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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９月１０日（火） １３：０３～１４：３４平成２５年９月１０日（火） １３：０３～１４：３４平成２５年９月１０日（火） １３：０３～１４：３４平成２５年９月１０日（火） １３：０３～１４：３４

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

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

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

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

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）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

〈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 ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めて質疑があればご発言ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めて質疑があればご発言ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めて質疑があればご発言ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めて質疑があればご発言

願います。願います。願います。願います。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ２つの問題について質問をさせていただきます。２つの問題について質問をさせていただきます。２つの問題について質問をさせていただきます。２つの問題について質問をさせていただきます。

１つは奈良県の障害者計画の問題です。見直しの作業が行われていると思いますけれど１つは奈良県の障害者計画の問題です。見直しの作業が行われていると思いますけれど１つは奈良県の障害者計画の問題です。見直しの作業が行われていると思いますけれど１つは奈良県の障害者計画の問題です。見直しの作業が行われていると思いますけれど

も、その見直しの状況です。それから、計画を立てるに当たって、ニーズの把握が必要だも、その見直しの状況です。それから、計画を立てるに当たって、ニーズの把握が必要だも、その見直しの状況です。それから、計画を立てるに当たって、ニーズの把握が必要だも、その見直しの状況です。それから、計画を立てるに当たって、ニーズの把握が必要だ

と思いますが、今取り組まれておりますアンケート調査や障害者団体との意見交換会等のと思いますが、今取り組まれておりますアンケート調査や障害者団体との意見交換会等のと思いますが、今取り組まれておりますアンケート調査や障害者団体との意見交換会等のと思いますが、今取り組まれておりますアンケート調査や障害者団体との意見交換会等の

状況についてどうなっているのかをお尋ねいたします。状況についてどうなっているのかをお尋ねいたします。状況についてどうなっているのかをお尋ねいたします。状況についてどうなっているのかをお尋ねいたします。

２つ目の問題は、成年後見制度についてです。ご承知のように、判断が不自由な認知高２つ目の問題は、成年後見制度についてです。ご承知のように、判断が不自由な認知高２つ目の問題は、成年後見制度についてです。ご承知のように、判断が不自由な認知高２つ目の問題は、成年後見制度についてです。ご承知のように、判断が不自由な認知高
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齢者、障害者にかわって財産管理や福祉サービスの契約を行う制度ですけれども、介護保齢者、障害者にかわって財産管理や福祉サービスの契約を行う制度ですけれども、介護保齢者、障害者にかわって財産管理や福祉サービスの契約を行う制度ですけれども、介護保齢者、障害者にかわって財産管理や福祉サービスの契約を行う制度ですけれども、介護保

険の制度開始と同時に、２０００年に、始まりました。先日新聞報道がありまして、全国険の制度開始と同時に、２０００年に、始まりました。先日新聞報道がありまして、全国険の制度開始と同時に、２０００年に、始まりました。先日新聞報道がありまして、全国険の制度開始と同時に、２０００年に、始まりました。先日新聞報道がありまして、全国

で約１６万６，０００人の方が利用されているわけですけれども、後見人は半数が親族、で約１６万６，０００人の方が利用されているわけですけれども、後見人は半数が親族、で約１６万６，０００人の方が利用されているわけですけれども、後見人は半数が親族、で約１６万６，０００人の方が利用されているわけですけれども、後見人は半数が親族、

残りは弁護士や司法書士、社会福祉士など、市民後見人の方もそれに加わっております。残りは弁護士や司法書士、社会福祉士など、市民後見人の方もそれに加わっております。残りは弁護士や司法書士、社会福祉士など、市民後見人の方もそれに加わっております。残りは弁護士や司法書士、社会福祉士など、市民後見人の方もそれに加わっております。

それでお尋ねをしたいのは、奈良県でこの成年後見制度の申し立て件数が、何人になるそれでお尋ねをしたいのは、奈良県でこの成年後見制度の申し立て件数が、何人になるそれでお尋ねをしたいのは、奈良県でこの成年後見制度の申し立て件数が、何人になるそれでお尋ねをしたいのは、奈良県でこの成年後見制度の申し立て件数が、何人になる

のか、その内訳をお尋ねしたいと思います。それから、市町村長申し立てがどののか、その内訳をお尋ねしたいと思います。それから、市町村長申し立てがどののか、その内訳をお尋ねしたいと思います。それから、市町村長申し立てがどののか、その内訳をお尋ねしたいと思います。それから、市町村長申し立てがどのぐぐぐぐらいあらいあらいあらいあ

るのかということです。それから、先ほど言いましたけれども、後見人の内訳が、るのかということです。それから、先ほど言いましたけれども、後見人の内訳が、るのかということです。それから、先ほど言いましたけれども、後見人の内訳が、るのかということです。それから、先ほど言いましたけれども、後見人の内訳が、大大大大体ど体ど体ど体ど

んんんんな状況になっているのかということを、お尋ねいたします。な状況になっているのかということを、お尋ねいたします。な状況になっているのかということを、お尋ねいたします。な状況になっているのかということを、お尋ねいたします。

○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 障害者計画の見直しの状況につきましてお障害者計画の見直しの状況につきましてお障害者計画の見直しの状況につきましてお障害者計画の見直しの状況につきましてお答え答え答え答えいたします。いたします。いたします。いたします。

現現現現行の奈良県障害者計画は平成２２年度から平成２６年度までの５年行の奈良県障害者計画は平成２２年度から平成２６年度までの５年行の奈良県障害者計画は平成２２年度から平成２６年度までの５年行の奈良県障害者計画は平成２２年度から平成２６年度までの５年間間間間を計画を計画を計画を計画期間期間期間期間としとしとしとし

ておりまして、平成２ておりまして、平成２ておりまして、平成２ておりまして、平成２７７７７年３月を目年３月を目年３月を目年３月を目途途途途にににに現在現在現在現在その見直しを進めているとこその見直しを進めているとこその見直しを進めているとこその見直しを進めているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

その見直しに当たりましては、３つのその見直しに当たりましては、３つのその見直しに当たりましては、３つのその見直しに当たりましては、３つの点点点点をををを基基基基本本本本的的的的なななな考え考え考え考え方にしています。１つ目は、方にしています。１つ目は、方にしています。１つ目は、方にしています。１つ目は、現現現現

行の障害者計画の進行の障害者計画の進行の障害者計画の進行の障害者計画の進捗捗捗捗状況等を状況等を状況等を状況等を振振振振りりりり返返返返り、り、り、り、整整整整理すること。２つ目は、障害者理すること。２つ目は、障害者理すること。２つ目は、障害者理すること。２つ目は、障害者施施施施策の関係者策の関係者策の関係者策の関係者

及び及び及び及び団体のご意見を団体のご意見を団体のご意見を団体のご意見を十分聴十分聴十分聴十分聴取し、取し、取し、取し、実情実情実情実情を把握すること。３つ目は、を把握すること。３つ目は、を把握すること。３つ目は、を把握すること。３つ目は、各分野各分野各分野各分野、、、、各各各各部局におけ部局におけ部局におけ部局におけ

るそれるそれるそれるそれぞぞぞぞれの障害者れの障害者れの障害者れの障害者施施施施策と関策と関策と関策と関連連連連性を保性を保性を保性を保ちちちちながら、それながら、それながら、それながら、それぞぞぞぞれれれれ積極的積極的積極的積極的にににに展展展展開することでご開することでご開することでご開することでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

また、見直しをどのように行うかにつきましては、そのまた、見直しをどのように行うかにつきましては、そのまた、見直しをどのように行うかにつきましては、そのまた、見直しをどのように行うかにつきましては、その過程過程過程過程、道、道、道、道筋筋筋筋、、、、プロセプロセプロセプロセスがスがスがスが大大大大事で事で事で事で

あるとあるとあるとあると考え考え考え考えておりまして、障害のある人などとともに行ておりまして、障害のある人などとともに行ておりまして、障害のある人などとともに行ておりまして、障害のある人などとともに行動動動動し、ともにし、ともにし、ともにし、ともに考え考え考え考えながら障害者計ながら障害者計ながら障害者計ながら障害者計

画の見直しに取り組画の見直しに取り組画の見直しに取り組画の見直しに取り組んんんんでいきたいとでいきたいとでいきたいとでいき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。

スケスケスケスケジュジュジュジューーーールルルルといたしましては、今年度は障害当事者団体等から意見をといたしましては、今年度は障害当事者団体等から意見をといたしましては、今年度は障害当事者団体等から意見をといたしましては、今年度は障害当事者団体等から意見を十分十分十分十分聞きながら、聞きながら、聞きながら、聞きながら、

また、アンケート調査のまた、アンケート調査のまた、アンケート調査のまた、アンケート調査の実施実施実施実施によりによりによりにより現現現現状と状と状と状と課課課課題を題を題を題を整整整整理し、理し、理し、理し、施施施施策の策の策の策の検討検討検討検討を行います。を行います。を行います。を行います。来来来来年度年度年度年度

は計画案の作成、は計画案の作成、は計画案の作成、は計画案の作成、パブリックコメパブリックコメパブリックコメパブリックコメントのントのントのントの実施実施実施実施、議会報告等を行い、平成２、議会報告等を行い、平成２、議会報告等を行い、平成２、議会報告等を行い、平成２７７７７年４月の年４月の年４月の年４月の施施施施行行行行

を予定しています。障害当事者団体との意見交換会でごを予定しています。障害当事者団体との意見交換会でごを予定しています。障害当事者団体との意見交換会でごを予定しています。障害当事者団体との意見交換会でござざざざいますが、これまでに４団体といますが、これまでに４団体といますが、これまでに４団体といますが、これまでに４団体と

実施済み実施済み実施済み実施済みでごでごでごでござざざざいます。また、アンケート調査では９月５日います。また、アンケート調査では９月５日います。また、アンケート調査では９月５日います。また、アンケート調査では９月５日現在現在現在現在でででで７７７７８名の方から１０４８名の方から１０４８名の方から１０４８名の方から１０４

項目の意見をいただいているとこ項目の意見をいただいているとこ項目の意見をいただいているとこ項目の意見をいただいているところろろろです。です。です。です。引引引引きききき続続続続き当事者団体との意見交換会を行いながき当事者団体との意見交換会を行いながき当事者団体との意見交換会を行いながき当事者団体との意見交換会を行いなが

ら、また、意見、要ら、また、意見、要ら、また、意見、要ら、また、意見、要望望望望等の等の等の等の聴聴聴聴取に取に取に取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ます。ています。ています。ています。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長 成年後見制度についてお成年後見制度についてお成年後見制度についてお成年後見制度についてお答え答え答え答えをさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

奈良県の申し立ての状況でご奈良県の申し立ての状況でご奈良県の申し立ての状況でご奈良県の申し立ての状況でござざざざいますが、平成２４年１月から１２月までの奈良県内にいますが、平成２４年１月から１２月までの奈良県内にいますが、平成２４年１月から１２月までの奈良県内にいますが、平成２４年１月から１２月までの奈良県内に

