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厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年２２２２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（水水水水）））） １３１３１３１３：：：：０３０３０３０３～～～～１７１７１７１７：：：：５４５４５４５４開催日時開催日時開催日時開催日時 第第第第１１１１委員会室委員会室委員会室委員会室開催場所開催場所開催場所開催場所 ９９９９名名名名出席委員出席委員出席委員出席委員 森山 賀文 委員長森山 賀文 委員長森山 賀文 委員長森山 賀文 委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 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 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員なしなしなしなし欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 杉田 健康福祉部長杉田 健康福祉部長杉田 健康福祉部長杉田 健康福祉部長出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 速見速見速見速見 こどもこどもこどもこども家庭局長家庭局長家庭局長家庭局長宮谷宮谷宮谷宮谷 くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長武末 医療政策部長武末 医療政策部長武末 医療政策部長武末 医療政策部長 ほかほかほかほか、、、、関係職員関係職員関係職員関係職員なしなしなしなし傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者議 事議 事議 事議 事（（（（１１１１））））２２２２月定例県議会提出予定議案等月定例県議会提出予定議案等月定例県議会提出予定議案等月定例県議会提出予定議案等についてについてについてについて（（（（２２２２））））請願請願請願請願のののの審査審査審査審査請願第請願第請願第請願第８８８８号 奈良県立奈良病院号 奈良県立奈良病院号 奈良県立奈良病院号 奈良県立奈良病院のののの現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えをえをえをえを求求求求めるめるめるめる請願書請願書請願書請願書＜＜＜＜質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答＞＞＞＞ それではそれではそれではそれでは、、、、ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明、、、、報告報告報告報告またはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの事項事項事項事項もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、質疑質疑質疑質疑○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長があればごがあればごがあればごがあればご発言願発言願発言願発言願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、次次次次のののの請願請願請願請願のののの審査審査審査審査におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、医療政策部長医療政策部長医療政策部長医療政策部長からからからから新県立奈良病院新県立奈良病院新県立奈良病院新県立奈良病院のののの整備整備整備整備のののの検討状況検討状況検討状況検討状況についてについてについてについて報告報告報告報告していただきますのでしていただきますのでしていただきますのでしていただきますので、、、、それにそれにそれにそれに関連関連関連関連するするするする質質質質疑疑疑疑はははは請願請願請願請願のののの審査審査審査審査のののの際際際際におにおにおにお願願願願いをいたしますいをいたしますいをいたしますいをいたします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、２２２２点点点点ばかりばかりばかりばかり簡単簡単簡単簡単にににに質問質問質問質問しますしますしますします。。。。○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員
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１１１１つはつはつはつは、、、、議案議案議案議案のののの中中中中にもいろいろにもいろいろにもいろいろにもいろいろ出出出出ているのですがているのですがているのですがているのですが、、、、関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合にかかわってにかかわってにかかわってにかかわって質問質問質問質問をしをしをしをしたいのですがたいのですがたいのですがたいのですが、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県はごはごはごはご案内案内案内案内のようにのようにのようにのように関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合はははは屋上屋屋上屋屋上屋屋上屋をををを重重重重ねねねね、、、、経費経費経費経費やややや組織組織組織組織のののの問題問題問題問題、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは大組織大組織大組織大組織のののの中中中中でででで奈良県奈良県奈良県奈良県がががが埋埋埋埋もれるなどのもれるなどのもれるなどのもれるなどの理由理由理由理由でででで参加参加参加参加しないことにしておりますがしないことにしておりますがしないことにしておりますがしないことにしておりますが、、、、知事知事知事知事とととと私私私私たちたちたちたち議員議員議員議員もももも含含含含めてというかめてというかめてというかめてというか、、、、個人的個人的個人的個人的にはにはにはには私私私私もももも含含含含めてそうめてそうめてそうめてそう認識認識認識認識のののの相違相違相違相違はなくてはなくてはなくてはなくて、、、、加加加加入入入入しないというのはそれなりにしないというのはそれなりにしないというのはそれなりにしないというのはそれなりに支持支持支持支持をしておるわけでございますがをしておるわけでございますがをしておるわけでございますがをしておるわけでございますが、、、、このこのこのこの中中中中でででで、、、、例例例例えばえばえばえばドドドドクターヘリクターヘリクターヘリクターヘリ、、、、先先先先ほどほどほどほど予算予算予算予算のののの中中中中でもでもでもでも４００４００４００４００万円万円万円万円というのがというのがというのがというのが出出出出ておりましたけれどもておりましたけれどもておりましたけれどもておりましたけれども、、、、１１１１回飛回飛回飛回飛ぶことによってぶことによってぶことによってぶことによって３０３０３０３０万円万円万円万円というというというという連携連携連携連携ができておりますがができておりますがができておりますがができておりますが、、、、このこのこのこの前前前前、、、、関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合がががが正式正式正式正式にににに発足発足発足発足すればすればすればすれば７７７７，，，，３００３００３００３００万円以内万円以内万円以内万円以内になるようにになるようにになるようにになるように新聞記事新聞記事新聞記事新聞記事でででで見見見見たたたた。。。。これはこれはこれはこれは正式正式正式正式にはどうなってにはどうなってにはどうなってにはどうなっているのかわかりませんがいるのかわかりませんがいるのかわかりませんがいるのかわかりませんが、、、、今今今今のののの実態実態実態実態をををを見見見見ているとているとているとていると、、、、大阪府大阪府大阪府大阪府、、、、和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県でででで３３３３機機機機がががが来来来来てててて、、、、これのこれのこれのこれのランニングコストランニングコストランニングコストランニングコスト、、、、何何何何回飛回飛回飛回飛んでそのうちんでそのうちんでそのうちんでそのうち奈良県奈良県奈良県奈良県にはにはにはには何何何何回飛回飛回飛回飛ぶであろうというぶであろうというぶであろうというぶであろうという計計計計算算算算がながながながなさささされてれてれてれて、、、、そしてそしてそしてそして３０３０３０３０万円万円万円万円、、、、それがそれがそれがそれが４００４００４００４００何何何何万円万円万円万円になるのだろうとになるのだろうとになるのだろうとになるのだろうと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、７７７７，，，，３００３００３００３００万円万円万円万円になるというになるというになるというになるという算定算定算定算定はははは、、、、知事知事知事知事はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん県県県県民民民民のののの命命命命にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる問題問題問題問題ですからですからですからですから、、、、そんそんそんそんなのだったらなのだったらなのだったらなのだったら要要要要りませんとりませんとりませんとりませんと言言言言えませんからえませんからえませんからえませんから協協協協議議議議にはにはにはには応応応応じじじじるとおっしるとおっしるとおっしるとおっしゃゃゃゃっておりましたがっておりましたがっておりましたがっておりましたが、、、、そのそのそのその点点点点でそういうでそういうでそういうでそういう試試試試算算算算がながながながなぜぜぜぜそうなるのかというのがわかればそうなるのかというのがわかればそうなるのかというのがわかればそうなるのかというのがわかれば教教教教えてほしいのとえてほしいのとえてほしいのとえてほしいのと、、、、それとそれとそれとそれと同時同時同時同時にににに、、、、今広域連携今広域連携今広域連携今広域連携ができているからができているからができているからができているから、、、、関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合にににに入入入入らないかららないかららないかららないから利用利用利用利用はおはおはおはお断断断断りだといりだといりだといりだというようなことはないのだろうとうようなことはないのだろうとうようなことはないのだろうとうようなことはないのだろうと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、県県県県民民民民はははは関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合にににに入入入入らないことによっらないことによっらないことによっらないことによっていろいろていろいろていろいろていろいろ不利不利不利不利があるのではないですかというがあるのではないですかというがあるのではないですかというがあるのではないですかという心配心配心配心配をしているのでをしているのでをしているのでをしているので、、、、ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリにににに限限限限っっっってそういうてそういうてそういうてそういう心配心配心配心配はははは要要要要りませんということをりませんということをりませんということをりませんということを、、、、ここでここでここでここで聞聞聞聞かせてほしいわけですかせてほしいわけですかせてほしいわけですかせてほしいわけです。。。。それともうそれともうそれともうそれともう１１１１点点点点はははは、、、、これもそうなのですけれどもこれもそうなのですけれどもこれもそうなのですけれどもこれもそうなのですけれども、、、、透析患者透析患者透析患者透析患者のののの皆皆皆皆ささささんもいざんもいざんもいざんもいざ災害災害災害災害とかとかとかとか地地地地震震震震とかとかとかとか大水大水大水大水害害害害とかとかとかとか起起起起こったこったこったこった場場場場合合合合にににに、、、、他府県他府県他府県他府県のののの医療医療医療医療機機機機関関関関におにおにおにお世話世話世話世話にならなければいけないとにならなければいけないとにならなければいけないとにならなければいけないといういういういう場場場場合合合合があるがあるがあるがある。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合にににに入入入入っていなかったらっていなかったらっていなかったらっていなかったら大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫だろうかというごだろうかというごだろうかというごだろうかというご心配心配心配心配のののの向向向向きもあるのできもあるのできもあるのできもあるので、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点がががが現現現現在在在在どうなっているのかどうなっているのかどうなっているのかどうなっているのか。。。。広域連携広域連携広域連携広域連携あるいはあるいはあるいはあるいは広域連広域連広域連広域連合合合合、、、、特特特特にににに関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合にににに入入入入らなかったからといってらなかったからといってらなかったからといってらなかったからといって、、、、そういったそういったそういったそういった医療医療医療医療がががが十分受十分受十分受十分受けられないけられないけられないけられない、、、、透析透析透析透析がががが受受受受けられないということはないとけられないということはないとけられないということはないとけられないということはないと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、そのそのそのその点点点点のののの医療医療医療医療のののの仕仕仕仕組組組組みみみみをををを聞聞聞聞かせてかせてかせてかせてほしいとほしいとほしいとほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、２２２２つつつつ目目目目にににに、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの医療医療医療医療、、、、地域医療地域医療地域医療地域医療をををを充充充充実実実実するということでするということでするということでするということで、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院もももも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ののの教育教育教育教育部部部部門門門門のののの移転移転移転移転、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは南南南南和和和和３３３３病院病院病院病院のののの問題問題問題問題などもなどもなどもなども煮詰煮詰煮詰煮詰まってきましたまってきましたまってきましたまってきました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、西和地域西和地域西和地域西和地域、、、、斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町にににに住住住住んでいるのですがんでいるのですがんでいるのですがんでいるのですが、、、、気気気気になるのはになるのはになるのはになるのは県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院ですですですです。。。。県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院はこれからどうなっていくのだろうというはこれからどうなっていくのだろうというはこれからどうなっていくのだろうというはこれからどうなっていくのだろうという心配心配心配心配があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。今今今今、、、、現現現現にににに院長院長院長院長もももも汗汗汗汗をかいてをかいてをかいてをかいて、、、、県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院のありのありのありのあり方方方方あるいはあるいはあるいはあるいは位置位置位置位置づづづづけなどもいろいろけなどもいろいろけなどもいろいろけなどもいろいろ勉強勉強勉強勉強ななななささささってってってって、、、、会議会議会議会議
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をををを開開開開いたりしてやっておられるようですがいたりしてやっておられるようですがいたりしてやっておられるようですがいたりしてやっておられるようですが、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院はははは築築築築３４３４３４３４年年年年でででで老朽化老朽化老朽化老朽化がががが激激激激しいとしいとしいとしいといういういういう今回今回今回今回もももも表表表表現現現現でででで出出出出ておるのですがておるのですがておるのですがておるのですが、、、、建建建建設設設設してからしてからしてからしてから３４３４３４３４年経年経年経年経過過過過しているとしているとしているとしていると。。。。それでそれでそれでそれで、、、、県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院はそういうはそういうはそういうはそういう意味意味意味意味でででで言言言言えばえばえばえば３２３２３２３２年経年経年経年経過過過過しているとしているとしているとしていると。。。。このたこのたこのたこのたびびびびリリリリニュニュニュニューーーーアルアルアルアルもしていもしていもしていもしていただきましたけれどもただきましたけれどもただきましたけれどもただきましたけれども、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点ではではではでは結構老朽化結構老朽化結構老朽化結構老朽化がががが激激激激しいししいししいししいし、、、、２００２００２００２００床床床床でででで発足発足発足発足したのがしたのがしたのがしたのが途途途途中中中中でででで３００３００３００３００床床床床にしたからにしたからにしたからにしたから、、、、６６６６人部屋人部屋人部屋人部屋とかとかとかとか３３３３人部屋人部屋人部屋人部屋とかとかとかとか、、、、人人人人間間間間３３３３人人人人というのはなかなかちというのはなかなかちというのはなかなかちというのはなかなかちょょょょっとっとっとっと難難難難しいしいしいしい。。。。こっちにこっちにこっちにこっちに向向向向いていていていて話話話話しをしたらこっちのしをしたらこっちのしをしたらこっちのしをしたらこっちの人人人人があれやしというようながあれやしというようながあれやしというようながあれやしというような形形形形でででで、、、、３３３３人部屋人部屋人部屋人部屋というのはあまりというのはあまりというのはあまりというのはあまり好好好好ましいましいましいましい配置配置配置配置ではないのでありますけれどもではないのでありますけれどもではないのでありますけれどもではないのでありますけれども、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点でででで、、、、県県県県立立立立三三三三室病院室病院室病院室病院はどのようになっていくのだろうかというはどのようになっていくのだろうかというはどのようになっていくのだろうかというはどのようになっていくのだろうかという心配心配心配心配はははは地域地域地域地域のののの人人人人たちもたちもたちもたちも持持持持っておるわっておるわっておるわっておるわけですけですけですけです。。。。県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院はははは現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えかどうかというえかどうかというえかどうかというえかどうかという、、、、今請願今請願今請願今請願もももも出出出出てててて、、、、課課課課題題題題になっておるわけでになっておるわけでになっておるわけでになっておるわけですがすがすがすが、、、、このこのこのこの県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院というのはというのはというのはというのは、、、、あるところはあるところはあるところはあるところは三郷町三郷町三郷町三郷町ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、王寺町王寺町王寺町王寺町ははははＪＲＪＲＪＲＪＲああああるいはるいはるいはるいは近鉄近鉄近鉄近鉄田田田田原原原原本本本本線線線線、、、、近鉄生駒線近鉄生駒線近鉄生駒線近鉄生駒線、、、、交通交通交通交通のののの要所要所要所要所にあるところでにあるところでにあるところでにあるところで、、、、格好格好格好格好のののの場所場所場所場所だということだということだということだということはははは、、、、私私私私がががが近近近近いからいからいからいから現地現地現地現地でやってくれというでやってくれというでやってくれというでやってくれという意味意味意味意味ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点ではではではでは非常非常非常非常にににに交通交通交通交通のののの要所要所要所要所でいいところにあるとでいいところにあるとでいいところにあるとでいいところにあると思思思思っておるわけですっておるわけですっておるわけですっておるわけです。。。。西和地域西和地域西和地域西和地域のののの２２２２次次次次のののの医療医療医療医療拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして特徴特徴特徴特徴ああああるるるる病院病院病院病院にしてほしいとにしてほしいとにしてほしいとにしてほしいと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような計画計画計画計画でででで進進進進めようとめようとめようとめようとさささされているのかれているのかれているのかれているのか、、、、概略概略概略概略をををを聞聞聞聞かせてほしいかせてほしいかせてほしいかせてほしい。。。。それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つだけつだけつだけつだけ簡単簡単簡単簡単にににに。。。。今今今今のののの説明説明説明説明のののの中中中中でででで、、、、いろんないろんないろんないろんな医療医療医療医療のののの診診診診療療療療科科科科をををを県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院にににに設置設置設置設置さささされましたけれどもれましたけれどもれましたけれどもれましたけれども、、、、以前以前以前以前ににににアルコアルコアルコアルコーーーールルルル依存症依存症依存症依存症のののの、、、、これはこれはこれはこれは桜桜桜桜井井井井市市市市にににに精精精精神神神神保保保保健福祉健福祉健福祉健福祉センセンセンセンターターターターがあってがあってがあってがあって、、、、そこにそこにそこにそこに相相相相談談談談にににに行行行行ってってってって、、、、植松植松植松植松クリクリクリクリニッニッニッニッククククというところというところというところというところへへへへ行行行行きなきなきなきなささささいといといといと言言言言われわれわれわれてててて、、、、そこそこそこそこへへへへ行行行行ったらったらったらったら堺市堺市堺市堺市へへへへ行行行行けとけとけとけと言言言言われてわれてわれてわれて、、、、冬冬冬冬のののの冷冷冷冷たいたいたいたいみぞみぞみぞみぞれがれがれがれが降降降降っているときにっているときにっているときにっているときに堺市堺市堺市堺市ままままでででで患者患者患者患者をををを乗乗乗乗せてせてせてせて走走走走ったことがあるのですがったことがあるのですがったことがあるのですがったことがあるのですが、、、、このこのこのこのアルコアルコアルコアルコーーーールルルル依存症依存症依存症依存症というのはというのはというのはというのは、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県はははは現実問題現実問題現実問題現実問題、、、、患者患者患者患者はははは少少少少ないのかないのかないのかないのか。。。。少少少少なかったらそれでやなかったらそれでやなかったらそれでやなかったらそれでやむむむむをををを得得得得ないとないとないとないと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、それなそれなそれなそれなりにあるのだったらりにあるのだったらりにあるのだったらりにあるのだったら、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県はどういうはどういうはどういうはどういう形形形形ででででアルコアルコアルコアルコーーーールルルル依存症依存症依存症依存症のののの人人人人のののの治治治治療療療療をををを考考考考えておられえておられえておられえておられるのかるのかるのかるのか聞聞聞聞かせてほしいとかせてほしいとかせてほしいとかせてほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員のごのごのごのご質問質問質問質問におにおにおにお答答答答ええええささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。○○○○中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長ままままずずずず、、、、関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合へへへへのののの不不不不参加参加参加参加ととととドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリのののの関係関係関係関係でございますでございますでございますでございます。。。。ままままずずずず現現現現在在在在、、、、ドクタドクタドクタドクターヘリーヘリーヘリーヘリ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、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県ではではではでは大阪府大阪府大阪府大阪府とととと和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県とととと協協協協定定定定をををを結結結結びびびびましてましてましてまして、、、、共同利用共同利用共同利用共同利用をしをしをしをし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。。。。大阪府大阪府大阪府大阪府とととと和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県ののののドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリがががが関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合のののの設置設置設置設置にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、今今今今後移管後移管後移管後移管さささされるということになっておりますれるということになっておりますれるということになっておりますれるということになっております。。。。今今今今後後後後ののののスケジュスケジュスケジュスケジューーーールルルルでございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、当面当面当面当面はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれのれのれのれの府県府県府県府県でででで現現現現行行行行どおりどおりどおりどおり運航運航運航運航ささささ
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れましてれましてれましてれまして、、、、順調順調順調順調にいけばにいけばにいけばにいけば平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年度度度度からからからから関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合にににに移管移管移管移管さささされるとれるとれるとれると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。今今今今後後後後、、、、関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合からからからから負担額負担額負担額負担額もももも含含含含めましてめましてめましてめまして共同利用共同利用共同利用共同利用につきましてにつきましてにつきましてにつきまして提提提提示示示示がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら、、、、当然協当然協当然協当然協議議議議していくしていくしていくしていく所存所存所存所存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、、、、またまたまたまた、、、、喫緊喫緊喫緊喫緊のののの平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度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、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように大阪府大阪府大阪府大阪府とととと和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県とのとのとのとの共同利用共同利用共同利用共同利用につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、従従従従前前前前どおりどおりどおりどおり、、、、先先先先ほどほどほどほど武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長がががが説明説明説明説明ささささせていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました４８３４８３４８３４８３万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円程度程度程度程度予算案予算案予算案予算案ととととしてしてしてして計計計計上上上上ささささせていただいているつもりでございますせていただいているつもりでございますせていただいているつもりでございますせていただいているつもりでございます。。。。これによりましてこれによりましてこれによりましてこれによりまして、、、、従従従従前前前前どおりどおりどおりどおり山山山山間間間間地域地域地域地域におきますにおきますにおきますにおきます重重重重篤篤篤篤なななな救急救急救急救急のののの患者患者患者患者のののの搬送体制搬送体制搬送体制搬送体制にににに対対対対してしてしてして万万万万全全全全をををを確保確保確保確保したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えているえているえているえている次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点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、、、、関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合ともうともうともうともう一一一一つつつつ、、、、災害時災害時災害時災害時のののの人人人人工透析工透析工透析工透析のののの患者患者患者患者ささささんにつんにつんにつんについてでございますいてでございますいてでございますいてでございます。。。。関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合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、、、、広域広域広域広域災害災害災害災害のののの分野分野分野分野につきましてにつきましてにつきましてにつきまして今今今今後後後後相相相相互互互互のののの応援体制応援体制応援体制応援体制のののの強化強化強化強化についてについてについてについて検討検討検討検討さささされることとなっておりますがれることとなっておりますがれることとなっておりますがれることとなっておりますが、、、、現現現現時時時時点点点点ではではではでは、、、、そのそのそのその内内内内容容容容にににについてはついてはついてはついては明明明明らかになっていないのがらかになっていないのがらかになっていないのがらかになっていないのが状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、、、、本県本県本県本県ではではではでは災災災災害時害時害時害時のののの人人人人工透析患者工透析患者工透析患者工透析患者のののの受受受受けけけけ入入入入れにつきましてれにつきましてれにつきましてれにつきまして、、、、現現現現在在在在もももも運用運用運用運用しておりますしておりますしておりますしております奈良県広域奈良県広域奈良県広域奈良県広域災害救災害救災害救災害救急急急急医療医療医療医療情情情情報報報報システムシステムシステムシステムによりによりによりにより対応対応対応対応することといたしておりますすることといたしておりますすることといたしておりますすることといたしております。。。。このこのこのこのシステムシステムシステムシステムはははは、、、、被災被災被災被災してしてしてしていないいないいないいない医療医療医療医療機機機機関関関関がががが人人人人工透析工透析工透析工透析のののの患者患者患者患者ささささんのんのんのんの受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれの可否可否可否可否ををををシステムシステムシステムシステムにににに入入入入力力力力いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、そのそのそのその情情情情報報報報をををを消防機消防機消防機消防機関等関等関等関等がががが検検検検索索索索いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ先先先先のののの病院病院病院病院のののの確保確保確保確保をををを支支支支援援援援するものでごするものでごするものでごするものでございますざいますざいますざいます。。。。このこのこのこのシステムシステムシステムシステム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全国全国全国全国的的的的にににに運用運用運用運用しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、大阪府大阪府大阪府大阪府、、、、京都京都京都京都府府府府ななななどどどど近近近近府県府県府県府県のののの医療医療医療医療機機機機関関関関のののの受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれの可否可否可否可否のののの状況状況状況状況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検検検検索索索索することができますすることができますすることができますすることができます。。。。関関関関西広域連合西広域連合西広域連合西広域連合へへへへのののの参加参加参加参加のののの有無有無有無有無にかかわりませにかかわりませにかかわりませにかかわりませずずずず、、、、このこのこのこのシステムシステムシステムシステムをををを使使使使いましていましていましていまして、、、、今今今今までどおりまでどおりまでどおりまでどおり他府県他府県他府県他府県とのとのとのとの連携連携連携連携によりましてによりましてによりましてによりまして対応対応対応対応ささささせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、人人人人工透析工透析工透析工透析のののの患者患者患者患者ささささんのんのんのんの受受受受けけけけ入入入入れにつきましてはれにつきましてはれにつきましてはれにつきましては万万万万全全全全をををを期期期期したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えているえているえているえている次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。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。。。。 県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院についてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋ねでございますねでございますねでございますねでございます。。。。委員委員委員委員ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり○○○○中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院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築後約築後約築後約築後約３２３２３２３２年年年年ということでということでということでということで、、、、施設施設施設施設そのものそのものそのものそのものはははは少少少少しししし老朽化老朽化老朽化老朽化をしているというをしているというをしているというをしているという認識認識認識認識をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、委員委員委員委員もごもごもごもご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおりでございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院自身自身自身自身はははは現現現現場場場場のののの先先先先生方生方生方生方のののの努力努力努力努力によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、特特特特にににに救急救急救急救急搬送搬送搬送搬送をををを中中中中心心心心にににに西和医療西和医療西和医療西和医療圏圏圏圏のののの中中中中でででで約約約約１５１５１５１５％％％％程度程度程度程度、、、、救急患者救急患者救急患者救急患者のののの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを現現現現在在在在もやっておりまもやっておりまもやっておりまもやっておりますしすしすしすし、、、、地域地域地域地域のののの中中中中ではではではでは中中中中核核核核的的的的なななな位置位置位置位置づづづづけのけのけのけの病院病院病院病院であるとであるとであるとであると認識認識認識認識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。。。。そんなそんなそんなそんな中中中中でででで、、、、先先先先ほどほどほどほど委員委員委員委員からもごからもごからもごからもご紹介紹介紹介紹介ありましたようにありましたようにありましたようにありましたように、、、、県県県県とととと県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院でででで話話話話ををををささささせせせせていただきましてていただきましてていただきましてていただきまして、、、、先月先月先月先月になりますけどもになりますけどもになりますけどもになりますけども、、、、県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院のののの今今今今後後後後のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて少少少少しししし地地地地
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域域域域のののの方方方方とととと話話話話しししし合合合合うううう場場場場をををを持持持持ちたいということでちたいということでちたいということでちたいということで、、、、西和地域西和地域西和地域西和地域のののの医療医療医療医療協協協協議会議会議会議会をををを立立立立ちちちち上上上上げさげさげさげさせていせていせていせていただきましたただきましたただきましたただきました。。。。当当当当日日日日はははは、、、、地域地域地域地域のののの７７７７つのつのつのつの医療医療医療医療機機機機関関関関のののの先先先先生方生方生方生方、、、、それからそれからそれからそれから西和地域西和地域西和地域西和地域のののの３３３３つのつのつのつの医医医医師師師師会会会会のののの先先先先生方生方生方生方にににに集集集集まっていただきましてまっていただきましてまっていただきましてまっていただきまして、、、、現現現現在在在在とこれからのとこれからのとこれからのとこれからの県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについてどうやってどうやってどうやってどうやって連携連携連携連携をしていくのかをしていくのかをしていくのかをしていくのか、、、、役割分担役割分担役割分担役割分担をしていくのかということについてをしていくのかということについてをしていくのかということについてをしていくのかということについて、、、、協協協協議会議会議会議会をををを立立立立ちちちち上上上上げさげさげさげさせていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました。。。。当当当当日日日日、、、、橋橋橋橋本院長本院長本院長本院長のののの方方方方からからからから県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院のののの現状現状現状現状そのそのそのその他他他他につにつにつについていていていて少少少少しししし議題議題議題議題としてとしてとしてとして出出出出ささささせていただいてせていただいてせていただいてせていただいて、、、、これからこれからこれからこれから少少少少しししし議議議議論論論論をををを進進進進めていきたいというおめていきたいというおめていきたいというおめていきたいというお話話話話ををををささささせていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました。。。。今今今今後後後後ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、協協協協議会議会議会議会そのものはそのものはそのものはそのものは、、、、ままままずずずず医療関係医療関係医療関係医療関係者者者者のののの先先先先生方生方生方生方にににに集集集集まっていただいてまっていただいてまっていただいてまっていただいて、、、、どういうどういうどういうどういう医療医療医療医療をををを展開展開展開展開していくのがいいのかというしていくのがいいのかというしていくのがいいのかというしていくのがいいのかという議議議議論論論論をををを先先先先行行行行してしてしてして進進進進めめめめささささせていただいたせていただいたせていただいたせていただいた上上上上でででで、、、、少少少少しししし議議議議論論論論がががが発発発発展展展展をしてくればをしてくればをしてくればをしてくれば、、、、消防消防消防消防関係関係関係関係のののの方方方方、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自治体自治体自治体自治体のののの関係関係関係関係のののの方方方方もももも入入入入っていっていっていっていただいてただいてただいてただいて、、、、幅幅幅幅広広広広にににに議議議議論論論論をををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。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。。。。アルコアルコアルコアルコーーーールルルル依存症依存症依存症依存症のののの専門専門専門専門病院等病院等病院等病院等についておについておについておについてお尋尋尋尋ねでございますけれどねでございますけれどねでございますけれどねでございますけれど○○○○吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長もももも、、、、アルコアルコアルコアルコーーーールルルル依存症依存症依存症依存症のののの治治治治療療療療というのはというのはというのはというのは、、、、精精精精神神神神科科科科のののの中中中中でもでもでもでも回回回回復復復復のためののためののためののための治治治治療療療療プログラムプログラムプログラムプログラムをををを持持持持っているっているっているっている専門専門専門専門病院病院病院病院ということになるわけでございますけどもということになるわけでございますけどもということになるわけでございますけどもということになるわけでございますけども、、、、最近最近最近最近ではではではでは入院入院入院入院しないでしないでしないでしないで住住住住みみみみなれたなれたなれたなれた地域地域地域地域でででで通通通通院院院院によってによってによってによって治治治治療療療療をををを行行行行うということがうということがうということがうということが可能可能可能可能になっておりましてになっておりましてになっておりましてになっておりまして、、、、県内県内県内県内ではではではでは、、、、西大西大西大西大寺寺寺寺のののの植松植松植松植松クリクリクリクリニッニッニッニッククククとととと、、、、それからそれからそれからそれから橿原市橿原市橿原市橿原市のののの八木植松八木植松八木植松八木植松クリクリクリクリニッニッニッニックククク、、、、２２２２カカカカ所所所所がががが専門専門専門専門クリクリクリクリニニニニッッッッククククとなってございますとなってございますとなってございますとなってございます。。。。現現現現在在在在のののの患者数患者数患者数患者数はははは持持持持ちちちち合合合合わせてございませんのでわせてございませんのでわせてございませんのでわせてございませんので、、、、またまたまたまた後後後後でででで調調調調べべべべてごてごてごてご報告報告報告報告申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。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。。。。わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合のののの関係関係関係関係、、、、何何何何もまだもまだもまだもまだ決決決決まっていないからまっていないからまっていないからまっていないから、、、、意意意意見見見見をををを言言言言うことはないのですがうことはないのですがうことはないのですがうことはないのですが、、、、７７７７，，，，００００００００００００何何何何万円万円万円万円というのをというのをというのをというのを見見見見ててててびびびびっくりしてっくりしてっくりしてっくりして、、、、今今今今ののののヘリヘリヘリヘリコプコプコプコプターターターターがががが３３３３機機機機ではではではでは足足足足らないのらないのらないのらないのでででで、、、、もっともっともっともっと７７７７機機機機もももも８８８８機機機機ももももふふふふややややさささされてれてれてれて、、、、それがまたそれがまたそれがまたそれがまた府県府県府県府県にににに負担負担負担負担をををを按分按分按分按分さささされるのかなとれるのかなとれるのかなとれるのかなと思思思思いないないないながらあのがらあのがらあのがらあの記事記事記事記事をををを見見見見ていたのですがていたのですがていたのですがていたのですが、、、、今今今今３３３３機機機機あるのがあるのがあるのがあるのが全全全全部飛部飛部飛部飛びびびび上上上上がってがってがってがって稼働稼働稼働稼働してしまってしてしまってしてしまってしてしまって、、、、足足足足りないというりないというりないというりないという事態事態事態事態はないのではないかとはないのではないかとはないのではないかとはないのではないかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そんなにそんなにそんなにそんなにぽぽぽぽんとんとんとんと稼働稼働稼働稼働費費費費がががが上上上上がるがるがるがるということはということはということはということは考考考考えられないとえられないとえられないとえられないと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、協協協協議議議議にににに応応応応じじじじるというのはもちろんるというのはもちろんるというのはもちろんるというのはもちろん当然当然当然当然ですがですがですがですが、、、、そそそそのののの辺辺辺辺もよくもよくもよくもよく考考考考えていただいてえていただいてえていただいてえていただいて、、、、そしてそしてそしてそして別別別別にににに関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合にににに入入入入らなくてもちらなくてもちらなくてもちらなくてもちゃゃゃゃんとしたそうんとしたそうんとしたそうんとしたそういういういういう救急救急救急救急医療医療医療医療はできるということをはできるということをはできるということをはできるということを今言今言今言今言っていただいたとっていただいたとっていただいたとっていただいたと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、それでそれでそれでそれで一一一一応応応応、、、、透透透透析患者析患者析患者析患者のののの方方方方もももも含含含含めてめてめてめて了解了解了解了解しておきますのでしておきますのでしておきますのでしておきますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院はははは、、、、今今今今詳詳詳詳しくしくしくしく説明説明説明説明いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。ぜぜぜぜひひひひ、、、、西和地域西和地域西和地域西和地域、、、、結構結構結構結構人人人人口密口密口密口密集集集集地地地地帯帯帯帯でででで
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ありますのでありますのでありますのでありますので、、、、充充充充実実実実したしたしたした特徴特徴特徴特徴のあるのあるのあるのある病院病院病院病院にしていただきたいというにしていただきたいというにしていただきたいというにしていただきたいという要要要要望望望望をしておきたいとをしておきたいとをしておきたいとをしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。アルコアルコアルコアルコーーーールルルル依存症依存症依存症依存症もわかりましたもわかりましたもわかりましたもわかりました。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。先先先先ほどほどほどほど来来来来年年年年度度度度予算予算予算予算のののの説明説明説明説明がございましたががございましたががございましたががございましたが、、、、それにそれにそれにそれに関関関関しておしておしておしてお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員いますいますいますいます。。。。今今今今のののの梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員ののののドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリですがですがですがですが、、、、確確確確認認認認をいたしますとをいたしますとをいたしますとをいたしますと、、、、要要要要するにするにするにするに関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合としとしとしとしててててドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ共同利用共同利用共同利用共同利用がががが平成平成平成平成２５２５２５２５年以年以年以年以降降降降ということをおっしということをおっしということをおっしということをおっしゃゃゃゃいましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、それまでそれまでそれまでそれまではははは今今今今までのまでのまでのまでの和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県とととと大阪府大阪府大阪府大阪府共同協共同協共同協共同協定定定定によるによるによるによる、、、、１１１１年年年年更更更更新新新新ですかですかですかですか。。。。それともどれそれともどれそれともどれそれともどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの期期期期間間間間のののの契契契契約約約約なのかおなのかおなのかおなのかお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、年年年年間間間間、、、、今年今年今年今年はははは現現現現在在在在までまでまでまで１７１７１７１７件件件件、、、、大阪府大阪府大阪府大阪府からからからから３３３３件件件件、、、、和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県からからからから１４１４１４１４件件件件とととと聞聞聞聞いていていていているのですがいるのですがいるのですがいるのですが、、、、１１１１回回回回３０３０３０３０数数数数万円万円万円万円ということをということをということをということを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、、、、そのそのそのその辺辺辺辺おおおお答答答答えいただきたえいただきたえいただきたえいただきたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、うつうつうつうつ病病病病対対対対策策策策ということでということでということでということで来来来来年年年年度度度度予算予算予算予算がががが計計計計上上上上さささされておりますれておりますれておりますれております。。。。うつうつうつうつ病医療支病医療支病医療支病医療支援体援体援体援体制強化制強化制強化制強化事事事事業業業業ということでということでということでということで、、、、うつうつうつうつ病病病病のののの方方方方、、、、周周周周りにりにりにりに多多多多いですいですいですいです。。。。知知知知っているっているっているっている方方方方もももも次次次次 々々々々にににに亡亡亡亡くなっくなっくなっくなったということもたということもたということもたということも、、、、結構結構結構結構周周周周りにそういうりにそういうりにそういうりにそういう亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった方方方方、、、、自自自自殺殺殺殺さささされたれたれたれた方方方方、、、、たくたくたくたくささささんいらっしんいらっしんいらっしんいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。現状現状現状現状ですですですです。。。。こういったことでこういったことでこういったことでこういったことで、、、、精精精精神神神神科科科科医医医医とととと一一一一般般般般かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医のののの連携連携連携連携強化強化強化強化、、、、精精精精神医神医神医神医療関係療関係療関係療関係者者者者へへへへのののの研修研修研修研修実実実実施施施施ということでということでということでということで予算予算予算予算をををを計計計計上上上上さささされておりますれておりますれておりますれております。。。。認知認知認知認知行行行行動動動動療療療療法法法法のののの研修研修研修研修といといといということでうことでうことでうことで来来来来年年年年度行度行度行度行っていくということでございますがっていくということでございますがっていくということでございますがっていくということでございますが、、、、今今今今後後後後のののの予定予定予定予定、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうにこのうにこのうにこのうにこの研修研修研修研修会会会会をやってをやってをやってをやって、、、、そのそのそのその後後後後どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうにさささされようとしているのかおれようとしているのかおれようとしているのかおれようとしているのかお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと 「「「「平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度予算案予算案予算案予算案のののの概要概要概要概要」」」」のののの３２３２３２３２ペペペペーーーージジジジのののの奈良奈良奈良奈良ママママララララソソソソンンンンですがですがですがですが、、、、来来来来年年年年度度度度もももも、、、、開開開開催催催催ををををさささされるということでれるということでれるということでれるということで会会会会場場場場はははは奈良奈良奈良奈良市市市市内内内内、、、、天天天天理理理理市市市市内内内内折折折折りりりり返返返返しししし予定予定予定予定となっておりますがとなっておりますがとなっておりますがとなっておりますが、、、、奈良奈良奈良奈良市市市市長長長長はははは来来来来年年年年度度度度はははは奈良奈良奈良奈良市市市市内内内内でやらないというでやらないというでやらないというでやらないという報報報報道道道道ががががさささされていたようにれていたようにれていたようにれていたように思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。市市市市長長長長自身自身自身自身におにおにおにお伺伺伺伺いしたらいしたらいしたらいしたら、、、、そんなことはそんなことはそんなことはそんなことは言言言言っていないとおっしっていないとおっしっていないとおっしっていないとおっしゃゃゃゃっていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、どちらがどちらがどちらがどちらが本本本本当当当当かわからないですがかわからないですがかわからないですがかわからないですが、、、、これはこれはこれはこれは結構結構結構結構いろいろとやるいろいろとやるいろいろとやるいろいろとやる前前前前にいろんなにいろんなにいろんなにいろんな業業業業者者者者にににに対対対対してしてしてして説明説明説明説明ををををさささされれれれたとたとたとたと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、直直直直前前前前にもにもにもにも葬儀葬儀葬儀葬儀屋屋屋屋ささささんからんからんからんから、、、、要要要要するにするにするにするに通行通行通行通行どめになったそのどめになったそのどめになったそのどめになったその時間時間時間時間帯帯帯帯、、、、焼焼焼焼きききき場場場場へへへへ行行行行くのにどうしたらいいのかとかくのにどうしたらいいのかとかくのにどうしたらいいのかとかくのにどうしたらいいのかとか、、、、そのようなこともそのようなこともそのようなこともそのようなことも問問問問いいいい合合合合わせがございましたわせがございましたわせがございましたわせがございました。。。。いろんないろんないろんないろんな関係関係関係関係者者者者がこのがこのがこのがこの道路道路道路道路がががが通行通行通行通行止止止止めになることでいろんなめになることでいろんなめになることでいろんなめになることでいろんな影響影響影響影響がががが出出出出たとたとたとたと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、来来来来年年年年さささされるにれるにれるにれるに当当当当たってしっかりとことしのたってしっかりとことしのたってしっかりとことしのたってしっかりとことしの反省反省反省反省をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて、、、、総括総括総括総括をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて、、、、来来来来年年年年度度度度スムスムスムスムーーーーズズズズにできるようにおにできるようにおにできるようにおにできるようにお願願願願いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はいかがですかはいかがですかはいかがですかはいかがですか、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。
