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建 設 委 員 会 記 録建 設 委 員 会 記 録建 設 委 員 会 記 録建 設 委 員 会 記 録開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２９年１２月１２日（火） １３：０３～１６：４５平成２９年１２月１２日（火） １３：０３～１６：４５平成２９年１２月１２日（火） １３：０３～１６：４５平成２９年１２月１２日（火） １３：０３～１６：４５開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室出席委員出席委員出席委員出席委員 ９名９名９名９名乾 浩之 委員長乾 浩之 委員長乾 浩之 委員長乾 浩之 委員長田尻 匠 副委員長田尻 匠 副委員長田尻 匠 副委員長田尻 匠 副委員長田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員清水 勉 委員清水 勉 委員清水 勉 委員清水 勉 委員太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員国中 憲治 委員国中 憲治 委員国中 憲治 委員国中 憲治 委員新谷新谷新谷新谷 綋一 委員一 委員一 委員一 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 山田 県土マネジメント部長山田 県土マネジメント部長山田 県土マネジメント部長山田 県土マネジメント部長金剛 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金剛 まちづくり推進局長西川 水道局長 ほか、関係職員西川 水道局長 ほか、関係職員西川 水道局長 ほか、関係職員西川 水道局長 ほか、関係職員傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし議 事議 事議 事議 事（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）議第７２号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議第７２号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議第７２号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議第７２号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）議第７８号 道路整備事業にかかる請負契約の変更について議第７８号 道路整備事業にかかる請負契約の変更について議第７８号 道路整備事業にかかる請負契約の変更について議第７８号 道路整備事業にかかる請負契約の変更について議第７９号 流域下水道事業にかかる請負契約の締結について議第７９号 流域下水道事業にかかる請負契約の締結について議第７９号 流域下水道事業にかかる請負契約の締結について議第７９号 流域下水道事業にかかる請負契約の締結について議第８０号 奈良公園施設魅力向上事業にかかる請負契約の変更について議第８０号 奈良公園施設魅力向上事業にかかる請負契約の変更について議第８０号 奈良公園施設魅力向上事業にかかる請負契約の変更について議第８０号 奈良公園施設魅力向上事業にかかる請負契約の変更について議第８１号 財産の譲与について議第８１号 財産の譲与について議第８１号 財産の譲与について議第８１号 財産の譲与について議第８６号 奈良県第二浄化センタースポーツ広場の指定管理者の指定につ議第８６号 奈良県第二浄化センタースポーツ広場の指定管理者の指定につ議第８６号 奈良県第二浄化センタースポーツ広場の指定管理者の指定につ議第８６号 奈良県第二浄化センタースポーツ広場の指定管理者の指定についていていていて
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議第８７号 大渕池公園の指定管理者の指定について議第８７号 大渕池公園の指定管理者の指定について議第８７号 大渕池公園の指定管理者の指定について議第８７号 大渕池公園の指定管理者の指定について議第９４号 奈良県住生活ビジョンの変更について議第９４号 奈良県住生活ビジョンの変更について議第９４号 奈良県住生活ビジョンの変更について議第９４号 奈良県住生活ビジョンの変更について議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）報第３０号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３０号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３０号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３０号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告についていていていて損害賠償額の決定について （建設委員会所管分）損害賠償額の決定について （建設委員会所管分）損害賠償額の決定について （建設委員会所管分）損害賠償額の決定について （建設委員会所管分）報第３１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についていていていて自動車事故にかかる損害賠償額の決定について自動車事故にかかる損害賠償額の決定について自動車事故にかかる損害賠償額の決定について自動車事故にかかる損害賠償額の決定について（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 ただいまから、建設委員会を開会します。ただいまから、建設委員会を開会します。ただいまから、建設委員会を開会します。ただいまから、建設委員会を開会します。なお、水口営繕課長の代理で笠置課長補佐が出席されておりますので、ご了承願います。なお、水口営繕課長の代理で笠置課長補佐が出席されておりますので、ご了承願います。なお、水口営繕課長の代理で笠置課長補佐が出席されておりますので、ご了承願います。なお、水口営繕課長の代理で笠置課長補佐が出席されておりますので、ご了承願います。本日、傍聴の申し出があれば、２０名を限度に入室していただきますので、ご了承くだ本日、傍聴の申し出があれば、２０名を限度に入室していただきますので、ご了承くだ本日、傍聴の申し出があれば、２０名を限度に入室していただきますので、ご了承くだ本日、傍聴の申し出があれば、２０名を限度に入室していただきますので、ご了承ください。さい。さい。さい。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりです。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりです。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりです。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりです。審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせにより付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめご了り付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめご了り付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめご了り付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめご了承願います。承願います。承願います。承願います。それでは、付託議案について、県土マネジメント部長、まちづくり推進局長の順に説明それでは、付託議案について、県土マネジメント部長、まちづくり推進局長の順に説明それでは、付託議案について、県土マネジメント部長、まちづくり推進局長の順に説明それでは、付託議案について、県土マネジメント部長、まちづくり推進局長の順に説明願います。願います。願います。願います。なお、理事者の皆様におかれましては、着席にて説明、報告願います。なお、理事者の皆様におかれましては、着席にて説明、報告願います。なお、理事者の皆様におかれましては、着席にて説明、報告願います。なお、理事者の皆様におかれましては、着席にて説明、報告願います。○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長 それでは、私から定例県議会の提出議案について説明させそれでは、私から定例県議会の提出議案について説明させそれでは、私から定例県議会の提出議案について説明させそれでは、私から定例県議会の提出議案について説明させていただきます。大きく３件でごていただきます。大きく３件でごていただきます。大きく３件でごていただきます。大きく３件でござざざざいます。補正予算、提出条例、契約います。補正予算、提出条例、契約います。補正予算、提出条例、契約います。補正予算、提出条例、契約等等等等についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。います。います。います。１つ１つ１つ１つ目目目目の予算ですが、平成２９年１２月定例県議会提出予算案のの予算ですが、平成２９年１２月定例県議会提出予算案のの予算ですが、平成２９年１２月定例県議会提出予算案のの予算ですが、平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要概要概要概要により説明します。により説明します。により説明します。により説明します。
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２２２２ペペペページ、事業ージ、事業ージ、事業ージ、事業概要概要概要概要、１、、１、、１、、１、台風台風台風台風２１号２１号２１号２１号等等等等によるによるによるによる災災災災害害害害へへへへのののの対応対応対応対応、上から４つご、上から４つご、上から４つご、上から４つござざざざいます。います。います。います。公公公公共共共共土土土土木木木木施設施設施設施設災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業、事業、事業、事業、河河河河川川川川災災災災害関害関害関害関連連連連事業、事業、事業、事業、災災災災害関害関害関害関連緊急砂防等連緊急砂防等連緊急砂防等連緊急砂防等事業は、事業は、事業は、事業は、全全全全てててて台風台風台風台風２２２２１号で、１号で、１号で、１号で、河河河河川川川川やややや土土土土木木木木の公の公の公の公共共共共土土土土木木木木施設の施設の施設の施設の復旧工復旧工復旧工復旧工事に事に事に事に要要要要するするするする費用費用費用費用でごでごでごでござざざざいます。２ついます。２ついます。２ついます。２つ目目目目のののの災災災災害害害害関関関関連連連連事業は、１つ事業は、１つ事業は、１つ事業は、１つ目目目目の公の公の公の公共共共共土土土土木木木木施設施設施設施設災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧関関関関連連連連事業の事業の事業の事業の要要要要件に件に件に件に該該該該当しない当しない当しない当しないもももものをのをのをのを拾っ拾っ拾っ拾っていていていているるるる形形形形です。です。です。です。災災災災害関害関害関害関連緊急砂防等連緊急砂防等連緊急砂防等連緊急砂防等事業は、事業は、事業は、事業は、砂防砂防砂防砂防、地す、地す、地す、地すべべべべり、り、り、り、急傾斜急傾斜急傾斜急傾斜のののの各対策工各対策工各対策工各対策工事を事を事を事を緊急的緊急的緊急的緊急的にににに実実実実施する事業でご施する事業でご施する事業でご施する事業でござざざざいます。います。います。います。４つ４つ４つ４つ目目目目のののの砂防砂防砂防砂防指定地における行指定地における行指定地における行指定地における行政政政政代代代代執執執執行は、行は、行は、行は、台風台風台風台風２１号で生２１号で生２１号で生２１号で生駒市駒市駒市駒市西西西西松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘の住の住の住の住宅宅宅宅地に地に地に地に隣隣隣隣接接接接するするするする砂防砂防砂防砂防指定地において、指定地において、指定地において、指定地において、無許可盛無許可盛無許可盛無許可盛り土の一部がり土の一部がり土の一部がり土の一部が崩壊崩壊崩壊崩壊したために、行したために、行したために、行したために、行政政政政代代代代執執執執行に行に行に行に対対対対するするするする対策工対策工対策工対策工事の事の事の事の内容内容内容内容を変更しています。を変更しています。を変更しています。を変更しています。続続続続きまして、５きまして、５きまして、５きまして、５ペペペページージージージ今今今今、申しました、申しました、申しました、申しました各各各各事業の事業の事業の事業の繰越繰越繰越繰越明明明明許費許費許費許費の補正でごの補正でごの補正でごの補正でござざざざいます。います。います。います。災災災災害関害関害関害関連緊急砂防等連緊急砂防等連緊急砂防等連緊急砂防等事業の事業の事業の事業の適適適適正な正な正な正な工期工期工期工期をををを確保確保確保確保するため、するため、するため、するため、繰越繰越繰越繰越明明明明許費許費許費許費の補正をお願いしています。の補正をお願いしています。の補正をお願いしています。の補正をお願いしています。次、６次、６次、６次、６ペペペページ、先ほージ、先ほージ、先ほージ、先ほどどどどのののの災災災災害関害関害関害関連連連連で申しますと、一で申しますと、一で申しますと、一で申しますと、一番番番番上の上の上の上の河河河河川川川川災災災災害関害関害関害関連連連連が、が、が、が、工期工期工期工期が長が長が長が長期期期期にわたりますので、にわたりますので、にわたりますので、にわたりますので、来来来来年度年度年度年度以降以降以降以降のののの債債債債務負務負務負務負担担担担行行行行為為為為です。です。です。です。下の２つは、公下の２つは、公下の２つは、公下の２つは、公共共共共土土土土木木木木施設施設施設施設災災災災害害害害復旧工復旧工復旧工復旧工事と事と事と事と砂防砂防砂防砂防指定地における行指定地における行指定地における行指定地における行政政政政代代代代執執執執行で、いずれ行で、いずれ行で、いずれ行で、いずれもももも適適適適正な正な正な正な工期確保工期確保工期確保工期確保のためにのためにのためにのために期間期間期間期間と限度額の変更をお願いしています。と限度額の変更をお願いしています。と限度額の変更をお願いしています。と限度額の変更をお願いしています。第二浄化センタースポーツ広場指定管理事業は、公の施設の管理を第二浄化センタースポーツ広場指定管理事業は、公の施設の管理を第二浄化センタースポーツ広場指定管理事業は、公の施設の管理を第二浄化センタースポーツ広場指定管理事業は、公の施設の管理を複数複数複数複数年指定管理者に年指定管理者に年指定管理者に年指定管理者に行わせるために行わせるために行わせるために行わせるために債債債債務負務負務負務負担担担担行行行行為為為為をお願いするをお願いするをお願いするをお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。７７７７ペペペページ、ージ、ージ、ージ、給給給給与改定に与改定に与改定に与改定に伴う増伴う増伴う増伴う増額とい額とい額とい額というこうこうこうことで、とで、とで、とで、追加追加追加追加提案になります。提案になります。提案になります。提案になります。人人人人事委員会から事委員会から事委員会から事委員会から勧勧勧勧告がご告がご告がご告がござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、給給給給与の改定をお願いしていますが、与の改定をお願いしていますが、与の改定をお願いしていますが、与の改定をお願いしていますが、表表表表の９の９の９の９億億億億８８８８，，，，７９０７９０７９０７９０万円余万円余万円余万円余りのりのりのりのううううち、県土マネジメント部、まちづくり推進局に関するち、県土マネジメント部、まちづくり推進局に関するち、県土マネジメント部、まちづくり推進局に関するち、県土マネジメント部、まちづくり推進局に関するもももものは４のは４のは４のは４，，，，８２６８２６８２６８２６万円余万円余万円余万円余りでごりでごりでごりでござざざざいいいいます。補正予算について、ます。補正予算について、ます。補正予算について、ます。補正予算について、以以以以上です。上です。上です。上です。続続続続きまして、１２月定例県議会条例説明きまして、１２月定例県議会条例説明きまして、１２月定例県議会条例説明きまして、１２月定例県議会条例説明資料資料資料資料により条例の説明をします。により条例の説明をします。により条例の説明をします。により条例の説明をします。１１１１ペペペページ、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正するージ、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正するージ、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正するージ、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正するもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。県います。県います。県います。県土マネジメント部に関係しますのは、土マネジメント部に関係しますのは、土マネジメント部に関係しますのは、土マネジメント部に関係しますのは、要旨欄要旨欄要旨欄要旨欄の１の（２）の１の（２）の１の（２）の１の（２）不不不不動産動産動産動産登登登登記法に記法に記法に記法に基基基基づくづくづくづく登登登登記の記の記の記の嘱嘱嘱嘱託に係る託に係る託に係る託に係る知知知知事の事の事の事の権権権権限に限に限に限に属属属属する事務を関係する事務を関係する事務を関係する事務を関係市市市市が処理するが処理するが処理するが処理するここここととするとととするとととするとととすると書書書書いています。いています。いています。いています。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、市町村市町村市町村市町村長が行います一長が行います一長が行います一長が行います一級河級河級河級河川の川の川の川の工工工工事または事または事または事または維持維持維持維持に係るに係るに係るに係る不不不不動産動産動産動産登登登登記法に記法に記法に記法に基基基基づくづくづくづく登登登登記委記委記委記委嘱嘱嘱嘱について、について、について、について、市町村市町村市町村市町村長、長、長、長、市町村市町村市町村市町村から申し出があれば、事務のから申し出があれば、事務のから申し出があれば、事務のから申し出があれば、事務の権権権権限を限を限を限を市町村市町村市町村市町村にににに移移移移譲する譲する譲する譲するここここととととをををを考え考え考え考えています。ています。ています。ています。具体的具体的具体的具体的には、大には、大には、大には、大和郡和郡和郡和郡山山山山市市市市とととと橿原市橿原市橿原市橿原市でででで調調調調整しています。整しています。整しています。整しています。こうこうこうこうするするするするこここことによとによとによとによっっっって、て、て、て、工工工工事事事事完完完完了から了から了から了から登登登登記まで一記まで一記まで一記まで一連連連連のののの手続手続手続手続が、が、が、が、市町村市町村市町村市町村が一が一が一が一体的体的体的体的に行に行に行に行うこうこうこうことがとがとがとが可能可能可能可能となりましとなりましとなりましとなりまして、事務処理のて、事務処理のて、事務処理のて、事務処理の効率効率効率効率化が化が化が化が図図図図られるられるられるられるここここととなります。ととなります。ととなります。ととなります。



---- 4444 ----

次に、契約次に、契約次に、契約次に、契約等等等等に関してです。平成２９年度一般会計補正予算案その他３６に関してです。平成２９年度一般会計補正予算案その他３６に関してです。平成２９年度一般会計補正予算案その他３６に関してです。平成２９年度一般会計補正予算案その他３６ペペペページ、道路ージ、道路ージ、道路ージ、道路整備事業にかかる請負契約の変更について１つ整備事業にかかる請負契約の変更について１つ整備事業にかかる請負契約の変更について１つ整備事業にかかる請負契約の変更について１つ目目目目が一般国道１６８号が一般国道１６８号が一般国道１６８号が一般国道１６８号辻堂バイパ辻堂バイパ辻堂バイパ辻堂バイパスの上部スの上部スの上部スの上部工工工工の変更についてでごの変更についてでごの変更についてでごの変更についてでござざざざいます。います。います。います。ここここれは、れは、れは、れは、今今今今年度の年度の年度の年度の供用供用供用供用に向けて、に向けて、に向けて、に向けて、現在橋現在橋現在橋現在橋りりりりょうょうょうょうの上部の上部の上部の上部工工工工事を進めていますが、事を進めていますが、事を進めていますが、事を進めていますが、労労労労務務務務単価単価単価単価の上の上の上の上昇昇昇昇にににに対応対応対応対応するために、記載のとおりの契約金額を変更するために、記載のとおりの契約金額を変更するために、記載のとおりの契約金額を変更するために、記載のとおりの契約金額を変更するするするするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。２つ２つ２つ２つ目目目目、一般国道３６９号、一般国道３６９号、一般国道３６９号、一般国道３６９号香酔峠工香酔峠工香酔峠工香酔峠工事でご事でご事でご事でござざざざいます。います。います。います。ここここれは、れは、れは、れは、現在現在現在現在のりのりのりのり面面面面のののの掘削工掘削工掘削工掘削工事を事を事を事を進めていますが、進めていますが、進めていますが、進めていますが、掘削掘削掘削掘削土土土土量量量量のののの増加増加増加増加にににに伴伴伴伴いまして、記載のとおり、いまして、記載のとおり、いまして、記載のとおり、いまして、記載のとおり、工工工工事事事事期間及び期間及び期間及び期間及び契約金額を契約金額を契約金額を契約金額を変更する変更する変更する変更するもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。次に、３７次に、３７次に、３７次に、３７ペペペページ流域下水道事業にかかる請負契約の締結といージ流域下水道事業にかかる請負契約の締結といージ流域下水道事業にかかる請負契約の締結といージ流域下水道事業にかかる請負契約の締結というこうこうこうことで、第二浄化センとで、第二浄化センとで、第二浄化センとで、第二浄化センター水処理ター水処理ター水処理ター水処理高圧高圧高圧高圧受変受変受変受変電電電電設備設備設備設備等等等等更新更新更新更新工工工工事は、第二浄化センターの下水処理設備を動かすのに事は、第二浄化センターの下水処理設備を動かすのに事は、第二浄化センターの下水処理設備を動かすのに事は、第二浄化センターの下水処理設備を動かすのに必要必要必要必要なななな電気電気電気電気をををを供給供給供給供給する設備のする設備のする設備のする設備のこここことでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。既存既存既存既存の設備がの設備がの設備がの設備が古古古古く、３４年たく、３４年たく、３４年たく、３４年たっっっっていますていますていますていますのでのでのでので老朽老朽老朽老朽化が進化が進化が進化が進んんんんでおり、新たな更新を行でおり、新たな更新を行でおり、新たな更新を行でおり、新たな更新を行うもうもうもうものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。次に、４４次に、４４次に、４４次に、４４ペペペページ、ージ、ージ、ージ、ここここれれれれもももも下水道の案件で、奈良県第二浄化センタースポーツ広場の指下水道の案件で、奈良県第二浄化センタースポーツ広場の指下水道の案件で、奈良県第二浄化センタースポーツ広場の指下水道の案件で、奈良県第二浄化センタースポーツ広場の指定管理者の指定についてでご定管理者の指定についてでご定管理者の指定についてでご定管理者の指定についてでござざざざいます。地方自治法の第２４４条の２第６項の規定によりいます。地方自治法の第２４４条の２第６項の規定によりいます。地方自治法の第２４４条の２第６項の規定によりいます。地方自治法の第２４４条の２第６項の規定により議決を議決を議決を議決を求求求求めるめるめるめるももももので、指名のので、指名のので、指名のので、指名の相手相手相手相手方は方は方は方はササササンンンンアアアアメメメメニティ・Ｒｅａｌ Ｓｔｙｌｅ共同ニティ・Ｒｅａｌ Ｓｔｙｌｅ共同ニティ・Ｒｅａｌ Ｓｔｙｌｅ共同ニティ・Ｒｅａｌ Ｓｔｙｌｅ共同事業事業事業事業体体体体といといといというこうこうこうことで、平成３０年４月１日から５年とで、平成３０年４月１日から５年とで、平成３０年４月１日から５年とで、平成３０年４月１日から５年間間間間の指定でごの指定でごの指定でごの指定でござざざざいます。います。います。います。次に、５８次に、５８次に、５８次に、５８ペペペページ、地方自治法１７９号第１項による専決処分の報告でごージ、地方自治法１７９号第１項による専決処分の報告でごージ、地方自治法１７９号第１項による専決処分の報告でごージ、地方自治法１７９号第１項による専決処分の報告でござざざざいます。県います。県います。県います。県が管理しています国道が管理しています国道が管理しています国道が管理しています国道やややや県道の管理県道の管理県道の管理県道の管理瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵案件についてで、案件についてで、案件についてで、案件についてで、具体的具体的具体的具体的には６０には６０には６０には６０ペペペページ、６１ージ、６１ージ、６１ージ、６１ペペペページに記載のージに記載のージに記載のージに記載の表表表表の９件が、県の管理しております道路での道路管理の９件が、県の管理しております道路での道路管理の９件が、県の管理しております道路での道路管理の９件が、県の管理しております道路での道路管理瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵事案でご事案でご事案でご事案でござざざざいます。います。います。います。内容内容内容内容をををを簡単簡単簡単簡単に申し上げますと、に申し上げますと、に申し上げますと、に申し上げますと、落石落石落石落石にににに乗乗乗乗り上げた、り上げた、り上げた、り上げた、落石落石落石落石による自動車の損による自動車の損による自動車の損による自動車の損傷傷傷傷、、、、落木落木落木落木といといといといっっっった自動車の損た自動車の損た自動車の損た自動車の損傷傷傷傷事故について賠償する事故について賠償する事故について賠償する事故について賠償するもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。次に、６２次に、６２次に、６２次に、６２ペペペページ地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告で、県土マージ地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告で、県土マージ地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告で、県土マージ地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告で、県土マネジメント部に関する事故の報告でごネジメント部に関する事故の報告でごネジメント部に関する事故の報告でごネジメント部に関する事故の報告でござざざざいます。６３います。６３います。６３います。６３ペペペページの６ージの６ージの６ージの６番番番番と６５と６５と６５と６５ペペペページの１６ージの１６ージの１６ージの１６番番番番の２件が県土マネジメント部に関する事故でごの２件が県土マネジメント部に関する事故でごの２件が県土マネジメント部に関する事故でごの２件が県土マネジメント部に関する事故でござざざざいます。２つ合わせますと２０います。２つ合わせますと２０います。２つ合わせますと２０います。２つ合わせますと２０万万万万９９９９，，，，６６６６９２９２９２９２円円円円になります。それになります。それになります。それになります。それぞぞぞぞれの事故れの事故れの事故れの事故概要概要概要概要、損害賠償の、損害賠償の、損害賠償の、損害賠償の相手相手相手相手方、賠償額、専決年月日は記載方、賠償額、専決年月日は記載方、賠償額、専決年月日は記載方、賠償額、専決年月日は記載のとおりでごのとおりでごのとおりでごのとおりでござざざざいます。います。います。います。県土マネジメント部所管の１２月定例県議会提出議案の説明は県土マネジメント部所管の１２月定例県議会提出議案の説明は県土マネジメント部所管の１２月定例県議会提出議案の説明は県土マネジメント部所管の１２月定例県議会提出議案の説明は以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。ご審います。ご審います。ご審います。ご審議よ議よ議よ議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。○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 １２月定例県議会提出予算案の１２月定例県議会提出予算案の１２月定例県議会提出予算案の１２月定例県議会提出予算案の概要概要概要概要、６、６、６、６ペペペページのージのージのージの債債債債務負務負務負務負担担担担行行行行為為為為補正補正補正補正追加追加追加追加、大渕池公園指定管理事業です。公の施設の管理を、大渕池公園指定管理事業です。公の施設の管理を、大渕池公園指定管理事業です。公の施設の管理を、大渕池公園指定管理事業です。公の施設の管理を複数複数複数複数年指定管理者に行わせ年指定管理者に行わせ年指定管理者に行わせ年指定管理者に行わせ
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るためるためるためるため債債債債務負務負務負務負担担担担行行行行為為為為の設定を行の設定を行の設定を行の設定を行うもうもうもうもので、まちづくり推進局が所管します大渕池公園につので、まちづくり推進局が所管します大渕池公園につので、まちづくり推進局が所管します大渕池公園につので、まちづくり推進局が所管します大渕池公園につきまして、記載のとおりきまして、記載のとおりきまして、記載のとおりきまして、記載のとおり期間期間期間期間、限度額の補正をお願いする、限度額の補正をお願いする、限度額の補正をお願いする、限度額の補正をお願いするもももものです。のです。のです。のです。続続続続きまして、平成２９年度一般会計補正予算案３８きまして、平成２９年度一般会計補正予算案３８きまして、平成２９年度一般会計補正予算案３８きまして、平成２９年度一般会計補正予算案３８ペペペページ、議第８０号、奈良公園施設ージ、議第８０号、奈良公園施設ージ、議第８０号、奈良公園施設ージ、議第８０号、奈良公園施設魅力向上事業にかかる請負契約の変更についてでご魅力向上事業にかかる請負契約の変更についてでご魅力向上事業にかかる請負契約の変更についてでご魅力向上事業にかかる請負契約の変更についてでござざざざいます。請負契約名が（います。請負契約名が（います。請負契約名が（います。請負契約名が（仮称仮称仮称仮称））））登登登登大大大大路路路路ババババスタースタースタースターミナルミナルミナルミナル新新新新築工築工築工築工事（建事（建事（建事（建築工築工築工築工事）でご事）でご事）でご事）でござざざざいます。います。います。います。現在現在現在現在、建、建、建、建物物物物のののの基礎工基礎工基礎工基礎工事また事また事また事また鉄筋工鉄筋工鉄筋工鉄筋工事を進めております。事を進めております。事を進めております。事を進めております。今今今今般般般般労労労労務務務務単価単価単価単価の上の上の上の上昇昇昇昇にににに対応対応対応対応するため、記載のとおりの契約金額を変するため、記載のとおりの契約金額を変するため、記載のとおりの契約金額を変するため、記載のとおりの契約金額を変更する更する更する更するももももので、７８０ので、７８０ので、７８０ので、７８０万円余万円余万円余万円余のののの増増増増額にな額にな額にな額になっっっっています。ています。ています。ています。３９３９３９３９ペペペページ議第８１号、財産の譲与についてでごージ議第８１号、財産の譲与についてでごージ議第８１号、財産の譲与についてでごージ議第８１号、財産の譲与についてでござざざざいます。平います。平います。平います。平城宮跡内城宮跡内城宮跡内城宮跡内に県が設置してに県が設置してに県が設置してに県が設置しております平おります平おります平おります平城宮跡南門城宮跡南門城宮跡南門城宮跡南門のトのトのトのトイレ休憩イレ休憩イレ休憩イレ休憩所につきまして、国営平所につきまして、国営平所につきまして、国営平所につきまして、国営平城宮跡歴史城宮跡歴史城宮跡歴史城宮跡歴史公園公園公園公園内内内内におけるにおけるにおけるにおける利利利利用頻用頻用頻用頻度が度が度が度が高高高高い施設といい施設といい施設といい施設というこうこうこうことから、平成３０年３月２４日から国土とから、平成３０年３月２４日から国土とから、平成３０年３月２４日から国土とから、平成３０年３月２４日から国土交通省へ無交通省へ無交通省へ無交通省へ無償譲償譲償譲償譲渡渡渡渡し、し、し、し、管理していただく管理していただく管理していただく管理していただくもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。次に、４５次に、４５次に、４５次に、４５ペペペページ、議第８７号、先ほージ、議第８７号、先ほージ、議第８７号、先ほージ、議第８７号、先ほどどどどの大渕池公園の指定管理者の指定についてでごの大渕池公園の指定管理者の指定についてでごの大渕池公園の指定管理者の指定についてでごの大渕池公園の指定管理者の指定についてでござざざざいます。地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議決をいます。地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議決をいます。地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議決をいます。地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議決を求求求求めるめるめるめるもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。指定の指定の指定の指定の相手相手相手相手方は方は方は方は青垣協同組青垣協同組青垣協同組青垣協同組合合合合グルグルグルグルーーーーププププ、指定の、指定の、指定の、指定の期間期間期間期間は平成３０年４月１日から平成３５年は平成３０年４月１日から平成３５年は平成３０年４月１日から平成３５年は平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５３月３１日までの５３月３１日までの５３月３１日までの５カカカカ年とな年とな年とな年となっっっっております。ております。ております。ております。続続続続きまして、５７きまして、５７きまして、５７きまして、５７ペペペページ、議第９４号奈良県住生活ビジョンの変更についてです。奈良ージ、議第９４号奈良県住生活ビジョンの変更についてです。奈良ージ、議第９４号奈良県住生活ビジョンの変更についてです。奈良ージ、議第９４号奈良県住生活ビジョンの変更についてです。奈良県の県行県の県行県の県行県の県行政政政政に関するに関するに関するに関する基基基基本本本本的的的的な計な計な計な計画画画画ななななどどどどを議会に議決すを議会に議決すを議会に議決すを議会に議決すべべべべき事件として定める条例第３条のき事件として定める条例第３条のき事件として定める条例第３条のき事件として定める条例第３条の規定により議決を規定により議決を規定により議決を規定により議決を求求求求めるめるめるめるもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。おおおお手元手元手元手元に奈良県住生活ビジョン（改定案）に奈良県住生活ビジョン（改定案）に奈良県住生活ビジョン（改定案）に奈良県住生活ビジョン（改定案）概要版概要版概要版概要版と住生活ビジョンの本と住生活ビジョンの本と住生活ビジョンの本と住生活ビジョンの本体も体も体も体もおおおお配配配配りしてりしてりしてりしております。おります。おります。おります。奈良県住生活ビジョンは、県の住まい、まちづくりの奈良県住生活ビジョンは、県の住まい、まちづくりの奈良県住生活ビジョンは、県の住まい、まちづくりの奈良県住生活ビジョンは、県の住まい、まちづくりの基基基基本本本本的的的的な指な指な指な指針針針針として、として、として、として、別別別別に奈良県に奈良県に奈良県に奈良県住生活住生活住生活住生活基基基基本計本計本計本計画画画画を定めております。そのを定めております。そのを定めております。そのを定めております。その基基基基本理本理本理本理念念念念のののの実現実現実現実現に向けて、県として特にに向けて、県として特にに向けて、県として特にに向けて、県として特に重点的重点的重点的重点的にににに取取取取りりりり組む組む組む組む施施施施策策策策を推進、計を推進、計を推進、計を推進、計画的画的画的画的に進めるための奈良県に進めるための奈良県に進めるための奈良県に進めるための奈良県独独独独自の自の自の自のアクシアクシアクシアクションョンョンョンプラプラプラプランが奈良県住生ンが奈良県住生ンが奈良県住生ンが奈良県住生活ビジョンでご活ビジョンでご活ビジョンでご活ビジョンでござざざざいます。います。います。います。奈良県住生活奈良県住生活奈良県住生活奈良県住生活基基基基本計本計本計本計画画画画を改定しましたし、また、を改定しましたし、また、を改定しましたし、また、を改定しましたし、また、社社社社会会会会状況状況状況状況の変化の変化の変化の変化も踏も踏も踏も踏ままままええええて、て、て、て、今今今今般般般般見直見直見直見直しを行わさせていただくしを行わさせていただくしを行わさせていただくしを行わさせていただくもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。人人人人口、口、口、口、世帯世帯世帯世帯のののの減少減少減少減少、、、、空空空空きききき家家家家のののの増加増加増加増加ななななどどどどのののの状況状況状況状況の変化と、の変化と、の変化と、の変化と、有識有識有識有識者の委員会での者の委員会での者の委員会での者の委員会での検討検討検討検討をををを踏踏踏踏ままままええええまして、３つの方まして、３つの方まして、３つの方まして、３つの方針針針針がごがごがごがござざざざいます。１つは、います。１つは、います。１つは、います。１つは、住み住み住み住み続続続続けられるまちをつくる、２つは、住まいをけられるまちをつくる、２つは、住まいをけられるまちをつくる、２つは、住まいをけられるまちをつくる、２つは、住まいを必要必要必要必要とするとするとするとする人人人人をををを支え支え支え支える、３つは、良る、３つは、良る、３つは、良る、３つは、良質質質質なななな住まいづくりを進めると、住まいづくりを進めると、住まいづくりを進めると、住まいづくりを進めると、ここここれを３本れを３本れを３本れを３本柱柱柱柱として課として課として課として課題題題題解解解解決決決決へへへへ向けた方向けた方向けた方向けた方針針針針とととと具体的具体的具体的具体的施施施施策策策策をををを取取取取りりりりまとめたまとめたまとめたまとめたもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。
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まちづくり推進局所管の提出議案はまちづくり推進局所管の提出議案はまちづくり推進局所管の提出議案はまちづくり推進局所管の提出議案は以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。ご審議のほいます。ご審議のほいます。ご審議のほいます。ご審議のほどどどどよよよよろろろろしくお願いししくお願いししくお願いししくお願いします。ます。ます。ます。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 ただいまの説明について、ただいまの説明について、ただいまの説明について、ただいまの説明について、質質質質疑疑疑疑があればごがあればごがあればごがあればご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。なお、その他の事項についてはなお、その他の事項についてはなお、その他の事項についてはなお、その他の事項については後後後後ほほほほど質ど質ど質ど質疑疑疑疑を行いますので、ご了承願います。を行いますので、ご了承願います。を行いますので、ご了承願います。を行いますので、ご了承願います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 質質質質問問問問をするをするをするをする前前前前に、に、に、に、今今今今回回回回台風台風台風台風２１号で２１号で２１号で２１号で被被被被災災災災された方はたくさされた方はたくさされた方はたくさされた方はたくさんんんんいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃいまいまいまいます。す。す。す。速速速速ややややかに予算をかに予算をかに予算をかに予算を組ん組ん組ん組んでいただきましたでいただきましたでいただきましたでいただきましたこここことにとにとにとに感謝感謝感謝感謝申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。議第７８号、議第７８号、議第７８号、議第７８号、工工工工事の変更についての契約２件について、事の変更についての契約２件について、事の変更についての契約２件について、事の変更についての契約２件について、各番各番各番各番号ごとに号ごとに号ごとに号ごとに質質質質問問問問をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと思思思思います。います。います。います。まず、まず、まず、まず、番番番番号１の国道１６８号の号１の国道１６８号の号１の国道１６８号の号１の国道１６８号の辻堂バイパ辻堂バイパ辻堂バイパ辻堂バイパスについてですが、額の変更が２スについてですが、額の変更が２スについてですが、額の変更が２スについてですが、額の変更が２，，，，４９４４９４４９４４９４万万万万１１１１，，，，５２０５２０５２０５２０円増円増円増円増額にな額にな額にな額になっっっっております。ております。ております。ております。ここここれにつきましては、れにつきましては、れにつきましては、れにつきましては、工工工工事請負契約事請負契約事請負契約事請負契約書書書書の第２５条にの第２５条にの第２５条にの第２５条によるよるよるよるもももものだとのだとのだとのだと思思思思ううううのですが、第２５条の規定の１２月といのですが、第２５条の規定の１２月といのですが、第２５条の規定の１２月といのですが、第２５条の規定の１２月というううう規定が第１項にあるわけです規定が第１項にあるわけです規定が第１項にあるわけです規定が第１項にあるわけですから、から、から、から、ここここの１項にの１項にの１項にの１項に該該該該当せずと当せずと当せずと当せずとも増も増も増も増額ができるとい額ができるとい額ができるとい額ができるというううう話話話話をををを伺伺伺伺っっっったのですが、その中たのですが、その中たのですが、その中たのですが、その中身身身身についについについについて、て、て、て、詳詳詳詳しく説明をしていただきたいとしく説明をしていただきたいとしく説明をしていただきたいとしく説明をしていただきたいと思思思思います。います。います。います。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 辻堂バイパ辻堂バイパ辻堂バイパ辻堂バイパスのスのスのスの堂堂堂堂平大平大平大平大橋橋橋橋上部上部上部上部工工工工の変更でごの変更でごの変更でごの変更でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、今今今今回回回回イイイインンンンフフフフレレレレススススライライライライドドドドの変更で、建設の変更で、建設の変更で、建設の変更で、建設工工工工事請負契約事請負契約事請負契約事請負契約書書書書第２５条第１項でご第２５条第１項でご第２５条第１項でご第２５条第１項でござざざざいます。第１項は１２います。第１項は１２います。第１項は１２います。第１項は１２カカカカ月た月た月た月たっっっってからとなてからとなてからとなてからとなっっっっていますが、ていますが、ていますが、ていますが、今今今今回回回回イイイインンンンフフフフレレレレススススライライライライドドドドでででで適用適用適用適用しておりますのが、契約しておりますのが、契約しておりますのが、契約しておりますのが、契約書書書書の第２５条第６項のの第２５条第６項のの第２５条第６項のの第２５条第６項の適用適用適用適用でごでごでごでござざざざいます。第６項は、予います。第６項は、予います。第６項は、予います。第６項は、予期期期期するするするするこここことのできない特とのできない特とのできない特とのできない特別別別別な事な事な事な事情情情情ににににより、より、より、より、工期内工期内工期内工期内にににに急急急急激激激激ななななイイイインンンンフフフフレレレレ、、、、デフデフデフデフレレレレが生じ、請負代金がが生じ、請負代金がが生じ、請負代金がが生じ、請負代金が著著著著しくしくしくしく不不不不当とな当とな当とな当となっっっったときは、たときは、たときは、たときは、請負代金の変更を請請負代金の変更を請請負代金の変更を請請負代金の変更を請求求求求するするするするこここことができるといとができるといとができるといとができるというこうこうこうことにとにとにとに基基基基づき、づき、づき、づき、今今今今回回回回変更を上げております。変更を上げております。変更を上げております。変更を上げております。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 第２５条第６項に第２５条第６項に第２５条第６項に第２５条第６項に該該該該当とい当とい当とい当というこうこうこうことですけれとですけれとですけれとですけれどもどもどもども、予、予、予、予期期期期するするするするこここことのできない理とのできない理とのできない理とのできない理由由由由といといといといううううのが理のが理のが理のが理解解解解ができないのですけれができないのですけれができないのですけれができないのですけれどもどもどもども、まず公、まず公、まず公、まず公共工共工共工共工事設計事設計事設計事設計労労労労務務務務単価単価単価単価についてについてについてについて調べ調べ調べ調べささささせていただきました。平成２７年せていただきました。平成２７年せていただきました。平成２７年せていただきました。平成２７年以降以降以降以降、平成２８年、平成２９年を、平成２８年、平成２９年を、平成２８年、平成２９年を、平成２８年、平成２９年を見見見見たのですが、それたのですが、それたのですが、それたのですが、それぞぞぞぞれのれのれのれの労労労労務務務務単価単価単価単価の上の上の上の上昇率昇率昇率昇率はははは数数数数％％％％、１、１、１、１割割割割もももも行行行行っっっってないのです。当てないのです。当てないのです。当てないのです。当該工該工該工該工事の中で、事の中で、事の中で、事の中で、考え考え考え考え方の方の方の方の基基基基本本本本的的的的ななななもももものをのをのをのをもうもうもうもう一度一度一度一度確確確確認認認認したいのですが、したいのですが、したいのですが、したいのですが、労労労労務務務務単価単価単価単価は、例は、例は、例は、例ええええば、ば、ば、ば、橋橋橋橋りりりりょうょうょうょう特特特特殊殊殊殊工や橋工や橋工や橋工や橋りりりりょょょょううううのののの塗装塗装塗装塗装工工工工ななななどどどど、その他、その他、その他、その他もろもろもろもろもろもろもろもろありますけれありますけれありますけれありますけれどもどもどもども、特、特、特、特殊殊殊殊工工工工事にかかわらず、事にかかわらず、事にかかわらず、事にかかわらず、全全全全てのてのてのての工工工工事事事事ががががここここののののイイイインンンンフフフフレや物価レや物価レや物価レや物価ススススライライライライドドドドにににに対対対対象象象象になるのかについておになるのかについておになるのかについておになるのかについてお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 今今今今回回回回ののののイイイインンンンフフフフレレレレススススライライライライドドドドでごでごでごでござざざざいますが、平成２８年２月からいますが、平成２８年２月からいますが、平成２８年２月からいますが、平成２８年２月から適用適用適用適用します公します公します公します公共工共工共工共工事事事事労労労労務務務務単価単価単価単価にににに伴伴伴伴います建設います建設います建設います建設工工工工事請負契約事請負契約事請負契約事請負契約書書書書第２５条第６項を第２５条第６項を第２５条第６項を第２５条第６項を今今今今回回回回適用適用適用適用していしていしていしています。平成２８年２月１日ます。平成２８年２月１日ます。平成２８年２月１日ます。平成２８年２月１日現在現在現在現在の新の新の新の新労労労労務務務務単価単価単価単価でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれの決定にれの決定にれの決定にれの決定に伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、平成２８年１月３１日平成２８年１月３１日平成２８年１月３１日平成２８年１月３１日以以以以前前前前に契約を締結したに契約を締結したに契約を締結したに契約を締結した工工工工事につきましては、契約事につきましては、契約事につきましては、契約事につきましては、契約書書書書第２５条第６項第２５条第６項第２５条第６項第２５条第６項
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のののの運運運運用用用用で、で、で、で、ここここれにれにれにれに基基基基づくづくづくづく対応対応対応対応がががが可能可能可能可能となりますので、となりますので、となりますので、となりますので、労労労労務務務務単価単価単価単価の特の特の特の特殊殊殊殊な部分だけをな部分だけをな部分だけをな部分だけを捉捉捉捉ままままええええてといてといてといてというこうこうこうことではなく、とではなく、とではなく、とではなく、労労労労務務務務単価全体単価全体単価全体単価全体についてのについてのについてのについての適用適用適用適用でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 といといといというこうこうこうことは、奈良県がとは、奈良県がとは、奈良県がとは、奈良県が発注発注発注発注しているしているしているしている工工工工事、その事、その事、その事、その該該該該当当当当期間期間期間期間ののののもももものののの全全全全てについてについてについてについてててて該該該該当するとい当するとい当するとい当するという考えう考えう考えう考えでいいのですか。でいいのですか。でいいのですか。でいいのですか。○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長 労労労労務務務務単価単価単価単価の改定にの改定にの改定にの改定に伴伴伴伴いましていましていましていまして増増増増額となる部分につきましては、額となる部分につきましては、額となる部分につきましては、額となる部分につきましては、全全全全ててててのののの工工工工事が事が事が事が対対対対象象象象とととと思思思思います。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 といといといというこうこうこうことは、たまたま本件については、議決とは、たまたま本件については、議決とは、たまたま本件については、議決とは、たまたま本件については、議決対対対対象象象象だからわかりますけれだからわかりますけれだからわかりますけれだからわかりますけれどどどど、、、、議決議決議決議決対対対対象外象外象外象外についてについてについてについてもももも当当当当然然然然変更の変更の変更の変更の対対対対象象象象のののの工工工工事があるとい事があるとい事があるとい事があるというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。では、変更では、変更では、変更では、変更対対対対象象象象のののの工工工工事が事が事が事が何何何何件あ件あ件あ件あっっっって、て、て、て、総総総総額で額で額で額でどどどどのののの程程程程度が変更度が変更度が変更度が変更対対対対象象象象になになになになっっっったのかはわかるたのかはわかるたのかはわかるたのかはわかるでしでしでしでしょうょうょうょうか。か。か。か。○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長 全全全全てのてのてのての工工工工事につきまして事につきまして事につきまして事につきまして幾幾幾幾らかといらかといらかといらかというううう部分は、部分は、部分は、部分は、今今今今、、、、資料資料資料資料をををを持持持持ち合わち合わち合わち合わせておりませせておりませせておりませせておりませんんんん。。。。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 総総総総額が額が額が額が知知知知りたいので、当りたいので、当りたいので、当りたいので、当然然然然補正予算の中で処理をされていると補正予算の中で処理をされていると補正予算の中で処理をされていると補正予算の中で処理をされていると思思思思ううううのですけのですけのですけのですけれれれれどもどもどもども、件、件、件、件数数数数と中と中と中と中身身身身、、、、期間期間期間期間のののの対対対対象象象象になになになになっっっったたたた工工工工種種種種ごとについて、ごとについて、ごとについて、ごとについて、ぜひぜひぜひぜひ委員会に提出をしてい委員会に提出をしてい委員会に提出をしてい委員会に提出をしていただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと思思思思います。議決います。議決います。議決います。議決対対対対象象象象だけがだけがだけがだけが表表表表に出るといに出るといに出るといに出るというこうこうこうことではなく、先ほとではなく、先ほとではなく、先ほとではなく、先ほどどどどのご説明でのご説明でのご説明でのご説明では第２５条第６項に当たるは第２５条第６項に当たるは第２５条第６項に当たるは第２５条第６項に当たる全全全全てについてと理てについてと理てについてと理てについてと理解解解解をしますので、よをしますので、よをしますので、よをしますので、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。次の次の次の次の番番番番号２、号２、号２、号２、香酔峠香酔峠香酔峠香酔峠について、について、について、について、工期工期工期工期の変更と額の変更が行われております。特に額の変の変更と額の変更が行われております。特に額の変の変更と額の変更が行われております。特に額の変の変更と額の変更が行われております。特に額の変更については、約６更については、約６更については、約６更については、約６，，，，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余のののの増増増増額。説明では、土額。説明では、土額。説明では、土額。説明では、土工数量工数量工数量工数量が変更になが変更になが変更になが変更になっっっったと説明をたと説明をたと説明をたと説明をいただきました。いただきました。いただきました。いただきました。まず、まず、まず、まず、確確確確認認認認をしたいのですけれをしたいのですけれをしたいのですけれをしたいのですけれどもどもどもども、、、、現在現在現在現在のそののそののそののその工工工工事の進事の進事の進事の進捗捗捗捗率率率率はははは何％何％何％何％ですか。ですか。ですか。ですか。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 当当当当該工該工該工該工事は、事は、事は、事は、工工工工種種種種といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、掘削工掘削工掘削工掘削工とのりとのりとのりとのり面工等面工等面工等面工等が入が入が入が入っっっっていていていています。ます。ます。ます。今具体的今具体的今具体的今具体的な進な進な進な進捗捗捗捗率率率率はははは持持持持ち合わせていませち合わせていませち合わせていませち合わせていませんんんんが、が、が、が、掘削掘削掘削掘削はおおはおおはおおはおおむむむむねねねね８８８８割割割割から９から９から９から９割ぐ割ぐ割ぐ割ぐらいらいらいらい進進進進んんんんでいるかとでいるかとでいるかとでいるかと思思思思います。います。います。います。掘削掘削掘削掘削をしてのりをしてのりをしてのりをしてのり面面面面をををを切切切切りりりり取っ取っ取っ取ったとたとたとたところころころころから、上から順から、上から順から、上から順から、上から順 々々々々に下がに下がに下がに下がっっっってくるてくるてくるてくる逆巻逆巻逆巻逆巻きききき工工工工法で進めております。法で進めております。法で進めております。法で進めております。掘削掘削掘削掘削のののの終終終終わわわわっっっったとたとたとたところころころころから、のりから、のりから、のりから、のり面工も面工も面工も面工もあわせてあわせてあわせてあわせて施施施施工工工工を進めているを進めているを進めているを進めている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 大大大大体体体体８８８８割ぐ割ぐ割ぐ割ぐらいらいらいらい終終終終わわわわっっっっているといているといているといているというこうこうこうことですが、とですが、とですが、とですが、今今今今ご説明のとおり、ご説明のとおり、ご説明のとおり、ご説明のとおり、掘削工掘削工掘削工掘削工とのりとのりとのりとのり面工面工面工面工、その他、、その他、、その他、、その他、附附附附帯工帯工帯工帯工がががが若干若干若干若干あるかとあるかとあるかとあるかと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、工工工工種種種種としてはとしてはとしてはとしてはここここの２つしかないの２つしかないの２つしかないの２つしかないわけです。その２つしかない中でわけです。その２つしかない中でわけです。その２つしかない中でわけです。その２つしかない中でここここれだけの大きな額が変更になれだけの大きな額が変更になれだけの大きな額が変更になれだけの大きな額が変更になっっっったといたといたといたというこうこうこうことですので、とですので、とですので、とですので、入入入入札時札時札時札時にににに応応応応札札札札されたされたされたされた企企企企業から、土業から、土業から、土業から、土量量量量の算定についてのの算定についてのの算定についてのの算定についての質質質質問問問問等等等等はなかはなかはなかはなかっっっったのでしたのでしたのでしたのでしょうょうょうょうか。か。か。か。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 入入入入札時札時札時札時の業者から、土の業者から、土の業者から、土の業者から、土量量量量に関するに関するに関するに関する質質質質問問問問はごはごはごはござざざざいませいませいませいませんんんんでした。でした。でした。でした。
