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決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、＜南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、＜南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、＜南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、

県土マネジメント部、まちづくり推進局＞県土マネジメント部、まちづくり推進局＞県土マネジメント部、まちづくり推進局＞県土マネジメント部、まちづくり推進局＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２６年１０月１５日（水） １３：１７～１５：０１平成２６年１０月１５日（水） １３：１７～１５：０１平成２６年１０月１５日（水） １３：１７～１５：０１平成２６年１０月１５日（水） １３：１７～１５：０１

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 １１名１１名１１名１１名

国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長国中 憲治 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

宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員

大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員

岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 松谷 副知事松谷 副知事松谷 副知事松谷 副知事

江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

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

加藤 県土マネジメント部長加藤 県土マネジメント部長加藤 県土マネジメント部長加藤 県土マネジメント部長

林 まちづくり推進局長林 まちづくり推進局長林 まちづくり推進局長林 まちづくり推進局長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 １名１名１名１名

議 事議 事議 事議 事 議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について

〈会議の経過〉〈会議の経過〉〈会議の経過〉〈会議の経過〉

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 皆さん、ご苦労様でございます。皆さん、ご苦労様でございます。皆さん、ご苦労様でございます。皆さん、ご苦労様でございます。

ただいまから会議を再開いたします。ただいまから会議を再開いたします。ただいまから会議を再開いたします。ただいまから会議を再開いたします。
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午後の傍聴者は１名であります。午後の傍聴者は１名であります。午後の傍聴者は１名であります。午後の傍聴者は１名であります。

理事者において、中澤公園緑地課長が欠席をされており、かわりに山田公園緑地課主幹理事者において、中澤公園緑地課長が欠席をされており、かわりに山田公園緑地課主幹理事者において、中澤公園緑地課長が欠席をされており、かわりに山田公園緑地課主幹理事者において、中澤公園緑地課長が欠席をされており、かわりに山田公園緑地課主幹

が出席をしていただいておりますので、ご了承願います。が出席をしていただいておりますので、ご了承願います。が出席をしていただいておりますので、ご了承願います。が出席をしていただいておりますので、ご了承願います。

それでは、日程に従い、南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マネジメントそれでは、日程に従い、南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マネジメントそれでは、日程に従い、南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マネジメントそれでは、日程に従い、南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マネジメント

部、まちづくり推進局の審査を行います。部、まちづくり推進局の審査を行います。部、まちづくり推進局の審査を行います。部、まちづくり推進局の審査を行います。

これより質疑に入ります。これより質疑に入ります。これより質疑に入ります。これより質疑に入ります。

その他の事項も含めて、質疑等があれば、ご発言を願いたいと思います。その他の事項も含めて、質疑等があれば、ご発言を願いたいと思います。その他の事項も含めて、質疑等があれば、ご発言を願いたいと思います。その他の事項も含めて、質疑等があれば、ご発言を願いたいと思います。

なお、理事者の皆さんは、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いをいたしまなお、理事者の皆さんは、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いをいたしまなお、理事者の皆さんは、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いをいたしまなお、理事者の皆さんは、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いをいたしま

す。す。す。す。

それでは、発言をお願いいたします。それでは、発言をお願いいたします。それでは、発言をお願いいたします。それでは、発言をお願いいたします。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 まず、第１点目でございますが、地域おこし協力隊、いわゆるふるさと復興協まず、第１点目でございますが、地域おこし協力隊、いわゆるふるさと復興協まず、第１点目でございますが、地域おこし協力隊、いわゆるふるさと復興協まず、第１点目でございますが、地域おこし協力隊、いわゆるふるさと復興協

力隊というのが、今、復興の関係で取り組んでいただいており、活動を開始されていまし力隊というのが、今、復興の関係で取り組んでいただいており、活動を開始されていまし力隊というのが、今、復興の関係で取り組んでいただいており、活動を開始されていまし力隊というのが、今、復興の関係で取り組んでいただいており、活動を開始されていまし

て、３年でその方々への手当などのいろいろな制度が打ち切られるわけでございます。こて、３年でその方々への手当などのいろいろな制度が打ち切られるわけでございます。こて、３年でその方々への手当などのいろいろな制度が打ち切られるわけでございます。こて、３年でその方々への手当などのいろいろな制度が打ち切られるわけでございます。こ

の方々を定着という形にどう持っていくのかという件で、先般、かなりの率で定着されるの方々を定着という形にどう持っていくのかという件で、先般、かなりの率で定着されるの方々を定着という形にどう持っていくのかという件で、先般、かなりの率で定着されるの方々を定着という形にどう持っていくのかという件で、先般、かなりの率で定着される

可能性の方が出てきていらっしゃるということをお聞きしまして、多少安可能性の方が出てきていらっしゃるということをお聞きしまして、多少安可能性の方が出てきていらっしゃるということをお聞きしまして、多少安可能性の方が出てきていらっしゃるということをお聞きしまして、多少安心心心心をしているのをしているのをしているのをしているの

です。おです。おです。おです。お尋ね尋ね尋ね尋ねしたいことは、この３年したいことは、この３年したいことは、この３年したいことは、この３年間間間間での地域への定着にでの地域への定着にでの地域への定着にでの地域への定着に向向向向けた課けた課けた課けた課題題題題とととと現状現状現状現状について、について、について、について、

もう一度もう一度もう一度もう一度説説説説明をお願いしたいと思います。明をお願いしたいと思います。明をお願いしたいと思います。明をお願いしたいと思います。

これは今、国が言っている地方再これは今、国が言っている地方再これは今、国が言っている地方再これは今、国が言っている地方再生生生生という取り組という取り組という取り組という取り組みみみみの中での一つの大きなの中での一つの大きなの中での一つの大きなの中での一つの大きなキーワードキーワードキーワードキーワードにににに

なる事なる事なる事なる事業業業業でもあると思います。また後ほどそういう形で、この件に関しては知事にも総でもあると思います。また後ほどそういう形で、この件に関しては知事にも総でもあると思います。また後ほどそういう形で、この件に関しては知事にも総でもあると思います。また後ほどそういう形で、この件に関しては知事にも総括括括括

で質で質で質で質問問問問をしたいと思っておりますが、とりあをしたいと思っておりますが、とりあをしたいと思っておりますが、とりあをしたいと思っておりますが、とりあええええずずずず担担担担当課のお当課のお当課のお当課のお考え考え考え考えをお聞きしたいと思いまをお聞きしたいと思いまをお聞きしたいと思いまをお聞きしたいと思いま

す。す。す。す。

それから、２点目は、県土マネジメント部のそれから、２点目は、県土マネジメント部のそれから、２点目は、県土マネジメント部のそれから、２点目は、県土マネジメント部の所所所所管になると思います。県の公管になると思います。県の公管になると思います。県の公管になると思います。県の公社社社社で土地開で土地開で土地開で土地開

発公発公発公発公社社社社があるわけでございます。今まで長いがあるわけでございます。今まで長いがあるわけでございます。今まで長いがあるわけでございます。今まで長い間間間間、それなりの、それなりの、それなりの、それなりの役割役割役割役割をををを果果果果たしてきたというこたしてきたというこたしてきたというこたしてきたというこ

とは認とは認とは認とは認識識識識をしているわけでございますけれども、土地の今のをしているわけでございますけれども、土地の今のをしているわけでございますけれども、土地の今のをしているわけでございますけれども、土地の今の状況状況状況状況をををを見見見見ると、ると、ると、ると、値上値上値上値上がりもがりもがりもがりも非非非非

常常常常に少ないという中で、総に少ないという中で、総に少ないという中で、総に少ないという中で、総合的合的合的合的に先行取に先行取に先行取に先行取得得得得をするメをするメをするメをするメリッリッリッリットが少なくなってきていると、トが少なくなってきていると、トが少なくなってきていると、トが少なくなってきていると、考考考考

ええええるわけでございます。るわけでございます。るわけでございます。るわけでございます。

したがって、土地開発公したがって、土地開発公したがって、土地開発公したがって、土地開発公社社社社の今後のあり方については、もうなくしてもいいのではないの今後のあり方については、もうなくしてもいいのではないの今後のあり方については、もうなくしてもいいのではないの今後のあり方については、もうなくしてもいいのではない

かとかとかとかと個人的個人的個人的個人的に思っているわけでございます。ほかの方に思っているわけでございます。ほかの方に思っているわけでございます。ほかの方に思っているわけでございます。ほかの方法法法法でもって先行取でもって先行取でもって先行取でもって先行取得得得得にかわるようなにかわるようなにかわるようなにかわるような

ややややり方について、手り方について、手り方について、手り方について、手法法法法をををを工工工工夫すればできないことでもないのではないかと思っているわけ夫すればできないことでもないのではないかと思っているわけ夫すればできないことでもないのではないかと思っているわけ夫すればできないことでもないのではないかと思っているわけ

でございまして、この点についてでございまして、この点についてでございまして、この点についてでございまして、この点について考え考え考え考え方をお方をお方をお方をお尋ね尋ね尋ね尋ねしたい。したい。したい。したい。
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次次次次に３点目、これも県土マネジメント部のに３点目、これも県土マネジメント部のに３点目、これも県土マネジメント部のに３点目、これも県土マネジメント部の所所所所管でございます。管でございます。管でございます。管でございます。橿原市橿原市橿原市橿原市のののの橿原神橿原神橿原神橿原神宮の宮の宮の宮の参道参道参道参道

は県のは県のは県のは県の道路道路道路道路と聞いているわけでございますけれども、ごと聞いているわけでございますけれども、ごと聞いているわけでございますけれども、ごと聞いているわけでございますけれども、ご存じ存じ存じ存じのとおり、ここは森にのとおり、ここは森にのとおり、ここは森にのとおり、ここは森に囲囲囲囲まれまれまれまれ

た、２た、２た、２た、２キロキロキロキロメメメメーーーートトトトルルルルほどの、いつもほどの、いつもほどの、いつもほどの、いつもイベイベイベイベントをするントをするントをするントをする場所場所場所場所で、すばらしいで、すばらしいで、すばらしいで、すばらしい道路道路道路道路でございます。でございます。でございます。でございます。

ここをさらにここをさらにここをさらにここをさらに市民市民市民市民がががが憩え憩え憩え憩えるるるる道道道道として、もう少し手を加として、もう少し手を加として、もう少し手を加として、もう少し手を加ええええていったらいいのではないかといていったらいいのではないかといていったらいいのではないかといていったらいいのではないかとい

うおうおうおうお声声声声も地も地も地も地元元元元からございまして、このからございまして、このからございまして、このからございまして、この道路整備道路整備道路整備道路整備について県としてのおについて県としてのおについて県としてのおについて県としてのお考え考え考え考えがあればお聞きがあればお聞きがあればお聞きがあればお聞き

したい。したい。したい。したい。

４点目は、４点目は、４点目は、４点目は、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅構内駅構内駅構内駅構内ににににエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーターがががが設置設置設置設置されているわけでございますけれどされているわけでございますけれどされているわけでございますけれどされているわけでございますけれど

も、よくよくも、よくよくも、よくよくも、よくよく見見見見れば、れば、れば、れば、上上上上りはあるのですけれどもりはあるのですけれどもりはあるのですけれどもりはあるのですけれども下下下下りがないわけでございます。今後、りがないわけでございます。今後、りがないわけでございます。今後、りがないわけでございます。今後、世世世世

界界界界ににににアピールアピールアピールアピールしようとする奈良公園のメしようとする奈良公園のメしようとする奈良公園のメしようとする奈良公園のメイイイインンンン駅駅駅駅ののののアクセスアクセスアクセスアクセスのののの問題問題問題問題で、で、で、で、エレベーターエレベーターエレベーターエレベーターもあるもあるもあるもある

ことはあるのですけれども、行く方ことはあるのですけれども、行く方ことはあるのですけれども、行く方ことはあるのですけれども、行く方向向向向によってはによってはによってはによっては回回回回らなければならない。らなければならない。らなければならない。らなければならない。特特特特に、この県に、この県に、この県に、この県庁庁庁庁

もそうでございますけれども、奈良公園方もそうでございますけれども、奈良公園方もそうでございますけれども、奈良公園方もそうでございますけれども、奈良公園方面面面面へへへへ向向向向いてくることについては、いてくることについては、いてくることについては、いてくることについては、若干利用若干利用若干利用若干利用しがしがしがしが

たいものもあるということでございます。たいものもあるということでございます。たいものもあるということでございます。たいものもあるということでございます。

したがって、このしたがって、このしたがって、このしたがって、この駅構内駅構内駅構内駅構内にににに設置設置設置設置されているされているされているされているエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーターについて、について、について、について、現状現状現状現状ではではではでは不足不足不足不足ではではではでは

ないかということと、あわないかということと、あわないかということと、あわないかということと、あわせせせせて、て、て、て、ホームホームホームホームからさらにからさらにからさらにからさらに道路道路道路道路へ出るまでのへ出るまでのへ出るまでのへ出るまでの間間間間ののののエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーター

設置設置設置設置等も含めて、お等も含めて、お等も含めて、お等も含めて、お尋ね尋ね尋ね尋ねしたい。したい。したい。したい。以前以前以前以前にににに検討検討検討検討されたことはあったようでございますが、されたことはあったようでございますが、されたことはあったようでございますが、されたことはあったようでございますが、残残残残

念念念念ながらながらながらながら実現実現実現実現しなかったというしなかったというしなかったというしなかったという経緯経緯経緯経緯もあると聞いております。そのもあると聞いております。そのもあると聞いております。そのもあると聞いております。その辺辺辺辺のののの状況状況状況状況と、今後の取と、今後の取と、今後の取と、今後の取

り組り組り組り組みみみみがががが考え考え考え考えられないのかをあわられないのかをあわられないのかをあわられないのかをあわせせせせておておておてお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

最最最最後に、県後に、県後に、県後に、県立医科立医科立医科立医科大大大大学及び周辺学及び周辺学及び周辺学及び周辺のまちづくりについて、先般、代のまちづくりについて、先般、代のまちづくりについて、先般、代のまちづくりについて、先般、代表表表表質質質質問問問問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

が、知事は、が、知事は、が、知事は、が、知事は、新駅新駅新駅新駅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諦諦諦諦めていないというめていないというめていないというめていないという意味意味意味意味の答弁をされました。の答弁をされました。の答弁をされました。の答弁をされました。

これはこれでこれはこれでこれはこれでこれはこれで結構結構結構結構だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、仮仮仮仮にににに新駅新駅新駅新駅をつくるとなったをつくるとなったをつくるとなったをつくるとなった場合場合場合場合に、に、に、に、場所場所場所場所はどはどはどはど

のようにのようにのようにのように考え考え考え考えているのか。地ているのか。地ているのか。地ているのか。地上駅上駅上駅上駅なのか、地なのか、地なのか、地なのか、地下駅下駅下駅下駅なのか、また、どのなのか、また、どのなのか、また、どのなのか、また、どの場所場所場所場所にににに考え考え考え考えられるのられるのられるのられるの

か。か。か。か。橿原警察署橿原警察署橿原警察署橿原警察署がががが移転移転移転移転するというするというするというするという話話話話が地が地が地が地元元元元ではではではでは飛び交飛び交飛び交飛び交っておりまして、このっておりまして、このっておりまして、このっておりまして、この辺辺辺辺のののの話話話話からからからから来来来来

ているのかもしれまているのかもしれまているのかもしれまているのかもしれませせせせん。そのん。そのん。そのん。その辺辺辺辺のおのおのおのお考え考え考え考えも含めて、も含めて、も含めて、も含めて、新駅新駅新駅新駅をををを設置設置設置設置するするするする場合場合場合場合にはどういうにはどういうにはどういうにはどういうイイイイ

メメメメーーーージのものをジのものをジのものをジのものを考え考え考え考えているのかをあわているのかをあわているのかをあわているのかをあわせせせせてお聞きしたい。てお聞きしたい。てお聞きしたい。てお聞きしたい。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。

○村上南部東部振興課長○村上南部東部振興課長○村上南部東部振興課長○村上南部東部振興課長 ふるさと復興協力隊の地域への定着についてでございます。ふるさと復興協力隊の地域への定着についてでございます。ふるさと復興協力隊の地域への定着についてでございます。ふるさと復興協力隊の地域への定着についてでございます。

７月から８月にかけまして、委７月から８月にかけまして、委７月から８月にかけまして、委７月から８月にかけまして、委嘱期間終嘱期間終嘱期間終嘱期間終了を了を了を了を迎え迎え迎え迎えます隊員に対し、定ます隊員に対し、定ます隊員に対し、定ます隊員に対し、定住意向住意向住意向住意向について、について、について、について、

面談面談面談面談しししし調調調調査を行いました。査を行いました。査を行いました。査を行いました。

平成２７年度中に平成２７年度中に平成２７年度中に平成２７年度中に任期終任期終任期終任期終了を了を了を了を迎え迎え迎え迎える者は１１名おります。このうちる者は１１名おります。このうちる者は１１名おります。このうちる者は１１名おります。このうち９９９９名が定名が定名が定名が定住住住住をしたいをしたいをしたいをしたい

という答という答という答という答ええええでございました。定でございました。定でございました。定でございました。定住住住住をしたいと答をしたいと答をしたいと答をしたいと答ええええた隊員は、た隊員は、た隊員は、た隊員は、起業起業起業起業できる活動できる活動できる活動できる活動拠拠拠拠点が点が点が点が見見見見つかつかつかつか

った、あるいは地域おこしをった、あるいは地域おこしをった、あるいは地域おこしをった、あるいは地域おこしを続続続続けていくに当たり、いいけていくに当たり、いいけていくに当たり、いいけていくに当たり、いい条条条条件が件が件が件が整整整整っている等の理っている等の理っている等の理っている等の理由由由由をををを上げ上げ上げ上げ
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ております。また、活動のております。また、活動のております。また、活動のております。また、活動のややややりがいをりがいをりがいをりがいを感じ感じ感じ感じているというているというているというているという積極的積極的積極的積極的なななな意見意見意見意見も聞いております。も聞いております。も聞いております。も聞いております。

一方、今のところ一方、今のところ一方、今のところ一方、今のところ未未未未定ですと答定ですと答定ですと答定ですと答ええええた者は２名いました。１た者は２名いました。１た者は２名いました。１た者は２名いました。１人人人人は、取り組んでいるは、取り組んでいるは、取り組んでいるは、取り組んでいる仕仕仕仕事で事で事で事で

のののの収収収収入の確入の確入の確入の確保保保保にににに不不不不安がありますと、安がありますと、安がありますと、安がありますと、仕仕仕仕事を理事を理事を理事を理由由由由にににに上げ上げ上げ上げております。もう１名は、活動ております。もう１名は、活動ております。もう１名は、活動ております。もう１名は、活動終終終終了了了了

後、地域に後、地域に後、地域に後、地域に何何何何ができるのかができるのかができるのかができるのか考え考え考え考えててててみみみみたい、今たい、今たい、今たい、今考え考え考え考えているところですというような、ているところですというような、ているところですというような、ているところですというような、新新新新たなたなたなたな

地域おこしの可能性について地域おこしの可能性について地域おこしの可能性について地域おこしの可能性について検討検討検討検討しているという答しているという答しているという答しているという答ええええでございました。でございました。でございました。でございました。

隊員の地域への定着につきましては、隊員の地域への定着につきましては、隊員の地域への定着につきましては、隊員の地域への定着につきましては、ややややはりはりはりはり生生生生活の安定につながります隊員の活動をい活の安定につながります隊員の活動をい活の安定につながります隊員の活動をい活の安定につながります隊員の活動をい

かに成かに成かに成かに成功功功功ささささせせせせるかがるかがるかがるかが重要重要重要重要だとだとだとだと考え考え考え考えております。活動ております。活動ております。活動ております。活動内容内容内容内容は隊員ごとには隊員ごとには隊員ごとには隊員ごとに異異異異なりますので、なりますので、なりますので、なりますので、

個個個個々の々の々の々の市町村市町村市町村市町村としっかりととしっかりととしっかりととしっかりと連携連携連携連携いたしまして、隊員の活動、いたしまして、隊員の活動、いたしまして、隊員の活動、いたしまして、隊員の活動、ひひひひいては定着にいては定着にいては定着にいては定着に向向向向けましてけましてけましてけまして支支支支

援援援援に取り組んでまいりたいとに取り組んでまいりたいとに取り組んでまいりたいとに取り組んでまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○清水用地対策課長○清水用地対策課長○清水用地対策課長○清水用地対策課長 ただいまのご質ただいまのご質ただいまのご質ただいまのご質問問問問は、今後の土地開発公は、今後の土地開発公は、今後の土地開発公は、今後の土地開発公社社社社のののの必要必要必要必要性についてどのよ性についてどのよ性についてどのよ性についてどのよ

うにうにうにうに考え考え考え考えるのかというご質るのかというご質るのかというご質るのかというご質問問問問でございます。でございます。でございます。でございます。

まず、土地開発公まず、土地開発公まず、土地開発公まず、土地開発公社社社社は、公は、公は、公は、公有有有有地の地の地の地の拡拡拡拡大の推進に関する大の推進に関する大の推進に関する大の推進に関する法律法律法律法律にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして昭昭昭昭和４８年度和４８年度和４８年度和４８年度

にににに設立設立設立設立されてされてされてされて以来以来以来以来、県、国等から委、県、国等から委、県、国等から委、県、国等から委託託託託をををを受受受受け公け公け公け公共共共共事事事事業用業用業用業用地の取地の取地の取地の取得得得得を推進してまいりました。を推進してまいりました。を推進してまいりました。を推進してまいりました。

これまでも中和幹これまでも中和幹これまでも中和幹これまでも中和幹線線線線など幹など幹など幹など幹線道路用線道路用線道路用線道路用地の先行取地の先行取地の先行取地の先行取得得得得、また、大、また、大、また、大、また、大型補償物型補償物型補償物型補償物件であります件であります件であります件であります積積積積水水水水化化化化

学工業(株)学工業(株)学工業(株)学工業(株)奈良奈良奈良奈良工業工業工業工業の先行取の先行取の先行取の先行取得得得得、また、、また、、また、、また、現在現在現在現在ではではではでは京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道用車道用車道用車道用地の取地の取地の取地の取得得得得等、公等、公等、公等、公社機社機社機社機能能能能

をををを生生生生かしてかしてかしてかして用用用用地取地取地取地取得得得得に当たってきたものであります。に当たってきたものであります。に当たってきたものであります。に当たってきたものであります。

公公公公社社社社による公による公による公による公共用共用共用共用地の取地の取地の取地の取得得得得には、公には、公には、公には、公社社社社のののの機機機機動動動動的的的的なななな資金資金資金資金のののの調達機調達機調達機調達機能を活能を活能を活能を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効効効効

率率率率的的的的なななな用用用用地取地取地取地取得得得得をををを図図図図っております。これによりましてっております。これによりましてっております。これによりましてっております。これによりまして用用用用地の取地の取地の取地の取得期間得期間得期間得期間のののの短縮短縮短縮短縮、、、、ひひひひいては事いては事いては事いては事

業期間業期間業期間業期間のののの短縮短縮短縮短縮ができるということ。それから、大ができるということ。それから、大ができるということ。それから、大ができるということ。それから、大型補償型補償型補償型補償などのなどのなどのなどの補償額補償額補償額補償額が多が多が多が多額額額額になるようなになるようなになるようなになるような

物物物物件につきましては、先行取件につきましては、先行取件につきましては、先行取件につきましては、先行取得得得得したしたしたした上上上上でででで複数複数複数複数年度で県が年度で県が年度で県が年度で県が買買買買いいいい戻戻戻戻すといういわゆる後年度すといういわゆる後年度すといういわゆる後年度すといういわゆる後年度予予予予

算の平算の平算の平算の平準化準化準化準化を行うといったことも行います。また、を行うといったことも行います。また、を行うといったことも行います。また、を行うといったことも行います。また、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道車道車道車道のような国ののような国ののような国ののような国の直轄直轄直轄直轄事事事事業業業業

用用用用地の取地の取地の取地の取得得得得というというというという受託受託受託受託のののの面面面面で、国へも協力ができるといったメで、国へも協力ができるといったメで、国へも協力ができるといったメで、国へも協力ができるといったメリッリッリッリットがございます。トがございます。トがございます。トがございます。

特特特特にににに京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道車道車道車道につきましては、今後、につきましては、今後、につきましては、今後、につきましては、今後、用用用用地地地地買収買収買収買収も本も本も本も本格化格化格化格化してまいりますので、公してまいりますので、公してまいりますので、公してまいりますので、公

社社社社のののの役割役割役割役割も一も一も一も一層増層増層増層増してくるものとしてくるものとしてくるものとしてくるものと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

このようなことから、今後も奈良県土地開発公このようなことから、今後も奈良県土地開発公このようなことから、今後も奈良県土地開発公このようなことから、今後も奈良県土地開発公社社社社を活を活を活を活用用用用することによりまして、公することによりまして、公することによりまして、公することによりまして、公共共共共事事事事

業用業用業用業用地の地の地の地の効効効効率率率率的的的的、計、計、計、計画的画的画的画的な取な取な取な取得得得得を進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長 橿原神橿原神橿原神橿原神宮の宮の宮の宮の参道参道参道参道でのでのでのでの市民市民市民市民がががが憩え憩え憩え憩えるようなるようなるようなるような道道道道づくり、づくり、づくり、づくり、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

ご質ご質ご質ご質問問問問と、と、と、と、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅のののの下下下下りりりりエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーターのののの設置設置設置設置についてのご質についてのご質についてのご質についてのご質問問問問に対してお答に対してお答に対してお答に対してお答ええええささささせせせせ

ていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

まず、まず、まず、まず、橿原神橿原神橿原神橿原神宮の宮の宮の宮の参道参道参道参道は、一般県は、一般県は、一般県は、一般県道畝道畝道畝道畝傍傍傍傍御陵前停車場四条線御陵前停車場四条線御陵前停車場四条線御陵前停車場四条線でございますが、これにつでございますが、これにつでございますが、これにつでございますが、これにつ
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きましてはきましてはきましてはきましては道路改道路改道路改道路改良が良が良が良が終終終終わっておりまして、わっておりまして、わっておりまして、わっておりまして、比較的歩道比較的歩道比較的歩道比較的歩道もももも広広広広く、そのため、く、そのため、く、そのため、く、そのため、散策や散策や散策や散策やジジジジョギョギョギョギ

ンンンンググググなど多くの方々からなど多くの方々からなど多くの方々からなど多くの方々から利用利用利用利用されるされるされるされる空間空間空間空間となっております。となっております。となっております。となっております。

また、また、また、また、沿線沿線沿線沿線にはにはにはには橿原神橿原神橿原神橿原神宮宮宮宮や橿原や橿原や橿原や橿原公公公公苑苑苑苑などがございますので、などがございますので、などがございますので、などがございますので、参拝参拝参拝参拝者者者者やややや公園公園公園公園利用利用利用利用者も者も者も者も非常非常非常非常

に多いに多いに多いに多い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。

そのため、県といたしましては、そのため、県といたしましては、そのため、県といたしましては、そのため、県といたしましては、橿原橿原橿原橿原公公公公苑周辺苑周辺苑周辺苑周辺のののの既存既存既存既存のトのトのトのトイレや休憩施設イレや休憩施設イレや休憩施設イレや休憩施設に加に加に加に加ええええましてましてましてまして

平成２５年４月には平成２５年４月には平成２５年４月には平成２５年４月には橿原橿原橿原橿原公公公公苑苑苑苑ジジジジョギョギョギョギンンンング＆サイクリグ＆サイクリグ＆サイクリグ＆サイクリンンンングステーショグステーショグステーショグステーションをンをンをンを設置設置設置設置いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

休憩施設や休憩施設や休憩施設や休憩施設やトトトトイレイレイレイレなどのなどのなどのなどの充実充実充実充実をををを図図図図ってきたところでございます。また、ってきたところでございます。また、ってきたところでございます。また、ってきたところでございます。また、歩歩歩歩行者行者行者行者用用用用のののの案内看案内看案内看案内看

板板板板等も等も等も等も設置設置設置設置いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、憩え憩え憩え憩えるるるる空間空間空間空間としてわかりとしてわかりとしてわかりとしてわかりややややすいすいすいすい表示表示表示表示をするなど、をするなど、をするなど、をするなど、利用利用利用利用者の者の者の者のニーニーニーニー

ズズズズにににに応じ応じ応じ応じた良た良た良た良好好好好なななな歩歩歩歩行行行行空間空間空間空間の確の確の確の確保保保保にににに努努努努めてきているところでございます。めてきているところでございます。めてきているところでございます。めてきているところでございます。

今後とも今後とも今後とも今後とも利用利用利用利用者の者の者の者の市民市民市民市民の皆様方のの皆様方のの皆様方のの皆様方の考え考え考え考えにににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けながら、よりけながら、よりけながら、よりけながら、より快適快適快適快適にににに散策散策散策散策していただくしていただくしていただくしていただく

道路環境道路環境道路環境道路環境のののの向上向上向上向上、、、、整備整備整備整備にににに努努努努めてまいりたいと、このようにめてまいりたいと、このようにめてまいりたいと、このようにめてまいりたいと、このように考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

もう一つのご質もう一つのご質もう一つのご質もう一つのご質問問問問でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅のののの下下下下りりりりエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーターのののの設置設置設置設置についてでについてでについてでについてで

ございます。ございます。ございます。ございます。

近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅は、当は、当は、当は、当然然然然皆さまがご皆さまがご皆さまがご皆さまがご存じ存じ存じ存じのように、奈良公園などの奈良のように、奈良公園などの奈良のように、奈良公園などの奈良のように、奈良公園などの奈良観光観光観光観光のののの玄玄玄玄関関関関口口口口でござでござでござでござ

