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れども、その傾向は恐らく変わっていないのではないかと思います。れども、その傾向は恐らく変わっていないのではないかと思います。れども、その傾向は恐らく変わっていないのではないかと思います。れども、その傾向は恐らく変わっていないのではないかと思います。まず最初に、この県として空き家対策についてどのように進められて、お考えをされてまず最初に、この県として空き家対策についてどのように進められて、お考えをされてまず最初に、この県として空き家対策についてどのように進められて、お考えをされてまず最初に、この県として空き家対策についてどのように進められて、お考えをされているのかをお伺いしたいと思います。いるのかをお伺いしたいと思います。いるのかをお伺いしたいと思います。いるのかをお伺いしたいと思います。○大島住宅課長○大島住宅課長○大島住宅課長○大島住宅課長 空き家対策の取り組み状況についてご質問をいただきました。空き家対策の取り組み状況についてご質問をいただきました。空き家対策の取り組み状況についてご質問をいただきました。空き家対策の取り組み状況についてご質問をいただきました。奈良県では平成２４年に住生活ビジョンを策定していますけれども、その中でも空き家奈良県では平成２４年に住生活ビジョンを策定していますけれども、その中でも空き家奈良県では平成２４年に住生活ビジョンを策定していますけれども、その中でも空き家奈良県では平成２４年に住生活ビジョンを策定していますけれども、その中でも空き家の有効活用、それから地域の安全や景観を損なうような危険な空き家の解消を位置づけての有効活用、それから地域の安全や景観を損なうような危険な空き家の解消を位置づけての有効活用、それから地域の安全や景観を損なうような危険な空き家の解消を位置づけての有効活用、それから地域の安全や景観を損なうような危険な空き家の解消を位置づけており、空き家対策の主体となる市町村への支援を行っております。また、昨年５月に空家おり、空き家対策の主体となる市町村への支援を行っております。また、昨年５月に空家おり、空き家対策の主体となる市町村への支援を行っております。また、昨年５月に空家おり、空き家対策の主体となる市町村への支援を行っております。また、昨年５月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されておりますので、それを踏まえて法律の趣旨等対策の推進に関する特別措置法が施行されておりますので、それを踏まえて法律の趣旨等対策の推進に関する特別措置法が施行されておりますので、それを踏まえて法律の趣旨等対策の推進に関する特別措置法が施行されておりますので、それを踏まえて法律の趣旨や考え方、それからガイドラインの内容などについての説明会をや考え方、それからガイドラインの内容などについての説明会をや考え方、それからガイドラインの内容などについての説明会をや考え方、それからガイドラインの内容などについての説明会を開催開催開催開催するなど、市町村へするなど、市町村へするなど、市町村へするなど、市町村への支援をの支援をの支援をの支援を強化強化強化強化しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。このこのこのこの結果結果結果結果として、一部の市町村において空き家のとして、一部の市町村において空き家のとして、一部の市町村において空き家のとして、一部の市町村において空き家の実態調査実態調査実態調査実態調査、それから空き家対策計、それから空き家対策計、それから空き家対策計、それから空き家対策計画画画画のののの作作作作成、それから法律に成、それから法律に成、それから法律に成、それから法律に基基基基づくづくづくづく指導指導指導指導、、、、助助助助言を進める言を進める言を進める言を進める動動動動きが出てきております。こうしたきが出てきております。こうしたきが出てきております。こうしたきが出てきております。こうした動動動動ききききを支援し、を支援し、を支援し、を支援し、人人人人員や員や員や員や専門知識専門知識専門知識専門知識がががが不足不足不足不足しがちなしがちなしがちなしがちな小規模小規模小規模小規模町村などにおいても法律の町村などにおいても法律の町村などにおいても法律の町村などにおいても法律の運運運運用が用が用が用が円滑円滑円滑円滑にににに進進進進むむむむよう、平成２８年度予算案においては県と市町村のよう、平成２８年度予算案においては県と市町村のよう、平成２８年度予算案においては県と市町村のよう、平成２８年度予算案においては県と市町村の連絡連絡連絡連絡会議の会議の会議の会議の実実実実施、それから市町村施、それから市町村施、それから市町村施、それから市町村職員を対職員を対職員を対職員を対象象象象としたとしたとしたとした講習講習講習講習のののの実実実実施に要する施に要する施に要する施に要する費費費費用を計用を計用を計用を計上上上上ささささせせせせていただいております。市町村とていただいております。市町村とていただいております。市町村とていただいております。市町村と話話話話をしておりますと、市町村がをしておりますと、市町村がをしておりますと、市町村がをしておりますと、市町村が共同共同共同共同でででで課題課題課題課題をををを共共共共有できるような有できるような有できるような有できるような場場場場として県がとして県がとして県がとして県が音頭音頭音頭音頭をとってほをとってほをとってほをとってほしいというごしいというごしいというごしいというご意意意意見、あるいは３９市町村だと見、あるいは３９市町村だと見、あるいは３９市町村だと見、あるいは３９市町村だとニニニニーーーーズズズズがががが多多多多過過過過ぎぎぎぎますので、あと、地域によっますので、あと、地域によっますので、あと、地域によっますので、あと、地域によって空き家のて空き家のて空き家のて空き家の課題課題課題課題の内容もの内容もの内容もの内容も異異異異なるということで、例えば地域をなるということで、例えば地域をなるということで、例えば地域をなるということで、例えば地域を分分分分けてそういったけてそういったけてそういったけてそういった意意意意見見見見交換交換交換交換をををを実実実実施してほしいなど、い施してほしいなど、い施してほしいなど、い施してほしいなど、いろろろろいいいいろろろろな要な要な要な要望望望望をいただいているとこをいただいているとこをいただいているとこをいただいているところろろろです。こうしたごです。こうしたごです。こうしたごです。こうしたご意意意意見も踏見も踏見も踏見も踏まえて、しっかりと取り組みを進めるとともに、まえて、しっかりと取り組みを進めるとともに、まえて、しっかりと取り組みを進めるとともに、まえて、しっかりと取り組みを進めるとともに、引引引引きききき続続続続き、例えば国の補き、例えば国の補き、例えば国の補き、例えば国の補助助助助金なども活用金なども活用金なども活用金なども活用した空き家の活用支援を進めていきたいと。それによって空き家対策を進めていきたいとした空き家の活用支援を進めていきたいと。それによって空き家対策を進めていきたいとした空き家の活用支援を進めていきたいと。それによって空き家対策を進めていきたいとした空き家の活用支援を進めていきたいと。それによって空き家対策を進めていきたいと考えているとこ考えているとこ考えているとこ考えているところろろろです。以です。以です。以です。以上上上上です。です。です。です。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 実際実際実際実際にこの一昨年に成にこの一昨年に成にこの一昨年に成にこの一昨年に成立立立立した、した、した、した、先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃられた特別措置法にられた特別措置法にられた特別措置法にられた特別措置法に基基基基づいてづいてづいてづいて主体は主体は主体は主体は各各各各市町村ということでしたけれども、例えば空き家対策市町村ということでしたけれども、例えば空き家対策市町村ということでしたけれども、例えば空き家対策市町村ということでしたけれども、例えば空き家対策審審審審議会など、そういうよう議会など、そういうよう議会など、そういうよう議会など、そういうようなものがなものがなものがなものが各各各各市町村でつくられて、年度市町村でつくられて、年度市町村でつくられて、年度市町村でつくられて、年度末末末末にににに答申答申答申答申を出されるなど、そういうを出されるなど、そういうを出されるなど、そういうを出されるなど、そういう動動動動きがあるかときがあるかときがあるかときがあるかと思うのですけれども、県思うのですけれども、県思うのですけれども、県思うのですけれども、県下下下下の全ての市町村でこういうの全ての市町村でこういうの全ての市町村でこういうの全ての市町村でこういう形形形形でででで審審審審議会がつくられてその報告と議会がつくられてその報告と議会がつくられてその報告と議会がつくられてその報告といいますか、いいますか、いいますか、いいますか、答申答申答申答申みたいなものが出されるという状況になっているということでよみたいなものが出されるという状況になっているということでよみたいなものが出されるという状況になっているということでよみたいなものが出されるという状況になっているということでよろろろろしいしいしいしいでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。○大島住宅課長○大島住宅課長○大島住宅課長○大島住宅課長 市町村で空き家対策を進めることになりますけれども、空き家対策、そ市町村で空き家対策を進めることになりますけれども、空き家対策、そ市町村で空き家対策を進めることになりますけれども、空き家対策、そ市町村で空き家対策を進めることになりますけれども、空き家対策、その法律にの法律にの法律にの法律に基基基基づいたづいたづいたづいた協協協協議会が議会が議会が議会が設設設設置できることになっています。置できることになっています。置できることになっています。置できることになっています。設設設設置置置置済済済済みのとこみのとこみのとこみのところろろろは奈良市だは奈良市だは奈良市だは奈良市だ
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けです。ただし、けです。ただし、けです。ただし、けです。ただし、今後今後今後今後、ほかの市町村でも、ほかの市町村でも、ほかの市町村でも、ほかの市町村でも設設設設置予定としているとこ置予定としているとこ置予定としているとこ置予定としているところろろろがありますので、そがありますので、そがありますので、そがありますので、そういったとこういったとこういったとこういったところろろろも含めて県としてもも含めて県としてもも含めて県としてもも含めて県としても課題課題課題課題、あるいはどのように進めるのかを、あるいはどのように進めるのかを、あるいはどのように進めるのかを、あるいはどのように進めるのかを共共共共有するため有するため有するため有するためのののの連絡連絡連絡連絡会議を会議を会議を会議を実実実実施していきたいと思っており、そういった施していきたいと思っており、そういった施していきたいと思っており、そういった施していきたいと思っており、そういった意味意味意味意味で、委員がごで、委員がごで、委員がごで、委員がご指摘指摘指摘指摘のそういのそういのそういのそういったったったった協協協協議会の議会の議会の議会の設設設設置も置も置も置も来来来来年度予算の取り組みの中で支援をしていきたいと考えています。年度予算の取り組みの中で支援をしていきたいと考えています。年度予算の取り組みの中で支援をしていきたいと考えています。年度予算の取り組みの中で支援をしていきたいと考えています。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 例えば例えば例えば例えば審審審審議会など、い議会など、い議会など、い議会など、いろろろろいいいいろろろろなななな何何何何かかかか形形形形があるのかもしれないですけれども、があるのかもしれないですけれども、があるのかもしれないですけれども、があるのかもしれないですけれども、各各各各市町村の中で取り組みがされていて、この特別措置法で１つには市町村の中で取り組みがされていて、この特別措置法で１つには市町村の中で取り組みがされていて、この特別措置法で１つには市町村の中で取り組みがされていて、この特別措置法で１つには倒壊倒壊倒壊倒壊のおそれのある空のおそれのある空のおそれのある空のおそれのある空き家を特定空家等と定き家を特定空家等と定き家を特定空家等と定き家を特定空家等と定義義義義して市町村がして市町村がして市町村がして市町村が立入調査立入調査立入調査立入調査や、や、や、や、場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては代執代執代執代執行で行で行で行で撤撤撤撤去すると。去すると。去すると。去すると。それから、この２つそれから、この２つそれから、この２つそれから、この２つ目目目目には空き家の活用にには空き家の活用にには空き家の活用にには空き家の活用に努努努努めるということではないかと思うのですが、めるということではないかと思うのですが、めるということではないかと思うのですが、めるということではないかと思うのですが、まず第１点まず第１点まず第１点まず第１点目目目目の、例えばの、例えばの、例えばの、例えば協協協協議会や議会や議会や議会や審審審審議会の中で、この空き家は危険だと、議会の中で、この空き家は危険だと、議会の中で、この空き家は危険だと、議会の中で、この空き家は危険だと、撤撤撤撤去しなければ去しなければ去しなければ去しなければならないというならないというならないというならないという結論結論結論結論になったになったになったになった場合場合場合場合に、に、に、に、壊壊壊壊すのに１すのに１すのに１すのに１軒当軒当軒当軒当たりたりたりたり数百万円数百万円数百万円数百万円のお金がかかるというのお金がかかるというのお金がかかるというのお金がかかるということで、ことで、ことで、ことで、指指指指定はするけれども、なかなかそれを定はするけれども、なかなかそれを定はするけれども、なかなかそれを定はするけれども、なかなかそれを執執執執行する予算がないと。こういうことに行する予算がないと。こういうことに行する予算がないと。こういうことに行する予算がないと。こういうことに直直直直面面面面するのではないかとするのではないかとするのではないかとするのではないかと心配心配心配心配をしているのですけれども、そのあたりの県の考え方をおをしているのですけれども、そのあたりの県の考え方をおをしているのですけれども、そのあたりの県の考え方をおをしているのですけれども、そのあたりの県の考え方をお聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。○大島住宅課長○大島住宅課長○大島住宅課長○大島住宅課長 危険な空き家を危険な空き家を危険な空き家を危険な空き家を除却除却除却除却するときのするときのするときのするときの費費費費用用用用負担負担負担負担についての考え方をごについての考え方をごについての考え方をごについての考え方をご指摘指摘指摘指摘されされされされたと思いますけれども、まず、空き家はたと思いますけれども、まず、空き家はたと思いますけれども、まず、空き家はたと思いますけれども、まず、空き家は人人人人口が口が口が口が減少減少減少減少していく中でしていく中でしていく中でしていく中で構造的構造的構造的構造的にはかなりにはかなりにはかなりにはかなりふふふふえてえてえてえています。その中で、例えばいます。その中で、例えばいます。その中で、例えばいます。その中で、例えば賃貸賃貸賃貸賃貸住住住住宅宅宅宅としてきちとしてきちとしてきちとしてきちんんんんとととと管理管理管理管理されている中で空き家が生されている中で空き家が生されている中で空き家が生されている中で空き家が生じじじじていていていている部る部る部る部分分分分と、それからもともとと、それからもともとと、それからもともとと、それからもともと持持持持ち家だったのだけれども、例えばち家だったのだけれども、例えばち家だったのだけれども、例えばち家だったのだけれども、例えば相続相続相続相続などによりなどによりなどによりなどにより管理管理管理管理がでがでがでができない中で出てきている空き家ときない中で出てきている空き家ときない中で出てきている空き家ときない中で出てきている空き家と種類種類種類種類がががが異異異異なっております。そういう中で、なっております。そういう中で、なっております。そういう中で、なっております。そういう中で、実際実際実際実際に空き家に空き家に空き家に空き家ががががふふふふえていく中で、どこまで行えていく中で、どこまで行えていく中で、どこまで行えていく中で、どこまで行政政政政がががが費費費費用用用用負担負担負担負担をしてをしてをしてをして個人個人個人個人のののの持持持持ちちちち物物物物をををを除却除却除却除却していくかについしていくかについしていくかについしていくかについては、慎ては、慎ては、慎ては、慎重重重重なななな検討検討検討検討がががが必必必必要であ要であ要であ要であろろろろうと思っております。うと思っております。うと思っております。うと思っております。そういう中で、まずは市町村がきちそういう中で、まずは市町村がきちそういう中で、まずは市町村がきちそういう中で、まずは市町村がきちんんんんと安定と安定と安定と安定的的的的に空き家の対策、に空き家の対策、に空き家の対策、に空き家の対策、所所所所有有有有者者者者のののの責任責任責任責任としてとしてとしてとして指指指指導導導導、、、、助助助助言、言、言、言、勧勧勧勧告、告、告、告、命令命令命令命令ができるように、ができるように、ができるように、ができるように、来来来来年度のそういった体年度のそういった体年度のそういった体年度のそういった体制制制制のののの整備整備整備整備を進めてまいりたを進めてまいりたを進めてまいりたを進めてまいりたいというのが考え方です。以いというのが考え方です。以いというのが考え方です。以いというのが考え方です。以上上上上です。です。です。です。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 適切適切適切適切に空き家がに空き家がに空き家がに空き家が管理管理管理管理されていたら問されていたら問されていたら問されていたら問題題題題はないと思うのですが、はないと思うのですが、はないと思うのですが、はないと思うのですが、先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃっられたようにっられたようにっられたようにっられたように所所所所有有有有者者者者がががが遠遠遠遠方にお住まいだったり、あるいは方にお住まいだったり、あるいは方にお住まいだったり、あるいは方にお住まいだったり、あるいは管理管理管理管理が行きが行きが行きが行き届届届届かずにかずにかずにかずに雑草雑草雑草雑草がががが生い生い生い生い茂茂茂茂ったり、ったり、ったり、ったり、落落落落ちちちち葉葉葉葉がたまったり、ごみのがたまったり、ごみのがたまったり、ごみのがたまったり、ごみの不不不不法法法法投棄投棄投棄投棄があったり、があったり、があったり、があったり、不審火不審火不審火不審火によるによるによるによる火災火災火災火災など、など、など、など、こういったこういったこういったこういった心配心配心配心配もあり、それ以もあり、それ以もあり、それ以もあり、それ以外外外外にもにもにもにも複数複数複数複数の方から見て、地の方から見て、地の方から見て、地の方から見て、地震震震震がががが今今今今ここでここでここでここで起起起起こったらこのこったらこのこったらこのこったらこの家は家は家は家は倒倒倒倒れるのではないかというれるのではないかというれるのではないかというれるのではないかという物件物件物件物件が地域の中にありながら、が地域の中にありながら、が地域の中にありながら、が地域の中にありながら、誰誰誰誰もそこにもそこにもそこにもそこに手手手手をををを入入入入れることれることれることれることができないと。そういう状況もあるかと思います。おっしができないと。そういう状況もあるかと思います。おっしができないと。そういう状況もあるかと思います。おっしができないと。そういう状況もあるかと思います。おっしゃゃゃゃられたように空き家のられたように空き家のられたように空き家のられたように空き家の指指指指定、定、定、定、例えばどこを取り例えばどこを取り例えばどこを取り例えばどこを取り壊壊壊壊さなければならないのかについては、しっかりさなければならないのかについては、しっかりさなければならないのかについては、しっかりさなければならないのかについては、しっかり協協協協議会や議会や議会や議会や審審審審議会などで議会などで議会などで議会などで
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慎慎慎慎重重重重さやさやさやさや厳格厳格厳格厳格さをさをさをさを求求求求められると思うのですが、そうしためられると思うのですが、そうしためられると思うのですが、そうしためられると思うのですが、そうした場合場合場合場合に、に、に、に、指指指指定はしたけれども、定はしたけれども、定はしたけれども、定はしたけれども、後後後後の対の対の対の対応応応応がなかなかできないということはあってはならないと思っております。県内でも、がなかなかできないということはあってはならないと思っております。県内でも、がなかなかできないということはあってはならないと思っております。県内でも、がなかなかできないということはあってはならないと思っております。県内でも、この空き家が危険だということでこの空き家が危険だということでこの空き家が危険だということでこの空き家が危険だということで指指指指定を受けた定を受けた定を受けた定を受けた場合場合場合場合の取りの取りの取りの取り壊壊壊壊しに対する補しに対する補しに対する補しに対する補助助助助などもなどもなどもなども条条条条例で例で例で例で決決決決めているとこめているとこめているとこめているところろろろもあるともあるともあるともあると聞聞聞聞いておりますので、いておりますので、いておりますので、いておりますので、ぜひぜひぜひぜひこの対策として進めていただくようこの対策として進めていただくようこの対策として進めていただくようこの対策として進めていただくようにお願いしたいのと、やはりまず、この空き家というのはにお願いしたいのと、やはりまず、この空き家というのはにお願いしたいのと、やはりまず、この空き家というのはにお願いしたいのと、やはりまず、この空き家というのは適切適切適切適切にににに管理管理管理管理されると、されると、されると、されると、老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進むむむむ前に前に前に前に今今今今、、、、若若若若いいいい人人人人たちが住たちが住たちが住たちが住宅宅宅宅をををを求求求求めるのにめるのにめるのにめるのに非常非常非常非常にににに困難困難困難困難をををを来来来来しているということですから、しているということですから、しているということですから、しているということですから、そういった方そういった方そういった方そういった方 々々々々にもにもにもにも利利利利用していただけるような、そういう取り組みも用していただけるような、そういう取り組みも用していただけるような、そういう取り組みも用していただけるような、そういう取り組みも同時同時同時同時に進めていただに進めていただに進めていただに進めていただきたいと要きたいと要きたいと要きたいと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。２点２点２点２点目目目目ですが、南奈良ですが、南奈良ですが、南奈良ですが、南奈良総合医療セ総合医療セ総合医療セ総合医療センンンンタタタターのーのーのーの開設開設開設開設をををを目目目目前に前に前に前に控控控控えているのですが、ここへのえているのですが、ここへのえているのですが、ここへのえているのですが、ここへのアクセスアクセスアクセスアクセスについてごについてごについてごについてご意意意意見を伺いました。見を伺いました。見を伺いました。見を伺いました。周辺周辺周辺周辺の地域の方の地域の方の地域の方の地域の方 々々々々からからからから直接バス直接バス直接バス直接バスがががが病院病院病院病院にににに着着着着いたらいたらいたらいたらいいのですけれども、例えば五條いいのですけれども、例えば五條いいのですけれども、例えば五條いいのですけれども、例えば五條バスセバスセバスセバスセンンンンタタタターやーやーやーや下下下下市口、大和市口、大和市口、大和市口、大和上上上上市などを市などを市などを市などを経由経由経由経由しなければ、しなければ、しなければ、しなければ、病院病院病院病院に行くことができないということで、に行くことができないということで、に行くことができないということで、に行くことができないということで、直接バス直接バス直接バス直接バスでででで送送送送っていただけたらうれしいというっていただけたらうれしいというっていただけたらうれしいというっていただけたらうれしいという要要要要望望望望がありました。それについて県の考え方をおがありました。それについて県の考え方をおがありました。それについて県の考え方をおがありました。それについて県の考え方をお聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当、地域交通課長事務取扱）○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当、地域交通課長事務取扱）○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当、地域交通課長事務取扱）○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当、地域交通課長事務取扱）周辺周辺周辺周辺地域の方地域の方地域の方地域の方 々々々々、、、、バスバスバスバスで南奈良で南奈良で南奈良で南奈良総合医療セ総合医療セ総合医療セ総合医療センンンンタタタターへ、ーへ、ーへ、ーへ、ダダダダイイイイレクレクレクレクトにトにトにトにアクセスアクセスアクセスアクセスできるようできるようできるようできるようにというご要にというご要にというご要にというご要望望望望があるのは、そういう要があるのは、そういう要があるのは、そういう要があるのは、そういう要望望望望があってがあってがあってがあって当然当然当然当然でしでしでしでしょょょょうし、うし、うし、うし、当当当当方でも方でも方でも方でも理理理理解できま解できま解できま解できます。ただ、この南奈良す。ただ、この南奈良す。ただ、この南奈良す。ただ、この南奈良総合医療セ総合医療セ総合医療セ総合医療センンンンタタタターのーのーのーのアクセスアクセスアクセスアクセスについてですけれども、全市町村がメについてですけれども、全市町村がメについてですけれども、全市町村がメについてですけれども、全市町村がメンンンンババババーにーにーにーに入入入入っている奈良県地域っている奈良県地域っている奈良県地域っている奈良県地域交通改善協交通改善協交通改善協交通改善協議会で、それの議会で、それの議会で、それの議会で、それの実務者実務者実務者実務者メンメンメンメンババババーで平成２６年１ーで平成２６年１ーで平成２６年１ーで平成２６年１０月から南和地域の０月から南和地域の０月から南和地域の０月から南和地域のバス路線バス路線バス路線バス路線をどのようにしていくかというとこをどのようにしていくかというとこをどのようにしていくかというとこをどのようにしていくかというところろろろで、もちで、もちで、もちで、もちろんろんろんろん南奈良南奈良南奈良南奈良総総総総合医療セ合医療セ合医療セ合医療センンンンタタタターへのーへのーへのーへのアクセスアクセスアクセスアクセスは大きなトは大きなトは大きなトは大きなトピックスピックスピックスピックスになりました。それに加えてになりました。それに加えてになりました。それに加えてになりました。それに加えて医療機医療機医療機医療機関へ関へ関へ関へのののの移動ニ移動ニ移動ニ移動ニーーーーズズズズと考えたと考えたと考えたと考えた際際際際に、南和地域においては、ごに、南和地域においては、ごに、南和地域においては、ごに、南和地域においては、ご指摘指摘指摘指摘にもあった南奈良にもあった南奈良にもあった南奈良にもあった南奈良総合医療セ総合医療セ総合医療セ総合医療センンンンタタタターのみならず、ーのみならず、ーのみならず、ーのみならず、吉野病院吉野病院吉野病院吉野病院や五條や五條や五條や五條病院病院病院病院といったといったといったといった医療機医療機医療機医療機関への関への関への関へのアクセスアクセスアクセスアクセスののののニニニニーーーーズズズズも踏まえても踏まえても踏まえても踏まえて検討検討検討検討を行っておりました。そのを行っておりました。そのを行っておりました。そのを行っておりました。その際際際際、県はもとより関係市町村の、県はもとより関係市町村の、県はもとより関係市町村の、県はもとより関係市町村の担当者担当者担当者担当者、そして南和、そして南和、そして南和、そして南和広広広広域域域域医医医医療療療療組組組組合合合合、そして奈良、そして奈良、そして奈良、そして奈良交通株式交通株式交通株式交通株式会会会会社社社社をはをはをはをはじじじじめとしためとしためとしためとした交通交通交通交通事業事業事業事業者者者者のののの間間間間でででで検討検討検討検討し、し、し、し、アアアアイイイイデアデアデアデアを出を出を出を出しししし合合合合ったりしておりました。そのったりしておりました。そのったりしておりました。そのったりしておりました。その際際際際にはにはにはにはバスバスバスバスというというというという交通手段交通手段交通手段交通手段のみならず、のみならず、のみならず、のみならず、鉄鉄鉄鉄道やその他道やその他道やその他道やその他タタタタクシクシクシクシーも含めてーも含めてーも含めてーも含めて幅広幅広幅広幅広くくくく公共交通公共交通公共交通公共交通をををを捉捉捉捉えたえたえたえた上上上上でででで検討検討検討検討しておりました。しておりました。しておりました。しておりました。そのそのそのその結果結果結果結果ですけれども、南奈良ですけれども、南奈良ですけれども、南奈良ですけれども、南奈良総合医療セ総合医療セ総合医療セ総合医療センンンンタタタターへのーへのーへのーへのアクセスアクセスアクセスアクセスについては、については、については、については、直接乗直接乗直接乗直接乗りりりり入入入入れてほしいというご要れてほしいというご要れてほしいというご要れてほしいというご要望望望望はははは理理理理解するものの、解するものの、解するものの、解するものの、医療セ医療セ医療セ医療センンンンタタタターのーのーのーのバスバスバスバスのののの乗乗乗乗りりりり入入入入れのれのれのれのススススペーペーペーペーススススにににに制約制約制約制約があったということ、一方、この南奈良があったということ、一方、この南奈良があったということ、一方、この南奈良があったということ、一方、この南奈良総合医療セ総合医療セ総合医療セ総合医療センンンンタタタターの最ーの最ーの最ーの最寄寄寄寄りりりり駅駅駅駅である近である近である近である近鉄福神鉄福神鉄福神鉄福神駅駅駅駅ですが、ですが、ですが、ですが、駅舎駅舎駅舎駅舎内も内も内も内もバリアフリバリアフリバリアフリバリアフリーーーー化化化化されており、されており、されており、されており、駅駅駅駅から出たとこから出たとこから出たとこから出たところろろろも南奈良も南奈良も南奈良も南奈良総合医療セ総合医療セ総合医療セ総合医療センンンン