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○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 といといといというこうこうこうことは、とは、とは、とは、工工工工事が進事が進事が進事が進んんんんでいくでいくでいくでいく途途途途中で中で中で中で何何何何らかのらかのらかのらかの協協協協議事項が議事項が議事項が議事項が発発発発生して変更さ生して変更さ生して変更さ生して変更されたとれたとれたとれたと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、資料資料資料資料をををを見見見見させていただきますと、７月させていただきますと、７月させていただきますと、７月させていただきますと、７月時時時時点点点点でででで既既既既に土に土に土に土量量量量のののの増加増加増加増加がががが見見見見込込込込まれていたとまれていたとまれていたとまれていたと資料資料資料資料にはにはにはには書書書書かれております。議会にかれております。議会にかれております。議会にかれております。議会に対対対対しての報告の中しての報告の中しての報告の中しての報告の中身身身身ですけれですけれですけれですけれどどどど、当、当、当、当然細然細然細然細かいかいかいかい数量数量数量数量を算定するのはなかなかを算定するのはなかなかを算定するのはなかなかを算定するのはなかなか難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますが、７月にわかいますが、７月にわかいますが、７月にわかいますが、７月にわかっっっったたたたもももものを、なのを、なのを、なのを、なぜぜぜぜ１２月に変更の１２月に変更の１２月に変更の１２月に変更の対対対対象象象象として、額がとして、額がとして、額がとして、額が確確確確定してから上げるのかとい定してから上げるのかとい定してから上げるのかとい定してから上げるのかといううううのが、のが、のが、のが、少少少少しおかしいのでしおかしいのでしおかしいのでしおかしいのではないのかといはないのかといはないのかといはないのかといううううのがまず１のがまず１のがまず１のがまず１点点点点。。。。こうこうこうこういいいいう見う見う見う見込込込込みがあるのであれば、変更のみがあるのであれば、変更のみがあるのであれば、変更のみがあるのであれば、変更の対対対対象象象象としてとしてとしてとしてここここうううういいいいうもうもうもうものが出ますといのが出ますといのが出ますといのが出ますというこうこうこうことは、とは、とは、とは、速速速速ややややかにその変更を報告すかにその変更を報告すかにその変更を報告すかにその変更を報告すべべべべきではないのかときではないのかときではないのかときではないのかと考え考え考え考えるるるるのです。のです。のです。のです。ここここのののの点点点点についてはについてはについてはについてはどうどうどうどうですか。ですか。ですか。ですか。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 今今今今回回回回にににに至至至至りますりますりますります経緯経緯経緯経緯を申し上げますと、７月を申し上げますと、７月を申し上げますと、７月を申し上げますと、７月末末末末のののの段階段階段階段階で、で、で、で、現現現現場で場で場で場で掘掘掘掘削削削削を進めておりまして、を進めておりまして、を進めておりまして、を進めておりまして、掘削掘削掘削掘削土土土土量量量量とととと現現現現場の場の場の場の工工工工程程程程について、について、について、について、工工工工程程程程のおくれが生じているのおくれが生じているのおくれが生じているのおくれが生じているここここととととがわかがわかがわかがわかっっっってまいりました。それてまいりました。それてまいりました。それてまいりました。それ以降以降以降以降、８月上、８月上、８月上、８月上旬旬旬旬に受に受に受に受注注注注者から者から者から者から監督監督監督監督員、県に員、県に員、県に員、県に対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、掘掘掘掘削削削削土土土土量量量量は計は計は計は計画ど画ど画ど画どおりであるが、おりであるが、おりであるが、おりであるが、現現現現場の場の場の場の工工工工程程程程におくれが出ていると、設計におくれが出ていると、設計におくれが出ていると、設計におくれが出ていると、設計図書図書図書図書に示すに示すに示すに示す掘削掘削掘削掘削土土土土量量量量とととと実実実実際際際際のののの現現現現地の地の地の地の掘削量掘削量掘削量掘削量がががが乖離乖離乖離乖離しているといしているといしているといしているというううう申し出がご申し出がご申し出がご申し出がござざざざいました。そのいました。そのいました。そのいました。その後後後後、、、、現現現現地で地で地で地で監監監監督督督督員が員が員が員が現現現現地の地の地の地の調調調調査を行いました。その査を行いました。その査を行いました。その査を行いました。その調調調調査結果に査結果に査結果に査結果に基基基基づきまして、づきまして、づきまして、づきまして、内内内内部の委員会の中で審議部の委員会の中で審議部の委員会の中で審議部の委員会の中で審議をををを諮諮諮諮りまして、９月の中ごりまして、９月の中ごりまして、９月の中ごりまして、９月の中ごろろろろにににに調調調調査結果を請負業者に査結果を請負業者に査結果を請負業者に査結果を請負業者に通知通知通知通知をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。そのそのそのその後後後後、変更金額を算出いたしまして、県、変更金額を算出いたしまして、県、変更金額を算出いたしまして、県、変更金額を算出いたしまして、県庁庁庁庁内内内内での変更での変更での変更での変更手続手続手続手続を行いました。議会を行いました。議会を行いました。議会を行いました。議会前前前前の１の１の１の１１月に１月に１月に１月に仮仮仮仮契約を結ばせていただいて、契約を結ばせていただいて、契約を結ばせていただいて、契約を結ばせていただいて、今今今今回回回回議会議会議会議会へへへへ上上上上程程程程させていただいたといさせていただいたといさせていただいたといさせていただいたというううう経緯経緯経緯経緯でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 先ほ先ほ先ほ先ほどどどど申しましたよ申しましたよ申しましたよ申しましたよううううに、に、に、に、工工工工種種種種として、として、として、として、掘削掘削掘削掘削土土土土工工工工とのりとのりとのりとのり面工面工面工面工の２つしかない。の２つしかない。の２つしかない。の２つしかない。当当当当初初初初からからからから数量数量数量数量についてのについてのについてのについての精精精精査の中査の中査の中査の中身身身身がががが間間間間違違違違っっっっていたのではないのかといていたのではないのかといていたのではないのかといていたのではないのかというううう、そ、そ、そ、そんんんんなななな思思思思いをいをいをいを持っ持っ持っ持ってしまいます。てしまいます。てしまいます。てしまいます。普普普普通通通通、請負、請負、請負、請負工工工工事の入事の入事の入事の入札札札札をされる場合、をされる場合、をされる場合、をされる場合、全全全全てを変更するてを変更するてを変更するてを変更するこここことはありとはありとはありとはあり得得得得なななない。先ほい。先ほい。先ほい。先ほどどどどおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっったたたた賃賃賃賃金金金金や物価や物価や物価や物価ススススライライライライド情ド情ド情ド情報については、いたし方なく設計の変更の報については、いたし方なく設計の変更の報については、いたし方なく設計の変更の報については、いたし方なく設計の変更の対対対対象象象象になになになになろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思います。そいます。そいます。そいます。そももももそそそそもももも発注時発注時発注時発注時点点点点でででで発注発注発注発注者者者者もももも受受受受注注注注者者者者も見も見も見も見逃逃逃逃していたしていたしていたしていたもももものを変のを変のを変のを変更の更の更の更の対対対対象象象象にするにするにするにするこここことが、とが、とが、とが、随意随意随意随意契約で契約で契約で契約で増増増増額しているのと額しているのと額しているのと額しているのと余余余余りりりり意味意味意味意味が変わらない。が変わらない。が変わらない。が変わらない。随意随意随意随意契約は契約は契約は契約は基基基基本本本本的的的的にはできませにはできませにはできませにはできませんんんんし、２５０し、２５０し、２５０し、２５０万円万円万円万円といといといというううう限度額があるわけですけれ限度額があるわけですけれ限度額があるわけですけれ限度額があるわけですけれどどどど、それを、それを、それを、それを飛飛飛飛び越び越び越び越ええええてててて六千六千六千六千数数数数百百百百万円万円万円万円のののの随意随意随意随意契約の契約の契約の契約の形形形形になになになになっっっってしまてしまてしまてしまううううといといといという今う今う今う今回回回回ののののこここことについて、かなり大きとについて、かなり大きとについて、かなり大きとについて、かなり大きなななな疑問疑問疑問疑問をををを持っ持っ持っ持ってしまいます。なてしまいます。なてしまいます。なてしまいます。なぜぜぜぜそそそそここここまでまでまでまで発発発発見見見見できなかできなかできなかできなかっっっったのかといたのかといたのかといたのかといううううのはのはのはのはどうどうどうどうですか。ですか。ですか。ですか。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 ここここれまでの、れまでの、れまでの、れまでの、今今今今回回回回変更を上げさせていただく変更を上げさせていただく変更を上げさせていただく変更を上げさせていただく経緯経緯経緯経緯をををを振振振振りりりり返返返返っっっってみまてみまてみまてみまして、私して、私して、私して、私もももも自分で自分で自分で自分で考え考え考え考えてまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。今今今今回回回回ののののここここのよのよのよのよううううな案件につきましては、な案件につきましては、な案件につきましては、な案件につきましては、発注発注発注発注するするするする前段階前段階前段階前段階で、で、で、で、今今今今回曲線回曲線回曲線回曲線のののの重重重重心心心心のののの延延延延長の補正をさせていただいておりますが、長の補正をさせていただいておりますが、長の補正をさせていただいておりますが、長の補正をさせていただいておりますが、曲線曲線曲線曲線によるによるによるによる影響影響影響影響



---- 9999 ----

も踏も踏も踏も踏ままままええええて、土て、土て、土て、土量量量量ががががどどどどのよのよのよのよううううに変わるかに変わるかに変わるかに変わるかもももも、ある、ある、ある、ある意味意味意味意味そのそのそのその現現現現場を場を場を場を見見見見て、て、て、て、想像想像想像想像力を力を力を力を働働働働かせなかせなかせなかせながらがらがらがら曲線曲線曲線曲線によるによるによるによる影響影響影響影響をををを踏踏踏踏ままままええええた土た土た土た土量量量量とととと今今今今回回回回の設計の土の設計の土の設計の土の設計の土量量量量のののの比較比較比較比較検討検討検討検討を行を行を行を行うこうこうこうこととととも必要も必要も必要も必要であであであであっっっったのではないかとたのではないかとたのではないかとたのではないかと痛感痛感痛感痛感しているとしているとしているとしているところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 反反反反省省省省いただくのはそれでいいかといただくのはそれでいいかといただくのはそれでいいかといただくのはそれでいいかと思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、、、、原原原原因因因因ががががどこどこどこどこにあにあにあにあっっっったたたたかといかといかといかといううううのが一のが一のが一のが一番番番番問問問問題題題題だとだとだとだと思思思思います。それいます。それいます。それいます。それぞぞぞぞれ請負契約れ請負契約れ請負契約れ請負契約書書書書の中には変更条項が記載されての中には変更条項が記載されての中には変更条項が記載されての中には変更条項が記載されておりますので、建設おりますので、建設おりますので、建設おりますので、建設工工工工事の請負契約事の請負契約事の請負契約事の請負契約書書書書の第の第の第の第何何何何条に条に条に条に基基基基づく契約の変更とづく契約の変更とづく契約の変更とづく契約の変更と捉捉捉捉ええええたらいいのですたらいいのですたらいいのですたらいいのですか。か。か。か。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 建設建設建設建設工工工工事請負契約事請負契約事請負契約事請負契約書書書書の第１８条がごの第１８条がごの第１８条がごの第１８条がござざざざいます。条件変更います。条件変更います。条件変更います。条件変更等等等等の第１項の第１項の第１項の第１項第４号でご第４号でご第４号でご第４号でござざざざいます。います。います。います。工工工工事事事事現現現現場の場の場の場の形状等形状等形状等形状等の設計の設計の設計の設計図書図書図書図書に示された施に示された施に示された施に示された施工工工工条件と条件と条件と条件と実実実実際際際際のののの工工工工事事事事現現現現場場場場が一が一が一が一致致致致しないしないしないしないこここことにとにとにとに伴うも伴うも伴うも伴うものといのといのといのというこうこうこうことで変更を上げさせていただいております。とで変更を上げさせていただいております。とで変更を上げさせていただいております。とで変更を上げさせていただいております。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 第１８条の第１項第２号に設計第１８条の第１項第２号に設計第１８条の第１項第２号に設計第１８条の第１項第２号に設計図書図書図書図書のののの誤謬誤謬誤謬誤謬またはまたはまたはまたは遺漏遺漏遺漏遺漏があるときといがあるときといがあるときといがあるときといううううのがのがのがのがごごごござざざざいます。そいます。そいます。そいます。そももももそそそそももももそのそのそのその数量数量数量数量をををを間間間間違違違違っっっってててて発注発注発注発注をしたといをしたといをしたといをしたというこうこうこうこといといといというこうこうこうことではないのですとではないのですとではないのですとではないのですか。か。か。か。現現現現場の条件は場の条件は場の条件は場の条件は何何何何もももも変わらないではないですか。例変わらないではないですか。例変わらないではないですか。例変わらないではないですか。例ええええば、ば、ば、ば、掘っ掘っ掘っ掘っていていていていっっっったらたらたらたら岩盤岩盤岩盤岩盤が出てきが出てきが出てきが出てきたなたなたなたなどどどど、、、、調調調調査していた査していた査していた査していた内容内容内容内容とととと違違違違っっっったたたたもももものがのがのがのが現現現現地にあるとい地にあるとい地にあるとい地にあるというこうこうこうことではとではとではとでは現現現現場条件が変わ場条件が変わ場条件が変わ場条件が変わっっっったたたたなら理なら理なら理なら理解解解解しますけれしますけれしますけれしますけれどもどもどもども、さきほ、さきほ、さきほ、さきほどどどど言言言言いましたよいましたよいましたよいましたよううううに、に、に、に、単単単単純純純純にににに数量数量数量数量がががが間間間間違違違違っっっっていたといていたといていたといていたといううううこここことで、設計の変更をとで、設計の変更をとで、設計の変更をとで、設計の変更を認認認認めるめるめるめるここここと自と自と自と自身身身身が、が、が、が、どうどうどうどうかなとかなとかなとかなと思思思思っっっってしまいます。県のてしまいます。県のてしまいます。県のてしまいます。県の技術技術技術技術力が力が力が力が低低低低下しているのか下しているのか下しているのか下しているのかどうどうどうどうかわかりませかわかりませかわかりませかわかりませんんんんけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ももももしくはしくはしくはしくは発注発注発注発注したしたしたしたココココンンンンサルも見サルも見サルも見サルも見逃逃逃逃していたしていたしていたしていたのかのかのかのかももももしれませしれませしれませしれませんんんん。６。６。６。６，，，，００００００００００００万円万円万円万円といといといというううう大きな額の変更ですけれ大きな額の変更ですけれ大きな額の変更ですけれ大きな額の変更ですけれどどどど、、、、随意随意随意随意契約に契約に契約に契約にもももも当た当た当た当たるよるよるよるよううううななななややややり方が正しいのかり方が正しいのかり方が正しいのかり方が正しいのか非常非常非常非常にににに疑問疑問疑問疑問をををを持っ持っ持っ持ってしまいます。てしまいます。てしまいます。てしまいます。契約契約契約契約書書書書の第３０条の規定によの第３０条の規定によの第３０条の規定によの第３０条の規定によっっっって、て、て、て、数量等数量等数量等数量等の変更、設計の変更、設計の変更、設計の変更、設計書書書書の中の中の中の中身身身身そのそのそのそのもももものを変更して、のを変更して、のを変更して、のを変更して、額の変更をできるだけ額の変更をできるだけ額の変更をできるだけ額の変更をできるだけ抑抑抑抑ええええるといるといるといるというううう変更をしなか変更をしなか変更をしなか変更をしなかっっっったのか。たのか。たのか。たのか。工工工工区区区区をををを縮小縮小縮小縮小するとか、するとか、するとか、するとか、工工工工事の事の事の事の中中中中身身身身を変更するといを変更するといを変更するといを変更するというううう作作作作業業業業ももももできたとできたとできたとできたと思思思思ううううのですが、それができなかのですが、それができなかのですが、それができなかのですが、それができなかっっっった理た理た理た理由由由由はははは何何何何ですか。ですか。ですか。ですか。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 契約契約契約契約書書書書の第３０条は、請負の第３０条は、請負の第３０条は、請負の第３０条は、請負依頼依頼依頼依頼金額を金額を金額を金額を増増増増額す額す額す額すべべべべき場合であるが、予き場合であるが、予き場合であるが、予き場合であるが、予算算算算制制制制度、予算の度、予算の度、予算の度、予算の制制制制約約約約等等等等、、、、増増増増額できない場合、かわりに設計額できない場合、かわりに設計額できない場合、かわりに設計額できない場合、かわりに設計図書図書図書図書の変更を行の変更を行の変更を行の変更を行うこうこうこうことができるとができるとができるとができるといといといというううう条条条条文文文文でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。今今今今回回回回のののの工工工工事は、事は、事は、事は、掘削工掘削工掘削工掘削工とのりとのりとのりとのり面工面工面工面工のののの工工工工事でご事でご事でご事でござざざざいます。のりいます。のりいます。のりいます。のり面工面工面工面工は、は、は、は、吹吹吹吹きつけのりきつけのりきつけのりきつけのり枠枠枠枠とととと鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋挿挿挿挿入入入入工工工工を行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものといのといのといのというこうこうこうことで、とで、とで、とで、掘削掘削掘削掘削を行いながら、だを行いながら、だを行いながら、だを行いながら、だんんんんだだだだんんんん下下下下へへへへ下が下が下が下がっっっっていていていていく、く、く、く、掘削掘削掘削掘削を行を行を行を行ううううにににに伴伴伴伴いましてのりいましてのりいましてのりいましてのり面工も面工も面工も面工も行行行行っっっって、のりて、のりて、のりて、のり面面面面の１の１の１の１段段段段ごとにごとにごとにごとに掘削掘削掘削掘削とのりとのりとのりとのり面工面工面工面工をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす工工工工法でご法でご法でご法でござざざざいます。います。います。います。掘削掘削掘削掘削に当たりましては、１に当たりましては、１に当たりましては、１に当たりましては、１段段段段ごとに設計ごとに設計ごとに設計ごとに設計勾勾勾勾配配配配でででで掘削掘削掘削掘削をして、のりをして、のりをして、のりをして、のり面工面工面工面工でででで押押押押ささささええええるわけでるわけでるわけでるわけで
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ごごごござざざざいますが、計いますが、計いますが、計いますが、計画画画画のののの深深深深さまでさまでさまでさまで掘掘掘掘り下がらずに、例り下がらずに、例り下がらずに、例り下がらずに、例ええええば、そのば、そのば、そのば、その途途途途中の土中の土中の土中の土砂砂砂砂部で、部で、部で、部で、小段小段小段小段とととと小小小小段段段段のののの間間間間でででで工工工工事を事を事を事を打打打打ちちちち切切切切っっっって土て土て土て土砂砂砂砂のののの状状状状態態態態で置いておきますと、で置いておきますと、で置いておきますと、で置いておきますと、降降降降雨雨雨雨等等等等による土による土による土による土砂砂砂砂流出の流出の流出の流出の危険危険危険危険でありますとか、下流には道路でありますとか、下流には道路でありますとか、下流には道路でありますとか、下流には道路やややや田田田田畑畑畑畑等も等も等も等もごごごござざざざいますので、下流いますので、下流いますので、下流いますので、下流へへへへのののの影響影響影響影響と土と土と土と土砂砂砂砂流出の流出の流出の流出の危危危危険険険険ももももごごごござざざざいます。います。います。います。今今今今事案につきましては計事案につきましては計事案につきましては計事案につきましては計画ど画ど画ど画どおりおりおりおり掘掘掘掘り下げるり下げるり下げるり下げる形形形形でででで考え考え考え考えてごてごてごてござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、分分分分離発注離発注離発注離発注をするをするをするをするこここことができないといとができないといとができないといとができないというこうこうこうことでとでとでとで増増増増額変更をお願いする額変更をお願いする額変更をお願いする額変更をお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 説明説明説明説明資料資料資料資料を事を事を事を事前前前前にいただいたのですが、にいただいたのですが、にいただいたのですが、にいただいたのですが、掘削掘削掘削掘削土土土土量量量量のののの増加増加増加増加を３を３を３を３段段段段目目目目にににに書書書書いていいていいていいていただいております。ただいております。ただいております。ただいております。標準標準標準標準的的的的なななな断断断断面図面図面図面図をををを見見見見ますと、上部が土ますと、上部が土ますと、上部が土ますと、上部が土砂砂砂砂で、で、で、で、真真真真んんんん中は中は中は中は軟岩軟岩軟岩軟岩になになになになっっっっていていていています。それから、ます。それから、ます。それから、ます。それから、最終最終最終最終的的的的な道路のな道路のな道路のな道路の掘削掘削掘削掘削にににに至至至至るといるといるといるという数量う数量う数量う数量の出し方をしているのですけれの出し方をしているのですけれの出し方をしているのですけれの出し方をしているのですけれどどどどもももも、、、、ここここのののの途途途途中は中は中は中は軟岩軟岩軟岩軟岩ではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。軟岩軟岩軟岩軟岩のののの程程程程度が度が度が度がどうどうどうどういいいいうもうもうもうものかは、のかは、のかは、のかは、現現現現地を地を地を地を見見見見たわけでたわけでたわけでたわけではないので承はないので承はないので承はないので承知知知知しませしませしませしませんんんんが、が、が、が、普普普普通通通通であれば、であれば、であれば、であれば、ここここのののの軟岩軟岩軟岩軟岩のののの掘削掘削掘削掘削ボリュボリュボリュボリューーーームムムムをををを抑抑抑抑ええええて変更設計て変更設計て変更設計て変更設計のののの対対対対象象象象にするにするにするにするべべべべきだきだきだきだっっっったとたとたとたと思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、その、その、その、その辺辺辺辺のののの見見見見解解解解についてはいかがですか。についてはいかがですか。についてはいかがですか。についてはいかがですか。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 事事事事前前前前のご説明のご説明のご説明のご説明資料等資料等資料等資料等で、土で、土で、土で、土砂砂砂砂の下にの下にの下にの下に軟岩軟岩軟岩軟岩といといといというううう横断横断横断横断を入れているかを入れているかを入れているかを入れているかとはとはとはとは思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、現現現現地の地の地の地の切切切切りりりり取取取取りをしておりますりをしておりますりをしておりますりをしておりますカカカカーーーーブ区ブ区ブ区ブ区間間間間につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ももももととととももももとあとあとあとあのののの急急急急勾勾勾勾配配配配でででで登登登登板板板板車車車車線線線線等等等等を設置するといを設置するといを設置するといを設置するという現う現う現う現場で、山場で、山場で、山場で、山もももも道路方向に道路方向に道路方向に道路方向に傾斜傾斜傾斜傾斜をしているとをしているとをしているとをしているところころころころででででごごごござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、岩岩岩岩の出てくる度合いの出てくる度合いの出てくる度合いの出てくる度合いもももも断断断断面面面面で変わで変わで変わで変わっっっってまいります。説明てまいります。説明てまいります。説明てまいります。説明用用用用に入れていまに入れていまに入れていまに入れていますのは、下のほすのは、下のほすのは、下のほすのは、下のほううううでででで軟岩軟岩軟岩軟岩が出てくるが出てくるが出てくるが出てくる断断断断面面面面かとかとかとかと思思思思いますが、土いますが、土いますが、土いますが、土砂砂砂砂があるがあるがあるがある程程程程度下のほ度下のほ度下のほ度下のほううううまであまであまであまであるといるといるといるといううううとととところころころころのののの断断断断面も面も面も面もごごごござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、掘削掘削掘削掘削とのりとのりとのりとのり面工面工面工面工を一を一を一を一連連連連で行で行で行で行うこうこうこうことでとでとでとで安安安安定を定を定を定を図図図図る、る、る、る、下流下流下流下流へへへへの土の土の土の土砂砂砂砂流出の流出の流出の流出の危険危険危険危険をををを避避避避けるといけるといけるといけるという今う今う今う今回回回回の変更にの変更にの変更にの変更に至至至至っっっったとたとたとたところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 少少少少しししし苦苦苦苦しいしいしいしい答弁答弁答弁答弁かとかとかとかと思思思思います。たまたまいます。たまたまいます。たまたまいます。たまたま今今今今回回回回台風台風台風台風２１号２１号２１号２１号ももももあり、大あり、大あり、大あり、大雨雨雨雨も降っも降っも降っも降ったので、処置としては結果としてたので、処置としては結果としてたので、処置としては結果としてたので、処置としては結果として間間間間違違違違っっっってなかてなかてなかてなかっっっったのかといたのかといたのかといたのかという気う気う気う気はしなくとはしなくとはしなくとはしなくとももももないですけないですけないですけないですけれれれれどもどもどもども、ただ、当、ただ、当、ただ、当、ただ、当初初初初からからからから見見見見込込込込めるめるめるめる数量数量数量数量の変更をの変更をの変更をの変更を対対対対象象象象にしてしまにしてしまにしてしまにしてしまうこうこうこうこと自と自と自と自身身身身が、一般の県が、一般の県が、一般の県が、一般の県民民民民目目目目線線線線からすると、奈良県はからすると、奈良県はからすると、奈良県はからすると、奈良県はどどどどのよのよのよのよううううなななな工工工工事の事の事の事の発注発注発注発注のののの仕仕仕仕方をしているのかと。６方をしているのかと。６方をしているのかと。６方をしているのかと。６，，，，２００２００２００２００万万万万円も増円も増円も増円も増額するよ額するよ額するよ額するよううううなななな見落見落見落見落としをする、そのとしをする、そのとしをする、そのとしをする、その程程程程度の度の度の度のレレレレベベベベルルルルなのかとなのかとなのかとなのかと疑疑疑疑われかわれかわれかわれかねねねねないと私はないと私はないと私はないと私は思思思思います。います。います。います。今今今今後後後後の方の方の方の方針針針針についてについてについてについてどうどうどうどうされるのか、山田県土マネジメント部長からごされるのか、山田県土マネジメント部長からごされるのか、山田県土マネジメント部長からごされるのか、山田県土マネジメント部長からご答弁答弁答弁答弁いただきたいただきたいただきたいただきたいといといといと思思思思います。います。います。います。○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長 今今今今回回回回の事案で、県のの事案で、県のの事案で、県のの事案で、県の技術技術技術技術力力力力不不不不足足足足やややや事事事事前前前前調調調調査査査査不不不不足足足足がががが影響影響影響影響してしてしてしているのではないかといるのではないかといるのではないかといるのではないかと非常非常非常非常にににに痛感痛感痛感痛感しております。しております。しております。しております。今今今今、事務、事務、事務、事務的的的的に指示していますのは、に指示していますのは、に指示していますのは、に指示していますのは、今今今今回回回回の事案の事案の事案の事案ももももそそそそううううですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、過去過去過去過去の事案で一の事案で一の事案で一の事案で一番番番番変更変更変更変更率率率率がががが高高高高いいいい工工工工種種種種で、そのときに、で、そのときに、で、そのときに、で、そのときに、どうどうどうどういいいいうううう場合に変更しているかとい場合に変更しているかとい場合に変更しているかとい場合に変更しているかといううううデデデデータータータータも持も持も持も持ち合ち合ち合ち合
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わせていないわせていないわせていないわせていないこここことがわかとがわかとがわかとがわかっっっったので、まずそたので、まずそたので、まずそたので、まずそここここをさかのをさかのをさかのをさかのぼぼぼぼっっっってててて調べ調べ調べ調べてくれと。てくれと。てくれと。てくれと。単単単単純純純純な土な土な土な土工工工工でででで出たのは、出たのは、出たのは、出たのは、余余余余りりりり過去過去過去過去にさかのにさかのにさかのにさかのぼぼぼぼると、ると、ると、ると、ここここの土の土の土の土工工工工の記の記の記の記録録録録はないのですけれはないのですけれはないのですけれはないのですけれどもどもどもども、それが、それが、それが、それが橋橋橋橋りりりりょうょうょうょうででででももももトンネトンネトンネトンネルルルルででででも同も同も同も同じだとじだとじだとじだと思思思思いますから、まずそいますから、まずそいますから、まずそいますから、まずそここここをしをしをしをしっっっっかりかりかりかり調べ調べ調べ調べてくれと。その上てくれと。その上てくれと。その上てくれと。その上で、そで、そで、そで、そうううういいいいうううう場合に、場合に、場合に、場合に、ボボボボーーーーリリリリンンンンググググななななどどどど、、、、どどどどれれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのピッチピッチピッチピッチででででやっやっやっやったらいいかといたらいいかといたらいいかといたらいいかといううううのはのはのはのは非常非常非常非常ににににココココストがかかりますけれストがかかりますけれストがかかりますけれストがかかりますけれどどどど、まずそ、まずそ、まずそ、まずそここここをしをしをしをしっっっっかりさかのかりさかのかりさかのかりさかのぼぼぼぼっっっってみるとてみるとてみるとてみるところころころころからからからから始始始始めめめめるよるよるよるよううううにしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 今今今今、議案として上が、議案として上が、議案として上が、議案として上がっっっっていますので、ていますので、ていますので、ていますので、反反反反対対対対するつするつするつするつももももりではごりではごりではごりではござざざざいませいませいませいませんんんんけれけれけれけれどどどど、、、、ややややはりはりはりはり今今今今後後後後ののののこここことをとをとをとを考え考え考え考えると、ると、ると、ると、相相相相当当当当ふふふふんどんどんどんどしを締めてしを締めてしを締めてしを締めてももももらわないといけないといらわないといけないといらわないといけないといらわないといけないというううう案案案案件だと説明していただいたときに件だと説明していただいたときに件だと説明していただいたときに件だと説明していただいたときに思思思思いました。いました。いました。いました。先ほ先ほ先ほ先ほどもどもどもども申しましたよ申しましたよ申しましたよ申しましたよううううに、に、に、に、単単単単純純純純に変更のに変更のに変更のに変更の対対対対象象象象にしてしまにしてしまにしてしまにしてしまううううと、と、と、と、随意随意随意随意契約とほ契約とほ契約とほ契約とほぼぼぼぼ変わら変わら変わら変わらないのです。そないのです。そないのです。そないのです。そううううすると、すると、すると、すると、ううううががががっっっったたたた見見見見方をすると、方をすると、方をすると、方をすると、何何何何か業者となあなあでか業者となあなあでか業者となあなあでか業者となあなあでやっやっやっやっているのかているのかているのかているのかみたいなみたいなみたいなみたいなこここことにとにとにとにももももなりかなりかなりかなりかねねねねないわけですから、そないわけですから、そないわけですから、そないわけですから、そここここはよほはよほはよほはよほどどどど注意注意注意注意していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いいいいます。ます。ます。ます。今今今今後後後後こうこうこうこういいいいうううう変更がないよ変更がないよ変更がないよ変更がないよううううに、に、に、に、ぜひぜひぜひぜひ部部部部内内内内で、局で、局で、局で、局内内内内ででででもももも一一一一緒緒緒緒ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、きち、きち、きち、きちんんんんと議と議と議と議論論論論をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、こうこうこうこういいいいう対う対う対う対象象象象工工工工事があるときは、事があるときは、事があるときは、事があるときは、どこどこどこどこまでまでまでまで目目目目をををを光光光光らせばいいのらせばいいのらせばいいのらせばいいのかといかといかといかというこうこうこうことが大事だととが大事だととが大事だととが大事だと思思思思います。います。います。います。時時時時間間間間のない中でのない中でのない中でのない中で担担担担当者の方は当者の方は当者の方は当者の方は必必必必死死死死になになになになっっっっててててややややられていられていられていられている。る。る。る。ココココンンンンサルサルサルサルととととももももいいいいろろろろいいいいろろろろなななな協協協協議をされていると議をされていると議をされていると議をされていると思思思思います。います。います。います。最終最終最終最終的的的的に上がに上がに上がに上がっっっってきて、設計てきて、設計てきて、設計てきて、設計書書書書をををを見見見見る。当る。当る。当る。当然然然然下から順下から順下から順下から順番番番番に上がに上がに上がに上がっっっっていきますから、係長がていきますから、係長がていきますから、係長がていきますから、係長が見見見見る、補佐がる、補佐がる、補佐がる、補佐が見見見見る、る、る、る、主幹主幹主幹主幹がががが見見見見る、る、る、る、最後最後最後最後、局長、部長が、局長、部長が、局長、部長が、局長、部長が見見見見るといるといるといるといううううとととところころころころまで行くわけでしまで行くわけでしまで行くわけでしまで行くわけでしょうょうょうょう。そのときに、。そのときに、。そのときに、。そのときに、ややややはりはりはりはりここここれはれはれはれはどうどうどうどうななななっっっっているのかといているのかといているのかといているのかというこうこうこうことは、それとは、それとは、それとは、それぞぞぞぞれでれでれでれで問問問問うべうべうべうべきだときだときだときだと思思思思います。います。います。います。ここここれは大きいれは大きいれは大きいれは大きい反反反反省点省点省点省点だとだとだとだと思思思思いますので、しいますので、しいますので、しいますので、しっっっっかりしていただきたいとかりしていただきたいとかりしていただきたいとかりしていただきたいと思思思思います。います。います。います。ごごごご注意注意注意注意申し上げると申し上げると申し上げると申し上げると同同同同時時時時に、先ほに、先ほに、先ほに、先ほどどどどお願いしました、変更のお願いしました、変更のお願いしました、変更のお願いしました、変更の数量全数量全数量全数量全件について件について件について件について資料資料資料資料を出を出を出を出していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、どどどどれれれれぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが対対対対象象象象になるのかになるのかになるのかになるのか見見見見させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。ぜひぜひぜひぜひ委委委委員会に提出していただきたいと員会に提出していただきたいと員会に提出していただきたいと員会に提出していただきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員 私は私は私は私は今今今今、清水委員の指、清水委員の指、清水委員の指、清水委員の指摘摘摘摘の案件と、の案件と、の案件と、の案件と、期期期期せずしてせずしてせずしてせずして同同同同じじじじ疑問疑問疑問疑問をををを抱抱抱抱いた。そいた。そいた。そいた。そののののこここことについては先般のとについては先般のとについては先般のとについては先般の南南南南部部部部・・・・東東東東部地域部地域部地域部地域振興振興振興振興対策対策対策対策特特特特別別別別委員会で委員会で委員会で委員会で問問問問題題題題を指を指を指を指摘摘摘摘した。そのした。そのした。そのした。そのここここととととときときときときょうょうょうょうは委員会がは委員会がは委員会がは委員会が違違違違いますから、いますから、いますから、いますから、ここここの委員会できちの委員会できちの委員会できちの委員会できちんんんんと申し上げておかないといけないと申し上げておかないといけないと申し上げておかないといけないと申し上げておかないといけないといといといというこうこうこうことで、あとで、あとで、あとで、あええええてててて発言発言発言発言をするわけです。をするわけです。をするわけです。をするわけです。率直率直率直率直にににに言言言言っっっって、て、て、て、今今今今、行、行、行、行政的政的政的政的にはにはにはには想想想想定定定定外外外外といといといというううう言葉言葉言葉言葉はははは使使使使わないよわないよわないよわないよううううにしよにしよにしよにしよううううといといといというこうこうこうことにとにとにとにななななっっっっているでしているでしているでしているでしょうょうょうょう。。。。現現現現場は変わらない、変わらないです。変わらないのだから、場は変わらない、変わらないです。変わらないのだから、場は変わらない、変わらないです。変わらないのだから、場は変わらない、変わらないです。変わらないのだから、想想想想定定定定外外外外はありはありはありはあり得得得得ない。私が申し上げたいのは、あなたたちは自分たちの立場ない。私が申し上げたいのは、あなたたちは自分たちの立場ない。私が申し上げたいのは、あなたたちは自分たちの立場ない。私が申し上げたいのは、あなたたちは自分たちの立場ももももあるのであるのであるのであるので頑固頑固頑固頑固です。です。です。です。
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謙虚謙虚謙虚謙虚にににに対応対応対応対応しなさいと、私は申し上げたい。しなさいと、私は申し上げたい。しなさいと、私は申し上げたい。しなさいと、私は申し上げたい。守守守守ろうろうろうろう、、、、守守守守ろうろうろうろうと、と、と、と、頑固頑固頑固頑固ににににややややるから、いくらるから、いくらるから、いくらるから、いくらででででもももも疑問疑問疑問疑問がががが膨膨膨膨ららららむむむむわけです。わけです。わけです。わけです。疑疑疑疑いたくないけれいたくないけれいたくないけれいたくないけれどもどもどもども、、、、最後最後最後最後に清水委員がおに清水委員がおに清水委員がおに清水委員がおっっっっししししゃゃゃゃっっっったよたよたよたよううううに、業に、業に、業に、業界界界界とととと何何何何かかかか裏裏裏裏ででででももももあるのかとあるのかとあるのかとあるのかと思思思思っっっっているわけ。ているわけ。ているわけ。ているわけ。今今今今、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろな公な公な公な公共共共共事業の事業の事業の事業の発注発注発注発注にににに対対対対ししししては、入ては、入ては、入ては、入札札札札のののの制制制制度がい度がい度がい度がいろろろろいいいいろろろろあります。あります。あります。あります。小企小企小企小企業者に業者に業者に業者に対対対対してはいしてはいしてはいしてはいろろろろいいいいろろろろなななな注文注文注文注文をつけて、をつけて、をつけて、をつけて、総総総総合合合合評評評評価価価価方方方方式式式式といといといという形う形う形う形でででで発注発注発注発注をする。をする。をする。をする。えこえこえこえこひひひひいきはありませいきはありませいきはありませいきはありませんんんんとととと言言言言われてわれてわれてわれてもももも、私は、私は、私は、私は疑疑疑疑いたい。いたい。いたい。いたい。だから、とりわけ、大きな事業だだから、とりわけ、大きな事業だだから、とりわけ、大きな事業だだから、とりわけ、大きな事業だっっっったら大ごとたら大ごとたら大ごとたら大ごとやややや。い。い。い。いろろろろいいいいろろろろなななな技術技術技術技術者がたくさ者がたくさ者がたくさ者がたくさんんんんいるわいるわいるわいるわけ。県にけ。県にけ。県にけ。県にもももも、課長をはじめとして、、課長をはじめとして、、課長をはじめとして、、課長をはじめとして、担担担担当者は当者は当者は当者は技術技術技術技術者でし者でし者でし者でしょうょうょうょう。。。。小小小小さい業者はさい業者はさい業者はさい業者は技術技術技術技術者が者が者が者が少少少少なななない。い。い。い。小小小小さいさいさいさい企企企企業に業に業に業に対対対対しては、しては、しては、しては、総総総総合合合合評評評評価価価価方方方方式式式式で、勉で、勉で、勉で、勉強強強強してしてしてしてももももららららううううと。と。と。と。落落落落札札札札するするするする側側側側は、は、は、は、ここここの事の事の事の事業業業業費費費費ではとてではとてではとてではとてもやもやもやもやりりりり切切切切れませれませれませれませんんんんと。と。と。と。不落不落不落不落といといといといううううのはたくさのはたくさのはたくさのはたくさんんんんあります。そあります。そあります。そあります。そうううういいいいう目う目う目う目といといといといううううのは大事、のは大事、のは大事、のは大事、心心心心といといといといううううのが大事です。のが大事です。のが大事です。のが大事です。熟練熟練熟練熟練者ばかり者ばかり者ばかり者ばかり集集集集ままままっっっって、結て、結て、結て、結論論論論を出して、を出して、を出して、を出して、落落落落札札札札までした。までした。までした。までした。それでそれでそれでそれで途途途途中で変更と、い中で変更と、い中で変更と、い中で変更と、いうこうこうこうことでしとでしとでしとでしょうょうょうょう。それはおかしいではないか。。それはおかしいではないか。。それはおかしいではないか。。それはおかしいではないか。どうどうどうどうああああっっっっててててももももおかおかおかおかしい。私しい。私しい。私しい。私もこもこもこもこだわりではないけれだわりではないけれだわりではないけれだわりではないけれどどどど、、、、ややややはりはりはりはり謙虚謙虚謙虚謙虚に、いに、いに、いに、いろろろろいいいいろろろろな事な事な事な事柄柄柄柄にかかわにかかわにかかわにかかわっっっって、改めて、改めて、改めて、改めるるるるべべべべきは改めないといけない、いきは改めないといけない、いきは改めないといけない、いきは改めないといけない、いろろろろいいいいろろろろな指名入な指名入な指名入な指名入札札札札、、、、落落落落札札札札にかかわにかかわにかかわにかかわっっっっては、改めるては、改めるては、改めるては、改めるべべべべきはきはきはきは改めないといけない。大改めないといけない。大改めないといけない。大改めないといけない。大手手手手ははははややややわらかく、わらかく、わらかく、わらかく、親切親切親切親切に、に、に、に、小小小小事業者に事業者に事業者に事業者に対対対対してはしてはしてはしては厳厳厳厳しく。しく。しく。しく。ここここれではれではれではれではいけないのではないかとずいけないのではないかとずいけないのではないかとずいけないのではないかとずっっっっと指と指と指と指摘摘摘摘しししし続続続続けてきたわけ。けてきたわけ。けてきたわけ。けてきたわけ。ここここののののこここことを一つのとを一つのとを一つのとを一つの教訓教訓教訓教訓として、私として、私として、私として、私が申し上げているが申し上げているが申し上げているが申し上げているこここことを改めるとを改めるとを改めるとを改める気気気気はないか。県土マネジメント部長、一度、改めるはないか。県土マネジメント部長、一度、改めるはないか。県土マネジメント部長、一度、改めるはないか。県土マネジメント部長、一度、改める気気気気はなはなはなはないのか、いのか、いのか、いのか、検討検討検討検討するするするする気気気気はないのか。はないのか。はないのか。はないのか。今今今今までまでまでまで検討検討検討検討してきたのだしてきたのだしてきたのだしてきたのだろうろうろうろうとととと思思思思ううううけれけれけれけれどどどど、、、、頑固頑固頑固頑固にににに頑固頑固頑固頑固にきにきにきにきょうょうょうょうまでまでまでまで来来来来たわけ。いたわけ。いたわけ。いたわけ。いややややいいいいやややや、、、、違違違違いますといいますといいますといいますといううううなら、なら、なら、なら、ここここここここできできできできっっっっちりちりちりちり解解解解決してみなさ決してみなさ決してみなさ決してみなさい。川口委員、あなたのい。川口委員、あなたのい。川口委員、あなたのい。川口委員、あなたの言言言言っっっっているているているているこここことはとはとはとは間間間間違違違違っっっってないですか、県のてないですか、県のてないですか、県のてないですか、県のやっやっやっやっているているているているこここことは正とは正とは正とは正しいと。しいと。しいと。しいと。しかしかしかしかもももも、奈良県方、奈良県方、奈良県方、奈良県方式式式式は、奈良県とは、奈良県とは、奈良県とは、奈良県ともうもうもうもう１県あるだけではないの。他１県あるだけではないの。他１県あるだけではないの。他１県あるだけではないの。他府府府府県は県は県は県はやっやっやっやってないのてないのてないのてないのだから、他だから、他だから、他だから、他府府府府県は県は県は県はやっやっやっやってない。てない。てない。てない。やっやっやっやっていないとていないとていないとていないところころころころはははは問問問問題題題題はははは起起起起きない、きない、きない、きない、やっやっやっやっているとているとているとているところころころころにににに問問問問題題題題がががが起起起起ここここるわけるわけるわけるわけやややや。私は。私は。私は。私は疑疑疑疑いいいい続続続続けるわけ。けるわけ。けるわけ。けるわけ。ここここの指名入の指名入の指名入の指名入札札札札にかかわにかかわにかかわにかかわっっっっては、私はては、私はては、私はては、私はここここだわだわだわだわる。る。る。る。どうどうどうどうですか。ですか。ですか。ですか。○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長 前回前回前回前回のののの南南南南部部部部・・・・東東東東部地域部地域部地域部地域振興振興振興振興対策対策対策対策特特特特別別別別委員会で委員会で委員会で委員会でももももご指ご指ご指ご指摘摘摘摘いたいたいたいただいておりまして、だいておりまして、だいておりまして、だいておりまして、念念念念頭頭頭頭にごにごにごにござざざざいます。います。います。います。今今今今までの事務までの事務までの事務までの事務的的的的なななな経緯経緯経緯経緯を申し上げるのは本を申し上げるのは本を申し上げるのは本を申し上げるのは本意意意意ではないですけれではないですけれではないですけれではないですけれどどどど、私、私、私、私もももも７月に７月に７月に７月に赴任赴任赴任赴任してしてしてしてまいりまして、まいりまして、まいりまして、まいりまして、ここここの案件がの案件がの案件がの案件が内内内内部で決部で決部で決部で決裁裁裁裁する中で、する中で、する中で、する中で、非常非常非常非常にににに時時時時間間間間をををを要要要要しました。結局は、業者しました。結局は、業者しました。結局は、業者しました。結局は、業者にににに必要以必要以必要以必要以上のお金ではなく、上のお金ではなく、上のお金ではなく、上のお金ではなく、適適適適正なお金だとい正なお金だとい正なお金だとい正なお金だというこうこうこうことで、決とで、決とで、決とで、決裁裁裁裁はははは確確確確かにしたのですけれかにしたのですけれかにしたのですけれかにしたのですけれどどどどもももも、事、事、事、事前前前前になになになになぜぜぜぜそれがわからなかそれがわからなかそれがわからなかそれがわからなかっっっったのだといたのだといたのだといたのだというううう部分は、自分自部分は、自分自部分は、自分自部分は、自分自身身身身、まだ、まだ、まだ、まだ来来来来て月がて月がて月がて月が浅浅浅浅いでいでいでいで
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すが、すが、すが、すが、非常非常非常非常にににに疑問疑問疑問疑問にににに思思思思ううううとととところころころころがごがごがごがござざざざいます。そいます。そいます。そいます。そんんんんな中で、さきほな中で、さきほな中で、さきほな中で、さきほどどどど申しました、申しました、申しました、申しました、もう少もう少もう少もう少し事し事し事し事前前前前にににに見通見通見通見通しを立てるために、いしを立てるために、いしを立てるために、いしを立てるために、いろろろろいいいいろろろろ過去過去過去過去のののの実実実実績績績績を勉を勉を勉を勉強強強強したり、したり、したり、したり、ももももしくは私自しくは私自しくは私自しくは私自身身身身ももももいいいいろろろろいいいいろろろろ話話話話をををを聞聞聞聞く中で、く中で、く中で、く中で、もう少もう少もう少もう少し、きちし、きちし、きちし、きちんんんんとととと見見見見るよるよるよるよううううにしていくにしていくにしていくにしていく必要必要必要必要があがあがあがあろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思っっっっていていていています。ます。ます。ます。いずれにしていずれにしていずれにしていずれにしてもももも、、、、企企企企業の大業の大業の大業の大小小小小といといといといううううののののももももももももちちちちろんろんろんろん含含含含めて、めて、めて、めて、技術技術技術技術力のある会力のある会力のある会力のある会社社社社ががががもう少もう少もう少もう少ししししきちきちきちきちんんんんとととと評評評評価価価価されるよされるよされるよされるよううううに、に、に、に、直直直直すすすすべべべべきときときときところころころころはははは直直直直していきたいと、私自していきたいと、私自していきたいと、私自していきたいと、私自身身身身のののの取取取取りりりり組組組組みからみからみからみから始始始始めたいとはめたいとはめたいとはめたいとは思思思思っっっっております。ております。ております。ております。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 よよよよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 南南南南部部部部・・・・東東東東部地域部地域部地域部地域振興振興振興振興対策対策対策対策特特特特別別別別委員会で委員会で委員会で委員会でもももも、、、、同同同同じじじじ問問問問題題題題がががが岡岡岡岡委員から出ました。委員から出ました。委員から出ました。委員から出ました。清水委員、そしてまた川口委員から出て、清水委員、そしてまた川口委員から出て、清水委員、そしてまた川口委員から出て、清水委員、そしてまた川口委員から出て、討討討討議は皆さ議は皆さ議は皆さ議は皆さんんんんしているのですけれしているのですけれしているのですけれしているのですけれどもどもどもども、私、私、私、私もももも違違違違うううう立場、立場、立場、立場、視視視視点点点点でででで質質質質問問問問しますので、おしますので、おしますので、おしますので、お答答答答ええええをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思います。います。います。います。私は、私は、私は、私は、ここここのののの問問問問題題題題は明らかに設計は明らかに設計は明らかに設計は明らかに設計ミミミミスとスとスとスと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。どこどこどこどこののののココココンンンンサルサルサルサルかわからないけれかわからないけれかわからないけれかわからないけれどもどもどもども、土、土、土、土木木木木技術技術技術技術者にそれを者にそれを者にそれを者にそれを見見見見抜抜抜抜く力がく力がく力がく力が全全全全然然然然ない。その当ない。その当ない。その当ない。その当時時時時の道路建設課長は、設計をしたの道路建設課長は、設計をしたの道路建設課長は、設計をしたの道路建設課長は、設計をしたときの、ときの、ときの、ときの、現現現現場の場の場の場のカカカカーーーーブブブブをををを見見見見に行に行に行に行っっっったのか。たのか。たのか。たのか。登登登登坂坂坂坂の道路をの道路をの道路をの道路を拡幅拡幅拡幅拡幅するといするといするといするというこうこうこうことだから、当とだから、当とだから、当とだから、当然然然然カカカカーーーーブブブブです。です。です。です。図面図面図面図面をををを見見見見させていただいたら、中させていただいたら、中させていただいたら、中させていただいたら、中心線心線心線心線がががが赤赤赤赤点点点点になになになになっっっっているわけだけれているわけだけれているわけだけれているわけだけれどもどもどもども、、、、ややややはりはりはりはりここここののののぐぐぐぐらいの土らいの土らいの土らいの土量量量量はははは必要必要必要必要だと。だと。だと。だと。ここここれくらいのれくらいのれくらいのれくらいのカカカカーーーーブブブブはははは必要必要必要必要だといだといだといだといううううだけのだけのだけのだけの技術技術技術技術力と、力と、力と、力と、その当その当その当その当時時時時のののの洞察洞察洞察洞察力が一力が一力が一力が一番番番番大事ではないかと大事ではないかと大事ではないかと大事ではないかと思思思思っっっっていますけれていますけれていますけれていますけれどもどもどもども、道路建設課長、道路建設課長、道路建設課長、道路建設課長以以以以外外外外ののののどどどどなたかなたかなたかなたか答答答答ええええてください。てください。てください。てください。○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当） 技術技術技術技術担担担担当次長ですのでお当次長ですのでお当次長ですのでお当次長ですのでお答答答答ええええさせていたださせていたださせていたださせていただきます。きます。きます。きます。今今今今回回回回の案件は、県の当の案件は、県の当の案件は、県の当の案件は、県の当初初初初ののののミミミミスではないかといスではないかといスではないかといスではないかというううう議議議議論論論論がありました。県のがありました。県のがありました。県のがありました。県の基基基基準準準準では、では、では、では、半半半半径径径径が５０メートが５０メートが５０メートが５０メートルルルルよりよりよりより小小小小さかさかさかさかっっっったら補正しない、５０メートたら補正しない、５０メートたら補正しない、５０メートたら補正しない、５０メートル以ル以ル以ル以上だ上だ上だ上だっっっったら補正するといたら補正するといたら補正するといたら補正するという基う基う基う基準準準準があるのです。があるのです。があるのです。があるのです。今今今今回回回回の場合、１０の場合、１０の場合、１０の場合、１０万万万万立方メート立方メート立方メート立方メートルルルルといといといというううう土を出すい土を出すい土を出すい土を出すいうこうこうこうことで、計算とで、計算とで、計算とで、計算しますと１しますと１しますと１しますと１万万万万立方メート立方メート立方メート立方メートルルルルぐぐぐぐらいらいらいらい違違違違ううううといといといというこうこうこうことはありました。ほかの県のとはありました。ほかの県のとはありました。ほかの県のとはありました。ほかの県の基基基基準準準準をををを見見見見たら、たら、たら、たら、土土土土量量量量が大きい場合は、が大きい場合は、が大きい場合は、が大きい場合は、別別別別途途途途考考考考慮慮慮慮しなさいとしなさいとしなさいとしなさいと書書書書いているいているいているいている基基基基準準準準があるのは事があるのは事があるのは事があるのは事実実実実です。奈良県のです。奈良県のです。奈良県のです。奈良県の基基基基準準準準は、それをは、それをは、それをは、それを書書書書いていなかいていなかいていなかいていなかっっっったといたといたといたといううううのが１のが１のが１のが１点点点点と、県のと、県のと、県のと、県の発注発注発注発注では、では、では、では、ここここのののの位位位位置に置に置に置にここここれだけれだけれだけれだけの土がの土がの土がの土が要要要要るといるといるといるというううう発注発注発注発注をするのですけれをするのですけれをするのですけれをするのですけれどどどど、それとあわせて、県の場合は１０、それとあわせて、県の場合は１０、それとあわせて、県の場合は１０、それとあわせて、県の場合は１０万万万万立方メー立方メー立方メー立方メートトトトルルルルの土をの土をの土をの土をどこへ持っどこへ持っどこへ持っどこへ持っていきなさいといていきなさいといていきなさいといていきなさいというううう発注発注発注発注をするのです。をするのです。をするのです。をするのです。実実実実際切際切際切際切ると１０ると１０ると１０ると１０万万万万立方メー立方メー立方メー立方メートトトトルルルルではではではでは追っ追っ追っ追っつかないとなつかないとなつかないとなつかないとなっっっったとき、たとき、たとき、たとき、ややややはりはりはりはり適適適適正な土正な土正な土正な土量量量量ででででややややるるるるべべべべきだといきだといきだといきだというこうこうこうことで、とで、とで、とで、今今今今回回回回変更を提案させていただいています。変更を提案させていただいています。変更を提案させていただいています。変更を提案させていただいています。
