構構構構

成員といたしまして、現成員といたしまして、現成員といたしまして、現成員といたしまして、現在在在在月１月１月１月１回回回回程程程程度の度の度の度のペースペースペースペースで開で開で開で開催催催催をしております。この本部会議のもをしております。この本部会議のもをしております。この本部会議のもをしております。この本部会議のも

とに、審議事項にとに、審議事項にとに、審議事項にとに、審議事項に応応応応じじじじ中期目標中期目標中期目標中期目標・・・・中期中期中期中期計画の策定、法人組織、計画の策定、法人組織、計画の策定、法人組織、計画の策定、法人組織、看看看看護護護護教教教教育育育育、、、、三三三三室病院基本室病院基本室病院基本室病院基本構構構構

想想想想策定、新奈良病院開策定、新奈良病院開策定、新奈良病院開策定、新奈良病院開設準設準設準設準備備備備及びリ及びリ及びリ及びリハハハハビビビビリテーリテーリテーリテーショショショション機ン機ン機ン機能能能能、、、、以上以上以上以上６つの部会を６つの部会を６つの部会を６つの部会を設置設置設置設置いたしいたしいたしいたし

まして、まして、まして、まして、個個個個別の案別の案別の案別の案件件件件について議について議について議について議論論論論したしたしたした上上上上で順次本部会議にで順次本部会議にで順次本部会議にで順次本部会議に諮諮諮諮っていくということにしておっていくということにしておっていくということにしておっていくということにしてお

ります。ります。ります。ります。

具具具具体的体的体的体的な審議事項といたしましては、新県な審議事項といたしましては、新県な審議事項といたしましては、新県な審議事項といたしましては、新県立立立立奈良病院の開奈良病院の開奈良病院の開奈良病院の開設設設設に向けたに向けたに向けたに向けた運運運運営営営営設設設設計などの計などの計などの計などの検検検検

討討討討、、、、三三三三室病院の基本室病院の基本室病院の基本室病院の基本構構構構想想想想のののの作作作作成、県成、県成、県成、県立立立立病院における病院における病院における病院におけるリリリリハハハハビビビビリテーリテーリテーリテーショショショション機ン機ン機ン機能能能能のあり方のあり方のあり方のあり方及び及び及び及び

総合リ総合リ総合リ総合リハハハハビビビビリテーリテーリテーリテーショショショションンンンセセセセンターンターンターンターの法人の法人の法人の法人化化化化に向けたに向けたに向けたに向けた諸諸諸諸課課課課題題題題のののの検討検討検討検討をををを進進進進めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

次に、今後県議会に次に、今後県議会に次に、今後県議会に次に、今後県議会に提提提提出させていただく予定議案等でございますけれども、平成２５年出させていただく予定議案等でございますけれども、平成２５年出させていただく予定議案等でございますけれども、平成２５年出させていただく予定議案等でございますけれども、平成２５年

９月議会にお９月議会にお９月議会にお９月議会におききききましては、地方ましては、地方ましては、地方ましては、地方独独独独立立立立行政法人法の規定に基づ行政法人法の規定に基づ行政法人法の規定に基づ行政法人法の規定に基づきききき県が県が県が県が設置設置設置設置するするするする評価評価評価評価委員会条委員会条委員会条委員会条

例、また平成２５年１２月の議会にお例、また平成２５年１２月の議会にお例、また平成２５年１２月の議会にお例、また平成２５年１２月の議会におききききましては法人の定ましては法人の定ましては法人の定ましては法人の定款款款款、県からの、県からの、県からの、県からの権権権権利利利利義義義義務承務承務承務承継継継継条例条例条例条例

をををを諮諮諮諮るとともに、るとともに、るとともに、るとともに、中期目標中期目標中期目標中期目標・・・・中期中期中期中期計画についてご計画についてご計画についてご計画についてご説説説説明をさせていただ明をさせていただ明をさせていただ明をさせていただききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えておりておりておりており

ます。また、平成２６年２月議会においてはます。また、平成２６年２月議会においてはます。また、平成２６年２月議会においてはます。また、平成２６年２月議会においては中期目標中期目標中期目標中期目標、職員承、職員承、職員承、職員承継継継継条例をお条例をお条例をお条例をお諮諮諮諮りしたいとりしたいとりしたいとりしたいと考考考考

ええええております。ております。ております。ております。

県県県県立立立立病院の地方病院の地方病院の地方病院の地方独独独独立立立立行政法人行政法人行政法人行政法人化化化化のののの検討検討検討検討状況につ状況につ状況につ状況につききききましての報告はましての報告はましての報告はましての報告は以上以上以上以上であります。であります。であります。であります。
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最最最最後の３後の３後の３後の３件目件目件目件目でございます。こでございます。こでございます。こでございます。こちちちちらにつらにつらにつらにつききききましては、ましては、ましては、ましては、過過過過日報日報日報日報道道道道等ございました等ございました等ございました等ございました東朋香芝東朋香芝東朋香芝東朋香芝

病院の保病院の保病院の保病院の保険険険険医療医療医療医療機機機機関関関関取取取取りりりり消消消消ししししへへへへの奈良県のの奈良県のの奈良県のの奈良県の対対対対応応応応でございます。でございます。でございます。でございます。詳細詳細詳細詳細は資料６をごは資料６をごは資料６をごは資料６をご用意用意用意用意願い願い願い願い

ます。ます。ます。ます。

今今今今回回回回のののの取取取取りりりり消消消消し処分により平成２５年１０月１日から保し処分により平成２５年１０月１日から保し処分により平成２５年１０月１日から保し処分により平成２５年１０月１日から保険険険険診診診診療がで療がで療がで療ができきききなくなりますので、なくなりますので、なくなりますので、なくなりますので、

中中中中和和和和医療医療医療医療圏圏圏圏においては病においては病においては病においては病床床床床数数数数が実が実が実が実質的質的質的質的には基には基には基には基準準準準病病病病床床床床数数数数をををを下下下下回回回回るということが見るということが見るということが見るということが見込込込込まれるとまれるとまれるとまれると

いういういういう不不不不安定な状況が現状でございます。そこで、より良安定な状況が現状でございます。そこで、より良安定な状況が現状でございます。そこで、より良安定な状況が現状でございます。そこで、より良質質質質な医療な医療な医療な医療提提提提供供供供体制体制体制体制整備の整備の整備の整備の観点観点観点観点から、から、から、から、

県においては平成２５年６月２８日から新たな病院の整備計画について奈良県病院の開県においては平成２５年６月２８日から新たな病院の整備計画について奈良県病院の開県においては平成２５年６月２８日から新たな病院の整備計画について奈良県病院の開県においては平成２５年６月２８日から新たな病院の整備計画について奈良県病院の開設設設設

等に関する等に関する等に関する等に関する指導指導指導指導要要要要綱綱綱綱第４条の規定に基づ第４条の規定に基づ第４条の規定に基づ第４条の規定に基づき公き公き公き公募募募募を開を開を開を開始始始始いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。公公公公募募募募に当たりましてに当たりましてに当たりましてに当たりまして

は、は、は、は、①救急①救急①救急①救急医療を医療を医療を医療を初初初初めとして地域の医療めとして地域の医療めとして地域の医療めとして地域の医療提提提提供供供供体制体制体制体制にににに空白空白空白空白が生じないこと、が生じないこと、が生じないこと、が生じないこと、②②②②保保保保険険険険医療医療医療医療機機機機関関関関

のののの指指指指定定定定取取取取りりりり消消消消し処分をし処分をし処分をし処分を受受受受けた病院のけた病院のけた病院のけた病院の患患患患者に者に者に者に対対対対する医療をする医療をする医療をする医療を確確確確保すること、保すること、保すること、保すること、③③③③今般の保今般の保今般の保今般の保険険険険医療医療医療医療

機機機機関の関の関の関の指指指指定定定定取取取取りりりり消消消消し処分のし処分のし処分のし処分の趣趣趣趣旨旨旨旨をををを損損損損なうことのないことなどをなうことのないことなどをなうことのないことなどをなうことのないことなどを主主主主な基本方な基本方な基本方な基本方針針針針といたしましといたしましといたしましといたしまし

て病院のて病院のて病院のて病院の選選選選定に定に定に定に臨臨臨臨むむむむ所所所所存存存存でございます。でございます。でございます。でございます。

失失失失礼礼礼礼いたしました。資料６でいたしました。資料６でいたしました。資料６でいたしました。資料６で概概概概要等をご要等をご要等をご要等をご説説説説明するのを、明するのを、明するのを、明するのを、飛飛飛飛ばばばばしてしまいました。してしまいました。してしまいました。してしまいました。東朋香東朋香東朋香東朋香

芝芝芝芝病院の病院の病院の病院の不不不不正正正正請請請請求に係る処分に関して、病院の求に係る処分に関して、病院の求に係る処分に関して、病院の求に係る処分に関して、病院の概概概概要でございますが、こ要でございますが、こ要でございますが、こ要でございますが、こちちちちらに記らに記らに記らに記載載載載のとおのとおのとおのとお

りでございます。処分のりでございます。処分のりでございます。処分のりでございます。処分の内容内容内容内容等につ等につ等につ等につききききましても、こましても、こましても、こましても、こちちちちらに記らに記らに記らに記載載載載のとおり平成２５年１０月のとおり平成２５年１０月のとおり平成２５年１０月のとおり平成２５年１０月

１日から保１日から保１日から保１日から保険険険険医療医療医療医療機機機機関関関関取取取取りりりり消消消消しということでございまして、しということでございまして、しということでございまして、しということでございまして、原原原原則としてこ則としてこ則としてこ則としてこちちちちらはらはらはらは指指指指定定定定取取取取りりりり

消消消消しから５年しから５年しから５年しから５年間間間間はははは再再再再指指指指定で定で定で定でききききないということになっております。処分のないということになっております。処分のないということになっております。処分のないということになっております。処分の主主主主な理な理な理な理由由由由につにつにつにつききききまままま

しては、しては、しては、しては、入入入入院基本料の施院基本料の施院基本料の施院基本料の施設設設設基基基基準準準準等につ等につ等につ等につききききましてましてましてまして虚偽虚偽虚偽虚偽のののの届届届届け出をし、け出をし、け出をし、け出をし、診診診診療報療報療報療報酬酬酬酬をををを不不不不正に正に正に正に請請請請求求求求

したというものでございます。これまでの経したというものでございます。これまでの経したというものでございます。これまでの経したというものでございます。これまでの経緯緯緯緯につにつにつにつききききましては４に記ましては４に記ましては４に記ましては４に記載載載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。それから、ます。それから、ます。それから、ます。それから、指指指指定定定定取取取取りりりり消消消消ししししへへへへの奈良県のの奈良県のの奈良県のの奈良県の対対対対応応応応につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、先先先先ほどごほどごほどごほどご説説説説明いたしま明いたしま明いたしま明いたしま

したけれども、したけれども、したけれども、したけれども、公公公公募募募募においては、３にございますような基本方においては、３にございますような基本方においては、３にございますような基本方においては、３にございますような基本方針針針針としまして病院のとしまして病院のとしまして病院のとしまして病院の選選選選定に定に定に定に

臨臨臨臨むむむむ所所所所存存存存でございます。また、現でございます。また、現でございます。また、現でございます。また、現在在在在の病院施の病院施の病院施の病院施設設設設をををを活用活用活用活用する計画だけでなく、その他のする計画だけでなく、その他のする計画だけでなく、その他のする計画だけでなく、その他の場場場場所所所所

でのでのでのでの診察診察診察診察の計画もの計画もの計画もの計画も含含含含め、め、め、め、幅広幅広幅広幅広く病院の整備計画のく病院の整備計画のく病院の整備計画のく病院の整備計画の提提提提案を求めているところでございます。案を求めているところでございます。案を求めているところでございます。案を求めているところでございます。

最最最最後に、現後に、現後に、現後に、現在在在在募募募募集集集集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募募募募集集集集のののの概概概概要につ要につ要につ要につききききましてごましてごましてごましてご説説説説明をいたします。明をいたします。明をいたします。明をいたします。

応募応募応募応募者につ者につ者につ者につききききましては、平成２５年７月３１日までにましては、平成２５年７月３１日までにましては、平成２５年７月３１日までにましては、平成２５年７月３１日までに参加参加参加参加申申申申しししし込込込込みみみみを行って、一たを行って、一たを行って、一たを行って、一たんエんエんエんエ

ントリーントリーントリーントリーをしていただをしていただをしていただをしていただきききき、その、その、その、その上上上上で平成２５年８月の２３日までに正で平成２５年８月の２３日までに正で平成２５年８月の２３日までに正で平成２５年８月の２３日までに正式式式式に事に事に事に事前協前協前協前協議書を議書を議書を議書を提提提提

出していただくという出していただくという出していただくという出していただくという運び運び運び運びとしております。平成２５年９月としております。平成２５年９月としております。平成２５年９月としております。平成２５年９月上上上上旬旬旬旬には新しい病院をには新しい病院をには新しい病院をには新しい病院を選選選選定し定し定し定し

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

主主主主なななな評価対評価対評価対評価対象象象象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、、、、（１）病（１）病（１）病（１）病床床床床の整備に伴い新たに年の整備に伴い新たに年の整備に伴い新たに年の整備に伴い新たに年間間間間１１１１，，，，００００００００００００件件件件

以上以上以上以上のののの救急救急救急救急搬送搬送搬送搬送受受受受けけけけ入入入入れは必れは必れは必れは必須須須須条条条条件件件件といたしまして、それをといたしまして、それをといたしまして、それをといたしまして、それを超超超超ええええるるるる件数件数件数件数にににに応応応応じてじてじてじて評価評価評価評価するするするする
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というものでございます。またというものでございます。またというものでございます。またというものでございます。また、、、、（２）平成２５年１０月１日から（２）平成２５年１０月１日から（２）平成２５年１０月１日から（２）平成２５年１０月１日から診診診診療開療開療開療開始始始始ででででききききるるるる場合場合場合場合はははは

高く高く高く高く評価評価評価評価するするするする。。。。（３）もし平成２５年１０月１日から（３）もし平成２５年１０月１日から（３）もし平成２５年１０月１日から（３）もし平成２５年１０月１日から診診診診療を開療を開療を開療を開始始始始ででででききききないないないない場合場合場合場合であってもであってもであってもであっても

保保保保険険険険医療医療医療医療機機機機関の関の関の関の指指指指定定定定取取取取りりりり消消消消し処分をし処分をし処分をし処分を受受受受けた医療けた医療けた医療けた医療機機機機関の関の関の関の患患患患者に者に者に者に対対対対する医療をする医療をする医療をする医療を確確確確保で保で保で保でききききるようるようるようるよう

な計画であるな計画であるな計画であるな計画である場合場合場合場合はははは評価評価評価評価するといったことでございます。するといったことでございます。するといったことでございます。するといったことでございます。

新しい病院がどのような医療を新しい病院がどのような医療を新しい病院がどのような医療を新しい病院がどのような医療を提提提提供供供供するのかは地域にとってもするのかは地域にとってもするのかは地域にとってもするのかは地域にとっても大大大大変変変変重重重重要な要な要な要な問題問題問題問題でございでございでございでござい

ます。県といたしましては、ただいまご紹介の方ます。県といたしましては、ただいまご紹介の方ます。県といたしましては、ただいまご紹介の方ます。県といたしましては、ただいまご紹介の方針針針針のもとに医療法で県のもとに医療法で県のもとに医療法で県のもとに医療法で県知知知知事に付事に付事に付事に付与与与与されたされたされたされた

病院の開病院の開病院の開病院の開設設設設許許許許可可可可権限権限権限権限をををを適切適切適切適切に行に行に行に行使使使使をいたしたいとをいたしたいとをいたしたいとをいたしたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

東朋香芝東朋香芝東朋香芝東朋香芝病院の保病院の保病院の保病院の保険険険険医療医療医療医療機機機機関の関の関の関の指指指指定定定定取取取取りりりり消消消消ししししへへへへの県のの県のの県のの県の対対対対応応応応についての報告はについての報告はについての報告はについての報告は以上以上以上以上となりとなりとなりとなり

ます。ます。ます。ます。

医療政策部に関する報告については医療政策部に関する報告については医療政策部に関する報告については医療政策部に関する報告については以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 それでは、ただいまの報告またはその他の事項もそれでは、ただいまの報告またはその他の事項もそれでは、ただいまの報告またはその他の事項もそれでは、ただいまの報告またはその他の事項も含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあれ

ばばばばごごごご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 簡簡簡簡単単単単に３に３に３に３点点点点ほどほどほどほど質問質問質問質問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますが、まず１つはいますが、まず１つはいますが、まず１つはいますが、まず１つは子子子子どものどものどものどもの虐待虐待虐待虐待にににに対対対対するするするする

問題問題問題問題をををを聞聞聞聞いていていていてみみみみたいのですが、このたたいのですが、このたたいのですが、このたたいのですが、このたびびびび、厚生、厚生、厚生、厚生労働労働労働労働省省省省だとだとだとだと思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、全国的全国的全国的全国的なななな統統統統計で、計で、計で、計で、

虐待虐待虐待虐待でででで死死死死んんんんでいるでいるでいるでいる子子子子どものどものどものどもの割合割合割合割合をををを統統統統計計計計的的的的にとってにとってにとってにとってみみみみると１７ると１７ると１７ると１７％％％％がいがいがいがいわわわわゆゆゆゆるるるる妊妊妊妊婦婦婦婦健康健康健康健康診診診診査査査査未未未未

受診受診受診受診のののの家庭家庭家庭家庭のののの子子子子どもだというのが出ておりました。これはどもだというのが出ておりました。これはどもだというのが出ておりました。これはどもだというのが出ておりました。これは亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった子子子子どもが１７どもが１７どもが１７どもが１７％％％％といといといとい

うことですから、うことですから、うことですから、うことですから、虐待虐待虐待虐待数数数数をををを考え考え考え考えたらもうたらもうたらもうたらもう少少少少しししし数数数数字字字字が高くなるとが高くなるとが高くなるとが高くなると思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、未受診未受診未受診未受診だかだかだかだか

らららら虐待虐待虐待虐待されるというのではなく、されるというのではなく、されるというのではなく、されるというのではなく、ややややはりはりはりはり家庭家庭家庭家庭の経の経の経の経済済済済的的的的な事な事な事な事情情情情やややや、もともとまだ、もともとまだ、もともとまだ、もともとまだ子子子子どもをどもをどもをどもを産産産産

む心む心む心む心づもりがでづもりがでづもりがでづもりができきききていないのにていないのにていないのにていないのに産産産産んんんんでしまったというようなことででしまったというようなことででしまったというようなことででしまったというようなことで虐待虐待虐待虐待がががが多多多多いのだろうといのだろうといのだろうといのだろうと