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タタタターへーへーへーへエレベエレベエレベエレベーーーータタタターがついてーがついてーがついてーがついてバリアフリバリアフリバリアフリバリアフリーーーー化化化化されていることから、例えばされていることから、例えばされていることから、例えばされていることから、例えば十津十津十津十津川村から川村から川村から川村から来来来来るるるる路線路線路線路線は五條は五條は五條は五條病院病院病院病院をををを経由経由経由経由したしたしたした上上上上で五條で五條で五條で五條バスセバスセバスセバスセンンンンタタタターへつなーへつなーへつなーへつなぐぐぐぐと、と、と、と、天天天天川村、川村、川村、川村、黒滝黒滝黒滝黒滝村、村、村、村、下下下下市町市町市町市町からからからから来来来来るるるる路線路線路線路線はははは下下下下市口へ市口へ市口へ市口へアクセスアクセスアクセスアクセスする、する、する、する、下北下北下北下北山村、山村、山村、山村、上北上北上北上北山村、川山村、川山村、川山村、川上上上上村、村、村、村、吉野吉野吉野吉野町から町から町から町から来来来来るるるる路路路路線線線線はははは吉野病院吉野病院吉野病院吉野病院をををを経由経由経由経由したしたしたした上上上上で近で近で近で近鉄鉄鉄鉄大和大和大和大和上上上上市市市市駅駅駅駅へへへへアクセスアクセスアクセスアクセスするといった方するといった方するといった方するといった方針針針針とし、これらのとし、これらのとし、これらのとし、これらの拠拠拠拠点を点を点を点を経由経由経由経由することで近することで近することで近することで近鉄吉野線鉄吉野線鉄吉野線鉄吉野線をををを使使使使ってってってってアクセスアクセスアクセスアクセスできるようにしたとこできるようにしたとこできるようにしたとこできるようにしたところろろろです。です。です。です。こういったこういったこういったこういった結果結果結果結果は県、関係市町村、は県、関係市町村、は県、関係市町村、は県、関係市町村、交通交通交通交通事業事業事業事業者者者者などがなどがなどがなどが十分十分十分十分に議に議に議に議論論論論をををを重ね重ね重ね重ねたたたた結果結果結果結果によりによりによりにより得得得得られたられたられたられた合意合意合意合意であると県としては考えており、であると県としては考えており、であると県としては考えており、であると県としては考えており、先先先先日、奈良県地域日、奈良県地域日、奈良県地域日、奈良県地域交通改善協交通改善協交通改善協交通改善協議会で議会で議会で議会でオオオオーーーーソソソソラララライイイイズズズズした県と全市町村した県と全市町村した県と全市町村した県と全市町村共同共同共同共同名名名名義義義義による奈良県地域による奈良県地域による奈良県地域による奈良県地域公共交通網形公共交通網形公共交通網形公共交通網形成計成計成計成計画画画画においてもにおいてもにおいてもにおいても反反反反映映映映されされされされているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。今後今後今後今後とも、いずれにしましても県としては、関係市町村とともにとも、いずれにしましても県としては、関係市町村とともにとも、いずれにしましても県としては、関係市町村とともにとも、いずれにしましても県としては、関係市町村とともに移動移動移動移動ニニニニーーーーズズズズにににに応じ応じ応じ応じたたたた交通交通交通交通ササササービービービービススススのののの実実実実現現現現に向け、に向け、に向け、に向け、鋭鋭鋭鋭意意意意取り組みを進めてまいります。以取り組みを進めてまいります。以取り組みを進めてまいります。以取り組みを進めてまいります。以上上上上です。です。です。です。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 いいいいろろろろいいいいろろろろな関係の中で、こういうな関係の中で、こういうな関係の中で、こういうな関係の中で、こういう形形形形にににに落落落落ちついたということです。いちついたということです。いちついたということです。いちついたということです。いろろろろいいいいろろろろバリアフリバリアフリバリアフリバリアフリーの問ーの問ーの問ーの問題題題題などもあるかと思うのですけれども、そういう対策もしているというなどもあるかと思うのですけれども、そういう対策もしているというなどもあるかと思うのですけれども、そういう対策もしているというなどもあるかと思うのですけれども、そういう対策もしているということなのですが、ことなのですが、ことなのですが、ことなのですが、乗乗乗乗りおりをりおりをりおりをりおりを繰繰繰繰りりりり返返返返さなければならないのは、特に高さなければならないのは、特に高さなければならないのは、特に高さなければならないのは、特に高齢齢齢齢者者者者にとってはにとってはにとってはにとっては負担負担負担負担にににに感感感感じじじじるということで、地るということで、地るということで、地るということで、地元元元元からからからから強強強強い要い要い要い要望望望望があるとおがあるとおがあるとおがあるとお聞聞聞聞きしました。きしました。きしました。きしました。開設開設開設開設してしてしてして人人人人のののの流流流流れがれがれがれがどのようになるか、どのようになるか、どのようになるか、どのようになるか、実際実際実際実際にそういう状況にならないとわからないと思うのですが、にそういう状況にならないとわからないと思うのですが、にそういう状況にならないとわからないと思うのですが、にそういう状況にならないとわからないと思うのですが、開設開設開設開設ししししたときに、たときに、たときに、たときに、間接的間接的間接的間接的なななな乗乗乗乗りりりり入入入入れがれがれがれが非常非常非常非常にににに不不不不便便便便をををを来来来来していると、高していると、高していると、高していると、高齢齢齢齢者者者者の中からやっの中からやっの中からやっの中からやっぱぱぱぱりりりり直接直接直接直接乗乗乗乗りりりり入入入入れていただきたいと、こういう要れていただきたいと、こういう要れていただきたいと、こういう要れていただきたいと、こういう要望望望望がががが強強強強くあったくあったくあったくあった場合場合場合場合には、関係には、関係には、関係には、関係者者者者で見で見で見で見直直直直す予定とす予定とす予定とす予定といいますか、そういう部いいますか、そういう部いいますか、そういう部いいますか、そういう部分分分分というのは、というのは、というのは、というのは、余余余余地は地は地は地は残残残残していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃるといいますか、そういるといいますか、そういるといいますか、そういるといいますか、そういうことも含うことも含うことも含うことも含んんんんでいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるか、その部るか、その部るか、その部るか、その部分分分分だけだけだけだけ確認確認確認確認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。○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当、地域交通課長事務取扱）○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当、地域交通課長事務取扱）○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当、地域交通課長事務取扱）○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当、地域交通課長事務取扱） 実際実際実際実際にににに着手着手着手着手ししししてみててみててみててみてふぐふぐふぐふぐあい、あるいは予あい、あるいは予あい、あるいは予あい、あるいは予想想想想されたものからされたものからされたものからされたものから実実実実情情情情がががが異異異異なれば、なれば、なれば、なれば、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげた県と市た県と市た県と市た県と市町村町村町村町村共同共同共同共同の地域の地域の地域の地域公共交通網形公共交通網形公共交通網形公共交通網形成計成計成計成計画画画画においてはにおいてはにおいてはにおいてはＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡでででで常時検常時検常時検常時検証証証証していくことにしておしていくことにしておしていくことにしておしていくことにしておりますので、よりよいものをりますので、よりよいものをりますので、よりよいものをりますので、よりよいものを追追追追求求求求してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 ３点にわたって質問いたします。よ３点にわたって質問いたします。よ３点にわたって質問いたします。よ３点にわたって質問いたします。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。まず第１に、まず第１に、まず第１に、まず第１に、先先先先ほどもご説明ありましたが、県と市町村とのまちづくりに関するほどもご説明ありましたが、県と市町村とのまちづくりに関するほどもご説明ありましたが、県と市町村とのまちづくりに関するほどもご説明ありましたが、県と市町村とのまちづくりに関する連連連連携携携携協協協協定についてです。定についてです。定についてです。定についてです。新新新新たに大たに大たに大たに大淀淀淀淀町と町と町と町と締締締締結結結結をされて１３市町村になったということですけれどをされて１３市町村になったということですけれどをされて１３市町村になったということですけれどをされて１３市町村になったということですけれども、このあたりも含めても、このあたりも含めても、このあたりも含めても、このあたりも含めて現現現現状がどのようになっているかご説明をいただきたいと思います。状がどのようになっているかご説明をいただきたいと思います。状がどのようになっているかご説明をいただきたいと思います。状がどのようになっているかご説明をいただきたいと思います。○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 先先先先ほどまちづくり推進局長からも報告したとおり、ほどまちづくり推進局長からも報告したとおり、ほどまちづくり推進局長からも報告したとおり、ほどまちづくり推進局長からも報告したとおり、現在現在現在現在１１１１３市町村とまちづくり３市町村とまちづくり３市町村とまちづくり３市町村とまちづくり連連連連携携携携協協協協定を定を定を定を締締締締結結結結しております。最近としては、昨年１２月のしております。最近としては、昨年１２月のしております。最近としては、昨年１２月のしております。最近としては、昨年１２月の建建建建設設設設委委委委員会以員会以員会以員会以降降降降、、、、新新新新たにまちづくりに関するたにまちづくりに関するたにまちづくりに関するたにまちづくりに関する包括包括包括包括協協協協定を定を定を定を締締締締結結結結したとこしたとこしたとこしたところろろろは、大は、大は、大は、大淀淀淀淀町と町と町と町と宇陀宇陀宇陀宇陀市です。市です。市です。市です。
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この２市町について１２月以この２市町について１２月以この２市町について１２月以この２市町について１２月以降降降降に、ここ最近、に、ここ最近、に、ここ最近、に、ここ最近、締締締締結結結結したというとこしたというとこしたというとこしたというところろろろです。です。です。です。宇陀宇陀宇陀宇陀市につい市につい市につい市については、ては、ては、ては、合合合合計４地計４地計４地計４地区区区区を対を対を対を対象象象象として１２月にとして１２月にとして１２月にとして１２月に包括包括包括包括協協協協定を定を定を定を締締締締結結結結しております。近しております。近しております。近しております。近鉄鉄鉄鉄榛原榛原榛原榛原駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺地地地地区区区区、、、、宇陀松宇陀松宇陀松宇陀松山山山山周辺周辺周辺周辺地地地地区区区区、うたの、うたの、うたの、うたの古古古古市市市市場周辺場周辺場周辺場周辺地地地地区区区区、室生、室生、室生、室生寺寺寺寺門門門門前およ前およ前およ前およびびびび室生口大室生口大室生口大室生口大野駅周辺野駅周辺野駅周辺野駅周辺地地地地区区区区の４地の４地の４地の４地区区区区を対を対を対を対象象象象としております。それから大としております。それから大としております。それから大としております。それから大淀淀淀淀町については、大町については、大町については、大町については、大淀淀淀淀病院病院病院病院跡跡跡跡地地地地及び及び及び及び近近近近鉄下鉄下鉄下鉄下市市市市口口口口周辺周辺周辺周辺地地地地区区区区を対を対を対を対象象象象として、２月２２日にとして、２月２２日にとして、２月２２日にとして、２月２２日に包括包括包括包括協協協協定を定を定を定を締締締締結結結結したとこしたとこしたとこしたところろろろです。以です。以です。以です。以上上上上です。です。です。です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 既既既既に昨年に昨年に昨年に昨年来来来来、、、、締締締締結結結結をされて、それをされて、それをされて、それをされて、それぞぞぞぞれの市町村とのれの市町村とのれの市町村とのれの市町村との協協協協議の中で進議の中で進議の中で進議の中で進んんんんでいるとでいるとでいるとでいるとこここころろろろ、進、進、進、進捗捗捗捗の見られるものについての見られるものについての見られるものについての見られるものについて何何何何かかかか具具具具体体体体的的的的な事例がありましたら、ごな事例がありましたら、ごな事例がありましたら、ごな事例がありましたら、ご紹介紹介紹介紹介いただきたいただきたいただきたいただきたいのですが。いのですが。いのですが。いのですが。○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 包括包括包括包括協協協協定を定を定を定を既既既既にににに締締締締結結結結している市町村の中で、ここ最近のしている市町村の中で、ここ最近のしている市町村の中で、ここ最近のしている市町村の中で、ここ最近の動動動動きとしては、五條市で２地きとしては、五條市で２地きとしては、五條市で２地きとしては、五條市で２地区区区区を対を対を対を対象象象象にににに包括包括包括包括協協協協定を定を定を定を締締締締結結結結していますが、一つは五條中していますが、一つは五條中していますが、一つは五條中していますが、一つは五條中心心心心市市市市街街街街地地地地地地地地区区区区、そしてもう一つが五條、そしてもう一つが五條、そしてもう一つが五條、そしてもう一つが五條病院周辺病院周辺病院周辺病院周辺地地地地区区区区と、この２地と、この２地と、この２地と、この２地区区区区ですが、こちらについて２月ですが、こちらについて２月ですが、こちらについて２月ですが、こちらについて２月２２日にまちづくり２２日にまちづくり２２日にまちづくり２２日にまちづくり基基基基本本本本構構構構想想想想を策定し、を策定し、を策定し、を策定し、基基基基本本本本協協協協定を定を定を定を締締締締結結結結したとこしたとこしたとこしたところろろろです。この２地です。この２地です。この２地です。この２地区区区区につにつにつについて、五條中いて、五條中いて、五條中いて、五條中心心心心市市市市街街街街地地地地地地地地区区区区については、については、については、については、新新新新たな中南和のたな中南和のたな中南和のたな中南和の玄玄玄玄関口の関口の関口の関口の顔顔顔顔づくりをづくりをづくりをづくりを目目目目標標標標としておとしておとしておとしており、中南和のり、中南和のり、中南和のり、中南和のゲゲゲゲートートートートウェウェウェウェイイイイ機機機機能能能能のののの強化強化強化強化ややややシシシシビビビビックックックックココココアアアアのののの形形形形成など、それから、成など、それから、成など、それから、成など、それから、古古古古の五條をの五條をの五條をの五條を体体体体感感感感できるまちなみのできるまちなみのできるまちなみのできるまちなみの精精精精神神神神とととと交交交交流流流流機機機機能能能能のののの強化強化強化強化、こういったものをまちづくりの方、こういったものをまちづくりの方、こういったものをまちづくりの方、こういったものをまちづくりの方針針針針と定めと定めと定めと定めてててて検討検討検討検討及び及び及び及び取り組みを行っていくものです。そして、もう一つの五條取り組みを行っていくものです。そして、もう一つの五條取り組みを行っていくものです。そして、もう一つの五條取り組みを行っていくものです。そして、もう一つの五條病院周辺病院周辺病院周辺病院周辺地地地地区区区区についについについについては、ては、ては、ては、健康健康健康健康長長長長寿寿寿寿のまちづくり・五條に住まうのまちづくり・五條に住まうのまちづくり・五條に住まうのまちづくり・五條に住まう人人人人づくりをづくりをづくりをづくりを目目目目標標標標としており、としており、としており、としており、医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護・保・保・保・保健健健健機機機機能能能能のののの強化強化強化強化やややや農農農農業の業の業の業の担担担担いいいい手手手手育育育育成など、それから成など、それから成など、それから成など、それから世世世世代間交代間交代間交代間交流流流流による定住による定住による定住による定住促促促促進をまちづくり進をまちづくり進をまちづくり進をまちづくりの方の方の方の方針針針針と定めてと定めてと定めてと定めて検討検討検討検討及び及び及び及び取り組みを行っていくものです。取り組みを行っていくものです。取り組みを行っていくものです。取り組みを行っていくものです。既既既既にににに包括包括包括包括協協協協定を定を定を定を締締締締結結結結しているほかの地しているほかの地しているほかの地しているほかの地区区区区についても、まちづくりについても、まちづくりについても、まちづくりについても、まちづくり基基基基本本本本構構構構想想想想の策定に向けの策定に向けの策定に向けの策定に向けて県と市町村がて県と市町村がて県と市町村がて県と市町村が協協協協働働働働してしてしてして連連連連携携携携をしながらをしながらをしながらをしながら検討検討検討検討を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っているところろろろです。こういったです。こういったです。こういったです。こういった形形形形でこでこでこでこれからも進めてまいりたいと思っております。以れからも進めてまいりたいと思っております。以れからも進めてまいりたいと思っております。以れからも進めてまいりたいと思っております。以上上上上です。です。です。です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 次に、奈良市との次に、奈良市との次に、奈良市との次に、奈良市との締締締締結結結結している４地している４地している４地している４地区区区区それそれそれそれぞぞぞぞれについて、最近のれについて、最近のれについて、最近のれについて、最近の動動動動きといいきといいきといいきといいますか、ますか、ますか、ますか、協協協協議等議等議等議等 々々々々は進は進は進は進んんんんでおられると伺っていますけれども、その進でおられると伺っていますけれども、その進でおられると伺っていますけれども、その進でおられると伺っていますけれども、その進捗捗捗捗の状況との状況との状況との状況と今後今後今後今後の見の見の見の見通通通通しをしをしをしを具具具具体体体体的的的的におにおにおにお答答答答えいただけるえいただけるえいただけるえいただける範囲範囲範囲範囲でででで結構結構結構結構ですが、ごですが、ごですが、ごですが、ご紹介紹介紹介紹介いただけますでしいただけますでしいただけますでしいただけますでしょょょょうか。うか。うか。うか。○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 奈良市についてというご質問でした。奈良市についてというご質問でした。奈良市についてというご質問でした。奈良市についてというご質問でした。奈良市と昨年の１月に奈良市と昨年の１月に奈良市と昨年の１月に奈良市と昨年の１月に包括包括包括包括協協協協定を定を定を定を締締締締結結結結しており、４地しており、４地しており、４地しており、４地区区区区を対を対を対を対象象象象としております。としております。としております。としております。基基基基本本本本構構構構想想想想に向けて県と市とのに向けて県と市とのに向けて県と市とのに向けて県と市との検討検討検討検討体体体体制制制制をををを整整整整え、それえ、それえ、それえ、それぞぞぞぞれ中れ中れ中れ中心心心心となるとなるとなるとなる担当課同担当課同担当課同担当課同士士士士でのでのでのでのワワワワーーーーキキキキンンンンググググググググルルルルーーーーププププをををを設設設設置するなどして議置するなどして議置するなどして議置するなどして議論論論論を進めているとこを進めているとこを進めているとこを進めているところろろろです。です。です。です。地地地地区区区区ごとにごとにごとにごとに申申申申しししし上上上上げげげげると、奈良ると、奈良ると、奈良ると、奈良公公公公園園園園周辺周辺周辺周辺地地地地区区区区においては、奈良市において昨年１２月議においては、奈良市において昨年１２月議においては、奈良市において昨年１２月議においては、奈良市において昨年１２月議
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会で会で会で会で基基基基本本本本構構構構想想想想策定に関する補正予算を策定に関する補正予算を策定に関する補正予算を策定に関する補正予算を確確確確保し、業保し、業保し、業保し、業務務務務を発を発を発を発注注注注したとこしたとこしたとこしたところろろろです。です。です。です。今今今今年度中に年度中に年度中に年度中に基基基基本本本本構構構構想想想想策定に係る策定に係る策定に係る策定に係るデデデデーーーータタタタ等の等の等の等の整理整理整理整理を予定しております。を予定しております。を予定しております。を予定しております。来来来来年度には年度には年度には年度には基基基基本本本本となる取り組みのとなる取り組みのとなる取り組みのとなる取り組みの精精精精査査査査などをなどをなどをなどを実実実実施し、施し、施し、施し、来来来来年度中の年度中の年度中の年度中の基基基基本本本本構構構構想想想想策定に向けた策定に向けた策定に向けた策定に向けた検討検討検討検討を行っていく予定としておりまを行っていく予定としておりまを行っていく予定としておりまを行っていく予定としております。す。す。す。続続続続いて、大和いて、大和いて、大和いて、大和西西西西大大大大寺寺寺寺駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺地地地地区区区区ですが、こちらもですが、こちらもですが、こちらもですが、こちらも同同同同様様様様に市において昨年１２月議会で補に市において昨年１２月議会で補に市において昨年１２月議会で補に市において昨年１２月議会で補正予算を正予算を正予算を正予算を確確確確保し、業保し、業保し、業保し、業務務務務を発を発を発を発注注注注したと。したと。したと。したと。今今今今年度中に年度中に年度中に年度中に基基基基本本本本構構構構想想想想策定に係る策定に係る策定に係る策定に係るデデデデーーーータタタタ等の等の等の等の整理整理整理整理を予を予を予を予定しており、定しており、定しており、定しており、来来来来年度には年度には年度には年度には基基基基本本本本となる取り組みのとなる取り組みのとなる取り組みのとなる取り組みの精精精精査査査査などをなどをなどをなどを実実実実施し、施し、施し、施し、来来来来年度中の年度中の年度中の年度中の基基基基本本本本構構構構想想想想策策策策定に向けた定に向けた定に向けた定に向けた検討検討検討検討を行っていく予定としております。を行っていく予定としております。を行っていく予定としております。を行っていく予定としております。そして、３つそして、３つそして、３つそして、３つ目目目目のののの八八八八条条条条・大安・大安・大安・大安寺寺寺寺周辺周辺周辺周辺地地地地区区区区ですが、こちらについては県、市のですが、こちらについては県、市のですが、こちらについては県、市のですが、こちらについては県、市の担当同担当同担当同担当同士士士士にににによって、よって、よって、よって、都都都都市計市計市計市計画画画画の変の変の変の変更更更更もありましたが、もありましたが、もありましたが、もありましたが、基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備をはをはをはをはじじじじめとしてめとしてめとしてめとして新新新新駅駅駅駅やインやインやインやインタタタターーーーチェチェチェチェンンンンジのジのジのジの周辺周辺周辺周辺の土地の土地の土地の土地利利利利用のあり方について用のあり方について用のあり方について用のあり方について打打打打ちちちち合合合合わわわわせせせせを行ってきたとこを行ってきたとこを行ってきたとこを行ってきたところろろろで、で、で、で、現在現在現在現在、奈良市に、奈良市に、奈良市に、奈良市において地おいて地おいて地おいて地区区区区の中の中の中の中心心心心の（の（の（の（仮称仮称仮称仮称）奈良イン）奈良イン）奈良イン）奈良インタタタターーーーチェチェチェチェンジンジンジンジ周辺周辺周辺周辺のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり素素素素案に関する案に関する案に関する案に関するパブパブパブパブリリリリックックックックココココメントをメントをメントをメントを実実実実施しているとこ施しているとこ施しているとこ施しているところろろろです。です。です。です。今後今後今後今後、こういった、こういった、こういった、こういったパブパブパブパブリックリックリックリックココココメントのメントのメントのメントの意意意意見見見見結結結結果果果果を踏まえながら市とを踏まえながら市とを踏まえながら市とを踏まえながら市と協協協協働働働働でででで素素素素案を案を案を案を具具具具体体体体化化化化して、して、して、して、来来来来年度にはこの（年度にはこの（年度にはこの（年度にはこの（仮称仮称仮称仮称）奈良イン）奈良イン）奈良イン）奈良インタタタターーーーチチチチェェェェンジンジンジンジ周辺周辺周辺周辺におけるまちづくりのにおけるまちづくりのにおけるまちづくりのにおけるまちづくりの基基基基本本本本構構構構想想想想を策定する予定としております。を策定する予定としております。を策定する予定としております。を策定する予定としております。そして、４つそして、４つそして、４つそして、４つ目目目目の平の平の平の平松松松松周辺周辺周辺周辺地地地地区区区区ですが、こちらについてはですが、こちらについてはですが、こちらについてはですが、こちらについては従従従従来来来来から県主から県主から県主から県主導導導導でででで基基基基本本本本構構構構想想想想のののの策定、策定、策定、策定、検討検討検討検討を行ってきているとこを行ってきているとこを行ってきているとこを行ってきているところろろろで、で、で、で、来来来来年度も年度も年度も年度も引引引引きききき続続続続き地域住き地域住き地域住き地域住民民民民もももも参参参参画画画画したまちづくりしたまちづくりしたまちづくりしたまちづくり協協協協議会を議会を議会を議会を開催開催開催開催するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、基基基基本本本本となる取り組みのとなる取り組みのとなる取り組みのとなる取り組みの精精精精査査査査などをなどをなどをなどを実実実実施し、施し、施し、施し、来来来来年度中の年度中の年度中の年度中の基基基基本本本本構構構構想想想想の策定に向けたの策定に向けたの策定に向けたの策定に向けた検討検討検討検討を行っていく予定としております。以を行っていく予定としております。以を行っていく予定としております。以を行っていく予定としております。以上上上上です。です。です。です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 引引引引きききき続続続続き計き計き計き計画画画画どおり進められるように、まちづくりがどおり進められるように、まちづくりがどおり進められるように、まちづくりがどおり進められるように、まちづくりが順順順順調調調調に進に進に進に進むむむむようにごようにごようにごようにご努努努努力力力力をいただきたいと思います。これは奈良市にかかわらず、をいただきたいと思います。これは奈良市にかかわらず、をいただきたいと思います。これは奈良市にかかわらず、をいただきたいと思います。これは奈良市にかかわらず、締締締締結結結結している全ての案している全ての案している全ての案している全ての案件件件件、地、地、地、地区区区区についてよについてよについてよについてよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。次に、奈良市次に、奈良市次に、奈良市次に、奈良市六六六六条条条条山に山に山に山に現在建現在建現在建現在建設設設設しているしているしているしている新新新新奈良県奈良県奈良県奈良県総合医療セ総合医療セ総合医療セ総合医療センンンンタタタターーーー周辺周辺周辺周辺の道の道の道の道路整備路整備路整備路整備につにつにつについてです。このいてです。このいてです。このいてです。この新新新新病院病院病院病院へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス道道道道路路路路、これは市道ですが、市道、これは市道ですが、市道、これは市道ですが、市道、これは市道ですが、市道整備整備整備整備について奈良市のについて奈良市のについて奈良市のについて奈良市の対対対対応応応応のおくれというのが以前から言われています。それがのおくれというのが以前から言われています。それがのおくれというのが以前から言われています。それがのおくれというのが以前から言われています。それが心配心配心配心配ですけれども、そのですけれども、そのですけれども、そのですけれども、その後後後後、ど、ど、ど、どのように取り組のように取り組のように取り組のように取り組んんんんでおられるのか。これは県も２でおられるのか。これは県も２でおられるのか。これは県も２でおられるのか。これは県も２分分分分の１の事業の１の事業の１の事業の１の事業費負担費負担費負担費負担でごでごでごでご配配配配慮慮慮慮いただいていただいていただいていただいておりますので、このあたりについてどのようになっているかおおりますので、このあたりについてどのようになっているかおおりますので、このあたりについてどのようになっているかおおりますので、このあたりについてどのようになっているかお答答答答えいただきたいと思いまえいただきたいと思いまえいただきたいと思いまえいただきたいと思います。す。す。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 新新新新病院病院病院病院へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセスの道の道の道の道路路路路の、奈良市がの、奈良市がの、奈良市がの、奈良市が整備整備整備整備している市道している市道している市道している市道整備整備整備整備の進の進の進の進捗捗捗捗ということでご質問がありました。ということでご質問がありました。ということでご質問がありました。ということでご質問がありました。
