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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年８月２日（金） １０：０３～１０：５８平成２５年８月２日（金） １０：０３～１０：５８平成２５年８月２日（金） １０：０３～１０：５８平成２５年８月２日（金） １０：０３～１０：５８

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 ７名７名７名７名

今井 光子 委員長今井 光子 委員長今井 光子 委員長今井 光子 委員長

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

藤野 良次 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員

乾 浩之 委員乾 浩之 委員乾 浩之 委員乾 浩之 委員

奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員

出口 武男 委員出口 武男 委員出口 武男 委員出口 武男 委員

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 １名１名１名１名

米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員

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

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

＜議 事＞＜議 事＞＜議 事＞＜議 事＞

（１）平成２５年度主要施策の概要について（１）平成２５年度主要施策の概要について（１）平成２５年度主要施策の概要について（１）平成２５年度主要施策の概要について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 ただいまより、子育て支援・少子化対策特別委員会を開会いたします。ただいまより、子育て支援・少子化対策特別委員会を開会いたします。ただいまより、子育て支援・少子化対策特別委員会を開会いたします。ただいまより、子育て支援・少子化対策特別委員会を開会いたします。

議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。

本日は、ご多忙のところご出席いただきまして、ありがとうございます。本日は、ご多忙のところご出席いただきまして、ありがとうございます。本日は、ご多忙のところご出席いただきまして、ありがとうございます。本日は、ご多忙のところご出席いただきまして、ありがとうございます。

私と宮木議員が、さきの６月定例県議会におきまして正副委員長に選任されました。今私と宮木議員が、さきの６月定例県議会におきまして正副委員長に選任されました。今私と宮木議員が、さきの６月定例県議会におきまして正副委員長に選任されました。今私と宮木議員が、さきの６月定例県議会におきまして正副委員長に選任されました。今

後、委員各位並びに理事者のご協力とご支援を得まして、委員会の円滑な運営に努めてま後、委員各位並びに理事者のご協力とご支援を得まして、委員会の円滑な運営に努めてま後、委員各位並びに理事者のご協力とご支援を得まして、委員会の円滑な運営に努めてま後、委員各位並びに理事者のご協力とご支援を得まして、委員会の円滑な運営に努めてま

いりたいと存じます。よろしくお願いいたします。いりたいと存じます。よろしくお願いいたします。いりたいと存じます。よろしくお願いいたします。いりたいと存じます。よろしくお願いいたします。

それでは、最初ですので、委員の紹介をお願いをしたいと思います。委員より自己紹介それでは、最初ですので、委員の紹介をお願いをしたいと思います。委員より自己紹介それでは、最初ですので、委員の紹介をお願いをしたいと思います。委員より自己紹介それでは、最初ですので、委員の紹介をお願いをしたいと思います。委員より自己紹介

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

○宮木副委員長○宮木副委員長○宮木副委員長○宮木副委員長 宮木と申します。よろしくお願いします。宮木と申します。よろしくお願いします。宮木と申します。よろしくお願いします。宮木と申します。よろしくお願いします。

○出口委員○出口委員○出口委員○出口委員 出口でございます。出口でございます。出口でございます。出口でございます。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 奥山でございます。奥山でございます。奥山でございます。奥山でございます。
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○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 藤野です。よろしく。藤野です。よろしく。藤野です。よろしく。藤野です。よろしく。

○乾委員○乾委員○乾委員○乾委員 乾です。どうぞよろしくお願いします。乾です。どうぞよろしくお願いします。乾です。どうぞよろしくお願いします。乾です。どうぞよろしくお願いします。

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 本日の欠席は、米田委員です。本日の欠席は、米田委員です。本日の欠席は、米田委員です。本日の欠席は、米田委員です。

また、藤本委員はおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。また、藤本委員はおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。また、藤本委員はおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。また、藤本委員はおくれるとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。

次に、事務局職員の紹介をさせていただきます。次に、事務局職員の紹介をさせていただきます。次に、事務局職員の紹介をさせていただきます。次に、事務局職員の紹介をさせていただきます。

事務局長の自己紹介の後、担当書記の紹介をお願いいたします。事務局長の自己紹介の後、担当書記の紹介をお願いいたします。事務局長の自己紹介の後、担当書記の紹介をお願いいたします。事務局長の自己紹介の後、担当書記の紹介をお願いいたします。

○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 事務局長、石井でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局長、石井でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局長、石井でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局長、石井でございます。どうぞよろしくお願いします。

それでは、当委員会の担当書記をご紹介させていただきます。それでは、当委員会の担当書記をご紹介させていただきます。それでは、当委員会の担当書記をご紹介させていただきます。それでは、当委員会の担当書記をご紹介させていただきます。

津田総務課課長補佐でございます。津田総務課課長補佐でございます。津田総務課課長補佐でございます。津田総務課課長補佐でございます。

○津田書記○津田書記○津田書記○津田書記 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 中川議事係長でございます。中川議事係長でございます。中川議事係長でございます。中川議事係長でございます。

○中川書記○中川書記○中川書記○中川書記 中川です。よろしくお願いいたします。中川です。よろしくお願いいたします。中川です。よろしくお願いいたします。中川です。よろしくお願いいたします。

○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 以上でございます。以上でございます。以上でございます。以上でございます。

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 次に、理事者の紹介をお願いいたします。次に、理事者の紹介をお願いいたします。次に、理事者の紹介をお願いいたします。次に、理事者の紹介をお願いいたします。

なお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者につきましては、去る７月１２日のなお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者につきましては、去る７月１２日のなお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者につきましては、去る７月１２日のなお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者につきましては、去る７月１２日の

正副委員長会議でお手元に配付のとおり決定をされております。正副委員長会議でお手元に配付のとおり決定をされております。正副委員長会議でお手元に配付のとおり決定をされております。正副委員長会議でお手元に配付のとおり決定をされております。

それでは、こども・女性局長から自己紹介並びに関係課長の紹介を、健康福祉部次長兼それでは、こども・女性局長から自己紹介並びに関係課長の紹介を、健康福祉部次長兼それでは、こども・女性局長から自己紹介並びに関係課長の紹介を、健康福祉部次長兼それでは、こども・女性局長から自己紹介並びに関係課長の紹介を、健康福祉部次長兼

こども・女性局次長から自己紹介並びに関係課長の紹介を、教育振興課長、保健予防課長、こども・女性局次長から自己紹介並びに関係課長の紹介を、教育振興課長、保健予防課長、こども・女性局次長から自己紹介並びに関係課長の紹介を、教育振興課長、保健予防課長、こども・女性局次長から自己紹介並びに関係課長の紹介を、教育振興課長、保健予防課長、

青少年・生涯学習課長、雇用労政課長、学校教育課長からそれぞれ自己紹介をお願いいた青少年・生涯学習課長、雇用労政課長、学校教育課長からそれぞれ自己紹介をお願いいた青少年・生涯学習課長、雇用労政課長、学校教育課長からそれぞれ自己紹介をお願いいた青少年・生涯学習課長、雇用労政課長、学校教育課長からそれぞれ自己紹介をお願いいた

します。します。します。します。

○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長 こども・女性局長の西岡でございます。よろしくお願いいたしこども・女性局長の西岡でございます。よろしくお願いいたしこども・女性局長の西岡でございます。よろしくお願いいたしこども・女性局長の西岡でございます。よろしくお願いいたし

ます。ます。ます。ます。

こども・女性局の各課長につきまして紹介させていただきます。こども・女性局の各課長につきまして紹介させていただきます。こども・女性局の各課長につきまして紹介させていただきます。こども・女性局の各課長につきまして紹介させていただきます。

辻子育て支援課長でございます。辻子育て支援課長でございます。辻子育て支援課長でございます。辻子育て支援課長でございます。

○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 小出こども家庭課長でございます。小出こども家庭課長でございます。小出こども家庭課長でございます。小出こども家庭課長でございます。

○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長○小出こども家庭課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 山崎女性支援課長でございます。山崎女性支援課長でございます。山崎女性支援課長でございます。山崎女性支援課長でございます。

○山崎女性支援課長○山崎女性支援課長○山崎女性支援課長○山崎女性支援課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 以上でございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。
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○土井健康福祉部次長兼こども・女性局次長○土井健康福祉部次長兼こども・女性局次長○土井健康福祉部次長兼こども・女性局次長○土井健康福祉部次長兼こども・女性局次長 健康福祉部次長並びにこども・女性局次長健康福祉部次長並びにこども・女性局次長健康福祉部次長並びにこども・女性局次長健康福祉部次長並びにこども・女性局次長

を兼務いたしております土井でございます。よろしくお願いいたします。を兼務いたしております土井でございます。よろしくお願いいたします。を兼務いたしております土井でございます。よろしくお願いいたします。を兼務いたしております土井でございます。よろしくお願いいたします。

続きまして、健康福祉部有本障害福祉課長でございます。続きまして、健康福祉部有本障害福祉課長でございます。続きまして、健康福祉部有本障害福祉課長でございます。続きまして、健康福祉部有本障害福祉課長でございます。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○土井健康福祉部次長兼こども・女性局次長○土井健康福祉部次長兼こども・女性局次長○土井健康福祉部次長兼こども・女性局次長○土井健康福祉部次長兼こども・女性局次長 以上でございます。以上でございます。以上でございます。以上でございます。

○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 地域振興部教育振興課長の福井でございます。よろしくお願いしま地域振興部教育振興課長の福井でございます。よろしくお願いしま地域振興部教育振興課長の福井でございます。よろしくお願いしま地域振興部教育振興課長の福井でございます。よろしくお願いしま

す。す。す。す。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 保健予防課長、前野でございます。どうぞよろしくお願いします。保健予防課長、前野でございます。どうぞよろしくお願いします。保健予防課長、前野でございます。どうぞよろしくお願いします。保健予防課長、前野でございます。どうぞよろしくお願いします。

○森青少年・生涯学習課長○森青少年・生涯学習課長○森青少年・生涯学習課長○森青少年・生涯学習課長 くらし創造部青少年・生涯学習課長の森でございます。よろくらし創造部青少年・生涯学習課長の森でございます。よろくらし創造部青少年・生涯学習課長の森でございます。よろくらし創造部青少年・生涯学習課長の森でございます。よろ

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。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 雇用労政課長の村上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま雇用労政課長の村上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま雇用労政課長の村上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま雇用労政課長の村上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。す。す。す。

○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長 学校教育課長、安井でございます。よろしくお願いいたします。学校教育課長、安井でございます。よろしくお願いいたします。学校教育課長、安井でございます。よろしくお願いいたします。学校教育課長、安井でございます。よろしくお願いいたします。

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 ありがとうございました。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。

次に、委員会の運営についてですが、お手元に特別委員会の設置等に申し合わせを配付次に、委員会の運営についてですが、お手元に特別委員会の設置等に申し合わせを配付次に、委員会の運営についてですが、お手元に特別委員会の設置等に申し合わせを配付次に、委員会の運営についてですが、お手元に特別委員会の設置等に申し合わせを配付

しております。この申し合わせでは、調査期間終了時にその成果を本会議で報告することしております。この申し合わせでは、調査期間終了時にその成果を本会議で報告することしております。この申し合わせでは、調査期間終了時にその成果を本会議で報告することしております。この申し合わせでは、調査期間終了時にその成果を本会議で報告すること

及び委員間及び委員間及び委員間及び委員間討討討討議の議の議の議の方法方法方法方法による議による議による議による議論論論論をををを行行行行うことになうことになうことになうことになっっっっております。ております。ております。ております。

それでは、お手元に配付しております子育て支援・少子化対策特別委員会の運営についそれでは、お手元に配付しております子育て支援・少子化対策特別委員会の運営についそれでは、お手元に配付しております子育て支援・少子化対策特別委員会の運営についそれでは、お手元に配付しております子育て支援・少子化対策特別委員会の運営につい

てをてをてをてを説明説明説明説明させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

１の所管事項及び調査・１の所管事項及び調査・１の所管事項及び調査・１の所管事項及び調査・審審審審査事務につきましては、ま査事務につきましては、ま査事務につきましては、ま査事務につきましては、まずずずず当委員会の所管事項といたしま当委員会の所管事項といたしま当委員会の所管事項といたしま当委員会の所管事項といたしま

して子育て支援と少子化対策に関すること、そして、調査・して子育て支援と少子化対策に関すること、そして、調査・して子育て支援と少子化対策に関すること、そして、調査・して子育て支援と少子化対策に関すること、そして、調査・審審審審査事務は子育て支援に関す査事務は子育て支援に関す査事務は子育て支援に関す査事務は子育て支援に関す

ること並びに少子化対策に関することになること並びに少子化対策に関することになること並びに少子化対策に関することになること並びに少子化対策に関することになっっっっています。今後議ています。今後議ています。今後議ています。今後議論論論論をををを深深深深めていただき、課めていただき、課めていただき、課めていただき、課題題題題

などをなどをなどをなどを絞絞絞絞りりりり込ん込ん込ん込んでいきたいとでいきたいとでいきたいとでいきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

次に、２の委員会の運営でございますが、平成２７年２月定例会に調査、次に、２の委員会の運営でございますが、平成２７年２月定例会に調査、次に、２の委員会の運営でございますが、平成２７年２月定例会に調査、次に、２の委員会の運営でございますが、平成２７年２月定例会に調査、審審審審査の成果を査の成果を査の成果を査の成果を

取取取取りまとめることといたしまして、委員間りまとめることといたしまして、委員間りまとめることといたしまして、委員間りまとめることといたしまして、委員間討討討討議によります議議によります議議によります議議によります議論論論論をををを行行行行いながら、いながら、いながら、いながら、必必必必要に要に要に要に応応応応じじじじ

て委員のて委員のて委員のて委員のみみみみによる委員会も開による委員会も開による委員会も開による委員会も開催催催催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え考え考え考えています。ています。ています。ています。

３の当３の当３の当３の当面面面面ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールですけれど、今年度のおおですけれど、今年度のおおですけれど、今年度のおおですけれど、今年度のおおむねむねむねむねの予定をの予定をの予定をの予定を入入入入れております。それれております。それれております。それれております。それ

にににに沿っ沿っ沿っ沿って委員会運営をて委員会運営をて委員会運営をて委員会運営を行行行行いまして、いまして、いまして、いまして、来来来来年、平成２６年６月定例会には中間報告を年、平成２６年６月定例会には中間報告を年、平成２６年６月定例会には中間報告を年、平成２６年６月定例会には中間報告を行行行行いたいいたいいたいいたい

とととと考え考え考え考えておりますので、よろしくお願いいたします。ておりますので、よろしくお願いいたします。ておりますので、よろしくお願いいたします。ておりますので、よろしくお願いいたします。

このこのこのこの件件件件につきまして、ごにつきまして、ごにつきまして、ごにつきまして、ご意見意見意見意見がありましたらお願いいたします。よろしいですか。がありましたらお願いいたします。よろしいですか。がありましたらお願いいたします。よろしいですか。がありましたらお願いいたします。よろしいですか。
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それでは、当委員会は調査並びにそれでは、当委員会は調査並びにそれでは、当委員会は調査並びにそれでは、当委員会は調査並びに審審審審査におきまして、委員間査におきまして、委員間査におきまして、委員間査におきまして、委員間討討討討議の時間もとりながら議の時間もとりながら議の時間もとりながら議の時間もとりながら進進進進

