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厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火火火火）））） １３１３１３１３：：：：０５０５０５０５～～～～１６１６１６１６：：：：０２０２０２０２開催日時開催日時開催日時開催日時 第第第第１１１１委員会室委員会室委員会室委員会室開催場所開催場所開催場所開催場所 ９９９９名名名名出席委員出席委員出席委員出席委員 田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長田中 惟允 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 副委員長小林 茂樹 委員小林 茂樹 委員小林 茂樹 委員小林 茂樹 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 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 委員なしなしなしなし欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 杉田 健康福祉部長杉田 健康福祉部長杉田 健康福祉部長杉田 健康福祉部長出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 速見速見速見速見 こどもこどもこどもこども家庭局長家庭局長家庭局長家庭局長武末 医療政策部長武末 医療政策部長武末 医療政策部長武末 医療政策部長宮谷宮谷宮谷宮谷 くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長 ほかほかほかほか、、、、関係職員関係職員関係職員関係職員なしなしなしなし傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者議 事議 事議 事議 事（（（（１１１１））））議案議案議案議案のののの審査審査審査審査についてについてについてについて《《《《平成平成平成平成２２２２２２２２年度議案年度議案年度議案年度議案》》》》議第議第議第議第４４４４４４４４号 県立矢田自然公園用地号 県立矢田自然公園用地号 県立矢田自然公園用地号 県立矢田自然公園用地のののの取得取得取得取得についてについてについてについて報第報第報第報第 １１１１号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度奈良県一般会計予算繰越計算書年度奈良県一般会計予算繰越計算書年度奈良県一般会計予算繰越計算書年度奈良県一般会計予算繰越計算書のののの報告報告報告報告についてについてについてについて・・・・平成平成平成平成２１２１２１２１年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書（（（（厚生委員会所管分厚生委員会所管分厚生委員会所管分厚生委員会所管分））））報第報第報第報第 ２２２２号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算繰越計算書予算繰越計算書予算繰越計算書予算繰越計算書のののの報告報告報告報告についてについてについてについて報第報第報第報第 ６６６６号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度奈良県病院事業費特別会計予算繰越計算書年度奈良県病院事業費特別会計予算繰越計算書年度奈良県病院事業費特別会計予算繰越計算書年度奈良県病院事業費特別会計予算繰越計算書のののの報告報告報告報告についてについてについてについて
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報第報第報第報第１０１０１０１０号 財団法人健号 財団法人健号 財団法人健号 財団法人健やかやかやかやか奈良支援財団奈良支援財団奈良支援財団奈良支援財団のののの経営状況経営状況経営状況経営状況のののの報告報告報告報告についてについてについてについて報第報第報第報第１１１１１１１１号 財団法人奈良県交通遺児等援護会号 財団法人奈良県交通遺児等援護会号 財団法人奈良県交通遺児等援護会号 財団法人奈良県交通遺児等援護会のののの経営状況経営状況経営状況経営状況のののの報告報告報告報告についてについてについてについて報第報第報第報第１２１２１２１２号 財団法人奈良県解放号 財団法人奈良県解放号 財団法人奈良県解放号 財団法人奈良県解放センターセンターセンターセンターのののの経営状況経営状況経営状況経営状況のののの報告報告報告報告についてについてについてについて報第報第報第報第２２２２２２２２号 地方自治法第号 地方自治法第号 地方自治法第号 地方自治法第１８０１８０１８０１８０条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる専決処分専決処分専決処分専決処分のののの報告報告報告報告につにつにつについていていていて・・・・奈良県事務処理奈良県事務処理奈良県事務処理奈良県事務処理のののの特例特例特例特例にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例（（（（２２２２））））そのそのそのその他他他他会議会議会議会議のののの経過経過経過経過 ただいまからただいまからただいまからただいまから、、、、厚生委員会厚生委員会厚生委員会厚生委員会をををを開会開会開会開会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員長委員長委員長委員長４４４４月月月月１１１１日日日日でででで議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局にににに異動異動異動異動がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、事務局長事務局長事務局長事務局長のののの自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介をおをおをおをお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。 ４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付けでけでけでけで事務局長事務局長事務局長事務局長をををを命命命命ぜられましたぜられましたぜられましたぜられました森村森村森村森村でございますでございますでございますでございます。。。。どうぞよどうぞよどうぞよどうぞよ○○○○森村事務局長森村事務局長森村事務局長森村事務局長ろしくおろしくおろしくおろしくお願願願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。。。。次次次次にににに、、、、常時出席常時出席常時出席常時出席をををを求求求求めるめるめるめる理事者理事者理事者理事者のののの変更変更変更変更についてでありますについてでありますについてでありますについてであります。。。。○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員長委員長委員長委員長今般今般今般今般のののの組織組織組織組織のののの見直見直見直見直しししし、、、、人事異動等人事異動等人事異動等人事異動等によりによりによりにより出席要求出席要求出席要求出席要求するするするする理事者理事者理事者理事者をををを変更変更変更変更するするするする手続手続手続手続がががが生生生生じましじましじましじましたのでたのでたのでたので、、、、おおおお手元手元手元手元にににに配付配付配付配付しておりますしておりますしておりますしております資料資料資料資料のとおりのとおりのとおりのとおり変更変更変更変更しておりますのでごしておりますのでごしておりますのでごしておりますのでご了承願了承願了承願了承願いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、異動異動異動異動のあったのあったのあったのあった理事者理事者理事者理事者のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長、、、、こどもこどもこどもこども家庭局長家庭局長家庭局長家庭局長、、、、医療政策部長医療政策部長医療政策部長医療政策部長、、、、くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長のののの順順順順にににに自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介またはまたはまたはまたは異動異動異動異動のあったのあったのあったのあった職員職員職員職員のののの紹介紹介紹介紹介をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。今年度今年度今年度今年度からからからから所掌事務所掌事務所掌事務所掌事務のののの見直見直見直見直しにしにしにしに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、福祉部福祉部福祉部福祉部からからからから健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部○○○○杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長にににに改改改改めましてめましてめましてめまして引引引引きききき続続続続きききき部長部長部長部長をををを拝拝拝拝命命命命しておりますしておりますしておりますしております杉田杉田杉田杉田でございますでございますでございますでございます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、部部部部内内内内のののの異動異動異動異動のあったのあったのあったのあった職員職員職員職員のののの紹介紹介紹介紹介をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。ままままずずずず、、、、平井健康福祉部次長平井健康福祉部次長平井健康福祉部次長平井健康福祉部次長企画企画企画企画管理室長事務取管理室長事務取管理室長事務取管理室長事務取扱扱扱扱でございますでございますでございますでございます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○平井健康福祉部次長企画管理室長事務取扱平井健康福祉部次長企画管理室長事務取扱平井健康福祉部次長企画管理室長事務取扱平井健康福祉部次長企画管理室長事務取扱続続続続ききききましてましてましてまして、、、、西本西本西本西本地地地地域域域域福祉福祉福祉福祉課課課課長長長長でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長 よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○西本地域福祉課長西本地域福祉課長西本地域福祉課長西本地域福祉課長 中田中田中田中田監監監監査査査査指導指導指導指導室長室長室長室長でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長 よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○中田監査指導室長中田監査指導室長中田監査指導室長中田監査指導室長 榎原保険指導課榎原保険指導課榎原保険指導課榎原保険指導課長長長長でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長
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よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○榎原保険指導課長榎原保険指導課長榎原保険指導課長榎原保険指導課長 橋本橋本橋本橋本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長長長でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長 よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○橋本健康橋本健康橋本健康橋本健康づくりづくりづくりづくり推進課長推進課長推進課長推進課長以上以上以上以上、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願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。。。。○○○○杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長 それではそれではそれではそれでは、、、、こどもこどもこどもこども家庭局家庭局家庭局家庭局でこのでこのでこのでこの４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付でででで異動異動異動異動のありましたのありましたのありましたのありました職職職職○○○○速見速見速見速見こどもこどもこどもこども家庭局長家庭局長家庭局長家庭局長員員員員をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭課課課課長長長長のののの岸岡岸岡岸岡岸岡でございますでございますでございますでございます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○岸岡岸岡岸岡岸岡こどもこどもこどもこども家庭課長家庭課長家庭課長家庭課長 どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願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。。。。○○○○速見速見速見速見こどもこどもこどもこども家庭局長家庭局長家庭局長家庭局長所掌事務所掌事務所掌事務所掌事務でででで、、、、私私私私、、、、武末武末武末武末がががが４４４４月月月月からからからから医療医療医療医療施施施施策部長策部長策部長策部長をををを拝拝拝拝命命命命しておりますしておりますしておりますしております。。。。○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長またまたまたまた引引引引きききき続続続続きききき、、、、どうかよろしくおどうかよろしくおどうかよろしくおどうかよろしくお願願願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。。。。続続続続いていていていて、、、、畑畑畑畑中医療政策部次長中医療政策部次長中医療政策部次長中医療政策部次長企画企画企画企画管理室長事務取管理室長事務取管理室長事務取管理室長事務取扱扱扱扱でございますでございますでございますでございます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○畑中医療政策部次長企画管理室長事務取扱畑中医療政策部次長企画管理室長事務取扱畑中医療政策部次長企画管理室長事務取扱畑中医療政策部次長企画管理室長事務取扱西崎新西崎新西崎新西崎新奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院建設建設建設建設室長室長室長室長でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長 よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願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。。。。○○○○西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長吉本保吉本保吉本保吉本保健予健予健予健予防課防課防課防課長長長長、、、、元健康元健康元健康元健康増進課増進課増進課増進課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、、、、吉本吉本吉本吉本でございまでございまでございまでございま○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長すすすす。。。。 よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長 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。。。。○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長 くらしくらしくらしくらし創造部創造部創造部創造部でででで異動異動異動異動のありましたのありましたのありましたのありました職員職員職員職員をををを紹介紹介紹介紹介ささささ○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長せせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。堀堀堀堀川川川川くらしくらしくらしくらし創造部次長創造部次長創造部次長創造部次長企画企画企画企画管理室長事務取管理室長事務取管理室長事務取管理室長事務取扱扱扱扱でございますでございますでございますでございます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○堀川堀川堀川堀川くらしくらしくらしくらし創造部次長企画管理室長事務取扱創造部次長企画管理室長事務取扱創造部次長企画管理室長事務取扱創造部次長企画管理室長事務取扱上山協働推進課上山協働推進課上山協働推進課上山協働推進課長長長長でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長上山上山上山上山ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○上山協働推進課長上山協働推進課長上山協働推進課長上山協働推進課長 吉吉吉吉田田田田スポスポスポスポーーーーツツツツ振興課振興課振興課振興課長長長長でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○吉田吉田吉田吉田スポーツスポーツスポーツスポーツ振興課長振興課長振興課長振興課長 楢楢楢楢人人人人権施権施権施権施策策策策課課課課長長長長でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長楢楢楢楢でございますでございますでございますでございます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○楢人権施策課長楢人権施策課長楢人権施策課長楢人権施策課長 山菅消山菅消山菅消山菅消費費費費・・・・生生生生活安全課活安全課活安全課活安全課長長長長でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長
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よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○山菅消費山菅消費山菅消費山菅消費・・・・生活安全課長生活安全課長生活安全課長生活安全課長 よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長それではそれではそれではそれでは、、、、案案案案件件件件にににに入入入入りますりますりますります。。。。○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員長委員長委員長委員長ままままずずずず、、、、付付付付託託託託議案議案議案議案のののの審査審査審査審査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。当当当当委員会委員会委員会委員会にににに付付付付託託託託さささされましたれましたれましたれました議案議案議案議案はははは、、、、委員会次第委員会次第委員会次第委員会次第にににに記載記載記載記載のとおりでありますのとおりでありますのとおりでありますのとおりであります。。。。なおなおなおなお、、、、審査審査審査審査にににに先先先先立立立立ちちちち申申申申しししし上上上上げげげげておておておておききききますがますがますがますが、、、、委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告はははは、、、、正副委員長会議正副委員長会議正副委員長会議正副委員長会議のののの申申申申しししし合合合合わせわせわせわせによりによりによりにより、、、、付付付付託託託託をををを受受受受けましたけましたけましたけました議案議案議案議案のののの審査審査審査審査結果結果結果結果についてのについてのについてのについてのみみみみのののの報告報告報告報告となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、あらかじめごあらかじめごあらかじめごあらかじめご了承願了承願了承願了承願いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、付付付付託託託託議案議案議案議案についてについてについてについて健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長、、、、こどもこどもこどもこども家庭局長家庭局長家庭局長家庭局長、、、、医療政策部長医療政策部長医療政策部長医療政策部長、、、、くらしくらしくらしくらし創創創創造部長兼景観造部長兼景観造部長兼景観造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長のののの順順順順にににに説説説説明明明明をおをおをおをお願願願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。。。。健康福祉部関健康福祉部関健康福祉部関健康福祉部関連連連連のののの案案案案件件件件についてごについてごについてごについてご説説説説明明明明しますしますしますします。。。。○○○○杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長ままままずずずず 「「「「第第第第２９８２９８２９８２９８回回回回定例県議会定例県議会定例県議会定例県議会提提提提出議案出議案出議案出議案（（（（追追追追加加加加提提提提案分案分案分案分 」」」」のののの３２３２３２３２ペペペペーーーージジジジ、、、、報第報第報第報第１１１１号号号号、、、、予算予算予算予算、 ）、 ）、 ）、 ）のののの繰越繰越繰越繰越にににに関関関関するするするする案案案案件件件件でございますでございますでございますでございます。。。。福祉部関福祉部関福祉部関福祉部関連連連連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、、、、福祉費福祉費福祉費福祉費のののの関関関関連連連連でございまでございまでございまでございますすすす。。。。ままままずずずず、、、、社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉総合総合総合総合センターセンターセンターセンター施設整備施設整備施設整備施設整備事業事業事業事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。。。。これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、７７７７，，，，１１１１００００００００万円万円万円万円のののの繰越繰越繰越繰越ですがですがですがですが、、、、国国国国のののの２２２２次次次次補補補補正予算正予算正予算正予算にににに伴伴伴伴いいいい空調空調空調空調等等等等のののの整備整備整備整備をををを行行行行うものでうものでうものでうもので、、、、工期確保工期確保工期確保工期確保ののののためにためにためにために繰繰繰繰りりりり越越越越しをおしをおしをおしをお願願願願いするものでございますいするものでございますいするものでございますいするものでございます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、人人人人にやにやにやにやささささしいしいしいしい鉄道駅整備鉄道駅整備鉄道駅整備鉄道駅整備事業事業事業事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。。。。これはこれはこれはこれは昨昨昨昨年年年年のののの６６６６月月月月補補補補正正正正でおでおでおでお願願願願いしましたいしましたいしましたいしました近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲ１１１１駅駅駅駅のののの整備整備整備整備事業事業事業事業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、、、、関係関係関係関係機機機機関関関関とのとのとのとの調整調整調整調整にににに時時時時間間間間をををを要要要要したためしたためしたためしたため記載記載記載記載のののの額額額額のののの繰繰繰繰りりりり越越越越しをおしをおしをおしをお願願願願いするものでございますいするものでございますいするものでございますいするものでございます。。。。またまたまたまた、、、、国民国民国民国民健康健康健康健康保険施設保険施設保険施設保険施設整備整備整備整備費費費費補助補助補助補助でございますでございますでございますでございます。。。。これはこれはこれはこれは十十十十津川村津川村津川村津川村のののの診診診診療所療所療所療所のののの医医医医師住宅整備師住宅整備師住宅整備師住宅整備にににに関関関関連連連連するものですがするものですがするものですがするものですが、、、、工期確保工期確保工期確保工期確保、、、、用地取得用地取得用地取得用地取得のののの関係関係関係関係上上上上、、、、繰繰繰繰りりりり越越越越しをおしをおしをおしをお願願願願いするものでございますいするものでございますいするものでございますいするものでございます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、障害障害障害障害福祉費福祉費福祉費福祉費でございますでございますでございますでございます。。。。障害障害障害障害者者者者施設整備施設整備施設整備施設整備費費費費補助補助補助補助でございますでございますでございますでございます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化事業事業事業事業につにつにつにつききききましてましてましてまして、、、、３３３３事業事業事業事業につにつにつにつききききましてましてましてまして所要所要所要所要のののの調整調整調整調整のためのためのためのため繰繰繰繰りりりり越越越越ししししをおをおをおをお願願願願いするものでございますいするものでございますいするものでございますいするものでございます。。。。またまたまたまた、、、、障害障害障害障害者者者者アアアアンンンンテナショップテナショップテナショップテナショップ整備整備整備整備事業事業事業事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。。。。これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、東向商店街東向商店街東向商店街東向商店街にににに整備整備整備整備をををを予定予定予定予定しているものですがしているものですがしているものですがしているものですが、、、、関係関係関係関係機機機機関関関関とのとのとのとの調整調整調整調整、、、、設設設設計等計等計等計等にににに所要所要所要所要のののの時時時時間間間間をををを要要要要したためしたためしたためしたため繰繰繰繰りりりり越越越越しをおしをおしをおしをお願願願願いするものでございますいするものでございますいするものでございますいするものでございます。。。。またまたまたまた、、、、総合総合総合総合リリリリハビリテハビリテハビリテハビリテーーーーショショショションセンターンセンターンセンターンセンター施設整備施設整備施設整備施設整備事業事業事業事業及及及及びびびび同同同同センターセンターセンターセンター管理事業管理事業管理事業管理事業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、、、、これにこれにこれにこれにつつつつききききましてはましてはましてはましては、、、、いいいいずずずずれもれもれもれも国国国国のののの２２２２次次次次補補補補正予算正予算正予算正予算にににに伴伴伴伴いいいい事業事業事業事業をををを行行行行うものでございましてうものでございましてうものでございましてうものでございまして、、、、整備整備整備整備事事事事業業業業につにつにつにつききききましてはましてはましてはましてはアメニティアメニティアメニティアメニティのののの向上向上向上向上、、、、管理事業管理事業管理事業管理事業についてはについてはについてはについては空調及空調及空調及空調及びびびび医療医療医療医療備品備品備品備品のののの整備整備整備整備をををを図図図図るるるる
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ものでございますものでございますものでございますものでございます。。。。所要所要所要所要のののの調整調整調整調整をををを行行行行うためうためうためうため繰繰繰繰りりりり越越越越すものでございますすものでございますすものでございますすものでございます。。。。またまたまたまた、、、、介護介護介護介護基盤緊基盤緊基盤緊基盤緊急整備急整備急整備急整備特別特別特別特別対対対対策事業策事業策事業策事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。。。。これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、６６６６施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をををを行行行行うものでござうものでござうものでござうものでございますがいますがいますがいますが、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ事業事業事業事業主体主体主体主体のおくれによりのおくれによりのおくれによりのおくれにより繰繰繰繰りりりり越越越越しをおしをおしをおしをお願願願願いするものでございますいするものでございますいするものでございますいするものでございます。。。。報告案報告案報告案報告案件件件件はははは以上以上以上以上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、、、、続続続続ききききましてましてましてまして、、、、おおおお手元手元手元手元にございますにございますにございますにございます健健健健やかやかやかやか奈良支援財団奈良支援財団奈良支援財団奈良支援財団のののの平成平成平成平成２１２１２１２１年度業務報告年度業務報告年度業務報告年度業務報告及及及及びびびび平成平成平成平成２２２２２２２２年度事業計年度事業計年度事業計年度事業計画画画画についてごについてごについてごについてご説説説説明明明明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ままままずずずず 「「「「平成平成平成平成２１２１２１２１年度業務報告書年度業務報告書年度業務報告書年度業務報告書」」」」でございますでございますでございますでございます。。。。ごごごご承承承承知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、このこのこのこの健健健健やかやかやかやか奈良支奈良支奈良支奈良支、、、、援財団援財団援財団援財団につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの支援支援支援支援、、、、そしてそしてそしてそして子子子子育育育育てのてのてのてのサポサポサポサポーーーートトトトというというというという二二二二本柱本柱本柱本柱でででで事業事業事業事業をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。ままままずずずず、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの業務業務業務業務内容内容内容内容をごをごをごをご説説説説明明明明しますしますしますします。。。。２２２２ペペペペーーーージジジジをおをおをおをお開開開開ききききくだくだくだくだささささいいいい。。。。ⅠⅠⅠⅠ、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの生生生生ききききがいとがいとがいとがいと健康健康健康健康づづづづくりくりくりくり推進推進推進推進事業事業事業事業のののの中中中中でででで高高高高齢齢齢齢者者者者のののの社社社社会会会会参参参参加加加加活活活活動事業動事業動事業動事業としましとしましとしましとしましてててて、、、、情情情情報報報報誌誌誌誌のののの発行発行発行発行、、、、イイイインターンターンターンターネットネットネットネットによるによるによるによる情情情情報報報報提供提供提供提供等等等等をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。ⅡⅡⅡⅡ、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの健康健康健康健康づづづづくりくりくりくり生生生生ききききがいがいがいがいづづづづくりくりくりくり事業事業事業事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。。。。各種各種各種各種イベイベイベイベンンンントトトト （（（（１１１１））））にあにあにあにあ、、、、りますりますりますります１０１０１０１０月月月月ののののイベイベイベイベンンンントトトト、、、、ささささらにはらにはらにはらにはスポスポスポスポーーーーツツツツ文化文化文化文化関関関関連連連連ののののイベイベイベイベンンンントトトト等等等等をやっておりますをやっておりますをやっておりますをやっております。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、４４４４ペペペペーーーージジジジ、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの社社社社会会会会活活活活動動動動のののの参参参参加加加加のためののためののためののためのリリリリーーーーダダダダーーーー育育育育成成成成でございますでございますでございますでございます。。。。これはまほろこれはまほろこれはまほろこれはまほろばばばばシニアリシニアリシニアリシニアリーーーーダダダダーーーーカレッジカレッジカレッジカレッジ、、、、５５５５ペペペペーーーージジジジにありますにありますにありますにありますシニアシニアシニアシニア軽軽軽軽スポスポスポスポーーーーツツツツ普及普及普及普及員員員員、、、、健健健健やかやかやかやか交交交交流塾流塾流塾流塾等等等等のののの事業事業事業事業をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。またまたまたまた、、、、仲間仲間仲間仲間づづづづくりのくりのくりのくりの促進促進促進促進としてとしてとしてとしてグルグルグルグルーーーーププププ・・・・人人人人材材材材情情情情報報報報ババババンンンンクククク事業事業事業事業、、、、６６６６ペペペペーーーージジジジにありますにありますにありますにあります地地地地域域域域支支支支ええええ合合合合いいいいカカカカンンンンパニパニパニパニーーーー支援事業支援事業支援事業支援事業をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。７７７７ペペペペーーーージジジジ以降以降以降以降がががが２２２２つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱のののの子子子子育育育育てててて家庭家庭家庭家庭サポサポサポサポーーーートトトトセンターセンターセンターセンター事業事業事業事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。。。。子子子子育育育育てのてのてのての環境環境環境環境づづづづくりとしましてくりとしましてくりとしましてくりとしまして、、、、ササササーーーークルクルクルクル、、、、電話相談電話相談電話相談電話相談、、、、子子子子育育育育てててて応応応応援団援団援団援団、、、、子子子子育育育育てててて広場広場広場広場等等等等のののの各種各種各種各種のののの環境環境環境環境づづづづくりをくりをくりをくりを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。またまたまたまた、、、、８８８８ペペペペーーーージジジジ、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度新新新新規事業規事業規事業規事業としましてとしましてとしましてとしまして多世多世多世多世代交代交代交代交流流流流子子子子育育育育てててて応応応応援援援援推進推進推進推進事業事業事業事業としとしとしとしましてましてましてまして、、、、各種各種各種各種ののののセセセセミナミナミナミナーーーー等等等等をををを実施実施実施実施しておるところでございますしておるところでございますしておるところでございますしておるところでございます。。。。９９９９ペペペペーーーージジジジ、、、、子子子子育育育育てててて情情情情報報報報のののの提供提供提供提供でございますでございますでございますでございます。。。。ホホホホーーーームペムペムペムペーーーージジジジ、、、、ブログブログブログブログ、、、、次次次次のののの１０１０１０１０ペペペペーーーージジジジ、、、、おやこおやこおやこおやこみゅみゅみゅみゅネットネットネットネットなどなどなどなど、、、、ＩＴＩＴＩＴＩＴ等等等等をををを活活活活用用用用したしたしたした情情情情報報報報提供提供提供提供をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。１０１０１０１０ペペペペーーーージジジジ、、、、ⅢⅢⅢⅢ、、、、子子子子育育育育てにかかるてにかかるてにかかるてにかかる人人人人材養材養材養材養成成成成ということでということでということでということで、、、、ササササーーーークルリクルリクルリクルリーーーーダダダダーーーーのののの研修研修研修研修、、、、子子子子育育育育てててて相談機相談機相談機相談機関関関関のののの研修研修研修研修等等等等をををを実施実施実施実施しておるところでございますしておるところでございますしておるところでございますしておるところでございます。。。。またまたまたまた１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、ほかにほかにほかにほかに県県県県からのからのからのからの受託受託受託受託事業事業事業事業としましてとしましてとしましてとしまして、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの各種各種各種各種のののの相談相談相談相談にににに応応応応じますじますじますじます高高高高齢齢齢齢者者者者総合相談総合相談総合相談総合相談センターセンターセンターセンター事業事業事業事業もももも実施実施実施実施しているところでございますしているところでございますしているところでございますしているところでございます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの決算決算決算決算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、、、、１４１４１４１４ペペペペーーーージジジジのののの収収収収支計算支計算支計算支計算総括表総括表総括表総括表でごでごでごでご説説説説明明明明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。



---- 6666 ----

ままままずずずず、、、、本本本本部会計部会計部会計部会計、、、、収入収入収入収入がががが県県県県のののの補助金補助金補助金補助金をををを中中中中心心心心としましてとしましてとしましてとしまして８８８８，，，，９８８９８８９８８９８８万万万万５５５５，，，，００００００００００００円余円余円余円余りりりり収収収収入入入入がございますがございますがございますがございます。。。。支出支出支出支出につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように各種各種各種各種のののの事業事業事業事業のののの展展展展開開開開ののののためためためため、、、、人人人人件件件件費費費費、、、、事業費事業費事業費事業費をををを中中中中心心心心としましてとしましてとしましてとしまして１１１１億億億億１４３１４３１４３１４３万万万万３３３３，，，，００００００００００００円余円余円余円余りでございますりでございますりでございますりでございます。。。。ここここれにつれにつれにつれにつききききましてましてましてまして、、、、事業事業事業事業活活活活動動動動収収収収支支支支差額差額差額差額ががががマイナスマイナスマイナスマイナス１１１１，，，，１５４１５４１５４１５４万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円となっておりまとなっておりまとなっておりまとなっておりますがすがすがすが、、、、これはこれはこれはこれは支出支出支出支出のうのうのうのうちちちちのののの④④④④他会計他会計他会計他会計へへへへのののの繰繰繰繰入金入金入金入金支出支出支出支出、、、、これがこれがこれがこれが椿寿荘椿寿荘椿寿荘椿寿荘会計会計会計会計にににに繰繰繰繰りりりり出出出出すことにすことにすことにすことによりましてよりましてよりましてよりまして収収収収支支支支のののの赤字赤字赤字赤字がががが計計計計上上上上さささされてるものでございますれてるものでございますれてるものでございますれてるものでございます。。。。投投投投資資資資活活活活動動動動収収収収支支支支のののの部部部部でございますでございますでございますでございます。。。。特定資特定資特定資特定資産産産産取取取取崩収入崩収入崩収入崩収入２２２２，，，，３０３３０３３０３３０３万円余万円余万円余万円余、、、、支出支出支出支出がががが１４１１４１１４１１４１万万万万６６６６，，，，００００００００００００円余円余円余円余でででで収収収収支支支支差額差額差額差額２２２２，，，，２３８２３８２３８２３８万万万万６６６６，，，，００００００００００００円余円余円余円余りのりのりのりの黒字黒字黒字黒字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。。。。これこれこれこれはははは、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度でででで業務業務業務業務をををを完完完完了了了了しましたしましたしましたしました椿寿荘椿寿荘椿寿荘椿寿荘のののの関係関係関係関係のののの職員職員職員職員のののの退退退退職職職職金金金金をををを支出支出支出支出することによすることによすることによすることによるるるる取取取取りりりり崩崩崩崩しでございますしでございますしでございますしでございます。。。。またまたまたまた、、、、財務財務財務財務活活活活動動動動につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、長長長長期借入金期借入金期借入金期借入金のののの返済返済返済返済のためのためのためのため７７７７２２２２１１１１万万万万８８８８，，，，００００００００００００円余円余円余円余りのりのりのりの支出支出支出支出、、、、それがそれがそれがそれがマイナスマイナスマイナスマイナス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。。。。本本本本部会計部会計部会計部会計につにつにつにつききききましてましてましてましてはははは、、、、すすすすべべべべてててて今今今今までのものをまでのものをまでのものをまでのものを合合合合算算算算しましたしましたしましたしました結果結果結果結果、、、、当期収当期収当期収当期収支支支支差額差額差額差額がががが３６２３６２３６２３６２万円余万円余万円余万円余りりりり、、、、前期前期前期前期繰越繰越繰越繰越差額差額差額差額はははは１１１１，，，，８１３８１３８１３８１３万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円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、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度へへへへのののの繰越繰越繰越繰越はははは２２２２，，，，１１１１７７７７５５５５万万万万４４４４，，，，００００００００００００円余円余円余円余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。。。。高高高高齢齢齢齢者者者者総合相談総合相談総合相談総合相談センターセンターセンターセンター事業事業事業事業につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、県県県県のののの補助金補助金補助金補助金、、、、それとそれとそれとそれと委委委委託金託金託金託金をををを事業事業事業事業収入収入収入収入ととととしましてしましてしましてしまして１１１１，，，，２２２２７７７７９９９９万万万万３３３３，，，，００００００００００００円余円余円余円余りのりのりのりの事業事業事業事業をををを行行行行ってますってますってますってます。。。。収収収収支支支支はははは均衡均衡均衡均衡しておりますしておりますしておりますしております。。。。子子子子育育育育てててて家庭家庭家庭家庭サポサポサポサポーーーートトトトセンターセンターセンターセンターにつにつにつにつききききましてもましてもましてもましても同様同様同様同様にににに、、、、県県県県のののの補助金収入補助金収入補助金収入補助金収入、、、、県県県県のののの委委委委託金収入託金収入託金収入託金収入、、、、ささささらにらにらにらに他団他団他団他団体体体体からのからのからのからの補助金収入補助金収入補助金収入補助金収入をををを得得得得ましてましてましてまして３３３３，，，，１０１０１０１０７７７７万万万万３３３３，，，，００００００００００００円余円余円余円余りのりのりのりの事業事業事業事業をををを行行行行ってってってっていますいますいますいます。。。。収収収収支支支支はははは均衡均衡均衡均衡しておりますしておりますしておりますしております。。。。椿寿荘椿寿荘椿寿荘椿寿荘会計会計会計会計につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたよましたよましたよましたようにうにうにうに、、、、本本本本部会計部会計部会計部会計からからからから１１１１，，，，６３６６３６６３６６３６万円万円万円万円のののの繰繰繰繰りりりり入入入入れをれをれをれを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、椿寿荘椿寿荘椿寿荘椿寿荘のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして会計会計会計会計をををを平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度でででで閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖することにすることにすることにすることに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、前期前期前期前期繰越繰越繰越繰越収収収収支支支支差額差額差額差額１１１１，，，，６６６６３６３６３６３６万円余万円余万円余万円余をををを清清清清算算算算しようとするものでございますしようとするものでございますしようとするものでございますしようとするものでございます。。。。これがこれがこれがこれが平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの決算決算決算決算のののの概概概概要要要要でごでごでごでございますざいますざいますざいます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度事業計年度事業計年度事業計年度事業計画画画画書書書書」」」」でございますでございますでございますでございます。。。。、、、、事業事業事業事業内容内容内容内容につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度とととと基本的基本的基本的基本的にににに同同同同じでございじでございじでございじでございますのでますのでますのでますので説説説説明明明明はははは省略省略省略省略させさせさせさせていただていただていただていただききききますますますます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、予算予算予算予算のののの関係関係関係関係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、、、、１３１３１３１３ペペペペーーーージジジジ、、、、本本本本部会計部会計部会計部会計につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、事業事業事業事業活活活活動動動動収入収入収入収入、、、、補助金補助金補助金補助金等等等等をををを中中中中心心心心としましてとしましてとしましてとしまして３３３３，，，，７７７７４０４０４０４０万円万円万円万円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。。。。事業事業事業事業活活活活動支動支動支動支出出出出につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、各種各種各種各種のののの事業事業事業事業をををを実施実施実施実施するするするする人人人人件件件件費費費費、、、、事業費事業費事業費事業費をををを中中中中心心心心としましてとしましてとしましてとしまして、、、、１４１４１４１４ペペペペーーーージジジジ、、、、５５５５，，，，６６６６７７７７６６６６万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円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。。。。事業事業事業事業活活活活動動動動のののの収収収収支支支支差額差額差額差額はははは１１１１，，，，９３６９３６９３６９３６万万万万５５５５，，，，００００
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００００００００円円円円ののののマイナスマイナスマイナスマイナスとなりますがとなりますがとなりますがとなりますが、、、、これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、公務員公務員公務員公務員のののの派派派派遣遣遣遣法法法法のののの適切適切適切適切なななな運運運運用用用用のたのたのたのためにめにめにめに補助金補助金補助金補助金によるによるによるによる人人人人件件件件費費費費負担負担負担負担をををを是是是是正正正正することにすることにすることにすることに伴伴伴伴いましていましていましていましてマイナスマイナスマイナスマイナスのののの計計計計上上上上をしていますをしていますをしていますをしています。。。。これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、前期前期前期前期のののの繰越繰越繰越繰越のののの２２２２，，，，３００３００３００３００万円万円万円万円のののの財財財財源源源源のののの中中中中からからからから充充充充当当当当したいとしたいとしたいとしたいと考考考考ええええておておておておりますりますりますります。。。。なおなおなおなお、、、、このこのこのこの健健健健やかやかやかやか奈良支援財団奈良支援財団奈良支援財団奈良支援財団につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度にににに大大大大幅幅幅幅なななな見直見直見直見直しをしをしをしを予定予定予定予定しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度以降以降以降以降のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについてはいについてはいについてはいについては９９９９月議会月議会月議会月議会でまたごでまたごでまたごでまたご報告報告報告報告したしたしたしたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。１６１６１６１６ペペペペーーーージジジジ、、、、子子子子育育育育てててて家庭家庭家庭家庭サポサポサポサポーーーートトトトセンターセンターセンターセンター事業事業事業事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。。。。予算予算予算予算額額額額１１１１，，，，４０４４０４４０４４０４万円万円万円万円ででででございますございますございますございます。。。。これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、県県県県のののの補助金収入補助金収入補助金収入補助金収入、、、、委委委委託金収入託金収入託金収入託金収入によりましてによりましてによりましてによりまして平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年度度度度とととと同様同様同様同様のののの子子子子育育育育てててて家庭支援事業家庭支援事業家庭支援事業家庭支援事業をををを行行行行おうとするものでございますおうとするものでございますおうとするものでございますおうとするものでございます。。。。１８１８１８１８ペペペペーーーージジジジ、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者総合相談総合相談総合相談総合相談センターセンターセンターセンター事業事業事業事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。。。。これもこれもこれもこれも県県県県のののの補助金補助金補助金補助金、、、、委委委委託金託金託金託金にににによりましてよりましてよりましてよりまして高高高高齢齢齢齢者者者者のののの相談相談相談相談をををを行行行行うためのうためのうためのうための事業事業事業事業１１１１，，，，２６２６２６２６７７７７万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円をををを計計計計上上上上しておりますしておりますしておりますしております。。。。収収収収支支支支はははは均衡均衡均衡均衡しておりますしておりますしておりますしております。。。。私私私私のののの説説説説明明明明はははは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。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、こどもこどもこどもこども家庭局所管家庭局所管家庭局所管家庭局所管のののの案案案案件件件件についてごについてごについてごについてご説説説説明明明明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。○○○○速見速見速見速見こどもこどもこどもこども家庭局長家庭局長家庭局長家庭局長「「「「第第第第２９８２９８２９８２９８回回回回定例県議会定例県議会定例県議会定例県議会提提提提出議案出議案出議案出議案（（（（追追追追加加加加提提提提案分案分案分案分 」」」」のののの３２３２３２３２ペペペペーーーージジジジ、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度奈良県年度奈良県年度奈良県年度奈良県））））一般会計予算繰越計算書一般会計予算繰越計算書一般会計予算繰越計算書一般会計予算繰越計算書のののの報告報告報告報告でございますでございますでございますでございます。。。。放放放放課課課課後後後後児児児児童童童童ククククララララブブブブ施設整備施設整備施設整備施設整備費費費費補助補助補助補助、、、、繰越繰越繰越繰越額額額額８４５８４５８４５８４５万円万円万円万円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、、、、これはこれはこれはこれは天天天天理理理理市市市市内内内内でででで放放放放課課課課後後後後児児児児童童童童ククククララララブブブブをををを整備整備整備整備するするするする事業事業事業事業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、、、、事業事業事業事業主体主体主体主体でございますでございますでございますでございます天天天天理理理理市市市市においにおいにおいにおいてててて、、、、用地用地用地用地のののの借借借借りりりり上上上上げげげげ交交交交渉渉渉渉等等等等がががが難航難航難航難航いたしましたことによりいたしましたことによりいたしましたことによりいたしましたことにより繰繰繰繰りりりり越越越越しをいたしましたものでしをいたしましたものでしをいたしましたものでしをいたしましたものでございますございますございますございます。。。。３３３３３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、安心安心安心安心子子子子育育育育てててて支援支援支援支援対対対対策事業策事業策事業策事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。。。。繰越繰越繰越繰越額額額額がががが１１１１億億億億７７７７，，，，８３３８３３８３３８３３万円万円万円万円でごでごでごでございますざいますざいますざいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、天天天天理理理理市市市市内内内内でででで保育保育保育保育園園園園をををを整備整備整備整備するするするする事業事業事業事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。。。。事業事業事業事業主体主体主体主体でございまでございまでございまでございますすすす天天天天理理理理市市市市においてにおいてにおいてにおいて、、、、関係関係関係関係機機機機関関関関とのとのとのとの調整調整調整調整にににに時時時時間間間間をををを要要要要したことからしたことからしたことからしたことから繰繰繰繰りりりり越越越越しをしをしをしを行行行行ったものでごったものでごったものでごったものでございますざいますざいますざいます。。。。なおなおなおなお、、、、このこのこのこの保育保育保育保育園園園園につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、本本本本年年年年９９９９月末月末月末月末にににに完完完完成成成成のののの予定予定予定予定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、、、、１１１１１１１１月月月月にはにはにはには開園開園開園開園のののの見見見見込込込込みみみみ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。。。。次次次次のののの児児児児童童童童養養養養護護護護施設施設施設施設等等等等整備整備整備整備費費費費補助補助補助補助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、、、、これはこれはこれはこれは２２２２月議会月議会月議会月議会におにおにおにおききききましてましてましてまして繰越明許繰越明許繰越明許繰越明許予算予算予算予算をいただいておったものでございますがをいただいておったものでございますがをいただいておったものでございますがをいただいておったものでございますが、、、、そのそのそのその後後後後のののの事業事業事業事業進進進進捗捗捗捗によりましてによりましてによりましてによりまして繰繰繰繰りりりり越越越越しをしをしをしをせずせずせずせずにににに済済済済んんんんだものでございますだものでございますだものでございますだものでございます。。。。それとそれとそれとそれと精華精華精華精華学院学院学院学院整備整備整備整備事業事業事業事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。。。。これはこれはこれはこれは、、、、精華精華精華精華学院学院学院学院のののの寮寮寮寮のののの改改改改修修修修におにおにおにおききききましてましてましてまして、、、、耐耐耐耐震補震補震補震補強強強強工工工工事事事事のののの検討検討検討検討がががが必必必必要要要要となりましたことからとなりましたことからとなりましたことからとなりましたことから、、、、工工工工法法法法検討検討検討検討にににに日時日時日時日時をををを要要要要したためにしたためにしたためにしたために繰繰繰繰りりりり越越越越しししし
