
---- 1111 ----

予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録＜＜＜＜健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部・・・・こどもこどもこどもこども家庭局家庭局家庭局家庭局・・・・医療政策部医療政策部医療政策部医療政策部＞＞＞＞平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（火火火火）））） １３１３１３１３：：：：４３４３４３４３～～～～１６１６１６１６：：：：５５５５５５５５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 １０１０１０１０名名名名出席委員出席委員出席委員出席委員 井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員中野 明美 委員中野 明美 委員中野 明美 委員中野 明美 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 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 委員山下 力 委員山下 力 委員山下 力 委員山下 力 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 窪田 副知事窪田 副知事窪田 副知事窪田 副知事出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 稲山 総務部長稲山 総務部長稲山 総務部長稲山 総務部長杉田 健康福祉部長杉田 健康福祉部長杉田 健康福祉部長杉田 健康福祉部長速見速見速見速見 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 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 ９９９９月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案についてについてについてについて議 事議 事議 事議 事＜＜＜＜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会議会議会議会議をををを再開再開再開再開しますしますしますします。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長それではそれではそれではそれでは、、、、日程日程日程日程にににに従従従従いいいい、、、、健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部、、、、こどもこどもこどもこども家庭局家庭局家庭局家庭局、、、、医療政策部医療政策部医療政策部医療政策部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。。。。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のののの順順順順にににに説明願説明願説明願説明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、、、、健康福祉部関連健康福祉部関連健康福祉部関連健康福祉部関連のののの関係関係関係関係についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。○○○○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まずまずまずまず、、、、資料資料資料資料「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案そのそのそのその他他他他」」」」のののの目次目次目次目次でででで健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部のののの
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関連関連関連関連のののの項目項目項目項目をごをごをごをご説明説明説明説明しますしますしますします。。。。まずまずまずまず、、、、議第議第議第議第５１５１５１５１号号号号、、、、一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算のうちのうちのうちのうち健康福祉部関連予算健康福祉部関連予算健康福祉部関連予算健康福祉部関連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。。。。またまたまたまた、、、、議第議第議第議第５４５４５４５４号号号号、、、、奈良県国民健康保険広域化等支援基金条例奈良県国民健康保険広域化等支援基金条例奈良県国民健康保険広域化等支援基金条例奈良県国民健康保険広域化等支援基金条例のののの一部改正条例一部改正条例一部改正条例一部改正条例でございますでございますでございますでございます。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、議第議第議第議第５５５５５５５５号号号号、、、、奈良県後期高齢者医療財政安定化基金条例奈良県後期高齢者医療財政安定化基金条例奈良県後期高齢者医療財政安定化基金条例奈良県後期高齢者医療財政安定化基金条例のののの一部改正条例一部改正条例一部改正条例一部改正条例、、、、以上以上以上以上のののの３３３３点点点点でございますでございますでございますでございます。。。。資料資料資料資料にににに沿沿沿沿ってごってごってごってご説明説明説明説明いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが、、、、まずまずまずまず 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月県議会提出条例月県議会提出条例月県議会提出条例月県議会提出条例」」」」にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、ごごごご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。まずまずまずまず１１１１点目点目点目点目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ページページページページ、、、、奈良県国民健康保険広域化等支援基金条例奈良県国民健康保険広域化等支援基金条例奈良県国民健康保険広域化等支援基金条例奈良県国民健康保険広域化等支援基金条例のののの一一一一部改正部改正部改正部改正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、、、、これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては、、、、国民健康保険法国民健康保険法国民健康保険法国民健康保険法がががが改正改正改正改正されましてされましてされましてされまして新新新新たにたにたにたに県県県県でででで広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針をををを策定策定策定策定することになりましたすることになりましたすることになりましたすることになりました。。。。これのこれのこれのこれの方針方針方針方針のののの作成及作成及作成及作成及びびびび施策施策施策施策のののの実施実施実施実施にににに必必必必要要要要なななな費用費用費用費用にこのにこのにこのにこの基金基金基金基金をををを充当充当充当充当することができることとするものでございますすることができることとするものでございますすることができることとするものでございますすることができることとするものでございます。。。。このこのこのこの基金基金基金基金につにつにつにつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、現時点現時点現時点現時点でででで５５５５億億億億６００６００６００６００万円余万円余万円余万円余のののの金額金額金額金額がががが積積積積みみみみ立立立立てられておりますてられておりますてられておりますてられております。。。。広域化広域化広域化広域化のののの支援支援支援支援のほかのほかのほかのほか、、、、広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針のののの作成及作成及作成及作成及びそれのびそれのびそれのびそれの実施実施実施実施にににに必要必要必要必要なななな経費経費経費経費をををを支出支出支出支出しようとするものでしようとするものでしようとするものでしようとするものでございますございますございますございます。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、４４４４ページページページページ、、、、奈良県後期高齢者医療財政安定化基金条例奈良県後期高齢者医療財政安定化基金条例奈良県後期高齢者医療財政安定化基金条例奈良県後期高齢者医療財政安定化基金条例のののの一部改正条例一部改正条例一部改正条例一部改正条例でごでごでごでございますざいますざいますざいます。。。。これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては、、、、後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度のののの財政財政財政財政のののの安定化安定化安定化安定化をををを図図図図るためにるためにるためにるために、、、、支出支出支出支出のののの増加増加増加増加、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは保険料保険料保険料保険料のののの収入減収入減収入減収入減をををを県県県県のののの基金基金基金基金でででで支援支援支援支援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。。。。現在現在現在現在のとこのとこのとこのところろろろ６６６６億億億億１１１１，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余のののの基金積基金積基金積基金積みみみみ立立立立てがございますがてがございますがてがございますがてがございますが、、、、それにつきましてそれにつきましてそれにつきましてそれにつきまして国国国国のののの法律改正法律改正法律改正法律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当分当分当分当分のののの間間間間、、、、保険料率保険料率保険料率保険料率のののの増加増加増加増加のののの抑制抑制抑制抑制にもにもにもにも支出支出支出支出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。。。。当分当分当分当分のののの間間間間のののの措置措置措置措置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、、、、附則附則附則附則でででで規定規定規定規定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。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、予算関連予算関連予算関連予算関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 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のののの概要概要概要概要」」」」でございでございでございでござい、、、、ますますますます。。。。健康福祉部関連健康福祉部関連健康福祉部関連健康福祉部関連、、、、歳出歳出歳出歳出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、、、、２２２２ページページページページ、、、、５５５５のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり、、、、食育等食育等食育等食育等にににに関関関関すすすするるるるアンケートアンケートアンケートアンケート調査事業調査事業調査事業調査事業としてとしてとしてとして１１１１，，，，２６０２６０２６０２６０万円万円万円万円のののの補正補正補正補正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。。。。これこれこれこれはははは平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度からからからから新新新新たなたなたなたな食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画をををを策定策定策定策定することとしておりますがすることとしておりますがすることとしておりますがすることとしておりますが、、、、これのこれのこれのこれの基基基基礎礎礎礎調調調調査査査査とするためとするためとするためとするため２２２２万万万万５５５５，，，，００００００００００００人人人人をををを対象対象対象対象にしたにしたにしたにした調査調査調査調査をををを実施実施実施実施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。。。。このこのこのこの調査調査調査調査結果結果結果結果にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度検討検討検討検討、、、、そしてそしてそしてそして平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度からからからから新計画新計画新計画新計画のののの実施実施実施実施というというというという運運運運びびびびとなりますとなりますとなりますとなります。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、７７７７のののの福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実でございますでございますでございますでございます。。。。まずまずまずまず１１１１点目点目点目点目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、、、、障害障害障害障害者者者者スポスポスポスポーーーーツツツツ・・・・アートアートアートアート創創創創出事業出事業出事業出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。。。。これにつきましてこれにつきましてこれにつきましてこれにつきまして現在現在現在現在、、、、障害障害障害障害者者者者ののののスポスポスポスポーーーーツツツツ、、、、芸術芸術芸術芸術につにつにつにつきましてはきましてはきましてはきましては障害障害障害障害者者者者のののの意思意思意思意思にににに好影響好影響好影響好影響をををを与与与与ええええることからることからることからることから取取取取りりりり組組組組まれておりますまれておりますまれておりますまれておりますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、これこれこれこれ
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につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、よりよりよりより一一一一段段段段とととと活性活性活性活性化化化化ささささせせせせるためにるためにるためにるために有識有識有識有識者会議者会議者会議者会議のののの設設設設置置置置をををを行行行行いいいい検討検討検討検討するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、ボラボラボラボランンンンティティティティアアアアリリリリーーーーダダダダーーーーのののの募集募集募集募集等等等等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。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、授産品授産品授産品授産品カタログカタログカタログカタログ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。。。。これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては、、、、緊急雇緊急雇緊急雇緊急雇用用用用交交交交付付付付金金金金をををを活活活活用用用用しましてしましてしましてしまして、、、、現在現在現在現在授産授産授産授産施施施施設設設設でさまざまなでさまざまなでさまざまなでさまざまな製品製品製品製品がつくられておりますががつくられておりますががつくられておりますががつくられておりますが、、、、それのそれのそれのそれの販販販販路拡路拡路拡路拡大大大大をををを行行行行うためにうためにうためにうために新新新新たにたにたにたにカタログカタログカタログカタログをををを製製製製作作作作しましてしましてしましてしまして配布配布配布配布をををを図図図図ろうとするものでございますろうとするものでございますろうとするものでございますろうとするものでございます。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、障害障害障害障害者者者者地地地地域域域域就労就労就労就労モデルモデルモデルモデル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ふふふふるさとるさとるさとるさと雇雇雇雇用用用用をををを活活活活用用用用してしてしてして行行行行おうとするものでございますがおうとするものでございますがおうとするものでございますがおうとするものでございますが、、、、障害障害障害障害者者者者のののの就労就労就労就労、、、、そしてそしてそしてそして職職職職場場場場実実実実習習習習のののの場場場場をををを確確確確保保保保するためにするためにするためにするために新新新新たにたにたにたに飲飲飲飲食食食食店店店店をこのをこのをこのをこの事業事業事業事業をををを使使使使いましていましていましていまして開開開開設設設設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。。。。委委委委託先託先託先託先としまとしまとしまとしましてしてしてして、、、、県県県県内内内内でででで障害障害障害障害者者者者雇雇雇雇用用用用にににに実実実実績績績績のありますのありますのありますのあります企企企企業業業業組合労協組合労協組合労協組合労協セセセセンンンンタタタターーーー事業事業事業事業団団団団奈良奈良奈良奈良西西西西事業事業事業事業所所所所にににに委委委委託託託託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。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、介護介護介護介護基基基基盤緊急整備盤緊急整備盤緊急整備盤緊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。。。。これはこれはこれはこれは国国国国のののの補正予算補正予算補正予算補正予算、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度２２２２月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算でででで基金基金基金基金をををを積積積積みみみみ増増増増したところでございますがしたところでございますがしたところでございますがしたところでございますが、、、、それをそれをそれをそれを財財財財源源源源としましてとしましてとしましてとしまして市町市町市町市町村村村村がががが行行行行うううう施施施施設整備設整備設整備設整備にににに対対対対してしてしてして助助助助成成成成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。。。。市町市町市町市町村村村村がががが行行行行うううう地地地地域域域域密密密密着型着型着型着型のののの福祉施福祉施福祉施福祉施設設設設、、、、３１３１３１３１施施施施設設設設、、、、それとそれとそれとそれと既存既存既存既存のののの施施施施設設設設ののののスプリスプリスプリスプリンンンンクラクラクラクラーーーーをををを設設設設置置置置、、、、このようにこのようにこのようにこのように施施施施設設設設をををを整備整備整備整備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。。。。園芸園芸園芸園芸福祉福祉福祉福祉によるによるによるによる介護介護介護介護予予予予防防防防推進事業推進事業推進事業推進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ふふふふるさとるさとるさとるさと雇雇雇雇用用用用交付交付交付交付金金金金をををを活活活活用用用用してしてしてして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。。。。園芸園芸園芸園芸福祉福祉福祉福祉につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障害障害障害障害者者者者にいいにいいにいいにいい影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすということですということですということですということで園芸園芸園芸園芸療法療法療法療法がががが実実実実践践践践されているところでございますされているところでございますされているところでございますされているところでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、それをそれをそれをそれをモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業としてとしてとしてとして実施実施実施実施しましてしましてしましてしまして普普普普及及及及をををを図図図図ろうとするものでございますろうとするものでございますろうとするものでございますろうとするものでございます。。。。委委委委託託託託法法法法人人人人としましてとしましてとしましてとしまして、、、、これらのこれらのこれらのこれらの福祉福祉福祉福祉にににに実実実実績績績績がありますがありますがありますがありますＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人奈良奈良奈良奈良グリグリグリグリーンーンーンーンサポサポサポサポートートートートネッネッネッネットトトトにににに委委委委託託託託しようとすしようとすしようとすしようと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るものでございます。。。。３３３３ページページページページ、、、、救護救護救護救護施施施施設整備設整備設整備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。。。。これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては救護救護救護救護施施施施設設設設でありますでありますでありますであります青青青青垣園垣園垣園垣園はははは障害障害障害障害者施者施者施者施設設設設もももも併設併設併設併設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、、、、そのそのそのその作業作業作業作業棟棟棟棟のののの改改改改築築築築をををを行行行行おうとするものでございおうとするものでございおうとするものでございおうとするものでございますますますます。。。。財財財財源源源源としましてとしましてとしましてとしまして、、、、国国国国のののの補正補正補正補正によりによりによりにより積積積積みみみみ立立立立てておりますてておりますてておりますてております社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉耐震耐震耐震耐震化基金化基金化基金化基金をををを活活活活用用用用ししししてててて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。。。。４４４４ページページページページ （（（（２２２２））））債債債債務務務務負担負担負担負担行行行行為為為為補正補正補正補正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地地地地域域域域就労就労就労就労モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業、、、、園芸園芸園芸園芸福福福福、、、、祉祉祉祉によるによるによるによる介護介護介護介護予予予予防防防防推進事業推進事業推進事業推進事業につきましてにつきましてにつきましてにつきまして継継継継続事業続事業続事業続事業とするためとするためとするためとするため平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの債債債債務務務務負担負担負担負担行行行行為為為為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。。。。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関係家庭局関係家庭局関係家庭局関係のののの議案議案議案議案のののの概要概要概要概要についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明をいたをいたをいたをいた○○○○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
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しますしますしますします 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案そのそのそのその他他他他」」」」のののの１１１１ページページページページのののの目次目次目次目次をおをおをおをお願願願願いいいい。。。。いたしますいたしますいたしますいたします。。。。議第議第議第議第５１５１５１５１号号号号、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算（（（（第第第第１１１１号号号号））））のうちのこどのうちのこどのうちのこどのうちのこどもももも家庭局家庭局家庭局家庭局にににに係係係係りますりますりますります分分分分、、、、議第議第議第議第６０６０６０６０号号号号、、、、精華学院整備精華学院整備精華学院整備精華学院整備事業事業事業事業にににに係係係係るるるる請負契約請負契約請負契約請負契約のののの変更変更変更変更についてのについてのについてのについての２２２２つでございますつでございますつでございますつでございます。。。。まずまずまずまず、、、、議第議第議第議第６０６０６０６０号号号号、、、、精華学院整備精華学院整備精華学院整備精華学院整備事業事業事業事業にににに係係係係るるるる請負契約請負契約請負契約請負契約のののの変更変更変更変更についてからごについてからごについてからごについてからご説明説明説明説明をいたをいたをいたをいたしますしますしますします。。。。２３２３２３２３ページページページページ、、、、精華学院整備精華学院整備精華学院整備精華学院整備事業事業事業事業にににに係係係係りますりますりますります請負契約請負契約請負契約請負契約のののの変更変更変更変更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、、、、耐震耐震耐震耐震改改改改修修修修をををを行行行行うためにうためにうためにうために、、、、本本本本年年年年２２２２月月月月にににに既既既既にごにごにごにご承認承認承認承認をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております工工工工事費事費事費事費のののの増額増額増額増額とそれにとそれにとそれにとそれに伴伴伴伴いますいますいますいます工工工工期期期期のののの変更変更変更変更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、、、、後後後後ほどほどほどほど予算議案予算議案予算議案予算議案でごでごでごでご説明説明説明説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精華精華精華精華学院整備学院整備学院整備学院整備事業事業事業事業のののの計画計画計画計画変更変更変更変更によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、現現現現請負請負請負請負業者業者業者業者とのとのとのとの変更契約変更契約変更契約変更契約のののの協協協協議議議議がががが調調調調いましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、本契約変更本契約変更本契約変更本契約変更についてについてについてについて議議議議決決決決をををを求求求求めるものでございますめるものでございますめるものでございますめるものでございます。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のののの概要概要概要概要」」」」にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして補正予算補正予算補正予算補正予算のののの歳出予算歳出予算歳出予算歳出予算、、、、についてのについてのについてのについての概要概要概要概要についてごについてごについてごについてご説明説明説明説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。。。。２２２２ページページページページ、、、、７７７７、、、、福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実のうちのうちのうちのうち３３３３つがこつがこつがこつがこどもどもどもども家庭局家庭局家庭局家庭局にににに係係係係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。。。。まずまずまずまず、、、、施施施施設設設設入入入入所児童所児童所児童所児童等特別支援事業等特別支援事業等特別支援事業等特別支援事業２２２２，，，，３４０３４０３４０３４０万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父母父母父母父母がいながいながいながいないことなどさまざまないことなどさまざまないことなどさまざまないことなどさまざまな理由理由理由理由でででで児童児童児童児童福祉施福祉施福祉施福祉施設設設設やややや里親里親里親里親のもとでのもとでのもとでのもとで生活生活生活生活をしているをしているをしているをしている児童児童児童児童のののの中中中中にににに、、、、親親親親のののの虐待虐待虐待虐待などでなどでなどでなどで子子子子どもどもどもども手手手手当当当当のののの支支支支給対象給対象給対象給対象とならないとならないとならないとならない児童児童児童児童もいることからもいることからもいることからもいることから、、、、こうしたこうしたこうしたこうした児童児童児童児童にににに対対対対ししししましてましてましてまして子子子子どもどもどもども手手手手当当当当相相相相当額当額当額当額をををを安安安安心心心心こどもこどもこどもこども基金基金基金基金をををを利利利利用用用用してしてしてして支支支支給給給給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。。。。ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害被害被害被害者者者者自自自自立支援立支援立支援立支援ステップハウスステップハウスステップハウスステップハウス設設設設置事業置事業置事業置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４０８４０８４０８４０８万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円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ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害被害被害被害者者者者をををを受受受受けけけけ入入入入れましてれましてれましてれまして生活生活生活生活のののの再再再再建建建建、、、、自自自自立立立立をををを支援支援支援支援するするするするステステステステップハウスップハウスップハウスップハウスのののの運営運営運営運営ををををふふふふるさとるさとるさとるさと雇雇雇雇用用用用をををを活活活活用用用用いたしましていたしましていたしましていたしましてＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人にににに委委委委託託託託しししし、、、、実施実施実施実施するものするものするものするものでございますでございますでございますでございます。。。。全体全体全体全体事業費事業費事業費事業費はははは１１１１，，，，２２６２２６２２６２２６万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円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、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度分年度分年度分年度分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４０８４０８４０８４０８万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度分年度分年度分年度分としてとしてとしてとして８１８１８１８１７７７７万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円のののの債債債債務務務務負担負担負担負担行行行行為為為為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。。。。新規新規新規新規雇雇雇雇用用用用はははは２２２２人人人人をををを見見見見込込込込んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。精華学院整備精華学院整備精華学院整備精華学院整備事業事業事業事業のののの３３３３，，，，６５０６５０６５０６５０万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。。。。精華学院精華学院精華学院精華学院のののの寮寮寮寮につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、先先先先ほほほほどごどごどごどご説明説明説明説明いたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしましたが、、、、施施施施工不工不工不工不良良良良がががが判判判判明明明明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、、、、耐震耐震耐震耐震改改改改修修修修をををを実施実施実施実施するためのするためのするためのするための予予予予算算算算をををを平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度２２２２月議会月議会月議会月議会でででで承認承認承認承認をいただいておりましたがをいただいておりましたがをいただいておりましたがをいただいておりましたが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、工工工工期期期期のののの大大大大幅幅幅幅なななな延延延延長長長長によりますによりますによりますによります間間間間接接接接経費等経費等経費等経費等のののの問題問題問題問題によりましてによりましてによりましてによりまして業者業者業者業者とのとのとのとの変更契約変更契約変更契約変更契約のののの協協協協議議議議がががが調調調調わわわわないことからないことからないことからないことから予予予予算算算算執執執執行行行行ができずにができずにができずにができずに、、、、このままではこのままではこのままではこのままでは入入入入所児童所児童所児童所児童のののの安安安安全確全確全確全確保等保等保等保等にににに支支支支障障障障がががが生生生生じじじじるるるる状況状況状況状況となっておりとなっておりとなっておりとなっておりましたましたましたました。。。。このためこのためこのためこのため工工工工期期期期をををを短縮短縮短縮短縮しししし、、、、完完完完成成成成のののの早早早早期化期化期化期化、、、、ひひひひいてはいてはいてはいては入入入入所児童所児童所児童所児童のののの安安安安全確全確全確全確保保保保のののの早早早早期実現期実現期実現期実現というというというというメリッメリッメリッメリットトトトもあるもあるもあるもある工工工工法法法法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、、、、仮設寮仮設寮仮設寮仮設寮をををを建設建設建設建設してしてしてして複数複数複数複数のののの寮寮寮寮をまとめてをまとめてをまとめてをまとめて改改改改修修修修すすすす
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るるるる計画計画計画計画にににに変更変更変更変更することとしすることとしすることとしすることとし、、、、そのためのそのためのそのためのそのための予算予算予算予算をををを計上計上計上計上ささささせせせせていただくものでございますていただくものでございますていただくものでございますていただくものでございます。。。。ここここれによりましてれによりましてれによりましてれによりまして業者業者業者業者とのとのとのとの協協協協議議議議がががが調調調調いいいい、、、、先先先先ほどごほどごほどごほどご説明説明説明説明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変更契約変更契約変更契約変更契約をををを締結締結締結締結するするするする運運運運びとなっておりますびとなっておりますびとなっておりますびとなっております。。。。全体全体全体全体事業費事業費事業費事業費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４４４４，，，，７７７７８０８０８０８０万円万円万円万円をををを見見見見込込込込んんんんでおりましてでおりましてでおりましてでおりまして、、、、本本本本年度分年度分年度分年度分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３３３３，，，，６５０６５０６５０６５０万円万円万円万円、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの債債債債務務務務負担負担負担負担行行行行為為為為としてとしてとしてとして１１１１，，，，１３０１３０１３０１３０万円万円万円万円をををを計上計上計上計上ささささせせせ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。。。。なおなおなおなお、、、、精華学院精華学院精華学院精華学院のののの耐震耐震耐震耐震補補補補強工強工強工強工事事事事につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、本本本本年年年年２２２２月議会月議会月議会月議会のののの追追追追加予算計上時加予算計上時加予算計上時加予算計上時におきにおきにおきにおきましてましてましてまして当予算審査特別委員会当予算審査特別委員会当予算審査特別委員会当予算審査特別委員会でのでのでのでの説明説明説明説明でででで、、、、耐震性耐震性耐震性耐震性をををを有有有有していないことがしていないことがしていないことがしていないことが判判判判明明明明したとのみしたとのみしたとのみしたとのみ説説説説明明明明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、、、、そのそのそのその原因原因原因原因でありますでありますでありますであります施施施施工不工不工不工不良良良良についてについてについてについて説明説明説明説明をいたしまをいたしまをいたしまをいたしませんせんせんせんでしたでしたでしたでした。。。。ままままたたたた、、、、そのそのそのその施施施施工不工不工不工不良良良良についてのについてのについてのについての公表公表公表公表もももも、、、、１２１２１２１２月月月月にににに施施施施工不工不工不工不良良良良ががががわわわわかりましたがかりましたがかりましたがかりましたが公表公表公表公表がががが８８８８月月月月といといといということでうことでうことでうことで、、、、公表公表公表公表時期時期時期時期がががが大大大大変変変変おくれたことにつきましておくれたことにつきましておくれたことにつきましておくれたことにつきまして、、、、対応対応対応対応がががが不適切不適切不適切不適切であったとであったとであったとであったと反省反省反省反省をいをいをいをいたしておりますたしておりますたしておりますたしております。。。。今後今後今後今後このようなことがないようにこのようなことがないようにこのようなことがないようにこのようなことがないように対応対応対応対応をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考考考考ええええておりまておりまておりまておりますすすす。。。。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をいたしますいをいたしますいをいたしますいをいたします。。。。４４４４ページページページページ、、、、債債債債務務務務負担負担負担負担行行行行為為為為補正補正補正補正でございますでございますでございますでございます。。。。まずまずまずまず、、、、追追追追加分加分加分加分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、、、、ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害被害被害被害者者者者自自自自立支援立支援立支援立支援ステップハウスステップハウスステップハウスステップハウス設設設設置事業置事業置事業置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。。。。先先先先ほどほどほどほど説明説明説明説明いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたふふふふるさとるさとるさとるさと雇雇雇雇用用用用をををを利利利利用用用用いたしましていたしましていたしましていたしまして平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度にににに８１８１８１８１７７７７万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円のののの事業事業事業事業をををを予定予定予定予定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。。。。変更変更変更変更分分分分でございますでございますでございますでございます。。。。精華学院精華学院精華学院精華学院事業事業事業事業にににに係係係係るるるる契約契約契約契約でございますでございますでございますでございます。。。。これにつきましてもこれにつきましてもこれにつきましてもこれにつきましても、、、、先先先先ほどほどほどほど説明説明説明説明いたしましたいたしましたいたしましたいたしました精華学院精華学院精華学院精華学院のののの整備整備整備整備についてについてについてについて仮設寮仮設寮仮設寮仮設寮をををを設設設設置置置置するするするする経費経費経費経費としてとしてとしてとして債債債債務務務務負担負担負担負担行行行行為為為為のののの限限限限度額度額度額度額をををを１１１１，，，，１３０１３０１３０１３０万円増額万円増額万円増額万円増額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。。。。以上以上以上以上がこどもがこどもがこどもがこども家庭局関係家庭局関係家庭局関係家庭局関係のののの議案議案議案議案のののの概要概要概要概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おのほどおのほどおのほどお願願願願いいたいいたいいたいいたしますしますしますします。。。。 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するするするする提出議案提出議案提出議案提出議案についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。○○○○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おおおお手元手元手元手元のののの「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案そのそのそのその他他他他」」」」のののの目次目次目次目次でででで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、、、、議第議第議第議第５１５１５１５１号号号号、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算（（（（第第第第１１１１号号号号 、、、、それとそれとそれとそれと報報報報第第第第２３２３２３２３号号号号公公公公立大立大立大立大学学学学法法法法人人人人奈良県立医奈良県立医奈良県立医奈良県立医科科科科大大大大学学学学経経経経営状況営状況営状況営状況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、、、、報報報報第第第第２４２４２４２４号号号号、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度公公公公立大立大立大立大学学学学法法法法人人人人奈良県立医奈良県立医奈良県立医奈良県立医科科科科大大大大学学学学のののの業務実業務実業務実業務実績績績績にににに関関関関するするするする評価結果評価結果評価結果評価結果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３３３３件件件件でございでございでございでございますますますます。。。。まずまずまずまず、、、、報報報報第第第第２３２３２３２３号及号及号及号及びびびび報報報報第第第第２４２４２４２４号号号号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明説明説明説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。。。。２９２９２９２９ページページページページ、、、、公公公公立大立大立大立大学学学学法法法法人人人人奈良県立医奈良県立医奈良県立医奈良県立医科科科科大大大大学学学学のののの経経経経営状況営状況営状況営状況のののの報告報告報告報告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。。。。これがこれがこれがこれが３０３０３０３０ページページページページもあもあもあもあわせわせわせわせてててて公公公公立医立医立医立医科科科科大大大大学学学学関係関係関係関係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。。。。まずまずまずまず２９２９２９２９ページページページページのののの公公公公立大立大立大立大学学学学法法法法人人人人奈良県奈良県奈良県奈良県立医立医立医立医科科科科大大大大学学学学のののの経経経経営状況営状況営状況営状況のののの報告報告報告報告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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、別別別別冊冊冊冊にににに「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度事業年度事業年度事業年度事業
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計画計画計画計画書書書書」」」」とととと「「「「平成平成平成平成２１２１２１２１年度業務年度業務年度業務年度業務報告書報告書報告書報告書」」」」をおをおをおをお配配配配りしておりますりしておりますりしておりますりしております。。。。またまたまたまた、、、、３０３０３０３０ページページページページでござでござでござでございますいますいますいますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度公公公公立大立大立大立大学学学学法法法法人人人人奈良県立医奈良県立医奈良県立医奈良県立医科科科科大大大大学学学学のののの業務実業務実業務実業務実績報告績報告績報告績報告にににに関関関関するするするする評評評評価結果価結果価結果価結果のののの報告報告報告報告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、、、、これもこれもこれもこれも別別別別冊冊冊冊でおでおでおでお配配配配りしておりましてりしておりましてりしておりましてりしておりまして、、、、それでごそれでごそれでごそれで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。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず２９２９２９２９ページページページページのののの２２２２つつつつ、、、、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のののの報告書報告書報告書報告書からからからから順次順次順次順次ごごごご報告申報告申報告申報告申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「「「「平成平成平成平成２１２１２１２１年度業務年度業務年度業務年度業務報告書報告書報告書報告書」」」」ののののⅠⅠⅠⅠでででで教教教教育育育育・・・・研究研究研究研究・・・・診診診診療等療等療等療等のののの質質質質のののの向向向向上上上上にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが７７７７ページページページページでででで、、、、ⅡⅡⅡⅡがががが業務業務業務業務運営運営運営運営改改改改善善善善及及及及びびびび効効効効率化率化率化率化にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況がががが１２１２１２１２ペーペーペーページジジジというというというという形形形形でででで、、、、ⅥⅥⅥⅥまででまででまででまでで１１１１７７７７ページページページページございますございますございますございます。。。。これがこれがこれがこれが業務業務業務業務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。。。。１１１１７７７７ページページページページのののの次次次次にににに財務財務財務財務諸表諸表諸表諸表がございますがございますがございますがございます。。。。このこのこのこの２２２２つについてつについてつについてつについて、、、、これからこれからこれからこれから簡単簡単簡単簡単でございまでございまでございまでございますがすがすがすが、、、、ごごごご説明説明説明説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。。。。先先先先ほどのほどのほどのほどの目次目次目次目次ののののⅠⅠⅠⅠ、、、、教教教教育育育育・・・・研究研究研究研究・・・・診診診診療等療等療等療等のののの質質質質のののの向向向向上上上上にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況のののの中中中中でででで教教教教育育育育にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況でででで（（（（１１１１））））のののの教教教教育育育育のののの成成成成果果果果及及及及びびびび内容内容内容内容にににに関関関関すすすするるるる取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況というのがというのがというのがというのが７７７７ページページページページにございますにございますにございますにございます。。。。それとそれとそれとそれと１１１１１１１１ページページページページのののの診診診診療療療療にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況というところのというところのというところのというところの２２２２つをつをつをつを例例例例としてごとしてごとしてごとしてご説明説明説明説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。。。。まずまずまずまず７７７７ページページページページ、、、、ⅠⅠⅠⅠでこのでこのでこのでこの教教教教育育育育・・・・研究研究研究研究・・・・診診診診療等療等療等療等のののの質質質質のののの向向向向上上上上についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで教教教教育育育育にににに関関関関するするするする状況状況状況状況としましてとしましてとしましてとしまして、、、、医医医医科科科科大大大大学学学学ではではではでは６６６６カカカカ年一年一年一年一貫教貫教貫教貫教育育育育をををを着着着着実実実実にににに進進進進めていくためにめていくためにめていくためにめていくためにカリキュラカリキュラカリキュラカリキュラムムムム等等等等のののの見見見見直直直直しをしをしをしを行行行行っておるところでございますっておるところでございますっておるところでございますっておるところでございます。。。。そのそのそのその具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容についてはについてはについてはについては、、、、このこのこのこのペーペーペーページジジジにににに記載記載記載記載してあるようなしてあるようなしてあるようなしてあるような内容内容内容内容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、、、、１１１１１１１１ページページページページ、、、、これはこれはこれはこれは診診診診療療療療にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みのところでございましてみのところでございましてみのところでございましてみのところでございまして、、、、記載記載記載記載のとおのとおのとおのとおりりりり患患患患者者者者のののの視視視視点点点点にににに立立立立ったったったった取取取取りりりり組組組組みをみをみをみ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。。。。またまたまたまた、、、、地地地地域域域域をををを支支支支ええええるるるる医医医医師師師師のののの養養養養成成成成のためののためののためののための臨床臨床臨床臨床研修研修研修研修等等等等のののの処遇処遇処遇処遇のののの改改改改善善善善をををを図図図図るなどのるなどのるなどのるなどの取取取取りりりり組組組組みみみみなどをなどをなどをなど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。。。。このようにこのようにこのようにこのように以下以下以下以下１２１２１２１２ページページページページからからからから１１１１７７７７ページページページページにかにかにかにかけけけけてでございますがてでございますがてでございますがてでございますが、、、、ⅢⅢⅢⅢとしてとしてとしてとして業務業務業務業務運営運営運営運営改改改改善善善善及及及及びびびび効効効効率化率化率化率化、、、、財務財務財務財務のののの内容内容内容内容のののの改改改改善善善善、、、、施施施施設設備設設備設設備設設備のののの整備整備整備整備・・・・活活活活用等用等用等用等につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても記載記載記載記載のとおのとおのとおのとおりのりのりのりの業務業務業務業務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。。。。以上以上以上以上がががが平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みでございますみでございますみでございますみでございます。。。。財務財務財務財務諸表諸表諸表諸表のごのごのごのご説明説明説明説明にににに参参参参りますりますりますります。。。。１１１１ページページページページ貸借貸借貸借貸借対対対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。。。。資資資資産産産産のののの部部部部、、、、合合合合計計計計はははは最最最最終終終終行行行行にににに記載記載記載記載してありますようにしてありますようにしてありますようにしてありますように２１２１２１２１７７７７億億億億９９９９，，，，４６３４６３４６３４６３万万万万８８８８，，，，０３４０３４０３４０３４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、、、、２２２２ページページページページ、、、、負債負債負債負債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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、合合合合計計計計がががが１０９１０９１０９１０９億億億億６６６６，，，，８０５８０５８０５８０５万万万万３３３３，，，，２２２２１８１８１８１８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、、、、資資資資本本本本のののの部部部部のののの合合合合計計計計はははは１０８１０８１０８１０８億億億億２２２２，，，，６５８６５８６５８６５８万万万万４４４４，，，，８１６８１６８１６８１６円円円円でござでござでござでございますいますいますいます。。。。