おけます成年後見開始の申し立ての件数は４４おけます成年後見開始の申し立ての件数は４４おけます成年後見開始の申し立ての件数は４４おけます成年後見開始の申し立ての件数は４４７７７７件でご件でご件でご件でござざざざいます。内訳といたしまして、います。内訳といたしまして、います。内訳といたしまして、います。内訳といたしまして、

後見が３２４件、後見が３２４件、後見が３２４件、後見が３２４件、補佐補佐補佐補佐が９２件、が９２件、が９２件、が９２件、補助補助補助補助が３１件という状況でごが３１件という状況でごが３１件という状況でごが３１件という状況でござざざざいまして、この４４いまして、この４４いまして、この４４いまして、この４４７７７７件件件件
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のうのうのうのうちちちち市町村長申し立てによるものは５０件といった市町村長申し立てによるものは５０件といった市町村長申し立てによるものは５０件といった市町村長申し立てによるものは５０件といった実績実績実績実績でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

また、成年後見につきましては、また、成年後見につきましては、また、成年後見につきましては、また、成年後見につきましては、原原原原則として則として則として則として四四四四親等親等親等親等以以以以内の親族等が申し立てを行うこと内の親族等が申し立てを行うこと内の親族等が申し立てを行うこと内の親族等が申し立てを行うこと

になっておりますが、こういった申し立てを行う親族等のいらっしになっておりますが、こういった申し立てを行う親族等のいらっしになっておりますが、こういった申し立てを行う親族等のいらっしになっておりますが、こういった申し立てを行う親族等のいらっしゃゃゃゃらない方らない方らない方らない方 々々々々のためにのためにのためにのために

市町村長による申し立てといった制度がご市町村長による申し立てといった制度がご市町村長による申し立てといった制度がご市町村長による申し立てといった制度がござざざざいます。こいます。こいます。こいます。こちちちちらのらのらのらの実績実績実績実績でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ホホホホーーーー

ムペムペムペムペーーーージジジジでででで公公公公開をされておりますが、平成２０年１月からの５年開をされておりますが、平成２０年１月からの５年開をされておりますが、平成２０年１月からの５年開をされておりますが、平成２０年１月からの５年間間間間で奈良県内、で奈良県内、で奈良県内、で奈良県内、累累累累計で１計で１計で１計で１

５５５５７７７７件、市町村長申し立てによる件、市町村長申し立てによる件、市町村長申し立てによる件、市町村長申し立てによる実績実績実績実績があるといった内があるといった内があるといった内があるといった内容容容容でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

２２２２点点点点目の後見人の内訳につきましては、委員お目の後見人の内訳につきましては、委員お目の後見人の内訳につきましては、委員お目の後見人の内訳につきましては、委員お述べ述べ述べ述べのように、弁護士、司法書士、あるのように、弁護士、司法書士、あるのように、弁護士、司法書士、あるのように、弁護士、司法書士、ある

いは社会福祉士といったいは社会福祉士といったいは社会福祉士といったいは社会福祉士といった専門専門専門専門職が職が職が職が大大大大半と認半と認半と認半と認識識識識はしておりますが、はしておりますが、はしておりますが、はしておりますが、詳細詳細詳細詳細、内訳については把、内訳については把、内訳については把、内訳については把

握はできていない状況でご握はできていない状況でご握はできていない状況でご握はできていない状況でござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ごごごご答答答答弁ありがとうご弁ありがとうご弁ありがとうご弁ありがとうござざざざいます。それで障害者計画ですけれど、います。それで障害者計画ですけれど、います。それで障害者計画ですけれど、います。それで障害者計画ですけれど、十分十分十分十分ご承知のご承知のご承知のご承知の

ように障害者というのはように障害者というのはように障害者というのはように障害者というのは大大大大ききききくくくく言いますと３つあります。言いますと３つあります。言いますと３つあります。言いますと３つあります。身身身身体と、それから知体と、それから知体と、それから知体と、それから知的的的的とととと精神精神精神精神とととと

あるのですけれども、また、そのあるのですけれども、また、そのあるのですけれども、また、そのあるのですけれども、また、その中中中中もももも疾病疾病疾病疾病によりまして、内部障害であるとか、によりまして、内部障害であるとか、によりまして、内部障害であるとか、によりまして、内部障害であるとか、視力視力視力視力であであであであ

るとかるとかるとかるとか聴力聴力聴力聴力であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、非常非常非常非常にににに細細細細かかかかく分く分く分く分かれております。そういうとこかれております。そういうとこかれております。そういうとこかれております。そういうところろろろでは、それでは、それでは、それでは、それぞぞぞぞれれれれ

のニーズというのは、のニーズというのは、のニーズというのは、のニーズというのは、非常非常非常非常にさまにさまにさまにさまざざざざまであると思います。まであると思います。まであると思います。まであると思います。

それで、障害者団体との意見交換会ということで、４団体とされたということですけれそれで、障害者団体との意見交換会ということで、４団体とされたということですけれそれで、障害者団体との意見交換会ということで、４団体とされたということですけれそれで、障害者団体との意見交換会ということで、４団体とされたということですけれ

ど、ど、ど、ど、私私私私はもっともっとはもっともっとはもっともっとはもっともっと多く多く多く多くの団体をの団体をの団体をの団体を対象対象対象対象にしていただきたい。４８団体にしていただきたい。４８団体にしていただきたい。４８団体にしていただきたい。４８団体ぐぐぐぐらいあるのではらいあるのではらいあるのではらいあるのでは

ないかと聞いているのですけれども、これをないかと聞いているのですけれども、これをないかと聞いているのですけれども、これをないかと聞いているのですけれども、これを広げ広げ広げ広げていただていただていただていただくくくくおおおお考え考え考え考えがあるのか。それから、があるのか。それから、があるのか。それから、があるのか。それから、

アンケートの調査も、そういうことをアンケートの調査も、そういうことをアンケートの調査も、そういうことをアンケートの調査も、そういうことを考え考え考え考えましたら、もっとましたら、もっとましたら、もっとましたら、もっと多く多く多く多くの方の方の方の方 々々々々に聞いていただきに聞いていただきに聞いていただきに聞いていただき

たいと思っているのですけれども、このたいと思っているのですけれども、このたいと思っているのですけれども、このたいと思っているのですけれども、この辺辺辺辺も今後も今後も今後も今後拡大拡大拡大拡大をしていただけるのか、そのをしていただけるのか、そのをしていただけるのか、そのをしていただけるのか、その点点点点をおをおをおをお

尋ねします。尋ねします。尋ねします。尋ねします。

それから、成年後見制度ですけれども、それから、成年後見制度ですけれども、それから、成年後見制度ですけれども、それから、成年後見制度ですけれども、皆皆皆皆ささささんんんん、ご、ご、ご、ご存じ存じ存じ存じのように、先日は認知のように、先日は認知のように、先日は認知のように、先日は認知症症症症の人のの人のの人のの人の

推推推推計が１５計が１５計が１５計が１５％％％％になって、２０１２年度時になって、２０１２年度時になって、２０１２年度時になって、２０１２年度時点点点点で約４６２万人とで約４６２万人とで約４６２万人とで約４６２万人と厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの研究班研究班研究班研究班の調査での調査での調査での調査で

発発発発表表表表されておりまして、成年後見を必要とする人が、認知されておりまして、成年後見を必要とする人が、認知されておりまして、成年後見を必要とする人が、認知されておりまして、成年後見を必要とする人が、認知症症症症も、障害者も、も、障害者も、も、障害者も、も、障害者も、非常非常非常非常ににににふえふえふえふえてててて

おります。そのおります。そのおります。そのおります。その中中中中で今、件数もで今、件数もで今、件数もで今、件数も上上上上がってきておりますけれども、市町村長の申し立てですがってきておりますけれども、市町村長の申し立てですがってきておりますけれども、市町村長の申し立てですがってきておりますけれども、市町村長の申し立てです

が、が、が、が、実実実実は申し立てをする親族がいないとか、あるいは行方不明になったとか、あるいは申は申し立てをする親族がいないとか、あるいは行方不明になったとか、あるいは申は申し立てをする親族がいないとか、あるいは行方不明になったとか、あるいは申は申し立てをする親族がいないとか、あるいは行方不明になったとか、あるいは申

し立てをし立てをし立てをし立てを拒否拒否拒否拒否されるというされるというされるというされるという場合場合場合場合のののの対象対象対象対象者が、者が、者が、者が、非常非常非常非常にこれからにこれからにこれからにこれからふえふえふえふえていていていていくくくくと、必要性がと、必要性がと、必要性がと、必要性がふえふえふえふえ

ていていていていくくくくと思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

一つのケースですけれども、一つのケースですけれども、一つのケースですけれども、一つのケースですけれども、私私私私がががが少少少少しししし勤勤勤勤めておりましためておりましためておりましためておりました生活生活生活生活介護の事業介護の事業介護の事業介護の事業所所所所ですが、ですが、ですが、ですが、重重重重度度度度

の知の知の知の知的的的的障害者の障害者の障害者の障害者のＡＡＡＡささささんんんんという方は、市という方は、市という方は、市という方は、市営住宅営住宅営住宅営住宅でででで父母父母父母父母とととと暮暮暮暮らしておられたのですが、らしておられたのですが、らしておられたのですが、らしておられたのですが、両両両両親が親が親が親が

死亡死亡死亡死亡されまして、されまして、されまして、されまして、ひひひひとりとりとりとり暮暮暮暮らしになりました。らしになりました。らしになりました。らしになりました。世話世話世話世話をする人がいないわけですから、をする人がいないわけですから、をする人がいないわけですから、をする人がいないわけですから、結結結結局局局局
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食食食食事もとれな事もとれな事もとれな事もとれなくくくくなりまして、おなかがすいて町をうなりまして、おなかがすいて町をうなりまして、おなかがすいて町をうなりまして、おなかがすいて町をうろろろろついて、おついて、おついて、おついて、お店店店店とかスーとかスーとかスーとかスーパパパパーのーのーのーのパパパパンとンとンとンと

かかかか菓子菓子菓子菓子などをとってはなどをとってはなどをとってはなどをとっては捕捕捕捕まり、まり、まり、まり、警察警察警察警察に行き、そのようなに行き、そのようなに行き、そのようなに行き、そのような繰繰繰繰りりりり返返返返しがしがしがしが続続続続いてました。いてました。いてました。いてました。衣服衣服衣服衣服はははは

どどどどろろろろどどどどろろろろになっていますし、それだけではなになっていますし、それだけではなになっていますし、それだけではなになっていますし、それだけではなくくくくもうもうもうもう大変大変大変大変な状況だったのですが、障害者事な状況だったのですが、障害者事な状況だったのですが、障害者事な状況だったのですが、障害者事

業業業業所所所所の職員の方が、あるときそのことを知りまして、これは事業の職員の方が、あるときそのことを知りまして、これは事業の職員の方が、あるときそのことを知りまして、これは事業の職員の方が、あるときそのことを知りまして、これは事業所所所所でででで受受受受けけけけ入入入入れれれれざざざざるをるをるをるを得得得得なななな