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をいたしたものでございますをいたしたものでございますをいたしたものでございますをいたしたものでございます。。。。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。。。。次次次次にににに、、、、財団法人奈良県交通遺児等援護会財団法人奈良県交通遺児等援護会財団法人奈良県交通遺児等援護会財団法人奈良県交通遺児等援護会のののの業務報告業務報告業務報告業務報告とととと事業計事業計事業計事業計画画画画のののの方方方方をごをごをごをご説説説説明明明明させさせさせさせていたていたていたていただだだだききききますますますます。。。。ままままずずずず、、、、業務報告業務報告業務報告業務報告でございますでございますでございますでございます 「「「「平成平成平成平成２１２１２１２１年度業務報告書年度業務報告書年度業務報告書年度業務報告書」」」」のののの１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、事業事業事業事業。。。。概概概概要要要要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、、、、財団法人奈良県交通遺児等援護会財団法人奈良県交通遺児等援護会財団法人奈良県交通遺児等援護会財団法人奈良県交通遺児等援護会はははは、、、、交通交通交通交通災災災災害害害害、、、、またはまたはまたはまたは自然自然自然自然災災災災害害害害にににによりよりよりより父父父父またはまたはまたはまたは母母母母等等等等をををを失失失失ったったったった１８１８１８１８歳未満歳未満歳未満歳未満のののの児児児児童童童童をををを激励激励激励激励するするするする事業事業事業事業をををを実施実施実施実施いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、激励激励激励激励金金金金給給給給付事業付事業付事業付事業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、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度はははは激励激励激励激励金金金金をををを４４４４世世世世帯帯帯帯１０１０１０１０人人人人のののの交通遺児交通遺児交通遺児交通遺児にににに１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり１０１０１０１０万円万円万円万円、、、、合合合合計計計計１００１００１００１００万円万円万円万円をををを給給給給付付付付いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。またまたまたまた、、、、それとあそれとあそれとあそれとあわせわせわせわせましてましてましてまして図図図図書書書書券券券券をををを１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり１１１１万円万円万円万円分分分分、、、、合合合合計計計計１０１０１０１０万円万円万円万円をををを支支支支給給給給いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そのそのそのその次次次次のののの、、、、交通遺児交通遺児交通遺児交通遺児激励激励激励激励事業事業事業事業のののの実施実施実施実施でございますでございますでございますでございます。。。。奈良県交通奈良県交通奈良県交通奈良県交通災災災災害害害害遺遺遺遺族族族族会会会会並並並並びびびびにににに自動自動自動自動車車車車事事事事故故故故対対対対策策策策機機機機構構構構とととと共催共催共催共催をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして実施実施実施実施をいたしておりますをいたしておりますをいたしておりますをいたしております夏夏夏夏期期期期野外野外野外野外活活活活動動動動にににに３０３０３０３０万円万円万円万円をををを負負負負担担担担いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。またまたまたまた、、、、奈良県交通奈良県交通奈良県交通奈良県交通災災災災害害害害遺遺遺遺族族族族会会会会がががが主主主主催催催催してしてしてして実施実施実施実施をいたしておりますをいたしておりますをいたしておりますをいたしておりますククククリスマスパリスマスパリスマスパリスマスパーーーーティティティティーーーーにににに３０３０３０３０万円万円万円万円をををを補助補助補助補助いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。（（（（３３３３））））のののの寄寄寄寄付付付付金金金金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、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度はははは９９９９件件件件、、、、２０３２０３２０３２０３万万万万８８８８，，，，４５４４５４４５４４５４円円円円のののの寄寄寄寄付付付付ををををいただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。次次次次にににに、、、、財務財務財務財務諸諸諸諸表表表表についてでございますについてでございますについてでございますについてでございます。。。。２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日現在現在現在現在のののの財財財財産目産目産目産目録録録録でございますでございますでございますでございます。。。。流流流流動資動資動資動資産産産産１１１１，，，，９０３９０３９０３９０３万万万万１１１１，，，，４０３４０３４０３４０３円円円円、、、、固固固固定資定資定資定資産産産産がががが１１１１億億億億１１１１，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円、、、、合合合合計計計計１１１１億億億億３３３３，，，，１０３１０３１０３１０３万万万万１１１１，，，，４０３４０３４０３４０３円円円円でございますでございますでございますでございます。。。。次次次次にににに、、、、３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、貸貸貸貸借対借対借対借対照照照照表表表表でございますでございますでございますでございます。。。。ままままずずずず、、、、資資資資産産産産のののの部部部部でございますでございますでございますでございます。。。。流流流流動資動資動資動資産産産産１１１１，，，，９０３９０３９０３９０３万万万万１１１１，，，，４０３４０３４０３４０３円円円円、、、、固固固固定資定資定資定資産産産産がががが１１１１億億億億１１１１，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円、、、、合合合合計計計計１１１１億億億億３３３３，，，，１０３１０３１０３１０３万万万万１１１１，，，，４０３４０３４０３４０３円円円円でございますでございますでございますでございます。。。。負債負債負債負債のののの部部部部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、、、、負債負債負債負債のののの方方方方はございまはございまはございまはございませせせせんんんん。。。。正正正正味味味味資資資資産産産産のののの部部部部ですがですがですがですが、、、、前期前期前期前期繰越正繰越正繰越正繰越正味味味味財財財財産額産額産額産額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１１１１億億億億２２２２，，，，９５６９５６９５６９５６万万万万３３３３，，，，３２８３２８３２８３２８円円円円、、、、当期当期当期当期正正正正味味味味財財財財産増産増産増産増加加加加額額額額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１４６１４６１４６１４６万万万万８８８８，，，，００００７７７７５５５５円円円円、、、、合合合合計計計計１１１１億億億億３３３３，，，，１０３１０３１０３１０３万万万万１１１１，，，，４０３４０３４０３４０３円円円円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。。。。次次次次にににに、、、、収収収収支計算書支計算書支計算書支計算書でございますでございますでございますでございます。。。。４４４４ペペペペーーーージジジジ、、、、５５５５ペペペペーーーージジジジをおをおをおをお願願願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。。。。ままままずずずず、、、、収入収入収入収入のののの部部部部でございますでございますでございますでございます。。。。基本基本基本基本財財財財産産産産利息利息利息利息収入収入収入収入、、、、受受受受取取取取利息利息利息利息、、、、寄寄寄寄付付付付金収入金収入金収入金収入でででで合合合合計計計計３５４３５４３５４３５４万万万万３３３３，，，，９８５９８５９８５９８５円円円円でございますでございますでございますでございます。。。。次次次次、、、、５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、支出支出支出支出のののの部部部部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、、、、激励激励激励激励金金金金支出支出支出支出、、、、図図図図書書書書券券券券支出支出支出支出、、、、負担負担負担負担金金金金支出支出支出支出、、、、事務事務事務事務費費費費、、、、基本基本基本基本財財財財産産産産編編編編入入入入としてとしてとしてとして合合合合計計計計３０３０３０３０７７７７万万万万５５５５，，，，９１０９１０９１０９１０円円円円でございますでございますでございますでございます。。。。収収収収支支支支差額差額差額差額のののの４６４６４６４６万万万万８８８８，，，，００００７７７７５５５５円円円円につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては繰繰繰繰りりりり越越越越しをしをしをしをさせさせさせさせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。続続続続ききききましてましてましてまして 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度事業計年度事業計年度事業計年度事業計画画画画」」」」についてでございますについてでございますについてでございますについてでございます。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年度事業計年度事業計年度事業計年度事業計画画画画、、、、
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書書書書のののの１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、給給給給付事業付事業付事業付事業につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、前前前前年度年度年度年度とととと同様同様同様同様にににに１８１８１８１８歳未満歳未満歳未満歳未満のののの遺児遺児遺児遺児１１１１人人人人についてについてについてについて１０１０１０１０万円万円万円万円のののの激励激励激励激励金及金及金及金及びびびび１１１１万円万円万円万円のののの図図図図書書書書券券券券をををを給給給給付付付付いたすことといたしておりますいたすことといたしておりますいたすことといたしておりますいたすことといたしております。。。。またまたまたまた、、、、夏夏夏夏期期期期野外野外野外野外活活活活動動動動のののの実施実施実施実施、、、、それからそれからそれからそれからクリスマスパクリスマスパクリスマスパクリスマスパーーーーティティティティーーーーのののの一部一部一部一部負担負担負担負担をををを行行行行うことといたしておりまうことといたしておりまうことといたしておりまうことといたしておりますすすす。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、収収収収支予算支予算支予算支予算でございますでございますでございますでございます。。。。２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、収入収入収入収入のののの部部部部でございますでございますでございますでございます。。。。基本基本基本基本財財財財産産産産利息利息利息利息収入収入収入収入がががが１６０１６０１６０１６０万円万円万円万円、、、、それからそれからそれからそれから受受受受取取取取利息利息利息利息がががが１１１１万円万円万円万円、、、、それとそれとそれとそれと寄寄寄寄付付付付金収入金収入金収入金収入１００１００１００１００万円万円万円万円のののの計計計計２６１２６１２６１２６１万円万円万円万円でございますでございますでございますでございます。。。。支出支出支出支出のののの部部部部でございますでございますでございますでございます。。。。激励激励激励激励金金金金支出支出支出支出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、、、、１５１５１５１５人分人分人分人分、、、、１１１１人人人人１０１０１０１０万円万円万円万円でででで１５０１５０１５０１５０万円万円万円万円、、、、それとそれとそれとそれと図図図図書書書書券券券券支出支出支出支出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同同同同じくじくじくじく１５１５１５１５人分人分人分人分、、、、１１１１人人人人１１１１万円万円万円万円のののの１５１５１５１５万円万円万円万円、、、、負担負担負担負担金金金金支出支出支出支出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６０６０６０６０万円万円万円万円、、、、これはこれはこれはこれは夏夏夏夏期期期期野外野外野外野外活活活活動動動動のののの３０３０３０３０万円万円万円万円ととととクリスマスパクリスマスパクリスマスパクリスマスパーーーーティティティティーーーーのののの３０３０３０３０万円万円万円万円をををを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。事務費事務費事務費事務費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３６３６３６３６万円万円万円万円のののの計計計計２６１２６１２６１２６１万円万円万円万円でございまでございまでございまでございますすすす。。。。以上以上以上以上でででで、、、、奈良県交通遺児等援護会奈良県交通遺児等援護会奈良県交通遺児等援護会奈良県交通遺児等援護会のののの経営状況経営状況経営状況経営状況についてのについてのについてのについての説説説説明明明明をををを終終終終わわわわららららせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご審議審議審議審議のほどをおのほどをおのほどをおのほどをお願願願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。。。。医療政策費医療政策費医療政策費医療政策費にににに関関関関するするするする関関関関するするするする提提提提案議案案議案案議案案議案についてについてについてについて 「「「「第第第第２９８２９８２９８２９８回回回回定例県定例県定例県定例県○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長 、、、、議会議会議会議会提提提提出議案出議案出議案出議案（（（（追追追追加加加加提提提提案分案分案分案分 」」」」にににに基基基基づきづきづきづきましてごましてごましてごましてご説説説説明明明明をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。目目目目次次次次をごらをごらをごらをごらんんんんくだくだくだくだ））））ささささいいいい。。。。医療政策部医療政策部医療政策部医療政策部のののの案案案案件件件件はははは３３３３件件件件、、、、報第報第報第報第１１１１号号号号、、、、２２２２号号号号、、、、６６６６号号号号でございますでございますでございますでございます。。。。報第報第報第報第１１１１号号号号、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年度奈良県一般会計予算繰越計算書度奈良県一般会計予算繰越計算書度奈良県一般会計予算繰越計算書度奈良県一般会計予算繰越計算書のののの報告報告報告報告についてとについてとについてとについてと、、、、報第報第報第報第２２２２号号号号、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度公立大学法年度公立大学法年度公立大学法年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算繰越計算書人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算繰越計算書人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算繰越計算書人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算繰越計算書のののの報告報告報告報告についてについてについてについて及及及及びびびび報第報第報第報第６６６６号号号号、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度奈良県病院事業費特別会計予算繰越計算書年度奈良県病院事業費特別会計予算繰越計算書年度奈良県病院事業費特別会計予算繰越計算書年度奈良県病院事業費特別会計予算繰越計算書のののの報告報告報告報告についてについてについてについて、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計とととと県立医科県立医科県立医科県立医科大学病院事業費大学病院事業費大学病院事業費大学病院事業費のののの予算繰越予算繰越予算繰越予算繰越のののの３３３３件件件件でございますでございますでございますでございます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、報第報第報第報第１１１１号号号号、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度奈良県一般会計繰越計算書年度奈良県一般会計繰越計算書年度奈良県一般会計繰越計算書年度奈良県一般会計繰越計算書のののの報告報告報告報告についてのごについてのごについてのごについてのご説説説説明明明明をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。３３３３３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、健康健康健康健康安全安全安全安全費費費費のののの中中中中にににに地地地地域域域域医療費医療費医療費医療費とととと健康健康健康健康増進増進増進増進費費費費のののの３３３３事業事業事業事業がございますがございますがございますがございます。。。。そのそのそのその１１１１つつつつ目目目目、、、、地地地地域域域域医療費医療費医療費医療費、、、、病院事業費特別会計病院事業費特別会計病院事業費特別会計病院事業費特別会計補助補助補助補助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、、、、２２２２億億億億３３３３，，，，９３０９３０９３０９３０万円万円万円万円のののの繰繰繰繰りりりり越越越越しをしたものでございますしをしたものでございますしをしたものでございますしをしたものでございます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院がががが行行行行ううううアメニティアメニティアメニティアメニティ向上向上向上向上やややや施設設備施設設備施設設備施設設備のののの整備整備整備整備にににに係係係係るるるる費用費用費用費用でででで病院事業特別会計病院事業特別会計病院事業特別会計病院事業特別会計へへへへのののの補助金補助金補助金補助金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、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの国国国国のののの２２２２次次次次補補補補正正正正、、、、ききききめめめめ細細細細やかなやかなやかなやかな臨臨臨臨時交付時交付時交付時交付金金金金をををを活活活活用用用用したものでありましてしたものでありましてしたものでありましてしたものでありまして、、、、所要所要所要所要のののの工期工期工期工期をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために繰繰繰繰りりりり越越越越しをしをしをしを行行行行ったものでございますったものでございますったものでございますったものでございます。。。。
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２２２２つつつつ目目目目のののの、、、、健康健康健康健康増進増進増進増進費費費費、、、、新新新新型型型型イイイインンンンフフフフルルルルエエエエンンンンザザザザ対対対対策事業策事業策事業策事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。。。。１１１１億億億億５５５５，，，，７７７７３４３４３４３４万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円のののの繰越繰越繰越繰越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、、、、これはこれはこれはこれは、、、、新新新新型型型型イイイインンンンフフフフルルルルエエエエンンンンザワザワザワザワククククチチチチンンンンのののの接接接接種対種対種対種対象象象象者者者者にににに新新新新たにたにたにたに健康健康健康健康なななな成人成人成人成人がががが加加加加わわわわったことによりったことによりったことによりったことにより、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度中年度中年度中年度中ののののワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種がががが困難困難困難困難になっになっになっになったためたためたためたため繰繰繰繰りりりり越越越越したものでございますしたものでございますしたものでございますしたものでございます。。。。３３３３つつつつ目目目目はははは、、、、吉吉吉吉野野野野保保保保健所健所健所健所施設整備施設整備施設整備施設整備事業事業事業事業としましてとしましてとしましてとしまして２２２２，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円のののの繰繰繰繰りりりり越越越越しでございますしでございますしでございますしでございます。。。。これについてもこれについてもこれについてもこれについても国国国国のののの２２２２次次次次補補補補正正正正、、、、地地地地域活域活域活域活性性性性化化化化・・・・ききききめめめめ細細細細やかなやかなやかなやかな臨臨臨臨時交付時交付時交付時交付金金金金をををを活活活活用用用用したものでしたものでしたものでしたもので、、、、所要所要所要所要のののの工期工期工期工期のののの確保確保確保確保のためにのためにのためにのために繰繰繰繰りりりり越越越越しをしたものございますしをしたものございますしをしたものございますしをしたものございます。。。。次次次次にににに、、、、４０４０４０４０ペペペペーーーージジジジ、、、、１２１２１２１２のののの教教教教育育育育費費費費、、、、８８８８項大学費項大学費項大学費項大学費のところのところのところのところ、、、、３３３３行行行行ございますけれどもございますけれどもございますけれどもございますけれども、、、、公公公公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計繰出立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計繰出立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計繰出立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計繰出金金金金でででで２２２２，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円のののの繰繰繰繰りりりり越越越越しをしをしをしを行行行行っっっったものでございますたものでございますたものでございますたものでございます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計におけるにおけるにおけるにおける施設設備整備施設設備整備施設設備整備施設設備整備事業事業事業事業にににに対対対対してしてしてして一般会計一般会計一般会計一般会計からからからから繰出繰出繰出繰出金金金金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、、、、予算予算予算予算のののの一部一部一部一部をををを繰繰繰繰りりりり越越越越したしたしたしたものでございますものでございますものでございますものでございます。。。。詳細詳細詳細詳細につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、４１４１４１４１ペペペペーーーージジジジのののの報第報第報第報第２２２２号号号号でででで説説説説明明明明ををををさせさせさせさせていただていただていただていただききききますますますます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、４１４１４１４１ペペペペーーーージジジジ、、、、報第報第報第報第２２２２号号号号、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算繰越計算書費特別会計予算繰越計算書費特別会計予算繰越計算書費特別会計予算繰越計算書のののの報告報告報告報告についてごについてごについてごについてご説説説説明明明明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。公立大学法人奈良県立医科大学公立大学法人奈良県立医科大学公立大学法人奈良県立医科大学公立大学法人奈良県立医科大学整備整備整備整備費費費費貸貸貸貸付付付付金金金金としてとしてとしてとして２２２２，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円、、、、奈良県立医科大学奈良県立医科大学奈良県立医科大学奈良県立医科大学のののの施設設備整備施設設備整備施設設備整備施設設備整備事業事業事業事業としてとしてとしてとして２２２２，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円のののの合合合合計計計計５５５５，，，，３００３００３００３００万円万円万円万円をををを今年度今年度今年度今年度にににに繰繰繰繰りりりり越越越越したもしたもしたもしたものございますのございますのございますのございます。。。。貸貸貸貸付付付付金金金金によるによるによるによる附属附属附属附属病院病院病院病院のののの患患患患者者者者アメニティアメニティアメニティアメニティのののの向上向上向上向上事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、外来患外来患外来患外来患者者者者ののののエエエエレベレベレベレベーターーターーターーターをををを設設設設置置置置するためのするためのするためのするための施設整備施設整備施設整備施設整備についてはについてはについてはについては、、、、関係関係関係関係機機機機関関関関とのとのとのとの調整調整調整調整等等等等にににに時時時時間間間間をををを要要要要したこしたこしたこしたことによるとによるとによるとによる繰繰繰繰りりりり越越越越しでございますしでございますしでございますしでございます。。。。またまたまたまた、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました一般会計一般会計一般会計一般会計からからからから医科大学特別医科大学特別医科大学特別医科大学特別会計会計会計会計へへへへ繰出繰出繰出繰出金金金金にににに該該該該当当当当するものでございますがするものでございますがするものでございますがするものでございますが、、、、施設設備整備施設設備整備施設設備整備施設設備整備事業事業事業事業としてとしてとしてとして医科大学医科大学医科大学医科大学のののの医学部医学部医学部医学部定員定員定員定員増増増増にににに伴伴伴伴うううう施設設備施設設備施設設備施設設備のののの整備整備整備整備をををを行行行行うものでございますうものでございますうものでございますうものでございます。。。。本整備本整備本整備本整備につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、工工工工法法法法のののの検検検検討討討討等等等等にににに時時時時間間間間をををを要要要要したことからしたことからしたことからしたことから繰繰繰繰りりりり越越越越しをしたものでございますしをしたものでございますしをしたものでございますしをしたものでございます。。。。次次次次にににに、、、、４５４５４５４５ペペペペーーーージジジジ、、、、報第報第報第報第６６６６号号号号、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度奈良県病院事業費特別会計予算繰越計算書年度奈良県病院事業費特別会計予算繰越計算書年度奈良県病院事業費特別会計予算繰越計算書年度奈良県病院事業費特別会計予算繰越計算書のののの報告報告報告報告についてごについてごについてごについてご説説説説明明明明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。県立病院県立病院県立病院県立病院のののの施設整備施設整備施設整備施設整備事業事業事業事業としてとしてとしてとして２２２２億億億億２２２２，，，，８０６８０６８０６８０６万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院患患患患者者者者アメニテアメニテアメニテアメニティィィィ向上向上向上向上事業事業事業事業としてとしてとしてとして９９９９，，，，３００３００３００３００万円万円万円万円のののの計計計計３３３３億億億億２２２２，，，，１０６１０６１０６１０６万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円をををを繰繰繰繰りりりり越越越越したものでしたものでしたものでしたものでございますございますございますございます。。。。施設整備施設整備施設整備施設整備事業事業事業事業ではではではでは、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの手手手手術術術術室室室室空調設備空調設備空調設備空調設備のののの改改改改修修修修、、、、県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院のののの外来外来外来外来診診診診療部療部療部療部門門門門のののの改改改改修修修修、、、、県立県立県立県立五條五條五條五條病院病院病院病院のののの新新新新館屋館屋館屋館屋上防上防上防上防水水水水工工工工事等事等事等事等についてについてについてについて、、、、工工工工法法法法のののの検討検討検討検討等等等等にににに時時時時間間間間をををを要要要要したことしたことしたことしたこと、、、、またまたまたまた、、、、患患患患者者者者アメニティアメニティアメニティアメニティ向上向上向上向上事業事業事業事業ではではではでは、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの本本本本館天館天館天館天井井井井照照照照明明明明のののの整備整備整備整備、、、、
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県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院のののの南南南南病病病病棟浴棟浴棟浴棟浴室室室室のののの整備整備整備整備、、、、県立県立県立県立五條五條五條五條病院病院病院病院のののの玄玄玄玄関関関関ひひひひささささしのしのしのしの整備整備整備整備等等等等についてについてについてについて、、、、国国国国のののの２２２２次次次次補補補補正正正正、、、、地地地地域活域活域活域活性性性性化化化化・・・・ききききめめめめ細細細細やかなやかなやかなやかな臨臨臨臨時交付時交付時交付時交付金金金金のののの活活活活用用用用をしたものでをしたものでをしたものでをしたもので、、、、所要所要所要所要のののの工期工期工期工期のののの確保確保確保確保ををををするためにするためにするためにするために繰繰繰繰りりりり越越越越したものでございますしたものでございますしたものでございますしたものでございます。。。。以上以上以上以上がががが、、、、医療政策部医療政策部医療政策部医療政策部にににに関関関関しますしますしますします提提提提出議案出議案出議案出議案でございますでございますでございますでございます。。。。ごごごご審議審議審議審議のほどをどうかよろしくのほどをどうかよろしくのほどをどうかよろしくのほどをどうかよろしくおおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、定例県議会定例県議会定例県議会定例県議会提提提提出議案出議案出議案出議案のうのうのうのうちちちち、、、、くらしくらしくらしくらし○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長創造部所管創造部所管創造部所管創造部所管のののの４４４４件件件件のののの議案議案議案議案についてについてについてについて説説説説明明明明いたしますいたしますいたしますいたします 「「「「第第第第２９８２９８２９８２９８回回回回定例県議会定例県議会定例県議会定例県議会提提提提出議案出議案出議案出議案（（（（追追追追。。。。加加加加提提提提案分案分案分案分 」」」」のののの２５２５２５２５ペペペペーーーージジジジ、、、、県立矢田自然公園県立矢田自然公園県立矢田自然公園県立矢田自然公園にににに係係係係るるるる用地用地用地用地のののの取得取得取得取得についてについてについてについて、、、、議会議会議会議会のののの議決議決議決議決にににに））））付付付付すすすすべきべきべきべき契約契約契約契約及及及及びびびび財財財財産産産産のののの取得取得取得取得又又又又はははは処分処分処分処分にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、議決議決議決議決をををを求求求求めるものでごめるものでごめるものでごめるものでございますざいますざいますざいます。。。。現在現在現在現在、、、、供供供供用用用用さささされているれているれているれている県立矢田自然公園県立矢田自然公園県立矢田自然公園県立矢田自然公園内内内内のののの矢田矢田矢田矢田山山山山遊遊遊遊びびびびのののの森森森森とととと一一一一体的体的体的体的にににに管理管理管理管理運運運運営営営営するためするためするためするため、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県土土土土地開地開地開地開発発発発公公公公社社社社がががが取得取得取得取得したしたしたした土土土土地地地地をををを買買買買いいいい戻戻戻戻すものでございますすものでございますすものでございますすものでございます。。。。取得取得取得取得金額金額金額金額４４４４億億億億６６６６，，，，４３０４３０４３０４３０万万万万４４４４，，，，６８６８６８６８７７７７円円円円、、、、取得取得取得取得相相相相手方手方手方手方はははは奈良県奈良県奈良県奈良県土土土土地開地開地開地開発発発発公公公公社社社社でございますでございますでございますでございます。。。。次次次次にににに、、、、報第報第報第報第１１１１号号号号、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてごについてごについてごについてご説説説説明明明明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。３３３３３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、６６６６款款款款くらしくらしくらしくらし創造費創造費創造費創造費、、、、項項項項、、、、スポスポスポスポーーーーツツツツ振興振興振興振興費費費費、、、、橿橿橿橿原原原原公公公公苑苑苑苑整備整備整備整備事業事業事業事業、、、、繰越繰越繰越繰越額額額額はははは１１１１億億億億９００９００９００９００万円万円万円万円でございますでございますでございますでございます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、国国国国のののの平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度２２２２次次次次補補補補正正正正、、、、地地地地域活域活域活域活性性性性化化化化・・・・ききききめめめめ細細細細かかかかなななな臨臨臨臨時交付時交付時交付時交付金金金金にににに対応対応対応対応しししし、、、、２２２２月月月月補補補補正予算正予算正予算正予算でごでごでごでご承承承承認認認認いただいただいただいただききききましたましたましたました事業事業事業事業でででで、、、、テニステニステニステニス場場場場のののの人人人人工工工工芝芝芝芝化化化化などをなどをなどをなどを行行行行うものですがうものですがうものですがうものですが、、、、所要所要所要所要のののの工期工期工期工期をををを確保確保確保確保するためするためするためするため繰繰繰繰りりりり越越越越したものでございますしたものでございますしたものでございますしたものでございます。。。。同同同同じじじじくくくく、、、、橿橿橿橿原原原原公公公公苑野球苑野球苑野球苑野球場整備場整備場整備場整備事業繰越事業繰越事業繰越事業繰越額額額額１１１１億億億億６６６６，，，，７７７７６３６３６３６３万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円でございますでございますでございますでございます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、昨昨昨昨年年年年のののの６６６６月月月月補補補補正予算正予算正予算正予算でごでごでごでご承承承承認認認認いただいただいただいただききききましたましたましたました平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度国国国国のののの１１１１次次次次補補補補正地正地正地正地域活域活域活域活性性性性化化化化・・・・経経経経済済済済危危危危機対機対機対機対策策策策臨臨臨臨時交付時交付時交付時交付金金金金をををを活活活活用用用用したしたしたした事業事業事業事業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、、、、外野外野外野外野のののの人人人人工工工工芝芝芝芝化化化化などをなどをなどをなどを行行行行うものでごうものでごうものでごうものでございましてざいましてざいましてざいまして、、、、人人人人工工工工芝選芝選芝選芝選定定定定作作作作業業業業などになどになどになどに不測不測不測不測のののの日時日時日時日時をををを要要要要したためしたためしたためしたため繰繰繰繰りりりり越越越越したものでございますしたものでございますしたものでございますしたものでございます。。。。明日明日明日明日香香香香庭庭庭庭球球球球場施設整備場施設整備場施設整備場施設整備事業繰越事業繰越事業繰越事業繰越額額額額１１１１，，，，１１０１１０１１０１１０万円万円万円万円でございますでございますでございますでございます。。。。ここここちちちちらもらもらもらも、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度国国国国のののの１１１１次次次次補補補補正正正正、、、、地地地地域活域活域活域活性性性性化化化化・・・・経経経経済済済済危危危危機対機対機対機対策策策策臨臨臨臨時交付時交付時交付時交付金金金金をををを活活活活用用用用しししし、、、、昨昨昨昨年年年年９９９９月月月月補補補補正予算正予算正予算正予算でごでごでごでご承承承承認認認認いただいたいただいたいただいたいただいた倉庫倉庫倉庫倉庫などのなどのなどのなどの改改改改築築築築のののの事業事業事業事業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、、、、倉庫倉庫倉庫倉庫のののの除去除去除去除去工工工工事事事事におけるにおけるにおけるにおける景観景観景観景観対応対応対応対応ななななどどどど、、、、工工工工法法法法のののの検討検討検討検討にににに不測不測不測不測のののの日時日時日時日時をををを要要要要したことによりしたことによりしたことによりしたことにより繰繰繰繰りりりり越越越越したものでございますしたものでございますしたものでございますしたものでございます。。。。男女共男女共男女共男女共同同同同参画参画参画参画費費費費、、、、女性女性女性女性センターセンターセンターセンター施設整備施設整備施設整備施設整備事業繰越事業繰越事業繰越事業繰越額額額額１１１１，，，，１３０１３０１３０１３０万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円でございますでございますでございますでございます。。。。これこれこれこれはははは、、、、国国国国のののの平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度２２２２次次次次補補補補正正正正、、、、地地地地域活域活域活域活性性性性化化化化・・・・ききききめめめめ細細細細かなかなかなかな臨臨臨臨時交付時交付時交付時交付金金金金にににに対応対応対応対応しししし、、、、２２２２月月月月補補補補正正正正でごでごでごでご承承承承認認認認いただいたいただいたいただいたいただいた事業事業事業事業でででで、、、、女性女性女性女性センターセンターセンターセンターののののエエエエレベレベレベレベーターーターーターーターをををを改改改改修修修修するものですがするものですがするものですがするものですが、、、、所要所要所要所要のののの工期工期工期工期をををを確保確保確保確保するためするためするためするため繰繰繰繰りりりり越越越越したものでございますしたものでございますしたものでございますしたものでございます。。。。
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項項項項、、、、環境管理費環境管理費環境管理費環境管理費 「「「「緑緑緑緑のののの分分分分権権権権改改改改革革革革」」」」推進推進推進推進事業繰越事業繰越事業繰越事業繰越額額額額１１１１，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円でございますでございますでございますでございます。。。。これこれこれこれ、、、、につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、国国国国のののの２２２２次次次次補補補補正正正正にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、２２２２月議会月議会月議会月議会においてにおいてにおいてにおいて補補補補正正正正額額額額３３３３，，，，００００００００００００万円万円万円万円をををを認認認認めていただめていただめていただめていただききききましたがましたがましたがましたが、、、、３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日にににに総総総総務務務務省省省省よりよりよりより１１１１，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円とのとのとのとの通通通通知知知知がございまがございまがございまがございましてそのしてそのしてそのしてその全額全額全額全額をををを繰繰繰繰りりりり越越越越すものでございますすものでございますすものでございますすものでございます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖最終最終最終最終処分処分処分処分場緊急場緊急場緊急場緊急特別特別特別特別対対対対策事業繰越策事業繰越策事業繰越策事業繰越額額額額４４４４，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円でございますでございますでございますでございます。。。。ここここれにつれにつれにつれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、昨昨昨昨年年年年のののの９９９９月月月月補補補補正予算正予算正予算正予算でごでごでごでご承承承承認認認認いただいただいただいただききききましたがましたがましたがましたが、、、、調調調調査査査査のののの工工工工法法法法検討検討検討検討などなどなどなどにににに不測不測不測不測のののの日時日時日時日時をををを要要要要したことによりしたことによりしたことによりしたことにより、、、、調調調調査事業費査事業費査事業費査事業費についてについてについてについて繰繰繰繰りりりり越越越越したものでございますしたものでございますしたものでございますしたものでございます。。。。項項項項、、、、風致風致風致風致景観費景観費景観費景観費、、、、国国国国立公園等立公園等立公園等立公園等整備整備整備整備事業繰越事業繰越事業繰越事業繰越額額額額５１０５１０５１０５１０万円万円万円万円でございますでございますでございますでございます。。。。これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、国国国国のののの２２２２時時時時補補補補正正正正、、、、地地地地域活域活域活域活性性性性化化化化・・・・ききききめめめめ細細細細かなかなかなかな臨臨臨臨時交付時交付時交付時交付金金金金事業事業事業事業にににに対応対応対応対応したものでしたものでしたものでしたもので、、、、２２２２月月月月補補補補正予算正予算正予算正予算でででで承承承承認認認認いただいただいただいただききききましたがましたがましたがましたが、、、、所要所要所要所要のののの工期工期工期工期をををを確保確保確保確保するためするためするためするため繰繰繰繰りりりり越越越越したものございますしたものございますしたものございますしたものございます。。。。同同同同じくじくじくじく、、、、国国国国定公園等定公園等定公園等定公園等施設整備施設整備施設整備施設整備事業繰越事業繰越事業繰越事業繰越額額額額６３０６３０６３０６３０万円万円万円万円でございますでございますでございますでございます。。。。これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、事業事業事業事業主体主体主体主体のののの市町市町市町市町村村村村におにおにおにおききききましてましてましてまして地元地元地元地元調整調整調整調整のののの難航難航難航難航によりによりによりにより不測不測不測不測のののの日時日時日時日時をををを要要要要したことによりしたことによりしたことによりしたことにより、、、、事業費事業費事業費事業費のののの一一一一部部部部をををを繰繰繰繰りりりり越越越越したものでございますしたものでございますしたものでございますしたものでございます。。。。以上以上以上以上でででで、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書のののの説説説説明明明明をををを終終終終わわわわららららせせせせていていていていただただただただききききますますますます。。。。次次次次にににに、、、、報第報第報第報第１２１２１２１２号号号号、、、、財団法人奈良県解放財団法人奈良県解放財団法人奈良県解放財団法人奈良県解放センターセンターセンターセンターのののの経営状況経営状況経営状況経営状況のののの報告報告報告報告についてごについてごについてごについてご説説説説明明明明いたいたいたいたしますしますしますします。。。。財団法人奈良県解放財団法人奈良県解放財団法人奈良県解放財団法人奈良県解放センターセンターセンターセンター「「「「平成平成平成平成２１２１２１２１年度業務報告書年度業務報告書年度業務報告書年度業務報告書」」」」のののの１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、事業事業事業事業のののの実実実実施施施施状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。施設施設施設施設のののの管理管理管理管理運運運運営営営営につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、４４４４団団団団体体体体１１１１事業者事業者事業者事業者とととと通年通年通年通年契約契約契約契約のほかのほかのほかのほか、、、、延延延延べべべべ３１０３１０３１０３１０回回回回のののの研修研修研修研修室室室室のののの利利利利用用用用をををを得得得得ましたましたましたました。。。。またまたまたまた、、、、受託受託受託受託事業事業事業事業につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、人人人人権権権権啓啓啓啓発発発発にににに関関関関するするするする人人人人材養材養材養材養成事業成事業成事業成事業としてとしてとしてとして、、、、県県県県、、、、市町市町市町市町村村村村、、、、自治会長自治会長自治会長自治会長などをなどをなどをなどを対対対対象象象象としてとしてとしてとして研修研修研修研修会会会会をををを開開開開催催催催しししし、、、、延延延延べべべべ２４６２４６２４６２４６名名名名のののの参参参参加加加加をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、同同同同和問題和問題和問題和問題、、、、人人人人権権権権問題問題問題問題についてについてについてについて啓啓啓啓発発発発をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。２２２２ペペペペーーーージジジジからからからから財務財務財務財務諸諸諸諸表表表表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、、、、４４４４ペペペペーーーージジジジからからからから５５５５ペペペペーーーージジジジのののの正正正正味味味味財財財財産増産増産増産増減減減減計算書計算書計算書計算書ででででごごごご説説説説明明明明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。１１１１、、、、経常経常経常経常増増増増減減減減のののの部部部部 （（（（１１１１））））のののの経常経常経常経常収収収収益益益益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、、、、貸貸貸貸しししし館館館館にににに伴伴伴伴いいいい、、、、ますますますます事務室事務室事務室事務室などのなどのなどのなどの使使使使用料用料用料用料収入収入収入収入、、、、県県県県補助金収入補助金収入補助金収入補助金収入、、、、研修研修研修研修事業事業事業事業受託収受託収受託収受託収益益益益、、、、そのそのそのその他他他他記載記載記載記載のものをのものをのものをのものを合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして、、、、経常経常経常経常収収収収益益益益計計計計２２２２，，，，２２２２２２２２２２２２万万万万１１１１，，，，７７７７７７７７００００円円円円でございますでございますでございますでございます。。。。またまたまたまた （（（（２２２２））））経常費用経常費用経常費用経常費用、、、、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、、、、受託研修受託研修受託研修受託研修費費費費をををを含含含含むむむむ事業費事業費事業費事業費、、、、職員職員職員職員給与給与給与給与及及及及びびびび管理管理管理管理運運運運営経費営経費営経費営経費をををを合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして、、、、経常費用計経常費用計経常費用計経常費用計２２２２，，，，８８８８７７７７９９９９万万万万６６６６，，，，８８５８８５８８５８８５円円円円でございますでございますでございますでございます。。。。以上以上以上以上のののの経常経常経常経常収収収収益益益益計計計計額額額額とととと経常費用計経常費用計経常費用計経常費用計額額額額のののの差額差額差額差額でありますでありますでありますであります当期当期当期当期経常経常経常経常増増増増減減減減額額額額（（（（ＣＣＣＣ））））ですがですがですがですが、、、、マイナスマイナスマイナスマイナス６５６５６５６５７７７７万万万万５５５５，，，，１１５１１５１１５１１５円円円円となってとなってとなってとなっておりますおりますおりますおります。。。。このこのこのこのマイナスマイナスマイナスマイナスのののの大大大大ききききなななな要要要要因因因因はははは、、、、建建建建物物物物などのなどのなどのなどの減価償却減価償却減価償却減価償却費費費費をををを計計計計上上上上しているためでごしているためでごしているためでごしているためでございますざいますざいますざいます。。。。またまたまたまた、、、、２２２２、、、、経常経常経常経常外外外外増増増増減減減減のののの部部部部につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、収収収収益益益益、、、、費用費用費用費用ともなしでしたのでともなしでしたのでともなしでしたのでともなしでしたので、、、、
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当期当期当期当期一般正一般正一般正一般正味味味味財財財財産増産増産増産増減減減減額額額額（（（（ＧＧＧＧ））））ははははマイナスマイナスマイナスマイナス６５６５６５６５７７７７万万万万５５５５，，，，１１５１１５１１５１１５円円円円となりとなりとなりとなり、、、、一般正一般正一般正一般正味味味味財財財財産期産期産期産期首残首残首残首残高高高高（（（（ＨＨＨＨ））））のののの２２２２億億億億１１１１，，，，３３３３７７７７８８８８万万万万２２２２，，，，７７７７３８３８３８３８円円円円からからからから差差差差しししし引引引引ききききましたましたましたました一般正一般正一般正一般正味味味味財財財財産期産期産期産期末末末末残残残残高高高高（（（（ＩＩＩＩ））））はははは２２２２億億億億７７７７２０２０２０２０万万万万７７７７，，，，６２３６２３６２３６２３円円円円となりますとなりますとなりますとなります。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、別別別別冊冊冊冊のののの「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度事業計年度事業計年度事業計年度事業計画画画画」」」」のののの説説説説明明明明にににに移移移移ららららせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。財団法財団法財団法財団法人奈良県解放人奈良県解放人奈良県解放人奈良県解放センターセンターセンターセンター「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度事業計年度事業計年度事業計年度事業計画画画画書書書書」」」」のののの１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、事業事業事業事業のののの実施実施実施実施計計計計画画画画としましとしましとしましとしましてはてはてはては、、、、人人人人権権権権啓啓啓啓発発発発のののの拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして記載記載記載記載のののの事業事業事業事業をををを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、収収収収支予算書支予算書支予算書支予算書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、、、、収入収入収入収入のののの部部部部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、、、、貸貸貸貸しししし館館館館にににに伴伴伴伴いますいますいますいます事事事事務室務室務室務室などのなどのなどのなどの使使使使用料用料用料用料収入収入収入収入とととと県県県県補助金収入補助金収入補助金収入補助金収入、、、、県委県委県委県委託金収入託金収入託金収入託金収入、、、、そのほかそのほかそのほかそのほか記載記載記載記載のものをのものをのものをのものを合合合合わせわせわせわせましましましましてててて、、、、収入合収入合収入合収入合計計計計１１１１，，，，５５５５７７７７４４４４万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円をををを計計計計上上上上しておりますしておりますしておりますしております。。。。３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、支出支出支出支出のののの部部部部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、、、、１１１１、、、、運運運運営費営費営費営費のののの２２２２、、、、諸諸諸諸手手手手当当当当がががが運運運運営営営営体体体体制制制制のののの見直見直見直見直しにしにしにしに伴伴伴伴いいいい、、、、記載記載記載記載のようにのようにのようにのように減少減少減少減少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。。。。これはこれはこれはこれは、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度末年度末年度末年度末にににに退退退退職職職職したしたしたした職員職員職員職員１１１１名名名名にかかるにかかるにかかるにかかる退退退退職手職手職手職手当当当当をををを計計計計上上上上しておりましたがしておりましたがしておりましたがしておりましたが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度はこれがはこれがはこれがはこれが不不不不要要要要になったことによになったことによになったことによになったことによるものでございまするものでございまするものでございまするものでございます。。。。これをこれをこれをこれを含含含含むむむむ管理管理管理管理運運運運営費営費営費営費とととと４４４４ペペペペーーーージジジジ記載記載記載記載のものをのものをのものをのものを合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして、、、、合合合合計計計計でででで１１１１，，，，５５５５７７７７４４４４万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円計計計計上上上上しておりますしておりますしておりますしております。。。。以上以上以上以上でででで、、、、財団法人奈良県解放財団法人奈良県解放財団法人奈良県解放財団法人奈良県解放センターセンターセンターセンターのののの経営状況経営状況経営状況経営状況のののの報告報告報告報告についてのについてのについてのについての説説説説明明明明でございますでございますでございますでございます。。。。次次次次にににに、、、、またもとのまたもとのまたもとのまたもとの「「「「第第第第２９８２９８２９８２９８回回回回定例県議会定例県議会定例県議会定例県議会提提提提出予定議案出予定議案出予定議案出予定議案（（（（追追追追加加加加提提提提案分案分案分案分 」」」」のののの７７７７１１１１ペペペペーーーージジジジ））））のののの報第報第報第報第２２２２２２２２号号号号、、、、地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第１８０１８０１８０１８０条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる専決処分専決処分専決処分専決処分のののの報告報告報告報告についてごについてごについてごについてご説説説説明明明明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。くらしくらしくらしくらし創造部所管分創造部所管分創造部所管分創造部所管分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、、、、７７７７２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、奈良県事務処理奈良県事務処理奈良県事務処理奈良県事務処理のののの特例特例特例特例にににに関関関関するするするする条条条条例例例例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例がががが該該該該当当当当いたしますいたしますいたしますいたします。。。。これはこれはこれはこれは、、、、自然公園法自然公園法自然公園法自然公園法のののの改正改正改正改正にににに伴伴伴伴いいいい、、、、同同同同法法法法のののの条条条条項項項項をををを引引引引用用用用するするするする奈良県事務処理奈良県事務処理奈良県事務処理奈良県事務処理のののの特例特例特例特例にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正をををを行行行行うものでございますうものでございますうものでございますうものでございます。。。。ままままたたたた、、、、施行期施行期施行期施行期日日日日はははは平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日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。。。。以上以上以上以上がががが、、、、くらしくらしくらしくらし創造部所管創造部所管創造部所管創造部所管のののの提提提提出議案出議案出議案出議案のののの概概概概要要要要でございますでございますでございますでございます。。。。よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご審議審議審議審議のほどをおのほどをおのほどをおのほどをお願願願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。。。。 ただいまのただいまのただいまのただいまの説説説説明明明明についてについてについてについて質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばば発発発発言言言言願願願願いますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、そのそのそのその他他他他○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員長委員長委員長委員長のののの事項事項事項事項についてはについてはについてはについては後後後後ほどほどほどほど質疑質疑質疑質疑をををを行行行行いますのでごいますのでごいますのでごいますのでご了承願了承願了承願了承願いますいますいますいます。。。。いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。ございまございまございまございませせせせんんんんかかかか。。。。今今今今のののの議案議案議案議案のののの中中中中でででで、、、、聞聞聞聞かかかかせせせせてもらいますてもらいますてもらいますてもらいます。。。。○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員特特特特にににに、、、、よくよくよくよく僕僕僕僕らはらはらはらは話話話話をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、それからそれからそれからそれから物物物物をををを読読読読んんんんだりしてだりしてだりしてだりして、、、、大大大大体体体体高高高高齢齢齢齢者者者者はははは選挙選挙選挙選挙のののの票票票票をををを持持持持っているからっているからっているからっているから割割割割とととと話話話話題題題題になるけれどもになるけれどもになるけれどもになるけれども、、、、子子子子供供供供というのはというのはというのはというのは票票票票をををを持持持持っていないからあっていないからあっていないからあっていないからあんんんんまりいまりいまりいまりい
