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地 域 交 通 対 策 等 特 別 委 員 会 記 録地 域 交 通 対 策 等 特 別 委 員 会 記 録地 域 交 通 対 策 等 特 別 委 員 会 記 録地 域 交 通 対 策 等 特 別 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２５日（月） １０：０２～１１：２４平成２５年２月２５日（月） １０：０２～１１：２４平成２５年２月２５日（月） １０：０２～１１：２４平成２５年２月２５日（月） １０：０２～１１：２４

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 ８名８名８名８名

安井 宏一 委員長安井 宏一 委員長安井 宏一 委員長安井 宏一 委員長

乾 浩之 副委員長乾 浩之 副委員長乾 浩之 副委員長乾 浩之 副委員長

森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員

宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員

高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員

米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員

出口 武男 委員出口 武男 委員出口 武男 委員出口 武男 委員

小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 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

平城 交通部長 ほか、関係職員平城 交通部長 ほか、関係職員平城 交通部長 ほか、関係職員平城 交通部長 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）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

〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 ただいまの説明と報告、そしてその他の事項も含めて、何か質疑ございまただいまの説明と報告、そしてその他の事項も含めて、何か質疑ございまただいまの説明と報告、そしてその他の事項も含めて、何か質疑ございまただいまの説明と報告、そしてその他の事項も含めて、何か質疑ございま

せんか。せんか。せんか。せんか。

○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 この予算にするべきかという質問ではありません。報告の中にあるかと思っこの予算にするべきかという質問ではありません。報告の中にあるかと思っこの予算にするべきかという質問ではありません。報告の中にあるかと思っこの予算にするべきかという質問ではありません。報告の中にあるかと思っ

たのですけれども、なかったので、もう少し教えていただきたいことがあるのですが、つたのですけれども、なかったので、もう少し教えていただきたいことがあるのですが、つたのですけれども、なかったので、もう少し教えていただきたいことがあるのですが、つたのですけれども、なかったので、もう少し教えていただきたいことがあるのですが、つ

い先日、桜井市で地域交通改善協議会が開会されました。それは、これまでの数年間、そい先日、桜井市で地域交通改善協議会が開会されました。それは、これまでの数年間、そい先日、桜井市で地域交通改善協議会が開会されました。それは、これまでの数年間、そい先日、桜井市で地域交通改善協議会が開会されました。それは、これまでの数年間、そ

れぞれの地域の方に代表をやってもらって、県と交通問題に取り組んでいこうということれぞれの地域の方に代表をやってもらって、県と交通問題に取り組んでいこうということれぞれの地域の方に代表をやってもらって、県と交通問題に取り組んでいこうということれぞれの地域の方に代表をやってもらって、県と交通問題に取り組んでいこうということ

で進めておりましたけれども、今度改めて、第１回目の会合として地域交通改善協議会がで進めておりましたけれども、今度改めて、第１回目の会合として地域交通改善協議会がで進めておりましたけれども、今度改めて、第１回目の会合として地域交通改善協議会がで進めておりましたけれども、今度改めて、第１回目の会合として地域交通改善協議会が

知事を先頭に開かれました。これは今までの流れからかなり具体的に進めていくという一知事を先頭に開かれました。これは今までの流れからかなり具体的に進めていくという一知事を先頭に開かれました。これは今までの流れからかなり具体的に進めていくという一知事を先頭に開かれました。これは今までの流れからかなり具体的に進めていくという一

つのあらわれかと感じているのですけれども、この内容についてもう少し掘り下げてお尋つのあらわれかと感じているのですけれども、この内容についてもう少し掘り下げてお尋つのあらわれかと感じているのですけれども、この内容についてもう少し掘り下げてお尋つのあらわれかと感じているのですけれども、この内容についてもう少し掘り下げてお尋

ねしたいと思います。よろしくお願いします。ねしたいと思います。よろしくお願いします。ねしたいと思います。よろしくお願いします。ねしたいと思います。よろしくお願いします。
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○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長 新たな地域交通改善協議会についてご質問を受けました。新たな地域交通改善協議会についてご質問を受けました。新たな地域交通改善協議会についてご質問を受けました。新たな地域交通改善協議会についてご質問を受けました。

地域交通改善協議会は、県では今まで、土木部次長を会長として、首長、副市長と県内地域交通改善協議会は、県では今まで、土木部次長を会長として、首長、副市長と県内地域交通改善協議会は、県では今まで、土木部次長を会長として、首長、副市長と県内地域交通改善協議会は、県では今まで、土木部次長を会長として、首長、副市長と県内

の交通事業者、運輸局等の関係団体を含めて、同じ名称でございますけれども、奈良県地の交通事業者、運輸局等の関係団体を含めて、同じ名称でございますけれども、奈良県地の交通事業者、運輸局等の関係団体を含めて、同じ名称でございますけれども、奈良県地の交通事業者、運輸局等の関係団体を含めて、同じ名称でございますけれども、奈良県地

域交通改善協議会を実地しておりました。この段階ではどちらかといいますと、地域交通域交通改善協議会を実地しておりました。この段階ではどちらかといいますと、地域交通域交通改善協議会を実地しておりました。この段階ではどちらかといいますと、地域交通域交通改善協議会を実地しておりました。この段階ではどちらかといいますと、地域交通

の各課題は取り上げているのですけれども、補助制度を受けるためには計画策定が必要にの各課題は取り上げているのですけれども、補助制度を受けるためには計画策定が必要にの各課題は取り上げているのですけれども、補助制度を受けるためには計画策定が必要にの各課題は取り上げているのですけれども、補助制度を受けるためには計画策定が必要に

なってきますので、これをクリアするための目的で動いていたというのが今までの状況でなってきますので、これをクリアするための目的で動いていたというのが今までの状況でなってきますので、これをクリアするための目的で動いていたというのが今までの状況でなってきますので、これをクリアするための目的で動いていたというのが今までの状況で

ございます。これまで、今、説明しましたような状況で、主に広域的なバス路線の維持、ございます。これまで、今、説明しましたような状況で、主に広域的なバス路線の維持、ございます。これまで、今、説明しましたような状況で、主に広域的なバス路線の維持、ございます。これまで、今、説明しましたような状況で、主に広域的なバス路線の維持、

確保を目的とした補助に関することをやっておりました。確保を目的とした補助に関することをやっておりました。確保を目的とした補助に関することをやっておりました。確保を目的とした補助に関することをやっておりました。

近年の状況ですが、ご存じのとおり少子高齢化によってバスの利用者がどんどん減って近年の状況ですが、ご存じのとおり少子高齢化によってバスの利用者がどんどん減って近年の状況ですが、ご存じのとおり少子高齢化によってバスの利用者がどんどん減って近年の状況ですが、ご存じのとおり少子高齢化によってバスの利用者がどんどん減って

いるところがございます。このため路線の維持が困難になった状況でございます。こういいるところがございます。このため路線の維持が困難になった状況でございます。こういいるところがございます。このため路線の維持が困難になった状況でございます。こういいるところがございます。このため路線の維持が困難になった状況でございます。こうい

うことも受けて、公共交通の利用者が減少している、そして路線バスが減便になっている、うことも受けて、公共交通の利用者が減少している、そして路線バスが減便になっている、うことも受けて、公共交通の利用者が減少している、そして路線バスが減便になっている、うことも受けて、公共交通の利用者が減少している、そして路線バスが減便になっている、

あるいは廃止になっている、そういうことが進んでいく中で、より広域的な視点を持ってあるいは廃止になっている、そういうことが進んでいく中で、より広域的な視点を持ってあるいは廃止になっている、そういうことが進んでいく中で、より広域的な視点を持ってあるいは廃止になっている、そういうことが進んでいく中で、より広域的な視点を持って

公共交通のネットワークの確保に向けた取り組みを、県と市町村と交通事業者が総力を挙公共交通のネットワークの確保に向けた取り組みを、県と市町村と交通事業者が総力を挙公共交通のネットワークの確保に向けた取り組みを、県と市町村と交通事業者が総力を挙公共交通のネットワークの確保に向けた取り組みを、県と市町村と交通事業者が総力を挙

げてとにかく取り組んでいくことが必要だということで、新たに知事と首長を委員としたげてとにかく取り組んでいくことが必要だということで、新たに知事と首長を委員としたげてとにかく取り組んでいくことが必要だということで、新たに知事と首長を委員としたげてとにかく取り組んでいくことが必要だということで、新たに知事と首長を委員とした

協議会を立ち上げたわけでございます。協議会を立ち上げたわけでございます。協議会を立ち上げたわけでございます。協議会を立ち上げたわけでございます。

○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

前回の当委員会でも、前回の当委員会でも、前回の当委員会でも、前回の当委員会でも、講師講師講師講師の方もおの方もおの方もおの方もお招招招招きしてきしてきしてきして勉強勉強勉強勉強会を開かせていただいた中で、地域の会を開かせていただいた中で、地域の会を開かせていただいた中で、地域の会を開かせていただいた中で、地域の

公共交通というのは、もう、会公共交通というのは、もう、会公共交通というのは、もう、会公共交通というのは、もう、会社社社社の利の利の利の利潤潤潤潤のののの追求追求追求追求が目的となる、そういうが目的となる、そういうが目的となる、そういうが目的となる、そういう位置づ位置づ位置づ位置づけではなくけではなくけではなくけではなく

て、て、て、て、社社社社会会会会資資資資本の一部としてというか本の一部としてというか本の一部としてというか本の一部としてというか社社社社会会会会資資資資本として、公共交通を受けとめていこうという本として、公共交通を受けとめていこうという本として、公共交通を受けとめていこうという本として、公共交通を受けとめていこうという

ことで進めていかないと、ことで進めていかないと、ことで進めていかないと、ことで進めていかないと、過疎過疎過疎過疎地の交通問題は、今地の交通問題は、今地の交通問題は、今地の交通問題は、今後後後後もっともっともっともっと衰退衰退衰退衰退の一の一の一の一途途途途をたどっていくだをたどっていくだをたどっていくだをたどっていくだ

ろう、それをどうにかしないといけないということで、先日ろう、それをどうにかしないといけないということで、先日ろう、それをどうにかしないといけないということで、先日ろう、それをどうにかしないといけないということで、先日勉強勉強勉強勉強させていただきました。させていただきました。させていただきました。させていただきました。

その中で、奈良交通その中で、奈良交通その中で、奈良交通その中で、奈良交通(株)(株)(株)(株)が先日新が先日新が先日新が先日新聞聞聞聞にも出ていましたけれど、県内のにも出ていましたけれど、県内のにも出ていましたけれど、県内のにも出ていましたけれど、県内の過疎過疎過疎過疎地を地を地を地を走走走走る５る５る５る５６６６６

路線のうちの２５路線が、もうこのままではやっていけないということでありました。そ路線のうちの２５路線が、もうこのままではやっていけないということでありました。そ路線のうちの２５路線が、もうこのままではやっていけないということでありました。そ路線のうちの２５路線が、もうこのままではやっていけないということでありました。そ

れは補助のあるものもあったと思いますけれども、もう補助でもれは補助のあるものもあったと思いますけれども、もう補助でもれは補助のあるものもあったと思いますけれども、もう補助でもれは補助のあるものもあったと思いますけれども、もう補助でも限界限界限界限界であるというようなであるというようなであるというようなであるというような

形形形形になってきて、このままではになってきて、このままではになってきて、このままではになってきて、このままでは営営営営利利利利企企企企業としては業としては業としては業としては限界限界限界限界にににに達達達達する中で、今する中で、今する中で、今する中で、今後後後後のこの問題にどのこの問題にどのこの問題にどのこの問題にど

う取り組んでいこうかということになっていると思うのです。本う取り組んでいこうかということになっていると思うのです。本う取り組んでいこうかということになっていると思うのです。本う取り組んでいこうかということになっていると思うのです。本来来来来この地域交通改善協議この地域交通改善協議この地域交通改善協議この地域交通改善協議

会というのは、地域のそれぞれの首長さんや代表の方が先頭に立って進めていく中で、会というのは、地域のそれぞれの首長さんや代表の方が先頭に立って進めていく中で、会というのは、地域のそれぞれの首長さんや代表の方が先頭に立って進めていく中で、会というのは、地域のそれぞれの首長さんや代表の方が先頭に立って進めていく中で、過過過過

疎疎疎疎地においてのこれらの問題を、具体的に地においてのこれらの問題を、具体的に地においてのこれらの問題を、具体的に地においてのこれらの問題を、具体的に展展展展開できるような、そういう大きな開できるような、そういう大きな開できるような、そういう大きな開できるような、そういう大きな期待期待期待期待がががが寄寄寄寄せせせせ

られていると思うのですけれども、そのあたりのられていると思うのですけれども、そのあたりのられていると思うのですけれども、そのあたりのられていると思うのですけれども、そのあたりの位置づ位置づ位置づ位置づけは、この協議会ではどうのようけは、この協議会ではどうのようけは、この協議会ではどうのようけは、この協議会ではどうのよう

になっているのでしになっているのでしになっているのでしになっているのでしょょょょうか。うか。うか。うか。
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○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長 特特特特にににに南南南南部地域のことでのご質問かと思いますけれども、部地域のことでのご質問かと思いますけれども、部地域のことでのご質問かと思いますけれども、部地域のことでのご質問かと思いますけれども、基基基基

本的に４つの地域に本的に４つの地域に本的に４つの地域に本的に４つの地域に分分分分けて地域交通改善協議会を持とうとけて地域交通改善協議会を持とうとけて地域交通改善協議会を持とうとけて地域交通改善協議会を持とうと考考考考えています。えています。えています。えています。南南南南部地域は、部地域は、部地域は、部地域は、南南南南

部地域の部地域の部地域の部地域の病院病院病院病院ののののメンメンメンメンバーと同じ方バーと同じ方バーと同じ方バーと同じ方 々々々々になってしまうわけなのですけれども、そういうとこになってしまうわけなのですけれども、そういうとこになってしまうわけなのですけれども、そういうとこになってしまうわけなのですけれども、そういうとこ

