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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３月７日（木） １０：３２～１１：１７平成２５年３月７日（木） １０：３２～１１：１７平成２５年３月７日（木） １０：３２～１１：１７平成２５年３月７日（木） １０：３２～１１：１７

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 ７名７名７名７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

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 １名１名１名１名

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 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

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

＜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 ただいま土木部長から説明がございました。ただいま土木部長から説明がございました。ただいま土木部長から説明がございました。ただいま土木部長から説明がございました。

質疑に入るわけでございますが、質疑はただいま説明のありました案件に限らせていた質疑に入るわけでございますが、質疑はただいま説明のありました案件に限らせていた質疑に入るわけでございますが、質疑はただいま説明のありました案件に限らせていた質疑に入るわけでございますが、質疑はただいま説明のありました案件に限らせていた

だきますのでご了承いただきたいと思います。だきますのでご了承いただきたいと思います。だきますのでご了承いただきたいと思います。だきますのでご了承いただきたいと思います。

ただいまの説明につきまして、質疑等がありましたら、ご発言をいただきたいと思いまただいまの説明につきまして、質疑等がありましたら、ご発言をいただきたいと思いまただいまの説明につきまして、質疑等がありましたら、ご発言をいただきたいと思いまただいまの説明につきまして、質疑等がありましたら、ご発言をいただきたいと思いま

すが、質疑はございませんか。すが、質疑はございませんか。すが、質疑はございませんか。すが、質疑はございませんか。

特に質疑がないようでございますので、これをもって質疑は終了したいと思います。特に質疑がないようでございますので、これをもって質疑は終了したいと思います。特に質疑がないようでございますので、これをもって質疑は終了したいと思います。特に質疑がないようでございますので、これをもって質疑は終了したいと思います。

なお、閉会いたしますが、委員と関係理事者はこの場にお残りください。なお、閉会いたしますが、委員と関係理事者はこの場にお残りください。なお、閉会いたしますが、委員と関係理事者はこの場にお残りください。なお、閉会いたしますが、委員と関係理事者はこの場にお残りください。

資料を配付します。資料を配付します。資料を配付します。資料を配付します。

それでは、委員間討議に入りたいと思います。それでは、委員間討議に入りたいと思います。それでは、委員間討議に入りたいと思います。それでは、委員間討議に入りたいと思います。

仮称ですが、奈良県生活交通確保に関する条例の前文と目的について、お手元の資料を仮称ですが、奈良県生活交通確保に関する条例の前文と目的について、お手元の資料を仮称ですが、奈良県生活交通確保に関する条例の前文と目的について、お手元の資料を仮称ですが、奈良県生活交通確保に関する条例の前文と目的について、お手元の資料を

ご参照ください。ご参照ください。ご参照ください。ご参照ください。
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まずまずまずまず、、、、（仮称）奈良県生活交通確保に関する条例について、平成２５年６月の定例県議（仮称）奈良県生活交通確保に関する条例について、平成２５年６月の定例県議（仮称）奈良県生活交通確保に関する条例について、平成２５年６月の定例県議（仮称）奈良県生活交通確保に関する条例について、平成２５年６月の定例県議

会で制定したいと考えておりますので、委員、そして関係理事者のご協力を特にお願いす会で制定したいと考えておりますので、委員、そして関係理事者のご協力を特にお願いす会で制定したいと考えておりますので、委員、そして関係理事者のご協力を特にお願いす会で制定したいと考えておりますので、委員、そして関係理事者のご協力を特にお願いす

るものでございます。るものでございます。るものでございます。るものでございます。

また、条例の制定に当たり、必要に応じて委員会を開催させていただきたいと思いますまた、条例の制定に当たり、必要に応じて委員会を開催させていただきたいと思いますまた、条例の制定に当たり、必要に応じて委員会を開催させていただきたいと思いますまた、条例の制定に当たり、必要に応じて委員会を開催させていただきたいと思います

ので、あわせてよろしくお願いいたします。ので、あわせてよろしくお願いいたします。ので、あわせてよろしくお願いいたします。ので、あわせてよろしくお願いいたします。

それでは、前回までの整理として、本条例につきましては、委員会提案とし、理念条例それでは、前回までの整理として、本条例につきましては、委員会提案とし、理念条例それでは、前回までの整理として、本条例につきましては、委員会提案とし、理念条例それでは、前回までの整理として、本条例につきましては、委員会提案とし、理念条例

とすることでご確認をいただきました。とすることでご確認をいただきました。とすることでご確認をいただきました。とすることでご確認をいただきました。

次に条例に盛り込む項目についてでございますが、本日は前文と目的について正副委員次に条例に盛り込む項目についてでございますが、本日は前文と目的について正副委員次に条例に盛り込む項目についてでございますが、本日は前文と目的について正副委員次に条例に盛り込む項目についてでございますが、本日は前文と目的について正副委員

長案として提示させていただきますので、協議をいただきたいと思います。お手元に資料長案として提示させていただきますので、協議をいただきたいと思います。お手元に資料長案として提示させていただきますので、協議をいただきたいと思います。お手元に資料長案として提示させていただきますので、協議をいただきたいと思います。お手元に資料

１と関連資料を配付しましたので、参考にしていただきたいと思います。１と関連資料を配付しましたので、参考にしていただきたいと思います。１と関連資料を配付しましたので、参考にしていただきたいと思います。１と関連資料を配付しましたので、参考にしていただきたいと思います。

それでは、それぞれの案につきまして、事務局の西村調査課長から説明をしていただきそれでは、それぞれの案につきまして、事務局の西村調査課長から説明をしていただきそれでは、それぞれの案につきまして、事務局の西村調査課長から説明をしていただきそれでは、それぞれの案につきまして、事務局の西村調査課長から説明をしていただき

ます。ます。ます。ます。

○西村調査課長○西村調査課長○西村調査課長○西村調査課長 それでは、資料の説明をさせていただきたいと思います。前回（仮称）それでは、資料の説明をさせていただきたいと思います。前回（仮称）それでは、資料の説明をさせていただきたいと思います。前回（仮称）それでは、資料の説明をさせていただきたいと思います。前回（仮称）

奈良県生活交通確保に関する条例に盛り込む項目といたしまして、５項目をお示ししたと奈良県生活交通確保に関する条例に盛り込む項目といたしまして、５項目をお示ししたと奈良県生活交通確保に関する条例に盛り込む項目といたしまして、５項目をお示ししたと奈良県生活交通確保に関する条例に盛り込む項目といたしまして、５項目をお示ししたと

ころでございます。ころでございます。ころでございます。ころでございます。

まず１つ目が基本理念、２つ目が目的、３つ目が県等の責務、４つ目が財政上の措置等、まず１つ目が基本理念、２つ目が目的、３つ目が県等の責務、４つ目が財政上の措置等、まず１つ目が基本理念、２つ目が目的、３つ目が県等の責務、４つ目が財政上の措置等、まず１つ目が基本理念、２つ目が目的、３つ目が県等の責務、４つ目が財政上の措置等、

５つ目が年次報告等ということでございましたが、今回は、そのうち基本理念の部分と目５つ目が年次報告等ということでございましたが、今回は、そのうち基本理念の部分と目５つ目が年次報告等ということでございましたが、今回は、そのうち基本理念の部分と目５つ目が年次報告等ということでございましたが、今回は、そのうち基本理念の部分と目

的について、資料１をごらんいただきたいと思います。的について、資料１をごらんいただきたいと思います。的について、資料１をごらんいただきたいと思います。的について、資料１をごらんいただきたいと思います。

資料１、基本理念の案でございますが、全体の流れといたしましては、(１)から(４)を資料１、基本理念の案でございますが、全体の流れといたしましては、(１)から(４)を資料１、基本理念の案でございますが、全体の流れといたしましては、(１)から(４)を資料１、基本理念の案でございますが、全体の流れといたしましては、(１)から(４)を

考えております。考えております。考えております。考えております。

まず(１)といたしまして、奈良県の生活交通に関する現状について、記載をしたい。２まず(１)といたしまして、奈良県の生活交通に関する現状について、記載をしたい。２まず(１)といたしまして、奈良県の生活交通に関する現状について、記載をしたい。２まず(１)といたしまして、奈良県の生活交通に関する現状について、記載をしたい。２

番目に、公共交通の重要性の高まりについて記載をしたい。その次に、奈良県の目指すべ番目に、公共交通の重要性の高まりについて記載をしたい。その次に、奈良県の目指すべ番目に、公共交通の重要性の高まりについて記載をしたい。その次に、奈良県の目指すべ番目に、公共交通の重要性の高まりについて記載をしたい。その次に、奈良県の目指すべ

き地域社会を記載する。最後に権利の尊重と施策の総合的かつ計画的推進を記載する。こき地域社会を記載する。最後に権利の尊重と施策の総合的かつ計画的推進を記載する。こき地域社会を記載する。最後に権利の尊重と施策の総合的かつ計画的推進を記載する。こき地域社会を記載する。最後に権利の尊重と施策の総合的かつ計画的推進を記載する。こ

ういう流れで基本理念を組み立ててはどうかと考えております。ういう流れで基本理念を組み立ててはどうかと考えております。ういう流れで基本理念を組み立ててはどうかと考えております。ういう流れで基本理念を組み立ててはどうかと考えております。

具体的に一つずつ見ていただきたいと思います。まず（１）でございますが、４項目上具体的に一つずつ見ていただきたいと思います。まず（１）でございますが、４項目上具体的に一つずつ見ていただきたいと思います。まず（１）でございますが、４項目上具体的に一つずつ見ていただきたいと思います。まず（１）でございますが、４項目上

