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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６月１８日（火） １３：０３～１４：２４平成２５年６月１８日（火） １３：０３～１４：２４平成２５年６月１８日（火） １３：０３～１４：２４平成２５年６月１８日（火） １３：０３～１４：２４

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 辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監

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

中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長

福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長

長岡 水道局長 ほか、関係職員長岡 水道局長 ほか、関係職員長岡 水道局長 ほか、関係職員長岡 水道局長 ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 １名１名１名１名

議 事議 事議 事議 事

（１）６月定例県議会提出予定議案について（１）６月定例県議会提出予定議案について（１）６月定例県議会提出予定議案について（１）６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を含めて、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を含めて、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を含めて、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を含めて、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 ２点質問させていただきます。２点質問させていただきます。２点質問させていただきます。２点質問させていただきます。

まず、１点ですけれども、先日、野迫川村から、橿原市常盤町にありますまほろばキッまず、１点ですけれども、先日、野迫川村から、橿原市常盤町にありますまほろばキッまず、１点ですけれども、先日、野迫川村から、橿原市常盤町にありますまほろばキッまず、１点ですけれども、先日、野迫川村から、橿原市常盤町にありますまほろばキッ

チンが非常ににぎわっておりまして、そこに出店したいという希望を持っているけれども、チンが非常ににぎわっておりまして、そこに出店したいという希望を持っているけれども、チンが非常ににぎわっておりまして、そこに出店したいという希望を持っているけれども、チンが非常ににぎわっておりまして、そこに出店したいという希望を持っているけれども、

遠くてなかなか難しいという声を聞いたところでございます。運営はＪＡならけんで、県遠くてなかなか難しいという声を聞いたところでございます。運営はＪＡならけんで、県遠くてなかなか難しいという声を聞いたところでございます。運営はＪＡならけんで、県遠くてなかなか難しいという声を聞いたところでございます。運営はＪＡならけんで、県
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はあくまでも運営をＪＡならけんに任せているということと、もう一つは、出店するためはあくまでも運営をＪＡならけんに任せているということと、もう一つは、出店するためはあくまでも運営をＪＡならけんに任せているということと、もう一つは、出店するためはあくまでも運営をＪＡならけんに任せているということと、もう一つは、出店するため

には登録などが必要だということで、現在は登録されていないのですけれども、いろいろには登録などが必要だということで、現在は登録されていないのですけれども、いろいろには登録などが必要だということで、現在は登録されていないのですけれども、いろいろには登録などが必要だということで、現在は登録されていないのですけれども、いろいろ

条件はあるのですが、出店したいという思いを持っていらっしゃる方に対しての支援も、条件はあるのですが、出店したいという思いを持っていらっしゃる方に対しての支援も、条件はあるのですが、出店したいという思いを持っていらっしゃる方に対しての支援も、条件はあるのですが、出店したいという思いを持っていらっしゃる方に対しての支援も、

県でも検討していただきたいと思っているところです。その点について、県の考え方を聞県でも検討していただきたいと思っているところです。その点について、県の考え方を聞県でも検討していただきたいと思っているところです。その点について、県の考え方を聞県でも検討していただきたいと思っているところです。その点について、県の考え方を聞

かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。

それから、２点目ですが、ことしの４月に、上北山温泉の近くで国道１６９号の土砂災それから、２点目ですが、ことしの４月に、上北山温泉の近くで国道１６９号の土砂災それから、２点目ですが、ことしの４月に、上北山温泉の近くで国道１６９号の土砂災それから、２点目ですが、ことしの４月に、上北山温泉の近くで国道１６９号の土砂災

害がございました。私も現地に行かせていただきましたが、大体４０メートルぐらいにわ害がございました。私も現地に行かせていただきましたが、大体４０メートルぐらいにわ害がございました。私も現地に行かせていただきましたが、大体４０メートルぐらいにわ害がございました。私も現地に行かせていただきましたが、大体４０メートルぐらいにわ

たって土砂崩れが起こったのですけれども、迂回路がないということで、反対に回るためたって土砂崩れが起こったのですけれども、迂回路がないということで、反対に回るためたって土砂崩れが起こったのですけれども、迂回路がないということで、反対に回るためたって土砂崩れが起こったのですけれども、迂回路がないということで、反対に回るため

には１時間以上かかってしまうということで、改めて国道１６９号や国道１６８号が命のには１時間以上かかってしまうということで、改めて国道１６９号や国道１６８号が命のには１時間以上かかってしまうということで、改めて国道１６９号や国道１６８号が命のには１時間以上かかってしまうということで、改めて国道１６９号や国道１６８号が命の

道であると認識したわけです。こうした道路には迂回路がなく、反対側に回るのに本当に道であると認識したわけです。こうした道路には迂回路がなく、反対側に回るのに本当に道であると認識したわけです。こうした道路には迂回路がなく、反対側に回るのに本当に道であると認識したわけです。こうした道路には迂回路がなく、反対側に回るのに本当に

苦慮されているということでございまして、高規格道路も、これからの取り組みとしてあ苦慮されているということでございまして、高規格道路も、これからの取り組みとしてあ苦慮されているということでございまして、高規格道路も、これからの取り組みとしてあ苦慮されているということでございまして、高規格道路も、これからの取り組みとしてあ

りますが、網の目のような生活道路も、これから本当に考えていかなければならないのでりますが、網の目のような生活道路も、これから本当に考えていかなければならないのでりますが、網の目のような生活道路も、これから本当に考えていかなければならないのでりますが、網の目のような生活道路も、これから本当に考えていかなければならないので

はないかと思います。その点についてお伺いをしたいと思います。以上です。はないかと思います。その点についてお伺いをしたいと思います。以上です。はないかと思います。その点についてお伺いをしたいと思います。以上です。はないかと思います。その点についてお伺いをしたいと思います。以上です。

○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱） まほろばキッチン、ＪＡ直売所の件のお尋まほろばキッチン、ＪＡ直売所の件のお尋まほろばキッチン、ＪＡ直売所の件のお尋まほろばキッチン、ＪＡ直売所の件のお尋

ねねねねでございました。でございました。でございました。でございました。

ＪＡならけん運営のまほろばキッチンは、４月２日にＪＡならけん運営のまほろばキッチンは、４月２日にＪＡならけん運営のまほろばキッチンは、４月２日にＪＡならけん運営のまほろばキッチンは、４月２日にプレオプレオプレオプレオーーーーププププンいたしまして、おおンいたしまして、おおンいたしまして、おおンいたしまして、おお

むね順調むね順調むね順調むね順調に営業を進めておられると聞いております。１日平に営業を進めておられると聞いております。１日平に営業を進めておられると聞いております。１日平に営業を進めておられると聞いております。１日平均均均均、農産、農産、農産、農産物物物物でででで約約約約４００４００４００４００万円万円万円万円、、、、