いということでいということでいということでいということで受受受受けけけけ入入入入れました。れました。れました。れました。

おおおお姉姉姉姉ささささんんんんが１人いたのですけれども、が１人いたのですけれども、が１人いたのですけれども、が１人いたのですけれども、音信音信音信音信不不不不通通通通でしたし、でしたし、でしたし、でしたし、ＡＡＡＡささささんんんんはははは生活生活生活生活保護と障害者年保護と障害者年保護と障害者年保護と障害者年

金金金金をををを受給受給受給受給されていましたが、されていましたが、されていましたが、されていましたが、相相相相当当当当前前前前からからからから家賃家賃家賃家賃がががが滞納滞納滞納滞納されてまして、市からされてまして、市からされてまして、市からされてまして、市から催促催促催促催促が何が何が何が何通通通通もももも来来来来

ていて、もう市ていて、もう市ていて、もう市ていて、もう市営住宅営住宅営住宅営住宅ではではではでは生活生活生活生活をををを続続続続けることができない状けることができない状けることができない状けることができない状態態態態でして、新しでして、新しでして、新しでして、新しくくくくつつつつくくくくられたケられたケられたケられたケ

アアアアホホホホーーーームムムムにににに入入入入ってもらったわけですけれども、ってもらったわけですけれども、ってもらったわけですけれども、ってもらったわけですけれども、諸経費諸経費諸経費諸経費のののの支払支払支払支払いとかの見いとかの見いとかの見いとかの見守守守守りがりがりがりが絶対絶対絶対絶対必要な必要な必要な必要な

のです。それで後見人が必要だということになったのですけれども、やっのです。それで後見人が必要だということになったのですけれども、やっのです。それで後見人が必要だということになったのですけれども、やっのです。それで後見人が必要だということになったのですけれども、やっぱぱぱぱりその申し立りその申し立りその申し立りその申し立

てをする人がいないわけです。てをする人がいないわけです。てをする人がいないわけです。てをする人がいないわけです。結結結結局はこの方は市長申し立てにたどり局はこの方は市長申し立てにたどり局はこの方は市長申し立てにたどり局はこの方は市長申し立てにたどり着着着着きまして、やっときまして、やっときまして、やっときまして、やっと

後見人にたどり後見人にたどり後見人にたどり後見人にたどり着く着く着く着くことができたのです。今ことができたのです。今ことができたのです。今ことができたのです。今地域地域地域地域では、そういう障害者と、それから認知では、そういう障害者と、それから認知では、そういう障害者と、それから認知では、そういう障害者と、それから認知

症症症症の方がたの方がたの方がたの方がたくくくくささささんんんんいると思います。いると思います。いると思います。いると思います。

それでそれでそれでそれで私私私私がお聞きしたいのは、この市町村長申し立て制度での奈良県のがお聞きしたいのは、この市町村長申し立て制度での奈良県のがお聞きしたいのは、この市町村長申し立て制度での奈良県のがお聞きしたいのは、この市町村長申し立て制度での奈良県の経費経費経費経費です。申しです。申しです。申しです。申し

立てする立てする立てする立てする場合場合場合場合もそのもそのもそのもその経費経費経費経費が出るという、これは国がそういうことで制度をつが出るという、これは国がそういうことで制度をつが出るという、これは国がそういうことで制度をつが出るという、これは国がそういうことで制度をつくくくくっておりまっておりまっておりまっておりま

すが、奈良県でのすが、奈良県でのすが、奈良県でのすが、奈良県での補助補助補助補助制度の制度の制度の制度の活活活活用がどのようになっているのかをお尋ねしたいと思います。用がどのようになっているのかをお尋ねしたいと思います。用がどのようになっているのかをお尋ねしたいと思います。用がどのようになっているのかをお尋ねしたいと思います。

後見人のことで、内訳というか、後見人のことで、内訳というか、後見人のことで、内訳というか、後見人のことで、内訳というか、正確正確正確正確な数な数な数な数字字字字はわからないということでしたが、もう一はわからないということでしたが、もう一はわからないということでしたが、もう一はわからないということでしたが、もう一

つお尋ねしたいのは、つお尋ねしたいのは、つお尋ねしたいのは、つお尋ねしたいのは、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省はその成年後見制度について、はその成年後見制度について、はその成年後見制度について、はその成年後見制度について、専門専門専門専門職の数も職の数も職の数も職の数も限限限限られていられていられていられてい

て後見人になってもらて後見人になってもらて後見人になってもらて後見人になってもらええええる人がなかなか見つからないというる人がなかなか見つからないというる人がなかなか見つからないというる人がなかなか見つからないという中中中中で市民後見人という制度ので市民後見人という制度ので市民後見人という制度ので市民後見人という制度の

推推推推進事業を今進めているわけです。これは２０１１年に進事業を今進めているわけです。これは２０１１年に進事業を今進めているわけです。これは２０１１年に進事業を今進めているわけです。これは２０１１年に老老老老人福祉法を人福祉法を人福祉法を人福祉法を改正改正改正改正して進めているして進めているして進めているして進めている

のですけれども、奈良県ではその状況はどのようになっているのかをお尋ねしたいと思いのですけれども、奈良県ではその状況はどのようになっているのかをお尋ねしたいと思いのですけれども、奈良県ではその状況はどのようになっているのかをお尋ねしたいと思いのですけれども、奈良県ではその状況はどのようになっているのかをお尋ねしたいと思い

ます。ます。ます。ます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○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 障害者団体との意見交換や障害者団体との意見交換や障害者団体との意見交換や障害者団体との意見交換やヒヒヒヒアアアアリリリリンンンンググググのののの実施実施実施実施につきましては、委員につきましては、委員につきましては、委員につきましては、委員

おおおお述べ述べ述べ述べのとおり、障害のとおり、障害のとおり、障害のとおり、障害種別種別種別種別はやはりはやはりはやはりはやはり多く多く多く多く、またその障害、またその障害、またその障害、またその障害特特特特性、性、性、性、求求求求められるニーズもめられるニーズもめられるニーズもめられるニーズも多様多様多様多様でででで

ごごごござざざざいますが、これからも障害者団体との意見交換会も予定しておりまして、できるいますが、これからも障害者団体との意見交換会も予定しておりまして、できるいますが、これからも障害者団体との意見交換会も予定しておりまして、できるいますが、これからも障害者団体との意見交換会も予定しておりまして、できる限限限限りりりり

多く多く多く多くの団体から意見の団体から意見の団体から意見の団体から意見聴聴聴聴取の取の取の取の機機機機会を会を会を会を設設設設けたいとけたいとけたいとけ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。

また、アンケート調査につきましては、市町村、団体、障害福祉サービス事業また、アンケート調査につきましては、市町村、団体、障害福祉サービス事業また、アンケート調査につきましては、市町村、団体、障害福祉サービス事業また、アンケート調査につきましては、市町村、団体、障害福祉サービス事業所所所所などのなどのなどのなどの

協力協力協力協力をいただきながら８月から９月にかけてをいただきながら８月から９月にかけてをいただきながら８月から９月にかけてをいただきながら８月から９月にかけて実施実施実施実施しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。調査です。調査です。調査です。調査票票票票は、日ごは、日ごは、日ごは、日ごろろろろ

暮暮暮暮らしらしらしらしづづづづらいとらいとらいとらいと感じ感じ感じ感じていること、こうなればもっとていること、こうなればもっとていること、こうなればもっとていること、こうなればもっと暮暮暮暮らしやすらしやすらしやすらしやすくくくくなるのにといったなるのにといったなるのにといったなるのにといった率率率率直な直な直な直な

意見を聞かせていただけるよう、意見を聞かせていただけるよう、意見を聞かせていただけるよう、意見を聞かせていただけるよう、記述式記述式記述式記述式となっているとことなっているとことなっているとことなっているところろろろでごでごでごでござざざざいます。いいます。いいます。いいます。いずずずずれにしまれにしまれにしまれにしま
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しても、障害のある人のご意見をしても、障害のある人のご意見をしても、障害のある人のご意見をしても、障害のある人のご意見を丁寧丁寧丁寧丁寧に聞かせていただきたいとに聞かせていただきたいとに聞かせていただきたいとに聞かせていただきたいと考え考え考え考えています。よています。よています。よています。よろろろろししししくくくく

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長 市町村長申し立てにかかわる市町村長申し立てにかかわる市町村長申し立てにかかわる市町村長申し立てにかかわる費費費費用の用の用の用の負担負担負担負担、これに、これに、これに、これに対対対対するするするする支援支援支援支援についについについについ

てのお尋ねでごてのお尋ねでごてのお尋ねでごてのお尋ねでござざざざいます。います。います。います。

成年後見の申し立てに成年後見の申し立てに成年後見の申し立てに成年後見の申し立てに際際際際しましては、しましては、しましては、しましては、概算概算概算概算ですけれど、おおですけれど、おおですけれど、おおですけれど、おおむむむむね１万５，０００ね１万５，０００ね１万５，０００ね１万５，０００円程円程円程円程度度度度

のののの費費費費用が必要になると認用が必要になると認用が必要になると認用が必要になると認識識識識をしております。市町村長が成年後見開始の申し立てを行ったをしております。市町村長が成年後見開始の申し立てを行ったをしております。市町村長が成年後見開始の申し立てを行ったをしております。市町村長が成年後見開始の申し立てを行った

方で、その方で、その方で、その方で、その費費費費用を用を用を用を負担負担負担負担することがすることがすることがすることが困難困難困難困難なななな低所得低所得低所得低所得の方にの方にの方にの方に対対対対しましては、一定の要件のもとにしましては、一定の要件のもとにしましては、一定の要件のもとにしましては、一定の要件のもとに

市町村がその市町村がその市町村がその市町村がその経費経費経費経費のののの助助助助成を行うという成を行うという成を行うという成を行うという地域支援地域支援地域支援地域支援事業の事業の事業の事業の中中中中で、そういった取り組で、そういった取り組で、そういった取り組で、そういった取り組みみみみが行われが行われが行われが行われ

ておりまして、平成２４年度県内で１６の市町村でておりまして、平成２４年度県内で１６の市町村でておりまして、平成２４年度県内で１６の市町村でておりまして、平成２４年度県内で１６の市町村で実績実績実績実績でごでごでごでござざざざいますが、成年後見制度のいますが、成年後見制度のいますが、成年後見制度のいますが、成年後見制度の

このこのこのこの普及普及普及普及のののの啓啓啓啓発発発発経費経費経費経費も含めまして３９０万も含めまして３９０万も含めまして３９０万も含めまして３９０万円余円余円余円余りの事業がりの事業がりの事業がりの事業が実施実施実施実施されている状況でごされている状況でごされている状況でごされている状況でござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。

２つ目は市民後見の２つ目は市民後見の２つ目は市民後見の２つ目は市民後見の推推推推進事業についてのご質問でご進事業についてのご質問でご進事業についてのご質問でご進事業についてのご質問でござざざざいます。います。います。います。

委員お委員お委員お委員お述べ述べ述べ述べのように、高齢のように、高齢のように、高齢のように、高齢化化化化またまたまたまた核家核家核家核家族族族族化化化化、それに、それに、それに、それに伴伴伴伴って認知って認知って認知って認知症症症症の方がの方がの方がの方がふえふえふえふえるといったるといったるといったるといった