ろでやろうとしていまして、今ろでやろうとしていまして、今ろでやろうとしていまして、今ろでやろうとしていまして、今言言言言われたように、バスそのものでも、利用があれわれたように、バスそのものでも、利用があれわれたように、バスそのものでも、利用があれわれたように、バスそのものでも、利用があればばばば維持で維持で維持で維持で

きるわけです。だから、目的にきるわけです。だから、目的にきるわけです。だから、目的にきるわけです。だから、目的に応応応応じたじたじたじた形態形態形態形態があるはがあるはがあるはがあるはずずずずだと思いますので、そのだと思いますので、そのだと思いますので、そのだと思いますので、その辺辺辺辺をうまくをうまくをうまくをうまく

組み合わせるような組み合わせるような組み合わせるような組み合わせるような形形形形がががが求求求求めるめるめるめる答答答答えに近いものになっていくのではないかと、今、そのよえに近いものになっていくのではないかと、今、そのよえに近いものになっていくのではないかと、今、そのよえに近いものになっていくのではないかと、今、そのよ

うにうにうにうに考考考考えています。えています。えています。えています。

○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 今回、第１回目という今回、第１回目という今回、第１回目という今回、第１回目という形形形形で新しく知事が先頭に立って進めていくことで、そで新しく知事が先頭に立って進めていくことで、そで新しく知事が先頭に立って進めていくことで、そで新しく知事が先頭に立って進めていくことで、そ

のののの期待期待期待期待にしっかりとこたえていっていただけるような、そういう協議会にしていただくこにしっかりとこたえていっていただけるような、そういう協議会にしていただくこにしっかりとこたえていっていただけるような、そういう協議会にしていただくこにしっかりとこたえていっていただけるような、そういう協議会にしていただくこ

とを、とを、とを、とを、強強強強く、く、く、く、切望切望切望切望しておりますので、よろしくお願いいたします。しておりますので、よろしくお願いいたします。しておりますので、よろしくお願いいたします。しておりますので、よろしくお願いいたします。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 何点か質問させていただきたいと思うのですが、ま何点か質問させていただきたいと思うのですが、ま何点か質問させていただきたいと思うのですが、ま何点か質問させていただきたいと思うのですが、まずずずず１点目は、部局の改１点目は、部局の改１点目は、部局の改１点目は、部局の改変変変変

による名称による名称による名称による名称変更変更変更変更の報告がありました。これまでのの報告がありました。これまでのの報告がありました。これまでのの報告がありました。これまでの道道道道路路路路・・・・交通交通交通交通環境環境環境環境課が、課が、課が、課が、道道道道路路路路環境環境環境環境課、そし課、そし課、そし課、そし

て地域交通課にて地域交通課にて地域交通課にて地域交通課に分分分分かれるということで、先ほど森山委員からもおかれるということで、先ほど森山委員からもおかれるということで、先ほど森山委員からもおかれるということで、先ほど森山委員からもお話話話話がありましたように、がありましたように、がありましたように、がありましたように、

やはり地域交通というのは、やはり地域交通というのは、やはり地域交通というのは、やはり地域交通というのは、行政行政行政行政の大きなの大きなの大きなの大きな役割役割役割役割として、として、として、として、社社社社会会会会資資資資本として本として本として本として整備整備整備整備されていくとされていくとされていくとされていくと

いうことで、今いうことで、今いうことで、今いうことで、今後後後後の地域交通課のの地域交通課のの地域交通課のの地域交通課の役割役割役割役割にににに非常非常非常非常にににに期待期待期待期待をしている一をしている一をしている一をしている一人人人人なわけです。この名称なわけです。この名称なわけです。この名称なわけです。この名称

変更変更変更変更にににに伴伴伴伴って地域交通課というものがって地域交通課というものがって地域交通課というものがって地域交通課というものが発足発足発足発足をするわけですが、この課がをするわけですが、この課がをするわけですが、この課がをするわけですが、この課が果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割とか、とか、とか、とか、

今今今今後後後後の方向についてどういったの方向についてどういったの方向についてどういったの方向についてどういった決意決意決意決意をををを込込込込められているのか、まめられているのか、まめられているのか、まめられているのか、まずずずず土木部長の思いをお土木部長の思いをお土木部長の思いをお土木部長の思いをお聞聞聞聞きききき

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

２点目に、大宮通り２点目に、大宮通り２点目に、大宮通り２点目に、大宮通りプロジェプロジェプロジェプロジェクトについての報告がありました。これは新年度予算の大クトについての報告がありました。これは新年度予算の大クトについての報告がありました。これは新年度予算の大クトについての報告がありました。これは新年度予算の大

きな目きな目きな目きな目玉玉玉玉とされていまして、新とされていまして、新とされていまして、新とされていまして、新聞聞聞聞でもでもでもでも盛盛盛盛んに報んに報んに報んに報道道道道されております。報されております。報されております。報されております。報道道道道をごらんになったをごらんになったをごらんになったをごらんになった

県県県県民民民民の方からいろいろなの方からいろいろなの方からいろいろなの方からいろいろな意見意見意見意見がががが寄寄寄寄せられていまして、この問題についてはまた代表質問でせられていまして、この問題についてはまた代表質問でせられていまして、この問題についてはまた代表質問でせられていまして、この問題についてはまた代表質問で

も取り上げる予定にしているのですが、一つこの委員会でおも取り上げる予定にしているのですが、一つこの委員会でおも取り上げる予定にしているのですが、一つこの委員会でおも取り上げる予定にしているのですが、一つこの委員会でお聞聞聞聞きしておきたいのは、きしておきたいのは、きしておきたいのは、きしておきたいのは、特特特特にににに

４つの４つの４つの４つの拠拠拠拠点が点が点が点が書書書書かれているわけですが、１点目が奈良公かれているわけですが、１点目が奈良公かれているわけですが、１点目が奈良公かれているわけですが、１点目が奈良公園園園園、２点目は県、２点目は県、２点目は県、２点目は県営プ営プ営プ営プーーーール跡ル跡ル跡ル跡地、地、地、地、３３３３

点目は平城宮点目は平城宮点目は平城宮点目は平城宮跡跡跡跡、４点目は中町で、この４つの、４点目は中町で、この４つの、４点目は中町で、この４つの、４点目は中町で、この４つの拠拠拠拠点の点の点の点の現在現在現在現在の交通の交通の交通の交通量量量量ですとか交通状況がですとか交通状況がですとか交通状況がですとか交通状況が将将将将

来来来来的にどういう交通的にどういう交通的にどういう交通的にどういう交通量量量量にににに変変変変わっていくのかということで少しわっていくのかということで少しわっていくのかということで少しわっていくのかということで少しひひひひっかかるところがありましっかかるところがありましっかかるところがありましっかかるところがありまし

て、例えて、例えて、例えて、例えばばばば中町ですが、ここは中町ですが、ここは中町ですが、ここは中町ですが、ここは将来将来将来将来的には交通の要的には交通の要的には交通の要的には交通の要衝衝衝衝となりとなりとなりとなり得得得得るということでるということでるということでるということで整備整備整備整備がががが検討検討検討検討

されたというされたというされたというされたという経緯経緯経緯経緯がありますが、がありますが、がありますが、がありますが、私私私私もももも時々時々時々時々このこのこのこの辺辺辺辺を通を通を通を通過過過過するのですけれども、本当にそうするのですけれども、本当にそうするのですけれども、本当にそうするのですけれども、本当にそう

なっていくのかという疑問を持っておりまして、そういう交通なっていくのかという疑問を持っておりまして、そういう交通なっていくのかという疑問を持っておりまして、そういう交通なっていくのかという疑問を持っておりまして、そういう交通量量量量のののの見見見見通しを、どのように通しを、どのように通しを、どのように通しを、どのように

持っておられるのかお持っておられるのかお持っておられるのかお持っておられるのかお聞聞聞聞きしておきたい。きしておきたい。きしておきたい。きしておきたい。

特特特特に中町については、に中町については、に中町については、に中町については、駐車場駐車場駐車場駐車場としての利用状況は、としての利用状況は、としての利用状況は、としての利用状況は、非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいものがしいものがしいものがしいものが続続続続いております。いております。いております。いております。
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その点で、２０その点で、２０その点で、２０その点で、２０億円億円億円億円かけてかけてかけてかけて駐車場整備駐車場整備駐車場整備駐車場整備をして、また今をして、また今をして、また今をして、また今後後後後もこれをもこれをもこれをもこれを整備整備整備整備していくということしていくということしていくということしていくということ

ですが、そういったですが、そういったですが、そういったですが、そういった巨額巨額巨額巨額のののの投資投資投資投資をしてをしてをしてをして整備整備整備整備をすることにをすることにをすることにをすることに対対対対する疑する疑する疑する疑念念念念を、を、を、を、ずずずずっと持っているっと持っているっと持っているっと持っている

わけですが、そのあたり、わけですが、そのあたり、わけですが、そのあたり、わけですが、そのあたり、ひひひひとつおとつおとつおとつお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

あわせまして、２つ目の県あわせまして、２つ目の県あわせまして、２つ目の県あわせまして、２つ目の県営プ営プ営プ営プーーーール跡ル跡ル跡ル跡地、そして地、そして地、そして地、そして３３３３つ目の平城宮つ目の平城宮つ目の平城宮つ目の平城宮跡跡跡跡、この点も、この点も、この点も、この点も整備整備整備整備をさをさをさをさ

れるということですが、れるということですが、れるということですが、れるということですが、非常非常非常非常にににに気気気気になっているのがになっているのがになっているのがになっているのが景観景観景観景観の問題でありまして、の問題でありまして、の問題でありまして、の問題でありまして、京都京都京都京都方方方方面面面面かかかか

らららら来来来来たたたた場場場場合に、いわ合に、いわ合に、いわ合に、いわゆゆゆゆるるるるモモモモーーーーテルテルテルテルというものがというものがというものがというものが林林林林立していることになりますし、また大立していることになりますし、また大立していることになりますし、また大立していることになりますし、また大阪阪阪阪

方方方方面面面面からからからから来来来来たたたた場場場場合に第合に第合に第合に第二阪二阪二阪二阪奈奈奈奈道道道道路をおりるところで、また路をおりるところで、また路をおりるところで、また路をおりるところで、またモモモモーーーーテル街テル街テル街テル街がががが林林林林立している。ま立している。ま立している。ま立している。ま

さに奈良県のさに奈良県のさに奈良県のさに奈良県の玄玄玄玄関口が関口が関口が関口がモモモモーーーーテル街テル街テル街テル街だらけ、こういうことがあるわけです。ですから、大宮だらけ、こういうことがあるわけです。ですから、大宮だらけ、こういうことがあるわけです。ですから、大宮だらけ、こういうことがあるわけです。ですから、大宮

通りを通りを通りを通りを軸軸軸軸としたにとしたにとしたにとしたにぎぎぎぎわいわいわいわい創創創創出や出や出や出や景観景観景観景観、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは空空空空間間間間づづづづくりといった、奈良の町にくりといった、奈良の町にくりといった、奈良の町にくりといった、奈良の町にふふふふさわしさわしさわしさわし

いいいい景観景観景観景観というというというという場場場場合に、合に、合に、合に、現現現現状の課題を、どうとらえておられるのか、この点も、２つ目と状の課題を、どうとらえておられるのか、この点も、２つ目と状の課題を、どうとらえておられるのか、この点も、２つ目と状の課題を、どうとらえておられるのか、この点も、２つ目と３３３３

つ目のことにあわせておつ目のことにあわせておつ目のことにあわせておつ目のことにあわせてお聞聞聞聞きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、３３３３点目に、リ点目に、リ点目に、リ点目に、リニニニニア中ア中ア中ア中央央央央新新新新幹幹幹幹線中間線中間線中間線中間駅駅駅駅のののの設置設置設置設置の問題についておの問題についておの問題についておの問題についてお聞聞聞聞きしたい点がきしたい点がきしたい点がきしたい点が

あります。先日、当委員会でも、あります。先日、当委員会でも、あります。先日、当委員会でも、あります。先日、当委員会でも、神神神神奈奈奈奈川川川川県県県県相模原相模原相模原相模原市、そして山市、そして山市、そして山市、そして山梨梨梨梨県県県県甲府甲府甲府甲府市に市に市に市に調査調査調査調査にににに行行行行ってってってって

まいりました。それぞれまいりました。それぞれまいりました。それぞれまいりました。それぞれ人人人人口状況とか交通口状況とか交通口状況とか交通口状況とか交通環境環境環境環境のののの全全全全くくくく違違違違う町の中間う町の中間う町の中間う町の中間駅駅駅駅予定地を視予定地を視予定地を視予定地を視察察察察をしまをしまをしまをしま

したので、課題というものをしたので、課題というものをしたので、課題というものをしたので、課題というものを私私私私なりになりになりになりに非常非常非常非常にににに整理整理整理整理ができたと思っております。ができたと思っております。ができたと思っております。ができたと思っております。

もちろんリもちろんリもちろんリもちろんリニニニニア中ア中ア中ア中央央央央新新新新幹幹幹幹線につきましては、線につきましては、線につきましては、線につきましては、費費費費用の問題でいいますと、用の問題でいいますと、用の問題でいいますと、用の問題でいいますと、ＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海１１１１社社社社だだだだ

けでけでけでけで負担負担負担負担できなかったできなかったできなかったできなかった場場場場合の公合の公合の公合の公費投入費投入費投入費投入がががが懸念懸念懸念懸念される問題ですとか、あるいはされる問題ですとか、あるいはされる問題ですとか、あるいはされる問題ですとか、あるいは人人人人口が減少し口が減少し口が減少し口が減少し

ていくことによって、ていくことによって、ていくことによって、ていくことによって、過過過過大な利用大な利用大な利用大な利用見込見込見込見込みをしていることにより、利みをしていることにより、利みをしていることにより、利みをしていることにより、利益益益益がががが見込見込見込見込めないというめないというめないというめないという