レスレスレスレストトトトララララン部ン部ン部ン部門門門門で１００で１００で１００で１００万円万円万円万円の売り上の売り上の売り上の売り上げげげげがあると聞いております。非常に大きな直売所でがあると聞いております。非常に大きな直売所でがあると聞いております。非常に大きな直売所でがあると聞いております。非常に大きな直売所で

ございまして、県下ございまして、県下ございまして、県下ございまして、県下各各各各地からの地からの地からの地からの集集集集出出出出荷荷荷荷ということで、遠方の方については、売れということで、遠方の方については、売れということで、遠方の方については、売れということで、遠方の方については、売れ残残残残りりりり商品商品商品商品

をどうするかがをどうするかがをどうするかがをどうするかが課題課題課題課題だと聞いております。当だと聞いております。当だと聞いております。当だと聞いております。当初初初初はその日のうはその日のうはその日のうはその日のうちちちちにににに引引引引き取ってほしいというき取ってほしいというき取ってほしいというき取ってほしいという

ことでございましたが、遠方の方にごことでございましたが、遠方の方にごことでございましたが、遠方の方にごことでございましたが、遠方の方にご配配配配慮がありまして、慮がありまして、慮がありまして、慮がありまして、翌翌翌翌日、日、日、日、朝朝朝朝出出出出荷荷荷荷したときにしたときにしたときにしたときに引引引引き取き取き取き取

っていただいてもいいということで、っていただいてもいいということで、っていただいてもいいということで、っていただいてもいいということで、利便性利便性利便性利便性をををを図図図図っておられると聞いております。っておられると聞いております。っておられると聞いております。っておられると聞いております。

現在橿原市、現在橿原市、現在橿原市、現在橿原市、桜井桜井桜井桜井市、市、市、市、宇陀宇陀宇陀宇陀市、田原本町あたりからの出市、田原本町あたりからの出市、田原本町あたりからの出市、田原本町あたりからの出荷者荷者荷者荷者が非常にが非常にが非常にが非常に多多多多く農産く農産く農産く農産物物物物を出しを出しを出しを出し

ておられますけれども、ておられますけれども、ておられますけれども、ておられますけれども、今後今後今後今後も遠方の方のも遠方の方のも遠方の方のも遠方の方の利便性利便性利便性利便性もももも図図図図っていただけるよう、そういう声がっていただけるよう、そういう声がっていただけるよう、そういう声がっていただけるよう、そういう声が

あるということをＪＡならけんにもおあるということをＪＡならけんにもおあるということをＪＡならけんにもおあるということをＪＡならけんにもお伝伝伝伝ええええ申申申申し上し上し上し上げげげげていきたいと考えております。以上でていきたいと考えております。以上でていきたいと考えております。以上でていきたいと考えております。以上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○金剛県土マネジメント部次長（技術担当）○金剛県土マネジメント部次長（技術担当）○金剛県土マネジメント部次長（技術担当）○金剛県土マネジメント部次長（技術担当） 太田委員からのお尋太田委員からのお尋太田委員からのお尋太田委員からのお尋ねねねねは、国道１６９号のは、国道１６９号のは、国道１６９号のは、国道１６９号の

４月の崩土にかかわって、迂回路で地４月の崩土にかかわって、迂回路で地４月の崩土にかかわって、迂回路で地４月の崩土にかかわって、迂回路で地域域域域の方がご苦の方がご苦の方がご苦の方がご苦労労労労なされたということでございます。なされたということでございます。なされたということでございます。なされたということでございます。

本当に地本当に地本当に地本当に地域域域域の方にはごの方にはごの方にはごの方にはご不自由不自由不自由不自由をおかけしたところでございます。をおかけしたところでございます。をおかけしたところでございます。をおかけしたところでございます。特特特特に、国道１６８号、国に、国道１６８号、国に、国道１６８号、国に、国道１６８号、国

道１６９号と道１６９号と道１６９号と道１６９号と申申申申しますのは、この地しますのは、この地しますのは、この地しますのは、この地域域域域のののの幹線幹線幹線幹線でございます。その道路のでございます。その道路のでございます。その道路のでございます。その道路の斜面斜面斜面斜面対策を対策を対策を対策を鋭意鋭意鋭意鋭意進進進進
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めているところですけれども、めているところですけれども、めているところですけれども、めているところですけれども、完了完了完了完了までには時間もまでには時間もまでには時間もまでには時間もコスコスコスコストもまだまだかかるというところトもまだまだかかるというところトもまだまだかかるというところトもまだまだかかるというところ

でございます。でございます。でございます。でございます。

その中で、やはり命の道をその中で、やはり命の道をその中で、やはり命の道をその中で、やはり命の道を守守守守るというところで、平成２１年にならるというところで、平成２１年にならるというところで、平成２１年にならるというところで、平成２１年になら安心安心安心安心みみみみちネちネちネちネットットットットプラプラプラプラ

ンを策定いたしました。これは道路のンを策定いたしました。これは道路のンを策定いたしました。これは道路のンを策定いたしました。これは道路のネネネネットットットットワワワワーーーーククククが非常にが非常にが非常にが非常に粗粗粗粗い中山間地い中山間地い中山間地い中山間地域域域域で、あらかで、あらかで、あらかで、あらかじじじじ

め国道１６８号、１６９号にめ国道１６８号、１６９号にめ国道１６８号、１６９号にめ国道１６８号、１６９号に並並並並行している林道とか、あるいは村道とかを、いざというと行している林道とか、あるいは村道とかを、いざというと行している林道とか、あるいは村道とかを、いざというと行している林道とか、あるいは村道とかを、いざというと

きに迂回路としてすぐきに迂回路としてすぐきに迂回路としてすぐきに迂回路としてすぐ使使使使えることを目えることを目えることを目えることを目標標標標にしたにしたにしたにしたプラプラプラプランでございます。先日の４月の上北山ンでございます。先日の４月の上北山ンでございます。先日の４月の上北山ンでございます。先日の４月の上北山

村の崩土につきましても、当村の崩土につきましても、当村の崩土につきましても、当村の崩土につきましても、当初初初初他他他他府府府府県を回るような、県を回るような、県を回るような、県を回るような、広域広域広域広域の迂回でごの迂回でごの迂回でごの迂回でご不自由不自由不自由不自由をかけたのでをかけたのでをかけたのでをかけたので

すけれども、その林道、村道すけれども、その林道、村道すけれども、その林道、村道すけれども、その林道、村道等等等等をををを補修工補修工補修工補修工事事事事等等等等をして、３日目には迂回路として地をして、３日目には迂回路として地をして、３日目には迂回路として地をして、３日目には迂回路として地域域域域の方にの方にの方にの方に