状況の状況の状況の状況の中中中中で成年後見をで成年後見をで成年後見をで成年後見を担担担担っていただっていただっていただっていただくくくく方を方を方を方を専門専門専門専門職だけで職だけで職だけで職だけでカバカバカバカバーするというのはーするというのはーするというのはーするというのは難難難難しいといしいといしいといしいとい

った状況もった状況もった状況もった状況も懸念懸念懸念懸念されます。このため、これもされます。このため、これもされます。このため、これもされます。このため、これも大変大変大変大変必要なのですけれども、県ではま必要なのですけれども、県ではま必要なのですけれども、県ではま必要なのですけれども、県ではまずずずずそれそれそれそれ

ぞぞぞぞれの市町村でこの成年後見制度をきっれの市町村でこの成年後見制度をきっれの市町村でこの成年後見制度をきっれの市町村でこの成年後見制度をきっちちちちりと利用、りと利用、りと利用、りと利用、活活活活用していただ用していただ用していただ用していただくくくくと。と。と。と。特特特特に市町村長に市町村長に市町村長に市町村長

申し立てをきっ申し立てをきっ申し立てをきっ申し立てをきっちちちちりとやっていただりとやっていただりとやっていただりとやっていただくくくくということが、まということが、まということが、まということが、まずずずずはははは優優優優先、先、先、先、大大大大事な事な事な事な課課課課題と認題と認題と認題と認識識識識をしをしをしをし

ておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、昨昨昨昨年度からですが、成年後見制度の年度からですが、成年後見制度の年度からですが、成年後見制度の年度からですが、成年後見制度の推推推推進事業といたしまして県の社会福祉進事業といたしまして県の社会福祉進事業といたしまして県の社会福祉進事業といたしまして県の社会福祉

協協協協議会に議会に議会に議会に専門専門専門専門のののの支援支援支援支援員を員を員を員を配置配置配置配置いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、相談窓相談窓相談窓相談窓口を開口を開口を開口を開設設設設させていただいており、そさせていただいており、そさせていただいており、そさせていただいており、そちちちち

らのほうで市町村からのらのほうで市町村からのらのほうで市町村からのらのほうで市町村からの相談相談相談相談ですとか、あるいはですとか、あるいはですとか、あるいはですとか、あるいは啓啓啓啓発に発に発に発に向向向向けたけたけたけた研修研修研修研修等に取り組等に取り組等に取り組等に取り組んんんんでいるとでいるとでいるとでいると

いった状況でごいった状況でごいった状況でごいった状況でござざざざいます。市民後見につきましては、県内で１つのいます。市民後見につきましては、県内で１つのいます。市民後見につきましては、県内で１つのいます。市民後見につきましては、県内で１つのＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人がその人法人がその人法人がその人法人がその人材材材材

のののの養養養養成に取り組成に取り組成に取り組成に取り組んんんんでおられるという状況でごでおられるという状況でごでおられるという状況でごでおられるという状況でござざざざいますが、県としては今後関係者の意見もいますが、県としては今後関係者の意見もいますが、県としては今後関係者の意見もいますが、県としては今後関係者の意見も

聞きながら市民後見人の聞きながら市民後見人の聞きながら市民後見人の聞きながら市民後見人の養養養養成をどのように進めていけばいいのか成をどのように進めていけばいいのか成をどのように進めていけばいいのか成をどのように進めていけばいいのか勉強勉強勉強勉強させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい

ととと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。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 では、要では、要では、要では、要望望望望にしておきます。障害者計画につきまして、これからもよりにしておきます。障害者計画につきまして、これからもよりにしておきます。障害者計画につきまして、これからもよりにしておきます。障害者計画につきまして、これからもより多く多く多く多く

の団体、の団体、の団体、の団体、個個個個人の意見を聞いていただ人の意見を聞いていただ人の意見を聞いていただ人の意見を聞いていただくくくくということで、そのということで、そのということで、そのということで、その点点点点ははははぜひぜひぜひぜひ進めていただきたいと進めていただきたいと進めていただきたいと進めていただきたいと

思います。今度法思います。今度法思います。今度法思います。今度法律律律律が自立が自立が自立が自立支援支援支援支援法から法から法から法から総合支援総合支援総合支援総合支援法になりましたけれども、やはりこのサー法になりましたけれども、やはりこのサー法になりましたけれども、やはりこのサー法になりましたけれども、やはりこのサー

ビスビスビスビス基盤基盤基盤基盤の計画の計画の計画の計画的整的整的整的整備備備備ということ、計画の策定がはっきり書かれていまして、それで今のということ、計画の策定がはっきり書かれていまして、それで今のということ、計画の策定がはっきり書かれていまして、それで今のということ、計画の策定がはっきり書かれていまして、それで今の

状状状状態態態態を、どを、どを、どを、どんんんんなサービスがどれだけ必要なのか、数なサービスがどれだけ必要なのか、数なサービスがどれだけ必要なのか、数なサービスがどれだけ必要なのか、数値値値値目目目目標標標標、これは当、これは当、これは当、これは当然然然然出すわけですので、出すわけですので、出すわけですので、出すわけですので、

現現現現状をどれだけ状をどれだけ状をどれだけ状をどれだけ正確正確正確正確にににに詳細詳細詳細詳細に把握するかということが、この計画が本当にに把握するかということが、この計画が本当にに把握するかということが、この計画が本当にに把握するかということが、この計画が本当に生生生生かされるかどかされるかどかされるかどかされるかど
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うかにかかってうかにかかってうかにかかってうかにかかってくくくくると思いますので、よると思いますので、よると思いますので、よると思いますので、よろろろろししししくくくくお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

それから、成年後見の市町村長申し立てですが、それから、成年後見の市町村長申し立てですが、それから、成年後見の市町村長申し立てですが、それから、成年後見の市町村長申し立てですが、地域地域地域地域包括包括包括包括支援セ支援セ支援セ支援センンンンタタタター、ー、ー、ー、現場現場現場現場にいる方にいる方にいる方にいる方

とか、障害者のとか、障害者のとか、障害者のとか、障害者の相談支援相談支援相談支援相談支援事業事業事業事業所所所所で、で、で、で、相談支援相談支援相談支援相談支援に当たっている方に当たっている方に当たっている方に当たっている方 々々々々はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろな方な方な方な方 々々々々のケーのケーのケーのケー

スをスをスをスを抱抱抱抱ええええているのですけれど、やっているのですけれど、やっているのですけれど、やっているのですけれど、やっぱぱぱぱりまだ市町村長申し立てについては、いりまだ市町村長申し立てについては、いりまだ市町村長申し立てについては、いりまだ市町村長申し立てについては、いろろろろいいいいろろろろ制制制制限限限限

といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、重重重重度でないと、ほかのなにかで度でないと、ほかのなにかで度でないと、ほかのなにかで度でないと、ほかのなにかで使使使使ええええないかとか、予ないかとか、予ないかとか、予ないかとか、予算算算算のののの枠枠枠枠があるとかいがあるとかいがあるとかいがあるとかいろろろろ

いいいいろろろろ言われているようです。今お聞きしましたら、そういうものはないは言われているようです。今お聞きしましたら、そういうものはないは言われているようです。今お聞きしましたら、そういうものはないは言われているようです。今お聞きしましたら、そういうものはないはずずずずだと思いますだと思いますだと思いますだと思います

ので、このので、このので、このので、この辺辺辺辺ははははぜひぜひぜひぜひ市町村長のこの申し立てが、もっともっと市町村長のこの申し立てが、もっともっと市町村長のこの申し立てが、もっともっと市町村長のこの申し立てが、もっともっと活活活活用できるように、県から用できるように、県から用できるように、県から用できるように、県から

もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろ市町村の状況も聞いていただいて、またご市町村の状況も聞いていただいて、またご市町村の状況も聞いていただいて、またご市町村の状況も聞いていただいて、またご指導指導指導指導いただけたらと思います。いただけたらと思います。いただけたらと思います。いただけたらと思います。以上以上以上以上

です。です。です。です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 私私私私のほうからものほうからものほうからものほうからも簡単簡単簡単簡単に。今の後見人制度について、に。今の後見人制度について、に。今の後見人制度について、に。今の後見人制度について、実実実実はははは私私私私も関も関も関も関心心心心をををを持持持持っておっておっておってお

りまして、市町村長の申し立てりまして、市町村長の申し立てりまして、市町村長の申し立てりまして、市町村長の申し立て活活活活用というやり方もあるけれども、用というやり方もあるけれども、用というやり方もあるけれども、用というやり方もあるけれども、逆逆逆逆に市町村長申し立てに市町村長申し立てに市町村長申し立てに市町村長申し立て

でなでなでなでなくくくくても、そのても、そのても、そのても、その公費援助公費援助公費援助公費援助ができるようなことをができるようなことをができるようなことをができるようなことを考え考え考え考えてほしいという立てほしいという立てほしいという立てほしいという立場場場場で、で、で、で、実実実実はははは物物物物を言を言を言を言

おうと思っていたのですが、県から、これは市町村事業ですので、そおうと思っていたのですが、県から、これは市町村事業ですので、そおうと思っていたのですが、県から、これは市町村事業ですので、そおうと思っていたのですが、県から、これは市町村事業ですので、そんんんんなこと言われてもなこと言われてもなこと言われてもなこと言われても

なかなかいいなかなかいいなかなかいいなかなかいい答答答答弁はできませ弁はできませ弁はできませ弁はできませんんんんということでしたので、質問はということでしたので、質問はということでしたので、質問はということでしたので、質問は差差差差しししし控控控控ええええるようなるようなるようなるような気持気持気持気持ちちちちでででで

いたのですが、今出ましたので、やっいたのですが、今出ましたので、やっいたのですが、今出ましたので、やっいたのですが、今出ましたので、やっぱぱぱぱり市町村長申し立てでなり市町村長申し立てでなり市町村長申し立てでなり市町村長申し立てでなくくくくてもてもてもても活活活活用できる、用できる、用できる、用できる、公費公費公費公費

支支支支出ができるようなことができたらいいなと思っておりますので、県でそういったことを出ができるようなことができたらいいなと思っておりますので、県でそういったことを出ができるようなことができたらいいなと思っておりますので、県でそういったことを出ができるようなことができたらいいなと思っておりますので、県でそういったことを

市町村と市町村と市町村と市町村と話話話話ができるができるができるができる場合場合場合場合にはしていただきたいと要にはしていただきたいと要にはしていただきたいと要にはしていただきたいと要望望望望をしておきます。をしておきます。をしておきます。をしておきます。

それから、もう一つは、いつもそれから、もう一つは、いつもそれから、もう一つは、いつもそれから、もう一つは、いつも私私私私はははは嫌嫌嫌嫌がられることを言って申しわけないのですが、今がられることを言って申しわけないのですが、今がられることを言って申しわけないのですが、今がられることを言って申しわけないのですが、今

