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

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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年１０月１日（火） １３：０２～１５：２５平成２５年１０月１日（火） １３：０２～１５：２５平成２５年１０月１日（火） １３：０２～１５：２５平成２５年１０月１日（火） １３：０２～１５：２５

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 ９名９名９名９名

神田加津代 委員長神田加津代 委員長神田加津代 委員長神田加津代 委員長

高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長

宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員

中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 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 前田 副知事前田 副知事前田 副知事前田 副知事

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長

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

高城 医療政策部長高城 医療政策部長高城 医療政策部長高城 医療政策部長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ２名２名２名２名

議 事議 事議 事議 事 ９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 早速ですが、日程に従い、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審早速ですが、日程に従い、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審早速ですが、日程に従い、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審早速ですが、日程に従い、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審

査を行います。査を行います。査を行います。査を行います。

これより質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑があればご発言ください。これはこれより質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑があればご発言ください。これはこれより質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑があればご発言ください。これはこれより質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑があればご発言ください。これは

毎回お願いしていることですが、理事者の皆さん、委員の質疑に対しては明確かつ簡潔に毎回お願いしていることですが、理事者の皆さん、委員の質疑に対しては明確かつ簡潔に毎回お願いしていることですが、理事者の皆さん、委員の質疑に対しては明確かつ簡潔に毎回お願いしていることですが、理事者の皆さん、委員の質疑に対しては明確かつ簡潔に

答弁をお願いいたします。答弁をお願いいたします。答弁をお願いいたします。答弁をお願いいたします。

それでは質問に入ります。発言してください。どうぞ。それでは質問に入ります。発言してください。どうぞ。それでは質問に入ります。発言してください。どうぞ。それでは質問に入ります。発言してください。どうぞ。
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○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 まず、一つはひとり親家庭の問題で聞きたいと思います。せんだって、９月まず、一つはひとり親家庭の問題で聞きたいと思います。せんだって、９月まず、一つはひとり親家庭の問題で聞きたいと思います。せんだって、９月まず、一つはひとり親家庭の問題で聞きたいと思います。せんだって、９月

４日でしたか、嫡出子と非嫡出子について相続などで差をつけるのは憲法違反だという判４日でしたか、嫡出子と非嫡出子について相続などで差をつけるのは憲法違反だという判４日でしたか、嫡出子と非嫡出子について相続などで差をつけるのは憲法違反だという判４日でしたか、嫡出子と非嫡出子について相続などで差をつけるのは憲法違反だという判

決が出ました。きのうもＮＨＫのニューススペシャルでやっておりましたが、判決が出た決が出ました。きのうもＮＨＫのニューススペシャルでやっておりましたが、判決が出た決が出ました。きのうもＮＨＫのニューススペシャルでやっておりましたが、判決が出た決が出ました。きのうもＮＨＫのニューススペシャルでやっておりましたが、判決が出た

とはいえ国民の中にさまざまな意見があるわけですが、しかし、同時に判決は最高裁判所とはいえ国民の中にさまざまな意見があるわけですが、しかし、同時に判決は最高裁判所とはいえ国民の中にさまざまな意見があるわけですが、しかし、同時に判決は最高裁判所とはいえ国民の中にさまざまな意見があるわけですが、しかし、同時に判決は最高裁判所

の決定ですから、重いものであると感じます。の決定ですから、重いものであると感じます。の決定ですから、重いものであると感じます。の決定ですから、重いものであると感じます。

そこで、既婚者のひとり親家庭の場合は、国税の確定申告のときに寡婦控除が２７万円そこで、既婚者のひとり親家庭の場合は、国税の確定申告のときに寡婦控除が２７万円そこで、既婚者のひとり親家庭の場合は、国税の確定申告のときに寡婦控除が２７万円そこで、既婚者のひとり親家庭の場合は、国税の確定申告のときに寡婦控除が２７万円

ありますが、未婚の母のひとり親家庭の場合にはそういう控除が現実にはないとなっておありますが、未婚の母のひとり親家庭の場合にはそういう控除が現実にはないとなっておありますが、未婚の母のひとり親家庭の場合にはそういう控除が現実にはないとなっておありますが、未婚の母のひとり親家庭の場合にはそういう控除が現実にはないとなってお

ります。しかし、市町村によっては、あるいは府県によっては、これをみなし対象にしてります。しかし、市町村によっては、あるいは府県によっては、これをみなし対象にしてります。しかし、市町村によっては、あるいは府県によっては、これをみなし対象にしてります。しかし、市町村によっては、あるいは府県によっては、これをみなし対象にして

公営住宅の家賃とか、あるいは市民税とかを減額しているというものがあるようですが、公営住宅の家賃とか、あるいは市民税とかを減額しているというものがあるようですが、公営住宅の家賃とか、あるいは市民税とかを減額しているというものがあるようですが、公営住宅の家賃とか、あるいは市民税とかを減額しているというものがあるようですが、

奈良県の実態はどういう状況になっているのか聞かせてほしいと思います。奈良県の実態はどういう状況になっているのか聞かせてほしいと思います。奈良県の実態はどういう状況になっているのか聞かせてほしいと思います。奈良県の実態はどういう状況になっているのか聞かせてほしいと思います。

それから、２点目に、このたび子ども・子育て支援法がそれから、２点目に、このたび子ども・子育て支援法がそれから、２点目に、このたび子ども・子育て支援法がそれから、２点目に、このたび子ども・子育て支援法が制制制制定をされまして、定をされまして、定をされまして、定をされまして、各都道各都道各都道各都道府県府県府県府県

にこども・子育て支援にこども・子育て支援にこども・子育て支援にこども・子育て支援推進推進推進推進会議ができました。奈良県も７月１会議ができました。奈良県も７月１会議ができました。奈良県も７月１会議ができました。奈良県も７月１６６６６日に日に日に日に結結結結成をされ、第１回成をされ、第１回成をされ、第１回成をされ、第１回

がががが開開開開かれたようでありますけれども、この法かれたようでありますけれども、この法かれたようでありますけれども、この法かれたようでありますけれども、この法律律律律は、つくられるときからは、つくられるときからは、つくられるときからは、つくられるときから障害障害障害障害のある子ども、のある子ども、のある子ども、のある子ども、

あるいは発あるいは発あるいは発あるいは発達達達達がががが気気気気になる子ども、いわになる子ども、いわになる子ども、いわになる子ども、いわゆゆゆゆるるるる障害児障害児障害児障害児たたたたちちちちに関するに関するに関するに関する位置づ位置づ位置づ位置づけがけがけがけが少少少少しししし不鮮不鮮不鮮不鮮明であ明であ明であ明であ

ったということがったということがったということがったということが専門専門専門専門家、あるいはそういった家、あるいはそういった家、あるいはそういった家、あるいはそういった運動体運動体運動体運動体から出ているようですが、奈良県のから出ているようですが、奈良県のから出ているようですが、奈良県のから出ているようですが、奈良県の

こども・子育て支援こども・子育て支援こども・子育て支援こども・子育て支援推進推進推進推進会議を見ても１３名で会議を見ても１３名で会議を見ても１３名で会議を見ても１３名で構構構構成されていますが、成されていますが、成されていますが、成されていますが、障害障害障害障害者の者の者の者の団体団体団体団体、、、、専門専門専門専門

的的的的にやっているにやっているにやっているにやっている人人人人たたたたちちちちのののの顔顔顔顔がないように思うのですが、そういったがないように思うのですが、そういったがないように思うのですが、そういったがないように思うのですが、そういった人人人人を入れるを入れるを入れるを入れるべべべべきではなきではなきではなきではな

いかと思いますので、この点について見いかと思いますので、この点について見いかと思いますので、この点について見いかと思いますので、この点について見解解解解を聞かせてください。を聞かせてください。を聞かせてください。を聞かせてください。

それから、３つ目に、それから、３つ目に、それから、３つ目に、それから、３つ目に、病児保病児保病児保病児保育についてでありますが、奈良県も子育て支援を育についてでありますが、奈良県も子育て支援を育についてでありますが、奈良県も子育て支援を育についてでありますが、奈良県も子育て支援を強強強強くくくく打ち打ち打ち打ち

出しております。子育てをしながら出しております。子育てをしながら出しております。子育てをしながら出しております。子育てをしながら働働働働く夫婦にとっては、このく夫婦にとっては、このく夫婦にとっては、このく夫婦にとっては、この病児保病児保病児保病児保育は非育は非育は非育は非常常常常にありがたにありがたにありがたにありがた

い事い事い事い事業業業業だと言われております。奈良県では、だと言われております。奈良県では、だと言われております。奈良県では、だと言われております。奈良県では、生駒生駒生駒生駒市、市、市、市、橿原橿原橿原橿原市、奈良市、市、奈良市、市、奈良市、市、奈良市、桜桜桜桜井市の４市にあ井市の４市にあ井市の４市にあ井市の４市にあ

りますが、りますが、りますが、りますが、全全全全国国国国的的的的な平な平な平な平均均均均から見ると、奈良県の場合はから見ると、奈良県の場合はから見ると、奈良県の場合はから見ると、奈良県の場合は劣劣劣劣っているということが言われておっているということが言われておっているということが言われておっているということが言われてお

りますが、県としてこのりますが、県としてこのりますが、県としてこのりますが、県としてこの辺辺辺辺の対策はどのようにの対策はどのようにの対策はどのようにの対策はどのように考考考考えているのかお聞かせ願いたいと思いまえているのかお聞かせ願いたいと思いまえているのかお聞かせ願いたいと思いまえているのかお聞かせ願いたいと思いま

す。す。す。す。

それから、最それから、最それから、最それから、最後後後後に、に、に、に、障害障害障害障害者の法定者の法定者の法定者の法定雇用雇用雇用雇用についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねをいたします。平成２５年４月１をいたします。平成２５年４月１をいたします。平成２５年４月１をいたします。平成２５年４月１

日から日から日から日から障害障害障害障害者の法定者の法定者の法定者の法定雇用率雇用率雇用率雇用率が、が、が、が、今今今今まで民まで民まで民まで民間間間間事事事事業業業業の場合には１の場合には１の場合には１の場合には１．８％．８％．８％．８％であったのが、であったのが、であったのが、であったのが、今度今度今度今度はははは

２２２２％％％％となりました。となりました。となりました。となりました。役役役役所は２所は２所は２所は２．．．．１１１１％％％％であったものが２であったものが２であったものが２であったものが２．．．．３３３３％％％％になりました。になりました。になりました。になりました。教教教教育委員会は育委員会は育委員会は育委員会は

２２２２．．．．００００％％％％が２が２が２が２．．．．２２２２％％％％となったわけですが、となったわけですが、となったわけですが、となったわけですが、企業企業企業企業で言えば、で言えば、で言えば、で言えば、今今今今までは５までは５までは５までは５６人雇用６人雇用６人雇用６人雇用しているとしているとしているとしていると

１１１１人人人人はははは障害障害障害障害者を入れなければならないという者を入れなければならないという者を入れなければならないという者を入れなければならないという計算計算計算計算になってくるわけですが、それが、になってくるわけですが、それが、になってくるわけですが、それが、になってくるわけですが、それが、今度今度今度今度

は５０は５０は５０は５０人人人人の従の従の従の従業業業業員がいたら１員がいたら１員がいたら１員がいたら１人人人人をををを採用採用採用採用しなければならないとなります。この、しなければならないとなります。この、しなければならないとなります。この、しなければならないとなります。この、上上上上がったこがったこがったこがったこ
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とについて、県の事とについて、県の事とについて、県の事とについて、県の事業業業業所の実態、あるいは県所の実態、あるいは県所の実態、あるいは県所の実態、あるいは県庁庁庁庁はどのようになっているのか、はどのようになっているのか、はどのようになっているのか、はどのようになっているのか、今今今今回のこと回のこと回のこと回のこと

でででで採用方採用方採用方採用方法などがい法などがい法などがい法などがいろろろろいいいいろ変ろ変ろ変ろ変わったのか、そのわったのか、そのわったのか、そのわったのか、その辺辺辺辺もももも少少少少し聞かせてほしいと思います。し聞かせてほしいと思います。し聞かせてほしいと思います。し聞かせてほしいと思います。特特特特に、に、に、に、

５５５５６人６人６人６人であったのが５０であったのが５０であったのが５０であったのが５０人人人人になりましたけれども、になりましたけれども、になりましたけれども、になりましたけれども、企業数企業数企業数企業数がどうなっているのか、きがどうなっているのか、きがどうなっているのか、きがどうなっているのか、きちちちちんんんん

ととととクリアクリアクリアクリアされているのか、お聞かせ願いたいと思います。されているのか、お聞かせ願いたいと思います。されているのか、お聞かせ願いたいと思います。されているのか、お聞かせ願いたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○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 所所所所得得得得税に係る寡婦控除のみなし税に係る寡婦控除のみなし税に係る寡婦控除のみなし税に係る寡婦控除のみなし適用適用適用適用についての奈良県の実態につについての奈良県の実態につについての奈良県の実態につについての奈良県の実態につ

いてどうかというご質問です。寡婦控除は女性のいてどうかというご質問です。寡婦控除は女性のいてどうかというご質問です。寡婦控除は女性のいてどうかというご質問です。寡婦控除は女性の納納納納税者が所税者が所税者が所税者が所得得得得税法税法税法税法上上上上の寡婦にの寡婦にの寡婦にの寡婦に当当当当たる場合たる場合たる場合たる場合

にににに受受受受けられる所けられる所けられる所けられる所得得得得控除でございます。その所控除でございます。その所控除でございます。その所控除でございます。その所得得得得税法税法税法税法上上上上の寡婦とはどういうの寡婦とはどういうの寡婦とはどういうの寡婦とはどういう方方方方なのかというなのかというなのかというなのかという

ことを申しことを申しことを申しことを申し上げ上げ上げ上げますと、夫とますと、夫とますと、夫とますと、夫と死別死別死別死別し、もしくはし、もしくはし、もしくはし、もしくは離離離離婚した婚した婚した婚した後後後後、婚、婚、婚、婚姻姻姻姻をしていないをしていないをしていないをしていない人人人人、または、または、または、または

夫の夫の夫の夫の生死生死生死生死が明らかでない一定のが明らかでない一定のが明らかでない一定のが明らかでない一定の方方方方でででで扶養扶養扶養扶養親親親親族族族族がいるがいるがいるがいる人人人人、または、または、または、または生計生計生計生計を一にする子どもがいを一にする子どもがいを一にする子どもがいを一にする子どもがい

るるるる方方方方となっておりまして、梶川委員のごとなっておりまして、梶川委員のごとなっておりまして、梶川委員のごとなっておりまして、梶川委員のご指摘指摘指摘指摘のように、未婚の女子の場合についてはこののように、未婚の女子の場合についてはこののように、未婚の女子の場合についてはこののように、未婚の女子の場合についてはこの

寡婦控除は寡婦控除は寡婦控除は寡婦控除は受受受受けられない、税けられない、税けられない、税けられない、税制上制上制上制上の寡婦の定の寡婦の定の寡婦の定の寡婦の定義義義義でそうなっております。この寡婦控除につでそうなっております。この寡婦控除につでそうなっております。この寡婦控除につでそうなっております。この寡婦控除につ

いてみなしいてみなしいてみなしいてみなし適用適用適用適用をしている県ないし市があるということで、これはをしている県ないし市があるということで、これはをしている県ないし市があるということで、これはをしている県ないし市があるということで、これは新新新新聞聞聞聞報道報道報道報道によりますけによりますけによりますけによりますけ

れども、れども、れども、れども、全全全全国で１県、これは国で１県、これは国で１県、これは国で１県、これは沖縄沖縄沖縄沖縄県でございますが、あと１１市、１県１１市でこのみな県でございますが、あと１１市、１県１１市でこのみな県でございますが、あと１１市、１県１１市でこのみな県でございますが、あと１１市、１県１１市でこのみな

しししし適用適用適用適用を行っておりまして、それにを行っておりまして、それにを行っておりまして、それにを行っておりまして、それに伴伴伴伴い、例えば県でありましたら、公営住宅い、例えば県でありましたら、公営住宅い、例えば県でありましたら、公営住宅い、例えば県でありましたら、公営住宅等等等等のののの負担金負担金負担金負担金、、、、

利用金利用金利用金利用金、それから、それから、それから、それから保保保保育育育育料等料等料等料等について、控除したについて、控除したについて、控除したについて、控除した課課課課税額に税額に税額に税額に基づ基づ基づ基づいてそれぞれのいてそれぞれのいてそれぞれのいてそれぞれの利用利用利用利用額を定め額を定め額を定め額を定め

ているというているというているというているという形形形形になっております。奈良県におきましては、奈良市がになっております。奈良県におきましては、奈良市がになっております。奈良県におきましては、奈良市がになっております。奈良県におきましては、奈良市が保保保保育育育育料料料料に関しましてに関しましてに関しましてに関しまして

このみなし控除のこのみなし控除のこのみなし控除のこのみなし控除の適用適用適用適用をしておりますが、県をしておりますが、県をしておりますが、県をしておりますが、県及及及及びその他のびその他のびその他のびその他の自治体自治体自治体自治体に関しましては、この控に関しましては、この控に関しましては、この控に関しましては、この控

除は行っておりません。なお、ひとり親家庭の支援に関しましては、母子除は行っておりません。なお、ひとり親家庭の支援に関しましては、母子除は行っておりません。なお、ひとり親家庭の支援に関しましては、母子除は行っておりません。なお、ひとり親家庭の支援に関しましては、母子及及及及び寡婦福祉法び寡婦福祉法び寡婦福祉法び寡婦福祉法

がございます。母子がございます。母子がございます。母子がございます。母子及及及及び寡婦福祉法におきましては、び寡婦福祉法におきましては、び寡婦福祉法におきましては、び寡婦福祉法におきましては、配偶配偶配偶配偶者のない女子の中に婚者のない女子の中に婚者のない女子の中に婚者のない女子の中に婚姻姻姻姻によらによらによらによら

ないで母となった女子であって、現に婚ないで母となった女子であって、現に婚ないで母となった女子であって、現に婚ないで母となった女子であって、現に婚姻姻姻姻をしていない者も含をしていない者も含をしていない者も含をしていない者も含むむむむとなっておりまして、母となっておりまして、母となっておりまして、母となっておりまして、母

子子子子及及及及び寡婦福祉法の中では未婚の女子も含めてさまざまな支援策が行われるということにび寡婦福祉法の中では未婚の女子も含めてさまざまな支援策が行われるということにび寡婦福祉法の中では未婚の女子も含めてさまざまな支援策が行われるということにび寡婦福祉法の中では未婚の女子も含めてさまざまな支援策が行われるということに

なっております。県におきましても、この母子なっております。県におきましても、この母子なっております。県におきましても、この母子なっております。県におきましても、この母子及及及及び寡婦福祉法にび寡婦福祉法にび寡婦福祉法にび寡婦福祉法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計画計画計画計画をつくをつくをつくをつく

っております。奈良県ひとり親家庭っております。奈良県ひとり親家庭っております。奈良県ひとり親家庭っております。奈良県ひとり親家庭等等等等のののの自立自立自立自立支援支援支援支援プランプランプランプランを策定しておりまして、それにを策定しておりまして、それにを策定しておりまして、それにを策定しておりまして、それに基基基基

づづづづきさまざまなきさまざまなきさまざまなきさまざまな就業就業就業就業支援策、支援策、支援策、支援策、生活生活生活生活支援策を実支援策を実支援策を実支援策を実施施施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でござでござでござ

います。います。います。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 それでは、奈良県こども・子育て支援それでは、奈良県こども・子育て支援それでは、奈良県こども・子育て支援それでは、奈良県こども・子育て支援推進推進推進推進会議の委員についてお答会議の委員についてお答会議の委員についてお答会議の委員についてお答

えします。えします。えします。えします。

奈良県こども・子育て支援奈良県こども・子育て支援奈良県こども・子育て支援奈良県こども・子育て支援推進推進推進推進会議は、平成２７年会議は、平成２７年会議は、平成２７年会議は、平成２７年度度度度からの本からの本からの本からの本格格格格実実実実施施施施がががが予予予予定されていま定されていま定されていま定されていま

す子ども・子育て支援す子ども・子育て支援す子ども・子育て支援す子ども・子育て支援新制度新制度新制度新制度にににに向向向向けた県けた県けた県けた県計画計画計画計画の策定の策定の策定の策定及及及及び県の子育て支援び県の子育て支援び県の子育て支援び県の子育て支援施施施施策の策の策の策の推進推進推進推進に関しに関しに関しに関し

ましてましてましてまして幅広幅広幅広幅広く総合く総合く総合く総合的的的的に審議していただくものになっております。この会議で議に審議していただくものになっております。この会議で議に審議していただくものになっております。この会議で議に審議していただくものになっております。この会議で議論論論論しますのしますのしますのしますの
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は、子育ては、子育ては、子育ては、子育て分野分野分野分野としましては、としましては、としましては、としましては、新制度新制度新制度新制度に関しましては質の高いに関しましては質の高いに関しましては質の高いに関しましては質の高い幼児期幼児期幼児期幼児期のののの学校教学校教学校教学校教育、育、育、育、保保保保育の育の育の育の

総合総合総合総合的的的的な提な提な提な提供供供供、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる認認認認定こども定こども定こども定こども園園園園のことです。また、のことです。また、のことです。また、のことです。また、地域地域地域地域の子育て支援のの子育て支援のの子育て支援のの子育て支援の充充充充実、ニー実、ニー実、ニー実、ニー

ズ調ズ調ズ調ズ調査、これは年査、これは年査、これは年査、これは年内内内内市町村が実市町村が実市町村が実市町村が実施施施施をををを予予予予定していますが、これを定していますが、これを定していますが、これを定していますが、これを踏踏踏踏まえ、まえ、まえ、まえ、待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消とととと

か子どもが減か子どもが減か子どもが減か子どもが減少少少少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もでもでもでも地域地域地域地域のののの保保保保育の支援をしていくということです。この大育の支援をしていくということです。この大育の支援をしていくということです。この大育の支援をしていくということです。この大

きな３点がきな３点がきな３点がきな３点が新制度新制度新制度新制度に関することで、に関することで、に関することで、に関することで、保保保保育とか育とか育とか育とか幼児教幼児教幼児教幼児教育、育、育、育、地域地域地域地域における子育て支援に関するにおける子育て支援に関するにおける子育て支援に関するにおける子育て支援に関する

ことをはじめとしまして、ことをはじめとしまして、ことをはじめとしまして、ことをはじめとしまして、児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止とかとかとかとか社社社社会会会会的養護的養護的養護的養護、また、また、また、またワワワワーーーークククク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランバランバランバランスススス

などなどなどなど幅広幅広幅広幅広いものとなっております。梶川委員ごいものとなっております。梶川委員ごいものとなっております。梶川委員ごいものとなっております。梶川委員ご指摘指摘指摘指摘のののの障害児障害児障害児障害児などのなどのなどのなどの特別特別特別特別な支援がな支援がな支援がな支援が必要必要必要必要な子な子な子な子

どものどものどものどもの施施施施策も含まれております。これも梶川委員お策も含まれております。これも梶川委員お策も含まれております。これも梶川委員お策も含まれております。これも梶川委員お述べ述べ述べ述べのように、会議では、のように、会議では、のように、会議では、のように、会議では、条条条条例により、例により、例により、例により、

知事を会長としまして１２知事を会長としまして１２知事を会長としまして１２知事を会長としまして１２人人人人でででで組織組織組織組織し、委員にし、委員にし、委員にし、委員に就任就任就任就任していただいているとこしていただいているとこしていただいているとこしていただいているところろろろですが、委ですが、委ですが、委ですが、委

員には員には員には員には障害児施設障害児施設障害児施設障害児施設を含を含を含を含む児童む児童む児童む児童福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設の関係者にもの関係者にもの関係者にもの関係者にも参画参画参画参画していただいているとこしていただいているとこしていただいているとこしていただいているところろろろでござでござでござでござ

います。います。います。います。庁内庁内庁内庁内では会議の事前のでは会議の事前のでは会議の事前のでは会議の事前の検討体制検討体制検討体制検討体制としまして、としまして、としまして、としまして、庁内庁内庁内庁内関係関係関係関係課課課課が子育ての現状とかが子育ての現状とかが子育ての現状とかが子育ての現状とか施施施施策策策策

のののの課課課課題につきまして題につきまして題につきまして題につきまして検討検討検討検討し、そのし、そのし、そのし、その結果結果結果結果を会議に反を会議に反を会議に反を会議に反映映映映させるためのこども・子育て支援させるためのこども・子育て支援させるためのこども・子育て支援させるためのこども・子育て支援推進推進推進推進

会議会議会議会議庁内連絡庁内連絡庁内連絡庁内連絡会議を会議を会議を会議を障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉課課課課にも入ってもらいましてにも入ってもらいましてにも入ってもらいましてにも入ってもらいまして設置設置設置設置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ございます。でございます。でございます。でございます。

障害児障害児障害児障害児に関しましては、現に関しましては、現に関しましては、現に関しましては、現在在在在平成２平成２平成２平成２６６６６年年年年度度度度までをまでをまでをまでを計画期間計画期間計画期間計画期間とします奈良県とします奈良県とします奈良県とします奈良県障害障害障害障害者者者者計画計画計画計画の見の見の見の見

直直直直しがしがしがしが進進進進められているとこめられているとこめられているとこめられているところろろろでありまして、この中ででありまして、この中ででありまして、この中ででありまして、この中で検討検討検討検討されていますされていますされていますされています障害児施障害児施障害児施障害児施策の策の策の策の内容内容内容内容

もこども・子育て支援もこども・子育て支援もこども・子育て支援もこども・子育て支援推進推進推進推進会議に反会議に反会議に反会議に反映映映映させまして、させまして、させまして、させまして、庁内庁内庁内庁内関係関係関係関係課課課課がががが十分十分十分十分にににに連携連携連携連携をとりながらをとりながらをとりながらをとりながら

子育て支援の子育て支援の子育て支援の子育て支援の検討検討検討検討をををを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考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。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、病児保病児保病児保病児保育についてお答えします。育についてお答えします。育についてお答えします。育についてお答えします。病児保病児保病児保病児保育は育は育は育は保護保護保護保護者が者が者が者が就労就労就労就労しているときなしているときなしているときなしているときな

どで子どもがどで子どもがどで子どもがどで子どもが病気病気病気病気のときにのときにのときにのときに自自自自宅で宅で宅で宅で看看看看ることができない場合に、ることができない場合に、ることができない場合に、ることができない場合に、病気病気病気病気のののの児童児童児童児童をををを病院病院病院病院やややや診診診診療所療所療所療所

においてにおいてにおいてにおいて保保保保育するものであります。育するものであります。育するものであります。育するものであります。保護保護保護保護者の者の者の者の仕仕仕仕事と子育ての事と子育ての事と子育ての事と子育ての両立両立両立両立支援の支援の支援の支援の観観観観点から、点から、点から、点から、急急急急にににに仕仕仕仕

事を事を事を事を休休休休めないときの事めないときの事めないときの事めないときの事情情情情がありますので、がありますので、がありますので、がありますので、病児保病児保病児保病児保育は大育は大育は大育は大変変変変重重重重要要要要とととと考考考考えております。県ではえております。県ではえております。県ではえております。県では

子どもの子どもの子どもの子どもの病気病気病気病気の回の回の回の回復期復期復期復期にににに保保保保育所の育所の育所の育所の専用専用専用専用スペースなどでスペースなどでスペースなどでスペースなどで保保保保育します育します育します育します病後児保病後児保病後児保病後児保育とあわせて事育とあわせて事育とあわせて事育とあわせて事

業業業業をををを推進推進推進推進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ございます。現行の奈良県次でございます。現行の奈良県次でございます。現行の奈良県次でございます。現行の奈良県次世世世世代育成支援代育成支援代育成支援代育成支援後期後期後期後期行行行行動計画動計画動計画動計画、これ、これ、これ、これ

は奈良県こども・子育ては奈良県こども・子育ては奈良県こども・子育ては奈良県こども・子育て応応応応援援援援プランプランプランプランとなっておりますが、平成２となっておりますが、平成２となっておりますが、平成２となっておりますが、平成２６６６６年年年年度度度度までにこのまでにこのまでにこのまでにこの病児保病児保病児保病児保

育と育と育と育と病後児保病後児保病後児保病後児保育をあわせまして１３育をあわせまして１３育をあわせまして１３育をあわせまして１３カカカカ所を目所を目所を目所を目標標標標にににに掲げ掲げ掲げ掲げてててて取取取取りりりり組組組組んできましたんできましたんできましたんできました結果結果結果結果、、、、今今今今年年年年度度度度

は１０は１０は１０は１０カカカカ所となっております。所となっております。所となっております。所となっております。引引引引き続き実き続き実き続き実き続き実施箇施箇施箇施箇所が所が所が所がふふふふえますよう、市町村や医療関係えますよう、市町村や医療関係えますよう、市町村や医療関係えますよう、市町村や医療関係機機機機関関関関

とととと連携連携連携連携してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいと考考考考えております。なお、このえております。なお、このえております。なお、このえております。なお、この病児病児病児病児、、、、病後児保病後児保病後児保病後児保育は平成育は平成育は平成育は平成

２７年２７年２７年２７年度度度度からのからのからのからの先先先先ほどのほどのほどのほどの新計画新計画新計画新計画にににに位置づ位置づ位置づ位置づけられておりまして、市町村におきましてもけられておりまして、市町村におきましてもけられておりまして、市町村におきましてもけられておりまして、市町村におきましても病児病児病児病児

保保保保育を含めたニー育を含めたニー育を含めたニー育を含めたニーズ把握ズ把握ズ把握ズ把握のためののためののためののためのアンケアンケアンケアンケーーーート調ト調ト調ト調査が査が査が査が今今今今行われているとこ行われているとこ行われているとこ行われているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

このこのこのこのアンケアンケアンケアンケーーーート調ト調ト調ト調査におきまして市町村のニー査におきまして市町村のニー査におきまして市町村のニー査におきまして市町村のニーズズズズが明らかにされますので、が明らかにされますので、が明らかにされますので、が明らかにされますので、今後今後今後今後、市町村、市町村、市町村、市町村
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の事の事の事の事業計画業計画業計画業計画策定に策定に策定に策定に当当当当たりまして県にもたりまして県にもたりまして県にもたりまして県にも協協協協議がありますので、その議がありますので、その議がありますので、その議がありますので、その際際際際にもにもにもにも病児保病児保病児保病児保育の実育の実育の実育の実施施施施にににに

つきましてつきましてつきましてつきまして働働働働きかけてまいりたいときかけてまいりたいときかけてまいりたいときかけ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。

○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 障害障害障害障害者者者者雇用率雇用率雇用率雇用率のご質問にお答えいたします。のご質問にお答えいたします。のご質問にお答えいたします。のご質問にお答えいたします。

平成２５年４月から平成２５年４月から平成２５年４月から平成２５年４月から障害障害障害障害者者者者雇用率雇用率雇用率雇用率ががががアップアップアップアップされましたが、ただいまされましたが、ただいまされましたが、ただいまされましたが、ただいま厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの労働労働労働労働局局局局

でででで集計集計集計集計をされておりまして、１０月をされておりまして、１０月をされておりまして、１０月をされておりまして、１０月以降以降以降以降に平成２５年に平成２５年に平成２５年に平成２５年６６６６月１日現月１日現月１日現月１日現在在在在のののの雇用率雇用率雇用率雇用率が出るとこが出るとこが出るとこが出るところろろろ

でございます。でございます。でございます。でございます。昨昨昨昨年の年の年の年の雇用率雇用率雇用率雇用率でございますが、平成２４年でございますが、平成２４年でございますが、平成２４年でございますが、平成２４年６６６６月１日現月１日現月１日現月１日現在在在在では、本県では、本県では、本県では、本県全体全体全体全体とととと

しまして２しまして２しまして２しまして２．．．．１５１５１５１５％％％％ということでということでということでということで全全全全国第３国第３国第３国第３位位位位でございます。法定でございます。法定でございます。法定でございます。法定雇用率達雇用率達雇用率達雇用率達成成成成企業企業企業企業のののの割割割割合に合に合に合に

いたしましてもいたしましてもいたしましてもいたしましても全全全全国国国国８位８位８位８位でございます。でございます。でございます。でございます。

取取取取りりりり組組組組みといたしましては、平成２５年みといたしましては、平成２５年みといたしましては、平成２５年みといたしましては、平成２５年６６６６月に奈良月に奈良月に奈良月に奈良労働労働労働労働局と県と局と県と局と県と局と県と労働協労働協労働協労働協定を定を定を定を結結結結びまして、びまして、びまして、びまして、

その中でその中でその中でその中で全全全全国国国国雇用率雇用率雇用率雇用率１１１１位位位位を目を目を目を目指指指指したしたしたした取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めるとともに、奈良県めるとともに、奈良県めるとともに、奈良県めるとともに、奈良県地域教地域教地域教地域教育育育育力サミッ力サミッ力サミッ力サミッ

トトトトの第３部会におきまして、県の第３部会におきまして、県の第３部会におきまして、県の第３部会におきまして、県立立立立高高高高等養護学校等養護学校等養護学校等養護学校のののの就就就就職職職職率率率率を１００を１００を１００を１００％％％％にするというにするというにするというにするという取取取取りりりり組組組組みみみみ

をををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。引引引引き続きましてき続きましてき続きましてき続きまして障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉課課課課には３には３には３には３人人人人ののののココココーーーーディネディネディネディネーーーータタタタ

ーがおりまして職場実ーがおりまして職場実ーがおりまして職場実ーがおりまして職場実習先習先習先習先をををを開拓開拓開拓開拓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ございますが、でございますが、でございますが、でございますが、今後今後今後今後も関係も関係も関係も関係機機機機関と関と関と関と連携連携連携連携

いたしましていたしましていたしましていたしまして障害障害障害障害者者者者雇用率雇用率雇用率雇用率ののののアップアップアップアップにににに努努努努めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。以上以上以上以上でございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 ご答弁ありがとうございました。おおご答弁ありがとうございました。おおご答弁ありがとうございました。おおご答弁ありがとうございました。おおむねむねむねむねよしと言いたいのですが、寡婦控よしと言いたいのですが、寡婦控よしと言いたいのですが、寡婦控よしと言いたいのですが、寡婦控

除のみなし除のみなし除のみなし除のみなし適用適用適用適用対策、これはひとり親家庭の場合、おっし対策、これはひとり親家庭の場合、おっし対策、これはひとり親家庭の場合、おっし対策、これはひとり親家庭の場合、おっしゃゃゃゃったように、女性もったように、女性もったように、女性もったように、女性も男男男男性も一性も一性も一性も一

応応応応対象にしているということでいいのですが、対象にしているということでいいのですが、対象にしているということでいいのですが、対象にしているということでいいのですが、今今今今、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄県と１１市は、これを寡婦とみな県と１１市は、これを寡婦とみな県と１１市は、これを寡婦とみな県と１１市は、これを寡婦とみな

して、市民税の控除対象にしたり、あるいは公営住宅のして、市民税の控除対象にしたり、あるいは公営住宅のして、市民税の控除対象にしたり、あるいは公営住宅のして、市民税の控除対象にしたり、あるいは公営住宅の負担金負担金負担金負担金を減額しているのだを減額しているのだを減額しているのだを減額しているのだろろろろうとうとうとうと

思うのですが、これから、国会では法対策がされるかと思いますけれども、総思うのですが、これから、国会では法対策がされるかと思いますけれども、総思うのですが、これから、国会では法対策がされるかと思いますけれども、総思うのですが、これから、国会では法対策がされるかと思いますけれども、総数数数数を見て、を見て、を見て、を見て、

そうなってくるとやはりそうなってくるとやはりそうなってくるとやはりそうなってくるとやはり幾幾幾幾つかの県でもそういう対策をするようになってくるのではないつかの県でもそういう対策をするようになってくるのではないつかの県でもそういう対策をするようになってくるのではないつかの県でもそういう対策をするようになってくるのではない

かと思うのですが、奈良県はそれをほっておくのか、このかと思うのですが、奈良県はそれをほっておくのか、このかと思うのですが、奈良県はそれをほっておくのか、このかと思うのですが、奈良県はそれをほっておくのか、この際際際際、判決が出たのだから、でき、判決が出たのだから、でき、判決が出たのだから、でき、判決が出たのだから、でき

るだけ速やかに対象にしてるだけ速やかに対象にしてるだけ速やかに対象にしてるだけ速やかに対象にして手手手手をををを打打打打つつつつべべべべきだと思うのですが、この点についてはどのようにきだと思うのですが、この点についてはどのようにきだと思うのですが、この点についてはどのようにきだと思うのですが、この点についてはどのように

おおおお考考考考えかお聞かせを願いたいと思います。えかお聞かせを願いたいと思います。えかお聞かせを願いたいと思います。えかお聞かせを願いたいと思います。

それから、奈良県こども・子育て支援それから、奈良県こども・子育て支援それから、奈良県こども・子育て支援それから、奈良県こども・子育て支援推進推進推進推進会議会議会議会議メンバメンバメンバメンバーーーー表表表表を実はもらったのですが、こを実はもらったのですが、こを実はもらったのですが、こを実はもらったのですが、こ

の中にの中にの中にの中に末松末松末松末松さんというさんというさんというさんという方方方方が奈良県が奈良県が奈良県が奈良県児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉施設連盟施設連盟施設連盟施設連盟副会長という副会長という副会長という副会長という肩書肩書肩書肩書で入っていらっしで入っていらっしで入っていらっしで入っていらっしゃゃゃゃ

いますけれども、このいますけれども、このいますけれども、このいますけれども、この人人人人はははは障害児障害児障害児障害児のののの施設施設施設施設をををを運運運運営している営している営している営している方方方方なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうか。うか。うか。うか。障害児障害児障害児障害児にににに造詣造詣造詣造詣

のののの深深深深いいいい人人人人を入れてほしいというを入れてほしいというを入れてほしいというを入れてほしいという私私私私の見の見の見の見方方方方に対して、ここにそういうに対して、ここにそういうに対して、ここにそういうに対して、ここにそういう方方方方がいるので、このがいるので、このがいるので、このがいるので、この人人人人

の、の、の、の、今今今今なさっていることをもし公なさっていることをもし公なさっていることをもし公なさっていることをもし公表表表表してよかったらしてほしいと思います。してよかったらしてほしいと思います。してよかったらしてほしいと思います。してよかったらしてほしいと思います。

それから、それから、それから、それから、病後児保病後児保病後児保病後児保育、これも育、これも育、これも育、これも今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったようにったようにったようにったように調調調調査も査も査も査も進進進進んでいるようですから、んでいるようですから、んでいるようですから、んでいるようですから、
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できるだけ県できるだけ県できるだけ県できるだけ県下下下下のののの人人人人たたたたちちちちがががが便利便利便利便利にににに使使使使えるように、えるように、えるように、えるように、赤字赤字赤字赤字が出るとかいうが出るとかいうが出るとかいうが出るとかいう話話話話もあるのですが、もあるのですが、もあるのですが、もあるのですが、

赤字赤字赤字赤字は出てもやは出てもやは出てもやは出てもやむむむむをををを得得得得ないし、いいと思うのです。例えばないし、いいと思うのです。例えばないし、いいと思うのです。例えばないし、いいと思うのです。例えば施設施設施設施設があるけれどもがあるけれどもがあるけれどもがあるけれども病気病気病気病気になるになるになるになる

子が子が子が子が少少少少なくて皆なくて皆なくて皆なくて皆元気元気元気元気にににに保保保保育所育所育所育所へへへへ行っているということだったらいいわけで、行っているということだったらいいわけで、行っているということだったらいいわけで、行っているということだったらいいわけで、赤字赤字赤字赤字が出るのが出るのが出るのが出るの

はある意はある意はある意はある意味味味味でやでやでやでやむむむむをををを得得得得ないしいいと思うので、ないしいいと思うので、ないしいいと思うので、ないしいいと思うので、ぜぜぜぜひひひひ積極積極積極積極的的的的につくって子育てを支援していにつくって子育てを支援していにつくって子育てを支援していにつくって子育てを支援してい

ただくようにただくようにただくようにただくように要要要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。

障害障害障害障害者の者の者の者の雇用雇用雇用雇用の問題は、いつもの問題は、いつもの問題は、いつもの問題は、いつも全全全全国国国国上上上上から３から３から３から３位位位位、４、４、４、４位位位位のののの話話話話を聞かせてもらってありがたを聞かせてもらってありがたを聞かせてもらってありがたを聞かせてもらってありがた

いとは思いながら、いとは思いながら、いとは思いながら、いとは思いながら、我々我々我々我々のののの周周周周辺辺辺辺にいるにいるにいるにいる障害障害障害障害をををを抱抱抱抱えるいえるいえるいえるいろろろろいいいいろろろろななななケケケケースを見たら、ようースを見たら、ようースを見たら、ようースを見たら、よう働働働働いいいい

ていないていないていないていない人人人人もいるし、それでもいるし、それでもいるし、それでもいるし、それで全全全全国３国３国３国３位位位位だと言われてもすだと言われてもすだと言われてもすだと言われてもすぐぴぐぴぐぴぐぴんとんとんとんと来来来来ないという思いのとこないという思いのとこないという思いのとこないという思いのとこ

