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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２５年２月２１日（木） １３：０４～１４：５５平成２５年２月２１日（木） １３：０４～１４：５５平成２５年２月２１日（木） １３：０４～１４：５５平成２５年２月２１日（木） １３：０４～１４：５５

開催場所開催場所開催場所開催場所 第２委員会室第２委員会室第２委員会室第２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

辻本 黎士 委員長辻本 黎士 委員長辻本 黎士 委員長辻本 黎士 委員長

新谷 綋一 副委員長新谷 綋一 副委員長新谷 綋一 副委員長新谷 綋一 副委員長

太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員

森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員

秋本登志嗣 委員秋本登志嗣 委員秋本登志嗣 委員秋本登志嗣 委員

山下 力 委員山下 力 委員山下 力 委員山下 力 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 大庭 土木部長大庭 土木部長大庭 土木部長大庭 土木部長

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

辻本 水道局長 ほか、関係職員辻本 水道局長 ほか、関係職員辻本 水道局長 ほか、関係職員辻本 水道局長 ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について

（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＞

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 それでは、ただいまの説明、報告及びその他の事項を含めまして、質疑がそれでは、ただいまの説明、報告及びその他の事項を含めまして、質疑がそれでは、ただいまの説明、報告及びその他の事項を含めまして、質疑がそれでは、ただいまの説明、報告及びその他の事項を含めまして、質疑が

あれば、ご発言願います。あれば、ご発言願います。あれば、ご発言願います。あれば、ご発言願います。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 それでは質問をさせていただきます。それでは質問をさせていただきます。それでは質問をさせていただきます。それでは質問をさせていただきます。

まず、第１点目ですが、葛城市の違法投棄の問題につきましては、平成２４年、辻本委まず、第１点目ですが、葛城市の違法投棄の問題につきましては、平成２４年、辻本委まず、第１点目ですが、葛城市の違法投棄の問題につきましては、平成２４年、辻本委まず、第１点目ですが、葛城市の違法投棄の問題につきましては、平成２４年、辻本委

員長からも質問がありましたけれども、葛城市の太田、寺口、中戸の地域内の砂防指定地員長からも質問がありましたけれども、葛城市の太田、寺口、中戸の地域内の砂防指定地員長からも質問がありましたけれども、葛城市の太田、寺口、中戸の地域内の砂防指定地員長からも質問がありましたけれども、葛城市の太田、寺口、中戸の地域内の砂防指定地

域におきまして、新庄商事が大量の土砂を積み上げ、計画どおりにやっていないので地域域におきまして、新庄商事が大量の土砂を積み上げ、計画どおりにやっていないので地域域におきまして、新庄商事が大量の土砂を積み上げ、計画どおりにやっていないので地域域におきまして、新庄商事が大量の土砂を積み上げ、計画どおりにやっていないので地域

として困っている状況をお聞きしまして、葛城市との話し合いを行い、奈良県が援助するとして困っている状況をお聞きしまして、葛城市との話し合いを行い、奈良県が援助するとして困っている状況をお聞きしまして、葛城市との話し合いを行い、奈良県が援助するとして困っている状況をお聞きしまして、葛城市との話し合いを行い、奈良県が援助する
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よう議会でも取り上げましたけれども、その後、この地域が一体どのようになっているのよう議会でも取り上げましたけれども、その後、この地域が一体どのようになっているのよう議会でも取り上げましたけれども、その後、この地域が一体どのようになっているのよう議会でも取り上げましたけれども、その後、この地域が一体どのようになっているの

かお伺いしたいと思います。かお伺いしたいと思います。かお伺いしたいと思います。かお伺いしたいと思います。

２点目は要望ですけれども、先ほども報告がありましたが、水道料金の引き下げがござ２点目は要望ですけれども、先ほども報告がありましたが、水道料金の引き下げがござ２点目は要望ですけれども、先ほども報告がありましたが、水道料金の引き下げがござ２点目は要望ですけれども、先ほども報告がありましたが、水道料金の引き下げがござ

いました。さきの建設委員会におきましても、今回の引き下げが県営水道を利用しているいました。さきの建設委員会におきましても、今回の引き下げが県営水道を利用しているいました。さきの建設委員会におきましても、今回の引き下げが県営水道を利用しているいました。さきの建設委員会におきましても、今回の引き下げが県営水道を利用している

住民の水道料金の引き下げに直結することを求めてまいりました。これにつきましては、住民の水道料金の引き下げに直結することを求めてまいりました。これにつきましては、住民の水道料金の引き下げに直結することを求めてまいりました。これにつきましては、住民の水道料金の引き下げに直結することを求めてまいりました。これにつきましては、

これから議会にも諮られることになるかと思いますけれども、やはり奈良県としてもしっこれから議会にも諮られることになるかと思いますけれども、やはり奈良県としてもしっこれから議会にも諮られることになるかと思いますけれども、やはり奈良県としてもしっこれから議会にも諮られることになるかと思いますけれども、やはり奈良県としてもしっ

かり動向をチェックをしていただきたいと思います。わかった段階で状況を提出していたかり動向をチェックをしていただきたいと思います。わかった段階で状況を提出していたかり動向をチェックをしていただきたいと思います。わかった段階で状況を提出していたかり動向をチェックをしていただきたいと思います。わかった段階で状況を提出していた

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

３点目は、これも先ほどの議案の中で、道路のストックの総点検、通学路の安全対策に３点目は、これも先ほどの議案の中で、道路のストックの総点検、通学路の安全対策に３点目は、これも先ほどの議案の中で、道路のストックの総点検、通学路の安全対策に３点目は、これも先ほどの議案の中で、道路のストックの総点検、通学路の安全対策に

ついて報告がございました。橋りょうについても２点の報告がございました。平成２４年ついて報告がございました。橋りょうについても２点の報告がございました。平成２４年ついて報告がございました。橋りょうについても２点の報告がございました。平成２４年ついて報告がございました。橋りょうについても２点の報告がございました。平成２４年

９月議会で奈良県橋梁長寿命化計画の推進について、早急に補修が必要な橋りょうが７６９月議会で奈良県橋梁長寿命化計画の推進について、早急に補修が必要な橋りょうが７６９月議会で奈良県橋梁長寿命化計画の推進について、早急に補修が必要な橋りょうが７６９月議会で奈良県橋梁長寿命化計画の推進について、早急に補修が必要な橋りょうが７６

橋、そして耐震補強が必要な橋りょうが３５橋で、これらは５年で整備すると報告があり橋、そして耐震補強が必要な橋りょうが３５橋で、これらは５年で整備すると報告があり橋、そして耐震補強が必要な橋りょうが３５橋で、これらは５年で整備すると報告があり橋、そして耐震補強が必要な橋りょうが３５橋で、これらは５年で整備すると報告があり

ましたけれども、今回の報告は、あの笹子トンネルの事故を受けてということかと思ってましたけれども、今回の報告は、あの笹子トンネルの事故を受けてということかと思ってましたけれども、今回の報告は、あの笹子トンネルの事故を受けてということかと思ってましたけれども、今回の報告は、あの笹子トンネルの事故を受けてということかと思って

おります。今回の事故を受けて、３年から、あと１０年ということもありましたけれども、おります。今回の事故を受けて、３年から、あと１０年ということもありましたけれども、おります。今回の事故を受けて、３年から、あと１０年ということもありましたけれども、おります。今回の事故を受けて、３年から、あと１０年ということもありましたけれども、

この計画に変わりがないのかどうかお伺いしたいと思います。この計画に変わりがないのかどうかお伺いしたいと思います。この計画に変わりがないのかどうかお伺いしたいと思います。この計画に変わりがないのかどうかお伺いしたいと思います。

４点目は、空き家の問題でございますけれども、これも平成２４年の本会議で取り上げ４点目は、空き家の問題でございますけれども、これも平成２４年の本会議で取り上げ４点目は、空き家の問題でございますけれども、これも平成２４年の本会議で取り上げ４点目は、空き家の問題でございますけれども、これも平成２４年の本会議で取り上げ

させていただきました。高齢化が進行しまして、住民がおらずにさせていただきました。高齢化が進行しまして、住民がおらずにさせていただきました。高齢化が進行しまして、住民がおらずにさせていただきました。高齢化が進行しまして、住民がおらずに手入手入手入手入れされていない空きれされていない空きれされていない空きれされていない空き