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それとそれとそれとそれと最後最後最後最後にににに、、、、子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんがんがんがん予予予予防防防防ワワワワククククチチチチンンンンのののの公公公公費費費費助助助助成成成成ということでということでということでということで、、、、国国国国としてとしてとしてとして補補補補正予算正予算正予算正予算でででで２２２２カカカカ年年年年分分分分のののの措措措措置置置置ががががさささされましたれましたれましたれました。。。。子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんがんがんがん、、、、ＨｉｂＨｉｂＨｉｂＨｉｂワワワワククククチチチチンンンン、、、、そしてそしてそしてそして小小小小児児児児用用用用肺炎球菌肺炎球菌肺炎球菌肺炎球菌、、、、３３３３種種種種ののののワワワワククククチチチチンンンンということでということでということでということで予算予算予算予算措措措措置置置置ががががさささされましたがれましたがれましたがれましたが、、、、県内県内県内県内のののの子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんがんがんがん予予予予防防防防ワワワワククククチチチチンンンンのののの公公公公費費費費助助助助成成成成のののの実実実実施施施施状況状況状況状況をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それとあわせてそれとあわせてそれとあわせてそれとあわせて、、、、２２２２月月月月１１１１日日日日からからからからさささされるれるれるれる市町市町市町市町村村村村がございますががございますががございますががございますが、、、、そういったそういったそういったそういった市町市町市町市町村村村村はははは対対対対象象象象者者者者へへへへどのようなどのようなどのようなどのような形形形形でででで周周周周知知知知ををををさささされているのかれているのかれているのかれているのか、、、、そのそのそのその状況状況状況状況をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリにつきましておにつきましておにつきましておにつきましてお答答答答ええええささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。○○○○中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ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、、、、平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年２２２２月月月月にににに和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県とととと協協協協定定定定をををを結結結結びびびびましてましてましてまして共同運航共同運航共同運航共同運航ささささせていただいておりますせていただいておりますせていただいておりますせていただいております。。。。またあわせてまたあわせてまたあわせてまたあわせて大阪府大阪府大阪府大阪府はははは平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年４４４４月月月月からからからから共同運航共同運航共同運航共同運航ささささせていせていせていせていただいておるただいておるただいておるただいておる次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。契契契契約期間約期間約期間約期間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、、、、そのときのそのときのそのときのそのときの協協協協定定定定でございますでございますでございますでございますのでのでのでので、、、、特特特特にににに期限期限期限期限はははは設設設設定定定定しておりませんしておりませんしておりませんしておりません。。。。自自自自動動動動的的的的にそういうにそういうにそういうにそういう形形形形でででで継継継継続続続続さささされるというれるというれるというれるという形形形形になりになりになりになりますますますます。。。。和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県ののののドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリのののの今今今今１１１１回回回回当当当当たりのたりのたりのたりの金金金金額額額額がががが３１３１３１３１万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円、、、、大阪府大阪府大阪府大阪府がががが３３３３４４４４万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円、、、、３０３０３０３０万円万円万円万円ちちちちょょょょっとというっとというっとというっとという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。。。。実実実実施施施施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、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年度度度度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、、、、和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県はははは主主主主にににに吉吉吉吉野野野野郡郡郡郡地域地域地域地域でででで使使使使わわわわせてもらっているのですがせてもらっているのですがせてもらっているのですがせてもらっているのですが１３１３１３１３回回回回。。。。大阪府大阪府大阪府大阪府はははは奈良奈良奈良奈良盆盆盆盆地地地地、、、、北北北北のののの方方方方でございますでございますでございますでございます。。。。中和中和中和中和からからからから北北北北和和和和というというというという形形形形でででで２２２２回回回回。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年度度度度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、、、、１１１１月末月末月末月末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、、、、委員委員委員委員おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったとおりったとおりったとおりったとおり和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県はははは１４１４１４１４回回回回、、、、大阪府大阪府大阪府大阪府はははは３３３３回回回回というというというという形形形形でででで使使使使わせていただいておりますわせていただいておりますわせていただいておりますわせていただいております。。。。ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリのののの現現現現在在在在のののの状況状況状況状況につきましてはそういうにつきましてはそういうにつきましてはそういうにつきましてはそういう形形形形でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、当面当面当面当面、、、、先先先先ほどほどほどほど梶梶梶梶川委員川委員川委員川委員にもおにもおにもおにもお答答答答ええええささささせていただきましたとおりせていただきましたとおりせていただきましたとおりせていただきましたとおり、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度につきましてはこのにつきましてはこのにつきましてはこのにつきましてはこの形形形形でででで引引引引きききき続続続続きききき使使使使わせていただけるとわせていただけるとわせていただけるとわせていただけると考考考考えておりましてえておりましてえておりましてえておりまして、、、、従従従従前前前前どおりのどおりのどおりのどおりの予算予算予算予算必必必必要額要額要額要額につきましてにつきましてにつきましてにつきまして予予予予算算算算をををを計計計計上上上上ささささせていただいているせていただいているせていただいているせていただいている次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。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。。。。うつうつうつうつ病病病病対対対対策策策策のののの事事事事業業業業につきましてのおにつきましてのおにつきましてのおにつきましてのお尋尋尋尋ねでございますけれどもねでございますけれどもねでございますけれどもねでございますけれども、、、、幾幾幾幾○○○○吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長つかのつかのつかのつかの事事事事業業業業をををを新新新新規規規規事事事事業業業業でででで上上上上げげげげてございますてございますてございますてございます。。。。特特特特にかかりつけにかかりつけにかかりつけにかかりつけ医医医医とととと精精精精神神神神科科科科医療連携医療連携医療連携医療連携強化強化強化強化といといといというのはうのはうのはうのは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だということでだということでだということでだということで、、、、これについてはこれについてはこれについてはこれについては特特特特にににに力力力力をををを入入入入れたいとれたいとれたいとれたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。一一一一般般般般医療医療医療医療機機機機関関関関やややや精精精精神神神神科科科科医療医療医療医療機機機機関関関関とのとのとのとの日日日日常常常常的的的的なななな連連連連絡絡絡絡調調調調整整整整をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、定定定定期期期期的的的的なななな連連連連絡絡絡絡会議会議会議会議をををを開開開開催催催催しようとしようとしようとしようと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医におきますうつにおきますうつにおきますうつにおきますうつ病病病病ののののススススクリークリークリークリーニングニングニングニングとととと精精精精神神神神科科科科医医医医へへへへのののの紹介紹介紹介紹介手手手手順順順順についてのについてのについてのについてのママママニュアルニュアルニュアルニュアルづづづづくりをくりをくりをくりを具具具具体体体体的的的的にににに進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを特特特特にににに考考考考えてございますえてございますえてございますえてございます。。。。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。。。。奈良奈良奈良奈良ママママララララソソソソンンンンにににに関連関連関連関連してでございますしてでございますしてでございますしてでございます。。。。昨昨昨昨年実年実年実年実施施施施しましたしましたしましたしました奈良奈良奈良奈良○○○○吉田吉田吉田吉田スポーツスポーツスポーツスポーツ振興課長振興課長振興課長振興課長ママママララララソソソソンンンン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、、、、奈良奈良奈良奈良市市市市やややや天天天天理理理理市市市市あるいはあるいはあるいはあるいは経経経経済団済団済団済団体体体体、、、、地地地地元元元元住民住民住民住民、、、、体育体育体育体育関係関係関係関係団団団団体体体体やややや
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医療関係医療関係医療関係医療関係者者者者あるいはあるいはあるいはあるいは警察警察警察警察関係関係関係関係者者者者などなどなどなど、、、、多多多多くのくのくのくの関係関係関係関係者者者者のののの多多多多大大大大なるなるなるなる協力協力協力協力をををを得得得得ましてましてましてまして開開開開催催催催できまできまできまできましたしたしたした。。。。参加参加参加参加さささされたれたれたれたランランランランナナナナーーーーからはからはからはからは大大大大変変変変よかったというよかったというよかったというよかったという声声声声をいただいてるところでございまをいただいてるところでございまをいただいてるところでございまをいただいてるところでございますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、委員委員委員委員ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、沿沿沿沿線線線線のののの住民住民住民住民のののの方方方方 々々々々にににに通行通行通行通行止止止止めめめめ等等等等でででで大大大大変変変変ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけをおかけをおかけをおかけしたのもしたのもしたのもしたのも事実事実事実事実でございますでございますでございますでございます。。。。来来来来年年年年度度度度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、、、、そういったそういったそういったそういった反省反省反省反省等等等等もももも十分十分十分十分踏踏踏踏まえましまえましまえましまえましてててて開開開開催催催催できればとできればとできればとできればと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんがんがんがんワワワワククククチチチチンンンンのののの実実実実施施施施状況状況状況状況ということでございますがということでございますがということでございますがということでございますが、、、、○○○○橋本健康橋本健康橋本健康橋本健康づくりづくりづくりづくり推進課長推進課長推進課長推進課長子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんがんがんがんワワワワククククチチチチンンンン等等等等公公公公費費費費助助助助成成成成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、、、、国国国国のののの平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年度度度度のののの補補補補正予算正予算正予算正予算でででで措措措措置置置置さささされれれれたものでございますたものでございますたものでございますたものでございます。。。。県県県県ではではではでは、、、、接種接種接種接種対対対対象象象象者者者者のののの利利利利便性便性便性便性のののの向向向向上上上上をををを目目目目的的的的といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、接種接種接種接種可可可可能能能能なななな医療医療医療医療機機機機関関関関であればであればであればであれば、、、、県内県内県内県内のどののどののどののどの地域地域地域地域のののの医療医療医療医療機機機機関関関関でもでもでもでも受診受診受診受診できるできるできるできる体制体制体制体制をををを構築構築構築構築するためにするためにするためにするために、、、、市町市町市町市町村村村村とととと県医県医県医県医師師師師会会会会とのとのとのとの間間間間でのでのでのでの集集集集合合合合契契契契約約約約をををを推推推推進進進進してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。このこのこのこの集集集集合合合合契契契契約約約約によりましによりましによりましによりましてててて、、、、接種接種接種接種をををを平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年のののの２２２２月月月月、、、、３３３３月月月月にににに開開開開始始始始いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ままままずずずず、、、、２２２２月月月月にににに開開開開始始始始するするするする市町市町市町市町村村村村につにつにつにつきましてはきましてはきましてはきましては２２２２市市市市１１１１１１１１町町町町村村村村、、、、３３３３月月月月からはからはからはからは４４４４町町町町村村村村ということでということでということでということで、、、、今年今年今年今年度度度度１７１７１７１７市町市町市町市町村村村村がこのがこのがこのがこの契契契契約約約約にににに参加参加参加参加いたしましていたしましていたしましていたしまして接種接種接種接種をををを始始始始めますめますめますめます。。。。そのそのそのその他他他他２０２０２０２０市町市町市町市町村村村村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４４４４月以月以月以月以降開降開降開降開始始始始さささされれれれるとるとるとると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。十十十十津川津川津川津川村村村村とととと下北下北下北下北山山山山村村村村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、、、、対対対対象象象象人人人人数数数数がががが少少少少ないということないということないということないということもありますのでもありますのでもありますのでもありますので村村村村内内内内のののの診診診診療療療療所所所所でででで接種接種接種接種するということでするということでするということでするということで、、、、このこのこのこの集集集集合合合合契契契契約約約約にはにはにはには参加参加参加参加さささされておりれておりれておりれておりませんませんませんません。。。。ということでということでということでということで、、、、４４４４月以月以月以月以降降降降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、、、、すすすすべべべべてのてのてのての市町市町市町市町村村村村ででででワワワワククククチチチチンンンン接種接種接種接種ををををさささされれれれるというるというるというるという状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、ワワワワククククチチチチンンンン接種接種接種接種のののの対対対対象象象象者者者者へへへへのののの周周周周知知知知はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行っているのかということでっているのかということでっているのかということでっているのかということでございますがございますがございますがございますが、、、、２２２２月月月月からからからから新新新新たにたにたにたに子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんがんがんがん予予予予防防防防ワワワワククククチチチチンンンンをををを接種接種接種接種するするするする市町市町市町市町村村村村、、、、１１１１１１１１市町市町市町市町村村村村ごごごございますざいますざいますざいます。。。。そこにそこにそこにそこに聞聞聞聞きましたらきましたらきましたらきましたら、、、、個人個人個人個人通通通通知知知知をををを実実実実施施施施するするするする市町市町市町市町村村村村がががが９９９９市町市町市町市町村村村村ございますございますございますございます。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその他他他他のやりのやりのやりのやり方方方方としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、学学学学校校校校をををを通通通通じじじじたたたた周周周周知知知知をををを行行行行ったりったりったりったり、、、、広報広報広報広報チチチチラシラシラシラシをををを各戸各戸各戸各戸にににに配配配配布布布布すすすするということでるということでるということでるということで周周周周知知知知をををを図図図図っているということでございますっているということでございますっているということでございますっているということでございます。。。。県県県県におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんのんのんのんのワワワワククククチチチチンンンン接種接種接種接種にににに関関関関するするするする正正正正しいしいしいしい知識知識知識知識のののの普及普及普及普及のためにのためにのためにのために、、、、児童児童児童児童、、、、そのそのそのその保保保保護護護護者者者者をををを対対対対象象象象にににに子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんがんがんがん予予予予防防防防にににに関関関関するするするする啓啓啓啓発発発発パパパパンンンンフレフレフレフレットットットットをををを昨昨昨昨年年年年のののの１１１１１１１１月月月月、、、、１２１２１２１２月月月月にににに集集集集中的中的中的中的にににに配配配配布布布布したところでしたところでしたところでしたところでございますございますございますございます。。。。引引引引きききき続続続続きききき平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度もももも同同同同様様様様、、、、普及啓普及啓普及啓普及啓発発発発にににに努努努努めてまいるめてまいるめてまいるめてまいる所存所存所存所存でございますでございますでございますでございます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。 １１１１つつつつ補補補補足足足足ささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。うつうつうつうつ病病病病対対対対策策策策のののの中中中中でででで、、、、認知認知認知認知行行行行動動動動療療療療法法法法でででで○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長すがすがすがすが、、、、新新新新しいしいしいしい治治治治療療療療法法法法であるであるであるである認知認知認知認知行行行行動動動動療療療療法法法法についてはについてはについてはについては、、、、精精精精神神神神科科科科医療関係医療関係医療関係医療関係者者者者のののの研修研修研修研修のののの中中中中できちできちできちできちんとんとんとんと県内県内県内県内にににに普及普及普及普及していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんがんがんがん予予予予防防防防ワワワワククククチチチチンンンンですがですがですがですが、、、、県県県県はははは県内県内県内県内３９３９３９３９市町市町市町市町村村村村、、、、公公公公費費費費助助助助成成成成でででで自自自自己己己己負担負担負担負担なななな○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員
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くやるとくやるとくやるとくやると言言言言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いましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、それをそれをそれをそれを期期期期待待待待していたわけですがしていたわけですがしていたわけですがしていたわけですが、、、、今今今今おおおお答答答答えがごえがごえがごえがございましたようにざいましたようにざいましたようにざいましたように、、、、接種接種接種接種開開開開始始始始予定予定予定予定もももも２２２２月月月月からのところからのところからのところからのところ、、、、２２２２カカカカ年年年年分分分分ですのでですのでですのでですので本本本本来来来来はははは２２２２カカカカ年年年年分分分分ですがですがですがですが、、、、準準準準備備備備がががが間間間間にににに合合合合わなかったところもあるのでしわなかったところもあるのでしわなかったところもあるのでしわなかったところもあるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。２２２２月月月月１１１１日日日日からからからから実実実実施施施施のところのところのところのところ、、、、またまたまたまた４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから実実実実施施施施のところのところのところのところ、、、、またまたまたまた対対対対象象象象年年年年齢齢齢齢についてもについてもについてもについても国国国国がががが示示示示すすすす中中中中学学学学１１１１年年年年生生生生からからからから高高高高校校校校１１１１年年年年生生生生ということでございましたがということでございましたがということでございましたがということでございましたが、、、、中中中中学学学学１１１１年年年年生生生生、、、、２２２２年年年年生生生生、、、、３３３３年年年年生生生生、、、、このこのこのこの３３３３学学学学年年年年がががが対対対対象象象象といといといというところもありますしうところもありますしうところもありますしうところもありますし、、、、中中中中学学学学１１１１年年年年生生生生からからからから高高高高校校校校１１１１年年年年生生生生までまでまでまで対対対対象象象象というところもありますしというところもありますしというところもありますしというところもありますし、、、、またまたまたまた自自自自己己己己負担負担負担負担についてもについてもについてもについても１１１１回回回回１１１１万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円のののの１１１１割割割割１１１１，，，，５００５００５００５００円円円円をををを自自自自己己己己負担負担負担負担するところするところするところするところもあればもあればもあればもあれば、、、、またまたまたまた公公公公費費費費でででで全額全額全額全額助助助助成成成成ということでということでということでということで自自自自己己己己負担負担負担負担がないところもありますしがないところもありますしがないところもありますしがないところもありますし、、、、これはこれはこれはこれはばらばらなのですばらばらなのですばらばらなのですばらばらなのです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、県県県県がまとめるとおっしがまとめるとおっしがまとめるとおっしがまとめるとおっしゃゃゃゃっていたのですがっていたのですがっていたのですがっていたのですが、、、、何何何何でこんなでこんなでこんなでこんなふふふふううううにばらばらになったのかにばらばらになったのかにばらばらになったのかにばらばらになったのか、、、、おおおお答答答答えをいただきたいとえをいただきたいとえをいただきたいとえをいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、低低低低所得者所得者所得者所得者のののの自自自自己己己己負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減ということでということでということでということで、、、、生生生生活活活活保保保保護護護護世世世世帯帯帯帯についてはすについてはすについてはすについてはすべべべべてててて公公公公費費費費助助助助成成成成でということになっているでということになっているでということになっているでということになっている市町市町市町市町村村村村となっていないとなっていないとなっていないとなっていない市町市町市町市町村村村村もあるのですがもあるのですがもあるのですがもあるのですが、、、、このこのこのこの生生生生活活活活保保保保護護護護世世世世帯帯帯帯にににに対対対対するするするする財源財源財源財源はどこからはどこからはどこからはどこから出出出出ているのでしているのでしているのでしているのでしょょょょうかうかうかうか。。。。おおおお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。ままままずずずず、、、、子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんがんがんがんワワワワククククチチチチンンンンののののススススタータータータートトトト時期時期時期時期、、、、接種接種接種接種開開開開始始始始時期時期時期時期のののの○○○○橋本健康橋本健康橋本健康橋本健康づくりづくりづくりづくり推進課長推進課長推進課長推進課長話話話話とととと接種接種接種接種対対対対象象象象者者者者、、、、それとそれとそれとそれと自自自自己己己己負担負担負担負担、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してのしてのしてのしての低低低低額所得者額所得者額所得者額所得者へへへへのののの財源財源財源財源というというというという話話話話でございでございでございでございますがますがますがますが、、、、ままままずずずずススススタータータータートトトト時期時期時期時期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、、、、これはこれはこれはこれは国国国国のののの補補補補正正正正ということでということでということでということで昨昨昨昨年年年年１１１１１１１１月月月月２６２６２６２６日日日日にににに可決可決可決可決さささされてれてれてれて、、、、詳詳詳詳しいしいしいしい説明説明説明説明はははは１２１２１２１２月月月月にににに入入入入ってからということになっておりますってからということになっておりますってからということになっておりますってからということになっております。。。。市町市町市町市町村村村村におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては対対対対象象象象者者者者のののの多多多多いところいところいところいところ、、、、少少少少ないところないところないところないところ、、、、かなりかなりかなりかなり差差差差がございますがございますがございますがございます。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、接接接接種種種種対対対対象象象象のののの体制体制体制体制がががが整整整整ったところからったところからったところからったところから順順順順次次次次ススススタータータータートトトトするということでするということでするということでするということで、、、、早早早早いところでいところでいところでいところで２２２２月月月月ススススタタタターーーートトトトとなったわけでございますとなったわけでございますとなったわけでございますとなったわけでございます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、接種接種接種接種対対対対象象象象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、、、、このこのこのこの２２２２月月月月、、、、３３３３月月月月からからからからススススタータータータートトトトするするするする１７１７１７１７市町市町市町市町村村村村につきにつきにつきにつきましてましてましてまして、、、、子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんがんがんがん予予予予防防防防ワワワワククククチチチチンンンンのののの対対対対象象象象としましてはとしましてはとしましてはとしましては中中中中学学学学１１１１年年年年生生生生からからからから高高高高校校校校１１１１年年年年生生生生がががが９９９９町町町町村村村村、、、、中中中中学学学学１１１１年年年年生生生生からからからから中中中中学学学学３３３３年年年年生生生生がががが４４４４市町市町市町市町村村村村、、、、そのそのそのその他他他他４４４４市町市町市町市町村村村村ということになってございますということになってございますということになってございますということになってございます。。。。またまたまたまた、、、、自自自自己己己己負担負担負担負担ありにつきましてはありにつきましてはありにつきましてはありにつきましては５５５５市町市町市町市町村村村村、、、、なしはなしはなしはなしは１２１２１２１２町町町町村村村村というというというという状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。先先先先ほどのほどのほどのほどの低低低低所得者所得者所得者所得者のののの関係関係関係関係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、、、、自自自自己己己己負担負担負担負担ありのありのありのありの５５５５市町市町市町市町村村村村についてはすについてはすについてはすについてはすべべべべてててて生生生生活活活活保保保保護護護護世世世世帯帯帯帯等等等等のののの自自自自己己己己負担負担負担負担をををを免除免除免除免除するということでするということでするということでするということで、、、、市町市町市町市町村村村村がががが負担負担負担負担ということになってございということになってございということになってございということになってございますますますます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、ばらばらであるということでございますがばらばらであるということでございますがばらばらであるということでございますがばらばらであるということでございますが、、、、自自自自己己己己負担負担負担負担がががが発発発発生生生生するというところするというところするというところするというところ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、、、、基基基基本的本的本的本的ににににワワワワククククチチチチンンンンのののの接種接種接種接種にかかるにかかるにかかるにかかる国国国国のののの助助助助成成成成制度制度制度制度にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、公公公公費費費費ののののカカカカババババーーーー率率率率をををを９９９９割割割割ということでということでということでということで、、、、つまりつまりつまりつまり接種接種接種接種費費費費用用用用のののの９９９９割割割割についてについてについてについて国国国国がががが２２２２分分分分のののの１１１１、、、、市町市町市町市町村村村村がががが２２２２
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分分分分のののの１１１１をををを持持持持つということでつということでつということでつということで、、、、今今今今このこのこのこの制度設計制度設計制度設計制度設計でいきますとでいきますとでいきますとでいきますと、、、、結結結結果果果果としましてとしましてとしましてとしまして住民住民住民住民、、、、市町市町市町市町村村村村、、、、接種接種接種接種機機機機関等関等関等関等のいのいのいのいずずずずれかにれかにれかにれかに１１１１割割割割のののの経費経費経費経費負担負担負担負担をををを強強強強いるものとなってございますいるものとなってございますいるものとなってございますいるものとなってございます。。。。これにつきまこれにつきまこれにつきまこれにつきましてはしてはしてはしては、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県もももも含含含含めてほかのめてほかのめてほかのめてほかの県県県県もそうですけれどももそうですけれどももそうですけれどももそうですけれども、、、、全国全国全国全国一一一一律律律律のののの方方方方法法法法でででで接種接種接種接種することがすることがすることがすることが望望望望ましいということでましいということでましいということでましいということで、、、、当当当当事事事事業業業業はははは予予予予防防防防接種法接種法接種法接種法上上上上のののの定定定定期期期期接種接種接種接種化化化化をををを念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いたいたいたいた事事事事業業業業というこというこというこということもありますのでともありますのでともありますのでともありますので、、、、国国国国のののの責任責任責任責任としてとしてとしてとして実実実実施施施施さささされるれるれるれるべべべべきであろうときであろうときであろうときであろうと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、国国国国にににに対対対対してしてしてして昨昨昨昨年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日付付付付けでけでけでけで、、、、近近近近畿畿畿畿のののの各各各各府県合府県合府県合府県合同同同同でででで本事本事本事本事業業業業のののの制度制度制度制度のののの見見見見直直直直しをしをしをしを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、必必必必要要要要なななな財源財源財源財源についてはについてはについてはについては特特特特例例例例交交交交付金及付金及付金及付金及びびびび交交交交付税付税付税付税によってによってによってによって全額全額全額全額措措措措置置置置さささされれれれるようにるようにるようにるように緊急緊急緊急緊急にににに要要要要望望望望したところでございますしたところでございますしたところでございますしたところでございます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、接種接種接種接種のののの対対対対象象象象年年年年齢齢齢齢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、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのようにのようにのようにのように、、、、国国国国がががが子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんがんがんがんワワワワククククチチチチンンンンでででで対対対対象象象象としておりますのはとしておりますのはとしておりますのはとしておりますのは中中中中学学学学１１１１年年年年生生生生からからからから高高高高校校校校１１１１年年年年生生生生ということですけれどもということですけれどもということですけれどもということですけれども、、、、接種接種接種接種対対対対象象象象者者者者のこののこののこののこの年年年年齢齢齢齢のののの範囲範囲範囲範囲でででで市町市町市町市町村村村村がががが独独独独自自自自にににに接種接種接種接種年年年年齢齢齢齢をををを設設設設定定定定するということはするということはするということはするということは可能可能可能可能ということということということということになっているのですけれどもになっているのですけれどもになっているのですけれどもになっているのですけれども、、、、県県県県としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、国国国国からからからから対対対対象象象象年年年年齢齢齢齢がががが示示示示さささされたれたれたれた上上上上でででで財財財財政政政政措措措措置置置置がががが講講講講じじじじられているということからられているということからられているということからられているということから、、、、全全全全年年年年齢齢齢齢をををを対対対対象象象象とするということがとするということがとするということがとするということが適適適適当当当当であろうというであろうというであろうというであろうということでことでことでことで市町市町市町市町村村村村のののの協力協力協力協力をををを求求求求めましたのですがめましたのですがめましたのですがめましたのですが、、、、結結結結果果果果的的的的にににに１２１２１２１２市市市市のののの市市市市長会長会長会長会ではではではでは、、、、対対対対象象象象年年年年齢齢齢齢をををを中中中中学学学学１１１１年年年年生生生生からからからから中中中中学学学学３３３３年年年年生生生生ととととさささされたというれたというれたというれたという状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。今今今今、、、、いろいろとできなかったいろいろとできなかったいろいろとできなかったいろいろとできなかった理由理由理由理由をおをおをおをお述述述述べべべべになりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、ままままずずずずはははは国国国国のののの補補補補正予正予正予正予○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員算成立算成立算成立算成立がががが遅遅遅遅かったかったかったかった、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして準準準準備備備備期間期間期間期間がががが少少少少なかったということがなかったということがなかったということがなかったということが１１１１つあるとつあるとつあるとつあると思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、ワワワワククククチチチチンンンン接種接種接種接種費費費費用用用用のののの国国国国がががが９９９９割割割割しかしかしかしか措措措措置置置置しなかったということがしなかったということがしなかったということがしなかったということが大大大大きなきなきなきな原原原原因因因因とととと思思思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。。。。これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして、、、、県県県県はいろいろはいろいろはいろいろはいろいろ県県県県のののの医医医医師師師師会会会会とととと協協協協議議議議さささされたとれたとれたとれたと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、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの状況状況状況状況をおをおをおをお答答答答えいただきたいとえいただきたいとえいただきたいとえいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。接種接種接種接種費費費費用用用用のののの医医医医師師師師会会会会とのとのとのとの交交交交渉渉渉渉ということでございますがということでございますがということでございますがということでございますが、、、、先先先先ほほほほ○○○○橋本健康橋本健康橋本健康橋本健康づくりづくりづくりづくり推進課長推進課長推進課長推進課長どもどもどもども申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、自自自自己己己己負担負担負担負担がががが発発発発生生生生することについてはすることについてはすることについてはすることについては、、、、国国国国のののの制度設計制度設計制度設計制度設計にににに問題問題問題問題ががががあるのではないかというあるのではないかというあるのではないかというあるのではないかという認識認識認識認識であるのですけれどもであるのですけれどもであるのですけれどもであるのですけれども、、、、県県県県、、、、それとそれとそれとそれと市町市町市町市町村村村村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、、、、自自自自己己己己負担負担負担負担をなくすをなくすをなくすをなくす努力努力努力努力ということでということでということでということで、、、、接種接種接種接種単単単単価価価価につきましてにつきましてにつきましてにつきまして話話話話しししし合合合合いをいをいをいを持持持持ったわけでござったわけでござったわけでござったわけでございますいますいますいます。。。。内内内内容容容容的的的的にはにはにはには、、、、国国国国がががが言言言言っていますっていますっていますっています９９９９割割割割、、、、残残残残りりりり１１１１割割割割をどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにしてなくすかとうにしてなくすかとうにしてなくすかとうにしてなくすかというところでいうところでいうところでいうところで、、、、そのそのそのその１１１１割割割割部部部部分分分分のののの単単単単価価価価のののの引引引引きききき下下下下げげげげということでのということでのということでのということでの交交交交渉渉渉渉をしたわけですけれどをしたわけですけれどをしたわけですけれどをしたわけですけれどもももも、、、、結結結結果果果果的的的的にはにはにはには１１１１割割割割相相相相当分当分当分当分についてについてについてについてカカカカババババーーーーができるまでのができるまでのができるまでのができるまでの単単単単価価価価にはにはにはには至至至至らなかったというらなかったというらなかったというらなかったという状状状状況況況況でございますでございますでございますでございます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、医医医医師師師師会会会会とととと何度何度何度何度もももも協協協協議議議議していただいたのですがしていただいたのですがしていただいたのですがしていただいたのですが、、、、財務省財務省財務省財務省がががが示示示示すすすす○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員接種接種接種接種費費費費用用用用よりもよりもよりもよりも安安安安くしていただければくしていただければくしていただければくしていただければ、、、、そのそのそのその分自分自分自分自己己己己負担負担負担負担がなくがなくがなくがなく、、、、すすすすべべべべてててて公公公公費費費費助助助助成成成成でできたでできたでできたでできた
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というところなのでしというところなのでしというところなのでしというところなのでしょょょょうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、それがうまくいかなかったというそれがうまくいかなかったというそれがうまくいかなかったというそれがうまくいかなかったという、、、、今今今今のおのおのおのお答答答答えでごえでごえでごえでございましたざいましたざいましたざいました。。。。９９９９割割割割ということでということでということでということで、、、、一部一部一部一部負担負担負担負担がががが結結結結果果果果的的的的にににに発発発発生生生生したというしたというしたというしたという中中中中でででで、、、、市町市町市町市町村村村村によっによっによっによってはそれをてはそれをてはそれをてはそれを全面全面全面全面、、、、１１１１割割割割をををを市町市町市町市町村村村村ででででカカカカババババーーーーしているところもあるわけですしているところもあるわけですしているところもあるわけですしているところもあるわけです、、、、これこれこれこれ見見見見ささささせていせていせていせていただくとただくとただくとただくと。。。。ですからですからですからですから、、、、そういうそういうそういうそういう市町市町市町市町村村村村はははは意意意意識識識識がががが高高高高くてくてくてくて、、、、丸丸丸丸々々々々市町市町市町市町村村村村がががが負担負担負担負担してしてしてして個人個人個人個人のののの負担負担負担負担なくすなくすなくすなくすべべべべてててて公公公公費費費費助助助助成成成成でででで接種接種接種接種できるということでできるということでできるということでできるということで、、、、各各各各市町市町市町市町村村村村いろいろばらつきがいろいろばらつきがいろいろばらつきがいろいろばらつきが、、、、差差差差があるがあるがあるがあるわけでございますわけでございますわけでございますわけでございます。。。。今今今今後後後後、、、、周周周周知知知知もももも先先先先ほどほどほどほど伺伺伺伺いましたらいましたらいましたらいましたら、、、、個人個人個人個人へへへへのののの周周周周知知知知ををををさささされるれるれるれる市町市町市町市町村村村村とととと、、、、中中中中学学学学１１１１年年年年、、、、２２２２年年年年、、、、３３３３年年年年となりますととなりますととなりますととなりますと、、、、中中中中学学学学校校校校のそういったのそういったのそういったのそういった義務義務義務義務教育教育教育教育のののの中中中中でででで学学学学校校校校をををを通通通通してしてしてして周周周周知知知知さささされるところもれるところもれるところもれるところもあるようでございますがあるようでございますがあるようでございますがあるようでございますが、、、、本人本人本人本人にににに、、、、家庭家庭家庭家庭にににに確確確確実実実実にににに届届届届くためにはくためにはくためにはくためには、、、、個人個人個人個人へへへへのののの配配配配付付付付というのがというのがというのがというのが一一一一番番番番いいかなといいかなといいかなといいかなと思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、接種率接種率接種率接種率をををを今今今今度度度度はははは上上上上げげげげるためにるためにるためにるために、、、、啓啓啓啓発発発発をををを徹底徹底徹底徹底していただしていただしていただしていただくためにくためにくためにくために、、、、そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも検討検討検討検討してしてしてして、、、、市町市町市町市町村村村村格格格格差差差差なくなくなくなく接種接種接種接種できるようにできるようにできるようにできるように、、、、周周周周知知知知のののの方方方方ももももももももうううう一一一一度度度度チェチェチェチェッッッッククククをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今後後後後、、、、接種率接種率接種率接種率がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいらいらいらい進進進進んでいくのかんでいくのかんでいくのかんでいくのか。。。。またまたまたまた他県他県他県他県ですですですです。。。。私私私私どもどもどもどもずずずずっとっとっとっと去去去去年年年年のののの２２２２月月月月からこのからこのからこのからこの子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんにがんにがんにがんに関関関関してしてしてして代代代代表表表表質問質問質問質問をををを行行行行ってまいりましたがってまいりましたがってまいりましたがってまいりましたが、、、、そういったそういったそういったそういった中中中中ででででもももも知事知事知事知事のののの答答答答弁弁弁弁にににに県県県県としてとしてとしてとして支支支支援援援援しているしているしているしている県県県県もあるとおっしもあるとおっしもあるとおっしもあるとおっしゃゃゃゃっておりますっておりますっておりますっております。。。。そういったとこそういったとこそういったとこそういったところのろのろのろの状況状況状況状況もももも考考考考ええええ、、、、来来来来年年年年度度度度のののの予算予算予算予算についてはについてはについてはについては、、、、関西関西関西関西としてもとしてもとしてもとしても国国国国にににに対対対対してしてしてして緊急申緊急申緊急申緊急申しししし入入入入れをしてれをしてれをしてれをしていただいたということでございますがいただいたということでございますがいただいたということでございますがいただいたということでございますが、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの予算予算予算予算もももも来来来来年年年年度度度度はははは骨骨骨骨格格格格予算予算予算予算とととと聞聞聞聞いておりまいておりまいておりまいておりますのですのですのですので、、、、あとあとあとあと県県県県としてとしてとしてとして支支支支援援援援していただくためのこういったしていただくためのこういったしていただくためのこういったしていただくためのこういった細細細細部部部部のののの予算予算予算予算についてはについてはについてはについては、、、、今今今今後後後後ししししっかりとっかりとっかりとっかりと検討検討検討検討していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。市町市町市町市町村村村村がががが少少少少なくともなくともなくともなくとも独独独独自自自自でででで負担負担負担負担しているところについてしているところについてしているところについてしているところについてはははは県県県県もももも支支支支援援援援をしていただきたいをしていただきたいをしていただきたいをしていただきたい。。。。そういったそういったそういったそういった誘導誘導誘導誘導をすることでをすることでをすることでをすることで接種率接種率接種率接種率もももも上上上上がりがりがりがり、、、、またまたまたまた、、、、すすすすべべべべてのてのてのての市町市町市町市町村村村村がががが格格格格差差差差なくなくなくなく子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんがんがんがん予予予予防防防防ワワワワククククチチチチンンンンがががが接種接種接種接種できるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと思思思思いますのいますのいますのいますのでででで、、、、県県県県としてそういったとしてそういったとしてそういったとしてそういった方向方向方向方向、、、、どんなどんなどんなどんなふふふふうにうにうにうに今今今今後考後考後考後考えていこうとえていこうとえていこうとえていこうとさささされているのかおれているのかおれているのかおれているのかお伺伺伺伺いしいしいしいしておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 接種率接種率接種率接種率のののの向向向向上上上上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、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度もももも所要所要所要所要のののの予算予算予算予算をををを○○○○橋本健康橋本健康橋本健康橋本健康づくりづくりづくりづくり推進課長推進課長推進課長推進課長今提案今提案今提案今提案ささささせていただいてるところでございましてせていただいてるところでございましてせていただいてるところでございましてせていただいてるところでございまして、、、、引引引引きききき続続続続きききき啓啓啓啓発発発発パパパパンンンンフレフレフレフレットットットットのののの接種接種接種接種者者者者にににに対対対対するするするする配配配配布布布布とかとかとかとか、、、、学学学学校校校校関係関係関係関係者者者者、、、、医療関係医療関係医療関係医療関係者者者者にににに対対対対するするするする講習講習講習講習会会会会をををを開開開開催催催催したりとかいうことでしたりとかいうことでしたりとかいうことでしたりとかいうことで接接接接種率種率種率種率のののの向向向向上上上上についてはについてはについてはについては進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。来来来来年年年年度度度度ということですけれどもということですけれどもということですけれどもということですけれども、、、、このこのこのこの２２２２月月月月からからからから接種接種接種接種をををを開開開開始始始始しているしているしているしている１１１１１１１１市町市町市町市町村村村村ございまございまございまございますすすす。。。。そこでのそこでのそこでのそこでの実実実実施施施施状況状況状況状況ですとかですとかですとかですとか、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな声声声声についてについてについてについて、、、、市町市町市町市町村村村村とともにとともにとともにとともに適切適切適切適切にそのにそのにそのにその情情情情報報報報をををを把握把握把握把握してしてしてして考考考考えてまいりたいとえてまいりたいとえてまいりたいとえてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。
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啓啓啓啓発発発発はしっかりとはしっかりとはしっかりとはしっかりと接種率接種率接種率接種率がががが上上上上がるようにしていただきたいとがるようにしていただきたいとがるようにしていただきたいとがるようにしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員集集集集合合合合契契契契約約約約ということでということでということでということで医医医医師師師師会会会会といろいろとといろいろとといろいろとといろいろと協協協協議議議議していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、汗汗汗汗はははは流流流流していただいていしていただいていしていただいていしていただいているのですがるのですがるのですがるのですが、、、、市町市町市町市町村村村村からからからから見見見見ればればればれば県県県県はおはおはおはお金金金金のののの支支支支援援援援はははは何何何何もしていないではないかといったもしていないではないかといったもしていないではないかといったもしていないではないかといった考考考考ええええ、、、、見見見見方方方方もあるのはもあるのはもあるのはもあるのは事実事実事実事実でございますでございますでございますでございます。。。。そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで県県県県もともにもともにもともにもともに汗汗汗汗をかいていただきたいをかいていただきたいをかいていただきたいをかいていただきたい。。。。財財財財政的政的政的政的なななな支支支支援援援援をしていただきたいということでをしていただきたいということでをしていただきたいということでをしていただきたいということで再再再再度度度度おおおお考考考考えをえをえをえを聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほどもほどもほどもほども言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、既既既既にににに実実実実施施施施しているしているしているしている市町市町市町市町村村村村がありがありがありがあり○○○○橋本健康橋本健康橋本健康橋本健康づくりづくりづくりづくり推進課長推進課長推進課長推進課長ますのでますのでますのでますので、、、、そこのところのごそこのところのごそこのところのごそこのところのご意意意意見見見見、、、、状況状況状況状況をををを把握把握把握把握したしたしたした上上上上でででで検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。小小小小児児児児のののの救急救急救急救急のののの問題問題問題問題とととと、、、、それからそれからそれからそれから野野野野外活動外活動外活動外活動センセンセンセンターターターターのこととのこととのこととのことと、、、、登登登登美美美美学学学学園園園園のののの問題問題問題問題○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員とととと、、、、今今今今度度度度請願請願請願請願のののの審査審査審査審査がまたがまたがまたがまた３３３３月月月月２２２２日日日日にあるということでしたのでにあるということでしたのでにあるということでしたのでにあるということでしたので、、、、子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸がんのがんのがんのがんの方方方方、、、、今今今今、、、、畭委員畭委員畭委員畭委員がががが大大大大分話分話分話分話をしておりますのでをしておりますのでをしておりますのでをしておりますので、、、、またそれはまたそれはまたそれはまたそれは後後後後日日日日にににに回回回回すようにしたいとすようにしたいとすようにしたいとすようにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。県県県県立奈良病院立奈良病院立奈良病院立奈良病院のはまたのはまたのはまたのはまた別別別別にあるのですねにあるのですねにあるのですねにあるのですね。。。。はいはいはいはい。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長１１１１つはつはつはつは小小小小児児児児救急救急救急救急ですですですです。。。。橿原市橿原市橿原市橿原市でででで今今今今、、、、休休休休日日日日夜夜夜夜間応急診間応急診間応急診間応急診療療療療所所所所をしていただいていをしていただいていをしていただいていをしていただいてい○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員るのですけれどもるのですけれどもるのですけれどもるのですけれども、、、、土曜土曜土曜土曜日日日日のののの診診診診療療療療時間時間時間時間がががが夜夜夜夜９９９９時時時時半半半半からしかからしかからしかからしか受受受受けけけけ付付付付けをしてもらえないといけをしてもらえないといけをしてもらえないといけをしてもらえないということになっておりますうことになっておりますうことになっておりますうことになっております。。。。土曜土曜土曜土曜日日日日でもでもでもでも、、、、夜夜夜夜間間間間でもでもでもでも、、、、小小小小児児児児科科科科をををを標榜標榜標榜標榜してあいているところはしてあいているところはしてあいているところはしてあいているところは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、、、、大大大大体体体体７７７７時時時時半半半半とかとかとかとか８８８８時時時時までというまでというまでというまでという時間時間時間時間でででで、、、、９９９９時時時時半半半半までのまでのまでのまでの間間間間のののの空白空白空白空白のののの時時時時間間間間がががが生生生生まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。２２２２次次次次輪番輪番輪番輪番のところがそうしたのところがそうしたのところがそうしたのところがそうした１１１１次次次次のののの方方方方もももも大大大大勢押勢押勢押勢押しかけてくるといしかけてくるといしかけてくるといしかけてくるということがありましてうことがありましてうことがありましてうことがありまして、、、、２２２２次次次次輪番輪番輪番輪番をををを受受受受けているけているけているけている医療医療医療医療機機機機関関関関のののの負担負担負担負担がががが非常非常非常非常にににに大大大大きいというきいというきいというきいという意意意意見見見見をををを聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。朝朝朝朝までかかってしまうということもまでかかってしまうということもまでかかってしまうということもまでかかってしまうということも聞聞聞聞いておりますけれどもいておりますけれどもいておりますけれどもいておりますけれども、、、、以前以前以前以前、、、、ううううちのちのちのちの近近近近くでありましたくでありましたくでありましたくでありました、、、、例例例例えばえばえばえば友紘友紘友紘友紘会病院会病院会病院会病院などもなどもなどもなども２２２２次次次次輪番輪番輪番輪番制制制制にににに入入入入っておりましたけれどもっておりましたけれどもっておりましたけれどもっておりましたけれども、、、、ここもここもここもここも取取取取りやめになったということですしりやめになったということですしりやめになったということですしりやめになったということですし、、、、４４４４月月月月からはからはからはからは済済済済生生生生会会会会御御御御所所所所病院病院病院病院もももも２２２２次次次次輪番輪番輪番輪番をををを抜抜抜抜けけけけるというるというるというるという話話話話もももも聞聞聞聞いているわけですいているわけですいているわけですいているわけです。。。。こうしたこうしたこうしたこうした状況状況状況状況がががが続続続続いてきますといてきますといてきますといてきますと、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく子子子子どものどものどものどもの救急救急救急救急医療医療医療医療のののの体制体制体制体制をとっていただいてをとっていただいてをとっていただいてをとっていただいているのにいるのにいるのにいるのに、、、、これがこれがこれがこれが続続続続けられなくなってしまうのではないかということをけられなくなってしまうのではないかということをけられなくなってしまうのではないかということをけられなくなってしまうのではないかということを心配心配心配心配しておりまししておりまししておりまししておりましてててて、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、土曜土曜土曜土曜日日日日のののの橿原市橿原市橿原市橿原市のののの休休休休日日日日夜夜夜夜間応急診間応急診間応急診間応急診療療療療所所所所をををを９９９９時時時時半半半半からではなくてからではなくてからではなくてからではなくて６６６６時時時時ごろからごろからごろからごろからオオオオーーーープンプンプンプンをしていただいたらをしていただいたらをしていただいたらをしていただいたら、、、、負担負担負担負担がががが少少少少しはしはしはしは軽減軽減軽減軽減できるのではないかというできるのではないかというできるのではないかというできるのではないかという意意意意見見見見などもいなどもいなどもいなどもいただいておりますただいておりますただいておりますただいております。。。。今今今今、、、、県県県県ではではではでは、、、、小小小小児児児児のののの救急対応救急対応救急対応救急対応でででで♯♯♯♯８１１９８１１９８１１９８１１９とかいろいろなとかいろいろなとかいろいろなとかいろいろなパパパパンンンンフレフレフレフレットットットットをををを配配配配布布布布してしてしてして、、、、すすすすぐぐぐぐかかるかかるかかるかかる病病病病気気気気なのかなのかなのかなのか、、、、様様様様子子子子をををを見見見見ていいのかというようなていいのかというようなていいのかというようなていいのかというような、、、、そうしたことのそうしたことのそうしたことのそうしたことの啓啓啓啓発発発発などもなどもなどもなども行行行行わわわわれておりますけれどもれておりますけれどもれておりますけれどもれておりますけれども、、、、そうしたそうしたそうしたそうした対応対応対応対応によりましてどんなによりましてどんなによりましてどんなによりましてどんな成成成成果果果果がががが出出出出ているのかということているのかということているのかということているのかということ



---- 11113333 ----

