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病院を核としたまちづくり推進特別委員会記録病院を核としたまちづくり推進特別委員会記録病院を核としたまちづくり推進特別委員会記録病院を核としたまちづくり推進特別委員会記録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年９月５日（木） １０：０３～１０：３０平成２５年９月５日（木） １０：０３～１０：３０平成２５年９月５日（木） １０：０３～１０：３０平成２５年９月５日（木） １０：０３～１０：３０

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

荻田 義雄 委員長荻田 義雄 委員長荻田 義雄 委員長荻田 義雄 委員長

森山 賀文 副委員長森山 賀文 副委員長森山 賀文 副委員長森山 賀文 副委員長

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 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

小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 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

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 高城 医療政策部長 ほか、関係職員高城 医療政策部長 ほか、関係職員高城 医療政策部長 ほか、関係職員高城 医療政策部長 ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ４名４名４名４名

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＞

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 それでは、ただいまから病院を核としたまちづくり推進特別委員会を開会それでは、ただいまから病院を核としたまちづくり推進特別委員会を開会それでは、ただいまから病院を核としたまちづくり推進特別委員会を開会それでは、ただいまから病院を核としたまちづくり推進特別委員会を開会

をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

まず、本日、当委員会に対して１名の方から傍聴の申し出がございますが、これを認めまず、本日、当委員会に対して１名の方から傍聴の申し出がございますが、これを認めまず、本日、当委員会に対して１名の方から傍聴の申し出がございますが、これを認めまず、本日、当委員会に対して１名の方から傍聴の申し出がございますが、これを認め

ることにしてよろしいですか。ることにしてよろしいですか。ることにしてよろしいですか。ることにしてよろしいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

さようにさせていただきます。さようにさせていただきます。さようにさせていただきます。さようにさせていただきます。

また、その後の申し出についてもさきの方を含め、２０名を限度にして許可することにまた、その後の申し出についてもさきの方を含め、２０名を限度にして許可することにまた、その後の申し出についてもさきの方を含め、２０名を限度にして許可することにまた、その後の申し出についてもさきの方を含め、２０名を限度にして許可することに

いたしたいと存じますが、よろしゅうございますか。いたしたいと存じますが、よろしゅうございますか。いたしたいと存じますが、よろしゅうございますか。いたしたいと存じますが、よろしゅうございますか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

それでは、認めることといたします。それでは、認めることといたします。それでは、認めることといたします。それでは、認めることといたします。

議事に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。議事に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。議事に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。議事に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。
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本日は、それぞれの委員、そして理事者の皆さんにおかれましては、ご多忙のところご本日は、それぞれの委員、そして理事者の皆さんにおかれましては、ご多忙のところご本日は、それぞれの委員、そして理事者の皆さんにおかれましては、ご多忙のところご本日は、それぞれの委員、そして理事者の皆さんにおかれましては、ご多忙のところご

出席をいただきましてありがとうございます。私と森山議員がさきの６月定例会におきま出席をいただきましてありがとうございます。私と森山議員がさきの６月定例会におきま出席をいただきましてありがとうございます。私と森山議員がさきの６月定例会におきま出席をいただきましてありがとうございます。私と森山議員がさきの６月定例会におきま

して正副委員長に選任をされました。今後、委員各位、また理事者のご協力をいただきなして正副委員長に選任をされました。今後、委員各位、また理事者のご協力をいただきなして正副委員長に選任をされました。今後、委員各位、また理事者のご協力をいただきなして正副委員長に選任をされました。今後、委員各位、また理事者のご協力をいただきな

がら円滑な委員会運営を努めてまいりたい、このように思うわけでございます。どうぞよがら円滑な委員会運営を努めてまいりたい、このように思うわけでございます。どうぞよがら円滑な委員会運営を努めてまいりたい、このように思うわけでございます。どうぞよがら円滑な委員会運営を努めてまいりたい、このように思うわけでございます。どうぞよ

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

それでは、委員会構成がなされて初めての委員会でございますので、委員より自己紹介それでは、委員会構成がなされて初めての委員会でございますので、委員より自己紹介それでは、委員会構成がなされて初めての委員会でございますので、委員より自己紹介それでは、委員会構成がなされて初めての委員会でございますので、委員より自己紹介

をお願いをいたしたいと存じます。をお願いをいたしたいと存じます。をお願いをいたしたいと存じます。をお願いをいたしたいと存じます。

○森山副委員長○森山副委員長○森山副委員長○森山副委員長 副委員長の森山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。副委員長の森山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。副委員長の森山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。副委員長の森山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 中野でございます。中野でございます。中野でございます。中野でございます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 小泉です。よろしくお願いします。小泉です。よろしくお願いします。小泉です。よろしくお願いします。小泉です。よろしくお願いします。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 委員の山村です。委員の山村です。委員の山村です。委員の山村です。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 大国でございます。よろしくお願いいたします。大国でございます。よろしくお願いいたします。大国でございます。よろしくお願いいたします。大国でございます。よろしくお願いいたします。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 山本です。よろしくお願いします。山本です。よろしくお願いします。山本です。よろしくお願いします。山本です。よろしくお願いします。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 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。

なお、神田委員は欠席でございます。ご了承いただきたいと存じます。なお、神田委員は欠席でございます。ご了承いただきたいと存じます。なお、神田委員は欠席でございます。ご了承いただきたいと存じます。なお、神田委員は欠席でございます。ご了承いただきたいと存じます。

次に、事務局の紹介をさせていただきたいと思います。事務局次長の紹介の後、担当書次に、事務局の紹介をさせていただきたいと思います。事務局次長の紹介の後、担当書次に、事務局の紹介をさせていただきたいと思います。事務局次長の紹介の後、担当書次に、事務局の紹介をさせていただきたいと思います。事務局次長の紹介の後、担当書

記のご紹介をお願いいたします。記のご紹介をお願いいたします。記のご紹介をお願いいたします。記のご紹介をお願いいたします。

○古市事務局次長○古市事務局次長○古市事務局次長○古市事務局次長 事務局次長の古市でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局次長の古市でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局次長の古市でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局次長の古市でございます。どうぞよろしくお願いします。

担当書記は、政務調査課の西村課長、そして同政務調査課の植田主査でございます。ど担当書記は、政務調査課の西村課長、そして同政務調査課の植田主査でございます。ど担当書記は、政務調査課の西村課長、そして同政務調査課の植田主査でございます。ど担当書記は、政務調査課の西村課長、そして同政務調査課の植田主査でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。うぞよろしくお願いいたします。うぞよろしくお願いいたします。うぞよろしくお願いいたします。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 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、理事者のご紹介を願いたいと存じます。次に、理事者のご紹介を願いたいと存じます。次に、理事者のご紹介を願いたいと存じます。次に、理事者のご紹介を願いたいと存じます。

なお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者についてでございますが、去る７月なお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者についてでございますが、去る７月なお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者についてでございますが、去る７月なお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者についてでございますが、去る７月

１２日の正副委員長会議でお手元にご配付をさせていただいているとおりでございます。１２日の正副委員長会議でお手元にご配付をさせていただいているとおりでございます。１２日の正副委員長会議でお手元にご配付をさせていただいているとおりでございます。１２日の正副委員長会議でお手元にご配付をさせていただいているとおりでございます。

ご了承いただきたいと存じます。ご了承いただきたいと存じます。ご了承いただきたいと存じます。ご了承いただきたいと存じます。

それでは、理事者の紹介を医療政策部長、知事公室審議官、長寿社会課長、道路建設課それでは、理事者の紹介を医療政策部長、知事公室審議官、長寿社会課長、道路建設課それでは、理事者の紹介を医療政策部長、知事公室審議官、長寿社会課長、道路建設課それでは、理事者の紹介を医療政策部長、知事公室審議官、長寿社会課長、道路建設課