思思思思います。そこでいます。そこでいます。そこでいます。そこで聞聞聞聞ききききたいのは、奈良県のたいのは、奈良県のたいのは、奈良県のたいのは、奈良県の場合場合場合場合、、、、未受診未受診未受診未受診で生まれるで生まれるで生まれるで生まれる赤赤赤赤んんんん坊坊坊坊は年は年は年は年間間間間何何何何人人人人ぐぐぐぐらららら

いいて、いいて、いいて、いいて、何何何何％ぐ％ぐ％ぐ％ぐらいになるのか、そのらいになるのか、そのらいになるのか、そのらいになるのか、その赤赤赤赤んんんん坊坊坊坊のののの親親親親のののの育育育育児児児児指導指導指導指導などはでなどはでなどはでなどはでききききているのか、あるているのか、あるているのか、あるているのか、ある

いは経いは経いは経いは経済済済済的的的的なななな問題問題問題問題があったらどのようながあったらどのようながあったらどのようながあったらどのような指導指導指導指導がされているのか、がされているのか、がされているのか、がされているのか、聞聞聞聞かせてほしいとかせてほしいとかせてほしいとかせてほしいと思思思思いまいまいまいま

す。す。す。す。

それから２つそれから２つそれから２つそれから２つ目目目目に、障害者に、障害者に、障害者に、障害者差差差差別別別別禁禁禁禁止止止止条例について条例について条例について条例について聞聞聞聞ききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。平成２４年８月います。平成２４年８月います。平成２４年８月います。平成２４年８月

の高の高の高の高校校校校生議会のと生議会のと生議会のと生議会のとききききに障害者に障害者に障害者に障害者差差差差別別別別禁禁禁禁止止止止条例を条例を条例を条例を制制制制定するという定するという定するという定するという表表表表明を明を明を明を荒荒荒荒井井井井知知知知事はされたよう事はされたよう事はされたよう事はされたよう

ですが、本当にですが、本当にですが、本当にですが、本当にややややるるるる気気気気があるのかとがあるのかとがあるのかとがあるのかと思思思思いいいいちょちょちょちょっとっとっとっと心心心心配をしていたのですが、平成２５年６配をしていたのですが、平成２５年６配をしていたのですが、平成２５年６配をしていたのですが、平成２５年６

月議会で、月議会で、月議会で、月議会で、和和和和田議員の代田議員の代田議員の代田議員の代表質問表質問表質問表質問ににににちちちちゃゃゃゃんんんんととととややややるというるというるというるという答弁答弁答弁答弁がががが荒荒荒荒井井井井知知知知事から事から事から事から重重重重ねねねねてありましてありましてありましてありまし

たのでこれはたのでこれはたのでこれはたのでこれは間間間間違違違違いないと安いないと安いないと安いないと安心心心心しているのですが、一方、しているのですが、一方、しているのですが、一方、しているのですが、一方、国国国国では障害者では障害者では障害者では障害者差差差差別別別別解消解消解消解消法という、法という、法という、法という、

禁禁禁禁止止止止いういういういう言言言言葉葉葉葉をををを使使使使わわわわずにずにずにずに解消解消解消解消というというというという言言言言葉葉葉葉で、いで、いで、いで、いわわわわゆゆゆゆるるるる禁禁禁禁止止止止法がで法がで法がで法ができきききました。しかもこれはました。しかもこれはました。しかもこれはました。しかもこれは

３年後の施行に向けてこれからという３年後の施行に向けてこれからという３年後の施行に向けてこれからという３年後の施行に向けてこれからという感感感感じだと見ているのですが、専じだと見ているのですが、専じだと見ているのですが、専じだと見ているのですが、専門家門家門家門家にににに言わ言わ言わ言わせると、せると、せると、せると、
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障害者の障害者の障害者の障害者の権権権権利利利利条条条条約約約約、、、、国際国際国際国際法です法です法です法ですねねねね、、、、権権権権利利利利条条条条約約約約のののの批准批准批准批准のためにのためにのためにのために体体体体裁裁裁裁をつけるような法律で、をつけるような法律で、をつけるような法律で、をつけるような法律で、

肝肝肝肝心心心心なことはまだまだなことはまだまだなことはまだまだなことはまだまだ抜抜抜抜けているとけているとけているとけていると言わ言わ言わ言われる向れる向れる向れる向ききききもあるのですが、そういうもあるのですが、そういうもあるのですが、そういうもあるのですが、そういう意意意意味味味味では県のでは県のでは県のでは県の

条例に条例に条例に条例に期期期期待待待待をしているをしているをしているをしているわわわわけですけれども、県は今けですけれども、県は今けですけれども、県は今けですけれども、県は今回回回回のののの解消解消解消解消法も法も法も法も含含含含めて、いめて、いめて、いめて、いわわわわゆゆゆゆるるるる禁禁禁禁止止止止条例条例条例条例

に向けてどのようにに向けてどのようにに向けてどのようにに向けてどのように認認認認識識識識をしてをしてをしてをして制制制制定のめどを定のめどを定のめどを定のめどを考え考え考え考えているのかているのかているのかているのか聞聞聞聞かせてほしいとかせてほしいとかせてほしいとかせてほしいと思思思思います。います。います。います。

それからもう一つそれからもう一つそれからもう一つそれからもう一つ最最最最後に、障害者後に、障害者後に、障害者後に、障害者優優優優先先先先調調調調達推進達推進達推進達推進法という法律がで法という法律がで法という法律がで法という法律ができきききました。この自ました。この自ました。この自ました。この自立支立支立支立支

援法とか、あるいは障害者援法とか、あるいは障害者援法とか、あるいは障害者援法とか、あるいは障害者虐待虐待虐待虐待防防防防止止止止法の法の法の法の創創創創設設設設、今の、今の、今の、今の差差差差別別別別解消解消解消解消法の新法の新法の新法の新設設設設など、それらはなど、それらはなど、それらはなど、それらは非非非非常常常常

に障害者のに障害者のに障害者のに障害者の間間間間でも、あるいは行政のでも、あるいは行政のでも、あるいは行政のでも、あるいは行政の間間間間でもいろいろとでもいろいろとでもいろいろとでもいろいろと取取取取り組まれているようにり組まれているようにり組まれているようにり組まれているように思思思思うのですうのですうのですうのです

が、そのが、そのが、そのが、その中中中中にあって、この障害者にあって、この障害者にあって、この障害者にあって、この障害者優優優優先先先先調調調調達達達達法というのはもう一つ法というのはもう一つ法というのはもう一つ法というのはもう一つ影影影影がががが薄薄薄薄いといういといういといういという思思思思いであいであいであいであ

ええええて今て今て今て今回回回回そのあたりにそのあたりにそのあたりにそのあたりに火火火火をつけるをつけるをつけるをつける意意意意味味味味でででで聞聞聞聞ききききたいのですが、この法律はたいのですが、この法律はたいのですが、この法律はたいのですが、この法律は国や国や国や国や都道府都道府都道府都道府県県県県やややや市市市市

町村町村町村町村、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは独独独独立立立立行政法人、行政法人、行政法人、行政法人、先先先先ほど病院のほど病院のほど病院のほど病院の独独独独立立立立行政法人がありましたが、こういった法行政法人がありましたが、こういった法行政法人がありましたが、こういった法行政法人がありましたが、こういった法

人も人も人も人も含含含含めて障害者のめて障害者のめて障害者のめて障害者の就就就就労労労労施施施施設設設設などからなどからなどからなどから優優優優先先先先してしてしてして物物物物品品品品をををを購購購購入入入入するなどを決めた法律になってするなどを決めた法律になってするなどを決めた法律になってするなどを決めた法律になって

るるるるわわわわけですが、あるけですが、あるけですが、あるけですが、ある意意意意味味味味ではではではでは非非非非常に常に常に常に意義意義意義意義のある法律だとのある法律だとのある法律だとのある法律だと思思思思いますが、どうもそういった動いますが、どうもそういった動いますが、どうもそういった動いますが、どうもそういった動

ききききがががが薄薄薄薄いようにいようにいようにいように思思思思うのです。この法律のうのです。この法律のうのです。この法律のうのです。この法律の中中中中には、には、には、には、毎毎毎毎年４月には年４月には年４月には年４月には物物物物品品品品調調調調達達達達業務委業務委業務委業務委託託託託の方の方の方の方針針針針なななな

どを策定、どを策定、どを策定、どを策定、公表公表公表公表して年度して年度して年度して年度末末末末にはこれらのにはこれらのにはこれらのにはこれらの結果結果結果結果をををを公表公表公表公表するというようになっておりますが、するというようになっておりますが、するというようになっておりますが、するというようになっておりますが、

こういった法律にのっとった動こういった法律にのっとった動こういった法律にのっとった動こういった法律にのっとった動ききききを現実にしているのかしていないのかを現実にしているのかしていないのかを現実にしているのかしていないのかを現実にしているのかしていないのか聞聞聞聞かせてほしい。かせてほしい。かせてほしい。かせてほしい。

とりあとりあとりあとりあええええずずずず以上以上以上以上です。です。です。です。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 梶川委員からの梶川委員からの梶川委員からの梶川委員からの質問質問質問質問におにおにおにお答答答答ええええいたします。いたします。いたします。いたします。

まず、まず、まず、まず、未受診未受診未受診未受診妊妊妊妊婦対婦対婦対婦対策についてでございます。まず策についてでございます。まず策についてでございます。まず策についてでございます。まず妊妊妊妊婦婦婦婦健康健康健康健康診診診診査査査査未受診未受診未受診未受診のまま分のまま分のまま分のまま分娩娩娩娩をををを迎迎迎迎

ええええるということにつるということにつるということにつるということにつききききましては、ましては、ましては、ましては、未未未未治療の治療の治療の治療の合合合合併症併症併症併症、、、、感染症感染症感染症感染症などがなどがなどがなどが存在存在存在存在するするするする可能可能可能可能性もござい性もござい性もござい性もござい

まして、まして、まして、まして、妊妊妊妊婦婦婦婦だけではなく生まれてくるだけではなく生まれてくるだけではなく生まれてくるだけではなく生まれてくる子子子子どものどものどものどものリスクリスクリスクリスクも高く、健も高く、健も高く、健も高く、健全全全全なななな母母母母子子子子関係が関係が関係が関係が育ち育ち育ち育ちにににに

くいくいくいくい環環環環境境境境にあります。そこで、通常はにあります。そこで、通常はにあります。そこで、通常はにあります。そこで、通常は妊娠妊娠妊娠妊娠届届届届が出された後、が出された後、が出された後、が出された後、妊妊妊妊婦婦婦婦健康健康健康健康診診診診査査査査公公公公費費費費負負負負担担担担制制制制度を度を度を度を

活用活用活用活用して分して分して分して分娩娩娩娩にににに至至至至るところでございますが、今るところでございますが、今るところでございますが、今るところでございますが、今回回回回梶川委員お梶川委員お梶川委員お梶川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妊娠妊娠妊娠妊娠届届届届が分が分が分が分娩娩娩娩後後後後

であった人は、奈良県におであった人は、奈良県におであった人は、奈良県におであった人は、奈良県におききききましては、平成２２年度は１１人、平成２３年度は１１人とましては、平成２２年度は１１人、平成２３年度は１１人とましては、平成２２年度は１１人、平成２３年度は１１人とましては、平成２２年度は１１人、平成２３年度は１１人と

いうことでございます。いうことでございます。いうことでございます。いうことでございます。率率率率といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、妊娠妊娠妊娠妊娠届届届届け出け出け出け出総数総数総数総数１１１１万万万万１１１１，，，，０００人の０００人の０００人の０００人の約約約約００００．．．．

１１１１％％％％というというというという率率率率となっております。となっております。となっております。となっております。

妊娠妊娠妊娠妊娠届届届届が分が分が分が分娩娩娩娩後であった理後であった理後であった理後であった理由由由由といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、妊娠妊娠妊娠妊娠にににに気気気気がつかなかった、がつかなかった、がつかなかった、がつかなかった、知知知知られたくなられたくなられたくなられたくな

かった、またかった、またかった、またかった、また海海海海外外外外でのでのでのでの妊娠妊娠妊娠妊娠、出、出、出、出産産産産であった、また経であった、また経であった、また経であった、また経済済済済的的的的理理理理由由由由等が等が等が等が上げ上げ上げ上げられているところでられているところでられているところでられているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。妊娠妊娠妊娠妊娠健康健康健康健康診診診診査が査が査が査が未受診未受診未受診未受診であるということはであるということはであるということはであるということは支支支支援が必要な援が必要な援が必要な援が必要な家庭家庭家庭家庭であるという状であるという状であるという状であるという状

況は予況は予況は予況は予測測測測されますので、市されますので、市されますので、市されますので、市町村町村町村町村のののの母母母母子子子子保健、また児保健、また児保健、また児保健、また児童童童童福祉の担当者が福祉の担当者が福祉の担当者が福祉の担当者が気気気気になるになるになるになる家庭家庭家庭家庭へへへへのののの家家家家

庭庭庭庭訪訪訪訪問問問問等を実施しているところでございます。県はその等を実施しているところでございます。県はその等を実施しているところでございます。県はその等を実施しているところでございます。県はその取取取取り組り組り組り組みみみみのののの進捗進捗進捗進捗のののの把握把握把握把握にににに努努努努めておめておめておめてお
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り、どのような状況であったか今後ともり、どのような状況であったか今後ともり、どのような状況であったか今後ともり、どのような状況であったか今後とも把握把握把握把握し、し、し、し、支支支支援してい援してい援してい援していききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えているところでているところでているところでているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

なお、経なお、経なお、経なお、経済済済済的的的的なななな応応応応援ということで、援ということで、援ということで、援ということで、妊妊妊妊婦婦婦婦の健の健の健の健診診診診のののの公公公公費費費費助助助助成につ成につ成につ成につききききまして、これまでまして、これまでまして、これまでまして、これまで国国国国のののの

補正予算によりまして県の基補正予算によりまして県の基補正予算によりまして県の基補正予算によりまして県の基金金金金事業の事業の事業の事業の延延延延長を長を長を長を重重重重ねねねねててててききききたが、平成２５年度たが、平成２５年度たが、平成２５年度たが、平成２５年度以降以降以降以降は、地方財は、地方財は、地方財は、地方財

源源源源をををを確確確確保いたしまして地方財政保いたしまして地方財政保いたしまして地方財政保いたしまして地方財政措置措置措置措置を講ずる市を講ずる市を講ずる市を講ずる市町村町村町村町村へへへへの地方交付の地方交付の地方交付の地方交付税税税税１００１００１００１００％％％％をををを措置措置措置措置するとするとするとすると

いうことによりましていうことによりましていうことによりましていうことによりまして恒恒恒恒常常常常的的的的なななな仕仕仕仕組組組組みみみみへ移へ移へ移へ移行したところでございます。このことによりま行したところでございます。このことによりま行したところでございます。このことによりま行したところでございます。このことによりま

してしてしてして引き続き引き続き引き続き引き続き必要な１４必要な１４必要な１４必要な１４回回回回のののの妊妊妊妊婦婦婦婦健健健健診診診診をををを受受受受けることが保障されたということであり、けることが保障されたということであり、けることが保障されたということであり、けることが保障されたということであり、妊妊妊妊婦婦婦婦

健健健健診診診診をををを受受受受ける経ける経ける経ける経済済済済的的的的負負負負担はないものと担はないものと担はないものと担はないものと考え考え考え考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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 ２つの２つの２つの２つの質問質問質問質問につにつにつにつききききましておましておましておましてお答答答答ええええいたします。いたします。いたします。いたします。

１つ１つ１つ１つ目目目目は、障害者は、障害者は、障害者は、障害者差差差差別別別別解消解消解消解消条例に関してでございます。梶川委員お条例に関してでございます。梶川委員お条例に関してでございます。梶川委員お条例に関してでございます。梶川委員お述述述述べべべべの障害者の障害者の障害者の障害者差差差差別別別別解解解解

消消消消条例の条例の条例の条例の制制制制定につ定につ定につ定につききききましては、現ましては、現ましては、現ましては、現在在在在取取取取り組り組り組り組んんんんでいる障害者計画の見直しのでいる障害者計画の見直しのでいる障害者計画の見直しのでいる障害者計画の見直しの過過過過程程程程におにおにおにおききききましましましまし

て、これとて、これとて、これとて、これと並並並並行して行して行して行して検討検討検討検討をををを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。具具具具体的体的体的体的には、障害者施策には、障害者施策には、障害者施策には、障害者施策

に関する基本理に関する基本理に関する基本理に関する基本理念念念念やややや基本基本基本基本的的的的な方向性の規定をな方向性の規定をな方向性の規定をな方向性の規定を視視視視野野野野にににに入入入入れておりまして、そのれておりまして、そのれておりまして、そのれておりまして、その中中中中で、障害者で、障害者で、障害者で、障害者

差差差差別の別の別の別の解消解消解消解消に関する政策に関する政策に関する政策に関する政策や取や取や取や取り組り組り組り組みみみみについてもについてもについてもについても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え考え考え考えています。ています。ています。ています。ススススケケケケ

ジジジジュュュュールールールールとしましては、平成２５年度は障害者関係団としましては、平成２５年度は障害者関係団としましては、平成２５年度は障害者関係団としましては、平成２５年度は障害者関係団体体体体等から等から等から等から意意意意見を見を見を見を十十十十分分分分聞聞聞聞ききききながら、現ながら、現ながら、現ながら、現

状と課状と課状と課状と課題題題題、、、、取取取取り組り組り組り組みみみみの方向性をの方向性をの方向性をの方向性を検討検討検討検討し、し、し、し、来来来来年度年度年度年度末末末末の平成２７年３月をの平成２７年３月をの平成２７年３月をの平成２７年３月を目目目目途途途途に次に次に次に次期期期期障害者計障害者計障害者計障害者計

画を画を画を画を取取取取りまとめることとしています。なお、りまとめることとしています。なお、りまとめることとしています。なお、りまとめることとしています。なお、検討検討検討検討に当たりましては、そのに当たりましては、そのに当たりましては、そのに当たりましては、その過過過過程程程程、、、、プロプロプロプロセセセセスススス

がががが大大大大事であると事であると事であると事であると考え考え考え考えており、障害のある人などとともに行動し、またており、障害のある人などとともに行動し、またており、障害のある人などとともに行動し、またており、障害のある人などとともに行動し、また考え考え考え考えながらながらながらながら取取取取り組り組り組り組んんんん

でまいりたいとでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

２つ２つ２つ２つ目目目目でございます。障害者でございます。障害者でございます。障害者でございます。障害者優優優優先先先先調調調調達推進達推進達推進達推進法法法法へへへへのののの対対対対応応応応でございます。平成２５年４月にでございます。平成２５年４月にでございます。平成２５年４月にでございます。平成２５年４月に

