
決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２３年１０月１７日（月） １３：２１～１６：４１平成２３年１０月１７日（月） １３：２１～１６：４１平成２３年１０月１７日（月） １３：２１～１６：４１平成２３年１０月１７日（月） １３：２１～１６：４１

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 １１名１１名１１名１１名

新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長

尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長

井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 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

小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員

川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 稲山 副知事稲山 副知事稲山 副知事稲山 副知事

杉田 総務部長杉田 総務部長杉田 総務部長杉田 総務部長

平井 会計管理者（会計局長）平井 会計管理者（会計局長）平井 会計管理者（会計局長）平井 会計管理者（会計局長）

前田 健康福祉部長前田 健康福祉部長前田 健康福祉部長前田 健康福祉部長

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

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、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事 議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 休憩前に引き続きまして会議を開きます。休憩前に引き続きまして会議を開きます。休憩前に引き続きまして会議を開きます。休憩前に引き続きまして会議を開きます。

なお、小泉委員は、少しおくれておりますが、ご了承願いたいと思います。なお、小泉委員は、少しおくれておりますが、ご了承願いたいと思います。なお、小泉委員は、少しおくれておりますが、ご了承願いたいと思います。なお、小泉委員は、少しおくれておりますが、ご了承願いたいと思います。

なお、審査に入ります前に、午前中に藤本委員から要請のありました市町村振興課所管なお、審査に入ります前に、午前中に藤本委員から要請のありました市町村振興課所管なお、審査に入ります前に、午前中に藤本委員から要請のありました市町村振興課所管なお、審査に入ります前に、午前中に藤本委員から要請のありました市町村振興課所管
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の市町村振興臨時交付金及び市町村財政健全化貸付金に係る資料につきましては、お手元の市町村振興臨時交付金及び市町村財政健全化貸付金に係る資料につきましては、お手元の市町村振興臨時交付金及び市町村財政健全化貸付金に係る資料につきましては、お手元の市町村振興臨時交付金及び市町村財政健全化貸付金に係る資料につきましては、お手元

に配付しておりますので、ご了承願いたいと思います。に配付しておりますので、ご了承願いたいと思います。に配付しておりますので、ご了承願いたいと思います。に配付しておりますので、ご了承願いたいと思います。

それでは、日程に従いまして、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部、病院の決算それでは、日程に従いまして、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部、病院の決算それでは、日程に従いまして、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部、病院の決算それでは、日程に従いまして、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部、病院の決算

について審査を行います。健康福祉部長、こども・女性局長、医療政策部長の順に、簡潔について審査を行います。健康福祉部長、こども・女性局長、医療政策部長の順に、簡潔について審査を行います。健康福祉部長、こども・女性局長、医療政策部長の順に、簡潔について審査を行います。健康福祉部長、こども・女性局長、医療政策部長の順に、簡潔

にご説明願います。にご説明願います。にご説明願います。にご説明願います。

○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長 それでは、９月県議会提出の平成２２年度決算関連の議案のうち、それでは、９月県議会提出の平成２２年度決算関連の議案のうち、それでは、９月県議会提出の平成２２年度決算関連の議案のうち、それでは、９月県議会提出の平成２２年度決算関連の議案のうち、

健康福祉部分についてご説明を申し上げます。健康福祉部分についてご説明を申し上げます。健康福祉部分についてご説明を申し上げます。健康福祉部分についてご説明を申し上げます。

まず、平成２２年度歳出のうち、健康福祉部に係ります繰越額及び不用額についてご説まず、平成２２年度歳出のうち、健康福祉部に係ります繰越額及び不用額についてご説まず、平成２２年度歳出のうち、健康福祉部に係ります繰越額及び不用額についてご説まず、平成２２年度歳出のうち、健康福祉部に係ります繰越額及び不用額についてご説

明申し上げます明申し上げます明申し上げます明申し上げます。。。。「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の５ページ、４、健康福祉費「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の５ページ、４、健康福祉費「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の５ページ、４、健康福祉費「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の５ページ、４、健康福祉費

の欄をごらんください。の欄をごらんください。の欄をごらんください。の欄をごらんください。

まず１番、地域福祉費でございますが、予算現額２７３億２，３２８万１，０００円、まず１番、地域福祉費でございますが、予算現額２７３億２，３２８万１，０００円、まず１番、地域福祉費でございますが、予算現額２７３億２，３２８万１，０００円、まず１番、地域福祉費でございますが、予算現額２７３億２，３２８万１，０００円、

翌年度繰越額２，５３３万２，０００円、不用額３億１，０９６万４，４８６円となって翌年度繰越額２，５３３万２，０００円、不用額３億１，０９６万４，４８６円となって翌年度繰越額２，５３３万２，０００円、不用額３億１，０９６万４，４８６円となって翌年度繰越額２，５３３万２，０００円、不用額３億１，０９６万４，４８６円となって

おります。繰越額につきましては、社会福祉総合センター緊急環境整備事業につきましております。繰越額につきましては、社会福祉総合センター緊急環境整備事業につきましております。繰越額につきましては、社会福祉総合センター緊急環境整備事業につきましております。繰越額につきましては、社会福祉総合センター緊急環境整備事業につきまして、、、、

これは２月補正予算においてお認めいただいたものでございますことから、所要の事業期これは２月補正予算においてお認めいただいたものでございますことから、所要の事業期これは２月補正予算においてお認めいただいたものでございますことから、所要の事業期これは２月補正予算においてお認めいただいたものでございますことから、所要の事業期

間を確保するために、１，０３７万円を繰り越したこと等によるものでございます。不用間を確保するために、１，０３７万円を繰り越したこと等によるものでございます。不用間を確保するために、１，０３７万円を繰り越したこと等によるものでございます。不用間を確保するために、１，０３７万円を繰り越したこと等によるものでございます。不用

額につきましては、特定健康診査、特定保健指導額につきましては、特定健康診査、特定保健指導額につきましては、特定健康診査、特定保健指導額につきましては、特定健康診査、特定保健指導負担負担負担負担金につきまして、金につきまして、金につきまして、金につきまして、受受受受診者診者診者診者数数数数がががが当初見当初見当初見当初見

込み込み込み込みをををを下回下回下回下回りましたことによりまして１億３，０８１万２，０００円が、社会福祉総合セりましたことによりまして１億３，０８１万２，０００円が、社会福祉総合セりましたことによりまして１億３，０８１万２，０００円が、社会福祉総合セりましたことによりまして１億３，０８１万２，０００円が、社会福祉総合セ

ンター緊急環境整備事業につきまして、入ンター緊急環境整備事業につきまして、入ンター緊急環境整備事業につきまして、入ンター緊急環境整備事業につきまして、入札札札札によりますによりますによりますによります工工工工事費の事費の事費の事費の減減減減によりまして１，９６によりまして１，９６によりまして１，９６によりまして１，９６

６万７，０００円が、６万７，０００円が、６万７，０００円が、６万７，０００円が、介護就労介護就労介護就労介護就労おおおお助け助け助け助け事業につき事業につき事業につき事業につき雇雇雇雇用者用者用者用者数数数数がががが当初見込み当初見込み当初見込み当初見込みをををを下回下回下回下回ったことにったことにったことにったことに

よりまして１，１６６万６，０００円がそれよりまして１，１６６万６，０００円がそれよりまして１，１６６万６，０００円がそれよりまして１，１６６万６，０００円がそれぞぞぞぞれ不用となったこと等によるものでございれ不用となったこと等によるものでございれ不用となったこと等によるものでございれ不用となったこと等によるものでござい

ます。ます。ます。ます。

続きまして、２、続きまして、２、続きまして、２、続きまして、２、障害障害障害障害福祉費でございます。予算現額９４億７６万２，０００円、繰越福祉費でございます。予算現額９４億７６万２，０００円、繰越福祉費でございます。予算現額９４億７６万２，０００円、繰越福祉費でございます。予算現額９４億７６万２，０００円、繰越

額７億１，０９１万２，０００円、不用額３億１，８３１万９，５２４円となってござい額７億１，０９１万２，０００円、不用額３億１，８３１万９，５２４円となってござい額７億１，０９１万２，０００円、不用額３億１，８３１万９，５２４円となってござい額７億１，０９１万２，０００円、不用額３億１，８３１万９，５２４円となってござい

ます。繰越額につきましては、ます。繰越額につきましては、ます。繰越額につきましては、ます。繰越額につきましては、障害障害障害障害者福祉者福祉者福祉者福祉施設施設施設施設整備事業につきまして、事業整備事業につきまして、事業整備事業につきまして、事業整備事業につきまして、事業主体主体主体主体のののの法人法人法人法人がががが

経営経営経営経営いたしますいたしますいたしますいたします救護施設救護施設救護施設救護施設が新が新が新が新設建物設建物設建物設建物とととと同同同同一一一一敷敷敷敷地地地地内内内内にございましたため、にございましたため、にございましたため、にございましたため、騒音騒音騒音騒音に配に配に配に配慮慮慮慮したしたしたした工工工工

法法法法のののの検討検討検討検討等に不等に不等に不等に不測測測測の日の日の日の日数数数数を要しましたことにより６億２，６１１万２，０００円を繰り越を要しましたことにより６億２，６１１万２，０００円を繰り越を要しましたことにより６億２，６１１万２，０００円を繰り越を要しましたことにより６億２，６１１万２，０００円を繰り越

したこと等によるものでございます。不用額につきましては、したこと等によるものでございます。不用額につきましては、したこと等によるものでございます。不用額につきましては、したこと等によるものでございます。不用額につきましては、障害障害障害障害者者者者自立支援自立支援自立支援自立支援特特特特別対別対別対別対策事策事策事策事

業につきまして、申請業につきまして、申請業につきまして、申請業につきまして、申請数数数数がががが当初見込み当初見込み当初見込み当初見込みをををを下回下回下回下回りましたことによりまして１億２，５５３万りましたことによりまして１億２，５５３万りましたことによりまして１億２，５５３万りましたことによりまして１億２，５５３万

５，０００円が不用となったこと等によるものでございます。５，０００円が不用となったこと等によるものでございます。５，０００円が不用となったこと等によるものでございます。５，０００円が不用となったこと等によるものでございます。

続きまして、３、長続きまして、３、長続きまして、３、長続きまして、３、長寿寿寿寿社会費でございます。予算現額１６８億９，０５１万３，０００社会費でございます。予算現額１６８億９，０５１万３，０００社会費でございます。予算現額１６８億９，０５１万３，０００社会費でございます。予算現額１６８億９，０５１万３，０００
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円、繰越額４億６，７７８万５，０００円、不用額２億２，３０４万１，０５８円となっ円、繰越額４億６，７７８万５，０００円、不用額２億２，３０４万１，０５８円となっ円、繰越額４億６，７７８万５，０００円、不用額２億２，３０４万１，０５８円となっ円、繰越額４億６，７７８万５，０００円、不用額２億２，３０４万１，０５８円となっ

ております。繰越額につきましては、ております。繰越額につきましては、ております。繰越額につきましては、ております。繰越額につきましては、介護基盤介護基盤介護基盤介護基盤緊急整備特緊急整備特緊急整備特緊急整備特別対別対別対別対策事業及び策事業及び策事業及び策事業及び老人老人老人老人福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設整整整整

備につきまして、それ備につきまして、それ備につきまして、それ備につきまして、それぞぞぞぞれ平成２２年度に６事業をれ平成２２年度に６事業をれ平成２２年度に６事業をれ平成２２年度に６事業を選選選選定し、あるいは平成２１年度に３事定し、あるいは平成２１年度に３事定し、あるいは平成２１年度に３事定し、あるいは平成２１年度に３事

業を業を業を業を選選選選定してございますが、定してございますが、定してございますが、定してございますが、基基基基本計本計本計本計画設画設画設画設計計計計変更変更変更変更等によりまして、それ等によりまして、それ等によりまして、それ等によりまして、それぞぞぞぞれ不れ不れ不れ不測測測測の日の日の日の日数数数数を要を要を要を要

したこと等によりまして、事業したこと等によりまして、事業したこと等によりまして、事業したこと等によりまして、事業実施主体実施主体実施主体実施主体のおくれにより４億６，７７８万５，０００円をのおくれにより４億６，７７８万５，０００円をのおくれにより４億６，７７８万５，０００円をのおくれにより４億６，７７８万５，０００円を

繰り越したことによるものでございます。不用額につきましては、繰り越したことによるものでございます。不用額につきましては、繰り越したことによるものでございます。不用額につきましては、繰り越したことによるものでございます。不用額につきましては、介護介護介護介護職員職員職員職員研修支援研修支援研修支援研修支援事業事業事業事業、、、、

介護介護介護介護職員職員職員職員人材育人材育人材育人材育成事業及び小成事業及び小成事業及び小成事業及び小規模多機能型居宅介護利規模多機能型居宅介護利規模多機能型居宅介護利規模多機能型居宅介護利用用用用促進促進促進促進事業につきまして、いずれも事業につきまして、いずれも事業につきまして、いずれも事業につきまして、いずれも

利利利利用用用用実績実績実績実績がががが当初見込み当初見込み当初見込み当初見込みをををを下回下回下回下回りましたことにより９，３８６万円が、りましたことにより９，３８６万円が、りましたことにより９，３８６万円が、りましたことにより９，３８６万円が、介護介護介護介護職員職員職員職員処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善等等等等

支援基支援基支援基支援基金造成事業及び財政金造成事業及び財政金造成事業及び財政金造成事業及び財政安安安安定化定化定化定化基基基基金金金金積立積立積立積立金につきまして、これはいずれも金につきまして、これはいずれも金につきまして、これはいずれも金につきまして、これはいずれも想想想想定いたしま定いたしま定いたしま定いたしま

した金した金した金した金利利利利をををを実際実際実際実際の金の金の金の金利利利利がががが下回下回下回下回りましたことにより、りましたことにより、りましたことにより、りましたことにより、運運運運用用用用益益益益のののの積み立積み立積み立積み立てがてがてがてが当初見込み当初見込み当初見込み当初見込みをををを下回下回下回下回

ったことによりまして５，２７６万２，０００円が、それったことによりまして５，２７６万２，０００円が、それったことによりまして５，２７６万２，０００円が、それったことによりまして５，２７６万２，０００円が、それぞぞぞぞれ不用となったこと等によるれ不用となったこと等によるれ不用となったこと等によるれ不用となったこと等による

ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

最後最後最後最後に、５番のに、５番のに、５番のに、５番の生活生活生活生活保保保保護護護護費でございますが、予算現額５５億２，５２６万５，０００円費でございますが、予算現額５５億２，５２６万５，０００円費でございますが、予算現額５５億２，５２６万５，０００円費でございますが、予算現額５５億２，５２６万５，０００円、、、、

繰越額８，４８６万１，０００円、不用額１億２，７８９万７，８５０円となってござい繰越額８，４８６万１，０００円、不用額１億２，７８９万７，８５０円となってござい繰越額８，４８６万１，０００円、不用額１億２，７８９万７，８５０円となってござい繰越額８，４８６万１，０００円、不用額１億２，７８９万７，８５０円となってござい

ます。繰越額につきましては、ます。繰越額につきましては、ます。繰越額につきましては、ます。繰越額につきましては、救護施設救護施設救護施設救護施設整備事業でございますが、これは整備事業でございますが、これは整備事業でございますが、これは整備事業でございますが、これは先先先先ほどご説明いほどご説明いほどご説明いほどご説明い

たしましたたしましたたしましたたしました障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設整備事業と一整備事業と一整備事業と一整備事業と一体体体体のののの工工工工事でございまして、事業事でございまして、事業事でございまして、事業事でございまして、事業主体主体主体主体のののの法人法人法人法人がががが経営経営経営経営いいいい

たしますたしますたしますたします救護施設救護施設救護施設救護施設が新が新が新が新設建物設建物設建物設建物とととと同同同同一一一一敷敷敷敷地地地地内内内内にございますため、にございますため、にございますため、にございますため、騒音騒音騒音騒音に配に配に配に配慮慮慮慮したしたしたした工法工法工法工法等の等の等の等の検検検検

討討討討に不に不に不に不測測測測の日の日の日の日数数数数を要しましたことにより７，８５６万１，０００円を繰り越したこと等にを要しましたことにより７，８５６万１，０００円を繰り越したこと等にを要しましたことにより７，８５６万１，０００円を繰り越したこと等にを要しましたことにより７，８５６万１，０００円を繰り越したこと等に

よるものでございます。不用額につきましては、これはよるものでございます。不用額につきましては、これはよるものでございます。不用額につきましては、これはよるものでございます。不用額につきましては、これは生活生活生活生活保保保保護扶助護扶助護扶助護扶助費でございますが、費でございますが、費でございますが、費でございますが、

医療医療医療医療扶助扶助扶助扶助を中を中を中を中心心心心に、に、に、に、実績実績実績実績がががが見込み見込み見込み見込みをををを下回下回下回下回ったことによりまして９，５６４万９，０００円ったことによりまして９，５６４万９，０００円ったことによりまして９，５６４万９，０００円ったことによりまして９，５６４万９，０００円

が不用となったこと等によるものでございます。が不用となったこと等によるものでございます。が不用となったこと等によるものでございます。が不用となったこと等によるものでございます。

以以以以上、平成２２年度歳出の繰越額及び不用額についてご説明を申し上げました。上、平成２２年度歳出の繰越額及び不用額についてご説明を申し上げました。上、平成２２年度歳出の繰越額及び不用額についてご説明を申し上げました。上、平成２２年度歳出の繰越額及び不用額についてご説明を申し上げました。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、支支支支出出出出済済済済額によります額によります額によります額によります施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果についてご説明を申し上げます。についてご説明を申し上げます。についてご説明を申し上げます。についてご説明を申し上げます。

「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度主主主主要要要要施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告書、予算に関する報告書、予算に関する報告書、予算に関する報告書、予算執執執執行の行の行の行の実績実績実績実績報告」の４２ページ、報告」の４２ページ、報告」の４２ページ、報告」の４２ページ、

先先先先ほどご説明いたしました地域福祉費、ほどご説明いたしました地域福祉費、ほどご説明いたしました地域福祉費、ほどご説明いたしました地域福祉費、項項項項、地域福祉費の中に、、地域福祉費の中に、、地域福祉費の中に、、地域福祉費の中に、目目目目として地域福祉として地域福祉として地域福祉として地域福祉推進推進推進推進費費費費

がございます。この地域福祉がございます。この地域福祉がございます。この地域福祉がございます。この地域福祉推進推進推進推進費は予算現額１９億４７６万１，０００円、決算額は１費は予算現額１９億４７６万１，０００円、決算額は１費は予算現額１９億４７６万１，０００円、決算額は１費は予算現額１９億４７６万１，０００円、決算額は１

７億１，７９４万９，０００円となってございます。７億１，７９４万９，０００円となってございます。７億１，７９４万９，０００円となってございます。７億１，７９４万９，０００円となってございます。

主主主主なななな施施施施策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、右側右側右側右側にににに列挙列挙列挙列挙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けけけけれども、１、福祉・れども、１、福祉・れども、１、福祉・れども、１、福祉・介護サ介護サ介護サ介護サーーーービビビビ

ススススのののの人材人材人材人材のののの育育育育成と定成と定成と定成と定着着着着といたしまして、福祉といたしまして、福祉といたしまして、福祉といたしまして、福祉介護介護介護介護従事者の定従事者の定従事者の定従事者の定着促進や若着促進や若着促進や若着促進や若いいいい世代世代世代世代のののの参参参参入入入入促進促進促進促進

など総合など総合など総合など総合的的的的な福祉な福祉な福祉な福祉人材人材人材人材確保策として福祉確保策として福祉確保策として福祉確保策として福祉人材人材人材人材の確保事業をの確保事業をの確保事業をの確保事業を実施実施実施実施いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、例えば例えば例えば例えば職職職職場場場場
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体験体験体験体験事業の事業の事業の事業の参加参加参加参加者は２３４者は２３４者は２３４者は２３４人人人人、社会福祉、社会福祉、社会福祉、社会福祉法人法人法人法人と連と連と連と連携携携携いたしまして、福祉いたしまして、福祉いたしまして、福祉いたしまして、福祉や介護や介護や介護や介護に関に関に関に関心心心心がごがごがごがご

ざいます地域ざいます地域ざいます地域ざいます地域求求求求職者の職者の職者の職者の就労就労就労就労をををを支援支援支援支援いたしますいたしますいたしますいたします介護就労介護就労介護就労介護就労おおおお助け助け助け助け事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、雇雇雇雇

用用用用人数人数人数人数は７１は７１は７１は７１人人人人とそれとそれとそれとそれぞぞぞぞれなってございます。れなってございます。れなってございます。れなってございます。

次次次次に２番でございますが、２番、福祉のまちに２番でございますが、２番、福祉のまちに２番でございますが、２番、福祉のまちに２番でございますが、２番、福祉のまちづづづづくりのためのくりのためのくりのためのくりのための基盤基盤基盤基盤整備といたしまして、整備といたしまして、整備といたしまして、整備といたしまして、

人人人人ににににややややさしいさしいさしいさしい鉄道駅鉄道駅鉄道駅鉄道駅整備事業を整備事業を整備事業を整備事業を掲掲掲掲げてございますが、これはげてございますが、これはげてございますが、これはげてございますが、これは先週土木先週土木先週土木先週土木部の部の部の部の方方方方からご説明をからご説明をからご説明をからご説明を

ささささせせせせていただいたとていただいたとていただいたとていただ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。

次次次次に、４３ページ、３、県に、４３ページ、３、県に、４３ページ、３、県に、４３ページ、３、県民誰民誰民誰民誰もが地域でもが地域でもが地域でもが地域で安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らすためのらすためのらすためのらすための施施施施策の充策の充策の充策の充実実実実といたしまといたしまといたしまといたしま

して、して、して、して、民生児童民生児童民生児童民生児童委員の委員の委員の委員の活動助活動助活動助活動助成及び資成及び資成及び資成及び資質向質向質向質向上のための上のための上のための上のための研修研修研修研修事業事業事業事業へへへへの補の補の補の補助助助助等を行います等を行います等を行います等を行います民生民生民生民生

委員関係事業を委員関係事業を委員関係事業を委員関係事業を実施実施実施実施いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、例えば研修例えば研修例えば研修例えば研修のののの受講受講受講受講者者者者数数数数でございますが、１，４２８でございますが、１，４２８でございますが、１，４２８でございますが、１，４２８人人人人

となってございます。となってございます。となってございます。となってございます。次次次次に、に、に、に、生活生活生活生活・・・・就労就労就労就労・・・・住宅住宅住宅住宅等の等の等の等の支援支援支援支援といたしまして、福祉事務所にといたしまして、福祉事務所にといたしまして、福祉事務所にといたしまして、福祉事務所に就就就就

労支援労支援労支援労支援員を新たに配員を新たに配員を新たに配員を新たに配置置置置いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、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に者に者に者に対対対対しししし就労支援就労支援就労支援就労支援を行うを行うを行うを行う生活生活生活生活保保保保護就労護就労護就労護就労

支援支援支援支援事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施いたしまして、新たに配いたしまして、新たに配いたしまして、新たに配いたしまして、新たに配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就労支援就労支援就労支援就労支援員は７名、そして員は７名、そして員は７名、そして員は７名、そして就労能就労能就労能就労能

力力力力とととと就労意欲就労意欲就労意欲就労意欲がございますがございますがございますがございます離離離離職者のうち、職者のうち、職者のうち、職者のうち、住宅住宅住宅住宅をををを失わ失わ失わ失われたれたれたれた方方方方等に等に等に等に対対対対しましてしましてしましてしまして住宅住宅住宅住宅費を費を費を費を給給給給付付付付

し、し、し、し、住宅住宅住宅住宅の確保及びの確保及びの確保及びの確保及び再就再就再就再就職職職職支援支援支援支援を行いますを行いますを行いますを行います住宅住宅住宅住宅手手手手当当当当緊急特緊急特緊急特緊急特別措置別措置別措置別措置事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、

支給支給支給支給決定者決定者決定者決定者数数数数は２３４名とそれは２３４名とそれは２３４名とそれは２３４名とそれぞぞぞぞれなってございます。れなってございます。れなってございます。れなってございます。

次次次次に、４４ページ、に、４４ページ、に、４４ページ、に、４４ページ、同じ同じ同じ同じくくくく項項項項、地域福祉費の中の、地域福祉費の中の、地域福祉費の中の、地域福祉費の中の目目目目、保、保、保、保険険険険事業費、予算現額２４４億７事業費、予算現額２４４億７事業費、予算現額２４４億７事業費、予算現額２４４億７，，，，

７３５万円、決算額は２４３億５，２９３万７，０００円となってございます。７３５万円、決算額は２４３億５，２９３万７，０００円となってございます。７３５万円、決算額は２４３億５，２９３万７，０００円となってございます。７３５万円、決算額は２４３億５，２９３万７，０００円となってございます。主主主主なななな施施施施策策策策

といたしまして、１、国といたしまして、１、国といたしまして、１、国といたしまして、１、国民民民民健康保健康保健康保健康保険対険対険対険対策として、これは市町村国策として、これは市町村国策として、これは市町村国策として、これは市町村国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険の間の財政の間の財政の間の財政の間の財政力力力力

の不の不の不の不均衡均衡均衡均衡をををを調調調調整するために整するために整するために整するために助助助助成を行います国成を行います国成を行います国成を行います国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険財政財政財政財政調調調調整交付金、あるいは整交付金、あるいは整交付金、あるいは整交付金、あるいは低低低低所所所所得得得得

者の保者の保者の保者の保険険険険料料料料軽減相当軽減相当軽減相当軽減相当額の補てんを行います国額の補てんを行います国額の補てんを行います国額の補てんを行います国民民民民健康保健康保健康保健康保険基盤安険基盤安険基盤安険基盤安定事業などを定事業などを定事業などを定事業などを実施実施実施実施いたしまいたしまいたしまいたしま

した。なお、国した。なお、国した。なお、国した。なお、国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険事業でございます事業でございます事業でございます事業でございますけけけけれども、平成２２年度末におきまして、れども、平成２２年度末におきまして、れども、平成２２年度末におきまして、れども、平成２２年度末におきまして、被被被被

保保保保険険険険者は３８万７，０００者は３８万７，０００者は３８万７，０００者は３８万７，０００人余人余人余人余、保、保、保、保険給険給険給険給付額は９３１億円付額は９３１億円付額は９３１億円付額は９３１億円余余余余となってございます。となってございます。となってございます。となってございます。

次次次次に、４５ページ、２番、に、４５ページ、２番、に、４５ページ、２番、に、４５ページ、２番、後後後後期期期期高齢高齢高齢高齢者医療者医療者医療者医療対対対対策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、後後後後期期期期高齢高齢高齢高齢者の医療者の医療者の医療者の医療給給給給付付付付

金の一部を一定金の一部を一定金の一部を一定金の一部を一定割割割割合で合で合で合で負担負担負担負担いたしますいたしますいたしますいたします後後後後期期期期高齢高齢高齢高齢者医療者医療者医療者医療給給給給付事業、そして付事業、そして付事業、そして付事業、そして低低低低所所所所得得得得者の保者の保者の保者の保険険険険料料料料

軽減相当軽減相当軽減相当軽減相当額の補てんなどを行います額の補てんなどを行います額の補てんなどを行います額の補てんなどを行います後後後後期期期期高齢高齢高齢高齢者医療保者医療保者医療保者医療保険基盤安険基盤安険基盤安険基盤安定化事業などを定化事業などを定化事業などを定化事業などを実施実施実施実施をいたをいたをいたをいた

しました。なお、しました。なお、しました。なお、しました。なお、同じ同じ同じ同じくくくく後後後後期期期期高齢高齢高齢高齢者医療者医療者医療者医療制制制制度につきましては、平成２２年度末におきまし度につきましては、平成２２年度末におきまし度につきましては、平成２２年度末におきまし度につきましては、平成２２年度末におきまし

て、て、て、て、被被被被保保保保険険険険者は１５万８，０００者は１５万８，０００者は１５万８，０００者は１５万８，０００人弱人弱人弱人弱、保、保、保、保険給険給険給険給付額は１，２７２億円付額は１，２７２億円付額は１，２７２億円付額は１，２７２億円余余余余となってございまとなってございまとなってございまとなってございま

す。す。す。す。

次次次次に、３番、福祉医療に、３番、福祉医療に、３番、福祉医療に、３番、福祉医療対対対対策といたしまして、０歳から策といたしまして、０歳から策といたしまして、０歳から策といたしまして、０歳から就学就学就学就学前の者、前の者、前の者、前の者、心身障害心身障害心身障害心身障害者、者、者、者、母母母母子子子子家家家家

庭庭庭庭のののの母母母母等と等と等と等と児童児童児童児童などになどになどになどに対対対対しまして、医療費しまして、医療費しまして、医療費しまして、医療費助助助助成を行う市町村に成を行う市町村に成を行う市町村に成を行う市町村に対対対対しまして、県しまして、県しまして、県しまして、県単独単独単独単独で２分で２分で２分で２分
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の１の補の１の補の１の補の１の補助助助助を行うを行うを行うを行う各種各種各種各種の医療費の医療費の医療費の医療費助助助助成事業を成事業を成事業を成事業を実施実施実施実施いたしておりまして、いたしておりまして、いたしておりまして、いたしておりまして、受給受給受給受給者者者者数数数数でございまでございまでございまでございま

すが、１１万１，０００すが、１１万１，０００すが、１１万１，０００すが、１１万１，０００人余人余人余人余となってございます。となってございます。となってございます。となってございます。

次次次次に、４６ページ、に、４６ページ、に、４６ページ、に、４６ページ、同じ同じ同じ同じくくくく項項項項、地域福祉費の中の、地域福祉費の中の、地域福祉費の中の、地域福祉費の中の目目目目、健康、健康、健康、健康づづづづくりくりくりくり推進推進推進推進費、予算現額１億費、予算現額１億費、予算現額１億費、予算現額１億

２，６０６万９，０００円、決算額は１億１３８万２，０００円となってございます。２，６０６万９，０００円、決算額は１億１３８万２，０００円となってございます。２，６０６万９，０００円、決算額は１億１３８万２，０００円となってございます。２，６０６万９，０００円、決算額は１億１３８万２，０００円となってございます。主主主主

なななな施施施施策は、健康策は、健康策は、健康策は、健康づづづづくりといたしまして、健康くりといたしまして、健康くりといたしまして、健康くりといたしまして、健康づづづづくりをくりをくりをくりを普普普普及するための及するための及するための及するための講演講演講演講演会会会会や調や調や調や調査、地域査、地域査、地域査、地域

にににに根差根差根差根差しました健康しました健康しました健康しました健康づづづづくりをくりをくりをくりを推進推進推進推進するためのするためのするためのするためのモデルモデルモデルモデル事業などを行います健康長事業などを行います健康長事業などを行います健康長事業などを行います健康長寿文寿文寿文寿文化化化化づづづづくくくく

りりりり推進推進推進推進事業、健康事業、健康事業、健康事業、健康増進法増進法増進法増進法にににに基づ基づ基づ基づきまして市町村がきまして市町村がきまして市町村がきまして市町村が実施実施実施実施いたします健康いたします健康いたします健康いたします健康教育教育教育教育、健康診査等の、健康診査等の、健康診査等の、健康診査等の

保健事業に保健事業に保健事業に保健事業に対対対対するするするする助助助助成を行います健康成を行います健康成を行います健康成を行います健康増進普増進普増進普増進普及及及及推進推進推進推進事業などを事業などを事業などを事業などを実施実施実施実施いたしましたとこいたしましたとこいたしましたとこいたしましたところろろろでででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

次次次次に、４７ページ、に、４７ページ、に、４７ページ、に、４７ページ、項項項項、、、、障害障害障害障害福祉費の中の福祉費の中の福祉費の中の福祉費の中の目目目目、、、、障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉対対対対策費、予算現額７８億７，４策費、予算現額７８億７，４策費、予算現額７８億７，４策費、予算現額７８億７，４

５０万１，０００円、決算額は６９億７，８１２万円となってございます。５０万１，０００円、決算額は６９億７，８１２万円となってございます。５０万１，０００円、決算額は６９億７，８１２万円となってございます。５０万１，０００円、決算額は６９億７，８１２万円となってございます。

まず、まず、まず、まず、障害児障害児障害児障害児（者）の現（者）の現（者）の現（者）の現況況況況についてご説明を申し上げます。平成２２年度末におきましについてご説明を申し上げます。平成２２年度末におきましについてご説明を申し上げます。平成２２年度末におきましについてご説明を申し上げます。平成２２年度末におきまし

て、て、て、て、身体障害身体障害身体障害身体障害者手者手者手者手帳帳帳帳を交付されておられますを交付されておられますを交付されておられますを交付されておられます方方方方は６万２，４３１名、うちは６万２，４３１名、うちは６万２，４３１名、うちは６万２，４３１名、うち重重重重度の度の度の度の方方方方は２万は２万は２万は２万

６，６１５名となってございます。また、療６，６１５名となってございます。また、療６，６１５名となってございます。また、療６，６１５名となってございます。また、療育育育育手手手手帳帳帳帳を交付されておられますを交付されておられますを交付されておられますを交付されておられます方方方方は９，１６は９，１６は９，１６は９，１６

９名となっております。９名となっております。９名となっております。９名となっております。障害児障害児障害児障害児（者）福祉（者）福祉（者）福祉（者）福祉施設施設施設施設でございますが、４９でございますが、４９でございますが、４９でございますが、４９カカカカ所、入所定員２，所、入所定員２，所、入所定員２，所、入所定員２，

５４８名に５４８名に５４８名に５４８名に対対対対しまして入所者は２，１８７名となってございます。しまして入所者は２，１８７名となってございます。しまして入所者は２，１８７名となってございます。しまして入所者は２，１８７名となってございます。

続きまして、４８ページ、続きまして、４８ページ、続きまして、４８ページ、続きまして、４８ページ、主主主主なななな施施施施策といたしましては、１、福祉策といたしましては、１、福祉策といたしましては、１、福祉策といたしましては、１、福祉ササササーーーービスビスビスビスのののの人材人材人材人材・・・・施施施施

設設設設・・・・在宅ケア在宅ケア在宅ケア在宅ケアの充の充の充の充実実実実といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、障害障害障害障害者者者者自立支援法自立支援法自立支援法自立支援法の円の円の円の円滑滑滑滑なななな実施実施実施実施をををを図図図図るため事業者にるため事業者にるため事業者にるため事業者に

対対対対するするするする運営運営運営運営のののの安安安安定化を定化を定化を定化を図図図図るるるる措置措置措置措置、福祉・、福祉・、福祉・、福祉・介護人材介護人材介護人材介護人材のののの処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善をををを図図図図るるるる措置措置措置措置等、等、等、等、障害障害障害障害者者者者自立支自立支自立支自立支

援援援援特特特特別対別対別対別対策事業を策事業を策事業を策事業を実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。次次次次に、２、地域でに、２、地域でに、２、地域でに、２、地域で安心安心安心安心してくらし、してくらし、してくらし、してくらし、働け働け働け働けるるるる体制体制体制体制の整の整の整の整

備といたしまして、備といたしまして、備といたしまして、備といたしまして、各圏各圏各圏各圏域に域に域に域に圏圏圏圏域域域域マネマネマネマネジジジジャャャャーを配ーを配ーを配ーを配置置置置いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、相談支援相談支援相談支援相談支援事業所等事業所等事業所等事業所等へへへへのののの

助言助言助言助言、指導を行いますとともに、、指導を行いますとともに、、指導を行いますとともに、、指導を行いますとともに、専門専門専門専門性の性の性の性の高高高高いいいい相談相談相談相談にににに対対対対する広域する広域する広域する広域的的的的なななな支援支援支援支援を行いますを行いますを行いますを行います障害障害障害障害

者者者者相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制整備事業を整備事業を整備事業を整備事業を実施実施実施実施し、地域し、地域し、地域し、地域自立支援協自立支援協自立支援協自立支援協議会の議会の議会の議会の設置済み設置済み設置済み設置済み市町村の市町村の市町村の市町村の割割割割合で合で合で合で見見見見ますますますます

と９０と９０と９０と９０％％％％となってございます。となってございます。となってございます。となってございます。

次次次次に、４９ページ、３、地域に、４９ページ、３、地域に、４９ページ、３、地域に、４９ページ、３、地域生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤の整備といたしまして、の整備といたしまして、の整備といたしまして、の整備といたしまして、居宅介護重居宅介護重居宅介護重居宅介護重度度度度訪問介護施訪問介護施訪問介護施訪問介護施

設設設設入所入所入所入所支援サ支援サ支援サ支援サーーーービス利ビス利ビス利ビス利用計用計用計用計画作画作画作画作成などの事業につきまして、市町村が指定事業所に成などの事業につきまして、市町村が指定事業所に成などの事業につきまして、市町村が指定事業所に成などの事業につきまして、市町村が指定事業所に給給給給付す付す付す付す

る費用につきまして県がる費用につきまして県がる費用につきまして県がる費用につきまして県が負担負担負担負担いたしますいたしますいたしますいたします障害障害障害障害者者者者自立支援介護給自立支援介護給自立支援介護給自立支援介護給付事業を付事業を付事業を付事業を実施実施実施実施し、し、し、し、介護給介護給介護給介護給付付付付

事業の指定事業者は、平成２２年度末現事業の指定事業者は、平成２２年度末現事業の指定事業者は、平成２２年度末現事業の指定事業者は、平成２２年度末現在在在在１，０４７事業者に、そして１，０４７事業者に、そして１，０４７事業者に、そして１，０４７事業者に、そして就労継就労継就労継就労継続続続続自立訓練自立訓練自立訓練自立訓練

共同生活援助介護共同生活援助介護共同生活援助介護共同生活援助介護などの事業について、市町村が指定事業所になどの事業について、市町村が指定事業所になどの事業について、市町村が指定事業所になどの事業について、市町村が指定事業所に給給給給付いたします費用の県の付いたします費用の県の付いたします費用の県の付いたします費用の県の

負担負担負担負担分でございます分でございます分でございます分でございます障害障害障害障害者者者者自立支援訓練自立支援訓練自立支援訓練自立支援訓練等等等等給給給給付事業を付事業を付事業を付事業を実施実施実施実施いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、訓練訓練訓練訓練等等等等給給給給付事業付事業付事業付事業
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の指定事業者は１５８事業者に、そして奈良県の指定事業者は１５８事業者に、そして奈良県の指定事業者は１５８事業者に、そして奈良県の指定事業者は１５８事業者に、そして奈良県発達障害発達障害発達障害発達障害者者者者支援支援支援支援センターをセンターをセンターをセンターを設置設置設置設置いたしましいたしましいたしましいたしまし

てててて運営運営運営運営を行いますを行いますを行いますを行います発達障害発達障害発達障害発達障害者者者者支援支援支援支援事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、例えば相談件数例えば相談件数例えば相談件数例えば相談件数については２については２については２については２，，，，

６０３６０３６０３６０３件件件件、そして５０ページ、病、そして５０ページ、病、そして５０ページ、病、そして５０ページ、病気や気や気や気や事事事事故故故故等によりまして等によりまして等によりまして等によりまして脳脳脳脳にににに障害障害障害障害をををを受け受け受け受けられましたられましたられましたられました高次高次高次高次

脳機能障害脳機能障害脳機能障害脳機能障害者者者者へ支援へ支援へ支援へ支援を行いますため、総合を行いますため、総合を行いますため、総合を行いますため、総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターンセンターンセンターンセンター内内内内にににに設置設置設置設置をいたしをいたしをいたしをいたし

ましたましたましたました高次脳機能障害高次脳機能障害高次脳機能障害高次脳機能障害者者者者支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの運営運営運営運営を行いますを行いますを行いますを行います高次脳機能障害高次脳機能障害高次脳機能障害高次脳機能障害者者者者支援支援支援支援事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施

いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、例えば相談件数例えば相談件数例えば相談件数例えば相談件数は１，８３６は１，８３６は１，８３６は１，８３６件件件件に、それに、それに、それに、それぞぞぞぞれなります等れなります等れなります等れなります等各般各般各般各般の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施

いたしたとこいたしたとこいたしたとこいたしたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、５１ページ、４、に、５１ページ、４、に、５１ページ、４、に、５１ページ、４、障害障害障害障害者の社会者の社会者の社会者の社会参加促進参加促進参加促進参加促進といたしまして、奈良県といたしまして、奈良県といたしまして、奈良県といたしまして、奈良県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

大会開大会開大会開大会開催催催催事業などを行う事業などを行う事業などを行う事業などを行う障害障害障害障害者社会者社会者社会者社会参加参加参加参加総合総合総合総合推進推進推進推進事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。次次次次に、５番、に、５番、に、５番、に、５番、

福祉福祉福祉福祉ササササーーーービスビスビスビスのののの人材人材人材人材・・・・施設施設施設施設・・・・在宅ケア在宅ケア在宅ケア在宅ケアの充の充の充の充実実実実といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、障害障害障害障害者者者者支援施設支援施設支援施設支援施設にににに対対対対しますしますしますします

耐震耐震耐震耐震化整備に化整備に化整備に化整備に対対対対する補する補する補する補助助助助といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、障害障害障害障害者福祉者福祉者福祉者福祉施設施設施設施設整備事業を整備事業を整備事業を整備事業を実施実施実施実施いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

平成２２年度は１平成２２年度は１平成２２年度は１平成２２年度は１施設施設施設施設にににに対対対対して補して補して補して補助助助助を行ってございます。を行ってございます。を行ってございます。を行ってございます。次次次次に、に、に、に、施設訓練施設訓練施設訓練施設訓練等の等の等の等の支援支援支援支援といたといたといたといた

しまして、しまして、しまして、しまして、心身障害心身障害心身障害心身障害者者者者施設施設施設施設のののの利利利利用者を用者を用者を用者を施設施設施設施設においてにおいてにおいてにおいて支援支援支援支援するするするする給給給給付費、付費、付費、付費、心身障害児施設心身障害児施設心身障害児施設心身障害児施設の入の入の入の入

所所所所児児児児を保を保を保を保護護護護、、、、育育育育成するための成するための成するための成するための措置措置措置措置費等を費等を費等を費等を負担負担負担負担しますしますしますします心身障害心身障害心身障害心身障害者（者（者（者（児児児児））））施設施設施設施設にににに措置措置措置措置をいたしをいたしをいたしをいたし

ております。ております。ております。ております。

次次次次に、５２ページ、に、５２ページ、に、５２ページ、に、５２ページ、項項項項、、、、障害障害障害障害福祉費の中の福祉費の中の福祉費の中の福祉費の中の目目目目、総合、総合、総合、総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンター費でごンセンター費でごンセンター費でごンセンター費でご

ざいますが、予算現額６億４４１万９，０００円、決算額５億２１６万１，０００円となざいますが、予算現額６億４４１万９，０００円、決算額５億２１６万１，０００円となざいますが、予算現額６億４４１万９，０００円、決算額５億２１６万１，０００円となざいますが、予算現額６億４４１万９，０００円、決算額５億２１６万１，０００円とな

ってございます。これのってございます。これのってございます。これのってございます。これの主主主主なななな施施施施策といたしまして、奈良県社会福祉事業策といたしまして、奈良県社会福祉事業策といたしまして、奈良県社会福祉事業策といたしまして、奈良県社会福祉事業団団団団に管理に管理に管理に管理運営運営運営運営を委を委を委を委

託託託託しております総合しております総合しております総合しております総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンター・福祉ンセンター・福祉ンセンター・福祉ンセンター・福祉パパパパーーーークククク管理事業を管理事業を管理事業を管理事業を実施実施実施実施し、し、し、し、延べ患延べ患延べ患延べ患

者者者者数数数数でございますが、８万２，６２１名となってございます。でございますが、８万２，６２１名となってございます。でございますが、８万２，６２１名となってございます。でございますが、８万２，６２１名となってございます。

次次次次に、に、に、に、項項項項、長、長、長、長寿寿寿寿社会費の中の社会費の中の社会費の中の社会費の中の目目目目、長、長、長、長寿寿寿寿社会社会社会社会対対対対策費でございます。予算現額１６６億８，策費でございます。予算現額１６６億８，策費でございます。予算現額１６６億８，策費でございます。予算現額１６６億８，

２６８万７，０００円、決算額１５９億９，４２５万８，０００円となってございます。２６８万７，０００円、決算額１５９億９，４２５万８，０００円となってございます。２６８万７，０００円、決算額１５９億９，４２５万８，０００円となってございます。２６８万７，０００円、決算額１５９億９，４２５万８，０００円となってございます。

まず、まず、まず、まず、高齢高齢高齢高齢者福祉の現者福祉の現者福祉の現者福祉の現況況況況について簡について簡について簡について簡単単単単にご説明をいたします。平成２２年１０月１日現にご説明をいたします。平成２２年１０月１日現にご説明をいたします。平成２２年１０月１日現にご説明をいたします。平成２２年１０月１日現

在在在在におきまして、奈良県におにおきまして、奈良県におにおきまして、奈良県におにおきまして、奈良県におけけけける６５歳る６５歳る６５歳る６５歳以以以以上の上の上の上の高齢高齢高齢高齢者者者者人人人人口は３３万３，３０１名で総口は３３万３，３０１名で総口は３３万３，３０１名で総口は３３万３，３０１名で総人人人人口口口口

の２３の２３の２３の２３．．．．４４４４％余％余％余％余りとなってございます。また、要りとなってございます。また、要りとなってございます。また、要りとなってございます。また、要介護介護介護介護及び要及び要及び要及び要支援支援支援支援認定者認定者認定者認定者数数数数は、平成２２年は、平成２２年は、平成２２年は、平成２２年

度末において５万６，０００名度末において５万６，０００名度末において５万６，０００名度末において５万６，０００名余余余余となってございます。入所となってございます。入所となってございます。入所となってございます。入所施設施設施設施設及び及び及び及び通通通通所・所・所・所・利利利利用用用用施設施設施設施設は合は合は合は合

わせわせわせわせて２１２て２１２て２１２て２１２カカカカ所、定員は１万４，０００所、定員は１万４，０００所、定員は１万４，０００所、定員は１万４，０００人余人余人余人余りとなってございます。また、指定りとなってございます。また、指定りとなってございます。また、指定りとなってございます。また、指定介護サ介護サ介護サ介護サ

ーーーービスビスビスビス事業所は合計で１，９６８事業所は合計で１，９６８事業所は合計で１，９６８事業所は合計で１，９６８カカカカ所、市町村が指定いたします地域所、市町村が指定いたします地域所、市町村が指定いたします地域所、市町村が指定いたします地域密着型サ密着型サ密着型サ密着型サーーーービスビスビスビス事業事業事業事業

所は合所は合所は合所は合わせわせわせわせて２７０て２７０て２７０て２７０カカカカ所となってございます。所となってございます。所となってございます。所となってございます。

続きまして、５３ページ、続きまして、５３ページ、続きまして、５３ページ、続きまして、５３ページ、主主主主なななな施施施施策といたしましては、１、策といたしましては、１、策といたしましては、１、策といたしましては、１、介護介護介護介護保保保保険制険制険制険制度の度の度の度の着実着実着実着実なななな推進推進推進推進
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とととと介護サ介護サ介護サ介護サーーーービスビスビスビスのののの人材人材人材人材確保・確保・確保・確保・育育育育成といたしまして、成といたしまして、成といたしまして、成といたしまして、介護介護介護介護職員の職員の職員の職員の研修受講研修受講研修受講研修受講をををを促進促進促進促進いたしますいたしますいたしますいたします

とともに、地域とともに、地域とともに、地域とともに、地域失失失失業者の業者の業者の業者の就就就就業業業業機機機機会の会の会の会の創創創創出を出を出を出を介護サ介護サ介護サ介護サーーーービス施設ビス施設ビス施設ビス施設等に委等に委等に委等に委託託託託をいたしますをいたしますをいたしますをいたします介護介護介護介護職職職職

員員員員研修支援研修支援研修支援研修支援事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施し、６８名のし、６８名のし、６８名のし、６８名の雇雇雇雇用を用を用を用を創創創創出、出、出、出、次次次次に５４ページ、これはに５４ページ、これはに５４ページ、これはに５４ページ、これは介護給介護給介護給介護給付費の県付費の県付費の県付費の県

負担負担負担負担分、市町村が分、市町村が分、市町村が分、市町村が実施実施実施実施いたします地域いたします地域いたします地域いたします地域支援支援支援支援事業に要する事業に要する事業に要する事業に要する経経経経費を県が費を県が費を県が費を県が負担負担負担負担いたします地域いたします地域いたします地域いたします地域支支支支

援援援援事業交付金、事業交付金、事業交付金、事業交付金、介護介護介護介護職員の職員の職員の職員の処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善にににに取取取取りりりり組む組む組む組む事業者に事業者に事業者に事業者に対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、同じ同じ同じ同じく県が交付金をく県が交付金をく県が交付金をく県が交付金を

支給支給支給支給いたしますいたしますいたしますいたします介護介護介護介護職員の職員の職員の職員の処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善事業などを行います事業などを行います事業などを行います事業などを行います介護介護介護介護保保保保険制険制険制険制度度度度推進推進推進推進事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施するするするする

など、など、など、など、各般各般各般各般の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次次次次に、５５ページ、２、地域に、５５ページ、２、地域に、５５ページ、２、地域に、５５ページ、２、地域ケア体制ケア体制ケア体制ケア体制整備に整備に整備に整備に対対対対するするするする支援支援支援支援といたしまして、小といたしまして、小といたしまして、小といたしまして、小規模多機能規模多機能規模多機能規模多機能

型居宅介護サ型居宅介護サ型居宅介護サ型居宅介護サーーーービスビスビスビスのののの利利利利用の用の用の用の促進促進促進促進をををを図図図図りますため、りますため、りますため、りますため、試試試試行行行行的利的利的利的利用の用の用の用の経経経経費補費補費補費補助や助や助や助や職員職員職員職員研修研修研修研修のののの受受受受

講支援講支援講支援講支援を行います小を行います小を行います小を行います小規模多機能型居宅介護普規模多機能型居宅介護普規模多機能型居宅介護普規模多機能型居宅介護普及及及及促進促進促進促進事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施いたしまして、小いたしまして、小いたしまして、小いたしまして、小規模多機規模多機規模多機規模多機

能型居宅介護能型居宅介護能型居宅介護能型居宅介護事業事業事業事業数数数数が１７になるなど、が１７になるなど、が１７になるなど、が１７になるなど、各般各般各般各般の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

次次次次に、５６ページ、３、に、５６ページ、３、に、５６ページ、３、に、５６ページ、３、在宅在宅在宅在宅福祉の充福祉の充福祉の充福祉の充実実実実といたしまして、認知といたしまして、認知といたしまして、認知といたしまして、認知症症症症高齢高齢高齢高齢者が者が者が者が住み住み住み住みなれた地なれた地なれた地なれた地

域で域で域で域で安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らすことができますよう、認知らすことができますよう、認知らすことができますよう、認知らすことができますよう、認知症症症症にににに携わ携わ携わ携わるるるる専門専門専門専門職の職の職の職の支援支援支援支援及び県及び県及び県及び県民民民民にににに対対対対するするするする

意意意意識啓識啓識啓識啓発発発発を行う認知を行う認知を行う認知を行う認知症症症症対対対対策事業を策事業を策事業を策事業を実施実施実施実施するなど、するなど、するなど、するなど、各般各般各般各般の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次次次次に、５７ページ、４、に、５７ページ、４、に、５７ページ、４、に、５７ページ、４、高齢高齢高齢高齢者福祉の総合者福祉の総合者福祉の総合者福祉の総合推進体制推進体制推進体制推進体制の整備といたしまして、の整備といたしまして、の整備といたしまして、の整備といたしまして、高齢高齢高齢高齢者及び者及び者及び者及び

そのそのそのその家家家家族族族族からのからのからのからの各種相談各種相談各種相談各種相談に総合に総合に総合に総合的的的的にににに対対対対応応応応いたしますいたしますいたしますいたします高齢高齢高齢高齢者総合者総合者総合者総合相談相談相談相談センターセンターセンターセンター運営運営運営運営事業を事業を事業を事業を実実実実

施施施施いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、相談件数相談件数相談件数相談件数は８４１は８４１は８４１は８４１件件件件となってございます。となってございます。となってございます。となってございます。次次次次に、５番、に、５番、に、５番、に、５番、老人老人老人老人福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設のののの

整備・整備・整備・整備・運営運営運営運営といたしまして、特といたしまして、特といたしまして、特といたしまして、特別別別別養養養養護老人護老人護老人護老人ホホホホーーーームムムムの整備にの整備にの整備にの整備に対対対対する補する補する補する補助助助助として９として９として９として９施設施設施設施設に補に補に補に補助助助助

をををを実施実施実施実施をいたしまして、特をいたしまして、特をいたしまして、特をいたしまして、特別別別別養養養養護老人護老人護老人護老人ホホホホーーーームムムムの入所定員は５，３６２の入所定員は５，３６２の入所定員は５，３６２の入所定員は５，３６２床床床床に、地域に、地域に、地域に、地域密着型介密着型介密着型介密着型介

護老人護老人護老人護老人福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設等の小等の小等の小等の小規模規模規模規模福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設のののの基盤基盤基盤基盤整備等を整備等を整備等を整備等を促進促進促進促進するするするする介護基盤介護基盤介護基盤介護基盤緊急整備特緊急整備特緊急整備特緊急整備特別対別対別対別対策事策事策事策事

業を業を業を業を実施実施実施実施いたしまして、整備事業所いたしまして、整備事業所いたしまして、整備事業所いたしまして、整備事業所数数数数は１６事業所にそれは１６事業所にそれは１６事業所にそれは１６事業所にそれぞぞぞぞれなるなど、れなるなど、れなるなど、れなるなど、各般各般各般各般の事業をの事業をの事業をの事業を実実実実

施施施施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

最後最後最後最後に、に、に、に、高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の生生生生きがいきがいきがいきがいづづづづくりと社会くりと社会くりと社会くりと社会参加参加参加参加のののの促進促進促進促進といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、情情情情報報報報誌誌誌誌のののの発発発発行、指行、指行、指行、指

導者導者導者導者養養養養成等を行います長成等を行います長成等を行います長成等を行います長寿寿寿寿社会社会社会社会推進推進推進推進事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施し、指導者し、指導者し、指導者し、指導者養養養養成成成成講講講講座座座座受講受講受講受講者者者者数数数数は７５２名には７５２名には７５２名には７５２名に

なるなど、なるなど、なるなど、なるなど、各般各般各般各般の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

最後最後最後最後に、６７ページ、に、６７ページ、に、６７ページ、に、６７ページ、項項項項、、、、生活生活生活生活保保保保護護護護費の中の費の中の費の中の費の中の目目目目、、、、扶助扶助扶助扶助費でございます。予算現額５３億費でございます。予算現額５３億費でございます。予算現額５３億費でございます。予算現額５３億

５，２５０万円に５，２５０万円に５，２５０万円に５，２５０万円に対対対対しまして、決算額は５２億５，６０８万６，０００円となってございしまして、決算額は５２億５，６０８万６，０００円となってございしまして、決算額は５２億５，６０８万６，０００円となってございしまして、決算額は５２億５，６０８万６，０００円となってござい

ます。ます。ます。ます。

生活生活生活生活保保保保護護護護の現の現の現の現況況況況について簡について簡について簡について簡単単単単にににに触触触触れますと、平成２２年度平れますと、平成２２年度平れますと、平成２２年度平れますと、平成２２年度平均均均均でででで被被被被保保保保護世護世護世護世帯帯帯帯は１万２，は１万２，は１万２，は１万２，

９９２９９２９９２９９２世世世世帯帯帯帯、、、、被被被被保保保保護人護人護人護人員は１万９，１３９名となってございます。員は１万９，１３９名となってございます。員は１万９，１３９名となってございます。員は１万９，１３９名となってございます。主主主主なななな施施施施策といたしまし策といたしまし策といたしまし策といたしまし
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ては、ては、ては、ては、低低低低所所所所得得得得者の者の者の者の生活生活生活生活保保保保護護護護そのものでございますそのものでございますそのものでございますそのものでございますけけけけれども、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の費の費の費の支給支給支給支給及び及び及び及び住住住住所不所不所不所不

明の明の明の明の被被被被保保保保護護護護者に係る市村者に係る市村者に係る市村者に係る市村支支支支弁弁弁弁経経経経費の４分の１を補費の４分の１を補費の４分の１を補費の４分の１を補助助助助いたします、いたします、いたします、いたします、生活生活生活生活保保保保護法護法護法護法第７３第７３第７３第７３条条条条県費県費県費県費

負担負担負担負担金を金を金を金を措置措置措置措置いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

以以以以上、簡上、簡上、簡上、簡単単単単ではございますが健康福祉部関連の平成２２年度決算につきましてご説明をではございますが健康福祉部関連の平成２２年度決算につきましてご説明をではございますが健康福祉部関連の平成２２年度決算につきましてご説明をではございますが健康福祉部関連の平成２２年度決算につきましてご説明を

