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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１０日（火） １０：０３～１１：０４平成２５年９月１０日（火） １０：０３～１１：０４平成２５年９月１０日（火） １０：０３～１１：０４平成２５年９月１０日（火） １０：０３～１１：０４

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

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

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

山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 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 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９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＞

○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、ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めまして、質疑があればごそれでは、ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めまして、質疑があればごそれでは、ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めまして、質疑があればごそれでは、ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めまして、質疑があればご

発言願いたいと存じます。委員の方々、どうぞ。発言願いたいと存じます。委員の方々、どうぞ。発言願いたいと存じます。委員の方々、どうぞ。発言願いたいと存じます。委員の方々、どうぞ。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、質問というのか、整理の意味でお聞きしておきたいと思うのですそれでは、質問というのか、整理の意味でお聞きしておきたいと思うのですそれでは、質問というのか、整理の意味でお聞きしておきたいと思うのですそれでは、質問というのか、整理の意味でお聞きしておきたいと思うのです

けれども、この委員会は、病院を核としたまちづくりということで、対象にしているそのけれども、この委員会は、病院を核としたまちづくりということで、対象にしているそのけれども、この委員会は、病院を核としたまちづくりということで、対象にしているそのけれども、この委員会は、病院を核としたまちづくりということで、対象にしているその

まちづくりの地域というのは県立医科大学のところと、それから新県立奈良病院もそうなまちづくりの地域というのは県立医科大学のところと、それから新県立奈良病院もそうなまちづくりの地域というのは県立医科大学のところと、それから新県立奈良病院もそうなまちづくりの地域というのは県立医科大学のところと、それから新県立奈良病院もそうな

のですか。のですか。のですか。のですか。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 そうです。そうです。そうです。そうです。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 そして、病院が移転した県立奈良病院の跡地と、その３カ所のまちづくりとそして、病院が移転した県立奈良病院の跡地と、その３カ所のまちづくりとそして、病院が移転した県立奈良病院の跡地と、その３カ所のまちづくりとそして、病院が移転した県立奈良病院の跡地と、その３カ所のまちづくりと

思ったらいいのですね。思ったらいいのですね。思ったらいいのですね。思ったらいいのですね。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 そうです。そうです。そうです。そうです。
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○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 はい。そこでお聞きしたいのですけれども、３カ所はそれぞれ非常に条件がはい。そこでお聞きしたいのですけれども、３カ所はそれぞれ非常に条件がはい。そこでお聞きしたいのですけれども、３カ所はそれぞれ非常に条件がはい。そこでお聞きしたいのですけれども、３カ所はそれぞれ非常に条件が

違いますし、町のあり方も全く違うし、病院の機能も違うという状況になっていると思う違いますし、町のあり方も全く違うし、病院の機能も違うという状況になっていると思う違いますし、町のあり方も全く違うし、病院の機能も違うという状況になっていると思う違いますし、町のあり方も全く違うし、病院の機能も違うという状況になっていると思う

のです。県立医科大学は町の中にあるし、駅も近い。しかし、医療の中身は高度医療で、のです。県立医科大学は町の中にあるし、駅も近い。しかし、医療の中身は高度医療で、のです。県立医科大学は町の中にあるし、駅も近い。しかし、医療の中身は高度医療で、のです。県立医科大学は町の中にあるし、駅も近い。しかし、医療の中身は高度医療で、

教育や研究も兼ねている機関ですので、そういうものを生かしたまちづくりということに教育や研究も兼ねている機関ですので、そういうものを生かしたまちづくりということに教育や研究も兼ねている機関ですので、そういうものを生かしたまちづくりということに教育や研究も兼ねている機関ですので、そういうものを生かしたまちづくりということに

なるのかと想像はしているのですが、そして新県立奈良病院のほうは紹介型の高度機能病なるのかと想像はしているのですが、そして新県立奈良病院のほうは紹介型の高度機能病なるのかと想像はしているのですが、そして新県立奈良病院のほうは紹介型の高度機能病なるのかと想像はしているのですが、そして新県立奈良病院のほうは紹介型の高度機能病

院ということになると思うし、周辺は住宅地です。駅のアクセスも悪いから交通は車でし院ということになると思うし、周辺は住宅地です。駅のアクセスも悪いから交通は車でし院ということになると思うし、周辺は住宅地です。駅のアクセスも悪いから交通は車でし院ということになると思うし、周辺は住宅地です。駅のアクセスも悪いから交通は車でし

か行けないという立地になっていますし、病院の中身がいま一つ住民との関係でどうなのか行けないという立地になっていますし、病院の中身がいま一つ住民との関係でどうなのか行けないという立地になっていますし、病院の中身がいま一つ住民との関係でどうなのか行けないという立地になっていますし、病院の中身がいま一つ住民との関係でどうなの

かはっきりしないところもありますけれども、そういうものですし、県立奈良病院跡地にかはっきりしないところもありますけれども、そういうものですし、県立奈良病院跡地にかはっきりしないところもありますけれども、そういうものですし、県立奈良病院跡地にかはっきりしないところもありますけれども、そういうものですし、県立奈良病院跡地に

つきましては、アンケートもされていますように住宅地ですが、２４時間の医療や介護とつきましては、アンケートもされていますように住宅地ですが、２４時間の医療や介護とつきましては、アンケートもされていますように住宅地ですが、２４時間の医療や介護とつきましては、アンケートもされていますように住宅地ですが、２４時間の医療や介護と

いうことで非常にニーズも高いという状況があるということで、それぞれについて私たちいうことで非常にニーズも高いという状況があるということで、それぞれについて私たちいうことで非常にニーズも高いという状況があるということで、それぞれについて私たちいうことで非常にニーズも高いという状況があるということで、それぞれについて私たち

は考えていくのだけれども、まず県としては、それぞれどのようなまちづくりを目指そうは考えていくのだけれども、まず県としては、それぞれどのようなまちづくりを目指そうは考えていくのだけれども、まず県としては、それぞれどのようなまちづくりを目指そうは考えていくのだけれども、まず県としては、それぞれどのようなまちづくりを目指そう

としているのか。そのイメージといいますか、目指しているところを教えてほしいと思いとしているのか。そのイメージといいますか、目指しているところを教えてほしいと思いとしているのか。そのイメージといいますか、目指しているところを教えてほしいと思いとしているのか。そのイメージといいますか、目指しているところを教えてほしいと思い

ます。ます。ます。ます。

それと、それは一体いつごろまでをめどに進めていくのかもお聞きしておきたいと思いそれと、それは一体いつごろまでをめどに進めていくのかもお聞きしておきたいと思いそれと、それは一体いつごろまでをめどに進めていくのかもお聞きしておきたいと思いそれと、それは一体いつごろまでをめどに進めていくのかもお聞きしておきたいと思い

ますので、まず最初にそのことを教えていただきたいと思います。ますので、まず最初にそのことを教えていただきたいと思います。ますので、まず最初にそのことを教えていただきたいと思います。ますので、まず最初にそのことを教えていただきたいと思います。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 中川知事公室審議官、今３つの病院を核としたまちづくりのお話がござい中川知事公室審議官、今３つの病院を核としたまちづくりのお話がござい中川知事公室審議官、今３つの病院を核としたまちづくりのお話がござい中川知事公室審議官、今３つの病院を核としたまちづくりのお話がござい

ました。それについて時期的なもの、わかったらあわせてご答弁いただきたいと思います。ました。それについて時期的なもの、わかったらあわせてご答弁いただきたいと思います。ました。それについて時期的なもの、わかったらあわせてご答弁いただきたいと思います。ました。それについて時期的なもの、わかったらあわせてご答弁いただきたいと思います。

○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療○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○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○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

管理課長事務取扱管理課長事務取扱管理課長事務取扱管理課長事務取扱 それでは、まずは私のほうから奈良市六条山地区のほうへ行きます新それでは、まずは私のほうから奈良市六条山地区のほうへ行きます新それでは、まずは私のほうから奈良市六条山地区のほうへ行きます新それでは、まずは私のほうから奈良市六条山地区のほうへ行きます新

県立奈良病院、それから現県立奈良病院のところ、平松地区でのまちづくりの取り組みに県立奈良病院、それから現県立奈良病院のところ、平松地区でのまちづくりの取り組みに県立奈良病院、それから現県立奈良病院のところ、平松地区でのまちづくりの取り組みに県立奈良病院、それから現県立奈良病院のところ、平松地区でのまちづくりの取り組みに

ついてお答えをさせていただきます。県立医科大学のところにつきましては、担当が別についてお答えをさせていただきます。県立医科大学のところにつきましては、担当が別についてお答えをさせていただきます。県立医科大学のところにつきましては、担当が別についてお答えをさせていただきます。県立医科大学のところにつきましては、担当が別に

なりますので、そちらでお答えさせていただきます。なりますので、そちらでお答えさせていただきます。なりますので、そちらでお答えさせていただきます。なりますので、そちらでお答えさせていただきます。

まず、六条山地区のほうへ行きます新県立奈良病院でございますけれども、これは前まず、六条山地区のほうへ行きます新県立奈良病院でございますけれども、これは前まず、六条山地区のほうへ行きます新県立奈良病院でございますけれども、これは前まず、六条山地区のほうへ行きます新県立奈良病院でございますけれども、これは前回回回回

の議会、また議会のの議会、また議会のの議会、また議会のの議会、また議会の都都都都度度度度少少少少しずつイメージを出させていただいておりますけれども、高度しずつイメージを出させていただいておりますけれども、高度しずつイメージを出させていただいておりますけれども、高度しずつイメージを出させていただいておりますけれども、高度

医療を医療を医療を医療を実施実施実施実施する病院ということで、する病院ということで、する病院ということで、する病院ということで、基基基基本的には本的には本的には本的には急性急性急性急性期の病院があそこに行く、あるいは、期の病院があそこに行く、あるいは、期の病院があそこに行く、あるいは、期の病院があそこに行く、あるいは、

現状は現状は現状は現状は視察視察視察視察をしていただいたとおり、こをしていただいたとおり、こをしていただいたとおり、こをしていただいたとおり、こんんんんもりとした山で、もりとした山で、もりとした山で、もりとした山で、何何何何もないところでございますもないところでございますもないところでございますもないところでございます

けれども、あそこに５けれども、あそこに５けれども、あそこに５けれども、あそこに５百数十床百数十床百数十床百数十床の病院が行き、職員だけでもの病院が行き、職員だけでもの病院が行き、職員だけでもの病院が行き、職員だけでも約約約約１１１１，，，，００００００００００００人ぐ人ぐ人ぐ人ぐらいの方がらいの方がらいの方がらいの方が

働働働働くくくく場場場場として行かれると。またとして行かれると。またとして行かれると。またとして行かれると。また患者患者患者患者ささささんんんんもももも外来外来外来外来の方が、想定ですけれども、の方が、想定ですけれども、の方が、想定ですけれども、の方が、想定ですけれども、毎毎毎毎日１日１日１日１，，，，００００００００

００００人以上人以上人以上人以上の方がの方がの方がの方が来来来来られることになりますので、られることになりますので、られることになりますので、られることになりますので、完完完完成するのが平成２成するのが平成２成するのが平成２成するのが平成２８８８８年度中ということで年度中ということで年度中ということで年度中ということで

約約約約３年３年３年３年少少少少しですけれども、そこをめどにしですけれども、そこをめどにしですけれども、そこをめどにしですけれども、そこをめどに道道道道の整の整の整の整備備備備、それから病院の整、それから病院の整、それから病院の整、それから病院の整備備備備も含めまして整も含めまして整も含めまして整も含めまして整備備備備
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をしていくということで、今は想定ですけれども、かなりをしていくということで、今は想定ですけれども、かなりをしていくということで、今は想定ですけれども、かなりをしていくということで、今は想定ですけれども、かなり人人人人がががが集集集集まりますので、まりますので、まりますので、まりますので、人人人人のののの流流流流れ、れ、れ、れ、

動動動動き、それから日々あそこで、中だけではなくて、出き、それから日々あそこで、中だけではなくて、出き、それから日々あそこで、中だけではなくて、出き、それから日々あそこで、中だけではなくて、出入入入入りがありますので、ごりがありますので、ごりがありますので、ごりがありますので、ご利用利用利用利用されるされるされるされる

方にとっても方にとっても方にとっても方にとっても快適快適快適快適なななな空空空空間をつくっていくことを間をつくっていくことを間をつくっていくことを間をつくっていくことを主眼主眼主眼主眼にまちづくりを進めていくことになろにまちづくりを進めていくことになろにまちづくりを進めていくことになろにまちづくりを進めていくことになろ

うかと思います。うかと思います。うかと思います。うかと思います。

それから、平松地区のほうですけれども、こちらにつきましては平成２それから、平松地区のほうですけれども、こちらにつきましては平成２それから、平松地区のほうですけれども、こちらにつきましては平成２それから、平松地区のほうですけれども、こちらにつきましては平成２８８８８年度中に新県年度中に新県年度中に新県年度中に新県

立奈良病院が立奈良病院が立奈良病院が立奈良病院がオオオオーーーーププププンしますので、それまでは現県立奈良病院を平松地区でンしますので、それまでは現県立奈良病院を平松地区でンしますので、それまでは現県立奈良病院を平松地区でンしますので、それまでは現県立奈良病院を平松地区で運営運営運営運営をしていをしていをしていをしてい

くことになり、くことになり、くことになり、くことになり、ハハハハーーーード面ド面ド面ド面での整での整での整での整備備備備を含めたまちづくりはそれを含めたまちづくりはそれを含めたまちづくりはそれを含めたまちづくりはそれ以降以降以降以降ということで、今の時ということで、今の時ということで、今の時ということで、今の時点点点点

では平成２９、３０年では平成２９、３０年では平成２９、３０年では平成２９、３０年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいからハハハハーーーードドドド整整整整備備備備にににに入入入入っていくことになりますので、平成３０っていくことになりますので、平成３０っていくことになりますので、平成３０っていくことになりますので、平成３０

年、あるいは平成３１年年、あるいは平成３１年年、あるいは平成３１年年、あるいは平成３１年ぐぐぐぐらいが一つのまちらいが一つのまちらいが一つのまちらいが一つのまち開開開開きのめどになるのかと思っております。きのめどになるのかと思っております。きのめどになるのかと思っております。きのめどになるのかと思っております。

また、また、また、また、ハハハハーーーード面ド面ド面ド面の整の整の整の整備備備備は移転したは移転したは移転したは移転した後後後後でないと進みませでないと進みませでないと進みませでないと進みませんんんんので、そのので、そのので、そのので、そのぐぐぐぐらいになるわけでらいになるわけでらいになるわけでらいになるわけで

すけれども、山村委員ごすけれども、山村委員ごすけれども、山村委員ごすけれども、山村委員ご心配心配心配心配のののの在在在在宅の医療と介護をどう宅の医療と介護をどう宅の医療と介護をどう宅の医療と介護をどう支支支支えていくのかという取り組みにえていくのかという取り組みにえていくのかという取り組みにえていくのかという取り組みに

つきましては、これはつきましては、これはつきましては、これはつきましては、これはソフソフソフソフトトトト面面面面のお話がのお話がのお話がのお話が先先先先行できますので、やれるところから、今年度か行できますので、やれるところから、今年度か行できますので、やれるところから、今年度か行できますので、やれるところから、今年度か