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当当当当初初初初の１０の１０の１０の１０万万万万立方メート立方メート立方メート立方メートルルルルの土を出すのに、の土を出すのに、の土を出すのに、の土を出すのに、カカカカーーーーブブブブ中だ中だ中だ中だっっっったら土たら土たら土たら土量量量量がががが著著著著しくしくしくしく違違違違ううううといといといといううううのは、当のは、当のは、当のは、当然然然然それをそれをそれをそれを想像想像想像想像して、して、して、して、カカカカーーーーブブブブの補正をすの補正をすの補正をすの補正をすべべべべきではないかといきではないかといきではないかといきではないかというううう議議議議論論論論がなかがなかがなかがなかっっっったらいたらいたらいたらいけなかけなかけなかけなかっっっったとたとたとたと思思思思っっっって、それで１０月にて、それで１０月にて、それで１０月にて、それで１０月に通通通通達達達達もももも出すよ出すよ出すよ出すよううううにしています。にしています。にしています。にしています。確確確確かに国中委員がおかに国中委員がおかに国中委員がおかに国中委員がおっっっっししししゃゃゃゃるとおり、るとおり、るとおり、るとおり、我々我々我々我々のののの技術技術技術技術力力力力不不不不足足足足といといといといううううか、か、か、か、見見見見込込込込みがみがみがみが甘甘甘甘いといいといいといいといううううか、か、か、か、基基基基準準準準にににに基基基基づいてづいてづいてづいて淡々淡々淡々淡々ととととやっやっやっやっているとているとているとているところころころころはあると。はあると。はあると。はあると。実実実実際際際際のののの現現現現場を場を場を場を見見見見て、て、て、て、ゆゆゆゆっっっっくりくりくりくり考え考え考え考えるといるといるといるといううううのがすごくのがすごくのがすごくのがすごく必要必要必要必要ではなかではなかではなかではなかっっっったかといたかといたかといたかといううううのはすごくのはすごくのはすごくのはすごく反反反反省省省省しております。しております。しております。しております。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 資料資料資料資料をををを見見見見させていただいたら、例させていただいたら、例させていただいたら、例させていただいたら、例ええええば、ば、ば、ば、木木木木の処分といの処分といの処分といの処分というこうこうこうことで１とで１とで１とで１，，，，１００１００１００１００万万万万円増円増円増円増額にな額にな額にな額になっっっっています。処分といています。処分といています。処分といています。処分というううう方法を方法を方法を方法をどうどうどうどうしたのか。したのか。したのか。したのか。廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物にしたのか、それとにしたのか、それとにしたのか、それとにしたのか、それとも有も有も有も有価物価物価物価物として処理したのか、として処理したのか、として処理したのか、として処理したのか、聞聞聞聞かせていただきたい。かせていただきたい。かせていただきたい。かせていただきたい。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 建設副産建設副産建設副産建設副産物物物物でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、木木木木をををを再再再再生します生します生します生します再再再再資資資資源源源源化施設に化施設に化施設に化施設に運搬運搬運搬運搬しまして、そしまして、そしまして、そしまして、そここここで処理をさせていただきました。で処理をさせていただきました。で処理をさせていただきました。で処理をさせていただきました。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 そそそそううううしたら、したら、したら、したら、有価物有価物有価物有価物としてだから、としてだから、としてだから、としてだから、収収収収入がいくらかあ入がいくらかあ入がいくらかあ入がいくらかあっっっったのか。たのか。たのか。たのか。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 収収収収入はご入はご入はご入はござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 どこへ持っどこへ持っどこへ持っどこへ持っていていていていっっっったのか。たのか。たのか。たのか。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 木木木木の処分を受け入れておりますの処分を受け入れておりますの処分を受け入れておりますの処分を受け入れております再再再再資資資資源源源源化施設に。化施設に。化施設に。化施設に。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 そそそそううううしたら、したら、したら、したら、木木木木の処分は、マの処分は、マの処分は、マの処分は、マニニニニフェフェフェフェストがあるの。ストがあるの。ストがあるの。ストがあるの。○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長○松田道路建設課長 木木木木の処分先からは、マの処分先からは、マの処分先からは、マの処分先からは、マニニニニフェフェフェフェストを出していただいております。ストを出していただいております。ストを出していただいております。ストを出していただいております。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 有価物有価物有価物有価物であれば、当であれば、当であれば、当であれば、当然然然然代代代代価価価価をををを求求求求めるめるめるめるべべべべきときときときと違違違違いますか。山田県土マネジメンいますか。山田県土マネジメンいますか。山田県土マネジメンいますか。山田県土マネジメント部長ト部長ト部長ト部長どうどうどうどうですか、それですか、それですか、それですか、それぐぐぐぐらい補正といらい補正といらい補正といらい補正といううううのは、のは、のは、のは、精精精精査す査す査す査すべべべべきときときときと違違違違ううううかとかとかとかと思思思思っっっっています。予ています。予ています。予ています。予算算算算書書書書をををを見見見見させてさせてさせてさせてももももららららっっっったら、例たら、例たら、例たら、例ええええばばばば福祉福祉福祉福祉だだだだっっっったらたらたらたら単単単単位位位位は１は１は１は１円円円円です。です。です。です。ここここここここはははは千千千千円単円単円単円単位位位位やややや。。。。ももももううううそれだけ公金として金それだけ公金として金それだけ公金として金それだけ公金として金銭感覚銭感覚銭感覚銭感覚がないのとがないのとがないのとがないのと違違違違ううううか、か、か、か、どうどうどうどうですか。ですか。ですか。ですか。皆さ皆さ皆さ皆さんもんもんもんも予算予算予算予算書書書書を説明するときは、を説明するときは、を説明するときは、を説明するときは、何千何千何千何千万円余万円余万円余万円余です。そのです。そのです。そのです。そのぐぐぐぐらい大らい大らい大らい大ざっざっざっざっぱぱぱぱです。他の課です。他の課です。他の課です。他の課では１では１では１では１円円円円。。。。ここここここここでは皆さでは皆さでは皆さでは皆さんんんんがそれがそれがそれがそれぐぐぐぐらい公金について、らい公金について、らい公金について、らい公金について、麻痺麻痺麻痺麻痺しています。まして、しています。まして、しています。まして、しています。まして、今今今今言言言言っっっっているているているている工工工工法は、のり法は、のり法は、のり法は、のり切切切切りか、土りか、土りか、土りか、土運運運運びびびびに１に１に１に１万万万万立方メート立方メート立方メート立方メートルルルルがががが多多多多くなくなくなくなっっっったといたといたといたというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。ここここのよのよのよのよううううなのは当なのは当なのは当なのは当然然然然予予予予測測測測はつくとはつくとはつくとはつくと思思思思ううううのですが。のですが。のですが。のですが。見見見見させてさせてさせてさせてももももららららっっっったたたた図面図面図面図面では、６では、６では、６では、６ペペペページのージのージのージの右右右右側側側側のののの赤線赤線赤線赤線があるでしがあるでしがあるでしがあるでしょうょうょうょう。下が。下が。下が。下がカカカカーーーーブブブブになになになになっっっっていてていてていてていて直直直直線線線線になになになになっっっっている。ている。ている。ている。図面的図面的図面的図面的ににににここここれでいいの。平れでいいの。平れでいいの。平れでいいの。平塚塚塚塚技術技術技術技術管理課長、管理課長、管理課長、管理課長、どうどうどうどうですか。自分ですか。自分ですか。自分ですか。自分が一が一が一が一番番番番技術技術技術技術の管理をしてるのだから、の管理をしてるのだから、の管理をしてるのだから、の管理をしてるのだから、ここここれはれはれはれは直直直直線線線線でいいのか。でいいのか。でいいのか。でいいのか。当当当当然然然然カカカカーーーーブブブブにならないといけないのでしにならないといけないのでしにならないといけないのでしにならないといけないのでしょうょうょうょう。上から。上から。上から。上から逆逆逆逆にににに切切切切っっっってきたといてきたといてきたといてきたというこうこうこうことだから、とだから、とだから、とだから、上だけ上だけ上だけ上だけ直直直直線線線線になになになになっっっっているのか、下になているのか、下になているのか、下になているのか、下になっっっっているのかわからないけれているのかわからないけれているのかわからないけれているのかわからないけれどどどど、、、、ここここれれれれもカもカもカもカーーーーブブブブになになになにな
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らないといけない、らないといけない、らないといけない、らないといけない、違違違違ううううのかな。のかな。のかな。のかな。○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当） 国中委員のお国中委員のお国中委員のお国中委員のおっっっっししししゃゃゃゃるとおり、るとおり、るとおり、るとおり、カカカカーーーーブブブブでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 我々我々我々我々は、は、は、は、素素素素人人人人で、皆さで、皆さで、皆さで、皆さんんんん方は方は方は方はププププロロロロです。土です。土です。土です。土量量量量は、は、は、は、両端両端両端両端が中が中が中が中心心心心、あの、あの、あの、あの橋橋橋橋になになになになっっっって、まだて、まだて、まだて、まだ膨膨膨膨れていくのか、それとれていくのか、それとれていくのか、それとれていくのか、それともももも、、、、ここここのののの赤線赤線赤線赤線のののの真真真真んんんん中が中が中が中が頂頂頂頂点点点点になになになになっっっって、て、て、て、少少少少なくななくななくななくなっっっっていていていていくのかは私は、わからない。くのかは私は、わからない。くのかは私は、わからない。くのかは私は、わからない。こうこうこうこういいいいう図面う図面う図面う図面をををを書書書書くくくくここここと自と自と自と自体体体体が、が、が、が、技術技術技術技術力力力力不不不不足足足足といといといというこうこうこうこととととももももあああありましたけれりましたけれりましたけれりましたけれどどどど、、、、徹底徹底徹底徹底すすすすべべべべきだときだときだときだと思思思思うううう。。。。それとそれとそれとそれともうもうもうもう一つは、一つは、一つは、一つは、全全全全てにわたてにわたてにわたてにわたっっっっててててココココンンンンサルサルサルサル業に委託するわけです。その業に委託するわけです。その業に委託するわけです。その業に委託するわけです。そのココココンンンンサルサルサルサルからからからから上が上が上が上がっっっってきたてきたてきたてきた図面図面図面図面を皆さを皆さを皆さを皆さんんんんがががが精精精精査するわけです。その査するわけです。その査するわけです。その査するわけです。その精精精精査する力がないのと査する力がないのと査する力がないのと査する力がないのと違違違違ううううの、の、の、の、今今今今のののの場合は特に。場合は特に。場合は特に。場合は特に。どうどうどうどうですか、山田県土マネジメント部長。ですか、山田県土マネジメント部長。ですか、山田県土マネジメント部長。ですか、山田県土マネジメント部長。○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長 ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘のとおりだとのとおりだとのとおりだとのとおりだと思思思思います。います。います。います。精精精精査する力査する力査する力査する力ももももご指ご指ご指ご指摘摘摘摘のとおのとおのとおのとおり、り、り、り、ここここの事案に限の事案に限の事案に限の事案に限っっっって申し上げると、て申し上げると、て申し上げると、て申し上げると、全全全全般に般に般に般に不不不不足足足足しているとしているとしているとしていると思思思思いますし、お金のいますし、お金のいますし、お金のいますし、お金の単単単単位位位位のののの話話話話もももも含含含含めて、めて、めて、めて、ここここの額がの額がの額がの額がどどどどれれれれぐぐぐぐらい他の課とらい他の課とらい他の課とらい他の課と比比比比べべべべたら大きいのかといたら大きいのかといたら大きいのかといたら大きいのかといううううとととところもころもころもころも、、、、我々我々我々我々ははははふふふふだだだだんんんん多多多多くの予算をくの予算をくの予算をくの予算を頂戴頂戴頂戴頂戴していますので、していますので、していますので、していますので、どうどうどうどうしてしてしてしてもももも千千千千円単円単円単円単位位位位でくくでくくでくくでくくっっっってしまいがちですけれてしまいがちですけれてしまいがちですけれてしまいがちですけれどどどど、そ、そ、そ、そここここの部分の部分の部分の部分もももも本当に本当に本当に本当に痛痛痛痛みがわかみがわかみがわかみがわかっっっっているのかといているのかといているのかといているのかといううううのはご指のはご指のはご指のはご指摘摘摘摘のとおりだとのとおりだとのとおりだとのとおりだと思思思思います。います。います。います。そそそそここここは、当は、当は、当は、当然然然然さきほさきほさきほさきほどどどどのののの技術技術技術技術力の力の力の力の話話話話とととと扱扱扱扱っっっっているお金といているお金といているお金といているお金といううううのはのはのはのはリリリリンンンンククククするとするとするとすると思思思思いますかいますかいますかいますから、あわせてら、あわせてら、あわせてら、あわせてもうもうもうもう一度部の中で、事務所までし一度部の中で、事務所までし一度部の中で、事務所までし一度部の中で、事務所までしっっっっかりかりかりかりやっやっやっやっていかなければいけないとていかなければいけないとていかなければいけないとていかなければいけないと思思思思っっっっています。私自ています。私自ています。私自ています。私自身身身身ももう少ももう少ももう少ももう少しししし対応対応対応対応のののの仕仕仕仕方をき方をき方をき方をきっっっっちりちりちりちり見見見見るよるよるよるよううううにしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思います。います。います。います。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 もうもうもうもう一つ、先ほ一つ、先ほ一つ、先ほ一つ、先ほど労ど労ど労ど労務務務務単価単価単価単価のののの話話話話が出ました。が出ました。が出ました。が出ました。南南南南部部部部・・・・東東東東部地域部地域部地域部地域振興振興振興振興対策対策対策対策特特特特別別別別委委委委員会のときに、員会のときに、員会のときに、員会のときに、梅梅梅梅原原原原道路道路道路道路政策政策政策政策官官官官だだだだっっっったか、たか、たか、たか、増増増増額は、額は、額は、額は、要要要要るといるといるといるというこうこうこうことをおとをおとをおとをおっっっっししししゃゃゃゃっっっった。そた。そた。そた。そううううしたら、したら、したら、したら、もうもうもうもう一度補正予算を一度補正予算を一度補正予算を一度補正予算を組組組組まないといけないのか。まないといけないのか。まないといけないのか。まないといけないのか。労労労労務務務務単価単価単価単価は入は入は入は入っっっっていないですよていないですよていないですよていないですよねねねね。。。。○荒県土マネジメント部理事○荒県土マネジメント部理事○荒県土マネジメント部理事○荒県土マネジメント部理事 補正の補正の補正の補正の話話話話はははは確確確確かにあるのですけれかにあるのですけれかにあるのですけれかにあるのですけれどもどもどもども、先ほ、先ほ、先ほ、先ほどどどど清水委員か清水委員か清水委員か清水委員かららららももももご指ご指ご指ご指摘摘摘摘がありましたよがありましたよがありましたよがありましたよううううに、とめるのがいいのか、それとに、とめるのがいいのか、それとに、とめるのがいいのか、それとに、とめるのがいいのか、それともこもこもこもこのままのままのままのまま続続続続けるのがいいけるのがいいけるのがいいけるのがいいのか、しのか、しのか、しのか、しっっっっかり部かり部かり部かり部内内内内でででで検討検討検討検討させていただいて、結させていただいて、結させていただいて、結させていただいて、結論論論論を出したいとを出したいとを出したいとを出したいと思思思思います。います。います。います。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 ここここれから本当に、れから本当に、れから本当に、れから本当に、真真真真摯摯摯摯になになになになっっっって、て、て、て、我々我々我々我々ももももそそそそうううういいいいううううとととところころころころををををもっもっもっもっとととと研究研究研究研究ももももしなしなしなしないといけないけれいといけないけれいといけないけれいといけないけれどどどど、、、、今今今今までまでまでまでううううのみにのみにのみにのみにやっやっやっやってきたといてきたといてきたといてきたというううう一つの大きな一つの大きな一つの大きな一つの大きな問問問問題題題題が出てきたといが出てきたといが出てきたといが出てきたというこうこうこうことに、とに、とに、とに、原原原原因因因因があるのではないだがあるのではないだがあるのではないだがあるのではないだろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。今今今今後後後後もももも、み、み、み、みんんんんながながながなが技術技術技術技術者だと者だと者だと者だといいいいうこうこうこうことで、県土マネジメント部として、とで、県土マネジメント部として、とで、県土マネジメント部として、とで、県土マネジメント部として、全体的全体的全体的全体的ににににもっもっもっもっとととと真真真真剣剣剣剣にならないといけないのとにならないといけないのとにならないといけないのとにならないといけないのと違違違違ううううかとかとかとかと思思思思います。います。います。います。最後最後最後最後、山田県土マネジメント部長から、決、山田県土マネジメント部長から、決、山田県土マネジメント部長から、決、山田県土マネジメント部長から、決意意意意なりなりなりなり聞聞聞聞かせていただいて、かせていただいて、かせていただいて、かせていただいて、終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思います。います。います。います。



---- 11116666 ----

○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長 申し上げる申し上げる申し上げる申し上げるここここととととももももないないないないぐぐぐぐらいご指らいご指らいご指らいご指摘摘摘摘をいただきました。なをいただきました。なをいただきました。なをいただきました。なかなか一かなか一かなか一かなか一足飛足飛足飛足飛びびびびにににに急急急急にににに完全完全完全完全なななな体体体体制制制制はならないとははならないとははならないとははならないとは思思思思いますがスいますがスいますがスいますがスピピピピーーーード感ド感ド感ド感もももも含含含含めて、お金のめて、お金のめて、お金のめて、お金の重重重重さとさとさとさと技術技術技術技術力は、力は、力は、力は、比比比比例する例する例する例するもももものだとのだとのだとのだと思思思思っっっっていますので、そていますので、そていますので、そていますので、そここここはははは謙虚謙虚謙虚謙虚ににににもうもうもうもう一度一度一度一度見直見直見直見直させてさせてさせてさせていただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 終終終終わります。わります。わります。わります。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 議第９４号の奈良県住生活ビジョンの変更についてお議第９４号の奈良県住生活ビジョンの変更についてお議第９４号の奈良県住生活ビジョンの変更についてお議第９４号の奈良県住生活ビジョンの変更についてお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。平成２４年９月に平成２４年９月に平成２４年９月に平成２４年９月に策策策策定された奈良県住生活ビジョンが、定された奈良県住生活ビジョンが、定された奈良県住生活ビジョンが、定された奈良県住生活ビジョンが、今今今今回回回回改定されたとい改定されたとい改定されたとい改定されたというこうこうこうことですとですとですとですが、が、が、が、具体的具体的具体的具体的ににににどどどどのよのよのよのよううううな変更な変更な変更な変更点点点点があるのか、その特があるのか、その特があるのか、その特があるのか、その特徴徴徴徴点点点点をまずをまずをまずをまず教教教教ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いいいいます。ます。ます。ます。○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長 前回前回前回前回策策策策定した平成２４年から約５年定した平成２４年から約５年定した平成２４年から約５年定した平成２４年から約５年経過経過経過経過しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、人人人人口口口口減少や高減少や高減少や高減少や高齢齢齢齢化がさらに進化がさらに進化がさらに進化がさらに進展展展展し、住まいのし、住まいのし、住まいのし、住まいの確保確保確保確保に当たに当たに当たに当たっっっってててて配配配配慮慮慮慮がががが必要必要必要必要なななな低低低低所所所所得得得得者の者の者の者の増加増加増加増加ななななどどどど、、、、社社社社会会会会状況状況状況状況は変化しております。は変化しております。は変化しております。は変化しております。ここここれらのれらのれらのれらの社社社社会会会会状況状況状況状況の変化をの変化をの変化をの変化を踏踏踏踏ままままええええて施て施て施て施策策策策のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行い、３つの行い、３つの行い、３つの行い、３つの基基基基本方本方本方本方針針針針にまとめております。にまとめております。にまとめております。にまとめております。見直見直見直見直しのしのしのしの考え考え考え考え方は、住生活ビジョンとして改定案本方は、住生活ビジョンとして改定案本方は、住生活ビジョンとして改定案本方は、住生活ビジョンとして改定案本文文文文をおをおをおをお配配配配りしていますけれりしていますけれりしていますけれりしていますけれどもどもどもども、、、、図図図図でまとめております。住生活ビジョンといでまとめております。住生活ビジョンといでまとめております。住生活ビジョンといでまとめております。住生活ビジョンというううう冊子冊子冊子冊子の３の３の３の３ペペペページにージにージにージに前回前回前回前回とととと今今今今回回回回の変更の変更の変更の変更点点点点をまとをまとをまとをまとめさせていただいています。めさせていただいています。めさせていただいています。めさせていただいています。１１１１番目番目番目番目、良、良、良、良好好好好な住な住な住な住環境環境環境環境をつくるについては、をつくるについては、をつくるについては、をつくるについては、人人人人口口口口減少や高減少や高減少や高減少や高齢齢齢齢者の者の者の者の増加増加増加増加の進の進の進の進展展展展、活、活、活、活用用用用のなのなのなのないいいい空空空空きききき家家家家、活、活、活、活用用用用予定のない予定のない予定のない予定のない空空空空きききき家家家家のののの増加増加増加増加ななななどどどどをををを踏踏踏踏ままままええええて、住みて、住みて、住みて、住み続続続続けられるまちをつくるとけられるまちをつくるとけられるまちをつくるとけられるまちをつくるといいいいうううう方方方方針針針針に変更しまして、施に変更しまして、施に変更しまして、施に変更しまして、施策策策策のののの強強強強化を行化を行化を行化を行っっっってまいります。てまいります。てまいります。てまいります。次に、次に、次に、次に、高高高高齢齢齢齢単単単単身身身身者者者者やややや低低低低所所所所得得得得者者者者等等等等のののの増加や増加や増加や増加や住住住住宅宅宅宅セーセーセーセーフフフフティティティティネネネネッッッット法といト法といト法といト法というううう住住住住宅宅宅宅のののの確保確保確保確保にににに対対対対して、して、して、して、配配配配慮慮慮慮がががが必要必要必要必要な方な方な方な方 々々々々をををを支支支支援援援援する法する法する法する法律律律律ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、その法、その法、その法、その法律律律律の改正をの改正をの改正をの改正を踏踏踏踏ままままええええて、住まて、住まて、住まて、住まいのいのいのいの確保確保確保確保に関する施に関する施に関する施に関する施策策策策を２を２を２を２番目番目番目番目にににに持っ持っ持っ持ってきました。てきました。てきました。てきました。時時時時代の代の代の代のニニニニーーーーズズズズに合に合に合に合っっっった公営住た公営住た公営住た公営住宅宅宅宅の活の活の活の活用用用用をををを図図図図るを住まいをるを住まいをるを住まいをるを住まいを必要必要必要必要とするとするとするとする人人人人をををを支え支え支え支えるに変更し、まちづくりるに変更し、まちづくりるに変更し、まちづくりるに変更し、まちづくりやややや福祉福祉福祉福祉のののの連連連連携携携携をををを強強強強化して、化して、化して、化して、民民民民間間間間賃賃賃賃貸貸貸貸住住住住宅宅宅宅を活を活を活を活用用用用した住した住した住した住宅宅宅宅セーセーセーセーフフフフティティティティネネネネッッッットのトのトのトの検討や検討や検討や検討や県営住県営住県営住県営住宅宅宅宅のののの有効有効有効有効な活な活な活な活用用用用をををを図っ図っ図っ図ってまてまてまてまいります。いります。いります。いります。最後最後最後最後、良、良、良、良質質質質な住な住な住な住宅宅宅宅ストストストストッッッッククククをををを形形形形成するにつきましては、成するにつきましては、成するにつきましては、成するにつきましては、現在も現在も現在も現在も耐震耐震耐震耐震化化化化や省や省や省や省エエエエネ化を進めネ化を進めネ化を進めネ化を進めておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、今今今今後後後後もももも進めていく進めていく進めていく進めていくこここことがとがとがとが求求求求められていますので、良められていますので、良められていますので、良められていますので、良質質質質な住まいづくりを進な住まいづくりを進な住まいづくりを進な住まいづくりを進めるに変更しまして、めるに変更しまして、めるに変更しまして、めるに変更しまして、引引引引きききき続続続続き施き施き施き施策策策策をををを実実実実施してまいりたいと施してまいりたいと施してまいりたいと施してまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。今今今今後後後後とととともももも奈良県の住奈良県の住奈良県の住奈良県の住んんんんでよしをでよしをでよしをでよしを実現実現実現実現するため、新しい住生活ビジョンにするため、新しい住生活ビジョンにするため、新しい住生活ビジョンにするため、新しい住生活ビジョンに基基基基づきづきづきづき取取取取りりりり組組組組みみみみを進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。



---- 11117777 ----

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 まず良まず良まず良まず良好好好好な住な住な住な住環境環境環境環境をつくるといをつくるといをつくるといをつくるというこうこうこうこと、その次に、と、その次に、と、その次に、と、その次に、ここここれまでは良れまでは良れまでは良れまでは良質質質質な住な住な住な住宅宅宅宅スススストトトトッッッッククククのののの形形形形成だ成だ成だ成だっっっったのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどもどもどもども、より、より、より、よりニニニニーーーーズズズズのののの高高高高い公営住い公営住い公営住い公営住宅宅宅宅の活の活の活の活用用用用をををを図図図図るるるるこここことを２とを２とを２とを２番番番番目目目目にににに持っ持っ持っ持ってきて、それをさらに進めていくと。方向てきて、それをさらに進めていくと。方向てきて、それをさらに進めていくと。方向てきて、それをさらに進めていくと。方向性性性性については、については、については、については、ここここれまであれまであれまであれまであっっっったたたたもももものをのをのをのをよりよりよりより実実実実態態態態にににに見見見見合合合合っっっったたたたもももものとして進めていく、のとして進めていく、のとして進めていく、のとして進めていく、ここここのよのよのよのよううううに理に理に理に理解解解解しました。しました。しました。しました。今今今今、例、例、例、例ええええば、ば、ば、ば、空空空空きききき家対策家対策家対策家対策のののの協協協協議会、あるいは議会、あるいは議会、あるいは議会、あるいは空空空空きききき家家家家のののの実実実実態態態態調調調調査な査な査な査なども市町村ども市町村ども市町村ども市町村では行われでは行われでは行われでは行われているかとているかとているかとているかと思思思思ううううのですが、住生活ビジョンの中にはのですが、住生活ビジョンの中にはのですが、住生活ビジョンの中にはのですが、住生活ビジョンの中には市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連連連連携携携携でまちづくりを行でまちづくりを行でまちづくりを行でまちづくりを行っっっってててていくよいくよいくよいくよううううににににも書も書も書も書かれております。県かれております。県かれております。県かれております。県内市町村内市町村内市町村内市町村ががががここここのよのよのよのよううううなななな取取取取りりりり組組組組みをされているみをされているみをされているみをされているこここことにつとにつとにつとについて、県としていて、県としていて、県としていて、県としてどどどどのよのよのよのよううううにににに具体的具体的具体的具体的なななな支支支支援援援援を行を行を行を行ううううのかについておのかについておのかについておのかについてお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長 現在現在現在現在は、県は、県は、県は、県内市町村内市町村内市町村内市町村において、において、において、において、空空空空きききき家対策家対策家対策家対策は進は進は進は進んんんんでおりまでおりまでおりまでおりまして、して、して、して、実実実実態態態態調調調調査をして、査をして、査をして、査をして、空空空空きききき家対策家対策家対策家対策計計計計画画画画をつくるとをつくるとをつくるとをつくるところころころころががががふふふふええええております。ております。ております。ております。今今今今後後後後、県とし、県とし、県とし、県としましては、奈良県ましては、奈良県ましては、奈良県ましては、奈良県空空空空きききき家対策連家対策連家対策連家対策連絡絡絡絡会議を立ち上げておりますので、会議を立ち上げておりますので、会議を立ち上げておりますので、会議を立ち上げておりますので、ここここちらで、国ちらで、国ちらで、国ちらで、国制制制制度に関度に関度に関度に関するするするするここここと、またと、またと、またと、また民民民民間間間間団団団団体体体体とのとのとのとの連連連連携携携携といといといというううう意味意味意味意味で、で、で、で、不不不不動産関係の動産関係の動産関係の動産関係の団団団団体や体や体や体や、、、、今今今今後後後後は建は建は建は建築築築築関係の関係の関係の関係の団団団団体体体体のののの取取取取りりりり組組組組みなみなみなみなどもどもどもども出てくれば、そ出てくれば、そ出てくれば、そ出てくれば、そうううういいいいっっっったたたた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを紹介紹介紹介紹介して、して、して、して、市町村市町村市町村市町村とととと民民民民間間間間とのとのとのとの連連連連携携携携ををををササササポートしていくポートしていくポートしていくポートしていくこここことができればととができればととができればととができればと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。また、また、また、また、市町村市町村市町村市町村とととと市町村間市町村間市町村間市町村間のののの意意意意見交見交見交見交換換換換の場をつくるの場をつくるの場をつくるの場をつくるこここことによとによとによとによっっっって、県の中でて、県の中でて、県の中でて、県の中でもももも先進先進先進先進的的的的にににに取取取取りりりり組組組組みが進みが進みが進みが進んんんんでいる、例でいる、例でいる、例でいる、例ええええば奈良ば奈良ば奈良ば奈良市等市等市等市等のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて紹介紹介紹介紹介していただくしていただくしていただくしていただくこここことをとをとをとを通通通通じて、じて、じて、じて、県のほかの県のほかの県のほかの県のほかの市町村市町村市町村市町村のののの空空空空きききき家対策も取家対策も取家対策も取家対策も取りりりり組組組組みが進みが進みが進みが進んんんんでいくよでいくよでいくよでいくよううううに、県としてに、県としてに、県としてに、県としてササササポートしていポートしていポートしていポートしていきたいときたいときたいときたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 どこどこどこどこででででも空も空も空も空きききき家家家家がががが非常非常非常非常にににに問問問問題題題題になになになになっっっっておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、ここここれをれをれをれをどうどうどうどう活活活活用用用用するか、するか、するか、するか、あるいはあるいはあるいはあるいは除却除却除却除却のののの問問問問題も題も題も題も出てくるかと出てくるかと出てくるかと出てくるかと思思思思ううううのですが、のですが、のですが、のですが、空空空空きききき家家家家のののの実実実実態態態態調調調調査査査査もこもこもこもこれから本れから本れから本れから本格格格格的的的的にににに進められていくと進められていくと進められていくと進められていくと思思思思います。その中でいいます。その中でいいます。その中でいいます。その中でいろろろろいいいいろろろろ県の県の県の県の援助援助援助援助ももももかりなければならない事案かりなければならない事案かりなければならない事案かりなければならない事案もももも出出出出てくるかとてくるかとてくるかとてくるかと思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、その、その、その、その点点点点につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ぜひぜひぜひぜひ県として県として県として県としてもももも積極積極積極積極的的的的にににに連連連連携携携携ををををしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思います。います。います。います。住住住住宅宅宅宅セーセーセーセーフフフフティティティティネネネネッッッット法の改正が行われている中で、ト法の改正が行われている中で、ト法の改正が行われている中で、ト法の改正が行われている中で、賃賃賃賃貸貸貸貸住住住住宅宅宅宅において、において、において、において、子育子育子育子育てててて世世世世代代代代やややや高高高高齢齢齢齢者、者、者、者、障障障障害者な害者な害者な害者などどどど、住、住、住、住宅確保宅確保宅確保宅確保にににに配配配配慮慮慮慮がががが必要必要必要必要なななな人人人人にににに対対対対してしてしてして円円円円滑滑滑滑な入な入な入な入居居居居のののの確保確保確保確保が行われるとが行われるとが行われるとが行われるといいいいうこうこうこうことですが、その一つとして、とですが、その一つとして、とですが、その一つとして、とですが、その一つとして、空空空空きききき家家家家のののの登登登登録制録制録制録制度に関する度に関する度に関する度に関するもももものとして、一定の条件をのとして、一定の条件をのとして、一定の条件をのとして、一定の条件を満満満満たして、住たして、住たして、住たして、住宅確保要配宅確保要配宅確保要配宅確保要配慮慮慮慮者の入者の入者の入者の入居居居居をををを拒拒拒拒まないまないまないまない準準準準公営住公営住公営住公営住宅宅宅宅として活として活として活として活用用用用して、大して、大して、大して、大家家家家と入と入と入と入居居居居者者者者双双双双方に国と自治方に国と自治方に国と自治方に国と自治体体体体からからからから支支支支援援援援を行を行を行を行う登う登う登う登録制録制録制録制度が度が度が度が都都都都道道道道府府府府県県県県単単単単位位位位でででで想想想想定されているとお定されているとお定されているとお定されているとお聞聞聞聞きしてきしてきしてきしているのですけれいるのですけれいるのですけれいるのですけれどもどもどもども、、、、ここここのののの点点点点については、県としてについては、県としてについては、県としてについては、県としてどどどどのよのよのよのよううううな動きになな動きになな動きになな動きになっっっっているのか、ているのか、ているのか、ているのか、最最最最後後後後におにおにおにお聞聞聞聞きをしたいときをしたいときをしたいときをしたいと思思思思います。います。います。います。
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○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長 住住住住宅宅宅宅セーセーセーセーフフフフティティティティネネネネッッッット法にト法にト法にト法に基基基基づく住づく住づく住づく住宅確保要配宅確保要配宅確保要配宅確保要配慮慮慮慮者向けの者向けの者向けの者向けの登登登登録制録制録制録制度ですけれ度ですけれ度ですけれ度ですけれどもどもどもども、、、、都都都都道道道道府府府府県県県県等等等等が行が行が行が行うこうこうこうことになとになとになとになっっっっておりまして、奈良県ておりまして、奈良県ておりまして、奈良県ておりまして、奈良県内内内内につきましにつきましにつきましにつきましては、奈良県または奈良ては、奈良県または奈良ては、奈良県または奈良ては、奈良県または奈良市市市市で行で行で行で行うこうこうこうことになとになとになとになっっっっております。奈良ております。奈良ております。奈良ております。奈良市市市市管管管管内内内内においては奈良においては奈良においては奈良においては奈良市市市市がががが登登登登録録録録業務を業務を業務を業務を実実実実施して、それ施して、それ施して、それ施して、それ以以以以外外外外は奈良県が行は奈良県が行は奈良県が行は奈良県が行うこうこうこうことになとになとになとになっっっっております。ております。ております。ております。１０月２５日に法１０月２５日に法１０月２５日に法１０月２５日に法律律律律が施行されましたので、奈良県としましては、が施行されましたので、奈良県としましては、が施行されましたので、奈良県としましては、が施行されましたので、奈良県としましては、登登登登録録録録業務を受け付け業務を受け付け業務を受け付け業務を受け付けるるるる体体体体制制制制を整を整を整を整ええええております。ております。ております。ております。相相相相談談談談を受けて、を受けて、を受けて、を受けて、具体的具体的具体的具体的ににににどどどどのよのよのよのよううううなななな資料資料資料資料がががが必要必要必要必要だとかだとかだとかだとか等等等等 々々々々の説の説の説の説明をさせていただいていると明をさせていただいていると明をさせていただいていると明をさせていただいているところころころころです。です。です。です。現在具体的現在具体的現在具体的現在具体的なななな登登登登録録録録がまだないがまだないがまだないがまだない状状状状態態態態ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、今今今今後後後後、説明を受けて、、説明を受けて、、説明を受けて、、説明を受けて、実実実実際際際際にににに登登登登録録録録したいといしたいといしたいといしたいというううう方が出てくれば、方が出てくれば、方が出てくれば、方が出てくれば、具体的具体的具体的具体的にににに相相相相談談談談にににに乗っ乗っ乗っ乗って、て、て、て、１件で１件で１件で１件でも登も登も登も登録録録録が進が進が進が進むむむむよよよよううううにににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいきたいとでいきたいとでいきたいとでいきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 できたばかりで、まだできたばかりで、まだできたばかりで、まだできたばかりで、まだ登登登登録録録録ももももないといないといないといないというこうこうこうことです。とです。とです。とです。周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底もこもこもこもこれからだとれからだとれからだとれからだと思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、まだまだご、まだまだご、まだまだご、まだまだご存存存存じない方じない方じない方じない方ももももいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃるかとるかとるかとるかと思思思思いますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その点点点点にににについてついてついてついてもももも進めていただきたいと進めていただきたいと進めていただきたいと進めていただきたいと思思思思います。います。います。います。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 奈良県住生活ビジョンについてお奈良県住生活ビジョンについてお奈良県住生活ビジョンについてお奈良県住生活ビジョンについてお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。３０３０３０３０ペペペページ、県営住ージ、県営住ージ、県営住ージ、県営住宅宅宅宅のののの木質木質木質木質化の推進とご化の推進とご化の推進とご化の推進とござざざざいますが、法いますが、法いますが、法いますが、法律律律律で公で公で公で公共共共共の建の建の建の建物物物物を建てるときを建てるときを建てるときを建てるときには、できるだけには、できるだけには、できるだけには、できるだけ木質木質木質木質化をしまし化をしまし化をしまし化をしましょうょうょうょう、、、、目目目目標標標標を定めてを定めてを定めてを定めて木質木質木質木質化を推進しまし化を推進しまし化を推進しまし化を推進しましょうょうょうょうといといといというこうこうこうこととととが決められまして、が決められまして、が決められまして、が決められまして、農林農林農林農林部に部に部に部に以以以以前前前前はははは随随随随分とい分とい分とい分といろろろろいいいいろ質ろ質ろ質ろ質問問問問してきたのですけれしてきたのですけれしてきたのですけれしてきたのですけれどもどもどもども、、、、何％何％何％何％ずずずずつ上げるとか、つ上げるとか、つ上げるとか、つ上げるとか、将将将将来ど来ど来ど来どのくらいのとのくらいのとのくらいのとのくらいのところころころころまでまでまでまで持っ持っ持っ持っていけるとかいていけるとかいていけるとかいていけるとかいう数う数う数う数値値値値はははは余余余余りりりり聞聞聞聞けませけませけませけませんんんんでした。平でした。平でした。平でした。平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡に、に、に、に、今今今今、大きな建、大きな建、大きな建、大きな建物物物物をつくをつくをつくをつくっっっっていただいて、かなりていただいて、かなりていただいて、かなりていただいて、かなり木質木質木質木質化の化の化の化の構造構造構造構造物も物も物も物もあああありますし、りますし、りますし、りますし、壁壁壁壁面も木面も木面も木面も木をををを使使使使っっっっていただいているのですばらしいていただいているのですばらしいていただいているのですばらしいていただいているのですばらしいこここことだととだととだととだと思思思思っっっっているのですけているのですけているのですけているのですけれれれれどもどもどもども、、、、ここここの住の住の住の住宅宅宅宅部部部部門門門門におけるにおけるにおけるにおける木質木質木質木質化の化の化の化の目目目目標標標標値値値値といといといといううううか、か、か、か、どどどどのののの程程程程度、度、度、度、木木木木をををを使使使使おおおおううううとおとおとおとお考え考え考え考えになになになになっっっっているのか、ているのか、ているのか、ているのか、数数数数値値値値的的的的ななななもももものがあるのでしのがあるのでしのがあるのでしのがあるのでしょうょうょうょうか。か。か。か。それから、それから、それから、それから、過去過去過去過去からの推からの推からの推からの推移移移移で、で、で、で、ここここのくらいのくらいのくらいのくらい木木木木をををを使使使使う量う量う量う量ががががふふふふええええてきたといてきたといてきたといてきたといううううデデデデータがあるータがあるータがあるータがあるのかのかのかのかどうどうどうどうか、か、か、か、教教教教ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長 数数数数値値値値的的的的ななななもももものについて、のについて、のについて、のについて、目目目目標標標標を設定していたり、を設定していたり、を設定していたり、を設定していたり、過去過去過去過去からからからからのののの経緯経緯経緯経緯でででで木木木木材材材材使使使使用量用量用量用量ががががどどどどのくらいかといのくらいかといのくらいかといのくらいかといううううのは、のは、のは、のは、ここここちらでは、ちらでは、ちらでは、ちらでは、現在現在現在現在把握把握把握把握しておりませしておりませしておりませしておりませんんんん。。。。過去過去過去過去からのからのからのからの経緯経緯経緯経緯については、については、については、については、ここここれまで建てた県営住れまで建てた県営住れまで建てた県営住れまで建てた県営住宅宅宅宅について、について、について、について、木木木木材材材材ををををどどどどのくらいのくらいのくらいのくらい使使使使われわれわれわれたかたかたかたかどうどうどうどうかは、かは、かは、かは、把握把握把握把握がががが可能可能可能可能かかかかどうどうどうどうかかかかもももも含含含含めて、一度めて、一度めて、一度めて、一度戻戻戻戻っっっってててて調べ調べ調べ調べさせていただければとさせていただければとさせていただければとさせていただければと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。いずれにせよ公いずれにせよ公いずれにせよ公いずれにせよ公共共共共建建建建築物築物築物築物にににに木木木木材材材材のののの利用利用利用利用をををを促促促促進するとい進するとい進するとい進するというううう法法法法律律律律は、平成２２年度にできて、は、平成２２年度にできて、は、平成２２年度にできて、は、平成２２年度にできて、それから国をそれから国をそれから国をそれから国を挙挙挙挙げて推進しているとげて推進しているとげて推進しているとげて推進しているところころころころです。です。です。です。ももももちちちちろんろんろんろん主主主主はははは農林農林農林農林部局だと部局だと部局だと部局だと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどどどど
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もももも、その、その、その、その辺辺辺辺を推進するを推進するを推進するを推進するこここことにとにとにとに対対対対して、当して、当して、当して、当然然然然県県県県庁庁庁庁の一の一の一の一担担担担当課としては当課としては当課としては当課としては協協協協力していく力していく力していく力していくべべべべきだときだときだときだと考え考え考え考えております。ただ、ております。ただ、ております。ただ、ております。ただ、ここここれまで県営住れまで県営住れまで県営住れまで県営住宅木質宅木質宅木質宅木質化とい化とい化とい化といううううのにのにのにのに今今今今までまでまでまで取取取取りりりり組ん組ん組ん組んだだだだこここことが正とが正とが正とが正直直直直ないないないない状状状状態態態態でして、でして、でして、でして、桜井桜井桜井桜井県営住県営住県営住県営住宅宅宅宅がががが初初初初めてのめてのめてのめてのケケケケースになります。ースになります。ースになります。ースになります。実実実実際際際際ここここれかられかられかられから木木木木材材材材利用利用利用利用につにつにつについては勉いては勉いては勉いては勉強強強強させていただいて、させていただいて、させていただいて、させていただいて、積極積極積極積極的的的的にににに使使使使ええええるとるとるとるところころころころはははは使使使使っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 続続続続いて、３３いて、３３いて、３３いて、３３ペペペページ、住ージ、住ージ、住ージ、住宅宅宅宅ストストストストッッッッククククのののの耐震耐震耐震耐震化化化化促促促促進です。県進です。県進です。県進です。県内内内内の関係業の関係業の関係業の関係業界界界界の方の方の方の方が、が、が、が、木質木質木質木質ののののシシシシェェェェルルルルターを県にターを県にターを県にターを県にアアアアピピピピーーーールルルルにににに来来来来られたのですが、それをおられたのですが、それをおられたのですが、それをおられたのですが、それをお聞聞聞聞きいただいた方がきいただいた方がきいただいた方がきいただいた方がどどどどなたかわからないのでおなたかわからないのでおなたかわからないのでおなたかわからないのでお伺伺伺伺いしますが、いしますが、いしますが、いしますが、どどどどなたかおられますか。なたかおられますか。なたかおられますか。なたかおられますか。○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長 奈良県奈良県奈良県奈良県木木木木材材材材協同組協同組協同組協同組合から、合から、合から、合から、全全全全国国国国的的的的にはにはにはには徳島徳島徳島徳島県な県な県な県などどどどの事例があの事例があの事例があの事例があっっっって、て、て、て、耐震耐震耐震耐震化しよ化しよ化しよ化しよううううとしてとしてとしてとしてもももも、なかなか改、なかなか改、なかなか改、なかなか改修修修修費用等費用等費用等費用等がががが高高高高いといいといいといいというこうこうこうことで、できない場合とで、できない場合とで、できない場合とで、できない場合ももももあると。あると。あると。あると。徳徳徳徳島島島島県では県では県では県では耐震耐震耐震耐震シシシシェェェェルルルルターといいまして、住ターといいまして、住ターといいまして、住ターといいまして、住戸戸戸戸の中の一つの部の中の一つの部の中の一つの部の中の一つの部屋屋屋屋をををを木木木木材材材材でででで囲囲囲囲んんんんで補で補で補で補強強強強して、して、して、して、避難避難避難避難弱弱弱弱者が者が者が者が避難避難避難避難しなくてしなくてしなくてしなくてもももも、地、地、地、地震震震震がががが起起起起こっこっこっこっててててもももも、、、、家家家家がががが壊壊壊壊れてれてれてれてもももも、その部、その部、その部、その部屋屋屋屋にいればにいればにいればにいれば安安安安全全全全でででであるから、それをあるから、それをあるから、それをあるから、それをぜひぜひぜひぜひ奈良県で奈良県で奈良県で奈良県でもももも補補補補助助助助制制制制度をつくる度をつくる度をつくる度をつくるこここことができないかといとができないかといとができないかといとができないかというこうこうこうことをおとをおとをおとをお聞聞聞聞ききききしました。しました。しました。しました。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 木木木木材材材材協同組協同組協同組協同組合とお合とお合とお合とおっっっっししししゃゃゃゃいましたが、一いましたが、一いましたが、一いましたが、一人人人人親親親親方の建設事業方の建設事業方の建設事業方の建設事業労労労労働働働働組組組組合ですか、合ですか、合ですか、合ですか、一一一一人人人人親親親親方の事業者がそ方の事業者がそ方の事業者がそ方の事業者がそうううういいいいう見う見う見う見本をつくられて、県本をつくられて、県本をつくられて、県本をつくられて、県へアへアへアへアピピピピーーーールルルルにににに来来来来ておられるとておられるとておられるとておられると思思思思ううううのでのでのでのですが、そすが、そすが、そすが、そうううういいいいうもうもうもうものをのをのをのを見見見見られたられたられたられた後後後後のののの評評評評価価価価とそれにとそれにとそれにとそれに対対対対するするするする何何何何らかのらかのらかのらかの対応策対応策対応策対応策はははは講講講講じられたのか。じられたのか。じられたのか。じられたのか。ほかの方ほかの方ほかの方ほかの方 々々々々と課と課と課と課内内内内でででで相相相相談談談談したなしたなしたなしたなどどどど、、、、ここここれを推進するれを推進するれを推進するれを推進する必要必要必要必要はあるかないかおはあるかないかおはあるかないかおはあるかないかお考え考え考え考えいただけたいただけたいただけたいただけたのかのかのかのかどうどうどうどうか、そのか、そのか、そのか、その辺辺辺辺のののの判判判判断断断断をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長 ここここれはれはれはれは耐震耐震耐震耐震化施化施化施化施策策策策のののの問問問問題題題題ですので、ですので、ですので、ですので、防災防災防災防災統括統括統括統括室でご室でご室でご室でござざざざいます。建います。建います。建います。建築築築築課課課課ももももそのそのそのそのこここことについてはとについてはとについてはとについては耐震耐震耐震耐震化の化の化の化の面面面面からからからから取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいるとでいるとでいるとでいるところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 今今今今おおおお伺伺伺伺いしよいしよいしよいしよううううとしたのは、としたのは、としたのは、としたのは、防災も防災も防災も防災もさるさるさるさるこここことながら、とながら、とながら、とながら、耐震耐震耐震耐震補補補補強強強強してしてしてしてシシシシェェェェルルルルタタタターにするのだから、ーにするのだから、ーにするのだから、ーにするのだから、効効効効果があると。４果があると。４果があると。４果があると。４間間間間か３か３か３か３間間間間かのかのかのかのううううちの１部ちの１部ちの１部ちの１部屋屋屋屋をををを耐震耐震耐震耐震化する化する化する化するこここことで、とで、とで、とで、普普普普通通通通のののの状状状状態態態態よりよりよりよりもももも強強強強度が度が度が度が増増増増して、その部して、その部して、その部して、その部屋屋屋屋にいればにいればにいればにいれば少少少少 々々々々の地の地の地の地震震震震ででででもももも安安安安全全全全だといだといだといだというううう補補補補強強強強工工工工事を事を事を事を進めたらいかがでし進めたらいかがでし進めたらいかがでし進めたらいかがでしょうょうょうょうかといかといかといかといううううのがのがのがのが木木木木材材材材協同組協同組協同組協同組合なり一合なり一合なり一合なり一人人人人親親親親方なりの方なりの方なりの方なりの言言言言い分だとい分だとい分だとい分だと思思思思ううううののののです。それにです。それにです。それにです。それに対対対対して、なるほして、なるほして、なるほして、なるほどどどど、それはいい、それはいい、それはいい、それはいいこここことだといとだといとだといとだというこうこうこうことのとのとのとの判判判判断断断断ができたのか、ができたのか、ができたのか、ができたのか、話話話話はははは聞聞聞聞かせてかせてかせてかせてももももらいましたといらいましたといらいましたといらいましたというこうこうこうことでとでとでとで終終終終わわわわっっっってしまてしまてしまてしまっっっっているのか、そているのか、そているのか、そているのか、そここここの部分が大の部分が大の部分が大の部分が大切切切切だとだとだとだと思思思思ううううのです。のです。のです。のです。家家家家の中での中での中での中でも高も高も高も高齢齢齢齢社社社社会ですから、お年会ですから、お年会ですから、お年会ですから、お年寄寄寄寄りでりでりでりで逃逃逃逃げにくいげにくいげにくいげにくい人人人人たちたちたちたちもももも大大大大勢勢勢勢おられるおられるおられるおられるこここことですし、とですし、とですし、とですし、そそそそうううういいいいうもうもうもうものをつくるのをつくるのをつくるのをつくるこここことでとでとでとで安心安心安心安心度が度が度が度がふふふふええええるわけですから、それは進めたらいいといるわけですから、それは進めたらいいといるわけですから、それは進めたらいいといるわけですから、それは進めたらいいというこうこうこうことであれば、とであれば、とであれば、とであれば、発発発発信信信信していただかないと。していただかないと。していただかないと。していただかないと。南南南南海海海海地地地地震震震震ももももいついついついつ起起起起きるかわからないし、きるかわからないし、きるかわからないし、きるかわからないし、必必必必ずずずず起起起起きききき