げております。①は、これは前回お示しのありました地域交通改善協議会の資料から抜粋げております。①は、これは前回お示しのありました地域交通改善協議会の資料から抜粋げております。①は、これは前回お示しのありました地域交通改善協議会の資料から抜粋げております。①は、これは前回お示しのありました地域交通改善協議会の資料から抜粋

したものでございますが、通勤・通学がしたものでございますが、通勤・通学がしたものでございますが、通勤・通学がしたものでございますが、通勤・通学が減少減少減少減少し、し、し、し、買買買買いいいい物物物物、通、通、通、通院院院院、、、、観光観光観光観光などのなどのなどのなどの移動ニーズ移動ニーズ移動ニーズ移動ニーズがががが

増増増増加、高加、高加、高加、高齢齢齢齢者の者の者の者の移動移動移動移動がががが増増増増加。加。加。加。②②②②といたしましては、奈良県交通基本といたしましては、奈良県交通基本といたしましては、奈良県交通基本といたしましては、奈良県交通基本戦略戦略戦略戦略から抜粋をさせてから抜粋をさせてから抜粋をさせてから抜粋をさせて

いただいておりますが、いただいておりますが、いただいておりますが、いただいておりますが、急速急速急速急速に進むに進むに進むに進む少子少子少子少子高高高高齢化齢化齢化齢化、、、、過疎化過疎化過疎化過疎化、交通事、交通事、交通事、交通事業業業業者の者の者の者の厳厳厳厳しいしいしいしい経営経営経営経営状状状状況況況況にににに

よるよるよるよるバス路線バス路線バス路線バス路線のののの休廃止や減便休廃止や減便休廃止や減便休廃止や減便、、、、自動車自動車自動車自動車利利利利用用用用がががが困難困難困難困難な県な県な県な県民民民民のののの増増増増加と。加と。加と。加と。③③③③は、は、は、は、神戸神戸神戸神戸大学大学大学大学工工工工学部学部学部学部
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喜多教授喜多教授喜多教授喜多教授のののの講演講演講演講演から抜粋させていただきましたが、県としての現状から抜粋させていただきましたが、県としての現状から抜粋させていただきましたが、県としての現状から抜粋させていただきましたが、県としての現状及び将来及び将来及び将来及び将来の県の県の県の県民民民民生活が生活が生活が生活が

脅脅脅脅かされるという認かされるという認かされるという認かされるという認識識識識が必要であるというおが必要であるというおが必要であるというおが必要であるというお話話話話でございます。でございます。でございます。でございます。④④④④に、生活交通ではございに、生活交通ではございに、生活交通ではございに、生活交通ではござい

ますが、交通基本ますが、交通基本ますが、交通基本ますが、交通基本戦略戦略戦略戦略に盛り込まれておりますに盛り込まれておりますに盛り込まれておりますに盛り込まれております観光シーズン観光シーズン観光シーズン観光シーズンのののの慢慢慢慢性的な性的な性的な性的な渋滞渋滞渋滞渋滞も入れておりも入れておりも入れておりも入れており

ます。ます。ます。ます。

次に、(２)、公共交通の重要性の高まりについてということで、①は、これも次に、(２)、公共交通の重要性の高まりについてということで、①は、これも次に、(２)、公共交通の重要性の高まりについてということで、①は、これも次に、(２)、公共交通の重要性の高まりについてということで、①は、これも喜多教授喜多教授喜多教授喜多教授

のごのごのごのご意意意意見でございますが、現見でございますが、現見でございますが、現見でございますが、現在在在在、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは将来将来将来将来の県の県の県の県民民民民の生活がの生活がの生活がの生活が脅脅脅脅かされることのないよう、かされることのないよう、かされることのないよう、かされることのないよう、

移動移動移動移動手手手手段段段段、、、、輸送輸送輸送輸送手手手手段段段段として交通の確保が必要。として交通の確保が必要。として交通の確保が必要。として交通の確保が必要。②②②②は交通基本は交通基本は交通基本は交通基本戦略戦略戦略戦略でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、来訪来訪来訪来訪者者者者

のののの増増増増加を加を加を加を図図図図るたるたるたるためめめめ、質の高い交通、質の高い交通、質の高い交通、質の高い交通サービスサービスサービスサービスが必要。こういったことから、公共交通の重要が必要。こういったことから、公共交通の重要が必要。こういったことから、公共交通の重要が必要。こういったことから、公共交通の重要

性が高まっているのではないかということでございます。性が高まっているのではないかということでございます。性が高まっているのではないかということでございます。性が高まっているのではないかということでございます。

(３)、奈良県の目指すべき地域社会についてでございますが、①から(３)、奈良県の目指すべき地域社会についてでございますが、①から(３)、奈良県の目指すべき地域社会についてでございますが、①から(３)、奈良県の目指すべき地域社会についてでございますが、①から③③③③は、は、は、は、喜多教授喜多教授喜多教授喜多教授かかかか

らのごらのごらのごらのご意意意意見でございますけれども、奈良県のあるべき地域社会の見でございますけれども、奈良県のあるべき地域社会の見でございますけれども、奈良県のあるべき地域社会の見でございますけれども、奈良県のあるべき地域社会の姿姿姿姿を示すべきではないか。を示すべきではないか。を示すべきではないか。を示すべきではないか。

県県県県民民民民生活を生活を生活を生活を守守守守るというるというるというるという意意意意思を明確に示すべき。思を明確に示すべき。思を明確に示すべき。思を明確に示すべき。将来将来将来将来を見を見を見を見据据据据えたえたえたえたサービスサービスサービスサービスのののの持続可能持続可能持続可能持続可能性の確性の確性の確性の確

保の保の保の保の宣宣宣宣言。言。言。言。④④④④は、地域交通改善協議会の資料から抜粋させていただきましたが、は、地域交通改善協議会の資料から抜粋させていただきましたが、は、地域交通改善協議会の資料から抜粋させていただきましたが、は、地域交通改善協議会の資料から抜粋させていただきましたが、買買買買いいいい物物物物、、、、

通通通通院院院院、、、、送迎送迎送迎送迎、、、、観光観光観光観光など、など、など、など、移動ニーズ移動ニーズ移動ニーズ移動ニーズに応じた交通に応じた交通に応じた交通に応じた交通サービスサービスサービスサービスのののの実実実実現。現。現。現。

４つ目といたしまして、このあたりが４つ目といたしまして、このあたりが４つ目といたしまして、このあたりが４つ目といたしまして、このあたりが非常非常非常非常に委員のに委員のに委員のに委員の方々方々方々方々のご議のご議のご議のご議論論論論があったところかと思があったところかと思があったところかと思があったところかと思

いますけれども、(４)権利の尊重と施策の総合的かつ計画的推進の記載ということで、①いますけれども、(４)権利の尊重と施策の総合的かつ計画的推進の記載ということで、①いますけれども、(４)権利の尊重と施策の総合的かつ計画的推進の記載ということで、①いますけれども、(４)権利の尊重と施策の総合的かつ計画的推進の記載ということで、①

はことし４月１日に施はことし４月１日に施はことし４月１日に施はことし４月１日に施行行行行される予定のされる予定のされる予定のされる予定の熊熊熊熊本本本本市市市市の条例とよくの条例とよくの条例とよくの条例とよく似似似似たたたた表表表表現になっているのですけ現になっているのですけ現になっているのですけ現になっているのですけ

れども、すべての県れども、すべての県れども、すべての県れども、すべての県民民民民がががが健康健康健康健康で文で文で文で文化化化化的な最的な最的な最的な最低低低低限限限限度度度度の日の日の日の日常常常常生活、社会生活を生活、社会生活を生活、社会生活を生活、社会生活を営営営営むたむたむたむためめめめに必要に必要に必要に必要

なななな移動移動移動移動の確保、保の確保、保の確保、保の確保、保障障障障と、一と、一と、一と、一種種種種の確保かなというの確保かなというの確保かなというの確保かなという感感感感じで今は考えております。じで今は考えております。じで今は考えております。じで今は考えております。

②②②②からからからから⑤⑤⑤⑤につきましては、これもにつきましては、これもにつきましては、これもにつきましては、これも喜多教授喜多教授喜多教授喜多教授のごのごのごのご意意意意見からでございますけれども、交通体見からでございますけれども、交通体見からでございますけれども、交通体見からでございますけれども、交通体

系系系系の総合的整の総合的整の総合的整の総合的整備備備備、、、、来訪来訪来訪来訪者の者の者の者の視点視点視点視点に立ったに立ったに立ったに立った移動環境移動環境移動環境移動環境の整の整の整の整備促備促備促備促進、公共交通に関する施策を総進、公共交通に関する施策を総進、公共交通に関する施策を総進、公共交通に関する施策を総

合的かつ計画的に推進、合的かつ計画的に推進、合的かつ計画的に推進、合的かつ計画的に推進、観光観光観光観光に関する施策を総合的かつ計画的に推進、こういったことをに関する施策を総合的かつ計画的に推進、こういったことをに関する施策を総合的かつ計画的に推進、こういったことをに関する施策を総合的かつ計画的に推進、こういったことを

盛り込んではどうかと思っております。盛り込んではどうかと思っております。盛り込んではどうかと思っております。盛り込んではどうかと思っております。

次に、目的でございますが、目的はこの条例に盛り込まれていく項目について記載する次に、目的でございますが、目的はこの条例に盛り込まれていく項目について記載する次に、目的でございますが、目的はこの条例に盛り込まれていく項目について記載する次に、目的でございますが、目的はこの条例に盛り込まれていく項目について記載する