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西ノ京西ノ京西ノ京西ノ京の方向からの方向からの方向からの方向から新新新新病院病院病院病院へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセスということで、平成２５年に地ということで、平成２５年に地ということで、平成２５年に地ということで、平成２５年に地形形形形測量測量測量測量がががが完了完了完了完了し、し、し、し、用地用地用地用地協協協協力力力力がががが得得得得られた国られた国られた国られた国立立立立のののの医療セ医療セ医療セ医療センンンンタタタター前のー前のー前のー前のババババイイイイパパパパススススやややや六六六六条条条条３３３３丁丁丁丁目目目目のののの交交交交差差差差点の点の点の点の西側西側西側西側の道の道の道の道路路路路拡拡拡拡幅幅幅幅についてについてについてについて重重重重点点点点的的的的に事業を進めてきたとこに事業を進めてきたとこに事業を進めてきたとこに事業を進めてきたところろろろで、で、で、で、了了了了解が解が解が解が得得得得られたとこられたとこられたとこられたところろろろから家から家から家から家屋屋屋屋の取りの取りの取りの取り壊壊壊壊しを行うなど、奈良市でしを行うなど、奈良市でしを行うなど、奈良市でしを行うなど、奈良市で鋭鋭鋭鋭意意意意事業を進めているとこ事業を進めているとこ事業を進めているとこ事業を進めているところろろろです。一です。一です。一です。一番番番番のののの懸懸懸懸案となっている案となっている案となっている案となっている六六六六条条条条３３３３丁丁丁丁目交目交目交目交差差差差点と、その点と、その点と、その点と、その北北北北側側側側の市道の市道の市道の市道拡拡拡拡幅幅幅幅については、一部の土地については、一部の土地については、一部の土地については、一部の土地所所所所有有有有者者者者のののの了了了了解や水解や水解や水解や水利利利利組組組組合合合合とのとのとのとの協協協協議に議に議に議に今今今今までまでまでまで時間時間時間時間を要してきたとこを要してきたとこを要してきたとこを要してきたところろろろですけれども、ことしの１月に水ですけれども、ことしの１月に水ですけれども、ことしの１月に水ですけれども、ことしの１月に水利利利利組組組組合合合合と、そと、そと、そと、それから２月にれから２月にれから２月にれから２月に入入入入って土地って土地って土地って土地所所所所有有有有者者者者から事業計から事業計から事業計から事業計画画画画のののの了了了了解が解が解が解が得得得得られたということです。られたということです。られたということです。られたということです。六六六六条条条条３３３３丁丁丁丁目交目交目交目交差差差差点については、計点については、計点については、計点については、計画画画画のののの了了了了解が解が解が解が得得得得られたことに加えて、昨年１２月に市が道られたことに加えて、昨年１２月に市が道られたことに加えて、昨年１２月に市が道られたことに加えて、昨年１２月に市が道路路路路詳細詳細詳細詳細設設設設計を計を計を計を入入入入札札札札公公公公告しており、ことしの１月に告しており、ことしの１月に告しており、ことしの１月に告しており、ことしの１月に設設設設計業計業計業計業者者者者がががが決決決決まったと。まったと。まったと。まったと。現在現在現在現在、、、、設設設設計に計に計に計に着手着手着手着手したとしたとしたとしたと聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。西ノ京西ノ京西ノ京西ノ京アクセスアクセスアクセスアクセス道道道道路路路路については、昨については、昨については、昨については、昨今今今今のののの社社社社会資会資会資会資本本本本整備総合交整備総合交整備総合交整備総合交付付付付金や金や金や金や防防防防災災災災安全安全安全安全交交交交付付付付金の国からの金の国からの金の国からの金の国からの充充充充当当当当率が率が率が率が非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しい状況ですけれども、しい状況ですけれども、しい状況ですけれども、しい状況ですけれども、優優優優先先先先度の高い度の高い度の高い度の高い箇箇箇箇所所所所へへへへ集集集集中中中中的的的的に予算をに予算をに予算をに予算を充充充充当当当当するということで地域のするということで地域のするということで地域のするということで地域の課題課題課題課題とするとするとするとする箇箇箇箇所所所所がががが早期早期早期早期にににに完完完完成できるように、成できるように、成できるように、成できるように、今後今後今後今後とも県としては市に対してとも県としては市に対してとも県としては市に対してとも県としては市に対して働働働働きかけを行ってまいりたいと考えております。以きかけを行ってまいりたいと考えております。以きかけを行ってまいりたいと考えております。以きかけを行ってまいりたいと考えております。以上上上上です。です。です。です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 引引引引きききき続続続続きよきよきよきよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。最最最最後後後後に、に、に、に、阪阪阪阪奈道奈道奈道奈道路路路路と第と第と第と第二阪二阪二阪二阪奈有料道奈有料道奈有料道奈有料道路路路路のののの接続接続接続接続部部部部分分分分におけるにおけるにおけるにおける改改改改良計良計良計良計画画画画について質問いたしについて質問いたしについて質問いたしについて質問いたします。これまで議会の中でもいます。これまで議会の中でもいます。これまで議会の中でもいます。これまで議会の中でもいろろろろいいいいろろろろと議と議と議と議論論論論なり、要なり、要なり、要なり、要望望望望なり、提案なりがあったとなり、提案なりがあったとなり、提案なりがあったとなり、提案なりがあったと聞聞聞聞きききき及及及及んんんんでおりますけれども、そもそもどのようなでおりますけれども、そもそもどのようなでおりますけれども、そもそもどのようなでおりますけれども、そもそもどのような経経経経緯緯緯緯でででで改改改改良が良が良が良が必必必必要となっているのか、あわ要となっているのか、あわ要となっているのか、あわ要となっているのか、あわせせせせてててて現在現在現在現在、どのように、どのように、どのように、どのように改改改改良していこうとご良していこうとご良していこうとご良していこうとご検討検討検討検討されているのか、そのあたりについておされているのか、そのあたりについておされているのか、そのあたりについておされているのか、そのあたりについてお答答答答ええええいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。○森本県土マネジメント部道路政策官（道路建設課長事務取扱）○森本県土マネジメント部道路政策官（道路建設課長事務取扱）○森本県土マネジメント部道路政策官（道路建設課長事務取扱）○森本県土マネジメント部道路政策官（道路建設課長事務取扱） 第第第第二阪二阪二阪二阪奈有料道奈有料道奈有料道奈有料道路路路路とととと阪阪阪阪奈道奈道奈道奈道路路路路のののの接続接続接続接続部部部部分分分分のののの改改改改良計良計良計良計画画画画についてのご質問でした。についてのご質問でした。についてのご質問でした。についてのご質問でした。当当当当該箇該箇該箇該箇所所所所は奈良市のは奈良市のは奈良市のは奈良市の菅原菅原菅原菅原町から町から町から町から宝宝宝宝来来来来町町町町間間間間、高、高、高、高架架架架の４の４の４の４車車車車線線線線道道道道路路路路をつけるということで、大をつけるということで、大をつけるということで、大をつけるということで、大宮宮宮宮道道道道路路路路としてとしてとしてとして整備整備整備整備したとこしたとこしたとこしたところろろろです。大です。大です。大です。大宮宮宮宮道道道道路路路路は平成２年度に事業は平成２年度に事業は平成２年度に事業は平成２年度に事業化化化化しております。事業しております。事業しております。事業しております。事業化化化化したときの計したときの計したときの計したときの計画画画画では、大では、大では、大では、大宮宮宮宮道道道道路路路路の高の高の高の高架架架架部から第部から第部から第部から第二阪二阪二阪二阪奈有料道奈有料道奈有料道奈有料道路路路路のののの宝宝宝宝来来来来ランランランランププププにににに乗乗乗乗りりりり入入入入れられられられられるという計れるという計れるという計れるという計画画画画で進で進で進で進んんんんでおりました。しかし、そのでおりました。しかし、そのでおりました。しかし、そのでおりました。しかし、その後後後後、、、、同じ同じ同じ同じようなようなようなような構造構造構造構造をしているをしているをしているをしている首都首都首都首都高高高高速速速速道道道道路路路路などで事などで事などで事などで事故故故故がががが多多多多発したということがあり、安全発したということがあり、安全発したということがあり、安全発したということがあり、安全性性性性をををを優優優優先先先先するということで大するということで大するということで大するということで大宮宮宮宮道道道道路路路路高高高高架架架架部から部から部から部から宝宝宝宝来来来来ランランランランププププへのへのへのへの乗乗乗乗りりりり入入入入れれれれ制制制制限限限限をするをするをするをする形形形形で平成２１年４月にで平成２１年４月にで平成２１年４月にで平成２１年４月に供供供供用したのが用したのが用したのが用したのが経経経経緯緯緯緯でででです。しかしながら、す。しかしながら、す。しかしながら、す。しかしながら、現在現在現在現在のののの形態形態形態形態ではではではでは利利利利便性便性便性便性にかなり問にかなり問にかなり問にかなり問題題題題があるということで、この状況をがあるということで、この状況をがあるということで、この状況をがあるということで、この状況を解消するため、高解消するため、高解消するため、高解消するため、高架架架架部からの部からの部からの部からの交通交通交通交通、高、高、高、高架架架架部から第部から第部から第部から第二阪二阪二阪二阪奈有料道奈有料道奈有料道奈有料道路路路路へ行くへ行くへ行くへ行く交通交通交通交通とととと三三三三条通条通条通条通りのりのりのりの平平平平面面面面のののの交通交通交通交通、この、この、この、この交通交通交通交通がががが交交交交差差差差しないようにしないようにしないようにしないように分分分分離離離離する方法をずっとする方法をずっとする方法をずっとする方法をずっと検討検討検討検討してきました。してきました。してきました。してきました。現在現在現在現在
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はははは三三三三条通条通条通条通りの平りの平りの平りの平面面面面部の部の部の部の交通交通交通交通をををを持持持持ちちちち上上上上げげげげて、大て、大て、大て、大宮宮宮宮道道道道路路路路の高の高の高の高架架架架部から部から部から部から来来来来るるるる交通交通交通交通とととと立立立立体体体体交交交交差差差差ささささせせせせる方法が最もる方法が最もる方法が最もる方法が最も合理的合理的合理的合理的ではないかとではないかとではないかとではないかと検討検討検討検討を進めている状況です。ただ、を進めている状況です。ただ、を進めている状況です。ただ、を進めている状況です。ただ、当当当当該箇該箇該箇該箇所所所所は１日は１日は１日は１日約約約約６６６６万万万万台台台台のののの交通交通交通交通があります。このがあります。このがあります。このがあります。この交通交通交通交通にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響がががが極力極力極力極力少少少少なくてなくてなくてなくて済む済む済む済む道道道道路構造路構造路構造路構造や施や施や施や施工工工工方法、方法、方法、方法、それからそれからそれからそれから交通規制交通規制交通規制交通規制あるいはあるいはあるいはあるいは交通規制交通規制交通規制交通規制のののの期期期期間間間間をををを短短短短くすると、そういったくすると、そういったくすると、そういったくすると、そういった多多多多岐岐岐岐にわたる対にわたる対にわたる対にわたる対応応応応案案案案をををを今検討今検討今検討今検討しています。また、道しています。また、道しています。また、道しています。また、道路構造路構造路構造路構造のののの改改改改変に変に変に変に伴伴伴伴い、地域の方い、地域の方い、地域の方い、地域の方 々々々々のののの利利利利用方法も変用方法も変用方法も変用方法も変更更更更するこするこするこすることになりますので、どのようなとになりますので、どのようなとになりますので、どのようなとになりますので、どのような影響影響影響影響があるのか、どのような対策ができるかもあわがあるのか、どのような対策ができるかもあわがあるのか、どのような対策ができるかもあわがあるのか、どのような対策ができるかもあわせせせせてててて検検検検討討討討しております。まだしております。まだしております。まだしております。まだ具具具具体体体体的的的的な計な計な計な計画画画画をおをおをおをお示示示示しできるしできるしできるしできる段段段段階階階階になっていまになっていまになっていまになっていませんせんせんせんけれども、１日けれども、１日けれども、１日けれども、１日約約約約６６６６万万万万台台台台のののの交通交通交通交通へのへのへのへの影響影響影響影響がががが極力極力極力極力少少少少なくでき、なくでき、なくでき、なくでき、確確確確実実実実かつ安全に施かつ安全に施かつ安全に施かつ安全に施工工工工できる計できる計できる計できる計画画画画のののの立立立立案を進め案を進め案を進め案を進めていきたいと考えております。以ていきたいと考えております。以ていきたいと考えております。以ていきたいと考えております。以上上上上です。です。です。です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 ご説明がありましたように、６ご説明がありましたように、６ご説明がありましたように、６ご説明がありましたように、６万万万万台台台台という１日のという１日のという１日のという１日の交通交通交通交通量量量量もももも相相相相まって大変、計まって大変、計まって大変、計まって大変、計画画画画にはにはにはには苦慮苦慮苦慮苦慮されていると伺っております。されていると伺っております。されていると伺っております。されていると伺っております。先先先先ほどもごほどもごほどもごほどもご答答答答弁弁弁弁があったように、安全があったように、安全があったように、安全があったように、安全性性性性なり、なり、なり、なり、利利利利便性便性便性便性も含めて、しっかりと計も含めて、しっかりと計も含めて、しっかりと計も含めて、しっかりと計画画画画をををを立立立立てて進めていただくようにお願いし、質問をてて進めていただくようにお願いし、質問をてて進めていただくようにお願いし、質問をてて進めていただくようにお願いし、質問を終終終終わりわりわりわります。ます。ます。ます。○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員 釈迦釈迦釈迦釈迦に説法だと思いますけれども、要に説法だと思いますけれども、要に説法だと思いますけれども、要に説法だと思いますけれども、要望望望望をををを込込込込めためためためた形形形形で発言をしたいなで発言をしたいなで発言をしたいなで発言をしたいなと。というのは、と。というのは、と。というのは、と。というのは、今今今今、２月、３月にかけて行われる議会でこの予算が、２月、３月にかけて行われる議会でこの予算が、２月、３月にかけて行われる議会でこの予算が、２月、３月にかけて行われる議会でこの予算が上上上上がるわけですけれがるわけですけれがるわけですけれがるわけですけれども、４月１日にはども、４月１日にはども、４月１日にはども、４月１日には皆皆皆皆ささささん人ん人ん人ん人事事事事異動異動異動異動があるわけです。この予算はきちがあるわけです。この予算はきちがあるわけです。この予算はきちがあるわけです。この予算はきちんんんんとととと使使使使う、効う、効う、効う、効果果果果をををを上上上上げげげげるという取り組みをるという取り組みをるという取り組みをるという取り組みを引引引引きききき続続続続きやっていただけるであきやっていただけるであきやっていただけるであきやっていただけるであろろろろうと思いますけれども、うと思いますけれども、うと思いますけれども、うと思いますけれども、毎毎毎毎年年年年秋秋秋秋にににになるとなるとなるとなると繰越繰越繰越繰越明明明明許許許許費費費費がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん出てくるわけです。だから、い出てくるわけです。だから、い出てくるわけです。だから、い出てくるわけです。だから、いろろろろいいいいろろろろ事業も事業も事業も事業も入入入入札札札札にかけたり、にかけたり、にかけたり、にかけたり、契契契契約約約約をなさるのでしをなさるのでしをなさるのでしをなさるのでしょょょょうけれども、この予算、最初のうけれども、この予算、最初のうけれども、この予算、最初のうけれども、この予算、最初の段段段段階階階階、いつご、いつご、いつご、いつごろろろろ発発発発注注注注をするのか。をするのか。をするのか。をするのか。繰繰繰繰越越越越明明明明許許許許があまりないように、景があまりないように、景があまりないように、景があまりないように、景気気気気がががが悪悪悪悪いわけですから、いわけですから、いわけですから、いわけですから、公共公共公共公共事業を事業を事業を事業を促促促促進しているわけです進しているわけです進しているわけです進しているわけですから、できるだけから、できるだけから、できるだけから、できるだけ早早早早くこの事業にかかれるように取り組くこの事業にかかれるように取り組くこの事業にかかれるように取り組くこの事業にかかれるように取り組んんんんでいただきたいし、明でいただきたいし、明でいただきたいし、明でいただきたいし、明許繰越許繰越許繰越許繰越ににににならないように効ならないように効ならないように効ならないように効果果果果をををを上上上上げげげげてもらいたいと思う。てもらいたいと思う。てもらいたいと思う。てもらいたいと思う。自自自自治体は予算主治体は予算主治体は予算主治体は予算主義義義義、、、、企企企企業は業は業は業は決決決決算主算主算主算主義義義義です。です。です。です。企企企企業はもうからないといけないのだから。業はもうからないといけないのだから。業はもうからないといけないのだから。業はもうからないといけないのだから。役役役役所所所所は予算を組は予算を組は予算を組は予算を組んんんんでいる、それをでいる、それをでいる、それをでいる、それを使使使使わなければわなければわなければわなければならないわけだから。そのならないわけだから。そのならないわけだから。そのならないわけだから。その辺辺辺辺のののの意意意意欲欲欲欲をきちをきちをきちをきちんんんんとととと持持持持ったったったった形形形形でででで促促促促進していただきたいとまず要進していただきたいとまず要進していただきたいとまず要進していただきたいとまず要望望望望しておきたい。しておきたい。しておきたい。しておきたい。秋秋秋秋にににに繰越繰越繰越繰越明明明明許許許許費費費費でまたいでまたいでまたいでまたいろろろろいいいいろ同じろ同じろ同じろ同じようなことのようなことのようなことのようなことの繰繰繰繰りりりり返返返返しにならないよしにならないよしにならないよしにならないようにお願いをしておきたいと思うわけです。うにお願いをしておきたいと思うわけです。うにお願いをしておきたいと思うわけです。うにお願いをしておきたいと思うわけです。それから、それから、それから、それから、今今今今までまでまでまで随随随随分分分分といといといといろろろろいいいいろろろろ特別な勉特別な勉特別な勉特別な勉強強強強ささささせせせせていただいたわけですけれども、ていただいたわけですけれども、ていただいたわけですけれども、ていただいたわけですけれども、今今今今ささささらこらこらこらこんんんんな質問しなさな質問しなさな質問しなさな質問しなさんんんんな、もうちな、もうちな、もうちな、もうちょょょょっと勉っと勉っと勉っと勉強強強強しなさいと言われるかわからないけれど、しなさいと言われるかわからないけれど、しなさいと言われるかわからないけれど、しなさいと言われるかわからないけれど、総総総総合合合合治水に関する報告をき治水に関する報告をき治水に関する報告をき治水に関する報告をきょょょょういただきました。資料「報告２ 大和川ういただきました。資料「報告２ 大和川ういただきました。資料「報告２ 大和川ういただきました。資料「報告２ 大和川流流流流域における域における域における域における総合総合総合総合治治治治水に関する水に関する水に関する水に関する条条条条例の例の例の例の制制制制定について」に委員が奈良県定について」に委員が奈良県定について」に委員が奈良県定について」に委員が奈良県知知知知事、事、事、事、流流流流域２２市町村長、うち域２２市町村長、うち域２２市町村長、うち域２２市町村長、うち代理代理代理代理１２１２１２１２
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名、名、名、名、欠席欠席欠席欠席２市町って２市町って２市町って２市町って書書書書いてあるわけです。いてあるわけです。いてあるわけです。いてあるわけです。ぱぱぱぱっとっとっとっと目目目目についたわけです。についたわけです。についたわけです。についたわけです。多分多分多分多分この会議はこの会議はこの会議はこの会議は任任任任意意意意だだだだろろろろうと思いますけれども、資料にうと思いますけれども、資料にうと思いますけれども、資料にうと思いますけれども、資料にひひひひかえるかえるかえるかえる区区区区域の域の域の域の設設設設定と記定と記定と記定と記載載載載されています。このされています。このされています。このされています。この意味意味意味意味がわからないのです。つまり、うちはもうその対策、施策ががわからないのです。つまり、うちはもうその対策、施策ががわからないのです。つまり、うちはもうその対策、施策ががわからないのです。つまり、うちはもうその対策、施策が不不不不要だという要だという要だという要だという意味意味意味意味ののののひひひひかえるかえるかえるかえるということになるのか。このということになるのか。このということになるのか。このということになるのか。この辺辺辺辺がわかりまがわかりまがわかりまがわかりませんせんせんせん。こういった治山、治水にかかわっては、。こういった治山、治水にかかわっては、。こういった治山、治水にかかわっては、。こういった治山、治水にかかわっては、県が県が県が県が意意意意欲欲欲欲的的的的にやにやにやにやろろろろうといううといううといううという意意意意気込気込気込気込みに対して市町村もみに対して市町村もみに対して市町村もみに対して市町村も意意意意欲欲欲欲的的的的にににに実実実実施してもらわなければな施してもらわなければな施してもらわなければな施してもらわなければならない。ここでらない。ここでらない。ここでらない。ここでひひひひかえるというかえるというかえるというかえるという意味意味意味意味がわからないのです。このことをがわからないのです。このことをがわからないのです。このことをがわからないのです。このことを聞聞聞聞かかかかせせせせてもらいたい。てもらいたい。てもらいたい。てもらいたい。そして、このそして、このそして、このそして、この代理代理代理代理のののの欠席欠席欠席欠席分分分分、、、、代理代理代理代理の出の出の出の出席席席席もなかったもなかったもなかったもなかった欠席欠席欠席欠席の２市町は、どこかもの２市町は、どこかもの２市町は、どこかもの２市町は、どこかも参参参参考まで考まで考まで考までにににに聞聞聞聞かかかかせせせせてもらいたい。これはてもらいたい。これはてもらいたい。これはてもらいたい。これは個人個人個人個人情情情情報ということになるのでだめでし報ということになるのでだめでし報ということになるのでだめでし報ということになるのでだめでしょょょょうか。うか。うか。うか。少少少少しししし目目目目にににについたわけです。おついたわけです。おついたわけです。おついたわけです。お互互互互いの関いの関いの関いの関心心心心事として、事として、事として、事として、私私私私はおはおはおはお互互互互いにいにいにいに持持持持っておったほうがいいのではなっておったほうがいいのではなっておったほうがいいのではなっておったほうがいいのではないかと思うわけです。いかと思うわけです。いかと思うわけです。いかと思うわけです。それからそれからそれからそれから随随随随分分分分といといといといろろろろいいいいろろろろ皆皆皆皆ささささんんんんにににに苦労苦労苦労苦労かけているわけですけれども、かけているわけですけれども、かけているわけですけれども、かけているわけですけれども、不不不不法法法法投棄投棄投棄投棄、これは、これは、これは、これは河河河河川の、川の、川の、川の、私私私私どもどもどもども御御御御所所所所にににに祈祈祈祈りのりのりのりの滝滝滝滝というのがありまして、水をというのがありまして、水をというのがありまして、水をというのがありまして、水を求求求求めて大めて大めて大めて大阪阪阪阪や和歌山からも大や和歌山からも大や和歌山からも大や和歌山からも大勢勢勢勢いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいます。あそこの水がきれいでおいしいということで名水にもいます。あそこの水がきれいでおいしいということで名水にもいます。あそこの水がきれいでおいしいということで名水にもいます。あそこの水がきれいでおいしいということで名水にも指指指指定してもら定してもら定してもら定してもらっているわけですけれども、あのっているわけですけれども、あのっているわけですけれども、あのっているわけですけれども、あの周辺周辺周辺周辺をををを河河河河川川川川公公公公園園園園でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろごごごご配配配配慮慮慮慮いただいた。あそこにいただいた。あそこにいただいた。あそこにいただいた。あそこにタタタタイイイイヤヤヤヤなどのなどのなどのなどの不不不不法法法法投棄投棄投棄投棄がががが物物物物すごいのです。だから、すごいのです。だから、すごいのです。だから、すごいのです。だから、河河河河川川川川管理管理管理管理というというというという意味意味意味意味での、での、での、での、パパパパトトトトロロロローーーールルルル、、、、これは土これは土これは土これは土木木木木事事事事務所務所務所務所が関係ないのかどうなのか。ここだけではなしにが関係ないのかどうなのか。ここだけではなしにが関係ないのかどうなのか。ここだけではなしにが関係ないのかどうなのか。ここだけではなしに随随随随分分分分とあちらこちらにとあちらこちらにとあちらこちらにとあちらこちらにあるのではないかと思います。きれいにしていったら、なかなかあるのではないかと思います。きれいにしていったら、なかなかあるのではないかと思います。きれいにしていったら、なかなかあるのではないかと思います。きれいにしていったら、なかなか捨捨捨捨てづらいけれども、ごてづらいけれども、ごてづらいけれども、ごてづらいけれども、ごみの山になると、ついでついでということでみの山になると、ついでついでということでみの山になると、ついでついでということでみの山になると、ついでついでということで誘誘誘誘うようにうようにうようにうように不不不不法法法法投棄投棄投棄投棄がががが起起起起こるということです。こるということです。こるということです。こるということです。先先先先般も般も般も般も急急急急いでいでいでいで何何何何とかしてくれということで地とかしてくれということで地とかしてくれということで地とかしてくれということで地元元元元からの要からの要からの要からの要望望望望もあり、高田土もあり、高田土もあり、高田土もあり、高田土木木木木事事事事務所務所務所務所へお願へお願へお願へお願いしたらいしたらいしたらいしたら早速早速早速早速手手手手だてをしていただいた。これはだてをしていただいた。これはだてをしていただいた。これはだてをしていただいた。これは感謝感謝感謝感謝しておきたいと思いますが、とにかくしておきたいと思いますが、とにかくしておきたいと思いますが、とにかくしておきたいと思いますが、とにかく管理管理管理管理です。これをです。これをです。これをです。これを環境環境環境環境政政政政策策策策課課課課、、、、環境環境環境環境担当担当担当担当ののののセクシセクシセクシセクションのョンのョンのョンの役割役割役割役割ということもあるのだということもあるのだということもあるのだということもあるのだろろろろうとうとうとうと思いますけれど、いずれにしても思いますけれど、いずれにしても思いますけれど、いずれにしても思いますけれど、いずれにしても不不不不法法法法投棄投棄投棄投棄に対する対策をに対する対策をに対する対策をに対する対策を総合的総合的総合的総合的にににに立立立立てるてるてるてる必必必必要があるので要があるので要があるので要があるのではないかと。はないかと。はないかと。はないかと。夏夏夏夏だったら地域のだったら地域のだったら地域のだったら地域の人人人人がががが協協協協力力力力をしてをしてをしてをして夜夜夜夜でも見でも見でも見でも見張張張張りを一りを一りを一りを一遍遍遍遍したらどうですかといしたらどうですかといしたらどうですかといしたらどうですかという提案はできるけれど、う提案はできるけれど、う提案はできるけれど、う提案はできるけれど、冬冬冬冬のののの寒寒寒寒空に空に空に空に監視監視監視監視に行くということにもならないと思います。に行くということにもならないと思います。に行くということにもならないと思います。に行くということにもならないと思います。何何何何かかかかよい方法がないかと、およい方法がないかと、およい方法がないかと、およい方法がないかと、お互互互互いにいにいにいに苦慮苦慮苦慮苦慮する内容であする内容であする内容であする内容であろろろろうと思いますけれど、一度考えていたうと思いますけれど、一度考えていたうと思いますけれど、一度考えていたうと思いますけれど、一度考えていただきたい。こういうことがあるというのはだきたい。こういうことがあるというのはだきたい。こういうことがあるというのはだきたい。こういうことがあるというのは残念残念残念残念なことだと思います。だから、とにかくなことだと思います。だから、とにかくなことだと思います。だから、とにかくなことだと思います。だから、とにかく押押押押しししし合合合合いをいをいをいをせせせせずに、ずに、ずに、ずに、総合的総合的総合的総合的にににに展展展展開開開開、もち、もち、もち、もちろんろんろんろん地地地地元元元元もももも協協協協力力力力をしてもらわなければならないと思をしてもらわなければならないと思をしてもらわなければならないと思をしてもらわなければならないと思いますけれども、一度いますけれども、一度いますけれども、一度いますけれども、一度総合的総合的総合的総合的に考えてもらいたいと思います。に考えてもらいたいと思います。に考えてもらいたいと思います。に考えてもらいたいと思います。それからそれからそれからそれから今今今今度、住度、住度、住度、住宅課宅課宅課宅課の名前が変わるのですの名前が変わるのですの名前が変わるのですの名前が変わるのですねねねね。な。な。な。なぜぜぜぜききききょょょょう報告をしないのですか。報う報告をしないのですか。報う報告をしないのですか。報う報告をしないのですか。報告をしたらだめなのでし告をしたらだめなのでし告をしたらだめなのでし告をしたらだめなのでしょょょょうか。あまり名前を変えないほうがよいと思うわけです。まちうか。あまり名前を変えないほうがよいと思うわけです。まちうか。あまり名前を変えないほうがよいと思うわけです。まちうか。あまり名前を変えないほうがよいと思うわけです。まち
