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子育て支援・少子化対策特別委員会記録子育て支援・少子化対策特別委員会記録子育て支援・少子化対策特別委員会記録子育て支援・少子化対策特別委員会記録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年９月１０日（火） １０：０３～１０：４２平成２５年９月１０日（火） １０：０３～１０：４２平成２５年９月１０日（火） １０：０３～１０：４２平成２５年９月１０日（火） １０：０３～１０：４２

開催場所開催場所開催場所開催場所 第３委員会室第３委員会室第３委員会室第３委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 ４名４名４名４名

今井 光子 委員長今井 光子 委員長今井 光子 委員長今井 光子 委員長

藤野 良次 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員

乾 浩之 委員乾 浩之 委員乾 浩之 委員乾 浩之 委員

出口 武男 委員出口 武男 委員出口 武男 委員出口 武男 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 ４名４名４名４名

宮木 健一 副委員長宮木 健一 副委員長宮木 健一 副委員長宮木 健一 副委員長

奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員

米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 西岡 こども・女性局長 ほか、関係職員西岡 こども・女性局長 ほか、関係職員西岡 こども・女性局長 ほか、関係職員西岡 こども・女性局長 ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

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

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 説明ありがとうございます。説明ありがとうございます。説明ありがとうございます。説明ありがとうございます。

ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めまして、質疑があればご発言を願いただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めまして、質疑があればご発言を願いただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めまして、質疑があればご発言を願いただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めまして、質疑があればご発言を願い

ます。ます。ます。ます。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。

１点だけ、確認ということでお聞きをいたしますが、ただいま、こども・女性局長から１点だけ、確認ということでお聞きをいたしますが、ただいま、こども・女性局長から１点だけ、確認ということでお聞きをいたしますが、ただいま、こども・女性局長から１点だけ、確認ということでお聞きをいたしますが、ただいま、こども・女性局長から

ご説明がありました県のこども・子育て支援推進会議の件ですけれども、これは今後、こご説明がありました県のこども・子育て支援推進会議の件ですけれども、これは今後、こご説明がありました県のこども・子育て支援推進会議の件ですけれども、これは今後、こご説明がありました県のこども・子育て支援推進会議の件ですけれども、これは今後、こ

の計画策定に向けて随時会議を開きながら、来年の８月ですか、計画策定に向けて動かれの計画策定に向けて随時会議を開きながら、来年の８月ですか、計画策定に向けて動かれの計画策定に向けて随時会議を開きながら、来年の８月ですか、計画策定に向けて動かれの計画策定に向けて随時会議を開きながら、来年の８月ですか、計画策定に向けて動かれ

るということでございます。パブリックコメントを通じたら平成２７年１月に計画策定さるということでございます。パブリックコメントを通じたら平成２７年１月に計画策定さるということでございます。パブリックコメントを通じたら平成２７年１月に計画策定さるということでございます。パブリックコメントを通じたら平成２７年１月に計画策定さ

れるということでございます。市町村との関連でいえば、このニーズの調査、あるいは調れるということでございます。市町村との関連でいえば、このニーズの調査、あるいは調れるということでございます。市町村との関連でいえば、このニーズの調査、あるいは調れるということでございます。市町村との関連でいえば、このニーズの調査、あるいは調

査結果を踏まえた市町村の計画も県で把握しながら進めていくとお聞きしたのですけれど査結果を踏まえた市町村の計画も県で把握しながら進めていくとお聞きしたのですけれど査結果を踏まえた市町村の計画も県で把握しながら進めていくとお聞きしたのですけれど査結果を踏まえた市町村の計画も県で把握しながら進めていくとお聞きしたのですけれど

も、この市町村との連携について、県としてはどのように考えておられるのか。も、この市町村との連携について、県としてはどのように考えておられるのか。も、この市町村との連携について、県としてはどのように考えておられるのか。も、この市町村との連携について、県としてはどのように考えておられるのか。
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例えば、具体的に実施となれば、これは市町村が行われるわけですし、県はどちらかと例えば、具体的に実施となれば、これは市町村が行われるわけですし、県はどちらかと例えば、具体的に実施となれば、これは市町村が行われるわけですし、県はどちらかと例えば、具体的に実施となれば、これは市町村が行われるわけですし、県はどちらかと

いえば、広域的な観点のもとで進められていくことになりますし、保護者、あるいは潜在いえば、広域的な観点のもとで進められていくことになりますし、保護者、あるいは潜在いえば、広域的な観点のもとで進められていくことになりますし、保護者、あるいは潜在いえば、広域的な観点のもとで進められていくことになりますし、保護者、あるいは潜在

的に子どもを預けたいという方々へのアンケート等々、これは実際には市町村がされると的に子どもを預けたいという方々へのアンケート等々、これは実際には市町村がされると的に子どもを預けたいという方々へのアンケート等々、これは実際には市町村がされると的に子どもを預けたいという方々へのアンケート等々、これは実際には市町村がされると

思うのですけれども、県としては、そのあたり、市町村との連携をどのように図っていこ思うのですけれども、県としては、そのあたり、市町村との連携をどのように図っていこ思うのですけれども、県としては、そのあたり、市町村との連携をどのように図っていこ思うのですけれども、県としては、そのあたり、市町村との連携をどのように図っていこ

うと考えておられるのか、方向性だけできたらお聞きしたいと思います。うと考えておられるのか、方向性だけできたらお聞きしたいと思います。うと考えておられるのか、方向性だけできたらお聞きしたいと思います。うと考えておられるのか、方向性だけできたらお聞きしたいと思います。

○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長 市町村との連携についてお答えをさせていただきます。市町村との連携についてお答えをさせていただきます。市町村との連携についてお答えをさせていただきます。市町村との連携についてお答えをさせていただきます。

市町村が実施しますニーズ調査は、積み上げて県で集計いたしまして、それも参考にし市町村が実施しますニーズ調査は、積み上げて県で集計いたしまして、それも参考にし市町村が実施しますニーズ調査は、積み上げて県で集計いたしまして、それも参考にし市町村が実施しますニーズ調査は、積み上げて県で集計いたしまして、それも参考にし

ながらいろいろ施策を検討していくことになるのですけれども、市町村との具体的な連携ながらいろいろ施策を検討していくことになるのですけれども、市町村との具体的な連携ながらいろいろ施策を検討していくことになるのですけれども、市町村との具体的な連携ながらいろいろ施策を検討していくことになるのですけれども、市町村との具体的な連携

につきましては、圏域会議を開催する予定にしておりまして、ブロックに分けて子ども・につきましては、圏域会議を開催する予定にしておりまして、ブロックに分けて子ども・につきましては、圏域会議を開催する予定にしておりまして、ブロックに分けて子ども・につきましては、圏域会議を開催する予定にしておりまして、ブロックに分けて子ども・

子育て支援新制度に向けたいろいろな準備状況や、今後の対応策について情報交換いたし子育て支援新制度に向けたいろいろな準備状況や、今後の対応策について情報交換いたし子育て支援新制度に向けたいろいろな準備状況や、今後の対応策について情報交換いたし子育て支援新制度に向けたいろいろな準備状況や、今後の対応策について情報交換いたし

