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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８月３０日（金） １０：０２～１１：２５平成２５年８月３０日（金） １０：０２～１１：２５平成２５年８月３０日（金） １０：０２～１１：２５平成２５年８月３０日（金） １０：０２～１１：２５

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名

小泉 米造 委員長小泉 米造 委員長小泉 米造 委員長小泉 米造 委員長

山本 進章 副委員長山本 進章 副委員長山本 進章 副委員長山本 進章 副委員長

尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 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

出口 武男 委員出口 武男 委員出口 武男 委員出口 武男 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 １名１名１名１名

米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員

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 １名１名１名１名

議 事議 事議 事議 事

（１）平成２５年度主要施策の概要について（１）平成２５年度主要施策の概要について（１）平成２５年度主要施策の概要について（１）平成２５年度主要施策の概要について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長 ご苦労さまでした。ご苦労さまでした。ご苦労さまでした。ご苦労さまでした。

ただいまの説明、また、その他の事項も含めて、質疑があればご発言願います。ただいまの説明、また、その他の事項も含めて、質疑があればご発言願います。ただいまの説明、また、その他の事項も含めて、質疑があればご発言願います。ただいまの説明、また、その他の事項も含めて、質疑があればご発言願います。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 きょう、３点の質問をさせていただきます。きょう、３点の質問をさせていただきます。きょう、３点の質問をさせていただきます。きょう、３点の質問をさせていただきます。

１つは児童虐待のことで、先日、相談件数が２，９１７件と過去最多になった。こども１つは児童虐待のことで、先日、相談件数が２，９１７件と過去最多になった。こども１つは児童虐待のことで、先日、相談件数が２，９１７件と過去最多になった。こども１つは児童虐待のことで、先日、相談件数が２，９１７件と過去最多になった。こども

家庭相談センターと市町村と合わせて５４７件増加して、種類別で見ますとネグレクトの家庭相談センターと市町村と合わせて５４７件増加して、種類別で見ますとネグレクトの家庭相談センターと市町村と合わせて５４７件増加して、種類別で見ますとネグレクトの家庭相談センターと市町村と合わせて５４７件増加して、種類別で見ますとネグレクトの

増加が目立つということで、相談件数が増加する中で、最も市町村も、県もそうですが、増加が目立つということで、相談件数が増加する中で、最も市町村も、県もそうですが、増加が目立つということで、相談件数が増加する中で、最も市町村も、県もそうですが、増加が目立つということで、相談件数が増加する中で、最も市町村も、県もそうですが、

職員１人当たりの対応件数が増加しているということで、１人の職員が抱える件数がふえ職員１人当たりの対応件数が増加しているということで、１人の職員が抱える件数がふえ職員１人当たりの対応件数が増加しているということで、１人の職員が抱える件数がふえ職員１人当たりの対応件数が増加しているということで、１人の職員が抱える件数がふえ

ますと丁寧な対応ができなくなるという新聞報道がございました。ますと丁寧な対応ができなくなるという新聞報道がございました。ますと丁寧な対応ができなくなるという新聞報道がございました。ますと丁寧な対応ができなくなるという新聞報道がございました。
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それで、お尋ねしたいのは、児童虐待対応職員１人当たりの対応件数はこの３年間でどそれで、お尋ねしたいのは、児童虐待対応職員１人当たりの対応件数はこの３年間でどそれで、お尋ねしたいのは、児童虐待対応職員１人当たりの対応件数はこの３年間でどそれで、お尋ねしたいのは、児童虐待対応職員１人当たりの対応件数はこの３年間でど

れだけふえているのでしょうか。それから、増加に応じて人員の配置などの児童虐待対応れだけふえているのでしょうか。それから、増加に応じて人員の配置などの児童虐待対応れだけふえているのでしょうか。それから、増加に応じて人員の配置などの児童虐待対応れだけふえているのでしょうか。それから、増加に応じて人員の配置などの児童虐待対応

の拡充をどのように進めてこられたのでしょうか。まず、これをお尋ねしたいと思います。の拡充をどのように進めてこられたのでしょうか。まず、これをお尋ねしたいと思います。の拡充をどのように進めてこられたのでしょうか。まず、これをお尋ねしたいと思います。の拡充をどのように進めてこられたのでしょうか。まず、これをお尋ねしたいと思います。

それから、２点目の問題は、県立奈良病院と県立医科大学附属病院の精神科医療の現状それから、２点目の問題は、県立奈良病院と県立医科大学附属病院の精神科医療の現状それから、２点目の問題は、県立奈良病院と県立医科大学附属病院の精神科医療の現状それから、２点目の問題は、県立奈良病院と県立医科大学附属病院の精神科医療の現状

と精神保健福祉士の配置の現状をお聞かせいただきたいと思います。と精神保健福祉士の配置の現状をお聞かせいただきたいと思います。と精神保健福祉士の配置の現状をお聞かせいただきたいと思います。と精神保健福祉士の配置の現状をお聞かせいただきたいと思います。

３点目ですけれども、地域福祉計画の問題です。この３月に新たな地域のきずなづくり３点目ですけれども、地域福祉計画の問題です。この３月に新たな地域のきずなづくり３点目ですけれども、地域福祉計画の問題です。この３月に新たな地域のきずなづくり３点目ですけれども、地域福祉計画の問題です。この３月に新たな地域のきずなづくり

である奈良県の地域福祉支援計画が策定されました。社会福祉法第１０７条に基づきますである奈良県の地域福祉支援計画が策定されました。社会福祉法第１０７条に基づきますである奈良県の地域福祉支援計画が策定されました。社会福祉法第１０７条に基づきますである奈良県の地域福祉支援計画が策定されました。社会福祉法第１０７条に基づきます

市町村が地域福祉の推進に関する事項を定める計画、これが地域福祉計画ですけれども、市町村が地域福祉の推進に関する事項を定める計画、これが地域福祉計画ですけれども、市町村が地域福祉の推進に関する事項を定める計画、これが地域福祉計画ですけれども、市町村が地域福祉の推進に関する事項を定める計画、これが地域福祉計画ですけれども、

この策定率が奈良県は大変低いということで、この支援計画の中にも出ておりましたけれこの策定率が奈良県は大変低いということで、この支援計画の中にも出ておりましたけれこの策定率が奈良県は大変低いということで、この支援計画の中にも出ておりましたけれこの策定率が奈良県は大変低いということで、この支援計画の中にも出ておりましたけれ

ども、２０１２年３月現在で３９市町村中１１市町村、策定率が２８．２％となっておりども、２０１２年３月現在で３９市町村中１１市町村、策定率が２８．２％となっておりども、２０１２年３月現在で３９市町村中１１市町村、策定率が２８．２％となっておりども、２０１２年３月現在で３９市町村中１１市町村、策定率が２８．２％となっており

ますが、この後、新たに策定されたところがあるでしょうか。それから、策定が進まないますが、この後、新たに策定されたところがあるでしょうか。それから、策定が進まないますが、この後、新たに策定されたところがあるでしょうか。それから、策定が進まないますが、この後、新たに策定されたところがあるでしょうか。それから、策定が進まない

自治体が抱えている問題はどこにあるでしょうか。計画策定促進、地域のきずなづくりを自治体が抱えている問題はどこにあるでしょうか。計画策定促進、地域のきずなづくりを自治体が抱えている問題はどこにあるでしょうか。計画策定促進、地域のきずなづくりを自治体が抱えている問題はどこにあるでしょうか。計画策定促進、地域のきずなづくりを

進めていくためにどのような取り組進めていくためにどのような取り組進めていくためにどのような取り組進めていくためにどのような取り組みみみみをされようとしているのでしょうか、これをお尋ねをされようとしているのでしょうか、これをお尋ねをされようとしているのでしょうか、これをお尋ねをされようとしているのでしょうか、これをお尋ね

いたします。いたします。いたします。いたします。

○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 委員のご質問は、児童虐待件数、対応件数がふえている中で、職委員のご質問は、児童虐待件数、対応件数がふえている中で、職委員のご質問は、児童虐待件数、対応件数がふえている中で、職委員のご質問は、児童虐待件数、対応件数がふえている中で、職

員の体員の体員の体員の体制整備制整備制整備制整備がどうなっているのかというご質問だったと思います。がどうなっているのかというご質問だったと思います。がどうなっているのかというご質問だったと思います。がどうなっているのかというご質問だったと思います。

まず、職員１人当たりの虐待の対応件数でございますが、県のセンターでの対応の件数まず、職員１人当たりの虐待の対応件数でございますが、県のセンターでの対応の件数まず、職員１人当たりの虐待の対応件数でございますが、県のセンターでの対応の件数まず、職員１人当たりの虐待の対応件数でございますが、県のセンターでの対応の件数

ということで、平成２２年度で１人当たり９９．１件、ということで、平成２２年度で１人当たり９９．１件、ということで、平成２２年度で１人当たり９９．１件、ということで、平成２２年度で１人当たり９９．１件、約約約約１００件です。平成２４年度、１００件です。平成２４年度、１００件です。平成２４年度、１００件です。平成２４年度、