問題ですとか、あるいは問題ですとか、あるいは問題ですとか、あるいは問題ですとか、あるいは電磁波被曝電磁波被曝電磁波被曝電磁波被曝の安の安の安の安全性全性全性全性が確が確が確が確認認認認されていない問題ですとか、いろいろされていない問題ですとか、いろいろされていない問題ですとか、いろいろされていない問題ですとか、いろいろ

な問題点をな問題点をな問題点をな問題点を指摘指摘指摘指摘して、して、して、して、拙速拙速拙速拙速なななな整備整備整備整備はするべきではないと主はするべきではないと主はするべきではないと主はするべきではないと主張張張張しているものですが、しているものですが、しているものですが、しているものですが、私私私私たちたちたちたち

がどう主がどう主がどう主がどう主張張張張しようともしようともしようともしようとも整備整備整備整備はされていくとなったはされていくとなったはされていくとなったはされていくとなった場場場場合には、県としてやはり間合には、県としてやはり間合には、県としてやはり間合には、県としてやはり間違違違違いのないいのないいのないいのない

対応対応対応対応をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばならないのは当ならないのは当ならないのは当ならないのは当然然然然のことです。のことです。のことです。のことです。

ここで思ったのですが、ここで思ったのですが、ここで思ったのですが、ここで思ったのですが、相模原相模原相模原相模原市の市の市の市の場場場場合は合は合は合は人人人人口口口口７７７７００００万人都万人都万人都万人都市で、市で、市で、市で、随分随分随分随分とととと橋橋橋橋本本本本駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺の地の地の地の地

域に域に域に域に人人人人口が口が口が口が集集集集中する中で、中する中で、中する中で、中する中で、巨巨巨巨大な大な大な大なビルビルビルビルもももも建建建建てて大きなスてて大きなスてて大きなスてて大きなステテテテーーーーションションションションをつくるというをつくるというをつくるというをつくるというイメイメイメイメーーーー

ジジジジで、それはそれでで、それはそれでで、それはそれでで、それはそれで西西西西部の部の部の部の過疎過疎過疎過疎の問題がの問題がの問題がの問題が非常非常非常非常にににに心配心配心配心配だと思いますし、だと思いますし、だと思いますし、だと思いますし、甲府甲府甲府甲府市の市の市の市の場場場場合は、合は、合は、合は、逆逆逆逆

にににに人人人人口２０数口２０数口２０数口２０数万人万人万人万人のののの都都都都市で、中市で、中市で、中市で、中心心心心部から部から部から部から離離離離れたれたれたれた農農農農地に地に地に地に駅駅駅駅をををを整備整備整備整備するということで、するということで、するということで、するということで、人人人人口の口の口の口の

少ない少ない少ない少ない郊外へ郊外へ郊外へ郊外への中の中の中の中心心心心部からのアク部からのアク部からのアク部からのアクセセセセスということでのスということでのスということでのスということでの苦労苦労苦労苦労もあるのだろうと思います。もあるのだろうと思います。もあるのだろうと思います。もあるのだろうと思います。甲甲甲甲

府府府府市の市の市の市の場場場場合は合は合は合は展望展望展望展望室を室を室を室を建建建建てるということで、県や市のてるということで、県や市のてるということで、県や市のてるということで、県や市の投資投資投資投資もももも相相相相当な当な当な当な額額額額になるのではないかになるのではないかになるのではないかになるのではないか

と思います。と思います。と思います。と思います。

そこで思ったのですけれども、奈良県が１そこで思ったのですけれども、奈良県が１そこで思ったのですけれども、奈良県が１そこで思ったのですけれども、奈良県が１時時時時間に１本とまるかとまらないかのリ間に１本とまるかとまらないかのリ間に１本とまるかとまらないかのリ間に１本とまるかとまらないかのリニニニニア中ア中ア中ア中
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央央央央新新新新幹幹幹幹線の線の線の線の駅駅駅駅をつくるに当たって、をつくるに当たって、をつくるに当たって、をつくるに当たって、果果果果たして、たして、たして、たして、行政行政行政行政として、県として、県として、県として、県民民民民にににに負担負担負担負担のないようなのないようなのないようなのないような整備整備整備整備

ができるのかどうか。また、ができるのかどうか。また、ができるのかどうか。また、ができるのかどうか。また、人人人人口減少口減少口減少口減少社社社社会といわれています。奈良県も例会といわれています。奈良県も例会といわれています。奈良県も例会といわれています。奈良県も例外外外外なくなくなくなく人人人人口減少口減少口減少口減少

社社社社会を会を会を会を迎迎迎迎えるわけでありまして、こういったえるわけでありまして、こういったえるわけでありまして、こういったえるわけでありまして、こういった人人人人口減少口減少口減少口減少社社社社会を会を会を会を見越見越見越見越したときに、さらには大したときに、さらには大したときに、さらには大したときに、さらには大

宮通り宮通り宮通り宮通りプロジェプロジェプロジェプロジェクトといって、ここににクトといって、ここににクトといって、ここににクトといって、ここににぎぎぎぎわいをつくって交通のわいをつくって交通のわいをつくって交通のわいをつくって交通の拠拠拠拠点をつくったり、中町点をつくったり、中町点をつくったり、中町点をつくったり、中町

に交通の要に交通の要に交通の要に交通の要衝衝衝衝をつくるといったときに、そういったをつくるといったときに、そういったをつくるといったときに、そういったをつくるといったときに、そういった人人人人口減少や口減少や口減少や口減少や人人人人口口口口分布分布分布分布のののの変変変変動、あるいは動、あるいは動、あるいは動、あるいは

交通交通交通交通量量量量のののの変変変変動なども動なども動なども動なども見見見見通した通した通した通した駅誘致駅誘致駅誘致駅誘致のののの論論論論議というものがもっと要るのではないかと思って議というものがもっと要るのではないかと思って議というものがもっと要るのではないかと思って議というものがもっと要るのではないかと思って

います。当います。当います。当います。当然然然然、、、、私私私私はははは駅駅駅駅をををを積極積極積極積極的に的に的に的に誘致誘致誘致誘致する立する立する立する立場場場場でもなけれでもなけれでもなけれでもなければばばば、リ、リ、リ、リニニニニア中ア中ア中ア中央央央央新新新新幹幹幹幹線がうまく線がうまく線がうまく線がうまく

いくかどうか疑問を持っている立いくかどうか疑問を持っている立いくかどうか疑問を持っている立いくかどうか疑問を持っている立場場場場ですけれども、そういう立ですけれども、そういう立ですけれども、そういう立ですけれども、そういう立場場場場をををを置置置置いて、いて、いて、いて、将来将来将来将来のそういのそういのそういのそうい

うううう見見見見通しを持った議通しを持った議通しを持った議通しを持った議論論論論ができてるのかどうか、そういう点でができてるのかどうか、そういう点でができてるのかどうか、そういう点でができてるのかどうか、そういう点で非常非常非常非常にににに強強強強い思いを持っておりい思いを持っておりい思いを持っておりい思いを持っており

ます。そこで、奈良県のます。そこで、奈良県のます。そこで、奈良県のます。そこで、奈良県の人人人人口減少口減少口減少口減少社社社社会を会を会を会を見据見据見据見据えた、えた、えた、えた、身身身身のののの丈丈丈丈に合った方に合った方に合った方に合った方法法法法というものもというものもというものもというものも考考考考ええええ

る必要があるのではないかと思います。る必要があるのではないかと思います。る必要があるのではないかと思います。る必要があるのではないかと思います。相模原相模原相模原相模原市と市と市と市と甲府甲府甲府甲府市を視市を視市を視市を視察察察察して、その思いをして、その思いをして、その思いをして、その思いを強強強強くしくしくしくし

ましたので、その点おましたので、その点おましたので、その点おましたので、その点お聞聞聞聞きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。

最後最後最後最後に、通に、通に、通に、通学学学学路の安路の安路の安路の安全全全全問題で、問題で、問題で、問題で、昨昨昨昨年年年年来来来来いろいろ動いていただき、総点いろいろ動いていただき、総点いろいろ動いていただき、総点いろいろ動いていただき、総点検検検検をををを行行行行ってってってって抽抽抽抽出を出を出を出を

していただきました。２点おしていただきました。２点おしていただきました。２点おしていただきました。２点お聞聞聞聞きしたいのですが、これは代表質問でもきしたいのですが、これは代表質問でもきしたいのですが、これは代表質問でもきしたいのですが、これは代表質問でも触触触触れますのでれますのでれますのでれますので詳詳詳詳しししし

くはやりませんけれども、くはやりませんけれども、くはやりませんけれども、くはやりませんけれども、学校学校学校学校関係者が関係者が関係者が関係者が抽抽抽抽出した出した出した出した危険箇所危険箇所危険箇所危険箇所が１が１が１が１，，，，４４４４７３カ所７３カ所７３カ所７３カ所ありまして、ありまして、ありまして、ありまして、

県として取りまとめた必要県として取りまとめた必要県として取りまとめた必要県として取りまとめた必要箇所箇所箇所箇所は１は１は１は１，３，３，３，３４１４１４１４１カ所カ所カ所カ所です。このです。このです。このです。このギャギャギャギャッッッッププププ、市町村、市町村、市町村、市町村別別別別にににに見見見見るとるとるとると

非常非常非常非常に大きく、例えに大きく、例えに大きく、例えに大きく、例えばばばば大大大大和和和和高田市は高田市は高田市は高田市は学校学校学校学校関係者が関係者が関係者が関係者が３３３３００００カ所抽カ所抽カ所抽カ所抽出をして、県としても出をして、県としても出をして、県としても出をして、県としても３３３３００００カカカカ

所所所所を取りまとめたとあるのですが、例えを取りまとめたとあるのですが、例えを取りまとめたとあるのですが、例えを取りまとめたとあるのですが、例えば橿原ば橿原ば橿原ば橿原市などですと、市などですと、市などですと、市などですと、６６６６１１１１カ所カ所カ所カ所が４が４が４が４９カ所９カ所９カ所９カ所というというというという

ことでされていた。あるいはことでされていた。あるいはことでされていた。あるいはことでされていた。あるいは生駒郡生駒郡生駒郡生駒郡でででで見見見見ましても、平ましても、平ましても、平ましても、平群群群群町、町、町、町、三郷三郷三郷三郷町、安町、安町、安町、安堵堵堵堵町は、町は、町は、町は、学校抽学校抽学校抽学校抽出出出出

箇所箇所箇所箇所数と県が数と県が数と県が数と県が求求求求めためためためた箇所箇所箇所箇所数は一数は一数は一数は一致致致致するのですが、するのですが、するのですが、するのですが、斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町は町は町は町は半半半半減しているわけです。この減しているわけです。この減しているわけです。この減しているわけです。この辺辺辺辺、、、、

どういったどういったどういったどういった原因原因原因原因があるのかを明らかにしていただきたいのが１点と、もう１点は、県としがあるのかを明らかにしていただきたいのが１点と、もう１点は、県としがあるのかを明らかにしていただきたいのが１点と、もう１点は、県としがあるのかを明らかにしていただきたいのが１点と、もう１点は、県とし

て取りまとめたて取りまとめたて取りまとめたて取りまとめた対対対対策必要策必要策必要策必要箇所箇所箇所箇所数のうち市町村数のうち市町村数のうち市町村数のうち市町村道道道道がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらい含まれているのかおらい含まれているのかおらい含まれているのかおらい含まれているのかお聞聞聞聞きしてきしてきしてきして

おきたいと思います。もし数おきたいと思います。もし数おきたいと思います。もし数おきたいと思います。もし数字字字字が出ておりましたら明らかにしていただきたいです。が出ておりましたら明らかにしていただきたいです。が出ておりましたら明らかにしていただきたいです。が出ておりましたら明らかにしていただきたいです。以以以以上上上上

です。です。です。です。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 今回の組今回の組今回の組今回の組織織織織のののの整備整備整備整備改改改改正正正正に関しまして、に関しまして、に関しまして、に関しまして、道道道道路路路路・・・・交通交通交通交通環境環境環境環境課を課を課を課を道道道道路路路路環境環境環境環境課と課と課と課と

地域交通課として開地域交通課として開地域交通課として開地域交通課として開設設設設することにすることにすることにすることに対対対対するするするする役割役割役割役割、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは考考考考えといったご質問でございましえといったご質問でございましえといったご質問でございましえといったご質問でございまし

た。た。た。た。

道道道道路路路路・・・・交通交通交通交通環境環境環境環境課は、たしか５年課は、たしか５年課は、たしか５年課は、たしか５年ぐぐぐぐらい前に、らい前に、らい前に、らい前に、再編再編再編再編をしてつくった課でございます。そをしてつくった課でございます。そをしてつくった課でございます。そをしてつくった課でございます。そ

うした中では、うした中では、うした中では、うした中では、自転自転自転自転車車車車やややや道道道道路の安路の安路の安路の安全全全全、そして交通、そして交通、そして交通、そして交通環境環境環境環境のののの整備整備整備整備、あるいは交通、あるいは交通、あるいは交通、あるいは交通戦略戦略戦略戦略、公共交、公共交、公共交、公共交

通確保、通確保、通確保、通確保、鉄鉄鉄鉄道道道道、いろいろな、いろいろな、いろいろな、いろいろな分分分分野野野野をををを担担担担当させていただいておりました。総合的にそういった当させていただいておりました。総合的にそういった当させていただいておりました。総合的にそういった当させていただいておりました。総合的にそういった
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道道道道路路路路並び並び並び並びに交通のに交通のに交通のに交通の戦略戦略戦略戦略を立ててやってきたところでございます。を立ててやってきたところでございます。を立ててやってきたところでございます。を立ててやってきたところでございます。

近年、こうした課題が近年、こうした課題が近年、こうした課題が近年、こうした課題が非常非常非常非常にににに顕顕顕顕在在在在化しているといいますか、化しているといいますか、化しているといいますか、化しているといいますか、非常非常非常非常に大きな課題となってに大きな課題となってに大きな課題となってに大きな課題となって

