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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３０年３月９日（金） １３：０４～１５：４５平成３０年３月９日（金） １３：０４～１５：４５平成３０年３月９日（金） １３：０４～１５：４５平成３０年３月９日（金） １３：０４～１５：４５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 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 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 １名１名１名１名議 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≪平成３０年度議案≫≪平成３０年度議案≫≪平成３０年度議案≫≪平成３０年度議案≫議第 １７号 奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例議第 １７号 奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例議第 １７号 奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例議第 １７号 奈良県附属機関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 ２２号 奈良県手数料条例及び奈良県警察手数料条例の一部を改正す議第 ２２号 奈良県手数料条例及び奈良県警察手数料条例の一部を改正す議第 ２２号 奈良県手数料条例及び奈良県警察手数料条例の一部を改正す議第 ２２号 奈良県手数料条例及び奈良県警察手数料条例の一部を改正する条例る条例る条例る条例 （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 ４６号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例議第 ４６号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例議第 ４６号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例議第 ４６号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例≪平成２９年度議案≫≪平成２９年度議案≫≪平成２９年度議案≫≪平成２９年度議案≫議第１０８号 奈良県営住宅条例の一部を改正する条例議第１０８号 奈良県営住宅条例の一部を改正する条例議第１０８号 奈良県営住宅条例の一部を改正する条例議第１０８号 奈良県営住宅条例の一部を改正する条例議第１１５号 道路整備事業にかかる請負契約の締結について議第１１５号 道路整備事業にかかる請負契約の締結について議第１１５号 道路整備事業にかかる請負契約の締結について議第１１５号 道路整備事業にかかる請負契約の締結について
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議第１１６号 道路整備事業にかかる請負契約の変更について議第１１６号 道路整備事業にかかる請負契約の変更について議第１１６号 道路整備事業にかかる請負契約の変更について議第１１６号 道路整備事業にかかる請負契約の変更について議第１１８号 第二阪奈有料道路事業の事業変更に同意することについて議第１１８号 第二阪奈有料道路事業の事業変更に同意することについて議第１１８号 第二阪奈有料道路事業の事業変更に同意することについて議第１１８号 第二阪奈有料道路事業の事業変更に同意することについて議第１１９号 第二阪奈有料道路事業の事業変更に同意することについて議第１１９号 第二阪奈有料道路事業の事業変更に同意することについて議第１１９号 第二阪奈有料道路事業の事業変更に同意することについて議第１１９号 第二阪奈有料道路事業の事業変更に同意することについて議第１２０号 権利の放棄について議第１２０号 権利の放棄について議第１２０号 権利の放棄について議第１２０号 権利の放棄について議第１２３号 河川法第４条第６項の規定による一級河川の指定の変更につ議第１２３号 河川法第４条第６項の規定による一級河川の指定の変更につ議第１２３号 河川法第４条第６項の規定による一級河川の指定の変更につ議第１２３号 河川法第４条第６項の規定による一級河川の指定の変更についていていていて報第 ３２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報第 ３２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報第 ３２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報第 ３２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ついてついてついて損害賠償額の決定について損害賠償額の決定について損害賠償額の決定について損害賠償額の決定について損害賠償額の決定について損害賠償額の決定について損害賠償額の決定について損害賠償額の決定について報第 ３３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報第 ３３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報第 ３３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報第 ３３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ついてついてついて県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに関する訴訟事件について関する訴訟事件について関する訴訟事件について関する訴訟事件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いたします。ただいまから建設委員会を開会いたします。ただいまから建設委員会を開会いたします。ただいまから建設委員会を開会いたします。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。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。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。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、前回の委員会で提出を求めておりました請負契約の変更に関する資料をお手元になお、前回の委員会で提出を求めておりました請負契約の変更に関する資料をお手元になお、前回の委員会で提出を求めておりました請負契約の変更に関する資料をお手元になお、前回の委員会で提出を求めておりました請負契約の変更に関する資料をお手元に配付しておりますので、よろしくお願いします。配付しておりますので、よろしくお願いします。配付しておりますので、よろしくお願いします。配付しておりますので、よろしくお願いします。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あります。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あります。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あります。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あります。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り、付託を受けました議案の審査結果についてのり、付託を受けました議案の審査結果についてのり、付託を受けました議案の審査結果についてのみみみみの報告となりますので、あらかの報告となりますので、あらかの報告となりますので、あらかの報告となりますので、あらかじじじじめごめごめごめご了承願います。了承願います。了承願います。了承願います。
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なお、議案のなお、議案のなお、議案のなお、議案の説説説説明については、２月２０日及び２８日の議案明については、２月２０日及び２８日の議案明については、２月２０日及び２８日の議案明については、２月２０日及び２８日の議案説説説説明会で行われたため、明会で行われたため、明会で行われたため、明会で行われたため、省省省省略略略略いたします。いたします。いたします。いたします。それでは、付託議案について、それでは、付託議案について、それでは、付託議案について、それでは、付託議案について、質疑質疑質疑質疑があればごがあればごがあればごがあればご発言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問ど質問ど質問ど質問を行いますので、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。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 私私私私から１から１から１から１点点点点、付託されております議第１７号の奈良県附属機関に関する条例、付託されております議第１７号の奈良県附属機関に関する条例、付託されております議第１７号の奈良県附属機関に関する条例、付託されております議第１７号の奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例の建設委員会所管分で、平の一部を改正する条例の建設委員会所管分で、平の一部を改正する条例の建設委員会所管分で、平の一部を改正する条例の建設委員会所管分で、平城宮跡歴史公園歴史体験学習館城宮跡歴史公園歴史体験学習館城宮跡歴史公園歴史体験学習館城宮跡歴史公園歴史体験学習館の整備にの整備にの整備にの整備に関する関する関する関する検討検討検討検討委員会の設置が委員会の設置が委員会の設置が委員会の設置が今今今今回上が回上が回上が回上が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、平、平、平、平城宮跡歴史公園歴史体験学習城宮跡歴史公園歴史体験学習城宮跡歴史公園歴史体験学習城宮跡歴史公園歴史体験学習館館館館の整備とは一の整備とは一の整備とは一の整備とは一体どう体どう体どう体どういいいいうもうもうもうものなのかについて、まずおのなのかについて、まずおのなのかについて、まずおのなのかについて、まず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。○志茂平城宮跡事業推進室長○志茂平城宮跡事業推進室長○志茂平城宮跡事業推進室長○志茂平城宮跡事業推進室長 歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館につきましては、平成２０年度に国土につきましては、平成２０年度に国土につきましては、平成２０年度に国土につきましては、平成２０年度に国土交通交通交通交通省省省省がががが策策策策定しました国営定しました国営定しました国営定しました国営飛鳥・飛鳥・飛鳥・飛鳥・平平平平城宮跡歴史公園城宮跡歴史公園城宮跡歴史公園城宮跡歴史公園平平平平城宮跡区域城宮跡区域城宮跡区域城宮跡区域基本基本基本基本計画計画計画計画におきまして、奈良におきまして、奈良におきまして、奈良におきまして、奈良県県県県全体全体全体全体に係るに係るに係るに係る歴史文化情歴史文化情歴史文化情歴史文化情報の報の報の報の発信並発信並発信並発信並びにびにびにびに交流交流交流交流のののの場場場場をつくるとをつくるとをつくるとをつくるとううううたわれております。平たわれております。平たわれております。平たわれております。平城宮城宮城宮城宮跡歴史公園跡歴史公園跡歴史公園跡歴史公園のののの拠点ゾー拠点ゾー拠点ゾー拠点ゾーンにおける一ンにおける一ンにおける一ンにおける一端端端端をををを担う主要担う主要担う主要担う主要な施設としてな施設としてな施設としてな施設として位位位位置づけられております。置づけられております。置づけられております。置づけられております。歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館のののの具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容につきましては、先行開につきましては、先行開につきましては、先行開につきましては、先行開園園園園しますしますしますします朱雀門ひ朱雀門ひ朱雀門ひ朱雀門ひろばでのろばでのろばでのろばでの連続連続連続連続性性性性と一と一と一と一体性体性体性体性をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館のののの効効効効果がより一果がより一果がより一果がより一層発揮層発揮層発揮層発揮できますよできますよできますよできますようううう、平、平、平、平城宮跡歴史城宮跡歴史城宮跡歴史城宮跡歴史公園歴史体験学習館公園歴史体験学習館公園歴史体験学習館公園歴史体験学習館の整備に関するの整備に関するの整備に関するの整備に関する検討検討検討検討委員会の設置を条例案としているところでご委員会の設置を条例案としているところでご委員会の設置を条例案としているところでご委員会の設置を条例案としているところでござざざざいいいいます。ます。ます。ます。議決をいただいた議決をいただいた議決をいただいた議決をいただいた後後後後は、整備に係るは、整備に係るは、整備に係るは、整備に係る構想並構想並構想並構想並びにびにびにびに計画計画計画計画に関するに関するに関するに関する重要重要重要重要事項について、事項について、事項について、事項について、検討検討検討検討をををを進めてまいりたいと進めてまいりたいと進めてまいりたいと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 新たに新たに新たに新たに歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館といといといといううううことで、県がつくられたことで、県がつくられたことで、県がつくられたことで、県がつくられた天天天天平平平平広場広場広場広場といといといというううう施設、施設、施設、施設、国から国から国から国からもももも平平平平城宮城宮城宮城宮いいいいざざざざないないないない館館館館といといといというううう２つの施設が２つの施設が２つの施設が２つの施設が今今今今回新たにつくられるとい回新たにつくられるとい回新たにつくられるとい回新たにつくられるといううううことです。こことです。こことです。こことです。これからさらにれからさらにれからさらにれからさらに公園公園公園公園の中に施設がの中に施設がの中に施設がの中に施設が必要必要必要必要なのかといなのかといなのかといなのかという声もう声もう声もう声もごごごござざざざいますので、このいますので、このいますので、このいますので、この検討検討検討検討委員会は、委員会は、委員会は、委員会は、専専専専門門門門家だけではなく、県家だけではなく、県家だけではなく、県家だけではなく、県民民民民からからからからもももも代代代代表表表表として、例として、例として、例として、例ええええば、ば、ば、ば、公募公募公募公募でででで広広広広く意く意く意く意見見見見をををを聞聞聞聞いた上でいた上でいた上でいた上で検討検討検討検討していくことがしていくことがしていくことがしていくことが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、その、その、その、その点点点点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におにおにおにお考え考え考え考えででででししししょうょうょうょうか。か。か。か。○志茂平城宮跡事業推進室長○志茂平城宮跡事業推進室長○志茂平城宮跡事業推進室長○志茂平城宮跡事業推進室長 平平平平城宮跡歴史公園城宮跡歴史公園城宮跡歴史公園城宮跡歴史公園のののの歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館の整備に関するの整備に関するの整備に関するの整備に関する検討検討検討検討委委委委員会は、員会は、員会は、員会は、歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館に係るに係るに係るに係る重要重要重要重要事項について審査していただくことを事項について審査していただくことを事項について審査していただくことを事項について審査していただくことを想想想想定しておりま定しておりま定しておりま定しておりまして、平して、平して、平して、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡ののののみみみみならず、奈良県ならず、奈良県ならず、奈良県ならず、奈良県全体全体全体全体に係るに係るに係るに係る歴史文化情歴史文化情歴史文化情歴史文化情報の報の報の報の発信発信発信発信をををを具体的具体的具体的具体的にににに検討検討検討検討していしていしていしていくことをくことをくことをくことを予予予予定しております。定しております。定しております。定しております。メンメンメンメンバーバーバーバーにつきましては、平につきましては、平につきましては、平につきましては、平城宮跡歴史公園城宮跡歴史公園城宮跡歴史公園城宮跡歴史公園のののの学習学習学習学習機機機機能能能能をををを向向向向上させるため、平成２５年上させるため、平成２５年上させるため、平成２５年上させるため、平成２５年度に度に度に度に策策策策定した定した定した定した拠点ゾー拠点ゾー拠点ゾー拠点ゾーンの整備ンの整備ンの整備ンの整備計画計画計画計画の有の有の有の有識識識識者者者者も含も含も含も含めまして、めまして、めまして、めまして、展展展展示の手法、それから示の手法、それから示の手法、それから示の手法、それからイイイインンンンババババ
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ウウウウンンンンドドドドななななど観光ど観光ど観光ど観光行行行行政政政政にににに精通精通精通精通した有した有した有した有識識識識者を者を者を者を追加追加追加追加するするするする予予予予定でご定でご定でご定でござざざざいます。います。います。います。住住住住民民民民の意の意の意の意見見見見につきましては、平につきましては、平につきましては、平につきましては、平城宮跡歴史公園城宮跡歴史公園城宮跡歴史公園城宮跡歴史公園のののの歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館歴史体験学習館の整備に関するの整備に関するの整備に関するの整備に関する検討検討検討検討委委委委員会の審議をいただきながら、平成２０年度の員会の審議をいただきながら、平成２０年度の員会の審議をいただきながら、平成２０年度の員会の審議をいただきながら、平成２０年度の拠点ゾー拠点ゾー拠点ゾー拠点ゾーン整備ン整備ン整備ン整備計画計画計画計画と同と同と同と同様様様様に、に、に、に、パブリックパブリックパブリックパブリックココココメントを行いまして、メントを行いまして、メントを行いまして、メントを行いまして、広広広広く意く意く意く意見見見見をををを聞聞聞聞くくくく予予予予定をしております。定をしております。定をしております。定をしております。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 意意意意見見見見を申し上げておきます。を申し上げておきます。を申し上げておきます。を申し上げておきます。今今今今回、回、回、回、朱雀門ひ朱雀門ひ朱雀門ひ朱雀門ひろばといろばといろばといろばといううううことで、新たにそこに施設をつくること自ことで、新たにそこに施設をつくること自ことで、新たにそこに施設をつくること自ことで、新たにそこに施設をつくること自体体体体、、、、必要必要必要必要なのかとなのかとなのかとなのかといいいいうううう意意意意見も伺っ見も伺っ見も伺っ見も伺っております。ております。ております。ております。ややややはりこはりこはりこはりこううううした施設をつくるした施設をつくるした施設をつくるした施設をつくる場場場場合、合、合、合、公園公園公園公園の利の利の利の利用用用用者者者者やややや地地地地域域域域住住住住民民民民の理の理の理の理解解解解を基本を基本を基本を基本的的的的なななな精神精神精神精神としてとしてとしてとして考慮考慮考慮考慮するするするする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。そのております。そのております。そのております。その点点点点から、から、から、から、公募公募公募公募のののの委員をし委員をし委員をし委員をしっっっっかり設けて県かり設けて県かり設けて県かり設けて県民民民民の意の意の意の意見見見見をををを反映反映反映反映させることがさせることがさせることがさせることが大大大大事だと事だと事だと事だと考え考え考え考えますので、この条例にますので、この条例にますので、この条例にますので、この条例についてはついてはついてはついては反反反反対の立対の立対の立対の立場場場場をとらせていただきます。をとらせていただきます。をとらせていただきます。をとらせていただきます。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 ほかにありませほかにありませほかにありませほかにありませんんんんか。か。か。か。○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員 先先先先般般般般、わたしに報告が、わたしに報告が、わたしに報告が、わたしに報告が来来来来ました。ました。ました。ました。皆皆皆皆ささささんんんんに報告があに報告があに報告があに報告があっっっったかたかたかたかどうどうどうどうか。か。か。か。台台台台風風風風２１号で２１号で２１号で２１号で災災災災害があ害があ害があ害があっっっったたたた三郷町信貴ヶ丘三郷町信貴ヶ丘三郷町信貴ヶ丘三郷町信貴ヶ丘のののの近鉄や近鉄や近鉄や近鉄や施施施施工工工工者者者者やややや住住住住民民民民ななななどどどど、、、、誰誰誰誰の負の負の負の負担担担担で対で対で対で対応応応応するするするするのかといのかといのかといのかといううううことで、県がことで、県がことで、県がことで、県が積極的積極的積極的積極的にににに乗乗乗乗り出して、ことのほかり出して、ことのほかり出して、ことのほかり出して、ことのほか早早早早く方く方く方く方向向向向づけをしたことはありづけをしたことはありづけをしたことはありづけをしたことはありがたいことだとがたいことだとがたいことだとがたいことだと思う思う思う思う。先ほ。先ほ。先ほ。先ほどもどもどもども資料を資料を資料を資料をももももららららっっっったけれたけれたけれたけれどもどもどもども、、、、昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の災災災災害にかかわ害にかかわ害にかかわ害にかかわっっっって、て、て、て、何何何何カカカカ所か所か所か所か激甚災激甚災激甚災激甚災害の指定を受けた。これ害の指定を受けた。これ害の指定を受けた。これ害の指定を受けた。これもうもうもうもうれしいことだとれしいことだとれしいことだとれしいことだと思思思思います。いずれにしています。いずれにしています。いずれにしています。いずれにしてもももも、、、、物物物物事には事には事には事には緊急緊急緊急緊急な対な対な対な対応応応応がががが大大大大事だと事だと事だと事だと思う思う思う思うのです。のです。のです。のです。先先先先般般般般の本会議におけるの本会議におけるの本会議におけるの本会議における質問質問質問質問にあにあにあにあっっっっててててもももも、、、、生駒市生駒市生駒市生駒市西西西西松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘のののの問題や問題や問題や問題や月月月月ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬のののの問題問題問題問題が出ていが出ていが出ていが出ていたでしたでしたでしたでしょうょうょうょう。例。例。例。例ええええば月ば月ば月ば月ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬のののの問題問題問題問題は、は、は、は、掘削掘削掘削掘削したしたしたした危険危険危険危険なままで、なままで、なままで、なままで、裁判裁判裁判裁判はははは終終終終わわわわっっっったけれたけれたけれたけれどもどもどもども、、、、あのあのあのあの危険危険危険危険なななな状況状況状況状況はははは少少少少ししししもももも変変変変化化化化していない。これを一していない。これを一していない。これを一していない。これを一体どう体どう体どう体どうすればいいのか、これはすればいいのか、これはすればいいのか、これはすればいいのか、これはもうもうもうもう行行行行政政政政から手がから手がから手がから手が離離離離れていますといれていますといれていますといれていますといううううことになるのか。ことになるのか。ことになるのか。ことになるのか。あるいは、あるいは、あるいは、あるいは、生駒市生駒市生駒市生駒市西西西西松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘松ヶ丘のののの問題も問題も問題も問題も決決決決着着着着がついて、方がついて、方がついて、方がついて、方向向向向づけがなされた。これづけがなされた。これづけがなされた。これづけがなされた。これももももありがありがありがありがたいことだとたいことだとたいことだとたいことだと思う思う思う思うのだけれのだけれのだけれのだけれどもどもどもども、、、、問題問題問題問題が指が指が指が指摘摘摘摘されたされたされたされた場場場場合には、合には、合には、合には、違反違反違反違反に対してはちに対してはちに対してはちに対してはちゅうゅうゅうゅうちちちちょょょょせずに、せずに、せずに、せずに、違反違反違反違反者に対して、これは者に対して、これは者に対して、これは者に対して、これは違反違反違反違反だとだとだとだと潔潔潔潔くくくく物物物物事を事を事を事を接接接接するといするといするといするというううう基本基本基本基本的的的的なななな態態態態度は度は度は度は大大大大事で事で事で事ではないかとはないかとはないかとはないかと思う思う思う思う。。。。それらをそれらをそれらをそれらを参考参考参考参考にして、このたびのにして、このたびのにして、このたびのにして、このたびの三郷町信貴ヶ丘三郷町信貴ヶ丘三郷町信貴ヶ丘三郷町信貴ヶ丘の方の方の方の方向向向向づけをされたとづけをされたとづけをされたとづけをされたと思思思思います。行います。行います。行います。行政政政政がいろいろな配がいろいろな配がいろいろな配がいろいろな配慮慮慮慮からからからから考え考え考え考えて、これがて、これがて、これがて、これがもう精もう精もう精もう精いいいいっぱっぱっぱっぱいの負いの負いの負いの負担担担担だと、奈良県としてはこれだだと、奈良県としてはこれだだと、奈良県としてはこれだだと、奈良県としてはこれだけしか負けしか負けしか負けしか負担担担担できませできませできませできませんんんんと。あとは、と。あとは、と。あとは、と。あとは、災災災災害だから、害だから、害だから、害だから、みんみんみんみんなななな不運不運不運不運です、です、です、です、みんみんみんみんなななな災難災難災難災難を受けたわを受けたわを受けたわを受けたわけだ。けだ。けだ。けだ。災難災難災難災難を受けて、県がすを受けて、県がすを受けて、県がすを受けて、県がすべべべべてそれを補償できるのかと。部分てそれを補償できるのかと。部分てそれを補償できるのかと。部分てそれを補償できるのかと。部分的的的的なななな災災災災害であれば、家の害であれば、家の害であれば、家の害であれば、家の負負負負担担担担はははは比較的少量比較的少量比較的少量比較的少量でででで済む済む済む済む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どどど、県土、県土、県土、県土全体全体全体全体あるいは県土のあるいは県土のあるいは県土のあるいは県土の大大大大部分が部分が部分が部分が災災災災害を受害を受害を受害を受
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けたけたけたけた場場場場合には一合には一合には一合には一体どう体どう体どう体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ことになります。ことになります。ことになります。ことになります。ややややはり県がはり県がはり県がはり県が取取取取りりりり組み組み組み組みのののの内容内容内容内容についについについについてはてはてはては潔潔潔潔くくくくスタスタスタスタンンンンススススを示して、県を示して、県を示して、県を示して、県民民民民のののの批判批判批判批判を受けるなり、を受けるなり、を受けるなり、を受けるなり、災難災難災難災難を受けたを受けたを受けたを受けた人人人人たちにたちにたちにたちに辛抱辛抱辛抱辛抱してしてしてしてももももらわないといけないらわないといけないらわないといけないらわないといけない面面面面は、は、は、は、大胆大胆大胆大胆に、に、に、に、不運不運不運不運といといといという言葉う言葉う言葉う言葉をををを使っ使っ使っ使ったらいろいろたらいろいろたらいろいろたらいろいろ問題問題問題問題はははは醸醸醸醸し出されし出されし出されし出されるとるとるとると思う思う思う思う。あ。あ。あ。あええええてててて精精精精いいいいっぱっぱっぱっぱいのことはいのことはいのことはいのことは言っ言っ言っ言って、て、て、て、問題問題問題問題がががが醸醸醸醸し出されたし出されたし出されたし出された場場場場合に、合に、合に、合に、是是是是正す正す正す正すべべべべきなきなきなきなのかのかのかのかどうどうどうどうか、県か、県か、県か、県民世論民世論民世論民世論がががが判断判断判断判断をするとをするとをするとをすると思思思思いますから、いますから、いますから、いますから、物物物物事は事は事は事は積極的積極的積極的積極的に対に対に対に対応応応応なさるなさるなさるなさるべべべべきだと。きだと。きだと。きだと。例例例例ええええば、このたびば、このたびば、このたびば、このたび三郷町信貴ヶ丘三郷町信貴ヶ丘三郷町信貴ヶ丘三郷町信貴ヶ丘においてにおいてにおいてにおいて積極的積極的積極的積極的に対に対に対に対応応応応されたといされたといされたといされたといううううことで、おことで、おことで、おことで、お礼礼礼礼を申しを申しを申しを申し上げておきたい。上げておきたい。上げておきたい。上げておきたい。今後今後今後今後はそはそはそはそうううういいいいうううう方方方方向向向向でなさるでなさるでなさるでなさるべべべべきだときだときだときだと思う思う思う思うわけです。わけです。わけです。わけです。それからそれからそれからそれからもうもうもうもう１１１１点点点点、、、、問題問題問題問題提提提提起起起起しますが、これは国の出しますが、これは国の出しますが、これは国の出しますが、これは国の出来来来来事とい事とい事とい事といううううことで、放置されるのことで、放置されるのことで、放置されるのことで、放置されるのかかかかどうどうどうどうかになるわけですけれかになるわけですけれかになるわけですけれかになるわけですけれどもどもどもども、、、、南南南南阪奈道路の阪奈道路の阪奈道路の阪奈道路の竹内竹内竹内竹内トンネトンネトンネトンネルルルルの中の中の中の中心心心心部分が８部分が８部分が８部分が８セセセセンンンンチ外チ外チ外チ外れれれれているといているといているといているという連絡う連絡う連絡う連絡をくれたでしをくれたでしをくれたでしをくれたでしょうょうょうょう。この。この。この。この責任も責任も責任も責任も国の国の国の国の問題問題問題問題といといといといううううことでおさまるのかことでおさまるのかことでおさまるのかことでおさまるのかどうどうどうどうかと。かと。かと。かと。我々我々我々我々にににに連絡連絡連絡連絡があがあがあがあっっっったといたといたといたといううううことは県ことは県ことは県ことは県民も知っ民も知っ民も知っ民も知っておいてくださいと。そておいてくださいと。そておいてくださいと。そておいてくださいと。そももももそそそそも発注も発注も発注も発注ししししたとおりのたとおりのたとおりのたとおりの仕仕仕仕事ができなか事ができなか事ができなか事ができなかっっっったら、これはたら、これはたら、これはたら、これはキャキャキャキャンンンンセルセルセルセルです。トンネです。トンネです。トンネです。トンネルルルルをつけかをつけかをつけかをつけかええええるといるといるといるといううううことにならことにならことにならことにならざざざざるをるをるをるを得得得得ない。これはその他の事項にあたるので、これでとめます。ない。これはその他の事項にあたるので、これでとめます。ない。これはその他の事項にあたるので、これでとめます。ない。これはその他の事項にあたるので、これでとめます。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 ほかになければ、これをほかになければ、これをほかになければ、これをほかになければ、こ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疑質疑質疑質疑をををを終終終終わります。わります。わります。わります。続続続続いて、付託議案について、委員の意いて、付託議案について、委員の意いて、付託議案について、委員の意いて、付託議案について、委員の意見見見見を求めます。ごを求めます。ごを求めます。ごを求めます。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。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 日本日本日本日本共産党共産党共産党共産党は、議第１７号の奈良県は、議第１７号の奈良県は、議第１７号の奈良県は、議第１７号の奈良県都市公園公募都市公園公募都市公園公募都市公園公募設置管理設置管理設置管理設置管理制制制制度審査委員会、度審査委員会、度審査委員会、度審査委員会、平平平平城宮跡歴史公園歴史体験学習館城宮跡歴史公園歴史体験学習館城宮跡歴史公園歴史体験学習館城宮跡歴史公園歴史体験学習館の整備に関するの整備に関するの整備に関するの整備に関する検討検討検討検討委員会を設置する、委員会を設置する、委員会を設置する、委員会を設置する、どどどどちらちらちらちらも公募制も公募制も公募制も公募制がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると考え考え考え考えており、議案にており、議案にており、議案にており、議案に反反反反対させていただきます。その他は対させていただきます。その他は対させていただきます。その他は対させていただきます。その他は賛賛賛賛成です。成です。成です。成です。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 自自自自由民主党由民主党由民主党由民主党は、本委員会に付託されました議案に対して、は、本委員会に付託されました議案に対して、は、本委員会に付託されました議案に対して、は、本委員会に付託されました議案に対して、全全全全てててて賛賛賛賛成いたしま成いたしま成いたしま成いたします。す。す。す。○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 自自自自民党民党民党民党奈良奈良奈良奈良もももも、、、、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です。成です。成です。成です。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 日本日本日本日本維維維維新の会です。建設委員会に付託されました議案につきましては、新の会です。建設委員会に付託されました議案につきましては、新の会です。建設委員会に付託されました議案につきましては、新の会です。建設委員会に付託されました議案につきましては、全全全全てててて賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員 異異異異議なし。議なし。議なし。議なし。○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の議案についての議案についての議案についての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、平成３０年度議案、議第１７号中、当委員会所管分については、委員よりまず、平成３０年度議案、議第１７号中、当委員会所管分については、委員よりまず、平成３０年度議案、議第１７号中、当委員会所管分については、委員よりまず、平成３０年度議案、議第１７号中、当委員会所管分については、委員より反反反反対の対の対の対の意意意意見見見見がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、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いたします。決いたします。決いたします。決いたします。平成３０年度議案、議第１７号中、当委員会所管分について、平成３０年度議案、議第１７号中、当委員会所管分について、平成３０年度議案、議第１７号中、当委員会所管分について、平成３０年度議案、議第１７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こと決すること決すること決することににに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求めます。立を求めます。立を求めます。立を求めます。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立）立）立）立）



---- 6666 ----

起起起起立立立立多多多多数であります。よ数であります。よ数であります。よ数であります。よっっっって、平成３０年度議案、議第１７号中、当委員会所管分につて、平成３０年度議案、議第１７号中、当委員会所管分につて、平成３０年度議案、議第１７号中、当委員会所管分につて、平成３０年度議案、議第１７号中、当委員会所管分については、いては、いては、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することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。次に、次に、次に、次に、残余残余残余残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易採簡易採簡易採簡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、ごいますが、ごいますが、ごいますが、ご異異異異議議議議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）それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りします。平成３０年度議案、議第２２号中、当委員会所管分、議第４りします。平成３０年度議案、議第２２号中、当委員会所管分、議第４りします。平成３０年度議案、議第２２号中、当委員会所管分、議第４りします。平成３０年度議案、議第２２号中、当委員会所管分、議第４６号、平成２９年度議案、議第１０８号、議第１１５号、議第１１６号、議第１１８号か６号、平成２９年度議案、議第１０８号、議第１１５号、議第１１６号、議第１１８号か６号、平成２９年度議案、議第１０８号、議第１１５号、議第１１６号、議第１１８号か６号、平成２９年度議案、議第１０８号、議第１１５号、議第１１６号、議第１１８号から議第１２０号、議第１２３号及び報第３２号については、ら議第１２０号、議第１２３号及び報第３２号については、ら議第１２０号、議第１２３号及び報第３２号については、ら議第１２０号、議第１２３号及び報第３２号については、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すすすることにごることにごることにごることにご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）ごごごご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、平成３０年度議案、議第２２号中、当委員会所て、平成３０年度議案、議第２２号中、当委員会所て、平成３０年度議案、議第２２号中、当委員会所て、平成３０年度議案、議第２２号中、当委員会所管分、議第４６号、平成２９年度議案、議第１０８号、議第１１５号、議第１１６号、議管分、議第４６号、平成２９年度議案、議第１０８号、議第１１５号、議第１１６号、議管分、議第４６号、平成２９年度議案、議第１０８号、議第１１５号、議第１１６号、議管分、議第４６号、平成２９年度議案、議第１０８号、議第１１５号、議第１１６号、議第１１８号から議第１２０号、議第１２３号及び報第３２号については、第１１８号から議第１２０号、議第１２３号及び報第３２号については、第１１８号から議第１２０号、議第１２３号及び報第３２号については、第１１８号から議第１２０号、議第１２３号及び報第３２号については、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決決決または承または承または承または承認認認認することに決しました。することに決しました。することに決しました。することに決しました。次に、報告案件についてであります。平成２９年度議案、報第３３号中、当委員会所管次に、報告案件についてであります。平成２９年度議案、報第３３号中、当委員会所管次に、報告案件についてであります。平成２９年度議案、報第３３号中、当委員会所管次に、報告案件についてであります。平成２９年度議案、報第３３号中、当委員会所管分については、理事者より分については、理事者より分については、理事者より分については、理事者より詳詳詳詳細細細細な報告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願な報告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願な報告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願な報告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願います。います。います。います。これをこれをこれをこ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、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。まず、山田県土マネジメント部長から（まず、山田県土マネジメント部長から（まず、山田県土マネジメント部長から（まず、山田県土マネジメント部長から（仮称仮称仮称仮称）中）中）中）中町「町「町「町「道の道の道の道の駅駅駅駅」」」」について、について、について、について、続続続続いて、西川いて、西川いて、西川いて、西川水道局長から県水道局長から県水道局長から県水道局長から県域域域域水道一本水道一本水道一本水道一本化化化化について報告を行いたいと申し出がありましたので、山田県について報告を行いたいと申し出がありましたので、山田県について報告を行いたいと申し出がありましたので、山田県について報告を行いたいと申し出がありましたので、山田県土マネジメント部長、西川水道局長の土マネジメント部長、西川水道局長の土マネジメント部長、西川水道局長の土マネジメント部長、西川水道局長の順順順順に報告願います。に報告願います。に報告願います。に報告願います。なお、理事者のなお、理事者のなお、理事者のなお、理事者の皆様皆様皆様皆様におかれましては、におかれましては、におかれましては、におかれましては、着着着着席にてご席にてご席にてご席にてご説説説説明、ご報告願います。明、ご報告願います。明、ご報告願います。明、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報告１報告１報告１、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称）中）中）中）中町「町「町「町「道の道の道の道の駅駅駅駅」」」」についてといについてといについてといについてというううう資料にな資料にな資料にな資料になります。ります。ります。ります。これについて、これについて、これについて、これについて、昨昨昨昨年の６月に基本方年の６月に基本方年の６月に基本方年の６月に基本方針針針針を出させていただいたのですが、基本を出させていただいたのですが、基本を出させていただいたのですが、基本を出させていただいたのですが、基本計画計画計画計画案の案の案の案の概概概概要要要要《《《《ココココンンンンセセセセププププトとトとトとトと具体具体具体具体施設施設施設施設》》》》のののの①①①①、、、、②②②②、、、、③③③③、、、、④④④④、、、、⑤⑤⑤⑤が前回ごが前回ごが前回ごが前回ご説説説説明した基本方明した基本方明した基本方明した基本方針針針針です。です。です。です。大体大体大体大体のののの位位位位置関係が資料の置関係が資料の置関係が資料の置関係が資料の右側右側右側右側にごにごにごにござざざざいます。います。います。います。①①①①奈良の新しい奈良の新しい奈良の新しい奈良の新しい顔顔顔顔となるとなるとなるとなる公共交通公共交通公共交通公共交通の結の結の結の結節節節節点点点点といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、リリリリムムムムジンジンジンジンバスやバスやバスやバスや高速高速高速高速バスバスバスバスののののババババスタースタースタースターミナミナミナミナルルルルを、を、を、を、右側右側右側右側のののの図図図図ののののピピピピンンンンククククのところに置きたいと。のところに置きたいと。のところに置きたいと。のところに置きたいと。②②②②奈良奈良奈良奈良観光観光観光観光ののののゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイとととと
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なるなるなるなる情情情情報報報報発信拠点発信拠点発信拠点発信拠点ですが、ですが、ですが、ですが、近近近近くにあります県営くにあります県営くにあります県営くにあります県営公園や公園や公園や公園や郡郡郡郡山山山山城跡も城跡も城跡も城跡も活活活活用用用用した、した、した、した、観光情観光情観光情観光情報の報の報の報の発発発発信信信信施設にしたい。あわせて施設にしたい。あわせて施設にしたい。あわせて施設にしたい。あわせてススススロロロローーーーラララライイイイフフフフがががが体体体体感感感感できる施設をできる施設をできる施設をできる施設を目目目目指していますので、そこに指していますので、そこに指していますので、そこに指していますので、そこにいいいいざざざざななななううううゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイとして、として、として、として、大大大大和和和和民民民民俗俗俗俗公園公園公園公園、、、、矢矢矢矢田山田山田山田山遊遊遊遊びのびのびのびの森森森森、、、、郡郡郡郡山山山山城跡城跡城跡城跡の施設の施設の施設の施設情情情情報を提報を提報を提報を提供供供供していると。していると。していると。していると。③③③③地地地地域域域域のののの農農農農産物や産物や産物や産物や特特特特産産産産品品品品を提を提を提を提供供供供するするするする直売直売直売直売所な所な所な所などどどどの地の地の地の地域域域域振興振興振興振興拠点拠点拠点拠点は、は、は、は、今今今今、地、地、地、地元の方に元の方に元の方に元の方にアアアアンンンンケケケケーーーート等をとト等をとト等をとト等をとっっっっていまして、ていまして、ていまして、ていまして、農農農農産物産物産物産物のののの直売直売直売直売所、所、所、所、レレレレスススストトトトララララン、お土ン、お土ン、お土ン、お土産産産産のののの販売販売販売販売ををををどうどうどうどうおおおおももももてなしができるかてなしができるかてなしができるかてなしができるか検討検討検討検討しています。しています。しています。しています。④④④④地地地地域域域域住住住住民民民民にににに「「「「癒癒癒癒ややややしししし」」」」とととと「「「「くつろくつろくつろくつろぎぎぎぎ」」」」を提を提を提を提供供供供できるできるできるできる空間空間空間空間は、は、は、は、右側右側右側右側のののの図図図図のののの緑色緑色緑色緑色のところでごのところでごのところでごのところでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、矢矢矢矢田田田田丘丘丘丘陵陵陵陵をををを背景背景背景背景にににに芝芝芝芝生広場生広場生広場生広場をををを演演演演出することを出することを出することを出すること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。⑤⑤⑤⑤災災災災害害害害時時時時には、には、には、には、広域広域広域広域防防防防災拠点災拠点災拠点災拠点としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを担う担う担う担う空間空間空間空間は、は、は、は、災災災災害害害害時時時時のののの防防防防災拠点災拠点災拠点災拠点としてのとしてのとしてのとしての役役役役割割割割をををを担う担う担う担う空間空間空間空間といといといといううううことです。ことです。ことです。ことです。２２２２ペペペペーーーージジジジ目目目目、おお、おお、おお、おおむむむむねねねねののののレレレレイイイイアアアアウウウウトは先ほトは先ほトは先ほトは先ほどどどど申し上げたとおりです。申し上げたとおりです。申し上げたとおりです。申し上げたとおりです。見見見見ていただきたいていただきたいていただきたいていただきたいのは、のは、のは、のは、右側右側右側右側の施設配置のの施設配置のの施設配置のの施設配置の工工工工夫夫夫夫、、、、ねねねねらいのらいのらいのらいの欄欄欄欄の地の地の地の地域域域域振興振興振興振興施設でご施設でご施設でご施設でござざざざいます。います。います。います。テラテラテラテラススススデデデデッキッキッキッキをををを中中中中央央央央にして、にして、にして、にして、左右左右左右左右にににに集客集客集客集客施設を置こ施設を置こ施設を置こ施設を置こううううといといといという工う工う工う工夫夫夫夫をしてをしてをしてをして各各各各施設を施設を施設を施設を周遊周遊周遊周遊していただく。していただく。していただく。していただく。レレレレスススストトトトラララランンンン直売直売直売直売所を所を所を所を併併併併設して、設して、設して、設して、食材食材食材食材のののの見見見見せ方をせ方をせ方をせ方を工工工工夫夫夫夫し、し、し、し、食食食食のののの生産生産生産生産からからからから消費消費消費消費までのまでのまでのまでの流流流流れをれをれをれを体体体体感感感感でででできるきるきるきるレレレレイイイイアアアアウウウウトをトをトをトを考え考え考え考えているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいます。います。います。います。今後今後今後今後これらをこれらをこれらをこれらを具体的具体的具体的具体的にににに詰詰詰詰めていくめていくめていくめていく作作作作業業業業に入るに入るに入るに入る予予予予定です。定です。定です。定です。○西川水道局長○西川水道局長○西川水道局長○西川水道局長 水道局から県水道局から県水道局から県水道局から県域域域域水道一水道一水道一水道一体化体化体化体化について報告させていただきます。について報告させていただきます。について報告させていただきます。について報告させていただきます。県県県県域域域域水道の一水道の一水道の一水道の一体化体化体化体化につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、昨昨昨昨年１２月定例県議会の建設委員会で、年１２月定例県議会の建設委員会で、年１２月定例県議会の建設委員会で、年１２月定例県議会の建設委員会で、目目目目指す指す指す指す姿姿姿姿とととと方方方方向性向性向性向性についてごについてごについてごについてご説説説説明申し上げました。資料の明申し上げました。資料の明申し上げました。資料の明申し上げました。資料の左側左側左側左側にににに目目目目指す指す指す指す姿姿姿姿、、、、具体具体具体具体の方の方の方の方向性向性向性向性として、一として、一として、一として、一体化体化体化体化の５項の５項の５項の５項目目目目をををを掲掲掲掲げております。げております。げております。げております。一一一一体化体化体化体化のののの目目目目指す指す指す指す姿姿姿姿と方と方と方と方向性向性向性向性につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、昨昨昨昨年１０月の奈良県年１０月の奈良県年１０月の奈良県年１０月の奈良県市町市町市町市町村村村村長長長長サミサミサミサミッッッットでトでトでトで市市市市町町町町村村村村に提示してに提示してに提示してに提示して以降以降以降以降、、、、市町市町市町市町村村村村やややや関係関係関係関係団団団団体体体体等と等と等と等と説説説説明、課明、課明、課明、課題題題題等についての意等についての意等についての意等についての意見交見交見交見交換換換換をををを現在現在現在現在進め進め進め進めております。ております。ております。ております。来来来来年度から県年度から県年度から県年度から県域域域域水道一水道一水道一水道一体化検討体化検討体化検討体化検討会を立ち上げまして、県、会を立ち上げまして、県、会を立ち上げまして、県、会を立ち上げまして、県、市町市町市町市町村村村村、関係、関係、関係、関係団団団団体体体体がががが共共共共同して、おお同して、おお同して、おお同して、おおむむむむねねねね２年２年２年２年間間間間をををを目途目途目途目途にににに検討検討検討検討、、、、協協協協議を行議を行議を行議を行っっっっていくこととしております。ていくこととしております。ていくこととしております。ていくこととしております。右下右下右下右下にににに今後今後今後今後ののののススススケケケケジジジジュュュュールールールールを記載しておりますが、を記載しておりますが、を記載しておりますが、を記載しておりますが、来来来来年度に県年度に県年度に県年度に県域域域域水道一水道一水道一水道一体化体化体化体化のののの内容内容内容内容をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんだ、新県だ、新県だ、新県だ、新県域域域域水道水道水道水道ビビビビジジジジョョョョンをンをンをンを策策策策定いたしまして、平成３８年度の定いたしまして、平成３８年度の定いたしまして、平成３８年度の定いたしまして、平成３８年度の経経経経営営営営統統統統合を合を合を合を目目目目指して、平成指して、平成指して、平成指して、平成３１年度に県３１年度に県３１年度に県３１年度に県域域域域水道一水道一水道一水道一体化体化体化体化に係るに係るに係るに係る協協協協議会を設置、平成３２年度の議会を設置、平成３２年度の議会を設置、平成３２年度の議会を設置、平成３２年度の覚書覚書覚書覚書締結を締結を締結を締結を目標目標目標目標に進めてに進めてに進めてに進めてまいりたいとまいりたいとまいりたいと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。○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事項ただいまの報告またはその他事項ただいまの報告またはその他事項ただいまの報告またはその他事項も含も含も含も含めて、めて、めて、めて、質問質問質問質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 中中中中町町町町の道のの道のの道のの道の駅駅駅駅のののの構想構想構想構想ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、以以以以前に前に前に前にももももおおおお伺伺伺伺いしましたけれいしましたけれいしましたけれいしましたけれどどどど、、、、近近近近くにくにくにくに
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大大大大型型型型ののののスーパーやスーパーやスーパーやスーパーやその他その他その他その他商商商商業施設が業施設が業施設が業施設が既既既既にでき上がにでき上がにでき上がにでき上がっっっっております。これはております。これはております。これはております。これは皆皆皆皆ささささんんんん、ご承、ご承、ご承、ご承知知知知ののののとおりでごとおりでごとおりでごとおりでござざざざいますので、ここに対する施設のいますので、ここに対する施設のいますので、ここに対する施設のいますので、ここに対する施設の投投投投資と資と資と資と今後今後今後今後のマネジメントがのマネジメントがのマネジメントがのマネジメントが必要必要必要必要だとだとだとだと思う思う思う思うのですが、のですが、のですが、のですが、将将将将来来来来として、として、として、として、投投投投資した額に、当資した額に、当資した額に、当資した額に、当然Ｂ／Ｃ然Ｂ／Ｃ然Ｂ／Ｃ然Ｂ／Ｃがががが必要必要必要必要だとだとだとだと思う思う思う思うのですが、そのあたりのですが、そのあたりのですが、そのあたりのですが、そのあたりのののの計計計計算算算算はははは現現現現状状状状できているのかできているのかできているのかできているのかどうどうどうどうか、まずおか、まずおか、まずおか、まず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。○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 先ほ先ほ先ほ先ほどどどど報告させていただきました基本報告させていただきました基本報告させていただきました基本報告させていただきました基本計画計画計画計画でごでごでごでござざざざいますが、施設のいますが、施設のいますが、施設のいますが、施設の概概概概要要要要、、、、レレレレイイイイアアアアウウウウト等を定めたト等を定めたト等を定めたト等を定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。現時現時現時現時点点点点におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、Ｂ／ＣＢ／ＣＢ／ＣＢ／Ｃ等の数等の数等の数等の数字字字字はははは算算算算出していませ出していませ出していませ出していませんんんん。。。。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 事業を事業を事業を事業をややややるるるる場場場場合、マ合、マ合、マ合、マーーーーケティケティケティケティンンンンググググをして、をして、をして、をして、効効効効果果果果予予予予測測測測をして事業にをして事業にをして事業にをして事業に着着着着手するの手するの手するの手するのがががが通通通通常常常常ののののややややり方だとり方だとり方だとり方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もどもどもども、ここについては、県有地の、ここについては、県有地の、ここについては、県有地の、ここについては、県有地の現現現現スススストトトトックックックックををををどうどうどうどうするするするするかといかといかといかという問題も抱えう問題も抱えう問題も抱えう問題も抱えていますので、利ていますので、利ていますので、利ていますので、利用用用用しないわけにはいかないといしないわけにはいかないといしないわけにはいかないといしないわけにはいかないというううう部分は理部分は理部分は理部分は理解解解解ができができができができます。ます。ます。ます。ただ、道のただ、道のただ、道のただ、道の駅駅駅駅やややや商商商商業施設として、業施設として、業施設として、業施設として、どどどどれれれれぐぐぐぐらいの地元の方がごらいの地元の方がごらいの地元の方がごらいの地元の方がご協力協力協力協力いただけるのかと地元いただけるのかと地元いただけるのかと地元いただけるのかと地元ののののＪＡＪＡＪＡＪＡがががが協力協力協力協力体制体制体制体制にあるのかにあるのかにあるのかにあるのかも含も含も含も含めてめてめてめて積極的積極的積極的積極的な対な対な対な対策策策策をとられているのかをとられているのかをとられているのかをとられているのかどうどうどうどうか、か、か、か、確確確確認認認認をさをさをさをさせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと思思思思います。います。います。います。○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 今今今今回基本回基本回基本回基本計画計画計画計画をををを策策策策定するに当たりまして、定するに当たりまして、定するに当たりまして、定するに当たりまして、昨昨昨昨年の１１月から地年の１１月から地年の１１月から地年の１１月から地域域域域住住住住民民民民の、奈良の、奈良の、奈良の、奈良市市市市とととと大大大大和郡和郡和郡和郡山山山山市市市市にににに在在在在住の方を対住の方を対住の方を対住の方を対象象象象ににににウウウウェェェェブブブブアアアアンンンンケケケケーーーートをトをトをトを実実実実施しました。７００施しました。７００施しました。７００施しました。７００人人人人の方から回の方から回の方から回の方から回答答答答をいただきました。その中の項をいただきました。その中の項をいただきました。その中の項をいただきました。その中の項目目目目といたしまして、道のといたしまして、道のといたしまして、道のといたしまして、道の駅駅駅駅にににに導導導導入してほし入してほし入してほし入してほしいいいいササササーーーービビビビススススをををを聞聞聞聞いています。一いています。一いています。一いています。一番番番番多多多多かかかかっっっったのが、たのが、たのが、たのが、農農農農産物産物産物産物直売直売直売直売所を所を所を所を導導導導入してほしいとい入してほしいとい入してほしいとい入してほしいというううう方方方方で８で８で８で８割割割割いらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃいました。いました。いました。いました。それとそれとそれとそれともうもうもうもう一つ、奈良一つ、奈良一つ、奈良一つ、奈良市市市市のののの農農農農業業業業生産生産生産生産者、者、者、者、農農農農業に業に業に業に携携携携わる方につきまして、わる方につきまして、わる方につきまして、わる方につきまして、農林農林農林農林部に部に部に部にもももも協力協力協力協力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アアアアンンンンケケケケーーーートをとらせていただきました。５１トをとらせていただきました。５１トをとらせていただきました。５１トをとらせていただきました。５１人人人人の方から回の方から回の方から回の方から回答答答答いただいておいただいておいただいておいただいております。ります。ります。ります。農農農農産物産物産物産物のののの生産状況や生産状況や生産状況や生産状況や出出出出荷荷荷荷の意の意の意の意向向向向をおをおをおをお持持持持ちかちかちかちかどうどうどうどうかをかをかをかを聞聞聞聞かせていただきました。そかせていただきました。そかせていただきました。そかせていただきました。その結果といたしまして、中の結果といたしまして、中の結果といたしまして、中の結果といたしまして、中町町町町の道のの道のの道のの道の駅駅駅駅にににに農農農農産物産物産物産物直売直売直売直売所ができた所ができた所ができた所ができた場場場場合、す合、す合、す合、すぐぐぐぐに、あるいはに、あるいはに、あるいはに、あるいは将将将将来来来来出出出出荷荷荷荷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約６５方が約６５方が約６５方が約６５％％％％いらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃいました。地いました。地いました。地いました。地域域域域のご意のご意のご意のご意見見見見、、、、アアアアンンンンケケケケーーーート等をとト等をとト等をとト等をとらせていただいて、らせていただいて、らせていただいて、らせていただいて、計画計画計画計画をまとめさせていただきました。をまとめさせていただきました。をまとめさせていただきました。をまとめさせていただきました。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 今後今後今後今後のののの大大大大きい課きい課きい課きい課題題題題だとだとだとだと思思思思います。いいます。いいます。いいます。いざざざざ開いて開いて開いて開いてみみみみて、なかなかごて、なかなかごて、なかなかごて、なかなかご協力協力協力協力いただけいただけいただけいただけないといないといないといないといううううことがあことがあことがあことがあっっっってはなりませてはなりませてはなりませてはなりませんんんんので、これから先ので、これから先ので、これから先ので、これから先もももも、、、、農林農林農林農林部部部部も含も含も含も含めて対めて対めて対めて対策策策策にににに取取取取りりりり組組組組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。そそそそんんんんな中、このな中、このな中、このな中、この図図図図面面面面からでからでからでからでももももわかるのですが、わかるのですが、わかるのですが、わかるのですが、大大大大阪から阪から阪から阪から来来来来るときは、中るときは、中るときは、中るときは、中町町町町ののののイイイインンンンターチターチターチターチェェェェンジでおりて、ンジでおりて、ンジでおりて、ンジでおりて、直直直直接接接接入ることができるのですけれ入ることができるのですけれ入ることができるのですけれ入ることができるのですけれどもどもどもども、奈良から、奈良から、奈良から、奈良から帰帰帰帰るときは、ここにるときは、ここにるときは、ここにるときは、ここに直直直直
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接接接接おりるおりるおりるおりるイイイインンンンターターターターがごがごがごがござざざざいませいませいませいませんんんん。かなり。かなり。かなり。かなり遠遠遠遠いところからいところからいところからいところから側側側側道を道を道を道を通っ通っ通っ通ってててて真真真真っっっっすすすすぐぐぐぐここに入ここに入ここに入ここに入っっっってくるてくるてくるてくる形形形形になります。本になります。本になります。本になります。本来来来来でしたら、道のでしたら、道のでしたら、道のでしたら、道の駅駅駅駅に立ちに立ちに立ちに立ち寄寄寄寄っっっっていただくといていただくといていただくといていただくといううううのは、奈良のは、奈良のは、奈良のは、奈良観観観観光光光光をををを終え終え終え終えられた方がられた方がられた方がられた方が観光バス観光バス観光バス観光バスななななどどどどでここにでここにでここにでここに直直直直接乗接乗接乗接乗りりりり込込込込みみみみができるといができるといができるといができるといううううメメメメリッリッリッリットがないとトがないとトがないとトがないといけないといけないといけないといけないと思う思う思う思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、そのことについては、そのことについては、そのことについては、そのことについてはどうどうどうどうおおおお考え考え考え考えなのか、よろしくお願いなのか、よろしくお願いなのか、よろしくお願いなのか、よろしくお願いします。します。します。します。○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 中中中中町町町町の道のの道のの道のの道の駅駅駅駅のののの近近近近傍にご傍にご傍にご傍にござざざざいます第二阪奈有料道路の中います第二阪奈有料道路の中います第二阪奈有料道路の中います第二阪奈有料道路の中町イ町イ町イ町インンンンターターターターにつきましては、清水委員がおにつきましては、清水委員がおにつきましては、清水委員がおにつきましては、清水委員がおっっっっししししゃゃゃゃいますよいますよいますよいますよううううに、に、に、に、大大大大阪方阪方阪方阪方向向向向ののののハハハハーーーーフラフラフラフランンンンププププとなとなとなとなっっっっていていていています。奈良ます。奈良ます。奈良ます。奈良市市市市からからからから帰帰帰帰っっっっていただくていただくていただくていただく観光観光観光観光客客客客にににに寄寄寄寄っっっっていただくには、ていただくには、ていただくには、ていただくには、現現現現道の第二阪奈有料道路道の第二阪奈有料道路道の第二阪奈有料道路道の第二阪奈有料道路のののの学園学園学園学園前前前前イイイインンンンターターターターからからからから南南南南へへへへおりていただいて、おりていただいて、おりていただいて、おりていただいて、寄寄寄寄っっっっていただくといていただくといていただくといていただくというううう形形形形になろになろになろになろううううかとかとかとかと思思思思いいいいます。第二阪奈有料道路の中ます。第二阪奈有料道路の中ます。第二阪奈有料道路の中ます。第二阪奈有料道路の中町イ町イ町イ町インンンンターターターターの奈良方の奈良方の奈良方の奈良方向向向向ののののラララランンンンププププにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、以以以以前から議前から議前から議前から議会等で会等で会等で会等でももももご意ご意ご意ご意見見見見をいただいていますが、をいただいていますが、をいただいていますが、をいただいていますが、今後今後今後今後の課の課の課の課題題題題としてとしてとしてとして考え考え考え考えていかなければならないとていかなければならないとていかなければならないとていかなければならないと思っ思っ思っ思っております。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 新奈良県新奈良県新奈良県新奈良県総総総総合合合合医療医療医療医療セセセセンンンンターもターもターもターもこのたび開このたび開このたび開このたび開院院院院しますし、いろいろなしますし、いろいろなしますし、いろいろなしますし、いろいろなアアアアクセスクセスクセスクセスのののの方方方方向性向性向性向性からしてからしてからしてからしてもももも、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市からここにからここにからここにからここにアアアアクセスクセスクセスクセスがががが直直直直接接接接しにくいのは、しにくいのは、しにくいのは、しにくいのは、間間間間違違違違いないのです。いないのです。いないのです。いないのです。もうもうもうもう一つは、この一つは、この一つは、この一つは、この場場場場所はち所はち所はち所はちょうどょうどょうどょうど角角角角地にありまして、県道地にありまして、県道地にありまして、県道地にありまして、県道枚枚枚枚方方方方大大大大和郡和郡和郡和郡山山山山線線線線のののの南南南南行きに行きに行きに行きに乗乗乗乗りかりかりかりかええええる、る、る、る、今今今今回開回開回開回開院院院院する新奈良県する新奈良県する新奈良県する新奈良県総総総総合合合合医療医療医療医療セセセセンンンンターターターターに行くには、に行くには、に行くには、に行くには、どうどうどうどういいいいうルーうルーうルーうルートで行けばトで行けばトで行けばトで行けばいいのか、ごいいのか、ごいいのか、ごいいのか、ご説説説説明願明願明願明願ええええますか。ますか。ますか。ますか。○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 資料の２資料の２資料の２資料の２枚目枚目枚目枚目、基本、基本、基本、基本計画計画計画計画案の案の案の案の概概概概要要要要《《《《施設の施設の施設の施設のレレレレイイイイアアアアウウウウト案ト案ト案ト案》》》》のののの右側右側右側右側のののの交交交交差差差差点点点点になになになになっっっっているところが、ているところが、ているところが、ているところが、枚枚枚枚方方方方大大大大和郡和郡和郡和郡山山山山線線線線と第二阪奈有料道路がと第二阪奈有料道路がと第二阪奈有料道路がと第二阪奈有料道路が交交交交わりますわりますわりますわります砂茶屋砂茶屋砂茶屋砂茶屋交交交交差差差差点点点点でごでごでご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、第二阪奈有料道路から、第二阪奈有料道路から、第二阪奈有料道路から、第二阪奈有料道路から南南南南側側側側のののの富雄富雄富雄富雄川を渡ります川を渡ります川を渡ります川を渡ります斜斜斜斜めのめのめのめの橋橋橋橋をかけをかけをかけをかけます。ます。ます。ます。郡郡郡郡山方山方山方山方面面面面からからからから来来来来た車がた車がた車がた車が北北北北方方方方向向向向に行くに行くに行くに行く際際際際に、に、に、に、現在現在現在現在は第二阪奈有料道路のは第二阪奈有料道路のは第二阪奈有料道路のは第二阪奈有料道路の下下下下のののの砂茶屋砂茶屋砂茶屋砂茶屋交交交交差差差差点点点点東詰東詰東詰東詰と西と西と西と西詰詰詰詰、２、２、２、２カカカカ所の所の所の所の交交交交差差差差点点点点ごごごござざざざいますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その交交交交差差差差点点点点をををを東側東側東側東側の１の１の１の１カカカカ所に所に所に所に集集集集約する事約する事約する事約する事業を中業を中業を中業を中町工区町工区町工区町工区といといといといううううことで進めさせていただいております。ことで進めさせていただいております。ことで進めさせていただいております。ことで進めさせていただいております。東側東側東側東側のののの交交交交差差差差点点点点の１の１の１の１カカカカ所に所に所に所に集集集集約約約約されて、されて、されて、されて、南南南南からからからから来来来来る車る車る車る車もももも川を渡りまして、この川を渡りまして、この川を渡りまして、この川を渡りまして、この交交交交差差差差点点点点でででで曲曲曲曲がるといがるといがるといがるといううううところでごところでごところでごところでござざざざいます。います。います。います。奈良方奈良方奈良方奈良方面面面面からからからから来来来来た方がた方がた方がた方が南南南南方方方方向向向向、新奈良県、新奈良県、新奈良県、新奈良県総総総総合合合合医療医療医療医療セセセセンンンンターターターターへへへへ行く行く行く行く場場場場合は、この合は、この合は、この合は、この交交交交差差差差点点点点をををを真真真真っっっっすすすすぐぐぐぐ、２車、２車、２車、２車線線線線をををを通通通通りましてりましてりましてりまして南南南南へへへへ行行行行っっっっていただくと、県道ていただくと、県道ていただくと、県道ていただくと、県道枚枚枚枚方方方方大大大大和郡和郡和郡和郡山山山山線線線線南南南南行きの２車行きの２車行きの２車行きの２車線線線線が川のが川のが川のが川の東側東側東側東側、、、、北北北北行きの２車行きの２車行きの２車行きの２車線線線線が川の西が川の西が川の西が川の西側側側側、それを合、それを合、それを合、それを合流流流流させるさせるさせるさせる交交交交差差差差点点点点がががが砂茶屋砂茶屋砂茶屋砂茶屋交交交交差差差差点点点点のののの東東東東詰詰詰詰、ここに１、ここに１、ここに１、ここに１カカカカ所になるとい所になるとい所になるとい所になるといううううところでごところでごところでごところでござざざざいます。います。います。います。このこのこのこの交交交交差差差差点点点点からからからから北側北側北側北側につきましては、４車につきましては、４車につきましては、４車につきましては、４車線線線線化化化化をするためのをするためのをするためのをするための用用用用地地地地買収買収買収買収がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなりますので、ので、ので、ので、今今今今、、、、交交交交渉渉渉渉を進めているところでごを進めているところでごを進めているところでごを進めているところでござざざざいます。います。います。います。
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○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 このこのこのこの交交交交差差差差点点点点はははは非常非常非常非常にににに複雑複雑複雑複雑なななな交交交交差差差差点点点点で、で、で、で、現現現現状状状状ででででもももも非常非常非常非常にににに通通通通りにくいりにくいりにくいりにくい交交交交差差差差点点点点ですですですですけれけれけれけれどもどもどもども、、、、私私私私がががが聞聞聞聞きたかきたかきたかきたかっっっったのは、道のたのは、道のたのは、道のたのは、道の駅駅駅駅ができ上がができ上がができ上がができ上がっっっったときに、たときに、たときに、たときに、枚枚枚枚方方方方大大大大和郡和郡和郡和郡山山山山線線線線のののの南南南南側側側側にににに直直直直接乗接乗接乗接乗るにはるにはるにはるにはどうどうどうどうしたらいいのかですけれしたらいいのかですけれしたらいいのかですけれしたらいいのかですけれどもどもどもども、つけか、つけか、つけか、つけかええええのののの市市市市道から道から道から道から南南南南にににに向向向向かかかかっっっってててて橋橋橋橋をををを渡る渡る渡る渡る形形形形になるのか、それとになるのか、それとになるのか、それとになるのか、それともももも第二阪奈有料道路の第二阪奈有料道路の第二阪奈有料道路の第二阪奈有料道路の側側側側道に出て、道に出て、道に出て、道に出て、北側北側北側北側からからからからぐぐぐぐるるるるっっっっと回る方法と回る方法と回る方法と回る方法なのか、なのか、なのか、なのか、どどどどちらですか。ちらですか。ちらですか。ちらですか。○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 道の道の道の道の駅駅駅駅からからからから南南南南方方方方向向向向へへへへ行く行く行く行く場場場場合でご合でご合でご合でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、バスターバスターバスターバスターミナミナミナミナルルルルととととパパパパーク・ーク・ーク・ーク・アアアアンンンンド・バスド・バスド・バスド・バスラララライドイドイドイド駐駐駐駐車車車車場場場場のののの間間間間に第二阪奈有料道路のに第二阪奈有料道路のに第二阪奈有料道路のに第二阪奈有料道路の側側側側道に道に道に道に取取取取りつく道路が２本ごりつく道路が２本ごりつく道路が２本ごりつく道路が２本ござざざざいますが、ここから出入りをしていただくと。第二阪奈有料道路のいますが、ここから出入りをしていただくと。第二阪奈有料道路のいますが、ここから出入りをしていただくと。第二阪奈有料道路のいますが、ここから出入りをしていただくと。第二阪奈有料道路の側側側側道を道を道を道を使っ使っ使っ使っていただていただていただていただきましてきましてきましてきまして砂茶屋砂茶屋砂茶屋砂茶屋交交交交差差差差点点点点へへへへ出ていただいて、そこから出ていただいて、そこから出ていただいて、そこから出ていただいて、そこから南南南南へへへへ行行行行っっっっていただくといていただくといていただくといていただくといううううことでことでことでことで交通交通交通交通計画計画計画計画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。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 大体大体大体大体のののの構想構想構想構想はわかりました。はわかりました。はわかりました。はわかりました。枚枚枚枚方方方方大大大大和郡和郡和郡和郡山山山山線線線線のののの砂茶屋砂茶屋砂茶屋砂茶屋交交交交差差差差点点点点からからからから北側北側北側北側のののの用用用用地地地地買収買収買収買収も全も全も全も全部部部部完完完完了了了了後後後後のののの造造造造成となる成となる成となる成となる気気気気はしますので、はしますので、はしますので、はしますので、今後今後今後今後、、、、参加参加参加参加していただける地元のしていただける地元のしていただける地元のしていただける地元の皆皆皆皆ささささんんんんも含も含も含も含めて、より有意めて、より有意めて、より有意めて、より有意義義義義ななななもももものになるよのになるよのになるよのになるよううううにににに研究研究研究研究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。続続続続きまして、ずきまして、ずきまして、ずきまして、ずっっっっとととと注注注注目目目目をしているのですが、まず、をしているのですが、まず、をしているのですが、まず、をしているのですが、まず、京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自転転転転車道ですけれ車道ですけれ車道ですけれ車道ですけれどどどど、、、、今今今今回回回回もももも京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自転転転転車道の車道の車道の車道の予予予予算算算算がかなり上ががかなり上ががかなり上ががかなり上がっっっっていたとていたとていたとていたと思思思思います。平成３０年度でいます。平成３０年度でいます。平成３０年度でいます。平成３０年度でどどどどのののの程程程程度まで度まで度まで度まで完完完完成するのか、まずお成するのか、まずお成するのか、まずお成するのか、まず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。○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 京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自転転転転車道ですけれ車道ですけれ車道ですけれ車道ですけれどもどもどもども、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県区区区区がががが大大大大きくきくきくきく北北北北部分と部分と部分と部分と南南南南部分に部分に部分に部分に分かれ、分かれ、分かれ、分かれ、北北北北の部分については、自の部分については、自の部分については、自の部分については、自転転転転車車車車走走走走行行行行空間空間空間空間をををを確保確保確保確保するするするする空間空間空間空間整備で整備で整備で整備で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。南南南南の部分については、の部分については、の部分については、の部分については、市町市町市町市町村村村村道を道を道を道を活活活活用用用用し、車とのし、車とのし、車とのし、車との混在混在混在混在をするをするをするをする形形形形で整備を進めよで整備を進めよで整備を進めよで整備を進めよううううとととと考え考え考え考えていていていています。平成３０年度ですけれます。平成３０年度ですけれます。平成３０年度ですけれます。平成３０年度ですけれどもどもどもども、まだつなが、まだつなが、まだつなが、まだつながっっっっていないていないていないていない区区区区間間間間がががが北北北北の部分にごの部分にごの部分にごの部分にござざざざいます。います。います。います。そこの部分をつなげるそこの部分をつなげるそこの部分をつなげるそこの部分をつなげる形形形形で整備を進めたいとで整備を進めたいとで整備を進めたいとで整備を進めたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、近鉄近鉄近鉄近鉄平平平平端端端端駅駅駅駅のののの南南南南側側側側に佐に佐に佐に佐保保保保川があります。川があります。川があります。川があります。鉄鉄鉄鉄道によ道によ道によ道によっっっって分て分て分て分断断断断されていますので、そこをされていますので、そこをされていますので、そこをされていますので、そこを用用用用地地地地買収買収買収買収してつなげしてつなげしてつなげしてつなげていくていくていくていく形形形形でででで考え考え考え考えております。そのほかにております。そのほかにております。そのほかにております。そのほかにももももつながつながつながつながっっっっていないていないていないていない区区区区間間間間をををを鋭鋭鋭鋭意つなげていく意つなげていく意つなげていく意つなげていく形形形形でででで進めよ進めよ進めよ進めようううう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。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 前回に前回に前回に前回にももももおおおお伺伺伺伺いしたといしたといしたといしたと思う思う思う思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、河川の管理、河川の管理、河川の管理、河川の管理用用用用道路を道路を道路を道路を使使使使われるのわれるのわれるのわれるのがほとがほとがほとがほとんどんどんどんどのののの区区区区間間間間です。です。です。です。市市市市が管理しているが管理しているが管理しているが管理しているもももものとのとのとのと今今今今回自回自回自回自転転転転車道として道路車道として道路車道として道路車道として道路認認認認定を受けられ定を受けられ定を受けられ定を受けられたたたたもももものがあります。その管理者が奈良県と奈良県だから、道路のがあります。その管理者が奈良県と奈良県だから、道路のがあります。その管理者が奈良県と奈良県だから、道路のがあります。その管理者が奈良県と奈良県だから、道路認認認認定を定を定を定を特段特段特段特段問題問題問題問題ないとないとないとないと思思思思わわわわれているのかよくわからないのですけれれているのかよくわからないのですけれれているのかよくわからないのですけれれているのかよくわからないのですけれどもどもどもども、管理、管理、管理、管理用用用用道路を、県道として道路を、県道として道路を、県道として道路を、県道として認認認認定した定した定した定した場場場場合、合、合、合、道路管理者の道路管理者の道路管理者の道路管理者の責任責任責任責任として、道路のとして、道路のとして、道路のとして、道路の両側両側両側両側１メ１メ１メ１メーーーートトトトルルルルについては道路管理者が管理すについては道路管理者が管理すについては道路管理者が管理すについては道路管理者が管理すべべべべきききき幅幅幅幅にににになるのではないですか。それと、なるのではないですか。それと、なるのではないですか。それと、なるのではないですか。それと、堤防堤防堤防堤防部分については河川管理者が部分については河川管理者が部分については河川管理者が部分については河川管理者がややややらないといけない。らないといけない。らないといけない。らないといけない。