をおをおをおをお尋尋尋尋ねをしたいとねをしたいとねをしたいとねをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市のののの施設施設施設施設ということですけれどもということですけれどもということですけれどもということですけれども、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県下下下下のののの小小小小児児児児科科科科のののの医療医療医療医療ということでということでということでということで非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なななな役割役割役割役割をををを持持持持っているところだとっているところだとっているところだとっているところだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。今今今今後後後後、、、、こうしたこうしたこうしたこうした問題問題問題問題でどんなでどんなでどんなでどんなふふふふうにうにうにうに県県県県はははは考考考考えておられるのかえておられるのかえておられるのかえておられるのか、、、、そのそのその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尋尋尋尋ねをしたいとねをしたいとねをしたいとねをしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、２２２２つつつつ目目目目にににに登登登登美美美美学学学学園園園園のののの問題問題問題問題ですですですです。。。。登登登登美美美美学学学学園園園園はははは県立県立県立県立のののの障障障障害害害害児児児児のののの施設施設施設施設ということでということでということでということで、、、、ほかのほかのほかのほかの障障障障害害害害児児児児施設施設施設施設ではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか受受受受けけけけ入入入入れがれがれがれが困困困困難難難難なななな、、、、かなりかなりかなりかなり重重重重度度度度のののの子子子子どもどもどもどもささささんたちもそこでんたちもそこでんたちもそこでんたちもそこでたくたくたくたくささささんんんん生生生生活活活活ををををさささされておりますれておりますれておりますれております。。。。施設施設施設施設がががが本本本本当当当当にににに古古古古くてくてくてくて雨漏雨漏雨漏雨漏りがするとかりがするとかりがするとかりがするとか、、、、給湯給湯給湯給湯施設施設施設施設がががが小小小小ささささいためにおいためにおいためにおいためにお風呂風呂風呂風呂をををを入入入入れているれているれているれている間間間間におにおにおにお湯湯湯湯がががが出出出出なくなるのではないかというようなことをなくなるのではないかというようなことをなくなるのではないかというようなことをなくなるのではないかというようなことを思思思思いいいいながらながらながらながら使使使使っているとっているとっているとっていると。。。。半半半半分分分分ずずずずつしかおつしかおつしかおつしかお風呂風呂風呂風呂にににに毎毎毎毎日日日日交交交交代代代代でしかでしかでしかでしか入入入入れないというようなこととれないというようなこととれないというようなこととれないというようなこととかかかか、、、、またまたまたまた高高高高校校校校生生生生ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの男男男男のののの子子子子はははは非常非常非常非常にににに力力力力がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、どんどんやるとどんどんやるとどんどんやるとどんどんやるとトトトトイレイレイレイレのののの便器便器便器便器がががが壊壊壊壊れてしまうれてしまうれてしまうれてしまう。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、補修補修補修補修するのにするのにするのにするのに針金針金針金針金でとめてでとめてでとめてでとめて何何何何とかとかとかとか使使使使っているとかっているとかっているとかっているとか、、、、最近最近最近最近はははは個室個室個室個室でないとでないとでないとでないと対応対応対応対応できないようなできないようなできないようなできないような子子子子どもどもどもどもささささんもんもんもんもふふふふえてきておりますがえてきておりますがえてきておりますがえてきておりますが、、、、そういうそういうそういうそういう個室個室個室個室のののの対対対対応応応応がそこのがそこのがそこのがそこの施設施設施設施設ではできないというようなことをではできないというようなことをではできないというようなことをではできないというようなことを聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。またまたまたまた、、、、職員職員職員職員のののの採採採採用用用用でもでもでもでも、、、、正正正正規規規規のののの職員職員職員職員のののの採採採採用用用用がががが行行行行われましたのがわれましたのがわれましたのがわれましたのが７７７７年前年前年前年前ということでということでということでということで、、、、一一一一番番番番新新新新しいしいしいしい正正正正規規規規職員職員職員職員がもうがもうがもうがもう既既既既にににに３０３０３０３０歳歳歳歳になっているになっているになっているになっている状況状況状況状況ですですですです。。。。そのそのそのその間間間間、、、、人人人人がやめられてもがやめられてもがやめられてもがやめられても補補補補充充充充がなくてがなくてがなくてがなくて、、、、日日日日 々々々々雇雇雇雇用用用用というというというという形形形形でのでのでのでの採採採採用用用用をしてをしてをしてをして何何何何とかとかとかとか施設施設施設施設をををを運運運運営営営営しているわけですけれどしているわけですけれどしているわけですけれどしているわけですけれどもももも、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、昨昨昨昨年年年年２２２２人人人人のののの日日日日 々々々々雇雇雇雇用用用用のののの方方方方にににに来来来来ていただいたのですけれどもていただいたのですけれどもていただいたのですけれどもていただいたのですけれども、、、、妊娠妊娠妊娠妊娠ををををさささされましれましれましれましてててて、、、、１１１１人人人人はははは妊娠妊娠妊娠妊娠していたらしていたらしていたらしていたら日日日日 々々々々雇雇雇雇用用用用のののの場場場場合合合合はははは産産産産前前前前産産産産後後後後のののの休暇休暇休暇休暇とかそういうのがとかそういうのがとかそういうのがとかそういうのが一一一一切切切切保保保保障障障障ががががありませんのでありませんのでありませんのでありませんので、、、、とてもとてもとてもとても続続続続けられないということでやめられてしまったとけられないということでやめられてしまったとけられないということでやめられてしまったとけられないということでやめられてしまったと。。。。もうもうもうもう一人一人一人一人のののの方方方方はははは流産流産流産流産してしまってしてしまってしてしまってしてしまって、、、、今今今今復復復復帰帰帰帰ははははさささされているようですけれどもれているようですけれどもれているようですけれどもれているようですけれども、、、、働働働働くくくく人人人人自身自身自身自身もももも安安安安心心心心してしてしてして子子子子どどどどもをもをもをもを産産産産むむむむようなことができないようなようなことができないようなようなことができないようなようなことができないような状況状況状況状況でででで働働働働いているいているいているいている。。。。現現現現場場場場ではではではでは夜夜夜夜間間間間ののののシシシシフフフフトトトトがががが組組組組めなめなめなめないというようないというようないというようないというような深刻深刻深刻深刻なななな状況状況状況状況だとだとだとだと聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。県県県県はははは、、、、このこのこのこの施設施設施設施設をををを今今今今後後後後どんなどんなどんなどんなふふふふうにうにうにうにさささされようとしているのかれようとしているのかれようとしているのかれようとしているのか、、、、施設施設施設施設のののの建建建建てててて替替替替えのえのえのえの計画計画計画計画ななななどはどはどはどは考考考考えられていないのかえられていないのかえられていないのかえられていないのか、、、、そのあたりについておそのあたりについておそのあたりについておそのあたりについてお尋尋尋尋ねをしたいとねをしたいとねをしたいとねをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、野野野野外活動外活動外活動外活動センセンセンセンターターターターですですですです。。。。皆皆皆皆様様様様のおのおのおのお手元手元手元手元にににに資料資料資料資料をををを委員長委員長委員長委員長にににに頼頼頼頼んでんでんでんで配配配配付付付付ささささせていせていせていせていただいたのでただいたのでただいたのでただいたので、、、、ごらんをいただきたいとごらんをいただきたいとごらんをいただきたいとごらんをいただきたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、理事理事理事理事者者者者のののの方方方方のののの分分分分はははは全全全全員員員員になくてになくてになくてになくて、、、、宮宮宮宮谷谷谷谷くらしくらしくらしくらし創造部長創造部長創造部長創造部長とととと青青青青少少少少年年年年・・・・生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習課課課課長長長長にはにはにはには配配配配らせていただいたのですけれどもらせていただいたのですけれどもらせていただいたのですけれどもらせていただいたのですけれども、、、、前回前回前回前回、、、、野野野野外外外外でのでのでのでの学学学学校校校校教育教育教育教育活動活動活動活動のののの保保保保障障障障にににに関関関関するするするする請願書請願書請願書請願書をををを全全全全会一会一会一会一致致致致でででで採択採択採択採択いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。それをそれをそれをそれを受受受受けけけけてててて県県県県ではいろいろなではいろいろなではいろいろなではいろいろな対応対応対応対応ををををさささされたということでれたということでれたということでれたということで今回今回今回今回のののの資料資料資料資料がががが出出出出さささされておりますれておりますれておりますれております。。。。このこのこのこの対応対応対応対応とととと、、、、それからこのそれからこのそれからこのそれからこの請願請願請願請願のののの方方方方 々々々々がががが願願願願っていたこととっていたこととっていたこととっていたことと大大大大分分分分ずずずずれがあるということでれがあるということでれがあるということでれがあるということで



---- 11114444 ----

紹介紹介紹介紹介ををををささささせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと思思思思っているわけですけれどもっているわけですけれどもっているわけですけれどもっているわけですけれども、、、、県県県県のののの対応対応対応対応、、、、処処処処理状況理状況理状況理状況ではではではでは、、、、「「「「ニニニニーーーーズズズズのののの把握把握把握把握とととと整備整備整備整備・・・・運運運運営営営営についてについてについてについて」」」」ということでということでということでということで書書書書かれておりますのはかれておりますのはかれておりますのはかれておりますのは、、、、このこのこのこの平成平成平成平成１１１１９９９９年年年年のののの利用利用利用利用団団団団体体体体ののののアンケアンケアンケアンケーーーートトトト調調調調査査査査、、、、それからそれからそれからそれから小小小小学学学学校校校校、、、、中中中中学学学学校校校校、、、、高等高等高等高等学学学学校校校校ののののアンケアンケアンケアンケーーーートトトト調調調調査査査査をををを平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年にににに実実実実施施施施をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして、、、、そのそのそのその結結結結果果果果ふふふふだんのだんのだんのだんの生生生生活活活活とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる飯飯飯飯ごうごうごうごう炊炊炊炊ささささんやんやんやんやキキキキャャャャンプンプンプンプファイファイファイファイアアアア、、、、野野野野外外外外でのでのでのでの自自自自主主主主的的的的にににに行行行行うううう体体体体験験験験のののの満満満満足足足足度度度度がががが高高高高いといういといういといういという声声声声があったとがあったとがあったとがあったと。。。。子子子子どもどもどもどもたちからはたちからはたちからはたちからは直接直接直接直接自然自然自然自然とととと触触触触れれれれ合合合合えるえるえるえるテントテントテントテントややややロッジロッジロッジロッジというというというという非非非非日日日日常常常常的経的経的経的経験験験験がががが深深深深くくくく印象印象印象印象にににに残残残残ってってってっているといういるといういるといういるという声声声声がよせられたがよせられたがよせられたがよせられた。。。。このためこのためこのためこのため、、、、ロッジロッジロッジロッジ、、、、テントテントテントテントサイサイサイサイトトトトをををを中中中中心心心心としてとしてとしてとして自然自然自然自然のののの中中中中でのでのでのでの生生生生活活活活体体体体験験験験をををを十分十分十分十分にににに行行行行うことができるよううことができるよううことができるよううことができるようセンセンセンセンターターターターのののの運運運運営営営営をををを行行行行っていくというっていくというっていくというっていくという方方方方針針針針にににに基基基基づづづづいいいいてててて、、、、管管管管理理理理宿泊棟宿泊棟宿泊棟宿泊棟はははは廃止廃止廃止廃止をするとをするとをするとをすると。。。。そしてそしてそしてそしてテントテントテントテントととととロッジロッジロッジロッジをををを整備整備整備整備するというするというするというするという方向方向方向方向がががが出出出出さささされてれてれてれているわけですけれどもいるわけですけれどもいるわけですけれどもいるわけですけれども、、、、皆皆皆皆様様様様のおのおのおのお手元手元手元手元にににに配配配配っておりますのをっておりますのをっておりますのをっておりますのを見見見見ていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思うのでうのでうのでうのですがすがすがすが。。。。例例例例えばえばえばえば利用者利用者利用者利用者のののの声声声声でででで、、、、資料資料資料資料ののののＢＢＢＢのところののところののところののところの１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジ等等等等をををを見見見見ていただきますとていただきますとていただきますとていただきますと、、、、こここここではこではこではこでは研修研修研修研修室室室室がががが欲欲欲欲しいとかしいとかしいとかしいとか利用利用利用利用人人人人数数数数がががが多多多多いのでおいのでおいのでおいのでお風呂風呂風呂風呂のののの時間時間時間時間をををを長長長長くしてほしいとかくしてほしいとかくしてほしいとかくしてほしいとか、、、、それそれそれそれからからからから体育体育体育体育館館館館のののの使用使用使用使用許許許許可可可可のこととかいろいろそうしたことがのこととかいろいろそうしたことがのこととかいろいろそうしたことがのこととかいろいろそうしたことが書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。中中中中学生学生学生学生もももも半半半半日日日日取取取取りりりり組組組組めるめるめるめる雨天雨天雨天雨天プログラムプログラムプログラムプログラムがががが欲欲欲欲しいとかというしいとかというしいとかというしいとかという意意意意見見見見などもなどもなどもなども出出出出ておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、センセンセンセンターターターターのありのありのありのあり方方方方ということでということでということでということで、、、、今実際今実際今実際今実際、、、、このこのこのこの施設施設施設施設をををを利用利用利用利用しておりますしておりますしておりますしております状況状況状況状況からいたしますとからいたしますとからいたしますとからいたしますと、、、、確確確確かにかにかにかに子子子子どものどものどものどもの数数数数がががが減減減減りましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、利用利用利用利用のののの実実実実数数数数がががが少少少少なくなってなくなってなくなってなくなって学学学学校校校校のののの数数数数もももも少少少少なくなっているというのがあるのですがなくなっているというのがあるのですがなくなっているというのがあるのですがなくなっているというのがあるのですが、、、、逆逆逆逆にににに団団団団体数体数体数体数はははは非常非常非常非常にににに伸伸伸伸びびびびてきておりまてきておりまてきておりまてきておりましてしてしてして、、、、特特特特にににに学学学学校校校校関係関係関係関係のののの団団団団体体体体がががが非常非常非常非常にににに伸伸伸伸びびびびているというのがているというのがているというのがているというのが出出出出ておりますておりますておりますております。。。。そうしたそうしたそうしたそうした団団団団体体体体のののの中中中中でででで、、、、小小小小学学学学校校校校のののの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの利用利用利用利用がががが５５５５分分分分のののの１１１１をををを占占占占めているというのがめているというのがめているというのがめているというのが、、、、これはこれはこれはこれはＢＢＢＢというとというとというとというところのころのころのころの５５５５ペペペペーーーージジジジのののの表表表表にそうしたにそうしたにそうしたにそうしたグラグラグラグラフフフフなどもなどもなどもなども出出出出ておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、利用者利用者利用者利用者のののの声声声声のところでのところでのところでのところで、、、、ＢＢＢＢのののの１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジでででで平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年度度度度のののの利用者利用者利用者利用者団団団団体体体体ののののアンアンアンアンケケケケーーーートトトト、、、、県県県県がががが書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります問題問題問題問題ではではではでは、、、、トトトトイレイレイレイレがががが古古古古いとかいとかいとかいとか１００１００１００１００人人人人程度程度程度程度のののの研修研修研修研修室室室室がががが欲欲欲欲しいしいしいしい、、、、それからそれからそれからそれから老朽化老朽化老朽化老朽化がががが原原原原因因因因によるによるによるによる要要要要望望望望がががが非常非常非常非常にににに大大大大きいときいときいときいと。。。。そしてそしてそしてそして１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジのののの活動活動活動活動プログラムプログラムプログラムプログラムではではではでは自自自自炊炊炊炊のののの時間時間時間時間がががが足足足足らないとからないとからないとからないとか、、、、生生生生活活活活についてはについてはについてはについては入入入入浴浴浴浴のののの時間時間時間時間をもっとをもっとをもっとをもっと延延延延ばしてほしいとかばしてほしいとかばしてほしいとかばしてほしいとか、、、、そうしたそうしたそうしたそうした要要要要望望望望などがなどがなどがなどが上上上上がってきておりますがってきておりますがってきておりますがってきております。。。。４０４０４０４０年年年年のののの歩歩歩歩みみみみというというというという状況状況状況状況をををを見見見見ましてもましてもましてもましても、、、、ＦＦＦＦがががが４０４０４０４０年年年年のののの歩歩歩歩みみみみのののの資料資料資料資料ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ここでもここでもここでもここでも１９１９１９１９ペペペペーーーージジジジにににに、、、、施設施設施設施設のののの老朽化老朽化老朽化老朽化がががが改善改善改善改善さささされたられたられたられたらもっともっともっともっと利用利用利用利用するとかするとかするとかするとか、、、、大大大大規規規規模模模模のののの研修研修研修研修室室室室がないためにがないためにがないためにがないために利用利用利用利用しにくいというしにくいというしにくいというしにくいという回回回回答答答答になっておりになっておりになっておりになっておりましてましてましてまして、、、、言言言言いたいことはいたいことはいたいことはいたいことは、、、、県県県県がこうしたがこうしたがこうしたがこうしたアンケアンケアンケアンケーーーートトトトをもとにしてをもとにしてをもとにしてをもとにして自然自然自然自然のののの中中中中でというでというでというでという結論結論結論結論をををを出出出出したということですけれどもしたということですけれどもしたということですけれどもしたということですけれども、、、、こういうこういうこういうこういうアンケアンケアンケアンケーーーートトトトをもとにすればをもとにすればをもとにすればをもとにすれば、、、、自然自然自然自然のののの中中中中でというでというでというでという結論結論結論結論よりはよりはよりはよりは、、、、今今今今のののの老朽化老朽化老朽化老朽化しているしているしているしている管管管管理理理理宿泊棟宿泊棟宿泊棟宿泊棟をををを建建建建てててて替替替替えるというえるというえるというえるという結論結論結論結論になるのではないかになるのではないかになるのではないかになるのではないか
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とととと思思思思うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。そこのところがそこのところがそこのところがそこのところが、、、、ななななぜぜぜぜこういうことになったのかがこういうことになったのかがこういうことになったのかがこういうことになったのかが非常非常非常非常にににに疑問疑問疑問疑問でありまでありまでありまでありましてしてしてして、、、、全全全全会一会一会一会一致致致致でこのでこのでこのでこの議会議会議会議会でででで請願請願請願請願がががが可決可決可決可決さささされているわけですがれているわけですがれているわけですがれているわけですが、、、、県県県県のののの請願請願請願請願のののの内内内内容容容容のののの受受受受けとけとけとけとめめめめ方方方方がががが余余余余りにもりにもりにもりにも軽軽軽軽いのではないかということをいのではないかということをいのではないかということをいのではないかということを感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、安安安安全全全全かつかつかつかつ円円円円滑滑滑滑なななな自然体自然体自然体自然体験験験験ということにもということにもということにもということにも書書書書いてありますけれどもいてありますけれどもいてありますけれどもいてありますけれども、、、、それでそれでそれでそれで具具具具体体体体的的的的なななな内内内内容容容容としてはとしてはとしてはとしては、、、、車車車車いすのいすのいすのいすの利用者利用者利用者利用者にもにもにもにも対応対応対応対応したしたしたした温温温温水水水水シシシシャワャワャワャワーーーーややややトトトトイレイレイレイレをををを備備備備えたえたえたえた管管管管理理理理棟棟棟棟のののの新新新新築築築築とかとかとかとか、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化したしたしたしたロッジロッジロッジロッジ、、、、テントテントテントテントサイサイサイサイトトトトのののの補修補修補修補修、、、、改改改改修修修修ということでということでということでということで県県県県のののの対応対応対応対応策策策策がががが書書書書かれてありますがかれてありますがかれてありますがかれてありますが、、、、今今今今でもでもでもでも障障障障害者害者害者害者のののの方方方方がががが利用利用利用利用できるというできるというできるというできるという名名名名目目目目でででで、、、、魚座魚座魚座魚座というというというという大大大大型型型型ロッジロッジロッジロッジがががが一一一一応応応応障障障障害者害者害者害者のののの方方方方をををを想想想想定定定定してつくられているしてつくられているしてつくられているしてつくられている施設施設施設施設だそうですけれどもだそうですけれどもだそうですけれどもだそうですけれども、、、、ここはほとんどここはほとんどここはほとんどここはほとんど利利利利用用用用さささされてないれてないれてないれてない。。。。やっやっやっやっぱぱぱぱりりりり管管管管理理理理棟棟棟棟のところがのところがのところがのところが利用利用利用利用しているしているしているしている場所場所場所場所ということになっておりますということになっておりますということになっておりますということになっております。。。。車車車車いすいすいすいす対応対応対応対応がここにありますけれどもがここにありますけれどもがここにありますけれどもがここにありますけれども、、、、今今今今、、、、知的知的知的知的障障障障害害害害のののの子子子子どもどもどもどもささささんがんがんがんが非常非常非常非常ににににふふふふえているえているえているえている中中中中でででで、、、、シシシシャワャワャワャワーーーーだけのだけのだけのだけの施設施設施設施設がががが想想想想定定定定さささされておりますけれどもれておりますけれどもれておりますけれどもれておりますけれども、、、、冬場冬場冬場冬場もももも開開開開館館館館をしているをしているをしているをしている施設施設施設施設ですですですですしししし、、、、夏夏夏夏場場場場でもでもでもでも寒寒寒寒いようなところでいようなところでいようなところでいようなところでシシシシャワャワャワャワーーーーだけでだけでだけでだけで本本本本当当当当にこうしたことがにこうしたことがにこうしたことがにこうしたことが対応対応対応対応できるのかとできるのかとできるのかとできるのかといういういういう疑問疑問疑問疑問などもなどもなどもなども感感感感じじじじているわけですているわけですているわけですているわけです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、指指指指導導導導ススススタタタタッッッッフフフフのののの確保確保確保確保とととと活動活動活動活動プログラムプログラムプログラムプログラムのののの根根根根拠拠拠拠についてということもありますについてということもありますについてということもありますについてということもありますがががが、、、、人人人人数数数数をををを確保確保確保確保するとするとするとすると書書書書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、、、、人人人人数数数数のところのところのところのところ、、、、ＨＨＨＨのところでのところでのところでのところで野野野野外活動外活動外活動外活動センセンセンセンターターターターのののの今今今今後後後後のありのありのありのあり方方方方というところをというところをというところをというところを見見見見ていただきますとていただきますとていただきますとていただきますと、、、、現現現現在在在在がががが正職員正職員正職員正職員がががが９９９９人人人人、、、、嘱託嘱託嘱託嘱託がががが２２２２人人人人、、、、指指指指導導導導員員員員４４４４人人人人ということでということでということでということで、、、、運運運運営営営営、、、、整備整備整備整備はははは正職員正職員正職員正職員がががが６６６６人人人人、、、、嘱託嘱託嘱託嘱託３３３３人人人人、、、、指指指指導導導導員員員員４４４４人人人人ということということということということになっておりますのでになっておりますのでになっておりますのでになっておりますので、、、、現状現状現状現状よりもよりもよりもよりも人人人人をををを減減減減らしているのではないかとのらしているのではないかとのらしているのではないかとのらしているのではないかとの印象印象印象印象をををを受受受受けるわけけるわけけるわけけるわけですですですです。。。。そのあたりはどんなそのあたりはどんなそのあたりはどんなそのあたりはどんな風風風風になっているのかになっているのかになっているのかになっているのか、、、、おおおお尋尋尋尋ねをしたいとねをしたいとねをしたいとねをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの野野野野外活動外活動外活動外活動センセンセンセンターターターターのののの施設施設施設施設整備費整備費整備費整備費２２２２億億億億６６６６，，，，９３０９３０９３０９３０万円万円万円万円というというというという予算予算予算予算があるのでがあるのでがあるのでがあるのですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、このこのこのこの予算予算予算予算でででで例例例例えばえばえばえば青青青青写写写写真真真真がもうがもうがもうがもう一定一定一定一定できているのであればできているのであればできているのであればできているのであれば、、、、それをそれをそれをそれを示示示示していしていしていしていただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、今回今回今回今回のののの野野野野外活動外活動外活動外活動センセンセンセンターターターターのこれだけでもうのこれだけでもうのこれだけでもうのこれだけでもう終終終終わりだということわりだということわりだということわりだということなのかなのかなのかなのか、、、、とりあえとりあえとりあえとりあえずずずずこうしたこうしたこうしたこうした形形形形にしてにしてにしてにして今今今今後後後後必必必必要要要要にににに応応応応じじじじてててて整備整備整備整備をしていくとをしていくとをしていくとをしていくと考考考考えておられるえておられるえておられるえておられるのかのかのかのか、、、、そのあたりについておそのあたりについておそのあたりについておそのあたりについてお尋尋尋尋ねをしたいとねをしたいとねをしたいとねをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。小小小小児児児児のののの救急救急救急救急につきましておにつきましておにつきましておにつきましてお答答答答ええええささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。○○○○中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長中川地域医療連携課長ままままずずずず、、、、小小小小児児児児のののの救急救急救急救急医療医療医療医療体制体制体制体制でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように１１１１次次次次のののの救急救急救急救急というこというこというこということでまとでまとでまとでまずずずずかかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医のののの先先先先生方生方生方生方、、、、またまたまたまた休休休休日日日日夜夜夜夜間応急診間応急診間応急診間応急診療療療療所所所所、、、、それでそれでそれでそれで対応対応対応対応できないできないできないできない場場場場合合合合のののの２２２２次次次次救急救急救急救急ということでということでということでということで小小小小児輪番児輪番児輪番児輪番のののの病院病院病院病院とととと。。。。３３３３次次次次救急救急救急救急につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては救命救急救命救急救命救急救命救急センセンセンセンターターターター等高等高等高等高度度度度医療医療医療医療でございますでございますでございますでございます。。。。そういうそういうそういうそういう形形形形でででで体制体制体制体制をををを組組組組んでおるのですがんでおるのですがんでおるのですがんでおるのですが、、、、今井委員今井委員今井委員今井委員がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃいましいましいましいましたようにたようにたようにたように、、、、ままままずずずず小小小小児児児児のののの２２２２次次次次のののの救急対応救急対応救急対応救急対応のののの患者患者患者患者ささささんのんのんのんの推推推推移移移移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、、、、平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年からからからから
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平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが大大大大体体体体年年年年間間間間でででで２２２２万人万人万人万人ぐぐぐぐらいらいらいらい患者患者患者患者ささささんがんがんがんが行行行行っておられますっておられますっておられますっておられます。。。。ただただただただ、、、、最近最近最近最近ででででありますとありますとありますとありますと、、、、それがそれがそれがそれが徐徐徐徐 々々々々にににに減減減減ってきておりますってきておりますってきておりますってきております。。。。そのそのそのその分析分析分析分析といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、ままままずずずず、、、、休休休休日日日日夜夜夜夜間応急診間応急診間応急診間応急診療療療療所所所所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、、、、県内県内県内県内のののの今今今今、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市ははははじじじじめめめめ、、、、県内県内県内県内各各各各市町市町市町市町村村村村でででで運運運運営営営営をしていをしていをしていをしていただいているのですがただいているのですがただいているのですがただいているのですが、、、、ままままずずずず、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市のののの休休休休日日日日夜夜夜夜間応急診間応急診間応急診間応急診療療療療所所所所でででで、、、、一一一一応応応応小小小小児児児児のののの場場場場合合合合２４２４２４２４時間時間時間時間でででで対応対応対応対応できるようなできるようなできるようなできるような形形形形でででで平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年度度度度ににににススススタータータータートトトトささささせていただいておりますせていただいておりますせていただいておりますせていただいております。。。。ただただただただ、、、、休休休休日日日日夜夜夜夜間応急診間応急診間応急診間応急診療療療療所所所所のののの利用利用利用利用していただいているしていただいているしていただいているしていただいている方方方方 々々々々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、、、、先先先先ほどほどほどほど言言言言いましたいましたいましたいました平成平成平成平成１１１１５５５５年年年年、、、、平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年からからからからずずずずっとっとっとっと同同同同じじじじようなようなようなような横横横横ばいばいばいばい状態状態状態状態でででで、、、、２２２２万万万万７７７７千千千千～～～～８８８８千千千千人人人人程程程程度度度度年年年年間使間使間使間使っていただいていますっていただいていますっていただいていますっていただいています。。。。ただただただただ、、、、昨昨昨昨年年年年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、、、、イイイインンンンフフフフルルルルエエエエンンンンザザザザがございまがございまがございまがございましたのでしたのでしたのでしたので人人人人数数数数がががが爆爆爆爆発的発的発的発的ににににふふふふえておりますがえておりますがえておりますがえておりますが、、、、おおおおおおおおむむむむねねねね２２２２万万万万７７７７千千千千～～～～８８８８千千千千人人人人程度程度程度程度でででで推推推推移移移移をしてをしてをしてをしておりますおりますおりますおります。。。。それともうそれともうそれともうそれともう一一一一方方方方ですがですがですがですが、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年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、、、、♯♯♯♯８０００８０００８０００８０００番番番番ということでということでということでということで子子子子どもどもどもどものののの電電電電話話話話相相相相談談談談、、、、俗俗俗俗にににに言言言言うううう００００．．．．５５５５次次次次救急救急救急救急とととと奈良県奈良県奈良県奈良県でででで呼呼呼呼んでおりますがんでおりますがんでおりますがんでおりますが、、、、ままままずずずずかかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医、、、、ままままたたたた休休休休日日日日夜夜夜夜間応急診間応急診間応急診間応急診療療療療所所所所にににに行行行行くくくく前前前前におにおにおにお母母母母ささささんんんん方方方方からからからから子子子子どもどもどもどもささささんのんのんのんの体調体調体調体調のののの医療相医療相医療相医療相談談談談というというというという形形形形でででで♯♯♯♯８０００８０００８０００８０００番番番番をををを開設開設開設開設ささささせていただいておるのですがせていただいておるのですがせていただいておるのですがせていただいておるのですが、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年６６６６月月月月からでございますがからでございますがからでございますがからでございますが、、、、２４２４２４２４時間時間時間時間でででで対応対応対応対応できるできるできるできる形形形形でしておりますでしておりますでしておりますでしております。。。。実実実実はありがたいはありがたいはありがたいはありがたい話話話話でででで、、、、件件件件数数数数といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして今今今今ままままでのでのでのでの一部一部一部一部のののの時間時間時間時間帯帯帯帯対応対応対応対応だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくて２４２４２４２４時間対応時間対応時間対応時間対応できるようになりましてできるようになりましてできるようになりましてできるようになりまして、、、、利用利用利用利用していしていしていしていただくただくただくただく件件件件数数数数がおおがおおがおおがおおむむむむねねねね１０１０１０１０倍倍倍倍というというというという形形形形でででで、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年度度度度はははは１１１１万万万万２２２２，，，，００００００００００００件件件件、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年度度度度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１２１２１２１２月末月末月末月末でもうでもうでもうでもう既既既既にににに昨昨昨昨年年年年のののの件件件件数数数数ををををオオオオーーーーババババーーーーしておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、１１１１万万万万２２２２，，，，００００００００００００件件件件をををを超超超超えているというえているというえているというえているという状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。県県県県民民民民のののの皆皆皆皆様様様様にににに、、、、先先先先ほどほどほどほど今井委員今井委員今井委員今井委員がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったようにいろんなったようにいろんなったようにいろんなったようにいろんな形形形形ででででＰＰＰＰＲＲＲＲ、、、、パパパパンンンンフレフレフレフレットットットットつくったりつくったりつくったりつくったり、、、、県県県県民民民民だよりだよりだよりだより奈良奈良奈良奈良にににに載載載載せたりせたりせたりせたり、、、、いいいいろいろしておりましてろいろしておりましてろいろしておりましてろいろしておりまして、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで２２２２次次次次のののの救急診救急診救急診救急診療療療療所所所所、、、、２２２２次次次次のののの輪番輪番輪番輪番のののの病院病院病院病院にににに適切適切適切適切なななな患者患者患者患者ささささんがんがんがんが行行行行けるようなけるようなけるようなけるような形形形形でででで、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても誘導誘導誘導誘導ささささせていただいているせていただいているせていただいているせていただいている次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。またまたまたまた、、、、１１１１次次次次のののの救急救急救急救急医療医療医療医療体制体制体制体制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、、、、当然当然当然当然、、、、それをそれをそれをそれを充充充充実実実実することはすることはすることはすることは喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課課課課題題題題とととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、休休休休日日日日夜夜夜夜間応急診間応急診間応急診間応急診療療療療所所所所のののの実実実実施施施施主主主主体体体体につきましてにつきましてにつきましてにつきましてはははは、、、、市町市町市町市町村村村村がががが主主主主体体体体的的的的にににに実実実実施施施施をしていただいておりますしをしていただいておりますしをしていただいておりますしをしていただいておりますし、、、、またまたまたまた、、、、地地地地元元元元のののの市町市町市町市町村村村村のののの医医医医師師師師会会会会のののの先先先先生方生方生方生方がががが出出出出診診診診をしていただいてるのがをしていただいてるのがをしていただいてるのがをしていただいてるのが事実事実事実事実でございますでございますでございますでございます。。。。そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、昨昨昨昨年年年年度度度度からからからから具具具具体体体体的的的的なななな充充充充実策実策実策実策につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、県内県内県内県内のののの市町市町市町市町村村村村とととと協協協協議議議議をしをしをしをし始始始始めたところでございますめたところでございますめたところでございますめたところでございます。。。。ままままずずずず、、、、そそそそのののの中中中中でででで、、、、先先先先ほどほどほどほど言言言言いましたいましたいましたいました橿原市橿原市橿原市橿原市休休休休日日日日夜夜夜夜間応急診間応急診間応急診間応急診療療療療所所所所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２４２４２４２４時間対応時間対応時間対応時間対応になっになっになっになったたたた段階段階段階段階でででで、、、、県内県内県内県内でででで、、、、県県県県もももも含含含含めましてめましてめましてめまして市町市町市町市町村村村村ででででみみみみんなでんなでんなでんなで支支支支えていこうということでえていこうということでえていこうということでえていこうということで、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市休休休休日日日日夜夜夜夜間応急診間応急診間応急診間応急診療療療療所所所所のののの２４２４２４２４時間時間時間時間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、、、、県内県内県内県内のののの市町市町市町市町村村村村でそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれのれのれのれの経費経費経費経費でででで支支支支えてえてえてえて
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いるのはいるのはいるのはいるのは事実事実事実事実でございますでございますでございますでございます。。。。またまたまたまた、、、、北北北北和地域和地域和地域和地域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、、、、小小小小児児児児科科科科のおのおのおのお医医医医者者者者ささささんがおられますんがおられますんがおられますんがおられます休休休休日日日日夜夜夜夜間応急診間応急診間応急診間応急診療療療療所所所所でででで、、、、小小小小児児児児科科科科のののの先先先先生生生生がががが常時常時常時常時おられるところはおられるところはおられるところはおられるところは今今今今のところございませんのでのところございませんのでのところございませんのでのところございませんので、、、、体制体制体制体制的的的的にはにはにはには不十不十不十不十分分分分でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、北北北北和地域和地域和地域和地域につきましてにつきましてにつきましてにつきまして小小小小児児児児科科科科のののの診診診診療療療療体制体制体制体制のののの充充充充実実実実にににに向向向向けてけてけてけて、、、、今今今今、、、、関係関係関係関係市町市町市町市町村村村村とととと協協協協議議議議ををををささささせていただいているせていただいているせていただいているせていただいている次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。引引引引きききき続続続続きききき、、、、小小小小児児児児のののの救急救急救急救急につきまにつきまにつきまにつきましてはしてはしてはしては積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ所存所存所存所存でございますでございますでございますでございます。。。。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。。。。登登登登美美美美学学学学園園園園についてのおについてのおについてのおについてのお問問問問いいいい合合合合わせでございますけれどもわせでございますけれどもわせでございますけれどもわせでございますけれども、、、、登登登登美美美美学学学学園園園園○○○○古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長はははは家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの養養養養育育育育がががが困困困困難難難難なななな知的知的知的知的障障障障害害害害児児児児をををを入入入入所所所所ささささせてせてせてせて、、、、日日日日常生常生常生常生活活活活にににに必必必必要要要要なななな知識知識知識知識やややや技技技技能能能能をををを指指指指導導導導、、、、援援援援助助助助することをすることをすることをすることを目目目目的的的的にににに、、、、昭昭昭昭和和和和３８３８３８３８年年年年にににに設置設置設置設置さささされましたれましたれましたれました。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいるのはのはのはのは十分十分十分十分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。。。。一一一一方方方方、、、、近近近近年年年年のののの状況状況状況状況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、、、、単単単単にににに障障障障害害害害がががが重重重重いというだけでなくいというだけでなくいというだけでなくいというだけでなく、、、、虐虐虐虐待待待待とかとかとかとか保保保保護護護護者者者者のののの養養養養育育育育がががが困困困困難難難難なためになためになためになために入入入入所所所所にににに至至至至るるるるケケケケーーーーススススがががが増増増増加加加加しておりますしておりますしておりますしております。。。。ささささらにらにらにらに、、、、知的知的知的知的障障障障害害害害児児児児がががが増増増増加加加加しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、発発発発達達達達障障障障害害害害児児児児などなどなどなど障障障障害害害害もももも多様多様多様多様化化化化しているというしているというしているというしているという状況状況状況状況がありますがありますがありますがあります。。。。ささささらにらにらにらに、、、、入入入入所者所者所者所者以以以以外外外外のののの在在在在宅宅宅宅障障障障害害害害児児児児のののの短短短短期期期期入入入入所所所所であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、放放放放課後課後課後課後のののの一一一一時時時時預預預預かりかりかりかり等等等等のののの在在在在宅宅宅宅障障障障害害害害児児児児のののの支支支支援援援援のののの希希希希望望望望がががが増増増増加加加加しているしているしているしている課課課課題題題題があるのもがあるのもがあるのもがあるのも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。。。。このようなこのようなこのようなこのような社社社社会状況会状況会状況会状況のののの変変変変化化化化等等等等によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、入入入入所施設所施設所施設所施設そのものありそのものありそのものありそのものあり方方方方、、、、そのもののそのもののそのもののそのものの課課課課題題題題をををを視視視視野野野野にににに入入入入れましてれましてれましてれまして、、、、県内県内県内県内ののののニニニニーーーーズズズズもももも的的的的確確確確にににに踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける県立県立県立県立障障障障害害害害児児児児施設施設施設施設のののの機能機能機能機能見見見見直直直直しししし、、、、そしてごそしてごそしてごそしてご指摘指摘指摘指摘のようにのようにのようにのように老朽化老朽化老朽化老朽化しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、施設施設施設施設整備整備整備整備についてもについてもについてもについても検討検討検討検討をををを進進進進めるめるめるめる必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えてございましてえてございましてえてございましてえてございまして、、、、他府県他府県他府県他府県のののの状況等状況等状況等状況等のののの調調調調査査査査をするなどをするなどをするなどをするなど取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進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。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。野野野野外活動外活動外活動外活動センセンセンセンターターターターにかかわりますごにかかわりますごにかかわりますごにかかわりますご質問質問質問質問におにおにおにお答答答答えをいたしえをいたしえをいたしえをいたし○○○○金澤青少年金澤青少年金澤青少年金澤青少年・・・・生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長ますますますます。。。。何何何何点点点点かいただいたわけですがかいただいたわけですがかいただいたわけですがかいただいたわけですが、、、、ままままずずずず最最最最初初初初にににに、、、、請願請願請願請願でででで言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれておりますアンケアンケアンケアンケーーーートトトトなりなりなりなり利利利利用者用者用者用者のののの声声声声とととと、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが提出提出提出提出いたしましたいたしましたいたしましたいたしました処処処処理状況理状況理状況理状況についてのところでについてのところでについてのところでについてのところで認識認識認識認識のののの違違違違いがあるのいがあるのいがあるのいがあるのではないかではないかではないかではないか、、、、具具具具体体体体的的的的にはにはにはには、、、、例例例例えばえばえばえば１００１００１００１００名名名名をををを超超超超えるえるえるえる研修研修研修研修室室室室があればいいとかというがあればいいとかというがあればいいとかというがあればいいとかという声声声声があがあがあがあったのではないかというおったのではないかというおったのではないかというおったのではないかというお話話話話ですがですがですがですが、、、、例例例例えばえばえばえば研修研修研修研修室室室室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、、、、そういうごそういうごそういうごそういうご要要要要望望望望はははは確確確確かにありましたかにありましたかにありましたかにありました。。。。それはそれはそれはそれは南都南都南都南都銀銀銀銀行行行行等等等等のののの企企企企業業業業のののの研修研修研修研修におにおにおにお使使使使いいただいたときにいいただいたときにいいただいたときにいいただいたときに、、、、１００１００１００１００名名名名をををを超超超超えるようなえるようなえるようなえるような研修研修研修研修室室室室でででで座座座座学学学学のののの講習講習講習講習をするのにをするのにをするのにをするのに、、、、現現現現行行行行でしたらでしたらでしたらでしたら少少少少しししし狭狭狭狭いというおいというおいというおいというお話話話話がありまがありまがありまがありましたしたしたした。。。。あとあとあとあと、、、、自然自然自然自然にににに即即即即したしたしたした施設施設施設施設としてとしてとしてとして運運運運営営営営をしていくことにつきましてはをしていくことにつきましてはをしていくことにつきましてはをしていくことにつきましては、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのののの、、、、例例例例
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えばえばえばえば平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年度度度度のののの調調調調査査査査によりますとによりますとによりますとによりますと、、、、県県県県下下下下のののの小中高小中高小中高小中高、、、、公公公公立立立立のののの学学学学校校校校全全全全校校校校におにおにおにお聞聞聞聞きしたのできしたのできしたのできしたのですがすがすがすが、、、、郵郵郵郵送送送送によるによるによるによるアンケアンケアンケアンケーーーートトトト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。。。。おおおお返返返返しいただいたのはしいただいたのはしいただいたのはしいただいたのは先先先先生生生生をををを通通通通じじじじてのごてのごてのごてのご回回回回答答答答をいただいたのですがをいただいたのですがをいただいたのですがをいただいたのですが、、、、当当当当センセンセンセンターターターターでででで活動活動活動活動してしてしてして、、、、例例例例えばえばえばえば一一一一番番番番心心心心にににに残残残残っているっているっているっているプログラムプログラムプログラムプログラムはははは何何何何ですかというおですかというおですかというおですかというお問問問問いいいい合合合合わせについてはわせについてはわせについてはわせについては、、、、キャキャキャキャンプンプンプンプファイファイファイファイアアアアーーーーがががが４０４０４０４０％％％％、、、、自自自自炊活動炊活動炊活動炊活動がががが３３３３００００％％％％、、、、森森森森林林林林環境環境環境環境教育教育教育教育がががが１８１８１８１８％％％％、、、、これがこれがこれがこれがベベベベストストストスト３３３３でございましたでございましたでございましたでございました。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、自然自然自然自然のののの中中中中ででででふふふふだんだんだんだん経経経経験験験験できないできないできないできない自自自自炊活動炊活動炊活動炊活動であるとかであるとかであるとかであるとかキャキャキャキャンプンプンプンプであるとかがであるとかがであるとかがであるとかが、、、、子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに最最最最もももも印象深印象深印象深印象深くくくく残残残残っているのではないかとっているのではないかとっているのではないかとっているのではないかと。。。。キャキャキャキャンプンプンプンプなんかでしたらなんかでしたらなんかでしたらなんかでしたら、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれがれがれがれが役割役割役割役割をををを分担分担分担分担してしてしてして、、、、自自自自炊炊炊炊からからからから後後後後のののの食食食食器器器器洗洗洗洗いまでいまでいまでいまで、、、、全全全全部部部部共同共同共同共同してやっていくというしてやっていくというしてやっていくというしてやっていくという形形形形でででで、、、、そのそのそのその子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの社社社社会会会会性性性性をはをはをはをはぐぐぐぐくくくくむむむむ上上上上でででで非常非常非常非常にににに貴貴貴貴重重重重なななな経経経経験験験験ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。次次次次がががが、、、、例例例例えばえばえばえば車車車車いすいすいすいす対応対応対応対応というというというという形形形形ですがですがですがですが、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのようにのようにのようにのように、、、、一部一部一部一部にはにはにはには車車車車いすいすいすいす対応対応対応対応のののの施設施設施設施設があってがあってがあってがあって、、、、余余余余りりりり利用利用利用利用さささされてないのではないかというれてないのではないかというれてないのではないかというれてないのではないかという話話話話ですがですがですがですが、、、、確確確確かにこれかにこれかにこれかにこれ、、、、大大大大型型型型ロッロッロッロッジジジジというというというという形形形形でででで、、、、車車車車いすいすいすいす対応対応対応対応といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、スロスロスロスローーーーププププとととと、、、、それとそれとそれとそれとトトトトイレイレイレイレがががが車車車車いすでいすでいすでいすで入入入入っていっていっていっていけるというけるというけるというけるという状態状態状態状態でございますでございますでございますでございます。。。。本本本本館館館館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残念残念残念残念ながらながらながらながら車車車車いすいすいすいす対応対応対応対応等等等等になっておりになっておりになっておりになっておりませんでませんでませんでませんで、、、、急急急急なななな階段階段階段階段等等等等がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、エエエエレレレレベベベベーターーターーターーターもございませんでもございませんでもございませんでもございませんで非常非常非常非常にごにごにごにご不不不不便便便便をかけをかけをかけをかけておったわけですておったわけですておったわけですておったわけです。。。。今回今回今回今回のののの改改改改修修修修ではではではでは、、、、新新新新しいしいしいしい管管管管理理理理棟棟棟棟のののの中中中中にににに車車車車いすでごいすでごいすでごいすでご利用利用利用利用いただけるいただけるいただけるいただける温温温温水水水水シシシシャワャワャワャワーーーー室室室室ととととトトトトイレイレイレイレをををを完完完完備備備備するするするする予定予定予定予定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。。。。またまたまたまた、、、、温温温温水水水水シシシシャワャワャワャワーーーーでしたらでしたらでしたらでしたら、、、、寒寒寒寒いいいい季節季節季節季節でしたらでしたらでしたらでしたら寒寒寒寒いのではないかといういのではないかといういのではないかといういのではないかという話話話話ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの新新新新管管管管理理理理棟棟棟棟はははは冷冷冷冷暖房暖房暖房暖房ののののエエエエアコンアコンアコンアコンをををを完完完完備備備備するするするする予定予定予定予定をしておりますのでをしておりますのでをしておりますのでをしておりますので、、、、またまたまたまた現現現現在在在在のののの温温温温水水水水シシシシャワャワャワャワーーーーですからですからですからですから温温温温度調度調度調度調整整整整もできるようなもできるようなもできるようなもできるような活活活活用用用用をををを考考考考えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はごはごはごはご心配要心配要心配要心配要らないのではないかとらないのではないかとらないのではないかとらないのではないかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。次次次次にににに、、、、人員人員人員人員にににに関関関関してですがしてですがしてですがしてですが、、、、人員人員人員人員がががが減減減減るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと、、、、いただいたいただいたいただいたいただいた資料資料資料資料のののの中中中中にそういにそういにそういにそういうううう表示表示表示表示があるのではないかというおがあるのではないかというおがあるのではないかというおがあるのではないかというお話話話話ですがですがですがですが、、、、処処処処理状況理状況理状況理状況のののの中中中中でもおでもおでもおでもお話話話話をしておりますようをしておりますようをしておりますようをしておりますようにににに、、、、活動活動活動活動支支支支援援援援ススススタタタタッッッッフフフフ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現現現現行行行行人員人員人員人員をきちっとをきちっとをきちっとをきちっと確保確保確保確保ささささせていただきましてせていただきましてせていただきましてせていただきまして、、、、全全全全体体体体のののの収収収収容容容容人員人員人員人員がががが減減減減るのですがるのですがるのですがるのですが、、、、活動活動活動活動支支支支援援援援につきましてはきちっとにつきましてはきちっとにつきましてはきちっとにつきましてはきちっと対応対応対応対応ささささせていただこうとせていただこうとせていただこうとせていただこうと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。次次次次にににに、、、、同同同同じじじじくくくく今議会今議会今議会今議会にごにごにごにご提案提案提案提案ををををささささせていただいておりますせていただいておりますせていただいておりますせていただいております整備事整備事整備事整備事業業業業のののの中中中中でででで、、、、新新新新しいしいしいしい整備整備整備整備についてのについてのについてのについての、、、、例例例例えばえばえばえば新新新新管管管管理理理理棟棟棟棟のののの青青青青写写写写真真真真があるのかというごがあるのかというごがあるのかというごがあるのかというご質問質問質問質問だったとだったとだったとだったと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、提提提提案案案案ささささせていただいているこのせていただいているこのせていただいているこのせていただいているこの整備事整備事整備事整備事業業業業費費費費、、、、議議議議決決決決をいただきましたらをいただきましたらをいただきましたらをいただきましたら、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度にににに設計設計設計設計からかかるからかかるからかかるからかかる予定予定予定予定をしておりますのでをしておりますのでをしておりますのでをしておりますので、、、、まだまだまだまだ青青青青写写写写真等真等真等真等はございませんはございませんはございませんはございません。。。。新年新年新年新年度度度度にににに設計設計設計設計からかからかからかからかかっていくかっていくかっていくかっていく形形形形になりますになりますになりますになります。。。。最後最後最後最後にににに、、、、今今今今後後後後のののの整備整備整備整備のののの計画計画計画計画はあるのかというおはあるのかというおはあるのかというおはあるのかというお話話話話だとだとだとだと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、これにつきましてこれにつきましてこれにつきましてこれにつきまして