きています。県議会でも、地域交通きています。県議会でも、地域交通きています。県議会でも、地域交通きています。県議会でも、地域交通対対対対策等策等策等策等特別特別特別特別委員会を委員会を委員会を委員会を設置設置設置設置されたり、あるいは公共交通されたり、あるいは公共交通されたり、あるいは公共交通されたり、あるいは公共交通

を取りを取りを取りを取り巻巻巻巻く状況は、ますますく状況は、ますますく状況は、ますますく状況は、ますます厳厳厳厳しくなっている中で、やはり組しくなっている中で、やはり組しくなっている中で、やはり組しくなっている中で、やはり組織織織織をしっかり立ててをしっかり立ててをしっかり立ててをしっかり立てて対応対応対応対応をををを

していこうといったことで２つにしていこうといったことで２つにしていこうといったことで２つにしていこうといったことで２つに分分分分けていくものでございます。けていくものでございます。けていくものでございます。けていくものでございます。

役割分担役割分担役割分担役割分担でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、道道道道路路路路環境環境環境環境課では交通安課では交通安課では交通安課では交通安全全全全、、、、歩歩歩歩行行行行者の安者の安者の安者の安心心心心、、、、自転自転自転自転車車車車、ま、ま、ま、ま

ちちちちづづづづくりと一体となった交通くりと一体となった交通くりと一体となった交通くりと一体となった交通基基基基盤盤盤盤、あるいは奈良の中、あるいは奈良の中、あるいは奈良の中、あるいは奈良の中心心心心市市市市街街街街地の交通地の交通地の交通地の交通対対対対策などの交通策などの交通策などの交通策などの交通環境環境環境環境

のののの整備整備整備整備をやります。地域交通課ではバスなど、先ほどもおをやります。地域交通課ではバスなど、先ほどもおをやります。地域交通課ではバスなど、先ほどもおをやります。地域交通課ではバスなど、先ほどもお話話話話がありました地域交通がありました地域交通がありました地域交通がありました地域交通活活活活性性性性化、化、化、化、

つまり２月に改めて新つまり２月に改めて新つまり２月に改めて新つまり２月に改めて新設設設設いたしました地域交通改善協議会の動かし、あるいはいたしました地域交通改善協議会の動かし、あるいはいたしました地域交通改善協議会の動かし、あるいはいたしました地域交通改善協議会の動かし、あるいは鉄鉄鉄鉄道道道道、リ、リ、リ、リニニニニ

ア中ア中ア中ア中央央央央新新新新幹幹幹幹線といった部線といった部線といった部線といった部分分分分も地域交通課でも地域交通課でも地域交通課でも地域交通課で所所所所管管管管する予定となっています。する予定となっています。する予定となっています。する予定となっています。以以以以上でございま上でございま上でございま上でございま

す。す。す。す。

○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長 中町中町中町中町駐車場駐車場駐車場駐車場の県内の交通の要の県内の交通の要の県内の交通の要の県内の交通の要衝衝衝衝というというというという話話話話だけれども、年内の交通だけれども、年内の交通だけれども、年内の交通だけれども、年内の交通量量量量

とそれをとそれをとそれをとそれを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた整備投資整備投資整備投資整備投資についてのご質問におについてのご質問におについてのご質問におについてのご質問にお答答答答えいたします。えいたします。えいたします。えいたします。

ままままずずずず、中町、中町、中町、中町駐車場駐車場駐車場駐車場ですけれども、ご案内のとおり、ですけれども、ご案内のとおり、ですけれども、ご案内のとおり、ですけれども、ご案内のとおり、幹幹幹幹線線線線道道道道路である第路である第路である第路である第二阪二阪二阪二阪奈奈奈奈道道道道路と路と路と路と枚枚枚枚方方方方

大大大大和郡和郡和郡和郡山線が交山線が交山線が交山線が交差差差差するところにするところにするところにするところに位置位置位置位置しております。そういったしております。そういったしております。そういったしております。そういった意意意意味味味味でででで道道道道路交通の要路交通の要路交通の要路交通の要衝衝衝衝であであであであ

ろうとろうとろうとろうと考考考考えていたところですけれども、このえていたところですけれども、このえていたところですけれども、このえていたところですけれども、この枚枚枚枚方大方大方大方大和郡和郡和郡和郡山線が、ち山線が、ち山線が、ち山線が、ちょょょょうど中町うど中町うど中町うど中町駐車場駐車場駐車場駐車場からからからから

第第第第二阪二阪二阪二阪奈奈奈奈道道道道路の方に路の方に路の方に路の方に北側北側北側北側の部の部の部の部分分分分が２が２が２が２車車車車線になっており、その部線になっており、その部線になっており、その部線になっており、その部分分分分につきまして４につきまして４につきまして４につきまして４車車車車線化を線化を線化を線化を

今今今今考考考考えております。えております。えております。えております。昨昨昨昨年年年年末末末末に４に４に４に４車車車車線化の線化の線化の線化の都都都都市計画市計画市計画市計画決決決決定を定を定を定を行行行行ったところであります。もともったところであります。もともったところであります。もともったところであります。もとも

とととと道道道道路交通の要路交通の要路交通の要路交通の要衝衝衝衝でありましたけれども、そういったでありましたけれども、そういったでありましたけれども、そういったでありましたけれども、そういった意意意意味味味味で、で、で、で、道道道道路交通の路交通の路交通の路交通の拠拠拠拠点としての要点としての要点としての要点としての要

衝衝衝衝、、、、ポポポポインインインイントとしてのトとしてのトとしてのトとしての重重重重要要要要性性性性はますます高まっていくのではないかとはますます高まっていくのではないかとはますます高まっていくのではないかとはますます高まっていくのではないかと考考考考えています。具体えています。具体えています。具体えています。具体

的には、的には、的には、的には、都都都都市計画市計画市計画市計画決決決決定をするに当たって、定をするに当たって、定をするに当たって、定をするに当たって、枚枚枚枚方大方大方大方大和郡和郡和郡和郡山線、２山線、２山線、２山線、２万万万万台規台規台規台規模模模模の交通の交通の交通の交通量量量量をををを見込見込見込見込んんんん

だ上で４だ上で４だ上で４だ上で４車車車車線化の線化の線化の線化の都都都都市計画市計画市計画市計画決決決決定をしているということでございます。定をしているということでございます。定をしているということでございます。定をしているということでございます。

いいいいずずずずれにしましても、中町れにしましても、中町れにしましても、中町れにしましても、中町駐車場駐車場駐車場駐車場は、そもそも平城宮は、そもそも平城宮は、そもそも平城宮は、そもそも平城宮跡跡跡跡のののの国国国国営営営営公公公公園園園園化に当たりまして、化に当たりまして、化に当たりまして、化に当たりまして、

国国国国が事業者になられますけれども、が事業者になられますけれども、が事業者になられますけれども、が事業者になられますけれども、原原原原則として、則として、則として、則として、特別特別特別特別史史史史跡跡跡跡である平城宮である平城宮である平城宮である平城宮跡跡跡跡内に内に内に内に駐車場駐車場駐車場駐車場をををを設設設設

けない、そこでけない、そこでけない、そこでけない、そこで郊外郊外郊外郊外にににに駐車場駐車場駐車場駐車場をををを設設設設けるというけるというけるというけるという経緯経緯経緯経緯でででで検討検討検討検討したものでありますけれども、今したものでありますけれども、今したものでありますけれども、今したものでありますけれども、今

申申申申し上げたようなし上げたようなし上げたようなし上げたようなインインインインフラフラフラフラ整備整備整備整備の動向のの動向のの動向のの動向の変変変変化、それから平城宮化、それから平城宮化、それから平城宮化、それから平城宮跡跡跡跡のののの整備整備整備整備の動向などもの動向などもの動向などもの動向なども踏踏踏踏まままま

えながら、今えながら、今えながら、今えながら、今後最後最後最後最終終終終的にどのような的にどのような的にどのような的にどのような形形形形にするかにするかにするかにするか検討検討検討検討を進めてまいりたいと思っております。を進めてまいりたいと思っております。を進めてまいりたいと思っております。を進めてまいり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。

○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長 大宮通りの、大宮通りの、大宮通りの、大宮通りの、特特特特にににに沿沿沿沿道道道道のののの景観景観景観景観ということについてのご質問ということについてのご質問ということについてのご質問ということについてのご質問

でございます。でございます。でございます。でございます。



---- 7777 ----

大宮通り大宮通り大宮通り大宮通りプロジェプロジェプロジェプロジェクトのご説明のクトのご説明のクトのご説明のクトのご説明の資資資資料料料料の中にもございますけれども、例えの中にもございますけれども、例えの中にもございますけれども、例えの中にもございますけれども、例えばばばば大宮通りの大宮通りの大宮通りの大宮通りの

拠拠拠拠点に点に点に点に花壇花壇花壇花壇をををを整備整備整備整備していきたい、あるいは平城宮していきたい、あるいは平城宮していきたい、あるいは平城宮していきたい、あるいは平城宮跡跡跡跡でいえでいえでいえでいえばばばば、大宮通りに、大宮通りに、大宮通りに、大宮通りに遣唐使船遣唐使船遣唐使船遣唐使船を持っを持っを持っを持っ

てくるてくるてくるてくる検討検討検討検討をしたいということで、一つには、大宮通りが奈良県のをしたいということで、一つには、大宮通りが奈良県のをしたいということで、一つには、大宮通りが奈良県のをしたいということで、一つには、大宮通りが奈良県の玄玄玄玄関口という関口という関口という関口という位置づ位置づ位置づ位置づけけけけ

をしておりますので、その中で、をしておりますので、その中で、をしておりますので、その中で、をしておりますので、その中で、花花花花などによるおもてなし、それから奈良はやはりなどによるおもてなし、それから奈良はやはりなどによるおもてなし、それから奈良はやはりなどによるおもてなし、それから奈良はやはり歴史歴史歴史歴史的、的、的、的、

あるいは文化的なもの、奈良らしさというものをあるいは文化的なもの、奈良らしさというものをあるいは文化的なもの、奈良らしさというものをあるいは文化的なもの、奈良らしさというものを景観景観景観景観からも感じられるようなからも感じられるようなからも感じられるようなからも感じられるような遣唐使船遣唐使船遣唐使船遣唐使船とととと

かそういったもので、かそういったもので、かそういったもので、かそういったもので、特特特特に土木部、まちに土木部、まちに土木部、まちに土木部、まちづづづづくりくりくりくり推推推推進局ではみ進局ではみ進局ではみ進局ではみずずずずから事業としてから事業としてから事業としてから事業として行行行行う部う部う部う部分分分分にににに

つきまして、そういったもてなしであるとか、つきまして、そういったもてなしであるとか、つきまして、そういったもてなしであるとか、つきまして、そういったもてなしであるとか、歴史歴史歴史歴史的、文化的な的、文化的な的、文化的な的、文化的な景観景観景観景観、奈良を感じられる、奈良を感じられる、奈良を感じられる、奈良を感じられる

ものをつくり出していきたいと思っております。ものをつくり出していきたいと思っております。ものをつくり出していきたいと思っております。ものをつくり出していきたいと思っております。

もう一つ、公共事業ではなくて、もう一つ、公共事業ではなくて、もう一つ、公共事業ではなくて、もう一つ、公共事業ではなくて、沿沿沿沿道道道道のののの民民民民間の間の間の間のモモモモーーーーテルテルテルテルというというというという話話話話もございましたけれどもございましたけれどもございましたけれどもございましたけれど

も、これにつきましてはも、これにつきましてはも、これにつきましてはも、これにつきましては景観・環境景観・環境景観・環境景観・環境局でありますとか、あるいは局でありますとか、あるいは局でありますとか、あるいは局でありますとか、あるいは景観行政景観行政景観行政景観行政団体となってお団体となってお団体となってお団体となってお

ります奈良市とも協力をして、平城ります奈良市とも協力をして、平城ります奈良市とも協力をして、平城ります奈良市とも協力をして、平城遷遷遷遷都都都都１１１１３３３３００年００年００年００年祭祭祭祭の年の年の年の年以以以以降降降降、市と県と協力しながら、、市と県と協力しながら、、市と県と協力しながら、、市と県と協力しながら、

例え例え例え例えばばばば大宮通りの大宮通りの大宮通りの大宮通りの商商商商業業業業施施施施設設設設等もありますけれども、等もありますけれども、等もありますけれども、等もありますけれども、看板看板看板看板などもできるだけ目立たないようなどもできるだけ目立たないようなどもできるだけ目立たないようなどもできるだけ目立たないよう

にということで、にということで、にということで、にということで、民民民民間の方に助成をしながら、できるだけ目立たないような間の方に助成をしながら、できるだけ目立たないような間の方に助成をしながら、できるだけ目立たないような間の方に助成をしながら、できるだけ目立たないような色遣色遣色遣色遣い、あるい、あるい、あるい、ある

いは大きさということでいは大きさということでいは大きさということでいは大きさということで誘誘誘誘導導導導しているものもございますし、平城しているものもございますし、平城しているものもございますし、平城しているものもございますし、平城遷遷遷遷都都都都１１１１３３３３００年００年００年００年祭祭祭祭以以以以降降降降もももも

奈良市でも奈良市でも奈良市でも奈良市でも引引引引きききき続続続続きそういった助成、あるいはどういったきそういった助成、あるいはどういったきそういった助成、あるいはどういったきそういった助成、あるいはどういったルルルルーーーールルルルをををを考考考考えていくかでえていくかでえていくかでえていくかで話話話話をしをしをしをし

ているところでございますので、ているところでございますので、ているところでございますので、ているところでございますので、特特特特にににに沿沿沿沿道道道道のののの民民民民間の間の間の間の建建建建物物物物のののの景観景観景観景観等につきましては、土木部、等につきましては、土木部、等につきましては、土木部、等につきましては、土木部、