かと思っておりますけれども、お手元に配付しておりますかと思っておりますけれども、お手元に配付しておりますかと思っておりますけれども、お手元に配付しておりますかと思っておりますけれども、お手元に配付しております比較表比較表比較表比較表で、交通基本で、交通基本で、交通基本で、交通基本法法法法はもうはもうはもうはもう廃廃廃廃

案になってしまいましたが、交通基本案になってしまいましたが、交通基本案になってしまいましたが、交通基本案になってしまいましたが、交通基本法法法法とそれからとそれからとそれからとそれから福岡市福岡市福岡市福岡市とととと熊熊熊熊本本本本市市市市の条例、これは４月１の条例、これは４月１の条例、これは４月１の条例、これは４月１

日施日施日施日施行行行行の案でございます。このの案でございます。このの案でございます。このの案でございます。この中中中中から、奈良県の目的として参考にさせてもらったらどうから、奈良県の目的として参考にさせてもらったらどうから、奈良県の目的として参考にさせてもらったらどうから、奈良県の目的として参考にさせてもらったらどう

かと思っておりますのは、かと思っておりますのは、かと思っておりますのは、かと思っておりますのは、国国国国の交通基本の交通基本の交通基本の交通基本法法法法案の１案の１案の１案の１ページページページページの理の理の理の理由由由由のところと、それからのところと、それからのところと、それからのところと、それから熊熊熊熊本本本本

市市市市の条例の前文にの条例の前文にの条例の前文にの条例の前文に、、、、「「「「ここにここにここにここに」」」」というところがあるのですけれども、そういった部分が参というところがあるのですけれども、そういった部分が参というところがあるのですけれども、そういった部分が参というところがあるのですけれども、そういった部分が参

考にさせてもらえる部分ではないかと考えております。前文、基本理念の部分と目的の部考にさせてもらえる部分ではないかと考えております。前文、基本理念の部分と目的の部考にさせてもらえる部分ではないかと考えております。前文、基本理念の部分と目的の部考にさせてもらえる部分ではないかと考えております。前文、基本理念の部分と目的の部
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分につきましては、今のところそのように整理をさせていただいております。分につきましては、今のところそのように整理をさせていただいております。分につきましては、今のところそのように整理をさせていただいております。分につきましては、今のところそのように整理をさせていただいております。以以以以上でござ上でござ上でござ上でござ

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 ただいまお手元に参考に配付しておりますただいまお手元に参考に配付しておりますただいまお手元に参考に配付しておりますただいまお手元に参考に配付しております国国国国の、の、の、の、廃廃廃廃案になったというか政案になったというか政案になったというか政案になったというか政

権が権が権が権が変変変変わってわってわってわって審審審審議されなかったのですが、議されなかったのですが、議されなかったのですが、議されなかったのですが、閣閣閣閣議議議議決決決決定されたと言われております定されたと言われております定されたと言われております定されたと言われております国国国国の交通基の交通基の交通基の交通基

本本本本法法法法、そして、、そして、、そして、、そして、福岡市福岡市福岡市福岡市、、、、熊熊熊熊本本本本市市市市の条例を参考にしたもの。また、の条例を参考にしたもの。また、の条例を参考にしたもの。また、の条例を参考にしたもの。また、先般来講師先般来講師先般来講師先般来講師としてお見えとしてお見えとしてお見えとしてお見え

いただきいただきいただきいただき講演講演講演講演をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました喜多教授喜多教授喜多教授喜多教授のののの講演講演講演講演のののの中中中中から重要な部分を抜粋して、このようから重要な部分を抜粋して、このようから重要な部分を抜粋して、このようから重要な部分を抜粋して、このよう

に基本理念について、に基本理念について、に基本理念について、に基本理念について、四四四四本の本の本の本の柱柱柱柱というのですか、４つの項目を立てて、基本理念としてはというのですか、４つの項目を立てて、基本理念としてはというのですか、４つの項目を立てて、基本理念としてはというのですか、４つの項目を立てて、基本理念としては

どうかという提案でございます。どうかという提案でございます。どうかという提案でございます。どうかという提案でございます。

まず、この(１)の、奈良県の生活交通に関する現状についての記載について、①からまず、この(１)の、奈良県の生活交通に関する現状についての記載について、①からまず、この(１)の、奈良県の生活交通に関する現状についての記載について、①からまず、この(１)の、奈良県の生活交通に関する現状についての記載について、①から④④④④

までありますけれど、この(１)についてまでありますけれど、この(１)についてまでありますけれど、この(１)についてまでありますけれど、この(１)について何何何何かおかおかおかお感感感感じのじのじのじの点点点点はございませんか。これもはございませんか。これもはございませんか。これもはございませんか。これも喜多教喜多教喜多教喜多教

授授授授、そして、、そして、、そして、、そして、既既既既にににに実実実実施されている条例の、あるいは施されている条例の、あるいは施されている条例の、あるいは施されている条例の、あるいは法律法律法律法律、、、、法法法法案の案の案の案の中中中中からの抜粋になるかとからの抜粋になるかとからの抜粋になるかとからの抜粋になるかと

思いますけれど。県としても、思いますけれど。県としても、思いますけれど。県としても、思いますけれど。県としても、少子少子少子少子高高高高齢化齢化齢化齢化、、、、過疎化過疎化過疎化過疎化、交通事、交通事、交通事、交通事業業業業者の者の者の者の厳厳厳厳しいしいしいしい経営経営経営経営状状状状況況況況によるによるによるによる

バス路線バス路線バス路線バス路線のののの休廃止休廃止休廃止休廃止、、、、減便減便減便減便といったところは、まさに奈良県の特といったところは、まさに奈良県の特といったところは、まさに奈良県の特といったところは、まさに奈良県の特徴徴徴徴をつかまえているものとをつかまえているものとをつかまえているものとをつかまえているものと

思うわけでございます。思うわけでございます。思うわけでございます。思うわけでございます。観光シーズン観光シーズン観光シーズン観光シーズンのののの慢慢慢慢性的な性的な性的な性的な渋滞渋滞渋滞渋滞もそのうちに当てはまるとは思うのもそのうちに当てはまるとは思うのもそのうちに当てはまるとは思うのもそのうちに当てはまるとは思うの

ですけれども、交通事ですけれども、交通事ですけれども、交通事ですけれども、交通事情情情情がががが芳芳芳芳しくないしくないしくないしくない道路道路道路道路事事事事情情情情もあるわけです。そういった生活交通に関もあるわけです。そういった生活交通に関もあるわけです。そういった生活交通に関もあるわけです。そういった生活交通に関

する現状についての４項目の記載です。なけれする現状についての４項目の記載です。なけれする現状についての４項目の記載です。なけれする現状についての４項目の記載です。なければばばば、後でまたお、後でまたお、後でまたお、後でまたお感感感感じになったらご発言くだじになったらご発言くだじになったらご発言くだじになったらご発言くだ

さい。さい。さい。さい。

(２)の公共交通の重要性の高まりについての記載について、いかがでし(２)の公共交通の重要性の高まりについての記載について、いかがでし(２)の公共交通の重要性の高まりについての記載について、いかがでし(２)の公共交通の重要性の高まりについての記載について、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。将来将来将来将来にににに

向向向向かって今の現状をかって今の現状をかって今の現状をかって今の現状を十十十十分に分に分に分に把握把握把握把握した上で、した上で、した上で、した上で、将来将来将来将来にわたって奈良県のあるべきにわたって奈良県のあるべきにわたって奈良県のあるべきにわたって奈良県のあるべき姿姿姿姿、そしてま、そしてま、そしてま、そしてま

た、公共交通がた、公共交通がた、公共交通がた、公共交通が非常非常非常非常に重要であるという、そういうに重要であるという、そういうに重要であるという、そういうに重要であるという、そういう意味意味意味意味のののの中身中身中身中身を記載したものでございまを記載したものでございまを記載したものでございまを記載したものでございま

す。特にす。特にす。特にす。特に先先先先の長いの長いの長いの長い話話話話ですが、ですが、ですが、ですが、リニア中央新幹線リニア中央新幹線リニア中央新幹線リニア中央新幹線のののの中中中中間間間間駅駅駅駅が奈良県にが奈良県にが奈良県にが奈良県に設設設設置されるというよう置されるというよう置されるというよう置されるというよう

なことになってきたり、奈良県になことになってきたり、奈良県になことになってきたり、奈良県になことになってきたり、奈良県に来訪来訪来訪来訪されるされるされるされる観光客観光客観光客観光客にににに対対対対するするするする知知知知事の思いといったものは、事の思いといったものは、事の思いといったものは、事の思いといったものは、

十十十十分奈良県で生かされ、そしてまた奈良県でその交通に分奈良県で生かされ、そしてまた奈良県でその交通に分奈良県で生かされ、そしてまた奈良県でその交通に分奈良県で生かされ、そしてまた奈良県でその交通に対対対対する重要性、そしてする重要性、そしてする重要性、そしてする重要性、そして観光客以外観光客以外観光客以外観光客以外

でも、生活上、でも、生活上、でも、生活上、でも、生活上、非常非常非常非常にににに困窮困窮困窮困窮されている交通にされている交通にされている交通にされている交通に対対対対する重要性の高まりについて、する重要性の高まりについて、する重要性の高まりについて、する重要性の高まりについて、将来将来将来将来にわたにわたにわたにわた