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づくりづくりづくりづくり何何何何とかとかとかとか課課課課とととと聞聞聞聞いたけれど、いたけれど、いたけれど、いたけれど、タタタタイトイトイトイトルルルルを言うを言うを言うを言う間間間間に中に中に中に中身身身身をををを忘忘忘忘れてしまう。それはさておれてしまう。それはさておれてしまう。それはさておれてしまう。それはさておいて、ならいて、ならいて、ならいて、なら建築建築建築建築住住住住宅セ宅セ宅セ宅センンンンタタタター、ー、ー、ー、私私私私はもうはもうはもうはもう随随随随分分分分これ関これ関これ関これ関心心心心事であるわけです。い事であるわけです。い事であるわけです。い事であるわけです。いろろろろいいいいろろろろ問問問問題題題題ががががありました。ありました。ありました。ありました。今今今今もまた問もまた問もまた問もまた問題題題題があるわけですけれども、があるわけですけれども、があるわけですけれども、があるわけですけれども、当当当当初は県もかかわり初は県もかかわり初は県もかかわり初は県もかかわり合合合合いをいをいをいを持持持持って県って県って県って県の補の補の補の補助機助機助機助機関という関という関という関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運運運運営営営営されていたわけですけれども、県がされていたわけですけれども、県がされていたわけですけれども、県がされていたわけですけれども、県が引引引引っっっっ込込込込めたと。そめたと。そめたと。そめたと。そのののの後後後後もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろ問問問問題題題題があるということで、問があるということで、問があるということで、問があるということで、問題題題題はあえてはあえてはあえてはあえて申申申申しししし上上上上げげげげまままませんせんせんせんけれども、ならけれども、ならけれども、ならけれども、なら建建建建築築築築住住住住宅セ宅セ宅セ宅センンンンタタタターがなさっている事業ですか、用ーがなさっている事業ですか、用ーがなさっている事業ですか、用ーがなさっている事業ですか、用務務務務は県では県では県では県で積極積極積極積極的的的的にやにやにやにやろろろろうといううといううといううという意意意意気込気込気込気込みでみでみでみで取り組取り組取り組取り組んんんんでいただいていると思いますが、いずれにしてもでいただいていると思いますが、いずれにしてもでいただいていると思いますが、いずれにしてもでいただいていると思いますが、いずれにしても開開開開発などい発などい発などい発などいろろろろいいいいろろろろなかかわりなかかわりなかかわりなかかわり合合合合いのいのいのいの促促促促進もしなければならない。土進もしなければならない。土進もしなければならない。土進もしなければならない。土木技術木技術木技術木技術職員は職員は職員は職員は何何何何とか補いがついていると思いますけれとか補いがついていると思いますけれとか補いがついていると思いますけれとか補いがついていると思いますけれども、ども、ども、ども、建築建築建築建築のののの技術技術技術技術職員が職員が職員が職員が不足不足不足不足していると前していると前していると前していると前 々々々々からからからから聞聞聞聞いているわけです。このいているわけです。このいているわけです。このいているわけです。この採採採採用がどうな用がどうな用がどうな用がどうなっているかがっているかがっているかがっているかが気気気気になるわけです。状況がどうなのかをになるわけです。状況がどうなのかをになるわけです。状況がどうなのかをになるわけです。状況がどうなのかを聞聞聞聞かかかかせせせせてもらいたいと思います。てもらいたいと思います。てもらいたいと思います。てもらいたいと思います。それから前それから前それから前それから前 々々々々からからからから気気気気になっていることですけれども、になっていることですけれども、になっていることですけれども、になっていることですけれども、下下下下水道。いつ水道。いつ水道。いつ水道。いつぞぞぞぞやややや私私私私、、、、申申申申しししし上上上上げげげげたたたたと思いますけれど、と思いますけれど、と思いますけれど、と思いますけれど、下下下下水道の水道の水道の水道の担当担当担当担当。これは。これは。これは。これは上上上上水道のように特別会計をやる水道のように特別会計をやる水道のように特別会計をやる水道のように特別会計をやる必必必必要があるので要があるので要があるので要があるのではないかと思います。というのが、はないかと思います。というのが、はないかと思います。というのが、はないかと思います。というのが、上上上上水道を水道を水道を水道を使使使使う、あるいはまたそれう、あるいはまたそれう、あるいはまたそれう、あるいはまたそれぞぞぞぞれのれのれのれの工工工工場場場場でででで井戸井戸井戸井戸もももも掘掘掘掘っています。っています。っています。っています。井戸井戸井戸井戸水というものもあるでし水というものもあるでし水というものもあるでし水というものもあるでしょょょょうけれども、水は家うけれども、水は家うけれども、水は家うけれども、水は家庭庭庭庭用と用と用と用と工工工工業用がありま業用がありま業用がありま業用があります。す。す。す。工工工工業用は、業用は、業用は、業用は、使使使使った水はみった水はみった水はみった水はみんんんんなななな工工工工業用だということで業用だということで業用だということで業用だということで下下下下水道に水道に水道に水道に流流流流れるれるれるれる仕仕仕仕組みになると思組みになると思組みになると思組みになると思います。います。います。います。私私私私のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり合合合合いのある事業いのある事業いのある事業いのある事業所所所所、会、会、会、会社社社社ともかかわりともかかわりともかかわりともかかわり合合合合いがあるわけですけれども、いがあるわけですけれども、いがあるわけですけれども、いがあるわけですけれども、いいいいろろろろいいいいろろろろななななニニニニュュュューーーーススススがががが入入入入ってくるのです。あるとこってくるのです。あるとこってくるのです。あるとこってくるのです。あるところろろろは年は年は年は年間何間何間何間何千千千千万円万円万円万円ものものものもの下下下下水道料を支水道料を支水道料を支水道料を支払払払払っている、あるとこっている、あるとこっている、あるとこっている、あるところろろろはははは数十万円数十万円数十万円数十万円でででで終終終終わっていると。だから、一体どのようになっているわっていると。だから、一体どのようになっているわっていると。だから、一体どのようになっているわっていると。だから、一体どのようになっているのかのかのかのか徹底徹底徹底徹底的的的的にににに検査検査検査検査を、を、を、を、検査検査検査検査というのもおかしいかもしれないけれども、というのもおかしいかもしれないけれども、というのもおかしいかもしれないけれども、というのもおかしいかもしれないけれども、把握把握把握把握をしてをしてをしてをして下下下下水道水道水道水道対策を対策を対策を対策を真剣真剣真剣真剣にやるにやるにやるにやる必必必必要があるのではないかと。もち要があるのではないかと。もち要があるのではないかと。もち要があるのではないかと。もちろん使ろん使ろん使ろん使った水はほとった水はほとった水はほとった水はほとんんんんどどどど汚汚汚汚れていないれていないれていないれていないというというというという工工工工場場場場もあるでしもあるでしもあるでしもあるでしょょょょうし、いやいや、うし、いやいや、うし、いやいや、うし、いやいや、使使使使った水がった水がった水がった水が非常非常非常非常にににに濁濁濁濁っていると、っていると、っていると、っていると、汚汚汚汚水になって水になって水になって水になっているというとこいるというとこいるというとこいるというところろろろもあるでしもあるでしもあるでしもあるでしょょょょう。いわばう。いわばう。いわばう。いわば使使使使った水の水質等の関係はあるでしった水の水質等の関係はあるでしった水の水質等の関係はあるでしった水の水質等の関係はあるでしょょょょうけれどうけれどうけれどうけれども、いずれにしてもこれは特別会計、出も、いずれにしてもこれは特別会計、出も、いずれにしてもこれは特別会計、出も、いずれにしてもこれは特別会計、出入入入入りをきちりをきちりをきちりをきちんんんんとするとするとするとする必必必必要があるのではないかと思要があるのではないかと思要があるのではないかと思要があるのではないかと思うのです。いやいや、そうのです。いやいや、そうのです。いやいや、そうのです。いやいや、そんんんんなことはなことはなことはなことは不不不不要なのですということを、要なのですということを、要なのですということを、要なのですということを、今今今今の状況とのかかわりの状況とのかかわりの状況とのかかわりの状況とのかかわり合合合合いでどのようないでどのようないでどのようないでどのような認認認認識識識識をおをおをおをお持持持持ちなのか、これはちなのか、これはちなのか、これはちなのか、これはぜひぜひぜひぜひ尋尋尋尋ねねねねておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。もう１点は、県もう１点は、県もう１点は、県もう１点は、県営営営営水道、い水道、い水道、い水道、いろろろろいいいいろろろろ頑張頑張頑張頑張っていただいて、県っていただいて、県っていただいて、県っていただいて、県営営営営水道の水道の水道の水道の利利利利用料が用料が用料が用料が下下下下がらないがらないがらないがらないのかというのかというのかというのかという話話話話もあるわけですけれども、それはさておいて、市町村をもあるわけですけれども、それはさておいて、市町村をもあるわけですけれども、それはさておいて、市町村をもあるわけですけれども、それはさておいて、市町村を単独単独単独単独でやっている水でやっている水でやっている水でやっている水道を全部県道を全部県道を全部県道を全部県営営営営水道に水道に水道に水道に集集集集約約約約していくと、県していくと、県していくと、県していくと、県営営営営水道の水道の水道の水道の利利利利用を用を用を用を促促促促進するという方向でご進するという方向でご進するという方向でご進するという方向でご苦労苦労苦労苦労いたいたいたいただいているわけですけれども、そのだいているわけですけれども、そのだいているわけですけれども、そのだいているわけですけれども、その辺辺辺辺のののの今今今今日日日日的的的的なななな実実実実情情情情をををを参参参参考に考に考に考に聞聞聞聞かかかかせせせせていただければと思ていただければと思ていただければと思ていただければと思います。います。います。います。
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たくさたくさたくさたくさん申ん申ん申ん申しししし上上上上げげげげましたけれど、大方要ましたけれど、大方要ましたけれど、大方要ましたけれど、大方要望望望望のようなものです。のようなものです。のようなものです。のようなものです。○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱） まず、大和川まず、大和川まず、大和川まず、大和川流流流流域における域における域における域における総合総合総合総合治水に関する治水に関する治水に関する治水に関する条条条条例の例の例の例の制制制制定に係る報告を県土マネジメント部長がしました。資料に記定に係る報告を県土マネジメント部長がしました。資料に記定に係る報告を県土マネジメント部長がしました。資料に記定に係る報告を県土マネジメント部長がしました。資料に記載載載載ののののひひひひかえるかえるかえるかえる区区区区域とはということですが、域とはということですが、域とはということですが、域とはということですが、都都都都市計市計市計市計画画画画法の中にも法の中にも法の中にも法の中にも雨雨雨雨がががが降降降降ってよくってよくってよくってよく浸浸浸浸水するとこ水するとこ水するとこ水するところろろろはははは極力極力極力極力、市、市、市、市街街街街化化化化区区区区域に域に域に域に入入入入れないということになっています。ただ、奈良県としては、それないということになっています。ただ、奈良県としては、それないということになっています。ただ、奈良県としては、それないということになっています。ただ、奈良県としては、それがどれがどれがどれがどんんんんな地域だという定な地域だという定な地域だという定な地域だという定義義義義ができてない状況で、ができてない状況で、ができてない状況で、ができてない状況で、今今今今は過去よくは過去よくは過去よくは過去よく浸浸浸浸水が水が水が水が起起起起こっているとここっているとここっているとここっているところろろろ、例えば、例えば、例えば、例えば昭昭昭昭和５７年の大和川の大水和５７年の大和川の大水和５７年の大和川の大水和５７年の大和川の大水害害害害以以以以降降降降、それを含めずに３、それを含めずに３、それを含めずに３、それを含めずに３回回回回以以以以上上上上ついているとこついているとこついているとこついているところろろろを、あくまで市町村と県のを、あくまで市町村と県のを、あくまで市町村と県のを、あくまで市町村と県の合意合意合意合意のののの上上上上で、あまり市で、あまり市で、あまり市で、あまり市街街街街化化化化区区区区域に域に域に域に入入入入れないというのがれないというのがれないというのがれないというのが実実実実情情情情なのなのなのなのです。それをです。それをです。それをです。それを今今今今回回回回は、どのは、どのは、どのは、どのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの雨雨雨雨がががが降降降降ったときにったときにったときにったときに浸浸浸浸水がよく水がよく水がよく水がよく起起起起こる、その定こる、その定こる、その定こる、その定義義義義もこれもこれもこれもこれからなのですが、そういうとこからなのですが、そういうとこからなのですが、そういうとこからなのですが、そういうところろろろをきちをきちをきちをきちんんんんとととと決決決決めたいというのがめたいというのがめたいというのがめたいというのがひひひひかえるかえるかえるかえる区区区区域です。域です。域です。域です。ひひひひかかかかえるえるえるえる区区区区域のイメージとすれば、そこに家を域のイメージとすれば、そこに家を域のイメージとすれば、そこに家を域のイメージとすれば、そこに家を建建建建てるとそこの家がつきやすいとか、あるいはてるとそこの家がつきやすいとか、あるいはてるとそこの家がつきやすいとか、あるいはてるとそこの家がつきやすいとか、あるいはつかないようにつかないようにつかないようにつかないように盛盛盛盛り土をされると、よくついてる水がり土をされると、よくついてる水がり土をされると、よくついてる水がり土をされると、よくついてる水が周周周周りにりにりにりに広広広広がるなど、そういうとこがるなど、そういうとこがるなど、そういうとこがるなど、そういうところろろろをこれからをこれからをこれからをこれから検討検討検討検討していきたいというのがしていきたいというのがしていきたいというのがしていきたいというのがひひひひかえるかえるかえるかえる区区区区域です。域です。域です。域です。○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員 もう一度勉もう一度勉もう一度勉もう一度勉強強強強ささささせせせせてもらうけれど、説明がわかりまてもらうけれど、説明がわかりまてもらうけれど、説明がわかりまてもらうけれど、説明がわかりませんせんせんせんでした。またでした。またでした。またでした。またゆゆゆゆっくり勉っくり勉っくり勉っくり勉強強強強ささささせせせせてもらいます。てもらいます。てもらいます。てもらいます。皆皆皆皆ささささんんんんごごごご存存存存じじじじだと思うので、だと思うので、だと思うので、だと思うので、私私私私だけがわからないのかもだけがわからないのかもだけがわからないのかもだけがわからないのかもしれないので、しれないので、しれないので、しれないので、後後後後刻私刻私刻私刻私に説明してください。に説明してください。に説明してください。に説明してください。○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱） わかりました、説明にお伺わかりました、説明にお伺わかりました、説明にお伺わかりました、説明にお伺いします。いします。いします。いします。次に、次に、次に、次に、河河河河川の川の川の川の不不不不法法法法投棄投棄投棄投棄です。これは土です。これは土です。これは土です。これは土木木木木事事事事務所務所務所務所が月に１度が月に１度が月に１度が月に１度ぐぐぐぐらいらいらいらいパパパパトトトトロロロローーーールルルルをして、をして、をして、をして、不不不不法法法法物物物物があればがあればがあればがあれば撤撤撤撤去する、あるいは去する、あるいは去する、あるいは去する、あるいはフフフフェェェェンンンンススススをををを張張張張ったり、ったり、ったり、ったり、不不不不法法法法投棄投棄投棄投棄しないというようなしないというようなしないというようなしないというような啓啓啓啓発発発発看板看板看板看板をををを立立立立てているのがてているのがてているのがてているのが実実実実情情情情です。それがです。それがです。それがです。それが十分十分十分十分できていないとこできていないとこできていないとこできていないところろろろがあり、があり、があり、があり、不不不不法法法法投棄投棄投棄投棄が、が、が、が、後後後後をををを絶絶絶絶たないということもありますので、これからもうたないということもありますので、これからもうたないということもありますので、これからもうたないということもありますので、これからもう少少少少しししし充充充充実実実実できるような、できるような、できるような、できるような、パパパパトトトトロロロローーーールルルルのののの充充充充実実実実などをなどをなどをなどを検討検討検討検討していきたいと思います。以していきたいと思います。以していきたいと思います。以していきたいと思います。以上上上上です。です。です。です。○金剛まちづくり推進局長○金剛まちづくり推進局長○金剛まちづくり推進局長○金剛まちづくり推進局長 住まいまちづくり住まいまちづくり住まいまちづくり住まいまちづくり課課課課についてごについてごについてごについてご意意意意見をいただきました。一言見をいただきました。一言見をいただきました。一言見をいただきました。一言だけ。だけ。だけ。だけ。従従従従来来来来、住、住、住、住宅課宅課宅課宅課ということでしっかり住ということでしっかり住ということでしっかり住ということでしっかり住宅宅宅宅のののの建築監建築監建築監建築監理理理理をやってきたつもりです。まだをやってきたつもりです。まだをやってきたつもりです。まだをやってきたつもりです。まだまだまだまだまだ足足足足りないかもしれまりないかもしれまりないかもしれまりないかもしれませんせんせんせん。。。。引引引引きききき続続続続きそれをしっかりやっていこうと思っております。きそれをしっかりやっていこうと思っております。きそれをしっかりやっていこうと思っております。きそれをしっかりやっていこうと思っております。また、市町村と一また、市町村と一また、市町村と一また、市町村と一緒緒緒緒に行っているまちづくりや、あるいは住生活ビジョンなど、に行っているまちづくりや、あるいは住生活ビジョンなど、に行っているまちづくりや、あるいは住生活ビジョンなど、に行っているまちづくりや、あるいは住生活ビジョンなど、建建建建設設設設監監監監理理理理だけではなく、そのだけではなく、そのだけではなく、そのだけではなく、その周辺周辺周辺周辺のまちづくりについても、のまちづくりについても、のまちづくりについても、のまちづくりについても、先先先先ほども空き家対策というおほども空き家対策というおほども空き家対策というおほども空き家対策というお話話話話もありもありもありもありました。そういう中で、名前をました。そういう中で、名前をました。そういう中で、名前をました。そういう中で、名前を新新新新たにして、さらにたにして、さらにたにして、さらにたにして、さらに仕仕仕仕事をしっかりやっていこうではない事をしっかりやっていこうではない事をしっかりやっていこうではない事をしっかりやっていこうではないかということで名前を変えるものです。かということで名前を変えるものです。かということで名前を変えるものです。かということで名前を変えるものです。確確確確かに長い名前ですけれども、しっかりかに長い名前ですけれども、しっかりかに長い名前ですけれども、しっかりかに長い名前ですけれども、しっかり仕仕仕仕事をや事をや事をや事をや
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って名前をって名前をって名前をって名前を認認認認めていただくようにめていただくようにめていただくようにめていただくように頑張頑張頑張頑張りたいと思いますので、よりたいと思いますので、よりたいと思いますので、よりたいと思いますので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。○羽山建築課長○羽山建築課長○羽山建築課長○羽山建築課長 ならならならなら建築建築建築建築住住住住宅セ宅セ宅セ宅センンンンタタタターに委ーに委ーに委ーに委託託託託していたものを県でやるようになったことしていたものを県でやるようになったことしていたものを県でやるようになったことしていたものを県でやるようになったことに対するに対するに対するに対する建築建築建築建築の対の対の対の対応応応応についてご質問だったかと思います。についてご質問だったかと思います。についてご質問だったかと思います。についてご質問だったかと思います。現在現在現在現在、、、、建築建築建築建築基基基基準準準準法に法に法に法に基基基基づく定づく定づく定づく定期期期期報告報告報告報告制制制制度の受度の受度の受度の受付付付付業業業業務務務務をならをならをならをなら建築建築建築建築住住住住宅セ宅セ宅セ宅センンンンタタタターに委ーに委ーに委ーに委託託託託してしてしてしているとこいるとこいるとこいるところろろろです。です。です。です。建築建築建築建築ははははフフフフロロロローのーのーのーの時代時代時代時代からからからからスススストトトトックックックックのののの時代時代時代時代にににに入入入入っており、っており、っており、っており、スススストトトトック時代ック時代ック時代ック時代にににに対対対対応応応応したしたしたした建築建築建築建築行行行行政政政政の体の体の体の体制強化制強化制強化制強化をををを図図図図るるるる必必必必要があるのではないかといったことより、平成２８要があるのではないかといったことより、平成２８要があるのではないかといったことより、平成２８要があるのではないかといったことより、平成２８年度から定年度から定年度から定年度から定期期期期報告事報告事報告事報告事務務務務の全て、受けの全て、受けの全て、受けの全て、受け付付付付けも含めて、全て県のけも含めて、全て県のけも含めて、全て県のけも含めて、全て県の建築建築建築建築課課課課でででで実実実実施する予定として施する予定として施する予定として施する予定としております。平成２８年度に向けての体おります。平成２８年度に向けての体おります。平成２８年度に向けての体おります。平成２８年度に向けての体制制制制のののの準準準準備備備備状況ですが、状況ですが、状況ですが、状況ですが、円滑円滑円滑円滑に県で受けに県で受けに県で受けに県で受け付付付付け等ができけ等ができけ等ができけ等ができるようにるようにるようにるように課課課課内で受内で受内で受内で受付付付付体体体体制制制制、受け、受け、受け、受け付付付付けけけけ時時時時の業の業の業の業務務務務ママママニニニニュュュュアアアアルルルルのののの作作作作成や成や成や成や移移移移行の行の行の行の準準準準備備備備、、、、周知周知周知周知などをなどをなどをなどを進めているとこ進めているとこ進めているとこ進めているところろろろです。また、平成２８年度に定です。また、平成２８年度に定です。また、平成２８年度に定です。また、平成２８年度に定期期期期報告をしてもらう報告をしてもらう報告をしてもらう報告をしてもらう必必必必要のある要のある要のある要のある建建建建物物物物のののの所所所所有有有有者者者者などに対して、受などに対して、受などに対して、受などに対して、受付付付付窓窓窓窓口がなら口がなら口がなら口がなら建築建築建築建築住住住住宅セ宅セ宅セ宅センンンンタタタターから県ーから県ーから県ーから県建築建築建築建築課課課課に変に変に変に変更更更更になる旨の案内になる旨の案内になる旨の案内になる旨の案内文文文文書書書書をををを送送送送付付付付する予定です。平成２８年度から受する予定です。平成２８年度から受する予定です。平成２８年度から受する予定です。平成２８年度から受付付付付業業業業務務務務をするための体をするための体をするための体をするための体制制制制準準準準備備備備には、には、には、には、万万万万全を全を全を全を期期期期していきたいと考えております。以していきたいと考えております。以していきたいと考えております。以していきたいと考えております。以上上上上です。です。です。です。○上平下水道課長○上平下水道課長○上平下水道課長○上平下水道課長 事業事業事業事業所所所所等における等における等における等における下下下下水道の水道の水道の水道の排排排排水水水水量量量量のののの把握把握把握把握についておについておについておについてお答答答答えします。えします。えします。えします。下下下下水道の水道の水道の水道の使使使使用料については、水道水を用料については、水道水を用料については、水道水を用料については、水道水を使使使使用している用している用している用している場合場合場合場合は水道のは水道のは水道のは水道の使使使使用水用水用水用水量量量量をもとにをもとにをもとにをもとに下下下下水水水水のののの量量量量を算定しています。を算定しています。を算定しています。を算定しています。井戸井戸井戸井戸水など、水など、水など、水など、本本本本来来来来、水道以、水道以、水道以、水道以外外外外の水をの水をの水をの水を使使使使用している用している用している用している場合場合場合場合は、は、は、は、井戸井戸井戸井戸メメメメーーーータタタターやーやーやーや排排排排水メー水メー水メー水メータタタターなどをーなどをーなどをーなどを設設設設置することによって置することによって置することによって置することによって下下下下水の水の水の水の量量量量をををを認認認認定しています。定しています。定しています。定しています。井戸井戸井戸井戸水な水な水な水など水道以ど水道以ど水道以ど水道以外外外外の水をの水をの水をの水を使使使使用して用して用して用して下下下下水道へ水道へ水道へ水道へ排排排排水する水する水する水する際際際際は、は、は、は、使使使使用用用用者者者者がががが届届届届け出ることになっていますけ出ることになっていますけ出ることになっていますけ出ることになっていますが、が、が、が、届届届届出が出が出が出が必必必必要であることをご要であることをご要であることをご要であることをご存存存存じじじじない方や、報道等でもない方や、報道等でもない方や、報道等でもない方や、報道等でも指摘指摘指摘指摘されているように、されているように、されているように、されているように、無無無無届届届届けけけけでででで井戸井戸井戸井戸水を水を水を水を下下下下水道へ水道へ水道へ水道へ排排排排水している事業水している事業水している事業水している事業所所所所もあることはもうもあることはもうもあることはもうもあることはもう承承承承知知知知しています。このようなしています。このようなしています。このようなしています。このような無無無無届届届届けによるけによるけによるけによる井戸井戸井戸井戸水等の水等の水等の水等の下下下下水道への水道への水道への水道への排排排排水は、水は、水は、水は、下下下下水道水道水道水道使使使使用用用用者間者間者間者間でのでのでのでの公公公公平平平平性性性性という観点や、という観点や、という観点や、という観点や、健健健健全全全全なななな下下下下水道水道水道水道経経経経営営営営上上上上、、、、課題課題課題課題であることはであることはであることはであることは認認認認識識識識しております。このため、しております。このため、しております。このため、しております。このため、流流流流域関域関域関域関連連連連の２８市町村の２８市町村の２８市町村の２８市町村でででで構構構構成する成する成する成する流流流流域域域域下下下下水道水道水道水道協協協協議会の議会の議会の議会の専門専門専門専門会に会に会に会に不適不適不適不適正正正正排排排排水水水水排排排排除検討除検討除検討除検討部会を１２月に部会を１２月に部会を１２月に部会を１２月に設設設設置し、その置し、その置し、その置し、その対策について対策について対策について対策について現在現在現在現在も市町村とともにも市町村とともにも市町村とともにも市町村とともに検討検討検討検討を進めております。対策のを進めております。対策のを進めております。対策のを進めております。対策の基基基基本本本本的的的的な考え方としてな考え方としてな考え方としてな考え方としては、は、は、は、広広広広報や事業報や事業報や事業報や事業所所所所へのへのへのへの戸戸戸戸別別別別訪訪訪訪問により水道水以問により水道水以問により水道水以問により水道水以外外外外の水をの水をの水をの水を使使使使用して用して用して用して下下下下水道へ水道へ水道へ水道へ排排排排水する水する水する水する場合場合場合場合ににににはははは届届届届出が出が出が出が必必必必要であることを要であることを要であることを要であることを周知周知周知周知するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、届届届届出を出を出を出を担担担担保するために保するために保するために保するために排排排排水水水水量量量量のののの流量流量流量流量調査調査調査調査をををを実実実実施します。施します。施します。施します。周知周知周知周知にににに当当当当たってはたってはたってはたっては流量流量流量流量調査調査調査調査をををを実実実実施することもあわ施することもあわ施することもあわ施することもあわせせせせててててアアアアナナナナウウウウンンンンススススし、し、し、し、下下下下水道水道水道水道にににに流流流流してもわからないだしてもわからないだしてもわからないだしてもわからないだろろろろうと思っておられる方も含めて、うと思っておられる方も含めて、うと思っておられる方も含めて、うと思っておられる方も含めて、自自自自主主主主的的的的にににに届届届届出を出を出を出を促促促促していきたしていきたしていきたしていきたいと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。具具具具体体体体的的的的には、平成２８年度から市町村とともに３つのには、平成２８年度から市町村とともに３つのには、平成２８年度から市町村とともに３つのには、平成２８年度から市町村とともに３つの柱柱柱柱で取り組みを進めていきたいとで取り組みを進めていきたいとで取り組みを進めていきたいとで取り組みを進めていきたいと
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思っております。１つ思っております。１つ思っております。１つ思っております。１つ目目目目は県は県は県は県及び及び及び及び市町村の市町村の市町村の市町村の広広広広報報報報紙紙紙紙でのでのでのでの広広広広報。２つ報。２つ報。２つ報。２つ目目目目はははは同同同同業他業他業他業他社社社社と比べてと比べてと比べてと比べて下下下下水道水道水道水道使使使使用料が用料が用料が用料が少少少少ないないないない場所場所場所場所を、これはを、これはを、これはを、これは届届届届出をもらっておりますので、それを出をもらっておりますので、それを出をもらっておりますので、それを出をもらっておりますので、それを調調調調べて、その会べて、その会べて、その会べて、その会社社社社といいますか、そちらにといいますか、そちらにといいますか、そちらにといいますか、そちらに戸戸戸戸別別別別訪訪訪訪問を行う。３つ問を行う。３つ問を行う。３つ問を行う。３つ目目目目は水道水以は水道水以は水道水以は水道水以外外外外の水をの水をの水をの水を使使使使用して用して用して用して下下下下水道へ水道へ水道へ水道へ排排排排出する出する出する出する際際際際は、は、は、は、届届届届出出出出義務規義務規義務規義務規定を明記する市町村定を明記する市町村定を明記する市町村定を明記する市町村下下下下水道水道水道水道条条条条例の例の例の例の改改改改正を進めること。この３正を進めること。この３正を進めること。この３正を進めること。この３本本本本柱柱柱柱で考えております。で考えております。で考えております。で考えております。下下下下水道水道水道水道使使使使用用用用者間者間者間者間でのでのでのでの公公公公平平平平性性性性をををを確確確確保し、保し、保し、保し、下下下下水道事業の水道事業の水道事業の水道事業の健健健健全な全な全な全な経経経経営営営営をををを図図図図ってまいりたいと考えておりますので、この３ってまいりたいと考えておりますので、この３ってまいりたいと考えておりますので、この３ってまいりたいと考えておりますので、この３本本本本柱柱柱柱、、、、来来来来年から年から年から年から実実実実行していきたいと思って行していきたいと思って行していきたいと思って行していきたいと思っております。以おります。以おります。以おります。以上上上上です。です。です。です。○久保田水道局長○久保田水道局長○久保田水道局長○久保田水道局長 市町村水道の県市町村水道の県市町村水道の県市町村水道の県営営営営水道への水道への水道への水道への転転転転換換換換、おか、おか、おか、おかげげげげさまをもってさまをもってさまをもってさまをもって順順順順調調調調に進めさに進めさに進めさに進めさせせせせていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。間間間間もなく県もなく県もなく県もなく県営営営営水道も水道も水道も水道も創創創創設設設設より５０年近くたちより５０年近くたちより５０年近くたちより５０年近くたち老朽化老朽化老朽化老朽化が進が進が進が進んんんんでまいでまいでまいでまいりまして施りまして施りまして施りまして施設設設設のののの更新更新更新更新時時時時期期期期をををを迎迎迎迎えます。大体１えます。大体１えます。大体１えます。大体１，，，，００００００００００００億億億億円オ円オ円オ円オーーーーダダダダー、ー、ー、ー、原原原原則則則則補補補補助助助助金なしでと金なしでと金なしでと金なしでということになるので、いうことになるので、いうことになるので、いうことになるので、現在現在現在現在、、、、少少少少しずつ体しずつ体しずつ体しずつ体力力力力をををを蓄蓄蓄蓄えながら１年でも長くえながら１年でも長くえながら１年でも長くえながら１年でも長く現現現現行の水道料金を行の水道料金を行の水道料金を行の水道料金を堅堅堅堅持持持持できるようにという思いで取り組できるようにという思いで取り組できるようにという思いで取り組できるようにという思いで取り組んんんんでおります。主に県でおります。主に県でおります。主に県でおります。主に県営営営営水道への水道への水道への水道への転転転転換換換換を進めていただを進めていただを進めていただを進めていただいているのは、大和平いているのは、大和平いているのは、大和平いているのは、大和平野野野野中部、中部、中部、中部、真真真真んんんん中ほどのとこ中ほどのとこ中ほどのとこ中ほどのところろろろです。です。です。です。逆逆逆逆に言いますと、に言いますと、に言いますと、に言いますと、北北北北のほうは、のほうは、のほうは、のほうは、例えば奈良市を例に例えば奈良市を例に例えば奈良市を例に例えば奈良市を例に挙挙挙挙げげげげますと、またますと、またますと、またますと、また北北北北のほうにのほうにのほうにのほうに淀淀淀淀川水川水川水川水系系系系で水で水で水で水源源源源をををを持持持持っていますので、そっていますので、そっていますので、そっていますので、それをれをれをれを十分十分十分十分に活用いただくという観点で、奈良に活用いただくという観点で、奈良に活用いただくという観点で、奈良に活用いただくという観点で、奈良モモモモデデデデル自ル自ル自ル自体は県域全体で体は県域全体で体は県域全体で体は県域全体で何何何何が一が一が一が一番番番番効率効率効率効率的的的的かとかとかとかという観点で進めており、そのいう観点で進めており、そのいう観点で進めており、そのいう観点で進めており、その結果結果結果結果として、大和平として、大和平として、大和平として、大和平野野野野中部の中部の中部の中部の転転転転換換換換を進めていると。を進めていると。を進めていると。を進めていると。転転転転換換換換を進を進を進を進めるめるめるめる際際際際には、には、には、には、同同同同様様様様に市町村も施に市町村も施に市町村も施に市町村も施設設設設のののの老朽化老朽化老朽化老朽化が進が進が進が進んんんんでおりますので、市町村がでおりますので、市町村がでおりますので、市町村がでおりますので、市町村が持持持持っているっているっているっている現現現現行の施行の施行の施行の施設設設設をそのままをそのままをそのままをそのまま堅堅堅堅持持持持して水道をして水道をして水道をして水道を営営営営むむむむのか、県のか、県のか、県のか、県営営営営水道へ水道へ水道へ水道へ転転転転換換換換したほうがしたほうがしたほうがしたほうが得得得得なのか、これなのか、これなのか、これなのか、これをををを十分十分十分十分に見きわめたに見きわめたに見きわめたに見きわめた上上上上で市町村にとってどちらがで市町村にとってどちらがで市町村にとってどちらがで市町村にとってどちらが得得得得かと。県かと。県かと。県かと。県営営営営水道にしたほうが水道にしたほうが水道にしたほうが水道にしたほうが得得得得だといだといだといだということをうことをうことをうことを納納納納得得得得していただいたとこしていただいたとこしていただいたとこしていただいたところろろろについてについてについてについて転転転転換換換換を進めているという事業ですので、を進めているという事業ですので、を進めているという事業ですので、を進めているという事業ですので、引引引引きききき続続続続きこのきこのきこのきこの努努努努力力力力をををを継継継継続続続続してまいりたいと思っております。以してまいりたいと思っております。以してまいりたいと思っております。以してまいりたいと思っております。以上上上上です。です。です。です。○川端県土マネジメント部次長（企画管理室長事務取扱）○川端県土マネジメント部次長（企画管理室長事務取扱）○川端県土マネジメント部次長（企画管理室長事務取扱）○川端県土マネジメント部次長（企画管理室長事務取扱）建築建築建築建築職の職員の職の職員の職の職員の職の職員の採採採採用の状況につ用の状況につ用の状況につ用の状況についておいておいておいてお尋尋尋尋ねねねねをいただいたかと思います。をいただいたかと思います。をいただいたかと思います。をいただいたかと思います。手持手持手持手持ちの資料でちの資料でちの資料でちの資料で申申申申しししし上上上上げげげげると、ると、ると、ると、今今今今年度の年度の年度の年度の建築建築建築建築職については職については職については職については人人人人事委員会で事委員会で事委員会で事委員会で実実実実施している職施している職施している職施している職員員員員採採採採用用用用試験試験試験試験、、、、建築建築建築建築職で６名の職で６名の職で６名の職で６名の合格合格合格合格ということです。それと、この一般職ということです。それと、この一般職ということです。それと、この一般職ということです。それと、この一般職ⅠⅠⅠⅠ種種種種試験試験試験試験と別に、と別に、と別に、と別に、ことしからことしからことしからことしから社社社社会会会会人人人人採採採採用の中に土用の中に土用の中に土用の中に土木建築木建築木建築木建築職の職の職の職の枠枠枠枠、特別に、特別に、特別に、特別に枠枠枠枠をををを設設設設けていただいてけていただいてけていただいてけていただいて募募募募集集集集、、、、採採採採用を用を用を用をしました。土しました。土しました。土しました。土木木木木で７名、で７名、で７名、で７名、建築建築建築建築で２名ので２名ので２名ので２名の合格合格合格合格ということになっています。以ということになっています。以ということになっています。以ということになっています。以上上上上です。です。です。です。○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員 ここであここであここであここであんんんんまり議まり議まり議まり議論論論論したら、したら、したら、したら、答答答答弁弁弁弁するするするする人人人人ははははリリリリララララックスックスックスックスしてしてしてして答答答答弁弁弁弁できるできるできるできる性性性性格格格格のののの人人人人と、と、と、と、緊緊緊緊張張張張してしてしてして答答答答えるえるえるえる人人人人とがいて、とがいて、とがいて、とがいて、話話話話がなかなかかみがなかなかかみがなかなかかみがなかなかかみ合合合合わないと。わないと。わないと。わないと。意意意意地地地地悪悪悪悪をしていをしていをしていをしているようになったらいけないので、もうあまり質問しまるようになったらいけないので、もうあまり質問しまるようになったらいけないので、もうあまり質問しまるようになったらいけないので、もうあまり質問しませんせんせんせんが、が、が、が、下下下下水道水道水道水道課課課課長は、長は、長は、長は、私私私私の言っての言っての言っての言って