長の順に自己紹介並びに関係各位のご紹介をしていただきたいと存じます。長の順に自己紹介並びに関係各位のご紹介をしていただきたいと存じます。長の順に自己紹介並びに関係各位のご紹介をしていただきたいと存じます。長の順に自己紹介並びに関係各位のご紹介をしていただきたいと存じます。

○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 それでは、医療政策部の職員の紹介をさせていただきます。それでは、医療政策部の職員の紹介をさせていただきます。それでは、医療政策部の職員の紹介をさせていただきます。それでは、医療政策部の職員の紹介をさせていただきます。

まず、私でございますけども、高城亮医療政策部長でございます。どうぞよろしくお願まず、私でございますけども、高城亮医療政策部長でございます。どうぞよろしくお願まず、私でございますけども、高城亮医療政策部長でございます。どうぞよろしくお願まず、私でございますけども、高城亮医療政策部長でございます。どうぞよろしくお願

いします。いします。いします。いします。
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続きまして、中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政続きまして、中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政続きまして、中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政続きまして、中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政

策部次長でございます。策部次長でございます。策部次長でございます。策部次長でございます。

○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長（医○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長（医○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長（医○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長（医

療管理課長事務取扱）療管理課長事務取扱）療管理課長事務取扱）療管理課長事務取扱） 中川でございます。どうぞよろしくお願いします。中川でございます。どうぞよろしくお願いします。中川でございます。どうぞよろしくお願いします。中川でございます。どうぞよろしくお願いします。

○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 また、中川知事公室審議官（医大・周辺まちづくりプロジェクト担また、中川知事公室審議官（医大・周辺まちづくりプロジェクト担また、中川知事公室審議官（医大・周辺まちづくりプロジェクト担また、中川知事公室審議官（医大・周辺まちづくりプロジェクト担

当）兼まちづくり推進局次長兼医療政策部次長でございます。当）兼まちづくり推進局次長兼医療政策部次長でございます。当）兼まちづくり推進局次長兼医療政策部次長でございます。当）兼まちづくり推進局次長兼医療政策部次長でございます。

○中川知事公室審議官（医大・周辺まちづくりプロジェクト担当）兼まちづくり推進局次○中川知事公室審議官（医大・周辺まちづくりプロジェクト担当）兼まちづくり推進局次○中川知事公室審議官（医大・周辺まちづくりプロジェクト担当）兼まちづくり推進局次○中川知事公室審議官（医大・周辺まちづくりプロジェクト担当）兼まちづくり推進局次

長兼医療政策部次長長兼医療政策部次長長兼医療政策部次長長兼医療政策部次長 中川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。中川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。中川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。中川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○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 続きまして、林医療政策部次長でございます。続きまして、林医療政策部次長でございます。続きまして、林医療政策部次長でございます。続きまして、林医療政策部次長でございます。

○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱）○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱）○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱）○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱） 林でございます。よろしくお願いいたし林でございます。よろしくお願いいたし林でございます。よろしくお願いいたし林でございます。よろしくお願いいたし

ます。ます。ます。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 次に、表野地域医療連次に、表野地域医療連次に、表野地域医療連次に、表野地域医療連携携携携課長でございます。課長でございます。課長でございます。課長でございます。

○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長 表野でございます。よろしくお願いします。表野でございます。よろしくお願いします。表野でございます。よろしくお願いします。表野でございます。よろしくお願いします。

○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 次に、次に、次に、次に、蘆蘆蘆蘆村村村村新新新新奈良病院建設室長でございます。奈良病院建設室長でございます。奈良病院建設室長でございます。奈良病院建設室長でございます。

○蘆村新奈良病院建設室長○蘆村新奈良病院建設室長○蘆村新奈良病院建設室長○蘆村新奈良病院建設室長 蘆蘆蘆蘆村です。どうぞよろしくお願いします。村です。どうぞよろしくお願いします。村です。どうぞよろしくお願いします。村です。どうぞよろしくお願いします。

○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 医療政策部は医療政策部は医療政策部は医療政策部は以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○中尾知事公室審議官兼まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱）○中尾知事公室審議官兼まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱）○中尾知事公室審議官兼まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱）○中尾知事公室審議官兼まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱） まちまちまちまち

づくり推進局次長（地域づくり推進局次長（地域づくり推進局次長（地域づくり推進局次長（地域デザインデザインデザインデザイン推進課長事務推進課長事務推進課長事務推進課長事務取扱取扱取扱取扱））））、中、中、中、中尾尾尾尾でございます。よろしくお願でございます。よろしくお願でございます。よろしくお願でございます。よろしくお願

いします。いします。いします。いします。

○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長○杉山長寿社会課長 長寿社会課長の長寿社会課長の長寿社会課長の長寿社会課長の杉杉杉杉山でございます。どうぞよろしくお願いいたしま山でございます。どうぞよろしくお願いいたしま山でございます。どうぞよろしくお願いいたしま山でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。す。す。す。

○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長 県県県県土マネ土マネ土マネ土マネジジジジメンメンメンメント部道路建設課長のト部道路建設課長のト部道路建設課長のト部道路建設課長の新屋新屋新屋新屋でございます。よろしくおでございます。よろしくおでございます。よろしくおでございます。よろしくお

願いします。願いします。願いします。願いします。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

次に、委員会の運営についてでございますが、お手元に特別委員会の設次に、委員会の運営についてでございますが、お手元に特別委員会の設次に、委員会の運営についてでございますが、お手元に特別委員会の設次に、委員会の運営についてでございますが、お手元に特別委員会の設置等置等置等置等に関する申に関する申に関する申に関する申

しししし合合合合わせを配付しております。この申しわせを配付しております。この申しわせを配付しております。この申しわせを配付しております。この申し合合合合わせでは、調査わせでは、調査わせでは、調査わせでは、調査期間終期間終期間終期間終了後にその成了後にその成了後にその成了後にその成果果果果を本会議を本会議を本会議を本会議

でででで報告報告報告報告すること及び委員すること及び委員すること及び委員すること及び委員間討間討間討間討議の方議の方議の方議の方法法法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となうこととなうこととなうことと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、お手元にご配付しております病院を核としたまちづくり推進特別委員会の運それでは、お手元にご配付しております病院を核としたまちづくり推進特別委員会の運それでは、お手元にご配付しております病院を核としたまちづくり推進特別委員会の運それでは、お手元にご配付しております病院を核としたまちづくり推進特別委員会の運

営についてご営についてご営についてご営についてご説明説明説明説明をさせていただきたいと存じます。をさせていただきたいと存じます。をさせていただきたいと存じます。をさせていただきたいと存じます。

１の所管事項及び調査・審査事務については、まず当委員会の所管事項として、病院を１の所管事項及び調査・審査事務については、まず当委員会の所管事項として、病院を１の所管事項及び調査・審査事務については、まず当委員会の所管事項として、病院を１の所管事項及び調査・審査事務については、まず当委員会の所管事項として、病院を
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核としたまちづくりの推進に関すること。そして、調査並びに審査事務は、まず１核としたまちづくりの推進に関すること。そして、調査並びに審査事務は、まず１核としたまちづくりの推進に関すること。そして、調査並びに審査事務は、まず１核としたまちづくりの推進に関すること。そして、調査並びに審査事務は、まず１番目番目番目番目とととと