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３３３３ページページページページ、、、、損益損益損益損益計算計算計算計算書書書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、、、、経経経経常常常常費用費用費用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、、、、教教教教育経費育経費育経費育経費、、、、研究研究研究研究経費経費経費経費、、、、病病病病院院院院のののの診診診診療経費療経費療経費療経費、、、、人件人件人件人件費費費費をををを含含含含むむむむ業務費業務費業務費業務費、、、、あとあとあとあと一般一般一般一般管管管管理理理理費費費費などをなどをなどをなど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はははは２９２９２９２９７７７７億億億億４４４４，，，，８５３８５３８５３８５３万万万万２２２２，，，，３２９３２９３２９３２９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。。。。経経経経常常常常収収収収益益益益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、、、、県県県県からからからから運営運営運営運営費費費費交付交付交付交付金金金金やややや学生学生学生学生納納納納付付付付金金金金、、、、病病病病院院院院のののの診診診診療収入療収入療収入療収入といっといっといっといったたたた法法法法人人人人のののの自自自自己己己己収入収入収入収入などをなどをなどをなど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、、、、合合合合計計計計はははは２９４２９４２９４２９４億億億億７７７７，，，，９９９９９９９９９９９９万万万万２２２２，，，，４０６４０６４０６４０６円円円円でござでござでござでございますいますいますいます。。。。そのそのそのその経経経経常常常常収収収収益益益益からからからから経経経経常常常常経費経費経費経費をををを差差差差しししし引引引引きますときますときますときますと２２２２億億億億６６６６，，，，８５３８５３８５３８５３万万万万９９９９，，，，９２３９２３９２３９２３円円円円のののの経経経経常損益常損益常損益常損益になりますになりますになりますになります。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、臨臨臨臨時時時時利利利利益益益益及及及及びびびび臨臨臨臨時時時時損失損失損失損失をををを加加加加ええええますとますとますとますと、、、、次次次次のののの４４４４ページページページページにににに記載記載記載記載ししししておりますがておりますがておりますがておりますが３３３３億億億億８６９８６９８６９８６９万万万万１１１１，，，，７７７７１９１９１９１９円円円円のののの当期当期当期当期のののの純損失純損失純損失純損失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。。。。よろしいでしよろしいでしよろしいでしよろしいでしょょょょうかうかうかうか。。。。６６６６ページページページページ、、、、損失損失損失損失のののの処処処処理理理理にににに関関関関するするするする書書書書類類類類でございますでございますでございますでございます。。。。次期次期次期次期のののの繰越欠損繰越欠損繰越欠損繰越欠損金金金金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１１１１８８８８億億億億２１５２１５２１５２１５万万万万２２２２，，，，３２０３２０３２０３２０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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこの損失損失損失損失金金金金につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては法法法法人人人人がががが一一一一層層層層のののの経経経経営営営営改改改改善善善善にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとともにとともにとともにとともに、、、、県県県県とととと法法法法人人人人がががが協協協協議議議議しながらしながらしながらしながら解消解消解消解消にににに向向向向けけけけたたたた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを強強強強化化化化しししし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。。。。以上以上以上以上がががが２１２１２１２１年度年度年度年度のののの業務業務業務業務報告報告報告報告及及及及びびびび財務財務財務財務諸表諸表諸表諸表のののの説明説明説明説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、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの事業事業事業事業のののの計画計画計画計画についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明ささささせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度。。。。事業計画事業計画事業計画事業計画書書書書」」」」にににに基基基基づきましてごづきましてごづきましてごづきましてご説明説明説明説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。。。。２２２２枚枚枚枚目目目目にににに目次目次目次目次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ページページページページからからからから２０２０２０２０ページページページページまでにまでにまでにまでに、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの報告書報告書報告書報告書にににに相相相相当当当当すすすするるるる形形形形ででででⅠⅠⅠⅠからからからからⅥⅥⅥⅥまでまでまでまで計画計画計画計画をををを記載記載記載記載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。。。。２１２１２１２１ページページページページとととと２３２３２３２３ページページページページまでがまでがまでがまでが予算予算予算予算のののの構構構構成成成成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。。。。先先先先ほどとほどとほどとほどと同同同同じじじじようにこのようにこのようにこのようにこの中中中中ののののⅠⅠⅠⅠのののの教教教教育育育育にににに関関関関するするするする目目目目標標標標をををを達達達達成成成成するためするためするためするためのののの措置措置措置措置のごのごのごのご説明説明説明説明とととと、、、、ⅠⅠⅠⅠのののの３３３３、、、、診診診診療療療療にににに関関関関するするするする目目目目標標標標をををを達達達達成成成成するためのするためのするためのするための措置措置措置措置についてごについてごについてごについてご説明説明説明説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。。。。まずまずまずまず１１１１ページページページページ、、、、公公公公立立立立病病病病院院院院大大大大学学学学法法法法人人人人奈良県立医奈良県立医奈良県立医奈良県立医科科科科大大大大学学学学平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度計画年度年度計画年度年度計画年度年度計画でででで、、、、ⅠⅠⅠⅠ、、、、（（（（１１１１））））でででで教教教教育育育育のののの成成成成果果果果にににに関関関関するするするする目目目目標標標標をををを達達達達成成成成するためのするためのするためのするための措置措置措置措置というのがございますというのがございますというのがございますというのがございます。。。。このこのこのこの教教教教育育育育についてはについてはについてはについては、、、、前前前前年度年度年度年度にににに引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして県県県県のののの医療医療医療医療にににに貢献貢献貢献貢献できるできるできるできる人人人人材材材材のののの確確確確保保保保やややや質質質質のののの高高高高いいいい医医医医師師師師、、、、看看看看護師護師護師護師のののの養養養養成成成成などなどなどなど地地地地域医療域医療域医療域医療のののの質質質質のののの向向向向上上上上にににに向向向向けけけけたたたた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと計画計画計画計画してごしてごしてごしてございますざいますざいますざいます。。。。次次次次にににに、、、、１０１０１０１０ページページページページ、、、、今度今度今度今度はははは診診診診療療療療にににに関関関関するするするする目目目目標標標標をををを達達達達成成成成するためのするためのするためのするための措置措置措置措置でででで、、、、診診診診療療療療についてはについてはについてはについては患患患患者等者等者等者等のののの意意意意見見見見ややややニニニニーーーーズズズズのののの把握把握把握把握にににに努努努努めましてめましてめましてめまして、、、、積積積積極極極極的的的的にににに病病病病院運営協院運営協院運営協院運営協議会議会議会議会にににに取取取取りりりり上上上上げげげげ具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推進推進推進推進してしてしてして患患患患者者者者ササササーーーービビビビススススのののの向向向向上上上上にににに努努努努めたいとめたいとめたいとめたいと記載記載記載記載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。。。。以下以下以下以下、、、、業務業務業務業務のののの報告報告報告報告とととと同同同同じじじじようにようにようにように計画計画計画計画としてもとしてもとしてもとしても業務業務業務業務のののの運営運営運営運営のののの改改改改善善善善及及及及びびびび効効効効率化率化率化率化、、、、財務財務財務財務内容内容内容内容のののの
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改改改改善善善善、、、、施施施施設設備設設備設設備設設備のののの整備整備整備整備、、、、活活活活用等用等用等用等につきましてにつきましてにつきましてにつきまして記載記載記載記載のようなのようなのようなのような計画計画計画計画、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行うこととしうこととしうこととしうこととしておりますておりますておりますております。。。。最最最最後後後後にににに２１２１２１２１ページページページページ、、、、これがこれがこれがこれが平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの予算予算予算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。。。。収入収入収入収入のののの部部部部はははは運営運営運営運営費費費費交付交付交付交付金金金金とととと収入収入収入収入とととと自自自自己己己己収入収入収入収入などなどなどなど合合合合計計計計いたしましていたしましていたしましていたしまして３０５３０５３０５３０５億億億億８８８８，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円、、、、支出支出支出支出のののの部部部部はははは業務費業務費業務費業務費、、、、施施施施設整備設整備設整備設整備費費費費などなどなどなど合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして同同同同額額額額のののの予算予算予算予算をををを計上計上計上計上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。。。。以上以上以上以上がががが公公公公立大立大立大立大学学学学法法法法人人人人奈良県立医奈良県立医奈良県立医奈良県立医科科科科大大大大学学学学のののの経経経経営状況営状況営状況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明説明説明説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。。。。引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、このこのこのこの平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの取取取取りりりり組組組組みにつきましてはみにつきましてはみにつきましてはみにつきましては 「「「「平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度公公公公立大立大立大立大、、、、学学学学法法法法人人人人奈良県立医奈良県立医奈良県立医奈良県立医科科科科大大大大学学学学のののの業務業務業務業務のののの実実実実績績績績にににに関関関関するするするする評価結果評価結果評価結果評価結果」」」」がございますがございますがございますがございます。。。。このこのこのこの評価結果評価結果評価結果評価結果ににににつきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県地地地地方方方方独独独独立行政法立行政法立行政法立行政法人評価人評価人評価人評価委員会委員会委員会委員会からからからから報告報告報告報告をををを受受受受けけけけましてましてましてまして、、、、地地地地方方方方独独独独立行政立行政立行政立行政法法法法人人人人法第法第法第法第２８２８２８２８条第条第条第条第５５５５項項項項のののの規定規定規定規定によりましてによりましてによりましてによりまして議会議会議会議会にににに報告報告報告報告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。。。。全体評価全体評価全体評価全体評価がががが２２２２ページページページページからからからから３３３３ページページページページ、、、、項目別項目別項目別項目別のののの評価評価評価評価がががが４４４４ページページページページ以以以以降降降降にににに記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、簡単簡単簡単簡単にににに概要概要概要概要をごをごをごをご説明説明説明説明しますしますしますします。。。。２２２２ページページページページ、、、、全体評価全体評価全体評価全体評価でございますでございますでございますでございます。。。。医医医医科科科科大大大大学学学学ははははこれまでこれまでこれまでこれまで３３３３カカカカ年年年年、、、、地地地地域医療域医療域医療域医療をををを担担担担うううう人人人人材材材材をををを養養養養成成成成するためのするためのするためのするための地地地地域域域域枠枠枠枠、、、、緊急緊急緊急緊急医医医医師確師確師確師確保保保保枠枠枠枠のののの設設設設定定定定やややや附附附附属病属病属病属病院院院院のののの７７７７対対対対１１１１看看看看護体護体護体護体制制制制にににに向向向向けけけけたたたた看看看看護師確護師確護師確護師確保保保保のののの取取取取りりりり組組組組みなどみなどみなどみなど意意意意欲欲欲欲にあるにあるにあるにある取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っっっっておりておりておりており、、、、そしてそしてそしてそして総総総総括括括括すれすれすれすればばばば、、、、中期目中期目中期目中期目標標標標・・・・中期計画中期計画中期計画中期計画のののの達達達達成成成成にににに向向向向けけけけ順調順調順調順調なななな進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況とのとのとのとの全体評全体評全体評全体評価価価価をいただいたところでございますをいただいたところでございますをいただいたところでございますをいただいたところでございます。。。。次次次次にににに、、、、３３３３ページページページページ、、、、引引引引きききき続続続続きこれまできこれまできこれまできこれまで以上以上以上以上にににに独独独独立行政法立行政法立行政法立行政法人人人人のののの強強強強みをみをみをみを生生生生かしかしかしかし、、、、またまたまたまた大大大大学学学学がががが有有有有するするするする資資資資源源源源をををを把握把握把握把握したしたしたした経経経経営営営営戦略戦略戦略戦略をををを意識意識意識意識してしてしてして業務業務業務業務をををを推進推進推進推進しししし、、、、中期目中期目中期目中期目標標標標・・・・中期計画中期計画中期計画中期計画のののの着着着着実実実実なななな達達達達成成成成にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり組組組組むむむむことをことをことをことを期期期期待待待待するとのするとのするとのするとの意意意意見見見見をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております。。。。またまたまたまた、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの業務実業務実業務実業務実績績績績についてについてについてについて、、、、１１３１１３１１３１１３名名名名のののの医医医医学科学科学科学科入入入入学学学学者者者者数数数数のののの確確確確保保保保やややや（（（（仮仮仮仮称称称称））））中中中中央央央央手術棟手術棟手術棟手術棟のののの整備整備整備整備などをなどをなどをなどを含含含含むむむむ計画案計画案計画案計画案のののの検討検討検討検討などをなどをなどをなど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、、、、年度計画年度計画年度計画年度計画にににに定定定定めためためためた事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、おおおおおおおおむねむねむねむね順調順調順調順調にににに進進進進んんんんでいるとのでいるとのでいるとのでいるとの評価評価評価評価をいただきをいただきをいただきをいただきましたましたましたました。。。。なおなおなおなお、、、、個個個個別別別別のののの項目項目項目項目評価評価評価評価につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては次次次次のののの４４４４ページページページページ以以以以降降降降にににに記載記載記載記載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。。。。なおなおなおなお、、、、このこのこのこの評価結果評価結果評価結果評価結果はははは評価評価評価評価委員会委員会委員会委員会からからからから法法法法人人人人へへへへ通通通通知知知知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、、、、今後法今後法今後法今後法人人人人においてこにおいてこにおいてこにおいてこのののの評価結果評価結果評価結果評価結果をををを踏踏踏踏ままままええええてててて取取取取りりりり組組組組んんんんでいくこととなりますでいくこととなりますでいくこととなりますでいくこととなります。。。。以上以上以上以上がががが、、、、公公公公立大立大立大立大学学学学法法法法人人人人奈良県立医奈良県立医奈良県立医奈良県立医科科科科大大大大学学学学のののの業務実業務実業務実業務実績績績績にににに関関関関するするするする評価評価評価評価のののの結果結果結果結果のごのごのごのご説明説明説明説明となりとなりとなりとなりますますますます。。。。最最最最後後後後にににに、、、、議第議第議第議第５１５１５１５１号号号号のののの一般会計補正予算案一般会計補正予算案一般会計補正予算案一般会計補正予算案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明説明説明説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。。。。おおおお手元手元手元手元のののの「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のののの概要概要概要概要」」」」のののの２２２２ページページページページ、、、、６６６６のののの医療医療医療医療のののの充実充実充実充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３３３３
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件件件件がががが医療政策部医療政策部医療政策部医療政策部所所所所管管管管のののの補正案補正案補正案補正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。。。。まずまずまずまず、、、、南和南和南和南和のののの医療等医療等医療等医療等にににに関関関関するするするする協協協協議会議会議会議会設設設設置事業置事業置事業置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、、、、補正額補正額補正額補正額１１１１，，，，５５６５５６５５６５５６万円万円万円万円のののの増額増額増額増額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奈良県奈良県奈良県奈良県とととと市町市町市町市町村村村村ササササミミミミッッッットトト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提医療提医療提医療提供供供供体体体体制制制制をををを維持維持維持維持ししししていくためていくためていくためていくため、、、、そのありそのありそのありそのあり方方方方をををを協協協協議議議議、、、、検討検討検討検討することをすることをすることをすることを合意合意合意合意しましてしましてしましてしまして、、、、本本本本年年年年７７７７月月月月２９２９２９２９日日日日にににに南和南和南和南和市市市市町町町町村村村村とととと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南和南和南和南和のののの医療等医療等医療等医療等にににに関関関関するするするする協協協協議会議会議会議会のののの運営運営運営運営にににに対対対対するするするする助助助助成成成成ををを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すざいますざいますざいます。。。。県立県立県立県立病病病病院院院院看看看看護護護護のありのありのありのあり方方方方検討検討検討検討事業事業事業事業のののの補正額補正額補正額補正額１００１００１００１００万円万円万円万円のののの増額増額増額増額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県立県立県立県立病病病病院院院院がががが日日日日本本本本でででで最最最最高高高高レベレベレベレベルルルルのののの看看看看護護護護をををを提提提提供供供供できるできるできるできる病病病病院院院院となることをとなることをとなることをとなることを目目目目指指指指しましてしましてしましてしまして、、、、県立県立県立県立病病病病院院院院看看看看護護護護のありのありのありのあり方方方方検討検討検討検討委員会等委員会等委員会等委員会等をををを設設設設置置置置しししし、、、、調査調査調査調査検討検討検討検討をををを行行行行うためのものでございますうためのものでございますうためのものでございますうためのものでございます。。。。最最最最後後後後にににに、、、、在在在在宅歯宅歯宅歯宅歯科科科科医療連医療連医療連医療連携携携携室室室室整備整備整備整備事業補正額事業補正額事業補正額事業補正額８１５８１５８１５８１５万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円のののの増額増額増額増額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県県県県歯歯歯歯科科科科医医医医師師師師会会会会にににに事業事業事業事業をををを委委委委託託託託しましてしましてしましてしまして在在在在宅歯宅歯宅歯宅歯科科科科医療連医療連医療連医療連携携携携室室室室をををを整備整備整備整備するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、在在在在宅宅宅宅のののの歯歯歯歯科科科科医療医療医療医療、、、、口腔口腔口腔口腔ケアケアケアケアのののの希望希望希望希望者者者者にににに対対対対してしてしてして訪訪訪訪問診問診問診問診療療療療がががが可能可能可能可能なななな歯歯歯歯科診科診科診科診療療療療所所所所のののの紹紹紹紹介介介介やややや、、、、訪訪訪訪問診問診問診問診療療療療をををを行行行行うううう医医医医師師師師、、、、歯歯歯歯科科科科医医医医師師師師等等等等へへへへのののの医療医療医療医療機器機器機器機器のののの貸貸貸貸しししし出出出出しししし、、、、介護介護介護介護ササササーーーービビビビスススス事業事業事業事業所所所所とのとのとのとの連連連連携携携携をををを行行行行うたうたうたうためのものでございますめのものでございますめのものでございますめのものでございます。。。。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所所所所管管管管のののの議案議案議案議案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、、、、どうかごどうかごどうかごどうかご審議審議審議審議のほどよろしくおのほどよろしくおのほどよろしくおのほど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。。。。ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明、、、、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てめてめてめて質質質質疑疑疑疑等等等等があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願願願願いいいい○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長ますますますます。。。。 ３３３３点点点点についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員まずまずまずまず１１１１点目点目点目点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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、昨昨昨昨日日日日生生生生駒駒駒駒市市市市におきましてにおきましてにおきましてにおきまして生生生生駒駒駒駒市市市市立立立立病病病病院院院院のののの建設建設建設建設についについについについてててて議議議議論論論論がががが交交交交わわわわされましてされましてされましてされまして、、、、市市市市議会議会議会議会でででで可可可可決決決決されたされたされたされたわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。そこでそこでそこでそこで９９９９月月月月９９９９日日日日、、、、地元地元地元地元のののの医医医医師師師師会会会会並並並並びにびにびにびに周辺周辺周辺周辺のののの救急救急救急救急病病病病院院院院からからからから、、、、このこのこのこの病病病病院院院院にににに関関関関してしてしてして連連連連携携携携するするするすることはできないということはできないということはできないということはできないという旨旨旨旨のののの意意意意見見見見書書書書がががが出出出出されておりますされておりますされておりますされております。。。。このこのこのこの反対反対反対反対されたされたされたされた議員議員議員議員のののの方方方方にもこうにもこうにもこうにもこういうようなごいうようなごいうようなごいうようなご意意意意見見見見がががが、、、、大大大大変変変変議議議議論論論論がががが多多多多かったようでございますかったようでございますかったようでございますかったようでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、公公公公立立立立病病病病院院院院をこうしをこうしをこうしをこうしてててて設設設設置置置置していくにしていくにしていくにしていく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、、、、医医医医師師師師会会会会やややや地地地地域域域域のののの医療医療医療医療機機機機関関関関とととと連連連連携携携携がとれないというようながとれないというようながとれないというようながとれないというような状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、県県県県はははは生生生生駒駒駒駒市市市市にににに対対対対してしてしてして何何何何らかのらかのらかのらかの対応対応対応対応をすをすをすをすべべべべきものかどうかきものかどうかきものかどうかきものかどうか、、、、このこのこのこの点点点点についてまについてまについてまについてまずおずおずおずお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、今今今今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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、最近最近最近最近医療医療医療医療のののの高度化高度化高度化高度化、、、、○○○○中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長専門専門専門専門化化化化によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、またまたまたまた医医医医師師師師等等等等のののの医療従事者医療従事者医療従事者医療従事者のののの不不不不足足足足またはまたはまたはまたは偏偏偏偏在等在等在等在等によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、個個個個々々々々のののの病病病病院院院院だだだだけけけけではではではでは単単単単独独独独ですですですですべべべべてのてのてのての患患患患者者者者ささささんんんんがががが必要必要必要必要とするとするとするとする医療医療医療医療をををを提提提提供供供供することはすることはすることはすることは非常非常非常非常にににに困難困難困難困難になになになにな
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っておりますっておりますっておりますっております。。。。すすすすべべべべてのてのてのての患患患患者者者者ささささんんんんにににに対対対対しましてしましてしましてしまして切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない医療医療医療医療をををを提提提提供供供供するするするする体体体体制制制制をををを構構構構築築築築すすすするためにはるためにはるためにはるためには、、、、医療医療医療医療機機機機関関関関相相相相互互互互のののの連連連連携携携携がますますがますますがますますがますます重重重重要要要要とととと認識認識認識認識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。。。。さてさてさてさて、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市でございますでございますでございますでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、市市市市のののの条例条例条例条例にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして地元地元地元地元医医医医師師師師会会会会のののの代代代代表表表表者者者者もももも加加加加わわわわるるるる形形形形でででで生生生生駒駒駒駒市市市市病病病病院院院院事業推進委員会事業推進委員会事業推進委員会事業推進委員会がががが設設設設置置置置されましたされましたされましたされました。。。。そこではそこではそこではそこでは、、、、昨昨昨昨年年年年１０１０１０１０月月月月からからからから本本本本年年年年８８８８月月月月までまでまでまで延延延延べべべべ１０１０１０１０回回回回のののの審議審議審議審議がががが行行行行わわわわれましてれましてれましてれまして、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市立立立立病病病病院院院院のののの病病病病院院院院事業計画案事業計画案事業計画案事業計画案、、、、またまたまたまた生生生生駒駒駒駒市市市市立立立立病病病病院院院院のののの管管管管理理理理にににに関関関関するするするする基基基基本協本協本協本協定案定案定案定案につきましてそれにつきましてそれにつきましてそれにつきましてそれぞぞぞぞれれれれ答答答答申申申申されたされたされたされた聞聞聞聞いておるところでございておるところでございておるところでございておるところでございますいますいますいます。。。。県県県県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、、、、今後今後今後今後もももも引引引引きききき続続続続きききき、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市がががが地元地元地元地元医医医医師師師師会会会会やややや地地地地域域域域のののの医療医療医療医療機機機機関関関関とととと十十十十分分分分にににに話話話話しししし合合合合いをされいをされいをされいをされ、、、、医療医療医療医療機機機機関関関関相相相相互互互互のののの連連連連携携携携がががが図図図図られることがられることがられることがられることが必要必要必要必要とととと考考考考ええええているところでございまているところでございまているところでございまているところでございますすすす。。。。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。。。。これはあくまでもこれはあくまでもこれはあくまでもこれはあくまでも生生生生駒駒駒駒市市市市のののの中中中中のののの問題問題問題問題であってであってであってであって、、、、県県県県がががが直接的直接的直接的直接的にはにはにはにはタッタッタッタッチチチチできできできでき得得得得○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員ないないないない、、、、テリテリテリテリトトトトリリリリーーーー外外外外であるというであるというであるというであるという判判判判断断断断であろうかとであろうかとであろうかとであろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで県県県県のののの判判判判断断断断でごでごでごでございますからざいますからざいますからざいますから結結結結構構構構でございますでございますでございますでございます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会についてについてについてについて再度開会再度開会再度開会再度開会されるされるされるされる予定予定予定予定があるのかどうかがあるのかどうかがあるのかどうかがあるのかどうか、、、、それそれそれそれについておについておについておについてお伺伺伺伺いをいたしますいをいたしますいをいたしますいをいたします。。。。医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会でございますでございますでございますでございます。。。。まずまずまずまず、、、、医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会につきましてにつきましてにつきましてにつきまして簡単簡単簡単簡単○○○○中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長にごにごにごにご説明説明説明説明をさをさをさをさせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会はははは医療法医療法医療法医療法のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして設設設設置置置置されているところでございますされているところでございますされているところでございますされているところでございます。。。。知事知事知事知事のののの諮諮諮諮問問問問にににに応応応応じじじじましてましてましてまして、、、、本本本本県県県県におきますにおきますにおきますにおきます医療提医療提医療提医療提供供供供体体体体制制制制のののの確確確確保保保保にににに関関関関するするするする重重重重要事項要事項要事項要事項のののの調査調査調査調査、、、、審議審議審議審議をををを行行行行っていただいているところでございますっていただいているところでございますっていただいているところでございますっていただいているところでございます。。。。病病病病院院院院のののの開開開開設設設設許可許可許可許可につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、法律上法律上法律上法律上、、、、医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会へへへへのののの諮諮諮諮問問問問はははは特特特特にににに必要必要必要必要とされていないととされていないととされていないととされていないところでございますがころでございますがころでございますがころでございますが、、、、病病病病院院院院のののの開開開開設設設設やややや病床病床病床病床にににに関関関関するするするする許可権許可権許可権許可権限限限限がががが適適適適正正正正にににに行行行行使使使使されるかどうかにされるかどうかにされるかどうかにされるかどうかにつきましてつきましてつきましてつきまして確認確認確認確認をしていただいたりをしていただいたりをしていただいたりをしていただいたり、、、、許可許可許可許可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配配配配慮慮慮慮すすすすべべべべきききき事項事項事項事項があるかどうかがあるかどうかがあるかどうかがあるかどうかにつきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、専門専門専門専門家家家家のごのごのごのご意意意意見見見見をいただいているというをいただいているというをいただいているというをいただいているという観観観観点点点点からからからから、、、、従従従従来来来来、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県ではではではでは任任任任意意意意でででで医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会へへへへ諮諮諮諮問問問問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。。。。それでそれでそれでそれで、、、、県県県県でございますでございますでございますでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市からからからから（（（（仮仮仮仮称称称称））））生生生生駒駒駒駒市市市市立立立立病病病病院院院院のののの開開開開設設設設にににに関関関関するするするする事事事事前前前前協協協協議議議議書書書書のののの提出提出提出提出をををを受受受受けけけけてててて、、、、３３３３回回回回ににににわわわわたりましてたりましてたりましてたりまして、、、、過去過去過去過去、、、、医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会のごのごのごのご意意意意見見見見をおをおをおをお聞聞聞聞きしたきしたきしたきした上上上上でででで、、、、西西西西和和和和医療医療医療医療圏圏圏圏のののの医療事医療事医療事医療事情情情情にににに応応応応じじじじましてましてましてまして小小小小児救急児救急児救急児救急やややや、、、、またまたまたまた産科産科産科産科医療医療医療医療をはをはをはをはじじじじめましてめましてめましてめまして地地地地域域域域におにおにおにおけけけけますますますます必要必要必要必要なななな医療提医療提医療提医療提供供供供体体体体制制制制がががが確確確確保保保保されるされるされるされる等等等等のののの観観観観点点点点からからからから審査審査審査審査をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年３３３３月月月月、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市にににに対対対対しましてしましてしましてしまして２１０２１０２１０２１０床床床床のののの病床病床病床病床配配配配分分分分をををを行行行行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。。。。そういうそういうそういうそういう経経経経緯緯緯緯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、、、、今後改今後改今後改今後改めてめてめてめて医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会にににに諮諮諮諮ることはないとることはないとることはないとることはないと考考考考ええええているているているている次第次第次第次第でございでございでございでござい
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ますますますます。。。。 もうもうもうもう１１１１回回回回確認確認確認確認ささささせせせせてくださいてくださいてくださいてください。。。。医療法医療法医療法医療法のののの第第第第４４４４条条条条のののの６６６６のののの２２２２、、、、病病病病院院院院をををを開開開開設設設設するとするとするとすると○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員きにはきにはきにはきには医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会のののの意意意意見見見見をををを聞聞聞聞きなさいときなさいときなさいときなさいと書書書書いているのですいているのですいているのですいているのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会をををを開開開開かなかなかなかなくてもいいのですかくてもいいのですかくてもいいのですかくてもいいのですか。。。。 先先先先ほどほどほどほど申申申申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、、、、特特特特にににに法法法法的的的的なななな根拠根拠根拠根拠はございまはございまはございまはございませんせんせんせんのでのでのでので、、、、○○○○中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで奈良県奈良県奈良県奈良県につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、過去過去過去過去からからからから先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたしましたしましたしました説明説明説明説明でででで、、、、任任任任意意意意でででで医療審医療審医療審医療審議会議会議会議会へへへへ諮諮諮諮問問問問をををを行行行行わわわわささささせせせせ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。。。。十十十十分分分分にににに医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会のののの意意意意見見見見はははは聞聞聞聞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、、、、今今今今幾幾幾幾つかつかつかつか問題問題問題問題点点点点があがあがあがあ○○○○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ったったったったわけわけわけわけ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、、、、そのそのそのその辺辺辺辺につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市がいろいろながいろいろながいろいろながいろいろな病病病病院院院院事業委員会事業委員会事業委員会事業委員会をををを経経経経てててて、、、、市市市市議会議会議会議会のののの議議議議決決決決をををを経経経経てきたところでございましててきたところでございましててきたところでございましててきたところでございまして、、、、医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会がががが指摘指摘指摘指摘したしたしたした事項事項事項事項についについについについてはてはてはては生生生生駒駒駒駒市市市市でででで対応対応対応対応されたとされたとされたとされた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。。。。ただただただただ、、、、具体的具体的具体的具体的にににに直接生直接生直接生直接生駒駒駒駒市市市市からからからから県県県県にににに何何何何かかかか説明説明説明説明があったがあったがあったがあったわけわけわけわけではありまではありまではありまではありませんせんせんせんのでのでのでので、、、、今後今後今後今後生生生生駒駒駒駒市市市市からきちからきちからきちからきちんんんんとしたとしたとしたとした説明説明説明説明をををを受受受受けけけけたたたた上上上上でででで、、、、県県県県ととととしてはしてはしてはしては対応対応対応対応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いますていますていますています。。。。以上以上以上以上でご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、、、、このこのこのこの問題問題問題問題だだだだけけけけではないのですではないのですではないのですではないのです。。。。医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会のありのありのありのあり方方方方ということでということでということでということで、、、、病病病病○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員院院院院をををを開開開開設設設設するにするにするにするに当当当当たってたってたってたって医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会をををを別別別別にににに開開開開かなくてもいいとかなくてもいいとかなくてもいいとかなくてもいいと聞聞聞聞いたのですいたのですいたのですいたのですけけけけれどれどれどれど、、、、間間間間違違違違いではないのですかいではないのですかいではないのですかいではないのですか、、、、どうですかどうですかどうですかどうですか。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県のののの場合場合場合場合、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたしましたしましたしました観観観観点点点点からからからから医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会につきまにつきまにつきまにつきま○○○○中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長してしてしてして、、、、病病病病院院院院のののの開開開開設設設設またはまたはまたはまたは増増増増床床床床にににに関関関関するするするする許可権許可権許可権許可権限限限限がががが適適適適正正正正にににに行行行行使使使使されているかどうかをされているかどうかをされているかどうかをされているかどうかを確認確認確認確認ししししていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい、、、、またまたまたまた許可許可許可許可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配配配配慮慮慮慮すすすすべべべべきききき事項等事項等事項等事項等があれがあれがあれがあればばばばどうかということにどうかということにどうかということにどうかということにつきましてつきましてつきましてつきまして、、、、医療医療医療医療のののの専門専門専門専門家家家家でございますでございますでございますでございます医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会のののの委員委員委員委員にににに諮諮諮諮問問問問をさをさをさをさせせせせていただいているていただいているていただいているていただいているところでございますところでございますところでございますところでございます。。。。このこのこのこの問題問題問題問題ではないのですではないのですではないのですではないのです。。。。またまたまたまた今後今後今後今後、、、、新新新新たにたにたにたに病病病病院院院院がががが開開開開設設設設するとかするとかするとかするとか増増増増床床床床するするするする場場場場○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員合合合合にににに医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会がががが開開開開かなくてもいいとかなくてもいいとかなくてもいいとかなくてもいいと受受受受けけけけ取取取取ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、そうではないのですかそうではないのですかそうではないのですかそうではないのですか。。。。そのそのそのその点点点点だだだだけけけけ確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。そのそのそのその点点点点につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、病病病病院院院院のののの開開開開設設設設等等等等につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、従従従従前前前前どおどおどおどお○○○○中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長りりりり医療審議会医療審議会医療審議会医療審議会にににに諮諮諮諮問問問問ささささせせせせていただいておりますのでていただいておりますのでていただいておりますのでていただいておりますので、、、、諮諮諮諮問問問問がががが必要必要必要必要とととと思思思思いますいますいますいます。。。。生生生生駒駒駒駒市市市市のののの病病病病院院院院はもうはもうはもうはもう既既既既にににに終終終終わわわわ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、、、、ほかのほかのほかのほかの病病病病院院院院がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら、、、、当当当当然諮然諮然諮然諮問問問問ささささせせせせ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形形形形になるとになるとになるとになる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、、、、了解了解了解了解しましたしましたしましたしました。。。。今後今後今後今後、、、、手手手手続上続上続上続上はどういうはどういうはどういうはどういう形形形形でででで進進進進んんんんでいくのですかでいくのですかでいくのですかでいくのですか。。。。○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員 昨昨昨昨年年年年、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１２１２１２１２月月月月でございますでございますでございますでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市からからからから病病病病○○○○中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長
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床床床床をををを２１０２１０２１０２１０床床床床にににに変更変更変更変更いたしましたということでいたしましたということでいたしましたということでいたしましたということで事事事事前前前前協協協協議議議議書書書書がががが提出提出提出提出されましたされましたされましたされました。。。。そのそのそのその提出提出提出提出さささされたれたれたれた書書書書類類類類につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、そのそのそのその段段段段階階階階ではではではでは指指指指定定定定管管管管理理理理者者者者のののの指指指指定定定定にににに関関関関するするするする議案議案議案議案がががが生生生生駒駒駒駒市市市市議会議会議会議会でででで否否否否決決決決されされされされ、、、、またまたまたまた事事事事前前前前協協協協議議議議書書書書のののの内容内容内容内容とととと相相相相違違違違するするするする状況状況状況状況になっていたとになっていたとになっていたとになっていたと、、、、またまたまたまた病病病病院院院院事業事業事業事業にににに関関関関するするするする予算予算予算予算等等等等のののの議案議案議案議案がががが同同同同市市市市議会議会議会議会でででで否否否否決決決決されているされているされているされている観観観観点点点点からからからから、、、、計画計画計画計画のののの実実実実効性効性効性効性をををを確認確認確認確認するするするする必要必要必要必要があるためがあるためがあるためがあるためにににに事事事事前前前前協協協協議議議議書書書書のののの補正補正補正補正をををを求求求求めさめさめさめさせせせせていただいているていただいているていただいているていただい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。。。。今今今今回回回回、、、、市市市市議会議会議会議会におきにおきにおきにおきましてましてましてまして議議議議決決決決をををを受受受受けけけけておられますのでておられますのでておられますのでておられますので、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市からからからから経経経経緯緯緯緯についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては適切適切適切適切にににに対応対応対応対応ささささせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただき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。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして２２２２点目点目点目点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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先般般般般、、、、あるあるあるある知知知知人人人人からからからから児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のことでごのことでごのことでごのことでご相相相相談談談談をををを受受受受けけけけましたましたましたました。。。。初初初初めてのめてのめてのめての経経経経験験験験でございますでございますでございますでございますからからからから、、、、一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって児童相児童相児童相児童相談談談談所所所所にもにもにもにも相相相相談談談談にににに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。これはでこれはでこれはでこれはで、、、、非常非常非常非常にににに感感感感じじじじたことがたことがたことがたことが１１１１点点点点ございますございますございますございます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、児童相児童相児童相児童相談談談談所所所所のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方はははは、、、、大大大大変変変変忙忙忙忙しいのだとしいのだとしいのだとしいのだと。。。。最近最近最近最近特特特特にこういうにこういうにこういうにこういう児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待においてにおいてにおいてにおいて件数件数件数件数ががががふえふえふえふえ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。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか相相相相談談談談するするするする時間時間時間時間もかかりますからもかかりますからもかかりますからもかかりますから、、、、大大大大変人手変人手変人手変人手もももも要要要要るのだろうなとるのだろうなとるのだろうなとるのだろうなと、、、、まずこれはまずこれはまずこれはまずこれは１１１１点点点点思思思思いましたいましたいましたいました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、このこのこのこの相相相相談談談談をををを受受受受けけけけてててて、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその施施施施設設設設にににに３３３３カカカカ月間月間月間月間預預預預けけけけられてられてられてられて、、、、そのそのそのその後後後後、、、、家庭家庭家庭家庭にににに帰帰帰帰るるるる場合場合場合場合とととと、、、、それからまたそれからまたそれからまたそれからまた別別別別のののの施施施施設設設設にににに行行行行かれるかれるかれるかれる場合場合場合場合もございますもございますもございますもございます。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、このこのこのこの子子子子どどどどもさもさもさもさんんんんがががが大大大大きくなるまできくなるまできくなるまできくなるまで、、、、そのそのそのその家庭家庭家庭家庭とそのとそのとそのとその子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんのののの指導指導指導指導、、、、助助助助言言言言をしていかなをしていかなをしていかなをしていかなけけけけれれれればばばばなななならないとなれらないとなれらないとなれらないとなればばばば、、、、かなりのかなりのかなりのかなりのママママンンンン・・・・ツツツツーーーー・・・・ママママンンンンでででで人人人人がががが要要要要るのではないのかとるのではないのかとるのではないのかとるのではないのかと、、、、そそそそんんんんなななな思思思思いがいがいがいがあるあるあるあるわけわけわけわけでございますでございますでございますでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、県県県県でででで、、、、今現在今現在今現在今現在のののの陣陣陣陣容容容容でででで十二十二十二十二分分分分にににに足足足足りているのかどうかりているのかどうかりているのかどうかりているのかどうか、、、、対応対応対応対応がががが十二十二十二十二分分分分にできるのかどうかにできるのかどうかにできるのかどうかにできるのかどうか、、、、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伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭相相相相談談談談セセセセンンンンタタタターーーーのののの体体体体制制制制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。。。。○○○○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児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの相相相相談談談談体体体体制制制制ということでということでということでということで、、、、平成平成平成平成１１１１７７７７年年年年からこどもからこどもからこどもからこども家庭家庭家庭家庭相相相相談談談談セセセセンンンンタタタターーーーにににに新新新新たにたにたにたに５５５５名名名名のののの職員職員職員職員をををを増員増員増員増員いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、こどもこどもこどもこども支援支援支援支援課課課課、、、、これはこれはこれはこれは虐待虐待虐待虐待のののの専属専属専属専属のののの組組組組織織織織ですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ここここれはれはれはれは６６６６人体人体人体人体制制制制でででで設設設設置置置置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。。。。ああああわせわせわせわせましてましてましてまして、、、、虐待相虐待相虐待相虐待相談談談談をををを２４２４２４２４時間時間時間時間、、、、３６５３６５３６５３６５日日日日受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる体体体体制制制制をををを整備整備整備整備したところですしたところですしたところですしたところです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、そのそのそのその後後後後もももも県県県県全体全体全体全体のののの職員職員職員職員数数数数がががが抑制抑制抑制抑制されているのされているのされているのされているのですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年からからからから平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年までのまでのまでのまでの間間間間にににに職員職員職員職員数数数数をををを５５５５名増員名増員名増員名増員いたしましていたしましていたしましていたしまして対応対応対応対応にににに当当当当たっているところですたっているところですたっているところですたっているところです。。。。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、、、、虐待虐待虐待虐待のののの相相相相談談談談がががが依然多依然多依然多依然多くなっておりましてくなっておりましてくなっておりましてくなっておりまして、、、、施施施施設設設設にににに入入入入ったったったった指導指導指導指導もなかなもなかなもなかなもなかなかかかか深刻深刻深刻深刻なものもあるということでございますなものもあるということでございますなものもあるということでございますなものもあるということでございます。。。。今後今後今後今後、、、、職員職員職員職員やややや保保保保護護護護者者者者のののの時間時間時間時間をををを確確確確保保保保しないとしないとしないとしないといいいいけけけけないないないないわけわけわけわけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、職員職員職員職員のののの負担負担負担負担をををを軽軽軽軽減減減減するようなするようなするようなするような工工工工夫夫夫夫がががが必要必要必要必要ととと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。。。。例例例例