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いることをわかっているのだいることをわかっているのだいることをわかっているのだいることをわかっているのだろろろろうと思うけれども、うと思うけれども、うと思うけれども、うと思うけれども、今今今今のままでのままでのままでのままで改改改改革革革革しようというしようというしようというしようという気気気気がないがないがないがないとととと今今今今受けとめました。問受けとめました。問受けとめました。問受けとめました。問題題題題をををを感感感感じじじじるから言っているのです。県るから言っているのです。県るから言っているのです。県るから言っているのです。県営営営営水道を水道を水道を水道を買買買買ってもらったら、ってもらったら、ってもらったら、ってもらったら、下下下下水、水、水、水、工工工工業用は県業用は県業用は県業用は県営営営営水道を水道を水道を水道を買買買買ってもらったら全部ってもらったら全部ってもらったら全部ってもらったら全部汚汚汚汚水です。水です。水です。水です。飲飲飲飲み水はみ水はみ水はみ水は少少少少ししししぐぐぐぐらいあるでしらいあるでしらいあるでしらいあるでしょょょょうけれど、近うけれど、近うけれど、近うけれど、近頃頃頃頃はははは飲飲飲飲み水だってみ水だってみ水だってみ水だってボボボボトトトトルルルルでガでガでガでガソリソリソリソリンより高い水をみンより高い水をみンより高い水をみンより高い水をみんんんんなななな飲飲飲飲んんんんでいるのですでいるのですでいるのですでいるのですから。そのから。そのから。そのから。その辺辺辺辺も含めて、特別会計というのは、も含めて、特別会計というのは、も含めて、特別会計というのは、も含めて、特別会計というのは、極極極極論論論論を言っているかもしれないけれども、を言っているかもしれないけれども、を言っているかもしれないけれども、を言っているかもしれないけれども、もっともっともっともっと把握把握把握把握するするするする必必必必要があると思います。あまり要があると思います。あまり要があると思います。あまり要があると思います。あまり企企企企業に業に業に業に負担負担負担負担をかけるようなことをしたら、をかけるようなことをしたら、をかけるようなことをしたら、をかけるようなことをしたら、企企企企業の活業の活業の活業の活性性性性化化化化にはつながらないこともわかっているけれども、しかし、にはつながらないこともわかっているけれども、しかし、にはつながらないこともわかっているけれども、しかし、にはつながらないこともわかっているけれども、しかし、真真真真面目面目面目面目にやっていにやっていにやっていにやっているとこるとこるとこるところろろろはははは負担負担負担負担がががが厳厳厳厳しい、しい、しい、しい、巧妙巧妙巧妙巧妙にやっているにやっているにやっているにやっている人人人人はうまくはうまくはうまくはうまく逃逃逃逃れるということではれるということではれるということではれるということでは不不不不平等です。平等です。平等です。平等です。だから、やっだから、やっだから、やっだから、やっぱぱぱぱりりりり井戸井戸井戸井戸水を水を水を水を使使使使っているとこっているとこっているとこっているところろろろ、、、、工工工工場場場場もあもあもあもあろろろろう、県う、県う、県う、県営営営営水道を水道を水道を水道を丸丸丸丸ごとごとごとごと使使使使っていっていっていっているとこるとこるとこるところろろろもあもあもあもあろろろろう、いう、いう、いう、いろろろろいいいいろろろろあるわけだから、そこをきちあるわけだから、そこをきちあるわけだから、そこをきちあるわけだから、そこをきちんんんんと、と、と、と、井戸井戸井戸井戸水をどれだけくみ水をどれだけくみ水をどれだけくみ水をどれだけくみ上上上上げげげげているかということも含めながら、ているかということも含めながら、ているかということも含めながら、ているかということも含めながら、工工工工場場場場のののの動動動動きをきをきをきを調査調査調査調査するするするする必必必必要があるのではないですか。要があるのではないですか。要があるのではないですか。要があるのではないですか。把握把握把握把握するするするする必必必必要があるのではないですか。要があるのではないですか。要があるのではないですか。要があるのではないですか。既存既存既存既存のままでいたらのままでいたらのままでいたらのままでいたら楽楽楽楽だと思います。安きにだと思います。安きにだと思います。安きにだと思います。安きに流流流流れれれれておったのでは前進はないです。そういうておったのでは前進はないです。そういうておったのでは前進はないです。そういうておったのでは前進はないです。そういう意味意味意味意味で、で、で、で、企企企企業に業に業に業に嫌嫌嫌嫌われるようなことを、われるようなことを、われるようなことを、われるようなことを、今今今今、提、提、提、提案しているけれど、あえて問案しているけれど、あえて問案しているけれど、あえて問案しているけれど、あえて問題題題題提提提提起起起起をしているわけです。をしているわけです。をしているわけです。をしているわけです。来来来来年からこうします、そ年からこうします、そ年からこうします、そ年からこうします、そんんんんなななな契契契契約約約約いくらやってもだめです。いくらやってもだめです。いくらやってもだめです。いくらやってもだめです。契契契契約約約約だけでだけでだけでだけで人人人人はははは聞聞聞聞きまきまきまきませんせんせんせん。大体。大体。大体。大体企企企企業、業、業、業、経経経経営営営営者者者者というというというという人間人間人間人間は、は、は、は、ずるいです。ずるいという言い方はずるいです。ずるいという言い方はずるいです。ずるいという言い方はずるいです。ずるいという言い方は語弊語弊語弊語弊がありますが。そういうがありますが。そういうがありますが。そういうがありますが。そういう巧妙巧妙巧妙巧妙なななな知知知知恵恵恵恵をおをおをおをお持持持持ちだかちだかちだかちだから、そうでなければら、そうでなければら、そうでなければら、そうでなければ企企企企業は成り業は成り業は成り業は成り立立立立ちまちまちまちませんせんせんせん。。。。巧妙巧妙巧妙巧妙であってもきちであってもきちであってもきちであってもきちんんんんとととと守守守守るべきことはるべきことはるべきことはるべきことは守守守守っっっってもらわなければならないし、つきてもらわなければならないし、つきてもらわなければならないし、つきてもらわなければならないし、つき合合合合ってもらわなければならない、ってもらわなければならない、ってもらわなければならない、ってもらわなければならない、協協協協力力力力してもらわなけしてもらわなけしてもらわなけしてもらわなければなりまればなりまればなりまればなりませんせんせんせん。一度、。一度、。一度、。一度、呼呼呼呼ばなければ、あなたはばなければ、あなたはばなければ、あなたはばなければ、あなたは来来来来てくれまてくれまてくれまてくれませんせんせんせん。前に。前に。前に。前に私私私私、問、問、問、問題題題題提提提提起起起起、、、、同同同同じじじじことを言いました。ことを言いました。ことを言いました。ことを言いました。調調調調べてくださいと言いました。べてくださいと言いました。べてくださいと言いました。べてくださいと言いました。覚覚覚覚えているでしえているでしえているでしえているでしょょょょう。そのときう。そのときう。そのときう。そのとき限限限限りりりりでででで物物物物事をおさめたらだめです。これから事をおさめたらだめです。これから事をおさめたらだめです。これから事をおさめたらだめです。これから毎回毎回毎回毎回これを発言することにします。これを発言することにします。これを発言することにします。これを発言することにします。宣宣宣宣言しておく言しておく言しておく言しておくので、ので、ので、ので、私私私私は正は正は正は正直直直直ものですから。このものですから。このものですから。このものですから。このぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで終終終終わっておきます。わっておきます。わっておきます。わっておきます。○乾委員○乾委員○乾委員○乾委員 先先先先ほど、川口委員からも質問ありましたが、資料「平成２８年度一般会計特別ほど、川口委員からも質問ありましたが、資料「平成２８年度一般会計特別ほど、川口委員からも質問ありましたが、資料「平成２８年度一般会計特別ほど、川口委員からも質問ありましたが、資料「平成２８年度一般会計特別会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案の概要」の１６９ページ会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案の概要」の１６９ページ会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案の概要」の１６９ページ会計予算案の概要・平成２７年度一般会計２月補正予算案の概要」の１６９ページ河河河河川川川川美美美美化化化化対策事業で、対策事業で、対策事業で、対策事業で、未未未未然然然然防防防防止止止止及び及び及び及び再再再再発発発発防防防防止止止止と記と記と記と記載載載載されていたので、どのような対策をするのかされていたので、どのような対策をするのかされていたので、どのような対策をするのかされていたので、どのような対策をするのかと思っており、その中で、と思っており、その中で、と思っており、その中で、と思っており、その中で、河河河河川川川川政政政政策策策策官官官官からからからから後後後後をををを絶絶絶絶たないけれどもたないけれどもたないけれどもたないけれどもパパパパトトトトロロロローーーールルルルによるによるによるによる巡巡巡巡回回回回ややややフフフフェェェェンンンンススススをををを立立立立てるなど、そういうてるなど、そういうてるなど、そういうてるなど、そういうぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに答答答答弁弁弁弁はははは聞聞聞聞きましたが、きましたが、きましたが、きましたが、実実実実はははは毎毎毎毎日、日、日、日、河河河河川川川川敷敷敷敷をずっをずっをずっをずっとととと歩歩歩歩いているのですけれど、ごみが大変いているのですけれど、ごみが大変いているのですけれど、ごみが大変いているのですけれど、ごみが大変目立目立目立目立つわけです。つわけです。つわけです。つわけです。先先先先ほど川口委員も言われたとおほど川口委員も言われたとおほど川口委員も言われたとおほど川口委員も言われたとおりりりり放放放放っているとこっているとこっているとこっているところろろろにはごみは大変たくさにはごみは大変たくさにはごみは大変たくさにはごみは大変たくさんんんん放放放放られています。きれいなとこられています。きれいなとこられています。きれいなとこられています。きれいなところろろろにはほにはほにはほにはほんんんんととととにないのです。そしてにないのです。そしてにないのです。そしてにないのです。そしてフフフフェェェェンンンンススススもしていただいているのですが、もしていただいているのですが、もしていただいているのですが、もしていただいているのですが、フフフフェェェェンンンンススススももうほとももうほとももうほとももうほとんんんんどどどど
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倒倒倒倒れかけて、いつれかけて、いつれかけて、いつれかけて、いつ倒倒倒倒れてもおかしくないようなれてもおかしくないようなれてもおかしくないようなれてもおかしくないような形形形形で、この前でしたら、で、この前でしたら、で、この前でしたら、で、この前でしたら、単単単単管管管管をををを持持持持ってきてってきてってきてってきて支えてとめているとこ支えてとめているとこ支えてとめているとこ支えてとめているところろろろも見ました。そういうことでなかなかも見ました。そういうことでなかなかも見ました。そういうことでなかなかも見ました。そういうことでなかなか後後後後をををを絶絶絶絶たないのはよくわかたないのはよくわかたないのはよくわかたないのはよくわかるのですけれども、るのですけれども、るのですけれども、るのですけれども、防防防防犯カ犯カ犯カ犯カメラをつけるとか、これだけたくさメラをつけるとか、これだけたくさメラをつけるとか、これだけたくさメラをつけるとか、これだけたくさんんんん放放放放っているとこっているとこっているとこっているところろろろには、には、には、には、どうかもうどうかもうどうかもうどうかもう少少少少し対策を考えていただきたいと要し対策を考えていただきたいと要し対策を考えていただきたいと要し対策を考えていただきたいと要望望望望だけしておきます。だけしておきます。だけしておきます。だけしておきます。そして、そして、そして、そして、河河河河川川川川維維維維持持持持修繕修繕修繕修繕ですけれど、予算もたくさですけれど、予算もたくさですけれど、予算もたくさですけれど、予算もたくさんんんんつけていただいて、この前もつけていただいて、この前もつけていただいて、この前もつけていただいて、この前も建建建建設設設設委委委委員長の岩田議員が、員長の岩田議員が、員長の岩田議員が、員長の岩田議員が、堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂の質問もされました。予算もたくさの質問もされました。予算もたくさの質問もされました。予算もたくさの質問もされました。予算もたくさんんんんつけてくれという要つけてくれという要つけてくれという要つけてくれという要望望望望もされていました。もされていました。もされていました。もされていました。今今今今回回回回予算も大きくついていますけれども、予算も大きくついていますけれども、予算も大きくついていますけれども、予算も大きくついていますけれども、私私私私もももも河河河河川の中の川の中の川の中の川の中の張張張張りりりりブロブロブロブロッッッッククククのののの上上上上のののの堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂を、以前から質問して、取ってくれということで、を、以前から質問して、取ってくれということで、を、以前から質問して、取ってくれということで、を、以前から質問して、取ってくれということで、葛城葛城葛城葛城川や高田川など、川や高田川など、川や高田川など、川や高田川など、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろをたくさをたくさをたくさをたくさんんんん取っていただいた。そのおか取っていただいた。そのおか取っていただいた。そのおか取っていただいた。そのおかげげげげでででで張張張張りりりりブロブロブロブロックックックックのののの上上上上にはにはにはには草草草草がもがもがもがもうううう当然当然当然当然生えてこないわけで。あれを取っていただいてからもう３年生えてこないわけで。あれを取っていただいてからもう３年生えてこないわけで。あれを取っていただいてからもう３年生えてこないわけで。あれを取っていただいてからもう３年ぐぐぐぐらいになるのですけらいになるのですけらいになるのですけらいになるのですけれど、もうきれいなものです。しかし、取っていないとこれど、もうきれいなものです。しかし、取っていないとこれど、もうきれいなものです。しかし、取っていないとこれど、もうきれいなものです。しかし、取っていないところろろろはははは毎回毎回毎回毎回草草草草刈刈刈刈りをして、りをして、りをして、りをして、春春春春もももも秋秋秋秋もしていただいていますけれども、もしていただいていますけれども、もしていただいていますけれども、もしていただいていますけれども、何何何何かもったいないなと。ですからもうかもったいないなと。ですからもうかもったいないなと。ですからもうかもったいないなと。ですからもう気気気気持持持持ちよく、そちよく、そちよく、そちよく、そのののの張張張張りりりりブロブロブロブロックックックックについたについたについたについた堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂を取っていただいたら、を取っていただいたら、を取っていただいたら、を取っていただいたら、草草草草刈刈刈刈りも３年、４年りも３年、４年りも３年、４年りも３年、４年放放放放っておいっておいっておいっておいてもてもてもても草草草草は生えてこないのだから、そういうことも考えて取り組は生えてこないのだから、そういうことも考えて取り組は生えてこないのだから、そういうことも考えて取り組は生えてこないのだから、そういうことも考えて取り組んんんんでいただけないかなと。でいただけないかなと。でいただけないかなと。でいただけないかなと。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた戻戻戻戻るのですけれど、３月６日ですか、るのですけれど、３月６日ですか、るのですけれど、３月６日ですか、るのですけれど、３月６日ですか、クリクリクリクリーンーンーンーンキキキキャャャャンペーンを県の主ンペーンを県の主ンペーンを県の主ンペーンを県の主催催催催でやでやでやでやられるということで、られるということで、られるということで、られるということで、私私私私らららら広広広広陵陵陵陵町、町、町、町、北北北北城郡城郡城郡城郡も一生も一生も一生も一生懸懸懸懸命命命命、大和川にごみが、大和川にごみが、大和川にごみが、大和川にごみが流流流流れないためにれないためにれないためにれないためにも支も支も支も支流流流流、、、、手手手手前のほうではとめようということで前のほうではとめようということで前のほうではとめようということで前のほうではとめようということで頑張頑張頑張頑張っているわけですので、っているわけですので、っているわけですので、っているわけですので、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげたように、たように、たように、たように、張張張張りりりりブロブロブロブロックックックックのののの上上上上のののの堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂を取って、を取って、を取って、を取って、草草草草刈刈刈刈りを１りを１りを１りを１回回回回でもでもでもでも減減減減らして予算がらして予算がらして予算がらして予算が減減減減るようなるようなるようなるような形形形形がとれないのかなということ、お願いします。がとれないのかなということ、お願いします。がとれないのかなということ、お願いします。がとれないのかなということ、お願いします。○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）張張張張りりりりブロブロブロブロックックックックがどのがどのがどのがどの辺辺辺辺にあっにあっにあっにあって、それがて、それがて、それがて、それが河積河積河積河積のどののどののどののどの辺辺辺辺にあるか、ちにあるか、ちにあるか、ちにあるか、ちょょょょっとっとっとっと頭頭頭頭にににに浮浮浮浮かばないのですが、かばないのですが、かばないのですが、かばないのですが、基基基基本本本本的的的的にににに堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂のののの撤撤撤撤去は、去は、去は、去は、河河河河川の川の川の川の断断断断面面面面をををを確確確確保するという観点で保するという観点で保するという観点で保するという観点で実実実実施しております。施しております。施しております。施しております。今今今今、委員がおっし、委員がおっし、委員がおっし、委員がおっしゃゃゃゃっっっったのは、たのは、たのは、たのは、環境環境環境環境上上上上のののの話話話話ですか。ですか。ですか。ですか。○乾委員○乾委員○乾委員○乾委員 そうです。そうです。そうです。そうです。○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱）○平岡県土マネジメント部河川政策官（河川課長事務取扱） 今今今今までそういうまでそういうまでそういうまでそういう目目目目で土で土で土で土砂砂砂砂をををを取って取って取って取って草草草草が生えないようにということは、正が生えないようにということは、正が生えないようにということは、正が生えないようにということは、正直直直直に言って考えてなかったと思います。に言って考えてなかったと思います。に言って考えてなかったと思います。に言って考えてなかったと思います。堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂ではありますが、ではありますが、ではありますが、ではありますが、河河河河川川川川美美美美化化化化という観点で、もうという観点で、もうという観点で、もうという観点で、もう少少少少しきめしきめしきめしきめ細細細細やかといいますか、きちやかといいますか、きちやかといいますか、きちやかといいますか、きちんんんんとととと現現現現場場場場を見てこれから取り組を見てこれから取り組を見てこれから取り組を見てこれから取り組んんんんでいくように考えていきたいと思います。でいくように考えていきたいと思います。でいくように考えていきたいと思います。でいくように考えていきたいと思います。○乾委員○乾委員○乾委員○乾委員 では、そのようなでは、そのようなでは、そのようなでは、そのような形形形形で考えていただいて、よで考えていただいて、よで考えていただいて、よで考えていただいて、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。そしてそしてそしてそして技術技術技術技術職員の職員の職員の職員の採採採採用について、以前、一般質問しましたけれど、土用について、以前、一般質問しましたけれど、土用について、以前、一般質問しましたけれど、土用について、以前、一般質問しましたけれど、土木木木木事事事事務所務所務所務所などのなどのなどのなどの現現現現
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場場場場で事業で事業で事業で事業費費費費がががが減減減減ってもってもってもっても維維維維持持持持、、、、修繕修繕修繕修繕のののの仕仕仕仕事が事が事が事がふふふふえるなど、職員のえるなど、職員のえるなど、職員のえるなど、職員の仕仕仕仕事は事は事は事は減減減減っておらず、っておらず、っておらず、っておらず、少少少少なななないいいい人数人数人数人数、、、、人人人人員で大変員で大変員で大変員で大変苦労苦労苦労苦労されています。これ以されています。これ以されています。これ以されています。これ以上上上上現現現現場場場場の職員をの職員をの職員をの職員を減減減減らすことのないようお願らすことのないようお願らすことのないようお願らすことのないようお願いしたいという質問をしました。しかし、このいしたいという質問をしました。しかし、このいしたいという質問をしました。しかし、このいしたいという質問をしました。しかし、この数数数数年、全国年、全国年、全国年、全国的的的的に土に土に土に土木建築木建築木建築木建築等の等の等の等の技術技術技術技術系系系系公務公務公務公務員員員員のののの採採採採用用用用試験試験試験試験のののの応応応応募募募募がががが少少少少なくなっており、なくなっており、なくなっており、なくなっており、人人人人材材材材確確確確保が保が保が保が難難難難しい状況です。平成２６年１２月にしい状況です。平成２６年１２月にしい状況です。平成２６年１２月にしい状況です。平成２６年１２月に質問しました。そのときに、質問しました。そのときに、質問しました。そのときに、質問しました。そのときに、至至至至急急急急、、、、今今今今度の度の度の度の採採採採用用用用試験試験試験試験からからからから社社社社会会会会人経人経人経人経験験験験者者者者に土に土に土に土木建築木建築木建築木建築のののの枠枠枠枠をををを設設設設けて対けて対けて対けて対応応応応していくということを、言していくということを、言していくということを、言していくということを、言葉葉葉葉をいただいて、そういうことでそのような成をいただいて、そういうことでそのような成をいただいて、そういうことでそのような成をいただいて、そういうことでそのような成果果果果がこがこがこがことしはあったのかなと。としはあったのかなと。としはあったのかなと。としはあったのかなと。それからまた、市町村でも大それからまた、市町村でも大それからまた、市町村でも大それからまた、市町村でも大量量量量なななな退退退退職の職の職の職の時時時時期期期期となり、となり、となり、となり、優優優優秀秀秀秀なななな人人人人材材材材のののの確確確確保が保が保が保が必必必必要ですが、要ですが、要ですが、要ですが、土土土土木建築木建築木建築木建築職の職の職の職の採採採採用は特に用は特に用は特に用は特に難難難難しいようです。市町村にしいようです。市町村にしいようです。市町村にしいようです。市町村に技術技術技術技術のわかる職員がいると、土のわかる職員がいると、土のわかる職員がいると、土のわかる職員がいると、土木木木木事事事事務務務務所所所所のののの負担負担負担負担もももも軽軽軽軽減減減減されると思いますが、市町村のされると思いますが、市町村のされると思いますが、市町村のされると思いますが、市町村の技術技術技術技術職員の職員の職員の職員の確確確確保について県としてはどのよ保について県としてはどのよ保について県としてはどのよ保について県としてはどのような支援を考えておられるでしうな支援を考えておられるでしうな支援を考えておられるでしうな支援を考えておられるでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お答答答答え願います。え願います。え願います。え願います。○川端県土マネジメント部次長（企画管理室長事務取扱）○川端県土マネジメント部次長（企画管理室長事務取扱）○川端県土マネジメント部次長（企画管理室長事務取扱）○川端県土マネジメント部次長（企画管理室長事務取扱） 先先先先ほどもほどもほどもほども若若若若干干干干申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたましたが、土が、土が、土が、土木建築木建築木建築木建築職の職の職の職の社社社社会会会会人人人人採採採採用については、用については、用については、用については、今今今今年度から年度から年度から年度から社社社社会会会会人人人人採採採採用用用用枠枠枠枠の中に別の中に別の中に別の中に別途途途途、土、土、土、土木建築木建築木建築木建築職の職の職の職の枠枠枠枠をををを設設設設けてけてけてけて募募募募集集集集をするという取り組みををするという取り組みををするという取り組みををするという取り組みを始始始始めました。そのめました。そのめました。そのめました。その結果結果結果結果、ことしの、ことしの、ことしの、ことしの試験試験試験試験、、、、専門専門専門専門論論論論文文文文試験試験試験試験と口と口と口と口頭頭頭頭試験試験試験試験で、土で、土で、土で、土木木木木のののの専門専門専門専門性性性性もももも判断判断判断判断しているとこしているとこしているとこしているところろろろですけれども、土ですけれども、土ですけれども、土ですけれども、土木木木木職で７名、職で７名、職で７名、職で７名、先先先先ほどほどほどほど申申申申したようにしたようにしたようにしたように建築建築建築建築職で２名が職で２名が職で２名が職で２名が合格合格合格合格したとこしたとこしたとこしたところろろろです。このです。このです。このです。この辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろも含めて、あと、も含めて、あと、も含めて、あと、も含めて、あと、これからも県の職員の土これからも県の職員の土これからも県の職員の土これからも県の職員の土木技術木技術木技術木技術職の職の職の職の仕仕仕仕事の事の事の事の魅魅魅魅力力力力もももも十分十分十分十分発発発発信信信信していかなければならないといしていかなければならないといしていかなければならないといしていかなければならないということもあり、１１月からは奈良県の土うこともあり、１１月からは奈良県の土うこともあり、１１月からは奈良県の土うこともあり、１１月からは奈良県の土木建築木建築木建築木建築をををを目指目指目指目指す方へ向けたす方へ向けたす方へ向けたす方へ向けた新新新新しいしいしいしいホホホホーーーームムムムページもページもページもページも別別別別途途途途立立立立ちちちち上上上上げげげげたりして、たりして、たりして、たりして、採採採採用に向けて用に向けて用に向けて用に向けて努努努努力力力力をしている状況です。をしている状況です。をしている状況です。をしている状況です。それと、もう１点、最それと、もう１点、最それと、もう１点、最それと、もう１点、最後後後後におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃられた市町村の土られた市町村の土られた市町村の土られた市町村の土木技術木技術木技術木技術職員をどう職員をどう職員をどう職員をどうフフフフォォォォロロロローしていーしていーしていーしていくかというとこくかというとこくかというとこくかというところろろろです。全ての市町村、かなりの方、そういうです。全ての市町村、かなりの方、そういうです。全ての市町村、かなりの方、そういうです。全ての市町村、かなりの方、そういう今今今今、委員がおっし、委員がおっし、委員がおっし、委員がおっしゃゃゃゃったよったよったよったように、土うに、土うに、土うに、土木技術木技術木技術木技術職の職の職の職の足足足足りていないとこりていないとこりていないとこりていないところろろろもありますけれども、例えばもありますけれども、例えばもありますけれども、例えばもありますけれども、例えば交交交交流流流流やややや派遣派遣派遣派遣などのなどのなどのなどの形形形形も一部とるということで、も一部とるということで、も一部とるということで、も一部とるということで、知知知知事からも市町村事からも市町村事からも市町村事からも市町村セセセセミナミナミナミナー等で一部発言しているかと思いますー等で一部発言しているかと思いますー等で一部発言しているかと思いますー等で一部発言しているかと思いますが、が、が、が、若若若若干干干干ではありますが、市町村とではありますが、市町村とではありますが、市町村とではありますが、市町村と交交交交流流流流することによって市町村の職員のすることによって市町村の職員のすることによって市町村の職員のすることによって市町村の職員の技術技術技術技術レベレベレベレベルルルルをををを上上上上げげげげていきたいなど、県もていきたいなど、県もていきたいなど、県もていきたいなど、県も厳厳厳厳しい中ではありますが、しい中ではありますが、しい中ではありますが、しい中ではありますが、若若若若干干干干名の名の名の名の派遣派遣派遣派遣というものも考えている、というものも考えている、というものも考えている、というものも考えている、そのような状況です。以そのような状況です。以そのような状況です。以そのような状況です。以上上上上です。です。です。です。○乾委員○乾委員○乾委員○乾委員 よくわかりました。よくわかりました。よくわかりました。よくわかりました。社社社社会会会会人人人人枠枠枠枠いうのか、そういう方をいうのか、そういう方をいうのか、そういう方をいうのか、そういう方を採採採採用したら用したら用したら用したら即戦即戦即戦即戦力力力力になるになるになるになるから、そういうこともいから、そういうこともいから、そういうこともいから、そういうこともいろろろろいいいいろろろろ考えて、これも考えて、これも考えて、これも考えて、これも頑張頑張頑張頑張っていただきますよう、よっていただきますよう、よっていただきますよう、よっていただきますよう、よろろろろしくお願しくお願しくお願しくお願いします。いします。いします。いします。終終終終わります。わります。わります。わります。○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 端端端端的的的的に３点、おに３点、おに３点、おに３点、お尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。