ろろろろもあるのですが、もあるのですが、もあるのですが、もあるのですが、数字数字数字数字で出ているのですからで出ているのですからで出ているのですからで出ているのですから頑張頑張頑張頑張ってもらっているのだと思います。せってもらっているのだと思います。せってもらっているのだと思います。せってもらっているのだと思います。せ

んだって、大んだって、大んだって、大んだって、大東建託株式東建託株式東建託株式東建託株式会会会会社社社社の子会の子会の子会の子会社社社社のののの人人人人のののの話話話話を聞かせてもらいましたが、あれらを聞いを聞かせてもらいましたが、あれらを聞いを聞かせてもらいましたが、あれらを聞いを聞かせてもらいましたが、あれらを聞い

てもてもてもても義義義義理で、法定で決まっているから理で、法定で決まっているから理で、法定で決まっているから理で、法定で決まっているから雇用雇用雇用雇用するというのではなく、するというのではなく、するというのではなく、するというのではなく、働働働働けるけるけるける人人人人としてとしてとしてとして企業企業企業企業がががが

採用採用採用採用していくということで、そこでしていくということで、そこでしていくということで、そこでしていくということで、そこで働働働働いてもらういてもらういてもらういてもらう人人人人を大事にしていくというを大事にしていくというを大事にしていくというを大事にしていくという施施施施策が策が策が策が欲欲欲欲しいしいしいしい

し、県もそういうし、県もそういうし、県もそういうし、県もそういう努力努力努力努力をされていることはをされていることはをされていることはをされていることは講演講演講演講演などを聞いてわかりましたので、しっかりなどを聞いてわかりましたので、しっかりなどを聞いてわかりましたので、しっかりなどを聞いてわかりましたので、しっかり

とととと取取取取りりりり組組組組んでいただきますようにお願いをしておきます。んでいただきますようにお願いをしておきます。んでいただきますようにお願いをしておきます。んでいただきますようにお願いをしておきます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○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 結結結結局、婚局、婚局、婚局、婚姻姻姻姻の事実、の事実、の事実、の事実、結結結結婚婚婚婚歴歴歴歴のののの有無有無有無有無によってそのひとり親家庭といによってそのひとり親家庭といによってそのひとり親家庭といによってそのひとり親家庭とい

うのに差が出るという、そういった状態につきましては、うのに差が出るという、そういった状態につきましては、うのに差が出るという、そういった状態につきましては、うのに差が出るという、そういった状態につきましては、全全全全てのひとり親家庭が安定して、てのひとり親家庭が安定して、てのひとり親家庭が安定して、てのひとり親家庭が安定して、

またまたまたまた自立自立自立自立してしてしてして生活生活生活生活を営み、安を営み、安を営み、安を営み、安心心心心して子どもを育てるためにはして子どもを育てるためにはして子どもを育てるためにはして子どもを育てるためには好好好好ましくない状態ではあるかましくない状態ではあるかましくない状態ではあるかましくない状態ではあるか

と思います。そういうこともあって、最と思います。そういうこともあって、最と思います。そういうこともあって、最と思います。そういうこともあって、最初初初初の答弁でもおの答弁でもおの答弁でもおの答弁でもお話話話話しさせていただきましたように、しさせていただきましたように、しさせていただきましたように、しさせていただきましたように、

法法法法律律律律の中ではもうの中ではもうの中ではもうの中ではもう全全全全てこれについてはてこれについてはてこれについてはてこれについては区区区区別別別別をせずにいをせずにいをせずにいをせずにいろろろろいいいいろろろろな支援策が行われているわけな支援策が行われているわけな支援策が行われているわけな支援策が行われているわけ

であります。ただ、所であります。ただ、所であります。ただ、所であります。ただ、所得得得得税でいっているその寡婦控除ですが、これはそもそも１９５１年税でいっているその寡婦控除ですが、これはそもそも１９５１年税でいっているその寡婦控除ですが、これはそもそも１９５１年税でいっているその寡婦控除ですが、これはそもそも１９５１年

にににに戦争戦争戦争戦争で夫をで夫をで夫をで夫を失失失失ったったったった妻妻妻妻の支援のためにの支援のためにの支援のためにの支援のために創創創創設設設設されたされたされたされた制度制度制度制度ということで、一時、ということで、一時、ということで、一時、ということで、一時、父父父父子家庭にも子家庭にも子家庭にも子家庭にも

適用適用適用適用がされたというがされたというがされたというがされたという歴史歴史歴史歴史的的的的なななな経過経過経過経過はあるのですけれども、はあるのですけれども、はあるのですけれども、はあるのですけれども、今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていただいたようっていただいたようっていただいたようっていただいたよう

な未婚の女子というとこな未婚の女子というとこな未婚の女子というとこな未婚の女子というところろろろまでまでまでまで制度的制度的制度的制度的な実態がな実態がな実態がな実態が伴伴伴伴っていないということが言えるかと思いっていないということが言えるかと思いっていないということが言えるかと思いっていないということが言えるかと思い

ます。みなします。みなします。みなします。みなし適用適用適用適用につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、各自治体各自治体各自治体各自治体の判の判の判の判断断断断でででで利用利用利用利用してもしてもしてもしても結結結結局局局局自治体自治体自治体自治体やややや各施各施各施各施策ごと策ごと策ごと策ごと

にばらつきがにばらつきがにばらつきがにばらつきが生生生生じてくると。そういうことになりまして、じてくると。そういうことになりまして、じてくると。そういうことになりまして、じてくると。そういうことになりまして、根根根根本本本本的的的的なななな解解解解決にはならないので決にはならないので決にはならないので決にはならないので

はないかと。やはり、その所はないかと。やはり、その所はないかと。やはり、その所はないかと。やはり、その所得得得得税法の中で税法の中で税法の中で税法の中で抜抜抜抜本本本本的的的的なななな制度制度制度制度の見の見の見の見直直直直しにより、対しにより、対しにより、対しにより、対処処処処すすすすべべべべき問題き問題き問題き問題

ではないかと思っております。ではないかと思っております。ではないかと思っております。ではないかと思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 結構結構結構結構です。わかりました。です。わかりました。です。わかりました。です。わかりました。末松末松末松末松さんというさんというさんというさんという人人人人について聞かせてください。について聞かせてください。について聞かせてください。について聞かせてください。

○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 末松末松末松末松委員についてお答えします。委員についてお答えします。委員についてお答えします。委員についてお答えします。

末松末松末松末松委員は奈良県委員は奈良県委員は奈良県委員は奈良県児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉施設連盟施設連盟施設連盟施設連盟の副会長でいらっしの副会長でいらっしの副会長でいらっしの副会長でいらっしゃゃゃゃいまして、いまして、いまして、いまして、養護施設養護施設養護施設養護施設のののの施設施設施設施設長長長長
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でございます。でございます。でございます。でございます。社社社社会会会会的養護的養護的養護的養護のほうがよりのほうがよりのほうがよりのほうがより詳詳詳詳しいかと思いますが、しいかと思いますが、しいかと思いますが、しいかと思いますが、障害障害障害障害者者者者施施施施策につきまして策につきまして策につきまして策につきまして

はははは障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉課課課課ともともともとも連携連携連携連携しましてしましてしましてしまして取取取取りりりり組組組組んでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 それでいいですか。それでいいですか。それでいいですか。それでいいですか。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 結構結構結構結構ですと言えませんけれど、やめておきます。ですと言えませんけれど、やめておきます。ですと言えませんけれど、やめておきます。ですと言えませんけれど、やめておきます。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 １点目は、１点目は、１点目は、１点目は、昨今昨今昨今昨今、、、、少少少少子高子高子高子高齢化齢化齢化齢化で、高で、高で、高で、高齢齢齢齢者がどんどん者がどんどん者がどんどん者がどんどんふふふふえている、その中で健えている、その中で健えている、その中で健えている、その中で健

康康康康寿命寿命寿命寿命をいかに確をいかに確をいかに確をいかに確保保保保するかと、そして長するかと、そして長するかと、そして長するかと、そして長生生生生きをしてきをしてきをしてきをして介介介介護護護護なりあるいは入なりあるいは入なりあるいは入なりあるいは入院院院院をををを極極極極力力力力避避避避けてけてけてけて限限限限

りある一りある一りある一りある一生生生生をををを送送送送っていくことが大事なっていくことが大事なっていくことが大事なっていくことが大事な課課課課題だと思うのです。そういう中で、県におきまし題だと思うのです。そういう中で、県におきまし題だと思うのです。そういう中で、県におきまし題だと思うのです。そういう中で、県におきまし

てはこのような長てはこのような長てはこのような長てはこのような長寿寿寿寿に関してに関してに関してに関して今今今今までもさまざまなまでもさまざまなまでもさまざまなまでもさまざまな施施施施策が行われてまいりました。ありがた策が行われてまいりました。ありがた策が行われてまいりました。ありがた策が行われてまいりました。ありがた

いと思っているわけでございます。いと思っているわけでございます。いと思っているわけでございます。いと思っているわけでございます。

とことことこところろろろで、で、で、で、今今今今までさまざまなまでさまざまなまでさまざまなまでさまざまな取取取取りりりり組組組組みが行われていて、みが行われていて、みが行われていて、みが行われていて、今今今今この時この時この時この時期期期期になら健康長になら健康長になら健康長になら健康長寿寿寿寿基基基基本本本本

計画計画計画計画が出されてきたわけです。県としては長が出されてきたわけです。県としては長が出されてきたわけです。県としては長が出されてきたわけです。県としては長寿寿寿寿にににに伴伴伴伴うううう施施施施策にどのような策にどのような策にどのような策にどのような背景背景背景背景があって、があって、があって、があって、何何何何

を目を目を目を目指指指指してしようとされているのか、このしてしようとされているのか、このしてしようとされているのか、このしてしようとされているのか、この計画計画計画計画のののの背景背景背景背景を一つお答えをいただきたいと思いを一つお答えをいただきたいと思いを一つお答えをいただきたいと思いを一つお答えをいただきたいと思い

ます。例えば、がんます。例えば、がんます。例えば、がんます。例えば、がん検診検診検診検診なりなりなりなり人間人間人間人間ドドドドックックックックなりのなりのなりのなりの特特特特定健定健定健定健診診診診のののの受診率向上受診率向上受診率向上受診率向上にににに向向向向けて市町村とけて市町村とけて市町村とけて市町村と連連連連

携携携携していしていしていしていろろろろいいいいろろろろおやりになっているわけですけれども、このことについてもおやりになっているわけですけれども、このことについてもおやりになっているわけですけれども、このことについてもおやりになっているわけですけれども、このことについても特特特特にににに抜抜抜抜本本本本的的的的なななな

解解解解決策があるのかどうか。決策があるのかどうか。決策があるのかどうか。決策があるのかどうか。私私私私も最も最も最も最近近近近少少少少ししししメタメタメタメタボボボボになってきているのですけれども、になってきているのですけれども、になってきているのですけれども、になってきているのですけれども、自分自分自分自分がががが

健康だと思っていたら、市町村から健康健康だと思っていたら、市町村から健康健康だと思っていたら、市町村から健康健康だと思っていたら、市町村から健康診診診診断断断断やややや人間人間人間人間ドドドドックックックックについての案についての案についての案についての案内内内内がががが来来来来ても、なかても、なかても、なかても、なか

なか本なか本なか本なか本人人人人がそのがそのがそのがその気気気気にならないのです。これはにならないのです。これはにならないのです。これはにならないのです。これは私私私私１１１１人人人人の問題ではなくて、そこをどのようにの問題ではなくて、そこをどのようにの問題ではなくて、そこをどのようにの問題ではなくて、そこをどのように

解解解解決していくかが行政の大事な決していくかが行政の大事な決していくかが行政の大事な決していくかが行政の大事な責責責責務ではないかと。これもあわせてお答えをお願いいたし務ではないかと。これもあわせてお答えをお願いいたし務ではないかと。これもあわせてお答えをお願いいたし務ではないかと。これもあわせてお答えをお願いいたし

ます。ます。ます。ます。

２点目は、２点目は、２点目は、２点目は、障害児障害児障害児障害児通通通通所支援事所支援事所支援事所支援事業業業業所についてであります。所についてであります。所についてであります。所についてであります。端端端端的的的的に申しに申しに申しに申し上げ上げ上げ上げますと、ますと、ますと、ますと、障害児障害児障害児障害児

通通通通所支援事所支援事所支援事所支援事業業業業所が所が所が所がふふふふえていることは事実です。しかしながら、この事えていることは事実です。しかしながら、この事えていることは事実です。しかしながら、この事えていることは事実です。しかしながら、この事業業業業所の所の所の所の立地立地立地立地がががが遍遍遍遍在在在在しししし

ていることが、ていることが、ていることが、ていることが、障害障害障害障害者を者を者を者を持持持持つ親にとっても、つ親にとっても、つ親にとっても、つ親にとっても、距距距距離離離離が長いとかいが長いとかいが長いとかいが長いとかいろろろろいいいいろろろろな問題点があるわけな問題点があるわけな問題点があるわけな問題点があるわけ

で、どうして県で、どうして県で、どうして県で、どうして県内各地内各地内各地内各地にににに遍遍遍遍在在在在なくなくなくなく立地立地立地立地できないのだできないのだできないのだできないのだろろろろうか、そのうか、そのうか、そのうか、その辺辺辺辺の問題点について県はの問題点について県はの問題点について県はの問題点について県は

具具具具体的体的体的体的にこの事にこの事にこの事にこの事業業業業所の所の所の所の遍遍遍遍在在在在に対してに対してに対してに対して妙薬妙薬妙薬妙薬をおをおをおをお持持持持ちちちちなのかどうか、お聞きいたします。なのかどうか、お聞きいたします。なのかどうか、お聞きいたします。なのかどうか、お聞きいたします。

次に、次に、次に、次に、自自自自殺殺殺殺対策について医療政策部にお聞きいたします。対策について医療政策部にお聞きいたします。対策について医療政策部にお聞きいたします。対策について医療政策部にお聞きいたします。全全全全国で毎年３万国で毎年３万国で毎年３万国で毎年３万人人人人ほどのほどのほどのほどの自自自自殺殺殺殺

者がいるということで、いの者がいるということで、いの者がいるということで、いの者がいるということで、いのちちちちのののの電電電電話話話話とかさまざまなとかさまざまなとかさまざまなとかさまざまな自自自自殺殺殺殺対策が現対策が現対策が現対策が現在在在在も行われているし、も行われているし、も行われているし、も行われているし、

今今今今までも行われてきていたわけです。これはまでも行われてきていたわけです。これはまでも行われてきていたわけです。これはまでも行われてきていたわけです。これは自自自自殺殺殺殺するするするする社社社社会会会会的的的的なななな背景背景背景背景なり非なり非なり非なり非常常常常にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなななな

個個個個人的人的人的人的な問題もあるわけで、このな問題もあるわけで、このな問題もあるわけで、このな問題もあるわけで、この解消解消解消解消というのは、国、県にとっても大事な政策というのは、国、県にとっても大事な政策というのは、国、県にとっても大事な政策というのは、国、県にとっても大事な政策課課課課題では題では題では題では

ないかと思います。そういうことで、ないかと思います。そういうことで、ないかと思います。そういうことで、ないかと思います。そういうことで、自自自自殺殺殺殺のののの原原原原因因因因を県はを県はを県はを県は系統系統系統系統的的的的にににに分分分分析析析析なりされて、なりされて、なりされて、なりされて、基基基基本本本本的的的的

にはにはにはには自自自自殺殺殺殺をなくすための思をなくすための思をなくすための思をなくすための思想想想想というか、奈良県におけるというか、奈良県におけるというか、奈良県におけるというか、奈良県における自自自自殺殺殺殺のののの背景背景背景背景をどのようにをどのようにをどのようにをどのように分分分分析析析析をさをさをさをさ
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れてれてれてれて施施施施策に策に策に策に生生生生かされているのか、そこのとこかされているのか、そこのとこかされているのか、そこのとこかされているのか、そこのところろろろをお聞きをしたいと思います。をお聞きをしたいと思います。をお聞きをしたいと思います。をお聞きをしたいと思います。

それから、このそれから、このそれから、このそれから、この自自自自殺殺殺殺対策、対策、対策、対策、具具具具体的体的体的体的には、県においてどうしているのか。これはには、県においてどうしているのか。これはには、県においてどうしているのか。これはには、県においてどうしているのか。これは基金基金基金基金をををを積積積積

みみみみ上げ上げ上げ上げておやりになっているわけです。これをておやりになっているわけです。これをておやりになっているわけです。これをておやりになっているわけです。これを調べ調べ調べ調べましたら、平成２１年、平成２２年、ましたら、平成２１年、平成２２年、ましたら、平成２１年、平成２２年、ましたら、平成２１年、平成２２年、

それから、平成２３年、平成２４年、平成２５年、それから、平成２３年、平成２４年、平成２５年、それから、平成２３年、平成２４年、平成２５年、それから、平成２３年、平成２４年、平成２５年、基金基金基金基金のののの造造造造成をしてやってきているわけ成をしてやってきているわけ成をしてやってきているわけ成をしてやってきているわけ

です。それで、です。それで、です。それで、です。それで、今今今今回、回、回、回、予算書予算書予算書予算書を見ますと、この国を見ますと、この国を見ますと、この国を見ますと、この国庫返還庫返還庫返還庫返還金金金金ということで４３万５ということで４３万５ということで４３万５ということで４３万５，，，，００００００００００００

円の円の円の円の返還返還返還返還金金金金が出ているわけです。国にが出ているわけです。国にが出ているわけです。国にが出ているわけです。国に返返返返すということです。このすということです。このすということです。このすということです。この基金基金基金基金をををを返返返返しますとしますとしますとしますと基金基金基金基金のののの

残残残残高はどうなるのか。それと高はどうなるのか。それと高はどうなるのか。それと高はどうなるのか。それと連動連動連動連動して、して、して、して、自自自自殺殺殺殺対策というのは、対策というのは、対策というのは、対策というのは、永遠永遠永遠永遠のののの課課課課題で、題で、題で、題で、来来来来年も年も年も年も再来再来再来再来

年も、年も、年も、年も、強強強強化化化化こそすれ、こそすれ、こそすれ、こそすれ、手手手手抜抜抜抜きはできないと思うのです。そうしますと、このきはできないと思うのです。そうしますと、このきはできないと思うのです。そうしますと、このきはできないと思うのです。そうしますと、この財源財源財源財源の問題にの問題にの問題にの問題に

なってくるわけです。一なってくるわけです。一なってくるわけです。一なってくるわけです。一体体体体このこのこのこの財源財源財源財源をどうするのか。だから、このをどうするのか。だから、このをどうするのか。だから、このをどうするのか。だから、この基金基金基金基金をををを返還返還返還返還してしてしてして自自自自殺殺殺殺対対対対

策の策の策の策の財源財源財源財源を確を確を確を確保保保保する見する見する見する見通通通通しなり、そのことについて３点目、お聞きいたします。しなり、そのことについて３点目、お聞きいたします。しなり、そのことについて３点目、お聞きいたします。しなり、そのことについて３点目、お聞きいたします。

それと、４点目は、これも平成２５年それと、４点目は、これも平成２５年それと、４点目は、これも平成２５年それと、４点目は、これも平成２５年度度度度出て出て出て出て来来来来ているわけなのですけれども、県総合ているわけなのですけれども、県総合ているわけなのですけれども、県総合ているわけなのですけれども、県総合リリリリ

ハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターのーのーのーの地方地方地方地方独独独独立立立立行政法行政法行政法行政法人人人人化化化化についておについておについておについてお伺伺伺伺いをいたします。いをいたします。いをいたします。いをいたします。端端端端的的的的に申に申に申に申

しししし上げ上げ上げ上げますと、県総合ますと、県総合ますと、県総合ますと、県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターの医療部ーの医療部ーの医療部ーの医療部門門門門のみをのみをのみをのみを今今今今回回回回リリリリハビハビハビハビリリリリ部部部部門門門門とととと

切切切切りりりり離離離離してやることのしてやることのしてやることのしてやることのメリットメリットメリットメリットなりなりなりなりデメリットデメリットデメリットデメリットは一は一は一は一体体体体どうなっているのか。などうなっているのか。などうなっているのか。などうなっているのか。なぜぜぜぜこういうこういうこういうこういう

ことを申しことを申しことを申しことを申し上げ上げ上げ上げるかといいますと、昭るかといいますと、昭るかといいますと、昭るかといいますと、昭和和和和６６６６３年だったと思います。３年だったと思います。３年だったと思います。３年だったと思います。私私私私が県議会にが県議会にが県議会にが県議会に来来来来て次のて次のて次のて次の

年、この県総合年、この県総合年、この県総合年、この県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターがーがーがーが設立設立設立設立されたのです。そのされたのです。そのされたのです。そのされたのです。その当当当当時の時の時の時の社社社社会会会会的的的的なななな要要要要

請請請請、さまざまな、さまざまな、さまざまな、さまざまな内容内容内容内容について、こういうについて、こういうについて、こういうについて、こういうリリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターをつくってやっていーをつくってやっていーをつくってやっていーをつくってやってい

くということで、非くということで、非くということで、非くということで、非常常常常にににに喜喜喜喜ばれたはずです。しかしながら、この時代のばれたはずです。しかしながら、この時代のばれたはずです。しかしながら、この時代のばれたはずです。しかしながら、この時代の変変変変化化化化とともにとともにとともにとともに内容内容内容内容

も、あるいはも、あるいはも、あるいはも、あるいはドドドドクタクタクタクターの問題など、いーの問題など、いーの問題など、いーの問題など、いろろろろいいいいろろろろな問題があってな問題があってな問題があってな問題があって変変変変わってきたわけです。そしわってきたわけです。そしわってきたわけです。そしわってきたわけです。そし

て、平成１て、平成１て、平成１て、平成１８８８８年になって、県総合年になって、県総合年になって、県総合年になって、県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターのーのーのーの根根根根本本本本的的的的なななな経経経経営にもかかわ営にもかかわ営にもかかわ営にもかかわ

ることですけれども、ることですけれども、ることですけれども、ることですけれども、今今今今のままではだめだということで、のままではだめだということで、のままではだめだということで、のままではだめだということで、指指指指定定定定管管管管理者理者理者理者制度制度制度制度をををを採用採用採用採用されたわされたわされたわされたわ

けです。けです。けです。けです。指指指指定定定定管管管管理者理者理者理者制度制度制度制度にされてもう５年たっているわけです。それで、にされてもう５年たっているわけです。それで、にされてもう５年たっているわけです。それで、にされてもう５年たっているわけです。それで、今今今今またまたまたまた地方地方地方地方独独独独立立立立

行政法行政法行政法行政法人人人人でやると。こういうことで、県総合でやると。こういうことで、県総合でやると。こういうことで、県総合でやると。こういうことで、県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターのーのーのーの当当当当初初初初のののの設立設立設立設立目目目目

的的的的とととと今今今今のののの社社社社会の県総合会の県総合会の県総合会の県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターに対するーに対するーに対するーに対する要要要要請請請請といいますか、ここらといいますか、ここらといいますか、ここらといいますか、ここら辺辺辺辺

がきっがきっがきっがきっちちちちりとやっていかないとりとやっていかないとりとやっていかないとりとやっていかないと独独独独立立立立行政法行政法行政法行政法人人人人になっても非になっても非になっても非になっても非常常常常にににに心心心心配配配配だという思いで、まずだという思いで、まずだという思いで、まずだという思いで、まず

第１点は第１点は第１点は第１点はメリットメリットメリットメリット、、、、デメリットデメリットデメリットデメリットは一は一は一は一体体体体どうなっているのかと。それとともに、どうなっているのかと。それとともに、どうなっているのかと。それとともに、どうなっているのかと。それとともに、リリリリハビハビハビハビリリリリ部部部部

門門門門だけはだけはだけはだけは指指指指定定定定管管管管理者理者理者理者制度制度制度制度で続けていくと。それで、医療部で続けていくと。それで、医療部で続けていくと。それで、医療部で続けていくと。それで、医療部門門門門は２は２は２は２病院病院病院病院と合と合と合と合体体体体をしてをしてをしてをして独独独独立立立立行行行行

政法政法政法政法人人人人にするという案だと思うのですけれど。このことについてお答えをいただきたいとにするという案だと思うのですけれど。このことについてお答えをいただきたいとにするという案だと思うのですけれど。このことについてお答えをいただきたいとにするという案だと思うのですけれど。このことについてお答えをいただきたいと

思います。思います。思います。思います。

それと、２点目は、それと、２点目は、それと、２点目は、それと、２点目は、リリリリハビハビハビハビリリリリ部部部部門門門門はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか採算採算採算採算が合わない部が合わない部が合わない部が合わない部分分分分で、これはもうわかりで、これはもうわかりで、これはもうわかりで、これはもうわかり
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切切切切っているわけです。それを公がっているわけです。それを公がっているわけです。それを公がっているわけです。それを公が責責責責任任任任をををを持持持持ってってってって負担負担負担負担をしていく、これもをしていく、これもをしていく、これもをしていく、これも当当当当然然然然のことで、このことで、このことで、このことで、こ

れがあるわけですけれども。県れがあるわけですけれども。県れがあるわけですけれども。県れがあるわけですけれども。県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院、県、県、県、県立立立立三三三三室室室室病院病院病院病院を含めて一を含めて一を含めて一を含めて一体体体体化化化化して法して法して法して法人人人人化化化化するするするする

ことによって一ことによって一ことによって一ことによって一貫貫貫貫したしたしたしたリリリリハビハビハビハビリリリリを提を提を提を提供供供供するとあるわけですが、するとあるわけですが、するとあるわけですが、するとあるわけですが、地方地方地方地方独独独独立立立立行政法行政法行政法行政法人人人人化化化化してしてしてして果果果果

たしてたしてたしてたして経経経経営状態がどのように安定営状態がどのように安定営状態がどのように安定営状態がどのように安定化化化化していくのか、ここらしていくのか、ここらしていくのか、ここらしていくのか、ここら辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろをひとつ見をひとつ見をひとつ見をひとつ見通通通通しをおしをおしをおしをお

願いをしたい。願いをしたい。願いをしたい。願いをしたい。

○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長 なら健康長なら健康長なら健康長なら健康長寿寿寿寿基基基基本本本本計画計画計画計画についてお答えをいたします。についてお答えをいたします。についてお答えをいたします。についてお答えをいたします。

中村委員ご中村委員ご中村委員ご中村委員ご指摘指摘指摘指摘のとおり、県ではこれまで県民の健康長のとおり、県ではこれまで県民の健康長のとおり、県ではこれまで県民の健康長のとおり、県ではこれまで県民の健康長寿寿寿寿を目を目を目を目的的的的としてとしてとしてとして必要必要必要必要なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ

をををを進進進進めてきたとこめてきたとこめてきたとこめてきたところろろろでございます。ごでございます。ごでございます。ごでございます。ご指摘指摘指摘指摘のとおり、例えばがんのとおり、例えばがんのとおり、例えばがんのとおり、例えばがん検診検診検診検診のののの受診率受診率受診率受診率をををを向上向上向上向上させさせさせさせ

るためには、県民だよりあるいは奈良るためには、県民だよりあるいは奈良るためには、県民だよりあるいは奈良るためには、県民だよりあるいは奈良新新新新聞聞聞聞等等等等をををを通通通通じてのじてのじてのじての啓啓啓啓発のほか、平成２４年発のほか、平成２４年発のほか、平成２４年発のほか、平成２４年度度度度はがんはがんはがんはがん

検診検診検診検診をををを受受受受けよう奈良県民会議のけよう奈良県民会議のけよう奈良県民会議のけよう奈良県民会議の設立設立設立設立などを行っております。市町村におきましても、などを行っております。市町村におきましても、などを行っております。市町村におきましても、などを行っております。市町村におきましても、検診検診検診検診

費費費費用用用用がががが無無無無料料料料となりますとなりますとなりますとなりますククククーーーーポポポポンンンン券券券券をををを配配配配布布布布いたしましたり、あるいはいたしましたり、あるいはいたしましたり、あるいはいたしましたり、あるいは保保保保健健健健師師師師によるによるによるによる戸戸戸戸別別別別訪訪訪訪問、問、問、問、

電電電電話話話話によるによるによるによる受診受診受診受診勧奨勧奨勧奨勧奨、さらには、さらには、さらには、さらには休休休休日に日に日に日に受診受診受診受診ができるができるができるができる受受受受けけけけ皿皿皿皿づづづづくりなど、さまざまなくりなど、さまざまなくりなど、さまざまなくりなど、さまざまな取取取取りりりり組組組組

みをみをみをみを進進進進めてきたとこめてきたとこめてきたとこめてきたところろろろでございます。また、でございます。また、でございます。また、でございます。また、特特特特定健定健定健定健診診診診につきましては、市町村がにつきましては、市町村がにつきましては、市町村がにつきましては、市町村が独独独独自自自自に行に行に行に行

いますいますいますいますテレビテレビテレビテレビ、、、、ララララジオジオジオジオ等等等等のののの啓啓啓啓発に対しての発に対しての発に対しての発に対しての費費費費用用用用のののの助助助助成ですとか、あるいは成ですとか、あるいは成ですとか、あるいは成ですとか、あるいは検検検検査項目の査項目の査項目の査項目の充充充充実実実実

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、腎臓腎臓腎臓腎臓病病病病の早の早の早の早期期期期発見につながる発見につながる発見につながる発見につながるククククレレレレアアアアチチチチニニニニン等ン等ン等ン等のののの追追追追加、あるいは加、あるいは加、あるいは加、あるいは香芝香芝香芝香芝市、市、市、市、

斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町と町と町と町と協働協働協働協働で、で、で、で、モモモモデデデデル事ル事ル事ル事業業業業としてとしてとしてとして検診率検診率検診率検診率のののの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた検討等検討等検討等検討等をををを進進進進めてまいっておりまめてまいっておりまめてまいっておりまめてまいっておりま

す。ただ、す。ただ、す。ただ、す。ただ、残念残念残念残念ながら、がんながら、がんながら、がんながら、がん検診検診検診検診のののの受診率受診率受診率受診率もももも特特特特定健定健定健定健診診診診のののの受診率受診率受診率受診率も奈良県はも奈良県はも奈良県はも奈良県は全全全全国平国平国平国平均均均均をををを下下下下回回回回

っている状況でございます。っている状況でございます。っている状況でございます。っている状況でございます。今後今後今後今後、１０年、１０年、１０年、１０年間間間間で本県はで本県はで本県はで本県は全全全全国平国平国平国平均均均均をををを上上上上回るペースで回るペースで回るペースで回るペースで急急急急速に高速に高速に高速に高

齢化齢化齢化齢化がががが進進進進展展展展すると見すると見すると見すると見込込込込まれております。これまでと同じようなまれております。これまでと同じようなまれております。これまでと同じようなまれております。これまでと同じような取取取取りりりり組組組組みを続けていたのでみを続けていたのでみを続けていたのでみを続けていたので

は思うような成は思うような成は思うような成は思うような成果果果果がががが期待期待期待期待できないという思いから、健康できないという思いから、健康できないという思いから、健康できないという思いから、健康づづづづくりはもくりはもくりはもくりはもちろちろちろちろんでございますが、んでございますが、んでございますが、んでございますが、

医療、福祉、医療、福祉、医療、福祉、医療、福祉、介介介介護護護護といったといったといったといった幅広幅広幅広幅広いいいい分野分野分野分野の関の関の関の関連計画連計画連計画連計画をををを横串横串横串横串にににに刺刺刺刺し、し、し、し、歯車歯車歯車歯車がかみ合うようにがかみ合うようにがかみ合うようにがかみ合うように連連連連

動動動動させまして、させまして、させまして、させまして、必要必要必要必要なななな施施施施策を策を策を策を着着着着実、実、実、実、迅迅迅迅速に実速に実速に実速に実施施施施するためのするためのするためのするための計画計画計画計画として、このたびとして、このたびとして、このたびとして、このたび新新新新たになたになたになたにな

ら健康長ら健康長ら健康長ら健康長寿寿寿寿基基基基本本本本計画計画計画計画を策定させていただいております。このを策定させていただいております。このを策定させていただいております。このを策定させていただいております。この計画計画計画計画のののの特特特特徴徴徴徴は、は、は、は、デデデデーーーータタタタをををを活用活用活用活用

いたしましていたしましていたしましていたしまして科科科科学的学的学的学的根拠根拠根拠根拠にににに基づ基づ基づ基づくくくく施施施施策を策を策を策を推進推進推進推進することでございます。健康することでございます。健康することでございます。健康することでございます。健康寿命寿命寿命寿命日本一とい日本一とい日本一とい日本一とい

う健康長う健康長う健康長う健康長寿寿寿寿に関する県の最に関する県の最に関する県の最に関する県の最終終終終目目目目標標標標をををを統統統統一一一一的的的的にににに設設設設定いたしまして、健康定いたしまして、健康定いたしまして、健康定いたしまして、健康寿命寿命寿命寿命のののの延延延延長に長に長に長に密接密接密接密接にににに

関係する関係する関係する関係する指標指標指標指標を重点健康を重点健康を重点健康を重点健康指標指標指標指標というというというという形形形形でででで位置づ位置づ位置づ位置づけておりまして、これらのけておりまして、これらのけておりまして、これらのけておりまして、これらの指標指標指標指標を定を定を定を定期的期的期的期的にににに

観観観観察察察察し、し、し、し、分分分分析析析析、、、、把握把握把握把握することによりましてすることによりましてすることによりましてすることによりましてＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクサイクサイクサイクルにルにルにルに基づ基づ基づ基づくくくく進進進進捗管捗管捗管捗管理を理を理を理を図図図図りたいりたいりたいりたい

とととと考考考考えてございます。このなら健康長えてございます。このなら健康長えてございます。このなら健康長えてございます。このなら健康長寿寿寿寿基基基基本本本本計画計画計画計画をををを動動動動かしていくためには、まずどの健康かしていくためには、まずどの健康かしていくためには、まずどの健康かしていくためには、まずどの健康

行行行行動動動動が健康が健康が健康が健康寿命寿命寿命寿命をををを延伸延伸延伸延伸させるのか、すなわさせるのか、すなわさせるのか、すなわさせるのか、すなわちちちち寄与寄与寄与寄与度度度度が高いのか、また、その健康行が高いのか、また、その健康行が高いのか、また、その健康行が高いのか、また、その健康行動動動動のののの効効効効

果的果的果的果的なななな普普普普及及及及、、、、啓啓啓啓発発発発方方方方法について法について法について法について研究研究研究研究をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考考考考えておりまして、そのえておりまして、そのえておりまして、そのえておりまして、その上上上上でででで来来来来年年年年
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度以降度以降度以降度以降につきましてはこのにつきましてはこのにつきましてはこのにつきましてはこの研究研究研究研究成成成成果果果果をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた効効効効果的果的果的果的なななな取取取取りりりり組組組組みを市町村とみを市町村とみを市町村とみを市町村と協働協働協働協働して実して実して実して実践践践践

にににに移移移移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次第でございます。えている次第でございます。えている次第でございます。えている次第でございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 障害児障害児障害児障害児通通通通所支援事所支援事所支援事所支援事業業業業所につきましてのお答えをいたします。所につきましてのお答えをいたします。所につきましてのお答えをいたします。所につきましてのお答えをいたします。

県におきましては、県におきましては、県におきましては、県におきましては、障害児障害児障害児障害児とその家とその家とその家とその家族族族族がががが身近身近身近身近なななな地域地域地域地域でででで必要必要必要必要な療育や支援をな療育や支援をな療育や支援をな療育や支援を受受受受けることがけることがけることがけることが

できるできるできるできる体制づ体制づ体制づ体制づくりは大くりは大くりは大くりは大変変変変重重重重要要要要なななな課課課課題であると題であると題であると題であると考考考考えております。平成２５年９月１日現えております。平成２５年９月１日現えております。平成２５年９月１日現えております。平成２５年９月１日現在在在在、、、、

障害児障害児障害児障害児を対象としたを対象としたを対象としたを対象とした通通通通所支援を行う事所支援を行う事所支援を行う事所支援を行う事業業業業所につきましては、県所につきましては、県所につきましては、県所につきましては、県内内内内に５４のに５４のに５４のに５４の児童児童児童児童発発発発達達達達支援事支援事支援事支援事

業業業業所、９０の所、９０の所、９０の所、９０の放放放放課後等デイサ課後等デイサ課後等デイサ課後等デイサーーーービビビビス事ス事ス事ス事業業業業所があり、中村委員ご所があり、中村委員ご所があり、中村委員ご所があり、中村委員ご指摘指摘指摘指摘のとおり、それぞれのとおり、それぞれのとおり、それぞれのとおり、それぞれ増増増増

加しておりまして、市町村ごとにばらつきがあるのが現状でございます。このため、県に加しておりまして、市町村ごとにばらつきがあるのが現状でございます。このため、県に加しておりまして、市町村ごとにばらつきがあるのが現状でございます。このため、県に加しておりまして、市町村ごとにばらつきがあるのが現状でございます。このため、県に

おきましては、療育おきましては、療育おきましては、療育おきましては、療育指指指指導導導導にかかわる事にかかわる事にかかわる事にかかわる事業業業業所や所や所や所や保保保保育所などの育所などの育所などの育所などの地域地域地域地域の療育関係の療育関係の療育関係の療育関係機機機機関に対し、関に対し、関に対し、関に対し、利利利利

用用用用者にとって者にとって者にとって者にとって必要必要必要必要な支援な支援な支援な支援等等等等がががが受受受受けられるようけられるようけられるようけられるよう専門的専門的専門的専門的なななな助助助助言、言、言、言、指指指指導導導導をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでござでござでござでござ

います。います。います。います。今後今後今後今後もももも地域地域地域地域療育にかかわる療育にかかわる療育にかかわる療育にかかわる機機機機関や事関や事関や事関や事業業業業所、所、所、所、障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉団体等団体等団体等団体等からの意見からの意見からの意見からの意見等等等等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ

まして、市町村ともまして、市町村ともまして、市町村ともまして、市町村とも連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら地域地域地域地域療育の質の療育の質の療育の質の療育の質の向上向上向上向上、、、、連携強連携強連携強連携強化化化化にににに向向向向け療育支援け療育支援け療育支援け療育支援ネットワネットワネットワネットワ

ーーーークづクづクづクづくりや療育くりや療育くりや療育くりや療育技術技術技術技術のののの向上向上向上向上など、など、など、など、専門的専門的専門的専門的、、、、広域的広域的広域的広域的なななな指指指指導導導導、支援の、支援の、支援の、支援の充充充充実に実に実に実に努努努努めてまいりためてまいりためてまいりためてまいりた

いといといといと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。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。

○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 自自自自殺殺殺殺対策につきましてお答え申し対策につきましてお答え申し対策につきましてお答え申し対策につきましてお答え申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

まず、国が公まず、国が公まず、国が公まず、国が公表表表表いたしました平成２４年のいたしました平成２４年のいたしました平成２４年のいたしました平成２４年の全全全全国国国国自自自自殺殺殺殺者者者者数数数数でございますけれども２万７でございますけれども２万７でございますけれども２万７でございますけれども２万７，，，，

８８８８５５５５８人８人８人８人でございまして、１５年でございまして、１５年でございまして、１５年でございまして、１５年ぶぶぶぶりに年りに年りに年りに年間間間間のののの自自自自殺殺殺殺者者者者数数数数が３万が３万が３万が３万人人人人をををを下下下下回ったとこ回ったとこ回ったとこ回ったところろろろでござでござでござでござ

います。本県におきましては、います。本県におきましては、います。本県におきましては、います。本県におきましては、自自自自殺殺殺殺者者者者数数数数は２は２は２は２６６６６２２２２人人人人でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、人人人人口口口口１０万１０万１０万１０万人当人当人当人当たりたりたりたり

のののの自自自自殺殺殺殺死死死死亡亡亡亡者者者者率率率率は１は１は１は１８．８％８．８％８．８％８．８％でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、全全全全国国国国順順順順位位位位といたしましては４４といたしましては４４といたしましては４４といたしましては４４位位位位、、、、低低低低いほいほいほいほ

うから４うから４うから４うから４番番番番目でございます。なお、本県におきましては目でございます。なお、本県におきましては目でございます。なお、本県におきましては目でございます。なお、本県におきましては過去過去過去過去１０年１０年１０年１０年間間間間のののの自自自自殺殺殺殺死死死死亡亡亡亡率率率率もももも全全全全国国国国

的的的的にはにはにはには低水準低水準低水準低水準でございます。でございます。でございます。でございます。自自自自殺殺殺殺のののの原原原原因因因因でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、経済経済経済経済、、、、生活生活生活生活問題、また健問題、また健問題、また健問題、また健

康問題、家庭問題康問題、家庭問題康問題、家庭問題康問題、家庭問題等等等等のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな要要要要因因因因とうつとうつとうつとうつ病等病等病等病等のののの精精精精神神神神疾患疾患疾患疾患の問題がの問題がの問題がの問題が複雑複雑複雑複雑に関係しているに関係しているに関係しているに関係している

と言われているとこと言われているとこと言われているとこと言われているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。自自自自殺統殺統殺統殺統計計計計によりますと、平成１０年にによりますと、平成１０年にによりますと、平成１０年にによりますと、平成１０年に自自自自殺殺殺殺者が者が者が者が急急急急増増増増

しましたしましたしましたしました際際際際には、健康問題、には、健康問題、には、健康問題、には、健康問題、経済経済経済経済、、、、生活生活生活生活問題が大きく問題が大きく問題が大きく問題が大きく増増増増加しているということでございま加しているということでございま加しているということでございま加しているということでございま