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はははは今平成今平成今平成今平成２３２３２３２３年年年年度度度度にこのにこのにこのにこの整備整備整備整備をごをごをごをご提案提案提案提案ささささせていただいてせていただいてせていただいてせていただいて、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年度度度度からからからからリリリリニュニュニュニューーーーアルアルアルアルしたしたしたした形形形形でででで運運運運営営営営ををををささささせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。あとあとあとあと、、、、施設施設施設施設のののの老朽化老朽化老朽化老朽化部部部部分分分分についてについてについてについてはははは、、、、従来従来従来従来よりごよりごよりごよりご利用利用利用利用のののの皆皆皆皆様様様様からごからごからごからご指摘指摘指摘指摘をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。今回今回今回今回のののの整備整備整備整備のののの事事事事業業業業費費費費のののの中中中中にはにはにはには、、、、ロッジロッジロッジロッジ、、、、テントテントテントテントサイサイサイサイトトトトのののの老朽化老朽化老朽化老朽化部部部部分分分分のののの補修補修補修補修、、、、改改改改修修修修をををを込込込込めておりますしめておりますしめておりますしめておりますし、、、、またまたまたまたロッジロッジロッジロッジ等等等等へへへへののののスロスロスロスローーーーププププ等等等等もももも整備整備整備整備していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。小小小小児児児児のののの救急救急救急救急のことですけれどものことですけれどものことですけれどものことですけれども、、、、緊急緊急緊急緊急のののの課課課課題題題題ということでということでということでということで受受受受けとめていただけとめていただけとめていただけとめていただ○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員いたということでいたということでいたということでいたということで、、、、ぜぜぜぜひひひひあいているあいているあいているあいている時間時間時間時間がないようながないようながないようながないような１１１１次次次次救急救急救急救急のののの対応対応対応対応をををを橿原市橿原市橿原市橿原市ともともともとも相相相相談談談談ししししていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、進進進進めていただきたいということをめていただきたいということをめていただきたいということをめていただきたいということを要要要要望望望望しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、登登登登美美美美学学学学園園園園ですがですがですがですが、、、、登登登登美美美美学学学学園園園園についてはいろいろなについてはいろいろなについてはいろいろなについてはいろいろな役割役割役割役割がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、非常非常非常非常にににに今大事今大事今大事今大事なななな施設施設施設施設だとだとだとだと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、本本本本当当当当にににに働働働働くくくく人人人人たちのたちのたちのたちの産休産休産休産休もももも育育育育休休休休もとれないようなもとれないようなもとれないようなもとれないような不不不不安定安定安定安定なななな就労就労就労就労でででで、、、、こういうこういうこういうこういう障障障障害害害害のあるのあるのあるのある子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの施設施設施設施設でででで働働働働くということくということくということくということ自体自体自体自体がおかしいのではがおかしいのではがおかしいのではがおかしいのではないかとないかとないかとないかと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、きちっとしたきちっとしたきちっとしたきちっとした職員職員職員職員をををを配置配置配置配置してしてしてして、、、、そしてそしてそしてそして責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって、、、、継継継継続続続続性性性性がががが必必必必要要要要なところでございますしなところでございますしなところでございますしなところでございますし、、、、またまたまたまた正正正正規規規規職員職員職員職員をををを、、、、７７７７年年年年間間間間もももも新新新新しいしいしいしい人人人人をををを入入入入れていないといれていないといれていないといれていないということですがうことですがうことですがうことですが、、、、これからこれからこれからこれから新新新新しいしいしいしい施設施設施設施設をををを検討検討検討検討するにいたしましてもするにいたしましてもするにいたしましてもするにいたしましても、、、、そういうそういうそういうそういう内内内内容容容容のののの面面面面でよでよでよでよくくくく子子子子どもをどもをどもをどもを知知知知っているっているっているっている次次次次のののの世世世世代代代代がががが継継継継続続続続していかないことにはしていかないことにはしていかないことにはしていかないことには、、、、施設施設施設施設のののの運運運運営営営営というというというという点点点点でもでもでもでも困困困困難難難難をををを来来来来していくのではないかとしていくのではないかとしていくのではないかとしていくのではないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そういうそういうそういうそういう点点点点ではではではでは、、、、きちっときちっときちっときちっと人人人人のののの配置配置配置配置もももも計計計計画画画画的的的的にににに入入入入れていただいてれていただいてれていただいてれていただいて、、、、施設施設施設施設もももも充充充充実実実実をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて、、、、入入入入っているっているっているっている人人人人もももも見見見見るるるる人人人人もももも心配心配心配心配ななななくくくく使使使使えるえるえるえる施設施設施設施設ににににぜぜぜぜひひひひしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、そのそのそのその点点点点をもうをもうをもうをもう１１１１回回回回確確確確認認認認をしをしをしをしたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから野野野野外活動外活動外活動外活動センセンセンセンターターターターですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このこのこのこの野野野野外活動外活動外活動外活動センセンセンセンターターターターのありのありのありのあり方方方方検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会のののの記記記記録録録録をををを見見見見ていきますとていきますとていきますとていきますと、、、、第第第第３３３３回回回回までのありまでのありまでのありまでのあり方方方方検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会のののの中中中中ではではではでは、、、、かなりかなりかなりかなり実際実際実際実際のののの場面場面場面場面とかとかとかとか今今今今のののの野野野野外活動外活動外活動外活動センセンセンセンターターターターのののの状況状況状況状況とかとかとかとか詳詳詳詳しいしいしいしい意意意意見見見見がががが出出出出さささされましてれましてれましてれまして、、、、本本本本当当当当にににに教育教育教育教育のののの施設施設施設施設としてそとしてそとしてそとしてそういうことをういうことをういうことをういうことを考考考考えていかなければいけないというえていかなければいけないというえていかなければいけないというえていかなければいけないという内内内内容容容容でででで議議議議論論論論さささされてきているのではないかれてきているのではないかれてきているのではないかれてきているのではないかとととと認識認識認識認識をしているのですをしているのですをしているのですをしているのです。。。。このありこのありこのありこのあり方方方方検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会のののの最後最後最後最後ののののＤＤＤＤのののの３８３８３８３８ペペペペーーーージジジジのところにのところにのところにのところに、、、、終終終終わりにというところがわりにというところがわりにというところがわりにというところが結結結結ばれておりますけれどもばれておりますけれどもばれておりますけれどもばれておりますけれども 「「「「本検討委員会本検討委員会本検討委員会本検討委員会ではではではでは、、、、奈良県立奈良県立奈良県立奈良県立野野野野外活外活外活外活、、、、動動動動センセンセンセンターターターターのののの現状現状現状現状とととと課課課課題題題題をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、利用者利用者利用者利用者ののののニニニニーーーーズズズズ、、、、効効効効率性率性率性率性ややややコストコストコストコスト等等等等、、、、ささささまざまなまざまなまざまなまざまな要要要要因因因因をををを重重重重ねねねね合合合合わせわせわせわせ、、、、望望望望ましいましいましいましい施設施設施設施設のありのありのありのあり方方方方をををを探探探探るのがるのがるのがるのが本委員会本委員会本委員会本委員会のののの使命使命使命使命とととと認識認識認識認識してしてしてして議議議議論論論論をををを重重重重ねてねてねてねてきたきたきたきた。。。。施設施設施設施設のありのありのありのあり方方方方にににに関関関関するするするする提言提言提言提言ではではではでは、、、、あるあるあるある程度表程度表程度表程度表現現現現にににに余裕余裕余裕余裕をををを持持持持たせたのもありたせたのもありたせたのもありたせたのもあり、、、、施設施設施設施設のののの環境環境環境環境条条条条件件件件のののの整備整備整備整備としてとしてとしてとして、、、、１１１１、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化するするするする施設施設施設施設等等等等のののの整備整備整備整備、、、、２２２２、、、、施設運施設運施設運施設運営営営営にににに必必必必要要要要なななな人的人的人的人的手手手手当当当当てててて、、、、３３３３、、、、経費経費経費経費のののの確保確保確保確保、、、、自然自然自然自然環境環境環境環境のののの保全保全保全保全等等等等といったといったといったといった諸諸諸諸状況状況状況状況をををを見見見見据据据据えながらえながらえながらえながら適切適切適切適切なななな対応対応対応対応をををを期期期期待待待待すすすす
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るるるる」」」」とととと 「「「「方向方向方向方向性性性性実現実現実現実現のためにはのためにはのためにはのためには、、、、環境整備等環境整備等環境整備等環境整備等にににに時間時間時間時間をををを要要要要するものがありするものがありするものがありするものがあり、、、、県県県県においてはにおいてはにおいてはにおいては。。。。計画計画計画計画的的的的かつかつかつかつ着着着着実実実実にににに所要所要所要所要のののの措措措措置置置置をををを講講講講じじじじていくことをていくことをていくことをていくことを期期期期待待待待していくということでしていくということでしていくということでしていくということで、、、、本報告本報告本報告本報告がががが県県県県民民民民のののの自然体自然体自然体自然体験活動験活動験活動験活動のののの拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとしてささささらなるらなるらなるらなる知知知知恵恵恵恵となることをとなることをとなることをとなることを期期期期待待待待してやまないしてやまないしてやまないしてやまない」」」」というというというという、、、、ここここれがれがれがれが第第第第３３３３回回回回までのまでのまでのまでの検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会のまとめということになっておりますのまとめということになっておりますのまとめということになっておりますのまとめということになっております。。。。ところがところがところがところが、、、、第第第第４４４４回回回回がががが７７７７カカカカ月月月月ぐぐぐぐらいらいらいらい時間時間時間時間があきましてがあきましてがあきましてがあきまして、、、、第第第第３３３３回回回回がががが開開開開かれましたのがかれましたのがかれましたのがかれましたのが平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年３３３３月月月月ですですですです。。。。第第第第４４４４回回回回がががが開開開開かれておりますのがかれておりますのがかれておりますのがかれておりますのが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１１１１１１１１月月月月４４４４日日日日ということでということでということでということで、、、、ＧＧＧＧのところにそののところにそののところにそののところにその議事議事議事議事録録録録などがなどがなどがなどが載載載載っておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれども、、、、これをこれをこれをこれを見見見見ていきますとていきますとていきますとていきますと大大大大分意向分意向分意向分意向がががが変変変変わってきているということがありますわってきているということがありますわってきているということがありますわってきているということがあります。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、４４４４ペペペペーーーージジジジのののの最後最後最後最後のあたりですがのあたりですがのあたりですがのあたりですが、、、、学学学学校校校校側側側側ののののリクリクリクリクエエエエストストストストをすをすをすをすべべべべてかなえるてかなえるてかなえるてかなえる必必必必要要要要はないというはないというはないというはないという意意意意見見見見がながながながなさささされたりとかれたりとかれたりとかれたりとか、、、、それからこのそれからこのそれからこのそれからこの委員長委員長委員長委員長がががが、、、、自然自然自然自然によりによりによりにより親親親親しめるしめるしめるしめるコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトにににに沿沿沿沿ったったったった今今今今後後後後のありのありのありのあり方方方方となるようによろしくとなるようによろしくとなるようによろしくとなるようによろしく支支支支援援援援をおをおをおをお願願願願いしますということがいしますということがいしますということがいしますということが書書書書かれておりましたりかれておりましたりかれておりましたりかれておりましたり、、、、このこのこのこの自然自然自然自然によりによりによりにより親親親親しめるしめるしめるしめるコンセプコンセプコンセプコンセプトトトトというのがというのがというのがというのが、、、、どうどうどうどう考考考考えてえてえてえてみみみみてもこのあたりのところからはてもこのあたりのところからはてもこのあたりのところからはてもこのあたりのところからは読読読読みみみみ取取取取れないれないれないれない。。。。知事知事知事知事がががが本会議本会議本会議本会議でででで自然自然自然自然にににに親親親親しめるようなしめるようなしめるようなしめるような野野野野外活動外活動外活動外活動センセンセンセンターターターターがががが必必必必要要要要だということをだということをだということをだということを発言発言発言発言さささされたれたれたれた、、、、そこのことそこのことそこのことそこのことをををを思思思思ってってってってずずずずっとこのっとこのっとこのっとこの構構構構想想想想がつくられてきているとしたらがつくられてきているとしたらがつくられてきているとしたらがつくられてきているとしたら、、、、本本本本当当当当にににに今今今今、、、、県県県県民民民民のののの人人人人たちのたちのたちのたちの野野野野外外外外活動活動活動活動にににに期期期期待待待待しているしているしているしているニニニニーーーーズズズズとととと、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県がせっかくおがせっかくおがせっかくおがせっかくお金金金金をかけてをかけてをかけてをかけて整備整備整備整備するするするする中中中中身身身身ととととずずずずれていくれていくれていくれていくのではないかということをのではないかということをのではないかということをのではないかということを大大大大変変変変心配心配心配心配しておりますしておりますしておりますしております。。。。以前以前以前以前のときにはのときにはのときにはのときには９０９０９０９０カカカカ所所所所のののの申申申申しししし込込込込みみみみががががあったのがあったのがあったのがあったのが、、、、今回今回今回今回５０５０５０５０カカカカ所所所所にににに減減減減ったというったというったというったという新聞報新聞報新聞報新聞報道道道道などもございましたけれどもなどもございましたけれどもなどもございましたけれどもなどもございましたけれども、、、、それがそれがそれがそれが今現実的今現実的今現実的今現実的にはどれにはどれにはどれにはどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの利用利用利用利用のののの申申申申しししし込込込込みみみみになっているのかになっているのかになっているのかになっているのか、、、、そのあたりをもうそのあたりをもうそのあたりをもうそのあたりをもう１１１１回回回回確確確確認認認認をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのようにのようにのようにのように、、、、昨昨昨昨年年年年度度度度にににに比比比比べべべべましてましてましてまして利用利用利用利用のののの申申申申しししし込込込込みみみみ○○○○金澤青少年金澤青少年金澤青少年金澤青少年・・・・生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長はははは減減減減っておりますっておりますっておりますっております。。。。ただただただただ、、、、一一一一番番番番最最最最初初初初にまとめにまとめにまとめにまとめささささせていただいたのがせていただいたのがせていただいたのがせていただいたのが１０１０１０１０月末月末月末月末ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、実実実実はははは来来来来年年年年度度度度のののの利用申利用申利用申利用申しししし込込込込みみみみ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、、、、１０１０１０１０月月月月にににに一一一一括括括括してしてしてして各校各校各校各校なりなりなりなり団団団団体体体体様様様様からからからから利用利用利用利用のののの申申申申しししし込込込込みみみみをををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、そのそのそのその中中中中でででで利用利用利用利用日等日等日等日等をををを調調調調整整整整ささささせていただいてなるせていただいてなるせていただいてなるせていただいてなるべべべべくくくく多多多多くのくのくのくの方方方方にごにごにごにご利利利利用用用用いただけるようにといういただけるようにといういただけるようにといういただけるようにという形形形形でででで考考考考えておったわけですがえておったわけですがえておったわけですがえておったわけですが、、、、そのそのそのその中中中中でででで昨昨昨昨年年年年にににに比比比比べべべべてててて少少少少しししし減減減減っっっっておるわけですがておるわけですがておるわけですがておるわけですが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ校校校校長会長会長会長会であるとかでであるとかでであるとかでであるとかでＰＰＰＰＲＲＲＲももももささささせていただきながらせていただきながらせていただきながらせていただきながら、、、、ごごごご利用利用利用利用についてのについてのについてのについてのＰＰＰＰＲＲＲＲももももささささせていただきましてせていただきましてせていただきましてせていただきまして、、、、５５５５、、、、６６６６校校校校ふふふふえたとえたとえたとえたと聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ありありありあり方方方方検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会のののの議事検討経議事検討経議事検討経議事検討経緯緯緯緯ですがですがですがですが、、、、じじじじつはこれはつはこれはつはこれはつはこれは、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年度度度度にににに包包包包括外括外括外括外部部部部監監監監査査査査においてにおいてにおいてにおいて廃止廃止廃止廃止もももも含含含含めてめてめてめて抜抜抜抜本的本的本的本的にににに検討検討検討検討をしなをしなをしなをしなささささいといういといういといういという指摘指摘指摘指摘をををを受受受受けましてけましてけましてけまして始始始始めためためためたものですのでものですのでものですのでものですので、、、、当然当然当然当然あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる検討検討検討検討ををををささささせていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました。。。。またまたまたまた途途途途中中中中、、、、若干若干若干若干、、、、７７７７、、、、８８８８カカカカ月月月月抜抜抜抜けたところがあるのですがけたところがあるのですがけたところがあるのですがけたところがあるのですが、、、、これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては他府県他府県他府県他府県のののの施設施設施設施設のののの運運運運営営営営状況状況状況状況であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、
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あるいはあるいはあるいはあるいは運運運運営営営営方方方方法法法法であるとかいうことをいろいろであるとかいうことをいろいろであるとかいうことをいろいろであるとかいうことをいろいろ勉強勉強勉強勉強してまいりましてしてまいりましてしてまいりましてしてまいりまして検討検討検討検討してまいったしてまいったしてまいったしてまいった結結結結果果果果でございますでございますでございますでございます。。。。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。。。。登登登登美美美美学学学学園園園園のののの人員人員人員人員のののの問題問題問題問題、、、、施設施設施設施設整備整備整備整備のののの話話話話でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、県立県立県立県立○○○○古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長障障障障害害害害児児児児施設施設施設施設のののの機能機能機能機能見見見見直直直直しをしをしをしをささささせていただくとせていただくとせていただくとせていただくと、、、、そしてそしてそしてそして施設施設施設施設整備整備整備整備ををををささささせていただくせていただくせていただくせていただく。。。。そのそのそのその中中中中でででで職員職員職員職員配置配置配置配置であるとかであるとかであるとかであるとか障障障障害害害害児児児児がががが豊豊豊豊かなかなかなかな生生生生活活活活をををを送送送送れるようなれるようなれるようなれるような施設施設施設施設ということをということをということをということを考考考考慮慮慮慮しながらしながらしながらしながら、、、、検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。最最最最初初初初はははは包包包包括外括外括外括外部部部部監監監監査査査査でででで施設施設施設施設のののの廃止廃止廃止廃止もももも含含含含めてめてめてめて検討検討検討検討しなしなしなしなささささいといといといと言言言言われたのがわれたのがわれたのがわれたのが、、、、ここここ○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員こまでこまでこまでこまで残残残残ったのだからったのだからったのだからったのだから頑張頑張頑張頑張ったのではないかということをったのではないかということをったのではないかということをったのではないかということを暗暗暗暗にににに言言言言われているのではないかわれているのではないかわれているのではないかわれているのではないかとととと受受受受けとめてはいるのですけれどもけとめてはいるのですけれどもけとめてはいるのですけれどもけとめてはいるのですけれども、、、、そこまでそこまでそこまでそこまで頑張頑張頑張頑張ったらったらったらったら、、、、本本本本当当当当にににに使使使使えるえるえるえる施設施設施設施設になるようになるようになるようになるようにするにするにするにするべべべべきではないかというのがきではないかというのがきではないかというのがきではないかというのが私私私私のののの思思思思いでありいでありいでありいであり、、、、請願請願請願請願者者者者のののの人人人人たちのたちのたちのたちの思思思思いでありいでありいでありいであり、、、、実際実際実際実際、、、、小小小小学学学学校校校校のののの子子子子どもたちやたくどもたちやたくどもたちやたくどもたちやたくささささんんんん使使使使っているということからいたしますとっているということからいたしますとっているということからいたしますとっているということからいたしますと、、、、小小小小学学学学校校校校もももも７０７０７０７０人人人人からからからから１００１００１００１００人人人人でででで利用利用利用利用しているしているしているしている学学学学校校校校がたくがたくがたくがたくささささんあるわけですがんあるわけですがんあるわけですがんあるわけですが、、、、どんなどんなどんなどんな状況状況状況状況のののの子子子子どもたちでどもたちでどもたちでどもたちでもそういうもそういうもそういうもそういうキャキャキャキャンプンプンプンプファイファイファイファイアアアアーーーーとかとかとかとか自自自自炊炊炊炊のののの経経経経験験験験とかとかとかとか森森森森林林林林活動活動活動活動とかとかとかとか、、、、そうしたことがそうしたことがそうしたことがそうしたことが体体体体験験験験でででできるきるきるきる場場場場をををを奈良県奈良県奈良県奈良県のののの教育施設教育施設教育施設教育施設としてきちっととしてきちっととしてきちっととしてきちっと整備整備整備整備しておくということがしておくということがしておくということがしておくということが、、、、野野野野外活動外活動外活動外活動センセンセンセンターターターターとしてとしてとしてとして周辺周辺周辺周辺にもにもにもにも本本本本当当当当にににに誇誇誇誇れるれるれるれる施設施設施設施設になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、今言今言今言今言ってもってもってもっても平平平平行線行線行線行線でいくとでいくとでいくとでいくと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、意意意意見見見見をををを述述述述べべべべておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ではではではでは、、、、暫暫暫暫時時時時休休休休憩憩憩憩いたしますいたしますいたしますいたします。。。。次次次次、、、、１６１６１６１６時時時時１０１０１０１０分分分分までまでまでまで。。。。約約約約１０１０１０１０分分分分休休休休憩憩憩憩をををを挟挟挟挟みみみみ○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長ますますますます。。。。 １６１６１６１６：：：：０３０３０３０３分分分分 休休休休憩憩憩憩１６１６１６１６：：：：１２１２１２１２分分分分 再再再再開開開開ではではではでは、、、、再再再再開開開開いたしますいたしますいたしますいたします。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長２２２２点点点点ほどほどほどほどささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。厚厚厚厚生生生生委員会委員会委員会委員会資料資料資料資料のののの１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、こどもこどもこどもこども・・・・女女女女性性性性費費費費○○○○高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員というというというという表表表表現現現現とととと、、、、３３３３ペペペペーーーージジジジのののの男男男男女女女女共同共同共同共同参参参参画画画画費費費費というところをというところをというところをというところを見見見見たときにたときにたときにたときに、、、、あれっとあれっとあれっとあれっと思思思思ったのったのったのったのですですですです。。。。ここがここがここがここがゼゼゼゼロロロロになってになってになってになって、、、、こどもこどもこどもこども・・・・女女女女性性性性費費費費がががが同同同同じじじじぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、それそれそれそれ以上以上以上以上ににににふふふふえるのかとえるのかとえるのかとえるのかと思思思思っっっったらたらたらたら、、、、結結結結局局局局６６６６．．．．５５５５％％％％前年前年前年前年よりよりよりより落落落落ちているということでちているということでちているということでちているということで、、、、これからこれからこれからこれから後後後後のののの予算審査予算審査予算審査予算審査特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会でこのでこのでこのでこの話話話話はするとはするとはするとはすると思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、男男男男女女女女共同共同共同共同参参参参画課画課画課画課がなくなっていくというのはがなくなっていくというのはがなくなっていくというのはがなくなっていくというのは、、、、つつつつくったときにくったときにくったときにくったときに男男男男女女女女共同共同共同共同参参参参画画画画をををを担当担当担当担当するするするする課課課課がどこがするというがどこがするというがどこがするというがどこがするという論論論論議議議議もしたことがあるともしたことがあるともしたことがあるともしたことがあると思思思思っっっってててて、、、、それがそれがそれがそれが青青青青少少少少年年年年のところでのところでのところでのところで持持持持つとかつとかつとかつとか、、、、くらしくらしくらしくらし創造部創造部創造部創造部でででで持持持持つとかつとかつとかつとか、、、、何何何何せせせせ知事知事知事知事からからからから遠遠遠遠いとこいとこいとこいところでたらいろでたらいろでたらいろでたらい回回回回しになっていてしになっていてしになっていてしになっていて、、、、結結結結局局局局はははは名前名前名前名前がががが消消消消えていくということにえていくということにえていくということにえていくということに関関関関してしてしてして、、、、これはこれはこれはこれは何何何何ななななのかとのかとのかとのかと。。。。男男男男女女女女共同共同共同共同参参参参画画画画がどういうがどういうがどういうがどういうふふふふうにこのうにこのうにこのうにこの間間間間、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みみみみがががが達達達達成成成成さささされてれてれてれて、、、、それがそれがそれがそれが発発発発展展展展
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解解解解消消消消なのかなのかなのかなのか、、、、どういうどういうどういうどういう位置位置位置位置づづづづけでけでけでけで組織組織組織組織改編改編改編改編がががが行行行行われたのかをわれたのかをわれたのかをわれたのかを説明説明説明説明してもらわないといけなしてもらわないといけなしてもらわないといけなしてもらわないといけないのといのといのといのと、、、、結結結結局局局局こどもこどもこどもこども・・・・女女女女性性性性局局局局ですかですかですかですか、、、、なればなればなればなれば８８８８億億億億円円円円ほどほどほどほど減減減減っているとっているとっているとっていると。。。。普普普普通通通通はははは、、、、子子子子どもとどもとどもとどもと今今今今のののの時時時時代代代代のののの女女女女性性性性ののののささささまざまなまざまなまざまなまざまな抱抱抱抱えているえているえているえている課課課課題題題題からからからから言言言言えばえばえばえばふふふふえるのにえるのにえるのにえるのに、、、、実実実実はははは足足足足したらしたらしたらしたら減減減減ってってってっているといういるといういるといういるという話話話話はははは、、、、予算審査予算審査予算審査予算審査特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会でもでもでもでも常常常常にこういうのをもらいますにこういうのをもらいますにこういうのをもらいますにこういうのをもらいます。。。。毎毎毎毎回回回回もらっていもらっていもらっていもらっていますますますます。。。。そうだけれどもそうだけれどもそうだけれどもそうだけれども、、、、つけかえでつけかえでつけかえでつけかえで前年前年前年前年度度度度比比比比ができないができないができないができない、、、、比比比比べべべべられないようなられないようなられないようなられないような書書書書類類類類をもらをもらをもらをもらってってってって、、、、どこがどこでどこがどこでどこがどこでどこがどこでふふふふえているのかえているのかえているのかえているのか減減減減っているのかわからないようにするのがっているのかわからないようにするのがっているのかわからないようにするのがっているのかわからないようにするのがテテテテククククニッニッニッニッククククみみみみたいなたいなたいなたいな感感感感じじじじでででで見見見見せられてせられてせられてせられて、、、、追追追追うていくのですけれどもうていくのですけれどもうていくのですけれどもうていくのですけれども、、、、今回今回今回今回はははは６６６６．．．．５５５５％％％％、、、、８８８８億億億億円円円円ほどほどほどほど減減減減っているのですっているのですっているのですっているのです。。。。だからだからだからだから、、、、男男男男女女女女共同共同共同共同参参参参画画画画のののの到達到達到達到達度度度度。。。。何何何何でなくなっていくのかでなくなっていくのかでなくなっていくのかでなくなっていくのか。。。。私私私私がががが市市市市会議会議会議会議員員員員になったになったになったになった２０２０２０２０年前年前年前年前ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから、、、、自治体自治体自治体自治体のののの成成成成熟熟熟熟というのですかというのですかというのですかというのですか、、、、自治体自治体自治体自治体がががが男男男男女女女女共同共同共同共同参参参参画画画画ををををしっかりやろうといったところはしっかりやろうといったところはしっかりやろうといったところはしっかりやろうといったところは、、、、市市市市長部局長部局長部局長部局でででで、、、、近近近近いところでそれをいところでそれをいところでそれをいところでそれを担当担当担当担当していたというしていたというしていたというしていたというのをのをのをのを聞聞聞聞いているのですいているのですいているのですいているのです。。。。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含含含含めてめてめてめて１１１１つつつつ目目目目のののの質問質問質問質問。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、質問質問質問質問するのはするのはするのはするのはアスアスアスアスベベベベストストストストをしなければいけないとをしなければいけないとをしなければいけないとをしなければいけないと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、このこのこのこの中中中中にもにもにもにも出出出出ているのですけれどもているのですけれどもているのですけれどもているのですけれども、、、、鳴鳴鳴鳴りりりり物物物物入入入入りでりでりでりで県県県県独独独独自自自自のののの調調調調査査査査をやるということでをやるということでをやるということでをやるということで、、、、ここここのののの間間間間検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会をしていてをしていてをしていてをしていて、、、、原原原原因因因因究究究究明明明明にににに迫迫迫迫るようなことができないかということもるようなことができないかということもるようなことができないかということもるようなことができないかということも含含含含めてめてめてめて、、、、原原原原因因因因究究究究明明明明をするのだというをするのだというをするのだというをするのだという形形形形のののの検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会だとだとだとだと思思思思っているのですけれどもっているのですけれどもっているのですけれどもっているのですけれども、、、、それはそれはそれはそれは環境環境環境環境ばばばばくくくく露露露露というのですかというのですかというのですかというのですか、、、、工場工場工場工場のののの周辺周辺周辺周辺のののの人人人人をきちっとをきちっとをきちっとをきちっと調調調調べべべべていくというのはていくというのはていくというのはていくというのは非常非常非常非常にににに難難難難しいからしいからしいからしいから、、、、工場工場工場工場内部内部内部内部でででで働働働働いているいているいているいている労労労労働者働者働者働者のののの健康健康健康健康被害被害被害被害をきちっとをきちっとをきちっとをきちっと調調調調べべべべてててて、、、、そのそのそのその追跡追跡追跡追跡調調調調査査査査をすればをすればをすればをすれば、、、、工場工場工場工場内内内内でばくでばくでばくでばく露露露露しているのだからしているのだからしているのだからしているのだから当然当然当然当然石綿石綿石綿石綿はははは外外外外にににに漏漏漏漏れるということでれるということでれるということでれるということで、、、、工場工場工場工場内内内内をををを原原原原因因因因としたばとしたばとしたばとしたばくくくく露露露露がががが生生生生まれるのだろうということでまれるのだろうということでまれるのだろうということでまれるのだろうということで、、、、工場工場工場工場でででで働働働働いているいているいているいている労労労労働者働者働者働者のののの健康健康健康健康被害被害被害被害をまをまをまをまずずずずきちっきちっきちっきちっとととと調調調調べべべべようというようというようというようという話話話話をををを検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会でやっていたとでやっていたとでやっていたとでやっていたと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そういうそういうそういうそういう経経経経過過過過をををを説明説明説明説明をしをしをしをしてほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、環境環境環境環境省省省省のののの委委委委託託託託事事事事業業業業でででで、、、、リリリリススススクククク調調調調査査査査がががが今今今今行行行行われてますわれてますわれてますわれてます。。。。３３３３回回回回目目目目かなかなかなかな、、、、４４４４回回回回目目目目かなかなかなかな。。。。それでそれでそれでそれで、、、、前年前年前年前年までまでまでまで、、、、周辺周辺周辺周辺にににに多多多多くのくのくのくのプラプラプラプラークークークークをををを抱抱抱抱えているえているえているえている人人人人がががが出出出出てきているのですけてきているのですけてきているのですけてきているのですけれどもれどもれどもれども、、、、それはそれはそれはそれは工場工場工場工場がががが原原原原因因因因ではないかとではないかとではないかとではないかと言言言言えばえばえばえば、、、、環境環境環境環境省省省省はははは、、、、それはそれはそれはそれは不不不不安安安安をををを持持持持っているっているっているっている人人人人のののの調調調調査査査査なのでなのでなのでなので、、、、疫疫疫疫学調学調学調学調査査査査ではないのでではないのでではないのでではないので原原原原因因因因がわからないとがわからないとがわからないとがわからないと常常常常にににに言言言言いますいますいますいます。。。。ことしからことしからことしからことしから、、、、調調調調査査査査のやりのやりのやりのやり方方方方をををを若干若干若干若干変変変変えてえてえてえて、、、、周辺周辺周辺周辺のばくのばくのばくのばく露露露露地域地域地域地域ののののプラプラプラプラークークークークをををを持持持持っているっているっているっている人人人人とととと持持持持ってないってないってないってない人人人人をををを多多多多数数数数リリリリススススクククク調調調調査査査査にににに参加参加参加参加してもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、今今今今までのまでのまでのまでの倍倍倍倍ほどほどほどほど参加参加参加参加してもらってしてもらってしてもらってしてもらって調調調調査査査査しようとしようとしようとしようと環境環境環境環境省省省省がががが言言言言っているとっているとっているとっていると思思思思いますいますいますいます。。。。そうですけれどもそうですけれどもそうですけれどもそうですけれども、、、、それにそれにそれにそれに対応対応対応対応してしてしてして、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの健康健康健康健康リリリリススススクククク調調調調査査査査のののの今今今今のののの実実実実績績績績がどういうがどういうがどういうがどういう対応対応対応対応にににに今今今今なっているのかということをなっているのかということをなっているのかということをなっているのかということを教教教教えてくだえてくだえてくだえてくだささささいいいい。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。こどもこどもこどもこども・・・・女女女女性性性性局局局局のののの予算予算予算予算についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。○○○○速見速見速見速見こどもこどもこどもこども家庭局長家庭局長家庭局長家庭局長
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委員委員委員委員からごからごからごからご質問質問質問質問ありましたありましたありましたありました１１１１ペペペペーーーージジジジのこどものこどものこどものこども・・・・女女女女性性性性費費費費ですがですがですがですが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年度度度度とととと比比比比べべべべましましましましてててて７７７７億億億億２２２２，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円強強強強のののの減減減減額額額額になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。このこのこのこの内内内内訳訳訳訳といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、１１１１つはつはつはつは保保保保育所育所育所育所整備整備整備整備でございますでございますでございますでございます。。。。保育所保育所保育所保育所整備整備整備整備がががが平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年度度度度はははは事事事事業業業業費費費費でででで言言言言いますといますといますといますと１２１２１２１２億億億億３３３３，，，，００００００００００００万円万円万円万円保育所保育所保育所保育所のののの新新新新設設設設等等等等でででで整備整備整備整備ををををささささせていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました。。。。それがそれがそれがそれが平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度ではではではでは４４４４億億億億６６６６，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円ということでということでということでということで、、、、ここでここでここでここで７７７７億億億億円円円円強強強強減減減減っておりますっておりますっておりますっております。。。。それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つはつはつはつは、、、、精精精精華華華華学学学学院院院院のののの整備整備整備整備工工工工事事事事でございますでございますでございますでございます。。。。精精精精華華華華学学学学院院院院のののの整備整備整備整備工工工工事事事事がががが平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年度度度度はははは６６６６億億億億１１１１，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円でありましたものがでありましたものがでありましたものがでありましたものが、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度残残残残余余余余のののの整備事整備事整備事整備事業業業業費費費費としてとしてとしてとして、、、、１１１１億億億億８８８８，，，，６００６００６００６００万円予算万円予算万円予算万円予算計計計計上上上上ささささせていただいておりますせていただいておりますせていただいておりますせていただいております。。。。ここでここでここでここで整備費整備費整備費整備費としてとしてとしてとして４４４４億億億億円円円円余余余余りりりり減減減減額額額額になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。それでそれでそれでそれで、、、、そのそのそのその減減減減額分額分額分額分とととと、、、、それからそれからそれからそれから今今今今度度度度新新新新たにたにたにたに女女女女性性性性支支支支援課援課援課援課をこどをこどをこどをこどもももも・・・・女女女女性性性性局局局局でででで所管所管所管所管いたしますいたしますいたしますいたします。。。。そのそのそのその経費経費経費経費はははは１１１１億億億億８８８８，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円、、、、これはこれはこれはこれは丸丸丸丸々々々々増増増増加加加加というこというこというこということでとでとでとで、、、、最最最最終終終終的的的的にににに差差差差しししし引引引引きをいたしましてきをいたしましてきをいたしましてきをいたしまして、、、、局局局局全体全体全体全体といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして７７７７億億億億２２２２，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円強強強強前前前前年年年年度度度度よりもよりもよりもよりも減減減減額額額額ということになっておりますということになっておりますということになっておりますということになっております。。。。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。。。。アスアスアスアスベベベベストストストストにににに関関関関しますしますしますします県県県県独独独独自調自調自調自調査査査査のののの件件件件でございますでございますでございますでございます。。。。当当当当該該該該調調調調査査査査につにつにつにつ○○○○山本環境政策課長山本環境政策課長山本環境政策課長山本環境政策課長きましてはきましてはきましてはきましては、、、、７７７７月月月月１３１３１３１３日日日日ににににアスアスアスアスベベベベストストストスト健康健康健康健康被害被害被害被害実態実態実態実態調調調調査委員会査委員会査委員会査委員会ということでということでということでということで第第第第１１１１回回回回のののの委員委員委員委員会会会会をををを開開開開催催催催ささささせていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました。。。。そちらのそちらのそちらのそちらの方方方方ではではではでは、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのようにのようにのようにのように、、、、全従全従全従全従業業業業員員員員をををを対対対対象象象象としましてとしましてとしましてとしまして、、、、これをこれをこれをこれを終終終終了了了了年次年次年次年次別別別別にににに分分分分類類類類しましてしましてしましてしまして、、、、そのそのそのその死死死死因因因因等等等等をををを調調調調査査査査することによりましてすることによりましてすることによりましてすることによりまして一一一一般般般般環境経由環境経由環境経由環境経由におけるにおけるにおけるにおける石綿石綿石綿石綿被害被害被害被害のののの実態予実態予実態予実態予測測測測ができるのではないかということでができるのではないかということでができるのではないかということでができるのではないかということで、、、、ごごごご意意意意見見見見ををををいただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。それをそれをそれをそれを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、企企企企業業業業にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、それがそれがそれがそれが従従従従業業業業員名員名員名員名簿簿簿簿のののの提出提出提出提出をををを要要要要望望望望するようにというするようにというするようにというするようにという決決決決定定定定をいただいたところでございますをいただいたところでございますをいただいたところでございますをいただいたところでございます。。。。またまたまたまた、、、、１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日にににに第第第第２２２２回委員会回委員会回委員会回委員会をををを開開開開催催催催しましてしましてしましてしまして、、、、企企企企業業業業だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、企企企企業業業業以以以以外外外外、、、、行行行行政政政政機機機機関関関関がががが保有保有保有保有するするするするデデデデータータータータについてもについてもについてもについても提提提提供供供供をををを受受受受けたらどうかというごけたらどうかというごけたらどうかというごけたらどうかというご提言提言提言提言をいただいてまいりをいただいてまいりをいただいてまいりをいただいてまいりましたましたましたました。。。。これをこれをこれをこれを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、事事事事務務務務局局局局でありますでありますでありますであります環境政策環境政策環境政策環境政策課課課課といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、国国国国のののの機機機機関関関関、、、、奈良年奈良年奈良年奈良年金金金金事事事事務務務務所所所所あるいはあるいはあるいはあるいは奈良奈良奈良奈良労労労労働働働働局局局局にににに出出出出向向向向きましてきましてきましてきまして、、、、資料資料資料資料のののの提提提提供供供供等等等等をおをおをおをお願願願願いしてまいったいしてまいったいしてまいったいしてまいったところでございますがところでございますがところでございますがところでございますが、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ個人個人個人個人情情情情報等報等報等報等のののの問題問題問題問題があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、資料資料資料資料のののの提提提提供供供供はははは難難難難しいということをしいということをしいということをしいということを今今今今おおおお答答答答えをいただいておりますえをいただいておりますえをいただいておりますえをいただいております。。。。とはとはとはとは申申申申すもののすもののすもののすものの、、、、厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省年年年年金金金金局局局局にににに出出出出向向向向きましてきましてきましてきまして、、、、１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日、、、、１１１１月月月月３１３１３１３１日日日日両両両両日日日日、、、、調調調調査査査査のののの目目目目的的的的をををを説明説明説明説明しましてしましてしましてしまして、、、、資料資料資料資料提提提提供供供供ににににごごごご協力協力協力協力いただけるよういただけるよういただけるよういただけるよう今今今今おおおお願願願願いしているところでございますいしているところでございますいしているところでございますいしているところでございます。。。。またまたまたまた、、、、石綿石綿石綿石綿関連関連関連関連企企企企業業業業にににに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては、、、、６６６６月月月月２３２３２３２３日日日日、、、、８８８８月月月月４４４４日日日日、、、、それからそれからそれからそれから１０１０１０１０月月月月２０２０２０２０日日日日とととということでいうことでいうことでいうことで、、、、資料資料資料資料のののの提提提提供供供供をををを今今今今おおおお願願願願いしているところでございますいしているところでございますいしているところでございますいしているところでございます。。。。これからこれからこれからこれから関係関係関係関係機機機機関関関関へへへへのののの資料資料資料資料提提提提供供供供をををを粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。
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環境環境環境環境省省省省からからからから委委委委託託託託をををを受受受受けていますけていますけていますけています石綿石綿石綿石綿のののの健康健康健康健康リリリリススススクククク調調調調査査査査のののの現現現現在在在在のののの進進進進捗捗捗捗○○○○吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長状況状況状況状況はどうかというおはどうかというおはどうかというおはどうかというお尋尋尋尋ねでございますがねでございますがねでございますがねでございますが、、、、おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていますようにっていますようにっていますようにっていますように、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年からからからから３３３３年年年年間間間間、、、、第第第第１１１１期期期期としてとしてとしてとしてリリリリススススクククク調調調調査査査査をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして、、、、今年今年今年今年度度度度からからからから第第第第２２２２期期期期ということでということでということでということで、、、、先先先先ほほほほどどどど委員委員委員委員がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったようなったようなったようなったような形形形形でででで５５５５年年年年間間間間のののの継継継継続続続続のののの形形形形でででで見見見見ていくというていくというていくというていくという新新新新たなたなたなたな形形形形でででで出発出発出発出発してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。現現現現在在在在、、、、今年今年今年今年度度度度のののの分分分分でございますけどもでございますけどもでございますけどもでございますけども、、、、１１１１月末現月末現月末現月末現在在在在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、、、、我我我我がががが方方方方のののの調調調調査査査査のののの状状状状況況況況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、、、、４６４４６４４６４４６４名名名名のののの申申申申しししし込込込込みみみみがございましたがございましたがございましたがございました。。。。うちうちうちうち５４５４５４５４名名名名がががが企企企企業業業業のののの健健健健診診診診等等等等でででで受受受受診診診診さささされたれたれたれた結結結結果果果果をををを情情情情報提報提報提報提供供供供するするするする方方方方がががが含含含含まれてございますまれてございますまれてございますまれてございます。。。。そのそのそのその４６４４６４４６４４６４名名名名のうちのうちのうちのうち、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年度度度度にににに新新新新規規規規にににに参加参加参加参加していただいたしていただいたしていただいたしていただいた方方方方はははは１１２１１２１１２１１２名名名名でございますでございますでございますでございます。。。。今回今回今回今回、、、、新新新新たなたなたなたな参加参加参加参加者者者者をををを募募募募るということのためにるということのためにるということのためにるということのために、、、、関連関連関連関連のののの２２２２社社社社にににに対対対対しましてしましてしましてしまして企企企企業業業業健健健健診診診診のののの受受受受診者診者診者診者にににに健健健健診結診結診結診結果果果果のののの情情情情報提報提報提報提供供供供をををを依依依依頼頼頼頼するするするする文書文書文書文書をををを郵郵郵郵送送送送していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、１１１１社社社社のののの竜竜竜竜田田田田工工工工業業業業経由経由経由経由のののの方方方方がががが３８３８３８３８名名名名、、、、ニニニニチチチチアスアスアスアス王寺工場王寺工場王寺工場王寺工場経由経由経由経由のののの方方方方がががが３５３５３５３５名名名名、、、、新新新新たにたにたにたに本本本本調調調調査査査査にににに参加参加参加参加ししししていただくことになりましたていただくことになりましたていただくことになりましたていただくことになりました。。。。既既既既にににに、、、、第第第第２２２２期期期期のののの石綿石綿石綿石綿健康健康健康健康リリリリススススクククク調調調調査査査査専門専門専門専門委員会委員会委員会委員会のののの読読読読影影影影会会会会をををを３３３３回実回実回実回実施施施施しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、２８４２８４２８４２８４名名名名のののの読読読読影影影影がががが終終終終了了了了しておりますしておりますしておりますしております。。。。まだあとまだあとまだあとまだあと今今今今後後後後、、、、２２２２月月月月２５２５２５２５日日日日あるいはあるいはあるいはあるいは３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日のののの２２２２回回回回のののの読読読読影影影影会会会会もももも実実実実施施施施いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、読読読読影影影影をををを終終終終了了了了しようということしようということしようということしようということでででで考考考考えておられましてえておられましてえておられましてえておられまして、、、、そのそのそのその後後後後、、、、例年例年例年例年どおりのどおりのどおりのどおりの報告書報告書報告書報告書をををを作作作作成成成成いたしましていたしましていたしましていたしまして環境環境環境環境省省省省にににに報告報告報告報告ししししてててて公公公公表表表表するというするというするというするという手手手手順順順順があとがあとがあとがあと残残残残ってございますってございますってございますってございます。。。。今現今現今現今現在在在在のののの状況状況状況状況はははは以上以上以上以上のとおりでございまのとおりでございまのとおりでございまのとおりでございますすすす。。。。 １１１１ペペペペーーーージジジジですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、こどもこどもこどもこども・・・・女女女女性性性性費費費費となっていてとなっていてとなっていてとなっていて、、、、ううううーーーーんというのはんというのはんというのはんというのは、、、、○○○○高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員子子子子どもとどもとどもとどもと女女女女性性性性とをくっつけてとをくっつけてとをくっつけてとをくっつけて書書書書いているのですいているのですいているのですいているのです。。。。男男男男女女女女共同共同共同共同参参参参画画画画のののの視視視視点点点点というのですかというのですかというのですかというのですか、、、、目目目目指指指指したしたしたした考考考考ええええ方方方方というよりはというよりはというよりはというよりは、、、、女女女女性性性性とととと子子子子どもをくっつけるというどもをくっつけるというどもをくっつけるというどもをくっつけるというふふふふうにどうしてもうにどうしてもうにどうしてもうにどうしても見見見見てしまてしまてしまてしまうというのかうというのかうというのかうというのか、、、、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含含含含めてめてめてめて、、、、男男男男女女女女共同共同共同共同参参参参画画画画がががが目指目指目指目指したそのしたそのしたそのしたその到達到達到達到達点点点点みみみみたいなことたいなことたいなことたいなこともももも含含含含めてめてめてめて、、、、何何何何がががが課課課課題題題題かということをはっきりかということをはっきりかということをはっきりかということをはっきり示示示示してそれでしてそれでしてそれでしてそれで変変変変えていかないとえていかないとえていかないとえていかないと、、、、なしなしなしなし崩崩崩崩しししし的的的的になくしてしまってやることはやっていますよというになくしてしまってやることはやっていますよというになくしてしまってやることはやっていますよというになくしてしまってやることはやっていますよという話話話話だけれどもだけれどもだけれどもだけれども、、、、そういうそういうそういうそういう論論論論議議議議をををを経経経経てててて、、、、男男男男女女女女共同共同共同共同参参参参画画画画はそういうはそういうはそういうはそういう知事知事知事知事からからからから遠遠遠遠いところでいところでいところでいところで部部部部署署署署をををを持持持持つということではなしにつということではなしにつということではなしにつということではなしに、、、、知事知事知事知事のののの直直直直属属属属のののの一一一一番番番番近近近近いところでいところでいところでいところで普普普普通通通通はははは政策政策政策政策のののの中中中中心心心心軸軸軸軸にするというにするというにするというにするという論論論論議議議議のののの経経経経験験験験があるがあるがあるがある中中中中でなくしてでなくしてでなくしてでなくしていくことにいくことにいくことにいくことに関関関関してはしてはしてはしては、、、、すごくうすごくうすごくうすごくうーーーーんというんというんというんという感感感感じじじじでででで思思思思っていますっていますっていますっています。。。。名前名前名前名前をををを変変変変えてえてえてえてずずずずっとっとっとっと同同同同じじじじことをするとことをするとことをするとことをすると言言言言っているけれどもっているけれどもっているけれどもっているけれども、、、、実実実実はすうっとはすうっとはすうっとはすうっと消消消消えていくえていくえていくえていく第一第一第一第一歩歩歩歩ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いながいながいながいながらららら危惧危惧危惧危惧していますしていますしていますしています。。。。次次次次はははは、、、、アスアスアスアスベベベベストストストストのののの問題問題問題問題ですですですです。。。。県県県県独独独独自自自自ででででアスアスアスアスベベベベストストストストのののの原原原原因因因因究究究究明明明明にににに迫迫迫迫ることにることにることにることに対対対対してはしてはしてはしては、、、、