施行された障害者施行された障害者施行された障害者施行された障害者優優優優先先先先調調調調達推進達推進達推進達推進法は、法は、法は、法は、物物物物品品品品ややややササササーーーービビビビススススをををを調調調調達達達達するするするする際際際際、障害者、障害者、障害者、障害者就就就就労労労労施施施施設設設設等か等か等か等か

らららら優優優優先的先的先的先的、また、また、また、また積極的積極的積極的積極的にににに購購購購入入入入することによりまして、障害者することによりまして、障害者することによりまして、障害者することによりまして、障害者就就就就労労労労施施施施設設設設でででで就就就就労労労労する障害者する障害者する障害者する障害者やややや

在宅在宅在宅在宅でででで就就就就労労労労する障害者の経する障害者の経する障害者の経する障害者の経済面済面済面済面の自の自の自の自立立立立をををを促進促進促進促進することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としています。県といたしまとしています。県といたしまとしています。県といたしまとしています。県といたしま

しては、しては、しては、しては、荒荒荒荒井井井井知知知知事を本部長とし事を本部長とし事を本部長とし事を本部長とし全全全全部局長で部局長で部局長で部局長で構構構構成しています障害者政策成しています障害者政策成しています障害者政策成しています障害者政策推進推進推進推進本部会議にお本部会議にお本部会議にお本部会議におきききき

まして、まして、まして、まして、全全全全庁庁庁庁的的的的なななな取取取取り組り組り組り組みみみみとして障害者として障害者として障害者として障害者就就就就労労労労施施施施設設設設からのからのからのからの積極的積極的積極的積極的なななな調調調調達達達達、、、、発発発発注注注注にににに取取取取り組り組り組り組むむむむここここ

ととしています。また、県ととしています。また、県ととしています。また、県ととしています。また、県内内内内市市市市町村町村町村町村にににに対対対対しましても福祉担当部長会議等におしましても福祉担当部長会議等におしましても福祉担当部長会議等におしましても福祉担当部長会議等におききききまして障害まして障害まして障害まして障害

者者者者優優優優先先先先調調調調達達達達のののの積極的積極的積極的積極的なななな取取取取り組り組り組り組みみみみをををを説説説説明、明、明、明、依頼依頼依頼依頼しているところでございます。県しているところでございます。県しているところでございます。県しているところでございます。県内内内内の障害者の障害者の障害者の障害者

就就就就労労労労施施施施設設設設等で等で等で等で供供供供給給給給ででででききききるものは、るものは、るものは、るものは、主主主主にににに清清清清掃掃掃掃、、、、クリークリークリークリーニニニニンンンンググググ、、、、印刷印刷印刷印刷製製製製本、本、本、本、データ入力データ入力データ入力データ入力といっといっといっといっ

た業務た業務た業務た業務やクッやクッやクッやクッキキキキーーーー、、、、パンパンパンパン、、、、弁弁弁弁当、手当、手当、手当、手工工工工芸品芸品芸品芸品などのなどのなどのなどの授授授授産産産産品品品品があります。県におがあります。県におがあります。県におがあります。県におききききましては、ましては、ましては、ましては、

県県県県庁屋庁屋庁屋庁屋上上上上広広広広場場場場のののの除除除除草草草草作作作作業業業業やややや冊冊冊冊子子子子のののの印刷印刷印刷印刷業務などを業務などを業務などを業務などを発発発発注注注注しているところです。今後は県等がしているところです。今後は県等がしているところです。今後は県等がしているところです。今後は県等が
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発発発発注注注注ででででききききる業務のる業務のる業務のる業務の需需需需要と施要と施要と施要と施設設設設等の等の等の等の供供供供給力給力給力給力とのすりとのすりとのすりとのすり合わ合わ合わ合わせといった課せといった課せといった課せといった課題題題題をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、発発発発注注注注するするするする

量量量量やややや単単単単位位位位を小さくするなどを小さくするなどを小さくするなどを小さくするなど発発発発注注注注のののの仕仕仕仕方の方の方の方の工工工工夫等を行いながら障害者夫等を行いながら障害者夫等を行いながら障害者夫等を行いながら障害者就就就就労労労労施施施施設設設設等と等と等と等と随随随随意意意意契契契契約約約約

がでがでがでができきききるるるる制制制制度の度の度の度の活用活用活用活用などによりなどによりなどによりなどにより発発発発注注注注拡拡拡拡大大大大をををを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えているところでございているところでございているところでございているところでござい

ます。ます。ます。ます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 わわわわかりました。１つかりました。１つかりました。１つかりました。１つ目目目目のののの妊妊妊妊婦婦婦婦健康健康健康健康診診診診査査査査未受診未受診未受診未受診云々云々云々云々のののの件件件件ですが、一ですが、一ですが、一ですが、一応応応応奈良県で奈良県で奈良県で奈良県で

も実も実も実も実際際際際には１１人おられた。これをには１１人おられた。これをには１１人おられた。これをには１１人おられた。これをゼゼゼゼロロロロにするというのはいろいろな事にするというのはいろいろな事にするというのはいろいろな事にするというのはいろいろな事情情情情があってなかながあってなかながあってなかながあってなかな

かかかか至至至至難難難難ののののわわわわざかもざかもざかもざかもわわわわかりませかりませかりませかりませんんんん。しかし経。しかし経。しかし経。しかし経済済済済的的的的な理な理な理な理由由由由でででで未受診未受診未受診未受診にににに至至至至っているというっているというっているというっているというケケケケースースースース

はないようですが、一はないようですが、一はないようですが、一はないようですが、一応応応応未受診未受診未受診未受診で生まれたで生まれたで生まれたで生まれた子子子子、あるいはそうでない、あるいはそうでない、あるいはそうでない、あるいはそうでない子子子子もももも含含含含めてしっかりとめてしっかりとめてしっかりとめてしっかりと

家庭家庭家庭家庭訪訪訪訪問問問問等をして、等をして、等をして、等をして、虐待虐待虐待虐待というような事というような事というような事というような事態態態態がががが起起起起こらないようにこらないようにこらないようにこらないように気気気気をつけていただをつけていただをつけていただをつけていただききききたいとたいとたいとたいと

思思思思います。これはそういう要います。これはそういう要います。これはそういう要います。これはそういう要望望望望にしておにしておにしておにしておききききます。ます。ます。ます。

それから、障害者それから、障害者それから、障害者それから、障害者差差差差別別別別禁禁禁禁止止止止条例についても障害者計画との動条例についても障害者計画との動条例についても障害者計画との動条例についても障害者計画との動ききききがががが連連連連動してということで動してということで動してということで動してということで

ございますので、そのことは了ございますので、そのことは了ございますので、そのことは了ございますので、そのことは了解解解解をしておをしておをしておをしておききききたいとたいとたいとたいと思思思思うのですが、例うのですが、例うのですが、例うのですが、例えばえばえばえば今度の法律を見今度の法律を見今度の法律を見今度の法律を見

ますと、障害を理ますと、障害を理ますと、障害を理ますと、障害を理由由由由にににに不不不不当な当な当な当な差差差差別を別を別を別を禁禁禁禁止止止止し、し、し、し、過重過重過重過重なななな負負負負担にならない担にならない担にならない担にならない限限限限り施り施り施り施設設設設ののののババババリリリリアフアフアフアフリリリリ

ー化ー化ー化ー化をををを進進進進めることというようなことが書かれておりますけれども、これらはそのめることというようなことが書かれておりますけれども、これらはそのめることというようなことが書かれておりますけれども、これらはそのめることというようなことが書かれておりますけれども、これらはその企企企企業なり業なり業なり業なり

職職職職場場場場にににに過重過重過重過重なななな負負負負担になるかどうかというのはだれが担になるかどうかというのはだれが担になるかどうかというのはだれが担になるかどうかというのはだれが判断判断判断判断するのか。その会社の経営者がするのか。その会社の経営者がするのか。その会社の経営者がするのか。その会社の経営者が判判判判

断断断断したらしたらしたらしたら何何何何をしてもをしてもをしてもをしても過重過重過重過重になるし、第になるし、第になるし、第になるし、第三三三三者が者が者が者が判断判断判断判断する必要があるのか、県でつくる条例でする必要があるのか、県でつくる条例でする必要があるのか、県でつくる条例でする必要があるのか、県でつくる条例で

はそういったはそういったはそういったはそういった機機機機関をつくるとか、それと関をつくるとか、それと関をつくるとか、それと関をつくるとか、それと先先先先ほどでほどでほどでほどでききききるだけるだけるだけるだけ広広広広く障害者のく障害者のく障害者のく障害者の意意意意見を見を見を見を聞聞聞聞いてといいてといいてといいてとい

うことですが、例うことですが、例うことですが、例うことですが、例えば身体えば身体えば身体えば身体障害者と一障害者と一障害者と一障害者と一口口口口にににに言言言言って、って、って、って、過過過過去去去去にににに私私私私もいろいろともいろいろともいろいろともいろいろと知知知知ったのですが、ったのですが、ったのですが、ったのですが、

例例例例えばえばえばえば透析患透析患透析患透析患者も１者も１者も１者も１級級級級障害で、これは障害で、これは障害で、これは障害で、これは身体身体身体身体障害の障害の障害の障害の中中中中にににに入入入入っています。っています。っています。っています。車車車車いすかいすかいすかいすか何何何何かにかにかにかに乗乗乗乗っっっっ

たようなたようなたようなたような身体身体身体身体障害の方が代障害の方が代障害の方が代障害の方が代表表表表してこういう要してこういう要してこういう要してこういう要領領領領をつくるに当たって審議会をつくるに当たって審議会をつくるに当たって審議会をつくるに当たって審議会みみみみたいなものをたいなものをたいなものをたいなものを

つくられるとつくられるとつくられるとつくられると思思思思うのですが、特にここでお願いしておうのですが、特にここでお願いしておうのですが、特にここでお願いしておうのですが、特にここでお願いしておききききたいのは、たいのは、たいのは、たいのは、視視視視力力力力障害、障害、障害、障害、聴聴聴聴力力力力障害、障害、障害、障害、

聾唖聾唖聾唖聾唖者、今者、今者、今者、今言言言言うううう透析患透析患透析患透析患者、それから者、それから者、それから者、それから知的知的知的知的障害、障害、障害、障害、発達発達発達発達障害、障害、障害、障害、脳脳脳脳性ま性ま性ま性まひひひひ障害など、これらも障害など、これらも障害など、これらも障害など、これらも広広広広

いいいい意意意意味味味味ではではではでは身体身体身体身体障害だと障害だと障害だと障害だと思思思思うのですが、こういったあらうのですが、こういったあらうのですが、こういったあらうのですが、こういったあらゆゆゆゆる障害者をる障害者をる障害者をる障害者を入入入入れて審議会をしたれて審議会をしたれて審議会をしたれて審議会をした

り、あるいはり、あるいはり、あるいはり、あるいは意意意意見を見を見を見を聞聞聞聞いたりするようないたりするようないたりするようないたりするような形形形形で、で、で、で、有識有識有識有識者という者という者という者という形形形形でででで大学大学大学大学のののの先先先先生なども必要だ生なども必要だ生なども必要だ生なども必要だ

とはとはとはとは思思思思うのですが、それうのですが、それうのですが、それうのですが、それ以上以上以上以上に障害者当事者をに障害者当事者をに障害者当事者をに障害者当事者をぜひぜひぜひぜひ入入入入れていただくようにれていただくようにれていただくようにれていただくように思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、

先先先先ほどほどほどほど広広広広くくくく意意意意見を見を見を見を聞聞聞聞くとくとくとくと言言言言っていましたけれども、審議会をつくるならそこっていましたけれども、審議会をつくるならそこっていましたけれども、審議会をつくるならそこっていましたけれども、審議会をつくるならそこへへへへそういったそういったそういったそういった

メンメンメンメンババババーーーーをををを全全全全部部部部入入入入れていってほしいとれていってほしいとれていってほしいとれていってほしいと思思思思うのですが、そのうのですが、そのうのですが、そのうのですが、その点点点点についてについてについてについて考え考え考え考え方を方を方を方を聞聞聞聞かせてほかせてほかせてほかせてほ

しいとしいとしいとしいと思思思思います。います。います。います。

それから、障害者それから、障害者それから、障害者それから、障害者優優優優先先先先調調調調達達達達法、これは県で法、これは県で法、これは県で法、これは県で荒荒荒荒井井井井知知知知事を事を事を事を筆頭筆頭筆頭筆頭に組織をつくってに組織をつくってに組織をつくってに組織をつくってややややるというるというるというるという

ことで了ことで了ことで了ことで了解解解解をしておをしておをしておをしておききききます。ます。ます。ます。私私私私はははは各各各各市市市市町村町村町村町村がどういう動がどういう動がどういう動がどういう動ききききをされているのかというのもをされているのかというのもをされているのかというのもをされているのかというのも心心心心



---- 22224444 ----

配だったのですが、市配だったのですが、市配だったのですが、市配だったのですが、市町村町村町村町村にもしっかりとそういうにもしっかりとそういうにもしっかりとそういうにもしっかりとそういう調調調調達達達達をするように担当者会議をしてをするように担当者会議をしてをするように担当者会議をしてをするように担当者会議をして依依依依

頼頼頼頼されているということですから、その組織を関されているということですから、その組織を関されているということですから、その組織を関されているということですから、その組織を関心心心心をををを持持持持って見させてもらいたいとって見させてもらいたいとって見させてもらいたいとって見させてもらいたいと思思思思いまいまいまいま

すので、すので、すので、すので、ぜひぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

一一一一応応応応以上以上以上以上でででで私私私私のののの質問質問質問質問をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。答弁答弁答弁答弁だけお願いします。だけお願いします。だけお願いします。だけお願いします。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 障害者障害者障害者障害者差差差差別別別別解消解消解消解消法の関法の関法の関法の関連連連連でございます。６月２６日に障害者でございます。６月２６日に障害者でございます。６月２６日に障害者でございます。６月２６日に障害者差差差差別別別別解解解解

消消消消法が法が法が法が公公公公布布布布されたところでございます。今後されたところでございます。今後されたところでございます。今後されたところでございます。今後国国国国におにおにおにおききききましては障害者のましては障害者のましては障害者のましては障害者の差差差差別の別の別の別の解消解消解消解消に関すに関すに関すに関す

る基本方る基本方る基本方る基本方針針針針、職員、職員、職員、職員対対対対応応応応要要要要領領領領、事業者のための、事業者のための、事業者のための、事業者のための対対対対応応応応指指指指針針針針を策定することとなっており、そのを策定することとなっており、そのを策定することとなっており、そのを策定することとなっており、その

動向を動向を動向を動向を注視注視注視注視しながら障害者しながら障害者しながら障害者しながら障害者差差差差別の別の別の別の解消解消解消解消に関する施策に関する施策に関する施策に関する施策や取や取や取や取り組り組り組り組みみみみについてもについてもについてもについても検討検討検討検討してまいりしてまいりしてまいりしてまいり

たいとたいとたいとたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

梶川委員お梶川委員お梶川委員お梶川委員お述述述述べべべべの障害者団の障害者団の障害者団の障害者団体体体体等の等の等の等の意意意意見をよく見をよく見をよく見をよく聞聞聞聞くようにということでございますが、くようにということでございますが、くようにということでございますが、くようにということでございますが、具具具具

体的体的体的体的には平成２５年７月には平成２５年７月には平成２５年７月には平成２５年７月以降以降以降以降、、、、各各各各障害者の当事者団障害者の当事者団障害者の当事者団障害者の当事者団体体体体、障害者団、障害者団、障害者団、障害者団体体体体とととと具具具具体的体的体的体的にににに意意意意見交見交見交見交換換換換しししし

一一一一緒緒緒緒にににに考え考え考え考えていこうとていこうとていこうとていこうと考え考え考え考えているところでございます。また、障害者ているところでございます。また、障害者ているところでございます。また、障害者ているところでございます。また、障害者差差差差別別別別解消解消解消解消条例に関す条例に関す条例に関す条例に関す

る審議会につる審議会につる審議会につる審議会につききききましては、今後のましては、今後のましては、今後のましては、今後の検討検討検討検討課課課課題題題題とさせていただとさせていただとさせていただとさせていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。よろしくおいます。よろしくおいます。よろしくおいます。よろしくお

願いします。願いします。願いします。願いします。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 今今今今言わ言わ言わ言われた今後のれた今後のれた今後のれた今後の検討検討検討検討課課課課題題題題ををををぜひぜひぜひぜひ実現していただくように要実現していただくように要実現していただくように要実現していただくように要望望望望してしてしてして終わ終わ終わ終わりまりまりまりま

す。す。す。す。

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

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ３３３３点質問点質問点質問点質問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きききます。ます。ます。ます。

第１第１第１第１点目点目点目点目ですが、ですが、ですが、ですが、乳乳乳乳幼幼幼幼児医療費の児医療費の児医療費の児医療費の助助助助成成成成制制制制度、度、度、度、子子子子どもの医療費のどもの医療費のどもの医療費のどもの医療費の制制制制度につ度につ度につ度につききききまして、ずっまして、ずっまして、ずっまして、ずっ

とこのとこのとこのとこの間間間間の、本会議の、本会議の、本会議の、本会議やややや委員会等でも委員会等でも委員会等でも委員会等でも取取取取りりりり上げ上げ上げ上げててててききききたのですが、たのですが、たのですが、たのですが、先先先先日の本会議で健康福祉部日の本会議で健康福祉部日の本会議で健康福祉部日の本会議で健康福祉部

長から長から長から長から対対対対象象象象年年年年齢齢齢齢のののの拡拡拡拡大大大大について市について市について市について市町村町村町村町村と第１と第１と第１と第１回回回回のののの勉勉勉勉強強強強会をしたと会をしたと会をしたと会をしたと答弁答弁答弁答弁をされておりました。をされておりました。をされておりました。をされておりました。

それで、このそれで、このそれで、このそれで、この勉勉勉勉強強強強会の会の会の会の中中中中では、では、では、では、窓窓窓窓口負口負口負口負担をなくしてほしいという担をなくしてほしいという担をなくしてほしいという担をなくしてほしいという声声声声も本当にも本当にも本当にも本当に切切切切実なのです実なのです実なのです実なのです

けれども、このけれども、このけれども、このけれども、この問題問題問題問題はははは検討検討検討検討されないのでしされないのでしされないのでしされないのでしょょょょうか。これをまず１うか。これをまず１うか。これをまず１うか。これをまず１点点点点おおおお尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。

それから、２つそれから、２つそれから、２つそれから、２つ目目目目のののの問題問題問題問題ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、精神精神精神精神障害者の方ですけれども、障害者の方ですけれども、障害者の方ですけれども、障害者の方ですけれども、先先先先日、日、日、日、精神精神精神精神障害障害障害障害