昨昨昨昨年度でございますが、１人当たり１２０件と増加をいたしております。年度でございますが、１人当たり１２０件と増加をいたしております。年度でございますが、１人当たり１２０件と増加をいたしております。年度でございますが、１人当たり１２０件と増加をいたしております。

これまでの体これまでの体これまでの体これまでの体制制制制のののの整備整備整備整備についてでございますが、児童虐待の件数、対応件数が増加してについてでございますが、児童虐待の件数、対応件数が増加してについてでございますが、児童虐待の件数、対応件数が増加してについてでございますが、児童虐待の件数、対応件数が増加して

きたということをきたということをきたということをきたということを踏踏踏踏まえて、こども家庭相談センターでは、まず組まえて、こども家庭相談センターでは、まず組まえて、こども家庭相談センターでは、まず組まえて、こども家庭相談センターでは、まず組織織織織のののの整備整備整備整備として、中として、中として、中として、中央央央央

こども家庭相談センターに県こども家庭相談センターに県こども家庭相談センターに県こども家庭相談センターに県内全内全内全内全域の児童虐待事域の児童虐待事域の児童虐待事域の児童虐待事案案案案をををを専門的専門的専門的専門的にににに所管所管所管所管するこども支援するこども支援するこども支援するこども支援課課課課を平を平を平を平

成１７年に新成１７年に新成１７年に新成１７年に新設設設設をいたしております。さらに、本年度からは高田こども家庭相談センターをいたしております。さらに、本年度からは高田こども家庭相談センターをいたしております。さらに、本年度からは高田こども家庭相談センターをいたしております。さらに、本年度からは高田こども家庭相談センター

に新たにこども支援係をに新たにこども支援係をに新たにこども支援係をに新たにこども支援係を独独独独立立立立設設設設置いたしまして、置いたしまして、置いたしまして、置いたしまして、機動的機動的機動的機動的な虐待対応をな虐待対応をな虐待対応をな虐待対応を図図図図るため組るため組るため組るため組織織織織の変の変の変の変更更更更

もももも行行行行っております。なお、人員についてですが、県っております。なお、人員についてですが、県っております。なお、人員についてですが、県っております。なお、人員についてですが、県全全全全体の定数が体の定数が体の定数が体の定数が減少減少減少減少している中、これましている中、これましている中、これましている中、これま

でセンターにおいては増員がでセンターにおいては増員がでセンターにおいては増員がでセンターにおいては増員が図図図図られており、られており、られており、られており、今今今今年度につきましても年度につきましても年度につきましても年度につきましても心理心理心理心理のののの専門専門専門専門職員で、２職員で、２職員で、２職員で、２

名の増員を見ているところでございます。なお、市町村におきましても、児童虐待件数の名の増員を見ているところでございます。なお、市町村におきましても、児童虐待件数の名の増員を見ているところでございます。なお、市町村におきましても、児童虐待件数の名の増員を見ているところでございます。なお、市町村におきましても、児童虐待件数の

増加に増加に増加に増加に伴伴伴伴いまして体いまして体いまして体いまして体制制制制の拡充をの拡充をの拡充をの拡充を図図図図られており、平成２２年から平成２４年度の間に県られており、平成２２年から平成２４年度の間に県られており、平成２２年から平成２４年度の間に県られており、平成２２年から平成２４年度の間に県内内内内３３３３

４市町村で人員の増４市町村で人員の増４市町村で人員の増４市町村で人員の増等等等等含めた体含めた体含めた体含めた体制制制制の拡充がの拡充がの拡充がの拡充が実実実実施されているところでございます。施されているところでございます。施されているところでございます。施されているところでございます。以上以上以上以上でごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。
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○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 それでは小林委員、県立奈良病院、それから、県立医科大学附属病院それでは小林委員、県立奈良病院、それから、県立医科大学附属病院それでは小林委員、県立奈良病院、それから、県立医科大学附属病院それでは小林委員、県立奈良病院、それから、県立医科大学附属病院

におきます精神科医療の状におきます精神科医療の状におきます精神科医療の状におきます精神科医療の状況況況況と精神保健福祉士のと精神保健福祉士のと精神保健福祉士のと精神保健福祉士の設設設設置状置状置状置状況況況況ということでおということでおということでおということでお答答答答えをさせていえをさせていえをさせていえをさせてい

ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。

まず、１点目は県立奈良病院でございますが、一まず、１点目は県立奈良病院でございますが、一まず、１点目は県立奈良病院でございますが、一まず、１点目は県立奈良病院でございますが、一昨昨昨昨年、平成２３年４月に、年、平成２３年４月に、年、平成２３年４月に、年、平成２３年４月に、鬱鬱鬱鬱でありまでありまでありまでありま

すとか神すとか神すとか神すとか神経症経症経症経症、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんの精神の精神の精神の精神疾患疾患疾患疾患に対応するために精神科の先に対応するために精神科の先に対応するために精神科の先に対応するために精神科の先生生生生２名を配置２名を配置２名を配置２名を配置

をさせていただいて精神科ををさせていただいて精神科ををさせていただいて精神科ををさせていただいて精神科を設設設設置し、置し、置し、置し、約約約約２年２年２年２年少少少少したったところでございまして、現在は２したったところでございまして、現在は２したったところでございまして、現在は２したったところでございまして、現在は２

名の先名の先名の先名の先生方生方生方生方を中を中を中を中心心心心にににに外来診外来診外来診外来診療を療を療を療を行行行行っているところでございます。大体、年間っているところでございます。大体、年間っているところでございます。大体、年間っているところでございます。大体、年間約約約約４，０００４，０００４，０００４，０００

人人人人強強強強のののの外来患者外来患者外来患者外来患者ささささんんんんに対応していただいているところでございます。に対応していただいているところでございます。に対応していただいているところでございます。に対応していただいているところでございます。外来外来外来外来だけですので、だけですので、だけですので、だけですので、

現現現現時時時時点では精神保健福祉士は点では精神保健福祉士は点では精神保健福祉士は点では精神保健福祉士は設設設設置をしておりませ置をしておりませ置をしておりませ置をしておりませんんんん。。。。

それから、２点目、県立医科大学附属病院ですけれども、こそれから、２点目、県立医科大学附属病院ですけれども、こそれから、２点目、県立医科大学附属病院ですけれども、こそれから、２点目、県立医科大学附属病院ですけれども、こちちちちらのほうは平成１８年１らのほうは平成１８年１らのほうは平成１８年１らのほうは平成１８年１

１月に精神医療センターを新たに１月に精神医療センターを新たに１月に精神医療センターを新たに１月に精神医療センターを新たに設設設設置をいたしまして、置をいたしまして、置をいたしまして、置をいたしまして、許可許可許可許可病病病病床床床床１００１００１００１００床床床床、１日平、１日平、１日平、１日平均約均約均約均約８８８８

０人の０人の０人の０人の方方方方がががが入入入入院で治療をお院で治療をお院で治療をお院で治療をお受受受受けになっておられまして、精神保健福祉士のけになっておられまして、精神保健福祉士のけになっておられまして、精神保健福祉士のけになっておられまして、精神保健福祉士の方方方方がががが正規正規正規正規職員と職員と職員と職員と

して５名配置ということでして５名配置ということでして５名配置ということでして５名配置ということで患者患者患者患者ささささんんんんののののケアケアケアケアに当たっているところでございます。に当たっているところでございます。に当たっているところでございます。に当たっているところでございます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○林地域福祉課長○林地域福祉課長○林地域福祉課長○林地域福祉課長 地域福祉計画に関してのご質問でございました。地域福祉計画に関してのご質問でございました。地域福祉計画に関してのご質問でございました。地域福祉計画に関してのご質問でございました。

本県の地域福祉計画策定本県の地域福祉計画策定本県の地域福祉計画策定本県の地域福祉計画策定済み済み済み済みの市町村数につきましては、委員おの市町村数につきましては、委員おの市町村数につきましては、委員おの市町村数につきましては、委員お述べ述べ述べ述べのとおり１１市町のとおり１１市町のとおり１１市町のとおり１１市町

村と村と村と村と全国的全国的全国的全国的に見てもに見てもに見てもに見ても非常非常非常非常に低いレに低いレに低いレに低いレベルベルベルベルにあるということでございます。これは、地域福祉にあるということでございます。これは、地域福祉にあるということでございます。これは、地域福祉にあるということでございます。これは、地域福祉

計画が計画が計画が計画が任意任意任意任意計画ということになっておりまして、法計画ということになっておりまして、法計画ということになっておりまして、法計画ということになっておりまして、法律上律上律上律上のののの義務義務義務義務計画ではございませ計画ではございませ計画ではございませ計画ではございませんんんん。そ。そ。そ。そ

ういったことでありますとか、高ういったことでありますとか、高ういったことでありますとか、高ういったことでありますとか、高齢齢齢齢福祉とか、それから福祉とか、それから福祉とか、それから福祉とか、それから障害障害障害障害福祉とか児童福祉とかという福祉とか児童福祉とかという福祉とか児童福祉とかという福祉とか児童福祉とかという