使使使使っていただくというっていただくというっていただくというっていただくという状況状況状況状況になりました。になりました。になりました。になりました。

今後今後今後今後も、も、も、も、斜面斜面斜面斜面対策や対策や対策や対策や防防防防災対策はも災対策はも災対策はも災対策はもちちちちろんろんろんろん推推推推進してまいります。あわせて、地進してまいります。あわせて、地進してまいります。あわせて、地進してまいります。あわせて、地域域域域の迂回路の迂回路の迂回路の迂回路

をををを確保確保確保確保して、地して、地して、地して、地域域域域生活生活生活生活へへへへのののの影響影響影響影響をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ少少少少なくするようになくするようになくするようになくするように努努努努めてまいりたいと思ってめてまいりたいと思ってめてまいりたいと思ってめてまいりたいと思って

おります。以上でございます。おります。以上でございます。おります。以上でございます。おります。以上でございます。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 まず、第１問目の野迫川村の方まず、第１問目の野迫川村の方まず、第１問目の野迫川村の方まず、第１問目の野迫川村の方 々々々々のおのおのおのお話話話話ですけれども、ここではですけれども、ここではですけれども、ここではですけれども、ここでは今今今今、、、、ワサビワサビワサビワサビ

も、いろいろ取り組みされているのですが、地も、いろいろ取り組みされているのですが、地も、いろいろ取り組みされているのですが、地も、いろいろ取り組みされているのですが、地元元元元の方によりますと、これからの方によりますと、これからの方によりますと、これからの方によりますと、これからミョウガミョウガミョウガミョウガをををを

つくって出つくって出つくって出つくって出荷荷荷荷していきたいというご希望だとおしていきたいというご希望だとおしていきたいというご希望だとおしていきたいというご希望だとお話話話話も伺いました。遠方の方にいろいろも伺いました。遠方の方にいろいろも伺いました。遠方の方にいろいろも伺いました。遠方の方にいろいろ配配配配慮慮慮慮

もされているということでございますけれども、とりわけ野迫川村といった地もされているということでございますけれども、とりわけ野迫川村といった地もされているということでございますけれども、とりわけ野迫川村といった地もされているということでございますけれども、とりわけ野迫川村といった地域域域域はははは台風台風台風台風１１１１

２号の２号の２号の２号の被被被被災地でもありまして、災地でもありまして、災地でもありまして、災地でもありまして、民宿民宿民宿民宿などなかなか生業になどなかなか生業になどなかなか生業になどなかなか生業に戻戻戻戻れない方れない方れない方れない方 々々々々がいろいろ苦慮されがいろいろ苦慮されがいろいろ苦慮されがいろいろ苦慮され

ているているているている状況状況状況状況もお聞きしておりますので、そうしたことももお聞きしておりますので、そうしたことももお聞きしておりますので、そうしたことももお聞きしておりますので、そうしたことも踏踏踏踏まえて、まほろばキッチンに出まえて、まほろばキッチンに出まえて、まほろばキッチンに出まえて、まほろばキッチンに出

荷荷荷荷できるような体できるような体できるような体できるような体制制制制を、私もこれからいろいろ地を、私もこれからいろいろ地を、私もこれからいろいろ地を、私もこれからいろいろ地元元元元の方のおの方のおの方のおの方のお話話話話も聞かせていただきますし、も聞かせていただきますし、も聞かせていただきますし、も聞かせていただきますし、

県としても検討していただきたいと思っております。県としても検討していただきたいと思っております。県としても検討していただきたいと思っております。県としても検討していただきたいと思っております。

それから、第２点目の国道１６９号の土砂災害の問それから、第２点目の国道１６９号の土砂災害の問それから、第２点目の国道１６９号の土砂災害の問それから、第２点目の国道１６９号の土砂災害の問題題題題でございますけれども、先ほどもでございますけれども、先ほどもでございますけれども、先ほどもでございますけれども、先ほども

ごごごご答弁答弁答弁答弁にありましたが、本当ににありましたが、本当ににありましたが、本当ににありましたが、本当に数数数数日間の間で日間の間で日間の間で日間の間で復旧復旧復旧復旧していただいたことは、非常にありがたしていただいたことは、非常にありがたしていただいたことは、非常にありがたしていただいたことは、非常にありがた

いいいい話話話話です。しかし、です。しかし、です。しかし、です。しかし、ゴゴゴゴールールールールデデデデンンンンウイウイウイウイーーーーククククの直の直の直の直前前前前だということで、上北山村長にもおだということで、上北山村長にもおだということで、上北山村長にもおだということで、上北山村長にもお話話話話聞か聞か聞か聞か

せていただきましたら、もしこれがせていただきましたら、もしこれがせていただきましたら、もしこれがせていただきましたら、もしこれがゴゴゴゴールールールールデデデデンンンンウイウイウイウイーーーーククククのののの最最最最中だったらどんなことになっ中だったらどんなことになっ中だったらどんなことになっ中だったらどんなことになっ

ていたかと、ていたかと、ていたかと、ていたかと、心配心配心配心配の声も聞かせていただきました。また、の声も聞かせていただきました。また、の声も聞かせていただきました。また、の声も聞かせていただきました。また、病院病院病院病院などなどなどなどへへへへのののの通院通院通院通院についても、についても、についても、についても、

やはりこの道路がやはりこの道路がやはりこの道路がやはりこの道路が寸断寸断寸断寸断されることによってされることによってされることによってされることによって通通通通うことができないといううことができないといううことができないといううことができないという実情実情実情実情もももも教教教教えていただえていただえていただえていただ

きまして、これから迂回路のきまして、これから迂回路のきまして、これから迂回路のきまして、これから迂回路の整備整備整備整備や、や、や、や、斜面斜面斜面斜面のののの補強補強補強補強などの取り組みをされるということでごなどの取り組みをされるということでごなどの取り組みをされるということでごなどの取り組みをされるということでご

ざいますけれども、いつ災害が起こったとしても、もう一つの道があることを常に地ざいますけれども、いつ災害が起こったとしても、もう一つの道があることを常に地ざいますけれども、いつ災害が起こったとしても、もう一つの道があることを常に地ざいますけれども、いつ災害が起こったとしても、もう一つの道があることを常に地元元元元のののの

方が認識するといいますか、あるということはやはり方が認識するといいますか、あるということはやはり方が認識するといいますか、あるということはやはり方が認識するといいますか、あるということはやはり安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全につながると思いますのにつながると思いますのにつながると思いますのにつながると思いますの