して、県立医して、県立医して、県立医して、県立医科科科科大大大大学附属学附属学附属学附属病院の周辺病院の周辺病院の周辺病院の周辺整備整備整備整備に関すること。２に関すること。２に関すること。２に関すること。２番目番目番目番目として、として、として、として、新新新新県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院等等等等

の周辺の周辺の周辺の周辺整備整備整備整備に関することとなに関することとなに関することとなに関することと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。

なお、２のなお、２のなお、２のなお、２の新新新新県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院等等等等の周辺の周辺の周辺の周辺整備整備整備整備に関することについては、県立奈良病院の跡地に関することについては、県立奈良病院の跡地に関することについては、県立奈良病院の跡地に関することについては、県立奈良病院の跡地

も含まれておりますことは、さきの各も含まれておりますことは、さきの各も含まれておりますことは、さきの各も含まれておりますことは、さきの各派派派派連連連連絡絡絡絡会及び正副委員長会議で会及び正副委員長会議で会及び正副委員長会議で会及び正副委員長会議で確確確確認されているとお認されているとお認されているとお認されているとお

りでございます。また、県立医りでございます。また、県立医りでございます。また、県立医りでございます。また、県立医科科科科大大大大学学学学及び及び及び及び附属附属附属附属病院並びに県立奈良病院については、調病院並びに県立奈良病院については、調病院並びに県立奈良病院については、調病院並びに県立奈良病院については、調

査・審査の対査・審査の対査・審査の対査・審査の対象象象象となりませんが、所管事項でありますまちづくりに関わとなりませんが、所管事項でありますまちづくりに関わとなりませんが、所管事項でありますまちづくりに関わとなりませんが、所管事項でありますまちづくりに関わっっっって、理事者からて、理事者からて、理事者からて、理事者から

必必必必要に要に要に要に応応応応じてじてじてじて説明説明説明説明を求めることといたしますのでご了承願いたいと存じます。それでは今を求めることといたしますのでご了承願いたいと存じます。それでは今を求めることといたしますのでご了承願いたいと存じます。それでは今を求めることといたしますのでご了承願いたいと存じます。それでは今

後、議後、議後、議後、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、課題題題題をををを絞絞絞絞りりりり込込込込んでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいとんでまいり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の委員会の運営についてですが、平成２７年２月定例会に調査・審査の成次に、２の委員会の運営についてですが、平成２７年２月定例会に調査・審査の成次に、２の委員会の運営についてですが、平成２７年２月定例会に調査・審査の成次に、２の委員会の運営についてですが、平成２７年２月定例会に調査・審査の成果果果果をををを

取取取取りまとめることとしまして、委員りまとめることとしまして、委員りまとめることとしまして、委員りまとめることとしまして、委員間討間討間討間討議による議議による議議による議議による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て委員のじて委員のじて委員のじて委員の

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、このようにしてまいりたい、このようにしてまいりたい、このようにしてまいりたい、このように考え考え考え考えているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

３の当３の当３の当３の当面面面面ののののスケスケスケスケジジジジュールュールュールュールでございますが、今年度のおおでございますが、今年度のおおでございますが、今年度のおおでございますが、今年度のおおむねむねむねむねのののの予予予予定を定を定を定を入入入入れております。れております。れております。れております。

それにそれにそれにそれ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、平成２６年の６月定例会では中いまして、平成２６年の６月定例会では中いまして、平成２６年の６月定例会では中いまして、平成２６年の６月定例会では中間報告間報告間報告間報告ををを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。

今、それぞれ申し上げましたが、今の今、それぞれ申し上げましたが、今の今、それぞれ申し上げましたが、今の今、それぞれ申し上げましたが、今の説明説明説明説明について各委員からごについて各委員からごについて各委員からごについて各委員からご意見意見意見意見、ご、ご、ご、ご発発発発言ありまし言ありまし言ありまし言ありまし

たらお願いしたいと思います。ありませんか。たらお願いしたいと思います。ありませんか。たらお願いしたいと思います。ありませんか。たらお願いしたいと思います。ありませんか。

（（（（「「「「なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）

それでは、さようにさせていただきたいと思います。当委員会は、調査並びに審査におそれでは、さようにさせていただきたいと思います。当委員会は、調査並びに審査におそれでは、さようにさせていただきたいと思います。当委員会は、調査並びに審査におそれでは、さようにさせていただきたいと思います。当委員会は、調査並びに審査にお

きまして、委員きまして、委員きまして、委員きまして、委員間討間討間討間討議の議の議の議の時間時間時間時間もとりながら、今後進めてまいりたいと思いますので、よろもとりながら、今後進めてまいりたいと思いますので、よろもとりながら、今後進めてまいりたいと思いますので、よろもとりながら、今後進めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いをしておきます。しくお願いをしておきます。しくお願いをしておきます。しくお願いをしておきます。

次に次に次に次に、、、、「事務「事務「事務「事務分掌分掌分掌分掌表表表表」」」」「「「「新規新規新規新規事事の事事の事事の事事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にしてにしてにして

いただきたいと存じます。いただきたいと存じます。いただきたいと存じます。いただきたいと存じます。

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ります。平成２５年度主要施策の概要について、医療政策部長からります。平成２５年度主要施策の概要について、医療政策部長からります。平成２５年度主要施策の概要について、医療政策部長からります。平成２５年度主要施策の概要について、医療政策部長から

説明説明説明説明願いたいと存じます。願いたいと存じます。願いたいと存じます。願いたいと存じます。

○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 それでは、平成２５年度主要施策の概要につきまして、当委員会にそれでは、平成２５年度主要施策の概要につきまして、当委員会にそれでは、平成２５年度主要施策の概要につきまして、当委員会にそれでは、平成２５年度主要施策の概要につきまして、当委員会に

かかわる主な事かかわる主な事かかわる主な事かかわる主な事業業業業をををを、、、、「平成２５年度主要施策の概要」により「平成２５年度主要施策の概要」により「平成２５年度主要施策の概要」により「平成２５年度主要施策の概要」により説明説明説明説明をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。

それでは、くらしのそれでは、くらしのそれでは、くらしのそれでは、くらしの向向向向上、くらし上、くらし上、くらし上、くらしややややすいまちづくり、１、すいまちづくり、１、すいまちづくり、１、すいまちづくり、１、ややややすらすらすらすらぎぎぎぎ・・・・憩憩憩憩いをいをいをいを提供提供提供提供するするするする空空空空

間間間間づくり、づくり、づくり、づくり、住み住み住み住みよいまちづくりの推進のうちよいまちづくりの推進のうちよいまちづくりの推進のうちよいまちづくりの推進のうち、、、、（３）地域の特（３）地域の特（３）地域の特（３）地域の特徴徴徴徴を活かしたにを活かしたにを活かしたにを活かしたにぎぎぎぎわいあるわいあるわいあるわいある

まちづくりでございます。上から順にまちづくりでございます。上から順にまちづくりでございます。上から順にまちづくりでございます。上から順に説明説明説明説明をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。
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１つ１つ１つ１つ目目目目、県立奈良病院建、県立奈良病院建、県立奈良病院建、県立奈良病院建替整備替整備替整備替整備事事事事業業業業でございます。これにつきましては、でございます。これにつきましては、でございます。これにつきましては、でございます。これにつきましては、北和北和北和北和地域の医地域の医地域の医地域の医

療を療を療を療を支え支え支え支える高度医療る高度医療る高度医療る高度医療拠点拠点拠点拠点病院として、県立奈良病院の病院として、県立奈良病院の病院として、県立奈良病院の病院として、県立奈良病院の移転整備移転整備移転整備移転整備を進めるための設を進めるための設を進めるための設を進めるための設計業計業計業計業務、務、務、務、