らいろいろ取り組みができればやっていきたいということで、その間も含めて取り組らいろいろ取り組みができればやっていきたいということで、その間も含めて取り組らいろいろ取り組みができればやっていきたいということで、その間も含めて取り組らいろいろ取り組みができればやっていきたいということで、その間も含めて取り組んんんんでででで

いきたいと思っております。いきたいと思っております。いきたいと思っております。いきたいと思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○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 県立医科大学のほう、ご説明をさせていただきます。県立医科大学のほう、ご説明をさせていただきます。県立医科大学のほう、ご説明をさせていただきます。県立医科大学のほう、ご説明をさせていただきます。

県立医科大学のまちづくりでございますけれども、まず、県立医科大学のまちづくりでございますけれども、まず、県立医科大学のまちづくりでございますけれども、まず、県立医科大学のまちづくりでございますけれども、まず、農業総合農業総合農業総合農業総合センセンセンセンタタタターの移転がごーの移転がごーの移転がごーの移転がご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。農業総合農業総合農業総合農業総合センセンセンセンタタタターは、ーは、ーは、ーは、橿原橿原橿原橿原市にございますけれども、それが今、市にございますけれども、それが今、市にございますけれども、それが今、市にございますけれども、それが今、桜井桜井桜井桜井市にござ市にござ市にござ市にござ

いますいますいますいます農業農業農業農業大学大学大学大学校校校校のののの敷敷敷敷地で地で地で地で農業農業農業農業の研究と教育との研究と教育との研究と教育との研究と教育と農業普及農業普及農業普及農業普及という一つのという一つのという一つのという一つの拠点拠点拠点拠点的に整的に整的に整的に整備備備備をされをされをされをされ

ると。それがおおると。それがおおると。それがおおると。それがおおむむむむね平成２５、２ね平成２５、２ね平成２５、２ね平成２５、２６６６６、２７年の３カ年、２７年の３カ年、２７年の３カ年、２７年の３カ年程程程程度かかるだろうということでご度かかるだろうということでご度かかるだろうということでご度かかるだろうということでご

ざいます。それをざいます。それをざいます。それをざいます。それを受受受受けまして、そのけまして、そのけまして、そのけまして、その空空空空き地に今の県立医科大学の大学につきまして移転をき地に今の県立医科大学の大学につきまして移転をき地に今の県立医科大学の大学につきまして移転をき地に今の県立医科大学の大学につきまして移転を

していくしていくしていくしていく形形形形になると思います。になると思います。になると思います。になると思います。

現病院部現病院部現病院部現病院部門門門門につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、老朽施設老朽施設老朽施設老朽施設といいますか、まだといいますか、まだといいますか、まだといいますか、まだ耐震化耐震化耐震化耐震化がががが終終終終わっていないわっていないわっていないわっていない施設施設施設施設

もございますので、それも含めまして、今度は県立医科大学のもございますので、それも含めまして、今度は県立医科大学のもございますので、それも含めまして、今度は県立医科大学のもございますので、それも含めまして、今度は県立医科大学の残残残残りのりのりのりの敷敷敷敷地にそういう整地にそういう整地にそういう整地にそういう整備備備備

もあわせてする。それとあわせまして、まちづくりということで、例えば今、山村委員がもあわせてする。それとあわせまして、まちづくりということで、例えば今、山村委員がもあわせてする。それとあわせまして、まちづくりということで、例えば今、山村委員がもあわせてする。それとあわせまして、まちづくりということで、例えば今、山村委員が

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったように、県立医科大学は医療もったように、県立医科大学は医療もったように、県立医科大学は医療もったように、県立医科大学は医療も臨床臨床臨床臨床もやっていますし、当もやっていますし、当もやっていますし、当もやっていますし、当然然然然医療医療医療医療人人人人の育成、の育成、の育成、の育成、

教育という部教育という部教育という部教育という部分分分分もございます。それと、大学でございますので、研究もございます。だかもございます。それと、大学でございますので、研究もございます。だかもございます。それと、大学でございますので、研究もございます。だかもございます。それと、大学でございますので、研究もございます。だか

らその３つの、通常のらその３つの、通常のらその３つの、通常のらその３つの、通常の臨床臨床臨床臨床の病院だけではなくて、そういう機能もございますので、当の病院だけではなくて、そういう機能もございますので、当の病院だけではなくて、そういう機能もございますので、当の病院だけではなくて、そういう機能もございますので、当然然然然

そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも踏踏踏踏まえまして、例えば医療とか介護とかまえまして、例えば医療とか介護とかまえまして、例えば医療とか介護とかまえまして、例えば医療とか介護とか健康健康健康健康づくりとか、づくりとか、づくりとか、づくりとか、産産産産学官学官学官学官連携連携連携連携で行で行で行で行

いますような研究のこととか、あともう一つは、地いますような研究のこととか、あともう一つは、地いますような研究のこととか、あともう一つは、地いますような研究のこととか、あともう一つは、地元橿原元橿原元橿原元橿原市が市が市が市が低炭素化低炭素化低炭素化低炭素化を目指そうというを目指そうというを目指そうというを目指そうという
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ことでいろいろごことでいろいろごことでいろいろごことでいろいろご検討検討検討検討されているように聞いておりますので、そういうところのされているように聞いておりますので、そういうところのされているように聞いておりますので、そういうところのされているように聞いておりますので、そういうところの連携連携連携連携とか、とか、とか、とか、

あわせましてあわせましてあわせましてあわせまして幅広幅広幅広幅広くいろいろなことを、例えば県立医科大学も今１０くいろいろなことを、例えば県立医科大学も今１０くいろいろなことを、例えば県立医科大学も今１０くいろいろなことを、例えば県立医科大学も今１０ヘヘヘヘククククタタタターーーールルルルございまございまございまございま

す。またす。またす。またす。また農業総合農業総合農業総合農業総合センセンセンセンタタタターにつきましても１０ーにつきましても１０ーにつきましても１０ーにつきましても１０ヘヘヘヘククククタタタターーーールルルルございまして、県ございまして、県ございまして、県ございまして、県有有有有地だけでも地だけでも地だけでも地だけでも

あそこは２０あそこは２０あそこは２０あそこは２０ヘヘヘヘククククタタタターーーールルルルございますので、ございますので、ございますので、ございますので、幅広幅広幅広幅広くいろいろなことをくいろいろなことをくいろいろなことをくいろいろなことを検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと

いうようないうようないうようないうような形形形形でございます。でございます。でございます。でございます。

大学のほうの大学のほうの大学のほうの大学のほうのオオオオーーーーププププンが、一ンが、一ンが、一ンが、一応応応応中期目中期目中期目中期目標標標標には平成３３年を目指そうというには平成３３年を目指そうというには平成３３年を目指そうというには平成３３年を目指そうという形形形形でででで表記表記表記表記されされされされ

ています。いずれにしましても、まずています。いずれにしましても、まずています。いずれにしましても、まずています。いずれにしましても、まず農業総合農業総合農業総合農業総合センセンセンセンタタタターを３年ーを３年ーを３年ーを３年程程程程度で度で度で度で桜井桜井桜井桜井市に移転をして、市に移転をして、市に移転をして、市に移転をして、

それまでにそれまでにそれまでにそれまでに十分準備十分準備十分準備十分準備をして、本をして、本をして、本をして、本格格格格的にそちらのほうから的にそちらのほうから的にそちらのほうから的にそちらのほうから構構構構想的なものをまとめていきたい想的なものをまとめていきたい想的なものをまとめていきたい想的なものをまとめていきたい

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 一一一一応応応応お答えいただきましたが、県立奈良病院跡地についてはどうしようかとお答えいただきましたが、県立奈良病院跡地についてはどうしようかとお答えいただきましたが、県立奈良病院跡地についてはどうしようかとお答えいただきましたが、県立奈良病院跡地についてはどうしようかと

いう、大体今の時いう、大体今の時いう、大体今の時いう、大体今の時点点点点でも方でも方でも方でも方向向向向は目には目には目には目に見見見見えてきていると私もえてきていると私もえてきていると私もえてきていると私も感感感感じているのですが、新県立奈じているのですが、新県立奈じているのですが、新県立奈じているのですが、新県立奈

良病院については、良病院については、良病院については、良病院については、先先先先ほどのお話ですと、病院のほどのお話ですと、病院のほどのお話ですと、病院のほどのお話ですと、病院の敷敷敷敷地を含めて、あの部地を含めて、あの部地を含めて、あの部地を含めて、あの部分分分分のののの開開開開発と発と発と発と利用利用利用利用のののの

仕仕仕仕方がまちづくりの中方がまちづくりの中方がまちづくりの中方がまちづくりの中心心心心になるということなのですね。その地域の住民の方とのになるということなのですね。その地域の住民の方とのになるということなのですね。その地域の住民の方とのになるということなのですね。その地域の住民の方との接点接点接点接点といといといとい

うのではなく、病院が一つのうのではなく、病院が一つのうのではなく、病院が一つのうのではなく、病院が一つの完結完結完結完結ということになると考えたらいいのかとということになると考えたらいいのかとということになると考えたらいいのかとということになると考えたらいいのかと受受受受けとめたのでけとめたのでけとめたのでけとめたので

すが。すが。すが。すが。

県立医科大学につきましては、もう一つまだよくわからないのですけれども、前に知事県立医科大学につきましては、もう一つまだよくわからないのですけれども、前に知事県立医科大学につきましては、もう一つまだよくわからないのですけれども、前に知事県立医科大学につきましては、もう一つまだよくわからないのですけれども、前に知事

から聞いたそのイメージで、私が思いから聞いたそのイメージで、私が思いから聞いたそのイメージで、私が思いから聞いたそのイメージで、私が思い描描描描いておりましたのは、県立医科大学の教育、研究いておりましたのは、県立医科大学の教育、研究いておりましたのは、県立医科大学の教育、研究いておりましたのは、県立医科大学の教育、研究

部部部部門門門門の整の整の整の整備備備備とともに、地域との関係でいえばまちづくりというとともに、地域との関係でいえばまちづくりというとともに、地域との関係でいえばまちづくりというとともに、地域との関係でいえばまちづくりという形形形形で、例えばあの辺でお年で、例えばあの辺でお年で、例えばあの辺でお年で、例えばあの辺でお年

寄寄寄寄りのための住宅であるとか、またその住民がりのための住宅であるとか、またその住民がりのための住宅であるとか、またその住民がりのための住宅であるとか、またその住民が利用利用利用利用しやすいというのか、県民がかかわりしやすいというのか、県民がかかわりしやすいというのか、県民がかかわりしやすいというのか、県民がかかわり

をををを持持持持っていろいろっていろいろっていろいろっていろいろ利用利用利用利用できるようなできるようなできるようなできるような施設施設施設施設をををを併設併設併設併設するとか、町全体の関係の中で県立医科大するとか、町全体の関係の中で県立医科大するとか、町全体の関係の中で県立医科大するとか、町全体の関係の中で県立医科大

学が学が学が学が果果果果たすいろいろな新しいたすいろいろな新しいたすいろいろな新しいたすいろいろな新しい役割役割役割役割みたいなものを目指しているのかと思っていたのです。みたいなものを目指しているのかと思っていたのです。みたいなものを目指しているのかと思っていたのです。みたいなものを目指しているのかと思っていたのです。

そういうものなのかどうかというのは今の話ではよくわからなかったのですけれども、全そういうものなのかどうかというのは今の話ではよくわからなかったのですけれども、全そういうものなのかどうかというのは今の話ではよくわからなかったのですけれども、全そういうものなのかどうかというのは今の話ではよくわからなかったのですけれども、全

国のいろいろな例を国のいろいろな例を国のいろいろな例を国のいろいろな例を見見見見ていたら、そういうようなていたら、そういうようなていたら、そういうようなていたら、そういうような感感感感じで考えているところもあるかに思うじで考えているところもあるかに思うじで考えているところもあるかに思うじで考えているところもあるかに思う

のですけれども、そこら辺はどうなのですか。これからのですけれども、そこら辺はどうなのですか。これからのですけれども、そこら辺はどうなのですか。これからのですけれども、そこら辺はどうなのですか。これから先先先先のことですのでわからないのだのことですのでわからないのだのことですのでわからないのだのことですのでわからないのだ

けれども、どのように考えていったらいいのかということなのですが、どうでしけれども、どのように考えていったらいいのかということなのですが、どうでしけれども、どのように考えていったらいいのかということなのですが、どうでしけれども、どのように考えていったらいいのかということなのですが、どうでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 これは県立医科大学の関係の中川知事公室審議官。どうぞ。これは県立医科大学の関係の中川知事公室審議官。どうぞ。これは県立医科大学の関係の中川知事公室審議官。どうぞ。これは県立医科大学の関係の中川知事公室審議官。どうぞ。

○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 先先先先ほどはほどはほどはほどは少少少少しししし簡単簡単簡単簡単にににに申申申申しましたけれども、しましたけれども、しましたけれども、しましたけれども、同同同同じようなじようなじようなじような形形形形で医療、介で医療、介で医療、介で医療、介

護ということで、今、山村委員がおっし護ということで、今、山村委員がおっし護ということで、今、山村委員がおっし護ということで、今、山村委員がおっしゃゃゃゃったような高ったような高ったような高ったような高齢者齢者齢者齢者の方々、またそれと地の方々、またそれと地の方々、またそれと地の方々、またそれと地元元元元の住の住の住の住

民の方々が民の方々が民の方々が民の方々が活用活用活用活用していただく。これは一つは平松地区で今いろいろごしていただく。これは一つは平松地区で今いろいろごしていただく。これは一つは平松地区で今いろいろごしていただく。これは一つは平松地区で今いろいろご検討検討検討検討されているようされているようされているようされているよう
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なななな内容内容内容内容と当と当と当と当然ブッキ然ブッキ然ブッキ然ブッキンンンンググググしますが、いつかしますが、いつかしますが、いつかしますが、いつか同同同同じようなじようなじようなじような形形形形になると思います。だから、そうになると思います。だから、そうになると思います。だから、そうになると思います。だから、そう

いう意味で、いろいろなことを県いう意味で、いろいろなことを県いう意味で、いろいろなことを県いう意味で、いろいろなことを県有有有有地をうまく地をうまく地をうまく地をうまく活用活用活用活用して新しいまちづくりにして新しいまちづくりにして新しいまちづくりにして新しいまちづくりにチャレチャレチャレチャレンジをンジをンジをンジを

したいと思っております。今、山村委員がおっししたいと思っております。今、山村委員がおっししたいと思っております。今、山村委員がおっししたいと思っております。今、山村委員がおっしゃゃゃゃったことにつきましても、そういうこったことにつきましても、そういうこったことにつきましても、そういうこったことにつきましても、そういうこ

とをとをとをとを十分検討十分検討十分検討十分検討をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。

それと、地それと、地それと、地それと、地元元元元のののの橿原橿原橿原橿原市と県の市と県の市と県の市と県の各各各各セクセクセクセクショショショションでンでンでンで昨昨昨昨年からですけれども、まちづくりの年からですけれども、まちづくりの年からですけれども、まちづくりの年からですけれども、まちづくりの調調調調整整整整

会議を会議を会議を会議を開開開開いております。今年度につきましては、２カ月に１度いております。今年度につきましては、２カ月に１度いております。今年度につきましては、２カ月に１度いております。今年度につきましては、２カ月に１度情情情情報報報報共有共有共有共有のののの場場場場ということで、ということで、ということで、ということで、