回回回回もまた新聞でもまた新聞でもまた新聞でもまた新聞で窓窓窓窓口口口口払払払払いのいのいのいの育育育育成成成成資資資資金金金金か何かがか何かがか何かがか何かが間間間間違違違違ってってってって支払支払支払支払われたというようなわれたというようなわれたというようなわれたというような記記記記事が出ま事が出ま事が出ま事が出ま

して、して、して、して、私私私私は、これはけしからは、これはけしからは、これはけしからは、これはけしからんんんんというのではなというのではなというのではなというのではなくくくくて、て、て、て、実実実実は今福祉のは今福祉のは今福祉のは今福祉の現場現場現場現場というのは、政というのは、政というのは、政というのは、政権権権権

はははは変変変変わるわ、政策はわるわ、政策はわるわ、政策はわるわ、政策は変変変変わるわということで、わるわということで、わるわということで、わるわということで、実実実実はははは大変大変大変大変なのです。県の職員さなのです。県の職員さなのです。県の職員さなのです。県の職員さんんんんが今が今が今が今回回回回のののの過過過過

払払払払いやいやいやいや遅延遅延遅延遅延払払払払いをしたのは、いをしたのは、いをしたのは、いをしたのは、特別養特別養特別養特別養護護護護児童児童児童児童施設施設施設施設ですか、これらは、ある意ですか、これらは、ある意ですか、これらは、ある意ですか、これらは、ある意味起味起味起味起こるこるこるこるべくべくべくべくしししし

てててて起起起起こったので、こったので、こったので、こったので、現場現場現場現場ではもっといではもっといではもっといではもっといろろろろいいいいろろろろなことが時になことが時になことが時になことが時に起起起起こっているのではないかと、こっているのではないかと、こっているのではないかと、こっているのではないかと、

一一一一 々々々々新聞発新聞発新聞発新聞発表表表表はありませはありませはありませはありませんんんんけれど、なっているのではないかという意けれど、なっているのではないかという意けれど、なっているのではないかという意けれど、なっているのではないかという意味味味味でいでいでいでいええええば、もうば、もうば、もうば、もう少少少少

し行政はし行政はし行政はし行政は厳厳厳厳ししししくくくく、、、、公費公費公費公費ですからいですからいですからいですからいろろろろいいいいろろろろな報告を出させるけれども、な報告を出させるけれども、な報告を出させるけれども、な報告を出させるけれども、現場現場現場現場ではではではでは大変大変大変大変それらそれらそれらそれら

がががが負担負担負担負担になっている。になっている。になっている。になっている。現場現場現場現場でもなれた職員がすでもなれた職員がすでもなれた職員がすでもなれた職員がすぐぐぐぐ、やめてい、やめてい、やめてい、やめていくくくくようなことにもなっておりようなことにもなっておりようなことにもなっておりようなことにもなっており

ますので、できるだけますので、できるだけますので、できるだけますので、できるだけ簡素簡素簡素簡素化化化化していしていしていしていろろろろいいいいろろろろな事な事な事な事務務務務報告、申報告、申報告、申報告、申請請請請が県や行政にできるようにが県や行政にできるようにが県や行政にできるようにが県や行政にできるように絶絶絶絶

えず考ええず考ええず考ええず考えてほしいと思う。これがてほしいと思う。これがてほしいと思う。これがてほしいと思う。これが特特特特にににに私私私私は今は今は今は今回回回回の事件などを見まして、事の事件などを見まして、事の事件などを見まして、事の事件などを見まして、事故故故故を見て思うとを見て思うとを見て思うとを見て思うと

こここころろろろです。です。です。です。

仕仕仕仕事もしっかり事もしっかり事もしっかり事もしっかり決決決決意を意を意を意を持持持持ってやる人と、あるいはそうでない人と、今日のことですからってやる人と、あるいはそうでない人と、今日のことですからってやる人と、あるいはそうでない人と、今日のことですからってやる人と、あるいはそうでない人と、今日のことですから
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差差差差があると思うのですが、管理職だってかわってきてがあると思うのですが、管理職だってかわってきてがあると思うのですが、管理職だってかわってきてがあると思うのですが、管理職だってかわってきて仕仕仕仕事の事の事の事の仕仕仕仕方を、部方を、部方を、部方を、部下下下下からからからから逆逆逆逆にににに教教教教ええええてててて

もらう。もらう。もらう。もらう。最初最初最初最初はそれでもはそれでもはそれでもはそれでもちろんちろんちろんちろんいいのですけれども、その後、いつまでもいいのですけれども、その後、いつまでもいいのですけれども、その後、いつまでもいいのですけれども、その後、いつまでも教教教教ええええてもらわなてもらわなてもらわなてもらわな

いとわからないような管理職は、いとわからないような管理職は、いとわからないような管理職は、いとわからないような管理職は、チェチェチェチェック機ック機ック機ック機能能能能ができないわけですから、ができないわけですから、ができないわけですから、ができないわけですから、仕仕仕仕事をするほう事をするほう事をするほう事をするほう

もしっかりもしっかりもしっかりもしっかり決決決決意を意を意を意を持持持持ってやってほしいけれども、同時に今言ったように、福祉のってやってほしいけれども、同時に今言ったように、福祉のってやってほしいけれども、同時に今言ったように、福祉のってやってほしいけれども、同時に今言ったように、福祉の現場現場現場現場にでにでにでにで

きるだけきるだけきるだけきるだけ負担負担負担負担がかからないようながかからないようながかからないようながかからないような仕仕仕仕事の事の事の事の仕仕仕仕方を行政も進めていただきたいと要方を行政も進めていただきたいと要方を行政も進めていただきたいと要方を行政も進めていただきたいと要望望望望して、一して、一して、一して、一

定の見定の見定の見定の見解解解解があれば出してほしいのですが。があれば出してほしいのですが。があれば出してほしいのですが。があれば出してほしいのですが。以上以上以上以上です。です。です。です。

○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長 両両両両方とも要方とも要方とも要方とも要望望望望ですか。ですか。ですか。ですか。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 決決決決意意意意ぐぐぐぐらい聞かせて。らい聞かせて。らい聞かせて。らい聞かせて。

○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長 では部長でも。では部長でも。では部長でも。では部長でも。

○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長 このたこのたこのたこのたびびびびは本当には本当には本当には本当に受給受給受給受給者の者の者の者の皆様皆様皆様皆様にはいにはいにはいにはいろろろろいいいいろろろろとごとごとごとご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけしたをおかけしたをおかけしたをおかけした

というというというという点点点点、、、、深深深深くくくくおわおわおわおわびびびび申し申し申し申し上げ上げ上げ上げたいと思います。今たいと思います。今たいと思います。今たいと思います。今回回回回ののののミミミミスについてもスについてもスについてもスについても手手手手続続続続のののの中中中中でさまでさまでさまでさまざざざざ

まなことがまなことがまなことがまなことが重重重重なってこういうことになってしまったのではないかと思います。なってこういうことになってしまったのではないかと思います。なってこういうことになってしまったのではないかと思います。なってこういうことになってしまったのではないかと思います。

また、福祉にまた、福祉にまた、福祉にまた、福祉に限限限限ららららずずずず、さま、さま、さま、さまざざざざまな事まな事まな事まな事務手務手務手務手続続続続が今どが今どが今どが今どんんんんどどどどんんんん国から県、県から市町村国から県、県から市町村国から県、県から市町村国から県、県から市町村へへへへといといといとい

うううう流流流流れのれのれのれの中中中中で、しっかりとで、しっかりとで、しっかりとで、しっかりと効効効効率化率化率化率化も含めて事業をも含めて事業をも含めて事業をも含めて事業を渡渡渡渡していしていしていしていくくくくことがことがことがことが重重重重要だと要だと要だと要だ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。今す。今す。今す。今回回回回のことは本当にまことに申しわけないと思っており、きのことは本当にまことに申しわけないと思っており、きのことは本当にまことに申しわけないと思っており、きのことは本当にまことに申しわけないと思っており、きちちちちっとっとっとっと反反反反省省省省をしてこのよをしてこのよをしてこのよをしてこのよ

うなことが二度とうなことが二度とうなことが二度とうなことが二度と起起起起こらないように、部としてしっかり取り組こらないように、部としてしっかり取り組こらないように、部としてしっかり取り組こらないように、部としてしっかり取り組んんんんでいきたいと思います。でいきたいと思います。でいきたいと思います。でいきたいと思います。

以上以上以上以上です。です。です。です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 ままままずずずず、、、、結結結結構構構構ですが、ですが、ですが、ですが、私私私私は今は今は今は今回回回回のことをけしからのことをけしからのことをけしからのことをけしからんんんんと言っているのではなと言っているのではなと言っているのではなと言っているのではなくくくくて、て、て、て、

やっやっやっやっぱぱぱぱり福祉のり福祉のり福祉のり福祉の現場現場現場現場ではいではいではいではいろろろろいいいいろろろろなななな難難難難しいことがあるので、できるだけしいことがあるので、できるだけしいことがあるので、できるだけしいことがあるので、できるだけ簡素簡素簡素簡素化化化化していしていしていしていくくくくとととと

こここころろろろはして、できるようなことを行政のほうははして、できるようなことを行政のほうははして、できるようなことを行政のほうははして、できるようなことを行政のほうは考え考え考え考えて。今て。今て。今て。今回回回回の事件がの事件がの事件がの事件が警警警警鐘鐘鐘鐘だとだとだとだと受受受受けとめてけとめてけとめてけとめて

ほしいということ、そのほしいということ、そのほしいということ、そのほしいということ、その辺辺辺辺をご理をご理をご理をご理解解解解いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長 ２件２件２件２件続続続続いたわけでごいたわけでごいたわけでごいたわけでござざざざいますので、職員のいますので、職員のいますので、職員のいますので、職員の皆皆皆皆ささささんんんん方には方には方には方には特特特特にににに緊張緊張緊張緊張感感感感をををを持持持持っっっっ

てててて仕仕仕仕事に当たっていただ事に当たっていただ事に当たっていただ事に当たっていただくくくくように、ように、ように、ように、特特特特にお願いしておきたいと思います。よにお願いしておきたいと思います。よにお願いしておきたいと思います。よにお願いしておきたいと思います。よろろろろししししくくくくお願いお願いお願いお願い

します。します。します。します。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 それでは、２それでは、２それでは、２それでは、２点点点点質問をさせていただきます。質問をさせていただきます。質問をさせていただきます。質問をさせていただきます。

ままままずずずず１１１１点点点点目は、先ほども西岡こども・女性局長から報告がご目は、先ほども西岡こども・女性局長から報告がご目は、先ほども西岡こども・女性局長から報告がご目は、先ほども西岡こども・女性局長から報告がござざざざいました、奈良県こどいました、奈良県こどいました、奈良県こどいました、奈良県こど

も・も・も・も・子子子子育育育育てててて支援推支援推支援推支援推進会議についてでご進会議についてでご進会議についてでご進会議についてでござざざざいます。これは国のいます。これは国のいます。これは国のいます。これは国の子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育てててて支援支援支援支援法を法を法を法を受受受受けけけけ