まちまちまちまちづづづづくりくりくりくり推推推推進局だけではなく、関係の部局、それから市とも進局だけではなく、関係の部局、それから市とも進局だけではなく、関係の部局、それから市とも進局だけではなく、関係の部局、それから市とも連携連携連携連携をしながら、これからをしながら、これからをしながら、これからをしながら、これから

もももも引引引引きききき続続続続きききき検討検討検討検討、あるいは取り組みをしてまいりたいと思っております。、あるいは取り組みをしてまいりたいと思っております。、あるいは取り組みをしてまいりたいと思っております。、あるいは取り組みをしてまいりたいと思っております。以以以以上でございま上でございま上でございま上でございま

す。す。す。す。

○堀内道路・交通環境課長○堀内道路・交通環境課長○堀内道路・交通環境課長○堀内道路・交通環境課長 リリリリニニニニア中ア中ア中ア中央央央央新新新新幹幹幹幹線の関線の関線の関線の関連連連連と通と通と通と通学学学学路の関路の関路の関路の関連連連連でご質問いただきまでご質問いただきまでご質問いただきまでご質問いただきま

した。した。した。した。

ままままずずずず、リ、リ、リ、リニニニニア中ア中ア中ア中央央央央新新新新幹幹幹幹線の関線の関線の関線の関連連連連でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、人人人人口減少口減少口減少口減少社社社社会という会という会という会という現在現在現在現在の状況におきの状況におきの状況におきの状況におき

まして、奈良県は、まして、奈良県は、まして、奈良県は、まして、奈良県は、空空空空港港港港も新も新も新も新幹幹幹幹線もない線もない線もない線もない３３３３県の一つであるわけでございますが、高県の一つであるわけでございますが、高県の一つであるわけでございますが、高県の一つであるわけでございますが、高速速速速運運運運送送送送

体体体体系系系系、、、、特特特特にリにリにリにリニニニニア中ア中ア中ア中央央央央新新新新幹幹幹幹線の高線の高線の高線の高速速速速交通体交通体交通体交通体系系系系がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす効効効効果果果果は、県のみならは、県のみならは、県のみならは、県のみならずずずず紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島、、、、

それから関それから関それから関それから関西西西西のののの南南南南部、部、部、部、西西西西部、部、部、部、東東東東部に部に部に部に均均均均てんされまして、今てんされまして、今てんされまして、今てんされまして、今後後後後、、、、経経経経済済済済のののの発展発展発展発展、、、、生生生生活活活活の向上にの向上にの向上にの向上に

つながり、また交通アクつながり、また交通アクつながり、また交通アクつながり、また交通アクセセセセスのよさをスのよさをスのよさをスのよさを強強強強みにした交流みにした交流みにした交流みにした交流人人人人口、口、口、口、特特特特にににに観観観観光光光光を主とした交流を主とした交流を主とした交流を主とした交流人人人人口口口口

のののの増増増増大が大が大が大が可能可能可能可能になるとになるとになるとになると考考考考えております。そのためにも、交通アクえております。そのためにも、交通アクえております。そのためにも、交通アクえております。そのためにも、交通アクセセセセスのスのスのスの整備整備整備整備がががが非常非常非常非常に大に大に大に大切切切切

であるとであるとであるとであると考考考考えております。また、中間えております。また、中間えております。また、中間えております。また、中間駅駅駅駅に関するに関するに関するに関する旅客需旅客需旅客需旅客需要予要予要予要予測測測測とかアクとかアクとかアクとかアクセセセセスススス性性性性などについなどについなどについなどについ

てててて調査調査調査調査を今進めているところでございます。今を今進めているところでございます。今を今進めているところでございます。今を今進めているところでございます。今後後後後、まち、まち、まち、まちづづづづくりと一体となった地域のくりと一体となった地域のくりと一体となった地域のくりと一体となった地域の周辺周辺周辺周辺

整備整備整備整備等についても議等についても議等についても議等についても議論論論論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考考考えております。えております。えております。えております。
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それと、２点目の通それと、２点目の通それと、２点目の通それと、２点目の通学学学学路に関してですけれど、ま路に関してですけれど、ま路に関してですけれど、ま路に関してですけれど、まずずずず１点目の数１点目の数１点目の数１点目の数字字字字ののののギャギャギャギャッッッッププププでございまでございまでございまでございま

す。これは当す。これは当す。これは当す。これは当初初初初、、、、学校学校学校学校関係者から関係者から関係者から関係者から危険箇所危険箇所危険箇所危険箇所とかそういったところ、とかそういったところ、とかそういったところ、とかそういったところ、多多多多数数数数指摘指摘指摘指摘されたわけでされたわけでされたわけでされたわけで

ございますが、そのございますが、そのございますが、そのございますが、その後後後後、、、、学校学校学校学校ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡのののの父母父母父母父母等で、立等で、立等で、立等で、立哨哨哨哨とか、それからあと、ちとか、それからあと、ちとか、それからあと、ちとか、それからあと、ちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした

草刈草刈草刈草刈りとか、維持りとか、維持りとか、維持りとか、維持管管管管理理理理上の問題のところの上の問題のところの上の問題のところの上の問題のところの箇所箇所箇所箇所もももも指摘指摘指摘指摘されておりましたので、そういったされておりましたので、そういったされておりましたので、そういったされておりましたので、そういった

ところにつきましてはところにつきましてはところにつきましてはところにつきましては早急早急早急早急にににに対応対応対応対応させていただいて、数が減ったという状況でございます。させていただいて、数が減ったという状況でございます。させていただいて、数が減ったという状況でございます。させていただいて、数が減ったという状況でございます。

それと、それと、それと、それと、対対対対策必要策必要策必要策必要箇所箇所箇所箇所１１１１，３，３，３，３４１４１４１４１カ所カ所カ所カ所、これは、これは、これは、これは全全全全体の数でございますが、そのうち市町村体の数でございますが、そのうち市町村体の数でございますが、そのうち市町村体の数でございますが、そのうち市町村

道道道道での数につきましてはでの数につきましてはでの数につきましてはでの数につきましては９９９９１１１１１１１１カ所カ所カ所カ所でございます。でございます。でございます。でございます。以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。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

ままままずずずず、１点目の、部局改、１点目の、部局改、１点目の、部局改、１点目の、部局改変変変変、名称、名称、名称、名称変更変更変更変更にかかわる問題でいろいろ思いをにかかわる問題でいろいろ思いをにかかわる問題でいろいろ思いをにかかわる問題でいろいろ思いを述述述述べていただきべていただきべていただきべていただき

ました。ました。ました。ました。振振振振りりりり返返返返ってってってって言言言言いますと、いますと、いますと、いますと、道道道道路路路路・・・・交通交通交通交通環境環境環境環境課は、この委員会でも課は、この委員会でも課は、この委員会でも課は、この委員会でも非常非常非常非常にかかわりのにかかわりのにかかわりのにかかわりの

深深深深い課でありまして、地い課でありまして、地い課でありまして、地い課でありまして、地元元元元の、平の、平の、平の、平群群群群町や町や町や町や三郷三郷三郷三郷町、町、町、町、斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町、安町、安町、安町、安堵堵堵堵町などでも町などでも町などでも町などでもデマデマデマデマンンンンドタドタドタドタククククシシシシ

ーをーをーをーを走走走走らせたり、らせたり、らせたり、らせたり、コミュコミュコミュコミュニテニテニテニティィィィーバスをーバスをーバスをーバスを走走走走らせたりということで、らせたりということで、らせたりということで、らせたりということで、非常非常非常非常におにおにおにお世世世世話話話話になったになったになったになった

ところで、感ところで、感ところで、感ところで、感慨深慨深慨深慨深い思いもありますが、一方で、い思いもありますが、一方で、い思いもありますが、一方で、い思いもありますが、一方で、ウエウエウエウエルカルカルカルカムゲムゲムゲムゲートの問題ですとか、近ートの問題ですとか、近ートの問題ですとか、近ートの問題ですとか、近鉄鉄鉄鉄

奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前の大前の大前の大前の大屋根屋根屋根屋根の問題などで、の問題などで、の問題などで、の問題などで、非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい意見意見意見意見をををを申申申申し上げてきたというし上げてきたというし上げてきたというし上げてきたという面面面面もあったともあったともあったともあったと

いうことを思いいうことを思いいうことを思いいうことを思い起起起起こしながら、今こしながら、今こしながら、今こしながら、今後後後後、、、、非常非常非常非常にににに重重重重要な要な要な要な役割役割役割役割を持つことになると思いますので、を持つことになると思いますので、を持つことになると思いますので、を持つことになると思いますので、

そのそのそのその辺辺辺辺また、しっかりとまた、しっかりとまた、しっかりとまた、しっかりと勉強勉強勉強勉強してしてしてして意見意見意見意見をををを申申申申し上げていきたいと思いました。し上げていきたいと思いました。し上げていきたいと思いました。し上げていきたいと思いました。

それから、大宮通りそれから、大宮通りそれから、大宮通りそれから、大宮通りプロジェプロジェプロジェプロジェクトにかかわっても、クトにかかわっても、クトにかかわっても、クトにかかわっても、特特特特にににに景観景観景観景観の問題で、奈良県のの問題で、奈良県のの問題で、奈良県のの問題で、奈良県の玄玄玄玄関口関口関口関口

であるであるであるである西西西西名名名名阪阪阪阪自自自自動動動動車道車道車道車道のののの香芝香芝香芝香芝インインインインタタタターーーーチチチチェンジェンジェンジェンジ付付付付近にしましても、近にしましても、近にしましても、近にしましても、郡郡郡郡山山山山インインインインタタタターーーーチチチチェンジェンジェンジェンジ

付付付付近にしましても、また近にしましても、また近にしましても、また近にしましても、また国国国国道道道道２４２４２４２４号号号号のののの京都府京都府京都府京都府側側側側からのからのからのからの入入入入り口、また第り口、また第り口、また第り口、また第二阪二阪二阪二阪奈奈奈奈道道道道路の大路の大路の大路の大阪府阪府阪府阪府

側側側側からのからのからのからの入入入入り口というところでり口というところでり口というところでり口というところでモモモモーーーーテルテルテルテルだらけというのを何とかしたいなという思いを持だらけというのを何とかしたいなという思いを持だらけというのを何とかしたいなという思いを持だらけというのを何とかしたいなという思いを持

っておりまして、その点、市町村で、あるいはっておりまして、その点、市町村で、あるいはっておりまして、その点、市町村で、あるいはっておりまして、その点、市町村で、あるいは景観・環境景観・環境景観・環境景観・環境局とも局とも局とも局とも連携連携連携連携をしてをしてをしてをして景観誘景観誘景観誘景観誘導導導導をさをさをさをさ

れることで、それはれることで、それはれることで、それはれることで、それは非常非常非常非常にににに強強強強くくくく期待期待期待期待をしているところです。またこの点もをしているところです。またこの点もをしているところです。またこの点もをしているところです。またこの点も勉強勉強勉強勉強させていたさせていたさせていたさせていた

だいて、だいて、だいて、だいて、意見意見意見意見をををを申申申申し上げていきたいと思っております。し上げていきたいと思っております。し上げていきたいと思っております。し上げていきたいと思っております。

最後最後最後最後に、リに、リに、リに、リニニニニア中ア中ア中ア中央央央央新新新新幹幹幹幹線中間線中間線中間線中間駅駅駅駅の問題につきまして、交流の問題につきまして、交流の問題につきまして、交流の問題につきまして、交流人人人人口の口の口の口の拡拡拡拡大ということが大ということが大ということが大ということが述述述述

べられました。そういう点もあろうかと思いますけれども、べられました。そういう点もあろうかと思いますけれども、べられました。そういう点もあろうかと思いますけれども、べられました。そういう点もあろうかと思いますけれども、逆逆逆逆に一方で、奈良のに一方で、奈良のに一方で、奈良のに一方で、奈良の魅魅魅魅力とい力とい力とい力とい

うことをうことをうことをうことを考考考考えたときに、えたときに、えたときに、えたときに、ゆゆゆゆったりったりったりったり来来来来ててててゆゆゆゆっくりするというっくりするというっくりするというっくりするという不不不不便なところがまたいいという便なところがまたいいという便なところがまたいいという便なところがまたいいという

観観観観光客光客光客光客のごのごのごのご意見意見意見意見もおもおもおもお聞聞聞聞きしているところですので、そういう点もよくきしているところですので、そういう点もよくきしているところですので、そういう点もよくきしているところですので、そういう点もよく踏踏踏踏まえながら、まえながら、まえながら、まえながら、身身身身のののの

丈丈丈丈に合ったまちに合ったまちに合ったまちに合ったまちづづづづくり、くり、くり、くり、道道道道路路路路環境づ環境づ環境づ環境づくりについて、くりについて、くりについて、くりについて、引引引引きききき続続続続きききき意見意見意見意見をををを申申申申し上げていきたいとし上げていきたいとし上げていきたいとし上げていきたいと

思っております。思っております。思っております。思っております。以以以以上です。ありがとうございました。上です。ありがとうございました。上です。ありがとうございました。上です。ありがとうございました。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 ほかに何かございませんか。ほかに何かございませんか。ほかに何かございませんか。ほかに何かございませんか。
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特特特特にないようでございますので、ただいまの質疑はこれをもってにないようでございますので、ただいまの質疑はこれをもってにないようでございますので、ただいまの質疑はこれをもってにないようでございますので、ただいまの質疑はこれをもって終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。

なお、当委員会なお、当委員会なお、当委員会なお、当委員会所所所所管管管管事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が追追追追加加加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がございます。当委員会を、合がございます。当委員会を、合がございます。当委員会を、合がございます。当委員会を、

定例会中の定例会中の定例会中の定例会中の３３３３月月月月７７７７日木日木日木日木曜曜曜曜日の日の日の日の午午午午前１０前１０前１０前１０時３時３時３時３００００分分分分から、から、から、から、再再再再度開度開度開度開催催催催させていただきますので、させていただきますので、させていただきますので、させていただきますので、