で、その取り組みをさらにで、その取り組みをさらにで、その取り組みをさらにで、その取り組みをさらに強強強強めていただきたいと思います。私からの質問は以上です。めていただきたいと思います。私からの質問は以上です。めていただきたいと思います。私からの質問は以上です。めていただきたいと思います。私からの質問は以上です。
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○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 繰越繰越繰越繰越明明明明許費許費許費許費の関係で、説明をいただいたのをもうの関係で、説明をいただいたのをもうの関係で、説明をいただいたのをもうの関係で、説明をいただいたのをもう忘忘忘忘れているのかもわかりまれているのかもわかりまれているのかもわかりまれているのかもわかりま

せんけれども、どういうせんけれども、どういうせんけれども、どういうせんけれども、どういう状況状況状況状況なのかとをなのかとをなのかとをなのかとを教教教教えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。

一つは、委員会一つは、委員会一つは、委員会一つは、委員会資料資料資料資料の４の４の４の４ペペペペーーーージジジジ、農林部の地、農林部の地、農林部の地、農林部の地籍調査籍調査籍調査籍調査事業ですが、これはどうして事業ですが、これはどうして事業ですが、これはどうして事業ですが、これはどうして繰繰繰繰りりりり越越越越

しをしていかなければいけないのかがよくわからないので、原しをしていかなければいけないのかがよくわからないので、原しをしていかなければいけないのかがよくわからないので、原しをしていかなければいけないのかがよくわからないので、原因因因因はどういうことなのかをはどういうことなのかをはどういうことなのかをはどういうことなのかを

教教教教えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。

もう一つは、６もう一つは、６もう一つは、６もう一つは、６ペペペペーーーージジジジにあります災害にあります災害にあります災害にあります災害復旧復旧復旧復旧の関係で、みつえ高原の関係で、みつえ高原の関係で、みつえ高原の関係で、みつえ高原牧場内牧場内牧場内牧場内の対策でございの対策でございの対策でございの対策でござい

ますが、これは県の土地の中にあることだと思いますので、原ますが、これは県の土地の中にあることだと思いますので、原ますが、これは県の土地の中にあることだと思いますので、原ますが、これは県の土地の中にあることだと思いますので、原因因因因がどういうことなのか、がどういうことなのか、がどういうことなのか、がどういうことなのか、

この２つをこの２つをこの２つをこの２つを教教教教えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。

○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱） 田中委員のご質問にお田中委員のご質問にお田中委員のご質問にお田中委員のご質問にお答答答答えいたします。えいたします。えいたします。えいたします。

まず、地まず、地まず、地まず、地籍調査籍調査籍調査籍調査事業でございますけれども、事業事業でございますけれども、事業事業でございますけれども、事業事業でございますけれども、事業実施主実施主実施主実施主体のおくれによるものでござい体のおくれによるものでござい体のおくれによるものでござい体のおくれによるものでござい

ます。地ます。地ます。地ます。地図混乱図混乱図混乱図混乱地につき、地地につき、地地につき、地地につき、地番番番番と土地所と土地所と土地所と土地所有者有者有者有者のののの特特特特定に時間を要したことが大きな原定に時間を要したことが大きな原定に時間を要したことが大きな原定に時間を要したことが大きな原因因因因でごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

みつえ高原みつえ高原みつえ高原みつえ高原牧場牧場牧場牧場の件でございます。の件でございます。の件でございます。の件でございます。集集集集水水水水井井井井のさくのさくのさくのさく井工井工井工井工において、において、において、において、想想想想定定定定外外外外のののの岩岩岩岩盤が盤が盤が盤が確確確確認さ認さ認さ認さ

れたことによりまして、れたことによりまして、れたことによりまして、れたことによりまして、設置場設置場設置場設置場所の所の所の所の変更変更変更変更とととと工程工程工程工程のののの変更変更変更変更がががが重重重重なりました。そのためになりました。そのためになりました。そのためになりました。そのために不測不測不測不測のののの

日日日日数数数数を要したというのがを要したというのがを要したというのがを要したというのが理由理由理由理由でございます。以上です。でございます。以上です。でございます。以上です。でございます。以上です。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 御杖御杖御杖御杖村の高原村の高原村の高原村の高原牧場牧場牧場牧場については、できるだけについては、できるだけについては、できるだけについては、できるだけ早早早早くくくく的確的確的確的確なななな工工工工事を進めていただけ事を進めていただけ事を進めていただけ事を進めていただけ

るように要望としてるように要望としてるように要望としてるように要望として申申申申し上し上し上し上げげげげておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

４４４４ペペペペーーーージジジジの農地の地の農地の地の農地の地の農地の地籍調査籍調査籍調査籍調査事業についてでございますけれども、山林の地事業についてでございますけれども、山林の地事業についてでございますけれども、山林の地事業についてでございますけれども、山林の地図図図図がきがきがきがきちちちちんとんとんとんと

したものになることは、これは非常にすばらしいことでございます。したものになることは、これは非常にすばらしいことでございます。したものになることは、これは非常にすばらしいことでございます。したものになることは、これは非常にすばらしいことでございます。ぜひぜひぜひぜひやりやりやりやり遂げ遂げ遂げ遂げる必要る必要る必要る必要

があると思うのですけれども、以があると思うのですけれども、以があると思うのですけれども、以があると思うのですけれども、以前前前前もどこかの委員会でもどこかの委員会でもどこかの委員会でもどこかの委員会で申申申申し上し上し上し上げげげげましたが、国土地ましたが、国土地ましたが、国土地ましたが、国土地理院理院理院理院のののの

地地地地籍調査籍調査籍調査籍調査などもかなり事業の進などもかなり事業の進などもかなり事業の進などもかなり事業の進捗度捗度捗度捗度がががが少少少少ないように思っています。なかなかないように思っています。なかなかないように思っています。なかなかないように思っています。なかなか前前前前に進まないに進まないに進まないに進まない

という。せっかく農林部でもこういう地という。せっかく農林部でもこういう地という。せっかく農林部でもこういう地という。せっかく農林部でもこういう地籍調査籍調査籍調査籍調査の事業に取り組んでいただいていますので、の事業に取り組んでいただいていますので、の事業に取り組んでいただいていますので、の事業に取り組んでいただいていますので、

できることなら、どこかで、国土地できることなら、どこかで、国土地できることなら、どこかで、国土地できることなら、どこかで、国土地理院理院理院理院の地の地の地の地籍調査籍調査籍調査籍調査の部の部の部の部分分分分とごとごとごとご協協協協議、ご議、ご議、ご議、ご相談相談相談相談いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、

それで、予それで、予それで、予それで、予算算算算のののの有効有効有効有効なななな利利利利用の用の用の用の仕仕仕仕方を進めていただけたらありがたいと思います。方を進めていただけたらありがたいと思います。方を進めていただけたらありがたいと思います。方を進めていただけたらありがたいと思います。