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ろろろろんんんんなところでなところでなところでなところで話話話話題題題題にならないというにならないというにならないというにならないという、、、、そそそそんんんんなことがあるのかどうかなことがあるのかどうかなことがあるのかどうかなことがあるのかどうか統統統統計計計計的的的的にはにはにはにはわわわわからなからなからなからないのですがいのですがいのですがいのですが、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが言言言言わわわわれているのでれているのでれているのでれているので、、、、ああああええええてててて聞聞聞聞ききききたいのですがたいのですがたいのですがたいのですが、、、、交通遺児交通遺児交通遺児交通遺児のののの関関関関係係係係のののの寄寄寄寄付付付付というのがというのがというのがというのが、、、、これはこれはこれはこれはわずわずわずわずかなかなかなかな人人人人がながながながなささささっているけれどもっているけれどもっているけれどもっているけれども、、、、どういうどういうどういうどういう媒媒媒媒体体体体をををを通通通通じてじてじてじてここここんんんんなななな機機機機関関関関があるからがあるからがあるからがあるから寄寄寄寄付付付付をしてくだをしてくだをしてくだをしてくだささささいといういといういといういという呼呼呼呼びびびびかけをしてるのかかけをしてるのかかけをしてるのかかけをしてるのか。。。。僕僕僕僕らもこうしてらもこうしてらもこうしてらもこうしてずずずずっとっとっとっと県会議員県会議員県会議員県会議員もももも何何何何期期期期もやっているからもやっているからもやっているからもやっているから報告報告報告報告があったのをあまりがあったのをあまりがあったのをあまりがあったのをあまり関関関関心心心心持持持持たたたたずずずずにににに聞聞聞聞いていたいていたいていたいていたのですのですのですのです。。。。今今今今回回回回はそういうはそういうはそういうはそういう意味意味意味意味でででで改改改改めてめてめてめて聞聞聞聞ききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一一一一つはつはつはつは、、、、矢田矢田矢田矢田山山山山のののの遊遊遊遊びびびびのののの森森森森ですですですです。。。。これをこれをこれをこれを今今今今ごろごろごろごろ取得取得取得取得さささされているのですけれれているのですけれれているのですけれれているのですけれどもどもどもども、、、、土土土土地開地開地開地開発発発発公公公公社社社社はもっとはもっとはもっとはもっと前前前前にににに取得取得取得取得しているしているしているしている。。。。それをそれをそれをそれをずずずずっとっとっとっと抱抱抱抱いていたらいていたらいていたらいていたら利息利息利息利息もつくともつくともつくともつくということもあるけれどもいうこともあるけれどもいうこともあるけれどもいうこともあるけれども、、、、どういうどういうどういうどういう経経経経過過過過でどうでどうでどうでどう買買買買ったのかがったのかがったのかがったのかがわわわわからないからでからないからでからないからでからないからでききききるだけるだけるだけるだけ速速速速やかにやかにやかにやかに県県県県がががが必必必必要要要要なななな土土土土地地地地であるのだったらであるのだったらであるのだったらであるのだったら買買買買いいいい取取取取るるるる方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。ももももちちちちろろろろんんんん予算予算予算予算のののの都都都都合合合合もあるけれどももあるけれどももあるけれどももあるけれども、、、、なぜこうなぜこうなぜこうなぜこう遅遅遅遅くなったくなったくなったくなった、、、、土土土土地開地開地開地開発発発発公公公公社社社社がががが取得取得取得取得してからしてからしてからしてから、、、、それでそれでそれでそれで県県県県がががが取取取取得得得得するまでにするまでにするまでにするまでに時時時時間間間間がかかったのかがかかったのかがかかったのかがかかったのか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺説説説説明明明明してくだしてくだしてくだしてくだささささいいいい。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。交通遺児援護会交通遺児援護会交通遺児援護会交通遺児援護会のののの方方方方にににに寄寄寄寄付付付付がどのようなところからがどのようなところからがどのようなところからがどのようなところから来来来来ているのかているのかているのかているのか○○○○岸岡岸岡岸岡岸岡こどもこどもこどもこども家庭課長家庭課長家庭課長家庭課長というおというおというおというお尋尋尋尋ねねねねですですですです。。。。交通遺児援護会交通遺児援護会交通遺児援護会交通遺児援護会はははは、、、、昭昭昭昭和和和和４８４８４８４８年年年年からやっていますのでからやっていますのでからやっていますのでからやっていますので、、、、かなりかなりかなりかなり歴史歴史歴史歴史があるところですけがあるところですけがあるところですけがあるところですけれどもれどもれどもれども、、、、自動自動自動自動車車車車のののの販売販売販売販売をしておられるをしておられるをしておられるをしておられる業者業者業者業者とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは中中中中古車古車古車古車のののの販売販売販売販売をしておられるをしておられるをしておられるをしておられる業業業業者者者者がががが１１１１つですつですつですつです。。。。それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一一一一つはつはつはつは、、、、加加加加害害害害、、、、被被被被害害害害両両両両方方方方だとだとだとだと思思思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、、、、警察署警察署警察署警察署ににににいろいろいろいろいろいろいろいろ事事事事故故故故のののの相談相談相談相談ををををさささされてれてれてれて寄寄寄寄付付付付がというがというがというがという場合場合場合場合にににに来来来来られるようなられるようなられるようなられるようなパパパパターンターンターンターンになってますになってますになってますになってます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉協協協協議会議会議会議会にににに善意銀善意銀善意銀善意銀行行行行があるがあるがあるがあるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そこそこそこそこへへへへごごごご相談相談相談相談があっがあっがあっがあってててて交通遺児交通遺児交通遺児交通遺児のののの関係関係関係関係にににに寄寄寄寄付付付付さささされたりということがあるれたりということがあるれたりということがあるれたりということがある場合場合場合場合だとだとだとだと聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。矢田矢田矢田矢田山山山山自然自然自然自然のののの遊遊遊遊びびびびのののの森森森森についておについておについておについてお答答答答ええええしますしますしますします。。。。○○○○馬場自然環境課長馬場自然環境課長馬場自然環境課長馬場自然環境課長県立矢田自然公園子県立矢田自然公園子県立矢田自然公園子県立矢田自然公園子供供供供のののの森地森地森地森地区区区区整備整備整備整備事業事業事業事業というというというという構想構想構想構想にににに基基基基づきづきづきづきましてましてましてまして、、、、土土土土地開地開地開地開発発発発公公公公社社社社にににに昭昭昭昭和和和和５５５５７７７７年年年年からからからから４４４４回回回回ににににわわわわたってたってたってたって先行先行先行先行取得取得取得取得をおをおをおをお願願願願いしたものでございますけれどもいしたものでございますけれどもいしたものでございますけれどもいしたものでございますけれども、、、、このこのこのこの後後後後、、、、平成平成平成平成７７７７年度年度年度年度にににに矢田矢田矢田矢田国国国国有有有有林林林林２８１２８１２８１２８１ヘヘヘヘククククタータータータールルルルほどをほどをほどをほどを購購購購入入入入してしてしてして、、、、そそそそちちちちらのらのらのらの整備整備整備整備にににに集集集集中中中中したしたしたした結果結果結果結果、、、、整備整備整備整備がおくれたとがおくれたとがおくれたとがおくれたと。。。。そしてそしてそしてそして、、、、利利利利用用用用実実実実態態態態をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、既存既存既存既存のののの施設施設施設施設でででで利利利利用者用者用者用者ニニニニーーーーズズズズがががが充足充足充足充足してしてしてしているといういるといういるといういるという結果結果結果結果にににに至至至至りましてりましてりましてりまして、、、、ああああええええてててて今今今今施設整備施設整備施設整備施設整備をするよりもをするよりもをするよりもをするよりも現現現現状状状状のままのままのままのまま、、、、都市都市都市都市近近近近郊郊郊郊におにおにおにおけるけるけるける貴重貴重貴重貴重なすなすなすなすばばばばらしいらしいらしいらしい自然自然自然自然のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして保全保全保全保全しししし活活活活用用用用するというするというするというするという方方方方針針針針をををを決決決決めましたのでめましたのでめましたのでめましたので、、、、今今今今回回回回、、、、そのそのそのその方方方方針針針針にににに基基基基づづづづいていていていて買買買買いいいい取取取取りをりをりをりを行行行行うものでございますうものでございますうものでございますうものでございます。。。。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。。。。わわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員日日日日本本本本人人人人はどはどはどはどちちちちらかというとらかというとらかというとらかというと寄寄寄寄付付付付のののの文化文化文化文化があまりないようながあまりないようながあまりないようながあまりないような気気気気がするがするがするがする。。。。それでそれでそれでそれで、、、、制制制制度度度度的的的的にににに
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もももも寄寄寄寄付付付付するよりするよりするよりするより税税税税というかというかというかというか、、、、国国国国がががが、、、、市町市町市町市町村村村村がががが責任持責任持責任持責任持つつつつべきべきべきべきだというだというだというだという論論論論がすがすがすがすぐぐぐぐ出出出出ててててききききてあれてあれてあれてあれですけどもですけどもですけどもですけども、、、、諸外諸外諸外諸外国国国国ななななんんんんかとかとかとかと比比比比べべべべてててて寄附寄附寄附寄附のののの文化文化文化文化がががが低低低低調調調調だとだとだとだと思思思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、、、、機機機機会会会会があがあがあがあったらいろったらいろったらいろったらいろんんんんなところになところになところになところに呼呼呼呼びびびびかけてかけてかけてかけて、、、、持持持持っているっているっているっている人人人人からはからはからはからは寄寄寄寄付付付付もしてもらうということをもしてもらうということをもしてもらうということをもしてもらうということを県県県県もしていただくようにおもしていただくようにおもしていただくようにおもしていただくようにお願願願願いしていしていしていして終終終終わわわわりますりますりますります。。。。健健健健やかやかやかやか奈良支援財団奈良支援財団奈良支援財団奈良支援財団のののの事業計事業計事業計事業計画画画画のところでのところでのところでのところで、、、、１８１８１８１８ペペペペーーーージジジジをををを拝拝拝拝見見見見させさせさせさせていただていただていただていただ○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員ききききましたらましたらましたらましたら、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者総合相談総合相談総合相談総合相談センターセンターセンターセンターですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、予算予算予算予算のののの入入入入ってくるところがってくるところがってくるところがってくるところが県費県費県費県費補助補助補助補助金収入金収入金収入金収入とととと県費等委県費等委県費等委県費等委託金収入託金収入託金収入託金収入ということでということでということでということで、、、、等等等等のののの中中中中身身身身ががががわわわわからないのですけれどもからないのですけれどもからないのですけれどもからないのですけれども、、、、これをこれをこれをこれを見見見見るるるる限限限限りではりではりではりでは、、、、ほとほとほとほとんんんんどどどど県費県費県費県費のののの収入収入収入収入でででで賄賄賄賄わわわわれているとれているとれているとれていると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、実実実実際際際際、、、、ここでのここでのここでのここでの相談相談相談相談件件件件数数数数はどれくらいあるのかはどれくらいあるのかはどれくらいあるのかはどれくらいあるのかわわわわかりましたらかりましたらかりましたらかりましたら１１１１点点点点おおおお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、交通遺児交通遺児交通遺児交通遺児のことでのことでのことでのことでずずずずっとっとっとっと事業事業事業事業ががががさささされているのですがれているのですがれているのですがれているのですが、、、、今今今今、、、、自自自自殺殺殺殺でででで親親親親をなくすをなくすをなくすをなくす子子子子供供供供ささささんんんんがかなりいらっしがかなりいらっしがかなりいらっしがかなりいらっしゃゃゃゃるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思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、、、、そういうところのそういうところのそういうところのそういうところの支支支支援援援援、、、、救救救救済済済済制制制制度度度度というのはないのでしというのはないのでしというのはないのでしというのはないのでしょょょょうかうかうかうか。。。。そのそのそのその２２２２点点点点おおおお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。高高高高齢齢齢齢者者者者総合相談総合相談総合相談総合相談センターセンターセンターセンターのののの中中中中でででで、、、、そのそのそのその相談件相談件相談件相談件数数数数はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいからいからいからいか。。。。そそそそ○○○○増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長のののの中中中中身身身身はどうかというおはどうかというおはどうかというおはどうかというお尋尋尋尋ねねねねございますございますございますございます。。。。平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のののの数値数値数値数値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、、、、相談件相談件相談件相談件数数数数トトトトータータータータルルルルでででで６０６６０６６０６６０６件件件件でございますでございますでございますでございます。。。。そのそのそのその内内内内訳訳訳訳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、、、、特特特特にににに法法法法律律律律にににに関係関係関係関係するものがするものがするものがするものが約約約約４４４４割割割割、、、、それからそれからそれからそれから、、、、仕仕仕仕事事事事にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせがががが２５２５２５２５％％％％、、、、それからそれからそれからそれから介護介護介護介護にににに関係関係関係関係するするするする相談相談相談相談がががが約約約約１０１０１０１０％％％％というというというという状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの相談件相談件相談件相談件数数数数についてもについてもについてもについても恐恐恐恐らくそれらくそれらくそれらくそれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの数数数数字字字字であったのかなとであったのかなとであったのかなとであったのかなと思思思思っておりっておりっておりっ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。。。。自自自自殺殺殺殺ををををさささされたれたれたれた方方方方のののの家家家家族族族族にににに対対対対するするするする保障保障保障保障制制制制度度度度、、、、公公公公的的的的なものについてはなものについてはなものについてはなものについては今今今今○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長のところございまのところございまのところございまのところございませせせせんんんん。。。。自自自自殺殺殺殺ををををさささされるとれるとれるとれると強強強強いいいい心心心心のののの傷傷傷傷をををを負負負負うううう方方方方がががが大大大大体体体体周周周周りにりにりにりに５５５５名名名名いるといるといるといると言言言言わわわわれておりますがれておりますがれておりますがれておりますが、、、、それについてはそれについてはそれについてはそれについては、、、、ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯがががが自自自自死死死死家家家家族族族族会会会会などをつくってなどをつくってなどをつくってなどをつくって取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる現現現現状状状状がございますがございますがございますがございます。。。。ただただただただ、、、、それはそれはそれはそれは公公公公的的的的なものではございまなものではございまなものではございまなものではございませせせせんんんん。。。。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。。。。ほかにごほかにごほかにごほかにご質問質問質問質問はありまはありまはありまはありませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員長委員長委員長委員長なけれなけれなけれなければばばば採採採採決決決決にににに入入入入ることになるのですがることになるのですがることになるのですがることになるのですが、、、、採採採採決決決決にににに入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、付付付付託託託託議案議案議案議案についてについてについてについて委員委員委員委員のののの意意意意見見見見をををを求求求求めますめますめますめます。。。。ごごごご発発発発言言言言をををを求求求求めますがございまめますがございまめますがございまめますがございませせせせんんんんかかかか。。。。なけれなけれなけれなければばばば採採採採決決決決をををを行行行行いますいますいますいます。。。。ただいまよりただいまよりただいまよりただいまより採採採採決決決決をををを行行行行いますいますいますいます。。。。反反反反対対対対意意意意見見見見がありまがありまがありまがありませせせせんんんんのでのでのでので、、、、簡易採簡易採簡易採簡易採決決決決でででで一一一一括括括括してしてしてして行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご異議異議異議異議ありまありまありまありませせせせんんんんかかかか。。。。 （（（（ 異議異議異議異議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「
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それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお諮諮諮諮りしますりしますりしますりします。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年度議案年度議案年度議案年度議案、、、、議第議第議第議第４４４４４４４４号号号号についてはについてはについてはについては、、、、原原原原案案案案どおりどおりどおりどおり可可可可決決決決することにごすることにごすることにごすることにご異議異議異議異議ありまありまありまありませせせせんんんんかかかか。。。。 （（（（ 異議異議異議異議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「異議異議異議異議がないものとがないものとがないものとがないものと認認認認めますめますめますめます。。。。よってよってよってよって、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度議案年度議案年度議案年度議案、、、、議第議第議第議第４４４４４４４４号号号号はははは原原原原案案案案どおりどおりどおりどおり可可可可決決決決することにすることにすることにすることに決決決決しましたしましたしましたしました。。。。なおなおなおなお、、、、ただいまのただいまのただいまのただいまの議案議案議案議案以以以以外外外外のののの付付付付託託託託議案議案議案議案についてはについてはについてはについては、、、、すすすすべべべべてててて報告案報告案報告案報告案件件件件でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの説説説説明明明明をもってをもってをもってをもって理事者理事者理事者理事者よりよりよりより詳細詳細詳細詳細なななな報告報告報告報告をををを受受受受けたこととけたこととけたこととけたこととさせさせさせさせていただていただていただていただききききますのでごますのでごますのでごますのでご了承了承了承了承願願願願いますいますいますいます。。。。これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてましてましてまして、、、、付付付付託託託託議案議案議案議案のののの審査審査審査審査をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。続続続続いていていていて、、、、そのそのそのその他他他他にににに移移移移りますりますりますります。。。。健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長、、、、医療政策部長医療政策部長医療政策部長医療政策部長、、、、くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長からからからから報告報告報告報告のののの申申申申しししし出出出出をををを受受受受けておりますのでけておりますのでけておりますのでけておりますので、、、、報告報告報告報告をををを願願願願いますいますいますいます。。。。健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部からからからから報告報告報告報告はははは１１１１件件件件でございますでございますでございますでございます。。。。おおおお手元手元手元手元のののの資料資料資料資料でででで、、、、身身身身体障体障体障体障○○○○杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長害害害害者者者者認認認認定定定定基基基基準準準準（（（（じじじじんんんん臓臓臓臓機機機機能能能能障害障害障害障害））））についてでございますについてでございますについてでございますについてでございます。。。。ままままずずずず、、、、これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、昨昨昨昨年年年年９９９９月月月月のののの定例県議会定例県議会定例県議会定例県議会でででで県議会県議会県議会県議会よりよりよりより請請請請願願願願をいただをいただをいただをいただききききましたましたましたました。。。。請請請請願願願願のののの趣趣趣趣旨旨旨旨はははは、、、、国国国国ののののガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンでででで障害障害障害障害１１１１級級級級のののの認認認認定定定定ががががクレアクレアクレアクレアチチチチンンンン濃濃濃濃度度度度８８８８ミリグミリグミリグミリグララララムムムム／／／／デデデデシシシシリットルリットルリットルリットルとなっておりますけれどもとなっておりますけれどもとなっておりますけれどもとなっておりますけれども、、、、人人人人工工工工透析透析透析透析をこのをこのをこのをこのガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン以以以以下下下下でもでもでもでも実施実施実施実施さささされていれていれていれているるるる方方方方がいるのでがいるのでがいるのでがいるので、、、、それについてそれについてそれについてそれについて１１１１級級級級認認認認定定定定するようにするようにするようにするように基基基基準準準準のののの改正改正改正改正をををを求求求求めるものでございましめるものでございましめるものでございましめるものでございましたたたた。。。。昨昨昨昨年年年年、、、、このこのこのこの請請請請願願願願をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、１２１２１２１２月月月月以降以降以降以降、、、、専専専専門門門門家家家家からからからから成成成成るるるる検討検討検討検討専専専専門門門門委員会委員会委員会委員会をををを設設設設置置置置しししし、、、、実実実実態態態態調調調調査査査査をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、検討検討検討検討をををを進進進進めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、３３３３月中月中月中月中旬旬旬旬にこのにこのにこのにこの見直見直見直見直しにつしにつしにつしについてのいてのいてのいての意意意意見見見見がががが出出出出てまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、意意意意見見見見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、、、、慢慢慢慢性性性性透析透析透析透析療法療法療法療法をををを導入導入導入導入したしたしたした時時時時点点点点ででででガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの基基基基準準準準にににに該該該該当当当当しないものにつしないものにつしないものにつしないものにつききききましてはましてはましてはましては、、、、１１１１年年年年後後後後再再再再認認認認定定定定をををを行行行行いいいい、、、、１２１２１２１２カカカカ月月月月間間間間透析透析透析透析療法療法療法療法をををを継継継継続続続続するなどするなどするなどするなど永永永永続続続続性性性性がががが認認認認められためられためられためられた場合場合場合場合にはにはにはには障害障害障害障害１１１１級級級級のののの認認認認定定定定をををを行行行行うことがでうことがでうことがでうことができきききるということでごるということでごるということでごるということでございますざいますざいますざいます。。。。イメイメイメイメーーーージジジジ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、、、、クレアクレアクレアクレアチチチチニニニニンンンン濃濃濃濃度度度度がががが８８８８ミリグミリグミリグミリグララララムムムム／／／／デデデデシリッシリッシリッシリットルトルトルトル以上以上以上以上であれであれであれであればばばば当当当当然然然然１１１１級級級級でございますでございますでございますでございます。。。。２２２２つつつつ目目目目でででで、、、、それそれそれそれ未満未満未満未満であってもであってもであってもであっても既既既既にににに慢慢慢慢性性性性透析透析透析透析療法療法療法療法をををを１１１１年年年年以上以上以上以上継継継継続続続続さささされてるれてるれてるれてる方方方方はははは新新新新たにたにたにたに１１１１級級級級にににに認認認認定定定定をするということでございますをするということでございますをするということでございますをするということでございます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、まだまだまだまだ今今今今のののの段階段階段階段階ではではではでは透析透析透析透析さささされておりまれておりまれておりまれておりませせせせ
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んんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、新新新新たにたにたにたに慢慢慢慢性性性性透析透析透析透析療法療法療法療法をををを導入導入導入導入さささされたれたれたれた方方方方につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、１１１１年年年年未満未満未満未満であれであれであれであればばばば３３３３級級級級またはまたはまたはまたは４４４４級級級級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、、、、１１１１年年年年後後後後再再再再認認認認定定定定してしてしてして透析透析透析透析がががが継継継継続続続続さささされていれれていれれていれれていればばばば１１１１級級級級になるというになるというになるというになるということでございますことでございますことでございますことでございます。。。。これをこれをこれをこれを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、県県県県のののの方方方方針針針針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、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの国国国国ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンにににに加加加加ええええまままましてしてしてして、、、、県県県県独独独独自自自自のののの基基基基準準準準につにつにつにつききききましてましてましてまして策定策定策定策定してしてしてして運運運運用用用用をををを行行行行うううう予定予定予定予定でございますでございますでございますでございます。。。。このこのこのこの施行施行施行施行につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、市町市町市町市町村村村村とのとのとのとの調整調整調整調整がががが必必必必要要要要になりますになりますになりますになります。。。。今今今今、、、、関係関係関係関係市町市町市町市町村村村村とととと意意意意見交見交見交見交換換換換をををを行行行行っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、ででででききききるるるる限限限限りりりり速速速速やかにやかにやかにやかに施行施行施行施行にににに取取取取りりりり組組組組みみみみたいとたいとたいとたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。 南和南和南和南和地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける医療医療医療医療のののの状況状況状況状況についてというについてというについてというについてという資料資料資料資料についてごについてごについてごについてご報告報告報告報告申申申申○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長しししし上上上上げげげげますますますます。。。。このこのこのこの資料資料資料資料はははは、、、、南和南和南和南和医療医療医療医療についてについてについてについて、、、、特特特特にににに病院病院病院病院をををを有有有有するするするする南和南和南和南和のののの市町市町市町市町とととと県県県県とがとがとがとが南和南和南和南和のののの医療医療医療医療のののの現現現現状状状状のののの分分分分析析析析やややや今今今今後後後後のののの救救救救急急急急のののの対応対応対応対応についてについてについてについて話話話話しししし合合合合いをいをいをいを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、去去去去るるるる平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１１１１１１１１月月月月よりよりよりより６６６６回回回回ににににわわわわたってたってたってたって検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、取取取取りまとめたものでございますりまとめたものでございますりまとめたものでございますりまとめたものでございます。。。。なおなおなおなお、、、、このこのこのこの資資資資料料料料はははは、、、、去去去去るるるる５５５５月月月月１１１１７７７７日日日日にににに、、、、南和市町南和市町南和市町南和市町村村村村サミットサミットサミットサミットにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、南和南和南和南和のののの医療医療医療医療とととと健康健康健康健康ををををテテテテーーーーママママにににに開開開開催催催催さささされたれたれたれた際際際際、、、、県県県県よりごよりごよりごよりご説説説説明明明明申申申申しししし上上上上げげげげたものをもとにたものをもとにたものをもとにたものをもとに作作作作成成成成しておりますしておりますしておりますしております。。。。２２２２ペペペペーーーージジジジ 「「「「はじめにはじめにはじめにはじめに」」」」としてとしてとしてとして、、、、概概概概要要要要、、、、あるあるあるある意味意味意味意味結結結結論論論論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、、、、ままままずずずず、、、、病病病病、、、、院院院院にはいろいろなにはいろいろなにはいろいろなにはいろいろな種種種種類類類類があるというがあるというがあるというがあるという共共共共通通通通認認認認識識識識をををを持持持持ちちちちましたましたましたました。。。。そしてそしてそしてそして２２２２つつつつ目目目目としてとしてとしてとして、、、、南和南和南和南和にはにはにはには３３３３つのつのつのつの救救救救急急急急のののの病院病院病院病院があるとがあるとがあるとがあると、、、、ただこれはただこれはただこれはただこれは、、、、このままいくこのままいくこのままいくこのままいくとととと共共共共倒倒倒倒れのれのれのれの危危危危険険険険性性性性があるということでございますがあるということでございますがあるということでございますがあるということでございます。。。。そのそのそのその理理理理由由由由としましてとしましてとしましてとしまして、、、、病院病院病院病院のののの組組組組みみみみ合合合合わわわわせせせせがががが悪悪悪悪いのではないかといういのではないかといういのではないかといういのではないかという認認認認識識識識をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな病院病院病院病院がありますというがありますというがありますというがありますという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、、、、３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、病院病院病院病院とはとはとはとは、、、、そもそもそもそもそもそもそもそもベベベベッッッッドドドド数数数数がががが２０２０２０２０床床床床以上以上以上以上のののの医療医療医療医療機機機機関関関関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、、、、診診診診療所療所療所療所ででででででででききききないようなないようなないようなないような患患患患者者者者をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれるるるる。。。。ただただただただ、、、、現現現現実実実実にはにはにはには何何何何でもそろっているでもそろっているでもそろっているでもそろっている病院病院病院病院のののの方方方方がががが安心安心安心安心だというだというだというだという病院病院病院病院志志志志向向向向があるのはがあるのはがあるのはがあるのは確確確確かかかかでございますでございますでございますでございます。。。。ただただただただ、、、、原原原原則則則則としてとしてとしてとして、、、、入入入入院院院院患患患患者者者者のののの治療治療治療治療をををを行行行行うのがうのがうのがうのが病院病院病院病院であるということでごであるということでごであるということでごであるということでございますざいますざいますざいます。。。。４４４４ペペペペーーーージジジジでございますでございますでございますでございます。。。。入入入入院院院院をををを行行行行うううう際際際際、、、、病病病病床床床床がございますけれどもがございますけれどもがございますけれどもがございますけれども、、、、そのそのそのそのベッベッベッベッドドドドのののの種種種種類類類類がががが実実実実はははは３３３３種種種種類類類類ございますございますございますございます。。。。大大大大ききききくくくく分分分分けるとけるとけるとけると一般病一般病一般病一般病床床床床とととと療療療療養養養養病病病病床床床床にににに分分分分かれますけれどもかれますけれどもかれますけれどもかれますけれども、、、、一一一一般病般病般病般病床床床床というというというという言言言言葉葉葉葉がががが少少少少しししし誤誤誤誤解解解解をををを招招招招いておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、一般一般一般一般というというというという言言言言葉葉葉葉からからからから平平平平均的均的均的均的なとかなとかなとかなとか、、、、普普普普通通通通のというのというのというのというイメイメイメイメーーーージジジジがございますががございますががございますががございますが、、、、現在現在現在現在のののの病病病病床床床床はそういったものでははそういったものでははそういったものでははそういったものでは全全全全くございまくございまくございまくございませせせせんんんん。。。。特特特特にににに、、、、急急急急性性性性期期期期病病病病床床床床についてはについてはについてはについては、、、、そこにそこにそこにそこに記載記載記載記載してございますようにしてございますようにしてございますようにしてございますように入入入入院平院平院平院平均均均均がががが約約約約２２２２週週週週間間間間程程程程度度度度
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でででで、、、、病病病病気気気気のののの発発発発症症症症直直直直後後後後のののの急急急急性性性性期期期期のののの治療治療治療治療をををを行行行行うううう病病病病床床床床でございますでございますでございますでございます。。。。一方一方一方一方、、、、回回回回復復復復期期期期リハビリリハビリリハビリリハビリ病病病病床床床床というというというという２２２２カカカカ月月月月程程程程度度度度入入入入院院院院するようなものするようなものするようなものするようなもの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは難難難難病病病病などのなどのなどのなどの長長長長期期期期ににににわわわわたりたりたりたり療療療療養養養養するためのするためのするためのするための療療療療養養養養病病病病床床床床などがございますなどがございますなどがございますなどがございます。。。。５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、そのそのそのその一般病一般病一般病一般病床床床床というというというという誤誤誤誤解解解解をををを生生生生みみみみやすいやすいやすいやすい急急急急性性性性期期期期のののの救救救救急急急急病病病病床床床床についてについてについてについて概概概概要要要要がががが書書書書いいいいてございますてございますてございますてございます。。。。現在現在現在現在、、、、急急急急性性性性期期期期のののの平平平平均的均的均的均的なななな入入入入院日院日院日院日数数数数はははは１９１９１９１９．．．．８８８８日日日日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、、、、ここここここここ数数数数年年年年、、、、そのそのそのその急急急急性性性性期期期期病病病病床床床床のののの入入入入院院院院期間期間期間期間はははは急急急急激激激激にににに短短短短くなっておりますくなっておりますくなっておりますくなっております。。。。なぜならなぜならなぜならなぜならばばばば、、、、急急急急性性性性期期期期病病病病床床床床のののの役役役役割割割割としてとしてとしてとして歩歩歩歩くことがでくことがでくことがでくことができきききないようなないようなないようなないような重重重重症症症症なななな患患患患者者者者のののの治療治療治療治療をををを行行行行うううう。。。。命命命命にかかにかかにかかにかかわわわわるようなるようなるようなるような治療治療治療治療をををを行行行行うとうとうとうと。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、人人人人もももも確保確保確保確保しおしおしおしお金金金金もかけもかけもかけもかけ、、、、そしてそしてそしてそして設備設備設備設備もももも準準準準備備備備するということになっておするということになっておするということになっておするということになっておりますのでりますのでりますのでりますので、、、、特特特特にににに、、、、人人人人件件件件費費費費がががが高高高高くかかるくかかるくかかるくかかる。。。。ただしただしただしただし、、、、そういうそういうそういうそういう重重重重症症症症なななな患患患患者者者者をををを数数数数多多多多くくくく受受受受けけけけ入入入入れれれれることでることでることでることで何何何何とかとかとかとか採採採採算算算算がとれるというがとれるというがとれるというがとれるという病院病院病院病院になってございますになってございますになってございますになってございます。。。。一方一方一方一方、、、、症症症症状状状状がががが安安安安定定定定すれすれすれすればばばば、、、、比比比比較較較較的的的的快快快快適適適適なななな環境環境環境環境でのでのでのでの社社社社会会会会復帰復帰復帰復帰をををを目指目指目指目指すというのがすというのがすというのがすというのが療療療療養養養養病病病病床床床床、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは回回回回復復復復期期期期リハビリリハビリリハビリリハビリ病病病病床床床床でございますでございますでございますでございます。。。。６６６６ペペペペーーーージジジジ、、、、症症症症状状状状、、、、つまりつまりつまりつまり病病病病気気気気のののの回回回回復復復復にににに応応応応じたじたじたじた役役役役割割割割分分分分担担担担とととと連連連連携携携携がががが今今今今のののの病院病院病院病院、、、、病病病病床床床床にはあるにはあるにはあるにはあるということのということのということのということの認認認認識識識識でございますでございますでございますでございます。。。。急急急急性性性性期期期期、、、、病病病病気気気気のののの発発発発症症症症からからからからリハビリリハビリリハビリリハビリまでまでまでまで役役役役割割割割とととと分分分分担担担担がががが今今今今のののの病院病病院病病院病病院病床床床床にはにはにはには求求求求められているだろうめられているだろうめられているだろうめられているだろう。。。。症症症症状状状状にににに合合合合わせわせわせわせたたたた快快快快適適適適なななな医療医療医療医療提供体提供体提供体提供体制制制制をとっていかなをとっていかなをとっていかなをとっていかなけれけれけれければばばばならないということでございますならないということでございますならないということでございますならないということでございます。。。。このこのこのこの図図図図でででで申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと救救救救急急急急、、、、療療療療養養養養、、、、リハビリリハビリリハビリリハビリ、、、、在在在在宅宅宅宅というというというという流流流流れをれをれをれを書書書書いてございますがいてございますがいてございますがいてございますが、、、、医療医療医療医療というあるというあるというあるというある意味意味意味意味特特特特殊殊殊殊なななな状状状状態態態態からからからから生生生生活活活活やややや暮暮暮暮らしらしらしらしへへへへのののの流流流流れにれにれにれに合合合合わせわせわせわせたたたた医療医療医療医療をををを提供提供提供提供していくとしていくとしていくとしていくと。。。。これがこれがこれがこれが、、、、昔昔昔昔はははは１１１１つのつのつのつの病院病院病院病院でやっていたのをでやっていたのをでやっていたのをでやっていたのを、、、、今今今今後後後後はははは病院病院病院病院でででで連連連連携携携携、、、、役役役役割割割割分分分分担担担担をしていくをしていくをしていくをしていく必必必必要要要要があるというのががあるというのががあるというのががあるというのが現現現現状状状状でございますでございますでございますでございます。。。。あとあとあとあと、、、、山間山間山間山間部医療部医療部医療部医療というのがそのというのがそのというのがそのというのがその中中中中でででで南和南和南和南和のののの独独独独特特特特のののの課課課課題題題題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、、、、南和南和南和南和のののの３３３３病院病院病院病院がががが８８８８つのつのつのつの村村村村のののの診診診診療所療所療所療所をををを支援支援支援支援していくしていくしていくしていく必必必必要要要要があるのではないかというがあるのではないかというがあるのではないかというがあるのではないかという意意意意見見見見もももも出出出出ててててききききててて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。。。。７７７７ペペペペーーーージジジジ、、、、南和南和南和南和医療医療医療医療圏圏圏圏のののの医療医療医療医療のののの状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげたたたた、、、、ババババラララランンンンススススがががが悪悪悪悪いいいい急急急急性性性性期期期期がががが３３３３つあるとつあるとつあるとつあると申申申申しししし上上上上げげげげたのがここのたのがここのたのがここのたのがここの部分部分部分部分、、、、左側左側左側左側のののの病院病院病院病院のののの病病病病床床床床数数数数でございますでございますでございますでございます。。。。大大大大淀淀淀淀病院病院病院病院２２２２７７７７５５５５床床床床、、、、五條五條五條五條病院病院病院病院１９９１９９１９９１９９床床床床、、、、吉吉吉吉野野野野病院病院病院病院９９９９９９９９床床床床ございますけれどもございますけれどもございますけれどもございますけれども、、、、これこれこれこれ、、、、いいいいずずずずれもれもれもれも急急急急性性性性期期期期病病病病床床床床をををを一一一一応応応応標榜標榜標榜標榜しているものでございますしているものでございますしているものでございますしているものでございます。。。。またまたまたまた、、、、山間山間山間山間部部部部のののの問題問題問題問題としてとしてとしてとして、、、、右右右右のののの方方方方にににに診診診診療所療所療所療所数数数数とととと書書書書いてございますけれどもいてございますけれどもいてございますけれどもいてございますけれども、、、、特特特特にごにごにごにご注注注注目目目目いただいただいただいただききききたいのはたいのはたいのはたいのは、、、、黒黒黒黒滝滝滝滝村村村村以以以以下下下下７７７７つのつのつのつの村村村村でございますでございますでございますでございます。。。。診診診診療所療所療所療所がががが１１１１つしかございまつしかございまつしかございまつしかございませせせせんんんん。。。。日日日日本本本本でででで一一一一番番番番大大大大ききききなななな十十十十津川村津川村津川村津川村はははは３３３３つございますがつございますがつございますがつございますが、、、、面積面積面積面積にににに比比比比べべべべれれれればばばば１１１１つとつとつとつと考考考考ええええてもいいのかてもいいのかてもいいのかてもいいのかなとなとなとなと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、１１１１つしかございまつしかございまつしかございまつしかございませせせせんんんん。。。。これについてはこれについてはこれについてはこれについては、、、、後後後後半半半半でまたごでまたごでまたごでまたご説説説説明明明明をををを申申申申しししし上上上上げげげげ
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ますますますます。。。。次次次次、、、、８８８８ペペペペーーーージジジジ、、、、先先先先ほどほどほどほど、、、、急急急急性性性性期期期期というのはというのはというのはというのは、、、、非非非非常常常常ににににリリリリソソソソーーーーススススをををを集集集集めてやっているのでめてやっているのでめてやっているのでめてやっているので、、、、患患患患者者者者ささささんんんんがいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい来来来来なけれなけれなけれなければばばばなかなかなかなかなかなかなかなか運運運運営営営営がががが難難難難しいとしいとしいとしいと申申申申しししし上上上上げげげげましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、いろいいろいいろいいろいろろろろ南和南和南和南和医療医療医療医療圏圏圏圏にににに住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる方方方方 々々々々のののの入入入入院院院院のののの受受受受療動療動療動療動向向向向をををを調調調調べべべべたところたところたところたところ、、、、実実実実にそのにそのにそのにその６６６６割割割割のののの方方方方がががが医医医医療療療療圏圏圏圏のののの外外外外、、、、南和南和南和南和のののの外外外外のののの病院病院病院病院でででで治療治療治療治療ををををさささされていることがれていることがれていることがれていることがわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。右右右右のところにのところにのところにのところに、、、、南和南和南和南和のののの保保保保健医療健医療健医療健医療圏圏圏圏におけるにおけるにおけるにおける人人人人口口口口８８８８万万万万４４４４，，，，００００００００００００人人人人、、、、推推推推計計計計患患患患者者者者数数数数ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども１１１１，，，，１００１００１００１００人人人人でごでごでごでございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、実実実実にににに約約約約６６０６６０６６０６６０人人人人余余余余りがりがりがりが県県県県外外外外にににに出出出出ているているているている。。。。残残残残りのりのりのりの人人人人しかそのしかそのしかそのしかその３３３３病院病院病院病院をををを初初初初めとめとめとめとするするするする医療医療医療医療機機機機関関関関にかかっていないというにかかっていないというにかかっていないというにかかっていないという事事事事実実実実がががが明明明明らかになっておりますらかになっておりますらかになっておりますらかになっております。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、維維維維持持持持管理費管理費管理費管理費がかなりかかるがかなりかかるがかなりかかるがかなりかかる急急急急性性性性期期期期病病病病床床床床でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、患患患患者者者者はほとはほとはほとはほとんんんんどどどど県県県県外外外外にににに出出出出ていることていることていることていることからからからから以以以以下下下下のことがのことがのことがのことが言言言言ええええるのはないかということでございまするのはないかということでございまするのはないかということでございまするのはないかということでございます。。。。９９９９ペペペペーーーージジジジ、、、、ままままずずずず入入入入院院院院患患患患者者者者のののの状況状況状況状況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、、、、このこのこのこの５５５５年年年年間間間間のののの推推推推移移移移ををををググググラフラフラフラフにしにしにしにしておりますておりますておりますております。。。。３３３３病院病院病院病院合合合合わせわせわせわせてててて５５５５年年年年間間間間でででで約約約約２０２０２０２０％％％％のののの入入入入院院院院患患患患者者者者がががが減減減減っておりますっておりますっておりますっております。。。。次次次次にににに１０１０１０１０ペペペペーーーージジジジ、、、、外来患外来患外来患外来患者者者者のののの状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。これもこれもこれもこれも３３３３病院病院病院病院のののの外来患外来患外来患外来患者者者者数数数数はははは５５５５年年年年間間間間でででで約約約約２５２５２５２５％％％％減少減少減少減少しておりますしておりますしておりますしております。。。。救救救救急急急急患患患患者者者者はどうかとはどうかとはどうかとはどうかと申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジのところでのところでのところでのところで３３３３病院病院病院病院合合合合計計計計でででで５５５５年年年年間間間間でででで２０２０２０２０％％％％減少減少減少減少しておりますしておりますしておりますしております。。。。１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジ、、、、このこのこのこの際際際際、、、、ではではではでは人人人人口口口口とかとかとかとか患患患患者者者者のののの数数数数はどうなっているのかをはどうなっているのかをはどうなっているのかをはどうなっているのかを少少少少しここのしここのしここのしここの表表表表にはにはにはにはございまございまございまございませせせせんんんんがががが、、、、あるあるあるある程程程程度度度度のののの大大大大ざっざっざっざっぱぱぱぱなつかなつかなつかなつかみみみみでででで申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、南和南和南和南和のののの人人人人口口口口はははは５５５５年年年年間間間間でででで約約約約１０１０１０１０％％％％しかしかしかしか減少減少減少減少しておりましておりましておりましておりませせせせんんんん。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして患患患患者者者者はははは２０２０２０２０％％％％からからからから２５２５２５２５％％％％減少減少減少減少しているとしているとしているとしているといういういういう事事事事実実実実がございますがございますがございますがございます。。。。そのそのそのその結果結果結果結果としましてとしましてとしましてとしまして、、、、３３３３病院病院病院病院のののの５５５５年年年年間間間間のののの収入収入収入収入でございますけれどでございますけれどでございますけれどでございますけれどもももも、、、、２５２５２５２５％％％％減少減少減少減少していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの額額額額がががが幾幾幾幾らかということがらかということがらかということがらかということが１３１３１３１３ペペペペーーーージジジジにににに書書書書いてございますいてございますいてございますいてございますがががが、、、、１１１１年年年年間間間間でででで１８１８１８１８億億億億５５５５，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円のののの３３３３病院病院病院病院合合合合計計計計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実実実実質質質質損損損損失失失失がががが出出出出ておておておておりますりますりますります。。。。ちちちちななななみみみみにににに、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市立病院立病院立病院立病院のののの宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市のののの繰繰繰繰りりりり出出出出しがしがしがしが３３３３７７７７億円億円億円億円とととと伺伺伺伺っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、２２２２年年年年でででで大大大大体体体体、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市立病院立病院立病院立病院にににに対対対対してしてしてして宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市がががが負担負担負担負担するするするする金額金額金額金額をををを毎毎毎毎年年年年このこのこのこの南和南和南和南和３３３３病院病院病院病院がががが損損損損失失失失をををを出出出出しているしているしているしている事事事事実実実実がございますがございますがございますがございます。。。。次次次次１４１４１４１４ペペペペーーーージジジジ、、、、これはこれはこれはこれは一般一般一般一般論論論論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、、、、組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせがががが悪悪悪悪いといといといと申申申申しししし上上上上げげげげたこたこたこたことのごとのごとのごとのご説説説説明明明明でございますでございますでございますでございます。。。。これはこれはこれはこれは一般一般一般一般論論論論としてとしてとしてとして１１１１，，，，００００００００００００人人人人のののの大人大人大人大人がががが１１１１カカカカ月月月月にににに何何何何人病院人病院人病院人病院にににに行行行行くかというのをくかというのをくかというのをくかというのを調調調調べべべべたたたた論論論論文文文文がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、それをもとにそれをもとにそれをもとにそれをもとに作作作作成成成成したしたしたした資料資料資料資料でございますでございますでございますでございます。。。。１１１１，，，，００００００００００００人人人人のののの大人大人大人大人がいるとがいるとがいるとがいると、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの健康健康健康健康問題問題問題問題をををを生生生生じるじるじるじる人人人人はははは８００８００８００８００人人人人、、、、そしてそしてそしてそして、、、、病院病院病院病院にににに行行行行こうかなとこうかなとこうかなとこうかなと思思思思うううう人人人人がががが３２３２３２３２７７７７人人人人、、、、実実実実際際際際にににに病院病院病院病院にににに行行行行くくくく人人人人がががが２１２１２１２１７７７７人人人人、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち救救救救急急急急外来外来外来外来をををを利利利利用用用用するするするする方方方方がががが１３１３１３１３人人人人、、、、救救救救急急急急外来外来外来外来にににに行行行行ってってってって入入入入院院院院をするをするをするをする人人人人がががが８８８８人人人人、、、、大学病院大学病院大学病院大学病院にににに紹介紹介紹介紹介さささされるれるれるれる人人人人がががが、、、、
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実実実実にににに１１１１，，，，００００００００００００人人人人のうのうのうのうちちちち１１１１人人人人しかおられましかおられましかおられましかおられませせせせんんんん。。。。それをそれをそれをそれを、、、、南和南和南和南和のののの保保保保健医療健医療健医療健医療圏圏圏圏人人人人口口口口８８８８万万万万４４４４，，，，００００００００００００人人人人でででで割割割割りりりり戻戻戻戻してしてしてして推推推推計計計計したものでございますけれどもしたものでございますけれどもしたものでございますけれどもしたものでございますけれども、、、、ここのここのここのここの２２２２行目行目行目行目にににに救救救救急急急急患患患患者者者者１１１１，，，，１００１００１００１００人人人人とございますとございますとございますとございます。。。。実実実実はそのはそのはそのはその１１１１，，，，１００１００１００１００人人人人をををを３３３３病院病院病院病院でででで担担担担っているとっているとっているとっていると。。。。かつかつかつかつ、、、、このこのこのこの１１１１，，，，１００１００１００１００人人人人がすがすがすがすべべべべてててて３３３３病院病院病院病院にににに行行行行くのではなくてくのではなくてくのではなくてくのではなくて、、、、このこのこのこの４４４４割割割割しかそのしかそのしかそのしかその３３３３病院病院病院病院にはにはにはには行行行行っていないっていないっていないっていないというというというという事事事事実実実実があるのではないかということでがあるのではないかということでがあるのではないかということでがあるのではないかということで、、、、先先先先ほどほどほどほど組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせがががが悪悪悪悪いのはいのはいのはいのは、、、、そういったそういったそういったそういった救救救救急急急急患患患患者者者者がががが流流流流れているれているれているれている一方一方一方一方でででで、、、、そのそのそのその上上上上のののの受診受診受診受診患患患患者者者者２２２２万万万万７７７７，，，，５００５００５００５００人人人人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、、、、このこのこのこの療療療療養養養養ややややリハビリリハビリリハビリリハビリをををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる病院病院病院病院がががが南和南和南和南和にはございまにはございまにはございまにはございませせせせんんんん。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、病病病病気気気気をををを発発発発症症症症してしてしてして救救救救急急急急でででで受受受受けけけけ入入入入れたとしてもれたとしてもれたとしてもれたとしても、、、、あるあるあるある程程程程度度度度症症症症状状状状がががが回回回回復復復復してしてしてして戻戻戻戻ってくるってくるってくるってくる場場場場所所所所がないといがないといがないといがないということがうことがうことがうことが今今今今のののの南和南和南和南和のののの医療医療医療医療のののの現現現現状状状状としてございますとしてございますとしてございますとしてございます。。。。１５１５１５１５ペペペペーーーージジジジ、、、、今今今今までのまとめですのでごらまでのまとめですのでごらまでのまとめですのでごらまでのまとめですのでごらんんんんいただけれいただけれいただけれいただければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。１６１６１６１６ペペペペーーーージジジジもももも冒頭冒頭冒頭冒頭申申申申しししし上上上上げげげげたたたた、、、、このままいくとこのままいくとこのままいくとこのままいくと南和南和南和南和にににに救救救救急急急急病院病院病院病院がががが３３３３つもあるとつもあるとつもあるとつもあると共共共共倒倒倒倒れのれのれのれの危危危危険険険険性性性性があるがあるがあるがある。。。。病院病院病院病院のののの組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせがががが悪悪悪悪いからであるいからであるいからであるいからである。。。。またはまたはまたはまたは、、、、医療医療医療医療機機機機関関関関のののの連連連連携携携携がないのでがないのでがないのでがないのではということをはということをはということをはということを関係者関係者関係者関係者がががが集集集集まってまってまってまって共共共共通通通通のののの認認認認識識識識をををを持持持持ったところでございますったところでございますったところでございますったところでございます。。。。あるあるあるあるべきべきべきべき姿姿姿姿ととととしてはしてはしてはしては、、、、急急急急性性性性期期期期からからからから療療療療養養養養、、、、リハビリリハビリリハビリリハビリまでをまでをまでをまでを切切切切れれれれ目目目目なくなくなくなく役役役役割割割割分分分分担担担担とととと連連連連携携携携をしをしをしをし、、、、かつかつかつかつ病病病病床床床床ををををババババラララランンンンススススよくしていこうよくしていこうよくしていこうよくしていこう、、、、そしてそしてそしてそして３３３３病院病院病院病院なりなりなりなり診診診診療所療所療所療所とのとのとのとの連連連連携携携携がががが必必必必要要要要であるというであるというであるというであるという認認認認識識識識をををを今今今今持持持持っているところでございますっているところでございますっているところでございますっているところでございます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、１１１１７７７７ペペペペーーーージジジジからはからはからはからはへきへきへきへき地地地地のののの診診診診療所療所療所療所のののの案案案案件件件件、、、、先先先先ほどほどほどほど山間山間山間山間部医療部医療部医療部医療というところというところというところというところでででで説説説説明明明明したところでございますしたところでございますしたところでございますしたところでございます。。。。１８１８１８１８ペペペペーーーージジジジ、、、、南和南和南和南和ののののへきへきへきへき地地地地のののの診診診診療所療所療所療所のののの現現現現状状状状についてについてについてについて述述述述べべべべておりますておりますておりますております。。。。黒黒黒黒丸丸丸丸がががが民間民間民間民間のののの診診診診療療療療所所所所、、、、白丸白丸白丸白丸がががが公立公立公立公立のののの診診診診療所療所療所療所でででで、、、、白白白白三三三三角角角角がそのうがそのうがそのうがそのうちちちち公立公立公立公立のののの診診診診療所療所療所療所のうのうのうのうちちちち自治医科大学自治医科大学自治医科大学自治医科大学卒卒卒卒業生業生業生業生がががが派派派派遣遣遣遣さささされているところでございますれているところでございますれているところでございますれているところでございます。。。。一見一見一見一見してしてしてしてわわわわかるようにかるようにかるようにかるように、、、、ほとほとほとほとんんんんどどどど白白白白いものでございいものでございいものでございいものでございますのでますのでますのでますので、、、、公立公立公立公立やややや自治医科大学自治医科大学自治医科大学自治医科大学にににに支支支支ええええられているられているられているられている。。。。一方一方一方一方でででで、、、、吉吉吉吉野町野町野町野町、、、、下下下下市町市町市町市町、、、、東吉東吉東吉東吉野野野野村村村村はははは民間民間民間民間のののの診診診診療所療所療所療所がかなりのがかなりのがかなりのがかなりの部分部分部分部分をををを担担担担っていただいてるというっていただいてるというっていただいてるというっていただいてるという事事事事実実実実がございますがございますがございますがございます。。。。ただしただしただしただし、、、、１１１１９９９９ペペペペーーーージジジジをををを見見見見ていただていただていただていただききききますとますとますとますと、、、、そのそのそのその民間民間民間民間のののの診診診診療所療所療所療所のののの中中中中でででで開業医開業医開業医開業医としてとしてとしてとして１４１４１４１４人人人人おられるおられるおられるおられるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、７７７７００００歳歳歳歳以上以上以上以上がががが１１１１人人人人、、、、８０８０８０８０歳歳歳歳以上以上以上以上をををを含含含含めますとめますとめますとめますと５５５５人人人人おられますのでおられますのでおられますのでおられますので、、、、体体体体力力力力的的的的にににに健康健康健康健康的的的的にいつやめられるかにいつやめられるかにいつやめられるかにいつやめられるかわわわわからないようなからないようなからないようなからないような状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。２０２０２０２０ペペペペーーーージジジジ、、、、１１１１人人人人のののの医医医医師師師師がががが担担担担っているっているっているっている診診診診療所療所療所療所がががが多多多多いいいい中中中中でででで、、、、開業開業開業開業のののの先先先先生生生生のののの高高高高齢化齢化齢化齢化がががが進進進進みみみみ、、、、いついついついつ退退退退職職職職してもしてもしてもしてもわわわわからないからないからないからない一方一方一方一方でででで、、、、ごごごご存存存存じのようにじのようにじのようにじのようにへきへきへきへき地地地地のののの診診診診療所療所療所療所はすはすはすはすぐぐぐぐ補補補補充充充充がががが困難困難困難困難でごでごでごでございますざいますざいますざいます。。。。今今今今述述述述べべべべたたたた中中中中でででで、、、、もうもうもうもう既既既既にににに常常常常勤勤勤勤のののの医医医医師師師師がいないがいないがいないがいない診診診診療所療所療所療所がががが５５５５カカカカ所出所出所出所出ていますていますていますています。。。。すすすすぐぐぐぐ補補補補充充充充がががが困難困難困難困難であるというであるというであるというであるという理理理理由由由由はははは、、、、へきへきへきへき地特地特地特地特有有有有のののの診診診診療療療療のののの性質性質性質性質があってがあってがあってがあって、、、、地地地地域域域域のののの密着密着密着密着性性性性がががが高高高高くくくく、、、、