申し上げました。委員の申し上げました。委員の申し上げました。委員の申し上げました。委員の皆様皆様皆様皆様におかれましては、よにおかれましては、よにおかれましては、よにおかれましては、よろろろろしくご審議のほどお願いを申し上げしくご審議のほどお願いを申し上げしくご審議のほどお願いを申し上げしくご審議のほどお願いを申し上げ

ます。ます。ます。ます。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ごごごご苦苦苦苦労労労労さまでございました。さまでございました。さまでございました。さまでございました。

○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長 それでは、健康福祉部こども・女性局の決算につきましてそれでは、健康福祉部こども・女性局の決算につきましてそれでは、健康福祉部こども・女性局の決算につきましてそれでは、健康福祉部こども・女性局の決算につきまして、、、、「平「平「平「平

成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」に成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」に成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」に成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」に基づ基づ基づ基づきまして、ご説明さきまして、ご説明さきまして、ご説明さきまして、ご説明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。

５ページ、平成２２年度歳出のうち、健康福祉部こども・女性局に係るものといたしま５ページ、平成２２年度歳出のうち、健康福祉部こども・女性局に係るものといたしま５ページ、平成２２年度歳出のうち、健康福祉部こども・女性局に係るものといたしま５ページ、平成２２年度歳出のうち、健康福祉部こども・女性局に係るものといたしま

しては、４の健康福祉費、４、こどもしては、４の健康福祉費、４、こどもしては、４の健康福祉費、４、こどもしては、４の健康福祉費、４、こども家庭家庭家庭家庭費でございます。まず繰越額３億２，４０８万費でございます。まず繰越額３億２，４０８万費でございます。まず繰越額３億２，４０８万費でございます。まず繰越額３億２，４０８万

９，０００円でございますが、これは保９，０００円でございますが、これは保９，０００円でございますが、これは保９，０００円でございますが、これは保育育育育所の整備に補所の整備に補所の整備に補所の整備に補助助助助するするするする安心安心安心安心子子子子育育育育てててて支援対支援対支援対支援対策事業に策事業に策事業に策事業に

おきまして、関係おきまして、関係おきまして、関係おきまして、関係機機機機関との関との関との関との調調調調整などに不整などに不整などに不整などに不測測測測の日の日の日の日数数数数を要したことにおきまして、事業のおくを要したことにおきまして、事業のおくを要したことにおきまして、事業のおくを要したことにおきまして、事業のおく

れがれがれがれが生じ生じ生じ生じたものでございます。たものでございます。たものでございます。たものでございます。

また、また、また、また、精華精華精華精華学学学学院整備事業におきましては、院整備事業におきましては、院整備事業におきましては、院整備事業におきましては、各施設各施設各施設各施設整備の整備の整備の整備の工工工工程程程程調調調調整等に整等に整等に整等に若若若若干干干干の日にちがかの日にちがかの日にちがかの日にちがか

かりましたので、おくれがかりましたので、おくれがかりましたので、おくれがかりましたので、おくれが生じ生じ生じ生じたことによるものなどでございます。たことによるものなどでございます。たことによるものなどでございます。たことによるものなどでございます。

また、不用額２億６，７０６万９，０００円のまた、不用額２億６，７０６万９，０００円のまた、不用額２億６，７０６万９，０００円のまた、不用額２億６，７０６万９，０００円の主主主主なものでございますが、なものでございますが、なものでございますが、なものでございますが、児童児童児童児童手手手手当負担当負担当負担当負担

金、金、金、金、昨昨昨昨年度６月年度６月年度６月年度６月支給支給支給支給分まで分まで分まで分まで児童児童児童児童手手手手当負担当負担当負担当負担分、それから７月分からは子ども手分、それから７月分からは子ども手分、それから７月分からは子ども手分、それから７月分からは子ども手当当当当になっておになっておになっておになってお

りますりますりますりますけけけけれども、予算れども、予算れども、予算れども、予算科科科科目目目目がががが児童児童児童児童手手手手当負担当負担当負担当負担金でございますので、この金でございますので、この金でございますので、この金でございますので、この児童児童児童児童手手手手当負担当負担当負担当負担金が第金が第金が第金が第

３子３子３子３子以以以以降降降降等の、特に等の、特に等の、特に等の、特に児童児童児童児童１１１１人当人当人当人当たりの県費たりの県費たりの県費たりの県費負担負担負担負担額の額の額の額の高高高高いいいい区区区区分の子どもさんの分の子どもさんの分の子どもさんの分の子どもさんの人数人数人数人数、、、、対対対対象象象象児児児児

童数童数童数童数がががが減減減減によりまして５，２２０万１，０００円、それからによりまして５，２２０万１，０００円、それからによりまして５，２２０万１，０００円、それからによりまして５，２２０万１，０００円、それから児童児童児童児童保保保保護措置護措置護措置護措置費でございます費でございます費でございます費でございます

が、が、が、が、措置児童措置児童措置児童措置児童のののの減減減減等によりまして等によりまして等によりまして等によりまして約約約約２，４０９万９，０００円、いずれも不用となったこ２，４０９万９，０００円、いずれも不用となったこ２，４０９万９，０００円、いずれも不用となったこ２，４０９万９，０００円、いずれも不用となったこ

とによるものでございます。とによるものでございます。とによるものでございます。とによるものでございます。

次次次次に、６ページ、平成２３年度のに、６ページ、平成２３年度のに、６ページ、平成２３年度のに、６ページ、平成２３年度の組組組組織織織織改改改改編編編編にににに伴伴伴伴いまして、くらしいまして、くらしいまして、くらしいまして、くらし創創創創造部の造部の造部の造部の旧男旧男旧男旧男女女女女共同参共同参共同参共同参

画画画画課から女性課から女性課から女性課から女性支援支援支援支援課に課に課に課に移移移移管された事業分でございます。６、くらし管された事業分でございます。６、くらし管された事業分でございます。６、くらし管された事業分でございます。６、くらし創創創創造費、４、造費、４、造費、４、造費、４、男男男男女女女女共同共同共同共同

参画参画参画参画費でございます。繰越額１，２００万円でございますが、これは費でございます。繰越額１，２００万円でございますが、これは費でございます。繰越額１，２００万円でございますが、これは費でございます。繰越額１，２００万円でございますが、これはＤＶ防止啓ＤＶ防止啓ＤＶ防止啓ＤＶ防止啓発発発発素素素素材材材材等等等等

のののの作作作作成配成配成配成配布布布布事業事業事業事業並並並並びに女性センターびに女性センターびに女性センターびに女性センター施設施設施設施設整備事業におきまして、いずれも国補正の地域整備事業におきまして、いずれも国補正の地域整備事業におきまして、いずれも国補正の地域整備事業におきまして、いずれも国補正の地域活活活活

性化交付金を性化交付金を性化交付金を性化交付金を使使使使いまして補正予算をいまして補正予算をいまして補正予算をいまして補正予算を立立立立てたものでございます。事業をてたものでございます。事業をてたものでございます。事業をてたものでございます。事業を執執執執行するに行するに行するに行するに当当当当たりまたりまたりまたりま

して、所要の期間を確保するして、所要の期間を確保するして、所要の期間を確保するして、所要の期間を確保する必必必必要があるため、繰り越しを行ったものでございます。また要があるため、繰り越しを行ったものでございます。また要があるため、繰り越しを行ったものでございます。また要があるため、繰り越しを行ったものでございます。また、、、、

不用額１，０５６万１，０００円の不用額１，０５６万１，０００円の不用額１，０５６万１，０００円の不用額１，０５６万１，０００円の主主主主なものにつきましては、女性センターなものにつきましては、女性センターなものにつきましては、女性センターなものにつきましては、女性センター施設施設施設施設整備事業整備事業整備事業整備事業
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の入の入の入の入札執札執札執札執行行行行残残残残による不用額でございます。による不用額でございます。による不用額でございます。による不用額でございます。

次次次次に、１６ページ、奈良県に、１６ページ、奈良県に、１６ページ、奈良県に、１６ページ、奈良県母母母母子子子子寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資金貸付金歳入歳出決算でございます。歳入に福祉資金貸付金歳入歳出決算でございます。歳入に福祉資金貸付金歳入歳出決算でございます。歳入に福祉資金貸付金歳入歳出決算でございます。歳入に

つきまして、ページのつきまして、ページのつきまして、ページのつきまして、ページの最下最下最下最下段段段段をごらんください。をごらんください。をごらんください。をごらんください。右側右側右側右側の予算現額との予算現額との予算現額との予算現額と収収収収入入入入済済済済額との額との額との額との比較比較比較比較でごでごでごでご

ざいますが、１１５万８，０００円につきましては、歳入額がざいますが、１１５万８，０００円につきましては、歳入額がざいますが、１１５万８，０００円につきましては、歳入額がざいますが、１１５万８，０００円につきましては、歳入額が増加増加増加増加したことをしたことをしたことをしたことを示示示示しておりしておりしておりしており

ますが、そのますが、そのますが、そのますが、その主主主主な理な理な理な理由由由由といたしましては、貸付金元といたしましては、貸付金元といたしましては、貸付金元といたしましては、貸付金元利利利利収収収収入が予入が予入が予入が予想想想想よりよりよりより多多多多かったためでござかったためでござかったためでござかったためでござ

います。います。います。います。

次次次次に、１７ページ、歳出についてでございますが、に、１７ページ、歳出についてでございますが、に、１７ページ、歳出についてでございますが、に、１７ページ、歳出についてでございますが、同じ同じ同じ同じく一番く一番く一番く一番下下下下のののの段段段段をごらんくださいをごらんくださいをごらんくださいをごらんください。。。。

右右右右端端端端の予算現額との予算現額との予算現額との予算現額と支支支支出出出出済み済み済み済み額の額の額の額の比較比較比較比較でございますが、１，８８９万２，０００円は不用額でございますが、１，８８９万２，０００円は不用額でございますが、１，８８９万２，０００円は不用額でございますが、１，８８９万２，０００円は不用額

がががが生じ生じ生じ生じたことをたことをたことをたことを示示示示しておりますが、そのしておりますが、そのしておりますが、そのしておりますが、その主主主主な理な理な理な理由由由由といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、借借借借りりりり受け人数受け人数受け人数受け人数が予定が予定が予定が予定

より少なかったことによるものでございます。より少なかったことによるものでございます。より少なかったことによるものでございます。より少なかったことによるものでございます。

続きまして、平成２２年度続きまして、平成２２年度続きまして、平成２２年度続きまして、平成２２年度主主主主要要要要施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度主主主主要要要要施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果

に関する報告書」にに関する報告書」にに関する報告書」にに関する報告書」に基づ基づ基づ基づきまして説明さきまして説明さきまして説明さきまして説明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。

６０ページ、福祉の充６０ページ、福祉の充６０ページ、福祉の充６０ページ、福祉の充実実実実、子、子、子、子育育育育てててて支援支援支援支援の充の充の充の充実実実実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。仕仕仕仕事と子事と子事と子事と子育育育育てのてのてのての両両両両

立支援立支援立支援立支援といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、昼昼昼昼間保間保間保間保護護護護者のいない者のいない者のいない者のいない家庭家庭家庭家庭のののの児童児童児童児童の健全の健全の健全の健全育育育育成を成を成を成を図図図図るため、るため、るため、るため、放放放放課課課課後児後児後児後児

童ク童ク童ク童クラブラブラブラブをををを運営運営運営運営する２７市町村にする２７市町村にする２７市町村にする２７市町村に対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、放放放放課課課課後児童後児童後児童後児童健全健全健全健全育育育育成事業補成事業補成事業補成事業補助助助助としてそのとしてそのとしてそのとしてその運運運運

営営営営費を補費を補費を補費を補助助助助するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、放放放放課課課課後児童ク後児童ク後児童ク後児童クラブラブラブラブ施設施設施設施設整備費補整備費補整備費補整備費補助助助助によりまして、３によりまして、３によりまして、３によりまして、３カカカカ所の所の所の所の施設施設施設施設

整備に補整備に補整備に補整備に補助助助助を行いました。なお、奈良市をを行いました。なお、奈良市をを行いました。なお、奈良市をを行いました。なお、奈良市を含含含含むむむむ放放放放課課課課後児童ク後児童ク後児童ク後児童クラブラブラブラブ数数数数につきましては、平成につきましては、平成につきましては、平成につきましては、平成

２２年度は２３３２２年度は２３３２２年度は２３３２２年度は２３３カカカカ所となっております。所となっております。所となっております。所となっております。

次次次次に、２の地域におに、２の地域におに、２の地域におに、２の地域におけけけける子る子る子る子育育育育ててててサポサポサポサポーーーートトトトの充の充の充の充実実実実でございます。地域の子でございます。地域の子でございます。地域の子でございます。地域の子育育育育てててて創生創生創生創生事業を事業を事業を事業を

実施実施実施実施いたしまして、子どものいたしまして、子どものいたしまして、子どものいたしまして、子どもの遊遊遊遊びびびび場場場場の環境整備の環境整備の環境整備の環境整備や体験や体験や体験や体験交交交交流流流流など、地域のなど、地域のなど、地域のなど、地域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創意創意創意創意

工工工工夫のある子夫のある子夫のある子夫のある子育育育育てててて支援活動支援活動支援活動支援活動４７事業を４７事業を４７事業を４７事業を対対対対象象象象に、１９市町村にに、１９市町村にに、１９市町村にに、１９市町村に助助助助成いたしました。成いたしました。成いたしました。成いたしました。

次次次次に、６１ページ、３のに、６１ページ、３のに、６１ページ、３のに、６１ページ、３の児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待対対対対策といたしましては、策といたしましては、策といたしましては、策といたしましては、児童児童児童児童虐待防止虐待防止虐待防止虐待防止支援支援支援支援事業により事業により事業により事業により

まして、中まして、中まして、中まして、中央央央央こどもこどもこどもこども家庭相談家庭相談家庭相談家庭相談センターを中センターを中センターを中センターを中心心心心に、に、に、に、深刻深刻深刻深刻化する化する化する化する児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待相談相談相談相談にににに対対対対応応応応するするするする体制体制体制体制

をををを強強強強化するとともに、化するとともに、化するとともに、化するとともに、児童児童児童児童虐待防止虐待防止虐待防止虐待防止ネネネネットワットワットワットワーーーーククククのののの推進推進推進推進をををを図図図図るなど、るなど、るなど、るなど、虐待防止虐待防止虐待防止虐待防止対対対対策の充策の充策の充策の充実実実実

にににに努努努努めております。めております。めております。めております。児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待相談件数相談件数相談件数相談件数は、平成２２年度７２８は、平成２２年度７２８は、平成２２年度７２８は、平成２２年度７２８件件件件となっております。となっております。となっております。となっております。

次次次次に、５の少子化に、５の少子化に、５の少子化に、５の少子化対対対対策の策の策の策の推進推進推進推進でございます。でございます。でございます。でございます。内内内内容容容容としては、６２ページ、としては、６２ページ、としては、６２ページ、としては、６２ページ、次世代育次世代育次世代育次世代育成成成成支支支支

援対援対援対援対策策策策推進推進推進推進事業におきまして、事業におきまして、事業におきまして、事業におきまして、民民民民間間間間企企企企業・業・業・業・団体団体団体団体とのとのとのとの協働協働協働協働によりますならによりますならによりますならによりますなら結婚結婚結婚結婚・子・子・子・子育育育育てててて応応応応援援援援

団団団団事業、子事業、子事業、子事業、子育育育育てててて支援団体支援団体支援団体支援団体のののの活動活動活動活動をををを支援支援支援支援するするするする父親父親父親父親の子の子の子の子育育育育てててて参加促進参加促進参加促進参加促進地域地域地域地域活動支援活動支援活動支援活動支援事業などを事業などを事業などを事業などを

実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。結婚結婚結婚結婚と子と子と子と子育育育育てをてをてをてを支援支援支援支援するするするする企企企企業・業・業・業・ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの数数数数は、平成２２年度７４２は、平成２２年度７４２は、平成２２年度７４２は、平成２２年度７４２件件件件

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。
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次次次次に、６３ページ、６、に、６３ページ、６、に、６３ページ、６、に、６３ページ、６、児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設の整備といたしまして、の整備といたしまして、の整備といたしまして、の整備といたしまして、児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設等の入所等の入所等の入所等の入所児児児児

童童童童のののの生活生活生活生活環境を環境を環境を環境を改善改善改善改善するため、するため、するため、するため、施設施設施設施設整備整備整備整備やややや備備備備品品品品配備等に配備等に配備等に配備等に助助助助成するとともに、成するとともに、成するとともに、成するとともに、児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設

のののの耐震耐震耐震耐震化整備に化整備に化整備に化整備に助助助助成を行いました。成を行いました。成を行いました。成を行いました。

次次次次に、７のに、７のに、７のに、７の仕仕仕仕事と子事と子事と子事と子育育育育てのてのてのての両両両両立支援立支援立支援立支援でございますが、６４ページ、上から３つでございますが、６４ページ、上から３つでございますが、６４ページ、上から３つでございますが、６４ページ、上から３つ目目目目、、、、安心安心安心安心

子子子子育育育育てててて支援対支援対支援対支援対策事業といたしまして、８市町村に合計１８策事業といたしまして、８市町村に合計１８策事業といたしまして、８市町村に合計１８策事業といたしまして、８市町村に合計１８カカカカ所の保所の保所の保所の保育育育育所等の緊急整備に要所等の緊急整備に要所等の緊急整備に要所等の緊急整備に要

するするするする経経経経費につきまして費につきまして費につきまして費につきまして助助助助成を行いました。整備の成を行いました。整備の成を行いました。整備の成を行いました。整備の内内内内訳訳訳訳はははは創設創設創設創設が５が５が５が５カカカカ所、所、所、所、増設増設増設増設が５が５が５が５カカカカ所、所、所、所、修修修修

繕繕繕繕が８が８が８が８カカカカ所となっております。なお、平成２２年度の保所となっております。なお、平成２２年度の保所となっております。なお、平成２２年度の保所となっております。なお、平成２２年度の保育育育育所緊急整備によりまして、保所緊急整備によりまして、保所緊急整備によりまして、保所緊急整備によりまして、保育育育育

所定員が前年度に所定員が前年度に所定員が前年度に所定員が前年度に比比比比べべべべまして８７９まして８７９まして８７９まして８７９人増加人増加人増加人増加したとこしたとこしたとこしたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、６５ページ、に、６５ページ、に、６５ページ、に、６５ページ、母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭等に等に等に等に対対対対するするするする助助助助成及び成及び成及び成及び自立支援自立支援自立支援自立支援でございますが、上から２つでございますが、上から２つでございますが、上から２つでございますが、上から２つ

目目目目のののの母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭のののの母母母母等の等の等の等の就就就就業を業を業を業を促進促進促進促進するために、するために、するために、するために、就就就就業業業業相談へ相談へ相談へ相談へのののの対対対対応応応応や講や講や講や講習習習習会の開会の開会の開会の開催催催催などのなどのなどのなどの就就就就

業業業業支援サ支援サ支援サ支援サーーーービスビスビスビスを提を提を提を提供供供供するするするする母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭等等等等就就就就業・業・業・業・自立支援自立支援自立支援自立支援センターをセンターをセンターをセンターを運営運営運営運営しております。しております。しております。しております。

次次次次に、６６ページ、一番上のに、６６ページ、一番上のに、６６ページ、一番上のに、６６ページ、一番上の精華精華精華精華学学学学院の整備でございますが、院の整備でございますが、院の整備でございますが、院の整備でございますが、精華精華精華精華学学学学院の整備といたし院の整備といたし院の整備といたし院の整備といたし

ましては、本ましては、本ましては、本ましては、本館寮館寮館寮館寮等の本等の本等の本等の本体工体工体工体工事等を事等を事等を事等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。

次次次次に、女性に、女性に、女性に、女性相談相談相談相談保保保保護対護対護対護対策等の充策等の充策等の充策等の充実実実実でございます。女性でございます。女性でございます。女性でございます。女性相談相談相談相談保保保保護対護対護対護対策等の充策等の充策等の充策等の充実実実実といたしまといたしまといたしまといたしま

しては、しては、しては、しては、増加増加増加増加するするするするＤＶＤＶＤＶＤＶ相談相談相談相談等に等に等に等に対対対対応応応応するため、女性するため、女性するため、女性するため、女性相談対相談対相談対相談対策事業として女性の一時保策事業として女性の一時保策事業として女性の一時保策事業として女性の一時保護護護護及及及及

びびびび生活生活生活生活指導を行うとともに、指導を行うとともに、指導を行うとともに、指導を行うとともに、ＤＶＤＶＤＶＤＶをはをはをはをはじじじじめとした要めとした要めとした要めとした要援護家庭支援援護家庭支援援護家庭支援援護家庭支援のためのためのためのためＤＶＤＶＤＶＤＶ被害被害被害被害者者者者支援支援支援支援員員員員

をををを設置設置設置設置し、し、し、し、ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害被害被害被害者の者の者の者の自立支援自立支援自立支援自立支援を行っております。中を行っております。中を行っております。中を行っております。中央央央央こどもこどもこどもこども家庭相談家庭相談家庭相談家庭相談センターにおきセンターにおきセンターにおきセンターにおき

ます女性の一時保ます女性の一時保ます女性の一時保ます女性の一時保護件数護件数護件数護件数は平成２２年度１１４は平成２２年度１１４は平成２２年度１１４は平成２２年度１１４件件件件、また、また、また、またＤＶＤＶＤＶＤＶ相談件数相談件数相談件数相談件数につきましては、１につきましては、１につきましては、１につきましては、１，，，，

０５１０５１０５１０５１件件件件となっております。となっております。となっております。となっております。

次次次次に、９５ページ、女性に、９５ページ、女性に、９５ページ、女性に、９５ページ、女性支援支援支援支援課分でございます。くらし課分でございます。くらし課分でございます。くらし課分でございます。くらしややややすいまちすいまちすいまちすいまちづづづづくり、くり、くり、くり、人人人人権権権権をををを尊尊尊尊重重重重

した社会した社会した社会した社会づづづづくりの１、くりの１、くりの１、くりの１、男男男男女がともに女がともに女がともに女がともに参画参画参画参画する社会する社会する社会する社会づづづづくりにつきましては、くりにつきましては、くりにつきましては、くりにつきましては、男男男男女女女女共同参画共同参画共同参画共同参画県県県県

民民民民会議の開会議の開会議の開会議の開催や催や催や催や、県、県、県、県民民民民、、、、民民民民間間間間団体団体団体団体、行政、行政、行政、行政機機機機関関係者などが連関関係者などが連関関係者などが連関関係者などが連携携携携しながら、しながら、しながら、しながら、男男男男女女女女共同参画共同参画共同参画共同参画社社社社

会会会会づづづづくりにくりにくりにくりに向け向け向け向けまして、まして、まして、まして、機運機運機運機運のののの醸醸醸醸成と地域での成と地域での成と地域での成と地域での取取取取りりりり組み組み組み組みをををを促進促進促進促進するため、全国するため、全国するため、全国するため、全国男男男男女女女女共同参共同参共同参共同参

画画画画フォフォフォフォーーーーラムラムラムラムの開の開の開の開催催催催事業等を事業等を事業等を事業等を実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次次次次に、９６ページ、県に、９６ページ、県に、９６ページ、県に、９６ページ、県内内内内消消消消費の費の費の費の拡拡拡拡大と大と大と大と雇雇雇雇用用用用対対対対策、策、策、策、雇雇雇雇用用用用対対対対策の策の策の策の推進推進推進推進のののの働働働働く女性のく女性のく女性のく女性の支援支援支援支援につにつにつにつ

きましては、きましては、きましては、きましては、働働働働く女性のく女性のく女性のく女性の支援対支援対支援対支援対策事業としまして、策事業としまして、策事業としまして、策事業としまして、働働働働く女性のく女性のく女性のく女性の情情情情報交報交報交報交換換換換会会会会や支援講や支援講や支援講や支援講座座座座、女、女、女、女

性のための性のための性のための性のための就活就活就活就活塾塾塾塾などをなどをなどをなどを実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次次次次に、２０７ページ、奈良県に、２０７ページ、奈良県に、２０７ページ、奈良県に、２０７ページ、奈良県母母母母子子子子寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資金貸付金特福祉資金貸付金特福祉資金貸付金特福祉資金貸付金特別別別別会計の会計の会計の会計の母母母母子子子子寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資金の貸福祉資金の貸福祉資金の貸福祉資金の貸

し付し付し付し付けけけけ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。母母母母子福祉資金の貸し付子福祉資金の貸し付子福祉資金の貸し付子福祉資金の貸し付けけけけといたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭のののの経済経済経済経済

的自立や生活意欲的自立や生活意欲的自立や生活意欲的自立や生活意欲のののの向向向向上を上を上を上を図図図図るために、るために、るために、るために、就学就学就学就学資金資金資金資金やややや技技技技能能能能習習習習得得得得資金など２３１資金など２３１資金など２３１資金など２３１件件件件、９，７５、９，７５、９，７５、９，７５
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６万７，０００円を貸し付６万７，０００円を貸し付６万７，０００円を貸し付６万７，０００円を貸し付けけけけいたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資金の貸し付福祉資金の貸し付福祉資金の貸し付福祉資金の貸し付けけけけといたしましといたしましといたしましといたしまし

て、て、て、て、就学就学就学就学資金など６資金など６資金など６資金など６件件件件、３６９万４，０００円を貸し付、３６９万４，０００円を貸し付、３６９万４，０００円を貸し付、３６９万４，０００円を貸し付けけけけいたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

以以以以上がこども・女性局所管の上がこども・女性局所管の上がこども・女性局所管の上がこども・女性局所管の主主主主要要要要施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果でございます。よでございます。よでございます。よでございます。よろろろろしくご審議お願いいたしくご審議お願いいたしくご審議お願いいたしくご審議お願いいた

します。します。します。します。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ごごごご苦苦苦苦労労労労さんでございました。さんでございました。さんでございました。さんでございました。

○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 医療政策部の平成２２年度決算につきまして医療政策部の平成２２年度決算につきまして医療政策部の平成２２年度決算につきまして医療政策部の平成２２年度決算につきまして、、、、「平成２２年度奈良県「平成２２年度奈良県「平成２２年度奈良県「平成２２年度奈良県

歳入歳出決算報告書」の５ページをお開きいただ歳入歳出決算報告書」の５ページをお開きいただ歳入歳出決算報告書」の５ページをお開きいただ歳入歳出決算報告書」の５ページをお開きいただけけけけますでしますでしますでしますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

５ページ、医療政策部所管の決算、第５５ページ、医療政策部所管の決算、第５５ページ、医療政策部所管の決算、第５５ページ、医療政策部所管の決算、第５款款款款、医療政策費でございます。予算現額２３４、医療政策費でございます。予算現額２３４、医療政策費でございます。予算現額２３４、医療政策費でございます。予算現額２３４

億億億億余余余余をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする支支支支出出出出済済済済額、翌年度繰越額等については、額、翌年度繰越額等については、額、翌年度繰越額等については、額、翌年度繰越額等については、記載記載記載記載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

その中で、繰越額と不用額のその中で、繰越額と不用額のその中で、繰越額と不用額のその中で、繰越額と不用額の主主主主なものについてのなものについてのなものについてのなものについてのみみみみご説明申し上げますが、６ページをご説明申し上げますが、６ページをご説明申し上げますが、６ページをご説明申し上げますが、６ページを

お開きください。まず１の地域医療費からでございます。翌年度繰越額につきましては、お開きください。まず１の地域医療費からでございます。翌年度繰越額につきましては、お開きください。まず１の地域医療費からでございます。翌年度繰越額につきましては、お開きください。まず１の地域医療費からでございます。翌年度繰越額につきましては、

二二二二次救次救次救次救急医療の充急医療の充急医療の充急医療の充実実実実をををを目的目的目的目的に、に、に、に、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市立立立立病院の医療病院の医療病院の医療病院の医療機機機機器器器器整備に整備に整備に整備に対対対対してしてしてして実施実施実施実施する補する補する補する補助助助助に係るに係るに係るに係る

ものでございます。不用につきましては、医療ものでございます。不用につきましては、医療ものでございます。不用につきましては、医療ものでございます。不用につきましては、医療施設耐震施設耐震施設耐震施設耐震化化化化促進促進促進促進事業に係る補事業に係る補事業に係る補事業に係る補助助助助金の金の金の金の支支支支出額出額出額出額

のののの減減減減、地域医療、地域医療、地域医療、地域医療学講学講学講学講座座座座に係る交付のに係る交付のに係る交付のに係る交付の減減減減などによるものでございます。第２などによるものでございます。第２などによるものでございます。第２などによるものでございます。第２項項項項の保健予の保健予の保健予の保健予防防防防費費費費

におきましての翌年度繰越額につきましては、国の地域におきましての翌年度繰越額につきましては、国の地域におきましての翌年度繰越額につきましては、国の地域におきましての翌年度繰越額につきましては、国の地域活活活活性化交付金を性化交付金を性化交付金を性化交付金を活活活活用して、３つの用して、３つの用して、３つの用して、３つの

保健所に保健所に保健所に保健所に画画画画像像像像診診診診断断断断システシステシステシステムムムムを導入するを導入するを導入するを導入する経経経経費に係るものでございます。不用については、費に係るものでございます。不用については、費に係るものでございます。不用については、費に係るものでございます。不用については、ワワワワ

ククククチチチチンンンン接接接接種種種種事業補事業補事業補事業補助助助助費の費の費の費の接接接接種種種種希望希望希望希望者が者が者が者が減減減減ったことったことったことったことやややや、子、子、子、子宮頸宮頸宮頸宮頸がんがんがんがんワワワワククククチチチチン等のン等のン等のン等のワワワワククククチチチチン事ン事ン事ン事

業費に係る補業費に係る補業費に係る補業費に係る補助助助助金の金の金の金の減減減減少等によるものでございます。少等によるものでございます。少等によるものでございます。少等によるものでございます。

以以以以上が一上が一上が一上が一般般般般会計の決算会計の決算会計の決算会計の決算概概概概要でございます。１０ページ、要でございます。１０ページ、要でございます。１０ページ、要でございます。１０ページ、公公公公立立立立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学

関係関係関係関係経経経経費特費特費特費特別別別別会計歳入歳出決算でございます。歳入合計が書いてございまして、予算現額会計歳入歳出決算でございます。歳入合計が書いてございまして、予算現額会計歳入歳出決算でございます。歳入合計が書いてございまして、予算現額会計歳入歳出決算でございます。歳入合計が書いてございまして、予算現額

が６３億円が６３億円が６３億円が６３億円余余余余、、、、収収収収入入入入済済済済額が６１億円額が６１億円額が６１億円額が６１億円余余余余でございます。歳出がでございます。歳出がでございます。歳出がでございます。歳出が右側右側右側右側の１１ページでございまの１１ページでございまの１１ページでございまの１１ページでございま

して、予算現額６３億円して、予算現額６３億円して、予算現額６３億円して、予算現額６３億円余余余余でででで支支支支出出出出済済済済額６１億円額６１億円額６１億円額６１億円余余余余と書いてございます。そこに不用額につと書いてございます。そこに不用額につと書いてございます。そこに不用額につと書いてございます。そこに不用額につ

いてでございますいてでございますいてでございますいてでございますけけけけれども、れども、れども、れども、主主主主なものとしましては、整備費貸付金のうちの（なものとしましては、整備費貸付金のうちの（なものとしましては、整備費貸付金のうちの（なものとしましては、整備費貸付金のうちの（仮称仮称仮称仮称）中）中）中）中央央央央

手手手手術棟術棟術棟術棟の整備事業におの整備事業におの整備事業におの整備事業におけけけける入る入る入る入札札札札にににに伴伴伴伴うううう執執執執行額の行額の行額の行額の残残残残によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

続きまして、病院事業の歳入歳出決算についてご説明申し上げますが続きまして、病院事業の歳入歳出決算についてご説明申し上げますが続きまして、病院事業の歳入歳出決算についてご説明申し上げますが続きまして、病院事業の歳入歳出決算についてご説明申し上げますが、、、、「奈良県病院事業「奈良県病院事業「奈良県病院事業「奈良県病院事業

平成２３年１０月決算審査特平成２３年１０月決算審査特平成２３年１０月決算審査特平成２３年１０月決算審査特別別別別委員会資料」に委員会資料」に委員会資料」に委員会資料」に基づ基づ基づ基づきましてご説明申し上げます。きましてご説明申し上げます。きましてご説明申し上げます。きましてご説明申し上げます。

１ページ、病院１ページ、病院１ページ、病院１ページ、病院経営経営経営経営に係るに係るに係るに係る収収収収支支支支であるであるであるである収収収収益的益的益的益的収収収収入、入、入、入、支支支支出でございます出でございます出でございます出でございますけけけけれども、れども、れども、れども、収収収収入の入の入の入の

決算額は２０６億８，７４５万４，０００円で、決算額は２０６億８，７４５万４，０００円で、決算額は２０６億８，７４５万４，０００円で、決算額は２０６億８，７４５万４，０００円で、支支支支出の決算額が１９２億１，３９６万５出の決算額が１９２億１，３９６万５出の決算額が１９２億１，３９６万５出の決算額が１９２億１，３９６万５，，，，

０００円となっております。これらの０００円となっております。これらの０００円となっております。これらの０００円となっております。これらの差差差差し引き額し引き額し引き額し引き額約約約約１４億７，０００万円が平成２２年度１４億７，０００万円が平成２２年度１４億７，０００万円が平成２２年度１４億７，０００万円が平成２２年度

のののの経経経経常常常常利益利益利益利益でございます。これはでございます。これはでございます。これはでございます。これは主主主主に診療報に診療報に診療報に診療報酬酬酬酬のののの改改改改定の定の定の定の影響影響影響影響や施設基や施設基や施設基や施設基準準準準のののの積積積積極極極極的的的的なななな取得取得取得取得、、、、
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手手手手術術術術件数件数件数件数のののの増加増加増加増加によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

２ページ、病院２ページ、病院２ページ、病院２ページ、病院や施設設や施設設や施設設や施設設備整備等に係る備整備等に係る備整備等に係る備整備等に係る収収収収支支支支である資本である資本である資本である資本的的的的収収収収入と入と入と入と支支支支出でございます。出でございます。出でございます。出でございます。収収収収

入、入、入、入、支支支支出ともに決算額は３４億５，８８９万５，０００円となっております。出ともに決算額は３４億５，８８９万５，０００円となっております。出ともに決算額は３４億５，８８９万５，０００円となっております。出ともに決算額は３４億５，８８９万５，０００円となっております。主主主主なものとなものとなものとなものと

しましては、県しましては、県しましては、県しましては、県立立立立奈良病院の奈良病院の奈良病院の奈良病院の核磁核磁核磁核磁気共気共気共気共鳴鳴鳴鳴診診診診断撮影装断撮影装断撮影装断撮影装置置置置、、、、ＭＲＩＭＲＩＭＲＩＭＲＩというものであるとか、県というものであるとか、県というものであるとか、県というものであるとか、県

立立立立三三三三室病院の室病院の室病院の室病院のエッエッエッエックスクスクスクス線線線線一一一一般般般般撮影撮影撮影撮影システシステシステシステムムムム、県、県、県、県立立立立五條五條五條五條病院の病院の病院の病院のナナナナーーーーススススココココーーーールシステルシステルシステルシステムムムムなど、など、など、など、

医療医療医療医療機機機機器器器器のののの更更更更新のほか、県新のほか、県新のほか、県新のほか、県立立立立奈良病院で奈良病院で奈良病院で奈良病院で精神科精神科精神科精神科診療室診療室診療室診療室設置工設置工設置工設置工事を行いましたり、県事を行いましたり、県事を行いましたり、県事を行いましたり、県立立立立三三三三室室室室

病院で病院で病院で病院で外来外来外来外来やややや診療部診療部診療部診療部門門門門の整備の整備の整備の整備工工工工事、県事、県事、県事、県立立立立五條五條五條五條病院で新病院で新病院で新病院で新館館館館のののの屋屋屋屋上の上の上の上の防水防水防水防水工工工工事等の事等の事等の事等の施設施設施設施設の整備の整備の整備の整備

も行いまして、診療も行いまして、診療も行いまして、診療も行いまして、診療機能機能機能機能の充の充の充の充実実実実とととと患患患患者の者の者の者のササササーーーービスビスビスビスのののの向向向向上に上に上に上に努努努努めたとこめたとこめたとこめたところろろろでございます。までございます。までございます。までございます。ま

た、県た、県た、県た、県立立立立五條五條五條五條病院などにおきましては、病院などにおきましては、病院などにおきましては、病院などにおきましては、企企企企業業業業債債債債の繰り上げの繰り上げの繰り上げの繰り上げ償還償還償還償還を行いまして、を行いまして、を行いまして、を行いまして、高高高高金金金金利利利利からからからから

低低低低金金金金利へ利へ利へ利へのののの借借借借りりりり換換換換ええええを行ったことで、を行ったことで、を行ったことで、を行ったことで、利利利利息息息息のののの軽減軽減軽減軽減にににに努努努努めております。めております。めております。めております。

次次次次、３ページ、、３ページ、、３ページ、、３ページ、経営経営経営経営指指指指標標標標でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、主主主主なななな項目項目項目項目についてご説明申し上げます。まずについてご説明申し上げます。まずについてご説明申し上げます。まずについてご説明申し上げます。まず、、、、

病病病病床床床床利利利利用用用用率率率率でございますが、県でございますが、県でございますが、県でございますが、県立立立立奈良病院が９０奈良病院が９０奈良病院が９０奈良病院が９０．．．．２２２２％％％％、県、県、県、県立立立立三三三三室病院が８３室病院が８３室病院が８３室病院が８３．．．．２２２２％％％％と、と、と、と、

対対対対前年で前年で前年で前年で増加増加増加増加しております。要しております。要しております。要しております。要因因因因としまして、としまして、としまして、としまして、ベッドベッドベッドベッドのののの効率効率効率効率的運的運的運的運用、地域医療連用、地域医療連用、地域医療連用、地域医療連携携携携のののの強強強強化化化化

によるによるによるによる紹紹紹紹介介介介率率率率のののの増加増加増加増加などが上げられております。などが上げられております。などが上げられております。などが上げられております。次次次次に、に、に、に、患患患患者１者１者１者１人人人人、１日、１日、１日、１日当当当当たりの入院たりの入院たりの入院たりの入院収収収収益益益益

ですが、県ですが、県ですが、県ですが、県立立立立奈良病院で５万２，３２６円、県奈良病院で５万２，３２６円、県奈良病院で５万２，３２６円、県奈良病院で５万２，３２６円、県立立立立三三三三室病院で５万２，８８６円、県室病院で５万２，８８６円、県室病院で５万２，８８６円、県室病院で５万２，８８６円、県立立立立五條五條五條五條

病院では３万２，１７３円と病院では３万２，１７３円と病院では３万２，１７３円と病院では３万２，１７３円と対対対対前年で前年で前年で前年で増加増加増加増加しております。要しております。要しております。要しております。要因因因因としては診療報としては診療報としては診療報としては診療報酬酬酬酬改改改改定の定の定の定の影影影影

響響響響のほか、のほか、のほか、のほか、施設基施設基施設基施設基準準準準のののの積積積積極極極極的的的的なななな取得取得取得取得と手と手と手と手術術術術件数件数件数件数のののの増加増加増加増加などが上げられております。などが上げられております。などが上げられております。などが上げられております。

最後最後最後最後に、に、に、に、給給給給与与与与費費費費率率率率でございますが、医でございますが、医でございますが、医でございますが、医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師はははは増加増加増加増加しておりますしておりますしておりますしておりますけけけけれども、病院事れども、病院事れども、病院事れども、病院事

業全業全業全業全体体体体では、では、では、では、対対対対前年前年前年前年約約約約１０１０１０１０ポポポポイイイインンンントトトト減減減減少しております。要少しております。要少しております。要少しております。要因因因因として医療として医療として医療として医療収収収収益益益益の大の大の大の大幅幅幅幅なななな増加増加増加増加

やややや退退退退職手職手職手職手当当当当のののの減減減減少が少が少が少が考考考考ええええられております。られております。られております。られております。

以以以以上が平成２２年度奈良県病院事業費特上が平成２２年度奈良県病院事業費特上が平成２２年度奈良県病院事業費特上が平成２２年度奈良県病院事業費特別別別別会計の決算会計の決算会計の決算会計の決算概概概概要でございます。要でございます。要でございます。要でございます。

続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度主主主主要要要要施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告書」の７０ページ、医療政策費に関する報告書」の７０ページ、医療政策費に関する報告書」の７０ページ、医療政策費に関する報告書」の７０ページ、医療政策費

の、まず１が県の、まず１が県の、まず１が県の、まず１が県立立立立病院の病院の病院の病院の運営運営運営運営でございます。病院事業費の特でございます。病院事業費の特でございます。病院事業費の特でございます。病院事業費の特別別別別会計会計会計会計へへへへの補の補の補の補助助助助金でございま金でございま金でございま金でございま

すが、県すが、県すが、県すが、県立立立立３病院に３病院に３病院に３病院に対対対対して、して、して、して、救救救救急医療の確保急医療の確保急医療の確保急医療の確保やややや看看看看護護護護師師師師のののの養養養養成に要する成に要する成に要する成に要する経経経経費など３５億円費など３５億円費など３５億円費など３５億円余余余余

をををを助助助助成いたしました。成いたしました。成いたしました。成いたしました。

２の２の２の２の高高高高度医療度医療度医療度医療拠点拠点拠点拠点の整備でございます。県の整備でございます。県の整備でございます。県の整備でございます。県立立立立奈良病院の整備を奈良病院の整備を奈良病院の整備を奈良病院の整備を進進進進めるにめるにめるにめる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、

新県新県新県新県立立立立奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院基基基基本本本本構構構構想想想想、、、、基基基基本計本計本計本計画画画画の策定をの策定をの策定をの策定を実施実施実施実施しておるものです。しておるものです。しておるものです。しておるものです。

３の３の３の３の南和南和南和南和地域の医療提地域の医療提地域の医療提地域の医療提供供供供体制体制体制体制の充の充の充の充実実実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けけけけれども、れども、れども、れども、南和南和南和南和医療地域の医療地域の医療地域の医療地域の公公公公立立立立３病院３病院３病院３病院

のののの再再再再編編編編、、、、役役役役割割割割分分分分担担担担、、、、へへへへき地医療のき地医療のき地医療のき地医療の支援支援支援支援など、今など、今など、今など、今後後後後のののの南和南和南和南和の医療のの医療のの医療のの医療の体制体制体制体制のありのありのありのあり方方方方をををを検討協検討協検討協検討協議議議議

するために、するために、するために、するために、昨昨昨昨年７月２９日に年７月２９日に年７月２９日に年７月２９日に設置設置設置設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医療等に関するの医療等に関するの医療等に関するの医療等に関する協協協協議会の議会の議会の議会の運営経運営経運営経運営経費費費費
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をををを負担負担負担負担しております。しております。しております。しております。

４の医療連４の医療連４の医療連４の医療連携体制携体制携体制携体制のののの構築構築構築構築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、糖尿糖尿糖尿糖尿病の診療病の診療病の診療病の診療体制体制体制体制において、において、において、において、専門専門専門専門医の医の医の医の

診療連診療連診療連診療連携携携携のののの支援支援支援支援をををを図図図図るためのるためのるためのるためのシステシステシステシステムムムムづづづづくりのくりのくりのくりの検討検討検討検討を行っております。また、を行っております。また、を行っております。また、を行っております。また、在宅在宅在宅在宅歯科歯科歯科歯科医医医医

療におきまして、医療におきまして、医療におきまして、医療におきまして、医科科科科や介護や介護や介護や介護等との連等との連等との連等との連携携携携をををを図図図図るためのるためのるためのるための窓窓窓窓口として口として口として口として在宅在宅在宅在宅歯科歯科歯科歯科医療連医療連医療連医療連携携携携室を室を室を室を設設設設

置置置置いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

７１ページ、５の医療７１ページ、５の医療７１ページ、５の医療７１ページ、５の医療情情情情報の提報の提報の提報の提供供供供でございますでございますでございますでございますけけけけれども、県れども、県れども、県れども、県民民民民に健康・医療に関するに健康・医療に関するに健康・医療に関するに健康・医療に関する情情情情

報を報を報を報をわわわわかりかりかりかりややややすく提すく提すく提すく提供供供供するために、するために、するために、するために、自自自自分の健康と病分の健康と病分の健康と病分の健康と病気気気気がよくがよくがよくがよくわわわわかるかるかるかるポポポポータータータータルサルサルサルサイトイトイトイトををををイイイインンンン

ターターターターネネネネットットットット上に上に上に上に立立立立ち上げまして、がん、ち上げまして、がん、ち上げまして、がん、ち上げまして、がん、糖尿糖尿糖尿糖尿病について病について病について病について情情情情報提報提報提報提供供供供を行いました。今を行いました。今を行いました。今を行いました。今後後後後さらさらさらさら

にににに内内内内容容容容の充の充の充の充実実実実をををを図図図図りたいと思っております。りたいと思っております。りたいと思っております。りたいと思っております。

６の６の６の６の救救救救急医療急医療急医療急医療体制体制体制体制の充の充の充の充実実実実でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送受け受け受け受け入れ入れ入れ入れ基基基基準準準準、、、、実施基実施基実施基実施基準準準準の策定事業の策定事業の策定事業の策定事業

において、円において、円において、円において、円滑滑滑滑なななな救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送及び及び及び及び受け受け受け受け入れ入れ入れ入れ体制体制体制体制をををを構築構築構築構築するために奈良県するために奈良県するために奈良県するために奈良県傷傷傷傷病者の病者の病者の病者の搬送搬送搬送搬送受け受け受け受け入入入入

れれれれ実施実施実施実施に関するに関するに関するに関する基基基基準準準準を策定しまして、平成２３年１月よりを策定しまして、平成２３年１月よりを策定しまして、平成２３年１月よりを策定しまして、平成２３年１月より運運運運用を開用を開用を開用を開始始始始いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

次次次次、７２ページ、、７２ページ、、７２ページ、、７２ページ、ドドドドククククターターターターヘヘヘヘリ共同利リ共同利リ共同利リ共同利用事業におきまして、大用事業におきまして、大用事業におきまして、大用事業におきまして、大阪府阪府阪府阪府、、、、和歌和歌和歌和歌山県の山県の山県の山県のドドドドククククタタタタ

ーーーーヘヘヘヘリ共同利リ共同利リ共同利リ共同利用をいたしました。用をいたしました。用をいたしました。用をいたしました。搬送搬送搬送搬送実績実績実績実績でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、記載記載記載記載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

また、また、また、また、救救救救急の急の急の急の重重重重要要要要疾疾疾疾患患患患であるであるであるである脳脳脳脳卒卒卒卒中、急性中、急性中、急性中、急性心心心心筋梗塞筋梗塞筋梗塞筋梗塞について、地域連について、地域連について、地域連について、地域連携パス携パス携パス携パスを用いたを用いたを用いたを用いた役役役役割割割割

分分分分担担担担をををを推進推進推進推進するため、医療関係者を中するため、医療関係者を中するため、医療関係者を中するため、医療関係者を中心心心心に、県もに、県もに、県もに、県も共同共同共同共同してしてしてして検討検討検討検討を行っております。急性を行っております。急性を行っております。急性を行っております。急性心心心心

筋梗塞筋梗塞筋梗塞筋梗塞については本年７月から中については本年７月から中については本年７月から中については本年７月から中南和南和南和南和地域において地域において地域において地域において先先先先行行行行実施実施実施実施を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っているところろろろでございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

７の７の７の７の周産周産周産周産期医療期医療期医療期医療体制体制体制体制の充の充の充の充実実実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けけけけれども、れども、れども、れども、安心安心安心安心して出して出して出して出産産産産ができるができるができるができる体制体制体制体制を確を確を確を確立立立立すすすす

るために、総合るために、総合るために、総合るために、総合周産周産周産周産期期期期母母母母子医療センター子医療センター子医療センター子医療センターへへへへのののの助助助助成など成など成など成など体制体制体制体制の充の充の充の充実や実や実や実や産婦産婦産婦産婦人人人人科科科科の一の一の一の一次救次救次救次救急の急の急の急の

運営運営運営運営、、、、産科産科産科産科医、新医、新医、新医、新生児生児生児生児等の等の等の等の処遇処遇処遇処遇のののの改善改善改善改善を行ってまいりました。そのを行ってまいりました。そのを行ってまいりました。そのを行ってまいりました。その結結結結果果果果、県、県、県、県外外外外にににに搬送搬送搬送搬送されされされされ

ていたていたていたていたハハハハイイイイリスクリスクリスクリスク妊婦妊婦妊婦妊婦のののの件数件数件数件数が、これまで４０が、これまで４０が、これまで４０が、これまで４０件以件以件以件以上ありましたのが、平成２２年度には上ありましたのが、平成２２年度には上ありましたのが、平成２２年度には上ありましたのが、平成２２年度には

９９９９件件件件とととと減減減減少しました。一少しました。一少しました。一少しました。一方方方方、県、県、県、県外外外外から９から９から９から９件件件件のののの方方方方のののの受け受け受け受け入れを行っておりますので入れを行っておりますので入れを行っておりますので入れを行っておりますのでプラプラプラプラスススス・・・・

ママママイナイナイナイナススススゼロゼロゼロゼロでほでほでほでほぼぼぼぼ均衡均衡均衡均衡しているしているしているしている状状状状況況況況までまでまでまで改善改善改善改善しております。しております。しております。しております。

７３ページ、８の７３ページ、８の７３ページ、８の７３ページ、８の災災災災害害害害に備に備に備に備ええええた医療た医療た医療た医療体制体制体制体制の充の充の充の充実実実実でございますが、国から交付された補でございますが、国から交付された補でございますが、国から交付された補でございますが、国から交付された補助助助助

金により造成した奈良県医療金により造成した奈良県医療金により造成した奈良県医療金により造成した奈良県医療施設耐震施設耐震施設耐震施設耐震化化化化促進基促進基促進基促進基金を金を金を金を取取取取りりりり崩崩崩崩しまして、しまして、しまして、しまして、災災災災害害害害拠点拠点拠点拠点病院等の病院等の病院等の病院等の耐耐耐耐

震震震震化に化に化に化に必必必必要な要な要な要な経経経経費に費に費に費に対対対対して補して補して補して補助助助助を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

９の９の９の９のへへへへき地医療き地医療き地医療き地医療体制体制体制体制の充の充の充の充実実実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けけけけれども、れども、れども、れども、へへへへき地診療所の医き地診療所の医き地診療所の医き地診療所の医師師師師のののの人件人件人件人件費補費補費補費補助や助や助や助や

地域医療地域医療地域医療地域医療ワワワワーーーークショクショクショクショップップップップなど、医など、医など、医など、医学生学生学生学生、、、、研修研修研修研修医等を医等を医等を医等を対対対対象象象象としたとしたとしたとしたプロプロプロプロモモモモーーーーショショショションンンン活動活動活動活動、、、、自自自自治治治治

医医医医科科科科大大大大学学学学にににに対対対対するするするする運営運営運営運営費の費の費の費の負担負担負担負担を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。
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次次次次、７４ページ、１０の医、７４ページ、１０の医、７４ページ、１０の医、７４ページ、１０の医師師師師の確保でございますの確保でございますの確保でございますの確保でございます。。。。（（（（仮称仮称仮称仮称）地域医療総合）地域医療総合）地域医療総合）地域医療総合支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの

設置設置設置設置にににに向け向け向け向けたたたた協協協協議を行うとともに、県議を行うとともに、県議を行うとともに、県議を行うとともに、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学に地域医療に地域医療に地域医療に地域医療学講学講学講学講座座座座をををを設置設置設置設置しまして、地域しまして、地域しまして、地域しまして、地域

におにおにおにおけけけける医療連る医療連る医療連る医療連携携携携等についての等についての等についての等についての研研研研究究究究やややや、地域医療を、地域医療を、地域医療を、地域医療を担担担担う医う医う医う医師師師師ののののキキキキャリアパスャリアパスャリアパスャリアパスのののの構築構築構築構築などをなどをなどをなどを

進進進進めております。また、めております。また、めております。また、めております。また、ドドドドククククターターターターババババンンンンクククク事業事業事業事業やややや、臨、臨、臨、臨床床床床研修研修研修研修医等確保医等確保医等確保医等確保対対対対策事業のほか、医策事業のほか、医策事業のほか、医策事業のほか、医師師師師

の確保がの確保がの確保がの確保が困難困難困難困難な特定な診療な特定な診療な特定な診療な特定な診療科科科科やややや地域に所地域に所地域に所地域に所在在在在する医療する医療する医療する医療機機機機関関関関へへへへの医の医の医の医師師師師確保を確保を確保を確保を図図図図るため、緊急医るため、緊急医るため、緊急医るため、緊急医

師師師師確保確保確保確保修学修学修学修学資金貸付金資金貸付金資金貸付金資金貸付金やややや医医医医師師師師確保確保確保確保修学研修修学研修修学研修修学研修資金貸付金の２つの貸付金資金貸付金の２つの貸付金資金貸付金の２つの貸付金資金貸付金の２つの貸付金制制制制度を行っておりま度を行っておりま度を行っておりま度を行っておりま

す。す。す。す。

７５ページ、１１の７５ページ、１１の７５ページ、１１の７５ページ、１１の看看看看護護護護師師師師等の確保等の確保等の確保等の確保対対対対策でございます策でございます策でございます策でございますけけけけれども、県れども、県れども、県れども、県内内内内の医療の医療の医療の医療機機機機関で関で関で関で勤勤勤勤務務務務

いただくいただくいただくいただく看看看看護護護護師師師師を確保するためにを確保するためにを確保するためにを確保するために看看看看護護護護師師師師等等等等修学修学修学修学資金の貸し付資金の貸し付資金の貸し付資金の貸し付けけけけを行っております。を行っております。を行っております。を行っております。

７６ページ、引き続き、７６ページ、引き続き、７６ページ、引き続き、７６ページ、引き続き、看看看看護護護護師師師師等の確保でございます等の確保でございます等の確保でございます等の確保でございますけけけけれども、新れども、新れども、新れども、新人人人人看看看看護護護護職員職員職員職員卒卒卒卒後研修後研修後研修後研修

事業事業事業事業や多や多や多や多様様様様のののの勤勤勤勤務務務務体体体体系系系系の導入をの導入をの導入をの導入を図図図図るるるるモデルモデルモデルモデル事業など事業など事業など事業などへへへへのののの支援支援支援支援事業、院事業、院事業、院事業、院内内内内の保の保の保の保育育育育所所所所運営運営運営運営補補補補助助助助

など、など、など、など、各種各種各種各種事業を行いまして、事業を行いまして、事業を行いまして、事業を行いまして、看看看看護護護護師師師師等の確保、資等の確保、資等の確保、資等の確保、資質質質質のののの向向向向上、上、上、上、復復復復職職職職支援支援支援支援などになどになどになどに努努努努めておりめておりめておりめており

ます。ます。ます。ます。

７８ページ、７８ページ、７８ページ、７８ページ、結核結核結核結核対対対対策でございます策でございます策でございます策でございますけけけけれども、本県にはれども、本県にはれども、本県にはれども、本県には結核結核結核結核患患患患者者者者登録登録登録登録者が者が者が者が約約約約４３０名お４３０名お４３０名お４３０名お

られます。それらのられます。それらのられます。それらのられます。それらの方方方方にににに対対対対する医療費のする医療費のする医療費のする医療費の公公公公費費費費負担負担負担負担などをなどをなどをなどを実施実施実施実施しております。また、しております。また、しております。また、しております。また、感染症感染症感染症感染症

予予予予防防防防対対対対策の策の策の策の肝炎肝炎肝炎肝炎医療費医療費医療費医療費公公公公費費費費負担負担負担負担では、では、では、では、ＢＢＢＢ型型型型、、、、ＣＣＣＣ型型型型肝炎肝炎肝炎肝炎のののの治治治治療費に療費に療費に療費に対対対対する医療費のする医療費のする医療費のする医療費の助助助助成を行成を行成を行成を行

っております。っております。っております。っております。次次次次の、新の、新の、新の、新型型型型イイイインンンンフフフフルルルルエエエエンンンンザザザザ対対対対策事業でございます策事業でございます策事業でございます策事業でございますけけけけれども、れども、れども、れども、抗イ抗イ抗イ抗インンンンフフフフルルルルエエエエ

ンンンンザウイザウイザウイザウイルスルスルスルス薬薬薬薬の備の備の備の備蓄蓄蓄蓄ととととワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種費用の費用の費用の費用の助助助助成を行う市町村に成を行う市町村に成を行う市町村に成を行う市町村に対対対対するするするする助助助助成等を行いまし成等を行いまし成等を行いまし成等を行いまし

て、新て、新て、新て、新型型型型イイイインンンンフフフフルルルルエエエエンンンンザ蔓ザ蔓ザ蔓ザ蔓延延延延防止防止防止防止対対対対策に策に策に策に努努努努めております。また、めております。また、めております。また、めております。また、エイズエイズエイズエイズ対対対対策でございます策でございます策でございます策でございます