ってどうあるべきか、今考えていく必要があるのではないかと思っているものでございまってどうあるべきか、今考えていく必要があるのではないかと思っているものでございまってどうあるべきか、今考えていく必要があるのではないかと思っているものでございまってどうあるべきか、今考えていく必要があるのではないかと思っているものでございま

す。す。す。す。

(２)、(３)の奈良県の目指す地域社会というところで、あるべき地域社会の(２)、(３)の奈良県の目指す地域社会というところで、あるべき地域社会の(２)、(３)の奈良県の目指す地域社会というところで、あるべき地域社会の(２)、(３)の奈良県の目指す地域社会というところで、あるべき地域社会の姿姿姿姿を示すべを示すべを示すべを示すべ

きということで、あるべきというのは、そういうきということで、あるべきというのは、そういうきということで、あるべきというのは、そういうきということで、あるべきというのは、そういう意味意味意味意味では(１)にもありますように、高では(１)にもありますように、高では(１)にもありますように、高では(１)にもありますように、高齢齢齢齢

化化化化あるいはあるいはあるいはあるいは過疎化過疎化過疎化過疎化、そして交通事、そして交通事、そして交通事、そして交通事業業業業者の者の者の者の厳厳厳厳しいしいしいしい経営経営経営経営状状状状況況況況というのが現というのが現というのが現というのが現実実実実としてあるわけでとしてあるわけでとしてあるわけでとしてあるわけで

すけれども、どういった地域社会にあるべきすけれども、どういった地域社会にあるべきすけれども、どういった地域社会にあるべきすけれども、どういった地域社会にあるべき姿姿姿姿をををを反映反映反映反映させていくべきなのか。させていくべきなのか。させていくべきなのか。させていくべきなのか。
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○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる人人人人口は口は口は口は減少減少減少減少していく、さらにまた、一していく、さらにまた、一していく、さらにまた、一していく、さらにまた、一般般般般的に言われる社会的に言われる社会的に言われる社会的に言われる社会インフラインフラインフラインフラ

というのがというのがというのがというのがぐぐぐぐっとっとっとっと弱弱弱弱まってくるわけです、財政的にも大まってくるわけです、財政的にも大まってくるわけです、財政的にも大まってくるわけです、財政的にも大変変変変になっていますし。今までになっていますし。今までになっていますし。今までになっていますし。今までややややっっっっ

てきた公共的な施てきた公共的な施てきた公共的な施てきた公共的な施設設設設、、、、構築物構築物構築物構築物等のいろいろな等のいろいろな等のいろいろな等のいろいろな問題問題問題問題にににに対対対対応していかなけれ応していかなけれ応していかなけれ応していかなければばばばならない。これならない。これならない。これならない。これ

からの社会からの社会からの社会からの社会インフラインフラインフラインフラはどういうはどういうはどういうはどういうふふふふうにしていくべきかといううにしていくべきかといううにしていくべきかといううにしていくべきかという検検検検討もしていかなけれ討もしていかなけれ討もしていかなけれ討もしていかなければばばばいけいけいけいけ

ないと言われているのです。奈良県も今までしっかりしたないと言われているのです。奈良県も今までしっかりしたないと言われているのです。奈良県も今までしっかりしたないと言われているのです。奈良県も今までしっかりした幹線幹線幹線幹線的な的な的な的な道路道路道路道路もないから、それもないから、それもないから、それもないから、それ

はつくらないといけない。しかし、これからはどういうまちはつくらないといけない。しかし、これからはどういうまちはつくらないといけない。しかし、これからはどういうまちはつくらないといけない。しかし、これからはどういうまちづづづづくりをしていかなけれくりをしていかなけれくりをしていかなけれくりをしていかなければばばばなななな

らないかといえらないかといえらないかといえらないかといえばばばば、、、、住宅問題住宅問題住宅問題住宅問題一つにしても、たとえ一つにしても、たとえ一つにしても、たとえ一つにしても、たとえば駅ば駅ば駅ば駅前の前の前の前の周辺周辺周辺周辺に高に高に高に高齢齢齢齢者を者を者を者を動動動動かそうといかそうといかそうといかそうとい

うような施策などいろいろあります。だから、これからそういうまちうような施策などいろいろあります。だから、これからそういうまちうような施策などいろいろあります。だから、これからそういうまちうような施策などいろいろあります。だから、これからそういうまちづづづづくりは、くりは、くりは、くりは、人人人人間が間が間が間が住住住住

むに当たって奈良県としてはどうあるべきかということを考えながら交通体むに当たって奈良県としてはどうあるべきかということを考えながら交通体むに当たって奈良県としてはどうあるべきかということを考えながら交通体むに当たって奈良県としてはどうあるべきかということを考えながら交通体系系系系を考えていを考えていを考えていを考えてい

くというように総合的に計画して考えていかなけれくというように総合的に計画して考えていかなけれくというように総合的に計画して考えていかなけれくというように総合的に計画して考えていかなければばばばいけないのではないか。交通だけがいけないのではないか。交通だけがいけないのではないか。交通だけがいけないのではないか。交通だけが

特特特特化化化化していろいろなことをしていくのではなく、奈良県全体がどうしていかなけれしていろいろなことをしていくのではなく、奈良県全体がどうしていかなけれしていろいろなことをしていくのではなく、奈良県全体がどうしていかなけれしていろいろなことをしていくのではなく、奈良県全体がどうしていかなければばばばいけいけいけいけ

ないのか。例えないのか。例えないのか。例えないのか。例えばばばば、、、、十津川十津川十津川十津川村で、村で、村で、村で、ぽぽぽぽつんと１つんと１つんと１つんと１軒軒軒軒でいるでいるでいるでいる人人人人を、ここでを、ここでを、ここでを、ここで住住住住みなさい、とみなさい、とみなさい、とみなさい、と移住移住移住移住をををを

させていくようなさせていくようなさせていくようなさせていくような取取取取り組みをしていかなけれり組みをしていかなけれり組みをしていかなけれり組みをしていかなければばばばいけないのではないかということをいけないのではないかということをいけないのではないかということをいけないのではないかということを含め含め含め含めた、た、た、た、

あるべき地域のあるべき地域のあるべき地域のあるべき地域の姿姿姿姿を示していかなけれを示していかなけれを示していかなけれを示していかなければばばばならないと思ったりするのです。これはならないと思ったりするのです。これはならないと思ったりするのです。これはならないと思ったりするのです。これは難難難難しいでしいでしいでしいで

す。す。す。す。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 そうですそうですそうですそうですねねねね。これは。これは。これは。これは表表表表現上あるべき現上あるべき現上あるべき現上あるべき姿姿姿姿で一くくりになっているけれども、で一くくりになっているけれども、で一くくりになっているけれども、で一くくりになっているけれども、

実実実実は、今、小泉委員がおっしは、今、小泉委員がおっしは、今、小泉委員がおっしは、今、小泉委員がおっしゃゃゃゃったような、ったような、ったような、ったような、内輪内輪内輪内輪にににに内在内在内在内在するというのですか、社会的なするというのですか、社会的なするというのですか、社会的なするというのですか、社会的な問問問問

題題題題がががが裏裏裏裏にあるわけでして、そういったものをにあるわけでして、そういったものをにあるわけでして、そういったものをにあるわけでして、そういったものを解決解決解決解決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らないので、交通だならないので、交通だならないので、交通だならないので、交通だ

けではなく、いろいろな社会けではなく、いろいろな社会けではなく、いろいろな社会けではなく、いろいろな社会インフラインフラインフラインフラと言えと言えと言えと言えば幅広ば幅広ば幅広ば幅広く、そしてまたく、そしてまたく、そしてまたく、そしてまた奥奥奥奥のののの深深深深いものがここにいものがここにいものがここにいものがここに

内蔵内蔵内蔵内蔵されているようなされているようなされているようなされているような気気気気がするのです。がするのです。がするのです。がするのです。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 熊熊熊熊本本本本市市市市にしてもにしてもにしてもにしても福岡市福岡市福岡市福岡市にしても、今の生活にしても、今の生活にしても、今の生活にしても、今の生活様式様式様式様式とか、社会のありようみたいとか、社会のありようみたいとか、社会のありようみたいとか、社会のありようみたい

なところに言なところに言なところに言なところに言及及及及しているのです。どんどんしているのです。どんどんしているのです。どんどんしているのです。どんどん車車車車社会に社会に社会に社会に依存依存依存依存する社会のする社会のする社会のする社会の仕仕仕仕組みになっている現組みになっている現組みになっている現組みになっている現

実実実実と、今、小泉委員が言っているように、と、今、小泉委員が言っているように、と、今、小泉委員が言っているように、と、今、小泉委員が言っているように、車車車車社会に社会に社会に社会に依存依存依存依存した社会のいろいろなまちした社会のいろいろなまちした社会のいろいろなまちした社会のいろいろなまちづづづづくりくりくりくり

のののの形態形態形態形態になっていることが、そこのところもどこまでになっていることが、そこのところもどこまでになっていることが、そこのところもどこまでになっていることが、そこのところもどこまで表表表表現したらいいのかは現したらいいのかは現したらいいのかは現したらいいのかは難難難難しいとは思しいとは思しいとは思しいとは思

うのですけれども、それが社会がうのですけれども、それが社会がうのですけれども、それが社会がうのですけれども、それが社会が持持持持っている大きな課っている大きな課っている大きな課っている大きな課題題題題なのだということです。それで、なのだということです。それで、なのだということです。それで、なのだということです。それで、