あらかじめごあらかじめごあらかじめごあらかじめご了承了承了承了承ください。ください。ください。ください。

委員会の委員会の委員会の委員会の途途途途中ではございますが、一たん中ではございますが、一たん中ではございますが、一たん中ではございますが、一たん休憩休憩休憩休憩をさせていただきたいと思います。委員のをさせていただきたいと思います。委員のをさせていただきたいと思います。委員のをさせていただきたいと思います。委員の

方、そして関係の方、そして関係の方、そして関係の方、そして関係の理理理理事者の方はお事者の方はお事者の方はお事者の方はお残残残残りください。りください。りください。りください。

資資資資料料料料配配配配付付付付等ありますので、その間等ありますので、その間等ありますので、その間等ありますので、その間休憩休憩休憩休憩します。します。します。します。

１１：５１１：５１１：５１１：５分分分分 休憩休憩休憩休憩

１１：１１：１１：１１：９分 再９分 再９分 再９分 再開開開開

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 大大大大変変変変おおおお待待待待たせいたしました。会議をたせいたしました。会議をたせいたしました。会議をたせいたしました。会議を再再再再開いたします。開いたします。開いたします。開いたします。

ただいまから、委員間ただいまから、委員間ただいまから、委員間ただいまから、委員間討討討討議を議を議を議を行行行行いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

初初初初めに、２月１４日、１５日にリめに、２月１４日、１５日にリめに、２月１４日、１５日にリめに、２月１４日、１５日にリニニニニア中ア中ア中ア中央央央央新新新新幹幹幹幹線中間線中間線中間線中間駅駅駅駅のののの設置設置設置設置が確実視されている、が確実視されている、が確実視されている、が確実視されている、神神神神

奈奈奈奈川川川川県の県の県の県の相模原相模原相模原相模原市と山市と山市と山市と山梨梨梨梨県などで実県などで実県などで実県などで実施施施施いたしました県いたしました県いたしました県いたしました県外調査外調査外調査外調査についてでございますけれどについてでございますけれどについてでございますけれどについてでございますけれど

も、も、も、も、特特特特に中間に中間に中間に中間駅誘致駅誘致駅誘致駅誘致に向けたに向けたに向けたに向けた両両両両県の状況についてご報告をさせていただきます。県の状況についてご報告をさせていただきます。県の状況についてご報告をさせていただきます。県の状況についてご報告をさせていただきます。

ままままず神ず神ず神ず神奈奈奈奈川川川川県内の県内の県内の県内の駅駅駅駅のののの誘致誘致誘致誘致についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、神神神神奈奈奈奈川川川川県は広域交通ネットワークの県は広域交通ネットワークの県は広域交通ネットワークの県は広域交通ネットワークの観観観観点か点か点か点か

ら、ら、ら、ら、相模原相模原相模原相模原市はまち市はまち市はまち市はまちづづづづくりのくりのくりのくりの観観観観点から、そして点から、そして点から、そして点から、そしてＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海はははは技術技術技術技術的な的な的な的な観観観観点から点から点から点から検討検討検討検討し、総合し、総合し、総合し、総合

的に的に的に的に判断判断判断判断したしたしたした結結結結果果果果、平成２４年４月、、平成２４年４月、、平成２４年４月、、平成２４年４月、橋橋橋橋本本本本駅周辺へ駅周辺へ駅周辺へ駅周辺へのののの駅誘致駅誘致駅誘致駅誘致をををを正正正正式式式式に要に要に要に要望望望望されました。されました。されました。されました。

一方、山一方、山一方、山一方、山梨梨梨梨県は、４つの県は、４つの県は、４つの県は、４つの圏圏圏圏域から域から域から域から設置設置設置設置の要の要の要の要望望望望が出されておりまして、が出されておりまして、が出されておりまして、が出されておりまして、ＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海からからからから示示示示ささささ

れた中間れた中間れた中間れた中間駅設置駅設置駅設置駅設置のののの考考考考え方から、まえ方から、まえ方から、まえ方から、まず駅ず駅ず駅ず駅のののの形態形態形態形態は、は、は、は、ダダダダイイイイヤヤヤヤ設設設設定の定の定の定の柔軟柔軟柔軟柔軟性性性性のののの観観観観点から、２点から、２点から、２点から、２面面面面４４４４

線線線線島式ホ島式ホ島式ホ島式ホーーーームムムムと上下と上下と上下と上下亘亘亘亘り線をり線をり線をり線を設置設置設置設置して、して、して、して、駅駅駅駅の長さはの長さはの長さはの長さは約約約約１１１１キキキキロメロメロメロメートートートートルルルルとととと想想想想定しているとい定しているとい定しているとい定しているとい

うことでございました。次に、うことでございました。次に、うことでございました。次に、うことでございました。次に、駅設置駅設置駅設置駅設置の４つのの４つのの４つのの４つの条件条件条件条件として、１つ目は、として、１つ目は、として、１つ目は、として、１つ目は、直直直直線線線線区区区区間であり、間であり、間であり、間であり、

原原原原則則則則水水水水平であること。２つ目は、高平であること。２つ目は、高平であること。２つ目は、高平であること。２つ目は、高規格規格規格規格道道道道路との路との路との路との結節結節結節結節性性性性、、、、既既既既存の存の存の存の鉄鉄鉄鉄道駅道駅道駅道駅に近に近に近に近接接接接など、高いなど、高いなど、高いなど、高い

利便利便利便利便性性性性が確保されること。が確保されること。が確保されること。が確保されること。３３３３つ目は、つ目は、つ目は、つ目は、生生生生活活活活環境環境環境環境やややや景観景観景観景観等等等等へへへへのののの影響影響影響影響をををを低低低低減するため、減するため、減するため、減するため、著著著著しくしくしくしく

高い高高い高高い高高い高架構架構架構架構造とならないこと。造とならないこと。造とならないこと。造とならないこと。最後最後最後最後の４つ目は、交通広の４つ目は、交通広の４つ目は、交通広の４つ目は、交通広場場場場、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場の用地確保がの用地確保がの用地確保がの用地確保が可能可能可能可能であであであであ

ること。ること。ること。ること。

以以以以上の上の上の上の考考考考え方にえ方にえ方にえ方に基づ基づ基づ基づいて山いて山いて山いて山梨梨梨梨県内の４県内の４県内の４県内の４圏圏圏圏域を域を域を域を比較比較比較比較検討検討検討検討したしたしたした結結結結果果果果、中間、中間、中間、中間駅設置場所駅設置場所駅設置場所駅設置場所としてとしてとしてとして

甲府甲府甲府甲府市大市大市大市大津津津津町町町町周辺周辺周辺周辺がががが適適適適地であるとの県内合地であるとの県内合地であるとの県内合地であるとの県内合意意意意がががが得得得得られ、リられ、リられ、リられ、リニニニニア中ア中ア中ア中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線建設建設建設建設促促促促進山進山進山進山梨梨梨梨県県県県

期期期期成同成同成同成同盟盟盟盟会の会長である会の会長である会の会長である会の会長である横横横横内山内山内山内山梨梨梨梨県知事から県知事から県知事から県知事からＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海の山田の山田の山田の山田社社社社長あてに、平成２長あてに、平成２長あてに、平成２長あてに、平成２３３３３年１１年１１年１１年１１

月１月１月１月１６６６６日に要日に要日に要日に要望書望書望書望書を提出され、を提出され、を提出され、を提出され、現在現在現在現在、、、、最最最最終終終終決決決決定を定を定を定を待待待待つ段階であるとのことでありました。つ段階であるとのことでありました。つ段階であるとのことでありました。つ段階であるとのことでありました。

全全全全体として、体として、体として、体として、ＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海は、は、は、は、東京東京東京東京－－－－名名名名古屋古屋古屋古屋間について、平成間について、平成間について、平成間について、平成３９３９３９３９年を開業目年を開業目年を開業目年を開業目標標標標にににに掲掲掲掲げられげられげられげられ



---- 11110000 ----

ておりますが、実ておりますが、実ておりますが、実ておりますが、実際際際際に中間に中間に中間に中間駅駅駅駅候候候候補地、そして山補地、そして山補地、そして山補地、そして山梨梨梨梨県実県実県実県実験験験験線の線の線の線の延伸工延伸工延伸工延伸工事事事事現場現場現場現場やそれぞれのやそれぞれのやそれぞれのやそれぞれの担担担担

当者から説明を受けまして、実当者から説明を受けまして、実当者から説明を受けまして、実当者から説明を受けまして、実現性現性現性現性の高い、の高い、の高い、の高い、非常非常非常非常に近いに近いに近いに近い将来将来将来将来の計画であり、奈良県にとっの計画であり、奈良県にとっの計画であり、奈良県にとっの計画であり、奈良県にとっ

ても一日もても一日もても一日もても一日も早早早早く県内に中間く県内に中間く県内に中間く県内に中間駅駅駅駅がががが設置設置設置設置されなけれされなけれされなけれされなければばばばならないとならないとならないとならないと痛痛痛痛感いたしました。感いたしました。感いたしました。感いたしました。

以以以以上、上、上、上、簡単簡単簡単簡単ではございますが、県ではございますが、県ではございますが、県ではございますが、県外調査外調査外調査外調査のののの駅設置駅設置駅設置駅設置に向けたに向けたに向けたに向けた概概概概要報告とさせていただきま要報告とさせていただきま要報告とさせていただきま要報告とさせていただきま

す。す。す。す。

ただいまごくただいまごくただいまごくただいまごく簡単簡単簡単簡単に報告をさせていただきましたけれども、委員の方でそのほかに何かに報告をさせていただきましたけれども、委員の方でそのほかに何かに報告をさせていただきましたけれども、委員の方でそのほかに何かに報告をさせていただきましたけれども、委員の方でそのほかに何か

おおおお気づ気づ気づ気づきの点はありませんか。先ほど、宮本委員から質問はありましたけれども。きの点はありませんか。先ほど、宮本委員から質問はありましたけれども。きの点はありませんか。先ほど、宮本委員から質問はありましたけれども。きの点はありませんか。先ほど、宮本委員から質問はありましたけれども。

委員の方でなけれ委員の方でなけれ委員の方でなけれ委員の方でなければばばば、一、一、一、一緒緒緒緒にご同にご同にご同にご同行行行行いただいたいただいたいただいたいただいた理理理理事者の方の中で、何か事者の方の中で、何か事者の方の中で、何か事者の方の中で、何か意見意見意見意見等がござい等がござい等がござい等がござい

ましたらごましたらごましたらごましたらご発言発言発言発言をいただきたいと思いますが、土木部長、何かありますか。をいただきたいと思いますが、土木部長、何かありますか。をいただきたいと思いますが、土木部長、何かありますか。をいただきたいと思いますが、土木部長、何かありますか。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 やはりやはりやはりやはり百百百百聞聞聞聞は一は一は一は一見見見見にしかにしかにしかにしかずずずずというというというという形形形形で、で、で、で、現現現現地の今の状況なども地の今の状況なども地の今の状況なども地の今の状況なども見見見見ていたていたていたていた

だけたことは、今だけたことは、今だけたことは、今だけたことは、今後後後後の、この委員会でのの、この委員会でのの、この委員会でのの、この委員会での検討検討検討検討にもにもにもにも資資資資するのではないかと思っております。するのではないかと思っております。するのではないかと思っております。するのではないかと思っております。

今今今今後後後後ともよろしくお願いいたします。ともよろしくお願いいたします。ともよろしくお願いいたします。ともよろしくお願いいたします。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 そうですね。みんな同感だと思いますし、またそうですね。みんな同感だと思いますし、またそうですね。みんな同感だと思いますし、またそうですね。みんな同感だと思いますし、また両両両両方方方方相相相相まって進めていけれまって進めていけれまって進めていけれまって進めていけれ

ばばばばと思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

特特特特にございませんか。にございませんか。にございませんか。にございませんか。

（（（（「「「「なしなしなしなし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

次に、次に、次に、次に、生生生生活活活活交通確保交通確保交通確保交通確保条条条条例の制定についてに例の制定についてに例の制定についてに例の制定についてに入入入入りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

資資資資料料料料１をごらんください。当委員会で１をごらんください。当委員会で１をごらんください。当委員会で１をごらんください。当委員会で検討検討検討検討中の中の中の中の生生生生活活活活交通確保に関する交通確保に関する交通確保に関する交通確保に関する条条条条例に例に例に例に盛盛盛盛りりりり込込込込むむむむ項項項項

目についてでございますけれども、目についてでございますけれども、目についてでございますけれども、目についてでございますけれども、基基基基本的には委員会提案の本的には委員会提案の本的には委員会提案の本的には委員会提案の理念理念理念理念条条条条例と例と例と例と考考考考えております。えております。えております。えております。

ですので、項目としては、ですので、項目としては、ですので、項目としては、ですので、項目としては、基基基基本本本本理念理念理念理念、目的、県等の、目的、県等の、目的、県等の、目的、県等の責務責務責務責務、、、、財財財財政政政政上の上の上の上の措措措措置置置置等、年次報告等で等、年次報告等で等、年次報告等で等、年次報告等で

構構構構成してはどうかと成してはどうかと成してはどうかと成してはどうかと考考考考えております。えております。えております。えております。

なお、なお、なお、なお、参参参参考資考資考資考資料料料料としてとしてとしてとして、、、、「「「「交通交通交通交通基基基基本本本本法法法法（案（案（案（案））））」」」」のののの構構構構成、そして成、そして成、そして成、そして、、、、「福岡「福岡「福岡「福岡市公共交通市公共交通市公共交通市公共交通空空空空白白白白地地地地

等等等等及び移及び移及び移及び移動制動制動制動制約約約約者に係る者に係る者に係る者に係る生生生生活活活活交通の確保に関する交通の確保に関する交通の確保に関する交通の確保に関する条条条条例例例例」」」」のののの構構構構成、成、成、成、及び及び及び及び平成１平成１平成１平成１３３３３年に議員提年に議員提年に議員提年に議員提