したけれども、平成１９年したけれども、平成１９年したけれども、平成１９年したけれども、平成１９年以降以降以降以降のののの推推推推移移移移といたしましては家庭問題がといたしましては家庭問題がといたしましては家庭問題がといたしましては家庭問題が増増増増加加加加傾傾傾傾向向向向にございましにございましにございましにございまし

て、て、て、て、経済経済経済経済、、、、生活生活生活生活問題が減問題が減問題が減問題が減少少少少傾傾傾傾向向向向にございます。にございます。にございます。にございます。自自自自殺殺殺殺対策を総合対策を総合対策を総合対策を総合的的的的、、、、効効効効果的果的果的果的にににに推進推進推進推進いたしまいたしまいたしまいたしま

すため、平成１９年すため、平成１９年すため、平成１９年すため、平成１９年度度度度よりよりよりより学学学学識経験識経験識経験識経験者、また医者、また医者、また医者、また医師師師師会、会、会、会、精精精精神神神神科科科科病院協病院協病院協病院協会、いの会、いの会、いの会、いのちちちちのののの電電電電話協話協話協話協会、会、会、会、

そして弁そして弁そして弁そして弁護護護護士士士士会、民会、民会、民会、民生児童生児童生児童生児童委員委員委員委員連連連連合会、合会、合会、合会、商工商工商工商工会議所会議所会議所会議所連連連連合会合会合会合会等等等等、、、、官官官官民を含めました奈良県民を含めました奈良県民を含めました奈良県民を含めました奈良県自自自自

殺殺殺殺対策対策対策対策連絡協連絡協連絡協連絡協議会を議会を議会を議会を立ち上げ立ち上げ立ち上げ立ち上げましてましてましてまして連携体制連携体制連携体制連携体制のののの強強強強化化化化をををを図図図図っているとこっているとこっているとこっているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。具具具具

体的体的体的体的な事な事な事な事業業業業といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、自自自自殺殺殺殺予防予防予防予防のののの普普普普及及及及啓啓啓啓発、発、発、発、精精精精神神神神保保保保健福祉健福祉健福祉健福祉セセセセンタンタンタンターここーここーここーこころろろろののののホホホホッッッッ
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トライン等トライン等トライン等トライン等の相の相の相の相談談談談支援、そして、市町村職員、支援、そして、市町村職員、支援、そして、市町村職員、支援、そして、市町村職員、ケアケアケアケアママママネネネネジジジジャーャーャーャー等等等等を対象といたしましたを対象といたしましたを対象といたしましたを対象といたしましたゲゲゲゲ

ーーーートトトトキキキキーーーーパパパパーーーー研修研修研修研修等等等等のののの人人人人材材材材養養養養成、そして成、そして成、そして成、そして各各各各種種種種調調調調査、市町村査、市町村査、市町村査、市町村及及及及びいのびいのびいのびいのちちちちのののの電電電電話協話協話協話協会会会会等等等等の民の民の民の民間間間間

団体へ団体へ団体へ団体への支援、そして、の支援、そして、の支援、そして、の支援、そして、東東東東日本大日本大日本大日本大震災震災震災震災奈良県奈良県奈良県奈良県内内内内避難避難避難避難者や者や者や者や紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害被災被災被災被災者に対します者に対します者に対します者に対します

心心心心ののののケア等ケア等ケア等ケア等を実を実を実を実施施施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ございます。でございます。でございます。でございます。

そして、そして、そして、そして、自自自自殺殺殺殺対策対策対策対策緊緊緊緊急強急強急強急強化化化化基金基金基金基金でございますけれども、国から平成２１年、平成２３年、でございますけれども、国から平成２１年、平成２３年、でございますけれども、国から平成２１年、平成２３年、でございますけれども、国から平成２１年、平成２３年、

平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年度分度分度分度分と３回と３回と３回と３回交付交付交付交付をいただきまして、奈良県といたしましては合をいただきまして、奈良県といたしましては合をいただきまして、奈良県といたしましては合をいただきまして、奈良県といたしましては合計計計計２２２２億億億億７７７７，，，，００００００００

０万円の０万円の０万円の０万円の交付交付交付交付をををを受受受受けたとこけたとこけたとこけたところろろろでございます。そのうでございます。そのうでございます。そのうでございます。そのうちちちち、、、、今今今今回回回回返還返還返還返還となっておりますのが第となっておりますのが第となっておりますのが第となっておりますのが第

２回の２回の２回の２回の交付交付交付交付分分分分約約約約８８８８，，，，２００万円でございますけれども、こ２００万円でございますけれども、こ２００万円でございますけれども、こ２００万円でございますけれども、こちちちちらがらがらがらが復復復復興興興興関関関関連予算連予算連予算連予算でででで参参参参ったもったもったもったも

のでございまして、のでございまして、のでございまして、のでございまして、今今今今回はその回はその回はその回はその残残残残額の額の額の額の返還返還返還返還をををを要要要要請請請請されたということでございます。額といされたということでございます。額といされたということでございます。額といされたということでございます。額とい

たしまして４３万５たしまして４３万５たしまして４３万５たしまして４３万５，，，，０００円ということでございます。なお、０００円ということでございます。なお、０００円ということでございます。なお、０００円ということでございます。なお、今今今今回の国回の国回の国回の国庫庫庫庫へへへへのののの返還返還返還返還によによによによ

りまして、りまして、りまして、りまして、今今今今年年年年度末度末度末度末のののの自自自自殺殺殺殺対策対策対策対策緊緊緊緊急強急強急強急強化化化化基金基金基金基金のののの残残残残高の見高の見高の見高の見込込込込みといたしましてはみといたしましてはみといたしましてはみといたしましては約約約約１５０万１５０万１５０万１５０万

円、なお、円、なお、円、なお、円、なお、基金基金基金基金によりますによりますによりますによります自自自自殺殺殺殺対策事対策事対策事対策事業業業業といたしましては平成２といたしましては平成２といたしましては平成２といたしましては平成２６６６６年年年年度度度度までとなっておりまでとなっておりまでとなっておりまでとなっており

ますので、国に対しましてますので、国に対しましてますので、国に対しましてますので、国に対しまして基金基金基金基金のののの継継継継続を続を続を続を要要要要望望望望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ございます。なお、でございます。なお、でございます。なお、でございます。なお、自自自自殺殺殺殺対対対対

策策策策緊緊緊緊急強急強急強急強化化化化基金基金基金基金がなくなった場合には、県が実がなくなった場合には、県が実がなくなった場合には、県が実がなくなった場合には、県が実施施施施いたします事いたします事いたします事いたします事業業業業の一部ではの一部ではの一部ではの一部では条条条条件件件件のほうはのほうはのほうはのほうは

劣劣劣劣ってまいりますが、ってまいりますが、ってまいりますが、ってまいりますが、今今今今のとこのとこのとこのところ基金ろ基金ろ基金ろ基金は１０は１０は１０は１０分分分分の１０でございますけれども、既の１０でございますけれども、既の１０でございますけれども、既の１０でございますけれども、既存存存存の国の国の国の国庫庫庫庫

補助補助補助補助金金金金のののの活用活用活用活用をををを検討検討検討検討するなどしてするなどしてするなどしてするなどして財源財源財源財源を確を確を確を確保保保保していかしていかしていかしていかねねねねばならないと思っているとこばならないと思っているとこばならないと思っているとこばならないと思っているところろろろでででで

ございます。しかし、市町村、ございます。しかし、市町村、ございます。しかし、市町村、ございます。しかし、市町村、団体団体団体団体はこのはこのはこのはこの自自自自殺殺殺殺対策対策対策対策緊緊緊緊急強急強急強急強化化化化基金基金基金基金をををを活用活用活用活用した県のした県のした県のした県の補助補助補助補助金金金金にににに

より事より事より事より事業業業業を実を実を実を実施施施施しておりますので、市町村しておりますので、市町村しておりますので、市町村しておりますので、市町村等等等等を含めたを含めたを含めたを含めた全全全全県県県県的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みを実みを実みを実みを実施施施施いたしますいたしますいたしますいたします

には、には、には、には、今後今後今後今後も国からの支援がも国からの支援がも国からの支援がも国からの支援が必要必要必要必要なため、なため、なため、なため、自自自自殺殺殺殺対策対策対策対策緊緊緊緊急強急強急強急強化化化化基金基金基金基金のののの財財財財政政政政措措措措置置置置をををを要要要要望望望望してましてましてましてま

いりたいといりたいといりたいといりたいと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。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。

○村上県立病院法人化準備室長○村上県立病院法人化準備室長○村上県立病院法人化準備室長○村上県立病院法人化準備室長 県総合県総合県総合県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターのーのーのーの地方地方地方地方独独独独立立立立行政法行政法行政法行政法人人人人

化化化化についてお答えいたします。についてお答えいたします。についてお答えいたします。についてお答えいたします。

県県県県立病院立病院立病院立病院ののののリリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョン機ン機ン機ン機能能能能をををを充充充充実させるため、県実させるため、県実させるため、県実させるため、県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院、県、県、県、県立立立立三三三三室室室室病院病院病院病院のののの

２２２２病院病院病院病院と県総合と県総合と県総合と県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターの医療部ーの医療部ーの医療部ーの医療部門門門門をををを経経経経営営営営統統統統合することによりまして、合することによりまして、合することによりまして、合することによりまして、

同一法同一法同一法同一法人内人内人内人内でででで急急急急性性性性期期期期からからからから亜亜亜亜急急急急性性性性期期期期、回、回、回、回復期復期復期復期という一という一という一という一貫貫貫貫したしたしたしたリリリリハビハビハビハビリリリリの提の提の提の提供供供供がががが図図図図れるものとれるものとれるものとれるものと

考考考考えております。これにより、えております。これにより、えております。これにより、えております。これにより、患患患患者さんに者さんに者さんに者さんに少少少少しでも早い時しでも早い時しでも早い時しでも早い時期期期期にお宅ににお宅ににお宅ににお宅に帰帰帰帰っていただく、っていただく、っていただく、っていただく、在在在在

宅に宅に宅に宅に戻戻戻戻っていただく医療の提っていただく医療の提っていただく医療の提っていただく医療の提供供供供ができればとができればとができればとができればと考考考考えております。中村委員ごえております。中村委員ごえております。中村委員ごえております。中村委員ご指摘指摘指摘指摘のように、のように、のように、のように、

デメリットデメリットデメリットデメリットにつきましては、現につきましては、現につきましては、現につきましては、現在在在在県総合県総合県総合県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターは医療部ーは医療部ーは医療部ーは医療部門門門門と福祉部と福祉部と福祉部と福祉部

門門門門を一を一を一を一体体体体としてとしてとしてとして運運運運営しております。これが営しております。これが営しております。これが営しております。これが分離分離分離分離してしまうこともしてしまうこともしてしまうこともしてしまうことも考考考考えられます。ここにつえられます。ここにつえられます。ここにつえられます。ここにつ

きましては、福祉部きましては、福祉部きましては、福祉部きましては、福祉部門門門門をををを担当担当担当担当なさいますなさいますなさいますなさいます社社社社会福祉事会福祉事会福祉事会福祉事業団業団業団業団とととと十分十分十分十分なななな連携連携連携連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら不都不都不都不都合合合合



---- 11112222 ----

のないのないのないのない運運運運営をしていきたいと営をしていきたいと営をしていきたいと営をしていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

もう一つご質問いただきましたもう一つご質問いただきましたもう一つご質問いただきましたもう一つご質問いただきました経経経経営についてですけれども、営についてですけれども、営についてですけれども、営についてですけれども、先先先先ほど申しましたよりよいほど申しましたよりよいほど申しましたよりよいほど申しましたよりよい

医療を提医療を提医療を提医療を提供供供供することにより、一つにはすることにより、一つにはすることにより、一つにはすることにより、一つには患患患患者さんの者さんの者さんの者さんの増増増増が見が見が見が見込込込込めるのではないかとめるのではないかとめるのではないかとめるのではないかと考考考考えておりえておりえておりえており

ます。もう一つは、３つのます。もう一つは、３つのます。もう一つは、３つのます。もう一つは、３つの病院病院病院病院が同一法が同一法が同一法が同一法人内人内人内人内でででで経経経経営営営営統統統統合いたしますので、医合いたしますので、医合いたしますので、医合いたしますので、医師師師師、、、、看護看護看護看護師師師師等等等等

のののの採用採用採用採用についてについてについてについて柔軟柔軟柔軟柔軟なななな採用採用採用採用ができるのではないか、あるいは医療ができるのではないか、あるいは医療ができるのではないか、あるいは医療ができるのではないか、あるいは医療器械器械器械器械であったりであったりであったりであったり薬品薬品薬品薬品であであであであ

ったりったりったりったり業業業業務委務委務委務委託託託託をををを集集集集約化約化約化約化することにより、スすることにより、スすることにより、スすることにより、スケケケケールールールールメリットメリットメリットメリットを出すことがを出すことがを出すことがを出すことが考考考考えられ、えられ、えられ、えられ、経経経経営営営営

のののの効効効効率率率率化化化化につながるとにつながるとにつながるとにつながる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。

○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 県総合県総合県総合県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターのーのーのーの指指指指定定定定管管管管理の理の理の理の件件件件にお答えいたしにお答えいたしにお答えいたしにお答えいたし

ます。ます。ます。ます。

県総合県総合県総合県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターの医療部ーの医療部ーの医療部ーの医療部門門門門につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては地方地方地方地方独独独独立立立立行政法行政法行政法行政法人人人人化化化化されされされされ

ます。福祉部ます。福祉部ます。福祉部ます。福祉部門門門門はははは引引引引き続き県からき続き県からき続き県からき続き県から社社社社会福祉事会福祉事会福祉事会福祉事業団へ業団へ業団へ業団へのののの指指指指定定定定管管管管理を理を理を理を考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでござでござでござでござ

います。います。います。います。運運運運営営営営組織組織組織組織としましてはとしましてはとしましてはとしましては分分分分かれることになりますが、かれることになりますが、かれることになりますが、かれることになりますが、利用利用利用利用者にとりまして、同じ場者にとりまして、同じ場者にとりまして、同じ場者にとりまして、同じ場

所で所で所で所で今今今今までどおりの同じまでどおりの同じまでどおりの同じまでどおりの同じササササーーーービビビビスがスがスがスが受受受受けられるように、医療と福祉の一けられるように、医療と福祉の一けられるように、医療と福祉の一けられるように、医療と福祉の一体施設体施設体施設体施設としてのとしてのとしてのとしての機機機機

能能能能をををを維持維持維持維持することが大前提であるとすることが大前提であるとすることが大前提であるとすることが大前提であると考考考考えておりますので、医療と福祉のえておりますので、医療と福祉のえておりますので、医療と福祉のえておりますので、医療と福祉の連携連携連携連携をををを図図図図ってまいってまいってまいってまい

りたいとりたいとりたいとりたいと考考考考えてます。さらに、えてます。さらに、えてます。さらに、えてます。さらに、今後今後今後今後はははは独独独独立立立立行政法行政法行政法行政法人人人人化化化化により医療部により医療部により医療部により医療部門門門門がががが強強強強化化化化されることにされることにされることにされることに

伴伴伴伴い、福祉部い、福祉部い、福祉部い、福祉部門門門門におきましてもさらなるにおきましてもさらなるにおきましてもさらなるにおきましてもさらなる機機機機能能能能向上向上向上向上についてについてについてについて検討検討検討検討をををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろでござでござでござでござ

います。います。います。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。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 まず、まず、まず、まず、逆逆逆逆から質問します。県総合から質問します。県総合から質問します。県総合から質問します。県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターですけれど、ーですけれど、ーですけれど、ーですけれど、

今今今今質問した質問した質問した質問した設立当設立当設立当設立当初初初初の意の意の意の意義義義義です。そして、平成１です。そして、平成１です。そして、平成１です。そして、平成１８８８８年年年年度以降指度以降指度以降指度以降指定定定定管管管管理者理者理者理者制度制度制度制度になって、になって、になって、になって、今今今今

回、回、回、回、地方地方地方地方独独独独立立立立行政法行政法行政法行政法人人人人にすると。そういう中で、こういう県総合にすると。そういう中で、こういう県総合にすると。そういう中で、こういう県総合にすると。そういう中で、こういう県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンンンン

タタタターのーのーのーの形形形形態が現態が現態が現態が現在在在在のののの社社社社会に会に会に会にママママッッッッチチチチし、公がし、公がし、公がし、公が負担負担負担負担すすすすべべべべき医療福祉部き医療福祉部き医療福祉部き医療福祉部門門門門のののの形形形形態として態として態として態としてふふふふさわしさわしさわしさわし

いのかどうか、そこらいのかどうか、そこらいのかどうか、そこらいのかどうか、そこら辺辺辺辺のののの原原原原因因因因なりなりなりなり経過経過経過経過を含めて、県はこのを含めて、県はこのを含めて、県はこのを含めて、県はこの地方地方地方地方独独独独立立立立行政法行政法行政法行政法人人人人化化化化に関してに関してに関してに関して

どうどうどうどう考考考考えているのかと質問しているわけです。これはもう中川医療政策部次長、あなたでえているのかと質問しているわけです。これはもう中川医療政策部次長、あなたでえているのかと質問しているわけです。これはもう中川医療政策部次長、あなたでえているのかと質問しているわけです。これはもう中川医療政策部次長、あなたで

す。これが大きな１点。す。これが大きな１点。す。これが大きな１点。す。これが大きな１点。

それと、皆さんそれと、皆さんそれと、皆さんそれと、皆さん方方方方もももも経験経験経験経験あると思うのですけれども、あると思うのですけれども、あると思うのですけれども、あると思うのですけれども、リリリリハビハビハビハビリリリリにににに特特特特化化化化したしたしたした治治治治療といいま療といいま療といいま療といいま

すか、やりすか、やりすか、やりすか、やり方方方方であれば、民であれば、民であれば、民であれば、民間病院間病院間病院間病院がたくさんできてきているわけです。がたくさんできてきているわけです。がたくさんできてきているわけです。がたくさんできてきているわけです。全全全全部が部が部が部がリリリリハビハビハビハビリリリリ部部部部

門門門門をををを持持持持っているわけです。っているわけです。っているわけです。っているわけです。今今今今の県総合の県総合の県総合の県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターのーのーのーの形形形形態と態と態と態と設設設設備備備備のののの整整整整ったったったった

民民民民間病院間病院間病院間病院とでは、とでは、とでは、とでは、今今今今のののの社社社社会でいえば会でいえば会でいえば会でいえば全全全全然太刀然太刀然太刀然太刀打ち打ち打ち打ちできないのです。県総合できないのです。県総合できないのです。県総合できないのです。県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーシ

ョョョョンンンンセセセセンタンタンタンターはもうーはもうーはもうーはもう完完完完全全全全におくれをとっているわけです。そうしたら、におくれをとっているわけです。そうしたら、におくれをとっているわけです。そうしたら、におくれをとっているわけです。そうしたら、地方地方地方地方独独独独立立立立行政法行政法行政法行政法人人人人

にして、にして、にして、にして、指指指指定定定定管管管管理者理者理者理者制度制度制度制度で、で、で、で、今今今今言われたのは、医者の言われたのは、医者の言われたのは、医者の言われたのは、医者の話話話話しただけではないですか。しただけではないですか。しただけではないですか。しただけではないですか。今今今今までまでまでまで
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でもでもでもでも設立当設立当設立当設立当初初初初から県総合から県総合から県総合から県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターにはーにはーにはーにはドドドドクタクタクタクターはいたわけです。ーはいたわけです。ーはいたわけです。ーはいたわけです。近近近近くくくく

には県には県には県には県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附属附属附属附属病院病院病院病院にも医者がいるわけです。そのにも医者がいるわけです。そのにも医者がいるわけです。そのにも医者がいるわけです。その融通融通融通融通やややや連携連携連携連携ができなかったわけができなかったわけができなかったわけができなかったわけ

でしでしでしでしょょょょう。う。う。う。今今今今まで２０まで２０まで２０まで２０数数数数年、県年、県年、県年、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附属附属附属附属病院病院病院病院の医者にの医者にの医者にの医者に来来来来てくださいといっても、てくださいといっても、てくださいといっても、てくださいといっても、リリリリ

ハビハビハビハビリリリリの部の部の部の部門門門門とととと連携連携連携連携をしてやることがをしてやることがをしてやることがをしてやることが今今今今までできなくて、までできなくて、までできなくて、までできなくて、指指指指定定定定管管管管理者理者理者理者制度制度制度制度になってもできになってもできになってもできになってもでき

なかったわけです。それで、なかったわけです。それで、なかったわけです。それで、なかったわけです。それで、今度今度今度今度独独独独立立立立行政法行政法行政法行政法人人人人にして、できるにして、できるにして、できるにして、できる道道道道筋筋筋筋をもうをもうをもうをもう少少少少しわかりやすしわかりやすしわかりやすしわかりやす

くくくく説説説説明してくれないとだめだ。それでないと、知事が県総合明してくれないとだめだ。それでないと、知事が県総合明してくれないとだめだ。それでないと、知事が県総合明してくれないとだめだ。それでないと、知事が県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターーーー

をををを何何何何とかしとかしとかしとかしろろろろ、、、、改善改善改善改善ししししろろろろと、皆さん言われているのです。それが一と、皆さん言われているのです。それが一と、皆さん言われているのです。それが一と、皆さん言われているのです。それが一向向向向に、に、に、に、私私私私の感の感の感の感覚覚覚覚ではではではでは港港港港

が見えてきていない。もう一が見えてきていない。もう一が見えてきていない。もう一が見えてきていない。もう一度度度度中川医療政策部次長、しっかりと答えてください。中川医療政策部次長、しっかりと答えてください。中川医療政策部次長、しっかりと答えてください。中川医療政策部次長、しっかりと答えてください。後後後後でいでいでいでい

いです。いです。いです。いです。

次に、この次に、この次に、この次に、この自自自自殺殺殺殺対策です。前対策です。前対策です。前対策です。前野保野保野保野保健健健健予防課予防課予防課予防課長、長、長、長、話話話話はわかりました。はわかりました。はわかりました。はわかりました。若干若干若干若干減ってきている減ってきている減ってきている減ってきている

というわけでありますけれど、奈良県におけるというわけでありますけれど、奈良県におけるというわけでありますけれど、奈良県におけるというわけでありますけれど、奈良県における自自自自殺殺殺殺のののの形形形形態もい態もい態もい態もいろろろろいいいいろろろろあると思うのですけあると思うのですけあると思うのですけあると思うのですけ

れど、一れど、一れど、一れど、一体体体体どういうどういうどういうどういう原原原原因因因因か、それと、確かにか、それと、確かにか、それと、確かにか、それと、確かに下下下下からからからから数数数数えて４えて４えて４えて４番番番番目と言っているけれど、目と言っているけれど、目と言っているけれど、目と言っているけれど、限限限限

りある一りある一りある一りある一生生生生を、このを、このを、このを、この世世世世にににに生生生生まれてきてまれてきてまれてきてまれてきて夢夢夢夢やややや希望希望希望希望や、や、や、や、世世世世の中にいの中にいの中にいの中にいろろろろいいいいろろろろな思いをな思いをな思いをな思いを持持持持ってそれってそれってそれってそれ

ぞれのぞれのぞれのぞれの生計生計生計生計を営みを営みを営みを営み必死必死必死必死にににに生生生生きているわけです。しかしながら、きているわけです。しかしながら、きているわけです。しかしながら、きているわけです。しかしながら、自自自自殺殺殺殺にににに追追追追いいいい込込込込まれたというまれたというまれたというまれたという

のは、本のは、本のは、本のは、本当当当当にににに悔悔悔悔しさ、しさ、しさ、しさ、人人人人として、として、として、として、人間人間人間人間として、はかり知れないとして、はかり知れないとして、はかり知れないとして、はかり知れない悲悲悲悲しみがあると思うのです。しみがあると思うのです。しみがあると思うのです。しみがあると思うのです。

これはもう公がこれはもう公がこれはもう公がこれはもう公が個々個々個々個々の問題をの問題をの問題をの問題を踏踏踏踏み越えて、公がみ越えて、公がみ越えて、公がみ越えて、公が責責責責任任任任をををを持持持持ってってってって手手手手助助助助けをやっていくけをやっていくけをやっていくけをやっていく環境環境環境環境をつをつをつをつ

くると。それと、くると。それと、くると。それと、くると。それと、今今今今、、、、説説説説明のあったいの明のあったいの明のあったいの明のあったいのちちちちのののの電電電電話等話等話等話等 々々々々をやっているけれども、をやっているけれども、をやっているけれども、をやっているけれども、私私私私のののの考考考考えでえでえでえで

はさらに一はさらに一はさらに一はさらに一歩歩歩歩進進進進んだ支援策、例えばんだ支援策、例えばんだ支援策、例えばんだ支援策、例えばケアケアケアケアママママネネネネジジジジャーです。ャーです。ャーです。ャーです。自自自自殺殺殺殺のおそれのあるのおそれのあるのおそれのあるのおそれのある方方方方 々々々々に対しに対しに対しに対し

てはてはてはては素素素素早く早く早く早く察察察察知をして、知をして、知をして、知をして、ケアケアケアケアママママネネネネジジジジャーャーャーャー等等等等をそこにをそこにをそこにをそこに派遣派遣派遣派遣をして相をして相をして相をして相談談談談にににに乗乗乗乗ってあってあってあってあげげげげて、そして、そして、そして、そし

て一て一て一て一歩歩歩歩でもでもでもでも自自自自殺殺殺殺からからからから遠遠遠遠ざかる対策をざかる対策をざかる対策をざかる対策を考考考考えるシスえるシスえるシスえるシステムテムテムテムをこのをこのをこのをこの際際際際つくるつくるつくるつくるべべべべきだと思うのです。きだと思うのです。きだと思うのです。きだと思うのです。

そうすると、この事そうすると、この事そうすると、この事そうすると、この事業業業業をしようと思ったらをしようと思ったらをしようと思ったらをしようと思ったら財源財源財源財源なのです。なのです。なのです。なのです。ケアケアケアケアママママネネネネジジジジャーでも、例えばャーでも、例えばャーでも、例えばャーでも、例えば優優優優

遇遇遇遇すると、そのすると、そのすると、そのすると、その財源財源財源財源は、市町村は確かに県は、市町村は確かに県は、市町村は確かに県は、市町村は確かに県費費費費からやっているけれど、国からやっているけれど、国からやっているけれど、国からやっているけれど、国庫補助庫補助庫補助庫補助金金金金がとまっがとまっがとまっがとまっ

てしまえば、どうするのですかと。そしたら、てしまえば、どうするのですかと。そしたら、てしまえば、どうするのですかと。そしたら、てしまえば、どうするのですかと。そしたら、今今今今までどおりのまでどおりのまでどおりのまでどおりの水準水準水準水準のおのおのおのお金金金金を国にを国にを国にを国に要要要要求求求求してしてしてして

ください。しかし、国がください。しかし、国がください。しかし、国がください。しかし、国が認認認認めなかったら県がめなかったら県がめなかったら県がめなかったら県が負担負担負担負担するのか、するのか、するのか、するのか、今今今今までどおりのまでどおりのまでどおりのまでどおりの水準水準水準水準のののの自自自自殺殺殺殺対対対対

策を策を策を策を維持維持維持維持していくのかどうか、ここらしていくのかどうか、ここらしていくのかどうか、ここらしていくのかどうか、ここら辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろをよくをよくをよくをよく考考考考えていただきたい。それでないえていただきたい。それでないえていただきたい。それでないえていただきたい。それでない

と、と、と、と、今今今今ここで県がここで県がここで県がここで県がぶぶぶぶれたら、このれたら、このれたら、このれたら、この自自自自殺殺殺殺問題は、問題は、問題は、問題は、今今今今減ってきているけれども、また減ってきているけれども、また減ってきているけれども、また減ってきているけれども、またふふふふえるかえるかえるかえるか

もわからないのです。そういうことで、所見があればお願いをします。もわからないのです。そういうことで、所見があればお願いをします。もわからないのです。そういうことで、所見があればお願いをします。もわからないのです。そういうことで、所見があればお願いをします。

次に、次に、次に、次に、障害児障害児障害児障害児の問題ですけれども、の問題ですけれども、の問題ですけれども、の問題ですけれども、私私私私もももも通通通通所所所所授産授産授産授産施設施設施設施設の理事をの理事をの理事をの理事を何何何何カカカカ所かやっております所かやっております所かやっております所かやっております

ので実態はよくわかっているわけです。ので実態はよくわかっているわけです。ので実態はよくわかっているわけです。ので実態はよくわかっているわけです。今今今今のののの説説説説明でやっていきますというのはよくわかっ明でやっていきますというのはよくわかっ明でやっていきますというのはよくわかっ明でやっていきますというのはよくわかっ

た。しかし、た。しかし、た。しかし、た。しかし、具具具具体的体的体的体的にににに遍遍遍遍在在在在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ををををふふふふやすやすやすやす手手手手だてというと、だてというと、だてというと、だてというと、各各各各事事事事業業業業所は、所は、所は、所は、採算採算採算採算はははは
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本本本本当当当当にににに悪悪悪悪いわけです。例えばいわけです。例えばいわけです。例えばいわけです。例えば通通通通所所所所授産授産授産授産施設施設施設施設でででで缶拾缶拾缶拾缶拾い一つにしても日い一つにしても日い一つにしても日い一つにしても日当当当当一つにしても、非一つにしても、非一つにしても、非一つにしても、非常常常常

にににに低低低低賃賃賃賃金金金金です。そこに対して、です。そこに対して、です。そこに対して、です。そこに対して、今今今今のののの制度制度制度制度からいくと、事からいくと、事からいくと、事からいくと、事業業業業所に対しての行政の所に対しての行政の所に対しての行政の所に対しての行政の助助助助成成成成金金金金で、で、で、で、

国の国の国の国の今今今今のののの体制体制体制体制でででで補補補補えないすきえないすきえないすきえないすき間間間間部部部部分分分分のののの助助助助成は、県がおやりになることが成は、県がおやりになることが成は、県がおやりになることが成は、県がおやりになることが必要必要必要必要ではないか。ではないか。ではないか。ではないか。

健健健健常常常常者は者は者は者は何何何何とかできる、しかし、国の福祉政策も含めて一とかできる、しかし、国の福祉政策も含めて一とかできる、しかし、国の福祉政策も含めて一とかできる、しかし、国の福祉政策も含めて一番番番番大事なことは、高大事なことは、高大事なことは、高大事なことは、高齢齢齢齢者とか、者とか、者とか、者とか、

障害障害障害障害者とか子どもとか、こういうとこ者とか子どもとか、こういうとこ者とか子どもとか、こういうとこ者とか子どもとか、こういうところろろろにににに光光光光をををを当当当当てて、万てて、万てて、万てて、万人人人人が平が平が平が平等等等等にこのにこのにこのにこの世世世世界界界界で住んでいで住んでいで住んでいで住んでい

く。そういう意く。そういう意く。そういう意く。そういう意味味味味でこの事でこの事でこの事でこの事業業業業所も大きな所も大きな所も大きな所も大きな役割役割役割役割をををを果果果果たしているわけです。しかしながら、たしているわけです。しかしながら、たしているわけです。しかしながら、たしているわけです。しかしながら、社社社社

会の状況は、会の状況は、会の状況は、会の状況は、就就就就職一つにしても、職一つにしても、職一つにしても、職一つにしても、昨昨昨昨日も言った日も言った日も言った日も言った在在在在宅宅宅宅就労就労就労就労について、３について、３について、３について、３クラクラクラクラスで４５スで４５スで４５スで４５人人人人のののの研研研研

修修修修をしますと。をしますと。をしますと。をしますと。研修研修研修研修したしたしたした後後後後の、の、の、の、就就就就職職職職先先先先は、一は、一は、一は、一体体体体どうなるのだと。そうしたら、これも国が、どうなるのだと。そうしたら、これも国が、どうなるのだと。そうしたら、これも国が、どうなるのだと。そうしたら、これも国が、

ママママッッッッチチチチンンンンググググミミミミスではなく、一スではなく、一スではなく、一スではなく、一人人人人でもでもでもでも多多多多くくくく雇用雇用雇用雇用をするをするをするをする形形形形態をつくっていくことに態をつくっていくことに態をつくっていくことに態をつくっていくことに通通通通じるわけじるわけじるわけじるわけ

ですけれども、このですけれども、このですけれども、このですけれども、この際際際際、事、事、事、事業業業業所に対してすき所に対してすき所に対してすき所に対してすき間間間間をををを埋埋埋埋めるめるめるめる助助助助成を県は成を県は成を県は成を県は考考考考えているのかどうか、えているのかどうか、えているのかどうか、えているのかどうか、

所見があればお願いをします。所見があればお願いをします。所見があればお願いをします。所見があればお願いをします。

最最最最後後後後に、なら健康長に、なら健康長に、なら健康長に、なら健康長寿寿寿寿基基基基本本本本計画計画計画計画、、、、今今今今のごのごのごのご説説説説明でよくわかりました。わかっているのです明でよくわかりました。わかっているのです明でよくわかりました。わかっているのです明でよくわかりました。わかっているのです

けれど、実けれど、実けれど、実けれど、実際際際際にこれからです。この問題のにこれからです。この問題のにこれからです。この問題のにこれからです。この問題の根根根根本は、本は、本は、本は、今今今今、、、、生活生活生活生活しているしているしているしている我々我々我々我々がそのがそのがそのがその気気気気にならにならにならになら

ないと、いかにないと、いかにないと、いかにないと、いかにメメメメニューをつくっていただいても、ニューをつくっていただいても、ニューをつくっていただいても、ニューをつくっていただいても、絵絵絵絵にににに描描描描いたいたいたいた餅餅餅餅になりがになりがになりがになりがちちちちです。です。です。です。今今今今までまでまでまで

もそうだったし、もそうだったし、もそうだったし、もそうだったし、計画計画計画計画で、で、で、で、盛盛盛盛りだくさんなりだくさんなりだくさんなりだくさんなメメメメニューニューニューニューづづづづくりをしてもらっても、くりをしてもらっても、くりをしてもらっても、くりをしてもらっても、今生今生今生今生きていきていきていきてい

るるるる我々我々我々我々がそれを実がそれを実がそれを実がそれを実践践践践するか、するか、するか、するか、参参参参加をしなければいけないわけです。その加をしなければいけないわけです。その加をしなければいけないわけです。その加をしなければいけないわけです。その人間人間人間人間のののの心心心心をどのよをどのよをどのよをどのよ

うにうにうにうに動動動動かすかが政策のかすかが政策のかすかが政策のかすかが政策のポポポポイントイントイントイントだと思うのです。例えば、だと思うのです。例えば、だと思うのです。例えば、だと思うのです。例えば、人間人間人間人間ドドドドックックックックは、県議会議員は、は、県議会議員は、は、県議会議員は、は、県議会議員は、

半半半半額を県が額を県が額を県が額を県が補助補助補助補助してくれているわけです。そしたら、中には、してくれているわけです。そしたら、中には、してくれているわけです。そしたら、中には、してくれているわけです。そしたら、中には、私私私私みたいにみたいにみたいにみたいに全全全全額だったら行額だったら行額だったら行額だったら行

くくくく気気気気ないけれども、県がないけれども、県がないけれども、県がないけれども、県が半半半半額を額を額を額を人間人間人間人間ドドドドックックックックのののの費費費費用負担用負担用負担用負担をしてくれるのだったら行こうかとをしてくれるのだったら行こうかとをしてくれるのだったら行こうかとをしてくれるのだったら行こうかと

思って行っているわけです。こういうことも含めて、思って行っているわけです。こういうことも含めて、思って行っているわけです。こういうことも含めて、思って行っているわけです。こういうことも含めて、結結結結局、その局、その局、その局、その気気気気にさせる政策やいかににさせる政策やいかににさせる政策やいかににさせる政策やいかに

と。と。と。と。特特特特効薬効薬効薬効薬はないのです。そうすると、がんはないのです。そうすると、がんはないのです。そうすると、がんはないのです。そうすると、がん検診検診検診検診にしても、にしても、にしても、にしても、検診検診検診検診をををを受受受受けるけるけるける費費費費用用用用はすはすはすはすべべべべからからからから

くくくく全全全全額公額公額公額公費費費費負担負担負担負担、、、、個個個個人負担人負担人負担人負担は一は一は一は一切切切切なし、というなし、というなし、というなし、という金金金金銭面銭面銭面銭面からまず入っていくというやりからまず入っていくというやりからまず入っていくというやりからまず入っていくというやり方方方方。。。。

それと、それと、それと、それと、テレビテレビテレビテレビやややや新新新新聞での聞での聞での聞での広報活動広報活動広報活動広報活動も、しないよりもやったほうがいい。そのも、しないよりもやったほうがいい。そのも、しないよりもやったほうがいい。そのも、しないよりもやったほうがいい。その気気気気にならなにならなにならなにならな

いといといといと人間人間人間人間、その、その、その、その気気気気にならないのです。そこらにならないのです。そこらにならないのです。そこらにならないのです。そこら辺辺辺辺も含めて、県として一も含めて、県として一も含めて、県として一も含めて、県として一歩歩歩歩進進進進める対策があれめる対策があれめる対策があれめる対策があれ

ば所見をお願いします。ば所見をお願いします。ば所見をお願いします。ば所見をお願いします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中川知事公室審議官兼医療政策部次長○中川知事公室審議官兼医療政策部次長○中川知事公室審議官兼医療政策部次長○中川知事公室審議官兼医療政策部次長 それでは、ごそれでは、ごそれでは、ごそれでは、ご指指指指名でございますので、名でございますので、名でございますので、名でございますので、私私私私から県から県から県から県

総合総合総合総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターについてーについてーについてーについて少少少少しごしごしごしご説説説説明をさせていただきたいと思います。明をさせていただきたいと思います。明をさせていただきたいと思います。明をさせていただきたいと思います。

中村委員よりご中村委員よりご中村委員よりご中村委員よりご指摘指摘指摘指摘いただいたとおり、県総合いただいたとおり、県総合いただいたとおり、県総合いただいたとおり、県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターは、昭ーは、昭ーは、昭ーは、昭和和和和かかかか

ら平成にかわるこら平成にかわるこら平成にかわるこら平成にかわるころろろろ、昭、昭、昭、昭和和和和６６６６３年の３年の３年の３年の開設開設開設開設で、で、で、で、約約約約四四四四半半半半世世世世紀紀紀紀というというというという流流流流れの中でれの中でれの中でれの中で経過経過経過経過をををを追追追追っておっておっておってお

ります。ります。ります。ります。当当当当初初初初はははは特特特特にににに交通交通交通交通外傷外傷外傷外傷であったりであったりであったりであったり障害児障害児障害児障害児のののの治治治治療ということで、まず福祉部療ということで、まず福祉部療ということで、まず福祉部療ということで、まず福祉部門門門門からからからから要要要要
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請請請請をををを受受受受けまして、まずけまして、まずけまして、まずけまして、まず障害障害障害障害者の判定をしていくと。判定をする部者の判定をしていくと。判定をする部者の判定をしていくと。判定をする部者の判定をしていくと。判定をする部分分分分ももももももももちろちろちろちろん行政のん行政のん行政のん行政の仕仕仕仕事事事事

として入っておりますし、それから、その前にとして入っておりますし、それから、その前にとして入っておりますし、それから、その前にとして入っておりますし、それから、その前に治治治治療も療も療も療も必要必要必要必要なななな方方方方ははははリリリリハビハビハビハビリリリリのののの治治治治療を療を療を療を受受受受けてけてけてけて

いただく、それから福祉のいただく、それから福祉のいただく、それから福祉のいただく、それから福祉のササササーーーービビビビスにつないでいくということで、あのスにつないでいくということで、あのスにつないでいくということで、あのスにつないでいくということで、あの当当当当時、総合時、総合時、総合時、総合的的的的ななななササササ

ーーーービビビビスが提スが提スが提スが提供供供供できるということでできるということでできるということでできるということで設立設立設立設立されたとされたとされたとされたと認認認認識識識識をしております。そのをしております。そのをしております。そのをしております。その後後後後、、、、変変変変遷遷遷遷をををを経経経経まままま

して、これも中村委員ごして、これも中村委員ごして、これも中村委員ごして、これも中村委員ご指摘指摘指摘指摘のとおりで、平成１のとおりで、平成１のとおりで、平成１のとおりで、平成１８８８８年に年に年に年に指指指指定定定定管管管管理者理者理者理者制度制度制度制度をををを導導導導入したという入したという入したという入したという

ことで、そのことで、そのことで、そのことで、その当当当当時、時、時、時、私私私私は、は、は、は、経過経過経過経過をををを詳詳詳詳しくしくしくしく存存存存じておらないのですけれども、じておらないのですけれども、じておらないのですけれども、じておらないのですけれども、指指指指定定定定管管管管理者理者理者理者制度制度制度制度

になったこととして、それから５年になったこととして、それから５年になったこととして、それから５年になったこととして、それから５年間間間間でででで少少少少し現場の職員がし現場の職員がし現場の職員がし現場の職員が動動動動きやすいようなきやすいようなきやすいようなきやすいような形形形形になったとになったとになったとになったと