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え考え考え考えております。ております。ております。ております。

次に、事務次に、事務次に、事務次に、事務分掌表分掌表分掌表分掌表、、、、新規新規新規新規事事事事業業業業のののの内容内容内容内容をお手元に配付しておりますので、をお手元に配付しておりますので、をお手元に配付しておりますので、をお手元に配付しておりますので、参考参考参考参考にしていたにしていたにしていたにしていた

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

それでは、それでは、それでは、それでは、案件案件案件案件にににに入入入入らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。

平成２５年度主要施策の概要について、こども・女性局長、教育振興課長、障害福祉課平成２５年度主要施策の概要について、こども・女性局長、教育振興課長、障害福祉課平成２５年度主要施策の概要について、こども・女性局長、教育振興課長、障害福祉課平成２５年度主要施策の概要について、こども・女性局長、教育振興課長、障害福祉課

長、保健予防課長、青少年・生涯学習課長、雇用労政課長、学校教育課長の長、保健予防課長、青少年・生涯学習課長、雇用労政課長、学校教育課長の長、保健予防課長、青少年・生涯学習課長、雇用労政課長、学校教育課長の長、保健予防課長、青少年・生涯学習課長、雇用労政課長、学校教育課長の順順順順にににに説明説明説明説明をおをおをおをお

願いいたします。願いいたします。願いいたします。願いいたします。

○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長 それでは、こども・女性局の主要施策の概要につきまして、それでは、こども・女性局の主要施策の概要につきまして、それでは、こども・女性局の主要施策の概要につきまして、それでは、こども・女性局の主要施策の概要につきまして、

「「「「子育て支援・少子化対策特別委員会（初度委員会）子育て支援・少子化対策特別委員会（初度委員会）子育て支援・少子化対策特別委員会（初度委員会）子育て支援・少子化対策特別委員会（初度委員会）資料資料資料資料、平成２５年度主要施策の概、平成２５年度主要施策の概、平成２５年度主要施策の概、平成２５年度主要施策の概

要要要要」」」」によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、説明説明説明説明させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

１１１１ページページページページ、政策課、政策課、政策課、政策課題題題題、くらしの、くらしの、くらしの、くらしの向向向向上のうち、こども・女性支援の上のうち、こども・女性支援の上のうち、こども・女性支援の上のうち、こども・女性支援の充実充実充実充実でございます。１でございます。１でございます。１でございます。１

子育て支援の子育て支援の子育て支援の子育て支援の充実充実充実充実（１）子育て家庭（１）子育て家庭（１）子育て家庭（１）子育て家庭へへへへの支援といたしまして、１つの支援といたしまして、１つの支援といたしまして、１つの支援といたしまして、１つ目目目目のののの奈奈奈奈良県こども・子良県こども・子良県こども・子良県こども・子

育て支援育て支援育て支援育て支援推進推進推進推進会議運営事会議運営事会議運営事会議運営事業業業業では、平成２７年では、平成２７年では、平成２７年では、平成２７年４４４４月からの本月からの本月からの本月からの本格実格実格実格実施が施が施が施が想想想想定されております子定されております子定されております子定されております子

ども・子育て支援ども・子育て支援ども・子育て支援ども・子育て支援新制新制新制新制度の円滑な度の円滑な度の円滑な度の円滑な実実実実施に施に施に施に向向向向けたけたけたけた準備準備準備準備をををを進進進進めますとともに、本県の子育て支めますとともに、本県の子育て支めますとともに、本県の子育て支めますとともに、本県の子育て支

援策の援策の援策の援策の推進推進推進推進に関してに関してに関してに関して審審審審議するものでございます。議するものでございます。議するものでございます。議するものでございます。奈奈奈奈良県こども・子育て支援良県こども・子育て支援良県こども・子育て支援良県こども・子育て支援推進推進推進推進会議を運会議を運会議を運会議を運

営いたします。この第１営いたします。この第１営いたします。この第１営いたします。この第１回目回目回目回目のののの推進推進推進推進会議を７月１６日に開会議を７月１６日に開会議を７月１６日に開会議を７月１６日に開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。知知知知事を会長に、事を会長に、事を会長に、事を会長に、

子育て中の子育て中の子育て中の子育て中の母親や市町母親や市町母親や市町母親や市町村長など委員１２名村長など委員１２名村長など委員１２名村長など委員１２名全全全全員にご出席いただき、子育て支援のあり員にご出席いただき、子育て支援のあり員にご出席いただき、子育て支援のあり員にご出席いただき、子育て支援のあり方方方方にににに

ついてのついてのついてのついての意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行いました。今後、平成２６年度にかけまして、いました。今後、平成２６年度にかけまして、いました。今後、平成２６年度にかけまして、いました。今後、平成２６年度にかけまして、奈奈奈奈良県らしい子育て良県らしい子育て良県らしい子育て良県らしい子育て

支援のあり支援のあり支援のあり支援のあり方方方方を議を議を議を議論論論論し、し、し、し、新新新新しい県の子育て支援の総合しい県の子育て支援の総合しい県の子育て支援の総合しい県の子育て支援の総合的的的的なななな計画計画計画計画を策定することとしておりを策定することとしておりを策定することとしておりを策定することとしており

ます。会議のます。会議のます。会議のます。会議の進捗進捗進捗進捗につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、適適適適時、本委員会に報告させていただきながら時、本委員会に報告させていただきながら時、本委員会に報告させていただきながら時、本委員会に報告させていただきながら進進進進めてまめてまめてまめてま

いりたいと思いりたいと思いりたいと思いりたいと思っっっっておりますので、よろしくお願いいたします。ておりますので、よろしくお願いいたします。ておりますので、よろしくお願いいたします。ておりますので、よろしくお願いいたします。

次次次次世代世代世代世代育成支援対策育成支援対策育成支援対策育成支援対策推進推進推進推進事事事事業業業業では、県では、県では、県では、県内内内内の子育て関係の子育て関係の子育て関係の子育て関係団体や団体や団体や団体や学学学学識経験識経験識経験識経験者などにより者などにより者などにより者などにより構構構構成成成成

されるされるされるされる奈奈奈奈良県こども・子育て良県こども・子育て良県こども・子育て良県こども・子育て応応応応援県援県援県援県民民民民会議のご協力を得ながら、各会議のご協力を得ながら、各会議のご協力を得ながら、各会議のご協力を得ながら、各種種種種の子ども・子育て支の子ども・子育て支の子ども・子育て支の子ども・子育て支

援策を援策を援策を援策を推進推進推進推進してまいります。また、してまいります。また、してまいります。また、してまいります。また、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの未然未然未然未然防防防防止止止止及び及び及び及び児童児童児童児童の健の健の健の健ややややかな成長のため、かな成長のため、かな成長のため、かな成長のため、

親親親親の育の育の育の育児不児不児不児不安、安、安、安、負負負負担担担担感感感感をををを軽減軽減軽減軽減いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、親親親親がががが身近身近身近身近な地域のな地域のな地域のな地域の人人人人からの支からの支からの支からの支ええええを得て、を得て、を得て、を得て、

子育てに子育てに子育てに子育てに取取取取りりりり組む意欲や組む意欲や組む意欲や組む意欲や自自自自信信信信をををを高高高高めていくことができますよう、子育てに関するめていくことができますよう、子育てに関するめていくことができますよう、子育てに関するめていくことができますよう、子育てに関する情情情情報報報報提供提供提供提供

をををを充実充実充実充実するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、市町市町市町市町村の地域子育て支援村の地域子育て支援村の地域子育て支援村の地域子育て支援拠点拠点拠点拠点の運営のの運営のの運営のの運営の向向向向上などに上などに上などに上などに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいきまでいきまでいきまでいきま

す。す。す。す。

次の次の次の次の児童児童児童児童手当の手当の手当の手当の給給給給付では、付では、付では、付では、児童児童児童児童手当支手当支手当支手当支給額給額給額給額のうち、一部をのうち、一部をのうち、一部をのうち、一部を除除除除き、き、き、き、国国国国と地と地と地と地方方方方が２対１でが２対１でが２対１でが２対１で負負負負
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担するとされております担するとされております担するとされております担するとされております費費費費用について用について用について用について負負負負担するものでございます。担するものでございます。担するものでございます。担するものでございます。

（２）子育て（２）子育て（２）子育て（２）子育て環境環境環境環境のののの充実充実充実充実といたしまして、安といたしまして、安といたしまして、安といたしまして、安心心心心こどもこどもこどもこども基基基基金金金金積積積積立金でございますが、２月立金でございますが、２月立金でございますが、２月立金でございますが、２月

補正で、県で設置しております安補正で、県で設置しております安補正で、県で設置しております安補正で、県で設置しております安心心心心こどもこどもこどもこども基基基基金につきまして、金につきまして、金につきまして、金につきまして、国国国国補正予補正予補正予補正予算算算算等を等を等を等を活活活活用して保用して保用して保用して保

育所の育所の育所の育所の整備や整備や整備や整備や保育保育保育保育士士士士のののの処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善、地域の子育て支援の、地域の子育て支援の、地域の子育て支援の、地域の子育て支援の充実充実充実充実等、子どもを安等、子どもを安等、子どもを安等、子どもを安心心心心して育てるこして育てるこして育てるこして育てるこ

とができるとができるとができるとができる体制整備体制整備体制整備体制整備のための所要ののための所要ののための所要ののための所要の経費経費経費経費をををを国国国国からからからから交交交交付を受け、付を受け、付を受け、付を受け、基基基基金に金に金に金に積み増積み増積み増積み増しをいたしましをいたしましをいたしましをいたしま

した。した。した。した。

次の安次の安次の安次の安心心心心子育て支援対策事子育て支援対策事子育て支援対策事子育て支援対策事業業業業では、安では、安では、安では、安心心心心こどもこどもこどもこども基基基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民民民民間保育所の間保育所の間保育所の間保育所の新新新新

設、設、設、設、増増増増設等に要する設等に要する設等に要する設等に要する経費経費経費経費をををを市町市町市町市町村に村に村に村に助助助助成し、保育所の定員成し、保育所の定員成し、保育所の定員成し、保育所の定員増増増増によりましてによりましてによりましてによりまして待機児童待機児童待機児童待機児童の解の解の解の解消消消消

に努めてまいります。に努めてまいります。に努めてまいります。に努めてまいります。

２２２２ページページページページ、保育、保育、保育、保育士士士士等等等等処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善事事事事業業業業では、保育では、保育では、保育では、保育士士士士のののの人材確人材確人材確人材確保対策を保対策を保対策を保対策を推進推進推進推進する一する一する一する一環環環環といたしといたしといたしといたし

まして育まして育まして育まして育士士士士等の等の等の等の処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善、、、、具体的具体的具体的具体的にはにはにはには賃賃賃賃金の金の金の金の改善改善改善改善にににに取取取取りりりり組む民組む民組む民組む民間保育所に対しまして間保育所に対しまして間保育所に対しまして間保育所に対しまして助助助助成成成成

するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

保育対策等保育対策等保育対策等保育対策等促進促進促進促進事事事事業費業費業費業費補補補補助助助助では、保では、保では、保では、保護護護護者の者の者の者の就就就就労労労労形態形態形態形態の多の多の多の多様様様様化等に化等に化等に化等に伴伴伴伴う多う多う多う多様様様様な保育な保育な保育な保育ニーズニーズニーズニーズ

に対に対に対に対応応応応するため、するため、するため、するため、病児病児病児病児・・・・病病病病後後後後児児児児保育保育保育保育や延や延や延や延長保育などに要します長保育などに要します長保育などに要します長保育などに要します経費経費経費経費をををを市町市町市町市町村に対して村に対して村に対して村に対して助助助助成成成成

するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

放放放放課後課後課後課後児童児童児童児童健健健健全全全全育成事育成事育成事育成事業費業費業費業費補補補補助助助助では、保では、保では、保では、保護護護護者が者が者が者が働働働働いているなどいているなどいているなどいているなど昼昼昼昼間家庭にいない、おお間家庭にいない、おお間家庭にいない、おお間家庭にいない、おお

むねむねむねむね小学校３年生までを対小学校３年生までを対小学校３年生までを対小学校３年生までを対象象象象とするとするとするとする放放放放課後課後課後課後児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブの運営に要するの運営に要するの運営に要するの運営に要する経費経費経費経費をををを助助助助成するもの成するもの成するもの成するもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、（３）（３）（３）（３）ひひひひとりとりとりとり親親親親家庭家庭家庭家庭へへへへの支援といたしまして、３の支援といたしまして、３の支援といたしまして、３の支援といたしまして、３ページページページページ、、、、母母母母子家庭の子家庭の子家庭の子家庭の母母母母等等等等

のののの就業就業就業就業支援事支援事支援事支援事業業業業では、では、では、では、母母母母子家庭の子家庭の子家庭の子家庭の母や父母や父母や父母や父子家庭の子家庭の子家庭の子家庭の父父父父等が等が等が等が経済的経済的経済的経済的な自立な自立な自立な自立やややや生生生生活向活向活向活向上を上を上を上を図図図図れまれまれまれま

すよう、すよう、すよう、すよう、奈奈奈奈良県良県良県良県母母母母子家庭等子家庭等子家庭等子家庭等就業就業就業就業自立支援自立支援自立支援自立支援センターセンターセンターセンター、、、、通称スマイルセンター通称スマイルセンター通称スマイルセンター通称スマイルセンターにおきましてにおきましてにおきましてにおきまして就就就就

業相談業相談業相談業相談、、、、就業就業就業就業支援支援支援支援講講講講習会の習会の習会の習会の実実実実施、施、施、施、情情情情報報報報提供提供提供提供などをなどをなどをなどを行行行行い、い、い、い、就業就業就業就業による自立を支援いたします。による自立を支援いたします。による自立を支援いたします。による自立を支援いたします。

次に、２次に、２次に、２次に、２児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待対策の対策の対策の対策の充実充実充実充実といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待防防防防止推進止推進止推進止推進事事事事業業業業では、では、では、では、深刻深刻深刻深刻化す化す化す化す

るるるる児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待に対に対に対に対応応応応いたしますため、安いたしますため、安いたしますため、安いたしますため、安心心心心こどもこどもこどもこども基基基基金等を金等を金等を金等を活活活活用して用して用して用して児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待の防の防の防の防止止止止にににに向向向向けたけたけたけた

各各各各種種種種のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを実実実実施いたします。施いたします。施いたします。施いたします。

次の中次の中次の中次の中央央央央こども家庭こども家庭こども家庭こども家庭相談センター整備相談センター整備相談センター整備相談センター整備事事事事業業業業では、中では、中では、中では、中央央央央こども家庭こども家庭こども家庭こども家庭相談センター相談センター相談センター相談センターにおきまにおきまにおきまにおきま