家が家が家が家が近隣近隣近隣近隣住民に住民に住民に住民に被害被害被害被害をををを与え与え与え与えるという問題がるという問題がるという問題がるという問題が深刻深刻深刻深刻になってくることが予になってくることが予になってくることが予になってくることが予測測測測され、防され、防され、防され、防災災災災や防や防や防や防犯犯犯犯、、、、

火災火災火災火災予防の予防の予防の予防の観観観観点で対策が必要であり、点で対策が必要であり、点で対策が必要であり、点で対策が必要であり、ワワワワンストッンストッンストッンストッププププの総合の総合の総合の総合相談窓相談窓相談窓相談窓口を設けることを求めた口を設けることを求めた口を設けることを求めた口を設けることを求めた

とことことこところろろろでございますけれども、そのときは、でございますけれども、そのときは、でございますけれども、そのときは、でございますけれども、そのときは、難難難難しいが、さまざまなしいが、さまざまなしいが、さまざまなしいが、さまざまな課課課課題に題に題に題に適切適切適切適切に対に対に対に対応応応応できできできでき

るように市るように市るように市るように市町村町村町村町村などとの検などとの検などとの検などとの検討討討討を進めていきたいというを進めていきたいというを進めていきたいというを進めていきたいという答弁答弁答弁答弁がありました。これについて今がありました。これについて今がありました。これについて今がありました。これについて今

どういう状況になっているのかお伺いしたいと思います。どういう状況になっているのかお伺いしたいと思います。どういう状況になっているのかお伺いしたいと思います。どういう状況になっているのかお伺いしたいと思います。

最最最最後に、奈良後に、奈良後に、奈良後に、奈良公園公園公園公園のののの観光観光観光観光地域地域地域地域活性活性活性活性化化化化特区特区特区特区の問題でございますけれども、今回、奈良の問題でございますけれども、今回、奈良の問題でございますけれども、今回、奈良の問題でございますけれども、今回、奈良公園公園公園公園

はははは観光観光観光観光地域地域地域地域活性活性活性活性化化化化特区特区特区特区の指定をの指定をの指定をの指定を逃逃逃逃したという報道がございまして、今回のしたという報道がございまして、今回のしたという報道がございまして、今回のしたという報道がございまして、今回の特区構想特区構想特区構想特区構想では、では、では、では、

国から国から国から国から権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲を受けて、を受けて、を受けて、を受けて、都都都都市市市市公園公園公園公園法や法や法や法や文文文文化化化化財保護財保護財保護財保護法に法に法に法に基基基基づくづくづくづく開開開開発発発発許可許可許可許可のののの手続手続手続手続のののの迅速迅速迅速迅速化や化や化や化や

要要要要件件件件のののの緩和緩和緩和緩和をををを図図図図ることで、奈良ることで、奈良ることで、奈良ることで、奈良公園周辺公園周辺公園周辺公園周辺のののの活性活性活性活性化を目指すものでございましたけれども、化を目指すものでございましたけれども、化を目指すものでございましたけれども、化を目指すものでございましたけれども、

これも新聞報道で、奈良県としてこれも新聞報道で、奈良県としてこれも新聞報道で、奈良県としてこれも新聞報道で、奈良県として再申請再申請再申請再申請に向けて検に向けて検に向けて検に向けて検討討討討を行うということでございました。を行うということでございました。を行うということでございました。を行うということでございました。

私私私私たち日本たち日本たち日本たち日本共産党共産党共産党共産党は、は、は、は、以前以前以前以前から、奈良から、奈良から、奈良から、奈良公園公園公園公園のののの魅魅魅魅力を本力を本力を本力を本当当当当に向上させるという点でに向上させるという点でに向上させるという点でに向上させるという点で考え考え考え考えますますますます

と、もっとと、もっとと、もっとと、もっと時間時間時間時間をかけて議をかけて議をかけて議をかけて議論論論論をしていくをしていくをしていくをしていくべべべべきだときだときだときだと訴え訴え訴え訴えてまいりましたけれども、この点にてまいりましたけれども、この点にてまいりましたけれども、この点にてまいりましたけれども、この点に

ついて奈良県のついて奈良県のついて奈良県のついて奈良県の考え方考え方考え方考え方をお聞かせいただきたいと思います。をお聞かせいただきたいと思います。をお聞かせいただきたいと思います。をお聞かせいただきたいと思います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。
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○水本砂防課長○水本砂防課長○水本砂防課長○水本砂防課長 葛城市寺口地内の葛城市寺口地内の葛城市寺口地内の葛城市寺口地内の盛盛盛盛り土に関するご質問でございます。太田委員からごり土に関するご質問でございます。太田委員からごり土に関するご質問でございます。太田委員からごり土に関するご質問でございます。太田委員からご

指指指指摘摘摘摘のありましたのありましたのありましたのありました盛盛盛盛り土り土り土り土斜面斜面斜面斜面につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、過去過去過去過去に地すに地すに地すに地すべべべべりのりのりのりの兆候兆候兆候兆候がございまして、そがございまして、そがございまして、そがございまして、そ

のため、平成２３年７月にのため、平成２３年７月にのため、平成２３年７月にのため、平成２３年７月に観測機器観測機器観測機器観測機器を設を設を設を設置置置置いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、斜面斜面斜面斜面の状の状の状の状態態態態をををを常時観測常時観測常時観測常時観測しているしているしているしている

とことことこところろろろで、で、で、で、現在現在現在現在、、、、斜面斜面斜面斜面にににに特特特特段の変化は段の変化は段の変化は段の変化は観測観測観測観測されておりませされておりませされておりませされておりませんんんん。今後とも。今後とも。今後とも。今後とも観測観測観測観測をして動きををして動きををして動きををして動きを

沈静沈静沈静沈静化させたいと化させたいと化させたいと化させたいと考え考え考え考えておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、継続継続継続継続してこのしてこのしてこのしてこの斜面斜面斜面斜面のののの監視監視監視監視を行っていきたいとを行っていきたいとを行っていきたいとを行っていきたいと考え考え考え考え

ております。ております。ております。ております。

一一一一方方方方で、こので、こので、こので、この斜面斜面斜面斜面のことをのことをのことをのことを心配心配心配心配する地する地する地する地元元元元のののの声声声声もございまして、奈良県といたしましてももございまして、奈良県といたしましてももございまして、奈良県といたしましてももございまして、奈良県といたしましても

地地地地元元元元のののの方々方々方々方々の安全の安全の安全の安全・・・・安安安安心心心心のために、葛城市とともに問題をのために、葛城市とともに問題をのために、葛城市とともに問題をのために、葛城市とともに問題を解決解決解決解決するため、平成２４年４月するため、平成２４年４月するため、平成２４年４月するため、平成２４年４月

にににに協協協協議会を設議会を設議会を設議会を設置置置置し、これまでに４回し、これまでに４回し、これまでに４回し、これまでに４回開催開催開催開催しまして、対しまして、対しまして、対しまして、対応応応応策について検策について検策について検策について検討討討討を進めているとこを進めているとこを進めているとこを進めているとこ

ろろろろでございます。また、対でございます。また、対でございます。また、対でございます。また、対応応応応策を検策を検策を検策を検討討討討する上でする上でする上でする上で斜面斜面斜面斜面の状況をの状況をの状況をの状況を詳詳詳詳しくしくしくしく把握把握把握把握するため、するため、するため、するため、測測測測量や、量や、量や、量や、

安全安全安全安全性性性性のののの調査調査調査調査も行っているとこも行っているとこも行っているとこも行っているところろろろでございます。今後とも葛城市とともにこの問題でございます。今後とも葛城市とともにこの問題でございます。今後とも葛城市とともにこの問題でございます。今後とも葛城市とともにこの問題解決解決解決解決にににに

向けて検向けて検向けて検向けて検討討討討を進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○吉岡水道局総務課長○吉岡水道局総務課長○吉岡水道局総務課長○吉岡水道局総務課長 市市市市町村町村町村町村の水道料金のの水道料金のの水道料金のの水道料金の改改改改定についてでございます。今のとこ定についてでございます。今のとこ定についてでございます。今のとこ定についてでございます。今のところろろろ、一、一、一、一

部の市部の市部の市部の市町村町村町村町村が平成２５年が平成２５年が平成２５年が平成２５年度度度度に料金の引き下げを検に料金の引き下げを検に料金の引き下げを検に料金の引き下げを検討討討討しているとお聞きしているとこしているとお聞きしているとこしているとお聞きしているとこしているとお聞きしているところろろろでごでごでごでご