まして、準備がスムーズに進むように支援していきたいと思っております。まして、準備がスムーズに進むように支援していきたいと思っております。まして、準備がスムーズに進むように支援していきたいと思っております。まして、準備がスムーズに進むように支援していきたいと思っております。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 これは今後の取り組みなので、もう少し見守っていきたいと思うのですが、これは今後の取り組みなので、もう少し見守っていきたいと思うのですが、これは今後の取り組みなので、もう少し見守っていきたいと思うのですが、これは今後の取り組みなので、もう少し見守っていきたいと思うのですが、

先般の７月の第１回推進会議で、少しあれっと思ったのは、県内に企業誘致を強化すれば先般の７月の第１回推進会議で、少しあれっと思ったのは、県内に企業誘致を強化すれば先般の７月の第１回推進会議で、少しあれっと思ったのは、県内に企業誘致を強化すれば先般の７月の第１回推進会議で、少しあれっと思ったのは、県内に企業誘致を強化すれば

県外に働きに出ていくこともなくなり、子育てに時間的ゆとりが持てると、これは県外に働きに出ていくこともなくなり、子育てに時間的ゆとりが持てると、これは県外に働きに出ていくこともなくなり、子育てに時間的ゆとりが持てると、これは県外に働きに出ていくこともなくなり、子育てに時間的ゆとりが持てると、これは雇用雇用雇用雇用とととと

いう観点からのごいう観点からのごいう観点からのごいう観点からのご意意意意見だと思います。そうなれば、この子育て支援という観点から見れば見だと思います。そうなれば、この子育て支援という観点から見れば見だと思います。そうなれば、この子育て支援という観点から見れば見だと思います。そうなれば、この子育て支援という観点から見れば

かなりかなりかなりかなり範囲範囲範囲範囲が広くなってくるのですが広くなってくるのですが広くなってくるのですが広くなってくるのですねねねね。。。。当然医療当然医療当然医療当然医療もももも入入入入ってくるでしってくるでしってくるでしってくるでしょょょょうし、うし、うし、うし、当当当当たりたりたりたり前前前前のこのこのこのこ

とで保育のこともとで保育のこともとで保育のこともとで保育のことも入入入入ってくる。そしてまた、ってくる。そしてまた、ってくる。そしてまた、ってくる。そしてまた、雇用雇用雇用雇用という観点もという観点もという観点もという観点も入入入入ってくる。県内で働くこってくる。県内で働くこってくる。県内で働くこってくる。県内で働くこ

とができれば、子育てをしながら働くことができると。県外に出るとなってきたら時間的とができれば、子育てをしながら働くことができると。県外に出るとなってきたら時間的とができれば、子育てをしながら働くことができると。県外に出るとなってきたら時間的とができれば、子育てをしながら働くことができると。県外に出るとなってきたら時間的

余裕余裕余裕余裕がなくなるのでということもあるでしがなくなるのでということもあるでしがなくなるのでということもあるでしがなくなるのでということもあるでしょょょょうし、もう１うし、もう１うし、もう１うし、もう１人人人人で子育てをで子育てをで子育てをで子育てを終終終終えようか、２えようか、２えようか、２えようか、２人人人人

でででで終終終終えようか、いやいや、そうじえようか、いやいや、そうじえようか、いやいや、そうじえようか、いやいや、そうじゃゃゃゃなくて３なくて３なくて３なくて３人人人人、４、４、４、４人人人人子どもを子どもを子どもを子どもを産ん産ん産ん産んでいこうかという、でいこうかという、でいこうかという、でいこうかという、雇雇雇雇

用用用用がががが非常非常非常非常にににに大大大大きな観点になってくる。そうなればかなりきな観点になってくる。そうなればかなりきな観点になってくる。そうなればかなりきな観点になってくる。そうなればかなり範囲範囲範囲範囲が広くなってくると思うので、が広くなってくると思うので、が広くなってくると思うので、が広くなってくると思うので、

ここは議ここは議ここは議ここは議論論論論もさまざまに今後されると思います。できましたらどもさまざまに今後されると思います。できましたらどもさまざまに今後されると思います。できましたらどもさまざまに今後されると思います。できましたらどんんんんどどどどんんんんそういった議そういった議そういった議そういった議論論論論をををを

膨膨膨膨らませていきながら取り組らませていきながら取り組らませていきながら取り組らませていきながら取り組んんんんでいただきたいのとでいただきたいのとでいただきたいのとでいただきたいのと同同同同時に、時に、時に、時に、最最最最後に後に後に後に奈奈奈奈良県らしい子育て支良県らしい子育て支良県らしい子育て支良県らしい子育て支

援のあり方、これはここにつながってくるのかもわかりませ援のあり方、これはここにつながってくるのかもわかりませ援のあり方、これはここにつながってくるのかもわかりませ援のあり方、これはここにつながってくるのかもわかりませんんんんけれども、このけれども、このけれども、このけれども、この奈奈奈奈良県らし良県らし良県らし良県らし

い子育てというのは、言い子育てというのは、言い子育てというのは、言い子育てというのは、言葉尻葉尻葉尻葉尻をををを捉捉捉捉えてえてえてえて申申申申しわけないのですけれども、こども・女性局長としわけないのですけれども、こども・女性局長としわけないのですけれども、こども・女性局長としわけないのですけれども、こども・女性局長と

してはどのように考えておられるのかを少しお聞きしたいと思います。してはどのように考えておられるのかを少しお聞きしたいと思います。してはどのように考えておられるのかを少しお聞きしたいと思います。してはどのように考えておられるのかを少しお聞きしたいと思います。

○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長 奈奈奈奈良県らしいという良県らしいという良県らしいという良県らしいという部部部部分につきましては、これからいろいろと分につきましては、これからいろいろと分につきましては、これからいろいろと分につきましては、これからいろいろと

探探探探っていくところですけれども、っていくところですけれども、っていくところですけれども、っていくところですけれども、私自身私自身私自身私自身が考えておりますのは、やはりが考えておりますのは、やはりが考えておりますのは、やはりが考えておりますのは、やはり奈奈奈奈良県は県外良県は県外良県は県外良県は県外就就就就業業業業

率率率率がががが高高高高いということから、いということから、いということから、いということから、就就就就業についていろいろな業についていろいろな業についていろいろな業についていろいろな課題課題課題課題もございます。そういったところもございます。そういったところもございます。そういったところもございます。そういったところ

から、１点はやはり女性、男性それから、１点はやはり女性、男性それから、１点はやはり女性、男性それから、１点はやはり女性、男性それぞぞぞぞれが働きやすい、れが働きやすい、れが働きやすい、れが働きやすい、ワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランスをンスをンスをンスを捉捉捉捉ええええ
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たたたた家庭家庭家庭家庭をををを築築築築いていく、いていく、いていく、いていく、仕仕仕仕事との調事との調事との調事との調整整整整を行う、それにを行う、それにを行う、それにを行う、それに基づ基づ基づ基づいたいろいろな子育て支援策がどいたいろいろな子育て支援策がどいたいろいろな子育て支援策がどいたいろいろな子育て支援策がど

こにあるのか、そういったこにあるのか、そういったこにあるのか、そういったこにあるのか、そういった部部部部分が、一つは分が、一つは分が、一つは分が、一つは奈奈奈奈良県らしい今後のあり方を良県らしい今後のあり方を良県らしい今後のあり方を良県らしい今後のあり方を探探探探る方向ではないる方向ではないる方向ではないる方向ではない