案で制定した案で制定した案で制定した案で制定した、、、、「落「落「落「落書書書書きのないきのないきのないきのない美美美美しい奈良をつくるしい奈良をつくるしい奈良をつくるしい奈良をつくる条条条条例例例例」」」」をををを添付添付添付添付しております。しております。しております。しております。参参参参考考考考にしにしにしにし

ていただき、ごていただき、ごていただき、ごていただき、ご意見意見意見意見がありましたらごがありましたらごがありましたらごがありましたらご発言発言発言発言願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。

今、今、今、今、添付添付添付添付いたしました各市、県、あるいは県議会で議員提案いたしましたいたしました各市、県、あるいは県議会で議員提案いたしましたいたしました各市、県、あるいは県議会で議員提案いたしましたいたしました各市、県、あるいは県議会で議員提案いたしました落落落落書書書書きききき条条条条例、例、例、例、

こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを参参参参考考考考にしながら組み立てていくことになるとは思うのですけれども、なにしながら組み立てていくことになるとは思うのですけれども、なにしながら組み立てていくことになるとは思うのですけれども、なにしながら組み立てていくことになるとは思うのですけれども、な

けれけれけれければばばば熟読熟読熟読熟読していただいて、またごしていただいて、またごしていただいて、またごしていただいて、またご意見意見意見意見をいただけれをいただけれをいただけれをいただければばばばと思います。と思います。と思います。と思います。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 これは大体これは大体これは大体これは大体６６６６月議会月議会月議会月議会ぐぐぐぐらいを目らいを目らいを目らいを目途途途途にしてでしにしてでしにしてでしにしてでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 はい。はい。はい。はい。
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○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルとしてはどういうとしてはどういうとしてはどういうとしてはどういうふふふふうに。うに。うに。うに。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 日日日日程程程程的にはそのように思っております。的にはそのように思っております。的にはそのように思っております。的にはそのように思っております。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 急急急急がないといけませんね。がないといけませんね。がないといけませんね。がないといけませんね。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 ですのでですのでですのでですので急急急急いで、いで、いで、いで、精精精精力的にこの力的にこの力的にこの力的にこの６６６６月議会を目月議会を目月議会を目月議会を目指指指指したいと今思っています。したいと今思っています。したいと今思っています。したいと今思っています。

この中で、一この中で、一この中で、一この中で、一番番番番、、、、条条条条例制定する例制定する例制定する例制定する意意意意義義義義はははは基基基基本本本本理念理念理念理念にあると思っています。もともとこのにあると思っています。もともとこのにあると思っています。もともとこのにあると思っています。もともとこの基基基基

本本本本理念理念理念理念を中を中を中を中心心心心としたとしたとしたとした条条条条例になるかと思うのですが、この例になるかと思うのですが、この例になるかと思うのですが、この例になるかと思うのですが、この基基基基本本本本理念理念理念理念にににに盛盛盛盛りりりり込込込込むむむむ内容について、内容について、内容について、内容について、

特特特特にににに絞絞絞絞って何かごって何かごって何かごって何かご意見意見意見意見ございませんか。ございませんか。ございませんか。ございませんか。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 一一一一番焦番焦番焦番焦点になっているのが、交通点になっているのが、交通点になっているのが、交通点になっているのが、交通権権権権というものです。どのというものです。どのというものです。どのというものです。どの程程程程度の度の度の度の範囲範囲範囲範囲でどうでどうでどうでどう

イメイメイメイメーーーージジジジするかということになろうかと思います。するかということになろうかと思います。するかということになろうかと思います。するかということになろうかと思います。神神神神戸戸戸戸大大大大学学学学工工工工学学学学部部部部喜多喜多喜多喜多教教教教授授授授のおのおのおのお話話話話では、では、では、では、

最最最最低低低低限限限限度の文化的度の文化的度の文化的度の文化的生生生生活活活活をををを営営営営むむむむ、、、、基基基基本的本的本的本的人人人人権権権権ののののひひひひとつとしてとつとしてとつとしてとつとして位置づ位置づ位置づ位置づけるということで、けるということで、けるということで、けるということで、非常非常非常非常

にわかりやすくご説明いただいたと思うのですが、そこのところのにわかりやすくご説明いただいたと思うのですが、そこのところのにわかりやすくご説明いただいたと思うのですが、そこのところのにわかりやすくご説明いただいたと思うのですが、そこのところの権権権権利を保利を保利を保利を保障障障障するというするというするというするという

のは、今本当にのは、今本当にのは、今本当にのは、今本当に行政行政行政行政にににに求求求求めていただいているめていただいているめていただいているめていただいている役割役割役割役割でありますので、でありますので、でありますので、でありますので、書書書書き方をどうするかはき方をどうするかはき方をどうするかはき方をどうするかは

工工工工夫が要るとは思うのですけれども、そういう夫が要るとは思うのですけれども、そういう夫が要るとは思うのですけれども、そういう夫が要るとは思うのですけれども、そういう権権権権利を保利を保利を保利を保障障障障するという思いでつくるわけでするという思いでつくるわけでするという思いでつくるわけでするという思いでつくるわけで

すから、何らかのすから、何らかのすから、何らかのすから、何らかの形形形形でででで書書書書きききき込込込込むむむむ必要があると思っておりまして、交通必要があると思っておりまして、交通必要があると思っておりまして、交通必要があると思っておりまして、交通権権権権をすべからく保をすべからく保をすべからく保をすべからく保障障障障

するということになるといろいろ一するということになるといろいろ一するということになるといろいろ一するということになるといろいろ一致致致致しないことも出てくると思いますけれども、それはしないことも出てくると思いますけれども、それはしないことも出てくると思いますけれども、それはしないことも出てくると思いますけれども、それは

基基基基本的本的本的本的人人人人権権権権の一つとしての一つとしての一つとしての一つとして尊重尊重尊重尊重されなけれされなけれされなけれされなければばばばならないし、ならないし、ならないし、ならないし、行政行政行政行政は保は保は保は保障障障障をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばならないならないならないならない

というのがというのがというのがというのが理念理念理念理念です。はっきりさせる必要があると思っております。です。はっきりさせる必要があると思っております。です。はっきりさせる必要があると思っております。です。はっきりさせる必要があると思っております。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 生生生生活活活活上、例え上、例え上、例え上、例えばばばば通通通通院院院院、そしてまた、そしてまた、そしてまた、そしてまた買買買買いいいい物物物物とか、とか、とか、とか、生生生生活活活活上上上上非常非常非常非常に困っておられに困っておられに困っておられに困っておられ

る地域の方る地域の方る地域の方る地域の方 々々々々にににに対対対対する、する、する、する、権権権権利というような利というような利というような利というような言言言言葉葉葉葉がががが適適適適当かどうかはわかりませんけれども、当かどうかはわかりませんけれども、当かどうかはわかりませんけれども、当かどうかはわかりませんけれども、

やはり確保していくというのが、森山委員も先ほど県のやはり確保していくというのが、森山委員も先ほど県のやはり確保していくというのが、森山委員も先ほど県のやはり確保していくというのが、森山委員も先ほど県の姿勢姿勢姿勢姿勢をををを正正正正されましたけれども、交されましたけれども、交されましたけれども、交されましたけれども、交

通を確保するという通を確保するという通を確保するという通を確保するという意意意意味味味味では、このでは、このでは、このでは、この基基基基本本本本理念理念理念理念の中にそういったものをの中にそういったものをの中にそういったものをの中にそういったものを重重重重点的に点的に点的に点的に盛盛盛盛りりりり込込込込んでんでんでんで

いくものがいい。事業については県でさまざまおいくものがいい。事業については県でさまざまおいくものがいい。事業については県でさまざまおいくものがいい。事業については県でさまざまお考考考考えいただくといたしまして。えいただくといたしまして。えいただくといたしまして。えいただくといたしまして。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 宮本委員がこの前宮本委員がこの前宮本委員がこの前宮本委員がこの前話話話話していたときには、していたときには、していたときには、していたときには、移移移移動動動動権権権権はははは絶絶絶絶対対対対にににに書書書書いてくれといてくれといてくれといてくれと言言言言われわれわれわれ

ていて、いや、これは難しいのではないかというていて、いや、これは難しいのではないかというていて、いや、これは難しいのではないかというていて、いや、これは難しいのではないかという話話話話を感じていたのを大を感じていたのを大を感じていたのを大を感じていたのを大分分分分譲歩譲歩譲歩譲歩してもらっしてもらっしてもらっしてもらっ

て、て、て、て、言言言言っていることはわかりますので、上っていることはわかりますので、上っていることはわかりますので、上っていることはわかりますので、上手手手手にそのにそのにそのにその辺辺辺辺のところを表のところを表のところを表のところを表現現現現できたらいいかと思できたらいいかと思できたらいいかと思できたらいいかと思

います。います。います。います。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 書書書書き方はいろいろできると思います。き方はいろいろできると思います。き方はいろいろできると思います。き方はいろいろできると思います。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。移移移移動動動動権権権権があるかないかのがあるかないかのがあるかないかのがあるかないかの論論論論議は、ややこの議は、ややこの議は、ややこの議は、ややこの条条条条例にはなじまな例にはなじまな例にはなじまな例にはなじまな

いとは思います。いとは思います。いとは思います。いとは思います。
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やはりやはりやはりやはり住住住住民民民民の方がお困りになっていることにの方がお困りになっていることにの方がお困りになっていることにの方がお困りになっていることに対対対対して、どう県がして、どう県がして、どう県がして、どう県が対応対応対応対応していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばなななな

らないのかというところだとは思います。らないのかというところだとは思います。らないのかというところだとは思います。らないのかというところだとは思います。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 もう一つ、先ほどの委員会のもう一つ、先ほどの委員会のもう一つ、先ほどの委員会のもう一つ、先ほどの委員会の続続続続きですが、２月２０日に開かれた地域交通改きですが、２月２０日に開かれた地域交通改きですが、２月２０日に開かれた地域交通改きですが、２月２０日に開かれた地域交通改

善協議会のス善協議会のス善協議会のス善協議会のスケケケケジジジジュュュューーーールルルルがあります。その中があります。その中があります。その中があります。その中身身身身とととと連連連連動しながら、動しながら、動しながら、動しながら、資資資資料料料料の中では奈良県の、の中では奈良県の、の中では奈良県の、の中では奈良県の、

１０１０１０１０幾幾幾幾つかある協議会の今のつかある協議会の今のつかある協議会の今のつかある協議会の今の現現現現状とかも含めて。奈良県の協議会の状とかも含めて。奈良県の協議会の状とかも含めて。奈良県の協議会の状とかも含めて。奈良県の協議会の現現現現状より、ほかの状より、ほかの状より、ほかの状より、ほかの遠遠遠遠いいいい

ところのよくやっているところのよくやっているところのよくやっているところのよくやっているママママススススコミコミコミコミに出るようなところが目につくのですが、もう少しそんに出るようなところが目につくのですが、もう少しそんに出るようなところが目につくのですが、もう少しそんに出るようなところが目につくのですが、もう少しそん

なところも含めて、何か組みなところも含めて、何か組みなところも含めて、何か組みなところも含めて、何か組み込込込込んだらいいんだらいいんだらいいんだらいいイメイメイメイメーーーージジジジがもうできているのかというがもうできているのかというがもうできているのかというがもうできているのかというふふふふうに、うに、うに、うに、

買買買買いいいい物物物物、通、通、通、通院院院院、、、、送送送送迎迎迎迎、、、、観観観観光光光光といったといったといったといった移移移移動動動動人人人人数に数に数に数に応応応応じた交通じた交通じた交通じた交通ササササーーーービビビビスを新たにスを新たにスを新たにスを新たに発見発見発見発見し、これし、これし、これし、これ

を実を実を実を実現現現現するという、今するという、今するという、今するという、今後後後後の進め方の中での進め方の中での進め方の中での進め方の中で書書書書いているのですよね。いているのですよね。いているのですよね。いているのですよね。買買買買いいいい物物物物、通、通、通、通院院院院、、、、送送送送迎迎迎迎、、、、観観観観

光光光光というのは、この間、というのは、この間、というのは、この間、というのは、この間、国国国国の補助の補助の補助の補助金金金金とか県の補助とか県の補助とか県の補助とか県の補助金金金金のところで、具体的な県のところで、具体的な県のところで、具体的な県のところで、具体的な県独自独自独自独自の補助要の補助要の補助要の補助要

綱綱綱綱の中でもかいまの中でもかいまの中でもかいまの中でもかいま見見見見られるようなことです。そのられるようなことです。そのられるようなことです。そのられるようなことです。その辺辺辺辺の合の合の合の合意意意意というのか、各市町村とどういというのか、各市町村とどういというのか、各市町村とどういというのか、各市町村とどうい

ううううふふふふうにうにうにうに論論論論議を議を議を議を深深深深めるのかを、めるのかを、めるのかを、めるのかを、独自独自独自独自で市町村とで市町村とで市町村とで市町村と話話話話をしないといけないのか、各市町村のをしないといけないのか、各市町村のをしないといけないのか、各市町村のをしないといけないのか、各市町村の温温温温

度度度度差差差差もこの委員会でわかるようなもこの委員会でわかるようなもこの委員会でわかるようなもこの委員会でわかるような場場場場をつくってもらえるのか。をつくってもらえるのか。をつくってもらえるのか。をつくってもらえるのか。

前にも宮本委員に前にも宮本委員に前にも宮本委員に前にも宮本委員に言言言言われて、われて、われて、われて、資資資資料料料料くれ、くれ、くれ、くれ、資資資資料料料料くれとくれとくれとくれとばばばばかりかりかりかり言言言言っていてたらだめで、議員っていてたらだめで、議員っていてたらだめで、議員っていてたらだめで、議員

がががが自自自自分分分分でででで調調調調べるものだとべるものだとべるものだとべるものだと言言言言われて、われて、われて、われて、独自独自独自独自にこの路線の問題で何回か市町村の議員ともにこの路線の問題で何回か市町村の議員ともにこの路線の問題で何回か市町村の議員ともにこの路線の問題で何回か市町村の議員とも話話話話をををを