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地地地地域全体域全体域全体域全体のののの健康健康健康健康問題問題問題問題をををを解決解決解決解決してしてしてして外傷外傷外傷外傷からからからから子子子子供供供供、、、、おおおお年年年年寄寄寄寄りまでりまでりまでりまで幅幅幅幅広広広広いいいい疾疾疾疾患患患患、、、、救救救救急急急急疾疾疾疾患患患患にににに対応対応対応対応することがすることがすることがすることが求求求求められるようなめられるようなめられるようなめられるような医医医医師師師師はははは今今今今のののの大学大学大学大学ではではではでは育育育育てていないというてていないというてていないというてていないという事事事事実実実実がございますがございますがございますがございます。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県がががが目指目指目指目指すすすすへきへきへきへき地医療地医療地医療地医療でのでのでのでの総合総合総合総合医医医医のののの育育育育成成成成というところをというところをというところをというところを打打打打ちちちち出出出出しているとしているとしているとしているところでございますころでございますころでございますころでございます。。。。それについてはそれについてはそれについてはそれについては２１２１２１２１ペペペペーーーージジジジにまとめておりましてにまとめておりましてにまとめておりましてにまとめておりまして、、、、患患患患者者者者のののの年年年年齢齢齢齢、、、、性性性性別別別別、、、、症症症症状状状状、、、、重傷重傷重傷重傷度度度度にににに関係関係関係関係なくまなくまなくまなくまずずずず診診診診るというるというるというるという姿勢姿勢姿勢姿勢をををを持持持持っていただっていただっていただっていただききききたいたいたいたい。。。。そしてそしてそしてそして、、、、自分自分自分自分のののの能能能能力力力力のののの範囲範囲範囲範囲のののの中中中中でででで治療治療治療治療をしをしをしをし、、、、必必必必要要要要にににに応応応応じてじてじてじて適切適切適切適切なななな専専専専門門門門家家家家にににに紹介紹介紹介紹介するとするとするとすると、、、、このこのこのこの２２２２つのつのつのつの要要要要素素素素ををををきちきちきちきちんんんんとととと持持持持っていただくっていただくっていただくっていただく。。。。よくよくよくよく、、、、総合総合総合総合医医医医などいるとなどいるとなどいるとなどいると抱抱抱抱ええええ込込込込んんんんでででで重重重重症症症症化化化化してしてしてして困困困困るるるるみみみみたいなたいなたいなたいな専専専専門門門門家家家家がおりますけれどもがおりますけれどもがおりますけれどもがおりますけれども、、、、自分自分自分自分のののの能能能能力力力力のののの範囲範囲範囲範囲内内内内でででで治療治療治療治療をするというをするというをするというをするという、、、、自分自分自分自分のでのでのでのでききききることをることをることをることを十十十十分分分分認認認認識識識識したしたしたした上上上上でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいただくでいただくでいただくでいただく。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、自分自分自分自分のののの能能能能力力力力をををを超超超超ええええるるるる場合場合場合場合はははは速速速速やかにやかにやかにやかに専専専専門門門門家家家家にににに紹介紹介紹介紹介するというするというするというするという人人人人脈脈脈脈やややや専専専専門門門門家家家家とととと総合総合総合総合医医医医ののののネットネットネットネットワワワワーーーーククククをつくっていくということををつくっていくということををつくっていくということををつくっていくということを奈良奈良奈良奈良県県県県はははは目指目指目指目指しておりますしておりますしておりますしております。。。。具具具具体的体的体的体的なそういうなそういうなそういうなそういう人人人人材養材養材養材養成成成成ののののプログプログプログプログララララムムムムとしてとしてとしてとしてへきへきへきへき地医療地医療地医療地医療研修研修研修研修ププププログログログログララララムムムムをををを策定策定策定策定しておりますしておりますしておりますしております。。。。２２２２２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、大大大大ききききくくくく分分分分けてそのけてそのけてそのけてそのへきへきへきへき地地地地研修研修研修研修医医医医プログプログプログプログララララムムムム、、、、２２２２つつつつココココーーーースススス、、、、３３３３年年年年ココココーーーーススススとととと７７７７年年年年ココココーーーーススススがございますがございますがございますがございます。。。。ただしただしただしただし、、、、３３３３年年年年、、、、７７７７年年年年たたないとたたないとたたないとたたないとへきへきへきへき地地地地にににに人人人人がががが行行行行かないのかとかないのかとかないのかとかないのかと申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、あるあるあるある程程程程度度度度ＯＯＯＯＪＴＪＴＪＴＪＴ、、、、働働働働ききききながらながらながらながら研修研修研修研修していただくというしていただくというしていただくというしていただくというプログプログプログプログララララムムムムをををを２２２２年年年年目目目目、、、、３３３３年年年年目目目目、、、、６６６６年年年年目目目目、、、、７７７７年年年年目目目目にににに設設設設けておりますのでけておりますのでけておりますのでけておりますので、、、、早早早早けれけれけれければばばば２２２２年年年年後後後後、、、、３３３３年年年年後後後後あるいはあるいはあるいはあるいは６６６６年年年年目目目目、、、、７７７７年年年年目目目目ににににへきへきへきへき地地地地にににに行行行行っていただくおっていただくおっていただくおっていただくお医者医者医者医者ささささんんんんがががが出出出出てくるということをてくるということをてくるということをてくるということを期期期期待待待待しておりますしておりますしておりますしております。。。。これらのこれらのこれらのこれらの、、、、今今今今までのまでのまでのまでの南和南和南和南和のののの医療医療医療医療のののの現現現現状状状状をををを踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして、、、、２３２３２３２３ペペペペーーーージジジジにににに南和南和南和南和医療医療医療医療圏圏圏圏公立公立公立公立３３３３病病病病院関係院関係院関係院関係市町市町市町市町村村村村検討検討検討検討会資料会資料会資料会資料をををを付付付付しておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれども、、、、そのそのそのその際際際際、、、、市町市町市町市町村村村村サミットサミットサミットサミットでででで合合合合意意意意さささされれれれたたたた１１１１市市市市３３３３町町町町８８８８村村村村のののの関係者関係者関係者関係者がががが集集集集まってまってまってまって合合合合意意意意したことはしたことはしたことはしたことは、、、、南和南和南和南和にににに３３３３病院病院病院病院ございますがございますがございますがございますが、、、、急急急急性性性性期期期期のののの拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる病院病院病院病院はははは１１１１カカカカ所所所所でいいだろうということでございますでいいだろうということでございますでいいだろうということでございますでいいだろうということでございます。。。。そのそのそのその方方方方向向向向にににに向向向向けけけけ、、、、このこのこのこの検討検討検討検討会会会会のののの資料資料資料資料をををを踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして協協協協議会議会議会議会をををを設設設設置置置置してしてしてして協協協協議議議議していこうとしていこうとしていこうとしていこうと、、、、そのそのそのその２２２２点点点点についてについてについてについて合合合合意意意意したところでございますしたところでございますしたところでございますしたところでございます。。。。以上以上以上以上、、、、医療政策部医療政策部医療政策部医療政策部からのからのからのからの報告事項報告事項報告事項報告事項でございますでございますでございますでございます。。。。くらしくらしくらしくらし創造部景観創造部景観創造部景観創造部景観・・・・環境局環境局環境局環境局からはからはからはからは４４４４点点点点のののの報告事報告事報告事報告事○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長項項項項がございますがございますがございますがございます。。。。ままままずずずず、、、、若若若若者者者者のののの自立自立自立自立意意意意識識識識にににに関関関関するするするする調調調調査査査査のののの概概概概要要要要からごからごからごからご説説説説明明明明いたしますいたしますいたしますいたします 「「「「若若若若。。。。者者者者のののの自立自立自立自立意意意意識識識識にににに関関関関するするするする調調調調査査査査」」」」のののの概概概概要要要要をおをおをおをお願願願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。。。。若若若若者者者者のののの自立自立自立自立意意意意識識識識にににに関関関関するするするする調調調調査査査査、、、、これはこれはこれはこれは、、、、引引引引ききききこもりなどこもりなどこもりなどこもりなど自立自立自立自立にににに関関関関するするするする問題問題問題問題についていかについていかについていかについていかにににに対応対応対応対応していくかをしていくかをしていくかをしていくかを検討検討検討検討するするするする際際際際にににに活活活活用用用用することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としてとしてとしてとして実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。調調調調査査査査対対対対象象象象はははは、、、、ＡＡＡＡ１１１１調調調調査査査査としましてとしましてとしましてとしまして、、、、住民基本住民基本住民基本住民基本台帳台帳台帳台帳からからからから無無無無作作作作為為為為にににに抽抽抽抽出出出出したしたしたした満満満満１５１５１５１５歳歳歳歳からからからから３５３５３５３５歳未満歳未満歳未満歳未満のののの
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２２２２，，，，００００００００００００名名名名のののの方方方方、、、、それとそれとそれとそれと、、、、それだけではそれだけではそれだけではそれだけでは十十十十分分分分ななななササササンンンンプルプルプルプルをををを得得得得られないのではないかとられないのではないかとられないのではないかとられないのではないかと考考考考ええええましてましてましてまして、、、、ＡＡＡＡ２２２２調調調調査査査査としましてとしましてとしましてとしまして、、、、過去過去過去過去にににに引引引引ききききこもりなどのこもりなどのこもりなどのこもりなどの相談相談相談相談のののの経経経経験験験験のあるのあるのあるのある方方方方６５６５６５６５名名名名のののの方方方方もももも対対対対象象象象としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。このこのこのこの調調調調査査査査のののの特特特特徴徴徴徴としてましてはとしてましてはとしてましてはとしてましては、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群、、、、それからそれからそれからそれから一般一般一般一般群群群群にににに分分分分類類類類しししし分分分分析析析析をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。各各各各群群群群のののの出出出出現現現現率率率率につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群がががが１１１１．．．．４４４４％％％％１１１１３３３３名名名名、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群６１６１６１６１名名名名、、、、一般一般一般一般がががが８８８８７７７７９９９９名名名名、、、、９５３９５３９５３９５３名名名名のののの回回回回答答答答のののの中中中中からそういうからそういうからそういうからそういう判判判判定定定定をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群のののの同同同同定定定定のののの表表表表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、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群をどうしてをどうしてをどうしてをどうして判判判判定定定定したかとしたかとしたかとしたかと言言言言いまいまいまいますとすとすとすと、、、、４４４４つのつのつのつの設設設設問問問問のののの中中中中でででで答答答答ええええられたられたられたられた方方方方４６４６４６４６名名名名からからからから、、、、失失失失業業業業してしてしてして６６６６カカカカ月月月月以内以内以内以内、、、、それからそれからそれからそれから明明明明らからからからかなななな虚偽虚偽虚偽虚偽のののの回回回回答答答答などをなどをなどをなどを除除除除いたいたいたいた１３１３１３１３名名名名のののの方方方方をををを引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。それとそれとそれとそれと、、、、ＡＡＡＡ２２２２調調調調査査査査からからからから５５５５名名名名のののの引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群をををを判判判判定定定定しておりますしておりますしておりますしております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群のののの同同同同定定定定をどうをどうをどうをどう判判判判定定定定したかとしたかとしたかとしたかと言言言言いますといますといますといますと、、、、調調調調査項査項査項査項目目目目右右右右のののの２１２１２１２１からからからから２４２４２４２４番番番番のののの設設設設問問問問がございますけれどもがございますけれどもがございますけれどもがございますけれども、、、、こういうこういうこういうこういう設設設設問問問問にはいとにはいとにはいとにはいと答答答答ええええたたたた方方方方をををを４４４４点点点点、、、、それかそれかそれかそれからららら、、、、どどどどちちちちらかといらかといらかといらかといえばえばえばえばをををを３３３３点点点点、、、、どどどどちちちちらかといらかといらかといらかといえばえばえばえばいいいいいいいいええええをををを２２２２点点点点、、、、いいいいいいいいええええをををを１１１１点点点点とととと得得得得点点点点化化化化ししししましてましてましてまして、、、、最最最最高得高得高得高得点点点点がががが１６１６１６１６点点点点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、、、、１５１５１５１５点点点点以上以上以上以上のののの方方方方６３６３６３６３名名名名をををを引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親親親親和和和和群群群群とととと、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり傾傾傾傾向向向向にあるがにあるがにあるがにあるが引引引引ききききこもってはおられないこもってはおられないこもってはおられないこもってはおられない社社社社会会会会にににに出出出出ておられるておられるておられるておられる方方方方をををを引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群としてとしてとしてとして判判判判定定定定、、、、同同同同定定定定しておりますしておりますしておりますしております。。。。２２２２ペペペペーーーージジジジをおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群のののの１８１８１８１８名名名名ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、男性男性男性男性がががが１１１１１１１１名名名名、、、、女性女性女性女性がががが７７７７名名名名ということでということでということでということで６６６６割割割割以上以上以上以上がががが男性男性男性男性のののの方方方方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。。。。一方一方一方一方、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群のののの方方方方はははは、、、、男性男性男性男性がががが３４３４３４３４．．．．９９９９％％％％、、、、女性女性女性女性がががが６５６５６５６５．．．．１１１１％％％％ということでということでということでということで女性女性女性女性のののの方方方方がががが多多多多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ございますございますございますございます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群のののの年年年年齢齢齢齢ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群のののの方方方方はははは２５２５２５２５歳歳歳歳以上以上以上以上のののの方方方方でででで８８８８割割割割をををを超超超超ええええておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、親和親和親和親和群群群群のののの方方方方はははは大大大大体体体体年年年年齢齢齢齢にににに関係関係関係関係なくなくなくなく分分分分布布布布しておられるといしておられるといしておられるといしておられるということでございますうことでございますうことでございますうことでございます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群のうのうのうのうちちちち、、、、関係関係関係関係機機機機関関関関にににに相談相談相談相談経経経経験験験験があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの場合場合場合場合はははは２２２２２２２２．．．．２２２２％％％％にすにすにすにすぎぎぎぎないというないというないというないという結果結果結果結果もももも出出出出ておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群のうのうのうのうちちちち３３３３割割割割がががが不不不不登校登校登校登校をををを経経経経験験験験しているというしているというしているというしているという結果結果結果結果がががが出出出出ておりますておりますておりますております。。。。友達友達友達友達がいないとかいうことはもがいないとかいうことはもがいないとかいうことはもがいないとかいうことはもちちちちろろろろんんんんそういうそういうそういうそういう結果結果結果結果がががが出出出出ておりますけどもておりますけどもておりますけどもておりますけども、、、、３３３３割割割割のののの方方方方がががが不不不不登校登校登校登校をををを経経経経験験験験しておられるしておられるしておられるしておられる。。。。引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群のののの家家家家族族族族のののの数数数数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、、、、一般一般一般一般群群群群がががが３３３３．．．．７７７７、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群がががが４４４４．．．．７７７７ででででちちちちょょょょうどうどうどうど１１１１人人人人多多多多いといといといと、、、、結果的結果的結果的結果的にはにはにはには１１１１人人人人多多多多いといういといういといういという家家家家族構族構族構族構成成成成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。。。。
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次次次次にににに、、、、３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群のののの意意意意識識識識をををを分分分分析析析析したしたしたした結果結果結果結果、、、、引引引引ききききこもりのこもりのこもりのこもりの負負負負のののの連鎖連鎖連鎖連鎖といったといったといったといったものがあることがものがあることがものがあることがものがあることがわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。すなすなすなすなわちわちわちわち、、、、図表図表図表図表のののの８８８８、、、、対対対対人関係人関係人関係人関係ススススキキキキルルルルのののの苦苦苦苦手手手手意意意意識識識識やややや、、、、図図図図表表表表のののの９９９９のののの失失失失敗敗敗敗へへへへのののの恐恐恐恐れれれれ、、、、それからそれからそれからそれから図表図表図表図表のののの１０１０１０１０のののの自己中自己中自己中自己中心的心的心的心的なななな引引引引ききききこもりこもりこもりこもり青青青青年年年年はははは傷傷傷傷つかないつかないつかないつかないためにためにためにために対対対対人関係人関係人関係人関係をををを深深深深めないめないめないめない、、、、社社社社会会会会へへへへ参参参参加加加加しないということをしないということをしないということをしないということを選選選選択択択択するとするとするとすると、、、、このようなこのようなこのようなこのような状状状状態態態態がががが長長長長くくくく続続続続くとくとくとくと他人他人他人他人ともかかともかかともかかともかかわわわわることがることがることがることが苦痛苦痛苦痛苦痛にににに感感感感じるじるじるじる心心心心理状理状理状理状態態態態がががが生生生生じてくるというじてくるというじてくるというじてくるという負負負負のののの連鎖連鎖連鎖連鎖というのがというのがというのがというのがわわわわかってまいりましたかってまいりましたかってまいりましたかってまいりました。。。。ただただただただ、、、、失失失失敗敗敗敗へへへへのののの恐恐恐恐れをれをれをれを見見見見ていただいたらていただいたらていただいたらていただいたらわわわわかるますけかるますけかるますけかるますけどどどど、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群のののの方方方方がががが失失失失敗敗敗敗へへへへのののの恐恐恐恐れをれをれをれを抱抱抱抱ききききながらもながらもながらもながらも社社社社会会会会へへへへ出出出出ておられるというておられるというておられるというておられるという結果結果結果結果がががが出出出出ておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群のののの方方方方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、、、、引引引引ききききこもりのこもりのこもりのこもりの親和親和親和親和群群群群はははは引引引引ききききここここもりもりもりもり者者者者にににに対対対対してしてしてして親和親和親和親和的的的的なというかなというかなというかなというか、、、、気持気持気持気持ちちちちががががわわわわかるかるかるかる方方方方でででで一般一般一般一般群群群群のうのうのうのうちちちち、、、、引引引引ききききこもりにこもりにこもりにこもりに心情心情心情心情的的的的にににに傾傾傾傾いておられるいておられるいておられるいておられる方方方方やややや、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群にににに近近近近いいいい者者者者のうのうのうのうちちちち、、、、それでもそれでもそれでもそれでも何何何何とかまだとかまだとかまだとかまだ閉閉閉閉じこもるじこもるじこもるじこもることのないことのないことのないことのない日常生日常生日常生日常生活活活活をををを送送送送っているっているっているっている方方方方などのなどのなどのなどの混混混混合合合合するするするするグルグルグルグルーーーーププププとととと考考考考ええええられておりますられておりますられておりますられております。。。。このこのこのこの引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり傾傾傾傾向向向向ではあるけれどもではあるけれどもではあるけれどもではあるけれども社社社社会会会会へへへへ出出出出ておられるということでておられるということでておられるということでておられるということで、、、、こういうこういうこういうこういう方方方方 々々々々のののの分分分分析析析析がこれからもがこれからもがこれからもがこれからも必必必必要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから４４４４ペペペペーーーージジジジ、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり者者者者へへへへのののの支援支援支援支援のののの方方方方向向向向性性性性「「「「引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群」」」」についてのについてのについてのについての仮仮仮仮設設設設からということでございましてからということでございましてからということでございましてからということでございまして、、、、このこのこのこの調調調調査査査査はもともとはもともとはもともとはもともと関関関関西西西西大学大学大学大学のののの大学院大学院大学院大学院のののの心心心心理学理学理学理学のののの石石石石田田田田先先先先生生生生たたたたちちちちのののの協協協協力力力力をををを得得得得ましてましてましてまして行行行行いましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、このこのこのこの結果結果結果結果からからからから仮仮仮仮説説説説ということでなかなかということでなかなかということでなかなかということでなかなかわわわわからないからないからないからない世世世世界界界界ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群にににに一一一一つのつのつのつの仮仮仮仮説説説説としてとしてとしてとして、、、、一見一見一見一見するとするとするとすると引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群はははは引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群よりもよりもよりもよりも病理病理病理病理性性性性がががが高高高高いようにいようにいようにいように見見見見ええええるとるとるとると、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの失失失失敗敗敗敗のののの恐恐恐恐れれれれもももも引引引引ききききこもりこもりこもりこもり群群群群よりもよりもよりもよりも引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群がががが高高高高いといといといと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、自分自分自分自分のののの容容容容姿姿姿姿にににに対対対対するするするする自自自自意意意意識識識識もももも引引引引ききききこもりよりもこもりよりもこもりよりもこもりよりも引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群のののの方方方方がががが高高高高いといういといういといういという結果結果結果結果がががが出出出出ておりますておりますておりますております。。。。しかししかししかししかし実実実実際際際際にはにはにはには、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり親和親和親和親和群群群群のののの方方方方はははは引引引引ききききこもっていないということでこもっていないということでこもっていないということでこもっていないということで、、、、本本本本人人人人がそのがそのがそのがその一見一見一見一見マイナマイナマイナマイナススススにににに思思思思ええええるるるる感感感感情情情情をはっをはっをはっをはっききききりりりり意意意意識識識識ででででききききていることがていることがていることがていることが引引引引ききききこもりこもりこもりこもり行行行行動動動動のののの抑止力抑止力抑止力抑止力になっているのになっているのになっているのになっているのではないかということがではないかということがではないかということがではないかということが考考考考ええええられますられますられますられます。。。。このことからこのことからこのことからこのことから、、、、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり者者者者へへへへのののの支援支援支援支援のののの方方方方向向向向性性性性をををを考考考考ええええておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、広広広広くくくく議議議議論論論論をしていただけれをしていただけれをしていただけれをしていただければばばばとととと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。支援支援支援支援のののの方方方方向向向向性性性性でででで、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり者自者自者自者自身身身身がががが感感感感じじじじていることをていることをていることをていることを意意意意識識識識してしてしてして抱抱抱抱ええええていられるていられるていられるていられる環境環境環境環境のののの提供提供提供提供とかとかとかとか、、、、それからそれからそれからそれから、、、、本本本本質質質質的的的的にはにはにはには心心心心のののの中中中中のののの活活活活発発発発ささささをををを促促促促すことがすことがすことがすことが大変大変大変大変重重重重要要要要だとだとだとだと。。。。引引引引ききききこもりこもりこもりこもり者者者者へへへへのののの援援援援助助助助としてはとしてはとしてはとしては外外外外出出出出をををを促促促促すなどのすなどのすなどのすなどの行行行行動中動中動中動中心心心心ののののアプロアプロアプロアプローーーーチチチチ、、、、今今今今までまでまでまで戸塚戸塚戸塚戸塚ヨヨヨヨットスクットスクットスクットスクーーーールルルルがががが代代代代表的表的表的表的なことでございましたけれどもなことでございましたけれどもなことでございましたけれどもなことでございましたけれども、、、、そそそそれよりれよりれよりれよりむむむむしろしろしろしろ、、、、本本本本質質質質的的的的にはにはにはには心心心心のののの中中中中のののの活発活発活発活発ささささをををを促促促促すことがすことがすことがすことが重重重重要要要要であるというであるというであるというであるという仮仮仮仮説説説説ということということということということ
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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、、、、外外外外出出出出がががが苦苦苦苦手手手手なななな人人人人にそのにそのにそのにその外外外外出出出出のののの苦苦苦苦ししししみみみみをををを共共共共感感感感的的的的にににに理解理解理解理解しししし、、、、苦苦苦苦ししししみみみみをををを感感感感じるじるじるじるのはのはのはのは自然自然自然自然であるとであるとであるとであると伝伝伝伝ええええつつつつつつつつ、、、、外外外外出出出出をすることをじをすることをじをすることをじをすることをじわわわわりじりじりじりじわわわわりとりとりとりと促促促促すというのはもともとすというのはもともとすというのはもともとすというのはもともと矛矛矛矛盾盾盾盾したしたしたした２２２２つのつのつのつの方方方方針針針針をををを混混混混合合合合したものであるだけにしたものであるだけにしたものであるだけにしたものであるだけに、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、そのそのそのその個個個個人人人人のののの名人名人名人名人芸芸芸芸的的的的なななな要要要要素素素素がががが必必必必要要要要というというというという結果結果結果結果がががが仮仮仮仮説説説説からそういうからそういうからそういうからそういう結結結結論論論論をををを導導導導きききき出出出出しておりますしておりますしておりますしております。。。。今年度今年度今年度今年度、、、、葛城葛城葛城葛城市市市市でででで、、、、引引引引ききききここここもりもりもりもり者者者者にににに対対対対してそういうしてそういうしてそういうしてそういうモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業をやっていをやっていをやっていをやっていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、厚生委員会資料厚生委員会資料厚生委員会資料厚生委員会資料のののの景観景観景観景観・・・・環境局分環境局分環境局分環境局分のののの１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、環境関係計環境関係計環境関係計環境関係計画画画画のののの見直見直見直見直しにつしにつしにつしにつききききましてごましてごましてごましてご報告報告報告報告させさせさせさせていただていただていただていただききききますますますます。。。。現在現在現在現在のののの県県県県のののの環境関係計環境関係計環境関係計環境関係計画画画画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、、、、ならならならならストップストップストップストップ温暖温暖温暖温暖化化化化アクショアクショアクショアクションンンンププププラララランンンン、、、、それそれそれそれからからからから奈良県地奈良県地奈良県地奈良県地域省域省域省域省エエエエネルネルネルネルギギギギーーーービジョビジョビジョビジョンンンン、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県庁庁庁庁ストップストップストップストップ温暖温暖温暖温暖化実行化実行化実行化実行計計計計画画画画、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ３３３３計計計計画画画画につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、今年度今年度今年度今年度にににに計計計計画画画画最終最終最終最終年年年年をををを迎迎迎迎ええええますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、新新新新奈良県環境奈良県環境奈良県環境奈良県環境総合総合総合総合計計計計画画画画ににににつつつつききききましてはましてはましてはましては、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年策定年策定年策定年策定でででで平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年のののの計計計計画画画画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、、、、このこのこのこの計計計計画画画画につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、今年度今年度今年度今年度がががが中中中中間間間間見直見直見直見直しししし年年年年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。。。。それからそれからそれからそれから、、、、昨昨昨昨年年年年のののの地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化対化対化対化対策策策策のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする法法法法律律律律のののの改正改正改正改正によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化対化対化対化対策策策策にににに係係係係るるるる地方公地方公地方公地方公共共共共団団団団体実行体実行体実行体実行計計計計画画画画にににに幅幅幅幅広広広広いいいい取取取取りりりり組組組組みみみみのののの記載記載記載記載がががが求求求求められておりますがめられておりますがめられておりますがめられておりますが、、、、これらのこれらのこれらのこれらの取取取取りりりり組組組組みみみみにつにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、新新新新奈奈奈奈良県環境良県環境良県環境良県環境総合総合総合総合計計計計画画画画などになどになどになどに記載記載記載記載さささされているれているれているれている内容内容内容内容とととと重重重重複複複複するするするする部分部分部分部分がございますがございますがございますがございます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、以上以上以上以上のことからのことからのことからのことから、、、、これらこれらこれらこれら４４４４つのつのつのつの計計計計画画画画のののの改定改定改定改定それからそれからそれからそれから更更更更新新新新にかにかにかにかええええましてましてましてまして４４４４つのつのつのつの計計計計画画画画をををを体体体体系系系系的的的的にににに整整整整理理理理するするするする方方方方向向向向でででで検討検討検討検討をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。内容内容内容内容につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、奈良県環境審議会奈良県環境審議会奈良県環境審議会奈良県環境審議会にににに環境計環境計環境計環境計画画画画検討検討検討検討部会部会部会部会をををを設設設設置置置置しししし検討検討検討検討することとしましてすることとしましてすることとしましてすることとしまして、、、、１１１１１１１１月月月月ごろをごろをごろをごろを目目目目途途途途ににににパブリックパブリックパブリックパブリックココココメメメメンンンントトトトをををを実実実実施施施施することとしておりますすることとしておりますすることとしておりますすることとしております。。。。またまたまたまた、、、、当当当当委員会委員会委員会委員会にもにもにもにも検討検討検討検討状況状況状況状況をごをごをごをご報告報告報告報告したいとしたいとしたいとしたいと考考考考ええええておりまておりまておりまておりますすすす。。。。見直見直見直見直しますしますしますします４４４４つのつのつのつの計計計計画画画画につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、２２２２ペペペペーーーージジジジにににに一一一一覧覧覧覧表表表表にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。よろしくよろしくよろしくよろしくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、アスベストアスベストアスベストアスベスト被被被被害実害実害実害実態態態態調調調調査委員会査委員会査委員会査委員会のののの設設設設置置置置につにつにつにつききききましてごましてごましてごましてご報告報告報告報告させさせさせさせていただていただていただていただききききますますますます。。。。県県県県ではではではでは、、、、従従従従来来来来からからからから石綿暴露石綿暴露石綿暴露石綿暴露健康健康健康健康リスクリスクリスクリスク調調調調査査査査、、、、石綿暴露石綿暴露石綿暴露石綿暴露によるによるによるによる健康健康健康健康影響影響影響影響調調調調査査査査をををを実施実施実施実施してしてしてしてききききたところでございますがたところでございますがたところでございますがたところでございますが、、、、今今今今後後後後ともともともとも、、、、住民住民住民住民のののの安心安心安心安心・・・・安全確保安全確保安全確保安全確保のののの観観観観点点点点からでからでからでからでききききるるるる限限限限りのりのりのりの調調調調査査査査をををを行行行行うこととしておりますうこととしておりますうこととしておりますうこととしております。。。。つつつつききききましてはましてはましてはましては、、、、アスベストアスベストアスベストアスベスト被被被被害実害実害実害実態態態態調調調調査委員会査委員会査委員会査委員会をををを設設設設置置置置しまししまししまししましてててて、、、、調調調調査項査項査項査項目目目目やややや調調調調査方法査方法査方法査方法、、、、分分分分析評析評析評析評価価価価にににに関関関関してしてしてして専専専専門門門門的的的的検検検検知知知知からのからのからのからの助助助助言言言言をををを求求求求めていめていめていめていききききたいとたいとたいとたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。調調調調査委員会査委員会査委員会査委員会のののの構構構構成成成成ですがですがですがですが、、、、詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは資料資料資料資料のののの中中中中にありますようににありますようににありますようににありますように、、、、学学学学識識識識経経経経験験験験者者者者などなどなどなど、、、、それそれそれそれからからからから患患患患者代者代者代者代表表表表、、、、事業者事業者事業者事業者よりよりよりより産産産産業医業医業医業医とととと事務事務事務事務担担担担当当当当、、、、行行行行政政政政のののの計計計計１５１５１５１５名名名名程程程程度度度度をををを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。
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調調調調査日査日査日査日程程程程ですがですがですがですが、、、、近近近近日中日中日中日中にににに事業者事業者事業者事業者、、、、町町町町へへへへ調調調調査査査査協協協協力依頼力依頼力依頼力依頼とととと委員委委員委委員委委員委嘱嘱嘱嘱をしをしをしをし、、、、そのそのそのその後後後後、、、、第第第第１１１１回回回回調調調調査委員会査委員会査委員会査委員会をををを行行行行いいいい、、、、調調調調査方査方査方査方針針針針などをなどをなどをなどを検討検討検討検討するするするする予定予定予定予定でございますでございますでございますでございます。。。。以以以以後後後後、、、、調調調調査委員会査委員会査委員会査委員会よりのよりのよりのよりの助助助助言言言言評評評評価価価価をおをおをおをお願願願願いしいしいしいし調調調調査査査査をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、４４４４ペペペペーーーージジジジ、、、、ならならならなら水水水水環境環境環境環境ビジョビジョビジョビジョンンンンのののの策定策定策定策定につにつにつにつききききましてごましてごましてごましてご報告報告報告報告させさせさせさせていただていただていただていただききききますますますます。。。。策定策定策定策定のののの趣趣趣趣旨旨旨旨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、、、、現在現在現在現在のののの水水水水をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境としてとしてとしてとして、、、、森林森林森林森林のののの機機機機能低能低能低能低下下下下やややや河河河河川川川川のののの水質水質水質水質悪悪悪悪化化化化などなどなどなど、、、、多多多多くのくのくのくの水問題水問題水問題水問題がががが発発発発生生生生してるしてるしてるしてる状況状況状況状況にございますにございますにございますにございます。。。。これらのこれらのこれらのこれらの課課課課題題題題にににに対対対対しししし健健健健全全全全なななな水水水水循循循循環環環環のののの構築構築構築構築にににに向向向向けましてけましてけましてけまして、、、、ならならならなら水水水水循循循循環環環環ビジョビジョビジョビジョンンンンをををを策定策定策定策定するものでございますするものでございますするものでございますするものでございます。。。。水水水水循循循循環環環環ビジョビジョビジョビジョンンンンにおにおにおにおききききましてはましてはましてはましては、、、、治治治治水水水水、、、、利水利水利水利水、、、、環境環境環境環境などなどなどなど各行各行各行各行政分政分政分政分野野野野をををを水水水水循循循循環環環環というというというという視視視視点点点点でででで部局部局部局部局横断横断横断横断的的的的、、、、一一一一体的体的体的体的にとらにとらにとらにとらええええ、、、、事業事業事業事業をををを推進推進推進推進することとしておりましてすることとしておりましてすることとしておりましてすることとしておりまして、、、、４４４４つのつのつのつの基本目基本目基本目基本目標標標標をををを設設設設定定定定しておりますしておりますしておりますしております。。。。１１１１番番番番はははは、、、、治治治治水水水水のののの視視視視点点点点からはからはからはからは「「「「水水水水をををを蓄蓄蓄蓄ええええ、、、、育育育育みみみみ、、、、ゆゆゆゆっくりっくりっくりっくり流流流流すすすす」」」」というというというという目目目目標標標標、、、、２２２２番番番番としまとしまとしまとしましてしてしてして、、、、利水利水利水利水のののの視視視視点点点点からはからはからはからは「「「「効効効効果的果的果的果的、、、、効率効率効率効率的的的的にににに利利利利用用用用するするするする」」」」というというというという目目目目標標標標、、、、３３３３番番番番としましてとしましてとしましてとしまして、、、、環環環環境境境境のののの視視視視点点点点からはからはからはからは「「「「水水水水ををををききききれいにれいにれいにれいに保保保保つつつつ」」」」というというというという目目目目標標標標、、、、４４４４番番番番としましてとしましてとしましてとしまして、、、、協働協働協働協働のののの視視視視点点点点からはからはからはからは「「「「水水水水にににに愛着愛着愛着愛着をををを持持持持ってってってって守守守守りながらりながらりながらりながら使使使使うううう」」」」というというというという目目目目標標標標、、、、これらのこれらのこれらのこれらの４４４４つのつのつのつの基本目基本目基本目基本目標達標達標達標達成成成成にににに向向向向けまけまけまけましてしてしてして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みみみをををを掲掲掲掲げげげげておりますておりますておりますております。。。。特特特特にににに環境環境環境環境にににに関関関関しますのはしますのはしますのはしますのは、、、、③③③③のののの水水水水ををををききききれいにれいにれいにれいに保保保保つつつつ、、、、水質水質水質水質のののの保保保保持持持持とととと排排排排水水水水のののの浄浄浄浄化化化化のののの部分部分部分部分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、、、、大大大大和和和和川川川川清流清流清流清流復復復復活活活活ネットネットネットネットワワワワーーーーククククによるによるによるによる総合的総合的総合的総合的なななな水質水質水質水質改改改改善善善善のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、単独浄単独浄単独浄単独浄化化化化槽槽槽槽をををを撤撤撤撤去去去去しししし下下下下水水水水道道道道のののの整備整備整備整備やややや合合合合併浄併浄併浄併浄化化化化槽槽槽槽のののの設設設設置置置置のののの促促促促進進進進などのなどのなどのなどの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まいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。なおなおなおなお、、、、別別別別冊冊冊冊でならでならでならでなら水水水水循循循循環環環環ビジョビジョビジョビジョンンンン、、、、健健健健全全全全なななな水水水水循循循循環環環環のののの構築構築構築構築本本本本編編編編をををを配付配付配付配付させさせさせさせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。くらしくらしくらしくらし創造部創造部創造部創造部からはからはからはからは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。。。。次次次次にににに、、、、陳陳陳陳情情情情１１１１件件件件がががが提提提提出出出出さささされていますのでれていますのでれていますのでれていますので配付配付配付配付しておりますしておりますしておりますしております。。。。ごらごらごらごらんんんん○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員長委員長委員長委員長くだくだくだくだささささいいいい。。。。よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご了承願了承願了承願了承願いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、ただいまのただいまのただいまのただいまの報告報告報告報告またはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの事項事項事項事項もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言言言言願願願願いいいいますますますます。。。。 じじじじんんんん臓臓臓臓機機機機能能能能障害障害障害障害のののの件件件件はははは良良良良いいいい結果結果結果結果をををを出出出出していただいたのでしていただいたのでしていただいたのでしていただいたので、、、、これいつからこれいつからこれいつからこれいつから実施実施実施実施○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員というようなことまでというようなことまでというようなことまでというようなことまで問問問問ええええまままませせせせんんんんのでのでのでので、、、、ことしのことしのことしのことしの１０１０１０１０月月月月もももも一一一一つのつのつのつの節節節節目目目目だしだしだしだし、、、、来来来来年年年年からといからといからといからというのもうのもうのもうのも一一一一つのつのつのつの節節節節目目目目ですがですがですがですが、、、、ででででききききるだけるだけるだけるだけ速速速速やかにやかにやかにやかに実施実施実施実施をしていただをしていただをしていただをしていただききききますようにますようにますようにますように要要要要望望望望しておしておしておしておききききますますますます。。。。それからそれからそれからそれから次次次次のののの問題問題問題問題でででで、、、、１１１１つがつがつがつが病院病院病院病院ののののアメニティアメニティアメニティアメニティのののの問題問題問題問題等等等等でででで予算予算予算予算説説説説明明明明でもありましたでもありましたでもありましたでもありました繰越繰越繰越繰越
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明許明許明許明許でありますけれどもでありますけれどもでありますけれどもでありますけれども、、、、それがもしそれがもしそれがもしそれがもし、、、、ここここんんんんなことをやっているというものをなことをやっているというものをなことをやっているというものをなことをやっているというものを簡簡簡簡単単単単にににに聞聞聞聞かかかかせせせせてもらてもらてもらてもらええええるのだったらるのだったらるのだったらるのだったら聞聞聞聞かかかかせせせせてもらいたいてもらいたいてもらいたいてもらいたい。。。。特特特特にここでにここでにここでにここで言言言言いたいのはいたいのはいたいのはいたいのは、、、、私私私私のところのところのところのところへへへへひひひひとりとりとりとり暮暮暮暮らしのおらしのおらしのおらしのおばばばばああああちちちちゃんゃんゃんゃんからからからから投投投投書書書書がががが来来来来ましてましてましてまして、、、、それによるとそれによるとそれによるとそれによると、、、、病院病院病院病院にににに置置置置いてあるいてあるいてあるいてある洗濯洗濯洗濯洗濯機機機機、、、、これがこれがこれがこれが割割割割とととと大大大大ききききいからいからいからいから小小小小ささささいいいい私私私私にはにはにはには洗濯洗濯洗濯洗濯ものをものをものをものを引引引引っっっっ張張張張りりりり出出出出せせせせないというないというないというないという話話話話があってがあってがあってがあって、、、、それそれそれそれはそれとしてはそれとしてはそれとしてはそれとして置置置置いておいていておいていておいていておいて、、、、ひひひひとりとりとりとり暮暮暮暮らしをしていたららしをしていたららしをしていたららしをしていたら大変大変大変大変だからだからだからだから、、、、病院病院病院病院にににに下着下着下着下着ををををレレレレンタンタンタンタルルルルするするするする会会会会社社社社があるとがあるとがあるとがあると聞聞聞聞いているのですけれどもいているのですけれどもいているのですけれどもいているのですけれども、、、、それをそれをそれをそれを自分自分自分自分でででで負担負担負担負担をするからそういうをするからそういうをするからそういうをするからそういう業業業業者者者者をををを入入入入れてくれまれてくれまれてくれまれてくれませせせせんんんんかというかというかというかという要要要要望望望望なのですなのですなのですなのです。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを奈良県奈良県奈良県奈良県でしているでしているでしているでしている会会会会社社社社、、、、そそそそうううう言言言言えばえばえばえばおのおのおのおのずずずずからどこかというのはからどこかというのはからどこかというのはからどこかというのはわわわわかるとかるとかるとかると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、そのそのそのその会会会会社社社社にににに聞聞聞聞いていていていてみみみみましたましたましたましたらららら、、、、そういうそういうそういうそういう制制制制度度度度はありますのではありますのではありますのではありますので、、、、病院病院病院病院とととと契約契約契約契約してそこしてそこしてそこしてそこへへへへ私私私私たたたたちちちちがががが入入入入っていってもいいよっていってもいいよっていってもいいよっていってもいいようにうにうにうに特別特別特別特別なななな契約契約契約契約をしていただいたらをしていただいたらをしていただいたらをしていただいたら、、、、そういったそういったそういったそういった下着下着下着下着からからからから全全全全部部部部レレレレンタンタンタンタルルルルあるいはあるいはあるいはあるいは貸与貸与貸与貸与しましましましますということをすということをすということをすということを言言言言わわわわれているのですがれているのですがれているのですがれているのですが、、、、県県県県としてはそういうことをとしてはそういうことをとしてはそういうことをとしてはそういうことを考考考考ええええてもらてもらてもらてもらええええないかないかないかないか聞聞聞聞ききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電のののの件件件件ですがですがですがですが、、、、これもこれもこれもこれも、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電をををを普及普及普及普及させさせさせさせるためにるためにるためにるために国国国国やややや県県県県がががが補補補補助助助助制制制制度度度度をつくってやっているをつくってやっているをつくってやっているをつくってやっているわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの説説説説明明明明ではではではでは奈良県奈良県奈良県奈良県はははは４４４４万万万万９９９９，，，，１００１００１００１００キキキキロロロロワワワワットットットット、、、、これはこれはこれはこれは太陽太陽太陽太陽光光光光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風風風風力力力力もももも含含含含めてですがめてですがめてですがめてですが、、、、国国国国からからからから一定一定一定一定のののの割割割割りりりり当当当当てがあってがあってがあってがあったりたりたりたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは奈良県奈良県奈良県奈良県独独独独自自自自がこういうがこういうがこういうがこういう数数数数字字字字をはじいたりしてをはじいたりしてをはじいたりしてをはじいたりして、、、、補助補助補助補助制制制制度度度度をつくっておりまをつくっておりまをつくっておりまをつくっておりますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、そういうそういうそういうそういう数数数数字字字字ははははクリアクリアクリアクリアででででききききているのかどうかているのかどうかているのかどうかているのかどうか。。。。他他他他府府府府県県県県とととと比比比比べべべべてててて普及普及普及普及がおくれがおくれがおくれがおくれているということはないのかているということはないのかているということはないのかているということはないのか、、、、このこのこのこの点点点点をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせ願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから最後最後最後最後にににに、、、、介護介護介護介護にににに当当当当たっていらっしたっていらっしたっていらっしたっていらっしゃゃゃゃるるるる人人人人たたたたちちちちのののの待遇待遇待遇待遇はたはたはたはたびびびびたたたたびびびび問題問題問題問題になりますになりますになりますになりますがががが、、、、介護職介護職介護職介護職場場場場でででで本本本本採採採採用用用用でででで働働働働いているいているいているいている人人人人はははは健康健康健康健康保険保険保険保険あるいはあるいはあるいはあるいは雇雇雇雇用用用用保険保険保険保険あるいはあるいはあるいはあるいは年年年年金金金金等等等等もあるもあるもあるもあるとととと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて、、、、フフフフルルルルタタタタイマイマイマイマーーーーでででで自分自分自分自分でででで生計生計生計生計をををを立立立立てているてているてているてている非非非非正規正規正規正規でででで採採採採用用用用さささされているれているれているれている人人人人がいるとがいるとがいるとがいると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、これはこれはこれはこれは奈良県奈良県奈良県奈良県のののの場合場合場合場合、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人がどのがどのがどのがどのぐぐぐぐらいいるらいいるらいいるらいいるのかのかのかのかわわわわかっているのかかっているのかかっているのかかっているのか。。。。県県県県からからからから見見見見たらたらたらたら、、、、あれはあれはあれはあれは国国国国のののの労労労労働働働働局局局局のののの仕仕仕仕事事事事だということになるのかだということになるのかだということになるのかだということになるのかももももわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんがががが、、、、介護報介護報介護報介護報酬酬酬酬ををををちちちちゃんゃんゃんゃんとととと払払払払っているっているっているっている、、、、そのそのそのその中中中中にににに一定一定一定一定のそういったのそういったのそういったのそういった諸諸諸諸経費経費経費経費がががが入入入入っているとっているとっているとっていると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、それをそれをそれをそれを監監監監査査査査にににに行行行行かれるかれるかれるかれる皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここにここにここにここに監監監監査査査査指導指導指導指導室室室室のののの人人人人もおりもおりもおりもおりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、監監監監査査査査にににに行行行行ってそれがどういうってそれがどういうってそれがどういうってそれがどういう形形形形になっているのかになっているのかになっているのかになっているのか、、、、これはうこれはうこれはうこれはうちちちちのののの仕仕仕仕事事事事とととと違違違違うからいいうからいいうからいいうからいいわわわわということでほおっているのかということでほおっているのかということでほおっているのかということでほおっているのか、、、、経理経理経理経理をををを見見見見てこれはおかしいですてこれはおかしいですてこれはおかしいですてこれはおかしいですねねねね、、、、臨臨臨臨時時時時採採採採用用用用はははは全全全全然然然然いないのですかとかといういないのですかとかといういないのですかとかといういないのですかとかという形形形形のののの目目目目をををを向向向向けてほしいしけてほしいしけてほしいしけてほしいし、、、、向向向向けるけるけるけるべきべきべきべきだとだとだとだと思思思思うのですうのですうのですうのですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、このこのこのこの辺辺辺辺はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか聞聞聞聞ききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。とりあとりあとりあとりあえずえずえずえず以上以上以上以上ですですですです。。。。梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員のごのごのごのご質問質問質問質問でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長