者健康福祉手者健康福祉手者健康福祉手者健康福祉手帳帳帳帳の手の手の手の手続続続続がおくれて手がおくれて手がおくれて手がおくれて手帳帳帳帳がない状がない状がない状がない状態態態態でででで空白空白空白空白のののの期間期間期間期間がでがでがでができきききますので、生ますので、生ますので、生ますので、生活活活活保護保護保護保護

の障害者の障害者の障害者の障害者加加加加算がもら算がもら算がもら算がもらええええなくなってしまった、このようにごなくなってしまった、このようにごなくなってしまった、このようにごなくなってしまった、このようにご相相相相談談談談がありました。がありました。がありました。がありました。精神精神精神精神障害の障害の障害の障害の

場合場合場合場合は他の障害と異なりまして２年ごとに更新の手は他の障害と異なりまして２年ごとに更新の手は他の障害と異なりまして２年ごとに更新の手は他の障害と異なりまして２年ごとに更新の手続き続き続き続きをするということになっておりまをするということになっておりまをするということになっておりまをするということになっておりま

すが、この手すが、この手すが、この手すが、この手続続続続が理が理が理が理解解解解されていなかったり自されていなかったり自されていなかったり自されていなかったり自覚覚覚覚がなかったり、がなかったり、がなかったり、がなかったり、家家家家族族族族構構構構成の状成の状成の状成の状態態態態もあるともあるともあるともあると思思思思

いますけれども、おくれますと、そのいますけれども、おくれますと、そのいますけれども、おくれますと、そのいますけれども、おくれますと、その間間間間がががが空白空白空白空白期間期間期間期間になってしまうになってしまうになってしまうになってしまうわわわわけです。こういう状けです。こういう状けです。こういう状けです。こういう状

態態態態で生で生で生で生活活活活にもにもにもにも影響影響影響影響するということがあるするということがあるするということがあるするということがあるわわわわけなのですけれども、今こうした状況、けなのですけれども、今こうした状況、けなのですけれども、今こうした状況、けなのですけれども、今こうした状況、申申申申請請請請、、、、
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更新の状況がどうなっているのか、またこのような事更新の状況がどうなっているのか、またこのような事更新の状況がどうなっているのか、またこのような事更新の状況がどうなっているのか、またこのような事態態態態をををを防防防防ぐぐぐぐ手だてはないのかをお手だてはないのかをお手だてはないのかをお手だてはないのかをお尋尋尋尋ねねねね

をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思います。います。います。います。

それから、３それから、３それから、３それから、３点目点目点目点目なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、精神精神精神精神障害者の障害者の障害者の障害者のアウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチ推進推進推進推進事業を奈良県では事業を奈良県では事業を奈良県では事業を奈良県では

取取取取り組まれてり組まれてり組まれてり組まれてききききました。実ました。実ました。実ました。実際際際際には奈良県のには奈良県のには奈良県のには奈良県の中中中中では奈良市では奈良市では奈良市では奈良市内内内内の１の１の１の１カカカカ所の医療所の医療所の医療所の医療機機機機関に委関に委関に委関に委託託託託してしてしてして

事業が行事業が行事業が行事業が行わわわわれております。この事業につれております。この事業につれております。この事業につれております。この事業につききききまして、奈良県はまして、奈良県はまして、奈良県はまして、奈良県は早早早早くにこの事業にくにこの事業にくにこの事業にくにこの事業に取取取取り組まれり組まれり組まれり組まれ

たとたとたとたと思思思思うのですけれども、事業のうのですけれども、事業のうのですけれども、事業のうのですけれども、事業の目的目的目的目的であるとか事業の現状、またその成であるとか事業の現状、またその成であるとか事業の現状、またその成であるとか事業の現状、またその成果果果果をどのようにをどのようにをどのようにをどのように

見ておられるのか、今後の課見ておられるのか、今後の課見ておられるのか、今後の課見ておられるのか、今後の課題題題題というのはどうというのはどうというのはどうというのはどう考え考え考え考えておられるのかおておられるのかおておられるのかおておられるのかお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いまいまいまいま

す。す。す。す。以上以上以上以上です。です。です。です。

○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 乳乳乳乳幼幼幼幼児医療児医療児医療児医療制制制制度の度の度の度の勉勉勉勉強強強強会において会において会において会において窓窓窓窓口負口負口負口負担の担の担の担の無無無無料料料料化化化化がががが検討検討検討検討されていされていされていされてい

るのかどうかというおるのかどうかというおるのかどうかというおるのかどうかというお尋尋尋尋ねねねねでございます。でございます。でございます。でございます。

乳乳乳乳幼幼幼幼児医療費の児医療費の児医療費の児医療費の窓窓窓窓口負口負口負口負担の担の担の担の無無無無料料料料化化化化につにつにつにつききききましては、平成２５年２月議会の本会議におましては、平成２５年２月議会の本会議におましては、平成２５年２月議会の本会議におましては、平成２５年２月議会の本会議におきききき

まして健康福祉部長からまして健康福祉部長からまして健康福祉部長からまして健康福祉部長から答弁答弁答弁答弁いたしましたとおり、県としてはいたしましたとおり、県としてはいたしましたとおり、県としてはいたしましたとおり、県としては引き続き引き続き引き続き引き続き現行現行現行現行制制制制度である自度である自度である自度である自

動動動動償還払償還払償還払償還払いのいのいのいの制制制制度を度を度を度を維持維持維持維持したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、勉勉勉勉強強強強会では特にこれを会では特にこれを会では特にこれを会では特にこれを取取取取りりりり上げ上げ上げ上げるとるとるとると

いうことにはなっておりませいうことにはなっておりませいうことにはなっておりませいうことにはなっておりませんんんん。。。。

国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険等にお等にお等にお等におききききましては、法で定められましたましては、法で定められましたましては、法で定められましたましては、法で定められました割合割合割合割合の医療費の一部の医療費の一部の医療費の一部の医療費の一部負負負負担担担担金金金金を病院を病院を病院を病院

のののの窓窓窓窓口口口口でででで支支支支払払払払わわわわなけれなけれなけれ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窓窓窓窓口口口口払払払払いのいのいのいの原原原原則が規定されております。この則が規定されております。この則が規定されております。この則が規定されております。この窓窓窓窓口口口口

負負負負担を担を担を担を無無無無料料料料化化化化する、いする、いする、いする、いわわわわゆゆゆゆる現る現る現る現物物物物給給給給付方付方付方付方式式式式をとりますと、これにをとりますと、これにをとりますと、これにをとりますと、これに反反反反するということになりするということになりするということになりするということになり

ますけれども、これにますけれども、これにますけれども、これにますけれども、これに対対対対しまして市しまして市しまして市しまして市町村国民町村国民町村国民町村国民健康保健康保健康保健康保険険険険に交付されますに交付されますに交付されますに交付されます国国国国庫負庫負庫負庫負担担担担金金金金がががが減額減額減額減額ささささ

れる法律のれる法律のれる法律のれる法律の仕仕仕仕組組組組みみみみがございます。この市がございます。この市がございます。この市がございます。この市町村国民町村国民町村国民町村国民健康保健康保健康保健康保険険険険の財政がの財政がの財政がの財政が厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中にあって、こにあって、こにあって、こにあって、こ

のののの多多多多額額額額のののの国国国国庫負庫負庫負庫負担担担担金金金金がががが減額減額減額減額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、財政基、財政基、財政基、財政基盤盤盤盤のののの脆弱脆弱脆弱脆弱なななな国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険にににに

とりましてとりましてとりましてとりまして大き大き大き大きなななな負負負負担になり、これが担になり、これが担になり、これが担になり、これが国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険料に料に料に料に添添添添加加加加されかされかされかされかねねねねないというないというないというないという懸懸懸懸念念念念もごもごもごもご

ざいます。そういうことで、現行ざいます。そういうことで、現行ざいます。そういうことで、現行ざいます。そういうことで、現行制制制制度を度を度を度を維持維持維持維持したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

この現行この現行この現行この現行制制制制度であります自動度であります自動度であります自動度であります自動償還払償還払償還払償還払いいいい制制制制度でありますけれども、この度でありますけれども、この度でありますけれども、この度でありますけれども、この制制制制度は、一た度は、一た度は、一た度は、一たんんんん窓窓窓窓

口口口口で一部で一部で一部で一部負負負負担担担担金金金金をををを支支支支払払払払っていただっていただっていただっていただききききますけれども、ますけれども、ますけれども、ますけれども、何何何何らららら申申申申請請請請等の行等の行等の行等の行為為為為を要することなく市を要することなく市を要することなく市を要することなく市

町村町村町村町村においてにおいてにおいてにおいて助助助助成成成成金金金金をををを受給受給受給受給者の者の者の者の口口口口座座座座に自動に自動に自動に自動的的的的にににに振振振振りりりり込む込む込む込む、そういう、そういう、そういう、そういう仕仕仕仕組組組組みみみみになっておりまになっておりまになっておりまになっておりま

す。こういったす。こういったす。こういったす。こういった申申申申請請請請の手の手の手の手間間間間を要することなく、またを要することなく、またを要することなく、またを要することなく、また申申申申請請請請漏漏漏漏れがないというれがないというれがないというれがないという仕仕仕仕組組組組みみみみになるよになるよになるよになるよ

うにうにうにうに工工工工夫しているところでございます。夫しているところでございます。夫しているところでございます。夫しているところでございます。

なお、なお、なお、なお、国国国国庫負庫負庫負庫負担担担担金金金金のののの減額措置減額措置減額措置減額措置につにつにつにつききききましては、これまでもましては、これまでもましては、これまでもましては、これまでも全国知全国知全国知全国知事会等にお事会等にお事会等にお事会等におききききましてましてましてまして廃廃廃廃

止止止止の要の要の要の要望望望望を行っておりまして、今後もを行っておりまして、今後もを行っておりまして、今後もを行っておりまして、今後も引き続き機引き続き機引き続き機引き続き機会をとら会をとら会をとら会をとらええええてててて国国国国に要に要に要に要望望望望してまいりたいと、してまいりたいと、してまいりたいと、してまいりたいと、

考え考え考え考えております。ております。ております。ております。
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○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 ２２２２点点点点のごのごのごのご質問質問質問質問でございます。でございます。でございます。でございます。

まず、まず、まず、まず、精神精神精神精神障害者保健福祉手障害者保健福祉手障害者保健福祉手障害者保健福祉手帳帳帳帳の更新についてでございます。この更新についてでございます。この更新についてでございます。この更新についてでございます。こちちちちらの手らの手らの手らの手帳帳帳帳でございまでございまでございまでございま

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、申申申申請請請請、更新手、更新手、更新手、更新手続続続続につにつにつにつききききましては、市ましては、市ましては、市ましては、市町村町村町村町村担当担当担当担当窓窓窓窓口口口口を経てを経てを経てを経て精神精神精神精神保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉セセセセンタンタンタンタ

ーーーーで手で手で手で手帳帳帳帳の承の承の承の承認認認認、また、また、また、また不不不不承承承承認認認認を決定いたしまして、手を決定いたしまして、手を決定いたしまして、手を決定いたしまして、手帳帳帳帳を交付するを交付するを交付するを交付する場合場合場合場合は市は市は市は市町村町村町村町村を通じまを通じまを通じまを通じま

してしてしてして申申申申請請請請者あてに通者あてに通者あてに通者あてに通知知知知し、市し、市し、市し、市町村町村町村町村で交付しているところでございます。で交付しているところでございます。で交付しているところでございます。で交付しているところでございます。精神精神精神精神障害者保健福障害者保健福障害者保健福障害者保健福

祉手祉手祉手祉手帳帳帳帳のののの有効期間有効期間有効期間有効期間は、２年と決められておりまして、は、２年と決められておりまして、は、２年と決められておりまして、は、２年と決められておりまして、有効期間有効期間有効期間有効期間のののの延延延延長を長を長を長を希望希望希望希望するするするする場合場合場合場合は手は手は手は手

帳帳帳帳の更新手の更新手の更新手の更新手続続続続を行うことが必要となっております。更新のを行うことが必要となっております。更新のを行うことが必要となっております。更新のを行うことが必要となっております。更新の認認認認定につ定につ定につ定につききききましては、ましては、ましては、ましては、国国国国の通の通の通の通知知知知

によりまして手によりまして手によりまして手によりまして手帳帳帳帳のののの有効期間有効期間有効期間有効期間の３の３の３の３カカカカ月月月月前前前前からからからから申申申申請請請請を行うことがを行うことがを行うことがを行うことが可能可能可能可能とされております。そとされております。そとされております。そとされております。そ

して、更新して、更新して、更新して、更新忘忘忘忘れにれにれにれに対対対対しますしますしますします救済救済救済救済策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、有効期間有効期間有効期間有効期間の経の経の経の経過過過過後でありましても手後でありましても手後でありましても手後でありましても手帳帳帳帳

有効期間有効期間有効期間有効期間の日から１の日から１の日から１の日から１カカカカ月月月月以内以内以内以内でありましたらでありましたらでありましたらでありましたら継継継継続申続申続申続申請請請請としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱っております。これまっております。これまっております。これまっております。これま

でも手でも手でも手でも手帳帳帳帳申申申申請請請請のののの窓窓窓窓口口口口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村町村町村町村の障害福祉担当会議等のの障害福祉担当会議等のの障害福祉担当会議等のの障害福祉担当会議等の機機機機会を通じまして手会を通じまして手会を通じまして手会を通じまして手帳帳帳帳申申申申

請請請請のののの留留留留意意意意事項等について事項等について事項等について事項等について説説説説明なりをして明なりをして明なりをして明なりをしてききききたところですけれども、さらにたところですけれども、さらにたところですけれども、さらにたところですけれども、さらに各各各各精神精神精神精神科科科科病院、病院、病院、病院、

また障害福祉また障害福祉また障害福祉また障害福祉ササササーーーービビビビスススス事業所等の事業所等の事業所等の事業所等の窓窓窓窓口口口口に手に手に手に手帳帳帳帳の更新の更新の更新の更新漏漏漏漏れれれれ防防防防止止止止をををを周知周知周知周知するするするするチチチチララララシシシシ等の等の等の等の掲示掲示掲示掲示をををを

依頼依頼依頼依頼するなどしてまいりたいとするなどしてまいりたいとするなどしてまいりたいとするなどしてまいりたいと考え考え考え考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。

続き続き続き続きまして、２まして、２まして、２まして、２点目点目点目点目でございます。でございます。でございます。でございます。精神精神精神精神障害者障害者障害者障害者アウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチ推進推進推進推進事業についてというこ事業についてというこ事業についてというこ事業についてというこ

とでございます。ことでございます。ことでございます。ことでございます。こちちちちらの事業でございますけれども、らの事業でございますけれども、らの事業でございますけれども、らの事業でございますけれども、未未未未治療治療治療治療やややや治療を治療を治療を治療を中中中中断断断断しておりますしておりますしておりますしております

精神精神精神精神障害者に障害者に障害者に障害者に看看看看護護護護師師師師、また、また、また、また精神精神精神精神保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉士士士士、、、、臨床臨床臨床臨床心心心心理理理理士士士士、そして、そして、そして、そして作作作作業療法業療法業療法業療法士士士士等の等の等の等の多多多多職職職職種種種種かかかか

らららら構構構構成されております成されております成されております成されておりますアウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチチチチチーーーームムムムが一定が一定が一定が一定期間期間期間期間アウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチ、、、、訪訪訪訪問問問問ということなのということなのということなのということなの

ですが、こういうですが、こういうですが、こういうですが、こういう支支支支援を行うことによりまして、新たな援を行うことによりまして、新たな援を行うことによりまして、新たな援を行うことによりまして、新たな入入入入院院院院及び及び及び及び再再再再入入入入院を院を院を院を防防防防ぎぎぎぎ、地域生、地域生、地域生、地域生活活活活

がががが維持維持維持維持ででででききききますよう平成２３年度からますよう平成２３年度からますよう平成２３年度からますよう平成２３年度から試試試試行行行行的的的的にににに国国国国庫庫庫庫補補補補助助助助事業として実施されたものでござ事業として実施されたものでござ事業として実施されたものでござ事業として実施されたものでござ

います。本県においます。本県においます。本県においます。本県におききききましては、奈良市ましては、奈良市ましては、奈良市ましては、奈良市内内内内にございます吉田病院に事業を委にございます吉田病院に事業を委にございます吉田病院に事業を委にございます吉田病院に事業を委託託託託いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

支支支支援援援援対対対対象象象象者について、者について、者について、者について、相相相相談談談談をををを受受受受け付けましてけ付けましてけ付けましてけ付けましてケアケアケアケア会議で会議で会議で会議で選選選選定いたしまして、平成２５年６定いたしまして、平成２５年６定いたしまして、平成２５年６定いたしまして、平成２５年６

月月月月末末末末までに２７名にまでに２７名にまでに２７名にまでに２７名に対対対対しましてしましてしましてしまして多多多多職職職職種種種種チチチチーーーームムムムによりますによりますによりますによります訪訪訪訪問問問問等による等による等による等による支支支支援を行ったところ援を行ったところ援を行ったところ援を行ったところ

でございます。これまでのでございます。これまでのでございます。これまでのでございます。これまでの支支支支援でございますけれども、その援でございますけれども、その援でございますけれども、その援でございますけれども、その中中中中の２名はの２名はの２名はの２名は再再再再入入入入院に院に院に院に至至至至るるるる結果結果結果結果

となったところですが、２５名にとなったところですが、２５名にとなったところですが、２５名にとなったところですが、２５名に対対対対しましては日常生しましては日常生しましては日常生しましては日常生活活活活のののの維持維持維持維持、また生、また生、また生、また生活活活活技術技術技術技術のののの獲得獲得獲得獲得、そ、そ、そ、そ

してしてしてして精神症精神症精神症精神症状の状の状の状の悪悪悪悪化や増化や増化や増化や増悪悪悪悪をををを防防防防ぐぐぐぐためのためのためのための支支支支援等を行うことがで援等を行うことがで援等を行うことがで援等を行うことができきききまして、まして、まして、まして、精神精神精神精神科科科科の治療の治療の治療の治療中中中中

断断断断者、また者、また者、また者、またみみみみずからのずからのずからのずからの意意意意思思思思ではではではでは受診受診受診受診がががが困困困困難難難難な方にはな方にはな方にはな方にはアウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチによるによるによるによるききききめめめめ細細細細ややややかなかなかなかな支支支支援援援援

がががが有効有効有効有効であるとであるとであるとであると評価評価評価評価しているところでございます。一方、課しているところでございます。一方、課しているところでございます。一方、課しているところでございます。一方、課題題題題といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、多多多多職職職職種種種種