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ええええばばばば、、、、セセセセンンンンタタタターーーー業務業務業務業務のののの電電電電算算算算シシシシステムステムステムステムをををを開開開開発発発発するとかするとかするとかするとか、、、、そういうそういうそういうそういう効効効効率化率化率化率化のののの検討検討検討検討にににに取取取取りりりり組組組組んんんんででででいるといういるといういるといういるという状況状況状況状況ですですですです。。。。児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの相相相相談談談談はははは増加増加増加増加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。。。。ケーケーケーケースススス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、、、、親親親親子分子分子分子分離離離離がががが必要必要必要必要だといだといだといだというううう深刻深刻深刻深刻なななな案案案案件件件件ももももふえふえふえふえておりますておりますておりますております。。。。職員職員職員職員のののの負担負担負担負担をををを減減減減らすようならすようならすようならすような工工工工夫夫夫夫、、、、それからそれからそれからそれから職員職員職員職員のののの専門専門専門専門性性性性のののの向向向向上上上上とあとあとあとあわせわせわせわせましてましてましてまして相相相相談談談談体体体体制制制制のののの充実充実充実充実にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいきたいとでいきたいとでいきたいとでいきたいと考考考考ええええていますていますていますています。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな気気気気配配配配りのりのりのりの中中中中でででで県県県県のののの配配配配慮慮慮慮でででで職員職員職員職員のののの数数数数ががががふえふえふえふえたということなのですたということなのですたということなのですたということなのですけけけけ○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員れどれどれどれど、、、、そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら例例例例ええええばばばば、、、、先先先先日大日大日大日大阪阪阪阪市市市市でででで子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんおおおお二二二二人人人人がががが亡亡亡亡くなられましたくなられましたくなられましたくなられました。。。。あのあのあのあの場合場合場合場合はははは夜夜夜夜間間間間にににに近近近近所所所所のののの方方方方がががが通通通通報報報報されたされたされたされた。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、そのときはそのときはそのときはそのときは１１１１人人人人しかおられなかったのでしかおられなかったのでしかおられなかったのでしかおられなかったので、、、、そのそのそのその夜夜夜夜にはにはにはには行行行行けけけけなかったなかったなかったなかった。。。。次次次次のののの日日日日のののの朝朝朝朝にににに行行行行ったとったとったとったと、、、、しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんのののの泣泣泣泣きききき声声声声はなはなはなはなかったということでかったということでかったということでかったということで、、、、悲悲悲悲しいしいしいしい出出出出来来来来事事事事がががが起起起起こったのですこったのですこったのですこったのです。。。。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、、、、例例例例ええええばばばば、、、、夜夜夜夜間間間間ににににそのようなそのようなそのようなそのような通通通通報報報報があったがあったがあったがあった場合場合場合場合はははは、、、、即駆即駆即駆即駆けけけけつつつつけけけけることができるのですかることができるのですかることができるのですかることができるのですか。。。。はいはいはいはい、、、、大大大大阪阪阪阪市市市市のののの事案事案事案事案のののの例例例例をををを出出出出してございましたがしてございましたがしてございましたがしてございましたが、、、、先先先先ほどほどほどほど言言言言いまいまいまいま○○○○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したようにしたようにしたようにしたように、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの場合場合場合場合もももも２４２４２４２４時間時間時間時間のののの体体体体制制制制でででで受受受受けけけけ付付付付けけけけをするをするをするをする体体体体制制制制をとっておりますをとっておりますをとっておりますをとっております。。。。そそそそれでれでれでれで電話電話電話電話がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、正規正規正規正規のののの職員職員職員職員にににに引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎましてましてましてまして、、、、そしてそしてそしてそして行行行行くくくく体体体体制制制制をとっておりまをとっておりまをとっておりまをとっておりますのですのですのですので、、、、大大大大阪阪阪阪市市市市のようなことにはならないとのようなことにはならないとのようなことにはならないとのようなことにはならないと思思思思いますいますいますいます。。。。国国国国のののの基基基基準準準準ではではではでは、、、、一一一一応応応応４８４８４８４８時間以時間以時間以時間以内内内内にににに子子子子どもをどもをどもをどもを現現現現認認認認するというするというするというするという体体体体制制制制をとっているのですがをとっているのですがをとっているのですがをとっているのですが、、、、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もうはもうはもうはもう少少少少しししし早早早早くくくく行行行行けけけけるようなるようなるようなるような体体体体制制制制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。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。それでそれでそれでそれで先先先先般般般般、、、、こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭相相相相談談談談セセセセンンンンタタタターーーーにおにおにおにお伺伺伺伺いしたのですいしたのですいしたのですいしたのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、初初初初めてめてめてめて○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員のののの体体体体験験験験なのでなのでなのでなので非常非常非常非常にににに感感感感じじじじたのがたのがたのがたのが、、、、あのあのあのあの施施施施設設設設、、、、非常非常非常非常にににに狭狭狭狭いなといなといなといなと。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりりプラプラプラプライバシイバシイバシイバシーーーーのののの問問問問題題題題もございますしもございますしもございますしもございますし、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ででででハハハハーーーードドドド面面面面のののの整備整備整備整備もももも今今今今これだこれだこれだこれだけけけけ大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題となっているとなっているとなっているとなっている中中中中でででで、、、、あれであれであれであれで対応対応対応対応できているのかというのはできているのかというのはできているのかというのはできているのかというのは非常非常非常非常にににに疑疑疑疑問問問問をををを持持持持っているしっているしっているしっているし、、、、今今今今言言言言わわわわれたようれたようれたようれたようにににに、、、、どどどどんんんんどどどどんんんんとこのとこのとこのとこの児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの相相相相談談談談ややややらいろいろならいろいろならいろいろならいろいろな問題問題問題問題がががが起起起起こったこったこったこった中中中中でででで、、、、あのあのあのあの施施施施設設設設でででで十十十十分分分分事事事事足足足足りますかりますかりますかりますか。。。。 施施施施設設設設にににに来来来来ていただきましてていただきましてていただきましてていただきまして、、、、実実実実際際際際にににに見見見見ていただいているというこていただいているというこていただいているというこていただいているというこ○○○○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でとでとでとで、、、、それにつきましてはそれにつきましてはそれにつきましてはそれにつきましては、、、、本本本本年度年度年度年度のののの当当当当初初初初予算予算予算予算にににに構想構想構想構想をつくるようなをつくるようなをつくるようなをつくるような予算予算予算予算をいただいておをいただいておをいただいておをいただいておりましてりましてりましてりまして、、、、今現在今現在今現在今現在どういったどういったどういったどういった形形形形でででで建建建建てかてかてかてかええええたらいいのかたらいいのかたらいいのかたらいいのか、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた中中中中央央央央こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭相相相相談談談談セセセセンンンンタタタターーーー自体自体自体自体のののの機能機能機能機能につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、そのそのそのその中中中中でででで検討検討検討検討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。。。。そうですかそうですかそうですかそうですか。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく初初初初めてのめてのめてのめての経経経経験験験験なのですなのですなのですなのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、非常非常非常非常にににに手手手手狭狭狭狭ややややなといなといなといなとい○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員うのとうのとうのとうのと、、、、今今今今これだこれだこれだこれだけけけけ大大大大きなきなきなきな社社社社会会会会問題問題問題問題になっているになっているになっているになっている状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、ハハハハーーーードドドド面面面面のののの整備整備整備整備もももも副知事副知事副知事副知事、、、、総務部長総務部長総務部長総務部長がおられるのですがおられるのですがおられるのですがおられるのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ぜぜぜぜひひひひ考考考考ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。
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それとそれとそれとそれと、、、、このこのこのこの問題問題問題問題についてはについてはについてはについては当当当当然然然然虐待虐待虐待虐待のののの予予予予防防防防ということもということもということもということも大事大事大事大事でございますでございますでございますでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、県県県県としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような子育子育子育子育てててて支援支援支援支援をををを含含含含めためためためた予予予予防対防対防対防対策策策策をををを、、、、当当当当然然然然市町市町市町市町村村村村でもおでもおでもおでもおややややりになっておらりになっておらりになっておらりになっておられるのですれるのですれるのですれるのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、県県県県としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような指導指導指導指導的的的的なななな役割役割役割役割をなさっているのかをなさっているのかをなさっているのかをなさっているのか、、、、おおおお示示示示しいたしいたしいたしいただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 県県県県としてとしてとしてとして児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの取取取取りりりり組組組組みというみというみというみという観観観観点点点点からですとからですとからですとからですと、、、、平成平成平成平成１１１１７７７７年年年年○○○○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にににに市町市町市町市町村村村村にににに虐待虐待虐待虐待のののの相相相相談談談談ができることになりましたができることになりましたができることになりましたができることになりました。。。。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、、、、市町市町市町市町村村村村のこどものこどものこどものこども家庭家庭家庭家庭相相相相談談談談のののの指導指導指導指導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、、、、地地地地域域域域ののののネッネッネッネットトトトワワワワーーーーククククづくりをづくりをづくりをづくりを盛盛盛盛んんんんににににややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。そそそそういったところをういったところをういったところをういったところを積積積積極極極極的的的的にににに進進進進めていくめていくめていくめていく、、、、あるいはなかなかあるいはなかなかあるいはなかなかあるいはなかなか市町市町市町市町村村村村がががが平成平成平成平成１１１１７７７７年年年年からですのからですのからですのからですのでででで、、、、まだまだまだまだ時間時間時間時間がたっておりまがたっておりまがたっておりまがたっておりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、専門専門専門専門性性性性がないということでがないということでがないということでがないということでアアアアドバイドバイドバイドバイススススをををを行行行行っていっていっていっていくくくく、、、、例例例例ええええばばばば弁弁弁弁護護護護士士士士ささささんんんんとかおとかおとかおとかお医者医者医者医者ささささんんんんとかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形のものをのものをのものをのものを取取取取りりりり組組組組んんんんでいるところででいるところででいるところででいるところで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、、、、一般一般一般一般的的的的なななな子育子育子育子育てててて支援支援支援支援につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、例例例例ええええばばばば、、、、虐待虐待虐待虐待をををを未然未然未然未然にににに防防防防止止止止するというするというするというするという観観観観点点点点からはからはからはからは保育保育保育保育所所所所のののの子育子育子育子育てのてのてのての拠拠拠拠点点点点のののの整備整備整備整備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、、、、相相相相談談談談活活活活動動動動についてについてについてについて研修研修研修研修をををを行行行行うといううといううといううという形形形形のものものものものものものものもやややや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すですですです。。。。今今今今、、、、これはこれはこれはこれは新新新新聞聞聞聞、、、、テテテテレビレビレビレビでででで連日連日連日連日報報報報道道道道されていましてされていましてされていましてされていまして、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに、、、、真剣真剣真剣真剣にこにこにこにこ○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員れにれにれにれに取取取取りりりり組組組組んんんんでいただきたいということはでいただきたいということはでいただきたいということはでいただきたいということは要要要要望望望望しておきますしておきますしておきますしておきます。。。。次次次次にににに、、、、福祉施福祉施福祉施福祉施設設設設のののの整備整備整備整備についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいのですいしたいのですいしたいのですいしたいのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、現在現在現在現在、、、、特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの待待待待機機機機者者者者がかなりのがかなりのがかなりのがかなりの方方方方がおられるとがおられるとがおられるとがおられると思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、１１１１年以上年以上年以上年以上、、、、要要要要介護介護介護介護３３３３以上以上以上以上のののの方方方方でででで待待待待機機機機者者者者はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいおられるのからいおられるのからいおられるのからいおられるのか、、、、それとそれとそれとそれと去去去去年年年年とととと比較比較比較比較してどうなっているのかしてどうなっているのかしてどうなっているのかしてどうなっているのか、、、、ちちちちょょょょっっっっとおとおとおとお示示示示しいただきたいとしいただきたいとしいただきたいとしいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの入入入入所申込所申込所申込所申込者者者者のののの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。。。。要要要要介護介護介護介護３３３３以上以上以上以上○○○○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でででで１１１１年以上年以上年以上年以上自自自自宅宅宅宅でででで待待待待機機機機されておられるされておられるされておられるされておられる申込申込申込申込者者者者がこのがこのがこのがこの平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在でででで７７７７７７７７５５５５人人人人、、、、これはこれはこれはこれは昨昨昨昨年度年度年度年度のののの人数人数人数人数がががが６３５６３５６３５６３５人人人人にににに対対対対してしてしてして約約約約２２２２２２２２％％％％ふえふえふえふえているというているというているというている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。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、今現在今現在今現在今現在４４４４期期期期のののの介護介護介護介護保険事業支援計画保険事業支援計画保険事業支援計画保険事業支援計画のののの中中中中でででで前倒前倒前倒前倒しでこのしでこのしでこのしでこの施施施施設設設設○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員のののの充実充実充実充実をををを図図図図っておられましてっておられましてっておられましてっておられまして、、、、またまたまたまた今年度今年度今年度今年度もももも９９９９月月月月でででで締締締締めめめめ切切切切りですかりですかりですかりですか、、、、そしてそしてそしてそして１２１２１２１２月月月月にににに許可許可許可許可をおをおをおをお与与与与ええええになるということですになるということですになるということですになるということですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、このこのこのこの施施施施設設設設のののの充実充実充実充実とこのとこのとこのとこの待待待待機機機機者者者者ととととのののの乖離乖離乖離乖離というものはないのですかというものはないのですかというものはないのですかというものはないのですか。。。。４４４４期期期期のののの介護介護介護介護保険事業支援計画保険事業支援計画保険事業支援計画保険事業支援計画でででで今年度進今年度進今年度進今年度進めておりますのがめておりますのがめておりますのがめておりますのが、、、、西西西西和圏和圏和圏和圏○○○○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域域域域でででで５０５０５０５０床床床床、、、、東和東和東和東和、、、、中中中中和和和和でででで１００１００１００１００床床床床、、、、計計計計１５０１５０１５０１５０床床床床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４４４４期計画期計画期計画期計画のののの中中中中でででで委委委委員員員員おおおお述述述述べべべべのとおりのとおりのとおりのとおり１１１１年年年年前倒前倒前倒前倒しでしでしでしで整備整備整備整備をををを進進進進めておるところでございますがめておるところでございますがめておるところでございますがめておるところでございますが、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しまししまししまししまし
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たたたた特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの入入入入所申込所申込所申込所申込者者者者、、、、確確確確かにかにかにかに要要要要介護介護介護介護３３３３以上以上以上以上でででで、、、、例例例例ええええばばばば１１１１年以上年以上年以上年以上自自自自宅宅宅宅でででで待待待待機機機機なさっておられるなさっておられるなさっておられるなさっておられる方方方方７７７７７７７７５５５５名名名名ということですということですということですということですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこの調査調査調査調査をしているをしているをしているをしている中中中中でごでごでごでご家家家家族族族族のののの状況状況状況状況でででで、、、、自自自自宅宅宅宅でどういうでどういうでどういうでどういう方方方方がががが介護介護介護介護をなさっておられるのかとかをなさっておられるのかとかをなさっておられるのかとかをなさっておられるのかとか、、、、それがそれがそれがそれが同居同居同居同居であるのかであるのかであるのかであるのか、、、、別別別別居居居居であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいはそのごあるいはそのごあるいはそのごあるいはそのご家家家家族族族族のののの方方方方のののの身身身身体体体体のののの状況状況状況状況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、、、、そういったことそういったことそういったことそういったこともももも掘掘掘掘りりりり下下下下げげげげてててて調調調調べべべべていくていくていくていく必要必要必要必要はあるとはあるとはあるとはあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今後今後今後今後そういうこともあそういうこともあそういうこともあそういうこともあわせわせわせわせてててて、、、、それとそれとそれとそれとあとあとあとあと施施施施設整備設整備設整備設整備はあるのですはあるのですはあるのですはあるのです、、、、一方一方一方一方でででで計画計画計画計画的的的的にににに進進進進めてはいきますめてはいきますめてはいきますめてはいきますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのそのそのその自自自自宅宅宅宅でででで介護介護介護介護なさっておられるなさっておられるなさっておられるなさっておられる、、、、療療療療養養養養なさっておられるなさっておられるなさっておられるなさっておられる方方方方にににに対対対対するするするする在在在在宅宅宅宅療療療療養養養養といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、在在在在宅宅宅宅ササササーーーービビビビススススのののの充実充実充実充実といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そういうこともあそういうこともあそういうこともあそういうこともあわせわせわせわせててててややややっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考え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。。。。このこのこのこの待待待待機機機機者者者者がががが、、、、各各各各市町市町市町市町村村村村からからからから県県県県にににに上上上上がってきてがってきてがってきてがってきて、、、、県県県県でででで集集集集計計計計されてされてされてされて、、、、それをもそれをもそれをもそれをも○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員とにこのとにこのとにこのとにこの４４４４期計画期計画期計画期計画とかとかとかとか次次次次のののの５５５５期計画期計画期計画期計画にににに向向向向かっていかれるとかっていかれるとかっていかれるとかっていかれると思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれどれどれどれど、、、、現実現実現実現実にいにいにいにいええええばばばばこのこのこのこの施施施施設設設設をつくっていかれてもをつくっていかれてもをつくっていかれてもをつくっていかれても、、、、待待待待機機機機者者者者がさらにがさらにがさらにがさらにふえふえふえふえていくというようなていくというようなていくというようなていくというような状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、在在在在宅宅宅宅のののの介護介護介護介護ということということということということ、、、、当当当当然然然然いろいろないろいろないろいろないろいろな施施施施設設設設がががが近近近近所所所所にございますからにございますからにございますからにございますからややややっておられるっておられるっておられるっておられる、、、、現現現現実実実実これはこれはこれはこれは１１１１年以上年以上年以上年以上もこういうもこういうもこういうもこういう待待待待機機機機者者者者がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃってってってって家家家家族族族族でででで介護介護介護介護するするするする、、、、これはこれはこれはこれは正正正正直直直直いっていっていっていって大大大大変変変変なのですなのですなのですなのです。。。。我我我我々々々々もももも、、、、当当当当然皆然皆然皆然皆ささささんんんん方方方方もそうだもそうだもそうだもそうだけけけけれどもれどもれどもれども、、、、どこかないだろうかというごどこかないだろうかというごどこかないだろうかというごどこかないだろうかというご要要要要望望望望がががが大大大大変変変変にににに多多多多いのですいのですいのですいのです。。。。ぜぜぜぜいたくはいたくはいたくはいたくは言言言言わわわわないとないとないとないと、、、、とにかくどこかのとにかくどこかのとにかくどこかのとにかくどこかの施施施施設設設設へへへへ入入入入れてほしいとれてほしいとれてほしいとれてほしいというごいうごいうごいうご要要要要望望望望がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあるのですあるのですあるのですあるのです。。。。ですからですからですからですから、、、、これはこれはこれはこれは、、、、もうもうもうもう要要要要望望望望にしておきますにしておきますにしておきますにしておきますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、次次次次のののの５５５５期計画期計画期計画期計画のときにもうのときにもうのときにもうのときにもう少少少少しししし現実現実現実現実とすりとすりとすりとすり合合合合わせわせわせわせをしてをしてをしてをして、、、、施施施施設設設設もつくっていただきたいともつくっていただきたいともつくっていただきたいともつくっていただきたいと。。。。今現在今現在今現在今現在、、、、今今今今回回回回９９９９月月月月でででで締締締締めめめめ切切切切りりりりですよですよですよですよねねねね。。。。これでこれでこれでこれで例例例例ええええばばばば特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの申申申申しししし込込込込みみみみ、、、、施施施施設設設設のののの設設設設置置置置申申申申しししし込込込込みというのがみというのがみというのがみというのが非常非常非常非常にににに少少少少ないのかどうかないのかどうかないのかどうかないのかどうか、、、、それはそれはそれはそれは大大大大体体体体どのようなものなのですかどのようなものなのですかどのようなものなのですかどのようなものなのですか。。。。実実実実際際際際にににに事業計画事業計画事業計画事業計画をををを提出提出提出提出なさるなさるなさるなさる事業者事業者事業者事業者ののののニニニニーーーーズズズズということでございまということでございまということでございまということでございま○○○○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すすすすけけけけれどもれどもれどもれども、、、、９９９９月月月月３０３０３０３０日日日日でででで一一一一応締応締応締応締めめめめ切切切切ることとしておりますることとしておりますることとしておりますることとしておりますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、現時点現時点現時点現時点でででで聞聞聞聞いておいておいておいておりますのはりますのはりますのはりますのは４４４４計画計画計画計画ほどがほどがほどがほどが上上上上がってきているがってきているがってきているがってきている。。。。これはこれはこれはこれは西西西西和圏和圏和圏和圏域域域域だだだだけけけけではなしにではなしにではなしにではなしに中中中中和圏和圏和圏和圏域等域等域等域等もももも含含含含めましてめましてめましてめまして４４４４ないしないしないしないし５５５５つつつつぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの整備整備整備整備事業計画事業計画事業計画事業計画がががが上上上上がってきているとおがってきているとおがってきているとおがってきているとお聞聞聞聞きをしておりまきをしておりまきをしておりまきをしておりますすすす。。。。実実実実はははは、、、、昨昨昨昨年年年年のののの１２１２１２１２月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のときにものときにものときにものときにも公募公募公募公募ささささせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、結結結結構構構構事事事事業者業者業者業者ささささんんんんのののの方方方方ののののニニニニーーーーズズズズはははは高高高高かったというようにかったというようにかったというようにかったというように記記記記憶憶憶憶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すですですです。。。。質質質質疑疑疑疑ございまございまございまございませんせんせんせんかかかか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長そうしましたらそうしましたらそうしましたらそうしましたら、、、、おおおお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいとい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１１１１つはつはつはつは、、、、生活生活生活生活保保保保護護護護のののの子子子子供供供供たちのたちのたちのたちの進進進進学学学学のののの問題問題問題問題ですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、塾塾塾塾にににに行行行行っているっているっているっている子子子子供供供供ささささんんんんがががが多多多多
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いいいい中中中中でででで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか塾塾塾塾にににに行行行行くおくおくおくお金金金金までまでまでまで出出出出ないないないない状況状況状況状況でででで、、、、埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県ではではではでは、、、、生活生活生活生活保保保保護護護護のののの中中中中学学学学３３３３年年年年生生生生のののの子子子子どもをどもをどもをどもを対象対象対象対象にいたしましてにいたしましてにいたしましてにいたしまして学習教学習教学習教学習教室室室室というようなものをというようなものをというようなものをというようなものを始始始始めたというのをめたというのをめたというのをめたというのを新新新新聞聞聞聞にににに出出出出ていていていていたのをたのをたのをたのを拝拝拝拝見見見見いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。これはこれはこれはこれは協協協協力力力力をををを得得得得たたたた５５５５カカカカ所所所所のののの特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの会議室会議室会議室会議室などをなどをなどをなどを借借借借りてりてりてりて、、、、週週週週５５５５回放課回放課回放課回放課後後後後のののの夕夕夕夕方方方方からからからから夜夜夜夜にかにかにかにかけけけけてててて２２２２時間時間時間時間ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで開開開開くということでくということでくということでくということで、、、、大大大大体生活体生活体生活体生活保保保保護護護護世帯世帯世帯世帯のののの中中中中学学学学校校校校３３３３年年年年生生生生のののの６５０６５０６５０６５０人人人人がががが対象対象対象対象でででで、、、、家庭家庭家庭家庭訪訪訪訪問問問問しながらこういうのがありますよしながらこういうのがありますよしながらこういうのがありますよしながらこういうのがありますよとととと呼呼呼呼びかびかびかびかけけけけるということなのでするということなのでするということなのでするということなのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、とてもとてもとてもとても生活生活生活生活保保保保護護護護のののの家庭家庭家庭家庭のののの自自自自立立立立をををを促促促促進進進進ささささせせせせるとるとるとるといういういういう意意意意味味味味でもでもでもでも大事大事大事大事ななななややややりりりり方方方方だとだとだとだと思思思思いましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県でもでもでもでもぜぜぜぜひひひひこうしたこうしたこうしたこうした取取取取りりりり組組組組みをしてみをしてみをしてみをしていただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思っているのですっているのですっているのですっているのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのあたりでどそのあたりでどそのあたりでどそのあたりでどんんんんななななふふふふうにうにうにうに考考考考ええええておられるのておられるのておられるのておられるのかかかか、、、、今今今今生活生活生活生活保保保保護護護護のののの状状状状態態態態でででで、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のことをちのことをちのことをちのことをちょょょょっとおっとおっとおっと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。。。。それからそれからそれからそれから、、、、実実実実はははは天天天天理市理市理市理市のののの医医医医師師師師会会会会のののの会長会長会長会長ささささんんんんからおからおからおからお手手手手紙紙紙紙をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私もももも認識不認識不認識不認識不足足足足でびっくりしたのですでびっくりしたのですでびっくりしたのですでびっくりしたのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、結結結結核核核核のののの問題問題問題問題でしたでしたでしたでした。。。。結結結結核核核核がががが非常非常非常非常にににに、、、、何何何何とととと言言言言うかうかうかうかなななな、、、、陰陰陰陰でででで蔓蔓蔓蔓延延延延しているというようなしているというようなしているというようなしているというような状況状況状況状況なのですなのですなのですなのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、実実実実際際際際経経経経験験験験をされたをされたをされたをされた、、、、紹紹紹紹介介介介してしてしてしていただいているのですがいただいているのですがいただいているのですがいただいているのですが、、、、１１１１人人人人はははは、、、、おおおおじじじじいさいさいさいさんんんんがががが結結結結核核核核でででで入入入入院院院院をしたのでをしたのでをしたのでをしたので家家家家族族族族のののの検検検検査査査査をしてをしてをしてをしてほしいというほしいというほしいというほしいという方方方方がががが来来来来られたそうですられたそうですられたそうですられたそうです。。。。家家家家のそのそのそのそばばばばでででで療療療療養養養養をさをさをさをさせせせせたいとたいとたいとたい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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県にはにはにはには結結結結核病床核病床核病床核病床のののの空空空空きがなくてきがなくてきがなくてきがなくて、、、、このこのこのこの方方方方のののの場合場合場合場合はははは京都京都京都京都のののの病病病病院院院院にににに入入入入院院院院されたとされたとされたとされたと。。。。それかそれかそれかそれからまたらまたらまたらまた数数数数週週週週間後間後間後間後にににに、、、、今度今度今度今度はははは年年年年をとったをとったをとったをとった高齢高齢高齢高齢のおのおのおのお父父父父ささささんんんんがががが結結結結核核核核になったのでどうしたらいいになったのでどうしたらいいになったのでどうしたらいいになったのでどうしたらいいかというかというかというかという相相相相談談談談がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、結結結結局局局局このこのこのこの方方方方もももも奈良県奈良県奈良県奈良県にににに結結結結核病核病核病核病棟棟棟棟のののの空空空空きがなくてきがなくてきがなくてきがなくて、、、、大大大大阪阪阪阪のののの病病病病院院院院にににに入入入入院院院院をしたというようなことだということですをしたというようなことだということですをしたというようなことだということですをしたというようなことだということです。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県のののの結結結結核核核核のののの状況状況状況状況をををを県県県県のののの保健医療計画保健医療計画保健医療計画保健医療計画でででで罹罹罹罹患患患患のののの患患患患者者者者ささささんんんんをををを見見見見るとるとるとると、、、、子子子子どものどものどものどもの５５５５歳歳歳歳からからからから９９９９歳歳歳歳、、、、１０１０１０１０歳歳歳歳からからからから１４１４１４１４歳歳歳歳はははは全全全全然罹然罹然罹然罹患患患患ががががゼゼゼゼロロロロなのですなのですなのですなのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ゼゼゼゼロロロロ歳歳歳歳からからからから４４４４歳歳歳歳のところでのところでのところでのところで新規新規新規新規のののの罹罹罹罹患患患患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数数数数はははは少少少少ないのですがないのですがないのですがないのです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。。。。今今今今、、、、昔昔昔昔のののの方方方方はははは、、、、割割割割とととと結結結結核核核核をもともとをもともとをもともとをもともとベベベベーーーーススススにににに持持持持っておられてっておられてっておられてっておられて、、、、そしてそれがそしてそれがそしてそれがそしてそれが抑抑抑抑ええええられているられているられているられているわけわけわけわけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、高高高高齢齢齢齢になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、そしてそしてそしてそして栄栄栄栄養状養状養状養状態態態態がががが悪悪悪悪くなったりさまざまなくなったりさまざまなくなったりさまざまなくなったりさまざまな問題問題問題問題のののの中中中中でででで、、、、それがそれがそれがそれが出出出出てくるてくるてくるてくるということがということがということがということが、、、、今今今今起起起起こっているということだそうですこっているということだそうですこっているということだそうですこっているということだそうです。。。。３３３３日日日日ほどほどほどほど前前前前だったかなだったかなだったかなだったかな、、、、新新新新聞聞聞聞のののの記記記記事事事事をををを読読読読んんんんでででで、、、、あっとあっとあっとあっと思思思思ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、実実実実はこれははこれははこれははこれは茨城茨城茨城茨城県県県県のののの水戸水戸水戸水戸市市市市でででで１１１１歳歳歳歳のののの子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんがががが腐乱腐乱腐乱腐乱してしてしてして見見見見つかったということなのですがつかったということなのですがつかったということなのですがつかったということなのですが、、、、ここはそのここはそのここはそのここはその３１３１３１３１歳歳歳歳のののの男男男男性性性性のののの子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんだということなのですだということなのですだということなのですだということなのです。。。。このこのこのこの３１３１３１３１歳歳歳歳のののの父親父親父親父親のののの入入入入院院院院はははは、、、、実実実実はははは胸胸胸胸のののの病気病気病気病気だったというようなのがありましてだったというようなのがありましてだったというようなのがありましてだったというようなのがありまして、、、、そうしたものがこうそうしたものがこうそうしたものがこうそうしたものがこう広広広広くくくく蔓蔓蔓蔓延延延延してきているしてきているしてきているしてきている、、、、特特特特にににに今今今今、、、、格格格格差差差差とととと貧貧貧貧困困困困というというというという状状状状態態態態のののの中中中中でおでおでおでお年年年年寄寄寄寄りのりのりのりの栄栄栄栄養状養状養状養状態態態態がががが悪悪悪悪いいいい。。。。このこのこのこの間間間間、、、、孤孤孤孤独独独独死死死死のことをのことをのことをのことを研究研究研究研究しているしているしているしている先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞きましたらきましたらきましたらきましたら、、、、亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった方方方方のごのごのごのご遺遺遺遺体体体体をををを解解解解剖剖剖剖するするするする検検検検察察察察医医医医のののの先生先生先生先生
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にいろいろにいろいろにいろいろにいろいろ話話話話をををを聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら、、、、男男男男性性性性はははは胃袋胃袋胃袋胃袋のののの中中中中にににに残残残残っているっているっているっている最最最最後後後後のものがおつまみのものがおつまみのものがおつまみのものがおつまみ、、、、それからそれからそれからそれから女女女女性性性性はおはおはおはお菓菓菓菓子子子子がががが残残残残っているというようなことでっているというようなことでっているというようなことでっているというようなことで、、、、まともなまともなまともなまともな食事食事食事食事がとれないようながとれないようながとれないようながとれないような状況状況状況状況でででで亡亡亡亡くなっているというようなくなっているというようなくなっているというようなくなっているというようなシシシショョョョッキッキッキッキンンンンググググなことがなことがなことがなことが出出出出てきておりましたがてきておりましたがてきておりましたがてきておりましたが、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうようなこととあこととあこととあこととあわせわせわせわせましてましてましてまして、、、、このこのこのこの結結結結核核核核というというというという病気病気病気病気、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度きちっときちっときちっときちっと実実実実態態態態をつかをつかをつかをつかんんんんでででで、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの今今今今、、、、奈良医療奈良医療奈良医療奈良医療セセセセンンンンタタタターーーーですかですかですかですか、、、、昔昔昔昔のののの国立国立国立国立機構機構機構機構でででで今今今今、、、、結結結結核核核核のののの病病病病棟棟棟棟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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、全全全全国国国国でででで一一一一番番番番そのそのそのその病病病病棟棟棟棟のののの稼働稼働稼働稼働率率率率がががが高高高高いといういといういといういという状況状況状況状況らしいですらしいですらしいですらしいです。。。。ですからですからですからですから、、、、本本本本当当当当にににに今今今今はははは隔隔隔隔離離離離ししししなきなきなきなきゃゃゃゃいいいいけけけけないというないというないというないという状状状状態態態態のののの方方方方がががが県県県県内内内内のののの病病病病院院院院にににに入入入入れないというれないというれないというれないという問題問題問題問題がががが多多多多々々々々起起起起きているといきているといきているといきているということですのでうことですのでうことですのでうことですので、、、、ぜぜぜぜひひひひ実実実実態態態態調査調査調査調査をしていただきましてをしていただきましてをしていただきましてをしていただきまして、、、、必要必要必要必要なななな結結結結核核核核のののの対対対対策策策策をとっていただをとっていただをとっていただをとっていただきたいということですきたいということですきたいということですきたいということです。。。。このこのこのこの点点点点についてについてについてについて、、、、どどどどんんんんななななふふふふうになっているのかおうになっているのかおうになっているのかおうになっているのか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、、、、今今今今回回回回精華学院精華学院精華学院精華学院のののの改改改改修問題修問題修問題修問題がががが出出出出てきているてきているてきているてきているわけわけわけわけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、精華学院精華学院精華学院精華学院、、、、大大大大変変変変老老老老朽朽朽朽化化化化をしておりましてをしておりましてをしておりましてをしておりまして、、、、以以以以前前前前からここのからここのからここのからここの改改改改修修修修をおをおをおをお願願願願いをしていたのですいをしていたのですいをしていたのですいをしていたのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、さまさまさまさまざまなざまなざまなざまな問題問題問題問題でででで親親親親とととと一一一一緒緒緒緒にににに暮暮暮暮ららららせせせせないないないない、、、、そうしたそうしたそうしたそうした子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんがががが生活生活生活生活するするするする場場場場ですのでですのでですのでですので、、、、私私私私としとしとしとしてはてはてはては木木木木をををを使使使使ったようなったようなったようなったような優優優優しいしいしいしいぬぬぬぬくもりのあるくもりのあるくもりのあるくもりのある、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような施施施施設設設設にににに改改改改修修修修していただきたしていただきたしていただきたしていただきたいといといとい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、、、、そういうことができるのかそういうことができるのかそういうことができるのかそういうことができるのか、、、、ぜぜぜぜひひひひそのあたりのごそのあたりのごそのあたりのごそのあたりのご意意意意見見見見をおをおをおを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。。。。それからそれからそれからそれから、、、、国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの広域化計画広域化計画広域化計画広域化計画でででで今今今今回回回回予算予算予算予算がががが出出出出ているのですているのですているのですているのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ききききょょょょうのうのうのうの新新新新聞聞聞聞をををを見見見見ましたらましたらましたらましたら、、、、国国国国としてとしてとしてとして一律一律一律一律にににに進進進進めていくのだというようなめていくのだというようなめていくのだというようなめていくのだというような方針方針方針方針をををを示示示示しているのですしているのですしているのですしているのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこの国国国国のののの方方方方向向向向とととと今今今今回回回回県県県県がががが独独独独自自自自でこれをでこれをでこれをでこれをややややろうとしているろうとしているろうとしているろうとしている、、、、そのあたりのところそのあたりのところそのあたりのところそのあたりのところのののの整合性整合性整合性整合性はどはどはどはどんんんんななななふふふふうにうにうにうに考考考考ええええたらいいのかたらいいのかたらいいのかたらいいのか、、、、そのそのそのその点点点点をおをおをお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。。。。埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、生活生活生活生活保保保保護護護護世帯世帯世帯世帯のののの高高高高校校校校進進進進学学学学率率率率がががが県県県県全体全体全体全体にににに比比比比べべべべ○○○○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てかなりてかなりてかなりてかなり低低低低いということにいということにいということにいということに着着着着目目目目をしてをしてをしてをして、、、、今今今今回回回回のののの教教教教育支援事業育支援事業育支援事業育支援事業をををを実施実施実施実施するとするとするとす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。。。。内容内容内容内容はははは委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべになりましたようにになりましたようにになりましたようにになりましたように教教教教育支援員育支援員育支援員育支援員がががが家庭家庭家庭家庭訪訪訪訪問問問問をををを行行行行ってってってって教教教教育育育育相相相相談談談談をををを行行行行ったりったりったりったり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは県県県県のののの５５５５カカカカ所所所所でででで学習教学習教学習教学習教室室室室をををを開開開開設設設設するとするとするとす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。。。。本本本本県県県県のののの状況状況状況状況といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、生活生活生活生活保保保保護護護護世帯世帯世帯世帯のののの高高高高校校校校進進進進学学学学率率率率をををを直接直接直接直接調査調査調査調査したものはないしたものはないしたものはないしたものはないわけわけわけわけななななのですのですのですのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、参参参参考考考考となるとなるとなるとなる数数数数字字字字としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、昨昨昨昨年度平成年度平成年度平成年度平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの全全全全国一国一国一国一斉斉斉斉調査調査調査調査があがあがあがあるるるるわけわけわけわけなのですなのですなのですなのです。。。。そのそのそのその調査調査調査調査ではではではでは、、、、昨昨昨昨年年年年のののの７７７７月現在月現在月現在月現在でででで生活生活生活生活保保保保護護護護費費費費をををを受給受給受給受給しているしているしているしている１５１５１５１５歳歳歳歳からからからから１１１１７７７７歳歳歳歳のののの者者者者はははは６１４６１４６１４６１４名名名名おりましておりましておりましておりまして、、、、これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして高高高高校校校校のののの修学修学修学修学費用費用費用費用、、、、これもこれもこれもこれも生活生活生活生活保保保保護護護護費費費費からからからから出出出出ますのでますのでますのでますので、、、、それがそれがそれがそれが支支支支給給給給されているされているされているされている人数人数人数人数がががが４５３４５３４５３４５３人人人人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。。。。ということでということでということでということで、、、、大大大大体体体体７７７７４４４４％％％％ということでということでということでということで、、、、高高高高校校校校就学就学就学就学年齢年齢年齢年齢のののの者者者者のののの約約約約４４４４分分分分のののの１１１１がががが恐恐恐恐らくらくらくらく高高高高校校校校にはにはにはには通通通通学学学学していないしていないしていないしていない
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ということからということからということからということから、、、、本本本本県県県県でもいろいろでもいろいろでもいろいろでもいろいろ生活生活生活生活保保保保護護護護世帯世帯世帯世帯のののの高高高高校校校校進進進進学学学学率率率率がががが県県県県全体全体全体全体のののの状況状況状況状況にににに比比比比べべべべてててて低低低低いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと推推推推察察察察をしているところでございますをしているところでございますをしているところでございますをしているところでございます。。。。現在現在現在現在のののの本本本本県県県県におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、例例例例ええええばばばば、、、、子子子子どものどものどものどもの進進進進学学学学等等等等、、、、進進進進路路路路にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、基基基基本的本的本的本的ににににはははは生活生活生活生活保保保保護受給護受給護受給護受給者者者者自自自自身身身身のののの意思意思意思意思をををを尊尊尊尊重重重重したしたしたした上上上上でででで、、、、福祉事務福祉事務福祉事務福祉事務所所所所ののののケーケーケーケーススススワワワワーーーーカカカカーーーーがががが学学学学校校校校等等等等のののの関関関関係係係係機機機機関関関関とととと連連連連携携携携をしながらをしながらをしながらをしながら必要必要必要必要なななな助助助助言言言言やややや支援支援支援支援をををを行行行行っているというのがっているというのがっているというのがってい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。。。。今今今今回回回回のののの埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県のののの事業事業事業事業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、全全全全国国国国初初初初のののの試試試試みということでみということでみということでみということで、、、、またまたまたまた民間民間民間民間のののの社団社団社団社団法法法法人人人人にににに全全全全面面面面的的的的にににに委委委委託託託託をしてをしてをしてをして行行行行うううう事業事業事業事業ということでということでということでということで、、、、埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県でのでのでのでの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、、、、それからそのそれからそのそれからそのそれからその効果効果効果効果等等等等もももも参参参参考考考考にしましてにしましてにしましてにしまして、、、、またまたまたまた本本本本県県県県におにおにおにおけけけけるるるる民間民間民間民間団体団体団体団体等等等等のののの活活活活動動動動状況状況状況状況もももも見見見見ながらながらながらながら、、、、さらにさらにさらにさらに県県県県のののの実施実施実施実施機機機機関関関関であるであるであるである福祉事務福祉事務福祉事務福祉事務所所所所のののの意意意意見見見見もももも聞聞聞聞きつつきつつきつつきつつ、、、、事業事業事業事業のののの必要必要必要必要性性性性等等等等についてはについてはについてはについては判判判判断断断断をしてまをしてまをしてまをしてまいりたいといりたいといりたいと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すですですです。。。。本本本本県県県県のののの結結結結核核核核についてについてについてについて、、、、委員委員委員委員からごからごからごからご指摘指摘指摘指摘ございましたございましたございましたございました。。。。もうもうもうもう一度実一度実一度実一度実態態態態○○○○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調査調査調査調査をしたらどうかというようなこともごをしたらどうかというようなこともごをしたらどうかというようなこともごをしたらどうかというようなこともご提案提案提案提案ございましたございましたございましたございました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、本本本本県県県県のののの状況状況状況状況をををを説明説明説明説明ささささせせせせていただきたいのですがていただきたいのですがていただきたいのですがていただきたいのですが、、、、本本本本県県県県におにおにおにおけけけけますますますます結結結結核核核核のののの新規新規新規新規登登登登録録録録者者者者数数数数ですがですがですがですが、、、、記記記記録録録録からからからから見見見見ますとますとますとますと２０００２０００２０００２０００年年年年がががが４８９４８９４８９４８９人人人人のののの新規新規新規新規がございましたがございましたがございましたがございました。。。。それとそれとそれとそれと、、、、感感感感染染染染ささささせせせせるおそれのあるるおそれのあるるおそれのあるるおそれのある患患患患者者者者はははは２０００２０００２０００２０００年年年年でそのうちでそのうちでそのうちでそのうち１６８１６８１６８１６８人人人人ということでございましてということでございましてということでございましてということでございまして、、、、そのそのそのその後後後後２００５２００５２００５２００５年度年度年度年度まではまではまではまでは減減減減少傾少傾少傾少傾向向向向にございましたにございましたにございましたにございました。。。。以後以後以後以後、、、、横横横横ばばばばいのいのいのいの状況状況状況状況でででで２００９２００９２００９２００９年年年年、、、、昨昨昨昨年年年年ですがですがですがですが新規新規新規新規がががが２９８２９８２９８２９８人人人人、、、、それからそれからそれからそれから感感感感染染染染ささささせせせせるおそれのあるるおそれのあるるおそれのあるるおそれのある患患患患者者者者がががが１２３１２３１２３１２３人人人人とととと、、、、１０１０１０１０年年年年間間間間をををを見見見見ますとますとますとますと減減減減少少少少、、、、それからそれからそれからそれから横横横横ばばばばいといういといういといういという記記記記録録録録がががが出出出出てございますてございますてございますてございます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほどほどほどほど奈良医療奈良医療奈良医療奈良医療セセセセンンンンタタタターーーーですがですがですがですが、、、、そこのそこのそこのそこの病病病病院院院院のののの話話話話もございましたのですもございましたのですもございましたのですもございましたのですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、菌菌菌菌がががが出出出出されるされるされるされる排菌排菌排菌排菌のあるのあるのあるのある結結結結核核核核患患患患者者者者をををを収収収収容容容容するするするする結結結結核病床核病床核病床核病床はははは、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの奈良医療奈良医療奈良医療奈良医療セセセセンンンンタタタターーーーにおきましてにおきましてにおきましてにおきまして６０６０６０６０床床床床でででで運運運運用用用用しておりましたしておりましたしておりましたしておりました。。。。月平月平月平月平均均均均のののの稼働稼働稼働稼働率率率率はははは７７７７６６６６％％％％からからからから９０９０９０９０％％％％程度程度程度程度ととととなってございますなってございますなってございますなってございます。。。。病床病床病床病床全体全体全体全体としてはとしてはとしてはとしては、、、、現在現在現在現在満満満満床床床床とはなっていないとはなっていないとはなっていないとはなっていないわけわけわけわけでございますでございますでございますでございます。。。。たたたただだだだ、、、、排菌排菌排菌排菌のあるのあるのあるのある結結結結核核核核患患患患者者者者がががが入入入入院院院院されましてされましてされましてされまして、、、、まずまずまずまず薬剤薬剤薬剤薬剤がががが効効効効くかどうかをくかどうかをくかどうかをくかどうかを見見見見ききききわわわわめるめるめるめる必要必要必要必要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、、、、そのそのそのその方方方方をををを収収収収容容容容できるできるできるできる陰陰陰陰圧圧圧圧機能機能機能機能をををを持持持持ったったったった個個個個室室室室がががが現在現在現在現在１４１４１４１４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。。。。ここここのののの病床病床病床病床がががが例例例例ええええばばばば満満満満床床床床ということになりますとということになりますとということになりますとということになりますと、、、、他他他他のののの医療医療医療医療機機機機関関関関にににに入入入入院院院院していくというようなしていくというようなしていくというようなしていくというような場合場合場合場合もあるというようなことでございますもあるというようなことでございますもあるというようなことでございますもあるというようなことでございます。。。。そういうそういうそういうそういう現現現現状状状状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、、、、奈良医療奈良医療奈良医療奈良医療セセセセンンンンタタタターーーーにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、このこのこのこの個個個個室室室室をををを２２２２２２２２床床床床にににに増増増増床床床床することをすることをすることをすることを検討検討検討検討していただいているところでございますしていただいているところでございますしていただいているところでございますしていただいているところでございます。。。。これはこれはこれはこれは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ででででございましてございましてございましてございまして、、、、ただただただただ、、、、先先先先ほどもいろいろほどもいろいろほどもいろいろほどもいろいろ委員委員委員委員からからからから栄栄栄栄養状養状養状養状態態態態、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの問題問題問題問題というようなこというようなこというようなこというようなこともごともごともごともご指摘指摘指摘指摘ございましたございましたございましたございました。。。。例例例例ええええばばばば、、、、対応対応対応対応困難困難困難困難なななな重重重重症症症症患患患患者者者者、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような方方方方のののの問題問題問題問題もござもござもござもござ