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１１１１点点点点目目目目はははは、、、、病院病院病院病院ののののアメニティアメニティアメニティアメニティ向上向上向上向上事業事業事業事業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。。。。先先先先ほどほどほどほど、、、、繰繰繰繰りりりり越越越越しのしのしのしの説説説説明明明明のののの中中中中でもでもでもでも医療政策部長医療政策部長医療政策部長医療政策部長がががが触触触触れましたけれどもれましたけれどもれましたけれどもれましたけれども、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度からからからから、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院ののののアメニテアメニテアメニテアメニティィィィ向上向上向上向上ということでということでということでということで、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも利利利利用用用用していただくしていただくしていただくしていただく患患患患者者者者ささささんんんんにににに快快快快適適適適なななな環境環境環境環境をををを提供提供提供提供したいといしたいといしたいといしたいということでうことでうことでうことで、、、、細細細細かいことではありますけれどもかいことではありますけれどもかいことではありますけれどもかいことではありますけれども、、、、トイレトイレトイレトイレのののの改改改改修修修修であったりであったりであったりであったり、、、、カカカカーーーーテテテテンンンンのののの取取取取りりりりかかかかええええ、、、、そのそのそのその他他他他をををを実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。特特特特にににに、、、、県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院におにおにおにおききききましてはましてはましてはましては、、、、２２２２月月月月補補補補正正正正、、、、今今今今回回回回繰繰繰繰りりりり越越越越しのしのしのしの中中中中にににに入入入入れておりましてれておりましてれておりましてれておりまして、、、、実実実実質質質質今年度今年度今年度今年度になってからのになってからのになってからのになってからの工工工工事事事事になりますけれどもになりますけれどもになりますけれどもになりますけれども、、、、南南南南病病病病棟棟棟棟のののの談話談話談話談話室室室室をををを少少少少しししし快快快快適適適適にするためのにするためのにするためのにするための改改改改修修修修、、、、またはまたはまたはまたは患患患患者者者者ささささんんんんにににに使使使使っていただくっていただくっていただくっていただく浴浴浴浴室室室室のののの改改改改修修修修にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点、、、、委員委員委員委員のののの今今今今ごごごご指指指指摘摘摘摘ありましたありましたありましたありました病病病病衣衣衣衣、、、、下着下着下着下着そのそのそのその他他他他ののののレレレレンタンタンタンタルルルルのののの件件件件でございますけでございますけでございますけでございますけれどもれどもれどもれども、、、、これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、県立医科大学県立医科大学県立医科大学県立医科大学附属附属附属附属病院病院病院病院とととと県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院ではではではでは、、、、既既既既にににに以前以前以前以前からからからからレレレレンタンタンタンタルルルルということでということでということでということで実施実施実施実施しているのですけれどもしているのですけれどもしているのですけれどもしているのですけれども、、、、委員委員委員委員、、、、これはこれはこれはこれは県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院というこというこというこということでよろしとでよろしとでよろしとでよろしゅゅゅゅうございましうございましうございましうございましょょょょうかうかうかうか。。。。じじじじゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて、、、、全全全全般般般般的的的的にににに。。。。○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員 全全全全般般般般的的的的にはにはにはには県立医科大学県立医科大学県立医科大学県立医科大学附属附属附属附属病院病院病院病院とととと県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院でやっているのででやっているのででやっているのででやっているので○○○○中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長すけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、実実実実際際際際、、、、県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院ではまだそういうではまだそういうではまだそういうではまだそういうササササーーーービスビスビスビスをををを実施実施実施実施しておりましておりましておりましておりませせせせんんんんのでのでのでので、、、、ききききょょょょうううう委員委員委員委員からいただいたからいただいたからいただいたからいただいた意意意意見見見見もももも踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも患患患患者者者者ささささんんんんののののニニニニーーーーズズズズにににに合合合合うようなうようなうようなうような形形形形でででで検討検討検討検討していくようにしてまいりたいとしていくようにしてまいりたいとしていくようにしてまいりたいとしていくようにしてまいりたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。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。。。。太陽太陽太陽太陽光光光光パネルパネルパネルパネルについてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋ねねねねでございますでございますでございますでございます。。。。○○○○山本環境政策課長山本環境政策課長山本環境政策課長山本環境政策課長本本本本県県県県のののの状況状況状況状況はどうかということでございますがはどうかということでございますがはどうかということでございますがはどうかということでございますが、、、、デデデデータータータータがあがあがあがあちちちちここここちちちちしますがしますがしますがしますが、、、、民間民間民間民間のののの新新新新エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー財団財団財団財団というところがというところがというところがというところが調調調調べべべべましたましたましたましたデデデデータータータータがががが平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のののの上期上期上期上期までございますまでございますまでございますまでございます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、住宅住宅住宅住宅用用用用のののの太陽太陽太陽太陽光光光光パネルパネルパネルパネル設設設設置置置置基基基基数数数数についてについてについてについて調調調調査査査査したものでございますがしたものでございますがしたものでございますがしたものでございますが、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年度末年度末年度末年度末まではまではまではまでは全国全国全国全国でででで４０４０４０４０万余万余万余万余りのりのりのりの太陽太陽太陽太陽光光光光パネルパネルパネルパネルがががが設設設設置置置置さささされておりますれておりますれておりますれております。。。。ううううちちちち、、、、本本本本県県県県はははは５５５５，，，，２１６２１６２１６２１６件件件件ということでございますのでということでございますのでということでございますのでということでございますので、、、、対全国対全国対全国対全国比比比比にににに対対対対しましてしましてしましてしまして１１１１．．．．３３３３％％％％のののの設設設設置置置置状況状況状況状況であっであっであっであったということとたということとたということとたということと認認認認識識識識しておりますしておりますしておりますしております。。。。平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度上上上上半半半半期期期期ののののデデデデータータータータ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、、、、ここここちちちちららららはははは全国全国全国全国でででで２２２２万万万万７７７７，，，，００００００００００００余余余余りりりり設設設設置置置置さささされましたがれましたがれましたがれましたが、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの場合場合場合場合はははは２３２２３２２３２２３２件件件件のののの設設設設置置置置でございでございでございでございましてましてましてまして００００．．．．８６８６８６８６％％％％までまでまでまで落落落落ちちちち込込込込んんんんだだだだ状状状状態態態態になっておりましたになっておりましたになっておりましたになっておりました。。。。平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度からはからはからはからは、、、、国国国国のののの補補補補助助助助制制制制度度度度、、、、それからそれからそれからそれから本本本本県県県県のののの貸貸貸貸付付付付制制制制度度度度をををを開開開開始始始始させさせさせさせていただていただていただていただききききましてましてましてまして、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度だけでだけでだけでだけで１１１１，，，，６３６３６３６３７７７７件本件本件本件本県県県県設設設設置置置置していただいておりますしていただいておりますしていただいておりますしていただいております。。。。全国全国全国全国ベベベベーーーーススススでででで１４１４１４１４万万万万８８８８，，，，００００００００００００余余余余りでありまりでありまりでありまりでありますのですのですのですので１１１１．．．．１１１１％％％％までまでまでまで回回回回復復復復したというしたというしたというしたという認認認認識識識識をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。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。。。。介護介護介護介護ササササーーーービスビスビスビス事業所事業所事業所事業所におにおにおにお勤勤勤勤めのめのめのめの非非非非常常常常勤勤勤勤のののの職員職員職員職員のののの方方方方のののの比比比比率率率率といいますといいますといいますといいます○○○○増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長
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かかかか、、、、ままままずずずず、、、、県県県県内内内内でででで介護職員介護職員介護職員介護職員のののの中中中中でででで介護職員介護職員介護職員介護職員とととと訪訪訪訪問問問問介護員介護員介護員介護員合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして約約約約１１１１万万万万４４４４，，，，２００２００２００２００人人人人、、、、これはこれはこれはこれは平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年のののの介護介護介護介護ササササーーーービスビスビスビス施設施設施設施設事業所事業所事業所事業所調調調調査査査査のののの結果結果結果結果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、、、、約約約約１１１１万万万万４４４４，，，，２００２００２００２００人人人人おりましておりましておりましておりまして、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち非非非非常常常常勤勤勤勤のののの割割割割合合合合がががが約約約約４４４４４４４４％％％％でございますでございますでございますでございます。。。。ただただただただ、、、、職職職職種種種種といいといいといいといいますかますかますかますか、、、、ササササーーーービスビスビスビスのののの種種種種類類類類によりましてはによりましてはによりましてはによりましてはホホホホーーーームムムムヘヘヘヘルプルプルプルプのののの事業所事業所事業所事業所においてはにおいてはにおいてはにおいては非非非非常常常常勤勤勤勤のののの割割割割合合合合がががが７７７７３３３３％％％％とととと非非非非常常常常にににに高高高高いいいい比比比比率率率率のののの事業所事業所事業所事業所もあるということでございますもあるということでございますもあるということでございますもあるということでございます。。。。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。。。。介護介護介護介護ササササーーーービスビスビスビス事業所事業所事業所事業所へへへへのののの監監監監査査査査のののの関係関係関係関係でございますでございますでございますでございます。。。。指導監指導監指導監指導監査査査査でござでござでござでござ○○○○中田監査指導室長中田監査指導室長中田監査指導室長中田監査指導室長いますがいますがいますがいますが、、、、監監監監査査査査としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、目的目的目的目的としてはとしてはとしてはとしては介護介護介護介護保険保険保険保険のののの円円円円滑滑滑滑なななな実施実施実施実施ということでということでということでということで、、、、利利利利用者用者用者用者にににに対対対対するするするする介護介護介護介護ササササーーーービスビスビスビスがががが適切適切適切適切ににににさささされているかれているかれているかれているか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、必必必必要要要要なななな人員人員人員人員がががが適切適切適切適切になになになになさささされていれていれていれているかるかるかるか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、介護報介護報介護報介護報酬酬酬酬がががが適適適適正正正正にににに請請請請求求求求さささされているかどうかということをれているかどうかということをれているかどうかということをれているかどうかということを中中中中心心心心にににに確確確確認認認認をしをしをしをしておるところでございますておるところでございますておるところでございますておるところでございます。。。。介護職員介護職員介護職員介護職員のののの健康健康健康健康保険保険保険保険等等等等についてでございますがについてでございますがについてでございますがについてでございますが、、、、現在現在現在現在、、、、人員人員人員人員のののの確確確確認認認認ということでということでということでということで実実実実地地地地調調調調査査査査においてもにおいてもにおいてもにおいても提提提提出資料出資料出資料出資料のののの中中中中でででで職員職員職員職員のののの健康健康健康健康保険保険保険保険のののの加加加加入入入入のののの有有有有無無無無、、、、はははは調調調調べべべべておるところでございますがておるところでございますがておるところでございますがておるところでございますが、、、、今今今今後後後後、、、、これもこれもこれもこれも含含含含めましてめましてめましてめまして労労労労災災災災それからそれからそれからそれから雇雇雇雇用用用用保険保険保険保険についについについについてもてもてもても同様同様同様同様にににに報告報告報告報告をををを求求求求めてめてめてめて一度一度一度一度検討検討検討検討しましてしましてしましてしまして、、、、指導監指導監指導監指導監査査査査のののの場場場場においてにおいてにおいてにおいて事業者事業者事業者事業者からのからのからのからの聞聞聞聞きききき取取取取りりりりをををを行行行行いましていましていましていまして、、、、未未未未加加加加入入入入者者者者、、、、それからそれからそれからそれから各各各各制制制制度度度度のののの理解理解理解理解不足不足不足不足があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには制制制制度度度度のののの周周周周知知知知をををを図図図図っっっってててて適適適適正正正正にににに加加加加入入入入手続手続手続手続ををををさささされるようにれるようにれるようにれるように指導指導指導指導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思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、なおなおなおなお、、、、非非非非正規正規正規正規のののの人人人人についてでございますがについてでございますがについてでございますがについてでございますが、、、、健康健康健康健康保険保険保険保険につにつにつにつききききましてもましてもましてもましても、、、、１１１１週週週週間間間間、、、、２２２２週週週週間間間間、、、、１１１１日日日日、、、、またはまたはまたはまたは１１１１週週週週間間間間でででで正規正規正規正規のののの職員職員職員職員のののの４４４４分分分分のののの３３３３以上以上以上以上がががが働働働働いておられるとかいういておられるとかいういておられるとかいういておられるとかいう細細細細かいかいかいかい規定規定規定規定もございますのでもございますのでもございますのでもございますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺につにつにつにつききききましてましてましてまして事業者事業者事業者事業者にににに対対対対してしてしてして、、、、こういうこういうこういうこういう方方方方につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては特特特特にににに健康健康健康健康保険保険保険保険、、、、厚生年厚生年厚生年厚生年金金金金につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては各各各各所所所所轄轄轄轄のののの社社社社会会会会保険保険保険保険事務所事務所事務所事務所にににに行行行行っていただいてそれについてっていただいてそれについてっていただいてそれについてっていただいてそれについて加加加加入入入入をををを指導指導指導指導いたいたいたいただくというだくというだくというだくという格好格好格好格好でででで指導指導指導指導していしていしていしていききききたいなとたいなとたいなとたいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。増増増増田長田長田長田長寿社寿社寿社寿社会会会会課課課課長長長長のごのごのごのご答答答答弁弁弁弁ではではではでは、、、、非非非非常常常常勤勤勤勤というおというおというおというお言言言言葉葉葉葉があったのでがあったのでがあったのでがあったので○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員長委員長委員長委員長すがすがすがすが、、、、非非非非常常常常勤勤勤勤とととと非非非非正規正規正規正規とはとはとはとは同同同同義義義義とととと考考考考ええええてよろしいかてよろしいかてよろしいかてよろしいか。。。。委員長委員長委員長委員長がががが助助助助けけけけ船船船船をををを出出出出してくれはったのであれやとしてくれはったのであれやとしてくれはったのであれやとしてくれはったのであれやと思思思思うけどうけどうけどうけど、、、、要要要要はははは、、、、本本本本採採採採用用用用にににに○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員はなっていないはなっていないはなっていないはなっていない、、、、なっていないけれどもなっていないけれどもなっていないけれどもなっていないけれども、、、、労労労労働働働働時時時時間間間間としてはとしてはとしてはとしては本本本本採採採採用用用用とととと同同同同じようにじようにじようにじように仕仕仕仕事事事事してしてしてしているいるいるいる人人人人たたたたちちちちがいるがいるがいるがいるわわわわけけけけ。。。。それでそれでそれでそれで、、、、このこのこのこの部分部分部分部分をををを例例例例えばえばえばえば今今今今のののの健康健康健康健康保険保険保険保険にしろにしろにしろにしろ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは年年年年金金金金ににににしろしろしろしろ、、、、年年年年金金金金だってだってだってだって随随随随分分分分いろいろいろいろいろいろいろいろ問題問題問題問題になりましたになりましたになりましたになりました。。。。だけどだけどだけどだけど、、、、それでそれでそれでそれで年年年年金機金機金機金機構構構構、、、、社社社社会会会会保険保険保険保険庁庁庁庁がそういうところがそういうところがそういうところがそういうところへへへへ行行行行ってってってって、、、、ちちちちゃんゃんゃんゃんとととと入入入入れてあれてあれてあれてあげげげげんんんんかとかとかとかと言言言言ってってってって指導指導指導指導をしているかといったをしているかといったをしているかといったをしているかといったらららら、、、、しているのかもしれないがしているのかもしれないがしているのかもしれないがしているのかもしれないが見見見見ええええてこないからてこないからてこないからてこないから、、、、働働働働いているいているいているいている人人人人たたたたちちちちはははは役役役役所所所所をををを頼頼頼頼りにしとりにしとりにしとりにしとるるるるわわわわけですけですけですけです、、、、おおおお役役役役所所所所をををを頼頼頼頼りにりにりにりに。。。。保険保険保険保険もももも欲欲欲欲しいししいししいししいし、、、、給給給給料料料料もももも低低低低いけれどもいけれどもいけれどもいけれども雇雇雇雇用用用用保険保険保険保険、、、、年年年年金金金金、、、、健健健健康康康康保険保険保険保険、、、、それはそれはそれはそれは欲欲欲欲しいというかしいというかしいというかしいというかちちちちゃんゃんゃんゃんとしてほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいわわわわけですけですけですけです。。。。しかししかししかししかし、、、、それをそれをそれをそれを何何何何にもにもにもにも言言言言わわわわ
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ないでないでないでないで黙黙黙黙々々々々とととと働働働働いているいているいているいている。。。。私私私私もももも、、、、１１１１回回回回給給給給料明料明料明料明細細細細をををを見見見見たけれどたけれどたけれどたけれど１５１５１５１５万円万円万円万円何何何何ぼぼぼぼもらっているもらっているもらっているもらっている人人人人ははははちちちちゃんゃんゃんゃんととととフフフフルルルルタタタタイムイムイムイムでででで働働働働いているいているいているいているわわわわけですけですけですけです。。。。だけどだけどだけどだけど、、、、給給給給料料料料がががが書書書書いてあるだけでいてあるだけでいてあるだけでいてあるだけで、、、、雇雇雇雇用用用用保保保保険険険険とかとかとかとか健康健康健康健康保険保険保険保険でもこれでもこれでもこれでもこれみみみみんんんんなななな本本本本人人人人負担負担負担負担があるがあるがあるがあるわわわわけですけですけですけです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、事業事業事業事業主主主主負担負担負担負担ももももももももちちちちろろろろんんんんあるあるあるあるわわわわけですけですけですけです。。。。だけどだけどだけどだけど、、、、本本本本人人人人負担負担負担負担がないということはがないということはがないということはがないということは事業事業事業事業主主主主負担負担負担負担もしてないということでもしてないということでもしてないということでもしてないということですすすす。。。。だけどだけどだけどだけど黙黙黙黙ってってってって働働働働いているいているいているいているわわわわけですけですけですけです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、おおおお役役役役所所所所にににに何何何何とかとかとかとか助助助助けてほしいというけてほしいというけてほしいというけてほしいという思思思思いいいいはあるとはあるとはあるとはあると思思思思いますいますいますいます。。。。それをそれをそれをそれを皆皆皆皆ささささんんんん方方方方縦縦縦縦割割割割りでりでりでりで、、、、ううううちちちちはははは関係関係関係関係ないとないとないとないと言言言言っていたらっていたらっていたらっていたら、、、、どこもどこもどこもどこも見見見見てくれるところがないてくれるところがないてくれるところがないてくれるところがない。。。。あなたあなたあなたあなた方方方方でもでもでもでも監監監監査査査査にににに行行行行ったらったらったらったら、、、、そこらにそこらにそこらにそこらに働働働働くくくく人人人人たたたたちちちちがどうなってがどうなってがどうなってがどうなっているのかいうところにいるのかいうところにいるのかいうところにいるのかいうところに目目目目をつけてをつけてをつけてをつけて、、、、それでそこでどうなっているのですかとそれでそこでどうなっているのですかとそれでそこでどうなっているのですかとそれでそこでどうなっているのですかと言言言言ってってってって、、、、それそれそれそれでででで事業事業事業事業主主主主がががが、、、、いやそれはあなたのいやそれはあなたのいやそれはあなたのいやそれはあなたの仕仕仕仕事事事事とととと違違違違うでしうでしうでしうでしょょょょうということをうということをうということをうということを言言言言わわわわれるのだったられるのだったられるのだったられるのだったら、、、、労労労労働働働働局局局局やややや社社社社会会会会保険保険保険保険庁庁庁庁へへへへ行行行行ってってってって、、、、こうなっているけれどもこうなっているけれどもこうなっているけれどもこうなっているけれども１１１１回行回行回行回行ってってってって指導指導指導指導してくだしてくだしてくだしてくだささささいといいといいといいといううううぐぐぐぐらいのことをしてほしいらいのことをしてほしいらいのことをしてほしいらいのことをしてほしいわわわわけですけですけですけです。。。。何何何何かがかがかがかが変変変変わわわわっていかないといけないしっていかないといけないしっていかないといけないしっていかないといけないし、、、、県県県県もももも今度今度今度今度はははは産産産産業業業業・・・・雇雇雇雇用用用用振興振興振興振興部部部部かかかか、、、、名名名名前前前前もももも変変変変ええええてててて雇雇雇雇用用用用にもにもにもにもちちちちゃんゃんゃんゃんとこのとこのとこのとこの前前前前１２１２１２１２月月月月にににに知知知知事事事事にもにもにもにも質問質問質問質問したしたしたしたらららら、、、、知知知知事事事事もももも、、、、いやいやいやいや県県県県がこういうがこういうがこういうがこういう雇雇雇雇用用用用問題問題問題問題をやるをやるをやるをやるべきべきべきべきだということをだということをだということをだということを言言言言ってくれているのだってくれているのだってくれているのだってくれているのだからからからから。。。。そこらとそこらとそこらとそこらとタタタタイアップイアップイアップイアップしてしてしてしてきちきちきちきちっとっとっとっと何何何何かをやってほしいかをやってほしいかをやってほしいかをやってほしいわわわわけですけですけですけです。。。。それをそれをそれをそれをきちきちきちきちっとやっとやっとやっとやりますというりますというりますというりますという答答答答弁弁弁弁ををををええええろうろうろうろう難難難難しいことをしいことをしいことをしいことを言言言言うてくれうてくれうてくれうてくれんんんんでいいからでいいからでいいからでいいから……………………。。。。（（（（ よくよくよくよくわわわわかりましたかりましたかりましたかりました」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「わわわわしらもしらもしらもしらも指導指導指導指導していしていしていしていききききますとますとますとますと言言言言ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。それでそれでそれでそれで、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電はははは、、、、今今今今聞聞聞聞かかかかせせせせてもらっててもらっててもらっててもらって大大大大体体体体日日日日本本本本のののの今今今今のののの人人人人口口口口１１１１％％％％強強強強ぐぐぐぐらいをらいをらいをらいをちちちちゃんゃんゃんゃんととととクリアクリアクリアクリアしているからいいのですけれどもしているからいいのですけれどもしているからいいのですけれどもしているからいいのですけれども。。。。このこのこのこの補助補助補助補助制制制制度度度度にににに利利利利子子子子補補補補給制給制給制給制度度度度とととと無無無無利利利利子子子子融融融融資資資資制制制制度度度度というというというという二手二手二手二手のののの融融融融資資資資のののの仕仕仕仕方方方方があるのですけれどもがあるのですけれどもがあるのですけれどもがあるのですけれども、、、、これはこれはこれはこれは、、、、素素素素人人人人考考考考ええええでででで見見見見たらたらたらたら、、、、無無無無利利利利子子子子融融融融資資資資制制制制度度度度というのがというのがというのがというのが使使使使いやすいといやすいといやすいといやすいと思思思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、、、、一方一方一方一方はははは民間民間民間民間にににに返返返返してそのしてそのしてそのしてその分分分分利利利利子子子子だけだけだけだけをををを県県県県にににに請請請請求求求求してもらうというややこしいしてもらうというややこしいしてもらうというややこしいしてもらうというややこしい仕仕仕仕組組組組みみみみになっているのですけれどもになっているのですけれどもになっているのですけれどもになっているのですけれども、、、、これはこれはこれはこれは統統統統一一一一ででででききききないのでしないのでしないのでしないのでしょょょょうかうかうかうか。。。。南都銀南都銀南都銀南都銀行行行行とととと農農農農協協協協はははは利利利利子子子子補補補補給制給制給制給制度度度度、、、、それからそれからそれからそれから他他他他のののの銀銀銀銀行行行行はははは無無無無利利利利子子子子融融融融資資資資制制制制度度度度となっているのですけれどもとなっているのですけれどもとなっているのですけれどもとなっているのですけれども、、、、これはこれはこれはこれは統統統統一一一一してしてしてして一一一一本化本化本化本化するようなするようなするようなするような制制制制度度度度はではではではでききききないのでないのでないのでないのですかすかすかすか。。。。それだけですそれだけですそれだけですそれだけです。。。。それとそれとそれとそれと、、、、病院病院病院病院のののの方方方方はははは大大大大体体体体やってやってやってやってみみみみるというるというるというるという答答答答弁弁弁弁をいただいたようにをいただいたようにをいただいたようにをいただいたように思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜぜぜぜひひひひよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。病院病院病院病院にはにはにはには何何何何にもにもにもにも負担負担負担負担せせせせよとよとよとよと言言言言っていまっていまっていまっていませせせせんんんん。。。。本本本本人人人人がががが負担負担負担負担さささされたられたられたられたらいいいいいいいいわわわわけでけでけでけで、、、、しかししかししかししかし、、、、業者業者業者業者ががががちちちちゃんゃんゃんゃんとととと入入入入ってでってでってでってでききききるようにということであったらそうるようにということであったらそうるようにということであったらそうるようにということであったらそう問題問題問題問題はないのではないかとはないのではないかとはないのではないかとはないのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。まあそれはまあそれはまあそれはまあそれは、、、、地地地地域域域域でででで県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院、、、、私私私私もすもすもすもすぐぐぐぐ近近近近くにおるくにおるくにおるくにおるからからからから院長院長院長院長がががが一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命いいいいいいいい病院病院病院病院にしようにしようにしようにしよう思思思思ってってってって努力努力努力努力ななななささささっているのはっているのはっているのはっているのは見見見見ているしているしているしているし、、、、それはそれはそれはそれは、、、、
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何何何何もももも県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院だけにだけにだけにだけに限限限限ららららずずずず、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院もももも県立県立県立県立五條五條五條五條病院病院病院病院もももも県立医科大学県立医科大学県立医科大学県立医科大学附属附属附属附属病院病院病院病院ももももさささされていることでれていることでれていることでれていることで、、、、特特特特にににに最最最最近近近近そうそうそうそう感感感感じますのでじますのでじますのでじますので、、、、そのそのそのその分分分分はははは敬敬敬敬意意意意をををを表表表表したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 先先先先ほどのほどのほどのほどの、、、、正規正規正規正規、、、、非非非非正規正規正規正規、、、、それからそれからそれからそれから常常常常勤勤勤勤、、、、非非非非常常常常勤勤勤勤についてでございについてでございについてでございについてでござい○○○○増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長ますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、正規正規正規正規、、、、非非非非正規正規正規正規というのはというのはというのはというのは雇雇雇雇用用用用形形形形態態態態そのものがそのものがそのものがそのものが正規正規正規正規であるかであるかであるかであるか非非非非正規正規正規正規であるかであるかであるかであるかということということということということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、回回回回答答答答させさせさせさせていただいたていただいたていただいたていただいた常常常常勤勤勤勤、、、、非非非非常常常常勤勤勤勤のののの統統統統計計計計調調調調査査査査結果結果結果結果のことですけのことですけのことですけのことですけれどもれどもれどもれども、、、、常常常常勤勤勤勤、、、、非非非非常常常常勤勤勤勤、、、、これはこれはこれはこれは勤勤勤勤務務務務形形形形態態態態がががが常常常常勤勤勤勤であるかであるかであるかであるか、、、、週週週週何何何何日日日日かあるいはかあるいはかあるいはかあるいは何何何何時時時時間間間間かといかといかといかといったったったった勤勤勤勤務務務務形形形形態態態態によってによってによってによって常常常常勤勤勤勤であったりであったりであったりであったり非非非非常常常常勤勤勤勤であったりということでございますであったりということでございますであったりということでございますであったりということでございます。。。。ですかですかですかですからららら、、、、委員委員委員委員のごのごのごのご質問質問質問質問ににににストレストレストレストレーーーートトトトのおのおのおのお答答答答ええええになったかどうかはになったかどうかはになったかどうかはになったかどうかはわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんがががが、、、、統統統統計計計計調調調調査査査査結結結結果果果果ではではではでは、、、、非非非非常常常常勤勤勤勤とととと常常常常勤勤勤勤のののの調調調調査査査査結果結果結果結果がございましたのでがございましたのでがございましたのでがございましたので、、、、そのようにそのようにそのようにそのように答答答答弁弁弁弁ををををさせさせさせさせていただていただていただていただききききましたましたましたました。。。。 指導指導指導指導についてでございますがについてでございますがについてでございますがについてでございますが、、、、関係関係関係関係官官官官署署署署といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、年年年年金金金金事務局事務局事務局事務局、、、、○○○○中田監査指導室長中田監査指導室長中田監査指導室長中田監査指導室長それからそれからそれからそれから労労労労働基働基働基働基準準準準局局局局、、、、ハロハロハロハローーーーワワワワーーーーククククがあるとがあるとがあるとがあると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺とととと今今今今後後後後どうどうどうどう指導指導指導指導していしていしていしていくかくかくかくか、、、、効率効率効率効率的的的的なななな指導指導指導指導についてもについてもについてもについても協協協協議議議議していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。太陽太陽太陽太陽光光光光パネルパネルパネルパネルにににに関関関関しますしますしますします、、、、本本本本県県県県独独独独自自自自のののの貸貸貸貸付付付付制制制制度度度度についてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋ねねねねでででで○○○○山本環境政策課長山本環境政策課長山本環境政策課長山本環境政策課長ございますございますございますございます。。。。委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのようにのようにのようにのように、、、、今今今今、、、、２２２２つのつのつのつの方方方方式式式式がございますがございますがございますがございます。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、一一一一たたたたんんんん県県県県民民民民のののの方方方方 々々々々がががが金金金金融融融融機機機機関関関関にににに利利利利子子子子をををを含含含含めてごめてごめてごめてご返済返済返済返済いただいただいただいただききききましてましてましてまして、、、、ごごごご返済返済返済返済いただいたいただいたいただいたいただいた額額額額をををを県県県県にににに改改改改めてめてめてめて年度末年度末年度末年度末にごにごにごにご請請請請求求求求いただけれいただけれいただけれいただければばばば県県県県からそのからそのからそのからその分分分分をををを支支支支払払払払うとうとうとうと、、、、これがこれがこれがこれが利利利利子子子子補補補補給制給制給制給制度度度度とととと呼呼呼呼んんんんでいるものでござでいるものでござでいるものでござでいるものでございましていましていましていまして、、、、おおおおおおおおむねむねむねむね昨昨昨昨年年年年のののの実実実実績績績績でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと１４１４１４１４％％％％のののの方方方方にごにごにごにご利利利利用用用用いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。ももももうううう一一一一つのつのつのつの方方方方式式式式はははは、、、、無無無無利利利利子子子子融融融融資資資資制制制制度度度度とととと称称称称しているものでございましてしているものでございましてしているものでございましてしているものでございまして、、、、これはこれはこれはこれは県県県県民民民民のののの方方方方 々々々々はははは金金金金融融融融機機機機関関関関にににに元元元元金金金金ののののみみみみのごのごのごのご返済返済返済返済をしていただくをしていただくをしていただくをしていただく。。。。利利利利子分子分子分子分につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、県県県県からからからから直直直直接接接接金金金金融融融融機機機機関関関関におにおにおにお支支支支払払払払いするといういするといういするといういするという方方方方式式式式でございますでございますでございますでございます。。。。もともとはもともとはもともとはもともとは、、、、金金金金融融融融機機機機関関関関ののののシステムシステムシステムシステム上上上上のののの課課課課題題題題ががががございましてございましてございましてございまして、、、、金金金金利利利利のののの部分部分部分部分ににににゼゼゼゼロロロロがががが入入入入らないらないらないらないシステムシステムシステムシステム、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは利利利利子子子子のののの支支支支払払払払いといといといと元元元元金金金金のののの支支支支払払払払いのいのいのいの債債債債務者務者務者務者がががが違違違違うううう人人人人ではではではでは入入入入らないというらないというらないというらないというシステムシステムシステムシステム上上上上のののの問題問題問題問題がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの解決解決解決解決にににに多多多多少少少少時時時時間間間間がかかっておりますしがかかっておりますしがかかっておりますしがかかっておりますし、、、、結結結結局局局局、、、、対応対応対応対応ででででききききないことがありますないことがありますないことがありますないことがあります。。。。ただただただただ、、、、今今今今かかかからしますとらしますとらしますとらしますと、、、、県県県県民民民民のののの方方方方 々々々々のののの選選選選択択択択のののの幅幅幅幅ががががふふふふええええておるのかというておるのかというておるのかというておるのかという感感感感じもしておりましてじもしておりましてじもしておりましてじもしておりまして、、、、今今今今後後後後ともこのともこのともこのともこの２２２２方方方方式式式式でででで続続続続けていけていけていけていききききたいとたいとたいとたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。県立県立県立県立野外野外野外野外活活活活動動動動センターセンターセンターセンターにににに関関関関するするするする質問質問質問質問をををを３３３３項項項項目目目目おおおお尋尋尋尋ねねねねいたしますいたしますいたしますいたします。。。。本本本本会議会議会議会議でででで話話話話○○○○小林委員小林委員小林委員小林委員題題題題にしましたのでにしましたのでにしましたのでにしましたので重重重重複複複複はははは避避避避けてけてけてけて質問質問質問質問ののののみみみみ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。
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前回前回前回前回のののの厚生委員会厚生委員会厚生委員会厚生委員会でででで話話話話題題題題となりましたとなりましたとなりましたとなりました、、、、ありありありあり方方方方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会はははは今今今今後後後後開開開開催催催催のののの予定予定予定予定はあるでしはあるでしはあるでしはあるでしょょょょうかうかうかうか。。。。これがこれがこれがこれが質問質問質問質問のののの１１１１つつつつ目目目目ですですですです。。。。前回前回前回前回のこののこののこののこの議会議会議会議会のののの本本本本会議会議会議会議でででで何何何何らかのらかのらかのらかの結結結結論論論論はははは出出出出ているよているよているよているようにはうにはうにはうには思思思思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、、、、まだまだまだまだ、、、、教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会のののの声声声声等等等等 々々々々十十十十分分分分にににに吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげるるるる機機機機会会会会というのがというのがというのがというのが必必必必要要要要とととと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ありありありあり方方方方検討検討検討検討委員会開委員会開委員会開委員会開催催催催さささされるとはれるとはれるとはれるとは思思思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、、、、そのごそのごそのごそのご予定予定予定予定にににについておついておついておついてお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、第第第第１１１１センターセンターセンターセンターのののの宿泊宿泊宿泊宿泊棟棟棟棟、、、、ププププーーーールルルル、、、、体育体育体育体育館館館館等等等等についてはについてはについてはについては、、、、今今今今後後後後、、、、使使使使用用用用をををを考考考考ええええてててていないとおっしいないとおっしいないとおっしいないとおっしゃゃゃゃったのですけれどもったのですけれどもったのですけれどもったのですけれども、、、、これらについてはこれらについてはこれらについてはこれらについては逐逐逐逐次次次次閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖ををををさささされてれてれてれて建建建建物物物物についてについてについてについてはははは解解解解体体体体ををををさささされていかれるれていかれるれていかれるれていかれるべきべきべきべきとととと思思思思っておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれども、、、、そのことについてそのことについてそのことについてそのことについてススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルをおをおをおをお持持持持ちちちちでしたらどのようにでしたらどのようにでしたらどのようにでしたらどのように解解解解体体体体をしていくのかということをおをしていくのかということをおをしていくのかということをおをしていくのかということをお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。３３３３点点点点目目目目はははは、、、、余余余余りりりり重重重重大大大大なななな質問質問質問質問ではないのですけれどもではないのですけれどもではないのですけれどもではないのですけれども、、、、参参参参考考考考までにまでにまでにまでに聞聞聞聞かかかかせせせせていただていただていただていただききききたいたいたいたいとととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。県立県立県立県立野外野外野外野外活活活活動動動動センターセンターセンターセンター、、、、荒荒荒荒井井井井知知知知事事事事はははは現現現現場場場場視視視視察察察察をしたのでしをしたのでしをしたのでしをしたのでしょょょょうかうかうかうか。。。。以上以上以上以上、、、、３３３３点点点点おおおお尋尋尋尋ねねねねしますしますしますします。。。。 小林委員小林委員小林委員小林委員のごのごのごのご質問質問質問質問におにおにおにお答答答答ええええをいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。○○○○金澤青少年金澤青少年金澤青少年金澤青少年・・・・生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長３３３３点点点点のごのごのごのご質問質問質問質問があったとがあったとがあったとがあったと思思思思いますいますいますいます。。。。ままままずずずず１１１１点点点点、、、、今今今今後後後後、、、、ありありありあり方方方方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会はははは開開開開催催催催するのかするのかするのかするのかというおというおというおというお話話話話だったとだったとだったとだったと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、ありありありあり方方方方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会でこれまででこれまででこれまででこれまで種種種種 々々々々検討検討検討検討してまいりまししてまいりまししてまいりまししてまいりましてててて、、、、今今今今回回回回、、、、知知知知事事事事答答答答弁弁弁弁並並並並びびびびにくらしにくらしにくらしにくらし創造部長創造部長創造部長創造部長のののの答答答答弁弁弁弁でででで方方方方針針針針をををを示示示示させさせさせさせていただていただていただていただききききましたがましたがましたがましたが、、、、今今今今もももも小林委員小林委員小林委員小林委員からもおからもおからもおからもお話話話話ありますようにありますようにありますようにありますように、、、、教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会からのごからのごからのごからのご協協協協力力力力、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは利利利利用用用用についてについてについてについてののののささささまざまなまざまなまざまなまざまな意意意意見見見見もももも参参参参考考考考にににに今今今今後後後後のののの運運運運営営営営をををを県県県県民民民民のののの皆皆皆皆様様様様がががが多多多多くくくく使使使使っていただっていただっていただっていただききききますようにとますようにとますようにとますようにと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、開開開開催催催催をしてそのをしてそのをしてそのをしてその辺辺辺辺のののの意意意意見見見見をおをおをおをお聞聞聞聞ききききしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。２２２２点点点点目目目目ですがですがですがですが、、、、第第第第１１１１センターセンターセンターセンターのののの体育体育体育体育館館館館等等等等はははは撤撤撤撤去去去去するのかというおするのかというおするのかというおするのかというお話話話話しだったとしだったとしだったとしだったと思思思思うのでうのでうのでうのですがすがすがすが、、、、撤撤撤撤去去去去につにつにつにつききききましてもましてもましてもましても多額多額多額多額なななな費用費用費用費用がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。ただただただただ、、、、景観景観景観景観上上上上のののの問題問題問題問題もございますのもございますのもございますのもございますのでででで、、、、それにつそれにつそれにつそれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、今今今今後検討後検討後検討後検討するするするする時時時時間間間間をいただをいただをいただをいただききききたいとたいとたいとたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。３３３３点点点点目目目目でございますでございますでございますでございます。。。。知知知知事事事事がががが現現現現場場場場をををを見見見見たのかというおたのかというおたのかというおたのかというお話話話話しですがしですがしですがしですが、、、、私私私私のののの知知知知るるるる限限限限りではそりではそりではそりではそのののの現現現現場場場場をををを見見見見にににに来来来来られたということはられたということはられたということはられたということは存存存存じじじじ上上上上げげげげておりまておりまておりまておりませせせせんんんん。。。。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。。。。おおおお答答答答ええええよくよくよくよくわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。○○○○小林委員小林委員小林委員小林委員ありありありあり方方方方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会はまたはまたはまたはまた開開開開催催催催さささされるということでれるということでれるということでれるということで、、、、そこでそこでそこでそこで十十十十分分分分意意意意見見見見をををを教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会、、、、教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会というよりはというよりはというよりはというよりは学学学学校校校校のののの現現現現場場場場ですですですです。。。。生生生生徒徒徒徒ではないですよではないですよではないですよではないですよ。。。。先先先先生生生生のののの現現現現場場場場のののの声声声声をををを吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげてててていただいただいただいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。本本本本会議会議会議会議のののの中中中中でででで、、、、生生生生徒徒徒徒のののの意意意意見見見見をををを尊尊尊尊重重重重すすすすべきべきべきべきだというようなだというようなだというようなだというような発発発発言言言言ががががあってあってあってあって理解理解理解理解にににに苦苦苦苦ししししんんんんでいたのですけれどもでいたのですけれどもでいたのですけれどもでいたのですけれども、、、、先先先先生生生生のののの意意意意見見見見がががが大事大事大事大事でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、そういっそういっそういっそういったたたた現現現現場場場場のののの声声声声をををを吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげるるるる機機機機会会会会をををを引引引引きききき続続続続きききき持持持持ってくだってくだってくだってくだささささいいいい。。。。



---- 33332222 ----

それからそれからそれからそれから、、、、これはこれはこれはこれは解解解解体体体体がががが必必必必要要要要だとだとだとだと思思思思ったのですったのですったのですったのです、、、、必必必必要要要要ととととさささされないれないれないれない時時時時点点点点でででで。。。。県営県営県営県営ププププーーーールルルルのののの解解解解体体体体とととと同同同同じですじですじですじです。。。。県営県営県営県営ププププーーーールルルルをををを解解解解体体体体したのはしたのはしたのはしたのは、、、、早早早早くそのくそのくそのくその場場場場所所所所をををを利利利利用用用用さささされるれるれるれる方方方方 々々々々にににに説説説説明明明明ででででききききるためということでるためということでるためということでるためということで広広広広ささささをををを実実実実感感感感していただくとかしていただくとかしていただくとかしていただくとか、、、、測測測測量量量量調調調調査等査等査等査等 々々々々もあるのでもあるのでもあるのでもあるので先行先行先行先行してしてしてして解解解解体体体体さささされたれたれたれたわわわわけなのでけなのでけなのでけなので、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの施設施設施設施設がががが必必必必要要要要になったとになったとになったとになったとききききにはにはにはには解解解解体体体体をしておいたをしておいたをしておいたをしておいた方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、青青青青少少少少年年年年がががが集集集集まるまるまるまる場場場場所所所所にそういうにそういうにそういうにそういう廃墟廃墟廃墟廃墟となったとなったとなったとなった建建建建物物物物がががが残残残残っていたらっていたらっていたらっていたらふふふふさわさわさわさわしくなしくなしくなしくないですしいですしいですしいですし、、、、大人大人大人大人のののの方方方方はははは引引引引きききき続続続続きききき職員職員職員職員のののの方方方方がががが利利利利用用用用さささされるとおっしれるとおっしれるとおっしれるとおっしゃゃゃゃっていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども、、、、とととといっていっていっていって耐震工耐震工耐震工耐震工事事事事がでがでがでができきききていないものをていないものをていないものをていないものを引引引引きききき続続続続きききき利利利利用用用用さささされることもどうかなとれることもどうかなとれることもどうかなとれることもどうかなと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、解解解解体体体体についてはについてはについてはについては速速速速やかにやかにやかにやかに進進進進められたらとめられたらとめられたらとめられたらと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。３３３３番番番番目目目目のののの質問質問質問質問、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとささささささささいないないないな質問質問質問質問であったかもしれないのですけれどもであったかもしれないのですけれどもであったかもしれないのですけれどもであったかもしれないのですけれども、、、、申申申申しししし上上上上げげげげたいことはこういうことなのですたいことはこういうことなのですたいことはこういうことなのですたいことはこういうことなのです。。。。ままままずずずず、、、、本本本本会議会議会議会議場場場場でででで申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました公営公営公営公営施設施設施設施設３９３９３９３９カカカカ所所所所、、、、あれあれあれあれ公営公営公営公営施設施設施設施設３９３９３９３９カカカカ所所所所のののの中中中中でででで除外除外除外除外ををををさささされたれたれたれた機機機機関関関関があるのですがあるのですがあるのですがあるのです。。。。これはこれはこれはこれは何何何何かいいますとかいいますとかいいますとかいいますと学学学学校校校校はははは含含含含まれていないのですまれていないのですまれていないのですまれていないのです。。。。当当当当たりたりたりたり前前前前のののの話話話話ですですですです。。。。定員定員定員定員がががが減減減減ったからありったからありったからありったからあり方方方方をををを考考考考ええええることはることはることはることは基本的基本的基本的基本的にありにありにありにあり得得得得ないないないない。。。。ですからですからですからですから、、、、学学学学校校校校施設施設施設施設のののの一部一部一部一部ともしともしともしともし主主主主張張張張すれすれすれすればばばば３９３９３９３９カカカカ所所所所のののの包包包包括括括括外外外外部部部部監監監監査査査査のののの対対対対象象象象となったとなったとなったとなった施設施設施設施設からはからはからはからは外外外外れたれたれたれたとととと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺、、、、包包包包括括括括外外外外部部部部監監監監査査査査のののの対対対対象象象象になるかならないかになるかならないかになるかならないかになるかならないか微妙微妙微妙微妙なななな場場場場所所所所だったのだだったのだだったのだだったのだということはということはということはということは認認認認識識識識をしてほしいなとをしてほしいなとをしてほしいなとをしてほしいなと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、荒荒荒荒井井井井知知知知事事事事がががが視視視視察察察察していないしていないしていないしていない。。。。そのことについてそのことについてそのことについてそのことについて、、、、どうのこうのどうのこうのどうのこうのどうのこうの申申申申しししし上上上上げげげげるつるつるつるつもりはないですがもりはないですがもりはないですがもりはないですが、、、、ちちちちななななみみみみにににに、、、、包包包包括括括括外外外外部部部部監監監監査人査人査人査人はははは現現現現地地地地視視視視察察察察をををを行行行行っておりまっておりまっておりまっておりませせせせんんんん。。。。そのことそのことそのことそのこともありもありもありもあり方方方方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会のののの中中中中でででで、、、、そういうそういうそういうそういう監監監監査査査査であったということもであったということもであったということもであったということも含含含含めながらめながらめながらめながら、、、、ですからですからですからですから、、、、現現現現地地地地視視視視察察察察をしていないからそれにをしていないからそれにをしていないからそれにをしていないからそれに関関関関してしてしてして意意意意見見見見をををを述述述述べべべべるるるる資資資資格格格格がないとかそがないとかそがないとかそがないとかそんんんんなことをなことをなことをなことを申申申申しししし上上上上げげげげるつもりはないのでするつもりはないのでするつもりはないのでするつもりはないのです。。。。ないのですけれどもないのですけれどもないのですけれどもないのですけれども、、、、現現現現場場場場をよくをよくをよくをよく知知知知っているっているっているっている方方方方のののの意意意意見見見見をををを吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげてほしいということでてほしいということでてほしいということでてほしいということで教教教教師師師師のののの先先先先生方生方生方生方のののの声声声声をををを吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげてほしいてほしいてほしいてほしい、、、、よくよくよくよくわわわわかるかるかるかる方方方方 々々々々でででで議議議議論論論論ををををしてほしいというしてほしいというしてほしいというしてほしいという願願願願いをしているといういをしているといういをしているといういをしているという意味意味意味意味のことですのでよろしくおのことですのでよろしくおのことですのでよろしくおのことですのでよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。本本本本会会会会議議議議場場場場でででで大変大変大変大変質問質問質問質問にににに対対対対してしてしてして真真真真摯摯摯摯にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいただいていることはよくでいただいていることはよくでいただいていることはよくでいただいていることはよくわわわわかりましたしかりましたしかりましたしかりましたし、、、、今今今今後後後後についてもについてもについてもについても、、、、議議議議論論論論のののの流流流流れがおかしなれがおかしなれがおかしなれがおかしな方方方方向向向向にいくということはにいくということはにいくということはにいくということは不不不不安安安安にににに思思思思っておりまっておりまっておりまっておりませせせせんんんんけけけけれどもれどもれどもれども、、、、引引引引きききき続続続続きききき趣趣趣趣旨旨旨旨がががが理解理解理解理解いただいてごいただいてごいただいてごいただいてご検討検討検討検討いただいただいただいただききききますようにおますようにおますようにおますようにお願願願願いをしておいをしておいをしておいをしておききききますますますます。。。。質問質問質問質問をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。２２２２点質問点質問点質問点質問させさせさせさせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員１１１１つはつはつはつは、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院のののの労労労労働働働働のののの問題問題問題問題ですですですです。。。。県県県県ではではではでは、、、、医療医療医療医療のののの拠点拠点拠点拠点病院病院病院病院にするということでにするということでにするということでにするということで、、、、県県県県立奈良病院立奈良病院立奈良病院立奈良病院をををを高度高度高度高度拠点拠点拠点拠点病院病院病院病院にするためにするためにするためにするため現在現在現在現在建建建建てかてかてかてかええええ計計計計画画画画をををを進進進進めておられますめておられますめておられますめておられます。。。。