が、が、が、が、エイズエイズエイズエイズに関する正しい知に関する正しい知に関する正しい知に関する正しい知識識識識のののの普普普普及及及及啓啓啓啓発発発発をををを実施実施実施実施いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

７９ページ、７９ページ、７９ページ、７９ページ、難難難難病病病病対対対対策でございます。特定策でございます。特定策でございます。特定策でございます。特定疾疾疾疾患患患患患患患患者者者者やややや小小小小児児児児慢慢慢慢性特定性特定性特定性特定疾疾疾疾患患患患患患患患者等、い者等、い者等、い者等、いわわわわゆゆゆゆ

るるるる難難難難病に病に病に病に対対対対する医療費のする医療費のする医療費のする医療費の公公公公的負担的負担的負担的負担事業であるとか、事業であるとか、事業であるとか、事業であるとか、難難難難病病病病相談支援相談支援相談支援相談支援センター等での医療センター等での医療センター等での医療センター等での医療相談相談相談相談、、、、

訪問相談訪問相談訪問相談訪問相談をををを実施実施実施実施しております。また、しております。また、しております。また、しております。また、災災災災害害害害時などにお時などにお時などにお時などにおけけけけますますますます在宅在宅在宅在宅難難難難病病病病患患患患者の者の者の者の支援対支援対支援対支援対策の整策の整策の整策の整

備備備備やややや神神神神経経経経難難難難病病病病患患患患者に者に者に者に対対対対するするするする支援体制支援体制支援体制支援体制をををを構築構築構築構築するための、するための、するための、するための、神神神神経経経経難難難難病医療病医療病医療病医療ネネネネットワットワットワットワーーーーク推進ク推進ク推進ク推進事事事事

業を業を業を業を実施実施実施実施いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、在宅在宅在宅在宅療療療療養養養養の新の新の新の新体制体制体制体制の充の充の充の充実実実実をををを図図図図りました。りました。りました。りました。

８０ページ、がん予８０ページ、がん予８０ページ、がん予８０ページ、がん予防防防防対対対対策事業でございます。まず、環境策事業でございます。まず、環境策事業でございます。まず、環境策事業でございます。まず、環境省省省省の委の委の委の委託託託託をををを受け受け受け受けまして、まして、まして、まして、石綿石綿石綿石綿

ばばばばくくくく露露露露健康健康健康健康リスク調リスク調リスク調リスク調査を査を査を査を実施実施実施実施しております。がんしております。がんしております。がんしております。がん対対対対策の策の策の策の推進推進推進推進、がん診療連、がん診療連、がん診療連、がん診療連携推進携推進携推進携推進事業では事業では事業では事業では、、、、

医療従事者に医療従事者に医療従事者に医療従事者に対対対対するするするする研修研修研修研修などを行うがん診療連などを行うがん診療連などを行うがん診療連などを行うがん診療連携携携携拠点拠点拠点拠点病院等に病院等に病院等に病院等に対対対対して補して補して補して補助助助助を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

また、奈良のがんまた、奈良のがんまた、奈良のがんまた、奈良のがん対対対対策策策策推進推進推進推進事業では、奈良県がん事業では、奈良県がん事業では、奈良県がん事業では、奈良県がん対対対対策策策策推進協推進協推進協推進協議会を開議会を開議会を開議会を開催催催催しまして、平成２しまして、平成２しまして、平成２しまして、平成２

３年３月、奈良県がん３年３月、奈良県がん３年３月、奈良県がん３年３月、奈良県がん対対対対策策策策推進アクショ推進アクショ推進アクショ推進アクションンンンプラプラプラプランを策定したとこンを策定したとこンを策定したとこンを策定したところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。
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８１ページ、１の８１ページ、１の８１ページ、１の８１ページ、１の精神精神精神精神障害障害障害障害者医療者医療者医療者医療対対対対策でございます策でございます策でございます策でございますけけけけれども、れども、れども、れども、精神精神精神精神障害障害障害障害者医療費の者医療費の者医療費の者医療費の公公公公費費費費

負担負担負担負担のほか、のほか、のほか、のほか、精神疾精神疾精神疾精神疾患患患患急性急性急性急性発発発発症症症症やややや症状症状症状症状の急の急の急の急変変変変にににに対対対対応応応応するために、２４時間するために、２４時間するために、２４時間するために、２４時間受け受け受け受け入れ入れ入れ入れ可可可可能能能能なななな

救救救救急医療急医療急医療急医療体制体制体制体制の整備をいたしております。２の、の整備をいたしております。２の、の整備をいたしております。２の、の整備をいたしております。２の、精神精神精神精神障害障害障害障害者福祉者福祉者福祉者福祉対対対対策では、策では、策では、策では、障害障害障害障害者の社会者の社会者の社会者の社会

参加参加参加参加のののの促進促進促進促進をををを図図図図るためのるためのるためのるための各種各種各種各種社会社会社会社会復帰復帰復帰復帰施設施設施設施設等に等に等に等に運営運営運営運営費の補費の補費の補費の補助助助助を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

８２ページ、８２ページ、８２ページ、８２ページ、精神精神精神精神障害障害障害障害者福祉者福祉者福祉者福祉対対対対策の続きとして、策の続きとして、策の続きとして、策の続きとして、精神精神精神精神障害障害障害障害者地域者地域者地域者地域移移移移行、地域定行、地域定行、地域定行、地域定着支援着支援着支援着支援事事事事

業におきまして、業におきまして、業におきまして、業におきまして、精神疾精神疾精神疾精神疾患患患患で入院されているで入院されているで入院されているで入院されている方方方方の地域の地域の地域の地域移移移移行行行行やややや、、、、退退退退院院院院後後後後の地域の定の地域の定の地域の定の地域の定着着着着のののの支援支援支援支援

対対対対策を行っております。また、認知策を行っております。また、認知策を行っております。また、認知策を行っております。また、認知症症症症対対対対策に関する医療策に関する医療策に関する医療策に関する医療体制体制体制体制の充の充の充の充実実実実をををを図図図図るために２つの病るために２つの病るために２つの病るために２つの病

院を認知院を認知院を認知院を認知症疾症疾症疾症疾患患患患医療センターとして指定しまして、医療センターとして指定しまして、医療センターとして指定しまして、医療センターとして指定しまして、運営運営運営運営費の補費の補費の補費の補助助助助を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。次次次次に、３に、３に、３に、３

のののの自自自自殺殺殺殺予予予予防防防防緊急緊急緊急緊急対対対対策でございます策でございます策でございます策でございますけけけけれども、れども、れども、れども、自自自自殺防止殺防止殺防止殺防止のためののためののためののためのフォフォフォフォーーーーラムラムラムラムやややや近畿近畿近畿近畿６６６６府府府府県合県合県合県合

同同同同のののの啓啓啓啓発発発発ＣＭ放映ＣＭ放映ＣＭ放映ＣＭ放映、、、、自自自自殺殺殺殺対対対対策に策に策に策に取取取取りりりり組む組む組む組む市町村等に市町村等に市町村等に市町村等に対対対対するするするする活動支援活動支援活動支援活動支援を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。

８３ページの４、８３ページの４、８３ページの４、８３ページの４、母母母母子保健子保健子保健子保健対対対対策でございます策でございます策でございます策でございますけけけけれども、不れども、不れども、不れども、不妊治妊治妊治妊治療の療の療の療の経済的負担経済的負担経済的負担経済的負担のののの軽減軽減軽減軽減をををを

図図図図るために不るために不るために不るために不妊治妊治妊治妊治療費の療費の療費の療費の助助助助成を行うとともに、成を行うとともに、成を行うとともに、成を行うとともに、未熟未熟未熟未熟児児児児養養養養育育育育医療費医療費医療費医療費給給給給付事業など、付事業など、付事業など、付事業など、母母母母性性性性やややや乳乳乳乳

幼幼幼幼児児児児の健康保の健康保の健康保の健康保持持持持増進増進増進増進にににに努努努努めております。また、めております。また、めております。また、めております。また、身体身体身体身体にににに障害障害障害障害をををを持持持持つつつつ児童児童児童児童にににに対対対対して、して、して、して、障害障害障害障害のののの除除除除

去去去去またはまたはまたはまたは軽減軽減軽減軽減をををを目的目的目的目的とする医療費のとする医療費のとする医療費のとする医療費の公公公公費費費費負担負担負担負担のののの実施実施実施実施を行っております。さらに、を行っております。さらに、を行っております。さらに、を行っております。さらに、未未未未受受受受診診診診妊妊妊妊

婦婦婦婦対対対対策としまして、策としまして、策としまして、策としまして、妊娠判妊娠判妊娠判妊娠判定定定定受受受受診料を診料を診料を診料を公公公公費費費費負担負担負担負担するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、妊娠何妊娠何妊娠何妊娠何でも１１０番をでも１１０番をでも１１０番をでも１１０番を設置設置設置設置

いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、妊娠妊娠妊娠妊娠に関するに関するに関するに関する相談体制相談体制相談体制相談体制の充の充の充の充実実実実をををを図図図図りました。りました。りました。りました。

８４ページ、８４ページ、８４ページ、８４ページ、血液血液血液血液確保確保確保確保対対対対策でございます。策でございます。策でございます。策でございます。献血献血献血献血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、街頭啓街頭啓街頭啓街頭啓発活動発活動発活動発活動をををを

行うとともに行うとともに行うとともに行うとともに高高高高校校校校生生生生、大、大、大、大学生学生学生学生などのなどのなどのなどの献血献血献血献血へへへへの理の理の理の理解解解解、、、、協力協力協力協力をををを得得得得るため、るため、るため、るため、若若若若年年年年献血献血献血献血推進推進推進推進啓啓啓啓発普発普発普発普

及事業を及事業を及事業を及事業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。

８５ページの１、医８５ページの１、医８５ページの１、医８５ページの１、医薬品薬品薬品薬品製製製製造業及び配造業及び配造業及び配造業及び配置家庭置家庭置家庭置家庭薬薬薬薬販売販売販売販売業業業業助助助助成といたしまして、これらの事成といたしまして、これらの事成といたしまして、これらの事成といたしまして、これらの事

業者に業者に業者に業者に対対対対してのしてのしてのしての記載記載記載記載のののの助助助助成をしたとこ成をしたとこ成をしたとこ成をしたところろろろでございます。さらに２の医でございます。さらに２の医でございます。さらに２の医でございます。さらに２の医薬品産薬品産薬品産薬品産業業業業活活活活性化にお性化にお性化にお性化にお

きまして、きまして、きまして、きまして、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり製製製製造業の振興、造業の振興、造業の振興、造業の振興、販売販売販売販売拡拡拡拡充のための事業を行っています。また、充のための事業を行っています。また、充のための事業を行っています。また、充のための事業を行っています。また、適適適適

正な医正な医正な医正な医薬品薬品薬品薬品販売販売販売販売制制制制度の度の度の度の実施実施実施実施といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、登録登録登録登録販売販売販売販売業者の業者の業者の業者の試試試試験験験験をををを実施実施実施実施したとこしたとこしたとこしたところろろろでござでござでござでござ

います。います。います。います。

８６ページ、引き続き医８６ページ、引き続き医８６ページ、引き続き医８６ページ、引き続き医薬品薬品薬品薬品関係でございますが、関係でございますが、関係でございますが、関係でございますが、薬薬薬薬物物物物乱乱乱乱用用用用防止防止防止防止対対対対策でございます。策でございます。策でございます。策でございます。薬薬薬薬

物物物物乱乱乱乱用用用用防止防止防止防止指導員を委指導員を委指導員を委指導員を委嘱嘱嘱嘱するとともに、大するとともに、大するとともに、大するとともに、大学生学生学生学生などをなどをなどをなどを対対対対象象象象としたとしたとしたとした薬薬薬薬物物物物乱乱乱乱用用用用防止防止防止防止講演講演講演講演会を開会を開会を開会を開

催催催催いたしました。こちらは年いたしました。こちらは年いたしました。こちらは年いたしました。こちらは年 々々々々受講受講受講受講者を者を者を者をふふふふややややしてきているとこしてきているとこしてきているとこしてきているところろろろでございます。また、医でございます。また、医でございます。また、医でございます。また、医

薬品災薬品災薬品災薬品災害対害対害対害対策でございますが、策でございますが、策でございますが、策でございますが、災災災災害害害害時に時に時に時に必必必必要とされる緊急用の医要とされる緊急用の医要とされる緊急用の医要とされる緊急用の医薬品薬品薬品薬品等の備等の備等の備等の備蓄蓄蓄蓄を行っておを行っておを行っておを行ってお

ります。ります。ります。ります。受託受託受託受託・・・・共同研共同研共同研共同研究究究究のののの推進推進推進推進のとこのとこのとこのところろろろでございますでございますでございますでございますけけけけれども、県れども、県れども、県れども、県内内内内企企企企業の業の業の業の活活活活性化のため性化のため性化のため性化のため

にににに受託共同研受託共同研受託共同研受託共同研究究究究推進推進推進推進事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施しまして、県しまして、県しまして、県しまして、県内内内内企企企企業の新業の新業の新業の新製製製製品品品品の開の開の開の開発発発発をををを支援支援支援支援いたしたとこいたしたとこいたしたとこいたしたところろろろ
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でございます。でございます。でございます。でございます。

以以以以上が医療政策部一上が医療政策部一上が医療政策部一上が医療政策部一般般般般会計に係る会計に係る会計に係る会計に係る施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、次次次次に、特に、特に、特に、特別別別別会計がござい会計がござい会計がござい会計がござい

ます。２０５ページでございます、ます。２０５ページでございます、ます。２０５ページでございます、ます。２０５ページでございます、公公公公立立立立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学関係関係関係関係経経経経費特費特費特費特別別別別会計に関会計に関会計に関会計に関

してご説明申し上げます。してご説明申し上げます。してご説明申し上げます。してご説明申し上げます。

医医医医科科科科大大大大学運営学運営学運営学運営費で１、費で１、費で１、費で１、公公公公立立立立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学運営支援学運営支援学運営支援学運営支援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、、、、

県県県県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学におにおにおにおけけけける円る円る円る円滑滑滑滑な業務な業務な業務な業務運営運営運営運営にににに必必必必要な要な要な要な経経経経費の財費の財費の財費の財源源源源を充てるために、を充てるために、を充てるために、を充てるために、運営運営運営運営費交付金費交付金費交付金費交付金

を交付しまして、医を交付しまして、医を交付しまして、医を交付しまして、医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師のののの養養養養成などに成などに成などに成などに努努努努めるとともに、政策医療めるとともに、政策医療めるとともに、政策医療めるとともに、政策医療面面面面の充の充の充の充実実実実をををを図図図図ってってってって

おります。おります。おります。おります。

２０６ページ、県２０６ページ、県２０６ページ、県２０６ページ、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の整備費でございます。２のの整備費でございます。２のの整備費でございます。２のの整備費でございます。２の公公公公立立立立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大

学学学学のののの施設設施設設施設設施設設備等整備備等整備備等整備備等整備支援支援支援支援といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学におにおにおにおけけけけるるるる各施設や設各施設や設各施設や設各施設や設備の整備に関備の整備に関備の整備に関備の整備に関

してしてしてして必必必必要な資金について、県要な資金について、県要な資金について、県要な資金について、県債債債債を財を財を財を財源源源源としまして貸し付としまして貸し付としまして貸し付としまして貸し付けけけけ、医療、医療、医療、医療機機機機器器器器の整備、の整備、の整備、の整備、患患患患者の者の者の者のアアアアメメメメ

ニニニニテテテティィィィ及び（及び（及び（及び（仮称仮称仮称仮称）中）中）中）中央央央央手手手手術棟術棟術棟術棟に係るに係るに係るに係る施設設施設設施設設施設設備などの整備を備などの整備を備などの整備を備などの整備を進進進進めました。３のめました。３のめました。３のめました。３の既既既既発発発発行県行県行県行県債債債債

の元金の元金の元金の元金償還償還償還償還金といたしまして、医金といたしまして、医金といたしまして、医金といたしまして、医科科科科大大大大学学学学におにおにおにおけけけけるるるる施設施設施設施設整備等の財整備等の財整備等の財整備等の財源源源源としてとしてとしてとして発発発発行した県行した県行した県行した県債債債債のののの

元金について元金について元金について元金について償還償還償還償還しております。しております。しております。しております。

以以以以上が上が上が上が公公公公立立立立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学関係関係関係関係経経経経費特費特費特費特別別別別会計に係る説明でございます。これ会計に係る説明でございます。これ会計に係る説明でございます。これ会計に係る説明でございます。これ

で医療政策部の決算で医療政策部の決算で医療政策部の決算で医療政策部の決算概概概概要についての説明を要についての説明を要についての説明を要についての説明を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。以以以以上、どうかご審議のほどよ上、どうかご審議のほどよ上、どうかご審議のほどよ上、どうかご審議のほどよろろろろしししし

くお願いいたします。くお願いいたします。くお願いいたします。くお願いいたします。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ごごごご苦苦苦苦労労労労さんでございました。さんでございました。さんでございました。さんでございました。

それでは、ただいまの説明、またはそのそれでは、ただいまの説明、またはそのそれでは、ただいまの説明、またはそのそれでは、ただいまの説明、またはその他他他他もももも含含含含めましてめましてめましてめまして質質質質疑疑疑疑を行いたいと思います。を行いたいと思います。を行いたいと思います。を行いたいと思います。

理事者の理事者の理事者の理事者の皆様皆様皆様皆様方方方方には、委員のには、委員のには、委員のには、委員の質問質問質問質問にににに対対対対しまして簡潔明しまして簡潔明しまして簡潔明しまして簡潔明瞭瞭瞭瞭にごにごにごにご答答答答弁弁弁弁をお願い申し上げたいをお願い申し上げたいをお願い申し上げたいをお願い申し上げたい

とととと存存存存じじじじます。ます。ます。ます。

それでは、ごそれでは、ごそれでは、ごそれでは、ご質問質問質問質問のあるのあるのあるのある方方方方。。。。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 ちちちちょょょょっとっとっとっと聞聞聞聞きききき漏漏漏漏らしましたので、おらしましたので、おらしましたので、おらしましたので、お教え教え教え教えいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の５ページ、「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の５ページ、「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の５ページ、「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の５ページ、生活生活生活生活保保保保護護護護費そのものの決算は費そのものの決算は費そのものの決算は費そのものの決算は

どのようになってるのかなということと、５番と２番のとこどのようになってるのかなということと、５番と２番のとこどのようになってるのかなということと、５番と２番のとこどのようになってるのかなということと、５番と２番のところろろろで、で、で、で、同同同同一一一一敷敷敷敷地地地地内内内内云々云々云々云々というというというという

言言言言葉葉葉葉があって、その金額をおがあって、その金額をおがあって、その金額をおがあって、その金額をお示示示示しいただいたのですが、それはどういうしいただいたのですが、それはどういうしいただいたのですが、それはどういうしいただいたのですが、それはどういう内内内内容容容容のことをのことをのことをのことを意意意意味味味味

しているのか、２番のしているのか、２番のしているのか、２番のしているのか、２番の障害障害障害障害福祉費の福祉費の福祉費の福祉費の方方方方は金額どのは金額どのは金額どのは金額どのぐぐぐぐらいだったのか。６億円とらいだったのか。６億円とらいだったのか。６億円とらいだったのか。６億円と聞聞聞聞いたよういたよういたよういたよう

に思ったのですが、に思ったのですが、に思ったのですが、に思ったのですが、見見見見たら６億円たら６億円たら６億円たら６億円みみみみたいなのがありたいなのがありたいなのがありたいなのがあり得得得得るはずがないと思ったので、おるはずがないと思ったので、おるはずがないと思ったので、おるはずがないと思ったので、お教え教え教え教え

いただいただいただいただけけけけれれれればばばばありがたいと思います。ありがたいと思います。ありがたいと思います。ありがたいと思います。

○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長 ご説明不ご説明不ご説明不ご説明不足足足足だったかもしれまだったかもしれまだったかもしれまだったかもしれませせせせんんんんけけけけれども、れども、れども、れども、同じ同じ同じ同じ社会福祉総合セン社会福祉総合セン社会福祉総合セン社会福祉総合セン



---- 11117777 ----

ターターターター内内内内に２つに２つに２つに２つ建物建物建物建物をををを建建建建てるのですてるのですてるのですてるのですけけけけれども、れども、れども、れども、障害障害障害障害福祉費で福祉費で福祉費で福祉費で建建建建てている部分とてている部分とてている部分とてている部分と生活生活生活生活保保保保護護護護費の費の費の費の

中の中の中の中の施設施設施設施設費で費で費で費で建建建建ていてる部分があるということで、ていてる部分があるということで、ていてる部分があるということで、ていてる部分があるということで、別別別別にににに重重重重複複複複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すではないのですではないのですではないのです。。。。

その一その一その一その一体体体体のののの工工工工事の中で、事の中で、事の中で、事の中で、建物建物建物建物の中にの中にの中にの中に壊壊壊壊さないさないさないさない建物建物建物建物があるものですから、そのがあるものですから、そのがあるものですから、そのがあるものですから、その建物建物建物建物がうるさがうるさがうるさがうるさ

いといいといいといいといけけけけないので、ないので、ないので、ないので、騒音対騒音対騒音対騒音対策を策を策を策を考考考考ええええるうちに事業期間がるうちに事業期間がるうちに事業期間がるうちに事業期間が延延延延びてしまって繰り越しになったびてしまって繰り越しになったびてしまって繰り越しになったびてしまって繰り越しになった

と、こういうことでございまして、確かに繰り越しでございますが、６億円と申し上げまと、こういうことでございまして、確かに繰り越しでございますが、６億円と申し上げまと、こういうことでございまして、確かに繰り越しでございますが、６億円と申し上げまと、こういうことでございまして、確かに繰り越しでございますが、６億円と申し上げま

したしたしたしたけけけけれども、れども、れども、れども、障害障害障害障害福祉費の繰り越しの総額が７億円ですので６億円でよ福祉費の繰り越しの総額が７億円ですので６億円でよ福祉費の繰り越しの総額が７億円ですので６億円でよ福祉費の繰り越しの総額が７億円ですので６億円でよろろろろしいのではなしいのではなしいのではなしいのではな

いかと、不用ではございまいかと、不用ではございまいかと、不用ではございまいかと、不用ではございませせせせん、繰り越しでございます。ん、繰り越しでございます。ん、繰り越しでございます。ん、繰り越しでございます。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 それからそれからそれからそれから、、、、「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度主主主主要要要要施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告書」の６７ページ、に関する報告書」の６７ページ、に関する報告書」の６７ページ、に関する報告書」の６７ページ、生生生生

活活活活保保保保護護護護のののの対対対対象象象象となっているのが１万２，９９２というとなっているのが１万２，９９２というとなっているのが１万２，９９２というとなっているのが１万２，９９２という世世世世帯帯帯帯数数数数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けけけけれどもれどもれどもれども、、、、

額額額額的的的的にはどこかにはどこかにはどこかにはどこか載載載載せせせせてもらっているのでしてもらっているのでしてもらっているのでしてもらっているのでしょょょょうか。これは、どのうか。これは、どのうか。これは、どのうか。これは、どのぐぐぐぐらいになっているのからいになっているのからいになっているのからいになっているのか。。。。

それと、それと、それと、それと、統統統統計計計計的的的的なななな意意意意味味味味で、で、で、で、世世世世間で間で間で間で盛盛盛盛んにんにんにんに言わ言わ言わ言われているのは、れているのは、れているのは、れているのは、生活生活生活生活保保保保護護護護費を費を費を費を対対対対象象象象とするととするととするととすると

いうか申請するというか、いうか申請するというか、いうか申請するというか、いうか申請するというか、生活生活生活生活保保保保護護護護をもらいたいというをもらいたいというをもらいたいというをもらいたいという人人人人がどんどんがどんどんがどんどんがどんどんふふふふええええてきてる。それてきてる。それてきてる。それてきてる。それ

で、市町村ので、市町村ので、市町村ので、市町村の役役役役場場場場のののの方方方方は、正確なは、正確なは、正確なは、正確な言言言言葉葉葉葉かどうかかどうかかどうかかどうかわわわわからないからないからないからないけけけけれども、れども、れども、れども、対処対処対処対処しししし切切切切れなくなっれなくなっれなくなっれなくなっ

て、できるだて、できるだて、できるだて、できるだけけけけ押押押押ささささえ込むえ込むえ込むえ込むというたらというたらというたらというたら変変変変ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、適適適適用になるのを用になるのを用になるのを用になるのを渋渋渋渋っているというっているというっているというっているという、、、、

そんなそんなそんなそんな感感感感じじじじに思に思に思に思ええええてならないのです。てならないのです。てならないのです。てならないのです。余余余余っているのかっているのかっているのかっているのか足足足足らないのか、そのらないのか、そのらないのか、そのらないのか、その辺辺辺辺の部分をの部分をの部分をの部分を含含含含めめめめ

て、大て、大て、大て、大体体体体どれどれどれどれぐぐぐぐらいの予算と決算とのらいの予算と決算とのらいの予算と決算とのらいの予算と決算との差差差差があるのか、そのがあるのか、そのがあるのか、そのがあるのか、その辺辺辺辺ががががわわわわかれかれかれかれば教えば教えば教えば教え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。い。い。い。

○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長 ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘のとおりでございまして、のとおりでございまして、のとおりでございまして、のとおりでございまして、生活生活生活生活保保保保護護護護費は年費は年費は年費は年 々々々々１０１０１０１０％％％％ぐぐぐぐらいずらいずらいずらいず

つどんどんつどんどんつどんどんつどんどんふふふふええええてきておるのは事てきておるのは事てきておるのは事てきておるのは事実実実実でございます。そういうでございます。そういうでございます。そういうでございます。そういう意意意意味味味味では特に町村部は、では特に町村部は、では特に町村部は、では特に町村部は、郡郡郡郡部部部部

は県がは県がは県がは県が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けけけけれども、市部は市がれども、市部は市がれども、市部は市がれども、市部は市がややややっておりまして、っておりまして、っておりまして、っておりまして、詳細詳細詳細詳細は承知しておりまは承知しておりまは承知しておりまは承知しておりませせせせ

んんんんけけけけれども、れども、れども、れども、厳厳厳厳しく認定するというようなしく認定するというようなしく認定するというようなしく認定するというような姿勢姿勢姿勢姿勢のとこのとこのとこのところろろろがあるのもしれまがあるのもしれまがあるのもしれまがあるのもしれませせせせん。ん。ん。ん。

単単単単純純純純に予算のに予算のに予算のに予算の過過過過不不不不足足足足ということで申しますと、ということで申しますと、ということで申しますと、ということで申しますと、先先先先ほど申しましたように、県につきましほど申しましたように、県につきましほど申しましたように、県につきましほど申しましたように、県につきまし

ては今ては今ては今ては今回生活回生活回生活回生活保保保保護護護護費につきまして、特に医療費につきまして、特に医療費につきまして、特に医療費につきまして、特に医療扶助扶助扶助扶助ですですですですねねねね、病院にかかりましたときに全額、病院にかかりましたときに全額、病院にかかりましたときに全額、病院にかかりましたときに全額

生活生活生活生活保保保保護護護護でででで見見見見るるるるわけわけわけわけですですですですけけけけれども、このれども、このれども、このれども、この実績実績実績実績がががが見込み見込み見込み見込みをををを下回下回下回下回りましたので、１億円程度のりましたので、１億円程度のりましたので、１億円程度のりましたので、１億円程度の

不用は不用は不用は不用は生じ生じ生じ生じております。ただ、もともと予算がております。ただ、もともと予算がております。ただ、もともと予算がております。ただ、もともと予算が多目多目多目多目にににに見積見積見積見積もったということで、平成２１もったということで、平成２１もったということで、平成２１もったということで、平成２１

年に年に年に年に比比比比べべべべて平成２２年の予算がて平成２２年の予算がて平成２２年の予算がて平成２２年の予算が伸伸伸伸びておりますので、そういうびておりますので、そういうびておりますので、そういうびておりますので、そういう意意意意味味味味ではではではでは足足足足りないことはなりないことはなりないことはなりないことはな

いのですいのですいのですいのですけけけけれども、予算がれども、予算がれども、予算がれども、予算がふふふふええええてきている。それは全てきている。それは全てきている。それは全てきている。それは全体体体体、県予算全、県予算全、県予算全、県予算全体体体体の中では一つのの中では一つのの中では一つのの中では一つの伸伸伸伸びびびび

る要る要る要る要素素素素となっていることは間となっていることは間となっていることは間となっていることは間違違違違いないと思います。いないと思います。いないと思います。いないと思います。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 医療費が１億円ほど不用になっている、これは医者にかかったかかからない医療費が１億円ほど不用になっている、これは医者にかかったかかからない医療費が１億円ほど不用になっている、これは医者にかかったかかからない医療費が１億円ほど不用になっている、これは医者にかかったかかからない

かのかのかのかの問問問問題題題題だと思いますので、それはそれでいいのですだと思いますので、それはそれでいいのですだと思いますので、それはそれでいいのですだと思いますので、それはそれでいいのですけけけけれども、れども、れども、れども、生活生活生活生活そのものにそのものにそのものにそのものに対対対対するするするする生生生生



---- 11118888 ----

活活活活保保保保護護護護の部分の費用はどういうの部分の費用はどういうの部分の費用はどういうの部分の費用はどういう感感感感じじじじでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○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 今今今今細細細細かい資料はございまかい資料はございまかい資料はございまかい資料はございませせせせんんんんけけけけれども、れども、れども、れども、生活生活生活生活保保保保護護護護の全の全の全の全体体体体の費用の中の費用の中の費用の中の費用の中

で、医療費が大で、医療費が大で、医療費が大で、医療費が大体体体体５５５５割割割割になっています。になっています。になっています。になっています。生活扶助生活扶助生活扶助生活扶助といいまして、といいまして、といいまして、といいまして、食食食食べべべべたり日たり日たり日たり日常常常常のののの衣服衣服衣服衣服とかとかとかとか

光光光光熱熱熱熱費、そういうものが大費、そういうものが大費、そういうものが大費、そういうものが大体体体体３３３３割割割割になっています。１になっています。１になっています。１になっています。１割割割割がががが住宅代住宅代住宅代住宅代、、、、家家家家賃賃賃賃というというというというふふふふうな、平うな、平うな、平うな、平

成２１年度、平成２２年度のこの決算で、県の成２１年度、平成２２年度のこの決算で、県の成２１年度、平成２２年度のこの決算で、県の成２１年度、平成２２年度のこの決算で、県の郡郡郡郡部福祉大部福祉大部福祉大部福祉大体体体体ざっとですが５０億円、ざっとですが５０億円、ざっとですが５０億円、ざっとですが５０億円、直直直直接接接接

扶助扶助扶助扶助費費費費支支支支出しているのです出しているのです出しているのです出しているのですけけけけれども、そのうちの、今申しますように医療費が２５億円前れども、そのうちの、今申しますように医療費が２５億円前れども、そのうちの、今申しますように医療費が２５億円前れども、そのうちの、今申しますように医療費が２５億円前

後後後後、それと、それと、それと、それと生活生活生活生活費が３費が３費が３費が３割割割割ですので１５億円から２０億円の間、１ですので１５億円から２０億円の間、１ですので１５億円から２０億円の間、１ですので１５億円から２０億円の間、１割割割割ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは住宅扶助住宅扶助住宅扶助住宅扶助費と費と費と費と

なっています。なっています。なっています。なっています。

それからそれからそれからそれから追追追追加加加加で申しますと、で申しますと、で申しますと、で申しますと、先先先先ほど健康福祉部長がほど健康福祉部長がほど健康福祉部長がほど健康福祉部長が答答答答ええええましたましたましたましたけけけけれども、この県の分がれども、この県の分がれども、この県の分がれども、この県の分が、、、、

県の中県の中県の中県の中和和和和福祉事務所と福祉事務所と福祉事務所と福祉事務所と吉野吉野吉野吉野福祉事務所、２福祉事務所、２福祉事務所、２福祉事務所、２カカカカ所の分が大所の分が大所の分が大所の分が大体体体体５０億円５０億円５０億円５０億円余余余余りとなっておりましりとなっておりましりとなっておりましりとなっておりまし

て、１万２，９００て、１万２，９００て、１万２，９００て、１万２，９００世世世世帯帯帯帯余余余余りがりがりがりが受け受け受け受けておりまして、市の福祉をあておりまして、市の福祉をあておりまして、市の福祉をあておりまして、市の福祉をあわせわせわせわせると全部で１５の事ると全部で１５の事ると全部で１５の事ると全部で１５の事

務所ありまして、奈良県全務所ありまして、奈良県全務所ありまして、奈良県全務所ありまして、奈良県全体体体体ではではではでは概概概概算なのです算なのです算なのです算なのですけけけけれども、２２０億円から２３０億円程度れども、２２０億円から２３０億円程度れども、２２０億円から２３０億円程度れども、２２０億円から２３０億円程度

になっているのではないかと、県全になっているのではないかと、県全になっているのではないかと、県全になっているのではないかと、県全体体体体では。そのうちででは。そのうちででは。そのうちででは。そのうちで約約約約５０億円が県の予算という、そ５０億円が県の予算という、そ５０億円が県の予算という、そ５０億円が県の予算という、そ

んなんなんなんな状状状状況況況況です。です。です。です。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 医療費は不用額が出ているのです医療費は不用額が出ているのです医療費は不用額が出ているのです医療費は不用額が出ているのですけけけけれども、れども、れども、れども、生活生活生活生活関係は不用額は出ていない関係は不用額は出ていない関係は不用額は出ていない関係は不用額は出ていない

と理と理と理と理解解解解していいのですか。していいのですか。していいのですか。していいのですか。

○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 今、今、今、今、細細細細かい資料がございまかい資料がございまかい資料がございまかい資料がございませせせせんんんんけけけけれども、れども、れども、れども、数数数数百百百百万円とか万円とか万円とか万円とか数数数数千千千千万円と万円と万円と万円と

か、そういうか、そういうか、そういうか、そういう単単単単位位位位のののの端端端端数数数数は前は前は前は前後後後後にあると思います。にあると思います。にあると思います。にあると思います。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 はい、はい、はい、はい、わわわわかりました、かりました、かりました、かりました、結構結構結構結構です。です。です。です。終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 西岡こども・女性局長に、西岡こども・女性局長に、西岡こども・女性局長に、西岡こども・女性局長に、聞聞聞聞きたいのですきたいのですきたいのですきたいのですけけけけれどれどれどれど、、、、「「「「主主主主要要要要施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果に関するに関するに関するに関する

報告書」の６０ページ、平成２２年度の子ども報告書」の６０ページ、平成２２年度の子ども報告書」の６０ページ、平成２２年度の子ども報告書」の６０ページ、平成２２年度の子ども虐待虐待虐待虐待ですですですですけけけけれども、これれども、これれども、これれども、これ頑張頑張頑張頑張ってってってってややややってもってもってもっても

らって、らって、らって、らって、頑張頑張頑張頑張ってってってってふふふふええええたのがいいのかどうかという、たのがいいのかどうかという、たのがいいのかどうかという、たのがいいのかどうかという、減減減減ったったったった方方方方がいいのだがいいのだがいいのだがいいのだけけけけれど、そういれど、そういれど、そういれど、そうい

うことではなくて、うことではなくて、うことではなくて、うことではなくて、警察警察警察警察との連との連との連との連携携携携がどうがどうがどうがどうややややってどういうってどういうってどういうってどういうふふふふうにして、うにして、うにして、うにして、警察警察警察警察から連から連から連から連携携携携してどしてどしてどしてど

ううううややややっているのかというっているのかというっているのかというっているのかというふふふふうに、うに、うに、うに、自自自自分とこ分とこ分とこ分ところろろろからもからもからもからも聞聞聞聞くくくくけけけけれど、れど、れど、れど、警察警察警察警察からも入ってくるからも入ってくるからも入ってくるからも入ってくる話話話話

はあるのかどうか。それから、はあるのかどうか。それから、はあるのかどうか。それから、はあるのかどうか。それから、各各各各市町村の現市町村の現市町村の現市町村の現状状状状はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかねねねね。そこをち。そこをち。そこをち。そこをちょょょょっとっとっとっと

教え教え教え教えてほしい。てほしい。てほしい。てほしい。

それから、子どものそれから、子どものそれから、子どものそれから、子どもの虐待虐待虐待虐待の年の年の年の年齢齢齢齢層層層層ですですですですねねねね。。。。幼幼幼幼児児児児か小か小か小か小学生学生学生学生、そこら、そこら、そこら、そこら辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろ、もし、もし、もし、もしデデデデーーーー

タあったらタあったらタあったらタあったら教え教え教え教えていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

それから、医療政策部で、県それから、医療政策部で、県それから、医療政策部で、県それから、医療政策部で、県立立立立奈良病院の奈良病院の奈良病院の奈良病院の工工工工事事事事契契契契約約約約をををを見見見見ていますと、ていますと、ていますと、ていますと、割割割割とととと多多多多く特定業者く特定業者く特定業者く特定業者

からのからのからのからの見積見積見積見積もりもりもりもり徴徴徴徴収収収収によってによってによってによって随随随随意意意意契契契契約約約約されています。されています。されています。されています。競争競争競争競争性、性、性、性、公公公公平性などから配平性などから配平性などから配平性などから配慮慮慮慮しすしすしすしすべべべべ
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きときときときと違違違違うかと。うかと。うかと。うかと。何何何何か合か合か合か合点点点点がいかないというがいかないというがいかないというがいかないという点点点点が１つ、県が１つ、県が１つ、県が１つ、県立立立立奈良病院の奈良病院の奈良病院の奈良病院の問問問問題題題題があるがあるがあるがあるわけわけわけわけですですですです。。。。

県県県県立立立立三三三三室病院の室病院の室病院の室病院の改修工改修工改修工改修工事についても、事についても、事についても、事についても、随随随随意意意意契契契契約約約約をををを工工工工事事事事区区区区域域域域内内内内の理の理の理の理由由由由でででで同同同同一業者に一業者に一業者に一業者にややややっていっていっていってい

る。これは、る。これは、る。これは、る。これは、監監監監査報告の査報告の査報告の査報告の監監監監査委員の中から指査委員の中から指査委員の中から指査委員の中から指摘摘摘摘されているされているされているされているわけわけわけわけでしでしでしでしょょょょう。これはう。これはう。これはう。これは何何何何でこうでこうでこうでこう

するのかと。県するのかと。県するのかと。県するのかと。県立立立立五條五條五條五條病院の病院の病院の病院の工工工工事請事請事請事請負負負負費についても特定業者からの費についても特定業者からの費についても特定業者からの費についても特定業者からの工工工工事の事の事の事の見積見積見積見積もりをもりをもりをもりを徴徴徴徴収収収収

してしてしてして随随随随意意意意契契契契約約約約ををををややややっている。っている。っている。っている。何何何何でこれ病院のでこれ病院のでこれ病院のでこれ病院の方方方方はこうはこうはこうはこうややややって、って、って、って、改善改善改善改善のののの余余余余地があるのと地があるのと地があるのと地があるのと違違違違うううう

かと、医療政策部長かと、医療政策部長かと、医療政策部長かと、医療政策部長答答答答ええええてください。てください。てください。てください。

それから、医療政策部で医それから、医療政策部で医それから、医療政策部で医それから、医療政策部で医師師師師とととと看看看看護護護護師師師師の確保について、の確保について、の確保について、の確保について、看看看看護護護護師師師師不不不不足足足足とととと産婦産婦産婦産婦人人人人科科科科の医の医の医の医師師師師のののの

欠欠欠欠員もある員もある員もある員も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、これの今れども、これの今れども、これの今れども、これの今後後後後のののの方向方向方向方向性とか、性とか、性とか、性とか、相変わ相変わ相変わ相変わらず不らず不らず不らず不測測測測の課の課の課の課題題題題はあるはあるはあるはあるわわわわ

けけけけですですですですけけけけれども、今れども、今れども、今れども、今後後後後どういうどういうどういうどういうふふふふうにしてうにしてうにしてうにして解解解解決をするのかと思います。決をするのかと思います。決をするのかと思います。決をするのかと思います。

それから、それから、それから、それから、次次次次に医療に医療に医療に医療機機機機器器器器のののの取得取得取得取得です。これは年度末です。これは年度末です。これは年度末です。これは年度末ばばばばかりかりかりかり買買買買っているということだっているということだっているということだっているということだけけけけれれれれ

ども、確かに入ども、確かに入ども、確かに入ども、確かに入札札札札からからからから機機機機器器器器のののの設設設設定から時間がかかるとは思うのです定から時間がかかるとは思うのです定から時間がかかるとは思うのです定から時間がかかるとは思うのですけけけけれども、もっとれども、もっとれども、もっとれども、もっと改善改善改善改善

すすすすべべべべきときときときと違違違違うかと、こういうように思います。うかと、こういうように思います。うかと、こういうように思います。うかと、こういうように思います。

それからそれからそれからそれから、、、、「奈良県病院事業費特「奈良県病院事業費特「奈良県病院事業費特「奈良県病院事業費特別別別別会計決算会計決算会計決算会計決算概概概概要」を要」を要」を要」を見見見見ていましたら、ていましたら、ていましたら、ていましたら、収収収収益増益増益増益増ですですですですけけけけれど、れど、れど、れど、

これでいいのでしこれでいいのでしこれでいいのでしこれでいいのでしょょょょう、もちう、もちう、もちう、もちろろろろんんんん喜喜喜喜んでいるのですんでいるのですんでいるのですんでいるのですけけけけれど。確かに診療報れど。確かに診療報れど。確かに診療報れど。確かに診療報酬酬酬酬のののの改改改改定が定が定が定が影響影響影響影響

しているのかということですしているのかということですしているのかということですしているのかということですけけけけれども、一れども、一れども、一れども、一過過過過性のものでないのかどうか、この性のものでないのかどうか、この性のものでないのかどうか、この性のものでないのかどうか、この辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろ

についてについてについてについて聞聞聞聞きたいと思う。きたいと思う。きたいと思う。きたいと思う。以以以以上です。上です。上です。上です。

○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長 まず、まず、まず、まず、児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待におきましてにおきましてにおきましてにおきまして警察警察警察警察との連との連との連との連携携携携という部分でございという部分でございという部分でございという部分でござい

ますますますますけけけけれども、今現れども、今現れども、今現れども、今現在児童在児童在児童在児童のののの通通通通報等につきましては、報等につきましては、報等につきましては、報等につきましては、警察警察警察警察からセンターにからセンターにからセンターにからセンターに来来来来る分もございる分もございる分もございる分もござい

ますし、またますし、またますし、またますし、また立立立立ち入りとかそういうち入りとかそういうち入りとかそういうち入りとかそういう場場場場合にも合にも合にも合にも警察警察警察警察と連と連と連と連携携携携しながらしながらしながらしながら進進進進めている現めている現めている現めている現状状状状がございがございがございがござい

ます。特に平成２２年度のます。特に平成２２年度のます。特に平成２２年度のます。特に平成２２年度の経経経経路路路路別別別別のののの相談相談相談相談、これは、これは、これは、これは児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待だだだだけけけけではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、児童相談児童相談児童相談児童相談全全全全般般般般

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けけけけれども、れども、れども、れども、警察警察警察警察からといたしまして、からといたしまして、からといたしまして、からといたしまして、児童児童児童児童で２５７で２５７で２５７で２５７件件件件、、、、警察警察警察警察からからからから

そういうそういうそういうそういう形形形形でででで約約約約２５０２５０２５０２５０人人人人ほどほどほどほど通通通通告いただいて、その告いただいて、その告いただいて、その告いただいて、その場場場場合は合は合は合は家家家家出とかも出とかも出とかも出とかも含含含含まれますまれますまれますまれま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。

次次次次に年に年に年に年齢齢齢齢でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、虐待虐待虐待虐待につきましては、年につきましては、年につきましては、年につきましては、年齢的齢的齢的齢的にはにはにはには就学就学就学就学前の子どもが前の子どもが前の子どもが前の子どもが多多多多くなっくなっくなっくなっ

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、一番れども、一番れども、一番れども、一番多多多多い年い年い年い年齢齢齢齢が６１名ということで４歳が６１名ということで４歳が６１名ということで４歳が６１名ということで４歳児児児児ががががややややはり一番はり一番はり一番はり一番高高高高くなってくなってくなってくなって

おります。その前、３歳おります。その前、３歳おります。その前、３歳おります。その前、３歳児児児児が５２名、それから２歳が５２名、それから２歳が５２名、それから２歳が５２名、それから２歳児児児児５９名ということで、５９名ということで、５９名ということで、５９名ということで、就学就学就学就学前の前の前の前の乳幼乳幼乳幼乳幼

児児児児ががががややややはりはりはりはり多多多多いということが現いということが現いということが現いということが現状状状状としてなっております。引き続き関係としてなっております。引き続き関係としてなっております。引き続き関係としてなっております。引き続き関係機機機機関と連関と連関と連関と連携携携携しながしながしながしなが

らららら進進進進めたいと思います。その中で、市町村ということでございますめたいと思います。その中で、市町村ということでございますめたいと思います。その中で、市町村ということでございますめたいと思います。その中で、市町村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、法法法法律律律律がががが改改改改正正正正

になりまして、市町村が一になりまして、市町村が一になりまして、市町村が一になりまして、市町村が一義義義義的的的的に、一番に、一番に、一番に、一番住民住民住民住民さんのさんのさんのさんの相談相談相談相談窓窓窓窓口であるということもございま口であるということもございま口であるということもございま口であるということもございま

して、地域でのして、地域でのして、地域でのして、地域での相談体制相談体制相談体制相談体制というのが大分整備されてきまして、また政策というのが大分整備されてきまして、また政策というのが大分整備されてきまして、また政策というのが大分整備されてきまして、また政策的的的的にもにもにもにも乳乳乳乳児児児児の全の全の全の全戸戸戸戸
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訪問訪問訪問訪問であるとか、そういうとこであるとか、そういうとこであるとか、そういうとこであるとか、そういうところろろろもかなりもかなりもかなりもかなり進進進進んできているという現んできているという現んできているという現んできているという現状状状状がございます。今、がございます。今、がございます。今、がございます。今、

すすすすぐぐぐぐ出ないのです出ないのです出ないのです出ないのですけけけけれども、市町村でのれども、市町村でのれども、市町村でのれども、市町村での相談件数相談件数相談件数相談件数も大きくも大きくも大きくも大きくふふふふええええてきている現てきている現てきている現てきている現状状状状でございまでございまでございまでございま

す。す。す。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 県県県県立立立立病院の病院の病院の病院の工工工工事の事の事の事の随随随随意意意意契契契契約約約約についてでございます。なについてでございます。なについてでございます。なについてでございます。なぜ随ぜ随ぜ随ぜ随意意意意契契契契約約約約がががが

多多多多いかということを少しいかということを少しいかということを少しいかということを少し調べ調べ調べ調べててててみみみみますと、ますと、ますと、ますと、例えば例えば例えば例えば、病院にお、病院にお、病院にお、病院におけけけけるるるる雨漏雨漏雨漏雨漏りでございますと、りでございますと、りでございますと、りでございますと、

医療の医療の医療の医療の安安安安全全全全患患患患者者者者ササササーーーービスビスビスビスのののの向向向向上に上に上に上に直直直直接接接接かかかかかかかかわわわわることから、急いでることから、急いでることから、急いでることから、急いで工工工工事をする事をする事をする事をする必必必必要があると要があると要があると要があると。。。。

入入入入札札札札による業者による業者による業者による業者選選選選定を行いますと４定を行いますと４定を行いますと４定を行いますと４カカカカ月程度のそういう月程度のそういう月程度のそういう月程度のそういう工工工工事期間などを事期間などを事期間などを事期間などをややややるということかるということかるということかるということか

ら、３社ら、３社ら、３社ら、３社以以以以上の上の上の上の見積見積見積見積もりもりもりもり競争競争競争競争をした上で、業者ををした上で、業者ををした上で、業者ををした上で、業者を選選選選定して定して定して定して随随随随意意意意契契契契約約約約をするをするをするをする場場場場合がある。こ合がある。こ合がある。こ合がある。こ

れらのことから、れらのことから、れらのことから、れらのことから、随随随随意意意意契契契契約約約約がががが多多多多いといといと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。

しかし、今しかし、今しかし、今しかし、今後後後後もももも随随随随意意意意契契契契約約約約でなくできる部分については、できるだでなくできる部分については、できるだでなくできる部分については、できるだでなくできる部分については、できるだけけけけ競争競争競争競争入入入入札札札札などにしてなどにしてなどにしてなどにして

いきたいと思いますので、そのいきたいと思いますので、そのいきたいと思いますので、そのいきたいと思いますので、その点点点点については今については今については今については今後調後調後調後調査をしていきます。査をしていきます。査をしていきます。査をしていきます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○中川医療管理課長○中川医療管理課長○中川医療管理課長○中川医療管理課長 藤本委員からのご藤本委員からのご藤本委員からのご藤本委員からのご質問質問質問質問のうち、３のうち、３のうち、３のうち、３点点点点、、、、私私私私からおからおからおからお答答答答ええええをさをさをさをさせせせせていただていただていただていただ

きます。きます。きます。きます。

１１１１点点点点目目目目は、県は、県は、県は、県立立立立病院にお病院にお病院にお病院におけけけける医る医る医る医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師の確保というの確保というの確保というの確保という点点点点でございます。ご指でございます。ご指でございます。ご指でございます。ご指摘摘摘摘いただいただいただいただ

きましたように、県きましたように、県きましたように、県きましたように、県立立立立病院まだまだ奈良病院、いずれの病院にしても医病院まだまだ奈良病院、いずれの病院にしても医病院まだまだ奈良病院、いずれの病院にしても医病院まだまだ奈良病院、いずれの病院にしても医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師ともにともにともにともに、、、、

これからかなりこれからかなりこれからかなりこれからかなり増増増増強強強強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いいいいけけけけないという認ないという認ないという認ないという認識識識識がございます。病院はがございます。病院はがございます。病院はがございます。病院は何何何何といいといいといいといい

ましてもましてもましてもましてもママママンンンンパパパパワワワワーの充ーの充ーの充ーの充実実実実がががが基基基基本でございますので、本でございますので、本でございますので、本でございますので、取取取取りりりり組組組組んでまいりたいと思っておりんでまいりたいと思っておりんでまいりたいと思っておりんでまいりたいと思っており

ます。ます。ます。ます。

そのそのそのその点点点点、まず第１、まず第１、まず第１、まず第１点点点点目目目目、医、医、医、医師師師師につきましてですにつきましてですにつきましてですにつきましてですけけけけれども、医れども、医れども、医れども、医師師師師につきましては、平成１につきましては、平成１につきましては、平成１につきましては、平成１

９年からの４年間でございます９年からの４年間でございます９年からの４年間でございます９年からの４年間でございますけけけけれども、県れども、県れども、県れども、県立立立立３病院で１５名の医３病院で１５名の医３病院で１５名の医３病院で１５名の医師師師師のののの増増増増員を員を員を員を図図図図ったとこったとこったとこったとこ

ろろろろでございます。これにつきましては、病院長がでございます。これにつきましては、病院長がでございます。これにつきましては、病院長がでございます。これにつきましては、病院長が率率率率先先先先して医して医して医して医師師師師確保に確保に確保に確保に努努努努めていただくことめていただくことめていただくことめていただくこと

とととと同同同同時に、時に、時に、時に、処遇処遇処遇処遇のののの改善改善改善改善、それから、これは少し、それから、これは少し、それから、これは少し、それから、これは少し細細細細かいかいかいかい話話話話にもなりますにもなりますにもなりますにもなりますけけけけれども、れども、れども、れども、若若若若手の医手の医手の医手の医

師師師師のののの研修研修研修研修を充を充を充を充実実実実をさをさをさをさせせせせていただくためのていただくためのていただくためのていただくための取取取取りりりり組み組み組み組みに少しに少しに少しに少し外外外外部の部の部の部の講講講講師師師師をををを招招招招いていていていてややややっていただっていただっていただっていただ

く、あるいはそのためのく、あるいはそのためのく、あるいはそのためのく、あるいはそのための機機機機器器器器の整備をするなどのの整備をするなどのの整備をするなどのの整備をするなどの取取取取りりりり組み組み組み組みをしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、看看看看護護護護師師師師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、看看看看護護護護師師師師についても、平成１９年からについても、平成１９年からについても、平成１９年からについても、平成１９年から比較比較比較比較いいいい

たしますと６２名のたしますと６２名のたしますと６２名のたしますと６２名の増増増増員ということで、現員ということで、現員ということで、現員ということで、現場場場場のののの方方方方でででで頑張頑張頑張頑張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ふふふふややややしていただいしていただいしていただいしていただい

ておるとこておるとこておるとこておるところろろろですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、看看看看護護護護師師師師についても予算も認めていただいて、手についても予算も認めていただいて、手についても予算も認めていただいて、手についても予算も認めていただいて、手当当当当のののの増増増増額ある額ある額ある額ある

いは今年度県いは今年度県いは今年度県いは今年度県立立立立三三三三室病院、県室病院、県室病院、県室病院、県立立立立五條五條五條五條病院は院病院は院病院は院病院は院内内内内保保保保育育育育ということでということでということでということでススススタータータータートトトトをををを切切切切ららららせせせせていたていたていたていた

だくということで、だくということで、だくということで、だくということで、処遇処遇処遇処遇と環境のと環境のと環境のと環境の両両両両面面面面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でおります。また、現んでおります。また、現んでおります。また、現んでおります。また、現場場場場のののの看看看看護護護護師師師師

で、きめで、きめで、きめで、きめ細細細細かくかくかくかく面面面面談談談談をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、離離離離職職職職率率率率のののの防止防止防止防止にににに努努努努めていただくことで、これにつめていただくことで、これにつめていただくことで、これにつめていただくことで、これにつ



---- 22221111 ----

いても平成２０年に年間のいても平成２０年に年間のいても平成２０年に年間のいても平成２０年に年間の離離離離職職職職率率率率が１１が１１が１１が１１％％％％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、昨昨昨昨年度は６年度は６年度は６年度は６％％％％ぐぐぐぐらいというこらいというこらいというこらいというこ

とで、かなりとで、かなりとで、かなりとで、かなり改善改善改善改善をしていただいております。今をしていただいております。今をしていただいております。今をしていただいております。今後後後後もももも取取取取りりりり組み組み組み組みをををを強強強強化をしてまいりたいと化をしてまいりたいと化をしてまいりたいと化をしてまいりたいと

思っております。思っております。思っております。思っております。

２２２２点点点点目目目目、医療、医療、医療、医療機機機機器器器器のののの取得取得取得取得の時期のの時期のの時期のの時期の問問問問題題題題でございます。ご指でございます。ご指でございます。ご指でございます。ご指摘摘摘摘いただきましたように、今いただきましたように、今いただきましたように、今いただきましたように、今

回回回回監監監監査の査の査の査の意見意見意見意見書にもありますように、書にもありますように、書にもありますように、書にもありますように、取得取得取得取得の時期がの時期がの時期がの時期が遅遅遅遅いということでございます。医療いということでございます。医療いということでございます。医療いということでございます。医療機機機機

器器器器、特に大、特に大、特に大、特に大型型型型の医療の医療の医療の医療機機機機器器器器につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、購購購購入をさ入をさ入をさ入をさせせせせていただくていただくていただくていただく際際際際に、現に、現に、現に、現場場場場のののの方方方方でもでもでもでも常常常常にににに

日日日日進進進進月月月月歩歩歩歩でございますので、予算の案をでございますので、予算の案をでございますので、予算の案をでございますので、予算の案を練練練練る今る今る今る今ぐぐぐぐらいの時期に、現らいの時期に、現らいの時期に、現らいの時期に、現場場場場のののの方方方方で案をで案をで案をで案を練練練練っていっていっていってい

ただきまして、ただきまして、ただきまして、ただきまして、実際実際実際実際にににに購購購購入を入を入を入を考考考考ええええるるるる半半半半年年年年後後後後にまた少し医療のにまた少し医療のにまた少し医療のにまた少し医療の内内内内容容容容がかがかがかがかわわわわるるるるケケケケーーーーススススもございもございもございもござい

ますので、そのますので、そのますので、そのますので、その辺辺辺辺は現は現は現は現場場場場のののの方方方方でまず第一でまず第一でまず第一でまず第一義義義義的的的的にににに慎慎慎慎重重重重にににに機種選機種選機種選機種選定を行っていくいうのが定を行っていくいうのが定を行っていくいうのが定を行っていくいうのが状状状状況況況況

でございます。また、大でございます。また、大でございます。また、大でございます。また、大型機型機型機型機器器器器のののの場場場場合は特定合は特定合は特定合は特定調達調達調達調達ということで、入ということで、入ということで、入ということで、入札札札札の手続をの手続をの手続をの手続を厳格厳格厳格厳格ににににややややっっっっ

てるものですから、それにてるものですから、それにてるものですから、それにてるものですから、それに三三三三、、、、四四四四カカカカ月かかるということで、月かかるということで、月かかるということで、月かかるということで、実実実実態態態態としては少しとしては少しとしては少しとしては少し購購購購入がおく入がおく入がおく入がおく