ざいます。受水市ざいます。受水市ざいます。受水市ざいます。受水市町村町村町村町村の料金の料金の料金の料金改改改改定に係る定に係る定に係る定に係る条条条条例例例例改改改改正の動向を正の動向を正の動向を正の動向を注視注視注視注視しながらそのしながらそのしながらそのしながらその把握把握把握把握にににに努努努努めてめてめてめて

いきたいといきたいといきたいといきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○水本道路管理課長○水本道路管理課長○水本道路管理課長○水本道路管理課長 太田委員からの橋梁長寿命化計画の進太田委員からの橋梁長寿命化計画の進太田委員からの橋梁長寿命化計画の進太田委員からの橋梁長寿命化計画の進捗等捗等捗等捗等についてのご質問です。についてのご質問です。についてのご質問です。についてのご質問です。

橋梁長寿命化計画につきましては、平成２４年９月議会で橋梁長寿命化計画につきましては、平成２４年９月議会で橋梁長寿命化計画につきましては、平成２４年９月議会で橋梁長寿命化計画につきましては、平成２４年９月議会で既既既既に報告させていただいたとおに報告させていただいたとおに報告させていただいたとおに報告させていただいたとお

り、奈良県では平成２２年２月に奈良県橋梁長寿命化修り、奈良県では平成２２年２月に奈良県橋梁長寿命化修り、奈良県では平成２２年２月に奈良県橋梁長寿命化修り、奈良県では平成２２年２月に奈良県橋梁長寿命化修繕繕繕繕計画を策定し、第１計画を策定し、第１計画を策定し、第１計画を策定し、第１期期期期として平として平として平として平

成２２年から平成２６年の５年成２２年から平成２６年の５年成２２年から平成２６年の５年成２２年から平成２６年の５年間間間間について、太田委員もおについて、太田委員もおについて、太田委員もおについて、太田委員もお述べ述べ述べ述べのとおり早急に補修が必要のとおり早急に補修が必要のとおり早急に補修が必要のとおり早急に補修が必要

な７６橋と、耐震補強が必要な３５橋についてな７６橋と、耐震補強が必要な３５橋についてな７６橋と、耐震補強が必要な３５橋についてな７６橋と、耐震補強が必要な３５橋について完完完完成させることを目成させることを目成させることを目成させることを目標標標標に事に事に事に事業業業業を進めておりを進めておりを進めておりを進めており

ます。ます。ます。ます。

橋りょう補修につきましては、平成２４年橋りょう補修につきましては、平成２４年橋りょう補修につきましては、平成２４年橋りょう補修につきましては、平成２４年度度度度補正予補正予補正予補正予算算算算と平成２５年と平成２５年と平成２５年と平成２５年度当初度当初度当初度当初予予予予算算算算を合わせを合わせを合わせを合わせ

まして、対まして、対まして、対まして、対前前前前年年年年度比度比度比度比１５７１５７１５７１５７％％％％の要求をいたしております。平成２６年の要求をいたしております。平成２６年の要求をいたしております。平成２６年の要求をいたしております。平成２６年度度度度までに補修をまでに補修をまでに補修をまでに補修を完完完完成成成成

させる７６橋と耐震補強をさせる７６橋と耐震補強をさせる７６橋と耐震補強をさせる７６橋と耐震補強を完完完完成させる３５橋につきまして、成させる３５橋につきまして、成させる３５橋につきまして、成させる３５橋につきまして、着実着実着実着実に進に進に進に進捗捗捗捗をををを図図図図っているとこっているとこっているとこっているとこ

ろろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

さらに、道路ストックの総点検という補正予さらに、道路ストックの総点検という補正予さらに、道路ストックの総点検という補正予さらに、道路ストックの総点検という補正予算算算算をををを活活活活用いたしまして、用いたしまして、用いたしまして、用いたしまして、当初当初当初当初は平成２５年は平成２５年は平成２５年は平成２５年

度度度度と平成２６年と平成２６年と平成２６年と平成２６年度度度度に予定しておりました２回目の橋りょう点検を、に予定しておりました２回目の橋りょう点検を、に予定しておりました２回目の橋りょう点検を、に予定しておりました２回目の橋りょう点検を、前倒前倒前倒前倒しして平成２５年しして平成２５年しして平成２５年しして平成２５年

度度度度内に内に内に内に完完完完成させる成させる成させる成させるべべべべく事く事く事く事業業業業の進の進の進の進捗捗捗捗をををを図図図図る計画でございます。その点検結る計画でございます。その点検結る計画でございます。その点検結る計画でございます。その点検結果果果果にににに基基基基づきまして、づきまして、づきまして、づきまして、

平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年度度度度からの第２からの第２からの第２からの第２期期期期計画の策定に早計画の策定に早計画の策定に早計画の策定に早期期期期にににに着手着手着手着手することとしております。することとしております。することとしております。することとしております。以以以以上でござ上でござ上でござ上でござ
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います。います。います。います。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 空き家の空き家の空き家の空き家のワワワワンストッンストッンストッンストッププププの総合の総合の総合の総合相談窓相談窓相談窓相談窓口の取口の取口の取口の取組組組組状況についてご質問がござ状況についてご質問がござ状況についてご質問がござ状況についてご質問がござ

いました。住いました。住いました。住いました。住宅課宅課宅課宅課からおからおからおからお答え答え答え答えをさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。

平成２４年９月議会でも平成２４年９月議会でも平成２４年９月議会でも平成２４年９月議会でも答弁答弁答弁答弁させていただきましたとおり、空き家対策についてはさまさせていただきましたとおり、空き家対策についてはさまさせていただきましたとおり、空き家対策についてはさまさせていただきましたとおり、空き家対策についてはさま

ざまなざまなざまなざまな分野分野分野分野にまたがるいにまたがるいにまたがるいにまたがるいろろろろいいいいろろろろなななな課課課課題があると題があると題があると題があると認識認識認識認識をしております。このため、まずは住をしております。このため、まずは住をしております。このため、まずは住をしております。このため、まずは住

宅課宅課宅課宅課といたしましては、市といたしましては、市といたしましては、市といたしましては、市町村等町村等町村等町村等においてこれらの問題においてこれらの問題においてこれらの問題においてこれらの問題意識意識意識意識のののの共有共有共有共有化を化を化を化を図図図図ることがることがることがることが何何何何よりよりよりより

必要ではないかと必要ではないかと必要ではないかと必要ではないかと考え考え考え考えておりまして、平成２４年９月ておりまして、平成２４年９月ておりまして、平成２４年９月ておりまして、平成２４年９月以降以降以降以降、、、、主主主主に市に市に市に市町村町村町村町村のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり担当担当担当担当

者者者者を対を対を対を対象象象象といたしましたといたしましたといたしましたといたしました研研研研修会で、空き家問題の修会で、空き家問題の修会で、空き家問題の修会で、空き家問題の実態実態実態実態や対や対や対や対応応応応策について策について策について策について研研研研修を行ったり、修を行ったり、修を行ったり、修を行ったり、

あるいは、今、太田委員からもご指あるいは、今、太田委員からもご指あるいは、今、太田委員からもご指あるいは、今、太田委員からもご指摘摘摘摘がございましたが、空き家問題がいがございましたが、空き家問題がいがございましたが、空き家問題がいがございましたが、空き家問題がいろろろろいいいいろ顕在ろ顕在ろ顕在ろ顕在化し化し化し化し

つつあるつつあるつつあるつつある主主主主にににに郊外郊外郊外郊外住住住住宅宅宅宅地の地の地の地の再生再生再生再生について議について議について議について議論論論論するするするするフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムをををを開催開催開催開催したり、空き家の利したり、空き家の利したり、空き家の利したり、空き家の利活活活活

用を用を用を用を図図図図るるるる観観観観点から、点から、点から、点から、香芝香芝香芝香芝市や平市や平市や平市や平群町群町群町群町、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは生駒生駒生駒生駒市などの市などの市などの市などの具具具具体体体体的的的的な地域をな地域をな地域をな地域を特特特特定いたしま定いたしま定いたしま定いたしま

して、その地域の住民のして、その地域の住民のして、その地域の住民のして、その地域の住民の方方方方向けの空き家向けの空き家向けの空き家向けの空き家活活活活用用用用セミナーセミナーセミナーセミナーを市を市を市を市町村町村町村町村と一と一と一と一緒緒緒緒にににに協協協協力して力して力して力して実施実施実施実施をしをしをしをし

たり、あるいは今後たり、あるいは今後たり、あるいは今後たり、あるいは今後実施実施実施実施する予定になっております。する予定になっております。する予定になっております。する予定になっております。

