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過 疎・南 部 地 域 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録過 疎・南 部 地 域 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録過 疎・南 部 地 域 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録過 疎・南 部 地 域 振 興 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２月２６日（火） １３：０３～１５：０３平成２５年２月２６日（火） １３：０３～１５：０３平成２５年２月２６日（火） １３：０３～１５：０３平成２５年２月２６日（火） １３：０３～１５：０３

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 ９名９名９名９名

秋本登志嗣 委員長秋本登志嗣 委員長秋本登志嗣 委員長秋本登志嗣 委員長

岡 史朗 副委員長岡 史朗 副委員長岡 史朗 副委員長岡 史朗 副委員長

太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員

山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員

辻本 黎士 委員辻本 黎士 委員辻本 黎士 委員辻本 黎士 委員

山下 力 委員山下 力 委員山下 力 委員山下 力 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 畑中 南部振興監畑中 南部振興監畑中 南部振興監畑中 南部振興監

高城 医療政策部長高城 医療政策部長高城 医療政策部長高城 医療政策部長

浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長

冨岡 農林部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長

辻本 水道局長 ほか、関係職員辻本 水道局長 ほか、関係職員辻本 水道局長 ほか、関係職員辻本 水道局長 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）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長 それでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があそれでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があそれでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があそれでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があ

ればご発言願います。ればご発言願います。ればご発言願います。ればご発言願います。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 それでは、３点について質問させていただきます。それでは、３点について質問させていただきます。それでは、３点について質問させていただきます。それでは、３点について質問させていただきます。

まずは、奈良交通株式会社の問題でございますまずは、奈良交通株式会社の問題でございますまずは、奈良交通株式会社の問題でございますまずは、奈良交通株式会社の問題でございます。。。。「平成２５年度一般会計特別会計予算「平成２５年度一般会計特別会計予算「平成２５年度一般会計特別会計予算「平成２５年度一般会計特別会計予算

案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」１２７ページにもそれ案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」１２７ページにもそれ案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」１２７ページにもそれ案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」１２７ページにもそれ

にかかわる問題が掲載されていたかとは思いますが、過疎地域の移動手段を、どう確保しにかかわる問題が掲載されていたかとは思いますが、過疎地域の移動手段を、どう確保しにかかわる問題が掲載されていたかとは思いますが、過疎地域の移動手段を、どう確保しにかかわる問題が掲載されていたかとは思いますが、過疎地域の移動手段を、どう確保し
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ていくのかとの問題ですが、昨年末からことしの年始にかけての５日間にわたって、奈良ていくのかとの問題ですが、昨年末からことしの年始にかけての５日間にわたって、奈良ていくのかとの問題ですが、昨年末からことしの年始にかけての５日間にわたって、奈良ていくのかとの問題ですが、昨年末からことしの年始にかけての５日間にわたって、奈良

交通株式会社は東吉野村を走る路線バスとコミュニティーバスをすべて運休するという出交通株式会社は東吉野村を走る路線バスとコミュニティーバスをすべて運休するという出交通株式会社は東吉野村を走る路線バスとコミュニティーバスをすべて運休するという出交通株式会社は東吉野村を走る路線バスとコミュニティーバスをすべて運休するという出

来事がございまして、地元から相談を受けて臨時的な措置を含めた工夫で、この年末年始来事がございまして、地元から相談を受けて臨時的な措置を含めた工夫で、この年末年始来事がございまして、地元から相談を受けて臨時的な措置を含めた工夫で、この年末年始来事がございまして、地元から相談を受けて臨時的な措置を含めた工夫で、この年末年始

を運行してほしいとの申し入れを奈良交通株式会社に行わせていただいたところです。を運行してほしいとの申し入れを奈良交通株式会社に行わせていただいたところです。を運行してほしいとの申し入れを奈良交通株式会社に行わせていただいたところです。を運行してほしいとの申し入れを奈良交通株式会社に行わせていただいたところです。

運休になった経緯の説明を聞かせていただくと同時に、運休以外の手段がないのか、こ運休になった経緯の説明を聞かせていただくと同時に、運休以外の手段がないのか、こ運休になった経緯の説明を聞かせていただくと同時に、運休以外の手段がないのか、こ運休になった経緯の説明を聞かせていただくと同時に、運休以外の手段がないのか、こ

ういった質問もさせていただきましたが、奈良交通株式会社からは、利用減少のために過ういった質問もさせていただきましたが、奈良交通株式会社からは、利用減少のために過ういった質問もさせていただきましたが、奈良交通株式会社からは、利用減少のために過ういった質問もさせていただきましたが、奈良交通株式会社からは、利用減少のために過

疎地域の赤字を県北部の黒字で賄うという内部補助という中で維持をしてきたけれども、疎地域の赤字を県北部の黒字で賄うという内部補助という中で維持をしてきたけれども、疎地域の赤字を県北部の黒字で賄うという内部補助という中で維持をしてきたけれども、疎地域の赤字を県北部の黒字で賄うという内部補助という中で維持をしてきたけれども、

バス利用者全体が減少しているために維持ができなくなっていますと、非常に奈良交通株バス利用者全体が減少しているために維持ができなくなっていますと、非常に奈良交通株バス利用者全体が減少しているために維持ができなくなっていますと、非常に奈良交通株バス利用者全体が減少しているために維持ができなくなっていますと、非常に奈良交通株

式会社でも苦慮されているという報告がございました。式会社でも苦慮されているという報告がございました。式会社でも苦慮されているという報告がございました。式会社でも苦慮されているという報告がございました。

これは東吉野村に限らず、このようなケースが県内で大いにふこれは東吉野村に限らず、このようなケースが県内で大いにふこれは東吉野村に限らず、このようなケースが県内で大いにふこれは東吉野村に限らず、このようなケースが県内で大いにふええええていくのではないかとていくのではないかとていくのではないかとていくのではないかと

心配心配心配心配をするところでございます。県としてさらにをするところでございます。県としてさらにをするところでございます。県としてさらにをするところでございます。県としてさらに積極積極積極積極的な的な的な的な支援支援支援支援というというというという形形形形で、で、で、で、今今今今、、、、協協協協議会な議会な議会な議会な

ども入っていただいているということでございますけれども、ども入っていただいているということでございますけれども、ども入っていただいているということでございますけれども、ども入っていただいているということでございますけれども、何何何何か工夫が要るのではないか工夫が要るのではないか工夫が要るのではないか工夫が要るのではない

かと思いますが、その点での県のかと思いますが、その点での県のかと思いますが、その点での県のかと思いますが、その点での県の考え方考え方考え方考え方についてについてについてについておおおお聞かせいただきたいと思います。聞かせいただきたいと思います。聞かせいただきたいと思います。聞かせいただきたいと思います。

２点２点２点２点目目目目は、山林の問題でございます。平成２４年１２月県議会で、は、山林の問題でございます。平成２４年１２月県議会で、は、山林の問題でございます。平成２４年１２月県議会で、は、山林の問題でございます。平成２４年１２月県議会で、今井今井今井今井議員もこの問題議員もこの問題議員もこの問題議員もこの問題

をををを取り上げ取り上げ取り上げ取り上げましたが、ましたが、ましたが、ましたが、今今今今、山林が、山林が、山林が、山林が崩壊崩壊崩壊崩壊のののの危機危機危機危機にににに直面直面直面直面をしてをしてをしてをしておりおりおりおりまして、手入れされずにまして、手入れされずにまして、手入れされずにまして、手入れされずに放放放放

置された山が置された山が置された山が置された山が鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣にににに荒荒荒荒らされて、らされて、らされて、らされて、表面表面表面表面はははは緑緑緑緑でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、深深深深部では部では部では部では崩壊崩壊崩壊崩壊が進が進が進が進んんんんでででで

いるとのことで、奈良県でのいるとのことで、奈良県でのいるとのことで、奈良県でのいるとのことで、奈良県での状況状況状況状況ををををみみみみますと、ますと、ますと、ますと、民有民有民有民有林がほと林がほと林がほと林がほとんんんんどで、林全体の５どで、林全体の５どで、林全体の５どで、林全体の５８．８．８．８．４４４４％％％％

がもう村外地がもう村外地がもう村外地がもう村外地主主主主のののの所有所有所有所有でございまして、県がでございまして、県がでございまして、県がでございまして、県が実施実施実施実施したしたしたした集落実態調査集落実態調査集落実態調査集落実態調査では、山林では、山林では、山林では、山林荒廃荒廃荒廃荒廃の問題の問題の問題の問題

点に点に点に点に対対対対して５１して５１して５１して５１％％％％がががが不在不在不在不在地地地地主主主主でででで土土土土地地地地管理管理管理管理ができていない、４４ができていない、４４ができていない、４４ができていない、４４％％％％が農地、山林のが農地、山林のが農地、山林のが農地、山林の境界境界境界境界がわがわがわがわ

からないというからないというからないというからないという答え答え答え答えがあったとのことでございます。があったとのことでございます。があったとのことでございます。があったとのことでございます。

このように、山林のこのように、山林のこのように、山林のこのように、山林の所有所有所有所有がががが不不不不明確になっていることが山林の明確になっていることが山林の明確になっていることが山林の明確になっていることが山林の荒廃荒廃荒廃荒廃をををを加速加速加速加速させているさせているさせているさせている原因原因原因原因

の一つとも言われての一つとも言われての一つとも言われての一つとも言われておりおりおりおりまして、これは山林まして、これは山林まして、これは山林まして、これは山林所有所有所有所有者だけの者だけの者だけの者だけの責任責任責任責任ではなく、この間ずっと林ではなく、この間ずっと林ではなく、この間ずっと林ではなく、この間ずっと林

業業業業や木材や木材や木材や木材産業が産業が産業が産業が衰退衰退衰退衰退しているとか、限しているとか、限しているとか、限しているとか、限界集落界集落界集落界集落などいろいろななどいろいろななどいろいろななどいろいろな原因原因原因原因がががが重重重重なってなってなってなって現在現在現在現在にににに至至至至ってってってって

いると思いますが、これについて、県としてのいると思いますが、これについて、県としてのいると思いますが、これについて、県としてのいると思いますが、これについて、県としての考え方や今後考え方や今後考え方や今後考え方や今後のののの取り組み取り組み取り組み取り組みについて聞かせてについて聞かせてについて聞かせてについて聞かせて

いただきたいと思っていただきたいと思っていただきたいと思っていただきたいと思っておりおりおりおります。ます。ます。ます。

３点３点３点３点目目目目は、南は、南は、南は、南和和和和地域に地域に地域に地域におおおおけるけるけるける公立病院公立病院公立病院公立病院のののの整備整備整備整備の問題です。南の問題です。南の問題です。南の問題です。南和病院和病院和病院和病院ににににおおおおけるけるけるける公立病院公立病院公立病院公立病院のののの

整備整備整備整備が発が発が発が発表表表表されまして、そこではされまして、そこではされまして、そこではされまして、そこでは新新新新たにできる１つのたにできる１つのたにできる１つのたにできる１つの救急病院救急病院救急病院救急病院と、県と、県と、県と、県立五條病院立五條病院立五條病院立五條病院と吉野と吉野と吉野と吉野町町町町

国民健康国民健康国民健康国民健康保保保保険険険険吉野吉野吉野吉野病院病院病院病院をををを改修改修改修改修して２つの地域医療して２つの地域医療して２つの地域医療して２つの地域医療センタセンタセンタセンターでーでーでーで役割分担役割分担役割分担役割分担を行って地域提を行って地域提を行って地域提を行って地域提供供供供体体体体

制制制制をををを再構築再構築再構築再構築するというするというするというするという文文文文言がございました。この間、県としても言がございました。この間、県としても言がございました。この間、県としても言がございました。この間、県としてもパブリックパブリックパブリックパブリックココココメントメントメントメントなどなどなどなど

もももも募集募集募集募集してしてしてしておりおりおりおりましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、私私私私のところにものところにものところにものところにも今回今回今回今回の計の計の計の計画画画画を受けて、南を受けて、南を受けて、南を受けて、南和和和和地域は非常に地域は非常に地域は非常に地域は非常に



---- 3333 ----

広広広広大な地域でございまして、大な地域でございまして、大な地域でございまして、大な地域でございまして、先先先先ほどほどほどほどお示お示お示お示しいただいた吉野しいただいた吉野しいただいた吉野しいただいた吉野郡郡郡郡大大大大淀町淀町淀町淀町にできるにできるにできるにできる新新新新たなたなたなたな救急病救急病救急病救急病

院院院院１１１１カ所カ所カ所カ所で、で、で、で、急性期急性期急性期急性期のののの患患患患者さ者さ者さ者さんんんんにににに対応対応対応対応できるのかどうか、こういう疑問のできるのかどうか、こういう疑問のできるのかどうか、こういう疑問のできるのかどうか、こういう疑問の声声声声が出されてが出されてが出されてが出されておおおお

りりりります。その点についてもどのようにます。その点についてもどのようにます。その点についてもどのようにます。その点についてもどのようにお考えお考えお考えお考えなのか質問をしたいと思います。以なのか質問をしたいと思います。以なのか質問をしたいと思います。以なのか質問をしたいと思います。以上上上上です。です。です。です。

○堀内道路・交通環境課長○堀内道路・交通環境課長○堀内道路・交通環境課長○堀内道路・交通環境課長 公共公共公共公共交通の確保について、いかに県が交通の確保について、いかに県が交通の確保について、いかに県が交通の確保について、いかに県が対応対応対応対応していくのかとのしていくのかとのしていくのかとのしていくのかとの

ご質問でございました。ご質問でございました。ご質問でございました。ご質問でございました。

県では地域県では地域県では地域県では地域公共公共公共公共交通に関する交通に関する交通に関する交通に関する課課課課題題題題やややや路線確保を路線確保を路線確保を路線確保を目目目目的といたしまして、補助的といたしまして、補助的といたしまして、補助的といたしまして、補助制制制制度の計度の計度の計度の計画画画画策策策策

定定定定等等等等をををを目目目目的とした、的とした、的とした、的とした、今今今今まででしたらまででしたらまででしたらまででしたら土木土木土木土木部部部部次次次次長を会長として、副長を会長として、副長を会長として、副長を会長として、副市市市市長、村長、それから県長、村長、それから県長、村長、それから県長、村長、それから県

内交通事業者、関係内交通事業者、関係内交通事業者、関係内交通事業者、関係団団団団体、体、体、体、近畿近畿近畿近畿運運運運輸輸輸輸局などで局などで局などで局などで構構構構成します奈良県地域交通成します奈良県地域交通成します奈良県地域交通成します奈良県地域交通改善協改善協改善協改善協議会を議会を議会を議会を開催開催開催開催