れているというのも事れているというのも事れているというのも事れているというのも事実実実実でございます。でございます。でございます。でございます。

一一一一方方方方で、委員ご指で、委員ご指で、委員ご指で、委員ご指摘摘摘摘のように医療のように医療のように医療のように医療機機機機器器器器はははは直直直直接接接接患患患患者さんの者さんの者さんの者さんのササササーーーービスビスビスビスあるいはあるいはあるいはあるいはひひひひいては病院いては病院いては病院いては病院

のののの収収収収益益益益につながるものでございますので、一日でもにつながるものでございますので、一日でもにつながるものでございますので、一日でもにつながるものでございますので、一日でも早早早早く導入をしていただくということでく導入をしていただくということでく導入をしていただくということでく導入をしていただくということで、、、、

少しい少しい少しい少しいろろろろんなんなんなんな工工工工夫をしていく中で、計夫をしていく中で、計夫をしていく中で、計夫をしていく中で、計画的画的画的画的に医療に医療に医療に医療機機機機器器器器が整備できるようにが整備できるようにが整備できるようにが整備できるように努努努努めてまいりためてまいりためてまいりためてまいりた

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

それから、３それから、３それから、３それから、３点点点点目目目目、診療報、診療報、診療報、診療報酬酬酬酬のののの増増増増収収収収、今、今、今、今回回回回少し医療政策部長説明さ少し医療政策部長説明さ少し医療政策部長説明さ少し医療政策部長説明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

ように、ように、ように、ように、ふふふふええええたのですたのですたのですたのですけけけけれども、これ１れども、これ１れども、これ１れども、これ１点点点点目目目目、委員ご指、委員ご指、委員ご指、委員ご指摘摘摘摘のように診療報のように診療報のように診療報のように診療報酬酬酬酬のののの改改改改定の定の定の定の影響影響影響影響

がございます。ただし、今がございます。ただし、今がございます。ただし、今がございます。ただし、今回回回回前年と前年と前年と前年と比較比較比較比較いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、約約約約１４億円の１４億円の１４億円の１４億円の経経経経常収常収常収常収支支支支のののの増増増増収収収収といといといとい

うことになっておりますうことになっておりますうことになっておりますうことになっておりますけけけけれども、分れども、分れども、分れども、分析析析析をいたしますと、このうちのをいたしますと、このうちのをいたしますと、このうちのをいたしますと、このうちの約約約約４分の１の３億円４分の１の３億円４分の１の３億円４分の１の３億円

ぐぐぐぐらいが診療報らいが診療報らいが診療報らいが診療報酬酬酬酬のののの改改改改定の定の定の定の影響影響影響影響によると。もう一によると。もう一によると。もう一によると。もう一方方方方で、こので、こので、こので、この改改改改定に定に定に定に伴伴伴伴いまして、医いまして、医いまして、医いまして、医師師師師の補の補の補の補

助助助助、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは看看看看護護護護師師師師の補の補の補の補助助助助というものを入れることによって、今というものを入れることによって、今というものを入れることによって、今というものを入れることによって、今回回回回の診療報の診療報の診療報の診療報酬酬酬酬のののの施設基施設基施設基施設基準準準準

はとれるということで、これはもうはとれるということで、これはもうはとれるということで、これはもうはとれるということで、これはもう我々我々我々我々病院の病院の病院の病院の方方方方とあとあとあとあわせわせわせわせてててて取取取取りりりり組み組み組み組みまして、これがまして、これがまして、これがまして、これが約約約約４４４４

分の１、２億７，０００万円の分の１、２億７，０００万円の分の１、２億７，０００万円の分の１、２億７，０００万円の増増増増収収収収につながると。一番大きいのは病院そのものがにつながると。一番大きいのは病院そのものがにつながると。一番大きいのは病院そのものがにつながると。一番大きいのは病院そのものが経営経営経営経営努努努努

力力力力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、患患患患者さんの手者さんの手者さんの手者さんの手術術術術のののの数数数数ををををふふふふややややすなどのすなどのすなどのすなどの経営改善経営改善経営改善経営改善、これによります、これによります、これによります、これによります

増増増増収収収収が６億円から７億円ということで、ここが一番大きいということで、今が６億円から７億円ということで、ここが一番大きいということで、今が６億円から７億円ということで、ここが一番大きいということで、今が６億円から７億円ということで、ここが一番大きいということで、今後後後後も病院長さも病院長さも病院長さも病院長さ

んをんをんをんを初初初初め、このめ、このめ、このめ、この取取取取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進めていただきたいとめていただきたいとめていただきたいとめ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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 西岡こども・女性局長、うちの西岡こども・女性局長、うちの西岡こども・女性局長、うちの西岡こども・女性局長、うちの近近近近所でもあるのです所でもあるのです所でもあるのです所でもあるのですけけけけれども、れども、れども、れども、通通通通告するとい告するとい告するとい告するとい

うことは、うことは、うことは、うことは、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり勇勇勇勇気気気気が要るのですよ、よそのが要るのですよ、よそのが要るのですよ、よそのが要るのですよ、よその家家家家のこと、どうもあの子のこと、どうもあの子のこと、どうもあの子のこと、どうもあの子青青青青じみじみじみじみているなているなているなているな

と、だからそういうことをと、だからそういうことをと、だからそういうことをと、だからそういうことを勇勇勇勇気気気気をををを持持持持ってってってってみみみみんながんながんながんなが通通通通報するという、そういう県報するという、そういう県報するという、そういう県報するという、そういう県民民民民のののの空空空空気づ気づ気づ気づ
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くりというのもくりというのもくりというのもくりというのも必必必必要です。そういうことをまた要です。そういうことをまた要です。そういうことをまた要です。そういうことをまた啓啓啓啓発発発発で、で、で、で、考考考考ええええていただきたい。だから、ていただきたい。だから、ていただきたい。だから、ていただきたい。だから、警警警警

察察察察とか、とか、とか、とか、相談相談相談相談にににに来来来来るというのはもうたたかれて、なるというのはもうたたかれて、なるというのはもうたたかれて、なるというのはもうたたかれて、なぐぐぐぐられて、もうだめなときです。だかられて、もうだめなときです。だかられて、もうだめなときです。だかられて、もうだめなときです。だか

ら、そういうら、そういうら、そういうら、そういう点点点点ではではではでは勇勇勇勇気気気気をををを持持持持ってってってって近近近近所の所の所の所の人人人人がががが警察警察警察警察や児童相談や児童相談や児童相談や児童相談所に所に所に所に電話電話電話電話入れるとか、そうい入れるとか、そうい入れるとか、そうい入れるとか、そうい

うううう空空空空気づ気づ気づ気づくりを市町村と連くりを市町村と連くりを市町村と連くりを市町村と連携携携携してしてしてしてややややってほしいし、それで市町村のってほしいし、それで市町村のってほしいし、それで市町村のってほしいし、それで市町村の方方方方はまたはまたはまたはまたデデデデータ、もしータ、もしータ、もしータ、もし

あったら、あったら、あったら、あったら、後後後後でまたでまたでまたでまた教え教え教え教えてください。要てください。要てください。要てください。要望望望望だだだだけけけけでもうでもうでもうでもう結構結構結構結構です。です。です。です。

それから、武末医療政策部長、それから、武末医療政策部長、それから、武末医療政策部長、それから、武末医療政策部長、雨漏雨漏雨漏雨漏りのりのりのりの話話話話はいいとして、そんなの特はいいとして、そんなの特はいいとして、そんなの特はいいとして、そんなの特別別別別、そんなの、そんなの、そんなの、そんなの工工工工事事事事

できちんとできちんとできちんとできちんと雨雨雨雨がががが漏漏漏漏らないようにしたらいいのであって、どうもらないようにしたらいいのであって、どうもらないようにしたらいいのであって、どうもらないようにしたらいいのであって、どうも競争競争競争競争性、性、性、性、公公公公平性に平性に平性に平性に欠欠欠欠けけけけていていていてい

るのとるのとるのとるのと違違違違うかと思うのです。うかと思うのです。うかと思うのです。うかと思うのです。余余余余りにも病院りにも病院りにも病院りにも病院側側側側と地元業者とのつながりがと地元業者とのつながりがと地元業者とのつながりがと地元業者とのつながりが深深深深いようなにおいいようなにおいいようなにおいいようなにおい

がするがするがするがするわけわけわけわけ。だから、もう少し。だから、もう少し。だから、もう少し。だから、もう少し公公公公共共共共、入、入、入、入札札札札の課と連の課と連の課と連の課と連携携携携して、して、して、して、例えば例えば例えば例えばちちちちょょょょっとっとっとっと聞聞聞聞いていていていてねねねね、こ、こ、こ、こ

ういうういうういうういう場場場場合こういう合こういう合こういう合こういうふふふふうにしなさいといううにしなさいといううにしなさいといううにしなさいという形形形形で、そっちで、そっちで、そっちで、そっちへへへへ振るとなり、もうち振るとなり、もうち振るとなり、もうち振るとなり、もうちょょょょっと、３っと、３っと、３っと、３

社だ社だ社だ社だけ見積け見積け見積け見積もりしたら３社がもりしたら３社がもりしたら３社がもりしたら３社が談談談談合したらどうしますか。そういう合したらどうしますか。そういう合したらどうしますか。そういう合したらどうしますか。そういう点点点点で、前から指で、前から指で、前から指で、前から指摘摘摘摘もされもされもされもされ

ておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、競争競争競争競争性、性、性、性、公公公公平性などに平性などに平性などに平性などに改善改善改善改善をしていくということですから期をしていくということですから期をしていくということですから期をしていくということですから期待待待待しておきしておきしておきしておき

ます。ます。ます。ます。結構結構結構結構です。です。です。です。

それから、医それから、医それから、医それから、医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師のののの件件件件ですですですですけけけけど、２年前に奈良県ど、２年前に奈良県ど、２年前に奈良県ど、２年前に奈良県看看看看護協護協護協護協会会会会へへへへ一度一度一度一度厚厚厚厚かましく、かましく、かましく、かましく、厚厚厚厚

生生生生委員会の委員のときに、委員会の委員のときに、委員会の委員のときに、委員会の委員のときに、講演講演講演講演に行ったことがあるのです。に行ったことがあるのです。に行ったことがあるのです。に行ったことがあるのです。アアアアンンンンケケケケーーーートトトトをとって、そしたをとって、そしたをとって、そしたをとって、そした

らららら看看看看護護護護師師師師さんがさんがさんがさんが言言言言っているのは、っているのは、っているのは、っているのは、仕仕仕仕事はしんどい、事はしんどい、事はしんどい、事はしんどい、ややややめたい、めたい、めたい、めたい、民民民民間の間の間の間の方方方方がががが待待待待遇遇遇遇がいいとかがいいとかがいいとかがいいとか、、、、

いっいっいっいっぱぱぱぱい出ているのです。そういうい出ているのです。そういうい出ているのです。そういうい出ているのです。そういう点点点点で、手で、手で、手で、手当当当当のののの問問問問題題題題あるいはあるいはあるいはあるいは夜夜夜夜勤勤勤勤をををを緩緩緩緩めてあげるとか、めてあげるとか、めてあげるとか、めてあげるとか、

民民民民間の間の間の間の労働労働労働労働条条条条件件件件にににに負け負け負け負けないように手ないように手ないように手ないように手当当当当ををををふふふふややややしてあげるとか、あるいは交してあげるとか、あるいは交してあげるとか、あるいは交してあげるとか、あるいは交代制代制代制代制の時間を配の時間を配の時間を配の時間を配

慮慮慮慮するとか、そういうことをするとか、そういうことをするとか、そういうことをするとか、そういうことを考考考考ええええながら、ながら、ながら、ながら、看看看看護護護護師師師師さんをさんをさんをさんをふふふふややややしてほしいと思います。してほしいと思います。してほしいと思います。してほしいと思います。

それから、もう一つ、それから、もう一つ、それから、もう一つ、それから、もう一つ、産婦産婦産婦産婦人人人人科科科科のののの先生方先生方先生方先生方ですですですですけけけけれど、れど、れど、れど、助助助助産師産師産師産師さんにさんにさんにさんに任任任任せせせせるとこるとこるとこるところろろろはははは任任任任せせせせ

て、て、て、て、異異異異常常常常分分分分娩娩娩娩のののの人人人人だだだだけけけけはお医者さんが診るという、そういう病院の中ではお医者さんが診るという、そういう病院の中ではお医者さんが診るという、そういう病院の中ではお医者さんが診るという、そういう病院の中で助助助助産師産師産師産師さんもっとさんもっとさんもっとさんもっと

使使使使って、そしてって、そしてって、そしてって、そして産婦産婦産婦産婦人人人人科科科科を充を充を充を充実実実実ささささせせせせていくことも要ていくことも要ていくことも要ていくことも要望望望望としてとしてとしてとして考考考考ええええておいといてください。ておいといてください。ておいといてください。ておいといてください。

もうもうもうもう返返返返事は、事は、事は、事は、結構結構結構結構です。です。です。です。

それから、医療それから、医療それから、医療それから、医療機機機機器器器器のののの問問問問題題題題、これ医療管理課長、、これ医療管理課長、、これ医療管理課長、、これ医療管理課長、値値値値段段段段がががが高高高高いよいよいよいよねねねね。中には１億円。中には１億円。中には１億円。中には１億円ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、

だからだからだからだから慎慎慎慎重重重重に、そんな３月に、そんな３月に、そんな３月に、そんな３月ぐぐぐぐらいらいらいらい機機機機器器器器選選選選定で定で定で定で考考考考ええええないのは、いないのは、いないのは、いないのは、いろろろろんな業者があるからんな業者があるからんな業者があるからんな業者があるからわわわわかかかか

るるるるけけけけれど。それにしても、年末にれど。それにしても、年末にれど。それにしても、年末にれど。それにしても、年末に集集集集中し中し中し中し過ぎ過ぎ過ぎ過ぎているのはなているのはなているのはなているのはなぜぜぜぜかというかというかというかという話話話話になるから。お医になるから。お医になるから。お医になるから。お医

者さんとも者さんとも者さんとも者さんとも相談相談相談相談しないといしないといしないといしないといけけけけないから、行政だないから、行政だないから、行政だないから、行政だけけけけではいではいではいではいけけけけないないないないけけけけれども、そういうれども、そういうれども、そういうれども、そういう点点点点でででで改改改改

善善善善してほしいと思います。してほしいと思います。してほしいと思います。してほしいと思います。

最後最後最後最後に、に、に、に、収収収収益益益益のののの問問問問題題題題、診療報、診療報、診療報、診療報酬酬酬酬が上がって、が上がって、が上がって、が上がって、改改改改定になって、定になって、定になって、定になって、収収収収入が入が入が入がふふふふええええて、６億円て、６億円て、６億円て、６億円余余余余りりりり

最後最後最後最後こう、こう、こう、こう、ガガガガーンと上がっているのだーンと上がっているのだーンと上がっているのだーンと上がっているのだけけけけれど、これについてもれど、これについてもれど、これについてもれど、これについても黒字黒字黒字黒字にしていくというのはにしていくというのはにしていくというのはにしていくというのは、、、、
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お医者さんもお医者さんもお医者さんもお医者さんも頑張頑張頑張頑張って、あるいは病院のって、あるいは病院のって、あるいは病院のって、あるいは病院の患患患患者さんもち者さんもち者さんもち者さんもちょょょょっとっとっとっとふふふふええええてきているのかというてきているのかというてきているのかというてきているのかという空空空空

気気気気もあるのですもあるのですもあるのですもあるのですけけけけれども、さらにれども、さらにれども、さらにれども、さらに黒字黒字黒字黒字にににに向け向け向け向けてててて頑張頑張頑張頑張ってほしいと思います。もうすってほしいと思います。もうすってほしいと思います。もうすってほしいと思います。もうすべべべべて要て要て要て要

望望望望でででで終終終終わわわわっておきます。これでっておきます。これでっておきます。これでっておきます。これで結構結構結構結構です、はい。です、はい。です、はい。です、はい。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ごごごご苦苦苦苦労労労労さんでした。さんでした。さんでした。さんでした。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 ２２２２点点点点ほど簡ほど簡ほど簡ほど簡単単単単にににに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。

１１１１点点点点目目目目は、奈良県総合は、奈良県総合は、奈良県総合は、奈良県総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンター、田ンセンター、田ンセンター、田ンセンター、田原原原原本町にあります、本町にあります、本町にあります、本町にあります、高次脳機能高次脳機能高次脳機能高次脳機能

障害支援障害支援障害支援障害支援事業事業事業事業支援支援支援支援センターにいセンターにいセンターにいセンターにいろろろろいいいいろ相談ろ相談ろ相談ろ相談されているされているされているされている方方方方ががががふふふふええええておりますし、３年前からておりますし、３年前からておりますし、３年前からておりますし、３年前から

一部一部一部一部ふふふふるさとるさとるさとるさと雇雇雇雇用用用用再生再生再生再生特特特特別基別基別基別基金を金を金を金を使使使使っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、ココココーーーーデデデディィィィネネネネーターを１ーターを１ーターを１ーターを１人人人人追追追追加加加加していしていしていしてい

ただいて、今度２名ということなので、これはただいて、今度２名ということなので、これはただいて、今度２名ということなので、これはただいて、今度２名ということなので、これはふふふふるさと事業、これだるさと事業、これだるさと事業、これだるさと事業、これだけけけけではないですではないですではないですではないですけけけけれれれれ

ども、ども、ども、ども、来来来来年ほとんどなくなります。その中で、年ほとんどなくなります。その中で、年ほとんどなくなります。その中で、年ほとんどなくなります。その中で、民民民民間はその間はその間はその間はその次次次次のののの雇雇雇雇用をまた用をまた用をまた用をまた自自自自分とこの分とこの分とこの分とこの運営運営運営運営

でででで考考考考ええええたらいいとたらいいとたらいいとたらいいと言わ言わ言わ言われるれるれるれるけけけけれども、こういう事業はれども、こういう事業はれども、こういう事業はれども、こういう事業はリハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターンセンターンセンターンセンター内内内内で行で行で行で行

わわわわれている事業で、予算をつれている事業で、予算をつれている事業で、予算をつれている事業で、予算をつけけけけてあげないとしんどいと思います。そんな中で、だんだんてあげないとしんどいと思います。そんな中で、だんだんてあげないとしんどいと思います。そんな中で、だんだんてあげないとしんどいと思います。そんな中で、だんだん

相談件数相談件数相談件数相談件数ももももふふふふええええておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、ぜひぜひぜひぜひともともともとも次次次次、、、、ふふふふるさとるさとるさとるさと雇雇雇雇用がなくなった用がなくなった用がなくなった用がなくなった後後後後、また県の、また県の、また県の、また県の方方方方

から補から補から補から補助助助助金を金を金を金をややややっていただきたいなと思いますので、ちっていただきたいなと思いますので、ちっていただきたいなと思いますので、ちっていただきたいなと思いますので、ちょょょょっとっとっとっと答答答答弁弁弁弁をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

２２２２点点点点目目目目ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、先先先先月、この前の月、この前の月、この前の月、この前の厚厚厚厚生生生生委員会で委員会で委員会で委員会で突然突然突然突然にににに質問質問質問質問したことなので、どうもしたことなので、どうもしたことなので、どうもしたことなので、どうも

医療政策部長の医療政策部長の医療政策部長の医療政策部長の答答答答弁弁弁弁がはっきりがはっきりがはっきりがはっきりわわわわかりにくかったので、かりにくかったので、かりにくかったので、かりにくかったので、再再再再度度度度聞聞聞聞きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

福祉、医療、特に医療は福祉、医療、特に医療は福祉、医療、特に医療は福祉、医療、特に医療は雇雇雇雇用の課用の課用の課用の課題題題題のときにのときにのときにのときにシシシシーーーーリリリリンンンンググググをかをかをかをかけけけけて、て、て、て、ふふふふややややさないとこといさないとこといさないとこといさないとことい

うことでうことでうことでうことでややややっていましたっていましたっていましたっていましたけけけけれども、政れども、政れども、政れども、政権権権権がががが変わ変わ変わ変わってから、今はってから、今はってから、今はってから、今は結構結構結構結構医療費だんだん奈良県医療費だんだん奈良県医療費だんだん奈良県医療費だんだん奈良県

でもでもでもでもふふふふええええております。特にこれ、県全ております。特にこれ、県全ております。特にこれ、県全ております。特にこれ、県全体体体体の予算にも関係ございますが、県の予算にも関係ございますが、県の予算にも関係ございますが、県の予算にも関係ございますが、県立立立立奈良病院、こ奈良病院、こ奈良病院、こ奈良病院、こ

れもまた新れもまた新れもまた新れもまた新設設設設もされますし、それから県もされますし、それから県もされますし、それから県もされますし、それから県立立立立三三三三室病院の整備、それから県室病院の整備、それから県室病院の整備、それから県室病院の整備、それから県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの教育教育教育教育

部部部部門門門門のののの移移移移転転転転、それから、それから、それから、それから南南南南部の３病院、あとこれ県にかか部の３病院、あとこれ県にかか部の３病院、あとこれ県にかか部の３病院、あとこれ県にかかわわわわった、った、った、った、南南南南部の部の部の部の場場場場合は一部事務合は一部事務合は一部事務合は一部事務組組組組

合になります合になります合になります合になりますけけけけれども、れども、れども、れども、経営経営経営経営にかかにかかにかかにかかわわわわった病院がございます。もう一つった病院がございます。もう一つった病院がございます。もう一つった病院がございます。もう一つ公公公公立立立立病院というの病院というの病院というの病院というの

がががが各各各各市町村ございます。市町村ございます。市町村ございます。市町村ございます。宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市立立立立病院、それから病院、それから病院、それから病院、それから天天天天理市理市理市理市立立立立病院、大病院、大病院、大病院、大和和和和高高高高田市田市田市田市立立立立病院と、国病院と、国病院と、国病院と、国

保中保中保中保中央央央央病院もございますし、病院もございますし、病院もございますし、病院もございますし、生生生生駒駒駒駒市もできるそうでございますし、市もできるそうでございますし、市もできるそうでございますし、市もできるそうでございますし、公公公公立立立立病院というのは全病院というのは全病院というのは全病院というのは全

然然然然手手手手当当当当はしてない、はしてない、はしてない、はしてない、自自自自分のとこ分のとこ分のとこ分のところろろろででででややややっておられる。それでも地域の医療をっておられる。それでも地域の医療をっておられる。それでも地域の医療をっておられる。それでも地域の医療を担担担担っておられっておられっておられっておられ

る。もう一つ、る。もう一つ、る。もう一つ、る。もう一つ、済生済生済生済生会病院もございますし、社会保会病院もございますし、社会保会病院もございますし、社会保会病院もございますし、社会保険険険険病院もございます。特に県病院もございます。特に県病院もございます。特に県病院もございます。特に県立立立立医医医医科科科科大大大大

学学学学附属附属附属附属病院を病院を病院を病院を例例例例にににに挙挙挙挙げますと、げますと、げますと、げますと、橿原橿原橿原橿原市市市市民民民民の７の７の７の７割割割割が県が県が県が県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附属附属附属附属病院を病院を病院を病院を利利利利用されている用されている用されている用されている

と。この現と。この現と。この現と。この現状状状状をををを考考考考ええええますと、１ますと、１ますと、１ますと、１次次次次診療は診療は診療は診療はややややはり、特に県はり、特に県はり、特に県はり、特に県立立立立奈良病院、今奈良病院、今奈良病院、今奈良病院、今後後後後されるされるされるされる場場場場合は２合は２合は２合は２

次次次次、３、３、３、３次次次次中中中中心心心心、、、、高高高高度医療に特化する度医療に特化する度医療に特化する度医療に特化するべべべべきではないかと思います。このようにきではないかと思います。このようにきではないかと思います。このようにきではないかと思います。このように近近近近いとこいとこいとこいところろろろほほほほ

ど、そういう病院に、１ど、そういう病院に、１ど、そういう病院に、１ど、そういう病院に、１次次次次診療にかかり診療にかかり診療にかかり診療にかかりややややすい。すい。すい。すい。ややややはり１はり１はり１はり１次次次次診療はできるだ診療はできるだ診療はできるだ診療はできるだけ民け民け民け民間、間、間、間、周周周周りりりり
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のお医者さんにのお医者さんにのお医者さんにのお医者さんに持持持持っていくというっていくというっていくというっていくという方方方方針針針針をををを立立立立てなてなてなてなけけけけれれれればばばば、県、県、県、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附属附属附属附属病院の病院の病院の病院の場場場場合はか合はか合はか合はか

なり１なり１なり１なり１次次次次診療が診療が診療が診療がふふふふええええていって、確かにていって、確かにていって、確かにていって、確かに独立独立独立独立行政行政行政行政法人法人法人法人になってになってになってになって経営経営経営経営をするためにはをするためにはをするためにはをするためには患患患患者さん者さん者さん者さん

を入れないといを入れないといを入れないといを入れないといけけけけないということですないということですないということですないということですけけけけれども、もうれども、もうれども、もうれども、もう駐車駐車駐車駐車場場場場はははは満杯満杯満杯満杯でありますし、でありますし、でありますし、でありますし、橿原橿原橿原橿原市市市市

には市には市には市には市民民民民病院はございま病院はございま病院はございま病院はございませせせせんし、んし、んし、んし、税税税税のののの公公公公平の平の平の平の観観観観点点点点からすると、一部地域に医療の費用がからすると、一部地域に医療の費用がからすると、一部地域に医療の費用がからすると、一部地域に医療の費用が偏偏偏偏

るというのはいかがなものかなと。るというのはいかがなものかなと。るというのはいかがなものかなと。るというのはいかがなものかなと。片片片片やややや天天天天理市理市理市理市立立立立病院、病院、病院、病院、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市立立立立病院、大病院、大病院、大病院、大和和和和高高高高田市田市田市田市立立立立病院病院病院病院、、、、

大大大大変変変変公公公公立立立立病院しんどい病院しんどい病院しんどい病院しんどい状状状状態態態態で、県で、県で、県で、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附属附属附属附属病院には病院には病院には病院には運営運営運営運営交付金出している交付金出している交付金出している交付金出しているけけけけれど、れど、れど、れど、

そちらのそちらのそちらのそちらの方方方方は市町村には市町村には市町村には市町村に任任任任せせせせきりというとこきりというとこきりというとこきりというところろろろでもございます。その中でも、でもございます。その中でも、でもございます。その中でも、でもございます。その中でも、ややややはりこれかはりこれかはりこれかはりこれか

ら新県ら新県ら新県ら新県立立立立奈良病院も奈良病院も奈良病院も奈良病院も建建建建てられますてられますてられますてられますけけけけれども、ある程度のれども、ある程度のれども、ある程度のれども、ある程度の歯歯歯歯どめがどめがどめがどめが必必必必要だと要だと要だと要だ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。

文文文文化関係の化関係の化関係の化関係の基基基基金１７０億円金１７０億円金１７０億円金１７０億円取取取取りりりり崩崩崩崩され、１６０億円ですか、され、１６０億円ですか、され、１６０億円ですか、され、１６０億円ですか、取取取取りりりり崩崩崩崩されて、これから、とされて、これから、とされて、これから、とされて、これから、と

いっていっていっていって基基基基金をためておられるかというと金をためておられるかというと金をためておられるかというと金をためておられるかというと去去去去年でも、この年でも、この年でも、この年でも、この先先先先ほどほどほどほど朝朝朝朝からからからから言わ言わ言わ言われました市町村れました市町村れました市町村れました市町村

臨時交付金、これも臨時交付金、これも臨時交付金、これも臨時交付金、これも去去去去年度決算年度決算年度決算年度決算余余余余ったから市町村に上げようというお金でございまして、ったから市町村に上げようというお金でございまして、ったから市町村に上げようというお金でございまして、ったから市町村に上げようというお金でございまして、

ことしも決算がことしも決算がことしも決算がことしも決算が余余余余ったら、もちったら、もちったら、もちったら、もちろろろろんんんん基基基基金にはためていかないとい金にはためていかないとい金にはためていかないとい金にはためていかないといけけけけない。ためてからない。ためてからない。ためてからない。ためてから使使使使うううう

のはいいのですのはいいのですのはいいのですのはいいのですけけけけれども、れども、れども、れども、ややややはりこの病院関係にこれから、医療のはりこの病院関係にこれから、医療のはりこの病院関係にこれから、医療のはりこの病院関係にこれから、医療の方方方方は大は大は大は大切切切切だだだだけけけけどもどもどもどもややややっっっっ

ぱぱぱぱり要るとこり要るとこり要るとこり要るところろろろは要る、要らないとこは要る、要らないとこは要る、要らないとこは要る、要らないところろろろは要らないときっちりしていただきたい。その中は要らないときっちりしていただきたい。その中は要らないときっちりしていただきたい。その中は要らないときっちりしていただきたい。その中

でどのようなでどのようなでどのようなでどのような歯歯歯歯どめをどめをどめをどめを持持持持っておられるか。それを今度の、今っておられるか。それを今度の、今っておられるか。それを今度の、今っておられるか。それを今度の、今後後後後の県の県の県の県立立立立の病院をの病院をの病院をの病院を考考考考ええええておらておらておらておら

れるか、れるか、れるか、れるか、答答答答弁弁弁弁願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○土井障害福祉課長○土井障害福祉課長○土井障害福祉課長○土井障害福祉課長 高次脳機能障害支援高次脳機能障害支援高次脳機能障害支援高次脳機能障害支援センターについておセンターについておセンターについておセンターについてお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

同支援同支援同支援同支援センターにおきましては、平成２０年１０月に県総合センターにおきましては、平成２０年１０月に県総合センターにおきましては、平成２０年１０月に県総合センターにおきましては、平成２０年１０月に県総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションンンン内内内内に開に開に開に開

設設設設をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、高次脳機能障害高次脳機能障害高次脳機能障害高次脳機能障害のあるのあるのあるのある方や方や方や方やごごごご家家家家族族族族にににに対対対対するするするする相談支援や相談支援や相談支援や相談支援や診診診診断断断断等を行って等を行って等を行って等を行って

おるとこおるとこおるとこおるところろろろでございます。委員おでございます。委員おでございます。委員おでございます。委員お述述述述べべべべのように、平成２１年１０月からは、のように、平成２１年１０月からは、のように、平成２１年１０月からは、のように、平成２１年１０月からは、ふふふふるさとるさとるさとるさと雇雇雇雇用用用用

再生再生再生再生特特特特別基別基別基別基金を金を金を金を活活活活用いたしまして、用いたしまして、用いたしまして、用いたしまして、ココココーーーーデデデディィィィネネネネーター１名をーター１名をーター１名をーター１名を増増増増員し、員し、員し、員し、支援体制支援体制支援体制支援体制の充の充の充の充実実実実をををを図図図図

ってきたとこってきたとこってきたとこってきたところろろろでございます。開でございます。開でございます。開でございます。開設設設設から３年がから３年がから３年がから３年が経経経経過過過過いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、高次脳機能障害高次脳機能障害高次脳機能障害高次脳機能障害そのもそのもそのもそのも

のにのにのにのに対対対対する理する理する理する理解解解解ややややセンターのセンターのセンターのセンターの周周周周知等も知等も知等も知等も相相相相まって、センターにまって、センターにまって、センターにまって、センターに寄寄寄寄られるられるられるられる相談件数相談件数相談件数相談件数は年は年は年は年 々々々々増加増加増加増加

しております。また、しております。また、しております。また、しております。また、当当当当事者事者事者事者団体団体団体団体をはをはをはをはじじじじめ関係め関係め関係め関係機機機機関からも一定の関からも一定の関からも一定の関からも一定の評価評価評価評価やややや期期期期待待待待をををを寄寄寄寄せせせせていたていたていたていた

だいているとこだいているとこだいているとこだいているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

こうしたこうしたこうしたこうした状状状状況況況況をををを踏踏踏踏ままままええええまして、これまでまして、これまでまして、これまでまして、これまで積み重積み重積み重積み重ねねねね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実績やス実績やス実績やス実績やスキキキキルルルルをををを生生生生かしかしかしかし

ながら、診ながら、診ながら、診ながら、診断断断断からからからから生活訓練や就労生活訓練や就労生活訓練や就労生活訓練や就労につなげていくにつなげていくにつなげていくにつなげていくネネネネットワットワットワットワーーーーククククのののの構築構築構築構築など、さらなるなど、さらなるなど、さらなるなど、さらなる支援支援支援支援

の充の充の充の充実実実実をををを図図図図るため、るため、るため、るため、体制体制体制体制をををを含含含含めて、センターのめて、センターのめて、センターのめて、センターの機能機能機能機能の充の充の充の充実実実実強強強強化について化について化について化について検討検討検討検討してまいりたしてまいりたしてまいりたしてまいりた

いといういといういといういというふふふふうにうにうにうに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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○中川医療管理課長○中川医療管理課長○中川医療管理課長○中川医療管理課長 医療に医療に医療に医療に対対対対するするするする投投投投資のご資のご資のご資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。
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これも委員ご指これも委員ご指これも委員ご指これも委員ご指摘摘摘摘のとおりでございまして、今年度の予算ものとおりでございまして、今年度の予算ものとおりでございまして、今年度の予算ものとおりでございまして、今年度の予算も含含含含めまして、県めまして、県めまして、県めまして、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学

のののの教育教育教育教育部部部部門門門門のののの移移移移転転転転についてはまだ事業費というについてはまだ事業費というについてはまだ事業費というについてはまだ事業費という形形形形ではおではおではおではお示示示示しをしておりましをしておりましをしておりましをしておりませせせせんんんんけけけけれども、れども、れども、れども、

医医医医科科科科大大大大学学学学のののの問問問問題題題題あるいは県あるいは県あるいは県あるいは県立立立立三三三三室病院、室病院、室病院、室病院、南和南和南和南和病院ということで、医療政策部としても、こ病院ということで、医療政策部としても、こ病院ということで、医療政策部としても、こ病院ということで、医療政策部としても、こ

のののの取取取取りりりり組み組み組み組みに全に全に全に全力力力力をををを挙挙挙挙げているとこげているとこげているとこげているところろろろでございますでございますでございますでございますけけけけれども、いずれもご指れども、いずれもご指れども、いずれもご指れども、いずれもご指摘摘摘摘いただきまいただきまいただきまいただきま

したように、奈良県もしたように、奈良県もしたように、奈良県もしたように、奈良県も高高高高度医療を度医療を度医療を度医療をややややるるるる拠点拠点拠点拠点病院としての整備をしたいということ、それか病院としての整備をしたいということ、それか病院としての整備をしたいということ、それか病院としての整備をしたいということ、それか

ら県ら県ら県ら県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学もこれまでのもこれまでのもこれまでのもこれまでの経経経経過過過過がございますがございますがございますがございますけけけけれども、今れども、今れども、今れども、今回や回や回や回やっております手っております手っております手っております手術術術術場場場場等に等に等に等に

つきましては、そういうつきましては、そういうつきましては、そういうつきましては、そういう問問問問題題題題意意意意識識識識のもとに整備をするということで、のもとに整備をするということで、のもとに整備をするということで、のもとに整備をするということで、高高高高度医療をする度医療をする度医療をする度医療をする放放放放射射射射

線治線治線治線治療あるいは療あるいは療あるいは療あるいは救救救救急の部急の部急の部急の部門門門門、手、手、手、手術術術術室の充室の充室の充室の充実実実実、それから、それから、それから、それから周産周産周産周産期医療ということで、そこの整期医療ということで、そこの整期医療ということで、そこの整期医療ということで、そこの整

備をすることとなっております。ご指備をすることとなっております。ご指備をすることとなっております。ご指備をすることとなっております。ご指摘摘摘摘いただきましたように、これらについてはいただきましたように、これらについてはいただきましたように、これらについてはいただきましたように、これらについては多多多多額の額の額の額の

事業費も要りますので、事業費も要りますので、事業費も要りますので、事業費も要りますので、我々我々我々我々としても整備にとしても整備にとしても整備にとしても整備に当当当当たりまして国のたりまして国のたりまして国のたりまして国の再生基再生基再生基再生基金を金を金を金を活活活活用する、ある用する、ある用する、ある用する、ある

いは今いは今いは今いは今回回回回県県県県立立立立奈良病院につきましては、奈良病院につきましては、奈良病院につきましては、奈良病院につきましては、設設設設計業者も計業者も計業者も計業者も選選選選定をさ定をさ定をさ定をさせせせせていただきましたとこていただきましたとこていただきましたとこていただきましたところろろろでででで

ございますので、これからはございますので、これからはございますので、これからはございますので、これからは設設設設計業者に計業者に計業者に計業者に対対対対してしてしてして効率効率効率効率的的的的なななな設設設設計ということで計ということで計ということで計ということでココココスススストトトトダダダダウウウウン、ン、ン、ン、

それからそれからそれからそれから後後後後はははは民民民民間の事業手間の事業手間の事業手間の事業手法法法法がががが使使使使ええええないかということもないかということもないかということもないかということも含含含含めまして、事業費のめまして、事業費のめまして、事業費のめまして、事業費の精精精精査、整備査、整備査、整備査、整備

のののの効率効率効率効率化を化を化を化を図図図図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。

また、病院にまた、病院にまた、病院にまた、病院に限限限限っていいますと、それっていいますと、それっていいますと、それっていいますと、それぞぞぞぞれ病院事業は整備をしたれ病院事業は整備をしたれ病院事業は整備をしたれ病院事業は整備をした後後後後、その、その、その、その運営運営運営運営収収収収益益益益の中の中の中の中

から一定から一定から一定から一定償還償還償還償還をしていくというようなをしていくというようなをしていくというようなをしていくというような仕仕仕仕組み組み組み組みになっておるものでございますので、今になっておるものでございますので、今になっておるものでございますので、今になっておるものでございますので、今後後後後効効効効

率率率率的的的的な病院な病院な病院な病院運営運営運営運営が今が今が今が今以以以以上にできますように上にできますように上にできますように上にできますように工工工工夫をしていきたいと。その中で病院医療夫をしていきたいと。その中で病院医療夫をしていきたいと。その中で病院医療夫をしていきたいと。その中で病院医療ススススタタタタ

ッフッフッフッフののののマネマネマネマネジジジジメメメメンンンントトトト、、、、経営意経営意経営意経営意識識識識をををを高高高高めるようなめるようなめるようなめるような取取取取りりりり組み組み組み組み、あるいは職員の、あるいは職員の、あるいは職員の、あるいは職員のモモモモチベチベチベチベーーーーショショショションンンン

が上げられるような環境整備、そういったことについてもが上げられるような環境整備、そういったことについてもが上げられるような環境整備、そういったことについてもが上げられるような環境整備、そういったことについても積積積積極極極極的的的的にににに進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考

ええええております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 高次脳機能障害高次脳機能障害高次脳機能障害高次脳機能障害、またよ、またよ、またよ、またよろろろろしくお願いしておきます。しくお願いしておきます。しくお願いしておきます。しくお願いしておきます。

今、医療のお金の今、医療のお金の今、医療のお金の今、医療のお金の方方方方ですですですですけけけけれども、これ１れども、これ１れども、これ１れども、これ１点点点点だだだだけけけけおおおお返返返返事いただきたいのですが、国の事いただきたいのですが、国の事いただきたいのですが、国の事いただきたいのですが、国の再再再再

生基生基生基生基金、本金、本金、本金、本当当当当にもらにもらにもらにもらええええるのか。そこのとこるのか。そこのとこるのか。そこのとこるのか。そこのところろろろ一度一度一度一度聞聞聞聞きたい、たしか２５億円ですよきたい、たしか２５億円ですよきたい、たしか２５億円ですよきたい、たしか２５億円ですよねねねね。ち。ち。ち。ち

ょょょょっとそれをっとそれをっとそれをっとそれを聞聞聞聞かかかかせせせせていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

それと、これまあ総それと、これまあ総それと、これまあ総それと、これまあ総括括括括で知事にで知事にで知事にで知事に尋ね尋ね尋ね尋ねようと思いますようと思いますようと思いますようと思いますけけけけれども、このれども、このれども、このれども、この二二二二、、、、三三三三年の間、特年の間、特年の間、特年の間、特別別別別

交付交付交付交付税税税税が大分が大分が大分が大分ふふふふええええてるはずだし、交付てるはずだし、交付てるはずだし、交付てるはずだし、交付税税税税ももももふふふふええええてるはずだと思います。てるはずだと思います。てるはずだと思います。てるはずだと思います。普通普通普通普通であれであれであれであればばばばそれそれそれそれ

をためておいたらある程度のをためておいたらある程度のをためておいたらある程度のをためておいたらある程度の基基基基金ためるはずです金ためるはずです金ためるはずです金ためるはずですねねねね。それが。それが。それが。それが最最最最近近近近大分、市町村もかなり大分、市町村もかなり大分、市町村もかなり大分、市町村もかなり余余余余

っているはずでございます。県も交付っているはずでございます。県も交付っているはずでございます。県も交付っているはずでございます。県も交付税税税税、、、、民主民主民主民主党党党党政政政政権権権権になってからになってからになってからになってからふふふふええええているはずでござているはずでござているはずでござているはずでござ

います。その中でいます。その中でいます。その中でいます。その中でややややはりある程度できるだはりある程度できるだはりある程度できるだはりある程度できるだけ基け基け基け基金をためておくのが、金をためておくのが、金をためておくのが、金をためておくのが、来来来来年は年は年は年は絶絶絶絶対対対対これこれこれこれ震震震震災災災災

関係で交付関係で交付関係で交付関係で交付税税税税減減減減らされるだらされるだらされるだらされるだろろろろうし、国のうし、国のうし、国のうし、国の方方方方もしんどいと思いますので、そのもしんどいと思いますので、そのもしんどいと思いますので、そのもしんどいと思いますので、その辺辺辺辺またまたまたまた聞聞聞聞かかかかせせせせ
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ていただきたいのですていただきたいのですていただきたいのですていただきたいのですけけけけれど、１れど、１れど、１れど、１点点点点だだだだけけけけ、それ、それ、それ、それ答答答答弁弁弁弁お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○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 地域地域地域地域再生再生再生再生交付金でございます交付金でございます交付金でございます交付金でございますけけけけども、県ども、県ども、県ども、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附属附属附属附属病院の病院の病院の病院の

手手手手術術術術室と、または県室と、または県室と、または県室と、または県立立立立奈良病院の関係でございますが、５０億円、２５億円の２奈良病院の関係でございますが、５０億円、２５億円の２奈良病院の関係でございますが、５０億円、２５億円の２奈良病院の関係でございますが、５０億円、２５億円の２カカカカ所、所、所、所、既既既既

にいただいておりますので、そのうちのにいただいておりますので、そのうちのにいただいておりますので、そのうちのにいただいておりますので、そのうちの幾幾幾幾らかをらかをらかをらかを流流流流動動動動ささささせせせせていただくのと、また県ていただくのと、また県ていただくのと、また県ていただくのと、また県立立立立医医医医科科科科

大大大大学学学学附属附属附属附属病院につきましては病院につきましては病院につきましては病院につきましては耐震耐震耐震耐震化の交付金、化の交付金、化の交付金、化の交付金、別別別別途途途途国からち国からち国からち国からちょょょょうだいしておりますので、うだいしておりますので、うだいしておりますので、うだいしておりますので、

その分もあその分もあその分もあその分もあわせわせわせわせて、て、て、て、極極極極力力力力国費をうまく国費をうまく国費をうまく国費をうまく活活活活用したいという用したいという用したいという用したい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。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 十十十十分分分分気気気気をつをつをつをつけけけけて、どこの県の議て、どこの県の議て、どこの県の議て、どこの県の議題題題題にでも、にでも、にでも、にでも、ややややはりこちらからはりこちらからはりこちらからはりこちらから建物建物建物建物、資本金と、資本金と、資本金と、資本金と

して出しておりますし、して出しておりますし、して出しておりますし、して出しておりますし、運営運営運営運営交付金も交付金も交付金も交付金も毎毎毎毎年出しております。決して県と財政年出しております。決して県と財政年出しております。決して県と財政年出しております。決して県と財政的的的的に関係ないに関係ないに関係ないに関係ない

わけわけわけわけでございまでございまでございまでございませせせせんので、んので、んので、んので、橿原橿原橿原橿原市の市の市の市の協力協力協力協力もももも当当当当然然然然もらもらもらもらわわわわないといないといないといないといけけけけないと思います。ないと思います。ないと思います。ないと思います。橿原橿原橿原橿原市市市市

民民民民病院ございま病院ございま病院ございま病院ございませせせせんし、んし、んし、んし、公公公公平な平な平な平な観観観観点点点点からそういうのもお願いしていただきたいと思いますからそういうのもお願いしていただきたいと思いますからそういうのもお願いしていただきたいと思いますからそういうのもお願いしていただきたいと思います。。。。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 ちちちちょょょょっとっとっとっと二二二二、、、、三三三三、要、要、要、要望望望望もももも含含含含めて申し上げたいと思います。めて申し上げたいと思います。めて申し上げたいと思います。めて申し上げたいと思います。

まず、前まず、前まず、前まず、前段段段段に申し上げておきたいのは、に申し上げておきたいのは、に申し上げておきたいのは、に申し上げておきたいのは、東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災がががが起起起起こったときに、こったときに、こったときに、こったときに、薬薬薬薬の配の配の配の配置置置置販売販売販売販売、、、、

こんなときこそ、こんなときこそ、こんなときこそ、こんなときこそ、私私私私たちが、たちが、たちが、たちが、得意先得意先得意先得意先をををを失失失失ったったったったけけけけれども、こういうことでれども、こういうことでれども、こういうことでれども、こういうことでねねねね、、、、常常常常備備備備薬薬薬薬、つま、つま、つま、つま

り大り大り大り大和和和和のののの薬薬薬薬をををを運ば運ば運ば運ば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、危危危危機機機機管理管理管理管理監監監監に配に配に配に配送送送送のののの車車車車をををを回回回回してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと

言言言言ったが、とても手がったが、とても手がったが、とても手がったが、とても手が回回回回りまりまりまりませせせせん、ん、ん、ん、段段段段取取取取りがつきまりがつきまりがつきまりがつきませせせせん。ん。ん。ん。向向向向こう行ってもなかなかこう行ってもなかなかこう行ってもなかなかこう行ってもなかなか車車車車が手が手が手が手

に入りまに入りまに入りまに入りませせせせんということでんということでんということでんということでねねねね、、、、話話話話がかがかがかがかみみみみ合合合合わわわわなかったのだなかったのだなかったのだなかったのだけけけけれども、業者のれども、業者のれども、業者のれども、業者の皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方は、は、は、は、

自自自自分たち大きな分たち大きな分たち大きな分たち大きな車車車車でだめだということででだめだということででだめだということででだめだということで何何何何台台台台かのかのかのかの車車車車でおでおでおでお運運運運びいただいたということをまずびいただいたということをまずびいただいたということをまずびいただいたということをまず

は報告申し上げておきたい。大は報告申し上げておきたい。大は報告申し上げておきたい。大は報告申し上げておきたい。大和和和和のののの薬薬薬薬ととととねねねね、、、、富富富富山の山の山の山の薬薬薬薬ということで。ということで。ということで。ということで。競競競競い合いながらも、い合いながらも、い合いながらも、い合いながらも、

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の主主主主要要要要産産産産業として業として業として業として頑張頑張頑張頑張っているということで。っているということで。っているということで。っているということで。

けけけけだしだしだしだし残残残残念念念念ながら、ながら、ながら、ながら、改改改改正正正正薬薬薬薬事事事事法法法法がががが施施施施行されたので、ここ行されたので、ここ行されたので、ここ行されたので、ここ数数数数年年年年来来来来は配は配は配は配置置置置販売販売販売販売業者の業者の業者の業者の苦苦苦苦痛痛痛痛苦苦苦苦

悩悩悩悩というのはもう大というのはもう大というのはもう大というのはもう大変変変変なことです。そういうことで、県もなことです。そういうことで、県もなことです。そういうことで、県もなことです。そういうことで、県も対対対対応応応応なさって、いなさって、いなさって、いなさって、いろろろろいいいいろ対処ろ対処ろ対処ろ対処しししし

ていただいておる。とにかくもう配ていただいておる。とにかくもう配ていただいておる。とにかくもう配ていただいておる。とにかくもう配置置置置販売販売販売販売業に従事なさる業に従事なさる業に従事なさる業に従事なさる人人人人はははは高齢高齢高齢高齢化している。化している。化している。化している。後継後継後継後継ぎぎぎぎもももも

いない、いない、いない、いない、後継後継後継後継者者者者養養養養成にも成にも成にも成にも困困困困っている、まあこういうことで、いっている、まあこういうことで、いっている、まあこういうことで、いっている、まあこういうことで、いろろろろいいいいろろろろな手だてを、この配な手だてを、この配な手だてを、この配な手だてを、この配

置置置置販売販売販売販売業は業は業は業は継継継継続、続、続、続、継継継継承する承する承する承する意意意意義義義義があがあがあがあろろろろうと、こういうことでうと、こういうことでうと、こういうことでうと、こういうことで取取取取りりりり組組組組んでおられるんでおられるんでおられるんでおられるわけわけわけわけですですですです

が、そのために県のが、そのために県のが、そのために県のが、そのために県の対対対対策として、配策として、配策として、配策として、配置家庭置家庭置家庭置家庭薬薬薬薬販売販売販売販売強強強強化事業補化事業補化事業補化事業補助助助助と、こういうことで事業がと、こういうことで事業がと、こういうことで事業がと、こういうことで事業が

行行行行わわわわれてまいりました。れてまいりました。れてまいりました。れてまいりました。聞聞聞聞くとこくとこくとこくところろろろによると、によると、によると、によると、来来来来年３月で年３月で年３月で年３月で対対対対策の計策の計策の計策の計画画画画がががが終終終終わわわわりだと、こうりだと、こうりだと、こうりだと、こう

いうことのようです。特に、いうことのようです。特に、いうことのようです。特に、いうことのようです。特に、得意帳得意帳得意帳得意帳の承の承の承の承継継継継事業、事業、事業、事業、パパパパソソソソココココンの入ンの入ンの入ンの入力力力力事業です事業です事業です事業ですねねねね、これを、これを、これを、これを進進進進めめめめ

ておられるておられるておられるておられるけけけけれども、入れども、入れども、入れども、入力力力力はまだ１はまだ１はまだ１はまだ１割余割余割余割余りしかりしかりしかりしか進進進進んでいない。んでいない。んでいない。んでいない。何何何何とかとかとかとか継継継継続してもらいたい続してもらいたい続してもらいたい続してもらいたい

というというというという声声声声が出ているが出ているが出ているが出ているわけわけわけわけです。そういうことで、県のです。そういうことで、県のです。そういうことで、県のです。そういうことで、県の対対対対応応応応に、これらのに、これらのに、これらのに、これらの対対対対応応応応にににに感感感感謝謝謝謝をしなをしなをしなをしな
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がらも、これはがらも、これはがらも、これはがらも、これは継継継継続をされたいと、こういうことを申し続をされたいと、こういうことを申し続をされたいと、こういうことを申し続をされたいと、こういうことを申し添添添添ええええておきたいと。これにかかておきたいと。これにかかておきたいと。これにかかておきたいと。これにかかわわわわ

って、一つまたって、一つまたって、一つまたって、一つまた見見見見解解解解を、医療政策部長にを、医療政策部長にを、医療政策部長にを、医療政策部長に伺伺伺伺っておきたいとこのように思います。っておきたいとこのように思います。っておきたいとこのように思います。っておきたいとこのように思います。

それから、それから、それから、それから、聞聞聞聞きききき漏漏漏漏らしですらしですらしですらしですけけけけれども、れども、れども、れども、実実実実はははは民生民生民生民生委員からい委員からい委員からい委員からいろろろろいいいいろろろろ悩悩悩悩みみみみ事を事を事を事を聞聞聞聞かされておかされておかされておかされてお

ります。つまりは、いります。つまりは、いります。つまりは、いります。つまりは、いろろろろんなんなんなんな高齢高齢高齢高齢者、女性者、女性者、女性者、女性高齢高齢高齢高齢者のい者のい者のい者のいわばわばわばわばいいいいろろろろんなんなんなんな訪問や訪問訪問や訪問訪問や訪問訪問や訪問をしてのいをしてのいをしてのいをしてのい

ろろろろんなんなんなんなケケケケーーーーススススがあって、があって、があって、があって、男男男男性では性では性では性では非非非非常常常常にににに対処対処対処対処ししししづづづづらいと、こういうようならいと、こういうようならいと、こういうようならいと、こういうような問問問問題題題題が出ているが出ているが出ているが出ている

わけわけわけわけ。そういうようなことなども。そういうようなことなども。そういうようなことなども。そういうようなことなども含含含含めてではありますが、めてではありますが、めてではありますが、めてではありますが、最最最最近近近近生活生活生活生活保保保保護護護護申請者、申請者、申請者、申請者、受給受給受給受給者が者が者が者が

かなりかなりかなりかなりふふふふええええてると、こういうことですてると、こういうことですてると、こういうことですてると、こういうことですねねねね。。。。

先先先先ほどほどほどほど質問質問質問質問もありましたもありましたもありましたもありましたけけけけれども、平成２０年度には１万１，２００れども、平成２０年度には１万１，２００れども、平成２０年度には１万１，２００れども、平成２０年度には１万１，２００世世世世帯帯帯帯、平成２１年、平成２１年、平成２１年、平成２１年

度には１万２，０４８度には１万２，０４８度には１万２，０４８度には１万２，０４８世世世世帯帯帯帯、平成２２年度には１万２，９９２、平成２２年度には１万２，９９２、平成２２年度には１万２，９９２、平成２２年度には１万２，９９２世世世世帯帯帯帯とととと、、、、「「「「主主主主要要要要施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果にににに

関する報告書」の６７ページに出てますが、関する報告書」の６７ページに出てますが、関する報告書」の６７ページに出てますが、関する報告書」の６７ページに出てますが、毎毎毎毎年、こう年年、こう年年、こう年年、こう年 々々々々、９００、９００、９００、９００世世世世帯帯帯帯ずつずつずつずつふふふふええええてますてますてますてます

ねねねね。これまあ今日の。これまあ今日の。これまあ今日の。これまあ今日の経済経済経済経済事事事事情情情情等が等が等が等が災災災災いをしてるんだいをしてるんだいをしてるんだいをしてるんだろろろろうと、要うと、要うと、要うと、要因因因因はそこにあるのだはそこにあるのだはそこにあるのだはそこにあるのだろろろろうとうとうとうと

思う思う思う思うけけけけれども、れども、れども、れども、民生民生民生民生委員と委員と委員と委員とケケケケーーーーススススワワワワーーーーカカカカーとの間でいーとの間でいーとの間でいーとの間でいろろろろいいいいろろろろトラブトラブトラブトラブルルルルになってるになってるになってるになってる内内内内容容容容があがあがあがあ

るるるるわけわけわけわけです。また、です。また、です。また、です。また、受給受給受給受給者も者も者も者も民生民生民生民生委員とは委員とは委員とは委員とは顔顔顔顔合合合合わせわせわせわせをしたくないと。だから、をしたくないと。だから、をしたくないと。だから、をしたくないと。だから、ケケケケーーーーススススワワワワーーーー

カカカカーにーにーにーに直ね直ね直ね直ね、、、、頼頼頼頼られると、こういうられると、こういうられると、こういうられると、こういうふふふふうなことです。うなことです。うなことです。うなことです。民生民生民生民生委員の委員の委員の委員の見見見見解解解解ととととケケケケーーーーススススワワワワーーーーカカカカーのーのーのーの

見見見見解解解解がががが食食食食いいいい違違違違うと、こういううと、こういううと、こういううと、こういうケケケケーーーーススススもももも各各各各地で地で地で地で起起起起こっているようです。つまりは、こっているようです。つまりは、こっているようです。つまりは、こっているようです。つまりは、苦苦苦苦しいかしいかしいかしいか

らららら何何何何とかしてくださいというとかしてくださいというとかしてくださいというとかしてくださいという訴訴訴訴ええええに、に、に、に、ケケケケーーーーススススワワワワーーーーカカカカーがーがーがーが対対対対応応応応なさるなさるなさるなさるけけけけれども、れども、れども、れども、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり我我我我

慢慢慢慢をもっと、あのをもっと、あのをもっと、あのをもっと、あの人人人人だったらもう少しだったらもう少しだったらもう少しだったらもう少し我我我我慢慢慢慢してもらしてもらしてもらしてもらわわわわないと、ないと、ないと、ないと、我我我我慢慢慢慢してしてしてして我我我我慢慢慢慢してしてしてして頑張頑張頑張頑張ってってってって

おられる一おられる一おられる一おられる一般世般世般世般世帯帯帯帯もあるもあるもあるもあるわけわけわけわけ。そこら。そこら。そこら。そこら辺辺辺辺のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろな地域のな地域のな地域のな地域の実実実実情情情情とかかとかかとかかとかかわわわわり合いで、り合いで、り合いで、り合いで、実実実実情情情情

とのかかとのかかとのかかとのかかわわわわり合いで、り合いで、り合いで、り合いで、民生民生民生民生委員と委員と委員と委員とケケケケーーーーススススワワワワーーーーカカカカーとの間でそごをーとの間でそごをーとの間でそごをーとの間でそごを来来来来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、、、、