このように、住このように、住このように、住このように、住宅課宅課宅課宅課では市では市では市では市町村町村町村町村や県や県や県や県庁庁庁庁のののの担当者担当者担当者担当者だけではなく、地域の住民のだけではなく、地域の住民のだけではなく、地域の住民のだけではなく、地域の住民の方々方々方々方々とも空とも空とも空とも空

き家問題について、その問題き家問題について、その問題き家問題について、その問題き家問題について、その問題意識意識意識意識のののの共有共有共有共有化が化が化が化が図図図図られるようなさまざまな取りられるようなさまざまな取りられるようなさまざまな取りられるようなさまざまな取り組組組組みをみをみをみを実施実施実施実施しししし

てきております。こういった取りてきております。こういった取りてきております。こういった取りてきております。こういった取り組組組組みがみがみがみが周知周知周知周知されている関係で、されている関係で、されている関係で、されている関係で、徐々徐々徐々徐々にですけれども問題にですけれども問題にですけれども問題にですけれども問題

意識意識意識意識のののの共有共有共有共有化が化が化が化が図図図図られつつあるのではないかとられつつあるのではないかとられつつあるのではないかとられつつあるのではないか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。実際実際実際実際に県民のに県民のに県民のに県民の方方方方から住から住から住から住宅宅宅宅

課課課課あてに空き家に関する問い合わせ、その利あてに空き家に関する問い合わせ、その利あてに空き家に関する問い合わせ、その利あてに空き家に関する問い合わせ、その利活活活活用についての問い合わせが用についての問い合わせが用についての問い合わせが用についての問い合わせが随時入随時入随時入随時入ってきたってきたってきたってきた

り、市り、市り、市り、市町村町村町村町村の中には、ごみ問題の中には、ごみ問題の中には、ごみ問題の中には、ごみ問題等等等等のののの観観観観点から点から点から点から個別個別個別個別に問い合わせを受けて対に問い合わせを受けて対に問い合わせを受けて対に問い合わせを受けて対応応応応をしたといっをしたといっをしたといっをしたといっ

たようなたようなたようなたような情情情情報も報も報も報も入入入入ってきております。このような状況をってきております。このような状況をってきております。このような状況をってきております。このような状況を踏踏踏踏ままままええええますと、市ますと、市ますと、市ますと、市町村等町村等町村等町村等の関係部の関係部の関係部の関係部

局がみずからの局がみずからの局がみずからの局がみずからの所管課所管課所管課所管課の問題としてとらの問題としてとらの問題としてとらの問題としてとらええええましてましてましてまして意識意識意識意識のののの醸醸醸醸成を成を成を成を図図図図ることで、ることで、ることで、ることで、ワワワワンストッンストッンストッンストッププププ

のののの窓窓窓窓口がなくとも県民に対して口がなくとも県民に対して口がなくとも県民に対して口がなくとも県民に対して当面当面当面当面はははは適切適切適切適切な対な対な対な対応応応応ができるのではないかとができるのではないかとができるのではないかとができるのではないかと考え考え考え考えているとこているとこているとこているとこ

ろろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

太田委員ご指太田委員ご指太田委員ご指太田委員ご指摘摘摘摘ののののワワワワンストッンストッンストッンストッププププの総合の総合の総合の総合窓窓窓窓口の設口の設口の設口の設置置置置についてはについてはについてはについては現現現現段階ではまだ段階ではまだ段階ではまだ段階ではまだ難難難難しく、一しく、一しく、一しく、一

定の定の定の定の時間時間時間時間がかかるとがかかるとがかかるとがかかると考え考え考え考えておりますけれども、住ておりますけれども、住ておりますけれども、住ておりますけれども、住宅課宅課宅課宅課といたしましては今までといたしましては今までといたしましては今までといたしましては今まで申申申申し上げたし上げたし上げたし上げた

ような取りような取りような取りような取り組組組組みを引きみを引きみを引きみを引き続続続続きききき実施実施実施実施し、積みし、積みし、積みし、積み重ね重ね重ね重ねていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でござい上でござい上でござい上でござい

ます。ます。ます。ます。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 質問をいただきましたのは、奈良質問をいただきましたのは、奈良質問をいただきましたのは、奈良質問をいただきましたのは、奈良公園観光公園観光公園観光公園観光地域地域地域地域活性活性活性活性化化化化特区申請特区申請特区申請特区申請につにつにつにつ

いてです。いてです。いてです。いてです。非常非常非常非常にににに頑張頑張頑張頑張ったつもりでございましたが、ったつもりでございましたが、ったつもりでございましたが、ったつもりでございましたが、申申申申しししし訳訳訳訳ありませありませありませありませんんんんが今回が今回が今回が今回見送見送見送見送りとなりとなりとなりとな

ったわけでございます。ったわけでございます。ったわけでございます。ったわけでございます。我々我々我々我々は地域のは地域のは地域のは地域の活性活性活性活性化のためにい化のためにい化のためにい化のためにいろろろろいいいいろ規制緩和ろ規制緩和ろ規制緩和ろ規制緩和をををを入入入入れながられながられながられながら迅速迅速迅速迅速
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にににに作業作業作業作業ができるようにとやってきたわけですが、今ができるようにとやってきたわけですが、今ができるようにとやってきたわけですが、今ができるようにとやってきたわけですが、今現在現在現在現在、内、内、内、内閣府閣府閣府閣府のののの方方方方にもいにもいにもいにもいろろろろいいいいろろろろ事事事事情情情情をををを

聞きながら、聞きながら、聞きながら、聞きながら、再度再度再度再度、、、、有識者有識者有識者有識者の委員会に対しての委員会に対しての委員会に対しての委員会に対して我々我々我々我々の思いがなの思いがなの思いがなの思いがなぜ伝ぜ伝ぜ伝ぜ伝わらなかったのかというわらなかったのかというわらなかったのかというわらなかったのかという

ことも含めて、今、ことも含めて、今、ことも含めて、今、ことも含めて、今、再再再再検検検検討討討討をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでございます。まだでございます。まだでございます。まだでございます。まだ再申請再申請再申請再申請するかどうかにつするかどうかにつするかどうかにつするかどうかにつ

いては検いては検いては検いては検討討討討しているわけでございますが、今、太田委員ご指しているわけでございますが、今、太田委員ご指しているわけでございますが、今、太田委員ご指しているわけでございますが、今、太田委員ご指摘摘摘摘の中で、の中で、の中で、の中で、規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和のののの文文文文化化化化財財財財

保護保護保護保護法の法の法の法の権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲という部という部という部という部分分分分があったと思いますが、があったと思いますが、があったと思いますが、があったと思いますが、特区特区特区特区の中で今、の中で今、の中で今、の中で今、権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲の話をしての話をしての話をしての話をして

おりますのは、おりますのは、おりますのは、おりますのは、植栽植栽植栽植栽でありましたり、要は木をでありましたり、要は木をでありましたり、要は木をでありましたり、要は木を植え植え植え植えたり、たり、たり、たり、鹿鹿鹿鹿をををを守守守守るためのさくを設るためのさくを設るためのさくを設るためのさくを設置置置置したしたしたした

りというりというりというりという軽微軽微軽微軽微な部な部な部な部分分分分で、今でもで、今でもで、今でもで、今でも現現現現状変状変状変状変更更更更をしているわけですが、これが３をしているわけですが、これが３をしているわけですが、これが３をしているわけですが、これが３カカカカ月月月月ぐぐぐぐらいかからいかからいかからいかか

ってしまう。こういう部ってしまう。こういう部ってしまう。こういう部ってしまう。こういう部分分分分を県にを県にを県にを県に権限権限権限権限をををを移移移移していただいて、１していただいて、１していただいて、１していただいて、１カカカカ月月月月未満未満未満未満でできるようにしでできるようにしでできるようにしでできるようにし

てほしい。それからまた、てほしい。それからまた、てほしい。それからまた、てほしい。それからまた、ホテホテホテホテル、ル、ル、ル、旅館旅館旅館旅館からは、からは、からは、からは、旅旅旅旅行行行行業業業業法の通法の通法の通法の通訳訳訳訳、、、、ガイドガイドガイドガイドはははは非常非常非常非常ににににハードハードハードハード

ルが高いために、ルが高いために、ルが高いために、ルが高いために、ローカローカローカローカルで奈良県ルで奈良県ルで奈良県ルで奈良県限限限限定の通定の通定の通定の通訳訳訳訳ができないかなど、このような要望をしてができないかなど、このような要望をしてができないかなど、このような要望をしてができないかなど、このような要望をして