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いましていましていましていまして、、、、こういうことについてはこういうことについてはこういうことについてはこういうことについては、、、、ややややはりはりはりはり現現現現状状状状、、、、奈良医療奈良医療奈良医療奈良医療セセセセンンンンタタタターーーーでもでもでもでも困難困難困難困難というようというようというようというようなことになりますのでなことになりますのでなことになりますのでなことになりますので、、、、我我我我々々々々としましてもとしましてもとしましてもとしましても、、、、結結結結核核核核対対対対策連策連策連策連絡絡絡絡協協協協議会議会議会議会をををを、、、、仮仮仮仮称称称称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設設設設置置置置しようとしようとしようとしよう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、、、、それをそれをそれをそれを設設設設置置置置したしたしたした上上上上でででで、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの実実実実態態態態調査調査調査調査をををを行行行行いましていましていましてい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講講講講じじじじてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたい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。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。精華学院精華学院精華学院精華学院ですがですがですがですが、、、、本本本本館館館館はははは既既既既にもうできにもうできにもうできにもうでき上上上上がっておりましてがっておりましてがっておりましてがっておりまして、、、、２２２２学学学学○○○○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期期期期からからからから使使使使わせわせわせわ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。。。。寮寮寮寮につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、先先先先ほどごほどごほどごほどご指摘指摘指摘指摘いただいたようにいただいたようにいただいたようにいただいたように、、、、ここのここのここのここの入入入入所児童所児童所児童所児童はははは、、、、例例例例ええええばばばば非非非非行行行行ですとかですとかですとかですとか被虐待被虐待被虐待被虐待とかいうとかいうとかいうとかいう子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが入入入入っておりますっておりますっておりますっております。。。。温温温温かいかいかいかい実実実実のあるのあるのあるのある施施施施設設設設というというというという観観観観点点点点でででで整備整備整備整備をしておりますのでをしておりますのでをしておりますのでをしておりますので、、、、なるなるなるなるべべべべくできるだくできるだくできるだくできるだけけけけ使使使使っていただくとっていただくとっていただくとっていただくといういういういう方方方方向向向向でいきたいとでいきたいとでいきたいとでいきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。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。。。。国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの広域化広域化広域化広域化につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、全全全全国国国国統統統統一一一一でででで一一一一斉斉斉斉にというようにというようにというようにというよう○○○○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なななな話話話話につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、現在現在現在現在検討検討検討検討されているところでございましてされているところでございましてされているところでございましてされているところでございまして、、、、まだまだまだまだ決決決決まったものではまったものではまったものではまったものではないとないとないとないと理理理理解解解解しておりますしておりますしておりますしております。。。。本本本本会議会議会議会議でもでもでもでも答弁答弁答弁答弁いたしましたようにいたしましたようにいたしましたようにいたしましたように、、、、保険料保険料保険料保険料がががが今今今今ばばばばららららばばばばらららら、、、、とりとりとりとりわけわけわけわけ格格格格差差差差がががが２２２２．．．．３３３３倍倍倍倍とととということがこのいうことがこのいうことがこのいうことがこの広域化広域化広域化広域化をををを進進進進めるめるめるめる中中中中でででで一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな課課課課題題題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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、こういったものについてはこういったものについてはこういったものについてはこういったものについては一定一定一定一定、、、、時間時間時間時間もかかるということからもかかるということからもかかるということからもかかるということから、、、、県県県県としましてはそれにとしましてはそれにとしましてはそれにとしましてはそれに向向向向けけけけてててて、、、、本本本本県県県県にとってにとってにとってにとって最最最最もよいもよいもよいもよい形形形形、、、、最最最最もよいもよいもよいもよい姿姿姿姿というものをというものをというものをというものを求求求求めながらめながらめながらめながら、、、、今今今今模索模索模索模索しておるとしておるとしておるとしてお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。。。。今後今後今後今後ともともともとも国国国国のののの結結結結論論論論、、、、どういうどういうどういうどういう方方方方向向向向でででで進進進進むむむむのかというものをのかというものをのかというものをのかというものを見見見見据据据据ええええながながながながらららら、、、、そのそのそのその整合性整合性整合性整合性をとりながらをとりながらをとりながらをとりながら広域化広域化広域化広域化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でごでごでございますざいますざいますざいます。。。。 ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員生活生活生活生活保保保保護護護護のののの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの支援支援支援支援につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、ぜぜぜぜひひひひ埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県のののの状況状況状況状況ややややいろいろいろいろいろいろいろいろ実実実実態態態態をををを見見見見なななながらがらがらがら、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの進進進進学学学学率率率率もももも実実実実際際際際にはにはにはには一般一般一般一般のののの子子子子どもたちよりもどもたちよりもどもたちよりもどもたちよりも低低低低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示示示示していただしていただしていただしていただいておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、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ぜぜぜぜひひひひ具体具体具体具体化化化化できるようによろしくおできるようによろしくおできるようによろしくおできるようによろしくお願願願願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。。。。それからそれからそれからそれから、、、、結結結結核核核核のののの問題問題問題問題ですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、結結結結核核核核対対対対策連策連策連策連絡絡絡絡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、、、、これからこれからこれからこれから実実実実態態態態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けけけけるということですのでるということですのでるということですのでるということですので、、、、ぜぜぜぜひひひひいろいろないろいろないろいろないろいろな意意意意見見見見をををを聞聞聞聞いていただいていていただいていていただいていていただいて、、、、どうどうどうどういういういういう対対対対策策策策をすることがいいのかということでをすることがいいのかということでをすることがいいのかということでをすることがいいのかということで、、、、十十十十分審議分審議分審議分審議してしてしてして進進進進めていっていただきたいとめていっていただきたいとめていっていただきたいとめていっていただきたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの結結結結核核核核対対対対策連策連策連策連絡絡絡絡協協協協議会議会議会議会はどういうはどういうはどういうはどういうメメメメンンンンババババーーーー構構構構成成成成とかとかとかとか、、、、そそそそんんんんなことはなことはなことはなことは考考考考ええええてててておられるのでしおられるのでしおられるのでしおられるのでしょょょょうかうかうかうか、、、、まだそこまではまだそこまではまだそこまではまだそこまでは考考考考ええええておられないておられないておられないておられない、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度そのそのそのその点点点点をおをおをおをお願願願願いしたいしたいしたい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。。。。
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それからそれからそれからそれから、、、、精華学院精華学院精華学院精華学院につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、ぜぜぜぜひひひひいいものをつくっていただきたいということいいものをつくっていただきたいということいいものをつくっていただきたいということいいものをつくっていただきたいということをおをおをおをお願願願願いしておきたいといしておきたいといしておきたいといしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの広域化広域化広域化広域化につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、いろいろこのいろいろこのいろいろこのいろいろこの間間間間もももも議議議議論論論論をしてきているところでをしてきているところでをしてきているところでをしてきているところですすすすけけけけれどもれどもれどもれども、、、、結結結結局医療費局医療費局医療費局医療費のののの抑制抑制抑制抑制というというというという方方方方向向向向でででで最終最終最終最終的的的的にはにはにはには国国国国はははは進進進進めていくのではないかとはめていくのではないかとはめていくのではないかとはめていくのではないかとは思思思思っているっているっているっているわけわけわけわけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県がいろいろがいろいろがいろいろがいろいろややややってってってって、、、、国国国国がまたがまたがまたがまた違違違違うことをうことをうことをうことをややややってとなってとなってとなってとなりますとおかしなりますとおかしなりますとおかしなりますとおかしな話話話話にもなっていきますしにもなっていきますしにもなっていきますしにもなっていきますし、、、、本本本本来来来来、、、、国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険はははは社社社社会保会保会保会保障障障障でありでありでありであり、、、、憲憲憲憲法法法法第第第第２５２５２５２５条条条条のののの生存生存生存生存権権権権のののの一一一一番番番番大事大事大事大事なななな制度制度制度制度だとだとだとだ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、、、、今今今今のののの人人人人たちがたちがたちがたちが保険料保険料保険料保険料がががが高高高高くくくくてててて払払払払ええええないないないない、、、、４４４４人人人人にににに１１１１人人人人がががが払払払払ええええないというようなないというようなないというようなないというような今今今今のののの実実実実態態態態をををを改改改改善善善善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、、、、本本本本当当当当ににににいつでもどこでもだれでもいつでもどこでもだれでもいつでもどこでもだれでもいつでもどこでもだれでも保険保険保険保険証証証証１１１１枚枚枚枚でででで医療医療医療医療がががが受受受受けけけけられるというようなられるというようなられるというようなられるというような制度制度制度制度になるようにになるようにになるようにになるようにしていくのがしていくのがしていくのがしていくのが大事大事大事大事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いますがいますがいますがいますが、、、、まだこのまだこのまだこのまだこの広域化広域化広域化広域化のののの方方方方向向向向がががが見見見見ええええてこないというてこないというてこないというてこないというようなようなようなような感感感感じじじじがしておりましてがしておりましてがしておりましてがしておりまして、、、、今県今県今県今県はこのはこのはこのはこの広域化計画広域化計画広域化計画広域化計画、、、、どこよりもどこよりもどこよりもどこよりも早早早早くというようなくというようなくというようなくというような感感感感じじじじでででで進進進進めようとしておりますめようとしておりますめようとしておりますめようとしておりますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては、、、、私私私私たちといたしましてはこのたちといたしましてはこのたちといたしましてはこのたちといたしましてはこの広域化広域化広域化広域化のののの方方方方向向向向はははは今今今今のののの段段段段階階階階ではではではでは進進進進めるめるめるめるべべべべきではないときではないときではないときではないと意意意意見見見見をををを申申申申しししし上上上上げげげげておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。具体的具体的具体的具体的ななななメメメメンンンンババババーーーーはまだはまだはまだはまだ検討検討検討検討しておりましておりましておりましておりませんけせんけせんけせんけれどもれどもれどもれども、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには○○○○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県県県県内内内内のののの結結結結核核核核医療医療医療医療のののの中中中中心心心心となっているとなっているとなっているとなっている奈良医療奈良医療奈良医療奈良医療セセセセンンンンタタタターーーーのののの先生先生先生先生方方方方、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは奈良県立医奈良県立医奈良県立医奈良県立医科科科科大大大大学学学学のののの先生先生先生先生方方方方、、、、そしてそしてそしてそして実実実実はこれははこれははこれははこれは排菌排菌排菌排菌をしてないをしてないをしてないをしてない結結結結核核核核のののの患患患患者者者者のののの人人人人はははは普普普普通通通通のののの呼呼呼呼吸吸吸吸器器器器のののの医療医療医療医療機機機機関関関関でもでもでもでも受診受診受診受診できるできるできるできるわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、実実実実はそこがなかなかはそこがなかなかはそこがなかなかはそこがなかなか難難難難しいところもありますのでしいところもありますのでしいところもありますのでしいところもありますので、、、、医医医医師師師師会等会等会等会等のののの医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、今後今後今後今後のののの結結結結核核核核のののの治治治治療療療療のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて十十十十分分分分取取取取りりりり組組組組んんんんでまいりたでまいりたでまいりたでまいりたいといといと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。。。。具体的具体的具体的具体的ななななメメメメンンンンババババーーーーがががが決決決決まりましたらまりましたらまりましたらまりましたら、、、、またごまたごまたごまたご報告報告報告報告ささささせせせせていただきたていただきたていただきたていただき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。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。ほかにございまほかにございまほかにございまほかにございませんせんせんせんかかかか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長ではではではでは、、、、１１１１点点点点、、、、これまでこれまでこれまでこれまで我我我我がががが党党党党としてもとしてもとしてもとしても推進推進推進推進をしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりました音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法につにつにつにつ○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員いていていていて１１１１点点点点だだだだけけけけ質問質問質問質問ささささせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先週週週週２５２５２５２５日日日日にににに神戸神戸神戸神戸市内市内市内市内でででで音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法のありのありのありのあり方方方方をををを探探探探るとしてるとしてるとしてるとして、、、、第第第第１０１０１０１０回回回回日日日日本本本本音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法学学学学会会会会学学学学術術術術大会大会大会大会がががが行行行行わわわわれましたれましたれましたれました。。。。テテテテーーーーママママはははは命命命命にににに寄寄寄寄りりりり添添添添いいいい、、、、心心心心をつなをつなをつなをつなぐぐぐぐ音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法のののの原原原原点点点点とととと課課課課題題題題というというというということでことでことでことで井井井井戸戸戸戸知事知事知事知事もももも音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法士士士士のののの育成方法育成方法育成方法育成方法などをなどをなどをなどを説明説明説明説明をされをされをされをされ、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな観観観観点点点点からからからから講演講演講演講演をさをさをさをされたともれたともれたともれたとも聞聞聞聞かかかかせせせ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。。。。またまたまたまた、、、、本本本本年年年年２２２２月議会月議会月議会月議会におきましてにおきましてにおきましてにおきまして我我我我がががが党党党党のののの畭畭畭畭議員議員議員議員からからからから荒荒荒荒井知事井知事井知事井知事にににに対対対対してしてしてして質問質問質問質問をさをさをさをさせせせせていていていていただいたただいたただいたただいた折折折折のののの知事知事知事知事答弁答弁答弁答弁でででで、、、、音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法にににに取取取取りりりり組組組組むむむむことによりことによりことによりことにより失失失失語症語症語症語症のののの方方方方がががが言言言言葉葉葉葉をををを出出出出せせせせるようるようるようるようになったとかになったとかになったとかになったとか、、、、孤孤孤孤独感独感独感独感がががが解消解消解消解消しししし、、、、明明明明るいるいるいるい表表表表情情情情になったとかになったとかになったとかになったとか、、、、心心心心身身身身にさまざまにいいにさまざまにいいにさまざまにいいにさまざまにいい効果効果効果効果がががが
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出出出出るようにるようにるようにるように伺伺伺伺っているとっているとっているとっていると。。。。今後今後今後今後、、、、このようなこのようなこのようなこのような音楽音楽音楽音楽によるいによるいによるいによるいややややしのしのしのしの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが高齢者高齢者高齢者高齢者のののの参参参参加加加加するするするする場所場所場所場所でもさらにでもさらにでもさらにでもさらに広広広広がるようがるようがるようがるよう期期期期待待待待していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと、、、、期期期期待待待待はされておるはされておるはされておるはされておるわけわけわけわけでございますでございますでございますでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ぜぜぜぜひひひひともともともとも県当局県当局県当局県当局としてもかかとしてもかかとしてもかかとしてもかかわわわわ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、、、、またまたまたまた推進推進推進推進役役役役となっていただきとなっていただきとなっていただきとなっていただ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願願願願っておるところでございますっておるところでございますっておるところでございますっておるところでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、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神戸神戸神戸神戸市市市市でででで行行行行わわわわれましたれましたれましたれました第第第第１０１０１０１０回回回回日日日日本本本本音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法学学学学会会会会学術学術学術学術大会大会大会大会にににに奈良県奈良県奈良県奈良県からもからもからもからも参参参参加加加加をされたとをされたとをされたとをされたと伺伺伺伺ってってってっておりますしおりますしおりますしおりますし、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの答弁答弁答弁答弁をををを踏踏踏踏ままままええええてててて県県県県としてとしてとしてとして今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような取取取取りりりり組組組組みをされるのかみをされるのかみをされるのかみをされるのか、、、、ままままたこれまでどたこれまでどたこれまでどたこれまでどんんんんなことをされてきたのかもなことをされてきたのかもなことをされてきたのかもなことをされてきたのかも含含含含めてごめてごめてごめてご答弁答弁答弁答弁をおをおをお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いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点はははは、、、、今今今今回回回回、、、、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このにこのにこのにこの音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長個個個個人人人人としてどのようなごとしてどのようなごとしてどのようなごとしてどのようなご感想感想感想感想、、、、ごごごご所所所所見見見見をおをおをおをお持持持持ちなのかということをちなのかということをちなのかということをちなのかということをピピピピンンンンポポポポイイイイントントントントでででで申申申申ししししわけわけわけわけごごごございまざいまざいまざいませんせんせんせんがががが、、、、健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長のおのおのおのお考考考考ええええをおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みでございますみでございますみでございますみでございます。。。。既既既既にににに県県県県内内内内のののの高齢者高齢者高齢者高齢者とかとかとかとか、、、、○○○○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それからそれからそれからそれから障害障害障害障害者者者者のののの施施施施設設設設でさまざまにでさまざまにでさまざまにでさまざまに音楽音楽音楽音楽をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた活活活活動動動動がされておりましてがされておりましてがされておりましてがされておりまして、、、、そういっそういっそういっそういったたたた取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容等等等等、、、、さらにさらにさらにさらに広広広広くくくく進進進進むむむむようにようにようにように多多多多くのくのくのくの施施施施設設設設でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいただでいただでいただでいただけけけけるようにるようにるようにるように、、、、例例例例ええええばばばば、、、、そういったそういったそういったそういった施施施施設設設設のののの研修研修研修研修会等会等会等会等でででで音楽音楽音楽音楽をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた活活活活動動動動についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組んんんんでいただでいただでいただでいただけけけけるるるるようにおようにおようにおようにお願願願願いもしながらいもしながらいもしながらいもしながら、、、、今委員今委員今委員今委員おおおお述述述述べべべべのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、そういったそういったそういったそういった他他他他府府府府県県県県でのでのでのでの先先先先進事例進事例進事例進事例とかとかとかとか、、、、それからこのそれからこのそれからこのそれからこの９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日のののの神戸神戸神戸神戸市市市市でででで行行行行わわわわれたそういうところにもれたそういうところにもれたそういうところにもれたそういうところにも職員職員職員職員がががが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、、、、具体的具体的具体的具体的にににに、、、、このこのこのこの神戸神戸神戸神戸ではではではでは海海海海外外外外のののの事例事例事例事例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、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国国国国内内内内でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ事例事例事例事例、、、、そそそそういったことういったことういったことういったこと、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは既既既既にににに取取取取りりりり組組組組まれておられるまれておられるまれておられるまれておられる方方方方のののの座座座座談談談談会会会会とかとかとかとか、、、、中中中中身身身身的的的的にににに、、、、私私私私はははは直接直接直接直接行行行行ったったったったわけわけわけわけではないのですがではないのですがではないのですがではないのですが、、、、職員職員職員職員からからからから聞聞聞聞いたところによりますといたところによりますといたところによりますといたところによりますと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法そそそそのものというのはなかなかのものというのはなかなかのものというのはなかなかのものというのはなかなか難難難難しいものらしくてしいものらしくてしいものらしくてしいものらしくて、、、、そういったこともありますそういったこともありますそういったこともありますそういったこともあります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そういったきそういったきそういったきそういった研究研究研究研究といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、これはこれはこれはこれは音楽音楽音楽音楽だだだだけけけけではなしにではなしにではなしにではなしに、、、、ほかのほかのほかのほかの、、、、先先先先ほどほどほどほど園芸園芸園芸園芸療療療療法法法法というようなこともありましたしというようなこともありましたしというようなこともありましたしというようなこともありましたし、、、、要要要要はははは高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは障害障害障害障害者者者者のののの方方方方がががが生生生生きがいをきがいをきがいをきがいを持持持持っっっってててて元元元元気気気気でででで暮暮暮暮らしていただくためにらしていただくためにらしていただくためにらしていただくために有効有効有効有効なものについてなものについてなものについてなものについて幅幅幅幅広広広広くくくく研究研究研究研究をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。終終終終わわわわりますりますりますります。。。。音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、たしかたしかたしかたしか私私私私がががが聞聞聞聞いているのはいているのはいているのはいているのは、、、、日野日野日野日野原原原原重重重重明明明明○○○○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ささささんんんんがかなりがかなりがかなりがかなり熱熱熱熱心心心心にされていましてにされていましてにされていましてにされていまして、、、、医療医療医療医療のののの現現現現場場場場ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは福祉福祉福祉福祉のののの現現現現場場場場でかなりでかなりでかなりでかなり取取取取りりりり組組組組んんんんでででで効果効果効果効果があるとがあるとがあるとがあると聞聞聞聞いておりますしいておりますしいておりますしいておりますし、、、、あとあとあとあと奈良奈良奈良奈良市市市市がががが音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法にににに最初最初最初最初にににに取取取取りりりり組組組組んんんんだだだだ、、、、発発発発祥祥祥祥のののの、、、、ゆゆゆゆかりのあるかりのあるかりのあるかりのある地地地地でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。そのそのそのその音楽音楽音楽音楽はははは、、、、歌歌歌歌うことうことうことうこと、、、、演演演演じじじじることということでることということでることということでることということで、、、、かなりかなりかなりかなり生生生生命命命命にににに対対対対するすごいするすごいするすごいするすごい肯肯肯肯定定定定的的的的なななな力力力力があるのだろうとがあるのだろうとがあるのだろうとがあるのだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。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福祉福祉福祉福祉のののの現現現現場場場場でででで行行行行わわわわれることでおれることでおれることでおれることでお年年年年寄寄寄寄りがりがりがりが実実実実
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際際際際にににに元元元元気気気気になるになるになるになる、、、、障害障害障害障害者者者者のののの方方方方がががが生生生生きききき生生生生きされるときされるときされるときされると聞聞聞聞いてますのでいてますのでいてますのでいてますので、、、、私私私私としましてはとしましてはとしましてはとしましてはややややはりはりはりはり奈良奈良奈良奈良のののの福祉福祉福祉福祉のののの質質質質のののの向向向向上上上上をするというをするというをするというをするという観観観観点点点点からからからから多多多多くのくのくのくの現現現現場場場場でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいただきたいでいただきたいでいただきたいでいただきたい。。。。そのそのそのそのためにはどういうことができるのかためにはどういうことができるのかためにはどういうことができるのかためにはどういうことができるのか、、、、例例例例ええええばばばば、、、、職員職員職員職員ののののキキキキャャャャリリリリアアアアアアアアップップップップのののの中中中中にそういうにそういうにそういうにそういう各各各各種種種種のののの療法療法療法療法をををを組組組組みみみみ込込込込むむむむとかとかとかとか、、、、あるいはそういうあるいはそういうあるいはそういうあるいはそういう最最最最新新新新的的的的なななな、、、、最最最最新新新新ののののケアケアケアケアのののの技技技技術術術術をををを施施施施設設設設のののの人人人人がもうがもうがもうがもう少少少少しししし関関関関心心心心をををを持持持持っていただくとかっていただくとかっていただくとかっていただくとか、、、、そういったそういったそういったそういった形形形形でででで何何何何らからからからか進進進進めていめていめていめていけけけけれれれればばばばとととと思思思思ってますってますってますってます。。。。今今今今、、、、健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長もごもごもごもご答弁答弁答弁答弁になりましたになりましたになりましたになりましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、公的公的公的公的なななな機機機機関関関関がどうがどうがどうがどう絡絡絡絡んんんんでででで○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員いくかというのはいくかというのはいくかというのはいくかというのは非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい部分部分部分部分もあろうかともあろうかともあろうかともあろうかと思思思思いますいますいますいますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら効果効果効果効果はははは大大大大なりなりなりなり小小小小なりなりなりなり認認認認められているめられているめられているめられている部分部分部分部分もございますもございますもございますもございます。。。。ことしでしたことしでしたことしでしたことしでした。。。。私私私私もこのもこのもこのもこの音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法についてについてについてについて高齢者施高齢者施高齢者施高齢者施設設設設、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは県立県立県立県立登登登登美美美美学園学園学園学園等等等等もももも訪訪訪訪問問問問ささささせせせ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、、、、さまざまにごさまざまにごさまざまにごさまざまにご意意意意見見見見をををを聞聞聞聞かかかかせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。ややややはりはりはりはり今今今今のののの各各各各施施施施設設設設のののの状状状状況況況況をををを聞聞聞聞いてみますといてみますといてみますといてみますと、、、、もうもうもうもう当当当当たりたりたりたり前前前前のようにのようにのようにのように定定定定着着着着してきているしてきているしてきているしてきている部分部分部分部分があるようでございまがあるようでございまがあるようでございまがあるようでございますすすす。。。。となりますととなりますととなりますととなりますと、、、、現現現現場場場場でもうでもうでもうでもう一一一一巡巡巡巡こういったこういったこういったこういった音楽音楽音楽音楽をををを使使使使ったりったりったりったり、、、、またあるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいは先先先先ほどほどほどほど園芸園芸園芸園芸というというというという話話話話もされましたもされましたもされましたもされましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのののの心心心心のいのいのいのいややややしとかしとかしとかしとか、、、、またはそういうまたはそういうまたはそういうまたはそういう元元元元気気気気になってになってになってになってもらおうというもらおうというもらおうというもらおうという取取取取りりりり組組組組みというものをみというものをみというものをみというものをややややはりはりはりはり積積積積極極極極的的的的にににに広広広広めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが重重重重要要要要なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと。。。。時時時時あたかもあたかもあたかもあたかも、、、、先先先先ほどもちほどもちほどもちほどもちょょょょっとっとっとっと午午午午前前前前中中中中質問質問質問質問ささささせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、知事知事知事知事のののの奈良奈良奈良奈良県県県県がががが示示示示すすすす５５５５つのつのつのつの構想構想構想構想案案案案のののの中中中中でもでもでもでも健健健健ややややかにかにかにかに生生生生きるというきるというきるというきるというテテテテーーーーママママもございますしもございますしもございますしもございますし、、、、そのそのそのその中中中中でででで本本本本当当当当にいいものをにいいものをにいいものをにいいものを、、、、知事知事知事知事のののの考考考考ええええよくおっしよくおっしよくおっしよくおっしゃゃゃゃいますいますいますいますけけけけれどれどれどれど、、、、いいものはすいいものはすいいものはすいいものはすぐぐぐぐにでもにでもにでもにでも取取取取りりりり入入入入れれれれたいというたいというたいというたいという知事知事知事知事のののの思思思思いもあろうかといもあろうかといもあろうかといもあろうかと思思思思いますいますいますいますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、できるできるできるできる限限限限りりりり積積積積極極極極的的的的にににに県県県県としてもとしてもとしてもとしても取取取取りりりり組組組組んんんんでいただきたいとでいただきたいとでいただきたいとでいただきたい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。。。。またまたまたまた、、、、いいいいいいいい事例事例事例事例がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら私私私私どももどどももどどももどどももどんんんんどどどどんんんん提案提案提案提案をこれからもしてまいりたいとをこれからもしてまいりたいとをこれからもしてまいりたいとをこれからもしてまいりたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜぜぜぜひひひひともまたともまたともまたともまた今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも含含含含めてめてめてめて検討検討検討検討をしていただきますようにおをしていただきますようにおをしていただきますようにおをしていただきますようにお願願願願いをいをいをい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。。。。以上以上以上以上でございまでございまでございまでございますすすす。。。。 事事事事前前前前にににに質問質問質問質問のことをのことをのことをのことを申申申申しししし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んせんせんせんのでのでのでので、、、、確認確認確認確認をするというをするというをするというをするという程程程程○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員度度度度のののの質問質問質問質問をさをさをさをさせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムについてについてについてについて、、、、先先先先ほどからもほどからもほどからもほどからも議議議議論論論論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。。。。そのそのそのその設設設設置基置基置基置基準準準準のののの中中中中にににに個個個個室室室室でででで設設設設置置置置することということだったとすることということだったとすることということだったとすることというこ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、、、、そのとおりでしそのとおりでしそのとおりでしそのとおりでしょょょょうかうかうかうか。。。。いいいいわわわわゆゆゆゆるるるるユユユユニニニニッッッットトトト型型型型のののの個個個個室室室室のののの整備整備整備整備のことでございますのことでございますのことでございますのことでございます。。。。利利利利用者用者用者用者のののの方方方方○○○○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一一一一人人人人一一一一人人人人のののの生活生活生活生活にににに応応応応じじじじたといいますかたといいますかたといいますかたといいますか、、、、あるいはほかのあるいはほかのあるいはほかのあるいはほかの入入入入居居居居者者者者とのとのとのとの交交交交流流流流とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういうところでところでところでところでユユユユニニニニッッッットトトト型型型型のののの個個個個室室室室がががが特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの整備整備整備整備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、、、、国国国国のののの参参参参酌酌酌酌標準標準標準標準ととととしてしてしてして平成平成平成平成２６２６２６２６年度末年度末年度末年度末までにまでにまでにまでに特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムののののユユユユニニニニッッッットトトト型型型型施施施施設設設設のののの割割割割合合合合をををを７７７７００００％％％％以上以上以上以上とすとすとすとす
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るというるというるというるという国国国国のののの指指指指針針針針がございますがございますがございますがございます。。。。本本本本県県県県におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年、、、、このこのこのこのユユユユニニニニッッッットトトト型型型型のののの参参参参酌酌酌酌標準標準標準標準をををを出出出出されましたときにはされましたときにはされましたときにはされましたときには非非非非常常常常にににに低低低低かったこともございましてかったこともございましてかったこともございましてかったこともございまして、、、、現在現在現在現在全全全全室室室室ユユユユニニニニッッッットトトト型型型型のののの個個個個室室室室のののの整備整備整備整備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。。。。いろいろといろいろといろいろといろいろと地元地元地元地元でごでごでごでご意意意意見見見見をををを伺伺伺伺っているっているっているっている中中中中でででで、、、、どうもどうもどうもどうもユユユユニニニニッッッットトトト型型型型のののの個個個個室室室室○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員だだだだけけけけではなしにではなしにではなしにではなしに、、、、数人数人数人数人のののの共共共共同同同同でででで生活生活生活生活するようなするようなするようなするような形形形形のののの特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムがあったらいいのがあったらいいのがあったらいいのがあったらいいのにというにというにというにという意意意意見見見見がががが盛盛盛盛んんんんにににに出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。全全全全部部部部がががが全全全全部部部部そういうそういうそういうそういう形形形形にしてほしいとはにしてほしいとはにしてほしいとはにしてほしいとは思思思思いまいまいまいませせせせんけんけんけんけれどもれどもれどもれども、、、、今大今大今大今大体体体体新規新規新規新規のののの特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムム、、、、５０５０５０５０人人人人をまずをまずをまずをまず定員定員定員定員でなさるとでなさるとでなさるとでなさると思思思思うのですうのですうのですうのですがががが、、、、そのそのそのその３３３３分分分分のののの１１１１なりをなりをなりをなりを個個個個室室室室ではないではないではないではない、、、、何何何何人人人人かかかか一一一一緒緒緒緒にににに共共共共同同同同生活生活生活生活するするするする部部部部屋屋屋屋をおつくりいただをおつくりいただをおつくりいただをおつくりいただけけけけるようにしていただきたいとるようにしていただきたいとるようにしていただきたいとるようにしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれ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のののの相相相相談談談談といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、提案提案提案提案だだだだけけけけではないとではないとではないとではないと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、担担担担当者当者当者当者におかれてはにおかれてはにおかれてはにおかれては県県県県内内内内をををを調査調査調査調査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、、、、そういうそういうそういうそういう希望希望希望希望がががが本本本本当当当当にあるのかどうかということのにあるのかどうかということのにあるのかどうかということのにあるのかどうかということの確認確認確認確認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、、、、できることならできることならできることならできることなら希望希望希望希望にににに沿沿沿沿ったったったった形形形形のののの設設設設置基置基置基置基準準準準をををを設設設設けけけけていただくようにおていただくようにおていただくようにおていただくようにお願願願願いしておきたいといしておきたいといしておきたいといしておき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、、、、国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの広域化広域化広域化広域化でございますでございますでございますでございます。。。。過過過過疎疎疎疎地地地地域域域域をををを抱抱抱抱ええええるるるる自自自自治治治治体体体体ににににおいてはおいてはおいてはおいては、、、、もうもうもうもう国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの維持維持維持維持はははは残念残念残念残念ながらながらながらながら難難難難しくなっているというのがしくなっているというのがしくなっているというのがしくなっているというのが現実現実現実現実でござでござでござでございますいますいますいます。。。。もちろもちろもちろもちろんんんんそのそのそのその上上上上にににに高齢高齢高齢高齢社社社社会会会会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、、、、またまたまたまた限限限限界界界界集集集集落落落落にににに立立立立ちちちち至至至至っているっているっているっている地地地地域域域域もあることでございますからもあることでございますからもあることでございますからもあることでございますから、、、、それをそれをそれをそれを維持維持維持維持していくしていくしていくしていく人人人人がががが非常非常非常非常にににに少少少少ないということもありないということもありないということもありないということもありましてましてましてまして、、、、ぜぜぜぜひひひひともともともとも広域化広域化広域化広域化をををを進進進進めていただきたいというめていただきたいというめていただきたいというめていただきたいという希望希望希望希望をををを各各各各自自自自治治治治体体体体側側側側がががが持持持持っておられまっておられまっておられまっておられますすすす。。。。ただただただただ、、、、先先先先ほどからほどからほどからほどから論論論論議議議議がありますようにがありますようにがありますようにがありますように、、、、料金料金料金料金のののの違違違違いがあるといういがあるといういがあるといういがあるという部分部分部分部分についてはについてはについてはについては、、、、病気病気病気病気にならないためのにならないためのにならないためのにならないための予予予予防防防防についてのについてのについてのについての各各各各自自自自治治治治体体体体でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの仕仕仕仕方方方方がががが随随随随分分分分とととと差差差差があるようがあるようがあるようがあるようにもにもにもにも思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そのそのそのその辺辺辺辺はははは県県県県もももも十十十十分分分分にににに調査調査調査調査するなりすれするなりすれするなりすれするなりすればばばば、、、、またまたまたまた取取取取りりりり組組組組みみみみ方方方方をををを共共共共通通通通化化化化してしてしてしていいいいけけけけばばばば、、、、あるあるあるある程度程度程度程度そのそのそのそのココココスススストトトトというかというかというかというか、、、、事事事事前前前前ににににココココスススストトトトをををを削削削削減減減減していしていしていしていけけけけるるるる部分部分部分部分があるのではがあるのではがあるのではがあるのではないかとないかとないかとないかと。。。。病気病気病気病気になられたためにになられたためにになられたためにになられたために医療費医療費医療費医療費がかさがかさがかさがかさむむむむというというというという課課課課題題題題のののの解解解解決決決決のののの仕仕仕仕方方方方がががが改改改改善善善善されていされていされていされていくのではないかというくのではないかというくのではないかというくのではないかという気気気気もいたしますのでもいたしますのでもいたしますのでもいたしますので、、、、ぜぜぜぜひひひひともともともとも国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの広域化広域化広域化広域化はははは早急早急早急早急にににに進進進進めめめめていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい、、、、全全全全国国国国をををを待待待待たずともたずともたずともたずとも奈良県奈良県奈良県奈良県としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組んんんんでいただでいただでいただでいただけけけけるものならるものならるものならるものなら、、、、ぜぜぜぜひひひひとととともももも取取取取りりりり組組組組んんんんでいただきたいでいただきたいでいただきたいでいただきたい、、、、このようなこのようなこのようなこのような希望希望希望希望をををを申申申申しししし上上上上げげげげておきますておきますておきますておきます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは医療医療医療医療のののの課課課課題題題題でもあるのですでもあるのですでもあるのですでもあるのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、緩緩緩緩和和和和ケアケアケアケアのののの問題問題問題問題、、、、終終終終末医療末医療末医療末医療のののの問題問題問題問題でございますでございますでございますでございます。。。。あるあるあるある田田田田原本町原本町原本町原本町のののの国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの病病病病院院院院をををを利利利利用用用用されたされたされたされた体体体体験験験験のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺うううう機機機機会会会会がありましたがありましたがありましたがありました。。。。非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい施施施施設設設設でででで随随随随分分分分とととと親切親切親切親切にしていただいてよかったというおにしていただいてよかったというおにしていただいてよかったというおにしていただいてよかったというお話話話話をををを伺伺伺伺ったのですったのですったのですったのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ああいうああいうああいうああいう病病病病院院院院がががが、、、、病病病病棟棟棟棟がもうがもうがもうがもう１１１１つつつつ、、、、２２２２つつつつ設設設設けけけけることができないのることができないのることができないのることができないのだろうかというだろうかというだろうかというだろうかという願願願願いをいをいをいを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。もちろもちろもちろもちろんんんん大大大大きなきなきなきな病病病病院院院院のののの中中中中にににに緩緩緩緩和病和病和病和病室室室室といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、