---- 33333333 ----

先先先先日日日日、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院でででで働働働働いておられるいておられるいておられるいておられる方方方方からからからからメメメメーーーールルルルをいただをいただをいただをいただききききましたましたましたました。。。。職職職職場場場場のののの労労労労働働働働環境環境環境環境につにつにつについていていていて最低最低最低最低のののの権権権権利利利利もももも保障保障保障保障さささされないれないれないれない現現現現状状状状についてについてについてについて何何何何とかならないものかとおとかならないものかとおとかならないものかとおとかならないものかとお便便便便りしましたといりしましたといりしましたといりしましたということでうことでうことでうことで、、、、詳詳詳詳しいことがしいことがしいことがしいことが書書書書かれていたかれていたかれていたかれていたわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、紹介紹介紹介紹介いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、休休休休息息息息時時時時間間間間のののの確保確保確保確保がでがでがでができきききていないていないていないていない。。。。本本本本来来来来ならならならなら昼休昼休昼休昼休みみみみ４５４５４５４５分分分分からからからから１１１１時時時時間間間間のののの休休休休息息息息がとれるがとれるがとれるがとれるわわわわけでけでけでけですがすがすがすが、、、、実実実実際際際際にはにはにはには１０１０１０１０分分分分からからからから１５１５１５１５分分分分でででで昼食昼食昼食昼食をとりをとりをとりをとり仕仕仕仕事事事事にににに戻戻戻戻るるるる現現現現状状状状ですですですです。。。。超超超超過過過過勤勤勤勤務務務務をしたをしたをしたをした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、上上上上司司司司のののの承承承承認認認認がないとがないとがないとがないと手手手手当当当当がつかがつかがつかがつかずずずず、、、、ササササーーーービスビスビスビス残残残残業業業業になるになるになるになるわわわわけですけですけですけです。。。。正規正規正規正規労労労労働働働働者者者者、、、、パパパパーーーートトトト労労労労働働働働者関係者関係者関係者関係なくこのようななくこのようななくこのようななくこのような状状状状態態態態がががが何何何何年年年年ものものものもの間当間当間当間当然然然然のこととしてなのこととしてなのこととしてなのこととしてなさささされてれてれてれてききききていますていますていますています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、年次年次年次年次有給有給有給有給休暇休暇休暇休暇にににに至至至至ってはってはってはっては、、、、取得願取得願取得願取得願をををを出出出出すようなことはすようなことはすようなことはすようなことは好好好好ましくないとしたましくないとしたましくないとしたましくないとした風風風風潮潮潮潮ががががありありありあり、、、、ほとほとほとほとんんんんどどどど取得取得取得取得ででででききききていまていまていまていませせせせんんんん。。。。しかししかししかししかし、、、、表表表表立立立立ってってってって上上上上司司司司にににに現現現現状状状状をををを訴訴訴訴ええええることはることはることはることはタタタタブブブブーーーーととととさささされているようでれているようでれているようでれているようで、、、、もしもしもしもし行行行行動動動動にににに出出出出るとるとるとると、、、、仕仕仕仕事自事自事自事自体体体体をををを失失失失いかいかいかいかねねねねまままませせせせんんんん。。。。このこのこのこの不不不不況況況況のののの中中中中でででで仕仕仕仕事事事事をなくすをなくすをなくすをなくす覚悟覚悟覚悟覚悟までしないとまでしないとまでしないとまでしないと現現現現状状状状のののの改改改改善善善善をををを訴訴訴訴ええええないといけないなないといけないなないといけないなないといけないなんんんんてててて、、、、とてもとてもとてもとても勇勇勇勇気気気気がありがありがありがありまままませせせせんんんん、、、、助助助助けてくだけてくだけてくだけてくだささささいいいい。。。。というというというという、、、、こういうこういうこういうこういう切切切切実実実実なななな状況状況状況状況がががが伝伝伝伝わわわわってくるってくるってくるってくる内容内容内容内容でしたでしたでしたでした。。。。このこのこのこのままではままではままではままでは疲疲疲疲れれれれ果果果果てててててててて医療事医療事医療事医療事故故故故をををを起起起起こしかこしかこしかこしかねねねねないのですとないのですとないのですとないのですと結結結結ばばばばれておりましたけれどもれておりましたけれどもれておりましたけれどもれておりましたけれども、、、、ここここれかられかられかられから奈良県奈良県奈良県奈良県のののの医療医療医療医療、、、、本当本当本当本当にににに前前前前にににに向向向向いていていていて建建建建物物物物ももももききききれいにしていこうというとれいにしていこうというとれいにしていこうというとれいにしていこうというとききききにににに、、、、そこでそこでそこでそこで働働働働くくくく人人人人がががが働働働働ききききやすいやすいやすいやすい、、、、気持気持気持気持ちちちちよくよくよくよく働働働働くことがでくことがでくことがでくことができきききなけれなけれなけれなければばばば本本本本来来来来のののの理理理理想想想想とするようなとするようなとするようなとするような病院病院病院病院のののの建設建設建設建設はではではではでききききないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。このようなこのようなこのようなこのような訴訴訴訴ええええをどうをどうをどうをどう受受受受けとめられるのかけとめられるのかけとめられるのかけとめられるのか、、、、またまたまたまた現在現在現在現在、、、、有給有給有給有給休暇休暇休暇休暇のののの取得取得取得取得、、、、残残残残業業業業のののの現現現現状状状状、、、、どうなってるのかこのどうなってるのかこのどうなってるのかこのどうなってるのかこの点点点点についておについておについておについてお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターンセンターンセンターンセンターのののの問題問題問題問題ですですですです。。。。田田田田原本原本原本原本町町町町にありますにありますにありますにあります奈良県奈良県奈良県奈良県総合総合総合総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターンセンターンセンターンセンターはははは、、、、療療療療育育育育ということでということでということでということで奈良県奈良県奈良県奈良県でででで中中中中心的心的心的心的なことをしていただいなことをしていただいなことをしていただいなことをしていただいてるてるてるてるわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、今今今今、、、、障害障害障害障害をををを持持持持っておられるっておられるっておられるっておられる子子子子供供供供ささささんんんんがががが急増急増急増急増しているしているしているしている状状状状態態態態ですですですです。。。。早早早早期発期発期発期発見見見見早早早早期期期期治療治療治療治療というのはというのはというのはというのは本当本当本当本当にににに必必必必要要要要なななな条条条条件件件件なのですけれどもなのですけれどもなのですけれどもなのですけれども、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県総合総合総合総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターンセンターンセンターンセンターのののの場合場合場合場合はははは１２１２１２１２回回回回ワワワワンンンンサイクルサイクルサイクルサイクルということでということでということでということで、、、、それをそれをそれをそれを終終終終ええええるとるとるとると次次次次のののの予予予予約約約約がほがほがほがほととととんんんんどとれないというどとれないというどとれないというどとれないという状況状況状況状況をををを聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。ますますますますますますますます最最最最近近近近はははは予予予予約約約約がとりにくくなっていがとりにくくなっていがとりにくくなっていがとりにくくなっているということでるということでるということでるということで、、、、昨昨昨昨年奈良県年奈良県年奈良県年奈良県総合総合総合総合リハビリリハビリリハビリリハビリセンターセンターセンターセンター行行行行ききききましたとましたとましたとましたとききききにににに、、、、利利利利用者用者用者用者のののの方方方方のののの声声声声とととというのがいうのがいうのがいうのが張張張張ってありましたけれどもってありましたけれどもってありましたけれどもってありましたけれども、、、、おおおお父父父父ささささんんんんもももも送迎送迎送迎送迎などでなどでなどでなどで協協協協力力力力をしたいけれどもをしたいけれどもをしたいけれどもをしたいけれども、、、、半半半半年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前のののの予予予予約約約約がとれていれがとれていれがとれていれがとれていればばばば仕仕仕仕事事事事をををを休休休休んんんんでもらってでもらってでもらってでもらって協協協協力力力力してもらしてもらしてもらしてもらええええるのにるのにるのにるのに、、、、前前前前のののの月月月月になになになにならないとらないとらないとらないと次次次次のののの予予予予約約約約がとれないというがとれないというがとれないというがとれないという声声声声がががが張張張張ってありましたけれどもってありましたけれどもってありましたけれどもってありましたけれども、、、、本当本当本当本当にこのにこのにこのにこの療療療療育育育育のののの充充充充実実実実というのはというのはというのはというのは大事大事大事大事なななな問題問題問題問題ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。以前以前以前以前にもにもにもにも、、、、このようなこのようなこのようなこのような療療療療育育育育のののの問題問題問題問題をををを質問質問質問質問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とききききにはにはにはには、、、、もっともっともっともっと市町市町市町市町村村村村などなどなどなど身身身身近近近近なところになところになところになところに広広広広げげげげていていていていききききたいということをたいということをたいということをたいということを当当当当時時時時伺伺伺伺いましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、今今今今、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県総合総合総合総合リハビリハビリハビリハビ
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リテリテリテリテーーーーショショショションセンターンセンターンセンターンセンターのののの現現現現状状状状、、、、またまたまたまた市町市町市町市町村村村村のののの療療療療育育育育のののの現現現現状状状状はははは一一一一体体体体どうなってるのかどうなってるのかどうなってるのかどうなってるのか、、、、そのそのそのその点点点点についておについておについておについてお尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今井委員今井委員今井委員今井委員からからからから県立病院県立病院県立病院県立病院におけるにおけるにおけるにおける職員職員職員職員のののの有給有給有給有給休暇休暇休暇休暇、、、、またはまたはまたはまたは時時時時間間間間外外外外勤勤勤勤務務務務○○○○中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長のののの厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況というごというごというごというご質問質問質問質問でございますでございますでございますでございます。。。。県立病院県立病院県立病院県立病院におにおにおにおききききますますますます職員職員職員職員のののの休休休休みみみみのののの取得取得取得取得、、、、有給有給有給有給休暇休暇休暇休暇のののの取得状況取得状況取得状況取得状況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、、、、特特特特にににに今今今今回回回回、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院でででで調調調調べべべべましたのでましたのでましたのでましたので、、、、そそそそちちちちらのらのらのらのデデデデータータータータをををを述述述述べさせべさせべさせべさせていただていただていただていただききききますとますとますとますと、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院におにおにおにおききききますますますます昨昨昨昨年平成年平成年平成年平成２１２１２１２１年年年年のののの有給有給有給有給休暇休暇休暇休暇のののの取得状況取得状況取得状況取得状況ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、全全全全職職職職種種種種のののの方方方方平平平平均均均均でででで７７７７．．．．４４４４日日日日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。。。。またまたまたまた、、、、これにつこれにつこれにつこれにつききききましてましてましてまして前前前前年年年年よりよりよりより少少少少ししししふふふふええええていていていているるるる状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。一方一方一方一方でででで、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度のののの時時時時間間間間外外外外勤勤勤勤務務務務のののの状況状況状況状況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、、、、１１１１カカカカ月月月月当当当当たりのたりのたりのたりの全全全全職職職職種種種種のののの平平平平均均均均でででで１１１１１１１１．．．．６６６６時時時時間間間間となっておりましてとなっておりましてとなっておりましてとなっておりまして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ささささらにらにらにらに平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度よりよりよりより少少少少しししし増増増増加加加加しているしているしているしている傾傾傾傾向向向向にありますにありますにありますにあります。。。。病院職病院職病院職病院職場場場場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、、、、委員委員委員委員のごのごのごのご指指指指摘摘摘摘のとおりだとのとおりだとのとおりだとのとおりだと思思思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、、、、ままままずずずず、、、、病病病病棟棟棟棟であれであれであれであれ外来外来外来外来であれであれであれであれ救救救救急急急急であれであれであれであれ、、、、患患患患者者者者ささささんんんんへへへへのののの対応対応対応対応がまがまがまがまずずずず現現現現場場場場ではではではでは優優優優先先先先さささされるものですかれるものですかれるものですかれるものですからららら、、、、看看看看護護護護師師師師などをはじめといたしましてなどをはじめといたしましてなどをはじめといたしましてなどをはじめといたしまして医療医療医療医療技技技技術術術術職員職員職員職員になるとになるとになるとになると思思思思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、、、、なかななかななかななかなかまとまったかまとまったかまとまったかまとまった休休休休憩憩憩憩がとれないというのががとれないというのががとれないというのががとれないというのが現現現現場場場場のののの現現現現状状状状であるとであるとであるとであると認認認認識識識識をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。またまたまたまた、、、、現現現現場場場場ではそういうこともありましてではそういうこともありましてではそういうこともありましてではそういうこともありまして、、、、職職職職場場場場それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの部部部部署署署署におにおにおにおききききましてましてましてまして、、、、交代交代交代交代でででで休休休休憩憩憩憩をとをとをとをとっていただくというっていただくというっていただくというっていただくという工工工工夫夫夫夫をしてをしてをしてをして対対対対処処処処をしていただいているところでございますをしていただいているところでございますをしていただいているところでございますをしていただいているところでございます。。。。特特特特にににに、、、、看看看看護護護護師師師師につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、看看看看護護護護師師師師不足不足不足不足ということがということがということがということが非非非非常常常常にににに大大大大ききききくくくく影響影響影響影響しておるということですしておるということですしておるということですしておるということですのでのでのでので、、、、ままままずずずずはこのはこのはこのはこの看看看看護護護護師師師師をををを確保確保確保確保しないといけないというしないといけないというしないといけないというしないといけないという認認認認識識識識をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのためそのためそのためそのためにににに、、、、借借借借りりりり上上上上げげげげママママンンンンショショショションンンンでありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、夜夜夜夜間保育間保育間保育間保育のののの充充充充実実実実でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、ささささまざままざままざままざま取取取取りりりり組組組組みみみみをををを続続続続けているところですけれどもけているところですけれどもけているところですけれどもけているところですけれども、、、、もうもうもうもう一方一方一方一方でででで、、、、これはこれはこれはこれは特特特特にににに、、、、看看看看護部護部護部護部をををを中中中中心心心心にしてにしてにしてにして話話話話しししし合合合合いをしていただいていをしていただいていをしていただいていをしていただいて、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり月月月月にににに１１１１回回回回はははは休休休休みみみみましましましましょょょょうということでうということでうということでうということで月月月月１１１１回回回回のののの有給有給有給有給休暇休暇休暇休暇のののの取得取得取得取得がでがでがでができきききるようにるようにるようにるように職職職職場場場場のののの中中中中でででで配配配配慮慮慮慮をしていただいているところですをしていただいているところですをしていただいているところですをしていただいているところです。。。。ああああわせわせわせわせましてましてましてまして、、、、私私私私、、、、昨昨昨昨年年年年からからからから赴赴赴赴任任任任をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして、、、、特特特特にににに風風風風通通通通しのよいしのよいしのよいしのよい職職職職場場場場環境環境環境環境をつくっをつくっをつくっをつくってほしいということでてほしいということでてほしいということでてほしいということで定定定定期的期的期的期的にににに看看看看護部長会護部長会護部長会護部長会なりなりなりなり、、、、そのそのそのその他他他他ののののココココメメメメデデデディカルィカルィカルィカルのののの部長部長部長部長ささささんんんん集集集集めてめてめてめて会会会会合合合合をををを持持持持っておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれども、、、、それぞれそのそれぞれそのそれぞれそのそれぞれその場場場場でとにかくでとにかくでとにかくでとにかく今今今今ででででききききるるるる範囲範囲範囲範囲でででで風風風風通通通通しのよいしのよいしのよいしのよい職職職職場場場場、、、、具具具具体的体的体的体的にいいますとにいいますとにいいますとにいいますと、、、、新新新新人人人人がががが入入入入りましたとりましたとりましたとりましたとききききのののの二二二二、、、、三三三三年年年年先先先先輩輩輩輩がどうやってがどうやってがどうやってがどうやって面倒面倒面倒面倒をををを見見見見ていくていくていくていく。。。。またまたまたまた、、、、看看看看護護護護師師師師のののの場合場合場合場合ですとですとですとですと、、、、主主主主任任任任、、、、師師師師長長長長、、、、それからそれからそれからそれから副部長副部長副部長副部長になっていになっていになっていになっていききききますのでますのでますのでますので、、、、それぞれがどうやってそれぞれがどうやってそれぞれがどうやってそれぞれがどうやって後後後後輩輩輩輩をををを面倒面倒面倒面倒をををを見見見見ていくかというようなことについてていくかというようなことについてていくかというようなことについてていくかというようなことについて風風風風通通通通しのいいしのいいしのいいしのいい職職職職場場場場づづづづくりをおくりをおくりをおくりをお願願願願いしたいということでいしたいということでいしたいということでいしたいということで都都都都度度度度そのそのそのその旨旨旨旨おおおお願願願願いをしているところですいをしているところですいをしているところですいをしているところです。。。。
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今今今今後後後後もももも、、、、引引引引きききき続続続続ききききましてましてましてまして、、、、ままままずずずずはははは看看看看護護護護師師師師のののの確保確保確保確保ということにということにということにということに努努努努めるとめるとめるとめると同同同同時時時時にににに、、、、今井委員今井委員今井委員今井委員のおっしのおっしのおっしのおっしゃゃゃゃいますようないますようないますようないますような実実実実態態態態もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、働働働働ききききやすいやすいやすいやすい職職職職場場場場環境環境環境環境をどうやってつくっていをどうやってつくっていをどうやってつくっていをどうやってつくっていくのかということについてくのかということについてくのかということについてくのかということについて、、、、現現現現場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんとととと話話話話をしながらをしながらをしながらをしながら少少少少ししししずずずずつつつつ改改改改善善善善ににに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えええておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。おおおお尋尋尋尋ねねねねはははは、、、、障害障害障害障害児児児児のののの療療療療育育育育についてということでございますけれどもについてということでございますけれどもについてということでございますけれどもについてということでございますけれども、、、、○○○○古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長奈良県奈良県奈良県奈良県総合総合総合総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターンセンターンセンターンセンターにおにおにおにおききききましてはましてはましてはましては、、、、作作作作業療法部業療法部業療法部業療法部門門門門でででで感感感感覚覚覚覚統統統統合合合合療法療法療法療法とととということでやっていただいておりますけれどもいうことでやっていただいておりますけれどもいうことでやっていただいておりますけれどもいうことでやっていただいておりますけれども、、、、そのそのそのその件件件件数数数数がががが作作作作業療法業療法業療法業療法士士士士がががが使使使使っているっているっているっている訓練訓練訓練訓練等等等等につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度がががが７７７７，，，，９１２９１２９１２９１２件件件件、、、、これはこれはこれはこれは延延延延べべべべ件件件件数数数数ですけどもですけどもですけどもですけども、、、、そしてそしてそしてそして、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度がががが９９９９，，，，４６３４６３４６３４６３件件件件でででで、、、、かなりかなりかなりかなり大大大大幅幅幅幅にににに伸伸伸伸びびびびていますていますていますています。。。。感感感感覚覚覚覚統統統統合合合合療法療法療法療法をををを行行行行っているっているっているっている小児科医小児科医小児科医小児科医がかなりがかなりがかなりがかなり著著著著名名名名なななな方方方方でででで県県県県外外外外からもからもからもからも来来来来られてられてられてられて外来外来外来外来のののの方方方方がががが多多多多くなっているとくなっているとくなっているとくなっていると、、、、いっいっいっいっぱぱぱぱいいいいのののの状状状状態態態態だということはよくだということはよくだということはよくだということはよく存存存存じておりますじておりますじておりますじております。。。。このこのこのこの辺辺辺辺、、、、地地地地域域域域でまたでまたでまたでまた受受受受けけけけ皿皿皿皿とかそういうとことかそういうとことかそういうとことかそういうところがないかというろがないかというろがないかというろがないかという方方方方をををを探探探探していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、地地地地域域域域のののの実情実情実情実情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、、、、障害障害障害障害のあるのあるのあるのある子子子子供供供供がががが日常生日常生日常生日常生活活活活におけるにおけるにおけるにおける基本的基本的基本的基本的なななな動動動動作作作作のののの指導指導指導指導とかとかとかとか、、、、集集集集団生団生団生団生活活活活へへへへのののの適適適適用用用用訓練訓練訓練訓練をををを行行行行うううう場場場場としてとしてとしてとして障害障害障害障害児児児児のののの通園通園通園通園施設施設施設施設等等等等がございまがございまがございまがございますすすす。。。。既既既既にににに県県県県内内内内にはにはにはには、、、、知的障害知的障害知的障害知的障害児通園児通園児通園児通園施設施設施設施設がががが２２２２カカカカ所所所所、、、、そしてそしてそしてそして重重重重症症症症心心心心身身身身障害障害障害障害児通園児通園児通園児通園施設施設施設施設がががが４４４４カカカカ所所所所、、、、そしてそしてそしてそして肢肢肢肢体体体体不不不不自自自自由由由由児通園児通園児通園児通園施設施設施設施設がががが１１１１カカカカ所所所所、、、、そしてそしてそしてそして難難難難聴聴聴聴児通園児通園児通園児通園施設施設施設施設がががが１１１１カカカカ所所所所ございますございますございますございます。。。。またまたまたまた、、、、障害障害障害障害児児児児がよりがよりがよりがより身身身身近近近近なななな地地地地域域域域でででで療療療療育育育育をををを受受受受けるけるけるける場場場場としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、市町市町市町市町村村村村がががが実施実施実施実施するするするする療療療療育育育育教教教教室室室室がございますがございますがございますがございます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、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スビスビスビス事業事業事業事業としてのとしてのとしてのとしての児児児児童童童童デデデデイサイサイサイサーーーービスビスビスビスがございがございがございがございますますますます。。。。現在現在現在現在、、、、そのそのそのその２２２２つをつをつをつを合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして２９２９２９２９カカカカ所所所所ございましてございましてございましてございまして、、、、そこではそこではそこではそこでは専専専専門門門門のののの指導指導指導指導員員員員及及及及びびびび保育保育保育保育士士士士がががが指導指導指導指導にににに当当当当たっているところでございますたっているところでございますたっているところでございますたっているところでございます。。。。県県県県としてはこれにとしてはこれにとしてはこれにとしてはこれに加加加加ええええてててて、、、、在在在在宅宅宅宅のののの障害障害障害障害児児児児とそのとそのとそのとその家家家家族族族族のののの地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける生生生生活活活活をををを支支支支ええええるためにるためにるためにるために障害障害障害障害児等児等児等児等のののの療療療療育相談育相談育相談育相談事業事業事業事業をををを実施実施実施実施していましていましていましていますすすす。。。。これはこれはこれはこれは、、、、県県県県内内内内のののの療療療療育育育育をををを専専専専門門門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社社社社会福祉法人会福祉法人会福祉法人会福祉法人３３３３法人法人法人法人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、、、、そこにそこにそこにそこに委委委委託託託託しましてしましてしましてしまして、、、、障害障害障害障害児児児児のののの家庭家庭家庭家庭をををを訪訪訪訪問問問問あるいはあるいはあるいはあるいは地地地地域域域域をををを巡巡巡巡回回回回してのしてのしてのしての相談指導相談指導相談指導相談指導をををを行行行行っていっていっていっていただくとかただくとかただくとかただくとか、、、、それからそれからそれからそれから、、、、在在在在宅宅宅宅のののの障害障害障害障害児児児児のののの保保保保護者護者護者護者にににに対対対対してのしてのしてのしての外来外来外来外来相談相談相談相談、、、、指導指導指導指導をををを行行行行っていただっていただっていただっていただいたりいたりいたりいたり、、、、それからそれからそれからそれから、、、、障害障害障害障害児通園事業児通園事業児通園事業児通園事業やややや障害障害障害障害児児児児保育保育保育保育をををを実施実施実施実施するするするする保育保育保育保育所等所等所等所等のののの職員職員職員職員にににに対対対対してしてしてして療療療療育育育育にににに対対対対するするするする技技技技術術術術指導指導指導指導をををを行行行行っているところでございますっているところでございますっているところでございますっているところでございます。。。。現現現現状状状状はそういうことでございますはそういうことでございますはそういうことでございますはそういうことでございます。。。。いいいいずずずずれにしましてもれにしましてもれにしましてもれにしましても、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのようにのようにのようにのように、、、、障害障害障害障害があるがあるがあるがある子子子子供供供供にににに対対対対するするするする早早早早期期期期療療療療育育育育のののの必必必必要要要要性性性性とかとかとかとか希希希希望望望望もももも高高高高まっておりますまっておりますまっておりますまっております。。。。県県県県としてもとしてもとしてもとしても、、、、市町市町市町市町村村村村のののの療療療療育育育育事業事業事業事業とかとかとかとか児児児児童童童童デデデデイサイサイサイサーーーービスビスビスビスのののの状状状状況況況況、、、、実実実実態態態態をををを把握把握把握把握してしてしてして専専専専門門門門的的的的なななな療療療療育機育機育機育機関関関関とのとのとのとの連連連連携携携携などについてなどについてなどについてなどについて検検検検証証証証したいとしたいとしたいとしたいと考考考考ええええておりますておりますておりますておりますのでのでのでので、、、、どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。



---- 33336666 ----

働働働働ききききやすいやすいやすいやすい職職職職場場場場のののの問題問題問題問題ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、今今今今、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろと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○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員いるということでおいるということでおいるということでおいるということでお話話話話をををを聞聞聞聞ききききましたがましたがましたがましたが、、、、現現現現場場場場にいるにいるにいるにいる方方方方がそうしたがそうしたがそうしたがそうした表表表表立立立立ってってってって言言言言うことでうことでうことでうことで自分自分自分自分がががが首首首首になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと、、、、そこまでそこまでそこまでそこまで思思思思いいいい詰詰詰詰めないことにはめないことにはめないことにはめないことには言言言言ええええないというないというないというないという環境環境環境環境というのというのというのというの好好好好ましくないとましくないとましくないとましくないと思思思思いますいますいますいます。。。。同同同同じじじじ忙忙忙忙ししししささささでもでもでもでも、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに励励励励ましましましまし合合合合いながらやっていくいながらやっていくいながらやっていくいながらやっていく場合場合場合場合のののの忙忙忙忙ししししささささとととと、、、、本当本当本当本当にににに自分自分自分自分でででで抱抱抱抱ええええ込込込込んんんんでしてしまうでしてしまうでしてしまうでしてしまう場合場合場合場合のののの忙忙忙忙ししししささささとととと全全全全然然然然違違違違うとうとうとうと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその点点点点につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、引引引引きききき続続続続きききき現現現現場場場場でどうなっているかということもよくでどうなっているかということもよくでどうなっているかということもよくでどうなっているかということもよく見見見見ていただていただていただていただききききながらながらながらながら、、、、本当本当本当本当にににに働働働働くくくく人人人人もももも働働働働ききききやすいしやすいしやすいしやすいし、、、、かかるかかるかかるかかる患患患患者者者者ささささんんんんもももも本当本当本当本当にいいにいいにいいにいい病院病院病院病院だというだというだというだという病院病院病院病院ににににしていっていただしていっていただしていっていただしていっていただききききたいということでたいということでたいということでたいということで、、、、このこのこのこの点点点点についてはについてはについてはについては要要要要望望望望しておしておしておしておききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。療療療療育育育育のののの問題問題問題問題につにつにつにつききききましてましてましてまして、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろと説説説説明明明明をいただをいただをいただをいただききききましたましたましたました。。。。本当本当本当本当ににににニニニニーーーーズズズズがががが高高高高まってまってまってまっておりましておりましておりましておりまして、、、、専専専専門門門門的的的的ななななセンターセンターセンターセンターのののの充充充充実実実実とともにとともにとともにとともに身身身身近近近近なところでかかりやすいなところでかかりやすいなところでかかりやすいなところでかかりやすい、、、、そうしたすそうしたすそうしたすそうしたすそをそをそをそを広広広広げげげげていくことがこれからますますていくことがこれからますますていくことがこれからますますていくことがこれからますます重重重重要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ぜぜぜぜひひひひ、、、、現現現現場場場場でででで一一一一体体体体どうなってるいのかよくどうなってるいのかよくどうなってるいのかよくどうなってるいのかよく調調調調査査査査をしていただをしていただをしていただをしていただききききましてましてましてまして、、、、必必必必要要要要なななな対対対対策策策策をををを進進進進めていただめていただめていただめていただききききたたたたいということをいということをいということをいということを要要要要望望望望しておしておしておしておききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは４４４４点質問点質問点質問点質問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員ままままずずずず、、、、子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんのののの予予予予防防防防ワワワワククククチチチチンンンンのののの県県県県としてのとしてのとしてのとしての公費公費公費公費助助助助成成成成についてでございますについてでございますについてでございますについてでございます。。。。さきさきさきさきのののの代代代代表表表表質問質問質問質問でででで、、、、公明公明公明公明党党党党からこのからこのからこのからこの件件件件についてについてについてについて質問質問質問質問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。。。。１１１１つつつつ確確確確認認認認したいこしたいこしたいこしたいことはとはとはとは、、、、知知知知事事事事のののの答答答答弁弁弁弁としてはとしてはとしてはとしては、、、、全国全国全国全国一一一一斉斉斉斉にやるということがにやるということがにやるということがにやるということが公公公公衆衛衆衛衆衛衆衛生生生生上上上上意意意意義義義義があるというこがあるというこがあるというこがあるということととととととと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、副副副副作作作作用用用用についてまだについてまだについてまだについてまだ確確確確認認認認がとれていないということでがとれていないということでがとれていないということでがとれていないということで答答答答弁弁弁弁ををををさささされましたれましたれましたれました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、このこのこのこの副副副副作作作作用用用用についていろいろとについていろいろとについていろいろとについていろいろと調調調調べべべべましたがましたがましたがましたが、、、、特特特特にににに顕著顕著顕著顕著なななな副副副副作作作作用用用用というのはというのはというのはというのは見見見見らららられないとれないとれないとれないと聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。国国国国としてのとしてのとしてのとしての承承承承認認認認、、、、普普普普通通通通４４４４、、、、５５５５年年年年かかるところがかかるところがかかるところがかかるところが速速速速いいいいススススピピピピーーーードドドドでででで国国国国としてのとしてのとしてのとしての承承承承認認認認がながながながなさささされましたれましたれましたれました。。。。そしてそしてそしてそして既既既既にににに、、、、先進国先進国先進国先進国ではではではでは１０１０１０１０年年年年もももも前前前前からこのからこのからこのからこの子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんん予予予予防防防防ワワワワククククチチチチンンンンがががが承承承承認認認認さささされれれれ、、、、助助助助成成成成ををををさささされているというれているというれているというれているという中中中中でででで日日日日本本本本はははは最後最後最後最後にににに等等等等しいしいしいしい国国国国としてのとしてのとしてのとしての承承承承認認認認ということでということでということでということで、、、、昨昨昨昨年承年承年承年承認認認認がながながながなさささされたれたれたれたわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、このこのこのこの県県県県がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃるるるる副副副副作作作作用用用用にににについてもうついてもうついてもうついてもう一度一度一度一度どのようにおどのようにおどのようにおどのようにお考考考考ええええなのかおなのかおなのかおなのかお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。２２２２つつつつ目目目目にはにはにはには、、、、うつうつうつうつ病病病病対対対対策策策策についてでございますについてでございますについてでございますについてでございます。。。。新新新新たなたなたなたな社社社社会会会会現象現象現象現象にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、これまこれまこれまこれまでのでのでのでの福祉福祉福祉福祉のののの範範範範疇疇疇疇ではではではでは対応対応対応対応しししし切切切切れないれないれないれない、、、、うつうつうつうつ病病病病でででで悩悩悩悩むむむむ多多多多くのくのくのくの方方方方 々々々々がががが今今今今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ございますがとでございますがとでございますがとでございますが、、、、うつうつうつうつ病病病病にににに対対対対してのしてのしてのしての県県県県のののの現現現現状状状状とととと対対対対策策策策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したいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。年年年年間間間間３３３３万万万万人人人人をををを超超超超ええええるるるる自自自自殺殺殺殺者者者者のののの原原原原因因因因のののの６６６６割割割割がががが健康健康健康健康問題問題問題問題であるとであるとであるとであると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。そのそのそのその健康健康健康健康問問問問題題題題のののの中中中中にはにはにはには、、、、このうつこのうつこのうつこのうつ病病病病というものがというものがというものがというものが大大大大ききききくかかくかかくかかくかかわわわわっているとっているとっているとっていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このうつこのうつこのうつこのうつ病病病病にににに対対対対するするするする県県県県としてのとしてのとしてのとしての現現現現状状状状とととと対対対対策策策策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したいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。



---- 33337777 ----

３３３３点点点点目目目目ですがですがですがですが、、、、これもこれもこれもこれも児児児児童童童童虐虐虐虐待待待待がががが１８１８１８１８年年年年連連連連続続続続でででで増増増増加加加加しているしているしているしている中中中中でででで、、、、いろいろいろいろんんんんなななな対対対対策策策策があるがあるがあるがあるかとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのうそのうそのうそのうちちちちのののの１１１１つになるかもつになるかもつになるかもつになるかもわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは赤赤赤赤ちちちちゃんゃんゃんゃん事業事業事業事業といといといというのがうのがうのがうのが数数数数年年年年前前前前からからからから各各各各市町市町市町市町村村村村でででで実施実施実施実施をいたしておりますがをいたしておりますがをいたしておりますがをいたしておりますが、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県としてのとしてのとしてのとしての今今今今のののの現現現現状状状状、、、、各各各各市市市市町町町町村村村村どれどれどれどれぐぐぐぐらいらいらいらい実施実施実施実施ををををさささされているのかおれているのかおれているのかおれているのかお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。４４４４点点点点目目目目にはにはにはには、、、、地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化防化防化防化防止止止止というというというという観観観観点点点点からからからからラララライトダイトダイトダイトダウウウウンンンンキキキキャャャャンンンンペペペペーンーンーンーンがががが６６６６月月月月２０２０２０２０日日日日かかかからららら７７７７月月月月７７７７日日日日までのまでのまでのまでの間行間行間行間行わわわわれますれますれますれます。。。。ことしはことしはことしはことしは、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県としてどれとしてどれとしてどれとしてどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの事業所事業所事業所事業所、、、、公公公公共共共共施設施設施設施設もももも含含含含めてめてめてめてラララライトダイトダイトダイトダウウウウンンンン、、、、６６６６月月月月２０２０２０２０日日日日はははは夏至夏至夏至夏至、、、、そしてそしてそしてそして７７７７月月月月７７７７日日日日ははははククククーーーールアルアルアルアーーーースススス・・・・デデデデーーーーというというというということでことでことでことで、、、、夜夜夜夜８８８８時時時時からからからから１０１０１０１０時時時時までのまでのまでのまでの２２２２時時時時間消間消間消間消灯灯灯灯することにすることにすることにすることに協協協協力力力力するするするする参参参参加加加加施設施設施設施設についてはについてはについてはについては環境環境環境環境省省省省ののののホホホホーーーームペムペムペムペーーーージジジジにににに登登登登録録録録をすることになっておりますがをすることになっておりますがをすることになっておりますがをすることになっておりますが、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県はことしどれはことしどれはことしどれはことしどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの事事事事業所業所業所業所がそれにがそれにがそれにがそれに賛賛賛賛同同同同ををををさささされるのかおれるのかおれるのかおれるのかお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんワワワワククククチチチチンンンンのののの件件件件につにつにつにつききききましてましてましてまして、、、、副副副副作作作作用用用用についてどのについてどのについてどのについてどの○○○○橋本健康橋本健康橋本健康橋本健康づくりづくりづくりづくり推進課長推進課長推進課長推進課長ようにようにようにように認認認認識識識識さささされているかというごれているかというごれているかというごれているかというご質問質問質問質問でございますでございますでございますでございます。。。。ままままずずずず現在現在現在現在、、、、日日日日本本本本でででで承承承承認認認認さささされているれているれているれている子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんワワワワククククチチチチンンンンにつにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、昨昨昨昨年年年年１０１０１０１０月月月月にににに医医医医薬薬薬薬品品品品としてのとしてのとしてのとしての承承承承認認認認をををを受受受受けけけけ、、、、同同同同１２１２１２１２月月月月からからからから販売販売販売販売をををを開開開開始始始始さささされたところでございますれたところでございますれたところでございますれたところでございます。。。。このこのこのこの子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんワワワワククククチチチチンンンンにににに係係係係るるるる最最最最新新新新のののの医医医医薬薬薬薬品品品品のののの添添添添付付付付情情情情報報報報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、、、、国内国内国内国内６１２６１２６１２６１２例例例例とととと海海海海外外外外７７７７，，，，８８８８７７７７００００例例例例のののの臨臨臨臨床床床床試試試試験験験験でのでのでのでの副副副副作作作作用用用用調調調調査査査査のののの結果結果結果結果がががが示示示示さささされているれているれているれている状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。これによりこれによりこれによりこれによりますとますとますとますと、、、、ワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種後後後後７７７７日日日日間間間間のののの副副副副反反反反応応応応としましてとしましてとしましてとしまして、、、、注注注注射射射射部部部部位位位位、、、、注注注注射射射射をををを打打打打ったところのったところのったところのったところの反反反反応応応応ですがですがですがですが、、、、痛痛痛痛みみみみ、、、、赤赤赤赤くなるくなるくなるくなる、、、、はれるはれるはれるはれる等等等等がががが出出出出現現現現してございますしてございますしてございますしてございます。。。。またまたまたまた、、、、全全全全身身身身のののの症症症症状状状状としましとしましとしましとしましてはてはてはては、、、、疲疲疲疲労労労労、、、、筋肉筋肉筋肉筋肉のののの痛痛痛痛みみみみ、、、、頭痛頭痛頭痛頭痛、、、、吐吐吐吐きききき気気気気等等等等、、、、関関関関節痛節痛節痛節痛等等等等があがってございますがあがってございますがあがってございますがあがってございます。。。。国内国内国内国内ではではではでは、、、、現在現在現在現在のところこのようなのところこのようなのところこのようなのところこのような副副副副作作作作用用用用のののの情情情情報報報報でございますでございますでございますでございます。。。。一方一方一方一方海海海海外外外外ではではではでは、、、、少少少少ないながらもないながらもないながらもないながらもショショショショックックックックなどのなどのなどのなどの重重重重大大大大なななな副副副副反反反反応応応応もももも報告報告報告報告さささされているとれているとれているとれていると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。またまたまたまた、、、、これらのこれらのこれらのこれらの臨臨臨臨床床床床試試試試験験験験ににににつつつつききききましてはましてはましてはましては、、、、１５１５１５１５歳歳歳歳からからからから２５２５２５２５歳歳歳歳のののの女性女性女性女性にににに対対対対してしてしてして接接接接種種種種さささされたれたれたれた結果結果結果結果でありでありでありであり、、、、１０１０１０１０歳歳歳歳からからからから１５１５１５１５歳歳歳歳やややや２６２６２６２６歳歳歳歳以上以上以上以上のののの女性女性女性女性についてのについてのについてのについてのデデデデータータータータがなくがなくがなくがなく、、、、今今今今後後後後収収収収集集集集さささされていくものとれていくものとれていくものとれていくものと考考考考ええええておるておるておるておる次次次次第第第第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すですですです。。。。２２２２点点点点目目目目のののの、、、、うつうつうつうつ病病病病のののの県県県県のののの現現現現状状状状とととと対対対対策策策策についておについておについておについてお答答答答ええええいたしますいたしますいたしますいたします。。。。○○○○吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長うつうつうつうつ病病病病はははは、、、、年年年年齢齢齢齢あるいはあるいはあるいはあるいは職業職業職業職業などになどになどになどに関係関係関係関係なくだれでもかかるなくだれでもかかるなくだれでもかかるなくだれでもかかる病病病病気気気気とととと言言言言わわわわれておりますれておりますれておりますれております。。。。きちきちきちきちょょょょうめうめうめうめんんんんでででで責任責任責任責任感感感感あるいはあるいはあるいはあるいは正義正義正義正義感感感感がががが強強強強くてくてくてくて他人他人他人他人からはからはからはからは信信信信頼頼頼頼さささされるまじめなれるまじめなれるまじめなれるまじめな人人人人、、、、そのそのそのその一一一一方方方方でででで、、、、上上上上手手手手なななな手手手手抜抜抜抜ききききがでがでがでができずきずきずきず、、、、自分一人自分一人自分一人自分一人でででで責任責任責任責任をををを抱抱抱抱ええええ込込込込んんんんでしまいがでしまいがでしまいがでしまいがちちちちなななな人人人人がなりやすいがなりやすいがなりやすいがなりやすいともともともとも言言言言わわわわれておりますれておりますれておりますれております。。。。性性性性格格格格やややや心心心心のののの弱弱弱弱ささささののののせせせせいではないということでございますいではないということでございますいではないということでございますいではないということでございます。。。。症症症症状状状状にはにはにはには大大大大ききききくくくく分分分分けてけてけてけて、、、、精精精精神神神神的的的的なななな症症症症状状状状あるいはあるいはあるいはあるいは身身身身体的体的体的体的なななな症症症症状状状状がございますががございますががございますががございますが、、、、精精精精神神神神的的的的なななな
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症症症症状状状状としてはとしてはとしてはとしては気気気気分分分分がががが落落落落ちちちち込込込込むむむむ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは理理理理由由由由もなくもなくもなくもなく悲悲悲悲しいしいしいしい気気気気分分分分になるなどがございますになるなどがございますになるなどがございますになるなどがございます。。。。身身身身体的体的体的体的なななな症症症症状状状状としてはとしてはとしてはとしては、、、、全全全全身身身身倦怠倦怠倦怠倦怠感感感感、、、、不不不不眠眠眠眠、、、、食欲食欲食欲食欲低低低低下下下下などがございますなどがございますなどがございますなどがございます。。。。またまたまたまた、、、、うつうつうつうつ病病病病にににになりますとなりますとなりますとなりますと、、、、自分自分自分自分のことのことのことのこと、、、、周周周周りのことやもめごとをりのことやもめごとをりのことやもめごとをりのことやもめごとをマイナスマイナスマイナスマイナスにににに考考考考ええええ過過過過ぎぎぎぎるるるる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは今今今今後後後後のことをのことをのことをのことを前向前向前向前向ききききにににに考考考考ええええられないなどのられないなどのられないなどのられないなどの傾傾傾傾向向向向がございますがございますがございますがございます。。。。先先先先ほどほどほどほど委員委員委員委員からございましたようにからございましたようにからございましたようにからございましたように、、、、長長長長引引引引くくくく不不不不況況況況であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは競争競争競争競争のののの激激激激化化化化によによによによるるるるストレスストレスストレスストレスやややや不不不不安安安安のののの増増増増大大大大をををを背背背背景景景景にいたしましてうつにいたしましてうつにいたしましてうつにいたしましてうつ病病病病をををを含含含含むむむむ気気気気分分分分障害障害障害障害でででで医療医療医療医療機機機機関関関関をををを受診受診受診受診ししししているているているている患患患患者者者者数数数数がががが多多多多くなっておりますくなっておりますくなっておりますくなっております。。。。厚生厚生厚生厚生労労労労働省働省働省働省のののの平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年１０１０１０１０月月月月のののの患患患患者者者者数数数数調調調調査査査査によりによりによりによりますとますとますとますと、、、、全国全国全国全国でででで１０４１０４１０４１０４万万万万１１１１，，，，００００００００００００人人人人、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県でででで１１１１万万万万１１１１，，，，００００００００００００人人人人とととと推推推推計計計計さささされておりましれておりましれておりましれておりましてててて増増増増加加加加しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、国国国国のののの自自自自殺殺殺殺総合対総合対総合対総合対策大策大策大策大綱綱綱綱によりますとによりますとによりますとによりますと、、、、自自自自殺殺殺殺さささされたれたれたれた人人人人においてにおいてにおいてにおいて精精精精神神神神疾疾疾疾患患患患をををを患患患患っているっているっているっている割割割割合合合合はははは９０９０９０９０％％％％とととと推推推推計計計計さささされているれているれているれている。。。。そのうそのうそのうそのうちちちち４６４６４６４６％％％％はうつはうつはうつはうつ病病病病とのとのとのとの調調調調査査査査結果結果結果結果がございますがございますがございますがございます。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、本本本本県県県県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、、、、今年度今年度今年度今年度のうつのうつのうつのうつ病病病病対対対対策策策策といたしましといたしましといたしましといたしましてててて、、、、自自自自殺殺殺殺対対対対策事業策事業策事業策事業のののの中中中中においてうつにおいてうつにおいてうつにおいてうつ病病病病対対対対策策策策がががが重重重重要要要要とととと考考考考ええええてててて４４４４つのつのつのつの重点重点重点重点的的的的なななな対対対対策策策策をををを行行行行っておっておっておっておりますりますりますります。。。。１１１１つつつつ目目目目がががが、、、、商工商工商工商工会会会会あるいはあるいはあるいはあるいは地地地地域域域域包包包包括括括括支援支援支援支援センターセンターセンターセンター、、、、民民民民生児生児生児生児童童童童委員等委員等委員等委員等のののの相談機相談機相談機相談機関関関関のののの職員職員職員職員をををを対対対対象象象象といたしますうつといたしますうつといたしますうつといたしますうつ病病病病のののの理解理解理解理解やややや傾傾傾傾聴聴聴聴等等等等のののの技技技技術術術術をををを習習習習得得得得するためのするためのするためのするための研修研修研修研修であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいあるいあるいあるいはははは保保保保健所健所健所健所、、、、市町市町市町市町村等村等村等村等のののの精精精精神神神神保保保保健福祉専健福祉専健福祉専健福祉専門門門門職員職員職員職員をををを対対対対象象象象にいたしましたにいたしましたにいたしましたにいたしました人人人人材育材育材育材育成成成成研修研修研修研修をををを行行行行ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。２２２２つつつつ目目目目はははは、、、、昭昭昭昭和和和和工工工工業団地業団地業団地業団地内内内内事業所事業所事業所事業所のののの管理者管理者管理者管理者であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは健康管理健康管理健康管理健康管理担担担担当当当当者者者者をををを対対対対象象象象にいたしますにいたしますにいたしますにいたします従従従従業員業員業員業員ののののメメメメンタンタンタンタルルルルヘヘヘヘルスルスルスルス対対対対策策策策にににに関関関関するするするする講演講演講演講演会会会会をををを計計計計画画画画、、、、開開開開催催催催しておりますしておりますしておりますしております。。。。３３３３つつつつ目目目目がががが、、、、市町市町市町市町村村村村のののの相談相談相談相談窓窓窓窓口口口口のののの面面面面接接接接対応対応対応対応技技技技術術術術のののの向上向上向上向上であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、うつうつうつうつ病病病病などなどなどなどへへへへのののの理解理解理解理解をををを深深深深めるためめるためめるためめるため、、、、専専専専門門門門家家家家、、、、これはこれはこれはこれは臨臨臨臨床床床床心心心心理理理理士士士士などでございますがなどでございますがなどでございますがなどでございますが、、、、専専専専門門門門家家家家をををを派派派派遣遣遣遣するするするする事業事業事業事業もももも行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。最後最後最後最後にににに４４４４つつつつ目目目目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予予予防防防防のためののためののためののための心心心心ののののホットホットホットホットラララライイイインンンン専用専用専用専用電話電話電話電話のうつのうつのうつのうつ病病病病にににに対対対対するするするする相談対応相談対応相談対応相談対応をををを事業事業事業事業としてとしてとしてとして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ンターセンターセンターセンターでやっておりますでやっておりますでやっておりますでやっております。。。。以上以上以上以上、、、、今年度今年度今年度今年度のののの重点重点重点重点的的的的なななな対対対対策策策策についてについてについてについて要要要要点点点点をををを申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました。。。。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。。。。ここここんんんんににににちちちちはははは赤赤赤赤ちちちちゃんゃんゃんゃん事業事業事業事業のののの実施実施実施実施状況状況状況状況ということでおということでおということでおということでお尋尋尋尋ねねねねですですですです。。。。○○○○岸岡岸岡岸岡岸岡こどもこどもこどもこども家庭課長家庭課長家庭課長家庭課長ここここんんんんににににちちちちはははは赤赤赤赤ちちちちゃんゃんゃんゃん事業事業事業事業、、、、国国国国のののの正正正正式式式式なななな事業名事業名事業名事業名はははは、、、、乳乳乳乳児家庭児家庭児家庭児家庭全全全全戸訪戸訪戸訪戸訪問問問問事業事業事業事業というのですけというのですけというのですけというのですけれどもれどもれどもれども、、、、ごごごご質問質問質問質問ありましたようにありましたようにありましたようにありましたように市町市町市町市町村村村村がががが実施主体実施主体実施主体実施主体となりましてとなりましてとなりましてとなりまして、、、、すすすすべべべべてのてのてのての乳乳乳乳児児児児のおりまのおりまのおりまのおりますすすす家庭家庭家庭家庭をををを原原原原則則則則としてとしてとしてとして４４４４カカカカ月月月月をををを迎迎迎迎ええええるまでにるまでにるまでにるまでに訪訪訪訪問問問問しましてしましてしましてしまして、、、、子子子子育育育育てのてのてのての孤孤孤孤立立立立化化化化をををを防防防防ぎぎぎぎ、、、、ごごごご質問質問質問質問にありましたにありましたにありましたにありました児児児児童童童童虐虐虐虐待待待待のののの未未未未然然然然防防防防止止止止をををを図図図図るるるる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはリスクリスクリスクリスクのののの早早早早期発期発期発期発見見見見にににに役役役役立立立立てるというてるというてるというてるという事事事事