聞いておりますけれども、聞いておりますけれども、聞いておりますけれども、聞いておりますけれども、収益収益収益収益も含めてややも含めてややも含めてややも含めてやや改善傾改善傾改善傾改善傾向向向向にあるということでございます。にあるということでございます。にあるということでございます。にあるということでございます。

今今今今回、回、回、回、独独独独立立立立行政法行政法行政法行政法人人人人化化化化をして県をして県をして県をして県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院、県、県、県、県立立立立三三三三室室室室病院病院病院病院とあわせて１つの法とあわせて１つの法とあわせて１つの法とあわせて１つの法人人人人のののの枠枠枠枠組組組組

みの中に県総合みの中に県総合みの中に県総合みの中に県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターの医療部ーの医療部ーの医療部ーの医療部門門門門を入れてを入れてを入れてを入れて運用運用運用運用していくということしていくということしていくということしていくということ

で、一で、一で、一で、一番番番番の大きな目の大きな目の大きな目の大きな目的的的的は、は、は、は、独独独独立立立立行政法行政法行政法行政法人人人人ですのでですのでですのでですので指指指指定定定定管管管管理理理理制度以上制度以上制度以上制度以上にこれまでの大きな意にこれまでの大きな意にこれまでの大きな意にこれまでの大きな意

味味味味での県の関での県の関での県の関での県の関与与与与、それは中、それは中、それは中、それは中期期期期目目目目標づ標づ標づ標づくりであったり中くりであったり中くりであったり中くりであったり中期計画づ期計画づ期計画づ期計画づくりに県が関くりに県が関くりに県が関くりに県が関与与与与して、もうして、もうして、もうして、もう

一一一一度度度度県総合県総合県総合県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターが、ーが、ーが、ーが、今後今後今後今後どうしていくかという議どうしていくかという議どうしていくかという議どうしていくかという議論論論論をををを積積積積み重み重み重み重ねねねねらららら

れる、あるいは目れる、あるいは目れる、あるいは目れる、あるいは目標標標標をををを共共共共有有有有していけるということで、大きなしていけるということで、大きなしていけるということで、大きなしていけるということで、大きなメリットメリットメリットメリットがあると思っておりがあると思っておりがあると思っておりがあると思っており

ます。それから、２０ます。それから、２０ます。それから、２０ます。それから、２０数数数数年前と年前と年前と年前と比比比比べべべべますと、ますと、ますと、ますと、患患患患者さんの状態も、者さんの状態も、者さんの状態も、者さんの状態も、当当当当時は時は時は時は整整整整形形形形の医の医の医の医師師師師が中が中が中が中心心心心

だったのですけれども、だったのですけれども、だったのですけれども、だったのですけれども、今今今今はははは脳卒脳卒脳卒脳卒中の中の中の中の後後後後ののののリリリリハビハビハビハビリリリリのののの方方方方が７が７が７が７割割割割程程程程度度度度いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるというこるというこるというこるというこ

とで、高とで、高とで、高とで、高齢化齢化齢化齢化の中でやっているの中でやっているの中でやっているの中でやっている治治治治療も療も療も療も随随随随分分分分さまさまさまさま変変変変わりしています。わりしています。わりしています。わりしています。先先先先ほど医ほど医ほど医ほど医師師師師のののの話話話話をしてをしてをしてをして

おりましたけれども、医おりましたけれども、医おりましたけれども、医おりましたけれども、医師師師師、、、、看護看護看護看護師師師師だけではなく、療法だけではなく、療法だけではなく、療法だけではなく、療法士士士士も含めて、法も含めて、法も含めて、法も含めて、法人人人人化化化化しますと３しますと３しますと３しますと３病病病病

院院院院一一一一緒緒緒緒になりますので、大きなになりますので、大きなになりますので、大きなになりますので、大きな枠枠枠枠組組組組みの中で、職員のみの中で、職員のみの中で、職員のみの中で、職員の研修研修研修研修、、、、交交交交流流流流を含めてを含めてを含めてを含めてレレレレベベベベルルルルアップアップアップアップ、、、、

あるいはそのあるいはそのあるいはそのあるいはその交交交交流流流流をををを図図図図っていくことで医療や福祉のっていくことで医療や福祉のっていくことで医療や福祉のっていくことで医療や福祉のササササーーーービビビビスをスをスをスを全体全体全体全体としてとしてとしてとして上げ上げ上げ上げられるられるられるられる取取取取りりりり

組組組組みをしたいとみをしたいとみをしたいとみをしたいと考考考考えております。法えております。法えております。法えております。法人人人人化化化化することですすることですすることですすることですぐ経ぐ経ぐ経ぐ経営がよくなるとは営がよくなるとは営がよくなるとは営がよくなるとは全全全全く思っておく思っておく思っておく思ってお

りませんでして、これは一つのきっかけであり、法りませんでして、これは一つのきっかけであり、法りませんでして、これは一つのきっかけであり、法りませんでして、これは一つのきっかけであり、法人人人人化化化化する中でする中でする中でする中で我々我々我々我々と現場の職員がいかと現場の職員がいかと現場の職員がいかと現場の職員がいか

に議に議に議に議論論論論を重を重を重を重ねねねねていって、もう一ていって、もう一ていって、もう一ていって、もう一度今度今度今度今のような県総合のような県総合のような県総合のような県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターのありーのありーのありーのあり方方方方

を議を議を議を議論論論論してしてしてして積積積積みみみみ上げ上げ上げ上げていくと。そのためにはていくと。そのためにはていくと。そのためにはていくと。そのためにはぜぜぜぜひ一ひ一ひ一ひ一緒緒緒緒に県総合に県総合に県総合に県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンタ

ー職員の皆さんとつくりー職員の皆さんとつくりー職員の皆さんとつくりー職員の皆さんとつくり上げ上げ上げ上げていきたいと。９月も県総合ていきたいと。９月も県総合ていきたいと。９月も県総合ていきたいと。９月も県総合リリリリハビハビハビハビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンセセセセンタンタンタンターのーのーのーの

職員職員職員職員約約約約７０名７０名７０名７０名ぐぐぐぐらいらいらいらい集集集集まっていただき、まっていただき、まっていただき、まっていただき、私私私私から、から、から、から、ぜぜぜぜひ皆さんと一ひ皆さんと一ひ皆さんと一ひ皆さんと一緒緒緒緒につくりにつくりにつくりにつくり上げ上げ上げ上げていきたていきたていきたていきた

いのでいのでいのでいので協力協力協力協力をお願いしたいと、おをお願いしたいと、おをお願いしたいと、おをお願いしたいと、お話話話話をさせていただきました。おおをさせていただきました。おおをさせていただきました。おおをさせていただきました。おおむねむねむねむね職員の職員の職員の職員の方方方方からは、からは、からは、からは、

まだまだまだまだ少少少少しししし不不不不安な安な安な安な要要要要素素素素もありますけれども、県もありますけれども、県もありますけれども、県もありますけれども、県側側側側がががが積極積極積極積極的的的的にかかわっていくことで、法にかかわっていくことで、法にかかわっていくことで、法にかかわっていくことで、法人人人人化化化化

をしてよくなったと言っていただけるようなをしてよくなったと言っていただけるようなをしてよくなったと言っていただけるようなをしてよくなったと言っていただけるようなセセセセンタンタンタンターにーにーにーに持持持持っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考えております。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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○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 障害児障害児障害児障害児通通通通所支援事所支援事所支援事所支援事業業業業所に関してでございますが、ただいま国に対し所に関してでございますが、ただいま国に対し所に関してでございますが、ただいま国に対し所に関してでございますが、ただいま国に対し

ましてましてましてまして全全全全国知事会、県からも事国知事会、県からも事国知事会、県からも事国知事会、県からも事業業業業所の所の所の所の報報報報酬酬酬酬ののののアップアップアップアップにつきましてにつきましてにつきましてにつきまして要要要要望望望望をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでででで

ございまして、県ございまして、県ございまして、県ございまして、県単単単単独独独独で事で事で事で事業業業業所に所に所に所に助助助助成するというとこ成するというとこ成するというとこ成するというところろろろについてはについてはについてはについては今今今今現現現現在考在考在考在考えていないとえていないとえていないとえていないと

こここころろろろでございますが、現でございますが、現でございますが、現でございますが、現在在在在、、、、障害障害障害障害者総合支援法に者総合支援法に者総合支援法に者総合支援法に基づ基づ基づ基づきききき設置設置設置設置しています県しています県しています県しています県自立自立自立自立支援支援支援支援協協協協議会議会議会議会

におきましても、におきましても、におきましても、におきましても、今今今今、、、、課課課課題題題題整整整整理をするために理をするために理をするために理をするために各各各各事事事事業業業業所、所、所、所、障害児団体等障害児団体等障害児団体等障害児団体等に実見に実見に実見に実見聴聴聴聴取取取取を行ってを行ってを行ってを行って

おります。それと、平成２おります。それと、平成２おります。それと、平成２おります。それと、平成２６６６６年年年年度度度度がががが終終終終期期期期であります奈良県であります奈良県であります奈良県であります奈良県障害障害障害障害者者者者計画計画計画計画の見の見の見の見直直直直しをしをしをしを進進進進めておめておめておめてお

りまして、その中でりまして、その中でりまして、その中でりまして、その中で障害児障害児障害児障害児療育にかかわる療育にかかわる療育にかかわる療育にかかわる団体団体団体団体からもご意見をいただいているとこからもご意見をいただいているとこからもご意見をいただいているとこからもご意見をいただいているところろろろでごでごでごでご

ざいます。それらのご意見をざいます。それらのご意見をざいます。それらのご意見をざいます。それらのご意見を踏踏踏踏まえ、市町村ともまえ、市町村ともまえ、市町村ともまえ、市町村とも連携連携連携連携しながら、しながら、しながら、しながら、今後今後今後今後支援の支援の支援の支援の充充充充実を実を実を実を考考考考えてえてえてえて

いきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以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。

○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 自自自自殺殺殺殺対策事対策事対策事対策事業業業業のののの継継継継続についてでございます。中村委員がおっし続についてでございます。中村委員がおっし続についてでございます。中村委員がおっし続についてでございます。中村委員がおっしゃゃゃゃっっっっ

ていただきましたように、ていただきましたように、ていただきましたように、ていただきましたように、自自自自殺殺殺殺対策事対策事対策事対策事業業業業はははは自自自自殺殺殺殺対策対策対策対策緊緊緊緊急強急強急強急強化化化化基金基金基金基金による部による部による部による部分分分分が大きく、が大きく、が大きく、が大きく、今今今今

後後後後のののの継継継継続続続続的的的的なななな自自自自殺殺殺殺対策対策対策対策推進推進推進推進のためには事のためには事のためには事のためには事業業業業のののの企画力企画力企画力企画力そのもののそのもののそのもののそのものの強強強強化化化化と、そしてこれらの事と、そしてこれらの事と、そしてこれらの事と、そしてこれらの事

業業業業のののの継継継継続、発続、発続、発続、発展展展展のためののためののためののための財源財源財源財源の確の確の確の確保保保保がががが課課課課題であることを題であることを題であることを題であることを認認認認識識識識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ございます。でございます。でございます。でございます。

自自自自殺殺殺殺対策対策対策対策緊緊緊緊急強急強急強急強化化化化基金基金基金基金のののの財財財財政政政政措措措措置置置置をきっをきっをきっをきっちちちちりとりとりとりと要要要要望望望望してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

○榎原知事公室審議官兼健康福祉部次長○榎原知事公室審議官兼健康福祉部次長○榎原知事公室審議官兼健康福祉部次長○榎原知事公室審議官兼健康福祉部次長 健康健康健康健康づづづづくりに関しますことについて、中村委員くりに関しますことについて、中村委員くりに関しますことについて、中村委員くりに関しますことについて、中村委員

ごごごご指摘指摘指摘指摘のように、県民ののように、県民ののように、県民ののように、県民の方方方方 々々々々が健康を大が健康を大が健康を大が健康を大切切切切に思うに思うに思うに思う気気気気持持持持ちちちちになってもらうと、これがになってもらうと、これがになってもらうと、これがになってもらうと、これが何何何何よりよりよりより

も大事だも大事だも大事だも大事だろろろろうとうとうとうと我々我々我々我々も思っております。も思っております。も思っております。も思っております。当当当当面面面面、、、、研究研究研究研究をしたいと思っていますことに、健康をしたいと思っていますことに、健康をしたいと思っていますことに、健康をしたいと思っていますことに、健康

をををを進進進進めるためにどういっためるためにどういっためるためにどういっためるためにどういった分野分野分野分野、、、、食食食食なのかなのかなのかなのか運動運動運動運動なのかなのかなのかなのか検診検診検診検診のののの受診率受診率受診率受診率をををを向上向上向上向上させるのかといさせるのかといさせるのかといさせるのかとい

うことをうことをうことをうことを分分分分析析析析するとともに、そういうものをするとともに、そういうものをするとともに、そういうものをするとともに、そういうものを進進進進めるためにどういうやりめるためにどういうやりめるためにどういうやりめるためにどういうやり方方方方をするのが一をするのが一をするのが一をするのが一番番番番

効効効効果的果的果的果的なのか、例えば、がんなのか、例えば、がんなのか、例えば、がんなのか、例えば、がん検診検診検診検診で申しで申しで申しで申し上げ上げ上げ上げれば、れば、れば、れば、ポポポポススススタタタターをつくることなのか、ーをつくることなのか、ーをつくることなのか、ーをつくることなのか、チチチチララララシシシシ

をををを配配配配ることなのか、あるいはることなのか、あるいはることなのか、あるいはることなのか、あるいは個個個個別別別別でででで指指指指導導導導をすることなのか、をすることなのか、をすることなのか、をすることなのか、無無無無料料料料化化化化をすることなのか、あをすることなのか、あをすることなのか、あをすることなのか、あ

るいはるいはるいはるいは受診受診受診受診勧奨勧奨勧奨勧奨をすることなのか、どれが一をすることなのか、どれが一をすることなのか、どれが一をすることなのか、どれが一番効番効番効番効果的果的果的果的なのかをまずはなのかをまずはなのかをまずはなのかをまずは研究研究研究研究してみたいと思してみたいと思してみたいと思してみたいと思

っております。一つの例としまして、っております。一つの例としまして、っております。一つの例としまして、っております。一つの例としまして、ソソソソーシャルーシャルーシャルーシャルママママーーーーケケケケテテテティンィンィンィンググググという言という言という言という言葉葉葉葉がございましがございましがございましがございまし

て、て、て、て、ココココママママーシャルというか、ーシャルというか、ーシャルというか、ーシャルというか、人人人人のののの気気気気持持持持ちちちちをををを変変変変える、える、える、える、物物物物をををを売売売売る場合にどういうる場合にどういうる場合にどういうる場合にどういう形形形形ででででアプアプアプアプロロロローーーー

チチチチをすればをすればをすればをすれば物物物物がががが買買買買ってもらえるか、ってもらえるか、ってもらえるか、ってもらえるか、気気気気持持持持ちちちちをををを変変変変えてもらえるかというえてもらえるかというえてもらえるかというえてもらえるかという手手手手法があると聞いて法があると聞いて法があると聞いて法があると聞いて

おりますのでおりますのでおりますのでおりますので、、、、、そういう、そういう、そういう、そういう手手手手法なども法なども法なども法なども考考考考えながら、県民のえながら、県民のえながら、県民のえながら、県民の気気気気持持持持ちちちちをををを変変変変えていくえていくえていくえていく取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに

ついてついてついてついて新新新新たなたなたなたな視視視視点で点で点で点で考考考考えてまいり、えてまいり、えてまいり、えてまいり、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めたいとめたいとめたいとめ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でございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 各各各各質問に関しまして、大質問に関しまして、大質問に関しまして、大質問に関しまして、大体体体体理理理理解解解解をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。各各各各部部部部課課課課においては一においては一においては一においては一生生生生懸懸懸懸命命命命
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やっていただきたいと思います。やっていただきたいと思います。やっていただきたいと思います。やっていただきたいと思います。特特特特に中川医療政策部次長におかれましては、県総合に中川医療政策部次長におかれましては、県総合に中川医療政策部次長におかれましては、県総合に中川医療政策部次長におかれましては、県総合リリリリハハハハ

ビビビビリリリリテテテテーシーシーシーショョョョンンンンの現況をの現況をの現況をの現況を素素素素直直直直におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃっていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、喜喜喜喜んでおります。民んでおります。民んでおります。民んでおります。民間間間間のののの病院病院病院病院とととと

ののののリリリリハビハビハビハビリリリリ部部部部門門門門のののの競競競競合もますます合もますます合もますます合もますます厳厳厳厳しくなって、しくなって、しくなって、しくなって、経経経経営はよくなっていくであ営はよくなっていくであ営はよくなっていくであ営はよくなっていくであろろろろうという言うという言うという言うという言

葉葉葉葉の中には、の中には、の中には、の中には、悪悪悪悪化化化化をすることもあるのではないかという意をすることもあるのではないかという意をすることもあるのではないかという意をすることもあるのではないかという意味味味味合いも合いも合いも合いも酌酌酌酌みみみみ取取取取ったわけでござったわけでござったわけでござったわけでござ

いまして、いまして、いまして、いまして、鋭鋭鋭鋭意意意意努力努力努力努力をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、特特特特に医に医に医に医師師師師間間間間のののの連携連携連携連携にににに力力力力を入れていただいて所を入れていただいて所を入れていただいて所を入れていただいて所期期期期のののの

目目目目的的的的をををを達達達達成されますことを成されますことを成されますことを成されますことを心心心心よりおよりおよりおよりお祈祈祈祈りをいたしまして、りをいたしまして、りをいたしまして、りをいたしまして、私私私私の質問をの質問をの質問をの質問を終終終終わります。わります。わります。わります。

○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 済済済済みません。みません。みません。みません。先先先先ほど梶川委員からご質問いただきました寡婦控除ほど梶川委員からご質問いただきました寡婦控除ほど梶川委員からご質問いただきました寡婦控除ほど梶川委員からご質問いただきました寡婦控除

のみなしのみなしのみなしのみなし適用適用適用適用につきましてのにつきましてのにつきましてのにつきましての私私私私の答弁で、一部の答弁で、一部の答弁で、一部の答弁で、一部誤誤誤誤りがございましたのでりがございましたのでりがございましたのでりがございましたので訂訂訂訂正をさせていた正をさせていた正をさせていた正をさせていた

だきます。だきます。だきます。だきます。私私私私、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県内内内内でみなしでみなしでみなしでみなし適用適用適用適用をしているのは奈良市のみと申しをしているのは奈良市のみと申しをしているのは奈良市のみと申しをしているのは奈良市のみと申し上げ上げ上げ上げましたけれどましたけれどましたけれどましたけれど

も、も、も、も、黒滝黒滝黒滝黒滝村が村が村が村が保保保保育育育育料料料料のののの算算算算定に対してみなし定に対してみなし定に対してみなし定に対してみなし適用適用適用適用をしております。どうも申しわけございまをしております。どうも申しわけございまをしております。どうも申しわけございまをしております。どうも申しわけございま

せんでした。せんでした。せんでした。せんでした。訂訂訂訂正させていただきます。正させていただきます。正させていただきます。正させていただきます。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 それでは、３点にわたって質問をさせていただきます。まず１点目は、それでは、３点にわたって質問をさせていただきます。まず１点目は、それでは、３点にわたって質問をさせていただきます。まず１点目は、それでは、３点にわたって質問をさせていただきます。まず１点目は、障害障害障害障害

者福祉者福祉者福祉者福祉施設施設施設施設におけるにおけるにおけるにおける近近近近隣隣隣隣トラトラトラトラブブブブルルルルへへへへの対の対の対の対応応応応について聞きたいと思っています。について聞きたいと思っています。について聞きたいと思っています。について聞きたいと思っています。今今今今、、、、障害障害障害障害者者者者

がががが利用利用利用利用するするするするデイケアデイケアデイケアデイケアややややググググルールールーループプププホホホホーーーームムムムなどの福祉などの福祉などの福祉などの福祉施設施設施設施設が住宅が住宅が住宅が住宅地地地地の中などに、住宅をの中などに、住宅をの中などに、住宅をの中などに、住宅をリフリフリフリフォォォォ

ーーーームムムムしてしてしてして使用使用使用使用したりする事例がしたりする事例がしたりする事例がしたりする事例が多多多多くなっていると思います。この場合に、事くなっていると思います。この場合に、事くなっていると思います。この場合に、事くなっていると思います。この場合に、事業業業業主主主主体体体体は事前は事前は事前は事前

にににに自治自治自治自治会長ですとか会長ですとか会長ですとか会長ですとか周周周周辺辺辺辺住民に住民に住民に住民に説説説説明をするということが明をするということが明をするということが明をするということが条条条条件件件件になって、県がになって、県がになって、県がになって、県が許許許許認認認認可可可可をするをするをするをする

というというというという仕組仕組仕組仕組みだと思います。しかし、みだと思います。しかし、みだと思います。しかし、みだと思います。しかし、努力義努力義努力義努力義務であるために、めったにない務であるために、めったにない務であるために、めったにない務であるために、めったにないケケケケースだと思ースだと思ースだと思ースだと思

うのですけれども、うのですけれども、うのですけれども、うのですけれども、全全全全くくくく説説説説明をせずに明をせずに明をせずに明をせずに開開開開所をしてから所をしてから所をしてから所をしてからトラトラトラトラブブブブルになるという場合がありまルになるという場合がありまルになるという場合がありまルになるという場合がありま

して、して、して、して、先先先先日、ある事案にかかわりました。日、ある事案にかかわりました。日、ある事案にかかわりました。日、ある事案にかかわりました。主主主主ななななトラトラトラトラブブブブルのルのルのルの内容内容内容内容としては、としては、としては、としては、施設施設施設施設側側側側のごみをのごみをのごみをのごみを

出す出す出す出す際際際際ののののママママナナナナーの問題ですとかーの問題ですとかーの問題ですとかーの問題ですとか曜曜曜曜日が違うとか、あるいは日が違うとか、あるいは日が違うとか、あるいは日が違うとか、あるいは施設利用施設利用施設利用施設利用者の者の者の者の方方方方のののの送送送送りりりり迎迎迎迎えを事えを事えを事えを事

業業業業所がするわけですが、その所がするわけですが、その所がするわけですが、その所がするわけですが、その際際際際のののの駐駐駐駐車車車車ののののママママナナナナーにかかわる問題ですとか、あるいはーにかかわる問題ですとか、あるいはーにかかわる問題ですとか、あるいはーにかかわる問題ですとか、あるいは夜夜夜夜間間間間にににに

施設利用施設利用施設利用施設利用者の者の者の者の声声声声などがなどがなどがなどが騒音騒音騒音騒音となってとなってとなってとなって苦苦苦苦情情情情となってとなってとなってとなって持持持持ちちちち込込込込まれるですとか、あるいは、まれるですとか、あるいは、まれるですとか、あるいは、まれるですとか、あるいは、利用利用利用利用

しているしているしているしている障害障害障害障害のあるのあるのあるのある児童児童児童児童などがなどがなどがなどが道道道道路路路路にににに飛飛飛飛び出してしまうことがあったりしてび出してしまうことがあったりしてび出してしまうことがあったりしてび出してしまうことがあったりしてトラトラトラトラブブブブルになルになルになルにな

ったということでした。住民のったということでした。住民のったということでした。住民のったということでした。住民の側側側側からしますと、事前にからしますと、事前にからしますと、事前にからしますと、事前に説説説説明があれば明があれば明があれば明があれば自治自治自治自治会を会を会を会を通通通通じてじてじてじて近近近近隣隣隣隣

にににに協力協力協力協力をををを呼呼呼呼びかけるとか、あるいはびかけるとか、あるいはびかけるとか、あるいはびかけるとか、あるいは駐駐駐駐車車車車場の確場の確場の確場の確保保保保にににに協力協力協力協力するとか、また、するとか、また、するとか、また、するとか、また、障害障害障害障害のあるのあるのあるのある児童児童児童児童

のののの特特特特性などに理性などに理性などに理性などに理解解解解をををを深深深深めるなどの対めるなどの対めるなどの対めるなどの対応応応応ができたのにというができたのにというができたのにというができたのにという主主主主張張張張がなされていました。一がなされていました。一がなされていました。一がなされていました。一方方方方、、、、

事事事事業業業業主側主側主側主側に聞きますと、に聞きますと、に聞きますと、に聞きますと、説説説説明はあくまでも明はあくまでも明はあくまでも明はあくまでも努力義努力義努力義努力義務だったと。福祉事務だったと。福祉事務だったと。福祉事務だったと。福祉事業業業業なのだからなのだからなのだからなのだから協力協力協力協力しししし

てもらっててもらっててもらっててもらって当当当当然然然然だと思っているという対だと思っているという対だと思っているという対だと思っているという対応応応応が続いて、が続いて、が続いて、が続いて、双双双双方方方方に感に感に感に感情情情情のあつれきをのあつれきをのあつれきをのあつれきを生生生生んでしまんでしまんでしまんでしま

ったという事例でした。ったという事例でした。ったという事例でした。ったという事例でした。今今今今回の場合、回の場合、回の場合、回の場合、該該該該当当当当する市町村の福祉する市町村の福祉する市町村の福祉する市町村の福祉課課課課と県のと県のと県のと県の障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉課課課課がががが双双双双方方方方のののの

間間間間に入っていただいてに入っていただいてに入っていただいてに入っていただいて話話話話し合いのきっかけをつくってもらったことでし合いのきっかけをつくってもらったことでし合いのきっかけをつくってもらったことでし合いのきっかけをつくってもらったことで解解解解決に決に決に決に向向向向かったのでかったのでかったのでかったので
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すが、すが、すが、すが、トラトラトラトラブブブブルになる前に対ルになる前に対ルになる前に対ルになる前に対応応応応できなかったのかという思いをできなかったのかという思いをできなかったのかという思いをできなかったのかという思いを持持持持ちちちちました。こういうました。こういうました。こういうました。こういうケケケケーーーー

スが、スが、スが、スが、今後今後今後今後住宅住宅住宅住宅地地地地の中にそういうの中にそういうの中にそういうの中にそういう施設施設施設施設をつくっていくことになるといをつくっていくことになるといをつくっていくことになるといをつくっていくことになるといろろろろいいいいろろろろと対と対と対と対応応応応がががが必要必要必要必要

になってくると思います。になってくると思います。になってくると思います。になってくると思います。施設施設施設施設のののの設置設置設置設置をををを許許許許認認認認可可可可する県において、事前にする県において、事前にする県において、事前にする県において、事前に周周周周辺辺辺辺住民住民住民住民へへへへのののの説説説説明明明明

ですとかですとかですとかですとか協力協力協力協力のののの呼呼呼呼びかけなどがなされているのかどうかを確びかけなどがなされているのかどうかを確びかけなどがなされているのかどうかを確びかけなどがなされているのかどうかを確認認認認するするするする仕組仕組仕組仕組みをつくるみをつくるみをつくるみをつくる必要必要必要必要もももも

あるかと思うのですが、その点おあるかと思うのですが、その点おあるかと思うのですが、その点おあるかと思うのですが、その点お考考考考えを聞いておきたいと思います。えを聞いておきたいと思います。えを聞いておきたいと思います。えを聞いておきたいと思います。

２点目は、県２点目は、県２点目は、県２点目は、県立障害立障害立障害立障害者福祉者福祉者福祉者福祉施設施設施設施設登美登美登美登美学園学園学園学園、、、、筒筒筒筒井井井井寮寮寮寮のののの統統統統合、合、合、合、建建建建てかえについてお聞きしまてかえについてお聞きしまてかえについてお聞きしまてかえについてお聞きしま

す。知す。知す。知す。知的障害的障害的障害的障害のあるのあるのあるのある児童数児童数児童数児童数が年が年が年が年々増々増々増々増加をし、また、加をし、また、加をし、また、加をし、また、多様多様多様多様化化化化もしているということは、ここもしているということは、ここもしているということは、ここもしているということは、ここ

数数数数年、たびたび議年、たびたび議年、たびたび議年、たびたび議論論論論されてきました。されてきました。されてきました。されてきました。児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待もももも急急急急増増増増しているということもあって、県しているということもあって、県しているということもあって、県しているということもあって、県立立立立

のののの障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設登美登美登美登美学園学園学園学園、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは筒筒筒筒井井井井寮寮寮寮のののの役割役割役割役割は非は非は非は非常常常常に重に重に重に重要要要要になってきていると思いまになってきていると思いまになってきていると思いまになってきていると思いま

す。とこす。とこす。とこす。ところろろろが、このが、このが、このが、この間間間間、、、、老朽老朽老朽老朽化化化化がががが進進進進んでいることと、また、ニーんでいることと、また、ニーんでいることと、また、ニーんでいることと、また、ニーズズズズもももも変変変変わってきているこわってきているこわってきているこわってきているこ

ともありまして、ともありまして、ともありまして、ともありまして、建建建建てかえることになって、てかえることになって、てかえることになって、てかえることになって、今検討今検討今検討今検討がががが進進進進められていると思います。ごめられていると思います。ごめられていると思います。ごめられていると思います。ご承承承承知知知知

のように、この県のように、この県のように、この県のように、この県立立立立登美登美登美登美学園学園学園学園、県、県、県、県立立立立筒筒筒筒井井井井寮寮寮寮は、家庭でのは、家庭でのは、家庭でのは、家庭での養養養養育が育が育が育が困困困困難難難難なななな障害児障害児障害児障害児、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは視視視視

覚覚覚覚、、、、聴聴聴聴覚覚覚覚障害児障害児障害児障害児、また、また、また、また被被被被虐待児虐待児虐待児虐待児のののの生活生活生活生活の場でありまして、長年にわたり大きなの場でありまして、長年にわたり大きなの場でありまして、長年にわたり大きなの場でありまして、長年にわたり大きな役割役割役割役割をををを果果果果たたたた

してきたとこしてきたとこしてきたとこしてきたところろろろです。です。です。です。今今今今回、回、回、回、老朽老朽老朽老朽化化化化にににに当当当当たってどのようなたってどのようなたってどのようなたってどのような計画計画計画計画でででで今進今進今進今進んでいるのかというんでいるのかというんでいるのかというんでいるのかという

現状をお聞きしておきたいのと、現状をお聞きしておきたいのと、現状をお聞きしておきたいのと、現状をお聞きしておきたいのと、私私私私は、公は、公は、公は、公設設設設公営で公営で公営で公営で運運運運営することが営することが営することが営することが望望望望ましいとましいとましいとましいと考考考考えていまえていまえていまえていま

すが、この点のすが、この点のすが、この点のすが、この点の考考考考ええええ方方方方、お聞きしておきたいと思います。、お聞きしておきたいと思います。、お聞きしておきたいと思います。、お聞きしておきたいと思います。

３点目に、健康３点目に、健康３点目に、健康３点目に、健康診診診診査を査を査を査を保障保障保障保障することについて聞きたいと思います。いわすることについて聞きたいと思います。いわすることについて聞きたいと思います。いわすることについて聞きたいと思います。いわゆゆゆゆるるるる特特特特定健定健定健定健診診診診がががが

始始始始まってまってまってまって数数数数年がた年がた年がた年がたちちちちました。これまでました。これまでました。これまでました。これまで自治体自治体自治体自治体がががが基基基基本健本健本健本健診診診診実実実実施施施施のののの義義義義務を務を務を務を負負負負っていましたが、っていましたが、っていましたが、っていましたが、

特特特特定健定健定健定健診制度診制度診制度診制度にかわりまして、にかわりまして、にかわりまして、にかわりまして、自治体自治体自治体自治体ではなくて公ではなくて公ではなくて公ではなくて公的的的的医療医療医療医療保保保保険険険険が実が実が実が実施施施施主主主主体体体体として行われ、として行われ、として行われ、として行われ、

公公公公的的的的医療医療医療医療保保保保険険険険に加入をしている者が対象となっております。そうなりますと、に加入をしている者が対象となっております。そうなりますと、に加入をしている者が対象となっております。そうなりますと、に加入をしている者が対象となっております。そうなりますと、生活保護受生活保護受生活保護受生活保護受

給給給給者など健康者など健康者など健康者など健康保保保保険険険険に加入していないに加入していないに加入していないに加入していない人人人人に健に健に健に健診診診診の案の案の案の案内内内内がががが届届届届かないという問題がかないという問題がかないという問題がかないという問題が起起起起こっているこっているこっているこっている

と。と。と。と。保保保保険険険険者が者が者が者が被被被被保保保保険険険険者に案者に案者に案者に案内内内内することになっているので、法することになっているので、法することになっているので、法することになっているので、法律上律上律上律上、市町村には、市町村には、市町村には、市町村には保保保保険険険険に加入に加入に加入に加入

していないしていないしていないしていない人へ人へ人へ人への案の案の案の案内義内義内義内義務はないのはわかるわけですが、務はないのはわかるわけですが、務はないのはわかるわけですが、務はないのはわかるわけですが、今後今後今後今後、健、健、健、健診診診診のののの受診率受診率受診率受診率をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん

上げ上げ上げ上げていこうと、健康長ていこうと、健康長ていこうと、健康長ていこうと、健康長寿寿寿寿をををを進進進進めていこうと思ったときに、こういっためていこうと思ったときに、こういっためていこうと思ったときに、こういっためていこうと思ったときに、こういった生活保護受生活保護受生活保護受生活保護受給給給給者を者を者を者を

はじめとする健康はじめとする健康はじめとする健康はじめとする健康保保保保険険険険に加入していないに加入していないに加入していないに加入していない人人人人にもきにもきにもきにもきちちちちんと案んと案んと案んと案内内内内がががが届届届届くことが重くことが重くことが重くことが重要要要要だと思いまだと思いまだと思いまだと思いま

すが、その点の県すが、その点の県すが、その点の県すが、その点の県内内内内市町村の市町村の市町村の市町村の取組取組取組取組状況がどうなっているのかということをお聞きしたいと状況がどうなっているのかということをお聞きしたいと状況がどうなっているのかということをお聞きしたいと状況がどうなっているのかということをお聞きしたいと

思います。思います。思います。思います。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 障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉ササササーーーービビビビス事ス事ス事ス事業業業業所の所の所の所の開設開設開設開設時の時の時の時の指指指指導導導導についての質問にお答えいについての質問にお答えいについての質問にお答えいについての質問にお答えい

たします。たします。たします。たします。

新新新新たにたにたにたに障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉ササササーーーービビビビス事ス事ス事ス事業業業業を実を実を実を実施施施施しようとする場合は、奈良県しようとする場合は、奈良県しようとする場合は、奈良県しようとする場合は、奈良県指指指指定定定定障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉ササササーーーービビビビスススス
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の事の事の事の事業等業等業等業等のののの人人人人員、員、員、員、設設設設備備備備及及及及びびびび運運運運営の営の営の営の基基基基準準準準等等等等に関するに関するに関するに関する条条条条例例例例等等等等にににに基づ基づ基づ基づくくくく人人人人員、員、員、員、設設設設備備備備及及及及びびびび運運運運営営営営基基基基準準準準

をををを満満満満たしているかを審査し、確たしているかを審査し、確たしているかを審査し、確たしているかを審査し、確認認認認がががが必要必要必要必要な場合には現な場合には現な場合には現な場合には現地調地調地調地調査を実査を実査を実査を実施施施施したしたしたした上上上上でででで指指指指定している定している定している定している

とことことこところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。指指指指定に定に定に定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地元地元地元地元同意は同意は同意は同意は必要必要必要必要ではございませんが、事ではございませんが、事ではございませんが、事ではございませんが、事業業業業所所所所開開開開

設後設後設後設後はははは地域地域地域地域の一員として安定の一員として安定の一員として安定の一員として安定的的的的にににに運運運運営していくことが大事であることから、事営していくことが大事であることから、事営していくことが大事であることから、事営していくことが大事であることから、事業開業開業開業開始始始始前に前に前に前に

はははは近近近近隣隣隣隣の住民の皆の住民の皆の住民の皆の住民の皆様様様様方方方方には事には事には事には事業業業業のののの内容等内容等内容等内容等についてについてについてについて十分十分十分十分説説説説明し理明し理明し理明し理解解解解をををを得得得得るようるようるようるよう指指指指導導導導しているしているしているしている

とことことこところろろろでございます。また、でございます。また、でございます。また、でございます。また、近近近近隣隣隣隣住民から住民から住民から住民から障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉課等課等課等課等に事に事に事に事業業業業所に対する所に対する所に対する所に対する苦苦苦苦情等情等情等情等があったがあったがあったがあった

場合には、事場合には、事場合には、事場合には、事業業業業所から状況の確所から状況の確所から状況の確所から状況の確認等認等認等認等を行うとともに、事を行うとともに、事を行うとともに、事を行うとともに、事業業業業所に対して住民の所に対して住民の所に対して住民の所に対して住民の方方方方にににに丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説説説説

明し、よく明し、よく明し、よく明し、よく話話話話し合い、そのし合い、そのし合い、そのし合い、その解解解解決に決に決に決に努努努努めるようめるようめるようめるよう指指指指導導導導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ございます。でございます。でございます。でございます。

もう一つ、県もう一つ、県もう一つ、県もう一つ、県立立立立登美登美登美登美学園学園学園学園、県、県、県、県立立立立筒筒筒筒井井井井寮寮寮寮のののの建建建建てかえ、てかえ、てかえ、てかえ、整備整備整備整備についてでございます。県についてでございます。県についてでございます。県についてでございます。県立立立立のののの

障害児施設障害児施設障害児施設障害児施設である県である県である県である県立立立立登美登美登美登美学園及学園及学園及学園及び県び県び県び県立立立立筒筒筒筒井井井井寮寮寮寮は入所をは入所をは入所をは入所を必要必要必要必要とするとするとするとする障害児障害児障害児障害児ののののセセセセーーーーフフフフテテテティィィィーーーー

ネットネットネットネットとなっており、となっており、となっており、となっており、今後今後今後今後もそのもそのもそのもその役割役割役割役割のののの継継継継続が続が続が続が必要必要必要必要であること、またであること、またであること、またであること、また両施設両施設両施設両施設のののの人人人人材材材材やややや設設設設備備備備

のののの共共共共有有有有によりによりによりにより機機機機能能能能のののの充充充充実、高実、高実、高実、高度度度度化化化化等等等等をををを図図図図るるるる等等等等から、現から、現から、現から、現在在在在の県の県の県の県立立立立登美登美登美登美学園学園学園学園のののの敷敷敷敷地地地地にににに両施設両施設両施設両施設をををを

一一一一体的体的体的体的にににに建建建建てかえ、てかえ、てかえ、てかえ、施設機施設機施設機施設機能能能能等等等等のののの充充充充実を実を実を実を図図図図ることをることをることをることを基基基基本本本本的的的的なななな考考考考えとし、平成２４年えとし、平成２４年えとし、平成２４年えとし、平成２４年度度度度にはにはにはには

基基基基本本本本構構構構想想想想をををを取取取取りまとめたとこりまとめたとこりまとめたとこりまとめたところろろろでございます。平成２５年でございます。平成２５年でございます。平成２５年でございます。平成２５年度度度度におきましては、このにおきましては、このにおきましては、このにおきましては、この基基基基本本本本構構構構

想想想想にににに基づ基づ基づ基づき、県き、県き、県き、県庁内庁内庁内庁内部では部では部では部では引引引引き続きき続きき続きき続き両施設両施設両施設両施設の職員を中の職員を中の職員を中の職員を中心心心心としたとしたとしたとしたワワワワーーーーキキキキンンンンググググ会議会議会議会議等等等等におきまにおきまにおきまにおきま

してしてしてして新施設新施設新施設新施設がががが果果果果たす入所たす入所たす入所たす入所機機機機能能能能、、、、在在在在宅支援宅支援宅支援宅支援機機機機能能能能、、、、拠拠拠拠点点点点的機的機的機的機能能能能の３つのの３つのの３つのの３つの機機機機能能能能ごとにごとにごとにごとに取取取取りりりり組むべ組むべ組むべ組むべ

きききき内容内容内容内容をををを検討検討検討検討するとともに、それぞれのするとともに、それぞれのするとともに、それぞれのするとともに、それぞれの機機機機能能能能にににに必要必要必要必要なななな施設施設施設施設やややや設設設設備備備備などについてもなどについてもなどについてもなどについても検討検討検討検討をををを進進進進

めているとこめているとこめているとこめているところろろろでございます。一でございます。一でございます。一でございます。一方方方方、、、、整備整備整備整備をををを予予予予定しております県定しております県定しております県定しております県立立立立登美登美登美登美学園学園学園学園近近近近隣隣隣隣のののの地元地元地元地元住住住住

民の民の民の民の方方方方や入所や入所や入所や入所児児児児のののの保護保護保護保護者などの関係者者などの関係者者などの関係者者などの関係者及及及及び県び県び県び県障害障害障害障害者者者者施施施施策策策策推進協推進協推進協推進協議会に対しまして、議会に対しまして、議会に対しまして、議会に対しまして、建建建建てかてかてかてか

ええええ整備整備整備整備に係るに係るに係るに係る基基基基本本本本構構構構想想想想のののの説説説説明を行い、ご意見明を行い、ご意見明を行い、ご意見明を行い、ご意見等等等等もももも伺伺伺伺っているとこっているとこっているとこっているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。今後今後今後今後もももも