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るといるといるといるというううう度合いが度合いが度合いが度合いがふふふふええええたとたとたとたと言言言言われているわけですから、そわれているわけですから、そわれているわけですから、そわれているわけですから、そうううういいいいうううう発発発発信信信信をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、余余余余力のある住力のある住力のある住力のある住宅宅宅宅をおをおをおをお持持持持ちの方は、自分自ちの方は、自分自ちの方は、自分自ちの方は、自分自身身身身の力で１部の力で１部の力で１部の力で１部屋屋屋屋だけ補だけ補だけ補だけ補強強強強しよしよしよしよううううかなかなかなかなどやっどやっどやっどやっていたていたていたていただけたらなお結だけたらなお結だけたらなお結だけたらなお結構構構構ななななこここことですから、そとですから、そとですから、そとですから、そうううういいいいうううう部分で県は部分で県は部分で県は部分で県は発発発発信信信信しししし得得得得たのか、たのか、たのか、たのか、必要必要必要必要はないとおはないとおはないとおはないとお考え考え考え考えなのか、そのなのか、そのなのか、そのなのか、その辺辺辺辺のののの判判判判断断断断ををををどうどうどうどうされたのかをおされたのかをおされたのかをおされたのかをお伺伺伺伺いしたかいしたかいしたかいしたかっっっったのですが、おたのですが、おたのですが、おたのですが、お答答答答ええええいただいただいただいただけますか。けますか。けますか。けますか。○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長 建建建建築築築築課では、建課では、建課では、建課では、建物物物物のののの耐震耐震耐震耐震化を進めております。化を進めております。化を進めております。化を進めております。シシシシェェェェルルルルターは建ターは建ターは建ターは建物物物物のののの耐震耐震耐震耐震化に化に化に化に値値値値しないので、しないので、しないので、しないので、耐震耐震耐震耐震化化化化率率率率を上げるためにを上げるためにを上げるためにを上げるためにシシシシェェェェルルルルターをターをターをターを採採採採用用用用するするするするこここことはとはとはとは難難難難しいとしいとしいとしいと考え考え考え考えてててております。それについては、先ほおります。それについては、先ほおります。それについては、先ほおります。それについては、先ほどどどど申しましたとおり、申しましたとおり、申しましたとおり、申しましたとおり、防災防災防災防災統括統括統括統括室で室で室で室で別別別別事業としてされて事業としてされて事業としてされて事業としてされています。います。います。います。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 そそそそううううしますと、しますと、しますと、しますと、今今今今おおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっったのは、たのは、たのは、たのは、後後後後でででで追加追加追加追加で１部で１部で１部で１部屋屋屋屋だけだけだけだけ耐震耐震耐震耐震補補補補強強強強してしてしてしてもももも、、、、それは建それは建それは建それは建築築築築の立場からするとの立場からするとの立場からするとの立場からすると意味意味意味意味がないといがないといがないといがないというううう判判判判断断断断とととと考え考え考え考えられているといられているといられているといられているというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。念念念念をををを押押押押して、して、して、して、もうもうもうもう一度一度一度一度確確確確認認認認しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思います。います。います。います。○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長 シシシシェェェェルルルルターを設置されたとしてターを設置されたとしてターを設置されたとしてターを設置されたとしてもももも、ほかの部、ほかの部、ほかの部、ほかの部屋屋屋屋でででで耐震耐震耐震耐震工工工工事をされないと、事をされないと、事をされないと、事をされないと、耐震耐震耐震耐震化化化化率率率率の向上につながらないとの向上につながらないとの向上につながらないとの向上につながらないと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 それは、それは、それは、それは、具体的具体的具体的具体的なななな検検検検査といいますか、査といいますか、査といいますか、査といいますか、調調調調査をされた上でのお査をされた上でのお査をされた上でのお査をされた上でのお答答答答ええええでしでしでしでしょうょうょうょうか。か。か。か。○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長 シシシシェェェェルルルルターについてターについてターについてターについて今今今今までまでまでまで調調調調査した結果、査した結果、査した結果、査した結果、耐震耐震耐震耐震化化化化率率率率の向上にはつながらの向上にはつながらの向上にはつながらの向上にはつながらないといないといないといないというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 それはそれはそれはそれはどどどどのよのよのよのよううううなななな調調調調査で、査で、査で、査で、どうどうどうどういいいいううううデデデデータをータをータをータをもっもっもっもっておておておておっっっっししししゃゃゃゃっっっっているのかおているのかおているのかおているのかお示しいただけますか。示しいただけますか。示しいただけますか。示しいただけますか。○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 耐震耐震耐震耐震シシシシェェェェルルルルターにつきまして、ターにつきまして、ターにつきまして、ターにつきまして、少少少少し私からし私からし私からし私からももももおおおお答答答答ええええします。します。します。します。先ほ先ほ先ほ先ほど松ど松ど松ど松本建本建本建本建築築築築課長が申しましたよ課長が申しましたよ課長が申しましたよ課長が申しましたよううううに、に、に、に、耐震耐震耐震耐震シシシシェェェェルルルルターのターのターのターの話話話話がごがごがごがござざざざいました。一つは、いました。一つは、いました。一つは、いました。一つは、まさにまさにまさにまさにシシシシェェェェルルルルターといターといターといターというこうこうこうことで、その場所が地とで、その場所が地とで、その場所が地とで、その場所が地震震震震のときのときのときのときもももも安安安安全全全全だといだといだといだというううう製品製品製品製品でごでごでごでござざざざいましいましいましいました。それにつきましてはた。それにつきましてはた。それにつきましてはた。それにつきましては十十十十分分分分耐震性耐震性耐震性耐震性があるといがあるといがあるといがあるというううう話話話話もももも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。ただ、ただ、ただ、ただ、松松松松本建本建本建本建築築築築課長が申しましたよ課長が申しましたよ課長が申しましたよ課長が申しましたよううううに、建に、建に、建に、建物全体物全体物全体物全体としてのとしてのとしてのとしての耐震性耐震性耐震性耐震性といいますと、建といいますと、建といいますと、建といいますと、建物物物物にににに筋交筋交筋交筋交いを入れる、いを入れる、いを入れる、いを入れる、耐震壁耐震壁耐震壁耐震壁を入れるなを入れるなを入れるなを入れるなどどどどいいいいろろろろいいいいろろろろな補な補な補な補強強強強がごがごがごがござざざざいます。そいます。そいます。そいます。そここここはまさに建はまさに建はまさに建はまさに建築築築築課の課の課の課の領領領領分でご分でご分でご分でござざざざいまして、そいまして、そいまして、そいまして、そここここをををを今今今今ししししっっっっかりと、県営住かりと、県営住かりと、県営住かりと、県営住宅も宅も宅も宅も含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、耐震耐震耐震耐震補補補補強強強強をしてをしてをしてをしていると。いると。いると。いると。そのよそのよそのよそのよううううな中で、いな中で、いな中で、いな中で、いざざざざといといといといううううときのときのときのときの逃逃逃逃げ場所、いげ場所、いげ場所、いげ場所、いざざざざといといといといううううときのときのときのときの安安安安全全全全な場所のな場所のな場所のな場所の確保確保確保確保は県は県は県は県全体全体全体全体のののの防災対策防災対策防災対策防災対策といといといというこうこうこうことで、先ほとで、先ほとで、先ほとで、先ほどもどもどもども話話話話が出ましたが出ましたが出ましたが出ました防災防災防災防災統括統括統括統括室とい室とい室とい室といろろろろいいいいろろろろ建建建建築築築築ののののこここことをとをとをとを相相相相談談談談しまして、しまして、しまして、しまして、防災防災防災防災統括統括統括統括室で、室で、室で、室で、ここここのののの普普普普及及及及について補について補について補について補助助助助制制制制度度度度ももももつくつくつくつくっっっって、皆さて、皆さて、皆さて、皆さんんんんににににＰＰＰＰＲＲＲＲしてしてしてして
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いいいいこうこうこうこうではないかと。それは建ではないかと。それは建ではないかと。それは建ではないかと。それは建築築築築課とか課とか課とか課とかどこどこどこどことかといとかといとかといとかといううううよりよりよりよりもももも、県として、県として、県として、県としてＰＰＰＰＲＲＲＲしていしていしていしていこうこうこうこうではないかといではないかといではないかといではないかというこうこうこうことで、補とで、補とで、補とで、補助助助助制制制制度度度度ももももつくつくつくつくっっっってててて促促促促進しているとい進しているとい進しているとい進しているというこうこうこうことでご理とでご理とでご理とでご理解解解解いただきいただきいただきいただきたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。委員がお委員がお委員がお委員がお尋尋尋尋ねねねねののののシシシシェェェェルルルルターと建ターと建ターと建ターと建築築築築のののの耐震耐震耐震耐震について、について、について、について、どどどどのよのよのよのよううううなななな調調調調査をしたのかとい査をしたのかとい査をしたのかとい査をしたのかというこうこうこうことについては、特とについては、特とについては、特とについては、特段段段段そのそのそのその調調調調査はしておりませ査はしておりませ査はしておりませ査はしておりませんんんん。。。。製品製品製品製品ののののカカカカタタタタロロロログやグやグやグやいいいいろろろろいいいいろろろろ話話話話をををを伺伺伺伺っっっって、て、て、て、県としては、そ県としては、そ県としては、そ県としては、そうううういいいいう形う形う形う形ででででＰＰＰＰＲＲＲＲしていくのがよかしていくのがよかしていくのがよかしていくのがよかろうろうろうろうといといといというこうこうこうことで整理したとで整理したとで整理したとで整理した覚覚覚覚ええええがごがごがごがござざざざいいいいます。ます。ます。ます。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 塚塚塚塚田住まいまちづくり課長は国土田住まいまちづくり課長は国土田住まいまちづくり課長は国土田住まいまちづくり課長は国土交通省交通省交通省交通省ですからおわかりいただけるとですからおわかりいただけるとですからおわかりいただけるとですからおわかりいただけると思思思思いいいいますが、ますが、ますが、ますが、こうこうこうこういいいいうううう問問問問題題題題を提を提を提を提起起起起されたら、国土されたら、国土されたら、国土されたら、国土交通省交通省交通省交通省ににににこうこうこうこういいいいうううう話話話話があるけれがあるけれがあるけれがあるけれどもどもどもども、住、住、住、住宅宅宅宅のののの耐震耐震耐震耐震化化化化やややや補補補補強強強強について、について、について、について、どどどどのののの程程程程度の力を度の力を度の力を度の力を加え加え加え加えたらたらたらたら壊壊壊壊れていくかをれていくかをれていくかをれていくかを調べ調べ調べ調べる部る部る部る部門門門門がありますかがありますかがありますかがありますから、ら、ら、ら、ぜひぜひぜひぜひそそそそうううういいいいううううとととところへころへころへころへおおおお話話話話しいただいて、しいただいて、しいただいて、しいただいて、具体的具体的具体的具体的なななな形形形形で、ああ、で、ああ、で、ああ、で、ああ、確確確確かにかにかにかに効効効効果があるな果があるな果があるな果があるなどどどど、関係者はそ、関係者はそ、関係者はそ、関係者はそうううう言言言言っっっってくるけれてくるけれてくるけれてくるけれどもどもどもども、、、、実実実実際際際際はははは効効効効果がなか果がなか果がなか果がなかっっっったといたといたといたというこうこうこうことのきちとのきちとのきちとのきちんんんんとしたとしたとしたとした判判判判断断断断がががが打打打打ち出せるはずだとち出せるはずだとち出せるはずだとち出せるはずだと思思思思います。ですから、そのままにされずに、います。ですから、そのままにされずに、います。ですから、そのままにされずに、います。ですから、そのままにされずに、具体的具体的具体的具体的なななな形形形形でででで対対対対処処処処をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと思思思思いますので、あいますので、あいますので、あいますので、あええええて申し上げておきます。て申し上げておきます。て申し上げておきます。て申し上げておきます。主主主主張張張張ををををもうもうもうもう一度申しますけれ一度申しますけれ一度申しますけれ一度申しますけれどもどもどもども、地、地、地、地震震震震がががが起起起起きたら、きたら、きたら、きたら、家家家家がががが傾傾傾傾くとかくとかくとかくとか柱柱柱柱がががが折折折折れたりといれたりといれたりといれたりといううううこここことは生じてくるととは生じてくるととは生じてくるととは生じてくると思思思思ううううので、せめて１部ので、せめて１部ので、せめて１部ので、せめて１部屋屋屋屋、、、、小小小小さい部さい部さい部さい部屋屋屋屋であであであであっっっっててててもももも、より、より、より、より強固強固強固強固な１部な１部な１部な１部屋屋屋屋があがあがあがあっっっったら、その部たら、その部たら、その部たら、その部屋屋屋屋へへへへぱぱぱぱっっっっとととと家家家家の中だけでの中だけでの中だけでの中だけで移移移移動したら、動したら、動したら、動したら、もももものののののののの何何何何秒秒秒秒かくらいでその部かくらいでその部かくらいでその部かくらいでその部屋屋屋屋にににに逃逃逃逃げげげげ込込込込める。よりめる。よりめる。よりめる。より強固強固強固強固な部な部な部な部屋屋屋屋に入るわけですから、ほかの部に入るわけですから、ほかの部に入るわけですから、ほかの部に入るわけですから、ほかの部屋屋屋屋にいるよりはにいるよりはにいるよりはにいるよりは安安安安全全全全度は度は度は度は高高高高いといいといいといいという形う形う形う形のののの姿姿姿姿になるわけです。できるになるわけです。できるになるわけです。できるになるわけです。できるこここことならそとならそとならそとならそうううういいいいうシうシうシうシェェェェルルルルタータータータールルルルーーーームムムムはいい案ですはいい案ですはいい案ですはいい案ですとととと話話話話をいただけるよをいただけるよをいただけるよをいただけるよううううになればになればになればになれば誠誠誠誠に結に結に結に結構構構構かとかとかとかと思思思思いますので、あいますので、あいますので、あいますので、あええええててててもうもうもうもう一度申し上げてお一度申し上げてお一度申し上げてお一度申し上げておきます。きます。きます。きます。それから、３４それから、３４それから、３４それから、３４ペペペページ、住ージ、住ージ、住ージ、住宅宅宅宅性性性性能表能表能表能表示示示示制制制制度の度の度の度の普普普普及・及・及・及・促促促促進ですが、進ですが、進ですが、進ですが、どどどどのののの程程程程度度度度普普普普及及及及されていされていされていされているか、るか、るか、るか、現状現状現状現状ははははどうどうどうどうでしでしでしでしょうょうょうょうか。か。か。か。○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長 住住住住宅宅宅宅性性性性能表能表能表能表示示示示制制制制度が奈良県度が奈良県度が奈良県度が奈良県内内内内ででででどどどどのくらいのくらいのくらいのくらい普普普普及及及及しているかしているかしているかしているかといといといという数う数う数う数字字字字をををを持持持持ち合わせておりませち合わせておりませち合わせておりませち合わせておりませんんんん。。。。後後後後ほほほほど調ど調ど調ど調査した上で、報告したいと査した上で、報告したいと査した上で、報告したいと査した上で、報告したいと思思思思います。います。います。います。参参参参考考考考までに申し上げますと、住までに申し上げますと、住までに申し上げますと、住までに申し上げますと、住宅宅宅宅性性性性能表能表能表能表示示示示制制制制度と、さらに度と、さらに度と、さらに度と、さらにパパパパワワワワーーーーアアアアッッッッププププしたしたしたした制制制制度が１）度が１）度が１）度が１）長長長長期期期期優優優優良住良住良住良住宅宅宅宅のののの供給供給供給供給のののの促促促促進に進に進に進に書書書書かれています長かれています長かれています長かれています長期期期期優優優優良住良住良住良住宅宅宅宅になります。奈良県になります。奈良県になります。奈良県になります。奈良県内内内内で新規にで新規にで新規にで新規に着着着着工工工工している住している住している住している住宅宅宅宅ののののううううち、約３ち、約３ち、約３ち、約３割割割割が長が長が長が長期期期期優優優優良住良住良住良住宅宅宅宅といといといというこうこうこうことになとになとになとになっっっっております。ております。ております。ております。少少少少なくてなくてなくてなくてもももも約３約３約３約３割割割割ではではではではここここの住の住の住の住宅宅宅宅性性性性能表能表能表能表示示示示制制制制度を度を度を度を使使使使っっっったたたた形形形形にはなにはなにはなにはなっっっっているかとているかとているかとているかと思思思思います。います。います。います。詳細詳細詳細詳細はははは後後後後日日日日説明に説明に説明に説明に参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますので、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。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。
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○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 概要版概要版概要版概要版、方、方、方、方針針針針３で、県産３で、県産３で、県産３で、県産材材材材の活の活の活の活用用用用促促促促進がは進がは進がは進がはっっっっきりと明示されているのですが、きりと明示されているのですが、きりと明示されているのですが、きりと明示されているのですが、最後最後最後最後のののの終終終終わるわるわるわる言葉言葉言葉言葉がががが検討検討検討検討とととと書書書書いています。タいています。タいています。タいています。タイイイイトトトトルルルルでででで木質木質木質木質化と化と化と化と言言言言っっっっているので、ているので、ているので、ているので、ここここれはれはれはれは検検検検討討討討ではなしに、進めるとしていただかないと、中でではなしに、進めるとしていただかないと、中でではなしに、進めるとしていただかないと、中でではなしに、進めるとしていただかないと、中で何何何何ややややらトーンらトーンらトーンらトーンダウダウダウダウンしているよンしているよンしているよンしているよううううにににに思思思思ええええましたので、あましたので、あましたので、あましたので、あええええて指て指て指て指摘摘摘摘をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。もっもっもっもっと進めていただきたいとと進めていただきたいとと進めていただきたいとと進めていただきたいと思思思思います。います。います。います。昔昔昔昔ののののＵＵＵＵＲＲＲＲにしにしにしにしろろろろ県営住県営住県営住県営住宅宅宅宅にしにしにしにしろろろろ、、、、ココココンンンンククククリリリリートがいい、それからートがいい、それからートがいい、それからートがいい、それからドドドドアアアアはははは鉄鉄鉄鉄がいい、とにがいい、とにがいい、とにがいい、とにかくかたいかくかたいかくかたいかくかたいもももものばかり。のばかり。のばかり。のばかり。使使使使っっっっているのは、長ているのは、長ているのは、長ているのは、長押押押押かかかか畳畳畳畳のののの横横横横にあるにあるにあるにある敷居敷居敷居敷居の部分くらいしかの部分くらいしかの部分くらいしかの部分くらいしか木木木木はははは使使使使っっっっていないていないていないていない状況状況状況状況だだだだっっっったのです。たのです。たのです。たのです。木質木質木質木質のいいのはよくわかのいいのはよくわかのいいのはよくわかのいいのはよくわかっっっっておられるておられるておられるておられるこここことですし、とですし、とですし、とですし、木質木質木質木質をををを使使使使うこうこうこうことが法とが法とが法とが法律律律律上推進される上推進される上推進される上推進されるべべべべしとなしとなしとなしとなっっっっておりますので、変ておりますので、変ておりますので、変ておりますので、変ええええていただきたいとお願いていただきたいとお願いていただきたいとお願いていただきたいとお願い申し上げておきます。申し上げておきます。申し上げておきます。申し上げておきます。それから、委員長、提案ですけれそれから、委員長、提案ですけれそれから、委員長、提案ですけれそれから、委員長、提案ですけれどもどもどもども、先ほ、先ほ、先ほ、先ほどどどどから契約にから契約にから契約にから契約に対対対対してのいしてのいしてのいしてのいろろろろいいいいろろろろなななな質質質質問問問問があがあがあがありました。りました。りました。りました。今今今今までまでまでまで余余余余り申し上げてはり申し上げてはり申し上げてはり申し上げてはここここなかなかなかなかっっっったのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどもどもどもども、、、、実実実実はははは総総総総合合合合評評評評価価価価方方方方式式式式にににに対対対対すすすする関係者からのる関係者からのる関係者からのる関係者からの非常非常非常非常にににに強強強強いいいい不不不不満満満満のののの声声声声をあちをあちをあちをあちここここちからちからちからちから聞聞聞聞かせていただいておりました。あかせていただいておりました。あかせていただいておりました。あかせていただいておりました。あええええて申し上げるて申し上げるて申し上げるて申し上げる必要必要必要必要はないとははないとははないとははないとは思思思思っっっっていたのですが、ていたのですが、ていたのですが、ていたのですが、ここここれだけいれだけいれだけいれだけ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のののの対対対対象象象象になるになるになるになるわけでごわけでごわけでごわけでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、ここここの建設委員会での建設委員会での建設委員会での建設委員会でもももも、、、、我々我々我々我々自自自自身身身身が契約にが契約にが契約にが契約に対対対対するするするする考え考え考え考え方を方を方を方をもうもうもうもう一度一度一度一度見直見直見直見直すといすといすといすといううううか、か、か、か、総総総総合合合合評評評評価価価価方方方方式式式式にににに対対対対するするするする評評評評価価価価ががががどうどうどうどうなのかを、一度県なのかを、一度県なのかを、一度県なのかを、一度県内各内各内各内各地域の方地域の方地域の方地域の方 々々々々のののの意意意意見見見見をををを聞聞聞聞いて、それをいて、それをいて、それをいて、それを持持持持ちちちち寄寄寄寄っっっって、て、て、て、ここここの委員会での委員会での委員会での委員会で検討検討検討検討していただくしていただくしていただくしていただくここここととととも必要も必要も必要も必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますので、提いますので、提いますので、提いますので、提言言言言として申し上げてとして申し上げてとして申し上げてとして申し上げて終終終終わります。わります。わります。わります。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 ほかになければ、ほかになければ、ほかになければ、ほかになければ、ここここれをれをれをれをももももちまして付託議案についてのちまして付託議案についてのちまして付託議案についてのちまして付託議案についての質質質質疑疑疑疑をををを終終終終わります。わります。わります。わります。続続続続いて、付託議案について、委員のいて、付託議案について、委員のいて、付託議案について、委員のいて、付託議案について、委員の意意意意見見見見をををを求求求求めます。めます。めます。めます。ごごごご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 議第９５号ですが、議第９５号ですが、議第９５号ですが、議第９５号ですが、今今今今回回回回補正予算が計上されています。補正予算が計上されています。補正予算が計上されています。補正予算が計上されています。ここここれにつきまして、れにつきまして、れにつきまして、れにつきまして、９月に決算審査特９月に決算審査特９月に決算審査特９月に決算審査特別別別別委員会があ委員会があ委員会があ委員会があっっっったのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどもどもどもども、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の収収収収入入入入総総総総額が１２３額が１２３額が１２３額が１２３億円億円億円億円ママママイイイイナナナナスになスになスになスになっっっっています。そして、県ています。そして、県ています。そして、県ています。そして、県税税税税は約１０は約１０は約１０は約１０億円余億円余億円余億円余りがりがりがりが減減減減収収収収になになになになっっっっております。ております。ております。ております。景景景景気気気気がよがよがよがよくなくなくなくなっっっったとたとたとたと言言言言われておりますけれわれておりますけれわれておりますけれわれておりますけれどもどもどもども、、、、現実現実現実現実はははは貧富貧富貧富貧富のののの差差差差が開いたといが開いたといが開いたといが開いたという状況う状況う状況う状況にあにあにあにあっっっって、一て、一て、一て、一般職を般職を般職を般職を含含含含めてめてめてめて給給給給与の与の与の与の引引引引き上げにき上げにき上げにき上げに対対対対しては、私しては、私しては、私しては、私どもどもどもどもの会の会の会の会派派派派としてはとしてはとしてはとしては反反反反対対対対します。します。します。します。総総総総括括括括してしてしてして反反反反対討対討対討対討論論論論を行います。を行います。を行います。を行います。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 議第９５号につきましては、一般職の議第９５号につきましては、一般職の議第９５号につきましては、一般職の議第９５号につきましては、一般職の給給給給与の与の与の与の削減削減削減削減ななななどどどどにつながるにつながるにつながるにつながるこここことから、とから、とから、とから、反反反反対対対対します。します。します。します。討討討討論論論論は本会議でします。は本会議でします。は本会議でします。は本会議でします。○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 全全全全ての議案にての議案にての議案にての議案に賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 提案された議案につきましては、提案された議案につきましては、提案された議案につきましては、提案された議案につきましては、賛賛賛賛成です。成です。成です。成です。
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○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 ただいまより、付託を受けましたただいまより、付託を受けましたただいまより、付託を受けましたただいまより、付託を受けました各各各各議案について、議案について、議案について、議案について、採採採採決を行います。決を行います。決を行います。決を行います。まず、議第９５号中、当委員会所管分については、委員よりまず、議第９５号中、当委員会所管分については、委員よりまず、議第９５号中、当委員会所管分については、委員よりまず、議第９５号中、当委員会所管分については、委員より反反反反対対対対のののの意意意意見見見見がありましたのがありましたのがありましたのがありましたので、で、で、で、起起起起立により立により立により立により採採採採決します。決します。決します。決します。議第９５号中、当委員会所管分について、議第９５号中、当委員会所管分について、議第９５号中、当委員会所管分について、議第９５号中、当委員会所管分について、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決する決する決する決するこここことにとにとにとに賛賛賛賛成の方の成の方の成の方の成の方の起起起起立を立を立を立を求求求求めます。めます。めます。めます。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立）立）立）立）起起起起立立立立多多多多数数数数であります。よであります。よであります。よであります。よっっっって、議第９５号中、当委員会所管分は、て、議第９５号中、当委員会所管分は、て、議第９５号中、当委員会所管分は、て、議第９５号中、当委員会所管分は、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決する決する決する決するこここことに決しました。とに決しました。とに決しました。とに決しました。次に、次に、次に、次に、残残残残余余余余の議案については、一の議案については、一の議案については、一の議案については、一括括括括してしてしてして簡簡簡簡易採易採易採易採決により行いたいと決により行いたいと決により行いたいと決により行いたいと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、異異異異議は議は議は議はありませありませありませありませんんんんか。か。か。か。（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第７８号から議第議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第７８号から議第議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第７８号から議第議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第７８号から議第８１号、議第８６号、議第８７号、議第９４号８１号、議第８６号、議第８７号、議第９４号８１号、議第８６号、議第８７号、議第９４号８１号、議第８６号、議第８７号、議第９４号及び及び及び及び報第３０号中、当委員会所管分につい報第３０号中、当委員会所管分につい報第３０号中、当委員会所管分につい報第３０号中、当委員会所管分については、ては、ては、ては、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決または承決または承決または承決または承認認認認するするするするこここことにとにとにとに異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんんか。か。か。か。（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）異異異異議がない議がない議がない議がないもももものとのとのとのと認認認認めます。よめます。よめます。よめます。よっっっって、議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、て、議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、て、議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、て、議第７０号中、当委員会所管分、議第７２号中、当委員会所管分、議第７８号から議第８１号、議第８６号、議第８７号、議第９４号当委員会所管分、議第７８号から議第８１号、議第８６号、議第８７号、議第９４号当委員会所管分、議第７８号から議第８１号、議第８６号、議第８７号、議第９４号当委員会所管分、議第７８号から議第８１号、議第８６号、議第８７号、議第９４号及び及び及び及び報第３０号中、当委員会所管分については、報第３０号中、当委員会所管分については、報第３０号中、当委員会所管分については、報第３０号中、当委員会所管分については、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決または承決または承決または承決または承認認認認するするするするこここことに決しまとに決しまとに決しまとに決しました。した。した。した。次に、報告案件についてであります。次に、報告案件についてであります。次に、報告案件についてであります。次に、報告案件についてであります。報第３１号中、当委員会所管分については、先ほ報第３１号中、当委員会所管分については、先ほ報第３１号中、当委員会所管分については、先ほ報第３１号中、当委員会所管分については、先ほどどどどの説明をの説明をの説明をの説明をもっもっもっもって理事者よりて理事者よりて理事者よりて理事者より詳細詳細詳細詳細な報な報な報な報告を受けた告を受けた告を受けた告を受けたここここととさせていただきますので、ご了承願います。ととさせていただきますので、ご了承願います。ととさせていただきますので、ご了承願います。ととさせていただきますので、ご了承願います。ここここれをれをれをれをももももちまして、付託議案の審査をちまして、付託議案の審査をちまして、付託議案の審査をちまして、付託議案の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。次に、本定例会に提出されました次に、本定例会に提出されました次に、本定例会に提出されました次に、本定例会に提出されました陳陳陳陳情情情情ののののううううち、当委員会所管事項に関するち、当委員会所管事項に関するち、当委員会所管事項に関するち、当委員会所管事項に関する陳陳陳陳情情情情のののの写写写写しをしをしをしを参参参参考考考考にににに配配配配付しておりますので、ご了承願います。付しておりますので、ご了承願います。付しておりますので、ご了承願います。付しておりますので、ご了承願います。次に、その他の事項に入ります。次に、その他の事項に入ります。次に、その他の事項に入ります。次に、その他の事項に入ります。県土マネジメント部長から、県土マネジメント部長から、県土マネジメント部長から、県土マネジメント部長から、台風台風台風台風２１号による２１号による２１号による２１号による被被被被災状況災状況災状況災状況ほか２件について報告を行いたほか２件について報告を行いたほか２件について報告を行いたほか２件について報告を行いたいとの申し出がありましたので、県土マネジメント部長からご報告願います。いとの申し出がありましたので、県土マネジメント部長からご報告願います。いとの申し出がありましたので、県土マネジメント部長からご報告願います。いとの申し出がありましたので、県土マネジメント部長からご報告願います。○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長 報告１が報告１が報告１が報告１が台風台風台風台風２１号の２１号の２１号の２１号の被被被被災状況災状況災状況災状況、報告２が、報告２が、報告２が、報告２がナナナナンンンンババババーーーープレプレプレプレーーーートトトト導導導導入、報告３は予算の事業入、報告３は予算の事業入、報告３は予算の事業入、報告３は予算の事業費費費費の変更でごの変更でごの変更でごの変更でござざざざいます。います。います。います。
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１１１１ペペペページ、ージ、ージ、ージ、台風台風台風台風２１号による２１号による２１号による２１号による被被被被災状況災状況災状況災状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。今今今今回回回回のののの雨雨雨雨量量量量につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、豪豪豪豪雨雨雨雨だとだとだとだと言言言言われていますが、平成２３年われていますが、平成２３年われていますが、平成２３年われていますが、平成２３年紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大水害大水害大水害大水害時時時時のののの１１１１．．．．２２２２倍倍倍倍を記を記を記を記録録録録しています。しています。しています。しています。個個個個別別別別のののの被被被被災災災災地ですが、２地ですが、２地ですが、２地ですが、２ペペペページ、道路に関するージ、道路に関するージ、道路に関するージ、道路に関する被被被被災状況災状況災状況災状況、１、１、１、１０２０２０２０２箇箇箇箇所所所所通通通通行行行行止止止止めがあめがあめがあめがあっっっって、８７て、８７て、８７て、８７箇箇箇箇所を開所を開所を開所を開放放放放しました。しました。しました。しました。主主主主なななな被被被被災災災災箇箇箇箇所の所の所の所の概要概要概要概要は、国道１６は、国道１６は、国道１６は、国道１６８号、１６９号、３０９号について、８号、１６９号、３０９号について、８号、１６９号、３０９号について、８号、１６９号、３０９号について、現状現状現状現状をををを書書書書いています。まだいています。まだいています。まだいています。まだ全全全全てが開てが開てが開てが開放放放放されているわされているわされているわされているわけではごけではごけではごけではござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。３３３３ペペペページ、ージ、ージ、ージ、河河河河川の川の川の川の状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。氾濫氾濫氾濫氾濫危険危険危険危険水域を水域を水域を水域を越え越え越え越えたたたた河河河河川の一川の一川の一川の一覧覧覧覧がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。被被被被災災災災箇箇箇箇所、所、所、所、床床床床上上上上浸浸浸浸水、水、水、水、床床床床下下下下浸浸浸浸水水水水も書も書も書も書かれているとおりで、かれているとおりで、かれているとおりで、かれているとおりで、主主主主なななな被被被被災災災災箇箇箇箇所とい所とい所とい所というこうこうこうことで出しとで出しとで出しとで出しています。ています。ています。ています。次、報告２、次、報告２、次、報告２、次、報告２、ナナナナンンンンババババーーーープレプレプレプレートのートのートのートの導導導導入に向けた入に向けた入に向けた入に向けた取取取取りりりり組組組組みです。みです。みです。みです。簡単簡単簡単簡単に申しますと、に申しますと、に申しますと、に申しますと、選選選選定定定定されたされたされたされたデデデデザザザザイイイイン案がごン案がごン案がごン案がござざざざいます。委員会の中でご議います。委員会の中でご議います。委員会の中でご議います。委員会の中でご議論論論論いただきまして、いただきまして、いただきまして、いただきまして、全全全全部で３９部で３９部で３９部で３９個個個個ああああっっっったたたたナナナナンンンンババババーーーープレプレプレプレート案の中で１つート案の中で１つート案の中で１つート案の中で１つ選選選選びびびび、、、、市町村市町村市町村市町村のののの同同同同意意意意をををを得得得得て、国土て、国土て、国土て、国土交通省交通省交通省交通省に１２月１日付に１２月１日付に１２月１日付に１２月１日付で提案しています。７月で提案しています。７月で提案しています。７月で提案しています。７月以降以降以降以降のののの今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みですが、みですが、みですが、みですが、デデデデザザザザイイイインを決定して、事ンを決定して、事ンを決定して、事ンを決定して、事前前前前申し申し申し申し込込込込み、１０月にみ、１０月にみ、１０月にみ、１０月に交交交交付開付開付開付開始始始始の予定でごの予定でごの予定でごの予定でござざざざいます。います。います。います。最後最後最後最後に、平成２９年度予算の事業に、平成２９年度予算の事業に、平成２９年度予算の事業に、平成２９年度予算の事業費費費費のののの主主主主な変更で、大きく１な変更で、大きく１な変更で、大きく１な変更で、大きく１番番番番と２と２と２と２番番番番でででで増増増増額する額する額する額するもももものとのとのとのと減減減減額する額する額する額するもももものがごのがごのがごのがござざざざいます。います。います。います。増増増増額は、２つと額は、２つと額は、２つと額は、２つとも河も河も河も河川事業で、年度がかわりましてから川事業で、年度がかわりましてから川事業で、年度がかわりましてから川事業で、年度がかわりましてから状況状況状況状況が変わが変わが変わが変わっっっったたたたももももの、変更理の、変更理の、変更理の、変更理由由由由といといといというこうこうこうことで、補償とで、補償とで、補償とで、補償物物物物件の件の件の件の調調調調整が整が整が整が可能可能可能可能になになになになっっっった、地た、地た、地た、地元元元元説明を行説明を行説明を行説明を行っっっった結果、住た結果、住た結果、住た結果、住民民民民との合との合との合との合意意意意形形形形成が成が成が成が得得得得られてられてられてられて工工工工事が事が事が事が可能可能可能可能になになになになっっっったといたといたといたというこうこうこうことで、新たな事業をとで、新たな事業をとで、新たな事業をとで、新たな事業を増増増増額する額する額する額するもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。減減減減額は、い額は、い額は、い額は、いろろろろいいいいろろろろな事項はごな事項はごな事項はごな事項はござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、全全全全て国て国て国て国庫庫庫庫補補補補助助助助の国の国の国の国庫庫庫庫認認認認証証証証がががが認認認認められなかめられなかめられなかめられなかっっっったたたたこここことによる事業とによる事業とによる事業とによる事業費減費減費減費減で、で、で、で、全全全全てててて同同同同じ理じ理じ理じ理由由由由でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 ただいまの報告またはその他の事項ただいまの報告またはその他の事項ただいまの報告またはその他の事項ただいまの報告またはその他の事項もももも含含含含めて、めて、めて、めて、質質質質問問問問があれば、ごがあれば、ごがあれば、ごがあれば、ご発言発言発言発言願いま願いま願いま願います。す。す。す。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 では、では、では、では、今今今今回回回回のののの台風台風台風台風２１号に関２１号に関２１号に関２１号に関連連連連して、して、して、して、数点質数点質数点質数点質問問問問をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。まず、まず、まず、まず、今今今今回回回回のののの台風台風台風台風で、大で、大で、大で、大和和和和川で川で川で川で過去過去過去過去に例をに例をに例をに例を見見見見ない水ない水ない水ない水位位位位の上の上の上の上昇昇昇昇がごがごがごがござざざざいました。いました。いました。いました。王寺王寺王寺王寺町町町町ででででももももそのそのそのその影響影響影響影響ででででババババッッッッククククウオウオウオウオーターがかかり、ーターがかかり、ーターがかかり、ーターがかかり、葛葛葛葛下川が下川が下川が下川が氾濫氾濫氾濫氾濫危険危険危険危険水水水水位位位位どころどころどころどころではなく、ではなく、ではなく、ではなく、堤堤堤堤防防防防をををを越え越え越え越えてしまてしまてしまてしまっっっった。それでた。それでた。それでた。それで溢溢溢溢水水水水被被被被害が害が害が害が起起起起きたわけでごきたわけでごきたわけでごきたわけでござざざざいます。います。います。います。北葛北葛北葛北葛城郡城郡城郡城郡区区区区で住で住で住で住宅宅宅宅に関してに関してに関してに関してのののの被被被被害がなか害がなか害がなか害がなかっっっったのは上たのは上たのは上たのは上牧牧牧牧町町町町だけ、だけ、だけ、だけ、王寺王寺王寺王寺町町町町ではではではでは床床床床上３８上３８上３８上３８戸戸戸戸、、、、床床床床下５５下５５下５５下５５戸戸戸戸、広、広、広、広陵陵陵陵町町町町でででで床床床床上６上６上６上６戸戸戸戸、、、、床床床床下７下７下７下７戸戸戸戸、、、、河河河河合合合合町町町町でででで床床床床上６上６上６上６戸戸戸戸、、、、床床床床下４１下４１下４１下４１戸戸戸戸と、と、と、と、ここここれは１１月２７日れは１１月２７日れは１１月２７日れは１１月２７日現在現在現在現在のののの数数数数字字字字でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、ここここれだけの大きなれだけの大きなれだけの大きなれだけの大きな被被被被害が害が害が害が発発発発生しました。生しました。生しました。生しました。
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そそそそんんんんな中で、な中で、な中で、な中で、現在現在現在現在、、、、河河河河川整備計川整備計川整備計川整備計画画画画の中で、１００の中で、１００の中で、１００の中で、１００万万万万トントントントン級級級級のののの遊遊遊遊水池が整備されつつあり水池が整備されつつあり水池が整備されつつあり水池が整備されつつあります。ます。ます。ます。ここここれができるに当たれができるに当たれができるに当たれができるに当たっっっって、て、て、て、今今今今回回回回のののの台風台風台風台風２１号に２１号に２１号に２１号に相相相相当する水当する水当する水当する水位位位位ををををどどどどのののの程程程程度下げる度下げる度下げる度下げるここここととととができるのか。ができるのか。ができるのか。ができるのか。ももももしくはしくはしくはしくは昭昭昭昭和和和和５７年５７年５７年５７年災災災災害害害害対応対応対応対応の計の計の計の計画画画画ですので、ですので、ですので、ですので、昭昭昭昭和和和和５７年５７年５７年５７年災災災災害に害に害に害に対対対対してしてしてしてどどどどのののの程程程程度水度水度水度水位位位位を下げるを下げるを下げるを下げるこここことがとがとがとが可能可能可能可能なのか、なのか、なのか、なのか、ここここのののの点点点点について、入口について、入口について、入口について、入口河河河河川課長にお願いしたいと川課長にお願いしたいと川課長にお願いしたいと川課長にお願いしたいと思思思思います。います。います。います。○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長 直直直直轄遊轄遊轄遊轄遊水池の水池の水池の水池の効効効効果は、果は、果は、果は、近畿近畿近畿近畿地方整備局大地方整備局大地方整備局大地方整備局大和和和和川川川川河河河河川事務所で川事務所で川事務所で川事務所でシミシミシミシミュュュュレレレレーーーーシシシションョンョンョン等等等等を行を行を行を行っっっって、整理をされているとて、整理をされているとて、整理をされているとて、整理をされていると聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。今今今今、、、、手元手元手元手元に、に、に、に、昭昭昭昭和和和和５７年５７年５７年５７年豪豪豪豪雨雨雨雨がががが再再再再度度度度来来来来たときに、たときに、たときに、たときに、直直直直轄遊轄遊轄遊轄遊水池が水池が水池が水池がどどどどのくらい水のくらい水のくらい水のくらい水位位位位のののの低低低低下に下に下に下に寄寄寄寄与するのかとい与するのかとい与するのかとい与するのかというううう細細細細かいかいかいかい数数数数字字字字をををを持持持持ち合わせておりませち合わせておりませち合わせておりませち合わせておりませんんんんので、ので、ので、ので、再再再再度度度度確確確確認認認認の上、報告させていただきたいとの上、報告させていただきたいとの上、報告させていただきたいとの上、報告させていただきたいと思思思思います。います。います。います。それと、それと、それと、それと、台風台風台風台風２１号に関する２１号に関する２１号に関する２１号に関する同同同同様の様の様の様のシミシミシミシミュュュュレレレレーーーーシシシションですけれョンですけれョンですけれョンですけれどもどもどもども、、、、ここここれれれれもももも大大大大和和和和川川川川河河河河川川川川事務所で事務所で事務所で事務所で今今今今、、、、取取取取りりりり組組組組まれているとまれているとまれているとまれているところころころころととと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。ここここれについて、いつごれについて、いつごれについて、いつごれについて、いつごろ数ろ数ろ数ろ数字字字字的的的的ななななもももものが示されるのかについてのが示されるのかについてのが示されるのかについてのが示されるのかについても確も確も確も確認認認認の上、報告させていただければとの上、報告させていただければとの上、報告させていただければとの上、報告させていただければと思思思思います。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 でき次第、ご報告いただきたいとでき次第、ご報告いただきたいとでき次第、ご報告いただきたいとでき次第、ご報告いただきたいと思思思思います。います。います。います。先ほ先ほ先ほ先ほどどどど山田県土マネジメント部長から山田県土マネジメント部長から山田県土マネジメント部長から山田県土マネジメント部長からもももも説明がありましたよ説明がありましたよ説明がありましたよ説明がありましたよううううに、平成２３年のに、平成２３年のに、平成２３年のに、平成２３年の豪豪豪豪雨雨雨雨をををを上上上上回回回回っっっって、１て、１て、１て、１．．．．２２２２倍倍倍倍だだだだっっっったといたといたといたというこうこうこうことですけれとですけれとですけれとですけれどもどもどもども、、、、各各各各議員から議員から議員から議員から常々常々常々常々堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂のののの撤撤撤撤去去去去につにつにつについていていていて要要要要望望望望が出ております。が出ております。が出ております。が出ております。ここここれは私の私れは私の私れは私の私れは私の私見見見見ではごではごではごではござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、大、大、大、大和和和和川本川川本川川本川川本川もももも昭昭昭昭和和和和５５５５７年７年７年７年以降以降以降以降、、、、三郷三郷三郷三郷町町町町付付付付近近近近で１で１で１で１回回回回だけだけだけだけ堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂撤撤撤撤去去去去がされて、そのがされて、そのがされて、そのがされて、その後後後後、、、、堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂のののの撤撤撤撤去去去去は本川は本川は本川は本川すらされていないすらされていないすらされていないすらされていない状況状況状況状況だと理だと理だと理だと理解解解解しております。しております。しております。しております。堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂をををを撤撤撤撤去去去去すれば、その分だけは水すれば、その分だけは水すれば、その分だけは水すれば、その分だけは水位位位位はははは必必必必ず下がるわけですから、ず下がるわけですから、ず下がるわけですから、ず下がるわけですから、堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂のののの撤撤撤撤去去去去がいかにがいかにがいかにがいかに災災災災害に害に害に害に対対対対してしてしてして重要重要重要重要なのかといなのかといなのかといなのかというこうこうこうこととととをををを再再再再度度度度認認認認識識識識をいただきたい。をいただきたい。をいただきたい。をいただきたい。来来来来年度年度年度年度以降以降以降以降、、、、堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂撤撤撤撤去去去去ももももしくはそのしくはそのしくはそのしくはその維持維持維持維持管理の管理の管理の管理の重要重要重要重要性性性性にににについて、ついて、ついて、ついて、どどどどのののの程程程程度の予算度の予算度の予算度の予算確保確保確保確保をををを見見見見込込込込みとしてされているのかについておみとしてされているのかについておみとしてされているのかについておみとしてされているのかについてお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いいいいます。ます。ます。ます。○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長 今今今今回回回回のののの台風災台風災台風災台風災害で害で害で害でもももも、県、県、県、県内内内内のののの各河各河各河各河川で新たな土川で新たな土川で新たな土川で新たな土砂砂砂砂のののの堆積堆積堆積堆積によりによりによりにより河河河河床床床床が上が上が上が上昇昇昇昇したのしたのしたのしたのも確も確も確も確認認認認されています。されています。されています。されています。ここここれにれにれにれに対対対対し、し、し、し、曽曽曽曽我我我我川川川川やややや太田川な太田川な太田川な太田川などどどど６６６６河河河河川では川では川では川では災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧の事の事の事の事業を活業を活業を活業を活用用用用し、また、し、また、し、また、し、また、ここここれにれにれにれに寄寄寄寄らないらないらないらないもももものについては、補正予算にのについては、補正予算にのについては、補正予算にのについては、補正予算にもももも計上させていただいて計上させていただいて計上させていただいて計上させていただいていますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、災災災災害関害関害関害関連連連連のののの単独単独単独単独事業で予算事業で予算事業で予算事業で予算要求要求要求要求させていただいているとさせていただいているとさせていただいているとさせていただいているところころころころでごでごでごでござざざざいまいまいまいます。す。す。す。また、計また、計また、計また、計画的画的画的画的にににに毎毎毎毎年の年の年の年の堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂のののの除除除除去去去去に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、河河河河川川川川維持維持維持維持修修修修繕事業の中で繕事業の中で繕事業の中で繕事業の中で要求要求要求要求させてさせてさせてさせていただいております。いただいております。いただいております。いただいております。ここここれについてれについてれについてれについても必要も必要も必要も必要な額のな額のな額のな額の確保確保確保確保にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 必要必要必要必要な予算のな予算のな予算のな予算の範囲範囲範囲範囲といといといといううううのがのがのがのが非常非常非常非常に決めづらいとに決めづらいとに決めづらいとに決めづらいと思思思思います。います。います。います。潤沢潤沢潤沢潤沢にあれば、にあれば、にあれば、にあれば、