造成造成造成造成工工工工事を事を事を事を実実実実施いたします。また、平施いたします。また、平施いたします。また、平施いたします。また、平松松松松地地地地区区区区周辺地域のまちづくり方策の周辺地域のまちづくり方策の周辺地域のまちづくり方策の周辺地域のまちづくり方策の検討検討検討検討を進めてまを進めてまを進めてまを進めてま

いります。いります。いります。いります。

２つ２つ２つ２つ目目目目、、、、新新新新県立奈良病院関連道路県立奈良病院関連道路県立奈良病院関連道路県立奈良病院関連道路整備整備整備整備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、新新新新県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院へへへへののののアアアアククククセセセセ

ススススのため、のため、のため、のため、石石石石木城木城木城木城線線線線ををを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。

次の次の次の次の新新新新県立奈良病院周辺道路県立奈良病院周辺道路県立奈良病院周辺道路県立奈良病院周辺道路改改改改良事良事良事良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、枚枚枚枚方大方大方大方大和郡和郡和郡和郡山山山山線線線線中中中中町工区町工区町工区町工区など、など、など、など、

新新新新県立奈良病院の周辺道路の県立奈良病院の周辺道路の県立奈良病院の周辺道路の県立奈良病院の周辺道路の整備整備整備整備ををを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。

４つ４つ４つ４つ目目目目、医、医、医、医科科科科大大大大学整備基学整備基学整備基学整備基本構本構本構本構想想想想策定事策定事策定事策定事業業業業であります。県立医であります。県立医であります。県立医であります。県立医科科科科大大大大学教育学教育学教育学教育・・・・研究研究研究研究部部部部門門門門のののの移移移移

転整備転整備転整備転整備とととと附属附属附属附属病院病院病院病院機能機能機能機能のののの充実充実充実充実にににに向向向向けたけたけたけた再整備再整備再整備再整備についてについてについてについて検討検討検討検討をををを行行行行いまして、いまして、いまして、いまして、基基基基本構本構本構本構想想想想としてとしてとしてとして

取取取取りまとめていくこととしております。りまとめていくこととしております。りまとめていくこととしております。りまとめていくこととしております。

５つ５つ５つ５つ目目目目、、、、新規新規新規新規、県立医大を中、県立医大を中、県立医大を中、県立医大を中心心心心としたまちづくりとしたまちづくりとしたまちづくりとしたまちづくり検討検討検討検討事事事事業業業業でございます。これは県立医でございます。これは県立医でございます。これは県立医でございます。これは県立医

科科科科大大大大学学学学のののの教育教育教育教育・・・・研究研究研究研究部部部部門門門門のののの移転整備移転整備移転整備移転整備にににに合合合合わせた周辺まちづくりをわせた周辺まちづくりをわせた周辺まちづくりをわせた周辺まちづくりを検討検討検討検討していくというものしていくというものしていくというものしていくというもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

最最最最後になりますが、後になりますが、後になりますが、後になりますが、橿原橿原橿原橿原市まちづくり推進道路市まちづくり推進道路市まちづくり推進道路市まちづくり推進道路整備整備整備整備事事事事業業業業であります。県立医であります。県立医であります。県立医であります。県立医科科科科大大大大学学学学周辺周辺周辺周辺

におけるにおけるにおけるにおける渋滞渋滞渋滞渋滞対策の対策の対策の対策の総合的総合的総合的総合的なななな検討や検討や検討や検討や、まちづくり推進のための道路、まちづくり推進のための道路、まちづくり推進のための道路、まちづくり推進のための道路整備整備整備整備をををを行っ行っ行っ行っていくものていくものていくものていくもの

であります。であります。であります。であります。

当委員会にかかわる平成２５年度の主な事当委員会にかかわる平成２５年度の主な事当委員会にかかわる平成２５年度の主な事当委員会にかかわる平成２５年度の主な事業業業業はははは以以以以上となります。よろしくご審議お願い上となります。よろしくご審議お願い上となります。よろしくご審議お願い上となります。よろしくご審議お願い

します。します。します。します。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 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。

それでは、今、医療政策部長からごそれでは、今、医療政策部長からごそれでは、今、医療政策部長からごそれでは、今、医療政策部長からご説明説明説明説明をいただきましたことまたはその他の事項も含をいただきましたことまたはその他の事項も含をいただきましたことまたはその他の事項も含をいただきましたことまたはその他の事項も含

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りましたらごがありましたらごがありましたらごがありましたらご発発発発言を願いたいと存じます。言を願いたいと存じます。言を願いたいと存じます。言を願いたいと存じます。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 当委員会初めてということでもございますけれども、当委員会初めてということでもございますけれども、当委員会初めてということでもございますけれども、当委員会初めてということでもございますけれども、基基基基本本本本的的的的なことをなことをなことをなことを確確確確認も認も認も認も

含めて、含めて、含めて、含めて、発発発発言をさせていただきたいと思います。言をさせていただきたいと思います。言をさせていただきたいと思います。言をさせていただきたいと思います。

今、高城医療政策部長からご今、高城医療政策部長からご今、高城医療政策部長からご今、高城医療政策部長からご説明説明説明説明いただきましたけれども、いただきましたけれども、いただきましたけれども、いただきましたけれども、新新新新県立奈良病院あるいは県県立奈良病院あるいは県県立奈良病院あるいは県県立奈良病院あるいは県

立医立医立医立医科科科科大大大大学附属学附属学附属学附属病院周辺のまちづくりということに特病院周辺のまちづくりということに特病院周辺のまちづくりということに特病院周辺のまちづくりということに特化化化化してのしてのしてのしての集集集集中中中中的的的的な議な議な議な議論論論論をしていこうをしていこうをしていこうをしていこう

ということで理ということで理ということで理ということで理解解解解をしております。をしております。をしております。をしております。

その中で、病院を核としたまちづくりという委員会の名その中で、病院を核としたまちづくりという委員会の名その中で、病院を核としたまちづくりという委員会の名その中で、病院を核としたまちづくりという委員会の名称称称称のとおり、この病院そのもののとおり、この病院そのもののとおり、この病院そのもののとおり、この病院そのもの

は議は議は議は議論論論論しないことになるとしないことになるとしないことになるとしないことになると聞聞聞聞いておりますけれども、となりますと、今、所管で出席していておりますけれども、となりますと、今、所管で出席していておりますけれども、となりますと、今、所管で出席していておりますけれども、となりますと、今、所管で出席して

いただいている道路建設課長いただいている道路建設課長いただいている道路建設課長いただいている道路建設課長やややや長寿社会課長長寿社会課長長寿社会課長長寿社会課長等等等等ののののテーマテーマテーマテーマが大きくなるのかとが大きくなるのかとが大きくなるのかとが大きくなるのかとイメーイメーイメーイメージを今ジを今ジを今ジを今
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持っ持っ持っ持っているのですけれども、医療そのものがどうだというているのですけれども、医療そのものがどうだというているのですけれども、医療そのものがどうだというているのですけれども、医療そのものがどうだという話話話話ではないとすれではないとすれではないとすれではないとすればばばば、まちづく、まちづく、まちづく、まちづく

りりりり全体全体全体全体ののののコンセコンセコンセコンセプトをどうするかという、県がおプトをどうするかという、県がおプトをどうするかという、県がおプトをどうするかという、県がお考え考え考え考えになになになになっっっっているているているている範囲範囲範囲範囲での議での議での議での議論論論論をするのをするのをするのをするの