そういったそういったそういったそういったケケケケーーーーススススをををを聞聞聞聞かれているではあかれているではあかれているではあかれているではあろろろろうと思いますが、うと思いますが、うと思いますが、うと思いますが、生活生活生活生活保保保保護護護護者が者が者が者がふふふふええええるというこるというこるというこるというこ

とはとはとはとはやむやむやむやむをををを得得得得ない今日ではあない今日ではあない今日ではあない今日ではあろろろろうと思ううと思ううと思ううと思うけけけけど、ど、ど、ど、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり考考考考ええええななななけけけけりりりりゃゃゃゃならない、ならない、ならない、ならない、対対対対応応応応するするするする

ことにかかことにかかことにかかことにかかわわわわってってってって考考考考ええええなきなきなきなきゃゃゃゃならない課ならない課ならない課ならない課題題題題があるのではないかと。県のがあるのではないかと。県のがあるのではないかと。県のがあるのではないかと。県の方方方方ではこれらではこれらではこれらではこれら生活生活生活生活

保保保保護護護護者が、どんどん者が、どんどん者が、どんどん者が、どんどんふふふふええええ続続続続けけけけるというるというるというるという姿姿姿姿にににに対対対対するするするする対対対対策、策、策、策、雇雇雇雇用の用の用の用の問問問問題題題題等等等等 々々々々もももも含含含含めて、めて、めて、めて、経済対経済対経済対経済対

策上あ策上あ策上あ策上あろろろろうと思いますが、一つうと思いますが、一つうと思いますが、一つうと思いますが、一つ考考考考ええええされるされるされるされるべべべべききききやろやろやろやろうと、こう思う。そういううと、こう思う。そういううと、こう思う。そういううと、こう思う。そういう意意意意味味味味であであであであええええ

てててて聞聞聞聞くくくく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、次次次次のののの民生民生民生民生委員の、い委員の、い委員の、い委員の、いわばわばわばわば委委委委嘱替嘱替嘱替嘱替ええええ、、、、任免任免任免任免は、つまりいつごは、つまりいつごは、つまりいつごは、つまりいつごろろろろにににに

なるのか。なるのか。なるのか。なるのか。民生民生民生民生委員のい委員のい委員のい委員のいわばわばわばわば男男男男女女女女構構構構成成成成比比比比は一は一は一は一体体体体どれどれどれどれぐぐぐぐらいになるのか、らいになるのか、らいになるのか、らいになるのか、わわわわかれかれかれかれば聞ば聞ば聞ば聞かかかかせせせせてててて

もらいたいし、一つもらいたいし、一つもらいたいし、一つもらいたいし、一つ対対対対応応応応をおをおをおをお考考考考ええええいただいただいただいただけけけけれれれればばばばと、こう思う。と、こう思う。と、こう思う。と、こう思う。

それから、もう１それから、もう１それから、もう１それから、もう１点点点点は、４５ページ、は、４５ページ、は、４５ページ、は、４５ページ、老人老人老人老人医療費医療費医療費医療費助助助助成事業、これ平成２０年度が４，６成事業、これ平成２０年度が４，６成事業、これ平成２０年度が４，６成事業、これ平成２０年度が４，６

２１名、平成２１年度が２，４８２名、平成２２年度が３４８名と２１名、平成２１年度が２，４８２名、平成２２年度が３４８名と２１名、平成２１年度が２，４８２名、平成２２年度が３４８名と２１名、平成２１年度が２，４８２名、平成２２年度が３４８名と激激激激減減減減してますしてますしてますしてますねねねね。これ。これ。これ。これ

は一は一は一は一体体体体どういうどういうどういうどういう内内内内容容容容なのか、これをちなのか、これをちなのか、これをちなのか、これをちょょょょっと知りたいと、このように思う。っと知りたいと、このように思う。っと知りたいと、このように思う。っと知りたいと、このように思う。
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それからそれからそれからそれから看看看看護護護護師師師師等の確保等の確保等の確保等の確保対対対対策の７５ページの策の７５ページの策の７５ページの策の７５ページの方方方方はははは看看看看護護護護師師師師等等等等修学修学修学修学資金貸付平成２０年度が資金貸付平成２０年度が資金貸付平成２０年度が資金貸付平成２０年度が

６９６９６９６９％％％％、平成２１年度が７５、平成２１年度が７５、平成２１年度が７５、平成２１年度が７５％％％％、平成２２年度は、平成２２年度は、平成２２年度は、平成２２年度はゼロゼロゼロゼロ。これはどういう。これはどういう。これはどういう。これはどういう流流流流れなのか、れなのか、れなのか、れなのか、看看看看護護護護

学生学生学生学生にににに対対対対するするするする修学修学修学修学資金の貸し付資金の貸し付資金の貸し付資金の貸し付けけけけ、そのかか、そのかか、そのかか、そのかかわわわわり合いの、り合いの、り合いの、り合いの、卒卒卒卒業者の県業者の県業者の県業者の県内内内内医療医療医療医療機機機機関関関関へへへへのののの就就就就業業業業

率率率率ががががゼロゼロゼロゼロというというというという私私私私はははは解釈解釈解釈解釈するするするするわけわけわけわけだだだだけけけけど、どういうど、どういうど、どういうど、どういう意意意意味味味味なの。なの。なの。なの。

７６ページの７６ページの７６ページの７６ページの看看看看護護護護師師師師等等等等養養養養成所成所成所成所運営運営運営運営費補費補費補費補助助助助、これとともに平成２０年度が６４、これとともに平成２０年度が６４、これとともに平成２０年度が６４、これとともに平成２０年度が６４％％％％、平成２、平成２、平成２、平成２

１年度が７５１年度が７５１年度が７５１年度が７５％％％％、平成２２年度が、平成２２年度が、平成２２年度が、平成２２年度がゼロゼロゼロゼロ％％％％、こういうことです、こういうことです、こういうことです、こういうことですねねねね。県。県。県。県内内内内看看看看護護護護師師師師の、の、の、の、養養養養成所成所成所成所卒卒卒卒

業者の県業者の県業者の県業者の県内内内内医療医療医療医療機機機機関等関等関等関等へへへへのののの就就就就業業業業率率率率のののの内内内内容容容容という、これどういうという、これどういうという、これどういうという、これどういうふふふふうに理うに理うに理うに理解解解解をしたらいいのをしたらいいのをしたらいいのをしたらいいの

か、ちか、ちか、ちか、ちょょょょっと説明してください。っと説明してください。っと説明してください。っと説明してください。

○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長○谷薬務課長 配配配配置家庭置家庭置家庭置家庭薬薬薬薬販売販売販売販売強強強強化等事業補化等事業補化等事業補化等事業補助助助助のことでごのことでごのことでごのことでご質問質問質問質問でございました。これは、でございました。これは、でございました。これは、でございました。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再生再生再生再生特特特特別基別基別基別基金を用いておりまして、委員ご金を用いておりまして、委員ご金を用いておりまして、委員ご金を用いておりまして、委員ご質問質問質問質問のとおり、これは配のとおり、これは配のとおり、これは配のとおり、これは配置置置置販売販売販売販売業業業業

をををを廃廃廃廃止止止止したしたしたした方方方方、または、または、または、または廃廃廃廃止止止止をををを検討検討検討検討しているしているしているしている方方方方がががが持持持持っている特っている特っている特っている特技技技技をををを持持持持続続続続的的的的なななな制制制制度として事業度として事業度として事業度として事業

拡拡拡拡大したい大したい大したい大したい方方方方などになどになどになどに対対対対してしてしてしてススススムムムムーーーーズズズズにににに譲渡譲渡譲渡譲渡承承承承継継継継ささささせせせせるためのるためのるためのるための枠枠枠枠組み組み組み組みをををを構築構築構築構築し、少しでも配し、少しでも配し、少しでも配し、少しでも配

置置置置販売販売販売販売業業業業界界界界のののの活活活活性化を性化を性化を性化を図図図図るということがるということがるということがるということが目的目的目的目的でございます。でございます。でございます。でございます。

ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘のとおり、この事業はのとおり、この事業はのとおり、この事業はのとおり、この事業は来来来来年の３月で年の３月で年の３月で年の３月で終終終終わわわわるということでございます。今るということでございます。今るということでございます。今るということでございます。今後後後後、、、、私私私私どどどど

もといたしましても業もといたしましても業もといたしましても業もといたしましても業界界界界のののの方方方方とよくとよくとよくとよく相談相談相談相談をして、県としてどこまでお手をして、県としてどこまでお手をして、県としてどこまでお手をして、県としてどこまでお手伝伝伝伝いできるかいできるかいできるかいできるか検討検討検討検討

してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 数数数数点点点点あると思うのですあると思うのですあると思うのですあると思うのですけけけけれども、まずれども、まずれども、まずれども、まず民生民生民生民生委員と委員と委員と委員とケケケケーーーーススススワワワワーーーーカカカカーのーのーのーの

関係のお関係のお関係のお関係のお話話話話の中で、委員ご指の中で、委員ご指の中で、委員ご指の中で、委員ご指摘摘摘摘のようにのようにのようにのように私私私私どものどものどものどもの方方方方にもにもにもにも直直直直接接接接相談相談相談相談したしたしたした方方方方から、から、から、から、民生民生民生民生委員を委員を委員を委員を

通通通通さないとだめなのかとか、そういうさないとだめなのかとか、そういうさないとだめなのかとか、そういうさないとだめなのかとか、そういう声声声声も入ってまいります。も入ってまいります。も入ってまいります。も入ってまいります。法法法法律律律律の上では、の上では、の上では、の上では、民生民生民生民生委員は委員は委員は委員は

生活生活生活生活保保保保護護護護のののの施施施施行において事務所、福祉事務所に行において事務所、福祉事務所に行において事務所、福祉事務所に行において事務所、福祉事務所に協力協力協力協力すると定められております。また、すると定められております。また、すると定められております。また、すると定められております。また、民民民民

生生生生委員の中でのその職務については、福祉事務所その委員の中でのその職務については、福祉事務所その委員の中でのその職務については、福祉事務所その委員の中でのその職務については、福祉事務所その他他他他行政行政行政行政機機機機関に関に関に関に協力協力協力協力するようなするようなするようなするような位位位位置づ置づ置づ置づ

けけけけになっております。かつては補になっております。かつては補になっております。かつては補になっております。かつては補助機助機助機助機関関関関的的的的なこともありましたなこともありましたなこともありましたなこともありましたけけけけれども、今現れども、今現れども、今現れども、今現在在在在はあくまはあくまはあくまはあくま

でででで協力協力協力協力ということで、県としてはということで、県としてはということで、県としてはということで、県としては絶絶絶絶対通対通対通対通さないといさないといさないといさないといけけけけないとか、あるいはどうしてもないとか、あるいはどうしてもないとか、あるいはどうしてもないとか、あるいはどうしても民生民生民生民生

委員さんには委員さんには委員さんには委員さんには言言言言いたくないというようないたくないというようないたくないというようないたくないというようなケケケケーーーーススススがあれがあれがあれがあればばばば、そういう、そういう、そういう、そういう方方方方のののの内内内内容容容容にににに応応応応じじじじてててて対対対対応応応応

するいうことを事務所で日ごするいうことを事務所で日ごするいうことを事務所で日ごするいうことを事務所で日ごろろろろ指導、指導、指導、指導、助言助言助言助言をしております。をしております。をしております。をしております。

あと、あと、あと、あと、民生民生民生民生委員の関係の委員の関係の委員の関係の委員の関係の次次次次のののの改選改選改選改選がいつかということで、３年に一がいつかということで、３年に一がいつかということで、３年に一がいつかということで、３年に一回回回回のののの改選改選改選改選でして、でして、でして、でして、直直直直

近近近近ではではではでは去去去去年の１２月１日に年の１２月１日に年の１２月１日に年の１２月１日に改選改選改選改選されています。ですので、されています。ですので、されています。ですので、されています。ですので、次次次次のののの改選改選改選改選は３年は３年は３年は３年後後後後の平成２５年の平成２５年の平成２５年の平成２５年

１２月に１２月に１２月に１２月に改選改選改選改選の予定になっています。の予定になっています。の予定になっています。の予定になっています。

あと、あと、あと、あと、男男男男女女女女比比比比のののの数数数数字字字字は今、手元には今、手元には今、手元には今、手元に細細細細かい資料はございまかい資料はございまかい資料はございまかい資料はございませせせせん。ただ、たしか今、女性のん。ただ、たしか今、女性のん。ただ、たしか今、女性のん。ただ、たしか今、女性の

方方方方がががが若若若若干干干干上上上上回回回回ったというか、これは３年ごとのったというか、これは３年ごとのったというか、これは３年ごとのったというか、これは３年ごとの改選改選改選改選ごとに女性のごとに女性のごとに女性のごとに女性の方方方方のののの民生民生民生民生委員さんの委員さんの委員さんの委員さんの割割割割合合合合



---- 22229999 ----

が年が年が年が年々ふ々ふ々ふ々ふええええてきております。てきております。てきております。てきております。

それからあと、それからあと、それからあと、それからあと、生活生活生活生活保保保保護護護護の関係のの関係のの関係のの関係の法法法法律律律律で、で、で、で、受け受け受け受けることについて課ることについて課ることについて課ることについて課題題題題といいますか、そのといいますか、そのといいますか、そのといいますか、その

辺辺辺辺もございますので、今現もございますので、今現もございますので、今現もございますので、今現在在在在、県で、県で、県で、県で生活生活生活生活保保保保護護護護行政、行政、行政、行政、実際実際実際実際に市なりそれから県に市なりそれから県に市なりそれから県に市なりそれから県自身自身自身自身もももも実施実施実施実施しししし

ている部分もあるのですている部分もあるのですている部分もあるのですている部分もあるのですけけけけれども、そういう事務の中でも、まずれども、そういう事務の中でも、まずれども、そういう事務の中でも、まずれども、そういう事務の中でも、まず乱乱乱乱給給給給防止防止防止防止、不正、不正、不正、不正受給受給受給受給防止防止防止防止

するということ、それからあとするということ、それからあとするということ、それからあとするということ、それからあと漏漏漏漏給給給給のののの防止防止防止防止、い、い、い、いわわわわゆゆゆゆる本る本る本る本来来来来受給受給受給受給できるできるできるできる人人人人がががが受給受給受給受給できないいできないいできないいできないい

うことがないように、うことがないように、うことがないように、うことがないように、先先先先ほどほどほどほど話話話話もありましたもありましたもありましたもありましたけけけけれども申請れども申請れども申請れども申請権権権権というか、というか、というか、というか、やむやむやむやむをををを得得得得ずずずず生活生活生活生活でででで

きなくなったきなくなったきなくなったきなくなった方方方方のののの相談相談相談相談については本については本については本については本来来来来、、、、窓窓窓窓口で申請口で申請口で申請口で申請権権権権というのがありますので、そういうというのがありますので、そういうというのがありますので、そういうというのがありますので、そういう

のをのをのをのを侵侵侵侵すことのないように、そういう指導を行っております。すことのないように、そういう指導を行っております。すことのないように、そういう指導を行っております。すことのないように、そういう指導を行っております。

それともう一つ、３それともう一つ、３それともう一つ、３それともう一つ、３点点点点目目目目で大きいのが委員がおで大きいのが委員がおで大きいのが委員がおで大きいのが委員がお話話話話しになりましたように、しになりましたように、しになりましたように、しになりましたように、ふふふふええええている一ている一ている一ている一

つの要つの要つの要つの要因因因因としては、としては、としては、としては、働け働け働け働けるるるるけけけけどなかなかどなかなかどなかなかどなかなか仕仕仕仕事がなくて保事がなくて保事がなくて保事がなくて保護受給護受給護受給護受給にににに至至至至るというるというるというるという方方方方もももも都都都都市部で市部で市部で市部で

ふふふふええええまして、そのまして、そのまして、そのまして、その後後後後奈良県奈良県奈良県奈良県内内内内でもそういうでもそういうでもそういうでもそういうケケケケーーーーススススが、が、が、が、徐々徐々徐々徐々ににににふふふふええええてきております。したがてきております。したがてきております。したがてきております。したが

って、そういうって、そういうって、そういうって、そういう自立支援自立支援自立支援自立支援というのをどういうというのをどういうというのをどういうというのをどういうふふふふうにうにうにうに図図図図っていくかということで、っていくかということで、っていくかということで、っていくかということで、去去去去年、お年、お年、お年、お

ととしととしととしととしぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから就労支援就労支援就労支援就労支援員といいまして、事務所で員といいまして、事務所で員といいまして、事務所で員といいまして、事務所で就労支援就労支援就労支援就労支援のののの面面面面ののののサポサポサポサポーーーートトトトというか、というか、というか、というか、

そういう職員を配そういう職員を配そういう職員を配そういう職員を配置置置置するようなするようなするようなするような取取取取りりりり組み組み組み組みも行っております。今も行っております。今も行っております。今も行っております。今後後後後も、そういうも、そういうも、そういうも、そういう面面面面のののの取取取取りりりり組組組組

みみみみは大事だというは大事だというは大事だというは大事だというふふふふうに認うに認うに認うに認識識識識しております。しております。しております。しております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○榎原保険指導課長○榎原保険指導課長○榎原保険指導課長○榎原保険指導課長 老人老人老人老人医療費医療費医療費医療費助助助助成の成の成の成の対対対対象象象象者が者が者が者が減減減減ってきているということでございますってきているということでございますってきているということでございますってきているということでございます

けけけけども、これは平成１７年８月にこの福祉医療ども、これは平成１７年８月にこの福祉医療ども、これは平成１７年８月にこの福祉医療ども、これは平成１７年８月にこの福祉医療制制制制度全度全度全度全般般般般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見見見見直直直直しを行いまししを行いまししを行いまししを行いまし

た。その時た。その時た。その時た。その時点点点点で、で、で、で、乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児、お子、お子、お子、お子様様様様にににに対対対対するするするする対対対対象象象象ををををふふふふややややした一した一した一した一方方方方、この、この、この、この老人老人老人老人にににに対対対対する医療する医療する医療する医療助助助助

成につきましては平成２２年７月末をもって成につきましては平成２２年７月末をもって成につきましては平成２２年７月末をもって成につきましては平成２２年７月末をもって終終終終了すると。そのときに、その平成１７年８了すると。そのときに、その平成１７年８了すると。そのときに、その平成１７年８了すると。そのときに、その平成１７年８

月時月時月時月時点点点点でででで対対対対象象象象になっておりますのが６５歳から６９歳なのですになっておりますのが６５歳から６９歳なのですになっておりますのが６５歳から６９歳なのですになっておりますのが６５歳から６９歳なのですけけけけれども、そこの時れども、そこの時れども、そこの時れども、そこの時点点点点で６で６で６で６

５歳の５歳の５歳の５歳の方方方方まではまではまではまでは対対対対象象象象にしておくにしておくにしておくにしておくけけけけれども、れども、れども、れども、暫暫暫暫時時時時縮縮縮縮小していって、小していって、小していって、小していって、先先先先ほど申し上げました平ほど申し上げました平ほど申し上げました平ほど申し上げました平

成２２年７月に成２２年７月に成２２年７月に成２２年７月に終終終終了するということで、了するということで、了するということで、了するということで、暫暫暫暫時時時時減減減減ってきておるということでございます。ってきておるということでございます。ってきておるということでございます。ってきておるということでございます。

○杉山医師・看護師確保対策室長○杉山医師・看護師確保対策室長○杉山医師・看護師確保対策室長○杉山医師・看護師確保対策室長 ７５ページ、７６ページの７５ページ、７６ページの７５ページ、７６ページの７５ページ、７６ページの看看看看護学生護学生護学生護学生の県の県の県の県内内内内のののの就就就就業業業業率率率率のののの

記載記載記載記載でございます。平成２２年度が７５ページ、７６ページいずれもでございます。平成２２年度が７５ページ、７６ページいずれもでございます。平成２２年度が７５ページ、７６ページいずれもでございます。平成２２年度が７５ページ、７６ページいずれも横棒横棒横棒横棒でででで記載記載記載記載ささささせせせせていていていてい

ただいておりますが、これはそれただいておりますが、これはそれただいておりますが、これはそれただいておりますが、これはそれぞぞぞぞれのれのれのれの養養養養成成成成学学学学校校校校からからからから厚厚厚厚生労働生労働生労働生労働省省省省にににに直直直直接接接接このこのこのこの卒卒卒卒業業業業生生生生のののの進進進進路路路路

ということで報告がなされます。そのということで報告がなされます。そのということで報告がなされます。そのということで報告がなされます。その結結結結果果果果がまだがまだがまだがまだ公公公公表表表表されておりまされておりまされておりまされておりませせせせんので、今の時んので、今の時んので、今の時んので、今の時点点点点でででで

横棒横棒横棒横棒というというというという表表表表記記記記をさをさをさをさせせせせていただいておるということでございます。ていただいておるということでございます。ていただいておるということでございます。ていただいておるということでございます。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。厚厚厚厚生労働生労働生労働生労働省省省省からからからから発発発発表表表表されてないからされてないからされてないからされてないから云々云々云々云々いっても、決算書、いっても、決算書、いっても、決算書、いっても、決算書、

これ。県の予算もこれ。県の予算もこれ。県の予算もこれ。県の予算も組組組組んでいるんでいるんでいるんでいるわけわけわけわけでしでしでしでしょょょょう。県で予算をう。県で予算をう。県で予算をう。県で予算を組組組組んでんでんでんでややややるものを、るものを、るものを、るものを、厚厚厚厚生労働生労働生労働生労働省省省省かかかか

らららら公公公公表表表表されていないから報告できないというのは、ちされていないから報告できないというのは、ちされていないから報告できないというのは、ちされていないから報告できないというのは、ちょょょょっと理っと理っと理っと理解解解解にににに苦苦苦苦ししししむむむむ。もう。もう。もう。もう押押押押しししし問問問問答答答答
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しないしないしないしないけけけけれども。理れども。理れども。理れども。理解解解解にににに苦苦苦苦ししししむむむむということだということだということだということだけけけけ申し上げておきます。申し上げておきます。申し上げておきます。申し上げておきます。

それからそれからそれからそれから民生民生民生民生委員の関係だ委員の関係だ委員の関係だ委員の関係だけけけけれど、これはれど、これはれど、これはれど、これは私私私私がががが聞聞聞聞いておるいておるいておるいておる話話話話も地域福祉課長がも地域福祉課長がも地域福祉課長がも地域福祉課長が聞聞聞聞いておいておいておいてお

られる、られる、られる、られる、皆皆皆皆さんさんさんさん聞聞聞聞いておられる、よくいておられる、よくいておられる、よくいておられる、よく似似似似たたたた問問問問題題題題だと思うだと思うだと思うだと思うけけけけれど、れど、れど、れど、協力協力協力協力というというというという言言言言葉葉葉葉のののの持持持持つつつつ概概概概

念念念念が、これが、これが、これが、これ非非非非常常常常にににに微妙微妙微妙微妙なのです。だから、なのです。だから、なのです。だから、なのです。だから、私私私私のののの周周周周りにかなりのりにかなりのりにかなりのりにかなりの声声声声として、として、として、として、民生民生民生民生委員になる委員になる委員になる委員になる

ことはかないまことはかないまことはかないまことはかないませせせせんと、それんと、それんと、それんと、それ絶絶絶絶対対対対に、引きに、引きに、引きに、引き受け受け受け受けまままませせせせん。新ん。新ん。新ん。新任任任任がいないからがいないからがいないからがいないから留任留任留任留任しないとししないとししないとししないとし

ようがないと、こういうことで、ようがないと、こういうことで、ようがないと、こういうことで、ようがないと、こういうことで、私私私私どももどももどももどもも頼頼頼頼んでいたんでいたんでいたんでいたわけわけわけわけです、それです、それです、それです、それ頼頼頼頼んでくださいよっんでくださいよっんでくださいよっんでくださいよっ

て。て。て。て。鶴鶴鶴鶴の一の一の一の一声声声声でででで持持持持たざるをたざるをたざるをたざるを得得得得ないと思いますとないと思いますとないと思いますとないと思いますと言言言言ったって、それだったって、それだったって、それだったって、それだけけけけのののの力力力力はないとはないとはないとはないと言言言言ったったったった

けけけけれども、れども、れども、れども、言言言言うことをうことをうことをうことを何何何何人人人人かはかはかはかは聞聞聞聞いてくれた。そんな事いてくれた。そんな事いてくれた。そんな事いてくれた。そんな事情情情情だから、だから、だから、だから、受け受け受け受け手がないときに手がないときに手がないときに手がないときに受受受受

けけけけるのがるのがるのがるのが何何何何だと。うちの連れ合いがだと。うちの連れ合いがだと。うちの連れ合いがだと。うちの連れ合いが嫌嫌嫌嫌がりまして、あなたががりまして、あなたががりまして、あなたががりまして、あなたが民生民生民生民生委員を委員を委員を委員を持持持持つからつからつからつから私私私私、、、、苦苦苦苦労労労労

をしないといをしないといをしないといをしないといけけけけないのだということで、連れ合いがないのだということで、連れ合いがないのだということで、連れ合いがないのだということで、連れ合いが文文文文句句句句をををを言言言言うのだと。うのだと。うのだと。うのだと。

こういうことで、いこういうことで、いこういうことで、いこういうことで、いろろろろいいいいろろろろ苦情苦情苦情苦情をををを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、実実実実情情情情をさらによくとらをさらによくとらをさらによくとらをさらによくとらええええていたていたていたていた

だきながら、だきながら、だきながら、だきながら、協力協力協力協力という中という中という中という中身身身身がががが人人人人によってによってによってによって都都都都合よくとられるから合よくとられるから合よくとられるから合よくとられるからねねねね。ああいう。ああいう。ああいう。ああいう辺辺辺辺が不が不が不が不親親親親切切切切

だと、こういうことになるだと、こういうことになるだと、こういうことになるだと、こういうことになるわけわけわけわけです。です。です。です。民生民生民生民生委員が委員が委員が委員が協力協力協力協力という、地域福祉課長がという、地域福祉課長がという、地域福祉課長がという、地域福祉課長が言言言言うしうしうしうしゃゃゃゃくくくく

し定し定し定し定規規規規なななな展展展展開で開で開で開で逃逃逃逃げようとなさると。しかし、もう一げようとなさると。しかし、もう一げようとなさると。しかし、もう一げようとなさると。しかし、もう一足踏足踏足踏足踏み込み込み込み込んでんでんでんで親親親親切切切切にしてあげたらいにしてあげたらいにしてあげたらいにしてあげたらい

いのではないかと、それがいのではないかと、それがいのではないかと、それがいのではないかと、それが協力協力協力協力ではないかと思うではないかと思うではないかと思うではないかと思うわけわけわけわけだだだだけけけけれど、れど、れど、れど、実際当実際当実際当実際当事者になったら大事者になったら大事者になったら大事者になったら大

変変変変なことだと思います。そういうことで、なことだと思います。そういうことで、なことだと思います。そういうことで、なことだと思います。そういうことで、十十十十分い分い分い分いろろろろいいいいろ問ろ問ろ問ろ問題題題題をとらをとらをとらをとらええええていただきながら課ていただきながら課ていただきながら課ていただきながら課

題題題題にににに対対対対応応応応してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。

副知事、副知事、副知事、副知事、改改改改正正正正薬薬薬薬事事事事法法法法にかにかにかにかわわわわって今、いって今、いって今、いって今、いろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題提提提提起起起起をしてをしてをしてをして薬薬薬薬務課長が務課長が務課長が務課長が答答答答ええええたたたたけけけけれどれどれどれど

も、も、も、も、検討検討検討検討しますとしますとしますとしますと薬薬薬薬務課長が務課長が務課長が務課長が言言言言った。これはった。これはった。これはった。これは気気気気に入らない。に入らない。に入らない。に入らない。ややややっっっっぱぱぱぱり、これはり、これはり、これはり、これは継継継継続しない続しない続しない続しない

ことには奈良県のことには奈良県のことには奈良県のことには奈良県の主主主主要要要要産産産産業だから、これは業だから、これは業だから、これは業だから、これは継継継継続をす続をす続をす続をすべべべべきだということを、要きだということを、要きだということを、要きだということを、要望望望望よりもさらよりもさらよりもさらよりもさら

に要に要に要に要求求求求しておきたい。ちしておきたい。ちしておきたい。ちしておきたい。ちょょょょっとっとっとっと反反反反応応応応をををを聞聞聞聞きたいのです。きたいのです。きたいのです。きたいのです。

○稲山副知事○稲山副知事○稲山副知事○稲山副知事 家庭家庭家庭家庭配配配配置置置置薬薬薬薬、おっし、おっし、おっし、おっしゃゃゃゃるように県のるように県のるように県のるように県の重重重重要な要な要な要な産産産産業の一つでもあります。それ業の一つでもあります。それ業の一つでもあります。それ業の一つでもあります。それ

はよく理はよく理はよく理はよく理解解解解ささささせせせせていただいています。今、川口委員からもていただいています。今、川口委員からもていただいています。今、川口委員からもていただいています。今、川口委員からも強強強強くということでありますが、くということでありますが、くということでありますが、くということでありますが、

薬薬薬薬務課長から務課長から務課長から務課長からデデデデータもータもータもータも聞聞聞聞かかかかせせせせていただいて、委員のていただいて、委員のていただいて、委員のていただいて、委員の強強強強い思いもい思いもい思いもい思いも十十十十分分分分踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして検討検討検討検討ささささせせせせ

ていただきたいと思っております。ていただきたいと思っております。ていただきたいと思っております。ていただきたいと思っております。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ここで１０分程度休憩をいたします。ここで１０分程度休憩をいたします。ここで１０分程度休憩をいたします。ここで１０分程度休憩をいたします。

１５：０４分 休憩１５：０４分 休憩１５：０４分 休憩１５：０４分 休憩

１５：１９分１５：１９分１５：１９分１５：１９分 再再再再開開開開

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 岩田委員、少しおくれるとのことですが、岩田委員、少しおくれるとのことですが、岩田委員、少しおくれるとのことですが、岩田委員、少しおくれるとのことですが、始始始始めさめさめさめ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。

それでは、休憩前に引き続きそれでは、休憩前に引き続きそれでは、休憩前に引き続きそれでは、休憩前に引き続き質質質質疑疑疑疑を続を続を続を続けけけけたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。
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○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 １１１１点点点点だだだだけ質問け質問け質問け質問をしておきたいのと、もう一つは要をしておきたいのと、もう一つは要をしておきたいのと、もう一つは要をしておきたいのと、もう一つは要望望望望だだだだけけけけしておきたいと思いしておきたいと思いしておきたいと思いしておきたいと思い

ます。ます。ます。ます。何何何何をををを質問質問質問質問するかといいますと、がんするかといいますと、がんするかといいますと、がんするかといいますと、がん検検検検診の診の診の診の受受受受診診診診率率率率がどうなっているかということながどうなっているかということながどうなっているかということながどうなっているかということな

のです。ご承知のように、がんは２のです。ご承知のように、がんは２のです。ご承知のように、がんは２のです。ご承知のように、がんは２人人人人に１に１に１に１人人人人ががんにかかって、３ががんにかかって、３ががんにかかって、３ががんにかかって、３人人人人に１に１に１に１人人人人ががんでががんでががんでががんで死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ

というようなというようなというようなというような状状状状況況況況の中で、がんのの中で、がんのの中で、がんのの中で、がんの早早早早期に期に期に期に検検検検診をするというようなことが診をするというようなことが診をするというようなことが診をするというようなことが非非非非常常常常に大に大に大に大切切切切ではなではなではなではな

いかと思います。いかと思います。いかと思います。いかと思います。

ご承知のように、がんご承知のように、がんご承知のように、がんご承知のように、がん対対対対策策策策基基基基本本本本法法法法ができて、国ができて、国ができて、国ができて、国民民民民の５０の５０の５０の５０％％％％のののの人人人人をををを受受受受診さ診さ診さ診させせせせようというようというようというようという方方方方

針針針針が出ました。まさに、奈良県もそのが出ました。まさに、奈良県もそのが出ました。まさに、奈良県もそのが出ました。まさに、奈良県もその推進推進推進推進計計計計画画画画のもとに５０のもとに５０のもとに５０のもとに５０％％％％ををををやろやろやろやろうといううといううといううという話話話話になってになってになってになって

いるのですいるのですいるのですいるのですけけけけれども、資料をれども、資料をれども、資料をれども、資料を見見見見ささささせせせせていただきますと、ていただきますと、ていただきますと、ていただきますと、胃胃胃胃がんもがんもがんもがんも肺肺肺肺がんも大がんも大がんも大がんも大腸腸腸腸がんも子がんも子がんも子がんも子宮宮宮宮

がんもがんもがんもがんも乳乳乳乳がんも、全国のがんも、全国のがんも、全国のがんも、全国の率率率率よりも奈良県がよりも奈良県がよりも奈良県がよりも奈良県が低低低低いといういといういといういという状状状状況況況況が明らかになっておりますし、が明らかになっておりますし、が明らかになっておりますし、が明らかになっておりますし、

さらに５０さらに５０さらに５０さらに５０％％％％にほどにほどにほどにほど遠遠遠遠い２５い２５い２５い２５％％％％前前前前後後後後でずっとでずっとでずっとでずっと推推推推移移移移をしていると、一をしていると、一をしていると、一をしていると、一向向向向に上がってこないとに上がってこないとに上がってこないとに上がってこないと

いうことになっておりますので、県としては一いうことになっておりますので、県としては一いうことになっておりますので、県としては一いうことになっておりますので、県としては一体体体体どのようなどのようなどのようなどのような努努努努力力力力をしながら、これから５をしながら、これから５をしながら、これから５をしながら、これから５

００００％％％％に引き上げていくのかというとこらに引き上げていくのかというとこらに引き上げていくのかというとこらに引き上げていくのかというとこら辺辺辺辺のののの取取取取りりりり組み組み組み組みのののの問問問問題題題題と、さらにまた決と、さらにまた決と、さらにまた決と、さらにまた決意意意意もももも含含含含めてめてめてめて、、、、

健康福祉部長でも健康福祉部長でも健康福祉部長でも健康福祉部長でも結構結構結構結構ですからおですからおですからおですからお答答答答ええええをいただをいただをいただをいただけけけけたら大たら大たら大たら大変変変変ありがたいと思うありがたいと思うありがたいと思うありがたいと思うわけわけわけわけでございでございでございでござい

ます。これが一つです。ます。これが一つです。ます。これが一つです。ます。これが一つです。

もう一つ、要もう一つ、要もう一つ、要もう一つ、要望望望望ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、例例例例の奈良県の地域医療の奈良県の地域医療の奈良県の地域医療の奈良県の地域医療再生再生再生再生計計計計画画画画のののの南和南和南和南和地域にお地域にお地域にお地域におけけけける病院る病院る病院る病院

を大を大を大を大淀淀淀淀町に町に町に町に建設建設建設建設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話話話話で、で、で、で、具具具具体的体的体的体的に国からの臨時特に国からの臨時特に国からの臨時特に国からの臨時特例例例例交付金等の交付金等の交付金等の交付金等の内内内内示示示示があるよがあるよがあるよがあるよ

うでございますうでございますうでございますうでございますけけけけれども、そこにれども、そこにれども、そこにれども、そこに参加参加参加参加をする市町村とのをする市町村とのをする市町村とのをする市町村との問問問問題題題題とか、とか、とか、とか、具具具具体的体的体的体的にはお金のにはお金のにはお金のにはお金の問問問問題題題題

になると思うになると思うになると思うになると思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、結結結結局い局い局い局いろろろろいいいいろろろろなこと、なこと、なこと、なこと、難難難難しいことがいっしいことがいっしいことがいっしいことがいっぱぱぱぱいいいい起起起起こってくこってくこってくこってく

るように思うるように思うるように思うるように思う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。

これはこれはこれはこれは推推推推定でございます定でございます定でございます定でございますけけけけれども、しかしれども、しかしれども、しかしれども、しかし主主主主要町村でお要町村でお要町村でお要町村でお話話話話しさしさしさしさせせせせていただきますと、ていただきますと、ていただきますと、ていただきますと、やややや

はりはりはりはり建設建設建設建設する費用のする費用のする費用のする費用の問問問問題題題題、それにまたそれ、それにまたそれ、それにまたそれ、それにまたそれ以後以後以後以後、でき上がった、でき上がった、でき上がった、でき上がった後後後後のののの維維維維持持持持管理の管理の管理の管理の問問問問題題題題等等等等 々々々々、、、、

市町村の市町村の市町村の市町村の自自自自己己己己負担負担負担負担がががが多多多多額になるのではないかという額になるのではないかという額になるのではないかという額になるのではないかという懸念懸念懸念懸念がございますので、そこらがございますので、そこらがございますので、そこらがございますので、そこら辺辺辺辺ははははひひひひ

とつとつとつとつ十十十十分にい分にい分にい分にいろろろろいいいいろろろろとととと話話話話し合いをしていただきながら、地域医療をし合いをしていただきながら、地域医療をし合いをしていただきながら、地域医療をし合いをしていただきながら、地域医療を守守守守っていくようなっていくようなっていくようなっていくような方向方向方向方向

で今、県がで今、県がで今、県がで今、県が進進進進めておられますことをめておられますことをめておられますことをめておられますことを実実実実現できますように、現できますように、現できますように、現できますように、ひひひひとつとつとつとつ努努努努力力力力をしていただきたいをしていただきたいをしていただきたいをしていただきたい

と、これは要と、これは要と、これは要と、これは要望望望望にしておきますので、それにしておきますので、それにしておきますので、それにしておきますので、それ以以以以上は上は上は上は質問質問質問質問はいたしまはいたしまはいたしまはいたしませせせせん。よん。よん。よん。よろろろろしくお願いいしくお願いいしくお願いいしくお願いい

たしたいと思います。たしたいと思います。たしたいと思います。たしたいと思います。以以以以上、１上、１上、１上、１点点点点だだだだけけけけよよよよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長 がんがんがんがん検検検検診についてのご診についてのご診についてのご診についてのご質問質問質問質問でございます。委員ご指でございます。委員ご指でございます。委員ご指でございます。委員ご指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、非非非非

常常常常に奈良県のに奈良県のに奈良県のに奈良県の場場場場合、合、合、合、検検検検診診診診受受受受診診診診率率率率というのが全国平というのが全国平というのが全国平というのが全国平均均均均よりもよりもよりもよりも低低低低い。まして、国全い。まして、国全い。まして、国全い。まして、国全体体体体として５として５として５として５

００００％％％％というというというという目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げてございますからげてございますからげてございますからげてございますから半半半半分程度ということで、それは大分程度ということで、それは大分程度ということで、それは大分程度ということで、それは大変問変問変問変問題題題題であるとであるとであるとであると

いう認いう認いう認いう認識識識識はははは持持持持ってございます。ってございます。ってございます。ってございます。
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このこのこのこの低低低低い理い理い理い理由由由由といたしましては、一つはといたしましては、一つはといたしましては、一つはといたしましては、一つは受けや受けや受けや受けやすいものになっていないのではないかとすいものになっていないのではないかとすいものになっていないのではないかとすいものになっていないのではないかと

いうことと、もう一つはがんいうことと、もう一つはがんいうことと、もう一つはがんいうことと、もう一つはがん検検検検診を診を診を診を受け受け受け受けることることることること自体自体自体自体のののの重重重重要性が要性が要性が要性が必必必必ずしも県ずしも県ずしも県ずしも県民民民民のののの皆様皆様皆様皆様に理に理に理に理解解解解

されてないとこされてないとこされてないとこされてないところろろろがあるのではないかということで、県といたしましてはがあるのではないかということで、県といたしましてはがあるのではないかということで、県といたしましてはがあるのではないかということで、県といたしましては受受受受診し診し診し診しややややすいすいすいすい体体体体

制制制制の整備、それからの整備、それからの整備、それからの整備、それから受受受受診がいかに診がいかに診がいかに診がいかに重重重重要かということの要かということの要かということの要かということの啓啓啓啓発発発発が課が課が課が課題題題題であると認であると認であると認であると認識識識識をいたしまをいたしまをいたしまをいたしま

して、して、して、して、各種取各種取各種取各種取りりりり組み組み組み組みを行ってございます。を行ってございます。を行ってございます。を行ってございます。

例えば例えば例えば例えば、、、、受受受受診し診し診し診しややややすいすいすいすい検検検検診診診診体制体制体制体制の整備ということでございますと、の整備ということでございますと、の整備ということでございますと、の整備ということでございますと、昨昨昨昨年度年度年度年度香芝香芝香芝香芝市で、特市で、特市で、特市で、特

定定定定検検検検診、これは診、これは診、これは診、これはメメメメタタタタボボボボ検検検検診とい診とい診とい診といわわわわれていますれていますれていますれていますけけけけれど、特定健康診査・特定保健指導とれど、特定健康診査・特定保健指導とれど、特定健康診査・特定保健指導とれど、特定健康診査・特定保健指導と肺肺肺肺がががが

んんんん検検検検診、これを一診、これを一診、これを一診、これを一緒緒緒緒にかつ日にかつ日にかつ日にかつ日曜曜曜曜日に日に日に日にイベイベイベイベンンンントトトトにあにあにあにあわせわせわせわせてててて実施実施実施実施をいたしました。そのをいたしました。そのをいたしました。そのをいたしました。その結結結結果果果果、、、、

肺肺肺肺がんがんがんがん検検検検診の診の診の診の受受受受診者は１診者は１診者は１診者は１．．．．６６６６倍倍倍倍にににに増え増え増え増えたというようなこともございまして、このたというようなこともございまして、このたというようなこともございまして、このたというようなこともございまして、このメメメメタタタタボボボボ検検検検

診との診との診との診との同同同同時時時時実施実施実施実施でございますとか、休日とかでございますとか、休日とかでございますとか、休日とかでございますとか、休日とか人人人人のののの集集集集まるまるまるまる場場場場所での所での所での所での検検検検診について、診について、診について、診について、来来来来年度も年度も年度も年度も

がんがんがんがん検検検検診を行う市町村との間でどう診を行う市町村との間でどう診を行う市町村との間でどう診を行う市町村との間でどう取取取取りりりり組む組む組む組むのかということでのかということでのかということでのかということで協協協協議を行っているとこ議を行っているとこ議を行っているとこ議を行っているところろろろでででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

受受受受診の診の診の診の重重重重要性の要性の要性の要性の啓啓啓啓発発発発でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、例えば先例えば先例えば先例えば先日１０月１０日でございます、奈良県が日１０月１０日でございます、奈良県が日１０月１０日でございます、奈良県が日１０月１０日でございます、奈良県が

んとんとんとんと向向向向き合う日ということでございまして、今年度はき合う日ということでございまして、今年度はき合う日ということでございまして、今年度はき合う日ということでございまして、今年度はイイイイオオオオンンンンモモモモーーーールルルル橿原橿原橿原橿原で、がんに関するで、がんに関するで、がんに関するで、がんに関する

パネルパネルパネルパネル展展展展示示示示ですとかですとかですとかですとかママママンンンンモモモモググググラフラフラフラフィィィィーのーのーのーの検検検検診診診診車車車車によるによるによるによる検検検検診などの診などの診などの診などの啓啓啓啓発活動発活動発活動発活動をををを実施実施実施実施いたしまいたしまいたしまいたしま

した。県議会の議員も、おした。県議会の議員も、おした。県議会の議員も、おした。県議会の議員も、お近近近近くのくのくのくの方方方方はごはごはごはご参参参参集集集集いただきまして、あいただきまして、あいただきまして、あいただきまして、あわせわせわせわせてそのてそのてそのてその啓啓啓啓発発発発のためののためののためののための

パパパパンンンンフフフフレレレレットットットットを配っていただきまして、まことにありがとうございました。あるいは、県を配っていただきまして、まことにありがとうございました。あるいは、県を配っていただきまして、まことにありがとうございました。あるいは、県を配っていただきまして、まことにありがとうございました。あるいは、県

民民民民だより１０月号ではがんだより１０月号ではがんだより１０月号ではがんだより１０月号ではがん検検検検診を現診を現診を現診を現在在在在、特、特、特、特集集集集をいたしております。あるいは、をいたしております。あるいは、をいたしております。あるいは、をいたしております。あるいは、働働働働きききき盛盛盛盛りりりり世世世世

代代代代にににに対対対対しましては、中小しましては、中小しましては、中小しましては、中小企企企企業を中業を中業を中業を中心心心心といたしましたといたしましたといたしましたといたしました協協協協会会会会けけけけんんんんぽぽぽぽのののの方方方方におきまして特定健康におきまして特定健康におきまして特定健康におきまして特定健康

診査の診査の診査の診査の受受受受診にあ診にあ診にあ診にあわせわせわせわせましてがんましてがんましてがんましてがん検検検検診診診診受受受受診の診の診の診の働働働働きかきかきかきかけけけけを行っているといったようなを行っているといったようなを行っているといったようなを行っているといったような啓啓啓啓発活動発活動発活動発活動

を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

県といたしましては、今県といたしましては、今県といたしましては、今県といたしましては、今後後後後ともがんともがんともがんともがん検検検検診の診の診の診の受受受受診診診診率率率率が５０が５０が５０が５０％％％％、全国、全国、全国、全国目目目目標標標標でございます５でございます５でございます５でございます５

００００％％％％をををを目目目目指しまして、市町村あるいは関係指しまして、市町村あるいは関係指しまして、市町村あるいは関係指しまして、市町村あるいは関係団体団体団体団体と連と連と連と連携携携携をしながら、一をしながら、一をしながら、一をしながら、一層層層層のののの対対対対策を策を策を策を進進進進めてまめてまめてまめてま

いりたいといういりたいといういりたいといういりたいというふふふふうに思っております。うに思っております。うに思っております。うに思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 ありがとうございます。今、健康福祉部長からありがとうございます。今、健康福祉部長からありがとうございます。今、健康福祉部長からありがとうございます。今、健康福祉部長から受けや受けや受けや受けやすい、そういうすい、そういうすい、そういうすい、そういう体制づ体制づ体制づ体制づ

くりというくりというくりというくりという話話話話がございましたし、がんをがございましたし、がんをがございましたし、がんをがございましたし、がんを受け受け受け受け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ないないない重重重重要性というのがございま要性というのがございま要性というのがございま要性というのがございま

した。そして、した。そして、した。そして、した。そして、取取取取りりりり組み組み組み組みも報告していただいたも報告していただいたも報告していただいたも報告していただい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けけけけれども、これで５０れども、これで５０れども、これで５０れども、これで５０％％％％

はいくのかというはいくのかというはいくのかというはいくのかという懸念懸念懸念懸念がございます。がございます。がございます。がございます。

言えば言えば言えば言えば、、、、近近近近隣隣隣隣ここここぞぞぞぞってどのようにがんをってどのようにがんをってどのようにがんをってどのようにがんを受け受け受け受けようというようなようというようなようというようなようというような雰囲雰囲雰囲雰囲気づ気づ気づ気づくり、あるいはくり、あるいはくり、あるいはくり、あるいは

またまたまたまた雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気をつくり出すようなをつくり出すようなをつくり出すようなをつくり出すような運動運動運動運動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、ただ、ただ、ただ、ただ単単単単にこういうのがありますにこういうのがありますにこういうのがありますにこういうのがあります
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というだというだというだというだけけけけでは、なかなかでは、なかなかでは、なかなかでは、なかなか皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方がががが受け受け受け受けられるものではないと思いますので、思いられるものではないと思いますので、思いられるものではないと思いますので、思いられるものではないと思いますので、思い切切切切っっっっ

ててててキキキキャャャャンペーンとかそれだンペーンとかそれだンペーンとかそれだンペーンとかそれ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、ややややっっっっぱぱぱぱり県り県り県り県民民民民ここここぞぞぞぞって行うようなって行うようなって行うようなって行うような体制づ体制づ体制づ体制づくりでくりでくりでくりで

あるとか、あるいはまた、あるとか、あるいはまた、あるとか、あるいはまた、あるとか、あるいはまた、私私私私がががが言言言言っているのは町っているのは町っているのは町っているのは町内内内内会とかい会とかい会とかい会とかいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでででで活発活発活発活発なおなおなおなおばばばば

ちちちちゃゃゃゃんが、んが、んが、んが、みみみみんなでんなでんなでんなで検検検検診に行こうではないかといって、診に行こうではないかといって、診に行こうではないかといって、診に行こうではないかといって、誘誘誘誘い合っていただい合っていただい合っていただい合っていただけけけけるようなるようなるようなるような雰囲雰囲雰囲雰囲

気づ気づ気づ気づくりをしながら、全くりをしながら、全くりをしながら、全くりをしながら、全体的体的体的体的に地域全に地域全に地域全に地域全体体体体でがんでがんでがんでがん検検検検診をさ診をさ診をさ診をさせせせせていくような、そういうていくような、そういうていくような、そういうていくような、そういうムムムムーーーードドドド

づづづづくり、くり、くり、くり、雰囲雰囲雰囲雰囲気づ気づ気づ気づくりをくりをくりをくりをややややっていくことがっていくことがっていくことがっていくことが必必必必要ではないかと思うのです。そういうような要ではないかと思うのです。そういうような要ではないかと思うのです。そういうような要ではないかと思うのです。そういうような

大大大大運動運動運動運動をしなをしなをしなをしなけけけけれれれればばばば、なかなか５０、なかなか５０、なかなか５０、なかなか５０％％％％にはにはにはには到到到到達達達達しない。しない。しない。しない。

それにそれにそれにそれに企企企企業も、業も、業も、業も、先先先先ほどほどほどほど言わ言わ言わ言われたれたれたれたけけけけれど、れど、れど、れど、企企企企業が業が業が業が積積積積極極極極的的的的にににに受け受け受け受けようというのをようというのをようというのをようというのを義義義義務務務務づけづけづけづけるるるる

ようなようなようなような形形形形ででででややややらさらさらさらさせせせせ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いいいいけけけけないのではないかなと、こう思うないのではないかなと、こう思うないのではないかなと、こう思うないのではないかなと、こう思う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

も、そこらも、そこらも、そこらも、そこら辺辺辺辺のことをもう少し健康福祉部長も決のことをもう少し健康福祉部長も決のことをもう少し健康福祉部長も決のことをもう少し健康福祉部長も決意意意意をををを固固固固めて、こういうめて、こういうめて、こういうめて、こういうふふふふうにしていくとうにしていくとうにしていくとうにしていくと

いう決いう決いう決いう決意意意意だだだだけけけけもう１もう１もう１もう１回回回回述述述述べべべべてください。お願いします。てください。お願いします。てください。お願いします。てください。お願いします。

○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長○前田健康福祉部長 おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおりでございまして、るとおりでございまして、るとおりでございまして、るとおりでございまして、例えば例えば例えば例えば他他他他府府府府県の県の県の県の例例例例などをなどをなどをなどを見見見見ますますますます

と、県と、県と、県と、県民運動民運動民運動民運動というというというという形形形形でででで各各各各界界界界関係者こ関係者こ関係者こ関係者こぞぞぞぞってってってって集集集集まるような大会を開いたりですとか、県全まるような大会を開いたりですとか、県全まるような大会を開いたりですとか、県全まるような大会を開いたりですとか、県全

体体体体でででで盛盛盛盛り上げるということをり上げるということをり上げるということをり上げるということをややややっておられる県があることは承知をしております。っておられる県があることは承知をしております。っておられる県があることは承知をしております。っておられる県があることは承知をしております。

奈良県につきましてもそういう奈良県につきましてもそういう奈良県につきましてもそういう奈良県につきましてもそういう活動活動活動活動、どういう、どういう、どういう、どういう形形形形で一番で一番で一番で一番効効効効果的果的果的果的にできるのかをにできるのかをにできるのかをにできるのかを検討検討検討検討しましましましま

して、そのような県して、そのような県して、そのような県して、そのような県民民民民ここここぞぞぞぞってってってって参加参加参加参加できるようなできるようなできるようなできるような運動運動運動運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でいきたいと思っんでいきたいと思っんでいきたいと思っんでいきたいと思っ

ております。ております。ております。ております。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 おおおお疲疲疲疲れのとこれのとこれのとこれのところろろろ、、、、端端端端的的的的に４に４に４に４点点点点おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。台風台風台風台風１２号１２号１２号１２号被害被害被害被害で今で今で今で今

なおなおなおなお多多多多くのくのくのくの方方方方 々々々々がががが避避避避難難難難所で所で所で所で避避避避難難難難されております。されております。されております。されております。私私私私どもも、さまざまにそのどもも、さまざまにそのどもも、さまざまにそのどもも、さまざまにその状状状状況況況況あるいはあるいはあるいはあるいは

ごごごご意見意見意見意見、ご要、ご要、ご要、ご要望望望望等もいただいております。その中では、等もいただいております。その中では、等もいただいております。その中では、等もいただいております。その中では、ややややはり長期間化しておりますはり長期間化しておりますはり長期間化しておりますはり長期間化しております避避避避難難難難

生活生活生活生活、、、、例えば例えば例えば例えば床床床床上上上上浸浸浸浸水水水水あるいは全あるいは全あるいは全あるいは全壊壊壊壊等なったお等なったお等なったお等なったお宅宅宅宅のののの住民住民住民住民のののの方方方方 々々々々は、もうは、もうは、もうは、もう帰帰帰帰ってもってもってもっても住住住住めないめないめないめない

と、と、と、と、将将将将来来来来もももも希望希望希望希望もないと、こんなもないと、こんなもないと、こんなもないと、こんな話話話話まで出てきております。まで出てきております。まで出てきております。まで出てきております。非非非非常常常常に、に、に、に、支援支援支援支援というものはしというものはしというものはしというものはし

っかりと手っかりと手っかりと手っかりと手厚厚厚厚く、また本く、また本く、また本く、また本当当当当に平時ではない、そのようなに平時ではない、そのようなに平時ではない、そのようなに平時ではない、そのような状状状状況況況況の中での中での中での中で被被被被災災災災されているされているされているされている方方方方 々々々々にににに

しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと寄寄寄寄りりりり添添添添うことが今、うことが今、うことが今、うことが今、求求求求められていると思います。められていると思います。められていると思います。められていると思います。

これは１０月１２日、地域福祉課で少しこれは１０月１２日、地域福祉課で少しこれは１０月１２日、地域福祉課で少しこれは１０月１２日、地域福祉課で少し調べ調べ調べ調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。仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅が今、が今、が今、が今、建設建設建設建設中中中中

でございまして、今月中には一部でございまして、今月中には一部でございまして、今月中には一部でございまして、今月中には一部竣竣竣竣工工工工のののの見込み見込み見込み見込みだとだとだとだと聞聞聞聞いております。その中で今いております。その中で今いております。その中で今いております。その中で今回回回回このこのこのこの仮仮仮仮

設住宅設住宅設住宅設住宅に入られる、予定されているに入られる、予定されているに入られる、予定されているに入られる、予定されている世世世世帯帯帯帯がががが五條五條五條五條市、市、市、市、野迫野迫野迫野迫川村、川村、川村、川村、十津十津十津十津川村合川村合川村合川村合わせわせわせわせて１１４て１１４て１１４て１１４世世世世

帯帯帯帯、うち、うち、うち、うち五條五條五條五條市の年市の年市の年市の年齢齢齢齢がちがちがちがちょょょょっとそのっとそのっとそのっとその内内内内訳訳訳訳ははははわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんけけけけれども、れども、れども、れども、五條五條五條五條市の５７市の５７市の５７市の５７世世世世帯帯帯帯、、、、

１３２名のうちの１３２名のうちの１３２名のうちの１３２名のうちの単身世単身世単身世単身世帯帯帯帯が２０が２０が２０が２０世世世世帯帯帯帯、、、、野迫野迫野迫野迫川村が２７川村が２７川村が２７川村が２７世世世世帯帯帯帯入入入入居居居居予定で、うち予定で、うち予定で、うち予定で、うち単身世単身世単身世単身世帯帯帯帯がががが

３３３３世世世世帯帯帯帯、そのうちの、そのうちの、そのうちの、そのうちの高齢高齢高齢高齢でででで単身世単身世単身世単身世帯帯帯帯が３が３が３が３世世世世帯帯帯帯、、、、十津十津十津十津川村が３０川村が３０川村が３０川村が３０世世世世帯帯帯帯６４名入６４名入６４名入６４名入居居居居予定でござ予定でござ予定でござ予定でござ



---- 33334444 ----

いますいますいますいますけけけけれども、そのうちの６５歳れども、そのうちの６５歳れども、そのうちの６５歳れども、そのうちの６５歳以以以以上の上の上の上の高齢高齢高齢高齢者は１６名、そして者は１６名、そして者は１６名、そして者は１６名、そして単身世単身世単身世単身世帯帯帯帯が１１が１１が１１が１１世世世世帯帯帯帯でででで、、、、

そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの高齢高齢高齢高齢のののの単身世単身世単身世単身世帯帯帯帯が５が５が５が５世世世世帯帯帯帯ということでまとめていただいております。こういっということでまとめていただいております。こういっということでまとめていただいております。こういっということでまとめていただいております。こういっ