ように、対ように、対ように、対ように、対象象象象とかとかとかとか内容内容内容内容ががががちちちちょっと概ょっと概ょっと概ょっと概念的念的念的念的にもわかりにくいというような、にもわかりにくいというような、にもわかりにくいというような、にもわかりにくいというような、何何何何をどのようにをどのようにをどのようにをどのように

していったらいいのかという、そのあたりが、市町村のほうがしていったらいいのかという、そのあたりが、市町村のほうがしていったらいいのかという、そのあたりが、市町村のほうがしていったらいいのかという、そのあたりが、市町村のほうが理解理解理解理解が進が進が進が進んんんんでいないといっでいないといっでいないといっでいないといっ

たことが進まないたことが進まないたことが進まないたことが進まない原因原因原因原因であろうかと県のほうではであろうかと県のほうではであろうかと県のほうではであろうかと県のほうでは考考考考えているところでございます。えているところでございます。えているところでございます。えているところでございます。

そういったことで、県では平成２４年度に地域福祉支援計画を策定いたしまして、市町そういったことで、県では平成２４年度に地域福祉支援計画を策定いたしまして、市町そういったことで、県では平成２４年度に地域福祉支援計画を策定いたしまして、市町そういったことで、県では平成２４年度に地域福祉支援計画を策定いたしまして、市町

村が地域福祉を推進していくための村が地域福祉を推進していくための村が地域福祉を推進していくための村が地域福祉を推進していくための手手手手法、法、法、法、ややややりりりり方方方方を、を、を、を、漏漏漏漏れのないれのないれのないれのないニニニニーーーーズ把握ズ把握ズ把握ズ把握、、、、協議協議協議協議のののの場場場場づづづづ

くり、人にくり、人にくり、人にくり、人に寄寄寄寄りりりり添添添添う支援体う支援体う支援体う支援体制制制制づくりという３つのづくりという３つのづくりという３つのづくりという３つのステップステップステップステップををををややややっていきましょうというこっていきましょうというこっていきましょうというこっていきましょうというこ

とで、そういったことをおとで、そういったことをおとで、そういったことをおとで、そういったことをお示示示示しするとともに、市町村の計画策定が進しするとともに、市町村の計画策定が進しするとともに、市町村の計画策定が進しするとともに、市町村の計画策定が進みみみみますようにますようにますようにますようにガイドガイドガイドガイド

ライライライラインを、一つの章をンを、一つの章をンを、一つの章をンを、一つの章を設設設設けまして、けまして、けまして、けまして、具具具具体体体体的的的的な計画策定につながるようにつくったところでな計画策定につながるようにつくったところでな計画策定につながるようにつくったところでな計画策定につながるようにつくったところで

ございます。さらに、この地域福祉の取り組ございます。さらに、この地域福祉の取り組ございます。さらに、この地域福祉の取り組ございます。さらに、この地域福祉の取り組みみみみを市町村にを市町村にを市町村にを市町村に広広広広めていくためには、まず、市めていくためには、まず、市めていくためには、まず、市めていくためには、まず、市

町村がそういった地域福祉というものの町村がそういった地域福祉というものの町村がそういった地域福祉というものの町村がそういった地域福祉というものの必必必必要性を要性を要性を要性を十分理解十分理解十分理解十分理解していただくということがしていただくということがしていただくということがしていただくということが必必必必要要要要

だとだとだとだと考考考考えまして、まず、支援計画をつくってすえまして、まず、支援計画をつくってすえまして、まず、支援計画をつくってすえまして、まず、支援計画をつくってすぐぐぐぐに、に、に、に、担担担担当職員を当職員を当職員を当職員を集集集集めまして説明会なりめまして説明会なりめまして説明会なりめまして説明会なり研研研研
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修修修修会を会を会を会を実実実実施したところでございます。また、市町村の施したところでございます。また、市町村の施したところでございます。また、市町村の施したところでございます。また、市町村の首首首首長さ長さ長さ長さんんんんに対しまして、この地域福に対しまして、この地域福に対しまして、この地域福に対しまして、この地域福

祉の祉の祉の祉の理解理解理解理解をををを深深深深めていただくこともめていただくこともめていただくこともめていただくことも非常非常非常非常に大事だとに大事だとに大事だとに大事だと考考考考えておりまして、ことしの９月３日にえておりまして、ことしの９月３日にえておりまして、ことしの９月３日にえておりまして、ことしの９月３日に

実実実実施いたします市町村施いたします市町村施いたします市町村施いたします市町村サミッサミッサミッサミットにおいて地域福祉をトにおいて地域福祉をトにおいて地域福祉をトにおいて地域福祉をテテテテーーーーママママにににに講演等講演等講演等講演等をををを実実実実施して施して施して施して理解理解理解理解をををを深深深深めめめめ

ていただこうとていただこうとていただこうとていただこうと考考考考えているところでございます。それから、先ほど地域福祉推進の３つのえているところでございます。それから、先ほど地域福祉推進の３つのえているところでございます。それから、先ほど地域福祉推進の３つのえているところでございます。それから、先ほど地域福祉推進の３つの

ステップステップステップステップとととと申申申申しましたが、しましたが、しましたが、しましたが、実際実際実際実際ににににモデルモデルモデルモデル地域をつくりまして、県も応援しながらその成地域をつくりまして、県も応援しながらその成地域をつくりまして、県も応援しながらその成地域をつくりまして、県も応援しながらその成果果果果

を出していって、それを市町村にを出していって、それを市町村にを出していって、それを市町村にを出していって、それを市町村に広広広広めていくような、先ほどのめていくような、先ほどのめていくような、先ほどのめていくような、先ほどの予算予算予算予算の概要の中でございまの概要の中でございまの概要の中でございまの概要の中でございま

した新たな地域のきずなづくり事した新たな地域のきずなづくり事した新たな地域のきずなづくり事した新たな地域のきずなづくり事業業業業ですが、こういった地域福祉を推進するためのですが、こういった地域福祉を推進するためのですが、こういった地域福祉を推進するためのですが、こういった地域福祉を推進するためのモデルモデルモデルモデル

事事事事業業業業にににに今今今今年度取り組年度取り組年度取り組年度取り組んんんんでおり、ことしは奈良市でおり、ことしは奈良市でおり、ことしは奈良市でおり、ことしは奈良市内内内内の自治会をの自治会をの自治会をの自治会をモデルモデルモデルモデル地地地地区区区区にいたしまして、にいたしまして、にいたしまして、にいたしまして、

この３つのこの３つのこの３つのこの３つのステップステップステップステップの第１の第１の第１の第１段階段階段階段階のののの漏漏漏漏れのないれのないれのないれのないニニニニーーーーズ把握ズ把握ズ把握ズ把握といったことをこれから進めようといったことをこれから進めようといったことをこれから進めようといったことをこれから進めよう

としているところでございます。あわせまして、としているところでございます。あわせまして、としているところでございます。あわせまして、としているところでございます。あわせまして、災害災害災害災害がががが起起起起こったこったこったこった初動時初動時初動時初動時には、高には、高には、高には、高齢者齢者齢者齢者とかとかとかとか

障害者障害者障害者障害者などなどなどなど災害弱者災害弱者災害弱者災害弱者に対しましては、地域のに対しましては、地域のに対しましては、地域のに対しましては、地域の住民住民住民住民によるによるによるによる助助助助け合いによるけ合いによるけ合いによるけ合いによる避難避難避難避難支援というの支援というの支援というの支援というの

がどうしてもがどうしてもがどうしてもがどうしても必必必必要になってまいります。こういった取り組要になってまいります。こういった取り組要になってまいります。こういった取り組要になってまいります。こういった取り組みみみみというのは地域福祉の取り組というのは地域福祉の取り組というのは地域福祉の取り組というのは地域福祉の取り組

みみみみの一つでもございます。の一つでもございます。の一つでもございます。の一つでもございます。災害時災害時災害時災害時要援要援要援要援護者護者護者護者支援についての取り組支援についての取り組支援についての取り組支援についての取り組みみみみを進めていくというこを進めていくというこを進めていくというこを進めていくというこ

とで、本年度は市町村とで、本年度は市町村とで、本年度は市町村とで、本年度は市町村向向向向けのけのけのけの災害時災害時災害時災害時要援要援要援要援護者護者護者護者支援の支援の支援の支援の手引手引手引手引きききき書等書等書等書等をつくり、市町村におけるをつくり、市町村におけるをつくり、市町村におけるをつくり、市町村における

地域地域地域地域住民住民住民住民に対するに対するに対するに対する助助助助け合いの体け合いの体け合いの体け合いの体制制制制づくりを推進して、こういったづくりを推進して、こういったづくりを推進して、こういったづくりを推進して、こういった方面方面方面方面からも地域福祉を推からも地域福祉を推からも地域福祉を推からも地域福祉を推

進していこうということで取り組進していこうということで取り組進していこうということで取り組進していこうということで取り組んんんんでいるところでございます。でいるところでございます。でいるところでございます。で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 そうしましたら、児童虐待のところでは体そうしましたら、児童虐待のところでは体そうしましたら、児童虐待のところでは体そうしましたら、児童虐待のところでは体制制制制とか職員をふとか職員をふとか職員をふとか職員をふややややしていただくとしていただくとしていただくとしていただくと