いまして、１日平いまして、１日平いまして、１日平いまして、１日平均約均約均約均約７７７７万万万万人人人人がごがごがごがご利用利用利用利用されているされているされているされている重要重要重要重要なななな駅駅駅駅だとだとだとだと我我我我々も認々も認々も認々も認識識識識しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、

昨昨昨昨年は年は年は年は駅前駅前駅前駅前行行行行基広場基広場基広場基広場に大に大に大に大屋根屋根屋根屋根をををを設置設置設置設置して、して、して、して、利用利用利用利用者の者の者の者の利利利利便便便便性を性を性を性を向上向上向上向上してきたところでございしてきたところでございしてきたところでございしてきたところでござい

ます。ます。ます。ます。

ご質ご質ご質ご質問問問問のののの近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅でのでのでのでのエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーターのののの設置設置設置設置、、、、増設増設増設増設につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、来来来来訪訪訪訪される方のされる方のされる方のされる方の

利利利利便便便便性性性性ややややババババリアリアリアリアフフフフリーリーリーリーのののの観観観観点から、当点から、当点から、当点から、当然我然我然我然我々といたしましても委員のご々といたしましても委員のご々といたしましても委員のご々といたしましても委員の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非常非常非常非常

にににに必要必要必要必要、、、、重要重要重要重要であるとであるとであるとであると考え考え考え考えております。そのため、ております。そのため、ております。そのため、ております。そのため、昨昨昨昨年度、年度、年度、年度、(株)近(株)近(株)近(株)近畿畿畿畿日本日本日本日本鉄道鉄道鉄道鉄道に対し、に対し、に対し、に対し、エエエエ

スカレータースカレータースカレータースカレーターなどのなどのなどのなどの充実や整備充実や整備充実や整備充実や整備につきましてにつきましてにつきましてにつきまして相相相相談談談談をしたところでございますが、をしたところでございますが、をしたところでございますが、をしたところでございますが、残念残念残念残念ながながながなが

らららら近鉄近鉄近鉄近鉄のご理のご理のご理のご理解解解解、ご協力を、ご協力を、ご協力を、ご協力を得得得得られないと、そういったられないと、そういったられないと、そういったられないと、そういった状況状況状況状況でございました。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、現状現状現状現状ではではではでは近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅ののののエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーターのののの充実充実充実充実、、、、整備整備整備整備につきましては取り組につきましては取り組につきましては取り組につきましては取り組

めていないめていないめていないめていない状況状況状況状況でございます。ただ、今後、でございます。ただ、今後、でございます。ただ、今後、でございます。ただ、今後、近鉄近鉄近鉄近鉄のご理のご理のご理のご理解解解解、ご協力が、ご協力が、ご協力が、ご協力が得得得得られるようであれられるようであれられるようであれられるようであれ

ば、ば、ば、ば、近鉄近鉄近鉄近鉄とも協力しながら、そういったとも協力しながら、そういったとも協力しながら、そういったとも協力しながら、そういった整備整備整備整備にににに努努努努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え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上

でございます。でございます。でございます。でございます。

○中川知事公室審議官まちづくり推進局次長医療政策部次長○中川知事公室審議官まちづくり推進局次長医療政策部次長○中川知事公室審議官まちづくり推進局次長医療政策部次長○中川知事公室審議官まちづくり推進局次長医療政策部次長 医医医医大大大大周辺周辺周辺周辺のまちづくりの関のまちづくりの関のまちづくりの関のまちづくりの関

係で、係で、係で、係で、新駅新駅新駅新駅についてのご質についてのご質についてのご質についてのご質問問問問に対してお答に対してお答に対してお答に対してお答ええええささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

委員がおっしゃっていますように、委員がおっしゃっていますように、委員がおっしゃっていますように、委員がおっしゃっていますように、９９９９月の定月の定月の定月の定例例例例県議会で岡委員の質県議会で岡委員の質県議会で岡委員の質県議会で岡委員の質問問問問に対して知事が答に対して知事が答に対して知事が答に対して知事が答

弁いたしているとおりでございます。弁いたしているとおりでございます。弁いたしているとおりでございます。弁いたしているとおりでございます。



---- 6666 ----

繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、しになりますが、しになりますが、しになりますが、新駅新駅新駅新駅につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、整備整備整備整備を地を地を地を地元元元元がががが全全全全部部部部負負負負担担担担するというするというするというするという請請請請願願願願駅駅駅駅

ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、近鉄近鉄近鉄近鉄もももも応応応応分分分分のののの負負負負担担担担をしていただくということになっております。それが大をしていただくということになっております。それが大をしていただくということになっております。それが大をしていただくということになっております。それが大前前前前

提提提提ということでございます。ということでございます。ということでございます。ということでございます。近鉄近鉄近鉄近鉄に対しましては、に対しましては、に対しましては、に対しましては、鉄道鉄道鉄道鉄道事事事事業業業業者として、者として、者として、者として、みみみみずからずからずからずから応応応応分分分分のののの負負負負

担担担担をしていただくという形でのをしていただくという形でのをしていただくという形でのをしていただくという形での新駅新駅新駅新駅をををを前向前向前向前向きにきにきにきに考え考え考え考え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、引引引引きききき続続続続

きききき粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく訴訴訴訴ええええていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

近鉄近鉄近鉄近鉄でででで応応応応分分分分のののの負負負負担担担担をしていただくということををしていただくということををしていただくということををしていただくということを前前前前提提提提に、に、に、に、仮仮仮仮にににに新駅新駅新駅新駅がががが設置設置設置設置されるとなれば、されるとなれば、されるとなれば、されるとなれば、

現状現状現状現状のののの病院病院病院病院のののの施設施設施設施設、または、または、または、または周辺周辺周辺周辺の土地の土地の土地の土地利用利用利用利用をををを考え考え考え考えますと、ますと、ますと、ますと、建建建建物物物物がががが建建建建っていない土地として、っていない土地として、っていない土地として、っていない土地として、

大和大和大和大和高高高高田田田田ババババイイイイパパパパススススの南の南の南の南側側側側のののの現在現在現在現在の県の県の県の県立医科立医科立医科立医科大大大大学学学学ののののググググラウラウラウラウンンンンドドドド、または、または、または、または病院病院病院病院のののの駐駐駐駐車場車場車場車場がががが候候候候補補補補

地になると地になると地になると地になると想想想想定をいたしているところでございます。定をいたしているところでございます。定をいたしているところでございます。定をいたしているところでございます。

といいましても、といいましても、といいましても、といいましても、医医医医大大大大周辺周辺周辺周辺まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりププププロロロロジジジジェェェェククククトはかなりトはかなりトはかなりトはかなり壮壮壮壮大な計大な計大な計大な計画画画画でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、

現在現在現在現在、、、、医医医医大の大の大の大の将将将将来来来来のあり方をのあり方をのあり方をのあり方をソフソフソフソフトトトト的的的的にににに建建建建学学学学のののの精精精精神神神神を含めまして、３０年、４０年先のを含めまして、３０年、４０年先のを含めまして、３０年、４０年先のを含めまして、３０年、４０年先の将将将将

来来来来のあり方をのあり方をのあり方をのあり方を検討検討検討検討しております。それにあわしております。それにあわしております。それにあわしております。それにあわせせせせまして、まして、まして、まして、桜井桜井桜井桜井市市市市にににに移転移転移転移転されますされますされますされます農農農農業業業業研究研究研究研究開開開開

発発発発セセセセンンンンターターターターのののの移転移転移転移転と再と再と再と再整備整備整備整備がががが済済済済んだ後、そのんだ後、そのんだ後、そのんだ後、その跡跡跡跡地に県地に県地に県地に県立医科立医科立医科立医科大大大大学学学学のののの教育研究教育研究教育研究教育研究部部部部門門門門をををを移転移転移転移転いいいい

たしまして、たしまして、たしまして、たしまして、新新新新しい県しい県しい県しい県立医科立医科立医科立医科大大大大学学学学ののののキキキキャャャャンンンンパパパパススススをををを整備整備整備整備する。それで、その県する。それで、その県する。それで、その県する。それで、その県立医科立医科立医科立医科大大大大学学学学のののの

教育研究教育研究教育研究教育研究部部部部門門門門のののの跡跡跡跡地に、地に、地に、地に、病院病院病院病院部部部部門門門門の再の再の再の再整備整備整備整備、、、、充実充実充実充実をををを図図図図っていくという大きな手っていくという大きな手っていくという大きな手っていくという大きな手順順順順でございでございでございでござい

ますが、そういう形で今ますが、そういう形で今ますが、そういう形で今ますが、そういう形で今考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

将将将将来近鉄来近鉄来近鉄来近鉄がががが応応応応分分分分のののの負負負負担担担担にににに応じ応じ応じ応じてててて駅駅駅駅をつくっていくとなれば、よりをつくっていくとなれば、よりをつくっていくとなれば、よりをつくっていくとなれば、より利利利利便便便便性が性が性が性が高高高高くてくてくてくて乗降客乗降客乗降客乗降客

も一定も一定も一定も一定期期期期待待待待できるようなできるようなできるようなできるような位位位位置置置置をををを希望希望希望希望されるとも思っております。そのようなされるとも思っております。そのようなされるとも思っております。そのようなされるとも思っております。そのような状況状況状況状況にも対にも対にも対にも対応応応応

できますように、いろいろなできますように、いろいろなできますように、いろいろなできますように、いろいろな意味意味意味意味で、少し長で、少し長で、少し長で、少し長期間期間期間期間になりますけれども、まちづくりのになりますけれども、まちづくりのになりますけれども、まちづくりのになりますけれども、まちづくりの構構構構想想想想

をををを検討検討検討検討ささささせせせせていただきたいと思っております。ていただきたいと思っております。ていただきたいと思っております。ていただきたいと思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 まず、まず、まず、まず、最最最最初初初初のふるさと復興協力隊の件でございますが、これにつきましては、のふるさと復興協力隊の件でございますが、これにつきましては、のふるさと復興協力隊の件でございますが、これにつきましては、のふるさと復興協力隊の件でございますが、これにつきましては、

冒頭冒頭冒頭冒頭にもにもにもにも申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたように、これから地方再ましたように、これから地方再ましたように、これから地方再ましたように、これから地方再生生生生の一つのあり方のの一つのあり方のの一つのあり方のの一つのあり方の鍵鍵鍵鍵をををを握握握握るるるる政政政政策策策策ではなではなではなではな

いかといかといかといかと考え考え考え考えているわけでございます。先日、隊員の１ているわけでございます。先日、隊員の１ているわけでございます。先日、隊員の１ているわけでございます。先日、隊員の１人人人人とお会いすることができまして、とお会いすることができまして、とお会いすることができまして、とお会いすることができまして、

いろいろとおいろいろとおいろいろとおいろいろとお話話話話を聞かを聞かを聞かを聞かせせせせてもらいました。てもらいました。てもらいました。てもらいました。非常非常非常非常にににに前向前向前向前向きできできできで積極的積極的積極的積極的で、たまたまそこので、たまたまそこので、たまたまそこので、たまたまそこの村村村村のののの

出出出出身身身身の方でもあったようでございますので、の方でもあったようでございますので、の方でもあったようでございますので、の方でもあったようでございますので、愛郷愛郷愛郷愛郷のののの意意意意をををを強強強強く持っている方でもございましく持っている方でもございましく持っている方でもございましく持っている方でもございまし

たので、たので、たので、たので、特特特特にそうだったのかもしれまにそうだったのかもしれまにそうだったのかもしれまにそうだったのかもしれませせせせん。いずれにしましても、まだ４０ん。いずれにしましても、まだ４０ん。いずれにしましても、まだ４０ん。いずれにしましても、まだ４０才才才才になるかなになるかなになるかなになるかな

らないか、多らないか、多らないか、多らないか、多分分分分３０３０３０３０才才才才代でし代でし代でし代でしょょょょう。う。う。う。若若若若いいいい独身独身独身独身のののの青青青青年が年が年が年が夢夢夢夢を持って取り組んでいるを持って取り組んでいるを持って取り組んでいるを持って取り組んでいる姿姿姿姿をををを見見見見て、て、て、て、

本当に安本当に安本当に安本当に安堵堵堵堵いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

彼彼彼彼にににに最最最最後、後、後、後、近近近近 々々々々結結結結婚婚婚婚するするするする予予予予定はと聞いたら、定はと聞いたら、定はと聞いたら、定はと聞いたら、全全全全くありまくありまくありまくありませせせせんと答んと答んと答んと答ええええた。た。た。た。何何何何とかしないととかしないととかしないととかしないと

いけまいけまいけまいけませせせせんんんんねねねねと言ったら、はははとと言ったら、はははとと言ったら、はははとと言ったら、はははと笑笑笑笑っていました。なかなかおっていました。なかなかおっていました。なかなかおっていました。なかなかお嫁嫁嫁嫁さんさんさんさん探探探探しが大しが大しが大しが大変変変変だといだといだといだとい
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うことをうことをうことをうことを暗暗暗暗におっしゃっていましたので、これからも、先ほどの議におっしゃっていましたので、これからも、先ほどの議におっしゃっていましたので、これからも、先ほどの議におっしゃっていましたので、これからも、先ほどの議論論論論にもありましたけれにもありましたけれにもありましたけれにもありましたけれ

ども、そういうども、そういうども、そういうども、そういう若若若若者に対する出会いの者に対する出会いの者に対する出会いの者に対する出会いの場場場場づくりをづくりをづくりをづくりを工工工工夫して、ああいう方々がそこで夫して、ああいう方々がそこで夫して、ああいう方々がそこで夫して、ああいう方々がそこで家庭家庭家庭家庭をををを

持って持って持って持って子子子子づくりをして地域に定着できるように、づくりをして地域に定着できるように、づくりをして地域に定着できるように、づくりをして地域に定着できるように、丁寧丁寧丁寧丁寧に一つ一つ、取り組んでもらいたいに一つ一つ、取り組んでもらいたいに一つ一つ、取り組んでもらいたいに一つ一つ、取り組んでもらいたい

と思うわけでございます。その点はと思うわけでございます。その点はと思うわけでございます。その点はと思うわけでございます。その点は要要要要望望望望にしますけれども、県としてもにしますけれども、県としてもにしますけれども、県としてもにしますけれども、県としても注注注注意意意意をををを払払払払っていたっていたっていたっていた

だきたいと思いました。だきたいと思いました。だきたいと思いました。だきたいと思いました。

いずれにしましても、地方いずれにしましても、地方いずれにしましても、地方いずれにしましても、地方創創創創生生生生は、は、は、は、人人人人が地域にが地域にが地域にが地域に戻戻戻戻ってこないとってこないとってこないとってこないと創創創創生生生生が始まらないわけでが始まらないわけでが始まらないわけでが始まらないわけで

ございまして、そういうございまして、そういうございまして、そういうございまして、そういう意味意味意味意味では、では、では、では、人人人人をををを住住住住まわまわまわまわせせせせるということ、まずはるということ、まずはるということ、まずはるということ、まずは若若若若者を者を者を者を住住住住まわまわまわまわせせせせるるるる

ということが、ということが、ということが、ということが、キーワードキーワードキーワードキーワードになると思います。になると思います。になると思います。になると思います。

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、今取り組んでいることについて、では、今取り組んでいることについて、では、今取り組んでいることについて、では、今取り組んでいることについて、非常非常非常非常に力に力に力に力強強強強いいいい希望希望希望希望もあるように思もあるように思もあるように思もあるように思

っております。これを今後、県としても、この制度がっております。これを今後、県としても、この制度がっております。これを今後、県としても、この制度がっております。これを今後、県としても、この制度が終終終終わったらわったらわったらわったら終終終終わりではなくて、国もわりではなくて、国もわりではなくて、国もわりではなくて、国も

恐恐恐恐らく地方らく地方らく地方らく地方創創創創生生生生事事事事業業業業でででで新新新新たなたなたなたな交交交交付付付付金金金金制度も制度も制度も制度も考え考え考え考えているようでございますので、そういうもているようでございますので、そういうもているようでございますので、そういうもているようでございますので、そういうも

のをうまく活のをうまく活のをうまく活のをうまく活用用用用しながらどんどんこれを進めていただきたい。そしてしながらどんどんこれを進めていただきたい。そしてしながらどんどんこれを進めていただきたい。そしてしながらどんどんこれを進めていただきたい。そしてＩＩＩＩターターターターン、ン、ン、ン、ＵＵＵＵターターターターンンンン

をををを積極的積極的積極的積極的に進めて、奈良県にに進めて、奈良県にに進めて、奈良県にに進めて、奈良県に若若若若者が者が者が者が帰帰帰帰ってくる、また、奈良県のってくる、また、奈良県のってくる、また、奈良県のってくる、また、奈良県の若若若若者が者が者が者が外外外外に行かないように行かないように行かないように行かないよう

にするためにも、大事な事にするためにも、大事な事にするためにも、大事な事にするためにも、大事な事業業業業だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、ぜぜぜぜひひひひお願いをしたい。このことについてお願いをしたい。このことについてお願いをしたい。このことについてお願いをしたい。このことについて

は、知事にもう少しおは、知事にもう少しおは、知事にもう少しおは、知事にもう少しお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思っておりますので、この件については今は答弁はしたいと思っておりますので、この件については今は答弁はしたいと思っておりますので、この件については今は答弁はしたいと思っておりますので、この件については今は答弁は結結結結

構構構構でございます。でございます。でございます。でございます。

それから、土地開発公それから、土地開発公それから、土地開発公それから、土地開発公社社社社の件でございますが、先ほど答弁いただいたことについてはよの件でございますが、先ほど答弁いただいたことについてはよの件でございますが、先ほど答弁いただいたことについてはよの件でございますが、先ほど答弁いただいたことについてはよ

くわかっているつもりで言わくわかっているつもりで言わくわかっているつもりで言わくわかっているつもりで言わせせせせてもらっているわけでございまして、てもらっているわけでございまして、てもらっているわけでございまして、てもらっているわけでございまして、全全全全くくくく不要不要不要不要というというというという立場立場立場立場

ではございまではございまではございまではございませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、工工工工夫すれば、夫すれば、夫すれば、夫すれば、近近近近いいいい将将将将来来来来、なくても、なくても、なくても、なくてもややややっていける方っていける方っていける方っていける方法法法法があるのがあるのがあるのがあるの

ではないかというではないかというではないかというではないかという問題問題問題問題提提提提起起起起をさをさをさをさせせせせてもらっているわけでございます。てもらっているわけでございます。てもらっているわけでございます。てもらっているわけでございます。

それともう一つ、今おられる土地開発公それともう一つ、今おられる土地開発公それともう一つ、今おられる土地開発公それともう一つ、今おられる土地開発公社社社社ののののスタッスタッスタッスタッフフフフの名の名の名の名誉誉誉誉をををを若干若干若干若干傷傷傷傷つけるつけるつけるつける話話話話になってになってになってになって

はははは申申申申しわけないのですけれども、土地開発公しわけないのですけれども、土地開発公しわけないのですけれども、土地開発公しわけないのですけれども、土地開発公社社社社のののの費費費費用用用用対対対対効果効果効果効果について、かかるについて、かかるについて、かかるについて、かかる費費費費用用用用と、そと、そと、そと、そ

れからそのれからそのれからそのれからその仕仕仕仕事をされている事をされている事をされている事をされている結果結果結果結果をよくをよくをよくをよく精精精精査していただきたい。今の査していただきたい。今の査していただきたい。今の査していただきたい。今の体体体体制が本当にいいの制が本当にいいの制が本当にいいの制が本当にいいの

かどうか。もっとかどうか。もっとかどうか。もっとかどうか。もっと縮縮縮縮小して事小して事小して事小して事業業業業ができる可能性もあるのではないかと思います。今、ができる可能性もあるのではないかと思います。今、ができる可能性もあるのではないかと思います。今、ができる可能性もあるのではないかと思います。今、財政財政財政財政

が大が大が大が大変厳変厳変厳変厳しいしいしいしい折折折折でもございます。しっかりとそのでもございます。しっかりとそのでもございます。しっかりとそのでもございます。しっかりとその辺辺辺辺をまずはをまずはをまずはをまずは精精精精査しながら査しながら査しながら査しながらややややっていただきっていただきっていただきっていただき

たい。たい。たい。たい。

そして先ほども言いましたそして先ほども言いましたそして先ほども言いましたそして先ほども言いました工工工工夫すればよいというのは、夫すればよいというのは、夫すればよいというのは、夫すればよいというのは、例例例例ええええばばばば急急急急なおなおなおなお金金金金がががが要要要要るるるる場合場合場合場合には、には、には、には、

何何何何かかかか基金基金基金基金をををを積積積積んでおいてんでおいてんでおいてんでおいて調達調達調達調達する制度をつくるとか、もしくは、定する制度をつくるとか、もしくは、定する制度をつくるとか、もしくは、定する制度をつくるとか、もしくは、定例例例例県議会も年に４県議会も年に４県議会も年に４県議会も年に４回回回回ああああ

るわけでございますから、るわけでございますから、るわけでございますから、るわけでございますから、補補補補正正正正予予予予算等で算等で算等で算等で間間間間にににに合合合合うこともあるわけでございます。だから、うこともあるわけでございます。だから、うこともあるわけでございます。だから、うこともあるわけでございます。だから、

県土マネジメント部で県土マネジメント部で県土マネジメント部で県土マネジメント部で工工工工夫すれば、そういう事夫すれば、そういう事夫すれば、そういう事夫すれば、そういう事業業業業をうまくをうまくをうまくをうまく前前前前にににに転転転転がすことも可能ではないがすことも可能ではないがすことも可能ではないがすことも可能ではない



---- 8888 ----

かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

聞くところによりますと、聞くところによりますと、聞くところによりますと、聞くところによりますと、全全全全国で１県が、国で１県が、国で１県が、国で１県が、既既既既に土地開発公に土地開発公に土地開発公に土地開発公社社社社をををを廃止廃止廃止廃止して、取り組んでいして、取り組んでいして、取り組んでいして、取り組んでい

るということです。るということです。るということです。るということです。実実実実態態態態をよく知りまをよく知りまをよく知りまをよく知りませせせせんけれども。公んけれども。公んけれども。公んけれども。公社社社社をできるだけ小さくする、できをできるだけ小さくする、できをできるだけ小さくする、できをできるだけ小さくする、でき

たらなくすという動きがたらなくすという動きがたらなくすという動きがたらなくすという動きが各各各各市町村市町村市町村市町村でも議でも議でも議でも議論論論論されているようでございますので、本県としてされているようでございますので、本県としてされているようでございますので、本県としてされているようでございますので、本県として

も、このも、このも、このも、この際際際際しっかりと議しっかりと議しっかりと議しっかりと議論論論論をしながら、をしながら、をしながら、をしながら、将将将将来来来来のあるのあるのあるのあるべべべべきききき姿姿姿姿を、を、を、を、早急早急早急早急にににに結結結結論論論論を出しながらを出しながらを出しながらを出しながらやややや

ってもらいたい。これってもらいたい。これってもらいたい。これってもらいたい。これ以上以上以上以上は、は、は、は、申申申申しししし上げ上げ上げ上げまままませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、強強強強くくくく検討検討検討検討いただくことをお願いいただくことをお願いいただくことをお願いいただくことをお願い

しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

それから、先ほどのそれから、先ほどのそれから、先ほどのそれから、先ほどの橿原神橿原神橿原神橿原神宮の宮の宮の宮の参道参道参道参道の件でございますけれども、今も答弁にありましたの件でございますけれども、今も答弁にありましたの件でございますけれども、今も答弁にありましたの件でございますけれども、今も答弁にありました

ように、ように、ように、ように、最近最近最近最近はジはジはジはジョギョギョギョギンンンングやグやグやグや、また、この、また、この、また、この、また、この道路道路道路道路をををを使使使使ったったったったイベイベイベイベントをントをントをントを市市市市でもでもでもでも何回何回何回何回か行っておか行っておか行っておか行ってお

りまして、りまして、りまして、りまして、道路道路道路道路というよりもというよりもというよりもというよりもイベイベイベイベントントントント広場的広場的広場的広場的なななな機機機機能も大能も大能も大能も大変高変高変高変高くなってまいりました。大くなってまいりました。大くなってまいりました。大くなってまいりました。大勢勢勢勢

人人人人がががが集集集集まったときにまったときにまったときにまったときに不不不不便便便便をかけないよう、トをかけないよう、トをかけないよう、トをかけないよう、トイレイレイレイレであるとか、それから、日ごろジであるとか、それから、日ごろジであるとか、それから、日ごろジであるとか、それから、日ごろジョギョギョギョギンンンン

ググググされている方でも、されている方でも、されている方でも、されている方でも、例例例例ええええばばばば急急急急にににに休み休み休み休みたいとかということになったときに、すたいとかということになったときに、すたいとかということになったときに、すたいとかということになったときに、すぐぐぐぐそのそばそのそばそのそばそのそば

にににに腰腰腰腰のかけられるのかけられるのかけられるのかけられるベベベベンンンンチチチチであるとか、いろいろなちであるとか、いろいろなちであるとか、いろいろなちであるとか、いろいろなちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした心心心心遣遣遣遣いがあったらいいといがあったらいいといがあったらいいといがあったらいいと感感感感

じじじじます。それから、トます。それから、トます。それから、トます。それから、トイレイレイレイレ等においても、どこにあるのか等においても、どこにあるのか等においても、どこにあるのか等においても、どこにあるのか表示表示表示表示がなかなかわかりにくいとがなかなかわかりにくいとがなかなかわかりにくいとがなかなかわかりにくいと

感じ感じ感じ感じておりますので、さらにもう一度ておりますので、さらにもう一度ておりますので、さらにもう一度ておりますので、さらにもう一度現場現場現場現場をををを見見見見ていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、橿原市橿原市橿原市橿原市のごのごのごのご意見意見意見意見もあろうかもあろうかもあろうかもあろうか

と思いますけれど、聞きながら、進めていただきたい。と思いますけれど、聞きながら、進めていただきたい。と思いますけれど、聞きながら、進めていただきたい。と思いますけれど、聞きながら、進めていただきたい。橿原市橿原市橿原市橿原市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橿原神橿原神橿原神橿原神宮の宮の宮の宮の

参道参道参道参道はははは非常非常非常非常にににに貴貴貴貴重重重重なななな道路道路道路道路ではないかと思っております。ではないかと思っております。ではないかと思っております。ではないかと思っております。

また、県また、県また、県また、県立医科立医科立医科立医科大大大大学学学学がががが移転移転移転移転して、して、して、して、キキキキャャャャンンンンパパパパススススにすにすにすにすぐぐぐぐつながるつながるつながるつながる道路道路道路道路にもなるわけでございにもなるわけでございにもなるわけでございにもなるわけでござい

まして、まして、まして、まして、学生学生学生学生たちがたちがたちがたちが憩憩憩憩うううう場所場所場所場所にもなろうかと思います。にもなろうかと思います。にもなろうかと思います。にもなろうかと思います。現状現状現状現状のののの道路道路道路道路は、は、は、は、歩道歩道歩道歩道はできているはできているはできているはできている

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、憩憩憩憩いといういといういといういというキーワードキーワードキーワードキーワードを当てはめたを当てはめたを当てはめたを当てはめた整備整備整備整備のあり方をのあり方をのあり方をのあり方を研究研究研究研究してもらいたいしてもらいたいしてもらいたいしてもらいたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

これもこれこれもこれこれもこれこれもこれ以上以上以上以上はははは申申申申しししし上げ上げ上げ上げまままませせせせん。今の答弁で、これについてん。今の答弁で、これについてん。今の答弁で、これについてん。今の答弁で、これについて検討検討検討検討をいただくようでごをいただくようでごをいただくようでごをいただくようでご

ざいますので、ざいますので、ざいますので、ざいますので、ぜぜぜぜひひひひお願いしたいと思います。お願いしたいと思います。お願いしたいと思います。お願いしたいと思います。

それから、それから、それから、それから、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅ののののエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーターの件でございます。きの件でございます。きの件でございます。きの件でございます。きょょょょうこれを質うこれを質うこれを質うこれを質問問問問するにつするにつするにつするにつ

いてはいてはいてはいては実実実実はははは背景背景背景背景がございます。この委員会が始まる１がございます。この委員会が始まる１がございます。この委員会が始まる１がございます。この委員会が始まる１週週週週間間間間ほどほどほどほど前前前前にににに兵庫兵庫兵庫兵庫県から県から県から県から来来来来られた方られた方られた方られた方

が、が、が、が、来来来来るなりいきなりるなりいきなりるなりいきなりるなりいきなり何何何何ておっしゃったかといったら、こんなておっしゃったかといったら、こんなておっしゃったかといったら、こんなておっしゃったかといったら、こんな近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅のようなのようなのようなのような立立立立派派派派なななな

駅駅駅駅に、に、に、に、下下下下りのりのりのりのエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーターがないことはがないことはがないことはがないことは不不不不思議だというわけです。それが第一思議だというわけです。それが第一思議だというわけです。それが第一思議だというわけです。それが第一声声声声でござでござでござでござ

います。こんないます。こんないます。こんないます。こんな立立立立派派派派な公園のな公園のな公園のな公園の玄玄玄玄関関関関口口口口のののの駅駅駅駅の、これからの、これからの、これからの、これから高齢高齢高齢高齢化社化社化社化社会になり、会になり、会になり、会になり、ババババリアリアリアリアフフフフリーリーリーリーをををを

進める中で、進める中で、進める中で、進める中で、ややややはりはりはりはりエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーターのののの整備整備整備整備はするはするはするはするべべべべきではないですかというおきではないですかというおきではないですかというおきではないですかというお話話話話がありまがありまがありまがありま