してきたところでございます。これまでの県地域交通してきたところでございます。これまでの県地域交通してきたところでございます。これまでの県地域交通してきたところでございます。これまでの県地域交通改善協改善協改善協改善協議会では、議会では、議会では、議会では、主主主主にににに広広広広域的なバス域的なバス域的なバス域的なバス

路線の維持、確保を路線の維持、確保を路線の維持、確保を路線の維持、確保を目目目目的とした的とした的とした的とした国や国や国や国や県の補助県の補助県の補助県の補助金金金金に関する計に関する計に関する計に関する計画画画画策定策定策定策定やややや、バス路線の休、バス路線の休、バス路線の休、バス路線の休廃止廃止廃止廃止にににに

関する関する関する関する協協協協議議議議等等等等を行ってきたところでございます。委員ごを行ってきたところでございます。委員ごを行ってきたところでございます。委員ごを行ってきたところでございます。委員ご指摘指摘指摘指摘のとのとのとのとおりおりおりおり、、、、近近近近年の少年の少年の少年の少子子子子高高高高齢化齢化齢化齢化

などによって北部地域の黒字が減って、などによって北部地域の黒字が減って、などによって北部地域の黒字が減って、などによって北部地域の黒字が減って、今今今今まででしたら黒字を南部地域の赤字に補てまででしたら黒字を南部地域の赤字に補てまででしたら黒字を南部地域の赤字に補てまででしたら黒字を南部地域の赤字に補てんんんんすすすす

るという内部補助でございますけれども、そういったことがなかなかできなくなってきてるという内部補助でございますけれども、そういったことがなかなかできなくなってきてるという内部補助でございますけれども、そういったことがなかなかできなくなってきてるという内部補助でございますけれども、そういったことがなかなかできなくなってきて

いると。そういうことでいると。そういうことでいると。そういうことでいると。そういうことで公共公共公共公共交通の確保が非常に交通の確保が非常に交通の確保が非常に交通の確保が非常に難難難難しいということでございますが、このしいということでございますが、このしいということでございますが、このしいということでございますが、この

ためには、ためには、ためには、ためには、今後今後今後今後、ますます、ますます、ますます、ますます公共公共公共公共交通の利用者が減少しまして、路線バス交通の利用者が減少しまして、路線バス交通の利用者が減少しまして、路線バス交通の利用者が減少しまして、路線バス等等等等の減の減の減の減便便便便、、、、廃止廃止廃止廃止がががが

進進進進むむむむことはことはことはことは見込見込見込見込まれますけれども、よまれますけれども、よまれますけれども、よまれますけれども、より広り広り広り広域的な域的な域的な域的な観観観観点から点から点から点から公共公共公共公共交通交通交通交通ネットワネットワネットワネットワーーーーククククの確保にの確保にの確保にの確保に

向向向向けたけたけたけた取り組み取り組み取り組み取り組みを、県、を、県、を、県、を、県、市町市町市町市町村、交通事業者が村、交通事業者が村、交通事業者が村、交通事業者が総総総総力を力を力を力を結集結集結集結集いたしましていたしましていたしましていたしまして取り組ん取り組ん取り組ん取り組んでいくこでいくこでいくこでいくこ

とがとがとがとが必必必必要であることを要であることを要であることを要であることを今今今今までも議までも議までも議までも議論論論論してまいしてまいしてまいしてまいりりりりました。ました。ました。ました。

そのそのそのその結果結果結果結果、２月２０日には、２月２０日には、２月２０日には、２月２０日には知知知知事が会長を事が会長を事が会長を事が会長を務務務務め、め、め、め、市町市町市町市町村長、交通事業者村長、交通事業者村長、交通事業者村長、交通事業者代表等代表等代表等代表等が委員となが委員となが委員となが委員とな

ったったったった新新新新たな体たな体たな体たな体制制制制をををを構築構築構築構築しまして、奈良県地域交通しまして、奈良県地域交通しまして、奈良県地域交通しまして、奈良県地域交通改善協改善協改善協改善協議会を議会を議会を議会を開催開催開催開催させていただきまして、させていただきまして、させていただきまして、させていただきまして、

そのそのそのその協協協協議会の中で議会の中で議会の中で議会の中で今後公共今後公共今後公共今後公共交通の確保について交通の確保について交通の確保について交通の確保について協協協協議してまい議してまい議してまい議してまいりりりりたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えてててておおおおるところでるところでるところでるところで

ございます。以ございます。以ございます。以ございます。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。

○田中農林部次長（林務担当・森林整備課長事務取扱）○田中農林部次長（林務担当・森林整備課長事務取扱）○田中農林部次長（林務担当・森林整備課長事務取扱）○田中農林部次長（林務担当・森林整備課長事務取扱） 県では、奈良県県では、奈良県県では、奈良県県では、奈良県森森森森林林林林づづづづくくくくり並びり並びり並びり並び

に林業に林業に林業に林業及び木材及び木材及び木材及び木材産業振興産業振興産業振興産業振興条条条条例、例、例、例、及び及び及び及び同同同同指針指針指針指針にににに基づ基づ基づ基づきまして、きまして、きまして、きまして、今現在今現在今現在今現在、、、、木材生木材生木材生木材生産林と産林と産林と産林と環境環境環境環境保保保保

全林に全林に全林に全林に森森森森林を林を林を林を区分区分区分区分して、それして、それして、それして、それぞぞぞぞれのれのれのれの区分区分区分区分にににに応じ応じ応じ応じたたたた適切適切適切適切なななな森森森森林林林林整備整備整備整備をををを推推推推進しているところで進しているところで進しているところで進しているところで

ございます。このうございます。このうございます。このうございます。このうち環境ち環境ち環境ち環境保全林に保全林に保全林に保全林におおおおきましては、きましては、きましては、きましては、適切適切適切適切な手入れがなされずにな手入れがなされずにな手入れがなされずにな手入れがなされずに放放放放置されて置されて置されて置されて

公益公益公益公益的的的的機能機能機能機能のののの低低低低下が下が下が下が心配心配心配心配される、そういうされる、そういうされる、そういうされる、そういう人人人人工林に工林に工林に工林におおおおきまして、きまして、きまして、きまして、森森森森林林林林環境税環境税環境税環境税を用いましてを用いましてを用いましてを用いまして

本本本本数率数率数率数率で４０で４０で４０で４０％％％％以以以以上上上上というというというという強強強強度の間度の間度の間度の間伐伐伐伐、、、、強強強強い間い間い間い間伐伐伐伐を行い、を行い、を行い、を行い、針広混針広混針広混針広混交林交林交林交林化化化化をををを促促促促進して進して進して進して機能機能機能機能のののの

確保を確保を確保を確保を図り図り図り図りたいという内たいという内たいという内たいという内容容容容でででで公公公公的な的な的な的な森森森森林林林林整備整備整備整備を進めているところでございます。を進めているところでございます。を進めているところでございます。を進めているところでございます。

森森森森林林林林整備整備整備整備を進めるにを進めるにを進めるにを進めるに当当当当たたたたりりりりましては、ましては、ましては、ましては、市町市町市町市町村村村村及び及び及び及び地域の地域の地域の地域の実情実情実情実情にににに詳詳詳詳しいしいしいしい施施施施業業業業放放放放置林置林置林置林整備マ整備マ整備マ整備マ
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ネネネネージージージージャャャャーというーというーというーという方々方々方々方々とととと共共共共同いたしまして、同いたしまして、同いたしまして、同いたしまして、施施施施業業業業放放放放置林の置林の置林の置林の現況調査や所有現況調査や所有現況調査や所有現況調査や所有関係を明確にす関係を明確にす関係を明確にす関係を明確にす

るためなどのるためなどのるためなどのるためなどの普及活普及活普及活普及活動に動に動に動に取り組ん取り組ん取り組ん取り組んできてできてできてできておりおりおりおります。そのます。そのます。そのます。その結果結果結果結果、、、、森森森森林の林の林の林の所有所有所有所有者は県下で者は県下で者は県下で者は県下で約約約約５５５５

万万万万６６６６，，，，００００００００００００人お人お人お人おられますが、平成１られますが、平成１られますが、平成１られますが、平成１８８８８年度から平成２３年度までの６年間で年度から平成２３年度までの６年間で年度から平成２３年度までの６年間で年度から平成２３年度までの６年間で約約約約２２２２，，，，４０４０４０４０

００００人人人人のののの所有所有所有所有者の者の者の者の方々方々方々方々とととと協協協協定を定を定を定を締結締結締結締結して、４して、４して、４して、４，，，，７００７００７００７００ヘクタヘクタヘクタヘクターーーール強ル強ル強ル強のののの森森森森林に林に林に林におおおおけるけるけるける整備整備整備整備ををををやややや

ってまいってまいってまいってまいりりりりました。平成２４年度にました。平成２４年度にました。平成２４年度にました。平成２４年度におおおおきましてはきましてはきましてはきましては約約約約５００５００５００５００人余り人余り人余り人余りのののの所有所有所有所有者の者の者の者の方々方々方々方々とととと協協協協定を定を定を定を

締結締結締結締結して、して、して、して、面積面積面積面積でででで約約約約１１１１，，，，００００００００００００ヘクタヘクタヘクタヘクターーーールルルルのののの森森森森林林林林整備整備整備整備をををを実施実施実施実施するするするする見込み見込み見込み見込みでございます。までございます。までございます。までございます。ま

た、これらのた、これらのた、これらのた、これらの取り組み取り組み取り組み取り組みをさらにをさらにをさらにをさらに加速加速加速加速させるため、県全体で４３名のさせるため、県全体で４３名のさせるため、県全体で４３名のさせるため、県全体で４３名の施施施施業業業業放放放放置林置林置林置林整備マネ整備マネ整備マネ整備マネーーーー

ジジジジャャャャーについて、ーについて、ーについて、ーについて、市町市町市町市町村ごとの村ごとの村ごとの村ごとの配配配配置置置置人数人数人数人数をををを見直見直見直見直したところでございます。したところでございます。したところでございます。したところでございます。

具具具具体的には委員体的には委員体的には委員体的には委員おおおおっしっしっしっしゃゃゃゃっていましたように、っていましたように、っていましたように、っていましたように、不在不在不在不在地地地地主主主主のののの方方方方がががが多多多多くくくくおおおおられるとか相られるとか相られるとか相られるとか相続続続続のののの

関係で関係で関係で関係で所有権所有権所有権所有権がわからなくなるとか、がわからなくなるとか、がわからなくなるとか、がわからなくなるとか、境界境界境界境界がががが不不不不明になるということがございまして、明になるということがございまして、明になるということがございまして、明になるということがございまして、森森森森林林林林

所有所有所有所有者の特定に時間がかかると、手間がかかるようになって者の特定に時間がかかると、手間がかかるようになって者の特定に時間がかかると、手間がかかるようになって者の特定に時間がかかると、手間がかかるようになっておおおおるるるる状況状況状況状況にございます。これにございます。これにございます。これにございます。これ

らにらにらにらに対応対応対応対応するためにするためにするためにするために配配配配置置置置基準基準基準基準を一部を一部を一部を一部見直見直見直見直してしてしてしておりおりおりおります。つまます。つまます。つまます。つまり森り森り森り森林林林林所有所有所有所有者１者１者１者１人当人当人当人当たたたたりりりりのののの所所所所

有規模有規模有規模有規模のののの小小小小さい、さい、さい、さい、面積当面積当面積当面積当たたたたりりりりのののの所有所有所有所有者が者が者が者が多多多多くくくくおおおおられる県の北部、あるいは東部のられる県の北部、あるいは東部のられる県の北部、あるいは東部のられる県の北部、あるいは東部の市町市町市町市町村に村に村に村に

おおおおきましてのきましてのきましてのきましての活活活活動に力点を置いて動に力点を置いて動に力点を置いて動に力点を置いて対応対応対応対応をしているところでございます。をしているところでございます。をしているところでございます。をしているところでございます。

平成２５年度につきまましても、これらの平成２５年度につきまましても、これらの平成２５年度につきまましても、これらの平成２５年度につきまましても、これらのソフトソフトソフトソフトをををを積極積極積極積極的に的に的に的に推推推推進して、進して、進して、進して、適切適切適切適切な手入れがな手入れがな手入れがな手入れが

なされずなされずなされずなされず放放放放置されて置されて置されて置されておおおおる、あるいはる、あるいはる、あるいはる、あるいは育育育育成成成成不不不不良になって良になって良になって良になっておおおおるるるる人人人人工林について工林について工林について工林について公公公公的な的な的な的な森森森森林林林林整備整備整備整備

をををを実施実施実施実施することによって、することによって、することによって、することによって、適切適切適切適切な保全にな保全にな保全にな保全に努努努努めてまいめてまいめてまいめてまいりりりりたいと思ってたいと思ってたいと思ってたいと思っておりおりおりおります。ます。ます。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 今今今今、南、南、南、南和和和和地域医療の地域医療の地域医療の地域医療の公立病院新公立病院新公立病院新公立病院新体体体体制制制制にににに取り組ん取り組ん取り組ん取り組んででででおりおりおりおりますが、ますが、ますが、ますが、

広広広広大な南大な南大な南大な南和和和和地域の地域の地域の地域の救急対応救急対応救急対応救急対応が１が１が１が１カ所カ所カ所カ所だけで大だけで大だけで大だけで大丈丈丈丈夫なのかというご質問であったと思います。夫なのかというご質問であったと思います。夫なのかというご質問であったと思います。夫なのかというご質問であったと思います。

まず委員まず委員まず委員まず委員おおおおっしっしっしっしゃゃゃゃるとるとるとるとおりおりおりおり、、、、今今今今、南、南、南、南和和和和地域１地域１地域１地域１市市市市３３３３町８町８町８町８村で一村で一村で一村で一丸丸丸丸となって、また県も入となって、また県も入となって、また県も入となって、また県も入りりりり

まして南まして南まして南まして南和広和広和広和広域医療域医療域医療域医療組合組合組合組合をつくをつくをつくをつくりりりり、南、南、南、南和和和和地域の地域の地域の地域の新新新新たな医療体たな医療体たな医療体たな医療体制制制制にににに取り組ん取り組ん取り組ん取り組んででででおりおりおりおります。こます。こます。こます。こ

ののののお話お話お話お話が始まったそもそもといいますと、吉野が始まったそもそもといいますと、吉野が始まったそもそもといいますと、吉野が始まったそもそもといいますと、吉野町国民健康町国民健康町国民健康町国民健康保保保保険険険険吉野吉野吉野吉野病院病院病院病院または大または大または大または大淀町立淀町立淀町立淀町立大大大大

淀病院淀病院淀病院淀病院、県、県、県、県立五條病院立五條病院立五條病院立五條病院でございますが、その３つのでございますが、その３つのでございますが、その３つのでございますが、その３つの救急病院救急病院救急病院救急病院がございました。その地域にがございました。その地域にがございました。その地域にがございました。その地域に