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一一一一遍遍遍遍ににににやっやっやっやってしまてしまてしまてしまうこうこうこうこととととも可能も可能も可能も可能かとかとかとかと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、なかなかそ、なかなかそ、なかなかそ、なかなかそうもうもうもうもいかないわけでごいかないわけでごいかないわけでごいかないわけでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、今今今今回回回回の国土の国土の国土の国土交通省交通省交通省交通省による１００による１００による１００による１００万万万万トントントントン級級級級のののの遊遊遊遊水池の件水池の件水池の件水池の件ももももごごごござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどどどどもももも、、、、ぜひぜひぜひぜひ下流下流下流下流側側側側からからからから重要重要重要重要路路路路線線線線については先行したについては先行したについては先行したについては先行した投投投投資資資資を順次を順次を順次を順次やっやっやっやっていただきたいと申し上ていただきたいと申し上ていただきたいと申し上ていただきたいと申し上げておきます。げておきます。げておきます。げておきます。そそそそんんんんな中で、先立な中で、先立な中で、先立な中で、先立っっっって自て自て自て自由民主由民主由民主由民主党党党党のののの井井井井岡岡岡岡議員の一般議員の一般議員の一般議員の一般質質質質問問問問で、で、で、で、共共共共感感感感したしたしたしたこここことが１件ごとが１件ごとが１件ごとが１件ござざざざいいいいます。大ます。大ます。大ます。大和和和和川の川の川の川の総総総総合治水合治水合治水合治水対策対策対策対策を推進するに当たを推進するに当たを推進するに当たを推進するに当たっっっって、て、て、て、内内内内水水水水対策対策対策対策のために、県のために、県のために、県のために、県税税税税としてとしてとしてとして内内内内水水水水対策対策対策対策税税税税がががが必要必要必要必要ではないのかといではないのかといではないのかといではないのかというううう提案をされていました。私提案をされていました。私提案をされていました。私提案をされていました。私も全も全も全も全くそのとおりだとくそのとおりだとくそのとおりだとくそのとおりだと思思思思いまいまいまいます。奈良県す。奈良県す。奈良県す。奈良県内内内内のののの総総総総合治水合治水合治水合治水対策対策対策対策になになになになっっっっている大ている大ている大ている大和和和和川の流域の川の流域の川の流域の川の流域の面面面面積積積積は皆さは皆さは皆さは皆さんもんもんもんもごごごご存存存存じのとおりじのとおりじのとおりじのとおり流域７１２平方流域７１２平方流域７１２平方流域７１２平方キロキロキロキロメートメートメートメートルルルル、その中で２４の、その中で２４の、その中で２４の、その中で２４の市町村市町村市町村市町村が大が大が大が大和和和和川の流域に川の流域に川の流域に川の流域に含含含含まれているわけまれているわけまれているわけまれているわけです。先立です。先立です。先立です。先立っっっって私は流域下水道のて私は流域下水道のて私は流域下水道のて私は流域下水道の維持維持維持維持管理負管理負管理負管理負担担担担金について金について金について金について知知知知事に事に事に事に問問問問いましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、、、、維維維維持持持持管理負管理負管理負管理負担担担担金は、県金は、県金は、県金は、県全体全体全体全体で部分で部分で部分で部分的的的的なその公なその公なその公なその公資資資資本本本本投投投投資資資資のとのとのとのところころころころにににに対対対対してしてしてしてもももも負負負負担担担担するするするするこここことがとがとがとが好好好好ましいといましいといましいといましいというううう答弁答弁答弁答弁をされました。をされました。をされました。をされました。全全全全県土県土県土県土挙挙挙挙げてげてげてげてややややらないとらないとらないとらないと災災災災害が害が害が害が繰繰繰繰りりりり返返返返されるといされるといされるといされるというこうこうこうこととととをををを認認認認識識識識していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、我々我々我々我々もももも提案はしますけれ提案はしますけれ提案はしますけれ提案はしますけれどもどもどもども、理事者の皆さ、理事者の皆さ、理事者の皆さ、理事者の皆さんも内んも内んも内んも内部からの提案部からの提案部からの提案部からの提案をしていただきたいと申し上げておきます。をしていただきたいと申し上げておきます。をしていただきたいと申し上げておきます。をしていただきたいと申し上げておきます。次に、次に、次に、次に、今今今今回回回回のののの台風台風台風台風で、県管理道路ので、県管理道路ので、県管理道路ので、県管理道路の災災災災害害害害箇箇箇箇所が８２所が８２所が８２所が８２カカカカ所で３３所で３３所で３３所で３３億億億億４４４４，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円のののの被被被被害害害害だとだとだとだと表表表表では出ていたとでは出ていたとでは出ていたとでは出ていたと思思思思います。います。います。います。河河河河川が２３７川が２３７川が２３７川が２３７カカカカ所で５３所で５３所で５３所で５３億億億億７７７７，，，，００００００００００００万円万円万円万円で、合わせてで、合わせてで、合わせてで、合わせて８７８７８７８７億円億円億円億円程程程程度の度の度の度の災災災災害の害の害の害の総総総総額が額が額が額が現在見現在見現在見現在見積積積積ももももられています。られています。られています。られています。ここここのよのよのよのよううううな中で、１件な中で、１件な中で、１件な中で、１件確確確確認認認認しておしておしておしておきたいのですが、きたいのですが、きたいのですが、きたいのですが、災災災災害が害が害が害が起起起起きたときに、きたときに、きたときに、きたときに、災災災災害害害害協協協協定をそれ定をそれ定をそれ定をそれぞぞぞぞれ結ばれているとれ結ばれているとれ結ばれているとれ結ばれていると思思思思います。奈います。奈います。奈います。奈良県良県良県良県内内内内にににに現在現在現在現在８つの建設業８つの建設業８つの建設業８つの建設業協協協協会があります。会があります。会があります。会があります。協協協協会と会と会と会と恐恐恐恐らくらくらくらく災災災災害害害害協協協協定を結ばれているのです定を結ばれているのです定を結ばれているのです定を結ばれているのですが、が、が、が、協協協協会から、自会から、自会から、自会から、自主主主主的的的的にににに災災災災害害害害現現現現場の場の場の場の確確確確認認認認やややや、契約をされている業者が、契約をされている業者が、契約をされている業者が、契約をされている業者が確確確確認認認認に行かれる、そに行かれる、そに行かれる、そに行かれる、そのときののときののときののときの発注発注発注発注ははははどうどうどうどういいいいうううう方法でされているのか。方法でされているのか。方法でされているのか。方法でされているのか。ももももしくはしくはしくはしくは無無無無償で業者が償で業者が償で業者が償で業者が確確確確認作認作認作認作業をされて業をされて業をされて業をされているのか、そのいるのか、そのいるのか、そのいるのか、その点点点点についておについておについておについてお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当） 災災災災害害害害協協協協定については、建設業定については、建設業定については、建設業定については、建設業協協協協会、会、会、会、測測測測量協量協量協量協会会会会等等等等ででででややややらせていただいていますけれらせていただいていますけれらせていただいていますけれらせていただいていますけれどもどもどもども、、、、現現現現場を場を場を場を見見見見に行に行に行に行っっっって、て、て、て、被被被被害害害害状況状況状況状況をををを確確確確認認認認するのはするのはするのはするのは無無無無償で償で償で償でやっやっやっやっ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。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 確確確確認認認認まではまではまではまでは無無無無償とい償とい償とい償というこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、当、当、当、当然初然初然初然初期対応期対応期対応期対応がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。初初初初期対応期対応期対応期対応は、例は、例は、例は、例ええええば２５０ば２５０ば２５０ば２５０万円万円万円万円未満未満未満未満であれば、当であれば、当であれば、当であれば、当然然然然先ほ先ほ先ほ先ほどどどど申しました申しました申しました申しました随意随意随意随意契約契約契約契約のののの範囲範囲範囲範囲の中ですのでの中ですのでの中ですのでの中ですので問問問問題題題題はないとはないとはないとはないと思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、場所によ、場所によ、場所によ、場所によっっっってはてはてはては非常非常非常非常にににに高高高高額になる額になる額になる額になるよよよよううううな場所な場所な場所な場所ももももごごごござざざざいますので、そいますので、そいますので、そいますので、そうううういいいいうううう場合の場合の場合の場合の発注発注発注発注ははははどどどどのよのよのよのよううううにされているのですか。にされているのですか。にされているのですか。にされているのですか。○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当） 工工工工事に関しては、事に関しては、事に関しては、事に関しては、基基基基本本本本的的的的にににに各各各各路路路路線線線線、、、、維持維持維持維持管管管管
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理業者が決ま理業者が決ま理業者が決ま理業者が決まっっっっていまして、ていまして、ていまして、ていまして、少少少少額の場合はそ額の場合はそ額の場合はそ額の場合はそここここででででややややる。ただ、る。ただ、る。ただ、る。ただ、手手手手がががが回回回回らない場合らない場合らない場合らない場合やややや大きい大きい大きい大きい場合については、場合については、場合については、場合については、協協協協会と県で会と県で会と県で会と県で協協協協定を結定を結定を結定を結んんんんでおりまして、そのでおりまして、そのでおりまして、そのでおりまして、その協協協協定に定に定に定に基基基基づいて、づいて、づいて、づいて、各各各各事務所の事務所の事務所の事務所の支支支支部に行きまして、事務所長と部に行きまして、事務所長と部に行きまして、事務所長と部に行きまして、事務所長と各支各支各支各支部長と部長と部長と部長と話話話話して、して、して、して、協協協協会から業者を会から業者を会から業者を会から業者を紹介紹介紹介紹介していただいてしていただいてしていただいてしていただいてややややっっっっていただくていただくていただくていただくこここことになります。とになります。とになります。とになります。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 紹介紹介紹介紹介をしていただくといをしていただくといをしていただくといをしていただくというこうこうこうことは、とは、とは、とは、基基基基本本本本的的的的にはにはにはには協協協協会がその契約をするとい会がその契約をするとい会がその契約をするとい会がその契約をするといううううこここことですか。奈良県がとですか。奈良県がとですか。奈良県がとですか。奈良県が協協協協会と契約をして、会と契約をして、会と契約をして、会と契約をして、協協協協会が会が会が会が協協協協会会会会独独独独自でそれ自でそれ自でそれ自でそれぞぞぞぞれの地れの地れの地れの地元元元元の業者にの業者にの業者にの業者に割割割割りりりり振振振振りをする、りをする、りをする、りをする、随意随意随意随意契約をするとい契約をするとい契約をするとい契約をするという形う形う形う形をとられているのか。それでしたら奈良県がをとられているのか。それでしたら奈良県がをとられているのか。それでしたら奈良県がをとられているのか。それでしたら奈良県が協協協協会と会と会と会と契約をしないといけないので、契約をしないといけないので、契約をしないといけないので、契約をしないといけないので、ややややり方としては、私はり方としては、私はり方としては、私はり方としては、私はどうどうどうどうなのかとなのかとなのかとなのかと思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、、、、契約の契約の契約の契約の手手手手法についてお法についてお法についてお法についてお教教教教ええええいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当） 契約については、業者と県との契約については、業者と県との契約については、業者と県との契約については、業者と県との個個個個別別別別の契約の契約の契約の契約となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 県と県と県と県と個個個個別別別別契約をするときに、先ほ契約をするときに、先ほ契約をするときに、先ほ契約をするときに、先ほどどどど言言言言いました、２５０いました、２５０いました、２５０いました、２５０万円万円万円万円をををを超超超超ええええていてていてていてていてもももも、、、、地方自治法施行地方自治法施行地方自治法施行地方自治法施行令令令令第１６７条に第１６７条に第１６７条に第１６７条に基基基基づいて、づいて、づいて、づいて、除除除除外外外外規定によ規定によ規定によ規定によっっっってててて随意随意随意随意契約をするとい契約をするとい契約をするとい契約をするというううう理理理理解解解解ででででよよよよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当） そそそそうううういいいいうこうこうこうことになります。とになります。とになります。とになります。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 ななななぜぜぜぜここここのののの話話話話をしているかといいますと、地をしているかといいますと、地をしているかといいますと、地をしているかといいますと、地元元元元にはそのにはそのにはそのにはその協協協協会に入られていない会に入られていない会に入られていない会に入られていない業者業者業者業者ももももいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃるとるとるとると思思思思います。います。います。います。小小小小規規規規模模模模の業者で、の業者で、の業者で、の業者で、実実実実際際際際のそののそののそののその工工工工事の事の事の事の被被被被災現災現災現災現場には場には場には場には近近近近いけいけいけいけれれれれどもどもどもども、、、、協協協協会に会に会に会に属属属属していない。そしていない。そしていない。そしていない。そううううすれば、その方すれば、その方すれば、その方すれば、その方 々々々々がそがそがそがそここここのののの工工工工事を受事を受事を受事を受注注注注するするするするこここことができとができとができとができないといないといないといないという可能う可能う可能う可能性性性性はあるのかないのかおはあるのかないのかおはあるのかないのかおはあるのかないのかお答答答答ええええいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当）○森本県土マネジメント部次長（技術担当） 協協協協会との会との会との会との災災災災害害害害協協協協定は、あくまで一定は、あくまで一定は、あくまで一定は、あくまで一時時時時的的的的なななな応応応応急急急急、例、例、例、例ええええばばばば通通通通行行行行どどどどめになめになめになめになっっっっているとているとているとているところころころころをををを片片片片側側側側ででででも通も通も通も通すとか、川がすとか、川がすとか、川がすとか、川が崩崩崩崩れていて、れていて、れていて、れていて、ここここのままのままのままのまま置いておいて、次の置いておいて、次の置いておいて、次の置いておいて、次の雨雨雨雨がががが来来来来る場合に大る場合に大る場合に大る場合に大型型型型土の土の土の土のううううをををを積積積積んんんんで、で、で、で、再再再再度度度度災災災災害を害を害を害を防防防防止止止止するといするといするといするというこうこうこうこととととををををややややりまして、一りまして、一りまして、一りまして、一旦旦旦旦あるあるあるある程程程程度の度の度の度の落落落落ちつきがありましたら、ちつきがありましたら、ちつきがありましたら、ちつきがありましたら、通通通通常常常常のののの発注発注発注発注工工工工事になるとい事になるとい事になるとい事になるというこうこうこうことです。とです。とです。とです。それから、それから、それから、それから、協協協協会に入会に入会に入会に入っっっっていない業者については、特にそていない業者については、特にそていない業者については、特にそていない業者については、特にそここここをををを見見見見合合合合っっっって指定するて指定するて指定するて指定するこここことはでとはでとはでとはできないのと、きないのと、きないのと、きないのと、協協協協会との会との会との会との協協協協定の中で、定の中で、定の中で、定の中で、持っ持っ持っ持っているているているている重重重重機機機機や人や人や人や人ななななどどどどのののの機機機機動力があるとい動力があるとい動力があるとい動力があるというこうこうこうことをとをとをとをううううたたたたっっっっていますので、そのていますので、そのていますので、そのていますので、その辺辺辺辺のののの問問問問題も題も題も題もあるとはあるとはあるとはあるとは考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 先ほ先ほ先ほ先ほどどどど議議議議論論論論がありましたけれがありましたけれがありましたけれがありましたけれどもどもどもども、、、、総総総総合合合合評評評評価価価価方方方方式式式式やややや指名の指名の指名の指名の際際際際に、に、に、に、災災災災害害害害協協協協定を定を定を定を結結結結んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか否否否否かによかによかによかによっっっってててて点数配点数配点数配点数配分が分が分が分が違違違違いますよいますよいますよいますよねねねね。わずかか。わずかか。わずかか。わずかかももももしれませしれませしれませしれませんんんん。それで。それで。それで。それでもももも、、、、それがあるそれがあるそれがあるそれがあるこここことによとによとによとによっっっってててて加点加点加点加点がされない業者がされない業者がされない業者がされない業者もももも中にはいますので、本中にはいますので、本中にはいますので、本中にはいますので、本来来来来ボボボボラララランンンンティアティアティアティアで出で出で出で出
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られるられるられるられる初初初初期対応期対応期対応期対応については、については、については、については、協協協協会に入会に入会に入会に入っっっっていよていよていよていよううううが入が入が入が入っっっってなかてなかてなかてなかろうろうろうろうが、地が、地が、地が、地元元元元ののののこここことですかとですかとですかとですから、ら、ら、ら、ボボボボラララランンンンティアティアティアティアで例で例で例で例ええええばばばば石石石石ををををどどどどける、ける、ける、ける、運運運運ぶぶぶぶといといといというこうこうこうことはされている業者とはされている業者とはされている業者とはされている業者ももももああああろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思います。そいます。そいます。そいます。そんんんんな中で、そのな中で、そのな中で、そのな中で、その災災災災害害害害協協協協定に定に定に定に対対対対してしてしてして加点加点加点加点をするをするをするをするこここことが、とが、とが、とが、ここここれはれはれはれは過去過去過去過去ののののデデデデータからータからータからータから加点加点加点加点をするといをするといをするといをするという今う今う今う今ののののシシシシスススステテテテムムムムですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、そ、そ、そ、そももももそそそそもももも入入入入っっっっていなければ、ていなければ、ていなければ、ていなければ、加点加点加点加点のしよのしよのしよのしよううううがないわけです。そのがないわけです。そのがないわけです。そのがないわけです。その辺辺辺辺ははははどう今どう今どう今どう今後後後後対応対応対応対応されるのかされるのかされるのかされるのか聞聞聞聞かせていただきたいとかせていただきたいとかせていただきたいとかせていただきたいと思思思思います。います。います。います。検検検検討討討討していただいてしていただいてしていただいてしていただいて構構構構いませいませいませいませんんんん。。。。○梅野県土マネジメント部次長（企画管理室長）○梅野県土マネジメント部次長（企画管理室長）○梅野県土マネジメント部次長（企画管理室長）○梅野県土マネジメント部次長（企画管理室長） 緊急対応緊急対応緊急対応緊急対応はしていただくといはしていただくといはしていただくといはしていただくという形う形う形う形でででで加加加加点点点点させていただいているさせていただいているさせていただいているさせていただいている形形形形ののののももももので、それについては特ので、それについては特ので、それについては特ので、それについては特段問段問段問段問題題題題はないかとはないかとはないかとはないかと思思思思っっっっているのでているのでているのでているのですけれすけれすけれすけれどもどもどもども、清水委員がお、清水委員がお、清水委員がお、清水委員がおっっっっししししゃゃゃゃっっっったよたよたよたよううううなななな形も形も形も形もあるのかとあるのかとあるのかとあるのかと思思思思います。います。います。います。検討検討検討検討させていたださせていたださせていたださせていただきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 公公公公共工共工共工共工事ですので、公平である事ですので、公平である事ですので、公平である事ですので、公平であるこここことがまず第一とがまず第一とがまず第一とがまず第一前前前前提だと提だと提だと提だと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、ぜひぜひぜひぜひよよよよろろろろしくお願いしておきたいとしくお願いしておきたいとしくお願いしておきたいとしくお願いしておきたいと思思思思います。います。います。います。もうもうもうもう１１１１点点点点、、、、今今今今回回回回のののの台風台風台風台風２１号で、３０９号の広２１号で、３０９号の広２１号で、３０９号の広２１号で、３０９号の広橋橋橋橋地地地地内内内内、その他県、その他県、その他県、その他県南南南南部で６９部で６９部で６９部で６９カカカカ所所所所通通通通行行行行止止止止めのめのめのめの箇箇箇箇所があ所があ所があ所があっっっったわけでごたわけでごたわけでごたわけでござざざざいます。県います。県います。県います。県南南南南部の方は、部の方は、部の方は、部の方は、今今今今回回回回のののの災災災災害で害で害で害で遠遠遠遠くをくをくをくを迂迂迂迂回回回回しなくてはしなくてはしなくてはしなくてはならないといならないといならないといならないというううう事事事事態態態態がががが発発発発生し、本当に生し、本当に生し、本当に生し、本当に迷惑迷惑迷惑迷惑をかけたのではないのかとをかけたのではないのかとをかけたのではないのかとをかけたのではないのかと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。そのよそのよそのよそのよううううな中で、な中で、な中で、な中で、アアアアンンンンカカカカーーーールルルルートとしてートとしてートとしてートとして京京京京奈奈奈奈和和和和自動車道自動車道自動車道自動車道やややや国道１６８号、１６９号の整国道１６８号、１６９号の整国道１６８号、１６９号の整国道１６８号、１６９号の整備にはかなり備にはかなり備にはかなり備にはかなり投投投投資資資資をされています。例をされています。例をされています。例をされています。例ええええば、それをば、それをば、それをば、それを串刺串刺串刺串刺しにする、しにする、しにする、しにする、東東東東西方向に整備をする、西方向に整備をする、西方向に整備をする、西方向に整備をする、県道５３号の県道５３号の県道５３号の県道５３号の高高高高野天野天野天野天川川川川線線線線についてについてについてについて調調調調査査査査費費費費がついたとがついたとがついたとがついたと伺伺伺伺いましたが、いましたが、いましたが、いましたが、今今今今後後後後整備の整備の整備の整備の目目目目標標標標やややや整備整備整備整備内容内容内容内容ををををどどどどのよのよのよのよううううにしていくのかについておにしていくのかについておにしていくのかについておにしていくのかについてお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。○梅原道路政策官○梅原道路政策官○梅原道路政策官○梅原道路政策官 高高高高野天野天野天野天川川川川線線線線のののの調調調調査査査査費費費費でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれはれはれはれは直直直直轄轄轄轄調調調調査査査査費費費費で、国道１６で、国道１６で、国道１６で、国道１６８号８号８号８号等等等等といといといという形う形う形う形で、で、で、で、紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島アアアアンンンンカカカカーーーールルルルートをートをートをートを形形形形成する大きな成する大きな成する大きな成する大きなエエエエリリリリアアアアの中で、ネの中で、ネの中で、ネの中で、ネッッッットトトトワワワワーーーーククククとしてとしてとしてとして全体的全体的全体的全体的なななな評評評評価価価価をしていくといをしていくといをしていくといをしていくという調う調う調う調査にな査にな査にな査になっっっっております。ております。ております。ております。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 といといといというこうこうこうことは、とは、とは、とは、問問問問わせていただきました県道５３号わせていただきました県道５３号わせていただきました県道５３号わせていただきました県道５３号ややややその他その他その他その他ももももごごごござざざざいますけいますけいますけいますけれれれれどもどもどもども、、、、東東東東西方向についての路西方向についての路西方向についての路西方向についての路線線線線整備については、整備については、整備については、整備については、直直直直轄轄轄轄にかかわるにかかわるにかかわるにかかわるもももものでのでのでので調調調調査をすると。査をすると。査をすると。査をすると。ただ、そのただ、そのただ、そのただ、その調調調調査の査の査の査の内容内容内容内容ををををどうどうどうどう反反反反映映映映していくのかは、していくのかは、していくのかは、していくのかは、調調調調査の結果を査の結果を査の結果を査の結果をもっもっもっもって、て、て、て、今今今今後後後後検討検討検討検討するとするとするとするといいいいうううう理理理理解解解解でよでよでよでよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。○梅原道路政策官○梅原道路政策官○梅原道路政策官○梅原道路政策官 そそそそうううういいいいうううう理理理理解解解解で結で結で結で結構構構構だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 では、では、では、では、最後最後最後最後のののの質質質質問問問問をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。昨昨昨昨日、日、日、日、宮宮宮宮本委員本委員本委員本委員もももも一般一般一般一般質質質質問問問問されていましたけれされていましたけれされていましたけれされていましたけれどもどもどもども、、、、三郷三郷三郷三郷町町町町でのでのでのでの崩落崩落崩落崩落の件についておの件についておの件についておの件についてお伺伺伺伺いをします。いをします。いをします。いをします。
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陳陳陳陳情情情情書書書書を先ほを先ほを先ほを先ほどどどど読読読読ませていただいて、中ませていただいて、中ませていただいて、中ませていただいて、中も見も見も見も見させていただきました。８名がさせていただきました。８名がさせていただきました。８名がさせていただきました。８名が陳陳陳陳情情情情をされをされをされをされていて、ていて、ていて、ていて、非常非常非常非常にににに切切切切実実実実なななな思思思思いが、いが、いが、いが、ここここの中をの中をの中をの中を読読読読ませていただいてませていただいてませていただいてませていただいてもももも伝伝伝伝わわわわっっっってきます。てきます。てきます。てきます。そのよそのよそのよそのよううううな中、きのな中、きのな中、きのな中、きのう宮う宮う宮う宮本委員の一般本委員の一般本委員の一般本委員の一般質質質質問問問問で、で、で、で、知知知知事が、奈良県が事が、奈良県が事が、奈良県が事が、奈良県がココココーーーーデデデディィィィネーターとなネーターとなネーターとなネーターとなっっっってててて調調調調査査査査並並並並びびびびにににに今今今今後後後後の方の方の方の方針針針針についてまとめていきますといについてまとめていきますといについてまとめていきますといについてまとめていきますというううう答弁答弁答弁答弁をされたとをされたとをされたとをされたと思思思思ううううのですけのですけのですけのですけれれれれどもどもどもども、、、、実実実実際際際際のののの手手手手法として法として法として法としてどうどうどうどうされていくのかを、まずおされていくのかを、まずおされていくのかを、まずおされていくのかを、まずお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長 三郷三郷三郷三郷町町町町のののの擁壁擁壁擁壁擁壁のののの崩落崩落崩落崩落については、関係者がについては、関係者がについては、関係者がについては、関係者が多多多多く、住く、住く、住く、住民民民民、、、、近畿近畿近畿近畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道道道道株株株株式式式式会会会会社社社社、、、、三郷三郷三郷三郷町町町町、、、、工工工工事施事施事施事施工工工工者、者、者、者、ハウハウハウハウスメースメースメースメーカカカカーと県のーと県のーと県のーと県の六六六六者でご者でご者でご者でござざざざいます。県としては、います。県としては、います。県としては、います。県としては、原原原原因因因因がわからないがわからないがわからないがわからないこここことにはとにはとにはとには対応対応対応対応できませできませできませできませんんんんので、ので、ので、ので、現在現在現在現在、、、、原原原原因因因因究究究究明のために明のために明のために明のために調調調調査していると査していると査していると査しているとこここころろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。原原原原因因因因が明が明が明が明確確確確になになになになっっっっていきますと、ていきますと、ていきますと、ていきますと、復旧工復旧工復旧工復旧工事の事の事の事の主主主主体体体体、、、、費用費用費用費用負負負負担担担担のののの問問問問題題題題ななななどどどど、、、、解解解解決しなけれ決しなけれ決しなけれ決しなければならないばならないばならないばならない問問問問題題題題がががが数数数数多多多多くごくごくごくござざざざいますが、その関係者いますが、その関係者いますが、その関係者いますが、その関係者間間間間のののの調調調調整をするとい整をするとい整をするとい整をするというこうこうこうことで、とで、とで、とで、ココココーーーーデデデディィィィネートネートネートネート役役役役としてとしてとしてとして対応対応対応対応していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 住住住住民民民民の一の一の一の一番番番番大きな大きな大きな大きな心心心心配配配配ははははややややはりお金のはりお金のはりお金のはりお金の面面面面で、で、で、で、費用費用費用費用ががががどうどうどうどうななななっっっっていくのか、ていくのか、ていくのか、ていくのか、主主主主体体体体として、として、として、として、誰誰誰誰がががが何何何何をしないといけないのかといをしないといけないのかといをしないといけないのかといをしないといけないのかといううううとととところころころころにあるとにあるとにあるとにあると思思思思ううううのです。のです。のです。のです。確確確確認認認認のためのためのためのためにににに伺伺伺伺いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、現現現現地を地を地を地を見見見見ていますが、ていますが、ていますが、ていますが、線線線線路があ路があ路があ路があっっっって、て、て、て、線線線線路の路の路の路の横横横横にににに小小小小さい、１メートさい、１メートさい、１メートさい、１メートルルルルか１メートか１メートか１メートか１メートルルルル５０５０５０５０ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの擁壁擁壁擁壁擁壁があがあがあがあっっっって、そて、そて、そて、そここここからのりからのりからのりからのり面面面面があがあがあがあっっっって、そののりて、そののりて、そののりて、そののり面面面面の上部の上部の上部の上部にににに家家家家屋屋屋屋のののの宅宅宅宅盤盤盤盤をとめるためのをとめるためのをとめるためのをとめるための小小小小さなさなさなさな擁壁擁壁擁壁擁壁があがあがあがあっっっって、て、て、て、ここここの上にの上にの上にの上に宅宅宅宅地地地地ももももああああっっっって、て、て、て、家家家家が建が建が建が建っっっっていていていているといるといるといるという状況う状況う状況う状況がががが連続連続連続連続しています。しています。しています。しています。その中で、その中で、その中で、その中で、近畿近畿近畿近畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道道道道株株株株式式式式会会会会社社社社とととと宅宅宅宅地の地の地の地の境境境境界線界線界線界線ははははどどどどのののの辺辺辺辺にあるのですか。にあるのですか。にあるのですか。にあるのですか。○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長 ブブブブロロロロッッッックククク積積積積みみみみ擁壁擁壁擁壁擁壁ののののココココンンンンククククリリリリートートートート基礎基礎基礎基礎のののの外側外側外側外側、、、、線線線線路路路路側側側側ぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりのとりのとりのとりのところころころころにににに境境境境界線界線界線界線がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。見え見え見え見えているているているている線線線線路からでしたら、ほと路からでしたら、ほと路からでしたら、ほと路からでしたら、ほとんど宅んど宅んど宅んど宅地地地地側側側側にににに寄寄寄寄っっっったとたとたとたところころころころででででごごごござざざざいます。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 といといといというこうこうこうことは、とは、とは、とは、勾勾勾勾配配配配がついていて、がついていて、がついていて、がついていて、宅宅宅宅地の地の地の地の盤盤盤盤が上にあが上にあが上にあが上にあっっっって、下にて、下にて、下にて、下に近近近近鉄鉄鉄鉄線線線線があがあがあがあると。ると。ると。ると。近近近近鉄鉄鉄鉄線線線線寄寄寄寄りの下りの下りの下りの下側側側側がががが境境境境界界界界なのか、上なのか、上なのか、上なのか、上側側側側がががが境境境境界界界界なのか、なのか、なのか、なのか、どどどどちらちらちらちら側側側側ですか。ですか。ですか。ですか。○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当） まず、まず、まず、まず、横横横横にににに近畿近畿近畿近畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道道道道株株株株式式式式会会会会社社社社のののの擁壁擁壁擁壁擁壁がごがごがごがござざざざいまして、そいまして、そいまして、そいまして、そここここからのりからのりからのりからのり面面面面がついていまして、がついていまして、がついていまして、がついていまして、途途途途中に中に中に中にブブブブロロロロッッッックククク積積積積みのみのみのみの擁壁擁壁擁壁擁壁が建が建が建が建っっっっていまていまていまています。す。す。す。松松松松本建本建本建本建築築築築課長が申しましたよ課長が申しましたよ課長が申しましたよ課長が申しましたよううううに、に、に、に、ブブブブロロロロッッッックククク積積積積みのみのみのみの根根根根入れがご入れがご入れがご入れがござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、根根根根入れ入れ入れ入れの先の先の先の先端端端端までがまでがまでがまでが境境境境界界界界になになになになっっっっていますので、のりていますので、のりていますので、のりていますので、のり面面面面のののの途途途途中に中に中に中に境境境境界界界界があるがあるがあるがあるこここことになります。とになります。とになります。とになります。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 といといといというこうこうこうことは、とは、とは、とは、近畿近畿近畿近畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道道道道株株株株式式式式会会会会社社社社のののの敷敷敷敷地の中の地の中の地の中の地の中の工工工工事をしないと、事をしないと、事をしないと、事をしないと、復旧復旧復旧復旧ををををしないと、しないと、しないと、しないと、宅宅宅宅地地地地側側側側工工工工事の事の事の事の復旧復旧復旧復旧はできないはできないはできないはできない状況状況状況状況といといといというううう判判判判断断断断でいいですよでいいですよでいいですよでいいですよねねねね。。。。
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○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当） はい。はい。はい。はい。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 そのよそのよそのよそのよううううな中で、住な中で、住な中で、住な中で、住民民民民がががが多多多多分分分分心心心心配配配配されているのは、されているのは、されているのは、されているのは、最終最終最終最終的的的的にそにそにそにそここここでででで暮暮暮暮らしてらしてらしてらしていけるか。いけるか。いけるか。いけるか。復旧復旧復旧復旧したときに、当したときに、当したときに、当したときに、当然然然然復旧復旧復旧復旧のののの費用費用費用費用の負の負の負の負担も担も担も担もあるあるあるある程程程程度ある。度ある。度ある。度ある。個個個個人人人人地の部分と、当地の部分と、当地の部分と、当地の部分と、当然然然然案分が出てくるわけです。案分が出てくるわけです。案分が出てくるわけです。案分が出てくるわけです。全体全体全体全体のののの工工工工事としては、事としては、事としては、事としては、近近近近鉄鉄鉄鉄ががががややややるるるるべべべべきききき工工工工事の部分と事の部分と事の部分と事の部分と個個個個人人人人ががががややややるるるるべべべべきききき工工工工事の部分を事の部分を事の部分を事の部分を含含含含めて、そめて、そめて、そめて、そここここでずでずでずでずっっっっとととと安安安安定定定定的的的的にににに暮暮暮暮らすらすらすらすこここことができるとができるとができるとができる工工工工事の事の事の事の内容内容内容内容にしなにしなにしなにしないといけないではないですか。いといけないではないですか。いといけないではないですか。いといけないではないですか。現在調現在調現在調現在調査をされているとい査をされているとい査をされているとい査をされているというこうこうこうことですが、地とですが、地とですが、地とですが、地籍籍籍籍上の上の上の上の問問問問題も題も題も題もあるでしあるでしあるでしあるでしょうょうょうょうし、開し、開し、開し、開発発発発にににに至至至至っっっったたたた経緯経緯経緯経緯のののの問問問問題も題も題も題もあるとあるとあるとあると思思思思います。います。います。います。地地地地元元元元ででででどどどどれだけ負れだけ負れだけ負れだけ負担担担担していただけるのか、自治していただけるのか、自治していただけるのか、自治していただけるのか、自治体体体体として負として負として負として負担担担担していただけるのか、一していただけるのか、一していただけるのか、一していただけるのか、一番番番番大きいのは、大きいのは、大きいのは、大きいのは、ややややはりはりはりはり近畿近畿近畿近畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道道道道株株株株式式式式会会会会社社社社が、事業者としてが、事業者としてが、事業者としてが、事業者として線線線線路を路を路を路を守守守守るために、るために、るために、るために、どこどこどこどこまでまでまでまで負負負負担担担担をしていただくをしていただくをしていただくをしていただく気持気持気持気持ちがあるのかが一ちがあるのかが一ちがあるのかが一ちがあるのかが一番番番番ネネネネッッッッククククになるとになるとになるとになると思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、そ、そ、そ、そうううういいいいうううう話話話話はまだはまだはまだはまだ何何何何ももももされていないですか。されていないですか。されていないですか。されていないですか。○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当） 崩崩崩崩れたのりれたのりれたのりれたのり面面面面のののの吹吹吹吹きつけ、きつけ、きつけ、きつけ、崩崩崩崩れているれているれているれているブブブブロロロロッッッッククククが下にが下にが下にが下に落落落落ちてちてちてちてここここないないないない対策対策対策対策ははははやっやっやっやっているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどもどもどもども、その先の、その先の、その先の、その先のこここことにつきましては、とにつきましては、とにつきましては、とにつきましては、近畿近畿近畿近畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道道道道株株株株式式式式会会会会社社社社とはまだとはまだとはまだとはまだ何何何何もももも決ま決ま決ま決まっっっっておりませておりませておりませておりませんんんん。。。。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 といといといというこうこうこうことは、とは、とは、とは、現在現在現在現在、、、、調調調調査をされている中査をされている中査をされている中査をされている中身身身身は、は、は、は、恐恐恐恐らく地らく地らく地らく地質質質質ののののここここととととももももああああろうろうろうろうとととと思思思思ううううので、ので、ので、ので、ボボボボーーーーリリリリンンンング調グ調グ調グ調査査査査ももももされているのですよされているのですよされているのですよされているのですよねねねね。それらの。それらの。それらの。それらの発注発注発注発注者は者は者は者は誰誰誰誰ですか。ですか。ですか。ですか。○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当） ボボボボーーーーリリリリンンンング調グ調グ調グ調査、査、査、査、ササササウウウウンンンンデデデディィィィンンンング調グ調グ調グ調査、査、査、査、表面表面表面表面波探波探波探波探査な査な査な査などどどどいいいいろろろろいいいいろ調ろ調ろ調ろ調査をしていますけれ査をしていますけれ査をしていますけれ査をしていますけれどもどもどもども、その、その、その、その発注発注発注発注は県では県では県では県でやっやっやっやっております。ております。ております。ております。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 奈良県が奈良県が奈良県が奈良県がココココーーーーデデデディィィィネーターとしてネーターとしてネーターとしてネーターとしてやっやっやっやっていただくていただくていただくていただくこここことは大とは大とは大とは大歓迎歓迎歓迎歓迎ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、県が県が県が県が発注発注発注発注するするするする根拠根拠根拠根拠法は一法は一法は一法は一体体体体何何何何ですか。そですか。そですか。そですか。そここここに県に県に県に県有有有有地があるわけで地があるわけで地があるわけで地があるわけでももももないではないですか。ないではないですか。ないではないですか。ないではないですか。個個個個人資人資人資人資産産産産やややや事業者事業者事業者事業者資資資資産の部分を県が県の予算を産の部分を県が県の予算を産の部分を県が県の予算を産の部分を県が県の予算を使使使使っっっってててて発注発注発注発注する。する。する。する。仮仮仮仮にににに精精精精算行算行算行算行為為為為ができたとができたとができたとができたとすれば、当すれば、当すれば、当すれば、当然然然然そのそのそのその費用費用費用費用については、事業者、受については、事業者、受については、事業者、受については、事業者、受益益益益者となる者となる者となる者となるべべべべき方き方き方き方 々々々々から負から負から負から負担担担担をいただかなをいただかなをいただかなをいただかないといけない。そいといけない。そいといけない。そいといけない。そうううういいいいうううう話話話話も見も見も見も見切切切切りりりり発発発発車していいのかとい車していいのかとい車していいのかとい車していいのかといううううのが、のが、のが、のが、少少少少しししし気気気気になるのですけになるのですけになるのですけになるのですけれれれれどもどもどもども、、、、協協協協定の定の定の定のこここことととともももも含含含含めて、めて、めて、めて、最終最終最終最終的的的的ににににふふふふたをあけたらたをあけたらたをあけたらたをあけたら個個個個人人人人負負負負担担担担ががががここここれだけれだけれだけれだけ要要要要りますといりますといりますといりますというこうこうこうことでは、とでは、とでは、とでは、陳陳陳陳情情情情をいただいている８名はをいただいている８名はをいただいている８名はをいただいている８名は目目目目ををををむむむむくくくくこここことになるかとになるかとになるかとになるかももももしれませしれませしれませしれませんんんんので、そのので、そのので、そのので、その都都都都度にきち度にきち度にきち度にきちんんんんとした説明がとした説明がとした説明がとした説明が絶絶絶絶対必要対必要対必要対必要だと、まずだと、まずだと、まずだと、まず思思思思います。います。います。います。まず１まず１まず１まず１点点点点、奈良県が、奈良県が、奈良県が、奈良県が発注発注発注発注するするするするこここことをよしとする理とをよしとする理とをよしとする理とをよしとする理由由由由はははは何何何何ですか。それとですか。それとですか。それとですか。それと根拠根拠根拠根拠法法法法令令令令ななななどどどど何何何何かあるのでしたらかあるのでしたらかあるのでしたらかあるのでしたら教教教教ええええてください。てください。てください。てください。○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当） 根拠根拠根拠根拠法法法法令令令令はごはごはごはござざざざいませいませいませいませんんんん。ただ、県が開。ただ、県が開。ただ、県が開。ただ、県が開発発発発のののの許可許可許可許可をしており、当をしており、当をしており、当をしており、当時時時時、平成１３年に、平成１３年に、平成１３年に、平成１３年に検検検検査をしておりますので、その査をしておりますので、その査をしておりますので、その査をしておりますので、その点点点点について、住について、住について、住について、住民民民民かかかか
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ら、ら、ら、ら、問問問問題題題題がなかがなかがなかがなかっっっったかといたかといたかといたかというううう問問問問題題題題提提提提起起起起ももももごごごござざざざいます。います。います。います。先ほ先ほ先ほ先ほどどどど言言言言いましたいましたいましたいましたハウハウハウハウスメースメースメースメーカカカカーーーーやややや造造造造成業者な成業者な成業者な成業者などどどど、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろ関係者が入関係者が入関係者が入関係者が入っっっっている中で、ている中で、ている中で、ている中で、そのそのそのその原原原原因因因因究究究究明については明については明については明については誰誰誰誰がするのかといがするのかといがするのかといがするのかというううう議議議議論論論論をしているをしているをしているをしている以以以以前前前前に、に、に、に、危険危険危険危険なななな状況状況状況状況にごにごにごにござざざざいいいいますので、県がますので、県がますので、県がますので、県が率率率率先して先して先して先してやっやっやっやっていると。ていると。ていると。ていると。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 ななななぜぜぜぜここここののののこここことをしつとをしつとをしつとをしつここここくくくく言言言言ううううかといいますと、かといいますと、かといいますと、かといいますと、昨昨昨昨日、日、日、日、知知知知事の事の事の事の答弁答弁答弁答弁で、で、で、で、個個個個人資人資人資人資産に産に産に産に対対対対して、して、して、して、税税税税を出すを出すを出すを出すこここことはありませとはありませとはありませとはありませんんんんといといといというううう話話話話をされていたわけです。をされていたわけです。をされていたわけです。をされていたわけです。ここここここここはははは個個個個人人人人のののの資資資資産と事業者の産と事業者の産と事業者の産と事業者の資資資資産ですから、産ですから、産ですから、産ですから、普普普普通通通通でででで言言言言ええええば奈良県が関与すば奈良県が関与すば奈良県が関与すば奈良県が関与すべべべべききききもももものではないですよのではないですよのではないですよのではないですよねねねね。そ。そ。そ。そここここををををどうどうどうどういいいいうううう理理理理由由由由で出すのかといで出すのかといで出すのかといで出すのかといううううのは、一つの事例になると私はのは、一つの事例になると私はのは、一つの事例になると私はのは、一つの事例になると私は思思思思ううううのです。のです。のです。のです。災災災災害があ害があ害があ害があっっっったときは、たときは、たときは、たときは、こうこうこうこういいいいう形う形う形う形で県はで県はで県はで県は臨臨臨臨みますといみますといみますといみますというこうこうこうことがとがとがとが必要必要必要必要になになになになっっっってきます。てきます。てきます。てきます。こうこうこうこういいいいうパうパうパうパターンのときは県がターンのときは県がターンのときは県がターンのときは県がややややりますといりますといりますといりますというううう条例があるのですか。それをまず条例があるのですか。それをまず条例があるのですか。それをまず条例があるのですか。それをまず教教教教ええええててててください。ください。ください。ください。○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当）○増田まちづくり推進局次長（技術担当） 私の私の私の私の認認認認識識識識ではないとではないとではないとではないと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 なければ、予算なければ、予算なければ、予算なければ、予算執執執執行の理行の理行の理行の理由由由由がないです。そがないです。そがないです。そがないです。そここここが大が大が大が大問問問問題題題題。。。。ですので、ですので、ですので、ですので、後後後後追追追追いになるかいになるかいになるかいになるかももももしれませしれませしれませしれませんんんんけれけれけれけれどもどもどもども、、、、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことは、事例がなければなとは、事例がなければなとは、事例がなければなとは、事例がなければなかなかかなかかなかかなか物物物物事は次に進事は次に進事は次に進事は次に進んんんんでいきませでいきませでいきませでいきませんんんんので、１００ので、１００ので、１００ので、１００％％％％ノノノノーかといーかといーかといーかといええええば、ば、ば、ば、人人人人道道道道的的的的には、私はには、私はには、私はには、私はオオオオーーーーケケケケーだとーだとーだとーだと思思思思います。ただ、法います。ただ、法います。ただ、法います。ただ、法律律律律論論論論やややや行行行行政政政政のののの手続手続手続手続論論論論からいくと、からいくと、からいくと、からいくと、ここここれはれはれはれは間間間間違違違違いといいといいといいというこうこうこうこととととももももありありありあり得得得得るわけですから、県るわけですから、県るわけですから、県るわけですから、県税税税税をををを使使使使うううう理理理理由由由由をきちをきちをきちをきちんんんんと整理していただかないといけない。と整理していただかないといけない。と整理していただかないといけない。と整理していただかないといけない。増増増増田まちづくり推進次長がお田まちづくり推進次長がお田まちづくり推進次長がお田まちづくり推進次長がおっっっっししししゃゃゃゃっっっった、県が開た、県が開た、県が開た、県が開発発発発許可許可許可許可行行行行為為為為のののの許可許可許可許可についてはかかわについてはかかわについてはかかわについてはかかわっっっったかたかたかたかももももしれませしれませしれませしれませんんんんけれけれけれけれどもどもどもども、それを、それを、それを、それをもっもっもっもって予算をて予算をて予算をて予算を執執執執行する理行する理行する理行する理由由由由にはならないよにはならないよにはならないよにはならないよううううなななな気気気気がしがしがしがします。ます。ます。ます。今今今今後後後後研究研究研究研究をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、ぜひぜひぜひぜひ、年度、年度、年度、年度内内内内ででででももももいいです、いいです、いいです、いいです、急急急急いでいでいでいでやっやっやっやっていただいてていただいてていただいてていただいて遡遡遡遡及及及及をするくらいのをするくらいのをするくらいのをするくらいの気持気持気持気持ちでちでちでちで臨臨臨臨んんんんでいただきたいとでいただきたいとでいただきたいとでいただきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上、上、上、上、意意意意見見見見として申し上げておきます。として申し上げておきます。として申し上げておきます。として申し上げておきます。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 まず、まず、まず、まず、台風台風台風台風２１号で２１号で２１号で２１号で楢井楢井楢井楢井地地地地区区区区のののの崩崩崩崩土、下土、下土、下土、下市町市町市町市町の広の広の広の広橋橋橋橋の入り口のの入り口のの入り口のの入り口の崩崩崩崩土土土土等等等等 々々々々で、で、で、で、吉野吉野吉野吉野土土土土木木木木事務所の皆さ事務所の皆さ事務所の皆さ事務所の皆さんんんん方方方方等等等等 々々々々には、には、には、には、夜夜夜夜もももも寝寝寝寝ないでないでないでないで奔走奔走奔走奔走していただいたしていただいたしていただいたしていただいたここここと、まずと、まずと、まずと、まず感謝感謝感謝感謝をををを申し上げたいと申し上げたいと申し上げたいと申し上げたいと思思思思います。ただ、います。ただ、います。ただ、います。ただ、楢井楢井楢井楢井地地地地区区区区のののの崩崩崩崩土で、土で、土で、土で、南南南南部部部部農林農林農林農林振興振興振興振興事務所と事務所と事務所と事務所と吉野吉野吉野吉野土土土土木木木木事務事務事務事務所との所との所との所との話話話話し合いがし合いがし合いがし合いがううううまくいかず、まくいかず、まくいかず、まくいかず、別別別別 々々々々に動いた関係で、地に動いた関係で、地に動いた関係で、地に動いた関係で、地元元元元が変な動きになが変な動きになが変な動きになが変な動きになっっっってしまてしまてしまてしまっっっったたたた事例があります。事例があります。事例があります。事例があります。大きな大きな大きな大きな災災災災害が害が害が害が来来来来たときには、たときには、たときには、たときには、必必必必ず上が山、下が道路でありますので、ず上が山、下が道路でありますので、ず上が山、下が道路でありますので、ず上が山、下が道路でありますので、南南南南部部部部農林農林農林農林振興振興振興振興事務事務事務事務所の山の関係と県の道路関係とが合所の山の関係と県の道路関係とが合所の山の関係と県の道路関係とが合所の山の関係と県の道路関係とが合同同同同で地で地で地で地元元元元説明をするとい説明をするとい説明をするとい説明をするというこうこうこうことをとをとをとを確確確確立していかないと、立していかないと、立していかないと、立していかないと、地地地地元元元元がががが疑心疑心疑心疑心暗鬼暗鬼暗鬼暗鬼で、で、で、で、両両両両方と方と方と方ともももも一生一生一生一生懸命懸命懸命懸命やっやっやっやっているのに、ているのに、ているのに、ているのに、南南南南部部部部農林農林農林農林振興振興振興振興事務所が事務所が事務所が事務所が言言言言っっっっているているているている