かと思っております。かと思っております。かと思っております。かと思っております。

また、先ほど、市町村との連携についておっしまた、先ほど、市町村との連携についておっしまた、先ほど、市町村との連携についておっしまた、先ほど、市町村との連携についておっしゃゃゃゃっていただきましたけれども、実際にっていただきましたけれども、実際にっていただきましたけれども、実際にっていただきましたけれども、実際に

各各各各市町村でいろいろな市町村でいろいろな市町村でいろいろな市町村でいろいろな形形形形で子育てに取り組で子育てに取り組で子育てに取り組で子育てに取り組んんんんでいただいておりますし、あるでいただいておりますし、あるでいただいておりますし、あるでいただいておりますし、ある意味意味意味意味ではではではでは拠拠拠拠点点点点

事業ということで事業ということで事業ということで事業ということで地地地地域のお域のお域のお域のお母母母母ささささんんんん方が集う方が集う方が集う方が集う拠拠拠拠点になるところを市町村が実際につくってお点になるところを市町村が実際につくってお点になるところを市町村が実際につくってお点になるところを市町村が実際につくってお

られます。そういったところにつきまして県としてどういう支援ができるのか、られます。そういったところにつきまして県としてどういう支援ができるのか、られます。そういったところにつきまして県としてどういう支援ができるのか、られます。そういったところにつきまして県としてどういう支援ができるのか、レベルレベルレベルレベルアアアア

ッッッッププププと言ったらと言ったらと言ったらと言ったら失礼失礼失礼失礼になるかもわからないですけれども、質の向上であるとか、そういうになるかもわからないですけれども、質の向上であるとか、そういうになるかもわからないですけれども、質の向上であるとか、そういうになるかもわからないですけれども、質の向上であるとか、そういう

部部部部分を県が分を県が分を県が分を県が担担担担いつつ市町村と連携していく、いろいろな見方があるかと思いますので、こいつつ市町村と連携していく、いろいろな見方があるかと思いますので、こいつつ市町村と連携していく、いろいろな見方があるかと思いますので、こいつつ市町村と連携していく、いろいろな見方があるかと思いますので、こ

ども・子育て推進会議でいただきますごども・子育て推進会議でいただきますごども・子育て推進会議でいただきますごども・子育て推進会議でいただきますご意意意意見をもとにしっかりと考えていきたいと考えて見をもとにしっかりと考えていきたいと考えて見をもとにしっかりと考えていきたいと考えて見をもとにしっかりと考えていきたいと考えて

おります。おります。おります。おります。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 大大大大いにいにいにいに期待期待期待期待いたしますので、よろしくお願いいたしますので、よろしくお願いいたしますので、よろしくお願いいたしますので、よろしくお願い申申申申し上げます。ありがとうござし上げます。ありがとうござし上げます。ありがとうござし上げます。ありがとうござ

いました。いました。いました。いました。

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 ほかはご質ほかはご質ほかはご質ほかはご質問問問問ありますか。ありますか。ありますか。ありますか。

先ほど、ブロックに分けてというお先ほど、ブロックに分けてというお先ほど、ブロックに分けてというお先ほど、ブロックに分けてというお話話話話がありましたけれど、どういうブロックかについがありましたけれど、どういうブロックかについがありましたけれど、どういうブロックかについがありましたけれど、どういうブロックかについ

てもう一回説明をいただきたいと思います。てもう一回説明をいただきたいと思います。てもう一回説明をいただきたいと思います。てもう一回説明をいただきたいと思います。

○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 どういうブロックにするかについては、具体的には検討どういうブロックにするかについては、具体的には検討どういうブロックにするかについては、具体的には検討どういうブロックにするかについては、具体的には検討中中中中なのですなのですなのですなのです

けれども、５圏域がけれども、５圏域がけれども、５圏域がけれども、５圏域が基礎基礎基礎基礎になりまして、それをになりまして、それをになりまして、それをになりまして、それを複数複数複数複数でするのかどうかを検討しているとこでするのかどうかを検討しているとこでするのかどうかを検討しているとこでするのかどうかを検討しているとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 はい。はい。はい。はい。

いわゆる子ども・子育て関連３いわゆる子ども・子育て関連３いわゆる子ども・子育て関連３いわゆる子ども・子育て関連３法法法法がががが衆衆衆衆議議議議院院院院のののの可決可決可決可決をををを経経経経まして、平成２４年８月１０日にまして、平成２４年８月１０日にまして、平成２４年８月１０日にまして、平成２４年８月１０日に

参議参議参議参議院院院院でででで可決可決可決可決、成、成、成、成立立立立し、し、し、し、同同同同年８月２２日に年８月２２日に年８月２２日に年８月２２日に公布公布公布公布されております。この子ども・子育て関連されております。この子ども・子育て関連されております。この子ども・子育て関連されております。この子ども・子育て関連

３３３３法法法法にににに基づ基づ基づ基づく子ども・子育て支援の新制度について、く子ども・子育て支援の新制度について、く子ども・子育て支援の新制度について、く子ども・子育て支援の新制度について、目目目目的や内的や内的や内的や内容容容容をわかりやすくご説明いをわかりやすくご説明いをわかりやすくご説明いをわかりやすくご説明い

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

○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、子ども・子育て支援新制度について説明させていただきそれでは、子ども・子育て支援新制度について説明させていただきそれでは、子ども・子育て支援新制度について説明させていただきそれでは、子ども・子育て支援新制度について説明させていただき

ます。ます。ます。ます。

今、委員長よりお今、委員長よりお今、委員長よりお今、委員長よりお話話話話がありましたように、子ども・子育て支援新制度は、がありましたように、子ども・子育て支援新制度は、がありましたように、子ども・子育て支援新制度は、がありましたように、子ども・子育て支援新制度は、法律法律法律法律上は上は上は上は昨昨昨昨年年年年

８月に８月に８月に８月に既既既既に成に成に成に成立立立立しております子ども・子育て支援しております子ども・子育て支援しております子ども・子育て支援しております子ども・子育て支援法法法法など、子ども・子育て関連の３など、子ども・子育て関連の３など、子ども・子育て関連の３など、子ども・子育て関連の３法律法律法律法律にににに

基づ基づ基づ基づく制度のことになります。この新制度は、平成２７年度からの本く制度のことになります。この新制度は、平成２７年度からの本く制度のことになります。この新制度は、平成２７年度からの本く制度のことになります。この新制度は、平成２７年度からの本格格格格実施が予定されて実施が予定されて実施が予定されて実施が予定されて

おります。おります。おります。おります。現現現現在、在、在、在、国国国国におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、詳細詳細詳細詳細なななな基基基基準等の検討が進められているところでござ準等の検討が進められているところでござ準等の検討が進められているところでござ準等の検討が進められているところでござ
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います。います。います。います。

この制度につきまして、この制度につきまして、この制度につきまして、この制度につきまして、課題課題課題課題、取り組み、スケ、取り組み、スケ、取り組み、スケ、取り組み、スケジュジュジュジューーーールルルルのののの順順順順で説明させていただきます。で説明させていただきます。で説明させていただきます。で説明させていただきます。

ままままずずずず、、、、課題課題課題課題ですが、この制度がですが、この制度がですが、この制度がですが、この制度が導入導入導入導入されることになりましたされることになりましたされることになりましたされることになりました背景背景背景背景として、として、として、として、大大大大きく分けまきく分けまきく分けまきく分けま

して子育てをめして子育てをめして子育てをめして子育てをめぐぐぐぐるるるる課題課題課題課題が３つあります。このが３つあります。このが３つあります。このが３つあります。この課題課題課題課題に対応することやに対応することやに対応することやに対応することや課題解決課題解決課題解決課題解決がががが目目目目的とな的とな的とな的とな