して、よくよくして、よくよくして、よくよくして、よくよく考え考え考え考えててててみみみみれば、ああ、そうだと思いました。たまにれば、ああ、そうだと思いました。たまにれば、ああ、そうだと思いました。たまにれば、ああ、そうだと思いました。たまに電電電電車車車車で県で県で県で県庁庁庁庁にににに来来来来ますけますけますけますけ
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れども、れども、れども、れども、駅駅駅駅ののののホームホームホームホームでででで降降降降りてから、ここまでりてから、ここまでりてから、ここまでりてから、ここまで来来来来るまでにどれだけるまでにどれだけるまでにどれだけるまでにどれだけ息息息息が切れるかということが切れるかということが切れるかということが切れるかということ

をををを最近感じ最近感じ最近感じ最近感じるわけでございまして、だんだん年がいきますと、るわけでございまして、だんだん年がいきますと、るわけでございまして、だんだん年がいきますと、るわけでございまして、だんだん年がいきますと、歩歩歩歩けていても、けていても、けていても、けていても、階段階段階段階段をずっをずっをずっをずっ

とととと上上上上ったりするのは大ったりするのは大ったりするのは大ったりするのは大変負変負変負変負担感担感担感担感がございます。また、がございます。また、がございます。また、がございます。また、外外外外国のお国のお国のお国のお客客客客さんも大さんも大さんも大さんも大勢勢勢勢来来来来られるようられるようられるようられるよう

になってきております。になってきております。になってきております。になってきております。何何何何はともあれ、知事がおっしゃっている、この奈良公園をはともあれ、知事がおっしゃっている、この奈良公園をはともあれ、知事がおっしゃっている、この奈良公園をはともあれ、知事がおっしゃっている、この奈良公園を世界世界世界世界一一一一

の公園にするという大きな目の公園にするという大きな目の公園にするという大きな目の公園にするという大きな目的的的的があるわけでございますから、そうすると、おもてなしのがあるわけでございますから、そうすると、おもてなしのがあるわけでございますから、そうすると、おもてなしのがあるわけでございますから、そうすると、おもてなしの

入り入り入り入り口口口口であるであるであるである駅駅駅駅ももももややややはりそういうことについてしっかりと取り組んでもらいたい。はりそういうことについてしっかりと取り組んでもらいたい。はりそういうことについてしっかりと取り組んでもらいたい。はりそういうことについてしっかりと取り組んでもらいたい。

先ほどの先ほどの先ほどの先ほどの新駅新駅新駅新駅のののの話話話話とも関とも関とも関とも関連連連連しますけれども、しますけれども、しますけれども、しますけれども、近鉄近鉄近鉄近鉄は、確かに手ごわいは、確かに手ごわいは、確かに手ごわいは、確かに手ごわい相相相相手でございまし手でございまし手でございまし手でございまし

て、て、て、て、難難難難しいかもしれましいかもしれましいかもしれましいかもしれませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、反反反反応応応応がなかなかないからといって手をこまがなかなかないからといって手をこまがなかなかないからといって手をこまがなかなかないからといって手をこまねねねねいてそいてそいてそいてそ

のままのままのままのまま放放放放っておくのではなくて、もっとっておくのではなくて、もっとっておくのではなくて、もっとっておくのではなくて、もっと積極的積極的積極的積極的にかかわっていく、にかかわっていく、にかかわっていく、にかかわっていく、説得説得説得説得していくこともすしていくこともすしていくこともすしていくこともす

べべべべきではないかと思っておりますので、このきではないかと思っておりますので、このきではないかと思っておりますので、このきではないかと思っておりますので、このエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーターの件については先ほどの答弁の件については先ほどの答弁の件については先ほどの答弁の件については先ほどの答弁

で了としますが、さらなるで了としますが、さらなるで了としますが、さらなるで了としますが、さらなる努努努努力を力を力を力を引引引引きききき続続続続きお願いしたいと思います。きお願いしたいと思います。きお願いしたいと思います。きお願いしたいと思います。

最最最最後の県後の県後の県後の県立医科立医科立医科立医科大大大大学周辺学周辺学周辺学周辺のののの新駅設置新駅設置新駅設置新駅設置の件でございますけれども、これもの件でございますけれども、これもの件でございますけれども、これもの件でございますけれども、これも全全全全くくくく同同同同じ結じ結じ結じ結論論論論でででで

ございまして、ございまして、ございまして、ございまして、近鉄近鉄近鉄近鉄頼頼頼頼みみみみというかというかというかというか近鉄次近鉄次近鉄次近鉄次第というのが答弁だったように思いますので、こ第というのが答弁だったように思いますので、こ第というのが答弁だったように思いますので、こ第というのが答弁だったように思いますので、こ

れも、れも、れも、れも、向向向向こうの出方をこうの出方をこうの出方をこうの出方を待待待待つのではなくて、こちらからつのではなくて、こちらからつのではなくて、こちらからつのではなくて、こちらから仕仕仕仕掛掛掛掛けていくというごけていくというごけていくというごけていくというご努努努努力を、力を、力を、力を、強強強強くくくく

お願いして質お願いして質お願いして質お願いして質問問問問をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 ２点ほど質２点ほど質２点ほど質２点ほど質問問問問します。します。します。します。

一般質一般質一般質一般質問問問問でもさでもさでもさでもさせせせせていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、砂防堰堤砂防堰堤砂防堰堤砂防堰堤のことです。のことです。のことです。のことです。広広広広島県で島県で島県で島県で災災災災害が害が害が害が起起起起きてかきてかきてかきてか

ら、平ら、平ら、平ら、平群群群群町町町町へ行くへ行くへ行くへ行く機機機機会がありました。会がありました。会がありました。会がありました。法法法法隆寺隆寺隆寺隆寺から入ってずっと行きますと、から入ってずっと行きますと、から入ってずっと行きますと、から入ってずっと行きますと、左側左側左側左側のほうは、のほうは、のほうは、のほうは、

３０年３０年３０年３０年ぐぐぐぐらいになるらいになるらいになるらいになる新新新新興興興興住住住住宅宅宅宅が山が山が山が山肌肌肌肌にににに見え見え見え見えるわけです。あれをるわけです。あれをるわけです。あれをるわけです。あれを見見見見たときに、たときに、たときに、たときに、広広広広島県の島県の島県の島県の場合場合場合場合

ほどきつくはないけれど、これは大ほどきつくはないけれど、これは大ほどきつくはないけれど、これは大ほどきつくはないけれど、これは大変変変変なななな状況状況状況状況だという思いもしました。だという思いもしました。だという思いもしました。だという思いもしました。

それで、きそれで、きそれで、きそれで、きょょょょうはうはうはうは農農農農林部は審査に入っていま林部は審査に入っていま林部は審査に入っていま林部は審査に入っていませせせせんけれども、事んけれども、事んけれども、事んけれども、事前前前前に言わに言わに言わに言わせせせせてもらいましてもらいましてもらいましてもらいまし

たが、たが、たが、たが、砂防ダ砂防ダ砂防ダ砂防ダムムムムというと大というと大というと大というと大変変変変なななな金金金金もかかるし、もかかるし、もかかるし、もかかるし、以前以前以前以前、、、、黒滝黒滝黒滝黒滝村村村村へ行ったへ行ったへ行ったへ行った話話話話もしましたけれど、もしましたけれど、もしましたけれど、もしましたけれど、

ここだったらここだったらここだったらここだったら農農農農林部で林部で林部で林部で予予予予算をとったらどうかとか、県土マネジメント部でとったらどうか算をとったらどうかとか、県土マネジメント部でとったらどうか算をとったらどうかとか、県土マネジメント部でとったらどうか算をとったらどうかとか、県土マネジメント部でとったらどうか

とかいうところですが、小さなとかいうところですが、小さなとかいうところですが、小さなとかいうところですが、小さな堰堤堰堤堰堤堰堤でも、３つあったでも、３つあったでも、３つあったでも、３つあった堰堤堰堤堰堤堰堤が、が、が、が、災災災災害で皆害で皆害で皆害で皆飛飛飛飛ばされているのばされているのばされているのばされているの

ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、逆逆逆逆にあれがなかったらにあれがなかったらにあれがなかったらにあれがなかったら左岸側左岸側左岸側左岸側のののの家家家家沿沿沿沿いはいはいはいは全全全全部部部部流流流流されていたのではないかといされていたのではないかといされていたのではないかといされていたのではないかとい

う思いをしました。う思いをしました。う思いをしました。う思いをしました。

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、奈良県にも大で、奈良県にも大で、奈良県にも大で、奈良県にも大分分分分あると思いますけれど、あると思いますけれど、あると思いますけれど、あると思いますけれど、調調調調査は査は査は査は前前前前からからからからややややっておられるっておられるっておられるっておられる

と思いますけれど、今と思いますけれど、今と思いますけれど、今と思いますけれど、今現在現在現在現在、どの、どの、どの、どのぐぐぐぐらいあって、どのような形で進んでいるのかというこらいあって、どのような形で進んでいるのかというこらいあって、どのような形で進んでいるのかというこらいあって、どのような形で進んでいるのかというこ

とをお聞きしたい。とをお聞きしたい。とをお聞きしたい。とをお聞きしたい。

天天天天理理理理市市市市の国の国の国の国道道道道１６１６１６１６９９９９号の東号の東号の東号の東側側側側は、ずっと山は、ずっと山は、ずっと山は、ずっと山肌肌肌肌はありますけれど、あのはありますけれど、あのはありますけれど、あのはありますけれど、あの辺辺辺辺は旧は旧は旧は旧村村村村のののの家家家家がずがずがずがず
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っとありますから、もうっとありますから、もうっとありますから、もうっとありますから、もう何何何何十十十十年か年か年か年か百百百百年年年年以上以上以上以上、それなりの地質でき、それなりの地質でき、それなりの地質でき、それなりの地質できょょょょうまでうまでうまでうまで来来来来ているので、ているので、ているので、ているので、

案案案案外外外外心心心心配配配配はしてないのですけれど、はしてないのですけれど、はしてないのですけれど、はしてないのですけれど、ややややはりああいうはりああいうはりああいうはりああいう新新新新興興興興住住住住宅宅宅宅地を地を地を地を見見見見るとるとるとるとぞぞぞぞっとするようなっとするようなっとするようなっとするような

思いもします。その思いもします。その思いもします。その思いもします。その辺辺辺辺のところがどうなのかを、お聞かのところがどうなのかを、お聞かのところがどうなのかを、お聞かのところがどうなのかを、お聞かせせせせ願いたい。願いたい。願いたい。願いたい。

もう一つは、このもう一つは、このもう一つは、このもう一つは、この間間間間、和田委員と打ち、和田委員と打ち、和田委員と打ち、和田委員と打ち合合合合わわわわせせせせををををややややっているのを聞いたのですけれども、っているのを聞いたのですけれども、っているのを聞いたのですけれども、っているのを聞いたのですけれども、

もうもうもうもう何何何何年も年も年も年も前前前前から、奈良県でから、奈良県でから、奈良県でから、奈良県で道路改道路改道路改道路改良をしないといけない良をしないといけない良をしないといけない良をしないといけない場所場所場所場所をををを見見見見たときに、たときに、たときに、たときに、重要重要重要重要な県な県な県な県道道道道

桜井吉桜井吉桜井吉桜井吉野野野野線線線線が入っていなかったので、が入っていなかったので、が入っていなかったので、が入っていなかったので、自自自自分分分分のすのすのすのすむ天む天む天む天理理理理市市市市の県の県の県の県道道道道天天天天理理理理王寺王寺王寺王寺線線線線も、今も、今も、今も、今何何何何としてとしてとしてとして

でもつけていただきたいという思いもあるのですが、県でもつけていただきたいという思いもあるのですが、県でもつけていただきたいという思いもあるのですが、県でもつけていただきたいという思いもあるのですが、県道道道道桜井吉桜井吉桜井吉桜井吉野野野野線線線線のあののあののあののあの鹿鹿鹿鹿路路路路地地地地区区区区のとのとのとのと

ころは、皆さんごころは、皆さんごころは、皆さんごころは、皆さんご存じ存じ存じ存じのように、のように、のように、のように、談談談談山山山山神社神社神社神社へ行ったら、へ行ったら、へ行ったら、へ行ったら、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市へ行くへ行くへ行くへ行く農農農農道道道道のトンネのトンネのトンネのトンネルルルルがつがつがつがつ

いている。そして、あのいている。そして、あのいている。そして、あのいている。そして、あの新新新新鹿鹿鹿鹿路路路路トンネトンネトンネトンネルルルルはすばらしいトンネはすばらしいトンネはすばらしいトンネはすばらしいトンネルルルルで、明日で、明日で、明日で、明日香香香香村村村村へ行くへ行くへ行くへ行く道道道道もでもでもでもで

きた。そこからきた。そこからきた。そこからきた。そこから桜井桜井桜井桜井市市市市まで、まで、まで、まで、談談談談山山山山神社神社神社神社を通り、を通り、を通り、を通り、材材材材木を木を木を木を積積積積んだ大んだ大んだ大んだ大型車型車型車型車がががが走走走走れるようになればれるようになればれるようになればれるようになれば

と。と。と。と。観光観光観光観光や経や経や経や経済済済済的物的物的物的物流流流流の、本当に一の、本当に一の、本当に一の、本当に一番番番番今しないといけないところではないかと、今しないといけないところではないかと、今しないといけないところではないかと、今しないといけないところではないかと、前前前前々から々から々から々から

そう思うわけですけれど、そう思うわけですけれど、そう思うわけですけれど、そう思うわけですけれど、自自自自分分分分もこんなもこんなもこんなもこんな話話話話は本当はしたくないのです。なは本当はしたくないのです。なは本当はしたくないのです。なは本当はしたくないのです。なぜぜぜぜかといかといかといかといええええば、ば、ば、ば、

私私私私自自自自身身身身もももも天天天天理理理理市市市市でででで何何何何とかお願いしたいということもあるので、よそのことまでと思うのでとかお願いしたいということもあるので、よそのことまでと思うのでとかお願いしたいということもあるので、よそのことまでと思うのでとかお願いしたいということもあるので、よそのことまでと思うので

すけれど。このすけれど。このすけれど。このすけれど。この前前前前もももも天天天天理理理理市市市市からからからから熊熊熊熊野方野方野方野方面面面面まで行ったとき、まで行ったとき、まで行ったとき、まで行ったとき、ややややはりそこを通りました。はりそこを通りました。はりそこを通りました。はりそこを通りました。乗乗乗乗用用用用

車車車車はははは何何何何とかすっと行けるものですから、本当にとかすっと行けるものですから、本当にとかすっと行けるものですから、本当にとかすっと行けるものですから、本当に便便便便利利利利なななな道路道路道路道路だなと思う。あれができたら、だなと思う。あれができたら、だなと思う。あれができたら、だなと思う。あれができたら、

恐恐恐恐らく川らく川らく川らく川上村上村上村上村からからからから向向向向こうの山から切り出した木こうの山から切り出した木こうの山から切り出した木こうの山から切り出した木材材材材をををを運ぶ運ぶ運ぶ運ぶのものものものも芦芦芦芦原原原原トンネトンネトンネトンネルルルル方方方方面面面面へ行かなくへ行かなくへ行かなくへ行かなく

て、そのままこっちへ出てくるという形もある。そして、て、そのままこっちへ出てくるという形もある。そして、て、そのままこっちへ出てくるという形もある。そして、て、そのままこっちへ出てくるという形もある。そして、観光観光観光観光など、あらゆることをなど、あらゆることをなど、あらゆることをなど、あらゆることを考え考え考え考え

たらたらたらたら便便便便利利利利だと思うのです。どのような思いでだと思うのです。どのような思いでだと思うのです。どのような思いでだと思うのです。どのような思いで現在現在現在現在進進進進捗捗捗捗しているのか、どういうような計しているのか、どういうような計しているのか、どういうような計しているのか、どういうような計画画画画

をををを立立立立てておられるのか、その２点をお聞かてておられるのか、その２点をお聞かてておられるのか、その２点をお聞かてておられるのか、その２点をお聞かせせせせ願願願願ええええますか。ますか。ますか。ますか。

○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長 岩田委員から、岩田委員から、岩田委員から、岩田委員から、砂防ダ砂防ダ砂防ダ砂防ダムムムムに関するご質に関するご質に関するご質に関するご質問問問問でございます。でございます。でございます。でございます。

まず、まず、まず、まず、砂防ダ砂防ダ砂防ダ砂防ダムムムムも含めて土も含めて土も含めて土も含めて土砂災砂災砂災砂災害対害対害対害対策策策策については、このについては、このについては、このについては、この前前前前の議会で知事から答弁さの議会で知事から答弁さの議会で知事から答弁さの議会で知事から答弁させせせせてててて

いただきましたけれども、奈良県土いただきましたけれども、奈良県土いただきましたけれども、奈良県土いただきましたけれども、奈良県土砂災砂災砂災砂災害対害対害対害対策基策基策基策基本方本方本方本方針針針針にににに基基基基づいてづいてづいてづいて整備整備整備整備を進めている。を進めている。を進めている。を進めている。ハハハハ

ードードードード対対対対策策策策であるであるであるである砂防ダ砂防ダ砂防ダ砂防ダムムムムにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ややややはりはりはりはり防災防災防災防災上重要上重要上重要上重要なななな施設や施設や施設や施設や箇箇箇箇所所所所からからからから優優優優先先先先的的的的に、に、に、に、

危険危険危険危険なところ、なところ、なところ、なところ、有効有効有効有効なところからつくっているところでございます。なところからつくっているところでございます。なところからつくっているところでございます。なところからつくっているところでございます。

その中では、その中では、その中では、その中では、実実実実際際際際、、、、崩壊崩壊崩壊崩壊のののの兆候兆候兆候兆候がががが見見見見られるられるられるられる箇箇箇箇所所所所、、、、危険危険危険危険なななな箇箇箇箇所や所や所や所や、今言った、今言った、今言った、今言った避難避難避難避難所所所所などをなどをなどをなどを

先行先行先行先行的的的的にににに整備整備整備整備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。

そのそのそのその調調調調査についてのご質査についてのご質査についてのご質査についてのご質問問問問でございます。でございます。でございます。でございます。

現在現在現在現在、、、、砂防ダ砂防ダ砂防ダ砂防ダムムムムがががが整備整備整備整備されておりますが、されておりますが、されておりますが、されておりますが、昨昨昨昨年度から年度から年度から年度から砂防ダ砂防ダ砂防ダ砂防ダムムムムの点の点の点の点検調検調検調検調査をしておりま査をしておりま査をしておりま査をしておりま

す。今後、その点す。今後、その点す。今後、その点す。今後、その点検調検調検調検調査をしまして、これから査をしまして、これから査をしまして、これから査をしまして、これから砂防砂防砂防砂防施設施設施設施設のののの維維維維持管理、持管理、持管理、持管理、更更更更新新新新をををを効果効果効果効果・・・・効効効効率率率率的的的的

ににににややややっていき、大切に長くっていき、大切に長くっていき、大切に長くっていき、大切に長く使使使使っていくということはっていくということはっていくということはっていくということは重要重要重要重要でございますので、よりでございますので、よりでございますので、よりでございますので、より効効効効率率率率的的的的なななな
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維維維維持管理の方持管理の方持管理の方持管理の方法法法法をををを考え考え考え考えていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

さらに、さらに、さらに、さらに、新新新新たなところにつきましては、先ほどたなところにつきましては、先ほどたなところにつきましては、先ほどたなところにつきましては、先ほど申申申申しししし上げ上げ上げ上げました土ました土ました土ました土砂災砂災砂災砂災害対害対害対害対策基策基策基策基本方本方本方本方針針針針にににに

基基基基づいてづいてづいてづいて調調調調査をして、査をして、査をして、査をして、必要必要必要必要なところからなところからなところからなところから整備整備整備整備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。

○森本道路建設課長○森本道路建設課長○森本道路建設課長○森本道路建設課長 県県県県道道道道桜井吉桜井吉桜井吉桜井吉野野野野線線線線のののの整備整備整備整備についてお答についてお答についてお答についてお答ええええいたします。いたします。いたします。いたします。

県県県県道道道道桜井吉桜井吉桜井吉桜井吉野野野野線線線線は、は、は、は、桜井桜井桜井桜井市市市市とととと吉吉吉吉野野野野町町町町をををを結結結結ぶ延ぶ延ぶ延ぶ延長２６長２６長２６長２６キロキロキロキロメメメメーーーートトトトルルルルの幹の幹の幹の幹線道路線道路線道路線道路でございまでございまでございまでございま

す。今、委員おす。今、委員おす。今、委員おす。今、委員お述べ述べ述べ述べのとおり、ちのとおり、ちのとおり、ちのとおり、ちょょょょうどうどうどうど桜井桜井桜井桜井市市市市とととと吉吉吉吉野野野野町町町町のののの間間間間のところにのところにのところにのところに新新新新鹿鹿鹿鹿路路路路トンネトンネトンネトンネルルルルとととと

いう、かなりいう、かなりいう、かなりいう、かなり立立立立派派派派なトンネなトンネなトンネなトンネルルルルをつくっております。そして、その手をつくっております。そして、その手をつくっております。そして、その手をつくっております。そして、その手前前前前のところでは、のところでは、のところでは、のところでは、桜井桜井桜井桜井

からからからから右右右右へ行きますとへ行きますとへ行きますとへ行きますと談談談談山山山山神社神社神社神社を通って明日を通って明日を通って明日を通って明日香香香香村村村村にににに抜抜抜抜けられる。それからけられる。それからけられる。それからけられる。それから真真真真っすっすっすっすぐぐぐぐ行くと行くと行くと行くと吉吉吉吉

野野野野町町町町に出る。それからに出る。それからに出る。それからに出る。それから左左左左へへへへ曲曲曲曲がると、がると、がると、がると、農農農農道道道道をををを使使使使ってってってって宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市へ出る。そういったへ出る。そういったへ出る。そういったへ出る。そういった面面面面からしてからしてからしてからして

も、中南和地域のも、中南和地域のも、中南和地域のも、中南和地域の観光観光観光観光ネネネネッッッットトトトワークワークワークワークとしてとしてとしてとして非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな道路道路道路道路と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

ただ、ただ、ただ、ただ、状況状況状況状況といたしましては、そのといたしましては、そのといたしましては、そのといたしましては、その北側北側北側北側の、の、の、の、桜井桜井桜井桜井市市市市のののの下下下下居居居居からからからから百百百百市市市市のののの区区区区域、ここが域、ここが域、ここが域、ここが約約約約１１１１．．．．

４４４４キロキロキロキロメメメメーーーートトトトルルルル、それからそのさらに、それからそのさらに、それからそのさらに、それからそのさらに北北北北のののの倉橋倉橋倉橋倉橋からからからから下下下下居居居居までのまでのまでのまでの間間間間は１は１は１は１．．．．２２２２キロキロキロキロメメメメーーーートトトトルルルル、、、、

このこのこのこの区区区区間間間間がががが非常非常非常非常にににに狭狭狭狭くなっていまして、くなっていまして、くなっていまして、くなっていまして、談談談談山山山山神社神社神社神社のものものものもみじみじみじみじののののシーズシーズシーズシーズンなどをンなどをンなどをンなどを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、観観観観

光バ光バ光バ光バススススが対が対が対が対向向向向できなくてできなくてできなくてできなくて渋滞渋滞渋滞渋滞をををを起起起起こすということで、こすということで、こすということで、こすということで、下下下下居居居居からからからから百百百百市市市市のののの区区区区域の１域の１域の１域の１．．．．４４４４キロキロキロキロメメメメ

ーーーートトトトルルルルのののの区区区区間間間間についてはについてはについてはについては既既既既に事に事に事に事業化業化業化業化してしてしてしてややややっております。っております。っております。っております。途途途途中で中で中で中でルールールールートのトのトのトの見直見直見直見直しをしておしをしておしをしておしをしてお

りましたが、りましたが、りましたが、りましたが、現在現在現在現在、、、、用用用用地をまとめて地をまとめて地をまとめて地をまとめて買買買買うことができたところについてはうことができたところについてはうことができたところについてはうことができたところについては工工工工事を進めている事を進めている事を進めている事を進めている

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。まずはこのでございます。まずはこのでございます。まずはこのでございます。まずはこの区区区区域を域を域を域を早急早急早急早急にににに仕上げ仕上げ仕上げ仕上げるということで、るということで、るということで、るということで、桜井桜井桜井桜井土木事務土木事務土木事務土木事務

所所所所とととと連携連携連携連携をとりながら力をいれていきたいと思います。をとりながら力をいれていきたいと思います。をとりながら力をいれていきたいと思います。をとりながら力をいれていきたいと思います。

それから、そのそれから、そのそれから、そのそれから、その北側北側北側北側のののの区区区区域についても域についても域についても域についても非常非常非常非常にににに狭狭狭狭いところでございますけれども、そのいところでございますけれども、そのいところでございますけれども、そのいところでございますけれども、その区区区区

域につきましても、域につきましても、域につきましても、域につきましても、百百百百市工市工市工市工区区区区の進の進の進の進捗捗捗捗をををを見見見見ながら、事ながら、事ながら、事ながら、事業化業化業化業化にににに向向向向けてのけてのけてのけての検討検討検討検討をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと

考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以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。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 ここにおられる方も、県ここにおられる方も、県ここにおられる方も、県ここにおられる方も、県道道道道桜井吉桜井吉桜井吉桜井吉野野野野線線線線のののの重要重要重要重要性はほとんどの性はほとんどの性はほとんどの性はほとんどの人人人人がわかっていがわかっていがわかっていがわかってい

ると思います。このると思います。このると思います。このると思います。この前前前前も聞きましたら、今も聞きましたら、今も聞きましたら、今も聞きましたら、今住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる家家家家そのものをそのものをそのものをそのものを立立立立ちちちち退退退退きというのはなきというのはなきというのはなきというのはな

いいいいみみみみたいですので、できるたいですので、できるたいですので、できるたいですので、できる限限限限り、本当にり、本当にり、本当にり、本当に集集集集中して中して中して中してややややってほしいということを言っておきまってほしいということを言っておきまってほしいということを言っておきまってほしいということを言っておきま

す。す。す。す。

それと、このそれと、このそれと、このそれと、この前前前前の質の質の質の質問問問問でででで広広広広島県のことも言いましたが、島県のことも言いましたが、島県のことも言いましたが、島県のことも言いましたが、砂防ダ砂防ダ砂防ダ砂防ダムムムムをををを設置設置設置設置してあるところしてあるところしてあるところしてあるところ

にはにはにはには全然被全然被全然被全然被害がなかった。害がなかった。害がなかった。害がなかった。広広広広島島島島市市市市安安安安佐佐佐佐地地地地区区区区では、では、では、では、設置予設置予設置予設置予定があったが定があったが定があったが定があったが設置設置設置設置していなかった。していなかった。していなかった。していなかった。

予予予予算が大算が大算が大算が大変厳変厳変厳変厳しいしいしいしい状況状況状況状況はわかりますけれど、３年はわかりますけれど、３年はわかりますけれど、３年はわかりますけれど、３年前前前前のののの震災震災震災震災までは、いろいろなまでは、いろいろなまでは、いろいろなまでは、いろいろな政党政党政党政党がががが改改改改

革革革革というというというという話話話話はよくありましたけれども、はよくありましたけれども、はよくありましたけれども、はよくありましたけれども、震災震災震災震災以来以来以来以来、、、、改改改改革革革革よりよりよりより政政政政治の治の治の治の原原原原点は点は点は点はややややはり国はり国はり国はり国民民民民のののの生生生生

命命命命、、、、財産財産財産財産をををを守守守守ることが大事だということになりました。今、そこにることが大事だということになりました。今、そこにることが大事だということになりました。今、そこにることが大事だということになりました。今、そこに重重重重きをきをきをきを置置置置いているよういているよういているよういているよう
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に思いますので、に思いますので、に思いますので、に思いますので、農農農農林部と林部と林部と林部と連携連携連携連携して、できるだけして、できるだけして、できるだけして、できるだけ調調調調査も査も査も査も速速速速ややややかにして、できるところからかにして、できるところからかにして、できるところからかにして、できるところから

ややややっていただくことをっていただくことをっていただくことをっていただくことを要要要要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 奈良県奈良県奈良県奈良県営営営営住住住住宅宅宅宅についておについておについておについてお伺伺伺伺いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

現在現在現在現在、大和、大和、大和、大和郡郡郡郡山山山山市市市市の小泉の小泉の小泉の小泉団団団団地で地で地で地で建建建建てててて替替替替え工え工え工え工事がされている中、事がされている中、事がされている中、事がされている中、建建建建てててて替替替替ええええによりによりによりにより新新新新しいしいしいしい団団団団

地ができると、地域の方々も地ができると、地域の方々も地ができると、地域の方々も地ができると、地域の方々も期期期期待待待待されていると思います。されていると思います。されていると思います。されていると思います。

県県県県内内内内４８県４８県４８県４８県営営営営住住住住宅宅宅宅の中のの中のの中のの中の募集募集募集募集中中中中やややや、また、また、また、また募集募集募集募集をををを停停停停止止止止中のところもありまして、県として中のところもありまして、県として中のところもありまして、県として中のところもありまして、県として

はははは住住住住宅宅宅宅のののの修繕修繕修繕修繕や住民や住民や住民や住民の対の対の対の対応応応応などに日々などに日々などに日々などに日々追追追追われているかとは思います。われているかとは思います。われているかとは思います。われているかとは思います。

昭昭昭昭和３０年和３０年和３０年和３０年初初初初めめめめ頃頃頃頃にににに建建建建てててて替替替替ええええたたたた住住住住宅宅宅宅のののの老朽老朽老朽老朽化化化化が進が進が進が進みみみみ、、、、現在現在現在現在おおおお困困困困りの地域もあるとおりの地域もあるとおりの地域もあるとおりの地域もあるとお伺伺伺伺いいいい

していますので、今後の対していますので、今後の対していますので、今後の対していますので、今後の対応応応応としてどのようにされるのかおとしてどのようにされるのかおとしてどのようにされるのかおとしてどのようにされるのかお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。以上以上以上以上