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説明と説明と説明と説明と吉野吉野吉野吉野土土土土木木木木事務所が事務所が事務所が事務所が言言言言っっっっている説明とがている説明とがている説明とがている説明とが全全全全然違然違然違然違うううう。。。。ここここの開の開の開の開通通通通のののの話話話話ももももそそそそううううです。おかげです。おかげです。おかげです。おかげさまで１２月８日に開さまで１２月８日に開さまで１２月８日に開さまで１２月８日に開通通通通していただきましたけれしていただきましたけれしていただきましたけれしていただきましたけれどもどもどもども、、、、ここここのののの間も現間も現間も現間も現場に場に場に場に視察視察視察視察に行きましたに行きましたに行きましたに行きましたが、本当にきれいにできていますけれが、本当にきれいにできていますけれが、本当にきれいにできていますけれが、本当にきれいにできていますけれどもどもどもども、できるだけ、できるだけ、できるだけ、できるだけ早早早早く本く本く本く本工工工工事にかかれるよ事にかかれるよ事にかかれるよ事にかかれるよううううに、まに、まに、まに、また広た広た広た広橋橋橋橋のほのほのほのほうもうもうもうも、大変な、大変な、大変な、大変な難難難難工工工工事になるだ事になるだ事になるだ事になるだろうろうろうろうとととと思思思思ううううので、ので、ので、ので、ぜひぜひぜひぜひ国の国の国の国の援助援助援助援助をいただいて、をいただいて、をいただいて、をいただいて、早早早早急急急急にににに完完完完成していただきたいと成していただきたいと成していただきたいと成していただきたいと思思思思います。います。います。います。もうもうもうもう一つ、生一つ、生一つ、生一つ、生駒市駒市駒市駒市の土の土の土の土砂砂砂砂のののの違違違違法法法法投投投投棄棄棄棄は、推定にしては、推定にしては、推定にしては、推定にして何何何何立方メート立方メート立方メート立方メートルルルルくらいあるのですか。くらいあるのですか。くらいあるのですか。くらいあるのですか。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、討討討討議議議議資料資料資料資料だといだといだといだといっっっってててて送送送送られてくるられてくるられてくるられてくる資料や資料や資料や資料や新新新新聞聞聞聞でしかでしかでしかでしか詳細詳細詳細詳細がわかりませがわかりませがわかりませがわかりませんんんんが、が、が、が、ボボボボリュリュリュリューーーームムムムはいはいはいはいっっっったらたらたらたらどどどどれれれれぐぐぐぐらいあるのか。らいあるのか。らいあるのか。らいあるのか。○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長） 西西西西松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘ののののボリュボリュボリュボリューーーームムムムでしでしでしでしょうょうょうょうか。おおよそ２か。おおよそ２か。おおよそ２か。おおよそ２，，，，０００立方メート０００立方メート０００立方メート０００立方メートルルルルとととと認認認認識識識識しております。しております。しております。しております。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 ２２２２，，，，０００立方メート０００立方メート０００立方メート０００立方メートルルルル。。。。ダダダダイイイイエエエエイイイイですか、ですか、ですか、ですか、ここここの業者は県にの業者は県にの業者は県にの業者は県に登登登登録録録録していた業していた業していた業していた業者ですか。建設業か者ですか。建設業か者ですか。建設業か者ですか。建設業か不不不不動産業か。動産業か。動産業か。動産業か。残残残残土を処分するのに、土を処分するのに、土を処分するのに、土を処分するのに、民民民民間間間間のののの人人人人たちが処理たちが処理たちが処理たちが処理費費費費としてとしてとしてとしてももももららららっっっっているのは、大ているのは、大ているのは、大ているのは、大体体体体１０トン車１０トン車１０トン車１０トン車で１で１で１で１万円万円万円万円近近近近くらしいです。それなら、１０トン車に載くらしいです。それなら、１０トン車に載くらしいです。それなら、１０トン車に載くらしいです。それなら、１０トン車に載っっっってきたら５立方メートてきたら５立方メートてきたら５立方メートてきたら５立方メートルルルルか６立方か６立方か６立方か６立方メートメートメートメートルルルルしか載しか載しか載しか載っっっっていないとていないとていないとていないと思思思思います。それでいます。それでいます。それでいます。それでももももかなり大きな金額が動いているわけです。かなり大きな金額が動いているわけです。かなり大きな金額が動いているわけです。かなり大きな金額が動いているわけです。その受けたその受けたその受けたその受けた人人人人がいないといがいないといがいないといがいないというこうこうこうことで、またとで、またとで、またとで、また民民民民有有有有地を地を地を地を台風台風台風台風で、で、で、で、災災災災害の害の害の害の可能可能可能可能性性性性があるといがあるといがあるといがあるというこうこうこうことから、とから、とから、とから、収収収収用用用用法までかけて法までかけて法までかけて法までかけて工工工工事を事を事を事を発注発注発注発注している。している。している。している。今今今今まで、まで、まで、まで、収収収収用用用用法とい法とい法とい法といええええば、道路整備する、ば、道路整備する、ば、道路整備する、ば、道路整備する、なかなかなかなかなかなかなかなか用用用用地を地を地を地を協協協協力してくれないと代力してくれないと代力してくれないと代力してくれないと代執執執執行だけれ行だけれ行だけれ行だけれどもどもどもども、、、、ここここのよのよのよのよううううなななな工工工工事のための事のための事のための事のための収収収収用用用用法と法と法と法といいいいううううのは、私はのは、私はのは、私はのは、私は聞聞聞聞いたいたいたいたこここことがないのだけれとがないのだけれとがないのだけれとがないのだけれどもどもどもども、、、、ここここれは合法ですか。れは合法ですか。れは合法ですか。れは合法ですか。○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長） 行行行行政政政政代代代代執執執執行法に行法に行法に行法に基基基基づき、づき、づき、づき、緊急緊急緊急緊急性性性性があがあがあがあっっっって、て、て、て、災災災災害害害害等等等等がある場合については、それにかわがある場合については、それにかわがある場合については、それにかわがある場合については、それにかわっっっって行て行て行て行政等政等政等政等がががが対応対応対応対応しなければいけないといしなければいけないといしなければいけないといしなければいけないというこうこうこうことで、とで、とで、とで、今今今今回回回回の場合についての場合についての場合についての場合についてもももも、法、法、法、法律律律律にのにのにのにのっっっっととととっっっってててて対応対応対応対応ささささせていただいたといせていただいたといせていただいたといせていただいたというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。全全全全国で国で国で国で見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島やややや横横横横浜浜浜浜ななななどどどど、、、、幾幾幾幾つかつかつかつかここここのよのよのよのよううううなななな形形形形で土地ので土地ので土地ので土地の崩壊崩壊崩壊崩壊に関してのに関してのに関してのに関しての対応対応対応対応ををををやっやっやっやった事例はごた事例はごた事例はごた事例はござざざざいます。います。います。います。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 そそそそううううしたら、したら、したら、したら、用用用用地の代地の代地の代地の代執執執執行行行行やややや収収収収用用用用法ではなしに、法ではなしに、法ではなしに、法ではなしに、工工工工事のための事のための事のための事のための収収収収用用用用と、行と、行と、行と、行政政政政代代代代執執執執行とい行とい行とい行というこうこうこうことで、合法とで、合法とで、合法とで、合法的的的的といといといというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長） あの場所あの場所あの場所あの場所に関しましては、に関しましては、に関しましては、に関しましては、砂防砂防砂防砂防法の法の法の法の砂防砂防砂防砂防指定地がかか指定地がかか指定地がかか指定地がかかっっっっておりまして、県の管理がておりまして、県の管理がておりまして、県の管理がておりまして、県の管理が不不不不行き行き行き行き届届届届きだきだきだきだっっっったのかたのかたのかたのかももももしれませしれませしれませしれませんんんんけれけれけれけれどもどもどもども、、、、無許可無許可無許可無許可でででで盛盛盛盛り土をされたといり土をされたといり土をされたといり土をされたというこうこうこうことがごとがごとがごとがござざざざいます。それにいます。それにいます。それにいます。それによよよよっっっってててて危険危険危険危険性性性性がががが増増増増したといしたといしたといしたというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、盛盛盛盛り土にり土にり土にり土に伴っ伴っ伴っ伴ってててて起起起起きつつあるきつつあるきつつあるきつつある危険危険危険危険性性性性
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をををを排除排除排除排除するために、行するために、行するために、行するために、行政政政政代代代代執執執執行法を行法を行法を行法を用用用用いて土いて土いて土いて土砂砂砂砂のののの安安安安定化を定化を定化を定化を図図図図るるるるこここことでとでとでとで対応対応対応対応するするするする形形形形で、９月で、９月で、９月で、９月補正補正補正補正等等等等でお願いさせていただいているとでお願いさせていただいているとでお願いさせていただいているとでお願いさせていただいているところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。合法合法合法合法的的的的であればいいとであればいいとであればいいとであればいいと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、しかし、、しかし、、しかし、、しかし、ここここのののの原原原原因因因因をつくをつくをつくをつくっっっったたたた人人人人はいないといはいないといはいないといはいないというこうこうこうことで所とで所とで所とで所在在在在はわかはわかはわかはわかっっっっているのか。ているのか。ているのか。ているのか。○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長） 本会議で本会議で本会議で本会議でのののの知知知知事の事の事の事の答弁答弁答弁答弁ににににももももああああっっっったとたとたとたと思思思思ううううのですが、のですが、のですが、のですが、今今今今、代理、代理、代理、代理人人人人とととと民民民民事事事事訴訟訴訟訴訟訴訟法で法で法で法で対応対応対応対応させていただいさせていただいさせていただいさせていただいております。ております。ております。ております。相手相手相手相手には、代理には、代理には、代理には、代理人人人人をををを通通通通じて、住所じて、住所じて、住所じて、住所等等等等についてについてについてについて照照照照会させていただいたと会させていただいたと会させていただいたと会させていただいたところころころころででででごごごござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、残残残残念念念念ながらながらながらながら相手相手相手相手からのからのからのからの返答返答返答返答はいただけていない、はいただけていない、はいただけていない、はいただけていない、拒否拒否拒否拒否されているされているされているされている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。捜捜捜捜査査査査権権権権がない私たちの立場としますと、がない私たちの立場としますと、がない私たちの立場としますと、がない私たちの立場としますと、相手相手相手相手の場所はの場所はの場所はの場所は残残残残念念念念ながらながらながらながら把握把握把握把握できないできないできないできない状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、裁裁裁裁判判判判をををを通通通通じて、代理じて、代理じて、代理じて、代理人人人人とは一とは一とは一とは一応や応や応や応やりとりはしているりとりはしているりとりはしているりとりはしている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいまいまいまいます。す。す。す。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 捜捜捜捜査査査査権権権権がないといがないといがないといがないというううう話話話話だけれだけれだけれだけれどもどもどもども、それは、それは、それは、それは捜捜捜捜査査査査権権権権のあるとのあるとのあるとのあるところへころへころへころへ告告告告発発発発していしていしていしていないからですか。ないからですか。ないからですか。ないからですか。○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長） 告告告告発発発発に関に関に関に関しては、平成２９年１月２６日、しては、平成２９年１月２６日、しては、平成２９年１月２６日、しては、平成２９年１月２６日、こここことしの１月２６日に生としの１月２６日に生としの１月２６日に生としの１月２６日に生駒駒駒駒警警警警察察察察署署署署に告に告に告に告発発発発をさせていただをさせていただをさせていただをさせていただいております。４月のいております。４月のいております。４月のいております。４月の段階段階段階段階で、で、で、で、警警警警察察察察からからからから検検検検察察察察にににに送送送送致致致致をされたとをされたとをされたとをされたと聞聞聞聞いておりますが、その先いておりますが、その先いておりますが、その先いておりますが、その先まだまだまだまだどうどうどうどうななななっっっったかといたかといたかといたかというこうこうこうことをとをとをとを教教教教ええええていただいていないていただいていないていただいていないていただいていない状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。本本本本題題題題に入りますが、公に入りますが、公に入りますが、公に入りますが、公共共共共事業の事業の事業の事業の残残残残土の処理は、土の処理は、土の処理は、土の処理は、どうどうどうどういいいいうううう方法で方法で方法で方法でやっやっやっやっているのか。ているのか。ているのか。ているのか。○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長 工工工工事における建設事における建設事における建設事における建設発発発発生土の処理につきましては、生土の処理につきましては、生土の処理につきましては、生土の処理につきましては、切切切切り土、り土、り土、り土、盛盛盛盛り土のり土のり土のり土のバラバラバラバランスをとるなンスをとるなンスをとるなンスをとるなどどどど、、、、工工工工事事事事間間間間流流流流用用用用にににに努努努努めております。それでめております。それでめております。それでめております。それでももももなおなおなおなお発発発発生する生する生する生する残残残残土につきま土につきま土につきま土につきましては、建設しては、建設しては、建設しては、建設発発発発生土の生土の生土の生土の民民民民間間間間受入施設受入施設受入施設受入施設登登登登録録録録に関するに関するに関するに関する要要要要領領領領を県でつくを県でつくを県でつくを県でつくっっっっています。それにています。それにています。それにています。それに基基基基づづづづきまして、きまして、きまして、きまして、民民民民間間間間の受け入れ施設を処分先として処理するの受け入れ施設を処分先として処理するの受け入れ施設を処分先として処理するの受け入れ施設を処分先として処理するここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 要要要要するに、公するに、公するに、公するに、公共共共共事業の事業の事業の事業の発注発注発注発注工工工工事の事の事の事の残残残残土は、県がきち土は、県がきち土は、県がきち土は、県がきちんんんんと管理しているといと管理しているといと管理しているといと管理しているといううううこここことですとですとですとですねねねね。。。。余余余余計な計な計な計な解解解解釈釈釈釈はははは要要要要らないので、私のらないので、私のらないので、私のらないので、私の聞聞聞聞いたいたいたいたこここことだけとだけとだけとだけ答答答答ええええてください。そてください。そてください。そてください。そううううですですですですねねねね。。。。○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長 そそそそううううでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 ななななぜぜぜぜこうこうこうこういいいいうううう問問問問題題題題を出すかといを出すかといを出すかといを出すかといううううと、と、と、と、今今今今の生の生の生の生駒駒駒駒のののの問問問問題題題題ででででもももも恐恐恐恐らくらくらくらく民民民民間間間間のののの残残残残土土土土だとだとだとだと思思思思ううううのです。のです。のです。のです。
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そそそそううううしたら、したら、したら、したら、民民民民間間間間のののの発注発注発注発注したしたしたした残残残残土は、土は、土は、土は、どこどこどこどこが管理しているのかを、が管理しているのかを、が管理しているのかを、が管理しているのかを、教教教教ええええててててももももらいたい。らいたい。らいたい。らいたい。○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長 民民民民間工間工間工間工事につきましては、それ事につきましては、それ事につきましては、それ事につきましては、それぞぞぞぞれ請負契約の中で、れ請負契約の中で、れ請負契約の中で、れ請負契約の中で、民民民民民民民民でででで適適適適正に正に正に正に処理する契約がなされている処理する契約がなされている処理する契約がなされている処理する契約がなされているもももものとのとのとのと思思思思われます。われます。われます。われます。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 そそそそうううういいいいうこうこうこうことをとをとをとをやっやっやっやっているから、ているから、ているから、ているから、こうこうこうこういいいいうううう問問問問題題題題がががが起起起起こっこっこっこってくる。例てくる。例てくる。例てくる。例ええええば、大ば、大ば、大ば、大淀淀淀淀町町町町で、で、で、で、今今今今、２、２、２、２カカカカ所、所、所、所、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄とととと言言言言っっっっててててもももも過言過言過言過言でない。ただし、合法でない。ただし、合法でない。ただし、合法でない。ただし、合法的的的的です。１です。１です。１です。１ヘヘヘヘククククタータータータール以ル以ル以ル以上はの上はの上はの上はの森林森林森林森林開開開開発発発発はははは許可許可許可許可がががが要要要要ります。ります。ります。ります。以以以以下であれば、大下であれば、大下であれば、大下であれば、大淀淀淀淀町へ町へ町へ町へのののの届届届届出だけでいいわけで出だけでいいわけで出だけでいいわけで出だけでいいわけです。大す。大す。大す。大淀淀淀淀町町町町矢走矢走矢走矢走地地地地区区区区と、大と、大と、大と、大淀淀淀淀町町町町佐名佐名佐名佐名伝伝伝伝地地地地区区区区の２の２の２の２カカカカ所の所の所の所の届届届届出が出た佐名出が出た佐名出が出た佐名出が出た佐名伝伝伝伝地地地地区区区区の地の地の地の地元元元元住住住住民民民民が、が、が、が、騒騒騒騒いだので、いだので、いだので、いだので、今今今今一一一一旦旦旦旦、中、中、中、中止止止止されています。されています。されています。されています。矢走矢走矢走矢走地地地地区区区区は、山をは、山をは、山をは、山をどんどんどんどん削どんどんどんどん削どんどんどんどん削どんどんどんどん削りりりり取っ取っ取っ取って、て、て、て、そそそそこへこへこへこへ兵庫兵庫兵庫兵庫ナナナナンンンンババババー、大ー、大ー、大ー、大阪阪阪阪ナナナナンンンンババババーの車がーの車がーの車がーの車がどんどんどんどんどんどんどんどん進入してきて、地進入してきて、地進入してきて、地進入してきて、地元元元元のののの人人人人たちがたちがたちがたちが不不不不安安安安ががががっっっっています。ています。ています。ています。台風台風台風台風２１号のときに、その土２１号のときに、その土２１号のときに、その土２１号のときに、その土砂砂砂砂が流れて、道がが流れて、道がが流れて、道がが流れて、道が閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖になりました。になりました。になりました。になりました。ももももちちちちろんろんろんろん原原原原因因因因をつくをつくをつくをつくっっっった業者が処理したのは、た業者が処理したのは、た業者が処理したのは、た業者が処理したのは、言言言言ううううまでまでまでまでももももありませありませありませありませんんんんけれけれけれけれどどどど。。。。過過過過日、私は日、私は日、私は日、私は技術技術技術技術管理課長に管理課長に管理課長に管理課長にここここのののの問問問問題題題題を提を提を提を提起起起起して、して、して、して、民民民民間間間間のののの発注発注発注発注のののの残残残残土処理は、土処理は、土処理は、土処理は、どこどこどこどこががががややややるるるるかとかとかとかと言言言言ううううたら、たら、たら、たら、ううううちは関係ありませちは関係ありませちは関係ありませちは関係ありませんんんんと。関係なかと。関係なかと。関係なかと。関係なかっっっったといたといたといたといっっっっててててもももも、生、生、生、生駒駒駒駒のののの問問問問題題題題は、県がは、県がは、県がは、県が処理している。処理している。処理している。処理している。ここここれかられかられかられからこうこうこうこういいいいうううう問問問問題題題題がががが起起起起こっこっこっこったときは、たときは、たときは、たときは、全全全全て県が関与するのか。て県が関与するのか。て県が関与するのか。て県が関与するのか。山田県土マネジメント部長に山田県土マネジメント部長に山田県土マネジメント部長に山田県土マネジメント部長に聞聞聞聞きたいけれきたいけれきたいけれきたいけれどもどもどもども、建設委員会があるから、２０日ほ、建設委員会があるから、２０日ほ、建設委員会があるから、２０日ほ、建設委員会があるから、２０日ほどどどど前前前前に、に、に、に、内内内内部で部で部で部で討討討討議してくれと。議してくれと。議してくれと。議してくれと。窓窓窓窓口が口が口が口がどこどこどこどこか、土と名がついたら、県土マネジメント部だとか、土と名がついたら、県土マネジメント部だとか、土と名がついたら、県土マネジメント部だとか、土と名がついたら、県土マネジメント部だと思思思思っっっっています。だからています。だからています。だからています。だからここここそ、そ、そ、そ、ここここの生の生の生の生駒駒駒駒のののの問問問問題題題題が出てくるのではないか。山田県土マネジメが出てくるのではないか。山田県土マネジメが出てくるのではないか。山田県土マネジメが出てくるのではないか。山田県土マネジメント部長、ント部長、ント部長、ント部長、ここここれをれをれをれを討討討討議してくれましたか。議してくれましたか。議してくれましたか。議してくれましたか。○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長 私の私の私の私の認認認認識識識識するとするとするとするところころころころではごではごではごではござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 認認認認識識識識するといするといするといするといううううのはのはのはのは語弊語弊語弊語弊がある。報告はなかがある。報告はなかがある。報告はなかがある。報告はなかっっっったのではないの。土は県土マたのではないの。土は県土マたのではないの。土は県土マたのではないの。土は県土マネジメント部ではないのか。ネジメント部ではないのか。ネジメント部ではないのか。ネジメント部ではないのか。○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長 認認認認識識識識といといといといううううのは、土ののは、土ののは、土ののは、土の認認認認識識識識でなくて、でなくて、でなくて、でなくて、打打打打ち合わせがあち合わせがあち合わせがあち合わせがあっっっったたたたかかかかどうどうどうどうかといかといかといかというこうこうこうことで、とで、とで、とで、内容内容内容内容は関は関は関は関知知知知しておりませしておりませしておりませしておりませんんんん。。。。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 平平平平塚塚塚塚技術技術技術技術管理課長、管理課長、管理課長、管理課長、ここここれは自分のれは自分のれは自分のれは自分の腹腹腹腹におさめていたのですか。におさめていたのですか。におさめていたのですか。におさめていたのですか。○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長 国中委員から国中委員から国中委員から国中委員から電電電電話話話話をををを頂戴頂戴頂戴頂戴したしたしたしたここここの件につきましては、山田県土マネの件につきましては、山田県土マネの件につきましては、山田県土マネの件につきましては、山田県土マネジメント部長には報告をさせていただきましたが、そのジメント部長には報告をさせていただきましたが、そのジメント部長には報告をさせていただきましたが、そのジメント部長には報告をさせていただきましたが、その後後後後の進め方については、の進め方については、の進め方については、の進め方については、荒荒荒荒県土マ県土マ県土マ県土マネジメント部理事とネジメント部理事とネジメント部理事とネジメント部理事と相相相相談談談談させていただいたとさせていただいたとさせていただいたとさせていただいたところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 改めて改めて改めて改めて聞聞聞聞くけれくけれくけれくけれどもどもどもども、、、、民民民民間間間間発注発注発注発注のののの残残残残土処理は土処理は土処理は土処理は民民民民とととと民民民民との関係で、県行との関係で、県行との関係で、県行との関係で、県行政政政政は関は関は関は関係ないとい係ないとい係ないとい係ないというこうこうこうことですか。とですか。とですか。とですか。○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長 残残残残土の処理に関しましては、土の処理に関しましては、土の処理に関しましては、土の処理に関しましては、権権権権限がある法限がある法限がある法限がある法令令令令を所管しているとを所管しているとを所管しているとを所管しているところころころころ
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がががが対応対応対応対応するするするするべべべべきときときときと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。残残残残土の土の土の土の搬搬搬搬入行入行入行入行為為為為自自自自体体体体にににに対対対対しましては、しましては、しましては、しましては、直接直接直接直接指指指指導導導導できるできるできるできる権権権権限はないと限はないと限はないと限はないと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。ただ、例ただ、例ただ、例ただ、例ええええばばばば砂防砂防砂防砂防指定地な指定地な指定地な指定地などどどどのよのよのよのよううううな行な行な行な行為為為為地が法地が法地が法地が法令令令令による行による行による行による行為為為為制制制制限限限限等等等等がかかがかかがかかがかかっっっっているよているよているよているよううううなななな区区区区域に域に域に域に含含含含まれているのであれば、それまれているのであれば、それまれているのであれば、それまれているのであれば、それぞぞぞぞれの法れの法れの法れの法令令令令にににに従従従従い、所定のい、所定のい、所定のい、所定の手続手続手続手続をとをとをとをとっっっっていただていただていただていただくくくく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄がががが物物物物すごくすごくすごくすごく今今今今、奈良県下で、奈良県下で、奈良県下で、奈良県下で起起起起こっこっこっこっているから、９ているから、９ているから、９ているから、９市町村市町村市町村市町村で特で特で特で特別別別別な条な条な条な条例をつく例をつく例をつく例をつくっっっっている。ている。ている。ている。どどどどれだけの条例のれだけの条例のれだけの条例のれだけの条例の効効効効果があるのか果があるのか果があるのか果があるのか精精精精査していませ査していませ査していませ査していませんんんんけれけれけれけれどどどど、あとの３、あとの３、あとの３、あとの３００００市町村市町村市町村市町村はできていない。はできていない。はできていない。はできていない。聞聞聞聞きたいけれきたいけれきたいけれきたいけれどもどもどもども、合法、合法、合法、合法的的的的であであであであっっっっててててもももも、、、、我々我々我々我々でそでそでそでそうううういいいいうううう業者に、業者に、業者に、業者に、忠忠忠忠告に告に告に告にもももも行けない。だ行けない。だ行けない。だ行けない。だから、から、から、から、ややややりりりり放放放放題題題題になるといになるといになるといになるというこうこうこうことです。とです。とです。とです。くらしくらしくらしくらし創創創創造造造造部に部に部に部にもももも問問問問題題題題提提提提起起起起をしました。そをしました。そをしました。そをしました。そううううしたら、したら、したら、したら、景景景景観観観観、、、、環境環境環境環境といといといというううう立場で、関立場で、関立場で、関立場で、関心心心心をををを持持持持たたたたざざざざるをるをるをるを得得得得ないといないといないといないというこうこうこうことで、かなりとで、かなりとで、かなりとで、かなり積極積極積極積極的的的的に動いていただいているわけです。しかし、に動いていただいているわけです。しかし、に動いていただいているわけです。しかし、に動いていただいているわけです。しかし、そそそそうううういいいいうううう景景景景観観観観、、、、環境環境環境環境を損を損を損を損ねねねねるよるよるよるよううううななななこここことをするとをするとをするとをする原原原原因因因因をつくをつくをつくをつくっっっったのは、土たのは、土たのは、土たのは、土やややや。。。。ここここの土が、の土が、の土が、の土が、民民民民民民民民のののの間間間間ののののこここことで、関係とで、関係とで、関係とで、関係ももももないといないといないといないといううううのはのはのはのは冷冷冷冷たい。たい。たい。たい。問問問問題題題題がががが起起起起こっこっこっこったら、たら、たら、たら、砂防砂防砂防砂防指定だから、で指定だから、で指定だから、で指定だから、できませきませきませきませんんんんとか、そとか、そとか、そとか、そここここははははどうどうどうどうですか。ですか。ですか。ですか。○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長○平塚技術管理課長 取取取取り締まるり締まるり締まるり締まるこここことができる法とができる法とができる法とができる法令令令令があるのであれば、それでがあるのであれば、それでがあるのであれば、それでがあるのであれば、それで対応対応対応対応すすすすべべべべききききもももものとのとのとのと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 山田県土マネジメント部長、そ山田県土マネジメント部長、そ山田県土マネジメント部長、そ山田県土マネジメント部長、そううううしたら、法したら、法したら、法したら、法令令令令なり、条例なりをつくるなり、条例なりをつくるなり、条例なりをつくるなり、条例なりをつくる気気気気ははははどうどうどうどうですか、ですか、ですか、ですか、今今今今のののの実実実実態態態態等等等等 々々々々見見見見て、一度て、一度て、一度て、一度気持気持気持気持ちをちをちをちを聞聞聞聞かせていただきたい。かせていただきたい。かせていただきたい。かせていただきたい。○荒県土マネジメント部理事○荒県土マネジメント部理事○荒県土マネジメント部理事○荒県土マネジメント部理事 国中委員のご国中委員のご国中委員のご国中委員のご意意意意見見見見は、は、は、は、非常非常非常非常によくわかります。によくわかります。によくわかります。によくわかります。確確確確かに法のかに法のかに法のかに法の網網網網のかかのかかのかかのかかっっっっていないとていないとていないとていないところへころへころへころへのののの残残残残土を土を土を土を捨捨捨捨てる事例てる事例てる事例てる事例ももももありますし、ありますし、ありますし、ありますし、民民民民間工間工間工間工事だからとい事だからとい事だからとい事だからといっっっってててて許許許許されるされるされるされるもももものでのでのでのでももももないとないとないとないと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その辺辺辺辺は、おは、おは、おは、お困困困困りのりのりのりの市町村市町村市町村市町村ととととも連も連も連も連携携携携といといといといううううか、おか、おか、おか、お話話話話ををををまずまずまずまず聞聞聞聞いて、いて、いて、いて、どうどうどうどういいいいう対策う対策う対策う対策ができるのかができるのかができるのかができるのかもももも県で県で県で県で考え考え考え考えて、て、て、て、景景景景観観観観・・・・環境環境環境環境部局部局部局部局もももも一生一生一生一生懸命懸命懸命懸命考え考え考え考えててててくれていて、くれていて、くれていて、くれていて、実実実実ははははここここのののの間間間間、、、、景景景景観観観観・・・・環境環境環境環境部局と一部局と一部局と一部局と一緒緒緒緒に会議に会議に会議に会議もももも、させていただいてると、させていただいてると、させていただいてると、させていただいてるところころころころでででです。そのす。そのす。そのす。その辺辺辺辺一生一生一生一生懸命懸命懸命懸命やっやっやっやって、て、て、て、全全全全国事例国事例国事例国事例も調べも調べも調べも調べながら、しながら、しながら、しながら、しっっっっかりかりかりかり対応対応対応対応していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えてててています。います。います。います。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 今今今今、、、、荒荒荒荒県土マネジメント部理事が県土マネジメント部理事が県土マネジメント部理事が県土マネジメント部理事が答答答答ええええている、私は山田県土マネジメント部ている、私は山田県土マネジメント部ている、私は山田県土マネジメント部ている、私は山田県土マネジメント部長にと長にと長にと長にと言言言言っっっっているのに、そのているのに、そのているのに、そのているのに、そのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのこここことはとはとはとは答答答答ええええないといけないのとちがないといけないのとちがないといけないのとちがないといけないのとちがううううのかとのかとのかとのかと思思思思ううううけけけけれれれれどどどど。。。。だから、だから、だから、だから、ややややりたいりたいりたいりたい放放放放題題題題のとのとのとのところころころころがあるわけがあるわけがあるわけがあるわけやややや。。。。何何何何かのかのかのかの形形形形で規で規で規で規制制制制をしていかないと、をしていかないと、をしていかないと、をしていかないと、可能可能可能可能
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性性性性として産業として産業として産業として産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をあそをあそをあそをあそここここにににに投投投投棄棄棄棄しているかしているかしているかしているかももももわからない。そのわからない。そのわからない。そのわからない。その可能可能可能可能性性性性もももも十十十十分あり分あり分あり分あり得得得得るるるるわけ。わけ。わけ。わけ。ここここれはれはれはれは農林農林農林農林部の部の部の部の問問問問題題題題であるかであるかであるかであるかももももわからないけれわからないけれわからないけれわからないけれどもどもどもども、、、、農林農林農林農林部部部部ももももそそそそうううういいいいっっっったたたたこここことを、とを、とを、とを、もうもうもうもう少少少少しししし厳厳厳厳しく、１しく、１しく、１しく、１ヘヘヘヘククククタータータータール以ル以ル以ル以下の場合は、下の場合は、下の場合は、下の場合は、内容的内容的内容的内容的ににににもももも規規規規制制制制をかけていかないと、中山をかけていかないと、中山をかけていかないと、中山をかけていかないと、中山間間間間部部部部は、は、は、は、今今今今、、、、ややややりたいりたいりたいりたい放放放放題題題題ののののこここことがされよとがされよとがされよとがされよううううとしているわけです。地としているわけです。地としているわけです。地としているわけです。地元元元元の皆さの皆さの皆さの皆さんんんんがががが不不不不安安安安ががががっっっって、て、て、て、一一一一時時時時大変な大変な大変な大変な騒ぎ騒ぎ騒ぎ騒ぎになになになになっっっったわけです。県として、たわけです。県として、たわけです。県として、たわけです。県として、民民民民間間間間はははは民民民民間間間間で、県は関係ありませで、県は関係ありませで、県は関係ありませで、県は関係ありませんんんんと、そと、そと、そと、そんんんんなななな冷冷冷冷たいのは、たいのは、たいのは、たいのは、困困困困るとるとるとると思思思思っっっっているけれているけれているけれているけれどもどもどもども、、、、荒荒荒荒県土マネジメント部理事が県土マネジメント部理事が県土マネジメント部理事が県土マネジメント部理事が答答答答ええええていただていただていただていただいたよいたよいたよいたよううううに、奈良県の条例をつくるか、つくらないかはに、奈良県の条例をつくるか、つくらないかはに、奈良県の条例をつくるか、つくらないかはに、奈良県の条例をつくるか、つくらないかは別別別別として例として例として例として例ええええば、大ば、大ば、大ば、大淀淀淀淀町町町町の場合、の場合、の場合、の場合、奈良県が、指奈良県が、指奈良県が、指奈良県が、指導導導導ににににもももも入れない、入れない、入れない、入れない、監視監視監視監視ににににもももも入れない。一つの方法として、３９入れない。一つの方法として、３９入れない。一つの方法として、３９入れない。一つの方法として、３９市町村市町村市町村市町村がががが全全全全てててて条例つく条例つく条例つく条例つくっっっったと。奈良県と、それたと。奈良県と、それたと。奈良県と、それたと。奈良県と、それここここそよくそよくそよくそよく言言言言われている奈良われている奈良われている奈良われている奈良モモモモデデデデルルルルで、で、で、で、協協協協定を結定を結定を結定を結んんんんで、奈で、奈で、奈で、奈良県とと良県とと良県とと良県ととももももに大に大に大に大淀淀淀淀町へ町へ町へ町へ指指指指導導導導に入る。に入る。に入る。に入る。今今今今のとのとのとのところころころころだだだだっっっったら入れない。たら入れない。たら入れない。たら入れない。違違違違ううううのかな。のかな。のかな。のかな。奈良県が奈良県が奈良県が奈良県が率率率率先して、先して、先して、先して、残残残残土処理の条例をつくるのか、それと土処理の条例をつくるのか、それと土処理の条例をつくるのか、それと土処理の条例をつくるのか、それとも各市町村も各市町村も各市町村も各市町村にににに呼呼呼呼びびびびかけて、条かけて、条かけて、条かけて、条例をつく例をつく例をつく例をつくっっっっててててももももららららっっっって、奈良県とて、奈良県とて、奈良県とて、奈良県と協協協協定を結定を結定を結定を結んんんんで、奈良県で、奈良県で、奈良県で、奈良県もももも視察視察視察視察や検や検や検や検査に入れるよ査に入れるよ査に入れるよ査に入れるよううううに、に、に、に、権権権権限を限を限を限を持持持持つといつといつといつというううう方法方法方法方法ももももあるだあるだあるだあるだろうろうろうろうし、また、くらしし、また、くらしし、また、くらしし、また、くらし創創創創造造造造部として部として部として部としてもももも、、、、景景景景観観観観もももも悪悪悪悪くなる、くなる、くなる、くなる、環環環環境境境境もももも悪悪悪悪くなるといくなるといくなるといくなるというこうこうこうことで、とで、とで、とで、精精精精力力力力的的的的に動いていただいているわけだから、土と名がついたに動いていただいているわけだから、土と名がついたに動いていただいているわけだから、土と名がついたに動いていただいているわけだから、土と名がついたら、私は皆さら、私は皆さら、私は皆さら、私は皆さんんんんのののの責責責責任任任任だとだとだとだと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その点点点点、山田県土マネジメント部長、山田県土マネジメント部長、山田県土マネジメント部長、山田県土マネジメント部長どうどうどうどうですか。ですか。ですか。ですか。○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長 業業業業界界界界をををを含含含含めて、建設業、土といめて、建設業、土といめて、建設業、土といめて、建設業、土といううううのをのをのをのを扱扱扱扱っっっっているているているている種種種種の部での部での部での部であるあるあるあるこここことは、とは、とは、とは、間間間間違違違違いなく私の部だといなく私の部だといなく私の部だといなく私の部だと思思思思います、そいます、そいます、そいます、そここここはおはおはおはおっっっっししししゃゃゃゃるとおりだとるとおりだとるとおりだとるとおりだと思思思思います。います。います。います。ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘ののののこここことにさきほとにさきほとにさきほとにさきほどどどどおおおお答答答答ええええできなくて申しわけありませできなくて申しわけありませできなくて申しわけありませできなくて申しわけありませんんんんでした。県の所管で、法でした。県の所管で、法でした。県の所管で、法でした。県の所管で、法律律律律で、で、で、で、ももももしくは条例で決ましくは条例で決ましくは条例で決ましくは条例で決まっっっっていないていないていないていないこここことととと以以以以外外外外は一は一は一は一切切切切しないといしないといしないといしないといううううつつつつももももりはりはりはりはももももちちちちろんろんろんろんごごごござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。その中で、先ほその中で、先ほその中で、先ほその中で、先ほどどどどの西の西の西の西松ヶ丘も松ヶ丘も松ヶ丘も松ヶ丘もそそそそううううですし、ですし、ですし、ですし、三郷三郷三郷三郷のごのごのごのご質質質質問問問問ありましたし、ありましたし、ありましたし、ありましたし、どうどうどうどういいいいっっっったたたたこここことがきちとがきちとがきちとがきちんんんんとできるのか、特に土のとできるのか、特に土のとできるのか、特に土のとできるのか、特に土の問問問問題題題題は、私がしは、私がしは、私がしは、私がしっっっっかりかりかりかり認認認認識識識識してないかしてないかしてないかしてないかももももしれませしれませしれませしれませんんんんけけけけれれれれどもどもどもども、、、、もう少もう少もう少もう少しししし個個個個別別別別に事に事に事に事情情情情をををを聞聞聞聞いていていていて検討検討検討検討させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 山田県土マネジメント部長の決山田県土マネジメント部長の決山田県土マネジメント部長の決山田県土マネジメント部長の決意意意意をををを聞聞聞聞かせていただいて、かせていただいて、かせていただいて、かせていただいて、ここここのくらいにしてのくらいにしてのくらいにしてのくらいにしておきますけれおきますけれおきますけれおきますけれどもどもどもども、とにかく、、とにかく、、とにかく、、とにかく、今今今今、、、、各町村各町村各町村各町村は、は、は、は、難難難難儀儀儀儀をしているといをしているといをしているといをしているというこうこうこうことがありますので、とがありますので、とがありますので、とがありますので、ぜひぜひぜひぜひ早早早早急急急急にににに検討検討検討検討していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思います。います。います。います。終終終終わります。わります。わります。わります。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 今今今今のののの話話話話のののの具体的具体的具体的具体的な事例をな事例をな事例をな事例を含含含含めて、めて、めて、めて、続続続続きをきをきをきをややややらせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。実実実実はははは宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市で、太で、太で、太で、太陽陽陽陽光光光光の施設をつくるといの施設をつくるといの施設をつくるといの施設をつくるといっっっって、土を動かして、その上、て、土を動かして、その上、て、土を動かして、その上、て、土を動かして、その上、今今今今、国中委員、国中委員、国中委員、国中委員がおがおがおがおっっっっししししゃゃゃゃられたよられたよられたよられたよううううなななな形形形形で、で、で、で、外外外外部からの土が入部からの土が入部からの土が入部からの土が入っっっってきました。その土は、太てきました。その土は、太てきました。その土は、太てきました。その土は、太陽陽陽陽のののの照照照照っっっってててて
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いるときにいるときにいるときにいるときに見見見見ましたら、ましたら、ましたら、ましたら、全面全面全面全面きらきらしているのです。それはきらきらしているのです。それはきらきらしているのです。それはきらきらしているのです。それは何何何何かといかといかといかといっっっったら、明らかにたら、明らかにたら、明らかにたら、明らかに産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物だとだとだとだと言言言言わわわわざざざざるをるをるをるを得得得得ないのですけれないのですけれないのですけれないのですけれどもどもどもども、県は、、県は、、県は、、県は、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市が条例にが条例にが条例にが条例に基基基基づいてづいてづいてづいてややややるるるるべべべべきだときだときだときだと言言言言っっっって、て、て、て、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市にににに責責責責任任任任をををを担うべ担うべ担うべ担うべしとおしとおしとおしとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっている。ている。ている。ている。宇陀宇陀宇陀宇陀市も市も市も市も、条例はつく、条例はつく、条例はつく、条例はつくっっっっててててあるのですけれあるのですけれあるのですけれあるのですけれどもどもどもども、されている方は、産業、されている方は、産業、されている方は、産業、されている方は、産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のトのトのトのトララララッッッッククククでででで持持持持ちちちち込込込込んんんんだ。だ。だ。だ。誰誰誰誰ががががここここの行の行の行の行政政政政法上の管理をするのかとい法上の管理をするのかとい法上の管理をするのかとい法上の管理をするのかといううううと、土をと、土をと、土をと、土を運運運運ぶぶぶぶのは、公のは、公のは、公のは、公共共共共の場合は建設業者のの場合は建設業者のの場合は建設業者のの場合は建設業者のダダダダンンンンプもプもプもプも運運運運びびびびますけれますけれますけれますけれどもどもどもども、ほと、ほと、ほと、ほとんどんどんどんどが産業が産業が産業が産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物の車に載せられての車に載せられての車に載せられての車に載せられて運運運運んんんんでいるのがでいるのがでいるのがでいるのが現実現実現実現実のののの姿姿姿姿でごでごでごでござざざざいいいいます。ます。ます。ます。国中委員から国中委員から国中委員から国中委員からもももも、奈良県は、、奈良県は、、奈良県は、、奈良県は、ここここれにれにれにれに対対対対して、条例をつくるのかして、条例をつくるのかして、条例をつくるのかして、条例をつくるのかどうどうどうどうかといかといかといかといううううごごごご質質質質問問問問があがあがあがあっっっったわけですけれたわけですけれたわけですけれたわけですけれどもどもどもども、私、私、私、私もももも、、、、ここここれはれはれはれはややややはりはりはりはり市町村市町村市町村市町村にににに任任任任せておかないで、行せておかないで、行せておかないで、行せておかないで、行政政政政法法法法的的的的ににににもももも、、、、市町村市町村市町村市町村が産業が産業が産業が産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物業者の業者の業者の業者の運搬運搬運搬運搬をををを認認認認めてめてめてめてどうどうどうどうののののこうこうこうこうのではありませのではありませのではありませのではありませんんんん。そ。そ。そ。そうううういいいいうううう業者を業者を業者を業者を認認認認めたり、太めたり、太めたり、太めたり、太陽陽陽陽光光光光の整地をするときは、ほとの整地をするときは、ほとの整地をするときは、ほとの整地をするときは、ほとんどんどんどんどフリフリフリフリーーーーパパパパスでスでスでスでやっやっやっやってよてよてよてよろろろろしいとなしいとなしいとなしいとなっっっっていまていまていまていますけれすけれすけれすけれどもどもどもども、そ、そ、そ、そうううういいいいうううう場を場を場を場を利用利用利用利用して、いして、いして、いして、いろろろろいいいいろろろろなあなあなあなあんこんこんこんこにににに包包包包んんんんでしまでしまでしまでしまううううよよよよううううな業者がな業者がな業者がな業者がややややははははりおられるといりおられるといりおられるといりおられるといううううののののもももも、、、、ここここれれれれもももも大きな大きな大きな大きな問問問問題点題点題点題点だとだとだとだと思思思思ううううのです。太のです。太のです。太のです。太陽陽陽陽光発光発光発光発電電電電の整地についての整地についての整地についての整地について大規大規大規大規模模模模な整地をされているとな整地をされているとな整地をされているとな整地をされているところもころもころもころもありますけれありますけれありますけれありますけれどもどもどもども、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの基基基基準準準準を設けて、しかるを設けて、しかるを設けて、しかるを設けて、しかるべべべべききききややややり方をしないと、果たしてそれでり方をしないと、果たしてそれでり方をしないと、果たしてそれでり方をしないと、果たしてそれで将将将将来来来来、大、大、大、大丈夫丈夫丈夫丈夫なのかといなのかといなのかといなのかというううう疑問疑問疑問疑問もももも出てきますので、出てきますので、出てきますので、出てきますので、ぜひぜひぜひぜひ対策対策対策対策をををを講講講講じるじるじるじるべべべべしとしとしとしと思思思思ううううのですが、おのですが、おのですが、おのですが、お考え考え考え考えがあればおがあればおがあればおがあればお聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと思思思思います。います。います。います。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 誰誰誰誰かかかか答答答答ええええられますか。られますか。られますか。られますか。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 おおおお答答答答ええええいただけないのは、いただけないのは、いただけないのは、いただけないのは、責責責責任任任任をををを認認認認識識識識しておられないといしておられないといしておられないといしておられないというこうこうこうことだととだととだととだと思思思思ううううののののです。土を動かすです。土を動かすです。土を動かすです。土を動かすこここことについては、とについては、とについては、とについては、責責責責任任任任あると、関あると、関あると、関あると、関心心心心があるとおがあるとおがあるとおがあるとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっているのでしているのでしているのでしているのでしょょょょうううう。。。。意意意意見見見見がないといがないといがないといがないというこうこうこうことは、とは、とは、とは、どんどんどんどんな土であるかといな土であるかといな土であるかといな土であるかというううう認認認認識識識識をををを全全全全然感然感然感然感じるつじるつじるつじるつももももりがないとりがないとりがないとりがないといいいいうこうこうこうことではないですか。とではないですか。とではないですか。とではないですか。○荒県土マネジメント部理事○荒県土マネジメント部理事○荒県土マネジメント部理事○荒県土マネジメント部理事 太太太太陽陽陽陽光光光光のののの造造造造成についてとい成についてとい成についてとい成についてというこうこうこうことで、ほととで、ほととで、ほととで、ほとんど知識んど知識んど知識んど知識がないがないがないがないもももものですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、、、、今今今今、国中委員、田中委員からご指、国中委員、田中委員からご指、国中委員、田中委員からご指、国中委員、田中委員からご指摘摘摘摘がありましたよがありましたよがありましたよがありましたよううううに、土といに、土といに、土といに、土というこうこうこうことでは、県土マネジメント部は、とでは、県土マネジメント部は、とでは、県土マネジメント部は、とでは、県土マネジメント部は、幾幾幾幾らかは関係するかとらかは関係するかとらかは関係するかとらかは関係するかと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その辺辺辺辺の事の事の事の事情情情情をををを宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市ににににももももおおおお聞聞聞聞かせいただいて、かせいただいて、かせいただいて、かせいただいて、どこどこどこどこが本当にが本当にが本当にが本当にややややるるるるべべべべきなのか、きなのか、きなのか、きなのか、少少少少しししし調べ調べ調べ調べさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 そそそそううううしたら、太したら、太したら、太したら、太陽陽陽陽光光光光関係の整地をする関係の整地をする関係の整地をする関係の整地をするこここことについては、県土マネジメント部とについては、県土マネジメント部とについては、県土マネジメント部とについては、県土マネジメント部は関係なしとは関係なしとは関係なしとは関係なしと考え考え考え考えてよてよてよてよろろろろしいのでししいのでししいのでししいのでしょうょうょうょうか。か。か。か。○荒県土マネジメント部理事○荒県土マネジメント部理事○荒県土マネジメント部理事○荒県土マネジメント部理事 今も今も今も今も言言言言いましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどどどど、わからないので、、わからないので、、わからないので、、わからないので、もう少もう少もう少もう少しししし調べ調べ調べ調べささささせてください。せてください。せてください。せてください。