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先先先先ほどもご説明がありましたけれども、まず１点ほどもご説明がありましたけれども、まず１点ほどもご説明がありましたけれども、まず１点ほどもご説明がありましたけれども、まず１点目目目目が、大が、大が、大が、大宮宮宮宮通通通通りのりのりのりの植栽植栽植栽植栽についておについておについておについてお尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。今今今今、、、、沿沿沿沿道に道に道に道に花花花花等を等を等を等を植植植植えていただいて、えていただいて、えていただいて、えていただいて、非常非常非常非常にきれいなにきれいなにきれいなにきれいな沿沿沿沿道ができております。道ができております。道ができております。道ができております。私私私私ども、ども、ども、ども、今今今今月、月、月、月、富富富富山市に行ってまいりまして、山市に行ってまいりまして、山市に行ってまいりまして、山市に行ってまいりまして、ココココンンンンパパパパククククトトトトシシシシティティティティでででで随随随随分分分分町町町町並並並並みがもう行くたみがもう行くたみがもう行くたみがもう行くたびびびびに変わっているというすばらしい、に変わっているというすばらしい、に変わっているというすばらしい、に変わっているというすばらしい、美美美美しい町しい町しい町しい町並並並並みを見てまいりました。みを見てまいりました。みを見てまいりました。みを見てまいりました。富富富富山市も山市も山市も山市も同じ同じ同じ同じくくくくこのこのこのこのシシシシンンンンボボボボルロルロルロルロードにードにードにードに花花花花をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい植植植植えておられ、特に奈良県では大えておられ、特に奈良県では大えておられ、特に奈良県では大えておられ、特に奈良県では大宮宮宮宮通通通通りをメーンに進りをメーンに進りをメーンに進りをメーンに進めていただいておりますけれども、めていただいておりますけれども、めていただいておりますけれども、めていただいておりますけれども、富富富富山市は地山市は地山市は地山市は地上上上上よりよりよりより少少少少しししし上上上上げげげげてつるす、てつるす、てつるす、てつるす、ハハハハンンンンギギギギンンンンググググバスバスバスバスケケケケッッッットという方トという方トという方トという方式式式式でででで花花花花をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいつっておられました。安全対策、いつっておられました。安全対策、いつっておられました。安全対策、いつっておられました。安全対策、手間手間手間手間の問の問の問の問題題題題、さま、さま、さま、さまざざざざままままに質問してきましたけれども、あまりに質問してきましたけれども、あまりに質問してきましたけれども、あまりに質問してきましたけれども、あまり富富富富山市は山市は山市は山市は気気気気にはならないというおにはならないというおにはならないというおにはならないというお話話話話もされていましもされていましもされていましもされていました。全てのた。全てのた。全てのた。全ての沿沿沿沿道にということは道にということは道にということは道にということは非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい話話話話かもしれまかもしれまかもしれまかもしれませんせんせんせんが、が、が、が、今後今後今後今後、、、、朱雀朱雀朱雀朱雀門周辺門周辺門周辺門周辺あるあるあるあるいは県いは県いは県いは県営プ営プ営プ営プーーーール跡ル跡ル跡ル跡地地地地周辺周辺周辺周辺等等等等 々々々々、、、、人人人人がにがにがにがにぎぎぎぎわう地域においては、こういったわう地域においては、こういったわう地域においては、こういったわう地域においては、こういったハハハハンンンンギギギギンンンンググググバスバスバスバスケケケケッッッット方ト方ト方ト方式式式式のののの植栽植栽植栽植栽は考えられないのかなということで、そのお考えについておは考えられないのかなということで、そのお考えについておは考えられないのかなということで、そのお考えについておは考えられないのかなということで、そのお考えについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたいと思います。と思います。と思います。と思います。２点２点２点２点目目目目ですが、ですが、ですが、ですが、先先先先ほどほどほどほど鉄鉄鉄鉄道道道道駅バリアフリ駅バリアフリ駅バリアフリ駅バリアフリーーーー整備整備整備整備事業の説明がありました。ご事業の説明がありました。ご事業の説明がありました。ご事業の説明がありました。ご承承承承知知知知のようのようのようのように、平成１８年のに、平成１８年のに、平成１８年のに、平成１８年のバリアフリバリアフリバリアフリバリアフリー法のー法のー法のー法の制制制制定により、定により、定により、定により、乗乗乗乗降降降降客客客客５５５５，，，，００００００００００００人人人人以以以以上上上上のあるのあるのあるのある駅舎駅舎駅舎駅舎につにつにつについては、平成３２年度までにいては、平成３２年度までにいては、平成３２年度までにいては、平成３２年度までに原原原原則則則則として全てについてとして全てについてとして全てについてとして全てについて整備整備整備整備等の等の等の等の移動移動移動移動等等等等円滑化円滑化円滑化円滑化をををを実実実実施すると施すると施すると施すると書書書書かれています。かれています。かれています。かれています。目目目目標標標標に向けて奈良県内もまだに向けて奈良県内もまだに向けて奈良県内もまだに向けて奈良県内もまだバリアフリバリアフリバリアフリバリアフリーーーー化化化化がなされてないがなされてないがなされてないがなされてない駅駅駅駅がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあります。特に近あります。特に近あります。特に近あります。特に近鉄鉄鉄鉄においては、全国平均よりにおいては、全国平均よりにおいては、全国平均よりにおいては、全国平均より随随随随分下分下分下分下回回回回っており、っており、っており、っており、何何何何とかごとかごとかごとかご協協協協力力力力をお願をお願をお願をお願い、ごい、ごい、ごい、ご協協協協力力力力というか、主体でやっていただきたいわけですけれども、一方でというか、主体でやっていただきたいわけですけれども、一方でというか、主体でやっていただきたいわけですけれども、一方でというか、主体でやっていただきたいわけですけれども、一方で今今今今、県が進め、県が進め、県が進め、県が進めておられるておられるておられるておられるバリアフリバリアフリバリアフリバリアフリーーーー基基基基本本本本構構構構想想想想ですですですですねねねね。これも法律に。これも法律に。これも法律に。これも法律に基基基基づくづくづくづく構構構構想想想想づくりですが、づくりですが、づくりですが、づくりですが、鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅を有する市町村が２５市町村ありますけれども、を有する市町村が２５市町村ありますけれども、を有する市町村が２５市町村ありますけれども、を有する市町村が２５市町村ありますけれども、ホホホホーーーームムムムページを見てもページを見てもページを見てもページを見ても基基基基本本本本構構構構想想想想策定策定策定策定済済済済みみみみの市町村がまだ５市１町ということで記の市町村がまだ５市１町ということで記の市町村がまだ５市１町ということで記の市町村がまだ５市１町ということで記載載載載されています。されています。されています。されています。先先先先般、般、般、般、首首首首長とお長とお長とお長とお話話話話をするをするをするをする機機機機会が、会が、会が、会が、このことについてはあったわけですが、市町村についてのメこのことについてはあったわけですが、市町村についてのメこのことについてはあったわけですが、市町村についてのメこのことについてはあったわけですが、市町村についてのメリッリッリッリットはトはトはトは何何何何なのだというおなのだというおなのだというおなのだというお話話話話をされます。うちの市に、うちの町にをされます。うちの市に、うちの町にをされます。うちの市に、うちの町にをされます。うちの市に、うちの町に何何何何か見えるメか見えるメか見えるメか見えるメリッリッリッリットがあったらつくりますよというトがあったらつくりますよというトがあったらつくりますよというトがあったらつくりますよというおおおお話話話話をされるわけですが、これからの高をされるわけですが、これからの高をされるわけですが、これからの高をされるわけですが、これからの高齢齢齢齢化社化社化社化社会等も含めて、会等も含めて、会等も含めて、会等も含めて、駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺のまちづくりはのまちづくりはのまちづくりはのまちづくりは非常非常非常非常にににに重重重重要になってまいります。ましてや要になってまいります。ましてや要になってまいります。ましてや要になってまいります。ましてや病院病院病院病院やややや公共公共公共公共施施施施設設設設等があるとこ等があるとこ等があるとこ等があるところろろろについては、については、については、については、優優優優先的先的先的先的にやってほしいという思いをにやってほしいという思いをにやってほしいという思いをにやってほしいという思いを各各各各首首首首長に長に長に長に今今今今おおおお話話話話をさをさをさをさせせせせていただいてるわけです。もう一つ問ていただいてるわけです。もう一つ問ていただいてるわけです。もう一つ問ていただいてるわけです。もう一つ問題題題題は、市と、それから行は、市と、それから行は、市と、それから行は、市と、それから行政政政政がちがちがちがちょょょょうどうどうどうど分分分分かれているかれているかれているかれている境境境境目目目目のののの駅駅駅駅です。です。です。です。利利利利用用用用者者者者が、そのが、そのが、そのが、その駅駅駅駅がががが設設設設置されている地域と置されている地域と置されている地域と置されている地域と違違違違う市町村からう市町村からう市町村からう市町村から乗乗乗乗っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃる、る、る、る、利利利利用用用用者者者者がががが違違違違うとこうとこうとこうところろろろがあり、があり、があり、があり、費費費費用用用用負担負担負担負担はははは設設設設置されている市だけではなかなか置されている市だけではなかなか置されている市だけではなかなか置されている市だけではなかなか難難難難しいというおしいというおしいというおしいというお話話話話もありました。そこで、もありました。そこで、もありました。そこで、もありました。そこで、基基基基本本本本構構構構想想想想等を含めて、等を含めて、等を含めて、等を含めて、複数複数複数複数の、いわの、いわの、いわの、いわゆゆゆゆるるるる自自自自治体がまた治体がまた治体がまた治体がまたぐぐぐぐ地域については、地域については、地域については、地域については、ぜひぜひぜひぜひとも一とも一とも一とも一層層層層県の県の県の県の
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リリリリーーーーダダダダーーーーシッシッシッシッププププをををを図図図図っていただいて、そのっていただいて、そのっていただいて、そのっていただいて、その辺辺辺辺のののの細細細細かいかいかいかい各各各各市町村の言い市町村の言い市町村の言い市町村の言い分分分分もももも聞聞聞聞いていただいいていただいいていただいいていただいて進めていただかないと、これは進まないと思ったわけです。このて進めていただかないと、これは進まないと思ったわけです。このて進めていただかないと、これは進まないと思ったわけです。このて進めていただかないと、これは進まないと思ったわけです。この基基基基本本本本構構構構想想想想についてのについてのについてのについての現現現現状とこれからの取り組みについて、２点状とこれからの取り組みについて、２点状とこれからの取り組みについて、２点状とこれからの取り組みについて、２点目目目目、お、お、お、お尋尋尋尋ねねねねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。３点３点３点３点目目目目ですけれども、１２月議会で近ですけれども、１２月議会で近ですけれども、１２月議会で近ですけれども、１２月議会で近鉄鉄鉄鉄大和大和大和大和西西西西大大大大寺寺寺寺駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺のののの交通交通交通交通対策についてお伺いし対策についてお伺いし対策についてお伺いし対策についてお伺いしました。中ました。中ました。中ました。中身身身身はははは繰繰繰繰りりりり返返返返しししし申申申申しししし上上上上げげげげまままませんせんせんせんけれども、けれども、けれども、けれども、駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺のののの渋滞渋滞渋滞渋滞対策のために、奈良市と対策のために、奈良市と対策のために、奈良市と対策のために、奈良市と共同共同共同共同で進めていただいている部で進めていただいている部で進めていただいている部で進めていただいている部分分分分がありますけれども、一方、近がありますけれども、一方、近がありますけれども、一方、近がありますけれども、一方、近鉄鉄鉄鉄もならもならもならもならフフフファミァミァミァミリリリリーをーをーをーをリリリリニニニニュュュューーーーアアアアルルルルされるというようなされるというようなされるというようなされるというような話話話話もあり、もうもあり、もうもあり、もうもあり、もう既既既既にその案内もされています。そういったにその案内もされています。そういったにその案内もされています。そういったにその案内もされています。そういった中で、１２月議会の中で、１２月議会の中で、１２月議会の中で、１２月議会の答答答答弁弁弁弁の中では、の中では、の中では、の中では、知知知知事みずから近事みずから近事みずから近事みずから近鉄鉄鉄鉄とそういうとそういうとそういうとそういう交交交交渉渉渉渉をすることも含めてをすることも含めてをすることも含めてをすることも含めて検討検討検討検討したいというおしたいというおしたいというおしたいというお話話話話もありましたけれども、もありましたけれども、もありましたけれども、もありましたけれども、先先先先般、奈良市から発般、奈良市から発般、奈良市から発般、奈良市から発表表表表されました平成２８されました平成２８されました平成２８されました平成２８年度予算案の中に、この近年度予算案の中に、この近年度予算案の中に、この近年度予算案の中に、この近鉄鉄鉄鉄大和大和大和大和西西西西大大大大寺寺寺寺駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺のののの整備整備整備整備において１１において１１において１１において１１億億億億２２２２，，，，４３０４３０４３０４３０万円万円万円万円の予の予の予の予算が計算が計算が計算が計上上上上されていました。されていました。されていました。されていました。駅北駅北駅北駅北口口口口駅駅駅駅前前前前広場広場広場広場、、、、駅駅駅駅南南南南側側側側の土地の土地の土地の土地区区区区画整理画整理画整理画整理事業事業事業事業及び及び及び及び駅駅駅駅南南南南北北北北歩歩歩歩行行行行者者者者専専専専用道などを用道などを用道などを用道などを整備整備整備整備するとも発するとも発するとも発するとも発表表表表されています。そこで県としてこういった予算の発されています。そこで県としてこういった予算の発されています。そこで県としてこういった予算の発されています。そこで県としてこういった予算の発表表表表も含も含も含も含めて、どのようにめて、どのようにめて、どのようにめて、どのように今後今後今後今後取り組まれるのか、３点取り組まれるのか、３点取り組まれるのか、３点取り組まれるのか、３点目目目目にお伺いをしたいと思います。にお伺いをしたいと思います。にお伺いをしたいと思います。にお伺いをしたいと思います。○高木道路管理課長○高木道路管理課長○高木道路管理課長○高木道路管理課長 大大大大宮宮宮宮通通通通りのりのりのりの植栽植栽植栽植栽、特に、特に、特に、特にハハハハンンンンギギギギンンンンググググバスバスバスバスケケケケッッッットについて取り組めないトについて取り組めないトについて取り組めないトについて取り組めないかというご質問に対しておかというご質問に対しておかというご質問に対しておかというご質問に対してお答答答答えします。えします。えします。えします。大大大大宮宮宮宮通通通通りりりり周辺周辺周辺周辺では、奈良では、奈良では、奈良では、奈良公公公公園園園園周辺周辺周辺周辺地域の地域の地域の地域の魅魅魅魅力力力力向向向向上上上上並並並並びびびびに県に県に県に県庁庁庁庁周辺周辺周辺周辺でのでのでのでの賑賑賑賑わいわいわいわい拠拠拠拠点づくり、点づくり、点づくり、点づくり、県県県県営プ営プ営プ営プーーーール跡ル跡ル跡ル跡地の地の地の地のホテホテホテホテル誘ル誘ル誘ル誘致致致致、平、平、平、平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡のののの整備整備整備整備と、大と、大と、大と、大宮宮宮宮通通通通りりりりプロプロプロプロジジジジェェェェククククトとしてさまトとしてさまトとしてさまトとしてさまざざざざままままなななな拠拠拠拠点点点点整備整備整備整備が進められております。大が進められております。大が進められております。大が進められております。大宮宮宮宮通通通通りにおいては、これらりにおいては、これらりにおいては、これらりにおいては、これら拠拠拠拠点点点点整備整備整備整備とあわとあわとあわとあわせせせせて、奈て、奈て、奈て、奈良を良を良を良を訪訪訪訪れるれるれるれる際際際際のののの玄玄玄玄関口としておもてなしの空関口としておもてなしの空関口としておもてなしの空関口としておもてなしの空間間間間をををを創創創創出するため、ドライ出するため、ドライ出するため、ドライ出するため、ドライババババーやーやーやーや歩歩歩歩行行行行者者者者のののの目目目目線線線線に近く、きれいなに近く、きれいなに近く、きれいなに近く、きれいな花花花花をををを間間間間近で近で近で近で楽楽楽楽ししししんんんんでいただけること、でいただけること、でいただけること、でいただけること、直直直直植植植植えすることによりえすることによりえすることによりえすることにより花花花花ののののボボボボリリリリュュュューーーームムムム感感感感やややや連続連続連続連続性性性性をををを確確確確保し、長い保し、長い保し、長い保し、長い間間間間花花花花をををを楽楽楽楽ししししんんんんでいただけること等から、でいただけること等から、でいただけること等から、でいただけること等から、ハハハハンンンンギギギギンンンンググググバスバスバスバスケケケケッッッットではなく、かさトではなく、かさトではなく、かさトではなく、かさ上上上上げげげげ型花壇型花壇型花壇型花壇をををを採採採採用しております。また、用しております。また、用しております。また、用しております。また、花壇花壇花壇花壇の土のの土のの土のの土の盛盛盛盛り方やり方やり方やり方や花花花花の高の高の高の高さ、さ、さ、さ、色色色色等を考える等を考える等を考える等を考える工工工工夫を行い、夫を行い、夫を行い、夫を行い、立立立立体体体体感感感感のあるのあるのあるのある彩彩彩彩りりりり豊豊豊豊かな空かな空かな空かな空間整備間整備間整備間整備にににに努努努努めております。平成めております。平成めております。平成めております。平成２６年度からは奈良を２６年度からは奈良を２６年度からは奈良を２６年度からは奈良を訪訪訪訪れるれるれるれる際際際際のののの玄玄玄玄関口である関口である関口である関口である二二二二条条条条大大大大路路路路南５南５南５南５丁丁丁丁目交目交目交目交差差差差点、イトー点、イトー点、イトー点、イトーヨヨヨヨーーーーカカカカドドドドー前、ー前、ー前、ー前、油油油油阪阪阪阪交交交交差差差差点の３点の３点の３点の３カカカカ所所所所において、において、において、において、拠拠拠拠点となるかさ点となるかさ点となるかさ点となるかさ上上上上げげげげ型花壇型花壇型花壇型花壇のののの整備整備整備整備を行い、このうちを行い、このうちを行い、このうちを行い、このうち二二二二条条条条大大大大路路路路南５南５南５南５丁丁丁丁目交目交目交目交差差差差点と点と点と点と油油油油阪阪阪阪交交交交差差差差点については、地域の方点については、地域の方点については、地域の方点については、地域の方 々々々々におにおにおにお世世世世話話話話をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいております。また、おります。また、おります。また、おります。また、今今今今年度も奈良市年度も奈良市年度も奈良市年度も奈良市役役役役所所所所前において、かさ前において、かさ前において、かさ前において、かさ上上上上げげげげ型花壇型花壇型花壇型花壇のののの整備整備整備整備を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。平成２８年度についても、平平成２８年度についても、平平成２８年度についても、平平成２８年度についても、平城城城城宮跡付宮跡付宮跡付宮跡付近近近近並並並並びびびびににににＪＲＪＲＪＲＪＲ高高高高架架架架橋橋橋橋付付付付近で近で近で近で花壇花壇花壇花壇のののの整備整備整備整備とととと緑緑緑緑化フ化フ化フ化フェェェェンンンンススススのののの設設設設置等により、奈良置等により、奈良置等により、奈良置等により、奈良公公公公園園園園へのへのへのへのゲゲゲゲートートートートウウウウエエエエーとしてのーとしてのーとしてのーとしての整備整備整備整備を進めてまいりたいと考えてを進めてまいりたいと考えてを進めてまいりたいと考えてを進めてまいりたいと考えております。おります。おります。おります。
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今後今後今後今後、大、大、大、大宮宮宮宮通通通通りりりりプロプロプロプロジジジジェェェェククククトのトのトのトの各拠各拠各拠各拠点点点点整備整備整備整備の進の進の進の進捗捗捗捗にににに合合合合わわわわせせせせて、平て、平て、平て、平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡並並並並びびびびに県に県に県に県営プ営プ営プ営プーーーール跡ル跡ル跡ル跡地地地地エリアエリアエリアエリアにおいてもにおいてもにおいてもにおいても花壇花壇花壇花壇のののの整備整備整備整備を進めるとともに、奈良にを進めるとともに、奈良にを進めるとともに、奈良にを進めるとともに、奈良に来来来来たというたというたというたという雰雰雰雰囲気囲気囲気囲気やややや期期期期待待待待感感感感をををを感感感感じじじじていただけるような大ていただけるような大ていただけるような大ていただけるような大宮宮宮宮通通通通りをりをりをりを花花花花とととと緑緑緑緑のおもてなし空のおもてなし空のおもてなし空のおもてなし空間間間間としてとしてとしてとして整備整備整備整備をしてまいりたをしてまいりたをしてまいりたをしてまいりたいと考えています。以いと考えています。以いと考えています。以いと考えています。以上上上上です。です。です。です。○木村道路環境課長○木村道路環境課長○木村道路環境課長○木村道路環境課長 バリアフリバリアフリバリアフリバリアフリーーーー基基基基本本本本構構構構想想想想のののの作作作作成状況と成状況と成状況と成状況と今後今後今後今後の取り組みについてご質問の取り組みについてご質問の取り組みについてご質問の取り組みについてご質問がありました。がありました。がありました。がありました。バリアフリバリアフリバリアフリバリアフリーーーー基基基基本本本本構構構構想想想想は、平成１８年１２月に施行された高は、平成１８年１２月に施行された高は、平成１８年１２月に施行された高は、平成１８年１２月に施行された高齢齢齢齢者者者者、、、、障障障障害害害害者者者者等の等の等の等の移動移動移動移動等の等の等の等の円滑化円滑化円滑化円滑化のののの促促促促進に関する法律に進に関する法律に進に関する法律に進に関する法律に基基基基づいて市町村がづいて市町村がづいて市町村がづいて市町村が作作作作成するものですが、県としても成するものですが、県としても成するものですが、県としても成するものですが、県としてもバリアフバリアフバリアフバリアフリリリリーーーー化化化化のののの重重重重点点点点的的的的かつ一体かつ一体かつ一体かつ一体的的的的な推進のためな推進のためな推進のためな推進のため重重重重要であると要であると要であると要であると認認認認識識識識しております。このため、県でしております。このため、県でしております。このため、県でしております。このため、県ではははは基基基基本本本本構構構構想想想想未未未未策定の市町村に対して、策定の市町村に対して、策定の市町村に対して、策定の市町村に対して、作作作作成のための成のための成のための成のための情情情情報提報提報提報提供供供供ややややセセセセミナミナミナミナーのーのーのーの開催開催開催開催等を行って等を行って等を行って等を行ってきたとこきたとこきたとこきたところろろろです。です。です。です。現在現在現在現在、、、、基基基基本本本本構構構構想想想想を策定している市町村は、を策定している市町村は、を策定している市町村は、を策定している市町村は、橿橿橿橿原原原原市、市、市、市、葛城葛城葛城葛城市、大和市、大和市、大和市、大和郡郡郡郡山市、山市、山市、山市、香芝香芝香芝香芝市、奈良市、市、奈良市、市、奈良市、市、奈良市、河河河河合合合合町の６市町となっています。このような状況を踏まえ、市町村長に町の６市町となっています。このような状況を踏まえ、市町村長に町の６市町となっています。このような状況を踏まえ、市町村長に町の６市町となっています。このような状況を踏まえ、市町村長にバリアフリバリアフリバリアフリバリアフリーのーのーのーの重重重重要要要要性性性性をををを認認認認識識識識していただきしていただきしていただきしていただき基基基基本本本本構構構構想想想想をををを作作作作成していただくよう、平成２６年成していただくよう、平成２６年成していただくよう、平成２６年成していただくよう、平成２６年２月には奈良県・市町村長２月には奈良県・市町村長２月には奈良県・市町村長２月には奈良県・市町村長ササササミミミミッッッットにおいてトにおいてトにおいてトにおいて働働働働きかけるとともに、昨年度は国土きかけるとともに、昨年度は国土きかけるとともに、昨年度は国土きかけるとともに、昨年度は国土交通交通交通交通省省省省とととと連連連連携携携携し、し、し、し、利利利利用用用用者数者数者数者数のののの多多多多いいいい駅駅駅駅を有する市をを有する市をを有する市をを有する市を個個個個別に別に別に別に訪訪訪訪問して市長に問して市長に問して市長に問して市長に働働働働きかけを行ったとこきかけを行ったとこきかけを行ったとこきかけを行ったところろろろでででです。す。す。す。今今今今年度においては、県とまちづくり年度においては、県とまちづくり年度においては、県とまちづくり年度においては、県とまちづくり連連連連携携携携協協協協定を定を定を定を締締締締結結結結、または、または、または、または締締締締結結結結を予定している市町を予定している市町を予定している市町を予定している市町村に対して村に対して村に対して村に対して積極積極積極積極的的的的ににににバリアフリバリアフリバリアフリバリアフリーーーー基基基基本本本本構構構構想想想想のののの作作作作成を成を成を成を働働働働きかけているとこきかけているとこきかけているとこきかけているところろろろです。です。です。です。これらのことにより、これらのことにより、これらのことにより、これらのことにより、現在現在現在現在、、、、桜桜桜桜井井井井市と市と市と市と斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町が町が町が町が基基基基本本本本構構構構想想想想のののの作作作作成に向け成に向け成に向け成に向け調整調整調整調整を行っているを行っているを行っているを行っているとことことこところろろろです。また、他の市町村からもです。また、他の市町村からもです。また、他の市町村からもです。また、他の市町村からも基基基基本本本本構構構構想想想想のののの作作作作成に関する問い成に関する問い成に関する問い成に関する問い合合合合わわわわせせせせをいただいてるをいただいてるをいただいてるをいただいてるとことことこところろろろで、で、で、で、徐徐徐徐 々々々々にではありますが、にではありますが、にではありますが、にではありますが、作作作作成に対する成に対する成に対する成に対する意識意識意識意識が高まっているとが高まっているとが高まっているとが高まっていると認認認認識識識識しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。今後今後今後今後、県としても、これまでの取り組みを、県としても、これまでの取り組みを、県としても、これまでの取り組みを、県としても、これまでの取り組みを充充充充実実実実ささささせせせせるるるる必必必必要があると考えており、要があると考えており、要があると考えており、要があると考えており、基基基基本本本本構構構構想想想想のののの作作作作成にも成にも成にも成にも積極積極積極積極的的的的に関に関に関に関与与与与し、し、し、し、基基基基本本本本構構構構想想想想に位置づけられた県に位置づけられた県に位置づけられた県に位置づけられた県管理管理管理管理の道の道の道の道路路路路についても、についても、についても、についても、誰誰誰誰もが安全で安もが安全で安もが安全で安もが安全で安心心心心してしてしてして利利利利用できる用できる用できる用できる歩歩歩歩行空行空行空行空間間間間のののの整備整備整備整備にしっかりと取り組にしっかりと取り組にしっかりと取り組にしっかりと取り組んんんんでまいりたいと考でまいりたいと考でまいりたいと考でまいりたいと考えております。以えております。以えております。以えております。以上上上上です。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 近近近近鉄鉄鉄鉄大和大和大和大和西西西西大大大大寺寺寺寺駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺のまちづくり、特に奈良市との関係のまちづくり、特に奈良市との関係のまちづくり、特に奈良市との関係のまちづくり、特に奈良市との関係ということでのご質問についておということでのご質問についておということでのご質問についておということでのご質問についてお答答答答えいたします。えいたします。えいたします。えいたします。１２月議会でもご質問いただいたとおり、県では、近１２月議会でもご質問いただいたとおり、県では、近１２月議会でもご質問いただいたとおり、県では、近１２月議会でもご質問いただいたとおり、県では、近鉄鉄鉄鉄大和大和大和大和西西西西大大大大寺寺寺寺駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺のののの渋滞渋滞渋滞渋滞問問問問題題題題をををを抜抜抜抜本本本本的的的的に解に解に解に解決決決決することをすることをすることをすることを目的目的目的目的として近として近として近として近鉄鉄鉄鉄大和大和大和大和西西西西大大大大寺寺寺寺駅駅駅駅のののの立立立立体体体体化化化化と近と近と近と近接接接接する平する平する平する平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡内の近内の近内の近内の近鉄線鉄線鉄線鉄線を一体を一体を一体を一体的的的的にににに検討検討検討検討してきたとこしてきたとこしてきたとこしてきたところろろろです。ただ、です。ただ、です。ただ、です。ただ、検討検討検討検討にはにはにはには車車車車庫庫庫庫の問の問の問の問題題題題ややややルルルルートの問ートの問ートの問ートの問題題題題など、など、など、など、解解解解決決決決すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題がががが非常非常非常非常にににに多多多多くてまだ成案をくてまだ成案をくてまだ成案をくてまだ成案を得得得得るにはるにはるにはるには至至至至っていない状況です。っていない状況です。っていない状況です。っていない状況です。現在現在現在現在、、、、早期早期早期早期にににに