チチチチーーーームムムムによりますによりますによりますによります支支支支援援援援期間期間期間期間をををを原原原原則６則６則６則６カカカカ月と定めているところで、月と定めているところで、月と定めているところで、月と定めているところで、支支支支援援援援期間終期間終期間終期間終了後の了後の了後の了後のフォフォフォフォロロロロ

ーーーーなど安定した地域生など安定した地域生など安定した地域生など安定した地域生活活活活をををを送送送送るためには長るためには長るためには長るためには長期期期期のののの支支支支援も必要な状況でございます。そのため、援も必要な状況でございます。そのため、援も必要な状況でございます。そのため、援も必要な状況でございます。そのため、
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精神精神精神精神障害者が地域で障害者が地域で障害者が地域で障害者が地域で暮暮暮暮らしていくためのらしていくためのらしていくためのらしていくためのネネネネットットットットワワワワークークークークづくりもづくりもづくりもづくりも視視視視野野野野にににに入入入入れる必要があるこれる必要があるこれる必要があるこれる必要があるこ

とから、吉田病院、そして奈良市の保健所、そして保健予とから、吉田病院、そして奈良市の保健所、そして保健予とから、吉田病院、そして奈良市の保健所、そして保健予とから、吉田病院、そして奈良市の保健所、そして保健予防防防防課によります課によります課によります課によります連連連連絡絡絡絡会を開会を開会を開会を開催催催催しししし

たり、またたり、またたり、またたり、また相相相相談談談談支支支支援事業所援事業所援事業所援事業所やややや障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉ササササーーーービビビビスススス事業所等の関係事業所等の関係事業所等の関係事業所等の関係機機機機関との関との関との関との連携強化連携強化連携強化連携強化をををを図図図図ってってってって

いるところでございます。いるところでございます。いるところでございます。いるところでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 子子子子どもの医療費のどもの医療費のどもの医療費のどもの医療費の助助助助成成成成制制制制度につ度につ度につ度につききききましてごましてごましてごましてご答弁答弁答弁答弁いただいただいただいただききききました。今、ました。今、ました。今、ました。今、私私私私どもどもどもども

日本共日本共日本共日本共産党産党産党産党はははは子子子子どもの医療費どもの医療費どもの医療費どもの医療費助助助助成成成成制制制制度を度を度を度を中学中学中学中学卒卒卒卒業まで業まで業まで業まで拡拡拡拡充して充して充して充して窓窓窓窓口口口口無無無無料とすることを求め料とすることを求め料とすることを求め料とすることを求め

るるるる署署署署名を現名を現名を現名を現在在在在もももも取取取取り組り組り組り組んんんんでおりまして、今もでおりまして、今もでおりまして、今もでおりまして、今もママママママママ、、、、パパパパパパパパをををを初初初初めたくさめたくさめたくさめたくさんんんんのののの皆皆皆皆ささささんんんんにににに署署署署名い名い名い名い

ただいているのですけれども、実はそのただいているのですけれども、実はそのただいているのですけれども、実はそのただいているのですけれども、実はその中中中中で、で、で、で、窓窓窓窓口負口負口負口負担があるので、担があるので、担があるので、担があるので、ややややはり病はり病はり病はり病気気気気にににに子子子子どもどもどもども

ささささんんんんがなったとがなったとがなったとがなったとききききに、に、に、に、給給給給料日料日料日料日前前前前などでは本当に病院になどでは本当に病院になどでは本当に病院になどでは本当に病院に連連連連れていくことをためらうというよれていくことをためらうというよれていくことをためらうというよれていくことをためらうというよ

うな状うな状うな状うな状態態態態で、で、で、で、非非非非常に常に常に常に苦苦苦苦慮慮慮慮されているというされているというされているというされているという話話話話をたくさをたくさをたくさをたくさんんんんおおおお聞聞聞聞ききききしているしているしているしているわわわわけです。それで、けです。それで、けです。それで、けです。それで、

全国的全国的全国的全国的には、これはには、これはには、これはには、これは都道府都道府都道府都道府県県県県段段段段階階階階ではないかもしれませではないかもしれませではないかもしれませではないかもしれませんんんんが、が、が、が、窓窓窓窓口負口負口負口負担を担を担を担を無無無無料にしている料にしている料にしている料にしている

というところが３６というところが３６というところが３６というところが３６都道府都道府都道府都道府県ということで出て県ということで出て県ということで出て県ということで出てききききているているているているわわわわけです。そういう状況のけです。そういう状況のけです。そういう状況のけです。そういう状況の中中中中で、で、で、で、

ややややはり奈良県もこのはり奈良県もこのはり奈良県もこのはり奈良県もこの問題問題問題問題はははは非非非非常に常に常に常に切切切切実ですので、実ですので、実ですので、実ですので、検討検討検討検討をををを進進進進めていただめていただめていただめていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思っていまっていまっていまっていま

すので、これは要すので、これは要すので、これは要すので、これは要望望望望しておしておしておしておききききます。ます。ます。ます。

それから、手それから、手それから、手それから、手帳帳帳帳のののの問題問題問題問題ですけれども、３ですけれども、３ですけれども、３ですけれども、３カカカカ月月月月前前前前から更新がでから更新がでから更新がでから更新ができきききるという、ごるという、ごるという、ごるという、ご説説説説明もあり明もあり明もあり明もあり

まして、関係まして、関係まして、関係まして、関係機機機機関関関関やややや、また医療、また医療、また医療、また医療機機機機関などにも関などにも関などにも関などにもきちんきちんきちんきちんとととと周知周知周知周知をしていただくということなのをしていただくということなのをしていただくということなのをしていただくということなの

ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、ややややはりはりはりはり精神精神精神精神障害者という障害の特性も障害者という障害の特性も障害者という障害の特性も障害者という障害の特性もぜひぜひぜひぜひ知知知知っていただっていただっていただっていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

理理理理解解解解ででででききききないということとか自ないということとか自ないということとか自ないということとか自覚覚覚覚とか、そのととか、そのととか、そのととか、そのとききききの状の状の状の状態態態態によるのですけれども、それからによるのですけれども、それからによるのですけれども、それからによるのですけれども、それから

家家家家族族族族構構構構成は、一人で生成は、一人で生成は、一人で生成は、一人で生活活活活せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないという方もたくさないという方もたくさないという方もたくさないという方もたくさんんんんおられますから、そういうこおられますから、そういうこおられますから、そういうこおられますから、そういうこ

とではこの２年ごとの更新がなかなか本人のとではこの２年ごとの更新がなかなか本人のとではこの２年ごとの更新がなかなか本人のとではこの２年ごとの更新がなかなか本人の中中中中で自で自で自で自覚覚覚覚しにくいことがあるとしにくいことがあるとしにくいことがあるとしにくいことがあると思思思思います。そいます。そいます。そいます。そ

れで、れで、れで、れで、私私私私がががが思思思思いますのは、はがいますのは、はがいますのは、はがいますのは、はがききききなどの更新通などの更新通などの更新通などの更新通知知知知書を出すという方法は書を出すという方法は書を出すという方法は書を出すという方法は考え考え考え考えていただけなていただけなていただけなていただけな

いのか。例いのか。例いのか。例いのか。例えばえばえばえば年年年年金金金金など、ほかのことになりますけれど、一般など、ほかのことになりますけれど、一般など、ほかのことになりますけれど、一般など、ほかのことになりますけれど、一般的的的的に障害年に障害年に障害年に障害年金金金金などのなどのなどのなどの場合場合場合場合はははは

現況現況現況現況届届届届といいましてといいましてといいましてといいまして届届届届けを出しなさいと通けを出しなさいと通けを出しなさいと通けを出しなさいと通知知知知がががが来来来来たり、一般たり、一般たり、一般たり、一般的的的的に直に直に直に直接接接接通通通通知知知知は出しているとは出しているとは出しているとは出していると

いう状いう状いう状いう状態態態態があるとがあるとがあるとがあると思思思思うのですけれど、このうのですけれど、このうのですけれど、このうのですけれど、この辺辺辺辺についてごについてごについてごについてご検討検討検討検討いただくことはでいただくことはでいただくことはでいただくことはでききききないのかないのかないのかないのか

再再再再度お度お度お度お尋尋尋尋ねねねねいたします。いたします。いたします。いたします。

それから、それから、それから、それから、アウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチにつにつにつにつききききましてですけれども、ましてですけれども、ましてですけれども、ましてですけれども、精神精神精神精神障害者の障害者の障害者の障害者のアウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチ事業の事業の事業の事業の

点点点点でででで言言言言っていただっていただっていただっていただききききました。ただ、ました。ただ、ました。ただ、ました。ただ、私私私私もももも調べ調べ調べ調べててててみみみみましたら、この事業は、ましたら、この事業は、ましたら、この事業は、ましたら、この事業は、非非非非常に常に常に常に有効有効有効有効といといといとい

うか、うか、うか、うか、有意義有意義有意義有意義だということで今ごだということで今ごだということで今ごだということで今ご答弁答弁答弁答弁いただいたといただいたといただいたといただいたと思思思思うのですけれども、一うのですけれども、一うのですけれども、一うのですけれども、一応応応応厚生厚生厚生厚生労働労働労働労働省省省省

の実の実の実の実験験験験的的的的事業として出されていると事業として出されていると事業として出されていると事業として出されていると聞聞聞聞いているいているいているいているわわわわけです。今はけです。今はけです。今はけです。今は全国全国全国全国で２４で２４で２４で２４府府府府県、３７県、３７県、３７県、３７カカカカ所所所所

にににに広広広広がっているのですが、そういうがっているのですが、そういうがっているのですが、そういうがっているのですが、そういう中中中中で、３年で、３年で、３年で、３年間間間間でこの事業が一でこの事業が一でこの事業が一でこの事業が一応応応応切切切切りをつけるというこりをつけるというこりをつけるというこりをつけるというこ
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とになるということで、そのとになるということで、そのとになるということで、そのとになるということで、その先先先先をどうするのか、どのようにをどうするのか、どのようにをどうするのか、どのようにをどうするのか、どのように考え考え考え考えていただけるのかというていただけるのかというていただけるのかというていただけるのかという

ことをことをことをことを心心心心配しているのですけれど、この配しているのですけれど、この配しているのですけれど、この配しているのですけれど、この点点点点をどうおをどうおをどうおをどうお考え考え考え考えになっているかということです。になっているかということです。になっているかということです。になっているかということです。

実はこの実はこの実はこの実はこの精神精神精神精神科科科科の分の分の分の分野野野野ででででアウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチ事業が事業が事業が事業がややややられているのですけれど、今この事業はられているのですけれど、今この事業はられているのですけれど、今この事業はられているのですけれど、今この事業は

高高高高齢齢齢齢者の分者の分者の分者の分野野野野でも、それからよくでも、それからよくでも、それからよくでも、それからよく孤孤孤孤立立立立死死死死、、、、孤独死孤独死孤独死孤独死がががが問題問題問題問題になっている地域福祉の分になっている地域福祉の分になっている地域福祉の分になっている地域福祉の分野野野野にもにもにもにも

アウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチがががが非非非非常に常に常に常に大大大大事で、事業として事で、事業として事で、事業として事で、事業として積極的積極的積極的積極的にににに取取取取り組り組り組り組むむむむということがということがということがということが広広広広がっていましがっていましがっていましがっていまし

て、２０１２年の高て、２０１２年の高て、２０１２年の高て、２０１２年の高齢齢齢齢社会社会社会社会白白白白書でも書でも書でも書でもアウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチがががが言及言及言及言及されていますし、それから社されていますし、それから社されていますし、それから社されていますし、それから社協協協協生生生生

活支活支活支活支援援援援活活活活動動動動強化強化強化強化方方方方針針針針のののの中中中中に、これも２０１２年ですけれども、に、これも２０１２年ですけれども、に、これも２０１２年ですけれども、に、これも２０１２年ですけれども、ややややはりはりはりはり中中中中でででで示示示示されたされたされたされた提提提提起起起起なななな

どにもかなりどにもかなりどにもかなりどにもかなりアウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチのののの徹底徹底徹底徹底ややややアウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチによるによるによるによる支支支支援の援の援の援の展展展展開という、地域に出向い開という、地域に出向い開という、地域に出向い開という、地域に出向い

ていくということですけれど、このていくということですけれど、このていくということですけれど、このていくということですけれど、このアウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチ事業は事業は事業は事業は非非非非常に他の分常に他の分常に他の分常に他の分野野野野でもでもでもでも重重重重要要要要視視視視されてされてされてされて

いまして、いまして、いまして、いまして、精神精神精神精神障害者の障害者の障害者の障害者のアウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチ、それはそれで、それはそれで、それはそれで、それはそれで独独独独自のものがあるのですけれども、自のものがあるのですけれども、自のものがあるのですけれども、自のものがあるのですけれども、

今はこういうことがどこでも課今はこういうことがどこでも課今はこういうことがどこでも課今はこういうことがどこでも課題題題題というか必要になっているなとというか必要になっているなとというか必要になっているなとというか必要になっているなと感感感感じているのです。じているのです。じているのです。じているのです。

それで、３年それで、３年それで、３年それで、３年間間間間でということでおでということでおでということでおでということでお聞聞聞聞ききききしているのですけれども、３年しているのですけれども、３年しているのですけれども、３年しているのですけれども、３年間間間間というのはというのはというのはというのは国国国国がががが

そうなのです。県としてはこれはどのようにおそうなのです。県としてはこれはどのようにおそうなのです。県としてはこれはどのようにおそうなのです。県としてはこれはどのようにお考え考え考え考えになっているのか、おになっているのか、おになっているのか、おになっているのか、お聞聞聞聞ききききしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思

います。います。います。います。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 まず、まず、まず、まず、精神精神精神精神障害者保健福祉手障害者保健福祉手障害者保健福祉手障害者保健福祉手帳帳帳帳についてでございますけれども、小についてでございますけれども、小についてでございますけれども、小についてでございますけれども、小

林委員おっし林委員おっし林委員おっし林委員おっしゃゃゃゃっていただっていただっていただっていただききききましたように、手ましたように、手ましたように、手ましたように、手帳帳帳帳所所所所持持持持者者者者へへへへの案の案の案の案内内内内ということは、小林委員ということは、小林委員ということは、小林委員ということは、小林委員

おおおお述述述述べべべべの方法をとりますと年の方法をとりますと年の方法をとりますと年の方法をとりますと年間間間間約約約約３３３３，，，，６００６００６００６００件件件件の案の案の案の案内内内内が必要となってが必要となってが必要となってが必要となってききききます。それで、まます。それで、まます。それで、まます。それで、ま

ずは手ずは手ずは手ずは手帳帳帳帳を交付するを交付するを交付するを交付する際際際際にににに窓窓窓窓口口口口で更新で更新で更新で更新漏漏漏漏れれれれ防防防防止止止止のののの指導指導指導指導をををを強化強化強化強化していしていしていしていききききたい、手たい、手たい、手たい、手帳帳帳帳をををを渡渡渡渡すとすとすとすときききき

にににに有効期間有効期間有効期間有効期間が２年であるということをが２年であるということをが２年であるということをが２年であるということをきちきちきちきちっとっとっとっと伝伝伝伝ええええるようにるようにるようにるように徹底徹底徹底徹底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え考え考え考えてててて

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

続き続き続き続きまして、まして、まして、まして、アウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチ事業についてでございます。平成２３年度から事業についてでございます。平成２３年度から事業についてでございます。平成２３年度から事業についてでございます。平成２３年度から始始始始まりまして、まりまして、まりまして、まりまして、

小林委員お小林委員お小林委員お小林委員お述述述述べべべべのように３年のように３年のように３年のように３年間間間間ということで当ということで当ということで当ということで当初初初初はははは聞聞聞聞いていたところでございます。いていたところでございます。いていたところでございます。いていたところでございます。精神精神精神精神

障害者障害者障害者障害者へへへへののののアウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチによりますによりますによりますによります支支支支援につ援につ援につ援につききききまして、今後でございますけれども、まだまして、今後でございますけれども、まだまして、今後でございますけれども、まだまして、今後でございますけれども、まだ

国国国国からからからから何何何何もももも示示示示されてはいないのですけれども、されてはいないのですけれども、されてはいないのですけれども、されてはいないのですけれども、精神精神精神精神科科科科病院の病院の病院の病院の訪訪訪訪問問問問事業、事業、事業、事業、訪訪訪訪問問問問看看看看護護護護ステーステーステーステーシシシシ

ョョョョンンンン等の事業といたしまして、次等の事業といたしまして、次等の事業といたしまして、次等の事業といたしまして、次期診期診期診期診療報療報療報療報酬酬酬酬改改改改定に定に定に定に盛盛盛盛りりりり込込込込まれることがまれることがまれることがまれることが検討検討検討検討されているよされているよされているよされているよ

うなこともうなこともうなこともうなことも聞聞聞聞いてはいるのですけれども、はっいてはいるのですけれども、はっいてはいるのですけれども、はっいてはいるのですけれども、はっききききりとりとりとりと示示示示されたされたされたされたわわわわけではございませけではございませけではございませけではございませんんんん。ま。ま。ま。ま

た、県といたしましては、これにつた、県といたしましては、これにつた、県といたしましては、これにつた、県といたしましては、これにつききききましてのましてのましてのましての情情情情報報報報収収収収集集集集にににに努努努努めますとともに、めますとともに、めますとともに、めますとともに、精神精神精神精神科科科科病院病院病院病院

の職員をの職員をの職員をの職員を対対対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研研研修修修修会などを実施する等、会などを実施する等、会などを実施する等、会などを実施する等、アウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチによるによるによるによる支支支支援手法の援手法の援手法の援手法の普普普普

及及及及にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ごごごご答弁答弁答弁答弁いただいただいただいただききききました。ました。ました。ました。ややややはり、手はり、手はり、手はり、手帳帳帳帳のののの件件件件ですけれど、３ですけれど、３ですけれど、３ですけれど、３，，，，６００人いらっ６００人いらっ６００人いらっ６００人いらっ
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ししししゃゃゃゃるということですけれども、よりこういうるということですけれども、よりこういうるということですけれども、よりこういうるということですけれども、よりこういう問題問題問題問題がががが起起起起ききききないように、ないように、ないように、ないように、引き続き引き続き引き続き引き続き通通通通知知知知書と書と書と書と

いうのですか、そのことについてはいうのですか、そのことについてはいうのですか、そのことについてはいうのですか、そのことについては考え考え考え考えていただていただていただていただききききたい、たい、たい、たい、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ききききたいというこたいというこたいというこたいというこ

とをお願いしておとをお願いしておとをお願いしておとをお願いしておききききます。ます。ます。ます。

アウアウアウアウトリートリートリートリーチチチチ事業も今のところこの事業も今のところこの事業も今のところこの事業も今のところこの先先先先がどうなるかということについてごがどうなるかということについてごがどうなるかということについてごがどうなるかということについてご答弁答弁答弁答弁いただいいただいいただいいただい