つきましては、つきましては、つきましては、つきましては、人人人人口が減少しますとともに口が減少しますとともに口が減少しますとともに口が減少しますとともに患患患患者も少なくな者も少なくな者も少なくな者も少なくなりりりり、また医療を、また医療を、また医療を、また医療を支え支え支え支えます医ます医ます医ます医師師師師、、、、

看護師看護師看護師看護師が減少をしたと。さらにまた医療が減少をしたと。さらにまた医療が減少をしたと。さらにまた医療が減少をしたと。さらにまた医療機能機能機能機能のののの低低低低下も下も下も下も起起起起こしたということでございますのこしたということでございますのこしたということでございますのこしたということでございますの

で、３つので、３つので、３つので、３つの救急病院救急病院救急病院救急病院と言いながら、２と言いながら、２と言いながら、２と言いながら、２次次次次のののの救急救急救急救急も非常にも非常にも非常にも非常に厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況になっていたのがになっていたのがになっていたのがになっていたのが現状現状現状現状

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。それを打破打破打破打破するために、まずするために、まずするために、まずするために、まず救急救急救急救急についてについてについてについて十分十分十分十分にににに対応対応対応対応していきたいというしていきたいというしていきたいというしていきたいという

のを第一のを第一のを第一のを第一義義義義に掲に掲に掲に掲げげげげまして、３つにまして、３つにまして、３つにまして、３つに病院分散病院分散病院分散病院分散してしてしてしておりおりおりおります医ます医ます医ます医師師師師、、、、看護師看護師看護師看護師などスなどスなどスなどスタッフタッフタッフタッフをををを集集集集めめめめ

まして、まずまして、まずまして、まずまして、まず救急救急救急救急をしっかをしっかをしっかをしっかりやりやりやりやっていこうというっていこうというっていこうというっていこうという形形形形でででで考え考え考え考えてててておりおりおりおります。ます。ます。ます。

それとまた同時に、これはそれとまた同時に、これはそれとまた同時に、これはそれとまた同時に、これは二次救急二次救急二次救急二次救急でございますが、一でございますが、一でございますが、一でございますが、一次救急次救急次救急次救急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と村と村と村と
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地元地域の医地元地域の医地元地域の医地元地域の医師師師師会を含めましてしっか会を含めましてしっか会を含めましてしっか会を含めましてしっかり支えり支えり支えり支えていこうということでございます。またていこうということでございます。またていこうということでございます。またていこうということでございます。また三次三次三次三次

救急救急救急救急、つま、つま、つま、つまり脳卒り脳卒り脳卒り脳卒中とか中とか中とか中とか急性心筋梗塞急性心筋梗塞急性心筋梗塞急性心筋梗塞でございますけれども、南でございますけれども、南でございますけれども、南でございますけれども、南和和和和地域の地域の地域の地域の病院病院病院病院だけではだけではだけではだけでは無無無無

理理理理でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、当然救命救急センタ当然救命救急センタ当然救命救急センタ当然救命救急センターがございます県ーがございます県ーがございます県ーがございます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病院病院病院とととと連携連携連携連携をををを

していこうというしていこうというしていこうというしていこうという形形形形で、で、で、で、救急救急救急救急についてについてについてについて万万万万全の体全の体全の体全の体制制制制をををを取り取り取り取りたいと。それと南たいと。それと南たいと。それと南たいと。それと南和和和和地域の限られ地域の限られ地域の限られ地域の限られ

た医療た医療た医療た医療資源資源資源資源といいますか、スといいますか、スといいますか、スといいますか、スタッフタッフタッフタッフの中でできるだけのことをの中でできるだけのことをの中でできるだけのことをの中でできるだけのことをややややっていこうというっていこうというっていこうというっていこうという形形形形で、で、で、で、

大大大大淀町淀町淀町淀町福神福神福神福神地地地地区区区区にににに救急病院救急病院救急病院救急病院をををを設設設設置した置した置した置した次次次次第でございます。第でございます。第でございます。第でございます。

当然当然当然当然、委員、委員、委員、委員おおおおっしっしっしっしゃゃゃゃるように、南るように、南るように、南るように、南和和和和地域といいますのは、県の全地域といいますのは、県の全地域といいますのは、県の全地域といいますのは、県の全面積面積面積面積の大体６の大体６の大体６の大体６割割割割程程程程度ご度ご度ご度ご

ざいます。ただざいます。ただざいます。ただざいます。ただ人人人人口は口は口は口は８，８，８，８，５００５００５００５００人人人人でございますけれども、まずでございますけれども、まずでございますけれども、まずでございますけれども、まず新新新新しいしいしいしい救急病院救急病院救急病院救急病院には、県には、県には、県には、県

内では内では内では内ではじじじじめてになめてになめてになめてになりりりりますが、ますが、ますが、ますが、ヘリヘリヘリヘリポポポポーーーートトトトをををを屋屋屋屋上上上上につくっていくということで、につくっていくということで、につくっていくということで、につくっていくということで、迅迅迅迅速速速速にににに救急救急救急救急

医療または医療または医療または医療または災害災害災害災害医療に医療に医療に医療に対応対応対応対応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え考え考え考えてててておりおりおりおります。こういう点をます。こういう点をます。こういう点をます。こういう点を踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、

今今今今、、、、救急病院救急病院救急病院救急病院についてについてについてについて整備整備整備整備をををを着着着着実実実実にににに推推推推進しているところでございます。以進しているところでございます。以進しているところでございます。以進しているところでございます。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。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 それそれそれそれぞぞぞぞれごれごれごれご答答答答弁弁弁弁いただきまして、あいただきまして、あいただきまして、あいただきまして、ありりりりがとうございました。がとうございました。がとうございました。がとうございました。

奈良交通株式会社の問題に関しましては、本奈良交通株式会社の問題に関しましては、本奈良交通株式会社の問題に関しましては、本奈良交通株式会社の問題に関しましては、本当当当当に過疎が進に過疎が進に過疎が進に過疎が進むむむむ中で、なかなか高中で、なかなか高中で、なかなか高中で、なかなか高齢齢齢齢者の者の者の者の足足足足

もなくなっているのですけれども、もなくなっているのですけれども、もなくなっているのですけれども、もなくなっているのですけれども、実実実実際際際際に利用者の要に利用者の要に利用者の要に利用者の要求求求求とかとかとかとかみ合み合み合み合わないのか、わないのか、わないのか、わないのか、乗乗乗乗っていたっていたっていたっていた

だく路線も少なくなっているというだく路線も少なくなっているというだく路線も少なくなっているというだく路線も少なくなっているという状況状況状況状況ももももおおおお聞きして聞きして聞きして聞きしておりおりおりおります。地元にとます。地元にとます。地元にとます。地元にとりりりりましては、本ましては、本ましては、本ましては、本

当当当当にバスがなくなってしまうと、にバスがなくなってしまうと、にバスがなくなってしまうと、にバスがなくなってしまうと、足足足足そのものがなくなってしまうというそのものがなくなってしまうというそのものがなくなってしまうというそのものがなくなってしまうという声声声声もあるかと思いもあるかと思いもあるかと思いもあるかと思い

ますが、ますが、ますが、ますが、先先先先ほどごほどごほどごほどご答答答答弁弁弁弁もいただきましたけれども、東吉野村で、聞くところによもいただきましたけれども、東吉野村で、聞くところによもいただきましたけれども、東吉野村で、聞くところによもいただきましたけれども、東吉野村で、聞くところによりりりりますと、ますと、ますと、ますと、

最最最最近近近近、地域、地域、地域、地域公共公共公共公共交通交通交通交通活性化協活性化協活性化協活性化協議会が議会が議会が議会が開開開開かれたとかれたとかれたとかれたとおおおお聞きしましたけれども、その中で、聞きしましたけれども、その中で、聞きしましたけれども、その中で、聞きしましたけれども、その中で、今回今回今回今回

の日の日の日の日曜曜曜曜日と日と日と日と祝祝祝祝日が運休されたことについて、日が運休されたことについて、日が運休されたことについて、日が運休されたことについて、何何何何かごかごかごかご意意意意見見見見があったかと聞いているのですけがあったかと聞いているのですけがあったかと聞いているのですけがあったかと聞いているのですけ

れども、そこでどれども、そこでどれども、そこでどれども、そこでどんんんんなななな意意意意見見見見が出されたのか、もし県でが出されたのか、もし県でが出されたのか、もし県でが出されたのか、もし県で把握把握把握把握しているのであれば、ごしているのであれば、ごしているのであれば、ごしているのであれば、ご答答答答弁弁弁弁をををを

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。

○堀内道路・交通環境課長○堀内道路・交通環境課長○堀内道路・交通環境課長○堀内道路・交通環境課長 ２月２５日、東吉野村地域２月２５日、東吉野村地域２月２５日、東吉野村地域２月２５日、東吉野村地域公共公共公共公共交通交通交通交通活性化協活性化協活性化協活性化協議会が議会が議会が議会が開催開催開催開催されされされされ

まして、委員ごまして、委員ごまして、委員ごまして、委員ご指摘指摘指摘指摘されていました日されていました日されていました日されていました日曜曜曜曜、、、、祝祝祝祝日の日の日の日の期期期期間で、コミュニティーバスとか間で、コミュニティーバスとか間で、コミュニティーバスとか間で、コミュニティーバスとかデデデデマンマンマンマン

ドドドド交通、それを交通、それを交通、それを交通、それを何何何何とか走らせてほしいという地元とか走らせてほしいという地元とか走らせてほしいという地元とか走らせてほしいという地元自治自治自治自治会の会の会の会の代表代表代表代表であであであでありりりりますますますます自治自治自治自治会長よ会長よ会長よ会長よりりりりごごごご

意意意意見見見見がございました。がございました。がございました。がございました。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 これは東吉野村だけではなく、これは東吉野村だけではなく、これは東吉野村だけではなく、これは東吉野村だけではなく、先先先先日も日も日も日も新新新新聞報道を聞報道を聞報道を聞報道を見見見見ますと、中南部地域のバますと、中南部地域のバますと、中南部地域のバますと、中南部地域のバ

スについては、平成２６年度秋以スについては、平成２６年度秋以スについては、平成２６年度秋以スについては、平成２６年度秋以降降降降からからからから廃止廃止廃止廃止路線が出てくるのではないかという路線が出てくるのではないかという路線が出てくるのではないかという路線が出てくるのではないかという心配心配心配心配のののの声声声声

もございます。もございます。もございます。もございます。ぜひぜひぜひぜひともともともとも自治自治自治自治体からも交通が体からも交通が体からも交通が体からも交通が変変変変わればわればわればわれば市町市町市町市町村の進める村の進める村の進める村の進める町づ町づ町づ町づくくくくりりりりもももも変変変変わってわってわってわって

しまうだとか、またしまうだとか、またしまうだとか、またしまうだとか、また住住住住民民民民からもこのバスがなくなったらからもこのバスがなくなったらからもこのバスがなくなったらからもこのバスがなくなったら病院病院病院病院通い通い通い通いやややや買買買買いいいい物物物物がががが難難難難しくなるとしくなるとしくなるとしくなると

いったいったいったいった声声声声も出されても出されても出されても出されておりおりおりおりますので、ますので、ますので、ますので、ぜひぜひぜひぜひともともともとも住住住住まれているまれているまれているまれている皆皆皆皆ささささんんんんのののの足足足足の確保のために、県の確保のために、県の確保のために、県の確保のために、県
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としてのとしてのとしてのとしての努努努努力をしていただきたいと思います。力をしていただきたいと思います。力をしていただきたいと思います。力をしていただきたいと思います。

先先先先ほど、２点ほど、２点ほど、２点ほど、２点目目目目の山林の問題でごの山林の問題でごの山林の問題でごの山林の問題でご答答答答弁弁弁弁いただきましたが、例いただきましたが、例いただきましたが、例いただきましたが、例ええええば、ば、ば、ば、現在現在現在現在、奈良県全体で、奈良県全体で、奈良県全体で、奈良県全体で

森森森森林林林林所有所有所有所有者は５者は５者は５者は５万万万万６６６６，，，，００００００００００００人お人お人お人おられて、２られて、２られて、２られて、２，，，，４００４００４００４００人人人人のののの所有所有所有所有者と者と者と者と締結締結締結締結をしてをしてをしてをして森森森森林林林林整備整備整備整備をををを

進めるということで、これからも進めるということで、これからも進めるということで、これからも進めるということで、これからも新新新新たに５００たに５００たに５００たに５００人目人目人目人目標標標標にににに取り組む取り組む取り組む取り組むというというというというお話お話お話お話でございましでございましでございましでございまし

た。同時に、た。同時に、た。同時に、た。同時に、森森森森林が林が林が林が放放放放置される置される置される置される背景背景背景背景には、なかなか林業だけではには、なかなか林業だけではには、なかなか林業だけではには、なかなか林業だけでは食食食食べていけないと、べていけないと、べていけないと、べていけないと、ややややれれれれ

ばばばばややややるほど赤字になるということもあるかと思いますので、るほど赤字になるということもあるかと思いますので、るほど赤字になるということもあるかと思いますので、るほど赤字になるということもあるかと思いますので、ぜひぜひぜひぜひとも林業とも林業とも林業とも林業再生再生再生再生にににに向向向向けてのけてのけてのけての

新新新新たなたなたなたな仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけづづづづくくくくりりりりもももも必必必必要ではないかと思いますので、要ではないかと思いますので、要ではないかと思いますので、要ではないかと思いますので、引引引引きききき続続続続きこの問題については、きこの問題については、きこの問題については、きこの問題については、機機機機

会があれば会があれば会があれば会があれば取り上げ取り上げ取り上げ取り上げていきたいと思ってていきたいと思ってていきたいと思ってていきたいと思っておりおりおりおります。ます。ます。ます。

公立病院公立病院公立病院公立病院のののの整備整備整備整備についてでございますけれども、についてでございますけれども、についてでございますけれども、についてでございますけれども、先先先先ほどもごほどもごほどもごほどもご答答答答弁弁弁弁があがあがあがありりりりましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、

新新新新たに南たに南たに南たに南和和和和地域に一つの地域に一つの地域に一つの地域に一つの救急救急救急救急医療の医療の医療の医療の病院病院病院病院ができたからといって、そこですべてを受け入れができたからといって、そこですべてを受け入れができたからといって、そこですべてを受け入れができたからといって、そこですべてを受け入れ

ることは、なかなかることは、なかなかることは、なかなかることは、なかなか難難難難しいと思いますので、しいと思いますので、しいと思いますので、しいと思いますので、今今今今、、、、救急救急救急救急医療体医療体医療体医療体制制制制をどうをどうをどうをどう構築構築構築構築していくかといしていくかといしていくかといしていくかとい