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本本本本当当当当にににに評評評評価価価価しなければいけないとしなければいけないとしなければいけないとしなければいけないと思思思思っていたのですけれどもっていたのですけれどもっていたのですけれどもっていたのですけれども、、、、今今今今どういうどういうどういうどういう形形形形でというのはでというのはでというのはでというのはまだまだまだまだまだまだまだまだ難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省がががが情情情情報報報報をををを出出出出ささささないないないない、、、、企企企企業業業業もももも出出出出ささささないないないない、、、、粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく言言言言っているのだとっているのだとっているのだとっているのだと言言言言っているときにっているときにっているときにっているときに、、、、どういうどういうどういうどういう視視視視点点点点でででで情情情情報報報報をををを迫迫迫迫るのかというるのかというるのかというるのかという。。。。いつもいつもいつもいつも県県県県がががが情情情情報報報報をををを出出出出せとせとせとせと言言言言われていることとわれていることとわれていることとわれていることと、、、、今今今今度度度度はははは反反反反対対対対のののの立立立立場場場場ですですですです。。。。何何何何でこういうでこういうでこういうでこういう公公公公害害害害のののの問題問題問題問題でででで情情情情報報報報をををを出出出出してしてしてして、、、、企企企企業業業業でででで働働働働いていたいていたいていたいていた労労労労働者働者働者働者のののの名名名名簿簿簿簿をををを出出出出せということをせということをせということをせということを言言言言えるえるえるえる根根根根拠拠拠拠をををを整理整理整理整理してしてしてして、、、、どういうどういうどういうどういう形形形形でででで言言言言っているのだというのはまたっているのだというのはまたっているのだというのはまたっているのだというのはまた後後後後でででで聞聞聞聞かせてほしいですけれどもかせてほしいですけれどもかせてほしいですけれどもかせてほしいですけれども、、、、どういうどういうどういうどういう文書文書文書文書のやりとりをしているのかということものやりとりをしているのかということものやりとりをしているのかということものやりとりをしているのかということも含含含含めてしないとめてしないとめてしないとめてしないと、、、、言言言言ってますってますってますってます、、、、言言言言ってますとってますとってますとってますといういういういう話話話話でででで、、、、ああそうですかというああそうですかというああそうですかというああそうですかという話話話話ではではではでは済済済済まないことでまないことでまないことでまないことで、、、、厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省のののの中中中中のののの年年年年金金金金のところのところのところのところにににに年年年年金金金金のののの国国国国のののの役役役役員員員員がうがうがうがうーーーーんとんとんとんと思思思思うようなうようなうようなうような、、、、こういうことをやろうとこういうことをやろうとこういうことをやろうとこういうことをやろうと県県県県はしているのかといはしているのかといはしているのかといはしているのかということをうことをうことをうことを伝伝伝伝えるようなえるようなえるようなえるような資料資料資料資料をつけてをつけてをつけてをつけて迫迫迫迫らないとらないとらないとらないと、、、、向向向向こうはもっとこうはもっとこうはもっとこうはもっと官僚官僚官僚官僚だとだとだとだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜぜぜぜひひひひともともともとも力力力力をつけてやってほしいとをつけてやってほしいとをつけてやってほしいとをつけてやってほしいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。健康健康健康健康増増増増進進進進課課課課のののの２２２２期目期目期目期目にににに入入入入ったったったったリリリリススススクククク調調調調査査査査のことですけれどものことですけれどものことですけれどものことですけれども、、、、国国国国のののの言言言言っているっているっているっている話話話話もまだもまだもまだもまだすごくすごくすごくすごく同同同同じじじじことするのかということするのかということするのかということするのかという。。。。それでそれでそれでそれで最最最最終終終終的的的的にににに調調調調査査査査してしてしてして出出出出たたたた結結結結果果果果がががが、、、、不不不不安安安安をををを感感感感じじじじているているているている県県県県民民民民がががが調調調調査査査査にににに来来来来たのだからたのだからたのだからたのだから、、、、このこのこのこの結結結結果果果果でもってでもってでもってでもって原原原原因因因因はそこのはそこのはそこのはそこの企企企企業業業業だとだとだとだと言言言言われないわれないわれないわれない調調調調査査査査をををを何何何何回回回回もしているともしているともしているともしていると思思思思っているのですっているのですっているのですっているのです。。。。そうなのですがそうなのですがそうなのですがそうなのですが、、、、環境環境環境環境省省省省がががが今今今今までのまでのまでのまでの、、、、例例例例えばえばえばえば３００３００３００３００人人人人、、、、このこのこのこの奈良県奈良県奈良県奈良県ででででリリリリススススクククク調調調調査査査査をををを受受受受けていたのをけていたのをけていたのをけていたのを倍倍倍倍にしろということでにしろということでにしろということでにしろということで予算予算予算予算をくれているのだっをくれているのだっをくれているのだっをくれているのだったらたらたらたら、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを使使使使ってってってって企企企企業業業業のののの一一一一番直番直番直番直近近近近なところをなところをなところをなところを面面面面的的的的にににに調調調調査査査査するというするというするというするというふふふふうなうなうなうな、、、、原原原原因因因因にににに一一一一番番番番近近近近いところをきちっといところをきちっといところをきちっといところをきちっと、、、、住民住民住民住民すすすすべべべべてのてのてのての人人人人をををを調調調調査査査査するとかいろんなするとかいろんなするとかいろんなするとかいろんな方方方方法法法法があるとがあるとがあるとがあると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。だからだからだからだから、、、、こことそことがこことそことがこことそことがこことそことが答答答答えをえをえをえを互互互互いにするのではなしにいにするのではなしにいにするのではなしにいにするのではなしに、、、、県県県県独独独独自自自自のののの公公公公害害害害のののの原原原原因因因因にににに迫迫迫迫るるるる調調調調査査査査をするとなったらをするとなったらをするとなったらをするとなったら、、、、もっときちんともっときちんともっときちんともっときちんと話話話話しししし込込込込んでやってほしいとんでやってほしいとんでやってほしいとんでやってほしいと思思思思っいてますっいてますっいてますっいてます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。 健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部のののの地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推推推推進進進進というところでというところでというところでというところで、、、、前回前回前回前回もしましたがもしましたがもしましたがもしましたが地域地域地域地域生生生生活活活活定定定定○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員着着着着支支支支援援援援事事事事業業業業、、、、これはこれはこれはこれは特特特特にににに犯罪犯罪犯罪犯罪をををを犯犯犯犯してしてしてして施設施設施設施設にににに入入入入所所所所するとするとするとすると。。。。そしてそしてそしてそして一定一定一定一定のののの期間期間期間期間がががが経経経経てまたてまたてまたてまた社社社社会会会会復復復復帰帰帰帰するということについてするということについてするということについてするということについて、、、、社社社社会会会会復復復復帰帰帰帰するときにするときにするときにするときに十分十分十分十分なななな手手手手だてがないがだてがないがだてがないがだてがないがゆゆゆゆえにえにえにえに窃盗窃盗窃盗窃盗事事事事件件件件などのなどのなどのなどの再再再再犯犯犯犯をををを犯犯犯犯すというすというすというすという率率率率がががが非常非常非常非常にににに高高高高いということからいということからいということからいということから、、、、国国国国がががが何何何何とかとかとかとか手助手助手助手助けできないのけできないのけできないのけできないのかかかか、、、、そういうところからのそういうところからのそういうところからのそういうところからの発案発案発案発案だったとだったとだったとだったと聞聞聞聞いているのですけれどもいているのですけれどもいているのですけれどもいているのですけれども、、、、都都都都道道道道府県府県府県府県でそういうでそういうでそういうでそういうニニニニーーーーズズズズがががが高高高高まってまってまってまって、、、、支支支支援援援援センセンセンセンターターターターみみみみたいなものをつくってたいなものをつくってたいなものをつくってたいなものをつくって支支支支援援援援していくしていくしていくしていく。。。。前回前回前回前回のののの１１１１１１１１月定例会月定例会月定例会月定例会のときにのときにのときにのときに申申申申しししし上上上上げげげげましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、２２２２月月月月にににに関係関係関係関係者者者者一一一一同集同集同集同集まってもらまってもらまってもらまってもらってってってって、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを奈良県奈良県奈良県奈良県でもでもでもでも取取取取りりりり組組組組みみみみたいからやるということのたいからやるということのたいからやるということのたいからやるということの答答答答弁弁弁弁がありましたけがありましたけがありましたけがありましたけれどもれどもれどもれども、、、、そのそのそのその具具具具体体体体的的的的なななな形形形形がががが整整整整ってきたのかってきたのかってきたのかってきたのか。。。。来来来来年年年年度度度度のののの設置設置設置設置にににに向向向向けてけてけてけて今今今今具具具具体体体体的的的的なななな形形形形というもというもというもというも
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のがどういうところまでのがどういうところまでのがどういうところまでのがどういうところまで進進進進捗捗捗捗しておるのかしておるのかしておるのかしておるのか。。。。高高高高齢齢齢齢者者者者のののの方方方方、、、、先日新聞先日新聞先日新聞先日新聞のののの全国全国全国全国版版版版でででで報報報報道道道道さささされてれてれてれていましたいましたいましたいました。。。。非常非常非常非常にににに再再再再犯犯犯犯率率率率がががが高高高高いのでいのでいのでいので、、、、そういうそういうそういうそういう支支支支援援援援をするをするをするをするセンセンセンセンターターターターがががが必必必必要要要要であるというこであるというこであるというこであるということをとをとをとを非常非常非常非常にににに強調強調強調強調してしてしてして書書書書いてあったのですけれどもいてあったのですけれどもいてあったのですけれどもいてあったのですけれども、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではいちではいちではいちではいち早早早早くくくく取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでいるいるいるいる奈良県奈良県奈良県奈良県がががが範範範範となるようなとなるようなとなるようなとなるようなセンセンセンセンターターターターをつくっていただくとをつくっていただくとをつくっていただくとをつくっていただくと、、、、そのそのそのその現状現状現状現状をごをごをごをご答答答答弁弁弁弁いただきいただきいただきいただきたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、看看看看護護護護師師師師等等等等のののの確保確保確保確保というところにもというところにもというところにもというところにも書書書書いてございますがいてございますがいてございますがいてございますが、、、、このことについてはこのことについてはこのことについてはこのことについては積積積積年年年年のののの課課課課題題題題というのですかというのですかというのですかというのですか、、、、今年今年今年今年度度度度あるいはあるいはあるいはあるいは来来来来年年年年度度度度のことではなくてのことではなくてのことではなくてのことではなくて、、、、もうもうもうもうずずずずっとっとっとっと以前以前以前以前からからからから看看看看護護護護師師師師のののの確保確保確保確保等等等等についてはかなりについてはかなりについてはかなりについてはかなり努力努力努力努力もしていただきもしていただきもしていただきもしていただき、、、、ささささまざまなまざまなまざまなまざまな対対対対策策策策もももも講講講講じじじじられたとられたとられたとられたと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、中中中中でもでもでもでも待待待待遇改善遇改善遇改善遇改善はははは言言言言うにうにうにうに及及及及ばばばばずずずずですがですがですがですが、、、、キャキャキャキャリリリリアアップアアップアアップアアップするとかするとかするとかするとか、、、、あるいあるいあるいあるいナナナナーーーーススススババババンンンンククククというのですかというのですかというのですかというのですか、、、、登登登登録録録録制制制制みみみみたいなものをしてたいなものをしてたいなものをしてたいなものをして確保確保確保確保していくとしていくとしていくとしていくと。。。。あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた既既既既にににに退退退退職職職職さささされたれたれたれた方方方方にまたにまたにまたにまた現現現現場場場場にににに復復復復帰帰帰帰していただくためにはどういうしていただくためにはどういうしていただくためにはどういうしていただくためにはどういうぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに復復復復帰帰帰帰支支支支援援援援していくしていくしていくしていくのかといったのかといったのかといったのかといった、、、、またまたまたまた子子子子どもをおどもをおどもをおどもをお持持持持ちのちのちのちの看看看看護護護護師師師師ささささんはんはんはんは、、、、特特特特にににに院内院内院内院内のののの保育所保育所保育所保育所があればがあればがあればがあれば一一一一番手番手番手番手短短短短でいいということででいいということででいいということででいいということで、、、、ささささまざまなまざまなまざまなまざまな保育所保育所保育所保育所にににに対対対対するするするする設置設置設置設置のののの補助金補助金補助金補助金をををを出出出出さささされたりれたりれたりれたり、、、、積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んでこられたとんでこられたとんでこられたとんでこられたと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、現状現状現状現状としてそれがとしてそれがとしてそれがとしてそれが効効効効果果果果のあるものであったとはのあるものであったとはのあるものであったとはのあるものであったとは思思思思うのうのうのう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、、、、来来来来年年年年度度度度にににに向向向向かってかってかってかって今今今今までまでまでまで取取取取りりりり組組組組んでこられたことがんでこられたことがんでこられたことがんでこられたことが十分生十分生十分生十分生かかかかさささされておるとれておるとれておるとれておるとはははは思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、課課課課題等題等題等題等もももも残残残残さささされておるとれておるとれておるとれておると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、今今今今までのやってこられたまでのやってこられたまでのやってこられたまでのやってこられた対対対対策策策策がががが十分生十分生十分生十分生かかかかさささされてれてれてれて来来来来年年年年度度度度にににに向向向向かっておるのかかっておるのかかっておるのかかっておるのか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの現状現状現状現状をごをごをごをご答答答答弁弁弁弁いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、生生生生涯涯涯涯ススススポポポポーーーーツツツツのののの関係関係関係関係でででで１１１１つつつつ申申申申しししし上上上上げげげげたいのですがたいのですがたいのですがたいのですが、、、、佐藤薬品佐藤薬品佐藤薬品佐藤薬品ススススタタタタジアムジアムジアムジアムのののの改改改改修修修修についてでございますけれどもについてでございますけれどもについてでございますけれどもについてでございますけれども、、、、ネネネネーーーーミミミミングラングラングラングライイイイツツツツでででで佐藤薬品佐藤薬品佐藤薬品佐藤薬品ススススタタタタジアムジアムジアムジアムとととと大大大大きくきくきくきく掲掲掲掲示示示示ももももさささされれれれ、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた県県県県民民民民のののの間間間間でもでもでもでも定定定定着着着着しつつあるとしつつあるとしつつあるとしつつあると思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、改改改改修修修修するというするというするというするということでここにことでここにことでここにことでここに書書書書いてあるようないてあるようないてあるようないてあるような安安安安全全全全性性性性、、、、快快快快適性適性適性適性をををを高高高高めていくというめていくというめていくというめていくという目目目目的的的的ででででさささされたれたれたれた改改改改修修修修工工工工事事事事、、、、ララララババババーーーーのののの全面全面全面全面張張張張りかえでありますとかりかえでありますとかりかえでありますとかりかえでありますとか、、、、ベベベベンンンンチチチチあるいはあるいはあるいはあるいはススススタタタタンンンンドドドドののののベベベベンンンンチチチチのののの改改改改修修修修。。。。こういこういこういこういったことをするのだということですがったことをするのだということですがったことをするのだということですがったことをするのだということですが、、、、それでいいのでしそれでいいのでしそれでいいのでしそれでいいのでしょょょょうかうかうかうか。。。。このこのこのこの３３３３点点点点、、、、おおおお尋尋尋尋ねしたいとねしたいとねしたいとねしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。地域地域地域地域生生生生活活活活定定定定着着着着支支支支援援援援センセンセンセンターターターター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、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員からもおからもおからもおからもお話話話話ああああ○○○○西本地域福祉課長西本地域福祉課長西本地域福祉課長西本地域福祉課長りましたようにりましたようにりましたようにりましたように、、、、司司司司法法法法とととと福祉福祉福祉福祉がががが連携連携連携連携をしてをしてをしてをして、、、、矯矯矯矯正正正正施設施設施設施設のののの退退退退所者所者所者所者のののの社社社社会会会会復復復復帰帰帰帰をををを支支支支援援援援してしてしてして、、、、再再再再犯犯犯犯防防防防止止止止をををを図図図図るというるというるというるという目目目目的的的的でででで設置設置設置設置をするものでございますをするものでございますをするものでございますをするものでございます。。。。直直直直近近近近のののの状況状況状況状況でででで申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、１１１１月末月末月末月末にににに３８３８３８３８道道道道府県府県府県府県でででで設置設置設置設置さささされておりますれておりますれておりますれております。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの委員委員委員委員会会会会でもおでもおでもおでもお話話話話ししましたようにししましたようにししましたようにししましたように県県県県でもいろいろでもいろいろでもいろいろでもいろいろ取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めてまいりましてめてまいりましてめてまいりましてめてまいりまして、、、、今今今今おおおお話話話話ありありありあり
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ましたようにましたようにましたようにましたように、、、、先先先先般般般般２２２２月月月月３３３３日日日日にはにはにはには地域地域地域地域生生生生活活活活定定定定着着着着支支支支援援援援センセンセンセンターターターターについてについてについてについて広広広広くくくく理理理理解解解解をしていたをしていたをしていたをしていただくためにだくためにだくためにだくために、、、、地域地域地域地域生生生生活活活活定定定定着着着着支支支支援援援援センセンセンセンターターターターをををを知知知知るるるるセセセセミミミミナナナナーーーーをををを開開開開催催催催しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこのセセセセミミミミナナナナーーーーににににはははは約約約約９０９０９０９０名名名名のののの方方方方、、、、市町市町市町市町村村村村のののの福祉関係福祉関係福祉関係福祉関係のののの担当者担当者担当者担当者、、、、それからそれからそれからそれから施設施設施設施設のののの関係関係関係関係のののの人人人人、、、、そのほかそのほかそのほかそのほか司司司司法法法法のののの関係関係関係関係のののの弁護弁護弁護弁護士士士士だとかだとかだとかだとか、、、、そういうそういうそういうそういう関係関係関係関係者者者者にににに寄寄寄寄っていただきましてっていただきましてっていただきましてっていただきまして、、、、実際実際実際実際にににに滋滋滋滋賀県地域賀県地域賀県地域賀県地域生生生生活活活活定定定定着着着着支支支支援援援援センセンセンセンターターターターのののの中川中川中川中川所所所所長長長長ささささんからんからんからんから、、、、実際実際実際実際ののののセンセンセンセンターターターターのののの運運運運営営営営、、、、そしてそしてそしてそして実例実例実例実例をををを用用用用いていていていて丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明をしていただきましてをしていただきましてをしていただきましてをしていただきまして、、、、非常非常非常非常ににににセンセンセンセンターターターターのののの業務業務業務業務についてのについてのについてのについての理理理理解解解解ができてきたというができてきたというができてきたというができてきたという皆皆皆皆ささささんからのおんからのおんからのおんからのお話話話話をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。そういうようなことでやってまいったわけですけれどもそういうようなことでやってまいったわけですけれどもそういうようなことでやってまいったわけですけれどもそういうようなことでやってまいったわけですけれども、、、、現現現現在在在在、、、、県県県県のののの開開開開始始始始にににに向向向向けてですけてですけてですけてですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、実実実実はきはきはきはきょょょょうからうからうからうから公公公公募募募募をををを始始始始めておりますめておりますめておりますめております。。。。一月一月一月一月程度程度程度程度公公公公募募募募ということでということでということでということで行行行行いましていましていましていまして、、、、３３３３月月月月下下下下旬旬旬旬にはにはにはには受受受受託託託託者者者者をををを決決決決定定定定いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、スムスムスムスムーーーーズズズズにいけばにいけばにいけばにいけば４４４４月月月月当当当当初初初初からからからから委委委委託託託託してしてしてして開所開所開所開所ししししたいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。看看看看護護護護師確保師確保師確保師確保のごのごのごのご質問質問質問質問でございますでございますでございますでございます。。。。委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのようのようのようのよう○○○○杉山医師杉山医師杉山医師杉山医師・・・・看護師確保対策室長看護師確保対策室長看護師確保対策室長看護師確保対策室長にににに、、、、看看看看護護護護師確保師確保師確保師確保、、、、永遠永遠永遠永遠のののの課課課課題題題題といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、現現現現在在在在いろんないろんないろんないろんな事事事事業業業業をををを展開展開展開展開ささささせていただいておせていただいておせていただいておせていただいておりますりますりますります。。。。ままままずずずず、、、、看看看看護護護護師師師師のののの数数数数そのものがどういったそのものがどういったそのものがどういったそのものがどういった動動動動向向向向なのかということでございますがなのかということでございますがなのかということでございますがなのかということでございますが、、、、国国国国がががが２２２２年年年年にににに一一一一度調度調度調度調査査査査をををを取取取取りまとめてりまとめてりまとめてりまとめて公公公公表表表表しておりますしておりますしておりますしております。。。。それによりますとそれによりますとそれによりますとそれによりますと、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年度度度度がががが１１１１万万万万２２２２，，，，３９９３９９３９９３９９人人人人、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして２２２２年年年年後後後後のののの平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年はははは１１１１万万万万２２２２，，，，９３１９３１９３１９３１人人人人ということでということでということでということで５００５００５００５００人人人人余余余余りりりり、、、、率率率率にいたしましてはにいたしましてはにいたしましてはにいたしましては４４４４．．．．３３３３％％％％、、、、看看看看護護護護師師師師としてとしてとしてとして実際実際実際実際働働働働いておられるいておられるいておられるいておられる方方方方ははははふふふふえてござえてござえてござえてございますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、現現現現場場場場ではではではでは高高高高齢齢齢齢化化化化ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは医療医療医療医療がががが複雑複雑複雑複雑になっておるになっておるになっておるになっておる部部部部分分分分、、、、あるいあるいあるいあるいはははは７７７７対対対対１１１１看看看看護護護護といったといったといったといった仕仕仕仕組組組組みみみみのののの変変変変化化化化等等等等にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、現現現現場場場場ではまだまだではまだまだではまだまだではまだまだ看看看看護護護護師師師師がががが不不不不足足足足してしてしてしておるおるおるおる状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。そういったところからそういったところからそういったところからそういったところから、、、、今回予算案今回予算案今回予算案今回予算案にもにもにもにも示示示示ささささせていただいておりせていただいておりせていただいておりせていただいておりますようにますようにますようにますように、、、、いろんないろんないろんないろんな取取取取りりりり組組組組みみみみ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。。。。切切切切りりりり口口口口といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、ままままずずずず、、、、県内県内県内県内でででで働働働働いていただくいていただくいていただくいていただく方方方方ををををふふふふやすやすやすやす取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、またまたまたまた離離離離職職職職せせせせずずずずにににに働働働働きききき続続続続けられるけられるけられるけられる取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、またまたまたまた実際実際実際実際にににに免許免許免許免許をおをおをおをお持持持持ちだけれどもちだけれどもちだけれどもちだけれども事事事事情情情情があってがあってがあってがあって働働働働いておられないいておられないいておられないいておられない看看看看護護護護師師師師にいかににいかににいかににいかに現現現現場場場場にににに復復復復帰帰帰帰していしていしていしていただくかといったただくかといったただくかといったただくかといった視視視視点点点点でででで、、、、幾幾幾幾つかのそれつかのそれつかのそれつかのそれぞぞぞぞれれれれ事事事事業業業業をををを展開展開展開展開ささささせていただいておるところでごせていただいておるところでごせていただいておるところでごせていただいておるところでございますざいますざいますざいます。。。。それでまそれでまそれでまそれでまずずずず、、、、新新新新規規規規のののの方方方方ををををふふふふやすやすやすやす取取取取りりりり組組組組みみみみといたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、新新新新たにたにたにたに、、、、例例例例えばえばえばえば養養養養成成成成学学学学校校校校をををを卒卒卒卒業業業業するするするする学生学生学生学生ささささんにんにんにんに県内県内県内県内にににに定定定定着着着着をしていただくといったこともをしていただくといったこともをしていただくといったこともをしていただくといったことも必必必必要要要要だとだとだとだと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、そういったそういったそういったそういった取取取取りりりり組組組組みみみみでありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、離離離離職職職職率率率率をををを下下下下げげげげるためにはるためにはるためにはるためには看看看看護護護護師師師師がががが精精精精神的神的神的神的にににに不不不不安安安安をおをおをおをお持持持持ちでちでちでちで離離離離職職職職をせざるををせざるををせざるををせざるを得得得得ないといったときにないといったときにないといったときにないといったときに、、、、職職職職場場場場ではなくてではなくてではなくてではなくて別別別別のところでのところでのところでのところでメメメメンンンンタタタタルルルル相相相相談談談談
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をををを受受受受けられるけられるけられるけられるメメメメンンンンタタタタルルルル相相相相談談談談窓窓窓窓口口口口をををを昨昨昨昨年年年年のののの秋秋秋秋、、、、１１１１１１１１月月月月にににに開設開設開設開設ををををささささせていただいたところでごせていただいたところでごせていただいたところでごせていただいたところでございますざいますざいますざいます。。。。またまたまたまた、、、、県内県内県内県内でででで働働働働くくくく魅魅魅魅力力力力アップアップアップアップということでということでということでということで、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県でででで働働働働いているといているといているといていると、、、、例例例例えばえばえばえば認認認認定定定定看看看看護護護護師師師師のののの資資資資格格格格をををを取取取取りにりにりにりに行行行行くときにくときにくときにくときに職職職職場場場場からからからから支支支支援援援援をしていただけるということでをしていただけるということでをしていただけるということでをしていただけるということで励励励励みみみみをををを持持持持っていただくといったっていただくといったっていただくといったっていただくといった部部部部分分分分についてもについてもについてもについても、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても支支支支援援援援をしているところでございますをしているところでございますをしているところでございますをしているところでございます。。。。特特特特にににに、、、、１１１１つつつつ大大大大きなきなきなきな切切切切りりりり口口口口といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、働働働働きききき続続続続けられるけられるけられるけられる環境環境環境環境ということでということでということでということで、、、、女女女女性性性性がががが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに多多多多いいいい職職職職場場場場でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、短短短短時間時間時間時間正正正正規雇規雇規雇規雇用用用用勤勤勤勤務務務務ですとかそういうですとかそういうですとかそういうですとかそういう多様多様多様多様なななな働働働働きききき方方方方がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの病院病院病院病院にににに導導導導入入入入さささされることによってれることによってれることによってれることによって離離離離職職職職者者者者をををを減減減減らすことができるとらすことができるとらすことができるとらすことができると考考考考えておりまえておりまえておりまえておりますのですのですのですので、、、、そういったそういったそういったそういった取取取取りりりり組組組組みみみみのののの支支支支援援援援でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、そういったそういったそういったそういった頑張頑張頑張頑張っておられるっておられるっておられるっておられる病院病院病院病院ななななりをりをりをりを広広広広くくくく紹介紹介紹介紹介をしてをしてをしてをして、、、、他他他他のののの病院等病院等病院等病院等でもでもでもでも同同同同じじじじようなようなようなような取取取取りりりり組組組組みみみみをををを波波波波及及及及ささささせていくとかせていくとかせていくとかせていくとか、、、、そういそういそういそういったもろもろのったもろもろのったもろもろのったもろもろの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めることによりましてめることによりましてめることによりましてめることによりまして看看看看護護護護師師師師のののの確保確保確保確保。。。。１１１１つつつつ大大大大きなきなきなきな新新新新規規規規事事事事業業業業とととといたしましてはいたしましてはいたしましてはいたしましては、、、、看看看看護護護護師師師師がががが減減減減ることによってることによってることによってることによって業務業務業務業務負担負担負担負担ががががふふふふえるというえるというえるというえるという悪循悪循悪循悪循環環環環にににに入入入入っておりっておりっておりっておりますのでますのでますのでますので、、、、業務業務業務業務のののの整理整理整理整理をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、看看看看護護護護師師師師免許免許免許免許をををを持持持持っていなくてもできるっていなくてもできるっていなくてもできるっていなくてもできる業務業務業務業務についてについてについてについてはははは、、、、介介介介護護護護士士士士なりなりなりなりササササポポポポーーーートトトトのののの方方方方にそのにそのにそのにその業務業務業務業務をををを担担担担っていただくことによってっていただくことによってっていただくことによってっていただくことによって負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減するこするこするこすることでとでとでとで、、、、今回新今回新今回新今回新規規規規でででで業務業務業務業務負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減のためののためののためののためのササササポポポポーーーートトトト人人人人材材材材のののの導導導導入入入入のののの支支支支援援援援もももも今予算今予算今予算今予算のののの方方方方おおおお願願願願いをいをいをいをしておるところでございますしておるところでございますしておるところでございますしておるところでございます。。。。こういったこういったこういったこういった取取取取りりりり組組組組みみみみでででで看看看看護護護護師師師師のののの確保確保確保確保にににに努努努努めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。 看看看看護護護護師確保師確保師確保師確保にににに関連関連関連関連いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを少少少少しごしごしごしご紹介紹介紹介紹介○○○○中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長ををををささささせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今回今回今回今回、、、、予算予算予算予算にににに少少少少しししし上上上上げさげさげさげさせていただいておりますけれどもせていただいておりますけれどもせていただいておりますけれどもせていただいておりますけれども、、、、中中中中身身身身がががが少少少少しししし見見見見ずずずずろうございろうございろうございろうございますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、看看看看護護護護師確保師確保師確保師確保のののの中中中中でででで県立病院県立病院県立病院県立病院にににに新新新新たにたにたにたに４４４４月月月月からからからから予算予算予算予算をつけていただけましたをつけていただけましたをつけていただけましたをつけていただけました。。。。７７７７対対対対１１１１看看看看護護護護とととと言言言言いましていましていましていまして、、、、病病病病棟棟棟棟にににに少少少少しししし看看看看護護護護師師師師にににに余裕余裕余裕余裕をををを持持持持ってってってって患者患者患者患者ささささんにんにんにんに当当当当たってもらえるたってもらえるたってもらえるたってもらえるようなようなようなような体制体制体制体制をををを組組組組みみみみたいということでたいということでたいということでたいということで、、、、今回今回今回今回のののの予算予算予算予算にもにもにもにも計計計計上上上上ささささせていただきましてせていただきましてせていただきましてせていただきまして、、、、少少少少しししし看看看看護護護護師確保師確保師確保師確保のののの思思思思いいいい切切切切ったったったった取取取取りりりり組組組組みみみみをしたいということとをしたいということとをしたいということとをしたいということと、、、、もうもうもうもう１１１１点点点点はははは、、、、細細細細かいかいかいかい話話話話になりますになりますになりますになりますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、これまでこれまでこれまでこれまで実実実実施施施施できていなかったできていなかったできていなかったできていなかった県立県立県立県立三三三三室病院室病院室病院室病院とととと県立県立県立県立五條五條五條五條病院病院病院病院でででで院内院内院内院内保育保育保育保育をををを開所開所開所開所したいということでしたいということでしたいということでしたいということで、、、、所要所要所要所要のののの経費経費経費経費をををを今回予算今回予算今回予算今回予算計計計計上上上上ささささせていただいておりますせていただいておりますせていただいておりますせていただいております。。。。またまたまたまた、、、、先先先先ほどほどほどほど冒冒冒冒頭頭頭頭でででで医療政策部長医療政策部長医療政策部長医療政策部長がががが説明説明説明説明ささささせていただきましたようにせていただきましたようにせていただきましたようにせていただきましたように、、、、昨昨昨昨年年年年、、、、補補補補正予算正予算正予算正予算をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて県立病院県立病院県立病院県立病院のののの看看看看護護護護のありのありのありのあり方方方方をををを検討検討検討検討しているところでございますけれどもしているところでございますけれどもしているところでございますけれどもしているところでございますけれども、、、、新年新年新年新年度度度度もももも若干若干若干若干経費経費経費経費をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて検討検討検討検討をををを続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、外外外外部部部部のののの先先先先生方生方生方生方、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは県立病院県立病院県立病院県立病院のののの若若若若手手手手のののの看看看看護護護護師師師師もももも含含含含めてめてめてめて大大大大いにいにいにいに議議議議論論論論をしているところでございましてをしているところでございましてをしているところでございましてをしているところでございまして、、、、そこからそこからそこからそこから
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出出出出てきたいろんなてきたいろんなてきたいろんなてきたいろんなアアアアイイイイデデデデアアアアをををを先先先先行行行行的的的的にににに県立病院県立病院県立病院県立病院でででで実実実実施施施施をできればをできればをできればをできれば、、、、またまたまたまた民間民間民間民間のののの病院病院病院病院にもにもにもにも波波波波及及及及ををををささささせていきたいとせていきたいとせていきたいとせていきたいと、、、、そういうそういうそういうそういう取取取取りりりり組組組組みみみみをををを現現現現在続在続在続在続けているところでございますけているところでございますけているところでございますけているところでございます。。。。以上以上以上以上でででですすすす。。。。 佐藤薬品佐藤薬品佐藤薬品佐藤薬品ススススタタタタジアムジアムジアムジアム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、、、、佐藤薬品佐藤薬品佐藤薬品佐藤薬品工工工工業業業業株株株株式会式会式会式会社社社社がががが○○○○吉田吉田吉田吉田スポーツスポーツスポーツスポーツ振興課長振興課長振興課長振興課長奈良県奈良県奈良県奈良県がががが実実実実施施施施したしたしたしたネネネネーーーーミミミミングラングラングラングライイイイツツツツのののの募募募募集集集集にににに応応応応募募募募いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日かかかからららら向向向向こうこうこうこう３３３３年年年年間間間間ののののネネネネーーーーミミミミングラングラングラングライイイイツツツツ契契契契約約約約をををを県県県県とととと締締締締結結結結したものでございますしたものでございますしたものでございますしたものでございます。。。。今回今回今回今回のののの整備整備整備整備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、、、、そのそのそのその命命命命名名名名権権権権料料料料などをなどをなどをなどを活活活活用用用用いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、選選選選手手手手のののの立立立立場場場場にににに重点重点重点重点をおきましてをおきましてをおきましてをおきまして、、、、安安安安全全全全性性性性やややや快快快快適性適性適性適性をををを高高高高めることをめることをめることをめることを意意意意識識識識したしたしたした整備整備整備整備をををを行行行行うものでうものでうものでうもので、、、、具具具具体体体体的的的的にはにはにはには内内内内外外外外野野野野のののの衝撃吸収衝撃吸収衝撃吸収衝撃吸収ララララババババーーーーをををを全面全面全面全面張張張張りかえりかえりかえりかえ、、、、それからそれからそれからそれから、、、、１１１１塁側塁側塁側塁側、、、、３３３３塁側塁側塁側塁側ベベベベンンンンチチチチ内内内内のののの壁壁壁壁のののの塗装塗装塗装塗装、、、、会議室会議室会議室会議室、、、、医医医医務務務務室室室室のののの空空空空調調調調のののの改改改改修修修修、、、、シシシシャワャワャワャワーーーー室室室室のののの温温温温水水水水化工化工化工化工事事事事、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを実実実実施施施施するするするする予定予定予定予定でございますでございますでございますでございます。。。。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。。。。４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから実実実実施施施施するということですけれどもするということですけれどもするということですけれどもするということですけれども、、、、一一一一同同同同にににに集集集集まられてまられてまられてまられて滋滋滋滋賀県賀県賀県賀県のののの○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員そういったそういったそういったそういった実態実態実態実態をおをおをおをお聞聞聞聞きになったということできになったということできになったということできになったということで、、、、参加参加参加参加者者者者もももも十分十分十分十分そのそのそのその内内内内容容容容についてについてについてについて、、、、あるいあるいあるいあるいはははは必必必必要要要要性性性性についてについてについてについて把握把握把握把握したものとしたものとしたものとしたものと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ぜぜぜぜひひひひともともともとも募募募募っていただいてっていただいてっていただいてっていただいて４４４４月月月月１１１１日日日日にににに開設開設開設開設できるようにできるようにできるようにできるように応応応応募募募募のののの努力努力努力努力をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう施設施設施設施設をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方もももも協力協力協力協力ししししてくれるものとてくれるものとてくれるものとてくれるものと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、大大大大きなきなきなきな目目目目的的的的にににに向向向向かってかってかってかって最最最最大大大大のののの努力努力努力努力をををを払払払払ってってってって４４４４月月月月１１１１日日日日のののの開設開設開設開設にににに向向向向かってかってかってかって頑張頑張頑張頑張ってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。看看看看護護護護師対師対師対師対策策策策についてはについてはについてはについてはささささまざまなまざまなまざまなまざまな要要要要因因因因があってがあってがあってがあって、、、、なかなかこれといったなかなかこれといったなかなかこれといったなかなかこれといった具具具具体体体体的的的的なななな、、、、しかしかしかしかしいろんなことをやりながらしいろんなことをやりながらしいろんなことをやりながらしいろんなことをやりながら、、、、離離離離職職職職者者者者、、、、特特特特にににに県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院はははは看看看看護護護護師師師師がががが不不不不足足足足しておるからしておるからしておるからしておるから病病病病床床床床、、、、ベベベベッッッッドドドド数数数数をををを閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない状況状況状況状況になったのはになったのはになったのはになったのは非常非常非常非常にににに残念残念残念残念なななな思思思思いといといといと同時同時同時同時にににに、、、、ささささまざまざまざまざまなまなまなまな医療医療医療医療のののの充充充充実実実実がががが叫叫叫叫ばれているばれているばれているばれている中中中中でででで時時時時代代代代にににに逆逆逆逆行行行行しているようなしているようなしているようなしているような流流流流れがあるれがあるれがあるれがある気気気気がしてなりまがしてなりまがしてなりまがしてなりませんせんせんせん。。。。ですからですからですからですから、、、、ベベベベッッッッドドドド数数数数はははは１００１００１００１００％％％％確保確保確保確保できるようなできるようなできるようなできるような体制体制体制体制をををを組組組組んでもらうんでもらうんでもらうんでもらう。。。。それがそれがそれがそれが１１１１つつつつののののババババロロロロメメメメーターーターーターーターというかというかというかというか、、、、いろんないろんないろんないろんな対対対対策策策策がががが講講講講じじじじられてられてられてられて県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院もももも閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖することなくすることなくすることなくすることなく確確確確保保保保できましたというできましたというできましたというできましたという答答答答えがえがえがえが出出出出るようなるようなるようなるような、、、、これがこれがこれがこれが毎毎毎毎年年年年いろんないろんないろんないろんな対対対対策策策策講講講講じじじじながらながらながらながら、、、、実際実際実際実際にはにはにはには昨昨昨昨年年年年とととと変変変変わっていないわっていないわっていないわっていない、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖ののののベベベベッッッッドドドド数数数数がががが、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖のののの状況状況状況状況がががが続続続続いておるということであればいておるということであればいておるということであればいておるということであれば、、、、何何何何かそこにもうかそこにもうかそこにもうかそこにもう一一一一つつつつ強強強強いいいいイイイインンンンパパパパククククトトトトのあるものがのあるものがのあるものがのあるものが必必必必要要要要ではないのかというではないのかというではないのかというではないのかというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに思思思思うわうわうわうわけですけですけですけです。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで今今今今までとってこられたまでとってこられたまでとってこられたまでとってこられた対対対対策策策策をををを十分生十分生十分生十分生かしてかしてかしてかして、、、、来来来来年年年年度度度度はははは不不不不足足足足ししししているものにているものにているものにているものに対対対対してしてしてして、、、、実際実際実際実際にどういうにどういうにどういうにどういうぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに確保確保確保確保していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、いろんないろんないろんないろんな打打打打開開開開策策策策はあるはあるはあるはあるとととと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖さささされたれたれたれたベベベベッッッッドドドドをできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ開開開開けていけるようなけていけるようなけていけるようなけていけるような対対対対策策策策がががが望望望望まれているまれているまれているまれている
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とととと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、むむむむしろしろしろしろ確保確保確保確保さささされながらでもれながらでもれながらでもれながらでも看看看看護護護護師師師師がががが離離離離職職職職していくというしていくというしていくというしていくという、、、、ほかのほかのほかのほかの病院病院病院病院にににに流流流流れていくというのですかれていくというのですかれていくというのですかれていくというのですか。。。。県県県県全体全体全体全体ではではではでは数数数数はかわらなくてもはかわらなくてもはかわらなくてもはかわらなくても、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院とかとかとかとか県立県立県立県立三三三三室室室室病院病院病院病院とかとかとかとか公公公公立立立立のののの病院病院病院病院からからからから人人人人材材材材がががが流流流流れているというのですかれているというのですかれているというのですかれているというのですか。。。。そういうそういうそういうそういう非常非常非常非常にににに確保対応確保対応確保対応確保対応しなしなしなしながらがらがらがら、、、、一一一一方方方方でででで病院病院病院病院はそういうはそういうはそういうはそういう現状現状現状現状にあるということがにあるということがにあるということがにあるということが何何何何かかかか物寂物寂物寂物寂しくしくしくしく思思思思うのでうのでうのでうので、、、、県内県内県内県内のののの看看看看護護護護師師師師のののの不不不不足足足足もももも全体全体全体全体的的的的におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃったようにったようにったようにったように足足足足らないらないらないらない状況状況状況状況であるけれどもであるけれどもであるけれどもであるけれども、、、、特特特特にににに県立県立県立県立のののの病院病院病院病院にににについてはついてはついてはついては、、、、そういうそういうそういうそういう事態事態事態事態がががが発発発発生生生生しないようなしないようなしないようなしないような対対対対策策策策をををを講講講講じじじじてもらっててもらっててもらっててもらってベベベベッッッッドドドドをををを開開開開けていくとけていくとけていくとけていくといういういういう前前前前向向向向きなきなきなきな姿姿姿姿勢勢勢勢をををを望望望望みみみみたいとたいとたいとたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興課課課課長長長長におにおにおにお尋尋尋尋ねしたいのですけれどもねしたいのですけれどもねしたいのですけれどもねしたいのですけれども、、、、今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃられたられたられたられた改改改改造造造造計計計計画画画画ですがですがですがですが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと図図図図をををを描描描描いたのですけれどもいたのですけれどもいたのですけれどもいたのですけれども、、、、スコアスコアスコアスコアボボボボードードードードですですですです。。。。これはこれはこれはこれは選選選選手手手手ははははじじじじめめめめ、、、、業業業業者者者者、、、、関係関係関係関係者者者者からのからのからのからの要要要要望望望望がががが１１１１つつつつ上上上上がっていましてがっていましてがっていましてがっていまして、、、、今今今今表示表示表示表示しているしているしているしているランプランプランプランプがありますがありますがありますがあります、、、、スススストラトラトラトライイイイクククク、、、、ボボボボーーーールルルル、、、、アアアアウウウウトトトトとととと。。。。ランプランプランプランプのののの色色色色がががが違違違違いますいますいますいます。。。。あれがあれがあれがあれが大大大大リーリーリーリーググググのようにのようにのようにのようにボボボボーーーールルルル、、、、ストラストラストラストライイイイクククク、、、、アアアアウウウウトトトトといったようにといったようにといったようにといったように配置配置配置配置がががが、、、、ストラストラストラストライイイイククククがががが上上上上にあるのをにあるのをにあるのをにあるのを配置配置配置配置替替替替えのえのえのえの傾傾傾傾向向向向ににににあるということであるということであるということであるということで、、、、関係関係関係関係者者者者からはからはからはからはスコアスコアスコアスコアボボボボードードードードをををを替替替替えてもらえないかということですえてもらえないかということですえてもらえないかということですえてもらえないかということです。。。。でででですのですのですのですので、、、、このこのこのこのネネネネーーーーミミミミングラングラングラングライイイイツツツツ、、、、ささささまざまなまざまなまざまなまざまな改改改改造造造造計画計画計画計画があるがあるがあるがある中中中中でででで抜抜抜抜けているのではないかけているのではないかけているのではないかけているのではないかとととと思思思思われるのですわれるのですわれるのですわれるのです。。。。それはもうそれはもうそれはもうそれはもう利用者利用者利用者利用者からすればからすればからすればからすれば、、、、安安安安全確保全確保全確保全確保、、、、ララララババババーーーーをををを張張張張りかえたりりかえたりりかえたりりかえたり、、、、ままままたそういうところのたそういうところのたそういうところのたそういうところの対対対対策策策策をををを講講講講じじじじたりたりたりたり、、、、選選選選手手手手のためにいろいろしていただいているのですけのためにいろいろしていただいているのですけのためにいろいろしていただいているのですけのためにいろいろしていただいているのですけれどもれどもれどもれども、、、、そこのところがそこのところがそこのところがそこのところが抜抜抜抜けているのではないかというけているのではないかというけているのではないかというけているのではないかという声声声声がががが出出出出ていますのでていますのでていますのでていますので、、、、それをそれをそれをそれを考考考考慮慮慮慮してもらってしてもらってしてもらってしてもらって取取取取りりりり組組組組んでほしいんでほしいんでほしいんでほしい。。。。これはこれはこれはこれは今今今今返返返返事事事事できなければできなければできなければできなければ要要要要望望望望にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思うのですけうのですけうのですけうのですけれどもれどもれどもれども、、、、そういうそういうそういうそういう声声声声もたくもたくもたくもたくささささんんんん出出出出てきているということのてきているということのてきているということのてきているということの認識認識認識認識をををを新新新新たにしてもらいたいとたにしてもらいたいとたにしてもらいたいとたにしてもらいたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上、、、、要要要要望望望望もありますけれどもありますけれどもありますけれどもありますけれど、、、、私私私私のののの意意意意見見見見なりなりなりなり申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました。。。。終終終終わりますわりますわりますわります。。。。ほかにほかにほかにほかに質疑質疑質疑質疑ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長ほかになければほかになければほかになければほかになければ、、、、これをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わりますわりますわりますわります。。。。次次次次にににに、、、、継継継継続続続続審査審査審査審査となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号、、、、奈良県立奈良病院奈良県立奈良病院奈良県立奈良病院奈良県立奈良病院のののの現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えをえをえをえを求求求求めめめめるるるる請願書請願書請願書請願書のののの審査審査審査審査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。審査審査審査審査のののの前前前前にににに、、、、このこのこのこの請願請願請願請願にににに関連関連関連関連しましてしましてしましてしまして、、、、医療政策部長医療政策部長医療政策部長医療政策部長からからからから新県立奈良病院新県立奈良病院新県立奈良病院新県立奈良病院のののの整備整備整備整備のののの検討検討検討検討状況状況状況状況についてについてについてについて報告報告報告報告のののの申申申申しししし出出出出がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、簡簡簡簡潔潔潔潔にごにごにごにご報告願報告願報告願報告願いますいますいますいます。。。。できるだけできるだけできるだけできるだけ簡簡簡簡潔潔潔潔にににに申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長ではではではでは、、、、資料資料資料資料のののの２２２２にににに基基基基づづづづきましてきましてきましてきまして、、、、新奈良病院新奈良病院新奈良病院新奈良病院のののの整備状況整備状況整備状況整備状況についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。資資資資料料料料のののの１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、新奈良病院整備新奈良病院整備新奈良病院整備新奈良病院整備にににに向向向向けたけたけたけたアンケアンケアンケアンケーーーートトトトのののの結結結結果果果果、、、、概要概要概要概要についてについてについてについて、、、、ままままずずずずごごごご説明説明説明説明しししし