してしてしてして児童相談機能児童相談機能児童相談機能児童相談機能のののの充実充実充実充実をををを図図図図りますとともに、一時保りますとともに、一時保りますとともに、一時保りますとともに、一時保護児童護児童護児童護児童に対してに対してに対してに対して心温心温心温心温まるきめまるきめまるきめまるきめ細や細や細や細やかかかか

ななななケアケアケアケアを一を一を一を一層推進層推進層推進層推進いたしますために、いたしますために、いたしますために、いたしますために、老朽老朽老朽老朽化しています施設を化しています施設を化しています施設を化しています施設を整備整備整備整備するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

平成２平成２平成２平成２４４４４年度に年度に年度に年度に工工工工事を事を事を事を着着着着手し、一部平成２５年手し、一部平成２５年手し、一部平成２５年手し、一部平成２５年９９９９月から月から月から月から供供供供用しながら、最終用しながら、最終用しながら、最終用しながら、最終的的的的には平成２には平成２には平成２には平成２

６年１月の６年１月の６年１月の６年１月の整備完整備完整備完整備完了を予定しております。了を予定しております。了を予定しております。了を予定しております。
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次の次の次の次の児童養護児童養護児童養護児童養護施設等施設等施設等施設等措措措措置置置置費費費費でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、児童養護児童養護児童養護児童養護施設施設施設施設や乳児院や乳児院や乳児院や乳児院にににに入入入入所しています要所しています要所しています要所しています要

保保保保護児童護児童護児童護児童等の保等の保等の保等の保護護護護に係るに係るに係るに係る経費経費経費経費をををを負負負負担しております。担しております。担しております。担しております。

児童養護児童養護児童養護児童養護施設等施設等施設等施設等キャリアアップキャリアアップキャリアアップキャリアアップ事事事事業業業業では、では、では、では、児童養護児童養護児童養護児童養護施設等の職員の施設等の職員の施設等の職員の施設等の職員の処遇処遇処遇処遇対対対対応応応応力力力力向向向向上のた上のた上のた上のた

めのめのめのめの研修研修研修研修をををを実実実実施するものでございます。施するものでございます。施するものでございます。施するものでございます。

４ページ４ページ４ページ４ページ、３女性の、３女性の、３女性の、３女性の就就就就労支援等の労支援等の労支援等の労支援等の推進推進推進推進（１）女性の（１）女性の（１）女性の（１）女性の就就就就労支援といたしまして、子育て女労支援といたしまして、子育て女労支援といたしまして、子育て女労支援といたしまして、子育て女

性性性性就就就就職支援事職支援事職支援事職支援事業業業業では、では、では、では、奈奈奈奈良労良労良労良労働働働働会会会会館内館内館内館内の子育て女性の子育て女性の子育て女性の子育て女性就就就就職職職職相談窓相談窓相談窓相談窓口におきまして口におきまして口におきまして口におきまして就就就就職職職職相談や相談や相談や相談や

情情情情報報報報提供提供提供提供をををを行行行行いますとともに、いますとともに、いますとともに、いますとともに、就就就就職職職職や起業や起業や起業や起業をををを目指目指目指目指す女性を対す女性を対す女性を対す女性を対象象象象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セミナーセミナーセミナーセミナー等等等等

をををを実実実実施し、施し、施し、施し、就就就就労に労に労に労に向向向向けての支援にけての支援にけての支援にけての支援に取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでまいります。でまいります。でまいります。でまいります。

ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランス推進バランス推進バランス推進バランス推進事事事事業業業業では、では、では、では、経済団体や経済団体や経済団体や経済団体や労労労労働働働働者者者者団体団体団体団体等と連等と連等と連等と連携携携携いたしましていたしましていたしましていたしまして

ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランス実践バランス実践バランス実践バランス実践のためののためののためののためのセミナーセミナーセミナーセミナーを開を開を開を開催催催催いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、実践マニュ実践マニュ実践マニュ実践マニュ

アルアルアルアルをををを作作作作成して事成して事成して事成して事業業業業所の所の所の所の取取取取りりりり組み組み組み組みを支援し、を支援し、を支援し、を支援し、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環境づ場環境づ場環境づ場環境づくりをくりをくりをくりを推進推進推進推進してまいりしてまいりしてまいりしてまいり

ます。ます。ます。ます。

（２）女性（２）女性（２）女性（２）女性相談相談相談相談保保保保護護護護対策の対策の対策の対策の推進推進推進推進といたしまして、女性といたしまして、女性といたしまして、女性といたしまして、女性相談相談相談相談対策事対策事対策事対策事業業業業ではではではでは暴暴暴暴力力力力被被被被害女性の害女性の害女性の害女性の

保保保保護護護護及び要保及び要保及び要保及び要保護護護護女子の支援を女子の支援を女子の支援を女子の支援を目的目的目的目的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相談相談相談相談、一時保、一時保、一時保、一時保護護護護をををを行行行行いますとともに、いますとともに、いますとともに、いますとともに、経経経経

済的済的済的済的、、、、社社社社会会会会的的的的、または家庭、または家庭、または家庭、または家庭的的的的にににに不不不不安安安安や悩みや悩みや悩みや悩みをををを抱え抱え抱え抱える女性の一る女性の一る女性の一る女性の一般相談般相談般相談般相談をををを行行行行うものでございまうものでございまうものでございまうものでございま

す。す。す。す。

次の次の次の次のＤＶ相談ＤＶ相談ＤＶ相談ＤＶ相談支援事支援事支援事支援事業業業業では、では、では、では、市町市町市町市町村等の村等の村等の村等の相談窓相談窓相談窓相談窓口を口を口を口を強強強強化するため、化するため、化するため、化するため、相談相談相談相談員員員員研修研修研修研修をををを実実実実施い施い施い施い

たしますとともに、たしますとともに、たしますとともに、たしますとともに、デートＤＶデートＤＶデートＤＶデートＤＶについてのについてのについてのについてのメール相談窓メール相談窓メール相談窓メール相談窓口を口を口を口を新新新新たに設置するものでございたに設置するものでございたに設置するものでございたに設置するものでござい

ます。ます。ます。ます。

ＤＶＤＶＤＶＤＶ予防予防予防予防啓発啓発啓発啓発事事事事業業業業でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、ＤＶ被ＤＶ被ＤＶ被ＤＶ被害を害を害を害を未然未然未然未然に防に防に防に防止止止止するため、するため、するため、するため、民民民民間の間の間の間のノウハウノウハウノウハウノウハウをををを

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、高高高高校生等を対校生等を対校生等を対校生等を対象象象象といたしました出前といたしました出前といたしました出前といたしました出前講座講座講座講座をををを実実実実施し、施し、施し、施し、若若若若いいいい世代世代世代世代のうちかのうちかのうちかのうちか

ら男女間のら男女間のら男女間のら男女間の暴暴暴暴力防力防力防力防止止止止のののの意識醸意識醸意識醸意識醸成を成を成を成を図図図図るものでございます。るものでございます。るものでございます。るものでございます。

１０１０１０１０ページページページページ、、、、組織組織組織組織力の力の力の力の向向向向上と健上と健上と健上と健全全全全化、２化、２化、２化、２財財財財政の健政の健政の健政の健全全全全化についてでございます。化についてでございます。化についてでございます。化についてでございます。償還償還償還償還協力協力協力協力

員の配置では、員の配置では、員の配置では、員の配置では、母母母母子子子子寡婦寡婦寡婦寡婦福祉福祉福祉福祉資資資資金金金金貸貸貸貸付金の付金の付金の付金の貸貸貸貸付付付付原資原資原資原資をををを確確確確保いたしますために、保いたしますために、保いたしますために、保いたしますために、償還償還償還償還金の金の金の金の未未未未

収収収収金について、金について、金について、金について、償還業償還業償還業償還業務の務の務の務の経験経験経験経験がある協力員を配置し、対策をがある協力員を配置し、対策をがある協力員を配置し、対策をがある協力員を配置し、対策を強強強強化するものでございます。化するものでございます。化するものでございます。化するものでございます。

最後に、平成２５年６月定例県議会最後に、平成２５年６月定例県議会最後に、平成２５年６月定例県議会最後に、平成２５年６月定例県議会提提提提出予出予出予出予算案算案算案算案の概要でございますけれども、こども・の概要でございますけれども、こども・の概要でございますけれども、こども・の概要でございますけれども、こども・

女性局といたしましては職員女性局といたしましては職員女性局といたしましては職員女性局といたしましては職員給与費給与費給与費給与費のののの減額減額減額減額ののののみみみみでございますので、でございますので、でございますので、でございますので、説明説明説明説明をををを省略省略省略省略させていたさせていたさせていたさせていた

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

以上が、こども・女性局に係ります施策の概要でございます。よろしくお願いいたしま以上が、こども・女性局に係ります施策の概要でございます。よろしくお願いいたしま以上が、こども・女性局に係ります施策の概要でございます。よろしくお願いいたしま以上が、こども・女性局に係ります施策の概要でございます。よろしくお願いいたしま

す。す。す。す。
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○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 地域振興部教育振興課所管の主要施策の概要につきまして、地域振興部教育振興課所管の主要施策の概要につきまして、地域振興部教育振興課所管の主要施策の概要につきまして、地域振興部教育振興課所管の主要施策の概要につきまして、説明説明説明説明ささささ

せていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。資料資料資料資料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、、、、「「「「子育て支援・少子化対策特別委員会（初度委子育て支援・少子化対策特別委員会（初度委子育て支援・少子化対策特別委員会（初度委子育て支援・少子化対策特別委員会（初度委

員会）員会）員会）員会）資料資料資料資料、平成２５年度主要施策の概要、平成２５年度主要施策の概要、平成２５年度主要施策の概要、平成２５年度主要施策の概要」」」」でございます。でございます。でございます。でございます。

５５５５ページページページページ、くらしの、くらしの、くらしの、くらしの向向向向上上上上［［［［学びの支援学びの支援学びの支援学びの支援］］］］（（（（９９９９）私学の振興でございます。この３）私学の振興でございます。この３）私学の振興でございます。この３）私学の振興でございます。この３点点点点につにつにつにつ

きましてきましてきましてきまして説明説明説明説明させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

ままままずずずず、１、１、１、１点目点目点目点目、私立、私立、私立、私立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園教育教育教育教育経常費経常費経常費経常費補補補補助助助助金でございますが、私立金でございますが、私立金でございますが、私立金でございますが、私立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園の果たすの果たすの果たすの果たすべべべべきききき

重重重重要な要な要な要な役割役割役割役割にかにかにかにかんんんんががががみみみみ、私立、私立、私立、私立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園の教育の教育の教育の教育条条条条件件件件のののの維持維持維持維持向向向向上及び上及び上及び上及び園児園児園児園児のののの就就就就学上の学上の学上の学上の経済的負経済的負経済的負経済的負担担担担

をををを軽減軽減軽減軽減するため、私立するため、私立するため、私立するため、私立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園を設置する学校を設置する学校を設置する学校を設置する学校法人法人法人法人に対してに対してに対してに対して経常費経常費経常費経常費の補の補の補の補助助助助をををを行行行行うものでござうものでござうものでござうものでござ

います。います。います。います。

２２２２点目点目点目点目、、、、心身心身心身心身障害障害障害障害児児児児教育振興教育振興教育振興教育振興費費費費補補補補助助助助金につきましては、金につきましては、金につきましては、金につきましては、心身心身心身心身に障害をに障害をに障害をに障害を持持持持つつつつ園児園児園児園児２名以上２名以上２名以上２名以上

がががが在在在在園園園園する私立する私立する私立する私立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園が職員をが職員をが職員をが職員を加加加加配する配する配する配する場場場場合等につきまして、設置する学校合等につきまして、設置する学校合等につきまして、設置する学校合等につきまして、設置する学校法人法人法人法人に対してに対してに対してに対して

助助助助成を成を成を成を行行行行うものでございます。うものでございます。うものでございます。うものでございます。

３３３３点目点目点目点目、教育、教育、教育、教育改改改改革革革革推進推進推進推進特別特別特別特別経費経費経費経費補補補補助助助助金でございますが、各私立金でございますが、各私立金でございますが、各私立金でございますが、各私立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園がががが通常通常通常通常の保育時間の保育時間の保育時間の保育時間

をををを超超超超ええええてててて預預預預かり保育をかり保育をかり保育をかり保育を実実実実施する施する施する施する場場場場合、私立合、私立合、私立合、私立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園の設置する学校の設置する学校の設置する学校の設置する学校法人法人法人法人に対してに対してに対してに対して必必必必要な補要な補要な補要な補助助助助、、、、

助助助助成を成を成を成を行行行行うものでございます。うものでございます。うものでございます。うものでございます。

以上が、地域振興部教育振興課所管の主要施策でございます。よろしくお願いします。以上が、地域振興部教育振興課所管の主要施策でございます。よろしくお願いします。以上が、地域振興部教育振興課所管の主要施策でございます。よろしくお願いします。以上が、地域振興部教育振興課所管の主要施策でございます。よろしくお願いします。

○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長○有本障害福祉課長 それでは、健康福祉部障害福祉課の平成２５年度当初予それでは、健康福祉部障害福祉課の平成２５年度当初予それでは、健康福祉部障害福祉課の平成２５年度当初予それでは、健康福祉部障害福祉課の平成２５年度当初予算算算算の主要事の主要事の主要事の主要事

業業業業の概要につきまして、ごの概要につきまして、ごの概要につきまして、ごの概要につきまして、ご説明説明説明説明申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。

資料資料資料資料の６の６の６の６ページページページページ、政策課、政策課、政策課、政策課題題題題、くらしの、くらしの、くらしの、くらしの向向向向上のうち、福祉の上のうち、福祉の上のうち、福祉の上のうち、福祉の充実充実充実充実でございます。１障害者でございます。１障害者でございます。１障害者でございます。１障害者

支援の支援の支援の支援の充実充実充実充実（１）障害者の生（１）障害者の生（１）障害者の生（１）障害者の生活活活活のののの質質質質のののの向向向向上といたしまして、１つ上といたしまして、１つ上といたしまして、１つ上といたしまして、１つ目目目目の障害の障害の障害の障害児児児児地域地域地域地域療療療療育育育育体制体制体制体制

整備整備整備整備事事事事業業業業は、障害は、障害は、障害は、障害児児児児がががが身近身近身近身近な地域でな地域でな地域でな地域で必必必必要とする要とする要とする要とする質質質質のののの高高高高いいいい療療療療育を受けられる育を受けられる育を受けられる育を受けられる体制づ体制づ体制づ体制づくりをくりをくりをくりを目目目目

指指指指し、障害し、障害し、障害し、障害児児児児療療療療育の支援者による育の支援者による育の支援者による育の支援者による情情情情報報報報共共共共有等を有等を有等を有等を図図図図るためのるためのるためのるための推進推進推進推進会議の設置・運営、会議の設置・運営、会議の設置・運営、会議の設置・運営、訪問訪問訪問訪問・・・・

外外外外来来来来によるによるによるによる療療療療育育育育指指指指導導導導、また、、また、、また、、また、医医医医学学学学的的的的支援が支援が支援が支援が必必必必要な要な要な要な発発発発達達達達障害障害障害障害児児児児に対するに対するに対するに対する療療療療育支援、地域支援育支援、地域支援育支援、地域支援育支援、地域支援