うことで、うことで、うことで、うことで、先先先先ほどもほどもほどもほども答答答答弁弁弁弁あああありりりりましたけれども、一ましたけれども、一ましたけれども、一ましたけれども、一次救急次救急次救急次救急からからからから三次救急三次救急三次救急三次救急までのすまでのすまでのすまでのすみ分み分み分み分けがしけがしけがしけがし

っかっかっかっかりりりりとできていれば、とできていれば、とできていれば、とできていれば、適材適所適材適所適材適所適材適所にににに患患患患者さ者さ者さ者さんんんんがそこに運がそこに運がそこに運がそこに運び込び込び込び込まれるという体まれるという体まれるという体まれるという体制制制制をつくってをつくってをつくってをつくって

いくことがいくことがいくことがいくことが必必必必要だと、そういう体要だと、そういう体要だと、そういう体要だと、そういう体制づ制づ制づ制づくくくくりりりりがががが必必必必要だと思うのですけれども、そうなるとど要だと思うのですけれども、そうなるとど要だと思うのですけれども、そうなるとど要だと思うのですけれども、そうなるとど

うしても医療うしても医療うしても医療うしても医療機能機能機能機能をををを支え支え支え支えるるるる根幹根幹根幹根幹は、医は、医は、医は、医師師師師を中を中を中を中心心心心としたとしたとしたとしたマンパワマンパワマンパワマンパワーのーのーのーの充充充充実実実実がががが必必必必要ではないか要ではないか要ではないか要ではないか

と思いますので、このことについてしっかと思いますので、このことについてしっかと思いますので、このことについてしっかと思いますので、このことについてしっかり取り組んり取り組んり取り組んり取り組んでいただきたいと、でいただきたいと、でいただきたいと、でいただきたいと、看護師看護師看護師看護師もどうしもどうしもどうしもどうし

てもてもてもても急性期急性期急性期急性期のところにのところにのところにのところに集集集集中して、療中して、療中して、療中して、療養型養型養型養型のようなところは、全のようなところは、全のようなところは、全のようなところは、全国国国国的にもなかなか的にもなかなか的にもなかなか的にもなかなか看護師や看護師や看護師や看護師や

医者も医者も医者も医者も集集集集ままままりづりづりづりづらいというらいというらいというらいというお話お話お話お話も聞いても聞いても聞いても聞いておりおりおりおりますので、大ますので、大ますので、大ますので、大量量量量にににに存存存存在在在在していると言われてしていると言われてしていると言われてしていると言われておおおお

りりりりますますますます免許免許免許免許を持っているけれどもを持っているけれどもを持っているけれどもを持っているけれども現現現現場場場場にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃらないというらないというらないというらないという潜潜潜潜在看護師在看護師在看護師在看護師のののの把握把握把握把握と職と職と職と職場場場場

復帰復帰復帰復帰のののの支援支援支援支援などにも、などにも、などにも、などにも、ぜひぜひぜひぜひともともともとも取り組ん取り組ん取り組ん取り組んでいただきたいと思ってでいただきたいと思ってでいただきたいと思ってでいただきたいと思っておりおりおりおります。以ます。以ます。以ます。以上上上上です。です。です。です。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 少し確少し確少し確少し確認認認認と要と要と要と要望望望望とを申しとを申しとを申しとを申し上げ上げ上げ上げ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。

「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正

予算案の概要」１３０ページ、予算案の概要」１３０ページ、予算案の概要」１３０ページ、予算案の概要」１３０ページ、プレプレプレプレミミミミアム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅行行行行券券券券についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、新規新規新規新規事業として事業として事業として事業として市市市市

町町町町村が発行するのを県で村が発行するのを県で村が発行するのを県で村が発行するのを県で協協協協力するというご説明がございました。力するというご説明がございました。力するというご説明がございました。力するというご説明がございました。従従従従来からの県発行部来からの県発行部来からの県発行部来からの県発行部分分分分はははは

なくなったのかと思って、そのなくなったのかと思って、そのなくなったのかと思って、そのなくなったのかと思って、その辺辺辺辺を聞きを聞きを聞きを聞き漏漏漏漏らしたものですから、来年度のご予定はどうならしたものですから、来年度のご予定はどうならしたものですから、来年度のご予定はどうならしたものですから、来年度のご予定はどうな

のか、そこを聞かせていただきたいと思います。のか、そこを聞かせていただきたいと思います。のか、そこを聞かせていただきたいと思います。のか、そこを聞かせていただきたいと思います。

それからあと３点ばかそれからあと３点ばかそれからあと３点ばかそれからあと３点ばかりりりり、要、要、要、要望望望望といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、ぜひぜひぜひぜひともともともともお考えお考えお考えお考えいただきたいといういただきたいといういただきたいといういただきたいという意味意味意味意味

で、で、で、で、橋橋橋橋りりりりょょょょうのうのうのうの老朽老朽老朽老朽化化化化ですとかですとかですとかですとか危険性危険性危険性危険性ですとか、そういうところがですとか、そういうところがですとか、そういうところがですとか、そういうところが土木土木土木土木部で部で部で部で調査調査調査調査されましされましされましされまし

た。それによってた。それによってた。それによってた。それによって整備整備整備整備を進めていただいていることも確かでございますけれども、を進めていただいていることも確かでございますけれども、を進めていただいていることも確かでございますけれども、を進めていただいていることも確かでございますけれども、旧旧旧旧来の来の来の来の

橋橋橋橋りりりりょょょょうをつくられたときの道路の利用うをつくられたときの道路の利用うをつくられたときの道路の利用うをつくられたときの道路の利用率率率率といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、車両車両車両車両が大きくなったが大きくなったが大きくなったが大きくなったりりりり交通交通交通交通量量量量がががが
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ふふふふええええたたたたりりりりということで、ということで、ということで、ということで、橋橋橋橋のののの上上上上をををを歩歩歩歩行者が行者が行者が行者が歩歩歩歩くようになってくようになってくようになってくようになっておおおおったところが、ったところが、ったところが、ったところが、現在現在現在現在は非常は非常は非常は非常

にににに危険危険危険危険だと、だと、だと、だと、歩歩歩歩行者が行者が行者が行者が危危危危ないという部ないという部ないという部ないという部分分分分がかながかながかながかなりりりりあるように思あるように思あるように思あるように思ええええるのです。それで、そうるのです。それで、そうるのです。それで、そうるのです。それで、そう

いうところのいうところのいうところのいうところの歩歩歩歩行者行者行者行者対対対対策についても、策についても、策についても、策についても、お考えお考えお考えお考えをををを及及及及ばせていただきたいということが１つ。ばせていただきたいということが１つ。ばせていただきたいということが１つ。ばせていただきたいということが１つ。

それから、それから、それから、それから、先先先先般の一般質問の中でも、東部医療について本会議般の一般質問の中でも、東部医療について本会議般の一般質問の中でも、東部医療について本会議般の一般質問の中でも、東部医療について本会議場場場場で質問をさせていただで質問をさせていただで質問をさせていただで質問をさせていただ

いたのですけれども、いたのですけれども、いたのですけれども、いたのですけれども、宇陀宇陀宇陀宇陀市立病院市立病院市立病院市立病院もももも宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市だけのだけのだけのだけの患患患患者ではなしに、者ではなしに、者ではなしに、者ではなしに、宇陀宇陀宇陀宇陀郡郡郡郡、東吉野村、、東吉野村、、東吉野村、、東吉野村、

山山山山添添添添村を含村を含村を含村を含むむむむ東部地域の医療についてその東部地域の医療についてその東部地域の医療についてその東部地域の医療についてその役割役割役割役割をををを果果果果たしていると思います。たしていると思います。たしていると思います。たしていると思います。宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市からのからのからのからの

いろいろな要いろいろな要いろいろな要いろいろな要望望望望を含めて、過疎地域医療の中を含めて、過疎地域医療の中を含めて、過疎地域医療の中を含めて、過疎地域医療の中心心心心としてのとしてのとしてのとしての存存存存在在在在ははははおおおお認認認認めいただいているとはめいただいているとはめいただいているとはめいただいているとは

思うのですけれども、地元思うのですけれども、地元思うのですけれども、地元思うのですけれども、地元市市市市とのご相談をとのご相談をとのご相談をとのご相談を十分十分十分十分していただいて、できるだけその要していただいて、できるだけその要していただいて、できるだけその要していただいて、できるだけその要望望望望にこにこにこにこ

たたたたええええていただきたいというのが第２の要ていただきたいというのが第２の要ていただきたいというのが第２の要ていただきたいというのが第２の要望望望望でございます。でございます。でございます。でございます。

それからもう一つの要それからもう一つの要それからもう一つの要それからもう一つの要望望望望は、は、は、は、獣獣獣獣害害害害対対対対策についていろいろと策についていろいろと策についていろいろと策についていろいろとおおおお述述述述べいただきました。しかべいただきました。しかべいただきました。しかべいただきました。しか

しししし現実現実現実現実は、吉野は、吉野は、吉野は、吉野郡郡郡郡を含めて、南部地域だけではなしにを含めて、南部地域だけではなしにを含めて、南部地域だけではなしにを含めて、南部地域だけではなしに西西西西部地域も含めて、部地域も含めて、部地域も含めて、部地域も含めて、有有有有害害害害獣獣獣獣のののの被害被害被害被害はははは

かなかなかなかなりりりり出ている。一出ている。一出ている。一出ている。一向向向向に減っていないというに減っていないというに減っていないというに減っていないという感感感感じじじじをををを気気気気分分分分的に的に的に的に見見見見受けますので、受けますので、受けますので、受けますので、ぜひぜひぜひぜひともともともとも今今今今

後後後後もももも対対対対策策策策方十分方十分方十分方十分ににににややややっていただきたいと、この３点を申しっていただきたいと、この３点を申しっていただきたいと、この３点を申しっていただきたいと、この３点を申し上げ上げ上げ上げてててておおおおきたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

（（（（「「「「答答答答弁弁弁弁は要らは要らは要らは要らんんんんな」とな」とな」とな」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あ者あ者あ者ありりりり））））

一一一一番最初番最初番最初番最初ののののプレプレプレプレミミミミアム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅行行行行券券券券についてのについてのについてのについての現状現状現状現状とととと次次次次年度どうするのか、そこだけ年度どうするのか、そこだけ年度どうするのか、そこだけ年度どうするのか、そこだけお答お答お答お答

ええええいただきたい。いただきたい。いただきたい。いただきたい。

○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長 プレプレプレプレミミミミアム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅行行行行券券券券の平成２５年度の発行についてのご説の平成２５年度の発行についてのご説の平成２５年度の発行についてのご説の平成２５年度の発行についてのご説

明をさせていただきます。明をさせていただきます。明をさせていただきます。明をさせていただきます。

平成２４年度につきましては、県が発行して平成２４年度につきましては、県が発行して平成２４年度につきましては、県が発行して平成２４年度につきましては、県が発行しておりおりおりおりましたが、平成２５年度からは、南部ましたが、平成２５年度からは、南部ましたが、平成２５年度からは、南部ましたが、平成２５年度からは、南部

地域の地域の地域の地域の市町市町市町市町村が過疎村が過疎村が過疎村が過疎債債債債をををを活活活活用しまして、用しまして、用しまして、用しまして、市町市町市町市町村村村村独自独自独自独自ののののプレプレプレプレミミミミアム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅行行行行券券券券を発行するを発行するを発行するを発行する仕仕仕仕

組み組み組み組みにににに変更変更変更変更いたします。過疎いたします。過疎いたします。過疎いたします。過疎債債債債につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、償還償還償還償還金金金金の３の３の３の３割分割分割分割分をををを市町市町市町市町村が村が村が村が負負負負担担担担することすることすることすること

になになになになりりりりますけれども、ますけれども、ますけれども、ますけれども、今今今今般、その般、その般、その般、その分分分分を県が補助を県が補助を県が補助を県が補助金金金金によによによによりりりり負負負負担担担担することとしてすることとしてすることとしてすることとしておりおりおりおります。以ます。以ます。以ます。以

上上上上です。です。です。です。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 そうしますと、そうしますと、そうしますと、そうしますと、対対対対象象象象市町市町市町市町村を村を村を村をおおおお書書書書きいただいているのですが、このきいただいているのですが、このきいただいているのですが、このきいただいているのですが、この範囲範囲範囲範囲と限と限と限と限

られてしまうことになってしまうのです。そこはいかがなものかと思います。られてしまうことになってしまうのです。そこはいかがなものかと思います。られてしまうことになってしまうのです。そこはいかがなものかと思います。られてしまうことになってしまうのです。そこはいかがなものかと思います。再再再再検討検討検討検討してしてしてして

いただけるいただけるいただけるいただける余余余余地があるのかどうかわか地があるのかどうかわか地があるのかどうかわか地があるのかどうかわかりりりりませませませませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、ぜひぜひぜひぜひ再再再再検討検討検討検討していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと

思います。思います。思います。思います。

例例例例ええええば、東吉野村だって、ば、東吉野村だって、ば、東吉野村だって、ば、東吉野村だって、新新新新しいしいしいしい桜桜桜桜のののの施施施施設設設設をつくってをつくってをつくってをつくって観観観観光客光客光客光客をををを誘致誘致誘致誘致しようとなさってしようとなさってしようとなさってしようとなさっておおおお

られますし、られますし、られますし、られますし、アユアユアユアユを含めての内水を含めての内水を含めての内水を含めての内水面面面面漁漁漁漁業のところで業のところで業のところで業のところで観観観観光客光客光客光客だってだってだってだっておおおお越しになるわけですか越しになるわけですか越しになるわけですか越しになるわけですか

ら、そういうら、そういうら、そういうら、そういう意味意味意味意味でのでのでのでのプレプレプレプレミミミミアム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅行行行行券券券券だってあってもいいのかとも思いますし、だってあってもいいのかとも思いますし、だってあってもいいのかとも思いますし、だってあってもいいのかとも思いますし、宇宇宇宇
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陀陀陀陀郡郡郡郡もこの中には全もこの中には全もこの中には全もこの中には全然然然然含まれてこないということになってしまいますので、できることな含まれてこないということになってしまいますので、できることな含まれてこないということになってしまいますので、できることな含まれてこないということになってしまいますので、できることな

らららら再再再再度ご度ご度ご度ご検討検討検討検討いただきたい、このように申しいただきたい、このように申しいただきたい、このように申しいただきたい、このように申し上げ上げ上げ上げて、一て、一て、一て、一応応応応、き、き、き、きょょょょうはもううはもううはもううはもう……………………。。。。

○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長 もうそれでいいですか。もうそれでいいですか。もうそれでいいですか。もうそれでいいですか。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 出ないですから出ないですから出ないですから出ないですから終終終終わわわわりりりります。ます。ます。ます。