です。です。です。です。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 県県県県営営営営住住住住宅宅宅宅についておについておについておについてお問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせをいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

委員お委員お委員お委員お述べ述べ述べ述べのとおり、県のとおり、県のとおり、県のとおり、県営営営営住住住住宅宅宅宅はははは非常非常非常非常にににに老朽老朽老朽老朽化化化化したものが多くなっています。そのため、したものが多くなっています。そのため、したものが多くなっています。そのため、したものが多くなっています。そのため、

今、大和今、大和今、大和今、大和郡郡郡郡山山山山市市市市の小泉の小泉の小泉の小泉団団団団地で地で地で地で建建建建てててて替替替替ええええをををを実施実施実施実施しておりまして、ことしの１１月しておりまして、ことしの１１月しておりまして、ことしの１１月しておりまして、ことしの１１月末末末末にににに完完完完成し、成し、成し、成し、

新新新新たな入たな入たな入たな入居居居居者を者を者を者を来来来来年１月に年１月に年１月に年１月に迎え迎え迎え迎えるるるるべべべべくくくく準備準備準備準備を進めています。を進めています。を進めています。を進めています。

そのほかの対そのほかの対そのほかの対そのほかの対応応応応について、まず、について、まず、について、まず、について、まず、建建建建てててて替替替替ええええについてでございますが、平成２４年についてでございますが、平成２４年についてでございますが、平成２４年についてでございますが、平成２４年９９９９月に月に月に月に

奈良県奈良県奈良県奈良県住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンを議会の承認をいただきましてンを議会の承認をいただきましてンを議会の承認をいただきましてンを議会の承認をいただきまして策策策策定いたしました。定いたしました。定いたしました。定いたしました。現在現在現在現在、それに、それに、それに、それに基基基基

づきましてづきましてづきましてづきまして検討検討検討検討を進めているところでございます。を進めているところでございます。を進めているところでございます。を進めているところでございます。

具体具体具体具体的的的的には、には、には、には、高齢高齢高齢高齢化化化化するするするする住民や住民や住民や住民や今後の今後の今後の今後の人人人人口減口減口減口減少少少少社社社社会に対会に対会に対会に対応応応応するためには、するためには、するためには、するためには、単単単単なるなるなるなる住住住住宅宅宅宅とととと

いういういういう箱箱箱箱をつくるだけではだめで、地域のまちづくりと一をつくるだけではだめで、地域のまちづくりと一をつくるだけではだめで、地域のまちづくりと一をつくるだけではだめで、地域のまちづくりと一体体体体となった取り組となった取り組となった取り組となった取り組みみみみがががが必要必要必要必要だといだといだといだとい

うことで、地うことで、地うことで、地うことで、地元元元元のののの市町村市町村市町村市町村と一と一と一と一緒緒緒緒に協議を進めています。この方に協議を進めています。この方に協議を進めています。この方に協議を進めています。この方針針針針にににに基基基基づきまして、づきまして、づきまして、づきまして、具体具体具体具体的的的的

にににに幾幾幾幾つかの地域において当つかの地域において当つかの地域において当つかの地域において当該該該該市町村市町村市町村市町村との議との議との議との議論論論論が進んでいるところもございます。まだこのが進んでいるところもございます。まだこのが進んでいるところもございます。まだこのが進んでいるところもございます。まだこの

場場場場でごでごでごでご説説説説明する明する明する明する状況状況状況状況ではありまではありまではありまではありませせせせんが、んが、んが、んが、既既既既にににに住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンのンのンのンの策策策策定から定から定から定から時時時時間間間間がたってござがたってござがたってござがたってござ

いますので、できるだけいますので、できるだけいますので、できるだけいますので、できるだけ早早早早いいいい時時時時期期期期にごにごにごにご説説説説明できるように明できるように明できるように明できるように頑張頑張頑張頑張ってまいりたいと思います。ってまいりたいと思います。ってまいりたいと思います。ってまいりたいと思います。

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。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 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。

あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも住民住民住民住民のこと、のこと、のこと、のこと、住民生住民生住民生住民生活のことを一活のことを一活のことを一活のことを一番番番番にににに考え考え考え考えて、また、て、また、て、また、て、また、病院病院病院病院を中を中を中を中心心心心としたまちとしたまちとしたまちとしたまち

づくり、また、県づくり、また、県づくり、また、県づくり、また、県営営営営住住住住宅宅宅宅を中を中を中を中心心心心としたまちづくりなんかもとしたまちづくりなんかもとしたまちづくりなんかもとしたまちづくりなんかも考え考え考え考えていけるのではないかと思ていけるのではないかと思ていけるのではないかと思ていけるのではないかと思

いますので、今後またよろしくお願いします。いますので、今後またよろしくお願いします。いますので、今後またよろしくお願いします。いますので、今後またよろしくお願いします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 県土マネジメント部に１点とまちづくり推進局に１点の質県土マネジメント部に１点とまちづくり推進局に１点の質県土マネジメント部に１点とまちづくり推進局に１点の質県土マネジメント部に１点とまちづくり推進局に１点の質問問問問をいたしたいとをいたしたいとをいたしたいとをいたしたいと

思います。思います。思います。思います。



---- 11113333 ----

先ほど岩田委員から、県先ほど岩田委員から、県先ほど岩田委員から、県先ほど岩田委員から、県道道道道桜井吉桜井吉桜井吉桜井吉野野野野線線線線についてについてについてについて触触触触れていただきました。この点についてれていただきました。この点についてれていただきました。この点についてれていただきました。この点について

質質質質問問問問をいたしたいと思うわけです。をいたしたいと思うわけです。をいたしたいと思うわけです。をいたしたいと思うわけです。

岩田委員は、岩田委員は、岩田委員は、岩田委員は、天天天天理理理理市在住市在住市在住市在住であるにもかかわらず、県の東部地域、南部地域の発であるにもかかわらず、県の東部地域、南部地域の発であるにもかかわらず、県の東部地域、南部地域の発であるにもかかわらず、県の東部地域、南部地域の発展展展展に力をに力をに力をに力を

入れなくてはいけないと、入れなくてはいけないと、入れなくてはいけないと、入れなくてはいけないと、非常非常非常非常にににに見識見識見識見識のあるのあるのあるのある問題問題問題問題提提提提起起起起をしていただいておりますが、本当をしていただいておりますが、本当をしていただいておりますが、本当をしていただいておりますが、本当

にそのとおりだと思います。にそのとおりだと思います。にそのとおりだと思います。にそのとおりだと思います。市市市市議会議員議会議員議会議員議会議員時時時時代からずっとそれを代からずっとそれを代からずっとそれを代からずっとそれを考え考え考え考えておりました。このておりました。このておりました。このておりました。この道道道道

路路路路をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと拡拡拡拡幅幅幅幅してくれるならば、してくれるならば、してくれるならば、してくれるならば、恐恐恐恐らくらくらくらく桜井桜井桜井桜井市市市市のののの観光観光観光観光振興はもとより東部地域、ある振興はもとより東部地域、ある振興はもとより東部地域、ある振興はもとより東部地域、ある

いは南部地域の東いは南部地域の東いは南部地域の東いは南部地域の東吉吉吉吉野方野方野方野方面面面面も含めまして、も含めまして、も含めまして、も含めまして、車車車車が行きが行きが行きが行き交交交交うすばらしいうすばらしいうすばらしいうすばらしい道路道路道路道路になるのではないになるのではないになるのではないになるのではない

か、奈良県にとってはか、奈良県にとってはか、奈良県にとってはか、奈良県にとっては必要不必要不必要不必要不可欠の可欠の可欠の可欠の早急早急早急早急にににに拡拡拡拡幅幅幅幅しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない道路道路道路道路だと思っておりまだと思っておりまだと思っておりまだと思っておりま

した。した。した。した。

実実実実際際際際にかかり始めたのが、にかかり始めたのが、にかかり始めたのが、にかかり始めたのが、四四四四、、、、五五五五年ほど年ほど年ほど年ほど前前前前ぐぐぐぐらいからだと聞いております。そして、まらいからだと聞いております。そして、まらいからだと聞いております。そして、まらいからだと聞いております。そして、ま

だこれからどれだこれからどれだこれからどれだこれからどれぐぐぐぐらいらいらいらい時時時時間間間間をかけて、をかけて、をかけて、をかけて、期間期間期間期間をかけてをかけてをかけてをかけて完完完完成するのかよくわからない。成するのかよくわからない。成するのかよくわからない。成するのかよくわからない。

そこでおそこでおそこでおそこでお尋ね尋ね尋ね尋ねしたい。もうそろそろ、したい。もうそろそろ、したい。もうそろそろ、したい。もうそろそろ、何何何何年後には年後には年後には年後には完完完完成さ成さ成さ成させせせせますというめどをつけて、こますというめどをつけて、こますというめどをつけて、こますというめどをつけて、こ

のののの道路道路道路道路のののの拡拡拡拡幅幅幅幅工工工工事をさ事をさ事をさ事をさせせせせるるるる必要必要必要必要があるのではないか。いつまでもだらだらがあるのではないか。いつまでもだらだらがあるのではないか。いつまでもだらだらがあるのではないか。いつまでもだらだらややややっていたら、っていたら、っていたら、っていたら、

金金金金のののの投投投投資資資資というというというという意味意味意味意味で大で大で大で大変変変変無駄無駄無駄無駄がががが生じ生じ生じ生じます。そして、奈良県にとってのます。そして、奈良県にとってのます。そして、奈良県にとってのます。そして、奈良県にとっての損失損失損失損失です。そういです。そういです。そういです。そうい

うううう意味意味意味意味で、しっかりとこので、しっかりとこので、しっかりとこので、しっかりとこの道路道路道路道路のののの桜井側桜井側桜井側桜井側については、については、については、については、工工工工事事事事完完完完了を目了を目了を目了を目指指指指しての計しての計しての計しての計画画画画をををを立立立立てててててててて

いただきたい。今計いただきたい。今計いただきたい。今計いただきたい。今計画画画画をお持ちであれば、それををお持ちであれば、それををお持ちであれば、それををお持ちであれば、それを示示示示していただきたいし、していただきたいし、していただきたいし、していただきたいし、財政財政財政財政当局も当局も当局も当局も全全全全力力力力

をををを挙挙挙挙げげげげてそちらのほうにおてそちらのほうにおてそちらのほうにおてそちらのほうにお金金金金をををを投投投投資資資資していただきたいと、このように思うわけでございましていただきたいと、このように思うわけでございましていただきたいと、このように思うわけでございましていただきたいと、このように思うわけでございま

す。この点、す。この点、す。この点、す。この点、道路道路道路道路建建建建設設設設課の課の課の課の考え考え考え考え方をお聞きしたい。方をお聞きしたい。方をお聞きしたい。方をお聞きしたい。

それから、まちづくり推進局に対してですが、一それから、まちづくり推進局に対してですが、一それから、まちづくり推進局に対してですが、一それから、まちづくり推進局に対してですが、一市市市市一まちづくり、あるいは一一まちづくり、あるいは一一まちづくり、あるいは一一まちづくり、あるいは一町村町村町村町村一ま一ま一ま一ま

ちづくりといったことで、ちづくりといったことで、ちづくりといったことで、ちづくりといったことで、非常非常非常非常ににににユユユユニークニークニークニークな事な事な事な事業業業業展展展展開をされました。この開をされました。この開をされました。この開をされました。この市町村市町村市町村市町村のここをのここをのここをのここを

何何何何とかすることで、まちに活性とかすることで、まちに活性とかすることで、まちに活性とかすることで、まちに活性化化化化をもたらしたいというをもたらしたいというをもたらしたいというをもたらしたいという各各各各市町村市町村市町村市町村のののの意意意意欲欲欲欲をををを酌酌酌酌み上げみ上げみ上げみ上げながらながらながらながら

の取り組の取り組の取り組の取り組みみみみ、対、対、対、対応応応応であったと思います。であったと思います。であったと思います。であったと思います。

その中で、一その中で、一その中で、一その中で、一市市市市一まちづくりは一まちづくりは一まちづくりは一まちづくりは既既既既に事に事に事に事業業業業としてはその名としてはその名としてはその名としてはその名称称称称はははは終え終え終え終えて、て、て、て、新新新新しくしくしくしく市町村市町村市町村市町村まちまちまちまち

づくりづくりづくりづくり構構構構想想想想推進事推進事推進事推進事業業業業という形で今、進められておりますが、このという形で今、進められておりますが、このという形で今、進められておりますが、このという形で今、進められておりますが、この市町村市町村市町村市町村一まちづくり事一まちづくり事一まちづくり事一まちづくり事業業業業

のののの全体全体全体全体の進の進の進の進捗捗捗捗状況状況状況状況はどうなのか。それからまた、はどうなのか。それからまた、はどうなのか。それからまた、はどうなのか。それからまた、三輪三輪三輪三輪のののの参道参道参道参道は県は県は県は県道道道道の中の一の中の一の中の一の中の一市市市市一まちづく一まちづく一まちづく一まちづく

り事り事り事り事業業業業として取り組まれたわけですが、として取り組まれたわけですが、として取り組まれたわけですが、として取り組まれたわけですが、非常非常非常非常ににににユユユユニークニークニークニークなななな道道道道づくりであるがために、いろづくりであるがために、いろづくりであるがために、いろづくりであるがために、いろ

いろないろないろないろな意見意見意見意見が出ております。どのようなが出ております。どのようなが出ております。どのようなが出ております。どのような整備整備整備整備のされ方、方のされ方、方のされ方、方のされ方、方向向向向が出ているのか、このことをが出ているのか、このことをが出ているのか、このことをが出ているのか、このことを

お聞かお聞かお聞かお聞かせせせせいただきたい。いただきたい。いただきたい。いただきたい。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○森本道路建設課長○森本道路建設課長○森本道路建設課長○森本道路建設課長 和田委員からの、和田委員からの、和田委員からの、和田委員からの、百百百百市工市工市工市工区区区区のののの完完完完成のめどについてどうかというご質成のめどについてどうかというご質成のめどについてどうかというご質成のめどについてどうかというご質

問問問問がございました。がございました。がございました。がございました。



---- 11114444 ----

県県県県道道道道桜井吉桜井吉桜井吉桜井吉野野野野線線線線のののの必要必要必要必要性については、先ほど性については、先ほど性については、先ほど性については、先ほど述べ述べ述べ述べささささせせせせていただいたとおり、ていただいたとおり、ていただいたとおり、ていただいたとおり、非常非常非常非常にににに観光観光観光観光

ネネネネッッッットトトトワーク上ワーク上ワーク上ワーク上、、、、重要重要重要重要ななななルールールールートと認トと認トと認トと認識識識識しております。しております。しております。しております。

工工工工区区区区のののの状況状況状況状況を、もう少しを、もう少しを、もう少しを、もう少し詳詳詳詳しくしくしくしく説説説説明さ明さ明さ明させせせせていただきますと、ていただきますと、ていただきますと、ていただきますと、桜井桜井桜井桜井市市市市のののの下下下下居居居居からからからから百百百百市市市市のののの間間間間

の１の１の１の１．．．．４４４４キロキロキロキロメメメメーーーートトトトルルルル区区区区間間間間を平成１７年度に事を平成１７年度に事を平成１７年度に事を平成１７年度に事業化業化業化業化しております。それで、のりしております。それで、のりしております。それで、のりしております。それで、のり面調面調面調面調査を査を査を査を

しましたら、しましたら、しましたら、しましたら、広広広広範範範範囲囲囲囲においてにおいてにおいてにおいて落石落石落石落石がかなりあるということがわかりました。がかなりあるということがわかりました。がかなりあるということがわかりました。がかなりあるということがわかりました。観光観光観光観光資資資資源源源源であであであであ

るもるもるもるもみじみじみじみじ、、、、桜桜桜桜へのへのへのへの影響影響影響影響をををを最最最最小小小小限限限限にするために、にするために、にするために、にするために、約約約約１１１１．．．．４４４４キロキロキロキロメメメメーーーートトトトルルルルのうちの１のうちの１のうちの１のうちの１キロキロキロキロメメメメーーーー

トトトトルルルル区区区区間間間間について、について、について、について、ルールールールートトトトや構や構や構や構造の造の造の造の見直見直見直見直しを行いました。それにつきましては、平成２５しを行いました。それにつきましては、平成２５しを行いました。それにつきましては、平成２５しを行いました。それにつきましては、平成２５

年８月に地年８月に地年８月に地年８月に地元自元自元自元自治会からおお治会からおお治会からおお治会からおおむむむむねねねね了了了了解解解解をををを得得得得られたところでございます。られたところでございます。られたところでございます。られたところでございます。

現在現在現在現在、、、、見直見直見直見直ししたししたししたしした新新新新しいしいしいしいルールールールートについて、トについて、トについて、トについて、詳細詳細詳細詳細なななな道路道路道路道路のののの設設設設計計計計やややや、この地域はかなり地、この地域はかなり地、この地域はかなり地、この地域はかなり地籍籍籍籍

混乱混乱混乱混乱しておりますので、地しておりますので、地しておりますので、地しておりますので、地図図図図訂訂訂訂正正正正を進めているというを進めているというを進めているというを進め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。

見直見直見直見直しを行わなかったその他のしを行わなかったその他のしを行わなかったその他のしを行わなかったその他の区区区区間間間間は４００メは４００メは４００メは４００メーーーートトトトルルルルでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、用用用用地地地地買収買収買収買収を進めを進めを進めを進め

ておりまして、一定ておりまして、一定ておりまして、一定ておりまして、一定規模規模規模規模のののの用用用用地の確地の確地の確地の確保保保保がががが済済済済んだんだんだんだ区区区区間間間間において、平成２４年度から少しずつにおいて、平成２４年度から少しずつにおいて、平成２４年度から少しずつにおいて、平成２４年度から少しずつ

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工工工工事を進めている事を進めている事を進めている事を進めてい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。

百百百百市工市工市工市工区区区区のののの現在現在現在現在のののの用用用用地地地地買収買収買収買収率でございますが、２３率でございますが、２３率でございますが、２３率でございますが、２３％％％％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。そういでございます。そういでございます。そういでございます。そうい

うううう状況状況状況状況ですので、ですので、ですので、ですので、完完完完成成成成時時時時期期期期については明言することはできまについては明言することはできまについては明言することはできまについては明言することはできませせせせんけれども、平成２５年８んけれども、平成２５年８んけれども、平成２５年８んけれども、平成２５年８

月に地月に地月に地月に地元元元元了了了了解解解解をををを得得得得られた１られた１られた１られた１キロキロキロキロメメメメーーーートトトトルルルル区区区区間間間間につきまして、まず、地につきまして、まず、地につきまして、まず、地につきまして、まず、地図図図図訂訂訂訂正正正正、、、、用用用用地地地地交交交交渉渉渉渉をををを

重重重重点点点点的的的的に進めて、一に進めて、一に進めて、一に進めて、一刻刻刻刻でもでもでもでも早早早早くくくく完完完完成するように成するように成するように成するように努努努努めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。以上以上以上以上

です。です。です。です。

○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長 市町村市町村市町村市町村一まちづくり一まちづくり一まちづくり一まちづくり構構構構想想想想推進事推進事推進事推進事業業業業についてお答についてお答についてお答についてお答ええええささささせせせせていていていてい

ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。

この事この事この事この事業業業業でございますけれども、地域のでございますけれども、地域のでございますけれども、地域のでございますけれども、地域の特特特特徴徴徴徴をををを生生生生かしまして、かしまして、かしまして、かしまして、住民住民住民住民がががが元元元元気気気気でででで暮暮暮暮らしらしらしらしややややすすすす

くにくにくにくにぎぎぎぎわいのあるまち、また、安わいのあるまち、また、安わいのあるまち、また、安わいのあるまち、また、安全全全全・安・安・安・安心心心心なまちをつくっていけるように、県、なまちをつくっていけるように、県、なまちをつくっていけるように、県、なまちをつくっていけるように、県、市市市市、ある、ある、ある、ある

いはその関係いはその関係いはその関係いはその関係団体団体団体団体などが協などが協などが協などが協働働働働、、、、連携連携連携連携しまして、まちづくりに関するしまして、まちづくりに関するしまして、まちづくりに関するしまして、まちづくりに関する調調調調査、査、査、査、検討や検討や検討や検討や取り組取り組取り組取り組みみみみ

を進めていこうというものでございます。を進めていこうというものでございます。を進めていこうというものでございます。を進めていこうというものでございます。

この事この事この事この事業業業業は、平成２２年度から、委員ごは、平成２２年度から、委員ごは、平成２２年度から、委員ごは、平成２２年度から、委員ご指摘指摘指摘指摘のように一のように一のように一のように一市市市市一まちづくり一まちづくり一まちづくり一まちづくり構構構構想想想想推進事推進事推進事推進事業業業業とととと

して開始をさして開始をさして開始をさして開始をさせせせせていただいているものでございまして、ていただいているものでございまして、ていただいているものでございまして、ていただいているものでございまして、三輪三輪三輪三輪周辺周辺周辺周辺地地地地区区区区をををを有有有有するするするする桜井桜井桜井桜井市市市市をはをはをはをは

じじじじめとしまして、まちづくりにめとしまして、まちづくりにめとしまして、まちづくりにめとしまして、まちづくりに前向前向前向前向きできできできでややややるるるる気気気気のある８のある８のある８のある８市市市市８地８地８地８地区区区区でででで実施実施実施実施をしてきたものでをしてきたものでをしてきたものでをしてきたもので

ございます。ございます。ございます。ございます。

平成２５年度からは対平成２５年度からは対平成２５年度からは対平成２５年度からは対象象象象をををを町村町村町村町村にもにもにもにも広げ広げ広げ広げることとしまして、ることとしまして、ることとしまして、ることとしまして、新新新新たに４たに４たに４たに４町町町町４地４地４地４地区区区区を加を加を加を加ええええまままま

して、名して、名して、名して、名称称称称も先ほどごも先ほどごも先ほどごも先ほどご指摘指摘指摘指摘のありましたように一のありましたように一のありましたように一のありましたように一市市市市一まちづくりから一まちづくりから一まちづくりから一まちづくりから市町村市町村市町村市町村一まちづくり一まちづくり一まちづくり一まちづくり
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へとへとへとへと変変変変ええええたたたた上上上上で、で、で、で、市町村市町村市町村市町村と協と協と協と協働働働働してしてしてして検討検討検討検討を行っておりまして、を行っておりまして、を行っておりまして、を行っておりまして、来来来来年度年度年度年度以以以以降降降降もももも同同同同様な取り組様な取り組様な取り組様な取り組

みみみみを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいと考え考え考え考えているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

このうち、委員ご質このうち、委員ご質このうち、委員ご質このうち、委員ご質問問問問のののの桜井桜井桜井桜井市市市市のののの三輪三輪三輪三輪周辺周辺周辺周辺地地地地区区区区のまちづくりにつきましては、大のまちづくりにつきましては、大のまちづくりにつきましては、大のまちづくりにつきましては、大神神社神神社神神社神神社

のののの上上上上品品品品なななな参道参道参道参道づくりとづくりとづくりとづくりと三輪三輪三輪三輪のまちのにのまちのにのまちのにのまちのにぎぎぎぎわいわいわいわい創創創創出を出を出を出をテーテーテーテーマとしまして、マとしまして、マとしまして、マとしまして、桜井桜井桜井桜井市や市や市や市や関係者と関係者と関係者と関係者と

ともにともにともにともに検討検討検討検討を進めているところでございます。を進めているところでございます。を進めているところでございます。を進めているところでございます。

その中で、まず、その中で、まず、その中で、まず、その中で、まず、三輪三輪三輪三輪のののの参道参道参道参道、県、県、県、県道道道道三輪三輪三輪三輪山山山山線線線線でございますが、これのでございますが、これのでございますが、これのでございますが、これの整備整備整備整備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、県、は、県、は、県、は、県、桜井桜井桜井桜井市市市市、それから地域、それから地域、それから地域、それから地域住民住民住民住民の方々によりますの方々によりますの方々によりますの方々によります三輪三輪三輪三輪まちづくり会議をまちづくり会議をまちづくり会議をまちづくり会議を立立立立ちちちち上げ上げ上げ上げましましましまし

て、平成２２年度にて、平成２２年度にて、平成２２年度にて、平成２２年度に実施実施実施実施しましたしましたしましたしましたワークショッワークショッワークショッワークショッププププやややや、平成２３年度に、平成２３年度に、平成２３年度に、平成２３年度に来来来来訪訪訪訪者へ者へ者へ者へアアアアンンンンケケケケーーーートトトト

をををを実施実施実施実施しましたが、こういったものをしましたが、こういったものをしましたが、こういったものをしましたが、こういったものを踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、三輪三輪三輪三輪周辺周辺周辺周辺地地地地区区区区の目の目の目の目指指指指すすすすべべべべきききき将将将将来来来来像像像像をををを三輪三輪三輪三輪

まちづくり会議でまちづくり会議でまちづくり会議でまちづくり会議で共有共有共有共有するとともに、まちづくりのきっかけとなるようなするとともに、まちづくりのきっかけとなるようなするとともに、まちづくりのきっかけとなるようなするとともに、まちづくりのきっかけとなるような魅魅魅魅力力力力的的的的なななな参道参道参道参道づづづづ

くりを進めるための議くりを進めるための議くりを進めるための議くりを進めるための議論論論論を行ってきたものでございます。を行ってきたものでございます。を行ってきたものでございます。を行ってきたものでございます。

具体具体具体具体的的的的には、地域の方々が中には、地域の方々が中には、地域の方々が中には、地域の方々が中心心心心となって、大となって、大となって、大となって、大神神社神神社神神社神神社などの関係などの関係などの関係などの関係機機機機関とも関とも関とも関とも調整調整調整調整を行いながを行いながを行いながを行いなが

ら、ら、ら、ら、参道参道参道参道としてふさわしいとしてふさわしいとしてふさわしいとしてふさわしい景観景観景観景観にもにもにもにも配配配配慮慮慮慮しまして、しまして、しまして、しまして、参道参道参道参道ののののデザデザデザデザイイイインンンンや整備や整備や整備や整備計計計計画画画画のののの概概概概要要要要につにつにつにつ

きまして、地域きまして、地域きまして、地域きまして、地域住民住民住民住民の方々が中の方々が中の方々が中の方々が中心心心心となってとなってとなってとなって継継継継続的続的続的続的に議に議に議に議論論論論をををを重ね重ね重ね重ねてきたところでございます。てきたところでございます。てきたところでございます。てきたところでございます。

他方、県の一他方、県の一他方、県の一他方、県の一市市市市一まちづくりをきっかけに、一まちづくりをきっかけに、一まちづくりをきっかけに、一まちづくりをきっかけに、桜井桜井桜井桜井市市市市においても、ことし３月ににおいても、ことし３月ににおいても、ことし３月ににおいても、ことし３月に参道参道参道参道のののの沿沿沿沿

道道道道の目の目の目の目指指指指すすすす姿姿姿姿、目、目、目、目標標標標を定めたを定めたを定めたを定めた三輪街三輪街三輪街三輪街路沿道路沿道路沿道路沿道まちづくり方まちづくり方まちづくり方まちづくり方針針針針をををを策策策策定されており、定されており、定されており、定されており、現在現在現在現在、この、この、この、この

方方方方針針針針にににに基基基基づいて、よりづいて、よりづいて、よりづいて、より具体具体具体具体化化化化したしたしたした沿道整備沿道整備沿道整備沿道整備プラプラプラプランのたたきンのたたきンのたたきンのたたき台台台台をををを作作作作成したところでございま成したところでございま成したところでございま成したところでございま

す。地す。地す。地す。地元元元元地地地地区区区区の代の代の代の代表表表表者者者者や沿道や沿道や沿道や沿道地地地地区区区区の地の地の地の地権権権権者のご理者のご理者のご理者のご理解解解解、、、、賛賛賛賛同同同同がががが得得得得られるよう、このられるよう、このられるよう、このられるよう、この案案案案のののの内容内容内容内容

や考えや考えや考えや考え方について方について方について方について丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説説説説明を明を明を明を実施実施実施実施し、議し、議し、議し、議論論論論、、、、検討検討検討検討をををを重ね重ね重ね重ねているところと聞いております。ているところと聞いております。ているところと聞いております。ているところと聞いております。

いずれにしましても、いずれにしましても、いずれにしましても、いずれにしましても、三輪三輪三輪三輪周辺周辺周辺周辺地地地地区区区区のまちづくりについては、のまちづくりについては、のまちづくりについては、のまちづくりについては、桜井桜井桜井桜井市や市や市や市や地域の方々とと地域の方々とと地域の方々とと地域の方々とと

もにもにもにもに参道整備参道整備参道整備参道整備とととと沿道整備沿道整備沿道整備沿道整備がががが相相相相まって一まって一まって一まって一体体体体的的的的に進めていくことがに進めていくことがに進めていくことがに進めていくことが重要重要重要重要であるとであるとであるとであると考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

して、して、して、して、三輪三輪三輪三輪周辺周辺周辺周辺地地地地区区区区が今後が今後が今後が今後将将将将来来来来にわたってにわたってにわたってにわたって継継継継続続続続してにしてにしてにしてにぎぎぎぎわいと活力をわいと活力をわいと活力をわいと活力を生み生み生み生み出出出出せせせせるような、るような、るような、るような、

また、地域の方々にとってもまた、地域の方々にとってもまた、地域の方々にとってもまた、地域の方々にとっても誇誇誇誇りとなるようなまちづくりを、りとなるようなまちづくりを、りとなるようなまちづくりを、りとなるようなまちづくりを、桜井桜井桜井桜井市市市市をはをはをはをはじじじじめ関係者ととめ関係者ととめ関係者ととめ関係者とと