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実際実際実際実際にににに草刈草刈草刈草刈り等り等り等り等 々々々々のののの発注発注発注発注ななななどどどどについてはについてはについてはについてはどどどどのよのよのよのよううううにされるのか、おにされるのか、おにされるのか、おにされるのか、お伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。○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 京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自転転転転車道の車道の車道の車道の区区区区間間間間で、奈良県管理ので、奈良県管理ので、奈良県管理ので、奈良県管理の堤防堤防堤防堤防のののの区区区区間間間間とととと直轄直轄直轄直轄管理の管理の管理の管理の堤堤堤堤防防防防のののの区区区区間間間間があります。があります。があります。があります。特特特特に県管理のに県管理のに県管理のに県管理の堤防堤防堤防堤防のののの区区区区間間間間は、基本は、基本は、基本は、基本的的的的には河川管理の中でには河川管理の中でには河川管理の中でには河川管理の中で維維維維持持持持管理等管理等管理等管理等をしていただいてるところがをしていただいてるところがをしていただいてるところがをしていただいてるところが大大大大半半半半になります。になります。になります。になります。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 この中に、奈良この中に、奈良この中に、奈良この中に、奈良市市市市あるいはあるいはあるいはあるいは大大大大和郡和郡和郡和郡山山山山市市市市の管理しているの管理しているの管理しているの管理している兼兼兼兼用用用用道路はないのです道路はないのです道路はないのです道路はないのですか。か。か。か。○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 京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自転転転転車道、車道、車道、車道、延延延延長は７５長は７５長は７５長は７５キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルルごごごござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。そのううううち県ち県ち県ち県管理の道路の管理の道路の管理の道路の管理の道路の区区区区間間間間が約４５が約４５が約４５が約４５キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルルになります。それになります。それになります。それになります。それ以以以以外外外外のののの延延延延長について、約１８長について、約１８長について、約１８長について、約１８キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルルごごごござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、市町市町市町市町村村村村道の道の道の道の区区区区間間間間になります。それと、あと１０になります。それと、あと１０になります。それと、あと１０になります。それと、あと１０キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルルでででですけれすけれすけれすけれどもどもどもども、河川管理、河川管理、河川管理、河川管理用用用用道路になります。道路になります。道路になります。道路になります。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 ３３３３パターパターパターパターンあるといンあるといンあるといンあるといううううことですことですことですことですねねねね。。。。市町市町市町市町村村村村が管理されるときに、例が管理されるときに、例が管理されるときに、例が管理されるときに、例ええええば、１ば、１ば、１ば、１カカカカ月ほ月ほ月ほ月ほどどどど前に１メ前に１メ前に１メ前に１メーーーートトトトルルルルのののの幅幅幅幅をををを市町市町市町市町村村村村がががが草刈草刈草刈草刈りをしたと。そのりをしたと。そのりをしたと。そのりをしたと。その後後後後、奈良県が、当、奈良県が、当、奈良県が、当、奈良県が、当然然然然そこそこそこそこもももも伸伸伸伸びるから、一びるから、一びるから、一びるから、一緒緒緒緒にににに草刈草刈草刈草刈りをりをりをりをやっやっやっや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ことになれば、２度、３度、ことになれば、２度、３度、ことになれば、２度、３度、ことになれば、２度、３度、重重重重ななななっっっってしてしてしてしまいます。そまいます。そまいます。そまいます。そうううういいいいうううう調調調調整事整事整事整事も含も含も含も含めて県がめて県がめて県がめて県がややややるのかといるのかといるのかといるのかといううううことですけれことですけれことですけれことですけれどどどど、、、、どうどうどうどうですか。ですか。ですか。ですか。○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 市町市町市町市町村村村村部会については、当部会については、当部会については、当部会については、当然然然然市町市町市町市町村村村村道の道路管理者と自道の道路管理者と自道の道路管理者と自道の道路管理者と自転転転転車道の管車道の管車道の管車道の管理者である奈良県が理者である奈良県が理者である奈良県が理者である奈良県がどうどうどうどう管理していくかを管理していくかを管理していくかを管理していくかを協協協協議していかなければならないと議していかなければならないと議していかなければならないと議していかなければならな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。各市町各市町各市町各市町村村村村道の道の道の道の区区区区間間間間については、については、については、については、協協協協議を進めよ議を進めよ議を進めよ議を進めよううううとととと考え考え考え考えていますので、行ていますので、行ていますので、行ていますので、行政政政政間間間間でのでのでのでの不効不効不効不効率率率率なななな維維維維持持持持管理ではなしに、管理ではなしに、管理ではなしに、管理ではなしに、効効効効率率率率的的的的な管理をな管理をな管理をな管理を目目目目指す指す指す指す形形形形でででで協協協協議をしていきたいと議をしていきたいと議をしていきたいと議をしていき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。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 ぜぜぜぜひひひひ無駄無駄無駄無駄のないよのないよのないよのない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。地元のいます。地元のいます。地元のいます。地元の皆皆皆皆ささささんんんんかかかからすれば、回数がらすれば、回数がらすれば、回数がらすれば、回数が多多多多いほいほいほいほううううがいいわけです。なおかつ、道路ですから、自がいいわけです。なおかつ、道路ですから、自がいいわけです。なおかつ、道路ですから、自がいいわけです。なおかつ、道路ですから、自転転転転車で車で車で車で走走走走っっっっていていていているときにるときにるときにるときに周周周周りがりがりがりが見え見え見え見えなければ、まるなければ、まるなければ、まるなければ、まるっっっっきり意きり意きり意きり意味味味味がないわけです。がないわけです。がないわけです。がないわけです。見見見見晴晴晴晴らしはらしはらしはらしは悪悪悪悪い、なおかい、なおかい、なおかい、なおかつつつつ横横横横にはにはにはにはアシアシアシアシがががが生生生生いいいい茂茂茂茂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状態う状態う状態う状態であれば、せであれば、せであれば、せであれば、せっっっっかくつくかくつくかくつくかくつくっっっったたたたもももものが有のが有のが有のが有効効効効にににに使え使え使え使えないといないといないといないといううううことにことにことにことにももももなりますので、一なりますので、一なりますので、一なりますので、一緒緒緒緒ににににややややるのなら一るのなら一るのなら一るのなら一緒緒緒緒ににににやっやっやっやってててて効効効効率率率率をををを高高高高めるといめるといめるといめるといううううこここことを、できてからではなくて、とを、できてからではなくて、とを、できてからではなくて、とを、できてからではなくて、今今今今からからからから積極的積極的積極的積極的にそにそにそにそうううういいいいうううう話話話話にににに乗っ乗っ乗っ乗っていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、無駄無駄無駄無駄のなのなのなのないよいよいよいよううううににににぜぜぜぜひひひひお願いしておきたいとお願いしておきたいとお願いしておきたいとお願いしておきたいと思思思思います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。それから、それから、それから、それから、京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自転転転転車道を整備する前に、車道を整備する前に、車道を整備する前に、車道を整備する前に、通通通通行行行行止止止止め、め、め、め、右へ右へ右へ右へ行くと、行くと、行くと、行くと、どどどどこそこにこそこにこそこにこそこに着着着着きまきまきまきますといすといすといすというううういろいろないろいろないろいろないろいろなササササイイイインを当ンを当ンを当ンを当然然然然つけられますよつけられますよつけられますよつけられますよねねねね。自。自。自。自転転転転車専車専車専車専用用用用ののののナビナビナビナビがががが今今今今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どどど、その、その、その、そのナビナビナビナビとのとのとのとの連連連連携携携携、、、、情情情情報提報提報提報提供供供供はされるのですか。はされるのですか。はされるのですか。はされるのですか。○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 今今今今、、、、ススススママママホホホホななななどどどどで、自で、自で、自で、自転転転転車に車に車に車に乗乗乗乗られる方のられる方のられる方のられる方のナビナビナビナビがかなりがかなりがかなりがかなり普普普普及してお及してお及してお及してお
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ります。ります。ります。ります。私も私も私も私も拝拝拝拝見見見見しておりますが、しておりますが、しておりますが、しておりますが、現現現現地だけの案地だけの案地だけの案地だけの案内内内内ではなしに、そではなしに、そではなしに、そではなしに、そうううういいいいうもうもうもうものののののののの情情情情報提報提報提報提供供供供はははは大大大大切切切切だとだとだとだと考え考え考え考えています。そのています。そのています。そのています。その辺辺辺辺はまたはまたはまたはまた考え考え考え考え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。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 私も画面私も画面私も画面私も画面をををを見見見見ました。ました。ました。ました。実際実際実際実際にずにずにずにずっっっっと動かしてと動かしてと動かしてと動かしてみみみみると、ここばかりをると、ここばかりをると、ここばかりをると、ここばかりを見見見見てててて走走走走るるるるといといといといううううわけにわけにわけにわけにももももいかないといかないといかないといかないと思う思う思う思うのです。のです。のです。のです。ナビナビナビナビをつくられているをつくられているをつくられているをつくられているアプアプアプアプリリリリの会の会の会の会社社社社ににににももももよりますよりますよりますよりますけれけれけれけれどどどど、せ、せ、せ、せっっっっかくできたのに、かくできたのに、かくできたのに、かくできたのに、ナビナビナビナビにににに反映反映反映反映していないといしていないといしていないといしていないといううううことがないよことがないよことがないよことがないよううううに、それに、それに、それに、それぞぞぞぞれれれれの事業者にの事業者にの事業者にの事業者に情情情情報をお渡しいただいて、報をお渡しいただいて、報をお渡しいただいて、報をお渡しいただいて、使使使使いいいい勝勝勝勝手のいい手のいい手のいい手のいいもももものにしないと、せのにしないと、せのにしないと、せのにしないと、せっっっっかくつくかくつくかくつくかくつくっっっったたたたのに、のに、のに、のに、誰も誰も誰も誰も走走走走らないでは意らないでは意らないでは意らないでは意味味味味がありませがありませがありませがありませんんんんので、よろしくお願いしておきたいとので、よろしくお願いしておきたいとので、よろしくお願いしておきたいとので、よろ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。次に、次に、次に、次に、総総総総合治水対合治水対合治水対合治水対策策策策でででで今今今今回条例が施行されますけれ回条例が施行されますけれ回条例が施行されますけれ回条例が施行されますけれどもどもどもども、平成３０年に、平成３０年に、平成３０年に、平成３０年に向向向向けて、けて、けて、けて、特特特特定定定定保保保保水について、新規の申請が上が水について、新規の申請が上が水について、新規の申請が上が水について、新規の申請が上がっっっっているかているかているかているか教教教教ええええていただけますか。ていただけますか。ていただけますか。ていただけますか。○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長 特特特特定定定定保保保保水事業は、水事業は、水事業は、水事業は、市町市町市町市町村村村村からの新規事業のからの新規事業のからの新規事業のからの新規事業の要要要要望望望望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。手元に資料がご手元に資料がご手元に資料がご手元に資料がござざざざいませいませいませいませんんんんので、ので、ので、ので、後後後後ほほほほどどどど報告させていただくことでよろしいでし報告させていただくことでよろしいでし報告させていただくことでよろしいでし報告させていただくことでよろしいでしょうょうょうょうか。か。か。か。（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 では、では、では、では、少少少少しししし視視視視点点点点を変を変を変を変ええええまして、３月４日にまして、３月４日にまして、３月４日にまして、３月４日に大大大大和和和和川の一川の一川の一川の一斉斉斉斉清清清清掃掃掃掃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。私私私私は地元に清は地元に清は地元に清は地元に清掃掃掃掃に行かせていただいて、ごに行かせていただいて、ごに行かせていただいて、ごに行かせていただいて、ごみみみみのののの除去除去除去除去ををををやっやっやっや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、、、、今今今今、奈、奈、奈、奈良県の良県の良県の良県の予予予予算書算書算書算書をををを見見見見ますと、河川ますと、河川ますと、河川ますと、河川維維維維持修持修持修持修繕繕繕繕費費費費で約３で約３で約３で約３億円億円億円億円のののの増増増増額をしていただいております。額をしていただいております。額をしていただいております。額をしていただいております。ところが、ところが、ところが、ところが、私私私私は清は清は清は清掃活掃活掃活掃活動を動を動を動をやっやっやっやっていて、改めてこのていて、改めてこのていて、改めてこのていて、改めてこの予予予予算書算書算書算書をををを見見見見直直直直したのですが、河川のしたのですが、河川のしたのですが、河川のしたのですが、河川の景景景景観観観観整備についての整備についての整備についての整備についての目目目目はないのです。はないのです。はないのです。はないのです。維維維維持持持持ののののみみみみになになになになっっっっていて、河川のていて、河川のていて、河川のていて、河川の景景景景観観観観をををを高高高高めるといめるといめるといめるというううう目目目目がががが策策策策定されていないと定されていないと定されていないと定されていないと思思思思います。います。います。います。河川については、河川については、河川については、河川については、予予予予算算算算説説説説明明明明書書書書の２０９の２０９の２０９の２０９ペペペペーーーージから河川ジから河川ジから河川ジから河川総務費総務費総務費総務費があがあがあがあっっっって、河川て、河川て、河川て、河川維維維維持修持修持修持修繕繕繕繕費費費費があがあがあがあっっっって、次はすて、次はすて、次はすて、次はすぐぐぐぐ河川改良河川改良河川改良河川改良費費費費になになになになっっっっています。ています。ています。ています。予予予予算算算算のののの費目費目費目費目のつくり方は、のつくり方は、のつくり方は、のつくり方は、維維維維持持持持管理管理管理管理費費費費のののの中に中に中に中に含ん含ん含ん含んでいるからいいとするのか、でいるからいいとするのか、でいるからいいとするのか、でいるからいいとするのか、予予予予算書算書算書算書の意の意の意の意思表思表思表思表示とい示とい示とい示といううううことがあるとことがあるとことがあるとことがあると思う思う思う思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、例、例、例、例ええええば、ば、ば、ば、目目目目に河川に河川に河川に河川景景景景観観観観整備を立ち上げていただいたら、より明整備を立ち上げていただいたら、より明整備を立ち上げていただいたら、より明整備を立ち上げていただいたら、より明確確確確になるとになるとになるとになると思う思う思う思うののののです。このです。このです。このです。この辺辺辺辺のののの今後今後今後今後のののの考え考え考え考え方について、山田県土マネジメント部長、できたらお方について、山田県土マネジメント部長、できたらお方について、山田県土マネジメント部長、できたらお方について、山田県土マネジメント部長、できたらお答答答答ええええいたいたいたいただけたらとだけたらとだけたらとだけたらと思思思思います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。○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 今今今今のののの景景景景観観観観整備に関して、整備に関して、整備に関して、整備に関して、実際実際実際実際ににににややややることは、ることは、ることは、ることは、確確確確かにかにかにかに文言文言文言文言はははは出ていませ出ていませ出ていませ出ていませんんんん。。。。植栽植栽植栽植栽計画や計画や計画や計画や四季折四季折四季折四季折 々々々々のののの彩彩彩彩りといりといりといりというううう中に中に中に中に含含含含まれるとまれるとまれるとまれると思っ思っ思っ思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どどど、、、、載せている載せている載せている載せている予予予予算算算算のののの費目費目費目費目の立て方については、ご意の立て方については、ご意の立て方については、ご意の立て方については、ご意見見見見としてとしてとしてとして賜賜賜賜っっっって、意て、意て、意て、意思表思表思表思表示とい示とい示とい示といううううことだことだことだことだとととと思思思思いますので、関係部局にいますので、関係部局にいますので、関係部局にいますので、関係部局に話話話話をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思います。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいます。います。います。います。少少少少しししし古古古古いですけれいですけれいですけれいですけれどどどど、県のマ、県のマ、県のマ、県のマスタースタースタースタープラプラプラプランのンのンのンの下下下下水道、水道、水道、水道、河川、その他河川、その他河川、その他河川、その他都市都市都市都市施設の項施設の項施設の項施設の項目目目目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、河川水、河川水、河川水、河川水質や質や質や質や水水水水辺環境辺環境辺環境辺環境のののの向向向向上を上を上を上を図図図図り、自り、自り、自り、自
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然然然然とととと共生共生共生共生した水した水した水した水辺空間辺空間辺空間辺空間とととと美美美美しいしいしいしい風風風風景景景景をををを目目目目指すと明記されています。指すと明記されています。指すと明記されています。指すと明記されています。私私私私はははは王寺王寺王寺王寺町町町町におりますにおりますにおりますにおりますので、河川の清ので、河川の清ので、河川の清ので、河川の清掃作掃作掃作掃作業に行くと、年中業に行くと、年中業に行くと、年中業に行くと、年中七夕七夕七夕七夕のののの状態状態状態状態で、で、で、で、短冊短冊短冊短冊がいがいがいがいっぱっぱっぱっぱいで、本当にいで、本当にいで、本当にいで、本当に見見見見苦苦苦苦しい。しい。しい。しい。地元の地元の地元の地元の皆皆皆皆ささささんんんんがががが必必必必死死死死になになになになっっっってててて美美美美化化化化にににに努努努努めていただいているけれめていただいているけれめていただいているけれめていただいているけれどもどもどもども、ほ、ほ、ほ、ほぼぼぼぼ大大大大木木木木になになになになっっっっていていていているるるるもももものは、のは、のは、のは、民民民民間間間間のののの力力力力ではではではではどうどうどうどうしよしよしよしようもうもうもうもないのです。ないのです。ないのです。ないのです。また、県管理の河川また、県管理の河川また、県管理の河川また、県管理の河川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、、、、ヨヨヨヨシシシシがががが生生生生いいいい茂茂茂茂っっっってしまてしまてしまてしまっっっって、住て、住て、住て、住民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんが、が、が、が、草刈草刈草刈草刈りでりでりでりで刈刈刈刈ろろろろううううとととと思っ思っ思っ思っててててもももも刈刈刈刈れないれないれないれない場場場場所所所所も多々も多々も多々も多々ごごごござざざざいます。一度います。一度います。一度います。一度全全全全部部部部撤撤撤撤去去去去してしましてしましてしましてしまええええば、ば、ば、ば、河川整備河川整備河川整備河川整備やややや河川の河川の河川の河川の景景景景観観観観に対して、住に対して、住に対して、住に対して、住民民民民のののの取取取取りりりり組みも組みも組みも組みも変わ変わ変わ変わっっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思います。一います。一います。一います。一番番番番顕著顕著顕著顕著なななな例が佐例が佐例が佐例が佐保保保保川だと川だと川だと川だと思思思思います。これからのいます。これからのいます。これからのいます。これからの桜桜桜桜がががが咲咲咲咲いているいているいているいている時時時時期期期期に備に備に備に備ええええて、地元のて、地元のて、地元のて、地元の皆皆皆皆ささささんんんんが一が一が一が一生生生生懸命懸命懸命懸命になになになになっっっって清て清て清て清掃活掃活掃活掃活動をされている。それが奈良県動をされている。それが奈良県動をされている。それが奈良県動をされている。それが奈良県全体全体全体全体に及に及に及に及ぶぶぶぶためには、基ためには、基ためには、基ためには、基礎礎礎礎となる部分となる部分となる部分となる部分を行を行を行を行政政政政ががががどうどうどうどうしてしてしてしてもももも助助助助けないとけないとけないとけないと絶絶絶絶対できないと対できないと対できないと対できないと思思思思いますので、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意意意意思表思表思表思表示の意示の意示の意示の意味味味味もももも含含含含めて、河川めて、河川めて、河川めて、河川景景景景観観観観整備とい整備とい整備とい整備というううう目目目目をつくをつくをつくをつくっっっっていただければ、明らかにこれだけのていただければ、明らかにこれだけのていただければ、明らかにこれだけのていただければ、明らかにこれだけの費費費費用用用用をををを投投投投資資資資しましたよといしましたよといしましたよといしましたよといううううことことことことも見えも見えも見えも見えてきます。これはてきます。これはてきます。これはてきます。これは予予予予算算算算のののの見え見え見え見えるるるる化化化化ににににももももつながるとつながるとつながるとつながると思思思思いますのいますのいますのいますので、で、で、で、ぜぜぜぜひ検討ひ検討ひ検討ひ検討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。予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要要要要の１３８の１３８の１３８の１３８ペペペペーーーージ、地すジ、地すジ、地すジ、地すべべべべり対り対り対り対策策策策事業と事業と事業と事業と急急急急傾傾傾傾斜斜斜斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策策策策事業が載事業が載事業が載事業が載っっっっておりておりておりております。それます。それます。それます。それぞぞぞぞれれれれ実実実実施していただくことには本当に施していただくことには本当に施していただくことには本当に施していただくことには本当に大賛大賛大賛大賛成ですけれ成ですけれ成ですけれ成ですけれどもどもどもども、これらが国、県の、これらが国、県の、これらが国、県の、これらが国、県の負負負負担担担担であであであであっっっって、地元負て、地元負て、地元負て、地元負担担担担はははは含含含含まれていないといまれていないといまれていないといまれていないという解う解う解う解釈釈釈釈でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。○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） 地す地す地す地すべべべべりりりり対対対対策策策策事業に対しては、受事業に対しては、受事業に対しては、受事業に対しては、受益益益益者負者負者負者負担担担担は求めておりませは求めておりませは求めておりませは求めておりませんんんんが、が、が、が、急急急急傾傾傾傾斜斜斜斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策策策策事業に対して事業に対して事業に対して事業に対しては受は受は受は受益益益益者負者負者負者負担担担担といといといといううううことで、地元ことで、地元ことで、地元ことで、地元市町市町市町市町村村村村やややや、、、、場場場場合によ合によ合によ合によっっっっては地元の住ては地元の住ては地元の住ては地元の住民民民民の方から対の方から対の方から対の方から対策策策策費費費費用用用用の一部を負の一部を負の一部を負の一部を負担担担担していただいています。していただいています。していただいています。していただいています。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 急急急急傾傾傾傾斜斜斜斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策策策策事業の事業の事業の事業の単独単独単独単独事業事業事業事業費費費費は、は、は、は、五條五條五條五條市市市市ほか１２ほか１２ほか１２ほか１２カカカカ所ご所ご所ご所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、、、、予予予予算算算算としては県が１０分の１０といとしては県が１０分の１０といとしては県が１０分の１０といとしては県が１０分の１０というううう掲掲掲掲載の載の載の載の仕仕仕仕方だけれ方だけれ方だけれ方だけれどもどもどもども、この１０分の１０の、この１０分の１０の、この１０分の１０の、この１０分の１０の中には地元負中には地元負中には地元負中には地元負担も含担も含担も含担も含まれていると理まれていると理まれていると理まれていると理解解解解したらいいのか、それとしたらいいのか、それとしたらいいのか、それとしたらいいのか、それともももも地元負地元負地元負地元負担担担担なしで県がなしで県がなしで県がなしで県がややややりりりりますといますといますといますといううううことなのか、明ことなのか、明ことなのか、明ことなのか、明確確確確にににに答答答答弁弁弁弁をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと思思思思います。います。います。います。○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） 明明明明確確確確にとにとにとにと言言言言われると、われると、われると、われると、不不不不勉勉勉勉強強強強で申しわけごで申しわけごで申しわけごで申しわけござざざざいませいませいませいませんんんんが、補が、補が、補が、補助助助助事業については、事業については、事業については、事業については、市町市町市町市町村村村村やややや地元の方地元の方地元の方地元の方から負から負から負から負担担担担していただいているのがしていただいているのがしていただいているのがしていただいているのが急急急急傾傾傾傾斜斜斜斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策策策策事業でご事業でご事業でご事業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 今今今今のののの返返返返答答答答ではわからないので、ではわからないので、ではわからないので、ではわからないので、以以以以前に前に前に前にももももこの件はこの件はこの件はこの件は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、受、受、受、受益益益益者負者負者負者負担担担担について、について、について、について、大大大大阪阪阪阪府府府府と同と同と同と同じじじじよよよよううううに条例をつくるに条例をつくるに条例をつくるに条例をつくるべべべべきといきといきといきといううううおおおお話話話話をさせていただいたとをさせていただいたとをさせていただいたとをさせていただいたときに、法きに、法きに、法きに、法律律律律に基づいてに基づいてに基づいてに基づいて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ごごごご返返返返答答答答だだだだっっっったので、そたので、そたので、そたので、そううううであれば、法であれば、法であれば、法であれば、法律律律律に基づいたに基づいたに基づいたに基づいた
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受受受受益益益益ををををどうやっどうやっどうやっどうやって求めるのかて求めるのかて求めるのかて求めるのかもももも、その当、その当、その当、その当時時時時におにおにおにお話話話話をさせていただいたとをさせていただいたとをさせていただいたとをさせていただいたと思思思思います。います。います。います。受受受受益益益益があるのかないのか、があるのかないのか、があるのかないのか、があるのかないのか、言っ言っ言っ言ってすてすてすてすぐぐぐぐなので、なので、なので、なので、後後後後ほほほほどどどど個別個別個別個別のののの箇箇箇箇所について、地元負所について、地元負所について、地元負所について、地元負担担担担ががががあるのかないのか、あるのであれば、あるのかないのか、あるのであれば、あるのかないのか、あるのであれば、あるのかないのか、あるのであれば、個個個個人人人人までまでまでまで至至至至っっっっているのかているのかているのかているのかどうどうどうどうかかかかも含も含も含も含めて資料をいためて資料をいためて資料をいためて資料を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。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。最最最最後後後後、、、、公園公園公園公園についておについておについておについてお伺伺伺伺いします。けさ国道１６９号をいします。けさ国道１６９号をいします。けさ国道１６９号をいします。けさ国道１６９号を通っ通っ通っ通ってまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。我々我々我々我々はよはよはよはよくくくく通っ通っ通っ通っていますからわかるのですが、路ていますからわかるのですが、路ていますからわかるのですが、路ていますからわかるのですが、路面面面面にににに鹿鹿鹿鹿のののの標標標標示をしていただいたり、示をしていただいたり、示をしていただいたり、示をしていただいたり、飛飛飛飛び出しび出しび出しび出し注注注注意意意意のののの喚喚喚喚起起起起をしていただいたりしているのですけれをしていただいたりしているのですけれをしていただいたりしているのですけれをしていただいたりしているのですけれどもどもどもども、、、、昼昼昼昼間間間間はそれではそれではそれではそれでも見えも見えも見えも見えますが、ますが、ますが、ますが、夜夜夜夜間間間間にににに残残残残念念念念ながらながらながらながら交通交通交通交通事故で事故で事故で事故で命命命命をををを落落落落とすとすとすとす鹿鹿鹿鹿ももももおります。このおります。このおります。このおります。この辺辺辺辺について、中西まちづくり推進局について、中西まちづくり推進局について、中西まちづくり推進局について、中西まちづくり推進局理事（奈良理事（奈良理事（奈良理事（奈良公園・観光公園・観光公園・観光公園・観光振興プロ振興プロ振興プロ振興プロジジジジェェェェククククトトトト担担担担当）当）当）当）兼兼兼兼観光観光観光観光局理事、よろしくお願いします。局理事、よろしくお願いします。局理事、よろしくお願いします。局理事、よろしくお願いします。○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事 委委委委員会をいろいろ員会をいろいろ員会をいろいろ員会をいろいろ持持持持っっっっておりまして、その中で、ておりまして、その中で、ておりまして、その中で、ておりまして、その中で、鹿鹿鹿鹿の車によるの車によるの車によるの車による死死死死亡亡亡亡事故は年事故は年事故は年事故は年間間間間１００１００１００１００頭頭頭頭ほほほほどどどどあるわけですが、これをあるわけですが、これをあるわけですが、これをあるわけですが、これをどうどうどうどうしたらしたらしたらしたら減減減減らすことができるだろらすことができるだろらすことができるだろらすことができるだろううううとととと検討検討検討検討しております。しております。しております。しております。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に、に、に、に、夜夜夜夜に国道１６９号をに国道１６９号をに国道１６９号をに国道１６９号を走走走走るのはるのはるのはるのは非常非常非常非常にににに怖怖怖怖いです。いです。いです。いです。飛飛飛飛び出び出び出び出されたら、されたら、されたら、されたら、多多多多分、は分、は分、は分、はねねねねるだろるだろるだろるだろううううと、こわごわと、こわごわと、こわごわと、こわごわ走走走走っっっっています。例ています。例ています。例ています。例ええええば、明かりば、明かりば、明かりば、明かりセセセセンンンンササササーーーーのよのよのよのよううううななななもももものをつけたらのをつけたらのをつけたらのをつけたら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のののももももこの前意この前意この前意この前意見見見見としてあとしてあとしてあとして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どどど、、、、鹿鹿鹿鹿以以以以外外外外ののののもももものにのにのにのにも全も全も全も全てててて反応反応反応反応してしましてしましてしましてしまううううので、ので、ので、ので、ぴぴぴぴかかかかぴぴぴぴかかかかぴぴぴぴかかかかぴぴぴぴかすると。かすると。かすると。かすると。今今今今意意意意見見見見として出ているのは、として出ているのは、として出ているのは、として出ているのは、昔昔昔昔、、、、少少少少頭頭頭頭数のときは、数のときは、数のときは、数のときは、身身身身をををを守守守守るといるといるといるという観点う観点う観点う観点から、から、から、から、夜夜夜夜にににに春春春春日日日日大大大大社社社社のののの境境境境内内内内地のほ地のほ地のほ地のほううううに、に、に、に、鹿鹿鹿鹿がががが戻戻戻戻っっっっていていていていっっっっていた。ていた。ていた。ていた。最最最最近近近近はははは戻戻戻戻らないらないらないらない鹿鹿鹿鹿もももも結結結結構構構構いるといいるといいるといいるといううううことで、そのことで、そのことで、そのことで、その辺辺辺辺ししししっっっっかりかりかりかり生態生態生態生態をををを調調調調べべべべながら、ながら、ながら、ながら、昼昼昼昼間間間間はははは鹿鹿鹿鹿ができるだけができるだけができるだけができるだけ通通通通るところを、るところを、るところを、るところを、鹿鹿鹿鹿のののの歩歩歩歩道ではご道ではご道ではご道ではござざざざいませいませいませいませんんんんが、が、が、が、フェフェフェフェンンンンスススス等等等等をしてをしてをしてをして確保確保確保確保し、し、し、し、夜夜夜夜は、そのは、そのは、そのは、その辺辺辺辺にはいない、にはいない、にはいない、にはいない、早早早早くくくく春春春春日日日日大大大大社境社境社境社境内内内内地に地に地に地に帰帰帰帰ろろろろううううといといといというううう形形形形ができなができなができなができないか、いか、いか、いか、要要要要するに、するに、するに、するに、鹿鹿鹿鹿寄寄寄寄せのよせのよせのよせのよううううなことができないかなことができないかなことができないかなことができないかも今も今も今も今、議、議、議、議論論論論させていただいております。させていただいております。させていただいております。させていただいております。できれば、できれば、できれば、できれば、私私私私がががが退退退退職職職職後後後後の４月の４月の４月の４月以降以降以降以降、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形で報告があるかとで報告があるかとで報告があるかとで報告があるかと思思思思いますので、よろしくいますので、よろしくいますので、よろしくいますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいます。います。います。います。我々我々我々我々はよくはよくはよくはよく通っ通っ通っ通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気気気気がつくのですが、がつくのですが、がつくのですが、がつくのですが、観観観観光光光光者者者者やややや他県から車で他県から車で他県から車で他県から車で来来来来られた方は、られた方は、られた方は、られた方は、恐恐恐恐らくわからずにらくわからずにらくわからずにらくわからずに走走走走っっっってしまいますので、てしまいますので、てしまいますので、てしまいますので、積極的積極的積極的積極的にににに考考考考ええええていただいて、していただいて、していただいて、していただいて、しっっっっかりとかりとかりとかりと鹿鹿鹿鹿のののの命命命命をををを守守守守っっっっていただくといていただくといていただくといていただくといううううことで、よろしくお願いしまことで、よろしくお願いしまことで、よろしくお願いしまことで、よろしくお願いします。す。す。す。それとそれとそれとそれともうもうもうもう１１１１点点点点、、、、公園公園公園公園についてのについてのについてのについての考え考え考え考え方で、方で、方で、方で、公園公園公園公園の設置基準が、の設置基準が、の設置基準が、の設置基準が、人人人人口口口口要要要要件として１件として１件として１件として１人人人人当当当当たり５平方メたり５平方メたり５平方メたり５平方メーーーートトトトルルルル、１０平方メ、１０平方メ、１０平方メ、１０平方メーーーートトトトルルルルのののの話話話話がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。公園公園公園公園のののの重要性重要性重要性重要性は、は、は、は、都市都市都市都市にににに潤潤潤潤いいいいをををを与与与与ええええる、あるいはる、あるいはる、あるいはる、あるいは防防防防災災災災機機機機能能能能をををを強強強強化化化化する、いろいろな意する、いろいろな意する、いろいろな意する、いろいろな意味味味味合いがあろ合いがあろ合いがあろ合いがあろううううかとかとかとかと思う思う思う思うのですけのですけのですけのですけ