○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長 はい、あはい、あはい、あはい、ありりりりがとう。ほかに。がとう。ほかに。がとう。ほかに。がとう。ほかに。

○山下委員○山下委員○山下委員○山下委員 数数数数点点点点おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしてしてしてしておおおおきたいと思います。１つは東日本大きたいと思います。１つは東日本大きたいと思います。１つは東日本大きたいと思います。１つは東日本大震災震災震災震災のののの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の事興の事興の事興の事

業を通して、業を通して、業を通して、業を通して、建設資建設資建設資建設資材材材材の高の高の高の高騰騰騰騰とかとかとかとか人人人人件費件費件費件費の高の高の高の高騰騰騰騰で、入で、入で、入で、入札札札札するものがするものがするものがするものが不落不落不落不落になってになってになってになっておおおおるといるといるといるとい

う事う事う事う事実実実実が報道が報道が報道が報道機機機機関によって報関によって報関によって報関によって報じじじじられています。そのために、られています。そのために、られています。そのために、られています。そのために、復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の事業が興の事業が興の事業が興の事業が当当当当初初初初よよよよりりりり

かなかなかなかなりおりおりおりおくれてきた。奈良県南部地域のくれてきた。奈良県南部地域のくれてきた。奈良県南部地域のくれてきた。奈良県南部地域の復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興事業でそういう興事業でそういう興事業でそういう興事業でそういう傾傾傾傾向向向向はないのかどうか、はないのかどうか、はないのかどうか、はないのかどうか、

おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしてしてしてしておおおおきたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

２点２点２点２点目目目目は、は、は、は、先先先先ほど、ほど、ほど、ほど、宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客がふがふがふがふええええた、た、た、た、被災被災被災被災以以以以前前前前よよよよりりりりもふもふもふもふええええたという朗報がたという朗報がたという朗報がたという朗報が伝伝伝伝ええええられていられていられていられてい

るわけであるわけであるわけであるわけでありりりりますけれども、１つはますけれども、１つはますけれども、１つはますけれども、１つはプレプレプレプレミミミミアム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅行行行行券券券券によるによるによるによる影響影響影響影響、要するにその、要するにその、要するにその、要するにその宿泊宿泊宿泊宿泊

客客客客がそのうがそのうがそのうがそのうちちちちどのどのどのどの程程程程度度度度占占占占めているのか。あるいは、めているのか。あるいは、めているのか。あるいは、めているのか。あるいは、復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興工事にかかわる興工事にかかわる興工事にかかわる興工事にかかわる担当担当担当担当者の者の者の者の宿宿宿宿

泊泊泊泊がかながかながかながかなりりりりのののの数数数数あるのではないかとも思っています。こういうあるのではないかとも思っています。こういうあるのではないかとも思っています。こういうあるのではないかとも思っています。こういう楽楽楽楽観観観観的な的な的な的な数数数数字を字を字を字を並並並並べますと、べますと、べますと、べますと、

ついついついついついついついつい何何何何もかもうまくいっているように思いますけれども、もかもうまくいっているように思いますけれども、もかもうまくいっているように思いますけれども、もかもうまくいっているように思いますけれども、実実実実はそうしたはそうしたはそうしたはそうした宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客も含めも含めも含めも含め

てのてのてのての話話話話だということは、きだということは、きだということは、きだということは、きちんちんちんちんとととと分分分分析析析析して報告しなければだめではないかと思うのです。して報告しなければだめではないかと思うのです。して報告しなければだめではないかと思うのです。して報告しなければだめではないかと思うのです。

本来の本来の本来の本来の観観観観光客光客光客光客ではない、そうしたところに、ではない、そうしたところに、ではない、そうしたところに、ではない、そうしたところに、依拠依拠依拠依拠してのしてのしてのしての話話話話だということは、きだということは、きだということは、きだということは、きちんちんちんちんとととと整理整理整理整理

してしてしてしておおおおくくくく必必必必要があるのではないかと思っています。この２点、要があるのではないかと思っています。この２点、要があるのではないかと思っています。この２点、要があるのではないかと思っています。この２点、おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねします。します。します。します。

○中芝土木部次長（技術担当）○中芝土木部次長（技術担当）○中芝土木部次長（技術担当）○中芝土木部次長（技術担当） 建設資建設資建設資建設資材材材材、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは人人人人件費件費件費件費の高の高の高の高騰騰騰騰によによによによりりりりますますますます復旧復旧復旧復旧工事の工事の工事の工事の

影響影響影響影響についてのについてのについてのについてのおおおお尋ね尋ね尋ね尋ねでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、今今今今、、、、現現現現時点では、本県に時点では、本県に時点では、本県に時点では、本県におおおおきましてそういうきましてそういうきましてそういうきましてそういう影響影響影響影響

は出ては出ては出ては出ておおおおらないらないらないらない状況状況状況状況と思ってと思ってと思ってと思っておりおりおりおります。以ます。以ます。以ます。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。

○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長 プレプレプレプレミミミミアム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅行行行行券券券券のよのよのよのより詳り詳り詳り詳細細細細なななな使使使使用のご報告についてご用のご報告についてご用のご報告についてご用のご報告についてご

説明をさせていただきます。説明をさせていただきます。説明をさせていただきます。説明をさせていただきます。

プレプレプレプレミミミミアム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅行行行行券券券券をををを使使使使用された用された用された用された方方方方のののの都都都都道道道道府府府府県別の県別の県別の県別の割合割合割合割合が出てが出てが出てが出ておりおりおりおりまして、これにつまして、これにつまして、これにつまして、これにつ

きましてはきましてはきましてはきましては約約約約４４４４割割割割が県外からのが県外からのが県外からのが県外からの宿泊宿泊宿泊宿泊となってとなってとなってとなっておりおりおりおります。県外の発地で一ます。県外の発地で一ます。県外の発地で一ます。県外の発地で一番番番番多多多多いのは、大いのは、大いのは、大いのは、大阪阪阪阪

府府府府の１７の１７の１７の１７．８％．８％．８％．８％となってとなってとなってとなっておりおりおりおります。ですのでます。ですのでます。ですのでます。ですので新規新規新規新規ののののおおおお客様客様客様客様がかながかながかながかなりりりりのののの割合割合割合割合でふでふでふでふええええているとているとているとていると

いうことで、いうことで、いうことで、いうことで、宿泊宿泊宿泊宿泊ののののおおおお客様客様客様客様のののの増増増増加加加加にににに寄与寄与寄与寄与しているとしているとしているとしていると分分分分析析析析をいたしてをいたしてをいたしてをいたしておりおりおりおります。以ます。以ます。以ます。以上上上上です。です。です。です。

○山下委員○山下委員○山下委員○山下委員 資資資資材や人材や人材や人材や人件費件費件費件費の高の高の高の高騰騰騰騰が事業のが事業のが事業のが事業の促促促促進に進に進に進に影響影響影響影響ないということで、それはそれでないということで、それはそれでないということで、それはそれでないということで、それはそれで結結結結

構構構構です。です。です。です。

それからそれからそれからそれから宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客の問題で、聞いているのはその問題で、聞いているのはその問題で、聞いているのはその問題で、聞いているのはそんんんんなのとなのとなのとなのと違違違違うのです。要するにうのです。要するにうのです。要するにうのです。要するにプレプレプレプレミミミミアムアムアムアム
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宿泊旅宿泊旅宿泊旅宿泊旅行行行行券券券券を発行するのはを発行するのはを発行するのはを発行するのは悪悪悪悪いことはないのです、いいのですよ。ただ、いことはないのです、いいのですよ。ただ、いことはないのです、いいのですよ。ただ、いことはないのです、いいのですよ。ただ、トトトトーーーータルタルタルタルとしてとしてとしてとして

被災前被災前被災前被災前よよよよりりりりももうももうももうももう今今今今の時点での時点での時点での時点で多多多多くなっているのだと、そのくなっているのだと、そのくなっているのだと、そのくなっているのだと、その多多多多くなっているくなっているくなっているくなっている分分分分は、要するには、要するには、要するには、要するに

プレプレプレプレミミミミアム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅アム宿泊旅行行行行券券券券を利用したを利用したを利用したを利用した人人人人がががが何割何割何割何割占占占占めているのか、あるいはもっと言めているのか、あるいはもっと言めているのか、あるいはもっと言めているのか、あるいはもっと言ええええば、このば、このば、このば、この

復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興興興興作作作作業に業に業に業に従従従従事している事している事している事している労働労働労働労働者の者の者の者の人人人人たたたたちちちちのののの宿泊宿泊宿泊宿泊がかながかながかながかなり多り多り多り多くをくをくをくを占占占占めているのではなめているのではなめているのではなめているのではな

いかと思っているのです。ですから、いかと思っているのです。ですから、いかと思っているのです。ですから、いかと思っているのです。ですから、観観観観光光光光対対対対策で策で策で策で頑張頑張頑張頑張ってくれているところがどういうとってくれているところがどういうとってくれているところがどういうとってくれているところがどういうと

ころで、どのころで、どのころで、どのころで、どの割合割合割合割合でででで寄与寄与寄与寄与しているのか、そこをしているのか、そこをしているのか、そこをしているのか、そこをおおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしているのでございまして、大しているのでございまして、大しているのでございまして、大しているのでございまして、大阪府阪府阪府阪府

がががが何人何人何人何人とか大とか大とか大とか大阪府阪府阪府阪府以外は以外は以外は以外は何人何人何人何人とかそういうことをとかそういうことをとかそういうことをとかそういうことを尋ね尋ね尋ね尋ねているわけではございませているわけではございませているわけではございませているわけではございませんんんんので、ので、ので、ので、

わかったらわかったらわかったらわかったら教教教教ええええてください。てください。てください。てください。

○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長 ただいまただいまただいまただいま詳詳詳詳細細細細のののの資料資料資料資料を持を持を持を持ち合ち合ち合ち合わせてわせてわせてわせておりおりおりおりませませませませんんんんので、ので、ので、ので、調調調調べてべてべてべて

分分分分析析析析をして、をして、をして、をして、今後今後今後今後のののの対対対対策に策に策に策に生生生生かしていくようにさせていただきたいと思います。かしていくようにさせていただきたいと思います。かしていくようにさせていただきたいと思います。かしていくようにさせていただきたいと思います。

○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長 それでいいですか。それでいいですか。それでいいですか。それでいいですか。

○山下委員○山下委員○山下委員○山下委員 それでそれでそれでそれで結構結構結構結構です。です。です。です。

○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長 ほかに。ほかに。ほかに。ほかに。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別

会計２月補正予算案の概要」の１３１ページをあけてください。会計２月補正予算案の概要」の１３１ページをあけてください。会計２月補正予算案の概要」の１３１ページをあけてください。会計２月補正予算案の概要」の１３１ページをあけてください。おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねです。です。です。です。今今今今、、、、世世世世の中の中の中の中

はははは格差格差格差格差の問題がの問題がの問題がの問題が何何何何といったって大きなといったって大きなといったって大きなといったって大きな課課課課題、題、題、題、基基基基本的な問題です。そこで、この本的な問題です。そこで、この本的な問題です。そこで、この本的な問題です。そこで、この取り組み取り組み取り組み取り組みはははは

結構結構結構結構なのです。なのです。なのです。なのです。結構結構結構結構なのだけれども、なのだけれども、なのだけれども、なのだけれども、詳詳詳詳しくしくしくしく知知知知ってってってっておおおおきたいのです。きたいのです。きたいのです。きたいのです。

１つは南部地域での高１つは南部地域での高１つは南部地域での高１つは南部地域での高校校校校生生生生部部部部活活活活動・動・動・動・勉勉勉勉強合強合強合強合宿宿宿宿促促促促進進進進プロプロプロプロジジジジェェェェクトクトクトクト、この内、この内、この内、この内容容容容はどはどはどはどんんんんな内な内な内な内容容容容

かそれを聞きたいのです。つまかそれを聞きたいのです。つまかそれを聞きたいのです。つまかそれを聞きたいのです。つまりりりりは、ここでは１は、ここでは１は、ここでは１は、ここでは１泊泊泊泊２２２２，，，，００００００００００００円円円円で、３で、３で、３で、３泊泊泊泊までとなっていまでとなっていまでとなっていまでとなってい

るわけですけれども、るわけですけれども、るわけですけれども、るわけですけれども、合合合合宿宿宿宿はどういうところではどういうところではどういうところではどういうところで合合合合宿宿宿宿をさせるのか。をさせるのか。をさせるのか。をさせるのか。民民民民宿宿宿宿ということだろうということだろうということだろうということだろう

かしらと思うが、どういうところでさせるのか、あるいはまた、かしらと思うが、どういうところでさせるのか、あるいはまた、かしらと思うが、どういうところでさせるのか、あるいはまた、かしらと思うが、どういうところでさせるのか、あるいはまた、施施施施設設設設がどこにでもがどこにでもがどこにでもがどこにでも十分十分十分十分ああああ

ればればればれば結構結構結構結構だと思いますけれども、予定されるだと思いますけれども、予定されるだと思いますけれども、予定されるだと思いますけれども、予定される施施施施設設設設にも限度があろうと思います。そういうにも限度があろうと思います。そういうにも限度があろうと思います。そういうにも限度があろうと思います。そういう

ことで、限られたことで、限られたことで、限られたことで、限られた宿舎宿舎宿舎宿舎施施施施設設設設ということになると、一度に受け入れられないとなろうと思う。ということになると、一度に受け入れられないとなろうと思う。ということになると、一度に受け入れられないとなろうと思う。ということになると、一度に受け入れられないとなろうと思う。

そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でこのでこのでこのでこのプラプラプラプランンンンは一体どうなっているのか、つまは一体どうなっているのか、つまは一体どうなっているのか、つまは一体どうなっているのか、つまりりりりどういうどういうどういうどういう宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設、あるい、あるい、あるい、あるい

はまたはまたはまたはまたシシシシーーーーズズズズンンンン、、、、季節季節季節季節、こういう問題、こういう問題、こういう問題、こういう問題等等等等を聞いてを聞いてを聞いてを聞いておおおおきたいと思うのです。きたいと思うのです。きたいと思うのです。きたいと思うのです。

それからこのそれからこのそれからこのそれからこの合合合合宿宿宿宿、南部地域というのはどこからなのか、、南部地域というのはどこからなのか、、南部地域というのはどこからなのか、、南部地域というのはどこからなのか、十十十十津津津津川村もあれば、もっと川村もあれば、もっと川村もあれば、もっと川村もあれば、もっと小小小小

口もあろうと思いますけれど、その内口もあろうと思いますけれど、その内口もあろうと思いますけれど、その内口もあろうと思いますけれど、その内容容容容、、、、規模規模規模規模をもう少しをもう少しをもう少しをもう少し知り知り知り知りたいと思うのです。たいと思うのです。たいと思うのです。たいと思うのです。

