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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２６日（木） １６：５７～１７：３０平成２５年９月２６日（木） １６：５７～１７：３０平成２５年９月２６日（木） １６：５７～１７：３０平成２５年９月２６日（木） １６：５７～１７：３０

開催場所開催場所開催場所開催場所 第３委員会室第３委員会室第３委員会室第３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

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

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 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 ３３名３３名３３名３３名

議 事議 事議 事議 事

・請願の審査について・請願の審査について・請願の審査について・請願の審査について

請願第８号 「精神障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度請願第８号 「精神障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度請願第８号 「精神障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度請願第８号 「精神障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度

心身障害老人等医療費助成事業）の適用に関する請願書」心身障害老人等医療費助成事業）の適用に関する請願書」心身障害老人等医療費助成事業）の適用に関する請願書」心身障害老人等医療費助成事業）の適用に関する請願書」

請願第９号 「障害者差別をなくす奈良県条例の制定に関する請願書」請願第９号 「障害者差別をなくす奈良県条例の制定に関する請願書」請願第９号 「障害者差別をなくす奈良県条例の制定に関する請願書」請願第９号 「障害者差別をなくす奈良県条例の制定に関する請願書」

<会議の経過><会議の経過><会議の経過><会議の経過>

○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長 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。

本日、当委員会に対し、３３名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めること本日、当委員会に対し、３３名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めること本日、当委員会に対し、３３名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めること本日、当委員会に対し、３３名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めること

としてよろしいでしょうか。としてよろしいでしょうか。としてよろしいでしょうか。としてよろしいでしょうか。

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

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

それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。
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本日の案件は、先ほど本会議において当委員会に付託を受けました請願第８号本日の案件は、先ほど本会議において当委員会に付託を受けました請願第８号本日の案件は、先ほど本会議において当委員会に付託を受けました請願第８号本日の案件は、先ほど本会議において当委員会に付託を受けました請願第８号、、、、「精神「精神「精神「精神

障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度心身障害老人等医療費助障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度心身障害老人等医療費助障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度心身障害老人等医療費助障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度心身障害老人等医療費助

成事業）の適用に関する請願書」と、請願第９号成事業）の適用に関する請願書」と、請願第９号成事業）の適用に関する請願書」と、請願第９号成事業）の適用に関する請願書」と、請願第９号、、、、「障害者差別をなくす奈良県条例の制「障害者差別をなくす奈良県条例の制「障害者差別をなくす奈良県条例の制「障害者差別をなくす奈良県条例の制

定に関する請願書」の審査とします。定に関する請願書」の審査とします。定に関する請願書」の審査とします。定に関する請願書」の審査とします。

これに伴い、出席理事者についても限定をさせていただいておりますので、ご了承願いこれに伴い、出席理事者についても限定をさせていただいておりますので、ご了承願いこれに伴い、出席理事者についても限定をさせていただいておりますので、ご了承願いこれに伴い、出席理事者についても限定をさせていただいておりますので、ご了承願い

ます。ます。ます。ます。

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

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

願います。願います。願います。願います。

それでは、審査を行います。それでは、審査を行います。それでは、審査を行います。それでは、審査を行います。

まず、請願第８号まず、請願第８号まず、請願第８号まず、請願第８号、、、、「精神障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、「精神障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、「精神障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、「精神障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、

重度心身障害老人等医療費助成事業）の適用に関する請願書」について、書記に要旨を朗重度心身障害老人等医療費助成事業）の適用に関する請願書」について、書記に要旨を朗重度心身障害老人等医療費助成事業）の適用に関する請願書」について、書記に要旨を朗重度心身障害老人等医療費助成事業）の適用に関する請願書」について、書記に要旨を朗

読させます。読させます。読させます。読させます。

○西村政務調査課長○西村政務調査課長○西村政務調査課長○西村政務調査課長 それでは、朗読させていただきます。それでは、朗読させていただきます。それでは、朗読させていただきます。それでは、朗読させていただきます。

請願第８号 精神障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業重度心身障請願第８号 精神障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業重度心身障請願第８号 精神障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業重度心身障請願第８号 精神障害者に対する福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業重度心身障

害老人等医療費助成事業）の適用に関する請願書害老人等医療費助成事業）の適用に関する請願書害老人等医療費助成事業）の適用に関する請願書害老人等医療費助成事業）の適用に関する請願書

請願者 奈良県奈良市学園大和町２－２５請願者 奈良県奈良市学園大和町２－２５請願者 奈良県奈良市学園大和町２－２５請願者 奈良県奈良市学園大和町２－２５

松葉マンション３０２ぽらりす内松葉マンション３０２ぽらりす内松葉マンション３０２ぽらりす内松葉マンション３０２ぽらりす内

精神障害者の福祉医療を実現する奈良県会議精神障害者の福祉医療を実現する奈良県会議精神障害者の福祉医療を実現する奈良県会議精神障害者の福祉医療を実現する奈良県会議

共同代表 栃本一弥、奥田和男共同代表 栃本一弥、奥田和男共同代表 栃本一弥、奥田和男共同代表 栃本一弥、奥田和男

紹介議員 新谷綋一、尾﨑充典、秋本登志嗣、小林照代、乾浩之、岡史朗、松尾勇臣、紹介議員 新谷綋一、尾﨑充典、秋本登志嗣、小林照代、乾浩之、岡史朗、松尾勇臣、紹介議員 新谷綋一、尾﨑充典、秋本登志嗣、小林照代、乾浩之、岡史朗、松尾勇臣、紹介議員 新谷綋一、尾﨑充典、秋本登志嗣、小林照代、乾浩之、岡史朗、松尾勇臣、

藤本昭広、阪口保藤本昭広、阪口保藤本昭広、阪口保藤本昭広、阪口保

要旨要旨要旨要旨

奈良県の「福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度心身障害老人等医療費助成奈良県の「福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度心身障害老人等医療費助成奈良県の「福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度心身障害老人等医療費助成奈良県の「福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度心身障害老人等医療費助成

事業事業事業事業））））」は身体・知的障害者には適用されていますが、精神障害者には適用されていませ」は身体・知的障害者には適用されていますが、精神障害者には適用されていませ」は身体・知的障害者には適用されていますが、精神障害者には適用されていませ」は身体・知的障害者には適用されていますが、精神障害者には適用されていませ

んんんん。そのため、精神障害者は、障害者。そのため、精神障害者は、障害者。そのため、精神障害者は、障害者。そのため、精神障害者は、障害者総総総総合合合合支援法支援法支援法支援法によるによるによるによる自自自自立立立立支援支援支援支援医療（精神医療（精神医療（精神医療（精神通院通院通院通院））））以外以外以外以外のののの

医療費は、精神医療費は、精神医療費は、精神医療費は、精神科科科科の入の入の入の入院院院院医療費を医療費を医療費を医療費を含含含含めてめてめてめて自己負担自己負担自己負担自己負担は３は３は３は３割割割割となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。

経済状況経済状況経済状況経済状況をををを見見見見ても、ても、ても、ても、他他他他の障害者との障害者との障害者との障害者と比べ比べ比べ比べ精神障害者の精神障害者の精神障害者の精神障害者の就労就労就労就労はははは桁違桁違桁違桁違いにいにいにいに少少少少ない現ない現ない現ない現状状状状にありまにありまにありまにありま

す。す。す。す。無無無無年年年年金金金金障害者が障害者が障害者が障害者が多多多多く、く、く、く、家族家族家族家族にににに頼っ頼っ頼っ頼って生て生て生て生活活活活をしているのが現をしているのが現をしているのが現をしているのが現状状状状です。しかし、です。しかし、です。しかし、です。しかし、多多多多くの精くの精くの精くの精

神障害者神障害者神障害者神障害者家族家族家族家族は高は高は高は高齢化齢化齢化齢化しており、老しており、老しており、老しており、老齢齢齢齢年年年年金金金金でででで細々細々細々細々とととと暮暮暮暮らしています。こうした現らしています。こうした現らしています。こうした現らしています。こうした現状状状状から、から、から、から、
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医療費の３医療費の３医療費の３医療費の３割負担割負担割負担割負担はあまりにもはあまりにもはあまりにもはあまりにも苛酷苛酷苛酷苛酷で重く、精神障害者の健康とで重く、精神障害者の健康とで重く、精神障害者の健康とで重く、精神障害者の健康と暮暮暮暮らしはらしはらしはらしは深刻深刻深刻深刻なななな状況状況状況状況にあにあにあにあ