か市町村の部か市町村の部か市町村の部か市町村の部署署署署などの体などの体などの体などの体制制制制もももも整整整整えていくとかということでおえていくとかということでおえていくとかということでおえていくとかということでお答答答答えいただきました。えいただきました。えいただきました。えいただきました。今今今今後、後、後、後、

まだこの児童虐待というのは、かなりふえていくのではないか。そうしますと、まだこの児童虐待というのは、かなりふえていくのではないか。そうしますと、まだこの児童虐待というのは、かなりふえていくのではないか。そうしますと、まだこの児童虐待というのは、かなりふえていくのではないか。そうしますと、昨昨昨昨年、奈年、奈年、奈年、奈

良のこのセンターのことが良のこのセンターのことが良のこのセンターのことが良のこのセンターのことがＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫでででで放映放映放映放映されておりまして、本当に職員のされておりまして、本当に職員のされておりまして、本当に職員のされておりまして、本当に職員の方方方方の大変な状の大変な状の大変な状の大変な状況況況況

というのをというのをというのをというのを改改改改めてめてめてめて私私私私もももも感感感感じたところです。ですから、じたところです。ですから、じたところです。ですから、じたところです。ですから、今今今今後、さらにこの取り組後、さらにこの取り組後、さらにこの取り組後、さらにこの取り組みみみみをををを強化強化強化強化しししし

ていただきたいと思いますが、この点についてていただきたいと思いますが、この点についてていただきたいと思いますが、この点についてていただきたいと思いますが、この点について再再再再度お聞きします。度お聞きします。度お聞きします。度お聞きします。

それから、精神科の精神保健福祉士の問題で、県立奈良病院にはまだいらっしそれから、精神科の精神保健福祉士の問題で、県立奈良病院にはまだいらっしそれから、精神科の精神保健福祉士の問題で、県立奈良病院にはまだいらっしそれから、精神科の精神保健福祉士の問題で、県立奈良病院にはまだいらっしゃゃゃゃらないらないらないらない

ということなのですが、こうした家ということなのですが、こうした家ということなのですが、こうした家ということなのですが、こうした家族族族族とか、そしてとか、そしてとか、そしてとか、そして障害者障害者障害者障害者の相談にの相談にの相談にの相談に乗乗乗乗って在って在って在って在宅生活宅生活宅生活宅生活を支えを支えを支えを支え

て社会て社会て社会て社会復帰復帰復帰復帰を支援するというを支援するというを支援するというを支援するという役割役割役割役割が精神保健福祉士にありますけれども、県立奈良病院もが精神保健福祉士にありますけれども、県立奈良病院もが精神保健福祉士にありますけれども、県立奈良病院もが精神保健福祉士にありますけれども、県立奈良病院も

ややややっっっっぱぱぱぱりいてほしい、置いてほしいという関係りいてほしい、置いてほしいという関係りいてほしい、置いてほしいという関係りいてほしい、置いてほしいという関係者者者者のののの声声声声もあります。もあります。もあります。もあります。

それで、お尋ねしたいのは、それで、お尋ねしたいのは、それで、お尋ねしたいのは、それで、お尋ねしたいのは、今今今今度、度、度、度、採用採用採用採用してほしいところですけれども、新しい病院にしてほしいところですけれども、新しい病院にしてほしいところですけれども、新しい病院にしてほしいところですけれども、新しい病院に

なりますけれども、そのときにはなりますけれども、そのときにはなりますけれども、そのときにはなりますけれども、そのときにはぜひぜひぜひぜひこの県立奈良病院にも精神保健福祉士の配置をこの県立奈良病院にも精神保健福祉士の配置をこの県立奈良病院にも精神保健福祉士の配置をこの県立奈良病院にも精神保健福祉士の配置を考考考考ええええ

ていただきたいと思ってますが、この点、どのようにおていただきたいと思ってますが、この点、どのようにおていただきたいと思ってますが、この点、どのようにおていただきたいと思ってますが、この点、どのようにお考考考考えになっていますか。えになっていますか。えになっていますか。えになっていますか。

それから、地域福祉計画の問題です。いろいろな取り組それから、地域福祉計画の問題です。いろいろな取り組それから、地域福祉計画の問題です。いろいろな取り組それから、地域福祉計画の問題です。いろいろな取り組みみみみを進めていただいておりますを進めていただいておりますを進めていただいておりますを進めていただいております
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が、が、が、が、今今今今ありました中で、ありました中で、ありました中で、ありました中で、ややややっっっっぱぱぱぱり支え合いの体り支え合いの体り支え合いの体り支え合いの体制制制制づくり、地域でのづくり、地域でのづくり、地域でのづくり、地域での仕仕仕仕組組組組みみみみづくりというか、づくりというか、づくりというか、づくりというか、

地域の地域の地域の地域の協議協議協議協議のののの場場場場をつくるのがをつくるのがをつくるのがをつくるのが非常非常非常非常に大事だと思っています。それで、いろいろ地域を見てに大事だと思っています。それで、いろいろ地域を見てに大事だと思っています。それで、いろいろ地域を見てに大事だと思っています。それで、いろいろ地域を見て

ましても、ましても、ましても、ましても、今今今今、、、、災害災害災害災害の、先ほど最後のところでおの、先ほど最後のところでおの、先ほど最後のところでおの、先ほど最後のところでお答答答答えになりました要援えになりました要援えになりました要援えになりました要援護者護者護者護者のこの取り組のこの取り組のこの取り組のこの取り組

みみみみの問題とかありましたけれども、それの問題とかありましたけれども、それの問題とかありましたけれども、それの問題とかありましたけれども、それぞぞぞぞれ自治会の状れ自治会の状れ自治会の状れ自治会の状況況況況をお聞きしても、一をお聞きしても、一をお聞きしても、一をお聞きしても、一生懸命何生懸命何生懸命何生懸命何かかかか

そういうことで地域でそういうことで地域でそういうことで地域でそういうことで地域で何何何何とかしていかなければいけないというとかしていかなければいけないというとかしていかなければいけないというとかしていかなければいけないという声声声声も出てきているようなのも出てきているようなのも出てきているようなのも出てきているようなの

ですが、ですが、ですが、ですが、モデルモデルモデルモデル事事事事業業業業としてある自治会だけということで、それをとしてある自治会だけということで、それをとしてある自治会だけということで、それをとしてある自治会だけということで、それをややややっっっっぱぱぱぱりりりり限限限限られた地域だられた地域だられた地域だられた地域だ

けにけにけにけに終終終終わらせてはいけないと思うのです。そのために、この地域福祉のわらせてはいけないと思うのです。そのために、この地域福祉のわらせてはいけないと思うのです。そのために、この地域福祉のわらせてはいけないと思うのです。そのために、この地域福祉の担担担担いいいい手手手手をどうつくをどうつくをどうつくをどうつく

っていくかということで、この点について、計画の中にもありましたけれども、この人をっていくかということで、この点について、計画の中にもありましたけれども、この人をっていくかということで、この点について、計画の中にもありましたけれども、この人をっていくかということで、この点について、計画の中にもありましたけれども、この人を

どのようにつくっていくのか、これをどのようにおどのようにつくっていくのか、これをどのようにおどのようにつくっていくのか、これをどのようにおどのようにつくっていくのか、これをどのようにお考考考考えになっているのかお尋ねします。えになっているのかお尋ねします。えになっているのかお尋ねします。えになっているのかお尋ねします。

○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 今今今今後の虐待に関しての取り組後の虐待に関しての取り組後の虐待に関しての取り組後の虐待に関しての取り組みみみみということのご質問だったと思いということのご質問だったと思いということのご質問だったと思いということのご質問だったと思い

ます。ます。ます。ます。

県では平成２２年に県では平成２２年に県では平成２２年に県では平成２２年に死亡死亡死亡死亡事事事事案案案案が発が発が発が発生生生生いたしまして、それをいたしまして、それをいたしまして、それをいたしまして、それを受受受受けましてけましてけましてけまして有識者有識者有識者有識者のののの検討検討検討検討会を会を会を会を

設設設設けて、そのけて、そのけて、そのけて、その提提提提言を言を言を言を受受受受けて児童虐待けて児童虐待けて児童虐待けて児童虐待防止ア防止ア防止ア防止アククククショショショションンンンプラプラプラプランを策定しております。このンを策定しております。このンを策定しております。このンを策定しております。このアアアアクククク

ショショショションンンンプラプラプラプランに基づきまして、市町村とのンに基づきまして、市町村とのンに基づきまして、市町村とのンに基づきまして、市町村との適切適切適切適切なななな役割分担役割分担役割分担役割分担のもとでのもとでのもとでのもとで引引引引きききき続続続続き県と市町村、き県と市町村、き県と市町村、き県と市町村、

関係関係関係関係機機機機関が関が関が関が連携連携連携連携した取り組した取り組した取り組した取り組みみみみの充の充の充の充実強化実強化実強化実強化をををを図図図図ってまいりたいと思います。なお、ってまいりたいと思います。なお、ってまいりたいと思います。なお、ってまいりたいと思います。なお、アアアアククククショショショショ