引引引引き続きき続きき続きき続き各方各方各方各方面面面面のご意見をいただきながらさらにのご意見をいただきながらさらにのご意見をいただきながらさらにのご意見をいただきながらさらに検討検討検討検討をををを進進進進め、め、め、め、今今今今年年年年度度度度はははは基基基基本本本本計画計画計画計画を策定すを策定すを策定すを策定す

ることとしております。そのることとしております。そのることとしております。そのることとしております。その基基基基本本本本計画計画計画計画のののの内容内容内容内容としましては、としましては、としましては、としましては、施設施設施設施設規模規模規模規模、、、、施設計画施設計画施設計画施設計画、、、、整備整備整備整備スススス

ケケケケジジジジュール、宮本委員ごュール、宮本委員ごュール、宮本委員ごュール、宮本委員ご指摘指摘指摘指摘のののの運運運運営営営営方方方方法、法、法、法、運運運運営営営営体制体制体制体制につきましてにつきましてにつきましてにつきまして記載記載記載記載したしたしたした基基基基本本本本計画計画計画計画とするとするとするとする

予予予予定でございます。定でございます。定でございます。定でございます。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。

○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長 生活保護受生活保護受生活保護受生活保護受給給給給者の者の者の者の方方方方 々々々々等等等等に対する健康に対する健康に対する健康に対する健康診診診診査についてお答えを査についてお答えを査についてお答えを査についてお答えを

いたします。いたします。いたします。いたします。

特特特特定健康定健康定健康定健康診診診診査、いわ査、いわ査、いわ査、いわゆゆゆゆるるるる特特特特定健定健定健定健診診診診につきましては４０につきましては４０につきましては４０につきましては４０歳歳歳歳以上以上以上以上のののの方方方方 々々々々に対しまして国民健に対しまして国民健に対しまして国民健に対しまして国民健

康康康康保保保保険険険険などのなどのなどのなどの各保各保各保各保険険険険者が実者が実者が実者が実施施施施しております。委員のごしております。委員のごしております。委員のごしております。委員のご指摘指摘指摘指摘のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。生活保生活保生活保生活保

護護護護をををを受受受受給給給給されているされているされているされている方方方方につきましては、国民健康につきましては、国民健康につきましては、国民健康につきましては、国民健康保保保保険険険険などには加入しておられませんのでなどには加入しておられませんのでなどには加入しておられませんのでなどには加入しておられませんので

特特特特定健定健定健定健診診診診の対象とはなってございません。このため、健康の対象とはなってございません。このため、健康の対象とはなってございません。このため、健康の対象とはなってございません。このため、健康増増増増進進進進法によりまして、市町村は法によりまして、市町村は法によりまして、市町村は法によりまして、市町村は
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健康健康健康健康増増増増進進進進事事事事業業業業としてとしてとしてとして生活保護受生活保護受生活保護受生活保護受給給給給者に対する健康者に対する健康者に対する健康者に対する健康診診診診査の実査の実査の実査の実施施施施にににに努努努努めるものとするとめるものとするとめるものとするとめるものとすると規規規規定さ定さ定さ定さ

れているとこれているとこれているとこれているところろろろでございます。また、でございます。また、でございます。また、でございます。また、生活保護受生活保護受生活保護受生活保護受給給給給者に対する健康者に対する健康者に対する健康者に対する健康診診診診査は国の健康査は国の健康査は国の健康査は国の健康増増増増進進進進事事事事

業業業業費補助費補助費補助費補助金金金金の対象となっておりますので、の対象となっておりますので、の対象となっておりますので、の対象となっておりますので、基基基基準準準準事事事事業業業業費費費費の３の３の３の３分分分分の２につきましては国と県かの２につきましては国と県かの２につきましては国と県かの２につきましては国と県か

らららら補助補助補助補助金金金金が支出されるが支出されるが支出されるが支出される仕組仕組仕組仕組みになってございます。みになってございます。みになってございます。みになってございます。特特特特定健定健定健定健診診診診の場合は、例えば国民健康の場合は、例えば国民健康の場合は、例えば国民健康の場合は、例えば国民健康保保保保

険険険険のののの保保保保険険険険者であります市町村の場合ですと、者であります市町村の場合ですと、者であります市町村の場合ですと、者であります市町村の場合ですと、原原原原則則則則としてそのとしてそのとしてそのとしてその受診受診受診受診券券券券をををを各各各各被被被被保保保保険険険険者の者の者の者の自自自自宅に宅に宅に宅に

郵郵郵郵送送送送いたしておりますけれども、いたしておりますけれども、いたしておりますけれども、いたしておりますけれども、生活保護受生活保護受生活保護受生活保護受給給給給者に対する健康者に対する健康者に対する健康者に対する健康診診診診査については、他のがん査については、他のがん査については、他のがん査については、他のがん

検診検診検診検診などとあわせまして市町村のなどとあわせまして市町村のなどとあわせまして市町村のなどとあわせまして市町村の広報広報広報広報紙紙紙紙あるいはあるいはあるいはあるいはホホホホーーーームムムムペーペーペーページジジジにににに掲掲掲掲載載載載するするするする方方方方法で法で法で法で周周周周知して知して知して知して

いると聞いてございます。したがいまして、いると聞いてございます。したがいまして、いると聞いてございます。したがいまして、いると聞いてございます。したがいまして、個個個個別別別別にににに自自自自宅には宅には宅には宅には通通通通知が知が知が知が来来来来ないといった現象がないといった現象がないといった現象がないといった現象が

起起起起こっていると聞いてございます。市町村のこっていると聞いてございます。市町村のこっていると聞いてございます。市町村のこっていると聞いてございます。市町村の取組取組取組取組状況でございますが、状況でございますが、状況でございますが、状況でございますが、生活保護受生活保護受生活保護受生活保護受給給給給者の者の者の者の

対象者の対象者の対象者の対象者の方方方方のののの半半半半分以上分以上分以上分以上のののの方方方方が健が健が健が健診診診診をををを受診受診受診受診されているという市町村もございますし、されているという市町村もございますし、されているという市町村もございますし、されているという市町村もございますし、率率率率のののの極極極極

めてめてめてめて低低低低いといったとこいといったとこいといったとこいといったところろろろもございまして、もございまして、もございまして、もございまして、取取取取りりりり組組組組みに差があるのが現状でございます。そみに差があるのが現状でございます。そみに差があるのが現状でございます。そみに差があるのが現状でございます。そ

れぞれの市町村の状況をれぞれの市町村の状況をれぞれの市町村の状況をれぞれの市町村の状況を踏踏踏踏まえまして、健康まえまして、健康まえまして、健康まえまして、健康増増増増進進進進部部部部門門門門とととと生活保護担当生活保護担当生活保護担当生活保護担当部部部部門門門門のののの連携強連携強連携強連携強化化化化をををを図図図図

るとともに、るとともに、るとともに、るとともに、生活保護受生活保護受生活保護受生活保護受給給給給者に対する健康者に対する健康者に対する健康者に対する健康診診診診査査査査制度制度制度制度のののの周周周周知知知知方方方方法について法について法について法について効効効効果的果的果的果的なななな方方方方法を市法を市法を市法を市

町村と一町村と一町村と一町村と一緒緒緒緒にににに検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えてございます。えてございます。えてございます。えてございます。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。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 ありがとうございました。最ありがとうございました。最ありがとうございました。最ありがとうございました。最初初初初のののの障害障害障害障害者者者者施設施設施設施設のののの許許許許認認認認可可可可にかかわる問題ですが、にかかわる問題ですが、にかかわる問題ですが、にかかわる問題ですが、

きっきっきっきっちちちちりとりとりとりと周周周周辺辺辺辺住民の理住民の理住民の理住民の理解解解解をををを得得得得るようにるようにるようにるように指指指指導導導導するとのことですが、するとのことですが、するとのことですが、するとのことですが、周周周周辺辺辺辺住民に住民に住民に住民に全全全全くくくく説説説説明さ明さ明さ明さ

れないことがあったわけですから、れないことがあったわけですから、れないことがあったわけですから、れないことがあったわけですから、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形で確で確で確で確認認認認するするするする仕組仕組仕組仕組みといいますか、例えばみといいますか、例えばみといいますか、例えばみといいますか、例えば自自自自

治治治治会長に会長に会長に会長に説説説説明がありましたかと聞くとか、こういう明がありましたかと聞くとか、こういう明がありましたかと聞くとか、こういう明がありましたかと聞くとか、こういう施設施設施設施設が出ると県は聞いているのですけが出ると県は聞いているのですけが出ると県は聞いているのですけが出ると県は聞いているのですけ

れどもごれどもごれどもごれどもご存存存存じでしたかと確じでしたかと確じでしたかと確じでしたかと確認認認認するとか、するとか、するとか、するとか、何何何何かないとかないとかないとかないと保障保障保障保障がないと思うのです。その点はがないと思うのです。その点はがないと思うのです。その点はがないと思うのです。その点は何何何何

かできないものなのですか。ただかできないものなのですか。ただかできないものなのですか。ただかできないものなのですか。ただ単単単単に確に確に確に確認認認認すると、すると、すると、すると、チチチチェェェェックリックリックリックリスススストトトトでででで説説説説明しましたか、は明しましたか、は明しましたか、は明しましたか、は

い、しましたと言った、い、しましたと言った、い、しましたと言った、い、しましたと言った、設設設設備備備備はははは整整整整っていると確っていると確っていると確っていると確認認認認したと、それで、ではどうぞということしたと、それで、ではどうぞということしたと、それで、ではどうぞということしたと、それで、ではどうぞということ

だけでは同じことをだけでは同じことをだけでは同じことをだけでは同じことを繰繰繰繰りりりり返返返返しかしかしかしかねねねねませんので、ませんので、ませんので、ませんので、何何何何かきっかきっかきっかきっちちちちりとりとりとりと周周周周辺辺辺辺住民なり住民なり住民なり住民なり自治自治自治自治会に会に会に会に説説説説明明明明

をしたことが確をしたことが確をしたことが確をしたことが確認認認認できるできるできるできる仕組仕組仕組仕組み、み、み、み、担保担保担保担保がないと。ですから、例えば、がないと。ですから、例えば、がないと。ですから、例えば、がないと。ですから、例えば、自治自治自治自治会長にき会長にき会長にき会長にきちちちちんとんとんとんと

説説説説明があったかどうかを聞くとか、それは県がやらずとも明があったかどうかを聞くとか、それは県がやらずとも明があったかどうかを聞くとか、それは県がやらずとも明があったかどうかを聞くとか、それは県がやらずとも担当担当担当担当の市や町がやることだっての市や町がやることだっての市や町がやることだっての市や町がやることだって

あると思いますけれども、あると思いますけれども、あると思いますけれども、あると思いますけれども、何何何何かあったほうがいいのではないかと思うのです。かあったほうがいいのではないかと思うのです。かあったほうがいいのではないかと思うのです。かあったほうがいいのではないかと思うのです。何何何何もなかっもなかっもなかっもなかっ

たら、たら、たら、たら、全全全全くくくく突如突如突如突如としてとしてとしてとして施設施設施設施設ができてができてができてができて周周周周りの住民がりの住民がりの住民がりの住民が困困困困ったということになりかったということになりかったということになりかったということになりかねねねねないと。ないと。ないと。ないと。当当当当

然然然然、福祉、福祉、福祉、福祉施設施設施設施設ですから理ですから理ですから理ですから理解解解解する住民のほうがする住民のほうがする住民のほうがする住民のほうが多多多多いわけですけれども、やはりごみの出しいわけですけれども、やはりごみの出しいわけですけれども、やはりごみの出しいわけですけれども、やはりごみの出し方方方方

ですとかですとかですとかですとか車車車車のとめのとめのとめのとめ方方方方とかでとかでとかでとかでトラトラトラトラブブブブルになると、感ルになると、感ルになると、感ルになると、感情情情情のあつれきがのあつれきがのあつれきがのあつれきが生生生生まれてまれてまれてまれて解解解解決に決に決に決に苦苦苦苦労労労労するするするする

ことが実ことが実ことが実ことが実際際際際にあったわけですから、この点、にあったわけですから、この点、にあったわけですから、この点、にあったわけですから、この点、何何何何かかかか方方方方法ないか法ないか法ないか法ないか考考考考えてほしいと思うわけです。えてほしいと思うわけです。えてほしいと思うわけです。えてほしいと思うわけです。

そのそのそのその辺辺辺辺のののの考考考考ええええ方方方方、ひとつ確、ひとつ確、ひとつ確、ひとつ確認認認認しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。
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それから、県それから、県それから、県それから、県立立立立登美登美登美登美学園学園学園学園についてはについてはについてはについては運運運運営の営の営の営の方方方方法や法や法や法や体体体体系系系系もきもきもきもきちちちちんとんとんとんと書書書書いたいたいたいた計画計画計画計画にするとのにするとのにするとのにするとの

ことですので、それはそうなのかと思いますが、ことですので、それはそうなのかと思いますが、ことですので、それはそうなのかと思いますが、ことですので、それはそうなのかと思いますが、今今今今お聞きしているのは、公お聞きしているのは、公お聞きしているのは、公お聞きしているのは、公設設設設公営でやっ公営でやっ公営でやっ公営でやっ

てほしいという意見のてほしいという意見のてほしいという意見のてほしいという意見の多多多多くは、やはりくは、やはりくは、やはりくは、やはり人人人人員の確員の確員の確員の確保保保保がしっかりなされるのかどうかというがしっかりなされるのかどうかというがしっかりなされるのかどうかというがしっかりなされるのかどうかという心心心心

配配配配です。その点で、です。その点で、です。その点で、です。その点で、人人人人員の確員の確員の確員の確保保保保について、について、について、について、体制体制体制体制もきっもきっもきっもきっちちちちりとりとりとりと書書書書くということですが、くということですが、くということですが、くということですが、今今今今のののの

段階段階段階段階でどの程でどの程でどの程でどの程度度度度確確確確保保保保についてについてについてについて考考考考えているのかも確えているのかも確えているのかも確えているのかも確認認認認をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。

それから、健それから、健それから、健それから、健診診診診をををを保障保障保障保障するするするする取取取取りりりり組組組組みについて言いますと、みについて言いますと、みについて言いますと、みについて言いますと、半半半半分以上分以上分以上分以上がががが受診受診受診受診している市町している市町している市町している市町

村もあれば、ほとんどしていないという市町村もあるということで、大村もあれば、ほとんどしていないという市町村もあるということで、大村もあれば、ほとんどしていないという市町村もあるということで、大村もあれば、ほとんどしていないという市町村もあるということで、大変変変変ばらつきがあるばらつきがあるばらつきがあるばらつきがある

ということでした。健康をということでした。健康をということでした。健康をということでした。健康を維持維持維持維持、、、、増増増増進進進進してこそ医療してこそ医療してこそ医療してこそ医療費費費費のののの無無無無用用用用なななな持持持持ちちちち出しも出しも出しも出しも少少少少なくなくなくなく抑抑抑抑えられえられえられえられ

る、やはり早る、やはり早る、やはり早る、やはり早期期期期発見、早発見、早発見、早発見、早期受診期受診期受診期受診が大事だということですので、が大事だということですので、が大事だということですので、が大事だということですので、当当当当然然然然、、、、特特特特定健定健定健定健診診診診のののの受診率受診率受診率受診率をををを

高める高める高める高める取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも力力力力を入れていただきつつ、この案を入れていただきつつ、この案を入れていただきつつ、この案を入れていただきつつ、この案内内内内をををを徹底徹底徹底徹底するというするというするというするという方向方向方向方向もももも応応応応援してい援してい援してい援してい

ただきたいと、これはただきたいと、これはただきたいと、これはただきたいと、これは要要要要望望望望にしておきたいと思いますので、にしておきたいと思いますので、にしておきたいと思いますので、にしておきたいと思いますので、障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉課課課課長から２点、長から２点、長から２点、長から２点、再再再再度度度度

お聞きしたいと思います。お聞きしたいと思います。お聞きしたいと思います。お聞きしたいと思います。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 １点目の事１点目の事１点目の事１点目の事業業業業所の所の所の所の開設開設開設開設時の時の時の時の指指指指導導導導でございますが、宮本委員がかかわでございますが、宮本委員がかかわでございますが、宮本委員がかかわでございますが、宮本委員がかかわ

っていただきましたっていただきましたっていただきましたっていただきました個々個々個々個々の事の事の事の事業業業業所、所、所、所、個々個々個々個々の案の案の案の案件件件件につきましては、もうそれぞれ言いにつきましては、もうそれぞれ言いにつきましては、もうそれぞれ言いにつきましては、もうそれぞれ言い分分分分があがあがあがあ

って、言った、言わないということになって、最って、言った、言わないということになって、最って、言った、言わないということになって、最って、言った、言わないということになって、最終終終終的的的的には民民のには民民のには民民のには民民の話話話話し合いだとし合いだとし合いだとし合いだと考考考考えておりえておりえておりえており

ますが、申ますが、申ますが、申ますが、申請請請請時にきっ時にきっ時にきっ時にきっちちちちりと同意をりと同意をりと同意をりと同意を求求求求めるというめるというめるというめるという制制制制限限限限をすることは現実できないとをすることは現実できないとをすることは現実できないとをすることは現実できないと考考考考えてえてえてえて

おりまして、申おりまして、申おりまして、申おりまして、申請請請請時によく確時によく確時によく確時によく確認認認認をするというとこをするというとこをするというとこをするというところろろろ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徹底徹底徹底徹底していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考

えております。えております。えております。えております。

県県県県立立立立登美登美登美登美学園学園学園学園、県、県、県、県立立立立筒筒筒筒井井井井寮寮寮寮のののの建建建建てかえてかえてかえてかえ整備整備整備整備のののの体制体制体制体制の確の確の確の確保保保保、現状はということですが、、現状はということですが、、現状はということですが、、現状はということですが、体体体体

制制制制をををを考考考考えるえるえるえる上上上上ではではではでは施設施設施設施設のののの規模規模規模規模とかとかとかとか建建建建物物物物のののの規模規模規模規模とか、いとか、いとか、いとか、いろろろろいいいいろ今検討ろ今検討ろ今検討ろ今検討をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろで、で、で、で、

限限限限られたられたられたられた施設施設施設施設のののの敷敷敷敷地地地地の中での中での中での中で建建建建てかえをてかえをてかえをてかえを考考考考えているものですから、そのえているものですから、そのえているものですから、そのえているものですから、その建建建建物規模物規模物規模物規模、、、、施設施設施設施設の定の定の定の定

員の員の員の員の規模規模規模規模等等等等をををを今後検討今後検討今後検討今後検討、確定しながら、確定しながら、確定しながら、確定しながら体制体制体制体制のののの整備整備整備整備もももも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。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。施設施設施設施設のののの許許許許認認認認可可可可にかかわるときのにかかわるときのにかかわるときのにかかわるときの指指指指導導導導については、市町村ともについては、市町村ともについては、市町村ともについては、市町村とも

よく相よく相よく相よく相談談談談していただいてスしていただいてスしていただいてスしていただいてスムムムムーーーーズズズズにににに開開開開所できるように、所できるように、所できるように、所できるように、施設施設施設施設のののの側側側側も住民のも住民のも住民のも住民の側側側側もスもスもスもスムムムムーーーーズズズズにににに

福祉福祉福祉福祉ササササーーーービビビビスがスがスがスが開開開開所できるようにこういう所できるようにこういう所できるようにこういう所できるようにこういう措措措措置置置置がとられていると思いますので、がとられていると思いますので、がとられていると思いますので、がとられていると思いますので、趣旨趣旨趣旨趣旨に合に合に合に合

ったったったった開開開開所ができるように所ができるように所ができるように所ができるように考考考考えていただければと思います。えていただければと思います。えていただければと思います。えていただければと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 脱脱脱脱法法法法ハハハハーーーーブブブブの対策についておの対策についておの対策についておの対策についてお伺伺伺伺いしたいと思います。従いしたいと思います。従いしたいと思います。従いしたいと思います。従来来来来からからからから若若若若年年年年層層層層を中を中を中を中心心心心

にににに脱脱脱脱法法法法ハハハハーーーーブブブブがまんがまんがまんがまん延延延延して、ひいてはそれが事して、ひいてはそれが事して、ひいてはそれが事して、ひいてはそれが事件件件件や事や事や事や事故故故故につながり、発につながり、発につながり、発につながり、発生生生生したしたしたした経経経経緯緯緯緯もももも過去過去過去過去

にはありました。そういうことからにはありました。そういうことからにはありました。そういうことからにはありました。そういうことから指指指指定定定定薬薬薬薬物物物物としてとしてとしてとして厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省がががが指指指指定をされてきましたけ定をされてきましたけ定をされてきましたけ定をされてきましたけ
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れども、それをかいくれども、それをかいくれども、それをかいくれども、それをかいくぐぐぐぐるように、成るように、成るように、成るように、成分分分分をををを組組組組みみみみ替替替替えてまたえてまたえてまたえてまた販売販売販売販売をすると、をすると、をすると、をすると、指指指指定しても定しても定しても定しても組組組組みみみみ

替替替替えると、えると、えると、えると、イタイタイタイタチチチチごっこみたいなごっこみたいなごっこみたいなごっこみたいな形形形形でやってきたので、そういう成でやってきたので、そういう成でやってきたので、そういう成でやってきたので、そういう成分全分全分全分全てが違法であるとてが違法であるとてが違法であるとてが違法であると

するために、するために、するために、するために、包括包括包括包括指指指指定という定という定という定という形形形形で、で、で、で、組組組組みみみみ換換換換えても違法性があるということでえても違法性があるということでえても違法性があるということでえても違法性があるということで包括包括包括包括指指指指定をさ定をさ定をさ定をさ

れました。これはれました。これはれました。これはれました。これは以以以以前から前から前から前から比比比比べべべべれば一れば一れば一れば一歩歩歩歩前前前前進進進進したと思います。この現状の中で、奈良県でしたと思います。この現状の中で、奈良県でしたと思います。この現状の中で、奈良県でしたと思います。この現状の中で、奈良県で

もももも販売販売販売販売しているしているしているしている店舗店舗店舗店舗があると思いますし、このがあると思いますし、このがあると思いますし、このがあると思いますし、この店舗店舗店舗店舗を、を、を、を、数字数字数字数字がわかればがわかればがわかればがわかれば教教教教えてもらいたいえてもらいたいえてもらいたいえてもらいたい

と思いますし、事と思いますし、事と思いますし、事と思いますし、事件件件件や事や事や事や事故故故故に、そのに、そのに、そのに、その後後後後つながっていないのか、あるのか、その点をお答えつながっていないのか、あるのか、その点をお答えつながっていないのか、あるのか、その点をお答えつながっていないのか、あるのか、その点をお答え

ください。ください。ください。ください。

○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長 脱脱脱脱法法法法ハハハハーーーーブブブブにつきましてお答えいたします。につきましてお答えいたします。につきましてお答えいたします。につきましてお答えいたします。

脱脱脱脱法法法法ハハハハーーーーブブブブのののの販売店販売店販売店販売店でございますけれども、平成２４年でございますけれども、平成２４年でございますけれども、平成２４年でございますけれども、平成２４年秋秋秋秋に４に４に４に４店舗店舗店舗店舗から３から３から３から３店舗店舗店舗店舗に減に減に減に減少少少少いいいい

たしましたが、平成２５年たしましたが、平成２５年たしましたが、平成２５年たしましたが、平成２５年度度度度に入り１に入り１に入り１に入り１店舗店舗店舗店舗ふふふふえまして４えまして４えまして４えまして４店舗店舗店舗店舗となっております。となっております。となっております。となっております。引引引引き続きき続きき続きき続き

店舗店舗店舗店舗のののの監視監視監視監視、、、、指指指指導導導導につきましては県につきましては県につきましては県につきましては県警警警警察察察察本部と合同で定本部と合同で定本部と合同で定本部と合同で定期的期的期的期的に実に実に実に実施施施施していこうとしていこうとしていこうとしていこうと考考考考えていえていえていえてい

るとこるとこるとこるところろろろでございます。また、でございます。また、でございます。また、でございます。また、今今今今のとこのとこのとこのところろろろ県県県県内内内内で事で事で事で事件件件件にににに結結結結びついた事例はございませんが、びついた事例はございませんが、びついた事例はございませんが、びついた事例はございませんが、

脱脱脱脱法法法法ハハハハーーーーブブブブのののの吸吸吸吸引引引引がががが原原原原因因因因と疑われると疑われると疑われると疑われる救救救救急急急急搬搬搬搬送送送送事例は、平成２４年事例は、平成２４年事例は、平成２４年事例は、平成２４年度度度度は２１は２１は２１は２１件件件件、平成２５年、平成２５年、平成２５年、平成２５年

度度度度は９月は９月は９月は９月末末末末現現現現在在在在で７で７で７で７件件件件搬搬搬搬送送送送されたことをされたことをされたことをされたことを把握把握把握把握しております。しております。しております。しております。脱脱脱脱法法法法ハハハハーーーーブブブブのののの取取取取りりりり締締締締まりにつまりにつまりにつまりにつ

いてはいてはいてはいては条条条条例例例例化化化化を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っているところろろろもございますけれども、もございますけれども、もございますけれども、もございますけれども、薬薬薬薬事法に事法に事法に事法に規規規規定されていない成定されていない成定されていない成定されていない成分分分分

に対するに対するに対するに対する規規規規制制制制となることから、となることから、となることから、となることから、類似類似類似類似の成の成の成の成分構造分構造分構造分構造をををを持持持持つつつつ薬薬薬薬物物物物を一を一を一を一括括括括してしてしてして規規規規制制制制対象とする対象とする対象とする対象とする包括包括包括包括

指指指指定と、定と、定と、定と、個個個個別指別指別指別指定で合定で合定で合定で合計８８計８８計８８計８８１成１成１成１成分分分分がががが指指指指定されている現状におきましては、既に出回って定されている現状におきましては、既に出回って定されている現状におきましては、既に出回って定されている現状におきましては、既に出回って

いるいるいるいる可可可可能能能能性の高い性の高い性の高い性の高い指指指指定定定定薬薬薬薬物物物物へへへへの対の対の対の対応応応応が重が重が重が重要要要要とととと考考考考えております。加えまして、平成２５年中えております。加えまして、平成２５年中えております。加えまして、平成２５年中えております。加えまして、平成２５年中

にににに新新新新たに４７４たに４７４たに４７４たに４７４物物物物質が質が質が質が包括包括包括包括指指指指定されるとお聞きしているとこ定されるとお聞きしているとこ定されるとお聞きしているとこ定されるとお聞きしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。指指指指定定定定薬薬薬薬物物物物のののの

監視監視監視監視、、、、指指指指導導導導につきましては国につきましては国につきましては国につきましては国レレレレベベベベルで法ルで法ルで法ルで法規規規規制制制制をををを強強強強化化化化することがすることがすることがすることが必要必要必要必要であると、従前より国であると、従前より国であると、従前より国であると、従前より国

に対してに対してに対してに対して強強強強くくくく要要要要望望望望してきたとこしてきたとこしてきたとこしてきたところろろろでございますが、本日、１０月１日からでございますが、本日、１０月１日からでございますが、本日、１０月１日からでございますが、本日、１０月１日から改改改改正正正正薬薬薬薬事法が事法が事法が事法が施施施施

行されまして、疑わしい行されまして、疑わしい行されまして、疑わしい行されまして、疑わしい店舗店舗店舗店舗へへへへのののの立ち立ち立ち立ち入り入り入り入り権権権権限限限限のののの付与付与付与付与や疑わしいや疑わしいや疑わしいや疑わしい商品商品商品商品をををを収収収収去去去去しししし検検検検査できる査できる査できる査できる

規規規規定になりました。定になりました。定になりました。定になりました。検検検検査査査査機機機機器器器器のののの整備整備整備整備につきましては、県の関係につきましては、県の関係につきましては、県の関係につきましては、県の関係機機機機関と関と関と関と連携連携連携連携をををを図図図図りながら対りながら対りながら対りながら対

応応応応するするするする方向方向方向方向でででで検討検討検討検討するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、検検検検査に査に査に査に必要必要必要必要となるとなるとなるとなる標標標標準準準準物物物物質などにつきましても、国から質などにつきましても、国から質などにつきましても、国から質などにつきましても、国から

の提の提の提の提供供供供をををを受受受受けられるようけられるようけられるようけられるよう要要要要望望望望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ございまして、疑わしいでございまして、疑わしいでございまして、疑わしいでございまして、疑わしい商品商品商品商品につきましてにつきましてにつきましてにつきまして

はははは収収収収去去去去検検検検査を行い違法性を問うようにしていきたいと査を行い違法性を問うようにしていきたいと査を行い違法性を問うようにしていきたいと査を行い違法性を問うようにしていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

今後今後今後今後も疑わしいも疑わしいも疑わしいも疑わしい商品商品商品商品をををを販売販売販売販売するするするする店舗店舗店舗店舗のののの監視監視監視監視をををを引引引引き続き県き続き県き続き県き続き県警警警警察察察察本部との関係本部との関係本部との関係本部との関係強強強強化化化化をををを図図図図りなりなりなりな

がら、安がら、安がら、安がら、安易易易易なななな気気気気持持持持ちちちちでででで脱脱脱脱法法法法ハハハハーーーーブブブブにににに手手手手を出さないようにを出さないようにを出さないようにを出さないように街頭街頭街頭街頭キキキキャャャャンンンンペーペーペーペーン等ン等ン等ン等をををを通通通通じて県民じて県民じて県民じて県民

の皆さんの皆さんの皆さんの皆さん方方方方にににに啓啓啓啓発をしてまいりたいと発をしてまいりたいと発をしてまいりたいと発をしてまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以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。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 件件件件数数数数が２１が２１が２１が２１件件件件から現から現から現から現在在在在７７７７件件件件と、と、と、と、数数数数のののの上上上上で減ったとしても、やはり現で減ったとしても、やはり現で減ったとしても、やはり現で減ったとしても、やはり現存存存存としてとしてとしてとして
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そういうことはそういうことはそういうことはそういうことは起起起起こっていることをこっていることをこっていることをこっていることを踏踏踏踏まえましたときに、これは見えた部まえましたときに、これは見えた部まえましたときに、これは見えた部まえましたときに、これは見えた部分分分分と見えない部と見えない部と見えない部と見えない部

分分分分がありますので、がありますので、がありますので、がありますので、単単単単にその見えた部にその見えた部にその見えた部にその見えた部分分分分だけのだけのだけのだけの数字数字数字数字で判で判で判で判断断断断するのは早するのは早するのは早するのは早計計計計かと思います。こかと思います。こかと思います。こかと思います。こ

のののの規規規規制制制制対象に対象に対象に対象に指指指指定されて、定されて、定されて、定されて、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省ともともともとも連携連携連携連携してということですけれど、してということですけれど、してということですけれど、してということですけれど、検検検検査査査査器具器具器具器具となとなとなとな

れば、これはやはり県でもれば、これはやはり県でもれば、これはやはり県でもれば、これはやはり県でも十分十分十分十分そのそのそのその辺辺辺辺はははは準備準備準備準備もしないといけないだもしないといけないだもしないといけないだもしないといけないだろろろろうと思うのですけれうと思うのですけれうと思うのですけれうと思うのですけれ

ど、従ど、従ど、従ど、従来来来来は７０は７０は７０は７０数数数数物物物物質でしたが、質でしたが、質でしたが、質でしたが、指指指指定してこの定してこの定してこの定してこの８８８８８８８８１１１１物物物物質に質に質に質に膨膨膨膨れれれれ上上上上がるだけの成がるだけの成がるだけの成がるだけの成分分分分が含まが含まが含まが含ま

れたものをれたものをれたものをれたものを指指指指定したわけですから、やはりこれは県の定したわけですから、やはりこれは県の定したわけですから、やはりこれは県の定したわけですから、やはりこれは県の検検検検査査査査体制体制体制体制はははは求求求求められると思います。められると思います。められると思います。められると思います。

県の県の県の県の体制体制体制体制が奈良県ではが奈良県ではが奈良県ではが奈良県では十分十分十分十分でないということですけれど、これはでないということですけれど、これはでないということですけれど、これはでないということですけれど、これは厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省とととと連携連携連携連携して、して、して、して、

検検検検査査査査体制体制体制体制がががが徹底徹底徹底徹底できるのかどうか、もうできるのかどうか、もうできるのかどうか、もうできるのかどうか、もう少少少少し答弁をお願いしたいのです。し答弁をお願いしたいのです。し答弁をお願いしたいのです。し答弁をお願いしたいのです。規規規規定して、そし定して、そし定して、そし定して、そし

てててて販売店販売店販売店販売店をををを監視監視監視監視し、さらにそこでし、さらにそこでし、さらにそこでし、さらにそこで販売販売販売販売しているものが違法性がないのかという疑わしさがしているものが違法性がないのかという疑わしさがしているものが違法性がないのかという疑わしさがしているものが違法性がないのかという疑わしさが

やはりやはりやはりやはり残残残残ると思うので、ると思うので、ると思うので、ると思うので、検検検検査査査査体制体制体制体制をををを徹底徹底徹底徹底するという意するという意するという意するという意味味味味で、で、で、で、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省に言っているといに言っているといに言っているといに言っているとい

うが、うが、うが、うが、少少少少しししし遠遠遠遠回しな感じがするので、もう回しな感じがするので、もう回しな感じがするので、もう回しな感じがするので、もう少少少少しししし強強強強化化化化するよう、あるいはするよう、あるいはするよう、あるいはするよう、あるいは徹底徹底徹底徹底していくしていくしていくしていく方方方方策策策策

というのは、というのは、というのは、というのは、何何何何かおかおかおかお考考考考えですか。えですか。えですか。えですか。

○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長 検検検検査のことでございますけれども、査のことでございますけれども、査のことでございますけれども、査のことでございますけれども、先先先先ほどほどほどほど来来来来お答えさせていただいていまお答えさせていただいていまお答えさせていただいていまお答えさせていただいていま

すように、やはりその大きな問題としてすように、やはりその大きな問題としてすように、やはりその大きな問題としてすように、やはりその大きな問題として検検検検査査査査機機機機器器器器のののの整備整備整備整備がございます。がございます。がございます。がございます。今今今今、県の、県の、県の、県の研究研究研究研究機機機機関関関関

があるのですけれども、そのがあるのですけれども、そのがあるのですけれども、そのがあるのですけれども、その機機機機関と関と関と関と機機機機器器器器のののの借借借借用用用用についていについていについていについていろろろろいいいいろアンケろアンケろアンケろアンケーーーートトトトなりなりなりなり調調調調査をさ査をさ査をさ査をさ

せていただいて、その中でせていただいて、その中でせていただいて、その中でせていただいて、その中で今後使今後使今後使今後使わせていただくわせていただくわせていただくわせていただく機機機機器器器器があるようにお聞きしておりますのがあるようにお聞きしておりますのがあるようにお聞きしておりますのがあるようにお聞きしておりますの

で、そういうとこで、そういうとこで、そういうとこで、そういうところろろろを中を中を中を中心心心心に、に、に、に、今後今後今後今後県としても県としても県としても県としても検検検検査をするための査をするための査をするための査をするための機機機機器器器器のののの充充充充実を実を実を実を図図図図っていきっていきっていきっていき

たいとたいとたいとたいと考考考考えております。加えて、えております。加えて、えております。加えて、えております。加えて、先先先先ほども言っておりますように、ほども言っておりますように、ほども言っておりますように、ほども言っておりますように、包括包括包括包括指指指指定ができた関係定ができた関係定ができた関係定ができた関係

上上上上、、、、標標標標準準準準物物物物質質質質等等等等がどうしてもがどうしてもがどうしてもがどうしても揃揃揃揃わない部わない部わない部わない部分分分分がございますので、そういった場合は国がございますので、そういった場合は国がございますので、そういった場合は国がございますので、そういった場合は国立立立立医医医医薬薬薬薬

品品品品食食食食品品品品衛衛衛衛生生生生研究研究研究研究所に相所に相所に相所に相談談談談することができますので、そういったすることができますので、そういったすることができますので、そういったすることができますので、そういった方向方向方向方向性で性で性で性で検討検討検討検討してまいりたしてまいりたしてまいりたしてまいりた

いといといといと考考考考えております。えております。えております。えております。以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。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 国と国と国と国と連携連携連携連携してやるということで、そのしてやるということで、そのしてやるということで、そのしてやるということで、その辺辺辺辺、、、、不不不不安な部安な部安な部安な部分分分分はあるけれど、はあるけれど、はあるけれど、はあるけれど、徹底徹底徹底徹底でででで

きるというきるというきるというきるというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに解解解解釈釈釈釈したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

話話話話はははは戻戻戻戻りますけれども、りますけれども、りますけれども、りますけれども、店舗店舗店舗店舗が、３が、３が、３が、３店舗店舗店舗店舗から４から４から４から４店舗店舗店舗店舗にまたにまたにまたにまた戻戻戻戻ったということですが、ったということですが、ったということですが、ったということですが、監監監監

視視視視をををを強強強強化化化化するということですけれど、するということですけれど、するということですけれど、するということですけれど、監視監視監視監視のののの仕方仕方仕方仕方というのか、そのというのか、そのというのか、そのというのか、その方方方方法というのですか、法というのですか、法というのですか、法というのですか、

頻頻頻頻度度度度はどういうはどういうはどういうはどういう形形形形でやっておられますか。でやっておられますか。でやっておられますか。でやっておられますか。

○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長 監視監視監視監視のののの方方方方法でございますけれども、これは法でございますけれども、これは法でございますけれども、これは法でございますけれども、これは警警警警察察察察本部と合同で定本部と合同で定本部と合同で定本部と合同で定期的期的期的期的にやっにやっにやっにやっ

ているわけでございますけれども、ただ、ているわけでございますけれども、ただ、ているわけでございますけれども、ただ、ているわけでございますけれども、ただ、薬薬薬薬事法事法事法事法上上上上、そのものが、、そのものが、、そのものが、、そのものが、店舗店舗店舗店舗へへへへ行ったときに行ったときに行ったときに行ったときに指指指指

定定定定薬薬薬薬物物物物かどうかはかどうかはかどうかはかどうかは検検検検査をしないとわかりませんので、現場ではわからないという状況があ査をしないとわかりませんので、現場ではわからないという状況があ査をしないとわかりませんので、現場ではわからないという状況があ査をしないとわかりませんので、現場ではわからないという状況があ

りますので、いずれにしてもりますので、いずれにしてもりますので、いずれにしてもりますので、いずれにしても監視監視監視監視、、、、指指指指導導導導を、を、を、を、店舗店舗店舗店舗へへへへ行ったときに行ったときに行ったときに行ったときに販売販売販売販売をををを自自自自粛粛粛粛してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと



---- 22224444 ----

いういういういう形形形形でででで要要要要請請請請しているのが現状でございます。しているのが現状でございます。しているのが現状でございます。しているのが現状でございます。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。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 ということは、それぞれのということは、それぞれのということは、それぞれのということは、それぞれの脱脱脱脱法法法法ハハハハーーーーブブブブとととと称称称称されるものをされるものをされるものをされるものを抽抽抽抽出するというか、出するというか、出するというか、出するというか、

一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つチチチチェェェェックックックックするという、そういうことではなく、できるだけするという、そういうことではなく、できるだけするという、そういうことではなく、できるだけするという、そういうことではなく、できるだけ自制自制自制自制するように申し入するように申し入するように申し入するように申し入

れするというれするというれするというれするという体制体制体制体制のことをのことをのことをのことを今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃられたのですか。られたのですか。られたのですか。られたのですか。

○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長 店舗店舗店舗店舗へ参へ参へ参へ参ったときには、すったときには、すったときには、すったときには、すぐぐぐぐにそのにそのにそのにその検検検検査はできませんので、査はできませんので、査はできませんので、査はできませんので、何何何何が入っていが入っていが入っていが入ってい

るかわからない状況でございますので、そういうときにそういったるかわからない状況でございますので、そういうときにそういったるかわからない状況でございますので、そういうときにそういったるかわからない状況でございますので、そういうときにそういった要要要要請請請請をしている状況でをしている状況でをしている状況でをしている状況で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 そういうことですので、そういうことですので、そういうことですので、そういうことですので、青青青青少少少少年に年に年に年に及及及及ぼぼぼぼすすすす影響影響影響影響は、大なるものがあると思いまは、大なるものがあると思いまは、大なるものがあると思いまは、大なるものがあると思いま

すし、そういう点から見れば、すし、そういう点から見れば、すし、そういう点から見れば、すし、そういう点から見れば、販売店舗販売店舗販売店舗販売店舗以以以以外外外外にでもにでもにでもにでもインタインタインタインターーーーネットネットネットネットとか、あるいは奈良県とか、あるいは奈良県とか、あるいは奈良県とか、あるいは奈良県

ではなく他府県でではなく他府県でではなく他府県でではなく他府県で容容容容易易易易に入に入に入に入手手手手できるとか、いできるとか、いできるとか、いできるとか、いろろろろいいいいろろろろなななな方方方方法はあると思うのですけれど、法はあると思うのですけれど、法はあると思うのですけれど、法はあると思うのですけれど、少少少少

なくとも奈良県で子どもたなくとも奈良県で子どもたなくとも奈良県で子どもたなくとも奈良県で子どもたちちちちが、が、が、が、犠牲犠牲犠牲犠牲になることのないように、また、事になることのないように、また、事になることのないように、また、事になることのないように、また、事件件件件、事、事、事、事故故故故につなにつなにつなにつな