るわけですが、るわけですが、るわけですが、るわけですが、課題課題課題課題の１つの１つの１つの１つ目目目目としましては、としましては、としましては、としましては、乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期につきまして、子どもの発につきまして、子どもの発につきまして、子どもの発につきまして、子どもの発達達達達上上上上非常非常非常非常

にににに大切大切大切大切な時な時な時な時期期期期でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、現現現現在でしたら、在でしたら、在でしたら、在でしたら、親親親親が働いていれば保育が働いていれば保育が働いていれば保育が働いていれば保育所所所所へ、働いていなへ、働いていなへ、働いていなへ、働いていな

ければければければければ幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園へといったことになっておりますが、へといったことになっておりますが、へといったことになっておりますが、へといったことになっておりますが、親親親親の働く状況のの働く状況のの働く状況のの働く状況の違違違違いにかかわらいにかかわらいにかかわらいにかかわらずずずず質の質の質の質の

高高高高いいいい乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期のののの学校教学校教学校教学校教育と質の育と質の育と質の育と質の高高高高い保育のい保育のい保育のい保育の両両両両方が子どもの健やかな育ちを保方が子どもの健やかな育ちを保方が子どもの健やかな育ちを保方が子どもの健やかな育ちを保証証証証するためにするためにするためにするために

はははは必要必要必要必要とされているところでございます。とされているところでございます。とされているところでございます。とされているところでございます。

２つ２つ２つ２つ目目目目のののの課題課題課題課題は、子どもや子育ては、子どもや子育ては、子どもや子育ては、子どもや子育て家庭家庭家庭家庭をめをめをめをめぐぐぐぐる状況がる状況がる状況がる状況が大大大大きくきくきくきく変変変変化しておりまして、化しておりまして、化しておりまして、化しておりまして、核家核家核家核家

族族族族化や化や化や化や高齢高齢高齢高齢化、化、化、化、地地地地域の域の域の域の人人人人間関係の間関係の間関係の間関係の希薄希薄希薄希薄化などによりまして、化などによりまして、化などによりまして、化などによりまして、家庭家庭家庭家庭やややや地地地地域での子育て域での子育て域での子育て域での子育て力力力力がががが低低低低

下下下下しております。しております。しております。しております。

３つ３つ３つ３つ目目目目のののの課題課題課題課題としましては、としましては、としましては、としましては、人人人人口の口の口の口の多多多多いいいい都都都都市市市市部部部部では保育では保育では保育では保育所所所所のののの待機児童待機児童待機児童待機児童がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃいまいまいまいま

すし、すし、すし、すし、反反反反対に対に対に対に過疎地過疎地過疎地過疎地域など、子どもの域など、子どもの域など、子どもの域など、子どもの数数数数がががが減減減減少している少している少している少している地地地地域では保育域では保育域では保育域では保育所所所所のののの統廃合統廃合統廃合統廃合など、保など、保など、保など、保

育育育育機能機能機能機能をををを維維維維持できなくなっているところもございます。県内のどこでも持できなくなっているところもございます。県内のどこでも持できなくなっているところもございます。県内のどこでも持できなくなっているところもございます。県内のどこでも必要必要必要必要な保育な保育な保育な保育機能機能機能機能をををを

いかにして確保していくかがいかにして確保していくかがいかにして確保していくかがいかにして確保していくかが課題課題課題課題になっております。になっております。になっております。になっております。

繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、子育てをめしになりますが、子育てをめしになりますが、子育てをめしになりますが、子育てをめぐぐぐぐりますりますりますります課題課題課題課題の３点につきましては、１つの３点につきましては、１つの３点につきましては、１つの３点につきましては、１つ目目目目は、質は、質は、質は、質

のののの高高高高いいいい乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期のののの学校教学校教学校教学校教育と質の育と質の育と質の育と質の高高高高い保育のい保育のい保育のい保育の両両両両方を確保すること、２つ方を確保すること、２つ方を確保すること、２つ方を確保すること、２つ目目目目は、子育ては、子育ては、子育ては、子育て力力力力のののの

低下低下低下低下がありますので、それをがありますので、それをがありますので、それをがありますので、それを防止防止防止防止すること、３点すること、３点すること、３点すること、３点目目目目は、県内のどこでもは、県内のどこでもは、県内のどこでもは、県内のどこでも必要必要必要必要な保育な保育な保育な保育機能機能機能機能をををを

いかにして確保するかということでございます。いかにして確保するかということでございます。いかにして確保するかということでございます。いかにして確保するかということでございます。

こうしたこうしたこうしたこうした課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するため、新制度で取り組するため、新制度で取り組するため、新制度で取り組するため、新制度で取り組んんんんでいく取り組みがおおむでいく取り組みがおおむでいく取り組みがおおむでいく取り組みがおおむねねねね３点ござい３点ござい３点ござい３点ござい

ます。１つます。１つます。１つます。１つ目目目目の取り組みが、いわゆるの取り組みが、いわゆるの取り組みが、いわゆるの取り組みが、いわゆる幼幼幼幼保一体化でございます。質の保一体化でございます。質の保一体化でございます。質の保一体化でございます。質の高高高高いいいい幼児教幼児教幼児教幼児教育と保育育と保育育と保育育と保育

をををを総合総合総合総合的に提的に提的に提的に提供供供供する施する施する施する施設設設設としまして、としまして、としまして、としまして、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園と保育と保育と保育と保育所所所所のののの両両両両方のよさをあわせ持つ認定こど方のよさをあわせ持つ認定こど方のよさをあわせ持つ認定こど方のよさをあわせ持つ認定こど

もももも園園園園のののの普及普及普及普及でございます。でございます。でございます。でございます。現現現現在も認定こども在も認定こども在も認定こども在も認定こども園園園園制度はございますが、新制度におきまして制度はございますが、新制度におきまして制度はございますが、新制度におきまして制度はございますが、新制度におきまして

は、は、は、は、設置設置設置設置のためののためののためののための手続手続手続手続のののの簡素簡素簡素簡素化や化や化や化や財政財政財政財政支援の支援の支援の支援の充充充充実などによりまして、市町村におけるニー実などによりまして、市町村におけるニー実などによりまして、市町村におけるニー実などによりまして、市町村におけるニー

ズにズにズにズに基づ基づ基づ基づきますが、きますが、きますが、きますが、数数数数ををををふふふふやしていくことがやしていくことがやしていくことがやしていくことが目指目指目指目指されております。されております。されております。されております。

２つ２つ２つ２つ目目目目の取り組みとしましては、の取り組みとしましては、の取り組みとしましては、の取り組みとしましては、全全全全ての子育てての子育てての子育てての子育て家庭家庭家庭家庭を対を対を対を対象象象象とする支援としまして、子育とする支援としまして、子育とする支援としまして、子育とする支援としまして、子育

てててて相談相談相談相談とか一時預かり、とか一時預かり、とか一時預かり、とか一時預かり、親親親親子交子交子交子交流流流流のののの場場場場やややや放課放課放課放課後後後後児童児童児童児童ククククララララブブブブ数数数数ををををふふふふやすなど、市町村それやすなど、市町村それやすなど、市町村それやすなど、市町村それぞぞぞぞ