もにもにもにもに引引引引きききき続続続続き進めてまいりたいとき進めてまいりたいとき進めてまいりたいとき進めてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。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。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 まちづくり推進事まちづくり推進事まちづくり推進事まちづくり推進事業業業業について今、答弁いただいたについて今、答弁いただいたについて今、答弁いただいたについて今、答弁いただいた内容内容内容内容は、おおは、おおは、おおは、おおむむむむねねねね歓歓歓歓迎迎迎迎するするするする

答弁だと理答弁だと理答弁だと理答弁だと理解解解解いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

重要重要重要重要なことは、これまでまちづくりについてなことは、これまでまちづくりについてなことは、これまでまちづくりについてなことは、これまでまちづくりについて非常非常非常非常にににに混乱混乱混乱混乱しておりました。今もまだしておりました。今もまだしておりました。今もまだしておりました。今もまだ道路道路道路道路

のののの整備整備整備整備のあり方について、こののあり方について、こののあり方について、こののあり方について、この道路道路道路道路がついたならば、まちづくりそのものもうまくいくのがついたならば、まちづくりそのものもうまくいくのがついたならば、まちづくりそのものもうまくいくのがついたならば、まちづくりそのものもうまくいくの

だろうかという疑だろうかという疑だろうかという疑だろうかという疑問問問問が出されているが出されているが出されているが出されている状況状況状況状況も、まだも、まだも、まだも、まだ残残残残っております。そういうっております。そういうっております。そういうっております。そういう意味意味意味意味で、大で、大で、大で、大変変変変

苦労をしていただいておりますけれども、苦労をしていただいておりますけれども、苦労をしていただいておりますけれども、苦労をしていただいておりますけれども、住民住民住民住民のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり参参参参加が、しっかりと加が、しっかりと加が、しっかりと加が、しっかりと意意意意思思思思統統統統一一一一
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ができるように、そしてそのができるように、そしてそのができるように、そしてそのができるように、そしてそのユユユユニークニークニークニークなななな道路整備道路整備道路整備道路整備がどういうがどういうがどういうがどういう意意意意義義義義を持つのか、を持つのか、を持つのか、を持つのか、意味意味意味意味を持つを持つを持つを持つ

のか、のか、のか、のか、機機機機能を発能を発能を発能を発揮揮揮揮するのか、そういうことをしっかりとするのか、そういうことをしっかりとするのか、そういうことをしっかりとするのか、そういうことをしっかりと丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説説説説明をしていってもらいた明をしていってもらいた明をしていってもらいた明をしていってもらいた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

それから、県それから、県それから、県それから、県道道道道桜井吉桜井吉桜井吉桜井吉野野野野線線線線の関係でございますが、答弁のの関係でございますが、答弁のの関係でございますが、答弁のの関係でございますが、答弁の最最最最後に後に後に後に結結結結ばれた言ばれた言ばれた言ばれた言葉葉葉葉が、一が、一が、一が、一刻刻刻刻

もももも早早早早くということで、一くということで、一くということで、一くということで、一刻刻刻刻もももも早早早早くというその言くというその言くというその言くというその言葉葉葉葉を、本当にを、本当にを、本当にを、本当に早早早早くというように理くというように理くというように理くというように理解解解解をさをさをさをさせせせせ

ていただきたい。しかし、ていただきたい。しかし、ていただきたい。しかし、ていただきたい。しかし、用用用用地地地地買収買収買収買収が２３が２３が２３が２３％％％％しか進んでいないということですから、これしか進んでいないということですから、これしか進んでいないということですから、これしか進んでいないということですから、これ

はははは急急急急ピッピッピッピッチチチチででででややややらなくてはいけないだろうと思いますけれども、いずれにいたしましても、らなくてはいけないだろうと思いますけれども、いずれにいたしましても、らなくてはいけないだろうと思いますけれども、いずれにいたしましても、らなくてはいけないだろうと思いますけれども、いずれにいたしましても、

一一一一刻刻刻刻もももも早早早早くというくというくというくという表現表現表現表現は、は、は、は、支支支支障障障障がないがないがないがない限限限限りは、りは、りは、りは、順順順順調調調調に進に進に進に進むむむむならば、ならば、ならば、ならば、例例例例ええええば少なくとも２～ば少なくとも２～ば少なくとも２～ば少なくとも２～

３年。３年。３年。３年。百百百百市市市市とととと下下下下居居居居間間間間は３年で一は３年で一は３年で一は３年で一区区区区切りだと。切りだと。切りだと。切りだと。順順順順調調調調にいくならば３年にいくならば３年にいくならば３年にいくならば３年ぐぐぐぐらいをめどにらいをめどにらいをめどにらいをめどに頑張頑張頑張頑張っっっっ

ていこうということで、ていこうということで、ていこうということで、ていこうということで、ややややはりはりはりはりややややるるるる気気気気を出してを出してを出してを出してややややらないといけない。らないといけない。らないといけない。らないといけない。用用用用地地地地買収買収買収買収もゆっくりもゆっくりもゆっくりもゆっくり

して、しんどくなったら様して、しんどくなったら様して、しんどくなったら様して、しんどくなったら様子子子子をををを見見見見ようかとか、そしてまた地ようかとか、そしてまた地ようかとか、そしてまた地ようかとか、そしてまた地元元元元のののの人人人人たちのたちのたちのたちの気気気気持ちが持ちが持ちが持ちが変変変変わるわるわるわる

ようなときにはようなときにはようなときにはようなときにはタイタイタイタイミミミミンンンンググググをををを見見見見計らってという計らってという計らってという計らってという悠悠悠悠長なことではなくて、本当に３年なら３長なことではなくて、本当に３年なら３長なことではなくて、本当に３年なら３長なことではなくて、本当に３年なら３

年という形で切る年という形で切る年という形で切る年という形で切る必要必要必要必要があるのではないかと思います。そのがあるのではないかと思います。そのがあるのではないかと思います。そのがあるのではないかと思います。その辺辺辺辺のののの意意意意気込気込気込気込みみみみをををを示示示示していただしていただしていただしていただ

きたいと思うのです。きたいと思うのです。きたいと思うのです。きたいと思うのです。実実実実際際際際のところ、のところ、のところ、のところ、支支支支障障障障がなければ、一がなければ、一がなければ、一がなければ、一刻刻刻刻もももも早早早早くは一くは一くは一くは一体体体体どのどのどのどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの期期期期

間間間間なのか、おなのか、おなのか、おなのか、お示示示示しいただきたい。これはしいただきたい。これはしいただきたい。これはしいただきたい。これは約約約約束束束束事ではなくて、事ではなくて、事ではなくて、事ではなくて、相相相相手があるという点は理手があるという点は理手があるという点は理手があるという点は理解解解解いいいい

たします。たします。たします。たします。

○森本道路建設課長○森本道路建設課長○森本道路建設課長○森本道路建設課長 一一一一刻刻刻刻もももも早早早早くということが大くということが大くということが大くということが大体体体体どのくらいかというご質どのくらいかというご質どのくらいかというご質どのくらいかというご質問問問問だと思うのだと思うのだと思うのだと思うの

ですけれど、まことにですけれど、まことにですけれど、まことにですけれど、まことに申申申申しわけございましわけございましわけございましわけございませせせせん。今、ん。今、ん。今、ん。今、用用用用地地地地買収買収買収買収率が２３率が２３率が２３率が２３％％％％とととと申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたましたましたました

が、が、が、が、相相相相手もあることなので、２年とか３年というのは、今この手もあることなので、２年とか３年というのは、今この手もあることなので、２年とか３年というのは、今この手もあることなので、２年とか３年というのは、今この場場場場ではではではでは話話話話すことはできないすことはできないすことはできないすことはできない

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

また、今ここで一また、今ここで一また、今ここで一また、今ここで一番番番番問題問題問題問題になっているのは、地になっているのは、地になっているのは、地になっているのは、地図図図図訂訂訂訂正正正正がかなりかかる。がかなりかかる。がかなりかかる。がかなりかかる。用用用用地ができ地ができ地ができ地ができ上上上上がががが

り、あとり、あとり、あとり、あと工工工工事だけになりますと、ほ事だけになりますと、ほ事だけになりますと、ほ事だけになりますと、ほぼぼぼぼ見え見え見え見えてくる。そういうてくる。そういうてくる。そういうてくる。そういう意味意味意味意味でも、でも、でも、でも、用用用用地の進地の進地の進地の進捗捗捗捗率を率を率を率を早早早早

くくくく上げ上げ上げ上げたいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 ではではではでは頑張頑張頑張頑張っていただきたいと思いますが、っていただきたいと思いますが、っていただきたいと思いますが、っていただきたいと思いますが、引引引引きききき続続続続きまたそのきまたそのきまたそのきまたその下下下下のののの下下下下居居居居からからからから倉倉倉倉

橋橋橋橋間間間間ををををややややりましりましりましりましょょょょうかと、一うかと、一うかと、一うかと、一服服服服ではなくてではなくてではなくてではなくて継継継継続続続続してこのしてこのしてこのしてこの工工工工事を進められるように、そこを事を進められるように、そこを事を進められるように、そこを事を進められるように、そこを

ややややりりりり遂遂遂遂げげげげないと、ないと、ないと、ないと、完完完完成したことにはなりま成したことにはなりま成したことにはなりま成したことにはなりませせせせん。７～８年ん。７～８年ん。７～８年ん。７～８年やややや１０年かかるような計１０年かかるような計１０年かかるような計１０年かかるような計画画画画ははははやややや

めておきましめておきましめておきましめておきましょょょょう。う。う。う。

そういうことで、しっかりとそういうことで、しっかりとそういうことで、しっかりとそういうことで、しっかりと頑張頑張頑張頑張っていただくようお願いしたいと思うし、県議会に、っていただくようお願いしたいと思うし、県議会に、っていただくようお願いしたいと思うし、県議会に、っていただくようお願いしたいと思うし、県議会に、

できるだけできるだけできるだけできるだけ残残残残ってってってって頑張頑張頑張頑張るようにいたしますから、よろしくお願いいたします。るようにいたしますから、よろしくお願いいたします。るようにいたしますから、よろしくお願いいたします。るようにいたしますから、よろしくお願いいたします。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ２点についてお２点についてお２点についてお２点についてお尋ね尋ね尋ね尋ねいたします。いたします。いたします。いたします。
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１１１１番番番番目は、目は、目は、目は、河河河河川川川川維維維維持持持持修繕修繕修繕修繕事事事事業業業業について、について、について、について、資資資資料「料「料「料「平成２５年度主平成２５年度主平成２５年度主平成２５年度主要施策要施策要施策要施策の成の成の成の成果果果果に関するに関するに関するに関する報報報報

告書」告書」告書」告書」の１５４の１５４の１５４の１５４ペペペペーーーージにありますが、この１０月になりましてからもジにありますが、この１０月になりましてからもジにありますが、この１０月になりましてからもジにありますが、この１０月になりましてからも台風台風台風台風１８号、１８号、１８号、１８号、台風台風台風台風１１１１

９９９９号が号が号が号が襲襲襲襲来来来来しました。国のしました。国のしました。国のしました。国の調調調調査では、あ査では、あ査では、あ査では、あややややめめめめ池池池池のののの蛙股池蛙股池蛙股池蛙股池からからからから菅菅菅菅原原原原を通ってを通ってを通ってを通って秋篠秋篠秋篠秋篠川につなが川につなが川につなが川につなが

ります一ります一ります一ります一級河級河級河級河川の大川の大川の大川の大池池池池川ですけれども、お川ですけれども、お川ですけれども、お川ですけれども、お盆盆盆盆明けの大明けの大明けの大明けの大雨雨雨雨で、で、で、で、道路道路道路道路からからからから住住住住宅宅宅宅地にかかってい地にかかってい地にかかってい地にかかってい

ます土ます土ます土ます土橋橋橋橋に５０に５０に５０に５０セセセセンンンンチチチチ程度まで水程度まで水程度まで水程度まで水面面面面がががが迫迫迫迫っておりました。っておりました。っておりました。っておりました。

大大大大池池池池川の川の川の川の河床河床河床河床には、長年にわたりましてには、長年にわたりましてには、長年にわたりましてには、長年にわたりましてブブブブロックロックロックロック片片片片やややや岩岩岩岩石片石片石片石片等の等の等の等の廃材廃材廃材廃材ががががゴゴゴゴロロロロゴゴゴゴロロロロしておしておしておしてお

ります。そして、ある部ります。そして、ある部ります。そして、ある部ります。そして、ある部分分分分ではではではでは底底底底が一部が一部が一部が一部ココココンンンンクリークリークリークリートトトト張張張張りしたような形りしたような形りしたような形りしたような形跡跡跡跡もももも見見見見られるられるられるられる河床河床河床河床

もありました。もありました。もありました。もありました。

大大大大池池池池川へ川へ川へ川へ蛙股池蛙股池蛙股池蛙股池のののの池底池底池底池底ののののヘヘヘヘドロドロドロドロがががが流流流流れれれれ込込込込みみみみますので、ますので、ますので、ますので、流流流流れれれれ込込込込みみみみますときは大ますときは大ますときは大ますときは大変変変変なななな悪臭悪臭悪臭悪臭がががが

するということで、このするということで、このするということで、このするということで、この辺辺辺辺は園は園は園は園児児児児、、、、児童児童児童児童の通園・通の通園・通の通園・通の通園・通学路学路学路学路になっておりますので、こういうになっておりますので、こういうになっておりますので、こういうになっておりますので、こういう

問題問題問題問題もあると思います。もあると思います。もあると思います。もあると思います。雑草雑草雑草雑草も定も定も定も定期的期的期的期的にににに刈刈刈刈り取っていただいているということで、おり取っていただいているということで、おり取っていただいているということで、おり取っていただいているということで、お近近近近くくくく

の方は大の方は大の方は大の方は大変変変変感感感感謝謝謝謝をされていましたけれども、をされていましたけれども、をされていましたけれども、をされていましたけれども、除草除草除草除草後の点後の点後の点後の点検検検検をしてほしいと言っておられまをしてほしいと言っておられまをしてほしいと言っておられまをしてほしいと言っておられま

した。した。した。した。

そこで、おそこで、おそこで、おそこで、お尋ね尋ね尋ね尋ねしたいのは、こうしたしたいのは、こうしたしたいのは、こうしたしたいのは、こうした河河河河川の川の川の川の状況状況状況状況のののの把把把把握握握握はどのようにされているのか、はどのようにされているのか、はどのようにされているのか、はどのようにされているのか、

県としての方県としての方県としての方県としての方針針針針をお聞かをお聞かをお聞かをお聞かせせせせいただきたいのと、いただきたいのと、いただきたいのと、いただきたいのと、最近最近最近最近のののの雨雨雨雨のののの降降降降り方は、り方は、り方は、り方は、体体体体験験験験しておりますよしておりますよしておりますよしておりますよ

うにうにうにうに異常異常異常異常なのです。だから、なのです。だから、なのです。だから、なのです。だから、災災災災害を害を害を害を未未未未然然然然にににに防ぐ防ぐ防ぐ防ぐためのためのためのための維維維維持管理はどのようにされているの持管理はどのようにされているの持管理はどのようにされているの持管理はどのようにされているの

でしでしでしでしょょょょうか。この点をおうか。この点をおうか。この点をおうか。この点をお尋ね尋ね尋ね尋ねいたします。いたします。いたします。いたします。

○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長 小林委員から、小林委員から、小林委員から、小林委員から、河河河河川の川の川の川の維維維維持、持、持、持、修繕修繕修繕修繕についてのご質についてのご質についてのご質についてのご質問問問問がありました。お答がありました。お答がありました。お答がありました。お答

ええええささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

まず、どのようにまず、どのようにまず、どのようにまず、どのように把把把把握握握握しているかですが、しているかですが、しているかですが、しているかですが、例例例例ええええばばばば家屋家屋家屋家屋よりもよりもよりもよりも高高高高いいいい堤防堤防堤防堤防があるようなとこがあるようなとこがあるようなとこがあるようなとこ

ろというのは、ろというのは、ろというのは、ろというのは、結構結構結構結構危険危険危険危険なところなのですが、なところなのですが、なところなのですが、なところなのですが、重要重要重要重要河河河河川と川と川と川と呼呼呼呼んでいます。そういうところんでいます。そういうところんでいます。そういうところんでいます。そういうところ

については年に２については年に２については年に２については年に２回回回回、、、、巡視巡視巡視巡視点点点点検検検検を行っております。その他のを行っております。その他のを行っております。その他のを行っております。その他の河河河河川は、年に１川は、年に１川は、年に１川は、年に１回回回回行っており行っており行っており行っており

まして、まして、まして、まして、異常異常異常異常があれば対があれば対があれば対があれば対応応応応するというするというするというするという状況状況状況状況です。です。です。です。

さらに、さらに、さらに、さらに、占占占占用工用工用工用工作作作作物物物物というというというという河河河河川川川川構構構構造造造造物物物物ではないものについても目ではないものについても目ではないものについても目ではないものについても目視視視視点点点点検検検検して、して、して、して、異常異常異常異常があがあがあがあ

れば、その管理者にれば、その管理者にれば、その管理者にれば、その管理者に是是是是正正正正するようにという取り組するようにという取り組するようにという取り組するようにという取り組みみみみをまずしております。をまずしております。をまずしております。をまずしております。

今度、今度、今度、今度、災災災災害の害の害の害の予予予予防防防防ということですが、まず、ということですが、まず、ということですが、まず、ということですが、まず、河河河河川川川川改改改改修修修修をををを河河河河川川川川整備整備整備整備計計計計画画画画にににに基基基基づいてづいてづいてづいてややややってってってって

おりますとともに、おりますとともに、おりますとともに、おりますとともに、維維維維持に関することであれば、点持に関することであれば、点持に関することであれば、点持に関することであれば、点検検検検をするをするをするをする前前前前には当には当には当には当然然然然草刈草刈草刈草刈り等をしないり等をしないり等をしないり等をしない

と、そのと、そのと、そのと、その辺辺辺辺のののの状況状況状況状況がわからないということで、がわからないということで、がわからないということで、がわからないということで、草刈草刈草刈草刈りをりをりをりをややややったり、あとは川の中にったり、あとは川の中にったり、あとは川の中にったり、あとは川の中に堆堆堆堆積積積積土土土土

砂砂砂砂のようなものがあると、先ほど言ったのようなものがあると、先ほど言ったのようなものがあると、先ほど言ったのようなものがあると、先ほど言った重要重要重要重要河河河河川については、大川については、大川については、大川については、大体体体体断断断断面面面面の１の１の１の１割以上割以上割以上割以上になっになっになっになっ

てきたらてきたらてきたらてきたら撤去撤去撤去撤去する。そのほかの川につきましては、する。そのほかの川につきましては、する。そのほかの川につきましては、する。そのほかの川につきましては、優優優優先度の先度の先度の先度の高高高高いところから取り組んでおいところから取り組んでおいところから取り組んでおいところから取り組んでお
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ります。ります。ります。ります。以上以上以上以上です。です。です。です。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 今お答今お答今お答今お答ええええいただいたのですけれど、今の点については、再度またおいただいたのですけれど、今の点については、再度またおいただいたのですけれど、今の点については、再度またおいただいたのですけれど、今の点については、再度またお尋ね尋ね尋ね尋ねしましましましま

すけれども、もう１点おすけれども、もう１点おすけれども、もう１点おすけれども、もう１点お尋ね尋ね尋ね尋ねいたします。いたします。いたします。いたします。

住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンの推進事ンの推進事ンの推進事ンの推進事業業業業について、これはについて、これはについて、これはについて、これは資資資資料「料「料「料「平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計特特特特別別別別会計会計会計会計予予予予算算算算

案案案案のののの概概概概要要要要」」」」１１７１１７１１７１１７ペペペペーーーージにありますが、先ほどもジにありますが、先ほどもジにありますが、先ほどもジにありますが、先ほども話話話話がありました県がありました県がありました県がありました県営営営営住住住住宅宅宅宅のことで、奈良のことで、奈良のことで、奈良のことで、奈良

県県県県住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンの推進をされてきたと理ンの推進をされてきたと理ンの推進をされてきたと理ンの推進をされてきたと理解解解解しております。２０１２年に奈良県しております。２０１２年に奈良県しております。２０１２年に奈良県しております。２０１２年に奈良県住生住生住生住生活活活活ビビビビ

ジジジジョョョョンを出されまして、ンを出されまして、ンを出されまして、ンを出されまして、住住住住宅宅宅宅、、、、住生住生住生住生活を取り活を取り活を取り活を取り巻巻巻巻くくくく現状現状現状現状についてについてについてについて書書書書かれております。このかれております。このかれております。このかれております。このビビビビ

ジジジジョョョョンをンをンをンを見見見見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、高齢高齢高齢高齢化化化化が進んで、が進んで、が進んで、が進んで、高齢高齢高齢高齢者が安者が安者が安者が安心心心心してしてしてして住み続住み続住み続住み続けられるけられるけられるけられる住住住住

環境環境環境環境のののの整備整備整備整備がががが必要必要必要必要だとだとだとだと書書書書かれておりまして、かれておりまして、かれておりまして、かれておりまして、高齢高齢高齢高齢者、者、者、者、障障障障害者等に対する害者等に対する害者等に対する害者等に対するババババリアリアリアリアフフフフリー化リー化リー化リー化をををを

推進していくとありました。推進していくとありました。推進していくとありました。推進していくとありました。

それで、それで、それで、それで、現在現在現在現在、県、県、県、県営営営営住住住住宅宅宅宅が４８あるわけですけれど、が４８あるわけですけれど、が４８あるわけですけれど、が４８あるわけですけれど、高齢高齢高齢高齢者は、どのくらいの者は、どのくらいの者は、どのくらいの者は、どのくらいの割合割合割合割合でおでおでおでお

住住住住まいになっているのかがわかりましたらお聞きしたいです。まいになっているのかがわかりましたらお聞きしたいです。まいになっているのかがわかりましたらお聞きしたいです。まいになっているのかがわかりましたらお聞きしたいです。

それから、こうした方々が、それから、こうした方々が、それから、こうした方々が、それから、こうした方々が、高齢高齢高齢高齢者、者、者、者、障障障障害者も含まれますけれども、害者も含まれますけれども、害者も含まれますけれども、害者も含まれますけれども、住住住住宅宅宅宅でででで暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けけけけ

るためにはるためにはるためにはるためにはババババリアリアリアリアフフフフリーリーリーリー、、、、特特特特ににににエレベーターエレベーターエレベーターエレベーターのののの設置設置設置設置がががが必要必要必要必要とされているというごとされているというごとされているというごとされているというご意見意見意見意見があがあがあがあ

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、エレベーター設置エレベーター設置エレベーター設置エレベーター設置についてはどのように進められようとしているのか、についてはどのように進められようとしているのか、についてはどのように進められようとしているのか、についてはどのように進められようとしているのか、

また、また、また、また、検討検討検討検討されているのでしされているのでしされているのでしされているのでしょょょょうか。そのうか。そのうか。そのうか。その辺辺辺辺をおをおをおをお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 県県県県営営営営住住住住宅宅宅宅についておについておについておについてお問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせをいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

まず、県まず、県まず、県まず、県営営営営住住住住宅宅宅宅のののの住民住民住民住民のののの高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の割合割合割合割合でございますが、大でございますが、大でございますが、大でございますが、大変申変申変申変申しわけございましわけございましわけございましわけございませせせせん、今ん、今ん、今ん、今

具体具体具体具体的的的的なななな数数数数字字字字を持ちを持ちを持ちを持ち合合合合わわわわせせせせてございまてございまてございまてございませせせせん。ただ、ほかの地域よりん。ただ、ほかの地域よりん。ただ、ほかの地域よりん。ただ、ほかの地域より高高高高いことはいことはいことはいことは間間間間違違違違いございございございござ

いまいまいまいませせせせん。ん。ん。ん。

そのような中、そのような中、そのような中、そのような中、高齢高齢高齢高齢者対者対者対者対策策策策としてとしてとしてとしてババババリアリアリアリアフフフフリー化リー化リー化リー化の課の課の課の課題題題題はははは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要だと認だと認だと認だと認識識識識しておりしておりしておりしており

ます。ます。ます。ます。

昨昨昨昨年の６月議会でも年の６月議会でも年の６月議会でも年の６月議会でも同同同同様の質様の質様の質様の質問問問問をいただきました。そのをいただきました。そのをいただきました。そのをいただきました。その際際際際、お答、お答、お答、お答ええええしましたしましたしましたしました内容内容内容内容のののの概略概略概略概略

をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げますと、県ますと、県ますと、県ますと、県営営営営住住住住宅宅宅宅において安において安において安において安全全全全・安・安・安・安心心心心なななな居居居居住環境住環境住環境住環境のののの提提提提供供供供をををを図図図図るるるる観観観観点から、点から、点から、点から、エレエレエレエレ

ベーター設置ベーター設置ベーター設置ベーター設置につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、設置設置設置設置位位位位置や置や置や置や建建建建物物物物全体全体全体全体のののの耐耐耐耐震震震震性の性の性の性の検検検検証証証証などがなどがなどがなどが必要必要必要必要でございまでございまでございまでございま

す。あわす。あわす。あわす。あわせせせせて、当て、当て、当て、当該該該該地域地域地域地域や住や住や住や住宅宅宅宅におけるにおけるにおけるにおける高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の居居居居住実住実住実住実態態態態もももも踏踏踏踏ままままええええながら、ながら、ながら、ながら、市町村や市町村や市町村や市町村や福祉福祉福祉福祉

部局とも部局とも部局とも部局とも連携連携連携連携をとりながらをとりながらをとりながらをとりながら検討検討検討検討を行ってまいりたい。このように答弁をさを行ってまいりたい。このように答弁をさを行ってまいりたい。このように答弁をさを行ってまいりたい。このように答弁をさせせせせていただきまていただきまていただきまていただきま

した。した。した。した。

現在現在現在現在、県、県、県、県営営営営住住住住宅宅宅宅で中で中で中で中層以上層以上層以上層以上のののの住住住住棟棟棟棟のあるのあるのあるのある団団団団地が２４地が２４地が２４地が２４団団団団地ございますが、地ございますが、地ございますが、地ございますが、エレベーターエレベーターエレベーターエレベーターをををを

設置設置設置設置しておりますのは４しておりますのは４しておりますのは４しておりますのは４団団団団地にとどまっています。したがいまして、地にとどまっています。したがいまして、地にとどまっています。したがいまして、地にとどまっています。したがいまして、残残残残りの２０りの２０りの２０りの２０団団団団地がこ地がこ地がこ地がこ
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ののののエレベーター設置エレベーター設置エレベーター設置エレベーター設置についてのについてのについてのについての検討検討検討検討対対対対象象象象になるとになるとになるとになると考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

ただ、ただ、ただ、ただ、具体具体具体具体的的的的には１には１には１には１基基基基当たり安くても当たり安くても当たり安くても当たり安くても数数数数千千千千万万万万円円円円いたしますいたしますいたしますいたしますエレベーターエレベーターエレベーターエレベーターの後づけを、この後づけを、この後づけを、この後づけを、こ

れらのれらのれらのれらの全全全全てのてのてのての団団団団地に行うというのはなかなか地に行うというのはなかなか地に行うというのはなかなか地に行うというのはなかなか難難難難しいとしいとしいとしいと考え考え考え考えてございまして、てございまして、てございまして、てございまして、設置設置設置設置をををを優優優優先先先先的的的的

にににに検討検討検討検討するするするする団団団団地を地を地を地を抽抽抽抽出する出する出する出する作作作作業業業業に今、取り組んでいます。に今、取り組んでいます。に今、取り組んでいます。に今、取り組んでいます。各団各団各団各団地における地における地における地における高齢高齢高齢高齢者の入者の入者の入者の入居居居居状状状状

況や況や況や況や入入入入居居居居者の者の者の者の身体身体身体身体状況状況状況状況などのなどのなどのなどの把把把把握握握握とともに、そのとともに、そのとともに、そのとともに、その設置ス設置ス設置ス設置スペペペペースースースースについてもについてもについてもについても検検検検証証証証を行っていを行っていを行っていを行ってい

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

ただ、これらによりましてただ、これらによりましてただ、これらによりましてただ、これらによりまして優優優優先先先先的的的的にににに検討検討検討検討するするするする団団団団地を地を地を地を抽抽抽抽出いたしましたとしても、さらに出いたしましたとしても、さらに出いたしましたとしても、さらに出いたしましたとしても、さらに

構構構構造造造造的的的的なななな検検検検証証証証ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、建建建建築築築築基準法上基準法上基準法上基準法上等の等の等の等の法法法法規規規規的的的的なななな検討検討検討検討、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは設置設置設置設置手手手手法法法法、、、、何何何何よりよりよりより住民住民住民住民

の方のの方のの方のの方の合意合意合意合意形成などが形成などが形成などが形成などが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要だとだとだとだと考え考え考え考えてございまして、それらをてございまして、それらをてございまして、それらをてございまして、それらを経経経経たたたた上上上上で、で、で、で、具体具体具体具体的的的的なななな

団団団団地における地における地における地におけるエレベーター設置エレベーター設置エレベーター設置エレベーター設置のののの設設設設計計計計業業業業務などには務などには務などには務などにはじじじじめて着手できるものとめて着手できるものとめて着手できるものとめて着手できるものと考え考え考え考えてございてございてございてござい

ます。このため、ます。このため、ます。このため、ます。このため、具体具体具体具体的的的的にここのにここのにここのにここの団団団団地でということを地でということを地でということを地でということを申申申申しししし上げ上げ上げ上げるまでには、まだるまでには、まだるまでには、まだるまでには、まだ時時時時間間間間がかがかがかがか

からざるをからざるをからざるをからざるを得得得得ないとないとないとないと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

一方で、委員お一方で、委員お一方で、委員お一方で、委員お述べ述べ述べ述べいただきましたように、いただきましたように、いただきましたように、いただきましたように、高齢高齢高齢高齢化化化化するするするする住民住民住民住民への対への対への対への対応応応応もももも早早早早く取り組まなく取り組まなく取り組まなく取り組まな