まして、県としてはまして、県としてはまして、県としてはまして、県としては条条条条例の例の例の例の中中中中でででで支援推支援推支援推支援推進会議進会議進会議進会議設置設置設置設置ということが、もうということが、もうということが、もうということが、もう既既既既に２月定例県議会に２月定例県議会に２月定例県議会に２月定例県議会

でででで可決可決可決可決されたわけですけれども、この２年されたわけですけれども、この２年されたわけですけれども、この２年されたわけですけれども、この２年間間間間、こういった、こういった、こういった、こういった支援推支援推支援推支援推進会議を行って、平成２進会議を行って、平成２進会議を行って、平成２進会議を行って、平成２

７７７７年度からの５年計画で、この年度からの５年計画で、この年度からの５年計画で、この年度からの５年計画で、この子子子子育育育育ての計画が策定されるわけですけれども、ての計画が策定されるわけですけれども、ての計画が策定されるわけですけれども、ての計画が策定されるわけですけれども、各各各各市町村が市町村が市町村が市町村が
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これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして推推推推進会議を進会議を進会議を進会議を設置設置設置設置しているのかどうか。県は県でしているのかどうか。県は県でしているのかどうか。県は県でしているのかどうか。県は県で推推推推進会議を開いてい進会議を開いてい進会議を開いてい進会議を開いていろろろろいいいいろろろろ意意意意

見見見見集集集集約をするわけですけれども、県の計画といいましても、約をするわけですけれども、県の計画といいましても、約をするわけですけれども、県の計画といいましても、約をするわけですけれども、県の計画といいましても、各各各各市町村の市町村の市町村の市町村の積み上げ積み上げ積み上げ積み上げだと思いだと思いだと思いだと思い

ます。市町村で、それます。市町村で、それます。市町村で、それます。市町村で、それぞぞぞぞれ状況もれ状況もれ状況もれ状況も違違違違いますし、まいますし、まいますし、まいますし、まずずずずは市町村がは市町村がは市町村がは市町村が子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育て会議を今、て会議を今、て会議を今、て会議を今、

どれどれどれどれくくくくらいらいらいらい設置設置設置設置しているのかおしているのかおしているのかおしているのかお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。多分多分多分多分全部は全部は全部は全部は設置設置設置設置されていない状況されていない状況されていない状況されていない状況

だと聞いておりますけれども、それについて開だと聞いておりますけれども、それについて開だと聞いておりますけれども、それについて開だと聞いておりますけれども、それについて開催催催催されない、されない、されない、されない、設置設置設置設置されない、理由についてされない、理由についてされない、理由についてされない、理由について

も、もし何かごも、もし何かごも、もし何かごも、もし何かござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら教教教教ええええていただきたいのと、全市町村がていただきたいのと、全市町村がていただきたいのと、全市町村がていただきたいのと、全市町村が設置設置設置設置するためにどのよするためにどのよするためにどのよするためにどのよ

うに県としては今後取り組うに県としては今後取り組うに県としては今後取り組うに県としては今後取り組みみみみをされていをされていをされていをされていくくくくのかについておのかについておのかについておのかについてお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

２２２２点点点点目は、目は、目は、目は、乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児の医療の医療の医療の医療費費費費無料無料無料無料化化化化のののの対象対象対象対象年齢の年齢の年齢の年齢の拡大拡大拡大拡大でごでごでごでござざざざいますが、これは６月、市町いますが、これは６月、市町いますが、これは６月、市町いますが、これは６月、市町

村から要村から要村から要村から要望望望望をををを受受受受けて第１けて第１けて第１けて第１回回回回検討検討検討検討会議を開かれたと聞いておりますが、今後この市町村から会議を開かれたと聞いておりますが、今後この市町村から会議を開かれたと聞いておりますが、今後この市町村から会議を開かれたと聞いておりますが、今後この市町村から

の要の要の要の要望望望望をををを受受受受けて、県としてはどういうけて、県としてはどういうけて、県としてはどういうけて、県としてはどういう経過経過経過経過で、いつで、いつで、いつで、いつぐぐぐぐらいにこのらいにこのらいにこのらいにこの対象対象対象対象年齢の年齢の年齢の年齢の引引引引きききき上げ上げ上げ上げをををを決決決決

められるのかについておめられるのかについておめられるのかについておめられるのかについてお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

○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 市町村の市町村の市町村の市町村の子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育て会議についておて会議についておて会議についておて会議についてお答え答え答え答えします。します。します。します。

市町村市町村市町村市町村子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育て会議は、て会議は、て会議は、て会議は、各地域各地域各地域各地域、、、、各各各各市町村におきまして必要な保市町村におきまして必要な保市町村におきまして必要な保市町村におきまして必要な保育育育育やややや乳児教育乳児教育乳児教育乳児教育、、、、

また、また、また、また、子子子子育育育育てててて支援支援支援支援策を市町村計画に策を市町村計画に策を市町村計画に策を市町村計画に反映反映反映反映しまして、この計画にしまして、この計画にしまして、この計画にしまして、この計画に基づ基づ基づ基づきましてきましてきましてきまして子子子子育育育育てててて支援支援支援支援策策策策

がががが地域地域地域地域のののの実情実情実情実情をををを踏踏踏踏ままままええええてててて実施実施実施実施されるためにされるためにされるためにされるために重重重重要な要な要な要な役割役割役割役割をををを担担担担っております。っております。っております。っております。

県では県では県では県では昨昨昨昨年８月の新制度の関年８月の新制度の関年８月の新制度の関年８月の新制度の関連連連連法の成立法の成立法の成立法の成立以来以来以来以来、これまで３、これまで３、これまで３、これまで３回回回回にわたりまして市町村をにわたりまして市町村をにわたりまして市町村をにわたりまして市町村を対対対対

象象象象としまして説明会をとしまして説明会をとしまして説明会をとしまして説明会を実施実施実施実施しまして、しまして、しまして、しまして、子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育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についてについてについてについて働働働働きかけてまいきかけてまいきかけてまいきかけてまい

りました。平成２５年９月１日りました。平成２５年９月１日りました。平成２５年９月１日りました。平成２５年９月１日現在現在現在現在では市町村では市町村では市町村では市町村子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育て会議をて会議をて会議をて会議を設置済み設置済み設置済み設置済みの市町村はの市町村はの市町村はの市町村は

１３市町村、今後１３市町村、今後１３市町村、今後１３市町村、今後設置設置設置設置予定が１９市町村となっております。予定が１９市町村となっております。予定が１９市町村となっております。予定が１９市町村となっております。

市町村の市町村の市町村の市町村の設置設置設置設置状況を見ますと、状況を見ますと、状況を見ますと、状況を見ますと、待待待待機機機機児童児童児童児童とかとかとかとか児童児童児童児童数の数の数の数の減減減減少少少少など、など、など、など、子子子子育育育育てに関しててに関しててに関しててに関して顕著顕著顕著顕著なななな

課課課課題がある市町村は題がある市町村は題がある市町村は題がある市町村は設置設置設置設置のののの動動動動きがきがきがきが早早早早いいいい傾傾傾傾向向向向があります。しかしながら、方があります。しかしながら、方があります。しかしながら、方があります。しかしながら、方針針針針がががが未未未未定とされ定とされ定とされ定とされ

ているているているている地域地域地域地域、市町村におきましても会議を、市町村におきましても会議を、市町村におきましても会議を、市町村におきましても会議を設置設置設置設置しないということではなしないということではなしないということではなしないということではなくくくくて、会議のて、会議のて、会議のて、会議の設置設置設置設置

の時の時の時の時期期期期とかのとかのとかのとかの具具具具体体体体的的的的なことがまだなことがまだなことがまだなことがまだ決決決決まっていない状況であります。この２まっていない状況であります。この２まっていない状況であります。この２まっていない状況であります。この２カカカカ月月月月間間間間でもでもでもでも設置設置設置設置

にににに向向向向けたけたけたけた動動動動きが、きが、きが、きが、徐徐徐徐 々々々々にですが、進にですが、進にですが、進にですが、進んんんんでおります。でおります。でおります。でおります。

続続続続きまして、県から市町村きまして、県から市町村きまして、県から市町村きまして、県から市町村へへへへのののの働働働働きかけとしましては、ことしからきかけとしましては、ことしからきかけとしましては、ことしからきかけとしましては、ことしから来来来来月１０月にかけま月１０月にかけま月１０月にかけま月１０月にかけま

して、県内を５つして、県内を５つして、県内を５つして、県内を５つ程程程程度の度の度の度のブロックブロックブロックブロックにににに分分分分けまして新制度にけまして新制度にけまして新制度にけまして新制度に向向向向けたけたけたけた圏圏圏圏域域域域会議を開会議を開会議を開会議を開催催催催する予定でする予定でする予定でする予定で

す。す。す。す。

このこのこのこのブロック別ブロック別ブロック別ブロック別のののの圏圏圏圏域域域域会議では、会議では、会議では、会議では、近隣近隣近隣近隣の市町村同士での市町村同士での市町村同士での市町村同士で子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育て会議に関していて会議に関していて会議に関していて会議に関していろろろろ

いいいいろ話ろ話ろ話ろ話しししし合合合合っていただきまして、新制度にっていただきまして、新制度にっていただきまして、新制度にっていただきまして、新制度に向向向向けたけたけたけた準備準備準備準備状況とか今後の状況とか今後の状況とか今後の状況とか今後の対対対対応応応応につきましてにつきましてにつきましてにつきまして情情情情

報交換していただきまして、報交換していただきまして、報交換していただきまして、報交換していただきまして、準備準備準備準備がスがスがスがスムムムムーズに進ーズに進ーズに進ーズに進展展展展するようにするようにするようにするように支援支援支援支援してまいりたいと思いしてまいりたいと思いしてまいりたいと思いしてまいりたいと思い
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ます。今後も国のます。今後も国のます。今後も国のます。今後も国の子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育て会議におきます新制度のて会議におきます新制度のて会議におきます新制度のて会議におきます新制度の検討検討検討検討状況に状況に状況に状況に合合合合わせまして県内全わせまして県内全わせまして県内全わせまして県内全

域域域域の会議、説明会をの会議、説明会をの会議、説明会をの会議、説明会を実施実施実施実施するとか、するとか、するとか、するとか、ブロック別ブロック別ブロック別ブロック別のののの圏圏圏圏域域域域会議を会議を会議を会議を設置設置設置設置、開、開、開、開催催催催しましてしましてしましてしまして円円円円滑滑滑滑なななな準準準準

備備備備を進めてまいりたいと思っております。を進めてまいりたいと思っております。を進めてまいりたいと思っております。を進めてまいりたいと思っております。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 乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児医療の医療の医療の医療の助助助助成成成成範囲範囲範囲範囲のののの拡大拡大拡大拡大についてのお尋ねでごについてのお尋ねでごについてのお尋ねでごについてのお尋ねでござざざざいます。います。います。います。

乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児医療医療医療医療費費費費のののの助助助助成につきましては、成につきましては、成につきましては、成につきましては、助助助助成をしている市町村に成をしている市町村に成をしている市町村に成をしている市町村に対対対対しまして、県がしまして、県がしまして、県がしまして、県が助助助助成の成の成の成の