自家用車自家用車自家用車自家用車というかというかというかというか車車車車でででで移動移動移動移動しているところから公共交通しているところから公共交通しているところから公共交通しているところから公共交通へへへへどうどうどうどうシフトシフトシフトシフトする社会にする社会にする社会にする社会に誘導誘導誘導誘導するするするする

のかも大きな理念ののかも大きな理念ののかも大きな理念ののかも大きな理念の中中中中に入っていく必要があるのではないかというのがあります。だから、に入っていく必要があるのではないかというのがあります。だから、に入っていく必要があるのではないかというのがあります。だから、に入っていく必要があるのではないかというのがあります。だから、

熊熊熊熊本本本本市市市市もももも書書書書いているし、いているし、いているし、いているし、福岡市福岡市福岡市福岡市もこのところをどういうもこのところをどういうもこのところをどういうもこのところをどういうふふふふうにうにうにうに書書書書いているかと思いながらいているかと思いながらいているかと思いながらいているかと思いながら

見ています。見ています。見ています。見ています。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 そうですそうですそうですそうですねねねね、高、高、高、高齢化齢化齢化齢化がががが顕著顕著顕著顕著になれになれになれになればばばばなるほどなるほどなるほどなるほど車車車車をををを自自自自分で分で分で分で運転運転運転運転することがすることがすることがすることが少少少少
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なくなってきて、どうしても公共交通といったものが重要なくなってきて、どうしても公共交通といったものが重要なくなってきて、どうしても公共交通といったものが重要なくなってきて、どうしても公共交通といったものが重要視視視視されると、そこにされると、そこにされると、そこにされると、そこにシフトシフトシフトシフトしてしてしてして

いく交通体いく交通体いく交通体いく交通体系系系系がががが将来将来将来将来的にも、今からも的にも、今からも的にも、今からも的にも、今からも望望望望まれていくと、今、高柳委員がおっしまれていくと、今、高柳委員がおっしまれていくと、今、高柳委員がおっしまれていくと、今、高柳委員がおっしゃゃゃゃったとおったとおったとおったとお

りだと思います。りだと思います。りだと思います。りだと思います。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 あるべき地域社会のあるべき地域社会のあるべき地域社会のあるべき地域社会の姿姿姿姿を示すと言ったときに、どういうを示すと言ったときに、どういうを示すと言ったときに、どういうを示すと言ったときに、どういう範囲範囲範囲範囲でででで書書書書けけけけばばばば県県県県民民民民のののの

合合合合意意意意がががが得得得得られるのかは、られるのかは、られるのかは、られるのかは、非常非常非常非常にににに慎慎慎慎重に議重に議重に議重に議論論論論する必要があると思うのです。例えする必要があると思うのです。例えする必要があると思うのです。例えする必要があると思うのです。例えばばばば、、、、片方片方片方片方でででで

生活交通の現状を生活交通の現状を生活交通の現状を生活交通の現状を書書書書いたり、後の議いたり、後の議いたり、後の議いたり、後の議論論論論になりますが、権利ということもになりますが、権利ということもになりますが、権利ということもになりますが、権利ということも書書書書くわけです。そくわけです。そくわけです。そくわけです。そ

うしておきながら、一うしておきながら、一うしておきながら、一うしておきながら、一方方方方であるべき地域社会として、例えであるべき地域社会として、例えであるべき地域社会として、例えであるべき地域社会として、例えばへばへばへばへき地にき地にき地にき地に住住住住むことはいかがなむことはいかがなむことはいかがなむことはいかがな

ものかとか、これはものかとか、これはものかとか、これはものかとか、これは書書書書きにくいです。で、きにくいです。で、きにくいです。で、きにくいです。で、車車車車にににに頼頼頼頼らない社会をつくろうということは、こらない社会をつくろうということは、こらない社会をつくろうということは、こらない社会をつくろうということは、こ

れは合れは合れは合れは合意意意意がががが得や得や得や得やすいと思うのです。すいと思うのです。すいと思うのです。すいと思うのです。ややややはりはりはりはりＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排排排排出の出の出の出の問題問題問題問題ですとか、いろいろなですとか、いろいろなですとか、いろいろなですとか、いろいろな問題問題問題問題がががが

ありますから、そういうありますから、そういうありますから、そういうありますから、そういう点点点点では公共交通の重要性を高では公共交通の重要性を高では公共交通の重要性を高では公共交通の重要性を高めめめめるるるる中中中中で、おのずとどうしてもで、おのずとどうしてもで、おのずとどうしてもで、おのずとどうしても車車車車にににに

頼頼頼頼らなけれらなけれらなけれらなければばばばならないならないならないならない人人人人は、それは保は、それは保は、それは保は、それは保障障障障しなけれしなけれしなけれしなければばばばなりませんけれども、こちらのなりませんけれども、こちらのなりませんけれども、こちらのなりませんけれども、こちらの方方方方がががが便便便便

利ではないかということになっていけ利ではないかということになっていけ利ではないかということになっていけ利ではないかということになっていけばばばばこちらにこちらにこちらにこちらにシフトシフトシフトシフトしていくわけです。ですから、していくわけです。ですから、していくわけです。ですから、していくわけです。ですから、行行行行

政の政の政の政の役割や役割や役割や役割や責責責責任任任任として、そういう社会を目指すということはとして、そういう社会を目指すということはとして、そういう社会を目指すということはとして、そういう社会を目指すということは書書書書けると思うのです。ただ、けると思うのです。ただ、けると思うのです。ただ、けると思うのです。ただ、

県県県県民民民民のののの役割役割役割役割として、そういうことをとして、そういうことをとして、そういうことをとして、そういうことを書書書書くとなるとこれはくとなるとこれはくとなるとこれはくとなるとこれは厳厳厳厳しいしいしいしい話話話話になるのではないかと思になるのではないかと思になるのではないかと思になるのではないかと思

いますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その点点点点はははは書書書書きききき方方方方にににに非常非常非常非常にににに気気気気をつけなけれをつけなけれをつけなけれをつけなければばばばならないと思います。ならないと思います。ならないと思います。ならないと思います。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 県県県県民民民民の立場からの目の立場からの目の立場からの目の立場からの目線線線線は大事なことになると思います。そのは大事なことになると思います。そのは大事なことになると思います。そのは大事なことになると思います。その辺辺辺辺は、は、は、は、喜多教喜多教喜多教喜多教

授授授授もももも十十十十分分分分気気気気をつけてをつけてをつけてをつけて話話話話をされたと思います。をされたと思います。をされたと思います。をされたと思います。

そしてまた、(４)の権利の尊重と計画的推進を記載ということで、そしてまた、(４)の権利の尊重と計画的推進を記載ということで、そしてまた、(４)の権利の尊重と計画的推進を記載ということで、そしてまた、(４)の権利の尊重と計画的推進を記載ということで、熊熊熊熊本本本本市市市市の条例を見まの条例を見まの条例を見まの条例を見ま

したら、最したら、最したら、最したら、最低低低低限限限限度度度度の権利というの権利というの権利というの権利という表表表表記があります。この記があります。この記があります。この記があります。この辺辺辺辺、そういうような記載の、そういうような記載の、そういうような記載の、そういうような記載の仕方仕方仕方仕方もあもあもあもあ

るわけですし、るわけですし、るわけですし、るわけですし、移動移動移動移動を確保するというを確保するというを確保するというを確保するという意味意味意味意味でもそういうでもそういうでもそういうでもそういう裏づ裏づ裏づ裏づけの言けの言けの言けの言葉葉葉葉にはなりますにはなりますにはなりますにはなりますねねねね。。。。括括括括

弧弧弧弧して保して保して保して保障障障障ということもということもということもということも表表表表現できるとは思うのですけれど。現できるとは思うのですけれど。現できるとは思うのですけれど。現できるとは思うのですけれど。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 もちろん保もちろん保もちろん保もちろん保障障障障という言という言という言という言葉葉葉葉にすることがにすることがにすることがにすることが望望望望ましいと思うのですけれども、そのましいと思うのですけれども、そのましいと思うのですけれども、そのましいと思うのですけれども、その

点点点点、、、、別別別別にににに強強強強くこだわるものではないのです。ただ一つこだわるのは、この条例が県くこだわるものではないのです。ただ一つこだわるのは、この条例が県くこだわるものではないのです。ただ一つこだわるのは、この条例が県くこだわるものではないのです。ただ一つこだわるのは、この条例が県民民民民の手の手の手の手

足足足足をををを縛縛縛縛るものになってはいけないと思うのです。るものになってはいけないと思うのです。るものになってはいけないと思うのです。るものになってはいけないと思うのです。熊熊熊熊本本本本市市市市の条例にしても、の条例にしても、の条例にしても、の条例にしても、福岡市福岡市福岡市福岡市の条例にの条例にの条例にの条例に

しても、しても、しても、しても、市民市民市民市民のののの役割役割役割役割という項目なのですが、という項目なのですが、という項目なのですが、という項目なのですが、中身中身中身中身を見ると、協力するようを見ると、協力するようを見ると、協力するようを見ると、協力するよう努め努め努め努めなけれなけれなけれなければばばばなななな

らないとか、らないとか、らないとか、らないとか、熊熊熊熊本本本本市市市市にににに至至至至っては、っては、っては、っては、車車車車にににに乗乗乗乗るなというようなこともるなというようなこともるなというようなこともるなというようなことも書書書書いているわけです。いているわけです。いているわけです。いているわけです。自自自自

家用車家用車家用車家用車にににに依存依存依存依存せず、公共交通をせず、公共交通をせず、公共交通をせず、公共交通を積極積極積極積極的に利的に利的に利的に利用用用用することと。これはすることと。これはすることと。これはすることと。これは書書書書いてはいけないと思いいてはいけないと思いいてはいけないと思いいてはいけないと思い