それとあわせそれとあわせそれとあわせそれとあわせ尋ね尋ね尋ね尋ねるわけですけれども、るわけですけれども、るわけですけれども、るわけですけれども、近近近近ごろごろごろごろ子子子子どもが減ってきている、どもが減ってきている、どもが減ってきている、どもが減ってきている、生生生生徒徒徒徒が減ってが減ってが減ってが減って

きているということで、高きているということで、高きているということで、高きているということで、高等学等学等学等学校校校校もももも廃廃廃廃校校校校にした、にした、にした、にした、合合合合併併併併をしたこともあをしたこともあをしたこともあをしたこともありりりりますが、いっそのますが、いっそのますが、いっそのますが、いっその

こと県こと県こと県こと県立十立十立十立十津津津津川高川高川高川高校校校校をもっとをもっとをもっとをもっと拡拡拡拡大して大して大して大して宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設もつくって、いわばもつくって、いわばもつくって、いわばもつくって、いわば復復復復興策です。そういう興策です。そういう興策です。そういう興策です。そういう
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こともこともこともことも考え考え考え考えたらどうかという、これは言うたからたらどうかという、これは言うたからたらどうかという、これは言うたからたらどうかという、これは言うたから結構結構結構結構です、それも案ですなという、すです、それも案ですなという、すです、それも案ですなという、すです、それも案ですなという、すぐぐぐぐ

には手はつかないとは思うけれども、いずれには手はつかないとは思うけれども、いずれには手はつかないとは思うけれども、いずれには手はつかないとは思うけれども、いずれややややってってってって格差是格差是格差是格差是正と。正と。正と。正と。へへへへき地にはき地にはき地にはき地には人人人人をををを送送送送らなけらなけらなけらなけ

ればいけない。ればいけない。ればいけない。ればいけない。へへへへき地にき地にき地にき地に人人人人がががが住住住住むむむむようにしなければならないと。だから、ようにしなければならないと。だから、ようにしなければならないと。だから、ようにしなければならないと。だから、観観観観光宿泊客光宿泊客光宿泊客光宿泊客も大も大も大も大

事です。事です。事です。事です。教教教教育育育育を通してを通してを通してを通して子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちががががへへへへき地でき地でき地でき地で生活生活生活生活をしてくれる、経をしてくれる、経をしてくれる、経をしてくれる、経験験験験をををを積ん積ん積ん積んでくれる、なでくれる、なでくれる、なでくれる、な

じんじんじんじんでもらう、こういうことも大事だと思う。そういうでもらう、こういうことも大事だと思う。そういうでもらう、こういうことも大事だと思う。そういうでもらう、こういうことも大事だと思う。そういう意味意味意味意味でででで今今今今申し申し申し申し上げ上げ上げ上げた内た内た内た内容容容容をををを耳耳耳耳だけだけだけだけ

ではなしに、ではなしに、ではなしに、ではなしに、心心心心にとめていただけるかどうか、これをにとめていただけるかどうか、これをにとめていただけるかどうか、これをにとめていただけるかどうか、これを伺伺伺伺ってってってっておおおおきたいと思うわけです。こきたいと思うわけです。こきたいと思うわけです。こきたいと思うわけです。こ

れが１点です。れが１点です。れが１点です。れが１点です。

それからもう１点が、それからもう１点が、それからもう１点が、それからもう１点が、複複複複式式式式学学学学級級級級。これは。これは。これは。これは気気気気になるわけです。になるわけです。になるわけです。になるわけです。生生生生まれたところが田まれたところが田まれたところが田まれたところが田舎舎舎舎であであであであ

ったがために、ったがために、ったがために、ったがために、へへへへき地であったがき地であったがき地であったがき地であったがゆゆゆゆええええに、１年に、１年に、１年に、１年生生生生と２年と２年と２年と２年生生生生が一が一が一が一緒緒緒緒に同に同に同に同じじじじ教教教教室になるのかど室になるのかど室になるのかど室になるのかど

うかうかうかうか知知知知らないが、１らないが、１らないが、１らないが、１人人人人のののの先生先生先生先生でかけ持でかけ持でかけ持でかけ持ちちちちでででで勉勉勉勉強強強強する、これ、大する、これ、大する、これ、大する、これ、大変変変変子子子子どもにとってはどもにとってはどもにとってはどもにとっては不不不不運、運、運、運、

不不不不幸幸幸幸。どこに。どこに。どこに。どこに生生生生まれようが、そのまれようが、そのまれようが、そのまれようが、その不不不不運、運、運、運、不不不不幸幸幸幸をををを見見見見てててて素素素素通通通通りりりりするわけにはまいらない。大するわけにはまいらない。大するわけにはまいらない。大するわけにはまいらない。大金金金金

持持持持ちちちち、こ、こ、こ、こんんんんなこと言ったらなこと言ったらなこと言ったらなこと言ったら失礼失礼失礼失礼なななな話話話話であるが、であるが、であるが、であるが、皇族皇族皇族皇族のののの子子子子どもにどもにどもにどもに生生生生まれてごらまれてごらまれてごらまれてごらんんんんなさい。なさい。なさい。なさい。複複複複

式どころか、式どころか、式どころか、式どころか、教教教教師師師師のののの方方方方がががが多多多多いのです。これがいのです。これがいのです。これがいのです。これが分分分分けけけけ隔隔隔隔て、これがて、これがて、これがて、これが差差差差別なのです。別なのです。別なのです。別なのです。差差差差別という別という別という別という

のはいき過のはいき過のはいき過のはいき過ぎぎぎぎかしらないけれどもかしらないけれどもかしらないけれどもかしらないけれども格差格差格差格差なのです。こういうなのです。こういうなのです。こういうなのです。こういう意味意味意味意味で、で、で、で、現現現現年度は年度は年度は年度は複複複複式式式式学学学学級級級級はどはどはどはど

うであるのか、うであるのか、うであるのか、うであるのか、新新新新年度はどうなるのか、年度はどうなるのか、年度はどうなるのか、年度はどうなるのか、資料資料資料資料があるのかどうかわかがあるのかどうかわかがあるのかどうかわかがあるのかどうかわかりりりりませませませませんんんんが、いずれにが、いずれにが、いずれにが、いずれに

してもしてもしてもしても基基基基本的には本的には本的には本的には複複複複式式式式学学学学級級級級をなくしなさいと言いたいのです、をなくしなさいと言いたいのです、をなくしなさいと言いたいのです、をなくしなさいと言いたいのです、複複複複式式式式学学学学級級級級をなくしてもらいをなくしてもらいをなくしてもらいをなくしてもらい

たい。そういう思いでたい。そういう思いでたい。そういう思いでたい。そういう思いでおおおお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたい。をしたい。をしたい。をしたい。資料資料資料資料がなかったらまたがなかったらまたがなかったらまたがなかったらまた後後後後刻刻刻刻、、、、後後後後日でもいいですが、日でもいいですが、日でもいいですが、日でもいいですが、

私私私私の思いにの思いにの思いにの思いに対対対対してしてしてしてお答えお答えお答えお答えをいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。

○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長 答答答答弁弁弁弁できますか。できますか。できますか。できますか。

○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 南部地域での高南部地域での高南部地域での高南部地域での高校校校校生生生生部部部部活活活活動・動・動・動・勉勉勉勉強合強合強合強合宿宿宿宿促促促促進進進進プロプロプロプロジジジジェェェェクトクトクトクトのののの件件件件ととととへへへへきききき

地地地地複複複複式式式式学学学学級級級級のののの件件件件、ご質問をいただきました。、ご質問をいただきました。、ご質問をいただきました。、ご質問をいただきました。

まず、南部地域での高まず、南部地域での高まず、南部地域での高まず、南部地域での高校校校校生生生生の部の部の部の部活活活活動動動動合合合合宿宿宿宿及び及び及び及び勉勉勉勉強合強合強合強合宿宿宿宿のののの件件件件でございますけれども、南部でございますけれども、南部でございますけれども、南部でございますけれども、南部

地域と申しますのは２地域と申しますのは２地域と申しますのは２地域と申しますのは２市市市市３３３３町町町町１０村ございまして、１０村ございまして、１０村ございまして、１０村ございまして、五條市五條市五條市五條市、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市それから吉野それから吉野それから吉野それから吉野郡郡郡郡、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀

郡郡郡郡のそれのそれのそれのそれぞぞぞぞれのれのれのれの宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設に高に高に高に高校校校校生生生生が運動が運動が運動が運動ククククララララブブブブ、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは勉勉勉勉強合強合強合強合宿宿宿宿をするためのをするためのをするためのをするための宿泊宿泊宿泊宿泊を行を行を行を行

うものでございまして、うものでございまして、うものでございまして、うものでございまして、現在現在現在現在、１２月末までの、１２月末までの、１２月末までの、１２月末までの実実実実績績績績及び及び及び及び１月以１月以１月以１月以降降降降、これは計、これは計、これは計、これは計画画画画ですけれどですけれどですけれどですけれど

も、３も、３も、３も、３，８，８，８，８００００８人８人８人８人のののの宿泊宿泊宿泊宿泊人数人数人数人数、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊の申の申の申の申請請請請及び実施及び実施及び実施及び実施をしてをしてをしてをしておりおりおりおります。３ます。３ます。３ます。３，８，８，８，８００００００００人余り人余り人余り人余りのののの

ううううちちちち１１１１，，，，４００４００４００４００人人人人は吉野は吉野は吉野は吉野町町町町、それから１、それから１、それから１、それから１，，，，１００１００１００１００人人人人はははは天天天天川村ということで、あと川村ということで、あと川村ということで、あと川村ということで、あと十十十十津津津津川村、川村、川村、川村、

上上上上北山村北山村北山村北山村等々等々等々等々、、、、数数数数がだがだがだがだんんんんだだだだんんんん少なくなってきて少なくなってきて少なくなってきて少なくなってきておりおりおりおりますけれども、それますけれども、それますけれども、それますけれども、それぞぞぞぞれのれのれのれの民民民民宿宿宿宿、ある、ある、ある、ある

いはいはいはいは宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設でででで合合合合宿宿宿宿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おりおりおりおります。ます。ます。ます。当然当然当然当然、高、高、高、高校校校校生生生生が行うが行うが行うが行う合合合合宿宿宿宿ですので、ですので、ですので、ですので、夏季夏季夏季夏季

休業中を中休業中を中休業中を中休業中を中心心心心にににに合合合合宿宿宿宿が行われてが行われてが行われてが行われておりおりおりおります。このます。このます。このます。この後後後後冬冬冬冬休休休休みみみみ、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは春春春春休休休休み等み等み等み等のののの宿泊宿泊宿泊宿泊予定を予定を予定を予定を
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するところもございます。するところもございます。するところもございます。するところもございます。

県県県県立十立十立十立十津津津津川高川高川高川高校校校校のののの件件件件、委員からご、委員からご、委員からご、委員からご指摘指摘指摘指摘いただきましたけれども、できるだけ県いただきましたけれども、できるだけ県いただきましたけれども、できるだけ県いただきましたけれども、できるだけ県立十立十立十立十津津津津川川川川

高高高高校校校校もももも生生生生徒徒徒徒がががが集集集集まるように、来年度からは、県まるように、来年度からは、県まるように、来年度からは、県まるように、来年度からは、県立十立十立十立十津津津津川高川高川高川高校校校校普普普普通通通通科科科科に工に工に工に工芸芸芸芸コースという地コースという地コースという地コースという地

元の地元の地元の地元の地場場場場産業産業産業産業等等等等ととととリンクリンクリンクリンクできるようなコースもできるようなコースもできるようなコースもできるようなコースも設設設設定いたして定いたして定いたして定いたしておりおりおりおりまして、まして、まして、まして、学学学学校校校校のののの教教教教育育育育のののの活活活活

性化性化性化性化というところでは、さまざまというところでは、さまざまというところでは、さまざまというところでは、さまざま取り組み取り組み取り組み取り組みも進めさせていただいているところでございまも進めさせていただいているところでございまも進めさせていただいているところでございまも進めさせていただいているところでございま

す。す。す。す。

それからそれからそれからそれからへへへへき地き地き地き地複複複複式式式式学学学学級級級級のご質問をいただきました。のご質問をいただきました。のご質問をいただきました。のご質問をいただきました。近近近近年、過疎年、過疎年、過疎年、過疎化化化化、少、少、少、少子化子化子化子化が進が進が進が進むむむむ中で、中で、中で、中で、

本県に本県に本県に本県におおおおきましても、きましても、きましても、きましても、へへへへき地を中き地を中き地を中き地を中心心心心としましたとしましたとしましたとしました学学学学校校校校ににににおおおおきまして、きまして、きまして、きまして、小学小学小学小学校校校校のののの学学学学級編級編級編級編制基準制基準制基準制基準

を保てないということで、を保てないということで、を保てないということで、を保てないということで、複複複複式式式式学学学学級級級級のののの導導導導入を入を入を入を余余余余儀儀儀儀なくされている地域がなくされている地域がなくされている地域がなくされている地域が加速加速加速加速をしてをしてをしてをしておりおりおりおりまままま

す。す。す。す。学学学学校校校校現現現現場場場場からも、からも、からも、からも、複複複複式式式式学学学学級級級級ににににおおおおきますきますきますきます指指指指導導導導方方方方法法法法等等等等のののの研研研研修修修修のののの機機機機会を会を会を会をぜひぜひぜひぜひということでということでということでということで求求求求

められてめられてめられてめられておりおりおりおりまして、本年度もまして、本年度もまして、本年度もまして、本年度も学学学学力力力力向上推向上推向上推向上推進の進の進の進の実実実実践研究践研究践研究践研究指指指指定定定定校校校校、、、、小学小学小学小学校校校校４４４４校校校校のうのうのうのうちちちち２２２２校校校校、、、、

へへへへき地のき地のき地のき地の小学小学小学小学校校校校をををを指指指指定させていただきながら、定させていただきながら、定させていただきながら、定させていただきながら、複複複複式式式式学学学学級級級級のあのあのあのあり方り方り方り方、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちののののややややるるるる気気気気、、、、

学学学学習意欲習意欲習意欲習意欲がががが向上向上向上向上できるようにというできるようにというできるようにというできるようにという研研研研修修修修を進め、あるいはを進め、あるいはを進め、あるいはを進め、あるいは研究研究研究研究の内の内の内の内容容容容をををを深深深深めているめているめているめている次次次次第で第で第で第で

取り組み取り組み取り組み取り組みを進めているところでございます。以を進めているところでございます。以を進めているところでございます。以を進めているところでございます。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。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 私私私私の関の関の関の関心心心心事でございますので、また事でございますので、また事でございますので、また事でございますので、また機機機機会を会を会を会を見見見見ていろいろていろいろていろいろていろいろ教教教教ええええてもらいたいし、てもらいたいし、てもらいたいし、てもらいたいし、