ります。ります。ります。ります。

障害者障害者障害者障害者基基基基本本本本法法法法の理の理の理の理念念念念にはにはにはには、、、、「「「「全全全全ての障害者が、等しくての障害者が、等しくての障害者が、等しくての障害者が、等しく基基基基本的人本的人本的人本的人権権権権をををを享有享有享有享有するするするする個個個個人として人として人として人として

尊尊尊尊重され、その重され、その重され、その重され、その尊厳尊厳尊厳尊厳ににににふふふふさわしい生さわしい生さわしい生さわしい生活活活活を保障されるを保障されるを保障されるを保障される権利権利権利権利をををを有有有有する」とあります。する」とあります。する」とあります。する」とあります。是非是非是非是非ともともともとも

奈良県での制度適用をお願い奈良県での制度適用をお願い奈良県での制度適用をお願い奈良県での制度適用をお願い致致致致します。します。します。します。

１、奈良県の精神障害者にも「福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度心身障１、奈良県の精神障害者にも「福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度心身障１、奈良県の精神障害者にも「福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度心身障１、奈良県の精神障害者にも「福祉医療制度（心身障害者医療費助成事業、重度心身障

害老人等医療費助成事業害老人等医療費助成事業害老人等医療費助成事業害老人等医療費助成事業））））」を適用してください。」を適用してください。」を適用してください。」を適用してください。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長 それでは、請願第８号について、それでは、請願第８号について、それでは、請願第８号について、それでは、請願第８号について、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 この請願者のこの請願者のこの請願者のこの請願者の気持気持気持気持ちといいますか、請願のちといいますか、請願のちといいますか、請願のちといいますか、請願の趣趣趣趣旨を旨を旨を旨を十分十分十分十分理理理理解解解解はしているつもりはしているつもりはしているつもりはしているつもり

ですし、また、これまで精神障害者の方ですし、また、これまで精神障害者の方ですし、また、これまで精神障害者の方ですし、また、これまで精神障害者の方 々々々々にさまにさまにさまにさまざざざざまなごまなごまなごまなご苦労苦労苦労苦労があがあがあがあっっっったものとたものとたものとたものと思思思思います。います。います。います。

県当局としても、実県当局としても、実県当局としても、実県当局としても、実態態態態のののの調調調調査も査も査も査も十分十分十分十分した上で、した上で、した上で、した上で、予算化予算化予算化予算化に結に結に結に結びびびびつけていくことがつけていくことがつけていくことがつけていくことが急急急急がれていがれていがれていがれてい

るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思います。います。います。います。

請願の請願の請願の請願の趣趣趣趣旨からしまして、この福祉医療制度を適用することについては、これも旨からしまして、この福祉医療制度を適用することについては、これも旨からしまして、この福祉医療制度を適用することについては、これも旨からしまして、この福祉医療制度を適用することについては、これもむむむむしろしろしろしろ

遅遅遅遅きにきにきにきに失失失失したしたしたした感感感感もありますので、この請願についてもありますので、この請願についてもありますので、この請願についてもありますので、この請願について私私私私はははは賛賛賛賛成します成します成します成します。。。。（（（（発言発言発言発言する者あり）する者あり）する者あり）する者あり）

○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長 ほかの委員さほかの委員さほかの委員さほかの委員さんんんんでででで何何何何か。か。か。か。何何何何かかかか質問質問質問質問することがあすることがあすることがあすることがあっっっったら。たら。たら。たら。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 実は、実は、実は、実は、今今今今度の請願に一つだけ度の請願に一つだけ度の請願に一つだけ度の請願に一つだけ言言言言わせてほしいのですが、梶川さわせてほしいのですが、梶川さわせてほしいのですが、梶川さわせてほしいのですが、梶川さんんんん、あなた、あなた、あなた、あなた普普普普

通面倒見通面倒見通面倒見通面倒見がいいのに、この請願第８号も第９号も紹介議員にながいいのに、この請願第８号も第９号も紹介議員にながいいのに、この請願第８号も第９号も紹介議員にながいいのに、この請願第８号も第９号も紹介議員になっっっっていないけれどていないけれどていないけれどていないけれど何何何何かあかあかあかあっっっっ

たのですかというたのですかというたのですかというたのですかという話話話話が出て、そうではなくて、ならが出て、そうではなくて、ならが出て、そうではなくて、ならが出て、そうではなくて、なら元気クラブ元気クラブ元気クラブ元気クラブには和田議員と乾議員と１には和田議員と乾議員と１には和田議員と乾議員と１には和田議員と乾議員と１

年生議員が２人おられるので、どちらも年生議員が２人おられるので、どちらも年生議員が２人おられるので、どちらも年生議員が２人おられるので、どちらも無所属無所属無所属無所属の方なので、一方だけ紹介議員をさせないの方なので、一方だけ紹介議員をさせないの方なので、一方だけ紹介議員をさせないの方なので、一方だけ紹介議員をさせない

ということになるといけませということになるといけませということになるといけませということになるといけませんんんんので、２人にので、２人にので、２人にので、２人に分分分分けてけてけてけて仲仲仲仲よくさせてよくさせてよくさせてよくさせて私私私私が身をが身をが身をが身を引引引引いたというこいたというこいたというこいたというこ

とでごとでごとでごとでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、全全全全くくくく他意他意他意他意はごはごはごはござざざざいませいませいませいませんんんん。そのことを了。そのことを了。そのことを了。そのことを了解解解解いただきながらいただきながらいただきながらいただきながら質問質問質問質問したしたしたした

いのですが、精神障害者のいのですが、精神障害者のいのですが、精神障害者のいのですが、精神障害者の全国全国全国全国のののの分布分布分布分布をををを見見見見たら、実にたら、実にたら、実にたら、実にばばばばらついています。１らついています。１らついています。１らついています。１級級級級の人が例の人が例の人が例の人が例ええええ

ばばばば長長長長野野野野県ですと県ですと県ですと県ですと４４４４８８８８％％％％かとかとかとかと思えば鹿児島思えば鹿児島思えば鹿児島思えば鹿児島県に行くと３県に行くと３県に行くと３県に行くと３．．．．７７７７％％％％、それから、それから、それから、それから群馬群馬群馬群馬県ですと県ですと県ですと県ですと４４４４７７７７．．．．

９９９９％％％％、奈良県は１５、奈良県は１５、奈良県は１５、奈良県は１５．４％．４％．４％．４％です。本です。本です。本です。本来来来来、きち、きち、きち、きちんんんんとしたとしたとしたとした尺尺尺尺度があれ度があれ度があれ度があればばばばここここんんんんななななばばばばらつき方はしらつき方はしらつき方はしらつき方はし

ないとないとないとないと思思思思うのですが、なうのですが、なうのですが、なうのですが、なぜぜぜぜここここんんんんななななばばばばらつき方をするのか。らつき方をするのか。らつき方をするのか。らつき方をするのか。統計統計統計統計的的的的数字数字数字数字というのは、というのは、というのは、というのは、選挙選挙選挙選挙のののの

投票率投票率投票率投票率でもそうですが、大体でもそうですが、大体でもそうですが、大体でもそうですが、大体全国全国全国全国的に、的に、的に、的に、今回今回今回今回は５９は５９は５９は５９％ぐ％ぐ％ぐ％ぐらい、らい、らい、らい、今回今回今回今回は６０は６０は６０は６０パーセパーセパーセパーセンンンントぐトぐトぐトぐらららら

いというように、ほいというように、ほいというように、ほいというように、ほぼ似ぼ似ぼ似ぼ似ているのですけれど、こているのですけれど、こているのですけれど、こているのですけれど、こんんんんなになになになにばばばばらついているのはならついているのはならついているのはならついているのはなぜぜぜぜなのかおなのかおなのかおなのかお

聞聞聞聞かせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいとかせ願い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 梶川委員の梶川委員の梶川委員の梶川委員の質問質問質問質問におにおにおに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。



---- 4444 ----

精神障害者保健福祉精神障害者保健福祉精神障害者保健福祉精神障害者保健福祉手帳手帳手帳手帳についてのことでごについてのことでごについてのことでごについてのことでござざざざいますけれども、平成７年の精神保健福いますけれども、平成７年の精神保健福いますけれども、平成７年の精神保健福いますけれども、平成７年の精神保健福

祉祉祉祉法法法法のののの改改改改正によりまして、精神障害者保健福祉正によりまして、精神障害者保健福祉正によりまして、精神障害者保健福祉正によりまして、精神障害者保健福祉手帳手帳手帳手帳制度が制度が制度が制度が創設創設創設創設されまして、そのされまして、そのされまして、そのされまして、その中中中中でででで手帳手帳手帳手帳