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの検討検討検討検討状況を意状況を意状況を意状況を意見見見見交交交交換換換換、または、または、または、または情情情情報交報交報交報交換換換換しまししまししまししましょょょょうということでうということでうということでうということで開開開開いておりますいておりますいておりますいております

ので、そこら辺もので、そこら辺もので、そこら辺もので、そこら辺も十分活用十分活用十分活用十分活用して、地して、地して、地して、地元元元元ともともともとも十分調十分調十分調十分調整をしていきたいと思っております。整をしていきたいと思っております。整をしていきたいと思っております。整をしていきたいと思っております。以以以以

上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 大体わかりました。ありがとうございます。大体わかりました。ありがとうございます。大体わかりました。ありがとうございます。大体わかりました。ありがとうございます。

それで、私が今それで、私が今それで、私が今それで、私が今回回回回お願いしたいと思っているのは、全国お願いしたいと思っているのは、全国お願いしたいと思っているのは、全国お願いしたいと思っているのは、全国各各各各地でその病院を核としたまち地でその病院を核としたまち地でその病院を核としたまち地でその病院を核としたまち

づくりというのはいろいろなづくりというのはいろいろなづくりというのはいろいろなづくりというのはいろいろな形形形形で取り組まれております。私もいろいろ知っているわけでで取り組まれております。私もいろいろ知っているわけでで取り組まれております。私もいろいろ知っているわけでで取り組まれております。私もいろいろ知っているわけで

はないけれども、はないけれども、はないけれども、はないけれども、見見見見聞きしている中で、一聞きしている中で、一聞きしている中で、一聞きしている中で、一番苦労番苦労番苦労番苦労されておりますのは、やはりまちづくりされておりますのは、やはりまちづくりされておりますのは、やはりまちづくりされておりますのは、やはりまちづくり

というというというという場合場合場合場合に、住に、住に、住に、住んんんんでいるでいるでいるでいる人人人人がががが主人主人主人主人公ですので、その町の公ですので、その町の公ですので、その町の公ですので、その町の人人人人たちが中たちが中たちが中たちが中心心心心になって進めないになって進めないになって進めないになって進めない

と成と成と成と成功功功功しないというしないというしないというしないという点点点点がどこでも言われていることだと思っているのです。そういうがどこでも言われていることだと思っているのです。そういうがどこでも言われていることだと思っているのです。そういうがどこでも言われていることだと思っているのです。そういう点点点点で、で、で、で、

例えば、県立奈良病院跡地については県のほうから、例えば、県立奈良病院跡地については県のほうから、例えば、県立奈良病院跡地については県のほうから、例えば、県立奈良病院跡地については県のほうから、半径半径半径半径２２２２キロキロキロキロメートメートメートメートルルルルを対象としたまを対象としたまを対象としたまを対象としたま

ちづくりというちづくりというちづくりというちづくりという形形形形で、一定ので、一定ので、一定ので、一定の範囲範囲範囲範囲も明も明も明も明確確確確にされております。そういうにされております。そういうにされております。そういうにされております。そういう形形形形での住民での住民での住民での住民参参参参加を目加を目加を目加を目

指していると思っているのですけれども、県立医科大学ということになりますと、かなり指していると思っているのですけれども、県立医科大学ということになりますと、かなり指していると思っているのですけれども、県立医科大学ということになりますと、かなり指していると思っているのですけれども、県立医科大学ということになりますと、かなり

範囲範囲範囲範囲がががが広広広広くなってくるということで、これからのくなってくるということで、これからのくなってくるということで、これからのくなってくるということで、これからの検討検討検討検討のののの課題課題課題課題だとは思うのですけれども、だとは思うのですけれども、だとは思うのですけれども、だとは思うのですけれども、

橿原橿原橿原橿原市とは市とは市とは市とは相談相談相談相談なさっているということですけれども、なさっているということですけれども、なさっているということですけれども、なさっているということですけれども、特特特特に住民のに住民のに住民のに住民の皆皆皆皆ささささんんんんの意の意の意の意向向向向ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、

住民が住民が住民が住民が主主主主体となった進め方を考えていただきたいと思います。これは体となった進め方を考えていただきたいと思います。これは体となった進め方を考えていただきたいと思います。これは体となった進め方を考えていただきたいと思います。これは要望要望要望要望ですが、ですが、ですが、ですが、ぜひぜひぜひぜひおおおお

願いしたいと思います。願いしたいと思います。願いしたいと思います。願いしたいと思います。

それともう１それともう１それともう１それともう１点点点点、これは県立奈良病院跡地のことについてなのですけれども、、これは県立奈良病院跡地のことについてなのですけれども、、これは県立奈良病院跡地のことについてなのですけれども、、これは県立奈良病院跡地のことについてなのですけれども、先先先先ほどごほどごほどごほどご

報告がありました。住民の報告がありました。住民の報告がありました。住民の報告がありました。住民の皆皆皆皆ささささんんんんとのとのとのとの協協協協議会をつくられて、その中での議会をつくられて、その中での議会をつくられて、その中での議会をつくられて、その中での懇談懇談懇談懇談をなさっておをなさっておをなさっておをなさってお

られますし、られますし、られますし、られますし、講演講演講演講演会で会で会で会で参参参参加していただいた方々に加していただいた方々に加していただいた方々に加していただいた方々に共有共有共有共有してしてしてして世論世論世論世論というか、関というか、関というか、関というか、関心心心心をををを盛盛盛盛りりりり上げ上げ上げ上げ

ていく取り組みをなさっているということで、これはこれで大事なことだと思っているのていく取り組みをなさっているということで、これはこれで大事なことだと思っているのていく取り組みをなさっているということで、これはこれで大事なことだと思っているのていく取り組みをなさっているということで、これはこれで大事なことだと思っているの

ですが、本当に住民がですが、本当に住民がですが、本当に住民がですが、本当に住民が主主主主体となって体となって体となって体となって盛盛盛盛りりりり上げ上げ上げ上げていくためには、私はもうていくためには、私はもうていくためには、私はもうていくためには、私はもう少少少少しししし工夫工夫工夫工夫をしていをしていをしていをしてい

ただきたいと思っていることが１ただきたいと思っていることが１ただきたいと思っていることが１ただきたいと思っていることが１点点点点あるのですけれども、あるのですけれども、あるのですけれども、あるのですけれども、協協協協議会をされていますので、そ議会をされていますので、そ議会をされていますので、そ議会をされていますので、そ

のののの協協協協議会のもとにいろいろな議会のもとにいろいろな議会のもとにいろいろな議会のもとにいろいろなテテテテーーーーママママ別というか、別というか、別というか、別というか、分分分分野別で、野別で、野別で、野別で、子子子子育てとか介護とか、そうい育てとか介護とか、そうい育てとか介護とか、そうい育てとか介護とか、そうい

うううう形形形形でのでのでのでの分分分分科会などをつくっていただいて、地科会などをつくっていただいて、地科会などをつくっていただいて、地科会などをつくっていただいて、地元元元元でででで活動活動活動活動されている方々などにもされている方々などにもされている方々などにもされている方々などにも参参参参加して加して加して加して
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いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、裾裾裾裾野を野を野を野を広げ広げ広げ広げていく、そういう取り組みをしていただけたらと思うのです。そていく、そういう取り組みをしていただけたらと思うのです。そていく、そういう取り組みをしていただけたらと思うのです。そていく、そういう取り組みをしていただけたらと思うのです。そ

うすれば地域のうすれば地域のうすれば地域のうすれば地域の人人人人たちがみずからのたちがみずからのたちがみずからのたちがみずからの課題課題課題課題としてとしてとしてとして受受受受けとめやすいし、けとめやすいし、けとめやすいし、けとめやすいし、参参参参加しやすいし、でき加しやすいし、でき加しやすいし、でき加しやすいし、でき

るだけるだけるだけるだけ多多多多くのくのくのくの人人人人がががが参参参参加して考えていくというのは、本当に大事なことなので、そういうこ加して考えていくというのは、本当に大事なことなので、そういうこ加して考えていくというのは、本当に大事なことなので、そういうこ加して考えていくというのは、本当に大事なことなので、そういうこ

とはできないのかと思っているのですけれども、そのとはできないのかと思っているのですけれども、そのとはできないのかと思っているのですけれども、そのとはできないのかと思っているのですけれども、その点点点点についておについておについておについてお伺伺伺伺いしておきたいと思いしておきたいと思いしておきたいと思いしておきたいと思

います。います。います。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療○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○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○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

管理課長事務取扱管理課長事務取扱管理課長事務取扱管理課長事務取扱 それでは、お答えさせていただきたいと思います。それでは、お答えさせていただきたいと思います。それでは、お答えさせていただきたいと思います。それでは、お答えさせていただきたいと思います。

先先先先ほどまちづくりほどまちづくりほどまちづくりほどまちづくり協協協協議会ということで、全体議会ということで、全体議会ということで、全体議会ということで、全体協協協協議会のお話だけをさせていただきました議会のお話だけをさせていただきました議会のお話だけをさせていただきました議会のお話だけをさせていただきました

けれども、けれども、けれども、けれども、実実実実はこのまちづくりはこのまちづくりはこのまちづくりはこのまちづくり協協協協議会には議会には議会には議会には分分分分科会を科会を科会を科会を設置設置設置設置をしたいということで、まだをしたいということで、まだをしたいということで、まだをしたいということで、まだ活活活活発発発発

にににに動動動動いていただくところにはいていただくところにはいていただくところにはいていただくところには至至至至っていないのですけれども、っていないのですけれども、っていないのですけれども、っていないのですけれども、具具具具体的には体的には体的には体的には特特特特に地域のに地域のに地域のに地域の若若若若いおいおいおいお

母母母母ささささんんんん方に方に方に方に入入入入っていただく中で、っていただく中で、っていただく中で、っていただく中で、子子子子育ての育ての育ての育ての分分分分科会というのはもう立ち科会というのはもう立ち科会というのはもう立ち科会というのはもう立ち上げ上げ上げ上げて、これをこのて、これをこのて、これをこのて、これをこの

秋秋秋秋にもにもにもにも少少少少しやりたいということで、しやりたいということで、しやりたいということで、しやりたいということで、勉強勉強勉強勉強会会会会形式形式形式形式でやるということ。それから、行く行くででやるということ。それから、行く行くででやるということ。それから、行く行くででやるということ。それから、行く行くで

すけれども、まちづくりのすけれども、まちづくりのすけれども、まちづくりのすけれども、まちづくりのハハハハーーーード面ド面ド面ド面の整の整の整の整備備備備みたいなことが出てきますので、そうなったみたいなことが出てきますので、そうなったみたいなことが出てきますので、そうなったみたいなことが出てきますので、そうなった場場場場

合合合合には、県のには、県のには、県のには、県の場合場合場合場合でしたら、まちづくりでしたら、まちづくりでしたら、まちづくりでしたら、まちづくり推推推推進進進進局局局局が一が一が一が一緒緒緒緒にににに入入入入っておりますけれども、奈良市っておりますけれども、奈良市っておりますけれども、奈良市っておりますけれども、奈良市

のそういう部のそういう部のそういう部のそういう部局局局局のののの人人人人間も含めまして、行政と地域の方の代間も含めまして、行政と地域の方の代間も含めまして、行政と地域の方の代間も含めまして、行政と地域の方の代表表表表がががが入入入入った、った、った、った、ハハハハーーーード面ド面ド面ド面のまちづのまちづのまちづのまちづ

くりの整くりの整くりの整くりの整備備備備というというというという分分分分科会を科会を科会を科会を設設設設けていくというけていくというけていくというけていくという形形形形で、全体ので、全体ので、全体ので、全体の協協協協議会とあわせまして、さまざ議会とあわせまして、さまざ議会とあわせまして、さまざ議会とあわせまして、さまざ

まなまなまなまな分分分分科会も進めていきたいと考えております。科会も進めていきたいと考えております。科会も進めていきたいと考えております。科会も進めていきたいと考えております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 議議議議論論論論を聞いておりましてを聞いておりましてを聞いておりましてを聞いておりまして感感感感じることは、やはり新県立奈良病院と、もちろじることは、やはり新県立奈良病院と、もちろじることは、やはり新県立奈良病院と、もちろじることは、やはり新県立奈良病院と、もちろんんんん

平松地区の跡地もそうですけれども、県立医科大学のまちづくり、それぞれ本当に違うと平松地区の跡地もそうですけれども、県立医科大学のまちづくり、それぞれ本当に違うと平松地区の跡地もそうですけれども、県立医科大学のまちづくり、それぞれ本当に違うと平松地区の跡地もそうですけれども、県立医科大学のまちづくり、それぞれ本当に違うと

いうのがいうのがいうのがいうのが感感感感じられるのですけれども、それぞれこの委員会で議じられるのですけれども、それぞれこの委員会で議じられるのですけれども、それぞれこの委員会で議じられるのですけれども、それぞれこの委員会で議論論論論する中で、もうする中で、もうする中で、もうする中で、もう少少少少し、例し、例し、例し、例

えば県立医科大学であったら今お話があったように、えば県立医科大学であったら今お話があったように、えば県立医科大学であったら今お話があったように、えば県立医科大学であったら今お話があったように、橿原橿原橿原橿原市と県との市と県との市と県との市と県との検討検討検討検討状況であったり、状況であったり、状況であったり、状況であったり、

あるいはまちづくりのあるいはまちづくりのあるいはまちづくりのあるいはまちづくりのココココンセンセンセンセププププト、今ト、今ト、今ト、今後後後後どどどどんんんんななななグラグラグラグランンンンドデザドデザドデザドデザインをインをインをインを描描描描いていくかというこいていくかというこいていくかというこいていくかというこ

とも含めて、もうとも含めて、もうとも含めて、もうとも含めて、もう少少少少しわかりやすいしわかりやすいしわかりやすいしわかりやすい資料資料資料資料があればありがたいと思うのです。県立医科大学があればありがたいと思うのです。県立医科大学があればありがたいと思うのです。県立医科大学があればありがたいと思うのです。県立医科大学

周辺のまちづくりは、質がですね、例えば駅をどうするのだという話まで周辺のまちづくりは、質がですね、例えば駅をどうするのだという話まで周辺のまちづくりは、質がですね、例えば駅をどうするのだという話まで周辺のまちづくりは、質がですね、例えば駅をどうするのだという話まで絡ん絡ん絡ん絡んでいますのでいますのでいますのでいますの

で、非常に大きなまちづくりというそもそもの話になってくるのかということもで、非常に大きなまちづくりというそもそもの話になってくるのかということもで、非常に大きなまちづくりというそもそもの話になってくるのかということもで、非常に大きなまちづくりというそもそもの話になってくるのかということも感感感感じておじておじておじてお

りまして、現時りまして、現時りまして、現時りまして、現時点点点点でこういうでこういうでこういうでこういう協協協協議が進議が進議が進議が進んんんんでいますと、こういうでいますと、こういうでいますと、こういうでいますと、こういう課題課題課題課題がありますとか、また、がありますとか、また、がありますとか、また、がありますとか、また、

この委員会でこの委員会でこの委員会でこの委員会で何何何何をををを検討検討検討検討していかないといけないのか、わかるようなものがあれば、お出ししていかないといけないのか、わかるようなものがあれば、お出ししていかないといけないのか、わかるようなものがあれば、お出ししていかないといけないのか、わかるようなものがあれば、お出し