たたたた状状状状況況況況をををを見見見見れれれればばばば、本、本、本、本当当当当にこれからにこれからにこれからにこれから寒寒寒寒いいいい冬冬冬冬です。また日がです。また日がです。また日がです。また日が経経経経ててててば経ば経ば経ば経つほどあの９月２日、３つほどあの９月２日、３つほどあの９月２日、３つほどあの９月２日、３

日、４日の日、４日の日、４日の日、４日の状状状状況況況況ががががフラッフラッフラッフラッシシシシュュュュバッバッバッバッククククしてくる、そのようなしてくる、そのようなしてくる、そのようなしてくる、そのような状状状状況況況況にあるかもにあるかもにあるかもにあるかもわわわわかりまかりまかりまかりませせせせん。ん。ん。ん。

そこで県としても、これはもう市町村におそこで県としても、これはもう市町村におそこで県としても、これはもう市町村におそこで県としても、これはもう市町村にお任任任任せせせせするということではなくて、するということではなくて、するということではなくて、するということではなくて、例えば例えば例えば例えばこれこれこれこれ

はははは東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災でででで宮宮宮宮城城城城県が全国県が全国県が全国県が全国介護介護介護介護者者者者支援協支援協支援協支援協議会と議会と議会と議会と民民民民間事業者が間事業者が間事業者が間事業者が協力協力協力協力をして行っておられをして行っておられをして行っておられをして行っておられ

ます、います、います、います、いわわわわゆゆゆゆるるるる端端端端末、タ末、タ末、タ末、タッチッチッチッチパネルパネルパネルパネルのののの端端端端末にタ末にタ末にタ末にタッチッチッチッチするとするとするとすると相談相談相談相談員と員と員と員と話話話話すことができたり、すことができたり、すことができたり、すことができたり、

あといあといあといあといわわわわゆゆゆゆる緊急と書いてあるる緊急と書いてあるる緊急と書いてあるる緊急と書いてあるアアアアププププリリリリののののママママーーーーククククにににに押押押押しますと緊急しますと緊急しますと緊急しますと緊急通通通通報になる、連報になる、連報になる、連報になる、連絡絡絡絡ができができができができ

る。いる。いる。いる。いわわわわゆゆゆゆるそういうとこるそういうとこるそういうとこるそういうところろろろまでいっております。そのまでいっております。そのまでいっております。そのまでいっております。その避避避避難難難難所にその所にその所にその所にそのシステシステシステシステムムムムをををを使使使使っておっておっておってお

られるられるられるられる方方方方、６８歳の、６８歳の、６８歳の、６８歳の方方方方ですですですですけけけけども、急にども、急にども、急にども、急に具具具具合が合が合が合が悪悪悪悪くなったことがあるのでくなったことがあるのでくなったことがあるのでくなったことがあるので助助助助かると、かると、かると、かると、集集集集会会会会

所にも所にも所にも所にも端端端端末が末が末が末が置置置置かれ、かれ、かれ、かれ、自自自自治治治治会長は会長は会長は会長は孤孤孤孤独独独独死死死死をををを防防防防ぐぐぐぐ一つになれ一つになれ一つになれ一つになればばばばとととと語語語語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というるというるというるという

記記記記事が出ておりました。事が出ておりました。事が出ておりました。事が出ておりました。

ここまでのここまでのここまでのここまでのシステシステシステシステムムムムはははは果果果果たして県でできるかは、それは少したして県でできるかは、それは少したして県でできるかは、それは少したして県でできるかは、それは少し厳厳厳厳しい部分あるかと思いましい部分あるかと思いましい部分あるかと思いましい部分あるかと思いま

すすすすけけけけれども、れども、れども、れども、例えば例えば例えば例えばそういういざというとき、またごそういういざというとき、またごそういういざというとき、またごそういういざというとき、またご近近近近所の所の所の所の方方方方にはなかなかにはなかなかにはなかなかにはなかなか声声声声かかかかけけけけにくいにくいにくいにくい

という事案もあという事案もあという事案もあという事案もあろろろろうかと思います。そういったときにどうするかという、そういう手うかと思います。そういったときにどうするかという、そういう手うかと思います。そういったときにどうするかという、そういう手うかと思います。そういったときにどうするかという、そういう手段段段段もももも

考考考考ええええていかなくてはならないのかなと。特に、ていかなくてはならないのかなと。特に、ていかなくてはならないのかなと。特に、ていかなくてはならないのかなと。特に、五條五條五條五條市、市、市、市、野迫野迫野迫野迫川村、川村、川村、川村、十津十津十津十津川村の川村の川村の川村の自自自自治治治治体体体体のののの皆皆皆皆

さんとも連さんとも連さんとも連さんとも連携携携携をしながら、こういったをしながら、こういったをしながら、こういったをしながら、こういった方方方方たち今たち今たち今たち今後後後後どうどうどうどう対対対対応応応応するか、するか、するか、するか、支援支援支援支援していくかというしていくかというしていくかというしていくかという

ことをきめことをきめことをきめことをきめ細細細細かくお願いしたいと思います。かくお願いしたいと思います。かくお願いしたいと思います。かくお願いしたいと思います。

その中で、その中で、その中で、その中で、例えば各例えば各例えば各例えば各地域で緊急地域で緊急地域で緊急地域で緊急通通通通報報報報システシステシステシステムムムムというものがございます。そういうというものがございます。そういうというものがございます。そういうというものがございます。そういうシステシステシステシステ

ムムムムをもう緊急時でございますので、こういったものについてはをもう緊急時でございますので、こういったものについてはをもう緊急時でございますので、こういったものについてはをもう緊急時でございますので、こういったものについては例えば例えば例えば例えば６５歳６５歳６５歳６５歳以以以以上で上で上で上で単身単身単身単身のののの

おおおお宅宅宅宅もももも含含含含めて県がめて県がめて県がめて県が支援支援支援支援するというようなことも一度するというようなことも一度するというようなことも一度するというようなことも一度検討検討検討検討していただしていただしていただしていただけけけけれれれればばばばどうかなと思っどうかなと思っどうかなと思っどうかなと思っ

ております。これが１ております。これが１ております。これが１ております。これが１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。

２２２２点点点点目目目目は、今申し上げましたようにこれからは、今申し上げましたようにこれからは、今申し上げましたようにこれからは、今申し上げましたようにこれから寒寒寒寒いいいい冬冬冬冬です。特にです。特にです。特にです。特に野迫野迫野迫野迫川村なんかは川村なんかは川村なんかは川村なんかは氷氷氷氷点点点点下下下下

１５度まで１５度まで１５度まで１５度まで気気気気温温温温がががが下下下下がるという、がるという、がるという、がるという、例例例例年のそのような年のそのような年のそのような年のそのような話話話話もももも聞聞聞聞いてまいりました。そういういてまいりました。そういういてまいりました。そういういてまいりました。そういう状状状状

況況況況の中で、の中で、の中で、の中で、例えば例えば例えば例えばこれはこれはこれはこれは東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災復災復災復災復興特興特興特興特別別別別委員会の中で委員会の中で委員会の中で委員会の中で

もうもうもうもう建物建物建物建物はははは当当当当然然然然、、、、暖房暖房暖房暖房、、、、寒冷寒冷寒冷寒冷地地地地仕様仕様仕様仕様になっていますになっていますになっていますになっていますけけけけれども、その中に入れるれども、その中に入れるれども、その中に入れるれども、その中に入れるスススストトトトーーーーブブブブとととと

かかかかカカカカーペーペーペーペットットットットとかこたつとか、とかこたつとか、とかこたつとか、とかこたつとか、暖房暖房暖房暖房器器器器具具具具について国はについて国はについて国はについて国は支援支援支援支援するするするする考考考考ええええはないかというはないかというはないかというはないかという質問質問質問質問をををを

されたされたされたされた方方方方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、厚厚厚厚生労働生労働生労働生労働大大大大臣臣臣臣もももも検討検討検討検討したいと。したいと。したいと。したいと。ややややはり、健康のためにははり、健康のためにははり、健康のためにははり、健康のためには何何何何かかかか

考考考考ええええたいということでたいということでたいということでたいということで答答答答弁弁弁弁されております。そこで、このされております。そこで、このされております。そこで、このされております。そこで、この寒寒寒寒ささささ対対対対策、特に策、特に策、特に策、特に暖房暖房暖房暖房器器器器具具具具につきにつきにつきにつき

まして県としてまして県としてまして県としてまして県として何何何何かかかか支援支援支援支援をするおをするおをするおをするお考考考考ええええはないかどうかということを、２はないかどうかということを、２はないかどうかということを、２はないかどうかということを、２点点点点目目目目におにおにおにお尋ね尋ね尋ね尋ねをいをいをいをい
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たします。たします。たします。たします。

３３３３点点点点目目目目は、これは総務部は、これは総務部は、これは総務部は、これは総務部消防消防消防消防救救救救急課で急課で急課で急課で質問質問質問質問いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送のののの際際際際ののののｅ－ｅ－ｅ－ｅ－ＭＭＭＭＡＴＡＴＡＴＡＴＣＣＣＣ

ＨＨＨＨシステシステシステシステムムムムでございます。このでございます。このでございます。このでございます。このシステシステシステシステムムムムについては、については、については、については、救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送時に時に時に時に消防消防消防消防本部があらか本部があらか本部があらか本部があらかじじじじめめめめ

病院から病院から病院から病院から得得得得ていたていたていたていた情情情情報を報を報を報を端端端端末あるいは今、末あるいは今、末あるいは今、末あるいは今、紙紙紙紙ベベベベーーーーススススとととと聞聞聞聞いていますいていますいていますいていますけけけけれども、そこにあるれども、そこにあるれども、そこにあるれども、そこにある

情情情情報を報を報を報を救救救救急急急急隊隊隊隊のののの方方方方が今どの病院がが今どの病院がが今どの病院がが今どの病院が受け受け受け受け入れ入れ入れ入れ可可可可能能能能かということをかということをかということをかということをシステシステシステシステムムムム化して、タ化して、タ化して、タ化して、タイムライムライムライムラ

ググググを少なくして病院にを少なくして病院にを少なくして病院にを少なくして病院に搬送搬送搬送搬送する、そういったする、そういったする、そういったする、そういった仕仕仕仕組み組み組み組み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ども、現ども、現ども、現ども、現在在在在のとこのとこのとこのところろろろ１１１１

１月には１月には１月には１月には消防消防消防消防につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては各救各救各救各救急急急急車車車車に１に１に１に１台台台台そういうそういうそういうそういう端端端端末を末を末を末を載載載載せせせせてててて電電電電子化をした子化をした子化をした子化をした情情情情報で報で報で報で救救救救

急急急急車車車車でででで搬送搬送搬送搬送先先先先にににに搬送搬送搬送搬送するとするとするとすると聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。

ただし今、ただし今、ただし今、ただし今、各各各各病院から病院から病院から病院から送送送送られてくるられてくるられてくるられてくるデデデデータがない。どうータがない。どうータがない。どうータがない。どうややややっているかというと、県の職っているかというと、県の職っているかというと、県の職っているかというと、県の職

員さんが５０員さんが５０員さんが５０員さんが５０件件件件ほどのほどのほどのほどの救救救救急病院に急病院に急病院に急病院に電話電話電話電話をして確認されているとをして確認されているとをして確認されているとをして確認されていると聞聞聞聞きました。なかなかきました。なかなかきました。なかなかきました。なかなかリアリアリアリア

ルルルルタタタタイムイムイムイムでないということも、ちでないということも、ちでないということも、ちでないということも、ちょょょょうどあのうどあのうどあのうどあの妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦のののの問問問問題題題題を思いを思いを思いを思い返返返返すすすす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、ややややはりできるだはりできるだはりできるだはりできるだけリアルけリアルけリアルけリアルタタタタイムイムイムイムのののの情情情情報がないと報がないと報がないと報がないとススススムムムムーーーーズズズズにににに救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送ができないのができないのができないのができないの

ではないかというのが、一つ大きなではないかというのが、一つ大きなではないかというのが、一つ大きなではないかというのが、一つ大きな反反反反省省省省だったと思います。だったと思います。だったと思います。だったと思います。

それで、それで、それで、それで、佐賀佐賀佐賀佐賀県が全国で県が全国で県が全国で県が全国で初初初初のののの同じ同じ同じ同じようなようなようなようなシステシステシステシステムムムムをををを既既既既に導入をされて、に導入をされて、に導入をされて、に導入をされて、受け受け受け受け入れ入れ入れ入れ先先先先、、、、搬搬搬搬

送送送送時間３０時間３０時間３０時間３０秒短秒短秒短秒短縮縮縮縮、分、分、分、分散散散散化で化で化で化で負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減できているというようなおできているというようなおできているというようなおできているというようなお話話話話をををを直直直直接接接接佐賀佐賀佐賀佐賀県に県に県に県に電話電話電話電話をををを

してしてしてして聞聞聞聞きました。できれきました。できれきました。できれきました。できればばばば、医療の現、医療の現、医療の現、医療の現場場場場もももも何何何何とかとかとかとか協力協力協力協力できるとこできるとこできるとこできるところろろろはははは協力協力協力協力をしていただいをしていただいをしていただいをしていただい

て、そういったて、そういったて、そういったて、そういったシステシステシステシステムムムムがすがすがすがすべべべべてつながるようにてつながるようにてつながるようにてつながるように早早早早くくくくややややってほしいってほしいってほしいってほし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けけけけれれれれ

ども、そのことにつきまして医療ども、そのことにつきまして医療ども、そのことにつきまして医療ども、そのことにつきまして医療側側側側のののの考考考考え方え方え方え方につきましてごにつきましてごにつきましてごにつきましてご答答答答弁弁弁弁をお願いしたいと思いまをお願いしたいと思いまをお願いしたいと思いまをお願いしたいと思いま

す。す。す。す。

最後最後最後最後に、これはごに、これはごに、これはごに、これはご相談相談相談相談を地域のを地域のを地域のを地域の方方方方からいただきました。県からいただきました。県からいただきました。県からいただきました。県立立立立奈良病院に奈良病院に奈良病院に奈良病院に外来外来外来外来でででで通通通通っていっていっていってい

らっしらっしらっしらっしゃゃゃゃるるるる方方方方からですからですからですからですけけけけれども、もうれども、もうれども、もうれども、もう端端端端的的的的にににに言言言言いましていましていましていまして受受受受診までの時間が長診までの時間が長診までの時間が長診までの時間が長過ぎ過ぎ過ぎ過ぎるというるというるというるという

話話話話でございます。ずっとでございます。ずっとでございます。ずっとでございます。ずっと待待待待って、本って、本って、本って、本当当当当に大に大に大に大変変変変もうつらいもうつらいもうつらいもうつらい症状症状症状症状で行っているのに、で行っているのに、で行っているのに、で行っているのに、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり

順番ですから順番ですから順番ですから順番ですから当当当当然然然然待待待待たされるたされるたされるたされるわけわけわけわけで、それがで、それがで、それがで、それが余余余余りにも長りにも長りにも長りにも長過ぎ過ぎ過ぎ過ぎると。よくると。よくると。よくると。よく比較比較比較比較されるのは、されるのは、されるのは、されるのは、

近畿近畿近畿近畿大大大大学学学学奈良病院の名前が出てまいります。奈良病院の名前が出てまいります。奈良病院の名前が出てまいります。奈良病院の名前が出てまいります。近畿近畿近畿近畿大大大大学学学学奈良病院ではこんなことはないので奈良病院ではこんなことはないので奈良病院ではこんなことはないので奈良病院ではこんなことはないので

すとすとすとすと言わ言わ言わ言わ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、それをれども、それをれども、それをれども、それを聞聞聞聞いていてつらい部分がございまして、病院現いていてつらい部分がございまして、病院現いていてつらい部分がございまして、病院現いていてつらい部分がございまして、病院現場場場場でででで

は院長はは院長はは院長はは院長はじじじじめめめめ皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが頑張頑張頑張頑張っていただいているにもかかっていただいているにもかかっていただいているにもかかっていただいているにもかかわわわわらず、こういったらず、こういったらず、こういったらず、こういった状状状状況況況況も出てきも出てきも出てきも出てき

ておりますので、このことについてておりますので、このことについてておりますので、このことについてておりますので、このことについて何何何何かかかか改善改善改善改善するするするする取取取取りりりり組み組み組み組み等お等お等お等お考考考考ええええになっていらっしになっていらっしになっていらっしになっていらっしゃゃゃゃいいいい

ましたら、４ましたら、４ましたら、４ましたら、４点点点点目目目目ごごごご答答答答弁弁弁弁をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。

○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 緊急緊急緊急緊急通通通通報報報報装装装装置置置置のののの件件件件についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。おおでございます。おおでございます。おおでございます。おおむむむむねねねね６５歳６５歳６５歳６５歳

以以以以上の上の上の上のひひひひとりとりとりとり暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の方方方方などになどになどになどに対対対対しましてこのしましてこのしましてこのしましてこの装装装装置置置置を貸を貸を貸を貸与与与与して、して、して、して、身体身体身体身体のののの異異異異常常常常があがあがあがあ
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ったったったった場場場場合ですとか、あるいは合ですとか、あるいは合ですとか、あるいは合ですとか、あるいは火火火火災災災災等の緊急事等の緊急事等の緊急事等の緊急事態態態態がががが発生発生発生発生したしたしたした場場場場合に合に合に合に消防消防消防消防等に等に等に等に通通通通報されて、こ報されて、こ報されて、こ報されて、こ

のののの方方方方 々々々々をををを支援支援支援支援するためのするためのするためのするためのシステシステシステシステムムムムということで、現時ということで、現時ということで、現時ということで、現時点点点点で本県で本県で本県で本県下下下下の２９市町村での２９市町村での２９市町村での２９市町村で実施実施実施実施されされされされ

ております。ております。ております。ております。

それで、このそれで、このそれで、このそれで、この被被被被災災災災の３市村のの３市村のの３市村のの３市村の実実実実情情情情ですが、ですが、ですが、ですが、五條五條五條五條市と市と市と市と十津十津十津十津川村においては川村においては川村においては川村においては実施実施実施実施をされておをされておをされておをされてお

りますが、りますが、りますが、りますが、野迫野迫野迫野迫川村においては川村においては川村においては川村においては未未未未実施実施実施実施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けけけけれども、ちなれども、ちなれども、ちなれども、ちなみみみみにににに五條五條五條五條市市市市

で今、で今、で今、で今、実施実施実施実施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内内内内容容容容を簡を簡を簡を簡単単単単にごにごにごにご紹紹紹紹介介介介申し上げますと、申し上げますと、申し上げますと、申し上げますと、対対対対象象象象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ひひひひとととと

りりりり暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の方方方方、それと、それと、それと、それと重重重重度の度の度の度の心身障害心身障害心身障害心身障害者の者の者の者の方方方方、こういう、こういう、こういう、こういう方方方方 々々々々にににに対対対対しましてしましてしましてしまして専専専専用の用の用の用の

電話電話電話電話、あるいはペン、あるいはペン、あるいはペン、あるいはペンダダダダンンンントトトト型型型型ででででふふふふだんだんだんだん身身身身につにつにつにつけけけけておいて、ておいて、ておいて、ておいて、何何何何かあったときはそのかあったときはそのかあったときはそのかあったときはそのボボボボタンをタンをタンをタンを

押押押押せばせばせばせば消防消防消防消防あるいはあるいはあるいはあるいは警察警察警察警察等の等の等の等の方方方方に連に連に連に連絡絡絡絡が行くと、そういうものでございまして、現が行くと、そういうものでございまして、現が行くと、そういうものでございまして、現が行くと、そういうものでございまして、現在在在在五條五條五條五條

市市市市内内内内ではではではでは約約約約５５０名の５５０名の５５０名の５５０名の方方方方がががが利利利利用なさっておられる、用なさっておられる、用なさっておられる、用なさっておられる、個個個個人負担人負担人負担人負担はははは無無無無料ということでございま料ということでございま料ということでございま料ということでございま

す。す。す。す。

今今今今後後後後、この、この、この、この仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅にどういうにどういうにどういうにどういう方方方方 々々々々が入が入が入が入居居居居なされるか、なされるか、なされるか、なされるか、先先先先ほど委員からもごほど委員からもごほど委員からもごほど委員からもご紹紹紹紹介介介介いただいただいただいただ

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、具具具具体的体的体的体的にそういうにそういうにそういうにそういうふふふふうな事うな事うな事うな事例例例例といいますか、入といいますか、入といいますか、入といいますか、入居居居居されるされるされるされる方方方方のののの実実実実情情情情をををを踏踏踏踏

ままままええええまして、また市町村ともまして、また市町村ともまして、また市町村ともまして、また市町村とも相談相談相談相談をさをさをさをさせせせせていただきながらていただきながらていただきながらていただきながら対処対処対処対処してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考ええええておておておてお

ります。ります。ります。ります。

○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 仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅のののの寒寒寒寒ささささ対対対対策の関連でございます。委員からもご指策の関連でございます。委員からもご指策の関連でございます。委員からもご指策の関連でございます。委員からもご指摘摘摘摘がござがござがござがござ

いましたように、今いましたように、今いましたように、今いましたように、今回回回回、、、、応応応応急急急急仮仮仮仮設住宅建設場設住宅建設場設住宅建設場設住宅建設場所は所は所は所は五條五條五條五條市、市、市、市、野迫野迫野迫野迫川村、川村、川村、川村、十津十津十津十津川村ということ川村ということ川村ということ川村ということ

で、で、で、で、基基基基本本本本的的的的に山間地でに山間地でに山間地でに山間地で冬冬冬冬場場場場はははは降降降降雪雪雪雪もあるというもあるというもあるというもあるという寒冷寒冷寒冷寒冷地でございます。地でございます。地でございます。地でございます。仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅のののの建設建設建設建設にににに当当当当

たりましてはたりましてはたりましてはたりましてはエエエエアアアアココココンのンのンのンの設置設置設置設置、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは壁壁壁壁断断断断面面面面をををを通通通通常常常常よりよりよりより厚厚厚厚くするなどといった一定のくするなどといった一定のくするなどといった一定のくするなどといった一定の寒寒寒寒

ささささ対対対対策を行っていると県の策を行っていると県の策を行っていると県の策を行っていると県の担当担当担当担当部部部部署署署署からはからはからはからは聞聞聞聞いておるいておるいておるいておるわけわけわけわけでございますが、現地の市でございますが、現地の市でございますが、現地の市でございますが、現地の市役役役役所所所所

あるいはあるいはあるいはあるいは役役役役場場場場などをなどをなどをなどを通じ通じ通じ通じましてましてましてまして更更更更なるなるなるなる寒寒寒寒ささささ対対対対策として、策として、策として、策として、例えばス例えばス例えばス例えばストトトトーーーーブブブブとかこたつなどととかこたつなどととかこたつなどととかこたつなどと

いったいったいったいった暖房暖房暖房暖房器器器器具具具具のののの給給給給付を付を付を付を求求求求めるめるめるめる声声声声もいただいているとこもいただいているとこもいただいているとこもいただいているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。住宅住宅住宅住宅の付の付の付の付随随随随設設設設備備備備

となっております、このようなとなっております、このようなとなっております、このようなとなっております、このような暖房暖房暖房暖房設設設設備なのです備なのです備なのです備なのですけけけけれども、現れども、現れども、現れども、現状状状状のののの災災災災害救助法害救助法害救助法害救助法ではではではでは給給給給付付付付対対対対

象象象象ということになっておりまということになっておりまということになっておりまということになっておりませせせせんんんんけけけけれども、現地のれども、現地のれども、現地のれども、現地の状状状状況況況況もよくおもよくおもよくおもよくお聞聞聞聞きをいたしまして、きをいたしまして、きをいたしまして、きをいたしまして、必必必必

要な要な要な要な場場場場合は県合は県合は県合は県独自独自独自独自のののの支援支援支援支援を行うこともを行うこともを行うこともを行うこと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きたいとをしていきたいとをしていきたいとをし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。以以以以上上上上

です。です。です。です。

○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 救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送の病院のの病院のの病院のの病院の可可可可否否否否のののの情情情情報報報報へへへへのののの救救救救急急急急隊隊隊隊の提の提の提の提供供供供につきましておにつきましておにつきましておにつきましてお

答答答答ええええささささせせせせていただきます。従前、奈良県広域ていただきます。従前、奈良県広域ていただきます。従前、奈良県広域ていただきます。従前、奈良県広域災災災災害害害害・・・・救救救救急医療急医療急医療急医療情情情情報報報報システシステシステシステムムムムということでということでということでということで各各各各

病院の診療病院の診療病院の診療病院の診療科科科科すすすすべべべべてにつきましててにつきましててにつきましててにつきまして可可可可否否否否情情情情報を病院の報を病院の報を病院の報を病院の方方方方でご入でご入でご入でご入力力力力いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、各各各各消防消防消防消防本部に本部に本部に本部に

提提提提供供供供しておりました。ただ、しておりました。ただ、しておりました。ただ、しておりました。ただ、救救救救急に急に急に急に携わ携わ携わ携わる医る医る医る医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師のののの偏偏偏偏在在在在等で等で等で等で十十十十分に分に分に分に機能機能機能機能していなかしていなかしていなかしていなか
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ったというのは事ったというのは事ったというのは事ったというのは事実実実実でございます。でございます。でございます。でございます。

それで今それで今それで今それで今回回回回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、特にれども、特にれども、特にれども、特に生生生生死死死死にかかにかかにかかにかかわわわわりますようなりますようなりますようなりますような脳脳脳脳卒卒卒卒中、中、中、中、心心心心筋梗塞筋梗塞筋梗塞筋梗塞、、、、

腹腹腹腹症症症症、、、、吐吐吐吐血血血血、、、、重重重重症外傷症外傷症外傷症外傷など、そういうなど、そういうなど、そういうなど、そういうふふふふうな病うな病うな病うな病気気気気につきましてにつきましてにつきましてにつきまして患患患患者さんの者さんの者さんの者さんの負負負負傷情傷情傷情傷情報報報報やややや緊急緊急緊急緊急

度、時間度、時間度、時間度、時間帯帯帯帯においてにおいてにおいてにおいて受け受け受け受け入れかどうかを病院で入れかどうかを病院で入れかどうかを病院で入れかどうかを病院で受け受け受け受け入れ入れ入れ入れ情情情情報を報を報を報を毎毎毎毎日奈良県の日奈良県の日奈良県の日奈良県の方方方方にににに情情情情報提報提報提報提供供供供

いただきまして、それをまとめて県いただきまして、それをまとめて県いただきまして、それをまとめて県いただきまして、それをまとめて県内内内内のののの消防消防消防消防本部に本部に本部に本部に送送送送ららららせせせせていただいているというのが事ていただいているというのが事ていただいているというのが事ていただいているというのが事

実実実実でございます。だから、でございます。だから、でございます。だから、でございます。だから、若若若若干干干干のタのタのタのタイムライムライムライムラググググがががが生じ生じ生じ生じるということでございます。るということでございます。るということでございます。るということでございます。

当当当当然然然然、ただこの病院の、ただこの病院の、ただこの病院の、ただこの病院のリスリスリスリストトトトをそういうをそういうをそういうをそういう形形形形で、で、で、で、真真真真ののののリアルリアルリアルリアルタタタタイムイムイムイムではございまではございまではございまではございませせせせんのでんのでんのでんので、、、、

今度今度今度今度消防消防消防消防でご導入予定とでご導入予定とでご導入予定とでご導入予定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ｅ－ｅ－ｅ－ｅ－ＭＭＭＭＡＴＡＴＡＴＡＴＣＣＣＣＨＨＨＨシステシステシステシステムムムムにつきまして、につきまして、につきまして、につきまして、当当当当然然然然そのそのそのその

今今今今後後後後のののの施施施施策としても策としても策としても策としても十十十十分に分に分に分に消防消防消防消防救救救救急課と連急課と連急課と連急課と連携携携携してしてしてして進進進進めてまいりたいと。それよりも、そのめてまいりたいと。それよりも、そのめてまいりたいと。それよりも、そのめてまいりたいと。それよりも、その

情情情情報が正しい報が正しい報が正しい報が正しい情情情情報になっているのかどうかということにつきまして、報になっているのかどうかということにつきまして、報になっているのかどうかということにつきまして、報になっているのかどうかということにつきまして、実際実際実際実際にににに救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送ルルルルーーーー

ルルルル、ことしの１月３１日から、ことしの１月３１日から、ことしの１月３１日から、ことしの１月３１日からススススタータータータートトトトしております。しております。しております。しております。救救救救急急急急側側側側と病院と病院と病院と病院側側側側とととと十十十十分分分分話話話話し合いを、し合いを、し合いを、し合いを、

実実実実は今までも２は今までも２は今までも２は今までも２回回回回ほどほどほどほど話話話話し合いをしておるのですが、今し合いをしておるのですが、今し合いをしておるのですが、今し合いをしておるのですが、今後後後後話話話話し合いをし合いをし合いをし合いを重重重重ねねねねまして、正しいまして、正しいまして、正しいまして、正しい

情情情情報を正しく報を正しく報を正しく報を正しく救救救救急急急急隊隊隊隊側側側側におにおにおにお伝伝伝伝ええええささささせせせせていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、適切適切適切適切な病院にきちんとな病院にきちんとな病院にきちんとな病院にきちんと患患患患者さんを者さんを者さんを者さんを

運運運運んでいただんでいただんでいただんでいただけけけけるようなるようなるようなるような体制体制体制体制を県としてもを県としてもを県としてもを県としても十十十十分に分に分に分に構築構築構築構築していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。以以以以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○中川医療管理課長○中川医療管理課長○中川医療管理課長○中川医療管理課長 県県県県立立立立奈良病院の、奈良病院の、奈良病院の、奈良病院の、外来外来外来外来のののの待待待待ち時間についてのごち時間についてのごち時間についてのごち時間について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。

県県県県立立立立奈良病院では、奈良病院では、奈良病院では、奈良病院では、直直直直近近近近の９月の９月の９月の９月実績実績実績実績でも１日にでも１日にでも１日にでも１日に約約約約９６０名の９６０名の９６０名の９６０名の外来外来外来外来患患患患者さんを者さんを者さんを者さんを受け受け受け受け入れてい入れてい入れてい入れてい

ただいているというとこただいているというとこただいているというとこただいているというところろろろでございまして、でございまして、でございまして、でございまして、基基基基本本本本的的的的には１時間には１時間には１時間には１時間単単単単位位位位で予で予で予で予約約約約制制制制をとっていたをとっていたをとっていたをとっていた

だいているのですだいているのですだいているのですだいているのですけけけけれども、時間れども、時間れども、時間れども、時間帯帯帯帯あるいは診療あるいは診療あるいは診療あるいは診療科科科科によってはによってはによってはによっては更更更更に１時間をに１時間をに１時間をに１時間を超超超超ええええて長い時て長い時て長い時て長い時

間お間お間お間お待待待待ちいただいているというのも、また事ちいただいているというのも、また事ちいただいているというのも、また事ちいただいているというのも、また事実実実実でございます。でございます。でございます。でございます。

このために、病院では診このために、病院では診このために、病院では診このために、病院では診察察察察のののの進進進進行行行行状状状状況況況況をををを外来外来外来外来で少しおで少しおで少しおで少しお待待待待ちいただいているちいただいているちいただいているちいただいている患患患患者さんにお者さんにお者さんにお者さんにお

知ら知ら知ら知らせせせせする、あるいはする、あるいはする、あるいはする、あるいは高高高高熱熱熱熱が出ておられるが出ておられるが出ておられるが出ておられる患患患患者さんについては者さんについては者さんについては者さんについては優優優優先的先的先的先的に診ていただく、まに診ていただく、まに診ていただく、まに診ていただく、ま

たこれはたこれはたこれはたこれは昨昨昨昨年の１０月からです年の１０月からです年の１０月からです年の１０月からですけけけけれども、れども、れども、れども、登録登録登録登録医医医医制制制制度ということで度ということで度ということで度ということで近近近近隣隣隣隣の診療所のの診療所のの診療所のの診療所の先生方先生方先生方先生方

と連と連と連と連携携携携をいたしまして、県をいたしまして、県をいたしまして、県をいたしまして、県立立立立奈良病院の奈良病院の奈良病院の奈良病院の登録登録登録登録医ということで現医ということで現医ということで現医ということで現在在在在２００２００２００２００人人人人の診療所のの診療所のの診療所のの診療所の先生先生先生先生

方方方方のののの登録登録登録登録を県を県を県を県立立立立奈良病院の奈良病院の奈良病院の奈良病院の方方方方でしていただきまして、でしていただきまして、でしていただきまして、でしていただきまして、症状症状症状症状のののの安安安安定した定した定した定した患患患患者さんを者さんを者さんを者さんを紹紹紹紹介介介介をすをすをすをす

るということで、るということで、るということで、るということで、外来外来外来外来のののの混雑混雑混雑混雑を少しを少しを少しを少し緩緩緩緩和和和和するするするする工工工工夫をしていただいているとこ夫をしていただいているとこ夫をしていただいているとこ夫をしていただいているところろろろでございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

今今今今後後後後、さらにこの、さらにこの、さらにこの、さらにこの登録登録登録登録医の医の医の医の数数数数ををををふふふふややややす、あるいは今、診療所との間の予す、あるいは今、診療所との間の予す、あるいは今、診療所との間の予す、あるいは今、診療所との間の予約約約約システシステシステシステムムムムをさをさをさをさ

らにらにらにらに見見見見直直直直しできないかということでしできないかということでしできないかということでしできないかということで工工工工夫をする、あるいは現夫をする、あるいは現夫をする、あるいは現夫をする、あるいは現在在在在導入に導入に導入に導入に向け向け向け向けてててて取取取取りりりり組組組組んでおんでおんでおんでお

りますりますりますりますけけけけれども、れども、れども、れども、電電電電子子子子カルテカルテカルテカルテを今年度導入する予定をしておりますので、その導入時にさを今年度導入する予定をしておりますので、その導入時にさを今年度導入する予定をしておりますので、その導入時にさを今年度導入する予定をしておりますので、その導入時にさ
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らに診らに診らに診らに診察察察察時間を時間を時間を時間を短短短短縮縮縮縮できないかというできないかというできないかというできないかという取取取取りりりり組み組み組み組みももももややややっていくということで、さまざまなっていくということで、さまざまなっていくということで、さまざまなっていくということで、さまざまな取取取取

りりりり組み組み組み組みををををミミミミッッッックスクスクスクスしながらしながらしながらしながら待待待待ち時間のち時間のち時間のち時間の短短短短縮縮縮縮にににに努努努努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検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考

ええええております。ております。ております。ております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 ごごごご答答答答弁弁弁弁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。最初最初最初最初のののの見見見見守守守守り、あるいは緊急り、あるいは緊急り、あるいは緊急り、あるいは緊急通通通通報報報報システシステシステシステムムムム

につきましては今おにつきましては今おにつきましては今おにつきましては今お話話話話がございましたように、ここはもうがございましたように、ここはもうがございましたように、ここはもうがございましたように、ここはもう積積積積極極極極的的的的に県がかかに県がかかに県がかかに県がかかわわわわってあげるってあげるってあげるってあげる

ことでお願いしたいと思います。ただペンことでお願いしたいと思います。ただペンことでお願いしたいと思います。ただペンことでお願いしたいと思います。ただペンダダダダンンンントトトトだだだだけけけけをををを持持持持たたたたせばせばせばせばいいということではなくいいということではなくいいということではなくいいということではなく

て、て、て、て、当当当当然然然然そこにはそこにはそこにはそこには電話電話電話電話回回回回線線線線を引かないといを引かないといを引かないといを引かないといけけけけない、いない、いない、いない、いろろろろいいいいろろろろなななな経経経経費がかかる費がかかる費がかかる費がかかるわけわけわけわけでありまでありまでありまでありま

して、そこはこれからして、そこはこれからして、そこはこれからして、そこはこれから仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅に入られるに入られるに入られるに入られる方方方方 々々々々のののの立場立場立場立場にににに立立立立って不って不って不って不安安安安のないように、本のないように、本のないように、本のないように、本当当当当にににに

知事がおっし知事がおっし知事がおっし知事がおっしゃゃゃゃるるるる安安安安らいでいただらいでいただらいでいただらいでいただけけけけるような、そんなるような、そんなるような、そんなるような、そんな避避避避難難難難所、所、所、所、仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅にしてもらいたいにしてもらいたいにしてもらいたいにしてもらいたい

と思いますので、よと思いますので、よと思いますので、よと思いますので、よろろろろしくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。

また、また、また、また、寒寒寒寒さをさをさをさを防防防防ぐ暖房ぐ暖房ぐ暖房ぐ暖房器器器器具具具具につきましては、これはもう入ったその日から要るにつきましては、これはもう入ったその日から要るにつきましては、これはもう入ったその日から要るにつきましては、これはもう入ったその日から要るわけわけわけわけでごでごでごでご

ざいまして、このことについては決してざいまして、このことについては決してざいまして、このことについては決してざいまして、このことについては決して我我我我慢慢慢慢していたからしていたからしていたからしていたから風風風風邪邪邪邪を引いた、また医者に行かを引いた、また医者に行かを引いた、また医者に行かを引いた、また医者に行か

ないといないといないといないといけけけけない、こんなない、こんなない、こんなない、こんな悪悪悪悪いいいい方向方向方向方向に行くのをに行くのをに行くのをに行くのを防防防防ぐぐぐぐためにも、ためにも、ためにも、ためにも、ややややはりはりはりはり十十十十分に分に分に分に人人人人ののののぬぬぬぬくもりとくもりとくもりとくもりと

ともにともにともにともに暖房暖房暖房暖房ののののぬぬぬぬくもりもくもりもくもりもくもりも与与与与ええええてあげるという、てあげるという、てあげるという、てあげるという、届届届届けけけけてあげる、これはてあげる、これはてあげる、これはてあげる、これは非非非非常常常常に大事かと思いに大事かと思いに大事かと思いに大事かと思い

ますので、そのますので、そのますので、そのますので、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろをまた地域福祉課長よをまた地域福祉課長よをまた地域福祉課長よをまた地域福祉課長よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

あと、あと、あと、あと、ｅ－ｅ－ｅ－ｅ－ＭＭＭＭＡＴＡＴＡＴＡＴＣＣＣＣＨＨＨＨシステシステシステシステムムムムにつきましては今、につきましては今、につきましては今、につきましては今、答答答答弁弁弁弁あったとおりでございます。なあったとおりでございます。なあったとおりでございます。なあったとおりでございます。な

かなかかなかかなかかなか難難難難しい部分はあるかもしい部分はあるかもしい部分はあるかもしい部分はあるかもわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんけけけけれど、れど、れど、れど、操操操操作作作作は簡は簡は簡は簡単単単単です。です。です。です。非非非非常常常常に簡に簡に簡に簡単単単単ですからですからですからですから、、、、

ぜひぜひぜひぜひともともともともチチチチャャャャレレレレンジをしていただいて、ンジをしていただいて、ンジをしていただいて、ンジをしていただいて、ややややはり１分１はり１分１はり１分１はり１分１秒秒秒秒をををを争争争争うううう救救救救急急急急患患患患者の者の者の者の皆皆皆皆さんに少しでさんに少しでさんに少しでさんに少しで

も医療をも医療をも医療をも医療を早早早早く提く提く提く提供供供供できるように、そのためにできるように、そのためにできるように、そのためにできるように、そのために制制制制度度度度工工工工夫を夫を夫を夫を使使使使って、いって、いって、いって、いわわわわゆゆゆゆるこのるこのるこのるこのシステシステシステシステムムムムをををを

やろやろやろやろうと決められたうと決められたうと決められたうと決められたわけわけわけわけですから、ですから、ですから、ですから、ぜひぜひぜひぜひともできるとこともできるとこともできるとこともできるところろろろからからからから着実着実着実着実にお願いしたいと思いにお願いしたいと思いにお願いしたいと思いにお願いしたいと思い

ます。ます。ます。ます。

また、県また、県また、県また、県立立立立奈良病院の奈良病院の奈良病院の奈良病院の待待待待ち時間については大ち時間については大ち時間については大ち時間については大変変変変ごごごご努努努努力力力力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けけけけども、新ども、新ども、新ども、新

病院ができるまで病院ができるまで病院ができるまで病院ができるまでアアアアメニメニメニメニテテテティィィィのののの向向向向上とともに、一上とともに、一上とともに、一上とともに、一生生生生懸懸懸懸命命命命患患患患者の者の者の者の立場立場立場立場にににに立立立立った今、った今、った今、った今、取取取取りりりり組み組み組み組み

をををを進進進進めていただいておりますめていただいておりますめていただいておりますめていただいておりますけけけけれども、それとれども、それとれども、それとれども、それと同同同同時にきめ時にきめ時にきめ時にきめ細細細細かなかなかなかな患患患患者のもう一度者のもう一度者のもう一度者のもう一度立場立場立場立場にににに立立立立

った、そういったった、そういったった、そういったった、そういった取取取取りりりり組み組み組み組みというものもというものもというものもというものも非非非非常常常常に大事かと思いますので、あに大事かと思いますので、あに大事かと思いますので、あに大事かと思いますので、あええええてきてきてきてきょょょょううう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きました。ごていただきました。ごていただきました。ごていただきました。ご答答答答弁弁弁弁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。以以以以上です。上です。上です。上です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 では、では、では、では、何点何点何点何点かかかか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。最初最初最初最初に、国に、国に、国に、国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険料のことでお料のことでお料のことでお料のことでお

伺伺伺伺いしたいと思います。この間、いしたいと思います。この間、いしたいと思います。この間、いしたいと思います。この間、私私私私たちはずっとたちはずっとたちはずっとたちはずっと取取取取り上げておりますり上げておりますり上げておりますり上げておりますけけけけれども、といいまれども、といいまれども、といいまれども、といいま

すのもすのもすのもすのも私私私私たちがたちがたちがたちが生活生活生活生活ののののアアアアンンンンケケケケーーーートトトトをさをさをさをさせせせせていただきましたら、一番大きなていただきましたら、一番大きなていただきましたら、一番大きなていただきましたら、一番大きな声声声声でででで寄寄寄寄せせせせられてられてられてられて

おりますのがおりますのがおりますのがおりますのが高高高高い国い国い国い国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険料を料を料を料を何何何何とかしてほしいという、そういうとかしてほしいという、そういうとかしてほしいという、そういうとかしてほしいという、そういう切切切切実実実実なななな声声声声でございでございでございでござい
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ます。このます。このます。このます。この高高高高い保い保い保い保険険険険料が、料が、料が、料が、払払払払いたくてもいたくてもいたくてもいたくても払払払払ええええないということになったり、またその保ないということになったり、またその保ないということになったり、またその保ないということになったり、またその保険険険険料料料料

のののの負担負担負担負担がががが重重重重いということがいということがいということがいということが結結結結局局局局家家家家計を計を計を計を圧圧圧圧迫迫迫迫しておりますから、しておりますから、しておりますから、しておりますから、受受受受診したくても診したくても診したくても診したくても受受受受診をする診をする診をする診をする

場場場場合、３合、３合、３合、３割割割割のののの負担負担負担負担ですので、とても行ですので、とても行ですので、とても行ですので、とても行けけけけ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我我我我慢慢慢慢をされることにつながってをされることにつながってをされることにつながってをされることにつながって

いたりということで、いたりということで、いたりということで、いたりということで、非非非非常常常常にににに多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆さんの健康にとってさんの健康にとってさんの健康にとってさんの健康にとって有有有有害害害害なななな状状状状態態態態になっているというになっているというになっているというになっているという

実実実実態態態態があるということであります。があるということであります。があるということであります。があるということであります。

まず、まず、まず、まず、払払払払ええええる国る国る国る国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険料としていただくということが急務であると思うのです料としていただくということが急務であると思うのです料としていただくということが急務であると思うのです料としていただくということが急務であると思うのですけけけけれれれれ

ども、そのためには第一には国の国ども、そのためには第一には国の国ども、そのためには第一には国の国ども、そのためには第一には国の国庫庫庫庫負担負担負担負担分です分です分です分ですねねねね、国、国、国、国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険特特特特別別別別会計に会計に会計に会計に対対対対するこのするこのするこのするこの

負担負担負担負担分を分を分を分をふふふふややややしていただくことがしていただくことがしていただくことがしていただくことが必必必必要かと思っております。要かと思っております。要かと思っております。要かと思っております。

私私私私たちは、県にたちは、県にたちは、県にたちは、県に対対対対しましても国しましても国しましても国しましても国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険料引き料引き料引き料引き下下下下げにげにげにげに幾幾幾幾分かの分かの分かの分かの支援支援支援支援をしていただくこをしていただくこをしていただくこをしていただくこ

とがとがとがとが必必必必要であるということで要であるということで要であるということで要であるということで何何何何度も度も度も度も求求求求めてまいりました。しかし、現めてまいりました。しかし、現めてまいりました。しかし、現めてまいりました。しかし、現状状状状ではではではでは難難難難しいというしいというしいというしいという

ことで、このことで、このことで、このことで、この点点点点はいまだにはいまだにはいまだにはいまだに実実実実現はできていない現はできていない現はできていない現はできていない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、引き続き要れども、引き続き要れども、引き続き要れども、引き続き要望望望望してしてしてして

いきたいと思います。いきたいと思います。いきたいと思います。いきたいと思います。

今今今今回回回回は、このは、このは、このは、このややややりとりの中で県がごりとりの中で県がごりとりの中で県がごりとりの中で県がご答答答答弁弁弁弁なさっていらっしなさっていらっしなさっていらっしなさっていらっしゃゃゃゃるのは、県として広域るのは、県として広域るのは、県として広域るのは、県として広域的的的的なななな

役役役役割割割割をををを果果果果たすということで、とりたすということで、とりたすということで、とりたすということで、とりわけわけわけわけ健康健康健康健康づづづづくりにくりにくりにくりに力力力力を入れていくということで、特に山を入れていくということで、特に山を入れていくということで、特に山を入れていくということで、特に山

添添添添村などで医療費を引き村などで医療費を引き村などで医療費を引き村などで医療費を引き下下下下げてきたげてきたげてきたげてきた実績実績実績実績などをなどをなどをなどを参参参参考考考考にににに取取取取りりりり組組組組んでいきたいということであんでいきたいということであんでいきたいということであんでいきたいということであ

りましたりましたりましたりましたけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その取取取取りりりり組み組み組み組みのののの状状状状況況況況がどのようになっているのかというがどのようになっているのかというがどのようになっているのかというがどのようになっているのかという点点点点をおをおをおをお伺伺伺伺いしいしいしいし

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

次次次次に、に、に、に、介護介護介護介護保保保保険険険険のことでおのことでおのことでおのことでお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。介護介護介護介護保保保保険制険制険制険制度ができまして１１年を度ができまして１１年を度ができまして１１年を度ができまして１１年を

迎迎迎迎ええええました。この間、さまざまなました。この間、さまざまなました。この間、さまざまなました。この間、さまざまな問問問問題題題題がががが噴噴噴噴出をしておりまして、とり出をしておりまして、とり出をしておりまして、とり出をしておりまして、とりわけわけわけわけ保保保保険険険険料は年料は年料は年料は年 々々々々高高高高

くなる一くなる一くなる一くなる一方方方方ですし、ですし、ですし、ですし、介護介護介護介護職員の職員の職員の職員の人材人材人材人材不不不不足足足足というのは一というのは一というのは一というのは一向向向向にににに改善改善改善改善しましましましませせせせんし、んし、んし、んし、老人老人老人老人保健保健保健保健施設施設施設施設、、、、

特特特特別別別別養養養養護老人護老人護老人護老人ホホホホーーーームムムムなどになどになどになどに待待待待機機機機されているされているされているされている方方方方ももももふふふふええええ続続続続けけけけているということで、ているということで、ているということで、ているということで、介護介護介護介護を社会を社会を社会を社会

でででで支え支え支え支えていこうという、この保ていこうという、この保ていこうという、この保ていこうという、この保険制険制険制険制度そのものが度そのものが度そのものが度そのものが危危危危機機機機にににに瀕瀕瀕瀕しているしているしているしている状状状状態態態態になっていると思になっていると思になっていると思になっていると思

っております。っております。っております。っております。

そういう中で、今そういう中で、今そういう中で、今そういう中で、今回回回回政政政政府府府府がががが介護介護介護介護保保保保険険険険のののの改改改改定を行いました。これは、この定を行いました。これは、この定を行いました。これは、この定を行いました。これは、この問問問問題題題題をををを解解解解決する決する決する決する

ことにはつながらずに、かことにはつながらずに、かことにはつながらずに、かことにはつながらずに、かええええってってってって深刻深刻深刻深刻なななな問問問問題題題題をををを生み生み生み生み出していく出していく出していく出していく点点点点があるとがあるとがあるとがあると私私私私たちは思ってたちは思ってたちは思ってたちは思って

おります。中でも、おります。中でも、おります。中でも、おります。中でも、軽軽軽軽度の度の度の度の状状状状態態態態にあるにあるにあるにある介護介護介護介護をををを必必必必要とされる要とされる要とされる要とされる方方方方がががが介護介護介護介護保保保保険サ険サ険サ険サーーーービスビスビスビスからからからから排排排排除除除除

されてしまうされてしまうされてしまうされてしまう仕仕仕仕組み組み組み組みがががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれているというまれているというまれているというまれているという点点点点は、は、は、は、非非非非常常常常にににに問問問問題題題題だというだというだというだというふふふふうに思っておうに思っておうに思っておうに思ってお

ります。ります。ります。ります。

私私私私たちは、今たちは、今たちは、今たちは、今後後後後もももも安心安心安心安心できるできるできるできる介護介護介護介護保保保保険制険制険制険制度を度を度を度を作作作作っていくために、政っていくために、政っていくために、政っていくために、政府府府府へへへへの要の要の要の要望望望望なども続なども続なども続なども続

けけけけていきたいと思っておりますが、今ていきたいと思っておりますが、今ていきたいと思っておりますが、今ていきたいと思っておりますが、今回質問回質問回質問回質問ささささせせせせていただきたいのは、地域ていただきたいのは、地域ていただきたいのは、地域ていただきたいのは、地域包包包包括括括括ケアケアケアケアといといといとい
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うことで政うことで政うことで政うことで政府府府府がががが打打打打ち出しているち出しているち出しているち出している問問問問題題題題についてであります。地域でについてであります。地域でについてであります。地域でについてであります。地域で老後老後老後老後もももも安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らし続らし続らし続らし続

けけけけていくことができると、ていくことができると、ていくことができると、ていくことができると、十十十十分な分な分な分な介護サ介護サ介護サ介護サーーーービスビスビスビスをををを受け受け受け受けながらながらながらながら自宅自宅自宅自宅でででで老後老後老後老後をををを迎迎迎迎ええええることがでることがでることがでることがで

きるようにという、そういうことがきるようにという、そういうことがきるようにという、そういうことがきるようにという、そういうことが実実実実現するということは現するということは現するということは現するということは非非非非常常常常にいいことだと思うのですにいいことだと思うのですにいいことだと思うのですにいいことだと思うのです

けけけけれども、本れども、本れども、本れども、本当当当当にそれがにそれがにそれがにそれが実実実実現できるかどうかということについて現できるかどうかということについて現できるかどうかということについて現できるかどうかということについてみみみみましたら、ましたら、ましたら、ましたら、ややややはりはりはりはり公公公公的的的的

責責責責任任任任というのを明確にして、財政というのを明確にして、財政というのを明確にして、財政というのを明確にして、財政的的的的にも政にも政にも政にも政府府府府のののの負担負担負担負担ををををふふふふややややしていくことがなくてはならなしていくことがなくてはならなしていくことがなくてはならなしていくことがなくてはならな

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

この地域この地域この地域この地域包包包包括括括括ケアケアケアケアなのですなのですなのですなのですけけけけれども、ここでいう地域は中れども、ここでいう地域は中れども、ここでいう地域は中れども、ここでいう地域は中学学学学校校校校区区区区ですですですですねねねね、、、、人人人人口１万口１万口１万口１万人人人人程程程程

度を度を度を度を示示示示しておりまして、それを日しておりまして、それを日しておりまして、それを日しておりまして、それを日常常常常生活圏生活圏生活圏生活圏域として域として域として域として考考考考ええええていくというていくというていくというていくという考考考考え方え方え方え方です。ですかです。ですかです。ですかです。ですか

ら、ら、ら、ら、圏圏圏圏域ごとにお年域ごとにお年域ごとにお年域ごとにお年寄寄寄寄りにりにりにりに対対対対してどういうしてどういうしてどういうしてどういうササササーーーービスビスビスビスをしていくのか、どんなをしていくのか、どんなをしていくのか、どんなをしていくのか、どんな実実実実態態態態があるのがあるのがあるのがあるの

かをしっかりとかをしっかりとかをしっかりとかをしっかりと把握把握把握把握をして計をして計をして計をして計画画画画をををを立立立立てていくことが、どうしてもてていくことが、どうしてもてていくことが、どうしてもてていくことが、どうしても必必必必要だと思います。政要だと思います。政要だと思います。政要だと思います。政府府府府

も、どんなも、どんなも、どんなも、どんな状状状状態態態態でどんなでどんなでどんなでどんなササササーーーービスビスビスビスがががが必必必必要なのかということについて地域の要なのかということについて地域の要なのかということについて地域の要なのかということについて地域の悉悉悉悉皆皆皆皆調調調調査を行っ査を行っ査を行っ査を行っ

て、て、て、て、圏圏圏圏域ごとの域ごとの域ごとの域ごとの住民住民住民住民がががが参加参加参加参加する日する日する日する日常常常常生活圏生活圏生活圏生活圏域部会などを域部会などを域部会などを域部会などを設置設置設置設置するようにということで指するようにということで指するようにということで指するようにということで指示示示示

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、奈良県ではこのれども、奈良県ではこのれども、奈良県ではこのれども、奈良県ではこの点点点点、どのように、どのように、どのように、どのように取取取取りりりり組組組組んでおられるのか、おんでおられるのか、おんでおられるのか、おんでおられるのか、お聞聞聞聞

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

それと、地域それと、地域それと、地域それと、地域包包包包括括括括支援支援支援支援センターが大センターが大センターが大センターが大変重変重変重変重要な要な要な要な役役役役割割割割をををを果果果果たさなくてはならないことになるたさなくてはならないことになるたさなくてはならないことになるたさなくてはならないことになる

と思います。今でも、地域でと思います。今でも、地域でと思います。今でも、地域でと思います。今でも、地域で包包包包括括括括的的的的ななななササササーーーービスビスビスビスということでのということでのということでのということでの役役役役割割割割をををを果果果果たしていただいてたしていただいてたしていただいてたしていただいて

おりまして、現おりまして、現おりまして、現おりまして、現場場場場のののの皆皆皆皆さんは大さんは大さんは大さんは大変変変変奮闘奮闘奮闘奮闘なさっていただいているのですなさっていただいているのですなさっていただいているのですなさっていただいているのですけけけけれども、現れども、現れども、現れども、現在在在在中中中中学学学学

校校校校区区区区に一つというに一つというに一つというに一つという設置設置設置設置ではございまではございまではございまではございませせせせん。ん。ん。ん。実際実際実際実際に現に現に現に現場場場場でででで働働働働いていらっしいていらっしいていらっしいていらっしゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお声声声声

をををを聞聞聞聞きますと、地域きますと、地域きますと、地域きますと、地域包包包包括括括括支援支援支援支援センターの業務が本センターの業務が本センターの業務が本センターの業務が本当当当当にににに多多多多忙忙忙忙で、この地域で、この地域で、この地域で、この地域包包包包括括括括ケアケアケアケアのようにのようにのようにのように

地域全地域全地域全地域全体体体体のののの把握把握把握把握をしたいと思うをしたいと思うをしたいと思うをしたいと思うけけけけれども、れども、れども、れども、実際実際実際実際上上上上難難難難しいという、そういう現しいという、そういう現しいという、そういう現しいという、そういう現状状状状があるといがあるといがあるといがあるとい

うこともおうこともおうこともおうこともお聞聞聞聞きしております。このきしております。このきしております。このきしております。この点点点点をどのようにをどのようにをどのようにをどのように改善改善改善改善をしていくのか、また計をしていくのか、また計をしていくのか、また計をしていくのか、また計画的画的画的画的ににににふふふふ

ややややしていくという、こういうしていくという、こういうしていくという、こういうしていくという、こういう面面面面で県ので県ので県ので県の取取取取りりりり組み組み組み組みはどうなっているのかおはどうなっているのかおはどうなっているのかおはどうなっているのかお伺伺伺伺いしたいと思いいしたいと思いいしたいと思いいしたいと思い

ます。ます。ます。ます。

それからそれからそれからそれから次次次次に、医に、医に、医に、医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師確保の確保の確保の確保の問問問問題題題題でおでおでおでお伺伺伺伺いしたいと思います。この間、全国で医いしたいと思います。この間、全国で医いしたいと思います。この間、全国で医いしたいと思います。この間、全国で医

療療療療崩崩崩崩壊壊壊壊とととと言わ言わ言わ言われる事れる事れる事れる事態態態態がががが叫叫叫叫ばばばばれてれてれてれて久久久久しいしいしいしいわけわけわけわけですですですですけけけけれども、その中でも一番のれども、その中でも一番のれども、その中でも一番のれども、その中でも一番の問問問問題題題題が医が医が医が医師師師師