か、まちづくりですから、例か、まちづくりですから、例か、まちづくりですから、例か、まちづくりですから、例えばえばえばえば高高高高齢齢齢齢社会を社会を社会を社会を見越見越見越見越した大きな議した大きな議した大きな議した大きな議論論論論をするのか、をするのか、をするのか、をするのか、決決決決ままままっっっっていていていてい

るるるる計画計画計画計画の中での議の中での議の中での議の中での議論論論論になるのか、今、になるのか、今、になるのか、今、になるのか、今、説明説明説明説明のあのあのあのあっっっった中のた中のた中のた中のみみみみの議の議の議の議論論論論をしたらいいのかというをしたらいいのかというをしたらいいのかというをしたらいいのかという

ことが私の中でちことが私の中でちことが私の中でちことが私の中でちょっょっょっょっとととと整整整整理できていないのですが。理できていないのですが。理できていないのですが。理できていないのですが。基基基基本本本本的的的的なことで申しわけないですけなことで申しわけないですけなことで申しわけないですけなことで申しわけないですけ

れど、これはどなたにれど、これはどなたにれど、これはどなたにれど、これはどなたに聞聞聞聞いたらいいのかわかりませんが。いたらいいのかわかりませんが。いたらいいのかわかりませんが。いたらいいのかわかりませんが。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 これは私たちのこれは私たちのこれは私たちのこれは私たちの問題問題問題問題だから。私どもも各だから。私どもも各だから。私どもも各だから。私どもも各派派派派連連連連絡絡絡絡会、あるいはまた正副委員会、あるいはまた正副委員会、あるいはまた正副委員会、あるいはまた正副委員

長会議においても、先ほど申し上げましたように、病院を核としたまちづくりをどのよう長会議においても、先ほど申し上げましたように、病院を核としたまちづくりをどのよう長会議においても、先ほど申し上げましたように、病院を核としたまちづくりをどのよう長会議においても、先ほど申し上げましたように、病院を核としたまちづくりをどのよう

にしていくのか、一つは今、にしていくのか、一つは今、にしていくのか、一つは今、にしていくのか、一つは今、新新新新県立奈良病院の県立奈良病院の県立奈良病院の県立奈良病院の交通ア交通ア交通ア交通アククククセスセスセスセス、そうい、そうい、そうい、そういっっっったたたた面面面面についてどのについてどのについてどのについてどの

ように対ように対ように対ように対応応応応していくのがいいのか、そしてまた、していくのがいいのか、そしてまた、していくのがいいのか、そしてまた、していくのがいいのか、そしてまた、新新新新県立奈良病院の建県立奈良病院の建県立奈良病院の建県立奈良病院の建物物物物が建つ中で、そのが建つ中で、そのが建つ中で、そのが建つ中で、その

付付付付近近近近のののの住民住民住民住民とのとのとのとの合意形合意形合意形合意形成をどのように成をどのように成をどのように成をどのように図っ図っ図っ図っていくのか、こういていくのか、こういていくのか、こういていくのか、こういっっっったことがたことがたことがたことが面的面的面的面的なななな整備整備整備整備を中を中を中を中

心心心心に、そして病院がに、そして病院がに、そして病院がに、そして病院が来来来来ることによることによることによることによっっっってその地域が、今、てその地域が、今、てその地域が、今、てその地域が、今、住宅住宅住宅住宅地がほとんどですけれども、地がほとんどですけれども、地がほとんどですけれども、地がほとんどですけれども、

そのようなそのようなそのようなそのような住環境住環境住環境住環境をどのように地域の課をどのように地域の課をどのように地域の課をどのように地域の課題題題題をををを克服克服克服克服していくのか、これが１していくのか、これが１していくのか、これが１していくのか、これが１点点点点。。。。

それから、今は県立奈良病院がございますけれども、跡地それから、今は県立奈良病院がございますけれども、跡地それから、今は県立奈良病院がございますけれども、跡地それから、今は県立奈良病院がございますけれども、跡地利利利利用に関して、どのように対用に関して、どのように対用に関して、どのように対用に関して、どのように対

応応応応していくのか。これはまだまだこれからのことだろうと思いますが、そういしていくのか。これはまだまだこれからのことだろうと思いますが、そういしていくのか。これはまだまだこれからのことだろうと思いますが、そういしていくのか。これはまだまだこれからのことだろうと思いますが、そういっっっった医療施た医療施た医療施た医療施

設、そして設、そして設、そして設、そして福祉福祉福祉福祉、高、高、高、高齢化齢化齢化齢化にににに優優優優しいまちづくり、そういしいまちづくり、そういしいまちづくり、そういしいまちづくり、そういっっっったたたた複合複合複合複合施設施設施設施設的的的的なものをつくなものをつくなものをつくなものをつくっっっっていていていてい

こうではないかというような、私もこうではないかというような、私もこうではないかというような、私もこうではないかというような、私も以前以前以前以前、地域医療、地域医療、地域医療、地域医療体制整備促体制整備促体制整備促体制整備促進特別委員会進特別委員会進特別委員会進特別委員会やややや、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは

またそれぞれの会またそれぞれの会またそれぞれの会またそれぞれの会合合合合でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな話話話話をしてまいりましたけれども、ともあれ、このをしてまいりましたけれども、ともあれ、このをしてまいりましたけれども、ともあれ、このをしてまいりましたけれども、ともあれ、この新新新新県立県立県立県立

奈良病院、そして県立奈良病院ともどもに、一つは奈良病院、そして県立奈良病院ともどもに、一つは奈良病院、そして県立奈良病院ともどもに、一つは奈良病院、そして県立奈良病院ともどもに、一つは住民住民住民住民、地域を、地域を、地域を、地域を巻巻巻巻きききき込込込込んだんだんだんだ形形形形の中での病の中での病の中での病の中での病

院を核とするまちづくりということにな院を核とするまちづくりということにな院を核とするまちづくりということにな院を核とするまちづくりということになっっっっていくかと思いますので、その辺は委員会でていくかと思いますので、その辺は委員会でていくかと思いますので、その辺は委員会でていくかと思いますので、その辺は委員会でやややや

るときも含めて、委員るときも含めて、委員るときも含めて、委員るときも含めて、委員間討間討間討間討議で、こうい議で、こうい議で、こうい議で、こういっっっったことはどうしようかというようなものもたことはどうしようかというようなものもたことはどうしようかというようなものもたことはどうしようかというようなものも打打打打ちちちち

出しながら出しながら出しながら出しながらやっやっやっやっていかなくてはならない。ていかなくてはならない。ていかなくてはならない。ていかなくてはならない。

それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点、県立医、県立医、県立医、県立医科科科科大大大大学学学学の付の付の付の付近近近近のまちづくりということになりますけれども、のまちづくりということになりますけれども、のまちづくりということになりますけれども、のまちづくりということになりますけれども、

ご存じのように、知事のほうではご存じのように、知事のほうではご存じのように、知事のほうではご存じのように、知事のほうでは教育棟研究棟教育棟研究棟教育棟研究棟教育棟研究棟も含めても含めても含めても含めて移転移転移転移転をするというようなおをするというようなおをするというようなおをするというようなお話話話話もももも聞聞聞聞

かせていただいておりますけれども、病院の中のかせていただいておりますけれども、病院の中のかせていただいておりますけれども、病院の中のかせていただいておりますけれども、病院の中の敷敷敷敷地は地は地は地は何何何何もももも変変変変わることがないので、ただ、わることがないので、ただ、わることがないので、ただ、わることがないので、ただ、