れのれのれのれの地地地地域のニーズに応じて域のニーズに応じて域のニーズに応じて域のニーズに応じて多様多様多様多様な子育て支援をな子育て支援をな子育て支援をな子育て支援を充充充充実させることでございます。実させることでございます。実させることでございます。実させることでございます。

３つ３つ３つ３つ目目目目の取り組みは、保育のの取り組みは、保育のの取り組みは、保育のの取り組みは、保育の充充充充実でございます。ま実でございます。ま実でございます。ま実でございます。まずずずず、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童をなくすため、保育のをなくすため、保育のをなくすため、保育のをなくすため、保育の
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受受受受けけけけ入入入入れれれれ人数人数人数人数ををををふふふふやすことです。市町村が保育やすことです。市町村が保育やすことです。市町村が保育やすことです。市町村が保育所所所所や認定こどもや認定こどもや認定こどもや認定こども園園園園、、、、小規模小規模小規模小規模保育など、それ保育など、それ保育など、それ保育など、それ

ぞぞぞぞれのれのれのれの地地地地域で域で域で域で選択選択選択選択した方した方した方した方法法法法によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、必要必要必要必要な保育な保育な保育な保育量量量量を計画的に確保していただくことを計画的に確保していただくことを計画的に確保していただくことを計画的に確保していただくこと

になりますが、県とになりますが、県とになりますが、県とになりますが、県と国国国国もこれをもこれをもこれをもこれを財政財政財政財政支援していこうということでございます。また、子ど支援していこうということでございます。また、子ど支援していこうということでございます。また、子ど支援していこうということでございます。また、子ど

もがもがもがもが減減減減少している少している少している少している地地地地域につきましても、域につきましても、域につきましても、域につきましても、家庭家庭家庭家庭的保育や的保育や的保育や的保育や小規模小規模小規模小規模保育などの保育などの保育などの保育などの財政財政財政財政支援を新たに支援を新たに支援を新たに支援を新たに

導入導入導入導入しまして、しまして、しまして、しまして、必要必要必要必要な保育な保育な保育な保育機能機能機能機能や子育て支援をや子育て支援をや子育て支援をや子育て支援を維維維維持できるように支援することとなってお持できるように支援することとなってお持できるように支援することとなってお持できるように支援することとなってお

ります。ります。ります。ります。

繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、新制度の取り組みはおおむしになりますが、新制度の取り組みはおおむしになりますが、新制度の取り組みはおおむしになりますが、新制度の取り組みはおおむねねねね３点でございます。１つ３点でございます。１つ３点でございます。１つ３点でございます。１つ目目目目が、質が、質が、質が、質

のののの高高高高いいいい幼児教幼児教幼児教幼児教育と保育を育と保育を育と保育を育と保育を総合総合総合総合的に提的に提的に提的に提供供供供する認定こどもする認定こどもする認定こどもする認定こども園園園園のののの普及普及普及普及、２つ、２つ、２つ、２つ目目目目が、が、が、が、多様多様多様多様な子育てな子育てな子育てな子育て

支援の支援の支援の支援の充充充充実、３つ実、３つ実、３つ実、３つ目目目目が、それが、それが、それが、それぞぞぞぞれの市町村でのれの市町村でのれの市町村でのれの市町村での選択選択選択選択にににに従従従従った保育のった保育のった保育のった保育の充充充充実でございます。実でございます。実でございます。実でございます。

これらが子ども・子育て支援新制度のこれらが子ども・子育て支援新制度のこれらが子ども・子育て支援新制度のこれらが子ども・子育て支援新制度の課題課題課題課題と取り組みでございますが、と取り組みでございますが、と取り組みでございますが、と取り組みでございますが、最最最最後にスケ後にスケ後にスケ後にスケジュジュジュジュ

ーーーールルルルについて説明いたします。について説明いたします。について説明いたします。について説明いたします。

新制度の実施新制度の実施新制度の実施新制度の実施主主主主体であります市町村におきまして、先ほどもお体であります市町村におきまして、先ほどもお体であります市町村におきまして、先ほどもお体であります市町村におきまして、先ほどもお話話話話がありました、がありました、がありました、がありました、住民住民住民住民ニニニニ

ーズを把握するため、ことしじーズを把握するため、ことしじーズを把握するため、ことしじーズを把握するため、ことしじゅゅゅゅうに子育てや子育て支援に関するニーズ調査を実施するうに子育てや子育て支援に関するニーズ調査を実施するうに子育てや子育て支援に関するニーズ調査を実施するうに子育てや子育て支援に関するニーズ調査を実施する

こととなっております。ことしから来年にかけて集計ができてまいります。こととなっております。ことしから来年にかけて集計ができてまいります。こととなっております。ことしから来年にかけて集計ができてまいります。こととなっております。ことしから来年にかけて集計ができてまいります。現現現現在、在、在、在、国国国国におにおにおにお

きましてきましてきましてきまして詳細詳細詳細詳細なななな基基基基準等の検討が進められていることもありまして、来年の年明けから、県準等の検討が進められていることもありまして、来年の年明けから、県準等の検討が進められていることもありまして、来年の年明けから、県準等の検討が進められていることもありまして、来年の年明けから、県

及び及び及び及び市町村におきまして新制度に向けた計画策定の議市町村におきまして新制度に向けた計画策定の議市町村におきまして新制度に向けた計画策定の議市町村におきまして新制度に向けた計画策定の議論論論論が本が本が本が本格格格格化する予定となっておりま化する予定となっておりま化する予定となっておりま化する予定となっておりま

す。来年度後す。来年度後す。来年度後す。来年度後半半半半からは、新制度におけます保育やからは、新制度におけます保育やからは、新制度におけます保育やからは、新制度におけます保育や幼児教幼児教幼児教幼児教育、子育て支援事業を育、子育て支援事業を育、子育て支援事業を育、子育て支援事業を利用利用利用利用していしていしていしてい

ただくための具体的な準備ただくための具体的な準備ただくための具体的な準備ただくための具体的な準備期期期期間となりまして、平成２７年度からの本間となりまして、平成２７年度からの本間となりまして、平成２７年度からの本間となりまして、平成２７年度からの本格格格格実施が予定されて実施が予定されて実施が予定されて実施が予定されて

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

以以以以上で説明を上で説明を上で説明を上で説明を終終終終わります。わります。わります。わります。

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 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。

何何何何かごかごかごかご意意意意見、ご質見、ご質見、ご質見、ご質問問問問ございませございませございませございませんんんんか。か。か。か。

ほかになければ、これをもちまして質疑をほかになければ、これをもちまして質疑をほかになければ、これをもちまして質疑をほかになければ、これをもちまして質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。

今後、本委員会が今後、本委員会が今後、本委員会が今後、本委員会が所管所管所管所管いたします子育て支援いたします子育て支援いたします子育て支援いたします子育て支援及び及び及び及び少子化対策に関する少子化対策に関する少子化対策に関する少子化対策に関する審審審審議や議議や議議や議議や議論論論論をよりをよりをよりをより

深深深深めていくために、次回の委員会におきまして、めていくために、次回の委員会におきまして、めていくために、次回の委員会におきまして、めていくために、次回の委員会におきまして、奈奈奈奈良県の状況や良県の状況や良県の状況や良県の状況や課題課題課題課題についてについてについてについて理理理理事者から、事者から、事者から、事者から、