機能機能機能機能をををを充実充実充実充実するためするためするためするため児童発児童発児童発児童発達達達達支援支援支援支援センターセンターセンターセンターににににココココーデーデーデーディネィネィネィネーターーターーターーターを設置するなど、これまでを設置するなど、これまでを設置するなど、これまでを設置するなど、これまで

のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを踏踏踏踏ままままええええつつ、地域つつ、地域つつ、地域つつ、地域療療療療育育育育機機機機関の連関の連関の連関の連携強携強携強携強化と化と化と化と専門専門専門専門的的的的、広域、広域、広域、広域的的的的なななな指指指指導導導導、支援を、支援を、支援を、支援を行行行行うううう

ものであります。ものであります。ものであります。ものであります。

次に、県立障害福祉施設次に、県立障害福祉施設次に、県立障害福祉施設次に、県立障害福祉施設建替建替建替建替整備基整備基整備基整備基本本本本計画計画計画計画策定事策定事策定事策定事業業業業は、県立障害は、県立障害は、県立障害は、県立障害児児児児施設である施設である施設である施設である登美登美登美登美学学学学園園園園

とととと筒筒筒筒井井井井寮寮寮寮のののの建建建建てかてかてかてかえ整備え整備え整備え整備をををを進進進進めていくため、めていくため、めていくため、めていくため、昨昨昨昨年度策定した年度策定した年度策定した年度策定した基基基基本本本本構想構想構想構想をもとに、よりをもとに、よりをもとに、よりをもとに、より具体具体具体具体

的的的的なななな内容内容内容内容のののの検検検検討討討討をををを行行行行い、い、い、い、基基基基本本本本計画計画計画計画をををを作作作作成するものであります。成するものであります。成するものであります。成するものであります。

続きまして、７続きまして、７続きまして、７続きまして、７ページページページページ、、、、（２）障害者の（２）障害者の（２）障害者の（２）障害者の就就就就労と労と労と労と社社社社会会会会参参参参加加加加のののの促進促進促進促進でございます。なら障害でございます。なら障害でございます。なら障害でございます。なら障害
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者者者者「「「「はたらくはたらくはたらくはたらく」推進」推進」推進」推進事事事事業業業業は、障害者雇用のは、障害者雇用のは、障害者雇用のは、障害者雇用の促進促進促進促進にににに向向向向け、け、け、け、引引引引き続き特別支援学校のき続き特別支援学校のき続き特別支援学校のき続き特別支援学校の新新新新卒卒卒卒者等者等者等者等

にににに重重重重点点点点を置いたを置いたを置いたを置いた就就就就労支援に労支援に労支援に労支援に取取取取りりりり組む組む組む組むとともに、県とともに、県とともに、県とともに、県内内内内各各各各界界界界をををを代表代表代表代表とするとするとするとする方方方方 々々々々による障害者政による障害者政による障害者政による障害者政

策策策策推進トップフ推進トップフ推進トップフ推進トップフォォォォーラーラーラーラムムムムを開を開を開を開催催催催するなど、するなど、するなど、するなど、企企企企業業業業等との連等との連等との連等との連携強携強携強携強化を化を化を化を図図図図りつつ、福祉、教育、りつつ、福祉、教育、りつつ、福祉、教育、りつつ、福祉、教育、

雇用等が一雇用等が一雇用等が一雇用等が一体体体体となとなとなとなっっっったたたた就就就就労支援労支援労支援労支援体制体制体制体制のののの構構構構築築築築をををを目指目指目指目指すものであります。すものであります。すものであります。すものであります。

次に次に次に次に、、、、（３）障害者の安（３）障害者の安（３）障害者の安（３）障害者の安心心心心のののの確確確確保でございます。障害保でございます。障害保でございます。障害保でございます。障害児児児児補補補補聴器購聴器購聴器購聴器購入助入助入助入助成事成事成事成事業業業業は、は、は、は、身体身体身体身体障障障障

害者手害者手害者手害者手帳帳帳帳の対の対の対の対象象象象とならない中・とならない中・とならない中・とならない中・軽軽軽軽度の度の度の度の難聴難聴難聴難聴児児児児に対して、補に対して、補に対して、補に対して、補聴器聴器聴器聴器のののの早早早早期期期期着着着着用により用により用により用により聴聴聴聴力の力の力の力の向向向向

上、言上、言上、言上、言語語語語のののの発発発発達達達達等を等を等を等を促促促促し、し、し、し、難聴難聴難聴難聴児児児児の健の健の健の健全全全全なななな発発発発達達達達を支援するため、補を支援するため、補を支援するため、補を支援するため、補聴器購聴器購聴器購聴器購入費入費入費入費用の一用の一用の一用の一分助分助分助分助

成を成を成を成を行行行行うものであります。うものであります。うものであります。うものであります。

以上で障害福祉課の以上で障害福祉課の以上で障害福祉課の以上で障害福祉課の説明説明説明説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 医療医療医療医療政策部保健予防課の主要施策の概要について政策部保健予防課の主要施策の概要について政策部保健予防課の主要施策の概要について政策部保健予防課の主要施策の概要について説明説明説明説明させていたださせていたださせていたださせていただ

きます。きます。きます。きます。

「「「「子育て支援・少子化対策特別委員会（初度委員会）子育て支援・少子化対策特別委員会（初度委員会）子育て支援・少子化対策特別委員会（初度委員会）子育て支援・少子化対策特別委員会（初度委員会）資料資料資料資料、平成２５年度主要施策の概、平成２５年度主要施策の概、平成２５年度主要施策の概、平成２５年度主要施策の概

要要要要」」」」の８の８の８の８ページページページページ、、、、母母母母子保健の子保健の子保健の子保健の充実充実充実充実といたしまして、まといたしまして、まといたしまして、まといたしまして、まずずずずＨＴＬＨＴＬＨＴＬＨＴＬＶＶＶＶ－－－－１につきまして、こち１につきまして、こち１につきまして、こち１につきまして、こち

らはらはらはらは人人人人にににに感感感感染染染染しますしますしますしますウイルスウイルスウイルスウイルスの一の一の一の一種種種種でございまして、成でございまして、成でございまして、成でございまして、成人人人人ＴＴＴＴ細細細細胞白血胞白血胞白血胞白血病病病病等の等の等の等の病病病病気気気気のののの原原原原因因因因とととと

なるなるなるなる病原病原病原病原性のある性のある性のある性のあるウイルスウイルスウイルスウイルスでございますけれども、これのでございますけれども、これのでございますけれども、これのでございますけれども、これの母母母母子子子子感感感感染染染染予防の予防の予防の予防の徹底徹底徹底徹底、そして、そして、そして、そして将将将将

来へ来へ来へ来へのののの不不不不安を解安を解安を解安を解消消消消するためのするためのするためのするための相談体制相談体制相談体制相談体制をををを整備整備整備整備いたします事いたします事いたします事いたします事業業業業といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、ＨＴＬＨＴＬＨＴＬＨＴＬＶＶＶＶ－－－－

１１１１検検検検査事査事査事査事業業業業でございます。でございます。でございます。でございます。

次に、次に、次に、次に、母母母母子保健子保健子保健子保健検検検検査事査事査事査事業業業業でございますけれども、生まれて間もないすでございますけれども、生まれて間もないすでございますけれども、生まれて間もないすでございますけれども、生まれて間もないすべべべべてのてのてのての赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんんをををを

対対対対象象象象といたしまして、先といたしまして、先といたしまして、先といたしまして、先天天天天性の性の性の性の病病病病気気気気をををを早早早早期に期に期に期に発見発見発見発見するためのするためのするためのするための検検検検査、先査、先査、先査、先天天天天性性性性代代代代謝異謝異謝異謝異常常常常検検検検査を査を査を査を

行っ行っ行っ行っております。今年度より多くのております。今年度より多くのております。今年度より多くのております。今年度より多くの病病病病気気気気を一度にを一度にを一度にを一度に検検検検査できます査できます査できます査できますタンデタンデタンデタンデムムムムマス法マス法マス法マス法をををを導導導導入入入入いたいたいたいた

しまして、これまでしまして、これまでしまして、これまでしまして、これまで発見発見発見発見できなかできなかできなかできなかっっっったたたた病病病病気気気気をををを検検検検査し、査し、査し、査し、早早早早期期期期発見発見発見発見することで１することで１することで１することで１９９９９のののの病病病病気気気気をををを治治治治

療療療療につなげることができるようになにつなげることができるようになにつなげることができるようになにつなげることができるようになっっっったということでございます。たということでございます。たということでございます。たということでございます。

次に、次に、次に、次に、不不不不妊治療妊治療妊治療妊治療のうち特定のうち特定のうち特定のうち特定不不不不妊治療妊治療妊治療妊治療を受けられましたを受けられましたを受けられましたを受けられました方方方方を対を対を対を対象象象象といたしまして、そのといたしまして、そのといたしまして、そのといたしまして、その経経経経

済的負済的負済的負済的負担の担の担の担の軽減軽減軽減軽減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、治療治療治療治療費費費費の一部をの一部をの一部をの一部を助助助助成いたします成いたします成いたします成いたします不不不不妊妊妊妊にににに悩む方へ悩む方へ悩む方へ悩む方への特定の特定の特定の特定治治治治

療療療療支援事支援事支援事支援事業業業業でございます。でございます。でございます。でございます。

最後に、小さな最後に、小さな最後に、小さな最後に、小さな命命命命のののの““““もしももしももしももしも””””事事事事業業業業ということでございます。こちらにつきましては、ということでございます。こちらにつきましては、ということでございます。こちらにつきましては、ということでございます。こちらにつきましては、

初初初初回回回回妊娠判妊娠判妊娠判妊娠判定受定受定受定受診診診診料料料料のののの公公公公費負費負費負費負担補担補担補担補助助助助、そして、そして、そして、そして妊娠妊娠妊娠妊娠に関しますに関しますに関しますに関します悩み悩み悩み悩みに対に対に対に対応応応応するするするする電話電話電話電話相談相談相談相談、そ、そ、そ、そ

して学校と連して学校と連して学校と連して学校と連携携携携しました思しました思しました思しました思春春春春期保健対策の期保健対策の期保健対策の期保健対策の充実充実充実充実などの事などの事などの事などの事業業業業をををを進進進進めておるところでございまめておるところでございまめておるところでございまめておるところでございま

す。す。す。す。

保健予防課の事保健予防課の事保健予防課の事保健予防課の事業業業業については以上でございます。については以上でございます。については以上でございます。については以上でございます。
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○森青少年・生涯学習課長○森青少年・生涯学習課長○森青少年・生涯学習課長○森青少年・生涯学習課長 くらし創造部青少年・生涯学習課所管の事くらし創造部青少年・生涯学習課所管の事くらし創造部青少年・生涯学習課所管の事くらし創造部青少年・生涯学習課所管の事業業業業についてについてについてについて説明説明説明説明いいいい

たします。たします。たします。たします。

５５５５ページページページページ、家庭・地域・学校の協、家庭・地域・学校の協、家庭・地域・学校の協、家庭・地域・学校の協働働働働による教育のによる教育のによる教育のによる教育の充実充実充実充実のうちのうちのうちのうち、、、、（２）地域の教育力を（２）地域の教育力を（２）地域の教育力を（２）地域の教育力を充充充充

実実実実するするするする取取取取りりりり組み組み組み組みでございます。までございます。までございます。までございます。まず新規ず新規ず新規ず新規事事事事業業業業で、子どもとで、子どもとで、子どもとで、子どもと大大大大人人人人でつくる地域のつながり事でつくる地域のつながり事でつくる地域のつながり事でつくる地域のつながり事

業業業業でございます。でございます。でございます。でございます。奈奈奈奈良県の子どもたちは良県の子どもたちは良県の子どもたちは良県の子どもたちは規規規規範範範範性性性性やややや自主性、自主性、自主性、自主性、社社社社会性が会性が会性が会性が低低低低いと言われておりまいと言われておりまいと言われておりまいと言われておりま

すが、それは子どもとすが、それは子どもとすが、それは子どもとすが、それは子どもと大大大大人人人人、子どもと地域のつながりが、子どもと地域のつながりが、子どもと地域のつながりが、子どもと地域のつながりが希薄希薄希薄希薄化しており、地域で子どもを化しており、地域で子どもを化しており、地域で子どもを化しており、地域で子どもを

育てる力が育てる力が育てる力が育てる力が低下低下低下低下していることによると思われます。このしていることによると思われます。このしていることによると思われます。このしていることによると思われます。この希薄希薄希薄希薄化したつながりを化したつながりを化したつながりを化したつながりを取取取取りりりり戻戻戻戻すたすたすたすた

めに、めに、めに、めに、大大大大人人人人と子どもがと子どもがと子どもがと子どもが文文文文化、化、化、化、ススススポポポポーーーーツツツツ、野、野、野、野外外外外活活活活動動動動などを一などを一などを一などを一緒緒緒緒にににに体験体験体験体験し、し、し、し、交交交交流流流流をををを図図図図るるるる機機機機会が会が会が会が

必必必必要でございます。そのようなつながる要でございます。そのようなつながる要でございます。そのようなつながる要でございます。そのようなつながる機機機機会を会を会を会をふふふふややややし、し、し、し、大大大大人人人人の子どもの子どもの子どもの子どもへへへへの関の関の関の関心心心心をををを高高高高め、地め、地め、地め、地

域で子どもを育てる力を域で子どもを育てる力を域で子どもを育てる力を域で子どもを育てる力を強強強強化いたします。この事化いたします。この事化いたします。この事化いたします。この事業業業業は事は事は事は事業提案業提案業提案業提案型型型型ととととププププログログログログララララムムムム提供提供提供提供型型型型の２の２の２の２

つから成つから成つから成つから成っっっっておりまして、まておりまして、まておりまして、まておりまして、まずずずず事事事事業提案業提案業提案業提案型型型型でございますが、地域の特でございますが、地域の特でございますが、地域の特でございますが、地域の特徴徴徴徴を生かしたを生かしたを生かしたを生かした独独独独自の自の自の自の

取取取取りりりり組み組み組み組み、他の地域の、他の地域の、他の地域の、他の地域のモモモモデルデルデルデルになるようなになるようなになるようなになるような取取取取りりりり組み組み組み組みをををを公募公募公募公募いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、審審審審査を査を査を査を経経経経て決定て決定て決定て決定

したものに補したものに補したものに補したものに補助助助助するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。実実実実施日施日施日施日数数数数にににに応応応応じて５じて５じて５じて５万万万万円から１５円から１５円から１５円から１５万万万万円の補円の補円の補円の補助助助助、補、補、補、補

助助助助率率率率は２は２は２は２分分分分の１でございます。また、の１でございます。また、の１でございます。また、の１でございます。また、ププププログログログログララララムムムム提供提供提供提供型型型型は、は、は、は、活活活活動動動動ププププログログログログララララムムムムを紹介したりを紹介したりを紹介したりを紹介したり