今今今今の林野の地の林野の地の林野の地の林野の地籍調査籍調査籍調査籍調査も、も、も、も、多分ＧＰＳ多分ＧＰＳ多分ＧＰＳ多分ＧＰＳでなさっておられるのだろうと思いますので、もうでなさっておられるのだろうと思いますので、もうでなさっておられるのだろうと思いますので、もうでなさっておられるのだろうと思いますので、もう

誤差誤差誤差誤差はほはほはほはほぼぼぼぼないとも思いますし、ないとも思いますし、ないとも思いますし、ないとも思いますし、誤差誤差誤差誤差のないのないのないのない状況状況状況状況は、国土地は、国土地は、国土地は、国土地理院理院理院理院のののの調査調査調査調査のののの実態実態実態実態からからからから見見見見ても、ても、ても、ても、

そうそうそうそう変変変変わりはないものと思われます。せっかく農林部の予わりはないものと思われます。せっかく農林部の予わりはないものと思われます。せっかく農林部の予わりはないものと思われます。せっかく農林部の予算算算算でこういうことをしていただでこういうことをしていただでこういうことをしていただでこういうことをしていただ

けるのですから、おけるのですから、おけるのですから、おけるのですから、お互互互互いにそのいにそのいにそのいにその精度精度精度精度がががが同じレベ同じレベ同じレベ同じレベルだということを認識さえすれば、ルだということを認識さえすれば、ルだということを認識さえすれば、ルだということを認識さえすれば、共通共通共通共通しししし

た事業としてとり行うことができるのかと思いますし、国とはもとがた事業としてとり行うことができるのかと思いますし、国とはもとがた事業としてとり行うことができるのかと思いますし、国とはもとがた事業としてとり行うことができるのかと思いますし、国とはもとが違違違違うから、うから、うから、うから、我々我々我々我々はははは相相相相

談談談談できないということをおっしゃらずに、できないということをおっしゃらずに、できないということをおっしゃらずに、できないということをおっしゃらずに、ぜひぜひぜひぜひとも一とも一とも一とも一度度度度ごごごご相談相談相談相談、ご検討いただく、ご検討いただく、ご検討いただく、ご検討いただく機機機機会をお会をお会をお会をお
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つくりいただければつくりいただければつくりいただければつくりいただければ結構結構結構結構かと思いますので、よろしくお願いしたいという要望と、もしかと思いますので、よろしくお願いしたいという要望と、もしかと思いますので、よろしくお願いしたいという要望と、もしかと思いますので、よろしくお願いしたいという要望と、もし答答答答

えを、おっしゃっていただけるものがあれば、お尋えを、おっしゃっていただけるものがあれば、お尋えを、おっしゃっていただけるものがあれば、お尋えを、おっしゃっていただけるものがあれば、お尋ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 地地地地籍調査籍調査籍調査籍調査事業についてですけれども、事業についてですけれども、事業についてですけれども、事業についてですけれども、基基基基本本本本的的的的になかなか進まないというになかなか進まないというになかなか進まないというになかなか進まないという

現現現現状状状状がございます。がございます。がございます。がございます。特特特特にその大きなにその大きなにその大きなにその大きな理由理由理由理由は、いずれにいたしましても、その土地に対するは、いずれにいたしましても、その土地に対するは、いずれにいたしましても、その土地に対するは、いずれにいたしましても、その土地に対する

権利意権利意権利意権利意識というものが非常に高く、識というものが非常に高く、識というものが非常に高く、識というものが非常に高く、利利利利害関係が害関係が害関係が害関係が複雑複雑複雑複雑にににに絡絡絡絡んでいるところが大きな要んでいるところが大きな要んでいるところが大きな要んでいるところが大きな要因因因因ではではではでは

ないのかと、ないのかと、ないのかと、ないのかと、境界確境界確境界確境界確定の定の定の定の際際際際にににに新新新新たにトたにトたにトたにトラブラブラブラブルが発生することもルが発生することもルが発生することもルが発生することも実態実態実態実態としてはとしてはとしてはとしては想想想想定をされて定をされて定をされて定をされて

いるところでございます。いるところでございます。いるところでございます。いるところでございます。

いずれにしましても、そういうことも含めて、田中委員おいずれにしましても、そういうことも含めて、田中委員おいずれにしましても、そういうことも含めて、田中委員おいずれにしましても、そういうことも含めて、田中委員お述べ述べ述べ述べのように、非常に大事なのように、非常に大事なのように、非常に大事なのように、非常に大事な

事業であるという認識は事業であるという認識は事業であるという認識は事業であるという認識は我々我々我々我々もしております。もしております。もしております。もしております。特特特特に、に、に、に、今後今後今後今後につきましては、その事業の説につきましては、その事業の説につきましては、その事業の説につきましては、その事業の説

明会の明会の明会の明会の開催開催開催開催ややややＰＲＰＲＰＲＰＲ、、、、住民住民住民住民の方の方の方の方々へ々へ々へ々へのののの啓啓啓啓発を行いながら、それとご提案をいただきました国発を行いながら、それとご提案をいただきました国発を行いながら、それとご提案をいただきました国発を行いながら、それとご提案をいただきました国

との関係につきましては、改めてとの関係につきましては、改めてとの関係につきましては、改めてとの関係につきましては、改めて研究研究研究研究もさせていただいて、もさせていただいて、もさせていただいて、もさせていただいて、引引引引きききき続続続続き対き対き対き対応応応応させていただきさせていただきさせていただきさせていただき

たいと考えております。以上でございます。たいと考えております。以上でございます。たいと考えております。以上でございます。たいと考えております。以上でございます。

○山下委員○山下委員○山下委員○山下委員 ２点ばかりお願いします。２点ばかりお願いします。２点ばかりお願いします。２点ばかりお願いします。

一つは、一つは、一つは、一つは、避避避避難難難難者者者者のののの帰宅帰宅帰宅帰宅問問問問題題題題でございます。でございます。でございます。でございます。来来来来年３月年３月年３月年３月末末末末にににに期限期限期限期限がががが切切切切られていると思うのでられていると思うのでられていると思うのでられていると思うので

すけれども、なお、１４すけれども、なお、１４すけれども、なお、１４すけれども、なお、１４世帯世帯世帯世帯２２２２２２２２人人人人のののの帰宅帰宅帰宅帰宅がががが未未未未定だという報告がございました。定だという報告がございました。定だという報告がございました。定だという報告がございました。確確確確かに、かに、かに、かに、

その地その地その地その地区区区区の道路の改の道路の改の道路の改の道路の改修修修修がががが未完了未完了未完了未完了であるということが大きな要であるということが大きな要であるということが大きな要であるということが大きな要因因因因かと思いますけれども、やかと思いますけれども、やかと思いますけれども、やかと思いますけれども、や