に記に記に記に記載載載載されます障害等されます障害等されます障害等されます障害等級級級級といたしましては、障害のといたしましては、障害のといたしましては、障害のといたしましては、障害の程程程程度に度に度に度に応応応応じまして、重度の者から１じまして、重度の者から１じまして、重度の者から１じまして、重度の者から１級級級級、、、、

２２２２級級級級、３、３、３、３級級級級とされておりまして、とされておりまして、とされておりまして、とされておりまして、施施施施行行行行令令令令の第６条で定められているところでごの第６条で定められているところでごの第６条で定められているところでごの第６条で定められているところでござざざざいます。います。います。います。

精神障害者保健福祉精神障害者保健福祉精神障害者保健福祉精神障害者保健福祉手帳手帳手帳手帳のののの判判判判定定定定基準基準基準基準でごでごでごでござざざざいますけれども、厚生いますけれども、厚生いますけれども、厚生いますけれども、厚生労働省労働省労働省労働省のののの通通通通知で知で知で知で示示示示されされされされ

ておりまして、精神ておりまして、精神ておりまして、精神ておりまして、精神疾患疾患疾患疾患のののの存在存在存在存在のののの確確確確認、精神認、精神認、精神認、精神疾患機能疾患機能疾患機能疾患機能障害の障害の障害の障害の状態状態状態状態のののの確確確確認、そして認、そして認、そして認、そして能力能力能力能力障害、障害、障害、障害、

日日日日常常常常生生生生活活活活のしのしのしのしづづづづらさのらさのらさのらさの状態状態状態状態をををを確確確確認して等認して等認して等認して等級級級級をををを判判判判定するということにな定するということにな定するということにな定するということになっっっっているところでごているところでごているところでごているところでご

ざざざざいます。います。います。います。手帳手帳手帳手帳等の等の等の等の判判判判定につきましては、精神定につきましては、精神定につきましては、精神定につきましては、精神疾患疾患疾患疾患のののの原因原因原因原因、、、、症状症状症状症状はははは多様多様多様多様でででで経過経過経過経過もももも不不不不安定で安定で安定で安定で

あり、障害のあり、障害のあり、障害のあり、障害の状態状態状態状態もももも固固固固定しないために、精神定しないために、精神定しないために、精神定しないために、精神科科科科医によります医によります医によります医によります専門専門専門専門的な審査が的な審査が的な審査が的な審査が必必必必要とな要とな要とな要となっっっってててて

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

主治主治主治主治医が記医が記医が記医が記載載載載されましたされましたされましたされました診断診断診断診断書の審査につきましては、県精神保健福祉書の審査につきましては、県精神保健福祉書の審査につきましては、県精神保健福祉書の審査につきましては、県精神保健福祉セセセセンンンンターターターターの精神の精神の精神の精神

保健保健保健保健指指指指定医が定医が定医が定医が判判判判定定定定基準基準基準基準ににに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手帳手帳手帳手帳等等等等級級級級のののの判判判判定をしておりまして、定をしておりまして、定をしておりまして、定をしておりまして、判判判判定が定が定が定が困難困難困難困難な事な事な事な事

例につきましては、別の精神保健例につきましては、別の精神保健例につきましては、別の精神保健例につきましては、別の精神保健指指指指定医にも審査していただきまして、内定医にも審査していただきまして、内定医にも審査していただきまして、内定医にも審査していただきまして、内容容容容をををを協協協協議して議して議して議して手手手手

帳帳帳帳の等の等の等の等級級級級をををを判判判判定する体制をと定する体制をと定する体制をと定する体制をとっっっっているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいます。います。います。います。

今今今今、委員から、委員から、委員から、委員から各各各各県の県の県の県の状況状況状況状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っっっっししししゃっゃっゃっゃっていただきましたが、それていただきましたが、それていただきましたが、それていただきましたが、それぞぞぞぞれの県がれの県がれの県がれの県が

ななななぜぜぜぜこういうこういうこういうこういう数字数字数字数字になになになになっっっっているのかというところまではているのかというところまではているのかというところまではているのかというところまでは確確確確認はしていないのですけれども、認はしていないのですけれども、認はしていないのですけれども、認はしていないのですけれども、

奈良県といたしましては、１奈良県といたしましては、１奈良県といたしましては、１奈良県といたしましては、１級級級級が１５が１５が１５が１５．．．．６６６６％％％％、２、２、２、２級級級級が７３が７３が７３が７３．．．．６６６６％％％％、そして３、そして３、そして３、そして３級級級級が１０が１０が１０が１０．．．．

８８８８％％％％というというというという数字数字数字数字が出ております。が出ております。が出ております。が出ております。全国全国全国全国平平平平均均均均といたしまして、１といたしまして、１といたしまして、１といたしまして、１級級級級１６１６１６１６．．．．９９９９％％％％、そして２、そして２、そして２、そして２級級級級

が６１が６１が６１が６１．．．．５５５５％％％％、そして３、そして３、そして３、そして３級級級級が２１が２１が２１が２１．．．．６６６６％％％％ということでごということでごということでごということでござざざざいますので、奈良県といたしまいますので、奈良県といたしまいますので、奈良県といたしまいますので、奈良県といたしま

してはほしてはほしてはほしてはほぼ全国ぼ全国ぼ全国ぼ全国平平平平均均均均にににに近近近近いいいい数字数字数字数字ではないかと。また、２ではないかと。また、２ではないかと。また、２ではないかと。また、２級級級級のののの数字数字数字数字がががが全国全国全国全国平平平平均均均均より高いより高いより高いより高い数字数字数字数字

が出ているとが出ているとが出ているとが出ていると確確確確認しているところでご認しているところでご認しているところでご認しているところでござざざざいます。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 一一一一応応応応わかりましたが、そのときの審査なさる先生によわかりましたが、そのときの審査なさる先生によわかりましたが、そのときの審査なさる先生によわかりましたが、そのときの審査なさる先生によっっっって、１て、１て、１て、１級級級級になになになになっっっったりたりたりたり

３３３３級級級級になになになになっっっったりするのはたりするのはたりするのはたりするのは非常非常非常非常にににに問題問題問題問題があるので、たまたま３があるので、たまたま３があるので、たまたま３があるので、たまたま３級級級級になになになになっっっった人には、た人には、た人には、た人には、気気気気のののの毒毒毒毒だだだだ

というというというという気気気気がしますので、そのことを申し上げて、がしますので、そのことを申し上げて、がしますので、そのことを申し上げて、がしますので、そのことを申し上げて、今後今後今後今後県が県が県が県が検討検討検討検討されるされるされるされる場場場場合に、１合に、１合に、１合に、１級級級級、２、２、２、２級級級級、、、、

３３３３級級級級、、、、全全全全ての人にこの福祉医療制度が適用されるようにしていただきたいとての人にこの福祉医療制度が適用されるようにしていただきたいとての人にこの福祉医療制度が適用されるようにしていただきたいとての人にこの福祉医療制度が適用されるようにしていただきたいと思思思思います。います。います。います。

ささささっっっっき安井委員もおき安井委員もおき安井委員もおき安井委員もおっっっっししししゃゃゃゃいましたが、ないましたが、ないましたが、ないましたが、なぜぜぜぜここここんんんんなになになになに放置放置放置放置されてきたのだろうかというされてきたのだろうかというされてきたのだろうかというされてきたのだろうかという

ところにもところにもところにもところにも私私私私はははは疑問疑問疑問疑問をををを持持持持つわけですけれども、あとはつわけですけれども、あとはつわけですけれども、あとはつわけですけれども、あとは賛賛賛賛成成成成意見意見意見意見でででで言言言言わせてもらいます。わせてもらいます。わせてもらいます。わせてもらいます。以以以以

上です。上です。上です。上です。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 一つお一つお一つお一つお伺伺伺伺いしながらですが、ここにもありますように生いしながらですが、ここにもありますように生いしながらですが、ここにもありますように生いしながらですが、ここにもありますように生活活活活実実実実態態態態が大が大が大が大変厳変厳変厳変厳しいしいしいしい

状態状態状態状態だということで、精神障害者のだということで、精神障害者のだということで、精神障害者のだということで、精神障害者の就労就労就労就労が、が、が、が、他他他他の障害の方との障害の方との障害の方との障害の方と比べ比べ比べ比べてててて非常非常非常非常にににに低低低低いいいい率率率率かとかとかとかと思思思思いいいい
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ます。それがどます。それがどます。それがどます。それがどんんんんなななな状態状態状態状態なのかと。それからなのかと。それからなのかと。それからなのかと。それから就労就労就労就労されている方の１されている方の１されている方の１されている方の１カカカカ月の月の月の月の収収収収入、また、例入、また、例入、また、例入、また、例