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病病病病棟棟棟棟といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを設設設設けけけけているところもあるしているところもあるしているところもあるしているところもあるし、、、、家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの在在在在宅宅宅宅ホホホホススススピピピピスススス制制制制度度度度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、、、、家庭家庭家庭家庭でででで緩緩緩緩和和和和をしていくということももちろをしていくということももちろをしていくということももちろをしていくということももちろんんんんあるということはあるということはあるということはあるということはわわわわかかかかったったったった上上上上ではございますではございますではございますではございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ああいうああいうああいうああいうふふふふうなうなうなうな形形形形のののの施施施施設設設設があとがあとがあとがあと２２２２カカカカ所所所所なりなりなりなり、、、、３３３３カカカカ所所所所なりなりなりなりできることによってできることによってできることによってできることによって終終終終末期末期末期末期をををを迎迎迎迎ええええるるるる人人人人をををを抱抱抱抱ええええるるるる家家家家族族族族にとってみるとにとってみるとにとってみるとにとってみると、、、、非常非常非常非常にありがたいにありがたいにありがたいにありがたい話話話話だというだというだというだという期期期期待待待待がががが寄寄寄寄せせせせられていることをられていることをられていることをられていることを申申申申しししし上上上上げげげげておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。病病病病院院院院からからからから自自自自宅宅宅宅へへへへ帰帰帰帰りなさいりなさいりなさいりなさい、、、、もしくはどこかもうもしくはどこかもうもしくはどこかもうもしくはどこかもう医療行医療行医療行医療行為為為為がががが別別別別にににに特別特別特別特別なものがないからなものがないからなものがないからなものがないから、、、、このこのこのこの病病病病院院院院でおれなでおれなでおれなでおれないからほかいからほかいからほかいからほかへへへへ移移移移りなさいとりなさいとりなさいとりなさいと言言言言わわわわれたときにれたときにれたときにれたときに、、、、家家家家族族族族のののの人人人人たちがたちがたちがたちが非常非常非常非常にににに困困困困っておられるというっておられるというっておられるというっておられるという現実現実現実現実がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、そういうそういうそういうそういう病病病病棟棟棟棟ををををふやふやふやふやすすすす方法方法方法方法がないものかがないものかがないものかがないものか、、、、ごごごご検討検討検討検討いただきたいといただきたいといただきたいといただき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。。。。２２２２点点点点質問質問質問質問ささささせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員まずまずまずまず最初最初最初最初、、、、子子子子宮頸宮頸宮頸宮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接接接接種種種種のののの公公公公費費費費助助助助成成成成についてですについてですについてですについてです。。。。このこのこのこの問題問題問題問題ではではではでは多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方がががが声声声声をををを上上上上げげげげておられるておられるておられるておられるわけわけわけわけでございますでございますでございますでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、日日日日本本本本でもでもでもでもワワワワククククチチチチンンンンがががが許可許可許可許可されてされてされてされて接接接接種種種種がががが始始始始まっておるまっておるまっておるまっておるわけわけわけわけですですですです。。。。子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんんんんはははは日日日日本本本本のののの２０２０２０２０歳歳歳歳代代代代のののの女女女女性性性性でででで乳乳乳乳ががががんんんんをををを抜抜抜抜いていていていて発発発発症症症症率率率率がががが一一一一番番番番高高高高いということでありますいということでありますいということでありますいということでありますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ワワワワククククチチチチンンンンとととと検診検診検診検診でででで予予予予防防防防ができるというができるというができるというができるという唯唯唯唯一一一一ののののががががんんんんになっているとになっているとになっているとになっていると。。。。ヒヒヒヒトトトトパピパピパピパピロロロローーーーママママウウウウイイイイルスルスルスルスというというというという性交性交性交性交渉渉渉渉でででで感感感感染染染染するするするする、、、、これがこれがこれがこれが原因原因原因原因になになになになっているとっているとっているとっていると言言言言わわわわれているのですれているのですれているのですれているのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、性性性性行行行行動動動動をををを始始始始めるめるめるめる前前前前のののの１０１０１０１０代代代代のののの女女女女性性性性へへへへ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効果的効果的効果的効果的だということでだということでだということでだということで注射注射注射注射によるによるによるによる３３３３回回回回のののの接接接接種種種種でででで大大大大体体体体４４４４万円万円万円万円からからからから６６６６万円万円万円万円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの全全全全額額額額かかるということでかかるということでかかるということでかかるということで、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人たちからこれをたちからこれをたちからこれをたちからこれを公公公公費費費費助助助助成成成成をををを求求求求めるめるめるめる声声声声がががが各各各各地地地地でででで大大大大きくきくきくきく広広広広がっがっがっがっておるておるておるておるわけわけわけわけですですですです。。。。聞聞聞聞きますところきますところきますところきますところ、、、、京都京都京都京都府府府府でもでもでもでも今度今度今度今度のののの９９９９月月月月のののの補正予算補正予算補正予算補正予算でこれをでこれをでこれをでこれを公公公公費費費費助助助助成成成成すすすするるるる予算予算予算予算をををを組組組組まれたとまれたとまれたとまれたと、、、、京都京都京都京都府府府府下下下下のののの市町市町市町市町村村村村でもでもでもでも助助助助成成成成をするということでをするということでをするということでをするということで、、、、大大大大変変変変住住住住民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方からからからから喜喜喜喜ばばばば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ニニニニュュュューーーーススススもももも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。。。。本本本本会議会議会議会議でのでのでのでの大国議員大国議員大国議員大国議員のののの質問質問質問質問にににに対対対対ししししてててて知事知事知事知事もももも答答答答ええええておりましたておりましたておりましたておりましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、国国国国もももも平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの予算予算予算予算でででで３３３３分分分分のののの１１１１のののの補補補補助助助助をつをつをつをつけけけけるるるる方方方方向向向向だということになっておりますだということになっておりますだということになっておりますだということになっております。。。。ぜぜぜぜひひひひ、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県でもこのでもこのでもこのでもこの機機機機会会会会にににに公公公公費費費費助助助助成成成成にににに踏踏踏踏みみみみ出出出出してしてしてしていただくことができれいただくことができれいただくことができれいただくことができればばばば、、、、県下県下県下県下のののの市町市町市町市町村村村村にとってもにとってもにとってもにとっても取取取取りりりり組組組組みみみみややややすくなるとすくなるとすくなるとすくな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、、、、このこのこのこの点点点点おおおお考考考考ええええをおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいといただきたいといただきたいといただき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、、、、小小小小学生学生学生学生のののの高高高高学学学学年年年年からからからから中中中中学生学生学生学生のののの女女女女性性性性、、、、このこのこのこの子子子子宮頸宮頸宮頸宮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がががが発発発発端端端端となっとなっとなっとなってててて自自自自分分分分自自自自身身身身のののの体体体体とととと性性性性についてについてについてについて正正正正しくしくしくしく知知知知識識識識をををを得得得得るるるる機機機機会会会会になるのではないかになるのではないかになるのではないかになるのではないか、、、、こうこうこうこう思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。こういうこともこういうこともこういうこともこういうことも含含含含めますとめますとめますとめますと、、、、学学学学校校校校でのでのでのでの性教性教性教性教育育育育もももも強強強強めていくめていくめていくめていく、、、、このこともこのこともこのこともこのことも大事大事大事大事であろうかとであろうかとであろうかとであろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。聞聞聞聞きますところきますところきますところきますところ、、、、何何何何かかかか参参参参考考考考になるになるになるになるパパパパンンンンフフフフレレレレッッッットトトト、、、、おおおお考考考考ええええになっておられるようになっておられるようになっておられるようになっておられるようにににに聞聞聞聞いておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、中中中中身身身身などおなどおなどおなどお聞聞聞聞かかかかせせせせいただいただいただいただけけけけたらとたらとたらとたらと思思思思いますいますいますいます。。。。
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もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを通通通通じじじじてててて子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが大大大大人人人人になったときになったときになったときになったとき、、、、子子子子宮宮宮宮ががががんんんん検診検診検診検診やややや乳乳乳乳ががががんんんん検診検診検診検診、、、、そのそのそのその他他他他のがのがのがのがんんんん検診検診検診検診もももも含含含含めてですめてですめてですめてですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこの検診検診検診検診をををを受受受受けけけけることのることのることのることの大事大事大事大事ささささ、、、、ままままたたたた予予予予防防防防をををを重重重重視視視視するするするする、、、、そういうそういうそういうそういう観観観観点点点点をををを身身身身につにつにつにつけけけけることができれることができれることができれることができればばばば、、、、長長長長いいいい目目目目でででで見見見見れれれればばばば将将将将来来来来のののの日日日日本本本本のののの医療費医療費医療費医療費のののの削削削削減減減減ということにもつながってくるのではないかとということにもつながってくるのではないかとということにもつながってくるのではないかとということにもつながってくるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。現在現在現在現在のののの子子子子宮宮宮宮ががががんやんやんやんや乳乳乳乳ががががんんんんのののの検診状況検診状況検診状況検診状況もあもあもあもあわせわせわせわせておておておてお聞聞聞聞かかかかせせせせいただいただいただいただけけけけたらとたらとたらとたら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えええずずずず、、、、おおおお願願願願いいいいしますしますしますします。。。。 まずまずまずまず、、、、子子子子宮頸宮頸宮頸宮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公公公公費費費費助助助助成成成成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、、、、○○○○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代代代代表質問表質問表質問表質問でででで知事知事知事知事がががが答弁答弁答弁答弁したところでございますがしたところでございますがしたところでございますがしたところでございますが、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの国国国国のののの予算予算予算予算のののの概算要概算要概算要概算要求求求求でででで１５０１５０１５０１５０億円計上億円計上億円計上億円計上されているところでございますされているところでございますされているところでございますされているところでございます。。。。国国国国ではではではでは、、、、ワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種をををを予予予予防接防接防接防接種種種種にににに位位位位置置置置づづづづけけけけずにずにずにずに接接接接種種種種年齢年齢年齢年齢ですとかですとかですとかですとか、、、、自自自自己己己己負担負担負担負担金金金金のののの徴徴徴徴収収収収についてもについてもについてもについても市町市町市町市町村村村村ににににゆゆゆゆだだだだねねねねているとしていているとしていているとしていているとしているところでございまするところでございまするところでございまするところでございます。。。。公公公公衆衛衆衛衆衛衆衛生的生的生的生的なななな観観観観点点点点からはからはからはからは課課課課題題題題をををを残残残残すすすす内容内容内容内容とととと感感感感じじじじ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。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、国国国国のののの予算予算予算予算がががが実現実現実現実現するならするならするならするならばばばば、、、、すすすすべべべべてのてのてのての市町市町市町市町村村村村がががが取取取取りりりり組組組組むむむむ弾弾弾弾みとみとみとみとなるものでありなるものでありなるものでありなるものであり、、、、公公公公衆衛衆衛衆衛衆衛生生生生上上上上のののの効果効果効果効果もももも高高高高まることからまることからまることからまることから、、、、県県県県ががががワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種にににに一定一定一定一定のののの支援支援支援支援をををを行行行行うこともうこともうこともうことも選択肢選択肢選択肢選択肢のののの１１１１つとしてつとしてつとしてつとして検討検討検討検討してまいるしてまいるしてまいるしてまいる所存所存所存所存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。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、自自自自己己己己負担負担負担負担のありのありのありのあり方方方方をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考ええええるのかとかるのかとかるのかとかるのかとか、、、、対象対象対象対象年齢年齢年齢年齢をををを県県県県内内内内でででで統統統統一一一一すすすするるるる必要必要必要必要がないかとかですがないかとかですがないかとかですがないかとかです。。。。低低低低いいいい検診受診検診受診検診受診検診受診率率率率をどのようにをどのようにをどのようにをどのように向向向向上上上上ささささせせせせるのかなどのるのかなどのるのかなどのるのかなどの課課課課題題題題につきにつきにつきにつきましてましてましてまして市町市町市町市町村村村村とととと意意意意見見見見交交交交換換換換するするするする会議会議会議会議をををを１０１０１０１０月月月月にににに開開開開催催催催するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、国国国国のののの動動動動きとかきとかきとかきとか先先先先進進進進府府府府県県県県のののの状況状況状況状況をををを見見見見ききききわわわわめためためためた上上上上でででで最終最終最終最終判判判判断断断断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。。。。２２２２点目点目点目点目のののの普普普普及及及及啓啓啓啓発発発発ののののパパパパンンンンフフフフレレレレッッッットトトトのことでございますがのことでございますがのことでございますがのことでございますが、、、、このこのこのこのパパパパンンンンフフフフレレレレッッッットトトトにつきましにつきましにつきましにつきましてはてはてはては、、、、現在現在現在現在、、、、日日日日本産科本産科本産科本産科婦婦婦婦人科学人科学人科学人科学会会会会によりますとによりますとによりますとによりますと、、、、１１１１１１１１歳歳歳歳からからからから１４１４１４１４歳歳歳歳ががががワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種のののの推推推推奨奨奨奨年齢年齢年齢年齢とされていることからとされていることからとされていることからとされていることから、、、、これらのこれらのこれらのこれらの児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒はもとよりはもとよりはもとよりはもとより保保保保護護護護者者者者にににに対対対対してしてしてして子子子子宮頸宮頸宮頸宮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接接接接種種種種にににに対対対対するするするする正正正正しいしいしいしい知知知知識識識識のののの普普普普及及及及がががが急急急急がれるとがれるとがれるとがれると認識認識認識認識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。。。。そうそうそうそういうようないうようないうようないうような観観観観点点点点からからからから、、、、県県県県内内内内小小小小学学学学校校校校のののの６６６６年年年年生生生生及及及及びびびび中中中中学学学学１１１１年年年年生生生生からからからから３３３３年年年年生生生生のののの児童児童児童児童及及及及びそのびそのびそのびその保保保保護護護護者者者者をををを対象対象対象対象にしましてにしましてにしましてにしまして、、、、子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんんんんのののの予予予予防防防防にににに関関関関するするするする啓啓啓啓発発発発用用用用ののののパパパパンンンンフフフフレレレレッッッットトトトをををを１０１０１０１０月中月中月中月中をめどをめどをめどをめどにににに配布配布配布配布すすすすべべべべくくくく準準準準備備備備をををを進進進進めているところでございますめているところでございますめているところでございますめているところでございます。。。。パパパパンンンンフフフフレレレレッッッットトトトのののの中中中中身身身身としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんんんんのののの基基基基礎的礎的礎的礎的なななな知知知知識識識識ですとかですとかですとかですとか、、、、検診検診検診検診のののの受受受受けけけけ方方方方、、、、子子子子宮頸宮頸宮頸宮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いてのについてのについてのについての予予予予防防防防のののの部分部分部分部分についてについてについてについてイイイイラスラスラスラストトトト入入入入りでりでりでりでわわわわかりかりかりかりややややすくすくすくすく説明説明説明説明したしたしたしたものとなっておりましてものとなっておりましてものとなっておりましてものとなっておりまして、、、、県立医県立医県立医県立医科科科科大大大大学学学学のののの産産産産婦婦婦婦人科人科人科人科のののの先生先生先生先生にににに監監監監修修修修をしていただいたところをしていただいたところをしていただいたところをしていただいた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。。。。それとそれとそれとそれと、、、、ががががんんんん検診受診検診受診検診受診検診受診率率率率のののの向向向向上上上上のためののためののためののための積積積積極極極極的的的的なななな状況状況状況状況ということですということですということですということですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、本本本本県県県県のののの
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ががががんんんん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診率率率率といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、大大大大腸腸腸腸ががががんんんん以以以以外外外外のののの乳乳乳乳ががががんんんん、、、、胃胃胃胃ががががんんんん、、、、肺肺肺肺ががががんんんん、、、、子子子子宮宮宮宮ががががんんんんのののの検診検診検診検診はははは全全全全国国国国よりもよりもよりもよりも低低低低いいいい数数数数字字字字でございますでございますでございますでございます。。。。委員委員委員委員がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃっておられるようにがっておられるようにがっておられるようにがっておられるようにがんんんんのののの予予予予防防防防、、、、それとそれとそれとそれと検診検診検診検診についてはについてはについてはについては車車車車のののの両輪両輪両輪両輪というというというという認識認識認識認識でおりますのででおりますのででおりますのででおりますので、、、、今後今後今後今後そのそのそのその受診受診受診受診率率率率向向向向上上上上についてについてについてについて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いるているているている所存所存所存所存でございますでございますでございますでございます。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。今今今今本本本本当当当当にもうにもうにもうにもう経経経経済格済格済格済格差差差差がががが広広広広がるがるがるがる中中中中、、、、親親親親にすれにすれにすれにすれ○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員ばばばば予予予予防接防接防接防接種種種種をををを受受受受けけけけささささせせせせたいとたいとたいとたいと思思思思ってもってもってもっても、、、、おおおお金金金金のことをのことをのことをのことを考考考考ええええたらなかなかたらなかなかたらなかなかたらなかなか受受受受けやけやけやけやということということということということがががが言言言言いにくいといういにくいといういにくいといういにくいという中中中中でででで、、、、だれもがだれもがだれもがだれもが経経経経済済済済的負担的負担的負担的負担をををを心配心配心配心配せせせせずにこのずにこのずにこのずにこの子子子子宮頸宮頸宮頸宮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をををを接接接接種種種種できるようになれできるようになれできるようになれできるようになればばばば、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても本本本本当当当当にににに親親親親にとってもにとってもにとってもにとっても女女女女性性性性がががが健康健康健康健康ででででややややっていくというこっていくというこっていくというこっていくということはとはとはとは未来未来未来未来をををを担担担担うううう子子子子供供供供たちをたちをたちをたちを産産産産むむむむ母体母体母体母体をををを守守守守るということにもつながっていきますのでるということにもつながっていきますのでるということにもつながっていきますのでるということにもつながっていきますので、、、、最最最最大大大大限限限限努努努努力力力力をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。いろいろごいろいろごいろいろごいろいろご苦苦苦苦労労労労もあろうかともあろうかともあろうかともあろうかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ぜぜぜぜひひひひ実実実実現現現現をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点はははは、、、、ききききょょょょうのうのうのうの朝朝朝朝ももももＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの問題問題問題問題にかかにかかにかかにかかわわわわってってってって質問質問質問質問したことでございますがしたことでございますがしたことでございますがしたことでございますが、、、、生生生生活活活活保保保保護護護護のありのありのありのあり方方方方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さをさをさをさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。朝朝朝朝もももも言言言言ったったったったわけわけわけわけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのあるのあるのあるのある寮寮寮寮がががが生生生生駒駒駒駒市市市市にございましてにございましてにございましてにございまして、、、、大大大大阪阪阪阪のののの路路路路上上上上生生生生活活活活者者者者のののの人人人人にににに住住住住むむむむところをところをところをところを世話世話世話世話しますということでしますということでしますということでしますということで声声声声をかをかをかをかけけけけてててて、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市でででで生活生活生活生活保保保保護申請護申請護申請護申請をしをしをしをしてもらってそのてもらってそのてもらってそのてもらってその寮寮寮寮にににに住住住住んんんんでいるとでいるとでいるとでいると。。。。私私私私もももも行行行行っておっておっておってお話話話話をさをさをさをさせせせせてもらいましたがてもらいましたがてもらいましたがてもらいましたが、、、、３３３３畳畳畳畳ののののＰＰＰＰタタタタイイイイルルルルのののの部部部部屋屋屋屋でででで窓窓窓窓もももも何何何何にもないとにもないとにもないとにもないと、、、、水水水水道道道道ももももトトトトイレイレイレイレもももも何何何何もないもないもないもない、、、、本本本本当当当当にににに部部部部屋屋屋屋だだだだけけけけというというというという状況状況状況状況ななななのですのですのですのです。。。。それでおそれでおそれでおそれでお布団布団布団布団１１１１枚枚枚枚ひひひひいてあっていてあっていてあっていてあって、、、、テテテテレビレビレビレビとととと扇風扇風扇風扇風機機機機がががが回回回回っていましたっていましたっていましたっていました。。。。ちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお茶茶茶茶飲飲飲飲むむむむとかとかとかとかカップラカップラカップラカップラーーーーメメメメンンンン食食食食べべべべたいとたいとたいとたいと思思思思ったときどうするのとったときどうするのとったときどうするのとったときどうするのと聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、電気電気電気電気ここここんんんんろがあるろがあるろがあるろがあるからそれをからそれをからそれをからそれを使使使使っておっておっておってお湯沸湯沸湯沸湯沸かしたりするのかしたりするのかしたりするのかしたりするのややややとととと話話話話をされていたのですをされていたのですをされていたのですをされていたのです。。。。それでこそれでこそれでこそれでこんんんんなななな狭狭狭狭いといといといところだったらころだったらころだったらころだったら、、、、冬冬冬冬ににににスススストートートートーブブブブとかとかとかとか置置置置いたらいたらいたらいたら危危危危ないないないないねねねねとととと、、、、そそそそんんんんなななな話話話話をしていたらをしていたらをしていたらをしていたら、、、、冬冬冬冬はははは電気電気電気電気スススストートートートーブブブブをををを使使使使っているのっているのっているのっているのややややというおというおというおというお話話話話をされておりましたをされておりましたをされておりましたをされておりました。。。。そのそのそのその３３３３畳畳畳畳のののの部部部部屋屋屋屋、、、、それであとそれであとそれであとそれであとはといはといはといはといええええばばばば、、、、洗洗洗洗面面面面所所所所があってがあってがあってがあって、、、、おおおおふふふふろがあってろがあってろがあってろがあって、、、、共共共共同同同同トトトトイレイレイレイレということでということでということでということで、、、、そのものをつそのものをつそのものをつそのものをつくるというくるというくるというくるという台台台台所所所所というかというかというかというか、、、、炊炊炊炊事事事事場場場場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、、、、そういうものはそういうものはそういうものはそういうものは一一一一切切切切ないのですないのですないのですないのです。。。。それそれそれそれでででで冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫もないのですもないのですもないのですもないのです。。。。それでそれでそれでそれで夏夏夏夏のののの暑暑暑暑いときでしていときでしていときでしていときでして、、、、そこはおそこはおそこはおそこはお昼昼昼昼とととと夜夜夜夜におにおにおにお弁弁弁弁当当当当をそのをそのをそのをそのＮＰＮＰＮＰＮＰＯＯＯＯ法法法法人人人人のののの方方方方がががが持持持持ってってってって来来来来られるのですられるのですられるのですられるのです。。。。早早早早くくくく持持持持ってってってって来来来来られるからられるからられるからられるから、、、、悪悪悪悪くなるくなるくなるくなる。。。。冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫もないもないもないもないからからからから外外外外ににににジジジジュュュューーーーススススをよくをよくをよくをよく店先店先店先店先でででで冷冷冷冷ややややしてしてしてして売売売売ってあるってあるってあるってある、、、、そういうそういうそういうそういうボックスボックスボックスボックスがががが置置置置いてあっていてあっていてあっていてあって、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど夕夕夕夕方方方方ややややったのですったのですったのですったのです。。。。そこにおそこにおそこにおそこにお弁弁弁弁当当当当がががが幾幾幾幾つかあってつかあってつかあってつかあって、、、、２２２２階階階階からおりてきたからおりてきたからおりてきたからおりてきた方方方方がそこがそこがそこがそこからおからおからおからお弁弁弁弁当当当当をををを持持持持ってってってって部部部部屋屋屋屋にににに戻戻戻戻られたのですられたのですられたのですられたのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、腐腐腐腐らないようにとりあらないようにとりあらないようにとりあらないようにとりあええええずそこにずそこにずそこにずそこに入入入入ておくということでておくということでておくということでておくということで、、、、そういうそういうそういうそういう生活生活生活生活をされているのですをされているのですをされているのですをされているのです。。。。おおおお金金金金はどうなのかというたらはどうなのかというたらはどうなのかというたらはどうなのかというたら、、、、



---- 22227777 ----

そのそのそのその３３３３畳畳畳畳のののの部部部部屋屋屋屋にににに家家家家賃賃賃賃でででで３３３３万万万万９９９９，，，，８００８００８００８００円円円円をををを払払払払ろうてろうてろうてろうて、、、、もうもうもうもう皆皆皆皆ささささんんんん方方方方同同同同じじじじことことことこと言言言言いますいますいますいますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、共共共共益益益益費費費費としてとしてとしてとして５５５５，，，，５００５００５００５００円円円円、、、、運営運営運営運営維持維持維持維持費費費費としてとしてとしてとして昼昼昼昼夜夜夜夜のののの月月月月曜曜曜曜からからからから土曜土曜土曜土曜のののの弁弁弁弁当当当当代代代代、、、、そそそそしてしてしてして日日日日曜曜曜曜日日日日はははは飲飲飲飲みみみみ物物物物ととととブブブブドドドドウウウウパパパパンンンン１１１１袋袋袋袋でででで３３３３万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円とととと、、、、光光光光熱熱熱熱費費費費ということでということでということでということで９９９９万円万円万円万円をををを払払払払っているとっているとっているとっていると。。。。生生生生駒駒駒駒市市市市はははは直接生活直接生活直接生活直接生活保保保保護護護護費費費費をそのをそのをそのをその方方方方にににに払払払払わわわわれるかられるかられるかられるから生生生生駒駒駒駒市市市市役役役役所所所所のののの駐車駐車駐車駐車場場場場ののののところでところでところでところで事務事務事務事務所所所所のののの方方方方がががが待待待待っておられてっておられてっておられてっておられて、、、、１１１１１１１１万円万円万円万円もらってきてそこからもらってきてそこからもらってきてそこからもらってきてそこから９９９９万円万円万円万円をををを渡渡渡渡してしてしてして手手手手元元元元にににに２２２２万円万円万円万円しかしかしかしか残残残残らないのらないのらないのらないのややややとととと。。。。自自自自分分分分はたはたはたはたばばばばこをこをこをこを吸吸吸吸うからなかなかうからなかなかうからなかなかうからなかなか大大大大変変変変ややややというというというという話話話話をされをされをされをされていたのですていたのですていたのですていたのです。。。。憲憲憲憲法第法第法第法第２５２５２５２５条条条条ではではではでは、、、、すすすすべべべべてのてのてのての国民国民国民国民はははは健康健康健康健康でででで文文文文化化化化的的的的なななな最最最最低低低低限限限限度度度度のののの生活生活生活生活をををを営営営営むむむむ権権権権利利利利があるのがあるのがあるのがあるのだということでだということでだということでだということで生活生活生活生活保保保保護護護護のののの行政行政行政行政などもされているのとなどもされているのとなどもされているのとなどもされているのと思思思思ううううわけわけわけわけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、生活生活生活生活保保保保護護護護費費費費をををを支支支支給給給給したらしたらしたらしたら、、、、あとはそのあとはそのあとはそのあとはその人人人人がどういうがどういうがどういうがどういう状状状状態態態態でででで暮暮暮暮らしているかということもらしているかということもらしているかということもらしているかということも知知知知らないといらないといらないといらないということではうことではうことではうことでは通通通通用用用用しないとしないとしないとしないと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。３３３３畳畳畳畳のののの部部部部屋屋屋屋でででで窓窓窓窓もないもないもないもない、、、、そういうところでそういうところでそういうところでそういうところで暮暮暮暮らしてらしてらしてらして家家家家賃賃賃賃でででで３３３３万万万万９９９９，，，，８００８００８００８００円円円円とととと。。。。生生生生駒駒駒駒市内市内市内市内でででで民間民間民間民間ののののアアアアパパパパートートートート３３３３万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円をををを出出出出したらしたらしたらしたら入入入入居居居居できるところがあるのですできるところがあるのですできるところがあるのですできるところがあるのです。。。。そういうそういうそういうそういう劣悪劣悪劣悪劣悪なななな条条条条件件件件のののの中中中中でででで生生生生駒駒駒駒市市市市のののの生活生活生活生活保保保保護護護護のののの家家家家賃賃賃賃のののの上上上上限限限限はははは４４４４万円万円万円万円となっているのですとなっているのですとなっているのですとなっているのです。。。。３３３３万万万万９９９９，，，，８００８００８００８００円円円円ででででぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりのところでりのところでりのところでりのところで落落落落としているというとしているというとしているというとしているということであったらことであったらことであったらことであったら、、、、本本本本当当当当にこのにこのにこのにこの３３３３畳畳畳畳のののの部部部部屋屋屋屋がががが３３３３万万万万９９９９，，，，８００８００８００８００円円円円のののの生活生活生活生活保保保保護護護護としてとしてとしてとして出出出出しているしているしているしている家家家家賃賃賃賃にににに等等等等しいしいしいしい、、、、ここのところのここのところのここのところのここのところの判判判判断断断断をどのようにをどのようにをどのようにをどのように思思思思っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるのかるのかるのかるのか、、、、おおおお聞聞聞聞かかかかせせせせをいをいをいをいただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。生生生生駒駒駒駒市市市市のののの小小小小瀬瀬瀬瀬町町町町におきましてにおきましてにおきましてにおきまして高齢高齢高齢高齢のののの生活生活生活生活困難困難困難困難者者者者にににに対対対対しましてのしましてのしましてのしましての生活生活生活生活○○○○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支援支援支援支援などをなどをなどをなどを行行行行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目目目目的的的的ににににＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人がががが住住住住宅宅宅宅施施施施設設設設をををを運営運営運営運営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、、、、主主主主にににに生生生生活活活活保保保保護受給護受給護受給護受給者者者者のののの方方方方がががが入入入入居居居居しているといったしているといったしているといったしているといった状況状況状況状況につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市からからからから報告報告報告報告をををを受受受受けけけけてててておりますおりますおりますおります。。。。生生生生駒駒駒駒市市市市のののの福祉事務福祉事務福祉事務福祉事務所所所所にににに確認確認確認確認したところではしたところではしたところではしたところでは、、、、このこのこのこの施施施施設設設設、、、、洋洋洋洋間間間間がががが１４１４１４１４室室室室あるといあるといあるといあるということでうことでうことでうことで、、、、ふふふふろろろろ、、、、トトトトイレイレイレイレはははは共共共共有有有有となっているととなっているととなっているととなっていると。。。。現在現在現在現在、、、、直直直直近近近近のののの状況状況状況状況ではではではでは、、、、入入入入居居居居されているされているされているされている方方方方はははは７７７７名名名名、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち生活生活生活生活保保保保護護護護をををを受給受給受給受給されているされているされているされている方方方方はははは６６６６名名名名ととと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、、、、このこのこのこの施施施施設設設設ではではではでは、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべになりますようにになりますようにになりますようにになりますように配配配配食食食食ササササーーーービビビビススススがあるということなのがあるということなのがあるということなのがあるということなのですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、これはこれはこれはこれは強強強強制制制制ではないということでではないということでではないということでではないということで、、、、現在現在現在現在生活生活生活生活保保保保護護護護をををを受受受受けけけけてててて入入入入居居居居されているされているされているされている６６６６名名名名のののの方方方方のののの中中中中でででで５５５５名名名名のののの方方方方がそれをがそれをがそれをがそれを利利利利用用用用しているということでございますしているということでございますしているということでございますしているということでございます。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの運営運営運営運営するするするするＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人はははは施施施施設設設設のののの管管管管理運営理運営理運営理運営だだだだけけけけでなくてでなくてでなくてでなくて、、、、病病病病院院院院へへへへのののの送迎送迎送迎送迎、、、、あるいあるいあるいあるいはははは部部部部屋屋屋屋のののの清清清清掃掃掃掃とかいうようなこともとかいうようなこともとかいうようなこともとかいうようなことも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、、、、今今今今のところのところのところのところ、、、、これまでこれまでこれまでこれまで入入入入居居居居者者者者からからからから事務事務事務事務所所所所にににに対対対対しましてしましてしましてしまして部部部部屋屋屋屋のののの状況状況状況状況、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは食事食事食事食事のののの内容内容内容内容などになどになどになどに関関関関してのしてのしてのしての苦苦苦苦情情情情などのなどのなどのなどの大大大大きなきなきなきなトトトトララララブブブブルルルルはないとはないとはないとは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。。。。
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福祉事務福祉事務福祉事務福祉事務所所所所におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、定期定期定期定期的的的的なななな訪訪訪訪問問問問調査調査調査調査活活活活動動動動をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、入入入入居居居居しているしているしているしている保保保保護受護受護受護受給給給給者者者者のののの生活生活生活生活実実実実態態態態をををを確認確認確認確認することをしているところでございますすることをしているところでございますすることをしているところでございますすることをしているところでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、県県県県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はてはてはては今後今後今後今後ともともともとも生生生生駒駒駒駒市市市市のののの福祉事務福祉事務福祉事務福祉事務所所所所におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、このこのこのこの入入入入居居居居されているされているされているされている方方方方のののの実実実実態態態態といいますといいますといいますといいますかかかか、、、、生活状況生活状況生活状況生活状況などをなどをなどをなどを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握するようにするようにするようにするように指導指導指導指導するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、もしもしもしもし例例例例ええええばばばば、、、、住環境住環境住環境住環境にににに問題問題問題問題があるとかがあるとかがあるとかがあるとか、、、、生活状況生活状況生活状況生活状況等等等等にににに問題問題問題問題があるということがあったがあるということがあったがあるということがあったがあるということがあった場合場合場合場合につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、例例例例ええええばばばば、、、、法制度法制度法制度法制度のののの中中中中でででで１１１１人人人人のののの場合場合場合場合はははは新新新新たなたなたなたな住住住住宅宅宅宅にににに敷敷敷敷金金金金をををを出出出出してしてしてして転転転転居居居居することもすることもすることもすることも可能可能可能可能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のですのですのですので、、、、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判判判判断断断断されるされるされるされる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、そういうそういうそういうそういう助助助助言指導言指導言指導言指導、、、、もちろもちろもちろもちろんんんん入入入入居居居居者者者者本人本人本人本人のののの意思意思意思意思がががが確認確認確認確認するするするする必要必要必要必要もあるもあるもあるもあるわけわけわけわけなのですなのですなのですなのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そういうそういうそういうそういう支援支援支援支援をををを行行行行うようなことについうようなことについうようなことについうようなことについてててて、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては適切適切適切適切なななな助助助助言言言言やややや指導指導指導指導をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考考考考え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。。。。このこのこのこの前前前前、、、、訪訪訪訪問問問問しましたときしましたときしましたときしましたとき、、、、おおおお隣隣隣隣のののの部部部部屋屋屋屋２２２２つがあいていましたつがあいていましたつがあいていましたつがあいていました。。。。そのそのそのその○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員方方方方はははは生活生活生活生活保保保保護護護護をををを受受受受けけけけていたのだていたのだていたのだていたのだけけけけれどもれどもれどもれども、、、、病気病気病気病気になられてになられてになられてになられて今入今入今入今入院院院院しているからしているからしているからしているから、、、、このこのこのこの部部部部屋屋屋屋はあいているのだということをおっしはあいているのだということをおっしはあいているのだということをおっしはあいているのだということをおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていたわけわけわけわけですですですです。。。。そのそのそのその周周周周りのところのりのところのりのところのりのところの草草草草取取取取りなりなりなりなんんんんかもかもかもかも、、、、私私私私がおがおがおがお話話話話ししたししたししたしした方方方方がががが草草草草ぼぼぼぼううううぼぼぼぼうだったらうだったらうだったらうだったら汚汚汚汚いからいからいからいから自自自自分分分分がががが草草草草取取取取りしているのだといりしているのだといりしているのだといりしているのだということもおうこともおうこともおうこともお話話話話をされておりましたをされておりましたをされておりましたをされておりました。。。。配配配配食食食食ササササーーーービビビビススススをををを利利利利用用用用するのはするのはするのはするのは、、、、そのそのそのその入入入入居居居居者者者者のののの人人人人のののの勝勝勝勝手手手手だとだとだとだと言言言言ううううけけけけれどもれどもれどもれども、、、、炊炊炊炊事事事事場場場場もないところでそれをもないところでそれをもないところでそれをもないところでそれを利利利利用用用用しなかつたらしなかつたらしなかつたらしなかつたら、、、、ごごごご飯飯飯飯をををを食食食食べべべべるるるる準準準準備備備備ががががどこでできるかということになるのですどこでできるかということになるのですどこでできるかということになるのですどこでできるかということになるのです。。。。普普普普通通通通、、、、住住住住むむむむところといところといところといところといええええばばばば、、、、おおおおふふふふろろろろ、、、、トトトトイレイレイレイレ、、、、台台台台所所所所があってがあってがあってがあって、、、、そしておそしておそしておそしてお布団布団布団布団ががががひけひけひけひけるるるる、、、、寝寝寝寝られるられるられるられる場所場所場所場所というのがそろっていてというのがそろっていてというのがそろっていてというのがそろっていて、、、、人人人人のののの住住住住むむむむところだとところだとところだとところだと言言言言ええええるのだとるのだとるのだとるのだと思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、今今今今のおのおのおのお話話話話のようにのようにのようにのように、、、、そのそのそのその利利利利用者用者用者用者のののの判判判判断断断断でででで弁弁弁弁当当当当をををを利利利利用用用用しておられるというしておられるというしておられるというしておられるという言言言言いいいい分分分分はははは通通通通らないとらないとらないとらないと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。炊炊炊炊事事事事場場場場もないようなところもないようなところもないようなところもないようなところにににに住住住住ままままわせわせわせわせておいてておいてておいてておいて、、、、それでそのそれでそのそれでそのそれでその言言言言いいいい分分分分がががが通通通通るということではないとるということではないとるということではないとるということではないと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。それとそれとそれとそれと、、、、そのそのそのその３３３３畳畳畳畳のののの１１１１間間間間でででで３３３３万万万万９９９９，，，，８００８００８００８００円円円円のののの家家家家賃賃賃賃がががが適切適切適切適切かどうかということでかどうかということでかどうかということでかどうかということで考考考考ええええたたたたらららら、、、、普普普普通通通通でででで考考考考ええええたらこたらこたらこたらこんんんんなのはおかしいとなのはおかしいとなのはおかしいとなのはおかしいと思思思思うのがうのがうのがうのが当当当当たりたりたりたり前前前前ややややとととと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。ややややはりよくはりよくはりよくはりよく言言言言わわわわれるのはれるのはれるのはれるのは、、、、生活生活生活生活保保保保護護護護をををを受受受受けけけけていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃるるるる人人人人たちのたちのたちのたちの自自自自立立立立がががが大事大事大事大事ややややということをよくということをよくということをよくということをよく行行行行政政政政のののの方方方方たちはたちはたちはたちは口口口口にされるにされるにされるにされるわけわけわけわけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、こういうこういうこういうこういう状状状状態態態態をををを見見見見てててて、、、、どうしてどうしてどうしてどうして自自自自分分分分がががが自自自自立立立立ししししててててややややっていこうとなっていっていこうとなっていっていこうとなっていっていこうとなっていけけけけるのかるのかるのかるのか。。。。ただただただただ単単単単にもうそこにいててにもうそこにいててにもうそこにいててにもうそこにいてて、、、、もうだらだらともうだらだらともうだらだらともうだらだらと、、、、だらだらだらだらだらというだらというだらというだらという言言言言いいいい方方方方したらしたらしたらしたら悪悪悪悪いかもいかもいかもいかもわわわわからないですからないですからないですからないですけけけけれどれどれどれど、、、、そこでもうそこでもうそこでもうそこでもう住住住住んんんんでいるというこでいるというこでいるというこでいるということだとだとだとだけけけけしかならないのではないかとしかならないのではないかとしかならないのではないかとしかならないのではないかと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。自自自自立立立立してしてしてしてややややっていこうということにはなっていこうということにはなっていこうということにはなっていこうということにはならないとらないとらないとらないと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。生活生活生活生活保保保保護護護護のののの行政行政行政行政というというというという観観観観点点点点でいったらでいったらでいったらでいったら、、、、違違違違うううう住住住住むむむむところをところをところをところを提提提提供供供供、、、、紹紹紹紹介介介介したりしたりしたりしたり、、、、あるいはこのあるいはこのあるいはこのあるいはこの３３３３万万万万９９９９，，，，８００８００８００８００円円円円というというというという家家家家賃賃賃賃がががが適適適適正正正正でないとでないとでないとでないと判判判判断断断断したらしたらしたらしたら、、、、このこのこのこの家家家家賃賃賃賃のののの金額金額金額金額をもっとをもっとをもっとをもっと減減減減らすとからすとからすとからすとか、、、、ここにここにここにここに３３３３万万万万９９９９，，，，８００８００８００８００円円円円のののの家家家家賃賃賃賃、、、、生活生活生活生活保保保保護護護護のののの中中中中からからからから家家家家賃賃賃賃とととと
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いういういういう名目名目名目名目でででで支支支支給給給給しているということしているということしているということしているということ自体自体自体自体がおかしいがおかしいがおかしいがおかしい、、、、不適切不適切不適切不適切なななな税税税税のののの使使使使いいいい方方方方やややや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意意意意味味味味においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと指導指導指導指導もしていただいてもしていただいてもしていただいてもしていただいて、、、、適切適切適切適切にににに憲憲憲憲法第法第法第法第２５２５２５２５条条条条でうたでうたでうたでうたわわわわれているようなれているようなれているようなれているような生活生活生活生活保保保保護護護護、、、、ここでいかれるようにしていただきたいとここでいかれるようにしていただきたいとここでいかれるようにしていただきたいとここでいかれるようにしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長におにおにおにお聞聞聞聞きしますがきしますがきしますがきしますが、、、、窓窓窓窓もないもないもないもない３３３３畳畳畳畳のののの生活生活生活生活でででで健康健康健康健康でででで文文文文化化化化的的的的なななな最最最最低低低低限限限限度度度度のののの生活生活生活生活がががが賄賄賄賄ええええ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。。。。そしてこのそしてこのそしてこのそしてこの間間間間、、、、大大大大和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市でででで去去去去年年年年、、、、山山山山本本本本病病病病院院院院のののの事例事例事例事例ががががあったようにあったようにあったようにあったように、、、、生活生活生活生活保保保保護護護護者者者者のののの人人人人をををを食食食食いいいい物物物物にしたようなことがにしたようなことがにしたようなことがにしたようなことが行行行行わわわわれているということをれているということをれているということをれているということを見見見見ましてもましてもましてもましても、、、、きちっとしていくことがきちっとしていくことがきちっとしていくことがきちっとしていくことが大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、もうもうもうもう一度健康福祉部長一度健康福祉部長一度健康福祉部長一度健康福祉部長のののの方方方方からどからどからどからどのようにのようにのようにのように考考考考ええええていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃるのかるのかるのかるのか、、、、おおおお答答答答ええええをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの件件件件につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、委員委員委員委員からおからおからおからお話話話話があってがあってがあってがあって、、、、デデデデーーーータタタタではではではでは、、、、言言言言葉葉葉葉でででで○○○○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はははは聞聞聞聞いたのですいたのですいたのですいたのですけけけけれどれどれどれど、、、、写写写写真真真真をををを見見見見せせせせてほしいとはてほしいとはてほしいとはてほしいとは言言言言ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、間間間間にににに合合合合っていまっていまっていまっていませんせんせんせんののののでででで、、、、１１１１回回回回実実実実態態態態をををを見見見見てどういうてどういうてどういうてどういう指導指導指導指導ができるかができるかができるかができるか、、、、ごごごご指摘指摘指摘指摘のようにのようにのようにのように４４４４万円万円万円万円のところのところのところのところ３３３３万万万万９９９９，，，，８８８８００００００００円円円円ででででややややっていますしっていますしっていますしっていますし、、、、近近近近傍傍傍傍のののの家家家家賃賃賃賃はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか、、、、調調調調べべべべたたたた上上上上でででで対応対応対応対応したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 生生生生駒駒駒駒市市市市のののの不不不不動動動動産産産産屋屋屋屋ささささんんんんにににに行行行行ってもらってもってもらってもってもらってもってもらっても、、、、おおおおふふふふろもろもろもろもトトトトイレイレイレイレもももも台台台台所所所所もももも○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員あってあってあってあって、、、、普普普普通通通通ののののアアアアパパパパートートートートでででで３３３３万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで入入入入れるところがありますのでれるところがありますのでれるところがありますのでれるところがありますので、、、、３３３３畳畳畳畳１１１１間間間間がががが３３３３万万万万９９９９，，，，８００８００８００８００円円円円もするようなもするようなもするようなもするような、、、、そそそそんんんんなななな不不不不動動動動産産産産のののの物物物物件件件件ななななんんんんかはかはかはかは、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市じじじじゅゅゅゅうううう探探探探ししししてもありまてもありまてもありまてもありませんせんせんせんからからからから、、、、もうこれはもうこれはもうこれはもうこれは生生生生駒駒駒駒市市市市のののの名名名名誉誉誉誉のためにものためにものためにものためにも言言言言っておきますっておきますっておきますっておきますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、これこれこれこれはおかしいはおかしいはおかしいはおかしい話話話話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、、、、ややややはりはりはりはり本本本本当当当当にににに憲憲憲憲法第法第法第法第２５２５２５２５条条条条にににに保保保保障障障障されたようなされたようなされたようなされたような生活生活生活生活がががが行行行行ええええるようるようるようるよう、、、、生活生活生活生活保保保保護護護護行政行政行政行政がががが適切適切適切適切にされるようにされるようにされるようにされるよう、、、、これはきちっとこれはきちっとこれはきちっとこれはきちっと実実実実態態態態をつかをつかをつかをつかんんんんでででで指導指導指導指導をしていをしていをしていをしていただきたいいうことをただきたいいうことをただきたいいうことをただきたいいうことを強強強強くくくく言言言言っておきたいとっておきたいとっておきたいとっておき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。。。。１１１１問問問問だだだだけけけけ質問質問質問質問いたしますいたしますいたしますいたします。。。。○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員先先先先ほどほどほどほど、、、、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からからからから真真真真摯摯摯摯なななな反省反省反省反省のののの弁弁弁弁があったがあったがあったがあったわけわけわけわけ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、、、、精華学精華学精華学精華学院院院院のののの件件件件ですですですです。。。。多多多多くはくはくはくは申申申申しましましましませんせんせんせんがががが、、、、このこのこのこの精華学院精華学院精華学院精華学院のののの工工工工期期期期延延延延長長長長になったになったになったになった最最最最大大大大のののの原因原因原因原因とととと理由理由理由理由ははははどのようにどのようにどのようにどのように考考考考ええええておられますかておられますかておられますかておられますか。。。。精華学院精華学院精華学院精華学院のののの整備整備整備整備事業事業事業事業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、当当当当初初初初平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１０１０１０１０月月月月からからからから○○○○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平成平成平成平成２２２２２２２２年度末年度末年度末年度末、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月月月月までのまでのまでのまでの工工工工期期期期でででで工工工工事事事事ををををスタスタスタスタートートートートいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。それでそれでそれでそれで着工着工着工着工いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、これはこれはこれはこれは本本本本館館館館のののの整備整備整備整備とそれととそれととそれととそれと寮寮寮寮のののの整備整備整備整備とととと並並並並行行行行してしてしてして工工工工事事事事をををを進進進進めていっためていっためていっためていったわけわけわけわけでででですすすすけけけけれどもれどもれどもれども、、、、寮寮寮寮のののの整備整備整備整備につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、このこのこのこの精華学院精華学院精華学院精華学院のののの中中中中、、、、５５５５寮寮寮寮あるのですあるのですあるのですあるのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが生活生活生活生活しながらしながらしながらしながら改改改改修修修修していくということなのでしていくということなのでしていくということなのでしていくということなので、、、、このこのこのこの５５５５寮寮寮寮をををを１１１１寮寮寮寮ずつずつずつずつ工工工工事事事事をしてをしてをしてをして、、、、打打打打ってってってって返返返返しでしでしでしで工工工工事事事事をををを進進進進めていくとめていくとめていくとめていくと、、、、そういうそういうそういうそういう計画計画計画計画ででででスタスタスタスタートートートートしたしたしたしたわけわけわけわけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、最初最初最初最初