基基基基準準準準をををを設設設設けましてその２けましてその２けましてその２けましてその２分分分分の１についての１についての１についての１について助助助助成している状況でご成している状況でご成している状況でご成している状況でござざざざいます。います。います。います。現在現在現在現在はははは就学就学就学就学前前前前まままま

でのでのでのでの入通入通入通入通院院院院についてについてについてについて助助助助成をしております。この県の成をしております。この県の成をしております。この県の成をしております。この県の助助助助成成成成基基基基準準準準につきまして、委員おにつきまして、委員おにつきまして、委員おにつきまして、委員お述べ述べ述べ述べのののの

とおり、市町村からとおり、市町村からとおり、市町村からとおり、市町村から拡大拡大拡大拡大の要の要の要の要望望望望をいただいている状況でごをいただいている状況でごをいただいている状況でごをいただいている状況でござざざざいます。います。います。います。

県といたしましては、この市町村からの県の県といたしましては、この市町村からの県の県といたしましては、この市町村からの県の県といたしましては、この市町村からの県の助助助助成成成成基基基基準準準準のののの拡大拡大拡大拡大要要要要望望望望にににに応応応応ええええるに当たりましるに当たりましるに当たりましるに当たりまし

ては、医療ては、医療ては、医療ては、医療費費費費のののの助助助助成成成成対象対象対象対象は全ての県民がは全ての県民がは全ての県民がは全ての県民が公公公公平に平に平に平に受受受受けていただけていただけていただけていただくくくくことがことがことがことが望望望望ましい。言いかましい。言いかましい。言いかましい。言いかええええ

ますと、県がますと、県がますと、県がますと、県が助助助助成成成成範囲範囲範囲範囲をををを拡大拡大拡大拡大したしたしたした場合場合場合場合には、全ての市町村がその新たな県のには、全ての市町村がその新たな県のには、全ての市町村がその新たな県のには、全ての市町村がその新たな県の基基基基準準準準にににに基づく基づく基づく基づく

助助助助成成成成範囲範囲範囲範囲以上以上以上以上のののの助助助助成をしていただ成をしていただ成をしていただ成をしていただくくくくことがことがことがことが大大大大切切切切であるとであるとであるとであると考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

そこでそこでそこでそこで助助助助成成成成対象対象対象対象範囲範囲範囲範囲のののの拡大拡大拡大拡大につきましては、県内の市町村につきましては、県内の市町村につきましては、県内の市町村につきましては、県内の市町村間間間間の状況がさまの状況がさまの状況がさまの状況がさまざざざざまになってまになってまになってまになって

いますので、市町村と一いますので、市町村と一いますので、市町村と一いますので、市町村と一緒緒緒緒にににに研究情研究情研究情研究情報交換するため、報交換するため、報交換するため、報交換するため、勉強勉強勉強勉強会を市長会、町村会の会を市長会、町村会の会を市長会、町村会の会を市長会、町村会の協力協力協力協力もももも得得得得

まして立まして立まして立まして立ち上げち上げち上げち上げているとこているとこているとこているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。現在現在現在現在これまでに２これまでに２これまでに２これまでに２回回回回開開開開催催催催させていただきましさせていただきましさせていただきましさせていただきまし

て、て、て、て、参参参参加市町村と加市町村と加市町村と加市町村と現現現現状でありますとか、制度状でありますとか、制度状でありますとか、制度状でありますとか、制度運運運運営営営営に関するに関するに関するに関する考え考え考え考え方等について意見交換を行方等について意見交換を行方等について意見交換を行方等について意見交換を行

ってまいりました。今後もってまいりました。今後もってまいりました。今後もってまいりました。今後も引引引引きききき続続続続き意見交換を行う予定としております。市長会、町村会き意見交換を行う予定としております。市長会、町村会き意見交換を行う予定としております。市長会、町村会き意見交換を行う予定としております。市長会、町村会

では、このでは、このでは、このでは、この勉強勉強勉強勉強会での成会での成会での成会での成果果果果をををを踏踏踏踏ままままええええてててて拡大拡大拡大拡大範囲範囲範囲範囲についてのについてのについてのについての協協協協議をされると聞いておりまし議をされると聞いておりまし議をされると聞いておりまし議をされると聞いておりまし

て、県としては市長会、町村会のて、県としては市長会、町村会のて、県としては市長会、町村会のて、県としては市長会、町村会の協協協協議の議の議の議の結結結結果果果果をををを伺伺伺伺ったったったった上上上上で、で、で、で、助助助助成成成成範囲範囲範囲範囲のののの拡大拡大拡大拡大についてについてについてについて検討検討検討検討

していきたいと思っておりまして、できるだけしていきたいと思っておりまして、できるだけしていきたいと思っておりまして、できるだけしていきたいと思っておりまして、できるだけ速速速速やかなやかなやかなやかな実現実現実現実現をををを図図図図っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考え考え考え考えておておておてお

ります。ります。ります。ります。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 今の今の今の今の乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児医療の医療の医療の医療の無料無料無料無料化化化化の件ですけれど、今後の取り組の件ですけれど、今後の取り組の件ですけれど、今後の取り組の件ですけれど、今後の取り組みみみみ状況はわかったので状況はわかったので状況はわかったので状況はわかったので

すが、いつ県としてのすが、いつ県としてのすが、いつ県としてのすが、いつ県としての結結結結論論論論を出すかということを、おを出すかということを、おを出すかということを、おを出すかということを、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

それと、それと、それと、それと、子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育て会議につきましては、全市町村がて会議につきましては、全市町村がて会議につきましては、全市町村がて会議につきましては、全市町村が設置設置設置設置をするようにということをするようにということをするようにということをするようにということ

を、今年度を、今年度を、今年度を、今年度中中中中にににに少少少少ななななくくくくとも全市町村がとも全市町村がとも全市町村がとも全市町村が条条条条例でな例でな例でな例でなくくくくても要ても要ても要ても要綱綱綱綱でもいいということも聞いておでもいいということも聞いておでもいいということも聞いておでもいいということも聞いてお

りますので、ともかりますので、ともかりますので、ともかりますので、ともかくくくく、これは、これは、これは、これは待待待待機機機機児童児童児童児童のののの解消解消解消解消も含めるわけですけれど、も含めるわけですけれど、も含めるわけですけれど、も含めるわけですけれど、待待待待機機機機児童児童児童児童のののの解消解消解消解消

だけではなだけではなだけではなだけではなくくくくて、て、て、て、現現現現時時時時点点点点の問題だけではなの問題だけではなの問題だけではなの問題だけではなくくくくて、て、て、て、将将将将来来来来にわたっての奈良県としてのにわたっての奈良県としてのにわたっての奈良県としてのにわたっての奈良県としての子子子子育育育育てててて

計画でご計画でご計画でご計画でござざざざいますので、全ての市町村がいますので、全ての市町村がいますので、全ての市町村がいますので、全ての市町村が子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育て会議をて会議をて会議をて会議を設置設置設置設置するように、県としてするように、県としてするように、県としてするように、県として

はしっかりはしっかりはしっかりはしっかり働働働働きかけていただきたいと思います。きかけていただきたいと思います。きかけていただきたいと思います。きかけていただきたいと思います。

奈良県らしい奈良県らしい奈良県らしい奈良県らしい子子子子育育育育てててて支援支援支援支援のあり方についてというのがのあり方についてというのがのあり方についてというのがのあり方についてというのが気気気気になったのですが、つまりしっになったのですが、つまりしっになったのですが、つまりしっになったのですが、つまりしっ
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かりその議かりその議かりその議かりその議論論論論をををを深深深深めて、奈良県らしいめて、奈良県らしいめて、奈良県らしいめて、奈良県らしい子子子子育育育育てててて支援支援支援支援のあり方をのあり方をのあり方をのあり方を検討検討検討検討、議、議、議、議論論論論されるのかと思っされるのかと思っされるのかと思っされるのかと思っ

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……………………（発言する者あり）そうですか。奈良県らしいと書かれたその（発言する者あり）そうですか。奈良県らしいと書かれたその（発言する者あり）そうですか。奈良県らしいと書かれたその（発言する者あり）そうですか。奈良県らしいと書かれたその

何か思いとか意何か思いとか意何か思いとか意何か思いとか意図図図図とか目とか目とか目とか目標標標標とかありましたらとかありましたらとかありましたらとかありましたらちちちちょょょょっとっとっとっと教教教教ええええていただければと思います。ていただければと思います。ていただければと思います。ていただければと思います。

結結結結局これはこども・女性局だけではな局これはこども・女性局だけではな局これはこども・女性局だけではな局これはこども・女性局だけではなくくくく、、、、ワワワワーーーークククク・・・・ライフライフライフライフ・・・・ババババラララランスということになりンスということになりンスということになりンスということになり

ますと、ますと、ますと、ますと、就就就就業、業、業、業、働働働働き方という部き方という部き方という部き方という部分分分分も含まれても含まれても含まれても含まれてくくくくるるるる広広広広範囲範囲範囲範囲な計画と思っておりますので、そな計画と思っておりますので、そな計画と思っておりますので、そな計画と思っておりますので、そ

ういったとこういったとこういったとこういったところろろろとのとのとのとの連連連連携携携携もももも最終最終最終最終的的的的には行うのかと思っておりますが、そのには行うのかと思っておりますが、そのには行うのかと思っておりますが、そのには行うのかと思っておりますが、その点点点点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。

○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 奈良県らしいという部奈良県らしいという部奈良県らしいという部奈良県らしいという部分分分分についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、子子子子育育育育

てててて支援支援支援支援、本当に全国どこでも、本当に全国どこでも、本当に全国どこでも、本当に全国どこでも大大大大きなきなきなきな課課課課題であって、い題であって、い題であって、い題であって、いろろろろいいいいろろろろなななな形形形形で取り組で取り組で取り組で取り組んんんんでいかないとでいかないとでいかないとでいかないと

いけないのが当いけないのが当いけないのが当いけないのが当然然然然のことなのですけれども、やはり本県ののことなのですけれども、やはり本県ののことなのですけれども、やはり本県ののことなのですけれども、やはり本県の場合場合場合場合、例、例、例、例ええええば女性のば女性のば女性のば女性の就就就就業業業業率率率率が、が、が、が、

本当に本当に本当に本当にずずずずっと数っと数っと数っと数値値値値的的的的にににに低低低低いといういといういといういという特特特特異異異異な部な部な部な部分分分分であるとか、また、県であるとか、また、県であるとか、また、県であるとか、また、県外就外就外就外就業業業業率率率率がががが非常非常非常非常に高いに高いに高いに高い

といった部といった部といった部といった部分分分分であるとか、いであるとか、いであるとか、いであるとか、いろろろろいいいいろろろろと奈良県としてのと奈良県としてのと奈良県としてのと奈良県としての課課課課題がご題がご題がご題がござざざざいますので、そういったいますので、そういったいますので、そういったいますので、そういった