橿原橿原橿原橿原市の道路市の道路市の道路市の道路網整備網整備網整備網整備、その、その、その、その新新新新しい病院がどういうしい病院がどういうしい病院がどういうしい病院がどういう形形形形でででで生生生生まれまれまれまれ変変変変わるのか、こういわるのか、こういわるのか、こういわるのか、こういっっっったことたことたことたこと

もももも想想想想定しながら定しながら定しながら定しながら新駅新駅新駅新駅のののの新新新新設なども設なども設なども設なども橿原橿原橿原橿原市でお市でお市でお市でお考え考え考え考えをいただいてるようにをいただいてるようにをいただいてるようにをいただいてるように聞聞聞聞いておりますが、いておりますが、いておりますが、いておりますが、

こういこういこういこういっっっったことの今後の課たことの今後の課たことの今後の課たことの今後の課題題題題などもなどもなどもなども合合合合わせて、主にわせて、主にわせて、主にわせて、主に面的面的面的面的なななな整備整備整備整備を中を中を中を中心心心心にこの委員会はあるにこの委員会はあるにこの委員会はあるにこの委員会はある

のかと、このように思うのですけれど、のかと、このように思うのですけれど、のかと、このように思うのですけれど、のかと、このように思うのですけれど、何何何何か、これか、これか、これか、これ逆逆逆逆になりましたけど、委員にもこういになりましたけど、委員にもこういになりましたけど、委員にもこういになりましたけど、委員にもこうい

うううう話話話話をまず、理事者がおられるをまず、理事者がおられるをまず、理事者がおられるをまず、理事者がおられる前前前前でおでおでおでお話話話話をさせておいていただいたらどうですか。どう思をさせておいていただいたらどうですか。どう思をさせておいていただいたらどうですか。どう思をさせておいていただいたらどうですか。どう思
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われますか、今私が申し上げているようなことを。われますか、今私が申し上げているようなことを。われますか、今私が申し上げているようなことを。われますか、今私が申し上げているようなことを。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 今、委員長がお今、委員長がお今、委員長がお今、委員長がおっっっっししししゃっゃっゃっゃったことは理たことは理たことは理たことは理解解解解をいたしましたけれども、例をいたしましたけれども、例をいたしましたけれども、例をいたしましたけれども、例えばえばえばえばそのそのそのその

新新新新県立奈良病院、県立奈良病院、県立奈良病院、県立奈良病院、現現現現県立奈良病院の跡地、また県立医県立奈良病院の跡地、また県立医県立奈良病院の跡地、また県立医県立奈良病院の跡地、また県立医科科科科大大大大学学学学の周辺のまちづくりと、３つの周辺のまちづくりと、３つの周辺のまちづくりと、３つの周辺のまちづくりと、３つ

ともともともとも全然質全然質全然質全然質がががが違違違違うと思うのです。それで、その中でもちろんそういううと思うのです。それで、その中でもちろんそういううと思うのです。それで、その中でもちろんそういううと思うのです。それで、その中でもちろんそういう違違違違うううう状況状況状況状況の中での議の中での議の中での議の中での議

論論論論をするのですけれども、例をするのですけれども、例をするのですけれども、例をするのですけれども、例えばえばえばえば跡地の議跡地の議跡地の議跡地の議論論論論にしても、周辺にしても、周辺にしても、周辺にしても、周辺住民住民住民住民の皆さんにもの皆さんにもの皆さんにもの皆さんにも少少少少しずつでしずつでしずつでしずつで

はありますけれども、皆さんの努力で周知されてきたというはありますけれども、皆さんの努力で周知されてきたというはありますけれども、皆さんの努力で周知されてきたというはありますけれども、皆さんの努力で周知されてきたという状況状況状況状況の中で、かなりの中で、かなりの中で、かなりの中で、かなり広広広広い議い議い議い議論論論論

をこれからをこれからをこれからをこれからやっやっやっやっていかなくてはならないのかと思ていかなくてはならないのかと思ていかなくてはならないのかと思ていかなくてはならないのかと思っっっっています。ています。ています。ています。

よくよくよくよく柏柏柏柏プロジェクトを例に出して私たちもプロジェクトを例に出して私たちもプロジェクトを例に出して私たちもプロジェクトを例に出して私たちも勉強勉強勉強勉強させていただいておりますけれども、例させていただいておりますけれども、例させていただいておりますけれども、例させていただいておりますけれども、例

えば住みえば住みえば住みえば住みなれた地域で元なれた地域で元なれた地域で元なれた地域で元気気気気でででで暮暮暮暮らし続けるためには医療を中らし続けるためには医療を中らし続けるためには医療を中らし続けるためには医療を中心心心心としたまちづくりがとしたまちづくりがとしたまちづくりがとしたまちづくりが必必必必要だ要だ要だ要だ

というというというというコンセコンセコンセコンセプトの中で、そこにはプトの中で、そこにはプトの中で、そこにはプトの中で、そこには子育子育子育子育てがあり、てがあり、てがあり、てがあり、人々人々人々人々ののののコミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティーがあり、そしてがあり、そしてがあり、そしてがあり、そして

またさらにはまたさらにはまたさらにはまたさらには就労就労就労就労まで、長まで、長まで、長まで、長生生生生きしてもらうためにはきしてもらうためにはきしてもらうためにはきしてもらうためには必必必必要だということを要だということを要だということを要だということを柏柏柏柏プロジェクトでプロジェクトでプロジェクトでプロジェクトで

ははははやっやっやっやっていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃいますけれども、そういいますけれども、そういいますけれども、そういいますけれども、そういっっっったことを含めると、この委員会の中で議たことを含めると、この委員会の中で議たことを含めると、この委員会の中で議たことを含めると、この委員会の中で議論論論論

をしていく中で、をしていく中で、をしていく中で、をしていく中で、幅広幅広幅広幅広いものがもいものがもいものがもいものがもっっっっと出てくるのではないかという、と出てくるのではないかという、と出てくるのではないかという、と出てくるのではないかという、逆逆逆逆にそういにそういにそういにそういっっっったことたことたことたこと

もももも感感感感じているところでありますので、そういじているところでありますので、そういじているところでありますので、そういじているところでありますので、そういっっっったたたた場合場合場合場合にはまた委員長のほうからおにはまた委員長のほうからおにはまた委員長のほうからおにはまた委員長のほうからお計計計計らいらいらいらい

をいただけれをいただけれをいただけれをいただければばばばと思いますけれども、きと思いますけれども、きと思いますけれども、きと思いますけれども、きょょょょうは初めてでございますので、しうは初めてでございますので、しうは初めてでございますので、しうは初めてでございますので、しっっっっかりとこのかりとこのかりとこのかりとこの

委員会が委員会が委員会が委員会が目指目指目指目指すものというものをすものというものをすものというものをすものというものを共通共通共通共通認認認認識識識識をををを持っ持っ持っ持って、私もちて、私もちて、私もちて、私もちょっょっょっょっとととと勉強不足勉強不足勉強不足勉強不足で申しわけなで申しわけなで申しわけなで申しわけな

いのですけれども、いのですけれども、いのですけれども、いのですけれども、発発発発言をさせていただきました。言をさせていただきました。言をさせていただきました。言をさせていただきました。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 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。

大国委員から、大国委員から、大国委員から、大国委員から、新新新新県立奈良病院が県立奈良病院が県立奈良病院が県立奈良病院が移移移移ることによることによることによることによっっっって、今て、今て、今て、今現在現在現在現在あります県立奈良病院、ああります県立奈良病院、ああります県立奈良病院、ああります県立奈良病院、あ