えばえばえばえば、障害者、障害者、障害者、障害者自自自自立立立立支援法支援法支援法支援法による事業による事業による事業による事業所所所所などでなどでなどでなどで働働働働いていてどいていてどいていてどいていてどんんんんなななな状態状態状態状態なのか、そのなのか、そのなのか、そのなのか、その辺辺辺辺です。です。です。です。

無無無無年年年年金金金金者も者も者も者も多多多多いということですけれども、そういういということですけれども、そういういということですけれども、そういういということですけれども、そういう状態状態状態状態などわかりましたらなどわかりましたらなどわかりましたらなどわかりましたら教え教え教え教えていただていただていただていただ

きたいです。きたいです。きたいです。きたいです。

○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 小林委員からの小林委員からの小林委員からの小林委員からの質問質問質問質問についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。います。います。います。

いろいろいろいろいろいろいろいろ確確確確認いただいたところですけれども、認いただいたところですけれども、認いただいたところですけれども、認いただいたところですけれども、今今今今委員からお委員からお委員からお委員からお尋ね尋ね尋ね尋ねいただきました件についただきました件についただきました件についただきました件につ

きまして、ただいま当きまして、ただいま当きまして、ただいま当きまして、ただいま当課課課課といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても調調調調査を実査を実査を実査を実施施施施しているしているしているしている最中最中最中最中でごでごでごでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、郵送郵送郵送郵送

によりましてによりましてによりましてによりまして調調調調査査査査票票票票のののの配配配配付、付、付、付、回収回収回収回収を８月を８月を８月を８月末末末末をををを期期期期限といたしまして限といたしまして限といたしまして限といたしまして調調調調査させていただいてお査させていただいてお査させていただいてお査させていただいてお

ります。まだ９月に入ります。まだ９月に入ります。まだ９月に入ります。まだ９月に入っっっってもてもてもても回収回収回収回収をさせていただいているところでごをさせていただいているところでごをさせていただいているところでごをさせていただいているところでござざざざいます。います。います。います。

対対対対象象象象者といたしまして、精神障害者保健福祉者といたしまして、精神障害者保健福祉者といたしまして、精神障害者保健福祉者といたしまして、精神障害者保健福祉手帳手帳手帳手帳をををを所持所持所持所持していただいております１していただいております１していただいております１していただいております１，，，，２２２２

００名の方に対しまして００名の方に対しまして００名の方に対しまして００名の方に対しまして調調調調査させていただきまして、査させていただきまして、査させていただきまして、査させていただきまして、回答数回答数回答数回答数はははは今今今今５２０５２０５２０５２０数数数数名から名から名から名から回答回答回答回答をいをいをいをい

ただいたとただいたとただいたとただいたと確確確確認しているところでご認しているところでご認しているところでご認しているところでござざざざいます。います。います。います。

ただいまそのただいまそのただいまそのただいまその回答回答回答回答の内の内の内の内容容容容につきましてにつきましてにつきましてにつきまして調調調調査の結果を査の結果を査の結果を査の結果を整整整整理、理、理、理、分析分析分析分析しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいいいい

ます。それをまとめたます。それをまとめたます。それをまとめたます。それをまとめた状態状態状態状態で、で、で、で、今後今後今後今後の対策につきましての対策につきましての対策につきましての対策につきまして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え考え考え考えているとているとているとていると

ころでごころでごころでごころでござざざざいます。その内います。その内います。その内います。その内容容容容につきましてはまたにつきましてはまたにつきましてはまたにつきましてはまた整整整整理させていただいて、理させていただいて、理させていただいて、理させていただいて、公公公公表させていた表させていた表させていた表させていた

だこうとだこうとだこうとだこうと考え考え考え考えているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいます。います。います。います。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 今今今今、、、、調調調調査をしていただいているということですけれど、査をしていただいているということですけれど、査をしていただいているということですけれど、査をしていただいているということですけれど、恐恐恐恐らくらくらくらく他他他他の障害者のの障害者のの障害者のの障害者の

方と方と方と方と比べ比べ比べ比べてもてもてもても就労率就労率就労率就労率は大は大は大は大変低変低変低変低いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思いますし、いますし、いますし、いますし、ややややはり事業はり事業はり事業はり事業所所所所などでの、福祉などでの、福祉などでの、福祉などでの、福祉

就労就労就労就労とととと言言言言われますが、そういうわれますが、そういうわれますが、そういうわれますが、そういう就労就労就労就労でも本当に１でも本当に１でも本当に１でも本当に１カカカカ月の月の月の月の工賃工賃工賃工賃は平は平は平は平均均均均して、これはほかの障して、これはほかの障して、これはほかの障して、これはほかの障

害者の害者の害者の害者の場場場場合の合の合の合の経験経験経験経験もありますけれど、１もありますけれど、１もありますけれど、１もありますけれど、１万円万円万円万円あるかないかという、そういうあるかないかという、そういうあるかないかという、そういうあるかないかという、そういう状況状況状況状況があるとがあるとがあるとがあると

思思思思います。います。います。います。

それから、ここに書いてくださそれから、ここに書いてくださそれから、ここに書いてくださそれから、ここに書いてくださっっっっているように、ているように、ているように、ているように、確確確確かに精神障害の方は２０かに精神障害の方は２０かに精神障害の方は２０かに精神障害の方は２０歳前歳前歳前歳前にににに発症発症発症発症

される方がされる方がされる方がされる方が多多多多いですから、いですから、いですから、いですから、国民国民国民国民年年年年金金金金がまだがまだがまだがまだ未加未加未加未加入入入入状態状態状態状態ということで、年ということで、年ということで、年ということで、年金金金金もないというもないというもないというもないという状状状状

況況況況もももも多多多多いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思いまして、いまして、いまして、いまして、ぜひぜひぜひぜひ福祉医療助成制度を福祉医療助成制度を福祉医療助成制度を福祉医療助成制度を採択採択採択採択していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思

います。そういういます。そういういます。そういういます。そういう点点点点でいきますと、でいきますと、でいきますと、でいきますと、ぜひ全ぜひ全ぜひ全ぜひ全てのてのてのての手帳所持手帳所持手帳所持手帳所持者の方にまで対者の方にまで対者の方にまで対者の方にまで対象象象象を広げていただを広げていただを広げていただを広げていただ

いて、この助成制度をしていただきたいということで。はい、いて、この助成制度をしていただきたいということで。はい、いて、この助成制度をしていただきたいということで。はい、いて、この助成制度をしていただきたいということで。はい、意見意見意見意見です。です。です。です。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 今今今今の小林委員のの小林委員のの小林委員のの小林委員の質問質問質問質問と重なるかもしれませと重なるかもしれませと重なるかもしれませと重なるかもしれませんんんんが、県が実が、県が実が、県が実が、県が実態調態調態調態調査をしていら査をしていら査をしていら査をしていらっっっっしししし

ゃゃゃゃる、そのる、そのる、そのる、その辺辺辺辺のののの時期時期時期時期とかどういうとかどういうとかどういうとかどういう項目項目項目項目でとか、でとか、でとか、でとか、今今今今１１１１，，，，２００名に出されて５００名２００名に出されて５００名２００名に出されて５００名２００名に出されて５００名返信返信返信返信がががが

ああああっっっったということでしょうか。もうたということでしょうか。もうたということでしょうか。もうたということでしょうか。もう少少少少しししし詳詳詳詳しく実しく実しく実しく実態調態調態調態調査の件についてお査の件についてお査の件についてお査の件についてお伺伺伺伺いしておきます。いしておきます。いしておきます。いしておきます。

○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 今今今今、、、、調調調調査についてお査についてお査についてお査についてお伺伺伺伺いいただいたところでごいいただいたところでごいいただいたところでごいいただいたところでござざざざいます。います。います。います。
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調調調調査でご査でご査でご査でござざざざいますけれども、精神障害者保健福祉いますけれども、精神障害者保健福祉いますけれども、精神障害者保健福祉いますけれども、精神障害者保健福祉手帳手帳手帳手帳をををを所持所持所持所持しておられます方、１しておられます方、１しておられます方、１しておられます方、１，，，，２２２２

００名を００名を００名を００名を無作為抽無作為抽無作為抽無作為抽出いたしまして、出いたしまして、出いたしまして、出いたしまして、全全全全体の１８体の１８体の１８体の１８％％％％に当たる方に対しまして、に当たる方に対しまして、に当たる方に対しまして、に当たる方に対しまして、郵送郵送郵送郵送によりによりによりにより調調調調