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れれれれどどどど、、、、特特特特にににに密密密密集集集集市市市市街街街街地に対する地に対する地に対する地に対する公園公園公園公園のののの重要性重要性重要性重要性は、かなりは、かなりは、かなりは、かなり大大大大きいきいきいきいもももものがあるとのがあるとのがあるとのがあると思思思思います。います。います。います。商商商商業業業業区域や区域や区域や区域や事業事業事業事業区域区域区域区域のののの公園公園公園公園の配置のの配置のの配置のの配置の仕仕仕仕方について、奈良県は方について、奈良県は方について、奈良県は方について、奈良県はどうどうどうどう指指指指導導導導していくのか、金していくのか、金していくのか、金していくのか、金剛まちづくり推進局長からお剛まちづくり推進局長からお剛まちづくり推進局長からお剛まちづくり推進局長からお話話話話いただけたらといただけたらといただけたらといただけたらと思思思思います。います。います。います。○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 公園公園公園公園の配置につきましては、例の配置につきましては、例の配置につきましては、例の配置につきましては、例ええええばばばば商商商商業地のまちづくり、住業地のまちづくり、住業地のまちづくり、住業地のまちづくり、住宅地のまちづくり、宅地のまちづくり、宅地のまちづくり、宅地のまちづくり、工工工工業地業地業地業地域域域域のまちづくり、田のまちづくり、田のまちづくり、田のまちづくり、田園園園園地地地地域域域域にににに近近近近いところにないところにないところにないところになっっっってくる、それてくる、それてくる、それてくる、それぞぞぞぞれのまちづくりにれのまちづくりにれのまちづくりにれのまちづくりに特色特色特色特色がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。公園公園公園公園にににに期待期待期待期待されるされるされるされる効用も効用も効用も効用もそれそれそれそれぞぞぞぞれに変われに変われに変われに変わっっっってきます。てきます。てきます。てきます。例例例例ええええば、中ば、中ば、中ば、中心市心市心市心市街街街街地における地における地における地における公園公園公園公園のあり方はのあり方はのあり方はのあり方はどうどうどうどうか。か。か。か。ももももちろちろちろちろんんんん中中中中心市心市心市心市街街街街地、建地、建地、建地、建物物物物がががが密密密密集集集集ししししているところているところているところているところももも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、人も人も人も人も車車車車もももも集集集集まるところでごまるところでごまるところでごまるところでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、オオオオーーーーププププンンンンススススペペペペーーーーススススとしては、としては、としては、としては、ややややはりはりはりはり公園公園公園公園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。それにいます。それにいます。それにいます。それに加え加え加え加えて、例て、例て、例て、例ええええばばばば民民民民地で地で地で地でもももも、その前の、その前の、その前の、その前の庭庭庭庭をををを半半半半分分分分公共公共公共公共空空空空地のよ地のよ地のよ地のよううううなななな位位位位置づけにする。あるいは、中置づけにする。あるいは、中置づけにする。あるいは、中置づけにする。あるいは、中心市心市心市心市街街街街地においては、地においては、地においては、地においては、ゆゆゆゆっっっったりたりたりたりしたしたしたした歩歩歩歩道を、しか道を、しか道を、しか道を、しかもももも植栽植栽植栽植栽のあるのあるのあるのある歩歩歩歩道をとるよ道をとるよ道をとるよ道をとるよううううなななな計画計画計画計画をしていく。をしていく。をしていく。をしていく。公園公園公園公園一一一一人人人人でででで頑張頑張頑張頑張るといるといるといるといううううよりよりよりよりもももも、、、、オオオオーーーーププププンンンンススススペペペペースースースースといといといというううう捉捉捉捉ええええ方をして、例方をして、例方をして、例方をして、例ええええばばばば駅駅駅駅前前前前広場広場広場広場ななななどもどもどもども、、、、広広広広い意い意い意い意味味味味でででで言言言言ええええばばばば公園公園公園公園といといといというううう、、、、オオオオーーーーププププンンンンススススペペペペースースースースの中の中の中の中へへへへ入入入入っっっってくるのかとてくるのかとてくるのかとてくるのかと思思思思います。います。います。います。今後今後今後今後の方の方の方の方針針針針としまとしまとしまとしましては、しては、しては、しては、公園公園公園公園ははははももももちろちろちろちろんんんん頑張頑張頑張頑張りますけれりますけれりますけれりま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オオオオーーーーププププンンンンススススペペペペースースースースををををもっもっもっもっと意と意と意と意識識識識しししして、て、て、て、連連連連携携携携したよしたよしたよしたよううううな、な、な、な、連続性連続性連続性連続性のあるのあるのあるのある空間空間空間空間をつくをつくをつくをつく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います。います。います。います。私も私も私も私も３月で定年３月で定年３月で定年３月で定年退退退退職ですけれ職ですけれ職ですけれ職ですけれどもどもどもども、、、、後任後任後任後任にそにそにそにそうううういいいいう考えう考えう考えう考え方、方、方、方、哲哲哲哲学学学学はしはしはしはしっっっっかりかりかりかり引引引引きききき継継継継いでいでいでいでいきたいといきたいといきたいといきたいと思思思思います。ごいます。ごいます。ごいます。ご質問質問質問質問ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいました。いました。いました。いました。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 どうもどうもどうもどうもありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいます。お二います。お二います。お二います。お二人人人人とととともももも長い長い長い長い間間間間、県、県、県、県政政政政にににに携携携携わわわわっっっっていただいていただいていただいていただいて、本当ごて、本当ごて、本当ごて、本当ご苦苦苦苦労労労労されたとされたとされたとされたと思思思思います。います。います。います。実実実実は、は、は、は、公園公園公園公園のののの重要性重要性重要性重要性は、は、は、は、特特特特に阪に阪に阪に阪神・神・神・神・淡淡淡淡路路路路大大大大震震震震災災災災のときにのときにのときにのときに我々我々我々我々はははは思思思思いいいい知知知知らされているわけらされているわけらされているわけらされているわけです。です。です。です。特特特特にににに人人人人口が口が口が口が密密密密集集集集しているところで、家にしているところで、家にしているところで、家にしているところで、家に帰帰帰帰れない、なおかつ、れない、なおかつ、れない、なおかつ、れない、なおかつ、高高高高層層層層ビビビビルルルルのののの高高高高いとこいとこいとこいところにお住まいの方は、水すらない。そのろにお住まいの方は、水すらない。そのろにお住まいの方は、水すらない。そのろにお住まいの方は、水すらない。その期期期期間間間間が１が１が１が１週週週週間間間間であるのか１であるのか１であるのか１であるのか１カカカカ月であるのか、かな月であるのか、かな月であるのか、かな月であるのか、かなり長いり長いり長いり長い期期期期間間間間になになになになっっっったときは、たときは、たときは、たときは、近近近近隣隣隣隣にににに安安安安全全全全ななななススススペペペペースースースースをををを確保確保確保確保しておくといしておくといしておくといしておくというううう意意意意味味味味も考えも考えも考えも考えれば、れば、れば、れば、公園公園公園公園だけでなしに、だけでなしに、だけでなしに、だけでなしに、公園公園公園公園として利として利として利として利用用用用はされていないけれはされていないけれはされていないけれはされていないけれどもどもどもども、、、、オオオオーーーーププププンンンンススススペペペペースースースースとしてとしてとしてとして何何何何かあかあかあかあっっっったときはたときはたときはたときは活活活活用用用用がががが可能可能可能可能だといだといだといだというううう方方方方向向向向が、が、が、が、私も大私も大私も大私も大切切切切だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。私私私私の地元に、の地元に、の地元に、の地元に、王寺王寺王寺王寺町町町町のののの電留電留電留電留線線線線といといといというううう非常非常非常非常にににに広広広広いいいい面積面積面積面積をををを抱え抱え抱え抱え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どどど、、、、電留電留電留電留線線線線の中をの中をの中をの中を緑緑緑緑化化化化してくださいといしてくださいといしてくださいといしてくださいといううううことはことはことはことはＪＪＪＪＲＲＲＲももももなかなかなかなかなかなか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、、、、人人人人のののの目目目目からからからから見見見見れば、れば、れば、れば、もっもっもっもっととととややややさしいまちづくりはきさしいまちづくりはきさしいまちづくりはきさしいまちづくりはきっっっっとととと必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、今後今後今後今後の奈良県のの奈良県のの奈良県のの奈良県のまちづくり、マまちづくり、マまちづくり、マまちづくり、マスタースタースタースタープラプラプラプランにンにンにンにもももも書書書書かれていますので、その中をかれていますので、その中をかれていますので、その中をかれていますので、その中を細細細細かくかくかくかく細細細細かくかくかくかく解解解解いていくいていくいていくいていくと、と、と、と、個個個個人人人人がするがするがするがするべべべべきことであきことであきことであきことであっっっったり、事業者がたり、事業者がたり、事業者がたり、事業者がややややるるるるべべべべきこと、行きこと、行きこと、行きこと、行政政政政がするがするがするがするべべべべきことなきことなきことなきことなどどどど役役役役
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割割割割分分分分担担担担をきちをきちをきちをきちんんんんとしていとしていとしていとしていっっっってててて都市都市都市都市緑緑緑緑化化化化を進めていくのはを進めていくのはを進めていくのはを進めていくのは大大大大事だと事だと事だと事だと思思思思います。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 斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町の道のの道のの道のの道の駅駅駅駅はははは計画予計画予計画予計画予定に入定に入定に入定に入っっっっていますていますていますていますねねねね。国の。国の。国の。国の持持持持つ部分と、あるいはつ部分と、あるいはつ部分と、あるいはつ部分と、あるいは市市市市町町町町村村村村がががが持持持持つ部分と、つ部分と、つ部分と、つ部分と、ももももちろちろちろちろんんんん県が県が県が県が持持持持つ部分とあるかとつ部分とあるかとつ部分とあるかとつ部分とあるかと思う思う思う思うのですが、この道ののですが、この道ののですが、この道ののですが、この道の駅駅駅駅の負の負の負の負担担担担割割割割合は、県が１０とか国が１０とか一部あります合は、県が１０とか国が１０とか一部あります合は、県が１０とか国が１０とか一部あります合は、県が１０とか国が１０とか一部ありますねねねね。先。先。先。先般見般見般見般見せてせてせてせてももももらいにらいにらいにらいに現現現現場場場場へへへへ行きました。行きました。行きました。行きました。塔塔塔塔が３つとが３つとが３つとが３つとも見えも見えも見えも見えるすばらしいるすばらしいるすばらしいるすばらしい場場場場所で、所で、所で、所で、恐恐恐恐らくこれかららくこれかららくこれかららくこれから斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町のののの観光観光観光観光地の中地の中地の中地の中心心心心としてとしてとしてとして栄栄栄栄ええええていくであろていくであろていくであろていくであろううううといといといという場う場う場う場所だ所だ所だ所だっっっったのですが、付たのですが、付たのですが、付たのですが、付近近近近にはにはにはには余余余余り家が建り家が建り家が建り家が建っっっっていない、道路ていない、道路ていない、道路ていない、道路端端端端です。です。です。です。幼稚幼稚幼稚幼稚なななな質問質問質問質問ですが、この負ですが、この負ですが、この負ですが、この負担担担担割割割割合について合について合について合について教教教教ええええてくれませてくれませてくれませてくれませんんんんか。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 新谷委員から、新谷委員から、新谷委員から、新谷委員から、斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町のあたりの道ののあたりの道ののあたりの道ののあたりの道の駅駅駅駅のののの計画計画計画計画といといといといううううことでごことでごことでごことでご質問質問質問質問いただきましたが、そこの案件につきまして、承いただきましたが、そこの案件につきまして、承いただきましたが、そこの案件につきまして、承いただきましたが、そこの案件につきまして、承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。申しわけご。申しわけご。申しわけご。申しわけござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 地地地地主も含主も含主も含主も含めて、事業者にめて、事業者にめて、事業者にめて、事業者に誰誰誰誰がなるのかわかりませがなるのかわかりませがなるのかわかりませがなるの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、、、、売売売売りたいとりたいとりたいとりたいと言言言言っっっっています。付ています。付ています。付ています。付近近近近にににに余余余余り家が建り家が建り家が建り家が建っっっっていませていませていませていませんんんんし、３つのし、３つのし、３つのし、３つの塔塔塔塔がががが見え見え見え見えてすばらしいてすばらしいてすばらしいてすばらしい場場場場所でした。所でした。所でした。所でした。また、また、また、また、後後後後刻刻刻刻、、、、相談相談相談相談にににに乗っ乗っ乗っ乗ってください。お願いしておきます。てください。お願いしておきます。てください。お願いしておきます。てください。お願いしておきます。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 一つは、５日に一一つは、５日に一一つは、５日に一一つは、５日に一般質問般質問般質問般質問させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた民民民民間間間間発注発注発注発注のののの発生発生発生発生土土土土砂砂砂砂の件についての件についての件についての件についてです。です。です。です。私私私私は県土マネジメント部の所管だとは県土マネジメント部の所管だとは県土マネジメント部の所管だとは県土マネジメント部の所管だと今今今今ででででも思っも思っも思っも思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、くらし、くらし、くらし、くらし創創創創造造造造部だとい部だとい部だとい部だというううう話話話話も聞も聞も聞も聞くわけですけれくわけですけれくわけですけれくわけですけれどもどもどもども、この、この、この、この窓窓窓窓口は、県土マネジメント部が口は、県土マネジメント部が口は、県土マネジメント部が口は、県土マネジメント部がやっやっやっやってくれるてくれるてくれるてくれるのかのかのかのかどうどうどうどうかをかをかをかを聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。○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 県土マネジメント部と県土マネジメント部と県土マネジメント部と県土マネジメント部と景景景景観観観観環境環境環境環境局、局、局、局、共共共共管で管で管で管で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考考考ええええています。県土マネジメント部のています。県土マネジメント部のています。県土マネジメント部のています。県土マネジメント部の窓窓窓窓口は口は口は口は技術技術技術技術管理課がしたいと管理課がしたいと管理課がしたいと管理課がしたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上でご上でご上でご上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 町町町町村村村村からからからから電電電電話話話話やややや相談相談相談相談事等事等事等事等 々々々々があれば、があれば、があれば、があれば、技術技術技術技術管理課、それと管理課、それと管理課、それと管理課、それともももも景景景景観観観観環境環境環境環境局か、局か、局か、局か、対対対対外的外的外的外的にににに窓窓窓窓口をは口をは口をは口をはっっっっきりしてきりしてきりしてきりしてややややらないと、らないと、らないと、らないと、知知知知事の事の事の事の答答答答弁弁弁弁をををを各町各町各町各町村村村村長はかなり関長はかなり関長はかなり関長はかなり関心心心心をををを持持持持っっっってててて聞聞聞聞いている。いている。いている。いている。特特特特に中山に中山に中山に中山間間間間部の部の部の部の町町町町村村村村長は。だから、この長は。だから、この長は。だから、この長は。だから、この際際際際対対対対外的外的外的外的にはにはにはにはどどどどこだとはこだとはこだとはこだとはっっっっきりするきりするきりするきりするべべべべきだときだときだときだと思う思う思う思うけれけれけれけれどどどど、その、その、その、その点どう点どう点どう点どうですか。ですか。ですか。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 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くくく窓窓窓窓口を決めていきたいと口を決めていきたいと口を決めていきたいと口を決めてい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 ははははっっっっきり決めてきり決めてきり決めてきり決めてややややらないと。らないと。らないと。らないと。それから、それから、それから、それから、知知知知事の事の事の事の答答答答弁弁弁弁の中では、の中では、の中では、の中では、市町市町市町市町村サミ村サミ村サミ村サミッッッットのときにトのときにトのときにトのときに各町各町各町各町村村村村にお願いすると、条例にお願いすると、条例にお願いすると、条例にお願いすると、条例制制制制定とい定とい定とい定というううう話話話話ももももああああっっっった。県は条例をつくるのかつくらないか、ただた。県は条例をつくるのかつくらないか、ただた。県は条例をつくるのかつくらないか、ただた。県は条例をつくるのかつくらないか、ただ協協協協定を結定を結定を結定を結んんんんで、県がで、県がで、県がで、県が全全全全面的面的面的面的に出るのかわからないけれに出るのかわからないけれに出るのかわからないけれに出るのかわからないけれどもどもどもども、、、、ややややはり管理はり管理はり管理はり管理監監監監視視視視体制体制体制体制は、県土のは、県土のは、県土のは、県土の問題問題問題問題だから、だから、だから、だから、ううううちはちはちはちは関係ありませ関係ありませ関係ありませ関係ありませんんんんではではではでは話話話話にならないと。にならないと。にならないと。にならないと。景景景景観観観観のののの問題問題問題問題ではないわけ、ではないわけ、ではないわけ、ではないわけ、景景景景観観観観を害するのは、を害するのは、を害するのは、を害するのは、残残残残土土土土
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をほかすから。をほかすから。をほかすから。をほかすから。問題問題問題問題ははははややややはり、県土マネジメント部のはり、県土マネジメント部のはり、県土マネジメント部のはり、県土マネジメント部のどどどどこがこがこがこが窓窓窓窓口になるのかわからないけ口になるのかわからないけ口になるのかわからないけ口になるのかわからないけれれれれどどどど、は、は、は、はっっっっきりときりときりときりと体制体制体制体制づくりをすづくりをすづくりをすづくりをすべべべべきときときときと思う思う思う思うのだけれのだけれのだけれのだけれどもどもどもども、その、その、その、その点点点点について、について、について、について、どうどうどうどうですか。ですか。ですか。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 確確確確かに、かに、かに、かに、民民民民間間間間のののの工工工工事とはい事とはい事とはい事とはいえ残え残え残え残土についてのお土についてのお土についてのお土についてのお話話話話でごでごでごでござざざざいいいいますので、県土マネジメント部ますので、県土マネジメント部ますので、県土マネジメント部ますので、県土マネジメント部ももももししししっっっっかりと対かりと対かりと対かりと対応応応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ます。ます。ます。ます。今今今今おおおおっっっっししししゃゃゃゃらららられましたよれましたよれましたよれましたよううううに、しに、しに、しに、しっっっっかりとかりとかりとかりと窓窓窓窓口口口口もももも決めて対決めて対決めて対決めて対応応応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ます。ます。ます。ます。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 各町各町各町各町村村村村長が長が長が長が特特特特に関に関に関に関心心心心をををを持持持持っっっっていることですので、ていることですので、ていることですので、ていることですので、早急早急早急早急にそにそにそにそうううういいいいっっっったことをたことをたことをたことを確確確確立して立して立して立してももももらいたいといらいたいといらいたいといらいたいといううううことで、これは置いておきます。ことで、これは置いておきます。ことで、これは置いておきます。ことで、これは置いておきます。次に、平次に、平次に、平次に、平岡岡岡岡河川河川河川河川政策政策政策政策官官官官におにおにおにお聞聞聞聞きします。平きします。平きします。平きします。平岡岡岡岡河川河川河川河川政策政策政策政策官官官官は、は、は、は、ミミミミスタースタースタースター河川と河川と河川と河川と言っ言っ言っ言っていいていいていいていいぐぐぐぐらい、河川のらい、河川のらい、河川のらい、河川のプロフェプロフェプロフェプロフェッッッッショナショナショナショナルルルルとととと言っ言っ言っ言っててててもももも過過過過言言言言でないでないでないでないぐぐぐぐらい、ずらい、ずらい、ずらい、ずっっっっとととと私私私私自自自自身身身身ももももかなりかなりかなりかなりおおおお世世世世話話話話をかけてきました。をかけてきました。をかけてきました。をかけてきました。吉野吉野吉野吉野川の川の川の川の問題問題問題問題、、、、熊野熊野熊野熊野川の川の川の川の問題問題問題問題、、、、熊野熊野熊野熊野川の川の川の川の支支支支流流流流のののの問題問題問題問題等等等等 々々々々。。。。特特特特にににに今今今今回、回、回、回、退官退官退官退官されるといされるといされるといされるといううううことですので、ことですので、ことですので、ことですので、体制体制体制体制づくりはづくりはづくりはづくりは後後後後のののの人人人人にににに言っ言っ言っ言っておいてほしいです。ておいてほしいです。ておいてほしいです。ておいてほしいです。神神神神納川の納川の納川の納川の堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂のののの問題問題問題問題をををを継継継継承してほしいです、これは、承してほしいです、これは、承してほしいです、これは、承してほしいです、これは、神神神神納川の納川の納川の納川の堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂を処理するのを処理するのを処理するのを処理するのに年に年に年に年間間間間３３３３億円億円億円億円ほほほほど使っど使っど使っど使っているわけ。ているわけ。ているわけ。ているわけ。どどどどこがこがこがこがどうどうどうどうななな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もどもどもども、３、３、３、３億億億億円円円円といといといといええええばばばば相相相相当ある。だから、当ある。だから、当ある。だから、当ある。だから、堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂をつくをつくをつくをつくっっっっているているているている原原原原因因因因をきちをきちをきちをきちんんんんとしてくれといとしてくれといとしてくれといとしてくれといううううこここことで、３年か４年前にとで、３年か４年前にとで、３年か４年前にとで、３年か４年前に現現現現場場場場でででで十津十津十津十津川川川川村村村村、県の、県の、県の、県の農林農林農林農林担担担担当、河川当、河川当、河川当、河川担担担担当、そして当、そして当、そして当、そして電源電源電源電源開開開開発発発発株式株式株式株式会会会会社社社社等等等等 々々々々がががが寄寄寄寄っっっって、て、て、て、プロプロプロプロジジジジェェェェククククトをつくトをつくトをつくトをつくっっっったとたとたとたと思う思う思う思う。。。。原原原原因因因因をつくをつくをつくをつくっっっっている山ている山ている山ている山腹崩腹崩腹崩腹崩土をきち土をきち土をきち土をきちんんんんとととと抑抑抑抑ええええないといけないといないといけないといないといけないといないといけないといううううことでことでことでことでプロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトチーチーチーチームムムムをつくられた。そのをつくられた。そのをつくられた。そのをつくられた。その後後後後、その、その、その、そのプロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトチーチーチーチームムムムがまだがまだがまだがまだ活活活活動しているのか動しているのか動しているのか動しているのかどうどうどうどうか、か、か、か、現在現在現在現在どどどどのよのよのよのよううううなななな状態状態状態状態になになになになっっっっているのかを、ているのかを、ているのかを、ているのかを、わかるわかるわかるわかる範囲範囲範囲範囲で結で結で結で結構構構構ですので、ですので、ですので、ですので、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。○平岡河川政策官○平岡河川政策官○平岡河川政策官○平岡河川政策官 平成２３年の平成２３年の平成２３年の平成２３年の紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水害で、かなり土水害で、かなり土水害で、かなり土水害で、かなり土砂砂砂砂がたまりました。がたまりました。がたまりました。がたまりました。災災災災害害害害復復復復旧旧旧旧事業で土事業で土事業で土事業で土砂砂砂砂をををを取っ取っ取っ取っていたのですが、３年ほていたのですが、３年ほていたのですが、３年ほていたのですが、３年ほどどどどかかりまして平成２６年にかかりまして平成２６年にかかりまして平成２６年にかかりまして平成２６年に終終終終わわわわっっっったのですたのですたのですたのですが、が、が、が、取っ取っ取っ取ってててても取っも取っも取っも取っててててもももも上から上から上から上から来来来来るといるといるといるといううううことで、平成２６年度に、先ほことで、平成２６年度に、先ほことで、平成２６年度に、先ほことで、平成２６年度に、先ほどどどど国中委員がお国中委員がお国中委員がお国中委員がおっっっっししししゃゃゃゃっっっったメンたメンたメンたメンバーバーバーバーで、で、で、で、堰堰堰堰堤堤堤堤をつくをつくをつくをつくっっっったり、とめる対たり、とめる対たり、とめる対たり、とめる対策策策策ににににも取も取も取も取りりりり組み組み組み組み出しました。出しました。出しました。出しました。現在現在現在現在、河、河、河、河川課で、２基の土川課で、２基の土川課で、２基の土川課で、２基の土砂砂砂砂どどどどめをつくりました。そして、めをつくりました。そして、めをつくりました。そして、めをつくりました。そして、昨昨昨昨年の４月からは国土年の４月からは国土年の４月からは国土年の４月からは国土交通省交通省交通省交通省のののの紀伊紀伊紀伊紀伊山山山山系系系系砂防砂防砂防砂防事事事事務務務務所所所所もももも事業者として事業者として事業者として事業者として加加加加わわわわっっっっていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、今今今今またまたまたまた堰堰堰堰堤堤堤堤のののの計画も計画も計画も計画もしていただいしていただいしていただいし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。認識認識認識認識としては、としては、としては、としては、林林林林野庁野庁野庁野庁、国土、国土、国土、国土交通省交通省交通省交通省、県の、県の、県の、県の農林農林農林農林部、部、部、部、電源電源電源電源開開開開発発発発株式株式株式株式会会会会社社社社も含も含も含も含めて、まだ対めて、まだ対めて、まだ対めて、まだ対策策策策がががが必要必要必要必要とととと考え考え考え考えております。そております。そております。そております。そうううういいいいうううう意意意意味味味味から、から、から、から、取組取組取組取組をををを継継継継続続続続していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いいいいますので、国中委員からのご提案のよますので、国中委員からのご提案のよますので、国中委員からのご提案のよますので、国中委員からのご提案のよううううにさせていただきたいとにさせていただきたいとにさせていただきたいとに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 あそこであそこであそこであそこで相相相相当な当な当な当な費費費費用用用用をををを費費費費ややややしているので、しているので、しているので、しているので、我々我々我々我々からからからから見見見見たらたらたらたらもっもっもっもったいないとたいないとたいないとたいないと思思思思
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ううううのだけれのだけれのだけれのだけれどもどもどもども、地元からしたら、河、地元からしたら、河、地元からしたら、河、地元からしたら、河床床床床が上がが上がが上がが上がっっっっているので、ているので、ているので、ているので、危険危険危険危険な河川になな河川になな河川になな河川になっっっっています。ています。ています。ています。ももももちろちろちろちろんんんん堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂をををを排排排排除除除除することすることすることすることも大も大も大も大事ですけれ事ですけれ事ですけれ事ですけれどもどもどもども、、、、原原原原因因因因をつくをつくをつくをつくっっっっている山ている山ている山ている山腹腹腹腹をををを抑抑抑抑ええええるるるることことことこともももも一一一一番番番番大大大大きな課きな課きな課きな課題題題題ですので、そですので、そですので、そですので、そうううういいいいっっっったことをたことをたことをたことを含含含含めて、次の方にきちめて、次の方にきちめて、次の方にきちめて、次の方にきちんんんんとととと伝伝伝伝ええええていたていたていた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。長いいます。長いいます。長いいます。長い間間間間ごごごご苦苦苦苦労労労労さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。そして、中西まちづくり推進局理事（奈良そして、中西まちづくり推進局理事（奈良そして、中西まちづくり推進局理事（奈良そして、中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光公園・観光公園・観光公園・観光振興プロ振興プロ振興プロ振興プロジジジジェェェェククククトトトト担担担担当）当）当）当）兼兼兼兼観光観光観光観光局局局局理事に理事に理事に理事に聞聞聞聞きますけれきますけれきますけれきますけれどどどど、奈良、奈良、奈良、奈良公園公園公園公園のことで先ほのことで先ほのことで先ほのことで先ほどどどど清水委員清水委員清水委員清水委員ももももおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていましたが、ていましたが、ていましたが、ていましたが、私私私私ももももずずずずっっっっと国道１６９号をと国道１６９号をと国道１６９号をと国道１６９号を通っ通っ通っ通っていますが、ていますが、ていますが、ていますが、毎毎毎毎年かなりの年かなりの年かなりの年かなりの予予予予算算算算をををを組組組組まれている。まれている。まれている。まれている。私私私私からからからから見見見見たたたたら、奈良ら、奈良ら、奈良ら、奈良公園公園公園公園を、を、を、を、どどどどのよのよのよのよううううなななな公園公園公園公園にするのかをきちにするのかをきちにするのかをきちにするのかをきちんんんんと決めて、それに対しての整備なら、と決めて、それに対しての整備なら、と決めて、それに対しての整備なら、と決めて、それに対しての整備なら、私私私私は納は納は納は納得得得得する。する。する。する。皆皆皆皆ささささんんんんからからからから見見見見たらたらたらたら計画計画計画計画しているのかしているのかしているのかしているのかももももしれないけれしれないけれしれないけれしれないけれどどどど、、、、私私私私からからからから見見見見たら行きたら行きたら行きたら行き当たりば当たりば当たりば当たりばっっっったりで、国たりで、国たりで、国たりで、国際際際際観光観光観光観光平平平平和和和和県として、あのよ県として、あのよ県として、あのよ県として、あのよううううなななな寂寂寂寂しいしいしいしい公園公園公園公園はないとはないとはないとはないと思う思う思う思う。。。。外外外外国国国国人人人人がががが来来来来ていてていてていてていてもももも、、、、ベベベベンンンンチチチチ一つすらない。奈良一つすらない。奈良一つすらない。奈良一つすらない。奈良公園公園公園公園ははははベベベベンンンンチチチチを置けないのかといを置けないのかといを置けないのかといを置けないのかといううううぐぐぐぐらい、らい、らい、らい、寂寂寂寂しいしいしいしい公園公園公園公園。それで。それで。それで。それでも市民も市民も市民も市民がががが集集集集ええええるよるよるよるよううううなななな市民パーク市民パーク市民パーク市民パークとしてとしてとしてとしてややややるのかはるのかはるのかはるのかはっっっっきりしていかないきりしていかないきりしていかないきりしていかないと、ずるずるとと、ずるずるとと、ずるずるとと、ずるずると狭狭狭狭い道を、ここだけい道を、ここだけい道を、ここだけい道を、ここだけ広広広広くする、ここくする、ここくする、ここくする、ここもももも舗装舗装舗装舗装する、そのよする、そのよする、そのよする、そのよううううにににに思え思え思え思えてしかたてしかたてしかたてしかたがない。がない。がない。がない。最最最最後後後後のののの仕仕仕仕事として、事として、事として、事として、どどどどのよのよのよのよううううなななな公園公園公園公園にしたいのか、自分のにしたいのか、自分のにしたいのか、自分のにしたいのか、自分の描描描描いているいているいているいている考え考え考え考えをををを教教教教ええええててててももももららららいたいといたいといたいといたいと思う思う思う思う。。。。○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事 奈奈奈奈良良良良公園公園公園公園がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんのののの予予予予算算算算をいただきながら方をいただきながら方をいただきながら方をいただきながら方向性向性向性向性がががが見え見え見え見えないといないといないといないというううう部分については、部分については、部分については、部分については、私ど私ど私ど私どももももがががが広広広広報を報を報を報を含含含含めてめてめてめて反省反省反省反省をしないといけないところかとをしないといけないところかとをしないといけないところかとをしないといけないところかと思思思思います。います。います。います。ももももととととももももと奈良と奈良と奈良と奈良公園公園公園公園は基本は基本は基本は基本戦戦戦戦略略略略をつくりまして、をつくりまして、をつくりまして、をつくりまして、守守守守る、利る、利る、利る、利活活活活用用用用を行を行を行を行ううううところは行ところは行ところは行ところは行うううう、そし、そし、そし、そしてててて維維維維持持持持体制体制体制体制をしをしをしをしっっっっかり県がかり県がかり県がかり県が主主主主導導導導してしてしてしてやっやっやっやっていくといていくといていくといていくというううう中で、中で、中で、中で、私私私私がががが引引引引きききき継継継継いだ１０数年前、いだ１０数年前、いだ１０数年前、いだ１０数年前、奈良奈良奈良奈良公園公園公園公園は所管がは所管がは所管がは所管が観光観光観光観光局でご局でご局でご局でござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、観光観光観光観光局の中に局の中に局の中に局の中に担担担担当が２名いるだけで、奈良当が２名いるだけで、奈良当が２名いるだけで、奈良当が２名いるだけで、奈良公園公園公園公園管理事管理事管理事管理事務務務務所は所は所は所は予予予予算算算算がないとがないとがないとがないとぶぶぶぶつつつつぶぶぶぶつつつつ言言言言いながら、いながら、いながら、いながら、非常非常非常非常にににに苦苦苦苦労労労労していたといしていたといしていたといしていたといううううのがのがのがのがスタースタースタースタートトトト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、たくさ、たくさ、たくさ、たくさんんんんのお金をいただいている中でのお金をいただいている中でのお金をいただいている中でのお金をいただいている中でやっやっやっやっているのは、ているのは、ているのは、ているのは、維維維維持修持修持修持修繕で、繕で、繕で、繕で、シシシシルクルクルクルクロロロロードードードード博覧博覧博覧博覧会会会会以降以降以降以降、ほと、ほと、ほと、ほとんどんどんどんど手をつけられていなか手をつけられていなか手をつけられていなか手をつけられていなかっっっった部分を改た部分を改た部分を改た部分を改修修修修、改、改、改、改善善善善した部分にした部分にした部分にした部分に大大大大分分分分使使使使わせわせわせわせていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。念念念念願でご願でご願でご願でござざざざいました県いました県いました県いました県庁庁庁庁東東東東交交交交差差差差点点点点からからからから大大大大仏殿仏殿仏殿仏殿前の前の前の前の交交交交差差差差点点点点までのまでのまでのまでの歩歩歩歩道道道道拡拡拡拡幅幅幅幅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、歩歩歩歩いておられる方が、道路がかまいておられる方が、道路がかまいておられる方が、道路がかまいておられる方が、道路がかまぼぼぼぼこになこになこになこになっっっっていて、ていて、ていて、ていて、歩歩歩歩いていたらいていたらいていたらいていたら溝溝溝溝へへへへはまるといはまるといはまるといはまるというううう部分の部分の部分の部分の歩歩歩歩道を道を道を道を拡拡拡拡幅幅幅幅するにするにするにするにもももも、、、、ややややはりはりはりはり文化文化文化文化財財財財保保保保護護護護法等のいろいろな法法等のいろいろな法法等のいろいろな法法等のいろいろな法律律律律ももももごごごござざざざいまして、かなりいまして、かなりいまして、かなりいまして、かなり時間時間時間時間ももももかかりましたけれかかりましたけれかかりましたけれかかりましたけれどどどど、、、、ややややらせていただきました。らせていただきました。らせていただきました。らせていただきました。