アアアアドドドドバイバイバイバイザザザザーーーーをををを派遣派遣派遣派遣することで地域のすることで地域のすることで地域のすることで地域の取取取取りりりり組み組み組み組みを支援し、また、を支援し、また、を支援し、また、を支援し、また、実実実実施に施に施に施に必必必必要な施設要な施設要な施設要な施設使使使使用用用用料料料料

等を補等を補等を補等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。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、ライフスライフスライフスライフステテテテージージージージにににに応応応応じた学びの支援のうち、じた学びの支援のうち、じた学びの支援のうち、じた学びの支援のうち、新規新規新規新規事事事事業業業業で野で野で野で野外外外外活活活活動動動動センターセンターセンターセンター

食食食食事事事事環境充実環境充実環境充実環境充実事事事事業業業業でございます。野でございます。野でございます。野でございます。野外外外外活活活活動動動動センターセンターセンターセンターののののココココンセプトンセプトンセプトンセプトは、子どもからは、子どもからは、子どもからは、子どもから大大大大人人人人までまでまでまで

幅幅幅幅広い年広い年広い年広い年代代代代のののの人人人人 々々々々が、が、が、が、豊豊豊豊かな自かな自かな自かな自然然然然の中での野の中での野の中での野の中での野外外外外活活活活動動動動をををを通通通通して日して日して日して日常常常常ではではではでは味味味味わわわわええええないないないない充実充実充実充実したしたしたした

時間を時間を時間を時間を過過過過ごし、ごし、ごし、ごし、満足満足満足満足感感感感を得られる施設でございます。そのためには、を得られる施設でございます。そのためには、を得られる施設でございます。そのためには、を得られる施設でございます。そのためには、ププププログログログログララララムムムムのののの充実充実充実充実をををを

図図図図りますとともに学校及び家りますとともに学校及び家りますとともに学校及び家りますとともに学校及び家族族族族やややや小小小小ググググループループループループの多の多の多の多様様様様なななな利利利利用を用を用を用を促進促進促進促進するするするする必必必必要があり、要があり、要があり、要があり、宿泊宿泊宿泊宿泊環環環環

境境境境、、、、食食食食事事事事環境環境環境環境のののの充実充実充実充実にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいるところでございます。平成２５年度は、野でいるところでございます。平成２５年度は、野でいるところでございます。平成２５年度は、野でいるところでございます。平成２５年度は、野外外外外活活活活動動動動セセセセ

ンターンターンターンター食食食食事事事事環境環境環境環境のののの充実充実充実充実にににに向向向向けた自けた自けた自けた自炊炊炊炊場や場や場や場や土間の土間の土間の土間の改修改修改修改修等を等を等を等を実実実実施いたします。施いたします。施いたします。施いたします。

続きまして、青少年続きまして、青少年続きまして、青少年続きまして、青少年社社社社会会会会的的的的自立支援事自立支援事自立支援事自立支援事業業業業でございます。青少年のでございます。青少年のでございます。青少年のでございます。青少年の社社社社会会会会的的的的自立の自立の自立の自立の促進促進促進促進ととととニニニニ

ートートートート、、、、ひひひひきこもり等きこもり等きこもり等きこもり等へへへへの支援を総合の支援を総合の支援を総合の支援を総合的的的的にににに推進推進推進推進するものでございます。３つの事するものでございます。３つの事するものでございます。３つの事するものでございます。３つの事業業業業がございがございがございがござい

ます。１つます。１つます。１つます。１つ目目目目は子ども・は子ども・は子ども・は子ども・若若若若者支援委者支援委者支援委者支援委託託託託事事事事業業業業です。です。です。です。ひひひひきこもり等のきこもり等のきこもり等のきこもり等の若若若若者に対します自立支援者に対します自立支援者に対します自立支援者に対します自立支援

ププププログログログログララララムムムムををををＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ等の支援等の支援等の支援等の支援団体団体団体団体に委に委に委に委託託託託してしてしてして実実実実施するものでございます。２つ施するものでございます。２つ施するものでございます。２つ施するものでございます。２つ目目目目ののののニーニーニーニー

トトトト・・・・ひひひひきこもりきこもりきこもりきこもり訪問訪問訪問訪問支援事支援事支援事支援事業業業業でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、ニートニートニートニート、、、、ひひひひきこもりのきこもりのきこもりのきこもりの若若若若者に者に者に者に臨床臨床臨床臨床心心心心理理理理士士士士にににに

よるよるよるよる訪問訪問訪問訪問支援での支援での支援での支援でのカカカカウンセリンウンセリンウンセリンウンセリンググググをををを実実実実施するものでございます。３つ施するものでございます。３つ施するものでございます。３つ施するものでございます。３つ目目目目の子ども・の子ども・の子ども・の子ども・若若若若者支者支者支者支

援地域協議会援地域協議会援地域協議会援地域協議会普普普普及事及事及事及事業業業業につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、市町市町市町市町村での地域協議会の設立を村での地域協議会の設立を村での地域協議会の設立を村での地域協議会の設立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、
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新規新規新規新規に協議会を設置したに協議会を設置したに協議会を設置したに協議会を設置した市町市町市町市町村に１年を村に１年を村に１年を村に１年を限限限限度として度として度として度として臨床臨床臨床臨床心心心心理理理理士士士士をををを派遣派遣派遣派遣するものでございまするものでございまするものでございまするものでございま

す。す。す。す。

それから、それから、それから、それから、新規新規新規新規事事事事業業業業で青少年の健で青少年の健で青少年の健で青少年の健全全全全育成に関する育成に関する育成に関する育成に関する条条条条例の例の例の例の改改改改正に正に正に正に伴伴伴伴うううう啓発推進啓発推進啓発推進啓発推進事事事事業業業業でござでござでござでござ

います。これにつきましては、青少年の健います。これにつきましては、青少年の健います。これにつきましては、青少年の健います。これにつきましては、青少年の健全全全全育成に関する育成に関する育成に関する育成に関する条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例は本例は本例は本例は本

年度６月県議会で議決いただき、７月１７日に年度６月県議会で議決いただき、７月１７日に年度６月県議会で議決いただき、７月１７日に年度６月県議会で議決いただき、７月１７日に公布公布公布公布、１０月１日より施、１０月１日より施、１０月１日より施、１０月１日より施行行行行でございます。でございます。でございます。でございます。

このこのこのこの条条条条例例例例改改改改正正正正内容内容内容内容を広くを広くを広くを広く周周周周知知知知し、し、し、し、適適適適正な運用を正な運用を正な運用を正な運用を図図図図るために、県るために、県るために、県るために、県民民民民、保、保、保、保護護護護者、教育関係者、者、教育関係者、者、教育関係者、者、教育関係者、

関係事関係事関係事関係事業業業業者、青少年者、青少年者、青少年者、青少年行行行行政政政政機機機機関、関係関、関係関、関係関、関係機機機機関関関関団体団体団体団体などを対などを対などを対などを対象象象象に、に、に、に、啓発活啓発活啓発活啓発活動動動動をををを推進推進推進推進するものでごするものでごするものでごするものでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。条条条条例のあらまし、例のあらまし、例のあらまし、例のあらまし、リーフリーフリーフリーフレレレレットットットットの配の配の配の配布布布布、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは条条条条例例例例改改改改正正正正説明説明説明説明会の開会の開会の開会の開催催催催、さら、さら、さら、さら

にはにはにはには条条条条例例例例逐条逐条逐条逐条解解解解説説説説冊冊冊冊子の子の子の子の作作作作成及び配成及び配成及び配成及び配布布布布等を予定してございます。等を予定してございます。等を予定してございます。等を予定してございます。

青少年・生涯学習課からは以上でございます。よろしくお願いします。青少年・生涯学習課からは以上でございます。よろしくお願いします。青少年・生涯学習課からは以上でございます。よろしくお願いします。青少年・生涯学習課からは以上でございます。よろしくお願いします。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 それでは、それでは、それでは、それでは、産産産産業業業業雇用振興部雇用労政課所管の事雇用振興部雇用労政課所管の事雇用振興部雇用労政課所管の事雇用振興部雇用労政課所管の事業業業業についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明申申申申

し上げます。し上げます。し上げます。し上げます。

９ページ９ページ９ページ９ページ、、、、経済経済経済経済のののの活活活活性化性化性化性化［［［［雇用対策の雇用対策の雇用対策の雇用対策の推進］推進］推進］推進］の１多の１多の１多の１多様様様様な雇用な雇用な雇用な雇用機機機機会の創出、会の創出、会の創出、会の創出、働働働働ききききややややすい職すい職すい職すい職

場づ場づ場づ場づくりといたしまして、まくりといたしまして、まくりといたしまして、まくりといたしまして、まず社ず社ず社ず社員・員・員・員・シシシシャインャインャインャイン職職職職場づ場づ場づ場づくりくりくりくり推進推進推進推進事事事事業業業業であります。であります。であります。であります。仕仕仕仕事と家事と家事と家事と家

庭の庭の庭の庭の両両両両立、立、立、立、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づ場づ場づ場づくりをくりをくりをくりを積積積積極極極極的的的的にににに推進推進推進推進するするするする企企企企業業業業に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして募集募集募集募集・・・・登録登録登録登録活活活活動動動動をををを

行行行行いまして、県のいまして、県のいまして、県のいまして、県のホホホホーーーームムムムページページページページ、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは情情情情報報報報誌誌誌誌で紹介するとともに、で紹介するとともに、で紹介するとともに、で紹介するとともに、登録企登録企登録企登録企業業業業のうち、のうち、のうち、のうち、

取取取取りりりり組み組み組み組みのすのすのすのすぐぐぐぐれたれたれたれた企企企企業業業業をををを表表表表彰彰彰彰いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、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づ場づ場づ場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図っ図っ図っ図ってまいてまいてまいてまい

ろうとするものでございます。ろうとするものでございます。ろうとするものでございます。ろうとするものでございます。

次に、次に、次に、次に、就就就就労労労労困難困難困難困難者者者者在宅在宅在宅在宅就業就業就業就業支援事支援事支援事支援事業業業業では、では、では、では、ひひひひとりとりとりとり親親親親家庭、障害者など、家庭、障害者など、家庭、障害者など、家庭、障害者など、就就就就労が労が労が労が困難困難困難困難なななな方方方方

のののの在宅在宅在宅在宅でのでのでのでの就就就就労を支援するために、労を支援するために、労を支援するために、労を支援するために、ＩＴＩＴＩＴＩＴを用いたを用いたを用いたを用いた在宅在宅在宅在宅就業就業就業就業のののの実践的実践的実践的実践的なななな能能能能力開力開力開力開発発発発をををを実実実実施して施して施して施して

おります。おります。おります。おります。

以上でございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。

○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長 教育委員会学校教育課所管の事教育委員会学校教育課所管の事教育委員会学校教育課所管の事教育委員会学校教育課所管の事業業業業についてについてについてについて説明説明説明説明をさせていただきまをさせていただきまをさせていただきまをさせていただきま

す。す。す。す。

資料資料資料資料の５の５の５の５ページページページページ、くらしの、くらしの、くらしの、くらしの向向向向上上上上［［［［学びの支援学びの支援学びの支援学びの支援］］］］の１家庭・地域・学校の協の１家庭・地域・学校の協の１家庭・地域・学校の協の１家庭・地域・学校の協働働働働による教育による教育による教育による教育

のののの充実充実充実充実（２）地域の教育力の（２）地域の教育力の（２）地域の教育力の（２）地域の教育力の充実充実充実充実ののののふふふふれあいれあいれあいれあいフフフフェェェェスタスタスタスタ開開開開催催催催事事事事業業業業でございます。この事でございます。この事でございます。この事でございます。この事業業業業は、は、は、は、

幼児幼児幼児幼児、、、、児童児童児童児童・生・生・生・生徒徒徒徒を初め保を初め保を初め保を初め保護護護護者者者者やややや地域の地域の地域の地域の人人人人 々々々々がががが動物動物動物動物とのとのとのとの触触触触れ合い、れ合い、れ合い、れ合い、動物動物動物動物に関する学習に関する学習に関する学習に関する学習や体や体や体や体

験験験験をををを通通通通しましてしましてしましてしまして命命命命のののの大切大切大切大切さをさをさをさを実感実感実感実感して、思いして、思いして、思いして、思いややややりのりのりのりの心や規心や規心や規心や規範範範範意識意識意識意識をはをはをはをはぐぐぐぐくくくくむ取む取む取む取りりりり組み組み組み組みとしとしとしとし

て、うだ・て、うだ・て、うだ・て、うだ・アニマルアニマルアニマルアニマルパパパパークークークークにおいて、本年度は１０月２６日と１０月２７日の２日間で開において、本年度は１０月２６日と１０月２７日の２日間で開において、本年度は１０月２６日と１０月２７日の２日間で開において、本年度は１０月２６日と１０月２７日の２日間で開

催催催催する予定のものでございます。なお、する予定のものでございます。なお、する予定のものでございます。なお、する予定のものでございます。なお、昨昨昨昨年度は２日間で年度は２日間で年度は２日間で年度は２日間で４４４４，，，，０５０名の０５０名の０５０名の０５０名の参参参参加加加加がございまがございまがございまがございま
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した。した。した。した。

以上が学校教育課所管事以上が学校教育課所管事以上が学校教育課所管事以上が学校教育課所管事業業業業の概要でございます。よろしくお願いいたします。の概要でございます。よろしくお願いいたします。の概要でございます。よろしくお願いいたします。の概要でございます。よろしくお願いいたします。

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

ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明、その他の事項も、その他の事項も、その他の事項も、その他の事項も含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言願います。言願います。言願います。言願います。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 ききききょょょょうは初度委員会ということで、少子化はうは初度委員会ということで、少子化はうは初度委員会ということで、少子化はうは初度委員会ということで、少子化は全国的全国的全国的全国的な課な課な課な課題題題題として、として、として、として、国国国国あるいあるいあるいあるい

は地は地は地は地方方方方でさまざまなでさまざまなでさまざまなでさまざまな取取取取りりりり組み組み組み組みがががが行行行行われているわけでございます。年われているわけでございます。年われているわけでございます。年われているわけでございます。年齢齢齢齢別のこの別のこの別のこの別のこの国国国国のののの構構構構造は造は造は造は

ひずみひずみひずみひずみが出てまいりまして、が出てまいりまして、が出てまいりまして、が出てまいりまして、高高高高齢齢齢齢化が化が化が化が進ん進ん進ん進んでででで若若若若いいいい世代世代世代世代が少なくなが少なくなが少なくなが少なくなっっっっていく。さすれていく。さすれていく。さすれていく。さすればばばば、年、年、年、年

金、金、金、金、医療医療医療医療、保、保、保、保険険険険、さまざまな、さまざまな、さまざまな、さまざまな制制制制度にも度にも度にも度にもひずみひずみひずみひずみが生じてくる。これはが生じてくる。これはが生じてくる。これはが生じてくる。これは皆皆皆皆ささささんんんん本当にご存じの本当にご存じの本当にご存じの本当にご存じの

中でさまざまな中でさまざまな中でさまざまな中でさまざまな取取取取りりりり組み組み組み組みがががが行行行行われているわけでございますけれども、そういわれているわけでございますけれども、そういわれているわけでございますけれども、そういわれているわけでございますけれども、そういっっっった中でこのた中でこのた中でこのた中でこの