きたわけでございます。きたわけでございます。きたわけでございます。きたわけでございます。前前前前から出ております、例から出ております、例から出ております、例から出ております、例ええええばばばば若草若草若草若草山山山山ろろろろくのくのくのくのモノレーモノレーモノレーモノレールのような大ルのような大ルのような大ルのような大

きなものに関しましては、奈良きなものに関しましては、奈良きなものに関しましては、奈良きなものに関しましては、奈良公園公園公園公園の整備検の整備検の整備検の整備検討討討討委員会でも検委員会でも検委員会でも検委員会でも検討討討討するとなっておりまして、するとなっておりまして、するとなっておりまして、するとなっておりまして、

大きな大きな大きな大きなハード面ハード面ハード面ハード面についてはについてはについてはについては時間時間時間時間をかけてをかけてをかけてをかけてじじじじっくり検っくり検っくり検っくり検討討討討していくわけでございまして、していくわけでございまして、していくわけでございまして、していくわけでございまして、特区特区特区特区

についてはについてはについてはについては主主主主としてとしてとしてとしてソフソフソフソフトトトト面面面面の話ということで、の話ということで、の話ということで、の話ということで、再申請再申請再申請再申請するかどうかはまだするかどうかはまだするかどうかはまだするかどうかはまだ未未未未定でござい定でござい定でござい定でござい

ますが、これもますが、これもますが、これもますが、これも視野視野視野視野にににに入入入入れてれてれてれて再再再再検検検検討討討討させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 それそれそれそれぞぞぞぞれごれごれごれご答弁答弁答弁答弁いただきまして、いただきまして、いただきまして、いただきまして、何何何何点か点か点か点か再再再再質問をさせていただきたいと思い質問をさせていただきたいと思い質問をさせていただきたいと思い質問をさせていただきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

まず、葛城市の土砂の違法投棄の問題でございますけれども、まず、葛城市の土砂の違法投棄の問題でございますけれども、まず、葛城市の土砂の違法投棄の問題でございますけれども、まず、葛城市の土砂の違法投棄の問題でございますけれども、前前前前回の辻本委員長の質問回の辻本委員長の質問回の辻本委員長の質問回の辻本委員長の質問

に対するに対するに対するに対する答弁答弁答弁答弁だったのかもわからないのですけれども、民だったのかもわからないのですけれども、民だったのかもわからないのですけれども、民だったのかもわからないのですけれども、民間業者間業者間業者間業者に対しては、県のに対しては、県のに対しては、県のに対しては、県の条条条条例に例に例に例に

基基基基づく行づく行づく行づく行政処分政処分政処分政処分のののの是是是是正命正命正命正命令令令令を発を発を発を発令令令令して、その後、奈良地して、その後、奈良地して、その後、奈良地して、その後、奈良地方裁判所方裁判所方裁判所方裁判所葛城葛城葛城葛城支支支支部部部部へ申へ申へ申へ申しししし立立立立て、て、て、て、送送送送

達達達達が成が成が成が成立立立立したという報告を受けましたけれども、その後、行したという報告を受けましたけれども、その後、行したという報告を受けましたけれども、その後、行したという報告を受けましたけれども、その後、行政政政政としてとしてとしてとして何何何何かかかか働働働働きかけといいきかけといいきかけといいきかけといい

ますか、そういう動きをしているのかどうか、もう一ますか、そういう動きをしているのかどうか、もう一ますか、そういう動きをしているのかどうか、もう一ますか、そういう動きをしているのかどうか、もう一度度度度ごごごご答弁答弁答弁答弁をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。

それともう一つ、住それともう一つ、住それともう一つ、住それともう一つ、住宅宅宅宅ののののワワワワンストッンストッンストッンストッププププの問題でございますけれども、の問題でございますけれども、の問題でございますけれども、の問題でございますけれども、実実実実は今回この質問は今回この質問は今回この質問は今回この質問

を取り上げさせていただいたのは、を取り上げさせていただいたのは、を取り上げさせていただいたのは、を取り上げさせていただいたのは、私私私私のののの近隣近隣近隣近隣地域で地域で地域で地域で火災火災火災火災がががが起起起起こりまして、家は全こりまして、家は全こりまして、家は全こりまして、家は全焼焼焼焼したのしたのしたのしたの

ですけれども、大ですけれども、大ですけれども、大ですけれども、大和和和和高田市では高田市では高田市では高田市では火災火災火災火災による建による建による建による建物物物物のののの廃材廃材廃材廃材をををを処分処分処分処分するためのするためのするためのするための減免制度減免制度減免制度減免制度はあるけはあるけはあるけはあるけ

れどもれどもれどもれども壊壊壊壊すためのすためのすためのすための減免制度減免制度減免制度減免制度はないということで、結局そのままはないということで、結局そのままはないということで、結局そのままはないということで、結局そのまま壊壊壊壊す金がないということです金がないということです金がないということです金がないということで

放置放置放置放置されている状況にございます。されている状況にございます。されている状況にございます。されている状況にございます。実際実際実際実際、これは地域の、これは地域の、これは地域の、これは地域の方方方方も大も大も大も大和和和和高田市も高田市も高田市も高田市も頭頭頭頭をををを抱抱抱抱ええええておりておりておりており

まして、どうすればいいのかという状況に直まして、どうすればいいのかという状況に直まして、どうすればいいのかという状況に直まして、どうすればいいのかという状況に直面面面面しているのですけれども、しているのですけれども、しているのですけれども、しているのですけれども、個別個別個別個別の事案にはの事案にはの事案にはの事案には

なりますが、こういうことについても奈良県としてなりますが、こういうことについても奈良県としてなりますが、こういうことについても奈良県としてなりますが、こういうことについても奈良県として相談相談相談相談にににに乗乗乗乗っていただけるのかどうか、っていただけるのかどうか、っていただけるのかどうか、っていただけるのかどうか、

質問をしたいと思います。質問をしたいと思います。質問をしたいと思います。質問をしたいと思います。
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最最最最後に、奈良後に、奈良後に、奈良後に、奈良公園観光公園観光公園観光公園観光地域地域地域地域活性活性活性活性化化化化特区特区特区特区の問題でございますけれども、今回のの問題でございますけれども、今回のの問題でございますけれども、今回のの問題でございますけれども、今回の申請申請申請申請がががが見送見送見送見送

られたられたられたられた詳詳詳詳細細細細について、について、について、について、私私私私も新聞の報道でしかも新聞の報道でしかも新聞の報道でしかも新聞の報道でしか知知知知りりりり得得得得ないのですけれども、ないのですけれども、ないのですけれども、ないのですけれども、情情情情報を報を報を報を持持持持っていっていっていってい

らっしらっしらっしらっしゃゃゃゃるのかどうか。あれば出していただけるのかどうかお伺いをしたいと思います。るのかどうか。あれば出していただけるのかどうかお伺いをしたいと思います。るのかどうか。あれば出していただけるのかどうかお伺いをしたいと思います。るのかどうか。あれば出していただけるのかどうかお伺いをしたいと思います。

○水本砂防課長○水本砂防課長○水本砂防課長○水本砂防課長 違違違違反反反反業者業者業者業者、、、、工工工工事事事事者者者者に対しまして、県に対しまして、県に対しまして、県に対しまして、県条条条条例に例に例に例に基基基基づき、平成２３年６月にづき、平成２３年６月にづき、平成２３年６月にづき、平成２３年６月に是是是是

正命正命正命正命令令令令を出しまして、その後、葛城を出しまして、その後、葛城を出しまして、その後、葛城を出しまして、その後、葛城裁判所裁判所裁判所裁判所にににに公公公公示示示示送達送達送達送達をををを申申申申しししし立立立立ていたしまして、ていたしまして、ていたしまして、ていたしまして、８８８８月に月に月に月に送送送送

達達達達が成が成が成が成立立立立したとこしたとこしたとこしたところろろろでございます。それでございます。それでございます。それでございます。それ以降以降以降以降の行の行の行の行政的政的政的政的なななな手続手続手続手続きはきはきはきは現在現在現在現在のとこのとこのとこのところろろろ行っており行っており行っており行っており

ませませませませんんんん。。。。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 今、太田委員ご指今、太田委員ご指今、太田委員ご指今、太田委員ご指摘摘摘摘のののの個別個別個別個別の事案については住の事案については住の事案については住の事案については住宅課宅課宅課宅課で直で直で直で直接接接接はははは把握把握把握把握していしていしていしてい

ないとこないとこないとこないところろろろですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、当当当当然然然然ながら住ながら住ながら住ながら住宅宅宅宅に関するいに関するいに関するいに関するいろろろろいいいいろろろろなごなごなごなご相談相談相談相談は受けておりますのは受けておりますのは受けておりますのは受けておりますの

で、今、ご指で、今、ご指で、今、ご指で、今、ご指摘摘摘摘の事案についても、住の事案についても、住の事案についても、住の事案についても、住宅課宅課宅課宅課ですですですですべべべべてててて解決解決解決解決できるわけではないと思いますけできるわけではないと思いますけできるわけではないと思いますけできるわけではないと思いますけ

れども、ごれども、ごれども、ごれども、ご相談相談相談相談にはにはにはには乗乗乗乗らせていただきますのでよらせていただきますのでよらせていただきますのでよらせていただきますのでよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 今回、今回、今回、今回、特区特区特区特区がががが見送見送見送見送られたられたられたられた理由理由理由理由でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、我々我々我々我々ももももホームホームホームホームペペペペーーーージジジジ

等等等等にににに載載載載っております、っております、っております、っております、官官官官民民民民連携連携連携連携の部の部の部の部分等分等分等分等がががが見え見え見え見えにくかったという話しか聞いておりませにくかったという話しか聞いておりませにくかったという話しか聞いておりませにくかったという話しか聞いておりませんんんん。。。。

ただ、ただ、ただ、ただ、有識者有識者有識者有識者の委員のの委員のの委員のの委員の方々方々方々方々の話として内の話として内の話として内の話として内閣府閣府閣府閣府から聞いた話では、やはりから聞いた話では、やはりから聞いた話では、やはりから聞いた話では、やはり官官官官がががが主主主主導導導導で民がつで民がつで民がつで民がつ

いてきていないのではないかという、新聞報道どおりのことでございます。そうではなく、いてきていないのではないかという、新聞報道どおりのことでございます。そうではなく、いてきていないのではないかという、新聞報道どおりのことでございます。そうではなく、いてきていないのではないかという、新聞報道どおりのことでございます。そうではなく、

官官官官民で民で民で民で協協協協議会を議会を議会を議会を立立立立ち上げてち上げてち上げてち上げて既既既既にやっていることも含めてこれから強くにやっていることも含めてこれから強くにやっていることも含めてこれから強くにやっていることも含めてこれから強く訴え訴え訴え訴えていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思

っておりますが、きちっておりますが、きちっておりますが、きちっておりますが、きちんんんんとしたとしたとしたとした形形形形でのでのでのでの理由理由理由理由の報道発の報道発の報道発の報道発表表表表ははははホームホームホームホームペペペペーーーージジジジ以以以以上のことは出てい上のことは出てい上のことは出てい上のことは出てい

ないということでございます。ないということでございます。ないということでございます。ないということでございます。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 このこのこのこの詳詳詳詳細細細細について、わかった段階でについて、わかった段階でについて、わかった段階でについて、わかった段階でぜぜぜぜひ教ひ教ひ教ひ教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

先ほどご説明がありました中で、今回の先ほどご説明がありました中で、今回の先ほどご説明がありました中で、今回の先ほどご説明がありました中で、今回の特区特区特区特区のののの申請申請申請申請について、について、について、について、開開開開発を進めていくよりも発を進めていくよりも発を進めていくよりも発を進めていくよりも

木を木を木を木を切切切切ったりとかさくをつくったりとかということが、ったりとかさくをつくったりとかということが、ったりとかさくをつくったりとかということが、ったりとかさくをつくったりとかということが、申請申請申請申請範囲範囲範囲範囲の中でのことだというこの中でのことだというこの中でのことだというこの中でのことだというこ

とは、とは、とは、とは、前前前前回も説明を受けまして、そのことは回も説明を受けまして、そのことは回も説明を受けまして、そのことは回も説明を受けまして、そのことは承承承承知知知知をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろですけれども、一ですけれども、一ですけれども、一ですけれども、一方方方方で、で、で、で、

やはりやはりやはりやはり文文文文化化化化財保護財保護財保護財保護法の中で、今のこの奈良法の中で、今のこの奈良法の中で、今のこの奈良法の中で、今のこの奈良公園公園公園公園全体が本全体が本全体が本全体が本当当当当にににに昔昔昔昔からの状況をからの状況をからの状況をからの状況を守守守守ってきたこってきたこってきたこってきたこ

とも、また一つの大きな要とも、また一つの大きな要とも、また一つの大きな要とも、また一つの大きな要素素素素ではないかと思っております。やはりこの奈良ではないかと思っております。やはりこの奈良ではないかと思っております。やはりこの奈良ではないかと思っております。やはりこの奈良公園公園公園公園というのというのというのというの

は地域のは地域のは地域のは地域の人人人人 々々々々とのとのとのとの生活生活生活生活にににに密密密密着着着着しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、保保保保存運存運存運存運動にも動にも動にも動にも多多多多くの県民や国民がくの県民や国民がくの県民や国民がくの県民や国民が参加参加参加参加をしをしをしをし

てきたとこてきたとこてきたとこてきたところろろろだと思います。そういうだと思います。そういうだと思います。そういうだと思います。そういう方々方々方々方々にににに構想構想構想構想段階から段階から段階から段階から参加参加参加参加をしていただき、そのをしていただき、そのをしていただき、そのをしていただき、その意見意見意見意見

をををを反映反映反映反映させることが大事ではないかと思っております。させることが大事ではないかと思っております。させることが大事ではないかと思っております。させることが大事ではないかと思っております。再申請再申請再申請再申請するかどうかについてはこするかどうかについてはこするかどうかについてはこするかどうかについてはこ

れからの議れからの議れからの議れからの議論論論論ということでございますけれども、ということでございますけれども、ということでございますけれども、ということでございますけれども、ぜぜぜぜひひひひ地地地地元元元元地域の地域の地域の地域の方々方々方々方々のののの意見意見意見意見もももも十十十十分分分分にににに尊尊尊尊重重重重

してしてしてして考え考え考え考えていただきたいということを求めておきます。ていただきたいということを求めておきます。ていただきたいということを求めておきます。ていただきたいということを求めておきます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山下委員○山下委員○山下委員○山下委員 ２～３お２～３お２～３お２～３お尋尋尋尋ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。
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土木部の名土木部の名土木部の名土木部の名称称称称が県土が県土が県土が県土ママママネネネネジメジメジメジメント部となるそうですけれども、これまで土木部でント部となるそうですけれども、これまで土木部でント部となるそうですけれども、これまで土木部でント部となるそうですけれども、これまで土木部で実施実施実施実施しししし

てきた事てきた事てきた事てきた事業業業業でででで何何何何かかかか消消消消ええええるのですか。また、これまで土木部でるのですか。また、これまで土木部でるのですか。また、これまで土木部でるのですか。また、これまで土木部で扱扱扱扱っておられなかったっておられなかったっておられなかったっておられなかった何何何何か新か新か新か新

しい事しい事しい事しい事業業業業がががが生生生生まれるのですか、まれるのですか、まれるのですか、まれるのですか、教教教教ええええてください。てください。てください。てください。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 部全体の質問でございますので、部全体の質問でございますので、部全体の質問でございますので、部全体の質問でございますので、私私私私からおからおからおからお答え答え答え答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。

今まで土木部は、県内の道路、今まで土木部は、県内の道路、今まで土木部は、県内の道路、今まで土木部は、県内の道路、河河河河川などの川などの川などの川などの社社社社会会会会資資資資本の整備や本の整備や本の整備や本の整備や管管管管理理理理、また、まちづくり推、また、まちづくり推、また、まちづくり推、また、まちづくり推

進局は進局は進局は進局は公園公園公園公園、住、住、住、住宅宅宅宅などのまちづくりを行うなど、などのまちづくりを行うなど、などのまちづくりを行うなど、などのまちづくりを行うなど、経済経済経済経済のののの活性活性活性活性化あるいは安全化あるいは安全化あるいは安全化あるいは安全・・・・安安安安心心心心なななな暮暮暮暮らららら

しをしをしをしを支え支え支え支えるいるいるいるいろろろろいいいいろろろろな整備、な整備、な整備、な整備、管管管管理理理理などをしていた部などをしていた部などをしていた部などをしていた部署署署署でございます。そうした中で行ってでございます。そうした中で行ってでございます。そうした中で行ってでございます。そうした中で行って