いただければありがたいと思っております。平松地区のほうは出していただいておりますいただければありがたいと思っております。平松地区のほうは出していただいておりますいただければありがたいと思っております。平松地区のほうは出していただいておりますいただければありがたいと思っております。平松地区のほうは出していただいております

ので大体イメージはできるのですけれども、本会議ので大体イメージはできるのですけれども、本会議ので大体イメージはできるのですけれども、本会議ので大体イメージはできるのですけれども、本会議等等等等で聞いておりまして、現時で聞いておりまして、現時で聞いておりまして、現時で聞いておりまして、現時点点点点でどこでどこでどこでどこ

まで進まで進まで進まで進んんんんでいるのか、わかりにくい部でいるのか、わかりにくい部でいるのか、わかりにくい部でいるのか、わかりにくい部分分分分がございますので、がございますので、がございますので、がございますので、次次次次のときにはのときにはのときにはのときには資料資料資料資料をお出しいをお出しいをお出しいをお出しい
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ただいたらありがたいです。これはただいたらありがたいです。これはただいたらありがたいです。これはただいたらありがたいです。これは要望要望要望要望でございますが、よろしくお願いします。でございますが、よろしくお願いします。でございますが、よろしくお願いします。でございますが、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 今、大国委員からお話がございました今、大国委員からお話がございました今、大国委員からお話がございました今、大国委員からお話がございました橿原橿原橿原橿原市と県との市と県との市と県との市と県との協協協協議会、今も２カ月議会、今も２カ月議会、今も２カ月議会、今も２カ月

に１度、に１度、に１度、に１度、協協協協議会を立ち議会を立ち議会を立ち議会を立ち上げ上げ上げ上げていくというお話、それからていくというお話、それからていくというお話、それからていくというお話、それから橿原橿原橿原橿原市が思っておいでになる県立市が思っておいでになる県立市が思っておいでになる県立市が思っておいでになる県立

医科大学周辺のまちづくり、こういったことも当医科大学周辺のまちづくり、こういったことも当医科大学周辺のまちづくり、こういったことも当医科大学周辺のまちづくり、こういったことも当然視然視然視然視野に野に野に野に入入入入れながらお話をされているとれながらお話をされているとれながらお話をされているとれながらお話をされていると

思います。今、県立奈良病院の跡地思います。今、県立奈良病院の跡地思います。今、県立奈良病院の跡地思います。今、県立奈良病院の跡地利用利用利用利用についてのいろいろなお話、についてのいろいろなお話、についてのいろいろなお話、についてのいろいろなお話、資料資料資料資料もいただきましもいただきましもいただきましもいただきまし

た。加えて今、大国委員からお話がございますように、た。加えて今、大国委員からお話がございますように、た。加えて今、大国委員からお話がございますように、た。加えて今、大国委員からお話がございますように、橿原橿原橿原橿原市との市との市との市との協協協協議会の中で、今日ま議会の中で、今日ま議会の中で、今日ま議会の中で、今日ま

でどのようなでどのようなでどのようなでどのような経緯経緯経緯経緯、、、、経過経過経過経過があるのだと。があるのだと。があるのだと。があるのだと。資料資料資料資料をいただけるのでしたらをいただけるのでしたらをいただけるのでしたらをいただけるのでしたら次回次回次回次回にお願いをしたにお願いをしたにお願いをしたにお願いをした

い。それから、奈良市と奈良県と今日までどのようにこのい。それから、奈良市と奈良県と今日までどのようにこのい。それから、奈良市と奈良県と今日までどのようにこのい。それから、奈良市と奈良県と今日までどのようにこの両両両両方の病院にかかわって、どの方の病院にかかわって、どの方の病院にかかわって、どの方の病院にかかわって、どの

ような対ような対ような対ような対応応応応をしておいでなのか、こをしておいでなのか、こをしておいでなのか、こをしておいでなのか、こんんんんなこともあったらなこともあったらなこともあったらなこともあったら資料資料資料資料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。としていただきたい。

それから、この委員会の委員は、もうそれぞれのところにみそれから、この委員会の委員は、もうそれぞれのところにみそれから、この委員会の委員は、もうそれぞれのところにみそれから、この委員会の委員は、もうそれぞれのところにみんんんんなななな張張張張りついて、りついて、りついて、りついて、皆皆皆皆ささささんんんん地地地地

元元元元出身ということで、非常に地域のことを出身ということで、非常に地域のことを出身ということで、非常に地域のことを出身ということで、非常に地域のことを心配心配心配心配なさっておられますので、その辺はやはりなさっておられますので、その辺はやはりなさっておられますので、その辺はやはりなさっておられますので、その辺はやはり

地域の地域の地域の地域の選選選選出の議員でもありますし、出の議員でもありますし、出の議員でもありますし、出の議員でもありますし、橿原橿原橿原橿原市、あるいは奈良市、大市、あるいは奈良市、大市、あるいは奈良市、大市、あるいは奈良市、大和郡和郡和郡和郡山市も含めて、理事山市も含めて、理事山市も含めて、理事山市も含めて、理事

者者者者の方々が対の方々が対の方々が対の方々が対応応応応してこられたこれまでのいろいろな状況などもわかればしてこられたこれまでのいろいろな状況などもわかればしてこられたこれまでのいろいろな状況などもわかればしてこられたこれまでのいろいろな状況などもわかれば次回次回次回次回報告していた報告していた報告していた報告していた

だけたらありがたいと思います。それでよろしだけたらありがたいと思います。それでよろしだけたらありがたいと思います。それでよろしだけたらありがたいと思います。それでよろしゅゅゅゅうございますか。うございますか。うございますか。うございますか。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 橿原橿原橿原橿原市のことを言ってもらって、市のことを言ってもらって、市のことを言ってもらって、市のことを言ってもらって、橿原橿原橿原橿原市市市市選選選選出議員は２出議員は２出議員は２出議員は２人人人人もいるのに言わないもいるのに言わないもいるのに言わないもいるのに言わない

のもと。のもと。のもと。のもと。

私たちも私たちも私たちも私たちも気気気気にはしておりました。ただ、にはしておりました。ただ、にはしておりました。ただ、にはしておりました。ただ、農業総合農業総合農業総合農業総合センセンセンセンタタタターがまずは移転して、そのーがまずは移転して、そのーがまずは移転して、そのーがまずは移転して、その後具後具後具後具

体的になっていくことが第一かなと思っておりましたので、あまり今はこっちのほうにみ体的になっていくことが第一かなと思っておりましたので、あまり今はこっちのほうにみ体的になっていくことが第一かなと思っておりましたので、あまり今はこっちのほうにみ体的になっていくことが第一かなと思っておりましたので、あまり今はこっちのほうにみ

んんんんなななな集集集集中して、中して、中して、中して、気持気持気持気持ちもいろいろな事ちもいろいろな事ちもいろいろな事ちもいろいろな事業業業業もされているのかという思いをしておりました。もされているのかという思いをしておりました。もされているのかという思いをしておりました。もされているのかという思いをしておりました。

とにかくとにかくとにかくとにかく農業総合農業総合農業総合農業総合センセンセンセンタタタターがきちっとーがきちっとーがきちっとーがきちっと農業農業農業農業大学大学大学大学校校校校のほうへ移転して、そしてそののほうへ移転して、そしてそののほうへ移転して、そしてそののほうへ移転して、そしてその土土土土地をき地をき地をき地をき

ちっとちっとちっとちっと見見見見てこそ、そういう新たなてこそ、そういう新たなてこそ、そういう新たなてこそ、そういう新たな基基基基本的なものが出てくるのかと、本的なものが出てくるのかと、本的なものが出てくるのかと、本的なものが出てくるのかと、ゆゆゆゆっくりした考え方かっくりした考え方かっくりした考え方かっくりした考え方か

もしれませもしれませもしれませもしれませんんんんけれど、今のところ、そけれど、今のところ、そけれど、今のところ、そけれど、今のところ、そんんんんなに進なに進なに進なに進んんんんでいないのと違うかなという思いはしてでいないのと違うかなという思いはしてでいないのと違うかなという思いはしてでいないのと違うかなという思いはして

おりますから、あえて質問はしておりませおりますから、あえて質問はしておりませおりますから、あえて質問はしておりませおりますから、あえて質問はしておりませんんんんけれども、目けれども、目けれども、目けれども、目標標標標の年の年の年の年数数数数というのも出ていますというのも出ていますというのも出ていますというのも出ています

ので、ので、ので、ので、橿原橿原橿原橿原市民はその辺のところを期市民はその辺のところを期市民はその辺のところを期市民はその辺のところを期待待待待をしております。をしております。をしております。をしております。

ただ、ただ、ただ、ただ、橿原橿原橿原橿原市との市との市との市との協協協協議がどのような議がどのような議がどのような議がどのような内容内容内容内容なのか、その辺のところが公に言えない部なのか、その辺のところが公に言えない部なのか、その辺のところが公に言えない部なのか、その辺のところが公に言えない部分分分分もももも

あるのかと思ったり、あるのかと思ったり、あるのかと思ったり、あるのかと思ったり、橿原橿原橿原橿原市が市が市が市がゆゆゆゆっくりしているのかなという思いもあるのですけれども、っくりしているのかなという思いもあるのですけれども、っくりしているのかなという思いもあるのですけれども、っくりしているのかなという思いもあるのですけれども、

両両両両中川知事公室審議官にお聞きすると、中川知事公室審議官にお聞きすると、中川知事公室審議官にお聞きすると、中川知事公室審議官にお聞きすると、橿原橿原橿原橿原市も市も市も市も協力協力協力協力的だと聞いておりますので、その辺的だと聞いておりますので、その辺的だと聞いておりますので、その辺的だと聞いておりますので、その辺

またまたまたまた少少少少しでもしでもしでもしでも具具具具体的になったらそれを教えてほしいと思っておりますのでお願いしておき体的になったらそれを教えてほしいと思っておりますのでお願いしておき体的になったらそれを教えてほしいと思っておりますのでお願いしておき体的になったらそれを教えてほしいと思っておりますのでお願いしておき

ます。大国委員、ありがとうございました。ます。大国委員、ありがとうございました。ます。大国委員、ありがとうございました。ます。大国委員、ありがとうございました。

それと、ずっとこの委員会にそれと、ずっとこの委員会にそれと、ずっとこの委員会にそれと、ずっとこの委員会に入入入入っておりまして、荻田委員長がいつもっておりまして、荻田委員長がいつもっておりまして、荻田委員長がいつもっておりまして、荻田委員長がいつも厳厳厳厳しくおっししくおっししくおっししくおっしゃゃゃゃっっっっ
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ているているているている結果結果結果結果でこでこでこでこんんんんなにたくさなにたくさなにたくさなにたくさんんんんのののの回数回数回数回数をををを頑張頑張頑張頑張っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃると思って、このると思って、このると思って、このると思って、この検討経過検討経過検討経過検討経過をををを

私は今、私は今、私は今、私は今、見見見見せてもらっていたのですけれど、これせてもらっていたのですけれど、これせてもらっていたのですけれど、これせてもらっていたのですけれど、これぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの回数回数回数回数をををを協協協協議会を議会を議会を議会を重重重重ねて、住民のねて、住民のねて、住民のねて、住民の

方の方の方の方の手応手応手応手応えというものがどえというものがどえというものがどえというものがどんんんんなものなのかという思いをします。というのは、理なものなのかという思いをします。というのは、理なものなのかという思いをします。というのは、理なものなのかという思いをします。というのは、理解解解解に対しに対しに対しに対し

てのてのてのての手応手応手応手応えはあるだろうと思います。ただ、このアンケートえはあるだろうと思います。ただ、このアンケートえはあるだろうと思います。ただ、このアンケートえはあるだろうと思います。ただ、このアンケート調査調査調査調査がこのがこのがこのがこの回回回回答答答答率率率率、、、、回収率回収率回収率回収率とととと

いうのは、本当のところ関いうのは、本当のところ関いうのは、本当のところ関いうのは、本当のところ関心心心心はどうなのかという思いがありましたので、それを聞かせてはどうなのかという思いがありましたので、それを聞かせてはどうなのかという思いがありましたので、それを聞かせてはどうなのかという思いがありましたので、それを聞かせて

もらって、あとはこの中にいろいろな介護もらって、あとはこの中にいろいろな介護もらって、あとはこの中にいろいろな介護もらって、あとはこの中にいろいろな介護施設施設施設施設がイメージされておりますけれども、これがイメージされておりますけれども、これがイメージされておりますけれども、これがイメージされておりますけれども、これ

はははは福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設のようなものなのでしのようなものなのでしのようなものなのでしのようなものなのでしょょょょうか。うか。うか。うか。社社社社会会会会福祉法人福祉法人福祉法人福祉法人なのかどうか、その辺を聞かせてなのかどうか、その辺を聞かせてなのかどうか、その辺を聞かせてなのかどうか、その辺を聞かせて

ほしいと思います。ほしいと思います。ほしいと思います。ほしいと思います。

○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療○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○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○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

管理課長事務取扱管理課長事務取扱管理課長事務取扱管理課長事務取扱 それでは、私のほうからこれまでそれでは、私のほうからこれまでそれでは、私のほうからこれまでそれでは、私のほうからこれまで伏見南伏見南伏見南伏見南小学小学小学小学校校校校区の地区の地区の地区の地元元元元住民の方との住民の方との住民の方との住民の方との

協協協協議会、あるいはこういう議会、あるいはこういう議会、あるいはこういう議会、あるいはこういう講演講演講演講演会を通じて会を通じて会を通じて会を通じて感感感感じたことをじたことをじたことをじたことを少少少少しお話しさせていただきたいとしお話しさせていただきたいとしお話しさせていただきたいとしお話しさせていただきたいと

思います。思います。思います。思います。

もともとが移転もともとが移転もともとが移転もともとが移転反反反反対ということで、地域の対ということで、地域の対ということで、地域の対ということで、地域の皆皆皆皆ささささんんんん方から移転方から移転方から移転方から移転反反反反対について対について対について対について厳厳厳厳しいご意しいご意しいご意しいご意見見見見

をいただきながら、この間ずっとやってきておりまして、ようやくその中で跡地についてをいただきながら、この間ずっとやってきておりまして、ようやくその中で跡地についてをいただきながら、この間ずっとやってきておりまして、ようやくその中で跡地についてをいただきながら、この間ずっとやってきておりまして、ようやくその中で跡地について

診診診診療機能の一部を療機能の一部を療機能の一部を療機能の一部を残残残残し、あるいはそれにし、あるいはそれにし、あるいはそれにし、あるいはそれにプラプラプラプラスアスアスアスアルファルファルファルファ高高高高齢者齢者齢者齢者をををを支支支支える町をつくっていくえる町をつくっていくえる町をつくっていくえる町をつくっていく

ということで、大ということで、大ということで、大ということで、大枠枠枠枠のご理のご理のご理のご理解解解解をいただく中で、こういうをいただく中で、こういうをいただく中で、こういうをいただく中で、こういう協協協協議会を進めておるところでござ議会を進めておるところでござ議会を進めておるところでござ議会を進めておるところでござ

います。います。います。います。

ただ、アンケートをただ、アンケートをただ、アンケートをただ、アンケートを回収回収回収回収させていただいても３させていただいても３させていただいても３させていただいても３割割割割ということで、これについてはまだということで、これについてはまだということで、これについてはまだということで、これについてはまだ具具具具