特別委員会が設置されたことは特別委員会が設置されたことは特別委員会が設置されたことは特別委員会が設置されたことは非非非非常常常常にににに的的的的をををを射射射射て、そしてまた２年間して、そしてまた２年間して、そしてまた２年間して、そしてまた２年間しっっっっかりと議かりと議かりと議かりと議論論論論をををを行っ行っ行っ行っ

てまいりたいと思てまいりたいと思てまいりたいと思てまいりたいと思っっっっているところであります。ているところであります。ているところであります。ているところであります。

その中で、先その中で、先その中で、先その中で、先般般般般、、、、新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道でもありましたように、でもありましたように、でもありましたように、でもありましたように、荒荒荒荒井井井井知知知知事が出席されておられる事が出席されておられる事が出席されておられる事が出席されておられるふふふふるるるる

さとさとさとさと知知知知事事事事ネネネネットワークットワークットワークットワークのののの集集集集まりがございました。その中で、今まりがございました。その中で、今まりがございました。その中で、今まりがございました。その中で、今回回回回の少子化に対するの少子化に対するの少子化に対するの少子化に対するテテテテーマーマーマーマ

のののの話話話話し合いがされたという報し合いがされたという報し合いがされたという報し合いがされたという報道道道道がなされておがなされておがなされておがなされておっっっったように記たように記たように記たように記憶憶憶憶いたしておりますけれども、いたしておりますけれども、いたしておりますけれども、いたしておりますけれども、

そのことをそのことをそのことをそのことを把握把握把握把握されておりましたら、されておりましたら、されておりましたら、されておりましたら、ぜぜぜぜひひひひともどのようなともどのようなともどのようなともどのような話話話話し合いがされ、またし合いがされ、またし合いがされ、またし合いがされ、また奈奈奈奈良県以良県以良県以良県以

外外外外のののの都道府都道府都道府都道府県で、特県で、特県で、特県で、特徴徴徴徴的的的的なななな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ことがありましたら、お教をされているということがありましたら、お教をされているということがありましたら、お教をされているということがありましたら、お教ええええいたいたいたいた

だきたいと思います。もしご存じなけれだきたいと思います。もしご存じなけれだきたいと思います。もしご存じなけれだきたいと思います。もしご存じなければ仕ば仕ば仕ば仕方方方方ないですけれども。ないですけれども。ないですけれども。ないですけれども。

○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 詳詳詳詳細細細細についてはについてはについてはについては聞聞聞聞いておりませいておりませいておりませいておりませんんんんのでのでのでので十十十十分分分分なおなおなおなお答答答答ええええはできないはできないはできないはできない

のですけれども、まのですけれども、まのですけれども、まのですけれども、まず知ず知ず知ず知事の事の事の事の発発発発言については言については言については言については新新新新聞聞聞聞でも書かれておりましたけれども、少子でも書かれておりましたけれども、少子でも書かれておりましたけれども、少子でも書かれておりましたけれども、少子

化対策について子育て、それから女性の化対策について子育て、それから女性の化対策について子育て、それから女性の化対策について子育て、それから女性の就就就就労支援について、労支援について、労支援について、労支援について、奈奈奈奈良県でも良県でも良県でも良県でも取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいくとでいくとでいくとでいくと

いうことを言われたように思いうことを言われたように思いうことを言われたように思いうことを言われたように思っっっっております。ております。ております。ております。

奈奈奈奈良県といたしましても女性の良県といたしましても女性の良県といたしましても女性の良県といたしましても女性の就就就就労支援、それから地域における子育てとい労支援、それから地域における子育てとい労支援、それから地域における子育てとい労支援、それから地域における子育てといっっっった部た部た部た部分分分分にににに

取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできております。また、他できております。また、他できております。また、他できております。また、他府府府府県の県の県の県の取取取取りりりり組み組み組み組みといたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、知知知知事会等で少子化事会等で少子化事会等で少子化事会等で少子化

に関連して、またに関連して、またに関連して、またに関連して、また新新新新たなたなたなたな交交交交付金の要付金の要付金の要付金の要請請請請にににに向向向向けて地域でいろいろなけて地域でいろいろなけて地域でいろいろなけて地域でいろいろな取取取取りりりり組み組み組み組みををををやっやっやっやっておられておられておられておられ

ます。そういます。そういます。そういます。そういっっっった中で、例た中で、例た中で、例た中で、例ええええばばばば３３３３歳歳歳歳までの育までの育までの育までの育児児児児休休休休業業業業がとれるがとれるがとれるがとれる企企企企業へ業へ業へ業への補の補の補の補助助助助金を出される他金を出される他金を出される他金を出される他

府府府府県での県での県での県での取取取取りりりり組み組み組み組みとか、いろいろな部とか、いろいろな部とか、いろいろな部とか、いろいろな部分分分分が報告されているかと思います。また、が報告されているかと思います。また、が報告されているかと思います。また、が報告されているかと思います。また、奈奈奈奈良県が良県が良県が良県が

率率率率先して先して先して先して取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでまいりましたでまいりましたでまいりましたでまいりました結婚結婚結婚結婚応応応応援事援事援事援事業業業業がその後、かなりがその後、かなりがその後、かなりがその後、かなり全国的全国的全国的全国的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みに広がに広がに広がに広が

っっっってきておりまして、かつててきておりまして、かつててきておりまして、かつててきておりまして、かつて行行行行政が政が政が政が結婚結婚結婚結婚事事事事業業業業はどうかといろいろなごはどうかといろいろなごはどうかといろいろなごはどうかといろいろなご意見意見意見意見もいただいてきもいただいてきもいただいてきもいただいてき

た中で、今はた中で、今はた中で、今はた中で、今は逆逆逆逆にににに行行行行政が政が政が政が結婚結婚結婚結婚応応応応援をしていくことも援をしていくことも援をしていくことも援をしていくことも取取取取りりりり組み組み組み組みの一つではないかということの一つではないかということの一つではないかということの一つではないかということ

から、他から、他から、他から、他府府府府県でもそうい県でもそうい県でもそうい県でもそういっっっった事例が報告もされており、少子化対策の中でもた事例が報告もされており、少子化対策の中でもた事例が報告もされており、少子化対策の中でもた事例が報告もされており、少子化対策の中でも考え考え考え考えていこうていこうていこうていこう
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というというというという動動動動きになきになきになきになっっっっています。これはています。これはています。これはています。これは知知知知事が出られた会議とは事が出られた会議とは事が出られた会議とは事が出られた会議とは違違違違いまして、私自いまして、私自いまして、私自いまして、私自身身身身がいろいがいろいがいろいがいろい

ろなところでろなところでろなところでろなところで聞聞聞聞いて、いて、いて、いて、把握把握把握把握しているしているしているしている考え考え考え考えの部の部の部の部分分分分だけをおだけをおだけをおだけをお答答答答ええええをさせていただきました。よをさせていただきました。よをさせていただきました。よをさせていただきました。よ

ろしいでしろしいでしろしいでしろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 通通通通告すれ告すれ告すれ告すればばばばよかよかよかよかっっっったのですけれど、申しわけございませたのですけれど、申しわけございませたのですけれど、申しわけございませたのですけれど、申しわけございませんんんん。。。。奈奈奈奈良県以良県以良県以良県以外外外外でもでもでもでも

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな取取取取りりりり組み組み組み組みをされている県もございますので、をされている県もございますので、をされている県もございますので、をされている県もございますので、情情情情報を報を報を報を取取取取りりりり入入入入れながら、よい部れながら、よい部れながら、よい部れながら、よい部分分分分

はははは取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて取取取取りりりり組組組組めめめめばばばばいいといいといいといいと若若若若干干干干思思思思っっっった次第で、おた次第で、おた次第で、おた次第で、お聞聞聞聞きしようかと。またきしようかと。またきしようかと。またきしようかと。また何何何何かかかか資料資料資料資料でもでもでもでも

ありましたらいただきたいと思います。これから２年間いろいろとありましたらいただきたいと思います。これから２年間いろいろとありましたらいただきたいと思います。これから２年間いろいろとありましたらいただきたいと思います。これから２年間いろいろと詳詳詳詳細細細細にわたにわたにわたにわたっっっってのてのてのての内容内容内容内容

をおをおをおをお聞聞聞聞きしながら、あるいはこちらもきしながら、あるいはこちらもきしながら、あるいはこちらもきしながら、あるいはこちらも提提提提言しながら言しながら言しながら言しながら進進進進めていきたいと思います。めていきたいと思います。めていきたいと思います。めていきたいと思います。

１１１１点点点点気気気気になになになになっっっったことで、たことで、たことで、たことで、代表代表代表代表質問質問質問質問でも申し上げましたように、保育でも申し上げましたように、保育でも申し上げましたように、保育でも申し上げましたように、保育士士士士のののの確確確確保策が今言わ保策が今言わ保策が今言わ保策が今言わ

れております。保育れております。保育れております。保育れております。保育士士士士等の等の等の等の処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善事事事事業業業業をををを新規新規新規新規事事事事業業業業として上げられておられます。これはとして上げられておられます。これはとして上げられておられます。これはとして上げられておられます。これは

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補補補補助助助助をされているということで、このをされているということで、このをされているということで、このをされているということで、この取取取取りりりり組み組み組み組みもももも含含含含めて、今後保育めて、今後保育めて、今後保育めて、今後保育士士士士

のののの確確確確保について、これはいわ保について、これはいわ保について、これはいわ保について、これはいわゆゆゆゆる補る補る補る補助助助助ということですけれども、それ以ということですけれども、それ以ということですけれども、それ以ということですけれども、それ以外外外外に今後、どのよに今後、どのよに今後、どのよに今後、どのよ

うなうなうなうな方向方向方向方向としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組もうとされているのか。例もうとされているのか。例もうとされているのか。例もうとされているのか。例ええええばばばばハハハハロロロローワークーワークーワークーワークとの連との連との連との連携携携携とか、あるいとか、あるいとか、あるいとか、あるい

はははは市町市町市町市町村とのさらなる連村とのさらなる連村とのさらなる連村とのさらなる連携携携携をををを深深深深めながらめながらめながらめながら確確確確保を保を保を保を模索模索模索模索していくとか、していくとか、していくとか、していくとか、何何何何かいろいろとあるとかいろいろとあるとかいろいろとあるとかいろいろとあると

は思うのですけれども、もし今、は思うのですけれども、もし今、は思うのですけれども、もし今、は思うのですけれども、もし今、具体具体具体具体にににに何何何何かかかか進進進進めようとされておられることがあるならめようとされておられることがあるならめようとされておられることがあるならめようとされておられることがあるならばばばば、、、、

おおおお聞聞聞聞かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。

○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長 処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善事事事事業業業業はははは民民民民間保育間保育間保育間保育園へ園へ園へ園への子育てのの子育てのの子育てのの子育ての基基基基金からするものでありま金からするものでありま金からするものでありま金からするものでありま

して、して、して、して、奈奈奈奈良県では良県では良県では良県では９９９９割割割割をををを超超超超ええええるところでるところでるところでるところで取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいただくことになでいただくことになでいただくことになでいただくことになっっっっております。ております。ております。ております。

今の保育今の保育今の保育今の保育士確士確士確士確保についてでございますが、保についてでございますが、保についてでございますが、保についてでございますが、奈奈奈奈良県ではこれから調査を良県ではこれから調査を良県ではこれから調査を良県ではこれから調査を始始始始めまして、特にめまして、特にめまして、特にめまして、特に

潜在潜在潜在潜在保育保育保育保育士士士士につきまして、いろいろなにつきまして、いろいろなにつきまして、いろいろなにつきまして、いろいろなバンクみバンクみバンクみバンクみたいなものをつくたいなものをつくたいなものをつくたいなものをつくっっっったりして、たりして、たりして、たりして、何何何何とか、とか、とか、とか、免免免免

許許許許をおをおをおをお持持持持ちですけれどもちですけれどもちですけれどもちですけれども働働働働いておられないいておられないいておられないいておられない方方方方にににに働働働働きかけたり、また、きかけたり、また、きかけたり、また、きかけたり、また、新新新新卒卒卒卒者につきまして者につきまして者につきまして者につきまして

もなるもなるもなるもなるべべべべく県く県く県く県内内内内でのでのでのでの就就就就職の職の職の職の働働働働きかけをしていきたいと思きかけをしていきたいと思きかけをしていきたいと思きかけをしていきたいと思っっっっております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 これは今後の課これは今後の課これは今後の課これは今後の課題題題題として、おいおいおとして、おいおいおとして、おいおいおとして、おいおいお聞聞聞聞かせいただきたいと思いますし、まかせいただきたいと思いますし、まかせいただきたいと思いますし、まかせいただきたいと思いますし、ま

た、さらに他た、さらに他た、さらに他た、さらに他府府府府県、あるいは県、あるいは県、あるいは県、あるいは奈奈奈奈良県良県良県良県独独独独自の自の自の自の取取取取りりりり組み組み組み組みもももも含含含含めて、今後もしめて、今後もしめて、今後もしめて、今後もし皆皆皆皆ささささん方ん方ん方ん方のもとでのもとでのもとでのもとで

ややややられるのであるならられるのであるならられるのであるならられるのであるならばばばば、、、、ぜぜぜぜひひひひともお教ともお教ともお教ともお教ええええいただきたい。今後議いただきたい。今後議いただきたい。今後議いただきたい。今後議論論論論をををを進進進進めていきたいと思めていきたいと思めていきたいと思めていきたいと思

います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 ただいま藤野委員が言われましたただいま藤野委員が言われましたただいま藤野委員が言われましたただいま藤野委員が言われましたふふふふるさとるさとるさとるさと知知知知事事事事ネネネネットワークットワークットワークットワークでのでのでのでの知知知知事の子事の子事の子事の子

育てに関する育てに関する育てに関する育てに関する発発発発言がありましたら、各委員に議事言がありましたら、各委員に議事言がありましたら、各委員に議事言がありましたら、各委員に議事録録録録の配付をお願いしたいと思います。の配付をお願いしたいと思います。の配付をお願いしたいと思います。の配付をお願いしたいと思います。

それと、保育それと、保育それと、保育それと、保育士バンク士バンク士バンク士バンクはこれからですか、今設置されているのですか。はこれからですか、今設置されているのですか。はこれからですか、今設置されているのですか。はこれからですか、今設置されているのですか。

（（（（「「「「これから、まだこれから、まだこれから、まだこれから、まだ検検検検討討討討からですからですからですからです」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）
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はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 子育てで報告をしていただいたと思うのですけれども、平成２５年度主要施子育てで報告をしていただいたと思うのですけれども、平成２５年度主要施子育てで報告をしていただいたと思うのですけれども、平成２５年度主要施子育てで報告をしていただいたと思うのですけれども、平成２５年度主要施

策の３策の３策の３策の３ページページページページで、中で、中で、中で、中央央央央こども家庭こども家庭こども家庭こども家庭相談センター整備相談センター整備相談センター整備相談センター整備事事事事業業業業にににに４４４４億億億億２２２２，，，，００００００００００００万万万万円ほど予円ほど予円ほど予円ほど予算算算算をををを