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のののの１１１１寮寮寮寮をををを工工工工事事事事いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、それでそれでそれでそれで改改改改修修修修ですのでですのでですのでですのでブブブブロックロックロックロックづくりのづくりのづくりのづくりの寮寮寮寮のののの壁壁壁壁のののの改改改改修修修修ををををややややったったったったときにときにときにときに、、、、ああああけけけけてみるとてみるとてみるとてみると当当当当初初初初建設建設建設建設時時時時のののの設設設設計図計図計図計図面面面面にににに書書書書かれているだかれているだかれているだかれているだけけけけのののの配配配配筋筋筋筋がががが入入入入れられていなれられていなれられていなれられていなかったということがかったということがかったということがかったということが判判判判明明明明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、、、、それでそれでそれでそれで残残残残りのりのりのりの寮寮寮寮についてのについてのについてのについての現現現現状状状状はどうなのかとはどうなのかとはどうなのかとはどうなのかということでいうことでいうことでいうことで再度再度再度再度耐震耐震耐震耐震調査調査調査調査ををををややややっていただいたのですっていただいたのですっていただいたのですっていただいたのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、５５５５寮寮寮寮のうちのうちのうちのうち４４４４寮寮寮寮がががが耐震性耐震性耐震性耐震性ががががないということでないということでないということでないということで、、、、４４４４寮寮寮寮についてについてについてについて耐震耐震耐震耐震のののの補補補補強工強工強工強工事事事事がががが必要必要必要必要だということになりましてだということになりましてだということになりましてだということになりまして、、、、そこそこそこそこでもうでもうでもうでもう一度一度一度一度設設設設計計計計のののの見見見見直直直直しをしをしをしをややややりましてりましてりましてりまして耐震工耐震工耐震工耐震工事事事事をををを追追追追加加加加してしてしてして入入入入れていくれていくれていくれていく中中中中でででで、、、、耐震工耐震工耐震工耐震工事事事事はははは当当当当初初初初はははは耐震性耐震性耐震性耐震性があるいうことでがあるいうことでがあるいうことでがあるいうことで予定予定予定予定をしておりまをしておりまをしておりまをしておりませんせんせんせんでしたのででしたのででしたのででしたので、、、、１１１１寮寮寮寮三三三三月月月月ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで改改改改修修修修でででできるきるきるきる予定予定予定予定であったものがであったものがであったものがであったものが、、、、耐震工耐震工耐震工耐震工事事事事をををを入入入入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１１１１寮寮寮寮のののの改改改改修修修修期間期間期間期間がががが延延延延びてまいりびてまいりびてまいりびてまいりましてましてましてまして、、、、それでそれでそれでそれで最終最終最終最終的的的的にににに当当当当初初初初のののの計画計画計画計画よりもよりもよりもよりも１１１１１１１１カカカカ月月月月工工工工期期期期がががが延延延延長長長長するということになりましするということになりましするということになりましするということになりましたたたた。。。。だからだからだからだから、、、、原因原因原因原因はははは当当当当初初初初耐震性耐震性耐震性耐震性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、、、、これはこれはこれはこれは耐震耐震耐震耐震調査調査調査調査のののの中中中中でででで一一一一応耐震性応耐震性応耐震性応耐震性ががががあるということであるということであるということであるということで判判判判断断断断されておったのですされておったのですされておったのですされておったのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのそのそのその施施施施工不工不工不工不良等良等良等良等によりましてによりましてによりましてによりまして耐震性耐震性耐震性耐震性がなかったということががなかったということががなかったということががなかったということが工工工工期期期期がががが１１１１１１１１カカカカ月月月月延延延延びるびるびるびる原因原因原因原因になったとになったとになったとになった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。。。。ななななぜぜぜぜこういうこういうこういうこういう質問質問質問質問をさをさをさをさせせせせていただいたかといいますとていただいたかといいますとていただいたかといいますとていただいたかといいますと、、、、前前前前後後後後はははは別別別別にしましてにしましてにしましてにしまして○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員もももも、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの公公公公共共共共発発発発注注注注工工工工事事事事でででで、、、、施施施施工不工不工不工不良良良良、、、、特特特特にににに第第第第１１１１点目点目点目点目はこのはこのはこのはこの政政政政府府府府のののの経経経経済済済済対対対対策策策策でででで奈良県下奈良県下奈良県下奈良県下のののの県県県県もももも含含含含めてめてめてめて公公公公共共共共機機機機関関関関はははは耐震工耐震工耐震工耐震工事事事事、、、、どどどどんんんんどどどどんやんやんやんやっているのですっているのですっているのですっているのです、、、、このこのこのこの２２２２～～～～３３３３年年年年、、、、耐震工耐震工耐震工耐震工事事事事ををををややややっとるっとるっとるっとるわけわけわけわけですですですです。。。。それとまたそれとまたそれとまたそれとまた、、、、県県県県においてにおいてにおいてにおいて施施施施工不工不工不工不良良良良のののの部分部分部分部分がががが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院もももも含含含含めめめめ、、、、固固固固有有有有名名名名詞詞詞詞をををを出出出出したらしたらしたらしたら問題問題問題問題ですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、淺沼淺沼淺沼淺沼組組組組とかとかとかとか村村村村本建設本建設本建設本建設がががが施施施施工工工工したしたしたした工工工工事事事事ですらですらですらですら不不不不良良良良工工工工事事事事があったというがあったというがあったというがあったという事実事実事実事実がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん出出出出ているているているているわけわけわけわけですですですです。。。。耐震工耐震工耐震工耐震工事事事事ははははややややろうということでろうということでろうということでろうということでどどどどんんんんどどどどんやんやんやんやっているさなかにおいてっているさなかにおいてっているさなかにおいてっているさなかにおいて、、、、このこのこのこの寮寮寮寮ははははブブブブロックロックロックロックですですですです。。。。鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋ココココンンンンクリクリクリクリートートートート５５５５階階階階とかとかとかとか６６６６階階階階のののの狭狭狭狭隘隘隘隘なななな高高高高層層層層ビビビビルルルルだったらそれをだったらそれをだったらそれをだったらそれを確認確認確認確認するのにはかなりのするのにはかなりのするのにはかなりのするのにはかなりの費用費用費用費用もももも要要要要るしるしるしるし大大大大変変変変ですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、はっきりはっきりはっきりはっきり申申申申しししし上上上上げげげげましてましてましてましてブブブブロックロックロックロックのののの小小小小さなさなさなさな寮寮寮寮なのですなのですなのですなのです。。。。これにこれにこれにこれに今今今今、、、、昨昨昨昨今今今今耐震耐震耐震耐震、、、、耐震耐震耐震耐震とととと言言言言わわわわれているときにどうしてきちっとれているときにどうしてきちっとれているときにどうしてきちっとれているときにどうしてきちっと当当当当初初初初からからからからややややらなかったのかとらなかったのかとらなかったのかとらなかったのかと、、、、設設設設計事務計事務計事務計事務所所所所にににに、、、、ここここのののの設設設設計事務計事務計事務計事務所所所所もももも大大大大手手手手のののの会会会会社社社社だとだとだとだ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。。。。そそそそややややからからからから耐震耐震耐震耐震のののの調査調査調査調査をさをさをさをさせせせせることをきちることをきちることをきちることをきちっとこういうごっとこういうごっとこういうごっとこういうご時時時時世世世世なのでなのでなのでなので、、、、どうしてどうしてどうしてどうしてややややらなかったのかということはらなかったのかということはらなかったのかということはらなかったのかということは、、、、原原原原課課課課とそしてこのとそしてこのとそしてこのとそしてこの工工工工事事事事をををを引引引引きききき受受受受けけけけるるるる営営営営繕繕繕繕課課課課でででで、、、、ここのここのここのここの県県県県庁庁庁庁内内内内のののの部部部部署署署署のののの連連連連携携携携がががが一一一一体体体体どうなっているのかとどうなっているのかとどうなっているのかとどうなっているのかと。。。。ここここれはれはれはれは今今今今、、、、平平平平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡においてもにおいてもにおいてもにおいても昨昨昨昨日日日日もももも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、、、、杉杉杉杉のののの柵柵柵柵がががが集集集集成成成成材材材材にににに変変変変わわわわってってってって１１１１億円億円億円億円のののの工工工工事事事事がががが２２２２億円億円億円億円にににに設設設設計計計計変更変更変更変更になったとかになったとかになったとかになったとか、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた先先先先日日日日もあったようにもあったようにもあったようにもあったように、、、、ここにここにここにここに山下委員山下委員山下委員山下委員がおられるがおられるがおられるがおられるけけけけれどもれどもれどもれども、、、、医医医医科科科科大大大大学学学学のののの精精精精神神神神科科科科のののの黄土色黄土色黄土色黄土色のののの問題問題問題問題でででで原原原原課課課課がががが営営営営繕繕繕繕課課課課とどういとどういとどういとどういうううう打打打打ちちちち合合合合わせわせわせわせがあってがあってがあってがあって、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ混乱混乱混乱混乱したこととかしたこととかしたこととかしたこととか事例事例事例事例がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあるあるあるあるわけわけわけわけなのですなのですなのですなのです。。。。だだだだからからからから、、、、そういうときにそういうときにそういうときにそういうときに、、、、安安安安易易易易というよりもというよりもというよりもというよりも設設設設計事務計事務計事務計事務所所所所とのとのとのとの打打打打ちちちち合合合合わせわせわせわせ、、、、原原原原課課課課とのとのとのとの打打打打ちちちち合合合合わわわわ
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せせせせのののの中中中中でででで耐震耐震耐震耐震にににに着着着着目目目目をををを、、、、当当当当然然然然このこのこのこの場合場合場合場合はははは、、、、寮寮寮寮はははは大大大大きなきなきなきな建建建建物物物物でもないのだからでもないのだからでもないのだからでもないのだから、、、、できなかっできなかっできなかっできなかったのかたのかたのかたのか。。。。そしてそしてそしてそして今今今今このようにこのようにこのようにこのようにププププレレレレハハハハブブブブでででで寮寮寮寮をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、当当当当初初初初考考考考ええええておるのとはておるのとはておるのとはておるのとは違違違違うようにうようにうようにうようになったというよりもなったというよりもなったというよりもなったというよりも５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円弱弱弱弱のののの事業支出事業支出事業支出事業支出をするようになったをするようになったをするようになったをするようになったわけわけわけわけなのですなのですなのですなのです。。。。だかだかだかだからららら、、、、そういうもろもろのこともそういうもろもろのこともそういうもろもろのこともそういうもろもろのことも含含含含めてめてめてめて打打打打ちちちち合合合合わせわせわせわせがどのようになっていたのかがどのようになっていたのかがどのようになっていたのかがどのようになっていたのか、、、、もしもしもしもしわわわわかかかかるるるる範囲範囲範囲範囲でおでおでおでお聞聞聞聞かかかかせせせせをををを願願願願いたいというのがいたいというのがいたいというのがいたいというのが私私私私のののの伺伺伺伺うところですうところですうところですうところです。。。。委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべになりますようにになりますようにになりますようにになりますように、、、、耐震診耐震診耐震診耐震診断断断断等等等等につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、このこのこのこの○○○○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場合場合場合場合ですとまちづくりですとまちづくりですとまちづくりですとまちづくり推進局推進局推進局推進局におにおにおにお願願願願いしていることになるいしていることになるいしていることになるいしていることになるわけわけわけわけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、基基基基本的本的本的本的にににに営営営営繕繕繕繕課課課課からおからおからおからお聞聞聞聞きをいたしておりますのはきをいたしておりますのはきをいたしておりますのはきをいたしておりますのは、、、、通常通常通常通常、、、、公公公公共共共共建建建建物物物物等等等等ででででややややられるこういうられるこういうられるこういうられるこういう耐震診耐震診耐震診耐震診断断断断ををををややややっていただいたっていただいたっていただいたっていただいた、、、、それとこのそれとこのそれとこのそれとこの場合場合場合場合ブブブブロックロックロックロックづくりでございましたのでづくりでございましたのでづくりでございましたのでづくりでございましたので、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるるココココンンンンクリクリクリクリートートートートのののの劣劣劣劣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、、、、それをそれをそれをそれを確認確認確認確認をするためにをするためにをするためにをするために何何何何カカカカ所所所所かかかかココココアアアアをををを抜抜抜抜いていていていて、、、、ココココンンンンクリクリクリクリートートートートのののの劣劣劣劣化化化化もももも検検検検査査査査をしていただいたということはをしていただいたということはをしていただいたということはをしていただいたということは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。。。。それでそれでそれでそれで、、、、ただそのただそのただそのただその細細細細かかかかなななな配配配配筋筋筋筋までまでまでまで、、、、もうもうもうもう外外外外からはからはからはからはわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで設設設設計図計図計図計図面面面面とそれととそれととそれととそれと実実実実際際際際そのそのそのその現現現現場場場場でででで壁壁壁壁をををを抜抜抜抜いてみたらいてみたらいてみたらいてみたら配配配配筋筋筋筋のののの数数数数がががが違違違違っておったということでっておったということでっておったということでっておったということで施施施施工不工不工不工不良良良良であるということであるということであるということであるということがががが判判判判明明明明したしたしたした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。。。。大大大大体体体体わわわわかっているかっているかっているかっているわけわけわけわけですですですですけけけけれどれどれどれど、、、、工工工工事事事事のののの施施施施工工工工監監監監理理理理とかそういうことについとかそういうことについとかそういうことについとかそういうことについ○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員てはてはてはては原原原原課課課課にににに、、、、そういうそういうそういうそういう担担担担当当当当のののの部部部部署署署署のところもかなりのところもかなりのところもかなりのところもかなり責責責責任任任任をををを負負負負わわわわななななけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないとないとないとないと思思思思うのうのうのうのですですですです。。。。発発発発注注注注にににに当当当当たってたってたってたって設設設設計事務計事務計事務計事務所所所所等等等等 々々々々にこういうごにこういうごにこういうごにこういうご時時時時世世世世なのでなのでなのでなので、、、、ややややはりはりはりはり留留留留意意意意をされてをされてをされてをされてややややっっっっておかないとておかないとておかないとておかないと、、、、またまたまたまた第第第第二二二二、、、、第第第第三三三三のこういうことがのこういうことがのこういうことがのこういうことが起起起起こってきたときにこってきたときにこってきたときにこってきたときに、、、、ききききょょょょうのうのうのうの担担担担当当当当課課課課ととととはははは別別別別ですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこの施施施施工工工工責責責責任任任任、、、、これはまたこれはまたこれはまたこれはまた別別別別のののの機機機機会会会会にににに、、、、施施施施工不工不工不工不良良良良をしたをしたをしたをした今今今今回回回回のこののこののこののこの業業業業者者者者はもうはもうはもうはもう倒倒倒倒産産産産していますしていますしていますしています。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、現実現実現実現実にににに営営営営業業業業しておるのがいっしておるのがいっしておるのがいっしておるのがいっぱぱぱぱいおるいおるいおるいおるわけわけわけわけですですですです。。。。それのそれのそれのそれの施施施施工工工工責責責責任任任任はははは工工工工事事事事のののの瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵とかとかとかとか、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺はどうなるのかとはどうなるのかとはどうなるのかとはどうなるのかと。。。。それとそれとそれとそれと談談談談合合合合ををををややややれれれればばばば１１１１年年年年以上以上以上以上のののの指指指指名名名名停停停停止止止止になるとかになるとかになるとかになるとか、、、、建設建設建設建設業法業法業法業法ではいろいろではいろいろではいろいろではいろいろ罰罰罰罰則則則則があるがあるがあるがあるわけわけわけわけなのですなのですなのですなのです。。。。だからだからだからだから、、、、そそそそういうこともういうこともういうこともういうことも含含含含めてめてめてめて厳粛厳粛厳粛厳粛にににに対対対対処処処処しないとしないとしないとしないと、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ起起起起こってきたときにこってきたときにこってきたときにこってきたときに考考考考ええええ直直直直すというこすというこすというこすということではとではとではとではややややはりはりはりはり税税税税ののののむむむむだだだだ遣遣遣遣いといういといういといういという観観観観点点点点からもからもからもからも、、、、今後今後今後今後おおおお互互互互いにいにいにいに注注注注意意意意しながらしながらしながらしながらややややっていただきっていただきっていただきっていただきたいのでたいのでたいのでたいので申申申申しししし上上上上げげげげておきますておきますておきますておきます。。。。わわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。○○○○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審議審議審議審議のののの途途途途中中中中ですがですがですがですが、、、、午午午午後後後後３３３３時時時時５０５０５０５０分分分分までまでまでまで休憩休憩休憩休憩しますしますしますします。。。。ししししばばばばらくらくらくらく休憩休憩休憩休憩しますしますしますします。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長１５１５１５１５：：：：３６３６３６３６分分分分 休憩休憩休憩休憩１５１５１５１５：：：：５４５４５４５４分 再開分 再開分 再開分 再開休憩休憩休憩休憩前前前前にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、会議会議会議会議をををを開開開開きますきますきますきます。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長
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それではそれではそれではそれでは、、、、ごごごご発言発言発言発言願願願願いますいますいますいます。。。。数数数数点点点点質問質問質問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。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員１１１１番番番番目目目目はははは、、、、ことしのことしのことしのことしの当当当当初初初初予算予算予算予算、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは補正予算補正予算補正予算補正予算にもにもにもにも、、、、アアアアルルルルココココーーーールルルル依依依依存存存存症症症症あるいはあるいはあるいはあるいは薬物薬物薬物薬物依依依依存存存存症症症症のののの人人人人たちがみずからのたちがみずからのたちがみずからのたちがみずからの努努努努力力力力でででで依依依依存存存存症症症症からからからから脱脱脱脱出出出出するするするする、、、、非常非常非常非常にににに苦苦苦苦しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを展展展展開開開開ししししているているているているわけわけわけわけでありますでありますでありますであります。。。。機機機機会会会会あるごとにあるごとにあるごとにあるごとに県県県県にそのにそのにそのにその対対対対策策策策をををを要要要要請請請請してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。担担担担当者当者当者当者ののののかかかかわわわわりりりり目目目目でででで大大大大体体体体予算予算予算予算がなくなったりがなくなったりがなくなったりがなくなったり、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた新新新新たにあらたにあらたにあらたにあらわわわわれたりいたしますれたりいたしますれたりいたしますれたりいたします。。。。基基基基本的本的本的本的にこのにこのにこのにこの間間間間もももも断断断断酒酒酒酒会会会会のののの会会会会合合合合でででで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がががが出出出出席席席席いただいておりましたいただいておりましたいただいておりましたいただいておりました。。。。県県県県のののの担担担担当部長当部長当部長当部長のあののあののあののあの断断断断酒酒酒酒会会会会へへへへのののの出出出出席席席席もももも極極極極めてまれなのですめてまれなのですめてまれなのですめてまれなのです。。。。あのあのあのあの団体団体団体団体のののの顧顧顧顧問問問問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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、県県県県のののの部長部長部長部長がおがおがおがお見見見見ええええになるというのはになるというのはになるというのはになるというのは非常非常非常非常にまれであるとにまれであるとにまれであるとにまれであると。。。。あるいはまたあのあるいはまたあのあるいはまたあのあるいはまたあの断断断断酒酒酒酒会会会会のののの諸諸諸諸君君君君はずっとはずっとはずっとはずっと各各各各市市市市をををを回回回回ってってってって市市市市のののの主主主主たるたるたるたる施施施施設設設設をおをおをおをお借借借借りしてりしてりしてりして市市市市長長長長をおをおをおをお招招招招きするきするきするきするわけわけわけわけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、胸張胸張胸張胸張ってってってって断断断断酒酒酒酒会会会会のののの招招招招きにきにきにきに応応応応じじじじるるるる市市市市長長長長もももも数数数数少少少少ないのですないのですないのですないのです。。。。おおおお酒酒酒酒のののの好好好好きなきなきなきな市市市市長長長長などはなどはなどはなどは、、、、私私私私がががが行行行行くくくくべべべべきききき会会会会合合合合ではないとではないとではないとではないと、、、、もうもうもうもう誤誤誤誤解解解解もももも甚甚甚甚だしいだしいだしいだしい。。。。そういうそういうそういうそういう偏偏偏偏見見見見がががが首首首首長長長長自自自自身身身身によってによってによってによって堂堂堂堂 々々々々とととと語語語語られるとられるとられるとられると。。。。代代代代理理理理でででで出出出出てこられるてこられるてこられるてこられる副副副副市市市市長長長長やややや助助助助役役役役がががが、、、、私私私私のののの顔顔顔顔をををを見見見見るなりるなりるなりるなり、、、、市市市市長長長長がががが私私私私にににに行行行行けけけけとととと言言言言うてうてうてうて、、、、このこのこのこの会会会会合合合合だだだだけけけけはおれははおれははおれははおれは行行行行けけけけないとないとないとないと言言言言うてうてうてうて、、、、しりたたかれましてとしりたたかれましてとしりたたかれましてとしりたたかれましてと。。。。山下山下山下山下先先先先生生生生、、、、ここのここのここのここの会会会会合合合合はそもそもどういうはそもそもどういうはそもそもどういうはそもそもどういう団体団体団体団体ですかなどということをですかなどということをですかなどということをですかなどということを、、、、ごあいさつのごあいさつのごあいさつのごあいさつの前前前前にににに私私私私ににににおおおお聞聞聞聞きになるきになるきになるきになるわけわけわけわけですですですです。。。。事事事事のほどさようにのほどさようにのほどさようにのほどさように偏偏偏偏見見見見がががが強強強強いいいい。。。。断断断断酒酒酒酒会会会会をしなをしなをしなをしなけけけけれれれればばばば家庭家庭家庭家庭崩壊崩壊崩壊崩壊をををを含含含含めてめてめてめて、、、、医療医療医療医療やややや福祉福祉福祉福祉対対対対策策策策でででで大大大大変変変変多多多多額額額額のののの経費経費経費経費がかさがかさがかさがかさんんんんでくでくでくでくるだろうるだろうるだろうるだろう。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは彼彼彼彼らららら自自自自身身身身がががが必必必必死死死死になってになってになってになって家家家家族族族族ぐぐぐぐるみでるみでるみでるみで酒酒酒酒をををを絶絶絶絶つつつつ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは薬物薬物薬物薬物依依依依存存存存からからからから脱脱脱脱出出出出するするするする、、、、そういうそういうそういうそういう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをややややっているのでありますからっているのでありますからっているのでありますからっているのでありますから、、、、今今今今少少少少しでしでしでしで、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの苦苦苦苦闘闘闘闘にににに寄寄寄寄りりりり添添添添いながらいながらいながらいながら一一一一緒緒緒緒にににに考考考考ええええていくとていくとていくとていくと。。。。要要要要するにするにするにするにアアアアルルルルココココーーーールルルル依依依依存存存存症症症症につにつにつにつけけけけるるるる薬薬薬薬はないのですはないのですはないのですはないのです、、、、処処処処置置置置するするするする薬薬薬薬がないのですがないのですがないのですがないのです。。。。ただただただただ、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが自自自自覚覚覚覚をををを持持持持ってってってってややややめるしかないということもめるしかないということもめるしかないということもめるしかないということも含含含含めまめまめまめましてしてしてして、、、、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はよくごはよくごはよくごはよくご存存存存じじじじ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けけけれどもれどもれどもれども、、、、県県県県のののの対対対対策策策策はははは非常非常非常非常にににに消極消極消極消極的的的的であるということでであるということでであるということでであるということで、、、、不不不不満満満満でありますでありますでありますであります。。。。ごごごご所所所所見見見見をこのをこのをこのをこの際際際際しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと伺伺伺伺っておきたいとっておきたいとっておきたいとっておきたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 まずまずまずまず、、、、共共共共有有有有するするするする意意意意味味味味でででで少少少少しししし断断断断酒酒酒酒会会会会についてについてについてについて述述述述べべべべささささせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。○○○○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断断断断酒酒酒酒会会会会ははははアアアアルルルルココココーーーールルルル依依依依存存存存というというというという共共共共通通通通のののの悩悩悩悩みをみをみをみを持持持持ったったったった方方方方 々々々々がががが集集集集まりましてまりましてまりましてまりまして、、、、酒酒酒酒のののの害害害害、、、、酒酒酒酒害害害害のののの体体体体験験験験をおをおをおをお互互互互いにいにいにいに聞聞聞聞きききき話話話話すことですことですことですことで支支支支ええええ合合合合ってってってって、、、、そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその大大大大勢勢勢勢ののののアアアアルルルルココココーーーールルルル依依依依存存存存者者者者あるあるあるあるいはそのいはそのいはそのいはその家家家家族族族族がががが確確確確実実実実にににに回回回回復復復復のののの道道道道をををを進進進進むむむむというようなというようなというようなというような取取取取りりりり組組組組みでございましてみでございましてみでございましてみでございまして、、、、先先先先ほどほどほどほど大国大国大国大国委員委員委員委員からからからから少少少少しししし出出出出ましたようにましたようにましたようにましたように音楽音楽音楽音楽療法療法療法療法、、、、行行行行動動動動療法療法療法療法のようなのようなのようなのような、、、、薬薬薬薬はははは使使使使わわわわないのですないのですないのですないのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな活活活活動動動動によってによってによってによって治治治治療療療療をしようというをしようというをしようというをしようという、、、、あるあるあるある意意意意味味味味、、、、取取取取りりりり組組組組みですみですみですみです。。。。医療医療医療医療とととと言言言言ってしってしってしってし
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まうとちまうとちまうとちまうとちょょょょっとっとっとっと語語語語弊弊弊弊があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、今今今今、、、、ちちちちゅゅゅゅうちうちうちうちょょょょをしたところなのですがをしたところなのですがをしたところなのですがをしたところなのですが、、、、そういうきちそういうきちそういうきちそういうきちんんんんとしたとしたとしたとした効果効果効果効果があるがあるがあるがある、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは薬物薬物薬物薬物依依依依存存存存症症症症、、、、アアアアルルルルココココーーーールルルル依依依依存存存存症症症症のののの治治治治療療療療にににに有効有効有効有効なそのなそのなそのなその活活活活動動動動でででであるとあるとあるとあると認識認識認識認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。。。。委員委員委員委員ごごごご指摘指摘指摘指摘のようにのようにのようにのように、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては従従従従来来来来、、、、断断断断酒酒酒酒会連会連会連会連合合合合会会会会にににに対対対対してしてしてして団体団体団体団体補補補補助助助助金金金金というというというという形形形形でででで補補補補助助助助をしていたとをしていたとをしていたとをしていた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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこの団体団体団体団体のののの補補補補助助助助金金金金についてはについてはについてはについては県県県県全体全体全体全体としてとしてとしてとして見見見見直直直直しをしをしをしを行行行行いましていましていましていまして、、、、きちきちきちきちんんんんとしたそのとしたそのとしたそのとしたその活活活活動動動動にににに対対対対してのしてのしてのしての、、、、具体的具体的具体的具体的にににに言言言言いますといますといますといますと平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度かかかからはらはらはらは断断断断酒酒酒酒会連会連会連会連合合合合会会会会ともともともとも意意意意見見見見交交交交換換換換をををを行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、アアアアルルルルココココーーーールルルル依依依依存存存存症症症症にににに対対対対するするするする正正正正しいしいしいしい知知知知識識識識のののの普普普普及及及及であるとかであるとかであるとかであるとか専門専門専門専門医療医療医療医療のののの普普普普及及及及、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自助自助自助自助グルグルグルグルーーーーププププにににに対対対対するするするする、、、、そのそのそのその自助自助自助自助グルグルグルグルーーーーププププがあるがあるがあるがあるということにということにということにということに関関関関するするするする情情情情報報報報提提提提供供供供をををを行行行行うううう取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの目目目目的的的的としましてとしましてとしましてとしまして、、、、県県県県とととと断断断断酒酒酒酒会会会会がががが共共共共同同同同してしてしてしてアアアアルルルルココココーーーールルルル関連関連関連関連問題問題問題問題県民県民県民県民セセセセミミミミナナナナーーーーというのをというのをというのをというのを開開開開催催催催するとするとするとすると。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度についてについてについてについてはははは、、、、予算額予算額予算額予算額１１１１７７７７万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円をををを計上計上計上計上しましてしましてしましてしまして３３３３回回回回ののののセセセセミミミミナナナナーーーーのののの開開開開催催催催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。。。。今年度今年度今年度今年度についてもについてもについてもについても企企企企画画画画段段段段階階階階からからからから保健予保健予保健予保健予防防防防課課課課とかとかとかとか精精精精神神神神保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉セセセセンンンンタタタターーーーのののの職員職員職員職員がががが参参参参画画画画しまししまししまししましてててて関係関係関係関係機機機機関関関関にににに開開開開催催催催のののの協協協協力力力力をををを呼呼呼呼びかびかびかびかけけけけるるるる等等等等、、、、県県県県とととと断断断断酒酒酒酒会会会会がががが共共共共同同同同実施実施実施実施をををを進進進進めることとしておりめることとしておりめることとしておりめることとしておりましてましてましてまして、、、、同同同同様様様様のののの活活活活動動動動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。。。。ダルクダルクダルクダルクについてもでございますについてもでございますについてもでございますについてもでございます。。。。ダルクダルクダルクダルクについてはについてはについてはについては、、、、今今今今のがのがのがのがアアアアルルルルココココーーーールルルル依依依依存存存存でございまでございまでございまでございますすすすけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ダルクダルクダルクダルクはははは薬物薬物薬物薬物依依依依存存存存のののの患患患患者者者者にににに対対対対してしてしてして薬薬薬薬をををを使使使使わわわわないないないない生生生生きききき方方方方のののの回回回回復復復復ののののプログラムプログラムプログラムプログラムをををを提提提提供供供供しましてしましてしましてしまして、、、、自自自自尊尊尊尊感情感情感情感情、、、、自自自自分分分分をたっとをたっとをたっとをたっとぶぶぶぶ感情感情感情感情をををを育育育育てててて自自自自己己己己肯肯肯肯定定定定につなにつなにつなにつなげげげげてててて豊豊豊豊かなかなかなかな生活生活生活生活をををを送送送送れるようにれるようにれるようにれるように、、、、心理的心理的心理的心理的なななな、、、、社社社社会会会会的的的的なななな支援支援支援支援をををを提提提提供供供供しましてしましてしましてしまして、、、、将将将将来来来来、、、、自自自自立立立立できるようなできるようなできるようなできるような薬物薬物薬物薬物依依依依存存存存症症症症からからからから回回回回復復復復のののの手助手助手助手助けけけけをしているをしているをしているをしている施施施施設設設設でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、全全全全国国国国にににに４３４３４３４３施施施施設設設設がありますがありますがありますがあります。。。。奈良奈良奈良奈良ダダダダルクルクルクルクはははは平成平成平成平成１１１１７７７７年年年年９９９９月月月月にににに、、、、全全全全国国国国でででで４０４０４０４０番番番番目目目目ののののダルクダルクダルクダルクとしてとしてとしてとして大大大大和和和和高田高田高田高田市内市内市内市内にににに設設設設立立立立されておりされておりされておりされておりますますますます。。。。県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、これまでこれまでこれまでこれまでダルクダルクダルクダルクにににに対対対対しましてしましてしましてしましてフフフフォォォォーーーーラムラムラムラムのののの開開開開催催催催時時時時にににに講演講演講演講演をををを行行行行うほかうほかうほかうほか、、、、職員職員職員職員をををを実行委員実行委員実行委員実行委員としてとしてとしてとして派派派派遣遣遣遣しましてしましてしましてしまして、、、、企企企企画立案画立案画立案画立案、、、、開開開開催催催催にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを行行行行ってきたところでござってきたところでござってきたところでござってきたところでございますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、奈良奈良奈良奈良ダルクダルクダルクダルクからからからから安定安定安定安定的的的的なななな施施施施設運営設運営設運営設運営がががが図図図図れれれれ、、、、よりよりよりより充実充実充実充実したしたしたした薬物薬物薬物薬物依依依依存存存存からのからのからのからの回回回回復復復復活活活活動動動動のためにのためにのためにのために障害障害障害障害者者者者自自自自立支援法立支援法立支援法立支援法によるによるによるによるケアケアケアケアホホホホーーーームムムムやややや生活生活生活生活訓練訓練訓練訓練事業等事業等事業等事業等のののの開開開開設設設設のののの申申申申しししし出出出出がごがごがごがございましたざいましたざいましたざいました。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、助助助助言指導言指導言指導言指導をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年６６６６月月月月にににに同同同同法法法法にににに基基基基づくづくづくづく障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉ササササーーーービビビビスススス事業事業事業事業としてとしてとしてとして指指指指定定定定してきたところでございますしてきたところでございますしてきたところでございますしてきたところでございます。。。。ダルクダルクダルクダルクにににに対対対対するするするする事業支援事業支援事業支援事業支援としましてはとしましてはとしましてはとしましては昨昨昨昨年度年度年度年度、、、、保険医療保険医療保険医療保険医療機機機機関関関関のののの薬物薬物薬物薬物依依依依存存存存症症症症にににに対対対対するするするする理理理理解解解解のののの促促促促進進進進とととと支援支援支援支援のためのためのためのため介介介介入入入入、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる治治治治療療療療介介介介入入入入のののの技技技技術術術術のののの向向向向上上上上をををを目目目目指指指指したしたしたしたセセセセミミミミナナナナーーーーのののの開開開開催催催催、、、、ここここれはれはれはれは３３３３回回回回ですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、予算予算予算予算としましてとしましてとしましてとしまして２０２０２０２０万円万円万円万円でででで委委委委託託託託事業等事業等事業等事業等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。。。。
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今年度今年度今年度今年度はははは、、、、薬物薬物薬物薬物依依依依存患存患存患存患者者者者ををををダルクダルクダルクダルクにつなにつなにつなにつなげげげげるためにるためにるためにるために回回回回復復復復者者者者ののののグルグルグルグルーーーーププププであるとかであるとかであるとかであるとか、、、、そのそのそのその家家家家族族族族、、、、医療福祉医療福祉医療福祉医療福祉、、、、司司司司法法法法、、、、教教教教育等育等育等育等のののの関係者関係者関係者関係者ががががネッネッネッネットトトトワワワワーーーーククククをををを構構構構築築築築しましてしましてしましてしまして、、、、そのそのそのそのダルクダルクダルクダルクがあがあがあがあるよというようなことをるよというようなことをるよというようなことをるよというようなことを周周周周知知知知するということでございますするということでございますするということでございますするということでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのそのそのその必要必要必要必要なななな情情情情報交報交報交報交換換換換をををを行行行行うことをうことをうことをうことを目目目目的的的的としたとしたとしたとした薬物薬物薬物薬物依依依依存存存存症症症症対対対対策推進策推進策推進策推進ネッネッネッネットトトトワワワワーーーークククク事業事業事業事業としてとしてとしてとして予算予算予算予算１９１９１９１９万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円ををををダルクダルクダルクダルクにににに委委委委託託託託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、、、、そのそのそのその自自自自殺殺殺殺ののののハハハハイイイイリスクリスクリスクリスク群群群群とととと薬物薬物薬物薬物依依依依存存存存症症症症のののの方方方方 々々々々はははは認識認識認識認識されておりますのでされておりますのでされておりますのでされておりますので、、、、そのそのそのその薬薬薬薬物物物物依依依依存存存存症症症症にににに対対対対することとしてすることとしてすることとしてすることとして、、、、自自自自殺殺殺殺対対対対策策策策のののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして自自自自殺殺殺殺対対対対策策策策緊急強緊急強緊急強緊急強化基金化基金化基金化基金をををを活活活活用用用用したしたしたした相相相相談談談談支援支援支援支援対対対対策策策策のののの構構構構築築築築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材材材のののの育成育成育成育成、、、、これなどをこれなどをこれなどをこれなどをダルクダルクダルクダルクとととと連連連連携携携携しましてしましてしましてしまして、、、、ハハハハイイイイリスクリスクリスクリスク群群群群介介介介入入入入研修研修研修研修をををを予算額予算額予算額予算額９９９９９９９９万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円でででで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。。。。以上以上以上以上でござでござでござでございますいますいますいます。。。。 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かがかがかがかわわわわるたびにるたびにるたびにるたびに方針方針方針方針がががが変変変変わわわわらないようにらないようにらないようにらないように、、、、きちきちきちきちんんんんとととと後後後後づづづづけけけけをしをしをしをし○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員ていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先日日日日ももももダルクダルクダルクダルクのののの代代代代表表表表者者者者５５５５～～～～６６６６名名名名ががががアアアアメリカメリカメリカメリカにににに渡渡渡渡りましたりましたりましたりました。。。。あなたたちあなたたちあなたたちあなたたち金金金金がないのにようがないのにようがないのにようがないのによう行行行行けけけけるなとるなとるなとるなと。。。。彼彼彼彼らはらはらはらはひひひひょょょょううううひひひひょょょょうとうとうとうと行行行行きましてきましてきましてきまして、、、、何何何何をしにをしにをしにをしに行行行行くのとくのとくのとくのと言言言言ええええばばばば、、、、ややややはりはりはりはり回回回回復復復復ププププログラムログラムログラムログラムでおもしろいでおもしろいでおもしろいでおもしろいプログラムプログラムプログラムプログラムをををを発発発発見見見見したとしたとしたとしたと。。。。それをそれをそれをそれを実実実実際際際際にににに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、、、、そしてそしてそしてそして実実実実践践践践してしてしてして、、、、さらにそのさらにそのさらにそのさらにそのプログラムプログラムプログラムプログラムをををを翻訳翻訳翻訳翻訳するするするする権権権権利利利利をできれをできれをできれをできればばばばいただいていただいていただいていただいて帰帰帰帰りたいとりたいとりたいとりたいと、、、、厚厚厚厚かまかまかまかましいことしいことしいことしいこと言言言言うてうてうてうて行行行行きましたきましたきましたきましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、要要要要するにするにするにするに回回回回復復復復プログラムプログラムプログラムプログラムというのはというのはというのはというのはアアアアメリカメリカメリカメリカでででで非常非常非常非常にににに進進進進んんんんだだだだ形形形形であるようですであるようですであるようですであるようです。。。。アアアアルルルルココココーーーールルルル依依依依存存存存とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは人人人人権権権権問題問題問題問題のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな経経経経験験験験ををををしてきたしてきたしてきたしてきたアアアアメリカメリカメリカメリカではではではでは、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな意意意意味味味味においてにおいてにおいてにおいて回回回回復復復復ののののプログラムプログラムプログラムプログラムがあるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、最終最終最終最終日日日日にににに知事知事知事知事にににに言言言言いたいといたいといたいといたいと思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、例例例例ええええばばばば部部部部落落落落差差差差別別別別でででで私私私私たちたちたちたち、、、、長長長長いいいい間間間間運運運運動動動動してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。差差差差別別別別をするをするをするをする、、、、差差差差別行別行別行別行為為為為がががが起起起起こるとしたらこるとしたらこるとしたらこるとしたら、、、、差差差差別別別別をするをするをするをする人人人人、、、、してしましてしましてしましてしまったったったった人人人人、、、、差差差差別別別別をををを受受受受けけけけてててて傷傷傷傷ついたついたついたついた人人人人、、、、双双双双方方方方のののの回回回回復復復復プログラムプログラムプログラムプログラムがないのですがないのですがないのですがないのです。。。。これはこれはこれはこれは私私私私らのらのらのらの運運運運動動動動のののの最最最最大大大大のののの欠欠欠欠陥陥陥陥だということですだということですだということですだということです。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味もももも込込込込めてめてめてめて私私私私たちはたちはたちはたちは部部部部落落落落解放同解放同解放同解放同盟盟盟盟というというというという冠冠冠冠をををを捨捨捨捨てましたてましたてましたてました。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、部部部部落落落落民民民民もまたもまたもまたもまた差差差差別別別別するするするする、、、、人人人人はだれでもはだれでもはだれでもはだれでも差差差差別別別別をするしをするしをするしをするし、、、、差差差差別別別別をさをさをさをされるれるれるれる立立立立場場場場にににに立立立立つことがあるつことがあるつことがあるつことがある、、、、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認識認識認識認識したしたしたした上上上上でででで差差差差別別別別問題問題問題問題、、、、人人人人権権権権問題問題問題問題にかかにかかにかかにかかわわわわっっっっていかなていかなていかなていかなけけけけれれれればばばばならないということですならないということですならないということですならないということです。。。。先先先先ほどほどほどほど述述述述べべべべていただきましたていただきましたていただきましたていただきました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ののの酒酒酒酒害害害害というというというという言言言言葉葉葉葉、、、、断断断断酒酒酒酒会会会会ののののメメメメンンンンババババーーーーももももよくよくよくよく使使使使うのですうのですうのですうのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ややややはりはりはりはり基基基基本的本的本的本的にはにはにはにはアアアアルルルルココココーーーールルルルをををを飲飲飲飲むむむむということはということはということはということは病気病気病気病気ではないではないではないではないのですのですのですのです。。。。アアアアルルルルココココーーーールルルルをををを飲飲飲飲みみみみ続続続続けけけけななななけけけけれれれればばばば心心心心がががが安定安定安定安定しないしないしないしない、、、、そういうそういうそういうそういう病気病気病気病気であるとであるとであるとであると、、、、そういそういそういそういうううう病気病気病気病気なのですなのですなのですなのです。。。。常常常常ににににアアアアルルルルココココーーーールルルルがががが血液血液血液血液のののの中中中中をををを循循循循環環環環していないしていないしていないしていない限限限限りりりり、、、、心心心心がががが落落落落ちつかないのちつかないのちつかないのちつかないの