査査査査票票票票をををを配配配配付させていただいて付させていただいて付させていただいて付させていただいて回収回収回収回収させていただいているところでごさせていただいているところでごさせていただいているところでごさせていただいているところでござざざざいます。それにつきいます。それにつきいます。それにつきいます。それにつき

まして、８月１まして、８月１まして、８月１まして、８月１カカカカ月月月月間間間間かけてかけてかけてかけて調調調調査させていただいたところでご査させていただいたところでご査させていただいたところでご査させていただいたところ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、回収回収回収回収、、、、

回答回答回答回答いただきましたのが５２０いただきましたのが５２０いただきましたのが５２０いただきましたのが５２０数数数数名ということでご名ということでご名ということでご名ということでござざざざいます。大体います。大体います。大体います。大体率率率率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４４４４

４％４％４％４％の方にの方にの方にの方に回答回答回答回答いただいたということでいただいたということでいただいたということでいただいたということで確確確確認しているところでご認しているところでご認しているところでご認しているところでござざざざいます。います。います。います。

ただいまその内ただいまその内ただいまその内ただいまその内容容容容につきましてにつきましてにつきましてにつきまして分析分析分析分析なりなりなりなり整整整整理をさせていただいているところでご理をさせていただいているところでご理をさせていただいているところでご理をさせていただいているところでござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。何何何何とかとかとかとか早早早早くまとめまして、くまとめまして、くまとめまして、くまとめまして、次次次次の対策をの対策をの対策をの対策を打っ打っ打っ打っ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いるところでごているところでごているところでごているところでござざざざいまいまいまいま

す。す。す。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。

ほかにないようでごほかにないようでごほかにないようでごほかにないようでござざざざいましたら、これでいましたら、これでいましたら、これでいましたら、これで質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

続続続続いて、請願第８号について、委員のいて、請願第８号について、委員のいて、請願第８号について、委員のいて、請願第８号について、委員の意見意見意見意見をををを求求求求めます。ごめます。ごめます。ごめます。ご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 請願第８号の精神障害者に対する福祉医療制度の適用に関する請願につきま請願第８号の精神障害者に対する福祉医療制度の適用に関する請願につきま請願第８号の精神障害者に対する福祉医療制度の適用に関する請願につきま請願第８号の精神障害者に対する福祉医療制度の適用に関する請願につきま

しては、先ほども小林委員からありましたけれども、精神障害は２０しては、先ほども小林委員からありましたけれども、精神障害は２０しては、先ほども小林委員からありましたけれども、精神障害は２０しては、先ほども小林委員からありましたけれども、精神障害は２０歳前後歳前後歳前後歳前後にににに発症発症発症発症するこするこするこするこ

とがとがとがとが多多多多く、く、く、く、時期時期時期時期が年が年が年が年金加金加金加金加入の入の入の入の時期時期時期時期と重なりまして、本人とと重なりまして、本人とと重なりまして、本人とと重なりまして、本人と家族家族家族家族のののの皆皆皆皆様様様様方の方の方の方の葛葛葛葛藤の日藤の日藤の日藤の日 々々々々にににに多多多多

くのくのくのくのエネルギエネルギエネルギエネルギーーーーがががが注注注注がれるようです。がれるようです。がれるようです。がれるようです。加加加加入を入を入を入を怠怠怠怠ることがることがることがることが必必必必然然然然とととと言え言え言え言えるということで、るということで、るということで、るということで、統計統計統計統計

ではではではでは未加未加未加未加入が３入が３入が３入が３割割割割というというというというデデデデータータータータもあります。もあります。もあります。もあります。

さらには、精神障害のさらには、精神障害のさらには、精神障害のさらには、精神障害の特徴特徴特徴特徴として、本人にとして、本人にとして、本人にとして、本人に自自自自覚覚覚覚がががが少少少少なくなくなくなく家族家族家族家族もももも偏偏偏偏見見見見をををを恐恐恐恐れて認めたがられて認めたがられて認めたがられて認めたがら

ないということもあり、そのないということもあり、そのないということもあり、そのないということもあり、その潜潜潜潜在在在在的な人たちを的な人たちを的な人たちを的な人たちを含含含含めると７めると７めると７めると７割割割割の人たちがの人たちがの人たちがの人たちが未加未加未加未加入との入との入との入との推推推推計計計計もももも

あります。これらの人たちが障害年あります。これらの人たちが障害年あります。これらの人たちが障害年あります。これらの人たちが障害年金金金金を受けられないを受けられないを受けられないを受けられない状況状況状況状況でもあります。でもあります。でもあります。でもあります。

このこのこのこの観観観観点点点点からも、からも、からも、からも、他他他他の障害者との障害者との障害者との障害者と比比比比較較較較してもしてもしてもしても経済経済経済経済的な的な的な的な支援支援支援支援がががが必必必必要であり、福祉医療制度を要であり、福祉医療制度を要であり、福祉医療制度を要であり、福祉医療制度を

身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者やややや知的障害者と同等とする請願につきましては、知的障害者と同等とする請願につきましては、知的障害者と同等とする請願につきましては、知的障害者と同等とする請願につきましては、採択採択採択採択すすすすべべべべきときときときと考え考え考え考えます。ます。ます。ます。以以以以上上上上

です。です。です。です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 私私私私もももも今今今今の尾﨑委員と同じように、の尾﨑委員と同じように、の尾﨑委員と同じように、の尾﨑委員と同じように、採択採択採択採択する立する立する立する立場場場場でででで簡単簡単簡単簡単にごにごにごにご意見意見意見意見を申し上げたを申し上げたを申し上げたを申し上げた

いといといといと思思思思います。います。います。います。

ことしの２月の議会で、これをことしの２月の議会で、これをことしの２月の議会で、これをことしの２月の議会で、これを質問質問質問質問させてもらいました。させてもらいました。させてもらいました。させてもらいました。今今今今でもあのときの知事のでもあのときの知事のでもあのときの知事のでもあのときの知事の答答答答弁弁弁弁

をををを覚覚覚覚ええええているのですが、ているのですが、ているのですが、ているのですが、早早早早速速速速調べ調べ調べ調べて、市町て、市町て、市町て、市町村村村村のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いて対いて対いて対いて対処処処処したいとおしたいとおしたいとおしたいとおっっっっししししゃゃゃゃいましいましいましいまし

た。そのた。そのた。そのた。その間間間間、どう進めるのだろう、、どう進めるのだろう、、どう進めるのだろう、、どう進めるのだろう、来来来来年度の年度の年度の年度の予算予算予算予算でもとでもとでもとでもとっっっってててて調調調調査、査、査、査、アアアアンンンンケケケケートートートートするのだするのだするのだするのだっっっっ

たらこれはまた１年たらこれはまた１年たらこれはまた１年たらこれはまた１年確確確確実におくれるし、どうなさるのだろうと実におくれるし、どうなさるのだろうと実におくれるし、どうなさるのだろうと実におくれるし、どうなさるのだろうと思っ思っ思っ思って、職員にて、職員にて、職員にて、職員に聞聞聞聞いたら、いたら、いたら、いたら、

いいいいやややや、もう、もう、もう、もう予算予算予算予算はないからはないからはないからはないから私私私私達達達達でつくでつくでつくでつくっっっっててててやっやっやっやっていますとていますとていますとていますと聞聞聞聞いて、これはいて、これはいて、これはいて、これはややややるるるる気気気気だとだとだとだと思っ思っ思っ思っ
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てててて喜喜喜喜んんんんだだだだ次次次次第でご第でご第でご第でござざざざいますが、ないますが、ないますが、ないますが、なぜぜぜぜここここんんんんなに精神障害者の福祉医療がなに精神障害者の福祉医療がなに精神障害者の福祉医療がなに精神障害者の福祉医療が放置放置放置放置されていたかとされていたかとされていたかとされていたかと

いうのは、いうのは、いうのは、いうのは、我我我我 々々々々県議会議員も県の職員も県議会議員も県の職員も県議会議員も県の職員も県議会議員も県の職員も気気気気をつけないといけないのは、をつけないといけないのは、をつけないといけないのは、をつけないといけないのは、ややややはり県ではり県ではり県ではり県でやっやっやっやってててて

いることはどうしてもいることはどうしてもいることはどうしてもいることはどうしても住住住住民民民民からちょからちょからちょからちょっっっっとととと遠遠遠遠いところにあるので、そいところにあるので、そいところにあるので、そいところにあるので、そんんんんなななな形形形形でずでずでずでずっっっっとおくれとおくれとおくれとおくれ