ンンンンプラプラプラプランにつきましては平成２３年度から平成２５年度までの取り組ンにつきましては平成２３年度から平成２５年度までの取り組ンにつきましては平成２３年度から平成２５年度までの取り組ンにつきましては平成２３年度から平成２５年度までの取り組みみみみということになっということになっということになっということになっ

ているのですけれども、現ているのですけれども、現ているのですけれども、現ているのですけれども、現行行行行ののののアアアアククククショショショションンンンプラプラプラプランの事ンの事ンの事ンの事業効果等業効果等業効果等業効果等もももも踏踏踏踏まえまして、まえまして、まえまして、まえまして、課課課課題、問題、問題、問題、問

題点の見題点の見題点の見題点の見直直直直ししししや具や具や具や具体体体体的行動的行動的行動的行動のののの追追追追加加加加等等等等によって、これを、ことしによって、これを、ことしによって、これを、ことしによって、これを、ことし改改改改定をいたしまして、さら定をいたしまして、さら定をいたしまして、さら定をいたしまして、さら

なる児童虐待対策に関する取り組なる児童虐待対策に関する取り組なる児童虐待対策に関する取り組なる児童虐待対策に関する取り組みみみみをををを今今今今後進めてまいる後進めてまいる後進めてまいる後進めてまいる所存所存所存所存でございます。でございます。でございます。でございます。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。

○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 精神保健福祉士に関しまして、さらなるご質問でございます。精神保健福祉士に関しまして、さらなるご質問でございます。精神保健福祉士に関しまして、さらなるご質問でございます。精神保健福祉士に関しまして、さらなるご質問でございます。

新県立奈良病院の新県立奈良病院の新県立奈良病院の新県立奈良病院の整備整備整備整備をををを今今今今進めているところでございますが、３年後の進めているところでございますが、３年後の進めているところでございますが、３年後の進めているところでございますが、３年後のオオオオーーーーププププンを目ンを目ンを目ンを目指指指指

しまして、現在大きな医療のしまして、現在大きな医療のしまして、現在大きな医療のしまして、現在大きな医療の柱柱柱柱として精神医療の充として精神医療の充として精神医療の充として精神医療の充実実実実をををを掲げ掲げ掲げ掲げており、その中で精神科の、ており、その中で精神科の、ており、その中で精神科の、ており、その中で精神科の、

特特特特に合に合に合に合併症患者併症患者併症患者併症患者ささささんへんへんへんへの対応、あるいはの対応、あるいはの対応、あるいはの対応、あるいは北和北和北和北和地域の精神科の病院の地域の精神科の病院の地域の精神科の病院の地域の精神科の病院のバッバッバッバッククククアップ機能アップ機能アップ機能アップ機能をををを強強強強

化化化化したいということ、それから、在したいということ、それから、在したいということ、それから、在したいということ、それから、在宅へ宅へ宅へ宅への支援も含めまして、の支援も含めまして、の支援も含めまして、の支援も含めまして、少少少少しししし入入入入院院院院機能機能機能機能を新たにを新たにを新たにを新たに設設設設けけけけ

るということで、現在４０るということで、現在４０るということで、現在４０るということで、現在４０床ぐ床ぐ床ぐ床ぐらいをらいをらいをらいを予予予予定で定で定で定で整備整備整備整備を進めているところです。そのを進めているところです。そのを進めているところです。そのを進めているところです。その時時時時点では点では点では点では

医医医医師師師師の増員、あるいはの増員、あるいはの増員、あるいはの増員、あるいは専門専門専門専門性の高い性の高い性の高い性の高い看護師看護師看護師看護師の配置、ご質問の精神保健福祉士もの配置、ご質問の精神保健福祉士もの配置、ご質問の精神保健福祉士もの配置、ご質問の精神保健福祉士も必必必必ずずずず必必必必要で要で要で要で

ございますので、現ございますので、現ございますので、現ございますので、現時時時時点では点では点では点では何何何何名ということはこれからになりますけれども、名ということはこれからになりますけれども、名ということはこれからになりますけれども、名ということはこれからになりますけれども、正規正規正規正規職員で職員で職員で職員で

数名配置したいと数名配置したいと数名配置したいと数名配置したいと考考考考えております。えております。えております。えております。以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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○林地域福祉課長○林地域福祉課長○林地域福祉課長○林地域福祉課長 人人人人材育材育材育材育成の点でご質問いただきました。成の点でご質問いただきました。成の点でご質問いただきました。成の点でご質問いただきました。

地域福祉の地域福祉の地域福祉の地域福祉の場場場場合に、その地域福祉を進めていく合に、その地域福祉を進めていく合に、その地域福祉を進めていく合に、その地域福祉を進めていくキキキキーになる人ーになる人ーになる人ーになる人材材材材というのはというのはというのはというのは必必必必要であると、要であると、要であると、要であると、

私私私私どももどももどももどもも認識認識認識認識しているところでございまして、こういったしているところでございまして、こういったしているところでございまして、こういったしているところでございまして、こういった方方方方は地域福祉は地域福祉は地域福祉は地域福祉ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター

という名という名という名という名前前前前で、で、で、で、例例例例えば他えば他えば他えば他府府府府県とかいろいろなところで県とかいろいろなところで県とかいろいろなところで県とかいろいろなところで育育育育成がされて配置をされているとい成がされて配置をされているとい成がされて配置をされているとい成がされて配置をされているとい

うことで、どういう状うことで、どういう状うことで、どういう状うことで、どういう状況況況況かかかか調査調査調査調査もしているのですが、先ほどももしているのですが、先ほどももしているのですが、先ほどももしているのですが、先ほど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、制制制制度福度福度福度福

祉と祉と祉と祉と違違違違いまして、これをいまして、これをいまして、これをいまして、これを動動動動かしていくのはなかなかかしていくのはなかなかかしていくのはなかなかかしていくのはなかなか難難難難しい点がございます。そういったこしい点がございます。そういったこしい点がございます。そういったこしい点がございます。そういったこ

とから、奈良県ではどのような人をどのようなとから、奈良県ではどのような人をどのようなとから、奈良県ではどのような人をどのようなとから、奈良県ではどのような人をどのような形形形形でででで育育育育成して配置して、ど成して配置して、ど成して配置して、ど成して配置して、どんんんんなななな仕仕仕仕組組組組みみみみをををを持持持持

っていくのがいいのかというところを、そういったいろいろな先進事っていくのがいいのかというところを、そういったいろいろな先進事っていくのがいいのかというところを、そういったいろいろな先進事っていくのがいいのかというところを、そういったいろいろな先進事例例例例も見ながら、このも見ながら、このも見ながら、このも見ながら、この

モデルモデルモデルモデル事事事事業業業業とかいろいろとかいろいろとかいろいろとかいろいろややややりながら、どこにそのりながら、どこにそのりながら、どこにそのりながら、どこにそのポイポイポイポイントが出てくるのかということを見ントが出てくるのかということを見ントが出てくるのかということを見ントが出てくるのかということを見

ながら、こながら、こながら、こながら、こちちちちらの人らの人らの人らの人材育材育材育材育成についても成についても成についても成についても今今今今後後後後検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えているところでございえているところでございえているところでございえ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。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 最後は要最後は要最後は要最後は要望望望望しておきますが、児童虐待のところで、しておきますが、児童虐待のところで、しておきますが、児童虐待のところで、しておきますが、児童虐待のところで、ややややはり職員の対応件数がはり職員の対応件数がはり職員の対応件数がはり職員の対応件数が

多いということは多いということは多いということは多いということは非常非常非常非常に、本当にこの問題での一に、本当にこの問題での一に、本当にこの問題での一に、本当にこの問題での一番番番番のネのネのネのネッッッックかと思います。クかと思います。クかと思います。クかと思います。

それで、それで、それで、それで、今今今今、体、体、体、体制制制制の充の充の充の充実実実実とかいろいろこれからも進めていきたいということでしたけれとかいろいろこれからも進めていきたいということでしたけれとかいろいろこれからも進めていきたいということでしたけれとかいろいろこれからも進めていきたいということでしたけれ

ども、そのども、そのども、そのども、その辺辺辺辺も、人の問題もも、人の問題もも、人の問題もも、人の問題もぜひぜひぜひぜひききききちちちちっとっとっとっと位位位位置づけて、置づけて、置づけて、置づけて、確確確確保のためにこれはそのように取保のためにこれはそのように取保のためにこれはそのように取保のためにこれはそのように取

り組り組り組り組んんんんでいただきたいと思います。でいただきたいと思います。でいただきたいと思います。でいただきたいと思います。

もう一つの地域福祉のほうもそうですが、もう一つの地域福祉のほうもそうですが、もう一つの地域福祉のほうもそうですが、もう一つの地域福祉のほうもそうですが、担担担担いいいい手手手手づくりということで、この支援計画のづくりということで、この支援計画のづくりということで、この支援計画のづくりということで、この支援計画の