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○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 ここここれ大変れ大変れ大変れ大変問問問問題題題題だとだとだとだと思思思思ううううのですよ。１００平方メートのですよ。１００平方メートのですよ。１００平方メートのですよ。１００平方メートルやルやルやルや２００平方メート２００平方メート２００平方メート２００平方メートルルルルだだだだっっっったら、たら、たら、たら、全全全全然然然然関係ないでし関係ないでし関係ないでし関係ないでしょうょうょうょう。。。。言言言言ええええば、それらはば、それらはば、それらはば、それらは民民民民間間間間ででででやっやっやっやっているているているているこここことだといとだといとだといとだという気持う気持う気持う気持ちでおられるかちでおられるかちでおられるかちでおられるかももももしれませしれませしれませしれませんんんんけれけれけれけれどもどもどもども、、、、ゴゴゴゴルルルルフフフフ場一つを整地して、太場一つを整地して、太場一つを整地して、太場一つを整地して、太陽陽陽陽光光光光ももももしよしよしよしよううううかといかといかといかという社う社う社う社会です、それを、県土マネジメント部が、会です、それを、県土マネジメント部が、会です、それを、県土マネジメント部が、会です、それを、県土マネジメント部が、ううううちは関係ありませちは関係ありませちは関係ありませちは関係ありませんんんんと、いと、いと、いと、いう形う形う形う形で処理すで処理すで処理すで処理するのは、るのは、るのは、るのは、少少少少なくとなくとなくとなくともももも行行行行政政政政上よくないと上よくないと上よくないと上よくないと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、ぜひぜひぜひぜひ結結結結論論論論を出して、を出して、を出して、を出して、対応対応対応対応されるされるされるされるべべべべききききだとだとだとだと思思思思います。います。います。います。ほかのほかのほかのほかのこここことについてとについてとについてとについてももももあるのですけれあるのですけれあるのですけれあるのですけれどもどもどもども、それは、それは、それは、それは後後後後ほほほほどどどど、、、、もうもうもうもう一つさせていただきた一つさせていただきた一つさせていただきた一つさせていただきたいといといといと思思思思います。います。います。います。○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 電柱電柱電柱電柱の地中化にかかわるのですが、私の、事務所が大の地中化にかかわるのですが、私の、事務所が大の地中化にかかわるのですが、私の、事務所が大の地中化にかかわるのですが、私の、事務所が大宮宮宮宮にあります。にあります。にあります。にあります。電柱電柱電柱電柱ががががあるあるあるあるこここことによとによとによとによっっっって、て、て、て、交通交通交通交通安安安安全対策全対策全対策全対策が、立てられなく、が、立てられなく、が、立てられなく、が、立てられなく、子子子子どもどもどもどもたちたちたちたちやややや地域の皆さ地域の皆さ地域の皆さ地域の皆さんんんんがががが迷惑迷惑迷惑迷惑ししししている。ている。ている。ている。電柱電柱電柱電柱の地中化を進めよの地中化を進めよの地中化を進めよの地中化を進めよううううと、提案をしているのですけれと、提案をしているのですけれと、提案をしているのですけれと、提案をしているのですけれどどどど、その、その、その、そのこここことに関して、とに関して、とに関して、とに関して、おおおお答答答答ええええいただければ、お願いしたいといただければ、お願いしたいといただければ、お願いしたいといただければ、お願いしたいと思思思思います。います。います。います。それから、私の地それから、私の地それから、私の地それから、私の地元元元元のののの針ヶ別針ヶ別針ヶ別針ヶ別所地所地所地所地区区区区の国道３６９号は、の国道３６９号は、の国道３６９号は、の国道３６９号は、過去過去過去過去、道路、道路、道路、道路要要要要望望望望で申し上げたで申し上げたで申し上げたで申し上げたこここことがあるのですが、上とがあるのですが、上とがあるのですが、上とがあるのですが、上戸戸戸戸賀賀賀賀橋橋橋橋といといといという橋う橋う橋う橋がかかがかかがかかがかかっっっっています。ています。ています。ています。電電電電車のないと車のないと車のないと車のないところころころころは、は、は、は、安安安安全対策全対策全対策全対策をををを含含含含めて道路改良しかなく、めて道路改良しかなく、めて道路改良しかなく、めて道路改良しかなく、通通通通学学学学路に路に路に路にももももななななっっっっていますし、ていますし、ていますし、ていますし、幅幅幅幅が２～３メートが２～３メートが２～３メートが２～３メートルルルルしかなく、しかなく、しかなく、しかなく、７０年た７０年た７０年た７０年たっっっってるてるてるてるんんんんですが、ですが、ですが、ですが、耐耐耐耐用用用用年年年年数数数数があるから、があるから、があるから、があるから、別別別別のとのとのとのところへ橋ころへ橋ころへ橋ころへ橋をかけかをかけかをかけかをかけかええええる、る、る、る、こうこうこうこういいいいううううこここことだとだとだとだっっっったのです。それが事業化しているのか、たのです。それが事業化しているのか、たのです。それが事業化しているのか、たのです。それが事業化しているのか、見通見通見通見通しについてのしについてのしについてのしについての考え考え考え考え方をお願いしてお方をお願いしてお方をお願いしてお方をお願いしておきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。そのそのそのその橋橋橋橋は、自動車がは、自動車がは、自動車がは、自動車が対対対対向できませ向できませ向できませ向できませんんんん。。。。別別別別のとのとのとのところへころへころへころへ歩歩歩歩道をつける、道をつける、道をつける、道をつける、歩歩歩歩道をつけたら道をつけたら道をつけたら道をつけたら無無無無駄駄駄駄になるのではないかといになるのではないかといになるのではないかといになるのではないかというこうこうこうことからとからとからとから始始始始ままままっっっったのです。だから、たのです。だから、たのです。だから、たのです。だから、毎毎毎毎年年年年要要要要望望望望しているのですが、しているのですが、しているのですが、しているのですが、いまだいまだいまだいまだ実実実実行してないのです。しかし、行してないのです。しかし、行してないのです。しかし、行してないのです。しかし、最最最最近近近近、土、土、土、土木木木木事務所が、事務所が、事務所が、事務所が、現現現現場場場場検検検検証証証証にににに来来来来て、て、て、て、要要要要望望望望していしていしていしているるるるこここことにとにとにとに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては前前前前向いていると、関係の皆さ向いていると、関係の皆さ向いていると、関係の皆さ向いていると、関係の皆さんんんんにににに心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝申し上げておきたいと申し上げておきたいと申し上げておきたいと申し上げておきたいと思思思思います。います。います。います。電電電電車が車が車が車が通っ通っ通っ通っていないとていないとていないとていないところころころころは道路しかは道路しかは道路しかは道路しか頼頼頼頼りにならないわけですから、日りにならないわけですから、日りにならないわけですから、日りにならないわけですから、日常常常常生活に生活に生活に生活にもももも影響影響影響影響しますので、しますので、しますので、しますので、安安安安全対策も全対策も全対策も全対策も含含含含めて、めて、めて、めて、早早早早くくくく前前前前向いて進向いて進向いて進向いて進むむむむよよよよううううにお願いしておきたいとにお願いしておきたいとにお願いしておきたいとにお願いしておきたいと思思思思います。います。います。います。それから、それから、それから、それから、最後最後最後最後に私の住に私の住に私の住に私の住んんんんでいる、山でいる、山でいる、山でいる、山添添添添村村村村広広広広瀬瀬瀬瀬にににに青青青青蓮蓮蓮蓮寺ダ寺ダ寺ダ寺ダムムムムがあるのですけれがあるのですけれがあるのですけれがあるのですけれどどどど、、、、安安安安全全全全対策対策対策対策によによによによっっっって、上流にあります笠て、上流にあります笠て、上流にあります笠て、上流にあります笠間間間間川川川川へへへへ土土土土砂対策砂対策砂対策砂対策ののののダダダダムムムムができました。私のができました。私のができました。私のができました。私の父父父父は１５年ほは１５年ほは１５年ほは１５年ほどどどど前前前前にににに亡亡亡亡くなくなくなくなっっっったのですが、そのたのですが、そのたのですが、そのたのですが、その父父父父が、私のが、私のが、私のが、私の家家家家の上のの上のの上のの上の現現現現場場場場へへへへ行行行行っっっって、て、て、て、確確確確認認認認をして県と国とをして県と国とをして県と国とをして県と国とでででで誰誰誰誰がするかわからないといがするかわからないといがするかわからないといがするかわからないというこうこうこうことでとでとでとで今今今今までまでまでまで来来来来ています。ています。ています。ています。先日、先日、先日、先日、午午午午前前前前１１１１時時時時ごごごごろろろろ、、、、区区区区長から長から長から長から起起起起ここここされて、されて、されて、されて、ええええらいらいらいらいこここことだ、とだ、とだ、とだ、家家家家が流れてしまが流れてしまが流れてしまが流れてしまうぞうぞうぞうぞといといといというううう
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とととところころころころまで、水まで、水まで、水まで、水位位位位があががあががあががあがっっっっていました。ていました。ていました。ていました。家家家家のののの隣隣隣隣に２メートに２メートに２メートに２メートルルルルの道路がの道路がの道路がの道路が滝滝滝滝のよのよのよのよううううになになになになっっっっていていていているわけです。るわけです。るわけです。るわけです。ここここののののこここことについてとについてとについてとについてもももも、国との、国との、国との、国との話話話話で、で、で、で、どどどどちらがちらがちらがちらがややややるかではなく、土るかではなく、土るかではなく、土るかではなく、土砂砂砂砂ダダダダムムムムの設定なの設定なの設定なの設定などどどど、、、、安安安安全対策全対策全対策全対策としてとしてとしてとして対応対応対応対応してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと思思思思います。おいます。おいます。おいます。お答答答答ええええがあればがあればがあればがあれば返返返返してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと思思思思います。います。います。います。国との国との国との国との調調調調整をして整をして整をして整をしてももももららららっっっって、て、て、て、早早早早くくくくややややらなければ、らなければ、らなければ、らなければ、今今今今のののの台風台風台風台風２１号による２１号による２１号による２１号による災災災災害のよ害のよ害のよ害のよううううに、に、に、に、家家家家が流れて川が流れて川が流れて川が流れて川へへへへ飛飛飛飛んんんんでしまでしまでしまでしまっっっっているかているかているかているかももももわからないです。国とよくわからないです。国とよくわからないです。国とよくわからないです。国とよく相相相相談談談談をしながら、をしながら、をしながら、をしながら、早早早早くくくく対応対応対応対応してほしい。してほしい。してほしい。してほしい。今今今今回回回回のののの台風台風台風台風によによによによっっっって大きなて大きなて大きなて大きな影響影響影響影響が出て、私自が出て、私自が出て、私自が出て、私自身身身身がががが身身身身のののの危険危険危険危険をををを感感感感じたじたじたじたぐぐぐぐららららいですから、いですから、いですから、いですから、要要要要望望望望を申し上げますとを申し上げますとを申し上げますとを申し上げますと同同同同時時時時に、おに、おに、おに、お答答答答ええええがあればがあればがあればがあれば返返返返してください。してください。してください。してください。○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策担当、砂防・災害対策課長）広広広広瀬堰瀬堰瀬堰瀬堰堤堤堤堤にににに関しまして、お関しまして、お関しまして、お関しまして、お答答答答ええええさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。広広広広瀬瀬瀬瀬のののの砂防砂防砂防砂防堰堰堰堰堤堤堤堤につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、木木木木津津津津川上流の国の川上流の国の川上流の国の川上流の国の直直直直轄轄轄轄砂防砂防砂防砂防事業で、ず事業で、ず事業で、ず事業で、ずっっっっとととと昔昔昔昔からからからからややややらららられておりました。その中で、平成２２年１１月のれておりました。その中で、平成２２年１１月のれておりました。その中で、平成２２年１１月のれておりました。その中で、平成２２年１１月の段階段階段階段階で、で、で、で、近畿近畿近畿近畿地方整備局の事業地方整備局の事業地方整備局の事業地方整備局の事業再評再評再評再評価価価価ににににおきまして、流域おきまして、流域おきまして、流域おきまして、流域全体全体全体全体のののの有有有有害な土害な土害な土害な土砂砂砂砂の流出はの流出はの流出はの流出は抑制抑制抑制抑制されているといされているといされているといされているというううう判判判判断断断断がありまして、平がありまして、平がありまして、平がありまして、平成２７年度を成２７年度を成２７年度を成２７年度をもっもっもっもって、水て、水て、水て、水系系系系砂防砂防砂防砂防としての事業はとしての事業はとしての事業はとしての事業は終終終終わらそわらそわらそわらそううううといといといというううう話話話話があがあがあがあっっっったとたとたとたと聞聞聞聞いておりいておりいておりいております。ただ、そのます。ただ、そのます。ただ、そのます。ただ、その後後後後、平成２８年２月に、平成２７年度の事業、平成２８年２月に、平成２７年度の事業、平成２８年２月に、平成２７年度の事業、平成２８年２月に、平成２７年度の事業再評再評再評再評価価価価のののの段階段階段階段階で、改めて当で、改めて当で、改めて当で、改めて当地域の地域の地域の地域の人人人人口口口口やややや、、、、重要交通重要交通重要交通重要交通網網網網公公公公共共共共施設を施設を施設を施設を守守守守るための土るための土るための土るための土砂災砂災砂災砂災害害害害対策対策対策対策はまだまだはまだまだはまだまだはまだまだ必要必要必要必要だといだといだといだというううう話話話話になになになになっっっっておりまして、当ておりまして、当ておりまして、当ておりまして、当面面面面は１０年は１０年は１０年は１０年程程程程度で２０度で２０度で２０度で２０渓渓渓渓流、中流、中流、中流、中期的期的期的期的には３０年には３０年には３０年には３０年程程程程度で７０度で７０度で７０度で７０渓渓渓渓流の流の流の流の整備をする計整備をする計整備をする計整備をする計画画画画が、整備局の中で承が、整備局の中で承が、整備局の中で承が、整備局の中で承認認認認されているとおされているとおされているとおされているとお聞聞聞聞きしております。きしております。きしております。きしております。そのよそのよそのよそのよううううなななな状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、今今今今、ご指、ご指、ご指、ご指摘摘摘摘のありました広のありました広のありました広のありました広瀬瀬瀬瀬のののの堰堰堰堰堤堤堤堤がいつになるかがいつになるかがいつになるかがいつになるかといといといというううう整備の整備の整備の整備の優優優優先度は、私先度は、私先度は、私先度は、私どもどもどもどもで正で正で正で正確確確確にににに把握把握把握把握ができておりませができておりませができておりませができておりませんんんんが、国でが、国でが、国でが、国でもももも優優優優先順先順先順先順位位位位をつをつをつをつけながら、またけながら、またけながら、またけながら、また状況等状況等状況等状況等をををを考え考え考え考えながら、ながら、ながら、ながら、対応対応対応対応していくといしていくといしていくといしていくといううううおおおお話話話話ももももおおおお聞聞聞聞きしているときしているときしているときしているところころころころででででごごごござざざざいます。県としています。県としています。県としています。県としてもももも、、、、働働働働きかけを行きかけを行きかけを行きかけを行っっっってまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思っっっっているとているとているとているとここここでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○大庭道路環境課長○大庭道路環境課長○大庭道路環境課長○大庭道路環境課長 電電電電線線線線地中化の件と月地中化の件と月地中化の件と月地中化の件と月瀬瀬瀬瀬針針針針線線線線の上の上の上の上戸戸戸戸賀賀賀賀橋橋橋橋について、おについて、おについて、おについて、お答答答答ええええさせていたさせていたさせていたさせていただきます。だきます。だきます。だきます。まず、まず、まず、まず、無電柱無電柱無電柱無電柱化の件ですけれ化の件ですけれ化の件ですけれ化の件ですけれどもどもどもども、、、、現在現在現在現在のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況についてご説明させていただきについてご説明させていただきについてご説明させていただきについてご説明させていただきます。ます。ます。ます。道路道路道路道路無電柱無電柱無電柱無電柱化は、良化は、良化は、良化は、良好好好好なななな景景景景観観観観形形形形成と成と成と成と観観観観光振興光振興光振興光振興、、、、安安安安全全全全でででで快快快快適適適適な道路な道路な道路な道路空間空間空間空間のののの確保確保確保確保、さらに道、さらに道、さらに道、さらに道路路路路防災防災防災防災の向上といの向上といの向上といの向上というううう３３３３点点点点のののの観観観観点点点点から、大事な施から、大事な施から、大事な施から、大事な施策策策策だとだとだとだと考え考え考え考えております。県では、ております。県では、ております。県では、ております。県では、昭昭昭昭和和和和６１６１６１６１年から年から年から年から取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでおりますが、でおりますが、でおりますが、でおりますが、ココココストストストスト面面面面から、から、から、から、電電電電線線線線管理者との管理者との管理者との管理者との調調調調整に整に整に整に時時時時間間間間をををを要要要要するなするなするなするなどどどどのののの課課課課題題題題がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。
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そそそそうううういいいいう状況う状況う状況う状況の中、県管理の道路ですけれの中、県管理の道路ですけれの中、県管理の道路ですけれの中、県管理の道路ですけれどもどもどもども、進、進、進、進捗捗捗捗状況状況状況状況が、が、が、が、昨昨昨昨年年年年末末末末で１５路で１５路で１５路で１５路線線線線で２０で２０で２０で２０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いといといという状況う状況う状況う状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。今今今今年度、１１年度、１１年度、１１年度、１１カカカカ所で事業を行所で事業を行所で事業を行所で事業を行っっっっており、ており、ており、ており、主主主主にににに観観観観光光光光振興振興振興振興につながる良につながる良につながる良につながる良好好好好なななな景景景景観観観観形形形形成とい成とい成とい成というううう観観観観点点点点から、明日から、明日から、明日から、明日香村香村香村香村と、と、と、と、桜井桜井桜井桜井市市市市のののの三三三三輪輪輪輪の２の２の２の２カカカカ所で所で所で所で現現現現在在在在しております。しております。しております。しております。いずれにしましていずれにしましていずれにしましていずれにしましてもももも、、、、電電電電線線線線地中化の件については、大事な地中化の件については、大事な地中化の件については、大事な地中化の件については、大事なこここことととととととと思思思思いますので、しいますので、しいますので、しいますので、しっっっっかかかかりとりとりとりと取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいきたいとでいきたいとでいきたいとでいきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。２つ２つ２つ２つ目目目目の県道月の県道月の県道月の県道月瀬瀬瀬瀬針針針針線線線線の上の上の上の上戸戸戸戸賀賀賀賀橋橋橋橋については、については、については、については、通通通通学学学学路に指定されており、中路に指定されており、中路に指定されており、中路に指定されており、中学学学学生が自生が自生が自生が自転転転転車で車で車で車で通通通通行されていますが、行されていますが、行されていますが、行されていますが、幅幅幅幅員が、４員が、４員が、４員が、４．．．．５メート５メート５メート５メートルルルルとととと狭狭狭狭く、奈良く、奈良く、奈良く、奈良市市市市のののの通通通通学学学学路路路路安安安安全対策プ全対策プ全対策プ全対策プロロロログラグラグラグラムムムムででででもももも、、、、学校学校学校学校関係者、関係者、関係者、関係者、警警警警察察察察、道路管理者から成る合、道路管理者から成る合、道路管理者から成る合、道路管理者から成る合同点検同点検同点検同点検において、において、において、において、対策対策対策対策をををを要要要要するするするする箇箇箇箇所として所として所として所として位位位位置づけられております。また、置づけられております。また、置づけられております。また、置づけられております。また、昨昨昨昨年度、当年度、当年度、当年度、当該橋該橋該橋該橋りりりりょうょうょうょうにおいて、改正道路法施において、改正道路法施において、改正道路法施において、改正道路法施行規行規行規行規則則則則にににに基基基基づくづくづくづく義義義義務化された務化された務化された務化された点検点検点検点検を行を行を行を行っっっったとたとたとたところころころころ、３、３、３、３判判判判定の定の定の定の早早早早期期期期にににに措措措措置を置を置を置を講講講講ずずずずべべべべきききき状状状状態態態態でででであるとあるとあるとあると診診診診断断断断されたされたされたされたこここことから、とから、とから、とから、健健健健全全全全なななな状状状状態態態態にするためのにするためのにするためのにするための措措措措置を置を置を置を実実実実施する施する施する施するこここことになります。とになります。とになります。とになります。ここここのよのよのよのよううううななななこここことから、とから、とから、とから、通通通通学学学学路の路の路の路の安安安安全対策全対策全対策全対策とととと橋橋橋橋りりりりょうょうょうょうのののの老朽老朽老朽老朽化化化化対策対策対策対策をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、可能可能可能可能なななな対策対策対策対策についてについてについてについて検討検討検討検討を進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 今今今今、お、お、お、おっっっっししししゃゃゃゃっっっった方向でた方向でた方向でた方向で前前前前向いて向いて向いて向いて検討検討検討検討してください。してください。してください。してください。こここことし予算化ができてとし予算化ができてとし予算化ができてとし予算化ができていないよいないよいないよいないよううううですけれですけれですけれですけれどどどど、、、、具体的具体的具体的具体的にににに内内内内部で部で部で部で調調調調整をしてほしいと整をしてほしいと整をしてほしいと整をしてほしいと思思思思いますので、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。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 少少少少しししし休憩休憩休憩休憩します。します。します。します。１５：５８分１５：５８分１５：５８分１５：５８分 休憩休憩休憩休憩１６：０６分１６：０６分１６：０６分１６：０６分 再再再再開開開開○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 再再再再開します。開します。開します。開します。引引引引きききき続続続続いて、太田委員から。いて、太田委員から。いて、太田委員から。いて、太田委員から。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 まず、建設まず、建設まず、建設まず、建設工工工工事事事事従従従従事者の事者の事者の事者の安安安安全及び全及び全及び全及び健康健康健康健康のののの確保確保確保確保の推進に関する法の推進に関する法の推進に関する法の推進に関する法律律律律が成立したが成立したが成立したが成立したといといといというこうこうこうことで、とで、とで、とで、ここここのののの目的目的目的目的は、建設は、建設は、建設は、建設工工工工事事事事従従従従事者の事者の事者の事者の安安安安全及び全及び全及び全及び健康健康健康健康のののの確保確保確保確保に関する施に関する施に関する施に関する施策策策策をををを総総総総合合合合的的的的かつ計かつ計かつ計かつ計画的画的画的画的に推進するとに推進するとに推進するとに推進するとううううたわれております。たわれております。たわれております。たわれております。基基基基本計本計本計本計画等画等画等画等の中に、の中に、の中に、の中に、都都都都道道道道府府府府県は、県は、県は、県は、基基基基本計本計本計本計画画画画をををを勘勘勘勘案して、案して、案して、案して、都都都都道道道道府府府府県計県計県計県計画画画画をををを策策策策定するよ定するよ定するよ定するようううう努努努努めるとめるとめるとめると書書書書かれておりますけれかれておりますけれかれておりますけれかれておりますけれどもどもどもども、奈良県で、奈良県で、奈良県で、奈良県で現在こ現在こ現在こ現在この計の計の計の計画画画画についてについてについてについてどどどどのよのよのよのよううううなななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが行われているのか、その行われているのか、その行われているのか、その行われているのか、その点点点点についておについておについておについてお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。○城垣建設業・契約管理課長○城垣建設業・契約管理課長○城垣建設業・契約管理課長○城垣建設業・契約管理課長 本年３月に施行されました建設本年３月に施行されました建設本年３月に施行されました建設本年３月に施行されました建設工工工工事事事事従従従従事者の事者の事者の事者の安安安安全及び全及び全及び全及び健康健康健康健康のののの確保確保確保確保の推進に関する法の推進に関する法の推進に関する法の推進に関する法律律律律の第９条には、の第９条には、の第９条には、の第９条には、都都都都道道道道府府府府県は、国の県は、国の県は、国の県は、国の基基基基本計本計本計本計画画画画をををを勘勘勘勘案して案して案して案して都都都都道道道道府府府府県県県県
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計計計計画画画画をををを作作作作成するよ成するよ成するよ成するよううううにににに努努努努めるめるめるめるもももものとするとなのとするとなのとするとなのとするとなっっっっております。国のております。国のております。国のております。国の基基基基本計本計本計本計画画画画につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、本年６月に本年６月に本年６月に本年６月に策策策策定されました。先月２０日に定されました。先月２０日に定されました。先月２０日に定されました。先月２０日に近畿近畿近畿近畿府府府府県の会議がご県の会議がご県の会議がご県の会議がござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、府府府府県計県計県計県計画画画画のののの策策策策定に当たりましての定に当たりましての定に当たりましての定に当たりましての留留留留意意意意事項事項事項事項等等等等につきまして説明が行われました。につきまして説明が行われました。につきまして説明が行われました。につきまして説明が行われました。現在現在現在現在のとのとのとのところころころころ、本県を、本県を、本県を、本県を含含含含めましてめましてめましてめまして近畿近畿近畿近畿各各各各府府府府県と県と県と県ともももも、、、、策策策策定定定定時時時時期等期等期等期等はははは未未未未定ではご定ではご定ではご定ではござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、奈良奈良奈良奈良労労労労働働働働局局局局やややや県県県県内内内内の建設業、関係の建設業、関係の建設業、関係の建設業、関係団団団団体体体体とのとのとのとの連連連連携携携携がががが必要必要必要必要ですので、ですので、ですので、ですので、今今今今後意後意後意後意見交見交見交見交換換換換やややや情情情情報報報報収集収集収集収集等等等等を行いながら、を行いながら、を行いながら、を行いながら、検討検討検討検討を進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 策策策策定の定の定の定の時時時時期期期期はははは未未未未定とい定とい定とい定というこうこうこうことですが、とですが、とですが、とですが、今今今今回回回回国で国で国で国でパパパパブリッブリッブリッブリッククククココココメントが行われメントが行われメントが行われメントが行われまして、その中では、建設職まして、その中では、建設職まして、その中では、建設職まして、その中では、建設職人人人人の処の処の処の処遇遇遇遇改改改改善善善善を行を行を行を行っっっってほしい、てほしい、てほしい、てほしい、安安安安全全全全衛衛衛衛生生生生経経経経費費費費を他のを他のを他のを他の経経経経費費費費とととと区区区区別別別別して、して、して、して、内容内容内容内容と金額を明らかにし、と金額を明らかにし、と金額を明らかにし、と金額を明らかにし、ここここれを下請まできちれを下請まできちれを下請まできちれを下請まできちんんんんとととと支支支支払払払払ううううよよよよううううにすにすにすにすべべべべきききき安安安安全全全全衛衛衛衛生生生生経経経経費費費費のののの別別別別の計上といの計上といの計上といの計上といっっっったたたた切切切切実実実実な願いがな願いがな願いがな願いが書書書書かれております。かれております。かれております。かれております。こうこうこうこういいいいっっっった計た計た計た計画画画画がががが反反反反映映映映されるされるされるされるこここことを皆さとを皆さとを皆さとを皆さんんんん望望望望んんんんでおられるのですけれでおられるのですけれでおられるのですけれでおられるのですけれどもどもどもども、県として、、県として、、県として、、県として、何何何何かかかかここここの部分はといの部分はといの部分はといの部分はというこうこうこうことで、とで、とで、とで、具具具具体体体体化を化を化を化を考え考え考え考えておられるておられるておられるておられるこここことがあればおとがあればおとがあればおとがあればお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。○城垣建設業・契約管理課長○城垣建設業・契約管理課長○城垣建設業・契約管理課長○城垣建設業・契約管理課長 具体的具体的具体的具体的に県の計に県の計に県の計に県の計画画画画を、を、を、を、どうどうどうどういいいいう内容う内容う内容う内容にするかといにするかといにするかといにするかといううううのは、のは、のは、のは、まだまだまだまだ検討検討検討検討のののの段階段階段階段階でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。当当当当然然然然ここここの計の計の計の計画画画画自自自自体体体体は、建設は、建設は、建設は、建設工工工工事事事事従従従従事者の事者の事者の事者の安安安安全全全全、、、、健康健康健康健康のののの確保確保確保確保に関してに関してに関してに関して策策策策定する定する定する定するもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには安安安安全全全全な建設な建設な建設な建設工工工工事のために、事のために、事のために、事のために、適適適適切切切切なななな安安安安全全全全衛衛衛衛生生生生経経経経費費費費、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろ安安安安全全全全衛衛衛衛生生生生経経経経費費費費がごがごがごがござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどどどど、例、例、例、例ええええば、ば、ば、ば、ヘヘヘヘルルルルメメメメッッッットトトトやややや安安安安全帯全帯全帯全帯のののの防防防防護護護護具具具具、、、、墜墜墜墜落防落防落防落防止止止止対策対策対策対策のののの手手手手すりすりすりすりやややや安安安安全全全全ネネネネッッッットといトといトといトというもうもうもうものでごのでごのでごのでござざざざいますが、そいますが、そいますが、そいますが、そうううういいいいうううう経経経経費費費費をきちをきちをきちをきちんんんんとととと確保確保確保確保していしていしていしていこうこうこうこうと。それと。それと。それと。それを設計の中でを設計の中でを設計の中でを設計の中で見見見見ていていていていこうこうこうこうといといといというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいますので、県いますので、県いますので、県いますので、県もももも、その計、その計、その計、その計画画画画ででででどうどうどうどういいいいう形う形う形う形でででで対対対対応応応応できるかきちできるかきちできるかきちできるかきちんんんんとととと検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思います。います。います。います。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 奈良県は公契約条例が奈良県は公契約条例が奈良県は公契約条例が奈良県は公契約条例が制制制制定されまして、定されまして、定されまして、定されまして、最低賃最低賃最低賃最低賃金が金が金が金が支支支支払払払払われているかわれているかわれているかわれているかどうどうどうどうか、か、か、か、健康健康健康健康保保保保険険険険ややややさまさまさまさまざざざざまなまなまなまな保保保保険険険険にににに加加加加入させるとと入させるとと入させるとと入させるととももももに、に、に、に、労災保労災保労災保労災保険険険険にににに加加加加入している入している入している入しているこここことなとなとなとなどどどどが、が、が、が、公契約を結公契約を結公契約を結公契約を結ぶぶぶぶ上での上での上での上での遵遵遵遵守守守守事項にな事項にな事項にな事項になっっっっています。私はています。私はています。私はています。私はここここれができるれができるれができるれができるこここことによとによとによとによっっっって、て、て、て、工工工工務務務務労労労労働働働働でででで働働働働く皆さく皆さく皆さく皆さんんんんのののの環境環境環境環境が改が改が改が改善善善善されるとされるとされるとされるともももも思思思思っっっっていたのですけれていたのですけれていたのですけれていたのですけれどもどもどもども、、、、ここここのののの間間間間、先ほ、先ほ、先ほ、先ほどもどもどもども話話話話題題題題に出ましたが、に出ましたが、に出ましたが、に出ましたが、労労労労務務務務単価単価単価単価のののの引引引引き上げが、下請のとき上げが、下請のとき上げが、下請のとき上げが、下請のところころころころまでまでまでまで反反反反映映映映されているかされているかされているかされているかどうどうどうどうかといかといかといかといううううのをのをのをのを追追追追認認認認するするするするルルルルーーーールルルルづくりがないといづくりがないといづくりがないといづくりがないというこうこうこうことです。例とです。例とです。例とです。例ええええば、建設職ば、建設職ば、建設職ば、建設職人人人人のののの安安安安全確保全確保全確保全確保法で建設法で建設法で建設法で建設職職職職人基人基人基人基本法の中で本法の中で本法の中で本法の中で少少少少しでしでしでしでももももそれをそれをそれをそれをカバカバカバカバーできるよーできるよーできるよーできるよううううなななな仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っっっっておておておております。ります。ります。ります。先ほ先ほ先ほ先ほどもどもどもどもおおおお聞聞聞聞きしましたら、きしましたら、きしましたら、きしましたら、時時時時期も期も期も期も中中中中身身身身もこもこもこもこれからといれからといれからといれからというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいますので、またいますので、またいますので、またいますので、また機機機機会あるごとに、私会あるごとに、私会あるごとに、私会あるごとに、私もこうもこうもこうもこうあるあるあるあるべべべべきではないかといきではないかといきではないかといきではないかというううう意意意意見も見も見も見も述述述述べべべべていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思います。います。います。います。
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ぜひぜひぜひぜひ、計、計、計、計画画画画にににに労労労労働働働働者の皆さ者の皆さ者の皆さ者の皆さんんんんのののの思思思思いがいがいがいが反反反反映映映映される中される中される中される中身身身身にしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいと思思思思っっっっておりまておりまておりまております。す。す。す。次に、先次に、先次に、先次に、先週週週週、代、代、代、代表質表質表質表質問問問問で、で、で、で、アアアアンンンンダダダダーーーーパパパパスのスのスのスの幹線幹線幹線幹線についてについてについてについて質質質質問問問問をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。知知知知事の事の事の事の答弁答弁答弁答弁では、では、では、では、今今今今回被回被回被回被害の大きか害の大きか害の大きか害の大きかっっっったたたた箇箇箇箇所から、改所から、改所から、改所から、改善善善善策策策策をををを講講講講じていきたいと。その他じていきたいと。その他じていきたいと。その他じていきたいと。その他もももも順次順次順次順次実実実実施していくつ施していくつ施していくつ施していくつももももりだといりだといりだといりだといううううおおおお話話話話がごがごがごがござざざざいましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、、、、具体的具体的具体的具体的ににににどどどどの場所を、いの場所を、いの場所を、いの場所を、いつからつからつからつから取取取取りりりり組組組組まれるご予定なのか、そのまれるご予定なのか、そのまれるご予定なのか、そのまれるご予定なのか、その点点点点についておについておについておについてお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。○津風呂道路管理課長○津風呂道路管理課長○津風呂道路管理課長○津風呂道路管理課長 冠冠冠冠水の水の水の水の情情情情報を報を報を報をドドドドライバライバライバライバーにーにーにーに知知知知らせるらせるらせるらせるこここことは、とは、とは、とは、アアアアンンンンダダダダーーーーパパパパスでの水スでの水スでの水スでの水没没没没事故を事故を事故を事故を防防防防ぐぐぐぐためにはためにはためにはためには非常非常非常非常にににに重要重要重要重要だとだとだとだと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。対策対策対策対策といたしまして、まず９月１といたしまして、まず９月１といたしまして、まず９月１といたしまして、まず９月１２日の大２日の大２日の大２日の大雨雨雨雨で一で一で一で一番番番番被被被被害の大きか害の大きか害の大きか害の大きかっっっった、た、た、た、近近近近鉄南鉄南鉄南鉄南大大大大阪阪阪阪線線線線、大、大、大、大和高和高和高和高田田田田市市市市駅駅駅駅のののの高高高高架架架架下について下について下について下について今今今今年年年年度に度に度に度に対策対策対策対策をををを完完完完了する予定でご了する予定でご了する予定でご了する予定でござざざざいます。います。います。います。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、危険危険危険危険状状状状態態態態のののの認認認認知知知知性性性性をををを高高高高めるため、めるため、めるため、めるため、回回回回転灯転灯転灯転灯をををを増増増増設するとと設するとと設するとと設するととももももに、日に、日に、日に、日常常常常においてにおいてにおいてにおいてもももも、、、、冠冠冠冠水の水の水の水の危険危険危険危険性性性性を理を理を理を理解解解解していただくため、していただくため、していただくため、していただくため、注意注意注意注意喚喚喚喚起起起起看看看看板板板板の設置、路の設置、路の設置、路の設置、路面や面や面や面や壁壁壁壁面へ面へ面へ面へのののの冠冠冠冠水水水水範囲範囲範囲範囲、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは深深深深さのさのさのさの表表表表示を行示を行示を行示を行っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。水水水水没没没没事故のありましたほかの３事故のありましたほかの３事故のありましたほかの３事故のありましたほかの３カカカカ所につきまして所につきまして所につきまして所につきましてもももも、、、、同同同同様の様の様の様の対策対策対策対策でででで来来来来年度年度年度年度実実実実施予定でご施予定でご施予定でご施予定でござざざざいます。そのほかいます。そのほかいます。そのほかいます。そのほかもももも順次順次順次順次実実実実施してまいる所施してまいる所施してまいる所施してまいる所存存存存でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 今今今今回回回回大大大大和高和高和高和高田田田田市市市市駅駅駅駅ののののアアアアンンンンダダダダーーーーパパパパスですが、ポンスですが、ポンスですが、ポンスですが、ポンププププがががが作作作作動しなか動しなか動しなか動しなかっっっったといたといたといたというこうこうこうことですが、とですが、とですが、とですが、原原原原因因因因ももももおわかりだといおわかりだといおわかりだといおわかりだというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいますので、当いますので、当いますので、当いますので、当然然然然そのそのそのその対策も対策も対策も対策も講講講講じていただじていただじていただじていただけるとけるとけるとけると認認認認識識識識してよしてよしてよしてよろろろろしいでししいでししいでししいでしょうょうょうょうか。か。か。か。○津風呂道路管理課長○津風呂道路管理課長○津風呂道路管理課長○津風呂道路管理課長 ９月１２日の大９月１２日の大９月１２日の大９月１２日の大雨雨雨雨のときには、大のときには、大のときには、大のときには、大和高和高和高和高田田田田市市市市駅駅駅駅のののの高高高高架架架架下で、ポン下で、ポン下で、ポン下で、ポンププププのセンのセンのセンのセンササササーにーにーにーに支支支支障障障障が生じたが生じたが生じたが生じたこここことで、ポンとで、ポンとで、ポンとで、ポンププププがががが作作作作動しなか動しなか動しなか動しなかっっっったといたといたといたというこうこうこうことがごとがごとがごとがござざざざいました。いました。いました。いました。そそそそうううういいいいうこうこうこうことで、ポンとで、ポンとで、ポンとで、ポンププププのセンのセンのセンのセンササササーにーにーにーに支支支支障障障障が生じてが生じてが生じてが生じてもももも、代、代、代、代替替替替機機機機能能能能がががが確保確保確保確保できるよできるよできるよできるよううううに、に、に、に、現現現現在在在在１１１１系系系系統統統統しかごしかごしかごしかござざざざいませいませいませいませんんんんが、さらに１が、さらに１が、さらに１が、さらに１系系系系統統統統ふふふふややややしまして、２しまして、２しまして、２しまして、２系系系系統統統統といといといという形う形う形う形でででで増増増増設したい設したい設したい設したいとととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 あと、あと、あと、あと、注意注意注意注意喚喚喚喚起起起起といといといという点う点う点う点ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、前前前前もももも委員会の中で委員会の中で委員会の中で委員会の中で取取取取り上げさせていり上げさせていり上げさせていり上げさせていただいたのですけれただいたのですけれただいたのですけれただいたのですけれどもどもどもども、、、、回避回避回避回避するするするするこここことのできる、道路のとのできる、道路のとのできる、道路のとのできる、道路の手手手手前前前前でででで喚喚喚喚起起起起をしなければ、をしなければ、をしなければ、をしなければ、前前前前にににに進進進進むむむむか、あるいはそか、あるいはそか、あるいはそか、あるいはそここここでとまるしかないといでとまるしかないといでとまるしかないといでとまるしかないというううう選選選選択肢択肢択肢択肢の中では、なかなかの中では、なかなかの中では、なかなかの中では、なかなか安安安安全全全全上、上、上、上、問問問問題題題題ががががあるのではないかとあるのではないかとあるのではないかとあるのではないかと思思思思ううううのです。そののです。そののです。そののです。その点点点点についてについてについてについて対策対策対策対策をををを講講講講じられるのかじられるのかじられるのかじられるのかどうどうどうどうかについてかについてかについてかについてももももおおおお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。○津風呂道路管理課長○津風呂道路管理課長○津風呂道路管理課長○津風呂道路管理課長 近近近近鉄鉄鉄鉄大大大大阪阪阪阪線線線線高高高高田田田田駅駅駅駅高高高高架架架架下の下の下の下の北北北北側側側側のののの情情情情報報報報板板板板だとだとだとだと認認認認識識識識しています。しています。しています。しています。現現現現地地地地調調調調査しましたと査しましたと査しましたと査しましたところころころころ、場所が、、場所が、、場所が、、場所が、交交交交差差差差する道路よりする道路よりする道路よりする道路よりも南も南も南も南側側側側に入に入に入に入っっっったとたとたとたところころころころでごでごでごでござざざざいまいまいまいま
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すので、すので、すので、すので、位位位位置につきましては、置につきましては、置につきましては、置につきましては、どうどうどうどういいいいっっっったたたた形形形形で変更できるのかをで変更できるのかをで変更できるのかをで変更できるのかを再再再再度度度度詳細詳細詳細詳細にににに検討検討検討検討いたしまいたしまいたしまいたしまして、して、して、して、対策対策対策対策をををを考え考え考え考えていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 本本本本来来来来であればであればであればであれば回避回避回避回避できる道路できる道路できる道路できる道路もももも、、、、冠冠冠冠水する水する水する水する構造構造構造構造になになになになっっっっておりますので、そのておりますので、そのておりますので、そのておりますので、その点点点点、、、、ぜひぜひぜひぜひ検討検討検討検討していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。最後最後最後最後に、地に、地に、地に、地元元元元ののののこここことで申しわけないのですけれとで申しわけないのですけれとで申しわけないのですけれとで申しわけないのですけれどもどもどもども、大、大、大、大和高和高和高和高田田田田市市市市とのまちづくりとのまちづくりとのまちづくりとのまちづくり連連連連携携携携協協協協定について、定について、定について、定について、現在現在現在現在の進の進の進の進捗捗捗捗状況状況状況状況についておについておについておについてお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。○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 県と大県と大県と大県と大和高和高和高和高田田田田市市市市のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり協協協協定でご定でご定でご定でござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、平成２７年７月に４地平成２７年７月に４地平成２７年７月に４地平成２７年７月に４地区区区区をををを対対対対象象象象としてとしてとしてとして包包包包括括括括協協協協定を締結していると定を締結していると定を締結していると定を締結しているところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。ここここののののううううち大ち大ち大ち大和高和高和高和高田田田田市市市市としましては、としましては、としましては、としましては、老朽老朽老朽老朽化した化した化した化した市市市市役役役役所所所所庁庁庁庁舎舎舎舎の建てかの建てかの建てかの建てかええええがががが喫喫喫喫緊緊緊緊の課の課の課の課題題題題となとなとなとなっっっっていていていていますますますますシシシシビビビビッッッッククククココココアアアア周周周周辺辺辺辺地地地地区区区区をををを優優優優先先先先的的的的に進めたいとに進めたいとに進めたいとに進めたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。昨昨昨昨年度、地域住年度、地域住年度、地域住年度、地域住民民民民のののの意意意意見見見見をををを集集集集めるめるめるめる市市市市民民民民ワワワワーーーークシクシクシクショョョョッッッップやプやプやプや、、、、学学学学識識識識経経経経験験験験者、者、者、者、各各各各種種種種団団団団体体体体、関係、関係、関係、関係機機機機関から関から関から関から構構構構成されるまち成されるまち成されるまち成されるまちづくりづくりづくりづくり意意意意見交見交見交見交換換換換会を開会を開会を開会を開催催催催するなするなするなするなどどどど、まちづくり、まちづくり、まちづくり、まちづくり基基基基本本本本構構構構想想想想のののの策策策策定に定に定に定に取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできたとできたとできたとできたところころころころででででごごごござざざざいます。います。います。います。今今今今年度８月に、年度８月に、年度８月に、年度８月に、市市市市役役役役所の新所の新所の新所の新庁庁庁庁舎舎舎舎建設地を県の建設地を県の建設地を県の建設地を県の高高高高田田田田総総総総合合合合庁庁庁庁舎舎舎舎のののの跡跡跡跡地とする地とする地とする地とするここここととととをををを含含含含めた、新めた、新めた、新めた、新庁庁庁庁舎舎舎舎建設建設建設建設基基基基本本本本構構構構想想想想をををを取取取取りまとめられまして、そのりまとめられまして、そのりまとめられまして、そのりまとめられまして、その構構構構想想想想をををを踏踏踏踏ままままええええたまちづくりたまちづくりたまちづくりたまちづくり基基基基本本本本構構構構想想想想を、を、を、を、こここことしの１０月１９日にとしの１０月１９日にとしの１０月１９日にとしの１０月１９日に策策策策定をしたと定をしたと定をしたと定をしたところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。今今今今後後後後、、、、ここここのののの基基基基本本本本構構構構想想想想のののの実現実現実現実現に向けましてに向けましてに向けましてに向けまして取取取取りりりり組む組む組む組む事業の事業の事業の事業の具体的具体的具体的具体的なななな内容や内容や内容や内容や事業事業事業事業主主主主体体体体、ス、ス、ス、スケケケケジジジジュュュューーーールルルルななななどどどどを定めるまちづくりを定めるまちづくりを定めるまちづくりを定めるまちづくり基基基基本計本計本計本計画画画画をををを市市市市とととと検討検討検討検討していくしていくしていくしていくこここことになります。とになります。とになります。とになります。既既既既にににに市市市市ででででは、は、は、は、基基基基本本本本構構構構想想想想策策策策定定定定後後後後、、、、速速速速ややややかにかにかにかに基基基基本計本計本計本計画策画策画策画策定に向けた定に向けた定に向けた定に向けた最初最初最初最初のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり意意意意見交見交見交見交換換換換会を開会を開会を開会を開催催催催するととするととするととするととももももに、に、に、に、市市市市民民民民ワワワワーーーークシクシクシクショョョョッッッッププププを１０月と１１月に開を１０月と１１月に開を１０月と１１月に開を１０月と１１月に開催催催催をしたとをしたとをしたとをしたところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。県としましては、県としましては、県としましては、県としましては、早早早早期期期期にまちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくり基基基基本計本計本計本計画画画画がががが策策策策定できますよ定できますよ定できますよ定できますようううう、、、、今今今今後後後後もももも引引引引きききき続続続続きききき市市市市とととと協協協協働働働働してしてしてして取取取取りりりり組ん組ん組ん組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思思思思っっっっています。ています。ています。ています。ただいまただいまただいまただいまシシシシビビビビッッッッククククココココアアアア周周周周辺辺辺辺地地地地区区区区について申し上げましたけれについて申し上げましたけれについて申し上げましたけれについて申し上げましたけれどもどもどもども、、、、ここここれれれれ以以以以外外外外の３地の３地の３地の３地区区区区にににについてついてついてついてもももも、、、、早早早早期期期期にににに基基基基本本本本構構構構想想想想のののの検討検討検討検討に入れますよに入れますよに入れますよに入れますようううう、県から、県から、県から、県からも市も市も市も市にににに対対対対してしてしてして働働働働きかけをしてまきかけをしてまきかけをしてまきかけをしてまいりたいといりたいといりたいといりたいと考え考え考え考えいてます。いてます。いてます。いてます。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 市市市市民民民民のののの意意意意見見見見をををを反反反反映映映映したり、したり、したり、したり、学学学学識識識識経経経経験験験験者の者の者の者の意意意意見見見見をををを反反反反映映映映させるさせるさせるさせる仕仕仕仕組組組組みとして、まみとして、まみとして、まみとして、まちづくりちづくりちづくりちづくり意意意意見交見交見交見交換換換換会会会会や市や市や市や市民民民民ワワワワーーーークシクシクシクショョョョッッッッププププといといといといううううおおおお話話話話がごがごがごがござざざざいましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、、、、具体的具体的具体的具体的ににににここここここここで議で議で議で議論論論論されたされたされたされたこここことは、とは、とは、とは、どどどどのよのよのよのよううううなななな形形形形でその計でその計でその計でその計画画画画にににに反反反反映映映映されるされるされるされる仕仕仕仕組組組組みになみになみになみになっっっっているのでているのでているのでているのでししししょうょうょうょうか。か。か。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 大大大大和高和高和高和高田田田田市市市市ののののシシシシビビビビッッッッククククココココアアアア周周周周辺辺辺辺地地地地区区区区でででで今今今今まで議まで議まで議まで議論論論論してきたしてきたしてきたしてきたこここことでごとでごとでごとでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、ワワワワーーーークシクシクシクショョョョッッッッププププを、を、を、を、基基基基本本本本構構構構想想想想策策策策定に向けて計３定に向けて計３定に向けて計３定に向けて計３回回回回開開開開催催催催したとしたとしたとしたと