また要また要また要また要望望望望も申しも申しも申しも申し上げ上げ上げ上げたいと思うのですが、きたいと思うのですが、きたいと思うのですが、きたいと思うのですが、きょょょょうのところはこのうのところはこのうのところはこのうのところはこの辺辺辺辺で置いときます。で置いときます。で置いときます。で置いときます。

もう一つもう一つもう一つもう一つ尋ね尋ね尋ね尋ねたいたいたいたいんんんんですが、大ですが、大ですが、大ですが、大滝ダム建設滝ダム建設滝ダム建設滝ダム建設事業の事業の事業の事業の完了完了完了完了についてということで、このについてということで、このについてということで、このについてということで、この表表表表にににに

竣竣竣竣工式工式工式工式典典典典が３月予定になると。まだ日はが３月予定になると。まだ日はが３月予定になると。まだ日はが３月予定になると。まだ日は決決決決まってないの。まってないの。まってないの。まってないの。

○清水地域政策課長○清水地域政策課長○清水地域政策課長○清水地域政策課長 失礼失礼失礼失礼いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。竣竣竣竣工式工式工式工式典典典典は３月２３日に行われるということでは３月２３日に行われるということでは３月２３日に行われるということでは３月２３日に行われるということで

国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省から聞いてから聞いてから聞いてから聞いておりおりおりおります。ます。ます。ます。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 私私私私は、案内は、案内は、案内は、案内状状状状をもらったと思うのに、ここに、出ていないから、をもらったと思うのに、ここに、出ていないから、をもらったと思うのに、ここに、出ていないから、をもらったと思うのに、ここに、出ていないから、何何何何かあるのかあるのかあるのかあるの

かと、かと、かと、かと、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりあるのだと思ったわけです。あるのだと思ったわけです。あるのだと思ったわけです。あるのだと思ったわけです。

というのは、うわさでというのは、うわさでというのは、うわさでというのは、うわさで物物物物を言うなということになるかわからないですけれども、本を言うなということになるかわからないですけれども、本を言うなということになるかわからないですけれども、本を言うなということになるかわからないですけれども、本当当当当はははは

うわさなのかどうかわからない。ここでうわさなのかどうかわからない。ここでうわさなのかどうかわからない。ここでうわさなのかどうかわからない。ここでみんみんみんみんなでそのうわさをなでそのうわさをなでそのうわさをなでそのうわさを消消消消すことにするのか、そのすことにするのか、そのすことにするのか、そのすことにするのか、その

うわさが、うわさどころか、うわさが、うわさどころか、うわさが、うわさどころか、うわさが、うわさどころか、ややややははははりりりり火のないところには火のないところには火のないところには火のないところには煙煙煙煙がががが立立立立たないということだったのたないということだったのたないということだったのたないということだったの

かということで、これ、きっかということで、これ、きっかということで、これ、きっかということで、これ、きっちりちりちりちりとしたいと思うのですが。３月２３日にとしたいと思うのですが。３月２３日にとしたいと思うのですが。３月２３日にとしたいと思うのですが。３月２３日に竣竣竣竣工式を工式を工式を工式をややややるわるわるわるわ

けだけれども、けだけれども、けだけれども、けだけれども、国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省と農林水産と農林水産と農林水産と農林水産省省省省がががが送送送送水というか、水というか、水というか、水というか、操作操作操作操作するのとかいろいろなするのとかいろいろなするのとかいろいろなするのとかいろいろな基準基準基準基準

をををを決決決決めなければいけないと。農林水産めなければいけないと。農林水産めなければいけないと。農林水産めなければいけないと。農林水産省省省省とととと国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省とのとのとのとの折折折折り合り合り合り合いがついていないと。いがついていないと。いがついていないと。いがついていないと。折折折折

り合り合り合り合いがついていないのにないがついていないのにないがついていないのにないがついていないのになぜ竣ぜ竣ぜ竣ぜ竣工式を工式を工式を工式をややややるのかというるのかというるのかというるのかという話話話話が、吉野が、吉野が、吉野が、吉野郡郡郡郡のののの方方方方からこからこからこからこちちちちららららへへへへ聞聞聞聞

ここここええええるわけです。これがきるわけです。これがきるわけです。これがきるわけです。これがきちんちんちんちんと、と、と、と、今今今今、うわさを聞いていることは、これはうそです、、うわさを聞いていることは、これはうそです、、うわさを聞いていることは、これはうそです、、うわさを聞いていることは、これはうそです、国国国国



---- 11112222 ----

土土土土交通交通交通交通省省省省と農林水産と農林水産と農林水産と農林水産省省省省がもうきがもうきがもうきがもうきちんちんちんちんとととと話話話話がまとまっていますよということなのかどうなのがまとまっていますよということなのかどうなのがまとまっていますよということなのかどうなのがまとまっていますよということなのかどうなの

か、か、か、か、教教教教ええええてください。てください。てください。てください。

○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長 今今今今、川口委員からの、川口委員からの、川口委員からの、川口委員からのおおおお尋ね尋ね尋ね尋ね、、、、国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省と農林水産と農林水産と農林水産と農林水産省省省省でででで操作操作操作操作についてについてについてについて調調調調

整整整整ができていないのとができていないのとができていないのとができていないのと違違違違うかということ。うかということ。うかということ。うかということ。近畿近畿近畿近畿地地地地方整備方整備方整備方整備局から聞いている局から聞いている局から聞いている局から聞いている範囲範囲範囲範囲で申しで申しで申しで申し述述述述べべべべ

ます。ます。ます。ます。

現在現在現在現在、、、、国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省と農林水産と農林水産と農林水産と農林水産省省省省でででで操作操作操作操作規規規規則則則則について本について本について本について本省省省省のののの方方方方でででで調整調整調整調整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

ところは聞いてところは聞いてところは聞いてところは聞いて承承承承知知知知してしてしてしておりおりおりおります。以ます。以ます。以ます。以上上上上です。です。です。です。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 だから、だから、だから、だから、結論結論結論結論が出ていないの。が出ていないの。が出ていないの。が出ていないの。

○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長 はい、まだでございます。はい、まだでございます。はい、まだでございます。はい、まだでございます。整整整整いましたら、また地元いましたら、また地元いましたら、また地元いましたら、また地元へへへへもももも操作操作操作操作規規規規則則則則のののの意意意意見見見見

のののの照照照照会とかあるのですけれども、会とかあるのですけれども、会とかあるのですけれども、会とかあるのですけれども、今今今今はそういうはそういうはそういうはそういう状況状況状況状況を聞いてを聞いてを聞いてを聞いておりおりおりおります。ます。ます。ます。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 これ、３月２３日のこれ、３月２３日のこれ、３月２３日のこれ、３月２３日の竣竣竣竣工式までにまとまって、工式までにまとまって、工式までにまとまって、工式までにまとまって、何何何何もかももかももかももかも整整整整ってってってってゴゴゴゴーとなれば、ーとなれば、ーとなれば、ーとなれば、

ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにおおおお祝祝祝祝い事だけれど、まとまっていない、まだい事だけれど、まとまっていない、まだい事だけれど、まとまっていない、まだい事だけれど、まとまっていない、まだ宿宿宿宿題が題が題が題が残残残残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、

竣竣竣竣工式がめでたしめでたしの日になるのかどうなのか。これを疑問に思うわけです。この工式がめでたしめでたしの日になるのかどうなのか。これを疑問に思うわけです。この工式がめでたしめでたしの日になるのかどうなのか。これを疑問に思うわけです。この工式がめでたしめでたしの日になるのかどうなのか。これを疑問に思うわけです。この

竣竣竣竣工式、案内工式、案内工式、案内工式、案内状状状状が来ているわけだが、これはが来ているわけだが、これはが来ているわけだが、これはが来ているわけだが、これは竣竣竣竣工式の式工式の式工式の式工式の式典典典典のののの主催主催主催主催者は県は関係がないの。者は県は関係がないの。者は県は関係がないの。者は県は関係がないの。

○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長 祝典祝典祝典祝典のののの主催主催主催主催者は、者は、者は、者は、国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省近畿近畿近畿近畿地地地地方整備方整備方整備方整備局と地元の川局と地元の川局と地元の川局と地元の川上上上上村ということ村ということ村ということ村ということ

でございます。でございます。でございます。でございます。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 このまとまっていない農林水産このまとまっていない農林水産このまとまっていない農林水産このまとまっていない農林水産省省省省は関係ないわけ。は関係ないわけ。は関係ないわけ。は関係ないわけ。

○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長 今回今回今回今回、３月２３日は、３月２３日は、３月２３日は、３月２３日は国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省が事業が事業が事業が事業主主主主体とな体とな体とな体となりりりりましたのは、大ましたのは、大ましたのは、大ましたのは、大滝ダム滝ダム滝ダム滝ダム

のののの完完完完成式ということですので、成式ということですので、成式ということですので、成式ということですので、近畿近畿近畿近畿地地地地方整備方整備方整備方整備局と地元の川局と地元の川局と地元の川局と地元の川上上上上村とな村とな村とな村となりりりります。ます。ます。ます。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 いいいいやややや、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産省省省省は関係ないのと聞いているわけ。は関係ないのと聞いているわけ。は関係ないのと聞いているわけ。は関係ないのと聞いているわけ。

○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長 はい。はい。はい。はい。主催主催主催主催者には入ってませ者には入ってませ者には入ってませ者には入ってませんんんん。。。。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 まあいろいろもっと聞きたいが、このまあいろいろもっと聞きたいが、このまあいろいろもっと聞きたいが、このまあいろいろもっと聞きたいが、この程程程程度にしときます。以度にしときます。以度にしときます。以度にしときます。以上上上上。。。。

○岡副委員長○岡副委員長○岡副委員長○岡副委員長 では、１点だけ。また予算では、１点だけ。また予算では、１点だけ。また予算では、１点だけ。また予算審審審審査査査査特別委員会でも特別委員会でも特別委員会でも特別委員会でもひょひょひょひょっとしたら出るかと思っとしたら出るかと思っとしたら出るかと思っとしたら出るかと思

いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計

特別会計２月補正予算案の概要」１２７ページにあ特別会計２月補正予算案の概要」１２７ページにあ特別会計２月補正予算案の概要」１２７ページにあ特別会計２月補正予算案の概要」１２７ページにありりりりますますますます木木木木造造造造応急応急応急応急仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅利利利利活活活活用用用用検討検討検討検討事事事事

業というのが出て業というのが出て業というのが出て業というのが出ておりおりおりおりますけれども、これはますけれども、これはますけれども、これはますけれども、これは前前前前にもどこかの委員会でにもどこかの委員会でにもどこかの委員会でにもどこかの委員会で話話話話しをしたと思いましをしたと思いましをしたと思いましをしたと思いま

すが、すが、すが、すが、現在現在現在現在、、、、仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅でででで建建建建てられててられててられててられておりおりおりおりますますますます木木木木造住宅造住宅造住宅造住宅のののの目目目目的が的が的が的が終終終終わったわったわったわった後後後後のののの活活活活用について、用について、用について、用について、

多分多分多分多分議議議議論論論論されていくのだろうと思いますけれども、県としてこのされていくのだろうと思いますけれども、県としてこのされていくのだろうと思いますけれども、県としてこのされていくのだろうと思いますけれども、県としてこの木木木木造住宅造住宅造住宅造住宅、、、、仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅につにつにつにつ

いて、地元地域の要いて、地元地域の要いて、地元地域の要いて、地元地域の要望望望望等等等等もももも踏踏踏踏ままままええええて、どのような要て、どのような要て、どのような要て、どのような要望望望望があるのか。またそれにがあるのか。またそれにがあるのか。またそれにがあるのか。またそれに対対対対して県はして県はして県はして県は

どのようにどのようにどのようにどのように答え答え答え答えようとされているのか。ようとされているのか。ようとされているのか。ようとされているのか。今今今今はまだ確定ではないと思いますけれども、そのはまだ確定ではないと思いますけれども、そのはまだ確定ではないと思いますけれども、そのはまだ確定ではないと思いますけれども、その
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辺辺辺辺のののの方向性方向性方向性方向性ななななりりりりがもしあがもしあがもしあがもしありりりりましたらましたらましたらましたら教教教教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 １２７ページの１２７ページの１２７ページの１２７ページの木木木木造造造造応急応急応急応急仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅利利利利活活活活用用用用検討検討検討検討事業についてご説明をさせ事業についてご説明をさせ事業についてご説明をさせ事業についてご説明をさせ

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。

今今今今、委員ご、委員ご、委員ご、委員ご指摘指摘指摘指摘のとのとのとのとおりおりおりおり、内、内、内、内容容容容についてはについてはについてはについてはおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃっていただいたとっていただいたとっていただいたとっていただいたとおりおりおりおり、、、、木木木木造住宅造住宅造住宅造住宅、、、、

仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅のそののそののそののその後後後後の利の利の利の利活活活活用の用の用の用の方方方方法法法法についてについてについてについて検討検討検討検討したいとのことでございますが、ただ、したいとのことでございますが、ただ、したいとのことでございますが、ただ、したいとのことでございますが、ただ、実実実実

際際際際のののの検討検討検討検討内内内内容容容容でございますけれども、そのでございますけれども、そのでございますけれども、そのでございますけれども、その住宅自住宅自住宅自住宅自体がどのように体がどのように体がどのように体がどのように今後今後今後今後使使使使ええええるのかというのるのかというのるのかというのるのかというの

をををを個個個個別に、別に、別に、別に、今今今今、部、部、部、部材調査材調査材調査材調査をををを検検検検査機査機査機査機関に委関に委関に委関に委託託託託ともともともとも書書書書いてございますけれども、そういったいてございますけれども、そういったいてございますけれども、そういったいてございますけれども、そういった検検検検

討討討討をしていって、をしていって、をしていって、をしていって、実実実実際際際際にににに使使使使ええええるのかどうかをるのかどうかをるのかどうかをるのかどうかを検討検討検討検討していくものでございまして、そのしていくものでございまして、そのしていくものでございまして、そのしていくものでございまして、その結果結果結果結果

として、として、として、として、使使使使ええええるとなったら３るとなったら３るとなったら３るとなったら３市市市市村に村に村に村に対対対対してそのしてそのしてそのしてその辺辺辺辺ののののお話お話お話お話をさせていただきながらをさせていただきながらをさせていただきながらをさせていただきながら具具具具体的な体的な体的な体的な

利利利利活活活活用の用の用の用の方針方針方針方針、例、例、例、例ええええばばばば集集集集会会会会所所所所に利に利に利に利活活活活用するとか、そういった用するとか、そういった用するとか、そういった用するとか、そういった方向性方向性方向性方向性がががが見え見え見え見えてくるのではなてくるのではなてくるのではなてくるのではな