はり、はり、はり、はり、今五條今五條今五條今五條市で市で市で市で設置設置設置設置されておりますされておりますされておりますされております避避避避難難難難箇箇箇箇所で、所で、所で、所で、新新新新しく生まれましたしく生まれましたしく生まれましたしく生まれましたコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティー、ー、ー、ー、

人人人人とととと人人人人とのとのとのとの交交交交わりの中で、ここにわりの中で、ここにわりの中で、ここにわりの中で、ここに住住住住みみみみ続続続続けられるものならけられるものならけられるものならけられるものなら住住住住みみみみ続続続続けたいと。行政としては、けたいと。行政としては、けたいと。行政としては、けたいと。行政としては、

大大大大変重変重変重変重苦しい苦しい苦しい苦しい課題課題課題課題であることはであることはであることはであることは確確確確かですけれども、しかし、当事かですけれども、しかし、当事かですけれども、しかし、当事かですけれども、しかし、当事者者者者にとっては、にとっては、にとっては、にとっては、朝朝朝朝起きた起きた起きた起きた

ら、ら、ら、ら、隣隣隣隣近所の近所の近所の近所の人人人人とととと顔顔顔顔をつきをつきをつきをつき合合合合わせ、そしてずっとわせ、そしてずっとわせ、そしてずっとわせ、そしてずっと昼昼昼昼は一日は一日は一日は一日同じ同じ同じ同じ生活生活生活生活パタパタパタパターンでーンでーンでーンで送送送送る、そのる、そのる、そのる、その

間でさまざまな間でさまざまな間でさまざまな間でさまざまな交流交流交流交流があるということは、があるということは、があるということは、があるということは、多分多分多分多分、、、、今今今今まで持まで持まで持まで持ち得ち得ち得ち得なかったなかったなかったなかったコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティーだーだーだーだ

と思います。そういうことに対すると思います。そういうことに対すると思います。そういうことに対すると思います。そういうことに対する愛着愛着愛着愛着もあるのではないかと。いたずらに行政もあるのではないかと。いたずらに行政もあるのではないかと。いたずらに行政もあるのではないかと。いたずらに行政的的的的なななな措置措置措置措置

をををを焦焦焦焦って、って、って、って、期限期限期限期限いっいっいっいっぱぱぱぱいでいでいでいで追追追追い出すというい出すというい出すというい出すという形形形形にならないようににならないようににならないようににならないように配配配配慮を望みたい。慮を望みたい。慮を望みたい。慮を望みたい。幸幸幸幸い、県い、県い、県い、県

がががが肩入肩入肩入肩入れしてれしてれしてれして木造木造木造木造のののの仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅をををを建建建建てたてたてたてた手手手手前前前前もありますし、もありますし、もありますし、もありますし、十二十二十二十二分分分分にまだまだにまだまだにまだまだにまだまだ使使使使えるえるえるえる状態状態状態状態でででで

あると聞いております。やはりできるだけ長くいたいあると聞いております。やはりできるだけ長くいたいあると聞いております。やはりできるだけ長くいたいあると聞いております。やはりできるだけ長くいたい人人人人は長くいられるようなは長くいられるようなは長くいられるようなは長くいられるような措置措置措置措置も、も、も、も、今今今今

から考慮しておく必要があるのではないかと思うのですけれども、ごから考慮しておく必要があるのではないかと思うのですけれども、ごから考慮しておく必要があるのではないかと思うのですけれども、ごから考慮しておく必要があるのではないかと思うのですけれども、ご見見見見解解解解を伺っておきたを伺っておきたを伺っておきたを伺っておきた

い。い。い。い。

あと一つは、地あと一つは、地あと一つは、地あと一つは、地域域域域医療医療医療医療再再再再生生生生計画計画計画計画でででで補補補補正予正予正予正予算算算算、、、、積積積積みみみみ増増増増しの点で説明がありましたが、とりしの点で説明がありましたが、とりしの点で説明がありましたが、とりしの点で説明がありましたが、とり

わけ、このわけ、このわけ、このわけ、この特特特特別別別別委員会でお尋委員会でお尋委員会でお尋委員会でお尋ねねねねしておきたいのは、南しておきたいのは、南しておきたいのは、南しておきたいのは、南和公立和公立和公立和公立３３３３病院病院病院病院のののの統廃統廃統廃統廃合合合合について、について、について、について、着着着着

実実実実に事業を進めてこられましたけれども、南部地に事業を進めてこられましたけれども、南部地に事業を進めてこられましたけれども、南部地に事業を進めてこられましたけれども、南部地域域域域の医療体の医療体の医療体の医療体制制制制の中で、の中で、の中で、の中で、最最最最もももも危惧危惧危惧危惧されるのされるのされるのされるの
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はやはり医はやはり医はやはり医はやはり医師師師師、、、、看護師看護師看護師看護師確保確保確保確保の問の問の問の問題題題題かと思います。３かと思います。３かと思います。３かと思います。３病院病院病院病院はもはもはもはもちちちちろんのこと、ろんのこと、ろんのこと、ろんのこと、診診診診療所が点在療所が点在療所が点在療所が点在

しております。そこの医しております。そこの医しております。そこの医しております。そこの医師師師師の問の問の問の問題題題題も含めまして、医も含めまして、医も含めまして、医も含めまして、医師師師師のののの資資資資材材材材、とりわけ、とりわけ、とりわけ、とりわけ人人人人材材材材のののの確保確保確保確保についについについについ

てててて順調順調順調順調に運んでいるのかどうか、報告いただければに運んでいるのかどうか、報告いただければに運んでいるのかどうか、報告いただければに運んでいるのかどうか、報告いただければ幸幸幸幸いかと思います。以上です。いかと思います。以上です。いかと思います。以上です。いかと思います。以上です。

○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監 まず、まず、まず、まず、新新新新たにたにたにたにコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティーができたというか、ーができたというか、ーができたというか、ーができたというか、隣隣隣隣近所ではあり近所ではあり近所ではあり近所ではあり

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、今今今今までだとまでだとまでだとまでだとちちちちょょょょっとっとっとっと家家家家がががが離離離離れていたのが、れていたのが、れていたのが、れていたのが、固固固固まってまってまってまって仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅にににに住住住住まわれまわれまわれまわれ

て、そういうて、そういうて、そういうて、そういうコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティーというか、ーというか、ーというか、ーというか、仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅はははは木造木造木造木造でもありますし、それなりにでもありますし、それなりにでもありますし、それなりにでもありますし、それなりに住住住住みみみみ