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今今今今、ご、ご、ご、ご支援支援支援支援いただいたいただいたいただいたいただいたバスターバスターバスターバスターミナミナミナミナルルルルがががが工工工工事中でご事中でご事中でご事中でござざざざいまして、このいまして、このいまして、このいまして、このバスターバスターバスターバスターミナミナミナミナルルルルがががができますと、できますと、できますと、できますと、最最最最後後後後にににに大大大大きなきなきなきな箱箱箱箱物物物物としてとしてとしてとして残っ残っ残っ残っているのが、ているのが、ているのが、ているのが、鹿鹿鹿鹿保保保保護護護護施設でご施設でご施設でご施設でござざざざいます。あとはいます。あとはいます。あとはいます。あとは維維維維持修持修持修持修繕、そして繕、そして繕、そして繕、そして保保保保全全全全といといといというううう部分になるのですが、部分になるのですが、部分になるのですが、部分になるのですが、実実実実は、奈良は、奈良は、奈良は、奈良公園公園公園公園はははは松松松松ががががピピピピークークークークの３分のの３分のの３分のの３分の１１１１ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで減減減減っっっってきています。てきています。てきています。てきています。松松松松くいくいくいくい虫虫虫虫ににににややややられた部分と、おられた部分と、おられた部分と、おられた部分と、お客客客客様様様様がたくさがたくさがたくさがたくさん来ん来ん来ん来られたられたられたられた踏踏踏踏圧圧圧圧でででで枯枯枯枯れていれていれていれていっっっったたたた問題も問題も問題も問題もごごごござざざざいます。それからいます。それからいます。それからいます。それから春春春春日山日山日山日山原原原原始始始始林林林林もももも非常非常非常非常にににに植植植植層層層層が変わりつつが変わりつつが変わりつつが変わりつつあります。あります。あります。あります。目目目目にににに見え見え見え見えない部分でいろいろお金がかかるところない部分でいろいろお金がかかるところない部分でいろいろお金がかかるところない部分でいろいろお金がかかるところもももも事事事事実実実実ではごではごではごではござざざざいますが、国いますが、国いますが、国いますが、国中委員からご指中委員からご指中委員からご指中委員からご指摘摘摘摘の奈良の奈良の奈良の奈良公園公園公園公園ははははどう向どう向どう向どう向いていくのだといいていくのだといいていくのだといいていくのだといううううのは、のは、のは、のは、我々我々我々我々は、は、は、は、ももももととととももももとここはとここはとここはとここは世世世世界界界界にににに冠冠冠冠たる奈良たる奈良たる奈良たる奈良公園公園公園公園といいまして、といいまして、といいまして、といいまして、ややややはり明治はり明治はり明治はり明治初期初期初期初期の一の一の一の一番番番番まだまだまだまだ植栽植栽植栽植栽がががが豊豊豊豊富富富富であであであであっっっったころたころたころたころの奈良の奈良の奈良の奈良公園公園公園公園の、まず自の、まず自の、まず自の、まず自然然然然ののののイイイイメメメメーーーージをしジをしジをしジをしっっっっかりかりかりかり残残残残しつつ、しつつ、しつつ、しつつ、活活活活用用用用できるできるできるできるススススペペペペースースースースにはにはにはにはベベベベンンンンチチチチももももたくさたくさたくさたくさんんんん置いているつ置いているつ置いているつ置いているつももももりですが、りですが、りですが、りですが、どどどどこにこにこにこにベベベベンンンンチチチチがあるのかとがあるのかとがあるのかとがあるのかと言言言言われるわれるわれるわれるぐぐぐぐらい、らい、らい、らい、多多多多分分分分見見見見ええええないところにないところにないところにないところにベベベベンンンンチチチチがあるのかとがあるのかとがあるのかとがあるのかと思思思思います。しいます。しいます。しいます。しっっっっかりかりかりかり皆皆皆皆ささささんんんんののののニニニニーーーーズズズズにににに応え応え応え応えられるよられるよられるよられるよううううに、に、に、に、ベベベベンンンンチもチもチもチも置き、それから、奈良置き、それから、奈良置き、それから、奈良置き、それから、奈良公園公園公園公園が、が、が、が、暑暑暑暑いときには日いときには日いときには日いときには日陰陰陰陰がないといがないといがないといがない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は、あずまは、あずまは、あずまは、あずまやもやもやもやもいろいろつくらせていただいたりしております。いろいろつくらせていただいたりしております。いろいろつくらせていただいたりしております。いろいろつくらせていただいたりしております。どどどどちらにしてちらにしてちらにしてちらにしてもももも、、、、外外外外国国国国人人人人、、、、日本日本日本日本人人人人をををを含含含含め、め、め、め、多多多多くの方がくの方がくの方がくの方が来来来来ていただくことをよしとしている奈良ていただくことをよしとしている奈良ていただくことをよしとしている奈良ていただくことをよしとしている奈良公園公園公園公園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、そのそのそのその辺辺辺辺をしをしをしをしっっっっかりかりかりかり視視視視野野野野に入れつつ、に入れつつ、に入れつつ、に入れつつ、今今今今までのまでのまでのまでの歴史的歴史的歴史的歴史的なななな風風風風景景景景をををを壊壊壊壊さないよさないよさないよさないよううううににににやっやっやっやっていきたていきたていきたてい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。○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 手前手前手前手前みみみみそになるけれそになるけれそになるけれそになるけれどもどもどもども、、、、堪忍堪忍堪忍堪忍してください。してください。してください。してください。私私私私が議長をさせてが議長をさせてが議長をさせてが議長をさせてももももらいましらいましらいましらいました平成２３年にた平成２３年にた平成２３年にた平成２３年に皇皇皇皇太太太太子殿子殿子殿子殿下下下下がががが育樹祭育樹祭育樹祭育樹祭でごでごでごでご来来来来県されました。県されました。県されました。県されました。私も私も私も私もご同行させていただきましご同行させていただきましご同行させていただきましご同行させていただきました。た。た。た。今今今今名名名名称称称称は変わは変わは変わは変わ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、新、新、新、新公公公公会会会会堂堂堂堂でででで食食食食事をしました。事をしました。事をしました。事をしました。皇皇皇皇太太太太子殿子殿子殿子殿下下下下、、、、知知知知事と事と事と事と歩歩歩歩いていていていていていていていて色彩色彩色彩色彩がない、がない、がない、がない、色彩色彩色彩色彩がないとがないとがないとがないと知知知知事が、事が、事が、事が、ぶぶぶぶつつつつぶぶぶぶつつつつ言っ言っ言っ言っていました。ていました。ていました。ていました。知知知知事に事に事に事に我々も言っ我々も言っ我々も言っ我々も言ったのは、このたのは、このたのは、このたのは、この公園公園公園公園は、は、は、は、誰誰誰誰が管理しているのか。が管理しているのか。が管理しているのか。が管理しているのか。色彩色彩色彩色彩がないのは、あしたからでがないのは、あしたからでがないのは、あしたからでがないのは、あしたからでももももできますできますできますできますとととと言っ言っ言っ言ってから、てから、てから、てから、色彩色彩色彩色彩、、、、色彩色彩色彩色彩とととと言っ言っ言っ言っておられたわけ。ておられたわけ。ておられたわけ。ておられたわけ。ちちちちょうど何ょうど何ょうど何ょうど何月だ月だ月だ月だっっっったか、たか、たか、たか、公園公園公園公園ははははササササルスルスルスルスベベベベリリリリばかり。そしたら、ばかり。そしたら、ばかり。そしたら、ばかり。そしたら、ササササルスルスルスルスベベベベリリリリをををを全全全全部部部部剪剪剪剪定し定し定し定していました。ていました。ていました。ていました。春春春春日山日山日山日山原原原原始始始始林林林林も大も大も大も大事だけれ事だけれ事だけれ事だけれどもどもどもども、あそこ、あそこ、あそこ、あそこへへへへゴゴゴゴーカーーカーーカーーカートを入れてはトを入れてはトを入れてはトを入れてはどうどうどうどうかと、かと、かと、かと、言っ言っ言っ言ったことがある。たことがある。たことがある。たことがある。ゴゴゴゴーカーーカーーカーーカートを入れて、一トを入れて、一トを入れて、一トを入れて、一周周周周して、して、して、して、客寄客寄客寄客寄せしなさいと。せしなさいと。せしなさいと。せしなさいと。ややややはりはりはりはり京京京京都都都都府府府府と奈良県とのと奈良県とのと奈良県とのと奈良県との違違違違いはそこにあるわけだ。おいはそこにあるわけだ。おいはそこにあるわけだ。おいはそこにあるわけだ。お客客客客をををを迎迎迎迎ええええる、る、る、る、ももももてなすための準てなすための準てなすための準てなすための準備は、備は、備は、備は、ホテホテホテホテルルルル業業業業もももも、土、土、土、土産産産産屋屋屋屋もももも寺寺寺寺も含も含も含も含めて、はめて、はめて、はめて、はっっっっきりきりきりきり言っ言っ言っ言ってててて京京京京都都都都府府府府はははは頑張頑張頑張頑張っっっっている。いつている。いつている。いつている。いつもももも私私私私はははは笑笑笑笑われるのだけれわれるのだけれわれるのだけれわれるのだけれどどどど、、、、京京京京都都都都府府府府は、は、は、は、見見見見てよし、入てよし、入てよし、入てよし、入っっっってよし、さわてよし、さわてよし、さわてよし、さわっっっってよし、そのかわりてよし、そのかわりてよし、そのかわりてよし、そのかわり銭銭銭銭取取取取りますよ。奈良県はりますよ。奈良県はりますよ。奈良県はりますよ。奈良県はどうどうどうどうですか、ですか、ですか、ですか、見見見見てはならてはならてはならてはならんんんん、入、入、入、入っっっってはならてはならてはならてはならんんんん、さわ、さわ、さわ、さわっっっってはならてはならてはならてはならんんんん。。。。



---- 22220000 ----

そそそそんんんんなところに、なところに、なところに、なところに、誰誰誰誰がががが来来来来るのか。るのか。るのか。るのか。私私私私はそはそはそはそう思えう思えう思えう思えてしかたがない。てしかたがない。てしかたがない。てしかたがない。だから、だから、だから、だから、どどどどのよのよのよのよううううなななな公園公園公園公園にするのかと。にするのかと。にするのかと。にするのかと。外外外外国国国国人人人人のための国のための国のための国のための国際際際際パークパークパークパークにするのだにするのだにするのだにするのだっっっったら、たら、たら、たら、もっもっもっもっとととと標標標標示に示に示に示にもももも書書書書かないといけないだろかないといけないだろかないといけないだろかないといけないだろううううし、道案し、道案し、道案し、道案内も内も内も内もきちきちきちきちんんんんとしないといけないだろとしないといけないだろとしないといけないだろとしないといけないだろううううし、それがし、それがし、それがし、それが欠欠欠欠けて、おけて、おけて、おけて、お客客客客ささささんんんん、、、、来来来来てください、てください、てください、てください、来来来来てくださいとてくださいとてくださいとてくださいと言っ言っ言っ言っててててもももも、ち、ち、ち、ちょっょっょっょっとととととととと思う思う思う思うのだけれのだけれのだけれのだけれどどどど。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく私私私私はそはそはそはそう思っう思っう思っう思っているのだけれているのだけれているのだけれているのだけれどどどど、そ、そ、そ、そうううういいいいっっっったたたた面面面面で、中西まちづくり推進局理事で、中西まちづくり推進局理事で、中西まちづくり推進局理事で、中西まちづくり推進局理事（奈良（奈良（奈良（奈良公園・観光公園・観光公園・観光公園・観光振興プロ振興プロ振興プロ振興プロジジジジェェェェククククトトトト担担担担当）当）当）当）兼兼兼兼観光観光観光観光局理事局理事局理事局理事ももももかなり奈良かなり奈良かなり奈良かなり奈良公園公園公園公園の整備をの整備をの整備をの整備を頑張頑張頑張頑張っっっってくれて、かなりよくなてくれて、かなりよくなてくれて、かなりよくなてくれて、かなりよくなっっっったことは事たことは事たことは事たことは事実実実実。けれ。けれ。けれ。けれどどどど、次に受け、次に受け、次に受け、次に受け継継継継ぐぐぐぐ人人人人が、中西まちづくり推が、中西まちづくり推が、中西まちづくり推が、中西まちづくり推進局理事（奈良進局理事（奈良進局理事（奈良進局理事（奈良公園・観光公園・観光公園・観光公園・観光振興プロ振興プロ振興プロ振興プロジジジジェェェェククククトトトト担担担担当）当）当）当）兼兼兼兼観光観光観光観光局理事のよ局理事のよ局理事のよ局理事のよううううにににに熱熱熱熱意があるかな意があるかな意があるかな意があるかないかで、いかで、いかで、いかで、物物物物事が変わ事が変わ事が変わ事が変わっっっってくるとてくるとてくるとてくると思う思う思う思う。。。。ややややはりはりはりはり継継継継承していただきたいとい承していただきたいとい承していただきたいとい承していただきたいといううううことをお願いしことをお願いしことをお願いしことをお願いしててて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。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 簡簡簡簡単単単単なことばかりだけれなことばかりだけれなことばかりだけれなことばかりだけれどどどど、、、、頂戴頂戴頂戴頂戴した資料ですが、した資料ですが、した資料ですが、した資料ですが、全全全全てではないですが、てではないですが、てではないですが、てではないですが、箇箇箇箇所づけの資料をご提出いただいたのか所づけの資料をご提出いただいたのか所づけの資料をご提出いただいたのか所づけの資料をご提出いただいたのかどうどうどうどうかだけをおかだけをおかだけをおかだけをお答答答答ええええください。ください。ください。ください。それから、それから、それから、それから、鉄鉄鉄鉄道関係で、先日新道関係で、先日新道関係で、先日新道関係で、先日新聞聞聞聞に奈良に奈良に奈良に奈良桜井桜井桜井桜井高高高高田方田方田方田方面面面面の路の路の路の路線線線線に新車をに新車をに新車をに新車を導導導導入するとい入するとい入するとい入するというううう記記記記事が載事が載事が載事が載っっっっていました。ありがたいことだと、これでていました。ありがたいことだと、これでていました。ありがたいことだと、これでていました。ありがたいことだと、これで観光観光観光観光ににににもももも資すると資すると資すると資すると思っ思っ思っ思ってててて喜喜喜喜んんんんでででで見見見見ていていていてい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、、、、導導導導入入入入時時時時期期期期がまだ先のよがまだ先のよがまだ先のよがまだ先のよううううになることになることになることになることももももあわせて載あわせて載あわせて載あわせて載っっっっていましたが、いていましたが、いていましたが、いていましたが、いつごろからつごろからつごろからつごろからどうどうどうどうなるのか、できるだけなるのか、できるだけなるのか、できるだけなるのか、できるだけ早早早早くしていただきたいとくしていただきたいとくしていただきたいとく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。運運運運行していただくのは行していただくのは行していただくのは行していただくのは誠誠誠誠にありがたいことですけれにありがたいことですけれにありがたいことですけれにありがたいことですけれどもどもどもども、、、、現在走現在走現在走現在走っっっっているているているている電電電電車は、上か車は、上か車は、上か車は、上からららら冷房冷房冷房冷房の水がの水がの水がの水が漏漏漏漏れてきたり、かなりれてきたり、かなりれてきたり、かなりれてきたり、かなり老朽老朽老朽老朽化化化化した車した車した車した車両両両両をををを使っ使っ使っ使っておられます。新車をておられます。新車をておられます。新車をておられます。新車を導導導導入して入して入して入していただけるのはいただけるのはいただけるのはいただけるのは観光観光観光観光ににににも大も大も大も大いにいにいにいにプラプラプラプラススススになるとになるとになるとになると思思思思いますし、あの路いますし、あの路いますし、あの路いますし、あの路線線線線をををを観光観光観光観光のためにのためにのためにのためにもっもっもっもっととととアピアピアピアピールールールールしていただいて、奈良からしていただいて、奈良からしていただいて、奈良からしていただいて、奈良から桜井桜井桜井桜井方方方方面面面面にににに向向向向けてのけてのけてのけての観光観光観光観光にににに使え使え使え使えるよるよるよるよううううな方な方な方な方策策策策をををを講講講講じじじじていただければいいのかな。ていただければいいのかな。ていただければいいのかな。ていただければいいのかな。私も私も私も私もたまにたまにたまにたまに乗乗乗乗るのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどもどもどもども、、、、スースースースーツツツツケケケケースースースースを一を一を一を一緒緒緒緒にににに持持持持っっっってててて乗乗乗乗車しておられる方、車しておられる方、車しておられる方、車しておられる方、外外外外国国国国人も人も人も人もおられます。おられます。おられます。おられます。ロロロローカルーカルーカルーカル線線線線の利の利の利の利用用用用のののの仕仕仕仕方として、方として、方として、方として、何何何何かいいかいいかいいかいい方法を方法を方法を方法を考え考え考え考えていただいていたらありがたいとていただいていたらありがたいとていただいていたらありがたいとていただいていたらありがたいと思っ思っ思っ思って、できたらごて、できたらごて、できたらごて、できたらご答答答答弁弁弁弁をお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいとを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、これは意それから、これは意それから、これは意それから、これは意見見見見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、、、、鉄鉄鉄鉄道については、関道については、関道については、関道については、関東東東東ではではではでは東東東東急急急急電電電電鉄や鉄や鉄や鉄や小小小小田田田田急急急急電電電電鉄鉄鉄鉄ななななどどどど、地方自治、地方自治、地方自治、地方自治体体体体との関係との関係との関係との関係性性性性をををを非常非常非常非常にににに大大大大切切切切にしておられて、まちづくりににしておられて、まちづくりににしておられて、まちづくりににしておられて、まちづくりに協力協力協力協力すすすするるるる姿姿姿姿がががが感感感感じ取じ取じ取じ取れます。しかしながら、関西では阪れます。しかしながら、関西では阪れます。しかしながら、関西では阪れます。しかしながら、関西では阪急急急急電電電電鉄鉄鉄鉄が一が一が一が一番番番番そそそそうううういいいいううううことにことにことにことに熱熱熱熱心心心心だとだとだとだと言言言言われているのですけれわれているのですけれわれているのですけれわれているのですけれどもどもどもども、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄線線線線のののの近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅とととと生駒生駒生駒生駒駅駅駅駅とのとのとのとの間間間間で、で、で、で、知知知知事事事事もももも平平平平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡の中の中の中の中をををを電電電電車が車が車が車が通通通通るのをるのをるのをるのを何何何何とかとかとかとか違う違う違う違う形形形形にににに持持持持っっっっていきたいといていきたいといていきたいといていきたいといううううごごごご希希希希望望望望もももも持持持持っっっっておられます。県ておられます。県ておられます。県ておられます。県庁庁庁庁
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の職員におかれましては、の職員におかれましては、の職員におかれましては、の職員におかれましては、鉄鉄鉄鉄道事業者の道事業者の道事業者の道事業者の実実実実態態態態を、ただを、ただを、ただを、ただ近鉄近鉄近鉄近鉄にににに向向向向かかかかっっっって、て、て、て、協力協力協力協力してくださいしてくださいしてくださいしてくださいとととと言う言う言う言うだけのだけのだけのだけの話話話話ではなしに、ではなしに、ではなしに、ではなしに、鉄鉄鉄鉄道会道会道会道会社社社社そのそのそのそのもももものののののののの考え考え考え考え方が、方が、方が、方が、以以以以前のよ前のよ前のよ前のよううううなななな我我我我がががが社社社社オオオオンンンンリーリーリーリー、、、、中中中中心心心心だけではなしに、だけではなしに、だけではなしに、だけではなしに、鉄鉄鉄鉄道会道会道会道会社社社社のののの考え考え考え考え方は日本方は日本方は日本方は日本全体的全体的全体的全体的に変わに変わに変わに変わっっっってきているといてきているといてきているといてきているといううううことをことをことをことを説説説説得得得得できるできるできるできるもももものをきちのをきちのをきちのをきちんんんんとととと身身身身につけていただいてにつけていただいてにつけていただいてにつけていただいて近鉄近鉄近鉄近鉄とととと話話話話し合いをしていただければ、し合いをしていただければ、し合いをしていただければ、し合いをしていただければ、もうもうもうもう少少少少しししし協力協力協力協力をしていただけるをしていただけるをしていただけるをしていただける気気気気ももももしますので、これはお願いとして申し上げておきたいとしますので、これはお願いとして申し上げておきたいとしますので、これはお願いとして申し上げておきたいとしますので、これはお願いとして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。○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） 平成３０年度当平成３０年度当平成３０年度当平成３０年度当初初初初予予予予算算算算及び平成２９年及び平成２９年及び平成２９年及び平成２９年度２月補正度２月補正度２月補正度２月補正予予予予算算算算の中での事業の中での事業の中での事業の中での事業箇箇箇箇所一所一所一所一覧覧覧覧につきましては、平成３０年度当につきましては、平成３０年度当につきましては、平成３０年度当につきましては、平成３０年度当初初初初予予予予算算算算の３の３の３の３ペペペペーーーージジジジにににに書書書書かせていただいておりますけれかせていただいておりますけれかせていただいておりますけれかせていただいておりますけれどもどもどもども、いずれの資料にいたしまして、いずれの資料にいたしまして、いずれの資料にいたしまして、いずれの資料にいたしましてもももも、、、、主主主主な事業な事業な事業な事業箇箇箇箇所所所所としてとしてとしてとして掲掲掲掲載させていただいております。載させていただいております。載させていただいております。載させていただいております。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、継継継継続続続続箇箇箇箇所は所は所は所は公共公共公共公共事業で１事業で１事業で１事業で１カカカカ所当たり所当たり所当たり所当たり事業事業事業事業費費費費５５５５，，，，００００００００００００万万万万円以円以円以円以上の上の上の上の箇箇箇箇所、所、所、所、ソソソソフフフフト事業、本ト事業、本ト事業、本ト事業、本庁庁庁庁でででで執執執執行する行する行する行するももももの、新規の、新規の、新規の、新規箇箇箇箇所につきま所につきま所につきま所につきましては、しては、しては、しては、公共公共公共公共事業で事業で事業で事業で全体全体全体全体事業事業事業事業費費費費１１１１億円以億円以億円以億円以上の上の上の上の箇箇箇箇所、所、所、所、ソソソソフフフフト事業になト事業になト事業になト事業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。○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長）○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長）○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長）○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長） ＪＪＪＪＲＲＲＲ西日本から３月７日に西日本から３月７日に西日本から３月７日に西日本から３月７日にプレプレプレプレス発表ス発表ス発表ス発表が行われておりまして、が行われておりまして、が行われておりまして、が行われておりまして、和和和和歌歌歌歌山山山山線線線線、、、、桜井桜井桜井桜井線線線線のののの今今今今の車の車の車の車両両両両は５０年は５０年は５０年は５０年近近近近くくくく使っ使っ使っ使っている車ている車ている車ている車両両両両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、、、、順順順順次新車に置きか次新車に置きか次新車に置きか次新車に置きかええええるといるといるといるといううううことでごことでごことでごことでござざざざいます。います。います。います。ススススケケケケジジジジュュュュール的ール的ール的ール的には、には、には、には、２０１９年２０１９年２０１９年２０１９年春春春春からからからから順順順順次次次次投投投投入して、２０２０年入して、２０２０年入して、２０２０年入して、２０２０年春春春春にににに全全全全車車車車両両両両置きか置きか置きか置きかええええをををを完完完完了するとい了するとい了するとい了するといううううことで、ことで、ことで、ことで、発表発表発表発表されております。されております。されております。されております。この車この車この車この車両両両両には、には、には、には、今今今今の奈良の奈良の奈良の奈良交通交通交通交通についているよについているよについているよについているよううううななななＩＩＩＩＣＣＣＣカードカードカードカードが車が車が車が車両両両両でででで使え使え使え使える車載る車載る車載る車載型型型型ののののＩＩＩＩＣＣＣＣ改改改改札札札札機がついているとい機がついているとい機がついているとい機がついているといううううことで、ことで、ことで、ことで、全全全全車置きか車置きか車置きか車置きかえ後え後え後え後、その、その、その、その運用運用運用運用を開を開を開を開始始始始するといするといするといするといううううことでことでことでことです。す。す。す。運用運用運用運用を開を開を開を開始始始始しますと、奈良県しますと、奈良県しますと、奈良県しますと、奈良県内内内内ののののＪＪＪＪＲＲＲＲ線線線線全全全全てでてでてでてでＩＩＩＩＣＣＣＣカードカードカードカードがががが使え使え使え使えることになりますのることになりますのることになりますのることになりますので、で、で、で、非常非常非常非常に利に利に利に利便便便便性も性も性も性も高高高高まるとまるとまるとまると思思思思います。います。います。います。今今今今、奈良、奈良、奈良、奈良交通交通交通交通ででででももももＩＩＩＩＣＣＣＣカードカードカードカード導導導導入が入が入が入が完完完完了しておりますし、了しておりますし、了しておりますし、了しておりますし、近鉄近鉄近鉄近鉄ででででもももも完完完完了しております。了しております。了しております。了しております。奈良県奈良県奈良県奈良県内内内内の、の、の、の、公共交通公共交通公共交通公共交通機関が機関が機関が機関がＩＩＩＩＣＣＣＣカードカードカードカードでででで非常非常非常非常にににに便便便便利に利に利に利に使え使え使え使えることになりますので、ることになりますので、ることになりますので、ることになりますので、観光観光観光観光客客客客ににににもももも非常非常非常非常にににに便便便便利になると利になると利になると利になると思思思思います。こいます。こいます。こいます。こうううういいいいっっっったことをたことをたことをたことをどう生どう生どう生どう生かしていくかについて、県かしていくかについて、県かしていくかについて、県かしていくかについて、県としてとしてとしてとしてももももししししっっっっかりかりかりかり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思思思思います。います。います。います。○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） 質問質問質問質問の意の意の意の意図図図図をををを取取取取りりりり違え違え違え違えておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、申しわけご申しわけご申しわけご申しわけござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。その他の事業につきましては、またごその他の事業につきましては、またごその他の事業につきましては、またごその他の事業につきましては、またご相談相談相談相談いただいて、対いただいて、対いただいて、対いただいて、対応応応応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 ここに載ここに載ここに載ここに載っっっっているのは道路ているのは道路ているのは道路ているのは道路街街街街路だけなので、河川路だけなので、河川路だけなので、河川路だけなので、河川ややややまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくりなどどどど、ほかの、ほかの、ほかの、ほかの
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ところところところところももももたくさたくさたくさたくさんんんんあるわけですから。また、先ほあるわけですから。また、先ほあるわけですから。また、先ほあるわけですから。また、先ほどどどどからからからからもももも議議議議論論論論にありましたよにありましたよにありましたよにありましたよううううに、山に、山に、山に、山腹腹腹腹崩壊崩壊崩壊崩壊だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく急急急急傾傾傾傾斜斜斜斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策策策策事業で事業で事業で事業でもももも、たくさ、たくさ、たくさ、たくさんんんん箇箇箇箇所が所が所が所が書書書書いてあるのですけれいてあるのですけれいてあるのですけれいてある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具体的具体的具体的具体的ににににどどどどこなのか。こなのか。こなのか。こなのか。南南南南部部部部・・・・東東東東部地部地部地部地域域域域振興振興振興振興対対対対策策策策特特特特別別別別委員会のときに、委員会のときに、委員会のときに、委員会のときに、箇箇箇箇所づけ資料は所づけ資料は所づけ資料は所づけ資料は予予予予算算算算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会で開委員会で開委員会で開委員会で開示されるのでし示されるのでし示されるのでし示されるのでしょうょうょうょうと申し上げておきましたが、と申し上げておきましたが、と申し上げておきましたが、と申し上げておきましたが、ぜぜぜぜひひひひ細細細細かい金額を、きちかい金額を、きちかい金額を、きちかい金額を、きちんんんんと明示していと明示していと明示していと明示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ので、よろしくお願いします。いますので、よろしくお願いします。いますので、よろしくお願いします。いますので、よろしくお願いします。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 私私私私からは、さきの一からは、さきの一からは、さきの一からは、さきの一般質問般質問般質問般質問ででででも取も取も取も取り上げさせていただきましたり上げさせていただきましたり上げさせていただきましたり上げさせていただきました京京京京奈奈奈奈和和和和自動車自動車自動車自動車道の道の道の道の大大大大和北和北和北和北道路のトンネ道路のトンネ道路のトンネ道路のトンネルルルル部分の部分の部分の部分の区区区区間間間間ですが、ですが、ですが、ですが、知知知知事事事事もももも答答答答弁弁弁弁の中で、国道２４号での中で、国道２４号での中で、国道２４号での中で、国道２４号で深刻深刻深刻深刻なななな渋渋渋渋滞が滞が滞が滞が発生発生発生発生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おおおお話話話話でごでごでごでござざざざいました。県は、国道２４号のいました。県は、国道２４号のいました。県は、国道２４号のいました。県は、国道２４号の渋渋渋渋滞滞滞滞状況状況状況状況ををををどどどどのよのよのよのよううううにににに捉捉捉捉ええええているのかおているのかおているのかおているのかお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。○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 国道２４号は、国で管理している道路でご国道２４号は、国で管理している道路でご国道２４号は、国で管理している道路でご国道２４号は、国で管理している道路でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、現在現在現在現在のののの交通交通交通交通量量量量が１日当たり約５が１日当たり約５が１日当たり約５が１日当たり約５万万万万台台台台から６から６から６から６万万万万台台台台ごごごござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、交通容量交通容量交通容量交通容量をををを超過超過超過超過しております。しております。しております。しております。慢慢慢慢性的性的性的性的にににに渋渋渋渋滞が滞が滞が滞が発生発生発生発生しているとしているとしているとしていると捉捉捉捉ええええております。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 大大大大和北和北和北和北道路が議道路が議道路が議道路が議論論論論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随随随随分分分分昔昔昔昔からで、平成１６年の国会でのからで、平成１６年の国会でのからで、平成１６年の国会でのからで、平成１６年の国会でのややややりりりりとりですが、とりですが、とりですが、とりですが、大大大大和北和北和北和北道路をつくる道路をつくる道路をつくる道路をつくる目目目目的的的的は一は一は一は一体何体何体何体何なのかといなのかといなのかといなのかといううううことをことをことをことを尋尋尋尋ねねねねたときに、国からたときに、国からたときに、国からたときに、国からのののの答答答答弁弁弁弁が、平成１６年に１日７が、平成１６年に１日７が、平成１６年に１日７が、平成１６年に１日７万万万万台台台台のののの交通量交通量交通量交通量がががが集集集集中していて、中していて、中していて、中していて、交通交通交通交通渋渋渋渋滞が滞が滞が滞が慢慢慢慢性化性化性化性化しているしているしているしていると、このと、このと、このと、この渋渋渋渋滞滞滞滞解解解解消消消消がががが目目目目的的的的だといだといだといだといううううことだことだことだことだっっっったのです。ではたのです。ではたのです。ではたのです。では大大大大和北和北和北和北道路ができることによ道路ができることによ道路ができることによ道路ができることによっっっって、一て、一て、一て、一体ど体ど体ど体どれれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの交通量交通量交通量交通量にににに抑抑抑抑ええええられるのかと国会の中でられるのかと国会の中でられるのかと国会の中でられるのかと国会の中でややややりとりしているのですが、りとりしているのですが、りとりしているのですが、りとりしているのですが、平成３２年の平成３２年の平成３２年の平成３２年の予予予予測測測測では、では、では、では、大大大大和北和北和北和北道路が道路が道路が道路が未未未未整備の整備の整備の整備の場場場場合、国道２４号の合、国道２４号の合、国道２４号の合、国道２４号の交通量交通量交通量交通量は７は７は７は７万万万万４４４４，，，，００００００００００００台台台台とされております。とされております。とされております。とされております。大大大大和北和北和北和北道路が道路が道路が道路が完完完完成した成した成した成した場場場場合の国道２４号の合の国道２４号の合の国道２４号の合の国道２４号の予予予予測測測測交通量交通量交通量交通量は５は５は５は５万万万万２２２２，，，，００００００００００００台台台台から６から６から６から６万万万万６６６６，，，，００００００００００００台台台台といといといというううう答答答答弁弁弁弁がごがごがごがござざざざいます。これでいます。これでいます。これでいます。これで見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、既既既既にににに現在現在現在現在、こ、こ、こ、この道路がの道路がの道路がの道路が完完完完成した成した成した成した場場場場合の合の合の合の渋渋渋渋滞、滞、滞、滞、交通量交通量交通量交通量の当の当の当の当時時時時のののの予予予予測測測測までまでまでまで減減減減っっっっているのではないか、このよているのではないか、このよているのではないか、このよているのではないか、このよううううにににに思う思う思う思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、いかがでし、いかがでし、いかがでし、いかが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 先ほ先ほ先ほ先ほどどどど申し上げました、申し上げました、申し上げました、申し上げました、現在現在現在現在１日当たり約５１日当たり約５１日当たり約５１日当たり約５万万万万台台台台から６から６から６から６万万万万台台台台のののの交通交通交通交通量量量量でごでごでごでござざざざいますが、平成２７年１０月に奈良いますが、平成２７年１０月に奈良いますが、平成２７年１０月に奈良いますが、平成２７年１０月に奈良市市市市のののの柏木柏木柏木柏木町交町交町交町交差差差差点点点点あたりで道路あたりで道路あたりで道路あたりで道路交通セ交通セ交通セ交通センンンンササササススススでででで調調調調査しております査しております査しております査しております交通量交通量交通量交通量が約５が約５が約５が約５万万万万５５５５，，，，００００００００００００台台台台でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。混雑混雑混雑混雑度が１度が１度が１度が１．．．．２２とい２２とい２２とい２２というううう混雑混雑混雑混雑度ですので、度ですので、度ですので、度ですので、渋渋渋渋滞が滞が滞が滞が発生発生発生発生しているとしているとしているとしていると考え考え考え考えています。ています。ています。ています。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 交通セ交通セ交通セ交通センンンンササササススススででででもももも、平成２２年には約６、平成２２年には約６、平成２２年には約６、平成２２年には約６万万万万５５５５，，，，００００００００００００台台台台、それが平成２７年、それが平成２７年、それが平成２７年、それが平成２７年には、５には、５には、５には、５万万万万５５５５，，，，００００００００００００台台台台といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、大体大体大体大体１５１５１５１５％ぐ％ぐ％ぐ％ぐらいらいらいらい減減減減っっっってきております。てきております。てきております。てきております。私私私私は、この先まださらには、この先まださらには、この先まださらには、この先まださらに減減減減っっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思います。さらに国土います。さらに国土います。さらに国土います。さらに国土交通省交通省交通省交通省では、国道２４号にでは、国道２４号にでは、国道２４号にでは、国道２４号に
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つきましては、先ほつきましては、先ほつきましては、先ほつきましては、先ほどどどどおおおおっっっっししししゃゃゃゃられたられたられたられた柏木柏木柏木柏木町町町町のののの交交交交差差差差点点点点は３車は３車は３車は３車線線線線化化化化、それから、それから、それから、それから右折レ右折レ右折レ右折レーーーーンをンをンをンを設置するとい設置するとい設置するとい設置するといううううことことことことやややや、、、、右折レ右折レ右折レ右折レーーーーンの２車ンの２車ンの２車ンの２車線線線線化化化化、あと、あと、あと、あと柏木柏木柏木柏木町町町町のののの北北北北交交交交差差差差点も点も点も点も３車３車３車３車線線線線化化化化を行いを行いを行いを行いますし、ますし、ますし、ますし、現在現在現在現在もももも既既既既にににに三三三三条条条条大大大大路の２路の２路の２路の２丁丁丁丁目目目目交交交交差差差差点点点点では、では、では、では、右折レ右折レ右折レ右折レーーーーンが２車ンが２車ンが２車ンが２車線線線線化化化化、これは、これは、これは、これはもうもうもうもう既既既既に行われているのですけれに行われているのですけれに行われているのですけれに行われているのですけれどもどもどもども、、、、今後今後今後今後、、、、交通量も交通量も交通量も交通量もこれこれこれこれ以以以以上、上、上、上、ふふふふええええることはないとることはないとることはないとることはないと思思思思いますいますいますいますし、なおかつこのよし、なおかつこのよし、なおかつこのよし、なおかつこのよううううなななな渋渋渋渋滞対滞対滞対滞対策策策策がとられている。これでがとられている。これでがとられている。これでがとられている。これでももももまだまだまだまだ渋渋渋渋滞対滞対滞対滞対策策策策がががが必要必要必要必要だとおだとおだとおだとお考考考考ええええなのか、そのなのか、そのなのか、そのなのか、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 太田委員がお太田委員がお太田委員がお太田委員がおっっっっししししゃゃゃゃいましたいましたいましたいました渋渋渋渋滞対滞対滞対滞対策策策策のののの状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますが、局所いますが、局所いますが、局所いますが、局所的的的的な対な対な対な対策策策策といといといといううううところでごところでごところでごところでござざざざいます。こちらの対います。こちらの対います。こちらの対います。こちらの対策内容策内容策内容策内容につきましては、国土につきましては、国土につきましては、国土につきましては、国土交通省交通省交通省交通省、奈、奈、奈、奈良県、奈良県警察等から良県、奈良県警察等から良県、奈良県警察等から良県、奈良県警察等から構構構構成されます奈良県成されます奈良県成されます奈良県成されます奈良県渋渋渋渋滞対滞対滞対滞対策策策策協協協協議会で、議会で、議会で、議会で、大大大大和北和北和北和北道路道路道路道路完完完完成までの当成までの当成までの当成までの当面面面面の国道２４号のの国道２４号のの国道２４号のの国道２４号の渋渋渋渋滞対滞対滞対滞対策策策策、、、、速速速速効効効効対対対対策策策策としましてとしましてとしましてとしまして計画内容計画内容計画内容計画内容を提案いただいております。を提案いただいております。を提案いただいております。を提案いただいております。柏木柏木柏木柏木町交町交町交町交差差差差点点点点のののの交交交交差差差差点点点点改良、改良、改良、改良、柏木柏木柏木柏木町交町交町交町交差差差差点点点点からからからから北側北側北側北側、、、、南南南南行き車行き車行き車行き車線線線線の３車の３車の３車の３車線線線線化化化化、、、、三三三三条条条条大大大大路路路路２２２２丁丁丁丁目目目目の奈良の奈良の奈良の奈良高高高高架架架架橋橋橋橋のののの側側側側道部分の道部分の道部分の道部分の右折レ右折レ右折レ右折レーーーーンの２車ンの２車ンの２車ンの２車線線線線化化化化等の対等の対等の対等の対策策策策のののの計画計画計画計画、対、対、対、対策策策策を進めていを進めていを進めていを進めているるる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。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 当当当当初初初初からからからから渋渋渋渋滞対滞対滞対滞対策策策策はははは深刻深刻深刻深刻だといだといだといだといううううことで、平成１６年の当ことで、平成１６年の当ことで、平成１６年の当ことで、平成１６年の当時時時時は７は７は７は７万万万万台余台余台余台余りのりのりのりの車があ車があ車があ車があっっっって、それをて、それをて、それをて、それを何何何何とかしなければならないといとかしなければならないといとかしなければならないといとかしなければならないといううううことからことからことからことから始始始始ままままっっっった議た議た議た議論論論論で、で、で、で、大大大大和北和北和北和北道道道道路が路が路が路が通通通通ると６ると６ると６ると６万万万万台台台台から５から５から５から５万万万万台台台台ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに抑抑抑抑ええええられるといられるといられるといられるといううううことで、ことで、ことで、ことで、既既既既にににに目目目目的的的的はははは達達達達成されてい成されてい成されてい成されているとるとるとると認識認識認識認識をしております。をしております。をしております。をしております。あと国土あと国土あと国土あと国土交通省交通省交通省交通省にににに大大大大和北和北和北和北道路のトンネ道路のトンネ道路のトンネ道路のトンネル区ル区ル区ル区間間間間の事業の事業の事業の事業化化化化を求める理を求める理を求める理を求める理由由由由の一つといたしましの一つといたしましの一つといたしましの一つといたしまして、て、て、て、企企企企業の立地が業の立地が業の立地が業の立地が非常非常非常非常にににに大大大大事だとい事だとい事だとい事だといううううことで、ことで、ことで、ことで、確確確確かにこのかにこのかにこのかにこの間間間間、年、年、年、年間間間間２０件２０件２０件２０件以以以以上の新規上の新規上の新規上の新規企企企企業業業業が立地されておりまして、が立地されておりまして、が立地されておりまして、が立地されておりまして、初初初初の開の開の開の開通通通通から２８３件といから２８３件といから２８３件といから２８３件といううううことで、ことで、ことで、ことで、非常非常非常非常にににに頑張頑張頑張頑張っっっっておられるておられるておられるておられるとととと思う思う思う思うのです。道路の開のです。道路の開のです。道路の開のです。道路の開通通通通とととと企企企企業の立地の業の立地の業の立地の業の立地の相相相相関関係について関関係について関関係について関関係について客客客客観的観的観的観的に示すに示すに示すに示すもももものがあるのかのがあるのかのがあるのかのがあるのかどうどうどうどうか、そのか、そのか、そのか、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。○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 奈良県奈良県奈良県奈良県内内内内でででで京京京京奈奈奈奈和和和和自動車道が自動車道が自動車道が自動車道が初初初初めて開めて開めて開めて開通通通通いたしましたのが平成１８いたしましたのが平成１８いたしましたのが平成１８いたしましたのが平成１８年でご年でご年でご年でござざざざいます。います。います。います。五條五條五條五條道路と、道路と、道路と、道路と、郡郡郡郡山山山山南イ南イ南イ南インンンンターチターチターチターチェェェェンジからンジからンジからンジから橿橿橿橿原原原原北北北北イイイインンンンターチターチターチターチェェェェンジのンジのンジのンジの間間間間が開が開が開が開通通通通しました。それしました。それしました。それしました。それ以降以降以降以降、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県内内内内では平成２４年にでは平成２４年にでは平成２４年にでは平成２４年に橿橿橿橿原原原原高高高高田田田田イイイインンンンターチターチターチターチェェェェンジからンジからンジからンジから御御御御所所所所イイイインンンンターチターチターチターチェェェェンジンジンジンジ間間間間、平成２７年に、平成２７年に、平成２７年に、平成２７年に御御御御所所所所南イ南イ南イ南インンンンターチターチターチターチェェェェンジまでつながる等の開ンジまでつながる等の開ンジまでつながる等の開ンジまでつながる等の開通通通通がががが続続続続いています。平成１８年いています。平成１８年いています。平成１８年いています。平成１８年以降以降以降以降、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県内内内内でのでのでのでの企企企企業立地件数が業立地件数が業立地件数が業立地件数が毎毎毎毎年２０件を年２０件を年２０件を年２０件を超超超超ええええており、平ており、平ており、平ており、平成２９年の上成２９年の上成２９年の上成２９年の上期期期期では２１件とでは２１件とでは２１件とでは２１件と非常非常非常非常にににに好好好好調調調調がががが続続続続いているところでごいているところでごいているところでごいているところ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、京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動車道の県動車道の県動車道の県動車道の県内内内内での整備進での整備進での整備進での整備進捗捗捗捗とあわせましてとあわせましてとあわせましてとあわせまして企企企企業立地業立地業立地業立地もももも好好好好調調調調なななな状態状態状態状態がががが続続続続いているといているといているといていると考え考え考え考えていていていています。ます。ます。ます。