中にもき中にもき中にもき中にもきちちちちっとっとっとっと書書書書いていただいているのですけども、いていただいているのですけども、いていただいているのですけども、いていただいているのですけども、今今今今いろいろどのようにいろいろどのようにいろいろどのようにいろいろどのように確確確確保していく保していく保していく保していく

かということでおかということでおかということでおかということでお答答答答えいただきました。えいただきました。えいただきました。えいただきました。ややややはりはりはりはりモデルモデルモデルモデル事事事事業業業業をををを全全全全地域で、奈良県のどこに地域で、奈良県のどこに地域で、奈良県のどこに地域で、奈良県のどこに住住住住

んんんんでいてもそのようにでいてもそのようにでいてもそのようにでいてもそのようにややややはりはりはりはり協議協議協議協議会ができて、そして地域で支えていくという、そういう会ができて、そして地域で支えていくという、そういう会ができて、そして地域で支えていくという、そういう会ができて、そして地域で支えていくという、そういう

体体体体制制制制をつくっていくということがをつくっていくということがをつくっていくということがをつくっていくということが必必必必要だと思いますので、この要だと思いますので、この要だと思いますので、この要だと思いますので、この辺辺辺辺にはにはにはにはぜひぜひぜひぜひいろいろな点でいろいろな点でいろいろな点でいろいろな点で

検討検討検討検討していただいてしていただいてしていただいてしていただいて強強強強めていただきたいということをお願いをしてめていただきたいということをお願いをしてめていただきたいということをお願いをしてめていただきたいということをお願いをして終終終終わります。わります。わります。わります。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 １つ聞かせてほしいというか、問題点を１つ聞かせてほしいというか、問題点を１つ聞かせてほしいというか、問題点を１つ聞かせてほしいというか、問題点を指摘指摘指摘指摘しておきたいのですが、きょうしておきたいのですが、きょうしておきたいのですが、きょうしておきたいのですが、きょう

報報報報告告告告があるのかと思ったのですけれど、があるのかと思ったのですけれど、があるのかと思ったのですけれど、があるのかと思ったのですけれど、例例例例のののの特特特特別児童別児童別児童別児童扶養手扶養手扶養手扶養手当の当の当の当の遅延払遅延払遅延払遅延払い、あるいは過い、あるいは過い、あるいは過い、あるいは過払払払払

いがあったということで、いがあったということで、いがあったということで、いがあったということで、我々議我々議我々議我々議員のところ員のところ員のところ員のところへファへファへファへファククククススススでこういうでこういうでこういうでこういう処理処理処理処理をしましたというをしましたというをしましたというをしましたという

報報報報告告告告がががが来来来来ました。１０ました。１０ました。１０ました。１０６６６６件、１０件、１０件、１０件、１０６６６６人の人の人の人の方方方方の問題で、ささの問題で、ささの問題で、ささの問題で、ささややややかな問題だといってしまえばかな問題だといってしまえばかな問題だといってしまえばかな問題だといってしまえば

それまでですけれど、そのそれまでですけれど、そのそれまでですけれど、そのそれまでですけれど、その再再再再発発発発防止防止防止防止策というのを策というのを策というのを策というのを読読読読ませてもらって、これで、一度ませてもらって、これで、一度ませてもらって、これで、一度ませてもらって、これで、一度ややややったったったった

ミスミスミスミスは二度とは二度とは二度とは二度と起起起起こさないから、まあ大こさないから、まあ大こさないから、まあ大こさないから、まあ大丈夫丈夫丈夫丈夫とは思うのですけれど、その対策がもう一つとは思うのですけれど、その対策がもう一つとは思うのですけれど、その対策がもう一つとは思うのですけれど、その対策がもう一つ抽抽抽抽

象的象的象的象的で、で、で、で、我々議我々議我々議我々議員にしっかりわかるような説明になっていない。その員にしっかりわかるような説明になっていない。その員にしっかりわかるような説明になっていない。その員にしっかりわかるような説明になっていない。その再再再再発発発発防止防止防止防止策、１つは、策、１つは、策、１つは、策、１つは、

管理管理管理管理監督監督監督監督すすすすべべべべき職員が事き職員が事き職員が事き職員が事務処理務処理務処理務処理の進の進の進の進捗捗捗捗管理管理管理管理及び及び及び及び支支支支払払払払いいいい手続手続手続手続のののの確認確認確認確認をををを徹底徹底徹底徹底する。このする。このする。このする。この管理管理管理管理監監監監
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督督督督すすすすべべべべき職員というのは、これはき職員というのは、これはき職員というのは、これはき職員というのは、これは誰誰誰誰をををを指指指指すのですか。係長、すのですか。係長、すのですか。係長、すのですか。係長、課課課課長長長長補佐補佐補佐補佐、主、主、主、主幹幹幹幹とありますけとありますけとありますけとありますけ

れども、もれども、もれども、もれども、もちちちちろろろろんんんん、、、、課課課課長、部長もあるのですが、こういう人が長、部長もあるのですが、こういう人が長、部長もあるのですが、こういう人が長、部長もあるのですが、こういう人が何何何何人いて、人いて、人いて、人いて、何何何何人の目を人の目を人の目を人の目を通通通通しししし

ていくということになるのか。それと、２つ目の事ていくということになるのか。それと、２つ目の事ていくということになるのか。それと、２つ目の事ていくということになるのか。それと、２つ目の事務務務務がおくれずがおくれずがおくれずがおくれず適切適切適切適切にににに処理処理処理処理されるよう事されるよう事されるよう事されるよう事

務処理マニ務処理マニ務処理マニ務処理マニュュュュアルアルアルアルを見を見を見を見直直直直す、まあこれはす、まあこれはす、まあこれはす、まあこれはマニマニマニマニュュュュアルアルアルアルがががが不不不不十分十分十分十分だったから見だったから見だったから見だったから見直直直直すというのはすというのはすというのはすというのは

当当当当然然然然だと思うのですけれど、こういう対策なのですね。３つ目に、事だと思うのですけれど、こういう対策なのですね。３つ目に、事だと思うのですけれど、こういう対策なのですね。３つ目に、事だと思うのですけれど、こういう対策なのですね。３つ目に、事務担務担務担務担当職員の事当職員の事当職員の事当職員の事務処務処務処務処

理能理能理能理能力力力力向上向上向上向上のため職のため職のため職のため職場内研修場内研修場内研修場内研修をををを実実実実施する、こ施する、こ施する、こ施する、こんんんんなものは先なものは先なものは先なものは先刻刻刻刻されているはずなのですけれされているはずなのですけれされているはずなのですけれされているはずなのですけれ

ど、ど、ど、ど、何何何何もももも研修研修研修研修をををを受受受受けずにこのようなけずにこのようなけずにこのようなけずにこのような仕仕仕仕事につかないと思うので、こういうことを事につかないと思うので、こういうことを事につかないと思うので、こういうことを事につかないと思うので、こういうことを改改改改めてめてめてめてやややや

るというのが対策なのですね。それから４つ目に、るというのが対策なのですね。それから４つ目に、るというのが対策なのですね。それから４つ目に、るというのが対策なのですね。それから４つ目に、担担担担当職員の当職員の当職員の当職員の複複複複数数数数制制制制により事により事により事により事務処理務処理務処理務処理をををを行行行行

うなど事うなど事うなど事うなど事務務務務のののの執執執執行行行行体体体体制制制制をををを強化強化強化強化するという、県の職員も大するという、県の職員も大するという、県の職員も大するという、県の職員も大分分分分無無無無理理理理を言って人をを言って人をを言って人をを言って人を減減減減らしているらしているらしているらしている

のでね。のでね。のでね。のでね。減減減減らしてて、ここらしてて、ここらしてて、ここらしてて、ここへ来へ来へ来へ来ててててぽぽぽぽんんんんとととと複複複複数数数数制制制制で、２人でするのか３人でするのかで、２人でするのか３人でするのかで、２人でするのか３人でするのかで、２人でするのか３人でするのか知知知知らならならならな

いけれども、そいけれども、そいけれども、そいけれども、そんんんんなに人を配置しないとなに人を配置しないとなに人を配置しないとなに人を配置しないとミスミスミスミスがががが起起起起こるようなこるようなこるようなこるような業務業務業務業務なのかどうかもなのかどうかもなのかどうかもなのかどうかも私私私私はははは知知知知らららら

ないのですが、そないのですが、そないのですが、そないのですが、そんんんんなななな簡単簡単簡単簡単に人をに人をに人をに人を複複複複数数数数制制制制にするような人にするような人にするような人にするような人的的的的余裕余裕余裕余裕があるのかという思いがしがあるのかという思いがしがあるのかという思いがしがあるのかという思いがし

て、これはもっと、て、これはもっと、て、これはもっと、て、これはもっと、例例例例えばえばえばえばパソパソパソパソココココンンンンやコやコやコやコンンンンピュピュピュピューターでそういうーターでそういうーターでそういうーターでそういうミスミスミスミス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、

時時時時期期期期がががが来来来来たらたらたらたらちゃんちゃんちゃんちゃんとととと払払払払うようなことには、もっとうようなことには、もっとうようなことには、もっとうようなことには、もっと機機機機械械械械化化化化による対策はできないものなのによる対策はできないものなのによる対策はできないものなのによる対策はできないものなの