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だとだとだとだと。。。。酒酒酒酒飲飲飲飲みでもみでもみでもみでも何何何何でもないでもないでもないでもない、、、、そういうそういうそういうそういう病気病気病気病気なのだとなのだとなのだとなのだと。。。。そういうそういうそういうそういう病気病気病気病気をををを断断断断ちちちち切切切切るのはるのはるのはるのは、、、、アアアアルルルルココココーーーールルルルをををを断断断断ちちちち切切切切るしかないのだるしかないのだるしかないのだるしかないのだ。。。。こういうようなところでこういうようなところでこういうようなところでこういうようなところで繰繰繰繰りりりり返返返返しししし自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの、、、、要要要要するするするするににににアアアアルルルルココココーーーールルルル依依依依存存存存でででで乱乱乱乱れたれたれたれた生活生活生活生活をしておったらをしておったらをしておったらをしておったら家家家家族族族族にににに迷惑迷惑迷惑迷惑をかをかをかをかけけけけ続続続続けけけけてきたてきたてきたてきた、、、、そうしたそうしたそうしたそうした状状状状況況況況についてについてについてについて繰繰繰繰りりりり返返返返しししし繰繰繰繰りりりり返返返返しししし自自自自分分分分のののの意識意識意識意識のののの中中中中によみがによみがによみがによみがええええららららせせせせながらおながらおながらおながらお互互互互いにいにいにいに週週週週１１１１回回回回集集集集まっまっまっまってそのてそのてそのてその体体体体験談験談験談験談をををを語語語語りりりり合合合合うううう、、、、そしてそれからそしてそれからそしてそれからそしてそれから比比比比べべべべてててて今今今今酒酒酒酒ををををややややめためためためた、、、、ややややめるめるめるめる苦苦苦苦しみはあってもしみはあってもしみはあってもしみはあっても、、、、ややややはりはりはりはり今今今今のののの生活生活生活生活がががが断然断然断然断然いいのだといいのだといいのだといいのだと、、、、すすすすばばばばらしいのだとらしいのだとらしいのだとらしいのだと、、、、家家家家族族族族もももも喜喜喜喜んんんんでくれているしでくれているしでくれているしでくれているし、、、、本本本本当当当当にいいのだということをにいいのだということをにいいのだということをにいいのだということを確認確認確認確認しししし合合合合うううう会会会会をしながらをしながらをしながらをしながらややややっていくのですっていくのですっていくのですっていくのです。。。。今日今日今日今日ではではではではややややはりはりはりはり、、、、断断断断酒酒酒酒会会会会などはなどはなどはなどは会会会会のののの運営運営運営運営でこれまででこれまででこれまででこれまで会会会会場場場場をををを無無無無料料料料でででで貸貸貸貸していただいてきたしていただいてきたしていただいてきたしていただいてきた、、、、そういうそういうそういうそういう市町市町市町市町村村村村でもでもでもでも、、、、市町市町市町市町村財政村財政村財政村財政のしのしのしのしんんんんどさからどさからどさからどさから、、、、何何何何であそこだであそこだであそこだであそこだけけけけ無無無無料料料料でででで貸貸貸貸すすすすねねねねということでということでということでということで有有有有料料料料になってきたになってきたになってきたになってきたとかいろいろなことでとかいろいろなことでとかいろいろなことでとかいろいろなことで悩悩悩悩みをおみをおみをおみをお持持持持ちのようですちのようですちのようですちのようです。。。。団体助団体助団体助団体助成成成成についてはおっしについてはおっしについてはおっしについてはおっしゃゃゃゃるとおりでるとおりでるとおりでるとおりで、、、、すすすすべべべべてのてのてのての団体団体団体団体ににににひひひひとしくとしくとしくとしく同同同同じじじじ状況状況状況状況にににに置置置置いておいておいておいておかなかなかなかなけけけけれれれればばばばならないでしならないでしならないでしならないでしょょょょううううけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そうしたそうしたそうしたそうした今今今今始始始始められためられためられためられた具体的具体的具体的具体的なななな事業事業事業事業についてのについてのについてのについての、、、、共共共共同同同同事業事業事業事業についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みをさらにみをさらにみをさらにみをさらに幅幅幅幅広広広広くくくく展展展展開開開開していただしていただしていただしていただけけけけたらとたらとたらとたらと思思思思いますいますいますいます。。。。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たいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次のののの質問質問質問質問にににに移移移移りますりますりますります。。。。今今今今、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者専専専専用用用用住住住住宅宅宅宅というものがかなりあちこちでというものがかなりあちこちでというものがかなりあちこちでというものがかなりあちこちで建建建建てられていますてられていますてられていますてられています。。。。住住住住宅宅宅宅ののののチチチチララララシシシシのののの中中中中にににに介護介護介護介護つきというつきというつきというつきという宣伝宣伝宣伝宣伝をしながらをしながらをしながらをしながら建建建建っているっているっているっている住住住住宅宅宅宅がかなりあるがかなりあるがかなりあるがかなりあるわけわけわけわけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、県県県県ででででそのそのそのその高齢者高齢者高齢者高齢者専専専専用用用用のののの民間民間民間民間のののの住住住住宅宅宅宅、、、、県県県県内内内内でででで何何何何戸戸戸戸ぐぐぐぐらいらいらいらい建建建建っているのかっているのかっているのかっているのか掌掌掌掌握握握握なさっているのでしなさっているのでしなさっているのでしなさっているのでしょょょょうかうかうかうか。。。。なさっているとしたらなさっているとしたらなさっているとしたらなさっているとしたら、、、、そのそのそのその実実実実態態態態をををを教教教教ええええてくださいてくださいてくださいてください。。。。高齢者高齢者高齢者高齢者専専専専用用用用賃賃賃賃貸貸貸貸住住住住宅宅宅宅でございますでございますでございますでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく戸戸戸戸数的数的数的数的にはにはにはには１０１０１０１０○○○○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施施施施設設設設以以以以内内内内ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、戸戸戸戸数的数的数的数的にもにもにもにも今正今正今正今正確確確確なななな戸戸戸戸数数数数をををを把握把握把握把握しておりましておりましておりましておりませんせんせんせん。。。。後後後後ほどごほどごほどごほどご回答回答回答回答ささささせせせせてててていただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ついでについでについでについでに戸戸戸戸数数数数だだだだけやけやけやけやなしになしになしになしに、、、、そういうあたかもそういうあたかもそういうあたかもそういうあたかも介護介護介護介護つきつきつきつき住住住住宅宅宅宅などというなどというなどというなどという福祉福祉福祉福祉○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員対対対対策策策策をををを装装装装おうているおうているおうているおうているわけわけわけわけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、実実実実際際際際にはにはにはには何何何何もされてないというところがもされてないというところがもされてないというところがもされてないというところが多多多多いといいといいといいということをうことをうことをうことを聞聞聞聞いてますいてますいてますいてます。。。。ただただただただ、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる建設建設建設建設のときにのときにのときにのときに福祉福祉福祉福祉ササササイドイドイドイドにににに相相相相談談談談のあるところとのあるところとのあるところとのあるところと相相相相談談談談のないところがあるのないところがあるのないところがあるのないところがある。。。。今後今後今後今後、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のことでございますからのことでございますからのことでございますからのことでございますから、、、、いついついついつ病気病気病気病気になられるかになられるかになられるかになられるかわわわわかかかからないらないらないらない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは認認認認知知知知症症症症がががが進進進進むむむむということもということもということもということも十十十十分分分分であるのでございますからであるのでございますからであるのでございますからであるのでございますから、、、、そういうとそういうとそういうとそういうところのころのころのころ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、、、、福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政がががが介介介介在在在在できるようなできるようなできるようなできるような形形形形でのでのでのでのアアアアプロプロプロプローーーーチチチチがががが必要必要必要必要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。戸戸戸戸数数数数ががががわわわわかりかりかりかり次第次第次第次第またまたまたまた言言言言ってくださいってくださいってくださいってください。。。。３３３３つつつつ目目目目はですはですはですはですねねねね……………………。。。。すすすすぐぐぐぐわわわわかりますかかりますかかりますかかりますか。。。。



---- 33336666 ----

１１１１つはつはつはつは、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者専専専専用用用用賃賃賃賃貸貸貸貸住住住住宅宅宅宅というというというという制度制度制度制度があってがあってがあってがあって、、、、これはこれはこれはこれは国国国国土土土土交交交交通通通通○○○○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省省省省のののの建設建設建設建設ササササイドイドイドイドのののの分分分分でででで、、、、これはこれはこれはこれは登録登録登録登録するのですするのですするのですするのです。。。。そのうちそのうちそのうちそのうち一定基一定基一定基一定基準準準準をををを満満満満たしたものについたしたものについたしたものについたしたものについてはてはてはては、、、、福祉福祉福祉福祉ササササイドイドイドイドからからからから特定施特定施特定施特定施設設設設というというというという指指指指定定定定をしてをしてをしてをして、、、、そしてそしてそしてそして介護介護介護介護をををを提提提提供供供供できることになるできることになるできることになるできることになる、、、、これはこれはこれはこれは介護介護介護介護保険法保険法保険法保険法にににに基基基基づくづくづくづくササササーーーービビビビスススス対象対象対象対象なのでなのでなのでなので、、、、委員委員委員委員がががが見見見見られたられたられたられたチチチチララララシシシシはそのどちらはそのどちらはそのどちらはそのどちら、、、、ももももしししし本本本本当当当当にににに特定施特定施特定施特定施設設設設のののの指指指指定定定定をををを受受受受けけけけていれていれていれていればばばば、、、、一一一一応応応応、、、、法法法法にのっとったにのっとったにのっとったにのっとったササササーーーービビビビススススがががが適適適適用用用用ですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ひひひひょょょょっとするとそういうっとするとそういうっとするとそういうっとするとそういう指指指指定定定定をををを受受受受けけけけてないのにてないのにてないのにてないのに介護介護介護介護がついているようながついているようながついているようながついているような広広広広告告告告もあるもあるもあるもあるかもしれまかもしれまかもしれまかもしれませんせんせんせん。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと戸戸戸戸数数数数はははは調調調調べべべべささささせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。次次次次にににに、、、、ＤＶＤＶＤＶＤＶとかとかとかとか児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待ががががふえふえふえふえ続続続続けけけけているているているているわけわけわけわけでありますでありますでありますであります。。。。こどもこどもこどもこども家庭局家庭局家庭局家庭局、、、、○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員大大大大変変変変ししししんんんんどいどいどいどい思思思思いをなさっているいをなさっているいをなさっているいをなさっているわけわけわけわけでありますでありますでありますでありますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度、、、、具体的具体的具体的具体的にあっにあっにあっにあったたたた相相相相談談談談件数件数件数件数、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ何何何何件件件件かかかか。。。。そのうちそのうちそのうちそのうち一時保一時保一時保一時保護護護護したのはしたのはしたのはしたのは何何何何件件件件かかかか、、、、まずはまずはまずはまずは教教教教ええええてくれますてくれますてくれますてくれますかかかか。。。。 ちちちちょょょょっとすっとすっとすっとすぐぐぐぐ出出出出まままませんせんせんせんがががが、、、、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待はははは６３９６３９６３９６３９件件件件でででで、、、、保保保保護護護護しましたしましたしましたしました○○○○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件数件数件数件数ですがですがですがですが、、、、ちちちちょょょょっとすっとすっとすっとすぐぐぐぐ出出出出ないないないないんんんんですがですがですがですが、、、、大大大大体人数体人数体人数体人数でででで１００１００１００１００人人人人ぐぐぐぐらいとらいとらいとら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ＤＶＤＶＤＶＤＶもももも、、、、大大大大体体体体同同同同じじじじようなようなようなような人数人数人数人数、、、、女女女女性性性性のののの方方方方はははは１００１００１００１００人人人人ぐぐぐぐらいとらいとらいとらいと思思思思いますいますいますいます。。。。きちっとまたきちっとまたきちっとまたきちっとまた報告報告報告報告ささささ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。。。。そういうのはもうそういうのはもうそういうのはもうそういうのはもう、、、、今今今今最最最最もももも社社社社会会会会的的的的なななな関関関関心心心心をををを呼呼呼呼んんんんでいるでいるでいるでいる問題問題問題問題でででで、、、、こういうこういうこういうこういう会会会会合合合合○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員ではすではすではすではすぐぐぐぐ出出出出るようにるようにるようにるように、、、、前前前前もってもってもってもって言言言言うとかないとあきまうとかないとあきまうとかないとあきまうとかないとあきませんせんせんせんかかかか。。。。そこでおそこでおそこでおそこでお尋尋尋尋ねねねねするのですするのですするのですするのですけけけけれどもれどもれどもれども……………………（（（（発言発言発言発言するするするする者者者者ありありありあり））））ありましたかありましたかありましたかありましたか。。。。はいはいはいはい。。。。まずまずまずまず、、、、ＤＶＤＶＤＶＤＶですがですがですがですが、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１，，，，１６５１６５１６５１６５件件件件ほどですほどですほどですほどです。。。。保保保保護護護護しししし○○○○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たたたた人数人数人数人数はははは１０８１０８１０８１０８人人人人とととと、、、、それからそれからそれからそれから相相相相談談談談のののの件数件数件数件数ですがですがですがですが、、、、６３９６３９６３９６３９件件件件。。。。児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待ですよですよですよですよ。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待はははは６３９６３９６３９６３９件件件件。。。。○○○○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さっきさっきさっきさっき聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員そこでそこでそこでそこで、、、、このこのこのこのＤＶＤＶＤＶＤＶにしろにしろにしろにしろ、、、、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待にしろにしろにしろにしろ、、、、相相相相談談談談にににに来来来来られるかられるかられるかられるか、、、、そしてそしてそしてそして一時保一時保一時保一時保護護護護しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならないならないならないならない人人人人たちがそれたちがそれたちがそれたちがそれぞぞぞぞれれれれ１００１００１００１００名名名名前前前前後後後後おったということでございますおったということでございますおったということでございますおったということでございます。。。。そこですそこですそこですそこです。。。。そのそのそのその対対対対処処処処のときにのときにのときにのときに、、、、地地地地域域域域のののの民民民民生生生生委員委員委員委員とかとかとかとか人人人人権権権権擁擁擁擁護護護護委員委員委員委員がががが具体的具体的具体的具体的にこどもにこどもにこどもにこども家庭局家庭局家庭局家庭局とととと一一一一緒緒緒緒にににに、、、、職員職員職員職員とととと一一一一緒緒緒緒にににに対応対応対応対応できたのはできたのはできたのはできたのは何何何何件件件件ありますかありますかありますかありますか。。。。児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待ですがですがですがですが、、、、児童児童児童児童委員委員委員委員はははは平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度でででで５５５５件件件件になりますになりますになりますになります。。。。○○○○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ＤＶＤＶＤＶＤＶはははは、、、、統統統統計計計計をとっておりまをとっておりまをとっておりまをとっておりませんせんせんせんのでのでのでのでわわわわかりかかりかかりかかりかねねねねますますますます。。。。



---- 33337777 ----

何何何何人人人人でしたっでしたっでしたっでしたっけけけけ、、、、今今今今。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員 ６３９６３９６３９６３９件件件件のうちのうちのうちのうち、、、、民民民民生生生生委員委員委員委員といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、児童児童児童児童委員委員委員委員からのからのからのからの件数件数件数件数はははは○○○○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５５５５件件件件ですですですです。。。。 人人人人権権権権擁擁擁擁護護護護委員委員委員委員はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員 人人人人権権権権擁擁擁擁護護護護委員委員委員委員のののの方方方方のののの統統統統計計計計はとられておりまはとられておりまはとられておりまはとられておりませんせんせんせん。。。。○○○○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ういうことですこういうことですこういうことですこういうことです。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県のののの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは全全全全国国国国のののの民民民民生児童生児童生児童生児童委員委員委員委員、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは人人人人権権権権○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員擁擁擁擁護護護護委員委員委員委員というというというという人人人人たちがたちがたちがたちが、、、、具体的具体的具体的具体的にににに今一今一今一今一番番番番目立目立目立目立ってってってって、、、、社社社社会会会会でででで惹惹惹惹起起起起されているされているされているされている人人人人権権権権侵侵侵侵害害害害につにつにつについてかかいてかかいてかかいてかかわわわわりをりをりをりを持持持持てないてないてないてない仕仕仕仕組組組組みになっていますみになっていますみになっていますみになっています。。。。あるいはもっとあるいはもっとあるいはもっとあるいはもっと言言言言ええええばばばば、、、、具体的具体的具体的具体的にかかにかかにかかにかかわわわわってもってもってもっても何何何何もできないのではないかともできないのではないかともできないのではないかともできないのではないかと。。。。そこでおそこでおそこでおそこでお聞聞聞聞きするのですきするのですきするのですきするのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、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、、、、今今今今こういうこういうこういうこういう虐待虐待虐待虐待のののの相相相相談談談談、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは暴暴暴暴力行力行力行力行為為為為のののの相相相相談談談談をををを受受受受けけけけてててて、、、、法法法法的的的的にあるいはにあるいはにあるいはにあるいは行政行政行政行政的的的的にどういうことがにどういうことがにどういうことがにどういうことが一一一一番番番番充実充実充実充実してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと感感感感じじじじますかますかますかますか。。。。 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、法法法法的的的的なことといいますかなことといいますかなことといいますかなことといいますか、、、、感感感感じじじじますのますのますのますの○○○○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はははは、、、、児童相児童相児童相児童相談談談談所所所所がががが専門専門専門専門的的的的なななな支援支援支援支援のののの機機機機関関関関であるというであるというであるというであるという位位位位置置置置づづづづけけけけがされていましてがされていましてがされていましてがされていまして、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか先先先先ほどからごほどからごほどからごほどからご質問質問質問質問いただいていますようにいただいていますようにいただいていますようにいただいていますように人人人人もももも苦苦苦苦しいようなしいようなしいようなしいような状況状況状況状況ですですですです。。。。それでそれでそれでそれで連連連連携携携携というというというということでことでことでことで警警警警察察察察とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは司司司司法法法法のののの方方方方もいろいろもいろいろもいろいろもいろいろ連連連連携携携携をいただいているのですをいただいているのですをいただいているのですをいただいているのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そそそそのののの連連連連携携携携がががが大分大分大分大分とれてきたというとれてきたというとれてきたというとれてきたという現現現現状状状状があるのですががあるのですががあるのですががあるのですが、、、、もうもうもうもう少少少少しししし、、、、例例例例ええええばばばば市町市町市町市町村村村村のののの役割役割役割役割とかとかとかとか警警警警察察察察のののの役割役割役割役割とかというところをしっかりとかというところをしっかりとかというところをしっかりとかというところをしっかり位位位位置置置置づづづづけけけけでいただくとありがたいかというのはでいただくとありがたいかというのはでいただくとありがたいかというのはでいただくとありがたいかというのは私私私私のののの感想感想感想感想ですですですです。。。。だからだからだからだから一例一例一例一例をををを言言言言っておきますとっておきますとっておきますとっておきますと、、、、このこのこのこの間間間間ＤＶＤＶＤＶＤＶでででで相相相相談談談談をををを受受受受けけけけたたたた、、、、そしてそしてそしてそして警警警警察察察察がががが○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員乗乗乗乗りりりり出出出出したしたしたした。。。。そしてそしてそしてそして警警警警察察察察官官官官がががが説説説説得得得得してしてしてして暴暴暴暴力力力力をををを振振振振るったるったるったるった夫夫夫夫のののの方方方方にににに二二二二度度度度とととと暴暴暴暴力力力力をををを振振振振るるるるわわわわないとないとないとないといういういういう誓誓誓誓いをいをいをいを立立立立てさてさてさてさせせせせてててて、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその誓誓誓誓約書約書約書約書としてとしてとしてとして文文文文書書書書にににに記記記記したしたしたした。。。。そしてそしてそしてそして被害被害被害被害をををを受受受受けけけけたたたた奥奥奥奥ささささんんんんのののの方方方方にににに、、、、ごごごご主主主主人人人人がこういうがこういうがこういうがこういう形形形形でででで反省反省反省反省しているということなのですということでしているということなのですということでしているということなのですということでしているということなのですということで、、、、またまたまたまた今今今今度度度度はははは女女女女性性性性のののの方方方方をををを説説説説得得得得してしてしてして、、、、本本本本当当当当にににに警警警警察察察察官官官官のののの前前前前でもでもでもでも誓誓誓誓いいいい、、、、このこのこのこの文文文文書書書書がががが実施実施実施実施されるならされるならされるならされるならばばばば安安安安心心心心してしてしてして帰帰帰帰りますとりますとりますとりますと言言言言うてうてうてうて帰帰帰帰ったったったった人人人人がががが１１１１週週週週間間間間ほどしてほどしてほどしてほどして今度今度今度今度はははは殺殺殺殺されたというされたというされたというされたという例例例例がございましたがございましたがございましたがございました。。。。そのときにそのそのときにそのそのときにそのそのときにその警警警警察察察察官官官官のところにのところにのところにのところに地地地地域域域域のののの民民民民生生生生委員委員委員委員なりなりなりなり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは人人人人権権権権擁擁擁擁護護護護委員委員委員委員がががが同同同同席席席席なさなさなさなさってってってって、、、、もしですよもしですよもしですよもしですよ、、、、もしこのもしこのもしこのもしこの誓誓誓誓いがいがいがいが破破破破られてられてられてられて助助助助けけけけをををを求求求求めにめにめにめに来来来来るときにはこうこうしなさいるときにはこうこうしなさいるときにはこうこうしなさいるときにはこうこうしなさいとかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは横横横横にににに連連連連絡絡絡絡のとれるのとれるのとれるのとれる、、、、そういうそういうそういうそういう救救救救済済済済のののの方法方法方法方法があったのではないかとがあったのではないかとがあったのではないかとがあったのではないかと思思思思うのでうのでうのでうのですすすす。。。。よくよくよくよく子子子子どもにどもにどもにどもに危危危危ないときにないときにないときにないときにベベベベルルルルをををを持持持持たたたたせせせせるるるる、、、、そういうそういうそういうそういう取取取取りりりり組組組組みがありますしみがありますしみがありますしみがありますし、、、、ややややはりそはりそはりそはりそ
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ういうういうういうういう要要要要するにするにするにするに、、、、警警警警察察察察官官官官もももも自自自自分分分分らのらのらのらの及及及及ぶぶぶぶ権権権権限限限限のののの範囲範囲範囲範囲がががが決決決決まっていますからまっていますからまっていますからまっていますから、、、、何何何何もかもできもかもできもかもできもかもできないないないない。。。。反省反省反省反省しているしているしているしている人人人人間間間間にににに、、、、さらにさらにさらにさらに疑疑疑疑いをかいをかいをかいをかけけけけてててて今後今後今後今後のののの対応対応対応対応できないというようなこともできないというようなこともできないというようなこともできないというようなこともありましたしありましたしありましたしありましたし、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれがれがれがれが限限限限界界界界をををを持持持持っているっているっているっている。。。。限限限限界界界界をををを持持持持っているときにっているときにっているときにっているときに、、、、最終最終最終最終はこういうはこういうはこういうはこういう虐待虐待虐待虐待行行行行為為為為はははは繰繰繰繰りりりり返返返返しししし繰繰繰繰りりりり返返返返しなのしなのしなのしなのややややねねねね。。。。断断断断酒酒酒酒のののの誓誓誓誓いといといといと一一一一緒緒緒緒なのですなのですなのですなのです。。。。断断断断酒酒酒酒のののの誓誓誓誓いしていしていしていして、、、、そそそそのののの誓誓誓誓いをいをいをいを破破破破ったったったった経経経経験験験験のあるのあるのあるのある者者者者はははは９９９９割割割割９９９９分分分分までそういうまでそういうまでそういうまでそういう経経経経験験験験あるのですあるのですあるのですあるのです。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり人人人人間間間間といといといというのはうのはうのはうのは弱弱弱弱いものですからいものですからいものですからいものですから、、、、すすすすぐぐぐぐにまたにまたにまたにまた誓誓誓誓いがいがいがいが溶溶溶溶けけけけてくるとてくるとてくるとてくると。。。。そういうときのそういうときのそういうときのそういうときの対対対対策策策策というもというもというもというものはのはのはのは非常非常非常非常にににに難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。今今今今のところのところのところのところ何何何何だだだだ、、、、児童相児童相児童相児童相談談談談所所所所しかしかしかしか相相相相談談談談がががが受受受受けけけけられないられないられないられない、、、、市町市町市町市町村村村村にににに窓窓窓窓口口口口があるといってもがあるといってもがあるといってもがあるといっても、、、、市町市町市町市町村村村村のののの職員職員職員職員ではではではでは対応対応対応対応ができまができまができまができませんせんせんせん。。。。相相相相当当当当なななな経経経経験験験験をををを積積積積ままままないとないとないとないと対応対応対応対応できないできないできないできない、、、、そういうそういうそういうそういう状状状状態態態態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。。。。ですからですからですからですから、、、、どこかのだれかがどこかのだれかがどこかのだれかがどこかのだれかが政政政政府府府府にににに人人人人権権権権救救救救済済済済法法法法をををを制定制定制定制定してしてしてして、、、、すすすすべべべべてのてのてのての差差差差別別別別をををを、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは人人人人権権権権侵侵侵侵害害害害にににに対応対応対応対応していしていしていしていけけけけるるるる法律法律法律法律をつくるのだといってをつくるのだといってをつくるのだといってをつくるのだといって、、、、かつてかつてかつてかつて自自自自民民民民党党党党政政政政権権権権のののの時時時時代代代代にににに提案提案提案提案さささされたつれたつれたつれたつぶぶぶぶれたれたれたれた法案法案法案法案、、、、読読読読みみみみ直直直直しましたらしましたらしましたらしましたら何何何何とととと中中中中央央央央にににに人人人人権権権権擁擁擁擁護護護護委員委員委員委員をををを置置置置くとくとくとくと、、、、それはそれはそれはそれは裁裁裁裁判判判判官官官官みみみみたいでたいでたいでたいで。。。。最終最終最終最終的的的的にににに判判判判断断断断するするするする人人人人はははは５５５５人人人人なのですなのですなのですなのです。。。。このこのこのこの５５５５人人人人のののの人人人人がががが、、、、例例例例ええええばばばば今今今今起起起起こっているこっているこっているこっているＤＤＤＤＶＶＶＶのののの問題問題問題問題にしろにしろにしろにしろ、、、、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの問題問題問題問題にしろにしろにしろにしろ、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者虐待虐待虐待虐待のののの問題問題問題問題にしろにしろにしろにしろ、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな差差差差別別別別問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、人人人人権権権権侵侵侵侵害害害害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判判判判断断断断できるできるできるできる人人人人がががが日日日日本本本本のののの社社社社会会会会でででで何何何何人人人人いるのいるのいるのいるのややややとととと、、、、これこれこれこれ自自自自体体体体がががが疑疑疑疑問問問問ですですですです。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、実実実実動動動動部部部部隊隊隊隊をををを見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、今今今今のののの人人人人権権権権擁擁擁擁護護護護委員委員委員委員ですですですです。。。。同同同同じじじじ数数数数でででで、、、、同同同同じじじじ体体体体制制制制でででで、、、、そのそのそのその人人人人権権権権擁擁擁擁護護護護委員委員委員委員をををを使使使使ってそのってそのってそのってその人人人人権権権権のののの守守守守りをするりをするりをするりをする、、、、人人人人権権権権侵侵侵侵害害害害からからからから人人人人 々々々々をををを救救救救うとうとうとうというのですいうのですいうのですいうのです。。。。過過過過日日日日、、、、我我我我がががが党党党党のののの中村中村中村中村哲哲哲哲治治治治法務法務法務法務省省省省政務政務政務政務官官官官がそのがそのがそのがその新新新新たなたなたなたな人人人人権権権権救救救救済済済済法法法法をつくるをつくるをつくるをつくる担担担担当当当当をををを千千千千葉葉葉葉法務大法務大法務大法務大臣臣臣臣からからからから命命命命じじじじられておったようですられておったようですられておったようですられておったようですけけけけれどれどれどれど、、、、私私私私にににに相相相相談談談談にににに来来来来ましたのでましたのでましたのでましたので。。。。ああああああああ、、、、いいよといいよといいよといいよと。。。。今今今今起起起起こっているこっているこっているこっている児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待やややや、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはＤＶＤＶＤＶＤＶのののの被害被害被害被害者者者者をどのようなをどのようなをどのようなをどのような形形形形でででで救救救救ええええるのるのるのるのかということをおれにかということをおれにかということをおれにかということをおれに説明説明説明説明できたらそのできたらそのできたらそのできたらその仕仕仕仕事事事事をををを始始始始めてもいいめてもいいめてもいいめてもいいけけけけれどもれどもれどもれども、、、、できもしないうちできもしないうちできもしないうちできもしないうちにににに、、、、具体的具体的具体的具体的なななな人人人人権権権権侵侵侵侵害害害害のののの救救救救済済済済できないうちにできないうちにできないうちにできないうちに法律法律法律法律をつくるのだなどということはをつくるのだなどということはをつくるのだなどということはをつくるのだなどということは許許許許ささささんんんんぞぞぞぞとととと、、、、おれとおれとおれとおれと敵敵敵敵対対対対関係関係関係関係になるのだったらになるのだったらになるのだったらになるのだったらややややってもいいってもいいってもいいってもいいけけけけれどもとれどもとれどもとれどもと。。。。いまだにいまだにいまだにいまだに持持持持ってこないのってこないのってこないのってこないのでででで、、、、彼彼彼彼もできないともできないともできないともできないと思思思思っているのだとっているのだとっているのだとっているのだと思思思思いますいますいますいます。。。。非常非常非常非常にににに難難難難しいところなのですしいところなのですしいところなのですしいところなのです、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はははは。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私はははは副知事副知事副知事副知事にもおにもおにもおにもお願願願願いしたいのはいしたいのはいしたいのはいしたいのは、、、、こどもこどもこどもこども家庭局家庭局家庭局家庭局のののの第一第一第一第一線線線線のののの充実充実充実充実、、、、人的人的人的人的なななな充充充充実実実実、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、部部部部屋屋屋屋とかのとかのとかのとかの問題問題問題問題についてもについてもについてもについても十十十十分分分分なななな対対対対抗抗抗抗措置措置措置措置をしておいてほしいとをしておいてほしいとをしておいてほしいとをしておいてほしいと要要要要望望望望してしてしてしておきますおきますおきますおきます。。。。４４４４つつつつ目目目目はははは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におにおにおにお尋尋尋尋ねねねねしますしますしますします。。。。本本本本会議会議会議会議でもでもでもでも代代代代表質問表質問表質問表質問でででで言言言言ったのですったのですったのですったのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、県立医県立医県立医県立医科科科科大大大大学学学学をどうするのだというをどうするのだというをどうするのだというをどうするのだという問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、何何何何かかかか選択肢選択肢選択肢選択肢がががが、、、、知事知事知事知事がかつてがかつてがかつてがかつて言言言言ったったったった、、、、何何何何カカカカ所所所所かにかにかにかに絞絞絞絞ってどうのこうのというこってどうのこうのというこってどうのこうのというこってどうのこうのというこ



---- 33339999 ----

とになるのかどうかとになるのかどうかとになるのかどうかとになるのかどうか。。。。このこのこのこの間間間間、、、、私私私私がががが尋尋尋尋ねねねねたたたた問題問題問題問題、、、、知事知事知事知事のののの答弁答弁答弁答弁ではではではでは、、、、それにこだそれにこだそれにこだそれにこだわわわわらないよらないよらないよらないようなうなうなうな部分部分部分部分もあるしもあるしもあるしもあるし、、、、ややややはりこだはりこだはりこだはりこだわわわわらならならならなけけけけれれれればばばばならないというならないというならないというならないという部分部分部分部分もあるもあるもあるもある。。。。そういうそういうそういうそういうふふふふうなうなうなうなニニニニュュュュアンアンアンアンススススですですですです。。。。今今今今このこのこのこの医医医医科科科科大大大大学学学学からのからのからのからの事業計画事業計画事業計画事業計画書書書書やややや事業事業事業事業報告書報告書報告書報告書、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは評価書評価書評価書評価書、、、、評価評価評価評価結果結果結果結果についてについてについてについて見見見見ささささせせせ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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、これはもちろこれはもちろこれはもちろこれはもちろんんんん平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度ですからですからですからですから、、、、ここここのののの大大大大学内学内学内学内でででで大大大大学学学学のののの移転移転移転移転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検討検討検討検討しているしているしているしている節節節節しはないのですしはないのですしはないのですしはないのです。。。。非常非常非常非常にににに奇異奇異奇異奇異なことなことなことなことだとだとだとだと。。。。多多多多分分分分、、、、これはこれはこれはこれは平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度にはなかったにはなかったにはなかったにはなかったけけけけれどもれどもれどもれども、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度にはにはにはには大大大大学学学学のののの中中中中にににに大大大大学学学学移転移転移転移転にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる問題問題問題問題についてのについてのについてのについての検討検討検討検討するするするする機機機機関関関関なりあるいはなりあるいはなりあるいはなりあるいは部部部部署署署署がつくられているとがつくられているとがつくられているとがつくられていると思思思思ううううのですのですのですのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、どうですかどうですかどうですかどうですか。。。。念念念念をををを押押押押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。。。。医医医医科科科科大大大大学学学学のののの教教教教育部育部育部育部門門門門のののの移転移転移転移転についてはについてはについてはについては、、、、まだまだまだまだ大大大大学内学内学内学内でのでのでのでの検討検討検討検討はははは全全全全くくくく○○○○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行行行行わわわわれておりまれておりまれておりまれておりませんせんせんせん。。。。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、、、、まだそういうまだそういうまだそういうまだそういう組組組組織織織織はつくられていないというのがはつくられていないというのがはつくられていないというのがはつくられていないというのが実実実実情情情情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。。。。実実実実はこのはこのはこのはこの事業事業事業事業報告書報告書報告書報告書のののの中中中中にはにはにはには、、、、産産産産官官官官学学学学でででで連連連連携携携携についてについてについてについて繰繰繰繰りりりり返返返返しししし触触触触れられていれられていれられていれられてい○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員ますますますます、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは早早早早稲田大稲田大稲田大稲田大学学学学、、、、同同同同志志志志社社社社大大大大学学学学とのとのとのとの連連連連携携携携もももも探探探探っていくとっていくとっていくとっていくと、、、、こういうよこういうよこういうよこういうようなうなうなうな記記記記述述述述もももも見見見見受受受受けけけけられますられますられますられます。。。。率率率率直直直直にににに言言言言ってってってって、、、、大大大大学学学学をををを建建建建てててて直直直直すならすならすならすならばばばば、、、、産産産産官官官官学学学学のののの連連連連携携携携ががががスムスムスムスムーーーーズズズズにににに進進進進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地地地地域域域域、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた学問学問学問学問のののの府府府府としてとしてとしてとしてふふふふささささわわわわしいしいしいしい地地地地域域域域というのはというのはというのはというのは、、、、おのずとあるとおのずとあるとおのずとあるとおのずとあると思思思思いますいますいますいます。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、附附附附属病属病属病属病院院院院とそとそとそとそんんんんなになになになに離離離離れていないところがれていないところがれていないところがれていないところが重重重重要要要要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの間間間間、、、、偶偶偶偶然然然然あのあのあのあの日日日日にににに気気気気づいたのですづいたのですづいたのですづいたのです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、今今今今のののの県立奈良県立奈良県立奈良県立奈良病病病病院院院院をををを移移移移すとしたらすとしたらすとしたらすとしたら、、、、奈良奈良奈良奈良市市市市六六六六条山条山条山条山地地地地区区区区にににに移移移移すとしたらすとしたらすとしたらすとしたら、、、、そこはそこはそこはそこは空空空空くではないかとくではないかとくではないかとくではないかと。。。。そこにそこにそこにそこに大大大大学学学学をををを建設建設建設建設するといするといするといするというのはうのはうのはうのは、、、、実実実実にににに落落落落ちついたちついたちついたちついた静静静静かなかなかなかな、、、、しかもしかもしかもしかも今今今今のののの病病病病院院院院にににに協協協協力力力力してくれたしてくれたしてくれたしてくれた地地地地域域域域のののの人人人人たちもたちもたちもたちも、、、、それそれそれそれならならならなら喜喜喜喜んんんんでででで協協協協力力力力してくれるのではないかしてくれるのではないかしてくれるのではないかしてくれるのではないか。。。。そしてそしてそしてそして奈良奈良奈良奈良市市市市六六六六条山条山条山条山地地地地区区区区とととと今今今今のののの病病病病院院院院のところでのところでのところでのところでアアアアクセスクセスクセスクセスをきちをきちをきちをきちんんんんとすれとすれとすれとすればばばば、、、、地地地地域域域域のののの住住住住民民民民もももも新新新新しいしいしいしい病病病病院院院院にににに通通通通っていくのにそっていくのにそっていくのにそっていくのにそんんんんなになになになに不不不不便便便便はなはなはなはないということですいということですいということですいということです。。。。どうどうどうどう考考考考ええええてきてもてきてもてきてもてきても関関関関西学術研究西学術研究西学術研究西学術研究都都都都市市市市、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは奈良奈良奈良奈良先先先先端端端端科学科学科学科学技技技技術術術術大大大大学学学学院院院院大大大大学学学学等等等等 々々々々もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、非常非常非常非常にににに間間間間近近近近にあるということもにあるということもにあるということもにあるということも含含含含めましていいではないかとめましていいではないかとめましていいではないかとめましていいではないかと。。。。むむむむしろしろしろしろ、、、、高山高山高山高山地地地地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区にににに建設建設建設建設するよりもはるかにいいするよりもはるかにいいするよりもはるかにいいするよりもはるかにいい場所場所場所場所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選択肢選択肢選択肢選択肢はははは、、、、医療政策部長医療政策部長医療政策部長医療政策部長、、、、今今今今さらさらさらさら考考考考ええええられないことにられないことにられないことにられないことに内内内内部部部部ではなっているのでしではなっているのでしではなっているのでしではなっているのでしょょょょうかうかうかうか。。。。 大大大大学学学学のののの教教教教育部育部育部育部門門門門のののの移転移転移転移転についてはについてはについてはについては、、、、今今今今、、、、考考考考ええええ方方方方としましてとしましてとしましてとしまして場所場所場所場所でででで検検検検○○○○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討討討討するというよりはそのするというよりはそのするというよりはそのするというよりはその教教教教育部育部育部育部門門門門のののの発発発発展展展展性性性性とあとそのとあとそのとあとそのとあとその残残残残りのりのりのりの附附附附属病属病属病属病院院院院のののの発発発発展展展展性性性性、、、、まちづくまちづくまちづくまちづくりのりのりのりの発発発発展展展展性性性性みたいなところでみたいなところでみたいなところでみたいなところで基基基基準準準準をををを策定策定策定策定しましてしましてしましてしまして、、、、それにそれにそれにそれに候候候候補補補補地地地地がどうであるかというよがどうであるかというよがどうであるかというよがどうであるかというよ
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うなうなうなうな観観観観点点点点でででで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。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、具体的具体的具体的具体的ないろいろおないろいろおないろいろおないろいろお話話話話はございますはございますはございますはございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、具具具具体的体的体的体的なななな候候候候補補補補地地地地のののの中中中中でででで高山高山高山高山地地地地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区とかとかとかとか、、、、現現現現地地地地のののの建建建建てかてかてかてかええええであるとかであるとかであるとかであるとか、、、、そのそのそのその付付付付近近近近でのでのでのでの建建建建てかてかてかてかええええであるとかいうようなであるとかいうようなであるとかいうようなであるとかいうような候候候候補補補補地地地地をそのをそのをそのをその基基基基準準準準にににに照照照照らしてどうであるかということをらしてどうであるかということをらしてどうであるかということをらしてどうであるかということを検討検討検討検討しているところでございましてしているところでございましてしているところでございましてしているところでございまして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員ごごごご指摘指摘指摘指摘のののの平平平平松松松松地地地地区区区区のののの場合場合場合場合であれであれであれであればばばば、、、、例例例例ええええばばばば、、、、そのそのそのその学学学学際際際際的的的的なななな、、、、今今今今言言言言ったったったった産産産産官官官官学学学学のののの連連連連携携携携がががが、、、、例例例例ええええばばばばあそこでできるのであれあそこでできるのであれあそこでできるのであれあそこでできるのであればばばば、、、、検討検討検討検討のののの価価価価値値値値はあるのかとはあるのかとはあるのかとはあるのかと思思思思いますいますいますいますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、というようなというようなというようなというような話話話話があるのかとがあるのかとがあるのかとがあるの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。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 余余余余りりりり医療政策部長医療政策部長医療政策部長医療政策部長をををを追追追追いいいい詰詰詰詰めるようなことはめるようなことはめるようなことはめるようなことは言言言言いたくないですいたくないですいたくないですいたくないですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、しししし○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員かしそういうかしそういうかしそういうかしそういう意意意意味味味味ではではではでは構想構想構想構想のののの中中中中でででで示示示示されているされているされているされている今今今今のののの奈良県立医奈良県立医奈良県立医奈良県立医科科科科大大大大学学学学、、、、そしてそしてそしてそして附附附附属病属病属病属病院院院院のののの医医医医科科科科大大大大学学学学をををを除除除除いたいたいたいた部分部分部分部分についてどうしていこうかというについてどうしていこうかというについてどうしていこうかというについてどうしていこうかという構想構想構想構想というのはというのはというのはというのは非常非常非常非常におもしろいにおもしろいにおもしろいにおもしろいとととと思思思思うしうしうしうし、、、、決決決決してしてしてして中中中中南和南和南和南和のののの医療医療医療医療体体体体制制制制にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、医療医療医療医療体体体体制制制制のののの拠拠拠拠点点点点としてのとしてのとしてのとしての位位位位置置置置はははは揺揺揺揺ららららぐぐぐぐもももものではないしのではないしのではないしのではないし、、、、充実充実充実充実こそすれこそすれこそすれこそすれ衰退衰退衰退衰退するするするする、、、、後後後後退退退退することはないとすることはないとすることはないとすることはな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。。。。ななななぜぜぜぜ中中中中南和南和南和南和、、、、私私私私もももも中中中中南和南和南和南和のののの人人人人間間間間ですですですです。。。。ななななぜぜぜぜギギギギャャャャーーーーギギギギャャャャーーーー騒騒騒騒ぐぐぐぐのだろうとのだろうとのだろうとのだろうと、、、、要要要要するにあそこからするにあそこからするにあそこからするにあそこから病病病病院院院院がながながながなくなったらくなったらくなったらくなったら町町町町がががが沈沈沈沈んんんんでしまうようなでしまうようなでしまうようなでしまうような、、、、８００８００８００８００人人人人ばばばばかりのかりのかりのかりの医医医医師師師師とととと学生学生学生学生がいなくなったらがいなくなったらがいなくなったらがいなくなったら、、、、そそそそれほどれほどれほどれほど寂寂寂寂しいのかということをしいのかということをしいのかということをしいのかということを思思思思いますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、同同同同じじじじ大大大大学学学学をををを建建建建てるのだったらてるのだったらてるのだったらてるのだったら、、、、これがこれがこれがこれが１００１００１００１００年年年年のののの計画計画計画計画ですですですです。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも批批批批判判判判にににに耐耐耐耐ええええられるようなられるようなられるようなられるような、、、、せせせせっかくのっかくのっかくのっかくの建建建建てかてかてかてかええええというこというこというこということになれとになれとになれとになればばばば、、、、いいいいいいいい場所場所場所場所でででで、、、、いいいいいいいい条条条条件件件件のもとでのもとでのもとでのもとで建建建建ててもらいたいしててもらいたいしててもらいたいしててもらいたいし、、、、あそこならあそこならあそこならあそこなら県県県県のののの土土土土地地地地ででででございますしございますしございますしございますし、、、、何何何何らららら無無無無理理理理をすることなしにをすることなしにをすることなしにをすることなしに建建建建てかてかてかてかええええられるのではないかられるのではないかられるのではないかられるのではないか、、、、一一一一番番番番段取段取段取段取りがいりがいりがいりがいいのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、意意意意見見見見としてとしてとしてとして耳耳耳耳にににに入入入入れておいてくださいれておいてくださいれておいてくださいれておいてください。。。。終終終終わわわわりますりますりますります。。。。先先先先ほどほどほどほど山下委員山下委員山下委員山下委員からおからおからおからお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせありましたありましたありましたありました高齢者高齢者高齢者高齢者専専専専用用用用賃賃賃賃貸貸貸貸住住住住宅宅宅宅のののの○○○○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件数件数件数件数とととと戸戸戸戸数数数数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、、、、現時点現時点現時点現時点でででで県県県県内内内内にににに１２１２１２１２件件件件、、、、それからそれからそれからそれから戸戸戸戸数数数数はははは３４３３４３３４３３４３戸戸戸戸ということということということ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。。。。申申申申ししししわけわけわけわけございまございまございまございませんせんせんせんでしたでしたでしたでした。。。。実実実実際際際際にににに介護介護介護介護つきというつきというつきというつきという宣伝宣伝宣伝宣伝文文文文句句句句もももも含含含含めてめてめてめて現実現実現実現実にににに建建建建っているっているっているっている高齢者高齢者高齢者高齢者向向向向けけけけのののの住住住住宅宅宅宅○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員はははは、、、、私私私私らがらがらがらが調調調調べべべべたところたところたところたところ７７７７カカカカ所所所所、、、、それがそれがそれがそれが３８８３８８３８８３８８戸戸戸戸とととと。。。。それはそれはそれはそれは今今今今、、、、長長長長寿寿寿寿社社社社会会会会課課課課長長長長がががが言言言言ってくってくってくってくださいましたそれはそのださいましたそれはそのださいましたそれはそのださいましたそれはその中中中中にににに入入入入っているのだとっているのだとっているのだとっているのだと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから県県県県がががが、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは県県県県やややや国国国国がががが承承承承知知知知しているしているしているしている高齢者高齢者高齢者高齢者住住住住宅宅宅宅とそうでないとそうでないとそうでないとそうでない住住住住宅宅宅宅があるといがあるといがあるといがあるというううう現実現実現実現実、、、、事実事実事実事実をまずはをまずはをまずはをまずは把握把握把握把握してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。それについてのそれについてのそれについてのそれについての対対対対処処処処をおをおをおをお任任任任せせせせしますしますしますします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、数数数数点点点点ににににわわわわたってたってたってたって質問質問質問質問をさをさをさをさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。もうもうもうもう一一一一括括括括でいたでいたでいたでいた○○○○藤野副委員長藤野副委員長藤野副委員長藤野副委員長しますのでしますのでしますのでしますので、、、、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。。。。まずまずまずまず第第第第１１１１点目点目点目点目はははは、、、、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セセセンンンンタタタターーーーについておについておについておについてお聞聞聞聞きいたしますきいたしますきいたしますきいたします。。。。このこのこのこの地地地地域域域域包包包包括括括括ケアケアケアケア