ます。ます。ます。ます。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 あまりあまりあまりあまり強強強強制はできません。制はできません。制はできません。制はできません。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 これは、むしろこれは、むしろこれは、むしろこれは、むしろ行行行行政の責政の責政の責政の責任任任任です。です。です。です。行行行行政が政が政が政が市民市民市民市民にににに車車車車をををを使使使使わなくってもわなくってもわなくってもわなくっても済済済済むようむようむようむよう
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なななな導導導導きをするようきをするようきをするようきをするよう努め努め努め努めないといけないのです。だから、理ないといけないのです。だから、理ないといけないのです。だから、理ないといけないのです。だから、理解解解解をををを深め深め深め深めなけれなけれなけれなければばばばならないといならないといならないといならないとい

うのは、うのは、うのは、うのは、行行行行政の政の政の政の役割役割役割役割です。です。です。です。行行行行政が県政が県政が県政が県民民民民に理に理に理に理解解解解をさせるようにをさせるようにをさせるようにをさせるように努め努め努め努めないといけないのです。ないといけないのです。ないといけないのです。ないといけないのです。

県県県県民民民民がががが積極積極積極積極的に的に的に的に自自自自分から理分から理分から理分から理解解解解しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないということを議員がつくる条例にならないということを議員がつくる条例にならないということを議員がつくる条例にならないということを議員がつくる条例に書書書書くとくとくとくと

いうのは、これはまずいと思います。ですから、県いうのは、これはまずいと思います。ですから、県いうのは、これはまずいと思います。ですから、県いうのは、これはまずいと思います。ですから、県民民民民の手の手の手の手足足足足をををを縛縛縛縛らない、むしろ県らない、むしろ県らない、むしろ県らない、むしろ県民民民民に理に理に理に理

解解解解してほしいのだったらしてほしいのだったらしてほしいのだったらしてほしいのだったら行行行行政が政が政が政が頑張頑張頑張頑張らないといけないのです。らないといけないのです。らないといけないのです。らないといけないのです。我々我々我々我々議員も議員も議員も議員も頑張頑張頑張頑張らないといらないといらないといらないとい

けない。けない。けない。けない。車車車車にににに乗乗乗乗るなというのだったら、るなというのだったら、るなというのだったら、るなというのだったら、車車車車にににに乗乗乗乗らなくてもらなくてもらなくてもらなくても済済済済むようなものをむようなものをむようなものをむようなものを用意用意用意用意しなけれしなけれしなけれしなけれ

ばばばばならないと思うのです。だから、条例でそこはならないと思うのです。だから、条例でそこはならないと思うのです。だから、条例でそこはならないと思うのです。だから、条例でそこは縛縛縛縛ってはいけないということはこだわりってはいけないということはこだわりってはいけないということはこだわりってはいけないということはこだわり

ます。ます。ます。ます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 そうですそうですそうですそうですねねねね、一、一、一、一方方方方、県、県、県、県民民民民のそういったのそういったのそういったのそういったニーズニーズニーズニーズ、願いがあり、そしてまた、、願いがあり、そしてまた、、願いがあり、そしてまた、、願いがあり、そしてまた、

行行行行政は、政は、政は、政は、少少少少なくとも予なくとも予なくとも予なくとも予算算算算が前提であって、が前提であって、が前提であって、が前提であって、行行行行政政政政側側側側としてその予としてその予としてその予としてその予算算算算のののの範囲範囲範囲範囲でどう生かしていでどう生かしていでどう生かしていでどう生かしてい

くのかということになるかと思うのです。そのくのかということになるかと思うのです。そのくのかということになるかと思うのです。そのくのかということになるかと思うのです。その辺辺辺辺の県の県の県の県民民民民ののののニーズニーズニーズニーズをどううまくをどううまくをどううまくをどううまく把握把握把握把握し、どし、どし、どし、ど

ういうういうういうういうぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに対対対対応したらいいのかという、応したらいいのかという、応したらいいのかという、応したらいいのかという、原原原原理というか、その保理というか、その保理というか、その保理というか、その保障障障障をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという意意意意

味味味味では、では、では、では、ややややはり文はり文はり文はり文章章章章のののの表表表表現が現が現が現が非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい点点点点ではあるかとは思います。ではあるかとは思います。ではあるかとは思います。ではあるかとは思います。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 実実実実は、事例としてよくあるのは、は、事例としてよくあるのは、は、事例としてよくあるのは、は、事例としてよくあるのは、路線バス路線バス路線バス路線バスがががが廃止廃止廃止廃止されるということになってされるということになってされるということになってされるということになって

くると、その地域のくると、その地域のくると、その地域のくると、その地域の人人人人たちはたちはたちはたちはぱぱぱぱっと立ち上がって要っと立ち上がって要っと立ち上がって要っと立ち上がって要望望望望にににに行行行行かれるわけです。奈良交通かれるわけです。奈良交通かれるわけです。奈良交通かれるわけです。奈良交通へ行へ行へ行へ行

ったり、あるいはったり、あるいはったり、あるいはったり、あるいは市市市市町町町町村長村長村長村長へ行へ行へ行へ行かれるわけです。しかし、それはされるのだけれども、そかれるわけです。しかし、それはされるのだけれども、そかれるわけです。しかし、それはされるのだけれども、そかれるわけです。しかし、それはされるのだけれども、そ

うしたら、うしたら、うしたら、うしたら、路線バス路線バス路線バス路線バスをををを走走走走らせましらせましらせましらせましょょょょうかとなったときに、利うかとなったときに、利うかとなったときに、利うかとなったときに、利用用用用するかといえするかといえするかといえするかといえばばばばあまり利あまり利あまり利あまり利用用用用

されないわけです。されないわけです。されないわけです。されないわけです。困困困困るるるる人人人人はははは何人何人何人何人かいるけれども、かいるけれども、かいるけれども、かいるけれども、圧倒圧倒圧倒圧倒的に的に的に的に多多多多くのくのくのくの人人人人がががが自家用車自家用車自家用車自家用車にににに乗乗乗乗ったったったった

りする。だから、りする。だから、りする。だから、りする。だから、路線バス路線バス路線バス路線バスとかをとかをとかをとかを走走走走らせるにしても、らせるにしても、らせるにしても、らせるにしても、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり市民市民市民市民というかというかというかというか住民住民住民住民の協力が、の協力が、の協力が、の協力が、

ややややはりはりはりはり足足足足を確保するたを確保するたを確保するたを確保するためめめめにおにおにおにお互互互互いにみんな協力しないといけないという認いにみんな協力しないといけないという認いにみんな協力しないといけないという認いにみんな協力しないといけないという認識識識識ははっきりさははっきりさははっきりさははっきりさ

せていくというせていくというせていくというせていくという啓啓啓啓発は必要だと思うのです。それはきっちりと条例の発は必要だと思うのです。それはきっちりと条例の発は必要だと思うのです。それはきっちりと条例の発は必要だと思うのです。それはきっちりと条例の中中中中に入れておかなけに入れておかなけに入れておかなけに入れておかなけ

れれれればばばば、あれは、あれは、あれは、あれは勝勝勝勝手に手に手に手にややややっているのだというっているのだというっているのだというっているのだという感感感感じになるといけないということです。じになるといけないということです。じになるといけないということです。じになるといけないということです。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 そうですそうですそうですそうですねねねね。一。一。一。一方方方方で、で、で、で、行行行行政政政政側側側側はおはおはおはお金金金金をををを使使使使いながら、利いながら、利いながら、利いながら、利用用用用するするするする側側側側がむしろ利がむしろ利がむしろ利がむしろ利

用用用用をををを積極積極積極積極的にしないということがあれ的にしないということがあれ的にしないということがあれ的にしないということがあればばばば、それはもう、それはもう、それはもう、それはもう空空空空転転転転してしまうというか、せっかくしてしまうというか、せっかくしてしまうというか、せっかくしてしまうというか、せっかく

の事の事の事の事業業業業がががが空空空空回りするようなことになってもいけません。たとえ回りするようなことになってもいけません。たとえ回りするようなことになってもいけません。たとえ回りするようなことになってもいけません。たとえば市ば市ば市ば市町町町町村で村で村で村で実実実実施している施している施している施しているココココ

ミュミュミュミュニニニニティティティティーバスーバスーバスーバスの配の配の配の配車車車車などの事などの事などの事などの事業業業業をををを実実実実施するまでには、施するまでには、施するまでには、施するまでには、アンアンアンアンケケケケートートートートをとったり、地域のをとったり、地域のをとったり、地域のをとったり、地域の

事事事事情情情情をををを把握把握把握把握したりといろいろな手したりといろいろな手したりといろいろな手したりといろいろな手段段段段をををを講講講講じた上で事じた上で事じた上で事じた上で事業業業業をををを実実実実施しながら、施しながら、施しながら、施しながら、実実実実はははは乗客乗客乗客乗客の回の回の回の回転転転転がががが

悪悪悪悪いといといといと空空空空気気気気をををを運運運運んでいるというんでいるというんでいるというんでいるという批判批判批判批判をををを受受受受けたり、そういうことにけたり、そういうことにけたり、そういうことにけたり、そういうことにアンアンアンアンケケケケートートートートとか県とか県とか県とか県民民民民の思の思の思の思