デデデデーーーータタタタのののの資料資料資料資料にににに基づ基づ基づ基づいての説明をお願いしたいと思います。内いての説明をお願いしたいと思います。内いての説明をお願いしたいと思います。内いての説明をお願いしたいと思います。内容容容容といたしましては、出といたしましては、出といたしましては、出といたしましては、出生生生生

数数数数とか保育とか保育とか保育とか保育所所所所、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待、、、、母母母母子保健などの子どもや子育て子保健などの子どもや子育て子保健などの子どもや子育て子保健などの子どもや子育て家庭家庭家庭家庭を取りを取りを取りを取り巻巻巻巻く状況にく状況にく状況にく状況に

ついて、また、ついて、また、ついて、また、ついて、また、ワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランスの推進を含みます女性のンスの推進を含みます女性のンスの推進を含みます女性のンスの推進を含みます女性の就労就労就労就労等について次回説等について次回説等について次回説等について次回説

明をお願いしたいと思います。明をお願いしたいと思います。明をお願いしたいと思います。明をお願いしたいと思います。

それでは、それでは、それでは、それでは、理理理理事者の方はご事者の方はご事者の方はご事者の方はご退退退退室をお願いいたします。どうもご室をお願いいたします。どうもご室をお願いいたします。どうもご室をお願いいたします。どうもご苦労苦労苦労苦労さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。
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委員の方はしばらくお委員の方はしばらくお委員の方はしばらくお委員の方はしばらくお残残残残り願います。り願います。り願います。り願います。

（（（（理理理理事者事者事者事者退席退席退席退席））））

それでは、本日の委員会をそれでは、本日の委員会をそれでは、本日の委員会をそれでは、本日の委員会を受受受受けまして、委員間討議を行いたいと思います。けまして、委員間討議を行いたいと思います。けまして、委員間討議を行いたいと思います。けまして、委員間討議を行いたいと思います。

ままままず初ず初ず初ず初めに、８月に行いました県内調査のめに、８月に行いました県内調査のめに、８月に行いました県内調査のめに、８月に行いました県内調査の概要概要概要概要につきましてご報告をさせていただきまにつきましてご報告をさせていただきまにつきましてご報告をさせていただきまにつきましてご報告をさせていただきま

す。おす。おす。おす。お手元手元手元手元ににににカラカラカラカラーのーのーのーの写真写真写真写真がががが入入入入った報告った報告った報告った報告書書書書がございますので、ごらがございますので、ごらがございますので、ごらがございますので、ごらんんんんいただきたいと思いいただきたいと思いいただきたいと思いいただきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

その後、その後、その後、その後、当当当当委員会の委員会の委員会の委員会の所管所管所管所管事項であります子育て支援と少子化対策について、今後事項であります子育て支援と少子化対策について、今後事項であります子育て支援と少子化対策について、今後事項であります子育て支援と少子化対策について、今後特特特特に議に議に議に議

論論論論をををを深深深深めるめるめるめるべべべべきききき課題課題課題課題やややや論論論論点についてご点についてご点についてご点についてご協協協協議をいただきたいと思いますのでよろしくお願い議をいただきたいと思いますのでよろしくお願い議をいただきたいと思いますのでよろしくお願い議をいただきたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。

また、参考また、参考また、参考また、参考資料資料資料資料として、子育て支援、少子化対策に係る県の施策をとして、子育て支援、少子化対策に係る県の施策をとして、子育て支援、少子化対策に係る県の施策をとして、子育て支援、少子化対策に係る県の施策を整理整理整理整理したしたしたした資料資料資料資料をおをおをおをお手手手手

元元元元にににに配付配付配付配付しておりますので、参考にしていただければと思います。しておりますので、参考にしていただければと思います。しておりますので、参考にしていただければと思います。しておりますので、参考にしていただければと思います。

それでは、県内調査のそれでは、県内調査のそれでは、県内調査のそれでは、県内調査の概要概要概要概要をごらをごらをごらをごらんんんん願います。願います。願います。願います。

県内調査は、平成２５年８月２日に実施いたしまして、あか県内調査は、平成２５年８月２日に実施いたしまして、あか県内調査は、平成２５年８月２日に実施いたしまして、あか県内調査は、平成２５年８月２日に実施いたしまして、あかねねねね保育保育保育保育園及び飛鳥学院園及び飛鳥学院園及び飛鳥学院園及び飛鳥学院につにつにつにつ

いての調査を行いました。いての調査を行いました。いての調査を行いました。いての調査を行いました。

調査の調査の調査の調査の概要概要概要概要としましては、あかとしましては、あかとしましては、あかとしましては、あかねねねね保育保育保育保育園園園園では、では、では、では、安心安心安心安心して子育てができ、子どもからお年して子育てができ、子どもからお年して子育てができ、子どもからお年して子育てができ、子どもからお年

寄寄寄寄りまでりまでりまでりまで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地地地地域を域を域を域を目指目指目指目指して、して、して、して、地地地地域とともに域とともに域とともに域とともに歩歩歩歩む保育む保育む保育む保育園園園園としてとしてとしてとして延延延延長保育や長保育や長保育や長保育や病病病病

後後後後児児児児保育に取り組まれ、働く保護者とその子どもたちにとりましては保育に取り組まれ、働く保護者とその子どもたちにとりましては保育に取り組まれ、働く保護者とその子どもたちにとりましては保育に取り組まれ、働く保護者とその子どもたちにとりましては必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠な施な施な施な施設設設設にににに

なっています。また、そのなっています。また、そのなっています。また、そのなっています。また、その経験経験経験経験とととと総合総合総合総合的的的的力量力量力量力量をををを生生生生かして、かして、かして、かして、地地地地域子育て支援域子育て支援域子育て支援域子育て支援セセセセンンンンタタタターーーーＰｅａＰｅａＰｅａＰｅａ

ｃｅｃｅｃｅｃｅをををを運営運営運営運営することで、することで、することで、することで、助助助助けけけけ合合合合うううう地地地地域域域域づづづづくりが推進され、子育て支援のくりが推進され、子育て支援のくりが推進され、子育て支援のくりが推進され、子育て支援の拠拠拠拠点として点として点として点として期待期待期待期待でででで

きるものです。きるものです。きるものです。きるものです。

次に、次に、次に、次に、社社社社会会会会福祉法人福祉法人福祉法人福祉法人のののの飛鳥学院飛鳥学院飛鳥学院飛鳥学院は、は、は、は、児童養児童養児童養児童養護施護施護施護施設飛鳥学院設飛鳥学院設飛鳥学院設飛鳥学院をはじめとして、子育てのをはじめとして、子育てのをはじめとして、子育てのをはじめとして、子育ての相相相相

談談談談・援・援・援・援助助助助のののの専門機専門機専門機専門機関としての関としての関としての関としての児童家庭相談セ児童家庭相談セ児童家庭相談セ児童家庭相談センンンンタタタターあすか、ーあすか、ーあすか、ーあすか、奈奈奈奈良県良県良県良県児童虐待防止ネ児童虐待防止ネ児童虐待防止ネ児童虐待防止ネットットットットワワワワ

ークきークきークきークきずずずずなをなをなをなを運営運営運営運営するなど、するなど、するなど、するなど、法人法人法人法人のののの有有有有するするするする人材人材人材人材とととと機能機能機能機能をををを活用活用活用活用して、して、して、して、児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉の分野での分野での分野での分野で地地地地域域域域