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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。ワワワワーーーークシクシクシクショョョョッッッッププププには、一般公には、一般公には、一般公には、一般公募募募募のののの市市市市民民民民をををを含含含含め、一般の方にめ、一般の方にめ、一般の方にめ、一般の方に参参参参加加加加いただいいただいいただいいただいたと。その中で議たと。その中で議たと。その中で議たと。その中で議論論論論されたされたされたされたこここことは、とは、とは、とは、意意意意見交見交見交見交換換換換会で会で会で会でフフフフィィィィーーーードドドドババババッッッッククククをされております。をされております。をされております。をされております。まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり意意意意見交見交見交見交換換換換会につきましては、行会につきましては、行会につきましては、行会につきましては、行政政政政機機機機関、関、関、関、学学学学識識識識経経経経験験験験者、者、者、者、交通交通交通交通機機機機関関関関やややや警警警警察察察察といといといといっっっった関係た関係た関係た関係団団団団体体体体がががが参参参参画画画画しておりまして、そしておりまして、そしておりまして、そしておりまして、そここここで、で、で、で、ワワワワーーーークシクシクシクショョョョッッッッププププで出たで出たで出たで出た話話話話ななななどどどどをををを踏踏踏踏ままままええええて、いて、いて、いて、いろろろろいいいいろろろろなななな意意意意見交見交見交見交換換換換をすると。それををすると。それををすると。それををすると。それを踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、市市市市で事務局を務めておりますが、で事務局を務めておりますが、で事務局を務めておりますが、で事務局を務めておりますが、市市市市と県でと県でと県でと県で話話話話し合いをしながら、し合いをしながら、し合いをしながら、し合いをしながら、基基基基本本本本構構構構想想想想をつくをつくをつくをつくっっっったといたといたといたというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、ワワワワーーーークシクシクシクショョョョッッッッププププをををを通通通通じて、一般の方じて、一般の方じて、一般の方じて、一般の方 々々々々のののの意意意意見見見見をををを吸吸吸吸い上げて、それをい上げて、それをい上げて、それをい上げて、それを反反反反映映映映して、して、して、して、意意意意見交見交見交見交換換換換会で議会で議会で議会で議論論論論したしたしたしたももももののののをををを基基基基本本本本構構構構想想想想にににに盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんだといだといだといだという手う手う手う手順でご順でご順でご順でござざざざいます。います。います。います。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 シシシシビビビビッッッッククククココココアアアアのののの庁庁庁庁舎舎舎舎の建てかの建てかの建てかの建てかええええの議の議の議の議論論論論がががが現在現在現在現在進められているとい進められているとい進められているとい進められているというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、市市市市役役役役所といいますと、所といいますと、所といいますと、所といいますと、市市市市民民民民がががが利用利用利用利用されるとされるとされるとされるところころころころでごでごでごでござざざざいますので、一いますので、一いますので、一いますので、一体どう体どう体どう体どういいいいう形う形う形う形で、で、で、で、ここここれから進められていくのかはれから進められていくのかはれから進められていくのかはれから進められていくのかはややややはり関はり関はり関はり関心心心心をををを持持持持たれているとたれているとたれているとたれていると思思思思います。います。います。います。また、また、また、また、ここここれからだとれからだとれからだとれからだと思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、、、、現在現在現在現在オオオオーーーーククククタタタタウウウウンの建てかンの建てかンの建てかンの建てかええええが進められておが進められておが進められておが進められております。ります。ります。ります。ここここここここででででも取も取も取も取りりりり壊壊壊壊しのしのしのしの際際際際には、には、には、には、ももももととととももももと２と２と２と２階階階階部分に広場があ部分に広場があ部分に広場があ部分に広場があっっっって、て、て、て、市市市市民民民民がががが憩うこ憩うこ憩うこ憩うこととととのできるスのできるスのできるスのできるスペペペペースがースがースがースが確保確保確保確保されるのか、あるいはされるのか、あるいはされるのか、あるいはされるのか、あるいは近近近近鉄鉄鉄鉄大大大大和高和高和高和高田田田田駅駅駅駅からからからからオオオオーーーーククククタタタタウウウウンにンにンにンに渡渡渡渡るるるる歩歩歩歩道道道道橋橋橋橋ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、現在現在現在現在はははは店舗店舗店舗店舗がなくながなくながなくながなくなっっっってしまてしまてしまてしまっっっったので、たので、たので、たので、オオオオーーーーククククタタタタウウウウンンンン側側側側は、は、は、は、歩歩歩歩いておいておいておいておりなければならないなりなければならないなりなければならないなりなければならないなどどどど、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろごごごご不不不不便便便便をかけているをかけているをかけているをかけている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。ぜひぜひぜひぜひ、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろなななな意意意意見見見見があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、市市市市民民民民の方の方の方の方 々々々々のののの意意意意見見見見をををを吸吸吸吸収収収収するするするする仕仕仕仕組組組組みをつくみをつくみをつくみをつくっっっっていていていていただいて、ただいて、ただいて、ただいて、オオオオーーーーププププンなンなンなンな形形形形で計で計で計で計画画画画が進められるよが進められるよが進められるよが進められるよううううにににに求求求求めておきたいとめておきたいとめておきたいとめておきたいと思思思思います。います。います。います。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 １１１１点点点点だけでごだけでごだけでごだけでござざざざいますのでいいおいますのでいいおいますのでいいおいますのでいいお答答答答ええええがいただけたらすがいただけたらすがいただけたらすがいただけたらすぐぐぐぐにににに終終終終わります。先わります。先わります。先わります。先ほほほほどどどど、補正予算を、補正予算を、補正予算を、補正予算を含含含含むむむむ予算の予算の予算の予算の概要概要概要概要に、補正予算の部分についてに、補正予算の部分についてに、補正予算の部分についてに、補正予算の部分について賛賛賛賛成させていただいたので成させていただいたので成させていただいたので成させていただいたのですが、特にその中ですが、特にその中ですが、特にその中ですが、特にその中でも河も河も河も河川川川川災災災災害の関害の関害の関害の関連連連連事業とい事業とい事業とい事業というこうこうこうことで、県が１００とで、県が１００とで、県が１００とで、県が１００％％％％費用費用費用費用をををを捻捻捻捻出して、出して、出して、出して、堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂のののの除除除除去去去去に当たに当たに当たに当たっっっっていただける、ていただける、ていただける、ていただける、感謝感謝感謝感謝申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。ただ、ただ、ただ、ただ、ここここれはれはれはれは来来来来年度予算に年度予算に年度予算に年度予算にもももも関係する関係する関係する関係するこここことでごとでごとでごとでござざざざいますので、おいますので、おいますので、おいますので、お伺伺伺伺いしておきたいのでいしておきたいのでいしておきたいのでいしておきたいのですけれすけれすけれすけれどもどもどもども、、、、今今今今回回回回の１の１の１の１億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円ででででどこどこどこどこまでできるのか。までできるのか。までできるのか。までできるのか。具体的具体的具体的具体的なななな除除除除去去去去ををををややややる事業る事業る事業る事業費費費費としてとしてとしてとして考え考え考え考えさせていただいていいのでしさせていただいていいのでしさせていただいていいのでしさせていただいていいのでしょうょうょうょうか。か。か。か。○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長 補正予算でお願いしておりますのは、予算案の補正予算でお願いしておりますのは、予算案の補正予算でお願いしておりますのは、予算案の補正予算でお願いしておりますのは、予算案の概要概要概要概要２２２２ペペペページのージのージのージの河河河河川川川川災災災災害害害害関関関関連連連連事業で公事業で公事業で公事業で公共共共共土土土土木木木木施設施設施設施設災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業を計上させていただいております。事業を計上させていただいております。事業を計上させていただいております。事業を計上させていただいております。今今今今回回回回のののの雨雨雨雨で土で土で土で土砂砂砂砂がががが河河河河川川川川断断断断面面面面の３の３の３の３割割割割以以以以上上上上堆積堆積堆積堆積したしたしたした河河河河川については、国の補川については、国の補川については、国の補川については、国の補助助助助を活を活を活を活用用用用してしてしてして除除除除去去去去するするするするこここことをとをとをとを考え考え考え考えております。ております。ております。ております。県の県の県の県の単独費単独費単独費単独費でするでするでするでする河河河河川川川川災災災災害関害関害関害関連連連連事業は、事業は、事業は、事業は、要要要要件に当てはまらないと件に当てはまらないと件に当てはまらないと件に当てはまらないところころころころ、例、例、例、例ええええば、３ば、３ば、３ば、３割割割割閉閉閉閉
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塞塞塞塞しているしているしているしている区区区区間間間間にににに隣接隣接隣接隣接しているとしているとしているとしているところころころころで、３で、３で、３で、３割割割割にはにはにはには届届届届かないけれかないけれかないけれかないけれどもどもどもども、一、一、一、一緒緒緒緒にににに取取取取らないと、らないと、らないと、らないと、一定一定一定一定区区区区間間間間のののの安安安安全全全全がががが確保確保確保確保できないとできないとできないとできないところころころころななななどどどどをををを除除除除去去去去するするするするこここことをまずはとをまずはとをまずはとをまずは主主主主眼眼眼眼に置いた予算のに置いた予算のに置いた予算のに置いた予算の要要要要求求求求でごでごでごでござざざざいます。したがいまして、計上しております１います。したがいまして、計上しております１います。したがいまして、計上しております１います。したがいまして、計上しております１億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円の予算をおの予算をおの予算をおの予算をお認認認認めめめめいただいたときに、いただいたときに、いただいたときに、いただいたときに、どこどこどこどこにににに充充充充当するかは、当するかは、当するかは、当するかは、災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧の補の補の補の補助助助助で提案させていただいてるとで提案させていただいてるとで提案させていただいてるとで提案させていただいてるとこここころろろろのののの隣接工隣接工隣接工隣接工区区区区、関、関、関、関連工連工連工連工区区区区にまずはにまずはにまずはにまずは適用適用適用適用するするするするこここことをとをとをとを主主主主眼眼眼眼にした予算にした予算にした予算にした予算要求要求要求要求でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。その他のその他のその他のその他の区区区区間間間間につきましては、先ほにつきましては、先ほにつきましては、先ほにつきましては、先ほどどどどの説明にの説明にの説明にの説明にももももありましたけれありましたけれありましたけれありましたけれどもどもどもども、、、、通通通通常常常常のののの河河河河川川川川維持維持維持維持修修修修繕事業繕事業繕事業繕事業費費費費の中で、平成３０年度当の中で、平成３０年度当の中で、平成３０年度当の中で、平成３０年度当初初初初予算でできるだけ計予算でできるだけ計予算でできるだけ計予算でできるだけ計画的画的画的画的にににに堆積堆積堆積堆積してるとしてるとしてるとしてるところころころころを順次を順次を順次を順次取っ取っ取っ取っていくための予算をていくための予算をていくための予算をていくための予算を要求要求要求要求させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。ここここの２つを活の２つを活の２つを活の２つを活用用用用して、して、して、して、堆積箇堆積箇堆積箇堆積箇所の所の所の所の対応対応対応対応を進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいと考え考え考え考えているとているとているとているところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 今今今今年度の当年度の当年度の当年度の当初初初初のののの維持維持維持維持管理のための管理のための管理のための管理のための堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂のののの除除除除去去去去ににににどどどどれだけの予算がれだけの予算がれだけの予算がれだけの予算が組組組組まれまれまれまれていたのでしていたのでしていたのでしていたのでしょうょうょうょうか。か。か。か。ななななぜ聞ぜ聞ぜ聞ぜ聞くかといくかといくかといくかといううううと、と、と、と、以以以以前前前前からお願いしつつからお願いしつつからお願いしつつからお願いしつつもももも、２年３年と先、２年３年と先、２年３年と先、２年３年と先送送送送りされてきて、なおかりされてきて、なおかりされてきて、なおかりされてきて、なおかつつつつ今今今今回回回回のののの台風台風台風台風で、で、で、で、草草草草の上に土がたまの上に土がたまの上に土がたまの上に土がたまっっっって、ますますて、ますますて、ますますて、ますます堆積堆積堆積堆積しているとしているとしているとしているところころころころがあります。そがあります。そがあります。そがあります。そうううういいいいうううう部分に部分に部分に部分に対応対応対応対応しよしよしよしよううううとととと思思思思っっっったら、かなりの予算をたら、かなりの予算をたら、かなりの予算をたら、かなりの予算を来来来来年度は年度は年度は年度は要求要求要求要求しないと、先ほしないと、先ほしないと、先ほしないと、先ほどどどどからほからほからほからほかの委員からかの委員からかの委員からかの委員からももももご指ご指ご指ご指摘摘摘摘のあのあのあのあっっっったたたた堆積堆積堆積堆積土土土土砂対策砂対策砂対策砂対策のののの実実実実が上がらないのではないかとが上がらないのではないかとが上がらないのではないかとが上がらないのではないかと心心心心配配配配します。します。します。します。こここことしの予算はとしの予算はとしの予算はとしの予算はどうどうどうどうだだだだっっっったのか、たのか、たのか、たのか、来来来来年度予算に向けての年度予算に向けての年度予算に向けての年度予算に向けてのどうどうどうどういいいいううううおおおお気持気持気持気持ちをちをちをちを持っ持っ持っ持っておられておられておられておられるのか、そのるのか、そのるのか、そのるのか、その辺辺辺辺のとのとのとのところころころころをおをおをおをお聞聞聞聞かせください。かせください。かせください。かせください。○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長 平成２９年度の当平成２９年度の当平成２９年度の当平成２９年度の当初初初初予算における予算における予算における予算における堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂除除除除去去去去のためののためののためののための費用費用費用費用、、、、河河河河川川川川維持維持維持維持修修修修繕事業繕事業繕事業繕事業費費費費は、９は、９は、９は、９億億億億１１１１，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円程程程程度をいただいています。ただし、度をいただいています。ただし、度をいただいています。ただし、度をいただいています。ただし、堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂だけでなだけでなだけでなだけでなく、く、く、く、除除除除草草草草やややや護岸護岸護岸護岸のののの修修修修繕、そ繕、そ繕、そ繕、そうううういいいいうもうもうもうものをのをのをのを全全全全てててて賄賄賄賄うううう予算としていただいています。予算としていただいています。予算としていただいています。予算としていただいています。平成３０年度予算に向けましては、ご指平成３０年度予算に向けましては、ご指平成３０年度予算に向けましては、ご指平成３０年度予算に向けましては、ご指摘摘摘摘のよのよのよのよううううに、に、に、に、堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂除除除除去去去去を、を、を、を、ここここれまでれまでれまでれまでもももも委員委員委員委員会会会会等等等等でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろごごごご意意意意見見見見をいただいているとをいただいているとをいただいているとをいただいているところころころころでごでごでごでござざざざいますので、所いますので、所いますので、所いますので、所用用用用の額として、財の額として、財の額として、財の額として、財政政政政当局と当局と当局と当局と調調調調整を進めておりますけれ整を進めておりますけれ整を進めておりますけれ整を進めておりますけれどもどもどもども、、、、ここここれれれれ以以以以上の予算がつくよ上の予算がつくよ上の予算がつくよ上の予算がつくよううううに、に、に、に、要求要求要求要求をしているとをしているとをしているとをしているところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 ９９９９億億億億１１１１，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円は、は、は、は、護岸護岸護岸護岸がががが含含含含まれるとおまれるとおまれるとおまれるとおっっっっししししゃゃゃゃっっっったので、それをたので、それをたので、それをたので、それを除除除除いたいたいたいた額は大額は大額は大額は大体ど体ど体ど体どれれれれぐぐぐぐらいですか。らいですか。らいですか。らいですか。○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長 堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂除除除除去去去去のための予算は、そののための予算は、そののための予算は、そののための予算は、そのううううち約４ち約４ち約４ち約４億億億億２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円の計上にの計上にの計上にの計上にななななっっっっています。ています。ています。ています。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 来来来来年度予算に大いに関係してくると年度予算に大いに関係してくると年度予算に大いに関係してくると年度予算に大いに関係してくると思思思思ううううのですが、先ほのですが、先ほのですが、先ほのですが、先ほどどどどからご説明いただからご説明いただからご説明いただからご説明いただきましたよきましたよきましたよきましたよううううに、に、に、に、災災災災害のあ害のあ害のあ害のあっっっったたたた箇箇箇箇所に所に所に所に連連連連なる部分のなる部分のなる部分のなる部分の費用費用費用費用として、として、として、として、今今今今、補正予算が、補正予算が、補正予算が、補正予算が組組組組まれたまれたまれたまれた
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といといといというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、従従従従来来来来より、より、より、より、異異異異常常常常にたまにたまにたまにたまっっっってしまてしまてしまてしまっっっったとたとたとたところころころころ、、、、ふふふふだだだだん災ん災ん災ん災害は害は害は害はなかなかなかなかっっっったけれたけれたけれたけれどもどもどもども、、、、堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂がなお上がなお上がなお上がなお上積積積積みされたといみされたといみされたといみされたというううう部分について部分について部分について部分について対応対応対応対応しよしよしよしよううううとととと思思思思ええええば、ば、ば、ば、かなりの予算かなりの予算かなりの予算かなりの予算要求要求要求要求をしないと、をしないと、をしないと、をしないと、今今今今までが、２年までが、２年までが、２年までが、２年もももも３年３年３年３年ももももお願いしてお願いしてお願いしてお願いしてももももなかなかなかなかなかなかなかなかやっやっやっやっていたていたていたていただけないといだけないといだけないといだけないというううう部分の処理は、ますます部分の処理は、ますます部分の処理は、ますます部分の処理は、ますます難難難難しくなるのではないかとしくなるのではないかとしくなるのではないかとしくなるのではないかと思思思思ええええてならないのです。てならないのです。てならないのです。てならないのです。来来来来年度予算について、年度予算について、年度予算について、年度予算について、既既既既ににににヒヒヒヒアアアアリリリリンンンンググググがががが始始始始ままままっっっっているのではないでしているのではないでしているのではないでしているのではないでしょうょうょうょうか。か。か。か。具体的具体的具体的具体的にににには、は、は、は、ここここのののの程程程程度の度の度の度のこここことをとをとをとを考え考え考え考えたい、たい、たい、たい、ややややりたいといりたいといりたいといりたいというもうもうもうものはありますでしのはありますでしのはありますでしのはありますでしょうょうょうょうか。か。か。か。○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長 ここここれまでれまでれまでれまで堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂で、で、で、で、除除除除去去去去をををを要要要要望望望望いただきながら、まだいただきながら、まだいただきながら、まだいただきながら、まだ対応対応対応対応できていなできていなできていなできていないいいい区区区区間間間間がごがごがごがござざざざいました。いました。いました。いました。その中でその中でその中でその中でもももも、、、、今今今今回回回回の２１号の２１号の２１号の２１号台風等台風等台風等台風等でさらにでさらにでさらにでさらに積積積積みみみみ増増増増されて、結果として、先ほされて、結果として、先ほされて、結果として、先ほされて、結果として、先ほどどどど言言言言いましいましいましいましたたたた災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業事業事業事業等等等等のののの適用適用適用適用でででで対応対応対応対応させていただくさせていただくさせていただくさせていただく区区区区間も間も間も間もごごごござざざざいます。います。います。います。今今今今回回回回、、、、災災災災害の補害の補害の補害の補助助助助を受を受を受を受けるための土けるための土けるための土けるための土砂量砂量砂量砂量とととと災災災災害関害関害関害関連連連連のののの単独単独単独単独事業で事業で事業で事業で要求要求要求要求している土している土している土している土砂量砂量砂量砂量で、で、で、で、どどどどのののの程程程程度度度度最終最終最終最終的的的的にににに除除除除去去去去できるかを、予算できるかを、予算できるかを、予算できるかを、予算要求要求要求要求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させていただきまして、平成３０年度予算をしさせていただきまして、平成３０年度予算をしさせていただきまして、平成３０年度予算をしさせていただきまして、平成３０年度予算をしっっっっかかかかりりりり確保確保確保確保できるよできるよできるよできるよううううにににに努努努努めたいとめたいとめたいとめたいと考え考え考え考えているとているとているとているところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 具体的具体的具体的具体的にににに何割何割何割何割かかかか増増増増しでしでしでしで要求要求要求要求しよしよしよしよううううとしておられるのですか。としておられるのですか。としておられるのですか。としておられるのですか。従従従従来ど来ど来ど来どおり、１おり、１おり、１おり、１００００００００パパパパーセントで、それーセントで、それーセントで、それーセントで、それ以以以以上は上は上は上はアアアアウウウウトと。トと。トと。トと。パパパパーセントーセントーセントーセント削削削削りなさいといりなさいといりなさいといりなさいという形う形う形う形の予算の予算の予算の予算要求要求要求要求のののの仕仕仕仕方の中で、方の中で、方の中で、方の中で、去去去去年と年と年と年と同同同同額で額で額で額で仕仕仕仕方ないです方ないです方ないです方ないですねねねねななななどどどどとととと妥妥妥妥協協協協をしますと、そをしますと、そをしますと、そをしますと、そうううういいいいう対策う対策う対策う対策はますますはますますはますますはますます遠遠遠遠のいてしまのいてしまのいてしまのいてしまううううとととと思思思思ううううのです。２のです。２のです。２のです。２倍倍倍倍増増増増をををを要求要求要求要求する、３する、３する、３する、３倍倍倍倍増増増増をををを要求要求要求要求するとか、そのするとか、そのするとか、そのするとか、そのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの向向向向こうこうこうこう意意意意気気気気を示さないと、を示さないと、を示さないと、を示さないと、総総総総務部は務部は務部は務部は堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂のののの費用費用費用費用ををををふふふふややややしてあげよしてあげよしてあげよしてあげよううううといといといという気持う気持う気持う気持ちにはちにはちにはちには絶絶絶絶対対対対にならない。それで、にならない。それで、にならない。それで、にならない。それで、ここここの地域に住の地域に住の地域に住の地域に住んんんんでいるでいるでいるでいる人人人人たちには、土たちには、土たちには、土たちには、土木木木木事務所の職員事務所の職員事務所の職員事務所の職員やややや関係す関係す関係す関係するるるる我々我々我々我々に、に、に、に、不不不不評評評評だけおだけおだけおだけおっっっっししししゃゃゃゃられる。られる。られる。られる。現現現現場の職員場の職員場の職員場の職員もももも、い、い、い、いやややや、金がないので、できませ、金がないので、できませ、金がないので、できませ、金がないので、できませんんんんとととといいいいうううう受け受け受け受け答答答答ええええしかしない。皆さしかしない。皆さしかしない。皆さしかしない。皆さんんんんにににに言言言言っっっったら、予算たら、予算たら、予算たら、予算どどどどりにりにりにりに協協協協力してくださいとい力してくださいとい力してくださいとい力してくださいというううう言言言言い方い方い方い方のののの答答答答ええええがががが返返返返っっっってくるといてくるといてくるといてくるといううううのは、私にのは、私にのは、私にのは、私に言言言言わせると、皆さわせると、皆さわせると、皆さわせると、皆さんんんん方が方が方が方が概概概概算算算算要求要求要求要求のときにのときにのときにのときにどどどどれだけれだけれだけれだけ増増増増額する額する額する額するこここことをとをとをとを求求求求めているのかをはめているのかをはめているのかをはめているのかをはっっっっきりおきりおきりおきりお聞聞聞聞かせいただかないと、かせいただかないと、かせいただかないと、かせいただかないと、応応応応援援援援体体体体制制制制をををを組組組組めませめませめませめませんんんん。。。。災災災災害害害害対策対策対策対策の土の土の土の土砂取砂取砂取砂取りを一生りを一生りを一生りを一生懸命懸命懸命懸命言言言言っっっってますけれてますけれてますけれてますけれどもどもどもども、道路の改良とい、道路の改良とい、道路の改良とい、道路の改良といううううか、か、か、か、災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧も同も同も同も同じじじじここここと。と。と。と。今今今今回回回回のののの災災災災害によ害によ害によ害によっっっってててて復旧復旧復旧復旧するのを、法するのを、法するのを、法するのを、法律律律律的的的的にいにいにいにいええええば、年度が限られています。ば、年度が限られています。ば、年度が限られています。ば、年度が限られています。今今今今回回回回のののの災災災災害の害の害の害の復旧復旧復旧復旧をいつごをいつごをいつごをいつごろろろろまでにまでにまでにまでに終終終終ええええよよよよううううとしておられるのですか。としておられるのですか。としておられるのですか。としておられるのですか。○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長 河河河河川川川川災災災災害害害害復旧費復旧費復旧費復旧費の、補の、補の、補の、補助助助助は、は、は、は、災災災災害害害害発発発発生年度を生年度を生年度を生年度を含含含含めて３めて３めて３めて３カカカカ年度の年度の年度の年度の適用適用適用適用がががが基基基基本でご本でご本でご本でござざざざいます。います。います。います。今今今今回回回回、、、、堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂にににに対対対対する予算のする予算のする予算のする予算の確保確保確保確保の、の、の、の、姿勢姿勢姿勢姿勢をしをしをしをしっっっっかり示せとかり示せとかり示せとかり示せと応応応応援援援援していただいているしていただいているしていただいているしていただいていると、受けとめております。と、受けとめております。と、受けとめております。と、受けとめております。頑頑頑頑張張張張っっっってててて知知知知恵恵恵恵をををを絞絞絞絞りながら、所りながら、所りながら、所りながら、所要要要要額の額の額の額の確保確保確保確保にににに努努努努めているとめているとめているとめているところころころころ
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でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。こここことしは、先ほとしは、先ほとしは、先ほとしは、先ほどどどどから申しますよから申しますよから申しますよから申しますよううううに、補に、補に、補に、補助助助助のののの災災災災害害害害復旧費復旧費復旧費復旧費、、、、災災災災害関害関害関害関連連連連の補の補の補の補正で計上しています正で計上しています正で計上しています正で計上しています単独費単独費単独費単独費、平成３０年度の当、平成３０年度の当、平成３０年度の当、平成３０年度の当初初初初予算の３本予算の３本予算の３本予算の３本柱柱柱柱で、で、で、で、少少少少しでしでしでしでもももも多多多多くの予算をくの予算をくの予算をくの予算を確保確保確保確保しまして、地域のしまして、地域のしまして、地域のしまして、地域の要要要要望望望望に１に１に１に１カカカカ所で所で所で所でも応えも応えも応えも応えれるよれるよれるよれるよううううにににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えておりまておりまておりまております。す。す。す。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 ３年と３年と３年と３年と言言言言わないで２年なり、１年わないで２年なり、１年わないで２年なり、１年わないで２年なり、１年間間間間ででででででででも直も直も直も直すすすすぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの意意意意気気気気込込込込みでみでみでみでもっもっもっもって、て、て、て、どうぞ対応どうぞ対応どうぞ対応どうぞ対応してください。お願いしておきます。してください。お願いしておきます。してください。お願いしておきます。してください。お願いしておきます。それと、それと、それと、それと、もうもうもうもう一つだけ、一つだけ、一つだけ、一つだけ、実実実実はははは今今今今回回回回のののの台風台風台風台風ででででもももも、川を、川を、川を、川を越え越え越え越えて、田て、田て、田て、田んんんんぼぼぼぼのとのとのとのところへどんどんころへどんどんころへどんどんころへどんどんと水が流れと水が流れと水が流れと水が流れ込込込込んんんんだだだだ箇箇箇箇所が所が所が所が何何何何カカカカ所かありました。所かありました。所かありました。所かありました。それはそれはそれはそれはどうどうどうどういいいいううううとととところころころころかといいますと、かといいますと、かといいますと、かといいますと、片片片片方が方が方が方が護岸護岸護岸護岸がきちがきちがきちがきちんんんんとしたとしたとしたとした高高高高い道路、い道路、い道路、い道路、片片片片方が方が方が方が低低低低い川で、道のほい川で、道のほい川で、道のほい川で、道のほううううはははは助助助助かかかかっっっったのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどもどもどもども、、、、片片片片方で流れ方で流れ方で流れ方で流れ込込込込んんんんでしまでしまでしまでしまっっっっているといているといているといているといううううのがのがのがのが何何何何カカカカ所かありました。所かありました。所かありました。所かありました。ここここれにれにれにれに対対対対するするするする対策対策対策対策で、で、で、で、現現現現行の行の行の行のシシシシスススステテテテムムムムからいからいからいからいううううと、と、と、と、護岸護岸護岸護岸の一の一の一の一番番番番上ま上ま上ま上まで、で、で、で、過去過去過去過去、、、、半半半半分のと分のと分のと分のところころころころまでしかしていなかまでしかしていなかまでしかしていなかまでしかしていなかっっっったら、改めて改良たら、改めて改良たら、改めて改良たら、改めて改良工工工工事するにして事するにして事するにして事するにしてもももも、、、、同同同同じじじじ高高高高さまでといさまでといさまでといさまでというルうルうルうルーーーールルルルがあるよがあるよがあるよがあるよううううですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、もう少もう少もう少もう少しおしおしおしお考え考え考え考えいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思ううううのでのでのでのです。す。す。す。片片片片方が方が方が方が高高高高くて、くて、くて、くて、片片片片方の方の方の方の低低低低いほいほいほいほうへうへうへうへばかり水が行ばかり水が行ばかり水が行ばかり水が行っっっってしまてしまてしまてしまううううといといといというううう被被被被害は、害は、害は、害は、将将将将来来来来ののののここここととととをををを考え考え考え考えますと、ますと、ますと、ますと、何何何何とか方法があるかととか方法があるかととか方法があるかととか方法があるかと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、ぜひぜひぜひぜひおおおお考え考え考え考えいただきたい、いただきたい、いただきたい、いただきたい、工工工工法につ法につ法につ法について改めていただきたいといいて改めていただきたいといいて改めていただきたいといいて改めていただきたいというこうこうこうことをお願いして、とをお願いして、とをお願いして、とをお願いして、終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員 蒸蒸蒸蒸しししし返返返返すつすつすつすつももももりはないのですが、先般、本会議場でりはないのですが、先般、本会議場でりはないのですが、先般、本会議場でりはないのですが、先般、本会議場で知知知知事は、事は、事は、事は、迅迅迅迅速速速速にとにとにとにといいいいう表現う表現う表現う表現をををを使使使使っっっったたたたこここことを、皆さとを、皆さとを、皆さとを、皆さんんんん耳耳耳耳にしていただいたとにしていただいたとにしていただいたとにしていただいたと思思思思います。います。います。います。拙拙拙拙速速速速ももももいかいかいかいかんんんんけれけれけれけれどどどど、、、、ややややはりはりはりはり物物物物事は事は事は事は迅迅迅迅速速速速でなければならないとでなければならないとでなければならないとでなければならないと思思思思ううううのです。のです。のです。のです。迅迅迅迅速速速速とととと拙拙拙拙速速速速ととととどうどうどうどう違違違違ううううのかといのかといのかといのかというこうこうこうことになるわけだけれとになるわけだけれとになるわけだけれとになるわけだけれどどどど、それは皆さ、それは皆さ、それは皆さ、それは皆さんんんん勉勉勉勉強強強強してください。事してください。事してください。事してください。事実実実実をしをしをしをしっっっっかりとかりとかりとかりと捉捉捉捉ええええる、る、る、る、経過経過経過経過をしをしをしをしっっっっかりとかりとかりとかりと捉捉捉捉ええええながら、ながら、ながら、ながら、どどどどのよのよのよのよううううにににに物物物物事をまとめるかとい事をまとめるかとい事をまとめるかとい事をまとめるかというこうこうこうことになとになとになとになろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思うううう。。。。そそそそここここで、本会議場でで、本会議場でで、本会議場でで、本会議場でもももも問問問問題題題題になになになになっっっったとたとたとたと思思思思いますが、生いますが、生いますが、生いますが、生駒市駒市駒市駒市の西の西の西の西松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘のののの問問問問題題題題と、そして、と、そして、と、そして、と、そして、ききききょうもょうもょうもょうも話話話話題題題題になになになになっっっっておりました、ておりました、ておりました、ておりました、三郷三郷三郷三郷町町町町のののの信信信信貴貴貴貴ヶ丘ヶ丘ヶ丘ヶ丘のののの問問問問題題題題のののの両両両両方を方を方を方を真真真真剣剣剣剣にににに絡絡絡絡めながらめながらめながらめながら考考考考ええええるるるるこここことととともももも大事な大事な大事な大事なこここことだととだととだととだと思思思思うううう。一つは、い。一つは、い。一つは、い。一つは、いろろろろいいいいろろろろ指指指指摘摘摘摘をしてきたにをしてきたにをしてきたにをしてきたにももももかかわらず、かかわらず、かかわらず、かかわらず、ここここれれれれがおくれたと。そして、大がおくれたと。そして、大がおくれたと。そして、大がおくれたと。そして、大雨雨雨雨で流出したと。２次で流出したと。２次で流出したと。２次で流出したと。２次災災災災害の害の害の害の問問問問題題題題が出ているといが出ているといが出ているといが出ているというこうこうこうことです。とです。とです。とです。三郷三郷三郷三郷町町町町のののの信信信信貴貴貴貴ヶ丘ヶ丘ヶ丘ヶ丘のののの問問問問題題題題については、については、については、については、今今今今、、、、対応対応対応対応をしているといをしているといをしているといをしているというこうこうこうこと。と。と。と。比較比較比較比較的的的的迅迅迅迅速速速速にににに対応対応対応対応されたと、私はされたと、私はされたと、私はされたと、私は評評評評価価価価しています。しかし、しています。しかし、しています。しかし、しています。しかし、物物物物事にはい事にはい事にはい事にはいろろろろいいいいろろろろな法規があり、あるいはまたな法規があり、あるいはまたな法規があり、あるいはまたな法規があり、あるいはまた手続手続手続手続があがあがあがあろうろうろうろうとととと思思思思ううううのです。のです。のです。のです。そそそそここここで、で、で、で、ここここのののの対応対応対応対応にににに対対対対しては、しては、しては、しては、超超超超法規とい法規とい法規とい法規といううううののののももももああああろうろうろうろうかと。そかと。そかと。そかと。そうううういいいいううううよよよよううううに私はに私はに私はに私は思思思思うううう。。。。ただし、ただし、ただし、ただし、超超超超法規とい法規とい法規とい法規といううううのは、のは、のは、のは、どうどうどうどういいいいうこうこうこうことでとでとでとで認認認認められるかと。められるかと。められるかと。められるかと。ここここれはれはれはれは世世世世論論論論です。だから、です。だから、です。だから、です。だから、
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議員に議員に議員に議員にややややはり事はり事はり事はり事前前前前ににににこうこうこうこういいいいっっっったたたた問問問問題題題題ははははどうどうどうどうすればいいかと、すればいいかと、すればいいかと、すればいいかと、放放放放っっっっておけないと。おておけないと。おておけないと。おておけないと。お互互互互いにいにいにいに困困困困っっっっているのは、ているのは、ているのは、ているのは、悪悪悪悪徳徳徳徳業者の業者の業者の業者の不不不不始末始末始末始末がそがそがそがそももももそそそそもももものののの原原原原因因因因になになになになっっっってしまてしまてしまてしまっっっっている。その尻ている。その尻ている。その尻ている。その尻拭拭拭拭いいいいがいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ問問問問題題題題になになになになっっっっているわけ。そているわけ。そているわけ。そているわけ。そうううういいいいうううう意味意味意味意味で、で、で、で、今今今今、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろなななな経経経経験験験験をををを積積積積みながら、みながら、みながら、みながら、それをマそれをマそれをマそれをマニニニニュュュュアルアルアルアルにまとめるにまとめるにまとめるにまとめるこここことととともももも大事だ。そ大事だ。そ大事だ。そ大事だ。そうううういいいいうううう意味意味意味意味でででで意意意意見交見交見交見交換換換換といといといといううううのは、のは、のは、のは、常常常常に大に大に大に大事だと、事だと、事だと、事だと、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことをとをとをとを我々我々我々我々はおはおはおはお互互互互いに、いいに、いいに、いいに、いろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でででで問問問問題題題題の提の提の提の提起起起起をしてきたはずです。をしてきたはずです。をしてきたはずです。をしてきたはずです。馬耳馬耳馬耳馬耳東東東東風風風風だから、いだから、いだから、いだから、いろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でトでトでトでトララララブブブブルルルルがいつまでがいつまでがいつまでがいつまでもももも残残残残る。る。る。る。ＡＡＡＡのののの人人人人のののの意意意意見見見見はははは反反反反対対対対だと、だと、だと、だと、ＢＢＢＢのののの人人人人のののの意意意意見見見見はははは賛賛賛賛成だと、成だと、成だと、成だと、ＣＣＣＣはははは笑笑笑笑っっっってるといてるといてるといてるといううううよよよよううううな、さまな、さまな、さまな、さまざざざざまなまなまなまな姿姿姿姿が出て、皆さが出て、皆さが出て、皆さが出て、皆さんんんんはははは不不不不安安安安になるわけです。そになるわけです。そになるわけです。そになるわけです。そうううういいいいうこうこうこうことで、とで、とで、とで、ややややはりきちはりきちはりきちはりきちんんんんとととと物物物物事を事を事を事を伝伝伝伝ええええるるるる必要必要必要必要がある。がある。がある。がある。そそそそここここで、で、で、で、少少少少しししし心心心心配配配配になになになになっっっってきた。といてきた。といてきた。といてきた。といううううのは、先般、私が、地のは、先般、私が、地のは、先般、私が、地のは、先般、私が、地元元元元でででで話話話話をしたのですが、をしたのですが、をしたのですが、をしたのですが、今今今今、、、、危険危険危険危険箇箇箇箇所の所の所の所の調調調調査をしてくれています。査をしてくれています。査をしてくれています。査をしてくれています。ここここれれれれ聞聞聞聞けば、けば、けば、けば、心心心心配配配配、、、、不不不不安安安安がががが募募募募る。しかし、る。しかし、る。しかし、る。しかし、知知知知ららららしめるしめるしめるしめるこここことによとによとによとによっっっってててて防災防災防災防災のののの意意意意識識識識をををを高高高高めなければいけないといめなければいけないといめなければいけないといめなければいけないというこうこうこうことだ。けれとだ。けれとだ。けれとだ。けれどもどもどもども、事が、事が、事が、事が起起起起こっこっこっこった場合には、一た場合には、一た場合には、一た場合には、一体体体体それがそれがそれがそれがどうどうどうどうなるのかといなるのかといなるのかといなるのかというううう、、、、構構構構ええええのののの問問問問題題題題ははははややややはりきちはりきちはりきちはりきちんんんんと、と、と、と、今今今今からからからからつくつくつくつくっっっっておかないと、ておかないと、ておかないと、ておかないと、信信信信貴貴貴貴ヶ丘ヶ丘ヶ丘ヶ丘のののの問問問問題題題題、また西、また西、また西、また西松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘のののの問問問問題題題題といといといといううううよよよよううううなななな形形形形でででで右右右右往左往往左往往左往往左往ししししなければならないなければならないなければならないなければならないこここことになるのではないかと私はとになるのではないかと私はとになるのではないかと私はとになるのではないかと私は思思思思ううううのです。だから、そのです。だから、そのです。だから、そのです。だから、そうううういいいいうううう意味意味意味意味で、で、で、で、真真真真剣剣剣剣にににに考え考え考え考えられるられるられるられる必要必要必要必要があがあがあがあろうろうろうろうと、と、と、と、思思思思っっっっているわけだ。ているわけだ。ているわけだ。ているわけだ。そそそそうううういいいいうこうこうこうことで、とで、とで、とで、ふふふふとととと思思思思っっっったわけです。たわけです。たわけです。たわけです。ここここのたのたのたのたびびびびのののの災災災災害とい害とい害とい害といううううのは、のは、のは、のは、全全全全県土にまたがり県土にまたがり県土にまたがり県土にまたがりますから、ますから、ますから、ますから、被被被被災災災災件件件件数や数や数や数や、、、、被被被被災災災災のののの内容内容内容内容は大きい。なは大きい。なは大きい。なは大きい。なぜ激ぜ激ぜ激ぜ激甚甚甚甚災災災災害にならないのかと。害にならないのかと。害にならないのかと。害にならないのかと。激激激激甚甚甚甚災災災災害害害害と、と、と、と、普普普普通通通通といといといというううう２つしかないのか２つしかないのか２つしかないのか２つしかないのかどうどうどうどうかで、かで、かで、かで、激激激激甚甚甚甚災災災災害があれば、例害があれば、例害があれば、例害があれば、例ええええば大があば大があば大があば大があっっっって、中がて、中がて、中がて、中がああああっっっって、て、て、て、小小小小があがあがあがあっっっって、そて、そて、そて、そうううういいいいううううよよよよううううな、な、な、な、対応策も考え対応策も考え対応策も考え対応策も考えるるるる必要必要必要必要があるのではないかといがあるのではないかといがあるのではないかといがあるのではないかというううう思思思思いいいいももももするわけです。いずれにしてするわけです。いずれにしてするわけです。いずれにしてするわけです。いずれにしてもももも、尻、尻、尻、尻拭拭拭拭いのいのいのいの展展展展開にかかわ開にかかわ開にかかわ開にかかわっっっって、みて、みて、みて、みんんんんなななな困困困困っっっっているわけ。ているわけ。ているわけ。ているわけ。ここここれをれをれをれをどうどうどうどうするのかといするのかといするのかといするのかというううう方向方向方向方向性性性性を立てられるを立てられるを立てられるを立てられる必要必要必要必要があるだがあるだがあるだがあるだろうろうろうろうとととと思思思思ううううわけです。いずれわけです。いずれわけです。いずれわけです。いずれにせよ、にせよ、にせよ、にせよ、迅迅迅迅速速速速にににに物物物物事の処理をして事の処理をして事の処理をして事の処理をしてももももらわないとらわないとらわないとらわないと困困困困る。いる。いる。いる。いろろろろいいいいろろろろななななケケケケースで、ースで、ースで、ースで、対応対応対応対応がおくれがおくれがおくれがおくれたばかりに、２次たばかりに、２次たばかりに、２次たばかりに、２次災災災災害、３次害、３次害、３次害、３次災災災災害を害を害を害を呼呼呼呼びびびび込込込込んんんんでいるといでいるといでいるといでいるというこうこうこうことにつながとにつながとにつながとにつながっっっっているのではなているのではなているのではなているのではないかといかといかといかと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、心心心心してしてしてしてももももらいたいと、らいたいと、らいたいと、らいたいと、ここここのよのよのよのよううううに私はに私はに私はに私は思思思思います。います。います。います。私の私の私の私の今今今今のののの発言発言発言発言を、を、を、を、どどどどのよのよのよのよううううに受けとめられるか。に受けとめられるか。に受けとめられるか。に受けとめられるか。○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長 西西西西松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘のののの問問問問題題題題とととと三郷三郷三郷三郷のののの問問問問題題題題と川口委員からご指と川口委員からご指と川口委員からご指と川口委員からご指摘摘摘摘がごがごがごがござざざざいましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどどどど、、、、迅迅迅迅速速速速といといといといううううか、か、か、か、初初初初動動動動体体体体制制制制といといといといううううとととところころころころがががが非常非常非常非常によくなかによくなかによくなかによくなかっっっったのかと。そたのかと。そたのかと。そたのかと。そうううういいいいうううう意味意味意味意味で、で、で、で、知知知知事のほ事のほ事のほ事のほううううで、土で、土で、土で、土砂崩落対策検討砂崩落対策検討砂崩落対策検討砂崩落対策検討委員会をつく委員会をつく委員会をつく委員会をつくっっっって、て、て、て、初初初初期期期期にににに何何何何がががが悪悪悪悪かかかかっっっったたたたのかをのかをのかをのかを見直見直見直見直すよすよすよすよううううに、に、に、に、取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめもももも指示されています。さきほ指示されています。さきほ指示されています。さきほ指示されています。さきほどどどどのののの楢井楢井楢井楢井のとのとのとのところころころころででででもももも、国、国、国、国道３０９号で道３０９号で道３０９号で道３０９号でも同も同も同も同じじじじこここことをとをとをとを言言言言われましたし、県のわれましたし、県のわれましたし、県のわれましたし、県の縦縦縦縦割割割割り、り、り、り、初初初初動のあり方とい動のあり方とい動のあり方とい動のあり方といううううのをのをのをのを直直直直すすすすべべべべ
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く、く、く、く、やっやっやっやっています。そています。そています。そています。そここここのののの振振振振りりりり返返返返りはしりはしりはしりはしっっっっかりしつつ、次あるときに、かりしつつ、次あるときに、かりしつつ、次あるときに、かりしつつ、次あるときに、もう少もう少もう少もう少しましなしましなしましなしましな対対対対応応応応ができるよができるよができるよができるよううううに、に、に、に、振振振振りりりり返返返返っっっってみたいとてみたいとてみたいとてみたいと思思思思います。います。います。います。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 よよよよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。ほかになければ、ほかになければ、ほかになければ、ほかになければ、ここここれをれをれをれをももももちましてちましてちましてちまして質質質質問問問問をををを終終終終わります。わります。わります。わります。次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で反反反反対討対討対討対討論論論論される場合は、委員長報告される場合は、委員長報告される場合は、委員長報告される場合は、委員長報告にににに反反反反対対対対意意意意見見見見を記載しないを記載しないを記載しないを記載しないこここことになとになとになとになっっっっております。ております。ております。ております。日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党はははは反反反反対討対討対討対討論論論論されますか。されますか。されますか。されますか。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 反反反反対討対討対討対討論論論論いたします。いたします。いたします。いたします。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 日本日本日本日本維維維維新の会は。新の会は。新の会は。新の会は。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 反反反反対討対討対討対討論論論論いたします。いたします。いたします。いたします。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 では、議第９５号については、委員長報告にでは、議第９５号については、委員長報告にでは、議第９５号については、委員長報告にでは、議第９５号については、委員長報告に反反反反対対対対意意意意見見見見を記載しませを記載しませを記載しませを記載しませんんんんので、ので、ので、ので、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。次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任任任任願願願願ええええますか。ますか。ますか。ますか。（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）それでは、そのよそれでは、そのよそれでは、そのよそれでは、そのよううううにさせていただきます。にさせていただきます。にさせていただきます。にさせていただきます。そして、先ほそして、先ほそして、先ほそして、先ほどどどど清水委員から、議決を清水委員から、議決を清水委員から、議決を清水委員から、議決を要要要要しない請負契約変更をしない請負契約変更をしない請負契約変更をしない請負契約変更を含含含含めて、その他件めて、その他件めて、その他件めて、その他件数及び数及び数及び数及び総総総総所所所所要要要要額について、額について、額について、額について、資料資料資料資料提提提提供供供供を、を、を、を、各各各各委員にしていただきますよ委員にしていただきますよ委員にしていただきますよ委員にしていただきますよううううお願いしておきます。お願いしておきます。お願いしておきます。お願いしておきます。それでは、それでは、それでは、それでは、ここここれをれをれをれをもっもっもっもって本日の委員会をて本日の委員会をて本日の委員会をて本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。