ければいけないとければいけないとければいけないとければいけないと考え考え考え考えていますので、ていますので、ていますので、ていますので、エレベーター設置エレベーター設置エレベーター設置エレベーター設置だけでなく、さまざまなだけでなく、さまざまなだけでなく、さまざまなだけでなく、さまざまなソフソフソフソフトトトト施施施施

策策策策も含めた総も含めた総も含めた総も含めた総合的合的合的合的な取り組な取り組な取り組な取り組みみみみについてについてについてについて引引引引きききき続続続続きききき検討検討検討検討をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以

上上上上です。です。です。です。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 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。

先ほどの先ほどの先ほどの先ほどの河河河河川川川川維維維維持、持、持、持、修繕修繕修繕修繕事事事事業業業業についてですけれども、点についてですけれども、点についてですけれども、点についてですけれども、点検検検検も行っていただいているといも行っていただいているといも行っていただいているといも行っていただいているとい

うことで、ご答弁をいただきましたが、一うことで、ご答弁をいただきましたが、一うことで、ご答弁をいただきましたが、一うことで、ご答弁をいただきましたが、一級河級河級河級河川でもこういう川でもこういう川でもこういう川でもこういう状状状状態態態態のところはたくさんあのところはたくさんあのところはたくさんあのところはたくさんあ

るのではないかと思います。るのではないかと思います。るのではないかと思います。るのではないかと思います。時時時時間間間間雨量雨量雨量雨量で８０で８０で８０で８０ミミミミリリリリ、１００、１００、１００、１００ミミミミリリリリのののの雨雨雨雨がたがたがたがたびびびびたたたたびびびび降降降降るというるというるというるという

状況状況状況状況にありますから、それに対にありますから、それに対にありますから、それに対にありますから、それに対応応応応するするするする河河河河川の川の川の川の整備整備整備整備ができているのかどうかということで、ができているのかどうかということで、ができているのかどうかということで、ができているのかどうかということで、

それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの河河河河川で川で川で川で何何何何ミミミミリリリリまで大まで大まで大まで大雨雨雨雨にににに耐耐耐耐ええええられるのかといった、このられるのかといった、このられるのかといった、このられるのかといった、この辺辺辺辺のののの検検検検証証証証もももも必要必要必要必要かと思かと思かと思かと思

われますけれども、そういうことも含めて、おわれますけれども、そういうことも含めて、おわれますけれども、そういうことも含めて、おわれますけれども、そういうことも含めて、お考え考え考え考えを聞かを聞かを聞かを聞かせせせせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンの推進について、今、ンの推進について、今、ンの推進について、今、ンの推進について、今、エレベーター設置エレベーター設置エレベーター設置エレベーター設置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優優優優先先先先

順位順位順位順位やややや、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは調調調調査をされていくということです。確かにそこの査をされていくということです。確かにそこの査をされていくということです。確かにそこの査をされていくということです。確かにそこの設置場所設置場所設置場所設置場所によりましてによりましてによりましてによりまして

はははは構構構構造造造造上上上上無無無無理ということも出てくるかと思うのですけれども、理ということも出てくるかと思うのですけれども、理ということも出てくるかと思うのですけれども、理ということも出てくるかと思うのですけれども、精精精精力力力力的的的的にににに調調調調査を進めていた査を進めていた査を進めていた査を進めていた

だきまして、だきまして、だきまして、だきまして、何何何何よりもよりもよりもよりも住み続住み続住み続住み続けることができるというけることができるというけることができるというけることができるという住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンにもあるようなことンにもあるようなことンにもあるようなことンにもあるようなこと

をきっちりとをきっちりとをきっちりとをきっちりと保保保保障障障障していかれるということが県していかれるということが県していかれるということが県していかれるということが県営営営営住住住住宅宅宅宅はははは特特特特にににに求求求求められると思いますので、められると思いますので、められると思いますので、められると思いますので、

それはそれはそれはそれはぜぜぜぜひひひひ進めていただきたいと思っております。進めていただきたいと思っております。進めていただきたいと思っております。進めていただきたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長 小林委員のご質小林委員のご質小林委員のご質小林委員のご質問問問問にお答にお答にお答にお答ええええささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。
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県の県の県の県の河河河河川川川川改改改改修修修修というのは、おおというのは、おおというのは、おおというのは、おおむむむむねねねね１１１１時時時時間間間間に５０に５０に５０に５０ミミミミリリリリのののの雨雨雨雨に対に対に対に対応応応応するように進めているするように進めているするように進めているするように進めている

のですが、先ほど言われました８０のですが、先ほど言われました８０のですが、先ほど言われました８０のですが、先ほど言われました８０ミミミミリリリリ、、、、９９９９００００ミミミミリリリリのののの雨雨雨雨に対に対に対に対応応応応するために大和川するために大和川するために大和川するために大和川流流流流域では、域では、域では、域では、

川の川の川の川の改改改改修修修修というのは川の中に入った水を安というのは川の中に入った水を安というのは川の中に入った水を安というのは川の中に入った水を安全全全全にににに流流流流すよりも、川に入るすよりも、川に入るすよりも、川に入るすよりも、川に入る前前前前にためにためにためにため池池池池をををを使使使使ったったったった

りとか、あるいはりとか、あるいはりとか、あるいはりとか、あるいはググググラウラウラウラウンンンンドドドドにににに貯留貯留貯留貯留したりとか、川に入ることをしたりとか、川に入ることをしたりとか、川に入ることをしたりとか、川に入ることを抑抑抑抑ええええるような取り組るような取り組るような取り組るような取り組みみみみをををを

昭昭昭昭和５７年和５７年和５７年和５７年以以以以降降降降、、、、市町村市町村市町村市町村と県でと県でと県でと県でややややっております。県は、一っております。県は、一っております。県は、一っております。県は、一応応応応その目その目その目その目標量標量標量標量をををを達達達達成しているの成しているの成しているの成しているの

ですが、ですが、ですが、ですが、市町村市町村市町村市町村ではまだばらつきがあったり、進んでいなかったりというようなこともあではまだばらつきがあったり、進んでいなかったりというようなこともあではまだばらつきがあったり、進んでいなかったりというようなこともあではまだばらつきがあったり、進んでいなかったりというようなこともあ

りますので、県としてはそれを一りますので、県としてはそれを一りますので、県としてはそれを一りますので、県としてはそれを一番番番番にまず進めていただくようににまず進めていただくようににまず進めていただくようににまず進めていただくように支援支援支援支援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。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 わかりました。ということは、開発をされたときに、わかりました。ということは、開発をされたときに、わかりました。ということは、開発をされたときに、わかりました。ということは、開発をされたときに、調整調整調整調整池池池池だとかそういうだとかそういうだとかそういうだとかそういう

ものをつくるものをつくるものをつくるものをつくる基準基準基準基準で、こので、こので、こので、この辺辺辺辺で８０で８０で８０で８０ミミミミリリリリ、１００、１００、１００、１００ミミミミリリリリををををカカカカババババーーーーできるということをそれできるということをそれできるということをそれできるということをそれぞぞぞぞ

れれれれややややっているということなのでしっているということなのでしっているということなのでしっているということなのでしょょょょうか。それとはまたうか。それとはまたうか。それとはまたうか。それとはまた違違違違いますか。開発されまして、水いますか。開発されまして、水いますか。開発されまして、水いますか。開発されまして、水

がががが流流流流れてくるときに、今、大和川れてくるときに、今、大和川れてくるときに、今、大和川れてくるときに、今、大和川流流流流域のということで域のということで域のということで域のということで調整調整調整調整池池池池等をつくっておられます等をつくっておられます等をつくっておられます等をつくっておられますねねねね。。。。

そのそのそのその辺辺辺辺のことを今されているということですか。のことを今されているということですか。のことを今されているということですか。のことを今されているということですか。

○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長 先ほど言いましたのは、ため先ほど言いましたのは、ため先ほど言いましたのは、ため先ほど言いましたのは、ため池池池池やややや貯留貯留貯留貯留施設施設施設施設をつくっているということで、をつくっているということで、をつくっているということで、をつくっているということで、

今おっしゃっているのは、また今おっしゃっているのは、また今おっしゃっているのは、また今おっしゃっているのは、また別別別別のののの話話話話です。開発されるときには、当です。開発されるときには、当です。開発されるときには、当です。開発されるときには、当然然然然、その、その、その、その面積面積面積面積にににに見合見合見合見合

った、ためるった、ためるった、ためるった、ためる施設施設施設施設をつくっていただいているということです。をつくっていただいているということです。をつくっていただいているということです。をつくっていただいているということです。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 そうですか。はい、わかりました。そうですか。はい、わかりました。そうですか。はい、わかりました。そうですか。はい、わかりました。

先ほども言いまして、先ほども言いまして、先ほども言いまして、先ほども言いまして、繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますけれども、しになりますけれども、しになりますけれども、しになりますけれども、最近最近最近最近のののの雨雨雨雨のののの降降降降り方がり方がり方がり方が異常異常異常異常ですので、ですので、ですので、ですので、

それに対それに対それに対それに対応応応応してしてしてして河河河河川の川の川の川の維維維維持管理を持管理を持管理を持管理をぜぜぜぜひ考えひ考えひ考えひ考え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、要要要要望望望望ささささせせせせていたていたていたていた

だきます。だきます。だきます。だきます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 通通通通告告告告はしていないのですけれども、総はしていないのですけれども、総はしていないのですけれども、総はしていないのですけれども、総括括括括でででで触触触触れたい部れたい部れたい部れたい部分分分分とととと重重重重なりますので、なりますので、なりますので、なりますので、

農農農農林部の審査でも、県の林部の審査でも、県の林部の審査でも、県の林部の審査でも、県の農農農農林行林行林行林行政政政政で、で、で、で、遊遊遊遊休休休休地を地を地を地を利用利用利用利用していろいろしていろいろしていろいろしていろいろ太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電施設設置施設設置施設設置施設設置などなどなどなど

をされている中で、どのようにをされている中で、どのようにをされている中で、どのようにをされている中で、どのように農農農農地を地を地を地を守守守守っていくのかというような質っていくのかというような質っていくのかというような質っていくのかというような質問問問問をさをさをさをさせせせせていただきていただきていただきていただき

ました。ました。ました。ました。都都都都市市市市計計計計画画画画の中で、５年に１の中で、５年に１の中で、５年に１の中で、５年に１回回回回、県が、県が、県が、県が用用用用途途途途地域の地域の地域の地域の指指指指定をされます。定をされます。定をされます。定をされます。農農農農地、また地、また地、また地、また調整調整調整調整

地、地、地、地、宅宅宅宅地、地、地、地、工業工業工業工業地という地という地という地という線線線線引引引引きをする中で、きをする中で、きをする中で、きをする中で、農農農農地を地を地を地を守守守守っていく、また、山林なら山林としっていく、また、山林なら山林としっていく、また、山林なら山林としっていく、また、山林なら山林とし

てててて守守守守っていくとか、そういう目っていくとか、そういう目っていくとか、そういう目っていくとか、そういう目的的的的で、こので、こので、こので、この用用用用途途途途のののの指指指指定をされていると思うのですけれども、定をされていると思うのですけれども、定をされていると思うのですけれども、定をされていると思うのですけれども、

今、あちらこちらでいろいろな形で、地域振興今、あちらこちらでいろいろな形で、地域振興今、あちらこちらでいろいろな形で、地域振興今、あちらこちらでいろいろな形で、地域振興やややや地域の地域の地域の地域の特特特特例例例例とかいうことで、さまざまとかいうことで、さまざまとかいうことで、さまざまとかいうことで、さまざま農農農農

地がなくなっていってます。また、開発をされたりしているところもあります。県として、地がなくなっていってます。また、開発をされたりしているところもあります。県として、地がなくなっていってます。また、開発をされたりしているところもあります。県として、地がなくなっていってます。また、開発をされたりしているところもあります。県として、

このこのこのこの用用用用途途途途地域という地域という地域という地域という縛縛縛縛りをどこまで今後りをどこまで今後りをどこまで今後りをどこまで今後守守守守っていくのか。っていくのか。っていくのか。っていくのか。

知事に総知事に総知事に総知事に総括括括括で聞きたいとは思っているのですけれども、もし奈良県ので聞きたいとは思っているのですけれども、もし奈良県ので聞きたいとは思っているのですけれども、もし奈良県ので聞きたいとは思っているのですけれども、もし奈良県の都都都都市市市市計計計計画画画画の地域の地域の地域の地域設設設設
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定について今後定について今後定について今後定について今後考え考え考え考えられていることがあれば、られていることがあれば、られていることがあれば、られていることがあれば、教教教教ええええていただけたらと思います。この１点ていただけたらと思います。この１点ていただけたらと思います。この１点ていただけたらと思います。この１点

です。です。です。です。

○藤野都市計画室長○藤野都市計画室長○藤野都市計画室長○藤野都市計画室長 線線線線引引引引きの件でおきの件でおきの件でおきの件でお問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせと思いますが、と思いますが、と思いますが、と思いますが、現在現在現在現在の土地の土地の土地の土地利用利用利用利用について、について、について、について、

農農農農地を地を地を地を守守守守ったり山林をったり山林をったり山林をったり山林を守守守守ったり、あるいはったり、あるいはったり、あるいはったり、あるいは市市市市街街街街化化化化を進めていくということについて、を進めていくということについて、を進めていくということについて、を進めていくということについて、基基基基本本本本

的的的的なななな考え考え考え考え方はどうかということだろうと思います。方はどうかということだろうと思います。方はどうかということだろうと思います。方はどうかということだろうと思います。

平成２６年度、平成２７年度におきまして平成２６年度、平成２７年度におきまして平成２６年度、平成２７年度におきまして平成２６年度、平成２７年度におきまして基基基基礎礎礎礎調調調調査を査を査を査を実施実施実施実施しております。そういった中しております。そういった中しております。そういった中しております。そういった中

で、本県ので、本県ので、本県ので、本県の都都都都市市市市計計計計画画画画の課の課の課の課題題題題を明らかにしたを明らかにしたを明らかにしたを明らかにした上上上上で、本当にそので、本当にそので、本当にそので、本当にその線線線線引引引引き等き等き等き等都都都都市市市市計計計計画画画画のののの見直見直見直見直しがしがしがしが

必要必要必要必要かどうか、そういったことも含めてかどうか、そういったことも含めてかどうか、そういったことも含めてかどうか、そういったことも含めて検討検討検討検討していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 都都都都市市市市計計計計画法画法画法画法のののの線線線線引引引引きというのは、あくまで奈良県の土地きというのは、あくまで奈良県の土地きというのは、あくまで奈良県の土地きというのは、あくまで奈良県の土地利用や利用や利用や利用や農農農農業業業業振興を目振興を目振興を目振興を目

的的的的として、ここはこうするというのを決めているわけでしとして、ここはこうするというのを決めているわけでしとして、ここはこうするというのを決めているわけでしとして、ここはこうするというのを決めているわけでしょょょょう。どうしてう。どうしてう。どうしてう。どうして市市市市街街街街化調整化調整化調整化調整区区区区域域域域

の畑のの畑のの畑のの畑の真真真真ん中にん中にん中にん中に家家家家がががが建建建建ったりったりったりったり工場工場工場工場がががが建建建建ったりするのか、わからないです。ったりするのか、わからないです。ったりするのか、わからないです。ったりするのか、わからないです。建建建建築築築築基準基準基準基準の認可の認可の認可の認可

もちゃんとされています。もちゃんとされています。もちゃんとされています。もちゃんとされています。

建建建建築築築築課長に聞きたいのですけれども、課長に聞きたいのですけれども、課長に聞きたいのですけれども、課長に聞きたいのですけれども、市市市市街街街街化調整化調整化調整化調整区区区区域の域の域の域の農農農農地に地に地に地に建建建建物物物物がががが建建建建つというのは、つというのは、つというのは、つというのは、

何何何何か対か対か対か対応応応応ののののルールルールルールルール、または方、または方、または方、または方法法法法があるのか、があるのか、があるのか、があるのか、突突突突然然然然でででで申申申申しわけないのですが、しわけないのですが、しわけないのですが、しわけないのですが、教教教教ええええていただていただていただていただ

きたい。きたい。きたい。きたい。

○羽山建築課長○羽山建築課長○羽山建築課長○羽山建築課長 森川委員から、森川委員から、森川委員から、森川委員から、市市市市街街街街化調整化調整化調整化調整区区区区域の域の域の域の農農農農地に地に地に地に建建建建物物物物がががが建建建建つのかどうかというごつのかどうかというごつのかどうかというごつのかどうかというご

質質質質問問問問かと思いますが、まず、かと思いますが、まず、かと思いますが、まず、かと思いますが、まず、市市市市街街街街化調整化調整化調整化調整区区区区域の中の域の中の域の中の域の中の農農農農地にもいろいろございまして、地にもいろいろございまして、地にもいろいろございまして、地にもいろいろございまして、農農農農業業業業

振興地域の振興地域の振興地域の振興地域の農農農農用用用用地という地という地という地という区区区区域が域が域が域が市市市市街街街街化調整化調整化調整化調整区区区区域にございます。域にございます。域にございます。域にございます。農農農農業業業業振興地域の振興地域の振興地域の振興地域の農農農農用用用用地地地地区区区区域域域域

であれば、そこにはであれば、そこにはであれば、そこにはであれば、そこには基基基基本本本本的的的的にはにはにはには建建建建物物物物をををを建建建建てることができまてることができまてることができまてることができませせせせん。それん。それん。それん。それ以以以以外外外外のののの農農農農地の地の地の地の場合場合場合場合にににに

つきましては、つきましては、つきましては、つきましては、市市市市街街街街化調整化調整化調整化調整区区区区域で域で域で域で特特特特例例例例許許許許可のできるものについては、可のできるものについては、可のできるものについては、可のできるものについては、都都都都市市市市計計計計画法画法画法画法第３４第３４第３４第３４条条条条

のののの各各各各要要要要件を件を件を件を満満満満たたたたせせせせばばばば許許許許可をすることになります。可をすることになります。可をすることになります。可をすることになります。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。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 県として、県として、県として、県として、農農農農地地地地法や法や法や法や都都都都市市市市計計計計画法画法画法画法などをなどをなどをなどを改改改改めてしっかりとめてしっかりとめてしっかりとめてしっかりと見見見見ていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、守守守守

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

農農農農地のことと、地のことと、地のことと、地のことと、都都都都市市市市計計計計画法画法画法画法のこと、また総のこと、また総のこと、また総のこと、また総括括括括で質で質で質で質問問問問ささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。終終終終わります。わります。わります。わります。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 １点、午１点、午１点、午１点、午前前前前中の健中の健中の健中の健康福祉康福祉康福祉康福祉部の審査でもお聞きしました、県部の審査でもお聞きしました、県部の審査でもお聞きしました、県部の審査でもお聞きしました、県営プ営プ営プ営プールールールールのののの料料料料金金金金にににに

ついてお聞きします。ついてお聞きします。ついてお聞きします。ついてお聞きします。

ことしのことしのことしのことしの夏夏夏夏にまほろば健にまほろば健にまほろば健にまほろば健康康康康パパパパークークークークができて、ができて、ができて、ができて、新新新新しい県しい県しい県しい県営プ営プ営プ営プールールールールができました。ができました。ができました。ができました。料料料料金金金金体体体体系系系系

なのですけれども、２つあります。なのですけれども、２つあります。なのですけれども、２つあります。なのですけれども、２つあります。毎毎毎毎回回回回おおおお金金金金をををを払払払払うううう都都都都度度度度利用利用利用利用ののののビビビビジジジジターターターター料料料料金金金金と、それと定と、それと定と、それと定と、それと定

期利用期利用期利用期利用として、水として、水として、水として、水泳泳泳泳教教教教室であったり、室であったり、室であったり、室であったり、ププププールールールールだけのだけのだけのだけの利用利用利用利用であったり、であったり、であったり、であったり、機機機機械械械械のののの利用利用利用利用も一も一も一も一緒緒緒緒にににに

できる月できる月できる月できる月料料料料金金金金があります。があります。があります。があります。
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お聞きしたいのは、そのお聞きしたいのは、そのお聞きしたいのは、そのお聞きしたいのは、その都都都都度度度度利用利用利用利用、、、、ビビビビジジジジターターターター料料料料金金金金のののの利用利用利用利用に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、障障障障害を持った方の害を持った方の害を持った方の害を持った方の

減減減減免免免免があるのだけれども、定があるのだけれども、定があるのだけれども、定があるのだけれども、定期利用期利用期利用期利用に関してはに関してはに関してはに関しては減減減減免免免免のののの料料料料金設金設金設金設定がされていない。午定がされていない。午定がされていない。午定がされていない。午前前前前中、中、中、中、

健健健健康福祉康福祉康福祉康福祉部にお聞きしましたところ、どういう部にお聞きしましたところ、どういう部にお聞きしましたところ、どういう部にお聞きしましたところ、どういう料料料料金設金設金設金設定にするかというのは公園緑地課か定にするかというのは公園緑地課か定にするかというのは公園緑地課か定にするかというのは公園緑地課か

らごらごらごらご相相相相談談談談はなかったということでした。はなかったということでした。はなかったということでした。はなかったということでした。

本本本本来来来来、どういった方に、どういった方に、どういった方に、どういった方に減減減減免免免免をしてまでをしてまでをしてまでをしてまで使使使使っていただくかというのは、県の理っていただくかというのは、県の理っていただくかというのは、県の理っていただくかというのは、県の理念念念念のようなのようなのようなのような

ところに係るものですので、事ところに係るものですので、事ところに係るものですので、事ところに係るものですので、事前前前前のごのごのごのご相相相相談談談談というのがあってしかるというのがあってしかるというのがあってしかるというのがあってしかるべべべべきだと思いますし、きだと思いますし、きだと思いますし、きだと思いますし、

まずは部局の中でまずは部局の中でまずは部局の中でまずは部局の中で相相相相談談談談があって、があって、があって、があって、福祉福祉福祉福祉のののの分分分分野でご野でご野でご野でご相相相相談談談談があって、それでがあって、それでがあって、それでがあって、それで契契契契約約約約をはをはをはをはじじじじめてめてめてめて投投投投

げげげげられるものだと思っています。られるものだと思っています。られるものだと思っています。られるものだと思っています。

部局の中で、この部局の中で、この部局の中で、この部局の中で、この料料料料金金金金をををを減減減減免免免免しないということに対してどういう議しないということに対してどういう議しないということに対してどういう議しないということに対してどういう議論論論論があったのかといがあったのかといがあったのかといがあったのかとい

うのをうのをうのをうのを教教教教ええええてください。てください。てください。てください。

○山田公園緑地課主幹○山田公園緑地課主幹○山田公園緑地課主幹○山田公園緑地課主幹 スイムピアスイムピアスイムピアスイムピア奈良におけます奈良におけます奈良におけます奈良におけます都都都都度度度度利用利用利用利用、定、定、定、定期利用期利用期利用期利用のののの料料料料金金金金体体体体系系系系のののの考え考え考え考え

方についての方についての方についての方についての回回回回答をさ答をさ答をさ答をさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

スイムピアスイムピアスイムピアスイムピア奈良を含めた県の奈良を含めた県の奈良を含めた県の奈良を含めた県の施設施設施設施設全体全体全体全体におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、障障障障害者害者害者害者利用利用利用利用のののの料料料料金金金金のあり方に関しのあり方に関しのあり方に関しのあり方に関し

ましてはましてはましてはましては基基基基本本本本的的的的に方に方に方に方針針針針がががが未整未整未整未整理であり、この理であり、この理であり、この理であり、この状況状況状況状況をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、スイムピアスイムピアスイムピアスイムピア奈良の奈良の奈良の奈良の障障障障害者の害者の害者の害者の利利利利

用用用用料料料料金金金金につきましては他のにつきましては他のにつきましては他のにつきましては他の利用利用利用利用料料料料金金金金とととと同同同同様、入様、入様、入様、入札札札札のののの際際際際の事の事の事の事業業業業者から者から者から者から提提提提案案案案されたされたされたされた料料料料金金金金にににに基基基基づづづづ

き定めたところでございます。き定めたところでございます。き定めたところでございます。き定めたところでございます。

現在現在現在現在のののの利用利用利用利用料料料料金金金金につきましては、委員おにつきましては、委員おにつきましては、委員おにつきましては、委員お述べ述べ述べ述べのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、個人利用個人利用個人利用個人利用のののの都都都都度度度度利用利用利用利用のののの場合場合場合場合には、には、には、には、

一般一般一般一般利用利用利用利用７００７００７００７００円円円円のところのところのところのところ障障障障害者は３００害者は３００害者は３００害者は３００円円円円として、として、として、として、障障障障害者害者害者害者利用利用利用利用へのへのへのへの配配配配慮慮慮慮は行っているは行っているは行っているは行っている状状状状

況況況況でございます。一方、定でございます。一方、定でございます。一方、定でございます。一方、定期利用期利用期利用期利用につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、障障障障害者の害者の害者の害者の割割割割引引引引はははは現在現在現在現在行っていない行っていない行っていない行っていない状況状況状況状況

でございます。定でございます。定でございます。定でございます。定期利用期利用期利用期利用につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ププププログログログログララララムムムムのののの受受受受講講講講等ができることから、等ができることから、等ができることから、等ができることから、イイイインンンンスススス

トトトトララララクタークタークタークターのののの配配配配置置置置等が等が等が等が必要必要必要必要となり、となり、となり、となり、都都都都度度度度利用利用利用利用にににに比比比比べべべべてててて運営運営運営運営等に等に等に等に要要要要するするするするココココスススストがかかり、トがかかり、トがかかり、トがかかり、収収収収

益益益益面面面面、、、、運営運営運営運営面面面面を総を総を総を総合的合的合的合的にににに勘勘勘勘案案案案してしてしてして料料料料金金金金を定めていると聞いているところです。を定めていると聞いているところです。を定めていると聞いているところです。を定めていると聞いているところです。以上以上以上以上です。です。です。です。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 定定定定期利用期利用期利用期利用に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、株株株株式式式式会会会会社アクアテ社アクアテ社アクアテ社アクアティィィィックックックックからのごからのごからのごからのご提提提提案案案案があって、かつがあって、かつがあって、かつがあって、かつ

それはそれはそれはそれは自自自自主事主事主事主事業業業業としてとしてとしてとしてややややられているものだとごられているものだとごられているものだとごられているものだとご説説説説明を明を明を明を受受受受けました。それけました。それけました。それけました。それ自自自自体体体体はははは結構結構結構結構なことなことなことなこと

なのです。いろいろななのです。いろいろななのです。いろいろななのです。いろいろなププププログログログログララララムムムムを組んでいただいたり、を組んでいただいたり、を組んでいただいたり、を組んでいただいたり、障障障障害を持っている方の害を持っている方の害を持っている方の害を持っている方のププププログログログログララララ

ムムムムなんかも組んでいただいておりますし、それなんかも組んでいただいておりますし、それなんかも組んでいただいておりますし、それなんかも組んでいただいておりますし、それ自自自自体体体体はははは物物物物すごくいいことなのです。けれどすごくいいことなのです。けれどすごくいいことなのです。けれどすごくいいことなのです。けれど

も、先ほども、先ほども、先ほども、先ほど申申申申しししし上げ上げ上げ上げたのは、たのは、たのは、たのは、減減減減免免免免をしてまでもをしてまでもをしてまでもをしてまでも来来来来てほしいという、県としての理てほしいという、県としての理てほしいという、県としての理てほしいという、県としての理念念念念の部の部の部の部分分分分

でありますので、入でありますので、入でありますので、入でありますので、入札札札札に出すに出すに出すに出す前前前前にそのようなことは県の中できっちり議にそのようなことは県の中できっちり議にそのようなことは県の中できっちり議にそのようなことは県の中できっちり議論論論論をしておいて、をしておいて、をしておいて、をしておいて、

議議議議論論論論をををを経経経経てからてからてからてから投投投投げげげげかけていかないと、いろいろな部局でいろいろなところにかけていかないと、いろいろな部局でいろいろなところにかけていかないと、いろいろな部局でいろいろなところにかけていかないと、いろいろな部局でいろいろなところに外注外注外注外注に出しに出しに出しに出し

て、その言いなりとなってしまったのでは、県としてて、その言いなりとなってしまったのでは、県としてて、その言いなりとなってしまったのでは、県としてて、その言いなりとなってしまったのでは、県として施設施設施設施設運営運営運営運営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意味意味意味意味はなはなはなはな



---- 22223333 ----

くなってしまうのではないか。それでしたらくなってしまうのではないか。それでしたらくなってしまうのではないか。それでしたらくなってしまうのではないか。それでしたら民間民間民間民間ののののススススポポポポーーーーツツツツククククララララブブブブでいいではないですかでいいではないですかでいいではないですかでいいではないですか

ということになってしまいます。ということになってしまいます。ということになってしまいます。ということになってしまいます。

午午午午前前前前中の健中の健中の健中の健康福祉康福祉康福祉康福祉部の部の部の部の分分分分野で野で野で野で申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたのは、ましたのは、ましたのは、ましたのは、福祉福祉福祉福祉の理の理の理の理念念念念があり、それが一つ一つがあり、それが一つ一つがあり、それが一つ一つがあり、それが一つ一つ

の事の事の事の事業業業業にうまくにうまくにうまくにうまく落落落落ちていまちていまちていまちていませせせせんというのは、んというのは、んというのは、んというのは、スキームスキームスキームスキームがきっちり成りがきっちり成りがきっちり成りがきっちり成り立立立立っていないから、っていないから、っていないから、っていないから、

これをするこれをするこれをするこれをする前前前前にこのにこのにこのにこの相相相相談談談談をするというをするというをするというをするという意意意意思決定のあり方の思決定のあり方の思決定のあり方の思決定のあり方のププププロセスロセスロセスロセスが決まっていないことが決まっていないことが決まっていないことが決まっていないこと