かどうかですね、聞かせてほしい。かどうかですね、聞かせてほしい。かどうかですね、聞かせてほしい。かどうかですね、聞かせてほしい。以上以上以上以上です。です。です。です。

○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 特特特特別児童別児童別児童別児童扶養手扶養手扶養手扶養手当の支当の支当の支当の支払払払払いいいい遅延等遅延等遅延等遅延等につきましてご質問いただきましにつきましてご質問いただきましにつきましてご質問いただきましにつきましてご質問いただきまし

た。た。た。た。

１０１０１０１０６６６６名に対します支名に対します支名に対します支名に対します支払払払払いいいい遅延遅延遅延遅延及び及び及び及び過過過過払払払払いがありまして大変ごいがありまして大変ごいがありまして大変ごいがありまして大変ご迷惑迷惑迷惑迷惑をかけまして、をかけまして、をかけまして、をかけまして、再再再再発発発発

防止防止防止防止策を策を策を策を講講講講じているところでございます。じているところでございます。じているところでございます。じているところでございます。

その質問についてですけれども、その質問についてですけれども、その質問についてですけれども、その質問についてですけれども、管理管理管理管理監督監督監督監督すすすすべべべべき職員とき職員とき職員とき職員と申申申申しますのは、しますのは、しますのは、しますのは、具具具具体体体体的的的的には係長には係長には係長には係長

と主と主と主と主幹幹幹幹とととと課課課課長の３名になりまして、それ長の３名になりまして、それ長の３名になりまして、それ長の３名になりまして、それぞぞぞぞれれれれチェチェチェチェッッッックしようと思っております。クしようと思っております。クしようと思っております。クしようと思っております。

事事事事務処理マニ務処理マニ務処理マニ務処理マニュュュュアルアルアルアルにつきましては、まさにそのにつきましては、まさにそのにつきましては、まさにそのにつきましては、まさにその電電電電算算算算ののののマニマニマニマニュュュュアルアルアルアルのところで、のところで、のところで、のところで、ちちちちょっょっょっょっ

とわかりにくかったいうところもありましてとわかりにくかったいうところもありましてとわかりにくかったいうところもありましてとわかりにくかったいうところもありましてミスミスミスミスがががが起起起起こってしまいましたので、もうこってしまいましたので、もうこってしまいましたので、もうこってしまいましたので、もう少少少少しししし

わかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすいマニマニマニマニュュュュアルアルアルアルをををを作作作作成していこうということでございます。成していこうということでございます。成していこうということでございます。成していこうということでございます。

職職職職場内研修場内研修場内研修場内研修につきましても日ごろにつきましても日ごろにつきましても日ごろにつきましても日ごろ行行行行っているわけですけれども、っているわけですけれども、っているわけですけれども、っているわけですけれども、ＯＪＴＯＪＴＯＪＴＯＪＴとととと呼呼呼呼ばれる職ばれる職ばれる職ばれる職場場場場

内研修内研修内研修内研修を、を、を、を、幸幸幸幸い、係長が事い、係長が事い、係長が事い、係長が事務務務務が長いものですので、そこから新が長いものですので、そこから新が長いものですので、そこから新が長いものですので、そこから新任任任任の４月にの４月にの４月にの４月に来来来来ました職員にました職員にました職員にました職員に

つきましてつきましてつきましてつきましてＯＪＴＯＪＴＯＪＴＯＪＴをしまして職をしまして職をしまして職をしまして職場内研修場内研修場内研修場内研修を進めていくということでございます。を進めていくということでございます。を進めていくということでございます。を進めていくということでございます。

最後の最後の最後の最後の複複複複数数数数制制制制によりますのは、係がによりますのは、係がによりますのは、係がによりますのは、係が６６６６人おりますので、その人おりますので、その人おりますので、その人おりますので、その業務業務業務業務が２つの係、が２つの係、が２つの係、が２つの係、違違違違うううう仕仕仕仕事事事事

をしている職員もおりますので、そこと、その職員とのをしている職員もおりますので、そこと、その職員とのをしている職員もおりますので、そこと、その職員とのをしている職員もおりますので、そこと、その職員との複複複複数数数数制制制制ののののササササブブブブ、、、、メメメメーンというようーンというようーンというようーンというよう

なななな複複複複数数数数制制制制をををを考考考考えております。えております。えております。えております。以上以上以上以上です。です。です。です。
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○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 今今今今のののの答答答答弁弁弁弁でででで私私私私がががが納得納得納得納得したわけではないのですけれど、いわしたわけではないのですけれど、いわしたわけではないのですけれど、いわしたわけではないのですけれど、いわゆゆゆゆるるるる特特特特別別別別扶養手扶養手扶養手扶養手当当当当

でででで生活生活生活生活をしてる人がいるのだから、そこらを真をしてる人がいるのだから、そこらを真をしてる人がいるのだから、そこらを真をしてる人がいるのだから、そこらを真剣剣剣剣にににに考考考考えてえてえてえてややややってほしいということが一つってほしいということが一つってほしいということが一つってほしいということが一つ

です。です。です。です。今今今今のののの答答答答弁弁弁弁は、は、は、は、了了了了解解解解したということではないけれど、したということではないけれど、したということではないけれど、したということではないけれど、何何何何かかかか抽抽抽抽象的象的象的象的で、それがで、それがで、それがで、それが今今今今後の後の後の後の抜抜抜抜

本本本本的的的的対策になるのかなあというのを、人も対策になるのかなあというのを、人も対策になるのかなあというのを、人も対策になるのかなあというのを、人も少少少少ない中で多ない中で多ない中で多ない中で多少少少少疑問を疑問を疑問を疑問を感感感感じるわけですけれども、じるわけですけれども、じるわけですけれども、じるわけですけれども、

いずれにしても、そういった金でいずれにしても、そういった金でいずれにしても、そういった金でいずれにしても、そういった金で生活生活生活生活をしてるという人ををしてるという人ををしてるという人ををしてるという人をちゃんちゃんちゃんちゃんとととと頭頭頭頭にににに描描描描いて真いて真いて真いて真剣剣剣剣ににににややややっっっっ

てほしいということをてほしいということをてほしいということをてほしいということを特特特特にににに申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきます。ておきます。ておきます。ておきます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 １点だけ質問させていただきます。１点だけ質問させていただきます。１点だけ質問させていただきます。１点だけ質問させていただきます。

先日、第１先日、第１先日、第１先日、第１回回回回がががが行行行行われたこども・われたこども・われたこども・われたこども・子育子育子育子育て支援推進会て支援推進会て支援推進会て支援推進会議議議議です、県です、県です、県です、県知知知知事をト事をト事をト事をトップップップップとする会とする会とする会とする会議議議議

がががが設設設設置をされ、第１置をされ、第１置をされ、第１置をされ、第１回回回回がががが開催開催開催開催されたと聞いているのですけれども、その第１されたと聞いているのですけれども、その第１されたと聞いているのですけれども、その第１されたと聞いているのですけれども、その第１回回回回のののの開催開催開催開催内容内容内容内容

についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

それと、市町村が３９ございますが、どれだけの市町村がこの会それと、市町村が３９ございますが、どれだけの市町村がこの会それと、市町村が３９ございますが、どれだけの市町村がこの会それと、市町村が３９ございますが、どれだけの市町村がこの会議議議議をををを設設設設置しているのか置しているのか置しているのか置しているのか

という状という状という状という状況況況況と、していない市町村に対して県はと、していない市町村に対して県はと、していない市町村に対して県はと、していない市町村に対して県は今今今今後、どういう後、どういう後、どういう後、どういう働働働働きかけをされるのかおきかけをされるのかおきかけをされるのかおきかけをされるのかお伺伺伺伺

いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

○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 奈良県こども・奈良県こども・奈良県こども・奈良県こども・子育子育子育子育て支援推進会て支援推進会て支援推進会て支援推進会議議議議のお尋ねでございます。のお尋ねでございます。のお尋ねでございます。のお尋ねでございます。

この推進会この推進会この推進会この推進会議議議議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支援法に基づきます附属て支援法に基づきます附属て支援法に基づきます附属て支援法に基づきます附属機機機機関でありまして、平成２７年関でありまして、平成２７年関でありまして、平成２７年関でありまして、平成２７年

度から度から度から度から想想想想定されます新定されます新定されます新定されます新制制制制度、度、度、度、子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育て支援新て支援新て支援新て支援新制制制制度の県計画とか度の県計画とか度の県計画とか度の県計画とか子育子育子育子育て支援の推進なて支援の推進なて支援の推進なて支援の推進な

どについてどについてどについてどについて審審審審議議議議するものです。委員おするものです。委員おするものです。委員おするものです。委員お述べ述べ述べ述べのように７月１のように７月１のように７月１のように７月１６６６６日に日に日に日に開催開催開催開催しましたところ、委しましたところ、委しましたところ、委しましたところ、委