体的なものが体的なものが体的なものが体的なものが何何何何もおもおもおもお示示示示しされていないしされていないしされていないしされていない段階段階段階段階の中では、やの中では、やの中では、やの中では、やむむむむをををを得得得得ないのかなというのが一部ないのかなというのが一部ないのかなというのが一部ないのかなというのが一部

あります。それと、このあります。それと、このあります。それと、このあります。それと、この協協協協議会や議会や議会や議会や講演講演講演講演会をさせていただく中で、地域の方とお話をさせて会をさせていただく中で、地域の方とお話をさせて会をさせていただく中で、地域の方とお話をさせて会をさせていただく中で、地域の方とお話をさせて

いただきながらいただきながらいただきながらいただきながら感感感感じていることは、私どもが思っているじていることは、私どもが思っているじていることは、私どもが思っているじていることは、私どもが思っている以上以上以上以上に地域の方が地域についてに地域の方が地域についてに地域の方が地域についてに地域の方が地域について真真真真

剣剣剣剣に考えていらっしに考えていらっしに考えていらっしに考えていらっしゃゃゃゃる方がる方がる方がる方が多多多多いということで、いということで、いということで、いということで、先先先先ほどほどほどほど協協協協議会の中でも議会の中でも議会の中でも議会の中でも個個個個々には々には々には々には触触触触れておれておれておれてお

りませりませりませりませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、協協協協議会の中では地域の議会の中では地域の議会の中では地域の議会の中では地域の老人老人老人老人会の方、会の方、会の方、会の方、自治自治自治自治会の方、それから会の方、それから会の方、それから会の方、それから子子子子育て育て育て育て団団団団体体体体

の方がの方がの方がの方が来来来来られていますけれども、られていますけれども、られていますけれども、られていますけれども、老人老人老人老人会の方や会の方や会の方や会の方や自治自治自治自治会の方からも、やはり会の方からも、やはり会の方からも、やはり会の方からも、やはり単単単単身の高身の高身の高身の高齢者齢者齢者齢者がががが

どどどどんんんんどどどどんんんんふふふふえてくるということに対してえてくるということに対してえてくるということに対してえてくるということに対して危危危危機機機機感感感感を非常にを非常にを非常にを非常に持持持持っているということで、ここにっているということで、ここにっているということで、ここにっているということで、ここに

ついてはとにかくついてはとにかくついてはとにかくついてはとにかく何何何何か取り組みをしてほしいし、か取り組みをしてほしいし、か取り組みをしてほしいし、か取り組みをしてほしいし、自自自自分分分分たちもたちもたちもたちも何何何何か立ちか立ちか立ちか立ち上上上上がらないといけながらないといけながらないといけながらないといけな

いという意いという意いという意いという意識識識識はあるというご意はあるというご意はあるというご意はあるというご意見見見見をいただいておりますし、また、高をいただいておりますし、また、高をいただいておりますし、また、高をいただいておりますし、また、高齢者齢者齢者齢者の方からもの方からもの方からもの方からも子子子子育育育育

てについても非常に大事ということで、これは意てについても非常に大事ということで、これは意てについても非常に大事ということで、これは意てについても非常に大事ということで、これは意外外外外だったのですけれども、高だったのですけれども、高だったのですけれども、高だったのですけれども、高齢者齢者齢者齢者の方、の方、の方、の方、

老人老人老人老人ククククラブラブラブラブの方からも、年の方からも、年の方からも、年の方からも、年寄寄寄寄りのことだけではなくて、りのことだけではなくて、りのことだけではなくて、りのことだけではなくて、若若若若いいいい人人人人、これから、これから、これから、これから子子子子育て育て育て育て世世世世代につ代につ代につ代につ

いてもしっかり取り組いてもしっかり取り組いてもしっかり取り組いてもしっかり取り組んんんんでいかないといけないと。でいかないといけないと。でいかないといけないと。でいかないといけないと。
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それで、地域はそれで、地域はそれで、地域はそれで、地域は昼昼昼昼のののの見見見見守守守守りはできる。ただし、りはできる。ただし、りはできる。ただし、りはできる。ただし、夜夜夜夜のののの見見見見守守守守りまではなかなかしりまではなかなかしりまではなかなかしりまではなかなかしんんんんどい。そどい。そどい。そどい。そ

こに公なこに公なこに公なこに公な力力力力がやはりがやはりがやはりがやはり要要要要るということで、そこをしっかり取り組るということで、そこをしっかり取り組るということで、そこをしっかり取り組るということで、そこをしっかり取り組んんんんでほしいといった意でほしいといった意でほしいといった意でほしいといった意見見見見がががが

出されておりまして、非常にありがたい意出されておりまして、非常にありがたい意出されておりまして、非常にありがたい意出されておりまして、非常にありがたい意見見見見をたくさをたくさをたくさをたくさんんんんいただいておりますので、こういいただいておりますので、こういいただいておりますので、こういいただいておりますので、こうい

った取り組みはこれからもった取り組みはこれからもった取り組みはこれからもった取り組みはこれからも続続続続けていくけていくけていくけていく必必必必要要要要がありますし、地域の住民の方の意がありますし、地域の住民の方の意がありますし、地域の住民の方の意がありますし、地域の住民の方の意見見見見をををを入入入入れてれてれてれて

いただかないと、まちづくりといいましてもいただかないと、まちづくりといいましてもいただかないと、まちづくりといいましてもいただかないと、まちづくりといいましても結局結局結局結局行政が行政が行政が行政がハハハハーーーード面ド面ド面ド面をつくって中身にをつくって中身にをつくって中身にをつくって中身に魂魂魂魂がががが入入入入

らないということになりますので、この取り組みはらないということになりますので、この取り組みはらないということになりますので、この取り組みはらないということになりますので、この取り組みはぜひぜひぜひぜひこれからもこれからもこれからもこれからも続続続続けていきたいと思っけていきたいと思っけていきたいと思っけていきたいと思っ

ております。ております。ております。ております。

それから最それから最それから最それから最後後後後に、２月の定例県議会でに、２月の定例県議会でに、２月の定例県議会でに、２月の定例県議会で少少少少しまちづくりのイメージを出させていただいて、しまちづくりのイメージを出させていただいて、しまちづくりのイメージを出させていただいて、しまちづくりのイメージを出させていただいて、

いろいろいろいろんんんんななななハハハハーーーード面ド面ド面ド面的なイメージを出すようなものを的なイメージを出すようなものを的なイメージを出すようなものを的なイメージを出すようなものを入入入入れておりますけれども、これはどこれておりますけれども、これはどこれておりますけれども、これはどこれておりますけれども、これはどこ

がどういうがどういうがどういうがどういう主主主主体になってこの取り組みをするということについてはまだ体になってこの取り組みをするということについてはまだ体になってこの取り組みをするということについてはまだ体になってこの取り組みをするということについてはまだ確確確確定したものがあ定したものがあ定したものがあ定したものがあ

りませりませりませりませんんんんので、もちろので、もちろので、もちろので、もちろんんんん民間の方に民間の方に民間の方に民間の方に入入入入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要素要素要素要素はははは必必必必ず出てくると思いますず出てくると思いますず出てくると思いますず出てくると思います

けれども、そこについては今けれども、そこについては今けれども、そこについては今けれども、そこについては今後後後後これからさまざまな、どういう機能を整これからさまざまな、どういう機能を整これからさまざまな、どういう機能を整これからさまざまな、どういう機能を整備備備備するかという議するかという議するかという議するかという議

論論論論とととと合合合合わせてわせてわせてわせて調調調調整をしていきたいと思っております。整をしていきたいと思っております。整をしていきたいと思っております。整をしていきたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 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。

アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査の中身がどうなのか、の中身がどうなのか、の中身がどうなのか、の中身がどうなのか、回回回回答をしなくてもいいような中身の答をしなくてもいいような中身の答をしなくてもいいような中身の答をしなくてもいいような中身の場合場合場合場合もあるかもあるかもあるかもあるか

ら、そういうら、そういうら、そういうら、そういう低低低低いいいい回収率回収率回収率回収率なのかという思いもしているのですけれども、アンケートなのかという思いもしているのですけれども、アンケートなのかという思いもしているのですけれども、アンケートなのかという思いもしているのですけれども、アンケート調査調査調査調査とととと

いえば、いえば、いえば、いえば、主主主主催催催催するするするする側側側側にいい答えがにいい答えがにいい答えがにいい答えが返返返返ってくるような、そういう中身のときもなきにしもあってくるような、そういう中身のときもなきにしもあってくるような、そういう中身のときもなきにしもあってくるような、そういう中身のときもなきにしもあ

らずだから、そういうところもらずだから、そういうところもらずだから、そういうところもらずだから、そういうところもひょひょひょひょっとしたらあったのかなという思いをっとしたらあったのかなという思いをっとしたらあったのかなという思いをっとしたらあったのかなという思いを勝勝勝勝手手手手にしていまにしていまにしていまにしていま

すけれども、まちづくりについてのすけれども、まちづくりについてのすけれども、まちづくりについてのすけれども、まちづくりについての継続継続継続継続した地した地した地した地元元元元の方との話しの方との話しの方との話しの方との話し合合合合いは、山村委員もおっしいは、山村委員もおっしいは、山村委員もおっしいは、山村委員もおっし

ゃゃゃゃったように、やはり地域というのは地ったように、やはり地域というのは地ったように、やはり地域というのは地ったように、やはり地域というのは地元元元元のののの人人人人がつくりがつくりがつくりがつくり上げ上げ上げ上げていくもので、それを行政がていくもので、それを行政がていくもので、それを行政がていくもので、それを行政が

補補補補完完完完していくというのは大事なことだと思います。それはまたしていくというのは大事なことだと思います。それはまたしていくというのは大事なことだと思います。それはまたしていくというのは大事なことだと思います。それはまた橿原橿原橿原橿原市にも言えることだと市にも言えることだと市にも言えることだと市にも言えることだと

思っていますので、よろしくお願いしておきたいと思います。思っていますので、よろしくお願いしておきたいと思います。思っていますので、よろしくお願いしておきたいと思います。思っていますので、よろしくお願いしておきたいと思います。

このイメージはこれからということですけれども、こういうこのイメージはこれからということですけれども、こういうこのイメージはこれからということですけれども、こういうこのイメージはこれからということですけれども、こういう福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設、介護などの、介護などの、介護などの、介護などの施設施設施設施設

が、が、が、が、橿原橿原橿原橿原市にもイメージで出てきましたけれども、市にもイメージで出てきましたけれども、市にもイメージで出てきましたけれども、市にもイメージで出てきましたけれども、特特特特にににに橿原橿原橿原橿原市はそういう民間の市はそういう民間の市はそういう民間の市はそういう民間の施設施設施設施設がががが多多多多

くて、くて、くて、くて、競競競競合合合合してしてしてして利用者利用者利用者利用者の取りの取りの取りの取り合合合合いとか、スいとか、スいとか、スいとか、スタッフタッフタッフタッフの取りの取りの取りの取り合合合合いということになっているので、いということになっているので、いということになっているので、いということになっているので、

こういうことをやられるときはその辺のこともしっかりとこういうことをやられるときはその辺のこともしっかりとこういうことをやられるときはその辺のこともしっかりとこういうことをやられるときはその辺のこともしっかりと把握把握把握把握しながら進めていってもらしながら進めていってもらしながら進めていってもらしながら進めていってもら

うことが大事かと思っています。うことが大事かと思っています。うことが大事かと思っています。うことが大事かと思っています。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 ほかにございませほかにございませほかにございませほかにございませんんんんか。大か。大か。大か。大和郡和郡和郡和郡山市山市山市山市側側側側は。は。は。は。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 委員長のご指名でございますので、３つの委員長のご指名でございますので、３つの委員長のご指名でございますので、３つの委員長のご指名でございますので、３つの該該該該当する当する当する当する検討検討検討検討の中で、大の中で、大の中で、大の中で、大和郡和郡和郡和郡山市山市山市山市

はははは直直直直接接接接、地名としてはないのですけれども、しかし大、地名としてはないのですけれども、しかし大、地名としてはないのですけれども、しかし大、地名としてはないのですけれども、しかし大和郡和郡和郡和郡山市の中で言えば、アクセス山市の中で言えば、アクセス山市の中で言えば、アクセス山市の中で言えば、アクセス道道道道
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路路路路がどうなっていくのかという一がどうなっていくのかという一がどうなっていくのかという一がどうなっていくのかという一番番番番のののの心配心配心配心配があるわけでございますけれども、私はがあるわけでございますけれども、私はがあるわけでございますけれども、私はがあるわけでございますけれども、私は以以以以前か前か前か前か

らちらっと言っていますのは、近らちらっと言っていますのは、近らちらっと言っていますのは、近らちらっと言っていますのは、近鉄鉄鉄鉄郡郡郡郡山駅から、新県立奈良病院行きの山駅から、新県立奈良病院行きの山駅から、新県立奈良病院行きの山駅から、新県立奈良病院行きのババババスがすスがすスがすスがすぐぐぐぐにににに見見見見ええええ

るというようにしなければ、県民に対してるというようにしなければ、県民に対してるというようにしなければ、県民に対してるというようにしなければ、県民に対して申申申申しわけないですという話をいたしているわけしわけないですという話をいたしているわけしわけないですという話をいたしているわけしわけないですという話をいたしているわけ

でございます。しかしこれは県がやるというよりも大でございます。しかしこれは県がやるというよりも大でございます。しかしこれは県がやるというよりも大でございます。しかしこれは県がやるというよりも大和郡和郡和郡和郡山市が山市が山市が山市が協力協力協力協力してもらわなければしてもらわなければしてもらわなければしてもらわなければ

進まないわけでございまして、その状況が一体どうなっているのかと。大進まないわけでございまして、その状況が一体どうなっているのかと。大進まないわけでございまして、その状況が一体どうなっているのかと。大進まないわけでございまして、その状況が一体どうなっているのかと。大和郡和郡和郡和郡山市と一体山市と一体山市と一体山市と一体

どういうどういうどういうどういう協協協協議を進めておられるかというところを聞いておきたいと思っている議を進めておられるかというところを聞いておきたいと思っている議を進めておられるかというところを聞いておきたいと思っている議を進めておられるかというところを聞いておきたいと思っている次次次次第でござ第でござ第でござ第でござ

いますのでよろしくお願いいたします。いますのでよろしくお願いいたします。いますのでよろしくお願いいたします。いますのでよろしくお願いいたします。

○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 近近近近鉄鉄鉄鉄郡郡郡郡山山山山

駅周辺、駅周辺、駅周辺、駅周辺、特特特特に新県立奈良病院へのアクセスということでご質問をいただきました。近に新県立奈良病院へのアクセスということでご質問をいただきました。近に新県立奈良病院へのアクセスということでご質問をいただきました。近に新県立奈良病院へのアクセスということでご質問をいただきました。近鉄鉄鉄鉄郡郡郡郡

山駅の駅前でございますけれども、ご指山駅の駅前でございますけれども、ご指山駅の駅前でございますけれども、ご指山駅の駅前でございますけれども、ご指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、バリバリバリバリアアアアフフフフリリリリーのーのーのーの観観観観点等点等点等点等々からも々からも々からも々からも課題課題課題課題

がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、ババババススススタタタターーーーミナミナミナミナルルルルへのへのへのへの動動動動線線線線もわかりにくうございますし、さらにその駅前でもわかりにくうございますし、さらにその駅前でもわかりにくうございますし、さらにその駅前でもわかりにくうございますし、さらにその駅前で

県県県県道道道道と市と市と市と市道道道道が交が交が交が交差差差差しているということで、しているということで、しているということで、しているということで、歩歩歩歩行行行行者者者者とととと自自自自動動動動車が交車が交車が交車が交錯錯錯錯する状況にもあるというする状況にもあるというする状況にもあるというする状況にもあるという

ことをことをことをことを認識認識認識認識しております。しております。しております。しております。

今、大今、大今、大今、大和郡和郡和郡和郡山市と一山市と一山市と一山市と一緒緒緒緒にににに勉強勉強勉強勉強をしておりまして、その対策案もをしておりまして、その対策案もをしておりまして、その対策案もをしておりまして、その対策案も検討検討検討検討をしているところでをしているところでをしているところでをしているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。具具具具体的には体的には体的には体的にはババババスにスにスにスに安安安安全に全に全に全に乗乗乗乗りおりできるようなりおりできるようなりおりできるようなりおりできるようなババババススススタタタターーーーミナミナミナミナルルルルのののの形形形形状であり状であり状であり状であり

ますとか、駅からますとか、駅からますとか、駅からますとか、駅からババババススススタタタターーーーミナミナミナミナルルルルまでのまでのまでのまでの安安安安全な全な全な全な歩歩歩歩行行行行者動者動者動者動線線線線、それからわかりやすい案、それからわかりやすい案、それからわかりやすい案、それからわかりやすい案内内内内誘誘誘誘

導導導導、、、、バリバリバリバリアアアアフフフフリリリリーのーのーのーの基基基基本本本本構構構構想に想に想に想に沿沿沿沿った事った事った事った事業業業業で、さらには新県立奈良病院へので、さらには新県立奈良病院へので、さらには新県立奈良病院へので、さらには新県立奈良病院への乗乗乗乗りりりり継ぎ継ぎ継ぎ継ぎ駅と駅と駅と駅と

いうことでいうことでいうことでいうことでババババススススタタタターーーーミナミナミナミナル等ル等ル等ル等のののの改修改修改修改修整整整整備備備備について、そういったについて、そういったについて、そういったについて、そういったテテテテーーーーママママでででで検討検討検討検討をしているとをしているとをしているとをしていると

ころでございます。ころでございます。ころでございます。ころでございます。

ババババスのアクセスのスのアクセスのスのアクセスのスのアクセスの確確確確保保保保につきましては、医療政策部でも奈良交通につきましては、医療政策部でも奈良交通につきましては、医療政策部でも奈良交通につきましては、医療政策部でも奈良交通株株株株式式式式会会会会社社社社とととと協協協協議をして議をして議をして議をして

いただきながら、近いただきながら、近いただきながら、近いただきながら、近鉄鉄鉄鉄郡郡郡郡山駅から新県立奈良病院までの山駅から新県立奈良病院までの山駅から新県立奈良病院までの山駅から新県立奈良病院までの既既既既存の存の存の存のババババスススス路線路線路線路線のののの活用活用活用活用というのがというのがというのがというのが

基基基基本になるかと思っておりますけれども、本になるかと思っておりますけれども、本になるかと思っておりますけれども、本になるかと思っておりますけれども、ダダダダイイイイヤヤヤヤのののの充充充充実実実実だとか、病院へのだとか、病院へのだとか、病院へのだとか、病院への乗乗乗乗りりりり入入入入れというれというれというれという

ようなこともようなこともようなこともようなことも協協協協議を進めているところでございますので、近議を進めているところでございますので、近議を進めているところでございますので、近議を進めているところでございますので、近鉄鉄鉄鉄郡郡郡郡山駅の山駅の山駅の山駅の課題課題課題課題をできるをできるをできるをできる限限限限りりりり

解解解解消消消消するように、大するように、大するように、大するように、大和郡和郡和郡和郡山市とも一山市とも一山市とも一山市とも一緒緒緒緒に取り組に取り組に取り組に取り組んんんんでまいりたいと思っております。でまいりたいと思っております。でまいりたいと思っております。でまいりたいと思っております。以上以上以上以上でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 ありがとうございました。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。

平成２平成２平成２平成２８８８８年には、でき年には、でき年には、でき年には、でき上上上上がるようにしていきたいわけでございますけれども、一度大がるようにしていきたいわけでございますけれども、一度大がるようにしていきたいわけでございますけれども、一度大がるようにしていきたいわけでございますけれども、一度大和和和和

郡郡郡郡山市と話された山市と話された山市と話された山市と話された内容内容内容内容のののの図図図図面面面面があれば、があれば、があれば、があれば、次回次回次回次回でででで結構結構結構結構でございますので、一でございますので、一でございますので、一でございますので、一遍遍遍遍こういう案でこういう案でこういう案でこういう案で

やりたいという意やりたいという意やりたいという意やりたいという意向向向向があるのだというところをがあるのだというところをがあるのだというところをがあるのだというところを次回次回次回次回に出していただけたら非常にありがたに出していただけたら非常にありがたに出していただけたら非常にありがたに出していただけたら非常にありがた

いと思いますので、１２月定例県議会でよろしくお願いいと思いますので、１２月定例県議会でよろしくお願いいと思いますので、１２月定例県議会でよろしくお願いいと思いますので、１２月定例県議会でよろしくお願い申申申申しししし上げ上げ上げ上げたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。
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○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 今の小泉委員からお話がありました大今の小泉委員からお話がありました大今の小泉委員からお話がありました大今の小泉委員からお話がありました大和郡和郡和郡和郡山市との山市との山市との山市との協協協協議、議、議、議、特特特特に近に近に近に近鉄鉄鉄鉄郡郡郡郡山駅山駅山駅山駅

前の前の前の前のタタタターーーーミナミナミナミナルルルル整整整整備備備備なども含めて、いろいろとなども含めて、いろいろとなども含めて、いろいろとなども含めて、いろいろと課題課題課題課題も県と大も県と大も県と大も県と大和郡和郡和郡和郡山市で山市で山市で山市で協協協協議をされている議をされている議をされている議をされている

と思います。それもできましたらと思います。それもできましたらと思います。それもできましたらと思います。それもできましたら次回次回次回次回、報告案件の中でお願いできたらありがたいと思い、報告案件の中でお願いできたらありがたいと思い、報告案件の中でお願いできたらありがたいと思い、報告案件の中でお願いできたらありがたいと思い

ます。ます。ます。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 私も神田委員と私も神田委員と私も神田委員と私も神田委員と同同同同じじじじ橿原橿原橿原橿原市に住市に住市に住市に住んんんんでおりまして、県立医科大学の問でおりまして、県立医科大学の問でおりまして、県立医科大学の問でおりまして、県立医科大学の問題題題題はははは

特特特特に関に関に関に関心心心心がある１がある１がある１がある１人人人人でございます。今でございます。今でございます。今でございます。今後後後後進めていく中で、進めていく中で、進めていく中で、進めていく中で、経過経過経過経過をこれから明らかにしていをこれから明らかにしていをこれから明らかにしていをこれから明らかにしてい

っていただくというのは非常にっていただくというのは非常にっていただくというのは非常にっていただくというのは非常に注注注注目しているところでありますし、これからの定例県議会目しているところでありますし、これからの定例県議会目しているところでありますし、これからの定例県議会目しているところでありますし、これからの定例県議会

の本会議や、また予の本会議や、また予の本会議や、また予の本会議や、また予算算算算審審審審査特査特査特査特別委員会などでも別委員会などでも別委員会などでも別委員会などでも引引引引きききき続続続続いていろいろないていろいろないていろいろないていろいろな情情情情報がその報がその報がその報がその都都都都度出て度出て度出て度出て

くれば教えていただきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。くれば教えていただきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。くれば教えていただきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。くれば教えていただきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。

それと、今それと、今それと、今それと、今回回回回の新県立奈良病院のトンの新県立奈良病院のトンの新県立奈良病院のトンの新県立奈良病院のトンネネネネルルルルの件の件の件の件、、、、「「「「９月定例県議会提出予定議案９月定例県議会提出予定議案９月定例県議会提出予定議案９月定例県議会提出予定議案」」」」のののの８８８８

ペペペページに４ージに４ージに４ージに４億億億億７７７７，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円から１から１から１から１６６６６億億億億７７７７，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円のののの補補補補正正正正後後後後のこののこののこののこの変更変更変更変更の部の部の部の部分分分分がががが上上上上がががが

っていました。っていました。っていました。っていました。先先先先ほど説明いただきましたけれども、病院をほど説明いただきましたけれども、病院をほど説明いただきましたけれども、病院をほど説明いただきましたけれども、病院を建建建建設設設設するに当たって、いろいするに当たって、いろいするに当たって、いろいするに当たって、いろい

ろろろろ多多多多額額額額の予の予の予の予算算算算がががが必必必必要要要要だというのはよくわかっておりますし、その病院も平成２だというのはよくわかっておりますし、その病院も平成２だというのはよくわかっておりますし、その病院も平成２だというのはよくわかっておりますし、その病院も平成２８８８８年度中に年度中に年度中に年度中に

開業開業開業開業にこにこにこにこぎぎぎぎつけるという目つけるという目つけるという目つけるという目標標標標をををを持持持持って進めていくというのは大って進めていくというのは大って進めていくというのは大って進めていくというのは大切切切切なことだと思って聞いてなことだと思って聞いてなことだと思って聞いてなことだと思って聞いて

おりました。おりました。おりました。おりました。

以以以以前この病院の前この病院の前この病院の前この病院のパパパパースースースース図図図図をををを見見見見たときに、そこにそのトンたときに、そこにそのトンたときに、そこにそのトンたときに、そこにそのトンネネネネル化ル化ル化ル化があるという話を聞いて、があるという話を聞いて、があるという話を聞いて、があるという話を聞いて、

私は、私は、私は、私は、急急急急峻峻峻峻な山ではないな山ではないな山ではないな山ではない丘陵丘陵丘陵丘陵地の地の地の地の比較比較比較比較的的的的緩緩緩緩やかなやかなやかなやかな丘丘丘丘のところで、どうしてもトンのところで、どうしてもトンのところで、どうしてもトンのところで、どうしてもトンネネネネルルルルをつをつをつをつ

くらなければならない理くらなければならない理くらなければならない理くらなければならない理由由由由があるのかという立があるのかという立があるのかという立があるのかという立場場場場でででで見見見見ていたのです。そのとき説明を聞いていたのです。そのとき説明を聞いていたのです。そのとき説明を聞いていたのです。そのとき説明を聞い

たら、このような方たら、このような方たら、このような方たら、このような方法法法法でやるほうが予でやるほうが予でやるほうが予でやるほうが予算算算算的にもそ的にもそ的にもそ的にもそんんんんなにかからないということとか、なにかからないということとか、なにかからないということとか、なにかからないということとか、景観景観景観景観

的にも的にも的にも的にも配配配配慮慮慮慮して、病院ができて、して、病院ができて、して、病院ができて、して、病院ができて、横横横横にににに道道道道路路路路があるというよりも、地があるというよりも、地があるというよりも、地があるというよりも、地下下下下化化化化にしたほうがにしたほうがにしたほうがにしたほうが総合総合総合総合

的に考えていいのだということで、そういうものなのかと思っていたのですけれども、今的に考えていいのだということで、そういうものなのかと思っていたのですけれども、今的に考えていいのだということで、そういうものなのかと思っていたのですけれども、今的に考えていいのだということで、そういうものなのかと思っていたのですけれども、今

回回回回こういう非常に高こういう非常に高こういう非常に高こういう非常に高額額額額にににに変更変更変更変更されたようなされたようなされたようなされたような形形形形になった中で、このトンになった中で、このトンになった中で、このトンになった中で、このトンネネネネル工ル工ル工ル工事と本体事と本体事と本体事と本体工工工工事事事事

をををを併設併設併設併設してできないような、してできないような、してできないような、してできないような、先先先先にトンにトンにトンにトンネネネネルルルルをして、それから本体をして、平成２をして、それから本体をして、平成２をして、それから本体をして、平成２をして、それから本体をして、平成２８８８８年に年に年に年に完完完完

成をしなければならないということで、ここが成をしなければならないということで、ここが成をしなければならないということで、ここが成をしなければならないということで、ここがリリリリンクできて、ンクできて、ンクできて、ンクできて、同同同同時進行していたら時進行していたら時進行していたら時進行していたら工工工工期も期も期も期も

そそそそんんんんなにかけずにできたかわかりませなにかけずにできたかわかりませなにかけずにできたかわかりませなにかけずにできたかわかりませんんんんけれども、それができないということがわかってけれども、それができないということがわかってけれども、それができないということがわかってけれども、それができないということがわかって

きたわけですね。きたわけですね。きたわけですね。きたわけですね。

私は、この説明を聞いて思ったのは、私は、この説明を聞いて思ったのは、私は、この説明を聞いて思ったのは、私は、この説明を聞いて思ったのは、道道道道路路路路については、やはり交通事については、やはり交通事については、やはり交通事については、やはり交通事故故故故があってもがあってもがあってもがあっても危険危険危険危険

だと、通学だと、通学だと、通学だと、通学路路路路にににに接接接接してしてしてして危険危険危険危険だというものであったり、だというものであったり、だというものであったり、だというものであったり、渋滞渋滞渋滞渋滞がががが激激激激しししし過過過過ぎぎぎぎるからるからるからるから混雑混雑混雑混雑をををを回回回回避避避避すすすす

るために、ここだけはるために、ここだけはるために、ここだけはるために、ここだけは改改改改良しないといけないというところに対する良しないといけないというところに対する良しないといけないというところに対する良しないといけないというところに対する集集集集中的な予中的な予中的な予中的な予算算算算だったら、だったら、だったら、だったら、

まあまあわかると思うのですけれど、今まあまあわかると思うのですけれど、今まあまあわかると思うのですけれど、今まあまあわかると思うのですけれど、今回回回回このこのこのこの道道道道路路路路をつくる中で、トンをつくる中で、トンをつくる中で、トンをつくる中で、トンネネネネル化ル化ル化ル化にして、そにして、そにして、そにして、そ
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れでこれだけ高れでこれだけ高れでこれだけ高れでこれだけ高額額額額にして進めなければならないというのが一にして進めなければならないというのが一にして進めなければならないというのが一にして進めなければならないというのが一番番番番のののの優優優優先先先先順位順位順位順位かと考えたら、かと考えたら、かと考えたら、かと考えたら、

工工工工期のこともありますけれども、もう期のこともありますけれども、もう期のこともありますけれども、もう期のこともありますけれども、もう少少少少しほかにいろいろしほかにいろいろしほかにいろいろしほかにいろいろ悩悩悩悩みにみにみにみに悩悩悩悩んんんんで最で最で最で最終終終終的にこういう的にこういう的にこういう的にこういう

形形形形でかかるようになりましたというでかかるようになりましたというでかかるようになりましたというでかかるようになりましたという形形形形がががが見見見見えないと、これだけえないと、これだけえないと、これだけえないと、これだけ多多多多額額額額の予の予の予の予算算算算をををを費費費費やすことにやすことにやすことにやすことに