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○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 経経経経済産済産済産済産業業業業省省省省がががが企企企企業立地業立地業立地業立地選選選選定理定理定理定理由由由由といといといといううううアアアアンンンンケケケケーーーートをとトをとトをとトをとっっっっておりまして、それておりまして、それておりまして、それておりまして、それぞぞぞぞれのれのれのれの都都都都道道道道府府府府県に立地をした理県に立地をした理県に立地をした理県に立地をした理由由由由は一は一は一は一体何体何体何体何ですかとですかとですかとですかと尋尋尋尋ねねねね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、、、、幾幾幾幾つかつかつかつか選選選選択択択択をする項をする項をする項をする項目目目目がありまして、一がありまして、一がありまして、一がありまして、一番番番番の理の理の理の理由由由由は、本は、本は、本は、本社社社社やややや他の自他の自他の自他の自社社社社工場工場工場工場がががが近近近近いからといいからといいからといいからといううううことでことでことでことで選選選選んんんんでいる方が、平成２８年ですけれでいる方が、平成２８年ですけれでいる方が、平成２８年ですけれでいる方が、平成２８年ですけれどもどもどもども、合、合、合、合計計計計２１件の２１件の２１件の２１件のううううちちちち半半半半数数数数近近近近くの１０件が、一くの１０件が、一くの１０件が、一くの１０件が、一番番番番の理の理の理の理由由由由としています。としています。としています。としています。高速高速高速高速道路を利道路を利道路を利道路を利用用用用できるといできるといできるといできるというううう理理理理由由由由を上げているのは、たを上げているのは、たを上げているのは、たを上げているのは、たっっっった１件です。た１件です。た１件です。た１件です。高速高速高速高速道路とい道路とい道路とい道路というううう概概概概念念念念が、が、が、が、高高高高規規規規格格格格道路、道路、道路、道路、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もももも時速時速時速時速８０８０８０８０キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルルでででで走走走走れる道路ですけれれる道路ですけれれる道路ですけれれる道路ですけれどどどど、、、、これでこれでこれでこれで見見見見ると、ると、ると、ると、京京京京奈奈奈奈和和和和自動車道ができたから立地を決めたとい自動車道ができたから立地を決めたとい自動車道ができたから立地を決めたとい自動車道ができたから立地を決めたというううう理理理理由由由由がここからはがここからはがここからはがここからは見見見見当た当た当た当たらないのです。そのらないのです。そのらないのです。そのらないのです。その点点点点はきちはきちはきちはきちんんんんとととと精精精精査をされておられるのかお査をされておられるのかお査をされておられるのかお査をされておられるのかお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。○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 太田委員から立地された太田委員から立地された太田委員から立地された太田委員から立地された企企企企業の業の業の業のアアアアンンンンケケケケーーーートのトのトのトの内容内容内容内容のご意のご意のご意のご意見見見見をいただをいただをいただをいただきましたが、きましたが、きましたが、きましたが、私ども私ども私ども私どもでは、そのでは、そのでは、そのでは、そのアアアアンンンンケケケケーーーートのトのトのトの内容内容内容内容までは承までは承までは承までは承知知知知していませしていませしていませしていませんんんん。。。。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 前に前に前に前にももももこの委員会でこの委員会でこの委員会でこの委員会で聞聞聞聞かせていただいたのですけれかせていただいたのですけれかせていただいたのですけれかせていただいたのですけれどもどもどもども、５６５、５６５、５６５、５６５億円億円億円億円が県のが県のが県のが県の負負負負担担担担で、有料道路で合で、有料道路で合で、有料道路で合で、有料道路で合併併併併施施施施工工工工方方方方式式式式でででで大体大体大体大体１１１１割割割割から２から２から２から２割割割割が県負が県負が県負が県負担担担担がががが減減減減るだろるだろるだろるだろううううとととと言言言言われておわれておわれておわれております。ります。ります。ります。大体大体大体大体５００５００５００５００億円億円億円億円近近近近くのお金が動くよくのお金が動くよくのお金が動くよくのお金が動くよううううな事業でごな事業でごな事業でごな事業でござざざざいますので、しいますので、しいますので、しいますので、しっっっっかりとしたかりとしたかりとしたかりとした裏裏裏裏づけがないのでは、づけがないのでは、づけがないのでは、づけがないのでは、私私私私はいけないとはいけないとはいけないとはいけな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、気気気気になりますのが、になりますのが、になりますのが、になりますのが、私私私私が、県が、県が、県が、県庁庁庁庁にににに来来来来るときにはるときにはるときにはるときには必必必必ずずずず京京京京奈奈奈奈和和和和自動車道を自動車道を自動車道を自動車道を通っ通っ通っ通っていていていているのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどもどもどもども、本、本、本、本来来来来であれば、であれば、であれば、であれば、京京京京奈奈奈奈和和和和自動車道から西名阪自動車道に自動車道から西名阪自動車道に自動車道から西名阪自動車道に自動車道から西名阪自動車道に乗っ乗っ乗っ乗って、て、て、て、天天天天理で理で理で理でおりるのが県おりるのが県おりるのが県おりるのが県庁庁庁庁にににに来来来来るのは一るのは一るのは一るのは一番番番番近近近近いのですけれいのですけれいのですけれいのですけれどもどもどもども、当、当、当、当然高速然高速然高速然高速道路にお金が道路にお金が道路にお金が道路にお金が発生発生発生発生しますのしますのしますのしますので、国道２４号をで、国道２４号をで、国道２４号をで、国道２４号を通っ通っ通っ通ってここにてここにてここにてここに通っ通っ通っ通っています。これはています。これはています。これはています。これは私私私私のののの感覚感覚感覚感覚ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、有料道路に、有料道路に、有料道路に、有料道路に流流流流れている車がほとれている車がほとれている車がほとれている車がほとんど見んど見んど見んど見受けられないのですが、果たして受けられないのですが、果たして受けられないのですが、果たして受けられないのですが、果たして大大大大和北和北和北和北道路が有料道路になり道路が有料道路になり道路が有料道路になり道路が有料道路になりますので、当ますので、当ますので、当ますので、当然然然然そこにはお金がそこにはお金がそこにはお金がそこにはお金が発生発生発生発生します。例します。例します。例します。例ええええばばばば旅旅旅旅行行行行ややややいろいろな理いろいろな理いろいろな理いろいろな理由由由由でその道路をでその道路をでその道路をでその道路を使使使使わなければならない方わなければならない方わなければならない方わなければなら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とるとるとると思う思う思う思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、、、、毎毎毎毎日日日日使う使う使う使う県県県県民民民民にとりましたにとりましたにとりましたにとりましたら、この有料道路が果たして本当にそれだけのら、この有料道路が果たして本当にそれだけのら、この有料道路が果たして本当にそれだけのら、この有料道路が果たして本当にそれだけの税税税税金をかけて利金をかけて利金をかけて利金をかけて利用用用用するするするするもももものになるのかのになるのかのになるのかのになるのかどうどうどうどうか、か、か、か、京京京京奈奈奈奈和和和和自動車道と西名阪自動車道とをつないだことによ自動車道と西名阪自動車道とをつないだことによ自動車道と西名阪自動車道とをつないだことによ自動車道と西名阪自動車道とをつないだことによっっっって、一て、一て、一て、一体ど体ど体ど体どれれれれぐぐぐぐらいの利らいの利らいの利らいの利用用用用があるのかについておがあるのかについておがあるのかについておがあ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 京京京京奈奈奈奈和和和和自動車道と西名阪自動車道をつないだことによるとい自動車道と西名阪自動車道をつないだことによるとい自動車道と西名阪自動車道をつないだことによるとい自動車道と西名阪自動車道をつないだことによるといううううとことことこところでごろでごろでごろでござざざざいますが、平成２７年３月にいますが、平成２７年３月にいますが、平成２７年３月にいますが、平成２７年３月に郡郡郡郡山山山山下下下下ツツツツ道ジ道ジ道ジ道ジャャャャンンンンククククショショショションでンでンでンで京京京京奈奈奈奈和和和和自動車道と西名自動車道と西名自動車道と西名自動車道と西名阪自動車道がつなが阪自動車道がつなが阪自動車道がつなが阪自動車道がつながっっっった部分のた部分のた部分のた部分の交通量交通量交通量交通量でごでごでごでござざざざいますが、平成２７年度の道路いますが、平成２７年度の道路いますが、平成２７年度の道路いますが、平成２７年度の道路交通セ交通セ交通セ交通センンンンササササスススス調調調調査の査の査の査の調調調調査結果でいきますと、１日約４査結果でいきますと、１日約４査結果でいきますと、１日約４査結果でいきますと、１日約４，，，，２００２００２００２００台台台台となとなとなとなっっっってごてごてごてござざざざいます。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 国道との関国道との関国道との関国道との関連性連性連性連性でででで調調調調べべべべますと、ますと、ますと、ますと、もう少もう少もう少もう少しししし精精精精査が査が査が査が必要必要必要必要です。西名阪自動車道にです。西名阪自動車道にです。西名阪自動車道にです。西名阪自動車道に
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流流流流れる車が４れる車が４れる車が４れる車が４，，，，２００２００２００２００台台台台、それに対して国道を利、それに対して国道を利、それに対して国道を利、それに対して国道を利用用用用されるのが２されるのが２されるのが２されるのが２万万万万９９９９，，，，０８８０８８０８８０８８台台台台といといといといううううこここことで、とで、とで、とで、大体大体大体大体１４１４１４１４．．．．６６６６％％％％といといといというううう数数数数字字字字です。です。です。です。実際実際実際実際にににに京京京京奈奈奈奈和和和和自動車道を自動車道を自動車道を自動車道を通っ通っ通っ通っていてていてていてていてもももも、１、１、１、１割ぐ割ぐ割ぐ割ぐららららいの方が有料道路にいの方が有料道路にいの方が有料道路にいの方が有料道路に流流流流れているのかといれているのかといれているのかといれているのかというううう感覚感覚感覚感覚で、で、で、で、大体大体大体大体それと合それと合それと合それと合致致致致する数する数する数する数字字字字です。これとです。これとです。これとです。これと同同同同じじじじよよよよううううなななな状況状況状況状況で有料道路にで有料道路にで有料道路にで有料道路に流流流流れるれるれるれる状況状況状況状況ですと、道路をつくですと、道路をつくですと、道路をつくですと、道路をつくっっっっててててもももも、本当に、本当に、本当に、本当に通通通通る方がおらる方がおらる方がおらる方がおられない、このよれない、このよれない、このよれない、このよううううなことになりはしないかとなことになりはしないかとなことになりはしないかとなことになりはしないかと非常非常非常非常にににに心心心心配をしているところです。配をしているところです。配をしているところです。配をしているところです。知知知知事は、一事は、一事は、一事は、一般質問般質問般質問般質問の中での中での中での中でミミミミッッッッシシシシンンンンググググリリリリンンンンククククをなくすことがをなくすことがをなくすことがをなくすことが大大大大事だとい事だとい事だとい事だといううううことをおことをおことをおことをおっっっっししししゃゃゃゃ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、平成２０年、当、平成２０年、当、平成２０年、当、平成２０年、当時時時時のののの内内内内閣閣閣閣総総総総理理理理大大大大臣臣臣臣が、が、が、が、高高高高規規規規格格格格道路の整備につい道路の整備につい道路の整備につい道路の整備については、ネては、ネては、ネては、ネッッッットトトトワワワワークークークークとしてのとしてのとしてのとしての広広広広がりはがりはがりはがりは大大大大事だけれ事だけれ事だけれ事だけれどもどもどもども、では、では、では、では実際実際実際実際にににに全全全全部つなげるのかとい部つなげるのかとい部つなげるのかとい部つなげるのかといっっっったときに、地たときに、地たときに、地たときに、地域域域域住住住住民民民民の意の意の意の意見や見や見や見や環境ア環境ア環境ア環境アセスセスセスセスメントの結果といメントの結果といメントの結果といメントの結果といっっっったことたことたことたこともももも配配配配慮慮慮慮しなければいしなければいしなければいしなければいけないと。また同けないと。また同けないと。また同けないと。また同時時時時に、に、に、に、費費費費用用用用を負を負を負を負担担担担する自治する自治する自治する自治体体体体の意の意の意の意見見見見をををを聞聞聞聞いていていていて調調調調整していかないといけな整していかないといけな整していかないといけな整していかないといけないといいといいといいといううううことで、ことで、ことで、ことで、客客客客観的観的観的観的かつかつかつかつ厳格厳格厳格厳格な事業な事業な事業な事業評価評価評価評価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。このいます。このいます。このいます。この客客客客観的観的観的観的な、かつな、かつな、かつな、かつ厳厳厳厳格格格格な事業な事業な事業な事業評価評価評価評価は、は、は、は、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でお示ししていただくでお示ししていただくでお示ししていただくでお示ししていただ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思う思う思う思うのですが、そののですが、そののですが、そののですが、その点点点点にににについておついておついておついてお伺伺伺伺いをいたします。いをいたします。いをいたします。いをいたします。○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 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大大大大和北和北和北和北道路は、国の事業でご道路は、国の事業でご道路は、国の事業でご道路は、国の事業でござざざざいますので、国でいますので、国でいますので、国でいますので、国でどどどどのよのよのよのよううううに進められているかにつきましては、承に進められているかにつきましては、承に進められているかにつきましては、承に進められているかにつきましては、承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。。。。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 国は、自治国は、自治国は、自治国は、自治体体体体の意の意の意の意見も聞見も聞見も聞見も聞いていていていて調調調調整しないといけないと整しないといけないと整しないといけないと整しないといけないと言っ言っ言っ言っておりますから、ておりますから、ておりますから、ておりますから、国が国が国が国がややややるからるからるからるからどうどうどうどうぞぞぞぞといといといというううう姿姿姿姿勢勢勢勢ではではではでは絶絶絶絶対にいけないと対にいけないと対にいけないと対にいけないと思思思思います。います。います。います。そのそのそのその点点点点では、地では、地では、地では、地下下下下水の水の水の水の問題問題問題問題について、先日について、先日について、先日について、先日取取取取り上げましたけれり上げましたけれり上げましたけれり上げましたけれどもどもどもども、２月２８日に第７、２月２８日に第７、２月２８日に第７、２月２８日に第７回の回の回の回の大大大大和北和北和北和北道路地道路地道路地道路地下下下下水水水水モニモニモニモニタリタリタリタリンンンンググググ検討検討検討検討委員会が開かれたとい委員会が開かれたとい委員会が開かれたとい委員会が開かれたといううううことで先日ことで先日ことで先日ことで先日答答答答弁弁弁弁がごがごがごがござざざざいいいいました。この中ました。この中ました。この中ました。この中身身身身についてについてについてについて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。○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 どどどどのよのよのよのよううううなななな内容内容内容内容かですが、平成１２年ごろから平かですが、平成１２年ごろから平かですが、平成１２年ごろから平かですが、平成１２年ごろから平城宮跡内城宮跡内城宮跡内城宮跡内及びその及びその及びその及びその周辺周辺周辺周辺におきまして、国において、におきまして、国において、におきまして、国において、におきまして、国において、継継継継続的続的続的続的に地に地に地に地下下下下水水水水位位位位のののの観観観観測測測測が行われています。これまでのが行われています。これまでのが行われています。これまでのが行われています。これまでの観観観観測デ測デ測デ測データータータータををををももももとに、とに、とに、とに、工工工工事によります地事によります地事によります地事によります地下下下下水の水の水の水の影響影響影響影響等について等について等について等について検討検討検討検討がなされたとがなされたとがなされたとがなされたと聞聞聞聞いておいておいておいております。ります。ります。ります。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 検討検討検討検討が行われたといが行われたといが行われたといが行われたといううううことですが、平成１４年７月に国土ことですが、平成１４年７月に国土ことですが、平成１４年７月に国土ことですが、平成１４年７月に国土交通省交通省交通省交通省でででで文化文化文化文化財財財財検検検検討討討討委員会が開かれまして、この道路建設が委員会が開かれまして、この道路建設が委員会が開かれまして、この道路建設が委員会が開かれまして、この道路建設が埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文化文化文化文化財財財財に及に及に及に及ぼぼぼぼすすすす影響影響影響影響といといといといううううことで、一つのことで、一つのことで、一つのことで、一つの結結結結論論論論として出されているのは、地として出されているのは、地として出されているのは、地として出されているのは、地下下下下水の変動が水の変動が水の変動が水の変動が木木木木簡簡簡簡ななななどどどどのののの埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文化文化文化文化財財財財ににににどどどどのよのよのよのよううううなななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすのか、すのか、すのか、すのか、どどどどのののの程程程程度の乾度の乾度の乾度の乾燥燥燥燥状態状態状態状態ががががどどどどのののの程程程程度度度度続続続続けばけばけばけば木木木木簡簡簡簡にににに致命致命致命致命的的的的なななな影響影響影響影響が及が及が及が及ぶぶぶぶのか、のか、のか、のか、科科科科学学学学的的的的なななな調調調調査はまだ行われておらず、査はまだ行われておらず、査はまだ行われておらず、査はまだ行われておらず、保保保保存存存存のメのメのメのメカカカカニズニズニズニズムムムムもももも明明明明確確確確になになになになっっっっていないといていないといていないといていないといううううのが当のが当のが当のが当時時時時の結の結の結の結論論論論で、これは変わで、これは変わで、これは変わで、これは変わ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っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。ぜぜぜぜひひひひこのこのこのこの点点点点ででででもももも、、、、世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産ののののバッバッバッバッフフフフ
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ァァァァゾーゾーゾーゾーンになりますので、しンになりますので、しンになりますので、しンになりますので、しっっっっかりとかりとかりとかりと調調調調査をするとい査をするとい査をするとい査をするといううううことと、ことと、ことと、ことと、ややややはり奈良県として、はり奈良県として、はり奈良県として、はり奈良県として、木木木木簡簡簡簡をををを守守守守る立る立る立る立場場場場でででで取取取取りりりり組ん組ん組ん組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っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。先ほ先ほ先ほ先ほどどどどのおのおのおのお話話話話の中で、の中で、の中で、の中で、企企企企業立地は、業立地は、業立地は、業立地は、確確確確かに進かに進かに進かに進んんんんだけれだけれだけれだけれどもどもどもども、その、その、その、その相相相相関関係関関係関関係関関係ももももわからないわからないわからないわからないですし、有料道路になですし、有料道路になですし、有料道路になですし、有料道路になっっっって、一て、一て、一て、一体体体体この合この合この合この合併併併併施施施施工工工工方方方方式式式式ででででどどどどれだけ自治れだけ自治れだけ自治れだけ自治体体体体の負の負の負の負担担担担がががが安安安安くなるのくなるのくなるのくなるのか、それか、それか、それか、それももももわからないといわからないといわからないといわからないといううううことでごことでごことでごことでござざざざいます。います。います。います。大大大大変変変変大大大大きな事業でごきな事業でごきな事業でごきな事業でござざざざいますので、先ほいますので、先ほいますので、先ほいますので、先ほどどどど申し上げましたよ申し上げましたよ申し上げましたよ申し上げましたよううううに、に、に、に、客客客客観的観的観的観的ななななデデデデータータータータといいますか、といいますか、といいますか、といいますか、必要性必要性必要性必要性がわかるがわかるがわかるがわかるもももものが県としてのが県としてのが県としてのが県としても必要も必要も必要も必要だとだとだとだと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。次に次に次に次に大大大大和高和高和高和高田田田田バイパスバイパスバイパスバイパスの第４の第４の第４の第４工区工区工区工区についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、以以以以前、前、前、前、見見見見直直直直しが一しが一しが一しが一旦旦旦旦行われているの行われているの行われているの行われているのですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、當麻當麻當麻當麻寺寺寺寺交交交交差差差差点点点点のののの検検検検証証証証見見見見直直直直し案が平成２９年１１月に国から出されておりまし案が平成２９年１１月に国から出されておりまし案が平成２９年１１月に国から出されておりまし案が平成２９年１１月に国から出されております。このす。このす。このす。この間間間間、県に、県に、県に、県にも大も大も大も大和高和高和高和高田田田田バイパスバイパスバイパスバイパスの第４の第４の第４の第４工区工区工区工区につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でかかわでかかわでかかわでかかわっっっっててて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。今どう今どう今どう今どういいいいうううう進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況にあるのかについておにあるのかについておにあるのかについておにあ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 大大大大和高和高和高和高田田田田バイパスバイパスバイパスバイパスにつきましては、平成１５年度までに、第４につきましては、平成１５年度までに、第４につきましては、平成１５年度までに、第４につきましては、平成１５年度までに、第４工区工区工区工区をををを除除除除きまして、きまして、きまして、きまして、完完完完成しているところでご成しているところでご成しているところでご成しているところでござざざざいます。第４います。第４います。第４います。第４工区工区工区工区につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現在現在現在現在のののの大大大大和和和和高高高高田田田田バイパスバイパスバイパスバイパスのののの高高高高架架架架部分から部分から部分から部分から當麻當麻當麻當麻寺寺寺寺交交交交差差差差点点点点のあたりまででごのあたりまででごのあたりまででごのあたりまででござざざざいます。います。います。います。當麻當麻當麻當麻寺寺寺寺交交交交差差差差点点点点付付付付近近近近は、は、は、は、當麻當麻當麻當麻地地地地区区区区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、現在現在現在現在のののの都市計画都市計画都市計画都市計画で、で、で、で、交交交交差差差差点点点点が５が５が５が５差差差差路に路に路に路になななな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ことで、そのことで、そのことで、そのことで、その交交交交差差差差点点点点ををををどどどどのよのよのよのよううううなななな交交交交差差差差点点点点にしていくか、にしていくか、にしていくか、にしていくか、線形線形線形線形ををををどうどうどうどうしてしてしてしていくか、地元の方いくか、地元の方いくか、地元の方いくか、地元の方 々々々々と合意と合意と合意と合意形形形形成を成を成を成を図図図図るために、国でるために、国でるために、国でるために、国でルールールールートをトをトをトを検討検討検討検討し、地元し、地元し、地元し、地元へへへへのののの説説説説明をして明をして明をして明をしているいるいるいる状況状況状況状況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。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 當麻當麻當麻當麻寺寺寺寺交交交交差差差差点点点点の付の付の付の付近近近近の住の住の住の住民民民民からは、いろいろな意からは、いろいろな意からは、いろいろな意からは、いろいろな意見見見見があるとおがあるとおがあるとおがあるとお聞聞聞聞きしておりきしておりきしておりきしております。これます。これます。これます。これもももも国の事業にはなると国の事業にはなると国の事業にはなると国の事業にはなると思う思う思う思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、住、住、住、住民民民民の意の意の意の意見見見見をしをしをしをしっっっっかりとかりとかりとかりと聞聞聞聞いた上いた上いた上いた上で、納で、納で、納で、納得得得得できる方できる方できる方できる方向性向性向性向性を、県としてを、県としてを、県としてを、県としてもももも支援支援支援支援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。よろしくお願います。よろしくお願います。よろしくお願います。よろしくお願いします。いします。いします。いします。○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員 冒頭冒頭冒頭冒頭の意の意の意の意見も含見も含見も含見も含めて理めて理めて理めて理解解解解をしてをしてをしてを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思う思う思う思うけれけれけれけれどどどど、まず、、まず、、まず、、まず、幅幅幅幅広広広広のののの予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要要要要とととと市町市町市町市町村サ村サ村サ村サポポポポーーーート一ト一ト一ト一覧覧覧覧をををを参考参考参考参考にしながらにしながらにしながらにしながら発言発言発言発言をしよをしよをしよをしよううううとととと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。まずは、基本まずは、基本まずは、基本まずは、基本的的的的に、に、に、に、最初最初最初最初に国のに国のに国のに国の援助援助援助援助を受けたを受けたを受けたを受けた形形形形で、国がで、国がで、国がで、国が直轄直轄直轄直轄をする事業をする事業をする事業をする事業もももも掲掲掲掲載をされて載をされて載をされて載をされています。それから、県がいます。それから、県がいます。それから、県がいます。それから、県が直轄直轄直轄直轄でする事業、県がでする事業、県がでする事業、県がでする事業、県が支援支援支援支援をして、をして、をして、をして、市町市町市町市町村村村村あるいはあるいはあるいはあるいは民民民民間団間団間団間団体体体体が行が行が行が行うううう事業とい事業とい事業とい事業という大体う大体う大体う大体のののの区区区区分にな分にな分にな分になっっっっているとているとているとていると思う思う思う思うのですけれのですけれのですけれのですけれどどどど、、、、市町市町市町市町村サ村サ村サ村サポポポポーーーート一ト一ト一ト一覧覧覧覧表表表表のののの内容内容内容内容の基本の基本の基本の基本的的的的なことをなことをなことをなことを尋尋尋尋ねねねねたい、あるいはそのことに関する資料をいただきたいとたい、あるいはそのことに関する資料をいただきたいとたい、あるいはそのことに関する資料をいただきたいとたい、あるいはそのことに関する資料をいただきたいと思思思思います。います。います。います。市町市町市町市町村サ村サ村サ村サポポポポーーーート一ト一ト一ト一覧覧覧覧表表表表の中で、いろいろあるわけですけれの中で、いろいろあるわけですけれの中で、いろいろあるわけですけれの中で、いろいろあるわけですけれどどどど、、、、箇箇箇箇所づけあるいは、いろ所づけあるいは、いろ所づけあるいは、いろ所づけあるいは、いろいろ補いろ補いろ補いろ補助助助助といといといというううう関係で関係で関係で関係で区区区区分があります。１０分の１０の分があります。１０分の１０の分があります。１０分の１０の分があります。１０分の１０の場場場場合は、県がお合は、県がお合は、県がお合は、県がおややややりになる。あるりになる。あるりになる。あるりになる。ある



---- 22227777 ----

いは、いは、いは、いは、比較的比較的比較的比較的県の負県の負県の負県の負担担担担のののの高高高高いいいいもももものは、県がのは、県がのは、県がのは、県が直轄直轄直轄直轄でなさるといでなさるといでなさるといでなさるといううううわけですけれわけですけれわけですけれわけですけれどもどもどもども、負、負、負、負担区担区担区担区分が中には３分の１分が中には３分の１分が中には３分の１分が中には３分の１ももももあれば５分の１あれば５分の１あれば５分の１あれば５分の１ももももある、さまある、さまある、さまある、さまざざざざまありますが、事業によまありますが、事業によまありますが、事業によまありますが、事業によっっっって負て負て負て負担担担担のののの区区区区分が分が分が分が違違違違います。それらを、います。それらを、います。それらを、います。それらを、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、こで、こで、こで、こうううういいいいう場う場う場う場合にはこ合にはこ合にはこ合にはこうううういいいいうううう割割割割合だとい合だとい合だとい合だという内う内う内う内容容容容を改めてを改めてを改めてを改めて知知知知りたいとりたいとりたいとりたいと思っ思っ思っ思っているわけです。そているわけです。そているわけです。そているわけです。そうううういいいいううううことで、まずはことで、まずはことで、まずはことで、まずは尋尋尋尋ねねねねておきたい。ておきたい。ておきたい。ておきたい。それから、県それから、県それから、県それから、県直轄直轄直轄直轄でなさるでなさるでなさるでなさる内容内容内容内容についてについてについてについてもももも、例、例、例、例ええええば、道路のば、道路のば、道路のば、道路の場場場場合は、ほか合は、ほか合は、ほか合は、ほか何カ何カ何カ何カ所と、あ所と、あ所と、あ所と、あるいはるいはるいはるいは橋橋橋橋りりりりょうょうょうょうのののの場場場場合で合で合で合でももももほかほかほかほか何カ何カ何カ何カ所とな所とな所とな所となっっっっていますが、これらについてていますが、これらについてていますが、これらについてていますが、これらについてもももも明らかにして明らかにして明らかにして明らかにしてくれたほくれたほくれたほくれたほううううがいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかと思う思う思う思うわけです。そわけです。そわけです。そわけです。そうううういいいいううううことを基本に、まずはことを基本に、まずはことを基本に、まずはことを基本に、まずは尋尋尋尋ねねねねておておておておきたいと。きたいと。きたいと。きたいと。特特特特にににに興味興味興味興味関関関関心心心心をををを持持持持っっっったのは、たのは、たのは、たのは、寺社寺社寺社寺社仏閣仏閣仏閣仏閣について、国と県とについて、国と県とについて、国と県とについて、国と県と春春春春日日日日大大大大社社社社とあるわけだ。このとあるわけだ。このとあるわけだ。このとあるわけだ。この事業にかかわ事業にかかわ事業にかかわ事業にかかわっっっっては、なては、なては、なては、なぜぜぜぜかかかか割割割割合が合が合が合が書書書書いてない。ないてない。ないてない。ないてない。なぜぜぜぜこれはこれはこれはこれは割割割割合が合が合が合が書書書書いていないのか。いていないのか。いていないのか。いていないのか。私私私私は、は、は、は、文化文化文化文化財財財財といといといといううううことであれば、ことであれば、ことであれば、ことであれば、大大大大方、国が方、国が方、国が方、国がややややればいいのではないのかと。あるいは県ればいいのではないのかと。あるいは県ればいいのではないのかと。あるいは県ればいいのではないのかと。あるいは県もももも少々少々少々少々負負負負担担担担したとしてしたとしてしたとしてしたとしてもももも、、、、寺社寺社寺社寺社仏閣仏閣仏閣仏閣に負に負に負に負担担担担をををを持持持持たせるといたせるといたせるといたせるといううううのはいかがなのはいかがなのはいかがなのはいかがなもももものかと、このよのかと、このよのかと、このよのかと、このよううううにににに思思思思いますし、いますし、いますし、いますし、寺社寺社寺社寺社仏閣仏閣仏閣仏閣にかかわにかかわにかかわにかかわっっっって対て対て対て対応応応応をなさるをなさるをなさるをなさる場場場場合は、合は、合は、合は、春春春春日日日日大大大大社社社社のほかに、対のほかに、対のほかに、対のほかに、対象象象象ににににすすすすべべべべき県のき県のき県のき県の寺社寺社寺社寺社仏閣仏閣仏閣仏閣がががが存存存存在在在在しないのかしないのかしないのかしないのかどうどうどうどうか。そのか。そのか。そのか。その認識認識認識認識を県はを県はを県はを県はどどどどのよのよのよのよううううにおにおにおにお持持持持ちなのか、ちなのか、ちなのか、ちなのか、把握把握把握把握をなさをなさをなさをなさっっっっているのかているのかているのかているのか尋尋尋尋ねねねねておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思います。います。います。います。具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容でででで尋尋尋尋ねねねねますが、ますが、ますが、ますが、市町市町市町市町村サ村サ村サ村サポポポポーーーート一ト一ト一ト一覧覧覧覧に出ているに出ているに出ているに出ている鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅バリバリバリバリアフアフアフアフリーリーリーリー整備事整備事整備事整備事業は県土マネジメント部の事業だと業は県土マネジメント部の事業だと業は県土マネジメント部の事業だと業は県土マネジメント部の事業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、これには国が３分の１、県が６分の、これには国が３分の１、県が６分の、これには国が３分の１、県が６分の、これには国が３分の１、県が６分の１、１、１、１、市町市町市町市町村村村村が６分の１、が６分の１、が６分の１、が６分の１、実実実実施施施施主体主体主体主体が３分の１と、平が３分の１と、平が３分の１と、平が３分の１と、平均均均均乗乗乗乗降降降降者数が１日３者数が１日３者数が１日３者数が１日３，，，，００００００００００００人人人人未満未満未満未満のののの駅駅駅駅と、こと、こと、こと、こううううなるわけです。３なるわけです。３なるわけです。３なるわけです。３，，，，００００００００００００人人人人未満未満未満未満ですから、５ですから、５ですから、５ですから、５人や人や人や人や１０１０１０１０人も人も人も人も対対対対象象象象になるのかとになるのかとになるのかとになるのかと思っ思っ思っ思ったりたりたりたりももももするわけです。そするわけです。そするわけです。そするわけです。そうううういいいいう表う表う表う表現現現現で、あたかで、あたかで、あたかで、あたかもももも差差差差別別別別なしに平等になしに平等になしに平等になしに平等に目目目目をををを向向向向けていますけていますけていますけていますよといよといよといよといううううこととこととこととこと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、こ、こ、こ、こうううういいいいう表う表う表う表現現現現はいかがなはいかがなはいかがなはいかがなもももものかとのかとのかとのかと思う思う思う思うわけです。わけです。わけです。わけです。私私私私の住の住の住の住んんんんでいるところのでいるところのでいるところのでいるところの無無無無人人人人駅駅駅駅ののののＪＪＪＪＲ掖Ｒ掖Ｒ掖Ｒ掖上上上上駅駅駅駅、、、、ＪＪＪＪＲ玉Ｒ玉Ｒ玉Ｒ玉手手手手駅駅駅駅は対は対は対は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どうどうどうどうか、改めてか、改めてか、改めてか、改めて尋尋尋尋ねねねねておきたいと。３ておきたいと。３ておきたいと。３ておきたいと。３，，，，００００００００００００人人人人以下以下以下以下やっやっやっやったら、１たら、１たら、１たら、１人も人も人も人も対対対対象象象象です。です。です。です。以以以以上ならまだ上ならまだ上ならまだ上ならまだ話話話話はわかる。はわかる。はわかる。はわかる。私私私私は、３は、３は、３は、３，，，，００００００００００００人人人人以以以以上だ上だ上だ上だっっっったら、奈良たら、奈良たら、奈良たら、奈良市市市市以以以以外外外外はないといはないといはないといはないといううううことになるわけですが。こことになるわけですが。こことになるわけですが。こことになるわけですが。こうううういいいいうううう紛紛紛紛らわしいらわしいらわしいらわしい説説説説明明明明表表表表現現現現では、あまりにでは、あまりにでは、あまりにでは、あまりにも不も不も不も不親親親親切切切切過過過過ぎぎぎぎるではないかと。るではないかと。るではないかと。るではないかと。隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽とか、とか、とか、とか、書書書書きかきかきかきかええええとかいろいろとかいろいろとかいろいろとかいろいろ問題問題問題問題になになになになっっっっています。それにています。それにています。それにています。それに通通通通ずるずるずるずる内容内容内容内容になります。になります。になります。になります。公文公文公文公文書書書書、行、行、行、行政文政文政文政文書書書書が、が、が、が、話話話話題題題題になになになになっっっっている。ている。ている。ている。揚揚揚揚げげげげ足足足足をとる意をとる意をとる意をとる意味味味味でででで言っ言っ言っ言っているのではない。ているのではない。ているのではない。ているのではない。それから、このそれから、このそれから、このそれから、この市町市町市町市町村サ村サ村サ村サポポポポーーーート一ト一ト一ト一覧覧覧覧の２３の２３の２３の２３ペペペペーーーージ、これジ、これジ、これジ、これもももも県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部砂防砂防砂防砂防・災・災・災・災害対害対害対害対策策策策課が課が課が課が担担担担当です。土当です。土当です。土当です。土砂砂砂砂災災災災害害害害防防防防災災災災訓練支援訓練支援訓練支援訓練支援事業。ほかは事業。ほかは事業。ほかは事業。ほかは防防防防災災災災にかかわにかかわにかかわにかかわっっっって一て一て一て一覧覧覧覧が出ていが出ていが出ていが出ていますが、一ますが、一ますが、一ますが、一体体体体ここここうううういいいいうううう事業を事業を事業を事業をどどどどこでこでこでこでややややるのかといるのかといるのかといるのかといううううことことことことも含も含も含も含めながら、いろいろごめながら、いろいろごめながら、いろいろごめながら、いろいろご苦苦苦苦労労労労ささささ