やややや看看看看護護護護師師師師の不の不の不の不足足足足ということで、県でもこれをということで、県でもこれをということで、県でもこれをということで、県でもこれを重重重重点点点点にしてにしてにしてにして対対対対策がとられてきたと思います。策がとられてきたと思います。策がとられてきたと思います。策がとられてきたと思います。

この間のこの間のこの間のこの間の実績実績実績実績、どういう、どういう、どういう、どういう状状状状況況況況にまでにまでにまでにまで改善改善改善改善されてきているのか、これをおされてきているのか、これをおされてきているのか、これをおされてきているのか、これをお伺伺伺伺いしたいと思いいしたいと思いいしたいと思いいしたいと思い

ます。そして、今ます。そして、今ます。そして、今ます。そして、今後後後後の課の課の課の課題題題題はどういうはどういうはどういうはどういう点点点点にあるのかということも、にあるのかということも、にあるのかということも、にあるのかということも、併併併併せせせせておておておてお答答答答ええええいただきいただきいただきいただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

またまたまたまた働働働働く医く医く医く医師師師師、女性医、女性医、女性医、女性医師師師師がどんどんがどんどんがどんどんがどんどんふふふふええええているということているということているということているということやややや、また、また、また、また看看看看護護護護師師師師さんがさんがさんがさんが働働働働ききききやややや
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すい職すい職すい職すい職場場場場をををを作作作作っていくということで、県では院っていくということで、県では院っていくということで、県では院っていくということで、県では院内内内内保保保保育育育育所整備をして２４時間所整備をして２４時間所整備をして２４時間所整備をして２４時間受け受け受け受け入れを入れを入れを入れを進進進進

めるというめるというめるというめるという方方方方針針針針をををを持持持持っておられますっておられますっておられますっておられますけけけけれども、この現れども、この現れども、この現れども、この現状状状状、どのように、どのように、どのように、どのように改善改善改善改善されているのかされているのかされているのかされているのか

をををを伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

最後最後最後最後にもう１にもう１にもう１にもう１点点点点ですが、ですが、ですが、ですが、台風台風台風台風１２号１２号１２号１２号被害被害被害被害で今度で今度で今度で今度避避避避難難難難所から所から所から所から仮仮仮仮設住宅へ住民設住宅へ住民設住宅へ住民設住宅へ住民のののの方方方方がががが移移移移られられられられ

ることになります。ることになります。ることになります。ることになります。先先先先ほど大国委員からごほど大国委員からごほど大国委員からごほど大国委員からご質問質問質問質問がありましたように、がありましたように、がありましたように、がありましたように、高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の方方方方がががが非非非非常常常常にににに

多多多多い、そういうい、そういうい、そういうい、そういう状状状状況況況況の中で、の中で、の中で、の中で、安心安心安心安心してしてしてして仮仮仮仮設設設設でででで暮暮暮暮らしていくことができるようにしていくたらしていくことができるようにしていくたらしていくことができるようにしていくたらしていくことができるようにしていくた

めにはめにはめにはめには支援支援支援支援が要ると思うのですが、とりが要ると思うのですが、とりが要ると思うのですが、とりが要ると思うのですが、とりわけわけわけわけ避避避避難難難難所では所では所では所では食食食食事提事提事提事提供供供供、これは、これは、これは、これは食食食食費が出るとい費が出るとい費が出るとい費が出るとい

うことで本うことで本うことで本うことで本人負担人負担人負担人負担ではありまではありまではありまではありませせせせんでしたが、んでしたが、んでしたが、んでしたが、仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅になりましたらになりましたらになりましたらになりましたら食食食食料費料費料費料費ややややまた光また光また光また光熱熱熱熱費費費費

ですですですですねねねね、、、、暖房暖房暖房暖房も大事ですも大事ですも大事ですも大事ですけけけけれども、その光れども、その光れども、その光れども、その光熱熱熱熱費の費の費の費の負担負担負担負担ということもかかってくることになということもかかってくることになということもかかってくることになということもかかってくることにな

ります。これからは、ります。これからは、ります。これからは、ります。これからは、自立自立自立自立していくことになるしていくことになるしていくことになるしていくことにな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、そういうれども、そういうれども、そういうれども、そういう点点点点でででで仕仕仕仕事事事事

をををを失失失失ったりったりったりったり家家家家族族族族をををを失失失失ったりったりったりったり非非非非常常常常にににに困難困難困難困難なななな状状状状態態態態にあるにあるにあるにある皆皆皆皆さんが、さんが、さんが、さんが、安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活を続を続を続を続けけけけていくていくていくていく

ことができるように、ことができるように、ことができるように、ことができるように、独自独自独自独自のののの対対対対策がいると思います。策がいると思います。策がいると思います。策がいると思います。

雲仙雲仙雲仙雲仙普普普普賢岳賢岳賢岳賢岳のののの被被被被災災災災のときには、のときには、のときには、のときには、仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅に入られたに入られたに入られたに入られた方方方方 々々々々に長に長に長に長崎崎崎崎県と国が県と国が県と国が県と国が食食食食費あるいは費あるいは費あるいは費あるいは生生生生

活活活活費の費の費の費の支給支給支給支給を行っております。１日１，０００円のを行っております。１日１，０００円のを行っております。１日１，０００円のを行っております。１日１，０００円の食食食食費、あるいは月３万円の費、あるいは月３万円の費、あるいは月３万円の費、あるいは月３万円の生活生活生活生活費とい費とい費とい費とい

うううう形形形形でのでのでのでの支給支給支給支給がなされておりましたがなされておりましたがなされておりましたがなされておりましたわけわけわけわけですが、県としてもこうしたですが、県としてもこうしたですが、県としてもこうしたですが、県としてもこうした対対対対応応応応ができないのかができないのかができないのかができないのか

どうか、そのどうか、そのどうか、そのどうか、その点点点点をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○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 国国国国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険の関連で、健康の関連で、健康の関連で、健康の関連で、健康づづづづくりの成くりの成くりの成くりの成果果果果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。。。。

昨昨昨昨年度に引き続きまして月１年度に引き続きまして月１年度に引き続きまして月１年度に引き続きまして月１回回回回のペーのペーのペーのペーススススで市町村と国で市町村と国で市町村と国で市町村と国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険のありのありのありのあり方方方方につきましてにつきましてにつきましてにつきまして検検検検

討討討討をををを進進進進めております。その中で、健康めております。その中で、健康めております。その中で、健康めております。その中で、健康づづづづくりにつきましてもくりにつきましてもくりにつきましてもくりにつきましても検討検討検討検討をををを進進進進めておるとこめておるとこめておるとこめておるところろろろでごでごでごでご

ざいますが、特定健診のざいますが、特定健診のざいますが、特定健診のざいますが、特定健診の受受受受診診診診率率率率のののの向向向向上に上に上に上に向け向け向け向けましてましてましてまして集集集集団検団検団検団検診を市町村診を市町村診を市町村診を市町村共同共同共同共同でできないかとでできないかとでできないかとでできないかと

いうことを、今年度はいうことを、今年度はいうことを、今年度はいうことを、今年度は検討検討検討検討しておるとこしておるとこしておるとこしておるところろろろでございます。それから、山でございます。それから、山でございます。それから、山でございます。それから、山添添添添村を村を村を村を参参参参考考考考にしなにしなにしなにしな

がら医がら医がら医がら医師師師師、保健、保健、保健、保健師師師師、健康、健康、健康、健康ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアア等と連等と連等と連等と連携携携携してしてしてして取取取取りりりり組むモデル組むモデル組むモデル組むモデル事業を事業を事業を事業を昨昨昨昨年度から年度から年度から年度から着着着着手手手手

しておりまして現しておりまして現しておりまして現しておりまして現在在在在、、、、香芝香芝香芝香芝市、市、市、市、斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町、広町、広町、広町、広陵陵陵陵町、明日町、明日町、明日町、明日香香香香村の４市町村でその村の４市町村でその村の４市町村でその村の４市町村でその実施実施実施実施をしておをしておをしておをしてお

ります。ります。ります。ります。

このこのこのこの取取取取りりりり組み組み組み組みのののの結結結結果果果果、地元の、地元の、地元の、地元の自自自自治治治治会会会会やややや商商商商工工工工会、会、会、会、教育教育教育教育委員会、地域の委員会、地域の委員会、地域の委員会、地域のボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアア等とも等とも等とも等とも

ネネネネットワットワットワットワーーーーククククによるによるによるによる取取取取りりりり組み組み組み組みがががが図図図図れるようになってきております。それから、れるようになってきております。それから、れるようになってきております。それから、れるようになってきております。それから、香芝香芝香芝香芝市の市の市の市の方方方方

では特定健診のでは特定健診のでは特定健診のでは特定健診の結結結結果果果果を医を医を医を医師師師師からからからから直直直直接接接接説明を説明を説明を説明を受け受け受け受けられることになっておりまして、られることになっておりまして、られることになっておりまして、られることになっておりまして、イイイインンンンパクパクパクパク

トトトトのあるのあるのあるのある啓啓啓啓発発発発ができてきたり、ができてきたり、ができてきたり、ができてきたり、先先先先ほどほどほどほど答答答答弁弁弁弁したしたしたした内内内内容容容容にもありましたにもありましたにもありましたにもありましたけけけけれども、特定れども、特定れども、特定れども、特定検検検検診と診と診と診と

肺肺肺肺がんがんがんがん検検検検診を診を診を診を同同同同時に時に時に時に実施実施実施実施することによりまして、することによりまして、することによりまして、することによりまして、肺肺肺肺がんがんがんがん検検検検診の診の診の診の受受受受診者の診者の診者の診者の数数数数が１が１が１が１．．．．６６６６倍倍倍倍になになになにな

ってきているというってきているというってきているというってきているという効効効効果果果果が出ております。が出ております。が出ております。が出ております。
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また、今年度からはまた、今年度からはまた、今年度からはまた、今年度からは高齢高齢高齢高齢者の健康者の健康者の健康者の健康維維維維持持持持増進増進増進増進にににに向け向け向け向けたたたた取取取取りりりり組み組み組み組みを充を充を充を充実実実実ささささせせせせるために、るために、るために、るために、後後後後期期期期

高齢高齢高齢高齢者医療広域連合と者医療広域連合と者医療広域連合と者医療広域連合と共同共同共同共同しまして、口しまして、口しまして、口しまして、口腔腔腔腔ケアケアケアケア等等等等高齢高齢高齢高齢者特者特者特者特有有有有のののの状状状状況況況況にににに応応応応じじじじたたたた効効効効果的果的果的果的な予な予な予な予防防防防

方方方方策の策の策の策の研研研研究究究究やややや、市町村と連、市町村と連、市町村と連、市町村と連携携携携してしてしてして歯科歯科歯科歯科医医医医師師師師、、、、栄栄栄栄養養養養士士士士、、、、運動運動運動運動指導員等の指導員等の指導員等の指導員等の専門人材専門人材専門人材専門人材が地域をが地域をが地域をが地域を巡巡巡巡

回回回回して指導して指導して指導して指導啓啓啓啓発発発発を行うというを行うというを行うというを行うという取取取取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進めておるとこめておるとこめておるとこめておるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

こうした健康こうした健康こうした健康こうした健康づづづづくりのくりのくりのくりの取取取取りりりり組み組み組み組みの成の成の成の成果果果果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、山れども、山れども、山れども、山添添添添村の村の村の村の例例例例にございますにございますにございますにございます

ように中長期ように中長期ように中長期ように中長期的的的的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みのののの積み重積み重積み重積み重ねねねねのののの結結結結果果果果、それが、それが、それが、それが目目目目にににに見え見え見え見えるようなるようなるようなるような形形形形になってくるもになってくるもになってくるもになってくるも

のではないかとのではないかとのではないかとのではないかと考考考考ええええております。本県の健康ております。本県の健康ております。本県の健康ております。本県の健康づづづづくりのくりのくりのくりの推進推進推進推進をををを進進進進めるめるめるめる取取取取りりりり組み組み組み組みは、いずれもは、いずれもは、いずれもは、いずれも

今、今、今、今、緒緒緒緒についたについたについたについたばばばばかりでございますので、今かりでございますので、今かりでございますので、今かりでございますので、今後後後後ともともともともＰＤＣＰＤＣＰＤＣＰＤＣＡＡＡＡササササイイイイクルクルクルクルで事業の中で事業の中で事業の中で事業の中身身身身のののの見見見見直直直直

しを行いながら、県しを行いながら、県しを行いながら、県しを行いながら、県民民民民に繰りに繰りに繰りに繰り返返返返し健康し健康し健康し健康意意意意識識識識をををを浸浸浸浸透透透透ささささせせせせるるるる取取取取りりりり組み組み組み組みを地を地を地を地道道道道にににに進進進進めてまいりためてまいりためてまいりためてまいりた

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

それから、国それから、国それから、国それから、国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険のののの制制制制度度度度設設設設計の計の計の計の責責責責任任任任は国にあるというは国にあるというは国にあるというは国にあるという意意意意味味味味から、かから、かから、かから、かねねねねてより国費てより国費てより国費てより国費

のののの拡拡拡拡充充充充やややや恒久恒久恒久恒久財財財財源源源源の確保についての確保についての確保についての確保について機機機機会をとら会をとら会をとら会をとらええええて国に要て国に要て国に要て国に要望望望望してきております。現してきております。現してきております。現してきております。現在在在在、国の、国の、国の、国の

方方方方ではではではでは低低低低所所所所得得得得者者者者対対対対策として保策として保策として保策として保険険険険料の料の料の料の軽減制軽減制軽減制軽減制度の度の度の度の拡拡拡拡大等を大等を大等を大等を検討検討検討検討しておるとしておるとしておるとしてお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けけけけ

れども、今れども、今れども、今れども、今後後後後も引き続き、も引き続き、も引き続き、も引き続き、更更更更なる要なる要なる要なる要望望望望を国に行ってまいりたいとを国に行ってまいりたいとを国に行ってまいりたいとを国に行っ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。以以以以上で上で上で上で

ございます。ございます。ございます。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 地域地域地域地域包包包包括括括括ケアシステケアシステケアシステケアシステムムムムのののの実実実実現に現に現に現に向け向け向け向けて、１て、１て、１て、１点点点点は日は日は日は日常常常常生活圏生活圏生活圏生活圏域にお域にお域にお域におけけけけ

る地域のる地域のる地域のる地域の高齢高齢高齢高齢者の者の者の者のニニニニーーーーズズズズをいかにをいかにをいかにをいかに把握把握把握把握するのかということと、地域するのかということと、地域するのかということと、地域するのかということと、地域包包包包括括括括支援支援支援支援センターそのセンターそのセンターそのセンターその

もののもののもののものの機能機能機能機能強強強強化についてのお化についてのお化についてのお化についてのお尋ね尋ね尋ね尋ねであったと思います。地域であったと思います。地域であったと思います。地域であったと思います。地域包包包包括括括括ケアシステケアシステケアシステケアシステムムムムは、医療、は、医療、は、医療、は、医療、

介護介護介護介護それから予それから予それから予それから予防防防防、、、、生活支援生活支援生活支援生活支援、それから、それから、それから、それから住住住住まいという５つの大きなまいという５つの大きなまいという５つの大きなまいという５つの大きなササササーーーービスビスビスビス、これが、これが、これが、これが包包包包括括括括

的的的的、、、、継継継継続続続続的的的的におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃったように３０分でったように３０分でったように３０分でったように３０分で駆駆駆駆けけけけつつつつけけけけられる日られる日られる日られる日常常常常生活圏生活圏生活圏生活圏域において提域において提域において提域において提供供供供されされされされ

るということがるということがるということがるということが趣旨趣旨趣旨趣旨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、そのれども、そのれども、そのれども、その実実実実現に現に現に現に向け向け向け向けまして、まずは日まして、まずは日まして、まずは日まして、まずは日常常常常生活圏生活圏生活圏生活圏域域域域

ののののニニニニーーーーズズズズをいかに正確に、をいかに正確に、をいかに正確に、をいかに正確に、詳細詳細詳細詳細にににに把握把握把握把握するのかということですするのかということですするのかということですするのかということですけけけけれども、日れども、日れども、日れども、日常常常常生活圏生活圏生活圏生活圏域域域域ニニニニ

ーーーーズズズズ調調調調査を、査を、査を、査を、実実実実は第５期の計は第５期の計は第５期の計は第５期の計画画画画策定に策定に策定に策定に向け向け向け向けまして市町村のまして市町村のまして市町村のまして市町村の方方方方でででで悉悉悉悉皆皆皆皆調調調調査で査で査で査でややややっていただいっていただいっていただいっていただい

ているとこているとこているとこているところろろろもあるし、それからもあるし、それからもあるし、それからもあるし、それから抽抽抽抽出で出で出で出で調調調調査を査を査を査をややややっていただいているとこっていただいているとこっていただいているとこっていただいているところろろろもございますもございますもございますもございます。。。。

あとあとあとあと更更更更に、に、に、に、恐恐恐恐らくこれは日らくこれは日らくこれは日らくこれは日頃頃頃頃からいかにその地域で地域からいかにその地域で地域からいかにその地域で地域からいかにその地域で地域包包包包括括括括支援支援支援支援センターを中センターを中センターを中センターを中心心心心としてとしてとしてとして

他他他他職職職職種種種種連連連連携携携携で地域ので地域ので地域ので地域の高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の方方方方 々々々々のののの情情情情報を報を報を報を吸吸吸吸い上げるか、そしてそれをい上げるか、そしてそれをい上げるか、そしてそれをい上げるか、そしてそれを必必必必要な要な要な要な支援支援支援支援につなにつなにつなにつな

げるかという、そのあたりのげるかという、そのあたりのげるかという、そのあたりのげるかという、そのあたりのネネネネットワットワットワットワーーーーククククのののの構築構築構築構築も一つ大きなも一つ大きなも一つ大きなも一つ大きなポポポポイイイインンンントトトトであであであであろろろろうと。いずうと。いずうと。いずうと。いず

れにしましても、そういったものでごれにしましても、そういったものでごれにしましても、そういったものでごれにしましても、そういったものでご意見意見意見意見をををを吸吸吸吸い上げさい上げさい上げさい上げさせせせせていただいて、５期計ていただいて、５期計ていただいて、５期計ていただいて、５期計画画画画にににに反反反反映映映映

ささささせせせせていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。

それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点、地域、地域、地域、地域包包包包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの機能機能機能機能強強強強化でございます化でございます化でございます化でございますけけけけれども、まさに今れども、まさに今れども、まさに今れども、まさに今、、、、



---- 44443333 ----

委員おっし委員おっし委員おっし委員おっしゃゃゃゃったように地域ったように地域ったように地域ったように地域包包包包括括括括支援支援支援支援センターの業務がセンターの業務がセンターの業務がセンターの業務が多多多多忙忙忙忙というとこというとこというとこというところろろろで、本で、本で、本で、本来来来来の地域の地域の地域の地域

のののの高齢高齢高齢高齢者の総合者の総合者の総合者の総合相談相談相談相談窓窓窓窓口の口の口の口の機能機能機能機能をなかなかなしをなかなかなしをなかなかなしをなかなかなし得得得得ていないのではないかというご指ていないのではないかというご指ていないのではないかというご指ていないのではないかというご指摘摘摘摘もごもごもごもご

ざいまして、ざいまして、ざいまして、ざいまして、昨昨昨昨年度県、市町村、それからセンター、それからあと関係年度県、市町村、それからセンター、それからあと関係年度県、市町村、それからセンター、それからあと関係年度県、市町村、それからセンター、それからあと関係団体団体団体団体のののの方方方方 々々々々にお入にお入にお入にお入

りをいただきまして、地域りをいただきまして、地域りをいただきまして、地域りをいただきまして、地域包包包包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの機能機能機能機能強強強強化化化化推進検討推進検討推進検討推進検討会議を会議を会議を会議を設置設置設置設置いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、

関係関係関係関係各各各各位位位位からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろごごごご意見意見意見意見もいただきながら、課もいただきながら、課もいただきながら、課もいただきながら、課題題題題のののの抽抽抽抽出及びそれに出及びそれに出及びそれに出及びそれに対対対対するするするする検討検討検討検討策を策を策を策を検検検検

討討討討してまいったとこしてまいったとこしてまいったとこしてまいったところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それとそれとそれとそれと併併併併せせせせまして、あと事務まして、あと事務まして、あと事務まして、あと事務レレレレベベベベルルルルでの市町村の職員のでの市町村の職員のでの市町村の職員のでの市町村の職員の方方方方、センターの職員の、センターの職員の、センターの職員の、センターの職員の方方方方もお入もお入もお入もお入

りをいただいたりをいただいたりをいただいたりをいただいた検討検討検討検討会も会も会も会も併併併併せせせせてさてさてさてさせせせせていただいておりますし、それからあとていただいておりますし、それからあとていただいておりますし、それからあとていただいておりますし、それからあと他他他他府府府府県でなか県でなか県でなか県でなか

なかなかなかなか先進的先進的先進的先進的な事な事な事な事例例例例をををを展展展展開されておられるとこ開されておられるとこ開されておられるとこ開されておられるところろろろもございますので、そのあたりのもございますので、そのあたりのもございますので、そのあたりのもございますので、そのあたりの視視視視察察察察を行を行を行を行

ったり、あるいはったり、あるいはったり、あるいはったり、あるいはシシシシンンンンポポポポジジジジウムウムウムウムを開を開を開を開催催催催したりというしたりというしたりというしたりという取取取取りりりり組み組み組み組みで、平成２２年度の成で、平成２２年度の成で、平成２２年度の成で、平成２２年度の成果果果果といといといとい

たしましては、地域たしましては、地域たしましては、地域たしましては、地域包包包包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの機能機能機能機能強強強強化に関する化に関する化に関する化に関するガガガガイドライイドライイドライイドラインといったものも策ンといったものも策ンといったものも策ンといったものも策

定をいたしました。定をいたしました。定をいたしました。定をいたしました。

４つほど策定をした４つほど策定をした４つほど策定をした４つほど策定を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、その中には一つ、れども、その中には一つ、れども、その中には一つ、れども、その中には一つ、例えば例えば例えば例えばいかに地域のいかに地域のいかに地域のいかに地域の高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の

方方方方 々々々々のののの情情情情報を報を報を報を吸吸吸吸い上げてい上げてい上げてい上げて把握把握把握把握をし、それから関係をし、それから関係をし、それから関係をし、それから関係機機機機関で関で関で関で情情情情報報報報共共共共有有有有をしてをしてをしてをして支援支援支援支援につなげていにつなげていにつなげていにつなげてい

くかというとこくかというとこくかというとこくかというところろろろののののガガガガイドライイドライイドライイドラインであったり、あるいはンであったり、あるいはンであったり、あるいはンであったり、あるいは処遇処遇処遇処遇困難困難困難困難事事事事例例例例ののののケケケケーーーース検討ス検討ス検討ス検討会議、会議、会議、会議、

これのこれのこれのこれのややややりりりり方方方方といいますか、そういったものについてのといいますか、そういったものについてのといいますか、そういったものについてのといいますか、そういったものについてのガガガガイドライイドライイドライイドラインも策定をさンも策定をさンも策定をさンも策定をさせせせせていたていたていたていた

だきました。だきました。だきました。だきました。

今年度も、引き続きこういった今年度も、引き続きこういった今年度も、引き続きこういった今年度も、引き続きこういった機能機能機能機能強強強強化の化の化の化の推進推進推進推進会議等を会議等を会議等を会議等を活活活活用いたしまして、センターの用いたしまして、センターの用いたしまして、センターの用いたしまして、センターの

充充充充実実実実をををを図図図図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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○杉山医師・看護師確保対策室長○杉山医師・看護師確保対策室長○杉山医師・看護師確保対策室長○杉山医師・看護師確保対策室長 医医医医師師師師なりなりなりなり看看看看護護護護師師師師の不の不の不の不足足足足がどの程度がどの程度がどの程度がどの程度改善改善改善改善しているのかとしているのかとしているのかとしているのかと

いうごいうごいうごいうご質問質問質問質問でございます。現でございます。現でございます。現でございます。現場場場場でででで働働働働いておられる医いておられる医いておられる医いておられる医師師師師なりなりなりなり看看看看護護護護師師師師さんのさんのさんのさんの数数数数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、、、、

２年ごとに２年ごとに２年ごとに２年ごとに厚厚厚厚生労働生労働生労働生労働省省省省がががが公公公公表表表表をしております。いずれの職をしております。いずれの職をしております。いずれの職をしております。いずれの職種種種種も年も年も年も年 々々々々増加増加増加増加のののの傾傾傾傾向向向向は続いておは続いておは続いておは続いてお

るるる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。

まず、医まず、医まず、医まず、医師師師師につきましてですにつきましてですにつきましてですにつきましてですけけけけれども、平成１８年１２月３１日現れども、平成１８年１２月３１日現れども、平成１８年１２月３１日現れども、平成１８年１２月３１日現在在在在２，８４６名、そ２，８４６名、そ２，８４６名、そ２，８４６名、そ

れが２年れが２年れが２年れが２年後後後後の平成２０年１２月３１日現の平成２０年１２月３１日現の平成２０年１２月３１日現の平成２０年１２月３１日現在在在在は２，９０７名ということで６１名のは２，９０７名ということで６１名のは２，９０７名ということで６１名のは２，９０７名ということで６１名の増増増増、２、２、２、２．．．．

１１１１％％％％のののの増増増増でございます。ただ、医でございます。ただ、医でございます。ただ、医でございます。ただ、医師師師師につきましては地域によるにつきましては地域によるにつきましては地域によるにつきましては地域による偏偏偏偏在在在在ですとか、あるいは診ですとか、あるいは診ですとか、あるいは診ですとか、あるいは診

療療療療科科科科によるによるによるによる偏偏偏偏在在在在ががががややややはり大きな課はり大きな課はり大きな課はり大きな課題題題題ということでということでということでということで残残残残っていると認っていると認っていると認っていると認識識識識をしております。をしております。をしております。をしております。

また、また、また、また、看看看看護護護護職につきましては平成２０年、職につきましては平成２０年、職につきましては平成２０年、職につきましては平成２０年、数数数数字字字字を申し上げますと１２月末で１万２，９を申し上げますと１２月末で１万２，９を申し上げますと１２月末で１万２，９を申し上げますと１２月末で１万２，９

３１名、それが２年３１名、それが２年３１名、それが２年３１名、それが２年後後後後、平成２２年の１２月３１日現、平成２２年の１２月３１日現、平成２２年の１２月３１日現、平成２２年の１２月３１日現在在在在１万３，７８２名ということで、１万３，７８２名ということで、１万３，７８２名ということで、１万３，７８２名ということで、

こちらは２年間で８５１名のこちらは２年間で８５１名のこちらは２年間で８５１名のこちらは２年間で８５１名の増増増増、、、、率率率率にいたしまして６にいたしまして６にいたしまして６にいたしまして６．．．．６６６６％％％％のののの増増増増というというというという形形形形になっておりまになっておりまになっておりまになっておりま
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すが、こちらのすが、こちらのすが、こちらのすが、こちらの方方方方もももも高齢高齢高齢高齢化の化の化の化の進進進進展展展展ですとか、あるいは医療がですとか、あるいは医療がですとか、あるいは医療がですとか、あるいは医療が高高高高度で度で度で度で複複複複雑雑雑雑になっていることになっていることになっていることになっていること、、、、

またまたまたまた看看看看護体制護体制護体制護体制の充の充の充の充実実実実のののの影響影響影響影響などもございまして、などもございまして、などもございまして、などもございまして、看看看看護護護護職員に職員に職員に職員に対対対対するするするする需需需需要そのものが要そのものが要そのものが要そのものが非非非非常常常常にににに

大きくなっておりますので、現大きくなっておりますので、現大きくなっておりますので、現大きくなっておりますので、現場場場場におにおにおにおけけけけるるるる看看看看護護護護師師師師の不の不の不の不足足足足感感感感は引き続きは引き続きは引き続きは引き続き深刻深刻深刻深刻なものがあるとなものがあるとなものがあるとなものがあると

認認認認識識識識をしております。をしております。をしております。をしております。

看看看看護護護護師師師師の確保についてですが、の確保についてですが、の確保についてですが、の確保についてですが、ワワワワーーーークククク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンススススをををを実実実実現するとともに、現するとともに、現するとともに、現するとともに、ややややりがりがりがりが

いをいをいをいを持持持持ってってってって働働働働くことのできる職くことのできる職くことのできる職くことのできる職場場場場をつくると、そのことによってをつくると、そのことによってをつくると、そのことによってをつくると、そのことによって離離離離職職職職防止防止防止防止、定、定、定、定着促進着促進着促進着促進をををを進進進進

めるのだというのを一つ政策めるのだというのを一つ政策めるのだというのを一つ政策めるのだというのを一つ政策目目目目標標標標にににに掲掲掲掲げてげてげてげて取取取取りりりり組組組組んできたとこんできたとこんできたとこんできたところろろろでございます。それをでございます。それをでございます。それをでございます。それを見見見見

る指る指る指る指標標標標といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、離離離離職職職職率率率率がががが毎毎毎毎年年年年公公公公表表表表されておりまして、されておりまして、されておりまして、されておりまして、若若若若干干干干ごごごご紹紹紹紹介介介介いたしますと、いたしますと、いたしますと、いたしますと、

平成２０年度が奈良県の平成２０年度が奈良県の平成２０年度が奈良県の平成２０年度が奈良県の看看看看護護護護職の職の職の職の離離離離職職職職率率率率が１３が１３が１３が１３．．．．８８８８％％％％、平成２１年が１３、平成２１年が１３、平成２１年が１３、平成２１年が１３．．．．４４４４％％％％、平成２、平成２、平成２、平成２

２年につきましては１０２年につきましては１０２年につきましては１０２年につきましては１０．．．．９９９９％％％％とかなり大とかなり大とかなり大とかなり大幅幅幅幅なななな改善改善改善改善、２、２、２、２．．．．５５５５ポポポポイイイインンンントトトト低下低下低下低下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。。。。

従従従従来来来来、、、、看看看看護護護護職の職の職の職の離離離離職については職については職については職については都都都都市部の市部の市部の市部の近近近近郊郊郊郊はははは結構結構結構結構回回回回転転転転率率率率がががが高高高高くて、全国くて、全国くて、全国くて、全国的的的的にもにもにもにも離離離離職職職職率率率率

がががが高高高高い。ですから、奈良県も全国平い。ですから、奈良県も全国平い。ですから、奈良県も全国平い。ですから、奈良県も全国平均均均均よりはよりはよりはよりは高高高高いといういといういといういという状状状状況況況況が続いていたのですが、が続いていたのですが、が続いていたのですが、が続いていたのですが、先先先先ほほほほ

ど申し上げました平成２２年度のど申し上げました平成２２年度のど申し上げました平成２２年度のど申し上げました平成２２年度の数数数数字字字字は全国平は全国平は全国平は全国平均均均均をををを下回下回下回下回るるるる数数数数字字字字になったとこになったとこになったとこになったところろろろでございまでございまでございまでございま

す。このことは、県す。このことは、県す。このことは、県す。このことは、県内内内内の病院がそれの病院がそれの病院がそれの病院がそれぞぞぞぞれ定れ定れ定れ定着促進着促進着促進着促進、、、、離離離離職職職職防止防止防止防止にににに努努努努められた成められた成められた成められた成果果果果がががが徐々徐々徐々徐々に出に出に出に出

てきておるのかなと認てきておるのかなと認てきておるのかなと認てきておるのかなと認識識識識をしておるとこをしておるとこをしておるとこをしておるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それともう１それともう１それともう１それともう１点点点点、ご、ご、ご、ご質問質問質問質問がございました県がございました県がございました県がございました県内内内内の病院の院の病院の院の病院の院の病院の院内内内内保保保保育育育育所の所の所の所の設置設置設置設置のののの状状状状況況況況でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。直直直直近近近近の平成２３年１０月の時の平成２３年１０月の時の平成２３年１０月の時の平成２３年１０月の時点点点点で、県で、県で、県で、県内内内内７５病院のうち３５の病院が７５病院のうち３５の病院が７５病院のうち３５の病院が７５病院のうち３５の病院が設置設置設置設置をしておをしておをしておをしてお

ります。そのうち、２４時間保ります。そのうち、２４時間保ります。そのうち、２４時間保ります。そのうち、２４時間保育育育育は２２病院、休日保は２２病院、休日保は２２病院、休日保は２２病院、休日保育育育育につきましても２３病院がそれにつきましても２３病院がそれにつきましても２３病院がそれにつきましても２３病院がそれぞぞぞぞ

れれれれ取取取取りりりり組み組み組み組みをされているというをされているというをされているというをされているという状状状状況況況況でございます。こちらもでございます。こちらもでございます。こちらもでございます。こちらも推推推推移移移移をををを見見見見ますと、平成２１年ますと、平成２１年ますと、平成２１年ますと、平成２１年

の３月が３０病院、平成２２年の３月は３２病院、そして現の３月が３０病院、平成２２年の３月は３２病院、そして現の３月が３０病院、平成２２年の３月は３２病院、そして現の３月が３０病院、平成２２年の３月は３２病院、そして現在在在在３５病院と、こちらも３５病院と、こちらも３５病院と、こちらも３５病院と、こちらも徐々徐々徐々徐々

にではありますが整備がにではありますが整備がにではありますが整備がにではありますが整備が進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる状状状状況況況況にございます。にございます。にございます。にございます。

院院院院内内内内保保保保育育育育の整備をの整備をの整備をの整備を推進推進推進推進するために、県では一定のするために、県では一定のするために、県では一定のするために、県では一定の基基基基準準準準をををを満満満満たすたすたすたす施設施設施設施設にににに対対対対しまして保しまして保しまして保しまして保育育育育士士士士

等の職員の等の職員の等の職員の等の職員の人件人件人件人件費について費について費について費について支援支援支援支援を行ってきているとこを行ってきているとこを行ってきているとこを行ってきているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。毎毎毎毎年、年、年、年、改善改善改善改善を行っを行っを行っを行っ

ておりまして、平成２１年度にはておりまして、平成２１年度にはておりまして、平成２１年度にはておりまして、平成２１年度には人件人件人件人件費の費の費の費の単単単単価価価価の大の大の大の大幅幅幅幅なななな改善改善改善改善をををを図図図図ららららせせせせていただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきましたし、、、、

同同同同時に２４時間保時に２４時間保時に２４時間保時に２４時間保育育育育ですとか病ですとか病ですとか病ですとか病児児児児保保保保育育育育についても一定のについても一定のについても一定のについても一定の加加加加算ということで算ということで算ということで算ということで支援支援支援支援を行っておを行っておを行っておを行ってお

ります。また、平成２２年度には小ります。また、平成２２年度には小ります。また、平成２２年度には小ります。また、平成２２年度には小学学学学校校校校３年３年３年３年生生生生までのまでのまでのまでの児童児童児童児童保保保保育育育育をされているをされているをされているをされている場場場場合の合の合の合の加加加加算を算を算を算を

新たに新たに新たに新たに設け設け設け設けまして、平成２３年度につきましては新たに休日保まして、平成２３年度につきましては新たに休日保まして、平成２３年度につきましては新たに休日保まして、平成２３年度につきましては新たに休日保育育育育を行ったを行ったを行ったを行った施設施設施設施設についてについてについてについて加加加加

算を行うということで、算を行うということで、算を行うということで、算を行うということで、徐々徐々徐々徐々にそのにそのにそのにその支援支援支援支援の充の充の充の充実実実実をさをさをさをさせせせせていただいておるとこていただいておるとこていただいておるとこていただいておるところろろろでございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

先先先先ほど委員からも、病院現ほど委員からも、病院現ほど委員からも、病院現ほど委員からも、病院現場場場場で女性の医で女性の医で女性の医で女性の医師師師師ががががふふふふええええている、あるいはている、あるいはている、あるいはている、あるいは看看看看護護護護師師師師がががが働働働働き続き続き続き続けけけけらららら
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れる職れる職れる職れる職場場場場ということで、どういったということで、どういったということで、どういったということで、どういったふふふふうにうにうにうに進進進進めていくのかというごめていくのかというごめていくのかというごめていくのかというご質問質問質問質問でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

ややややはりはりはりはり働働働働き続き続き続き続けけけけられる職られる職られる職られる職場場場場環境、また環境、また環境、また環境、またややややりがいですとかりがいですとかりがいですとかりがいですとか働働働働きがいをきがいをきがいをきがいを感感感感じじじじることができる病ることができる病ることができる病ることができる病

院になっていただくということが院になっていただくということが院になっていただくということが院になっていただくということが人材人材人材人材確保に不確保に不確保に不確保に不可可可可欠欠欠欠とととと考考考考ええええておりまして、そのためのておりまして、そのためのておりまして、そのためのておりまして、そのための支援支援支援支援

を引き続き行ってまいりたいとを引き続き行ってまいりたいとを引き続き行ってまいりたいとを引き続き行っ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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅の入の入の入の入居居居居者者者者へへへへの、の、の、の、食食食食料費の料費の料費の料費の支給支給支給支給などのなどのなどのなどの支援支援支援支援についてのごについてのごについてのごについて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。応応応応急急急急仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅をををを供与供与供与供与するというするというするというするという考考考考え方え方え方え方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、住宅住宅住宅住宅が全が全が全が全壊壊壊壊あるあるあるある

いはいはいはいは流流流流出したことなどによりまして出したことなどによりまして出したことなどによりまして出したことなどによりまして居住居住居住居住するするするする住宅住宅住宅住宅がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった方方方方にににに対対対対して、して、して、して、住居住居住居住居を提を提を提を提供供供供すすすす

るというものでございます。したがいまして、るというものでございます。したがいまして、るというものでございます。したがいまして、るというものでございます。したがいまして、応応応応急急急急仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅にはにはにはには台台台台所所所所ややややガガガガススススココココンンンンロロロロなどのなどのなどのなどの

設設設設備も備も備も備も附附附附帯帯帯帯しておりまして、そこでしておりまして、そこでしておりまして、そこでしておりまして、そこで基基基基本本本本的的的的日日日日常常常常生活生活生活生活をををを営営営営んでいただくというんでいただくというんでいただくというんでいただくという考考考考え方え方え方え方になっになっになっになっ

ております。よって、ております。よって、ております。よって、ております。よって、法法法法律律律律上では上では上では上では応応応応急急急急仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅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災災災災害害害害のののの発生当初発生当初発生当初発生当初にににに避避避避難難難難所で所で所で所で

行行行行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食食食食事の提事の提事の提事の提供供供供という、そのものは認められていないというという、そのものは認められていないというという、そのものは認められていないというという、そのものは認められていないという状状状状況況況況でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

委員からのお委員からのお委員からのお委員からのお話話話話にありました、にありました、にありました、にありました、雲仙雲仙雲仙雲仙普普普普賢岳賢岳賢岳賢岳のののの噴火噴火噴火噴火時の時の時の時の食食食食事事事事供与供与供与供与事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、当当当当

時、時、時、時、甚甚甚甚大な大な大な大な火火火火山山山山灰灰灰灰のののの降降降降下下下下によりまして８によりまして８によりまして８によりまして８割割割割近近近近くのくのくのくの住民住民住民住民のののの方方方方 々々々々がががが葉葉葉葉たたたたばばばばこのこのこのこの被害被害被害被害などによりなどによりなどによりなどにより

ましてましてましてまして収収収収入の入の入の入の道道道道がががが絶絶絶絶たれたと、そしてたれたと、そしてたれたと、そしてたれたと、そして十十十十分な分な分な分な生活や生活や生活や生活や事業の事業の事業の事業の再建再建再建再建がががが困難困難困難困難というというというという状状状状況へ況へ況へ況へのののの対対対対応応応応

策として、策として、策として、策として、当当当当時時時時生活生活生活生活保保保保護護護護にににに準準準準じじじじるようなるようなるようなるような考考考考え方え方え方え方で行で行で行で行わわわわれたようにれたようにれたようにれたように聞聞聞聞いております。したがいております。したがいております。したがいております。したが

いまして、今いまして、今いまして、今いまして、今回回回回の本県のの本県のの本県のの本県の状状状状況況況況とはとはとはとは若若若若干干干干異異異異なっているものとなっているものとなっているものとなっているもの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。

今今今今回回回回、、、、仮仮仮仮設住宅へ設住宅へ設住宅へ設住宅へ入る入る入る入る方方方方にににに対対対対しましては、今しましては、今しましては、今しましては、今後例えば後例えば後例えば後例えば義義義義援援援援金の分配、あるいは金の分配、あるいは金の分配、あるいは金の分配、あるいは災災災災害援護害援護害援護害援護

資金の貸し付資金の貸し付資金の貸し付資金の貸し付けけけけなど、さまざまななど、さまざまななど、さまざまななど、さまざまな生活支援方生活支援方生活支援方生活支援方策を策を策を策を検討検討検討検討しておりますが、万が一しておりますが、万が一しておりますが、万が一しておりますが、万が一例えば就例えば就例えば就例えば就業業業業

困難困難困難困難などといったことでなどといったことでなどといったことでなどといったことで生活生活生活生活がががが困困困困窮窮窮窮となったようなとなったようなとなったようなとなったような場場場場合でも、合でも、合でも、合でも、最最最最終終終終的的的的にににに生活生活生活生活保保保保護護護護というセというセというセというセ

ーーーーフフフフテテテティィィィーーーーネネネネットットットットのののの適適適適用など、そういう用など、そういう用など、そういう用など、そういう支援支援支援支援もももも可可可可能能能能であり、であり、であり、であり、例えば例えば例えば例えば東東東東日本の日本の日本の日本の震震震震災災災災時におき時におき時におき時におき

ましてもそういうましてもそういうましてもそういうましてもそういう対対対対応応応応も行も行も行も行わわわわれていたとこれていたとこれていたとこれていたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

いずれにいたしましても、いずれにいたしましても、いずれにいたしましても、いずれにいたしましても、被被被被災災災災者の者の者の者の生活生活生活生活状状状状況況況況はさまざまであはさまざまであはさまざまであはさまざまであろろろろうとうとうとうと考考考考ええええております。そております。そております。そております。そ

れれれれぞぞぞぞれのれのれのれのニニニニーーーーズズズズがあると思いますので、があると思いますので、があると思いますので、があると思いますので、被被被被災災災災地の市あるいは村とも地の市あるいは村とも地の市あるいは村とも地の市あるいは村とも十十十十分な連分な連分な連分な連携携携携をををを図図図図りながりながりながりなが

ら、今ら、今ら、今ら、今後後後後もももも適切適切適切適切なななな対対対対応応応応を行ってまいりたいとを行ってまいりたいとを行ってまいりたいとを行っ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。以以以以上です。上です。上です。上です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 ごごごご答答答答弁弁弁弁をいただきましてありがとうございます。をいただきましてありがとうございます。をいただきましてありがとうございます。をいただきましてありがとうございます。最初最初最初最初に国に国に国に国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険の関係の関係の関係の関係

で、健康で、健康で、健康で、健康づづづづくりの現くりの現くりの現くりの現状状状状をおをおをおをお聞聞聞聞きいたしました。きいたしました。きいたしました。きいたしました。考考考考え方え方え方え方として、健康として、健康として、健康として、健康づづづづくりをくりをくりをくりを進進進進めたり、あめたり、あめたり、あめたり、あ

るいはるいはるいはるいは早早早早期期期期発見発見発見発見、、、、早早早早期期期期治治治治療で医療費を療で医療費を療で医療費を療で医療費を抑抑抑抑ええええることはることはることはることは非非非非常常常常にいいことだと思います。現に、にいいことだと思います。現に、にいいことだと思います。現に、にいいことだと思います。現に、

山山山山添添添添村で成村で成村で成村で成果果果果が上がっているということであります。が上がっているということであります。が上がっているということであります。が上がっているということであります。

今のお今のお今のお今のお話話話話で、長期間かかるで、長期間かかるで、長期間かかるで、長期間かかる粘粘粘粘りりりり強強強強いいいい取取取取りりりり組み組み組み組みがががが必必必必要だということ、その要だということ、その要だということ、その要だということ、その通通通通りだと思いまりだと思いまりだと思いまりだと思いま
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すので、今すすので、今すすので、今すすので、今すぐぐぐぐ成成成成果果果果にはつながらないかもしれないことはよくにはつながらないかもしれないことはよくにはつながらないかもしれないことはよくにはつながらないかもしれないことはよくわわわわかりますが、お願いしたかりますが、お願いしたかりますが、お願いしたかりますが、お願いした

いと思いますのは、山いと思いますのは、山いと思いますのは、山いと思いますのは、山添添添添村で村で村で村で直直直直接接接接聞聞聞聞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、非非非非常常常常にきめにきめにきめにきめ細細細細かいかいかいかい対対対対策で策で策で策で住民住民住民住民一一一一人人人人

一一一一人人人人のののの顔顔顔顔がががが見え見え見え見えるるるる働働働働きかきかきかきかけけけけがなされていたとこがなされていたとこがなされていたとこがなされていたところろろろが大きいかと思うのです。が大きいかと思うのです。が大きいかと思うのです。が大きいかと思うのです。

そういうそういうそういうそういう点点点点でででで言言言言いましたら、いましたら、いましたら、いましたら、ややややはりはりはりはりママママンンンンパパパパワワワワーがーがーがーが非非非非常常常常に大事なことになってくると思いに大事なことになってくると思いに大事なことになってくると思いに大事なことになってくると思い

ます。ます。ます。ます。身身身身近近近近でででで相談相談相談相談できる、できる、できる、できる、例えば例えば例えば例えば保健保健保健保健師師師師ですとか、あるいは指導員とか、そういうですとか、あるいは指導員とか、そういうですとか、あるいは指導員とか、そういうですとか、あるいは指導員とか、そういうママママンンンンパパパパ

ワワワワーを充ーを充ーを充ーを充足足足足ささささせせせせていただいていくことがていただいていくことがていただいていくことがていただいていくことが効効効効果的果的果的果的ではないかと思いますので、そのではないかと思いますので、そのではないかと思いますので、そのではないかと思いますので、その点点点点今今今今後後後後、、、、

強強強強化していただきたいということを申し上げておきたいと思います。化していただきたいということを申し上げておきたいと思います。化していただきたいということを申し上げておきたいと思います。化していただきたいということを申し上げておきたいと思います。

それからそれからそれからそれから次次次次に、に、に、に、介護介護介護介護保保保保険険険険のののの問問問問題題題題でございますが、これはいでございますが、これはいでございますが、これはいでございますが、これはいろろろろいいいいろ取ろ取ろ取ろ取りりりり組み組み組み組みをしていただをしていただをしていただをしていただ

いているということで、少しでも地域でいているということで、少しでも地域でいているということで、少しでも地域でいているということで、少しでも地域で介護介護介護介護を充を充を充を充実実実実ささささせせせせたいという思いで、たいという思いで、たいという思いで、たいという思いで、取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでい

ただいていることはただいていることはただいていることはただいていることは伝伝伝伝わわわわってまいりました。ですが、その地域ってまいりました。ですが、その地域ってまいりました。ですが、その地域ってまいりました。ですが、その地域包包包包括括括括支援支援支援支援センターが大センターが大センターが大センターが大変多変多変多変多

忙忙忙忙なななな状状状状況況況況である中で、新たにいである中で、新たにいである中で、新たにいである中で、新たにいろろろろいいいいろろろろなななな研研研研究究究究をなさったり、どうをなさったり、どうをなさったり、どうをなさったり、どう強強強強化していくかというこ化していくかというこ化していくかというこ化していくかというこ

とでとでとでとで頑張頑張頑張頑張っていただいているのはっていただいているのはっていただいているのはっていただいているのは非非非非常常常常にありがたいことではあるのですが、にありがたいことではあるのですが、にありがたいことではあるのですが、にありがたいことではあるのですが、根根根根本本本本的的的的にはにはにはには人人人人

的的的的なななな専門家専門家専門家専門家の充の充の充の充足足足足、あるいは予算の、あるいは予算の、あるいは予算の、あるいは予算の拡拡拡拡充、こういうとこ充、こういうとこ充、こういうとこ充、こういうところろろろがなかったら、思いがいっがなかったら、思いがいっがなかったら、思いがいっがなかったら、思いがいっぱぱぱぱいいいい

あってもなかなかあってもなかなかあってもなかなかあってもなかなか実際実際実際実際のののの改善改善改善改善につながっていかないと思いますので、につながっていかないと思いますので、につながっていかないと思いますので、につながっていかないと思いますので、人的人的人的人的な充な充な充な充足足足足ですとかですとかですとかですとか、、、、

あるいは予算のあるいは予算のあるいは予算のあるいは予算の拡拡拡拡充という充という充という充という点点点点で市町村とで市町村とで市町村とで市町村と協力協力協力協力をしながら県も一定のをしながら県も一定のをしながら県も一定のをしながら県も一定の役役役役割割割割をををを果果果果たしていただたしていただたしていただたしていただ

きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

地域地域地域地域包包包包括括括括ケアケアケアケアそのものがうまくいくかどうかは、そのものがうまくいくかどうかは、そのものがうまくいくかどうかは、そのものがうまくいくかどうかは、ややややはりはりはりはり民民民民間間間間任任任任せせせせではなくてではなくてではなくてではなくて公公公公的的的的なななな責責責責任任任任

でどれだでどれだでどれだでどれだけサけサけサけサーーーービスビスビスビスをををを切切切切れれれれ目目目目なく保なく保なく保なく保障障障障できるようなできるようなできるようなできるような体制体制体制体制をつくっていくことができるのかをつくっていくことができるのかをつくっていくことができるのかをつくっていくことができるのか

がががが問わ問わ問わ問われてくると思うので、そのれてくると思うので、そのれてくると思うので、そのれてくると思うので、その点点点点どうかを１どうかを１どうかを１どうかを１点点点点おおおお聞聞聞聞きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。

次次次次に医に医に医に医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師の確保のの確保のの確保のの確保の問問問問題題題題では、では、では、では、先先先先ほどのほどのほどのほどの答答答答弁弁弁弁をいただいて、をいただいて、をいただいて、をいただいて、非非非非常常常常にににに努努努努力力力力されたされたされたされた結結結結

果果果果、成、成、成、成果果果果があらがあらがあらがあらわわわわれているということで、れているということで、れているということで、れているということで、取取取取りりりり組み組み組み組みをををを評価評価評価評価したいと思います。この間、したいと思います。この間、したいと思います。この間、したいと思います。この間、看看看看

護護護護師師師師の関係のの関係のの関係のの関係の方方方方からもおからもおからもおからもお話話話話をををを聞聞聞聞きました。奈良県では、きました。奈良県では、きました。奈良県では、きました。奈良県では、離離離離職職職職率率率率がががが減減減減ってきていることがってきていることがってきていることがってきていることがやややや

はり大きなはり大きなはり大きなはり大きなイイイインンンンパクパクパクパクトトトトになっていて、奈良県はになっていて、奈良県はになっていて、奈良県はになっていて、奈良県は働働働働ききききややややすい職すい職すい職すい職場場場場になっているということをになっているということをになっているということをになっているということを

働働働働いているいているいているいている皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが感感感感じじじじておられるということで、これはておられるということで、これはておられるということで、これはておられるということで、これは非非非非常常常常にいいことではないかと思にいいことではないかと思にいいことではないかと思にいいことではないかと思

っています。っています。っています。っています。

ただ、たくさんのただ、たくさんのただ、たくさんのただ、たくさんの看看看看護護護護師師師師ががががふふふふええええたとはたとはたとはたとは言言言言いましても、いましても、いましても、いましても、数数数数でででで見見見見ましたら全国で４０番ましたら全国で４０番ましたら全国で４０番ましたら全国で４０番目目目目のののの

地地地地位位位位というのはというのはというのはというのは変わ変わ変わ変わらないらないらないらない状状状状態態態態なのです。しかし、なのです。しかし、なのです。しかし、なのです。しかし、ふふふふええええ幅幅幅幅については全国３番については全国３番については全国３番については全国３番目目目目ににににふふふふええええてててて

いるし、いるし、いるし、いるし、近畿近畿近畿近畿では一番では一番では一番では一番増加増加増加増加している県となっておりますから、そこは本している県となっておりますから、そこは本している県となっておりますから、そこは本している県となっておりますから、そこは本当当当当にににに未未未未だだだだ深刻深刻深刻深刻なななな状状状状

況況況況であるとおっしであるとおっしであるとおっしであるとおっしゃゃゃゃいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、私私私私もそう思いますもそう思いますもそう思いますもそう思いますけけけけれども、れども、れども、れども、頑張頑張頑張頑張りがりがりがりがややややはりこれからもはりこれからもはりこれからもはりこれからも

生生生生きてくるのではないかと思っています。きてくるのではないかと思っています。きてくるのではないかと思っています。きてくるのではないかと思っています。
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今今今今後後後後、引き続き、引き続き、引き続き、引き続き努努努努力力力力をしていただきたいと思いますし、とりをしていただきたいと思いますし、とりをしていただきたいと思いますし、とりをしていただきたいと思いますし、とりわけわけわけわけ奈良県では奈良県では奈良県では奈良県では南和南和南和南和地域で地域で地域で地域で

はははは相変わ相変わ相変わ相変わらずらずらずらず減減減減少の少の少の少の傾傾傾傾向向向向にあるとにあるとにあるとにあると聞聞聞聞いております。それと、３０いております。それと、３０いております。それと、３０いております。それと、３０代代代代から５０から５０から５０から５０代代代代のののの方方方方がたくがたくがたくがたく

さんさんさんさん仕仕仕仕事をなさっているのですが、２０事をなさっているのですが、２０事をなさっているのですが、２０事をなさっているのですが、２０代代代代のののの若若若若手手手手看看看看護護護護師師師師のとこのとこのとこのところろろろがなかなかというがなかなかというがなかなかというがなかなかという話話話話もももも聞聞聞聞

いておりますので、特に今いておりますので、特に今いておりますので、特に今いておりますので、特に今後後後後はこのはこのはこのはこの点点点点にににに力力力力を入れていただきたいと思っております。を入れていただきたいと思っております。を入れていただきたいと思っております。を入れていただきたいと思っております。

そして医そして医そして医そして医師師師師につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、言わ言わ言わ言われたように診療れたように診療れたように診療れたように診療科科科科のののの偏偏偏偏在在在在、この、この、この、この問問問問題題題題がまだあがまだあがまだあがまだあろろろろうかとうかとうかとうかと

思っております。これにつきましては思っております。これにつきましては思っております。これにつきましては思っております。これにつきましては昨昨昨昨年、年、年、年、厚厚厚厚生労働生労働生労働生労働省省省省が医が医が医が医師師師師不不不不足足足足のののの数数数数、、、、各各各各県どの県どの県どの県どのぐぐぐぐらいらいらいらい

なのかとなのかとなのかとなのかと調調調調査をされたと査をされたと査をされたと査をされたと聞聞聞聞いておりますが、そのいておりますが、そのいておりますが、そのいておりますが、その数数数数からからからから見見見見て奈良県ではまだまだて奈良県ではまだまだて奈良県ではまだまだて奈良県ではまだまだ足足足足りないりないりないりない

のがのがのがのが実実実実態態態態ではないかと思っています。この医ではないかと思っています。この医ではないかと思っています。この医ではないかと思っています。この医師師師師確保につきましては、県だ確保につきましては、県だ確保につきましては、県だ確保につきましては、県だけけけけのののの取取取取りりりり組み組み組み組みでででで

どうこうなるというどうこうなるというどうこうなるというどうこうなるという問問問問題題題題ではないと思いますので、ではないと思いますので、ではないと思いますので、ではないと思いますので、根根根根本本本本的的的的には政には政には政には政府府府府のののの対対対対応応応応がががが求求求求められていめられていめられていめられてい

ると思っておりますると思っておりますると思っておりますると思っておりますけけけけれども、引き続きれども、引き続きれども、引き続きれども、引き続き努努努努力力力力をお願いしたいと思っています。をお願いしたいと思っています。をお願いしたいと思っています。をお願いしたいと思っています。

それから、それから、それから、それから、台風台風台風台風１２号１２号１２号１２号被害被害被害被害でのでのでのでの支援支援支援支援のののの問問問問題題題題ですが、ですが、ですが、ですが、法法法法律律律律上は、い上は、い上は、い上は、いろろろろいいいいろ調べろ調べろ調べろ調べておりましておりましておりましておりまし

たら本たら本たら本たら本来来来来はははは災災災災害救助法害救助法害救助法害救助法の中にそうしたの中にそうしたの中にそうしたの中にそうした支援支援支援支援ができるということは決まってはいるのですがができるということは決まってはいるのですがができるということは決まってはいるのですがができるということは決まってはいるのですが、、、、

現現現現在在在在までまでまでまで運運運運用されたことがないということになっております。ですから、そこは用されたことがないということになっております。ですから、そこは用されたことがないということになっております。ですから、そこは用されたことがないということになっております。ですから、そこは問問問問題題題題だなだなだなだな