かかかか原原原原因因因因なのではないかと思っています。総なのではないかと思っています。総なのではないかと思っています。総なのではないかと思っています。総括括括括でも、この制度をつくっていくでも、この制度をつくっていくでも、この制度をつくっていくでも、この制度をつくっていくべべべべきだと知事きだと知事きだと知事きだと知事

にににに問問問問いたいと思っております。いたいと思っております。いたいと思っております。いたいと思っております。

もう一つもう一つもう一つもう一つ教教教教ええええていただきたいのです。いろいろな議ていただきたいのです。いろいろな議ていただきたいのです。いろいろな議ていただきたいのです。いろいろな議論論論論のののの過過過過程、程、程、程、契契契契約約約約がががが終終終終わっていますし、わっていますし、わっていますし、わっていますし、

もうもうもうもう減減減減免免免免がないがないがないがない状状状状態態態態です。です。です。です。必必必必ずしもずしもずしもずしも障障障障害者の方に対する害者の方に対する害者の方に対する害者の方に対する減減減減免免免免だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、学学学学校校校校関係者関係者関係者関係者

にににに減減減減免免免免があったりとか、があったりとか、があったりとか、があったりとか、減減減減免免免免はほかの方からのはほかの方からのはほかの方からのはほかの方からの税税税税金金金金でででで補補補補填填填填するということですから、どうするということですから、どうするということですから、どうするということですから、どう

いうところにいうところにいうところにいうところに減減減減免免免免をしてどういうところにをしてどういうところにをしてどういうところにをしてどういうところに減減減減免免免免をしないのかという、もう少しをしないのかという、もう少しをしないのかという、もう少しをしないのかという、もう少しルールルールルールルールづくづくづくづく

りがりがりがりが必要必要必要必要だと思っています。だと思っています。だと思っています。だと思っています。

ルールルールルールルールづくりをしたづくりをしたづくりをしたづくりをした上上上上で、で、で、で、障障障障害を持っておられる方というのは、害を持っておられる方というのは、害を持っておられる方というのは、害を持っておられる方というのは、教教教教室に入られても入ら室に入られても入ら室に入られても入ら室に入られても入ら

れなくても、れなくても、れなくても、れなくても、例例例例ええええばばばばリリリリハビハビハビハビリリリリとしてとしてとしてとして来来来来られいてる方などもられいてる方などもられいてる方などもられいてる方なども恐恐恐恐らく多くいらっしゃるでしらく多くいらっしゃるでしらく多くいらっしゃるでしらく多くいらっしゃるでしょょょょ

うし、これからうし、これからうし、これからうし、これから例例例例ええええばばばばオオオオリリリリンンンンピックピックピックピック、、、、パラパラパラパラリリリリンンンンピックピックピックピックにににに向向向向けて、けて、けて、けて、予予予予選選選選をしたいというときをしたいというときをしたいというときをしたいというとき

に、今、大会に、今、大会に、今、大会に、今、大会利用利用利用利用に関してもに関してもに関してもに関しても減減減減免措免措免措免措置置置置はつくられていまはつくられていまはつくられていまはつくられていませせせせん。ん。ん。ん。障障障障害者害者害者害者ススススポポポポーーーーツツツツをもっともをもっともをもっともをもっとも

っと活発にしていこうという中で、っと活発にしていこうという中で、っと活発にしていこうという中で、っと活発にしていこうという中で、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり減減減減免免免免があったほうがいいということであれば、があったほうがいいということであれば、があったほうがいいということであれば、があったほうがいいということであれば、

これからこれからこれからこれから運営運営運営運営会会会会社社社社であるであるであるである株株株株式式式式会会会会社アクアテ社アクアテ社アクアテ社アクアティィィィックックックックにににに何何何何かそれなりのかそれなりのかそれなりのかそれなりの措措措措置置置置をしないといけなをしないといけなをしないといけなをしないといけな

いと思うのです。１５年いと思うのです。１５年いと思うのです。１５年いと思うのです。１５年間間間間のののの契契契契約約約約をして、これからをして、これからをして、これからをして、これからスタースタースタースタートしようというところですけれトしようというところですけれトしようというところですけれトしようというところですけれ

ども、そのども、そのども、そのども、その契契契契約約約約は県がは県がは県がは県が違違違違約約約約金金金金をををを払払払払うなりすればうなりすればうなりすればうなりすれば変変変変ええええていけるところなのでしていけるところなのでしていけるところなのでしていけるところなのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○山田公園緑地課主幹○山田公園緑地課主幹○山田公園緑地課主幹○山田公園緑地課主幹 利用利用利用利用料料料料金金金金につきましては、先ほどにつきましては、先ほどにつきましては、先ほどにつきましては、先ほど申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたとおり、事ましたとおり、事ましたとおり、事ましたとおり、事業業業業者者者者

からのからのからのからの提提提提案案案案にににに基基基基づき定めているところでございます。づき定めているところでございます。づき定めているところでございます。づき定めているところでございます。

今後、今後、今後、今後、仮仮仮仮にににに減減減減免免免免をををを拡拡拡拡大するとした大するとした大するとした大するとした場合場合場合場合には、には、には、には、指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者側側側側にはにはにはには収収収収益益益益面面面面のののの影響影響影響影響やややや専専専専門門門門スタスタスタスタ

ッッッッフフフフのののの配配配配置置置置等等等等ココココスススストトトト面面面面の課の課の課の課題題題題が発が発が発が発生生生生するとするとするとすると考え考え考え考えているところでございます。このため、今ているところでございます。このため、今ているところでございます。このため、今ているところでございます。このため、今

後、後、後、後、減減減減免免免免の取りの取りの取りの取り扱扱扱扱いにつきましてはいにつきましてはいにつきましてはいにつきましては指指指指定管理者の定管理者の定管理者の定管理者の立場立場立場立場をををを尊尊尊尊重重重重したしたしたした上上上上で対で対で対で対応応応応することがすることがすることがすることが必要必要必要必要

とととと考え考え考え考えており、ており、ており、ており、指指指指定管理者にどのような定管理者にどのような定管理者にどのような定管理者にどのような働働働働きかけが可能かについてきかけが可能かについてきかけが可能かについてきかけが可能かについて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

思っております。思っております。思っております。思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 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。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 １点だけ質１点だけ質１点だけ質１点だけ質問問問問をさをさをさをさせせせせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

総務部の審査でも質総務部の審査でも質総務部の審査でも質総務部の審査でも質問問問問ささささせせせせていただいたのですけれども、奈良ていただいたのですけれども、奈良ていただいたのですけれども、奈良ていただいたのですけれども、奈良ドリームドリームドリームドリームラララランンンンドドドドのののの跡跡跡跡地に地に地に地に
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ついて、まちづくりのついて、まちづくりのついて、まちづくりのついて、まちづくりの観観観観点からお点からお点からお点からお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

皆さんもご皆さんもご皆さんもご皆さんもご存じ存じ存じ存じのとおり、奈良のとおり、奈良のとおり、奈良のとおり、奈良市内市内市内市内のののの北側北側北側北側にににに約約約約３０３０３０３０万万万万平方メ平方メ平方メ平方メーーーートトトトルルルルの土地が、奈良の土地が、奈良の土地が、奈良の土地が、奈良ドリドリドリドリ

ームームームームラララランンンンドドドドがががが閉閉閉閉園してからずっとあいたままになって、園してからずっとあいたままになって、園してからずっとあいたままになって、園してからずっとあいたままになって、全全全全くくくく利用利用利用利用されていないというされていないというされていないというされていないという状況状況状況状況

がががが続続続続いております。そしてまた、先日この委員会でご答弁がありましたように、このたいております。そしてまた、先日この委員会でご答弁がありましたように、このたいております。そしてまた、先日この委員会でご答弁がありましたように、このたいております。そしてまた、先日この委員会でご答弁がありましたように、このたびびびび

のののの不不不不動動動動産産産産合合合合同同同同公公公公売売売売で奈良で奈良で奈良で奈良市市市市からこのからこのからこのからこのドリームドリームドリームドリームラララランンンンドドドドのののの跡跡跡跡地が出地が出地が出地が出品品品品されているということで、されているということで、されているということで、されているということで、

１１月１０日に入１１月１０日に入１１月１０日に入１１月１０日に入札札札札が行われるということになっております。が行われるということになっております。が行われるということになっております。が行われるということになっております。

まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの観観観観点から、この点から、この点から、この点から、このドリームドリームドリームドリームラララランンンンドドドドのののの跡跡跡跡地について、どのように地について、どのように地について、どのように地について、どのように考え考え考え考えておられておられておられておられ

るのかということをおるのかということをおるのかということをおるのかということをお伺伺伺伺いできたらと思います。よろしくお願いします。いできたらと思います。よろしくお願いします。いできたらと思います。よろしくお願いします。いできたらと思います。よろしくお願いします。

○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長 ドリームドリームドリームドリームラララランンンンドドドド跡跡跡跡地の活地の活地の活地の活用用用用についてご質についてご質についてご質についてご質問問問問をいただきましをいただきましをいただきましをいただきまし

た。た。た。た。

約約約約３０３０３０３０万万万万平方メ平方メ平方メ平方メーーーートトトトルルルルということで、このということで、このということで、このということで、この跡跡跡跡地につきましては、この地につきましては、この地につきましては、この地につきましては、この周辺周辺周辺周辺は、緑は、緑は、緑は、緑豊豊豊豊かなかなかなかな

佐佐佐佐保保保保山山山山丘丘丘丘陵陵陵陵でございまして、県でございまして、県でございまして、県でございまして、県民民民民ののののススススポポポポーーーーツツツツや憩や憩や憩や憩いのいのいのいの場場場場であるであるであるである鴻ノ池鴻ノ池鴻ノ池鴻ノ池運運運運動公園にも動公園にも動公園にも動公園にも隣接隣接隣接隣接しししし

ている土地でございまして、また、ている土地でございまして、また、ている土地でございまして、また、ている土地でございまして、また、周辺周辺周辺周辺のののの貴貴貴貴重重重重なななな歴歴歴歴史史史史資資資資産産産産、それから、それから、それから、それから自自自自然然然然環境環境環境環境をををを保保保保全全全全するするするする

ために、ために、ために、ために、歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土土土土保保保保全区全区全区全区域、それから域、それから域、それから域、それから市市市市街街街街化調整化調整化調整化調整区区区区域、それから域、それから域、それから域、それから風致風致風致風致地地地地区区区区、こういった、こういった、こういった、こういった

もののもののもののものの規規規規制が行われている制が行われている制が行われている制が行われている場所場所場所場所でもございます。でもございます。でもございます。でもございます。

ご質ご質ご質ご質問問問問のこののこののこののこの場所場所場所場所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、現在現在現在現在、、、、税税税税のののの滞滞滞滞納納納納によりによりによりにより差差差差しししし押押押押ささささええええを行っておを行っておを行っておを行ってお

ります奈良ります奈良ります奈良ります奈良市市市市において、その活において、その活において、その活において、その活用用用用のののの道道道道筋筋筋筋を公を公を公を公売売売売を通を通を通を通じじじじてててて民間民間民間民間等の手に委等の手に委等の手に委等の手に委ねねねねるというるというるというるという判断判断判断判断をををを

したものとしたものとしたものとしたものと考え考え考え考えるため、るため、るため、るため、現現現現時時時時点では県として点では県として点では県として点では県としてココココメントすることはメントすることはメントすることはメントすることは差差差差しししし控控控控ええええささささせせせせていただきていただきていただきていただき

たいとたいとたいとたいと考え考え考え考えております。今後、奈良ております。今後、奈良ております。今後、奈良ております。今後、奈良市市市市からからからから跡跡跡跡地活地活地活地活用用用用についてについてについてについて具体具体具体具体のののの相相相相談談談談があったがあったがあったがあった場合場合場合場合は、は、は、は、

県としてどのような対県としてどのような対県としてどのような対県としてどのような対応応応応が可能か、が可能か、が可能か、が可能か、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考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以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。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 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。

このこのこのこのドリームドリームドリームドリームラララランンンンドドドドのののの跡跡跡跡地は、地は、地は、地は、昭昭昭昭和４０年代の一和４０年代の一和４０年代の一和４０年代の一番番番番ピークピークピークピークのときに１５０のときに１５０のときに１５０のときに１５０万万万万人人人人から１６から１６から１６から１６

００００万万万万人人人人のおのおのおのお客客客客があった。があった。があった。があった。私私私私たちも小さいときにもちろん行きました。また、たちも小さいときにもちろん行きました。また、たちも小さいときにもちろん行きました。また、たちも小さいときにもちろん行きました。また、最最最最後のほうで後のほうで後のほうで後のほうで

も、も、も、も、遊遊遊遊園地がだめになった後も園地がだめになった後も園地がだめになった後も園地がだめになった後もププププールールールールは大は大は大は大分分分分後まで後まで後まで後まで営営営営業業業業されていて、奈良県されていて、奈良県されていて、奈良県されていて、奈良県内内内内から、また、から、また、から、また、から、また、

近近近近隣府隣府隣府隣府県からかなりのお県からかなりのお県からかなりのお県からかなりのお客客客客さんもあったように思います。本当ににさんもあったように思います。本当ににさんもあったように思います。本当ににさんもあったように思います。本当ににぎぎぎぎわいのあるわいのあるわいのあるわいのある場所場所場所場所であであであであ

りました。りました。りました。りました。

この件がこの件がこの件がこの件が新新新新聞に出ましてからは、いろいろな方が、あそこはこうしたらいいのではない聞に出ましてからは、いろいろな方が、あそこはこうしたらいいのではない聞に出ましてからは、いろいろな方が、あそこはこうしたらいいのではない聞に出ましてからは、いろいろな方が、あそこはこうしたらいいのではない

か、どうしたらいいのかというか、どうしたらいいのかというか、どうしたらいいのかというか、どうしたらいいのかという意見意見意見意見が出た中で、が出た中で、が出た中で、が出た中で、例例例例ええええば、これはできるのかどうかわからば、これはできるのかどうかわからば、これはできるのかどうかわからば、これはできるのかどうかわから

ないですけれども、野ないですけれども、野ないですけれども、野ないですけれども、野球球球球ののののドームドームドームドームがあったらいいのではないかとか、があったらいいのではないかとか、があったらいいのではないかとか、があったらいいのではないかとか、ププププロロロロののののサッカーサッカーサッカーサッカーがでがでがでがで
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きるようなきるようなきるようなきるような競技競技競技競技場場場場があったらいいのではないかといったがあったらいいのではないかといったがあったらいいのではないかといったがあったらいいのではないかといった意見意見意見意見もありました。こういったももありました。こういったももありました。こういったももありました。こういったも

のでしたら、本当ににのでしたら、本当ににのでしたら、本当ににのでしたら、本当ににぎぎぎぎわいというわいというわいというわいという面面面面においては、あの地域が大においては、あの地域が大においては、あの地域が大においては、あの地域が大変変変変活性活性活性活性化化化化するのではないするのではないするのではないするのではない

かとも思うのです。しかし、かとも思うのです。しかし、かとも思うのです。しかし、かとも思うのです。しかし、民間民間民間民間のののの用用用用途途途途だけでなく公だけでなく公だけでなく公だけでなく公共的共的共的共的なななな利用利用利用利用のののの仕仕仕仕方としてという方としてという方としてという方としてという面面面面でででで

考え考え考え考えますと、ますと、ますと、ますと、以前以前以前以前、委員会、委員会、委員会、委員会やややや本議会等でも言わ本議会等でも言わ本議会等でも言わ本議会等でも言わせせせせていただいたこともあるのですけれども、ていただいたこともあるのですけれども、ていただいたこともあるのですけれども、ていただいたこともあるのですけれども、

例例例例ええええばばばば首都首都首都首都直下型直下型直下型直下型の地の地の地の地震震震震がががが起起起起こったこったこったこった場合場合場合場合、東、東、東、東京京京京が大が大が大が大変変変変なことになったなことになったなことになったなことになった場合場合場合場合ののののババババックアッックアッックアッックアッププププ

的機的機的機的機能として、能として、能として、能として、省省省省庁庁庁庁の一部の一部の一部の一部機機機機能の能の能の能の移転移転移転移転といった部といった部といった部といった部分分分分でもでもでもでも使使使使ええええないのかとないのかとないのかとないのかと考え考え考え考えます。そしてます。そしてます。そしてます。そして

また、おそれ多いまた、おそれ多いまた、おそれ多いまた、おそれ多い話話話話でありますけれども、関でありますけれども、関でありますけれども、関でありますけれども、関西西西西として、として、として、として、外外外外国の国の国の国の賓賓賓賓客客客客の方をの方をの方をの方を迎え迎え迎え迎えていただくていただくていただくていただく

とか、これもまたとか、これもまたとか、これもまたとか、これもまた首都首都首都首都でででで何何何何かがあったときのかがあったときのかがあったときのかがあったときのババババックアッックアッックアッックアッププププというというというという意味意味意味意味も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、例例例例ええええばごばごばごばご

皇皇皇皇室の関室の関室の関室の関連連連連のののの施設施設施設施設などがあってもいいのではないか。あの土地というのはかなりなどがあってもいいのではないか。あの土地というのはかなりなどがあってもいいのではないか。あの土地というのはかなりなどがあってもいいのではないか。あの土地というのはかなり広広広広さがあさがあさがあさがあ

りますので、いろいろなりますので、いろいろなりますので、いろいろなりますので、いろいろな使使使使いいいい道道道道がががが考え考え考え考えられております。られております。られております。られております。

新新新新聞聞聞聞記記記記事を事を事を事を見見見見ましたら、ましたら、ましたら、ましたら、例例例例ええええば一定ば一定ば一定ば一定要要要要件を件を件を件を満満満満たたたたせせせせば大ば大ば大ば大学学学学であるとかであるとかであるとかであるとか病院病院病院病院であるとか、まであるとか、まであるとか、まであるとか、ま

たたたた老老老老人施設人施設人施設人施設であるといったこともであるといったこともであるといったこともであるといったことも考え考え考え考えられるとられるとられるとられると書書書書いているのですが、先ほどもご答弁があいているのですが、先ほどもご答弁があいているのですが、先ほどもご答弁があいているのですが、先ほどもご答弁があ

りましたように、土地りましたように、土地りましたように、土地りましたように、土地利用利用利用利用がかなり制がかなり制がかなり制がかなり制限限限限されるされるされるされる難難難難しい土地でありますので、しい土地でありますので、しい土地でありますので、しい土地でありますので、実実実実際際際際どういうどういうどういうどういう

結果結果結果結果になるかはわからないのですが、もしそういった形でになるかはわからないのですが、もしそういった形でになるかはわからないのですが、もしそういった形でになるかはわからないのですが、もしそういった形で民間民間民間民間に委に委に委に委ねねねねられて、この土地がられて、この土地がられて、この土地がられて、この土地が

細細細細分分分分化化化化されて、されて、されて、されて、全全全全くこの土地のくこの土地のくこの土地のくこの土地のススススケケケケールールールールをををを生生生生かしたような事かしたような事かしたような事かしたような事業業業業が行われないということでが行われないということでが行われないということでが行われないということで

あれば、これは奈良県にとっても、また奈良あれば、これは奈良県にとっても、また奈良あれば、これは奈良県にとっても、また奈良あれば、これは奈良県にとっても、また奈良市市市市にとっても大にとっても大にとっても大にとっても大変変変変なななな損失損失損失損失になってくると思っになってくると思っになってくると思っになってくると思っ

ております。ております。ております。ております。

先ほどもおっしゃっていただいたのですけれども、これは奈良先ほどもおっしゃっていただいたのですけれども、これは奈良先ほどもおっしゃっていただいたのですけれども、これは奈良先ほどもおっしゃっていただいたのですけれども、これは奈良市市市市としてもしっかりと、としてもしっかりと、としてもしっかりと、としてもしっかりと、

これだけの土地ですから、これだけの土地ですから、これだけの土地ですから、これだけの土地ですから、責責責責任任任任を持ってを持ってを持ってを持って考え考え考え考えていかなければならないことであると思いまていかなければならないことであると思いまていかなければならないことであると思いまていかなければならないことであると思いま

すので、またすので、またすので、またすので、また機機機機会がありましたら、会がありましたら、会がありましたら、会がありましたら、市市市市にもいろいろとおにもいろいろとおにもいろいろとおにもいろいろとお話話話話をお聞きしたいと思います。まをお聞きしたいと思います。まをお聞きしたいと思います。まをお聞きしたいと思います。ま

た今後、た今後、た今後、た今後、市市市市からからからから相相相相談談談談があったときには、先ほどもご答弁いただきました、があったときには、先ほどもご答弁いただきました、があったときには、先ほどもご答弁いただきました、があったときには、先ほどもご答弁いただきました、ぜぜぜぜひひひひともともともとも積極的積極的積極的積極的

にににに相相相相談談談談にもにもにもにも乗乗乗乗っていただいて、いい方っていただいて、いい方っていただいて、いい方っていただいて、いい方向向向向を出していただけるようにお願いをできればと思を出していただけるようにお願いをできればと思を出していただけるようにお願いをできればと思を出していただけるようにお願いをできればと思

っております。どうかよろしくお願いいたします。っております。どうかよろしくお願いいたします。っております。どうかよろしくお願いいたします。っております。どうかよろしくお願いいたします。終終終終わります。わります。わります。わります。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 先ほどの森川委員の質先ほどの森川委員の質先ほどの森川委員の質先ほどの森川委員の質問問問問と関と関と関と関連連連連いたしますけれども、田んいたしますけれども、田んいたしますけれども、田んいたしますけれども、田んぼぼぼぼの中にの中にの中にの中に忽忽忽忽然然然然とととと建建建建

物物物物があらわれたりするということなのですが、そういうがあらわれたりするということなのですが、そういうがあらわれたりするということなのですが、そういうがあらわれたりするということなのですが、そういう単単単単純純純純になになになになぜぜぜぜと思うようなことがと思うようなことがと思うようなことがと思うようなことが起起起起

こるというのは、どういう制度によりこるというのは、どういう制度によりこるというのは、どういう制度によりこるというのは、どういう制度により建建建建てられているのか。これはてられているのか。これはてられているのか。これはてられているのか。これは都都都都市市市市計計計計画画画画のののの用用用用途途途途地域の地域の地域の地域の

関係ですか。どういう制度により関係ですか。どういう制度により関係ですか。どういう制度により関係ですか。どういう制度により建建建建てられているのか。てられているのか。てられているのか。てられているのか。教教教教ええええてください。てください。てください。てください。

○羽山建築課長○羽山建築課長○羽山建築課長○羽山建築課長 市市市市街街街街化調整化調整化調整化調整区区区区域で、どうして田ん域で、どうして田ん域で、どうして田ん域で、どうして田んぼぼぼぼの中での中での中での中でぽぽぽぽつんとつんとつんとつんと家家家家がががが建建建建っているのかっているのかっているのかっているのか

というご質というご質というご質というご質問問問問かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

市市市市街街街街化調整化調整化調整化調整区区区区域は、先ほど言いました域は、先ほど言いました域は、先ほど言いました域は、先ほど言いました農農農農地があるのですけれども、地があるのですけれども、地があるのですけれども、地があるのですけれども、農農農農地には２地には２地には２地には２種類種類種類種類ござござござござ
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いまして、いまして、いまして、いまして、農農農農振地域の振地域の振地域の振地域の農農農農用用用用地地地地地地地地区区区区、これは、これは、これは、これは厳厳厳厳しくしくしくしく農農農農地地地地転用転用転用転用の制の制の制の制限限限限がかけられております。がかけられております。がかけられております。がかけられております。

それそれそれそれ以以以以外外外外のののの農農農農地につきましては、開発地につきましては、開発地につきましては、開発地につきましては、開発許許許許可と可と可と可と農農農農地地地地転用転用転用転用のののの許許許許可を可を可を可を同同同同時許時許時許時許可さ可さ可さ可させせせせていただいてていただいてていただいてていただいて

おりまして、開発おりまして、開発おりまして、開発おりまして、開発許許許許可の可の可の可の基準基準基準基準をををを満満満満たしておれば、たしておれば、たしておれば、たしておれば、都都都都市市市市計計計計画サイド画サイド画サイド画サイドとしてはとしてはとしてはとしては許許許許可さ可さ可さ可させせせせていたていたていたていた

だくのですけれども、だくのですけれども、だくのですけれども、だくのですけれども、農農農農地地地地転用転用転用転用許許許許可がおりなければ可がおりなければ可がおりなければ可がおりなければ結結結結局は局は局は局は許許許許可できま可できま可できま可できませせせせんので、このんので、このんので、このんので、この案案案案件件件件

はははは農農農農部局として部局として部局として部局として許許許許可できる可できる可できる可できる案案案案件かどうかを件かどうかを件かどうかを件かどうかを連携連携連携連携をとりながら開発をとりながら開発をとりながら開発をとりながら開発許許許許可をしております。可をしております。可をしております。可をしております。以以以以

上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 それは先ほどの森川委員への答弁をそれは先ほどの森川委員への答弁をそれは先ほどの森川委員への答弁をそれは先ほどの森川委員への答弁を補足補足補足補足した答弁だと思う。した答弁だと思う。した答弁だと思う。した答弁だと思う。

要要要要はははは何何何何を言いたいかといいますと、を言いたいかといいますと、を言いたいかといいますと、を言いたいかといいますと、例例例例ええええばばばば市市市市街街街街化化化化区区区区域をもう少しふ域をもう少しふ域をもう少しふ域をもう少しふややややして、して、して、して、整整整整然然然然としたとしたとしたとした

開発行開発行開発行開発行為為為為をさをさをさをさせせせせたほうが、たほうが、たほうが、たほうが、調整調整調整調整区区区区域の中で地域域の中で地域域の中で地域域の中で地域指指指指定という、定という、定という、定という、調整調整調整調整区区区区域でもある一定の域でもある一定の域でもある一定の域でもある一定の条条条条件件件件

をををを満満満満たたたたせせせせばばばば工場工場工場工場を持ってこようとか、あるいはを持ってこようとか、あるいはを持ってこようとか、あるいはを持ってこようとか、あるいはショッピショッピショッピショッピンンンングセグセグセグセンンンンターターターターを持ってこれるといを持ってこれるといを持ってこれるといを持ってこれるとい

うううう法律法律法律法律があります。それはがあります。それはがあります。それはがあります。それは都都都都市市市市計計計計画画画画のののの所所所所管ではありま管ではありま管ではありま管ではありませせせせんか、藤野んか、藤野んか、藤野んか、藤野都都都都市市市市計計計計画画画画室長。室長。室長。室長。

○藤野都市計画室長○藤野都市計画室長○藤野都市計画室長○藤野都市計画室長 地域地域地域地域指指指指定ということでございますが、一つは、定ということでございますが、一つは、定ということでございますが、一つは、定ということでございますが、一つは、既存既存既存既存のののの集集集集落落落落のののの周周周周りにりにりにりに

住住住住宅宅宅宅にににに限限限限ってってってって建建建建てられるという制度がございます。それにつきましてはてられるという制度がございます。それにつきましてはてられるという制度がございます。それにつきましてはてられるという制度がございます。それにつきましては建建建建築築築築課が課が課が課が所所所所管をし管をし管をし管をし

ている制度でございます。ている制度でございます。ている制度でございます。ている制度でございます。

そのほかにそのほかにそのほかにそのほかに都都都都市市市市計計計計画画画画の制度としましては、の制度としましては、の制度としましては、の制度としましては、調整調整調整調整区区区区域において地域において地域において地域において地区区区区計計計計画画画画という制度がござという制度がござという制度がござという制度がござ

いまして、その地いまして、その地いまして、その地いまして、その地区区区区計計計計画画画画がががが終終終終わったらわったらわったらわったら都都都都市市市市計計計計画画画画決定をするわけですけれども、その地決定をするわけですけれども、その地決定をするわけですけれども、その地決定をするわけですけれども、その地区区区区計計計計

画画画画によって一定のによって一定のによって一定のによって一定の整備整備整備整備をしたをしたをしたをした調整調整調整調整区区区区域の域の域の域の建建建建築築築築を認めるという制度もございます。を認めるという制度もございます。を認めるという制度もございます。を認めるという制度もございます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 ななななぜぜぜぜそういうことをするかというと、そういうことをするかというと、そういうことをするかというと、そういうことをするかというと、要要要要するに田畑をつくってするに田畑をつくってするに田畑をつくってするに田畑をつくって保存保存保存保存していこしていこしていこしていこ

うという、うという、うという、うという、農農農農業業業業振興のために振興のために振興のために振興のためにややややっていくという部っていくという部っていくという部っていくという部分分分分と、開発をしなくてはいけない部と、開発をしなくてはいけない部と、開発をしなくてはいけない部と、開発をしなくてはいけない部分分分分が、が、が、が、

混混混混在在在在しているのです。だから、当しているのです。だから、当しているのです。だから、当しているのです。だから、当然然然然このこのこのこの場所場所場所場所は開発すは開発すは開発すは開発すべべべべきというところは、きというところは、きというところは、きというところは、市市市市街街街街化化化化区区区区域に域に域に域に

編編編編入していく入していく入していく入していくべべべべきだと思うのですが、そういうきだと思うのですが、そういうきだと思うのですが、そういうきだと思うのですが、そういう話話話話を持ち出すと、県はすを持ち出すと、県はすを持ち出すと、県はすを持ち出すと、県はすぐぐぐぐに、に、に、に、人人人人口口口口がががが減減減減少少少少

のののの時時時時代だから代だから代だから代だから市市市市街街街街化化化化区区区区域に域に域に域に軽軽軽軽々にするのはどうかという々にするのはどうかという々にするのはどうかという々にするのはどうかという話話話話になるのです。になるのです。になるのです。になるのです。例例例例ええええばばばばババババイイイイパパパパスススス