やすいという声は聞いております。やすいという声は聞いております。やすいという声は聞いております。やすいという声は聞いております。

山下委員がおっしゃったような、山下委員がおっしゃったような、山下委員がおっしゃったような、山下委員がおっしゃったような、追追追追い出すということはまず考えておりません。ただ、い出すということはまず考えておりません。ただ、い出すということはまず考えておりません。ただ、い出すということはまず考えておりません。ただ、

自宅自宅自宅自宅にににに帰帰帰帰っていただけるっていただけるっていただけるっていただける状況状況状況状況になりましたら、どうされるのかというのは、になりましたら、どうされるのかというのは、になりましたら、どうされるのかというのは、になりましたら、どうされるのかというのは、今今今今、、、、各各各各市町村市町村市町村市町村

の方での方での方での方で確確確確認をされています。それを認をされています。それを認をされています。それを認をされています。それを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、全全全全員が員が員が員が自宅自宅自宅自宅にににに帰帰帰帰りたいとおっしゃっているりたいとおっしゃっているりたいとおっしゃっているりたいとおっしゃっている

のではないのですけれども、おおのではないのですけれども、おおのではないのですけれども、おおのではないのですけれども、おおむね自宅へ帰むね自宅へ帰むね自宅へ帰むね自宅へ帰りたい、あるいはりたい、あるいはりたい、あるいはりたい、あるいは自宅自宅自宅自宅をををを流流流流された方された方された方された方等等等等につにつにつにつ

きましては、きましては、きましては、きましては、復復復復興興興興住宅住宅住宅住宅にににに住住住住みたい、あるいはまみたい、あるいはまみたい、あるいはまみたい、あるいはまちちちちでででで暮暮暮暮らしたいと、それらしたいと、それらしたいと、それらしたいと、それぞぞぞぞれのれのれのれの意意意意向向向向が市村が市村が市村が市村

でででで確確確確認されました上で、その希望に認されました上で、その希望に認されました上で、その希望に認されました上で、その希望に添添添添えるようなえるようなえるようなえるような帰宅帰宅帰宅帰宅というか、というか、というか、というか、避避避避難生活の難生活の難生活の難生活の解消解消解消解消にもってにもってにもってにもって

いきたいと考えておりまして、必ずいきたいと考えておりまして、必ずいきたいと考えておりまして、必ずいきたいと考えておりまして、必ず期限期限期限期限がががが来来来来たから出てしまえという対たから出てしまえという対たから出てしまえという対たから出てしまえという対応応応応はできないとははできないとははできないとははできないとは

思っておりますが、一日も思っておりますが、一日も思っておりますが、一日も思っておりますが、一日も早早早早いいいい避避避避難生活の難生活の難生活の難生活の解消解消解消解消にににに向向向向けて、市村町とともにけて、市村町とともにけて、市村町とともにけて、市村町とともに頑張頑張頑張頑張っていきたっていきたっていきたっていきた

いと思っております。いと思っております。いと思っております。いと思っております。

○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 南南南南和和和和の医の医の医の医師師師師等等等等医療医療医療医療従従従従事事事事者者者者のののの確保確保確保確保という点でのお尋という点でのお尋という点でのお尋という点でのお尋ねねねねであったかとであったかとであったかとであったかと理理理理

解解解解しております。県におきましては、しております。県におきましては、しております。県におきましては、しております。県におきましては、確確確確かに医かに医かに医かに医師師師師のののの数数数数がまだがまだがまだがまだ十十十十分分分分ではないということを認ではないということを認ではないということを認ではないということを認

識しているところであります。識しているところであります。識しているところであります。識しているところであります。特特特特に、医に、医に、医に、医師師師師のののの不不不不足感足感足感足感につきましては、南につきましては、南につきましては、南につきましては、南和和和和地地地地域域域域でででで著著著著しいとしいとしいとしいと

思っているわけであります。思っているわけであります。思っているわけであります。思っているわけであります。

こうした中で、県といたしましては、医こうした中で、県といたしましては、医こうした中で、県といたしましては、医こうした中で、県といたしましては、医師師師師のののの確保確保確保確保をどのように進めていくかということをどのように進めていくかということをどのように進めていくかということをどのように進めていくかということ

で、さまざまな対策をこれまでもで、さまざまな対策をこれまでもで、さまざまな対策をこれまでもで、さまざまな対策をこれまでも講講講講じじじじてきているということであります。てきているということであります。てきているということであります。てきているということであります。

ごごごご承知承知承知承知のとおり、医のとおり、医のとおり、医のとおり、医師師師師、その中でも産、その中でも産、その中でも産、その中でも産科科科科やややや小児科小児科小児科小児科ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、救急救急救急救急にににに携携携携わる医わる医わる医わる医師師師師につきまにつきまにつきまにつきま

しては、しては、しては、しては、修修修修学学学学資資資資金金金金制度制度制度制度をををを設設設設けまして、けまして、けまして、けまして、卒卒卒卒後後後後そういう方そういう方そういう方そういう方向向向向に進んでくれるという方に進んでくれるという方に進んでくれるという方に進んでくれるという方 々々々々のののの修修修修学学学学

資資資資金金金金についてはについてはについてはについては免除免除免除免除にするなどの方策をとっているわけでございます。にするなどの方策をとっているわけでございます。にするなどの方策をとっているわけでございます。にするなどの方策をとっているわけでございます。

また、また、また、また、へへへへき地でき地でき地でき地で働働働働く医く医く医く医師師師師のののの確保確保確保確保対策といたしましては、そこでしっかりと対策といたしましては、そこでしっかりと対策といたしましては、そこでしっかりと対策といたしましては、そこでしっかりと働働働働けるようなけるようなけるようなけるような

医医医医師師師師のののの研修プ研修プ研修プ研修プログログログログララララムムムムなどをつくってきているところであります。などをつくってきているところであります。などをつくってきているところであります。などをつくってきているところであります。

現在、南現在、南現在、南現在、南和和和和地地地地域域域域のののの病院病院病院病院につきましては、さまざまな検討の中で、につきましては、さまざまな検討の中で、につきましては、さまざまな検討の中で、につきましては、さまざまな検討の中で、特特特特に、大に、大に、大に、大淀淀淀淀町福町福町福町福神神神神にににに救救救救

急急急急病院病院病院病院をつくる、それからをつくる、それからをつくる、それからをつくる、それから吉吉吉吉野町の野町の野町の野町の病院病院病院病院と県と県と県と県立立立立五條病院五條病院五條病院五條病院については療については療については療については療養型養型養型養型の医療の医療の医療の医療セセセセンンンンタタタターーーー

にににに再編再編再編再編していくという中で、しっかりと医していくという中で、しっかりと医していくという中で、しっかりと医していくという中で、しっかりと医師師師師をををを確保確保確保確保していくことは大事かと思っておりましていくことは大事かと思っておりましていくことは大事かと思っておりましていくことは大事かと思っておりま
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す。す。す。す。