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成案を成案を成案を成案を得得得得るべくるべくるべくるべく検討検討検討検討中ですが、中ですが、中ですが、中ですが、仮仮仮仮に計に計に計に計画画画画ができたとして、そのができたとして、そのができたとして、そのができたとして、その先先先先、事業、事業、事業、事業着手着手着手着手までは、例えまでは、例えまでは、例えまでは、例えばばばば設設設設計、計、計、計、都都都都市計市計市計市計画手続画手続画手続画手続や用地取や用地取や用地取や用地取得得得得等を行わければならないという関係もありますので、等を行わければならないという関係もありますので、等を行わければならないという関係もありますので、等を行わければならないという関係もありますので、非非非非常常常常に大事業であることもあって、かなりに大事業であることもあって、かなりに大事業であることもあって、かなりに大事業であることもあって、かなり時間時間時間時間を要することと考えているとこを要することと考えているとこを要することと考えているとこを要することと考えているところろろろです。一方です。一方です。一方です。一方で、この地域ではで、この地域ではで、この地域ではで、この地域では駅駅駅駅やややや鉄鉄鉄鉄道が南道が南道が南道が南北交通北交通北交通北交通の支の支の支の支障障障障になっているという大きなになっているという大きなになっているという大きなになっているという大きな課題課題課題課題があるとがあるとがあるとがあると認認認認識識識識しているとこしているとこしているとこしているところろろろですので、できるとこですので、できるとこですので、できるとこですので、できるところろろろから対策をから対策をから対策をから対策を打打打打っていくことはっていくことはっていくことはっていくことは非常非常非常非常にににに重重重重要なことだ要なことだ要なことだ要なことだと思っています。と思っています。と思っています。と思っています。先先先先ほどごほどごほどごほどご指摘指摘指摘指摘があった、市で取り組があった、市で取り組があった、市で取り組があった、市で取り組んんんんでいる南でいる南でいる南でいる南北北北北自自自自由通路由通路由通路由通路のののの整備整備整備整備のののの話話話話にににについても、こうした観点からついても、こうした観点からついても、こうした観点からついても、こうした観点から非常非常非常非常にににに必必必必要な取り組みと考えております。この近要な取り組みと考えております。この近要な取り組みと考えております。この近要な取り組みと考えております。この近鉄鉄鉄鉄大和大和大和大和西西西西大大大大寺寺寺寺駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺地地地地区区区区については、昨年の１月に奈良市とのまちづくりに関するについては、昨年の１月に奈良市とのまちづくりに関するについては、昨年の１月に奈良市とのまちづくりに関するについては、昨年の１月に奈良市とのまちづくりに関する包括包括包括包括協協協協定を定を定を定を結ん結ん結ん結んだだだだときの一つの地ときの一つの地ときの一つの地ときの一つの地区区区区として定めており、として定めており、として定めており、として定めており、現在現在現在現在、市とい、市とい、市とい、市といろろろろいいいいろ検討ろ検討ろ検討ろ検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろではありまではありまではありまではありますけれども、それすけれども、それすけれども、それすけれども、それぞぞぞぞれれれれ協協協協力力力力できるとこできるとこできるとこできるところろろろはははは協協協協力力力力して、して、して、して、ササササポポポポートできるとこートできるとこートできるとこートできるところろろろははははササササポポポポートでートでートでートできるようにきるようにきるようにきるように今後今後今後今後もももも引引引引きききき続続続続き取り組みのき取り組みのき取り組みのき取り組みの精精精精査査査査をしつつ、をしつつ、をしつつ、をしつつ、連連連連携携携携してまいりたいと考えておりましてまいりたいと考えておりましてまいりたいと考えておりましてまいりたいと考えております。以す。以す。以す。以上上上上です。です。です。です。○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 １点１点１点１点目目目目ののののハハハハンンンンギギギギンンンンググググバスバスバスバスケケケケッッッットについてはもうトについてはもうトについてはもうトについてはもう少少少少しししし検討検討検討検討していただいて、ましていただいて、ましていただいて、ましていただいて、またたたた実際実際実際実際に見ていただいて、に見ていただいて、に見ていただいて、に見ていただいて、同じ同じ同じ同じ花花花花のののの植植植植え方でもえ方でもえ方でもえ方でも随随随随分分分分見た見た見た見た印印印印象象象象がががが違違違違いますので、いますので、いますので、いますので、何何何何かそういかそういかそういかそういう変う変う変う変化化化化というものも、というものも、というものも、というものも、来来来来られた方がられた方がられた方がられた方が何何何何かかかか少少少少しはっと思うようなとこしはっと思うようなとこしはっと思うようなとこしはっと思うようなところろろろもありますので、まもありますので、まもありますので、まもありますので、またたたた研究研究研究研究、、、、検討検討検討検討をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。２点２点２点２点目目目目ののののバリアフリバリアフリバリアフリバリアフリーーーー基基基基本本本本構構構構想想想想についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、先先先先ほどほどほどほど答答答答弁弁弁弁がありましたように、平成がありましたように、平成がありましたように、平成がありましたように、平成２６年２月に奈良県・市町村長２６年２月に奈良県・市町村長２６年２月に奈良県・市町村長２６年２月に奈良県・市町村長ササササミミミミッッッットでおトでおトでおトでお話話話話しになったと。それ以しになったと。それ以しになったと。それ以しになったと。それ以降降降降、、、、首首首首長がかわられ長がかわられ長がかわられ長がかわられているとこているとこているとこているところろろろもありますし、また、もありますし、また、もありますし、また、もありますし、また、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげたように、もうたように、もうたように、もうたように、もう少少少少しししし膝詰膝詰膝詰膝詰めでめでめでめで話話話話したほしたほしたほしたほうがいいと思います。おうがいいと思います。おうがいいと思います。おうがいいと思います。お互互互互いのメいのメいのメいのメリッリッリッリットがはっきりトがはっきりトがはっきりトがはっきり伝伝伝伝わっていない、わっていない、わっていない、わっていない、残念残念残念残念だなとだなとだなとだなと非常非常非常非常にそにそにそにそう思いました。だから、う思いました。だから、う思いました。だから、う思いました。だから、ぜひぜひぜひぜひとも、特にこのとも、特にこのとも、特にこのとも、特にこの鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅のののの多多多多い、い、い、い、上上上上からいきますと、まだ策定からいきますと、まだ策定からいきますと、まだ策定からいきますと、まだ策定されていない生されていない生されていない生されていない生駒駒駒駒市、また市、また市、また市、また天理天理天理天理市等、よく説明に行かれたほうがいいのかと市等、よく説明に行かれたほうがいいのかと市等、よく説明に行かれたほうがいいのかと市等、よく説明に行かれたほうがいいのかと感感感感じじじじた次第でた次第でた次第でた次第です。す。す。す。精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい私私私私なりに説明はしていますけれども、なかなかなりに説明はしていますけれども、なかなかなりに説明はしていますけれども、なかなかなりに説明はしていますけれども、なかなか難難難難しい部しい部しい部しい部分分分分もあります。よもあります。よもあります。よもあります。よろろろろしくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。近近近近鉄鉄鉄鉄西西西西大大大大寺寺寺寺駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺のののの整備整備整備整備についてはについてはについてはについては理理理理解していますけれども、解していますけれども、解していますけれども、解していますけれども、ぜひぜひぜひぜひとも長とも長とも長とも長期期期期にわたる問にわたる問にわたる問にわたる問題題題題だということで、だということで、だということで、だということで、鋭鋭鋭鋭意検討意検討意検討意検討をしていただいていますけれども、いつかはどこかでをしていただいていますけれども、いつかはどこかでをしていただいていますけれども、いつかはどこかでをしていただいていますけれども、いつかはどこかで決決決決断断断断ししししなければならないときがなければならないときがなければならないときがなければならないときが来来来来るわけです。その日にるわけです。その日にるわけです。その日にるわけです。その日に備備備備えてえてえてえて万万万万全な体全な体全な体全な体制制制制とともに、より一とともに、より一とともに、より一とともに、より一層層層層奈奈奈奈良市とも良市とも良市とも良市とも連連連連携携携携をとっていただいて、しっかりとをとっていただいて、しっかりとをとっていただいて、しっかりとをとっていただいて、しっかりと応応応応援をしていただければと思いますので、援をしていただければと思いますので、援をしていただければと思いますので、援をしていただければと思いますので、よよよよろろろろしくお願いします。以しくお願いします。以しくお願いします。以しくお願いします。以上上上上です。です。です。です。○清水副委員長○清水副委員長○清水副委員長○清水副委員長 長長長長時間時間時間時間になっていますので、になっていますので、になっていますので、になっていますので、簡潔簡潔簡潔簡潔明明明明瞭瞭瞭瞭にごにごにごにご答答答答弁弁弁弁いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。
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まず、大和まず、大和まず、大和まず、大和青垣青垣青垣青垣吉野吉野吉野吉野川川川川自自自自転転転転車車車車道道道道線線線線についてです。についてです。についてです。についてです。本本本本年度の予算で１年度の予算で１年度の予算で１年度の予算で１億億億億２２２２，，，，８８０８８０８８０８８０万円万円万円万円がががが計計計計上上上上され、され、され、され、ルルルルートの概要が恐らくートの概要が恐らくートの概要が恐らくートの概要が恐らく決決決決定して予算定して予算定して予算定して予算化化化化されたことだと思います。これは推定でされたことだと思います。これは推定でされたことだと思います。これは推定でされたことだと思います。これは推定ではありますが、このはありますが、このはありますが、このはありますが、このルルルルートに県がートに県がートに県がートに県が管理管理管理管理していない市道あるいは町道が含まれていると思うしていない市道あるいは町道が含まれていると思うしていない市道あるいは町道が含まれていると思うしていない市道あるいは町道が含まれていると思うのですが、こののですが、こののですが、こののですが、この課題課題課題課題についてどのように考えておられるのか、まずこの点についてお伺いについてどのように考えておられるのか、まずこの点についてお伺いについてどのように考えておられるのか、まずこの点についてお伺いについてどのように考えておられるのか、まずこの点についてお伺いしたいと思います。よしたいと思います。よしたいと思います。よしたいと思います。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。○木村道路環境課長○木村道路環境課長○木村道路環境課長○木村道路環境課長 大和大和大和大和青垣青垣青垣青垣吉野吉野吉野吉野川川川川自自自自転転転転車車車車道道道道線線線線についてご質問がありました。についてご質問がありました。についてご質問がありました。についてご質問がありました。課題課題課題課題についてのについてのについてのについての認認認認識識識識ですけれども、大和ですけれども、大和ですけれども、大和ですけれども、大和青垣青垣青垣青垣吉野吉野吉野吉野川川川川自自自自転転転転車車車車道については、道については、道については、道については、京都京都京都京都府の府の府の府の木木木木津津津津川川川川自自自自転転転転車車車車道と和歌山県の道と和歌山県の道と和歌山県の道と和歌山県の紀紀紀紀の川の川の川の川自自自自転転転転車車車車道を道を道を道を結結結結びびびび、、、、仮称仮称仮称仮称でありますが、でありますが、でありますが、でありますが、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自転転転転車車車車道とし道とし道とし道として、て、て、て、京都京都京都京都のののの嵐嵐嵐嵐山から和歌山山から和歌山山から和歌山山から和歌山港港港港までをまでをまでをまでを貫貫貫貫くくくく総総総総延延延延長は長は長は長は約約約約１８０１８０１８０１８０キロキロキロキロメートメートメートメートルルルル、県内の、県内の、県内の、県内の延延延延長が長が長が長が約約約約７５７５７５７５キロキロキロキロメートメートメートメートルルルルとなるとなるとなるとなる自自自自転転転転車車車車ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククをををを形形形形成していこうという取り組みです。成していこうという取り組みです。成していこうという取り組みです。成していこうという取り組みです。本本本本県県県県にとって最もにとって最もにとって最もにとって最も重重重重要な施策の一つである観要な施策の一つである観要な施策の一つである観要な施策の一つである観光振興光振興光振興光振興ややややススススポポポポーーーーツ振興ツ振興ツ振興ツ振興に資するものであり、に資するものであり、に資するものであり、に資するものであり、自自自自転転転転車車車車施策の施策の施策の施策の背骨背骨背骨背骨に位置づけられるものであるとに位置づけられるものであるとに位置づけられるものであるとに位置づけられるものであると認認認認識識識識しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。県内です。県内です。県内です。県内外外外外からのからのからのからの多多多多くくくくのののの自自自自転転転転車車車車愛好愛好愛好愛好家にお家にお家にお家にお越越越越しいただき、３府県にまたがるしいただき、３府県にまたがるしいただき、３府県にまたがるしいただき、３府県にまたがる広広広広域域域域的的的的なななな周周周周遊遊遊遊観観観観光光光光をををを楽楽楽楽ししししんんんんでいただでいただでいただでいただきたいと考えているとこきたいと考えているとこきたいと考えているとこきたいと考えているところろろろです。です。です。です。おおおお尋尋尋尋ねねねねのののの整備整備整備整備を進めるにを進めるにを進めるにを進めるに当当当当たってのたってのたってのたっての課題課題課題課題ですが、最もですが、最もですが、最もですが、最も重重重重要なことは要なことは要なことは要なことは京都京都京都京都のののの嵐嵐嵐嵐山から和歌山から和歌山から和歌山から和歌山山山山港港港港までつなまでつなまでつなまでつなぐ広ぐ広ぐ広ぐ広域域域域的的的的ななななルルルルートとしてートとしてートとしてートとして連続連続連続連続性性性性、一体、一体、一体、一体性性性性をををを確確確確保するということ、またあわ保するということ、またあわ保するということ、またあわ保するということ、またあわせせせせて、て、て、て、利利利利用用用用者者者者がががが各各各各地に点地に点地に点地に点在在在在するするするする歴史歴史歴史歴史、文、文、文、文化化化化資資資資源源源源ににににアクセスアクセスアクセスアクセスでき、安でき、安でき、安でき、安心心心心、安全、、安全、、安全、、安全、快快快快適適適適にににに走走走走行で行で行で行できるようなきるようなきるようなきるような環境環境環境環境をををを整備整備整備整備していくということで、していくということで、していくということで、していくということで、広広広広域域域域性性性性をををを感感感感じじじじていただけるように取り組ていただけるように取り組ていただけるように取り組ていただけるように取り組んんんんでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいと認認認認識識識識しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。以です。以です。以です。以上上上上です。です。です。です。○清水副委員長○清水副委員長○清水副委員長○清水副委員長 主たる主たる主たる主たるタタタタイトイトイトイトルルルルはわかるのですけれども、はわかるのですけれども、はわかるのですけれども、はわかるのですけれども、先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申したように市町村したように市町村したように市町村したように市町村道が道が道が道が間間間間に恐らく含まれてくるであに恐らく含まれてくるであに恐らく含まれてくるであに恐らく含まれてくるであろろろろうと。うと。うと。うと。整備整備整備整備するにするにするにするに当当当当たって、県のたって、県のたって、県のたって、県の費費費費用で市町村の中に用で市町村の中に用で市町村の中に用で市町村の中に財産財産財産財産を置くということがを置くということがを置くということがを置くということが当然当然当然当然考えられるわけですので、考えられるわけですので、考えられるわけですので、考えられるわけですので、ぜひぜひぜひぜひともきちともきちともきちともきちんんんんとしたとしたとしたとした丁丁丁丁寧寧寧寧な対な対な対な対応応応応をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。もう１点、もう１点、もう１点、もう１点、確認確認確認確認なのですが、まず名なのですが、まず名なのですが、まず名なのですが、まず名称称称称、大和、大和、大和、大和青垣青垣青垣青垣吉野吉野吉野吉野川川川川自自自自転転転転車車車車道道道道線線線線は奈良県内の道は奈良県内の道は奈良県内の道は奈良県内の道路路路路名名名名称称称称であって、であって、であって、であって、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自転転転転車車車車道というのは３県をまたがる、この大きな道というのは３県をまたがる、この大きな道というのは３県をまたがる、この大きな道というのは３県をまたがる、この大きな流流流流れのものをれのものをれのものをれのものを仮称仮称仮称仮称ととととしてしてしてして京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自転転転転車車車車道と道と道と道と呼呼呼呼んんんんでいますということですよでいますということですよでいますということですよでいますということですよねねねね。それであれば、議第８３。それであれば、議第８３。それであれば、議第８３。それであれば、議第８３号号号号でこでこでこでこれをれをれをれを決決決決めていただいたわけなので、めていただいたわけなので、めていただいたわけなので、めていただいたわけなので、本本本本来来来来、、、、当当当当該該該該予算予算予算予算書書書書にににに載載載載っている名っている名っている名っている名称称称称というのは、他府というのは、他府というのは、他府というのは、他府県を県を県を県を整備整備整備整備するわけではないので、大和するわけではないので、大和するわけではないので、大和するわけではないので、大和青垣青垣青垣青垣吉野吉野吉野吉野川川川川自自自自転転転転車車車車道道道道線線線線のののの整備整備整備整備とすべきではないのかとすべきではないのかとすべきではないのかとすべきではないのかと思うのですれけども、このと思うのですれけども、このと思うのですれけども、このと思うのですれけども、この辺辺辺辺の見解をまずいただきたい。の見解をまずいただきたい。の見解をまずいただきたい。の見解をまずいただきたい。それともう１点、１それともう１点、１それともう１点、１それともう１点、１億億億億２２２２，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円が計が計が計が計上上上上されていますけれども、最されていますけれども、最されていますけれども、最されていますけれども、最終終終終年次までが年次までが年次までが年次までが約約約約
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５年、５年、５年、５年、オリオリオリオリンンンンピックピックピックピックイイイイヤヤヤヤーの２０２０年ですから、５年の中でどれーの２０２０年ですから、５年の中でどれーの２０２０年ですから、５年の中でどれーの２０２０年ですから、５年の中でどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの費費費費用が要るの用が要るの用が要るの用が要るのかかかか現在現在現在現在はわからないわけです。はわからないわけです。はわからないわけです。はわからないわけです。間間間間ののののルルルルートが最ートが最ートが最ートが最終終終終決決決決定されていま定されていま定されていま定されていませんせんせんせんので。ので。ので。ので。本自本自本自本自転転転転車車車車道は道は道は道は国国国国費費費費もももも投入投入投入投入された補された補された補された補助助助助事業でありますので、事業でありますので、事業でありますので、事業でありますので、当然当然当然当然のことながらそののことながらそののことながらそののことながらその費費費費用に対する用に対する用に対する用に対する便便便便益益益益をどをどをどをどのようなのようなのようなのような形形形形で計で計で計で計上上上上するのかはするのかはするのかはするのかは申申申申請請請請段段段段階階階階でわかっていると思います。そのでわかっていると思います。そのでわかっていると思います。そのでわかっていると思います。その費費費費用用用用便便便便益益益益がどのよがどのよがどのよがどのような項うな項うな項うな項目目目目であるのか、それがわからなければであるのか、それがわからなければであるのか、それがわからなければであるのか、それがわからなければ完完完完成成成成後後後後の効の効の効の効果検果検果検果検証証証証がががが非常非常非常非常にやりづらいのではにやりづらいのではにやりづらいのではにやりづらいのではないのかと思うのですけれども、そのないのかと思うのですけれども、そのないのかと思うのですけれども、そのないのかと思うのですけれども、その便便便便益益益益についてはどのような内容でについてはどのような内容でについてはどのような内容でについてはどのような内容で申申申申請請請請をされていたをされていたをされていたをされていたのか。お考えをおのか。お考えをおのか。お考えをおのか。お考えをお聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。○木村道路環境課長○木村道路環境課長○木村道路環境課長○木村道路環境課長 まず名まず名まず名まず名称称称称のののの件件件件ですが、ですが、ですが、ですが、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自転転転転車車車車道、道、道、道、仮称仮称仮称仮称ですけれども、３府県、ですけれども、３府県、ですけれども、３府県、ですけれども、３府県、副委員長が副委員長が副委員長が副委員長が述述述述べられたとおり、べられたとおり、べられたとおり、べられたとおり、京都京都京都京都府、奈良県、和歌山県という府、奈良県、和歌山県という府、奈良県、和歌山県という府、奈良県、和歌山県という意味意味意味意味でのでのでのでの京京京京奈和という言奈和という言奈和という言奈和という言葉葉葉葉をををを使使使使ってるわけですけれども、ってるわけですけれども、ってるわけですけれども、ってるわけですけれども、実実実実はははは今今今今年度の６月の補正予算で、この名年度の６月の補正予算で、この名年度の６月の補正予算で、この名年度の６月の補正予算で、この名称称称称をををを使使使使い予算をい予算をい予算をい予算をごごごご承承承承認認認認いただいたとこいただいたとこいただいたとこいただいたところろろろです。そのです。そのです。そのです。その流流流流れで、３府県にまたがる名れで、３府県にまたがる名れで、３府県にまたがる名れで、３府県にまたがる名称称称称にはなるのですけれどにはなるのですけれどにはなるのですけれどにはなるのですけれども、も、も、も、仮称仮称仮称仮称のののの京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自転転転転車車車車道という名道という名道という名道という名称称称称をををを使使使使い予算い予算い予算い予算書書書書に計に計に計に計上上上上しました。副委員長がおっししました。副委員長がおっししました。副委員長がおっししました。副委員長がおっしゃゃゃゃったように、県道名をったように、県道名をったように、県道名をったように、県道名を使使使使うというのがということですけれども、うというのがということですけれども、うというのがということですけれども、うというのがということですけれども、今後今後今後今後どのような名どのような名どのような名どのような名称称称称をををを使使使使うかはうかはうかはうかは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。もう１点のもう１点のもう１点のもう１点の費費費費用用用用便便便便益益益益についてのご質問ですけれども、以前にもご質問いただき、についてのご質問ですけれども、以前にもご質問いただき、についてのご質問ですけれども、以前にもご質問いただき、についてのご質問ですけれども、以前にもご質問いただき、自自自自転転転転車車車車道の道の道の道の整備整備整備整備についてについてについてについて確確確確立立立立されたされたされたされた便便便便益益益益計算が、いわ計算が、いわ計算が、いわ計算が、いわゆゆゆゆるるるる自自自自動動動動車車車車による３による３による３による３便便便便益益益益というようなというようなというようなというような手手手手法法法法がないので、どのようながないので、どのようながないので、どのようながないので、どのような評価評価評価評価をしていけばいいのかは、をしていけばいいのかは、をしていけばいいのかは、をしていけばいいのかは、研究研究研究研究していきたいと考えておりましていきたいと考えておりましていきたいと考えておりましていきたいと考えております。す。す。す。今後今後今後今後、そういったことも踏まえて、そういったことも踏まえて、そういったことも踏まえて、そういったことも踏まえて検討検討検討検討したしたしたした上上上上で、またご報告さで、またご報告さで、またご報告さで、またご報告させせせせていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思いますので、よいますので、よいますので、よいますので、よろろろろしくお願いします。以しくお願いします。以しくお願いします。以しくお願いします。以上上上上です。です。です。です。○清水副委員長○清水副委員長○清水副委員長○清水副委員長 大和大和大和大和青垣青垣青垣青垣吉野吉野吉野吉野川川川川自自自自転転転転車車車車道道道道線線線線というのは、議というのは、議というのは、議というのは、議決決決決をされているわけです。議をされているわけです。議をされているわけです。議をされているわけです。議決決決決されたということは、されたということは、されたということは、されたということは、当然当然当然当然のことながらこの名のことながらこの名のことながらこの名のことながらこの名称称称称を用いるべきだと思います。それだけを用いるべきだと思います。それだけを用いるべきだと思います。それだけを用いるべきだと思います。それだけ申申申申しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。それとそれとそれとそれと便便便便益益益益のののの件件件件については、については、については、については、本本本本来来来来であればであればであればであれば費費費費用を用を用を用を投投投投資するわけですから、資するわけですから、資するわけですから、資するわけですから、先先先先にににに何何何何がががが便便便便益益益益にににに当当当当たるのかというのはたるのかというのはたるのかというのはたるのかというのは想想想想定すべきだと思いますので、できるだけ定すべきだと思いますので、できるだけ定すべきだと思いますので、できるだけ定すべきだと思いますので、できるだけ早早早早いいいい時時時時期期期期にこのにこのにこのにこの便便便便益益益益にににについてはついてはついてはついては再再再再度ご報告をいただきたいと思います。よ度ご報告をいただきたいと思います。よ度ご報告をいただきたいと思います。よ度ご報告をいただきたいと思います。よろろろろしくお願いします。特にしくお願いします。特にしくお願いします。特にしくお願いします。特に自自自自動動動動車車車車専専専専用用用用レレレレーンのーンのーンのーンの建建建建設設設設にあってはにあってはにあってはにあっては便便便便益益益益はきっちりわかっているのですけれども、こういうはきっちりわかっているのですけれども、こういうはきっちりわかっているのですけれども、こういうはきっちりわかっているのですけれども、こういう形形形形でででで連続連続連続連続してしてしてして様様様様態態態態のののの違違違違う道う道う道う道路路路路をををを使使使使う、観う、観う、観う、観光光光光の中でどれだけの消の中でどれだけの消の中でどれだけの消の中でどれだけの消費費費費額額額額が出てくるのか、が出てくるのか、が出てくるのか、が出てくるのか、健康健康健康健康に対してに対してに対してに対してどのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらいププププララララススススになるのか、そういうことはなかなかわかりかになるのか、そういうことはなかなかわかりかになるのか、そういうことはなかなかわかりかになるのか、そういうことはなかなかわかりかねねねねますけれども、その係ますけれども、その係ますけれども、その係ますけれども、その係数数数数なりをなりをなりをなりを研究研究研究研究していただくことはしていただくことはしていただくことはしていただくことは非常非常非常非常に大事だと思います。最に大事だと思います。最に大事だと思います。最に大事だと思います。最終終終終的的的的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような評価評価評価評価したしたしたしたらいいのかわかりまらいいのかわかりまらいいのかわかりまらいいのかわかりませんせんせんせんので、ので、ので、ので、ぜひぜひぜひぜひともともともとも早早早早くくくく示示示示していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。