沿沿沿沿いだとか、あるいは大和まほろばいだとか、あるいは大和まほろばいだとか、あるいは大和まほろばいだとか、あるいは大和まほろばススススママママーーーートトトトイイイインンンンターターターターチェチェチェチェンジができましたけれども、そンジができましたけれども、そンジができましたけれども、そンジができましたけれども、そ

のののの周辺周辺周辺周辺とか、あるいは大和とか、あるいは大和とか、あるいは大和とか、あるいは大和郡郡郡郡山山山山市市市市のののの京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道車道車道車道のジのジのジのジャャャャンンンンクショクショクショクションのンのンのンの周周周周りなどを、そうりなどを、そうりなどを、そうりなどを、そう

いう地いう地いう地いう地区指区指区指区指定という苦定という苦定という苦定という苦肉肉肉肉のののの策策策策ではなくて、きちんとしたではなくて、きちんとしたではなくて、きちんとしたではなくて、きちんとした準工業準工業準工業準工業区区区区域域域域やややや第１第１第１第１種種種種住住住住宅宅宅宅地域とい地域とい地域とい地域とい

うううう住住住住宅宅宅宅をををを建建建建てられるようなてられるようなてられるようなてられるような市市市市街街街街化化化化区区区区域にしていくというめり域にしていくというめり域にしていくというめり域にしていくというめり張張張張りのあるりのあるりのあるりのある都都都都市市市市計計計計画画画画はできなはできなはできなはできな

いでしいでしいでしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○藤野都市計画室長○藤野都市計画室長○藤野都市計画室長○藤野都市計画室長 現在現在現在現在、、、、市市市市街街街街化調整化調整化調整化調整区区区区域を域を域を域を市市市市街街街街化化化化区区区区域に域に域に域に編編編編入するということでのお入するということでのお入するということでのお入するということでのお問問問問

いいいい合合合合わわわわせせせせだと思うのですが、まさにだと思うのですが、まさにだと思うのですが、まさにだと思うのですが、まさに経経経経済済済済活性活性活性活性化化化化のためですとか、あるいはのためですとか、あるいはのためですとか、あるいはのためですとか、あるいは暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの向上向上向上向上のののの

ためにつながる、ためにつながる、ためにつながる、ためにつながる、市町村市町村市町村市町村がまちづくりの中でがまちづくりの中でがまちづくりの中でがまちづくりの中で考え考え考え考えます良ます良ます良ます良好好好好な計な計な計な計画画画画につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、工業工業工業工業、、、、
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あるいはあるいはあるいはあるいは流流流流通の通の通の通の業業業業務、それから務、それから務、それから務、それから商商商商業業業業ですとかですとかですとかですとかサーサーサーサービビビビス業ス業ス業ス業務といったものを中務といったものを中務といったものを中務といったものを中心心心心にににに市市市市街街街街化化化化区区区区

域に域に域に域に随時編随時編随時編随時編入することについては、入することについては、入することについては、入することについては、検討検討検討検討を進めているところでございます。を進めているところでございます。を進めているところでございます。を進めているところでございます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 県県県県内内内内のののの就就就就職率が職率が職率が職率が悪悪悪悪いというのは、いというのは、いというのは、いというのは、働働働働くところが少ないということも大きなくところが少ないということも大きなくところが少ないということも大きなくところが少ないということも大きな原原原原

因因因因の一つであります。それはもう皆さん、ご承知のとおりです。そういうの一つであります。それはもう皆さん、ご承知のとおりです。そういうの一つであります。それはもう皆さん、ご承知のとおりです。そういうの一つであります。それはもう皆さん、ご承知のとおりです。そういう働働働働くくくく場場場場をつくるをつくるをつくるをつくる

という会という会という会という会社や工場社や工場社や工場社や工場をををを誘致誘致誘致誘致するという奈良県が一するという奈良県が一するという奈良県が一するという奈良県が一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややろうとしていることに、目ろうとしていることに、目ろうとしていることに、目ろうとしていることに、目的的的的としとしとしとし

てはてはてはては間間間間違違違違いないことだと思います。そういう関いないことだと思います。そういう関いないことだと思います。そういう関いないことだと思います。そういう関連連連連性が性が性が性が非常非常非常非常にあると思っているのですが、にあると思っているのですが、にあると思っているのですが、にあると思っているのですが、

都都都都市市市市計計計計画画画画のののの立場立場立場立場からいってどう思われますか。からいってどう思われますか。からいってどう思われますか。からいってどう思われますか。

○藤野都市計画室長○藤野都市計画室長○藤野都市計画室長○藤野都市計画室長 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人人人人口口口口がががが減減減減少しておりまして、少しておりまして、少しておりまして、少しておりまして、超超超超高齢高齢高齢高齢化化化化のののの社社社社会が会が会が会が到到到到来来来来

するということは確するということは確するということは確するということは確実実実実でございます。しかし、でございます。しかし、でございます。しかし、でございます。しかし、経経経経済済済済の活性の活性の活性の活性化化化化ですとかですとかですとかですとか雇雇雇雇用用用用のののの場場場場の確の確の確の確保保保保といといといとい

うことは、奈良県にとってうことは、奈良県にとってうことは、奈良県にとってうことは、奈良県にとって重要重要重要重要な課な課な課な課題題題題とととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

こういったこともこういったこともこういったこともこういったことも踏踏踏踏ままままええええまして、先ほども森川委員の質まして、先ほども森川委員の質まして、先ほども森川委員の質まして、先ほども森川委員の質問問問問にお答にお答にお答にお答ええええいたしましたけれどいたしましたけれどいたしましたけれどいたしましたけれど

も、平成２６年度、平成２７年度に、も、平成２６年度、平成２７年度に、も、平成２６年度、平成２７年度に、も、平成２６年度、平成２７年度に、基基基基礎礎礎礎調調調調査を査を査を査を実施実施実施実施ささささせせせせていただきまして、本県のていただきまして、本県のていただきまして、本県のていただきまして、本県の都都都都市市市市

計計計計画画画画の課の課の課の課題題題題を明らかにしたを明らかにしたを明らかにしたを明らかにした上上上上で、今後ので、今後ので、今後ので、今後の都都都都市市市市計計計計画画画画の課の課の課の課題や見直題や見直題や見直題や見直しのしのしのしの必要必要必要必要性について性について性について性について十分十分十分十分検検検検

討討討討していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 農農農農業業業業振興地域において、開発を振興地域において、開発を振興地域において、開発を振興地域において、開発を抑抑抑抑制しようというところと開発を制しようというところと開発を制しようというところと開発を制しようというところと開発をややややろうといろうといろうといろうとい

うところのめりうところのめりうところのめりうところのめり張張張張りをしっかりつけて、りをしっかりつけて、りをしっかりつけて、りをしっかりつけて、都都都都市市市市計計計計画画画画ははははややややはりはりはりはり必要必要必要必要だと思うし、そういうだと思うし、そういうだと思うし、そういうだと思うし、そういう都都都都市市市市

計計計計画画画画なるものがあると思うのです。今、なるものがあると思うのです。今、なるものがあると思うのです。今、なるものがあると思うのです。今、申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたように、ましたように、ましたように、ましたように、広広広広くくくく就就就就職のことにも関職のことにも関職のことにも関職のことにも関連連連連

してくることでございますので、そういった総してくることでございますので、そういった総してくることでございますので、そういった総してくることでございますので、そういった総合合合合ププププロロロロデュデュデュデュースースースースするするするする場所場所場所場所、いわゆる、いわゆる、いわゆる、いわゆるココココララララボボボボ

ささささせせせせててててややややっていこう、っていこう、っていこう、っていこう、研究研究研究研究ささささせせせせていこうというところは県ていこうというところは県ていこうというところは県ていこうというところは県庁庁庁庁の中にはの中にはの中にはの中には存在存在存在存在しないのですか。しないのですか。しないのですか。しないのですか。

大事な大事な大事な大事な問題問題問題問題です。です。です。です。

だから、中だから、中だから、中だから、中途途途途半半半半端端端端なななな調整調整調整調整区区区区域の中で手域の中で手域の中で手域の中で手練練練練手管を手管を手管を手管を使使使使いながら、開発していって、森川委員いながら、開発していって、森川委員いながら、開発していって、森川委員いながら、開発していって、森川委員

のおっしゃるような、ある日のおっしゃるような、ある日のおっしゃるような、ある日のおっしゃるような、ある日突突突突然然然然、、、、忽忽忽忽然然然然とととと建建建建物物物物がががが農農農農地の中にできてきたり、あるいはまた、地の中にできてきたり、あるいはまた、地の中にできてきたり、あるいはまた、地の中にできてきたり、あるいはまた、

農農農農用用用用地と地と地と地と工場工場工場工場にトにトにトにトララララブブブブルルルルがががが起起起起こって、こって、こって、こって、廃廃廃廃水の水の水の水の問題問題問題問題だとかいろいろなだとかいろいろなだとかいろいろなだとかいろいろな問題問題問題問題がががが起起起起こってくる、こってくる、こってくる、こってくる、

水水水水利利利利組組組組合合合合とのとのとのとの問題問題問題問題がががが起起起起こる、そういうことがこる、そういうことがこる、そういうことがこる、そういうことが起起起起こるわけですから、もう少しこるわけですから、もう少しこるわけですから、もう少しこるわけですから、もう少し整整整整理した形で理した形で理した形で理した形で

開発の開発の開発の開発の問題問題問題問題に目をに目をに目をに目を向向向向けないと、今までとけないと、今までとけないと、今までとけないと、今までと同同同同じじじじようなようなようなようなややややり方をり方をり方をり方をややややっていてはっていてはっていてはっていては困困困困ると思うのでると思うのでると思うのでると思うので

すが、その総すが、その総すが、その総すが、その総合合合合ププププロロロロデュデュデュデュースースースースををををややややるようなるようなるようなるような場所場所場所場所は、どこにあるのですか。ないのですか。は、どこにあるのですか。ないのですか。は、どこにあるのですか。ないのですか。は、どこにあるのですか。ないのですか。

○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長 今のご質今のご質今のご質今のご質問問問問でございますけれども、総でございますけれども、総でございますけれども、総でございますけれども、総合合合合ププププロロロロデュデュデュデュースースースースという形という形という形という形

になりますと、県になりますと、県になりますと、県になりますと、県庁庁庁庁の中でいろいろ組の中でいろいろ組の中でいろいろ組の中でいろいろ組織横断織横断織横断織横断的的的的にににに束束束束ねねねねないといけないのです。けれども、ないといけないのです。けれども、ないといけないのです。けれども、ないといけないのです。けれども、

先ほど先ほど先ほど先ほど都都都都市市市市計計計計画画画画室長がお答室長がお答室長がお答室長がお答ええええいたしましたけれども、今、いたしましたけれども、今、いたしましたけれども、今、いたしましたけれども、今、検討検討検討検討を始めているのは、そういを始めているのは、そういを始めているのは、そういを始めているのは、そうい

う形で部局う形で部局う形で部局う形で部局横断横断横断横断的的的的ににににややややらなければならないということで、今らなければならないということで、今らなければならないということで、今らなければならないということで、今指摘指摘指摘指摘いただいたようなことがいただいたようなことがいただいたようなことがいただいたようなことが
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過去過去過去過去にございましたので、今後は委員のごにございましたので、今後は委員のごにございましたので、今後は委員のごにございましたので、今後は委員のご指摘指摘指摘指摘のように、県としてはのように、県としてはのように、県としてはのように、県としては働働働働くくくく場場場場のののの提提提提供供供供もももも柱柱柱柱にににに

建建建建てているわけでございますので、これはてているわけでございますので、これはてているわけでございますので、これはてているわけでございますので、これは横断横断横断横断的的的的に取り組まなければいけないということに取り組まなければいけないということに取り組まなければいけないということに取り組まなければいけないということ

で、土地で、土地で、土地で、土地利用利用利用利用をををを担担担担当する部局さらに当する部局さらに当する部局さらに当する部局さらに誘致誘致誘致誘致をををを担担担担当する部局も一当する部局も一当する部局も一当する部局も一緒緒緒緒になりまして、になりまして、になりまして、になりまして、ポポポポテテテテンンンンシシシシャャャャ

ルルルルのののの高高高高いいいい京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道車道車道車道のののの周辺周辺周辺周辺ををををポポポポイイイイントにいたしましてントにいたしましてントにいたしましてントにいたしまして検討検討検討検討に入っているところでござに入っているところでござに入っているところでござに入っているところでござ

います。います。います。います。

ポポポポテテテテンンンンシシシシャャャャルルルルがががが非常非常非常非常にににに高高高高くて、ここについてはくて、ここについてはくて、ここについてはくて、ここについては余余余余地があるということであれば、先ほど地があるということであれば、先ほど地があるということであれば、先ほど地があるということであれば、先ほど

のののの農農農農業業業業振興地域、振興地域、振興地域、振興地域、農農農農用用用用地との地との地との地との調整調整調整調整もももも視視視視野に入れておりますので、総野に入れておりますので、総野に入れておりますので、総野に入れておりますので、総合的合的合的合的な形で取りまとめな形で取りまとめな形で取りまとめな形で取りまとめ

のものをつくりまして、のものをつくりまして、のものをつくりまして、のものをつくりまして、具体具体具体具体的的的的な形にしていきたいとな形にしていきたいとな形にしていきたいとな形にしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 細細細細部についてはき部についてはき部についてはき部についてはきょょょょうは聞きまうは聞きまうは聞きまうは聞きませせせせんけれども、なかなか大んけれども、なかなか大んけれども、なかなか大んけれども、なかなか大変変変変なななな問題問題問題問題だと思いだと思いだと思いだと思い

ますので、もう一ますので、もう一ますので、もう一ますので、もう一歩歩歩歩踏踏踏踏みみみみ込込込込んだ答弁を今度いただきたいと思います。総んだ答弁を今度いただきたいと思います。総んだ答弁を今度いただきたいと思います。総んだ答弁を今度いただきたいと思います。総括括括括でもまた質でもまた質でもまた質でもまた質問問問問をををを

ささささせせせせていただきたいと思います。ありがとうございました。ていただきたいと思います。ありがとうございました。ていただきたいと思います。ありがとうございました。ていただきたいと思います。ありがとうございました。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 松谷副知事。このことは、松谷副知事。このことは、松谷副知事。このことは、松谷副知事。このことは、将将将将来来来来、奈良県がどうするのか、どんな県をつく、奈良県がどうするのか、どんな県をつく、奈良県がどうするのか、どんな県をつく、奈良県がどうするのか、どんな県をつく

っていくのかという、っていくのかという、っていくのかという、っていくのかという、根根根根幹をなす課幹をなす課幹をなす課幹をなす課題題題題だと思うのです。今、林まちづくり推進局長からもだと思うのです。今、林まちづくり推進局長からもだと思うのです。今、林まちづくり推進局長からもだと思うのです。今、林まちづくり推進局長からも

ご答弁いただきましたけれども、これは大事なご答弁いただきましたけれども、これは大事なご答弁いただきましたけれども、これは大事なご答弁いただきましたけれども、これは大事な問題問題問題問題だと思います。今度また、総だと思います。今度また、総だと思います。今度また、総だと思います。今度また、総括括括括は総は総は総は総括括括括

としても、としても、としても、としても、ややややはり部課長会議で、まないたのはり部課長会議で、まないたのはり部課長会議で、まないたのはり部課長会議で、まないたの上上上上にのにのにのにのせせせせてもらいたいと思いますので、よろてもらいたいと思いますので、よろてもらいたいと思いますので、よろてもらいたいと思いますので、よろ

しく。しく。しく。しく。何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見がありましたら。がありましたら。がありましたら。がありましたら。ココココメントがありましたら。メントがありましたら。メントがありましたら。メントがありましたら。

○松谷副知事○松谷副知事○松谷副知事○松谷副知事 非常非常非常非常にににに貴貴貴貴重重重重な議な議な議な議論論論論でありました。でありました。でありました。でありました。

今、少し今、少し今、少し今、少し話話話話の中の中の中の中身身身身をををを整整整整理すると、理すると、理すると、理すると、都都都都市市市市計計計計画画画画も含めたいろいろなも含めたいろいろなも含めたいろいろなも含めたいろいろな権権権権限限限限がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、市市市市でででで

ややややっている部っている部っている部っている部分分分分であったり、県でであったり、県でであったり、県でであったり、県でややややっている部っている部っている部っている部分分分分であったり、国でであったり、国でであったり、国でであったり、国でややややっている部っている部っている部っている部分分分分であっであっであっであっ

たりと。今も委員の皆さんからたりと。今も委員の皆さんからたりと。今も委員の皆さんからたりと。今も委員の皆さんから話話話話がありましたが、地方がありましたが、地方がありましたが、地方がありましたが、地方創創創創生生生生の中で、の中で、の中で、の中で、例例例例ええええばばばば農農農農地の地の地の地の指指指指定を定を定を定を

するについて、できたら県が一するについて、できたら県が一するについて、できたら県が一するについて、できたら県が一元的元的元的元的にににに指指指指定できるような形にして、今でしたら、定できるような形にして、今でしたら、定できるような形にして、今でしたら、定できるような形にして、今でしたら、各各各各市町村市町村市町村市町村

ごとにこれだけとごとにこれだけとごとにこれだけとごとにこれだけと割割割割り振りになっていて、なかなかり振りになっていて、なかなかり振りになっていて、なかなかり振りになっていて、なかなか自由自由自由自由にならなかったりします。それをにならなかったりします。それをにならなかったりします。それをにならなかったりします。それを

地域をつくるについて県で、どの地域をつくるについて県で、どの地域をつくるについて県で、どの地域をつくるについて県で、どの辺辺辺辺につくったらいいのかとか、につくったらいいのかとか、につくったらいいのかとか、につくったらいいのかとか、個個個個々のことをするのでは々のことをするのでは々のことをするのでは々のことをするのでは

なくて総なくて総なくて総なくて総合的合的合的合的にしたりということも知事もにしたりということも知事もにしたりということも知事もにしたりということも知事も考え考え考え考えているようでございます。ているようでございます。ているようでございます。ているようでございます。

ただ、そういうただ、そういうただ、そういうただ、そういう意味意味意味意味でいうと、でいうと、でいうと、でいうと、権権権権限限限限のののの移移移移譲譲譲譲であったりであったりであったりであったり法改法改法改法改正正正正であったり、であったり、であったり、であったり、非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい

面面面面がたくさんございます。まだたくさんございますけれども、今、地方がたくさんございます。まだたくさんございますけれども、今、地方がたくさんございます。まだたくさんございますけれども、今、地方がたくさんございます。まだたくさんございますけれども、今、地方創創創創生生生生のののの時時時時代という代という代という代という

ことですので、そういうことも含めてことですので、そういうことも含めてことですので、そういうことも含めてことですので、そういうことも含めて検討検討検討検討できるのであれば、できるのであれば、できるのであれば、できるのであれば、ぜぜぜぜひ検討ひ検討ひ検討ひ検討していきたいと思していきたいと思していきたいと思していきたいと思

っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 はい、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。

○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長 時時時時間間間間が少しあるようでございますので、１点だけ質が少しあるようでございますので、１点だけ質が少しあるようでございますので、１点だけ質が少しあるようでございますので、１点だけ質問問問問をしたいと思ってをしたいと思ってをしたいと思ってをしたいと思って
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おります。おります。おります。おります。

これも本会議でこれも本会議でこれも本会議でこれも本会議で幾幾幾幾度か出ていた度か出ていた度か出ていた度か出ていた話話話話でございますけれども、先ほど小林委員からもありまでございますけれども、先ほど小林委員からもありまでございますけれども、先ほど小林委員からもありまでございますけれども、先ほど小林委員からもありま

したように、いわゆるしたように、いわゆるしたように、いわゆるしたように、いわゆるゲゲゲゲリリリリララララ豪雨豪雨豪雨豪雨等が等が等が等が起起起起こるわけでございまして、大こるわけでございまして、大こるわけでございまして、大こるわけでございまして、大変変変変なななな状況状況状況状況がががが起起起起こってこってこってこって

くることも可能性としてあるわけでございます。くることも可能性としてあるわけでございます。くることも可能性としてあるわけでございます。くることも可能性としてあるわけでございます。以前以前以前以前から大和川総から大和川総から大和川総から大和川総合合合合治水対治水対治水対治水対策策策策で、県はで、県はで、県はで、県はやややや

ったけれどもったけれどもったけれどもったけれども市町村市町村市町村市町村がまだがまだがまだがまだ不不不不十分十分十分十分であるということが出ております。その中で知事は、国であるということが出ております。その中で知事は、国であるということが出ております。その中で知事は、国であるということが出ております。その中で知事は、国

に、大きなに、大きなに、大きなに、大きな遊遊遊遊水地をつくってもらうという水地をつくってもらうという水地をつくってもらうという水地をつくってもらうという話話話話をしているわけでして、をしているわけでして、をしているわけでして、をしているわけでして、以前以前以前以前から国にから国にから国にから国に働働働働きかきかきかきか

けをしているということです。けをしているということです。けをしているということです。けをしているということです。場所場所場所場所はどこにしていくかというはどこにしていくかというはどこにしていくかというはどこにしていくかという問題問題問題問題もされているようでごもされているようでごもされているようでごもされているようでご

ざいますけれども、一ざいますけれども、一ざいますけれども、一ざいますけれども、一体体体体今国との今国との今国との今国との話話話話で、で、で、で、遊遊遊遊水地の水地の水地の水地の設置場所設置場所設置場所設置場所も含めて、どこまで進んでいるも含めて、どこまで進んでいるも含めて、どこまで進んでいるも含めて、どこまで進んでいる

のかということをお聞かのかということをお聞かのかということをお聞かのかということをお聞かせせせせいただけたらありがたいと思っております。いただけたらありがたいと思っております。いただけたらありがたいと思っております。いただけたらありがたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長 小泉委員からの、小泉委員からの、小泉委員からの、小泉委員からの、直轄直轄直轄直轄で計で計で計で計画画画画されているされているされているされている遊遊遊遊水地の水地の水地の水地の現在現在現在現在のののの状況状況状況状況についてごについてごについてごについてご

質質質質問問問問があったと思います。お答があったと思います。お答があったと思います。お答があったと思います。お答ええええささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

昨昨昨昨年の１１月に国の年の１１月に国の年の１１月に国の年の１１月に国の直轄直轄直轄直轄区区区区間間間間にかかる大和川にかかる大和川にかかる大和川にかかる大和川河河河河川川川川整備整備整備整備計計計計画画画画ができまして、おおができまして、おおができまして、おおができまして、おおむむむむねねねね王寺王寺王寺王寺

町町町町から大和から大和から大和から大和郡郡郡郡山山山山市市市市ぐぐぐぐらいのあたりの大和川らいのあたりの大和川らいのあたりの大和川らいのあたりの大和川周辺周辺周辺周辺に１００に１００に１００に１００万万万万立立立立方メ方メ方メ方メーーーートトトトルルルルのののの遊遊遊遊水地をつくる水地をつくる水地をつくる水地をつくる

ということがもう公ということがもう公ということがもう公ということがもう公表表表表されております。大きいされております。大きいされております。大きいされております。大きい丸丸丸丸でした。でした。でした。でした。

現在現在現在現在のところ、のところ、のところ、のところ、斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町と川と川と川と川西西西西町町町町において、地において、地において、地において、地元元元元のののの役役役役員に員に員に員に説説説説明を明を明を明を終え終え終え終えたところです。ただ、たところです。ただ、たところです。ただ、たところです。ただ、

どのどのどのどの辺辺辺辺に、どのに、どのに、どのに、どのぐぐぐぐらいの大きさというものがまだ決まっていないというらいの大きさというものがまだ決まっていないというらいの大きさというものがまだ決まっていないというらいの大きさというものがまだ決まっていないという状況状況状況状況です。です。です。です。以上以上以上以上でででで

す。す。す。す。

○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長 これは、これは、これは、これは、場所場所場所場所がががが具体具体具体具体的的的的に決まってきますと、県がに決まってきますと、県がに決まってきますと、県がに決まってきますと、県がややややるのではなしに国がるのではなしに国がるのではなしに国がるのではなしに国が

全全全全てをてをてをてをややややっていただけますか。っていただけますか。っていただけますか。っていただけますか。

○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長 国の国の国の国の直轄直轄直轄直轄事事事事業業業業です。国がです。国がです。国がです。国が実施実施実施実施します。します。します。します。

○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長 もう一度聞きます。これは、もう一度聞きます。これは、もう一度聞きます。これは、もう一度聞きます。これは、場所場所場所場所が決まってきますと、大が決まってきますと、大が決まってきますと、大が決まってきますと、大体体体体何何何何年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい

のののの完完完完成を成を成を成を見見見見込込込込んで、県と国とのんで、県と国とのんで、県と国とのんで、県と国との間間間間でででで話話話話しししし合合合合いがされているのか、わかればいがされているのか、わかればいがされているのか、わかればいがされているのか、わかれば教教教教ええええていただきていただきていただきていただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長 まだそのまだそのまだそのまだその外外外外枠枠枠枠といいますか、ここというところまでは決まっておりまといいますか、ここというところまでは決まっておりまといいますか、ここというところまでは決まっておりまといいますか、ここというところまでは決まっておりませせせせ

ん。それが決まってはん。それが決まってはん。それが決まってはん。それが決まってはじじじじめてめてめてめて用用用用地地地地交交交交渉渉渉渉などが始まるということでありますので、県としてなどが始まるということでありますので、県としてなどが始まるということでありますので、県としてなどが始まるということでありますので、県として

は一日もは一日もは一日もは一日も早早早早く進めていくために国をく進めていくために国をく進めていくために国をく進めていくために国を支援支援支援支援していきたいとは思っていますが、いつまでといしていきたいとは思っていますが、いつまでといしていきたいとは思っていますが、いつまでといしていきたいとは思っていますが、いつまでとい

うことはなかなか言うことはなかなか言うことはなかなか言うことはなかなか言ええええないのですが、一日もないのですが、一日もないのですが、一日もないのですが、一日も早早早早くというくというくというくという気気気気持ちで県も持ちで県も持ちで県も持ちで県も支援支援支援支援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

思っています。思っています。思っています。思っています。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにご意見意見意見意見ございまございまございまございませせせせんか。質んか。質んか。質んか。質問問問問ございまございまございまございませせせせんか。んか。んか。んか。

他に質疑がなければ、これをもって南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マ他に質疑がなければ、これをもって南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マ他に質疑がなければ、これをもって南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マ他に質疑がなければ、これをもって南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マ
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ネジメント部、まちづくり推進局の審査をネジメント部、まちづくり推進局の審査をネジメント部、まちづくり推進局の審査をネジメント部、まちづくり推進局の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。

明１０月１６日木明１０月１６日木明１０月１６日木明１０月１６日木曜曜曜曜日午後１日午後１日午後１日午後１時時時時から総から総から総から総括括括括審査を行います。審査を行います。審査を行います。審査を行います。

総総総総括括括括審査で、委員の皆さん、審査で、委員の皆さん、審査で、委員の皆さん、審査で、委員の皆さん、特特特特に出席をに出席をに出席をに出席を求求求求める課長める課長める課長める課長やややや室長はございま室長はございま室長はございま室長はございませせせせんか。従んか。従んか。従んか。従来来来来どおどおどおどお

りでよろしいか。知事はりでよろしいか。知事はりでよろしいか。知事はりでよろしいか。知事はじじじじめ副知事でよろしいか。め副知事でよろしいか。め副知事でよろしいか。め副知事でよろしいか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

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

なお、総なお、総なお、総なお、総括括括括審査の質審査の質審査の質審査の質問問問問でありますが、でありますが、でありますが、でありますが、各各各各部局に、質部局に、質部局に、質部局に、質問問問問をしていただいた項目のうちをしていただいた項目のうちをしていただいた項目のうちをしていただいた項目のうち特特特特にににに

未未未未了なものに了なものに了なものに了なものに限限限限っていただくこと。っていただくこと。っていただくこと。っていただくこと。完全完全完全完全にお答にお答にお答にお答ええええをいただいたことはをいただいたことはをいただいたことはをいただいたことは抜抜抜抜きにして、またきにして、またきにして、またきにして、また次次次次

ということで、疑ということで、疑ということで、疑ということで、疑問問問問の持っておられることに関してしていただきたいと思います。の持っておられることに関してしていただきたいと思います。の持っておられることに関してしていただきたいと思います。の持っておられることに関してしていただきたいと思います。

また、また、また、また、各各各各部局の審査部局の審査部局の審査部局の審査時時時時に総に総に総に総括括括括で質で質で質で質問問問問するするするする旨旨旨旨、ご発言をいただきますようお願いをしてお、ご発言をいただきますようお願いをしてお、ご発言をいただきますようお願いをしてお、ご発言をいただきますようお願いをしてお

きました。きました。きました。きました。

なお、なお、なお、なお、万万万万が一、部局が一、部局が一、部局が一、部局別別別別審査審査審査審査時時時時に総に総に総に総括括括括で質で質で質で質問問問問するするするする旨旨旨旨の発言をおの発言をおの発言をおの発言をお忘忘忘忘れになったれになったれになったれになった場合場合場合場合には、きには、きには、きには、き

ょょょょう中にう中にう中にう中に必必必必ずずずず私私私私か事務局に知らか事務局に知らか事務局に知らか事務局に知らせせせせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。ます。ます。ます。

それでは、長それでは、長それでは、長それでは、長時時時時間間間間にわたって皆さん、どうもご苦労様でございました。にわたって皆さん、どうもご苦労様でございました。にわたって皆さん、どうもご苦労様でございました。にわたって皆さん、どうもご苦労様でございました。

これで本日の会議をこれで本日の会議をこれで本日の会議をこれで本日の会議を終終終終わります。わります。わります。わります。