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ますますますます。。。。新奈良病院整備新奈良病院整備新奈良病院整備新奈良病院整備にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院のののの職員職員職員職員にににに対対対対してしてしてして、、、、新病院新病院新病院新病院へへへへのののの期期期期待待待待ののののアンアンアンアンケケケケーーーートトトト調調調調査査査査をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。医医医医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師、、、、そのそのそのその他他他他すすすすべべべべてのてのてのての職職職職種種種種のののの職員職員職員職員、、、、約約約約４００４００４００４００名名名名よりよりよりより回回回回答答答答をををを得得得得たところでございますたところでございますたところでございますたところでございます。。。。病院病院病院病院のありのありのありのあり方方方方についてはについてはについてはについては、、、、医医医医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師などのなどのなどのなどの職員職員職員職員のののの適適適適正正正正配置配置配置配置やややや労労労労務務務務環境環境環境環境のののの改善改善改善改善をををを求求求求めめめめるるるる声声声声がががが多多多多くくくく、、、、またまたまたまた高高高高度度度度医療医療医療医療へへへへのののの対応対応対応対応をををを行行行行うためにうためにうためにうために積極積極積極積極的的的的にににに地域医療連携地域医療連携地域医療連携地域医療連携のののの向向向向上上上上にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいこうというでいこうというでいこうというでいこうという声声声声がありがありがありがあり、、、、職員職員職員職員のののの強強強強いいいい意意意意欲欲欲欲をををを感感感感じじじじましたましたましたました。。。。施設施設施設施設整備整備整備整備についてはについてはについてはについては、、、、病院病院病院病院のののの敷敷敷敷地地地地やややや診診診診療療療療ススススペペペペーーーーススススのののの拡拡拡拡充充充充及及及及びびびび早早早早期期期期のののの病院建病院建病院建病院建設設設設をををを望望望望むむむむ声声声声がががが多多多多かったところでございますかったところでございますかったところでございますかったところでございます。。。。新病院新病院新病院新病院のののの目指目指目指目指すすすすべべべべきききき理理理理念念念念・・・・ミミミミッシッシッシッショョョョンンンンについてについてについてについて自自自自由記由記由記由記載載載載でおでおでおでお尋尋尋尋ねをいたしましたねをいたしましたねをいたしましたねをいたしました。。。。主主主主なななな意意意意見見見見としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、患者患者患者患者満満満満足足足足のののの視視視視点点点点ではではではでは、、、、患者患者患者患者ささささんにんにんにんに優優優優しいしいしいしい病院病院病院病院のののの設設設設備備備備、、、、充充充充実実実実などなどなどなど、、、、安安安安心心心心、、、、安安安安ららららぎぎぎぎ、、、、療療療療養養養養環境環境環境環境にににに関関関関するするするする意意意意見見見見、、、、医療医療医療医療のののの質質質質とととと効効効効率率率率のののの視視視視点点点点ではではではでは、、、、救急救急救急救急、、、、難難難難病病病病にににに対応対応対応対応するするするする地域地域地域地域医療連携医療連携医療連携医療連携、、、、高高高高度度度度医療医療医療医療にににに関関関関するするするする意意意意見見見見、、、、職員職員職員職員のののの学学学学習習習習とととと成長成長成長成長のののの視視視視点点点点ではではではでは、、、、ススススキキキキルアップルアップルアップルアップ、、、、働働働働いていていていてよかったといったよかったといったよかったといったよかったといったススススタタタタッッッッフフフフのののの育育育育成成成成、、、、働働働働きがいにきがいにきがいにきがいに関関関関するするするする意意意意見見見見、、、、経経経経営営営営・・・・財務財務財務財務のののの視視視視点点点点ではではではでは、、、、県立県立県立県立病院病院病院病院としてとしてとしてとして地域地域地域地域でででで果果果果たすたすたすたすべべべべくくくく役割役割役割役割をををを理理理理解解解解しししし、、、、それにそれにそれにそれに集集集集中中中中してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでいくなどんでいくなどんでいくなどんでいくなど、、、、効効効効率率率率的的的的なななな経経経経営営営営、、、、運運運運営営営営にににに関関関関するするするする意意意意見見見見がががが多多多多くくくく寄寄寄寄せられたところでございますせられたところでございますせられたところでございますせられたところでございます。。。。いいいいずずずずれのれのれのれの回回回回答答答答もももも新病院新病院新病院新病院にににに対対対対するするするする大大大大きなきなきなきな期期期期待待待待とととと業務業務業務業務にににに対対対対するするするする積極積極積極積極的的的的なななな強強強強いいいい意意意意欲欲欲欲をををを感感感感じじじじられられられられることができましてることができましてることができましてることができまして、、、、先日先日先日先日開開開開催催催催しましたしましたしましたしました新奈良病院新奈良病院新奈良病院新奈良病院にににに係係係係るるるる有有有有識識識識者者者者会議会議会議会議においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、委員委員委員委員のののの皆皆皆皆様様様様からからからから評評評評価価価価をいただいたところでございますをいただいたところでございますをいただいたところでございますをいただいたところでございます。。。。資料資料資料資料のののの５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、新病院新病院新病院新病院のののの整備整備整備整備にににに向向向向けたけたけたけた構構構構想想想想のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて、、、、次次次次にごにごにごにご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげまままますすすす。。。。ままままずずずず、、、、新病院新病院新病院新病院ののののビビビビジジジジョョョョンンンンについてごについてごについてごについてご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますがますがますがますが、、、、新病院新病院新病院新病院のののの整備整備整備整備にににに当当当当たってはたってはたってはたっては病院病院病院病院のののの機能機能機能機能、、、、設設設設備備備備のののの充充充充実実実実もももも重重重重要要要要ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、３０３０３０３０年先年先年先年先をををを見見見見据据据据えたえたえたえた県県県県民民民民がががが安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らせらせらせらせるようなるようなるようなるような、、、、ゆゆゆゆるるるるぎぎぎぎのないのないのないのない医療医療医療医療のののの提提提提供供供供のののの考考考考ええええ方方方方をををを明明明明確確確確にしていくことがにしていくことがにしていくことがにしていくことが大大大大切切切切ではないかといではないかといではないかといではないかということからうことからうことからうことから、、、、こういったこういったこういったこういったビビビビジジジジョョョョンンンンをををを作作作作成成成成することをすることをすることをすることを検討検討検討検討しておりますしておりますしておりますしております。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、患者患者患者患者、、、、職員職員職員職員、、、、そしてそしてそしてそして病院病院病院病院がががが果果果果たすたすたすたすべべべべきききき社社社社会的会的会的会的責任責任責任責任のののの３３３３つのつのつのつの観点観点観点観点からからからから、、、、すすすすべべべべてがてがてがてが満満満満足足足足するするするする病院病院病院病院をををを目目目目指指指指してそのしてそのしてそのしてその方向方向方向方向性性性性をまとめているところでございますをまとめているところでございますをまとめているところでございますをまとめているところでございます。。。。今今今今後後後後、、、、このこのこのこの考考考考ええええ方方方方をもとにをもとにをもとにをもとに病院病院病院病院のありのありのありのあり方方方方をををを整備整備整備整備しししし、、、、おおおお示示示示ししししささささせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと考考考考えてえてえてえておりますがおりますがおりますがおりますが、、、、資料資料資料資料５５５５ペペペペーーーージジジジのののの、、、、新病院新病院新病院新病院のののの機能機能機能機能、、、、地域医療連携地域医療連携地域医療連携地域医療連携のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて、、、、ままままずずずずごごごご説説説説明明明明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。新病院新病院新病院新病院のののの機能機能機能機能ののののイイイイメメメメーーーージジジジ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、、、、資料資料資料資料のののの中中中中のののの三三三三角角角角形形形形のののの左左左左のののの図図図図ででででございますけれどもございますけれどもございますけれどもございますけれども、、、、これがこれがこれがこれが現現現現在在在在のののの奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院のののの対応対応対応対応状況状況状況状況でででで、、、、軽軽軽軽症症症症からからからから重重重重症症症症まですまですまですまですべべべべてのてのてのての患患患患者者者者にににに対応対応対応対応しているところでしているところでしているところでしているところで、、、、１１１１次次次次のののの軽軽軽軽症患者症患者症患者症患者にににに対対対対するするするする負担負担負担負担もももも大大大大きくきくきくきく、、、、３３３３次次次次、、、、重重重重篤篤篤篤なななな患者患者患者患者ささささんにんにんにんに対対対対するするするする受受受受けけけけ入入入入れがれがれがれが時時時時としてとしてとしてとして不十分不十分不十分不十分なななな状況状況状況状況になっているのがになっているのがになっているのがになっているのが現状現状現状現状でございますでございますでございますでございます。。。。現状現状現状現状のののの
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ままではままではままではままでは、、、、今今今今後後後後ますますますますますますますます必必必必要要要要性性性性をををを増増増増してくるしてくるしてくるしてくる急急急急性性性性期期期期やややや高高高高度度度度なななな医療医療医療医療へへへへのののの対応対応対応対応がががが困困困困難難難難というこというこというこということからとからとからとから、、、、手手手手術術術術等等等等のののの必必必必要要要要性性性性がががが比較比較比較比較的的的的低低低低いいいい患者患者患者患者ささささんんんん、、、、軽軽軽軽症症症症のののの患者患者患者患者ささささんについてんについてんについてんについて、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは回回回回復復復復期期期期のののの患者患者患者患者ささささんについてはんについてはんについてはんについては、、、、地域地域地域地域のののの医療医療医療医療機機機機関関関関とのとのとのとの連携連携連携連携のののの中中中中でででで役割分担役割分担役割分担役割分担をしてをしてをしてをして取取取取りりりり組組組組んでまいんでまいんでまいんでまいりたいとりたいとりたいとりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、北北北北和和和和のののの地域地域地域地域のののの医療医療医療医療機機機機関関関関とのとのとのとの連携連携連携連携のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて協協協協議議議議しししし、、、、地域地域地域地域のののの住民住民住民住民のののの安安安安全全全全安安安安心心心心なななな医療医療医療医療のののの提提提提供供供供をををを確保確保確保確保することをすることをすることをすることを目目目目的的的的としたとしたとしたとした、、、、北北北北和地域医療連和地域医療連和地域医療連和地域医療連携携携携協協協協議会議会議会議会をををを平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１１１１月月月月２６２６２６２６日日日日にににに設置設置設置設置しておりますしておりますしておりますしております。。。。一一一一方方方方、、、、病院病院病院病院機能機能機能機能をををを高高高高度化度化度化度化することにすることにすることにすることに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、地域地域地域地域にににに必必必必要要要要なななな身近身近身近身近なななな医療医療医療医療のののの提提提提供供供供がががが不不不不足足足足することがすることがすることがすることが懸懸懸懸念念念念さささされているところでございますれているところでございますれているところでございますれているところでございます。。。。そういったそういったそういったそういった身近身近身近身近なななな医療医療医療医療、、、、介介介介護護護護をををを提提提提供供供供するするするするためのためのためのための取取取取りりりり組組組組みみみみについてもについてもについてもについても検討検討検討検討することがすることがすることがすることが必必必必要要要要であるとであるとであるとであると考考考考えているところでございましてえているところでございましてえているところでございましてえているところでございまして、、、、それについてはそれについてはそれについてはそれについては８８８８ペペペペーーーージジジジ、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ地域地域地域地域にににに必必必必要要要要なななな身近身近身近身近なななな医療医療医療医療ということでございますけれということでございますけれということでございますけれということでございますけれどもどもどもども、、、、検討検討検討検討のののの進進進進めめめめ方方方方とととと機能機能機能機能連携連携連携連携ののののイイイイメメメメーーーージジジジをこのをこのをこのをこの資料資料資料資料でおでおでおでお示示示示ししておりますししておりますししておりますししております。。。。地域地域地域地域のののの身近身近身近身近なななな医療医療医療医療のののの提提提提供供供供イイイイメメメメーーーージジジジ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、、、、これからこれからこれからこれから急急急急速速速速にににに進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく高高高高齢齢齢齢化化化化社社社社会会会会をををを見見見見据据据据えまえまえまえましてしてしてして、、、、自自自自宅宅宅宅でもでもでもでも安安安安心心心心してしてしてして生生生生活活活活がおくれるようにがおくれるようにがおくれるようにがおくれるように、、、、１１１１つとしてはつとしてはつとしてはつとしては地域地域地域地域にににに必必必必要要要要なななな身近身近身近身近なななな外外外外来診来診来診来診療療療療機能機能機能機能、、、、２２２２つつつつ目目目目はははは地域地域地域地域のののの診診診診療療療療所所所所等等等等がががが行行行行っているっているっているっている訪訪訪訪問問問問診診診診療療療療などをなどをなどをなどを支支支支援援援援するようなするようなするようなするような機能機能機能機能、、、、３３３３つつつつ目目目目はははは医療医療医療医療とととと介介介介護護護護のののの連携連携連携連携をををを図図図図るるるる機能機能機能機能などがなどがなどがなどが必必必必要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。これらのこれらのこれらのこれらの機能機能機能機能をををを実際実際実際実際どうどうどうどう具具具具体体体体的的的的にににに行行行行っていくかというっていくかというっていくかというっていくかという内内内内容容容容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、、、、地域地域地域地域のののの住民住民住民住民やややや地地地地元元元元奈良奈良奈良奈良市市市市のののの医医医医師師師師会会会会、、、、有有有有識識識識者者者者、、、、県県県県、、、、奈良奈良奈良奈良市市市市等等等等でででで構構構構成成成成するするするする協協協協議会議会議会議会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、地域地域地域地域のののの身近身近身近身近なななな医療医療医療医療、、、、介介介介護護護護をををを提提提提供供供供するためのするためのするためのするための取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。次次次次にににに、、、、６６６６ペペペペーーーージジジジ、、、、新病院新病院新病院新病院のののの具具具具体体体体的的的的なななな担担担担ううううべべべべきききき医療医療医療医療分野分野分野分野のののの概要概要概要概要としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、もうもうもうもう前回前回前回前回ごごごご説明説明説明説明したとおりでございますがしたとおりでございますがしたとおりでございますがしたとおりでございますが、、、、⑥⑥⑥⑥のところでのところでのところでのところで、、、、そのそのそのその他他他他でででで少少少少しししし新新新新たにたにたにたに追追追追加加加加するするするするべべべべきというきというきというきということでことでことでことで、、、、感染感染感染感染症症症症医療医療医療医療、、、、精精精精神医療神医療神医療神医療、、、、緩緩緩緩和医療和医療和医療和医療についてもについてもについてもについても取取取取りりりり組組組組みみみみたいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。７７７７ペペペペーーーージジジジにににに詳詳詳詳しくしくしくしく書書書書いてございますけれどもいてございますけれどもいてございますけれどもいてございますけれども、、、、感染感染感染感染症症症症医療医療医療医療についてはについてはについてはについては、、、、北北北北和和和和のののの地域地域地域地域でででで感染感染感染感染症症症症医療医療医療医療機機機機関関関関がががが現状現状現状現状ではないではないではないではない状況状況状況状況ですのでですのでですのでですので、、、、新県立奈良病院新県立奈良病院新県立奈良病院新県立奈良病院においてにおいてにおいてにおいて感染感染感染感染症症症症病病病病床床床床のののの整備整備整備整備をををを行行行行うううう必必必必要要要要があるとまがあるとまがあるとまがあるとまずずずず考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまた、、、、合合合合併併併併症症症症をををを持持持持つつつつ結核患者結核患者結核患者結核患者ささささんんんん、、、、具具具具体体体体的的的的にはにはにはには透析透析透析透析がががが必必必必要要要要なななな結核患者結核患者結核患者結核患者ささささんんんん、、、、妊妊妊妊婦婦婦婦のののの方方方方でででで結核結核結核結核をををを患患患患ったったったった方方方方のののの治治治治療療療療についてもについてもについてもについても、、、、今今今今、、、、新新新新しいしいしいしい県立奈良県立奈良県立奈良県立奈良病院病院病院病院でででで行行行行うううう必必必必要要要要があるということでがあるということでがあるということでがあるということで検討検討検討検討をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。精精精精神医療神医療神医療神医療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、、、、周辺周辺周辺周辺のののの病院病院病院病院からからからから紹介紹介紹介紹介をををを受受受受けたけたけたけた身体身体身体身体的的的的なななな治治治治療療療療とととと精精精精神的神的神的神的治治治治療療療療をををを同同同同時時時時にににに行行行行うううう必必必必要要要要があるがあるがあるがある患者患者患者患者にににに対対対対するするするする治治治治療療療療についてについてについてについて、、、、病病病病床設置床設置床設置床設置もももも含含含含めためためためた受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制のののの検討検討検討検討をををを進進進進めるめるめるめる必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。ささささらにらにらにらに、、、、緩緩緩緩和和和和ケアケアケアケア医療医療医療医療についてはについてはについてはについては、、、、高高高高度度度度ながんながんながんながん医療医療医療医療をををを行行行行うううう拠拠拠拠点病院点病院点病院点病院としてはとしてはとしてはとしては、、、、高高高高度度度度なななな医医医医
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療療療療からからからから緩緩緩緩和和和和ケアケアケアケアをををを含含含含めためためためた一一一一貫貫貫貫したがんしたがんしたがんしたがん治治治治療療療療をををを行行行行うううう必必必必要要要要があるということががあるということががあるということががあるということが１１１１つつつつ。。。。それとそれとそれとそれと、、、、そういうそういうそういうそういう医療医療医療医療ができるができるができるができる人人人人材材材材育育育育成成成成にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ必必必必要要要要があることからがあることからがあることからがあることから、、、、緩緩緩緩和和和和ケアケアケアケア病病病病床床床床のののの設置設置設置設置につにつにつについてもいてもいてもいても整備整備整備整備をををを進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。入院入院入院入院機能機能機能機能、、、、外外外外来機能来機能来機能来機能、、、、病病病病床数床数床数床数についてはについてはについてはについては、、、、前回前回前回前回ごごごご説明説明説明説明ささささせていただいたとおりでございせていただいたとおりでございせていただいたとおりでございせていただいたとおりでございますのでますのでますのでますので、、、、詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては今回今回今回今回はははは省省省省略略略略ささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。次次次次にににに、、、、９９９９ペペペペーーーージジジジ、、、、新県立奈良病院新県立奈良病院新県立奈良病院新県立奈良病院のののの整備整備整備整備のののの場所場所場所場所についてのについてのについてのについての比較比較比較比較検討状況検討状況検討状況検討状況についてについてについてについて、、、、ごごごご説説説説明明明明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。ここではここではここではここでは、、、、比較比較比較比較検討項検討項検討項検討項目目目目ごとにごとにごとにごとに平平平平松松松松地地地地区区区区でのでのでのでの現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えとしたえとしたえとしたえとした場場場場合合合合、、、、六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区へへへへ移転移転移転移転したしたしたした場場場場合合合合のののの比較比較比較比較検討検討検討検討をををを整理整理整理整理してしてしてして一一一一覧覧覧覧にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。なおなおなおなお、、、、内内内内容容容容につきにつきにつきにつきましてはましてはましてはましては、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日日日日のののの厚厚厚厚生生生生委員会委員会委員会委員会でおでおでおでお示示示示ししましたししましたししましたししました比較比較比較比較検討項検討項検討項検討項目目目目にににに評評評評価価価価をををを加加加加えたものでえたものでえたものでえたもので、、、、内内内内容自体容自体容自体容自体はははは変変変変わっておりませんわっておりませんわっておりませんわっておりません。。。。評評評評価価価価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、、、、比較比較比較比較検討検討検討検討のののの欄欄欄欄にににに等等等等号号号号不不不不等号等号等号等号でででで示示示示しておりますようにしておりますようにしておりますようにしておりますように、、、、特特特特にすにすにすにすぐぐぐぐれているれているれているれている、、、、すすすすぐぐぐぐれているれているれているれている、、、、ほほほほぼぼぼぼ同同同同等等等等とととと表示表示表示表示ををををしておりますしておりますしておりますしております。。。。主主主主なものについてごなものについてごなものについてごなものについてご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、病院病院病院病院のののの敷敷敷敷地地地地面面面面積積積積①①①①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、、、、ままままずずずず敷敷敷敷地地地地面面面面積積積積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新病院新病院新病院新病院のののの機能機能機能機能をををを効効効効果果果果的的的的、、、、効効効効率率率率的的的的にににに発発発発揮揮揮揮するためにするためにするためにするために適適適適したしたしたした病院病院病院病院のののの施設施設施設施設のののの配置計画配置計画配置計画配置計画のののの可能可能可能可能性性性性やややや、、、、将将将将来来来来、、、、増増増増築築築築、、、、改改改改築築築築等等等等のののの機能機能機能機能をををを拡張拡張拡張拡張するするするする場場場場合合合合のことをのことをのことをのことを考考考考慮慮慮慮したしたしたした場場場場合合合合ににににはははは、、、、敷敷敷敷地地地地面面面面積積積積のののの妥妥妥妥当当当当性性性性についてについてについてについて検討検討検討検討しておりますしておりますしておりますしております。。。。平平平平松松松松地地地地区区区区についてはについてはについてはについては既既既既存存存存のののの建建建建物物物物があるがあるがあるがあるためにためにためにために、、、、新病院新病院新病院新病院はははは病院本病院本病院本病院本館館館館のののの南南南南側側側側にしかにしかにしかにしか整備整備整備整備できないのができないのができないのができないのが実態実態実態実態でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、またまたまたまた将将将将来来来来のののの増改増改増改増改築築築築等等等等のののの拡張拡張拡張拡張ススススペペペペーーーーススススはははは不不不不足足足足するとするとするとすると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区はははは、、、、造成造成造成造成によりによりによりにより更更更更地地地地でのでのでのでの建建建建設設設設がががが可能可能可能可能なのでなのでなのでなので、、、、病院病院病院病院のののの配置配置配置配置のののの自自自自由由由由度度度度もももも高高高高くくくく、、、、またまたまたまた、、、、将将将将来来来来のののの増改増改増改増改築築築築等等等等のののの拡張拡張拡張拡張性性性性もももも対対対対応応応応がががが可能可能可能可能とととと考考考考えていることからえていることからえていることからえていることから、、、、六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区のののの方方方方がががが特特特特にすにすにすにすぐぐぐぐれているとれているとれているとれていると判判判判断断断断していますしていますしていますしています。。。。１０１０１０１０ペペペペーーーージジジジ、、、、このこのこのこの資料資料資料資料もももも一一一一度度度度委員委員委員委員のののの先先先先生方生方生方生方もももも見見見見ていただいたていただいたていただいたていただいた資料資料資料資料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、、、、必必必必要要要要なななな医療医療医療医療をををを提提提提供供供供できるできるできるできる時期時期時期時期についてでございますがについてでございますがについてでございますがについてでございますが、、、、平平平平松松松松地地地地区区区区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現病院現病院現病院現病院のののの診診診診療療療療をををを継継継継続続続続しながらしながらしながらしながら建建建建築工築工築工築工事事事事をををを行行行行うことになるためうことになるためうことになるためうことになるため、、、、現現現現在在在在あるあるあるある建建建建物物物物のののの一部一部一部一部をををを解解解解体体体体しししし、、、、そこにそこにそこにそこに新新新新しいしいしいしい建建建建物物物物をををを建建建建築築築築するというするというするというするという段階段階段階段階的的的的なななな工工工工事事事事をををを繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして進進進進めることになりますめることになりますめることになりますめることになります。。。。このことかこのことかこのことかこのことからららら、、、、工工工工事事事事着着着着工工工工からからからから完完完完成成成成、、、、供供供供用用用用までまでまでまで約約約約８８８８年年年年半半半半をををを要要要要するということになりますするということになりますするということになりますするということになります。。。。一一一一方方方方、、、、六条六条六条六条地地地地区区区区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、、、、ままままずずずず造成造成造成造成をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、そのそのそのその後後後後建建建建築工築工築工築工事事事事をををを行行行行うことにはなりますけれうことにはなりますけれうことにはなりますけれうことにはなりますけれどもどもどもども、、、、工工工工事事事事はははは第第第第１１１１期期期期のののの工工工工事事事事でででで施工施工施工施工できることからできることからできることからできることから、、、、着着着着工工工工からからからから竣竣竣竣工工工工までのまでのまでのまでの期間期間期間期間はははは約約約約４４４４年年年年となとなとなとなりますりますりますります。。。。このことからこのことからこのことからこのことから、、、、現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えのえのえのえの場場場場合合合合はははは工工工工事事事事期間期間期間期間のののの長長長長期化期化期化期化によりによりによりにより、、、、必必必必要要要要なななな医療医療医療医療のののの提提提提供供供供時期時期時期時期がががが移転移転移転移転にににに比比比比べべべべおくれることになるためおくれることになるためおくれることになるためおくれることになるため、、、、六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区へへへへのののの移転移転移転移転がががが望望望望ましいのではないましいのではないましいのではないましいのではないかとかとかとかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。
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ささささらにらにらにらに、、、、供供供供用開用開用開用開始始始始だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくて、、、、工工工工事中事中事中事中のののの診診診診療療療療へへへへのののの影響影響影響影響というところのというところのというところのというところの項項項項目目目目につきまにつきまにつきまにつきましてしてしてして述述述述べべべべますとますとますとますと、、、、９９９９ペペペペーーーージジジジ、、、、工工工工事中事中事中事中のののの影響影響影響影響、、、、③③③③のところでございますけれどものところでございますけれどものところでございますけれどものところでございますけれども、、、、現地建現地建現地建現地建ててててかえをかえをかえをかえを行行行行うううう場場場場合合合合にににに、、、、特特特特にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな意意意意見見見見がございましたががございましたががございましたががございましたが、、、、診診診診療療療療をををを続続続続けながらのけながらのけながらのけながらの工工工工事事事事となとなとなとなりますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、工工工工事事事事期間期間期間期間中中中中はははは工工工工事事事事のののの各各各各段階段階段階段階においてにおいてにおいてにおいて入院入院入院入院患者患者患者患者のののの転床転床転床転床やややや外外外外来患者来患者来患者来患者等等等等のののの動動動動線線線線のののの制限制限制限制限、、、、変更変更変更変更、、、、病院病院病院病院のののの利用者利用者利用者利用者へへへへのののの影響影響影響影響がががが発発発発生生生生することがすることがすることがすることが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。またまたまたまた、、、、工工工工事事事事期間期間期間期間がががが実実実実にににに８８８８年年年年半半半半とととと長長長長期期期期にわたりましてにわたりましてにわたりましてにわたりまして、、、、しかもしかもしかもしかも近近近近接接接接のののの工工工工事事事事でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、工工工工事事事事によるによるによるによる騒音騒音騒音騒音、、、、振振振振動動動動などによりなどによりなどによりなどにより、、、、安安安安静静静静がががが必必必必要要要要なななな患者患者患者患者やややや検査検査検査検査機機機機器器器器、、、、医療医療医療医療機機機機器器器器にににに対対対対するするするする影響影響影響影響はははは避避避避けられないもけられないもけられないもけられないものだということがありましてのだということがありましてのだということがありましてのだということがありまして、、、、診診診診療療療療へへへへのののの支支支支障障障障もももも出出出出ることがありますることがありますることがありますることがあります。。。。このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、、、、医療関係医療関係医療関係医療関係者者者者、、、、建建建建築築築築のののの専門専門専門専門家家家家からからからから移転移転移転移転がががが望望望望ましいというましいというましいというましいという意意意意見見見見がががが強強強強くくくく出出出出さささされておりましてれておりましてれておりましてれておりまして、、、、県県県県といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区へへへへのののの移転移転移転移転がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上からからからから、、、、現地現地現地現地のののの建建建建てててて替替替替えはえはえはえは工工工工事事事事期間期間期間期間がががが長長長長期期期期にににに及及及及びびびび、、、、医療医療医療医療体制体制体制体制のののの整備整備整備整備におくれをにおくれをにおくれをにおくれを来来来来すすすす、、、、既既既既存存存存のののの建建建建築築築築物物物物があるためにがあるためにがあるためにがあるために病院病院病院病院配置配置配置配置にににに制約制約制約制約をををを受受受受けけけけ、、、、将将将将来来来来のののの拡張拡張拡張拡張性性性性についてもについてもについてもについても課課課課題題題題があるがあるがあるがある、、、、工工工工事事事事をををを行行行行いながらいながらいながらいながら診診診診療療療療をををを続続続続けることはけることはけることはけることは患者患者患者患者のののの治治治治療療療療へへへへのののの影響影響影響影響がががが大大大大きいというきいというきいというきいという、、、、このこのこのこの３３３３点点点点のののの課課課課題題題題がありますがありますがありますがあります。。。。新病院新病院新病院新病院はははは現現現現在在在在及及及及びびびび将将将将来来来来のののの医療医療医療医療のののの急急急急速速速速なななな進進進進展展展展にににに対応対応対応対応するためにはするためにはするためにはするためには、、、、一定一定一定一定のののの余余余余裕裕裕裕のあるのあるのあるのある敷敷敷敷地地地地がががが必必必必要要要要でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、またまたまたまた病院病院病院病院のののの早早早早急急急急なななな整備整備整備整備がががが求求求求められることからめられることからめられることからめられることから、、、、県県県県としとしとしとしてはてはてはては新病院新病院新病院新病院、、、、六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区へへへへのののの移転移転移転移転がががが必必必必要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。最後最後最後最後にににに１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、一一一一応応応応、、、、六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区のののの整備整備整備整備ののののイイイイメメメメーーーージジジジでございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、整備整備整備整備のののの考考考考ええええ方方方方としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、北北北北和地域和地域和地域和地域のののの高高高高度度度度なななな医療医療医療医療をををを担担担担うううう病院病院病院病院とととと合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、がんのがんのがんのがんの緩緩緩緩和和和和ケアケアケアケア病病病病床床床床、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるるホホホホススススピピピピススススやややや、、、、看看看看護護護護学学学学校校校校、、、、保育所保育所保育所保育所、、、、患者患者患者患者家家家家族族族族等等等等のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設などなどなどなど関連関連関連関連施設施設施設施設をををを整備整備整備整備するするするする計画計画計画計画でございますでございますでございますでございます。。。。看看看看護護護護学学学学校校校校、、、、保育所保育所保育所保育所、、、、職員職員職員職員宿宿宿宿舎舎舎舎についてはについてはについてはについては、、、、病院病院病院病院のののの近近近近くでくでくでくで一定一定一定一定距距距距離離離離のあのあのあのあるるるる方方方方がががが機能機能機能機能的的的的にににに望望望望ましいことからましいことからましいことからましいことから、、、、近近近近隣隣隣隣のののの西西西西のののの京自京自京自京自動動動動車車車車学学学学校校校校跡跡跡跡地地地地やややや五条五条五条五条山山山山荘荘荘荘のののの敷敷敷敷地地地地もももも活活活活用用用用してしてしてして、、、、一一一一体体体体的的的的なななな整備整備整備整備ををを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検討検討検討検討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。。。。以上以上以上以上、、、、新奈良病院新奈良病院新奈良病院新奈良病院のののの整備整備整備整備のののの検討状況検討状況検討状況検討状況についてについてについてについて、、、、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。。。。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。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長それではそれではそれではそれでは、、、、請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号についてについてについてについて、、、、質疑質疑質疑質疑があればごがあればごがあればごがあればご発言願発言願発言願発言願いますいますいますいます。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと聞聞聞聞きたいのですがきたいのですがきたいのですがきたいのですが、、、、どうもどうもどうもどうもイイイイメメメメーーーージジジジがよくわかないががよくわかないががよくわかないががよくわかないが、、、、今今今今のののの病院病院病院病院をををを○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員利用利用利用利用したしたしたした場場場場合合合合にはにはにはには、、、、このこのこのこの後後後後にににに地域地域地域地域のののの身近身近身近身近なななな医療医療医療医療のののの提提提提供供供供についてというについてというについてというについてという資料資料資料資料のののの８８８８ペペペペーーーージジジジはははは、、、、今今今今のところのところのところのところへへへへ、、、、建建建建物物物物はははは今今今今のをのをのをのを使使使使うかうかうかうか、、、、新新新新しくしくしくしく小小小小ぢぢぢぢんまりとしたのをつくるかですけれどもんまりとしたのをつくるかですけれどもんまりとしたのをつくるかですけれどもんまりとしたのをつくるかですけれども、、、、病院病院病院病院をつくるというかをつくるというかをつくるというかをつくるというか、、、、あるいはこういうあるいはこういうあるいはこういうあるいはこういう介介介介護護護護的的的的なものをつくるのかなものをつくるのかなものをつくるのかなものをつくるのか、、、、ここらのここらのここらのここらのイイイイメメメメーーーージジジジをもうちをもうちをもうちをもうちょょょょっとっとっとっと地地地地元元元元のののの住民住民住民住民にもわかるようににもわかるようににもわかるようににもわかるように、、、、これがどういうのをこれがどういうのをこれがどういうのをこれがどういうのをイイイイメメメメーーーージジジジしていいのかしていいのかしていいのかしていいのか
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よくわかないのだけれどもよくわかないのだけれどもよくわかないのだけれどもよくわかないのだけれども、、、、もうちもうちもうちもうちょょょょっとっとっとっと何何何何かかかか説明説明説明説明をしてくれないかなをしてくれないかなをしてくれないかなをしてくれないかな。。。。議議議議論論論論のののの発発発発端端端端はははは、、、、先先先先ほどほどほどほど５５５５ペペペペーーーージジジジのところでおのところでおのところでおのところでお示示示示ししましたししましたししましたししました三三三三角角角角形形形形のののの○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長図図図図がががが発発発発端端端端でございますでございますでございますでございます。。。。県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送のののの事案等事案等事案等事案等をはをはをはをはじじじじめとしてめとしてめとしてめとして、、、、がんがんがんがん治治治治療療療療のののの不十不十不十不十分分分分なところなところなところなところ、、、、ホホホホススススピピピピススススなどをなどをなどをなどを整備整備整備整備したいということからしたいということからしたいということからしたいということから、、、、比較比較比較比較的医療的医療的医療的医療ススススタタタタッッッッフフフフやややや医療医療医療医療機機機機器器器器がががが必必必必要要要要なななな部部部部分分分分、、、、高高高高度度度度とととと言言言言うのがいいかどうかわかりませんがうのがいいかどうかわかりませんがうのがいいかどうかわかりませんがうのがいいかどうかわかりませんが、、、、ところをやるところをやるところをやるところをやるべべべべきだときだときだときだと。。。。一一一一方方方方でででで、、、、医医医医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師のののの数数数数はははは、、、、先先先先ほどごほどごほどごほどご指摘指摘指摘指摘ありましたようにありましたようにありましたようにありましたように、、、、現状現状現状現状ではではではでは制限制限制限制限があるがあるがあるがある中中中中ですですですですべべべべてはできないということでてはできないということでてはできないということでてはできないということで、、、、下下下下にににに書書書書いてございますいてございますいてございますいてございます身近身近身近身近なななな医療医療医療医療、、、、在在在在宅宅宅宅医療等医療等医療等医療等についてはについてはについてはについては、、、、県県県県のののの使命使命使命使命としてはいわとしてはいわとしてはいわとしてはいわゆゆゆゆるるるる２２２２次次次次、、、、３３３３次次次次のところのところのところのところ、、、、特特特特にににに３３３３次次次次をををを中中中中心心心心にやるにやるにやるにやるべべべべきだろうときだろうときだろうときだろうと考考考考ええええておりましたておりましたておりましたておりました。。。。ただただただただ、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを発発発発表表表表したしたしたした際際際際、、、、地地地地元元元元のののの方方方方 々々々々からからからから、、、、我我我我 々々々々のののの身近身近身近身近なななな医療医療医療医療はどうなるのだろうというごはどうなるのだろうというごはどうなるのだろうというごはどうなるのだろうというご不不不不安安安安のののの声声声声がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、これはこれはこれはこれは移転移転移転移転してもしてもしてもしても移転移転移転移転しなくてもしなくてもしなくてもしなくても、、、、新新新新しいしいしいしい県立病院県立病院県立病院県立病院はこのはこのはこのはこの２２２２次次次次、、、、３３３３次次次次、、、、特特特特にににに３３３３次次次次をををを中中中中心心心心にやりたいということからにやりたいということからにやりたいということからにやりたいということから、、、、身近身近身近身近なななな地地地地域域域域のののの医療医療医療医療というのはというのはというのはというのは、、、、いいいいずずずずれにしてもれにしてもれにしてもれにしても平平平平松松松松のののの地域地域地域地域周辺周辺周辺周辺でやっていかないといけないだろうでやっていかないといけないだろうでやっていかないといけないだろうでやっていかないといけないだろうとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。ではではではでは、、、、本本本本当当当当にににに今今今今、、、、地地地地元元元元のののの方方方方 々々々々がががが不不不不安安安安にににに思思思思われているわれているわれているわれている医療医療医療医療というのはというのはというのはというのは何何何何だろうというのがだろうというのがだろうというのがだろうというのが、、、、実実実実はははは我我我我 々々々々がががが言言言言っているっているっているっている救急救急救急救急医療医療医療医療とかとかとかとか高高高高度度度度医療医療医療医療というものではないのかとというものではないのかとというものではないのかとというものではないのかと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、ここのところはきちんとしたここのところはきちんとしたここのところはきちんとしたここのところはきちんとした話話話話しししし合合合合いのいのいのいの枠枠枠枠組組組組みみみみをををを設設設設けてけてけてけて、、、、じじじじっくりっくりっくりっくり話話話話しししし合合合合うううう必必必必要要要要があるかがあるかがあるかがあるかなとなとなとなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そういったことからそういったことからそういったことからそういったことから、、、、８８８８ペペペペーーーージジジジののののイイイイメメメメーーーージジジジ図図図図はははは、、、、中中中中身身身身がががが概概概概念念念念的的的的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ももも、、、、それらのそれらのそれらのそれらの答答答答えはえはえはえは、、、、地域地域地域地域のののの方方方方 々々々々にきちんとおにきちんとおにきちんとおにきちんとお伺伺伺伺いしたいしたいしたいした上上上上でやっていくでやっていくでやっていくでやっていく必必必必要要要要があろうかながあろうかながあろうかながあろうかなとととと。。。。多多多多分分分分、、、、あえてあえてあえてあえて言言言言いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、高高高高度度度度なななな医療医療医療医療とととと身近身近身近身近なななな医療医療医療医療とどちらかをとどちらかをとどちらかをとどちらかを選選選選べべべべではなくではなくではなくではなくてててて、、、、これはどちらもやらなければならないこれはどちらもやらなければならないこれはどちらもやらなければならないこれはどちらもやらなければならない。。。。ただただただただ、、、、県県県県のののの役割役割役割役割としてはとしてはとしてはとしては、、、、高高高高度度度度なななな医療医療医療医療、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ医療医療医療医療資源資源資源資源、、、、ススススタタタタッッッッフフフフがががが必必必必要要要要なところをやるなところをやるなところをやるなところをやるべべべべきであろうというおきであろうというおきであろうというおきであろうというお声声声声もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、一一一一方方方方でででで身近身近身近身近なななな医療医療医療医療はははは、、、、例例例例えばあるえばあるえばあるえばある医療関係医療関係医療関係医療関係者者者者からはそれはからはそれはからはそれはからはそれは医医医医師師師師会等会等会等会等のののの先先先先生方生方生方生方がやるがやるがやるがやるべべべべきとこきとこきとこきところだというろだというろだというろだという話話話話もあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、そこはあるそこはあるそこはあるそこはある程度程度程度程度県県県県としてはそういうとしてはそういうとしてはそういうとしてはそういう在在在在宅宅宅宅医療医療医療医療などをなどをなどをなどを支支支支援援援援するとするとするとするということもあるかもしれませんいうこともあるかもしれませんいうこともあるかもしれませんいうこともあるかもしれません。。。。場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては、、、、ただただただただ、、、、それでなかなかそれでなかなかそれでなかなかそれでなかなか身近身近身近身近なななな医療医療医療医療といといといというところがうところがうところがうところが進進進進まないのであればまないのであればまないのであればまないのであれば、、、、あるあるあるある程度程度程度程度県県県県がががが関関関関与与与与をしていくということがあるかとをしていくということがあるかとをしていくということがあるかとをしていくということがあるかと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、そこはそこはそこはそこは地地地地元元元元のののの医療関係医療関係医療関係医療関係者者者者もももも含含含含めてめてめてめて、、、、今今今今後後後後議議議議論論論論していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。一一一一応応応応、、、、今今今今のののの時時時時点点点点ではそのようなではそのようなではそのようなではそのようなレレレレベベベベルルルルのののの議議議議論論論論でございますでございますでございますでございます。。。。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。。。。わかったようなわからんようなあれですけどわかったようなわからんようなあれですけどわかったようなわからんようなあれですけどわかったようなわからんようなあれですけど、、、、ここにここにここにここに書書書書いていますようにいていますようにいていますようにいていますように、、、、○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員地域地域地域地域住民住民住民住民やややや奈良奈良奈良奈良市市市市医医医医師師師師会会会会、、、、有有有有識識識識者者者者、、、、県県県県、、、、奈良奈良奈良奈良市市市市などとなどとなどとなどと構構構構成成成成するするするする協協協協議会議会議会議会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて検討検討検討検討すすすす