きたきたきたきた業業業業務務務務の中で、一つは目の中で、一つは目の中で、一つは目の中で、一つは目的的的的を、を、を、を、単単単単にににに工工工工事を進めるだけではなくて、い事を進めるだけではなくて、い事を進めるだけではなくて、い事を進めるだけではなくて、いろろろろいいいいろろろろなななな効効効効果果果果をををを実実実実

現現現現するための整備、するための整備、するための整備、するための整備、管管管管理理理理を進めていこうという発を進めていこうという発を進めていこうという発を進めていこうという発想想想想や、や、や、や、最近最近最近最近の通学路の安全や道路の通学路の安全や道路の通学路の安全や道路の通学路の安全や道路施施施施設の設の設の設の

点検、あるいは点検、あるいは点検、あるいは点検、あるいは災害災害災害災害復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興、、、、災害災害災害災害に強いまちといったようなに強いまちといったようなに強いまちといったようなに強いまちといったような施施施施設をどうしていくのか、設をどうしていくのか、設をどうしていくのか、設をどうしていくのか、

アアアアセセセセットをどうしていくのかといった問題など、さまざまなットをどうしていくのかといった問題など、さまざまなットをどうしていくのかといった問題など、さまざまなットをどうしていくのかといった問題など、さまざまな幅広幅広幅広幅広いいいい観観観観点から点から点から点から業業業業務務務務を進めてを進めてを進めてを進めて

きておりました。また、平成２５年きておりました。また、平成２５年きておりました。また、平成２５年きておりました。また、平成２５年度度度度から県土をどのように整備、から県土をどのように整備、から県土をどのように整備、から県土をどのように整備、管管管管理理理理していくのかといしていくのかといしていくのかといしていくのかとい

った県土った県土った県土った県土ママママネネネネジメジメジメジメントをントをントをントをテーテーテーテーママママとしたとしたとしたとした庁庁庁庁内での内での内での内での討討討討議も平成２４年より進めてきたとこ議も平成２４年より進めてきたとこ議も平成２４年より進めてきたとこ議も平成２４年より進めてきたところろろろでででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

今回そのような今回そのような今回そのような今回そのようなママママネネネネジメジメジメジメントをしていこうというントをしていこうというントをしていこうというントをしていこうというセセセセンス、スンス、スンス、スンス、スピリピリピリピリットをットをットをットを入入入入れるというこれるというこれるというこれるというこ

とで、県土とで、県土とで、県土とで、県土ママママネネネネジメジメジメジメント部に名ント部に名ント部に名ント部に名前前前前を変を変を変を変ええええるものでございます。そういったるものでございます。そういったるものでございます。そういったるものでございます。そういった面面面面において、こにおいて、こにおいて、こにおいて、こ

れまでも土木部のれまでも土木部のれまでも土木部のれまでも土木部の役割役割役割役割がががが時時時時代代代代とともに大きく変とともに大きく変とともに大きく変とともに大きく変革革革革していく中で、今回名していく中で、今回名していく中で、今回名していく中で、今回名称称称称変変変変更更更更にににに至至至至ったもったもったもったも

のでございます。のでございます。のでございます。のでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山下委員○山下委員○山下委員○山下委員 さっさっさっさっぱぱぱぱりわかりませりわかりませりわかりませりわかりませんんんん。。。。何何何何を言っていますか。たくさを言っていますか。たくさを言っていますか。たくさを言っていますか。たくさんんんん予予予予算算算算がある中でこのがある中でこのがある中でこのがある中でこの

名名名名称称称称の変の変の変の変更更更更によって新しくによって新しくによって新しくによって新しく生生生生まれた予まれた予まれた予まれた予算算算算をををを具具具具体体体体的的的的にににに教教教教ええええてください。てください。てください。てください。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 基基基基本本本本的的的的には、今回行っております新しい予には、今回行っております新しい予には、今回行っております新しい予には、今回行っております新しい予算算算算といった部といった部といった部といった部分分分分は、土木部がは、土木部がは、土木部がは、土木部が

やってきたやってきたやってきたやってきた流流流流れの中で平成２５年れの中で平成２５年れの中で平成２５年れの中で平成２５年度度度度は新しく名は新しく名は新しく名は新しく名前前前前を変を変を変を変ええええる県土る県土る県土る県土ママママネネネネジメジメジメジメント部で行うものント部で行うものント部で行うものント部で行うもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

○山下委員○山下委員○山下委員○山下委員 全く説明になっていないです。また予全く説明になっていないです。また予全く説明になっていないです。また予全く説明になっていないです。また予算算算算審審審審査特別査特別査特別査特別委員会までにその委員会までにその委員会までにその委員会までにその辺辺辺辺の整の整の整の整理理理理

をしてください。をしてください。をしてください。をしてください。横横横横文文文文字字字字をををを使使使使ったら新しいったら新しいったら新しいったら新しいセセセセンスがンスがンスがンスが生生生生まれるかのようなまれるかのようなまれるかのようなまれるかのような錯覚錯覚錯覚錯覚を県民にを県民にを県民にを県民に与え与え与え与え

るばかりで、るばかりで、るばかりで、るばかりで、我々我々我々我々議員にはさっ議員にはさっ議員にはさっ議員にはさっぱぱぱぱりそのりそのりそのりその意図意図意図意図がわかりませがわかりませがわかりませがわかりませんんんん。。。。

次次次次に２つ目ですに２つ目ですに２つ目ですに２つ目です。。。。「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度一一一一般般般般会計会計会計会計特別特別特別特別会計予会計予会計予会計予算算算算案の案の案の案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度度度度一一一一般般般般会会会会

計計計計特別特別特別特別会計２月補正予会計２月補正予会計２月補正予会計２月補正予算算算算案の案の案の案の概概概概要要要要」」」」の１１４の１１４の１１４の１１４ペペペペーーーージジジジに建設に建設に建設に建設リサリサリサリサイイイイクル法推進事クル法推進事クル法推進事クル法推進事業業業業がありまがありまがありまがありま

して、建設関係して、建設関係して、建設関係して、建設関係業者業者業者業者にににに研研研研修などをされるということですが、大庭土木部長、その修などをされるということですが、大庭土木部長、その修などをされるということですが、大庭土木部長、その修などをされるということですが、大庭土木部長、その前前前前に、県に、県に、県に、県

の土木部の職員に建設の土木部の職員に建設の土木部の職員に建設の土木部の職員に建設リサリサリサリサイイイイクル法のクル法のクル法のクル法の何何何何たるかのたるかのたるかのたるかの研研研研修をまず修をまず修をまず修をまず最初最初最初最初に行うに行うに行うに行うべべべべきではないのかきではないのかきではないのかきではないのか
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とおとおとおとお尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。

○芝池土木部次長（企画管理室長）○芝池土木部次長（企画管理室長）○芝池土木部次長（企画管理室長）○芝池土木部次長（企画管理室長） 仰仰仰仰せのとおりでございまして、平成２４年から山下せのとおりでございまして、平成２４年から山下せのとおりでございまして、平成２４年から山下せのとおりでございまして、平成２４年から山下

委員からい委員からい委員からい委員からいろろろろいいいいろろろろとご質問いただいている建設とご質問いただいている建設とご質問いただいている建設とご質問いただいている建設リサリサリサリサイイイイクル法のクル法のクル法のクル法の届届届届け出関係のことがございけ出関係のことがございけ出関係のことがございけ出関係のことがござい

ますので、ますので、ますので、ますので、当当当当然然然然担当者担当者担当者担当者を含めまして、今も、平成２４年から土木事を含めまして、今も、平成２４年から土木事を含めまして、今も、平成２４年から土木事を含めまして、今も、平成２４年から土木事務務務務所所所所のののの管管管管理理理理部部部部門門門門と建と建と建と建築築築築

部部部部門門門門とのとのとのとの連携連携連携連携ということでやっておりますが、なお一ということでやっておりますが、なお一ということでやっておりますが、なお一ということでやっておりますが、なお一層連携層連携層連携層連携をををを深深深深めるため及びその建設めるため及びその建設めるため及びその建設めるため及びその建設リリリリ

ササササイイイイクル法そのものが、どういうクル法そのものが、どういうクル法そのものが、どういうクル法そのものが、どういう趣旨趣旨趣旨趣旨でできているのかも含めましてでできているのかも含めましてでできているのかも含めましてでできているのかも含めまして徐々徐々徐々徐々にににに担当課担当課担当課担当課でででで研研研研修修修修