いは事前にはありながら、いは事前にはありながら、いは事前にはありながら、いは事前にはありながら、実実実実際際際際にににに動動動動かしたら、かしたら、かしたら、かしたら、実実実実はそうではなかったということも現はそうではなかったということも現はそうではなかったということも現はそうではなかったということも現実実実実にににに

起起起起こっていますので、こっていますので、こっていますので、こっていますので、非常非常非常非常に県に県に県に県民民民民の理の理の理の理解解解解と協力というのですか、県と協力というのですか、県と協力というのですか、県と協力というのですか、県民民民民のののの方々方々方々方々もそういったもそういったもそういったもそういった
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ものをものをものをものを十十十十分利分利分利分利用用用用するというするというするというするという気持気持気持気持ちがちがちがちが起起起起こるようなこるようなこるようなこるような中身中身中身中身にしなけれにしなけれにしなけれにしなければばばばいけないと思います。いけないと思います。いけないと思います。いけないと思います。

保保保保障障障障はするけれども、そこがなかなか県はするけれども、そこがなかなか県はするけれども、そこがなかなか県はするけれども、そこがなかなか県民民民民の理の理の理の理解解解解をををを得得得得られるか。一部ではられるか。一部ではられるか。一部ではられるか。一部では非常非常非常非常にににに遠隔遠隔遠隔遠隔地で地で地で地で

あったり、あったり、あったり、あったり、過疎過疎過疎過疎地でこれ地でこれ地でこれ地でこれ以以以以上上上上減減減減らしてもらったららしてもらったららしてもらったららしてもらったら困困困困るのだという、そういう本当に生るのだという、そういう本当に生るのだという、そういう本当に生るのだという、そういう本当に生命命命命線線線線

につながるような交通事につながるような交通事につながるような交通事につながるような交通事情情情情にあるとは思うのですけれども。にあるとは思うのですけれども。にあるとは思うのですけれども。にあるとは思うのですけれども。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 それはわかるのです。それはわかるのです。それはわかるのです。それはわかるのです。空空空空っっっっぽぽぽぽののののバスバスバスバスがががが走走走走っていると。一っていると。一っていると。一っていると。一方方方方でなくなったらでなくなったらでなくなったらでなくなったら困困困困

るるるる人人人人も確かにいると。でも大も確かにいると。でも大も確かにいると。でも大も確かにいると。でも大半半半半のののの人人人人はははは自家用車自家用車自家用車自家用車にににに乗乗乗乗っていてっていてっていてっていて困困困困らないというときに、それらないというときに、それらないというときに、それらないというときに、それ

は協力しなさいということをもちろんは協力しなさいということをもちろんは協力しなさいということをもちろんは協力しなさいということをもちろん行行行行政が政が政が政が実実実実際際際際にににに納納納納得得得得させるようなさせるようなさせるようなさせるような取取取取り組みをしなけれり組みをしなけれり組みをしなけれり組みをしなけれ

ばばばばいけません。例えいけません。例えいけません。例えいけません。例えばばばば、、、、三郷町三郷町三郷町三郷町もももも空空空空っっっっぽぽぽぽののののバスバスバスバスをををを走走走走らせてらせてらせてらせて何何何何だということで、大だということで、大だということで、大だということで、大問題問題問題問題になになになにな

ってってってって町町町町長長長長選挙選挙選挙選挙のののの争争争争点点点点になりました。で、になりました。で、になりました。で、になりました。で、困困困困るるるる人人人人も確かにいると。ところが、も確かにいると。ところが、も確かにいると。ところが、も確かにいると。ところが、デマデマデマデマンンンンドタクドタクドタクドタク

シーシーシーシーをををを走走走走らせましたとなったら、これがらせましたとなったら、これがらせましたとなったら、これがらせましたとなったら、これが非常非常非常非常にににに受受受受けがいい。そうしたらみんなけがいい。そうしたらみんなけがいい。そうしたらみんなけがいい。そうしたらみんな納納納納得得得得して、して、して、して、

それまでそれまでそれまでそれまでバスバスバスバスにこだわっていたにこだわっていたにこだわっていたにこだわっていた人人人人も、も、も、も、タクタクタクタクシーシーシーシーでででで行行行行けるではないかとけるではないかとけるではないかとけるではないかと納納納納得得得得したわけです。したわけです。したわけです。したわけです。

そういうそういうそういうそういう取取取取り組みがり組みがり組みがり組みが求求求求めめめめられるわけですから、むしろ、議員がつくる条例に、県られるわけですから、むしろ、議員がつくる条例に、県られるわけですから、むしろ、議員がつくる条例に、県られるわけですから、むしろ、議員がつくる条例に、県民民民民にそれにそれにそれにそれ

をしなさいとをしなさいとをしなさいとをしなさいと書書書書くというのは大くというのは大くというのは大くというのは大問題問題問題問題で、むしろ、で、むしろ、で、むしろ、で、むしろ、行行行行政が政が政が政が努め努め努め努めなけれなけれなけれなければばばばならないわけです。ならないわけです。ならないわけです。ならないわけです。

そういうそういうそういうそういう住民住民住民住民のののの納納納納得や得や得や得や協力を協力を協力を協力を得得得得られるようにられるようにられるようにられるように行行行行政が政が政が政が努め努め努め努めなけれなけれなけれなければばばばならないということは、ならないということは、ならないということは、ならないということは、

条例に条例に条例に条例に書書書書いたらいいと思います。でもいたらいいと思います。でもいたらいいと思います。でもいたらいいと思います。でも住民住民住民住民がそれをがそれをがそれをがそれを努め努め努め努めなけれなけれなけれなければばばばならないというのは、議ならないというのは、議ならないというのは、議ならないというのは、議

員が出す条例には員が出す条例には員が出す条例には員が出す条例には書書書書けないのです。けないのです。けないのです。けないのです。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 いいいいやややや、そこは、そこは、そこは、そこは書書書書きききき方方方方だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 そこはそう思います。そこはそう思います。そこはそう思います。そこはそう思います。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 プレップレップレップレッシシシシャャャャーーーーのあるようなのあるようなのあるようなのあるような書書書書きききき方方方方ではなく、県ではなく、県ではなく、県ではなく、県民民民民ももももややややはりそういうはりそういうはりそういうはりそういう……………………。。。。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 これも、これも、これも、これも、住民住民住民住民のののの役割役割役割役割とかとかとかとか書書書書きながら、きながら、きながら、きながら、熊熊熊熊本本本本市市市市の条例は責務との条例は責務との条例は責務との条例は責務と書書書書いています。いています。いています。いています。

結結結結局は局は局は局は努め努め努め努めなけれなけれなけ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書書書書いているわけです。これだとちいているわけです。これだとちいているわけです。これだとちいているわけです。これだとちょょょょっとっとっとっと厳厳厳厳しいです。しいです。しいです。しいです。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 条例と言え条例と言え条例と言え条例と言えばばばば、、、、ひひひひとしくとしくとしくとしく行行行行政政政政側側側側にあるわけではなく、県にあるわけではなく、県にあるわけではなく、県にあるわけではなく、県民民民民のののの方方方方にもその条にもその条にもその条にもその条

例が生かされるべきであって、それを県例が生かされるべきであって、それを県例が生かされるべきであって、それを県例が生かされるべきであって、それを県民民民民にににに丸丸丸丸 々々々々プレップレップレップレッシシシシャャャャーーーーをををを与与与与えるようなものではなえるようなものではなえるようなものではなえるようなものではな

いのだけれども、県いのだけれども、県いのだけれども、県いのだけれども、県民民民民のののの方方方方もその条例を理もその条例を理もその条例を理もその条例を理解解解解してもらって、条例のしてもらって、条例のしてもらって、条例のしてもらって、条例の意意意意義義義義というのは、理というのは、理というのは、理というのは、理解解解解

の上で協力してもらうというのが、これはもうの上で協力してもらうというのが、これはもうの上で協力してもらうというのが、これはもうの上で協力してもらうというのが、これはもう両両両両 々々々々相相相相まらないと、まらないと、まらないと、まらないと、行行行行政政政政側側側側だけで一だけで一だけで一だけで一方方方方的に的に的に的に

ややややるのはどうかと思います。委員会が提案するのだから、宮本委員が言うように、それはるのはどうかと思います。委員会が提案するのだから、宮本委員が言うように、それはるのはどうかと思います。委員会が提案するのだから、宮本委員が言うように、それはるのはどうかと思います。委員会が提案するのだから、宮本委員が言うように、それは

県県県県民民民民のののの方々方々方々方々の立場もの立場もの立場もの立場も十十十十分尊重した上でということになるのですけれども。分尊重した上でということになるのですけれども。分尊重した上でということになるのですけれども。分尊重した上でということになるのですけれども。

何何何何かおかおかおかお感感感感じのじのじのじの点点点点はありませんか。では、この４つにはありませんか。では、この４つにはありませんか。では、この４つにはありませんか。では、この４つに絞絞絞絞ってくるならってくるならってくるならってくるならばばばば、、、、喜多教授喜多教授喜多教授喜多教授のおっのおっのおっのおっ

ししししゃゃゃゃっていることもっていることもっていることもっていることも十十十十分分分分反映反映反映反映されています。あちらこちらからされています。あちらこちらからされています。あちらこちらからされています。あちらこちらから引引引引っっっっ張張張張ってきたようなってきたようなってきたようなってきたような形形形形にににに

はなっていますけれど。はなっていますけれど。はなっていますけれど。はなっていますけれど。
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○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 利利利利用用用用することとか協力することとすることとか協力することとすることとか協力することとすることとか協力することと書書書書いてしまうことには、そのいてしまうことには、そのいてしまうことには、そのいてしまうことには、その先先先先はすごくはすごくはすごくはすごく伝伝伝伝