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るということですからるということですからるということですからるということですから、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで了解了解了解了解をしておきますをしておきますをしておきますをしておきます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。少少少少しししし質問質問質問質問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員女女女女性性性性専門専門専門専門外外外外来来来来ですですですです。。。。北北北北和医療和医療和医療和医療圏圏圏圏のののの高高高高度度度度医療医療医療医療拠拠拠拠点病院点病院点病院点病院、、、、３３３３次医療次医療次医療次医療をををを担担担担うというところでうというところでうというところでうというところで、、、、今県立医今県立医今県立医今県立医科科科科大大大大学学学学附附附附属属属属病院病院病院病院にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、県県県県でででで１１１１カカカカ所所所所ですのでですのでですのでですので、、、、将将将将来来来来的的的的にににに北北北北和和和和圏圏圏圏域域域域のののの中中中中にににに女女女女性性性性専門専門専門専門外外外外来来来来をつくっていただくということでをつくっていただくということでをつくっていただくということでをつくっていただくということで代代代代表表表表質問質問質問質問でもでもでもでも答答答答弁弁弁弁いただいたかといただいたかといただいたかといただいたかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの点点点点についてについてについてについて１１１１つおつおつおつお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。それとそれとそれとそれと、、、、あとあとあとあと、、、、ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリのののの整備整備整備整備のののの中中中中にににに、、、、平平平平松松松松地地地地区区区区であればであればであればであればドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリはははは１１１１日日日日５５５５回回回回までのまでのまでのまでの搬送搬送搬送搬送であればであればであればであれば騒音騒音騒音騒音環境環境環境環境基準基準基準基準はははは満満満満足足足足とととと。。。。六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区ののののドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリはははは１１１１日日日日１６１６１６１６回回回回までまでまでまでのののの搬送搬送搬送搬送であればであればであればであれば騒音騒音騒音騒音環境環境環境環境基準基準基準基準をををを満満満満足足足足とあるのですがとあるのですがとあるのですがとあるのですが、、、、５５５５回回回回とかとかとかとか１６１６１６１６回回回回とかいうとかいうとかいうとかいう意味意味意味意味はどうはどうはどうはどういったものいったものいったものいったもの、、、、１１１１回飛回飛回飛回飛んでいってんでいってんでいってんでいって、、、、病院病院病院病院にににに帰帰帰帰ってきてってきてってきてってきて搬送搬送搬送搬送さささされますがれますがれますがれますが、、、、患者患者患者患者はははは。。。。またまたまたまた給給給給油油油油ししししにににに行行行行きますきますきますきます。。。。飛飛飛飛んでいってまたんでいってまたんでいってまたんでいってまた帰帰帰帰ってくるのですがってくるのですがってくるのですがってくるのですが、、、、１１１１回回回回をどうをどうをどうをどう勘勘勘勘定定定定さささされてるのかれてるのかれてるのかれてるのか。。。。１６１６１６１６回回回回というのはどういうというのはどういうというのはどういうというのはどういう意味意味意味意味なのかなのかなのかなのか、、、、そういうそういうそういうそういう環境環境環境環境基準基準基準基準、、、、騒音騒音騒音騒音等等等等にににに関関関関してしてしてして１１１１日日日日１６１６１６１６回回回回までのまでのまでのまでの騒音騒音騒音騒音はははは大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫だとおっしだとおっしだとおっしだとおっしゃゃゃゃっているのかっているのかっているのかっているのか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺おおおお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。それとそれとそれとそれと、、、、大大大大体体体体このこのこのこの辺辺辺辺のことはのことはのことはのことは何度何度何度何度もももも自分自分自分自分でででで理理理理解解解解をしているつもりですがをしているつもりですがをしているつもりですがをしているつもりですが、、、、皆皆皆皆ささささんにいろんにいろんにいろんにいろいろこのいろこのいろこのいろこの話話話話をしていますとをしていますとをしていますとをしていますと、、、、アアアアククククセスセスセスセス面面面面。。。。今今今今までのまでのまでのまでの近鉄近鉄近鉄近鉄尼尼尼尼ケケケケ辻駅辻駅辻駅辻駅からのからのからのからの県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院ののののアアアアククククセスセスセスセスではではではでは、、、、狭狭狭狭いいいい道道道道をををを通通通通っていきますっていきますっていきますっていきます、、、、最最最最寄寄寄寄りのりのりのりの近鉄近鉄近鉄近鉄尼尼尼尼ケケケケ辻駅辻駅辻駅辻駅からからからから。。。。そういったそういったそういったそういった狭狭狭狭いいいい道道道道だだだだったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、今今今今度度度度はははは近鉄近鉄近鉄近鉄西西西西ノノノノ京京京京駅駅駅駅になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思いますいますいますいます、、、、東東東東はははは。。。。そういったときにあんなそういったときにあんなそういったときにあんなそういったときにあんな狭狭狭狭いいいい道道道道ととととみみみみんなおっしんなおっしんなおっしんなおっしゃゃゃゃるのでるのでるのでるので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺将将将将来来来来的的的的にもちろんにもちろんにもちろんにもちろん県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院行行行行きのきのきのきのババババススススはははは出出出出るるるるのかとのかとのかとのかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、狭狭狭狭いいいい道道道道をををを通通通通っていくというっていくというっていくというっていくというイイイイメメメメーーーージジジジがよくないとがよくないとがよくないとがよくないと思思思思っているのですっているのですっているのですっているのです。。。。近鉄近鉄近鉄近鉄富雄駅富雄駅富雄駅富雄駅、、、、近鉄学近鉄学近鉄学近鉄学園園園園前前前前駅駅駅駅、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄大和西大大和西大大和西大大和西大寺寺寺寺駅駅駅駅、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄郡郡郡郡山山山山駅駅駅駅からもちろんからもちろんからもちろんからもちろん出出出出るとるとるとると思思思思いますいますいますいますがががが、、、、こちらこちらこちらこちら、、、、東東東東でででで言言言言えばえばえばえば近鉄近鉄近鉄近鉄西西西西ノノノノ京京京京駅駅駅駅になるとになるとになるとになると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、こういったこういったこういったこういったアアアアククククセスセスセスセス道路道路道路道路をををを将将将将来来来来的的的的にはにはにはには整備整備整備整備をしていただきたいということををしていただきたいということををしていただきたいということををしていただきたいということを、、、、皆皆皆皆ささささんのごんのごんのごんのご意意意意見見見見をををを聞聞聞聞いていますとそういいていますとそういいていますとそういいていますとそういったったったった要要要要望望望望もございましたのでもございましたのでもございましたのでもございましたので、、、、おおおお願願願願いしておきたいといしておきたいといしておきたいといしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。女女女女性性性性専門専門専門専門外外外外来来来来ということでおということでおということでおということでお答答答答えをえをえをえをささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。○○○○中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長新病院新病院新病院新病院のののの機能機能機能機能、、、、先先先先ほどほどほどほど武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長がががが説明説明説明説明ささささせていただきましたようにせていただきましたようにせていただきましたようにせていただきましたように、、、、基基基基本本本本になになになになるるるる機能機能機能機能についてについてについてについて現現現現在在在在検討検討検討検討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。。。。特特特特にににに機能面機能面機能面機能面以以以以外外外外にににに新病院新病院新病院新病院、、、、先先先先ほどほどほどほどももももビビビビジジジジョョョョンンンンのところでのところでのところでのところで少少少少しししし入入入入れておりますけれどもれておりますけれどもれておりますけれどもれておりますけれども、、、、働働働働きききき手手手手であるであるであるである職員職員職員職員にとってもにとってもにとってもにとっても満満満満足足足足ののののできるできるできるできる病院病院病院病院をををを目指目指目指目指したいということでしたいということでしたいということでしたいということで、、、、特特特特にににに病院職病院職病院職病院職場場場場はははは看看看看護護護護師師師師もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、最近最近最近最近医医医医師師師師もももも女女女女性性性性のののの方方方方がかなりがかなりがかなりがかなり多多多多うございますのでうございますのでうございますのでうございますので、、、、女女女女性性性性にとってもにとってもにとってもにとっても働働働働きやすいきやすいきやすいきやすい職職職職場場場場をををを目指目指目指目指したいといしたいといしたいといしたいということでうことでうことでうことで、、、、ままままずずずず働働働働きやすいきやすいきやすいきやすい職職職職場場場場づづづづくりをつくっていくとくりをつくっていくとくりをつくっていくとくりをつくっていくと。。。。そういったそういったそういったそういった中中中中でででで女女女女性性性性医医医医師師師師をできをできをできをでき
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るだけるだけるだけるだけ多多多多くくくく辞辞辞辞めめめめずずずずにににに続続続続けていただくということもけていただくということもけていただくということもけていただくということも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、そういったそういったそういったそういった環境整備環境整備環境整備環境整備をまをまをまをまずずずず第第第第１１１１点点点点にににに考考考考えたえたえたえた中中中中でででで、、、、こういったこういったこういったこういった取取取取りりりり組組組組みみみみができるのではないかとができるのではないかとができるのではないかとができるのではないかと考考考考えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、新病院新病院新病院新病院のののの整備整備整備整備にににに当当当当たりましてはまたりましてはまたりましてはまたりましてはまずずずず働働働働きききき手手手手にとっていいにとっていいにとっていいにとっていい職職職職場場場場づづづづくりをしたいということでくりをしたいということでくりをしたいということでくりをしたいということで、、、、いろんないろんないろんないろんな処処処処遇遇遇遇面面面面であったりであったりであったりであったり、、、、それからそれからそれからそれから勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間をををを短短短短縮縮縮縮してやれるしてやれるしてやれるしてやれる勤勤勤勤務務務務ができないかとかができないかとかができないかとかができないかとか、、、、いろんなことをこれからいろんなことをこれからいろんなことをこれからいろんなことをこれから新病院新病院新病院新病院のののの整備整備整備整備のののの中中中中でででで考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。畭委員畭委員畭委員畭委員のごのごのごのご質問質問質問質問はははは２２２２点点点点ございましてございましてございましてございまして、、、、ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリのののの関係関係関係関係とととと○○○○西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長アアアアククククセスセスセスセスでございますでございますでございますでございます。。。。ままままずずずず、、、、ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ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、、、、表表表表記記記記のののの中中中中ではではではでは平平平平松松松松地地地地区区区区ではではではでは１１１１日日日日５５５５回回回回、、、、それとそれとそれとそれと六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区ではではではでは１１１１日日日日１６１６１６１６回回回回というというというという表示表示表示表示をいたしておりますがをいたしておりますがをいたしておりますがをいたしておりますが、、、、これはこれはこれはこれは１１１１回飛回飛回飛回飛んできてんできてんできてんできて１１１１回回回回といといといといううううカカカカウウウウントントントントでございますでございますでございますでございます。。。。ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、平平平平松松松松地地地地区区区区というのはというのはというのはというのは病院病院病院病院のののの周辺周辺周辺周辺にににに住住住住宅宅宅宅地地地地がかがかがかがかなりはりついておりますのでなりはりついておりますのでなりはりついておりますのでなりはりついておりますので、、、、ここまでであればここまでであればここまでであればここまでであれば環境環境環境環境基準基準基準基準ををををクリクリクリクリアアアアするというようなするというようなするというようなするというようなデデデデーーーータタタタございますございますございますございます。。。。ただただただただ、、、、他他他他のののの都都都都道道道道府県府県府県府県ででででドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリをををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております病院病院病院病院をををを調調調調べべべべましてましてましてまして、、、、大大大大体体体体１１１１日平日平日平日平均均均均００００．．．．９９９９回回回回ということをということをということをということを聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。多多多多いときでもいときでもいときでもいときでも大大大大体体体体２２２２．．．．５５５５回回回回からからからから２２２２．．．．８８８８回回回回程度程度程度程度というのはというのはというのはというのは聞聞聞聞いておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、それほどそれほどそれほどそれほど回回回回数数数数はははは多多多多くくくく想想想想定定定定はいたしておりませんはいたしておりませんはいたしておりませんはいたしておりませんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域のののの住住住住宅宅宅宅地地地地のはりつけのはりつけのはりつけのはりつけ状況状況状況状況からここまからここまからここまからここまでであればでであればでであればでであれば環境環境環境環境基準基準基準基準をををを満満満満たすというたすというたすというたすという表表表表記記記記でございますでございますでございますでございます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう１１１１点点点点ののののアアアアククククセスセスセスセスでございますでございますでございますでございます。。。。おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区のののの場場場場合合合合はははは、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても奈良奈良奈良奈良市市市市のののの今今今今のののの平平平平松松松松地地地地区区区区とととと比比比比べべべべましてもましてもましてもましても、、、、広域的広域的広域的広域的なななな観点観点観点観点からのからのからのからのアアアアククククセスセスセスセスとととということでいうことでいうことでいうことで考考考考ええええ方方方方をををを持持持持っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、新新新新しいしいしいしい病院病院病院病院というのはというのはというのはというのは、、、、何何何何回回回回もももも申申申申しししし上上上上げげげげておりまておりまておりまておりますようにすようにすようにすように、、、、救命救急救命救急救命救急救命救急システムシステムシステムシステムのののの最後最後最後最後のとりでとなるのとりでとなるのとりでとなるのとりでとなる基基基基幹幹幹幹病院病院病院病院としてとしてとしてとして考考考考えておりますことかえておりますことかえておりますことかえておりますことからららら、、、、重重重重要要要要ななななアアアアククククセスセスセスセス路路路路線線線線というのはというのはというのはというのは救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送であるとであるとであるとであると考考考考えておりましてえておりましてえておりましてえておりまして、、、、ごごごご案内案内案内案内のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、現現現現在在在在、、、、西西西西側側側側のののの枚枚枚枚方方方方大和大和大和大和郡郡郡郡山山山山線線線線をををを基基基基本本本本にににに考考考考えているとこでございますがえているとこでございますがえているとこでございますがえているとこでございますが、、、、またまたまたまた、、、、委員委員委員委員ごごごご指摘指摘指摘指摘のようにのようにのようにのように、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄西西西西ノノノノ京京京京駅駅駅駅もかなりもかなりもかなりもかなり狭狭狭狭うございますけれどもうございますけれどもうございますけれどもうございますけれども、、、、奈良奈良奈良奈良市市市市のののの工工工工事事事事になりますけどになりますけどになりますけどになりますけどもももも、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄西西西西ノノノノ京京京京駅駅駅駅周辺周辺周辺周辺のののの奈良奈良奈良奈良市市市市道道道道のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな整備整備整備整備工工工工事事事事もももも聞聞聞聞いているところでございますいているところでございますいているところでございますいているところでございます。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその道路道路道路道路ではございませんけれどもではございませんけれどもではございませんけれどもではございませんけれども、、、、現現現現在在在在、、、、県県県県でもでもでもでも都市計画都市計画都市計画都市計画道路道路道路道路のののの城廻城廻城廻城廻りりりり線線線線のののの近鉄近鉄近鉄近鉄線線線線のののの踏切踏切踏切踏切のののの周辺周辺周辺周辺のののの整備整備整備整備でございますとかでございますとかでございますとかでございますとか、、、、それとそれとそれとそれと柳柳柳柳町工町工町工町工区区区区ということでということでということでということで、、、、郡郡郡郡山山山山土土土土木木木木事事事事務務務務所所所所がございますけれどもがございますけれどもがございますけれどもがございますけれども、、、、そこからそこからそこからそこからバイパバイパバイパバイパススススのののの計画計画計画計画もございましてもございましてもございましてもございまして、、、、国国国国道道道道２４２４２４２４号号号号方面方面方面方面からのからのからのからのアアアアククククセスセスセスセスもかなりもかなりもかなりもかなり改善改善改善改善さささされるのではないかとれるのではないかとれるのではないかとれるのではないかと認識認識認識認識いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。それとそれとそれとそれと、、、、またこれもまたこれもまたこれもまたこれもババババスススス路路路路線線線線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、、、、直接直接直接直接、、、、六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区周辺周辺周辺周辺のののの停留停留停留停留所所所所までまでまでまで来来来来てててているいるいるいるババババスススス路路路路線線線線がかなりございますのでがかなりございますのでがかなりございますのでがかなりございますので、、、、そこのそこのそこのそこの延伸延伸延伸延伸なりなりなりなり、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた変更変更変更変更なりによってなりによってなりによってなりによって
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ババババスアスアスアスアククククセスセスセスセスのののの改善改善改善改善もももも確保確保確保確保できるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。女女女女性性性性専門専門専門専門外外外外来来来来ですがですがですがですが、、、、働働働働きききき手手手手がががが満満満満足足足足するするするする、、、、特特特特にににに女女女女性性性性のののの働働働働きききき手手手手がががが満満満満足足足足するするするする職職職職場場場場をををを○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員つくるということでつくるということでつくるということでつくるということで、、、、女女女女性性性性医医医医師師師師をををを確保確保確保確保するということをまするということをまするということをまするということをまずずずずやってやってやってやって、、、、それからそれからそれからそれから女女女女性性性性専門専門専門専門外外外外来来来来みみみみたいなものをたいなものをたいなものをたいなものを立立立立ちちちち上上上上げげげげるとおっしるとおっしるとおっしるとおっしゃゃゃゃっているのですかっているのですかっているのですかっているのですか。。。。そのそのそのその意味意味意味意味がわからないのですがわからないのですがわからないのですがわからないのですがががが。。。。女女女女性性性性専門専門専門専門外外外外来来来来、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ周産周産周産周産期期期期とととと小小小小児児児児、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ連携連携連携連携したものになるかとしたものになるかとしたものになるかとしたものになるかと思思思思いますいますいますいます。。。。女女女女性性性性のののの安安安安心心心心というというというという健康健康健康健康、、、、女女女女性性性性特有特有特有特有のののの症症症症状状状状、、、、要要要要するにするにするにするに健康健康健康健康というというというという意味意味意味意味でのでのでのでの女女女女性性性性専門専門専門専門外外外外来来来来ですですですです、、、、女女女女性性性性医医医医師師師師によるによるによるによる。。。。ですからですからですからですから、、、、先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていた意味意味意味意味がわからないのでがわからないのでがわからないのでがわからないので、、、、重重重重要要要要とととと捕捕捕捕ららららえておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、ぜぜぜぜひひひひともそういうともそういうともそういうともそういう女女女女性性性性専門専門専門専門外外外外来来来来、、、、このこのこのこの北北北北和和和和圏圏圏圏域域域域にににに開設開設開設開設をしてもらいたをしてもらいたをしてもらいたをしてもらいたいということでございますがいということでございますがいということでございますがいということでございますが、、、、もうもうもうもう一一一一度度度度おおおお答答答答えいただきたいとえいただきたいとえいただきたいとえいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。アアアアククククセスセスセスセスですがですがですがですが、、、、最最最最終終終終のとりでのとりでのとりでのとりで、、、、３３３３次次次次救急救急救急救急というのはわかりますというのはわかりますというのはわかりますというのはわかります。。。。風風風風邪邪邪邪をををを引引引引いていていていて行行行行くくくく病病病病院院院院ではないということはわかっておりますがではないということはわかっておりますがではないということはわかっておりますがではないということはわかっておりますが、、、、そこにそこにそこにそこに入院入院入院入院していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃるるるる人人人人とかとかとかとか、、、、治治治治療療療療をををを受受受受けるけるけるける人人人人とかとかとかとか、、、、そういったそういったそういったそういった患者患者患者患者のののの方方方方、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん含含含含めてめてめてめて家家家家族族族族もももも行行行行かれるとかれるとかれるとかれると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろと大和大和大和大和郡郡郡郡山山山山市市市市のののの方方方方からのからのからのからのアアアアククククセスセスセスセスとかとかとかとか、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな駅駅駅駅周辺周辺周辺周辺のののの整備整備整備整備とかとかとかとか、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃいましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、将将将将来来来来的的的的にににに県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院にににに行行行行くくくくアアアアククククセスセスセスセスをををを整備整備整備整備していただくようしていただくようしていただくようしていただくようにおにおにおにお願願願願いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリはははは給給給給油油油油はしなくていいのですかはしなくていいのですかはしなくていいのですかはしなくていいのですか。。。。もしもしもしもし飛飛飛飛んだらんだらんだらんだら、、、、どこでどこでどこでどこで給給給給油油油油するのですかするのですかするのですかするのですか。。。。基基基基地地地地のののの周辺周辺周辺周辺にににに給給給給油油油油所所所所があるのですかがあるのですかがあるのですかがあるのですか。。。。給給給給油油油油はははは基基基基本的本的本的本的にはにはにはには給給給給油油油油するするするする所所所所定定定定のののの場所場所場所場所にににに飛飛飛飛んでいくということになんでいくということになんでいくということになんでいくということにな○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長りますりますりますります。。。。病院病院病院病院のそばではのそばではのそばではのそばでは給給給給油油油油はできませんはできませんはできませんはできません。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、一定回一定回一定回一定回数数数数飛飛飛飛べべべべばばばば、、、、場所場所場所場所にもよりまにもよりまにもよりまにもよりますがすがすがすが、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには空空空空港港港港なりになりになりになりに行行行行ってってってって給給給給油油油油するというのがするというのがするというのがするというのが普普普普通通通通ですですですです。。。。病院病院病院病院のののの横横横横でででで給給給給油油油油はできはできはできはできないのでないのでないのでないので、、、、一定回一定回一定回一定回数数数数飛飛飛飛んだらんだらんだらんだら給給給給油油油油のためにのためにのためにのために所所所所定定定定のののの設設設設備備備備のところにのところにのところにのところに行行行行くということになってくということになってくということになってくということになっておりますおりますおりますおります。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、このこのこのこの騒音騒音騒音騒音基準基準基準基準のののの中中中中にはそのにはそのにはそのにはその回回回回数数数数もももも含含含含めなければなりませんのでめなければなりませんのでめなければなりませんのでめなければなりませんので、、、、そのそのそのその２２２２．．．．５５５５回回回回とかいうとかいうとかいうとかいう中中中中にはにはにはには入入入入っていかないといけないとっていかないといけないとっていかないといけないとっていかないといけないと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。再再再再度度度度のおのおのおのお答答答答えをえをえをえをささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。○○○○中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院ではではではでは、、、、畭委員畭委員畭委員畭委員既既既既にごにごにごにご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、数数数数年前年前年前年前にににに女女女女性性性性相相相相談談談談ということでということでということでということで実実実実施施施施ををををささささせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。ずずずずっとっとっとっと続続続続けたかったのでございますけれどもけたかったのでございますけれどもけたかったのでございますけれどもけたかったのでございますけれども、、、、女女女女性性性性医医医医師師師師がががが続続続続けられなけられなけられなけられな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没没没没になってしまったになってしまったになってしまったになってしまった苦苦苦苦いいいい思思思思いいいい出出出出がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、そのそのそのその意味意味意味意味でででで、、、、ままままずずずず女女女女性性性性医医医医師師師師をををを獲獲獲獲得得得得していきたいということでしていきたいということでしていきたいということでしていきたいということで、、、、特特特特にににに新奈良病院新奈良病院新奈良病院新奈良病院はははは、、、、先先先先ほどもほどもほどもほども言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように周産周産周産周産
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期期期期、、、、それからそれからそれからそれから小小小小児児児児もももも含含含含めてしっかりめてしっかりめてしっかりめてしっかり取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく病院病院病院病院ということでございますのでということでございますのでということでございますのでということでございますので、、、、今今今今ごごごご指摘指摘指摘指摘いただいているいただいているいただいているいただいている部部部部分分分分もももも含含含含めてめてめてめて、、、、これはできこれはできこれはできこれはでき上上上上がってからということではなしにがってからということではなしにがってからということではなしにがってからということではなしに、、、、ここここれかられかられかられから病院病院病院病院のののの院長院長院長院長、、、、そのそのそのその他他他他ススススタタタタッッッッフフフフともともともとも相相相相談談談談をしながらをしながらをしながらをしながら考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。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。。。。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。。。。○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員それとそれとそれとそれと、、、、先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃったったったった在在在在宅宅宅宅支支支支援援援援センセンセンセンターターターター、、、、こういうのをやっていらっしこういうのをやっていらっしこういうのをやっていらっしこういうのをやっていらっしゃゃゃゃるとこるとこるとこるところろろろ、、、、現現現現場場場場へへへへ行行行行ってきたのでってきたのでってきたのでってきたので、、、、仕仕仕仕組組組組みみみみとしてはとしてはとしてはとしては理理理理解解解解できますできますできますできます。。。。昔昔昔昔のののの往往往往診診診診というかというかというかというか、、、、それとそれとそれとそれと介介介介護護護護とととと連携連携連携連携したしたしたした形形形形でとでとでとでと、、、、究極究極究極究極２４２４２４２４時間時間時間時間ひひひひとりとりとりとり住住住住まいでもまいでもまいでもまいでも、、、、最後最後最後最後、、、、医療医療医療医療とととと介介介介護護護護のののの連携連携連携連携ででででササササーーーービビビビススススをつければをつければをつければをつければ、、、、自自自自宅宅宅宅でででで過過過過ごせるというようなことまでごせるというようなことまでごせるというようなことまでごせるというようなことまで聞聞聞聞いてまいりましたのでいてまいりましたのでいてまいりましたのでいてまいりましたので、、、、こういっこういっこういっこういったことがたことがたことがたことが今今今今後後後後奈良県奈良県奈良県奈良県でやろうとでやろうとでやろうとでやろうとさささされてるそのれてるそのれてるそのれてるその出発点出発点出発点出発点にににに、、、、このこのこのこの周辺周辺周辺周辺のののの地域地域地域地域においてはそうしにおいてはそうしにおいてはそうしにおいてはそうしたたたたセンセンセンセンターターターターがそのがそのがそのがその中中中中心心心心になればいいとになればいいとになればいいとになればいいと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、理理理理解解解解いたしますいたしますいたしますいたします。。。。比較比較比較比較をしますとすをしますとすをしますとすをしますとすべべべべてててて六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区のののの方方方方がががが有利有利有利有利となっているわけですけれどもとなっているわけですけれどもとなっているわけですけれどもとなっているわけですけれども、、、、○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員事事事事業業業業費費費費のところがのところがのところがのところがイイイイココココーーーールルルルになっていますになっていますになっていますになっています。。。。それでそれでそれでそれで、、、、気気気気になっておりますのはになっておりますのはになっておりますのはになっておりますのは、、、、平平平平松松松松地地地地区区区区のののの場場場場合合合合でしたらでしたらでしたらでしたら、、、、古古古古いところをつぶしながらいところをつぶしながらいところをつぶしながらいところをつぶしながら建建建建てていきますのでてていきますのでてていきますのでてていきますので、、、、つぶすつぶすつぶすつぶす費費費費用用用用はははは要要要要らないらないらないらないのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区へへへへのののの移転移転移転移転になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、古古古古いいいい建建建建物物物物がそのままにしておくわけにがそのままにしておくわけにがそのままにしておくわけにがそのままにしておくわけにはいかないのではいかないのではいかないのではいかないので、、、、そこのそこのそこのそこの取取取取りりりり壊壊壊壊すすすす費費費費用用用用もかかってくるのではないかもかかってくるのではないかもかかってくるのではないかもかかってくるのではないか。。。。ごめんなごめんなごめんなごめんなささささいいいい、、、、逆逆逆逆かかかか。。。。今今今今のところではのところではのところではのところでは取取取取りりりり壊壊壊壊すすすす費費費費用用用用もかかるのではないかともかかるのではないかともかかるのではないかともかかるのではないかと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの在在在在宅宅宅宅医療医療医療医療のののの拠拠拠拠点点点点というというというという、、、、そうしたそうしたそうしたそうした構構構構想想想想のののの一定一定一定一定のものをつくるということになりますとのものをつくるということになりますとのものをつくるということになりますとのものをつくるということになりますと、、、、またそのまたそのまたそのまたその跡跡跡跡地地地地ををををイイイイメメメメーーーージジジジさささされているとれているとれているとれていると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、それについてもまたそれについてもまたそれについてもまたそれについてもまた費費費費用用用用がかかるのではないかとがかかるのではないかとがかかるのではないかとがかかるのではないかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そうしたものをすそうしたものをすそうしたものをすそうしたものをすべべべべてててて含含含含めてのめてのめてのめての事事事事業業業業費費費費がががが変変変変わらないとなっているのかわらないとなっているのかわらないとなっているのかわらないとなっているのか、、、、そのあたりをおそのあたりをおそのあたりをおそのあたりをお尋尋尋尋ねしたいとねしたいとねしたいとねしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。事事事事業業業業費費費費のおのおのおのお尋尋尋尋ねでございますけれどもねでございますけれどもねでございますけれどもねでございますけれども、、、、現現現現在在在在、、、、今病今病今病今病床数床数床数床数なりなりなりなり○○○○西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長新新新新しいしいしいしい病院病院病院病院のののの規規規規模模模模がががが固固固固まっておりませんのでまっておりませんのでまっておりませんのでまっておりませんので、、、、きちっとしたきちっとしたきちっとしたきちっとした全体全体全体全体のののの事事事事業業業業費費費費をおをおをおをお示示示示しするましするましするましするまでででで至至至至っておりませんけれどもっておりませんけれどもっておりませんけれどもっておりませんけれども、、、、今今今今までのまでのまでのまでの議会議会議会議会でもでもでもでも申申申申しししし上上上上げげげげておりますようにておりますようにておりますようにておりますように、、、、５００５００５００５００床床床床とととということでいうことでいうことでいうことで想想想想定定定定いたしましたときにいたしましたときにいたしましたときにいたしましたときに、、、、本本本本当当当当にににに概概概概算算算算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荒荒荒荒っっっっぽぽぽぽいいいい数数数数字字字字でででで３００３００３００３００億億億億円円円円からからからから４００４００４００４００億億億億円円円円程度程度程度程度とととと予予予予想想想想いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。そのそのそのその中中中中にはにはにはには、、、、今井委員今井委員今井委員今井委員おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいましたようにようにようにように、、、、平平平平松松松松地地地地区区区区でのでのでのでの解解解解体体体体費費費費なりもなりもなりもなりも一一一一応考応考応考応考えてございますえてございますえてございますえてございます。。。。医療医療医療医療のののの介介介介護護護護支支支支援援援援センセンセンセンターターターター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、、、、このこのこのこの施設施設施設施設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、、、、先先先先ほどほどほどほど武末医療政武末医療政武末医療政武末医療政策部長策部長策部長策部長がががが説明説明説明説明いたしましたようにいたしましたようにいたしましたようにいたしましたように、、、、これからこれからこれからこれから地地地地元元元元のののの方方方方をををを交交交交えてえてえてえて意意意意見見見見交交交交換換換換していくしていくしていくしていく中中中中でででで、、、、民民民民間間間間誘致誘致誘致誘致ということもありますでしということもありますでしということもありますでしということもありますでしょょょょうしうしうしうし、、、、行行行行政政政政がどこまでがどこまでがどこまでがどこまで支支支支援援援援できるかということもかかできるかということもかかできるかということもかかできるかということもかか
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ってまいりますけれどもってまいりますけれどもってまいりますけれどもってまいりますけれども、、、、施設施設施設施設的的的的にはそれほどにはそれほどにはそれほどにはそれほど大大大大きなきなきなきな費費費費用用用用がががが出出出出るものではございませんのるものではございませんのるものではございませんのるものではございませんのでででで、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました全体全体全体全体事事事事業業業業費費費費につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、そこでこれがそこでこれがそこでこれがそこでこれが平平平平松松松松地地地地区区区区でででで仮仮仮仮にできたにできたにできたにできた場場場場合合合合にににに、、、、それでどちらがそれでどちらがそれでどちらがそれでどちらがウエウエウエウエーーーートトトトがががが大大大大きくなるかとかいうものではございませんきくなるかとかいうものではございませんきくなるかとかいうものではございませんきくなるかとかいうものではございません。。。。ですからですからですからですから、、、、どちらでどちらでどちらでどちらで建建建建てかえたといたしましてもてかえたといたしましてもてかえたといたしましてもてかえたといたしましても、、、、今本今本今本今本当当当当にににに荒荒荒荒っっっっぽぽぽぽいいいい数数数数字字字字でででで申申申申しわけごしわけごしわけごしわけございませんがざいませんがざいませんがざいませんが、、、、３００３００３００３００億億億億円円円円からからからから４００４００４００４００億億億億円円円円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの事事事事業業業業費費費費をををを考考考考えてございますえてございますえてございますえてございます。。。。以上以上以上以上でごでごでごでございますざいますざいますざいます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、いいいいいいいい病院病院病院病院をををを建建建建てましてもてましてもてましてもてましても、、、、要要要要はそこではそこではそこではそこで働働働働くくくく人人人人がどういういいがどういういいがどういういいがどういういい医療医療医療医療○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員をやるかというところがをやるかというところがをやるかというところがをやるかというところが一一一一番番番番大事大事大事大事かなとかなとかなとかなと思思思思いましていましていましていまして、、、、７０７０７０７０％％％％のののの方方方方がががが回回回回答答答答いただいたといういただいたといういただいたといういただいたということはことはことはことは、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに皆皆皆皆ささささんのんのんのんの意意意意識識識識がががが高高高高いのかといのかといのかといのかと思思思思いますいますいますいます。。。。半半半半面面面面、、、、そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら３３３３割割割割のののの方方方方ははははどんなどんなどんなどんなふふふふうにうにうにうに考考考考えてるのかというえてるのかというえてるのかというえてるのかという思思思思いもいたしますいもいたしますいもいたしますいもいたします。。。。それでそれでそれでそれで、、、、質問質問質問質問２２２２のところをのところをのところをのところを見見見見ましたらましたらましたらましたら、、、、職員職員職員職員がががが人人人人をををを思思思思いやるいやるいやるいやる気気気気持持持持ちをちをちをちを忘忘忘忘れていてはだめれていてはだめれていてはだめれていてはだめだとだとだとだと思思思思いますだとかいますだとかいますだとかいますだとか、、、、職員一人職員一人職員一人職員一人ひひひひとりがとりがとりがとりが気気気気持持持持ちにちにちにちにゆゆゆゆとりをとりをとりをとりを持持持持てるてるてるてる環境環境環境環境、、、、欠欠欠欠員員員員のないのないのないのない職職職職場場場場とととというようないうようないうようないうような、、、、そうしたそうしたそうしたそうした厳厳厳厳しいしいしいしい現現現現場場場場のののの実態実態実態実態などもかいまなどもかいまなどもかいまなどもかいま見見見見れるようなれるようなれるようなれるような回回回回答答答答がががが出出出出ておりますのておりますのておりますのておりますのでででで、、、、そうしたこともあわせそうしたこともあわせそうしたこともあわせそうしたこともあわせ持持持持っていくというのがっていくというのがっていくというのがっていくというのが大事大事大事大事とととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それとそれとそれとそれと、、、、今今今今行行行行っているようなっているようなっているようなっているような説明説明説明説明やややや交交交交流流流流会会会会をををを行行行行うことうことうことうこと、、、、建建建建物物物物がががが古古古古くてもくてもくてもくても職員職員職員職員がががが生生生生きききき生生生生ききききとととと働働働働けるけるけるける雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気づづづづくりということでくりということでくりということでくりということで、、、、どこかでどこかでどこかでどこかで勝勝勝勝手手手手にににに考考考考えてえてえてえて病院建病院建病院建病院建設設設設するというよりはするというよりはするというよりはするというよりは、、、、現現現現場場場場のののの意意意意見見見見をををを十十十十二二二二分分分分にににに酌酌酌酌みみみみ取取取取ってってってって、、、、現現現現場場場場のののの人人人人たちやたちやたちやたちや患者患者患者患者ささささんがんがんがんが本本本本当当当当にににに使使使使いいいい勝勝勝勝手手手手のいいのいいのいいのいい病院病院病院病院建建建建設設設設をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、これはこれはこれはこれは要要要要望望望望しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。十分十分十分十分厚厚厚厚生生生生委員会委員会委員会委員会でででで論論論論議議議議をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという、、、、私私私私らもらもらもらも現現現現場場場場をををを見見見見てきたしてきたしてきたしてきたし、、、、このこのこのこの資資資資○○○○高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員料料料料をもらってということとかをもらってということとかをもらってということとかをもらってということとか、、、、それそれそれそれ以以以以降降降降理事理事理事理事者者者者とととと具具具具体体体体的的的的なななな詰詰詰詰めとかというのはめとかというのはめとかというのはめとかというのは、、、、このこのこのこの間間間間、、、、厚厚厚厚生生生生委員会委員会委員会委員会でででで臨臨臨臨時時時時でででで行行行行ったったったった以以以以降降降降ないのですないのですないのですないのです。。。。昨昨昨昨日日日日、、、、検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会がががが開開開開かれてかれてかれてかれて、、、、新聞発新聞発新聞発新聞発表表表表がががが今今今今日日日日ですですですです。。。。すごくすごくすごくすごく政政政政治治治治的的的的なななな、、、、日日日日にちのにちのにちのにちの入入入入れれれれ方方方方がががが、、、、こんなもうこんなもうこんなもうこんなもう本本本本当当当当にににに議会議会議会議会にににに対対対対してはめてきてしてはめてきてしてはめてきてしてはめてきているようないるようないるようないるような気気気気がしてがしてがしてがして、、、、それやったらもっとそれやったらもっとそれやったらもっとそれやったらもっと早早早早くくくく検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会をしてをしてをしてをして、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが論論論論議議議議でででできたのだときたのだときたのだときたのだと。。。。そういうそういうそういうそういう１１１１回回回回、、、、２２２２回回回回、、、、３３３３回回回回のののの議事議事議事議事録録録録をきっちりをきっちりをきっちりをきっちり出出出出してしてしてして、、、、検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会のののの中中中中でどでどでどでどんなんなんなんな論論論論議議議議があるのだということがこのがあるのだということがこのがあるのだということがこのがあるのだということがこの場所場所場所場所でもでもでもでも論論論論議議議議さささされてれてれてれて、、、、委員委員委員委員同同同同士士士士がががが話話話話してしてしてして、、、、例例例例えばえばえばえば職職職職員員員員はははは職員職員職員職員でででで、、、、こういうこういうこういうこういうアンケアンケアンケアンケーーーートトトトがそうであったということだけれどもがそうであったということだけれどもがそうであったということだけれどもがそうであったということだけれども、、、、実際実際実際実際、、、、雇雇雇雇うううう側側側側とととと雇雇雇雇われるわれるわれるわれる側側側側がががが三三三三六六六六協協協協定定定定もももも長長長長いいいい間間間間つくらないでつくらないでつくらないでつくらないでずずずずっとやってきたようなっとやってきたようなっとやってきたようなっとやってきたような、、、、そういうそういうそういうそういう理事理事理事理事者者者者にににに、、、、気分気分気分気分はいいはいいはいいはいい職職職職場場場場でいいでいいでいいでいい仕仕仕仕事事事事したいししたいししたいししたいし、、、、いいいいいいいい環境環境環境環境でででで仕仕仕仕事事事事したいというしたいというしたいというしたいという話話話話はきれいなはきれいなはきれいなはきれいな話話話話ですですですです。。。。そうだけれどもそうだけれどもそうだけれどもそうだけれども、、、、それがそれがそれがそれが本本本本当当当当にににに保保保保障障障障さささされるのかというれるのかというれるのかというれるのかという話話話話とかとかとかとか、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、ここでここでここでここで医医医医師師師師会会会会とととと北北北北和地域医療連携和地域医療連携和地域医療連携和地域医療連携協協協協議会議会議会議会をつくるとなってをつくるとなってをつくるとなってをつくるとなって、、、、これはこれはこれはこれはアアアアイイイイ・・・・エエエエヌヌヌヌ・・・・ジジジジーーーーのののの話話話話ですですですです。。。。中中中中身身身身がまだがまだがまだがまだ
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何何何何もももも決決決決まってないまってないまってないまってない中中中中のののの話話話話をををを、、、、いいことをいいことをいいことをいいことを多多多多分分分分するだろうとするだろうとするだろうとするだろうと思思思思わせたわせたわせたわせた文章文章文章文章ですですですです。。。。どういうどういうどういうどういう論論論論議議議議がこれからがこれからがこれからがこれから出出出出てくるのかということもわからないてくるのかということもわからないてくるのかということもわからないてくるのかということもわからない中中中中でででで、、、、請願書請願書請願書請願書のののの話話話話というのはというのはというのはというのは、、、、やはりやはりやはりやはり継継継継続続続続審議審議審議審議にしておくにしておくにしておくにしておく方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、議会議会議会議会基基基基本本本本条条条条例例例例ができましたができましたができましたができました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、多多多多分分分分病院病院病院病院のののの特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県全体全体全体全体のののの医療医療医療医療をををを考考考考えるえるえるえる特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会ができるしができるしができるしができるし、、、、南南南南もももも北北北北もももも含含含含めてめてめてめて特化特化特化特化したしたしたした特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会のののの中中中中でででで、、、、これこれこれこれからはからはからはからは知事部局知事部局知事部局知事部局とととと行行行行政政政政とととと議会議会議会議会がががが両両両両輪輪輪輪のののの中中中中でででで、、、、議会議会議会議会はははは議会議会議会議会のののの役割役割役割役割をををを果果果果たしていくということたしていくということたしていくということたしていくということでいいでいいでいいでいい課課課課題題題題だとだとだとだと思思思思うのですうのですうのですうのです、、、、病院病院病院病院のことをめのことをめのことをめのことをめぐぐぐぐってってってって特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会でででで短短短短期期期期にににに結論結論結論結論をををを出出出出していくしていくしていくしていくというというというという。。。。議会議会議会議会がもうここがもうここがもうここがもうここ抜抜抜抜いてでもいてでもいてでもいてでも、、、、ここでここでここでここで議員議員議員議員がががが上上上上程程程程したしたしたした奈良県奈良県奈良県奈良県がんがんがんがん対対対対策策策策推推推推進進進進条条条条例例例例をつをつをつをつくったようにくったようにくったようにくったように、、、、ここでここでここでここで言言言言っていたらっていたらっていたらっていたら北北北北和和和和のののの地域医療地域医療地域医療地域医療のののの関係関係関係関係者者者者をををを行行行行政政政政をををを抜抜抜抜いていていていて独独独独自自自自にににに話話話話をしをしをしをしてててて、、、、特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会のののの中中中中でででで論論論論議議議議していくということもしてしていくということもしてしていくということもしてしていくということもして、、、、何何何何がががが関係関係関係関係者者者者のののの中中中中でででで必必必必要要要要なのかといなのかといなのかといなのかということをしていかないとうことをしていかないとうことをしていかないとうことをしていかないと、、、、ここでこちらここでこちらここでこちらここでこちら側側側側のののの話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、ああそうですかああそうですかああそうですかああそうですか、、、、そうですかとそうですかとそうですかとそうですかといういういういう話話話話でででで、、、、それはそれはそれはそれは議会議会議会議会としてはとしてはとしてはとしては、、、、このこのこのこの請願請願請願請願をををを担保担保担保担保しながらしながらしながらしながら新新新新しいしいしいしい議会議会議会議会、、、、議員議員議員議員がががが出出出出てきててきててきててきて、、、、そういうおそういうおそういうおそういうおぜぜぜぜんんんん立立立立てててて、、、、議会議会議会議会基基基基本本本本条条条条例例例例をつくったのだからをつくったのだからをつくったのだからをつくったのだから、、、、そのそのそのその中中中中でででで論論論論議議議議していくというしていくというしていくというしていくというふふふふうにうにうにうに振振振振っていったっていったっていったっていった方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思いますいますいますいます。。。。だからだからだからだから、、、、継継継継続続続続とととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。言言言言っているっているっているっている中中中中身身身身のののの方向方向方向方向性性性性はおもしろいとはおもしろいとはおもしろいとはおもしろいと思思思思っていますしっていますしっていますしっていますし、、、、十分十分十分十分、、、、行行行行政政政政とととと議会議会議会議会とととと論論論論議議議議していけるしていけるしていけるしていける中中中中身身身身だとにだとにだとにだとに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。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ののの問題問題問題問題がががが落落落落ちつきましたのでほっとしていますけれどもちつきましたのでほっとしていますけれどもちつきましたのでほっとしていますけれどもちつきましたのでほっとしていますけれども、、、、北北北北和和和和○○○○神田委員神田委員神田委員神田委員地域地域地域地域のののの人人人人のののの気気気気持持持持ちをちをちをちを考考考考えるとあれですけれどもえるとあれですけれどもえるとあれですけれどもえるとあれですけれども、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県にににに北北北北とととと南南南南でででで高高高高度度度度医療医療医療医療のののの拠拠拠拠点病院点病院点病院点病院をををを整備整備整備整備しようというところからしようというところからしようというところからしようというところから始始始始まったとまったとまったとまったと思思思思うしうしうしうし、、、、またそれはまたそれはまたそれはまたそれは以前以前以前以前からのからのからのからの課課課課題題題題でもありましでもありましでもありましでもありましたけれどもたけれどもたけれどもたけれども、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年だったかなだったかなだったかなだったかな。。。。妊妊妊妊婦婦婦婦ささささんのたらいんのたらいんのたらいんのたらい回回回回しのああいうしのああいうしのああいうしのああいう事事事事故故故故があってがあってがあってがあって、、、、もうもうもうもう二二二二度度度度とそんなことはとそんなことはとそんなことはとそんなことは起起起起こらないようにということでこらないようにということでこらないようにということでこらないようにということで、、、、それからよりいっそそれからよりいっそそれからよりいっそそれからよりいっそうううう早早早早くこういうくこういうくこういうくこういう拠拠拠拠点病院点病院点病院点病院をつくることになってきたとをつくることになってきたとをつくることになってきたとをつくることになってきたと理理理理解解解解しているのですしているのですしているのですしているのです。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、このこのこのこの２２２２つのつのつのつの病院病院病院病院というのはというのはというのはというのは、、、、そのそのそのその機能機能機能機能をををを果果果果たすためにはたすためにはたすためにはたすためには非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なものでなものでなものでなもので、、、、そのそのそのその機能機能機能機能をををを果果果果たせるようなところでたせるようなところでたせるようなところでたせるようなところで新病院新病院新病院新病院はははは建建建建設設設設がががが必必必必要要要要なのかとなのかとなのかとなのかと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、県立医県立医県立医県立医科科科科大大大大学学学学附附附附属属属属病院病院病院病院もももも拠拠拠拠点病院点病院点病院点病院としてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能をををを果果果果たすためにはたすためにはたすためにはたすためには、、、、地域地域地域地域のののの皆皆皆皆ささささんんんんにもいろんなことでごにもいろんなことでごにもいろんなことでごにもいろんなことでご協力協力協力協力をいただかないといけないをいただかないといけないをいただかないといけないをいただかないといけない。。。。それはここのそれはここのそれはここのそれはここのペペペペーーーージジジジのののの図図図図にもありにもありにもありにもありますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、軽軽軽軽いいいい風風風風邪邪邪邪引引引引きとかきとかきとかきとか病病病病気気気気だったらだったらだったらだったら地域地域地域地域のののの近近近近くのくのくのくの診診診診療療療療所所所所でででで見見見見てもらうようにてもらうようにてもらうようにてもらうように、、、、そういうそういうそういうそういう協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしないといしないといしないといしないと、、、、このこのこのこの高高高高度度度度医療医療医療医療というかというかというかというか断断断断らないらないらないらない救急救急救急救急病院病院病院病院というのはというのはというのはというのは機能機能機能機能をををを果果果果たせないということでたせないということでたせないということでたせないということで、、、、そんなそんなそんなそんな話話話話をしておりますけれどもをしておりますけれどもをしておりますけれどもをしておりますけれども、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、ここここここここもももも平平平平松松松松地地地地区区区区のののの皆皆皆皆ささささんにこのんにこのんにこのんにこの辺辺辺辺のところをしっかりとのところをしっかりとのところをしっかりとのところをしっかりと、、、、これはこれはこれはこれは移転移転移転移転してもしてもしてもしても、、、、こういうところこういうところこういうところこういうところ