てきたのかとてきたのかとてきたのかとてきたのかと私私私私は理は理は理は理解解解解しています。しています。しています。しています。ぜひ今回ぜひ今回ぜひ今回ぜひ今回の請願をの請願をの請願をの請願を採択採択採択採択して、して、して、して、早早早早速速速速来来来来年度からでもそれ年度からでもそれ年度からでもそれ年度からでもそれ

はははは早早早早くできるのだくできるのだくできるのだくできるのだっっっったらしてほしいのですけれども、福祉医療が適用されるようにしていたらしてほしいのですけれども、福祉医療が適用されるようにしていたらしてほしいのですけれども、福祉医療が適用されるようにしていたらしてほしいのですけれども、福祉医療が適用されるようにしてい

ただきますようにお願いして、ただきますようにお願いして、ただきますようにお願いして、ただきますようにお願いして、賛賛賛賛成成成成意見意見意見意見としたいととしたいととしたいととしたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 私私私私も請願第８号についてはも請願第８号についてはも請願第８号についてはも請願第８号について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。採択採択採択採択にににに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。

先ほど１つ先ほど１つ先ほど１つ先ほど１つ言言言言わなかわなかわなかわなかっっっったのですが、生たのですが、生たのですが、生たのですが、生活活活活実実実実態態態態がががが非常非常非常非常に大に大に大に大変変変変だということと、だということと、だということと、だということと、手帳手帳手帳手帳の等の等の等の等級級級級

のののの曖昧曖昧曖昧曖昧なそういうものは、なそういうものは、なそういうものは、なそういうものは、ややややはりはりはりはり非常非常非常非常に精神障害者に、に精神障害者に、に精神障害者に、に精神障害者に、特特特特性があると性があると性があると性があると思思思思うのです。そういうのです。そういうのです。そういうのです。そうい

うううう点点点点からも１からも１からも１からも１級級級級とか２とか２とか２とか２級級級級とか３とか３とか３とか３級級級級とかになりますけれども、それで本当にどうとかになりますけれども、それで本当にどうとかになりますけれども、それで本当にどうとかになりますけれども、それで本当にどう違違違違うかというかというかというかとい

うことですが、それは実うことですが、それは実うことですが、それは実うことですが、それは実際際際際の生の生の生の生活活活活実実実実態態態態からからからから見見見見ないといけないとないといけないとないといけないとないといけない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。

それともう一つは、それともう一つは、それともう一つは、それともう一つは、ややややはり身体的なはり身体的なはり身体的なはり身体的な病病病病気気気気も合も合も合も合併併併併されることもありまして、この身体のされることもありまして、この身体のされることもありまして、この身体のされることもありまして、この身体の病病病病

気気気気などでは医療費がまだかかるということですので、そういうなどでは医療費がまだかかるということですので、そういうなどでは医療費がまだかかるということですので、そういうなどでは医療費がまだかかるということですので、そういう点点点点もももも考え考え考え考えて、て、て、て、ぜひぜひぜひぜひこの制度、この制度、この制度、この制度、

請願第８号請願第８号請願第８号請願第８号採択採択採択採択をしていただきたいということです。をしていただきたいということです。をしていただきたいということです。をしていただきたいということです。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 公公公公明党明党明党明党といたしましても、この請願第８号、身体・知的障害者には適用されてといたしましても、この請願第８号、身体・知的障害者には適用されてといたしましても、この請願第８号、身体・知的障害者には適用されてといたしましても、この請願第８号、身体・知的障害者には適用されて

いるけれども精神障害者には適用されていないということで、県の福祉医療制度に適用さいるけれども精神障害者には適用されていないということで、県の福祉医療制度に適用さいるけれども精神障害者には適用されていないということで、県の福祉医療制度に適用さいるけれども精神障害者には適用されていないということで、県の福祉医療制度に適用さ

れるよう、この請願にはれるよう、この請願にはれるよう、この請願にはれるよう、この請願には賛賛賛賛成をしたいと成をしたいと成をしたいと成をしたいと思思思思います。います。います。います。

私私私私のののの周周周周りにもこういりにもこういりにもこういりにもこういっっっった精神障害の方がたくさた精神障害の方がたくさた精神障害の方がたくさた精神障害の方がたくさんんんんいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃいまして、２いまして、２いまして、２いまして、２４時間４時間４時間４時間いついついついつ相相相相

談談談談が入るかわからないということで、が入るかわからないということで、が入るかわからないということで、が入るかわからないということで、私私私私もそれなりに精いもそれなりに精いもそれなりに精いもそれなりに精いっっっっぱぱぱぱい対い対い対い対応応応応させていただいていさせていただいていさせていただいていさせていただいてい

ますが、大体そういう方ますが、大体そういう方ますが、大体そういう方ますが、大体そういう方 々々々々はははは仕仕仕仕事を事を事を事を持っ持っ持っ持っていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃいませいませいませいませんんんんし、し、し、し、家族家族家族家族にににに頼っ頼っ頼っ頼って生て生て生て生活活活活をしをしをしをし

ていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃるというるというるというるという状況状況状況状況、、、、自自自自立ができていないという立ができていないという立ができていないという立ができていないという状況状況状況状況の方をたくさの方をたくさの方をたくさの方をたくさん見ん見ん見ん見受けますの受けますの受けますの受けますの

で、で、で、で、早早早早いいいい段階段階段階段階から、から、から、から、軽軽軽軽度の度の度の度の段階段階段階段階から、から、から、から、今今今今、認知行、認知行、認知行、認知行動動動動療療療療法法法法という療という療という療という療法法法法も保も保も保も保険険険険適用にな適用にな適用にな適用になっっっっておておておてお

りますので、こういりますので、こういりますので、こういりますので、こういっっっったこともたこともたこともたことも含含含含めて精神障害の方がめて精神障害の方がめて精神障害の方がめて精神障害の方が自自自自立できるようにということで、ま立できるようにということで、ま立できるようにということで、ま立できるようにということで、ま

ずはこの請願第８号にずはこの請願第８号にずはこの請願第８号にずはこの請願第８号に賛賛賛賛成をしたいと成をしたいと成をしたいと成をしたいと思思思思います。います。います。います。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 まだまだまだまだまだまだまだまだ調調調調査査査査中中中中ということもあるのでしょうが、ということもあるのでしょうが、ということもあるのでしょうが、ということもあるのでしょうが、４４％４４％４４％４４％のののの回収率回収率回収率回収率という報告という報告という報告という報告

ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、中中中中身が身が身が身が問問問問われているとわれているとわれているとわれていると思思思思うので、うので、うので、うので、早早早早くくくく調調調調査結果に査結果に査結果に査結果に基づ基づ基づ基づいて県の対いて県の対いて県の対いて県の対応応応応がががが迫迫迫迫られられられられ

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思思思思います。ですので、この請願者からの内います。ですので、この請願者からの内います。ですので、この請願者からの内います。ですので、この請願者からの内容容容容をををを十分十分十分十分酌酌酌酌みみみみ取取取取っっっって、県て、県て、県て、県

の対の対の対の対応応応応はははは迅速迅速迅速迅速さをさをさをさを求求求求められているのではないかとめられているのではないかとめられているのではないかとめられているのではないかと思思思思うううう次次次次第です。よ第です。よ第です。よ第です。よっっっって請願第８号について請願第８号について請願第８号について請願第８号につい

ては、ては、ては、ては、自自自自由由由由民主民主民主民主党党党党はははは賛賛賛賛成したいと成したいと成したいと成したいと思思思思います。います。います。います。

○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長 ほかにないですほかにないですほかにないですほかにないですねねねね。。。。（（（（発言発言発言発言する者あり）はい、そうですする者あり）はい、そうですする者あり）はい、そうですする者あり）はい、そうですねねねね。。。。
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ほかにほかにほかにほかに意見意見意見意見はごはごはごはござざざざいませいませいませいませんんんんので、ただいまより請願第８号についてので、ただいまより請願第８号についてので、ただいまより請願第８号についてので、ただいまより請願第８号について採採採採決決決決を行います。を行います。を行います。を行います。

採採採採決決決決はははは簡易簡易簡易簡易採採採採決決決決により行いたいとにより行いたいとにより行いたいとにより行いたいと思思思思いますが、ごいますが、ごいますが、ごいますが、ご異異異異議ご議ご議ご議ござざざざいませいませいませいませんんんんでしょうか。でしょうか。でしょうか。でしょうか。

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

それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りいたします。りいたします。りいたします。りいたします。

請願第８号について請願第８号について請願第８号について請願第８号について採択採択採択採択することにごすることにごすることにごすることにご異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんんか。か。か。か。