もやっており、さらにもやっており、さらにもやっており、さらにもやっており、さらに深深深深めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山下委員○山下委員○山下委員○山下委員 また、また、また、また、突然突然突然突然、通学路の安全対策で、通学路の安全対策で、通学路の安全対策で、通学路の安全対策で仰仰仰仰 々々々々しく会議をされたわけでありますけれしく会議をされたわけでありますけれしく会議をされたわけでありますけれしく会議をされたわけでありますけれ

ども、あの一ども、あの一ども、あの一ども、あの一連連連連の問題をの問題をの問題をの問題を追追追追及してきました中で、通学路の問題も提及してきました中で、通学路の問題も提及してきました中で、通学路の問題も提及してきました中で、通学路の問題も提起起起起しております。それしております。それしております。それしております。それ

をををを見見見見て、早て、早て、早て、早速速速速にににに反映反映反映反映されているのかと思いされているのかと思いされているのかと思いされているのかと思い詳詳詳詳細細細細にわたってにわたってにわたってにわたって見見見見ましたけれども、県がましたけれども、県がましたけれども、県がましたけれども、県が管管管管理理理理監監監監

督督督督をしなければならない土木をしなければならない土木をしなければならない土木をしなければならない土木工工工工事あるいは建設事あるいは建設事あるいは建設事あるいは建設工工工工事にかかわる、そういう事にかかわる、そういう事にかかわる、そういう事にかかわる、そういう工工工工事中の通学路事中の通学路事中の通学路事中の通学路

に対する対に対する対に対する対に対する対応応応応などはどこにもなどはどこにもなどはどこにもなどはどこにも触触触触れていないわけです。れていないわけです。れていないわけです。れていないわけです。何何何何というすばらしいというすばらしいというすばらしいというすばらしい感感感感性性性性をしているをしているをしているをしている

のだのだのだのだろろろろうと。要するに、安全対策をやかましく言われたのは、通学路にうと。要するに、安全対策をやかましく言われたのは、通学路にうと。要するに、安全対策をやかましく言われたのは、通学路にうと。要するに、安全対策をやかましく言われたのは、通学路に車車車車がががが突突突突っっっっ込込込込みけがみけがみけがみけが

をををを負負負負わせた、あるいはわせた、あるいはわせた、あるいはわせた、あるいは死亡死亡死亡死亡させた事させた事させた事させた事態態態態がががが繰繰繰繰りりりり返返返返しししし起起起起こっていることについての対策なのでこっていることについての対策なのでこっていることについての対策なのでこっていることについての対策なので

す。要するに、行す。要するに、行す。要するに、行す。要するに、行政政政政というのは事故がというのは事故がというのは事故がというのは事故が起起起起こらないと動かない。ですから、あのときにもこらないと動かない。ですから、あのときにもこらないと動かない。ですから、あのときにもこらないと動かない。ですから、あのときにも実実実実

際際際際、大庭土木部長は県の事、大庭土木部長は県の事、大庭土木部長は県の事、大庭土木部長は県の事務務務務処処処処理理理理調査調査調査調査委員会で、あそこの職員に対してい委員会で、あそこの職員に対してい委員会で、あそこの職員に対してい委員会で、あそこの職員に対していろろろろいいいいろろろろな事な事な事な事情情情情聴聴聴聴

取された内取された内取された内取された内容容容容をごらをごらをごらをごらんんんんになったでしょう。あの道路のになったでしょう。あの道路のになったでしょう。あの道路のになったでしょう。あの道路の切切切切り下げり下げり下げり下げ申請申請申請申請を事を事を事を事務務務務担当担当担当担当した高田土した高田土した高田土した高田土

木事木事木事木事務務務務所所所所のののの管管管管理理理理課課課課のののの主査主査主査主査は建設は建設は建設は建設リサリサリサリサイイイイクル法なクル法なクル法なクル法なんんんんかかかか知知知知らないと言っているのです。らないと言っているのです。らないと言っているのです。らないと言っているのです。知知知知らならならならな

いと言っていたのですよ。そのいと言っていたのですよ。そのいと言っていたのですよ。そのいと言っていたのですよ。その人人人人がこの道路のがこの道路のがこの道路のがこの道路の切切切切り下げをり下げをり下げをり下げを承承承承認認認認することについてのすることについてのすることについてのすることについての立立立立案を案を案を案を

しているのです。それについて、土木事しているのです。それについて、土木事しているのです。それについて、土木事しているのです。それについて、土木事務務務務所所所所のののの所所所所長長長長以以以以下、下、下、下、課課課課長も全部長も全部長も全部長も全部確確確確認認認認のののの判判判判をををを押押押押していしていしていしてい

るわけです。そういう体るわけです。そういう体るわけです。そういう体るわけです。そういう体制制制制の中でよくの中でよくの中でよくの中でよくぞぞぞぞ通学路の安全通学路の安全通学路の安全通学路の安全云云云云 々々々々を言うと。あのこを言うと。あのこを言うと。あのこを言うと。あのころろろろ、係長の発、係長の発、係長の発、係長の発

言でもありましたでしょう。言でもありましたでしょう。言でもありましたでしょう。言でもありましたでしょう。我々我々我々我々が通学路であるかどうかなが通学路であるかどうかなが通学路であるかどうかなが通学路であるかどうかなんんんんてててて特特特特段に段に段に段に配配配配慮慮慮慮しない。しない。しない。しない。人人人人がががが

通る道、通る道、通る道、通る道、歩歩歩歩道であるという道であるという道であるという道であるという観観観観点から検点から検点から検点から検討討討討しますと言っているのではないですか。そういうしますと言っているのではないですか。そういうしますと言っているのではないですか。そういうしますと言っているのではないですか。そういう

問題について、県民に、あるいは問題について、県民に、あるいは問題について、県民に、あるいは問題について、県民に、あるいは業者業者業者業者にににに啓蒙啓蒙啓蒙啓蒙するするするする前前前前に、まずは職員のに、まずは職員のに、まずは職員のに、まずは職員の研研研研修が、この道路対修が、この道路対修が、この道路対修が、この道路対

策も含めまして必要ではないかと思うのですけれども、大庭土木部長、いかがでございま策も含めまして必要ではないかと思うのですけれども、大庭土木部長、いかがでございま策も含めまして必要ではないかと思うのですけれども、大庭土木部長、いかがでございま策も含めまして必要ではないかと思うのですけれども、大庭土木部長、いかがでございま

すか。すか。すか。すか。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 非常非常非常非常に必要だと思っています。に必要だと思っています。に必要だと思っています。に必要だと思っています。

○山下委員○山下委員○山下委員○山下委員 いずれにしても、いずれにしても、いずれにしても、いずれにしても、余余余余りにもしらっとしたような問題提りにもしらっとしたような問題提りにもしらっとしたような問題提りにもしらっとしたような問題提起起起起、あるいは今のよう、あるいは今のよう、あるいは今のよう、あるいは今のよう

にしらっとしたおにしらっとしたおにしらっとしたおにしらっとしたお答え答え答え答えというのは、あなたというのは、あなたというのは、あなたというのは、あなた方方方方の体質がこれで直るのか、本の体質がこれで直るのか、本の体質がこれで直るのか、本の体質がこれで直るのか、本当当当当にににに心配心配心配心配になっになっになっになっ

てきます。どうかよてきます。どうかよてきます。どうかよてきます。どうかよろろろろしくごしくごしくごしくご研研研研修ください。修ください。修ください。修ください。終終終終わります。わります。わります。わります。
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○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 ほかにはないですか。ほかにはないですか。ほかにはないですか。ほかにはないですか。

では、ほかになければ、これで質疑をでは、ほかになければ、これで質疑をでは、ほかになければ、これで質疑をでは、ほかになければ、これで質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。

なお、なお、なお、なお、当当当当委員会委員会委員会委員会所管所管所管所管事項にかかる議案が事項にかかる議案が事項にかかる議案が事項にかかる議案が 追加追加追加追加提出される提出される提出される提出される場場場場合には、合には、合には、合には、当当当当委員会を定例会委員会を定例会委員会を定例会委員会を定例会

中の３月５日（中の３月５日（中の３月５日（中の３月５日（火火火火）の本会議）の本会議）の本会議）の本会議終了終了終了終了後に、後に、後に、後に、再度開催再度開催再度開催再度開催させていただきますので、あらかさせていただきますので、あらかさせていただきますので、あらかさせていただきますので、あらかじじじじめごめごめごめご

了承了承了承了承願います。願います。願います。願います。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 これをもって、本日の委員会をこれをもって、本日の委員会をこれをもって、本日の委員会をこれをもって、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。