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研究研究研究研究会会会会のののの報告報告報告報告でででで、、、、まずまずまずまず総総総総合相合相合相合相談談談談業務業務業務業務ややややケアケアケアケアママママネネネネジジジジメメメメントントントントのののの機能機能機能機能がががが不不不不十十十十分分分分、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地地地地域域域域ののののネッネッネッネットトトトワワワワーーーーククククがががが不不不不十十十十分分分分、、、、またまたまたまた地地地地域域域域ケアケアケアケア会議会議会議会議のののの強強強強化化化化がががが必要必要必要必要とととと、、、、このようにこのようにこのようにこのように課課課課題題題題をををを提提提提起起起起をされをされをされをされておられておられておられておられ、、、、要要要要するにこのするにこのするにこのするにこの現在現在現在現在のののの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セセセンンンンタタタターーーーがががが大大大大変変変変多忙多忙多忙多忙をきをきをきをきわわわわめているというめているというめているというめているという状状状状況況況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。。。。ただしただしただしただし、、、、地地地地域福祉域福祉域福祉域福祉やややや地地地地域域域域ケアケアケアケアをををを考考考考ええええるときにはこのるときにはこのるときにはこのるときにはこの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セセセンンンンタタタターーーーのののの機能機能機能機能強強強強化化化化はもうはもうはもうはもう避避避避けけけけてててて通通通通れないとれないとれないとれないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、県県県県としてはどのようにとしてはどのようにとしてはどのようにとしてはどのように今後支援今後支援今後支援今後支援をしてをしてをしてをしていくのかいくのかいくのかいくのか、、、、おおおお聞聞聞聞きをしたいとこのようにきをしたいとこのようにきをしたいとこのようにきをしたいとこのように思思思思いますいますいますいます。。。。２２２２点目点目点目点目はははは、、、、地地地地域福祉計画域福祉計画域福祉計画域福祉計画についておについておについておについてお聞聞聞聞きいたしますきいたしますきいたしますきいたします。。。。このこのこのこの地地地地域福祉計画域福祉計画域福祉計画域福祉計画、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの孤孤孤孤立立立立化化化化をををを防防防防ぐぐぐぐというというというという地地地地域域域域住住住住民民民民のののの見見見見守守守守りりりり活活活活動動動動、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは障害障害障害障害者者者者、、、、子子子子どものどものどものどもの地地地地域域域域におにおにおにおけけけけるるるる福祉福祉福祉福祉ササササーーーービビビビススススのののの適適適適正正正正なななな利利利利用用用用促促促促進進進進というというというという各各各各自自自自治治治治体体体体がこのがこのがこのがこの地地地地域福祉域福祉域福祉域福祉のののの方針方針方針方針をををを定定定定めるということでめるということでめるということでめるということで、、、、このこのこのこの地地地地域福祉計画域福祉計画域福祉計画域福祉計画がががが各各各各市町市町市町市町村村村村にににに立立立立てられておるてられておるてられておるてられておるわけわけわけわけでございますでございますでございますでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこの現在現在現在現在のののの今今今今のののの策策策策定定定定状況状況状況状況についておについておについておについてお聞聞聞聞きをいたしますきをいたしますきをいたしますきをいたします。。。。次次次次にににに、、、、成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度についておについておについておについてお聞聞聞聞きいたしますきいたしますきいたしますきいたします。。。。このこのこのこの成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度というのはというのはというのはというのは、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる精精精精神神神神上上上上のののの障害障害障害障害、、、、知知知知的障害的障害的障害的障害あるいはあるいはあるいはあるいは精精精精神神神神障害障害障害障害あるいはあるいはあるいはあるいは痴呆痴呆痴呆痴呆、、、、そういったそういったそういったそういった障害障害障害障害によってによってによってによって判判判判断断断断能能能能力力力力がががが十十十十分分分分でないでないでないでない方方方方がががが不利不利不利不利益益益益をこうをこうをこうをこうむむむむらないようにらないようにらないようにらないように家庭家庭家庭家庭裁裁裁裁判所判所判所判所にににに申申申申しししし立立立立てをしててをしててをしててをして、、、、そのそのそのその方方方方をををを援援援援助助助助するというするというするというするという人人人人をつをつをつをつけけけけてもらうてもらうてもらうてもらう制度制度制度制度なのですなのですなのですなのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、これによってこれによってこれによってこれによって悪悪悪悪質質質質なななな訪訪訪訪問販問販問販問販売売売売にだまされてにだまされてにだまされてにだまされて高額高額高額高額なななな商商商商品品品品をををを買買買買わわわわされるということなどされるということなどされるということなどされるということなど防防防防げげげげるというるというるというるというメリッメリッメリッメリットトトトがあるのですがあるのですがあるのですがあるのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこの成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度、、、、このこのこのこの中中中中でででで市町市町市町市町村長村長村長村長申申申申しししし立立立立てててて件数件数件数件数というというというという、、、、このこのこのこの今今今今のののの件数状況件数状況件数状況件数状況についてをおについてをおについてをおについてをお聞聞聞聞きをいたしますきをいたしますきをいたしますきをいたします。。。。最最最最後後後後にににに、、、、先先先先ほどからほどからほどからほどから出出出出ておりますておりますておりますております特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムム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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、山下委員山下委員山下委員山下委員からもからもからもからも高齢者高齢者高齢者高齢者賃賃賃賃貸貸貸貸住住住住宅宅宅宅というというというという質問質問質問質問もももも出出出出ましたましたましたました。。。。高齢化高齢化高齢化高齢化社社社社会会会会からからからから超超超超高齢化高齢化高齢化高齢化社社社社会会会会にににに今今今今移移移移りつつあるりつつあるりつつあるりつつある中中中中でででで、、、、住住住住宅宅宅宅をををを、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる住住住住というというというという住環境住環境住環境住環境をををを求求求求めておられるめておられるめておられるめておられる方方方方がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん出出出出てててておられますおられますおられますおられます。。。。だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、このこのこのこの高齢者高齢者高齢者高齢者賃賃賃賃宅宅宅宅住住住住宅宅宅宅にににに関関関関するするするする課課課課題題題題、、、、問題問題問題問題点点点点、、、、これもこれもこれもこれも出出出出てくるのてくるのてくるのてくるのだろうなとだろうなとだろうなとだろう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。。。。またまたまたまた、、、、午午午午前前前前中中中中もももも粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員からからからから特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの待待待待機機機機者者者者のののの今今今今のののの状況状況状況状況、、、、これもおこれもおこれもおこれもお聞聞聞聞きをきをきをきをされたところでございましてされたところでございましてされたところでございましてされたところでございまして、、、、現在現在現在現在ではではではでは７７７７７７７７５５５５名名名名、、、、要要要要介護介護介護介護３３３３以上以上以上以上、、、、１１１１年以上年以上年以上年以上自自自自宅宅宅宅でででで待待待待機機機機さささされておられるれておられるれておられるれておられる方方方方、、、、４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在でででで７７７７７７７７５５５５名名名名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。。。。入入入入居居居居申込申込申込申込者者者者全体全体全体全体でででで５５５５，，，，２９１２９１２９１２９１名名名名、、、、要要要要介護介護介護介護３３３３以上以上以上以上のののの申込申込申込申込者者者者がががが２２２２，，，，７７７７８９８９８９８９名名名名というというというという数数数数字字字字もももも調調調調べべべべましたましたましたましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、こうこうこうこういったいったいったいった中中中中でででで午午午午前前前前中中中中同同同同じじじじくくくく田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員からもからもからもからも申申申申されましたようにされましたようにされましたようにされましたように個個個個室室室室ユユユユニニニニッッッットトトト型型型型というというというという制度制度制度制度もももも含含含含めめめめ、、、、相相相相部部部部屋屋屋屋ということもということもということもということも厚厚厚厚生労生労生労生労働働働働省省省省でででで容認容認容認容認をされているということもをされているということもをされているということもをされているということも新新新新聞紙聞紙聞紙聞紙上上上上でででで出出出出ておりましたておりましたておりましたておりました。。。。特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの新新新新設設設設をするをするをするをする際際際際にににに個個個個室室室室、、、、相相相相部部部部屋屋屋屋のののの併設併設併設併設をををを容認容認容認容認するこするこするこするこ
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とをとをとをとを決決決決めたとめたとめたとめたと。。。。個個個個室化室化室化室化をををを進進進進めるめるめるめる方針方針方針方針はははは変変変変ええええないですないですないですないですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、相相相相部部部部屋屋屋屋とととと併設併設併設併設のののの場合場合場合場合でもでもでもでも質質質質のののの高高高高いいいい介護介護介護介護がががが提提提提供供供供されているされているされているされている個個個個室室室室にはにはにはには高高高高いいいい報報報報酬酬酬酬をををを算定算定算定算定できるようにするとできるようにするとできるようにするとできるようにすると、、、、これまでにこれまでにこれまでにこれまでに併併併併設設設設したしたしたした施施施施設設設設にににに対対対対するするするする過過過過払払払払いいいい分分分分のののの返返返返還還還還についてはについてはについてはについては自自自自治治治治体体体体のののの判判判判断断断断ににににゆゆゆゆだだだだねねねねるとるとるとると、、、、こういったこういったこういったこういった今今今今社社社社会保会保会保会保障障障障審議会審議会審議会審議会介護給付介護給付介護給付介護給付費分費分費分費分科科科科会会会会でででで正正正正式式式式にににに了了了了承承承承されされされされ、、、、１１１１１１１１月月月月にでもにでもにでもにでも省省省省令令令令をををを改正改正改正改正するというするというするというするという新新新新聞聞聞聞記記記記事事事事もももも拝拝拝拝見見見見をさをさをさをさせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。まさしくまさしくまさしくまさしく、、、、待待待待機機機機者者者者のののの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、、、、国国国国もももも、、、、あるいはこのあるいはこのあるいはこのあるいはこの自自自自治治治治体体体体もももも今後今後今後今後さらなるさらなるさらなるさらなる取取取取りりりり組組組組みをされるということでございますみをされるということでございますみをされるということでございますみをされるということでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、改改改改めてこのめてこのめてこのめてこの待待待待機機機機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、、、、ここはもうここはもうここはもうここはもう健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長のののの見見見見解解解解あるいはあるいはあるいはあるいは今後今後今後今後のののの県県県県におにおにおにおけけけけるるるる取取取取りりりり組組組組みをおみをおみをおみをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと、、、、このようにこのようにこのようにこのように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。。。。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いいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。 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セセセンンンンタタタターーーーのののの機能機能機能機能強強強強化化化化についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みでございますみでございますみでございますみでございます○○○○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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、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セセセンンンンタタタターーーー、、、、まさにまさにまさにまさに地地地地域域域域におにおにおにおけけけけますますますます高齢者高齢者高齢者高齢者のののの方方方方のののの相相相相談談談談のののの窓窓窓窓口口口口のののの中中中中核核核核的的的的なななな役割役割役割役割をををを果果果果たすということでたすということでたすということでたすということで非常非常非常非常にににに重重重重要度要度要度要度はははは増増増増しておりますしておりますしておりますしております。。。。ただただただただ、、、、しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのとおりさまざまなのとおりさまざまなのとおりさまざまなのとおりさまざまな課課課課題題題題がございますがございますがございますがございます。。。。それはそれはそれはそれは県県県県内内内内にににに５９５９５９５９カカカカ所設所設所設所設置置置置されておりますされておりますされておりますされておりますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのそのそのその運営運営運営運営主主主主体体体体、、、、それはそれはそれはそれは市町市町市町市町村村村村がががが直営直営直営直営でででで行行行行っていたりっていたりっていたりっていたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは社社社社会福祉法会福祉法会福祉法会福祉法人人人人等等等等にににに委委委委託託託託をされていたりをされていたりをされていたりをされていたり、、、、またそのまたそのまたそのまたその直営直営直営直営のののの場合場合場合場合でもでもでもでも市町市町市町市町村村村村のののの規規規規模模模模もももも違違違違いますのでいますのでいますのでいますので、、、、さまざまさまざまさまざまさまざまなななな課課課課題題題題があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。そうしたことでそうしたことでそうしたことでそうしたことで地地地地域域域域ケアケアケアケア報告書報告書報告書報告書にもにもにもにも述述述述べべべべられていたとおりられていたとおりられていたとおりられていたとおり大大大大きくきくきくきく２２２２つのつのつのつの課課課課題題題題があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、介護介護介護介護予予予予防防防防ののののプラプラプラプランンンンのののの作成業務作成業務作成業務作成業務がががが非常非常非常非常にににに忙忙忙忙しくてしくてしくてしくてなかなかなかなかなかなかなかなか総総総総合相合相合相合相談談談談支援支援支援支援がががが十十十十分分分分にできてないということがにできてないということがにできてないということがにできてないということが１１１１つとつとつとつと、、、、それからそれからそれからそれから実実実実際際際際のののの支援支援支援支援をしをしをしをしていくていくていくていく上上上上においてもにおいてもにおいてもにおいても地地地地域域域域のののの関係関係関係関係機機機機関関関関とのとのとのとのネッネッネッネットトトトワワワワーーーーククククがががが十十十十分分分分にできていないとにできていないとにできていないとにできていないと、、、、今今今今このこのこのこの大大大大きくきくきくきく２２２２つつつつ課課課課題題題題があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろう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６６６６月月月月にににに県県県県でもでもでもでも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セセセンンンンタタタターーーーのののの機能機能機能機能強強強強化化化化のののの推進会議推進会議推進会議推進会議をををを、、、、これはこれはこれはこれは市町市町市町市町村村村村、、、、それそれそれそれからからからから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セセセンンンンタタタターーーー、、、、それからそれからそれからそれから医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉のののの関係者関係者関係者関係者のののの方方方方 々々々々にもにもにもにも入入入入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、、、、もちろもちろもちろもちろんんんん県県県県もそこのもそこのもそこのもそこの中中中中にににに入入入入っていろいろなっていろいろなっていろいろなっていろいろな方方方方 々々々々、、、、委員委員委員委員のののの方方方方 々々々々にににに意意意意見見見見をををを聞聞聞聞かかかかせせせせていただきなていただきなていただきなていただきながらがらがらがら今今今今具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めているところでございますめているところでございますめているところでございますめているところでございます。。。。先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたしましたしましたしました大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題のののの解解解解決決決決にににに向向向向けけけけましてましてましてまして、、、、例例例例ええええばばばば地地地地域域域域ののののネッネッネッネットトトトワワワワーーーーククククのののの構構構構築築築築にににに向向向向けけけけましてはましてはましてはましては、、、、できるできるできるできる限限限限りりりり多多多多職職職職種種種種といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな方方方方 々々々々にににに入入入入っていただくっていただくっていただくっていただく、、、、それそれそれそれからからからから実実実実際際際際にににに自自自自宅宅宅宅でででで特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの待待待待機機機機をされておられるをされておられるをされておられるをされておられる方方方方でででで非常非常非常非常にににに困難困難困難困難なななな事例事例事例事例をををを抱抱抱抱ええええておられるといったそういうておられるといったそういうておられるといったそういうておられるといったそういう方方方方 々々々々へへへへのののの対対対対策策策策についてのについてのについてのについてのケーケーケーケーススタディススタディススタディススタディーーーー、、、、それからそうそれからそうそれからそうそれからそういったことのいったことのいったことのいったことの課課課課題題題題をををを共共共共有有有有しながらそのあたりのしながらそのあたりのしながらそのあたりのしながらそのあたりのノノノノウハウウハウウハウウハウといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、それをそれをそれをそれを積積積積みみみみ重重重重ねねねねてててていきたいいきたいいきたいいきたい、、、、そしてまたそれをそしてまたそれをそしてまたそれをそしてまたそれを普普普普及及及及していきたいということがございますしていきたいということがございますしていきたいということがございますしていきたいということがございます。。。。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ままま
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してしてして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セセセンンンンタタタターーーーのののの職員等職員等職員等職員等をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした人人人人材材材材育成育成育成育成などなどなどなど、、、、そういったところをそういったところをそういったところをそういったところを研修研修研修研修をををを行行行行ってってってって人人人人材材材材育成育成育成育成ををををややややっていくとっていくとっていくとっていくと、、、、そういったところがそういったところがそういったところがそういったところが県県県県のののの非常非常非常非常にににに役割役割役割役割かなということでかなということでかなということでかなということで、、、、そういうそういうそういうそういう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみ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、、、、今年度今年度今年度今年度そういったことでそういったことでそういったことでそういったことでセセセセンンンンタタタターーーーのののの活活活活動動動動ののののガガガガイドイドイドイドラララライイイインンンンというものをというものをというものをというものを、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしてのガガガガイドイドイドイドラララライイイインンンンというものもまとめることができたらとというものもまとめることができたらとというものもまとめることができたらとというものもまとめることができたら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２２２２点目点目点目点目、、、、成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度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。。。。そのうちそのうちそのうちそのうち市町市町市町市町村長村長村長村長のののの申申申申しししし立立立立てのてのてのての件数件数件数件数ということでございますがということでございますがということでございますがということでございますが、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年のののの奈良県奈良県奈良県奈良県におきますにおきますにおきますにおきます成年後見成年後見成年後見成年後見申申申申しししし立立立立てててて件数件数件数件数ののののうちうちうちうち市町市町市町市町村長村長村長村長申申申申しししし立立立立てててて件数件数件数件数はははは１９１９１９１９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。。。。これはこれはこれはこれは高齢者高齢者高齢者高齢者人人人人口口口口当当当当たりのたりのたりのたりの件数件数件数件数からいからいからいからいたしますとたしますとたしますとたしますと全全全全国国国国にににに比比比比べべべべてててて若干若干若干若干小小小小さいとさいとさいとさいと。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、これはこれはこれはこれは１１１１万万万万人人人人当当当当たりですがたりですがたりですがたりですが、、、、市町市町市町市町村長村長村長村長申申申申しししし立立立立てててて件数件数件数件数はははは全全全全国国国国００００．．．．８４８４８４８４件件件件にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、本本本本県県県県００００．．．．５５５５７７７７件件件件というというというという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。。。。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。。。。地地地地域福祉域福祉域福祉域福祉にににに関関関関するするするする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。。。。○○○○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、、、、市町市町市町市町村村村村はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれのれのれのれの地地地地域域域域のののの実実実実情情情情にににに即即即即したしたしたした形形形形でででで地地地地域福祉域福祉域福祉域福祉のののの方針方針方針方針をををを定定定定めるということでめるということでめるということでめるということで計画計画計画計画をををを策定策定策定策定することになっておりますすることになっておりますすることになっておりますすることになっております。。。。そのそのそのその中中中中ではではではでは、、、、例例例例ええええばばばば高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障障障障害害害害者者者者あるいはあるいはあるいはあるいは児童児童児童児童へへへへののののササササーーーービビビビスススス提提提提供供供供にににに関関関関することすることすることすること、、、、利利利利用用用用にににに関関関関することなどすることなどすることなどすることなど、、、、またまたまたまた例例例例ええええばばばば今今今今問題問題問題問題になっておりますになっておりますになっておりますになっております高齢者高齢者高齢者高齢者のののの孤孤孤孤立化立化立化立化をををを防防防防ぐぐぐぐ地地地地域域域域住住住住民民民民のののの見見見見守守守守りりりり活活活活動動動動などということなどもなどということなどもなどということなどもなどということなどもそれそれそれそれぞぞぞぞれれれれ実実実実情情情情にににに応応応応じじじじてててて盛盛盛盛りりりり込込込込まれるというものになっておりますまれるというものになっておりますまれるというものになっておりますまれるというものになっております。。。。県県県県におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、これまでこれまでこれまでこれまで地地地地域福祉計画域福祉計画域福祉計画域福祉計画のののの策定策定策定策定にににに当当当当たってということでたってということでたってということでたってということでガガガガイドイドイドイドラララライイイインンンンをををを示示示示すなどのすなどのすなどのすなどの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、現在策定現在策定現在策定現在策定済済済済みはみはみはみは８８８８市町市町市町市町村村村村というこというこというこということですとですとですとです。。。。策定予定策定予定策定予定策定予定がががが３３３３市町市町市町市町、、、、残残残残りのりのりのりの２８２８２８２８市町市町市町市町村村村村がががが未未未未定定定定となっているとなっているとなっているとなっ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。。。。このおくれているこのおくれているこのおくれているこのおくれている原因原因原因原因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、、、、策定策定策定策定のためののためののためののための職員職員職員職員のののの確確確確保保保保、、、、あるいはもちろあるいはもちろあるいはもちろあるいはもちろんんんん予算予算予算予算のののの確確確確保等保等保等保等がががが困難困難困難困難なことということなことということなことということなことということ、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた社社社社会福祉法会福祉法会福祉法会福祉法のののの中中中中ではではではでは努努努努力規定力規定力規定力規定でででで、、、、義義義義務規定務規定務規定務規定ではないことなどがではないことなどがではないことなどがではないことなどが上上上上げげげげ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。。。。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、、、、今後今後今後今後このこのこのこの少少少少子高齢子高齢子高齢子高齢のののの進進進進展展展展、、、、またまたまたまた現在現在現在現在のののの地地地地域域域域課課課課ではではではでは家庭家庭家庭家庭のののの関係関係関係関係のいのいのいのいろいろなろいろなろいろなろいろな変変変変化化化化、、、、種種種種類類類類、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな社社社社会会会会情情情情勢勢勢勢からもからもからもからも当当当当然各然各然各然各市町市町市町市町村村村村がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの実実実実情情情情にににに応応応応じじじじたたたた形形形形のののの計画計画計画計画のののの策定策定策定策定がががが必要必要必要必要だとだとだとだ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、、、、それをそれをそれをそれを促促促促すようなすようなすようなすような形形形形のののの支援支援支援支援をををを検討検討検討検討していしていしていしていきたいときたいときたいとき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すですですです。。。。１１１１つはつはつはつは特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの個個個個室室室室のののの問題問題問題問題とあととあととあととあと待待待待機機機機者者者者のののの話話話話がありまがありまがありまがありま○○○○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したしたしたした。。。。先先先先ほどほどほどほど委員委員委員委員がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったったったった厚厚厚厚生労生労生労生労働働働働省省省省のののの社社社社会保会保会保会保障障障障審議会審議会審議会審議会のののの介護給付介護給付介護給付介護給付費分費分費分費分科科科科会会会会のののの話話話話なのでなのでなのでなので
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すがすがすがすが、、、、容認容認容認容認されたということではなくてされたということではなくてされたということではなくてされたということではなくて、、、、厚厚厚厚生労生労生労生労働働働働省省省省のののの指導指導指導指導があいまいでがあいまいでがあいまいでがあいまいで、、、、今今今今までまでまでまで多床多床多床多床室室室室とととと個個個個室室室室についてについてについてについて報報報報酬酬酬酬のののの適適適適用用用用がががが混乱混乱混乱混乱していたのをしていたのをしていたのをしていたのを明明明明確確確確化化化化したというのがしたというのがしたというのがしたというのが実実実実態態態態でででで、、、、そこでそこでそこでそこで行行行行わわわわれたれたれたれた議議議議論論論論ではではではでは、、、、ややややはりはりはりはり個個個個室室室室をををを推進推進推進推進するというするというするというするという原原原原則則則則はははは変変変変ええええないとないとないとないと、、、、むむむむしろそれをしろそれをしろそれをしろそれを強強強強化化化化するとするとするとするというのがいうのがいうのがいうのが結結結結論論論論でしたでしたでしたでした。。。。個個個個室化室化室化室化がががが導導導導入入入入されたされたされたされた経経経経緯緯緯緯なのですなのですなのですなのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、もともともともともともともともと個個個個室化室化室化室化だとだとだとだと団団団団ららららんんんんができるができるができるができる、、、、費用費用費用費用負担負担負担負担もももも安安安安いからいいのではないかというようないからいいのではないかというようないからいいのではないかというようないからいいのではないかというような意意意意見見見見があったのですがあったのですがあったのですがあったのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、厚厚厚厚生労生労生労生労働働働働省省省省がががが平成平成平成平成１０１０１０１０年年年年ごろごろごろごろ調調調調べべべべたたたた中中中中でででで、、、、４４４４人人人人部部部部屋屋屋屋でほとでほとでほとでほとんんんんどどどど交交交交流流流流がないとがないとがないとがないと。。。。実実実実際際際際にはおにはおにはおにはお年年年年寄寄寄寄りはりはりはりは背背背背中中中中をををを向向向向けけけけ合合合合っていてっていてっていてっていて一日一日一日一日にににに言言言言葉葉葉葉をほとをほとをほとをほとんんんんどどどど交交交交わわわわさないというさないというさないというさないという実実実実態態態態がががが明明明明らかになりましてらかになりましてらかになりましてらかになりまして、、、、それはそういうものがありますそれはそういうものがありますそれはそういうものがありますそれはそういうものがあります。。。。またまたまたまた、、、、よくよくよくよく言言言言わわわわれるのはれるのはれるのはれるのは排排排排せせせせつですつですつですつです。。。。高齢者高齢者高齢者高齢者もずっともずっともずっともずっと状状状状態態態態がががが安定安定安定安定しているしているしているしているわけわけわけわけではないのでではないのでではないのでではないので、、、、１１１１人人人人がががが悪悪悪悪くなったらくなったらくなったらくなったら１１１１人人人人があそこでがあそこでがあそこでがあそこでポポポポーーーータタタタブブブブルルルルトトトトイイイイレレレレでででで排排排排せせせせつをしなつをしなつをしなつをしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけなくなるなくなるなくなるなくなる。。。。そうしたときにそうしたときにそうしたときにそうしたときに音音音音ややややにおいにおいにおいにおいややややらがあってらがあってらがあってらがあって、、、、そのそのそのその残残残残りのりのりのりの３３３３人人人人のののの環境環境環境環境がががが悪悪悪悪化化化化するとするとするとすると、、、、またまたまたまた夜夜夜夜中中中中にににに認認認認知知知知症症症症がががが入入入入ったりしてったりしてったりしてったりして起起起起きてしまうときてしまうときてしまうときてしまうと、、、、そういそういそういそういうことがありますとうことがありますとうことがありますとうことがありますと、、、、１１１１人人人人がががが起起起起きるときるときるときると介護介護介護介護のののの職員職員職員職員がががが来来来来てててて周周周周りのりのりのりの３３３３人人人人がががが眠眠眠眠れなくなるとれなくなるとれなくなるとれなくなると、、、、ここここういったことがありますのでういったことがありますのでういったことがありますのでういったことがありますので、、、、結結結結局局局局ケアケアケアケアのののの質質質質がががが低低低低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ユユユユニニニニッッッットトトト型型型型でででで団団団団ららららんんんんのでのでのでのできるきるきるきる場所場所場所場所をまずつくってをまずつくってをまずつくってをまずつくって、、、、残残残残りはりはりはりは個個個個室室室室でででで１１１１人人人人になれるになれるになれるになれる場所場所場所場所をつくりましをつくりましをつくりましをつくりましょょょょうとうとうとうと、、、、それがそれがそれがそれがケケケケアアアアのののの質質質質をををを高高高高めますということでめますということでめますということでめますということで行行行行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。。。。病病病病院院院院もそうなのですがもそうなのですがもそうなのですがもそうなのですが、、、、社社社社会福祉施会福祉施会福祉施会福祉施設設設設ももももややややはりはりはりはり一一一一歩歩歩歩先先先先をををを見見見見据据据据ええええてててて整備整備整備整備をしていかなをしていかなをしていかなをしていかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけまままませんせんせんせんしししし、、、、今今今今、、、、県県県県内内内内でででで多床多床多床多床室室室室のののの割割割割合合合合がががが７７７７割割割割ということでということでということでということで、、、、全全全全国国国国でもかなりでもかなりでもかなりでもかなり低低低低いいいい方方方方ななななのですのですのですのです。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、団団団団塊塊塊塊のののの世代世代世代世代のののの方方方方がががが高齢化高齢化高齢化高齢化したころをしたころをしたころをしたころを見見見見据据据据ええええるとるとるとると、、、、ユユユユニニニニッッッットトトト型型型型個個個個室室室室をををを進進進進めていくのがめていくのがめていくのがめていくのが県県県県にとってにとってにとってにとって必要必要必要必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いますっていますっていますっています。。。。ただただただただ、、、、ごごごご家家家家族族族族がどうしてがどうしてがどうしてがどうして多床多床多床多床室室室室をををを希望希望希望希望されるかというとされるかというとされるかというとされるかというと、、、、自自自自己己己己負担負担負担負担がががが個個個個室室室室とととと５５５５万円程度万円程度万円程度万円程度違違違違いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そこがそこがそこがそこが大大大大きいきいきいきいネッネッネッネッククククになってくるとになってくるとになってくるとになってく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、、、、別別別別途途途途そこのそこのそこのそこの対応対応対応対応というのをというのをというのをというのを考考考考ええええていかなていかなていかなていかなけけけけれれれればばばばとととと思思思思ってってってって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つつつ、、、、待待待待機機機機者者者者のののの話話話話ですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、待待待待機機機機者者者者につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムにつにつにつにつきましてきましてきましてきまして各各各各市町市町市町市町村村村村でででで計画計画計画計画をつくるをつくるをつくるをつくる際際際際にににに人数人数人数人数をををを見見見見ききききわわわわめためためためた上上上上でででで着着着着実実実実にににに整備整備整備整備していただくことしていただくことしていただくことしていただくことになりますがになりますがになりますがになりますが、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、今今今今、、、、厚厚厚厚生労生労生労生労働働働働省省省省でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みですみですみですみですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、地地地地域域域域密着型密着型密着型密着型小小小小規規規規模模模模多機能多機能多機能多機能ということでということでということでということでデデデデイイイイササササーーーービビビビススススでででで泊泊泊泊まることができるまることができるまることができるまることができる施施施施設設設設ができておりますができておりますができておりますができております。。。。非常非常非常非常にごにごにごにご家家家家族族族族にとってはにとってはにとってはにとっては負担負担負担負担がががが軽軽軽軽減減減減されるされるされるされる施施施施設設設設だとだとだとだと聞聞聞聞いておりますしいておりますしいておりますしいておりますし、、、、あとあとあとあとデデデデイイイイササササーーーービビビビススススでのでのでのでの宿泊宿泊宿泊宿泊をををを可能可能可能可能にしようというにしようというにしようというにしようという動動動動きもありますきもありますきもありますきもあります。。。。あとあとあとあと２４２４２４２４時間時間時間時間のののの巡巡巡巡回回回回ののののホホホホーーーームムムムヘヘヘヘルプルプルプルプももももややややっていこっていこっていこっていこうということがありますのでうということがありますのでうということがありますのでうということがありますので、、、、特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムにににに入入入入らないのですらないのですらないのですらないのですけけけけれどれどれどれど、、、、ぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりりりり家家家家
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でででで持持持持ちこたちこたちこたちこたええええられるようにられるようにられるようにられるように、、、、そういうさまざまそういうさまざまそういうさまざまそういうさまざまササササーーーービビビビススススををををババババラララランンンンススススよくよくよくよく整備整備整備整備していきたいしていきたいしていきたいしていきたいとととと思思思思ってますってますってますってます。。。。あとあとあとあと待待待待機機機機者者者者のののの方方方方はははは、、、、今今今今、、、、要要要要介護介護介護介護度度度度ぐぐぐぐらいまではらいまではらいまではらいまではスクリスクリスクリスクリーーーーニニニニンンンンググググしているのですしているのですしているのですしているのですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ややややはりごはりごはりごはりご家家家家族族族族のののの負担負担負担負担のののの状況状況状況状況をををを少少少少しししし加加加加味味味味してしてしてして、、、、もうもうもうもう少少少少しししし待待待待機機機機者者者者のののの中中中中でもでもでもでも緊急性緊急性緊急性緊急性がががが高高高高いいいい方方方方、、、、そそそそれをれをれをれを見見見見ききききわわわわめるめるめるめる手手手手法法法法をををを考考考考ええええていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方はははは、、、、例例例例ええええばばばばシシシショョョョートートートートステステステステイイイイをををを優優優優先的先的先的先的にににに利利利利用用用用できるとかできるとかできるとかできるとか、、、、そういったそういったそういったそういった合合合合わせわせわせわせ技技技技でででで待待待待機機機機者者者者問題問題問題問題というのはというのはというのはというのは対応対応対応対応していきしていきしていきしてい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。。。。最最最最後後後後のののの特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのことをおのことをおのことをおのことをお話話話話ささささせせせせていただきますていただきますていただきますていただきますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、○○○○藤野副委員長藤野副委員長藤野副委員長藤野副委員長先先先先ほどほどほどほど合合合合わせわせわせわせ技技技技というかというかというかというか、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる在在在在宅宅宅宅介護介護介護介護のののの中中中中ででででヘヘヘヘルルルルパパパパーーーーをををを利利利利用用用用するするするする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはデデデデイイイイササササーーーービビビビススススをををを利利利利用用用用するするするする、、、、時時時時にはにはにはにはシシシショョョョートートートートスティスティスティスティもももも利利利利用用用用しながらしながらしながらしながら、、、、そういったそういったそういったそういった形形形形でつなでつなでつなでつなぎぎぎぎ合合合合わせわせわせわせるというかるというかるというかるというか、、、、何何何何とかとかとかとか対応対応対応対応するということももちろするということももちろするということももちろするということももちろんんんんされておられるされておられるされておられるされておられる方方方方もももも非常非常非常非常にににに多多多多いといういといういといういという。。。。ただしただしただしただし、、、、午午午午前前前前中中中中、、、、粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員からもからもからもからも申申申申されましたようにされましたようにされましたようにされましたように、、、、かなりかなりかなりかなり厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況のののの方方方方もももも多多多多数数数数、、、、ここここれはもうれはもうれはもうれはもう現実現実現実現実におられますにおられますにおられますにおられます。。。。そういったそういったそういったそういった方方方方のののの対応対応対応対応がもうかなりがもうかなりがもうかなりがもうかなり、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろと見見見見聞聞聞聞きしていきしていきしていきしているるるる中中中中でもでもでもでも、、、、健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部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合合合合わせわせわせわせ技技技技もももも厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況でででで長長長長いいいい待待待待機機機機をされておをされておをされておをされておられるということでられるということでられるということでられるということで、、、、このこのこのこの待待待待機機機機者者者者のことについてものことについてものことについてものことについても、、、、もうもうもうもう少少少少しししし真剣真剣真剣真剣にとらにとらにとらにとらええええててててややややっていかっていかっていかっていかないといないといないといないといけけけけないということにおいてはないということにおいてはないということにおいてはないということにおいては、、、、今後今後今後今後このこのこのこの特別特別特別特別養護養護養護養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの増増増増床床床床やややや、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは先先先先ほどからのさまざまなほどからのさまざまなほどからのさまざまなほどからのさまざまな課課課課題題題題のことについてものことについてものことについてものことについても、、、、これからもどうかこれからもどうかこれからもどうかこれからもどうか全全全全力力力力でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいたでいたでいたでいただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと、、、、このことをこのことをこのことをこのことを要要要要望望望望ささささせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。続続続続いていていていて、、、、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セセセンンンンタタタターーーーについてもについてもについてもについても、、、、今今今今申申申申されたようにされたようにされたようにされたようにガガガガイドイドイドイドラララライイイインンンンをまとめてをまとめてをまとめてをまとめていくいくいくいく方方方方向向向向もももも考考考考ええええておられるということもおておられるということもおておられるということもおておられるということもお聞聞聞聞きしましたのできしましたのできしましたのできしましたので、、、、どうかこのどうかこのどうかこのどうかこのネッネッネッネットトトトワワワワーーーーククククのののの不不不不十十十十分分分分なななな部分部分部分部分もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、県県県県もももも側側側側面面面面からのからのからのからの支援支援支援支援をどうかをどうかをどうかをどうか行行行行っていただきたいとっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいと、、、、強強強強くこくこくこくこれもれもれもれも要要要要望望望望をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。さてさてさてさて、、、、地地地地域福祉計画域福祉計画域福祉計画域福祉計画をおをおをおをお聞聞聞聞きしましたらきしましたらきしましたらきしましたら８８８８市町市町市町市町村村村村ですかですかですかですか。。。。かなりかなりかなりかなり現現現現状状状状厳厳厳厳しいこのしいこのしいこのしいこの策定策定策定策定状状状状況況況況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。。。。これはこれはこれはこれは県県県県はははは今今今今、、、、福祉計画福祉計画福祉計画福祉計画はははは指指指指針針針針をををを策定策定策定策定はされておられまはされておられまはされておられまはされておられますすすすけけけけれどもれどもれどもれども、、、、現実現実現実現実のののの計画計画計画計画自体自体自体自体はははは策定策定策定策定されておられないということでされておられないということでされておられないということでされておられないということで、、、、県県県県のののの姿姿姿姿勢勢勢勢にもこれはにもこれはにもこれはにもこれは問題問題問題問題があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるの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。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり市町市町市町市町村村村村をををを指導指導指導指導するにおいてはするにおいてはするにおいてはするにおいては県県県県もそもそもそもそのののの辺辺辺辺のののの姿姿姿姿勢勢勢勢をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと示示示示していかなしていかなしていかなしていかなけけけけれれれればばばばならないのではないかとならないのではないかとならないのではないかとならないのではない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。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のののの見見見見解解解解をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、市町市町市町市町村長村長村長村長のののの申申申申しししし立立立立てててて件数件数件数件数をおをおをおをお聞聞聞聞きしたところでございますきしたところでございますきしたところでございますきしたところでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、これもこれもこれもこれも課課課課題題題題というかというかというかというか、、、、以以以以前前前前にににに市町市町市町市町村村村村へへへへのののの支援支援支援支援研修研修研修研修がががが県県県県のののの役割役割役割役割とおとおとおとお答答答答ええええされておされておされておされてお
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られるかとられるかとられるかとられるかと思思思思いますいますいますいますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこの辺辺辺辺はどうはどうはどうはどう今今今今取取取取りりりり組組組組んんんんでおられるのかでおられるのかでおられるのかでおられるのか、、、、ああああわせわせわせわせておておておて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。。。。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。。。。地地地地域福祉計画域福祉計画域福祉計画域福祉計画はははは、、、、県県県県がががが策定策定策定策定していないのでしていないのでしていないのでしていないので、、、、正正正正直直直直にににに言言言言ってってってって今今今今までのまでのまでのまでの○○○○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姿姿姿姿勢勢勢勢としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが鈍鈍鈍鈍かったのでかったのでかったのでかったので、、、、ことしつくるということでことしつくるということでことしつくるということでことしつくるということで動動動動いていたのですがいていたのですがいていたのですがいていたのですが、、、、高高高高齢者齢者齢者齢者のののの不不不不明明明明問題問題問題問題とかもとかもとかもとかも起起起起きましたのできましたのできましたのできましたので、、、、できれできれできれできればばばば児童児童児童児童とかとかとかとか高齢者高齢者高齢者高齢者のののの見見見見守守守守りをりをりをりを少少少少しししし研究研究研究研究をををを深深深深めてつくることとしていますめてつくることとしていますめてつくることとしていますめてつくることとしています。。。。ということでということでということでということで秋秋秋秋ごろをめどにしていますごろをめどにしていますごろをめどにしていますごろをめどにしています。。。。成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度のののの市町市町市町市町村村村村におにおにおにおけけけけますますますます利利利利用用用用促促促促進進進進でございますでございますでございますでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、○○○○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地地地地域支援事業域支援事業域支援事業域支援事業はははは市町市町市町市町村村村村ででででややややっていただくっていただくっていただくっていただく事業事業事業事業ですがですがですがですが、、、、そのそのそのその中中中中にににに成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度利利利利用用用用促促促促進進進進のたのたのたのためのめのめのめの、、、、例例例例ええええばばばば広広広広報報報報であるとかであるとかであるとかであるとか普普普普及及及及活活活活動動動動、、、、それからそれからそれからそれから実実実実際際際際のののの利利利利用用用用にかかりますにかかりますにかかりますにかかります経費経費経費経費、、、、これをこれをこれをこれを助助助助成成成成するというようなことがするというようなことがするというようなことがするというようなことが地地地地域支援事業域支援事業域支援事業域支援事業のののの任任任任意意意意事業事業事業事業としてとしてとしてとして現在現在現在現在２２２２７７７７市町市町市町市町村村村村においてにおいてにおいてにおいて実施実施実施実施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。。。。ただただただただ、、、、しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたしましたしましたしました件数件数件数件数、、、、実実実実際際際際のののの利利利利用実用実用実用実態態態態からいたしまからいたしまからいたしまからいたしますとすとすとすと、、、、ややややはりはりはりはり制度制度制度制度にににに対対対対するするするする理理理理解解解解のののの不不不不足足足足といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々もももも市町市町市町市町村村村村のののの職員職員職員職員もももも含含含含めまめまめまめましてしてしてして、、、、そのそのそのその辺辺辺辺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、、、、これまでからこれまでからこれまでからこれまでから市町市町市町市町村村村村、、、、それからそれからそれからそれから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セセセンンンンタタタターーーーのののの職員職員職員職員をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度のののの研修研修研修研修会会会会ささささせせせせていただいておりましたていただいておりましたていただいておりましたていただいておりましたけけけけれれれれどもどもどもども、、、、今後今後今後今後、、、、例例例例ええええばばばばそのそのそのその市町市町市町市町村村村村のののの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のののの職員職員職員職員にもごにもごにもごにもご参参参参加加加加をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて、、、、そういそういそういそういうううう研修研修研修研修をををを実施実施実施実施していくことでしていくことでしていくことでしていくことで市町市町市町市町村村村村にににに対対対対してしてしてして支援支援支援支援をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以以以以上上上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。。。。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。。。。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。。。。○○○○藤野副委員長藤野副委員長藤野副委員長藤野副委員長よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長ほかにほかにほかにほかに質質質質疑疑疑疑はございまはございまはございまはございませんせんせんせんかかかか。。。。ななななけけけけれれれればばばば、、、、これをもってこれをもってこれをもってこれをもって健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部、、、、こどもこどもこどもこども家庭局家庭局家庭局家庭局、、、、医医医医療政策部療政策部療政策部療政策部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。。。。明明明明、、、、９９９９月月月月２９２９２９２９日日日日はははは午午午午前前前前１０１０１０１０時時時時よりよりよりより地地地地域域域域振興振興振興振興部部部部、、、、文文文文化化化化観観観観光局光局光局光局、、、、平平平平城城城城遷遷遷遷都都都都１３００１３００１３００１３００年年年年記記記記念念念念事事事事業推進局業推進局業推進局業推進局のののの審査審査審査審査をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその終了終了終了終了後後後後、、、、総総総総括括括括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。。。。なおなおなおなお、、、、質問質問質問質問されたことでされたことでされたことでされたことで総総総総括括括括回回回回しにされてしにされてしにされてしにされて、、、、もしもしもしもし忘忘忘忘れられておられれれられておられれれられておられれれられておられればばばば、、、、担担担担当部当部当部当部署署署署におにおにおにお伝伝伝伝ええええ願願願願いますいますいますいます。。。。委員長委員長委員長委員長のののの承認承認承認承認はははは要要要要りまりまりまりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞごごごご自由自由自由自由におにおにおにお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。これでこれでこれでこれで本本本本日日日日のののの会議会議会議会議をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。