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

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

よよよよっっっって、請願第８号は、て、請願第８号は、て、請願第８号は、て、請願第８号は、採択採択採択採択することにすることにすることにすることに決決決決しました。しました。しました。しました。

次次次次に、請願第９号に、請願第９号に、請願第９号に、請願第９号、、、、「障害者差別をなくす奈良県条例の制定に関する請願書」について「障害者差別をなくす奈良県条例の制定に関する請願書」について「障害者差別をなくす奈良県条例の制定に関する請願書」について「障害者差別をなくす奈良県条例の制定に関する請願書」について、、、、

書記に要旨を朗読させます。書記に要旨を朗読させます。書記に要旨を朗読させます。書記に要旨を朗読させます。

○西村政務調査課長○西村政務調査課長○西村政務調査課長○西村政務調査課長 請願第９号 「障害者差別をなくす奈良県条例の制定に関する請願請願第９号 「障害者差別をなくす奈良県条例の制定に関する請願請願第９号 「障害者差別をなくす奈良県条例の制定に関する請願請願第９号 「障害者差別をなくす奈良県条例の制定に関する請願

書」書」書」書」

請願者 奈良市請願者 奈良市請願者 奈良市請願者 奈良市法法法法蓮蓮蓮蓮町１０２７－１町１０２７－１町１０２７－１町１０２７－１

若草ハイツ若草ハイツ若草ハイツ若草ハイツ１１１１階階階階 自自自自立生立生立生立生活セ活セ活セ活センンンンターターターター 奈良奈良奈良奈良サポサポサポサポートートートート２２２２４４４４内内内内

奈良県障害者差別をなくす条例を奈良県障害者差別をなくす条例を奈良県障害者差別をなくす条例を奈良県障害者差別をなくす条例を作作作作る実行委員会る実行委員会る実行委員会る実行委員会

代表 米本代表 米本代表 米本代表 米本佳由佳由佳由佳由

紹介議員 尾﨑充典、紹介議員 尾﨑充典、紹介議員 尾﨑充典、紹介議員 尾﨑充典、中中中中村村村村昭、小林照代、和田昭、小林照代、和田昭、小林照代、和田昭、小林照代、和田恵恵恵恵治治治治、岡史朗、岡史朗、岡史朗、岡史朗

要旨要旨要旨要旨

私私私私たち「奈良県障害者差別をなくす条例をたち「奈良県障害者差別をなくす条例をたち「奈良県障害者差別をなくす条例をたち「奈良県障害者差別をなくす条例を作作作作る実行委員会」は、障害者差別をなくす条る実行委員会」は、障害者差別をなくす条る実行委員会」は、障害者差別をなくす条る実行委員会」は、障害者差別をなくす条

例の制定をめ例の制定をめ例の制定をめ例の制定をめざざざざしてしてしてして活活活活動動動動してきました。してきました。してきました。してきました。

これまで障害者のこれまで障害者のこれまで障害者のこれまで障害者の社社社社会会会会参参参参加や自加や自加や自加や自立の実現のため、福祉制度の充実、立の実現のため、福祉制度の充実、立の実現のため、福祉制度の充実、立の実現のため、福祉制度の充実、公公公公共共共共交交交交通機通機通機通機関の関の関の関の改改改改善善善善、、、、

福祉のまち福祉のまち福祉のまち福祉のまちづづづづくり、などくり、などくり、などくり、など様々様々様々様々なななな施施施施策が行われてきましたが、障害者の生策が行われてきましたが、障害者の生策が行われてきましたが、障害者の生策が行われてきましたが、障害者の生活や権利活や権利活や権利活や権利がいまだがいまだがいまだがいまだ

十分十分十分十分には保障されず、障害を理には保障されず、障害を理には保障されず、障害を理には保障されず、障害を理由由由由とする差別（とする差別（とする差別（とする差別（不不不不平等な平等な平等な平等な取取取取りりりり扱扱扱扱い、合理的い、合理的い、合理的い、合理的配配配配慮慮慮慮のののの不不不不提供提供提供提供））））

がががが存在存在存在存在している現している現している現している現状状状状です。です。です。です。

奈良県においても、奈良県においても、奈良県においても、奈良県においても、雇雇雇雇用された障害者が用された障害者が用された障害者が用された障害者が暴暴暴暴行を受けたり年行を受けたり年行を受けたり年行を受けたり年金金金金をををを横領横領横領横領された「大された「大された「大された「大橋製橋製橋製橋製作所作所作所作所

事件」事件」事件」事件」やややや地地地地元中元中元中元中学学学学へへへへの進学をの進学をの進学をの進学を拒否拒否拒否拒否されたされたされたされた下下下下市町の障害のある生市町の障害のある生市町の障害のある生市町の障害のある生徒徒徒徒ささささんんんんのののの訴訟訴訟訴訟訴訟などがありまなどがありまなどがありまなどがありま

した。またした。またした。またした。また私私私私たちが実たちが実たちが実たちが実施施施施した差別に関するした差別に関するした差別に関するした差別に関するアアアアンンンンケケケケート調ート調ート調ート調査でも査でも査でも査でも多多多多くの差別事案が報告されくの差別事案が報告されくの差別事案が報告されくの差別事案が報告され

ています。ています。ています。ています。

障害者が差別を受けることなく、す障害者が差別を受けることなく、す障害者が差別を受けることなく、す障害者が差別を受けることなく、すべべべべての人がそのての人がそのての人がそのての人がその尊厳尊厳尊厳尊厳をををを尊尊尊尊重され安心して重され安心して重され安心して重され安心して暮暮暮暮らせる奈らせる奈らせる奈らせる奈

良県にするための条例の制定を良県にするための条例の制定を良県にするための条例の制定を良県にするための条例の制定を求求求求めて、めて、めて、めて、以以以以下下下下の事の事の事の事項項項項を請願いたします。を請願いたします。を請願いたします。を請願いたします。
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1111))))障害者差別をなくすための奈良県条例を制定してください。障害者差別をなくすための奈良県条例を制定してください。障害者差別をなくすための奈良県条例を制定してください。障害者差別をなくすための奈良県条例を制定してください。

2222))))どどどどんんんんな条例をな条例をな条例をな条例を作作作作るのかをるのかをるのかをるのかを検討検討検討検討するために、障害当事者がするために、障害当事者がするために、障害当事者がするために、障害当事者が参参参参加加加加する委員会をする委員会をする委員会をする委員会を設置設置設置設置してくしてくしてくしてく

ださい。ださい。ださい。ださい。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長 それでは、請願第９号について、それでは、請願第９号について、それでは、請願第９号について、それでは、請願第９号について、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。

質問質問質問質問がなけれがなけれがなけれがなければばばば、これをもちまして、これをもちまして、これをもちまして、これをもちまして質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思います。います。います。います。

続続続続いて、請願第９号について委員のいて、請願第９号について委員のいて、請願第９号について委員のいて、請願第９号について委員の意見意見意見意見をををを求求求求めます。めます。めます。めます。

ごごごご発言発言発言発言があれがあれがあれがあればばばばお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 請願第９号について、請願第９号について、請願第９号について、請願第９号について、賛賛賛賛成をいたします。成をいたします。成をいたします。成をいたします。

ただ、どただ、どただ、どただ、どんんんんな条例をつくるかな条例をつくるかな条例をつくるかな条例をつくるか検討検討検討検討するための障害当事者がするための障害当事者がするための障害当事者がするための障害当事者が参参参参加加加加する委員会ですけれど、する委員会ですけれど、する委員会ですけれど、する委員会ですけれど、

障害は障害は障害は障害は各各各各種種種種、いろいろありますので、できるだけそれ、いろいろありますので、できるだけそれ、いろいろありますので、できるだけそれ、いろいろありますので、できるだけそれぞぞぞぞれの障害の方がれの障害の方がれの障害の方がれの障害の方が参参参参加加加加できるようにできるようにできるようにできるように

していただけたらとしていただけたらとしていただけたらとしていただけたらと思思思思います。います。います。います。意見意見意見意見です。です。です。です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 賛賛賛賛成の立成の立成の立成の立場場場場からからからから少少少少しごしごしごしご意見意見意見意見をををを言っ言っ言っ言ってててて賛賛賛賛成したいと成したいと成したいと成したいと思思思思います。かいます。かいます。かいます。かねねねねががががねねねねからからからから各各各各

議員こうい議員こうい議員こうい議員こういっっっった条例をつくた条例をつくた条例をつくた条例をつくっっっってほしいというのは申し上げてきたのですが、てほしいというのは申し上げてきたのですが、てほしいというのは申し上げてきたのですが、てほしいというのは申し上げてきたのですが、国国国国でまだそうでまだそうでまだそうでまだそう