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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。。。。県県県県下下下下のののの実施実施実施実施状況状況状況状況ですがですがですがですが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月現在現在現在現在でででで県県県県内内内内３９３９３９３９市町市町市町市町村村村村のうのうのうのうちちちち、、、、奈良奈良奈良奈良市市市市もももも含含含含めまめまめまめましてしてしてして２８２８２８２８市町市町市町市町村村村村となってますとなってますとなってますとなってます。。。。平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度とととと比比比比べべべべますとますとますとますと、、、、奈良奈良奈良奈良市市市市、、、、大大大大和和和和高田高田高田高田市市市市、、、、下下下下市町市町市町市町がががが新新新新たにたにたにたに取取取取りりりり組組組組んんんんでおるところででおるところででおるところででおるところで、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度中年度中年度中年度中にはにはにはには桜桜桜桜井井井井市市市市もももも取取取取りりりり組組組組むむむむとととと聞聞聞聞いておりまいておりまいておりまいておりますすすす。。。。県県県県としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、児児児児童童童童虐虐虐虐待待待待のののの未未未未然然然然防防防防止止止止とととと早早早早期発期発期発期発見見見見のののの観観観観点点点点からからからから重重重重要要要要なななな事業事業事業事業とととと認認認認識識識識をしておをしておをしておをしておりましてりましてりましてりまして、、、、引引引引きききき続続続続きききき実施主体実施主体実施主体実施主体でありますでありますでありますであります市町市町市町市町村村村村にににに実施実施実施実施をををを働働働働ききききかけていかけていかけていかけていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。 ラララライトダイトダイトダイトダウウウウンンンンキキキキャャャャンンンンペペペペーンーンーンーンについてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋ねねねねでございますでございますでございますでございます。。。。昨昨昨昨年年年年のののの○○○○山本環境政策課長山本環境政策課長山本環境政策課長山本環境政策課長実実実実績績績績からからからから申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、ラララライトダイトダイトダイトダウウウウンンンンキキキキャャャャンンンンペペペペーンーンーンーンのののの最終最終最終最終日日日日にににに当当当当たりますたりますたりますたります７７７７月月月月７７７７日日日日ののののククククーーーールアルアルアルアーーーースススス・・・・デデデデーーーーににににラララライトダイトダイトダイトダウウウウンンンンにににに参参参参加加加加いただいたいただいたいただいたいただいた県県県県内企内企内企内企業業業業はははは２０１２０１２０１２０１団団団団体体体体ございますございますございますございます。。。。昨昨昨昨日日日日、、、、環境環境環境環境省省省省ののののホホホホーーーームペムペムペムペーーーージジジジでででで、、、、現在現在現在現在、、、、県県県県内企内企内企内企業事業所業事業所業事業所業事業所のののの方方方方 々々々々でででで登登登登録録録録いただいているのはいただいているのはいただいているのはいただいているのは４４４４８８８８団団団団体体体体ということでということでということでということで、、、、かなりかなりかなりかなりペペペペーーーースダスダスダスダウウウウンンンンといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、出出出出だしがだしがだしがだしが悪悪悪悪いいいい状状状状態態態態にありますにありますにありますにあります。。。。県県県県としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、このこのこのこのキキキキャャャャンンンンペペペペーンーンーンーンをををを地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化化化化をををを考考考考ええええるるるるききききっかけっかけっかけっかけ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは省省省省エエエエネネネネへへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみののののききききっかけとなるようにでっかけとなるようにでっかけとなるようにでっかけとなるようにでききききるだけるだけるだけるだけ多多多多くのくのくのくの方方方方 々々々々にににに参参参参加加加加をいただけれをいただけれをいただけれをいただければばばばとととと考考考考ええええてててておりましておりましておりましておりまして、、、、今今今今現在現在現在現在、、、、昨昨昨昨年年年年ごごごご参参参参加加加加いただいていただいていただいていただいて、、、、ことしまだことしまだことしまだことしまだ登登登登録録録録になっておられないになっておられないになっておられないになっておられない事業所事業所事業所事業所におにおにおにお声声声声掛掛掛掛けをしておりますけをしておりますけをしておりますけをしております。。。。またまたまたまた、、、、輪輪輪輪をををを広広広広げげげげるためにるためにるためにるために昨昨昨昨年年年年もももも参参参参加加加加しておられないしておられないしておられないしておられない、、、、まだまだまだまだ登登登登録録録録ももももさささされてないれてないれてないれてない関係関係関係関係企企企企業業業業にもにもにもにもＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ団団団団体体体体等等等等をををを通通通通じておつじておつじておつじておつきききき合合合合いのあるいのあるいのあるいのある団団団団体体体体につにつにつにつききききましておましておましておましてお声声声声掛掛掛掛けをしていけをしていけをしていけをしていききききたいとたいとたいとたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。最後最後最後最後からいからいからいからいききききますますますます。。。。○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員ラララライトダイトダイトダイトダウウウウンンンンキキキキャャャャンンンンペペペペーンーンーンーンですがですがですがですが、、、、昨昨昨昨年年年年２０１２０１２０１２０１でででで、、、、ことしことしことしことし４８４８４８４８、、、、あすあすあすあす締締締締めめめめ切切切切りだとりだとりだとりだと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。昨昨昨昨年年年年やったところについてはやったところについてはやったところについてはやったところについては、、、、担担担担当当当当のののの方方方方からからからから電話電話電話電話でででで各各各各事業所事業所事業所事業所にににに呼呼呼呼びびびびかけていただかけていただかけていただかけていただいているかとはいているかとはいているかとはいているかとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの環境環境環境環境問題問題問題問題、、、、毎毎毎毎年環境年環境年環境年環境省省省省にににに登登登登録録録録をするのでをするのでをするのでをするので面倒面倒面倒面倒くくくくささささいといいといいといいというううう気気気気もするのですがもするのですがもするのですがもするのですが、、、、毎毎毎毎年年年年やるとやるとやるとやると考考考考ええええれれれればばばば、、、、意意意意識識識識をををを持持持持つつつつ意味意味意味意味からはからはからはからは大大大大切切切切なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。県県県県もももも慌慌慌慌ててやらないでててやらないでててやらないでててやらないで、、、、１１１１年年年年間間間間あるあるあるあるわわわわけですからけですからけですからけですから、、、、申申申申請請請請ののののススススタータータータートトトトはははは２２２２カカカカ月月月月前前前前かかかか１１１１カカカカ月月月月半半半半前前前前だとはだとはだとはだとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、もうもうもうもう少少少少しししし意意意意識識識識をををを持持持持ってってってって多多多多くのくのくのくの事業所事業所事業所事業所がががが参参参参加加加加してもらしてもらしてもらしてもらええええるようにるようにるようにるように、、、、もうもうもうもう少少少少しししし時時時時間間間間のののの余余余余裕裕裕裕をををを持持持持ってってってって来来来来年年年年からからからから考考考考ええええていかれてはどうでしていかれてはどうでしていかれてはどうでしていかれてはどうでしょょょょうかうかうかうか。。。。県県県県ににににメメメメーーーールルルル登登登登録録録録していただけれしていただけれしていただけれしていただければばばば一一一一斉斉斉斉配配配配信信信信することもですることもですることもですることもでききききますしますしますしますし。。。。一一一一つつつつ一一一一つつつつ電話電話電話電話していただくのもありがしていただくのもありがしていただくのもありがしていただくのもありがたいのですがたいのですがたいのですがたいのですが、、、、何何何何かいいかいいかいいかいい方法方法方法方法はないのかはないのかはないのかはないのか、、、、意意意意識識識識をををを持持持持ってことしよりってことしよりってことしよりってことしより来来来来年年年年、、、、来来来来年年年年よりよりよりより再再再再来来来来年年年年、、、、年年年年 々々々々拡拡拡拡大大大大していくしていくしていくしていく方法方法方法方法はないのかはないのかはないのかはないのか。。。。少少少少しししし真真真真剣剣剣剣にににに考考考考ええええていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。
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そしてそしてそしてそして、、、、これはこれはこれはこれは事業所事業所事業所事業所なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、一般一般一般一般のののの方方方方 々々々々へへへへのののの啓啓啓啓発発発発、、、、周周周周知知知知はははは県県県県としてどうとしてどうとしてどうとしてどうさささされていれていれていれているのかるのかるのかるのか、、、、今今今今のところのところのところのところ何何何何ももももさささされていないようでございますれていないようでございますれていないようでございますれていないようでございます。。。。せせせせめてめてめてめて教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会とのとのとのとの連連連連携携携携をとをとをとをとるるるる中中中中でででで、、、、子子子子供供供供たたたたちへちへちへちへのののの啓啓啓啓発発発発、、、、周周周周知知知知、、、、それがそれがそれがそれがひひひひいてはいてはいてはいては家庭家庭家庭家庭やややや地地地地域域域域にもにもにもにも連連連連動動動動してくるとしてくるとしてくるとしてくると思思思思いまいまいまいますすすす。。。。私私私私もももも昨昨昨昨年年年年やりましたやりましたやりましたやりました。。。。家家家家でででで８８８８時時時時からからからから１０１０１０１０時時時時までまでまでまで２２２２時時時時間間間間長長長長かったですがかったですがかったですがかったですが、、、、ろうそくをつろうそくをつろうそくをつろうそくをつけてけてけてけて実実実実践践践践したのですがしたのですがしたのですがしたのですが、、、、このこのこのこの機機機機会会会会にににに奈良県奈良県奈良県奈良県内内内内のののの多多多多くのくのくのくの方方方方たたたたちちちちがががが実施実施実施実施することですることですることですることで環境環境環境環境問題問題問題問題をををを考考考考ええええるというるというるというるという日日日日にでにでにでにでききききれれれればばばばいいのではないかいいのではないかいいのではないかいいのではないか。。。。７７７７月月月月７７７７日日日日はははは七七七七夕夕夕夕のののの日日日日でもございますのででもございますのででもございますのででもございますので、、、、晴晴晴晴れておれれておれれておれれておればばばば夜夜夜夜空空空空をををを見見見見上上上上げげげげていただくというていただくというていただくというていただくという日日日日にしていにしていにしていにしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、来来来来年度年度年度年度とととと言言言言わずわずわずわずあしたあしたあしたあした１１１１日日日日ございますのでございますのでございますのでございますので、、、、ことしのことしのことしのことしの取取取取りりりり組組組組みみみみとととと来来来来年度年度年度年度にににに向向向向けてけてけてけて少少少少しししし決決決決意意意意をををを述述述述べべべべていていていていただけれただけれただけれただければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんですがですがですがですが、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ副副副副作作作作用用用用があるとおっしがあるとおっしがあるとおっしがあるとおっしゃゃゃゃったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、特特特特にににに調調調調べべべべたたたた中中中中ではではではでは、、、、赤赤赤赤くはれくはれくはれくはれ上上上上がったりということかとがったりということかとがったりということかとがったりということかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。今今今今、、、、国国国国がががが検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてやてやてやてやっているっているっているっているわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、全国全国全国全国自治自治自治自治体体体体ではではではでは日日日日にににに日日日日にににに公費公費公費公費助助助助成成成成をするをするをするをする自治自治自治自治体体体体ががががふふふふええええててててききききておりますておりますておりますております。。。。県県県県としてとしてとしてとして助助助助成成成成をしているのはをしているのはをしているのはをしているのは東東東東京京京京都都都都、、、、山山山山梨梨梨梨県県県県、、、、まだまだまだまだ２２２２都都都都県県県県ですですですですがががが、、、、山山山山梨梨梨梨県県県県のののの場合場合場合場合はははは、、、、３３３３回回回回でででで５５５５万円万円万円万円かかるとすれかかるとすれかかるとすれかかるとすればばばば、、、、そのそのそのその半半半半分分分分をををを県県県県がががが公費公費公費公費助助助助成成成成するというするというするというするという助助助助成成成成のののの仕仕仕仕方方方方でででで、、、、ほとほとほとほとんんんんどがどがどがどが集集集集団団団団接接接接種種種種にににに対対対対してでございますしてでございますしてでございますしてでございます。。。。こういったこういったこういったこういった中中中中でででで、、、、１１１１日日日日１０１０１０１０人人人人のののの方方方方がががが亡亡亡亡くなっているというくなっているというくなっているというくなっているという現現現現状状状状でございますでございますでございますでございます。。。。唯唯唯唯一予一予一予一予防防防防ででででききききるのがこのるのがこのるのがこのるのがこの子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんでごでごでごでございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、何何何何としてでもとしてでもとしてでもとしてでも奈良県奈良県奈良県奈良県としてもとしてもとしてもとしても、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、どこかのどこかのどこかのどこかの市町市町市町市町村村村村がやるとがやるとがやるとがやると決決決決めためためためた場場場場合合合合、、、、県県県県としてとしてとしてとして応応応応援援援援をををを何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でしていただでしていただでしていただでしていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思ううううわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、それにつそれにつそれにつそれについておいておいておいてお答答答答ええええをいただをいただをいただをいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、うつうつうつうつ病病病病についてはについてはについてはについては、、、、今今今今のところはのところはのところはのところは相談相談相談相談のののの窓窓窓窓口口口口にににに対応対応対応対応するするするする方方方方のののの研修研修研修研修をををを通通通通してのしてのしてのしての対対対対応応応応ののののススススキキキキルアップルアップルアップルアップというところかとはというところかとはというところかとはというところかとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それとともにそれとともにそれとともにそれとともに、、、、どういうところにどういうところにどういうところにどういうところに行行行行けけけけばばばばいいのかいいのかいいのかいいのか、、、、周周周周りにもいっりにもいっりにもいっりにもいっぱぱぱぱいいらっしいいらっしいいらっしいいらっしゃゃゃゃるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、大大大大概概概概おおおお医者医者医者医者ささささんんんんにににに行行行行ってらっしってらっしってらっしってらっしゃゃゃゃるのでするのでするのでするのです。。。。ということはということはということはということは、、、、おおおお薬薬薬薬でででで療法療法療法療法さささされているというれているというれているというれているという方方方方がががが多多多多いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、今今今今、、、、聞聞聞聞くとこくとこくとこくところによりますとろによりますとろによりますとろによりますと、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県のののの保保保保健福祉健福祉健福祉健福祉センターセンターセンターセンターがうつがうつがうつがうつ病病病病にににに対対対対してしてしてして認認認認知行知行知行知行動療法動療法動療法動療法というのをというのをというのをというのをさささされておりましてれておりましてれておりましてれておりまして、、、、このこのこのこの４４４４月月月月からそのからそのからそのからその療法療法療法療法、、、、治療治療治療治療にににに対対対対してしてしてして保険保険保険保険適適適適用用用用になったということをおになったということをおになったということをおになったということをお聞聞聞聞ききききしましたしましたしましたしました。。。。薬薬薬薬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、、、、こういったこういったこういったこういった認認認認知行知行知行知行動療法動療法動療法動療法というというというという取取取取りりりり組組組組みみみみををををさささされているれているれているれている沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみですがですがですがですが、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県もももも少少少少しししし勉勉勉勉強強強強していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、うつうつうつうつ病病病病でででで悩悩悩悩んんんんでいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるるるる方方方方はたくはたくはたくはたくささささんんんんいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるというるというるというるという現現現現状状状状ですのでですのでですのでですので、、、、何何何何とかとかとかとか少少少少しでもこういったしでもこういったしでもこういったしでもこういった療法療法療法療法がそうがそうがそうがそういったいったいったいった方方方方たたたたちちちちにもにもにもにも適適適適用用用用ででででききききるようにるようにるようにるように、、、、すすすすぐぐぐぐにとはいにとはいにとはいにとはいききききまままませせせせんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そういったそういったそういったそういった療法療法療法療法ががががあるということあるということあるということあるということ、、、、いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか、、、、県県県県としてそういったことをどうおとしてそういったことをどうおとしてそういったことをどうおとしてそういったことをどうお考考考考ええええになっているのでになっているのでになっているのでになっているので
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ししししょょょょうかおうかおうかおうかお聞聞聞聞ききききしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、最後最後最後最後ですがですがですがですが、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは赤赤赤赤ちちちちゃんゃんゃんゃん事業事業事業事業、、、、児児児児童童童童虐虐虐虐待待待待ということでということでということでということで県県県県のののの月月月月ヶヶヶヶ瀬瀬瀬瀬村村村村、、、、桜桜桜桜井井井井市市市市でででで起起起起ききききましたましたましたました、、、、田田田田原本原本原本原本町町町町でもでもでもでも起起起起ききききましたがましたがましたがましたが地地地地域域域域からのからのからのからの通報通報通報通報ということでということでということでということで、、、、これはこれはこれはこれは死死死死にににに至至至至るということはなかったのでほっとしたるということはなかったのでほっとしたるということはなかったのでほっとしたるということはなかったのでほっとしたわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、これらのこれらのこれらのこれらの原原原原因因因因とかとかとかとか理理理理由由由由についてについてについてについてはははは、、、、県県県県としてもいろいろとしてもいろいろとしてもいろいろとしてもいろいろ協協協協議会等議会等議会等議会等をををを持持持持ってってってって防防防防止止止止対対対対策策策策をしていただいたところですがをしていただいたところですがをしていただいたところですがをしていただいたところですが、、、、望望望望ままままないないないない妊娠妊娠妊娠妊娠ということもございますしということもございますしということもございますしということもございますし、、、、またまたまたまた、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ自分自分自分自分のののの時時時時間間間間がががが持持持持ちちちちたいというたいというたいというたいという方方方方もいもいもいもいらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃるようですしるようですしるようですしるようですし、、、、またまたまたまた、、、、家家家家族族族族がががが一一一一切切切切感感感感知知知知していなかったということもしていなかったということもしていなかったということもしていなかったということも言言言言わわわわれておりれておりれておりれておりましたましたましたました。。。。そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、虐虐虐虐待待待待ということでということでということでということで死死死死にににに至至至至ったということでございますのでったということでございますのでったということでございますのでったということでございますので、、、、妊妊妊妊娠娠娠娠からからからから出出出出産産産産をしてをしてをしてをして４４４４カカカカ月月月月までのまでのまでのまでの子子子子供供供供をををを持持持持つつつつ家庭家庭家庭家庭にににに訪訪訪訪問問問問するこするこするこするこんんんんににににちちちちはははは赤赤赤赤ちちちちゃんゃんゃんゃん事業事業事業事業ですがですがですがですが、、、、こういったこともこういったこともこういったこともこういったことも重重重重要要要要とととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。担担担担当当当当のののの方方方方はこれだけでははこれだけでははこれだけでははこれだけでは防防防防ぐぐぐぐことはでことはでことはでことはでききききないのないのないのないのですとおっしですとおっしですとおっしですとおっしゃゃゃゃるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、それをそれをそれをそれを防防防防ぐぐぐぐ方法方法方法方法はははは、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ妊娠妊娠妊娠妊娠からからからから出出出出産産産産、、、、またはまたはまたはまたは出出出出産産産産後後後後いいいいろろろろんんんんなななな健健健健診診診診のののの機機機機会会会会があるとはがあるとはがあるとはがあるとは思思思思いますいますいますいます。。。。ですがこういうですがこういうですがこういうですがこういう事業事業事業事業をやっていてをやっていてをやっていてをやっていて、、、、それでそれでそれでそれで１０１０１０１０００００％％％％防防防防ぐぐぐぐことはでことはでことはでことはでききききないとおっしないとおっしないとおっしないとおっしゃゃゃゃるのもるのもるのもるのも、、、、それではやっているそれではやっているそれではやっているそれではやっている意味意味意味意味もないのではないかもないのではないかもないのではないかもないのではないかなともなともなともなとも思思思思ったりするのですがったりするのですがったりするのですがったりするのですが。。。。１００１００１００１００％％％％防防防防ぐぐぐぐというのはというのはというのはというのは難難難難しいかもしれましいかもしれましいかもしれましいかもしれませせせせんんんんがががが、、、、聞聞聞聞くとくとくとくところによるところによるところによるところによると、、、、家庭家庭家庭家庭にににに訪訪訪訪問問問問していただしていただしていただしていただききききたくないというたくないというたくないというたくないという方方方方はははは最最最最初初初初からそういったからそういったからそういったからそういった人人人人をををを除除除除いいいいているということでているということでているということでているということで進進進進められてるめられてるめられてるめられてる事業事業事業事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。。。。ごごごご本本本本人人人人のおっしのおっしのおっしのおっしゃゃゃゃっていることをっていることをっていることをっていることを重重重重要要要要視視視視するというのもするというのもするというのもするというのも確確確確かにかにかにかに大事大事大事大事なところはあるのですがなところはあるのですがなところはあるのですがなところはあるのですが、、、、そういうところだからこそそういうところだからこそそういうところだからこそそういうところだからこそ、、、、状状状状況況況況把握把握把握把握をしてそういったをしてそういったをしてそういったをしてそういった方方方方たたたたちちちちとととと接接接接触触触触するするするする努力努力努力努力もももも一方一方一方一方でででで大事大事大事大事ではないかではないかではないかではないか。。。。そういういろそういういろそういういろそういういろんんんんなななな事業事業事業事業があってもがあってもがあってもがあっても、、、、現現現現実実実実にはにはにはには見見見見落落落落としているとしているとしているとしている部分部分部分部分があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、そこをしっかりそこをしっかりそこをしっかりそこをしっかり県県県県としてとしてとしてとして、、、、市町市町市町市町村村村村のののの事業事業事業事業ではありますけれどもではありますけれどもではありますけれどもではありますけれども、、、、そういったところからそういったところからそういったところからそういったところから事業事業事業事業をををを通通通通しておかしいなとしておかしいなとしておかしいなとしておかしいなと思思思思ったことをったことをったことをったことを見見見見落落落落ととととささささないというないというないというないという目目目目としっかりそういうとしっかりそういうとしっかりそういうとしっかりそういう気持気持気持気持ちちちちをををを持持持持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事業事業事業事業をををを進進進進めていただめていただめていただめていただききききたいということをおたいということをおたいということをおたいということをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思っておりますがいかがでしっておりますがいかがでしっておりますがいかがでしっておりますがいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。これこれこれこれについておについておについておについてお答答答答ええええがございましたらおっしがございましたらおっしがございましたらおっしがございましたらおっしゃゃゃゃっていただっていただっていただっていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ククククーーーールアルアルアルアーーーースススス・・・・デデデデーーーーにににに関関関関しましてしましてしましてしまして決決決決意意意意表表表表明明明明をということでございまをということでございまをということでございまをということでございま○○○○山本環境政策課長山本環境政策課長山本環境政策課長山本環境政策課長すすすす。。。。おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃいますようにいますようにいますようにいますように、、、、言言言言いいいいわわわわけっけっけっけっぽぽぽぽくなるのですがくなるのですがくなるのですがくなるのですが、、、、環境環境環境環境省省省省にににに直直直直接接接接登登登登録録録録さささされるれるれるれる事業所事業所事業所事業所、、、、それからそれからそれからそれから県県県県をををを経経経経由由由由してしてしてして登登登登録録録録さささされるれるれるれる事業所事業所事業所事業所、、、、若若若若干干干干このこのこのこの辺辺辺辺のののの情情情情報報報報がががが混混混混乱乱乱乱するところがございまするところがございまするところがございまするところがございますすすす。。。。このこのこのこの辺辺辺辺はははは環境環境環境環境省省省省ともともともとも協協協協力力力力いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、早早早早期期期期のののの対応対応対応対応がでがでがでができきききるようにるようにるようにるように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思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ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、、、、これはこれはこれはこれはＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人のごのごのごのご協協協協力力力力をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、
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薬薬薬薬師師師師寺寺寺寺ののののラララライトダイトダイトダイトダウウウウンンンンにあにあにあにあわせわせわせわせましてましてましてましてソソソソーーーーララララーーーーパネルパネルパネルパネルでつくったでつくったでつくったでつくったラララランタンンタンンタンンタンをををを並並並並べべべべたりといたりといたりといたりというううう事業事業事業事業をををを数数数数年年年年前前前前からやっているところでございますからやっているところでございますからやっているところでございますからやっているところでございます。。。。委員委員委員委員ごごごご提提提提案案案案いただいただいただいただききききましたましたましたました、、、、教教教教育育育育委委委委員会員会員会員会、、、、学学学学校校校校をををを通通通通じてじてじてじて各各各各家庭家庭家庭家庭にににに広広広広げげげげていくようにということでございますがていくようにということでございますがていくようにということでございますがていくようにということでございますが、、、、教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会とととともももも相談相談相談相談させさせさせさせていただていただていただていただききききましてましてましてまして、、、、なるだけなるだけなるだけなるだけ輪輪輪輪がががが広広広広がるようにがるようにがるようにがるように取取取取りりりり組組組組んんんんでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいと考考考考ええええてててておりますおりますおりますおります。。。。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。。。。子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんワワワワククククチチチチンンンンのののの件件件件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、、、、さきさきさきさきのののの岡岡岡岡議員議員議員議員のののの代代代代○○○○橋本健康橋本健康橋本健康橋本健康づくりづくりづくりづくり推進課長推進課長推進課長推進課長表表表表質問質問質問質問でででで知知知知事事事事がががが答答答答弁弁弁弁しておりましたようにしておりましたようにしておりましたようにしておりましたように、、、、何点何点何点何点かかかか心心心心配配配配するするするする点点点点があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、ままままずずずず１１１１つはつはつはつは副副副副作作作作用用用用のののの点点点点、、、、それとそれとそれとそれと２２２２つつつつ目目目目がががが、、、、ワワワワククククチチチチンンンンのののの効効効効果果果果のののの持持持持続続続続期間期間期間期間についてについてについてについて、、、、あるあるあるあるワワワワククククチチチチンンンンメメメメーーーーカカカカーーーーによりましたらによりましたらによりましたらによりましたら６６６６．．．．４４４４年年年年ということでということでということでということで、、、、追追追追加加加加接接接接種種種種がががが要要要要るのかどうかということもるのかどうかということもるのかどうかということもるのかどうかということも今今今今後後後後のののの体体体体制制制制をつくるのにをつくるのにをつくるのにをつくるのに大事大事大事大事なななな点点点点かとかとかとかと思思思思うといううといううといううという答答答答弁弁弁弁があったということでございますがあったということでございますがあったということでございますがあったということでございます。。。。それともうそれともうそれともうそれともう１１１１点点点点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、、、、接接接接種種種種率率率率のののの問題問題問題問題とととと、、、、このようなこのようなこのようなこのような心心心心配配配配なななな点点点点があるのでがあるのでがあるのでがあるので慎慎慎慎重重重重にににに国国国国のののの動動動動ききききをををを注視注視注視注視していしていしていしていききききたいということでございましたたいということでございましたたいということでございましたたいということでございました。。。。ただただただただ、、、、答答答答弁弁弁弁にもにもにもにも入入入入っておりましっておりましっておりましっておりましたがたがたがたが、、、、意意意意欲欲欲欲的的的的なななな市町市町市町市町村村村村があるとがあるとがあるとがあると聞聞聞聞いておるということでいておるということでいておるということでいておるということで、、、、そこにつそこにつそこにつそこにつききききましてはましてはましてはましては、、、、ほかのほかのほかのほかの市市市市町町町町村村村村もももも含含含含めてどのようなめてどのようなめてどのようなめてどのような考考考考ええええをおをおをおをお持持持持ちちちちなのかということもありますしなのかということもありますしなのかということもありますしなのかということもありますし、、、、ワワワワククククチチチチンンンンのののの接接接接種種種種のののの実施主体実施主体実施主体実施主体となるとなるとなるとなる市町市町市町市町村村村村とのとのとのとの意意意意見交見交見交見交換換換換ということもということもということもということも進進進進めていめていめていめていききききたいとたいとたいとたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、先先先先ほどほどほどほど委員委員委員委員がおがおがおがお述述述述べべべべのようなのようなのようなのような山山山山梨梨梨梨県県県県、、、、東東東東京京京京都都都都のようなのようなのようなのような先行実施先行実施先行実施先行実施さささされているれているれているれている他他他他府府府府県県県県のののの情情情情報報報報もももも参参参参考考考考にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、市町市町市町市町村村村村にににに対対対対してはいろしてはいろしてはいろしてはいろんんんんなななな啓啓啓啓発普及発普及発普及発普及とかとかとかとか、、、、情情情情報報報報をををを流流流流していしていしていしていききききたたたたいといといといと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。うつうつうつうつ病病病病にににに対対対対するするするする認認認認知行知行知行知行動療法動療法動療法動療法のののの件件件件でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長先先先先ほどほどほどほど、、、、保保保保健予健予健予健予防課防課防課防課長長長長からもありましたようにからもありましたようにからもありましたようにからもありましたように、、、、うつうつうつうつ病病病病というのはだれでもなりというのはだれでもなりというのはだれでもなりというのはだれでもなり得得得得るるるる、、、、しかもしかもしかもしかも理理理理由由由由なくなくなくなく悲悲悲悲しいしいしいしい気気気気分分分分になったりするというところでなかなかになったりするというところでなかなかになったりするというところでなかなかになったりするというところでなかなか難難難難しいしいしいしい。。。。国内国内国内国内においてにおいてにおいてにおいてはははは精精精精神病神病神病神病というものにというものにというものにというものに対対対対するするするする偏偏偏偏見見見見みみみみたいなものもございますのでたいなものもございますのでたいなものもございますのでたいなものもございますので、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいところしいところしいところしいとこ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。。。。一方一方一方一方でででで、、、、病院病院病院病院にににに行行行行ききききますとますとますとますと、、、、比比比比較較較較的的的的薬薬薬薬物物物物療法療法療法療法がががが主流主流主流主流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、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、例例例例えばえばえばえば認認認認知行知行知行知行動療法動療法動療法動療法みみみみたいなものというのはたいなものというのはたいなものというのはたいなものというのは、、、、１９１９１９１９７７７７００００年年年年ごろからごろからごろからごろからアメリカアメリカアメリカアメリカでででで取取取取りりりり組組組組みみみみ始始始始めめめめられたられたられたられた。。。。国内国内国内国内ではそれからおくれることではそれからおくれることではそれからおくれることではそれからおくれること１０１０１０１０年年年年ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、そしてそしてそしてそして、、、、あるあるあるある程程程程度度度度のののの効効効効果果果果がががが実実実実証証証証さささされたのがれたのがれたのがれたのが、、、、実実実実はははは平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの厚生厚生厚生厚生労労労労働働働働科学科学科学科学研研研研究究究究費費費費のののの報告書報告書報告書報告書でございますでございますでございますでございます。。。。それをそれをそれをそれを踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして、、、、今般今般今般今般のののの診診診診療報療報療報療報酬酬酬酬改定改定改定改定のののの中中中中でででで、、、、認認認認知行知行知行知行動療法動療法動療法動療法がががが診診診診療報療報療報療報酬酬酬酬化化化化さささされているところでごれているところでごれているところでごれているところでございますざいますざいますざいます。。。。そういったことからそういったことからそういったことからそういったことから、、、、あるあるあるある意味意味意味意味でまだでまだでまだでまだ十十十十分分分分患患患患者者者者様様様様のののの中中中中にもにもにもにも、、、、場合場合場合場合によってはによってはによってはによってはひょひょひょひょっとすっとすっとすっとす



---- 44443333 ----

るとおるとおるとおるとお医者医者医者医者ささささんんんんにもにもにもにも知知知知られていないこともあるかもしれまられていないこともあるかもしれまられていないこともあるかもしれまられていないこともあるかもしれませせせせんんんん。。。。そういったそういったそういったそういった情情情情報報報報をををを踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして、、、、県県県県としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、ままままずずずず精精精精神科神科神科神科のののの関係団関係団関係団関係団体体体体、、、、病院団病院団病院団病院団体体体体等等等等をををを通通通通じてそういうことのじてそういうことのじてそういうことのじてそういうことの周周周周知知知知であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては自自自自殺殺殺殺のののの関係関係関係関係ののののシシシシンンンンポジポジポジポジウウウウムムムムをををを開開開開くくくく中中中中でのでのでのでの一部一部一部一部としてそういとしてそういとしてそういとしてそういうううう取取取取りりりり組組組組みみみみがあるということなどのがあるということなどのがあるということなどのがあるということなどの周周周周知知知知をををを行行行行うことなどをうことなどをうことなどをうことなどを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えええておておておておりますりますりますります。。。。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。。。。ここここんんんんににににちちちちはははは赤赤赤赤ちちちちゃんゃんゃんゃん事業事業事業事業などなどなどなど訪訪訪訪問問問問にににに拒否拒否拒否拒否的的的的なななな母親母親母親母親あるいはあるいはあるいはあるいは家家家家族族族族へへへへ○○○○岸岡岸岡岸岡岸岡こどもこどもこどもこども家庭課長家庭課長家庭課長家庭課長のののの対応対応対応対応ですがですがですがですが、、、、特特特特にこにこにこにこんんんんににににちちちちはははは赤赤赤赤ちちちちゃんゃんゃんゃん事業事業事業事業につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、実施主体実施主体実施主体実施主体であるであるであるである市町市町市町市町村村村村ではではではでは母母母母子手子手子手子手帳帳帳帳のののの配配配配布布布布のののの時時時時とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは妊婦妊婦妊婦妊婦健健健健診診診診といったといったといったといった時時時時ににににききききめこまやかにめこまやかにめこまやかにめこまやかに説説説説明明明明するなどのするなどのするなどのするなどの取取取取りりりり組組組組みみみみがががが行行行行わわわわれているとれているとれているとれていると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。またまたまたまた、、、、訪訪訪訪問問問問するするするする職員職員職員職員のののの研修研修研修研修をををを充充充充実実実実させさせさせさせるといるといるといるというううう取取取取りりりり組組組組みみみみもしているともしているともしているともしていると聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。御御御御質問質問質問質問にありましたようににありましたようににありましたようににありましたように、、、、桜桜桜桜井井井井市市市市のののの児児児児童童童童虐虐虐虐待待待待事事事事件件件件でででで、、、、奈良県児奈良県児奈良県児奈良県児童童童童虐虐虐虐待待待待対対対対策策策策検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会をつくっておりますのでをつくっておりますのでをつくっておりますのでをつくっておりますので、、、、健健健健診診診診のののの受診受診受診受診率率率率をををを上上上上げげげげるよるよるよるようなうなうなうな中中中中身身身身についてについてについてについて検討検討検討検討していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、そういったそういったそういったそういった家家家家族族族族はははは、、、、どうしどうしどうしどうしてもてもてもても地地地地域域域域でででで孤孤孤孤立立立立しておりしておりしておりしており関係関係関係関係機機機機関関関関のののの連連連連携携携携がががが必必必必要要要要とととと考考考考ええええていましてていましてていましてていまして、、、、市町市町市町市町村村村村のののの要要要要保保保保護護護護対対対対策地策地策地策地域協域協域協域協議会議会議会議会やややや地地地地域域域域ネットネットネットネットワワワワーーーーククククのののの活活活活動動動動をををを県県県県でででで引引引引きききき続続続続きききき支援支援支援支援していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと考考考考ええええていますていますていますています。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんについてはについてはについてはについては、、、、ともかくともかくともかくともかく対応対応対応対応がががが遅遅遅遅いですいですいですいです。。。。まだまだまだまだ３５３５３５３５自治自治自治自治体体体体、、、、４０４０４０４０ぐぐぐぐらららら○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員いいいい、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては２２２２県県県県とととと言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、唯唯唯唯一予一予一予一予防防防防ででででききききるがるがるがるがんんんんににににワワワワククククチチチチンンンンがでがでがでができきききたたたたわわわわけですけですけですけです。。。。とととということでいうことでいうことでいうことで、、、、県県県県はははは副副副副作作作作用用用用どうのこうのとそれはどうのこうのとそれはどうのこうのとそれはどうのこうのとそれはわわわわかるのですけれどもかるのですけれどもかるのですけれどもかるのですけれども、、、、ももももちちちちろろろろんんんんそれはもそれはもそれはもそれはもうううう大事大事大事大事なことですがなことですがなことですがなことですが、、、、でもでもでもでも実実実実際際際際やりかけているところがあるということにやりかけているところがあるということにやりかけているところがあるということにやりかけているところがあるということに対対対対してしてしてして、、、、まだまだまだまだ、、、、そういうそういうそういうそういう対応対応対応対応というのはというのはというのはというのは、、、、もうもうもうもう少少少少しししし前向前向前向前向ききききにににに取取取取りりりり組組組組んんんんでもらいたいとでもらいたいとでもらいたいとでもらいたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。実実実実はははは、、、、６６６６月月月月補補補補正正正正のののの議案議案議案議案がががが来来来来たとたとたとたとききききにもうにもうにもうにもう入入入入っているのかなとっているのかなとっているのかなとっているのかなと思思思思ううううぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、このこのこのこの報報報報道道道道をををを見見見見ていていていていますとますとますとますと、、、、一般一般一般一般のののの人人人人のののの方方方方がものすごくそういうことについてはがものすごくそういうことについてはがものすごくそういうことについてはがものすごくそういうことについては敏敏敏敏感感感感ですですですです。。。。ですがですがですがですが、、、、話話話話していしていしていしているとるとるとると県県県県のののの担担担担当当当当のののの方方方方というのはというのはというのはというのは、、、、もうすごいおくれていますもうすごいおくれていますもうすごいおくれていますもうすごいおくれています。。。。９９９９月月月月ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに補補補補正正正正をををを出出出出していしていしていしていただかないとただかないとただかないとただかないと、、、、本当本当本当本当にににに何何何何をどうをどうをどうをどう検討検討検討検討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。。。。本当本当本当本当もうもうもうもう私以上私以上私以上私以上にににに県県県県民民民民のののの方方方方はははは敏敏敏敏感感感感にににに県県県県のののの対応対応対応対応、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみをじっとをじっとをじっとをじっと見見見見ていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。いろいろいろいろんんんんなところになところになところになところに行行行行ききききましてこましてこましてこましてこんんんんなななな話話話話をしますとをしますとをしますとをしますと、、、、もうもうもうもう男性男性男性男性のののの方方方方からでもこのからでもこのからでもこのからでもこの子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんのののの予予予予防防防防ワワワワククククチチチチンンンン、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県どうなってどうなってどうなってどうなっているのだというおいるのだというおいるのだというおいるのだというお声声声声をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいただいいただいいただいいただききききますますますます。。。。ということはということはということはということは皆皆皆皆ささささんんんん注注注注目目目目していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃるるるるのですのですのですのです。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県がどういったがどういったがどういったがどういった対応対応対応対応をするのかをするのかをするのかをするのか。。。。私私私私たたたたちちちち思思思思っているっているっているっている以上以上以上以上にににに奈良県奈良県奈良県奈良県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてはについてはについてはについては皆皆皆皆ささささんんんん注視注視注視注視していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。現現現現実実実実にににに自治自治自治自治体体体体でででで助助助助成成成成しているところがしているところがしているところがしているところが出出出出てててていますいますいますいます。。。。山山山山梨梨梨梨県県県県はははは県県県県がががが半半半半分分分分助助助助成成成成するとするとするとすると、、、、ままままずずずず県県県県がががが宣宣宣宣言言言言さささされたのですれたのですれたのですれたのです。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして市町市町市町市町村村村村
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がこうがこうがこうがこうさささされたということですれたということですれたということですれたということです。。。。ですがですがですがですが、、、、そのやりそのやりそのやりそのやり方方方方、、、、ススススタータータータートトトトはどはどはどはどちちちちらでもいいですがらでもいいですがらでもいいですがらでもいいですが、、、、何何何何とかやろうとしているところについてはとかやろうとしているところについてはとかやろうとしているところについてはとかやろうとしているところについては県県県県もももも応応応応援援援援していただしていただしていただしていただききききたいということをたいということをたいということをたいということを要要要要望望望望ししししてててて終終終終わわわわりますりますりますります。。。。 代代代代表表表表質問質問質問質問ををををさせさせさせさせていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、そのそのそのその中中中中でででで結結結結構構構構いいいいいいいい答答答答弁弁弁弁をもらったとをもらったとをもらったとをもらったと思思思思いいいい○○○○高柳副委員長高柳副委員長高柳副委員長高柳副委員長ながらのところとそうではないところがはっながらのところとそうではないところがはっながらのところとそうではないところがはっながらのところとそうではないところがはっききききりりりり区区区区別別別別さささされてれてれてれて、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、子子子子供供供供のののの貧貧貧貧困困困困のののの問題問題問題問題にににに関関関関してはしてはしてはしては踏踏踏踏みみみみ込込込込んんんんでとでとでとでと、、、、詳細詳細詳細詳細はまだはまだはまだはまだ確確確確認認認認していないのですけれどもしていないのですけれどもしていないのですけれどもしていないのですけれども、、、、そそそそんんんんなななな答答答答弁弁弁弁もらっもらっもらっもらったかとたかとたかとたかと。。。。アスベストアスベストアスベストアスベストのののの問題問題問題問題にににに関関関関してもしてもしてもしても第一第一第一第一歩歩歩歩がががが動動動動いたかといたかといたかといたかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そそそそんんんんなななな中中中中でででで、、、、厚生委員会管厚生委員会管厚生委員会管厚生委員会管轄轄轄轄のののの中中中中でででで大大大大ききききなななな課課課課題題題題ということでということでということでということで４４４４点点点点ほどほどほどほど質問質問質問質問させさせさせさせてほしいてほしいてほしいてほしいとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。それはそれはそれはそれは、、、、障害障害障害障害者自立支援法者自立支援法者自立支援法者自立支援法がががが新新新新しいしいしいしい法法法法律律律律にににに変変変変わわわわるとるとるとると、、、、政政政政府府府府でででで当当当当事者事者事者事者をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした推進推進推進推進会議会議会議会議がががが、、、、今今今今、、、、第第第第１１１１まとめをつくったというまとめをつくったというまとめをつくったというまとめをつくったという形形形形でででで代代代代表表表表質問質問質問質問のののの切切切切りりりり込込込込みみみみ方方方方ををををさせさせさせさせてもらいましたてもらいましたてもらいましたてもらいました。。。。そそそそんんんんなななな中中中中でででで、、、、当当当当事者事者事者事者のののの話話話話をををを基調基調基調基調にににに奈良県奈良県奈良県奈良県もいろもいろもいろもいろんんんんなななな障害障害障害障害者福祉者福祉者福祉者福祉、、、、またはまたはまたはまたは高高高高齢齢齢齢者福祉者福祉者福祉者福祉のことものことものことものことも含含含含めてめてめてめて立立立立ててほしいとててほしいとててほしいとててほしいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、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ンターセンターセンターセンターのののの問題問題問題問題、、、、うつのうつのうつのうつの問題問題問題問題のことにのことにのことにのことに関関関関してしてしてしてささささまざまなまざまなまざまなまざまな施施施施策策策策はははは言言言言ってくれるけれどもってくれるけれどもってくれるけれどもってくれるけれども、、、、うつのうつのうつのうつの当当当当事事事事者者者者がどうがどうがどうがどう集集集集まってまってまってまって、、、、これからいろこれからいろこれからいろこれからいろんんんんなななな課課課課題題題題をををを、、、、今今今今、、、、ばばばばららららばばばばらなのですらなのですらなのですらなのです。。。。精精精精神神神神保保保保健関係健関係健関係健関係のののの統統統統合合合合失失失失調調調調のののの人人人人たたたたちちちちのののの集集集集まるまるまるまる場場場場所所所所もももも含含含含めてそういうめてそういうめてそういうめてそういう空間空間空間空間がないがないがないがない。。。。センターセンターセンターセンターのののの位位位位置置置置づづづづけというのけというのけというのけというのもももも、、、、桜桜桜桜井井井井市市市市のののの便便便便利利利利のののの悪悪悪悪いところにあるということでいところにあるということでいところにあるということでいところにあるということで、、、、自自自自殺殺殺殺対対対対策策策策のののの中中中中でうつのでうつのでうつのでうつの問題問題問題問題をやってをやってをやってをやってますではなしにますではなしにますではなしにますではなしに、、、、当当当当事者事者事者事者がががが集集集集まってまってまってまって、、、、当当当当事者事者事者事者がががが物物物物事事事事をしてをしてをしてをして向向向向かいかいかいかい合合合合ええええるるるる、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことをしてほしいなとしてほしいなとしてほしいなとしてほしいなと前前前前からからからから言言言言っていますっていますっていますっています。。。。それとそれとそれとそれと連連連連動動動動しましてしましてしましてしまして、、、、このこのこのこのセンターセンターセンターセンターのののの改改改改築築築築計計計計画画画画がががが出出出出ているているているている。。。。今今今今までまでまでまで当当当当事者事者事者事者のののの人人人人たたたたちちちちとどとどとどとどんんんんなななな間間間間取取取取りとかりとかりとかりとか改改改改修修修修をしたらいいのかをしたらいいのかをしたらいいのかをしたらいいのか聞聞聞聞くくくく計計計計画画画画があるのですかとがあるのですかとがあるのですかとがあるのですかと言言言言ったらったらったらったら、、、、今今今今までまでまでまで県県県県のののの施施施施設設設設でそういうことをしたことありまでそういうことをしたことありまでそういうことをしたことありまでそういうことをしたことありませせせせんんんんというというというという話話話話なのですなのですなのですなのです。。。。そうではなしにそうではなしにそうではなしにそうではなしに、、、、新新新新しいしいしいしいセンセンセンセンターターターターがでがでがでができきききるのならるのならるのならるのならばばばば、、、、一一一一番番番番使使使使いいいい勝勝勝勝手手手手のいいのいいのいいのいい形形形形でそのでそのでそのでそのセンターセンターセンターセンター機機機機能能能能をををを持持持持たたたたせせせせるということるということるということるということでででで、、、、当当当当事者事者事者事者とととと相談相談相談相談していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思っているのでっているのでっているのでっているので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のところものところものところものところも含含含含めてめてめてめて。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、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ンターセンターセンターセンターはもうはもうはもうはもう法法法法的的的的なところでなところでなところでなところで管理管理管理管理するするするする機機機機能能能能だけがだけがだけがだけが巨巨巨巨大大大大化化化化しているしているしているしているのですのですのですのです。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、だれにもだれにもだれにもだれにも相談相談相談相談しないでしないでしないでしないで職員職員職員職員がががが使使使使いいいい勝勝勝勝手手手手のいいのいいのいいのいい施設施設施設施設につくってにつくってにつくってにつくってしまったらいいのだろうなとしまったらいいのだろうなとしまったらいいのだろうなとしまったらいいのだろうなと思思思思ってしまうのがってしまうのがってしまうのがってしまうのが僕僕僕僕だけでしだけでしだけでしだけでしょょょょうかうかうかうかねねねねとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその次次次次にににに、、、、代代代代表表表表質問質問質問質問のののの中中中中でやろうとしたのですけれどもでやろうとしたのですけれどもでやろうとしたのですけれどもでやろうとしたのですけれども、、、、委員会委員会委員会委員会対応対応対応対応ということでということでということでということで変変変変ええええましたましたましたました。。。。重重重重症症症症心心心心身身身身障害障害障害障害者者者者のののの地地地地域域域域支援支援支援支援のののの問題問題問題問題ですですですです。。。。今今今今施設施設施設施設がもうがもうがもうがもう満満満満杯杯杯杯でででで、、、、いついついついつ入入入入れるかもれるかもれるかもれるかもわわわわからないとかからないとかからないとかからないとか、、、、在在在在宅宅宅宅のののの人人人人ががががショショショショーーーートトトトなりなりなりなりデデデデイイイイなりでそのなりでそのなりでそのなりでその施設施設施設施設をををを使使使使うにしてもいろうにしてもいろうにしてもいろうにしてもいろんんんんなななな問題問題問題問題をををを抱抱抱抱ええええているということのているということのているということのているということの中中中中でででで、、、、現現現現状状状状のののの認認認認識識識識とととと課課課課題題題題をこのをこのをこのをこの場場場場所所所所でででで述述述述べべべべていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思