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れた、土れた、土れた、土れた、土砂砂砂砂災災災災害警害警害警害警戒戒戒戒区域区域区域区域をををを知知知知らなければらなければらなければらなければ困困困困る、る、る、る、知知知知らなければいろいろ、一らなければいろいろ、一らなければいろいろ、一らなければいろいろ、一大大大大事とい事とい事とい事といううううときときときときの対の対の対の対応応応応にににに困困困困る。る。る。る。知知知知らなければらなければらなければらなければ困困困困るのだけれるのだけれるのだけれるのだけれどどどど、、、、知っ知っ知っ知ったら、またたら、またたら、またたら、また心心心心配で配で配で配で心心心心配でたまらないわ配でたまらないわ配でたまらないわ配でたまらないわけです。そけです。そけです。そけです。そうううういいいいうううう意意意意味味味味での、施での、施での、施での、施策策策策のののの心心心心のののの持持持持ち方、ち方、ち方、ち方、向向向向け方、そけ方、そけ方、そけ方、そうううういいいいう構えう構えう構えう構えををををどう思っどう思っどう思っどう思っているているているているのかは県のかは県のかは県のかは県民民民民にににに知知知知らしめるよらしめるよらしめるよらしめるよううううな、な、な、な、広広広広報報報報も含も含も含も含めて、そめて、そめて、そめて、そうううういいいいうううう手だて手だて手だて手だて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う思う思う思うわけです。わけです。わけです。わけです。奈良の奈良の奈良の奈良の鹿鹿鹿鹿保保保保護育護育護育護育成事業は、４８成事業は、４８成事業は、４８成事業は、４８ペペペペーーーージ。ジ。ジ。ジ。スキースキースキースキームムムム全体予全体予全体予全体予算算算算が５が５が５が５，，，，０５２０５２０５２０５２万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円、、、、県、奈良県、奈良県、奈良県、奈良市市市市、、、、春春春春日日日日大大大大社社社社で負で負で負で負担担担担。。。。このよこのよこのよこのよううううななななもももものは、県でのは、県でのは、県でのは、県で全全全全額負額負額負額負担担担担すればよいといすればよいといすればよいといすればよいというううう意意意意味味味味で、で、で、で、私私私私はあはあはあはあええええてててて言っ言っ言っ言っているわけているわけているわけているわけで、で、で、で、観光観光観光観光といといといというううう意意意意味味味味をををを含含含含めて、いろいろめて、いろいろめて、いろいろめて、いろいろ考え考え考え考えないと。ないと。ないと。ないと。御御御御所所所所市市市市には、には、には、には、鴨鴨鴨鴨都都都都波波波波神神神神社社社社ももももありますありますありますありますし、し、し、し、船船船船宿宿宿宿寺寺寺寺ももももありますし、ありますし、ありますし、ありますし、茅茅茅茅原原原原のののの吉吉吉吉祥祥祥祥草寺草寺草寺草寺ももももありますので、よろしくお願いしたいといありますので、よろしくお願いしたいといありますので、よろしくお願いしたいといありますので、よろしくお願いしたいといううううことことことことも含も含も含も含めながら申し上げているわけです。めながら申し上げているわけです。めながら申し上げているわけです。めながら申し上げているわけです。それから、奈良の河川それから、奈良の河川それから、奈良の河川それから、奈良の河川彩彩彩彩りづくり事業といりづくり事業といりづくり事業といりづくり事業といううううことで、これは河川課が施ことで、これは河川課が施ことで、これは河川課が施ことで、これは河川課が施策も組策も組策も組策も組まれていまれていまれていまれています。これは一ます。これは一ます。これは一ます。これは一体ど体ど体ど体どここここへへへへ手だてを手だてを手だてを手だてを講講講講じじじじるのかと。るのかと。るのかと。るのかと。私私私私は、地元負は、地元負は、地元負は、地元負担担担担をさせて１をさせて１をさせて１をさせて１万万万万５５５５，，，，００００００００００００株株株株ののののシシシシババババザザザザククククララララをををを植植植植ええええたけれたけれたけれたけれどどどど、河川、河川、河川、河川敷敷敷敷だから、だから、だから、だから、擁壁擁壁擁壁擁壁のかかわり合いで、のかかわり合いで、のかかわり合いで、のかかわり合いで、ううううまくまくまくまく根根根根づくとづくとづくとづくところと、ころと、ころと、ころと、毎毎毎毎年年年年やっやっやっやっててててもももも枯枯枯枯れるところがある。それをれるところがある。それをれるところがある。それをれるところがある。それを何何何何とか手だてをとか手だてをとか手だてをとか手だてを加え加え加え加えるために、県の土るために、県の土るために、県の土るために、県の土木木木木事事事事務務務務所と所と所と所と市市市市と地元とよくと地元とよくと地元とよくと地元とよく相談相談相談相談をして、いい対をして、いい対をして、いい対をして、いい対策策策策をををを真真真真剣剣剣剣にににに考え考え考え考えるよるよるよるよううううに前からに前からに前からに前から言っ言っ言っ言っているているているているけれけれけれけれどどどど、一、一、一、一向向向向にこれが進まない。そにこれが進まない。そにこれが進まない。そにこれが進まない。そうううういいいいうううう意意意意味味味味で、県で、県で、県で、県ももももこの施この施この施この施策策策策とのとのとのとの兼ね兼ね兼ね兼ね合い合い合い合いも含も含も含も含めながめながめながめながら、ら、ら、ら、腰腰腰腰を入れてを入れてを入れてを入れてももももらいたいと、これはらいたいと、これはらいたいと、これはらいたいと、これは要要要要望望望望で申し上げておきたいとで申し上げておきたいとで申し上げておきたいとで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。ききききょうょうょうょうはははは冒頭冒頭冒頭冒頭、、、、少少少少しししし勇勇勇勇みみみみ足足足足だだだだっっっったかわかりませたかわかりませたかわかりませた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、道路建設課からわ、道路建設課からわ、道路建設課からわ、道路建設課からわざざざざわわわわざざざざおおおお知知知知らせをいただいた。山田県土マネジメント部長、らせをいただいた。山田県土マネジメント部長、らせをいただいた。山田県土マネジメント部長、らせをいただいた。山田県土マネジメント部長、担担担担当課が資料をくれて、当課が資料をくれて、当課が資料をくれて、当課が資料をくれて、感感感感謝謝謝謝しながらしながらしながらしながら問題問題問題問題をををを感感感感じじじじるわけです。るわけです。るわけです。るわけです。南南南南阪奈道路阪奈道路阪奈道路阪奈道路竹内竹内竹内竹内トンネトンネトンネトンネル工ル工ル工ル工事における施事における施事における施事における施工不具工不具工不具工不具合について、合について、合について、合について、ＮＥＸＮＥＸＮＥＸＮＥＸＣＣＣＣＯＯＯＯ西日本が西日本が西日本が西日本が現在現在現在現在建建建建設を進めている設を進めている設を進めている設を進めている南南南南阪奈道路の付阪奈道路の付阪奈道路の付阪奈道路の付加加加加車車車車線線線線設置事業、設置事業、設置事業、設置事業、工工工工事事事事延延延延長２長２長２長２．．．．９９９９キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルル、、、、ううううち１ち１ち１ち１．．．．４７１メ４７１メ４７１メ４７１メーーーートトトトルルルルのののの竹内竹内竹内竹内トンネトンネトンネトンネル工ル工ル工ル工事について、２月２０日事について、２月２０日事について、２月２０日事について、２月２０日火曜火曜火曜火曜日に、日に、日に、日に、下下下下記のとおり、記のとおり、記のとおり、記のとおり、ＮＥＮＥＮＥＮＥＸＸＸＸＣＣＣＣＯＯＯＯ西日本の西日本の西日本の西日本のホホホホーーーームペムペムペムペーーーージにジにジにジに公表公表公表公表される、この事前される、この事前される、この事前される、この事前連絡連絡連絡連絡がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、情情情情報提報提報提報提供供供供いいいいたします。たします。たします。たします。公表公表公表公表される施される施される施される施工不具工不具工不具工不具合の合の合の合の主主主主なななな内容内容内容内容は受は受は受は受注注注注者の清水建設者の清水建設者の清水建設者の清水建設株式株式株式株式会会会会社社社社のののの測測測測量量量量ミミミミススススにより、中により、中により、中により、中心心心心位位位位置が置が置が置が最最最最大大大大９９９９セセセセンンンンチチチチずれ、ずれ、ずれ、ずれ、既既既既定定定定値値値値ははははプラプラプラプラス・ス・ス・ス・ママママイイイイナナナナスススス５５５５セセセセンンンンチチチチ、、、、覆覆覆覆工コ工コ工コ工コンンンンクリークリークリークリートのトのトのトの厚厚厚厚ささささ不不不不足足足足がががが生じ生じ生じ生じた。施た。施た。施た。施工不具工不具工不具工不具合の補合の補合の補合の補修修修修方法等は、方法等は、方法等は、方法等は、学識学識学識学識者の意者の意者の意者の意見見見見をををを伺伺伺伺い、対処い、対処い、対処い、対処予予予予定。定。定。定。工工工工程へ程へ程へ程へのののの影影影影響響響響はははは現在現在現在現在精精精精査中と査中と査中と査中と聞聞聞聞いておりますが、いておりますが、いておりますが、いておりますが、今後今後今後今後ＮＥＸＮＥＸＮＥＸＮＥＸＣＣＣＣＯＯＯＯ西日本から西日本から西日本から西日本から経経経経過過過過のののの情情情情報提報提報提報提供供供供等がご等がご等がご等がござざざざ
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いましたら、改めていましたら、改めていましたら、改めていましたら、改めて情情情情報提報提報提報提供供供供させていただきますと、いただいた。ありがとさせていただきますと、いただいた。ありがとさせていただきますと、いただいた。ありがとさせていただきますと、いただいた。ありがとうううう。。。。たたたたっっっった、これだけのた、これだけのた、これだけのた、これだけの文文文文書書書書ををををももももららららっっっっただけただけただけただけやややや。。。。もう少もう少もう少もう少しししし詳詳詳詳しく、県としてはしく、県としてはしく、県としてはしく、県としてはどうどうどうどういいいいうううう対対対対応応応応をすをすをすをすべべべべきか。奈良県きか。奈良県きか。奈良県きか。奈良県民民民民として、として、として、として、どうどうどうどういいいいうううう形形形形で、で、で、で、学識学識学識学識経経経経験験験験者が者が者が者が不具不具不具不具合にかかわ合にかかわ合にかかわ合にかかわっっっってのてのてのての内容内容内容内容調調調調査をされるのか。査をされるのか。査をされるのか。査をされるのか。特特特特にににに気気気気になるのは、先になるのは、先になるのは、先になるのは、先般も般も般も般も新新新新幹幹幹幹線線線線でででで亀裂亀裂亀裂亀裂がががが生じ生じ生じ生じた。はめた。はめた。はめた。はめ込込込込みみみみにかにかにかにかみみみみ合わないからとい合わないからとい合わないからとい合わないからといっっっってててて削っ削っ削っ削ったといたといたといたといううううことからことからことからことから問題問題問題問題がががが起起起起こりました。それで、こりました。それで、こりました。それで、こりました。それで、厚厚厚厚さにさにさにさに不具不具不具不具合があると。合があると。合があると。合があると。素素素素人人人人目目目目でででで厚厚厚厚ささささもももも上から上から上から上から塗塗塗塗っっっったらたらたらたらももももろろろろももももろろろろ解解解解決するのかと。この上を決するのかと。この上を決するのかと。この上を決するのかと。この上を張張張張るなら、るなら、るなら、るなら、矢矢矢矢板板板板をはめて、きちをはめて、きちをはめて、きちをはめて、きちんんんんとしないと、としないと、としないと、としないと、不具不具不具不具合が合が合が合が生じ生じ生じ生じたとはたとはたとはたとはどうどうどうどういいいいううううことかと。ことかと。ことかと。ことかと。型型型型枠枠枠枠、、、、矢矢矢矢板板板板といといといといっっっったたたたもももものがあるはのがあるはのがあるはのがあるはずだ。ずだ。ずだ。ずだ。工工工工事事事事プロプロプロプロセスセスセスセスをををを写写写写真真真真記記記記録録録録にとりながら事をにとりながら事をにとりながら事をにとりながら事を運ぶ必要運ぶ必要運ぶ必要運ぶ必要がある。これがなされてないのは、がある。これがなされてないのは、がある。これがなされてないのは、がある。これがなされてないのは、工工工工事事事事工工工工程程程程ののののプロプロプロプロセスセスセスセスの中で、一の中で、一の中で、一の中で、一体ど体ど体ど体どのよのよのよのよううううなななな検検検検査を査を査を査をやっやっやっやっていたのかといていたのかといていたのかといていたのかといううううことになります。ことになります。ことになります。ことになります。本本本本来来来来は、は、は、は、計画計画計画計画実実実実施設施設施設施設計計計計に基づいて受に基づいて受に基づいて受に基づいて受注注注注者は者は者は者は仕仕仕仕事を上げるわけでし事を上げるわけでし事を上げるわけでし事を上げるわけでしょうょうょうょう、、、、発注ど発注ど発注ど発注どおりにおりにおりにおりに物物物物事が進められなか事が進められなか事が進められなか事が進められなかっっっったたたた場場場場合には、合には、合には、合には、ややややりりりり直直直直しです。トンネしです。トンネしです。トンネしです。トンネルルルルののののややややりりりり直直直直しは、しは、しは、しは、簡簡簡簡単単単単にはできなにはできなにはできなにはできないといといといと思う思う思う思うけれけれけれけれどどどど、、、、ややややりりりり直直直直してしてして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わけです。一るわけです。一るわけです。一るわけです。一体ど体ど体ど体どのよのよのよのよううううにににに解解解解決をするのか。決をするのか。決をするのか。決をするのか。奈良県奈良県奈良県奈良県民民民民として、奈良県行として、奈良県行として、奈良県行として、奈良県行政政政政として、またとして、またとして、またとして、また私ども私ども私ども私ども奈良県議会として、奈良県議会として、奈良県議会として、奈良県議会として、ややややはりはりはりはり声声声声を上げなを上げなを上げなを上げないと。いつのいと。いつのいと。いつのいと。いつの間間間間ににににややややららららどどどどこかで手こかで手こかで手こかで手直直直直しをされたか、あるいはしをされたか、あるいはしをされたか、あるいはしをされたか、あるいは目目目目をつをつをつをつぶぶぶぶらされたかといらされたかといらされたかといらされたかというううう形形形形でのでのでのでの解解解解決は決は決は決は困困困困る。このよる。このよる。このよる。このよううううなななな不具不具不具不具合が合が合が合が生じ生じ生じ生じたたたた場場場場合、いつな合、いつな合、いつな合、いつなんどんどんどんどき事故はき事故はき事故はき事故は起起起起こるかこるかこるかこるかももももわからわからわからわからない。ない。ない。ない。北北北北海海海海道のトンネ道のトンネ道のトンネ道のトンネルルルルがががが潰潰潰潰れたとき、れたとき、れたとき、れたとき、雨雨雨雨がががが降降降降っっっったときでたときでたときでたときでもももも地地地地震震震震がががが起起起起きたときできたときできたときできたときでももももないわないわないわないわけです。いつけです。いつけです。いつけです。いつ起起起起こるかわからない、こるかわからない、こるかわからない、こるかわからない、不不不不安安安安でででで通通通通れないです。れないです。れないです。れないです。これらについて、これらについて、これらについて、これらについて、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対で対で対で対応応応応されるのか。これはされるのか。これはされるのか。これはされるのか。これは私私私私のののの素素素素人人人人目目目目ですが、ですが、ですが、ですが、完完完完全全全全ににににキキキキャャャャンンンンセルセルセルセル。県は。県は。県は。県はどどどどのよのよのよのよううううにされるのかにされるのかにされるのかにされるのか心心心心配で配で配で配で言っ言っ言っ言っている。ている。ている。ている。責責責責めているのではないです。県めているのではないです。県めているのではないです。県めているのではないです。県民民民民のののの心心心心配事を配事を配事を配事を我々我々我々我々がががが取取取取り上げる。これは県がり上げる。これは県がり上げる。これは県がり上げる。これは県がややややるのではないです。るのではないです。るのではないです。るのではないです。工工工工事を事を事を事を担担担担当されている当されている当されている当されているのは国だから、これをのは国だから、これをのは国だから、これをのは国だから、これをどうどうどうどうするのかがするのかがするのかがするのかが大大大大事であろ事であろ事であろ事であろううううとととと思う思う思う思うわけです。わけです。わけです。わけです。そそそそうううういいいいううううことをことをことをことを含ん含ん含ん含んで、先ほで、先ほで、先ほで、先ほどどどど申し上げました月申し上げました月申し上げました月申し上げました月ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬のののの問題問題問題問題は、は、は、は、文文文文書書書書云云云云 々々々々のののの問題問題問題問題ではなではなではなではなく、く、く、く、裁判裁判裁判裁判がががが終終終終わわわわっっっったから、県はこれでおしまいと、これは県たから、県はこれでおしまいと、これは県たから、県はこれでおしまいと、これは県たから、県はこれでおしまいと、これは県もももも非常非常非常非常にににに迷惑迷惑迷惑迷惑なななな話話話話やややや。だけれ。だけれ。だけれ。だけれどどどど、、、、何何何何かかかかややややらないことには、らないことには、らないことには、らないことには、危険危険危険危険のののの心心心心配、配、配、配、不不不不安安安安がががが解解解解決しないわけで、ず決しないわけで、ず決しないわけで、ず決しないわけで、ずっっっっとととと引引引引きききき続続続続き県き県き県き県民民民民がががが不不不不満満満満をををを持持持持ちながら日ちながら日ちながら日ちながら日 々々々々をををを過過過過ごさないといけないといごさないといけないといごさないといけないといごさないといけないといううううことになる。それらのことになる。それらのことになる。それらのことになる。それらの問題も含問題も含問題も含問題も含めめめめて、このよて、このよて、このよて、このよううううなななな場場場場合は合は合は合はどうどうどうどうするかといするかといするかといするかというううう毅毅毅毅然然然然とした方とした方とした方とした方針針針針をををを持持持持たなければならない。たなければならない。たなければならない。たなければならない。いろいろいろいろいろいろいろいろ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、あとは、あとは、あとは、あとは言葉言葉言葉言葉でおでおでおでお答答答答ええええになるなり、資料でおになるなり、資料でおになるなり、資料でおになるなり、資料でお返返返返しをしていたしをしていたしをしていたしをしていただくなりしてだくなりしてだくなりしてだくなりしてももももらいたいといらいたいといらいたいといらいたいといううううことです。よろしくお願いします。ことです。よろしくお願いします。ことです。よろしくお願いします。ことです。よろしくお願いします。
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○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事 春春春春日日日日大大大大社社社社の負の負の負の負担担担担割割割割合を合を合を合を書書書書いていないといいていないといいていないといいていないといううううおおおお話話話話ですが、これは、ですが、これは、ですが、これは、ですが、これは、私ども私ども私ども私どもがががが認識認識認識認識するするするする以以以以前から、前から、前から、前から、春春春春日日日日大大大大社社社社とととと市市市市と県はと県はと県はと県は持持持持ち分ち分ち分ち分割割割割合を決めておりまして、合を決めておりまして、合を決めておりまして、合を決めておりまして、鹿鹿鹿鹿のののの保保保保護育護育護育護育成に関しましては、奈良成に関しましては、奈良成に関しましては、奈良成に関しましては、奈良県が３、奈良県が３、奈良県が３、奈良県が３、奈良市市市市が２、が２、が２、が２、春春春春日日日日大大大大社社社社が１といが１といが１といが１というううう３対２対１とい３対２対１とい３対２対１とい３対２対１というううう割割割割合を合を合を合を持持持持っっっっております。ずております。ずております。ずております。ずっっっっとととと以以以以前から、口前から、口前から、口前から、口頭頭頭頭でのでのでのでの確確確確認認認認でごでごでごでござざざざいましたが、数年前にそれいましたが、数年前にそれいましたが、数年前にそれいましたが、数年前にそれぞぞぞぞれれれれ協協協協議しまして、きち議しまして、きち議しまして、きち議しまして、きちんんんんとととと文文文文書書書書でででで交交交交わしました。わしました。わしました。わしました。実実実実は、この中のは、この中のは、この中のは、この中の全体全体全体全体費費費費用用用用の中で、３対２対１といの中で、３対２対１といの中で、３対２対１といの中で、３対２対１という共う共う共う共有部分と、川有部分と、川有部分と、川有部分と、川口委員がお口委員がお口委員がお口委員がおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていただきましたよていただきましたよていただきましたよていただきましたよううううに、に、に、に、ベベベベースースースースは奈良は奈良は奈良は奈良公園公園公園公園でごでごでごでござざざざいますので、これいますので、これいますので、これいますので、これは県が出す部分をは県が出す部分をは県が出す部分をは県が出す部分を少少少少し上し上し上し上乗乗乗乗せした金額で、せした金額で、せした金額で、せした金額で、今今今今、提示しております。、提示しております。、提示しております。、提示しております。○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員 いいいいややややいいいいやややや、、、、私私私私がががが言っ言っ言っ言っているのは、そのよているのは、そのよているのは、そのよているのは、そのよううううなこととちがなこととちがなこととちがなこととちがうううう。ほかは。ほかは。ほかは。ほかは割割割割合を出すけれ合を出すけれ合を出すけれ合を出すけれどどどど、この部分だけ、な、この部分だけ、な、この部分だけ、な、この部分だけ、なぜ割ぜ割ぜ割ぜ割合を合を合を合を書書書書かないのかとかないのかとかないのかとかないのかと言っ言っ言っ言っているわけ。ているわけ。ているわけ。ているわけ。○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）兼観光局理事 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部分についてはた部分についてはた部分についてはた部分については私ども私ども私ども私どもののののミミミミススススだとだとだとだと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、今後今後今後今後３対２対１とい３対２対１とい３対２対１とい３対２対１といううううののののをしをしをしをしっっっっかりかりかりかり書書書書くよくよくよく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。済み済み済み済みませませませませんんんんでした。でした。でした。でした。○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長）○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長）○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長）○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長） 市町市町市町市町村サ村サ村サ村サポポポポーーーート一ト一ト一ト一覧覧覧覧の８の８の８の８ペペペペーーーージですけジですけジですけジですけれれれれどもどもどもども、ご指、ご指、ご指、ご指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅バリバリバリバリアフアフアフアフリーリーリーリー整備事業の補整備事業の補整備事業の補整備事業の補助助助助制制制制度は、１日当たりの平度は、１日当たりの平度は、１日当たりの平度は、１日当たりの平均均均均乗乗乗乗降客降客降客降客数は３数は３数は３数は３，，，，００００００００００００人人人人以以以以上と３上と３上と３上と３，，，，００００００００００００人人人人未満未満未満未満とで補とで補とで補とで補助助助助率率率率を分けています。といを分けています。といを分けています。といを分けています。といううううののののもももも、、、、バリバリバリバリアフアフアフアフリーリーリーリー法に基づく国の基本方法に基づく国の基本方法に基づく国の基本方法に基づく国の基本方針針針針では、１日の平では、１日の平では、１日の平では、１日の平均均均均乗乗乗乗降客降客降客降客数が３数が３数が３数が３，，，，００００００００００００人人人人以以以以上の上の上の上の鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅について、平成３２年度までにについて、平成３２年度までにについて、平成３２年度までにについて、平成３２年度までに原原原原則則則則として、として、として、として、全全全全てについててについててについててについてバリバリバリバリアフアフアフアフリー化リー化リー化リー化をををを実実実実施する施する施する施すると。平成２８年３月にと。平成２８年３月にと。平成２８年３月にと。平成２８年３月に策策策策定しました奈良県定しました奈良県定しました奈良県定しました奈良県公共交通公共交通公共交通公共交通基本基本基本基本計画計画計画計画ででででもももも同同同同様様様様の整備の整備の整備の整備目標目標目標目標を定めてを定めてを定めてを定めているので、３いるので、３いるので、３いるので、３，，，，００００００００００００人人人人といといといといううううところを一つの基準として補ところを一つの基準として補ところを一つの基準として補ところを一つの基準として補助助助助制制制制度の中度の中度の中度の中身身身身を分けています。を分けています。を分けています。を分けています。３３３３，，，，００００００００００００人人人人未満未満未満未満のののの駅駅駅駅もももも補補補補助助助助制制制制度の対度の対度の対度の対象象象象になるといになるといになるといになるといううううところでごところでごところでごところでござざざざいます。います。います。います。他方で、他方で、他方で、他方で、今今今今、申し上げましたとおり、１日当たりの平、申し上げましたとおり、１日当たりの平、申し上げましたとおり、１日当たりの平、申し上げましたとおり、１日当たりの平均均均均利利利利用用用用者が３者が３者が３者が３，，，，００００００００００００人人人人以以以以上のと上のと上のと上のところを整備ころを整備ころを整備ころを整備目標目標目標目標としてとしてとしてとして掲掲掲掲げて、まずはげて、まずはげて、まずはげて、まずはやっやっやっやっていくところでごていくところでごていくところでごていくところでござざざざいます。います。います。います。予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要要要要の３の３の３の３９９９９ペペペペーーーージ、ジ、ジ、ジ、鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅バリバリバリバリアフアフアフアフリーリーリーリー整備事業を、平成３０年度整備事業を、平成３０年度整備事業を、平成３０年度整備事業を、平成３０年度予予予予算算算算案で案で案で案で計計計計上させていただいて上させていただいて上させていただいて上させていただいている事業のいる事業のいる事業のいる事業の実実実実施施施施箇箇箇箇所でご所でご所でご所でござざざざいます。います。います。います。エエエエレレレレベベベベーターーターーターーター整備につきましては、整備につきましては、整備につきましては、整備につきましては、近鉄近鉄近鉄近鉄前前前前栽駅栽駅栽駅栽駅、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄菜畑菜畑菜畑菜畑駅駅駅駅、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄東東東東山山山山駅駅駅駅、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄坊坊坊坊城城城城駅駅駅駅、、、、ススススロロロローーーーププププ整備につきましては、整備につきましては、整備につきましては、整備につきましては、近鉄近鉄近鉄近鉄平平平平群群群群駅駅駅駅、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄御御御御所所所所駅駅駅駅、、、、内内内内方方方方線線線線付付付付点状ブ点状ブ点状ブ点状ブロロロロックックックック整備につきましては、整備につきましては、整備につきましては、整備につきましては、近鉄近鉄近鉄近鉄二二二二階階階階堂堂堂堂駅駅駅駅でごでごでごでござざざざいまして、まずは３いまして、まずは３いまして、まずは３いまして、まずは３，，，，００００００００００００人人人人以以以以上の上の上の上の駅駅駅駅で、平成３０年度ので、平成３０年度ので、平成３０年度ので、平成３０年度の予予予予算算算算としてとしてとしてとして計計計計上をさせていただいています。上をさせていただいています。上をさせていただいています。上をさせていただいています。○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 ２月の２月の２月の２月の下下下下旬旬旬旬ににににＮＥＸＮＥＸＮＥＸＮＥＸＣＣＣＣＯＯＯＯ西日本が管理西日本が管理西日本が管理西日本が管理運運運運営しております営しております営しております営しております南南南南阪奈道路阪奈道路阪奈道路阪奈道路のののの竹内竹内竹内竹内トンネトンネトンネトンネルルルル付付付付近近近近はははは現在現在現在現在２車２車２車２車線線線線になになになになっっっっていまして、４車ていまして、４車ていまして、４車ていまして、４車線線線線にするため、にするため、にするため、にするため、もうもうもうもう一本トンネ一本トンネ一本トンネ一本トンネ
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ルルルルをををを掘掘掘掘るるるる工工工工事を進めております。そのトンネ事を進めております。そのトンネ事を進めております。そのトンネ事を進めております。そのトンネルルルルをつくるをつくるをつくるをつくる工工工工事の施事の施事の施事の施工工工工に当たりまして、中に当たりまして、中に当たりまして、中に当たりまして、中心心心心線線線線のののの測測測測量量量量がずれたといがずれたといがずれたといがずれたといううううことで、ことで、ことで、ことで、既既既既定定定定値値値値ががががプラプラプラプラス・ス・ス・ス・ママママイイイイナナナナスススス５５５５セセセセンンンンチチチチ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、最最最最大大大大９９９９セセセセンンンンチチチチずれたところがあるといずれたところがあるといずれたところがあるといずれたところがあるという連絡う連絡う連絡う連絡ををををＮＥＸＮＥＸＮＥＸＮＥＸＣＣＣＣＯＯＯＯ西日本から道路建設課にいただき西日本から道路建設課にいただき西日本から道路建設課にいただき西日本から道路建設課にいただきました。ました。ました。ました。竹内竹内竹内竹内トンネトンネトンネトンネルルルルの２本の２本の２本の２本目目目目のトンネのトンネのトンネのトンネルルルルをつくる４車をつくる４車をつくる４車をつくる４車線線線線化化化化につきましては、県議会でにつきましては、県議会でにつきましては、県議会でにつきましては、県議会でももももごごごご質問質問質問質問いただいたり、地いただいたり、地いただいたり、地いただいたり、地域域域域の方の方の方の方 々々々々のののの交通量交通量交通量交通量ががががふふふふええええたといたといたといたといううううことでことでことでことで要要要要望望望望等等等等ももももいただいておりいただいておりいただいておりいただいておりますので、ますので、ますので、ますので、情情情情報提報提報提報提供供供供としてとしてとしてとしてフフフファァァァクスクスクスクス等で等で等で等で送送送送らせていただいたところでごらせていただいたところでごらせていただいたところでごらせていただいたところでござざざざいます。います。います。います。そのそのそのその後後後後のののの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、ＮＥＸＮＥＸＮＥＸＮＥＸＣＣＣＣＯＯＯＯ西日本から新たな西日本から新たな西日本から新たな西日本から新たな情情情情報があれば、県に報があれば、県に報があれば、県に報があれば、県に連絡連絡連絡連絡ををををくださいとお願いしております。くださいとお願いしております。くださいとお願いしております。くださいとお願いしております。情情情情報が報が報が報が来来来来ましたらまたおましたらまたおましたらまたおましたらまたお知知知知らせしたいとらせしたいとらせしたいとらせしたいと思っ思っ思っ思っています。ています。ています。ています。○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） 土土土土砂砂砂砂災災災災害害害害防防防防災災災災訓練支援訓練支援訓練支援訓練支援事業につきましてご事業につきましてご事業につきましてご事業につきましてご説説説説明させていただきます。明させていただきます。明させていただきます。明させていただきます。この件に関しましては、資料の提この件に関しましては、資料の提この件に関しましては、資料の提この件に関しましては、資料の提供供供供等等等等もももも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っ思っ思っ思っております。この事ております。この事ております。この事ております。この事業は、土業は、土業は、土業は、土砂砂砂砂災災災災害警害警害警害警戒戒戒戒区域区域区域区域または土または土または土または土砂砂砂砂災災災災害害害害特特特特別別別別警警警警戒戒戒戒区域区域区域区域、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるるイイイイエエエエロロロローゾーーゾーーゾーーゾーン、ン、ン、ン、レレレレッドッドッドッドゾーゾーゾーゾーンといわれるンといわれるンといわれるンといわれる場場場場所につきまして、所につきまして、所につきまして、所につきまして、現在現在現在現在住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる場場場場所がそ所がそ所がそ所がそうううういいいいうゾーうゾーうゾーうゾーンに入ンに入ンに入ンに入っっっっているているているているといといといといううううことをご理ことをご理ことをご理ことをご理解解解解をいただいて、なるをいただいて、なるをいただいて、なるをいただいて、なるべべべべくくくく早早早早くくくく災災災災害のときに害のときに害のときに害のときに逃逃逃逃げていただきたいといげていただきたいといげていただきたいといげていただきたいというううう思思思思いで、まずはいで、まずはいで、まずはいで、まずは市町市町市町市町村村村村単単単単位位位位でのでのでのでの防防防防災災災災訓練訓練訓練訓練を行を行を行を行っっっっております。このよております。このよております。このよております。このよううううなななな箇箇箇箇所があるのが、所があるのが、所があるのが、所があるのが、２９の２９の２９の２９の市町市町市町市町村村村村ですが、そのですが、そのですが、そのですが、そのううううち２３のち２３のち２３のち２３の市町市町市町市町村村村村でででで終終終終わわわわっっっっておりまして、あと６つておりまして、あと６つておりまして、あと６つておりまして、あと６つ残っ残っ残っ残っていまていまていまています。そこについて、これから進めてまいりたいとす。そこについて、これから進めてまいりたいとす。そこについて、これから進めてまいりたいとす。そこについて、これから進めてまいりたいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。防防防防災災災災ママママッッッッププププづくりづくりづくりづくり支援支援支援支援またまたまたまた防防防防災公園災公園災公園災公園等につきましては、地等につきましては、地等につきましては、地等につきましては、地域域域域に入に入に入に入っっっってまいりまして、てまいりまして、てまいりまして、てまいりまして、町町町町内内内内会等で、自分たちで会等で、自分たちで会等で、自分たちで会等で、自分たちでどうどうどうどういいいいう場う場う場う場合に合に合に合にどどどどこにこにこにこに逃逃逃逃げるといげるといげるといげるというううう防防防防災災災災ママママッッッッププププづくりづくりづくりづくりやややや講講講講演演演演会で土会で土会で土会で土砂砂砂砂災災災災害に対する害に対する害に対する害に対する認識認識認識認識をよりをよりをよりをより深深深深めていただくといめていただくといめていただくといめていただくといううううことでごことでごことでごことでござざざざいます。います。います。います。今今今今年度の対年度の対年度の対年度の対応応応応箇箇箇箇所に所に所に所については、ついては、ついては、ついては、後後後後ほほほほどどどどごごごご説説説説明させていただきたいと明させていただきたいと明させていただきたいと明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。○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長○入口河川課長 奈良の河川奈良の河川奈良の河川奈良の河川彩彩彩彩り事業は、県でり事業は、県でり事業は、県でり事業は、県で植栽植栽植栽植栽計画計画計画計画を定め、５４を定め、５４を定め、５４を定め、５４エエエエリリリリアアアアでででで景景景景観向観向観向観向上を上を上を上を目目目目指す指す指す指す取取取取りりりり組み組み組み組みを進めております。このを進めております。このを進めております。このを進めております。このううううち１４ち１４ち１４ち１４エエエエリリリリアアアアで河川事業で河川事業で河川事業で河川事業もももも実実実実施しておりまして、施しておりまして、施しておりまして、施しておりまして、その１４その１４その１４その１４カカカカ所での事業の所での事業の所での事業の所での事業の予予予予算算算算が奈良の河川が奈良の河川が奈良の河川が奈良の河川彩彩彩彩り事業でごり事業でごり事業でごり事業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、平成２９には、平成２９には、平成２９には、平成２９年度は佐年度は佐年度は佐年度は佐保保保保川、川、川、川、富雄富雄富雄富雄川、佐川、佐川、佐川、佐味味味味田川、上田川、上田川、上田川、上牧牧牧牧町町町町のののの滝滝滝滝川で事業を川で事業を川で事業を川で事業を実実実実施しているところでご施しているところでご施しているところでご施しているところでござざざざいまいまいまいます。す。す。す。河川の河川の河川の河川の景景景景観観観観づくりにづくりにづくりにづくりに寄寄寄寄与与与与する事業としましては、する事業としましては、する事業としましては、する事業としましては、予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要要要要の１３９の１３９の１３９の１３９ペペペペーーーージ、地元のジ、地元のジ、地元のジ、地元の方方方方 々々々々のののの活活活活動を動を動を動を支援支援支援支援する地する地する地する地域域域域の河川の河川の河川の河川ササササポポポポーーーート事業、それから、１３７ト事業、それから、１３７ト事業、それから、１３７ト事業、それから、１３７ペペペペーーーージ、河川の整備、ジ、河川の整備、ジ、河川の整備、ジ、河川の整備、水水水水辺辺辺辺のののの遊遊遊遊歩歩歩歩道整備事業道整備事業道整備事業道整備事業もももも景景景景観観観観づくりに関づくりに関づくりに関づくりに関連連連連する事業でごする事業でごする事業でごする事業でござざざざいます。いずれいます。いずれいます。いずれいます。いずれもももも地元、地元、地元、地元、市町市町市町市町村村村村、、、、それから住それから住それから住それから住民民民民の方の方の方の方 々々々々のご意のご意のご意のご意見見見見、ご、ご、ご、ご協力協力協力協力がなくては進められない事業だとがなくては進められない事業だとがなくては進められない事業だとがなくては進められない事業だ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。