たのですけれども、たのですけれども、たのですけれども、たのですけれども、先先先先ほどほどほどほど冒頭冒頭冒頭冒頭でごでごでごでご答弁答弁答弁答弁いただいただいただいただききききましたように、ましたように、ましたように、ましたように、非非非非常に常に常に常に有意義有意義有意義有意義な事業であな事業であな事業であな事業であ

るとるとるとると思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、ぜひぜひぜひぜひこれをこれをこれをこれを何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形で、県としてもで、県としてもで、県としてもで、県としても継継継継続続続続をしていくということでいをしていくということでいをしていくということでいをしていくということでい

ろいろろいろろいろろいろ工工工工夫して夫して夫して夫して考え考え考え考えていただていただていただていただききききたいということをたいということをたいということをたいということを申申申申しししし上げ上げ上げ上げて、て、て、て、質問質問質問質問をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

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

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 ３３３３点質問点質問点質問点質問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きききます。ます。ます。ます。

まず、まず、まず、まず、東朋香芝東朋香芝東朋香芝東朋香芝病院の病院の病院の病院の件件件件でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、香芝香芝香芝香芝市議会から市議会から市議会から市議会から意意意意見書が出ておりますけれど見書が出ておりますけれど見書が出ておりますけれど見書が出ておりますけれど

も、これに関しても、これに関しても、これに関しても、これに関してきちんきちんきちんきちんとおとおとおとお答答答答ええええをされたのかどうか一つをされたのかどうか一つをされたのかどうか一つをされたのかどうか一つ確認確認確認確認をしておをしておをしておをしておききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

このこのこのこの中中中中で一で一で一で一番懸番懸番懸番懸念念念念されていることは、平成２５年７月されていることは、平成２５年７月されていることは、平成２５年７月されていることは、平成２５年７月中中中中にににに公公公公募募募募を行うを行うを行うを行うわわわわけでございますが、けでございますが、けでございますが、けでございますが、

そのそのそのその公公公公募募募募期間中期間中期間中期間中にだれも手をにだれも手をにだれも手をにだれも手を挙挙挙挙げげげげないということになれないということになれないということになれないということになればばばば空白空白空白空白が生じるというが生じるというが生じるというが生じるという点点点点でございでございでございでござい

ますが、そういったことにますが、そういったことにますが、そういったことにますが、そういったことに対対対対しての県としてどのようなしての県としてどのようなしての県としてどのようなしての県としてどのような対対対対応応応応があるのかおがあるのかおがあるのかおがあるのかお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと

思思思思います。います。います。います。

２２２２点目点目点目点目はははは乳乳乳乳幼幼幼幼児医療費の県の児医療費の県の児医療費の県の児医療費の県の助助助助成の成の成の成の件件件件でございますが、平成２５年６月議会の代でございますが、平成２５年６月議会の代でございますが、平成２５年６月議会の代でございますが、平成２５年６月議会の代表質問表質問表質問表質問

でででで公公公公明明明明党党党党の岡議員がの岡議員がの岡議員がの岡議員が質問質問質問質問したところ、６月２０日にまず第１したところ、６月２０日にまず第１したところ、６月２０日にまず第１したところ、６月２０日にまず第１回回回回のののの検討検討検討検討会議を開会議を開会議を開会議を開催催催催したとしたとしたとしたと答答答答

弁弁弁弁をされました。平成１９年から県がこの年をされました。平成１９年から県がこの年をされました。平成１９年から県がこの年をされました。平成１９年から県がこの年齢齢齢齢のののの拡拡拡拡大大大大をしてから５年がたつをしてから５年がたつをしてから５年がたつをしてから５年がたつわわわわけでございけでございけでございけでござい

ますが、いよいよ県としてもさらなる年ますが、いよいよ県としてもさらなる年ますが、いよいよ県としてもさらなる年ますが、いよいよ県としてもさらなる年齢拡齢拡齢拡齢拡大大大大に向けてのに向けてのに向けてのに向けての検討検討検討検討会が会が会が会が始始始始まるのかとまるのかとまるのかとまるのかと思思思思ったったったったわわわわ

けでございますが、このけでございますが、このけでございますが、このけでございますが、この検討検討検討検討会議が会議が会議が会議が始始始始まった、そのまった、そのまった、そのまった、そのききききっかけっかけっかけっかけやややや背景背景背景背景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をしたいをしたいをした

いといといといと思思思思います。いろいろこのいます。いろいろこのいます。いろいろこのいます。いろいろこの乳乳乳乳児医療の県児医療の県児医療の県児医療の県内内内内の市の市の市の市町村町村町村町村の実施状況を見させていただの実施状況を見させていただの実施状況を見させていただの実施状況を見させていただききききますますますます

と、通院については県基と、通院については県基と、通院については県基と、通院については県基準準準準が３９市が３９市が３９市が３９市町村中町村中町村中町村中で２１市で２１市で２１市で２１市町村町村町村町村、、、、拡拡拡拡大大大大実施をしていくのが１８市実施をしていくのが１８市実施をしていくのが１８市実施をしていくのが１８市

町村町村町村町村、、、、入入入入院については県基院については県基院については県基院については県基準準準準が６市が６市が６市が６市町村町村町村町村でででで拡拡拡拡大大大大実施をしているのが３３市実施をしているのが３３市実施をしているのが３３市実施をしているのが３３市町村町村町村町村と、それぞと、それぞと、それぞと、それぞ

れの市れの市れの市れの市町村町村町村町村もももも拡拡拡拡大大大大向に動いているという状況がございますが、その向に動いているという状況がございますが、その向に動いているという状況がございますが、その向に動いているという状況がございますが、その辺辺辺辺の県としてのこれにの県としてのこれにの県としてのこれにの県としてのこれに

対対対対応応応応したしたしたしたききききっかけについてまずはおっかけについてまずはおっかけについてまずはおっかけについてまずはお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい思思思思います。います。います。います。

３３３３点目点目点目点目は、は、は、は、子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支支支支援援援援推進推進推進推進会議という条例が会議という条例が会議という条例が会議という条例が可可可可決をされまして４月１日決をされまして４月１日決をされまして４月１日決をされまして４月１日以降以降以降以降施施施施

行されており、さまざまな行されており、さまざまな行されており、さまざまな行されており、さまざまな子育子育子育子育てに関することがてに関することがてに関することがてに関することが検討検討検討検討されることになるされることになるされることになるされることになるわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます

が、県はが、県はが、県はが、県は荒荒荒荒井井井井知知知知事を事を事を事をトップトップトップトップとしてそれぞれ委員でとしてそれぞれ委員でとしてそれぞれ委員でとしてそれぞれ委員で構構構構成されている成されている成されている成されているわわわわけでございます。県けでございます。県けでございます。県けでございます。県内内内内

３９市３９市３９市３９市町村町村町村町村のののの中中中中で、で、で、で、子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支支支支援援援援推進推進推進推進会議の条例を会議の条例を会議の条例を会議の条例を可可可可決した市決した市決した市決した市町村町村町村町村はどれだけあるはどれだけあるはどれだけあるはどれだけある

のかおのかおのかおのかお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。
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それと、それと、それと、それと、先先先先ほどの梶川委員のほどの梶川委員のほどの梶川委員のほどの梶川委員の質問質問質問質問に関に関に関に関連連連連してでございますが、してでございますが、してでございますが、してでございますが、未受診未受診未受診未受診妊妊妊妊婦婦婦婦がここがここがここがここ最近最近最近最近、、、、

１１１１万万万万１１１１，，，，０００人の０００人の０００人の０００人の中中中中で１１人、０で１１人、０で１１人、０で１１人、０．．．．１１１１％％％％というおというおというおというお答答答答ええええがございました。がございました。がございました。がございました。未受診未受診未受診未受診妊妊妊妊婦婦婦婦といといといとい

うことは要するにうことは要するにうことは要するにうことは要するに飛飛飛飛びびびび込込込込みみみみ出出出出産産産産にということですよにということですよにということですよにということですよねねねね。これは平成１９年に、奈良県にお。これは平成１９年に、奈良県にお。これは平成１９年に、奈良県にお。これは平成１９年に、奈良県にお

いてこういったいてこういったいてこういったいてこういった飛飛飛飛びびびび込込込込みみみみ出出出出産産産産に関に関に関に関わわわわる事る事る事る事故故故故がございました。その当時は５がございました。その当時は５がございました。その当時は５がございました。その当時は５回回回回のののの妊妊妊妊婦婦婦婦健健健健診診診診のののの

助助助助成だったかと成だったかと成だったかと成だったかと思思思思いますが、その事いますが、その事いますが、その事いますが、その事故故故故ををををききききっかけにっかけにっかけにっかけに全国全国全国全国に１４に１４に１４に１４回回回回のののの公公公公費費費費助助助助成に成に成に成に拡拡拡拡大大大大したとしたとしたとしたと

いう経いう経いう経いう経緯緯緯緯があったかとがあったかとがあったかとがあったかと思思思思います。現に１１人のいます。現に１１人のいます。現に１１人のいます。現に１１人の未受診未受診未受診未受診妊妊妊妊婦婦婦婦の方はの方はの方はの方は飛飛飛飛びびびび込込込込みみみみ出出出出産産産産をされたのをされたのをされたのをされたの

ですか、ですか、ですか、ですか、外外外外国国国国で出で出で出で出産産産産をした人が一部いらっしをした人が一部いらっしをした人が一部いらっしをした人が一部いらっしゃゃゃゃるということですが、その方をるということですが、その方をるということですが、その方をるということですが、その方を除除除除いて、どいて、どいて、どいて、ど

こかで出こかで出こかで出こかで出産産産産をされているをされているをされているをされているわわわわけです。病院がけです。病院がけです。病院がけです。病院が受受受受け付けたのですか。そのけ付けたのですか。そのけ付けたのですか。そのけ付けたのですか。その辺辺辺辺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いしいしいし

たいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱）○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱）○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱）○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱） 香芝香芝香芝香芝市議会からの市議会からの市議会からの市議会からの東朋香芝東朋香芝東朋香芝東朋香芝病院に関する病院に関する病院に関する病院に関する

意意意意見書の見書の見書の見書の件件件件についてでございます。平成２５年６月２１日付でいただいております。についてでございます。平成２５年６月２１日付でいただいております。についてでございます。平成２５年６月２１日付でいただいております。についてでございます。平成２５年６月２１日付でいただいております。内容内容内容内容

につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、公公公公募募募募を県が実施するということをを県が実施するということをを県が実施するということをを県が実施するということを表表表表明しておりますけれども、その明しておりますけれども、その明しておりますけれども、その明しておりますけれども、その公公公公募募募募

が県でが県でが県でが県で設置設置設置設置しております奈良県病院開しております奈良県病院開しております奈良県病院開しております奈良県病院開設設設設等に関する等に関する等に関する等に関する指導指導指導指導要要要要綱綱綱綱の第４条の規定のの第４条の規定のの第４条の規定のの第４条の規定の趣趣趣趣旨旨旨旨にににに乖離乖離乖離乖離

するのではないかということが１するのではないかということが１するのではないかということが１するのではないかということが１点点点点と、それからと、それからと、それからと、それから先先先先ほど畭委員がほど畭委員がほど畭委員がほど畭委員が言わ言わ言わ言われましたようにれましたようにれましたようにれましたように救急救急救急救急

医療の医療の医療の医療の体制体制体制体制のののの維持維持維持維持がががが大大大大変変変変重重重重要であるということで、要であるということで、要であるということで、要であるということで、空白空白空白空白を１日でもあけることはでを１日でもあけることはでを１日でもあけることはでを１日でもあけることはでききききないないないない

のではないかという、この２のではないかという、この２のではないかという、この２のではないかという、この２点点点点がががが主主主主なななな内容内容内容内容になっているとになっているとになっているとになっていると思思思思います。います。います。います。

まず、１まず、１まず、１まず、１点目点目点目点目につにつにつにつききききましては、今ましては、今ましては、今ましては、今回回回回のののの公公公公募募募募につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、先先先先ほどほどほどほど言言言言いました奈良県病いました奈良県病いました奈良県病いました奈良県病

院開院開院開院開設設設設等に関する等に関する等に関する等に関する指導指導指導指導要要要要綱綱綱綱の規定との規定との規定との規定と趣趣趣趣旨旨旨旨にににに従従従従って実施しているということをご理って実施しているということをご理って実施しているということをご理って実施しているということをご理解解解解をいたをいたをいたをいた

だだだだききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。それからまた、事います。それからまた、事います。それからまた、事います。それからまた、事前協前協前協前協議の議の議の議の意義意義意義意義でありますけれども、この事でありますけれども、この事でありますけれども、この事でありますけれども、この事前協前協前協前協議議議議

につにつにつにつききききましては、医療法ましては、医療法ましては、医療法ましては、医療法上上上上の開の開の開の開設設設設許許許許可可可可のののの用件用件用件用件にない部分、つまり地域に必要な医療にない部分、つまり地域に必要な医療にない部分、つまり地域に必要な医療にない部分、つまり地域に必要な医療ややややよいよいよいよい

医療を医療を医療を医療を提提提提供供供供するという部分でございますけれども、このするという部分でございますけれども、このするという部分でございますけれども、このするという部分でございますけれども、この辺辺辺辺が医療法が医療法が医療法が医療法上カ上カ上カ上カババババーーーーででででききききないといないといないといないとい

うことでありますので、この要うことでありますので、この要うことでありますので、この要うことでありますので、この要綱綱綱綱によってによってによってによってカカカカババババーーーーしようというものでございます。こういしようというものでございます。こういしようというものでございます。こういしようというものでございます。こうい

うことで、県におうことで、県におうことで、県におうことで、県におききききましてはこの要ましてはこの要ましてはこの要ましてはこの要綱綱綱綱にににに従従従従いましていましていましていまして公公公公募募募募を行っていを行っていを行っていを行っていききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。公公公公募募募募におにおにおにおききききましては、ましては、ましては、ましては、先先先先ほど医療政策部長からほど医療政策部長からほど医療政策部長からほど医療政策部長から説説説説明がありましたように、まず明がありましたように、まず明がありましたように、まず明がありましたように、まず救急救急救急救急医医医医

療を療を療を療を初初初初めとして地域の医療めとして地域の医療めとして地域の医療めとして地域の医療提提提提供供供供体制体制体制体制にににに空白空白空白空白が生じないということを一が生じないということを一が生じないということを一が生じないということを一番番番番トップトップトップトップでででで掲掲掲掲げげげげておておておてお

りまして、その他、保りまして、その他、保りまして、その他、保りまして、その他、保険険険険医療医療医療医療機機機機関の関の関の関の指指指指定定定定取取取取りりりり消消消消し処分をし処分をし処分をし処分を受受受受けた病院のけた病院のけた病院のけた病院の患患患患者に者に者に者に対対対対する医療をする医療をする医療をする医療を

確確確確保すること、また今般の保保すること、また今般の保保すること、また今般の保保すること、また今般の保険険険険医療医療医療医療機機機機関の関の関の関の指指指指定定定定取取取取りりりり消消消消し処分のし処分のし処分のし処分の趣趣趣趣旨旨旨旨をををを損損損損ななななわわわわない、こういない、こういない、こういない、こうい

う方う方う方う方針針針針でででで臨臨臨臨んんんんでいく方でいく方でいく方でいく方針針針針でございます。でございます。でございます。でございます。以上以上以上以上につにつにつにつききききまして、まして、まして、まして、香芝香芝香芝香芝市議会からいただいてい市議会からいただいてい市議会からいただいてい市議会からいただいてい

るるるる意意意意見書につ見書につ見書につ見書につききききまして、まして、まして、まして、公公公公募募募募につにつにつにつききききましてはおおましてはおおましてはおおましてはおおむねむねむねむねカカカカババババーーーーがでがでがでができきききているのではないかとているのではないかとているのではないかとているのではないかと

考え考え考え考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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。
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○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 子子子子ども医療費のども医療費のども医療費のども医療費の対対対対象象象象をををを拡拡拡拡大大大大するするするする勉勉勉勉強強強強会の開会の開会の開会の開催催催催にににに至至至至った経った経った経った経緯緯緯緯というこというこというこというこ

とでございます。とでございます。とでございます。とでございます。

このこのこのこの乳乳乳乳幼幼幼幼児医療費の児医療費の児医療費の児医療費の助助助助成といいますのは市成といいますのは市成といいますのは市成といいますのは市町村町村町村町村の事業になっており、県がその２分の１の事業になっており、県がその２分の１の事業になっており、県がその２分の１の事業になっており、県がその２分の１

をををを助助助助成するということになっております。この県の成するということになっております。この県の成するということになっております。この県の成するということになっております。この県の助助助助成の成の成の成の対対対対象象象象につにつにつにつききききましては、順次ましては、順次ましては、順次ましては、順次拡拡拡拡大大大大

して、現して、現して、現して、現在在在在就就就就学前学前学前学前までということになっております。かまでということになっております。かまでということになっております。かまでということになっております。かねねねねてからこのてからこのてからこのてからこの乳乳乳乳幼幼幼幼児の医療費の児の医療費の児の医療費の児の医療費の助助助助

成につ成につ成につ成につききききましてはましてはましてはましては拡拡拡拡大大大大の要の要の要の要望望望望をいただいており、今をいただいており、今をいただいており、今をいただいており、今回回回回、県、市、県、市、県、市、県、市町村町村町村町村でででで勉勉勉勉強強強強会をするという会をするという会をするという会をするという

ことになりましたのは、平成２４年ことになりましたのは、平成２４年ことになりましたのは、平成２４年ことになりましたのは、平成２４年末末末末に市長会からに市長会からに市長会からに市長会から助助助助成成成成範囲範囲範囲範囲のののの拡拡拡拡大大大大の要の要の要の要望望望望をををを受受受受けたけたけたけた際際際際に、に、に、に、

荒荒荒荒井井井井知知知知事から市事から市事から市事から市町村町村町村町村のののの助助助助成状況がさまざまな状成状況がさまざまな状成状況がさまざまな状成状況がさまざまな状態態態態であるというので、まずはであるというので、まずはであるというので、まずはであるというので、まずは勉勉勉勉強強強強会をして会をして会をして会をして

検討検討検討検討してしてしてしてみみみみたらどうかというたらどうかというたらどうかというたらどうかという話話話話が出まして、市長会、が出まして、市長会、が出まして、市長会、が出まして、市長会、町村町村町村町村会の会の会の会の賛同賛同賛同賛同をををを得得得得まして今まして今まして今まして今回回回回勉勉勉勉強強強強会会会会