現現現現状状状状では、まだでは、まだでは、まだでは、まだ具具具具体体体体的的的的にどこのにどこのにどこのにどこの病院病院病院病院にどれだけの医にどれだけの医にどれだけの医にどれだけの医師師師師、もしくは、もしくは、もしくは、もしくは看護師看護師看護師看護師をををを確保確保確保確保するといするといするといするとい

うことまでうことまでうことまでうことまで詰詰詰詰まってはいませんが、まってはいませんが、まってはいませんが、まってはいませんが、病院病院病院病院も平成２８年も平成２８年も平成２８年も平成２８年度度度度中には中には中には中には開院開院開院開院するということでござするということでござするということでござするということでござ

いますので、それにいますので、それにいますので、それにいますので、それに向向向向けてしっかりと医療が対けてしっかりと医療が対けてしっかりと医療が対けてしっかりと医療が対応応応応できるように、医できるように、医できるように、医できるように、医師師師師確保確保確保確保にににに努努努努めていきためていきためていきためていきた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

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

なければ、これをもなければ、これをもなければ、これをもなければ、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ります。わります。わります。わります。

閉閉閉閉会に当たり、一言ごあいさつを会に当たり、一言ごあいさつを会に当たり、一言ごあいさつを会に当たり、一言ごあいさつを申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

特特特特別別別別な事な事な事な事情情情情が生が生が生が生じじじじないないないない限限限限り、ただいまのり、ただいまのり、ただいまのり、ただいまの構構構構成による当委員会は、本日の委員会をもって成による当委員会は、本日の委員会をもって成による当委員会は、本日の委員会をもって成による当委員会は、本日の委員会をもって

最最最最終終終終になるかと思います。平成２３年５月、委員になるかと思います。平成２３年５月、委員になるかと思います。平成２３年５月、委員になるかと思います。平成２３年５月、委員各各各各位位位位には当委員会所には当委員会所には当委員会所には当委員会所管管管管事項であります事項であります事項であります事項であります過過過過

疎疎疎疎地地地地域自域自域自域自立促立促立促立促進進進進計画計画計画計画のののの推推推推進に関すること、南部振興進に関すること、南部振興進に関すること、南部振興進に関すること、南部振興計画計画計画計画のののの推推推推進に関すること、水進に関すること、水進に関すること、水進に関すること、水資資資資源源源源・・・・へへへへ

き地き地き地き地教教教教育育育育に関することにつきまして、に関することにつきまして、に関することにつきまして、に関することにつきまして、終始熱終始熱終始熱終始熱心心心心にごにごにごにご審審審審議をいただきました。議をいただきました。議をいただきました。議をいただきました。

また、また、また、また、理理理理事事事事者者者者におかれましても、におかれましても、におかれましても、におかれましても、種種種種 々々々々の問の問の問の問題題題題についてについてについてについて積極積極積極積極的的的的な取り組みをしていただきな取り組みをしていただきな取り組みをしていただきな取り組みをしていただき

ました。おかました。おかました。おかました。おかげげげげさまをもさまをもさまをもさまをもちちちちまして、まして、まして、まして、無無無無事任事任事任事任務務務務をををを果果果果たすことができましたことを、委員たすことができましたことを、委員たすことができましたことを、委員たすことができましたことを、委員各各各各位位位位

及び及び及び及び理理理理事事事事者者者者のののの皆様皆様皆様皆様にににに厚厚厚厚くくくく感謝感謝感謝感謝をををを申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。簡単簡単簡単簡単でございますが、正副委員長のおでございますが、正副委員長のおでございますが、正副委員長のおでございますが、正副委員長のお礼礼礼礼のののの

あいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。あいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。あいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。あいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。今後今後今後今後よろしくお願いいよろしくお願いいよろしくお願いいよろしくお願いい

たします。たします。たします。たします。

それでは、それでは、それでは、それでは、理理理理事事事事者者者者の方はごの方はごの方はごの方はご退退退退室お願いいたします。室お願いいたします。室お願いいたします。室お願いいたします。

委員の方は委員の方は委員の方は委員の方は残残残残ってください。ってください。ってください。ってください。

（（（（理理理理事事事事者者者者退席退席退席退席））））

それでは、もうそれでは、もうそれでは、もうそれでは、もう休憩休憩休憩休憩なしでいきます。なしでいきます。なしでいきます。なしでいきます。

当委員会は当委員会は当委員会は当委員会は設置後設置後設置後設置後２年間を２年間を２年間を２年間を経過経過経過経過し、６月定例会し、６月定例会し、６月定例会し、６月定例会最最最最終終終終日の日の日の日の調査調査調査調査報告報告報告報告書書書書をもってをもってをもってをもって終終終終了了了了するわするわするわするわ

けですが、けですが、けですが、けですが、最最最最終終終終日の日の日の日の調査調査調査調査報告に係る報告に係る報告に係る報告に係る調査調査調査調査報告報告報告報告書書書書案、委員長報告案については、事案、委員長報告案については、事案、委員長報告案については、事案、委員長報告案については、事前前前前にににに各各各各委委委委

員にお員にお員にお員にお送送送送りしております。まず、おりしております。まず、おりしております。まず、おりしております。まず、お手手手手元元元元にににに配配配配付付付付にしておりますにしておりますにしておりますにしております調査調査調査調査報告報告報告報告書書書書案、または委員案、または委員案、または委員案、または委員

長報告案について、長報告案について、長報告案について、長報告案について、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見がありましたら、ご発言を願います。がありましたら、ご発言を願います。がありましたら、ご発言を願います。がありましたら、ご発言を願います。

（（（（「「「「私はございません私はございません私はございません私はございません」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

皆皆皆皆ありませんか。ありませんか。ありませんか。ありませんか。

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

それでは、その他のそれでは、その他のそれでは、その他のそれでは、その他の若干若干若干若干のののの文文文文言言言言整理整理整理整理については、正副委員長にご一任いただけますか。については、正副委員長にご一任いただけますか。については、正副委員長にご一任いただけますか。については、正副委員長にご一任いただけますか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）
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それでは、当委員会のそれでは、当委員会のそれでは、当委員会のそれでは、当委員会の調査調査調査調査報告してよろしいですか。報告してよろしいですか。報告してよろしいですか。報告してよろしいですか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。それでは、そのようにいたします。

これをもこれをもこれをもこれをもちちちちまして、本日の委員会をまして、本日の委員会をまして、本日の委員会をまして、本日の委員会を終終終終わらさせていただきます。大わらさせていただきます。大わらさせていただきます。大わらさせていただきます。大変変変変長い間ご苦長い間ご苦長い間ご苦長い間ご苦労労労労さまさまさまさま

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。