がらないように、がらないように、がらないように、がらないように、特特特特にににに監視監視監視監視体制体制体制体制がががが必要必要必要必要かと思うので、かと思うので、かと思うので、かと思うので、ぜぜぜぜひともひともひともひとも強強強強化化化化してもらって、これしてもらって、これしてもらって、これしてもらって、これ以以以以

上上上上蔓蔓蔓蔓延延延延しないようなしないようなしないようなしないような方方方方策をとっていただきたいと策をとっていただきたいと策をとっていただきたいと策をとっていただきたいと要要要要望望望望します。します。します。します。終終終終わります。わります。わります。わります。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 おおおお疲疲疲疲れさまでございます。れさまでございます。れさまでございます。れさまでございます。端端端端的的的的に３点おに３点おに３点おに３点お尋ね尋ね尋ね尋ねをいたします。１つはをいたします。１つはをいたします。１つはをいたします。１つはドドドドクタクタクタクターーーー

ヘヘヘヘリリリリでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、我我我我がががが党党党党といたしましても、もう７年越しで県といたしましても、もう７年越しで県といたしましても、もう７年越しで県といたしましても、もう７年越しで県独独独独自自自自ののののドドドドクタクタクタクターーーーヘヘヘヘリリリリのののの

導導導導入を入を入を入を求求求求めてまいりましたが、めてまいりましたが、めてまいりましたが、めてまいりましたが、全全全全国国国国的的的的にも、にも、にも、にも、都道都道都道都道府県に１府県に１府県に１府県に１機機機機はははは配配配配備備備備がかなりがかなりがかなりがかなり進進進進んできていんできていんできていんできてい

る状況でございます。ことし、る状況でございます。ことし、る状況でございます。ことし、る状況でございます。ことし、調調調調査査査査費費費費もつきまして、もつきまして、もつきまして、もつきまして、先先先先般般般般、９月１４日に大、９月１４日に大、９月１４日に大、９月１４日に大淀淀淀淀町町町町内内内内でででで調調調調査査査査

をされたとのことでをされたとのことでをされたとのことでをされたとのことで私私私私どももどももどももどもも視視視視察察察察をさせていただいたとこをさせていただいたとこをさせていただいたとこをさせていただいたところろろろでございますが、思ったよりでございますが、思ったよりでございますが、思ったよりでございますが、思ったより

もももも音音音音もももも静静静静かで、かで、かで、かで、周周周周辺辺辺辺のののの影響影響影響影響はははは想想想想像像像像以上以上以上以上にににに少少少少なかったのではないかと感じているとこなかったのではないかと感じているとこなかったのではないかと感じているとこなかったのではないかと感じているところろろろでごでごでごでご

ざいます。また、加えて、県ざいます。また、加えて、県ざいます。また、加えて、県ざいます。また、加えて、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学でのでのでのでの調調調調査、あるいは県査、あるいは県査、あるいは県査、あるいは県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院でも既にでも既にでも既にでも既に終終終終わっわっわっわっ

ていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃると聞かせていただいておりますけれども、現時点でどのような状況であるると聞かせていただいておりますけれども、現時点でどのような状況であるると聞かせていただいておりますけれども、現時点でどのような状況であるると聞かせていただいておりますけれども、現時点でどのような状況である

のかをおのかをおのかをおのかをお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

２つ目は、本会議でも代２つ目は、本会議でも代２つ目は、本会議でも代２つ目は、本会議でも代表表表表質問をさせていただきました健康長質問をさせていただきました健康長質問をさせていただきました健康長質問をさせていただきました健康長寿寿寿寿日本一に日本一に日本一に日本一に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組

みでございますが、みでございますが、みでございますが、みでございますが、先先先先ほどほどほどほど谷垣谷垣谷垣谷垣健康健康健康健康づづづづくりくりくりくり推進課推進課推進課推進課長からも長からも長からも長からも説説説説明がございましたが、本会議明がございましたが、本会議明がございましたが、本会議明がございましたが、本会議

で聞きましたこのなら健康長で聞きましたこのなら健康長で聞きましたこのなら健康長で聞きましたこのなら健康長寿寿寿寿基基基基本本本本計画計画計画計画とととと各各各各個個個個別別別別のののの６６６６つのつのつのつの計画計画計画計画が、まずどのようにが、まずどのようにが、まずどのようにが、まずどのように歯車歯車歯車歯車がががが

かみ合って一つの大きなかみ合って一つの大きなかみ合って一つの大きなかみ合って一つの大きな効効効効果果果果をををを生生生生んでいくのかということが、本会議ではんでいくのかということが、本会議ではんでいくのかということが、本会議ではんでいくのかということが、本会議では余余余余りりりり伝伝伝伝わってこわってこわってこわってこ

なかった部なかった部なかった部なかった部分分分分がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、再再再再度度度度おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。先先先先ほどのほどのほどのほどの説説説説明では、明では、明では、明では、横串横串横串横串にににに

刺刺刺刺すというすというすというすという表表表表現がございましたが、あくまでも現がございましたが、あくまでも現がございましたが、あくまでも現がございましたが、あくまでも今今今今回のなら健康長回のなら健康長回のなら健康長回のなら健康長寿寿寿寿基基基基本本本本計画計画計画計画は、は、は、は、分野分野分野分野ごとごとごとごと

のののの計画計画計画計画のののの上位計画上位計画上位計画上位計画、最、最、最、最上位計画上位計画上位計画上位計画としてのとしてのとしてのとしての位置づ位置づ位置づ位置づけがなされておりますので、けがなされておりますので、けがなされておりますので、けがなされておりますので、少少少少しししし横串横串横串横串といといといとい

うううう表表表表現が合っているのかどうかを現が合っているのかどうかを現が合っているのかどうかを現が合っているのかどうかを先先先先ほどからほどからほどからほどから考考考考えていたのですけれども、そのえていたのですけれども、そのえていたのですけれども、そのえていたのですけれども、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろ
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も含めて、実質も含めて、実質も含めて、実質も含めて、実質６６６６つのつのつのつの計画計画計画計画をどうをどうをどうをどう動動動動かしていかれるのかということ、さらには、本会議でかしていかれるのかということ、さらには、本会議でかしていかれるのかということ、さらには、本会議でかしていかれるのかということ、さらには、本会議で

知事から答弁がございました、県民は日知事から答弁がございました、県民は日知事から答弁がございました、県民は日知事から答弁がございました、県民は日常生活常生活常生活常生活の中で健康の中で健康の中で健康の中で健康づづづづくりにくりにくりにくりに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを開開開開始始始始

し、またし、またし、またし、また継継継継続できるための続できるための続できるための続できるための拠拠拠拠点として健康ス点として健康ス点として健康ス点として健康ステテテテーシーシーシーショョョョンンンンを県を県を県を県内内内内で１で１で１で１カカカカ所所所所設置設置設置設置するという答するという答するという答するという答

弁がございました。非弁がございました。非弁がございました。非弁がございました。非常常常常にこれは重にこれは重にこれは重にこれは重要要要要なななな話話話話だと思いますが、この健康スだと思いますが、この健康スだと思いますが、この健康スだと思いますが、この健康ステテテテーシーシーシーショョョョンンンンについについについについ

て現時点で答弁いただけるて現時点で答弁いただけるて現時点で答弁いただけるて現時点で答弁いただける範囲範囲範囲範囲でお願いしたいと思います。でお願いしたいと思います。でお願いしたいと思います。でお願いしたいと思います。

○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長 ドドドドクタクタクタクターーーーヘヘヘヘリリリリにつきましてお答えを申しにつきましてお答えを申しにつきましてお答えを申しにつきましてお答えを申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

９月１４日に、大国委員お９月１４日に、大国委員お９月１４日に、大国委員お９月１４日に、大国委員お述べ述べ述べ述べのとおりのとおりのとおりのとおりドドドドクタクタクタクターーーーヘヘヘヘリリリリの見の見の見の見学学学学会、会、会、会、説説説説明会を実明会を実明会を実明会を実施施施施させていさせていさせていさせてい

ただきました。これは平成２５年ただきました。これは平成２５年ただきました。これは平成２５年ただきました。これは平成２５年度度度度のののの新新新新規規規規事事事事業業業業でございますでございますでございますでございますドドドドクタクタクタクターーーーヘヘヘヘリリリリ導導導導入入入入検討検討検討検討事事事事業業業業のののの

一部でございまして、一部でございまして、一部でございまして、一部でございまして、ヘヘヘヘリコプタリコプタリコプタリコプターのーのーのーの離離離離発発発発着着着着のののの際際際際に発に発に発に発生生生生するするするする騒音測騒音測騒音測騒音測定、これにあわせまし定、これにあわせまし定、これにあわせまし定、これにあわせまし

て県民にて県民にて県民にて県民にドドドドクタクタクタクターーーーヘヘヘヘリリリリの目の目の目の目的的的的や大きさなどにつきまして知っていただくためにや大きさなどにつきまして知っていただくためにや大きさなどにつきまして知っていただくためにや大きさなどにつきまして知っていただくために開開開開催催催催したもしたもしたもしたも

のでございます。場所はのでございます。場所はのでございます。場所はのでございます。場所は吉吉吉吉野野野野郡郡郡郡大大大大淀淀淀淀町福神の南町福神の南町福神の南町福神の南和和和和のののの救救救救急病院急病院急病院急病院のののの予予予予定定定定地地地地でさせていただきまでさせていただきまでさせていただきまでさせていただきま

した。した。した。した。騒音測騒音測騒音測騒音測定につきましては、定につきましては、定につきましては、定につきましては、近近近近隣隣隣隣の住宅の住宅の住宅の住宅地地地地やややや保保保保育所、育所、育所、育所、病院病院病院病院周周周周辺辺辺辺のののの６カ６カ６カ６カ所でさせていた所でさせていた所でさせていた所でさせていた

だきました。このほか、県だきました。このほか、県だきました。このほか、県だきました。このほか、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの周周周周辺辺辺辺のののの６カ６カ６カ６カ所でもさせていただきました。所でもさせていただきました。所でもさせていただきました。所でもさせていただきました。新新新新県県県県立立立立

奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院につきましては既ににつきましては既ににつきましては既ににつきましては既に別別別別途途途途調調調調査査査査済済済済みとお聞きしていますのでみとお聞きしていますのでみとお聞きしていますのでみとお聞きしていますので今今今今回はしておりません。回はしておりません。回はしておりません。回はしておりません。

騒音測騒音測騒音測騒音測定したわけでございますけれども、定したわけでございますけれども、定したわけでございますけれども、定したわけでございますけれども、今後今後今後今後、県、県、県、県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院や南や南や南や南和和和和のののの救救救救急病院急病院急病院急病院、県、県、県、県立立立立医医医医

科科科科大大大大学学学学ののののドドドドクタクタクタクター、ー、ー、ー、防防防防災災災災航空隊航空隊航空隊航空隊のののの方方方方にににに参参参参加していただいて加していただいて加していただいて加していただいて検討検討検討検討委員会をさせていただきた委員会をさせていただきた委員会をさせていただきた委員会をさせていただきた

いと思っておりまして、そのために、いと思っておりまして、そのために、いと思っておりまして、そのために、いと思っておりまして、そのために、今今今今、、、、騒音測騒音測騒音測騒音測定の定の定の定の結果結果結果結果も含めましても含めましても含めましても含めまして資資資資料料料料をををを整整整整理してい理してい理してい理してい

るとこるとこるとこるところろろろでございます。このでございます。このでございます。このでございます。この検討検討検討検討の中にはの中にはの中にはの中には全全全全国の国の国の国の配配配配備備備備状況とか、状況とか、状況とか、状況とか、今今今今、、、、和和和和歌歌歌歌山県と関西山県と関西山県と関西山県と関西広域広域広域広域

連連連連合と合と合と合と協働運協働運協働運協働運航航航航しているしているしているしているドドドドクタクタクタクターーーーヘヘヘヘリリリリの状況、そういうものもの状況、そういうものもの状況、そういうものもの状況、そういうものも資資資資料料料料として出させていただとして出させていただとして出させていただとして出させていただ

いていていていて協協協協議させていただきたいと議させていただきたいと議させていただきたいと議させていただきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以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。

○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長○谷垣健康づくり推進課長 ２点についてお答えを申し２点についてお答えを申し２点についてお答えを申し２点についてお答えを申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

１点目は、なら健康長１点目は、なら健康長１点目は、なら健康長１点目は、なら健康長寿寿寿寿基基基基本本本本計画計画計画計画についてでございます。大国委員ごについてでございます。大国委員ごについてでございます。大国委員ごについてでございます。大国委員ご指摘指摘指摘指摘のとおりでごのとおりでごのとおりでごのとおりでご

ざいまして、なら健康長ざいまして、なら健康長ざいまして、なら健康長ざいまして、なら健康長寿寿寿寿基基基基本本本本計画計画計画計画には関には関には関には関連連連連するするするする計画計画計画計画がががが全全全全部で７つございます。それで、部で７つございます。それで、部で７つございます。それで、部で７つございます。それで、

これらのこれらのこれらのこれらの計画計画計画計画の中にの中にの中にの中に指標指標指標指標がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ設設設設けられておりまして、それらのけられておりまして、それらのけられておりまして、それらのけられておりまして、それらの指標指標指標指標をををを単純単純単純単純にににに足足足足しししし上上上上

げげげげますとますとますとますと数数数数百百百百にににに及及及及びます。ただ、これらのびます。ただ、これらのびます。ただ、これらのびます。ただ、これらの指標指標指標指標をををを漫漫漫漫然然然然と見ているだけではなくて、その中と見ているだけではなくて、その中と見ているだけではなくて、その中と見ているだけではなくて、その中

で健康で健康で健康で健康寿命寿命寿命寿命のののの延延延延長に長に長に長に寄与寄与寄与寄与するというするというするというするという観観観観点から見たときに、どのような点から見たときに、どのような点から見たときに、どのような点から見たときに、どのような指標指標指標指標をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと観観観観

察察察察していけばいいのかというしていけばいいのかというしていけばいいのかというしていけばいいのかという観観観観点で、その中から点で、その中から点で、その中から点で、その中から約約約約３０の３０の３０の３０の指標指標指標指標をををを選選選選び出しまして、それをび出しまして、それをび出しまして、それをび出しまして、それを

健康重点健康重点健康重点健康重点指標指標指標指標と名と名と名と名づづづづけております。例えばがんけております。例えばがんけております。例えばがんけております。例えばがん検診検診検診検診のののの受診率受診率受診率受診率ですとかですとかですとかですとか特特特特定健定健定健定健診診診診のののの受診率受診率受診率受診率なななな

どもその中に含まれております。そして、このどもその中に含まれております。そして、このどもその中に含まれております。そして、このどもその中に含まれております。そして、この選選選選び出しました３０程び出しました３０程び出しました３０程び出しました３０程度度度度の重点健康の重点健康の重点健康の重点健康指標指標指標指標にににに

つきましては、それぞれのつきましては、それぞれのつきましては、それぞれのつきましては、それぞれの計画計画計画計画からからからから選選選選んできたわけでございますけれども、これらについんできたわけでございますけれども、これらについんできたわけでございますけれども、これらについんできたわけでございますけれども、これらについ



---- 22226666 ----

ては毎年その状況をきっては毎年その状況をきっては毎年その状況をきっては毎年その状況をきっちちちちりとりとりとりと把握把握把握把握をいたしまして、市町村をいたしまして、市町村をいたしまして、市町村をいたしまして、市町村別別別別にににに数字数字数字数字も出しまして公も出しまして公も出しまして公も出しまして公表表表表しししし

ていくこととしております。それと、このていくこととしております。それと、このていくこととしております。それと、このていくこととしております。それと、この計画計画計画計画につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、歯車歯車歯車歯車を回すを回すを回すを回す仕仕仕仕掛掛掛掛けといたけといたけといたけといた

しまして、しまして、しまして、しまして、今今今今回関回関回関回関連連連連議案を提出させていただいておりますけれども、議案を提出させていただいておりますけれども、議案を提出させていただいておりますけれども、議案を提出させていただいておりますけれども、有識有識有識有識者者者者等等等等をををを構構構構成委員成委員成委員成委員

とするなら健康長とするなら健康長とするなら健康長とするなら健康長寿寿寿寿基基基基本本本本計画推進計画推進計画推進計画推進戦戦戦戦略略略略会議を会議を会議を会議を設置設置設置設置いたしまして、こうした健康重点いたしまして、こうした健康重点いたしまして、こうした健康重点いたしまして、こうした健康重点指標指標指標指標のののの

状況について状況について状況について状況について評価評価評価評価をいただき、をいただき、をいただき、をいただき、今後今後今後今後のののの取組施取組施取組施取組施策について提言をいただくなど、策について提言をいただくなど、策について提言をいただくなど、策について提言をいただくなど、ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡにににに

よりよりよりより取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えております。一えております。一えております。一えております。一方方方方、これも、これも、これも、これも補補補補正正正正予算予算予算予算を提出させてを提出させてを提出させてを提出させて

いただいておりますが、その３０のいただいておりますが、その３０のいただいておりますが、その３０のいただいておりますが、その３０の指標指標指標指標の中でもの中でもの中でもの中でも特特特特にどの健康にどの健康にどの健康にどの健康指標指標指標指標が健康が健康が健康が健康寿命寿命寿命寿命にににに寄与寄与寄与寄与するするするする

のかについてのかについてのかについてのかについて探求探求探求探求をいたしたいとをいたしたいとをいたしたいとをいたしたいと考考考考えておりまして、また、その健康行えておりまして、また、その健康行えておりまして、また、その健康行えておりまして、また、その健康行動動動動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

どのようなどのようなどのようなどのような取取取取りりりり組組組組みみみみ指標指標指標指標によってそのによってそのによってそのによってその指標指標指標指標のののの数数数数値値値値をををを伸伸伸伸ばすことができるのかといったことばすことができるのかといったことばすことができるのかといったことばすことができるのかといったこと

についてもあわせてについてもあわせてについてもあわせてについてもあわせて研究研究研究研究をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと考考考考えております。そのえております。そのえております。そのえております。その上上上上で、平成２で、平成２で、平成２で、平成２６６６６年年年年度度度度からはこのからはこのからはこのからはこの

研究研究研究研究成成成成果果果果をををを踏踏踏踏まえまして実まえまして実まえまして実まえまして実際際際際に市町村と一に市町村と一に市町村と一に市町村と一緒緒緒緒にににに具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考

えております。健康えております。健康えております。健康えております。健康寿命寿命寿命寿命のののの延延延延長に長に長に長に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方方方方策につきましては、それぞれの市町策につきましては、それぞれの市町策につきましては、それぞれの市町策につきましては、それぞれの市町

村にとって村にとって村にとって村にとって何何何何がががが適適適適切切切切なのかは市町村がなのかは市町村がなのかは市町村がなのかは市町村が置置置置かれている状況によりましてかれている状況によりましてかれている状況によりましてかれている状況によりまして異異異異なってくると思っなってくると思っなってくると思っなってくると思っ

ておりますが、一ておりますが、一ておりますが、一ておりますが、一方方方方、どの市町村でも、どの市町村でも、どの市町村でも、どの市町村でも共共共共通通通通するというするというするというするという共共共共通通通通項も項も項も項も多多多多くあると思っておりましくあると思っておりましくあると思っておりましくあると思っておりまし

て、さきにて、さきにて、さきにて、さきに取取取取りりりり組組組組んだ市町村の成んだ市町村の成んだ市町村の成んだ市町村の成果果果果をををを踏踏踏踏まえまして、そのまえまして、そのまえまして、そのまえまして、その効効効効果果果果あるあるあるある取取取取りりりり組組組組みにつきましてみにつきましてみにつきましてみにつきまして

は他の市町村にもは他の市町村にもは他の市町村にもは他の市町村にも広広広広がるようにがるようにがるようにがるように進進進進めていきたいと、それで、奈良県が健康めていきたいと、それで、奈良県が健康めていきたいと、それで、奈良県が健康めていきたいと、それで、奈良県が健康寿命寿命寿命寿命日本一にな日本一にな日本一にな日本一にな

るという目るという目るという目るという目標標標標をををを達達達達成していきたいと成していきたいと成していきたいと成していきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

２つ目は、健康ス２つ目は、健康ス２つ目は、健康ス２つ目は、健康ステテテテーシーシーシーショョョョンンンンについてでございますが、健康についてでございますが、健康についてでございますが、健康についてでございますが、健康寿命寿命寿命寿命のののの延延延延長のためには長のためには長のためには長のためには運動運動運動運動

が大が大が大が大切切切切なななな要要要要素素素素であると。そのためにであると。そのためにであると。そのためにであると。そのために歩歩歩歩くのが一つのくのが一つのくのが一つのくのが一つの方方方方法と言われておりますが、最法と言われておりますが、最法と言われておりますが、最法と言われておりますが、最近近近近のののの研研研研

究究究究で、で、で、で、歩歩歩歩くくくく量量量量であるそのであるそのであるそのであるその歩歩歩歩数数数数だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、少少少少しししし負負負負荷荷荷荷のかかる早のかかる早のかかる早のかかる早歩歩歩歩きという感じになりきという感じになりきという感じになりきという感じになり

ますが、中ますが、中ますが、中ますが、中強度強度強度強度のののの歩歩歩歩行という行という行という行という歩歩歩歩く質も大事であることがわかってまいりました。そこで、く質も大事であることがわかってまいりました。そこで、く質も大事であることがわかってまいりました。そこで、く質も大事であることがわかってまいりました。そこで、

このこのこのこの春春春春から県職員のごから県職員のごから県職員のごから県職員のご両両両両親などにもご親などにもご親などにもご親などにもご協力協力協力協力いただきまして、いただきまして、いただきまして、いただきまして、人数人数人数人数５０名ほどだったのです５０名ほどだったのです５０名ほどだったのです５０名ほどだったのです

が、が、が、が、モモモモニニニニタタタターになっていただきまして実ーになっていただきまして実ーになっていただきまして実ーになっていただきまして実験験験験をしてみました。家事をしてみました。家事をしてみました。家事をしてみました。家事労働労働労働労働を中を中を中を中心心心心にににに生活生活生活生活をされをされをされをされ

ているているているている方方方方は、は、は、は、歩歩歩歩数数数数はそこそこ出てくるのですけれども、中はそこそこ出てくるのですけれども、中はそこそこ出てくるのですけれども、中はそこそこ出てくるのですけれども、中強度強度強度強度のののの歩歩歩歩きききき方方方方、、、、歩歩歩歩行が行が行が行が不不不不足足足足してしてしてして

いるということと、また、いるということと、また、いるということと、また、いるということと、また、歩歩歩歩行の行の行の行の量量量量をををを計計計計測測測測するためのするためのするためのするための活動活動活動活動量量量量計計計計、それをお、それをお、それをお、それをお渡渡渡渡ししてつけてししてつけてししてつけてししてつけて

いただくだけで、いつもよりもたくさんいただくだけで、いつもよりもたくさんいただくだけで、いつもよりもたくさんいただくだけで、いつもよりもたくさん歩歩歩歩かれることがわかってまいりました。こうしたかれることがわかってまいりました。こうしたかれることがわかってまいりました。こうしたかれることがわかってまいりました。こうした

ことをことをことをことを踏踏踏踏まえまして、まずはまえまして、まずはまえまして、まずはまえまして、まずは歩歩歩歩数数数数だけではなくて中だけではなくて中だけではなくて中だけではなくて中強度強度強度強度のののの歩歩歩歩行が大行が大行が大行が大切切切切であることをであることをであることをであることを普普普普及及及及啓啓啓啓

発した発した発した発した上上上上で、例えばで、例えばで、例えばで、例えば主主主主に家事に家事に家事に家事労働労働労働労働を中を中を中を中心心心心にににに生活生活生活生活をされているをされているをされているをされている方方方方、県民の、県民の、県民の、県民の方方方方 々々々々などを対象になどを対象になどを対象になどを対象に

活動活動活動活動量量量量計計計計を実を実を実を実際際際際つけてつけてつけてつけて生活生活生活生活をしていただきまして、月に１回程をしていただきまして、月に１回程をしていただきまして、月に１回程をしていただきまして、月に１回程度今度設置度今度設置度今度設置度今度設置をいたします健をいたします健をいたします健をいたします健

康ス康ス康ス康ステテテテーシーシーシーショョョョンンンンにお越しをいただきまして、その１にお越しをいただきまして、その１にお越しをいただきまして、その１にお越しをいただきまして、その１カカカカ月月月月間間間間のののの活動活動活動活動量量量量の実の実の実の実績績績績が確が確が確が確認認認認できるよできるよできるよできるよ
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うなうなうなうな仕仕仕仕掛掛掛掛けをつくりますほか、けをつくりますほか、けをつくりますほか、けをつくりますほか、体組体組体組体組成成成成計計計計などのなどのなどのなどの機機機機械械械械をををを置置置置きましてきましてきましてきまして体体体体脂肪脂肪脂肪脂肪ですとかですとかですとかですとか筋筋筋筋肉量肉量肉量肉量、、、、

あるいはあるいはあるいはあるいは血圧血圧血圧血圧、そういったものを、そういったものを、そういったものを、そういったものを測測測測定できるようにいたしまして、定できるようにいたしまして、定できるようにいたしまして、定できるようにいたしまして、運動運動運動運動と健康状態のと健康状態のと健康状態のと健康状態の変変変変化化化化、、、、

すなわすなわすなわすなわち運動ち運動ち運動ち運動によりどれだけそれらのによりどれだけそれらのによりどれだけそれらのによりどれだけそれらの数数数数値値値値がががが改善改善改善改善するのかといったことについても実感をするのかといったことについても実感をするのかといったことについても実感をするのかといったことについても実感を

してもらえるしてもらえるしてもらえるしてもらえる取取取取りりりり組組組組みをしていきたいとみをしていきたいとみをしていきたいとみをしていきたいと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。また、同じでございます。また、同じでございます。また、同じでございます。また、同じ取取取取りりりり

組組組組みをされている県民のみをされている県民のみをされている県民のみをされている県民の方方方方 々々々々がその健康スがその健康スがその健康スがその健康ステテテテーシーシーシーショョョョンンンンにににに集集集集まってこられますので、おまってこられますので、おまってこられますので、おまってこられますので、お互互互互いいいい

にににに情報情報情報情報交交交交換換換換したり、あるいはしたり、あるいはしたり、あるいはしたり、あるいは励励励励まし合いもできるような場所にしていきたいとまし合いもできるような場所にしていきたいとまし合いもできるような場所にしていきたいとまし合いもできるような場所にしていきたいと考考考考えておりえておりえておりえており

ます。ます。ます。ます。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。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ドドドドクタクタクタクターーーーヘヘヘヘリリリリにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては今今今今ごごごご報報報報告がありました。告がありました。告がありました。告がありました。

少少少少し感し感し感し感想想想想はははは述べ述べ述べ述べたとこたとこたとこたところろろろですけれども、大ですけれども、大ですけれども、大ですけれども、大淀淀淀淀町福神でそういった町福神でそういった町福神でそういった町福神でそういったテテテテスススストフライト的トフライト的トフライト的トフライト的なものなものなものなもの

をされて、住民のをされて、住民のをされて、住民のをされて、住民の方方方方もももも集集集集まっていただいて、高城医療政策部長もいらっしまっていただいて、高城医療政策部長もいらっしまっていただいて、高城医療政策部長もいらっしまっていただいて、高城医療政策部長もいらっしゃゃゃゃいましたけれいましたけれいましたけれいましたけれ

ども、ども、ども、ども、私私私私はははは静静静静かだと思ったのですけれども、高城医療政策部長としてあのかだと思ったのですけれども、高城医療政策部長としてあのかだと思ったのですけれども、高城医療政策部長としてあのかだと思ったのですけれども、高城医療政策部長としてあのテテテテスススストフライトトフライトトフライトトフライト

はどのようにはどのようにはどのようにはどのように捉捉捉捉えられたのかをお聞きしたいと思います。えられたのかをお聞きしたいと思います。えられたのかをお聞きしたいと思います。えられたのかをお聞きしたいと思います。

それと、健康長それと、健康長それと、健康長それと、健康長寿寿寿寿のののの取取取取りりりり組組組組みについてでございますけれども、大みについてでございますけれども、大みについてでございますけれども、大みについてでございますけれども、大分分分分理理理理解解解解をををを進進進進めさせていめさせていめさせていめさせてい

ただきました。ただきました。ただきました。ただきました。個個個個別別別別のこののこののこののこの計画計画計画計画のののの向向向向こうには市町村がもこうには市町村がもこうには市町村がもこうには市町村がもちろちろちろちろんございます。市町村がどのんございます。市町村がどのんございます。市町村がどのんございます。市町村がどの

ように本ように本ように本ように本当当当当にやるにやるにやるにやる気気気気になって市町村民がになって市町村民がになって市町村民がになって市町村民が元気元気元気元気で長で長で長で長生生生生きしていただけるかという本きしていただけるかという本きしていただけるかという本きしていただけるかという本気度気度気度気度がががが試試試試

されると思います。実はされると思います。実はされると思います。実はされると思います。実は私私私私ども、ども、ども、ども、各各各各公明公明公明公明党党党党の市町村議会議員もの市町村議会議員もの市町村議会議員もの市町村議会議員も今今今今議会質問をさせていただ議会質問をさせていただ議会質問をさせていただ議会質問をさせていただ

いているとこいているとこいているとこいているところろろろもありますが、県が健康長もありますが、県が健康長もありますが、県が健康長もありますが、県が健康長寿寿寿寿日本一の県を目日本一の県を目日本一の県を目日本一の県を目指指指指すのだというすのだというすのだというすのだというトトトトーーーーンンンンがまだがまだがまだがまだ

ほとんどほとんどほとんどほとんど伝伝伝伝わっていないとこわっていないとこわっていないとこわっていないところろろろもありまして、市町村のもありまして、市町村のもありまして、市町村のもありまして、市町村の歯車歯車歯車歯車をまずどうをまずどうをまずどうをまずどう動動動動かしていくか。かしていくか。かしていくか。かしていくか。

一一一一方方方方では、やはり市町村民が、本では、やはり市町村民が、本では、やはり市町村民が、本では、やはり市町村民が、本能能能能的的的的にこれは大事だと思ってにこれは大事だと思ってにこれは大事だと思ってにこれは大事だと思って下下下下から一つ一つのから一つ一つのから一つ一つのから一つ一つの小小小小さなさなさなさな歯歯歯歯

車車車車をををを動動動動かすことができるかどうか、ここにはかすことができるかどうか、ここにはかすことができるかどうか、ここにはかすことができるかどうか、ここには企業企業企業企業のののの歯車歯車歯車歯車もあると思います。さまざまにこもあると思います。さまざまにこもあると思います。さまざまにこもあると思います。さまざまにこ

のののの歯車歯車歯車歯車がががが動動動動き、き、き、き、全体的全体的全体的全体的な県がな県がな県がな県が動動動動きますように、きますように、きますように、きますように、今今今今回、１０年回、１０年回、１０年回、１０年間間間間でということでありますが、でということでありますが、でということでありますが、でということでありますが、

できるだけできるだけできるだけできるだけ丁寧丁寧丁寧丁寧にやっていただくのがいいかと思います。本会議ではにやっていただくのがいいかと思います。本会議ではにやっていただくのがいいかと思います。本会議ではにやっていただくのがいいかと思います。本会議では静静静静岡県のことを例に岡県のことを例に岡県のことを例に岡県のことを例に

挙挙挙挙げげげげて質問させていただきましたが、５年でまずて質問させていただきましたが、５年でまずて質問させていただきましたが、５年でまずて質問させていただきましたが、５年でまず手手手手がかりができたというがかりができたというがかりができたというがかりができたという段階段階段階段階でございまでございまでございまでございま

して、いよいよして、いよいよして、いよいよして、いよいよ静静静静岡県も本岡県も本岡県も本岡県も本格的格的格的格的にににに進進進進めますという状況でございました。奈良県も時めますという状況でございました。奈良県も時めますという状況でございました。奈良県も時めますという状況でございました。奈良県も時間間間間をそをそをそをそ

んなにかけるものではないですけれど、んなにかけるものではないですけれど、んなにかけるものではないですけれど、んなにかけるものではないですけれど、丁寧丁寧丁寧丁寧にお願いしたいと思います。それから、にお願いしたいと思います。それから、にお願いしたいと思います。それから、にお願いしたいと思います。それから、先先先先ほほほほ

どどどど谷垣谷垣谷垣谷垣健康健康健康健康づづづづくりくりくりくり推進課推進課推進課推進課長がおっし長がおっし長がおっし長がおっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、私私私私も感じたとこも感じたとこも感じたとこも感じたところろろろですけれど、やはりですけれど、やはりですけれど、やはりですけれど、やはり

今今今今のののの自分自分自分自分のののの体調体調体調体調というか健康というか健康というか健康というか健康度度度度はどんなものかという、はどんなものかという、はどんなものかという、はどんなものかという、体組体組体組体組成成成成計計計計ではかるとおっしではかるとおっしではかるとおっしではかるとおっしゃゃゃゃいまいまいまいま

したけれど、見えるしたけれど、見えるしたけれど、見えるしたけれど、見える化化化化は大事です。は大事です。は大事です。は大事です。幾幾幾幾らいいことを聞いても、らいいことを聞いても、らいいことを聞いても、らいいことを聞いても、自分自分自分自分の健康状態がの健康状態がの健康状態がの健康状態が数字数字数字数字で出で出で出で出

てくると、これはてくると、これはてくると、これはてくると、これは何何何何とかしないといけないと思います。とかしないといけないと思います。とかしないといけないと思います。とかしないといけないと思います。ぜぜぜぜひとも職員の皆さんもひとも職員の皆さんもひとも職員の皆さんもひとも職員の皆さんも体組体組体組体組成成成成計計計計

にににに乗乗乗乗っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、メタメタメタメタボボボボかかかかメタメタメタメタボボボボでないか、それはでないか、それはでないか、それはでないか、それは恐恐恐恐ろろろろしいしいしいしい話話話話でございますがでございますがでございますがでございますが挑挑挑挑戦戦戦戦をををを
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していただくと、いや、やはりしないといけないと思うのです。それが県民の皆さんにもしていただくと、いや、やはりしないといけないと思うのです。それが県民の皆さんにもしていただくと、いや、やはりしないといけないと思うのです。それが県民の皆さんにもしていただくと、いや、やはりしないといけないと思うのです。それが県民の皆さんにも

伝伝伝伝わるかどうかから、健康スわるかどうかから、健康スわるかどうかから、健康スわるかどうかから、健康ステテテテーシーシーシーショョョョンンンンというのは、というのは、というのは、というのは、私私私私は本は本は本は本当当当当に大事だと感じておりますに大事だと感じておりますに大事だと感じておりますに大事だと感じております

ので、またこれからのおので、またこれからのおので、またこれからのおので、またこれからのお取取取取りりりり組組組組みをお願いしたいと思います。この健康長みをお願いしたいと思います。この健康長みをお願いしたいと思います。この健康長みをお願いしたいと思います。この健康長寿寿寿寿の質問についの質問についの質問についの質問につい

ては、この続きは知事に総ては、この続きは知事に総ては、この続きは知事に総ては、この続きは知事に総括括括括で質問させていただきます。で質問させていただきます。で質問させていただきます。で質問させていただきます。

○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長 ごごごご指指指指名いただきましたので、お答えさせていただきます。名いただきましたので、お答えさせていただきます。名いただきましたので、お答えさせていただきます。名いただきましたので、お答えさせていただきます。

まず、所感ということでありましたけれども、やはりまず、所感ということでありましたけれども、やはりまず、所感ということでありましたけれども、やはりまず、所感ということでありましたけれども、やはり百百百百聞は一見にしかずということで、聞は一見にしかずということで、聞は一見にしかずということで、聞は一見にしかずということで、

目の前に目の前に目の前に目の前にドドドドクタクタクタクターーーーヘヘヘヘリコプタリコプタリコプタリコプターを見て、実ーを見て、実ーを見て、実ーを見て、実際際際際にににに触触触触れてみるというれてみるというれてみるというれてみるという機機機機会を住民の会を住民の会を住民の会を住民の方方方方 々々々々がががが得得得得らららら

れたのは非れたのは非れたのは非れたのは非常常常常にににに普普普普及及及及啓啓啓啓発というか理発というか理発というか理発というか理解解解解していただくしていただくしていただくしていただく上上上上でとてもいいでとてもいいでとてもいいでとてもいい機機機機会だったのではない会だったのではない会だったのではない会だったのではない

かと思いました。また、かと思いました。また、かと思いました。また、かと思いました。また、当当当当日、お子さんからお年日、お子さんからお年日、お子さんからお年日、お子さんからお年寄寄寄寄りの皆さんまで、非りの皆さんまで、非りの皆さんまで、非りの皆さんまで、非常常常常にににに地元地元地元地元の住民のの住民のの住民のの住民の

皆さん、関皆さん、関皆さん、関皆さん、関心心心心が高かったのだと思っております。おが高かったのだと思っております。おが高かったのだと思っております。おが高かったのだと思っております。お集集集集まりいただいたのもああいうまりいただいたのもああいうまりいただいたのもああいうまりいただいたのもああいう広広広広場で場で場で場で

したけれども、１００名から１５０名したけれども、１００名から１５０名したけれども、１００名から１５０名したけれども、１００名から１５０名ぐぐぐぐらいで、関らいで、関らいで、関らいで、関心心心心の高さがの高さがの高さがの高さが伺伺伺伺えたと思います。また、えたと思います。また、えたと思います。また、えたと思います。また、

その中には、その中には、その中には、その中には、ＤＤＤＤＭＭＭＭＡＡＡＡＴＴＴＴ、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる災災災災害害害害に関に関に関に関与与与与していただく医療従事者のしていただく医療従事者のしていただく医療従事者のしていただく医療従事者の人人人人たたたたちちちちもももも集集集集まってまってまってまって

いただいておりましたので、いいただいておりましたので、いいただいておりましたので、いいただいておりましたので、いろろろろいいいいろろろろなななな分野分野分野分野のののの方方方方 々々々々に理に理に理に理解解解解がががが広広広広まったのではないかと思っまったのではないかと思っまったのではないかと思っまったのではないかと思っ

ております。ております。ております。ております。

先先先先ほど、ほど、ほど、ほど、地域地域地域地域医療医療医療医療連携課連携課連携課連携課長のほうからご長のほうからご長のほうからご長のほうからご紹紹紹紹介介介介がありましたとおり、がありましたとおり、がありましたとおり、がありましたとおり、今後今後今後今後、、、、今今今今回回回回得得得得られまられまられまられま

したこのしたこのしたこのしたこのデデデデーーーータタタタなどをなどをなどをなどを持持持持ちちちち寄寄寄寄って、って、って、って、有識有識有識有識者で者で者で者で構構構構成する成する成する成する検討検討検討検討委員会で委員会で委員会で委員会で具具具具体的体的体的体的なななな導導導導入の入の入の入の可可可可能能能能性性性性

だとかだとかだとかだとか運用方運用方運用方運用方法を、しっかり法を、しっかり法を、しっかり法を、しっかり詰詰詰詰めていきたいと思っております。スめていきたいと思っております。スめていきたいと思っております。スめていきたいと思っております。スケケケケジジジジュールュールュールュール的的的的には平成には平成には平成には平成

２５年２５年２５年２５年度度度度中に中に中に中に協協協協議を重議を重議を重議を重ねねねねて、奈良県におけるて、奈良県におけるて、奈良県におけるて、奈良県におけるドドドドクタクタクタクターーーーヘヘヘヘリリリリのののの導導導導入について一定の入について一定の入について一定の入について一定の方向方向方向方向性が性が性が性が

示示示示せればよせればよせればよせればよろろろろしいのではないかと思っています。しいのではないかと思っています。しいのではないかと思っています。しいのではないかと思っています。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。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 ありがとうございました。では、ありがとうございました。では、ありがとうございました。では、ありがとうございました。では、引引引引き続きよき続きよき続きよき続きよろろろろしくお願いを申ししくお願いを申ししくお願いを申ししくお願いを申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 こども・子育て支援について１点おこども・子育て支援について１点おこども・子育て支援について１点おこども・子育て支援について１点お伺伺伺伺いいたします。ことしのいいたします。ことしのいいたします。ことしのいいたします。ことしの８８８８月、１月、１月、１月、１歳歳歳歳のののの

女の子が家に女の子が家に女の子が家に女の子が家に置置置置きききき去去去去りになり、りになり、りになり、りになり、放放放放置置置置され、され、され、され、熱熱熱熱中中中中症症症症によりによりによりにより死死死死亡亡亡亡したという事したという事したという事したという事故故故故がありました。がありました。がありました。がありました。

母親を母親を母親を母親を待ち待ち待ち待ちながらいたいけな子どものながらいたいけな子どものながらいたいけな子どものながらいたいけな子どもの死死死死亡亡亡亡です。です。です。です。保保保保育育育育園園園園、、、、幼幼幼幼稚稚稚稚園へ園へ園へ園への入の入の入の入園園園園するまでの未するまでの未するまでの未するまでの未就就就就

園児園児園児園児子育て、また子育て、また子育て、また子育て、また小小小小学校学校学校学校に入に入に入に入学学学学するまでが大するまでが大するまでが大するまでが大切切切切だと言われています。また、母親の子どもだと言われています。また、母親の子どもだと言われています。また、母親の子どもだと言われています。また、母親の子ども