とことことこところろろろをしっかり見をしっかり見をしっかり見をしっかり見据据据据ええええながら、ながら、ながら、ながら、ワワワワーーーークククク・・・・ライフライフライフライフ・・・・ババババラララランスであったりとか、ンスであったりとか、ンスであったりとか、ンスであったりとか、地域地域地域地域でのでのでのでの子子子子

育育育育ての不安ての不安ての不安ての不安感感感感、、、、負担感負担感負担感負担感をなをなをなをなくくくくす取り組す取り組す取り組す取り組みみみみであったりとか、そういった部であったりとか、そういった部であったりとか、そういった部であったりとか、そういった部分分分分についてについてについてについて推推推推進会進会進会進会

議で議で議で議で多く多く多く多くのご意見をいただきながらのご意見をいただきながらのご意見をいただきながらのご意見をいただきながら考え考え考え考えていきたいとていきたいとていきたいとていき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。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○河合保険指導課長○河合保険指導課長○河合保険指導課長○河合保険指導課長 乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児医療医療医療医療費費費費のののの助助助助成の成の成の成の拡大拡大拡大拡大を、いつを、いつを、いつを、いつ決決決決めるかというお尋ねでごめるかというお尋ねでごめるかというお尋ねでごめるかというお尋ねでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

できるだけできるだけできるだけできるだけ速速速速やかにやかにやかにやかに拡大拡大拡大拡大をををを図図図図っていきたいとこっていきたいとこっていきたいとこっていきたいところろろろですので、この事業につきましては、ですので、この事業につきましては、ですので、この事業につきましては、ですので、この事業につきましては、

予予予予算算算算と関と関と関と関連連連連する事項になってごする事項になってごする事項になってごする事項になってござざざざいます。平成２６年度からいます。平成２６年度からいます。平成２６年度からいます。平成２６年度から拡大拡大拡大拡大をしていきたいというこをしていきたいというこをしていきたいというこをしていきたいというこ

とでありますと、年とでありますと、年とでありますと、年とでありますと、年末末末末から年明けから年明けから年明けから年明けぐぐぐぐらいには予らいには予らいには予らいには予算算算算の方の方の方の方針針針針とともに、とともに、とともに、とともに、決決決決定する必要があると定する必要があると定する必要があると定する必要があると

考え考え考え考えておりまして、それを目ておりまして、それを目ておりまして、それを目ておりまして、それを目指指指指して市町村として市町村として市町村として市町村と引引引引きききき続続続続きききき協協協協議をしていきたいと思っておりま議をしていきたいと思っておりま議をしていきたいと思っておりま議をしていきたいと思っておりま

す。す。す。す。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。今質問させていただいた２つの質問は、関います。今質問させていただいた２つの質問は、関います。今質問させていただいた２つの質問は、関います。今質問させていただいた２つの質問は、関連連連連しているしているしているしている

かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てるのにてるのにてるのにてるのに経済的負担経済的負担経済的負担経済的負担がががが大大大大きいというのがきいというのがきいというのがきいというのが子子子子育育育育て、て、て、て、少子化少子化少子化少子化の一の一の一の一番番番番

のののの原原原原因因因因というというというという統統統統計の調査もありますように、安計の調査もありますように、安計の調査もありますように、安計の調査もありますように、安心心心心して医療がして医療がして医療がして医療が受受受受けられるということのけられるということのけられるということのけられるということの大大大大きききき

な要な要な要な要因因因因の一つだと思います。の一つだと思います。の一つだと思います。の一つだと思います。

奈良らしいということで、今、西岡こども・女性局長からお奈良らしいということで、今、西岡こども・女性局長からお奈良らしいということで、今、西岡こども・女性局長からお奈良らしいということで、今、西岡こども・女性局長からお答え答え答え答えがごがごがごがござざざざいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、働働働働

きたきたきたきたくくくくてもてもてもても働働働働けないという女性が全国に３００万人けないという女性が全国に３００万人けないという女性が全国に３００万人けないという女性が全国に３００万人余余余余りいるそうでごりいるそうでごりいるそうでごりいるそうでござざざざいます。奈良県にいます。奈良県にいます。奈良県にいます。奈良県に

どれだけいるのかわかりませどれだけいるのかわかりませどれだけいるのかわかりませどれだけいるのかわかりませんんんんが、その１００が、その１００が、その１００が、その１００分分分分の１としても、の１としても、の１としても、の１としても、雇雇雇雇用の用の用の用の場場場場ををををふふふふやす取り組やす取り組やす取り組やす取り組

みみみみを、県としてもされておりますが、それとのを、県としてもされておりますが、それとのを、県としてもされておりますが、それとのを、県としてもされておりますが、それとの連動連動連動連動もあるのかと思っていますので、もあるのかと思っていますので、もあるのかと思っていますので、もあるのかと思っていますので、働く働く働く働く
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場場場場ををををふふふふやしながら、やしながら、やしながら、やしながら、子子子子育育育育てとのてとのてとのてとの両両両両立ができるような奈良県であれば、今後立ができるような奈良県であれば、今後立ができるような奈良県であれば、今後立ができるような奈良県であれば、今後子子子子育育育育てもしやすてもしやすてもしやすてもしやす

くくくくなるのかと思っておりますので、なるのかと思っておりますので、なるのかと思っておりますので、なるのかと思っておりますので、期期期期待待待待しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、十分十分十分十分議議議議論論論論をををを深深深深めていただきためていただきためていただきためていただきた

いと思いまして、いと思いまして、いと思いまして、いと思いまして、終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様がががが大変大変大変大変心心心心配配配配されている内されている内されている内されている内容容容容ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、東朋香芝東朋香芝東朋香芝東朋香芝病病病病院院院院の問題で、の問題で、の問題で、の問題で、

今今今今現現現現状の状の状の状の確確確確認と今後の見認と今後の見認と今後の見認と今後の見通通通通し、し、し、し、考え考え考え考え方についてお方についてお方についてお方についてお答え答え答え答えできるできるできるできる範囲範囲範囲範囲内で内で内で内で改改改改めてめてめてめてちちちちょょょょっと報告っと報告っと報告っと報告

をしてほしいと思います。をしてほしいと思います。をしてほしいと思います。をしてほしいと思います。

○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） 東朋香芝東朋香芝東朋香芝東朋香芝病病病病院院院院問題でご問題でご問題でご問題でござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、

６月２８日に６月２８日に６月２８日に６月２８日に募集募集募集募集要項を要項を要項を要項を公表公表公表公表いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、現在公現在公現在公現在公募募募募のののの手手手手続続続続を行っている状況でごを行っている状況でごを行っている状況でごを行っている状況でござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。７７７７月３１日までに一月３１日までに一月３１日までに一月３１日までに一旦参旦参旦参旦参加の申し加の申し加の申し加の申し込込込込みみみみをしていただきまして、８月２３日に事をしていただきまして、８月２３日に事をしていただきまして、８月２３日に事をしていただきまして、８月２３日に事前協前協前協前協議議議議

書を提出していただいたという状況でご書を提出していただいたという状況でご書を提出していただいたという状況でご書を提出していただいたという状況でござざざざいます。このいます。このいます。このいます。この参参参参加の申し加の申し加の申し加の申し込込込込みみみみのののの段階段階段階段階では９件のでは９件のでは９件のでは９件の

申し申し申し申し込込込込みみみみをいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、最終最終最終最終的的的的にににに正式正式正式正式の事の事の事の事前協前協前協前協議書については２件ということになっ議書については２件ということになっ議書については２件ということになっ議書については２件ということになっ

ております。９月４日にております。９月４日にております。９月４日にております。９月４日に審審審審査会を開査会を開査会を開査会を開催催催催し、し、し、し、検討検討検討検討いただきまして、いただきまして、いただきまして、いただきまして、現在現在現在現在県におきまして県におきまして県におきまして県におきまして病病病病床床床床

配分配分配分配分案の案の案の案の検討中検討中検討中検討中でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

本本本本来来来来ですとですとですとですと昨昨昨昨日医療日医療日医療日医療審審審審議会を開議会を開議会を開議会を開催催催催したわけであり、その医療したわけであり、その医療したわけであり、その医療したわけであり、その医療審審審審議会にお議会にお議会にお議会にお諮諮諮諮りしたりしたりしたりした上上上上でとでとでとでと

いうことでいうことでいうことでいうことで考え考え考え考えておりましたけれども、１ておりましたけれども、１ておりましたけれども、１ておりましたけれども、１点点点点は、は、は、は、大大大大阪阪阪阪地地地地方方方方裁裁裁裁判判判判所所所所の判の判の判の判決決決決、、、、決決決決定によりまし定によりまし定によりまし定によりまし

て１０月１日からの保険医療て１０月１日からの保険医療て１０月１日からの保険医療て１０月１日からの保険医療機機機機関の関の関の関の指指指指定取り定取り定取り定取り消消消消しししし処処処処分分分分のののの執執執執行行行行停止停止停止停止がなされているという状がなされているという状がなされているという状がなされているという状

況もありまして、さらに況もありまして、さらに況もありまして、さらに況もありまして、さらに慎慎慎慎重重重重にににに審審審審査を進める必要があると判断いたしておりまして、その査を進める必要があると判断いたしておりまして、その査を進める必要があると判断いたしておりまして、その査を進める必要があると判断いたしておりまして、その

詳細詳細詳細詳細につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現在現在現在現在まだまだまだまだ審審審審査査査査中中中中のののの段階段階段階段階ですので、説明はですので、説明はですので、説明はですので、説明は控控控控ええええさせていただきますけさせていただきますけさせていただきますけさせていただきますけ

れども、今後れども、今後れども、今後れども、今後配分配分配分配分案の案の案の案の検討検討検討検討を行いまして、医療を行いまして、医療を行いまして、医療を行いまして、医療審審審審議会において議会において議会において議会において改改改改めておめておめておめてお諮諮諮諮りしてご意見をりしてご意見をりしてご意見をりしてご意見を

伺伺伺伺ったったったった上上上上で、９月で、９月で、９月で、９月末末末末をめどにをめどにをめどにをめどに決決決決定をしてまいりたいと定をしてまいりたいと定をしてまいりたいと定を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。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様の要の要の要の要望望望望をしっかり聞いていただいて、をしっかり聞いていただいて、をしっかり聞いていただいて、をしっかり聞いていただいて、検討検討検討検討していただきますことしていただきますことしていただきますことしていただきますこと

を要を要を要を要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいませいませいませいませんんんんか。か。か。か。

ほかになければ、これをもほかになければ、これをもほかになければ、これをもほかになければ、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。

次次次次に、議会に、議会に、議会に、議会閉閉閉閉会会会会中中中中のののの審審審審査事件に係る委員長報告につきましては、査事件に係る委員長報告につきましては、査事件に係る委員長報告につきましては、査事件に係る委員長報告につきましては、正正正正副委員長に一副委員長に一副委員長に一副委員長に一任任任任願願願願ええええ

ますか。ますか。ますか。ますか。

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

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

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。ごわります。ごわります。ごわります。ご苦苦苦苦労労労労ささささんんんんでした。でした。でした。でした。