を開を開を開を開催催催催するというするというするというするという運び運び運び運びになったところでございます。畭委員おになったところでございます。畭委員おになったところでございます。畭委員おになったところでございます。畭委員お述述述述べべべべになりましたように、になりましたように、になりましたように、になりましたように、

県県県県内内内内の市の市の市の市町村町村町村町村のののの助助助助成状況、あるいは他成状況、あるいは他成状況、あるいは他成状況、あるいは他府府府府県での市県での市県での市県での市町村町村町村町村事業事業事業事業へへへへのののの助助助助成状況というのはさまざ成状況というのはさまざ成状況というのはさまざ成状況というのはさまざ

まな状況ですけれども、まな状況ですけれども、まな状況ですけれども、まな状況ですけれども、拡拡拡拡大大大大するという方向にだするという方向にだするという方向にだするという方向にだんんんんだだだだんんんんとある状況もございますので、そとある状況もございますので、そとある状況もございますので、そとある状況もございますので、そ

ういった状況ういった状況ういった状況ういった状況やややや、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは子育子育子育子育てててて支支支支援の援の援の援の重重重重要性といった要性といった要性といった要性といった点点点点からからからから拡拡拡拡大大大大向で向で向で向で検討検討検討検討していってはしていってはしていってはしていっては

どうかということで、平成２５年６月２０日に市どうかということで、平成２５年６月２０日に市どうかということで、平成２５年６月２０日に市どうかということで、平成２５年６月２０日に市町村町村町村町村の代の代の代の代表表表表と第１と第１と第１と第１回目回目回目回目のののの勉勉勉勉強強強強会を開会を開会を開会を開催催催催ささささ

せていただいたという経せていただいたという経せていただいたという経せていただいたという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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長 市市市市町村町村町村町村のののの子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育て会議のて会議のて会議のて会議の設置設置設置設置状況についてお状況についてお状況についてお状況についてお答答答答ええええいたします。いたします。いたします。いたします。

子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支支支支援新援新援新援新制制制制度につ度につ度につ度につききききましては、平成２７年度からの本ましては、平成２７年度からの本ましては、平成２７年度からの本ましては、平成２７年度からの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定されて定されて定されて

おりますが、新おりますが、新おりますが、新おりますが、新制制制制度の実施に関しまして度の実施に関しまして度の実施に関しまして度の実施に関しまして調調調調査・審議を行うため、市査・審議を行うため、市査・審議を行うため、市査・審議を行うため、市町村町村町村町村におにおにおにおききききまして審議まして審議まして審議まして審議

会等の会等の会等の会等の合合合合議議議議制制制制のののの機機機機関、関、関、関、子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育て会議をて会議をて会議をて会議を置置置置くようにくようにくようにくように努努努努めることとなっております。平めることとなっております。平めることとなっております。平めることとなっております。平

成２５年６月時成２５年６月時成２５年６月時成２５年６月時点点点点での市での市での市での市町村町村町村町村におけますにおけますにおけますにおけます子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育て会議のて会議のて会議のて会議の設置設置設置設置状況につ状況につ状況につ状況につききききましては、ましては、ましては、ましては、

１２市１２市１２市１２市町町町町におにおにおにおききききまして会議まして会議まして会議まして会議設置設置設置設置のための条例がのための条例がのための条例がのための条例が既既既既にににに可可可可決、または決、または決、または決、または提提提提案されているところで案されているところで案されているところで案されているところで

ございます。いまだございます。いまだございます。いまだございます。いまだ検討中検討中検討中検討中の市の市の市の市町村町村町村町村もももも多多多多いですが、いですが、いですが、いですが、子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支支支支援を援を援を援を幅広幅広幅広幅広い関係者のい関係者のい関係者のい関係者の

参参参参画を画を画を画を得得得得てててて進進進進めていただくために、めていただくために、めていただくために、めていただくために、引き続き引き続き引き続き引き続き市市市市町村町村町村町村にににに対対対対しまして会議のしまして会議のしまして会議のしまして会議の設置設置設置設置につにつにつにつききききましてましてましてまして

働き働き働き働きかけてまいりたいとかけてまいりたいとかけてまいりたいとかけてまいりたいと思思思思います。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 未受診未受診未受診未受診妊妊妊妊婦婦婦婦につにつにつにつききききましてのましてのましてのましての質問質問質問質問でございます。でございます。でございます。でございます。

先先先先ほどほどほどほど説説説説明させていただ明させていただ明させていただ明させていただききききました１１名でございますけれども、出ました１１名でございますけれども、出ました１１名でございますけれども、出ました１１名でございますけれども、出産産産産後に後に後に後に妊娠妊娠妊娠妊娠届届届届をされをされをされをされ

たということでございます。たということでございます。たということでございます。たということでございます。子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんが生まれておられまして、その病院につが生まれておられまして、その病院につが生まれておられまして、その病院につが生まれておられまして、その病院につききききましてましてましてまして

ははははちょちょちょちょっと資料はっと資料はっと資料はっと資料は持持持持っていないのですけれども、市っていないのですけれども、市っていないのですけれども、市っていないのですけれども、市町村町村町村町村といたしましては、奈良市、またといたしましては、奈良市、またといたしましては、奈良市、またといたしましては、奈良市、また

はははは大大大大和和和和郡郡郡郡山山山山市、市、市、市、斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町、、、、橿橿橿橿原原原原市等市等市等市等 々々々々ございます。通常ございます。通常ございます。通常ございます。通常妊娠妊娠妊娠妊娠のののの週週週週によりますと、によりますと、によりますと、によりますと、大体大体大体大体１１１１１１１１週週週週

以内以内以内以内にはにはにはには届届届届け出を９け出を９け出を９け出を９割以上割以上割以上割以上がされているのですけれども、こがされているのですけれども、こがされているのですけれども、こがされているのですけれども、こちちちちらの１１名の方につらの１１名の方につらの１１名の方につらの１１名の方につききききましましましまし
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ては出ては出ては出ては出産産産産後に後に後に後に届届届届けられたということでございます。けられたということでございます。けられたということでございます。けられたということでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 東朋香芝東朋香芝東朋香芝東朋香芝病院については、病院については、病院については、病院については、香芝香芝香芝香芝市議会からの市議会からの市議会からの市議会からの意意意意見書に見書に見書に見書に対対対対して、して、して、して、質問質問質問質問項項項項目目目目６６６６点点点点ほほほほ

ど書いておりましたので、しっかりとど書いておりましたので、しっかりとど書いておりましたので、しっかりとど書いておりましたので、しっかりと丁寧丁寧丁寧丁寧にににに詳細詳細詳細詳細にそのおにそのおにそのおにそのお答答答答ええええはどなたかにしていただいはどなたかにしていただいはどなたかにしていただいはどなたかにしていただい

たのですか。たのですか。たのですか。たのですか。意意意意見書が出ているだけで、これは見書が出ているだけで、これは見書が出ているだけで、これは見書が出ているだけで、これは意意意意見書だから特に見書だから特に見書だから特に見書だから特に答答答答ええええる必要はないというる必要はないというる必要はないというる必要はないという

ことでございますか。ことでございますか。ことでございますか。ことでございますか。意意意意見書という、そういう性見書という、そういう性見書という、そういう性見書という、そういう性質上質上質上質上、そういうことだということもござ、そういうことだということもござ、そういうことだということもござ、そういうことだということもござ

いますが、しっかりといますが、しっかりといますが、しっかりといますが、しっかりと意意意意見書の見書の見書の見書の内容内容内容内容をををを踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、懸懸懸懸念念念念されてることがないようにされてることがないようにされてることがないようにされてることがないように検討検討検討検討してしてしてして

ごごごご努努努努力力力力をいただをいただをいただをいただききききたいということをお願いしておたいということをお願いしておたいということをお願いしておたいということをお願いしておききききます。ます。ます。ます。

乳乳乳乳幼幼幼幼児の医療費の児の医療費の児の医療費の児の医療費の助助助助成につ成につ成につ成につききききましては、市ましては、市ましては、市ましては、市町村町村町村町村からの要からの要からの要からの要請請請請で、県がその要で、県がその要で、県がその要で、県がその要請請請請をををを受受受受けていけていけていけてい

ろいろろいろろいろろいろ検討検討検討検討してしてしてしてみみみみようということです。平成１９年に県としてはようということです。平成１９年に県としてはようということです。平成１９年に県としてはようということです。平成１９年に県としては就就就就学前学前学前学前まで年まで年まで年まで年齢齢齢齢がががが引き上引き上引き上引き上

がっておりますが、それから６年がたったというところでがっておりますが、それから６年がたったというところでがっておりますが、それから６年がたったというところでがっておりますが、それから６年がたったというところで少少少少子化子化子化子化がますますがますますがますますがますます進ん進ん進ん進んでおりまでおりまでおりまでおりま

すし、すし、すし、すし、子育子育子育子育てててて支支支支援もまだまだ充実はいたしておりませ援もまだまだ充実はいたしておりませ援もまだまだ充実はいたしておりませ援もまだまだ充実はいたしておりませんんんん。。。。私私私私が県議会議員になり１０年ほが県議会議員になり１０年ほが県議会議員になり１０年ほが県議会議員になり１０年ほ

どどどど少少少少子化対子化対子化対子化対策特別委員会がございましたが、その委員会は策特別委員会がございましたが、その委員会は策特別委員会がございましたが、その委員会は策特別委員会がございましたが、その委員会は廃廃廃廃止止止止になりましてそれからになりましてそれからになりましてそれからになりましてそれから数数数数年年年年

たっているたっているたっているたっているわわわわけでございますが、今なおけでございますが、今なおけでございますが、今なおけでございますが、今なお子育子育子育子育ての状況というのはさまざまての状況というのはさまざまての状況というのはさまざまての状況というのはさまざま多多多多岐岐岐岐ににににわわわわたってたってたってたって

いるがいるがいるがいるがゆゆゆゆええええになかなか必要なになかなか必要なになかなか必要なになかなか必要な情情情情報が報が報が報が提提提提供供供供されないということでもあるでしされないということでもあるでしされないということでもあるでしされないということでもあるでしょょょょうし、そういうし、そういうし、そういうし、そうい

ったことからったことからったことからったことから各各各各市市市市町村町村町村町村それぞれで県それぞれで県それぞれで県それぞれで県内内内内も、も、も、も、町町町町の方、またの方、またの方、またの方、また子子子子どもがどもがどもがどもが少少少少ない地域、それぞれあない地域、それぞれあない地域、それぞれあない地域、それぞれあ

るかとるかとるかとるかと思思思思いますが、あるがいますが、あるがいますが、あるがいますが、あるがゆゆゆゆええええにににに全全全全市市市市町村町村町村町村はははは努努努努力義力義力義力義務に務に務に務に努努努努めることとなっているというこめることとなっているというこめることとなっているというこめることとなっているというこ

とでございますが、しかしながらとでございますが、しかしながらとでございますが、しかしながらとでございますが、しかしながら全全全全市市市市町村町村町村町村がこのがこのがこのがこの推進推進推進推進会議が会議が会議が会議が立ち上立ち上立ち上立ち上がるように、がるように、がるように、がるように、設置設置設置設置でででできききき

るように県としてもごるように県としてもごるように県としてもごるように県としてもご努努努努力力力力をいただをいただをいただをいただききききたいということをお願いをたいということをお願いをたいということをお願いをたいということをお願いを申申申申しししし上げ上げ上げ上げたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

未受診未受診未受診未受診妊妊妊妊婦婦婦婦に関して、出に関して、出に関して、出に関して、出産産産産後後後後届届届届けられたということですが、しかしそれは病院がけられたということですが、しかしそれは病院がけられたということですが、しかしそれは病院がけられたということですが、しかしそれは病院が受受受受け付け付け付け付

けたのですけたのですけたのですけたのですねねねね。。。。受受受受け付けたというとおかしいけれど、それはけ付けたというとおかしいけれど、それはけ付けたというとおかしいけれど、それはけ付けたというとおかしいけれど、それは飛飛飛飛びびびび込込込込んんんんでこられたからでこられたからでこられたからでこられたから受受受受けけけけ

付けざるを付けざるを付けざるを付けざるを得得得得ないけれども、だけどどないけれども、だけどどないけれども、だけどどないけれども、だけどどんんんんな病な病な病な病気気気気をををを持持持持っているか、っているか、っているか、っているか、感染症感染症感染症感染症のののの疑疑疑疑いをいをいをいを持持持持っていっていっていってい

るかるかるかるかわわわわからないので、必ず健からないので、必ず健からないので、必ず健からないので、必ず健診診診診をををを受受受受けましけましけましけましょょょょうということをうということをうということをうということを言言言言ってってってってききききたつもりなのですが、たつもりなのですが、たつもりなのですが、たつもりなのですが、

しかし病院しかし病院しかし病院しかし病院側側側側はははは飛飛飛飛びびびび込込込込んんんんでこられたら当でこられたら当でこられたら当でこられたら当然然然然対対対対応応応応せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないということでございますが、ないということでございますが、ないということでございますが、ないということでございますが、

そのそのそのその辺辺辺辺もうもうもうもう少少少少しししし何何何何かかかか検検検検証証証証してもらしてもらしてもらしてもらええええないでしないでしないでしないでしょょょょうか。病院うか。病院うか。病院うか。病院側側側側としても、もう生まれるといとしても、もう生まれるといとしても、もう生まれるといとしても、もう生まれるとい

うことでうことでうことでうことで飛飛飛飛びびびび込込込込んんんんでこられてでこられてでこられてでこられて対対対対応応応応しないしないしないしないわわわわけはないのですが、でもそういう現実があったけはないのですが、でもそういう現実があったけはないのですが、でもそういう現実があったけはないのですが、でもそういう現実があった

というのはというのはというのはというのは私私私私も今も今も今も今聞聞聞聞ききききましてましてましてまして何何何何とかしないとだめだととかしないとだめだととかしないとだめだととかしないとだめだと思思思思っておりますので、それぞれの市っておりますので、それぞれの市っておりますので、それぞれの市っておりますので、それぞれの市

町村町村町村町村ははははわわわわかっていらっしかっていらっしかっていらっしかっていらっしゃゃゃゃるので、病院もるので、病院もるので、病院もるので、病院も調べ調べ調べ調べたらたらたらたらわわわわかるので、そのかるので、そのかるので、そのかるので、その辺辺辺辺をををを検検検検証証証証していただしていただしていただしていただ

いて、今後そういったいて、今後そういったいて、今後そういったいて、今後そういった未受診未受診未受診未受診妊妊妊妊婦婦婦婦が出ないように、が出ないように、が出ないように、が出ないように、飛飛飛飛びびびび込込込込みみみみ出出出出産産産産がないようにしっかりとがないようにしっかりとがないようにしっかりとがないようにしっかりと

何何何何かかかか徹底徹底徹底徹底はではではではでききききませませませませんんんんか。保健予か。保健予か。保健予か。保健予防防防防課長に課長に課長に課長に言言言言うのもあれですけれど、それはどううのもあれですけれど、それはどううのもあれですけれど、それはどううのもあれですけれど、それはどう思思思思わわわわれまれまれまれま

すか。梶川委員はまあしようがないなというすか。梶川委員はまあしようがないなというすか。梶川委員はまあしようがないなというすか。梶川委員はまあしようがないなという感感感感じでおっしじでおっしじでおっしじでおっしゃゃゃゃいましたけど、いましたけど、いましたけど、いましたけど、私私私私はそういうはそういうはそういうはそういう
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人が一人でもいたらこれはなくしていかないといけないと人が一人でもいたらこれはなくしていかないといけないと人が一人でもいたらこれはなくしていかないといけないと人が一人でもいたらこれはなくしていかないといけないと思思思思っているのですけれども、っているのですけれども、っているのですけれども、っているのですけれども、何何何何

かかかか対対対対応応応応なさいますか。なさいますか。なさいますか。なさいますか。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 畭委員からいろいろいただ畭委員からいろいろいただ畭委員からいろいろいただ畭委員からいろいろいただききききまして、ありがとうございます。まして、ありがとうございます。まして、ありがとうございます。まして、ありがとうございます。最初最初最初最初

にもにもにもにも申申申申しましたように、しましたように、しましたように、しましたように、妊妊妊妊婦婦婦婦健康健康健康健康診診診診査を査を査を査を未受診未受診未受診未受診のまま出のまま出のまま出のまま出産産産産をををを迎迎迎迎ええええるということは、本当にるということは、本当にるということは、本当にるということは、本当に

未未未未治療の治療の治療の治療の合合合合併症併症併症併症、、、、感染症感染症感染症感染症などがなどがなどがなどが存在存在存在存在するするするする可能可能可能可能性も性も性も性も多多多多 々々々々あるということでございます。そしあるということでございます。そしあるということでございます。そしあるということでございます。そし

て、て、て、て、妊妊妊妊婦婦婦婦だけではなく生まれてくるだけではなく生まれてくるだけではなく生まれてくるだけではなく生まれてくる子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんののののリスクリスクリスクリスクも高いもので、そして健も高いもので、そして健も高いもので、そして健も高いもので、そして健全全全全なななな母母母母子子子子

関係が関係が関係が関係が育ち育ち育ち育ちにくいということがございます。それらにつにくいということがございます。それらにつにくいということがございます。それらにつにくいということがございます。それらにつききききまして、なかなかまして、なかなかまして、なかなかまして、なかなか難難難難しいですけしいですけしいですけしいですけ

れども、れども、れども、れども、各種各種各種各種広広広広報などを報などを報などを報などを利利利利用用用用いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、妊妊妊妊婦婦婦婦健康健康健康健康診診診診査の査の査の査の重重重重要性、また要性、また要性、また要性、また受診受診受診受診奨奨奨奨励励励励のののの普及普及普及普及

啓発啓発啓発啓発などを行いまして、などを行いまして、などを行いまして、などを行いまして、未受診未受診未受診未受診妊妊妊妊婦婦婦婦のののの解消解消解消解消のために、市のために、市のために、市のために、市町村町村町村町村、また医療、また医療、また医療、また医療機機機機関との関との関との関との連携強化連携強化連携強化連携強化

をををを図図図図りながらりながらりながらりながら総合的総合的総合的総合的なななな対対対対策に策に策に策に取取取取り組り組り組り組んんんんでいでいでいでいききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えているところでございます。また、ているところでございます。また、ているところでございます。また、ているところでございます。また、

健健健健全全全全なななな母母母母性をは性をは性をは性をはぐぐぐぐくくくくみみみみ、安、安、安、安心心心心・安・安・安・安全全全全なおなおなおなお産産産産のためでございますけれども、のためでございますけれども、のためでございますけれども、のためでございますけれども、若若若若いいいい世世世世代代代代へへへへのののの知知知知

識識識識のののの普及普及普及普及をををを図図図図るために、るために、るために、るために、ややややはりはりはりはり学校学校学校学校時代ということで、時代ということで、時代ということで、時代ということで、学校学校学校学校保健との保健との保健との保健との連携連携連携連携をををを図図図図りまして、りまして、りまして、りまして、