とのとのとのとの触触触触れ合い、子育てをれ合い、子育てをれ合い、子育てをれ合い、子育てを通通通通してしてしてして地域地域地域地域でのでのでのでの仲仲仲仲間づ間づ間づ間づくりくりくりくり等等等等が重が重が重が重要要要要かつ大かつ大かつ大かつ大切切切切です。子育てのです。子育てのです。子育てのです。子育ての不不不不安、安、安、安、

孤孤孤孤立立立立、、、、独独独独立立立立、、、、負担負担負担負担のののの増増増増加により、Ｎ加により、Ｎ加により、Ｎ加により、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯの子育て支援のの子育て支援のの子育て支援のの子育て支援の方方方方 々々々々のよき対のよき対のよき対のよき対応応応応をよくお聞きしまをよくお聞きしまをよくお聞きしまをよくお聞きしま

す。そこでおす。そこでおす。そこでおす。そこでお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。特特特特にＮにＮにＮにＮＰＰＰＰＯＯＯＯの子育て支援の子育て支援の子育て支援の子育て支援団体へ団体へ団体へ団体へのののの今今今今まで、またまで、またまで、またまで、また今後今後今後今後の対の対の対の対応応応応につにつにつにつ

いておいておいてお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。

○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 ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法法法法人人人人の子育て支援の子育て支援の子育て支援の子育て支援団体団体団体団体の支援でございますが、の支援でございますが、の支援でございますが、の支援でございますが、先先先先ほども申しほども申しほども申しほども申し

ました奈良県こども・子育て支援ました奈良県こども・子育て支援ました奈良県こども・子育て支援ました奈良県こども・子育て支援推進推進推進推進会議におきまして、平成２７年会議におきまして、平成２７年会議におきまして、平成２７年会議におきまして、平成２７年度度度度からのからのからのからの新制度新制度新制度新制度につにつにつにつ
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きましてのきましてのきましてのきましての検討検討検討検討をををを始始始始めております。そこにはめております。そこにはめております。そこにはめております。そこには地域地域地域地域の子育て支援者も委員に入っておられまの子育て支援者も委員に入っておられまの子育て支援者も委員に入っておられまの子育て支援者も委員に入っておられま

す。また、す。また、す。また、す。また、幅広幅広幅広幅広く支援するためにこの会議でく支援するためにこの会議でく支援するためにこの会議でく支援するためにこの会議で検討検討検討検討をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでございますので、までございますので、までございますので、までございますので、ま

たＮたＮたＮたＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法法法法人へ人へ人へ人への支援につきましても、の支援につきましても、の支援につきましても、の支援につきましても、今後今後今後今後またまたまたまた考考考考えてまいりたいと思います。えてまいりたいと思います。えてまいりたいと思います。えてまいりたいと思います。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。特特特特にＮにＮにＮにＮＰＰＰＰＯＯＯＯの子育て支援のの子育て支援のの子育て支援のの子育て支援の方方方方 々々々々はははは自分自分自分自分たたたたちちちちのののの経験経験経験経験や、や、や、や、

またまたまたまた地域地域地域地域密着密着密着密着型型型型で親で親で親で親身身身身になってになってになってになって活動活動活動活動されている、そういうされている、そういうされている、そういうされている、そういう話話話話をたくさんお聞きしていますをたくさんお聞きしていますをたくさんお聞きしていますをたくさんお聞きしています

ので、行政としてやっていくので、行政としてやっていくので、行政としてやっていくので、行政としてやっていくべべべべきこと、またきこと、またきこと、またきこと、また地域地域地域地域として本として本として本として本当当当当にににに身近身近身近身近なななな存存存存在在在在でＮでＮでＮでＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの方方方方がががが

動動動動いておられる、そのようないておられる、そのようないておられる、そのようないておられる、そのような方方方方 々々々々のののの指指指指導導導導、、、、応応応応援は非援は非援は非援は非常常常常に大に大に大に大切切切切なことになっていくと思いまなことになっていくと思いまなことになっていくと思いまなことになっていくと思いま

すので、またすので、またすので、またすので、また今後今後今後今後ともよともよともよともよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、１点はそれでは、１点はそれでは、１点はそれでは、１点は要要要要望望望望とさせていただいて、２点お聞きしたいと思います。とさせていただいて、２点お聞きしたいと思います。とさせていただいて、２点お聞きしたいと思います。とさせていただいて、２点お聞きしたいと思います。

１つ目ですけれども、１つ目ですけれども、１つ目ですけれども、１つ目ですけれども、児童児童児童児童家庭支援家庭支援家庭支援家庭支援セセセセンタンタンタンターのことですけれども、相ーのことですけれども、相ーのことですけれども、相ーのことですけれども、相談談談談援援援援助助助助事事事事業業業業を行っを行っを行っを行っ

ておられるとこておられるとこておられるとこておられるところろろろでありまして、でありまして、でありまして、でありまして、虐待虐待虐待虐待ですとかですとかですとかですとか不不不不登登登登校校校校ですとか発ですとか発ですとか発ですとか発達障害児達障害児達障害児達障害児についてのについてのについてのについての専門専門専門専門

的的的的な援な援な援な援助助助助がががが必要必要必要必要な家庭に対しての支援にな家庭に対しての支援にな家庭に対しての支援にな家庭に対しての支援に頑張頑張頑張頑張っていただいているのですが、っていただいているのですが、っていただいているのですが、っていただいているのですが、児童児童児童児童家庭支援家庭支援家庭支援家庭支援

セセセセンタンタンタンターをーをーをーを運運運運営なさっている営なさっている営なさっている営なさっている方方方方から、から、から、から、運運運運営営営営費費費費は国と県のは国と県のは国と県のは国と県の補助補助補助補助金金金金によって行われていますけによって行われていますけによって行われていますけによって行われていますけ

れども、現状ではれども、現状ではれども、現状ではれども、現状では施設施設施設施設のののの持持持持ちちちち出しをしないと出しをしないと出しをしないと出しをしないと運運運運営できないという実態があると。これでは、営できないという実態があると。これでは、営できないという実態があると。これでは、営できないという実態があると。これでは、

いつまで続けていけるかどうか大いつまで続けていけるかどうか大いつまで続けていけるかどうか大いつまで続けていけるかどうか大変不変不変不変不安があると。安があると。安があると。安があると。特特特特にににに専門専門専門専門家の家の家の家の配置配置配置配置ということでということでということでということで経費経費経費経費がががが

必要必要必要必要だと言われております。だと言われております。だと言われております。だと言われております。施設施設施設施設のののの方方方方は、せめて国は、せめて国は、せめて国は、せめて国基基基基準準準準のののの補助補助補助補助金金金金にしていただきたいといにしていただきたいといにしていただきたいといにしていただきたいとい

うことがうことがうことがうことが要要要要望望望望なのですけれども、大なのですけれども、大なのですけれども、大なのですけれども、大変変変変切切切切実な実な実な実な声声声声だと思っております。県もいだと思っております。県もいだと思っております。県もいだと思っております。県もいろろろろいいいいろろろろ事事事事情情情情がががが

あるとお聞きしておりますけれども、あるとお聞きしておりますけれども、あるとお聞きしておりますけれども、あるとお聞きしておりますけれども、ぜぜぜぜひ国のひ国のひ国のひ国の基基基基準準準準に合わせてに合わせてに合わせてに合わせて補助補助補助補助をををを引引引引きききき上げ上げ上げ上げていただけていただけていただけていただけ

ることをることをることをることを要要要要望望望望したいと思います。あわせまして、福祉部したいと思います。あわせまして、福祉部したいと思います。あわせまして、福祉部したいと思います。あわせまして、福祉部門門門門に係るに係るに係るに係る予算全体予算全体予算全体予算全体の問題だと思うの問題だと思うの問題だと思うの問題だと思う

のですけれども、やはりのですけれども、やはりのですけれども、やはりのですけれども、やはり無無無無駄駄駄駄な事な事な事な事業業業業はははは取取取取りやめて福祉を重点にしていただくという県としりやめて福祉を重点にしていただくという県としりやめて福祉を重点にしていただくという県としりやめて福祉を重点にしていただくという県とし

ての対ての対ての対ての対応応応応がががが必要必要必要必要だと思いますので、その点をくれだと思いますので、その点をくれだと思いますので、その点をくれだと思いますので、その点をくれぐぐぐぐれもよれもよれもよれもよろろろろしくお願いしたいと申ししくお願いしたいと申ししくお願いしたいと申ししくお願いしたいと申し上げ上げ上げ上げ

てててて要要要要望望望望といたします。といたします。といたします。といたします。

次に、質問ですけれども、次に、質問ですけれども、次に、質問ですけれども、次に、質問ですけれども、認認認認知知知知症症症症疾患疾患疾患疾患医療医療医療医療セセセセンタンタンタンターについてーについてーについてーについて伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。６６６６５５５５

歳歳歳歳以上以上以上以上の高の高の高の高齢齢齢齢者のう者のう者のう者のうちちちち、、、、認認認認知知知知症症症症のののの人人人人のののの推計推計推計推計は、２０１２年時点でのは、２０１２年時点でのは、２０１２年時点でのは、２０１２年時点での調調調調査で、査で、査で、査で、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省がががが

発発発発表表表表いたしましたとこいたしましたとこいたしましたとこいたしましたところろろろ、、、、推計推計推計推計１５１５１５１５％％％％、、、、約約約約４４４４６６６６２万２万２万２万人人人人にににに上上上上ると言われております。ると言われております。ると言われております。ると言われております。認認認認知知知知症症症症

のおそれがあるのおそれがあるのおそれがあるのおそれがある軽軽軽軽度認度認度認度認知知知知症症症症障害障害障害障害の高の高の高の高齢齢齢齢者の者の者の者の方方方方もももも約約約約４００万４００万４００万４００万人人人人とととと推計推計推計推計されるということで、されるということで、されるということで、されるということで、

６６６６５５５５歳歳歳歳以上以上以上以上になりますと４になりますと４になりますと４になりますと４人人人人に１に１に１に１人人人人がががが認認認認知知知知症症症症とそのとそのとそのとその予予予予備備備備軍軍軍軍ということで、ということで、ということで、ということで、今後今後今後今後の日本のの日本のの日本のの日本の社社社社

会にとっても重会にとっても重会にとっても重会にとっても重要要要要な対策がな対策がな対策がな対策が必要必要必要必要な問題だと思います。な問題だと思います。な問題だと思います。な問題だと思います。今今今今、、、、都道都道都道都道府県、あるいは政府県、あるいは政府県、あるいは政府県、あるいは政令令令令都都都都市で市で市で市で

指指指指定をされまして、定をされまして、定をされまして、定をされまして、認認認認知知知知症症症症のののの専門専門専門専門医療の提医療の提医療の提医療の提供供供供、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは介介介介護サ護サ護サ護サーーーービビビビスですとかそういう事スですとかそういう事スですとかそういう事スですとかそういう事

業業業業者との者との者との者との連携連携連携連携をををを担担担担う中う中う中う中核核核核的的的的なななな機機機機関として関として関として関として認認認認知知知知症症症症疾患疾患疾患疾患医療医療医療医療セセセセンタンタンタンターがーがーがーが設置設置設置設置をされると聞いてをされると聞いてをされると聞いてをされると聞いて
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おります。奈良県でも既に２おります。奈良県でも既に２おります。奈良県でも既に２おります。奈良県でも既に２カカカカ所に所に所に所に指指指指定をされているとのことであります。定をされているとのことであります。定をされているとのことであります。定をされているとのことであります。今後今後今後今後はははは基基基基幹型幹型幹型幹型、、、、

あるいは２次医療あるいは２次医療あるいは２次医療あるいは２次医療圏圏圏圏ごとにとも聞いているのですけれども、現ごとにとも聞いているのですけれども、現ごとにとも聞いているのですけれども、現ごとにとも聞いているのですけれども、現在在在在、奈良市にこの、奈良市にこの、奈良市にこの、奈良市にこの施設施設施設施設がながながながな

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、ぜぜぜぜひともひともひともひとも設置設置設置設置をしていただきたいと聞いております。この点につきましをしていただきたいと聞いております。この点につきましをしていただきたいと聞いております。この点につきましをしていただきたいと聞いております。この点につきまし

て奈良市でも県にて奈良市でも県にて奈良市でも県にて奈良市でも県に要要要要望望望望されると聞いているのですが、されると聞いているのですが、されると聞いているのですが、されると聞いているのですが、ぜぜぜぜひこういうひこういうひこういうひこういう希望希望希望希望が出されるというが出されるというが出されるというが出されるという

ことですのでことですのでことですのでことですので指指指指定の定の定の定の方向方向方向方向でででで検討検討検討検討していただきたいと思うのですが、この点いかがかおしていただきたいと思うのですが、この点いかがかおしていただきたいと思うのですが、この点いかがかおしていただきたいと思うのですが、この点いかがかお伺伺伺伺いいいい

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

それから、次にそれから、次にそれから、次にそれから、次に介介介介護保護保護保護保険険険険制度制度制度制度のことについておのことについておのことについておのことについてお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。今今今今般般般般、政府は、政府は、政府は、政府は社社社社会会会会保障保障保障保障と税と税と税と税

の一の一の一の一体体体体改改改改革革革革ということで、医療ということで、医療ということで、医療ということで、医療介介介介護護護護のののの全体全体全体全体像像像像が大きくが大きくが大きくが大きく変変変変わっていくということでわっていくということでわっていくということでわっていくということで新新新新たなたなたなたな将将将将

来来来来像像像像の実現というの実現というの実現というの実現という形形形形でででで取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めております。このめております。このめております。このめております。この間間間間、、、、社社社社会会会会保障制度保障制度保障制度保障制度改改改改革革革革国民会議が国民会議が国民会議が国民会議が

設置設置設置設置をされましてをされましてをされましてをされまして基基基基本本本本方方方方針針針針のののの検討検討検討検討がががが進進進進められて、められて、められて、められて、８８８８月月月月６６６６日には日には日には日には報報報報告告告告書書書書も出されたというこも出されたというこも出されたというこも出されたというこ

とで、とで、とで、とで、今後今後今後今後は１０月には１０月には１０月には１０月に開開開開かれる国会に法案が提出されるという見かれる国会に法案が提出されるという見かれる国会に法案が提出されるという見かれる国会に法案が提出されるという見通通通通しですけれども、しですけれども、しですけれども、しですけれども、介介介介護護護護

保保保保険険険険制度制度制度制度としては２０１５年４月からとしては２０１５年４月からとしては２０１５年４月からとしては２０１５年４月から新新新新たなたなたなたな改改改改定になると思うのですけれども、定になると思うのですけれども、定になると思うのですけれども、定になると思うのですけれども、今今今今回のこ回のこ回のこ回のこ

のののの改改改改革革革革のののの趣旨趣旨趣旨趣旨というか、というか、というか、というか、土台土台土台土台は、は、は、は、社社社社会会会会保障保障保障保障をををを自立自立自立自立、、、、自自自自助助助助、あるいは国民相、あるいは国民相、あるいは国民相、あるいは国民相互互互互のののの助助助助け合いとけ合いとけ合いとけ合いと

いういういういう仕組仕組仕組仕組みにみにみにみに転換転換転換転換することをすることをすることをすることを強強強強くくくく打ち打ち打ち打ち出しております。出しております。出しております。出しております。介介介介護保護保護保護保険険険険制度制度制度制度につきましては、こにつきましては、こにつきましては、こにつきましては、こ

のののの利用利用利用利用範囲範囲範囲範囲のののの適適適適正正正正化化化化ということで、ということで、ということで、ということで、介介介介護サ護サ護サ護サーーーービビビビスのスのスのスの効効効効率率率率化化化化及及及及び重点び重点び重点び重点化化化化をををを打ち打ち打ち打ち出しました。出しました。出しました。出しました。

その１つ目のその１つ目のその１つ目のその１つ目の柱柱柱柱としてはとしてはとしてはとしては給給給給付付付付の見の見の見の見直直直直しということで、しということで、しということで、しということで、軽軽軽軽度度度度から重から重から重から重度へ度へ度へ度へという、という、という、という、施設施設施設施設からからからから在在在在

宅宅宅宅へへへへというというというという流流流流れです。それから、もう一つれです。それから、もう一つれです。それから、もう一つれです。それから、もう一つ打ち打ち打ち打ち出しているのが出しているのが出しているのが出しているのが地域地域地域地域包括包括包括包括ケアケアケアケアシスシスシスシステムテムテムテムの実の実の実の実

現という現という現という現という形形形形が言われていると思うのですが、が言われていると思うのですが、が言われていると思うのですが、が言われていると思うのですが、具具具具体的体的体的体的に出されておりますものを見ますと、に出されておりますものを見ますと、に出されておりますものを見ますと、に出されておりますものを見ますと、

介介介介護保護保護保護保険険険険のののの要要要要支援者支援者支援者支援者向向向向けのけのけのけのササササーーーービビビビスをスをスをスを保保保保険給険給険給険給付付付付からからからから外外外外して市町村のして市町村のして市町村のして市町村の新新新新しいしいしいしい地域地域地域地域支援事支援事支援事支援事業業業業にににに

丸投丸投丸投丸投げげげげをすると。それから、もう一点はをすると。それから、もう一点はをすると。それから、もう一点はをすると。それから、もう一点は介介介介護保護保護保護保険険険険の重点の重点の重点の重点化化化化で、で、で、で、在在在在宅宅宅宅へへへへのののの移移移移行を目行を目行を目行を目指指指指すことすことすことすこと

で、で、で、で、施設施設施設施設の入所はの入所はの入所はの入所は要要要要介介介介護護護護３３３３以上以上以上以上にににに限限限限定をすると。現定をすると。現定をすると。現定をすると。現在在在在入所中の入所中の入所中の入所中の要要要要介介介介護護護護１、２の１、２の１、２の１、２の方方方方はははは利用料利用料利用料利用料

負担負担負担負担を見を見を見を見直直直直してしてしてしてふふふふやすやすやすやす方向方向方向方向でというでというでというでという形形形形になっていると。そのほかになっていると。そのほかになっていると。そのほかになっていると。そのほか全体全体全体全体のののの負担負担負担負担の見の見の見の見直直直直しとししとししとししとし

ては一定ては一定ては一定ては一定以上以上以上以上の所の所の所の所得得得得、年、年、年、年収収収収で３２０円万で３２０円万で３２０円万で３２０円万以上以上以上以上とか言われていますが、とか言われていますが、とか言われていますが、とか言われていますが、利用料利用料利用料利用料を１を１を１を１割割割割から２から２から２から２

割割割割にににに引引引引きききき上げ上げ上げ上げる。る。る。る。ケアプランケアプランケアプランケアプランについても定額についても定額についても定額についても定額有有有有料料料料化化化化ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、施設施設施設施設のののの多床多床多床多床室というか、室というか、室というか、室というか、ベベベベ

ッッッッドドドドのののの多多多多い部い部い部い部屋屋屋屋でのでのでのでの料金料金料金料金徴徴徴徴収収収収ということで、ということで、ということで、ということで、負担負担負担負担増増増増になることがたくさんになることがたくさんになることがたくさんになることがたくさん打ち打ち打ち打ち出されてい出されてい出されてい出されてい

ると。このような大ると。このような大ると。このような大ると。このような大改改改改悪悪悪悪がががが進進進進められることにつきましてめられることにつきましてめられることにつきましてめられることにつきまして私私私私たたたたちちちちはははは到底到底到底到底認認認認められないというめられないというめられないというめられないという

ことで、法ことで、法ことで、法ことで、法改改改改定には定には定には定には断断断断固固固固反対していきたいと思っているのですけれども、これは反対していきたいと思っているのですけれども、これは反対していきたいと思っているのですけれども、これは反対していきたいと思っているのですけれども、これは今後今後今後今後介介介介護護護護

保保保保険険険険制度制度制度制度に大きくかかわるに大きくかかわるに大きくかかわるに大きくかかわる可可可可能能能能性がありますので、県の対性がありますので、県の対性がありますので、県の対性がありますので、県の対応応応応、、、、考考考考ええええ方方方方についてこのについてこのについてこのについてこの際際際際伺伺伺伺っっっっ

ておきたいと思っております。ておきたいと思っております。ておきたいと思っております。ておきたいと思っております。

今今今今回、回、回、回、特特特特にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろある中でもお聞きしたいと思いますのは、ある中でもお聞きしたいと思いますのは、ある中でもお聞きしたいと思いますのは、ある中でもお聞きしたいと思いますのは、多多多多くのくのくのくの人人人人がががが心心心心配配配配なさってなさってなさってなさって
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いるいるいるいる特別養護特別養護特別養護特別養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムの入所のの入所のの入所のの入所の件件件件です。現です。現です。現です。現在在在在、県、県、県、県内内内内でででで特別養護特別養護特別養護特別養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムに入所されてに入所されてに入所されてに入所されて

いるいるいるいる方方方方のうのうのうのうち要ち要ち要ち要介介介介護護護護１、２の１、２の１、２の１、２の方方方方はははは何何何何人人人人おられるのか。また、おられるのか。また、おられるのか。また、おられるのか。また、待機待機待機待機者のう者のう者のう者のうちちちち１、２の１、２の１、２の１、２の段階段階段階段階にににに

あるあるあるある方方方方はどのくらいいらっしはどのくらいいらっしはどのくらいいらっしはどのくらいいらっしゃゃゃゃるのかと、その点お聞きしたいと思います。るのかと、その点お聞きしたいと思います。るのかと、その点お聞きしたいと思います。るのかと、その点お聞きしたいと思います。今後今後今後今後、入所で、入所で、入所で、入所で

きないきないきないきない方方方方のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿について県としてどうについて県としてどうについて県としてどうについて県としてどう考考考考えていくのか。代えていくのか。代えていくのか。代えていくのか。代替替替替されるされるされるされる施設施設施設施設の現状ですとか、の現状ですとか、の現状ですとか、の現状ですとか、

在在在在宅といってもそこで本宅といってもそこで本宅といってもそこで本宅といってもそこで本当当当当に支えていくことができるのかもあると思うのですが、そういに支えていくことができるのかもあると思うのですが、そういに支えていくことができるのかもあると思うのですが、そういに支えていくことができるのかもあると思うのですが、そうい

うことについてのおうことについてのおうことについてのおうことについてのお考考考考えをお聞きしたいと思います。えをお聞きしたいと思います。えをお聞きしたいと思います。えをお聞きしたいと思います。

○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 認認認認知知知知症症症症疾患疾患疾患疾患医療医療医療医療セセセセンタンタンタンターについてお答えいたします。ーについてお答えいたします。ーについてお答えいたします。ーについてお答えいたします。

認認認認知知知知症症症症疾患疾患疾患疾患医療医療医療医療セセセセンタンタンタンターは、ーは、ーは、ーは、認認認認知知知知症症症症に関します医療相に関します医療相に関します医療相に関します医療相談談談談やややや情報情報情報情報発発発発信信信信、そして市町村や、そして市町村や、そして市町村や、そして市町村や地地地地

域域域域包括包括包括包括支援支援支援支援セセセセンタンタンタンターーーー等等等等のののの地域地域地域地域の関係の関係の関係の関係機機機機関と関と関と関と連携連携連携連携するするするする等等等等、、、、認認認認知知知知症症症症医療の中医療の中医療の中医療の中核核核核となる医療となる医療となる医療となる医療機機機機関関関関

でございます。平成２４年９月に公でございます。平成２４年９月に公でございます。平成２４年９月に公でございます。平成２４年９月に公表表表表されました国のされました国のされました国のされました国の認認認認知知知知症症症症施施施施策策策策推進推進推進推進５５５５カカカカ年年年年計画計画計画計画によりまによりまによりまによりま

すと、平成２９年すと、平成２９年すと、平成２９年すと、平成２９年度度度度までにまでにまでにまでに認認認認知知知知症症症症の早の早の早の早期診期診期診期診断断断断等等等等を行います医療を行います医療を行います医療を行います医療機機機機関を関を関を関を全全全全国で国で国で国で約約約約５００５００５００５００カカカカ所所所所

整備整備整備整備するとしているとこするとしているとこするとしているとこするとしているところろろろでございます。これによりますと、でございます。これによりますと、でございます。これによりますと、でございます。これによりますと、認認認認知知知知症症症症疾患疾患疾患疾患医療医療医療医療セセセセンタンタンタンターをーをーをーを

含めまして２次医療含めまして２次医療含めまして２次医療含めまして２次医療圏圏圏圏に１に１に１に１カカカカ所所所所以上以上以上以上のののの整備整備整備整備ということでございます。ということでございます。ということでございます。ということでございます。認認認認知知知知症症症症疾患疾患疾患疾患医療医療医療医療セセセセンンンン

タタタター事ー事ー事ー事業業業業のスのスのスのスキキキキーーーームムムムといたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、認認認認知知知知症症症症のののの周周周周辺辺辺辺症症症症状状状状へへへへの対の対の対の対応施設応施設応施設応施設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地地地地

域域域域型型型型セセセセンタンタンタンターをーをーをーを位置づ位置づ位置づ位置づけまして、そしてけまして、そしてけまして、そしてけまして、そして身身身身体体体体合合合合併症併症併症併症へへへへの対の対の対の対応施設応施設応施設応施設といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては基基基基幹型幹型幹型幹型

セセセセンタンタンタンターがーがーがーが位置づ位置づ位置づ位置づけられているとこけられているとこけられているとこけられているところろろろでございます。本県におきましては、でございます。本県におきましては、でございます。本県におきましては、でございます。本県におきましては、認認認認知知知知症症症症疾患患疾患患疾患患疾患患

者に対します医療と者に対します医療と者に対します医療と者に対します医療と介介介介護護護護のののの連携強連携強連携強連携強化化化化をををを図図図図りますために、２りますために、２りますために、２りますために、２カカカカ所の所の所の所の精精精精神神神神科科科科病院病院病院病院をををを地域地域地域地域型型型型セセセセンンンン

タタタターとしてーとしてーとしてーとして指指指指定しているとこ定しているとこ定しているとこ定しているところろろろでございます。さらに、でございます。さらに、でございます。さらに、でございます。さらに、地域地域地域地域型型型型セセセセンタンタンタンターだけでは重ーだけでは重ーだけでは重ーだけでは重篤篤篤篤なななな身身身身

体体体体合合合合併症併症併症併症へへへへの対の対の対の対応力応力応力応力がががが弱弱弱弱いことから、いことから、いことから、いことから、急急急急性性性性期期期期医療の提医療の提医療の提医療の提供供供供を中を中を中を中心心心心といたしましたといたしましたといたしましたといたしました身身身身体体体体合合合合併症併症併症併症

のののの治治治治療を療を療を療を担担担担いますいますいますいます拠拠拠拠点といたしまして、点といたしまして、点といたしまして、点といたしまして、基基基基幹型幹型幹型幹型セセセセンタンタンタンターとして奈良県ーとして奈良県ーとして奈良県ーとして奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附属附属附属附属病院病院病院病院

を平成２５年のを平成２５年のを平成２５年のを平成２５年の８８８８月に月に月に月に指指指指定したとこ定したとこ定したとこ定したところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。人人人人口口口口の高の高の高の高齢化齢化齢化齢化にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして認認認認知知知知症症症症疾疾疾疾

患患患患がががが増増増増加していることから、加していることから、加していることから、加していることから、認認認認知知知知症症症症疾患疾患疾患疾患医療医療医療医療セセセセンタンタンタンターのーのーのーの整備整備整備整備はははは急急急急務の務の務の務の課課課課題と題と題と題と考考考考えているとえているとえているとえていると

こここころろろろでございます。山村委員おでございます。山村委員おでございます。山村委員おでございます。山村委員お述べ述べ述べ述べの奈良市の奈良市の奈良市の奈良市内内内内にににに新新新新たなたなたなたなセセセセンタンタンタンターをーをーをーを指指指指定することにつきま定することにつきま定することにつきま定することにつきま

しては、国のしては、国のしては、国のしては、国の箇箇箇箇所所所所づづづづけのけのけのけの優優優優先先先先順順順順位等位等位等位等のののの課課課課題もございますけれども、関係市町村、関係題もございますけれども、関係市町村、関係題もございますけれども、関係市町村、関係題もございますけれども、関係市町村、関係機機機機関関関関

の意見もの意見もの意見もの意見も伺伺伺伺いながらいながらいながらいながら検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。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。

○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 特別養護特別養護特別養護特別養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムに現に現に現に現在在在在入所されている入所されている入所されている入所されている方方方方のうのうのうのうち要ち要ち要ち要介介介介護護護護１または１または１または１または

２の２の２の２の方方方方がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいいらっしらいいらっしらいいらっしらいいらっしゃゃゃゃるのかという点について、まず平成２４年るのかという点について、まず平成２４年るのかという点について、まず平成２４年るのかという点について、まず平成２４年度度度度の実の実の実の実績績績績でござでござでござでござ

いますが、入所者のういますが、入所者のういますが、入所者のういますが、入所者のうちちちちのののの約約約約１１１１８％８％８％８％、、、、数数数数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約約約約１１１１，，，，０００名の０００名の０００名の０００名の方方方方が現が現が現が現在特別養在特別養在特別養在特別養

護護護護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムに入所なさっているという状況でございます。また、に入所なさっているという状況でございます。また、に入所なさっているという状況でございます。また、に入所なさっているという状況でございます。また、待機待機待機待機者につきましては、者につきましては、者につきましては、者につきましては、
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平成２５年４月時点で、平成２５年４月時点で、平成２５年４月時点で、平成２５年４月時点で、全体全体全体全体のののの待機待機待機待機者が、県者が、県者が、県者が、県全体全体全体全体でででで６６６６，，，，８８８８１７名いらっし１７名いらっし１７名いらっし１７名いらっしゃゃゃゃいます。このいます。このいます。このいます。この

ううううちちちち、、、、要要要要介介介介護護護護１または２の１または２の１または２の１または２の方方方方は３は３は３は３，，，，７１９７１９７１９７１９人人人人ということで、ということで、ということで、ということで、率率率率にしてにしてにしてにして約約約約５５５５５５５５％％％％のののの方方方方がががが待機待機待機待機

者のう者のう者のう者のうち要ち要ち要ち要介介介介護護護護１または２の１または２の１または２の１または２の方方方方となります。それで、現となります。それで、現となります。それで、現となります。それで、現在在在在、、、、社社社社会会会会保障制度保障制度保障制度保障制度改改改改革革革革国民会議の国民会議の国民会議の国民会議の

答申を答申を答申を答申を受受受受けまして、国のけまして、国のけまして、国のけまして、国の社社社社会会会会保障保障保障保障審議会の審議会の審議会の審議会の介介介介護保護保護保護保険険険険部会でどういった部会でどういった部会でどういった部会でどういった制度制度制度制度化化化化をするのか議をするのか議をするのか議をするのか議

論論論論がなされておりますけれども、がなされておりますけれども、がなされておりますけれども、がなされておりますけれども、社社社社会会会会保障制度保障制度保障制度保障制度改改改改革革革革国民会議の国民会議の国民会議の国民会議の方向方向方向方向でででで整整整整理がされた場合に、理がされた場合に、理がされた場合に、理がされた場合に、

新新新新たにたにたにたに要要要要介介介介護護護護１または２の１または２の１または２の１または２の方方方方のののの特別養護特別養護特別養護特別養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムへへへへの入所ができなくなることになりまの入所ができなくなることになりまの入所ができなくなることになりまの入所ができなくなることになりま

す。そうしますと、そのす。そうしますと、そのす。そうしますと、そのす。そうしますと、その方方方方 々々々々のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿ですけれども、まずは１点、従ですけれども、まずは１点、従ですけれども、まずは１点、従ですけれども、まずは１点、従来来来来、、、、今今今今回のこの回のこの回のこの回のこの制度制度制度制度

だけではなしに、だけではなしに、だけではなしに、だけではなしに、今後今後今後今後、高、高、高、高齢化齢化齢化齢化がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん進む進む進む進む中で中で中で中で介介介介護護護護をををを必要必要必要必要とする高とする高とする高とする高齢齢齢齢者の者の者の者の方方方方をどう支をどう支をどう支をどう支

えるのかということで、えるのかということで、えるのかということで、えるのかということで、在在在在宅で宅で宅で宅で介介介介護護護護がががが必要必要必要必要になっても医療、になっても医療、になっても医療、になっても医療、予防予防予防予防、、、、介介介介護護護護、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはインフインフインフインフ

ォォォォーーーーママママルな支え合い、そういったものが一ルな支え合い、そういったものが一ルな支え合い、そういったものが一ルな支え合い、そういったものが一体体体体として提として提として提として提供供供供されるされるされるされる地域地域地域地域包括包括包括包括ケアケアケアケアシスシスシスシステムテムテムテム、そ、そ、そ、そ

ういったういったういったういった仕組仕組仕組仕組みをつくっていかないといけないということで、まさにみをつくっていかないといけないということで、まさにみをつくっていかないといけないということで、まさにみをつくっていかないといけないということで、まさに今今今今回の回の回の回の特別養護特別養護特別養護特別養護老老老老人人人人

ホホホホーーーームムムムの重点の重点の重点の重点化化化化にににに伴伴伴伴いますいますいますいます受受受受けけけけ皿皿皿皿としてもとしてもとしてもとしても在在在在宅で宅で宅で宅で地域地域地域地域包括包括包括包括ケアケアケアケアをどのようにつくっていくをどのようにつくっていくをどのようにつくっていくをどのようにつくっていく

のかが、まさにそののかが、まさにそののかが、まさにそののかが、まさにその受受受受けけけけ皿皿皿皿になるとこになるとこになるとこになるところろろろだと思います。そして、そのだと思います。そして、そのだと思います。そして、そのだと思います。そして、その受受受受けけけけ皿皿皿皿の中での中での中での中で具具具具体体体体にににに

療療療療養生活養生活養生活養生活を支えるを支えるを支えるを支えるササササーーーービビビビスといたしましては、例えばスといたしましては、例えばスといたしましては、例えばスといたしましては、例えば小規模多小規模多小規模多小規模多機機機機能能能能型居型居型居型居宅宅宅宅介介介介護施設護施設護施設護施設ですとですとですとですと

か、あるいはか、あるいはか、あるいはか、あるいは認認認認知知知知症グ症グ症グ症グルールールーループプププホホホホーーーームムムムですとか、ですとか、ですとか、ですとか、地域地域地域地域密着密着密着密着型型型型ののののササササーーーービビビビスのスのスのスの整備整備整備整備がどうしてもがどうしてもがどうしてもがどうしても

不不不不可欠可欠可欠可欠かと思っておりまして、こういったかと思っておりまして、こういったかと思っておりまして、こういったかと思っておりまして、こういった介介介介護サ護サ護サ護サーーーービビビビスススス基基基基盤盤盤盤のののの充充充充実については、県といた実については、県といた実については、県といた実については、県といた

しましては従しましては従しましては従しましては従来来来来からからからから介介介介護基護基護基護基盤盤盤盤のののの緊緊緊緊急急急急整備整備整備整備、、、、特別特別特別特別対策事対策事対策事対策事業等業等業等業等によりましてによりましてによりましてによりまして整備整備整備整備のののの促促促促進進進進をさせをさせをさせをさせ

ていただいているとこていただいているとこていただいているとこていただいているところろろろですので、こういったですので、こういったですので、こういったですので、こういったハハハハーーーード整備ド整備ド整備ド整備とあわせてとあわせてとあわせてとあわせてソソソソフトフトフトフト面面面面のののの地域地域地域地域包括包括包括包括

ケアケアケアケアのののの仕組仕組仕組仕組みみみみづづづづくりといったことで市町村と一くりといったことで市町村と一くりといったことで市町村と一くりといったことで市町村と一緒緒緒緒にににに受受受受けけけけ皿皿皿皿をつくっていくということでをつくっていくということでをつくっていくということでをつくっていくということで進進進進

めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 ありがとうございます。１点目のありがとうございます。１点目のありがとうございます。１点目のありがとうございます。１点目の認認認認知知知知症症症症疾患疾患疾患疾患医療医療医療医療セセセセンタンタンタンターですけれども、こーですけれども、こーですけれども、こーですけれども、こ

の点につきましては、の点につきましては、の点につきましては、の点につきましては、検討検討検討検討していただくということでありますので、していただくということでありますので、していただくということでありますので、していただくということでありますので、ぜぜぜぜひともよひともよひともよひともよろろろろしくおしくおしくおしくお

願いしたいと思います。願いしたいと思います。願いしたいと思います。願いしたいと思います。

それで、次に、それで、次に、それで、次に、それで、次に、介介介介護護護護の問題ですけれども、の問題ですけれども、の問題ですけれども、の問題ですけれども、今今今今お聞きいたしますと、お聞きいたしますと、お聞きいたしますと、お聞きいたしますと、待機待機待機待機者の者の者の者の方方方方のうのうのうのうちちちち３３３３，，，，

７１９７１９７１９７１９人人人人と非と非と非と非常常常常にににに多多多多くのくのくのくの方方方方がががが要要要要介介介介護護護護１、２ということで、入所されていらっし１、２ということで、入所されていらっし１、２ということで、入所されていらっし１、２ということで、入所されていらっしゃゃゃゃるるるる方方方方でもでもでもでも

１１１１，，，，００００００００００００人人人人いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃると。もると。もると。もると。もちろちろちろちろんんんん今今今今入っている入っている入っている入っている方方方方をををを追追追追い出すことはあってはならない出すことはあってはならない出すことはあってはならない出すことはあってはならな

いし、そういうことにはならないと思っておりますけれども、いし、そういうことにはならないと思っておりますけれども、いし、そういうことにはならないと思っておりますけれども、いし、そういうことにはならないと思っておりますけれども、在在在在宅で宅で宅で宅で何何何何とか支えていくととか支えていくととか支えていくととか支えていくと

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃられました。られました。られました。られました。在在在在宅といいましても、ひとり宅といいましても、ひとり宅といいましても、ひとり宅といいましても、ひとり暮暮暮暮らしであるとか、実らしであるとか、実らしであるとか、実らしであるとか、実際私際私際私際私もももも何何何何度度度度もいもいもいもい

ろろろろいいいいろろろろなななな方方方方の例をの例をの例をの例を拝拝拝拝見しておりますけれども、見しておりますけれども、見しておりますけれども、見しておりますけれども、介介介介護度護度護度護度で見ると１、２で見ると１、２で見ると１、２で見ると１、２ぐぐぐぐらいしか出ない、らいしか出ない、らいしか出ない、らいしか出ない、

特特特特に奈良市などはに奈良市などはに奈良市などはに奈良市などは低低低低くしか出ないことがありますのでくしか出ないことがありますのでくしか出ないことがありますのでくしか出ないことがありますので認認認認定されないのですけれども、定されないのですけれども、定されないのですけれども、定されないのですけれども、認認認認知知知知
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症症症症があるがあるがあるがある方方方方の場合はほとんど目がの場合はほとんど目がの場合はほとんど目がの場合はほとんど目が離離離離せないと。援せないと。援せないと。援せないと。援助助助助なしには日なしには日なしには日なしには日常生活常生活常生活常生活ができないという、ができないという、ができないという、ができないという、

結構結構結構結構、状態としては重、状態としては重、状態としては重、状態としては重症症症症だと思うだと思うだと思うだと思う方方方方がたくさんいらっしがたくさんいらっしがたくさんいらっしがたくさんいらっしゃゃゃゃるのが現実なのです。本るのが現実なのです。本るのが現実なのです。本るのが現実なのです。本当当当当にににに地地地地

域域域域でそういうでそういうでそういうでそういう方方方方を支えていくということでいえば、を支えていくということでいえば、を支えていくということでいえば、を支えていくということでいえば、今今今今言われました言われました言われました言われました小規模多小規模多小規模多小規模多機機機機能能能能施設施設施設施設であであであであ

りますとか、もりますとか、もりますとか、もりますとか、もちろちろちろちろんんんん十分十分十分十分整備整備整備整備していただかなくてはならないと思うのですが、していただかなくてはならないと思うのですが、していただかなくてはならないと思うのですが、していただかなくてはならないと思うのですが、今今今今の奈良の奈良の奈良の奈良

県の実態で見ると、２４時県の実態で見ると、２４時県の実態で見ると、２４時県の実態で見ると、２４時間間間間のののの在在在在宅宅宅宅訪訪訪訪問問問問ササササーーーービビビビスが、実スが、実スが、実スが、実際際際際のとこのとこのとこのところろろろほとんどほとんどほとんどほとんど整備整備整備整備されていされていされていされてい

ない状況であります。ない状況であります。ない状況であります。ない状況であります。地域地域地域地域によったら代によったら代によったら代によったら代替替替替されるされるされるされる施設施設施設施設、、、、ケアケアケアケアハハハハウウウウスですとかスですとかスですとかスですとか少少少少なくともなくともなくともなくとも養養養養

護護護護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムですとか、そういうものもほとんどないとこですとか、そういうものもほとんどないとこですとか、そういうものもほとんどないとこですとか、そういうものもほとんどないところろろろもたくさんあります。そういもたくさんあります。そういもたくさんあります。そういもたくさんあります。そうい

う点でう点でう点でう点で課課課課題は非題は非題は非題は非常常常常に大きいと思っています。に大きいと思っています。に大きいと思っています。に大きいと思っています。私私私私もそのもそのもそのもその地域地域地域地域包括包括包括包括ケアケアケアケアのののの推進推進推進推進は非は非は非は非常常常常に大に大に大に大切切切切なななな