組ん組ん組ん組んでいただいているのですけれども、でいただいているのですけれども、でいただいているのですけれども、でいただいているのですけれども、４４４４億億億億円をかけていただくのはこれはいいのですけ円をかけていただくのはこれはいいのですけ円をかけていただくのはこれはいいのですけ円をかけていただくのはこれはいいのですけ

れども、れども、れども、れども、児童相談児童相談児童相談児童相談については、どういうについては、どういうについては、どういうについては、どういう体制体制体制体制で受けて、どういうで受けて、どういうで受けて、どういうで受けて、どういう人人人人数数数数がいて、それからどがいて、それからどがいて、それからどがいて、それからど

れだけのれだけのれだけのれだけの相談件相談件相談件相談件数数数数が去年一年間であが去年一年間であが去年一年間であが去年一年間であっっっったのか。たのか。たのか。たのか。同同同同じ校じ校じ校じ校区区区区で、いわで、いわで、いわで、いわゆゆゆゆるるるる発発発発達達達達障害の子どもを障害の子どもを障害の子どもを障害の子どもを

抱え抱え抱え抱えてててて悩ん悩ん悩ん悩んで、自で、自で、自で、自分分分分ののののエエエエププププロロロロンンンンでででで首首首首をををを絞絞絞絞めてめてめてめて殺殺殺殺しているわけです。もししているわけです。もししているわけです。もししているわけです。もし相談や相談や相談や相談や、保育、保育、保育、保育士士士士のののの

気遣気遣気遣気遣いとか、あるいはいとか、あるいはいとか、あるいはいとか、あるいは周囲周囲周囲周囲やややや、保、保、保、保護護護護者者者者同同同同士士士士の連の連の連の連携携携携とかがとかがとかがとかが問問問問われているのですけれども、そわれているのですけれども、そわれているのですけれども、そわれているのですけれども、そ

ういうことをういうことをういうことをういうことを市町市町市町市町村と連村と連村と連村と連携携携携して、県では西岡こども・女性局長がして、県では西岡こども・女性局長がして、県では西岡こども・女性局長がして、県では西岡こども・女性局長がやっやっやっやってくれているのですてくれているのですてくれているのですてくれているのです

けれど、けれど、けれど、けれど、市町市町市町市町村で村で村で村で何何何何かあかあかあかあっっっったら県に連絡をたら県に連絡をたら県に連絡をたら県に連絡を入入入入れてという連れてという連れてという連れてという連携携携携。。。。

ななななぜぜぜぜかというと、今のおかというと、今のおかというと、今のおかというと、今のお母母母母ささささん方ん方ん方ん方は、おじいちは、おじいちは、おじいちは、おじいちゃゃゃゃんんんん、お、お、お、おばばばばあちあちあちあちゃゃゃゃんんんんとととと住住住住んんんんでいない。でいない。でいない。でいない。核核核核

家家家家族族族族だけでだけでだけでだけで住住住住んんんんでいるから。でいるから。でいるから。でいるから。昔昔昔昔だだだだっっっったら３たら３たら３たら３世代世代世代世代住住住住んんんんでいて、子育てででいて、子育てででいて、子育てででいて、子育てで励励励励ましてもらましてもらましてもらましてもらっっっったりたりたりたり

補佐してもら補佐してもら補佐してもら補佐してもらっっっったけれど、たけれど、たけれど、たけれど、核核核核家家家家族族族族になになになになっっっっていることはていることはていることはていることは悩み悩み悩み悩みが多いということです。そういが多いということです。そういが多いということです。そういが多いということです。そうい

うううう点点点点で、で、で、で、市町市町市町市町村と連村と連村と連村と連携携携携されて、されて、されて、されて、４４４４億億億億円をどう円をどう円をどう円をどう使使使使っっっっていくのかと、ていくのかと、ていくのかと、ていくのかと、市町市町市町市町村とどういう村とどういう村とどういう村とどういうネネネネットットットット

ワークワークワークワークをつくるのかが１つ。をつくるのかが１つ。をつくるのかが１つ。をつくるのかが１つ。

それからもう一つは、それからもう一つは、それからもう一つは、それからもう一つは、助助助助産師産師産師産師ささささんんんんがががが大和郡大和郡大和郡大和郡山山山山市市市市ででででやっやっやっやっておられる、ておられる、ておられる、ておられる、奈奈奈奈良県良県良県良県下下下下のののの悩み悩み悩み悩み事を事を事を事を

聞聞聞聞いてあげてくれている、いてあげてくれている、いてあげてくれている、いてあげてくれている、ボボボボランランランランティティティティアアアア。連。連。連。連携携携携はしてもらはしてもらはしてもらはしてもらっっっってはいるけれど、委てはいるけれど、委てはいるけれど、委てはいるけれど、委託託託託事事事事業業業業はははは

前はあ前はあ前はあ前はあっっっって、今はないて、今はないて、今はないて、今はないみみみみたいです。たいです。たいです。たいです。来来来来年年年年ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに競争競争競争競争入入入入札札札札みみみみたいなのがあれたいなのがあれたいなのがあれたいなのがあればばばば、、、、向向向向こうもこうもこうもこうも

したいと言したいと言したいと言したいと言っっっっているているているている話話話話もあるのですけれど、そこらもあるのですけれど、そこらもあるのですけれど、そこらもあるのですけれど、そこら辺辺辺辺の連の連の連の連携携携携がどうながどうながどうながどうなっっっっているのかと。ているのかと。ているのかと。ているのかと。

今、今、今、今、奈奈奈奈良県で出生良県で出生良県で出生良県で出生率率率率どうなどうなどうなどうなっっっっていますか。本当はどれていますか。本当はどれていますか。本当はどれていますか。本当はどれぐぐぐぐらい生まれないといけないのからい生まれないといけないのからい生まれないといけないのからい生まれないといけないのか

と。１と。１と。１と。１．．．．１１１１４人４人４人４人と、今はどうなと、今はどうなと、今はどうなと、今はどうなっっっっているかているかているかているか数字数字数字数字はわかりませはわかりませはわかりませはわかりませんんんんけれども。けれども。けれども。けれども。天天天天理理理理市市市市でも、１でも、１でも、１でも、１

年間でも５００～６００年間でも５００～６００年間でも５００～６００年間でも５００～６００人人人人しか生まれないのです。本当は１しか生まれないのです。本当は１しか生まれないのです。本当は１しか生まれないのです。本当は１，，，，２００２００２００２００人人人人ぐぐぐぐらい生まれるならい生まれるならい生まれるならい生まれるな

らららら人人人人口は口は口は口は減減減減らない。らない。らない。らない。天天天天理理理理市市市市のののの人人人人口がで７口がで７口がで７口がで７万万万万人人人人だだだだっっっったのが６たのが６たのが６たのが６万万万万９９９９，，，，００００００００００００人人人人ぐぐぐぐらいにならいにならいにならいになっっっってててて

いるのですけれど、要するに少子化はとまらない。ここのいるのですけれど、要するに少子化はとまらない。ここのいるのですけれど、要するに少子化はとまらない。ここのいるのですけれど、要するに少子化はとまらない。ここのセクセクセクセクショショショションンンンではないですけれど、ではないですけれど、ではないですけれど、ではないですけれど、

出出出出産産産産費費費費をををを祝祝祝祝い金で出しているい金で出しているい金で出しているい金で出している市町市町市町市町村もあ村もあ村もあ村もあっっっったり、たり、たり、たり、大和郡大和郡大和郡大和郡山山山山市市市市、、、、奈奈奈奈良良良良市市市市はははは人人人人口も多いのに、口も多いのに、口も多いのに、口も多いのに、

中学校を中学校を中学校を中学校を卒卒卒卒業業業業するまでするまでするまでするまで通院通院通院通院もももも入院入院入院入院もももも医療医療医療医療費費費費はははは無無無無料料料料だけれど、だけれど、だけれど、だけれど、天天天天理理理理市市市市は小学校には小学校には小学校には小学校に入っ入っ入っ入ったらたらたらたら医医医医

療療療療費費費費が要る。ここのが要る。ここのが要る。ここのが要る。ここのセクセクセクセクショショショションンンンとはとはとはとは違違違違うけれどもうけれどもうけれどもうけれどもねねねね。。。。

少子化を少子化を少子化を少子化を考え考え考え考えるるるる場場場場合、こども・女性局だけではは合、こども・女性局だけではは合、こども・女性局だけではは合、こども・女性局だけでははっっっっきり言きり言きり言きり言っっっっててててややややれないと思うのです。れないと思うのです。れないと思うのです。れないと思うのです。

少子化対策の少子化対策の少子化対策の少子化対策のネネネネットワーク的ットワーク的ットワーク的ットワーク的ななななセクセクセクセクショショショションンンンは、きは、きは、きは、きょょょょうの委員会でうの委員会でうの委員会でうの委員会で質問質問質問質問してもだめですよとしてもだめですよとしてもだめですよとしてもだめですよと

言われたのですけれど、そういう少子化対策の総合言われたのですけれど、そういう少子化対策の総合言われたのですけれど、そういう少子化対策の総合言われたのですけれど、そういう少子化対策の総合的的的的ななななチチチチーーーームムムムワークワークワークワーク、各課を、各課を、各課を、各課を超超超超ええええたたたたチチチチーーーー
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ムムムムワークワークワークワークでででで検検検検討討討討委員会というのを対策委員会というのを対策委員会というのを対策委員会というのを対策的的的的にににに考え考え考え考えられているのかどうか、そのられているのかどうか、そのられているのかどうか、そのられているのかどうか、その辺辺辺辺あるのだあるのだあるのだあるのだっっっっ

たら言たら言たら言たら言っっっっていただきたい思います。まていただきたい思います。まていただきたい思います。まていただきたい思います。まずずずずそれだけ先にそれだけ先にそれだけ先にそれだけ先に質問質問質問質問にににに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。

○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 資料４ページ資料４ページ資料４ページ資料４ページのののの相談相談相談相談というのは、というのは、というのは、というのは、児童相談児童相談児童相談児童相談についてのについてのについてのについての相談相談相談相談といといといとい

うことでうことでうことでうことで考え考え考え考えさせていただいたらよろしいでしさせていただいたらよろしいでしさせていただいたらよろしいでしさせていただいたらよろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

児童相談児童相談児童相談児童相談所所所所全体全体全体全体でのでのでのでの相談件相談件相談件相談件数数数数となりましたら、平成２となりましたら、平成２となりましたら、平成２となりましたら、平成２４４４４年度はまとま年度はまとま年度はまとま年度はまとまっっっっていないのですていないのですていないのですていないのです

けれども、けれども、けれども、けれども、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待につきましては、先日報につきましては、先日報につきましては、先日報につきましては、先日報道道道道発表発表発表発表させていただきましたように、本県でさせていただきましたように、本県でさせていただきましたように、本県でさせていただきましたように、本県で

児童相談児童相談児童相談児童相談所での所での所での所での相談件相談件相談件相談件数数数数が１が１が１が１，，，，２００２００２００２００件件件件。それから、。それから、。それから、。それから、市町市町市町市町村といたしまして１村といたしまして１村といたしまして１村といたしまして１，，，，７１７７１７７１７７１７件件件件、、、、

相談相談相談相談を受けております。この中には、を受けております。この中には、を受けております。この中には、を受けております。この中には、両両両両方方方方でででで相談相談相談相談したりとしたりとしたりとしたりと重複重複重複重複しているしているしているしている可可可可能能能能性もございま性もございま性もございま性もございま

すので、すので、すので、すので、児童相談児童相談児童相談児童相談所として対所として対所として対所として対応応応応したもの、それから、したもの、それから、したもの、それから、したもの、それから、市町市町市町市町村で対村で対村で対村で対応応応応したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

児童相談児童相談児童相談児童相談所では、こども家庭所では、こども家庭所では、こども家庭所では、こども家庭相談センター相談センター相談センター相談センターはははは児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待だけではなくて、いろだけではなくて、いろだけではなくて、いろだけではなくて、いろんんんんなななな形形形形でのでのでのでの

相談相談相談相談という部という部という部という部分分分分もございますので、平成２３年度はもございますので、平成２３年度はもございますので、平成２３年度はもございますので、平成２３年度は児童相談件児童相談件児童相談件児童相談件数数数数といたしましては、中といたしましては、中といたしましては、中といたしましては、中央央央央

こども家庭こども家庭こども家庭こども家庭相談センター相談センター相談センター相談センター、、、、高高高高田こども家庭田こども家庭田こども家庭田こども家庭相談センター相談センター相談センター相談センターを合わせましてを合わせましてを合わせましてを合わせまして４４４４，，，，７７１７７１７７１７７１件件件件、、、、電電電電

話話話話相談相談相談相談をををを除除除除きましてきましてきましてきまして相談相談相談相談を受けております。を受けております。を受けております。を受けております。児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待だけでなく、子どもたちのあらだけでなく、子どもたちのあらだけでなく、子どもたちのあらだけでなく、子どもたちのあらゆゆゆゆるるるる

相談相談相談相談を受けるところということで、先ほどを受けるところということで、先ほどを受けるところということで、先ほどを受けるところということで、先ほど４４４４億億億億円ということで、こども家庭円ということで、こども家庭円ということで、こども家庭円ということで、こども家庭センターセンターセンターセンターのののの相相相相

談談談談所の所の所の所の改改改改築築築築に係るに係るに係るに係る経費経費経費経費をををを含含含含めまして、今めまして、今めまして、今めまして、今回新回新回新回新たなたなたなたな建物建物建物建物をををを建建建建てていく中でてていく中でてていく中でてていく中で相談相談相談相談室を室を室を室をふふふふややややしたしたしたした

りりりり心心心心理理理理判判判判定室を定室を定室を定室をふふふふややややしたり、それからまた一時保したり、それからまた一時保したり、それからまた一時保したり、それからまた一時保護護護護所の定員を所の定員を所の定員を所の定員をふふふふややややしたりで、子どもたちしたりで、子どもたちしたりで、子どもたちしたりで、子どもたち

をををを取取取取りりりり巻巻巻巻く課く課く課く課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、積積積積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいける施設としてのでいける施設としてのでいける施設としてのでいける施設としての体制体制体制体制もももも整え整え整え整えさせさせさせさせ

ていただいたことになていただいたことになていただいたことになていただいたことになっっっっております。ております。ております。ております。

また、また、また、また、相談業相談業相談業相談業務に係ります務に係ります務に係ります務に係ります市町市町市町市町村との連村との連村との連村との連携携携携でございますけれども、までございますけれども、までございますけれども、までございますけれども、まず児童虐待ず児童虐待ず児童虐待ず児童虐待に係りに係りに係りに係り

ましては、各ましては、各ましては、各ましては、各市町市町市町市町村に設置した要保村に設置した要保村に設置した要保村に設置した要保護児童護児童護児童護児童地域対策協議会と県のこども家庭地域対策協議会と県のこども家庭地域対策協議会と県のこども家庭地域対策協議会と県のこども家庭相談センター相談センター相談センター相談センター