の跡地の跡地の跡地の跡地利利利利用については、用については、用については、用については、検討検討検討検討会が、地元と理事者、理事者は理事者でいろいろと会が、地元と理事者、理事者は理事者でいろいろと会が、地元と理事者、理事者は理事者でいろいろと会が、地元と理事者、理事者は理事者でいろいろと住民住民住民住民の、の、の、の、

地域の方地域の方地域の方地域の方 々々々々のののの声声声声をををを聞聞聞聞きながら、そして理事者のほうでこういうまちづくりにしていこうときながら、そして理事者のほうでこういうまちづくりにしていこうときながら、そして理事者のほうでこういうまちづくりにしていこうときながら、そして理事者のほうでこういうまちづくりにしていこうと

いうような委員会とかいうのを立ち上げておられるのでしいうような委員会とかいうのを立ち上げておられるのでしいうような委員会とかいうのを立ち上げておられるのでしいうような委員会とかいうのを立ち上げておられるのでしょょょょううううねねねね。。。。

それでは、中川知事公室審議官から。それでは、中川知事公室審議官から。それでは、中川知事公室審議官から。それでは、中川知事公室審議官から。

○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長（医○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長（医○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長（医○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長（医

療管理課長事務取扱）療管理課長事務取扱）療管理課長事務取扱）療管理課長事務取扱） それでは、それでは、それでは、それでは、少少少少しごしごしごしご説明説明説明説明をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。

改改改改めてということになろうかと思いますけれども、県立奈良病院がめてということになろうかと思いますけれども、県立奈良病院がめてということになろうかと思いますけれども、県立奈良病院がめてということになろうかと思いますけれども、県立奈良病院が移転移転移転移転をするというこをするというこをするというこをするというこ

とで、もう２年とで、もう２年とで、もう２年とで、もう２年半近半近半近半近くくくく前前前前から地域のから地域のから地域のから地域の住民住民住民住民の方との方との方との方と少少少少しししし移転移転移転移転にににに伴っ伴っ伴っ伴っててててややややりとりをさせていただりとりをさせていただりとりをさせていただりとりをさせていただ

きました。その中で、先ほどから大国委員がおきました。その中で、先ほどから大国委員がおきました。その中で、先ほどから大国委員がおきました。その中で、先ほどから大国委員がおっっっっししししゃっゃっゃっゃったようなたようなたようなたような形形形形で医療と介で医療と介で医療と介で医療と介護護護護、、、、子育子育子育子育て、て、て、て、

それからそれからそれからそれから場合場合場合場合によによによによっっっってはてはてはては就労就労就労就労ということまで含めたまちづくりができないかということで、ということまで含めたまちづくりができないかということで、ということまで含めたまちづくりができないかということで、ということまで含めたまちづくりができないかということで、

今のところ、まず今のところ、まず今のところ、まず今のところ、まずソフソフソフソフトトトト面面面面でのいろいろなでのいろいろなでのいろいろなでのいろいろなネッネッネッネットトトトワーワーワーワークづくり、これを地域のクづくり、これを地域のクづくり、これを地域のクづくり、これを地域の住民住民住民住民の方との方との方との方と
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議議議議論論論論をををを始始始始めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。最終的最終的最終的最終的には、あのには、あのには、あのには、あの広広広広大な大な大な大な敷敷敷敷地をどう地をどう地をどう地をどうやっやっやっやってててて使っ使っ使っ使ってててて

まちづくりを進めていくのかということで、周辺の道のまちづくりを進めていくのかということで、周辺の道のまちづくりを進めていくのかということで、周辺の道のまちづくりを進めていくのかということで、周辺の道の整備整備整備整備でありますとか含めましてでありますとか含めましてでありますとか含めましてでありますとか含めましてハハハハ

ード整備ード整備ード整備ード整備にににに至至至至るわけですけれども、まずはるわけですけれども、まずはるわけですけれども、まずはるわけですけれども、まずはソフソフソフソフトのトのトのトの面面面面でのでのでのでのネッネッネッネットトトトワーワーワーワークづくりを平クづくりを平クづくりを平クづくりを平松松松松地地地地区区区区

では進めているということで、当委員会のほうでもまちづくりの地元の方、あるいはこちでは進めているということで、当委員会のほうでもまちづくりの地元の方、あるいはこちでは進めているということで、当委員会のほうでもまちづくりの地元の方、あるいはこちでは進めているということで、当委員会のほうでもまちづくりの地元の方、あるいはこち

らでらでらでらで取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる内容内容内容内容についてごについてごについてごについてご報告報告報告報告をさせていただこうかと思をさせていただこうかと思をさせていただこうかと思をさせていただこうかと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。以以以以上で上で上で上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 それでは、そういう委員会での議それでは、そういう委員会での議それでは、そういう委員会での議それでは、そういう委員会での議論論論論のののの経緯経緯経緯経緯、、、、経過経過経過経過、そしてこのようなまち、そしてこのようなまち、そしてこのようなまち、そしてこのようなまち

づくりをしていこうというようなづくりをしていこうというようなづくりをしていこうというようなづくりをしていこうというような計画計画計画計画を、次を、次を、次を、次回回回回の委員会での委員会での委員会での委員会で資料資料資料資料としておとしておとしておとしてお示示示示しをいただきなしをいただきなしをいただきなしをいただきな

がらごがらごがらごがらご説明説明説明説明をいただくということにしていただけますか。をいただくということにしていただけますか。をいただくということにしていただけますか。をいただくということにしていただけますか。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 私も先ほどの大国委員の私も先ほどの大国委員の私も先ほどの大国委員の私も先ほどの大国委員の意見意見意見意見と同じような部と同じような部と同じような部と同じような部分分分分があるのですけれども、まちがあるのですけれども、まちがあるのですけれども、まちがあるのですけれども、まち

づくりということになりますと、づくりということになりますと、づくりということになりますと、づくりということになりますと、ややややはりどんなはりどんなはりどんなはりどんな町町町町にするかということで、当にするかということで、当にするかということで、当にするかということで、当然然然然医療の中医療の中医療の中医療の中身身身身

というか、そういうこともというか、そういうこともというか、そういうこともというか、そういうことも住民住民住民住民の要の要の要の要望望望望の中にはありますので、の中にはありますので、の中にはありますので、の中にはありますので、深深深深くかかわくかかわくかかわくかかわっっっってくると思てくると思てくると思てくると思っっっっ

ています。ですので、そういうています。ですので、そういうています。ですので、そういうています。ですので、そういう点点点点を議を議を議を議論論論論をしていかなくてはならないのではないかと思をしていかなくてはならないのではないかと思をしていかなくてはならないのではないかと思をしていかなくてはならないのではないかと思っっっっ

ているということで、そのているということで、そのているということで、そのているということで、その点点点点につきましては先ほどの委員長のにつきましては先ほどの委員長のにつきましては先ほどの委員長のにつきましては先ほどの委員長の報告報告報告報告がありましたので、そがありましたので、そがありましたので、そがありましたので、そ

ういう方ういう方ういう方ういう方向向向向で進めていただきたいと思で進めていただきたいと思で進めていただきたいと思で進めていただきたいと思っっっっています。ています。ています。ています。

今今今今回回回回、１、１、１、１点点点点おおおお聞聞聞聞きしたいと思きしたいと思きしたいと思きしたいと思っっっっておりますのは、去年、ておりますのは、去年、ておりますのは、去年、ておりますのは、去年、住民住民住民住民の皆さんに県のほうでまちの皆さんに県のほうでまちの皆さんに県のほうでまちの皆さんに県のほうでまち