における子育てにおける子育てにおける子育てにおける子育て社社社社会支援の会支援の会支援の会支援の総合総合総合総合施施施施設設設設としてとしてとしてとして大大大大いにいにいにいに期待期待期待期待できるものです。できるものです。できるものです。できるものです。

以以以以上、県内調査の報告とさせていただきます。上、県内調査の報告とさせていただきます。上、県内調査の報告とさせていただきます。上、県内調査の報告とさせていただきます。

それでは、ただいまの報告を含めまして、それでは、ただいまの報告を含めまして、それでは、ただいまの報告を含めまして、それでは、ただいまの報告を含めまして、当当当当委員会で取り組む委員会で取り組む委員会で取り組む委員会で取り組むべべべべき方向や、また、き方向や、また、き方向や、また、き方向や、また、特特特特にににに

議議議議論論論論をををを深深深深めるめるめるめるべべべべきききき課題課題課題課題についてごについてごについてごについてご協協協協議をいただきたいと思います。議をいただきたいと思います。議をいただきたいと思います。議をいただきたいと思います。

このこのこのこの前前前前のののの感想感想感想感想などでも結などでも結などでも結などでも結構構構構ですし、ざっくばらですし、ざっくばらですし、ざっくばらですし、ざっくばらんんんんにおにおにおにお感感感感じになっていることをご発言願じになっていることをご発言願じになっていることをご発言願じになっていることをご発言願

います。います。います。います。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 委員長いいですか。委員長いいですか。委員長いいですか。委員長いいですか。
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もちろもちろもちろもちろんんんん子育ての、例えば保育子育ての、例えば保育子育ての、例えば保育子育ての、例えば保育園園園園、先ほど委員長からもありました、先ほど委員長からもありました、先ほど委員長からもありました、先ほど委員長からもありました幼幼幼幼保一保一保一保一元元元元化等々の今化等々の今化等々の今化等々の今

後の方向性も含めた議後の方向性も含めた議後の方向性も含めた議後の方向性も含めた議論論論論ですが、ですが、ですが、ですが、座座座座ったままでいいですか。ったままでいいですか。ったままでいいですか。ったままでいいですか。

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 はい。はい。はい。はい。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 そういった議そういった議そういった議そういった議論論論論もももも非常非常非常非常にににに大切大切大切大切でありますし、もう１点は、でありますし、もう１点は、でありますし、もう１点は、でありますし、もう１点は、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待ですですですですねねねね。。。。

ここもやはりここもやはりここもやはりここもやはり大大大大きなきなきなきな社社社社会会会会問題問題問題問題となっておりますし、いわゆる通報というか、そういったことなっておりますし、いわゆる通報というか、そういったことなっておりますし、いわゆる通報というか、そういったことなっておりますし、いわゆる通報というか、そういったこ

ともともともとも促促促促すすすす中中中中で、かなりそので、かなりそので、かなりそので、かなりその数数数数ももももふふふふえてきていると。通報のえてきていると。通報のえてきていると。通報のえてきていると。通報の数数数数ははははふふふふえているのですけれど、えているのですけれど、えているのですけれど、えているのですけれど、

実際にそれからの実際にそれからの実際にそれからの実際にそれからの流流流流れというのはどうなっているのかというところも、れというのはどうなっているのかというところも、れというのはどうなっているのかというところも、れというのはどうなっているのかというところも、私私私私どもに見えにくどもに見えにくどもに見えにくどもに見えにく

いいいい部部部部分がありますし、実際に分がありますし、実際に分がありますし、実際に分がありますし、実際に虐待虐待虐待虐待をををを受受受受けている子どものけている子どものけている子どものけている子どもの被害被害被害被害も含めて、もう少し実も含めて、もう少し実も含めて、もう少し実も含めて、もう少し実態態態態調査調査調査調査

もしなければいけないのではないかと思います。そういったもしなければいけないのではないかと思います。そういったもしなければいけないのではないかと思います。そういったもしなければいけないのではないかと思います。そういった課題課題課題課題も取り上げながら、委員も取り上げながら、委員も取り上げながら、委員も取り上げながら、委員

会としては取り組会としては取り組会としては取り組会としては取り組んんんんでいけばどうかと思います。でいけばどうかと思います。でいけばどうかと思います。でいけばどうかと思います。

それと、ここにもあるように、それと、ここにもあるように、それと、ここにもあるように、それと、ここにもあるように、ＤＶＤＶＤＶＤＶも含めて、女性のいわゆる子育て、あるいはさまざも含めて、女性のいわゆる子育て、あるいはさまざも含めて、女性のいわゆる子育て、あるいはさまざも含めて、女性のいわゆる子育て、あるいはさまざ

まなそれに関連してのまなそれに関連してのまなそれに関連してのまなそれに関連しての悩悩悩悩み事、み事、み事、み事、相談相談相談相談事等々もありますし、実際の事等々もありますし、実際の事等々もありますし、実際の事等々もありますし、実際の現現現現状というものも状というものも状というものも状というものも我我我我々と々と々と々と

しては把握をしながら進めていくしては把握をしながら進めていくしては把握をしながら進めていくしては把握をしながら進めていくべべべべきかと思うのです。先ほど委員長がきかと思うのです。先ほど委員長がきかと思うのです。先ほど委員長がきかと思うのです。先ほど委員長が資料資料資料資料のののの請求請求請求請求をされをされをされをされ

たので、そのたので、そのたので、そのたので、その資料資料資料資料を見ながら、実際のを見ながら、実際のを見ながら、実際のを見ながら、実際の話話話話もお聞きしながら進めていただきたいと思います。もお聞きしながら進めていただきたいと思います。もお聞きしながら進めていただきたいと思います。もお聞きしながら進めていただきたいと思います。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 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。

乾委員、どうでし乾委員、どうでし乾委員、どうでし乾委員、どうでしょょょょうか。この間、県内調査も行かれて、うか。この間、県内調査も行かれて、うか。この間、県内調査も行かれて、うか。この間、県内調査も行かれて、何何何何かかかか感想感想感想感想なり、いろいろごなり、いろいろごなり、いろいろごなり、いろいろご意意意意

見なりをお願いします。見なりをお願いします。見なりをお願いします。見なりをお願いします。

○乾委員○乾委員○乾委員○乾委員 よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。

この間の県内調査はなかなかいいこの間の県内調査はなかなかいいこの間の県内調査はなかなかいいこの間の県内調査はなかなかいい勉勉勉勉強になりましたし、今後、強になりましたし、今後、強になりましたし、今後、強になりましたし、今後、機機機機会があればまた会があればまた会があればまた会があればまた違違違違う施う施う施う施

設設設設を回って、また子どものを回って、また子どものを回って、また子どものを回って、また子どもの虐待虐待虐待虐待が本が本が本が本当当当当に見えてこない点がに見えてこない点がに見えてこない点がに見えてこない点が多多多多いと思いますので、そういういと思いますので、そういういと思いますので、そういういと思いますので、そういう

ことをまたこの委員会でいろいろことをまたこの委員会でいろいろことをまたこの委員会でいろいろことをまたこの委員会でいろいろ勉勉勉勉強していきたいと思います。強していきたいと思います。強していきたいと思います。強していきたいと思います。

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 出口委員、出口委員、出口委員、出口委員、何何何何か今後の進め方とか、いろいろおか今後の進め方とか、いろいろおか今後の進め方とか、いろいろおか今後の進め方とか、いろいろお感感感感じになっておられることじになっておられることじになっておられることじになっておられること