ことだと思っておりまして、できるだけ本ことだと思っておりまして、できるだけ本ことだと思っておりまして、できるだけ本ことだと思っておりまして、できるだけ本人人人人がががが希望希望希望希望するするするする形形形形でででで施設施設施設施設をををを希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方はははは施設施設施設施設に、に、に、に、

在在在在宅を宅を宅を宅を希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方はははは在在在在宅で最宅で最宅で最宅で最後後後後まで安まで安まで安まで安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らせるという状況をつくり出していきたらせるという状況をつくり出していきたらせるという状況をつくり出していきたらせるという状況をつくり出していきた

いし、いってほしいと願っておりますので、その点では県のいし、いってほしいと願っておりますので、その点では県のいし、いってほしいと願っておりますので、その点では県のいし、いってほしいと願っておりますので、その点では県の今今今今のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを格格格格段段段段にににに引引引引きききき上上上上

げげげげていただくことがいいのではないかと思っております。ただ、このていただくことがいいのではないかと思っております。ただ、このていただくことがいいのではないかと思っております。ただ、このていただくことがいいのではないかと思っております。ただ、この制度制度制度制度そのものが法とそのものが法とそのものが法とそのものが法と

して決定されて、して決定されて、して決定されて、して決定されて、今後今後今後今後、、、、改改改改定に定に定に定に盛盛盛盛りりりり込込込込まれるかどうかはまだまれるかどうかはまだまれるかどうかはまだまれるかどうかはまだ途途途途上上上上のののの段階段階段階段階にあるわけですのにあるわけですのにあるわけですのにあるわけですの

で、そういう奈良県での実で、そういう奈良県での実で、そういう奈良県での実で、そういう奈良県での実情情情情、実、実、実、実際際際際にににに置置置置かれているかれているかれているかれている利用利用利用利用者の実態、そういうことも国に大者の実態、そういうことも国に大者の実態、そういうことも国に大者の実態、そういうことも国に大

いに反いに反いに反いに反映映映映をしていただきまして、一をしていただきまして、一をしていただきまして、一をしていただきまして、一律律律律にこういうにこういうにこういうにこういう改改改改悪悪悪悪をををを持持持持ちちちち込込込込まないということをまないということをまないということをまないということを求求求求めてめてめてめて

いただきたいと思います。その点もあわせてお願いしたいと思っております。いただきたいと思います。その点もあわせてお願いしたいと思っております。いただきたいと思います。その点もあわせてお願いしたいと思っております。いただきたいと思います。その点もあわせてお願いしたいと思っております。

１点お聞きしたいのですけれども、１点お聞きしたいのですけれども、１点お聞きしたいのですけれども、１点お聞きしたいのですけれども、小規模多小規模多小規模多小規模多機機機機能能能能型居型居型居型居宅宅宅宅介介介介護施設護施設護施設護施設ですとか、そのほか代ですとか、そのほか代ですとか、そのほか代ですとか、そのほか代

替替替替されるされるされるされる施設施設施設施設の現状ですの現状ですの現状ですの現状ですねねねね、それはどういうことになっているのかをお聞きしておきたい、それはどういうことになっているのかをお聞きしておきたい、それはどういうことになっているのかをお聞きしておきたい、それはどういうことになっているのかをお聞きしておきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長 平成２５年４月１日の平成２５年４月１日の平成２５年４月１日の平成２５年４月１日のデデデデーーーータタタタしかしかしかしか今手元今手元今手元今手元にございませんけれども、にございませんけれども、にございませんけれども、にございませんけれども、

県県県県内内内内でででで小規模多小規模多小規模多小規模多機機機機能能能能型居型居型居型居宅宅宅宅介介介介護施設護施設護施設護施設が３３が３３が３３が３３施設施設施設施設、、、、認認認認知知知知症グ症グ症グ症グルールールーループプププホホホホーーーームムムムが１１が１１が１１が１１６施設６施設６施設６施設、ま、ま、ま、ま

たたたた地域地域地域地域密着密着密着密着でででで小規模小規模小規模小規模のののの特別養護特別養護特別養護特別養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムが４が４が４が４施設施設施設施設、それと、、それと、、それと、、それと、今今今今山村委員お山村委員お山村委員お山村委員お述べ述べ述べ述べの２４時の２４時の２４時の２４時

間間間間定定定定期期期期巡巡巡巡回・回・回・回・臨臨臨臨時対時対時対時対応応応応型型型型訪訪訪訪問問問問看護看護看護看護介介介介護護護護は県は県は県は県内内内内で３で３で３で３施設施設施設施設といった状況でございます。といった状況でございます。といった状況でございます。といった状況でございます。以上以上以上以上でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 わかりました。現状を見るわかりました。現状を見るわかりました。現状を見るわかりました。現状を見る限限限限りでは、本りでは、本りでは、本りでは、本当当当当にこのままでこういうにこのままでこういうにこのままでこういうにこのままでこういう改改改改悪悪悪悪がされがされがされがされ

たときの状況は大たときの状況は大たときの状況は大たときの状況は大変変変変なことになると思います。なことになると思います。なことになると思います。なことになると思います。ぜぜぜぜひとも、ひとも、ひとも、ひとも、改改改改悪悪悪悪をとめることもそうですけをとめることもそうですけをとめることもそうですけをとめることもそうですけ

れども、それまでにれども、それまでにれども、それまでにれども、それまでに施設施設施設施設のののの整備整備整備整備も含めても含めても含めても含めて地域ケア地域ケア地域ケア地域ケアのののの充充充充実という点でも実という点でも実という点でも実という点でも頑張頑張頑張頑張っていただきたっていただきたっていただきたっていただきた

いということをお願いいたしまして、いということをお願いいたしまして、いということをお願いいたしまして、いということをお願いいたしまして、私私私私の質問はの質問はの質問はの質問は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。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 ２点です。いつものとおりの２点です。いつものとおりの２点です。いつものとおりの２点です。いつものとおりのアアアアススススベベベベスススストトトトの問題です。一つ、ここのの問題です。一つ、ここのの問題です。一つ、ここのの問題です。一つ、ここの担当担当担当担当

には、いつもおには、いつもおには、いつもおには、いつもお世話世話世話世話になっています。そういう意になっています。そういう意になっています。そういう意になっています。そういう意味味味味では、では、では、では、午午午午前中の審査でも言ったのです前中の審査でも言ったのです前中の審査でも言ったのです前中の審査でも言ったのです



---- 33334444 ----

けれども、けれども、けれども、けれども、環境環境環境環境暴暴暴暴露露露露でのでのでのでの調調調調査をやってもらったのは奈良県が査をやってもらったのは奈良県が査をやってもらったのは奈良県が査をやってもらったのは奈良県が初初初初めてだったと思っていますめてだったと思っていますめてだったと思っていますめてだったと思っています

し、し、し、し、今今今今回、回、回、回、工工工工場の場の場の場の周周周周辺辺辺辺１１１１キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルで、ルで、ルで、ルで、暴暴暴暴露露露露歴歴歴歴のあるのあるのあるのある人人人人をををを調べ調べ調べ調べ出して、そこに関して出して、そこに関して出して、そこに関して出して、そこに関して環環環環

境境境境省省省省のののの石綿石綿石綿石綿の健康の健康の健康の健康リリリリススススク調ク調ク調ク調査に査に査に査に参参参参加するように加するように加するように加するように呼呼呼呼びかけているということもやってもらっびかけているということもやってもらっびかけているということもやってもらっびかけているということもやってもらっ

ています。これもています。これもています。これもています。これも全全全全国国国国的的的的には奈良県はには奈良県はには奈良県はには奈良県は特特特特異異異異といったらいいのですか、住民にとってすごくといったらいいのですか、住民にとってすごくといったらいいのですか、住民にとってすごくといったらいいのですか、住民にとってすごく

いいいいいいいい取取取取りりりり組組組組みをしているとみをしているとみをしているとみをしていると評価評価評価評価はしているのですけれども、どうもはしているのですけれども、どうもはしているのですけれども、どうもはしているのですけれども、どうも足足足足踏踏踏踏みしている。いいみしている。いいみしている。いいみしている。いい

課課課課題で題で題で題で取取取取りりりり組組組組んだにもかかわらず、実んだにもかかわらず、実んだにもかかわらず、実んだにもかかわらず、実際際際際はははは地元地元地元地元のののの自治体自治体自治体自治体のののの協力協力協力協力をををを得得得得まして３まして３まして３まして３，，，，３３７名を３３７名を３３７名を３３７名を

選選選選び出しました。その中で、第１回目のび出しました。その中で、第１回目のび出しました。その中で、第１回目のび出しました。その中で、第１回目の戸戸戸戸別別別別訪訪訪訪問をして、それだったら問をして、それだったら問をして、それだったら問をして、それだったら参参参参加してもいいか加してもいいか加してもいいか加してもいいか

というというというという人人人人が５００が５００が５００が５００人強人強人強人強ということで、その５００ということで、その５００ということで、その５００ということで、その５００人人人人にににに具具具具体的体的体的体的にににに病院病院病院病院ににににセセセセッッッッテテテティンィンィンィンググググするのするのするのするの

が、きが、きが、きが、きょょょょう質問するう質問するう質問するう質問する保保保保健健健健予防課予防課予防課予防課のののの担当担当担当担当になるのですけれども、になるのですけれども、になるのですけれども、になるのですけれども、今今今今の現状をどういうの現状をどういうの現状をどういうの現状をどういう形形形形でそでそでそでそ

のののの数数数数がががが推推推推移移移移しているのかと。しているのかと。しているのかと。しているのかと。戸戸戸戸別別別別訪訪訪訪問して５００問して５００問して５００問して５００何何何何人手人手人手人手をををを挙挙挙挙げげげげていただいたのに、実ていただいたのに、実ていただいたのに、実ていただいたのに、実際際際際、、、、

病院病院病院病院ととととセセセセッッッッテテテティンィンィンィンググググをしているをしているをしているをしている数数数数、それが、それが、それが、それが何何何何でそういうでそういうでそういうでそういう数数数数になっているのかという見になっているのかという見になっているのかという見になっているのかという見方方方方とととと

いうか、いうか、いうか、いうか、私私私私はははは少少少少ないと思っているのです。そのないと思っているのです。そのないと思っているのです。そのないと思っているのです。その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろ言っていただきたいと思います。言っていただきたいと思います。言っていただきたいと思います。言っていただきたいと思います。

それは、それは、それは、それは、先先先先ほど大国委員が健康長ほど大国委員が健康長ほど大国委員が健康長ほど大国委員が健康長寿寿寿寿日本一の質問をなさったときに、その７つの日本一の質問をなさったときに、その７つの日本一の質問をなさったときに、その７つの日本一の質問をなさったときに、その７つの基基基基本本本本計画計画計画計画

の中での健康重点の中での健康重点の中での健康重点の中での健康重点指標指標指標指標をきっをきっをきっをきっちちちちりりりり選選選選び出してきっび出してきっび出してきっび出してきっちちちちりとりとりとりと向向向向かい合っていくのだととうとうかい合っていくのだととうとうかい合っていくのだととうとうかい合っていくのだととうとう

と健康と健康と健康と健康づづづづくりくりくりくり推進課推進課推進課推進課長が長が長が長が述べ述べ述べ述べられるのです。性られるのです。性られるのです。性られるのです。性根根根根入れてするのだという。だから、これだ入れてするのだという。だから、これだ入れてするのだという。だから、これだ入れてするのだという。だから、これだ

ったら３ったら３ったら３ったら３，，，，３３７３３７３３７３３７人人人人のののの具具具具体的体的体的体的な県民のな県民のな県民のな県民の顔顔顔顔が見えるのです。が見えるのです。が見えるのです。が見えるのです。顔顔顔顔が見えて、それこそ中村委員が見えて、それこそ中村委員が見えて、それこそ中村委員が見えて、それこそ中村委員

がががが検診検診検診検診をををを受受受受けるのはけるのはけるのはけるのは難難難難しいというしいというしいというしいという話話話話を言ったそのとおりなのですが、を言ったそのとおりなのですが、を言ったそのとおりなのですが、を言ったそのとおりなのですが、受受受受けることの重けることの重けることの重けることの重要要要要ささささ

をそのをそのをそのをその人人人人にどれにどれにどれにどれぐぐぐぐらいらいらいらい丁寧丁寧丁寧丁寧にににに訴訴訴訴えているかということです。例えば、えているかということです。例えば、えているかということです。例えば、えているかということです。例えば、環境環境環境環境省省省省のののの石綿石綿石綿石綿の健康の健康の健康の健康

リリリリススススク調ク調ク調ク調査の査の査の査の結果結果結果結果がこの９月に出ました。そしたら、がこの９月に出ました。そしたら、がこの９月に出ました。そしたら、がこの９月に出ました。そしたら、工工工工場場場場周周周周辺辺辺辺に住んでいたに住んでいたに住んでいたに住んでいた方方方方が健康がどが健康がどが健康がどが健康がど

うもやばいということでうもやばいということでうもやばいということでうもやばいということで，，，，検検検検査を査を査を査を受受受受けて、けて、けて、けて、環境環境環境環境暴暴暴暴露露露露ででででプラプラプラプラーーーーククククのあるのあるのあるのある人人人人がががが何何何何人人人人か出てきてか出てきてか出てきてか出てきて

います。それをいます。それをいます。それをいます。それを地地地地図図図図にににに落落落落として、あなたのとして、あなたのとして、あなたのとして、あなたの周周周周辺辺辺辺にににに石綿石綿石綿石綿でしか発でしか発でしか発でしか発生生生生しないしないしないしないプラプラプラプラーーーーククククのあるのあるのあるのある人人人人

がこれだけ出てきているのですということを知らせないで、ただ健康におかしい、がこれだけ出てきているのですということを知らせないで、ただ健康におかしい、がこれだけ出てきているのですということを知らせないで、ただ健康におかしい、がこれだけ出てきているのですということを知らせないで、ただ健康におかしい、何何何何かかかか受受受受

けませんかということを言って、大事なその３けませんかということを言って、大事なその３けませんかということを言って、大事なその３けませんかということを言って、大事なその３，，，，３３７３３７３３７３３７人人人人をををを選選選選び出してもらったのに、そび出してもらったのに、そび出してもらったのに、そび出してもらったのに、そ

このことに対するこのことに対するこのことに対するこのことに対する向向向向かいかいかいかい方方方方が、性が、性が、性が、性根根根根がががが座座座座っていないと思うたりするのです。きっっていないと思うたりするのです。きっっていないと思うたりするのです。きっっていないと思うたりするのです。きっちちちちりとりとりとりと向向向向

かい合ってほしいということで、一つは質問します。かい合ってほしいということで、一つは質問します。かい合ってほしいということで、一つは質問します。かい合ってほしいということで、一つは質問します。

もう一つは、このもう一つは、このもう一つは、このもう一つは、この間間間間、議会が、議会が、議会が、議会が幾幾幾幾つかつかつかつか条条条条例をつくってまいりました。奈良県公例をつくってまいりました。奈良県公例をつくってまいりました。奈良県公例をつくってまいりました。奈良県公共共共共交通交通交通交通条条条条例例例例

もそうですし、ならもそうですし、ならもそうですし、ならもそうですし、なら歯歯歯歯とととと口口口口腔腔腔腔の健康の健康の健康の健康づづづづくりくりくりくり条条条条例もつくられました。そういう意例もつくられました。そういう意例もつくられました。そういう意例もつくられました。そういう意味味味味では、こでは、こでは、こでは、こ

れは代れは代れは代れは代表表表表質問の続きですけれども、答弁では質問の続きですけれども、答弁では質問の続きですけれども、答弁では質問の続きですけれども、答弁では訪訪訪訪問の問の問の問の歯科歯科歯科歯科診診診診療に関しては療に関しては療に関しては療に関しては調調調調査査査査検討検討検討検討していくしていくしていくしていく

というというというという旨旨旨旨の答弁があったと思うのですが、大事なことは、やはりそのの答弁があったと思うのですが、大事なことは、やはりそのの答弁があったと思うのですが、大事なことは、やはりそのの答弁があったと思うのですが、大事なことは、やはりその地域地域地域地域に住んでいるに住んでいるに住んでいるに住んでいる訪訪訪訪

問問問問診診診診療のできないというのか、療のできないというのか、療のできないというのか、療のできないというのか、過過過過疎疎疎疎のののの地地地地でいて、そしてでいて、そしてでいて、そしてでいて、そして学校学校学校学校にいる子どもたにいる子どもたにいる子どもたにいる子どもたちちちち、あなた、あなた、あなた、あなた虫虫虫虫
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歯歯歯歯ですよと言われたのにそのですよと言われたのにそのですよと言われたのにそのですよと言われたのにその学期学期学期学期がががが終終終終わらないと行けないということとか、そこでわらないと行けないということとか、そこでわらないと行けないということとか、そこでわらないと行けないということとか、そこで働働働働いていていていて

いるいるいるいる若若若若いいいい人人人人たたたたちちちちがががが虫虫虫虫歯歯歯歯なのになのになのになのに診診診診療を療を療を療を受受受受けられないという実態。そのことをけられないという実態。そのことをけられないという実態。そのことをけられないという実態。そのことを放放放放置置置置しておくこしておくこしておくこしておくこ

とがとがとがとが今今今今のののの過過過過疎疎疎疎の問題、の問題、の問題、の問題、ＩＩＩＩタタタターーーーンンンン、、、、ＵＵＵＵタタタターーーーンンンンとかと言われている時とかと言われている時とかと言われている時とかと言われている時期期期期に、一に、一に、一に、一番番番番基基基基本本本本的的的的な、そな、そな、そな、そ

れこそ健康長れこそ健康長れこそ健康長れこそ健康長寿寿寿寿日本一というよりは、日本一というよりは、日本一というよりは、日本一というよりは、基基基基本本本本的的的的な医療のな医療のな医療のな医療の施施施施策の一つとしておかないといけな策の一つとしておかないといけな策の一つとしておかないといけな策の一つとしておかないといけな

い。というのは、定点のい。というのは、定点のい。というのは、定点のい。というのは、定点の診診診診療所で、療所で、療所で、療所で、常設常設常設常設ではなくても、ではなくても、ではなくても、ではなくても、週週週週にににに何何何何回か回か回か回か開設開設開設開設することできないすることできないすることできないすることできない

のか。そんなのか。そんなのか。そんなのか。そんな調調調調査査査査研究研究研究研究、ほかの、ほかの、ほかの、ほかの自治体自治体自治体自治体のののの研究研究研究研究などをできないのかということを聞かせてほなどをできないのかということを聞かせてほなどをできないのかということを聞かせてほなどをできないのかということを聞かせてほ

しいと思います。しいと思います。しいと思います。しいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 石綿石綿石綿石綿の健康の健康の健康の健康リリリリススススク調ク調ク調ク調査につきましてお答え申し査につきましてお答え申し査につきましてお答え申し査につきましてお答え申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

高柳副委員長からおっし高柳副委員長からおっし高柳副委員長からおっし高柳副委員長からおっしゃゃゃゃっていただきましたように、っていただきましたように、っていただきましたように、っていただきましたように、石綿石綿石綿石綿使用使用使用使用のののの工工工工場場場場周周周周辺辺辺辺の住民の住民の住民の住民へへへへのののの

健康健康健康健康へへへへのののの影響影響影響影響をををを調調調調査するために、査するために、査するために、査するために、環境環境環境環境省省省省の委の委の委の委託託託託をををを受受受受けまして、平成２２年けまして、平成２２年けまして、平成２２年けまして、平成２２年度度度度から第２から第２から第２から第２期期期期のののの

石綿石綿石綿石綿の健康の健康の健康の健康リリリリススススク調ク調ク調ク調査を実査を実査を実査を実施施施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ございます。でございます。でございます。でございます。保保保保健健健健予防課予防課予防課予防課といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、

環境環境環境環境政策政策政策政策課課課課より平成２４年より平成２４年より平成２４年より平成２４年度度度度におきましてにおきましてにおきましてにおきまして石綿石綿石綿石綿の健康の健康の健康の健康リリリリススススク調ク調ク調ク調査の査の査の査の協力協力協力協力者といたしまして者といたしまして者といたしまして者といたしまして

１３１名、平成２５年１３１名、平成２５年１３１名、平成２５年１３１名、平成２５年度度度度にににに新新新新たなたなたなたな石綿石綿石綿石綿の健康の健康の健康の健康リリリリススススク調ク調ク調ク調査の査の査の査の協力協力協力協力者といたしまして４３７者といたしまして４３７者といたしまして４３７者といたしまして４３７人人人人

の名の名の名の名簿簿簿簿をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、個個個個別別別別にににに検診受診へ検診受診へ検診受診へ検診受診へのののの勧奨勧奨勧奨勧奨を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。具具具具

体的体的体的体的に申しますと、平成２４年に申しますと、平成２４年に申しますと、平成２４年に申しますと、平成２４年度度度度におきましては１３１におきましては１３１におきましては１３１におきましては１３１人人人人中中中中８８８８７７７７人人人人のののの方方方方に、に、に、に、受診受診受診受診いただいいただいいただいいただい

たとこたとこたとこたところろろろでございます。平成２５年でございます。平成２５年でございます。平成２５年でございます。平成２５年度度度度につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、リリリリススススク調ク調ク調ク調査の査の査の査の協力協力協力協力者４３７者４３７者４３７者４３７人人人人に対に対に対に対

しまして、これまで年しまして、これまで年しまして、これまで年しまして、これまで年度当度当度当度当初初初初、そして５月に２回にわたりまして、そして５月に２回にわたりまして、そして５月に２回にわたりまして、そして５月に２回にわたりまして受診受診受診受診勧奨勧奨勧奨勧奨を目を目を目を目的的的的にににに個個個個別別別別にににに

案案案案内内内内をををを送付送付送付送付したとこしたとこしたとこしたところろろろでございます。しかし、高柳副委員長がおっしでございます。しかし、高柳副委員長がおっしでございます。しかし、高柳副委員長がおっしでございます。しかし、高柳副委員長がおっしゃゃゃゃいましたように、いましたように、いましたように、いましたように、

まだまだまだまだまだまだまだまだ受診受診受診受診者として者として者として者として手手手手をををを挙挙挙挙げげげげるるるる方方方方がががが少少少少ない状況をない状況をない状況をない状況を受受受受けまして、９月に入りまして、ただけまして、９月に入りまして、ただけまして、９月に入りまして、ただけまして、９月に入りまして、ただ

いま３回目の案いま３回目の案いま３回目の案いま３回目の案内内内内を実を実を実を実施施施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ございます。なかなか１回、２回とでございます。なかなか１回、２回とでございます。なかなか１回、２回とでございます。なかなか１回、２回と数字数字数字数字がががが上上上上がががが

ってまいりませんので、３回目の案ってまいりませんので、３回目の案ってまいりませんので、３回目の案ってまいりませんので、３回目の案内内内内につきましてはよりにつきましてはよりにつきましてはよりにつきましてはより多多多多くのくのくのくの方方方方にににに受診受診受診受診していただくたしていただくたしていただくたしていただくた

めに案めに案めに案めに案内内内内文文文文ににににカラカラカラカラーーーー用用用用紙紙紙紙をつけてをつけてをつけてをつけて少少少少ししししポポポポイントイントイントイントをつけたり、またをつけたり、またをつけたり、またをつけたり、また文文文文言をわかりやすく言をわかりやすく言をわかりやすく言をわかりやすく変変変変更更更更

するなどするなどするなどするなど等等等等 々々々々のののの工工工工夫をして案夫をして案夫をして案夫をして案内内内内をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでございます。なお、９月でございます。なお、９月でございます。なお、９月でございます。なお、９月末末末末現現現現在在在在でござでござでござでござ

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、受診受診受診受診のののの希望希望希望希望者は、既に者は、既に者は、既に者は、既に受診受診受診受診したしたしたした方方方方を含んで、１５２名、そして、を含んで、１５２名、そして、を含んで、１５２名、そして、を含んで、１５２名、そして、今今今今回、回、回、回、

案案案案内内内内をしたのですけれどもをしたのですけれどもをしたのですけれどもをしたのですけれどもキキキキャャャャンンンンセセセセルをルをルをルを表表表表明された明された明された明された方方方方が、１３２名、そして、が、１３２名、そして、が、１３２名、そして、が、１３２名、そして、返返返返答のない答のない答のない答のない

方方方方が１５３名という状況でございます。なお、が１５３名という状況でございます。なお、が１５３名という状況でございます。なお、が１５３名という状況でございます。なお、今今今今回の案回の案回の案回の案内内内内は、１０月は、１０月は、１０月は、１０月末末末末日までは日までは日までは日までは受診受診受診受診のののの受受受受

けけけけ付付付付けをしているけをしているけをしているけをしている途途途途中でございますので、またお願いを続けていきたいと中でございますので、またお願いを続けていきたいと中でございますので、またお願いを続けていきたいと中でございますので、またお願いを続けていきたいと考考考考えているとこえているとこえているとこえているとこ

ろろろろでございます。でございます。でございます。でございます。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。

○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長 歯科歯科歯科歯科診診診診療の、療の、療の、療の、特特特特ににににへへへへきききき地地地地の関係だと思うのですが、それについの関係だと思うのですが、それについの関係だと思うのですが、それについの関係だと思うのですが、それについ

てお答えさせていただきます。てお答えさせていただきます。てお答えさせていただきます。てお答えさせていただきます。



---- 33336666 ----

無歯科無歯科無歯科無歯科医医医医地地地地区区区区のののの件件件件につきましては本会議で知事が答弁させていただきましたとおりでごにつきましては本会議で知事が答弁させていただきましたとおりでごにつきましては本会議で知事が答弁させていただきましたとおりでごにつきましては本会議で知事が答弁させていただきましたとおりでご

ざいます。高柳副委員長おざいます。高柳副委員長おざいます。高柳副委員長おざいます。高柳副委員長お述べ述べ述べ述べの定点というのはの定点というのはの定点というのはの定点というのは歯科歯科歯科歯科診診診診療所のことだと思いますけれども、療所のことだと思いますけれども、療所のことだと思いますけれども、療所のことだと思いますけれども、

へへへへきききき地地地地のののの歯科歯科歯科歯科診診診診療所では、公療所では、公療所では、公療所では、公立立立立のののの診診診診療所が、療所が、療所が、療所が、何何何何カカカカ所かございます。そういう公所かございます。そういう公所かございます。そういう公所かございます。そういう公立立立立のののの診診診診療所療所療所療所

をををを開設開設開設開設するときは、市町村するときは、市町村するときは、市町村するときは、市町村立立立立ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、補助補助補助補助制度制度制度制度がございまして、国がございまして、国がございまして、国がございまして、国庫補助庫補助庫補助庫補助金金金金をををを活用活用活用活用

して県もして県もして県もして県も補助補助補助補助をさせていただいている状況でございます。そういう公をさせていただいている状況でございます。そういう公をさせていただいている状況でございます。そういう公をさせていただいている状況でございます。そういう公立立立立のののの診診診診療所がい療所がい療所がい療所がいろろろろいいいい

ろろろろななななドドドドクタクタクタクターの事ーの事ーの事ーの事情情情情などでなどでなどでなどで休診休診休診休診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もあるとお聞きしていますし、またもあるとお聞きしていますし、またもあるとお聞きしていますし、またもあるとお聞きしていますし、また復活復活復活復活すすすす

るということもお聞きしているとこるということもお聞きしているとこるということもお聞きしているとこるということもお聞きしているところろろろもございます。このもございます。このもございます。このもございます。この辺辺辺辺、市町村、市町村、市町村、市町村立立立立なので市町村のなので市町村のなので市町村のなので市町村の

方方方方 々々々々にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなななな情報情報情報情報をお聞きしたりして、やっているとこをお聞きしたりして、やっているとこをお聞きしたりして、やっているとこをお聞きしたりして、やっているところろろろでございますけれども、そでございますけれども、そでございますけれども、そでございますけれども、そ

ういう公ういう公ういう公ういう公立立立立のののの診診診診療所の療所の療所の療所の需需需需要要要要でででで歯科歯科歯科歯科診診診診療を療を療を療を受受受受けるけるけるける方方方方はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいおられるのかは、それぞれらいおられるのかは、それぞれらいおられるのかは、それぞれらいおられるのかは、それぞれ

のののの診診診診療所は、県営ではございませんので状況については療所は、県営ではございませんので状況については療所は、県営ではございませんので状況については療所は、県営ではございませんので状況については今手元今手元今手元今手元にはにはにはには数字数字数字数字がないのですけれがないのですけれがないのですけれがないのですけれ

ども、そういう状況もども、そういう状況もども、そういう状況もども、そういう状況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、へへへへきききき地地地地のののの歯科歯科歯科歯科診診診診療をどうしていく療をどうしていく療をどうしていく療をどうしていくべべべべきかというのはきかというのはきかというのはきかというのは

市町村と市町村と市町村と市町村と協協協協議して議して議して議して考考考考えていきたいと思っております。えていきたいと思っております。えていきたいと思っております。えていきたいと思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 歯科歯科歯科歯科診診診診療からにしたいと思います。なるほど、市町村のという療からにしたいと思います。なるほど、市町村のという療からにしたいと思います。なるほど、市町村のという療からにしたいと思います。なるほど、市町村のという話話話話になるになるになるになる

とは思うのですけれども、そこにとは思うのですけれども、そこにとは思うのですけれども、そこにとは思うのですけれども、そこに声声声声をかけて、このならをかけて、このならをかけて、このならをかけて、このなら歯歯歯歯とととと口口口口腔腔腔腔の健康の健康の健康の健康づづづづくりくりくりくり条条条条例の例の例の例の精精精精神神神神

を含めてを含めてを含めてを含めて組組組組みみみみ立立立立てていってほしいと思うのです。それは、てていってほしいと思うのです。それは、てていってほしいと思うのです。それは、てていってほしいと思うのです。それは、過過過過疎疎疎疎の問題で本の問題で本の問題で本の問題で本当当当当にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなななな

課課課課題を題を題を題を抱抱抱抱えたえたえたえた地域地域地域地域のとこのとこのとこのところろろろに、それは法に、それは法に、それは法に、それは法律上律上律上律上、村の、村の、村の、村の責責責責任任任任ではないかと、あなたのとこではないかと、あなたのとこではないかと、あなたのとこではないかと、あなたのところろろろでででで

腹腹腹腹を決めたら県はを決めたら県はを決めたら県はを決めたら県は何何何何とかするというとかするというとかするというとかするという話話話話ではなく、いではなく、いではなく、いではなく、いろろろろいいいいろろろろなななな施施施施策を出していって、その策を出していって、その策を出していって、その策を出していって、その地地地地

域域域域で住めるようにして、奈良県でで住めるようにして、奈良県でで住めるようにして、奈良県でで住めるようにして、奈良県で学校学校学校学校に行っている子どもたに行っている子どもたに行っている子どもたに行っている子どもたちちちちがががが歯歯歯歯のののの治治治治療に関して、き療に関して、き療に関して、き療に関して、きちちちち

っとっとっとっと向向向向かいあえるようにするというのが、かいあえるようにするというのが、かいあえるようにするというのが、かいあえるようにするというのが、今今今今ここでここでここでここで論論論論議している健康長議している健康長議している健康長議している健康長寿寿寿寿の中の中の中の中身身身身だと思うだと思うだと思うだと思う

ので、そういうので、そういうので、そういうので、そういう過過過過疎疎疎疎のののの持持持持っているっているっているっている課課課課題をもう題をもう題をもう題をもう少少少少しししし優優優優しく見てもらえるようなしく見てもらえるようなしく見てもらえるようなしく見てもらえるような組組組組みみみみ立立立立てててて方方方方が、が、が、が、

できないのかと一つは思います。できないのかと一つは思います。できないのかと一つは思います。できないのかと一つは思います。

次に、次に、次に、次に、アアアアススススベベベベスススストトトトの問題はすごくの問題はすごくの問題はすごくの問題はすごく期待期待期待期待しているのです。一つのしているのです。一つのしているのです。一つのしているのです。一つの地域地域地域地域できっできっできっできっちちちちりと決まっりと決まっりと決まっりと決まっ

たたたた数数数数が見えた。そのが見えた。そのが見えた。そのが見えた。その数数数数に関して、さまざまなに関して、さまざまなに関して、さまざまなに関して、さまざまな仕仕仕仕事をしている、事をしている、事をしている、事をしている、歴史歴史歴史歴史をををを持持持持っている、っている、っている、っている、考考考考ええええ方方方方

のある県民に関して、あなたはこういう健康のある県民に関して、あなたはこういう健康のある県民に関して、あなたはこういう健康のある県民に関して、あなたはこういう健康リリリリススススククククがあるのですといってかかわっていく。があるのですといってかかわっていく。があるのですといってかかわっていく。があるのですといってかかわっていく。

こういうことは、こういうことは、こういうことは、こういうことは、地域地域地域地域の本の本の本の本当当当当に一に一に一に一番番番番基基基基本本本本的的的的なななな保保保保健健健健師師師師の、本の、本の、本の、本当当当当にやりたいと言ったらにやりたいと言ったらにやりたいと言ったらにやりたいと言ったら失失失失礼礼礼礼でででで

すけれども重すけれども重すけれども重すけれども重要要要要なななな課課課課題だと思うし、このことを感じたのは、中題だと思うし、このことを感じたのは、中題だと思うし、このことを感じたのは、中題だと思うし、このことを感じたのは、中皮腫皮腫皮腫皮腫でででで亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった方方方方の家庭の家庭の家庭の家庭

を一を一を一を一軒軒軒軒一一一一軒軒軒軒回って、そのことの回って、そのことの回って、そのことの回って、そのことの仕仕仕仕事をさせてもらったと、それは事をさせてもらったと、それは事をさせてもらったと、それは事をさせてもらったと、それは残残残残業業業業なのですが、そのとなのですが、そのとなのですが、そのとなのですが、そのと

きに、本きに、本きに、本きに、本当当当当にににに保保保保健健健健師師師師として入ってとして入ってとして入ってとして入って初初初初めてめてめてめて保保保保健健健健師師師師らしいらしいらしいらしい仕仕仕仕事をしたという事をしたという事をしたという事をしたという話話話話を聞きました。を聞きました。を聞きました。を聞きました。

それと同じように、これはそれと同じように、これはそれと同じように、これはそれと同じように、これは暴暴暴暴露露露露歴歴歴歴のある、それものある、それものある、それものある、それも工工工工場から１場から１場から１場から１キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルル以内以内以内以内のすのすのすのすぐぐぐぐれれれれ

ててててリリリリススススククククの高いの高いの高いの高い人人人人に、あなたはに、あなたはに、あなたはに、あなたは石綿石綿石綿石綿の健康のの健康のの健康のの健康のリリリリススススク調ク調ク調ク調査に査に査に査に参参参参加してくださいということを加してくださいということを加してくださいということを加してくださいということを



---- 33337777 ----

呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかける話話話話なのです。理なのです。理なのです。理なのです。理解解解解できないのは、ただただ健康にできないのは、ただただ健康にできないのは、ただただ健康にできないのは、ただただ健康に何何何何かかかか不不不不安な安な安な安な人人人人はははは来来来来てくださいてくださいてくださいてください

と。と。と。と。具具具具体的体的体的体的に、さっき言ったように、に、さっき言ったように、に、さっき言ったように、に、さっき言ったように、地地地地図図図図できっできっできっできっちちちちりりりりママママーーーーキキキキンンンンググググして、して、して、して、ママママーーーーキキキキンンンンググググされてされてされてされて

いるいるいるいる地域地域地域地域がこれだけがこれだけがこれだけがこれだけ地域地域地域地域にににに広広広広がっているのに、あなたの住所とこんなにがっているのに、あなたの住所とこんなにがっているのに、あなたの住所とこんなにがっているのに、あなたの住所とこんなに近近近近いとこいとこいとこいところろろろですよですよですよですよ

ということも含めて、ということも含めて、ということも含めて、ということも含めて、踏踏踏踏みみみみ切切切切ってってってって声声声声かけをしていく。かけをしていく。かけをしていく。かけをしていく。石綿石綿石綿石綿の健康の健康の健康の健康リリリリススススククククのののの調調調調査そのものの査そのものの査そのものの査そのものの

理理理理解解解解をきっをきっをきっをきっちちちちりとその住民にしてもらって、それこそ、りとその住民にしてもらって、それこそ、りとその住民にしてもらって、それこそ、りとその住民にしてもらって、それこそ、全全全全国で国で国で国で初初初初めて１めて１めて１めて１キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルル圏圏圏圏内内内内

のののの調調調調査を、それも査を、それも査を、それも査を、それも疫疫疫疫学調学調学調学調査に査に査に査に近近近近いいいい調調調調査をしようと査をしようと査をしようと査をしようと午午午午前の前の前の前の予算予算予算予算審査審査審査審査特別特別特別特別委員会でくらし委員会でくらし委員会でくらし委員会でくらし創創創創造造造造

部長が答弁していました。そういうことに部長が答弁していました。そういうことに部長が答弁していました。そういうことに部長が答弁していました。そういうことに応応応応えられるような問題提えられるような問題提えられるような問題提えられるような問題提起起起起というか、かかわりというか、かかわりというか、かかわりというか、かかわり

をしてもらったのに、この実態のをしてもらったのに、この実態のをしてもらったのに、この実態のをしてもらったのに、この実態の数数数数は、ほとんど、ただは、ほとんど、ただは、ほとんど、ただは、ほとんど、ただ郵郵郵郵便便便便でででで送送送送ってってってって郵郵郵郵便便便便でででで返返返返ってくるだってくるだってくるだってくるだ

けのけのけのけの仕仕仕仕事だと思います。だから、もう一事だと思います。だから、もう一事だと思います。だから、もう一事だと思います。だから、もう一度度度度、このことをきっ、このことをきっ、このことをきっ、このことをきっちちちちりと３りと３りと３りと３，，，，３３７３３７３３７３３７人人人人にににに働働働働きかきかきかきか

けてけてけてけてリリリリススススク調ク調ク調ク調査に査に査に査に参参参参加してもらえるようなことをしてもらわないと、加してもらえるようなことをしてもらわないと、加してもらえるようなことをしてもらわないと、加してもらえるようなことをしてもらわないと、予算組予算組予算組予算組んだ意んだ意んだ意んだ意味味味味が、が、が、が、

逆逆逆逆にないように思いますけれども、もう一にないように思いますけれども、もう一にないように思いますけれども、もう一にないように思いますけれども、もう一度度度度答弁してください。答弁してください。答弁してください。答弁してください。

○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 この問題でございますけれども、医療政策部としては、確かにこの問題でございますけれども、医療政策部としては、確かにこの問題でございますけれども、医療政策部としては、確かにこの問題でございますけれども、医療政策部としては、確かに今今今今年年年年

度度度度、３回お、３回お、３回お、３回お声声声声かけはしたとこかけはしたとこかけはしたとこかけはしたところろろろですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、結果結果結果結果がこのがこのがこのがこの辺辺辺辺ででででちょちょちょちょっとっとっとっと……………………。。。。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 郵郵郵郵便便便便出しただけだったら出しただけだったら出しただけだったら出しただけだったら返返返返ってくるのはこんなものではないか。ってくるのはこんなものではないか。ってくるのはこんなものではないか。ってくるのはこんなものではないか。

○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 であるので、もうであるので、もうであるので、もうであるので、もう少少少少し違ったし違ったし違ったし違った手手手手段段段段がないかということをがないかということをがないかということをがないかということを考考考考えていきえていきえていきえていき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

また、ご提案がありましたように、また、ご提案がありましたように、また、ご提案がありましたように、また、ご提案がありましたように、環境環境環境環境省省省省のののの報報報報告告告告書書書書のののの内容内容内容内容ですとか、そういったものをですとか、そういったものをですとか、そういったものをですとか、そういったものを

県民の皆さんにわかりやすい県民の皆さんにわかりやすい県民の皆さんにわかりやすい県民の皆さんにわかりやすい形形形形で、わかりやすい言で、わかりやすい言で、わかりやすい言で、わかりやすい言葉葉葉葉でででで書書書書いていていていて周周周周知するとか、そういった知するとか、そういった知するとか、そういった知するとか、そういった

提案、提案、提案、提案、施施施施策を策を策を策を検討検討検討検討したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 もうないですもうないですもうないですもうないですねねねね。。。。

質問がないようですので、これをもって健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審質問がないようですので、これをもって健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審質問がないようですので、これをもって健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審質問がないようですので、これをもって健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審

査を査を査を査を終終終終わります。わります。わります。わります。

あしたの１０月２日あしたの１０月２日あしたの１０月２日あしたの１０月２日水水水水曜曜曜曜日は、日は、日は、日は、午午午午前１０時より前１０時より前１０時より前１０時より地域地域地域地域振振振振興興興興部、部、部、部、観観観観光光光光局、局、局、局、水水水水道道道道局、局、局、局、教教教教育委員育委員育委員育委員

会、会、会、会、東東東東アアアアジジジジア連携推進ア連携推進ア連携推進ア連携推進の審査を行い、そのの審査を行い、そのの審査を行い、そのの審査を行い、その終終終終了了了了後後後後、総、総、総、総括括括括審査を行いますのでよ審査を行いますのでよ審査を行いますのでよ審査を行いますのでよろろろろしくお願しくお願しくお願しくお願

いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

ありがとうございました。ごありがとうございました。ごありがとうございました。ごありがとうございました。ご苦苦苦苦労労労労さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。