県民の方の理県民の方の理県民の方の理県民の方の理解解解解がががが得得得得られるのかということを、られるのかということを、られるのかということを、られるのかということを、気気気気になって聞いておりました。になって聞いておりました。になって聞いておりました。になって聞いておりました。

先先先先ほどほどほどほど多少多少多少多少の説明をしていただきましたけれども、これは今になってそれだけかかるとの説明をしていただきましたけれども、これは今になってそれだけかかるとの説明をしていただきましたけれども、これは今になってそれだけかかるとの説明をしていただきましたけれども、これは今になってそれだけかかると

いうことがわかってきたものでしいうことがわかってきたものでしいうことがわかってきたものでしいうことがわかってきたものでしょょょょうか、もううか、もううか、もううか、もう絶絶絶絶対に今から対に今から対に今から対に今から避避避避けられないもので、１０けられないもので、１０けられないもので、１０けられないもので、１０何何何何

億円億円億円億円という大という大という大という大幅幅幅幅にににに増額増額増額増額されるということになるのは、やりようがほかにされるということになるのは、やりようがほかにされるということになるのは、やりようがほかにされるということになるのは、やりようがほかに選選選選択択択択のののの余余余余地はなか地はなか地はなか地はなか

ったのでしったのでしったのでしったのでしょょょょうか。その辺県民の立うか。その辺県民の立うか。その辺県民の立うか。その辺県民の立場場場場でででで申申申申しししし上げ上げ上げ上げていますので。ていますので。ていますので。ていますので。

○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 新県立奈新県立奈新県立奈新県立奈

良病院のトン良病院のトン良病院のトン良病院のトンネネネネルルルルの件での、ほかにやりようがなかったかという件も含めてでございますの件での、ほかにやりようがなかったかという件も含めてでございますの件での、ほかにやりようがなかったかという件も含めてでございますの件での、ほかにやりようがなかったかという件も含めてでございます

けれども、けれども、けれども、けれども、補補補補正予正予正予正予算算算算のご説明の中で、のご説明の中で、のご説明の中で、のご説明の中で、道道道道路路路路整整整整備備備備とその病院の造成とで全体の事とその病院の造成とで全体の事とその病院の造成とで全体の事とその病院の造成とで全体の事業業業業費費費費を最を最を最を最少少少少

にするようなにするようなにするようなにするような形形形形で造成高をで造成高をで造成高をで造成高を変更変更変更変更してしてしてして残土残土残土残土発生を発生を発生を発生を抑抑抑抑えてということでご説明をえてということでご説明をえてということでご説明をえてということでご説明を申申申申しししし上げ上げ上げ上げましましましまし

た。た。た。た。

トントントントンネネネネルルルルのこの事のこの事のこの事のこの事業業業業費費費費のののの増額増額増額増額でございますけれども、これ当初は４でございますけれども、これ当初は４でございますけれども、これ当初は４でございますけれども、これ当初は４億億億億７７７７，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円とととと

なっておりまして、それが１なっておりまして、それが１なっておりまして、それが１なっておりまして、それが１６６６６億円億円億円億円というというというという形形形形で、１２で、１２で、１２で、１２億円億円億円億円のののの増額増額増額増額になっておりますけれどになっておりますけれどになっておりますけれどになっておりますけれど

も、これはこういうも、これはこういうも、これはこういうも、これはこういう形形形形になってきましたのは、一つは現地になってきましたのは、一つは現地になってきましたのは、一つは現地になってきましたのは、一つは現地測量測量測量測量を行ったを行ったを行ったを行った結果結果結果結果、病院の造成、、病院の造成、、病院の造成、、病院の造成、

整地の整地の整地の整地の敷敷敷敷地のほうの地のほうの地のほうの地のほうの工工工工事でございますけれども、そちらのほうで当初の病院を造成する事でございますけれども、そちらのほうで当初の病院を造成する事でございますけれども、そちらのほうで当初の病院を造成する事でございますけれども、そちらのほうで当初の病院を造成する場場場場

所の高さが所の高さが所の高さが所の高さが８８８８７７７７．．．．５メート５メート５メート５メートルルルルでやっていたのですが、でやっていたのですが、でやっていたのですが、でやっていたのですが、測量測量測量測量のののの結果結果結果結果、、、、８８８８７７７７．．．．５メート５メート５メート５メートルルルルですですですです

と、と、と、と、残土残土残土残土がかなり発生するということがわかりまして、がかなり発生するということがわかりまして、がかなり発生するということがわかりまして、がかなり発生するということがわかりまして、残土残土残土残土処処処処分分分分、、、、要要要要はははは土土土土をををを外外外外にににに持持持持っていっていっていってい

くくくく必必必必要要要要がありますから、そういうがありますから、そういうがありますから、そういうがありますから、そういうココココストを考えますと、１ストを考えますと、１ストを考えますと、１ストを考えますと、１６６６６億円億円億円億円ぐぐぐぐらいらいらいらい増額増額増額増額をしていかなをしていかなをしていかなをしていかな

いと病院事いと病院事いと病院事いと病院事業業業業のほうでいけないということがわかってまいりまして、のほうでいけないということがわかってまいりまして、のほうでいけないということがわかってまいりまして、のほうでいけないということがわかってまいりまして、道道道道路路路路のほうも含めてのほうも含めてのほうも含めてのほうも含めて

トートートートータルタルタルタルでできるだけでできるだけでできるだけでできるだけココココストをストをストをストを抑抑抑抑えられないかということで考えたえられないかということで考えたえられないかということで考えたえられないかということで考えた結果結果結果結果が、が、が、が、土土土土はそこのはそこのはそこのはそこの場場場場

所で所で所で所で処処処処理をするということで、造成の高さを９０メート理をするということで、造成の高さを９０メート理をするということで、造成の高さを９０メート理をするということで、造成の高さを９０メートルルルルから９５メートから９５メートから９５メートから９５メートルルルル、、、、場場場場所によっ所によっ所によっ所によっ

てててて多少多少多少多少差差差差がありますけれども、そこでがありますけれども、そこでがありますけれども、そこでがありますけれども、そこで処処処処理をすることといたしました。理をすることといたしました。理をすることといたしました。理をすることといたしました。

そういたしますと、そういたしますと、そういたしますと、そういたしますと、土土土土圧圧圧圧がががが強強強強くなってまいりますのでトンくなってまいりますのでトンくなってまいりますのでトンくなってまいりますのでトンネネネネルルルルのののの構構構構造を造を造を造を強化強化強化強化していかなしていかなしていかなしていかな

くてはいけないということでのくてはいけないということでのくてはいけないということでのくてはいけないということでの変更変更変更変更でございます。もともとトンでございます。もともとトンでございます。もともとトンでございます。もともとトンネネネネルルルルでやろうということでやろうということでやろうということでやろうということ

をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げておりましたのは、森山副委員長からもお話がございましたけれども、そのトておりましたのは、森山副委員長からもお話がございましたけれども、そのトておりましたのは、森山副委員長からもお話がございましたけれども、そのトておりましたのは、森山副委員長からもお話がございましたけれども、そのト

ンンンンネネネネルルルルのののの上上上上、、、、駐駐駐駐車車車車場場場場とかとかとかとか緑緑緑緑地であるとか、そういう地であるとか、そういう地であるとか、そういう地であるとか、そういう土土土土地の地の地の地の有有有有効効効効利用利用利用利用というというというという観観観観点点点点、それから、それから、それから、それから

病院の療病院の療病院の療病院の療養環境養環境養環境養環境、、、、景観景観景観景観等等等等ということでやっておりました。今ということでやっておりました。今ということでやっておりました。今ということでやっておりました。今般般般般はそういう意味で言えば、はそういう意味で言えば、はそういう意味で言えば、はそういう意味で言えば、

部部部部局局局局間で間で間で間で縦縦縦縦割割割割りにならずにりにならずにりにならずにりにならずに横横横横割割割割りにしたりにしたりにしたりにした結果結果結果結果、その病院のほうの造成事、その病院のほうの造成事、その病院のほうの造成事、その病院のほうの造成事業業業業で１で１で１で１６６６６億円億円億円億円をををを増増増増
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額額額額するようなするようなするようなするような変更変更変更変更をしなくてはいけないよりは、をしなくてはいけないよりは、をしなくてはいけないよりは、をしなくてはいけないよりは、道道道道路路路路のほうで１２のほうで１２のほうで１２のほうで１２億円億円億円億円というというというという増額増額増額増額のほうのほうのほうのほう

がががが経経経経済済済済的ではないかということで、今的ではないかということで、今的ではないかということで、今的ではないかということで、今回道回道回道回道路路路路のののの側側側側で、で、で、で、変更変更変更変更をさせていただいたものでござをさせていただいたものでござをさせていただいたものでござをさせていただいたものでござ

います。当います。当います。当います。当然然然然ながら、ながら、ながら、ながら、道道道道路路路路のののの工工工工事で事で事で事で変更変更変更変更するということにすれば、するということにすれば、するということにすれば、するということにすれば、道道道道路路路路には国の交には国の交には国の交には国の交付金付金付金付金もももも

ございますから、そういう意味でも県ございますから、そういう意味でも県ございますから、そういう意味でも県ございますから、そういう意味でも県費費費費をををを節節節節約約約約できるということも考えて、部できるということも考えて、部できるということも考えて、部できるということも考えて、部局局局局横断横断横断横断的に的に的に的に

検討検討検討検討したしたしたした結果結果結果結果が今が今が今が今回回回回たまたま全体、まちづくりたまたま全体、まちづくりたまたま全体、まちづくりたまたま全体、まちづくり推推推推進進進進局局局局のののの補補補補正予正予正予正予算算算算になっておりますけれどになっておりますけれどになっておりますけれどになっておりますけれど

も、これは医療政策部と一も、これは医療政策部と一も、これは医療政策部と一も、これは医療政策部と一緒緒緒緒にトーにトーにトーにトータルタルタルタルでででで検討検討検討検討したしたしたした結果結果結果結果、このようになっているところで、このようになっているところで、このようになっているところで、このようになっているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○森山副委員長○森山副委員長○森山副委員長○森山副委員長 ご説明ありがとうございました。ご説明ありがとうございました。ご説明ありがとうございました。ご説明ありがとうございました。

聞かせていただくと、そういういきさつになったのだろうということが、当聞かせていただくと、そういういきさつになったのだろうということが、当聞かせていただくと、そういういきさつになったのだろうということが、当聞かせていただくと、そういういきさつになったのだろうということが、当然然然然わかるのわかるのわかるのわかるの

ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、額額額額が非常に大きいですし、それとこの２が非常に大きいですし、それとこの２が非常に大きいですし、それとこの２が非常に大きいですし、それとこの２次次次次製品製品製品製品、カ、カ、カ、カルルルルババババートというのですートというのですートというのですートというのです

か、それをか、それをか、それをか、それを使使使使うような、県の公うような、県の公うような、県の公うような、県の公共工共工共工共工事は今まで事は今まで事は今まで事は今まで結構結構結構結構前例があったのですか。こういう新し前例があったのですか。こういう新し前例があったのですか。こういう新し前例があったのですか。こういう新し

いいいい工法工法工法工法みたいなことがみたいなことがみたいなことがみたいなことが入入入入っている中で、それっている中で、それっている中で、それっている中で、それ以上以上以上以上にまたにまたにまたにまたふふふふえたりすることはないのかといえたりすることはないのかといえたりすることはないのかといえたりすることはないのかとい

うこともうこともうこともうことも心配心配心配心配になりますし、そのあたりは大になりますし、そのあたりは大になりますし、そのあたりは大になりますし、そのあたりは大丈丈丈丈夫夫夫夫なのですか、そういう前例などもあってなのですか、そういう前例などもあってなのですか、そういう前例などもあってなのですか、そういう前例などもあって

心配心配心配心配ないのか聞かせてください。ないのか聞かせてください。ないのか聞かせてください。ないのか聞かせてください。

○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 もちろもちろもちろもちろんんんん

そのそのそのそのボボボボッッッックスでのトンクスでのトンクスでのトンクスでのトンネネネネルルルルでやっているような事例は県でやっているような事例は県でやっているような事例は県でやっているような事例は県内内内内でもございます。でもございます。でもございます。でもございます。ナナナナトトトトムムムム工法工法工法工法とととと

いいますか、いいますか、いいますか、いいますか、掘掘掘掘り進り進り進り進むむむむようなようなようなような工法工法工法工法にににに比べ比べ比べ比べると、それはもうると、それはもうると、それはもうると、それはもう安安安安いと考えておりますので、今いと考えておりますので、今いと考えておりますので、今いと考えておりますので、今

回回回回そういうそういうそういうそういうボボボボッッッックスのようなクスのようなクスのようなクスのような形形形形をををを採採採採用用用用しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

○森山副委員長○森山副委員長○森山副委員長○森山副委員長 わかりました。私がわかりました。私がわかりました。私がわかりました。私が素素素素朴朴朴朴に思っているに思っているに思っているに思っているぐぐぐぐらいですから、らいですから、らいですから、らいですから、多多多多くの方が今くの方が今くの方が今くの方が今回回回回

のののの増額増額増額増額については、については、については、については、何何何何でこれでこれでこれでこれぐぐぐぐらい高くなったのかと、これもうらい高くなったのかと、これもうらい高くなったのかと、これもうらい高くなったのかと、これもう絶絶絶絶対に対に対に対に避避避避けられないことけられないことけられないことけられないこと

だったのかと思っておられる方がたくさだったのかと思っておられる方がたくさだったのかと思っておられる方がたくさだったのかと思っておられる方がたくさんんんんいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃると思いますので、そのると思いますので、そのると思いますので、そのると思いますので、その丁寧丁寧丁寧丁寧な説明な説明な説明な説明

をして進めていただきたいということを、お願いをして進めていただきたいということを、お願いをして進めていただきたいということを、お願いをして進めていただきたいということを、お願い申申申申しししし上げ上げ上げ上げましてましてましてまして終終終終わります。わります。わります。わります。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 ほかにございませほかにございませほかにございませほかにございませんんんんか。か。か。か。

ないようでございますので、これをもちまして質疑ないようでございますので、これをもちまして質疑ないようでございますので、これをもちまして質疑ないようでございますので、これをもちまして質疑等等等等をををを終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。

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。ありがとうござじることにいたします。ありがとうござじることにいたします。ありがとうござじることにいたします。ありがとうござ

いました。いました。いました。いました。

なお、委員の方はしばらくなお、委員の方はしばらくなお、委員の方はしばらくなお、委員の方はしばらく残残残残っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。

（理事（理事（理事（理事者者者者退席退席退席退席））））

それでは、委員会をそれでは、委員会をそれでは、委員会をそれでは、委員会を受受受受けまして、委員間けまして、委員間けまして、委員間けまして、委員間討討討討議を行いたいと存じます。当委員会の所議を行いたいと存じます。当委員会の所議を行いたいと存じます。当委員会の所議を行いたいと存じます。当委員会の所管管管管事事事事

項であります病院を核としたまちづくりの項であります病院を核としたまちづくりの項であります病院を核としたまちづくりの項であります病院を核としたまちづくりの推推推推進について、今進について、今進について、今進について、今後特後特後特後特に議に議に議に議論論論論をををを深深深深めていかなくめていかなくめていかなくめていかなく
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てはならないてはならないてはならないてはならない課題課題課題課題やややや論点論点論点論点につきまして行っていただきたいと思いますのでよろしくお願いにつきまして行っていただきたいと思いますのでよろしくお願いにつきまして行っていただきたいと思いますのでよろしくお願いにつきまして行っていただきたいと思いますのでよろしくお願い