と思っていますと思っていますと思っていますと思っていますけけけけれども、長れども、長れども、長れども、長崎崎崎崎県のように県のように県のように県のように独自独自独自独自のののの対対対対応応応応ということはということはということはということは十十十十分分分分可可可可能能能能ではないかとではないかとではないかとではないかと

思っています。思っています。思っています。思っています。

言わ言わ言わ言われましたように、れましたように、れましたように、れましたように、被被被被災災災災されたされたされたされた皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの生活実生活実生活実生活実態態態態、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれれれれ違違違違うと思いますし、うと思いますし、うと思いますし、うと思いますし、実実実実情情情情

をしっかりとよくをしっかりとよくをしっかりとよくをしっかりとよく調調調調査をしていただきまして、一番査をしていただきまして、一番査をしていただきまして、一番査をしていただきまして、一番ふふふふささささわわわわしいしいしいしい対対対対応応応応がとれるということでがとれるということでがとれるということでがとれるということで

ややややっていただきたいということをっていただきたいということをっていただきたいということをっていただきたいということをぜひぜひぜひぜひともお願いしておきたいと思います。ともお願いしておきたいと思います。ともお願いしておきたいと思います。ともお願いしておきたいと思います。

○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 地域地域地域地域包包包包括括括括支援支援支援支援センターにセンターにセンターにセンターに対対対対する、する、する、する、人件人件人件人件費等の財費等の財費等の財費等の財源源源源にににに対対対対するするするする支援支援支援支援の充の充の充の充

実実実実というおというおというおというお話話話話だったと思います。地域だったと思います。地域だったと思います。地域だったと思います。地域包包包包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの運営運営運営運営の財の財の財の財源源源源ですですですですけけけけれども、地域れども、地域れども、地域れども、地域

支援支援支援支援事業交付金を充てている事業交付金を充てている事業交付金を充てている事業交付金を充て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、センターそのものもれども、センターそのものもれども、センターそのものもれども、センターそのものも設置設置設置設置の市町村のの市町村のの市町村のの市町村の規模規模規模規模

もさまざまでありますし、それからまたもさまざまでありますし、それからまたもさまざまでありますし、それからまたもさまざまでありますし、それからまた運営方運営方運営方運営方式式式式をををを直直直直営営営営ででででややややられている市町村、あるいはられている市町村、あるいはられている市町村、あるいはられている市町村、あるいは

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉法人法人法人法人等に委等に委等に委等に委託託託託されておられる市町村もございます。されておられる市町村もございます。されておられる市町村もございます。されておられる市町村もございます。規模規模規模規模も、さまざまでございまも、さまざまでございまも、さまざまでございまも、さまざまでございま

すすすすけけけけれども、小れども、小れども、小れども、小規模規模規模規模な市町村においては地域な市町村においては地域な市町村においては地域な市町村においては地域支援支援支援支援事業交付金だ事業交付金だ事業交付金だ事業交付金だけけけけではなかなかセンターのではなかなかセンターのではなかなかセンターのではなかなかセンターの

人件人件人件人件費を費を費を費を賄賄賄賄うことがしんどいということで、これにつきましては国うことがしんどいということで、これにつきましては国うことがしんどいということで、これにつきましては国うことがしんどいということで、これにつきましては国へへへへ引き続き要引き続き要引き続き要引き続き要望望望望をしてをしてをしてをして

まいりますとまいりますとまいりますとまいりますと同同同同時に、時に、時に、時に、ややややはり今年度、はり今年度、はり今年度、はり今年度、先先先先ほどのほどのほどのほどの機能機能機能機能強強強強化の化の化の化の推進推進推進推進会議でセンターそのものの会議でセンターそのものの会議でセンターそのものの会議でセンターそのものの

業務業務業務業務評価評価評価評価といったことについても引き続きといったことについても引き続きといったことについても引き続きといったことについても引き続き検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。以以以以上で上で上で上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 後後後後期期期期高齢高齢高齢高齢者医療です者医療です者医療です者医療ですけけけけれども、これまでのれども、これまでのれども、これまでのれども、これまでの老人老人老人老人医療の医療の医療の医療の制制制制度のときには度のときには度のときには度のときには被被被被保保保保険険険険

者資者資者資者資格格格格証証証証明書の明書の明書の明書の発発発発行というのを、国行というのを、国行というのを、国行というのを、国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険の中で６５歳の中で６５歳の中で６５歳の中で６５歳以以以以上の上の上の上の場場場場合は合は合は合は被被被被保保保保険険険険者資者資者資者資格格格格証証証証
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明書を明書を明書を明書を発発発発行してはい行してはい行してはい行してはいけけけけないとなっておりましたが、ないとなっておりましたが、ないとなっておりましたが、ないとなっておりましたが、後後後後期期期期高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の場場場場合は合は合は合は被被被被保保保保険険険険者資者資者資者資格格格格証証証証明明明明

書が書が書が書が発発発発行できることになっておりまして、行できることになっておりまして、行できることになっておりまして、行できることになっておりまして、高齢高齢高齢高齢者が１万５，０００円者が１万５，０００円者が１万５，０００円者が１万５，０００円以下以下以下以下の年金のの年金のの年金のの年金の方方方方とかとかとかとか、、、、

非非非非常常常常に所に所に所に所得得得得のののの低低低低いいいい方方方方がががが直直直直接接接接納納納納めなくてはいめなくてはいめなくてはいめなくてはいけけけけないないないない状状状状況況況況で、保で、保で、保で、保険険険険料を料を料を料を納納納納められないというめられないというめられないというめられないという方方方方

ががががふふふふええええているのだということをているのだということをているのだということをているのだということを聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいておりますけけけけれども、奈良県でこのれども、奈良県でこのれども、奈良県でこのれども、奈良県でこの後後後後期期期期高齢高齢高齢高齢者医療者医療者医療者医療制制制制

度の度の度の度の被被被被保保保保険険険険者資者資者資者資格格格格証証証証明書の明書の明書の明書の発発発発行の行の行の行の状状状状況況況況、どんなものか、どんなものか、どんなものか、どんなものかわわわわかったらおかったらおかったらおかったら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

思います。思います。思います。思います。

また、また、また、また、介護介護介護介護保保保保険険険険につきましても年金につきましても年金につきましても年金につきましても年金天天天天引き引き引き引き以以以以外外外外の部分での部分での部分での部分で実際実際実際実際にににに納納納納められないということめられないということめられないということめられないということ

がたくさんありまして、地域がたくさんありまして、地域がたくさんありまして、地域がたくさんありまして、地域包包包包括括括括支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの方方方方とか、とか、とか、とか、実際実際実際実際、、、、介護介護介護介護保保保保険険険険をををを使使使使おうと思うおうと思うおうと思うおうと思う

とペとペとペとペナナナナルテルテルテルティィィィーになってーになってーになってーになって使使使使ええええないというないというないというないという話話話話もよくもよくもよくもよく伺伺伺伺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、これにつきましれども、これにつきましれども、これにつきましれども、これにつきまし

てもてもてもても介護介護介護介護保保保保険険険険料を料を料を料を納納納納められないめられないめられないめられない方方方方がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいいらっしらいいらっしらいいらっしらいいらっしゃゃゃゃるか、そのるか、そのるか、そのるか、その実実実実態態態態をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

それから、それから、それから、それから、扶助扶助扶助扶助費として費として費として費として住住住住所不明者のとこ所不明者のとこ所不明者のとこ所不明者のところろろろで１億５，６６０万４，０００円というで１億５，６６０万４，０００円というで１億５，６６０万４，０００円というで１億５，６６０万４，０００円という結結結結

構構構構な金額が出ておりましたな金額が出ておりましたな金額が出ておりましたな金額が出ておりましたけけけけれども、一れども、一れども、一れども、一体体体体何何何何人人人人にににに対対対対してこれだしてこれだしてこれだしてこれだけけけけのお金がのお金がのお金がのお金が使使使使わわわわれたのかをれたのかをれたのかをれたのかを

おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。このしたいと思います。このしたいと思います。このしたいと思います。この住住住住所不明者のとこ所不明者のとこ所不明者のとこ所不明者のところろろろでは、では、では、では、私私私私もびっくりしたのですもびっくりしたのですもびっくりしたのですもびっくりしたのですけけけけれどれどれどれど

も、も、も、も、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園にもにもにもにも最最最最近近近近いたといういたといういたといういたという話話話話までまでまでまで聞聞聞聞きまして、奈良市などのおきまして、奈良市などのおきまして、奈良市などのおきまして、奈良市などのお話話話話かと思っていかと思っていかと思っていかと思ってい

たのですたのですたのですたのですけけけけれども、れども、れども、れども、非非非非常常常常に地域でそうしたに地域でそうしたに地域でそうしたに地域でそうした実実実実態態態態が広がっているということがあります。そが広がっているということがあります。そが広がっているということがあります。そが広がっているということがあります。そ

れと、奈良県地域福祉れと、奈良県地域福祉れと、奈良県地域福祉れと、奈良県地域福祉支援支援支援支援計計計計画画画画を議会でもを議会でもを議会でもを議会でも取取取取り上げまして、県はり上げまして、県はり上げまして、県はり上げまして、県は昨昨昨昨年策定しますと年策定しますと年策定しますと年策定しますと答答答答弁弁弁弁いいいい

ただいていたのですただいていたのですただいていたのですただいていたのですけけけけれども、れども、れども、れども、実際実際実際実際はそれができてない。ことしになっても、まだはそれができてない。ことしになっても、まだはそれができてない。ことしになっても、まだはそれができてない。ことしになっても、まだ台風台風台風台風のののの

こともあったし、いこともあったし、いこともあったし、いこともあったし、いろろろろいいいいろろろろ忙忙忙忙しくてできない。そしたら、いつになったらこれができるのしくてできない。そしたら、いつになったらこれができるのしくてできない。そしたら、いつになったらこれができるのしくてできない。そしたら、いつになったらこれができるの

か、そのあたりのか、そのあたりのか、そのあたりのか、そのあたりの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

それから、それから、それから、それから、母母母母子子子子寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資金の福祉資金の福祉資金の福祉資金の未収未収未収未収金金金金対対対対策を、策を、策を、策を、民民民民間の間の間の間の債権債権債権債権回回回回収収収収業者に委業者に委業者に委業者に委託託託託をしている９をしている９をしている９をしている９

万１，０００円という予算が出ております万１，０００円という予算が出ております万１，０００円という予算が出ております万１，０００円という予算が出ておりますけけけけれども、これによってどれれども、これによってどれれども、これによってどれれども、これによってどれぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが回回回回収収収収をさをさをさをさ

れているのか、れているのか、れているのか、れているのか、民民民民間の業者がこの間の業者がこの間の業者がこの間の業者がこの母母母母子子子子寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資金の福祉資金の福祉資金の福祉資金の場場場場合、合、合、合、悪悪悪悪徳という徳という徳という徳という状状状状況況況況はははは余余余余りりりり考考考考ええええらららら

れないかなと思うのですれないかなと思うのですれないかなと思うのですれないかなと思うのですけけけけれども、れども、れども、れども、困難困難困難困難なななな相談相談相談相談にににに乗乗乗乗りながらそういうりながらそういうりながらそういうりながらそういう対対対対応応応応をしてもらをしてもらをしてもらをしてもらええええてててて

いるのか、そのいるのか、そのいるのか、そのいるのか、その辺辺辺辺のことについておのことについておのことについておのことについてお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

それから、奈良県地域医療等それから、奈良県地域医療等それから、奈良県地域医療等それから、奈良県地域医療等対対対対策策策策協協協協議会が県で議会が県で議会が県で議会が県で妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦のたらいのたらいのたらいのたらい回回回回しのしのしのしの問問問問題題題題をきっかをきっかをきっかをきっかけけけけにににに

つくられました。つくられました。つくられました。つくられました。私私私私もももも傍聴傍聴傍聴傍聴にできるにできるにできるにできる限限限限り行かり行かり行かり行かせせせせてもらって、奈良県の医療が手のてもらって、奈良県の医療が手のてもらって、奈良県の医療が手のてもらって、奈良県の医療が手のひひひひらにらにらにらに乗乗乗乗

ってきたというってきたというってきたというってきたという印印印印象象象象をををを受け受け受け受け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けけけけれども、その中で子どもの医療が、小れども、その中で子どもの医療が、小れども、その中で子どもの医療が、小れども、その中で子どもの医療が、小児救児救児救児救急急急急

についてはについてはについてはについては随随随随分議分議分議分議論論論論をされたと思っておりますが、今、少子化の中でをされたと思っておりますが、今、少子化の中でをされたと思っておりますが、今、少子化の中でをされたと思っておりますが、今、少子化の中で障害障害障害障害のある子どもさのある子どもさのある子どもさのある子どもさ

んがんがんがんが非非非非常常常常ににににふふふふええええてきている。特てきている。特てきている。特てきている。特別支援学別支援学別支援学別支援学校校校校も、つくってもすも、つくってもすも、つくってもすも、つくってもすぐぐぐぐにいっにいっにいっにいっぱぱぱぱいになるといういになるといういになるといういになるという状状状状
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況況況況がががが生生生生まれているまれているまれているまれているわけわけわけわけですが、このですが、このですが、このですが、この障害障害障害障害のある子どもさんについての医療ののある子どもさんについての医療ののある子どもさんについての医療ののある子どもさんについての医療の問問問問題題題題は議は議は議は議論論論論ささささ

れないままでれないままでれないままでれないままで来来来来ているのではないかと思うているのではないかと思うているのではないかと思うているのではないかと思うわけわけわけわけですですですですけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その点点点点についてはどのようについてはどのようについてはどのようについてはどのよう

にににに考考考考ええええておられるのかておられるのかておられるのかておられるのか伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

それで、このそれで、このそれで、このそれで、この障害障害障害障害の子どもの医療をの子どもの医療をの子どもの医療をの子どもの医療を考考考考ええええる上で、奈良県総合る上で、奈良県総合る上で、奈良県総合る上で、奈良県総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンタンセンタンセンタンセンタ

ーは大ーは大ーは大ーは大変重変重変重変重要な要な要な要な役役役役割割割割をををを果果果果たしているとこたしているとこたしているとこたしているところろろろだと思いますだと思いますだと思いますだと思いますけけけけれども、れども、れども、れども、聞聞聞聞きますと本きますと本きますと本きますと本当当当当にいっにいっにいっにいっ

ぱぱぱぱいで予いで予いで予いで予約約約約がなかなかとれないと。それから、１がなかなかとれないと。それから、１がなかなかとれないと。それから、１がなかなかとれないと。それから、１人人人人の子どもさんが１２の子どもさんが１２の子どもさんが１２の子どもさんが１２回回回回ででででワワワワンンンンササササイイイイクルクルクルクル

になっているようですになっているようですになっているようですになっているようですけけけけれども、それの診れども、それの診れども、それの診れども、それの診察察察察がががが終終終終わわわわれれれればばばば、あとは地域で保、あとは地域で保、あとは地域で保、あとは地域で保育育育育所とか所とか所とか所とか幼幼幼幼稚園稚園稚園稚園

とか、そうしたとことか、そうしたとことか、そうしたとことか、そうしたところろろろでででで暮暮暮暮らしていくことになるらしていくことになるらしていくことになるらしていく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、今、指定管理者といれども、今、指定管理者といれども、今、指定管理者といれども、今、指定管理者とい

うううう状状状状況況況況になっておりまして、指定管理者になりますとになっておりまして、指定管理者になりますとになっておりまして、指定管理者になりますとになっておりまして、指定管理者になりますと効率効率効率効率がががが非非非非常常常常にににに求求求求められるために、そめられるために、そめられるために、そめられるために、そ

うしたうしたうしたうした訓練訓練訓練訓練をををを終終終終わわわわった子どもさん、地域まで職員のった子どもさん、地域まで職員のった子どもさん、地域まで職員のった子どもさん、地域まで職員の方方方方が行って、この子にはこういうが行って、この子にはこういうが行って、この子にはこういうが行って、この子にはこういう対対対対応応応応

をしてあげたらいいと、こういうをしてあげたらいいと、こういうをしてあげたらいいと、こういうをしてあげたらいいと、こういうリハビリリハビリリハビリリハビリをしてほしいという引きをしてほしいという引きをしてほしいという引きをしてほしいという引き継継継継ぎぎぎぎができれができれができれができればばばば、もっ、もっ、もっ、もっ

と地域でと地域でと地域でと地域で効効効効果的果的果的果的にいくのではないかと思いますが、なかなかそうしたにいくのではないかと思いますが、なかなかそうしたにいくのではないかと思いますが、なかなかそうしたにいくのではないかと思いますが、なかなかそうした状状状状況況況況などもなどもなどもなども難難難難しいのしいのしいのしいの

だというおだというおだというおだというお話話話話をををを聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

奈良県総合奈良県総合奈良県総合奈良県総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターの指定管理者のンセンターの指定管理者のンセンターの指定管理者のンセンターの指定管理者の問問問問題題題題ですですですですけけけけれども、指定管理者れども、指定管理者れども、指定管理者れども、指定管理者、、、、

平成２３年３月まで５年間ということで、また平成２３年３月まで５年間ということで、また平成２３年３月まで５年間ということで、また平成２３年３月まで５年間ということで、また更更更更新をされましたが、新をされましたが、新をされましたが、新をされましたが、結結結結局局局局同じ同じ同じ同じとことことこところろろろに委に委に委に委

託託託託をしているということになりますので、それであれをしているということになりますので、それであれをしているということになりますので、それであれをしているということになりますので、それであればばばば５年間とかそういう期５年間とかそういう期５年間とかそういう期５年間とかそういう期限限限限の中でしの中でしの中でしの中でし

かかかか将将将将来来来来展展展展望望望望が計が計が計が計画画画画できない、しかももしこの指定管理者でできない、しかももしこの指定管理者でできない、しかももしこの指定管理者でできない、しかももしこの指定管理者で相相相相手が手が手が手が変わ変わ変わ変わったったったった場場場場合には、合には、合には、合には、リハリハリハリハ

ビリビリビリビリなどをなどをなどをなどを利利利利用されております用されております用されております用されております方方方方も不も不も不も不安安安安ですし、そこでですし、そこでですし、そこでですし、そこで働働働働くくくく方方方方もたちまちもたちまちもたちまちもたちまち雇雇雇雇用の用の用の用の問問問問題題題題が出が出が出が出

てきて不てきて不てきて不てきて不安安安安になりますので、指定管理者は奈良県総合になりますので、指定管理者は奈良県総合になりますので、指定管理者は奈良県総合になりますので、指定管理者は奈良県総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターにはなンセンターにはなンセンターにはなンセンターにはな

じじじじまないし、これはまないし、これはまないし、これはまないし、これはややややめるめるめるめるべべべべきではないかと思います。きではないかと思います。きではないかと思います。きではないかと思います。

総務総務総務総務省省省省でも、この指定管理者のでも、この指定管理者のでも、この指定管理者のでも、この指定管理者の問問問問題題題題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昨昨昨昨年１２月２８日に総務年１２月２８日に総務年１２月２８日に総務年１２月２８日に総務省省省省自自自自治治治治行政行政行政行政

局長の名前で指定管理者局長の名前で指定管理者局長の名前で指定管理者局長の名前で指定管理者制制制制度の度の度の度の運営運営運営運営についてというについてというについてというについてという通達通達通達通達も出ておりまして、そのも出ておりまして、そのも出ておりまして、そのも出ておりまして、その実実実実態態態態にににに見見見見

合ってよく合ってよく合ってよく合ってよく検討検討検討検討しなさいという中しなさいという中しなさいという中しなさいという中身身身身になっておりますので、これにになっておりますので、これにになっておりますので、これにになっておりますので、これに基づ基づ基づ基づいて奈良県においいて奈良県においいて奈良県においいて奈良県におい

てもこのてもこのてもこのてもこの問問問問題題題題ををををぜひぜひぜひぜひ検討検討検討検討していただきたいと思います。どのようにしていただきたいと思います。どのようにしていただきたいと思います。どのようにしていただきたいと思います。どのように考考考考ええええているのか、おているのか、おているのか、おているのか、お尋尋尋尋

ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

それから、ならそれから、ならそれから、ならそれから、なら結婚応結婚応結婚応結婚応援団援団援団援団のののの問問問問題題題題です。７０です。７０です。７０です。７０代代代代のおのおのおのお母母母母さんが５０歳のさんが５０歳のさんが５０歳のさんが５０歳の息息息息子さんがいつま子さんがいつま子さんがいつま子さんがいつま

でもおでもおでもおでもお嫁嫁嫁嫁さんがいないということを大さんがいないということを大さんがいないということを大さんがいないということを大変心変心変心変心配しておられまして配しておられまして配しておられまして配しておられまして相談相談相談相談をををを受け受け受け受けましたので、奈ましたので、奈ましたので、奈ましたので、奈

良県には良県には良県には良県には結婚応結婚応結婚応結婚応援団援団援団援団があるので、それにがあるので、それにがあるので、それにがあるので、それに登録登録登録登録をしておいたら出会いのをしておいたら出会いのをしておいたら出会いのをしておいたら出会いの場場場場が保が保が保が保障障障障されますよされますよされますよされますよ

ということをということをということをということを紹紹紹紹介介介介ささささせせせせていただきました。このていただきました。このていただきました。このていただきました。この登録登録登録登録がががが結構結構結構結構、、、、独身独身独身独身のののの証証証証明とか明とか明とか明とか役役役役場場場場に行ってに行ってに行ってに行って

もらってこなもらってこなもらってこなもらってこなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないとか、そういう手続がいるないとか、そういう手続がいるないとか、そういう手続がいるないとか、そういう手続が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、おれども、おれども、おれども、お母母母母さんは一さんは一さんは一さんは一
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生生生生懸懸懸懸命命命命それをそれをそれをそれをややややってってってって登録登録登録登録をしようと思いましたら、４８歳までしかをしようと思いましたら、４８歳までしかをしようと思いましたら、４８歳までしかをしようと思いましたら、４８歳までしか登録登録登録登録はできないのだとはできないのだとはできないのだとはできないのだと

いうことをいうことをいうことをいうことを言わ言わ言わ言われまして、もう大れまして、もう大れまして、もう大れまして、もう大変変変変がっかりしたというがっかりしたというがっかりしたというがっかりしたという話話話話をををを聞聞聞聞いたのです。いたのです。いたのです。いたのです。

確かに、子確かに、子確かに、子確かに、子育育育育てててて支援支援支援支援からからからから始始始始まったまったまったまった制制制制度です度です度です度ですけけけけれども、これかられども、これかられども、これかられども、これから高齢高齢高齢高齢でお一でお一でお一でお一人人人人のののの方方方方で、で、で、で、やややや

っっっっぱぱぱぱりまだりまだりまだりまだ伴伴伴伴侶侶侶侶をををを求求求求めたいと願っているめたいと願っているめたいと願っているめたいと願っている方方方方もたくさんもたくさんもたくさんもたくさんふふふふええええてくるだてくるだてくるだてくるだろろろろうと思います。ですうと思います。ですうと思います。ですうと思います。です

から、そうしたから、そうしたから、そうしたから、そうした視視視視点点点点からももう少しからももう少しからももう少しからももう少し範範範範囲囲囲囲をををを拡拡拡拡大した大した大した大した結婚応結婚応結婚応結婚応援団援団援団援団というというというという制制制制度になるのか、そ度になるのか、そ度になるのか、そ度になるのか、そ

うしたことをうしたことをうしたことをうしたことを考考考考ええええていただていただていただていただけけけけないかなと思いますので、そのないかなと思いますので、そのないかなと思いますので、そのないかなと思いますので、その点点点点についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと

思います。思います。思います。思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○榎原保険指導課長○榎原保険指導課長○榎原保険指導課長○榎原保険指導課長 後後後後期期期期高齢高齢高齢高齢者医療者医療者医療者医療制制制制度の資度の資度の資度の資格格格格証証証証明書の明書の明書の明書の発発発発行ということでございますが行ということでございますが行ということでございますが行ということでございますが、、、、

現現現現在在在在のとこのとこのとこのところ発ろ発ろ発ろ発行している行している行している行している方方方方はおりまはおりまはおりまはおりませせせせん。ん。ん。ん。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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 介護介護介護介護保保保保険険険険料の料の料の料の納納納納められないめられないめられないめられない人人人人ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、介護介護介護介護保保保保険険険険料につきまし料につきまし料につきまし料につきまし

ては大ては大ては大ては大体体体体市町村で６市町村で６市町村で６市町村で６段段段段階階階階から７から７から７から７段段段段階階階階ぐぐぐぐらいに所らいに所らいに所らいに所得得得得段段段段階階階階別別別別にににに設設設設定がされておりまして、定がされておりまして、定がされておりまして、定がされておりまして、当当当当然然然然

例えば生活例えば生活例えば生活例えば生活保保保保護護護護のののの受給受給受給受給者であった者であった者であった者であった場場場場合は合は合は合は標準標準標準標準のののの方方方方のののの半半半半分とか、そういう分とか、そういう分とか、そういう分とか、そういう設設設設定がされておる定がされておる定がされておる定がされておる

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、実際実際実際実際、今手元に、今手元に、今手元に、今手元に持持持持っております保っております保っております保っております保険険険険料の料の料の料の徴徴徴徴収状収状収状収状況況況況で申し上げますと、で申し上げますと、で申し上げますと、で申し上げますと、

確定確定確定確定値値値値は平成１９年度までですは平成１９年度までですは平成１９年度までですは平成１９年度までですけけけけれども、特れども、特れども、特れども、特別別別別徴徴徴徴収収収収のののの方方方方はははは当当当当然天然天然天然天引きされていますので１引きされていますので１引きされていますので１引きされていますので１

００００００００％％％％ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、普通普通普通普通徴徴徴徴収収収収のののの方方方方でででで約約約約８８８８８８８８．．．．４４４４％％％％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、実際実際実際実際、、、、数数数数

とか額とか今は、とか額とか今は、とか額とか今は、とか額とか今は、持持持持ち合ち合ち合ち合わせわせわせわせておりまておりまておりまておりませせせせんもので、そういうことでお願いしたいと思いまんもので、そういうことでお願いしたいと思いまんもので、そういうことでお願いしたいと思いまんもので、そういうことでお願いしたいと思いま

す。す。す。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 ２２２２点点点点ございまして、まず１ございまして、まず１ございまして、まず１ございまして、まず１点点点点目目目目のののの扶助扶助扶助扶助費の費の費の費の生活生活生活生活保保保保護法護法護法護法第７３第７３第７３第７３条条条条県県県県負負負負

担担担担金という関係の金という関係の金という関係の金という関係の人数人数人数人数ですですですですけけけけども、委員おっしども、委員おっしども、委員おっしども、委員おっしゃゃゃゃいましたようにいましたようにいましたようにいましたように例えば例えば例えば例えばホホホホーーーームムムムレレレレススススのののの方方方方とととと

か、あるいはか、あるいはか、あるいはか、あるいは駅駅駅駅前で前で前で前で倒倒倒倒れてれてれてれて救救救救急急急急車車車車でででで運ば運ば運ば運ばれたれたれたれた方方方方とか、あとほかにもとか、あとほかにもとか、あとほかにもとか、あとほかにも多多多多いのが、いのが、いのが、いのが、借借借借家家家家でででで住住住住んんんん

でおられて入院されて、入院が長期化したことによって、もうでおられて入院されて、入院が長期化したことによって、もうでおられて入院されて、入院が長期化したことによって、もうでおられて入院されて、入院が長期化したことによって、もう家家家家がなくなると。そのがなくなると。そのがなくなると。そのがなくなると。その方方方方はははは

もうもうもうもう住住住住所がないということで、そういう所がないということで、そういう所がないということで、そういう所がないということで、そういうケケケケーーーーススススもももも多多多多いですので、かなりのいですので、かなりのいですので、かなりのいですので、かなりの人数人数人数人数になるのでになるのでになるのでになるので

すすすすけけけけれども、今、手元にれども、今、手元にれども、今、手元にれども、今、手元に何何何何人人人人というというというというデデデデータータータータ持持持持っていまっていまっていまっていませせせせんので、またんので、またんので、またんので、また後後後後ほど報告さほど報告さほど報告さほど報告させせせせていていていてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。

それともう１それともう１それともう１それともう１点点点点、奈良県地域福祉、奈良県地域福祉、奈良県地域福祉、奈良県地域福祉支援支援支援支援計計計計画画画画についてでございます。委員ご指についてでございます。委員ご指についてでございます。委員ご指についてでございます。委員ご指摘摘摘摘のようにのようにのようにのように、、、、

取取取取りりりり組み組み組み組みがががが遅遅遅遅れておりまして申しれておりまして申しれておりまして申しれておりまして申しわけわけわけわけないことなのですないことなのですないことなのですないことなのですけけけけれども、一れども、一れども、一れども、一応応応応本年度策定したい本年度策定したい本年度策定したい本年度策定したい

ということで、７月には第１ということで、７月には第１ということで、７月には第１ということで、７月には第１回目回目回目回目の策定委員会を開の策定委員会を開の策定委員会を開の策定委員会を開催催催催いたしました。策定にいたしました。策定にいたしました。策定にいたしました。策定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

は、特に３月には、特に３月には、特に３月には、特に３月に起起起起きたきたきたきた東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災をををを受け受け受け受けまして、まして、まして、まして、災災災災害害害害時にお時にお時にお時におけけけける要る要る要る要援護援護援護援護者の者の者の者の支援対支援対支援対支援対策を策を策を策を

重重重重点点点点的的的的なななな対対対対策というようなことで策というようなことで策というようなことで策というようなことで位位位位置づけ置づけ置づけ置づけてててて検討検討検討検討をををを進進進進めておりましたが、今めておりましたが、今めておりましたが、今めておりましたが、今回回回回県県県県内内内内でも大でも大でも大でも大

きなきなきなきな災災災災害害害害があったということで、そのがあったということで、そのがあったということで、そのがあったということで、その辺辺辺辺の今の今の今の今回回回回のののの災災災災害害害害のののの対対対対応状応状応状応状況況況況もももも十十十十分に分に分に分に検討検討検討検討、、、、検検検検証証証証したしたしたした
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上で、策定を上で、策定を上で、策定を上で、策定を進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。

またまたまたまた併併併併せせせせて現て現て現て現在在在在、今年度地域福祉の、今年度地域福祉の、今年度地域福祉の、今年度地域福祉の推進推進推進推進というか、というか、というか、というか、取取取取りりりり組み組み組み組みの中、地域で中の中、地域で中の中、地域で中の中、地域で中核核核核的的的的なななな役役役役割割割割

をををを果果果果たしていただくたしていただくたしていただくたしていただく民生民生民生民生委員さんの関係の委員さんの関係の委員さんの関係の委員さんの関係の実実実実態態態態調調調調査というか、そういうものも行っており査というか、そういうものも行っており査というか、そういうものも行っており査というか、そういうものも行っており

ます。そのます。そのます。そのます。その辺辺辺辺のののの状状状状況況況況もももも踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして丁寧丁寧丁寧丁寧なななな内内内内容容容容にするにするにするにするべべべべく、いつというのはなかなかく、いつというのはなかなかく、いつというのはなかなかく、いつというのはなかなか困難困難困難困難

なのですなのですなのですなのですけけけけれども、できるだれども、できるだれども、できるだれども、できるだけけけけ早早早早期に策定をしたいと期に策定をしたいと期に策定をしたいと期に策定をしたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長○岸岡こども家庭課長 母母母母子子子子寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資金の福祉資金の福祉資金の福祉資金の未収未収未収未収金の金の金の金の対対対対応応応応について、について、について、について、民民民民間の業者からの間の業者からの間の業者からの間の業者からの回回回回

収収収収ですが、ですが、ですが、ですが、回回回回収収収収がががが債債債債務者務者務者務者数数数数で９で９で９で９人人人人、、、、回回回回収収収収額は額は額は額は約約約約２０万円です。２０万円です。２０万円です。２０万円です。母母母母子子子子寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資金につきま福祉資金につきま福祉資金につきま福祉資金につきま

しては、しては、しては、しては、経済的経済的経済的経済的なななな自立自立自立自立とかいうことでお貸ししているのですが、なかなかとかいうことでお貸ししているのですが、なかなかとかいうことでお貸ししているのですが、なかなかとかいうことでお貸ししているのですが、なかなか経済的経済的経済的経済的なななな状状状状況況況況もももも

ございますので、ございますので、ございますので、ございますので、返返返返してもらしてもらしてもらしてもらええええないというないというないというないという状状状状況況況況で、で、で、で、約約約約１億円の１億円の１億円の１億円の未収未収未収未収額となっております。額となっております。額となっております。額となっております。

県では、県では、県では、県では、例えば例えば例えば例えば分分分分割割割割納納納納付でありますとか、連付でありますとか、連付でありますとか、連付でありますとか、連帯帯帯帯保保保保証証証証人へ人へ人へ人へのののの弁弁弁弁済済済済とかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろ手をついて手をついて手をついて手をついて

いるとこいるとこいるとこいるところろろろです。また、平成１９年からは口です。また、平成１９年からは口です。また、平成１９年からは口です。また、平成１９年からは口座座座座振振振振替替替替で引きで引きで引きで引き落落落落とすということもしておりまとすということもしておりまとすということもしておりまとすということもしておりま

すが、なかなかすが、なかなかすが、なかなかすが、なかなか返返返返してもらしてもらしてもらしてもらええええないないないない状状状状況況況況です。です。です。です。

そこで、そこで、そこで、そこで、原原原原資がまた新たな貸し付資がまた新たな貸し付資がまた新たな貸し付資がまた新たな貸し付けけけけをとなりますので、貸付金がありますのでをとなりますので、貸付金がありますのでをとなりますので、貸付金がありますのでをとなりますので、貸付金がありますので返返返返してもしてもしてもしても

ららららわわわわないと、ないと、ないと、ないと、民民民民間の事業者を間の事業者を間の事業者を間の事業者を通じ通じ通じ通じましてましてましてまして回回回回収収収収をしております。特に、をしております。特に、をしております。特に、をしております。特に、督督督督促促促促にににに応応応応じじじじてくれなてくれなてくれなてくれな

いいいい方方方方とか、あるいは県とか、あるいは県とか、あるいは県とか、あるいは県外外外外で行で行で行で行方方方方不明であるとか、そういった不明であるとか、そういった不明であるとか、そういった不明であるとか、そういった方方方方をををを対対対対象象象象に貸し付に貸し付に貸し付に貸し付けけけけがががが困難困難困難困難なななな

方方方方をををを対対対対象象象象にしてにしてにしてにして債権債権債権債権の確保ということでの確保ということでの確保ということでの確保ということで民民民民間の事業者にお願いしていると、そういう間の事業者にお願いしていると、そういう間の事業者にお願いしていると、そういう間の事業者にお願いしていると、そう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。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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 障害児童障害児童障害児童障害児童のののの件件件件でございますが、まず地域医療等でございますが、まず地域医療等でございますが、まず地域医療等でございますが、まず地域医療等対対対対策策策策協協協協議会でご議会でご議会でご議会でご

ざいますが、平成２０年度と平成２１年度、２ざいますが、平成２０年度と平成２１年度、２ざいますが、平成２０年度と平成２１年度、２ざいますが、平成２０年度と平成２１年度、２回回回回ににににわわわわたりまして県たりまして県たりまして県たりまして県内内内内県県県県外外外外問わ問わ問わ問わずずずず各各各各医療医療医療医療専専専専

門家門家門家門家のののの先生方先生方先生方先生方集集集集まっていただいて、いまっていただいて、いまっていただいて、いまっていただいて、いろろろろいいいいろろろろ奈良県の医療についてご議奈良県の医療についてご議奈良県の医療についてご議奈良県の医療についてご議論論論論いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。

それで、平成２２年の３月に地域医療等それで、平成２２年の３月に地域医療等それで、平成２２年の３月に地域医療等それで、平成２２年の３月に地域医療等対対対対策策策策協協協協議会の報告書を議会の報告書を議会の報告書を議会の報告書を作作作作成すると成すると成すると成すると併併併併せせせせまして、奈まして、奈まして、奈まして、奈

良県の地域医療良県の地域医療良県の地域医療良県の地域医療再生再生再生再生計計計計画画画画をををを見見見見直直直直したというしたというしたというしたという形形形形でございました。奈良県地域医療でございました。奈良県地域医療でございました。奈良県地域医療でございました。奈良県地域医療再生再生再生再生計計計計画画画画にににに

つきましては、委員ごつきましては、委員ごつきましては、委員ごつきましては、委員ご存存存存じじじじのように国ののように国ののように国ののように国の方方方方のののの厚厚厚厚生労働生労働生労働生労働省省省省のののの方方方方で地域医療で地域医療で地域医療で地域医療再生再生再生再生計計計計画画画画の指の指の指の指針針針針がががが

示示示示されまして、それを地域のされまして、それを地域のされまして、それを地域のされまして、それを地域の実実実実情情情情にあにあにあにあわわわわすというすというすというすという形形形形でございます。でございます。でございます。でございます。

地域医療地域医療地域医療地域医療再生再生再生再生計計計計画画画画ですが、今ですが、今ですが、今ですが、今回回回回出ていますのは４出ていますのは４出ていますのは４出ていますのは４疾疾疾疾病５事業と病５事業と病５事業と病５事業と言わ言わ言わ言われますがん、れますがん、れますがん、れますがん、脳脳脳脳卒卒卒卒中中中中、、、、

急性急性急性急性心心心心筋梗塞筋梗塞筋梗塞筋梗塞、、、、糖尿糖尿糖尿糖尿病、５事業は病、５事業は病、５事業は病、５事業は救救救救急医療、急医療、急医療、急医療、災災災災害害害害医療、医療、医療、医療、へへへへき地の医療、き地の医療、き地の医療、き地の医療、周産周産周産周産期医療、小期医療、小期医療、小期医療、小児児児児

医療という医療という医療という医療という形形形形でででで表表表表記記記記されます。されます。されます。されます。障害児障害児障害児障害児のののの方方方方 々々々々の医療は、の医療は、の医療は、の医療は、強強強強いていていていて言言言言いましたら小いましたら小いましたら小いましたら小児児児児医療の中医療の中医療の中医療の中

に入ってくるのかなと思います。ただ、に入ってくるのかなと思います。ただ、に入ってくるのかなと思います。ただ、に入ってくるのかなと思います。ただ、既既既既にににに心心心心の病をおの病をおの病をおの病をお持持持持ちのちのちのちの方方方方、、、、例えば例えば例えば例えば頭頭頭頭部部部部慢慢慢慢性性性性疾疾疾疾患患患患をををを

おおおお持持持持ちのちのちのちの方方方方については、については、については、については、難難難難病病病病対対対対策等で策等で策等で策等で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。

今今今今後後後後、いずれにしましても、いずれにしましても、いずれにしましても、いずれにしましても来来来来年度年度年度年度以以以以降降降降、国の地域医療、国の地域医療、国の地域医療、国の地域医療再生再生再生再生計計計計画画画画のののの見見見見直直直直しがございます。しがございます。しがございます。しがございます。
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その中でその中でその中でその中で何何何何かかかか示示示示されてくる等ございまして、そこらされてくる等ございまして、そこらされてくる等ございまして、そこらされてくる等ございまして、そこら辺辺辺辺もももも踏踏踏踏ままままええええまして、そういうまして、そういうまして、そういうまして、そういう状状状状況況況況もももも踏踏踏踏

ままままええええて今て今て今て今後検討後検討後検討後検討してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。

○土井障害福祉課長○土井障害福祉課長○土井障害福祉課長○土井障害福祉課長 奈良県総合奈良県総合奈良県総合奈良県総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターにかかンセンターにかかンセンターにかかンセンターにかかわわわわりまして、２りまして、２りまして、２りまして、２点点点点おおおお

尋ね尋ね尋ね尋ねがございました。まず、がございました。まず、がございました。まず、がございました。まず、障害障害障害障害のある子どものある子どものある子どものある子どもへへへへのののの対対対対応応応応についてでございますが、現についてでございますが、現についてでございますが、現についてでございますが、現在在在在奈奈奈奈

良県総合良県総合良県総合良県総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターにおきましてはンセンターにおきましてはンセンターにおきましてはンセンターにおきましては発達障害児発達障害児発達障害児発達障害児にににに対対対対するするするするリハビリリハビリリハビリリハビリをををを専門専門専門専門

的的的的に行っている病院等が少ない中で、に行っている病院等が少ない中で、に行っている病院等が少ない中で、に行っている病院等が少ない中で、感感感感覚覚覚覚統統統統合療合療合療合療法法法法をををを積積積積極極極極的的的的に行っているとこに行っているとこに行っているとこに行っているところろろろでございでございでございでござい

ます。委員おます。委員おます。委員おます。委員お述述述述べべべべのように、現のように、現のように、現のように、現状状状状といたしましては小といたしましては小といたしましては小といたしましては小児児児児科科科科医不医不医不医不足足足足による診療による診療による診療による診療待待待待ち、あるいち、あるいち、あるいち、あるい

はははは感感感感覚覚覚覚統統統統合療合療合療合療法法法法を行うを行うを行うを行うススススペーペーペーペーススススのののの拡拡拡拡大が大が大が大が難難難難しいといったようなことから、かなりのしいといったようなことから、かなりのしいといったようなことから、かなりのしいといったようなことから、かなりの待待待待機機機機状状状状

態態態態になっているとこになっているとこになっているとこになっているところろろろでございます。このため、小でございます。このため、小でございます。このため、小でございます。このため、小児児児児科科科科医につきましては医につきましては医につきましては医につきましては増増増増員確保に員確保に員確保に員確保に向け向け向け向け

てててて取取取取りりりり組む組む組む組むとともに、とともに、とともに、とともに、ススススペーペーペーペースススス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施設施設施設施設のののの有有有有効効効効活活活活用等によりその用等によりその用等によりその用等によりその拡拡拡拡大、確保に大、確保に大、確保に大、確保に

努努努努めているとこめているとこめているとこめているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に指定管理についてでございますが、奈良県総合に指定管理についてでございますが、奈良県総合に指定管理についてでございますが、奈良県総合に指定管理についてでございますが、奈良県総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターにつきンセンターにつきンセンターにつきンセンターにつき

ましては奈良県社会福祉事業ましては奈良県社会福祉事業ましては奈良県社会福祉事業ましては奈良県社会福祉事業団団団団にににに対対対対しまして昭しまして昭しまして昭しまして昭和和和和６３年の６３年の６３年の６３年の創設創設創設創設時から平成１７年度まで管時から平成１７年度まで管時から平成１７年度まで管時から平成１７年度まで管

理委理委理委理委託託託託を行っております。平成１８年度から指定管理者を行っております。平成１８年度から指定管理者を行っております。平成１８年度から指定管理者を行っております。平成１８年度から指定管理者制制制制度を導入いたしまして、委員お度を導入いたしまして、委員お度を導入いたしまして、委員お度を導入いたしまして、委員お

述述述述べべべべのように現のように現のように現のように現在在在在、平成２３年度から平成２７年度までの５年間の指定管理を行っている、平成２３年度から平成２７年度までの５年間の指定管理を行っている、平成２３年度から平成２７年度までの５年間の指定管理を行っている、平成２３年度から平成２７年度までの５年間の指定管理を行っている

とことことこところろろろでございます。指定管理者でございます。指定管理者でございます。指定管理者でございます。指定管理者制制制制度の導入度の導入度の導入度の導入後後後後におきましても、事業におきましても、事業におきましても、事業におきましても、事業団団団団ではではではでは例えば患例えば患例えば患例えば患者の者の者の者の

リハビリリハビリリハビリリハビリ時間の時間の時間の時間の増加増加増加増加をををを図図図図るために療るために療るために療るために療法法法法士士士士をををを増増増増員したり、あるいは員したり、あるいは員したり、あるいは員したり、あるいは患患患患者が者が者が者がリハビリリハビリリハビリリハビリをををを受け受け受け受けるるるる

ことができないことができないことができないことができない空空空空白白白白をできるだをできるだをできるだをできるだけけけけ解解解解消消消消するためにするためにするためにするために土土土土曜曜曜曜日の日の日の日のリハビリリハビリリハビリリハビリを行ったり、さらにはを行ったり、さらにはを行ったり、さらにはを行ったり、さらには

ゴゴゴゴーーーールデルデルデルデンンンンウイウイウイウイーーーーククククなど長期休など長期休など長期休など長期休暇暇暇暇期間中に期間中に期間中に期間中にリハビリリハビリリハビリリハビリの日をの日をの日をの日を設設設設定したり、今ほど申し上げま定したり、今ほど申し上げま定したり、今ほど申し上げま定したり、今ほど申し上げま

したしたしたした発達障害児発達障害児発達障害児発達障害児にににに対対対対するするするする感感感感覚覚覚覚統統統統合療合療合療合療法法法法をををを積積積積極極極極的的的的に行うといったようなことをに行うといったようなことをに行うといったようなことをに行うといったようなことを柔軟柔軟柔軟柔軟にににに体制体制体制体制整整整整

備等を備等を備等を備等を図図図図り、り、り、り、利利利利用者の用者の用者の用者のニニニニーーーーズズズズにににに即即即即したしたしたしたササササーーーービスビスビスビスのののの向向向向上を上を上を上を図図図図っているとこっているとこっているとこっているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

今今今今後後後後とも、県のとも、県のとも、県のとも、県の施設施設施設施設として奈良県総合として奈良県総合として奈良県総合として奈良県総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターのンセンターのンセンターのンセンターの適切適切適切適切な管理な管理な管理な管理運営運営運営運営をををを

担担担担保しながら、保しながら、保しながら、保しながら、利利利利用者用者用者用者ササササーーーービスビスビスビスのののの質質質質のののの向向向向上に上に上に上に努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考ええええてございます。てございます。てございます。てございます。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。

○角田子育て支援課長○角田子育て支援課長○角田子育て支援課長○角田子育て支援課長 ならならならなら結婚応結婚応結婚応結婚応援団援団援団援団についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。平成２０年にでございます。平成２０年にでございます。平成２０年にでございます。平成２０年に実実実実

施施施施をいたしました奈良県少子化をいたしました奈良県少子化をいたしました奈良県少子化をいたしました奈良県少子化実実実実態態態態調調調調査におきましては、査におきましては、査におきましては、査におきましては、独身独身独身独身でいるでいるでいるでいる最最最最大の理大の理大の理大の理由由由由といたしといたしといたしといたし

まして２５歳から３４歳までのまして２５歳から３４歳までのまして２５歳から３４歳までのまして２５歳から３４歳までの男男男男女ともに、女ともに、女ともに、女ともに、適適適適当当当当なななな相相相相手にまだめ手にまだめ手にまだめ手にまだめぐぐぐぐり会り会り会り会わわわわないからとなっないからとなっないからとなっないからとなっ

てございまして、県としましてはてございまして、県としましてはてございまして、県としましてはてございまして、県としましては若若若若者が者が者が者が夢夢夢夢やややや希望希望希望希望をををを持持持持って新しいって新しいって新しいって新しい家庭家庭家庭家庭をををを築築築築くことができるくことができるくことができるくことができる

ようなようなようなような自立支援自立支援自立支援自立支援がががが必必必必要と要と要と要と考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

ならならならなら結婚応結婚応結婚応結婚応援団援団援団援団につきましては、このにつきましては、このにつきましては、このにつきましては、この若若若若者の者の者の者の自立支援自立支援自立支援自立支援策として策として策として策として実施実施実施実施をしているものでごをしているものでごをしているものでごをしているものでご
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ざいまして、出会いのざいまして、出会いのざいまして、出会いのざいまして、出会いの場場場場となるとなるとなるとなるイベイベイベイベンンンントトトトをををを実施実施実施実施するするするする企企企企業、業、業、業、店舗店舗店舗店舗等を等を等を等を募募募募りまして、りまして、りまして、りまして、結婚結婚結婚結婚のののの意意意意

思はあるが出会いの思はあるが出会いの思はあるが出会いの思はあるが出会いの機機機機会が少ないという会が少ないという会が少ないという会が少ないという若若若若者に者に者に者に対対対対しまして、そのしまして、そのしまして、そのしまして、そのイベイベイベイベンンンント情ト情ト情ト情報を報を報を報をホホホホーーーームムムムペペペペ

ージージージージややややメメメメーーーールマルマルマルマガガガガジンなどにより配ジンなどにより配ジンなどにより配ジンなどにより配信信信信をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、イベイベイベイベンンンントトトトにににに参加参加参加参加をいただく事業でをいただく事業でをいただく事業でをいただく事業で

ございます。平成１７年度に、全国にございます。平成１７年度に、全国にございます。平成１７年度に、全国にございます。平成１７年度に、全国に先先先先駆駆駆駆けけけけまして事業をまして事業をまして事業をまして事業を実施実施実施実施いたしました。平成２３年いたしました。平成２３年いたしました。平成２３年いたしました。平成２３年

１０月１日現１０月１日現１０月１日現１０月１日現在在在在、、、、イベイベイベイベンンンントトトトをををを主催主催主催主催するするするする応応応応援団援団援団援団員は４８員は４８員は４８員は４８団体団体団体団体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。

これまでに、これまでに、これまでに、これまでに、イベイベイベイベンンンントトトトはははは延べ延べ延べ延べ１，５９８１，５９８１，５９８１，５９８回回回回開開開開催催催催をされまして、をされまして、をされまして、をされまして、任任任任意意意意の報告ではございまの報告ではございまの報告ではございまの報告ではございま

すが１８２すが１８２すが１８２すが１８２組組組組のののの結婚結婚結婚結婚報告をいただいているとこ報告をいただいているとこ報告をいただいているとこ報告をいただいているところろろろでございます。また、会員でございます。また、会員でございます。また、会員でございます。また、会員登録登録登録登録者者者者数数数数は平は平は平は平

成２３年１０月１日現成２３年１０月１日現成２３年１０月１日現成２３年１０月１日現在在在在、２，４７２名でございますが、全、２，４７２名でございますが、全、２，４７２名でございますが、全、２，４７２名でございますが、全体体体体のののの約約約約８８８８割割割割が２０が２０が２０が２０代代代代から３０から３０から３０から３０

代代代代でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、最最最最もももも多多多多いいいい登録登録登録登録年年年年齢齢齢齢は３５歳となってございます。は３５歳となってございます。は３５歳となってございます。は３５歳となってございます。

この事業は、この事業は、この事業は、この事業は、イベイベイベイベンンンントトトトをををを実施実施実施実施いただきますいただきますいただきますいただきます民民民民間の間の間の間の応応応応援団援団援団援団員との員との員との員との共同共同共同共同で行ってございましで行ってございましで行ってございましで行ってございまし

て、いかにしてて、いかにしてて、いかにしてて、いかにして登録登録登録登録者の者の者の者のニニニニーーーーズズズズに合うに合うに合うに合う人気人気人気人気のののの高高高高いいいいイベイベイベイベンンンントトトトをよりをよりをよりをより効率効率効率効率的的的的にににに継継継継続続続続実施実施実施実施できるできるできるできる

かがかがかがかが重重重重要な要な要な要なポポポポイイイインンンントトトトとなってございます。そのようなことから、となってございます。そのようなことから、となってございます。そのようなことから、となってございます。そのようなことから、応応応応援団援団援団援団員が員が員が員がイベイベイベイベンンンントトトトをををを企企企企

画実施画実施画実施画実施するするするする際際際際にはにはにはには登録登録登録登録者者者者数数数数の大部分をの大部分をの大部分をの大部分を占占占占めます２０めます２０めます２０めます２０代代代代から３０から３０から３０から３０代代代代をををを主主主主なターなターなターなターゲゲゲゲットットットットとしたとしたとしたとした

ものがものがものがものが必必必必然然然然的的的的にににに多多多多くなるくなるくなるくなる傾傾傾傾向向向向となってございますが、となってございますが、となってございますが、となってございますが、結結結結果果果果としてよりとしてよりとしてよりとしてより高高高高い事業い事業い事業い事業効効効効果果果果が期が期が期が期待待待待

できるものとできるものとできるものとできるものと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

このため、現時このため、現時このため、現時このため、現時点点点点におきましてはならにおきましてはならにおきましてはならにおきましてはなら結婚応結婚応結婚応結婚応援団援団援団援団のののの登録登録登録登録対対対対象象象象者を中者を中者を中者を中高齢高齢高齢高齢者にまで者にまで者にまで者にまで拡拡拡拡大す大す大す大す

ることはることはることはることは考考考考ええええてございまてございまてございまてございませせせせん。ん。ん。ん。若若若若者の者の者の者の自立支援自立支援自立支援自立支援としてのとしてのとしてのとしての効効効効果果果果をををを最最最最大大大大限限限限に上げることができに上げることができに上げることができに上げることができ

るよう、るよう、るよう、るよう、過過過過去去去去のののの実績実績実績実績をををを踏踏踏踏ままままええええながら事業をながら事業をながら事業をながら事業を継継継継続してまいりたいと続してまいりたいと続してまいりたいと続してまいりたいと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでござでござでござでござ

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

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ありがとうございます。資料がまだのとこありがとうございます。資料がまだのとこありがとうございます。資料がまだのとこありがとうございます。資料がまだのところろろろは、は、は、は、後後後後でまた資料をでまた資料をでまた資料をでまた資料をぜひぜひぜひぜひいただいただいただいただ

きたいと思います。それから奈良県地域福祉きたいと思います。それから奈良県地域福祉きたいと思います。それから奈良県地域福祉きたいと思います。それから奈良県地域福祉支援支援支援支援計計計計画画画画、、、、ぜひぜひぜひぜひいいものをいいものをいいものをいいものを早早早早くつくっていたくつくっていたくつくっていたくつくっていた

だきたいということをお願いしたいと思います。だきたいということをお願いしたいと思います。だきたいということをお願いしたいと思います。だきたいということをお願いしたいと思います。

奈良県総合奈良県総合奈良県総合奈良県総合リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテーーーーショショショションセンターにつきましては、小ンセンターにつきましては、小ンセンターにつきましては、小ンセンターにつきましては、小児児児児科科科科のののの先生先生先生先生がががが物物物物すごくすごくすごくすごく頑張頑張頑張頑張

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話話話話、、、、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、人人人人手を手を手を手をふふふふややややしていただいて、それでしていただいて、それでしていただいて、それでしていただいて、それで施施施施

設設設設も広大なも広大なも広大なも広大な施設施設施設施設ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽の関係での関係での関係での関係で拡拡拡拡張張張張できないということをできないということをできないということをできないということを聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております

けけけけれども、田れども、田れども、田れども、田原原原原本町本町本町本町ぜひぜひぜひぜひよよよよろろろろしくお願いします。一定のしくお願いします。一定のしくお願いします。一定のしくお願いします。一定のススススペーペーペーペーススススももももぜひぜひぜひぜひ確保していただい確保していただい確保していただい確保していただい

て、県て、県て、県て、県民民民民ののののニニニニーーーーズズズズに合うようなに合うようなに合うようなに合うような施設施設施設施設ににににぜひぜひぜひぜひしていただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。

それからならそれからならそれからならそれからなら結婚応結婚応結婚応結婚応援団援団援団援団ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の方方方方はこれから１はこれから１はこれから１はこれから１人人人人ではなくではなくではなくではなく伴伴伴伴侶侶侶侶をををを求求求求めめめめ

てという、そういう時てという、そういう時てという、そういう時てという、そういう時代代代代ではないかと思いますので、今のこのならではないかと思いますので、今のこのならではないかと思いますので、今のこのならではないかと思いますので、今のこのなら結婚応結婚応結婚応結婚応援団援団援団援団のののの枠枠枠枠組み組み組み組みでででで

はなくて、そうしたはなくて、そうしたはなくて、そうしたはなくて、そうした視視視視点点点点からまたからまたからまたからまた何何何何かこうかこうかこうかこう検討検討検討検討していただしていただしていただしていただけけけけないかなということ、これはないかなということ、これはないかなということ、これはないかなということ、これは



---- 55554444 ----

要要要要望望望望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ごごごご苦苦苦苦労労労労さんでした。さんでした。さんでした。さんでした。

ほか、あると思うのですが、ほか、あると思うのですが、ほか、あると思うのですが、ほか、あると思うのですが、以以以以上をもって健康福祉部、こども・女性局、医療政策部、上をもって健康福祉部、こども・女性局、医療政策部、上をもって健康福祉部、こども・女性局、医療政策部、上をもって健康福祉部、こども・女性局、医療政策部、

病院の審査を病院の審査を病院の審査を病院の審査を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

明１０月１８日明１０月１８日明１０月１８日明１０月１８日火火火火曜曜曜曜日は、午前１０時からくらし日は、午前１０時からくらし日は、午前１０時からくらし日は、午前１０時からくらし創創創創造部、造部、造部、造部、景景景景観観観観・環境局、・環境局、・環境局、・環境局、教育教育教育教育委員会の委員会の委員会の委員会の

審査を行います。審査を行います。審査を行います。審査を行います。

本日はこれをもって会議を本日はこれをもって会議を本日はこれをもって会議を本日はこれをもって会議を終終終終わわわわります。長時間ごります。長時間ごります。長時間ごります。長時間ご苦苦苦苦労労労労さんでございました。さんでございました。さんでございました。さんでございました。