でででで常常常常に連絡とり合いながら、子どものに連絡とり合いながら、子どものに連絡とり合いながら、子どものに連絡とり合いながら、子どもの相談相談相談相談が県とが県とが県とが県と市市市市の間で決して、言の間で決して、言の間で決して、言の間で決して、言葉葉葉葉はははは不適不適不適不適切切切切かもわかかもわかかもわかかもわか

らないですけれど、らないですけれど、らないですけれど、らないですけれど、両両両両方方方方がががが押押押押し合いしてどこにもし合いしてどこにもし合いしてどこにもし合いしてどこにも相談相談相談相談できなかできなかできなかできなかっっっったということがたということがたということがたということが起起起起ここここっっっったたたた

ら一ら一ら一ら一番困番困番困番困りますので、時にはりますので、時にはりますので、時にはりますので、時には双双双双方方方方でででで相談相談相談相談を受けながら、しかるを受けながら、しかるを受けながら、しかるを受けながら、しかるべべべべきききき相談機相談機相談機相談機関、どちらで対関、どちらで対関、どちらで対関、どちらで対

応応応応させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた方方方方がいいのかもがいいのかもがいいのかもがいいのかも含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、常常常常に連に連に連に連携携携携はははは充実充実充実充実しております。しております。しております。しております。組織組織組織組織としとしとしとし

ての連ての連ての連ての連携携携携とともに、一とともに、一とともに、一とともに、一人ひ人ひ人ひ人ひとりの子どもに関わとりの子どもに関わとりの子どもに関わとりの子どもに関わっっっってもきてもきてもきてもきっっっっちりとちりとちりとちりと必必必必要な連要な連要な連要な連携携携携はしていきたはしていきたはしていきたはしていきた

いし、いし、いし、いし、現現現現場場場場ではではではではややややらせていただいております。らせていただいております。らせていただいております。らせていただいております。

また、広いまた、広いまた、広いまた、広い意意意意味味味味でのでのでのでの相談相談相談相談となりましたら、地域子育てとなりましたら、地域子育てとなりましたら、地域子育てとなりましたら、地域子育て拠点拠点拠点拠点という部という部という部という部分分分分でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、

子育て広子育て広子育て広子育て広場場場場であるとか子育て支援であるとか子育て支援であるとか子育て支援であるとか子育て支援センターセンターセンターセンターが、今、県が、今、県が、今、県が、今、県内内内内各各各各市町市町市町市町村で６２村で６２村で６２村で６２カカカカ所の施設ができ所の施設ができ所の施設ができ所の施設ができ

ております。そういております。そういております。そういております。そういっっっった中では各た中では各た中では各た中では各取取取取りりりり組み組み組み組みをされているのですけれども、をされているのですけれども、をされているのですけれども、をされているのですけれども、ややややはりはりはりはり皆皆皆皆様方様方様方様方のののの

質質質質的的的的なななな向向向向上も上も上も上も含含含含めまして、県めまして、県めまして、県めまして、県レベレベレベレベルルルルででででネネネネットワークットワークットワークットワーク会議を設立いたしまして、会議を設立いたしまして、会議を設立いたしまして、会議を設立いたしまして、研修研修研修研修等にも等にも等にも等にも
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努めているところでございます。努めているところでございます。努めているところでございます。努めているところでございます。

助助助助産師産師産師産師の関係につきましては、保健予防課からの関係につきましては、保健予防課からの関係につきましては、保健予防課からの関係につきましては、保健予防課から回回回回答答答答させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 藤本委員の藤本委員の藤本委員の藤本委員の質問質問質問質問におにおにおにお答答答答ええええいたします。いたします。いたします。いたします。

藤本委員お藤本委員お藤本委員お藤本委員お述べ述べ述べ述べのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の助助助助産師産師産師産師会では会では会では会では妊娠妊娠妊娠妊娠のののの相談相談相談相談、また出、また出、また出、また出産産産産後の後の後の後の相談相談相談相談、そし、そし、そし、そし

て育て育て育て育児相談児相談児相談児相談等の等の等の等の幅幅幅幅広い広い広い広い相談相談相談相談に対に対に対に対応応応応していただいているところでございます。していただいているところでございます。していただいているところでございます。していただいているところでございます。

平成２３年度から、県といたしまして平成２３年度から、県といたしまして平成２３年度から、県といたしまして平成２３年度から、県といたしまして相談業相談業相談業相談業務の事務の事務の事務の事業業業業を委を委を委を委託託託託しておりまして、その中でしておりまして、その中でしておりまして、その中でしておりまして、その中で

ププププロポロポロポロポーーーーザザザザル方ル方ル方ル方式式式式として広く事として広く事として広く事として広く事業業業業者から者から者から者から応応応応募募募募をいただいていますけれども、その選をいただいていますけれども、その選をいただいていますけれども、その選をいただいていますけれども、その選考考考考委員委員委員委員

会にて会にて会にて会にて業業業業者を選定して事者を選定して事者を選定して事者を選定して事業業業業をををを実実実実施しています。施しています。施しています。施しています。

その中でございますけれども、当時、その中でございますけれども、当時、その中でございますけれども、当時、その中でございますけれども、当時、奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の助助助助産師産師産師産師会では、会では、会では、会では、夜夜夜夜間また間また間また間また休休休休日の日の日の日のマンマンマンマンパパパパワワワワ

ーーーーの手配がの手配がの手配がの手配が難難難難しく、しく、しく、しく、応応応応募募募募いただけなかいただけなかいただけなかいただけなかっっっったということもあたということもあたということもあたということもあっっっったとたとたとたと聞聞聞聞いています。今後、いています。今後、いています。今後、いています。今後、助助助助

産師産師産師産師会では、会では、会では、会では、夜夜夜夜間そして間そして間そして間そして休休休休日の日の日の日のマンマンマンマンパパパパワーワーワーワー等、手配が等、手配が等、手配が等、手配が可可可可能能能能になられましたら、また受になられましたら、また受になられましたら、また受になられましたら、また受託託託託のののの

希望希望希望希望者の者の者の者の公募公募公募公募へへへへのののの参参参参加加加加をををを検検検検討討討討いただきたいとおいただきたいとおいただきたいとおいただきたいとお話話話話ししています。県といたしましても、きししています。県といたしましても、きししています。県といたしましても、きししています。県といたしましても、き

ちちちちっっっっとしたとしたとしたとした相談業相談業相談業相談業務の対務の対務の対務の対応応応応をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと考え考え考え考えています。以上でございます。ています。以上でございます。ています。以上でございます。ています。以上でございます。

○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長○西岡こども・女性局長 先ほど１先ほど１先ほど１先ほど１点点点点、総合、総合、総合、総合的的的的なななな庁庁庁庁内内内内ののののネネネネットワークットワークットワークットワークといといといといっっっった部た部た部た部分分分分のごのごのごのご質質質質

問問問問ございましたが、その部ございましたが、その部ございましたが、その部ございましたが、その部分分分分のののの回回回回答答答答をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

従従従従来来来来から少子化対策というから少子化対策というから少子化対策というから少子化対策という形形形形でででで庁庁庁庁内内内内ののののネネネネットワークットワークットワークットワーク会議していたのですけれども、今会議していたのですけれども、今会議していたのですけれども、今会議していたのですけれども、今回回回回

さらに平成２７年度さらに平成２７年度さらに平成２７年度さらに平成２７年度実実実実施の施の施の施の奈奈奈奈良県こども・子育て支援良県こども・子育て支援良県こども・子育て支援良県こども・子育て支援推進推進推進推進会議運営事会議運営事会議運営事会議運営事業業業業で、子どもの子育で、子どもの子育で、子どもの子育で、子どもの子育

て支援についてて支援についてて支援についてて支援について考え考え考え考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動動動動きの中できの中できの中できの中で庁庁庁庁内内内内連絡会議を立ち上げまして、その中で連連絡会議を立ち上げまして、その中で連連絡会議を立ち上げまして、その中で連連絡会議を立ち上げまして、その中で連

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え考え考え考えております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 あと１あと１あと１あと１点点点点だけ。先ほどだけ。先ほどだけ。先ほどだけ。先ほど聞聞聞聞いたいたいたいた質問質問質問質問の出生の出生の出生の出生率率率率ですが、子育て支援課長のですが、子育て支援課長のですが、子育て支援課長のですが、子育て支援課長の答弁答弁答弁答弁で、で、で、で、

奈奈奈奈良県の出生良県の出生良県の出生良県の出生率率率率を教を教を教を教ええええてほしいと言てほしいと言てほしいと言てほしいと言っっっったのですけれど。たのですけれど。たのですけれど。たのですけれど。

それと、それと、それと、それと、参考参考参考参考にどれくらい子どもが生まれているのかというにどれくらい子どもが生まれているのかというにどれくらい子どもが生まれているのかというにどれくらい子どもが生まれているのかというデータデータデータデータを。を。を。を。天天天天理理理理市市市市ののののデータデータデータデータ

は、委員会が終わは、委員会が終わは、委員会が終わは、委員会が終わっっっってからで、先にてからで、先にてからで、先にてからで、先に奈奈奈奈良県良県良県良県全体全体全体全体を教を教を教を教ええええてください。てください。てください。てください。

○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長○辻子育て支援課長 合合合合計計計計特特特特殊殊殊殊出生出生出生出生率率率率ということになるのですけれども、平成２３年が１ということになるのですけれども、平成２３年が１ということになるのですけれども、平成２３年が１ということになるのですけれども、平成２３年が１．．．．

２７２７２７２７人人人人で、平成２で、平成２で、平成２で、平成２４４４４年が１年が１年が１年が１．．．．３２３２３２３２人人人人と、０と、０と、０と、０．．．．０５０５０５０５人奈人奈人奈人奈良県は上が良県は上が良県は上が良県は上がっっっっています。平成２３年ています。平成２３年ています。平成２３年ています。平成２３年

は１は１は１は１万万万万４４４４００００００００人人人人のところが１のところが１のところが１のところが１万万万万５６５５６５５６５５６５人人人人と、と、と、と、実実実実数数数数でも１６５名でも１６５名でも１６５名でも１６５名程程程程度度度度ふふふふええええております。ただ、ております。ただ、ております。ただ、ております。ただ、

５年５年５年５年刻み刻み刻み刻みのののの分分分分析析析析をををを見見見見ましたら、ましたら、ましたら、ましたら、比較比較比較比較的的的的年年年年齢齢齢齢のののの高高高高い女性の出生が多くて、先い女性の出生が多くて、先い女性の出生が多くて、先い女性の出生が多くて、先行行行行きはちきはちきはちきはちょょょょっっっっとととと

不不不不安なところがあるのですけれども、ただ、今のは安なところがあるのですけれども、ただ、今のは安なところがあるのですけれども、ただ、今のは安なところがあるのですけれども、ただ、今のは全国的全国的全国的全国的なななな傾傾傾傾向向向向でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、奈奈奈奈良県良県良県良県

のののの場場場場合はち合はち合はち合はちょょょょっっっっととととふふふふええええ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、全体全体全体全体に出生に出生に出生に出生率率率率が上がが上がが上がが上がっっっっているているているている傾傾傾傾向向向向があります。があります。があります。があります。

以上です。以上です。以上です。以上です。



---- 11116666 ----

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

ですから、先ほど西岡こども・女性局長が言われたように、こども・女性局だけでですから、先ほど西岡こども・女性局長が言われたように、こども・女性局だけでですから、先ほど西岡こども・女性局長が言われたように、こども・女性局だけでですから、先ほど西岡こども・女性局長が言われたように、こども・女性局だけでやっやっやっやっ

っっっってはいけないし、総合てはいけないし、総合てはいけないし、総合てはいけないし、総合的的的的ななななネネネネットワークットワークットワークットワークをををを抱え抱え抱え抱えて、県て、県て、県て、県全体全体全体全体を子どもがを子どもがを子どもがを子どもが産産産産みやみやみやみやすい、育てすい、育てすい、育てすい、育て

ややややすいという県にして、すいという県にして、すいという県にして、すいという県にして、市町市町市町市町村の思いも村の思いも村の思いも村の思いも十十十十分分分分聞聞聞聞いてほしいと思います。いてほしいと思います。いてほしいと思います。いてほしいと思います。

それから、先ほどのそれから、先ほどのそれから、先ほどのそれから、先ほどの助助助助産師産師産師産師会の会の会の会の話話話話、委、委、委、委託託託託をををを途途途途中で中で中で中でややややめました。これは、事めました。これは、事めました。これは、事めました。これは、事情情情情をををを聞聞聞聞きましきましきましきまし

たら、たら、たら、たら、夜夜夜夜間の間の間の間の問問問問題題題題とか、いろいろなとか、いろいろなとか、いろいろなとか、いろいろな助助助助産師産師産師産師会の会の会の会の体制体制体制体制のののの問問問問題題題題があるから、ことしはがあるから、ことしはがあるから、ことしはがあるから、ことしはややややめたとめたとめたとめたと

聞聞聞聞きましたので、保健予防課長、きましたので、保健予防課長、きましたので、保健予防課長、きましたので、保健予防課長、電話電話電話電話がががが鳴鳴鳴鳴っっっってもてもてもても携携携携帯帯帯帯へへへへ転送転送転送転送できるというできるというできるというできるという話話話話もあるし、例もあるし、例もあるし、例もあるし、例

ええええばばばばここここんんんんなななな形形形形だだだだっっっったら委たら委たら委たら委託託託託を受けを受けを受けを受けややややすいというすいというすいというすいという条条条条件件件件もももも考え考え考え考えながらながらながらながら相談相談相談相談してあげてください。してあげてください。してあげてください。してあげてください。

いろいろないろいろないろいろないろいろな点点点点で総合で総合で総合で総合的的的的な、な、な、な、何何何何んんんんだかだかだかだかんんんんだ言だ言だ言だ言っっっっても１ても１ても１ても１．．．．２７２７２７２７人人人人、１、１、１、１．．．．３２３２３２３２人人人人、上が、上が、上が、上がっっっっていていていてい

るのは少しだけです。県だけがるのは少しだけです。県だけがるのは少しだけです。県だけがるのは少しだけです。県だけがやっやっやっやっていていていていっっっってもうまくいかないけれど、県の各課のそういてもうまくいかないけれど、県の各課のそういてもうまくいかないけれど、県の各課のそういてもうまくいかないけれど、県の各課のそうい

うううう医療医療医療医療費費費費のののの問問問問題題題題、出、出、出、出産産産産のののの祝祝祝祝い金のい金のい金のい金の問問問問題題題題もももも含含含含めて、めて、めて、めて、市町市町市町市町村と連村と連村と連村と連携携携携して努力をしてください。して努力をしてください。して努力をしてください。して努力をしてください。

以上です。以上です。以上です。以上です。

○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 ほかにほかにほかにほかに質問質問質問質問はありませはありませはありませはありませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「なしなしなしなし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ほかになけれほかになけれほかになけれほかになければばばば、これで、これで、これで、これで質疑質疑質疑質疑等を終わります。等を終わります。等を終わります。等を終わります。

それでは、これをもちまして本日の委員会を終わります。それでは、これをもちまして本日の委員会を終わります。それでは、これをもちまして本日の委員会を終わります。それでは、これをもちまして本日の委員会を終わります。