させてもらっています。そういうさせてもらっています。そういうさせてもらっています。そういうさせてもらっています。そういうデデデデーーーータタタタと県の具体的な協議会の中と県の具体的な協議会の中と県の具体的な協議会の中と県の具体的な協議会の中身身身身とのすり合わせもしとのすり合わせもしとのすり合わせもしとのすり合わせもし

たいので、できれたいので、できれたいので、できれたいので、できればばばばホホホホットな、ットな、ットな、ットな、逆逆逆逆にににに行政行政行政行政のしんどいというか、よかった点とかものしんどいというか、よかった点とかものしんどいというか、よかった点とかものしんどいというか、よかった点とかも聞聞聞聞かせてかせてかせてかせて

もらったら、この委員会の中もらったら、この委員会の中もらったら、この委員会の中もらったら、この委員会の中身身身身、進みやすいと思ったりもしていますので、お願いします。、進みやすいと思ったりもしていますので、お願いします。、進みやすいと思ったりもしていますので、お願いします。、進みやすいと思ったりもしていますので、お願いします。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 当当当当然然然然、地域交通改善協議会の中で、市町村の、地域交通改善協議会の中で、市町村の、地域交通改善協議会の中で、市町村の、地域交通改善協議会の中で、市町村の意見意見意見意見というものはというものはというものはというものは吸吸吸吸い上げてい上げてい上げてい上げて

おられると思うし、おられると思うし、おられると思うし、おられると思うし、意見意見意見意見の取りまとめもされているわけですので、また報告できるの取りまとめもされているわけですので、また報告できるの取りまとめもされているわけですので、また報告できるの取りまとめもされているわけですので、また報告できる分分分分はははは十十十十

分分分分していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 今の今の今の今の件件件件につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、我我我我 々々々々もももも悩悩悩悩んで一んで一んで一んで一生懸生懸生懸生懸命命命命やっておりますので、まやっておりますので、まやっておりますので、まやっておりますので、ま

ずずずずは、は、は、は、ぜぜぜぜひひひひ皆様皆様皆様皆様方、この委員会ともよく方、この委員会ともよく方、この委員会ともよく方、この委員会ともよく意見意見意見意見交交交交換換換換をしながら進めたいと思っております。をしながら進めたいと思っております。をしながら進めたいと思っております。をしながら進めたいと思っております。

当当当当面面面面の動きですけれども、今ここにの動きですけれども、今ここにの動きですけれども、今ここにの動きですけれども、今ここに結結結結論論論論めいたことをめいたことをめいたことをめいたことを書書書書いておりますが、まいておりますが、まいておりますが、まいておりますが、まずずずずは各市町は各市町は各市町は各市町

村が何を村が何を村が何を村が何を考考考考えているのかといったところをえているのかといったところをえているのかといったところをえているのかといったところを調調調調べようという方向べようという方向べようという方向べようという方向性性性性になっておりまして、こになっておりまして、こになっておりまして、こになっておりまして、こ

れから各市町村に、れから各市町村に、れから各市町村に、れから各市町村に、我我我我 々々々々がががが赴赴赴赴いて、いて、いて、いて、詳詳詳詳細細細細にににに話話話話をしてくることになっています。それらををしてくることになっています。それらををしてくることになっています。それらををしてくることになっています。それらを踏踏踏踏

まえて、今まえて、今まえて、今まえて、今後後後後の新しいの新しいの新しいの新しい支援支援支援支援策、新しい策、新しい策、新しい策、新しい生生生生活活活活交通のあり方を交通のあり方を交通のあり方を交通のあり方を検討検討検討検討していきたいと思っておりしていきたいと思っておりしていきたいと思っておりしていきたいと思っており

ます。ます。ます。ます。

キキキキーワーーワーーワーーワードドドドとしては、一つ一つの市町村はとしては、一つ一つの市町村はとしては、一つ一つの市町村はとしては、一つ一つの市町村は苦労苦労苦労苦労しながらやってきている。しながらやってきている。しながらやってきている。しながらやってきている。デマデマデマデマンンンンドドドドバスバスバスバス

などもやってきているけれど、どうしても町の中のなどもやってきているけれど、どうしても町の中のなどもやってきているけれど、どうしても町の中のなどもやってきているけれど、どうしても町の中の循循循循環環環環になってしまって、になってしまって、になってしまって、になってしまって、駅へ駅へ駅へ駅へのアクのアクのアクのアクセセセセ
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スがないとか、あるいはスがないとか、あるいはスがないとか、あるいはスがないとか、あるいは駅駅駅駅に向かうのだけれども、に向かうのだけれども、に向かうのだけれども、に向かうのだけれども、自自自自分分分分の町をの町をの町をの町を越越越越えたらえたらえたらえたらノノノノンンンンストッストッストッストッププププになになになにな

ってしまって、ってしまって、ってしまって、ってしまって、ノノノノンンンンストッストッストッストッププププにされてしまった地域のにされてしまった地域のにされてしまった地域のにされてしまった地域の人人人人のののの足足足足はまたはまたはまたはまた別途別途別途別途確保しなけれ確保しなけれ確保しなけれ確保しなければばばばいいいい

けないとか、広域的な市町村のけないとか、広域的な市町村のけないとか、広域的な市町村のけないとか、広域的な市町村の連携連携連携連携といった部といった部といった部といった部分分分分も大事だというも大事だというも大事だというも大事だという意見意見意見意見とかが出てきておりとかが出てきておりとかが出てきておりとかが出てきており

ますので、ますので、ますので、ますので、ぜぜぜぜひひひひそういったそういったそういったそういった意見意見意見意見などもなどもなどもなども踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、皆様皆様皆様皆様にもにもにもにも情情情情報提報提報提報提供供供供をしっかりさせていたをしっかりさせていたをしっかりさせていたをしっかりさせていた

だきながら、一だきながら、一だきながら、一だきながら、一緒緒緒緒にににに考考考考えていきたいと思っております。よろしくお願いします。えていきたいと思っております。よろしくお願いします。えていきたいと思っております。よろしくお願いします。えていきたいと思っております。よろしくお願いします。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 条条条条例でも、県の交通例でも、県の交通例でも、県の交通例でも、県の交通基基基基本本本本戦略戦略戦略戦略という大きなという大きなという大きなという大きな施施施施策もありますし、委員会提案策もありますし、委員会提案策もありますし、委員会提案策もありますし、委員会提案

とするこのとするこのとするこのとするこの条条条条例に関しては、例に関しては、例に関しては、例に関しては、理念理念理念理念的にどうあるべきかという内容になるかとは思うのです的にどうあるべきかという内容になるかとは思うのです的にどうあるべきかという内容になるかとは思うのです的にどうあるべきかという内容になるかとは思うのです

けれど、実けれど、実けれど、実けれど、実態態態態をよく知った上でという、今、高柳委員からもありましたように、やはり県をよく知った上でという、今、高柳委員からもありましたように、やはり県をよく知った上でという、今、高柳委員からもありましたように、やはり県をよく知った上でという、今、高柳委員からもありましたように、やはり県

下の実下の実下の実下の実情情情情というのをというのをというのをというのを早早早早く、そしてまたく、そしてまたく、そしてまたく、そしてまた正正正正確な、的確な確な、的確な確な、的確な確な、的確な調査調査調査調査にににに基づ基づ基づ基づいたいたいたいた情情情情報を県からも提報を県からも提報を県からも提報を県からも提供供供供

していただけれしていただけれしていただけれしていただければばばばと思います。と思います。と思います。と思います。

何かございませんか。何かございませんか。何かございませんか。何かございませんか。

基基基基本本本本理念理念理念理念の中にの中にの中にの中に盛盛盛盛りりりり込込込込まなけれまなけれまなけれまなければばばば、小泉委員、、小泉委員、、小泉委員、、小泉委員、書書書書けけけけば盛ば盛ば盛ば盛りだくさんになるし、あるりだくさんになるし、あるりだくさんになるし、あるりだくさんになるし、ある程程程程度度度度

簡略簡略簡略簡略化した方が、例え化した方が、例え化した方が、例え化した方が、例えばばばば落落落落書書書書きのきのきのきの条条条条例に例に例に例に書書書書いていますように、いていますように、いていますように、いていますように、条条条条文にしてはさほどないと。文にしてはさほどないと。文にしてはさほどないと。文にしてはさほどないと。

あまりあまりあまりあまり盛盛盛盛りだくさんに、いっりだくさんに、いっりだくさんに、いっりだくさんに、いっぱぱぱぱいいいい入入入入れてれてれてれて書書書書くよりも、そのくよりも、そのくよりも、そのくよりも、その辺辺辺辺ココココンンンンパパパパクトなものの方がいいクトなものの方がいいクトなものの方がいいクトなものの方がいい

かと思うのですけれども。かと思うのですけれども。かと思うのですけれども。かと思うのですけれども。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 それは先ほどそれは先ほどそれは先ほどそれは先ほど言言言言われているわれているわれているわれている移移移移動動動動権権権権というというというという概概概概念念念念をどれだけきっちりと表をどれだけきっちりと表をどれだけきっちりと表をどれだけきっちりと表現現現現できできできでき

るかという点でるかという点でるかという点でるかという点でココココンンンンパパパパクトに、それがクトに、それがクトに、それがクトに、それが基基基基本本本本理念理念理念理念になるのです。だらだらになるのです。だらだらになるのです。だらだらになるのです。だらだら書書書書いたらいいといいたらいいといいたらいいといいたらいいとい

うことではないから。きっちりとうことではないから。きっちりとうことではないから。きっちりとうことではないから。きっちりと押押押押さえられていたらいいと。さえられていたらいいと。さえられていたらいいと。さえられていたらいいと。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 そこで項目がそこで項目がそこで項目がそこで項目が６６６６つですか、こういったものをつですか、こういったものをつですか、こういったものをつですか、こういったものを骨骨骨骨子として、子として、子として、子として、喜多喜多喜多喜多教教教教授授授授のののの意見意見意見意見

もももも参参参参考考考考にににに入入入入れながら、また次のれながら、また次のれながら、また次のれながら、また次の機機機機会にそういったものを提会にそういったものを提会にそういったものを提会にそういったものを提示示示示しながらごしながらごしながらごしながらご検討検討検討検討をいただけれをいただけれをいただけれをいただけれ

ばばばばと思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

何かご何かご何かご何かご意見意見意見意見ございませんか。ございませんか。ございませんか。ございませんか。

特特特特にないようでしたら、委員間にないようでしたら、委員間にないようでしたら、委員間にないようでしたら、委員間討討討討議を議を議を議を終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。

委員の方はし委員の方はし委員の方はし委員の方はしばばばばらくおらくおらくおらくお残残残残りいただきたいと思います。りいただきたいと思います。りいただきたいと思います。りいただきたいと思います。

理理理理事者事者事者事者及び及び及び及び報報報報道道道道の方はごの方はごの方はごの方はご退退退退席席席席ください。ください。ください。ください。

（（（（理理理理事者事者事者事者退退退退席席席席））））

このこのこのこの資資資資料料料料の一の一の一の一番番番番最後最後最後最後にににに綴綴綴綴じてあるのは、実はじてあるのは、実はじてあるのは、実はじてあるのは、実は来期来期来期来期のののの６６６６月定例議会で報告します当委員会月定例議会で報告します当委員会月定例議会で報告します当委員会月定例議会で報告します当委員会

の報告の報告の報告の報告書書書書のののの骨骨骨骨子案です。これは１年間何をしたかというようなことも子案です。これは１年間何をしたかというようなことも子案です。これは１年間何をしたかというようなことも子案です。これは１年間何をしたかというようなことも６６６６月議会では報告し月議会では報告し月議会では報告し月議会では報告し

ないといけませんので、これを取りまとめしたものであると。ないといけませんので、これを取りまとめしたものであると。ないといけませんので、これを取りまとめしたものであると。ないといけませんので、これを取りまとめしたものであると。

ききききょょょょうはお持ちうはお持ちうはお持ちうはお持ち帰帰帰帰りいただいて内容等をご確りいただいて内容等をご確りいただいて内容等をご確りいただいて内容等をご確認認認認いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、修修修修正正正正すべきところ、あるいすべきところ、あるいすべきところ、あるいすべきところ、あるい
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はははは追追追追加加加加すべきところ、あるいは各委員のすべきところ、あるいは各委員のすべきところ、あるいは各委員のすべきところ、あるいは各委員の皆様皆様皆様皆様方が日ごろより方が日ごろより方が日ごろより方が日ごろより考考考考えておられる地域交通に関えておられる地域交通に関えておられる地域交通に関えておられる地域交通に関

する思いやおする思いやおする思いやおする思いやお考考考考えをおえをおえをおえをお聞聞聞聞かせいただけれかせいただけれかせいただけれかせいただければばばばと思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

ごごごご意見意見意見意見につきましては、次回、会につきましては、次回、会につきましては、次回、会につきましては、次回、会期期期期中の当委員会開会日までに中の当委員会開会日までに中の当委員会開会日までに中の当委員会開会日までに担担担担当当当当書書書書記記記記までにごまでにごまでにごまでにご連連連連絡絡絡絡をををを

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考考考考えております。その点、よろしくお願いしたいと思います。これをえております。その点、よろしくお願いしたいと思います。これをえております。その点、よろしくお願いしたいと思います。これをえております。その点、よろしくお願いしたいと思います。これを熟読熟読熟読熟読

していただいて、こんなのはどうかというのがありましたら、していただいて、こんなのはどうかというのがありましたら、していただいて、こんなのはどうかというのがありましたら、していただいて、こんなのはどうかというのがありましたら、ひひひひとつごとつごとつごとつご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞かせくかせくかせくかせく

ださい。ださい。ださい。ださい。

それでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会を終終終終えたいと思います。えたいと思います。えたいと思います。えたいと思います。

大大大大変変変変長長長長時時時時間にわたりまして、ご間にわたりまして、ご間にわたりまして、ご間にわたりまして、ご苦労苦労苦労苦労さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。