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でしっかりとでしっかりとでしっかりとでしっかりと皆皆皆皆ささささんのんのんのんの医療医療医療医療にににに関関関関することはすることはすることはすることは安安安安心心心心してもらえますというしてもらえますというしてもらえますというしてもらえますという、、、、そういうそういうそういうそういうシステムシステムシステムシステムとかとかとかとか地域地域地域地域のそういうのそういうのそういうのそういう医療医療医療医療とかとかとかとか介介介介護護護護のののの方方方方たちのたちのたちのたちの連携連携連携連携をもうをもうをもうをもう少少少少しきちっとしきちっとしきちっとしきちっと、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形でででで皆皆皆皆ささささんのんのんのんの安安安安全全全全安安安安心心心心をををを守守守守りますというようなりますというようなりますというようなりますというような、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを構築構築構築構築していくことがしていくことがしていくことがしていくことが大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思ううううしししし、、、、早早早早くそれをくそれをくそれをくそれを納納納納得得得得してもらえるようなしてもらえるようなしてもらえるようなしてもらえるような説明説明説明説明をしていくをしていくをしていくをしていくべべべべきだときだときだときだと。。。。そのそのそのその辺辺辺辺をきちっとできをきちっとできをきちっとできをきちっとできればればればれば、、、、このこのこのこの地域地域地域地域のののの人人人人たちもたちもたちもたちも理理理理解解解解をしていただくのではないかとをしていただくのではないかとをしていただくのではないかとをしていただくのではないかと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。こういうことこういうことこういうことこういうことはしますとはしますとはしますとはしますと言言言言っていてもっていてもっていてもっていても、、、、それがしっかりとそれがしっかりとそれがしっかりとそれがしっかりと伝伝伝伝わってこなかったらわってこなかったらわってこなかったらわってこなかったら不不不不安安安安だとだとだとだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、それをしっかりとそれをしっかりとそれをしっかりとそれをしっかりと早早早早くつくるくつくるくつくるくつくるべべべべきだときだときだときだと思思思思いますいますいますいます。。。。答答答答弁弁弁弁、、、、よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長答答答答弁弁弁弁はいいですはいいですはいいですはいいです。。。。だからだからだからだから、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をををを早早早早くしてくしてくしてくして、、、、このこのこのこの構構構構想想想想をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと実現実現実現実現すすすす○○○○神田委員神田委員神田委員神田委員るようにやってほしいとるようにやってほしいとるようにやってほしいとるようにやってほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。一日一日一日一日もももも早早早早くくくく、、、、１０１０１０１０年年年年もももも１５１５１５１５年年年年もかかってたらやっもかかってたらやっもかかってたらやっもかかってたらやっぱぱぱぱりりりりあきませんあきませんあきませんあきません。。。。８８８８年年年年だけれどもだけれどもだけれどもだけれども。。。。このこのこのこの表表表表をををを見見見見ましてましてましてまして、、、、もうもうもうもう一一一一方方方方的的的的というかというかというかというか、、、、ババババッテンッテンッテンッテンがないというのかがないというのかがないというのかがないというのか、、、、悪悪悪悪くくくく○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員てもてもてもてもイイイイココココーーーールルルルであってであってであってであって、、、、両両両両方方方方をををを対対対対比比比比したしたしたした場場場場合合合合にどちらがにどちらがにどちらがにどちらが長長長長でどちらがでどちらがでどちらがでどちらが短短短短かということはこかということはこかということはこかということはここにこにこにこに書書書書いてあるとおりといてあるとおりといてあるとおりといてあるとおりと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、平平平平松松松松地地地地区区区区のののの人人人人のののの心情心情心情心情からからからから言言言言えばえばえばえば、、、、このこのこのこの請願請願請願請願にににに書書書書いていていていてあるようなこともそれはあるようなこともそれはあるようなこともそれはあるようなこともそれは当然当然当然当然出出出出てくるてくるてくるてくる文言文言文言文言であるとであるとであるとであると思思思思いますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、そこがそこがそこがそこが移転移転移転移転についについについについてててて県県県県のののの考考考考ええええ方方方方がががが住民住民住民住民のののの方方方方にににに理理理理解解解解していただけるようにしていただけるようにしていただけるようにしていただけるように、、、、そこがそこがそこがそこが今今今今のののの移転移転移転移転のののの後後後後はよくわかりはよくわかりはよくわかりはよくわかりましたましたましたました。。。。もうここにもうここにもうここにもうここに書書書書いてあるとおりでいてあるとおりでいてあるとおりでいてあるとおりで、、、、何何何何らららら疑疑疑疑っているわけではありませんがっているわけではありませんがっているわけではありませんがっているわけではありませんが、、、、移転移転移転移転にににについてついてついてついて大事大事大事大事なことはなことはなことはなことは、、、、そこのそこのそこのそこの平平平平松松松松地地地地区区区区のののの方方方方 々々々々とどういうとどういうとどういうとどういうぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに向向向向きききき合合合合ってってってって話話話話をするのかをするのかをするのかをするのか。。。。そこのところがそこのところがそこのところがそこのところが余余余余りりりり書書書書いていませんいていませんいていませんいていません。。。。後後後後でどうこうするというでどうこうするというでどうこうするというでどうこうするという話話話話もきのうのもきのうのもきのうのもきのうの委員会委員会委員会委員会でででで出出出出たたたたようですけれどもようですけれどもようですけれどもようですけれども、、、、気気気気持持持持ちのちのちのちの上上上上でででで賛賛賛賛同同同同いただけるようないただけるようないただけるようないただけるような地地地地元元元元のののの方方方方 々々々々のののの十分十分十分十分なななな理理理理解解解解をををを得得得得るたるたるたるためのめのめのめの、、、、物物物物をもってをもってをもってをもって返返返返すというのですかすというのですかすというのですかすというのですか、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで建建建建てるからてるからてるからてるから、、、、後後後後はこれするからとはこれするからとはこれするからとはこれするからということもいうこともいうこともいうことも大事大事大事大事なことですけれどもなことですけれどもなことですけれどもなことですけれども、、、、高高高高度度度度医療医療医療医療をををを実現実現実現実現するというするというするというするという県県県県民民民民のののの大大大大きなきなきなきな願願願願いいいい、、、、そしそしそしそしてまたてまたてまたてまた奈良県奈良県奈良県奈良県民民民民のののの健康健康健康健康をををを維維維維持持持持しししし、、、、かつかつかつかつ新新新新しいしいしいしい分野分野分野分野にににに挑戦挑戦挑戦挑戦していくというしていくというしていくというしていくという非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな前提前提前提前提があるわけですのでがあるわけですのでがあるわけですのでがあるわけですので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はははは例例例例えばなくなるえばなくなるえばなくなるえばなくなる感感感感情情情情というのですかというのですかというのですかというのですか、、、、今今今今までまでまでまで愛愛愛愛着着着着のあったのあったのあったのあった、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは親親親親ししししみみみみのあったのあったのあったのあった病院病院病院病院がががが地地地地元元元元のののの人人人人にとってにとってにとってにとってみみみみたらたらたらたら消消消消えていくことにえていくことにえていくことにえていくことに対対対対するするするする、、、、そういそういそういそういうううう思思思思いがあるといがあるといがあるといがあると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、そこがそこがそこがそこが今今今今のののの話話話話しししし合合合合いのいのいのいの一一一一番番番番ののののポポポポイイイイントントントントではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。できることについてはできることについてはできることについてはできることについては、、、、当然当然当然当然願願願願っていることであるけれどもっていることであるけれどもっていることであるけれどもっていることであるけれども、、、、話話話話しししし合合合合いのいのいのいのプロセスプロセスプロセスプロセスというというというというのですかのですかのですかのですか、、、、そこのところをそこのところをそこのところをそこのところを間間間間違違違違わないようわないようわないようわないよう、、、、十分十分十分十分なななな誠誠誠誠意意意意をををを持持持持ってってってって話話話話をしてもらいたいといをしてもらいたいといをしてもらいたいといをしてもらいたいといううううぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。あとあとあとあと、、、、これをするからいいではないかということではなくてこれをするからいいではないかということではなくてこれをするからいいではないかということではなくてこれをするからいいではないかということではなくて、、、、慎慎慎慎重的重的重的重的にそこのところはにそこのところはにそこのところはにそこのところは
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やっておくやっておくやっておくやっておく、、、、理理理理解解解解をををを得得得得られるようなられるようなられるようなられるような、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを十分十分十分十分尽尽尽尽くしてほしいとくしてほしいとくしてほしいとくしてほしいと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そうでないとそうでないとそうでないとそうでないと、、、、新新新新しいしいしいしい拠拠拠拠点点点点をつくることについてはをつくることについてはをつくることについてはをつくることについては何何何何らもうらもうらもうらもう異異異異論論論論はないのですはないのですはないのですはないのです。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、それはもうそれはもうそれはもうそれはもう地地地地元元元元とのとのとのとの話話話話しししし合合合合いにいにいにいに誠誠誠誠意意意意をををを尽尽尽尽くしてほしいというくしてほしいというくしてほしいというくしてほしいという、、、、そのそのそのその１１１１点点点点ですですですです。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、このことについてはこのことについてはこのことについてはこのことについては何何何何もももも言言言言うことはないのですがうことはないのですがうことはないのですがうことはないのですが、、、、新新新新しくしくしくしく病院病院病院病院にににに期期期期待待待待するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、そこそこそこそこのところをのところをのところをのところを強強強強くくくく述述述述べべべべていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思うううう。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。副委員長副委員長副委員長副委員長でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、質問質問質問質問がががが最後最後最後最後になったのですけれどもになったのですけれどもになったのですけれどもになったのですけれども、、、、当当当当初初初初○○○○小泉副委員長小泉副委員長小泉副委員長小泉副委員長からからからから六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区がいいというがいいというがいいというがいいという立立立立場場場場でででで見見見見ささささせていただいていたわけでございますけれどもせていただいていたわけでございますけれどもせていただいていたわけでございますけれどもせていただいていたわけでございますけれども、、、、今今今今、、、、神田委員神田委員神田委員神田委員やややや安井委員安井委員安井委員安井委員ささささんがんがんがんが述述述述べべべべておられましたようにておられましたようにておられましたようにておられましたように、、、、地地地地元元元元のののの皆皆皆皆様様様様にどれだけにどれだけにどれだけにどれだけ温温温温かくかくかくかくしてあしてあしてあしてあげげげげられるかということがられるかということがられるかということがられるかということが県政県政県政県政にとってはにとってはにとってはにとっては必必必必要要要要でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点でででで若干若干若干若干いろんなことをいろんなことをいろんなことをいろんなことを聞聞聞聞きたいのですけれどもきたいのですけれどもきたいのですけれどもきたいのですけれども、、、、１１１１つはつはつはつは地域地域地域地域のののの身近身近身近身近なななな医療医療医療医療のののの提提提提供供供供というというというという問題問題問題問題はははは、、、、これはいつからこれはいつからこれはいつからこれはいつから出出出出てきたのかとてきたのかとてきたのかとてきたのかと、、、、そのそのそのその話話話話がががが。。。。今今今今までのまでのまでのまでの委員会委員会委員会委員会でそのでそのでそのでその話話話話はははは出出出出てこなかったわてこなかったわてこなかったわてこなかったわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、そのそのそのその話話話話はいつからはいつからはいつからはいつから出出出出てきたのかてきたのかてきたのかてきたのか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、２２２２つつつつ目目目目のののの問題問題問題問題はははは、、、、奈良奈良奈良奈良市市市市をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、奈良奈良奈良奈良市市市市のののの医医医医師師師師会会会会やいろんなやいろんなやいろんなやいろんな人人人人たちがたちがたちがたちが集集集集ままままってってってって委員会委員会委員会委員会をやるということですけれどもをやるということですけれどもをやるということですけれどもをやるということですけれども、、、、そのそのそのその委員会委員会委員会委員会はいつごろはいつごろはいつごろはいつごろ立立立立ちちちち上上上上げげげげられるのかとられるのかとられるのかとられるのかといういういういう問題問題問題問題がががが２２２２つつつつ目目目目。。。。３３３３つつつつ目目目目はははは、、、、今今今今２２２２人人人人のののの委員委員委員委員がががが言言言言われたようなわれたようなわれたようなわれたような、、、、地域地域地域地域にににに対対対対してそういったごしてそういったごしてそういったごしてそういったご理理理理解解解解をいただくをいただくをいただくをいただくためためためため、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた地域地域地域地域のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方のごのごのごのご意意意意見見見見をををを聞聞聞聞くくくく場場場場。。。。今今今今までもまでもまでもまでも何何何何回回回回もももも話話話話しししし合合合合いはいはいはいはさささされたれたれたれたとととと思思思思うわけですけれどもうわけですけれどもうわけですけれどもうわけですけれども、、、、このこのこのこの問題問題問題問題でででで正正正正面面面面からからからから切切切切ってってってって話話話話をしていかれてをしていかれてをしていかれてをしていかれて、、、、そしてまたいろそしてまたいろそしてまたいろそしてまたいろんなんなんなんな意意意意見見見見をををを聞聞聞聞いていくということはいていくということはいていくということはいていくということは、、、、大大大大体体体体いつごろのいつごろのいつごろのいつごろの思思思思いをいをいをいを持持持持っておられるかというとこっておられるかというとこっておられるかというとこっておられるかというとこらららら辺辺辺辺のののの見見見見通通通通しをしっかりしをしっかりしをしっかりしをしっかり聞聞聞聞かかかかささささせていただいてせていただいてせていただいてせていただいて、、、、請願請願請願請願にににに対対対対するするするする態態態態度表度表度表度表明明明明をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思ってってってっておりますのでおりますのでおりますのでおりますので、、、、ひひひひとつよろしくおとつよろしくおとつよろしくおとつよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。３３３３点点点点ばかりばかりばかりばかり、、、、小泉委員小泉委員小泉委員小泉委員からのごからのごからのごからのご質問質問質問質問でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長このこのこのこの身近身近身近身近なななな医療医療医療医療のののの考考考考ええええ方方方方についていつごろからということでございますけれどもについていつごろからということでございますけれどもについていつごろからということでございますけれどもについていつごろからということでございますけれども、、、、これこれこれこれはははは庁庁庁庁内内内内でででで検討検討検討検討しているのはいつからとしているのはいつからとしているのはいつからとしているのはいつからと、、、、はっきりはっきりはっきりはっきり何何何何月月月月何何何何日日日日ということはないのですけれどということはないのですけれどということはないのですけれどということはないのですけれどもももも、、、、年末年末年末年末にににに臨臨臨臨時時時時にににに厚厚厚厚生生生生委員会委員会委員会委員会をををを開開開開いていただきましていていただきましていていただきましていていただきまして、、、、現地現地現地現地でもごでもごでもごでもご意意意意見見見見をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、ささささまざまこのまざまこのまざまこのまざまこの委員会委員会委員会委員会のののの中中中中でごでごでごでご意意意意見見見見をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた中中中中でででで、、、、移転移転移転移転するするするする場場場場合合合合についてもについてもについてもについても地地地地元元元元のことのことのことのこともももも考考考考えてということでごえてということでごえてということでごえてということでご意意意意見見見見をいただきましたのでをいただきましたのでをいただきましたのでをいただきましたので、、、、具具具具体体体体的的的的にといいますとにといいますとにといいますとにといいますと年末年末年末年末ぐぐぐぐらいからいからいからいからららら庁庁庁庁内内内内でででで議議議議論論論論をををを重重重重ねてきたところでございますねてきたところでございますねてきたところでございますねてきたところでございます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、資料資料資料資料のののの８８８８ペペペペーーーージジジジにににに記記記記載載載載をしておりますけれどもをしておりますけれどもをしておりますけれどもをしておりますけれども、、、、地域地域地域地域のののの方方方方をををを交交交交えたえたえたえた協協協協議会議会議会議会といといといということでございますけれどもうことでございますけれどもうことでございますけれどもうことでございますけれども、、、、これまでこれまでこれまでこれまで地域地域地域地域のののの方方方方、、、、特特特特にににに伏伏伏伏見見見見南南南南、、、、地地地地元元元元のののの方方方方についてはについてはについてはについては、、、、自自自自
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治治治治会会会会のののの役役役役員員員員ささささんもんもんもんも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの説明会説明会説明会説明会をををを過過過過去去去去４４４４回回回回ほどやってございますほどやってございますほどやってございますほどやってございます。。。。そのそのそのその場場場場ではいろんなごではいろんなごではいろんなごではいろんなご意意意意見見見見をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております。。。。先先先先ほどほどほどほど、、、、武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長からもからもからもからも説明説明説明説明ささささせてせてせてせていただいておるところもありますけれどもいただいておるところもありますけれどもいただいておるところもありますけれどもいただいておるところもありますけれども、、、、主主主主にこれまでにこれまでにこれまでにこれまで３０３０３０３０年年年年来来来来、、、、病院病院病院病院がががが身近身近身近身近にあってにあってにあってにあって安安安安心心心心ができたということにができたということにができたということにができたということに対対対対するごするごするごするご不不不不満満満満のののの声声声声がががが一一一一番多番多番多番多くございましたくございましたくございましたくございました。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、特特特特にににに、、、、切切切切りりりり傷傷傷傷でけがをしたでけがをしたでけがをしたでけがをした、、、、骨折骨折骨折骨折をしたをしたをしたをした、、、、風風風風邪邪邪邪をををを引引引引いたということについてもいたということについてもいたということについてもいたということについても近近近近くにあるからこくにあるからこくにあるからこくにあるからこれまでれまでれまでれまで安安安安心心心心できたというできたというできたというできたという声声声声もおもおもおもお聞聞聞聞きをしているところでございますきをしているところでございますきをしているところでございますきをしているところでございます。。。。このこのこのこの８８８８ペペペペーーーージジジジののののイイイイメメメメーーーージジジジですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これはまだこれはまだこれはまだこれはまだ固固固固まったものでもまったものでもまったものでもまったものでも何何何何でもございませでもございませでもございませでもございませんでしてんでしてんでしてんでして、、、、地域地域地域地域のののの方方方方のののの身近身近身近身近なななな医療医療医療医療をををを支支支支えるえるえるえる中中中中でででで、、、、これからこれからこれからこれから５５５５年先年先年先年先、、、、１０１０１０１０年先年先年先年先をををを見見見見ていきまていきまていきまていきますとすとすとすとささささらにらにらにらに皆皆皆皆ささささんんんん高高高高齢齢齢齢化化化化ももももさささされますしれますしれますしれますし、、、、おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの方方方方もそういうもそういうもそういうもそういうふふふふうになってくるといううになってくるといううになってくるといううになってくるということでことでことでことで、、、、ますますますますますますますます在在在在宅宅宅宅医療医療医療医療のののの需需需需要要要要ががががふふふふえるというえるというえるというえるという中中中中でででで、、、、このこのこのこの枠枠枠枠組組組組みみみみをををを進進進進めていこうとしまめていこうとしまめていこうとしまめていこうとしましたらしたらしたらしたら、、、、地域地域地域地域のののの方方方方、、、、地地地地元元元元奈良奈良奈良奈良市市市市、、、、それからそれからそれからそれから奈良奈良奈良奈良市市市市のののの医医医医師師師師会会会会のののの先先先先生方生方生方生方、、、、いろんないろんないろんないろんな方方方方にごにごにごにご協力協力協力協力をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて、、、、どういうどういうどういうどういう形形形形がががが本本本本当当当当にいいのかということをおにいいのかということをおにいいのかということをおにいいのかということをお聞聞聞聞きをしながらきをしながらきをしながらきをしながら一一一一緒緒緒緒にににに進進進進めてめてめてめていくいくいくいく必必必必要要要要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、、、、これについてはこのこれについてはこのこれについてはこのこれについてはこの議会議会議会議会のののの議議議議論論論論もももも踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、こういうよこういうよこういうよこういうようなうなうなうな取取取取りりりり組組組組みみみみがががが必必必必要要要要だというだというだというだという声声声声がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、そのそのそのその時時時時点点点点からまたからまたからまたからまたささささまざまなまざまなまざまなまざまな方方方方におにおにおにお声声声声掛掛掛掛けをしてけをしてけをしてけをして、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ早早早早くいろんなくいろんなくいろんなくいろんな形形形形でででで協協協協議議議議のののの場場場場づづづづくりをしていきたいということでくりをしていきたいということでくりをしていきたいということでくりをしていきたいということで、、、、今今今今のののの時時時時点点点点でででで何何何何月月月月にこれをやりたいとかやるとかいうようなめどはにこれをやりたいとかやるとかいうようなめどはにこれをやりたいとかやるとかいうようなめどはにこれをやりたいとかやるとかいうようなめどは立立立立っておりませんけれどもっておりませんけれどもっておりませんけれどもっておりませんけれども、、、、ままままずずずずはははは地域地域地域地域のののの方方方方のごのごのごのご理理理理解解解解をいただくというをいただくというをいただくというをいただくというプロセスプロセスプロセスプロセスがががが先先先先とととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。以上以上以上以上でございでございでございでございますますますます。。。。 そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、今今今今のところはいろんなのところはいろんなのところはいろんなのところはいろんな論論論論議議議議をしながらをしながらをしながらをしながら皆皆皆皆様様様様方方方方とととと協協協協議議議議をしなをしなをしなをしな○○○○小泉副委員長小泉副委員長小泉副委員長小泉副委員長がらがらがらがら、、、、具具具具体体体体的的的的にににに形形形形をつくっていくというをつくっていくというをつくっていくというをつくっていくという話話話話ですからですからですからですから、、、、見見見見直直直直しはまだしはまだしはまだしはまだ先先先先のののの話話話話のようなのようなのようなのような感感感感じじじじががががしますしますしますします。。。。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、、、、県県県県のののの先先先先ほどほどほどほど出出出出さささされましたれましたれましたれましたスケジュスケジュスケジュスケジューーーールルルル。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度、、、、平平平平成成成成２４２４２４２４年年年年度度度度はははは設計設計設計設計となっておりますしとなっておりますしとなっておりますしとなっておりますし、、、、六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区だからだからだからだから４４４４年年年年間間間間ということだからということだからということだからということだから、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度からからからから４４４４年年年年間間間間でででで平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年度度度度ぐぐぐぐらいからいからいからいか平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年度度度度ぐぐぐぐらいにできてらいにできてらいにできてらいにできて、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年度度度度ぐぐぐぐらいにはらいにはらいにはらいにはオオオオーーーープンプンプンプンできるのではいかというできるのではいかというできるのではいかというできるのではいかという見見見見直直直直しをしをしをしを持持持持っていたのですけれどもっていたのですけれどもっていたのですけれどもっていたのですけれども、、、、今今今今これこれこれこれだけでもだけでもだけでもだけでも６６６６年年年年後後後後になるのですになるのですになるのですになるのです。。。。平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度からいきますとからいきますとからいきますとからいきますと平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年度度度度からからからからオオオオーーーープンプンプンプンとととということになりますしいうことになりますしいうことになりますしいうことになりますし、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点でででで６６６６年先年先年先年先とととと。。。。いろんなことをいきますといろんなことをいきますといろんなことをいきますといろんなことをいきますと、、、、これがおくこれがおくこれがおくこれがおくれるとかいうことはないのかどうかというれるとかいうことはないのかどうかというれるとかいうことはないのかどうかというれるとかいうことはないのかどうかという心配心配心配心配がががが一一一一つはつはつはつは出出出出てくるわけですしてくるわけですしてくるわけですしてくるわけですし、、、、しかししかししかししかし、、、、着着着着 々々々々とととと県県県県はははは準準準準備備備備をををを進進進進められておられるわけですからめられておられるわけですからめられておられるわけですからめられておられるわけですから、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺とのとのとのとの整合整合整合整合性性性性はきっちりしてはきっちりしてはきっちりしてはきっちりしていかなければいかなければいかなければいかなければ、、、、大大大大変変変変でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、地地地地元元元元対対対対策策策策はきっちりとしていただくはきっちりとしていただくはきっちりとしていただくはきっちりとしていただく。。。。県県県県はははは進進進進めるめるめるめる



---- 44445555 ----

ことはきっちりことはきっちりことはきっちりことはきっちり進進進進めていただくとしてめていただくとしてめていただくとしてめていただくとして、、、、おくれのないようにおくれのないようにおくれのないようにおくれのないように、、、、ひひひひとつそこらとつそこらとつそこらとつそこら辺辺辺辺のののの配配配配慮慮慮慮をしをしをしをしてててて準準準準備備備備していっていただきたいということをおしていっていただきたいということをおしていっていただきたいということをおしていっていただきたいということをお願願願願いをしておきますいをしておきますいをしておきますいをしておきます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、これをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わりますわりますわりますわります。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号についてについてについてについて採採採採決決決決にににに入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、先先先先にごにごにごにご意意意意見見見見もももも出出出出ましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、委員委員委員委員のののの意意意意見見見見をををを求求求求めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。長年長年長年長年ここにここにここにここに病院病院病院病院があってがあってがあってがあって、、、、そこをそこをそこをそこを１１１１次次次次、、、、２２２２次次次次、、、、３３３３次次次次にににに使使使使っていたっていたっていたっていた周辺周辺周辺周辺のののの住民住民住民住民○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員のののの皆皆皆皆ささささんがんがんがんが、、、、ここでここでここでここで何何何何とかとかとかとか現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えをしてほしいというえをしてほしいというえをしてほしいというえをしてほしいという気気気気持持持持ちはわかりますちはわかりますちはわかりますちはわかります。。。。ですかですかですかですからららら、、、、そのそのそのその点点点点はははは、、、、今今今今後後後後いろんないろんないろんないろんな形形形形でででで県県県県がしっかりとがしっかりとがしっかりとがしっかりと住民住民住民住民とのとのとのとの対話対話対話対話をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、合合合合意意意意をををを得得得得るるるる中中中中でやってほしいとでやってほしいとでやってほしいとでやってほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。地域医療地域医療地域医療地域医療のののの充充充充実実実実ということをいろいろということをいろいろということをいろいろということをいろいろ言言言言ってきましたしってきましたしってきましたしってきましたし、、、、かつてかつてかつてかつて住民住民住民住民からからからから、、、、尼崎尼崎尼崎尼崎のののの病院病院病院病院ができたときにができたときにができたときにができたときに、、、、立立立立派派派派なななな病院病院病院病院があるといってがあるといってがあるといってがあるといって、、、、梶川梶川梶川梶川、、、、あのあのあのあの病院病院病院病院をををを一回見一回見一回見一回見にににに行行行行ってこいといってこいといってこいといってこいといってってってって、、、、今今今今からからからから２０２０２０２０年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前だったとだったとだったとだったと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが行行行行ったことがありますったことがありますったことがありますったことがあります。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県にもにもにもにも、、、、別別別別にににに人人人人にににに見見見見せるためにつくるのではないけれどもせるためにつくるのではないけれどもせるためにつくるのではないけれどもせるためにつくるのではないけれども、、、、こんなこんなこんなこんな立立立立派派派派なななな病院病院病院病院があってがあってがあってがあって、、、、いろんないろんないろんないろんなところからところからところからところから視視視視察察察察にもにもにもにも来来来来てもらえるようなてもらえるようなてもらえるようなてもらえるような高高高高度度度度のののの医療医療医療医療でありでありでありであり、、、、病院病院病院病院でありでありでありであり、、、、しかもしかもしかもしかも研修研修研修研修医医医医もももも喜喜喜喜んでんでんでんで研修研修研修研修にににに奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院をををを選選選選んでもらえるんでもらえるんでもらえるんでもらえる。。。。そのそのそのその中中中中からここにからここにからここにからここに医医医医者者者者がががが定定定定着着着着するするするする。。。。そういったそういったそういったそういったことをことをことをことを夢夢夢夢見見見見ながらながらながらながら、、、、今今今今、、、、六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区にににに移移移移してしてしてして立立立立派派派派なななな病院病院病院病院をつくっていただきたいというこをつくっていただきたいというこをつくっていただきたいというこをつくっていただきたいということでとでとでとで、、、、このこのこのこの請願請願請願請願についてはについてはについてはについては不不不不採択採択採択採択をせざるををせざるををせざるををせざるを得得得得ないというないというないというないという立立立立場場場場でございますでございますでございますでございます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。地域医療地域医療地域医療地域医療再再再再生計画生計画生計画生計画のののの中中中中でででで、、、、このこのこのこの県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院をををを建建建建てててて替替替替えということでえということでえということでえということで、、、、現地現地現地現地でででで○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員建建建建てかえるかてかえるかてかえるかてかえるか、、、、移転移転移転移転してしてしてして建建建建てててて替替替替えるかということをこのえるかということをこのえるかということをこのえるかということをこの４４４４カカカカ月月月月いろいろいろいろいろいろいろいろ県県県県としてもとしてもとしてもとしても検討検討検討検討をををを重重重重ねてこられたということでねてこられたということでねてこられたということでねてこられたということで、、、、こういったこういったこういったこういった病院病院病院病院になるというになるというになるというになるという説明説明説明説明をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。そのそのそのその説明説明説明説明がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか１１１１回回回回ではわからないとではわからないとではわからないとではわからないと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、そのあたりについてはそのあたりについてはそのあたりについてはそのあたりについては、、、、地地地地元元元元のののの方方方方へへへへしっかしっかしっかしっかりとりとりとりと説明説明説明説明責任責任責任責任をををを果果果果たしていただきたいたしていただきたいたしていただきたいたしていただきたい。。。。私私私私もももも地地地地元元元元のののの方方方方のののの思思思思いをいをいをいを受受受受けつつけつつけつつけつつ、、、、地地地地元元元元のののの方方方方がごがごがごがご理理理理解解解解いただくということしかいただくということしかいただくということしかいただくということしか県県県県としてのとしてのとしてのとしての対応対応対応対応はないかなとはないかなとはないかなとはないかなと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明をしをしをしをし続続続続けていただいてけていただいてけていただいてけていただいて、、、、ごごごご理理理理解解解解をいただくということをおをいただくということをおをいただくということをおをいただくということをお願願願願いしていしていしていして、、、、このこのこのこの件件件件についてはについてはについてはについては不不不不採択採択採択採択ととととささささせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。地地地地元元元元のののの長長長長いいいい間間間間のののの病院病院病院病院にににに対対対対するするするするささささまざまなまざまなまざまなまざまな思思思思いというのがいというのがいというのがいというのが請願請願請願請願のののの中中中中にににに込込込込められめられめられめられ○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員ていたとていたとていたとていたと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。県県県県のののの今今今今のののの説明説明説明説明ではではではでは、、、、新新新新しいところにしいところにしいところにしいところに移転移転移転移転したしたしたした方方方方がががが望望望望ましいだろましいだろましいだろましいだろうといううといううといううという思思思思いはありますけれどもいはありますけれどもいはありますけれどもいはありますけれども、、、、そのあたりをそのあたりをそのあたりをそのあたりを地地地地元元元元とととと共有共有共有共有できるようなできるようなできるようなできるような努力努力努力努力をもっとしをもっとしをもっとしをもっとしていただきたいということをていただきたいということをていただきたいということをていただきたいということを思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、私私私私といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては継継継継続続続続ということでおということでおということでおということでお願願願願いいいいしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。
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言言言言ったのはったのはったのはったのは、、、、議会議会議会議会としてとしてとしてとして今今今今のところでのところでのところでのところで採択採択採択採択というよりもというよりもというよりもというよりも、、、、それはもうそれはもうそれはもうそれはもう県県県県のののの進進進進○○○○高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員めるところにめるところにめるところにめるところに任任任任せるというせるというせるというせるという委員委員委員委員がいましたけれどもがいましたけれどもがいましたけれどもがいましたけれども、、、、そうではなしにそうではなしにそうではなしにそうではなしに、、、、ささささっきっきっきっき言言言言ったようったようったようったようにににに、、、、４４４４月月月月にににに新新新新たにたにたにたに当当当当選選選選してきたしてきたしてきたしてきた人人人人がががが２２２２カカカカ月月月月、、、、３３３３カカカカ月月月月のののの中中中中でででで、、、、本本本本当当当当にににに深深深深くくくく短短短短期間期間期間期間にそれをにそれをにそれをにそれを集集集集中的中的中的中的にににに論論論論議議議議するということもするということもするということもするということも必必必必要要要要だしだしだしだし、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに北北北北和地域医療連携和地域医療連携和地域医療連携和地域医療連携協協協協議会議会議会議会もももも含含含含めてめてめてめて、、、、議議議議会会会会のののの立立立立場場場場でそのでそのでそのでその調調調調整整整整にににに入入入入るるるる。。。。だからだからだからだから、、、、六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区にににに移移移移すすすす移移移移ささささないというないというないというないという話話話話はははは、、、、移移移移したしたしたした方方方方ががががいいということでいいということでいいということでいいということで、、、、県県県県がががが勧勧勧勧めているのはめているのはめているのはめているのは十分十分十分十分わかりますしわかりますしわかりますしわかりますし、、、、今今今今のところよりのところよりのところよりのところより、、、、私私私私のののの感感感感じじじじととととしてはしてはしてはしては移移移移していくというのもしていくというのもしていくというのもしていくというのも１１１１つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな判判判判断断断断とととと思思思思っているけれどもっているけれどもっているけれどもっているけれども、、、、取取取取りりりり残残残残しているしているしているしている問問問問題題題題があるのですがあるのですがあるのですがあるのです、、、、おおおお二人二人二人二人がががが言言言言っているようにっているようにっているようにっているように。。。。かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医をををを持持持持っていないっていないっていないっていない市民市民市民市民がががが病院病院病院病院からからからから退退退退院院院院したときにしたときにしたときにしたときに、、、、みみみみんなんなんなんな路頭路頭路頭路頭にににに迷迷迷迷っているっているっているっているのですのですのですのです。。。。議員議員議員議員にににに皆皆皆皆、、、、頼頼頼頼ってくるのですってくるのですってくるのですってくるのです、、、、どこがいいのですかどこがいいのですかどこがいいのですかどこがいいのですか、、、、医医医医者者者者がががが出出出出ていけとていけとていけとていけと言言言言うのだうのだうのだうのだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、行行行行くところがないのですというくところがないのですというくところがないのですというくところがないのですという話話話話をするのですをするのですをするのですをするのです。。。。そういうときもそういうときもそういうときもそういうときも含含含含めてめてめてめて、、、、本本本本当当当当にににに行行行行政政政政とかとかとかとか医医医医師師師師会会会会がががが連携連携連携連携してしてしてして次次次次のののの病院病院病院病院をををを探探探探していくということもしていくということもしていくということもしていくということも含含含含めてきちっとするのだめてきちっとするのだめてきちっとするのだめてきちっとするのだということがということがということがということが、、、、ここのここのここのここの平平平平松松松松地地地地区区区区のののの人人人人にににに対対対対するするするする回回回回答答答答になるとになるとになるとになると思思思思うしうしうしうし、、、、そういうそういうそういうそういう論論論論議議議議のののの結論結論結論結論ままままでででで出出出出ささささなくてもなくてもなくてもなくても、、、、頭頭頭頭出出出出しまでしまでしまでしまで、、、、議会議会議会議会がががが特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会をこしらえてをこしらえてをこしらえてをこしらえて、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを平平平平松松松松地地地地区区区区のののの人人人人はははは言言言言っているということでっているということでっているということでっているということで、、、、わかったというわかったというわかったというわかったという話話話話になったらになったらになったらになったら進進進進みみみみますでしますでしますでしますでしょょょょうううう。。。。そういそういそういそういうううう担保担保担保担保もとらないでもとらないでもとらないでもとらないで、、、、いやいやいやいや、、、、いいいいいいいい話話話話やんかやんかやんかやんか、、、、それはそれはそれはそれは、、、、いいいいいいいい病院病院病院病院をつくってほしいというをつくってほしいというをつくってほしいというをつくってほしいという話話話話はははは、、、、何何何何かかかか議会議会議会議会としてとしてとしてとして調調調調査査査査権権権権やややや論論論論議議議議していくことをしていくことをしていくことをしていくことを逆逆逆逆にににに放放放放棄棄棄棄していることにしていることにしていることにしていることに近近近近いといといといと思思思思っていっていっていっていますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、継継継継続続続続とととと改改改改めてめてめてめて言言言言いますいますいますいます。。。。ほかにほかにほかにほかに。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長このこのこのこの地域地域地域地域のののの中中中中核核核核病院病院病院病院をつくるとをつくるとをつくるとをつくると、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた救急救急救急救急やややや高高高高度度度度医療医療医療医療をつくるのだとをつくるのだとをつくるのだとをつくるのだと○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員いういういういう、、、、そのそのそのその方向方向方向方向にににに向向向向かってはかってはかってはかっては大大大大いにこのいにこのいにこのいにこの事事事事業業業業はははは進進進進めてもらいたいとめてもらいたいとめてもらいたいとめてもらいたいと思思思思っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。今今今今、、、、高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員もそういうもそういうもそういうもそういう思思思思いでいでいでいで言言言言われているのだろうとわれているのだろうとわれているのだろうとわれているのだろうと思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、地域地域地域地域のののの方方方方 々々々々のののの意意意意見見見見をををを聞聞聞聞くくくく中中中中でこのでこのでこのでこの請願請願請願請願がががが出出出出てきたとてきたとてきたとてきたと思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、どちらにしてもどちらにしてもどちらにしてもどちらにしても両両両両者者者者のののの意意意意見見見見がががが交交交交わらないわらないわらないわらない部部部部分分分分があるかもわかりませんけれどもがあるかもわかりませんけれどもがあるかもわかりませんけれどもがあるかもわかりませんけれども、、、、請願請願請願請願をををを継継継継続続続続してもしてもしてもしても今今今今期期期期でででで終終終終わるわけわるわけわるわけわるわけですのでですのでですのでですので、、、、今今今今継継継継続続続続してしてしてして議会議会議会議会でででで取取取取りりりり組組組組んでいくというのはんでいくというのはんでいくというのはんでいくというのは、、、、次次次次のののの改選改選改選改選をををを迎迎迎迎えてえてえてえて新新新新たなたなたなたな議会議会議会議会のののの機能機能機能機能のありのありのありのあり方方方方とかそういうのをとかそういうのをとかそういうのをとかそういうのを検討検討検討検討さささされていますのでれていますのでれていますのでれていますので、、、、十分十分十分十分取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく時間時間時間時間とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは十分十分十分十分なななな審議審議審議審議ができるができるができるができる機機機機会会会会はははは十分十分十分十分あるわけであるわけであるわけであるわけで、、、、このこのこのこの請願請願請願請願についてどうするかとについてどうするかとについてどうするかとについてどうするかと、、、、今今今今ののののこのこのこのこの与与与与えられたえられたえられたえられた時間時間時間時間のののの中中中中ではではではでは、、、、継継継継続続続続にしてもにしてもにしてもにしても４４４４月月月月のののの任任任任期期期期でででで終終終終わってしまうということであわってしまうということであわってしまうということであわってしまうということであればればればれば、、、、はっきりすはっきりすはっきりすはっきりすべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思うううう観点観点観点観点からからからから、、、、不不不不採択採択採択採択にするにするにするにする方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思いますいますいますいます。。。。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。。。。
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ほかにほかにほかにほかに。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長いいですかいいですかいいですかいいですか。。。。安井委員安井委員安井委員安井委員とととと同同同同じじじじ思思思思いですいですいですいです。。。。こちらがこちらがこちらがこちらが解解解解決決決決してからこういうしてからこういうしてからこういうしてからこういう話話話話をををを○○○○神田委員神田委員神田委員神田委員したらいいというしたらいいというしたらいいというしたらいいという高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員のののの思思思思いもわかりますけれどもいもわかりますけれどもいもわかりますけれどもいもわかりますけれども、、、、急急急急いでいでいでいで早早早早くくくく、、、、ちちちちゃゃゃゃんとしなけれんとしなけれんとしなけれんとしなければいけないのだったらばいけないのだったらばいけないのだったらばいけないのだったら、、、、並並並並行行行行してやっていくこともしてやっていくこともしてやっていくこともしてやっていくことも大事大事大事大事なことだとなことだとなことだとなことだと、、、、時時時時とととと場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては。。。。だからだからだからだから、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でそのでそのでそのでその地域地域地域地域のののの方方方方たちにたちにたちにたちに納納納納得得得得してもらえるようなことをやっているかとしてもらえるようなことをやっているかとしてもらえるようなことをやっているかとしてもらえるようなことをやっているかと我我我我 々々々々がしっかりとがしっかりとがしっかりとがしっかりと県県県県にににに言言言言っていったらいいとっていったらいいとっていったらいいとっていったらいいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、今今今今後後後後もももも。。。。だからだからだからだから、、、、結結結結果果果果はははは一一一一緒緒緒緒ですですですです、、、、安井委員安井委員安井委員安井委員とととと。。。。今議会今議会今議会今議会でででで請願請願請願請願がががが継継継継続続続続になればになればになればになれば流流流流れてしまうわけですけれどもれてしまうわけですけれどもれてしまうわけですけれどもれてしまうわけですけれども、、、、先先先先ほどほどほどほど質質質質○○○○小泉副委員長小泉副委員長小泉副委員長小泉副委員長問問問問いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。地地地地元元元元にににに対対対対してしてしてして今今今今のののの地域医療地域医療地域医療地域医療のののの問題問題問題問題とかいろんなことはどうなんだととかいろんなことはどうなんだととかいろんなことはどうなんだととかいろんなことはどうなんだと言言言言っっっったらたらたらたら、、、、まだそのまだそのまだそのまだその話話話話ががががさささされていないというれていないというれていないというれていないという状況状況状況状況、、、、地地地地元元元元のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方はははは新聞新聞新聞新聞とかでいろんなとかでいろんなとかでいろんなとかでいろんな問題問題問題問題があるということをがあるということをがあるということをがあるということを知知知知ってられるかわからないけれどもってられるかわからないけれどもってられるかわからないけれどもってられるかわからないけれども、、、、きっちりときっちりときっちりときっちりと話話話話をををを正正正正面面面面からしてからしてからしてからして、、、、そのそのそのその話話話話をしをしをしをし合合合合っているというっているというっているというっているという状況状況状況状況がががが必必必必要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うわけでございますしうわけでございますしうわけでございますしうわけでございますし、、、、継継継継続続続続にしにしにしにしたところでそれでたところでそれでたところでそれでたところでそれで終終終終わるわけですからわるわけですからわるわけですからわるわけですから、、、、県県県県がががが六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区にににに建建建建設設設設するということにするということにするということにするということに対対対対してはしてはしてはしては大大大大きなきなきなきな支支支支障障障障はないのではないかとはないのではないかとはないのではないかとはないのではないかと思思思思ったりするわけですったりするわけですったりするわけですったりするわけです。。。。そういうそういうそういうそういう点点点点でいくとでいくとでいくとでいくと、、、、地域地域地域地域住民住民住民住民のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方はははは先先先先ほどほどほどほど温温温温かくとかくとかくとかくと言言言言いましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点でいったらそういうでいったらそういうでいったらそういうでいったらそういう配配配配慮慮慮慮ををををしてあしてあしてあしてあげげげげてもいいのではないかとてもいいのではないかとてもいいのではないかとてもいいのではないかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、継継継継続続続続にしてはどうかとにしてはどうかとにしてはどうかとにしてはどうかと思思思思うわけでございうわけでございうわけでございうわけでございますますますます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、ほかはもうないですねほかはもうないですねほかはもうないですねほかはもうないですね。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長それではそれではそれではそれでは、、、、ただいまよりただいまよりただいまよりただいまより請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号についてについてについてについて採採採採決決決決をををを行行行行いますいますいますいます。。。。請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号のののの採採採採決決決決についてについてについてについて、、、、継継継継続続続続審査審査審査審査のののの発言発言発言発言がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、ままままずずずず継継継継続続続続審査審査審査審査についてについてについてについて起起起起立立立立によりによりによりにより採採採採決決決決をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号についてについてについてについて、、、、継継継継続続続続審査審査審査審査とすることにとすることにとすることにとすることに賛賛賛賛成成成成のののの方方方方はごはごはごはご起起起起立願立願立願立願いますいますいますいます。。。。（（（（賛賛賛賛成成成成者起者起者起者起立立立立））））起起起起立立立立少数少数少数少数でありますでありますでありますであります。。。。よってよってよってよって、、、、請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号はははは、、、、継継継継続続続続審査審査審査審査としないことにとしないことにとしないことにとしないことに決決決決しましたしましたしましたしました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号についてについてについてについて、、、、採択採択採択採択とすることをとすることをとすることをとすることを起起起起立立立立によりによりによりにより採採採採決決決決いたしいたしいたしいたし○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長ますますますます。。。。よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号をををを採択採択採択採択することにすることにすることにすることに賛賛賛賛成成成成のののの方方方方のののの起起起起立立立立をををを求求求求めますめますめますめます。。。。（（（（賛賛賛賛成成成成者起者起者起者起立立立立））））起起起起立立立立なしでございますなしでございますなしでございますなしでございます。。。。よってよってよってよって、、、、請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号はははは不不不不採択採択採択採択とすることにとすることにとすることにとすることに決決決決しましたしましたしましたしました。。。。これをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして、、、、請願請願請願請願のののの審査審査審査審査をををを終終終終わりますわりますわりますわります。。。。
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それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次にににに、、、、委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告についてでありますがについてでありますがについてでありますがについてでありますが、、、、正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長にごにごにごにご一一一一任任任任願願願願えますかえますかえますかえますか。。。。（（（（ 異異異異議議議議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、そのようにそのようにそのようにそのようにささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。次回次回次回次回のののの当当当当委員会委員会委員会委員会はははは、、、、定例会中定例会中定例会中定例会中のののの３３３３月月月月２２２２日水日水日水日水曜曜曜曜のののの本会議本会議本会議本会議終終終終了了了了後後後後にににに開開開開催催催催することといたしますることといたしますることといたしますることといたしますすすす。。。。これをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして、、、、本日本日本日本日のののの委員会委員会委員会委員会をををを終終終終わりますわりますわりますわります。。。。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。。。。