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次に、２つ次に、２つ次に、２つ次に、２つ目目目目ですが、ですが、ですが、ですが、流流流流域域域域下下下下水道のマネジメントについてお伺いしたいと思います。水道のマネジメントについてお伺いしたいと思います。水道のマネジメントについてお伺いしたいと思います。水道のマネジメントについてお伺いしたいと思います。先先先先ほど、ほど、ほど、ほど、流流流流域域域域下下下下水道水道水道水道負負負負荷軽荷軽荷軽荷軽減減減減等推進事業についても内容の説明があったかと思います。それ等推進事業についても内容の説明があったかと思います。それ等推進事業についても内容の説明があったかと思います。それ等推進事業についても内容の説明があったかと思います。それぞぞぞぞれれれれ浄浄浄浄化セ化セ化セ化センンンンタタタターは、ーは、ーは、ーは、昭昭昭昭和４５年に事業和４５年に事業和４５年に事業和４５年に事業着手着手着手着手、最、最、最、最終終終終年次の年次の年次の年次の吉野吉野吉野吉野川川川川浄浄浄浄化セ化セ化セ化センンンンタタタターもーもーもーも昭昭昭昭和５７和５７和５７和５７年に事業年に事業年に事業年に事業着手着手着手着手されており、４５年から３３年、それされており、４５年から３３年、それされており、４５年から３３年、それされており、４５年から３３年、それぞぞぞぞれのれのれのれのセセセセンンンンタタタターがーがーがーが時間時間時間時間をををを経経経経過している。過している。過している。過している。その中でこのその中でこのその中でこのその中でこの負負負負荷軽荷軽荷軽荷軽減減減減対策の推進の中対策の推進の中対策の推進の中対策の推進の中身身身身について、どのような方法でやるのか、その説明について、どのような方法でやるのか、その説明について、どのような方法でやるのか、その説明について、どのような方法でやるのか、その説明をををを詳細詳細詳細詳細をおをおをおをお知知知知ららららせせせせいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。○上平下水道課長○上平下水道課長○上平下水道課長○上平下水道課長 流流流流域域域域下下下下水道水道水道水道負負負負荷軽荷軽荷軽荷軽減減減減等推進事業について説明します。等推進事業について説明します。等推進事業について説明します。等推進事業について説明します。不不不不明水というのは、ご明水というのは、ご明水というのは、ご明水というのは、ご存存存存じじじじのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、下下下下水水水水処処処処理場理場理場理場にににに流流流流入入入入するするするする下下下下水のうちで料金にならな水のうちで料金にならな水のうちで料金にならな水のうちで料金にならない、い、い、い、徴収徴収徴収徴収できない水のことをいいます。そのできない水のことをいいます。そのできない水のことをいいます。そのできない水のことをいいます。その不不不不明水の明水の明水の明水の原原原原因因因因は、は、は、は、下下下下水道水道水道水道管管管管やややや接続接続接続接続ますのますのますのますの老朽老朽老朽老朽化化化化によるによるによるによるひひひひび割び割び割び割れやすきれやすきれやすきれやすき間間間間、、、、継継継継ぎ手ぎ手ぎ手ぎ手部から部から部から部から雨雨雨雨水、地水、地水、地水、地下下下下水等の水等の水等の水等の浸浸浸浸入入入入です。です。です。です。不不不不明水は明水は明水は明水は雨雨雨雨天時天時天時天時ににににおいてはおいてはおいてはおいては急急急急激激激激にににに増増増増加するため、加するため、加するため、加するため、下下下下水水水水処処処処理場理場理場理場やややや周辺周辺周辺周辺処処処処理理理理施施施施設設設設の安全の安全の安全の安全性性性性のののの確確確確保や、保や、保や、保や、処処処処理理理理ココココスススストトトト縮縮縮縮減減減減のためにものためにものためにものためにも節節節節減減減減するするするする必必必必要があります。県には４つの要があります。県には４つの要があります。県には４つの要があります。県には４つの浄浄浄浄化セ化セ化セ化センンンンタタタターがあるのですけれどーがあるのですけれどーがあるのですけれどーがあるのですけれども、平均するとも、平均するとも、平均するとも、平均すると不不不不明水の明水の明水の明水の混混混混入入入入率は率は率は率は約約約約１１１１１１１１．．．．５％あります。その５％あります。その５％あります。その５％あります。その流流流流域域域域下下下下水道の水道の水道の水道の現現現現状の状の状の状の供供供供用用用用面面面面積積積積は１は１は１は１万万万万８８８８，，，，００００００００００００ヘヘヘヘクタクタクタクターーーールルルルぐぐぐぐらいあります。らいあります。らいあります。らいあります。今今今今まではそのまではそのまではそのまではその不不不不明水を明水を明水を明水を調調調調べるために、まべるために、まべるために、まべるために、まずはずはずはずは流流流流入入入入するするするする区区区区域を特定しなければならなかったのですけれども、その対策については域を特定しなければならなかったのですけれども、その対策については域を特定しなければならなかったのですけれども、その対策については域を特定しなければならなかったのですけれども、その対策については膨膨膨膨大な大な大な大な時間時間時間時間とととと費費費費用がかかるということでした。しかし、近年、用がかかるということでした。しかし、近年、用がかかるということでした。しかし、近年、用がかかるということでした。しかし、近年、新技術新技術新技術新技術がががが開開開開発され、３年発され、３年発され、３年発され、３年間間間間でででですけれども、すけれども、すけれども、すけれども、時間時間時間時間降雨量降雨量降雨量降雨量とそのとそのとそのとその時時時時刻刻刻刻でのでのでのでの処処処処理場理場理場理場、、、、ポポポポンンンンププププ場場場場でのでのでのでの流流流流入入入入量量量量を解を解を解を解析析析析することによすることによすることによすることによって、って、って、って、短短短短時間時間時間時間でででで広広広広範囲範囲範囲範囲のののの不不不不明水の発生するおそれがあるとこ明水の発生するおそれがあるとこ明水の発生するおそれがあるとこ明水の発生するおそれがあるところろろろを特定することはを特定することはを特定することはを特定することは可可可可能能能能になになになになりました。このため、りました。このため、りました。このため、りました。このため、来来来来年度予算ではその年度予算ではその年度予算ではその年度予算ではその不不不不明水の発生明水の発生明水の発生明水の発生領領領領域のまずは特定を行い、その域のまずは特定を行い、その域のまずは特定を行い、その域のまずは特定を行い、その後後後後は市町村においては市町村においては市町村においては市町村において不不不不明水対策を明水対策を明水対策を明水対策を実実実実施し、施し、施し、施し、ひひひひいてはいてはいてはいては流流流流域域域域下下下下水道の水道の水道の水道の処処処処理場理場理場理場の安全の安全の安全の安全確確確確保と保と保と保と処処処処理理理理ココココスススストのトのトのトの縮縮縮縮減減減減をををを図図図図るためのるためのるためのるための経費経費経費経費を計を計を計を計上上上上ささささせせせせていただいております。以ていただいております。以ていただいております。以ていただいております。以上上上上です。です。です。です。○清水副委員長○清水副委員長○清水副委員長○清水副委員長 ４４４４流流流流域で、たしか域で、たしか域で、たしか域で、たしかホホホホーーーームムムムページで見ればページで見ればページで見ればページで見れば流流流流域域域域下下下下水道の水道の水道の水道の総総総総延延延延長だけでも２長だけでも２長だけでも２長だけでも２００００００００キロキロキロキロメートメートメートメートルルルルを超えているわけです。を超えているわけです。を超えているわけです。を超えているわけです。各各各各市町村の、市町村の、市町村の、市町村の、当然当然当然当然のことながら関のことながら関のことながら関のことながら関連公共下連公共下連公共下連公共下水を水を水を水を加えれば加えれば加えれば加えれば相当相当相当相当ななななキロキロキロキロメートメートメートメートルルルル数数数数があるわけです。これからがあるわけです。これからがあるわけです。これからがあるわけです。これから先先先先のマネジメントはいかにお金のマネジメントはいかにお金のマネジメントはいかにお金のマネジメントはいかにお金をかけずに対策をしていくかが主をかけずに対策をしていくかが主をかけずに対策をしていくかが主をかけずに対策をしていくかが主眼眼眼眼になってくると思います。になってくると思います。になってくると思います。になってくると思います。先先先先ほど川口委員からごほど川口委員からごほど川口委員からごほど川口委員からご指摘指摘指摘指摘があった内容、ごがあった内容、ごがあった内容、ごがあった内容、ご答答答答弁弁弁弁がなかったのでがなかったのでがなかったのでがなかったので私私私私からおからおからおからお尋尋尋尋ねねねねしますけれども、しますけれども、しますけれども、しますけれども、流流流流域域域域下下下下水の水の水の水の公公公公営企営企営企営企業業業業法法法法適適適適用、市町村は用、市町村は用、市町村は用、市町村は現在現在現在現在どういう、どういう、どういう、どういう、何何何何市町村あるのですか。市町村あるのですか。市町村あるのですか。市町村あるのですか。既既既既にやられているとこにやられているとこにやられているとこにやられているところろろろがあるがあるがあるがあるのか、それからのか、それからのか、それからのか、それから現現現現状、状、状、状、公公公公営企営企営企営企業法業法業法業法適適適適用に向けて用に向けて用に向けて用に向けて作作作作業に取り組まれてる市町村がどの業に取り組まれてる市町村がどの業に取り組まれてる市町村がどの業に取り組まれてる市町村がどのぐぐぐぐらいらいらいらいあるのか、この点、よあるのか、この点、よあるのか、この点、よあるのか、この点、よろろろろしくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。○上平下水道課長○上平下水道課長○上平下水道課長○上平下水道課長 県内市町村で法県内市町村で法県内市町村で法県内市町村で法適化適化適化適化されている市町村については、されている市町村については、されている市町村については、されている市町村については、今今今今、４市町です。、４市町です。、４市町です。、４市町です。
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平成２８年、平成２８年、平成２８年、平成２８年、来来来来年、年、年、年、導入導入導入導入予定というのが１市あり、予定というのが１市あり、予定というのが１市あり、予定というのが１市あり、合合合合わわわわせせせせて５市町です。あと、て５市町です。あと、て５市町です。あと、て５市町です。あと、残残残残りにつりにつりにつりについては、いては、いては、いては、人人人人口３口３口３口３万人万人万人万人以以以以上上上上ということでということでということでということで該該該該当当当当しない市町村もあるのですけれども、正しない市町村もあるのですけれども、正しない市町村もあるのですけれども、正しない市町村もあるのですけれども、正確確確確にはにはにはにはまだ、しますかしままだ、しますかしままだ、しますかしままだ、しますかしませんせんせんせんかとはかとはかとはかとは聞聞聞聞いていないのですけれども、いていないのですけれども、いていないのですけれども、いていないのですけれども、基基基基本本本本的的的的にににに講習講習講習講習会などを受け会などを受け会などを受け会などを受けますと、ますと、ますと、ますと、流流流流域関係になるのですけれども、ほと域関係になるのですけれども、ほと域関係になるのですけれども、ほと域関係になるのですけれども、ほとんんんんどの市町村がどの市町村がどの市町村がどの市町村が当然来当然来当然来当然来ておりますので、たておりますので、たておりますので、たておりますので、ただ、正だ、正だ、正だ、正確確確確なななな数数数数字字字字については、またについては、またについては、またについては、また調調調調べて報告さべて報告さべて報告さべて報告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。○清水副委員長○清水副委員長○清水副委員長○清水副委員長 流流流流域関域関域関域関連連連連の市町村は全部で３０市町村あるわけですから、そのうち、の市町村は全部で３０市町村あるわけですから、そのうち、の市町村は全部で３０市町村あるわけですから、そのうち、の市町村は全部で３０市町村あるわけですから、そのうち、今今今今のとこのとこのとこのところろろろ５市町しかできていないということです。ですので、これから５市町しかできていないということです。ですので、これから５市町しかできていないということです。ですので、これから５市町しかできていないということです。ですので、これから先先先先のマネジメントのマネジメントのマネジメントのマネジメントを考えるのに、を考えるのに、を考えるのに、を考えるのに、流流流流域関域関域関域関連公共下連公共下連公共下連公共下水道ですから、県だけが水道ですから、県だけが水道ですから、県だけが水道ですから、県だけが公公公公営企営企営企営企業業業業化化化化してもあまりしてもあまりしてもあまりしてもあまり意味意味意味意味があがあがあがありまりまりまりませんせんせんせんので、できれば関ので、できれば関ので、できれば関ので、できれば関連連連連するするするする公共下公共下公共下公共下水道も全て対水道も全て対水道も全て対水道も全て対象象象象にしていただくようににしていただくようににしていただくようににしていただくように何何何何とか取りとか取りとか取りとか取り組みをお願いしたいと思っております。以組みをお願いしたいと思っております。以組みをお願いしたいと思っております。以組みをお願いしたいと思っております。以上上上上、よ、よ、よ、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。もう１点ですが、もう１点ですが、もう１点ですが、もう１点ですが、実実実実は昨日のは昨日のは昨日のは昨日の夜夜夜夜にににに私私私私のとこのとこのとこのところろろろにににに情情情情報提報提報提報提供供供供がありました。がありました。がありました。がありました。非常非常非常非常にににに残念残念残念残念だとだとだとだと思うのですけれども、思うのですけれども、思うのですけれども、思うのですけれども、王王王王寺寺寺寺駅駅駅駅南南南南側側側側エリアエリアエリアエリアのののの電電電電車車車車留留留留置置置置線線線線のののの移設移設移設移設について、奈良県がについて、奈良県がについて、奈良県がについて、奈良県が断断断断念念念念したしたしたしたと。こういうと。こういうと。こういうと。こういう新新新新聞聞聞聞記事が記事が記事が記事が載載載載っています。業っています。業っています。業っています。業界紙界紙界紙界紙であったということで、であったということで、であったということで、であったということで、私私私私のとこのとこのとこのところろろろに問いに問いに問いに問い合合合合わわわわせせせせがありました。がありました。がありました。がありました。私自身私自身私自身私自身はははは知知知知らないのです。らないのです。らないのです。らないのです。実実実実施するものだと思っていました。施するものだと思っていました。施するものだと思っていました。施するものだと思っていました。知知知知らない方もおられると思いますので、この文らない方もおられると思いますので、この文らない方もおられると思いますので、この文らない方もおられると思いますので、この文書書書書をををを読読読読みみみみ上上上上げげげげます。ます。ます。ます。奈良県は奈良県は奈良県は奈良県はＪＲ王ＪＲ王ＪＲ王ＪＲ王寺寺寺寺駅駅駅駅の南の南の南の南側側側側エリアエリアエリアエリアでででで電電電電車車車車留留留留置置置置線線線線のののの移設移設移設移設を前提に取り組を前提に取り組を前提に取り組を前提に取り組むむむむとしていたとしていたとしていたとしていた新新新新たたたたなまちづくりをなまちづくりをなまちづくりをなまちづくりを断断断断念念念念することをすることをすることをすることを決決決決めた。地めた。地めた。地めた。地元元元元の要の要の要の要望望望望などを踏まえたなどを踏まえたなどを踏まえたなどを踏まえた決決決決定としており、関定としており、関定としており、関定としており、関連連連連業業業業務務務務のののの公公公公募型募型募型募型プロプロプロプロポポポポーーーーザザザザルルルルの２の２の２の２件件件件は中は中は中は中止扱止扱止扱止扱いになった。これは１いになった。これは１いになった。これは１いになった。これは１，，，，００００００００００００万円万円万円万円ずつの予算ずつの予算ずつの予算ずつの予算計計計計上上上上がされ、議会にも報告がありました。がされ、議会にも報告がありました。がされ、議会にも報告がありました。がされ、議会にも報告がありました。当当当当初の計初の計初の計初の計画画画画はははは同駅同駅同駅同駅南南南南側側側側にあるにあるにあるにあるＪＲＪＲＪＲＪＲのののの電電電電車車車車留留留留置置置置線線線線をををを移設移設移設移設し、空いた部し、空いた部し、空いた部し、空いた部分分分分をををを新新新新たなまちづくりに活用する。このため、県がたなまちづくりに活用する。このため、県がたなまちづくりに活用する。このため、県がたなまちづくりに活用する。このため、県が独自独自独自独自にににに移設移設移設移設のののの可可可可能能能能性性性性をををを検討検討検討検討し、２０１６年度以し、２０１６年度以し、２０１６年度以し、２０１６年度以降降降降、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲ西西西西日日日日本本本本にににに働働働働きかけていくとしていた。きかけていくとしていた。きかけていくとしていた。きかけていくとしていた。断断断断念念念念のののの理由理由理由理由にににについては、ここが一ついては、ここが一ついては、ここが一ついては、ここが一番番番番問問問問題題題題なのですが、なのですが、なのですが、なのですが、担当者担当者担当者担当者は地は地は地は地元元元元への事前の説明がうまくへの事前の説明がうまくへの事前の説明がうまくへの事前の説明がうまく伝伝伝伝わっていわっていわっていわっていなかったなどとなかったなどとなかったなどとなかったなどと話話話話すと。このようにすと。このようにすと。このようにすと。このように掲掲掲掲載載載載されています。されています。されています。されています。乾委員も乾委員も乾委員も乾委員も同じ北同じ北同じ北同じ北城郡選挙城郡選挙城郡選挙城郡選挙区区区区ですが、おそらく初めてですが、おそらく初めてですが、おそらく初めてですが、おそらく初めて聞聞聞聞かれたと。かれたと。かれたと。かれたと。北北北北城郡城郡城郡城郡と生と生と生と生駒郡駒郡駒郡駒郡ににににとって、とって、とって、とって、ＪＲ王ＪＲ王ＪＲ王ＪＲ王寺寺寺寺駅駅駅駅は中は中は中は中心心心心のののの駅駅駅駅であって、住であって、住であって、住であって、住民民民民のののの皆様皆様皆様皆様もももも非常非常非常非常に大きなに大きなに大きなに大きな期期期期待待待待をもたれていまをもたれていまをもたれていまをもたれていました。それが、地した。それが、地した。それが、地した。それが、地元元元元に事前の説明がきちに事前の説明がきちに事前の説明がきちに事前の説明がきちんんんんとととと伝伝伝伝わっていなかった、ただこれだけのわっていなかった、ただこれだけのわっていなかった、ただこれだけのわっていなかった、ただこれだけの理由理由理由理由ででででやめますと。このようなことがあるのですか。まず、その点についておやめますと。このようなことがあるのですか。まず、その点についておやめますと。このようなことがあるのですか。まず、その点についておやめますと。このようなことがあるのですか。まず、その点についてお答答答答えいただきたい。えいただきたい。えいただきたい。えいただきたい。○木村道路環境課長○木村道路環境課長○木村道路環境課長○木村道路環境課長 副委員長がお副委員長がお副委員長がお副委員長がお述述述述べになったべになったべになったべになった新新新新聞聞聞聞記事のとおりです。昨年１１月に業記事のとおりです。昨年１１月に業記事のとおりです。昨年１１月に業記事のとおりです。昨年１１月に業務務務務委委委委託託託託のののの公公公公告をし、告をし、告をし、告をし、公公公公募型募型募型募型プロプロプロプロポポポポーーーーザザザザルルルル方方方方式式式式によってによってによってによって手続手続手続手続を進めていたとこを進めていたとこを進めていたとこを進めていたところろろろではありまではありまではありまではあります。ただその中で、す。ただその中で、す。ただその中で、す。ただその中で、移設先移設先移設先移設先がががが斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町に予定されている町に予定されている町に予定されている町に予定されている遊遊遊遊水地、水地、水地、水地、直直直直轄轄轄轄のののの河河河河川事業として取り川事業として取り川事業として取り川事業として取り
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組まれている組まれている組まれている組まれている遊遊遊遊水地に水地に水地に水地に移設移設移設移設するということで、それがするということで、それがするということで、それがするということで、それが検討検討検討検討のののの移設先移設先移設先移設先の一つとして、業の一つとして、業の一つとして、業の一つとして、業務務務務のののの説明説明説明説明書書書書の中にの中にの中にの中に書書書書いてありました。いてありました。いてありました。いてありました。遊遊遊遊水地の事業水地の事業水地の事業水地の事業自自自自体もかなり体もかなり体もかなり体もかなりデリデリデリデリケケケケートなとこートなとこートなとこートなところろろろがあるとがあるとがあるとがあると言うか、なかなかうまく進言うか、なかなかうまく進言うか、なかなかうまく進言うか、なかなかうまく進んんんんでいない状況の中で、でいない状況の中で、でいない状況の中で、でいない状況の中で、電電電電車車車車留留留留置置置置線線線線のののの移設移設移設移設のののの話話話話があると、があると、があると、があると、影響影響影響影響が大きいというが大きいというが大きいというが大きいという話話話話があり、そのようなことから県として、があり、そのようなことから県として、があり、そのようなことから県として、があり、そのようなことから県として、総合的総合的総合的総合的にににに判断判断判断判断して、して、して、して、今今今今回回回回の業の業の業の業務務務務については、については、については、については、途途途途中で中中で中中で中中で中止止止止というというというという形形形形をとらをとらをとらをとらざざざざるをるをるをるを得得得得ないということになった状況です。以ないということになった状況です。以ないということになった状況です。以ないということになった状況です。以上上上上です。です。です。です。○清水副委員長○清水副委員長○清水副委員長○清水副委員長 私私私私としては、としては、としては、としては、非常非常非常非常にににに腹腹腹腹立立立立たしい。このようなたしい。このようなたしい。このようなたしい。このような話話話話をををを新新新新聞社聞社聞社聞社に言って、に言って、に言って、に言って、我我我我 々々々々議員には議員には議員には議員には何何何何も言わない。このようなことがあってもよいのか。どうもも言わない。このようなことがあってもよいのか。どうもも言わない。このようなことがあってもよいのか。どうもも言わない。このようなことがあってもよいのか。どうも納納納納得得得得がいかない。がいかない。がいかない。がいかない。せせせせめて、事業を進めるにあたって、取りやめということになっているので、そうではなくて、めて、事業を進めるにあたって、取りやめということになっているので、そうではなくて、めて、事業を進めるにあたって、取りやめということになっているので、そうではなくて、めて、事業を進めるにあたって、取りやめということになっているので、そうではなくて、今後今後今後今後のことも含めてこのようになるというのことも含めてこのようになるというのことも含めてこのようになるというのことも含めてこのようになるという経経経経過説明を過説明を過説明を過説明を我我我我 々々々々議員に対してすべきではないで議員に対してすべきではないで議員に対してすべきではないで議員に対してすべきではないですか。この文すか。この文すか。この文すか。この文書書書書がががが送送送送られてきて、られてきて、られてきて、られてきて、びびびびっくりしました。議会っくりしました。議会っくりしました。議会っくりしました。議会軽軽軽軽視視視視もはなはだしい。これ以もはなはだしい。これ以もはなはだしい。これ以もはなはだしい。これ以上上上上のことは言いまのことは言いまのことは言いまのことは言いませんせんせんせんが、が、が、が、注注注注意意意意していただきたい。していただきたい。していただきたい。していただきたい。それと大和川それと大和川それと大和川それと大和川流流流流域における域における域における域における総合総合総合総合治水に関する治水に関する治水に関する治水に関する条条条条例の例の例の例の制制制制定についてですけれど、これは定についてですけれど、これは定についてですけれど、これは定についてですけれど、これはぜぜぜぜひひひひとも、とも、とも、とも、私私私私は最は最は最は最下下下下流流流流部におりますので、部におりますので、部におりますので、部におりますので、実態実態実態実態をつをつをつをつぶぶぶぶさに見ています。さに見ています。さに見ています。さに見ています。何何何何とか奈良県全体でとか奈良県全体でとか奈良県全体でとか奈良県全体でマイマイマイマイナナナナススススにならない、県がマイにならない、県がマイにならない、県がマイにならない、県がマイナナナナススススにならない、そういう施策の大きなにならない、そういう施策の大きなにならない、そういう施策の大きなにならない、そういう施策の大きな条条条条例だと思います例だと思います例だと思います例だと思いますので、できるので、できるので、できるので、できる限限限限り全てのり全てのり全てのり全ての流流流流域の市町村で進めていただくように、域の市町村で進めていただくように、域の市町村で進めていただくように、域の市町村で進めていただくように、何何何何とかとかとかとか膝詰膝詰膝詰膝詰めでお願いしめでお願いしめでお願いしめでお願いしたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。最最最最後後後後にににに少少少少し提案だけ、１し提案だけ、１し提案だけ、１し提案だけ、１件件件件ささささせせせせていただきます。資料「報告５ （ていただきます。資料「報告５ （ていただきます。資料「報告５ （ていただきます。資料「報告５ （仮称仮称仮称仮称））））登登登登大大大大路バスタ路バスタ路バスタ路バスターーーーミナミナミナミナルルルルのののの整備整備整備整備について」にイメージについて」にイメージについて」にイメージについて」にイメージパパパパーーーーススススがありますけれども、前がありますけれども、前がありますけれども、前がありますけれども、前 々々々々から思っているのから思っているのから思っているのから思っているのですけれど、このですけれど、このですけれど、このですけれど、このパパパパーーーーススススを見て、県を見て、県を見て、県を見て、県庁庁庁庁本本本本棟棟棟棟についてはについてはについてはについては屋屋屋屋上上上上緑緑緑緑化化化化されています。とこされています。とこされています。とこされています。ところろろろが、が、が、が、東棟東棟東棟東棟、、、、西西西西棟棟棟棟、議会、議会、議会、議会棟棟棟棟もですけれど、このもですけれど、このもですけれど、このもですけれど、この上上上上はははは緑緑緑緑化化化化されていない、されていない、されていない、されていない、玉石玉石玉石玉石が置いてあるのです。が置いてあるのです。が置いてあるのです。が置いてあるのです。どうどうどうどうせせせせやるのであれば、全部やるのであれば、全部やるのであれば、全部やるのであれば、全部緑緑緑緑に変えていくなどということも含めて考えたらどうかなとに変えていくなどということも含めて考えたらどうかなとに変えていくなどということも含めて考えたらどうかなとに変えていくなどということも含めて考えたらどうかなと単単単単純純純純に思いましたので、これは提案ということで、よに思いましたので、これは提案ということで、よに思いましたので、これは提案ということで、よに思いましたので、これは提案ということで、よろろろろしくごしくごしくごしくご検討検討検討検討いただきたいと思いまいただきたいと思いまいただきたいと思いまいただきたいと思います。以す。以す。以す。以上上上上で質問をで質問をで質問をで質問を終終終終わります。わります。わります。わります。○岩田委員長○岩田委員長○岩田委員長○岩田委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。か。それでは、これで質疑をそれでは、これで質疑をそれでは、これで質疑をそれでは、これで質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。なお、２月定例会のなお、２月定例会のなお、２月定例会のなお、２月定例会の開開開開会日に奈良県会日に奈良県会日に奈良県会日に奈良県公共交通基公共交通基公共交通基公共交通基本本本本計計計計画画画画の策定に係る議案がの策定に係る議案がの策定に係る議案がの策定に係る議案が上上上上程程程程される予される予される予される予定となっておりますので、定となっておりますので、定となっておりますので、定となっておりますので、当当当当議案を議案を議案を議案を審査審査審査審査するため、するため、するため、するため、当当当当委員会を定例会中の３月７日、月委員会を定例会中の３月７日、月委員会を定例会中の３月７日、月委員会を定例会中の３月７日、月曜曜曜曜日の日の日の日の本本本本会議会議会議会議終了終了終了終了後後後後にににに再再再再度度度度開催開催開催開催ささささせせせせていただきます。あらかていただきます。あらかていただきます。あらかていただきます。あらかじじじじめごめごめごめご了了了了承承承承願います。願います。願います。願います。これをもちまして、これをもちまして、これをもちまして、これをもちまして、本本本本日の委員会を日の委員会を日の委員会を日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。