員員員員全全全全員の員の員の員の方方方方に出に出に出に出席席席席していただきました。当日は、奈良県のしていただきました。当日は、奈良県のしていただきました。当日は、奈良県のしていただきました。当日は、奈良県の子育子育子育子育てに関する現状とか現状てに関する現状とか現状てに関する現状とか現状てに関する現状とか現状認認認認

識識識識をををを共通共通共通共通認識認識認識認識にしていただきましていろいろごにしていただきましていろいろごにしていただきましていろいろごにしていただきましていろいろご意意意意見を見を見を見を賜賜賜賜ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。

具具具具体体体体的的的的なななな意意意意見としましては、見としましては、見としましては、見としましては、子育子育子育子育て支援に関しましては、て支援に関しましては、て支援に関しましては、て支援に関しましては、母親母親母親母親のののの心理的心理的心理的心理的、精神、精神、精神、精神的的的的なななな子育子育子育子育

てててて不不不不安がいまだ安がいまだ安がいまだ安がいまだ強強強強いということとか、いということとか、いということとか、いということとか、子子子子どものどものどものどもの育ち育ち育ち育ちにににに視視視視点を置いた施策を点を置いた施策を点を置いた施策を点を置いた施策を実実実実施してほしい、施してほしい、施してほしい、施してほしい、

また、保また、保また、保また、保育育育育に関しましては、保に関しましては、保に関しましては、保に関しましては、保育育育育士の士の士の士の処処処処遇遇遇遇改改改改善善善善が大事であるとか、しっかり安が大事であるとか、しっかり安が大事であるとか、しっかり安が大事であるとか、しっかり安心心心心してしてしてして子子子子どどどど

もをもをもをもを預預預預けられるようなけられるようなけられるようなけられるような制制制制度が度が度が度が必必必必要であるといったご要であるといったご要であるといったご要であるといったご意意意意見をいただきました。また、女性の見をいただきました。また、女性の見をいただきました。また、女性の見をいただきました。また、女性の

ワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンススススにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、就就就就業業業業支援に関しまして、支援に関しまして、支援に関しまして、支援に関しまして、ワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・ババババ

ラララランンンンススススがががが重重重重要であるとか、在要であるとか、在要であるとか、在要であるとか、在宅宅宅宅でででで仕仕仕仕事ができるような事ができるような事ができるような事ができるような制制制制度が、度が、度が、度が、仕仕仕仕組組組組みみみみが要るとか、人が要るとか、人が要るとか、人が要るとか、人材育材育材育材育

成も成も成も成も必必必必要であるという要であるという要であるという要であるという意意意意見をいただいております。見をいただいております。見をいただいております。見をいただいております。

今今今今後は、平成２後は、平成２後は、平成２後は、平成２６６６６年度にかけまして奈良県らしい年度にかけまして奈良県らしい年度にかけまして奈良県らしい年度にかけまして奈良県らしい子育子育子育子育てのありてのありてのありてのあり方方方方をををを協議協議協議協議いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

県の県の県の県の総総総総合合合合的的的的な計画を策定するな計画を策定するな計画を策定するな計画を策定する予予予予定になっております。定になっております。定になっております。定になっております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長 今今今今、最、最、最、最近近近近ののののデデデデータとしてどれだけの市町村がータとしてどれだけの市町村がータとしてどれだけの市町村がータとしてどれだけの市町村が設設設設置した、もしく置した、もしく置した、もしく置した、もしく

はははは設設設設置する置する置する置する予予予予定であるかというのは定であるかというのは定であるかというのは定であるかというのは調べ調べ調べ調べているのですけれども、ているのですけれども、ているのですけれども、ているのですけれども、申申申申しわけございませしわけございませしわけございませしわけございませんんんん。。。。
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ただ、いずれにしましても、市町村のほうにただ、いずれにしましても、市町村のほうにただ、いずれにしましても、市町村のほうにただ、いずれにしましても、市町村のほうに設設設設置、もしくは、新たに置、もしくは、新たに置、もしくは、新たに置、もしくは、新たに設設設設置しなくても置しなくても置しなくても置しなくても既既既既存存存存

でそういうでそういうでそういうでそういう形形形形のののの審審審審議議議議するするするする場場場場があればそういったがあればそういったがあればそういったがあればそういった形形形形でもでもでもでも可能可能可能可能ですので、市町村のほうにもまですので、市町村のほうにもまですので、市町村のほうにもまですので、市町村のほうにもま

たたたた働働働働きかけていく中で進めてまいりたいときかけていく中で進めてまいりたいときかけていく中で進めてまいりたいときかけていく中で進めてまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 これをこれをこれをこれを設設設設置するのに新たな条置するのに新たな条置するのに新たな条置するのに新たな条例例例例は要らないのですか、は要らないのですか、は要らないのですか、は要らないのですか、既既既既存存存存のそういう会のそういう会のそういう会のそういう会議議議議でも。でも。でも。でも。

内容面内容面内容面内容面のののの話話話話し合いはできるかと思うのですが、そういった条し合いはできるかと思うのですが、そういった条し合いはできるかと思うのですが、そういった条し合いはできるかと思うのですが、そういった条例化例化例化例化は別にいいのですか、は別にいいのですか、は別にいいのですか、は別にいいのですか、各各各各

市町村。市町村。市町村。市町村。

○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 市町村におきましては、条市町村におきましては、条市町村におきましては、条市町村におきましては、条例例例例が１２の市町でが１２の市町でが１２の市町でが１２の市町で今今今今、、、、制制制制定定定定済み済み済み済みでありまでありまでありまでありま

す。す。す。す。開催開催開催開催済み済み済み済みのところは１市ののところは１市ののところは１市ののところは１市のみみみみでございます。県のほうでもでございます。県のほうでもでございます。県のほうでもでございます。県のほうでも圏圏圏圏域会域会域会域会議議議議とかいろいろこれとかいろいろこれとかいろいろこれとかいろいろこれ

からからからから開催開催開催開催しまして、しまして、しまして、しまして、設設設設置に置に置に置に向向向向けてけてけてけて働働働働きかけを進めているところでございます。きかけを進めているところでございます。きかけを進めているところでございます。きかけを進めているところでございます。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 平成２７年４月でしたか、それまでに計画をまとめるわけですので、それ平成２７年４月でしたか、それまでに計画をまとめるわけですので、それ平成２７年４月でしたか、それまでに計画をまとめるわけですので、それ平成２７年４月でしたか、それまでに計画をまとめるわけですので、それぞぞぞぞれれれれ

市町村で市町村で市町村で市町村で開催開催開催開催されたされたされたされた内容等内容等内容等内容等、県と、県と、県と、県と連携連携連携連携しながら、県としても市町村のしながら、県としても市町村のしながら、県としても市町村のしながら、県としても市町村の意意意意見を含めた計画を見を含めた計画を見を含めた計画を見を含めた計画を

まとめるということだと、年に数まとめるということだと、年に数まとめるということだと、年に数まとめるということだと、年に数回回回回ぐぐぐぐらいされるかとは思うのですけれども、しっかりとらいされるかとは思うのですけれども、しっかりとらいされるかとは思うのですけれども、しっかりとらいされるかとは思うのですけれども、しっかりと

会会会会議議議議、これは年間大体どれ、これは年間大体どれ、これは年間大体どれ、これは年間大体どれぐぐぐぐらいとからいとからいとからいとか決決決決められているのですか。それとも、められているのですか。それとも、められているのですか。それとも、められているのですか。それとも、何何何何回回回回もとれるもとれるもとれるもとれる

というようになっているのですか。それだけおというようになっているのですか。それだけおというようになっているのですか。それだけおというようになっているのですか。それだけお伺伺伺伺いしていしていしていして終終終終わります。わります。わります。わります。

○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 会会会会議議議議のののの開催開催開催開催件数は、明件数は、明件数は、明件数は、明確確確確な定めといいますか、そういうのはな定めといいますか、そういうのはな定めといいますか、そういうのはな定めといいますか、そういうのは決決決決まっまっまっまっ

ておりませておりませておりませておりませんんんん。。。。随随随随時時時時といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、必必必必要に応じてということになっております。要に応じてということになっております。要に応じてということになっております。要に応じてということになっております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 ではしっかりと、１ではしっかりと、１ではしっかりと、１ではしっかりと、１回回回回１１１１回回回回の会の会の会の会議議議議、、、、内容内容内容内容をををを盛盛盛盛りりりり上げ上げ上げ上げていただいて、しっかりとていただいて、しっかりとていただいて、しっかりとていただいて、しっかりと

意意意意見を最見を最見を最見を最終終終終、まとめていただくということでお願いしたいと思います。、まとめていただくということでお願いしたいと思います。、まとめていただくということでお願いしたいと思います。、まとめていただくということでお願いしたいと思います。以上以上以上以上。。。。

○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長 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。ないですか。か。ないですか。か。ないですか。か。ないですか。

（（（（「「「「なしなしなしなし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

ほかにないようでございますので、これをもほかにないようでございますので、これをもほかにないようでございますので、これをもほかにないようでございますので、これをもちちちちまして質疑をまして質疑をまして質疑をまして質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。

これをもこれをもこれをもこれをもちちちちまして、本日の委員会をまして、本日の委員会をまして、本日の委員会をまして、本日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。