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今後も今後も今後も今後もそれらのご意それらのご意それらのご意それらのご意見見見見とごとごとごとご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りながら、りながら、りながら、りながら、景景景景観観観観づくりを進めてまいりたいとづくりを進めてまいりたいとづくりを進めてまいりたいとづくりを進めてまいりたいと考え考え考え考えていていていているところでごるところでごるところでごるところでござざざざいます。います。います。います。○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） 今今今今の月の月の月の月ヶヶヶヶ瀬瀬瀬瀬ののの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。裁判裁判裁判裁判自自自自体体体体は、平成２９年３月のは、平成２９年３月のは、平成２９年３月のは、平成２９年３月の時時時時点点点点でででで判判判判決が出ておりまして、有決が出ておりまして、有決が出ておりまして、有決が出ておりまして、有罪罪罪罪判判判判決が決が決が決が確確確確定しており定しており定しており定しております。そのます。そのます。そのます。その後後後後、土、土、土、土砂砂砂砂のののの搬搬搬搬入を入を入を入を是是是是正正正正命命命命令令令令にににに沿沿沿沿っっっっててててやっやっやっやっていますが、平成２９年３月３０日まていますが、平成２９年３月３０日まていますが、平成２９年３月３０日まていますが、平成２９年３月３０日までにでにでにでに終終終終わるといわるといわるといわるという計画う計画う計画う計画に基づいてに基づいてに基づいてに基づいてやっやっやっやっていただいていたところでごていただいていたところでごていただいていたところでごていただいていたところ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、、、、残残残残念念念念ながら、まだそこまでながら、まだそこまでながら、まだそこまでながら、まだそこまで至至至至っっっっていないのがていないのがていないのがていないのが実実実実態態態態でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。現在現在現在現在は、は、は、は、砂防砂防砂防砂防・災・災・災・災害対害対害対害対策策策策課の課の課の課のみみみみでなく、でなく、でなく、でなく、農林農林農林農林部な部な部な部などどどどの関係４課での関係４課での関係４課での関係４課で週週週週に２回ほに２回ほに２回ほに２回ほどどどど現現現現地を地を地を地を見見見見て、して、して、して、しっっっっかりかりかりかりやっやっやっやっていただくよていただくよていただくよていただくよううううに、に、に、に、向向向向ここここうううう側側側側に指に指に指に指導導導導はしております。はしております。はしております。はしております。裁判裁判裁判裁判がががが終終終終わわわわっっっって、て、て、て、是是是是正正正正命命命命令令令令のののの後後後後、指、指、指、指導導導導をををを重重重重ねねねねていくていくていくていく状態状態状態状態しかしかしかしか今今今今はとれないはとれないはとれないはとれ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。○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員 聞聞聞聞きききき取取取取りにくいのだけれりにくいのだけれりにくいのだけれりにくいのだけれどどどど、月、月、月、月ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬のののの問題問題問題問題は、は、は、は、私私私私が申し上げているのが申し上げているのが申し上げているのが申し上げているのは、こは、こは、こは、こうううういいいいう言う言う言う言い方はい方はい方はい方は失失失失礼礼礼礼になるかわからないけれになるかわからないけれになるかわからないけれになるかわからないけれどもどもどもども、施、施、施、施工工工工したのはしたのはしたのはしたのは犯罪犯罪犯罪犯罪者であ者であ者であ者であっっっったわたわたわたわけでしけでしけでしけでしょうょうょうょう。その。その。その。その犯罪犯罪犯罪犯罪者に者に者に者に判判判判決が決が決が決が下下下下された。された。された。された。判判判判決を決を決を決を下下下下されて、されて、されて、されて、物物物物事を事を事を事を実実実実行しているのか行しているのか行しているのか行しているのかどどどどううううなのかをまずなのかをまずなのかをまずなのかをまず知知知知りたいわけです。りたいわけです。りたいわけです。りたいわけです。迷惑迷惑迷惑迷惑を受けたを受けたを受けたを受けた側側側側が、が、が、が、満足満足満足満足できる方できる方できる方できる方向向向向で進で進で進で進んんんんでいるのかでいるのかでいるのかでいるのかどうどうどうどうなのか。進まないなのか。進まないなのか。進まないなのか。進まない場場場場合には合には合には合にはどどどどううううすればよいのか、すればよいのか、すればよいのか、すればよいのか、毅毅毅毅然然然然とした対とした対とした対とした対応応応応をををを体制体制体制体制と、と、と、と、シシシシスススステムテムテムテムとしてつくり上げないといけないとしてつくり上げないといけないとしてつくり上げないといけないとしてつくり上げないといけないといといといといううううことをことをことをことを言っ言っ言っ言っているわけです。ているわけです。ているわけです。ているわけです。だから、そだから、そだから、そだから、そうううういいいいうううう意意意意味味味味では、県をでは、県をでは、県をでは、県を挙挙挙挙げて、これは山田県土マネジメント部長がげて、これは山田県土マネジメント部長がげて、これは山田県土マネジメント部長がげて、これは山田県土マネジメント部長が答答答答ええええるるるる筋筋筋筋合いの合いの合いの合いのもももものではないかとのではないかとのではないかとのではないかと私私私私はははは思う思う思う思う。。。。ここここう言っう言っう言っう言ってはてはてはては失失失失礼礼礼礼なななな話話話話ですけれですけれですけれですけれどどどど、、、、私私私私は山田県土マネジメント部長をは山田県土マネジメント部長をは山田県土マネジメント部長をは山田県土マネジメント部長を信信信信頼頼頼頼しししし続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどどどど、、、、今今今今までの土までの土までの土までの土木木木木部長は、奈良県で、部長は、奈良県で、部長は、奈良県で、部長は、奈良県で、奉奉奉奉職していただくのが長か職していただくのが長か職していただくのが長か職していただくのが長かっっっったたたた人も人も人も人も短短短短かかかかっっっったたたた人も人も人も人もいる。あのいる。あのいる。あのいる。あの人人人人は、こは、こは、こは、こんんんんなななな早早早早いこといこといこといことややややめてめてめてめてももももららららっっっったらたらたらたら困困困困るといるといるといるという人もう人もう人もう人もいたし、こいたし、こいたし、こいたし、このののの人人人人はははは早早早早いこといこといこといことややややめてめてめてめてももももららららっっっったほたほたほたほううううがいいといがいいといがいいといがいいという人もう人もう人もう人もいた。しかし、そのいた。しかし、そのいた。しかし、そのいた。しかし、その逆逆逆逆ももももあるわけであるわけであるわけであるわけです。長いことおられるといす。長いことおられるといす。長いことおられるといす。長いことおられるといううううことは、ことは、ことは、ことは、頑張頑張頑張頑張っっっってくれているおかげだとてくれているおかげだとてくれているおかげだとてくれているおかげだと私私私私はははは思っ思っ思っ思っているわけているわけているわけているわけです。前です。前です。前です。前任任任任者は、者は、者は、者は、頑張頑張頑張頑張っっっってくれているから、奈良県でてくれているから、奈良県でてくれているから、奈良県でてくれているから、奈良県で重要重要重要重要なななな人人人人だといだといだといだというううう評価評価評価評価をした。をした。をした。をした。評価評価評価評価しなかしなかしなかしなかっっっったたたた人も人も人も人もおりますけれおりますけれおりますけれおりますけれどどどど。。。。だから、そだから、そだから、そだから、そうううういいいいうううう意意意意味味味味で、奈良県には山田県土マネジメント部長はおで、奈良県には山田県土マネジメント部長はおで、奈良県には山田県土マネジメント部長はおで、奈良県には山田県土マネジメント部長はおっっっっててててももももらわないこらわないこらわないこらわないことにはとにはとにはとには困困困困るといるといるといるといううううぐぐぐぐらいに、らいに、らいに、らいに、頑張頑張頑張頑張っっっっててててももももらいたいといらいたいといらいたいといらいたいという思う思う思う思いで、いで、いで、いで、激激激激励励励励の意の意の意の意味味味味で申し上げたで申し上げたで申し上げたで申し上げたいと。いと。いと。いと。
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だから、だから、だから、だから、私私私私は先は先は先は先般も般も般も般もきついことをきついことをきついことをきついことを言っ言っ言っ言ったかたかたかたかももももしれない。それは、あなたはしれない。それは、あなたはしれない。それは、あなたはしれない。それは、あなたは現現現現場場場場までまでまでまで来来来来ててててくれた。くれた。くれた。くれた。南南南南阪奈道路阪奈道路阪奈道路阪奈道路もももも御御御御所所所所イイイインンンンターチターチターチターチェェェェンジとンジとンジとンジと御御御御所所所所南イ南イ南イ南インンンンターチターチターチターチェェェェンジにかかわンジにかかわンジにかかわンジにかかわっっっってのてのてのての側側側側道の道の道の道の問題や問題や問題や問題や道の道の道の道の駅駅駅駅のののの問題問題問題問題提提提提起起起起をした。あなたのいろいろなをした。あなたのいろいろなをした。あなたのいろいろなをした。あなたのいろいろな努力努力努力努力に対して、県の土に対して、県の土に対して、県の土に対して、県の土木木木木事事事事務務務務所所所所は、は、は、は、積極的積極的積極的積極的に対に対に対に対応応応応してくれたかしてくれたかしてくれたかしてくれたかどうどうどうどうか、か、か、か、甚甚甚甚だだだだ疑問疑問疑問疑問をををを感感感感じじじじている。いまだにている。いまだにている。いまだにている。いまだに工工工工事にかか事にかか事にかか事にかかっっっっててててくれていないといくれていないといくれていないといくれていないといううううことで、ことで、ことで、ことで、私私私私はははは不不不不満満満満。あれで。あれで。あれで。あれで精精精精いいいいっぱっぱっぱっぱいといといといと言言言言われれば、そわれれば、そわれれば、そわれれば、そうううういいいいう見う見う見う見方方方方もももも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いますが、いずれにしていますが、いずれにしていますが、いずれにしていますが、いずれにしてもももも、国と県とが、、国と県とが、、国と県とが、、国と県とが、連連連連係係係係プレプレプレプレーーーーををををススススピピピピーーーーディディディディーーーーなななな姿姿姿姿ををををぜぜぜぜひ見ひ見ひ見ひ見せていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと要要要要望望望望しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思う思う思う思うわけです。わけです。わけです。わけです。加え加え加え加えて、て、て、て、竹内竹内竹内竹内峠峠峠峠のトンネのトンネのトンネのトンネルルルルのののの問題問題問題問題で、いろいろで、いろいろで、いろいろで、いろいろ連絡連絡連絡連絡、、、、情情情情報が入報が入報が入報が入っっっったらおたらおたらおたらお伝伝伝伝ええええしますではしますではしますではしますでは困困困困る。る。る。る。私私私私が申し上げているのは、が申し上げているのは、が申し上げているのは、が申し上げているのは、不不不不安安安安やややや憤憤憤憤りりりりもももも関係機関に関係機関に関係機関に関係機関に伝伝伝伝ええええるといるといるといるというスタうスタうスタうスタンンンンススススをををを通通通通してしてしてして情情情情報を報を報を報を捉捉捉捉ええええていただきたいといていただきたいといていただきたいといていただきたいといううううことです。ことです。ことです。ことです。これは、これは、これは、これは、最初最初最初最初からからからから間間間間違っ違っ違っ違っているわけだ。ているわけだ。ているわけだ。ているわけだ。セセセセンンンンターターターターからずれているといからずれているといからずれているといからずれているといううううことは、ことは、ことは、ことは、セセセセンンンンタタタターーーーそのそのそのそのもももものがずれているといのがずれているといのがずれているといのがずれているといううううことではないのかと。だから、手ことではないのかと。だから、手ことではないのかと。だから、手ことではないのかと。だから、手直直直直しといしといしといしといううううことは、トンことは、トンことは、トンことは、トンネネネネルルルルを動かさないといけないわけだから基本はを動かさないといけないわけだから基本はを動かさないといけないわけだから基本はを動かさないといけないわけだから基本はキャキャキャキャンンンンセルセルセルセルです。それほです。それほです。それほです。それほどどどどのののの憤憤憤憤りをりをりをりを持持持持ちなちなちなちながら、がら、がら、がら、問題問題問題問題のののの返返返返し、し、し、し、情情情情報の報の報の報の収集収集収集収集ををををやっやっやっやっててててももももらいたい。そのらいたい。そのらいたい。そのらいたい。そのスタスタスタスタンンンンススススをををを私私私私は山田県土マネジは山田県土マネジは山田県土マネジは山田県土マネジメント部長にメント部長にメント部長にメント部長に尋尋尋尋ねねねねておきたい。ておきたい。ておきたい。ておきたい。もうもうもうもう１１１１点点点点は、は、は、は、最初最初最初最初にににに聞聞聞聞きましたけれきましたけれきましたけれきましたけれどもどもどもども、、、、リリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線のののの調調調調査査査査費費費費が２が２が２が２，，，，５００５００５００５００万万万万円円円円組組組組まれています。このまれています。このまれています。このまれています。この調調調調査とい査とい査とい査といううううのは、一のは、一のは、一のは、一体どう体どう体どう体どういいいいうううう調調調調査のための査のための査のための査のための費費費費用用用用なのかあわせてなのかあわせてなのかあわせてなのかあわせて聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長）○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長）○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長）○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長） リリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線のののの調調調調査査査査費費費費２２２２，，，，５００５００５００５００万万万万円円円円ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、１３４、１３４、１３４、１３４ペペペペーーーージ、２、ジ、２、ジ、２、ジ、２、交通交通交通交通環境環境環境環境のののの充充充充実実実実、、、、（１）（１）（１）（１）公共交通公共交通公共交通公共交通の利の利の利の利用用用用促促促促進です進です進です進ですけれけれけれけれどもどもどもども、平成３０年度は、奈良、平成３０年度は、奈良、平成３０年度は、奈良、平成３０年度は、奈良市市市市附附附附近近近近駅駅駅駅を中を中を中を中心心心心としたとしたとしたとした交通体交通体交通体交通体系系系系についてについてについてについて調調調調査査査査・検討・検討・検討・検討するするするするといといといといううううことでことでことでことで計計計計上させていただいております。こちらにつきましては、上させていただいております。こちらにつきましては、上させていただいております。こちらにつきましては、上させていただいております。こちらにつきましては、昨昨昨昨年の１２月に国年の１２月に国年の１２月に国年の１２月に国土土土土交通省交通省交通省交通省ののののスーパー・スーパー・スーパー・スーパー・メメメメガガガガリーリーリーリージジジジョョョョンンンン構想検討構想検討構想検討構想検討会がご会がご会がご会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、こちらで、こちらで、こちらで、こちらで知知知知事事事事から関西国から関西国から関西国から関西国際空際空際空際空港港港港ととととリリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線の奈良の奈良の奈良の奈良市市市市附附附附近近近近駅駅駅駅を結を結を結を結ぶ構想ぶ構想ぶ構想ぶ構想といといといといううううことでことでことでことで発表発表発表発表をさせをさせをさせをさせていただきました。そのていただきました。そのていただきました。そのていただきました。その構想構想構想構想につきましてにつきましてにつきましてにつきまして調調調調査をするとい査をするとい査をするとい査をするといううううことで２ことで２ことで２ことで２，，，，５００５００５００５００万万万万円円円円計計計計上さ上さ上さ上させていただいております。せていただいております。せていただいております。せていただいております。○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 おおおお話話話話をををを伺っ伺っ伺っ伺っていまして、ていまして、ていまして、ていまして、最初最初最初最初にあにあにあにあっっっったたたた台風台風台風台風２１号の２１号の２１号の２１号の三郷町三郷町三郷町三郷町のおのおのおのお話話話話から、月から、月から、月から、月ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬とととと南南南南阪奈道路と、川口委員がお阪奈道路と、川口委員がお阪奈道路と、川口委員がお阪奈道路と、川口委員が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根底根底根底根底のののの流流流流れは一れは一れは一れは一緒緒緒緒かとかとかとかと思思思思います。います。います。います。特特特特にににに三郷町三郷町三郷町三郷町の件でおの件でおの件でおの件でお話話話話しいただいたのは、ししいただいたのは、ししいただいたのは、ししいただいたのは、しっっっっかりかりかりかり調調調調査して、県が査して、県が査して、県が査して、県がコーコーコーコーディディディディネネネネーターーターーターーターとして動いて、よくとして動いて、よくとして動いて、よくとして動いて、よくやっやっやっやったとたとたとたと言っ言っ言っ言っていただいて、では、月ていただいて、では、月ていただいて、では、月ていただいて、では、月ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ははははどうどうどうどうななななっっっっているのているのているのているの
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か、か、か、か、南南南南阪奈道路阪奈道路阪奈道路阪奈道路もももも技術技術技術技術的的的的なななな面面面面にににに絡絡絡絡めてめてめてめて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うううごごごご質問質問質問質問だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。基本基本基本基本的的的的には、には、には、には、台風台風台風台風２１号の２１号の２１号の２１号の災災災災害があ害があ害があ害があっっっったたたた後後後後に、県に、県に、県に、県内内内内でででで注注注注意しているのは、まず、記者意しているのは、まず、記者意しているのは、まず、記者意しているのは、まず、記者発発発発表表表表をををを最初最初最初最初にすること。土にすること。土にすること。土にすること。土砂砂砂砂災災災災害は害は害は害は難難難難しいので、専しいので、専しいので、専しいので、専門門門門家に家に家に家に調調調調査して査して査して査してももももららららううううこと。方こと。方こと。方こと。方針針針針をををを早早早早くくくく出すとい出すとい出すとい出すといううううのがのがのがのが極極極極めてめてめてめて大大大大事だと事だと事だと事だと思思思思います。います。います。います。そそそそんんんんな中で、な中で、な中で、な中で、南南南南阪奈道路で阪奈道路で阪奈道路で阪奈道路で言言言言いますと、いますと、いますと、いますと、ＮＥＸＮＥＸＮＥＸＮＥＸＣＣＣＣＯＯＯＯ西日本が、まず、自分たちが西日本が、まず、自分たちが西日本が、まず、自分たちが西日本が、まず、自分たちが技術技術技術技術的的的的にににに未未未未熟熟熟熟だだだだっっっったことを記者たことを記者たことを記者たことを記者発表発表発表発表したわけです。そこはまず一報として受けて、したわけです。そこはまず一報として受けて、したわけです。そこはまず一報として受けて、したわけです。そこはまず一報として受けて、少少少少しししし松松松松田道路田道路田道路田道路建設課長の建設課長の建設課長の建設課長の言葉言葉言葉言葉がががが足足足足りませりませりませりませんんんんでしたが、これからでしたが、これからでしたが、これからでしたが、これから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、トンネで、トンネで、トンネで、トンネルルルルをつくりかをつくりかをつくりかをつくりかええええるかは、るかは、るかは、るかは、簡簡簡簡単単単単なことではごなことではごなことではごなことではござざざざいませいませいませいませんんんんので、ので、ので、ので、学識学識学識学識経経経経験験験験者に者に者に者にも聞も聞も聞も聞きたいときたいときたいときたいと言言言言われていますのわれていますのわれていますのわれていますので、で、で、で、安安安安全全全全安安安安心心心心ににににどどどどのよのよのよのよううううなななな観点観点観点観点があるかといがあるかといがあるかといがあるかといううううことことことこともももも、、、、我々我々我々我々からからからから積極的積極的積極的積極的に、に、に、に、コーコーコーコーディディディディネネネネーーーーターターターターといといといというううう意意意意味味味味では、しでは、しでは、しでは、しっっっっかりかりかりかりやっやっやっやっていくことになるとていくことになるとていくことになるとていくことになると思思思思います。います。います。います。また、月また、月また、月また、月ヶ瀬もヶ瀬もヶ瀬もヶ瀬も、、、、簡簡簡簡単単単単にににに言う言う言う言うと、そこはと、そこはと、そこはと、そこは簡簡簡簡単単単単に進まないに進まないに進まないに進まない状態状態状態状態になになになになっっっってきています。このてきています。このてきています。このてきています。このままのままのままのままの状態状態状態状態で手をこまで手をこまで手をこまで手をこまねねねねくのか、本当にくのか、本当にくのか、本当にくのか、本当に何何何何か手はか手はか手はか手は打打打打てないのかは、これはまだてないのかは、これはまだてないのかは、これはまだてないのかは、これはまだ熟熟熟熟度が度が度が度が低低低低くくくくて申しわけごて申しわけごて申しわけごて申しわけござざざざいませいませいませいませんんんんが、が、が、が、考え考え考え考えていかなければならないとていかなければならないとていかなければならないとていかなければならないと思思思思います。その事案、事故、います。その事案、事故、います。その事案、事故、います。その事案、事故、災災災災害、いずれについて害、いずれについて害、いずれについて害、いずれについてもももも、し、し、し、しっっっっかりかりかりかりコーコーコーコーディディディディネネネネーターーターーターーターとしてとしてとしてとして役割役割役割役割を果たせといを果たせといを果たせといを果たせといううううご指示だご指示だご指示だご指示だとととと思思思思います。います。います。います。側側側側道の道の道の道の問題も問題も問題も問題も道の道の道の道の駅駅駅駅もももも一一一一緒緒緒緒だとだとだとだと思思思思います。そいます。そいます。そいます。そうううういいいいうううう意意意意味味味味では、国だけでなくでは、国だけでなくでは、国だけでなくでは、国だけでなくＮＥＸＮＥＸＮＥＸＮＥＸＣＣＣＣＯＯＯＯ西日本、西日本、西日本、西日本、市町市町市町市町村村村村も含も含も含も含めて、そこのめて、そこのめて、そこのめて、そこの役割役割役割役割はははは知知知知事事事事ももももミミミミッドッドッドッドフィフィフィフィルルルルダダダダーーーーだとおだとおだとおだとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていますから、していますから、していますから、していますから、しっっっっかりと果たしていくのがかりと果たしていくのがかりと果たしていくのがかりと果たしていくのが我々我々我々我々のののの責責責責務務務務だとだとだとだと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員 今今今今、山田県土マネジメント部長が、山田県土マネジメント部長が、山田県土マネジメント部長が、山田県土マネジメント部長が答答答答ええええた、た、た、た、南南南南阪奈道路の阪奈道路の阪奈道路の阪奈道路の竹内竹内竹内竹内トンネトンネトンネトンネルルルルのののの問題問題問題問題は、は、は、は、重重重重ねねねねて申し上げておきますが、て申し上げておきますが、て申し上げておきますが、て申し上げておきますが、厳厳厳厳しくしくしくしく迫迫迫迫りながらりながらりながらりながら情情情情報を受けて報を受けて報を受けて報を受けてももももらいたいし、らいたいし、らいたいし、らいたいし、具体的具体的具体的具体的にににに我々我々我々我々関係者に関係者に関係者に関係者に伝伝伝伝ええええててて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、リリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線のののの問題問題問題問題ですけれですけれですけれですけれどどどど、、、、最初最初最初最初は奈良は奈良は奈良は奈良市市市市を中を中を中を中心心心心に、に、に、に、どうどうどうどういいいいうううう形形形形でででで調調調調査をするのか、奈良査をするのか、奈良査をするのか、奈良査をするのか、奈良市市市市を中を中を中を中心心心心に２０に２０に２０に２０キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルルのののの幅幅幅幅で、路で、路で、路で、路線線線線を決めるといを決めるといを決めるといを決めるといううううことで、ことで、ことで、ことで、太い太い太い太いラララライイイインの、ンの、ンの、ンの、計画計画計画計画図図図図をををを見見見見たことがある。たことがある。たことがある。たことがある。今今今今はかなりはかなりはかなりはかなり具体的具体的具体的具体的に、それらのに、それらのに、それらのに、それらの調調調調査が査が査が査が概概概概括的括的括的括的に、に、に、に、さらにさらにさらにさらに縮縮縮縮小小小小されてのされてのされてのされての展展展展開になりつつあるのではないかと開になりつつあるのではないかと開になりつつあるのではないかと開になりつつあるのではない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どどど、一、一、一、一向向向向にこのにこのにこのにこの調調調調査査査査実実実実績績績績の報告はの報告はの報告はの報告は我々我々我々我々にににに何も何も何も何も伝伝伝伝わわわわっっっってきていない。そのてきていない。そのてきていない。そのてきていない。その実実実実績績績績がががが伝伝伝伝ええええられないのかられないのかられないのかられないのかどうどうどうどうなのか、なのか、なのか、なのか、伝伝伝伝ええええられないのはなられないのはなられないのはなられないのはなぜぜぜぜかと、県かと、県かと、県かと、県民世論も民世論も民世論も民世論もありますし、ありますし、ありますし、ありますし、京京京京都都都都府府府府寄寄寄寄りではなしに、できるだけりではなしに、できるだけりではなしに、できるだけりではなしに、できるだけ奈良県の中奈良県の中奈良県の中奈良県の中央央央央部部部部へへへへ向向向向けてけてけてけてももももらいたいといらいたいといらいたいといらいたいというううう、、、、私私私私はその一はその一はその一はその一人人人人ででででももももあります。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うううことで、ことで、ことで、ことで、奈良奈良奈良奈良市市市市附附附附近近近近といといといといっっっっててててもももも、、、、具体的具体的具体的具体的ににににどどどどこがこがこがこがセセセセンンンンターターターターで奈良で奈良で奈良で奈良市市市市附附附附近近近近なのか、なのか、なのか、なのか、今今今今の進の進の進の進捗捗捗捗状況状況状況状況、、、、調調調調査の査の査の査の実実実実績績績績がががが伝伝伝伝わわわわっっっってこない。てこない。てこない。てこない。苦苦苦苦渋渋渋渋だろだろだろだろううううととと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、、、、心心心心境境境境をををを聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長）○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長）○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長）○折原県土マネジメント部次長（地域交通課長） リリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線のののの調調調調査ですけれ査ですけれ査ですけれ査ですけれどもどもどもども、、、、
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私私私私の先ほの先ほの先ほの先ほどどどどのののの説説説説明が明が明が明が不不不不足足足足して申しわけごして申しわけごして申しわけごして申しわけござざざざいませいませいませいませんんんんが、平成３０年度のが、平成３０年度のが、平成３０年度のが、平成３０年度の調調調調査は、査は、査は、査は、リリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線にににに接続接続接続接続する新しい新する新しい新する新しい新する新しい新幹幹幹幹線線線線の路の路の路の路線線線線についてについてについてについて検討検討検討検討するといするといするといするといううううことでごことでごことでごこ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、２０２０２０２０キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルル幅幅幅幅とおとおとおとおっっっっししししゃゃゃゃるとおり、奈良るとおり、奈良るとおり、奈良るとおり、奈良市市市市附附附附近近近近駅駅駅駅のののの位位位位置が置が置が置がどどどどこかはまだ決まこかはまだ決まこかはまだ決まこかはまだ決まっっっっておておておておりませりませりませりませんんんんので、そこはので、そこはので、そこはので、そこは幅幅幅幅広広広広にとるにとるにとるにとる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思います。そこから関西国います。そこから関西国います。そこから関西国います。そこから関西国際空際空際空際空港港港港とのとのとのとの間間間間をををを大体大体大体大体所所所所要要要要時間時間時間時間３０分３０分３０分３０分ぐぐぐぐらいで結らいで結らいで結らいで結ぶぶぶぶよよよよううううな、新しい新な、新しい新な、新しい新な、新しい新幹幹幹幹線線線線のののの構想構想構想構想についてについてについてについて調調調調査査査査検討検討検討検討するといするといするといするといううううことでごことでごことでごことでござざざざいます。います。います。います。川口委員からご指川口委員からご指川口委員からご指川口委員からご指摘摘摘摘ののののリリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線のののの調調調調査につきましては査につきましては査につきましては査につきましては継継継継続続続続してしてしてしてやっやっやっやってきているてきているてきているてきているところでごところでごところでごところ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、こちらの、こちらの、こちらの、こちらの調調調調査につきましては、査につきましては、査につきましては、査につきましては、ＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海からからからから将将将将来的来的来的来的に地方に地方に地方に地方自治自治自治自治体体体体としてのとしてのとしてのとしての協力協力協力協力を求められることに備を求められることに備を求められることに備を求められることに備ええええてててて調調調調査しているところでご査しているところでご査しているところでご査しているところ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、調調調調査結果について、査結果について、査結果について、査結果について、広広広広くくくくオオオオーーーーププププンにすることがンにすることがンにすることがンにすることがＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海の関係での関係での関係での関係でどうどうどうどうかはかはかはかは慎慎慎慎重重重重にににに考え考え考え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ことで、ことで、ことで、ことで、広広広広く一く一く一く一般般般般にににに公公公公開することはしていないとい開することはしていないとい開することはしていないとい開することはしていないといううううことでごことでごことでごことでござざざざいます。います。います。います。○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員○川口（正）委員 慎慎慎慎重重重重といといといというううう意意意意味味味味ももももわからないではないけれわからないではないけれわからないではないけれわからないではないけれどどどど、１００、１００、１００、１００万万万万円円円円か２００か２００か２００か２００万万万万円程円程円程円程度だ度だ度だ度だっっっったらまだわかります。２たらまだわかります。２たらまだわかります。２たらまだわかります。２，，，，５００５００５００５００万万万万円円円円といといといという予う予う予う予算算算算をををを使使使使おおおおううううとととと思っ思っ思っ思ったら、たら、たら、たら、人人人人の動の動の動の動員員員員ややややいろいろないろいろないろいろないろいろな経費経費経費経費のののの内容内容内容内容についてについてについてについて気気気気にかかるところです。これにかかるところです。これにかかるところです。これにかかるところです。これ以以以以上上上上言っ言っ言っ言っててててもももも、、、、答答答答ええええ切切切切れれれれないとないとないとな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どどど。。。。ただ、ただ、ただ、ただ、ううううれしいことに、先れしいことに、先れしいことに、先れしいことに、先般般般般、新、新、新、新聞聞聞聞で、で、で、で、御御御御所所所所市市市市経経経経由由由由で関西国で関西国で関西国で関西国際空際空際空際空港港港港へへへへ新新新新幹幹幹幹線線線線をつけるとをつけるとをつけるとをつけるといいいいううううことがあるので、県議会ではまだ報告をことがあるので、県議会ではまだ報告をことがあるので、県議会ではまだ報告をことがあるので、県議会ではまだ報告を聞聞聞聞いたことがありませいたことがありませいたことがありませいたことがありませんんんんが、新が、新が、新が、新聞聞聞聞で報道され、で報道され、で報道され、で報道され、ううううれしくてたまらない、れしくてたまらない、れしくてたまらない、れしくてたまらない、御御御御所所所所市市市市とととと書書書書いてくれただけでいてくれただけでいてくれただけでいてくれただけで私私私私ははははううううれしかれしかれしかれしかっっっった。た。た。た。いずれにせよ、そいずれにせよ、そいずれにせよ、そいずれにせよ、そうううういいいいううううことことことことも含も含も含も含めながら、県めながら、県めながら、県めながら、県民民民民にににに知知知知らしめられたわけだから、らしめられたわけだから、らしめられたわけだから、らしめられたわけだから、知知知知事の事の事の事の構想構想構想構想はありがたいとはありがたいとはありがたいとはありがたいと私も思っ私も思っ私も思っ私も思っています。ています。ています。ています。ややややはりはりはりはり堂堂堂堂 々々々々と議と議と議と議論論論論できるよできるよできるよできるよううううな、そな、そな、そな、そうううういいいいうううう環境環境環境環境づづづづくりにくりにくりにくりに努努努努めてめてめてめ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思う思う思う思う。ただ新。ただ新。ただ新。ただ新聞聞聞聞で報道されたといで報道されたといで報道されたといで報道されたといううううことだけでは、ことだけでは、ことだけでは、ことだけでは、どうもどうもどうもどうもいけいけいけいけないと、このよないと、このよないと、このよないと、このよううううなななな思思思思いです。山田県土マネジメント部長、いです。山田県土マネジメント部長、いです。山田県土マネジメント部長、いです。山田県土マネジメント部長、何何何何かかかか答答答答ええええてくれますか。てくれますか。てくれますか。てくれますか。○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 担担担担当の当の当の当の折折折折原原原原県土マネジメント部次長が申しましたけれ県土マネジメント部次長が申しましたけれ県土マネジメント部次長が申しましたけれ県土マネジメント部次長が申しましたけれどどどど、、、、非常非常非常非常ににににセセセセンンンンシティシティシティシティブブブブなところがあるので、なところがあるので、なところがあるので、なところがあるので、担担担担当は当は当は当は慎慎慎慎重重重重になになになになっっっっていますが、当ていますが、当ていますが、当ていますが、当然然然然新新新新聞聞聞聞に出るに出るに出るに出るといといといといううううことはことはことはことは外外外外に出しているわけですから、２に出しているわけですから、２に出しているわけですから、２に出しているわけですから、２，，，，５００５００５００５００万万万万円円円円のののの調調調調査査査査費費費費がかかがかかがかかがかかっっっっていますのていますのていますのていますので、で、で、で、少少少少しそこはしそこはしそこはしそこは工工工工夫夫夫夫をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとを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。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 ほかになければ、これをほかになければ、これをほかになければ、これをほかになければ、これをももももちましてちましてちましてちまして質問質問質問質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、本会議で次に、本会議で次に、本会議で次に、本会議で反反反反対対対対討論討論討論討論をされるをされるをされるをされる場場場場合は、委員長報告に合は、委員長報告に合は、委員長報告に合は、委員長報告に反反反反対意対意対意対意見見見見を記載しないとなを記載しないとなを記載しないとなを記載しないとなっっっってててております。おります。おります。おります。
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日本日本日本日本共産党共産党共産党共産党は、は、は、は、反反反反対対対対討論討論討論討論をされますか。をされますか。をされますか。をされますか。○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 はい、はい、はい、はい、反反反反対対対対討論討論討論討論をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 では、議第１７号、当委員会所管分については、委員長報告にでは、議第１７号、当委員会所管分については、委員長報告にでは、議第１７号、当委員会所管分については、委員長報告にでは、議第１７号、当委員会所管分については、委員長報告に反反反反対意対意対意対意見見見見を記を記を記を記載しませ載しませ載しませ載しませんんんんので、よろしくお願いします。ので、よろしくお願いします。ので、よろしくお願いします。ので、よろしくお願いします。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。これをこれをこれをこ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。