いかといかといかといかと考え考え考え考えてございます。もてございます。もてございます。もてございます。もちちちちろろろろんんんん、、、、今今今今、委員ご、委員ご、委員ご、委員ご指摘指摘指摘指摘いただいたようないただいたようないただいたようないただいたような形形形形でででで最終最終最終最終的に的に的に的に使使使使ええええ

ればいいということをればいいということをればいいということをればいいということを見見見見越しながら、そのための越しながら、そのための越しながら、そのための越しながら、そのための基基基基礎礎礎礎的な的な的な的な研究研究研究研究を、を、を、を、金金金金額額額額的には非常に限ら的には非常に限ら的には非常に限ら的には非常に限ら

れてれてれてれておりおりおりおりますけれども、この中でますけれども、この中でますけれども、この中でますけれども、この中で検討検討検討検討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え考え考え考えてございます。てございます。てございます。てございます。

○岡副委員長○岡副委員長○岡副委員長○岡副委員長 多分多分多分多分その中でその中でその中でその中でハハハハーーーードドドドルルルルがががが幾幾幾幾つかあろうと思いますけれども、これはつかあろうと思いますけれども、これはつかあろうと思いますけれども、これはつかあろうと思いますけれども、これは素素素素人考人考人考人考

ええええでででで考え考え考え考えるわけでございますけれども、例るわけでございますけれども、例るわけでございますけれども、例るわけでございますけれども、例ええええばばばば建建建建築基準築基準築基準築基準法法法法的な問題であるとか、それから的な問題であるとか、それから的な問題であるとか、それから的な問題であるとか、それから

仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅というというというという国国国国の補助でつくられたの補助でつくられたの補助でつくられたの補助でつくられた施施施施設設設設が、どのようにして地が、どのようにして地が、どのようにして地が、どのようにして地方方方方自治自治自治自治体が受けることが体が受けることが体が受けることが体が受けることが

できる、できる、できる、できる、財財財財産としてのつく産としてのつく産としてのつく産としてのつくり方り方り方り方の問題の問題の問題の問題等々等々等々等々もあろうかと思うのです。そもあろうかと思うのです。そもあろうかと思うのです。そもあろうかと思うのです。そちちちちらのらのらのらの方方方方でででで今考え今考え今考え今考え

ているているているているハハハハーーーードドドドルルルルとして、もしとして、もしとして、もしとして、もし使使使使うとすればどのようなうとすればどのようなうとすればどのようなうとすればどのようなハハハハーーーードドドドルルルルがあるとがあるとがあるとがあるとお考えお考えお考えお考えですか。ですか。ですか。ですか。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 あああありりりりがとうございます。まさにごがとうございます。まさにごがとうございます。まさにごがとうございます。まさにご指摘指摘指摘指摘いただいたように、いただいたように、いただいたように、いただいたように、建建建建築基準築基準築基準築基準法法法法のののの

問題ですとか、問題ですとか、問題ですとか、問題ですとか、今現在今現在今現在今現在の奈良県でつくの奈良県でつくの奈良県でつくの奈良県でつくりりりりましたましたましたました木木木木造仮設住宅造仮設住宅造仮設住宅造仮設住宅のつくのつくのつくのつくり方り方り方り方をををを踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、市市市市村村村村

でどのように利でどのように利でどのように利でどのように利活活活活用できるのか、その用できるのか、その用できるのか、その用できるのか、その権権権権利関係も含めて利関係も含めて利関係も含めて利関係も含めて幅幅幅幅広広広広くくくく検討検討検討検討していきたいと思ってしていきたいと思ってしていきたいと思ってしていきたいと思って

おりおりおりおりますので、ますので、ますので、ますので、今今今今の段の段の段の段階階階階でこういった問題をでこういった問題をでこういった問題をでこういった問題を検討検討検討検討していくというしていくというしていくというしていくという対対対対象象象象をををを絞絞絞絞ったようなことったようなことったようなことったようなこと

はははは考え考え考え考えてててておりおりおりおりませませませませんんんんで、来年度のこの予算は、非常に限られてで、来年度のこの予算は、非常に限られてで、来年度のこの予算は、非常に限られてで、来年度のこの予算は、非常に限られておりおりおりおりますけれども、この中ますけれども、この中ますけれども、この中ますけれども、この中

でででで実実実実際際際際にににに使使使使うためにどういう問題があるのかをスうためにどういう問題があるのかをスうためにどういう問題があるのかをスうためにどういう問題があるのかをスタタタターーーートトトトライライライラインンンンにににに検討検討検討検討を始めていきたいとを始めていきたいとを始めていきたいとを始めていきたいと

考え考え考え考えてございます。てございます。てございます。てございます。

○岡副委員長○岡副委員長○岡副委員長○岡副委員長 最最最最後後後後に要に要に要に要望望望望としますけれども、地元に行ったときに、地域のとしますけれども、地元に行ったときに、地域のとしますけれども、地元に行ったときに、地域のとしますけれども、地元に行ったときに、地域の皆皆皆皆ささささんんんんからもからもからもからも

いろいろな要いろいろな要いろいろな要いろいろな要望望望望も聞いている部も聞いている部も聞いている部も聞いている部分分分分もございますし、大もございますし、大もございますし、大もございますし、大変変変変立立立立派派派派なななな建物建物建物建物でもあると思います。でもあると思います。でもあると思います。でもあると思います。

通常の通常の通常の通常の仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅よよよよりりりりもできもできもできもでき合合合合いがいいということもございます。いがいいということもございます。いがいいということもございます。いがいいということもございます。

また、また、また、また、先先先先ほど川口委員からも発言があった中に関ほど川口委員からも発言があった中に関ほど川口委員からも発言があった中に関ほど川口委員からも発言があった中に関連連連連するのですけれども、村するのですけれども、村するのですけれども、村するのですけれども、村おおおおこしこしこしこし等等等等に、に、に、に、

例例例例ええええばばばば宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設的に的に的に的に使使使使ええええるるるる可可可可能性能性能性能性があるのかないのかということを含めながら、があるのかないのかということを含めながら、があるのかないのかということを含めながら、があるのかないのかということを含めながら、何何何何とか利とか利とか利とか利
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活活活活用していただける用していただける用していただける用していただける方向方向方向方向を、県としてもしっかを、県としてもしっかを、県としてもしっかを、県としてもしっかりりりりと関係と関係と関係と関係諸諸諸諸団団団団体と体と体と体と連携連携連携連携とってもらいまして、とってもらいまして、とってもらいまして、とってもらいまして、

実現実現実現実現できるように要できるように要できるように要できるように要望望望望したいと思います。以したいと思います。以したいと思います。以したいと思います。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。

○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長 ほかにないですか。なければ、これをもほかにないですか。なければ、これをもほかにないですか。なければ、これをもほかにないですか。なければ、これをもちちちちまして質疑をまして質疑をまして質疑をまして質疑を終終終終わわわわりりりります。ます。ます。ます。

ななななおおおお、、、、当当当当委員会委員会委員会委員会所管所管所管所管事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が追追追追加加加加提案される提案される提案される提案される場場場場合合合合には、には、には、には、当当当当委員会を定例会中の委員会を定例会中の委員会を定例会中の委員会を定例会中の

３月７日３月７日３月７日３月７日木木木木曜曜曜曜日、本会議日、本会議日、本会議日、本会議終了終了終了終了後後後後にににに再再再再度度度度開催開催開催開催させていただくことになさせていただくことになさせていただくことになさせていただくことになりりりりますので、あらかますので、あらかますので、あらかますので、あらかじじじじ

めよろしくめよろしくめよろしくめよろしくおおおお願いをいたして願いをいたして願いをいたして願いをいたしておおおおきます。きます。きます。きます。

それでは、それでは、それでは、それでは、理理理理事者の事者の事者の事者の皆皆皆皆ささささん方ん方ん方ん方、、、、退退退退出願います。どうもご苦出願います。どうもご苦出願います。どうもご苦出願います。どうもご苦労労労労ささささんんんんでした。委員のでした。委員のでした。委員のでした。委員の皆皆皆皆ささささんんんん

方方方方は、は、は、は、ちちちちょょょょっとっとっとっと残残残残っていただけたらあっていただけたらあっていただけたらあっていただけたらありりりりがたいと思います。がたいと思います。がたいと思います。がたいと思います。

（（（（理理理理事者事者事者事者退退退退席席席席））））

続続続続けて行かせてもらっていいですか。けて行かせてもらっていいですか。けて行かせてもらっていいですか。けて行かせてもらっていいですか。

（（（（「「「「はい」とはい」とはい」とはい」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あ者あ者あ者ありりりり））））

それでは、委員間それでは、委員間それでは、委員間それでは、委員間討討討討議を行います。議を行います。議を行います。議を行います。

まず、平成２５年６月定例会にまず、平成２５年６月定例会にまず、平成２５年６月定例会にまず、平成２５年６月定例会におおおおいていていていて調査調査調査調査をををを終了終了終了終了し、その成し、その成し、その成し、その成果果果果を報告するわけですが、を報告するわけですが、を報告するわけですが、を報告するわけですが、

おおおお手元に手元に手元に手元に調査調査調査調査報告報告報告報告書書書書のののの素素素素案を案を案を案を配配配配付付付付してしてしてしておりおりおりおりますので、ますので、ますので、ますので、後後後後刻刻刻刻お目お目お目お目通しをいただきまして、３通しをいただきまして、３通しをいただきまして、３通しをいただきまして、３

月７日の委員会でご月７日の委員会でご月７日の委員会でご月７日の委員会でご意意意意見等見等見等見等をいただきたいと思いますので、よろしくをいただきたいと思いますので、よろしくをいただきたいと思いますので、よろしくをいただきたいと思いますので、よろしくおおおお願いを申し願いを申し願いを申し願いを申し上げ上げ上げ上げまままま

す。す。す。す。

ななななおおおお、この報告、この報告、この報告、この報告書書書書のののの構構構構成または成成または成成または成成または成果果果果のののの取り取り取り取りまとめとなる提言についてのごまとめとなる提言についてのごまとめとなる提言についてのごまとめとなる提言についてのご意意意意見見見見、あわせ、あわせ、あわせ、あわせ

てててて各各各各委員に委員に委員に委員におおおおかれまして、過疎地域かれまして、過疎地域かれまして、過疎地域かれまして、過疎地域及び及び及び及び南部、東部地域の振興に南部、東部地域の振興に南部、東部地域の振興に南部、東部地域の振興に対対対対する思いする思いする思いする思いやお考えやお考えやお考えやお考えがあがあがあがあ

りりりりましたら、このましたら、このましたら、このましたら、この機機機機会にご発言を会にご発言を会にご発言を会にご発言をおおおお願いいたします。願いいたします。願いいたします。願いいたします。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 奈良県はいわば奈良県はいわば奈良県はいわば奈良県はいわば薬薬薬薬の産地、いの産地、いの産地、いの産地、いやややや、産地というよ、産地というよ、産地というよ、産地というよりりりり薬薬薬薬の業の業の業の業界界界界、、、、富富富富山県と山県と山県と山県と並並並並ぶぶぶぶ、、、、

かつてはそれこそ奈良県の産業で一かつてはそれこそ奈良県の産業で一かつてはそれこそ奈良県の産業で一かつてはそれこそ奈良県の産業で一番番番番の産業ではなかったかと思うが、そのの産業ではなかったかと思うが、そのの産業ではなかったかと思うが、そのの産業ではなかったかと思うが、その主主主主要な地域は要な地域は要な地域は要な地域は

御御御御所市所市所市所市、高、高、高、高取町取町取町取町、、、、橿橿橿橿原市原市原市原市、この地域が、この地域が、この地域が、この地域が拠拠拠拠点です。そういうことで、点です。そういうことで、点です。そういうことで、点です。そういうことで、薬薬薬薬業振興はあま業振興はあま業振興はあま業振興はあまねねねねく南く南く南く南

部振興につながろうと思いますので、その部振興につながろうと思いますので、その部振興につながろうと思いますので、その部振興につながろうと思いますので、その面面面面について、もうについて、もうについて、もうについて、もう既既既既に県はに県はに県はに県は薬薬薬薬草園草園草園草園をつくろうと、をつくろうと、をつくろうと、をつくろうと、

あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた薬薬薬薬にかかわってのにかかわってのにかかわってのにかかわっての研究研究研究研究をさらにをさらにをさらにをさらに強強強強めようというめようというめようというめようという方向方向方向方向をををを示示示示してくれてしてくれてしてくれてしてくれておりおりおりおりますますますます

が、そういった内が、そういった内が、そういった内が、そういった内容容容容にかかわっても、この委員会でのにかかわっても、この委員会でのにかかわっても、この委員会でのにかかわっても、この委員会での課課課課題として題として題として題として位位位位置置置置づづづづけをしてもらけをしてもらけをしてもらけをしてもらええええれれれれ

ばあばあばあばありりりりがたい。もうがたい。もうがたい。もうがたい。もう既既既既に奈良県議会南部振興議員に奈良県議会南部振興議員に奈良県議会南部振興議員に奈良県議会南部振興議員連連連連盟盟盟盟でこういった問題をでこういった問題をでこういった問題をでこういった問題を取り上げ取り上げ取り上げ取り上げてててておりおりおりおり

ますし、この委員会のますし、この委員会のますし、この委員会のますし、この委員会のメンメンメンメンバーの中でも奈良県議会南部振興議員バーの中でも奈良県議会南部振興議員バーの中でも奈良県議会南部振興議員バーの中でも奈良県議会南部振興議員連連連連盟盟盟盟に名をに名をに名をに名を連ね連ね連ね連ねていただていただていただていただ

いているいているいているいている人人人人が大が大が大が大方方方方いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいますので、ごいますので、ごいますので、ごいますので、ご理理理理解解解解のほどよろしくのほどよろしくのほどよろしくのほどよろしくおおおお願いしたい。以願いしたい。以願いしたい。以願いしたい。以上上上上です。です。です。です。

○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長○秋本委員長 そのそのそのその旨旨旨旨、またきっ、またきっ、またきっ、またきっちりちりちりちりとととと検討検討検討検討してしてしてしておおおお伝伝伝伝ええええします。します。します。します。

ほかに。いいですか。ごほかに。いいですか。ごほかに。いいですか。ごほかに。いいですか。ご意意意意見見見見がないようですので、これをもがないようですので、これをもがないようですので、これをもがないようですので、これをもちちちちまして委員間まして委員間まして委員間まして委員間討討討討議を議を議を議を終終終終わわわわ
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りりりります。ます。ます。ます。

どうもどうもどうもどうも皆皆皆皆ささささんんんん、ご苦、ご苦、ご苦、ご苦労労労労ささささんんんんでございました。でございました。でございました。でございました。