づくりに関するづくりに関するづくりに関するづくりに関するアンケーアンケーアンケーアンケート調査をなされました。そのト調査をなされました。そのト調査をなされました。そのト調査をなされました。その結果結果結果結果もももも発発発発表されているのですけれど表されているのですけれど表されているのですけれど表されているのですけれど

も、そのも、そのも、そのも、そのアンケーアンケーアンケーアンケートのトのトのトの回答回答回答回答の中で、の中で、の中で、の中で、ややややはり一はり一はり一はり一番番番番多か多か多か多かっっっったのが、２４たのが、２４たのが、２４たのが、２４時間時間時間時間対対対対応応応応できるできるできるできる在宅在宅在宅在宅医医医医

療介療介療介療介護サービス護サービス護サービス護サービスがががが必必必必要だということで、２４要だということで、２４要だということで、２４要だということで、２４時間診時間診時間診時間診てもらてもらてもらてもらええええるるるる体制体制体制体制、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは容体容体容体容体がががが急変急変急変急変

したときにはしたときにはしたときにはしたときには入入入入院が可院が可院が可院が可能能能能なななな体制体制体制体制ということを求めている方が６ということを求めている方が６ということを求めている方が６ということを求めている方が６割以割以割以割以上いら上いら上いら上いらっっっっししししゃっゃっゃっゃったといたといたといたとい

うことで、こういううことで、こういううことで、こういううことで、こういう住民住民住民住民のののの意向意向意向意向がはがはがはがはっっっっきりとしているわけなのですけれども、このきりとしているわけなのですけれども、このきりとしているわけなのですけれども、このきりとしているわけなのですけれども、この点点点点につにつにつにつ

いて県としてはどのように対いて県としてはどのように対いて県としてはどのように対いて県としてはどのように対応応応応されていくのか、こういうされていくのか、こういうされていくのか、こういうされていくのか、こういうアンケーアンケーアンケーアンケートについて、どうトについて、どうトについて、どうトについて、どう受受受受けけけけ

とめていらとめていらとめていらとめていらっっっっししししゃゃゃゃるのか、そのあたりをおるのか、そのあたりをおるのか、そのあたりをおるのか、そのあたりをお聞聞聞聞きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。

○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長（医○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長（医○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長（医○中川知事公室審議官（県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当）兼医療政策部次長（医

療管理課長事務取扱）療管理課長事務取扱）療管理課長事務取扱）療管理課長事務取扱） 昨昨昨昨年、年年、年年、年年、年末末末末に地域のに地域のに地域のに地域の住民住民住民住民の方、これはの方、これはの方、これはの方、これは伏見南伏見南伏見南伏見南地地地地区区区区でございますけでございますけでございますけでございますけ

れども、れども、れども、れども、アンケーアンケーアンケーアンケート調査をト調査をト調査をト調査を実実実実施をさせていただきました。地域医療施をさせていただきました。地域医療施をさせていただきました。地域医療施をさせていただきました。地域医療体制整備促体制整備促体制整備促体制整備促進特別委員進特別委員進特別委員進特別委員

会が会が会が会が昨昨昨昨年度ありましたので、その委員会のほうでは概要についてもご年度ありましたので、その委員会のほうでは概要についてもご年度ありましたので、その委員会のほうでは概要についてもご年度ありましたので、その委員会のほうでは概要についてもご報告報告報告報告はさせていただはさせていただはさせていただはさせていただ

きましたけれども、今、山村委員おきましたけれども、今、山村委員おきましたけれども、今、山村委員おきましたけれども、今、山村委員おっっっっししししゃゃゃゃいますように、地域いますように、地域いますように、地域いますように、地域住民住民住民住民の方、の方、の方、の方、在宅在宅在宅在宅で介で介で介で介護護護護、そ、そ、そ、そ

れから医療についてれから医療についてれから医療についてれから医療について希望希望希望希望が多いというが多いというが多いというが多いという回答回答回答回答ももちろんももちろんももちろんももちろん非常非常非常非常に多かに多かに多かに多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印印印印象象象象とととと

してありますし、そういうごしてありますし、そういうごしてありますし、そういうごしてありますし、そういうご回答回答回答回答の方が多かの方が多かの方が多かの方が多かっっっったように思います。これは平たように思います。これは平たように思います。これは平たように思います。これは平松松松松地地地地区区区区というというというという



---- 9999 ----

か、あの地域に限か、あの地域に限か、あの地域に限か、あの地域に限っっっったことではありませんけれども、これから高たことではありませんけれども、これから高たことではありませんけれども、これから高たことではありませんけれども、これから高齢化齢化齢化齢化社会を社会を社会を社会を迎迎迎迎ええええていく中ていく中ていく中ていく中

で、皆さんで、皆さんで、皆さんで、皆さんややややはりはりはりはり老老老老後の後の後の後の不不不不安安安安ということでということでということでということで回答回答回答回答されたのだと思います。されたのだと思います。されたのだと思います。されたのだと思います。ぜひぜひぜひぜひともともともとも回答回答回答回答にあにあにあにあ

っっっったように、この２４たように、この２４たように、この２４たように、この２４時間時間時間時間、どの、どの、どの、どの程程程程度かという議度かという議度かという議度かという議論論論論は進めますけれども、は進めますけれども、は進めますけれども、は進めますけれども、在宅在宅在宅在宅でのでのでのでの安安安安心心心心しししし

てててて過過過過ごせるごせるごせるごせる町町町町をををを何何何何としてでもつくりたいという思いでこれからとしてでもつくりたいという思いでこれからとしてでもつくりたいという思いでこれからとしてでもつくりたいという思いでこれから取取取取りりりり組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとん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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 そのようなそのようなそのようなそのような決意決意決意決意であるということでであるということでであるということでであるということで安安安安心心心心いたしましたけれども、ここだけにいたしましたけれども、ここだけにいたしましたけれども、ここだけにいたしましたけれども、ここだけに

限らずどこでも、お限らずどこでも、お限らずどこでも、お限らずどこでも、おっっっっししししゃゃゃゃるとおり２４るとおり２４るとおり２４るとおり２４時間時間時間時間安安安安心心心心できる奈良県にならないといけないと思できる奈良県にならないといけないと思できる奈良県にならないといけないと思できる奈良県にならないといけないと思

うのですけれども、とりわけうのですけれども、とりわけうのですけれども、とりわけうのですけれども、とりわけ住民参住民参住民参住民参加で進めていただくということですので、加で進めていただくということですので、加で進めていただくということですので、加で進めていただくということですので、住民住民住民住民の願いの願いの願いの願い

にににに沿っ沿っ沿っ沿ったたたた形形形形でででで何何何何とか、特に私が願とか、特に私が願とか、特に私が願とか、特に私が願っっっっているのは公ているのは公ているのは公ているのは公的的的的なななな責責責責任任任任っっっっていうのもはていうのもはていうのもはていうのもはっっっっきりさせてきりさせてきりさせてきりさせてやややや

っっっっていていていていっっっっていただきたいということで、順次またその進ていただきたいということで、順次またその進ていただきたいということで、順次またその進ていただきたいということで、順次またその進捗捗捗捗についておについておについておについてお聞聞聞聞かせ願いたいと思かせ願いたいと思かせ願いたいと思かせ願いたいと思

います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 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。

ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。

ないようでございましたら、これをもちましてないようでございましたら、これをもちましてないようでございましたら、これをもちましてないようでございましたら、これをもちまして質疑等質疑等質疑等質疑等についてについてについてについて終終終終わりたいと存じます。わりたいと存じます。わりたいと存じます。わりたいと存じます。

それでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会を閉閉閉閉じることにいたします。じることにいたします。じることにいたします。じることにいたします。