をいたしたいと思います。をいたしたいと思います。をいたしたいと思います。をいたしたいと思います。

最初に、最初に、最初に、最初に、先先先先日行いました県日行いました県日行いました県日行いました県内調査内調査内調査内調査のののの結果結果結果結果概概概概要等要等要等要等を取りまとめており、を取りまとめており、を取りまとめており、を取りまとめており、皆皆皆皆様様様様方のお方のお方のお方のお手元手元手元手元にににに

配配配配付付付付をしているとおりでございます。県をしているとおりでございます。県をしているとおりでございます。県をしているとおりでございます。県内調査内調査内調査内調査は９月５日には９月５日には９月５日には９月５日に実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。調査先調査先調査先調査先

としては、近としては、近としては、近としては、近鉄西ノ京鉄西ノ京鉄西ノ京鉄西ノ京駅からのアクセスなどを含駅からのアクセスなどを含駅からのアクセスなどを含駅からのアクセスなどを含むむむむ新県立奈良病院予定地の新県立奈良病院予定地の新県立奈良病院予定地の新県立奈良病院予定地の調査調査調査調査を行いまを行いまを行いまを行いま

した。した。した。した。調査調査調査調査のののの概概概概要要要要につきましては、近につきましては、近につきましては、近につきましては、近鉄西ノ京鉄西ノ京鉄西ノ京鉄西ノ京駅周辺の六条地区などの奈良市市駅周辺の六条地区などの奈良市市駅周辺の六条地区などの奈良市市駅周辺の六条地区などの奈良市市道道道道の県立の県立の県立の県立

西西西西のののの京京京京高高高高等等等等学学学学校校校校に通学されるに通学されるに通学されるに通学される子子子子どもたち、あるいは通どもたち、あるいは通どもたち、あるいは通どもたち、あるいは通勤勤勤勤者者者者、そしてそれによります、そしてそれによります、そしてそれによります、そしてそれによります歩歩歩歩行行行行者者者者

やややや自自自自転車の通行が非常に転車の通行が非常に転車の通行が非常に転車の通行が非常に多多多多いと。これによって今の市いと。これによって今の市いと。これによって今の市いと。これによって今の市道道道道でございますでございますでございますでございます道道道道路路路路のののの幅幅幅幅員が員が員が員が極端極端極端極端にににに

狭狭狭狭い、い、い、い、道道道道路路路路事事事事情情情情がよいとは言いがたいと。また、住宅がよいとは言いがたいと。また、住宅がよいとは言いがたいと。また、住宅がよいとは言いがたいと。また、住宅密密密密集集集集地であるがために地であるがために地であるがために地であるがために道道道道路拡路拡路拡路拡幅幅幅幅がががが困困困困

難難難難であるというであるというであるというであるという難難難難しい交通問しい交通問しい交通問しい交通問題題題題をををを抱抱抱抱えていることをえていることをえていることをえていることを再再再再確確確確認認認認をしたところでございます。そをしたところでございます。そをしたところでございます。そをしたところでございます。そ

のため、新県立奈良病院までの公のため、新県立奈良病院までの公のため、新県立奈良病院までの公のため、新県立奈良病院までの公共共共共交通機関を交通機関を交通機関を交通機関を利用利用利用利用した交通アクセスした交通アクセスした交通アクセスした交通アクセス道道道道路路路路として、通学として、通学として、通学として、通学路路路路

のののの安安安安全対策、全対策、全対策、全対策、歩歩歩歩行行行行者及者及者及者及び自び自び自び自転車転車転車転車利用者利用者利用者利用者のののの安安安安全全全全性性性性のののの確確確確保保保保がががが重要重要重要重要であります。であります。であります。であります。

また、新県立奈良病院の１また、新県立奈良病院の１また、新県立奈良病院の１また、新県立奈良病院の１次次次次造成造成造成造成工工工工事に関しては、事に関しては、事に関しては、事に関しては、工工工工事車事車事車事車両両両両は全ては全ては全ては全て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のあのあのあのあ

るるるる西側西側西側西側からからからから入入入入ることとし、ることとし、ることとし、ることとし、団団団団地地地地内内内内の通りの通りの通りの通り抜抜抜抜けはできないようにすること、平成２５年度造けはできないようにすること、平成２５年度造けはできないようにすること、平成２５年度造けはできないようにすること、平成２５年度造

成成成成工工工工事に事に事に事に着着着着手手手手し、山をし、山をし、山をし、山を切切切切るるるる量量量量とととと盛盛盛盛るるるる量量量量ののののババババラララランスを考え、ンスを考え、ンスを考え、ンスを考え、土土土土をををを持持持持ち出さなくてもよいち出さなくてもよいち出さなくてもよいち出さなくてもよい工法工法工法工法、、、、

工工工工事をする予定であるということを事をする予定であるということを事をする予定であるということを事をする予定であるということを確確確確認認認認いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

以上以上以上以上、県、県、県、県内調査内調査内調査内調査のののの結果結果結果結果報告であります。報告であります。報告であります。報告であります。

また、今また、今また、今また、今回回回回、当委員会のもう一つの所、当委員会のもう一つの所、当委員会のもう一つの所、当委員会のもう一つの所管管管管であります県立医科大学であります県立医科大学であります県立医科大学であります県立医科大学附属附属附属附属病院の周辺整病院の周辺整病院の周辺整病院の周辺整備備備備にににに

つきましてはつきましてはつきましてはつきましては調査調査調査調査できませできませできませできませんんんんでしたが、ただいまの報告も含めまして、今でしたが、ただいまの報告も含めまして、今でしたが、ただいまの報告も含めまして、今でしたが、ただいまの報告も含めまして、今後後後後当委員会で取当委員会で取当委員会で取当委員会で取

り組り組り組り組むむむむべべべべき方き方き方き方向向向向、、、、特特特特に議に議に議に議論論論論をををを深深深深めるめるめるめるべべべべきききき課題課題課題課題、、、、論点論点論点論点につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、各各各各委員からご意委員からご意委員からご意委員からご意見見見見がごがごがごがご

ざいましたらいただきたいと思います。ざいましたらいただきたいと思います。ざいましたらいただきたいと思います。ざいましたらいただきたいと思います。

それでは、ご発言ありましたらおっしそれでは、ご発言ありましたらおっしそれでは、ご発言ありましたらおっしそれでは、ご発言ありましたらおっしゃゃゃゃっていただきたいと思います。ありませっていただきたいと思います。ありませっていただきたいと思います。ありませっていただきたいと思います。ありませんんんんか。か。か。か。

先先先先ほど委員会でいろいろとお話もしていただいていますし、ほど委員会でいろいろとお話もしていただいていますし、ほど委員会でいろいろとお話もしていただいていますし、ほど委員会でいろいろとお話もしていただいていますし、特特特特にこれからの３つの地域にこれからの３つの地域にこれからの３つの地域にこれからの３つの地域

にわたってのそれぞれの報告事項を理事にわたってのそれぞれの報告事項を理事にわたってのそれぞれの報告事項を理事にわたってのそれぞれの報告事項を理事者者者者からいただくからいただくからいただくからいただく都都都都度、整理できるものは整理して度、整理できるものは整理して度、整理できるものは整理して度、整理できるものは整理して

いくと。そして、また地域からいくと。そして、また地域からいくと。そして、また地域からいくと。そして、また地域から皆皆皆皆出ていますので、その辺は地域の出ていますので、その辺は地域の出ていますので、その辺は地域の出ていますので、その辺は地域の課題課題課題課題もももも皆皆皆皆ささささんんんん方方方方熟熟熟熟知さ知さ知さ知さ

れておられますので、そのれておられますので、そのれておられますので、そのれておられますので、その都都都都度委員間度委員間度委員間度委員間討討討討議でやらなくてはならないことについて、またお議でやらなくてはならないことについて、またお議でやらなくてはならないことについて、またお議でやらなくてはならないことについて、またお

話をさせていただけたらと思っているわけでございます。ございませ話をさせていただけたらと思っているわけでございます。ございませ話をさせていただけたらと思っているわけでございます。ございませ話をさせていただけたらと思っているわけでございます。ございませんんんんか。か。か。か。

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

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。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 毎毎毎毎委員会でこういう委員間の委員会でこういう委員間の委員会でこういう委員間の委員会でこういう委員間の討討討討議というのはされる予定ですか。議というのはされる予定ですか。議というのはされる予定ですか。議というのはされる予定ですか。
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○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 今までからそうなのですが、理事今までからそうなのですが、理事今までからそうなのですが、理事今までからそうなのですが、理事者者者者からいろいろ報告事項や、あるいはまからいろいろ報告事項や、あるいはまからいろいろ報告事項や、あるいはまからいろいろ報告事項や、あるいはま

たそれぞれの委員から意たそれぞれの委員から意たそれぞれの委員から意たそれぞれの委員から意見見見見を理事を理事を理事を理事者者者者とやりとりをしていただくと。それによってこの３つとやりとりをしていただくと。それによってこの３つとやりとりをしていただくと。それによってこの３つとやりとりをしていただくと。それによってこの３つ

の地域の病院を核とするまちづくりは、それぞれの地域間のの地域の病院を核とするまちづくりは、それぞれの地域間のの地域の病院を核とするまちづくりは、それぞれの地域間のの地域の病院を核とするまちづくりは、それぞれの地域間の格格格格差差差差も違いますし、また時期も違いますし、また時期も違いますし、また時期も違いますし、また時期

的な対的な対的な対的な対応応応応も違ってくるかと思いますので、そのときはやはり委員間でいろいろも違ってくるかと思いますので、そのときはやはり委員間でいろいろも違ってくるかと思いますので、そのときはやはり委員間でいろいろも違ってくるかと思いますので、そのときはやはり委員間でいろいろ協協協協議をして、議をして、議をして、議をして、

そのそのそのその都都都都度私とこの度私とこの度私とこの度私とこの橿原橿原橿原橿原市は、大市は、大市は、大市は、大和郡和郡和郡和郡山市は、奈良市はと、こういう話を理事山市は、奈良市はと、こういう話を理事山市は、奈良市はと、こういう話を理事山市は、奈良市はと、こういう話を理事者者者者のいないとのいないとのいないとのいないと

ころでやっていくのがいいのかと、このように思いますし、ころでやっていくのがいいのかと、このように思いますし、ころでやっていくのがいいのかと、このように思いますし、ころでやっていくのがいいのかと、このように思いますし、必必必必ずそのずそのずそのずその都都都都度しなくてはなら度しなくてはなら度しなくてはなら度しなくてはなら

ないということではございませないということではございませないということではございませないということではございませんんんんが、一が、一が、一が、一応応応応こういった委員間こういった委員間こういった委員間こういった委員間討討討討議を議を議を議を場場場場としてつくると。そとしてつくると。そとしてつくると。そとしてつくると。そ

してなかったらなかったでしてなかったらなかったでしてなかったらなかったでしてなかったらなかったで閉閉閉閉じることにしたらいいわけでございますので。じることにしたらいいわけでございますので。じることにしたらいいわけでございますので。じることにしたらいいわけでございますので。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 毎回毎回毎回毎回していただくのだったら、そういうしていただくのだったら、そういうしていただくのだったら、そういうしていただくのだったら、そういう心心心心づもりでいます。づもりでいます。づもりでいます。づもりでいます。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 はい、そうしてください。はい、そうしてください。はい、そうしてください。はい、そうしてください。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 出出出出席席席席させていただく私たちもなかなかさせていただく私たちもなかなかさせていただく私たちもなかなかさせていただく私たちもなかなかぱぱぱぱっと言われてっと言われてっと言われてっと言われて浮浮浮浮かばないので。かばないので。かばないので。かばないので。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 これが私は一これが私は一これが私は一これが私は一番番番番いいことだと思います。いいことだと思います。いいことだと思います。いいことだと思います。何何何何かあったらおっしかあったらおっしかあったらおっしかあったらおっしゃゃゃゃってくださってくださってくださってくださ

い。い。い。い。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 はい。はい。はい。はい。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 本当は、わからないと言っていたらいけないのだけれど、地本当は、わからないと言っていたらいけないのだけれど、地本当は、わからないと言っていたらいけないのだけれど、地本当は、わからないと言っていたらいけないのだけれど、地元元元元のことは地のことは地のことは地のことは地元元元元

から出ているから出ているから出ているから出ている者者者者がしっかりと言っていかなければいけない。がしっかりと言っていかなければいけない。がしっかりと言っていかなければいけない。がしっかりと言っていかなければいけない。

○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長○荻田委員長 そうです。県立奈良病院の跡地のほうは、最初、移転そうです。県立奈良病院の跡地のほうは、最初、移転そうです。県立奈良病院の跡地のほうは、最初、移転そうです。県立奈良病院の跡地のほうは、最初、移転反反反反対から対から対から対から始始始始まったいまったいまったいまったい

きさつがありますし、もともとは病院ができて町ができてきた、そういう地域でもありまきさつがありますし、もともとは病院ができて町ができてきた、そういう地域でもありまきさつがありますし、もともとは病院ができて町ができてきた、そういう地域でもありまきさつがありますし、もともとは病院ができて町ができてきた、そういう地域でもありま

すから、そすから、そすから、そすから、そんんんんな中で地域住民の方の思いな中で地域住民の方の思いな中で地域住民の方の思いな中で地域住民の方の思い入入入入れがれがれがれが強強強強かったものですから、地かったものですから、地かったものですから、地かったものですから、地元選元選元選元選出の県議会出の県議会出の県議会出の県議会

議員さ議員さ議員さ議員さんんんんも一生も一生も一生も一生懸命懸命懸命懸命やっていただいたおかやっていただいたおかやっていただいたおかやっていただいたおかげげげげでこういうでこういうでこういうでこういう流流流流れになってきていると。それになってきていると。それになってきていると。それになってきていると。そんんんんなななな

中で、理事中で、理事中で、理事中で、理事者者者者はあっちもこっちも大はあっちもこっちも大はあっちもこっちも大はあっちもこっちも大変変変変だと思いますけれども、だと思いますけれども、だと思いますけれども、だと思いますけれども、我我我我々だってやはり地域に々だってやはり地域に々だってやはり地域に々だってやはり地域に帰帰帰帰

ったら聞かれるわけで、それなら今はこういうことになっているというのは、ったら聞かれるわけで、それなら今はこういうことになっているというのは、ったら聞かれるわけで、それなら今はこういうことになっているというのは、ったら聞かれるわけで、それなら今はこういうことになっているというのは、我我我我々の々の々の々の仲仲仲仲間間間間

の中ではの中ではの中ではの中では熟熟熟熟知しやすいと思いますので、その辺しっかり進めていきたいと思います。知しやすいと思いますので、その辺しっかり進めていきたいと思います。知しやすいと思いますので、その辺しっかり進めていきたいと思います。知しやすいと思いますので、その辺しっかり進めていきたいと思います。

それでは、ないようでございますので、委員間それでは、ないようでございますので、委員間それでは、ないようでございますので、委員間それでは、ないようでございますので、委員間討討討討議を議を議を議を終終終終わることにいたします。それでわることにいたします。それでわることにいたします。それでわることにいたします。それで

は、ありがとうございました。は、ありがとうございました。は、ありがとうございました。は、ありがとうございました。