思春思春思春思春期期期期保健保健保健保健対対対対策の充実を策の充実を策の充実を策の充実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え考え考え考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。以上以上以上以上でござでござでござでござ

います。います。います。います。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 立立立立派派派派なおなおなおなお答答答答ええええだったとだったとだったとだったと思思思思いますので、それを実行していただいますので、それを実行していただいますので、それを実行していただいますので、それを実行していただききききますように。ますように。ますように。ますように。忘忘忘忘

れてならないのは平成１９年、奈良県でれてならないのは平成１９年、奈良県でれてならないのは平成１９年、奈良県でれてならないのは平成１９年、奈良県で起起起起こした事こした事こした事こした事故故故故がががが全国全国全国全国にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな意意意意味味味味でででで広広広広がったがったがったがった

と、と、と、と、母母母母子子子子医療医療医療医療体制体制体制体制の整備ということもの整備ということもの整備ということもの整備ということも不不不不十十十十分だったということもございますが、そこは分だったということもございますが、そこは分だったということもございますが、そこは分だったということもございますが、そこはやややや

はりはりはりはり忘忘忘忘れてはならないところだとれてはならないところだとれてはならないところだとれてはならないところだと思思思思いますので、一人でもそういったいますので、一人でもそういったいますので、一人でもそういったいますので、一人でもそういった未受診未受診未受診未受診妊妊妊妊婦婦婦婦がないよがないよがないよがないよ

うに常にうに常にうに常にうに常に啓発啓発啓発啓発徹底徹底徹底徹底をしていただくようにお願いををしていただくようにお願いををしていただくようにお願いををしていただくようにお願いを申申申申しししし上げ上げ上げ上げておておておておききききます。ます。ます。ます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 簡簡簡簡単単単単に２に２に２に２点点点点。。。。「「「「厚生委員会資料（議第厚生委員会資料（議第厚生委員会資料（議第厚生委員会資料（議第外外外外））））」」」」、資料５の報告の、資料５の報告の、資料５の報告の、資料５の報告の中中中中ででででリリリリハハハハビビビビリテリテリテリテ

ーーーーショショショションンンンのののの機機機機能能能能部会というのがあります。ずっと部会というのがあります。ずっと部会というのがあります。ずっと部会というのがあります。ずっと気気気気になっていますのは、田になっていますのは、田になっていますのは、田になっていますのは、田原原原原本本本本町町町町の奈良の奈良の奈良の奈良

県県県県総合リ総合リ総合リ総合リハハハハビビビビリテーリテーリテーリテーショショショションンンンセセセセンターンターンターンターの現状ということがの現状ということがの現状ということがの現状ということが危惧危惧危惧危惧されていまして、障害をされていまして、障害をされていまして、障害をされていまして、障害を持持持持っっっっ

ているているているている子子子子どもの一どもの一どもの一どもの一番番番番大き大き大き大きなななな場場場場所だと所だと所だと所だと思思思思っているのですけれども、組織が変っているのですけれども、組織が変っているのですけれども、組織が変っているのですけれども、組織が変わわわわるというるというるというるという中中中中で、で、で、で、

政策医療が政策医療が政策医療が政策医療が少少少少なななな目目目目になるのかになるのかになるのかになるのかきちんきちんきちんきちんとしてもらとしてもらとしてもらとしてもらええええるのかという分かれるのかという分かれるのかという分かれるのかという分かれ際際際際になるとになるとになるとになると思思思思いますいますいますいます

ので、性ので、性ので、性ので、性根根根根をををを入入入入れてここをれてここをれてここをれてここをきちんきちんきちんきちんと部会なりと部会なりと部会なりと部会なりワワワワーーーーキキキキンンンンググググググググループループループループのののの中身中身中身中身をををを詰詰詰詰めてほしいなめてほしいなめてほしいなめてほしいな

とととと思思思思っています。当っています。当っています。当っています。当然情然情然情然情報報報報公公公公開なり議事開なり議事開なり議事開なり議事録録録録は出してもらは出してもらは出してもらは出してもらええええるとるとるとると思思思思いながら、もうそいながら、もうそいながら、もうそいながら、もうそんんんんなこなこなこなこ

とはとはとはとは答弁答弁答弁答弁しなくてもいいというのでしたらそこまでしなくてもしなくてもいいというのでしたらそこまでしなくてもしなくてもいいというのでしたらそこまでしなくてもしなくてもいいというのでしたらそこまでしなくてもオオオオーーーーケケケケーーーーです。です。です。です。

次は、次は、次は、次は、ややややはりここではりここではりここではりここで質問質問質問質問するのはするのはするのはするのはアアアアススススベベベベストストストストについて、特に県が、ただ健康について、特に県が、ただ健康について、特に県が、ただ健康について、特に県が、ただ健康不不不不安を安を安を安を解消解消解消解消

するために健康するために健康するために健康するために健康リスクリスクリスクリスク調調調調査をするとこの査をするとこの査をするとこの査をするとこの間言間言間言間言ってまいりました。それを一ってまいりました。それを一ってまいりました。それを一ってまいりました。それを一歩歩歩歩踏み踏み踏み踏み込込込込んんんんで、で、で、で、

工工工工場場場場のののの周辺周辺周辺周辺１１１１キキキキロメートルロメートルロメートルロメートル圏圏圏圏内内内内のののの暴露歴暴露歴暴露歴暴露歴のある人３のある人３のある人３のある人３，，，，３３７人を、当３３７人を、当３３７人を、当３３７人を、当該該該該自治自治自治自治体体体体のののの協力協力協力協力をををを得得得得
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まして３まして３まして３まして３，，，，３３７人になったのです。そのことに関して１３３７人になったのです。そのことに関して１３３７人になったのです。そのことに関して１３３７人になったのです。そのことに関して１回回回回だけだけだけだけ受受受受けますか、けますか、けますか、けますか、受受受受けることけることけることけること

がががが大大大大切切切切ですよという案ですよという案ですよという案ですよという案内内内内をしたのですけれども、今をしたのですけれども、今をしたのですけれども、今をしたのですけれども、今回回回回そのことに関して動いてるそのことに関して動いてるそのことに関して動いてるそのことに関して動いてる節節節節がないがないがないがない

とととと思思思思っています。一方で県議会で１００条委員会をっています。一方で県議会で１００条委員会をっています。一方で県議会で１００条委員会をっています。一方で県議会で１００条委員会をややややっていることが、っていることが、っていることが、っていることが、大き大き大き大きくくくく映映映映ったら、ったら、ったら、ったら、

全国全国全国全国でもいいことをしているのに、なでもいいことをしているのに、なでもいいことをしているのに、なでもいいことをしているのに、なぜぜぜぜそのことが今そのことが今そのことが今そのことが今回回回回調調調調査査査査側側側側で動で動で動で動ききききが見が見が見が見ええええないとないとないとないと思思思思ってってってって

いますので、そのことに関してはずっといますので、そのことに関してはずっといますので、そのことに関してはずっといますので、そのことに関してはずっと追追追追っていっていっていっていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますので、現状をいますので、現状をいますので、現状をいますので、現状を皆皆皆皆ささささんんんんにににに

意意意意味味味味ががががわわわわかるようにかるようにかるようにかるように言言言言っていただいたらっていただいたらっていただいたらっていただいたら結構結構結構結構です。現状をです。現状をです。現状をです。現状を言言言言っていただいて、それはっていただいて、それはっていただいて、それはっていただいて、それは心心心心配配配配

しなくてもいいですよ、しなくてもいいですよ、しなくてもいいですよ、しなくてもいいですよ、きちんきちんきちんきちんととととややややっていっていっていっていききききますというようにますというようにますというようにますというように言言言言ってもたってもたってもたってもたええええたらもうそれたらもうそれたらもうそれたらもうそれ

ででででオオオオーーーーケケケケーーーーです。です。です。です。

○中川医療政策部次長○中川医療政策部次長○中川医療政策部次長○中川医療政策部次長 独独独独立立立立行政法人行政法人行政法人行政法人化化化化のののの中中中中ののののリリリリハハハハビビビビリリリリのののの機機機機能能能能検討検討検討検討という部分についておという部分についておという部分についておという部分についてお

答答答答ええええをさせていただをさせていただをさせていただをさせていただききききます。ます。ます。ます。

今今今今回回回回、田、田、田、田原原原原本本本本町町町町にあります奈良県にあります奈良県にあります奈良県にあります奈良県総合リ総合リ総合リ総合リハハハハビビビビリテーリテーリテーリテーショショショションンンンセセセセンターンターンターンターをををを独独独独立立立立行政法人行政法人行政法人行政法人化化化化のののの

中中中中でででで機機機機能能能能をををを検討検討検討検討したいということで出させていただいております。これはしたいということで出させていただいております。これはしたいということで出させていただいております。これはしたいということで出させていただいております。これは大き大き大き大きく２く２く２く２点点点点ありありありあり

まして、１まして、１まして、１まして、１点目点目点目点目ははははリリリリハハハハビビビビリ機リ機リ機リ機能能能能をさらに充実をさせていくための議をさらに充実をさせていくための議をさらに充実をさせていくための議をさらに充実をさせていくための議論論論論をををを進進進進めたい、めたい、めたい、めたい、独独独独立立立立行行行行

政法人政法人政法人政法人化化化化のののの中中中中でででで急急急急性性性性期期期期からいからいからいからいわわわわゆゆゆゆるるるる維持維持維持維持期期期期、、、、在宅在宅在宅在宅にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでのリリリリハハハハビビビビリリリリのののの流流流流れをよりれをよりれをよりれをより強化強化強化強化

ででででききききないかということで、その議ないかということで、その議ないかということで、その議ないかということで、その議論論論論を一方でを一方でを一方でを一方で進進進進めたいということが１めたいということが１めたいということが１めたいということが１点点点点でございます。でございます。でございます。でございます。

もう１もう１もう１もう１点点点点は、今、高柳委員のごは、今、高柳委員のごは、今、高柳委員のごは、今、高柳委員のご指指指指摘摘摘摘のとおりでございまして、あそこは現実に医療と福のとおりでございまして、あそこは現実に医療と福のとおりでございまして、あそこは現実に医療と福のとおりでございまして、あそこは現実に医療と福

祉を祉を祉を祉を統合統合統合統合してしてしてして機機機機能能能能させているさせているさせているさせているセセセセンターンターンターンターでございますので、この法人でございますので、この法人でございますので、この法人でございますので、この法人化化化化の議の議の議の議論論論論のののの中中中中で障害福で障害福で障害福で障害福

祉の部分はより祉の部分はより祉の部分はより祉の部分はより機機機機能能能能強化強化強化強化ででででききききないかというないかというないかというないかという視視視視点点点点で今後で今後で今後で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え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。以上以上以上以上です。です。です。です。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 アアアアススススベベベベストストストストにににに対対対対しましてのしましてのしましてのしましての質問質問質問質問でございます。でございます。でございます。でございます。

高柳委員がおっし高柳委員がおっし高柳委員がおっし高柳委員がおっしゃゃゃゃっていただっていただっていただっていただききききましたように、平成２５年度ましたように、平成２５年度ましたように、平成２５年度ましたように、平成２５年度調調調調査査査査協力協力協力協力者の者の者の者の募募募募集集集集に向けに向けに向けに向け

まして、平成２４年度にまして、平成２４年度にまして、平成２４年度にまして、平成２４年度に協力協力協力協力いただいた方にいただいた方にいただいた方にいただいた方に対対対対しししし個個個個別に案別に案別に案別に案内内内内状を状を状を状を送送送送付しますほか、平成２付しますほか、平成２付しますほか、平成２付しますほか、平成２

４年度に新たに、４年度に新たに、４年度に新たに、４年度に新たに、調調調調査の審議査の審議査の審議査の審議協力協力協力協力ということで、ということで、ということで、ということで、王寺王寺王寺王寺町町町町、、、、斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町、、、、三郷三郷三郷三郷町町町町、平、平、平、平群群群群町町町町の事業の事業の事業の事業

所から１所から１所から１所から１キキキキロメートルロメートルロメートルロメートル圏圏圏圏内内内内にににに居居居居住住住住のののの住民住民住民住民に健康状況のに健康状況のに健康状況のに健康状況の調調調調査を実施したところでございます。査を実施したところでございます。査を実施したところでございます。査を実施したところでございます。

そのそのそのその対対対対象象象象者といたしまして３者といたしまして３者といたしまして３者といたしまして３，，，，３３７名ということでございます。その３３７名ということでございます。その３３７名ということでございます。その３３７名ということでございます。その調調調調査を査を査を査を環環環環境境境境政策課政策課政策課政策課

でしていただでしていただでしていただでしていただききききました。そのました。そのました。そのました。その中中中中で、健康で、健康で、健康で、健康受診受診受診受診するという方にするという方にするという方にするという方に対対対対しまして、こしまして、こしまして、こしまして、こちちちちらといたしらといたしらといたしらといたし

ましてはましてはましてはましては働き働き働き働きかけを行っておりまして、平成２５年度はこれまでに２かけを行っておりまして、平成２５年度はこれまでに２かけを行っておりまして、平成２５年度はこれまでに２かけを行っておりまして、平成２５年度はこれまでに２回回回回、健康、健康、健康、健康受診受診受診受診にににに対対対対しししし

ましてましてましてまして働き働き働き働きかけを行ったところでございますが、まだまだ手をかけを行ったところでございますが、まだまだ手をかけを行ったところでございますが、まだまだ手をかけを行ったところでございますが、まだまだ手を挙挙挙挙げげげげていただいている方がていただいている方がていただいている方がていただいている方が

少少少少ない状況でございますので、３ない状況でございますので、３ない状況でございますので、３ない状況でございますので、３回目回目回目回目は、新規には、新規には、新規には、新規に対対対対しましてのしましてのしましてのしましての働き働き働き働きかけをいかにしようかかけをいかにしようかかけをいかにしようかかけをいかにしようか

ということで委員にもいろいろということで委員にもいろいろということで委員にもいろいろということで委員にもいろいろ相相相相談談談談をさせていただいているところでございます。今後、をさせていただいているところでございます。今後、をさせていただいているところでございます。今後、をさせていただいているところでございます。今後、
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県保健予県保健予県保健予県保健予防防防防課といたしまして、課といたしまして、課といたしまして、課といたしまして、何何何何とか健康とか健康とか健康とか健康受診受診受診受診とととと調調調調査を査を査を査を受受受受けていただくように、けていただくように、けていただくように、けていただくように、働き働き働き働きかけかけかけかけ

をさらにをさらにをさらにをさらに積極的積極的積極的積極的に行っていに行っていに行っていに行っていききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 ほかにございませほかにございませほかにございませほかにございませんんんんか。か。か。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）

ほかになけれほかになけれほかになけれほかになければばばば、これをも、これをも、これをも、これをもちちちちましてましてましてまして質質質質疑疑疑疑をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で反反反反対討対討対討対討論論論論をされるをされるをされるをされる場合場合場合場合は委員長報告は委員長報告は委員長報告は委員長報告

にににに反反反反対意対意対意対意見を記見を記見を記見を記載載載載しないこととなっております。しないこととなっております。しないこととなっております。しないこととなっております。

小林委員、どうされますか。小林委員、どうされますか。小林委員、どうされますか。小林委員、どうされますか。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 私私私私はしませはしませはしませはしませんんんん。。。。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 日本共日本共日本共日本共産党産党産党産党として。として。として。として。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 としては、としては、としては、としては、反反反反対討対討対討対討論論論論します。ごめします。ごめします。ごめします。ごめんんんんなさい。なさい。なさい。なさい。

○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長○尾﨑委員長 では、議第３９号では、議第３９号では、議第３９号では、議第３９号中中中中、当委員会所管分、議第４４号については、委員長報、当委員会所管分、議第４４号については、委員長報、当委員会所管分、議第４４号については、委員長報、当委員会所管分、議第４４号については、委員長報

告に告に告に告に反反反反対意対意対意対意見を記見を記見を記見を記載載載載しませしませしませしませんんんんので、よろしくお願いいたします。ので、よろしくお願いいたします。ので、よろしくお願いいたします。ので、よろしくお願いいたします。

次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任願次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任願次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任願次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任願ええええますか。ますか。ますか。ますか。

（（（（「「「「異議なし異議なし異議なし異議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

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

閉閉閉閉会に当たりまして、一会に当たりまして、一会に当たりまして、一会に当たりまして、一言言言言ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

特別な事特別な事特別な事特別な事情情情情が生じないが生じないが生じないが生じない限限限限り、ただいまのり、ただいまのり、ただいまのり、ただいまの仰仰仰仰せにより当委員会は本日の委員会をもってせにより当委員会は本日の委員会をもってせにより当委員会は本日の委員会をもってせにより当委員会は本日の委員会をもって最最最最

終終終終になろうかとになろうかとになろうかとになろうかと思思思思います。います。います。います。

昨昨昨昨年７月より、委員年７月より、委員年７月より、委員年７月より、委員各位各位各位各位には、当委員会所管事項であります社会福祉には、当委員会所管事項であります社会福祉には、当委員会所管事項であります社会福祉には、当委員会所管事項であります社会福祉及び及び及び及び医療保健につ医療保健につ医療保健につ医療保健につ

ききききましてましてましてまして終終終終始熱始熱始熱始熱心心心心にご審議いただにご審議いただにご審議いただにご審議いただききききました。また、理事者におかれましても、ました。また、理事者におかれましても、ました。また、理事者におかれましても、ました。また、理事者におかれましても、数数数数 々々々々のののの問題問題問題問題

についてについてについてについて積極的積極的積極的積極的なななな取取取取り組り組り組り組みみみみをしていただをしていただをしていただをしていただききききました。おかました。おかました。おかました。おかげげげげをもをもをもをもちちちちましてましてましてまして無無無無事任務を事任務を事任務を事任務を果果果果たすたすたすたす

ことがでことがでことがでことができきききましたことを委員ましたことを委員ましたことを委員ましたことを委員各位及び各位及び各位及び各位及び理事者の理事者の理事者の理事者の皆様皆様皆様皆様方に厚く方に厚く方に厚く方に厚く感感感感謝謝謝謝申申申申しししし上げ上げ上げ上げ、、、、簡簡簡簡単単単単ではござではござではござではござ

いますが、正副委員長のごあいさつとさせていただいますが、正副委員長のごあいさつとさせていただいますが、正副委員長のごあいさつとさせていただいますが、正副委員長のごあいさつとさせていただききききます。ありがとうございました。ます。ありがとうございました。ます。ありがとうございました。ます。ありがとうございました。

これをもって本日の委員会をこれをもって本日の委員会をこれをもって本日の委員会をこれをもって本日の委員会を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。