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いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、成年成年成年成年後後後後見見見見制制制制度度度度のののの問題問題問題問題ですですですです。。。。制制制制度度度度がががが始始始始まってまってまってまって市町市町市町市町村村村村のののの中中中中でででで相当相当相当相当アアアアンンンンババババラララランンンンススススがあるがあるがあるがある。。。。小小小小ささささいところはほといところはほといところはほといところはほとんんんんどどどど対応対応対応対応ででででききききていないていないていないていない中中中中でででで、、、、県県県県がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん基本基本基本基本政策政策政策政策のののの中中中中にににに認認認認知知知知症症症症をををを入入入入れれれれ込込込込んんんんでいるけれどもでいるけれどもでいるけれどもでいるけれども、、、、そのことにそのことにそのことにそのことに関関関関してしてしてしてきちきちきちきちっとっとっとっと市町市町市町市町村村村村ののののマネジメマネジメマネジメマネジメンンンントトトトをするをするをするをするところまでいっていないのかところまでいっていないのかところまでいっていないのかところまでいっていないのか、、、、いってるのかいってるのかいってるのかいってるのか。。。。いっているところのいっているところのいっているところのいっているところの都都都都道道道道府府府府県県県県というのはというのはというのはというのは、、、、トトトトータータータータルルルルでいろでいろでいろでいろんんんんなななな福祉政策福祉政策福祉政策福祉政策はそういうはそういうはそういうはそういう地地地地域域域域性性性性もももも含含含含めてめてめてめて自自自自由由由由度度度度をををを持持持持ってやっているとってやっているとってやっているとってやっていると見見見見ええええるのでするのでするのでするのです。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで、、、、今今今今のののの奈良県奈良県奈良県奈良県のののの現現現現状状状状とそしてとそしてとそしてとそして奈良県奈良県奈良県奈良県のののの決決決決意意意意をををを言言言言ってくだってくだってくだってくだささささいいいい。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、このこのこのこの間障害間障害間障害間障害者者者者のののの就就就就労労労労のののの問題問題問題問題、、、、積積積積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんででででききききてもらっているとてもらっているとてもらっているとてもらっていると思思思思っっっっていますていますていますています。。。。そうなのですけれどもそうなのですけれどもそうなのですけれどもそうなのですけれども、、、、アアアアンンンンテナショップテナショップテナショップテナショップをつくるということではいいのですをつくるということではいいのですをつくるということではいいのですをつくるということではいいのです。。。。けれどもけれどもけれどもけれども、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、福祉福祉福祉福祉のののの分分分分野野野野でででで指指指指定管理定管理定管理定管理でででで業務委業務委業務委業務委託託託託しているしているしているしている建建建建物物物物、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県総合総合総合総合リハビリリハビリリハビリリハビリテテテテーーーーショショショションセンターンセンターンセンターンセンターもそうですもそうですもそうですもそうです、、、、社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉協協協協議会議会議会議会もそうですもそうですもそうですもそうです。。。。幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの施設施設施設施設のところでのところでのところでのところで指指指指定管理定管理定管理定管理なりなりなりなり業務委業務委業務委業務委託託託託していったとしていったとしていったとしていったとききききにににに、、、、今今今今まではまではまではまでは障害障害障害障害者者者者がががが働働働働いていたけれどもいていたけれどもいていたけれどもいていたけれども今今今今はもうはもうはもうはもう働働働働いていないいていないいていないいていない。。。。代代代代表表表表質問質問質問質問のののの続続続続ききききなのですなのですなのですなのです。。。。そういうのをそういうのをそういうのをそういうのを委委委委託託託託のののの調整調整調整調整というのですかというのですかというのですかというのですか、、、、そのそのそのその実実実実務務務務をしているのはをしているのはをしているのはをしているのは、、、、実実実実はははは担担担担当課当課当課当課がしているというがしているというがしているというがしているという話話話話ですですですです。。。。そのそのそのその基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方はははは行行行行政経営政経営政経営政経営課課課課とかとかとかとか財政財政財政財政課課課課がががが基本基本基本基本方方方方針針針針をををを出出出出してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを忠忠忠忠実実実実にににに守守守守るというるというるというるという形形形形でででで何何何何％％％％カットカットカットカットでででで委委委委託託託託するとするとするとするといういういういう話話話話がががが進進進進むむむむのかもしれないけれどものかもしれないけれどものかもしれないけれどものかもしれないけれども、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに自分等自分等自分等自分等のののの施施施施策策策策、、、、例例例例えばえばえばえば障害障害障害障害者者者者のことをのことをのことをのことを一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命やっているけれどもやっているけれどもやっているけれどもやっているけれども、、、、そのそのそのその現現現現場場場場のののの働働働働いているところからいているところからいているところからいているところから障害障害障害障害者者者者がががが消消消消ええええていくといていくといていくといていくということをしているそのうことをしているそのうことをしているそのうことをしているその重重重重ささささをををを知知知知事事事事にににに語語語語ってほしかったのですってほしかったのですってほしかったのですってほしかったのです。。。。最低最低最低最低賃賃賃賃金金金金制制制制度度度度のことをのことをのことをのことを云云云云 々々々々、、、、聞聞聞聞いているのではなかったのですいているのではなかったのですいているのではなかったのですいているのではなかったのです。。。。そこにそこにそこにそこに来来来来たらたらたらたら話話話話がもうがもうがもうがもうココココンンンンクリクリクリクリーーーートトトトしてしまってしてしまってしてしまってしてしまって、、、、おおおおれのところれのところれのところれのところ最低最低最低最低賃賃賃賃金金金金守守守守っているとっているとっているとっていると、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外にににに何何何何をしろというのかとをしろというのかとをしろというのかとをしろというのかと開開開開きききき直直直直ったとったとったとったと思思思思ったったったったのですのですのですのです。。。。それよりそれよりそれよりそれより、、、、今今今今のののの奈良県奈良県奈良県奈良県のののの現現現現状状状状、、、、皆皆皆皆ささささんんんん方方方方はははは現現現現場場場場のののの障害障害障害障害者者者者のことをのことをのことをのことを一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命にににに頑頑頑頑張張張張っているのにっているのにっているのにっているのに業務委業務委業務委業務委託託託託ではもうではもうではもうではもう切切切切っていっているっていっているっていっているっていっている仕仕仕仕事事事事のののの現現現現場場場場にいるにいるにいるにいる。。。。というのをどうというのをどうというのをどうというのをどう今今今今のののの時代時代時代時代にににに調整調整調整調整したらいいのかということでしたらいいのかということでしたらいいのかということでしたらいいのかということで、、、、ままままずずずず実実実実態態態態調調調調査査査査してくだしてくだしてくだしてくだささささいといといといと言言言言ったつもりでったつもりでったつもりでったつもりで、、、、知知知知事事事事もももも最終最終最終最終的的的的にににに実実実実態態態態調調調調査査査査するとするとするとすると言言言言ったのでったのでったのでったので、、、、担担担担当当当当のののの人人人人はははは詳詳詳詳しいしいしいしい実実実実態態態態調調調調査査査査をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、たたたたぶんぶんぶんぶん奈良県奈良県奈良県奈良県総合総合総合総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターンセンターンセンターンセンターでもでもでもでも障害障害障害障害者者者者はもうはもうはもうはもう働働働働くくくく環境環境環境環境にはなっにはなっにはなっにはなっていないていないていないていない。。。。社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉協協協協議会議会議会議会でもそういうでもそういうでもそういうでもそういう人人人人はいなくなったというはいなくなったというはいなくなったというはいなくなったという話話話話ですですですです。。。。アアアアンンンンテナショッテナショッテナショッテナショッププププでででで障害障害障害障害者者者者がががが働働働働くところをくところをくところをくところをみみみみんんんんながながながなが見見見見ているているているている前前前前ににににぽぽぽぽんんんんとつくってとつくってとつくってとつくって県県県県はやっていますとはやっていますとはやっていますとはやっていますと言言言言ううううかかかか知知知知れないけれどもれないけれどもれないけれどもれないけれども、、、、一一一一番積番積番積番積みみみみ重重重重ねねねねていくところはていくところはていくところはていくところは市市市市場原場原場原場原理理理理ででででみみみみんんんんなななな切切切切っていっているっていっているっていっているっていっている。。。。そこのところのそこのところのそこのところのそこのところの知知知知恵恵恵恵をををを僕僕僕僕らもらもらもらも教教教教ええええてもらっててもらっててもらっててもらって解決解決解決解決していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけいないいけいないいけいないいけいない。。。。それがそれがそれがそれが公公公公共共共共ササササーーーービスビスビスビス基本基本基本基本法法法法であったりであったりであったりであったり、、、、公公公公契約契約契約契約であったりであったりであったりであったり、、、、公正公正公正公正ササササーーーービスビスビスビスのののの遵遵遵遵守守守守とととと言言言言ってってってってみみみみたりとたりとたりとたりと
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なるとなるとなるとなると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そういうそういうそういうそういう論論論論議議議議をしてほしいということでをしてほしいということでをしてほしいということでをしてほしいということで、、、、それはそれはそれはそれは実実実実態態態態調調調調査査査査をしていくをしていくをしていくをしていくとととと言言言言っていただいたらいいのでっていただいたらいいのでっていただいたらいいのでっていただいたらいいので、、、、そういうそういうそういうそういう答答答答弁弁弁弁をしてもらをしてもらをしてもらをしてもらええええたらたらたらたら。。。。これもこれもこれもこれも質問質問質問質問ですですですです。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。 高柳副委員長高柳副委員長高柳副委員長高柳副委員長のごのごのごのご質問質問質問質問におにおにおにお答答答答ええええいたしますいたしますいたしますいたします。。。。○○○○吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長委員委員委員委員からはからはからはからは、、、、センターセンターセンターセンターがががが当当当当事者事者事者事者のののの意意意意見見見見をををを踏踏踏踏ままままええええたありたありたありたあり方方方方ということとということとということとということと、、、、それからそれからそれからそれから管理管理管理管理すすすするるるる機機機機能能能能がががが中中中中心心心心になっているのではないかというになっているのではないかというになっているのではないかというになっているのではないかという趣趣趣趣旨旨旨旨でおでおでおでお話話話話しございましたしございましたしございましたしございました。。。。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ンターセンターセンターセンターのののの機機機機能能能能につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては今今今今後後後後どのようにするかということでどのようにするかということでどのようにするかということでどのようにするかということで、、、、昨昨昨昨年年年年１１１１月月月月にににに旧旧旧旧健康健康健康健康増進課増進課増進課増進課、、、、それからそれからそれからそれから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ンターセンターセンターセンター、、、、奈良奈良奈良奈良市市市市をををを含含含含めますめますめますめます保保保保健所健所健所健所でででで構構構構成成成成いいいいたしますたしますたしますたします行行行行政政政政内内内内部部部部のありのありのありのあり方方方方検討検討検討検討会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてましててましててましててまして、、、、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ンターセンターセンターセンターがががが担担担担ううううべきべきべきべき役役役役割割割割であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、専専専専門門門門相談相談相談相談などについてなどについてなどについてなどについて検討検討検討検討をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、またまたまたまた精精精精神神神神障害障害障害障害者家者家者家者家族族族族会会会会連合連合連合連合会会会会、、、、それからそれからそれからそれから断断断断酒酒酒酒会会会会、、、、ダルクダルクダルクダルク等等等等のののの関係団関係団関係団関係団体体体体のののの皆皆皆皆ささささんんんんからもからもからもからも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ンターセンターセンターセンターについてについてについてについて期期期期待待待待するするするする機機機機能能能能であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、方方方方向向向向性性性性についておについておについておについてお考考考考ええええをををを聴聴聴聴取取取取したところでございますしたところでございますしたところでございますしたところでございます。。。。そのそのそのその中中中中でででで出出出出ててててききききたたたた声声声声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、、、、機機機機能能能能のののの充充充充実実実実がががが求求求求められるということのめられるということのめられるということのめられるということの中中中中でででで、、、、専専専専門門門門的的的的かつかつかつかつ複複複複雑雑雑雑困難困難困難困難ななななケケケケーーーーススススにににに係係係係るるるる精精精精神神神神保保保保健福祉健福祉健福祉健福祉相談相談相談相談、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの自自自自殺殺殺殺であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、引引引引ききききこもりこもりこもりこもり、、、、アルアルアルアルココココーーーールルルル等等等等のののの専専専専門門門門的的的的なななな相談相談相談相談、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは精精精精神神神神保保保保健福祉関係者等健福祉関係者等健福祉関係者等健福祉関係者等にににに対対対対するするするする教教教教育研修育研修育研修育研修、、、、それかそれかそれかそれからららら精精精精神神神神保保保保健福祉関係団健福祉関係団健福祉関係団健福祉関係団体体体体のののの組織組織組織組織育育育育成成成成にににに係係係係るるるる助助助助言言言言やややや指導指導指導指導をををを求求求求められているということがめられているということがめられているということがめられているということがわわわわかかかかりましたりましたりましたりました。。。。昨昨昨昨年度年度年度年度はははは、、、、そういうことからそういうことからそういうことからそういうことから、、、、入入入入院者院者院者院者のののの基基基基礎礎礎礎情情情情報報報報のののの把握把握把握把握であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、精精精精神科病神科病神科病神科病院院院院からからからから退退退退院院院院後後後後のののの社社社社会会会会復帰復帰復帰復帰にににに対対対対するするするする課課課課題題題題であるとかであるとかであるとかであるとかニニニニーーーーズズズズのののの把握把握把握把握、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける精精精精神神神神障害障害障害障害者者者者施施施施策策策策のののの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備等等等等につにつにつにつききききましてましてましてましてセンターセンターセンターセンターがががが中中中中心心心心になってになってになってになって調調調調査査査査をををを行行行行ったところですったところですったところですったところです。。。。精精精精神科病院神科病院神科病院神科病院入入入入院者院者院者院者のののの地地地地域域域域移移移移行行行行のののの推進推進推進推進につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、急急急急務務務務のののの課課課課題題題題とととと考考考考ええええておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、センターセンターセンターセンターにににに地地地地域域域域移移移移行行行行支援支援支援支援推進協推進協推進協推進協議会議会議会議会をををを設設設設置置置置いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。ココココーーーーデデデディネィネィネィネーターーターーターーター役役役役であるであるであるである保保保保健健健健所所所所であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、地地地地域域域域移移移移行推進行推進行推進行推進員員員員とのとのとのとの連連連連携携携携をををを図図図図っているところでございますっているところでございますっているところでございますっているところでございます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、団団団団体育体育体育体育成成成成指導指導指導指導のののの一環一環一環一環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、、、、事業事業事業事業のののの企画企画企画企画段階段階段階段階からからからから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ンセンセンセンターターターター職員職員職員職員をををを参画参画参画参画させさせさせさせ、、、、それからそれからそれからそれから関係医療関係医療関係医療関係医療機機機機関関関関にもにもにもにも協協協協力力力力をををを呼呼呼呼びびびびかけるなどいたしましてかけるなどいたしましてかけるなどいたしましてかけるなどいたしまして県県県県とととと断断断断酒酒酒酒会会会会のののの共共共共同実施同実施同実施同実施ででででアルアルアルアルココココーーーールルルル改改改改善問題善問題善問題善問題県県県県民民民民セセセセミナミナミナミナーーーーをををを今年度今年度今年度今年度もももも開開開開催催催催することをすることをすることをすることを考考考考ええええておておておておりますりますりますります。。。。先先先先ほどのほどのほどのほどの質問質問質問質問のとのとのとのとききききにににに回回回回答答答答いたしましたいたしましたいたしましたいたしました自自自自死死死死遺遺遺遺族族族族心心心心ののののホットホットホットホットラララライイイインンンンというというというという相談相談相談相談窓窓窓窓口口口口もももも展展展展開開開開しておりますしておりますしておりますしております。。。。今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ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、、、、自自自自殺殺殺殺防防防防止止止止にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる人人人人材育材育材育材育成成成成であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、精精精精神神神神障害障害障害障害者者者者のののの当当当当事者事者事者事者やややや家家家家族族族族のののの交交交交流流流流のののの場場場場のののの提供提供提供提供等等等等をそのをそのをそのをその場場場場でででで実施実施実施実施していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、事業事業事業事業のののの企画企画企画企画立案立案立案立案であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、人人人人材育材育材育材育成成成成あるいはあるいはあるいはあるいは研修研修研修研修をををを担担担担当当当当するするするする係係係係ををををセンターセンターセンターセンター
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のののの中中中中でででで設設設設置置置置するするするする等等等等のののの体体体体制制制制のののの見直見直見直見直しもしもしもしも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思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。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。。。。 重重重重症症症症心心心心身身身身障害障害障害障害児児児児・・・・者者者者へへへへのののの支援支援支援支援のののの問題問題問題問題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、、、、今今今今のののの現現現現○○○○古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長状状状状認認認認識識識識とととと課課課課題題題題ということでということでということでということで、、、、御御御御質問質問質問質問いただいたといただいたといただいたといただいたと思思思思いますいますいますいます。。。。重重重重症症症症心心心心身身身身障害障害障害障害児児児児のののの支援支援支援支援につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、２４２４２４２４時時時時間体間体間体間体制制制制のののの専専専専門門門門的的的的なななな医療医療医療医療ケケケケアアアアがががが必必必必要要要要であろうということとであろうということとであろうということとであろうということと、、、、それとそれとそれとそれと在在在在宅宅宅宅でででで介護介護介護介護するするするする家家家家族族族族へへへへのよりのよりのよりのより手厚手厚手厚手厚いいいい支援支援支援支援がががが必必必必要要要要だとだとだとだと考考考考ええええているところでございますているところでございますているところでございますているところでございます。。。。昨昨昨昨年度年度年度年度、、、、障障障障害害害害者者者者にににに関関関関するするするする実実実実態態態態調調調調査査査査をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、重重重重症症症症心心心心身身身身障害障害障害障害児児児児をををを持持持持つつつつ家家家家族族族族のののの方方方方からもごからもごからもごからもご意意意意見見見見をいただいておりますしをいただいておりますしをいただいておりますしをいただいておりますし、、、、そのそのそのその中中中中でででで課課課課題題題題としてとしてとしてとして認認認認識識識識しておりますのはしておりますのはしておりますのはしておりますのは、、、、重重重重症症症症心心心心身身身身障害障害障害障害児児児児施設施設施設施設でのでのでのでの新新新新たなたなたなたな受受受受けけけけ入入入入れがれがれがれが困難困難困難困難なことなことなことなこと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、地地地地域域域域のかかりつけのかかりつけのかかりつけのかかりつけ医医医医とかとかとかとか入入入入院院院院をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる病院病院病院病院のののの確保確保確保確保がががが困難困難困難困難であることであることであることであること。。。。それからそれからそれからそれから家家家家族族族族ののののレスパイトレスパイトレスパイトレスパイトのためののためののためののためのショショショショーーーートステイトステイトステイトステイなどがなどがなどがなどが不足不足不足不足しているというしているというしているというしているという課課課課題題題題があるとがあるとがあるとがあると考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、本本本本年年年年３３３３月月月月にまとめましたにまとめましたにまとめましたにまとめました障害障害障害障害者計者計者計者計画画画画ではではではでは、、、、そういうそういうそういうそういう課課課課題題題題をををを克服克服克服克服すすすすべべべべくくくく取取取取りりりり組組組組みみみみのののの方方方方向向向向としてとしてとしてとして重重重重症症症症心心心心身身身身障害障害障害障害児通園事業児通園事業児通園事業児通園事業のののの充充充充実実実実強強強強化化化化であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、ショショショショーーーートステイトステイトステイトステイ床床床床のののの確保確保確保確保、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは在在在在宅宅宅宅ササササーーーービスビスビスビスのののの充充充充実実実実、、、、医療医療医療医療ケケケケアアアア体体体体制制制制のののの整備整備整備整備、、、、それからそれからそれからそれからレスパイトレスパイトレスパイトレスパイトケケケケアアアアにににに向向向向けたけたけたけた普普普普及及及及啓啓啓啓発発発発のののの促進促進促進促進などをなどをなどをなどを目目目目標標標標にににに掲掲掲掲げげげげてててて取取取取りりりり組組組組むむむむこととしておりますこととしておりますこととしておりますこととしております。。。。具具具具体的体的体的体的にににに、、、、今年度取今年度取今年度取今年度取りりりり組組組組むむむむことといたしましてはことといたしましてはことといたしましてはことといたしましては、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度のののの実実実実態態態態調調調調査査査査ではではではでは十十十十分分分分把握把握把握把握がでがでがでができきききなかったなかったなかったなかった重重重重症症症症心心心心身身身身障害障害障害障害児児児児、、、、在在在在宅宅宅宅のののの方方方方のののの状況状況状況状況ととととニニニニーーーーズズズズをををを把握把握把握把握するためにするためにするためにするために改改改改めてめてめてめて詳細詳細詳細詳細なななな実実実実態態態態調調調調査査査査をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、東東東東大大大大寺寺寺寺福祉事業団福祉事業団福祉事業団福祉事業団にににに今今今今調調調調査手法査手法査手法査手法であるとかであるとかであるとかであるとか調調調調査査査査のののの内容内容内容内容とかをとかをとかをとかを検討検討検討検討をしていただいているところですをしていただいているところですをしていただいているところですをしていただいているところです。。。。それをそれをそれをそれを踏踏踏踏ままままええええてててて、、、、ネットネットネットネットワワワワーーーークククク会議会議会議会議をををを開開開開いていていていて今今今今後後後後のののの医療医療医療医療ケケケケアアアア体体体体制制制制のののの整備整備整備整備とかとかとかとか、、、、それからそれからそれからそれからショショショショーーーートステイトステイトステイトステイ床床床床のののの安安安安定定定定確保確保確保確保などのなどのなどのなどの福祉福祉福祉福祉ササササーーーービスビスビスビスのののの充充充充実実実実というようなことをというようなことをというようなことをというようなことを目指目指目指目指してしてしてして取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいききききたいとたいとたいとたいと考考考考ええええているところでごているところでごているところでごているところでございますざいますざいますざいます。。。。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。。。。高高高高齢齢齢齢者者者者のののの権権権権利利利利擁擁擁擁護護護護ということでということでということでということで、、、、例例例例えばえばえばえば虐虐虐虐待待待待へへへへのののの対応対応対応対応でありますとでありますとでありますとでありますと○○○○増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長かかかか、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのののの成年成年成年成年後後後後見見見見制制制制度度度度のののの活活活活用用用用というようなところでというようなところでというようなところでというようなところで、、、、実実実実はははは地地地地域域域域のののの総合相談総合相談総合相談総合相談窓窓窓窓口口口口とととといたしましていたしましていたしましていたしまして地地地地域域域域包包包包括括括括支援支援支援支援センターセンターセンターセンターというのがというのがというのがというのが平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度にににに県県県県下下下下にににに５９５９５９５９ヶヶヶヶ所所所所設設設設置置置置さささされてれてれてれておりますおりますおりますおります。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、大大大大ききききくくくく機機機機能能能能３３３３つございますけれどもつございますけれどもつございますけれどもつございますけれども、、、、総合相談機総合相談機総合相談機総合相談機能能能能というところでというところでというところでというところではははは今今今今申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました権権権権利利利利擁擁擁擁護護護護、、、、あとあとあとあと、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる介護予介護予介護予介護予防防防防ののののケケケケアプアプアプアプラララランンンンのののの作作作作成成成成、、、、それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つつつつ通常通常通常通常のののの介護介護介護介護ののののササササーーーービスビスビスビスのののの包包包包括的括的括的括的継継継継続続続続的的的的マネジメマネジメマネジメマネジメンンンントトトトというというというという３３３３機機機機能能能能あるあるあるあるわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、そそそそのうのうのうのうちちちちのののの総合相談機総合相談機総合相談機総合相談機能能能能のところののところののところののところの権権権権利利利利擁擁擁擁護事業護事業護事業護事業、、、、このあたりのこのあたりのこのあたりのこのあたりの強強強強化化化化といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、センタセンタセンタセンターーーーのののの機機機機能能能能そのものをそのものをそのものをそのものを十十十十分分分分ではないというところでではないというところでではないというところでではないというところで、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、センターセンターセンターセンターのののの機機機機能強能強能強能強化化化化にににに向向向向けまけまけまけま
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してしてしてして県県県県がががが中中中中心心心心となりましてとなりましてとなりましてとなりまして機機機機能強能強能強能強化化化化のためののためののためののための推進推進推進推進会議会議会議会議をををを設設設設置置置置いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、特特特特養養養養のののの待待待待機機機機者者者者のののの対対対対策策策策であったりであったりであったりであったり、、、、そのそのそのその後後後後それそれそれそれ以以以以外外外外のののの例例例例えばえばえばえば困難困難困難困難事例事例事例事例ののののケケケケーーーーススススススススタタタタデデデディィィィといったといったといったといったそれそれそれそれ以以以以外外外外のののの困難困難困難困難なななな相談相談相談相談といったといったといったといった事例事例事例事例とかとかとかとか、、、、そういったところのものについてそういったところのものについてそういったところのものについてそういったところのものについてセンターセンターセンターセンターのごのごのごのご意意意意見見見見もおもおもおもお伺伺伺伺いしながらいしながらいしながらいしながら、、、、市町市町市町市町村村村村ともともともとも相談相談相談相談をしながらをしながらをしながらをしながら機機機機能強能強能強能強化化化化をををを図図図図っていくというっていくというっていくというっていく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つつございますめつつございますめつつございますめつつございます。。。。そのようなことでそのようなことでそのようなことでそのようなことでセンターセンターセンターセンターのののの機機機機能強能強能強能強化化化化のののの中中中中でででで、、、、そういったそういったそういったそういった権権権権利利利利擁擁擁擁護事業護事業護事業護事業についてもについてもについてもについてもレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップをををを図図図図っていっていっていっていききききたいとたいとたいとたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。障害障害障害障害者者者者就就就就労労労労でででで指指指指定管理定管理定管理定管理とととと業務委業務委業務委業務委託託託託におけるにおけるにおけるにおける障害障害障害障害者者者者就就就就労労労労のののの状況状況状況状況でござでござでござでござ○○○○杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長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、、、、指指指指定管理定管理定管理定管理とかとかとかとか業務委業務委業務委業務委託託託託につにつにつにつききききましてましてましてまして、、、、知知知知事事事事がおがおがおがお答答答答ええええしましたようにしましたようにしましたようにしましたように実実実実態態態態調調調調査査査査をしますのでをしますのでをしますのでをしますので、、、、雇雇雇雇用者用者用者用者のののの立立立立場場場場としてとしてとしてとして障害障害障害障害者者者者就就就就労労労労のののの状況状況状況状況についてもについてもについてもについても把握把握把握把握したいとしたいとしたいとしたいと思思思思ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。ただただただただ、、、、申申申申しししし上上上上げげげげたいのはたいのはたいのはたいのは、、、、基本的基本的基本的基本的にににに指指指指定管理定管理定管理定管理とかとかとかとか業務委業務委業務委業務委託託託託というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今、、、、価価価価格格格格競争競争競争競争がががが原原原原則則則則になっておりますのでになっておりますのでになっておりますのでになっておりますので、、、、本本本本来来来来ですとですとですとですと障害障害障害障害者者者者のののの就就就就労労労労のののの雇雇雇雇用用用用のののの観観観観点点点点からするとそからするとそからするとそからするとそういったういったういったういった業務業務業務業務をををを活活活活用用用用したいのですがしたいのですがしたいのですがしたいのですが、、、、価価価価格格格格競争競争競争競争がががが原原原原則則則則だというのでだというのでだというのでだというので正直正直正直正直言言言言ってってってって限限限限界界界界があるがあるがあるがあるのがのがのがのが実情実情実情実情ですですですです。。。。ただただただただ、、、、そのそのそのその中中中中でもでもでもでも奈良県奈良県奈良県奈良県、、、、手元手元手元手元にににに資料資料資料資料がないのでがないのでがないのでがないので正正正正確確確確でないでないでないでないんんんんですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、業務委業務委業務委業務委託託託託のところでのところでのところでのところで障害障害障害障害者者者者雇雇雇雇用用用用をををを行行行行うことということでうことということでうことということでうことということで、、、、人人人人数数数数とかはとかはとかはとかは限限限限定定定定していないしていないしていないしていないのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども障害障害障害障害者者者者雇雇雇雇用用用用をををを義務義務義務義務づづづづけていましてそこでけていましてそこでけていましてそこでけていましてそこで何何何何人人人人かかかか入入入入っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、副委副委副委副委員長員長員長員長がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃるようにるようにるようにるように価価価価格格格格競争競争競争競争がががが厳厳厳厳しくなるしくなるしくなるしくなる中中中中でそのでそのでそのでその人人人人数数数数がががが減減減減っているっているっているっている可能性可能性可能性可能性もありまもありまもありまもありますのですのですのですので、、、、そこはそこはそこはそこは実実実実態態態態把握把握把握把握したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、一方一方一方一方でででで地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法がががが見直見直見直見直さささされましてれましてれましてれまして、、、、障害障害障害障害者支援者支援者支援者支援施設施設施設施設などのなどのなどのなどの社社社社会福祉法人会福祉法人会福祉法人会福祉法人にににに対対対対すすすするるるる発発発発注注注注はははは随随随随意契約意契約意契約意契約ででででききききるといったるといったるといったるといった規定規定規定規定もももも導入導入導入導入さささされていますのでれていますのでれていますのでれていますので、、、、そういったそういったそういったそういった規定規定規定規定のののの活活活活用用用用もももも検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。我我我我 々々々々ももももアアアアンンンンテナショップテナショップテナショップテナショップだけでだけでだけでだけで障害障害障害障害者者者者雇雇雇雇用用用用がががが終終終終わわわわるとるとるとると思思思思っていまっていまっていまっていませせせせんんんんのでのでのでので、、、、県県県県がががが発発発発注注注注するするするする分分分分野野野野、、、、それからそれからそれからそれから当当当当然県然県然県然県内内内内のののの公公公公共共共共機機機機関関関関、、、、企企企企業業業業、、、、そういったそういったそういったそういったトトトトータータータータルルルルでででで障害障害障害障害者者者者就就就就労労労労のののの場場場場ををををふふふふやすということでやすということでやすということでやすということで総合的総合的総合的総合的、、、、積積積積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいききききたいとたいとたいとたいと思思思思っておっておっておっておりますりますりますります。。。。 重重重重症症症症のののの心心心心身身身身障害障害障害障害者者者者のののの件件件件、、、、新新新新たにもうたにもうたにもうたにもう一一一一遍遍遍遍在在在在宅宅宅宅のののの人人人人ののののニニニニーーーーズズズズをををを調調調調査査査査するとするとするとすると○○○○高柳副委員長高柳副委員長高柳副委員長高柳副委員長いうのをいうのをいうのをいうのを相当相当相当相当聞聞聞聞いていていていていていていていて、、、、送送送送りりりり迎迎迎迎ええええもももも相当相当相当相当厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況だというのもだというのもだというのもだというのも聞聞聞聞いていますのでいていますのでいていますのでいていますので、、、、ぜぜぜぜひひひひともこのともこのともこのともこの辺辺辺辺のところをのところをのところをのところを期期期期待待待待しておしておしておしておききききますますますます。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、成年成年成年成年後後後後見見見見制制制制度度度度のののの問題問題問題問題ですですですです。。。。レベルアップレベルアップレベルアップレベルアップをををを目指目指目指目指したいとはしたいとはしたいとはしたいとは言言言言わわわわれているのれているのれているのれているのですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、来来来来年度年度年度年度、、、、もっもっもっもっぱぱぱぱらららら市町市町市町市町村村村村のののの事業事業事業事業とととと言言言言わわわわれていますけれどもれていますけれどもれていますけれどもれていますけれども、、、、マネジメマネジメマネジメマネジメンンンントトトトしないとしないとしないとしないと動動動動けないということでけないということでけないということでけないということで、、、、予算予算予算予算をとるをとるをとるをとる知知知知恵恵恵恵をををを一一一一緒緒緒緒につくっていこうということでいにつくっていこうということでいにつくっていこうということでいにつくっていこうということでいろいろなことをろいろなことをろいろなことをろいろなことを相談相談相談相談していしていしていしていききききましましましましょょょょうううう。。。。
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そのそのそのその次次次次にうつなりにうつなりにうつなりにうつなり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ンターセンターセンターセンターのののの問題問題問題問題ですですですです。。。。歴史歴史歴史歴史のあるのあるのあるのあるセンターセンターセンターセンター機機機機能能能能だとだとだとだと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。医療部医療部医療部医療部門門門門がががが離離離離れているしれているしれているしれているし、、、、このこのこのこのセンターセンターセンターセンターががががずずずずっとっとっとっと培培培培ってってってってききききたたたた歴史歴史歴史歴史というのがあるというのがあるというのがあるというのがあるしししし、、、、一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命やっているとやっているとやっているとやっていると思思思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、、、、まだまだこれはまだまだこれはまだまだこれはまだまだこれは見見見見ていかないといけないていかないといけないていかないといけないていかないといけないとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。もうもうもうもう一度一度一度一度だけだけだけだけ質問質問質問質問ですですですです。。。。今今今今、、、、改改改改修修修修計計計計画画画画があるがあるがあるがある。。。。それはそれはそれはそれは、、、、もっもっもっもっぱぱぱぱらららら職員職員職員職員だけがだけがだけがだけが使使使使うううう施設施設施設施設ななななのかのかのかのか、、、、当当当当事者事者事者事者がががが集集集集まっていろまっていろまっていろまっていろんんんんなななな意意意意見交見交見交見交換換換換とかとかとかとか、、、、交通交通交通交通のののの便便便便はははは悪悪悪悪いけれどもいけれどもいけれどもいけれども空間空間空間空間としてとしてとしてとして夜夜夜夜もももも使使使使ええええるのだったらすごくいいるのだったらすごくいいるのだったらすごくいいるのだったらすごくいい施設施設施設施設になるとになるとになるとになると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そういうそういうそういうそういう機機機機能能能能ををををセンターセンターセンターセンターとととと言言言言ったったったったららららみみみみんんんんなななな思思思思いますでしいますでしいますでしいますでしょょょょうううう。。。。だれでもだれでもだれでもだれでも使使使使ええええるとるとるとると思思思思いますでしいますでしいますでしいますでしょょょょうううう、、、、当当当当事者事者事者事者はははは。。。。だけどもだけどもだけどもだけども、、、、一一一一切切切切だめというだめというだめというだめという感感感感じのじのじのじのセンターセンターセンターセンターだったらだめだとだったらだめだとだったらだめだとだったらだめだと。。。。それをそれをそれをそれを当当当当事者事者事者事者のののの団団団団体体体体にににに聞聞聞聞いたかといっいたかといっいたかといっいたかといったらたらたらたら、、、、あなたあなたあなたあなた方方方方はははは、、、、自分等自分等自分等自分等のののの聞聞聞聞ききききたいことだけたいことだけたいことだけたいことだけ聞聞聞聞いていていていて多多多多分分分分終終終終わわわわりだったとりだったとりだったとりだったと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。ヒヒヒヒアリアリアリアリンンンンググググののののレベルレベルレベルレベルだとだとだとだと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そうではなしにそうではなしにそうではなしにそうではなしに、、、、質問質問質問質問はははは、、、、使使使使ええええるようにしてあるようにしてあるようにしてあるようにしてあげげげげてとてとてとてと、、、、改改改改修修修修のとのとのとのとききききにというにというにというにという質問質問質問質問ですですですです。。。。最後最後最後最後ですですですです。。。。このこのこのこの問題問題問題問題もももも本当本当本当本当ににににトトトトータータータータルルルルなななな全体的全体的全体的全体的なななな課課課課題題題題だとだとだとだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜぜぜぜひひひひともともともとも、、、、何何何何とかとかとかとか福祉福祉福祉福祉のののの部部部部門門門門のところでのところでのところでのところで言言言言っているようにっているようにっているようにっているように、、、、随随随随契契契契もでもでもでもでききききるとかるとかるとかるとか、、、、障害障害障害障害者者者者をををを入入入入れるのをれるのをれるのをれるのを原原原原則則則則にににに義務義務義務義務づづづづけているとけているとけているとけていると言言言言うけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、単単単単価価価価がががが落落落落ちちちち、、、、労労労労働働働働ががががききききつくなったとつくなったとつくなったとつくなったとききききにににに共共共共同同同同でででで障害障害障害障害をををを持持持持っているっているっているっている人人人人とととと一一一一緒緒緒緒にににに働働働働いていたらいていたらいていたらいていたら現現現現実実実実によけてやめていくによけてやめていくによけてやめていくによけてやめていくんんんんですですですです、、、、自分自分自分自分でででで。。。。集集集集まらなまらなまらなまらないのですいのですいのですいのです。。。。そういうことまでそういうことまでそういうことまでそういうことまできちきちきちきちっとっとっとっと対応対応対応対応するかとかするかとかするかとかするかとか、、、、対応対応対応対応ででででききききるようなるようなるようなるような内容内容内容内容にしなけれにしなけれにしなけれにしなければばばばいけないということをいけないということをいけないということをいけないということを言言言言っていったらっていったらっていったらっていったら、、、、丁寧丁寧丁寧丁寧なななな就就就就労労労労のののの場場場場のののの確保確保確保確保をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばばいけいけいけいけないとないとないとないと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、もっともっともっともっと大大大大ききききなことからなことからなことからなことから言言言言っていったらっていったらっていったらっていったら、、、、公公公公共共共共部部部部門門門門ががががワワワワーーーーキキキキンンンングプアグプアグプアグプアをををを生生生生みみみみ出出出出してるのだというしてるのだというしてるのだというしてるのだという課課課課題題題題もももも含含含含めてめてめてめて、、、、知知知知事部局事部局事部局事部局とはそういうところでとはそういうところでとはそういうところでとはそういうところで詰詰詰詰めていかなけれめていかなけれめていかなけれめていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思ってるのですけれどもってるのですけれどもってるのですけれどもってるのですけれども、、、、ここはここでここはここでここはここでここはここで、、、、ここのここのここのここの課課課課題題題題とととと連連連連動動動動してまたしてまたしてまたしてまた整整整整理理理理ををををさせさせさせさせてくだてくだてくだてくだささささいいいい。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。もうもうもうもう一一一一つありますつありますつありますつあります。。。。すいますいますいますいませせせせんんんん。。。。一一一一番番番番肝肝肝肝心心心心なごなごなごなご質問質問質問質問のののの中中中中心心心心でございましたけどもでございましたけどもでございましたけどもでございましたけども外外外外れてれてれてれて○○○○吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長いましたいましたいましたいました。。。。先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃっていましたっていましたっていましたっていました、、、、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ンターセンターセンターセンターのののの中中中中でででで当当当当事者事者事者事者をををを中中中中心心心心にということにということにということにということでございましたでございましたでございましたでございました。。。。そういうことからそういうことからそういうことからそういうことから、、、、今今今今後後後後のののの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ンターセンターセンターセンターのののの改改改改修修修修につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、当当当当事者事者事者事者のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方のののの意意意意見見見見をよくをよくをよくをよく聞聞聞聞かかかかせせせせていただくことをていただくことをていただくことをていただくことを申申申申しししし上上上上げげげげてててて終終終終わわわわららららせせせせていただていただていただていただききききまままますすすす。。。。 ありがとうありがとうありがとうありがとう。。。。○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員長委員長委員長委員長ほかになけれほかになけれほかになけれほかになければばばば質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わわわわりますがりますがりますがりますが、、、、ございまございまございまございませせせせんんんんかかかか。。。。



---- 55550000 ----

（（（（ はいはいはいはい」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、これでこれでこれでこれで質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。次次次次にににに、、、、委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告についてでありますがについてでありますがについてでありますがについてでありますが、、、、正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長にににに一一一一任任任任願願願願ええええますかますかますかますか。。。。（（（（ はいはいはいはい」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、そのようにそのようにそのようにそのようにさせさせさせさせていただていただていただていただききききますますますます。。。。閉閉閉閉会会会会にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、一一一一言言言言ごあいごあいごあいごあいささささつつつつ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。特別特別特別特別なななな事事事事情情情情がががが生生生生じないじないじないじない限限限限りりりり、、、、ただいまのただいまのただいまのただいまの構構構構成成成成によるによるによるによる当当当当委員会委員会委員会委員会はははは本本本本日日日日のののの委員会委員会委員会委員会をもってをもってをもってをもって最最最最終終終終になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの１１１１年年年年間間間間、、、、委員委員委員委員各各各各位位位位にはにはにはには、、、、当当当当委員会所管事項委員会所管事項委員会所管事項委員会所管事項でありますでありますでありますであります本本本本県県県県のののの保保保保健医療健医療健医療健医療、、、、次次次次世世世世代代代代育育育育成支援成支援成支援成支援対対対対策策策策などのなどのなどのなどの社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉及及及及びびびび生生生生活活活活環境環境環境環境行行行行政政政政などのなどのなどのなどの充充充充実実実実のためののためののためののための重重重重要要要要かつかつかつかつ緊急緊急緊急緊急をををを要要要要するするするするささささまざまなまざまなまざまなまざまな課課課課題題題題につにつにつにつききききましてましてましてまして、、、、終終終終始始始始熱熱熱熱心心心心にごにごにごにご審議審議審議審議をいただをいただをいただをいただききききましたましたましたました。。。。またまたまたまた、、、、理事者理事者理事者理事者におかれましてもにおかれましてもにおかれましてもにおかれましても、、、、種種種種 々々々々のののの問題問題問題問題についてについてについてについて積積積積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組みみみみをしていただをしていただをしていただをしていただききききましたましたましたました。。。。おかおかおかおかげさげさげさげさまをもまをもまをもまをもちちちちましてましてましてまして、、、、無無無無事事事事任任任任務務務務をををを果果果果たすことがでたすことがでたすことがでたすことができきききましたことをましたことをましたことをましたことを、、、、委員委員委員委員各各各各位位位位及及及及びびびび理事者理事者理事者理事者のののの皆皆皆皆様様様様方方方方にににに厚厚厚厚くくくく感感感感謝謝謝謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、簡簡簡簡単単単単ではございますがではございますがではございますがではございますが、、、、正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長のののの御礼御礼御礼御礼ののののあいあいあいあいささささつとつとつとつとさせさせさせさせていただていただていただていただききききますますますます。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。これをもってこれをもってこれをもってこれをもって、、、、本本本本日日日日のののの委員会委員会委員会委員会をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。