いいいいっっっったたたた法法法法律律律律ができていない。ができていない。ができていない。ができていない。今回今回今回今回、差別、差別、差別、差別解解解解消消消消法法法法という、という、という、という、文文文文言言言言がちょがちょがちょがちょっっっっとととと違違違違いましたができいましたができいましたができいましたができ

ましたので、いよいよ奈良県もましたので、いよいよ奈良県もましたので、いよいよ奈良県もましたので、いよいよ奈良県も動動動動かないといけないときにかないといけないときにかないといけないときにかないといけないときに来来来来たとたとたとたと思思思思いましたが、ちょうどいましたが、ちょうどいましたが、ちょうどいましたが、ちょうど

去去去去年の高年の高年の高年の高校校校校生議会で、高生議会で、高生議会で、高生議会で、高校校校校生が生が生が生が質問質問質問質問をされたときに、知事は、せをされたときに、知事は、せをされたときに、知事は、せをされたときに、知事は、せっっっっかくのごかくのごかくのごかくのご提提提提案ですから案ですから案ですから案ですから

つくりましょうとつくりましょうとつくりましょうとつくりましょうと答答答答弁弁弁弁をされたのが、これもをされたのが、これもをされたのが、これもをされたのが、これも耳耳耳耳にににに残残残残っっっっているのですけれど、県当局もそうているのですけれど、県当局もそうているのですけれど、県当局もそうているのですけれど、県当局もそう

おおおお考え考え考え考えですし、同ですし、同ですし、同ですし、同時時時時にこれをつくるにこれをつくるにこれをつくるにこれをつくる場場場場合の審議合の審議合の審議合の審議機機機機関というか、委員会が関というか、委員会が関というか、委員会が関というか、委員会が多分多分多分多分つくられるとつくられるとつくられるとつくられると

いうかつくいうかつくいうかつくいうかつくっっっってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思うのですが、それには、例うのですが、それには、例うのですが、それには、例うのですが、それには、例えばえばえばえば身体障害者という身体障害者という身体障害者という身体障害者という中中中中にににに透透透透析患析患析患析患者者者者

なども一なども一なども一なども一緒緒緒緒くたに入くたに入くたに入くたに入っっっっていたりしますが、そうではなくて、ていたりしますが、そうではなくて、ていたりしますが、そうではなくて、ていたりしますが、そうではなくて、各各各各ジャジャジャジャンンンンルルルルごとに障害者をごとに障害者をごとに障害者をごとに障害者を全全全全

部入れるような部入れるような部入れるような部入れるような形形形形でつくでつくでつくでつくっっっってほしいということを、６月議会でも申し上げてきたてほしいということを、６月議会でも申し上げてきたてほしいということを、６月議会でも申し上げてきたてほしいということを、６月議会でも申し上げてきた経過経過経過経過があがあがあがあ

り、それに合り、それに合り、それに合り、それに合っっっった請願が出てきたので、た請願が出てきたので、た請願が出てきたので、た請願が出てきたので、ぜひ賛ぜひ賛ぜひ賛ぜひ賛成をしたいと成をしたいと成をしたいと成をしたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 請願第９号に請願第９号に請願第９号に請願第９号に賛賛賛賛成をいたします。成をいたします。成をいたします。成をいたします。

障害者障害者障害者障害者自自自自身というよりもその身というよりもその身というよりもその身というよりもその家族家族家族家族の方、の方、の方、の方、周周周周りの方からいろいろ、障害者に対する差別のりの方からいろいろ、障害者に対する差別のりの方からいろいろ、障害者に対する差別のりの方からいろいろ、障害者に対する差別の

相談相談相談相談を受けてまいりました。県としてもこういを受けてまいりました。県としてもこういを受けてまいりました。県としてもこういを受けてまいりました。県としてもこういっっっった条例を制定していくた条例を制定していくた条例を制定していくた条例を制定していくべべべべきだときだときだときだと思っ思っ思っ思っておておておてお

ります。ります。ります。ります。以以以以上です。上です。上です。上です。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 請願第９号について請願第９号について請願第９号について請願第９号について賛賛賛賛成ということで、成ということで、成ということで、成ということで、意見意見意見意見を申しを申しを申しを申し述述述述べべべべ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。

2222))))のののの中中中中で、で、で、で、今今今今もももも意見意見意見意見が出ていましたように、障害者当事者がが出ていましたように、障害者当事者がが出ていましたように、障害者当事者がが出ていましたように、障害者当事者が参参参参加加加加する委員会をする委員会をする委員会をする委員会を設置設置設置設置してくしてくしてくしてく

ださいということです。それで、これは県でどうおださいということです。それで、これは県でどうおださいということです。それで、これは県でどうおださいということです。それで、これは県でどうお考え考え考え考えになになになになっっっっているかわかりませているかわかりませているかわかりませているかわかりませんんんんが、が、が、が、
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もし委員会をつくもし委員会をつくもし委員会をつくもし委員会をつくっっっって条例をて条例をて条例をて条例を検討検討検討検討するならするならするならするならばばばばそうしてもらいたいし、つくらないそうしてもらいたいし、つくらないそうしてもらいたいし、つくらないそうしてもらいたいし、つくらない場場場場合は、合は、合は、合は、

障害者からの障害者からの障害者からの障害者からの意見意見意見意見をををを十分十分十分十分反映反映反映反映できるような上で条例案を策定してもらいたいとできるような上で条例案を策定してもらいたいとできるような上で条例案を策定してもらいたいとできるような上で条例案を策定してもらいたいと思思思思います。います。います。います。

特特特特に差別について、に差別について、に差別について、に差別について、各各各各都道府都道府都道府都道府県の条例制定県の条例制定県の条例制定県の条例制定状況状況状況状況もあるでしょうけれど、もあるでしょうけれど、もあるでしょうけれど、もあるでしょうけれど、ややややはり差別を生はり差別を生はり差別を生はり差別を生

まないまないまないまない状況状況状況状況をつくをつくをつくをつくっっっっていくということもていくということもていくということもていくということも非常非常非常非常に大に大に大に大切切切切かとかとかとか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、中中中中身はこれから身はこれから身はこれから身はこれから検検検検

討討討討なされるとなされるとなされるとなされると思思思思うのですが、できれうのですが、できれうのですが、できれうのですが、できればばばば審議はするとして、そういう審議はするとして、そういう審議はするとして、そういう審議はするとして、そういう状況づ状況づ状況づ状況づくりにも重くりにも重くりにも重くりにも重点点点点をををを

置置置置いてほしいといてほしいといてほしいといてほしいと思っ思っ思っ思っております。請願にはております。請願にはております。請願にはております。請願には賛賛賛賛成です。成です。成です。成です。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 民主民主民主民主党党党党といたしまして、条例制定のといたしまして、条例制定のといたしまして、条例制定のといたしまして、条例制定の意意意意義義義義は大きいとは大きいとは大きいとは大きいと考え考え考え考えております。当事者ております。当事者ております。当事者ております。当事者

をををを交交交交ええええることも大ることも大ることも大ることも大切切切切とととと考え考え考え考え、請願に、請願に、請願に、請願に賛賛賛賛成をいたします。成をいたします。成をいたします。成をいたします。

○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長○小泉委員長 ほかにないですほかにないですほかにないですほかにないですねねねね。。。。

それでは、請願第９号についてそれでは、請願第９号についてそれでは、請願第９号についてそれでは、請願第９号について採採採採決決決決を行いたいとを行いたいとを行いたいとを行いたいと思思思思います。います。います。います。

採採採採決決決決はははは簡易簡易簡易簡易採採採採決決決決により行いたいとにより行いたいとにより行いたいとにより行いたいと思思思思いますが、ごいますが、ごいますが、ごいますが、ご異異異異議はご議はご議はご議はござざざざいませいませいませいませんんんんでしょうか。でしょうか。でしょうか。でしょうか。

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

それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りいたします。りいたします。りいたします。りいたします。

請願第９号について請願第９号について請願第９号について請願第９号について採択採択採択採択することにごすることにごすることにごすることにご異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんんか。か。か。か。

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

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

よよよよっっっって、請願第９号は、て、請願第９号は、て、請願第９号は、て、請願第９号は、採択採択採択採択することにすることにすることにすることに決決決決しました。しました。しました。しました。

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

次次次次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご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。

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

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

これをもちまして本日の委員会をこれをもちまして本日の委員会をこれをもちまして本日の委員会をこれをもち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。