がありましたらお願いします。がありましたらお願いします。がありましたらお願いします。がありましたらお願いします。

○出口委員○出口委員○出口委員○出口委員 もうもうもうもう我我我我々、子育ても々、子育ても々、子育ても々、子育ても全全全全てててて終終終終わっていますということで、ちわっていますということで、ちわっていますということで、ちわっていますということで、ちょょょょっとっとっとっと遠遠遠遠のいていのいていのいていのいてい

ますから、実ますから、実ますから、実ますから、実感感感感がちがちがちがちょょょょっとっとっとっと薄薄薄薄れてございます。まあまあれてございます。まあまあれてございます。まあまあれてございます。まあまあ皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお任任任任せしておきます。せしておきます。せしておきます。せしておきます。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 委員長、もう１点いいですか。委員長、もう１点いいですか。委員長、もう１点いいですか。委員長、もう１点いいですか。

済済済済みませみませみませみませんんんん。。。。若干若干若干若干申申申申しわけないです。しわけないです。しわけないです。しわけないです。

保育保育保育保育士士士士の確保というのもの確保というのもの確保というのもの確保というのも非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題かと思うのです。保育かと思うのです。保育かと思うのです。保育かと思うのです。保育士士士士のののの資格資格資格資格を取られても、を取られても、を取られても、を取られても、

またそういうまたそういうまたそういうまたそういう学校学校学校学校へ行かれても、保育へ行かれても、保育へ行かれても、保育へ行かれても、保育園園園園にににに就就就就職されない方もたくさ職されない方もたくさ職されない方もたくさ職されない方もたくさんんんんおられると聞いておおられると聞いておおられると聞いておおられると聞いてお
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ります。ります。ります。ります。就就就就職されても、いわゆる職されても、いわゆる職されても、いわゆる職されても、いわゆる雇用雇用雇用雇用環境環境環境環境、、、、労労労労働働働働環境環境環境環境が、が、が、が、余余余余りりりり自自自自分の思っていたようなこ分の思っていたようなこ分の思っていたようなこ分の思っていたようなこ

とではなくて、すとではなくて、すとではなくて、すとではなくて、すぐぐぐぐにににに退退退退職される方もおられるので、そういう実職される方もおられるので、そういう実職される方もおられるので、そういう実職される方もおられるので、そういう実態態態態もつもつもつもつぶぶぶぶさにさにさにさに知知知知りたいとりたいとりたいとりたいと

思いますので、そういう取り組みも、思いますので、そういう取り組みも、思いますので、そういう取り組みも、思いますので、そういう取り組みも、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でお願いできたらと思います。でお願いできたらと思います。でお願いできたらと思います。でお願いできたらと思います。

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 先日、県内調査をさせていただきまして、先日、県内調査をさせていただきまして、先日、県内調査をさせていただきまして、先日、県内調査をさせていただきまして、飛鳥学院飛鳥学院飛鳥学院飛鳥学院のののの理理理理事長が言われてい事長が言われてい事長が言われてい事長が言われてい

たのですけれども、たのですけれども、たのですけれども、たのですけれども、虐待虐待虐待虐待の件の件の件の件数数数数は年々ものすごくは年々ものすごくは年々ものすごくは年々ものすごくふふふふえているのに、実際施えているのに、実際施えているのに、実際施えているのに、実際施設設設設にににに入入入入る子どもる子どもる子どもる子ども

ささささんんんんはははは全国全国全国全国で４で４で４で４，，，，００００００００００００人ぐ人ぐ人ぐ人ぐらいで、ほとらいで、ほとらいで、ほとらいで、ほとんんんんどどどど変変変変わっていないと。だから、そこのわっていないと。だから、そこのわっていないと。だから、そこのわっていないと。だから、そこの差差差差のとのとのとのと

ころに、一体どういう状ころに、一体どういう状ころに、一体どういう状ころに、一体どういう状態態態態に子どもがに子どもがに子どもがに子どもが置置置置かれているのかというようなことを言われまして、かれているのかというようなことを言われまして、かれているのかというようなことを言われまして、かれているのかというようなことを言われまして、

やはりそういうやはりそういうやはりそういうやはりそういう漏漏漏漏れているところの実れているところの実れているところの実れているところの実態態態態をををを奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の中中中中でないようにしていかなければいけでないようにしていかなければいけでないようにしていかなければいけでないようにしていかなければいけ

ないとないとないとないと感感感感じたわけですが、今後、じたわけですが、今後、じたわけですが、今後、じたわけですが、今後、当当当当委員会の委員会の委員会の委員会の所管所管所管所管であります子育て支援や少子化対策につであります子育て支援や少子化対策につであります子育て支援や少子化対策につであります子育て支援や少子化対策につ

いて、委員間の討議をする上でいて、委員間の討議をする上でいて、委員間の討議をする上でいて、委員間の討議をする上で勉勉勉勉強会の強会の強会の強会の意味意味意味意味も含めまして、子育て支援に関するも含めまして、子育て支援に関するも含めまして、子育て支援に関するも含めまして、子育て支援に関するテテテテーーーーママママでででで

のののの講演講演講演講演会なり会なり会なり会なり学学学学習習習習会なりをしたらどうかと思っております。日会なりをしたらどうかと思っております。日会なりをしたらどうかと思っております。日会なりをしたらどうかと思っております。日程程程程につきましては次回、１につきましては次回、１につきましては次回、１につきましては次回、１

２月定例会の事２月定例会の事２月定例会の事２月定例会の事前前前前委員会までにと思っております。この件について、ご委員会までにと思っております。この件について、ご委員会までにと思っております。この件について、ご委員会までにと思っております。この件について、ご協協協協議いただけたら議いただけたら議いただけたら議いただけたら

と思いますけれども、いかがでしと思いますけれども、いかがでしと思いますけれども、いかがでしと思いますけれども、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「もう開催することにはもう開催することにはもう開催することにはもう開催することには異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんん。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。。。。」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 よろしいでしよろしいでしよろしいでしよろしいでしょょょょうか。先ほどもうか。先ほどもうか。先ほどもうか。先ほども触触触触れましたが、子どものれましたが、子どものれましたが、子どものれましたが、子どもの貧困貧困貧困貧困のののの問題問題問題問題などをなどをなどをなどを

テテテテーーーーママママにしてにしてにしてにして勉勉勉勉強会をするのもいいかということも考えておりますので、その点につきま強会をするのもいいかということも考えておりますので、その点につきま強会をするのもいいかということも考えておりますので、その点につきま強会をするのもいいかということも考えておりますので、その点につきま

して、して、して、して、ぜひぜひぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

そうしましたら、そうしましたら、そうしましたら、そうしましたら、講演講演講演講演会につきましても、日会につきましても、日会につきましても、日会につきましても、日程程程程や内や内や内や内容容容容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正正正正副委員長副委員長副委員長副委員長協協協協議の議の議の議の

上で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。上で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。上で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。上で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

（（（（「「「「お願いしますお願いしますお願いしますお願いします」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

これをもちまして委員間の討議をこれをもちまして委員間の討議をこれをもちまして委員間の討議をこれをもちまして委員間の討議を終終終終わります。わります。わります。わります。

本日の委員会はこれをもちまして本日の委員会はこれをもちまして本日の委員会はこれをもちまして本日の委員会はこれをもちまして終終終終わりました。どうもごわりました。どうもごわりました。どうもごわりました。どうもご苦労苦労苦労苦労さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。