わってくるのですけれども、わってくるのですけれども、わってくるのですけれども、わってくるのですけれども、ポポポポイントイントイントイントはははは比較表比較表比較表比較表３３３３ページページページページのののの熊熊熊熊本本本本市市市市の条例のの条例のの条例のの条例の下下下下にある、にある、にある、にある、市民市民市民市民

が提案することをどう上手に、が提案することをどう上手に、が提案することをどう上手に、が提案することをどう上手に、ややややはりはりはりはり自自自自助助助助、公、公、公、公助助助助という、そのという、そのという、そのという、その世界世界世界世界がありますでしがありますでしがありますでしがありますでしょょょょう。う。う。う。

そういうのもそういうのもそういうのもそういうのも含め含め含め含めて総合的に地域の公共交通をて総合的に地域の公共交通をて総合的に地域の公共交通をて総合的に地域の公共交通を守守守守っていくのだというっていくのだというっていくのだというっていくのだという広広広広いいいい形形形形でででで書書書書いていっいていっいていっいていっ

たらいいのではないか。たらいいのではないか。たらいいのではないか。たらいいのではないか。市民市民市民市民の協力をの協力をの協力をの協力を得得得得ようとしたら、ようとしたら、ようとしたら、ようとしたら、ややややはりはりはりはり市民市民市民市民が具体的な交通政策にが具体的な交通政策にが具体的な交通政策にが具体的な交通政策に

かんでいくというか、協かんでいくというか、協かんでいくというか、協かんでいくというか、協働働働働でそのでそのでそのでその辺辺辺辺の分の分の分の分野野野野のことに参画するという、そういうのことに参画するという、そういうのことに参画するという、そういうのことに参画するという、そういう価値価値価値価値観観観観を生を生を生を生

み出すようなみ出すようなみ出すようなみ出すような取取取取り組みがあってり組みがあってり組みがあってり組みがあって初初初初めめめめてできることなので、ここの責務ということでてできることなので、ここの責務ということでてできることなので、ここの責務ということでてできることなので、ここの責務ということでひひひひとりとりとりとり

歩歩歩歩きするのではなく、きするのではなく、きするのではなく、きするのではなく、自自自自分たちの公共交通の政策というか、どういう分たちの公共交通の政策というか、どういう分たちの公共交通の政策というか、どういう分たちの公共交通の政策というか、どういうふふふふうにしてうにしてうにしてうにして守守守守りりりり育育育育てててて

るかというるかというるかというるかという道道道道筋筋筋筋をををを表表表表現したらいいのではないか。現したらいいのではないか。現したらいいのではないか。現したらいいのではないか。行行行行政の責政の責政の責政の責任任任任ですよではなく、ですよではなく、ですよではなく、ですよではなく、住民住民住民住民もそのもそのもそのもその

政策をつくるのだという立場で、そういう政策をつくるのだという立場で、そういう政策をつくるのだという立場で、そういう政策をつくるのだという立場で、そういう糸糸糸糸口を口を口を口を表表表表現したらいいのかと思うのです。現したらいいのかと思うのです。現したらいいのかと思うのです。現したらいいのかと思うのです。

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

もっとも土木部長の立場から言えもっとも土木部長の立場から言えもっとも土木部長の立場から言えもっとも土木部長の立場から言えばばばば、これは委員会から提案して議会の思いもあるので、これは委員会から提案して議会の思いもあるので、これは委員会から提案して議会の思いもあるので、これは委員会から提案して議会の思いもあるので

すが、一すが、一すが、一すが、一方方方方、県の立場も、、県の立場も、、県の立場も、、県の立場も、道路道路道路道路・交通・交通・交通・交通環境環境環境環境課は特に課は特に課は特に課は特に所管所管所管所管に当たるのですけれども、県でに当たるのですけれども、県でに当たるのですけれども、県でに当たるのですけれども、県で実実実実

施されている交通基本施されている交通基本施されている交通基本施されている交通基本戦略戦略戦略戦略とか、最とか、最とか、最とか、最近近近近、、、、市市市市町町町町村長などを交えて村長などを交えて村長などを交えて村長などを交えてややややっておられる事っておられる事っておられる事っておられる事業業業業も、こも、こも、こも、こ

の条例との条例との条例との条例とルルルルーーーールルルルがががが相相相相まってまってまってまって歩歩歩歩調を合わせて調を合わせて調を合わせて調を合わせてややややっていくと。あるいは、この条例ができるこっていくと。あるいは、この条例ができるこっていくと。あるいは、この条例ができるこっていくと。あるいは、この条例ができるこ

とによって、一とによって、一とによって、一とによって、一層層層層そのそのそのその辺辺辺辺が加が加が加が加速速速速されていくようなことになっていかないといけないと思うされていくようなことになっていかないといけないと思うされていくようなことになっていかないといけないと思うされていくようなことになっていかないといけないと思う

のですけれど。立場がのですけれど。立場がのですけれど。立場がのですけれど。立場が私私私私たちとはたちとはたちとはたちとは違違違違うとは思うのですが、このことについてのうとは思うのですが、このことについてのうとは思うのですが、このことについてのうとは思うのですが、このことについての何何何何かお考え、かお考え、かお考え、かお考え、

意意意意見というのはございませんか。見というのはございませんか。見というのはございませんか。見というのはございませんか。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 まだ、まだ、まだ、まだ、ディディディディススススカッカッカッカッシシシショョョョンンンンというというというという感感感感じなので、公じなので、公じなので、公じなので、公式式式式にこれでがちがちのにこれでがちがちのにこれでがちがちのにこれでがちがちのココココ

メメメメントントントントというわけではないのですけれども、交通というのは利というわけではないのですけれども、交通というのは利というわけではないのですけれども、交通というのは利というわけではないのですけれども、交通というのは利用用用用者がいて、者がいて、者がいて、者がいて、供給供給供給供給者がいて、者がいて、者がいて、者がいて、

そしてまた地域もありますから、そういったそしてまた地域もありますから、そういったそしてまた地域もありますから、そういったそしてまた地域もありますから、そういった中中中中でででで実実実実現できるものだと思っていますので、現できるものだと思っていますので、現できるものだと思っていますので、現できるものだと思っていますので、

一一一一方方方方的にだれかがこれを提的にだれかがこれを提的にだれかがこれを提的にだれかがこれを提供供供供しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないとか、そういうことでも、ならないとか、そういうことでも、ならないとか、そういうことでも、ならないとか、そういうことでも、結結結結局局局局満満満満足足足足がでがでがでがで

きないのです。交通というのは手きないのです。交通というのは手きないのです。交通というのは手きないのです。交通というのは手段段段段で、生活の手で、生活の手で、生活の手で、生活の手段段段段であったり、であったり、であったり、であったり、経済経済経済経済活活活活動動動動の手の手の手の手段段段段であったであったであったであった

りと。ですから、そういう大きな目りと。ですから、そういう大きな目りと。ですから、そういう大きな目りと。ですから、そういう大きな目標標標標にににに向向向向けて交通はどういうけて交通はどういうけて交通はどういうけて交通はどういう役割役割役割役割をををを果果果果たしているのかとたしているのかとたしているのかとたしているのかと

か、それにか、それにか、それにか、それに向向向向けて、県のけて、県のけて、県のけて、県の中中中中では交通はこうあるべきなのだという、では交通はこうあるべきなのだという、では交通はこうあるべきなのだという、では交通はこうあるべきなのだという、ややややはり、まず交通はどはり、まず交通はどはり、まず交通はどはり、まず交通はど

ういうものになるべきだというのがあって、それにういうものになるべきだというのがあって、それにういうものになるべきだというのがあって、それにういうものになるべきだというのがあって、それに向向向向けてどんな活けてどんな活けてどんな活けてどんな活動や動や動や動やどんな施策が必要どんな施策が必要どんな施策が必要どんな施策が必要

だとなってきますので、議会から県にだとなってきますので、議会から県にだとなってきますので、議会から県にだとなってきますので、議会から県に対対対対してこういうことをしてこういうことをしてこういうことをしてこういうことをややややるべきだ、こうしなさいとるべきだ、こうしなさいとるべきだ、こうしなさいとるべきだ、こうしなさいと

言っていただくのは言っていただくのは言っていただくのは言っていただくのは非常非常非常非常にありがたいと思いますし、例えにありがたいと思いますし、例えにありがたいと思いますし、例えにありがたいと思いますし、例えばばばば、年次報告、年次報告、年次報告、年次報告書書書書を出せとか、こを出せとか、こを出せとか、こを出せとか、こ

ういう計画をつくらなけれういう計画をつくらなけれういう計画をつくらなけれういう計画をつくらなければばばばいけないというのは盛り込んでいただけれいけないというのは盛り込んでいただけれいけないというのは盛り込んでいただけれいけないというのは盛り込んでいただければばばばよろしいかと思よろしいかと思よろしいかと思よろしいかと思

うのですけれども、それだけで基本条例としてのうのですけれども、それだけで基本条例としてのうのですけれども、それだけで基本条例としてのうのですけれども、それだけで基本条例としての膨膨膨膨らみが出るのかどうかという部分があらみが出るのかどうかという部分があらみが出るのかどうかという部分があらみが出るのかどうかという部分があ
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るのかなと。つまり、るのかなと。つまり、るのかなと。つまり、るのかなと。つまり、先先先先ほどほどほどほど来来来来議議議議論論論論がありますような、責務というがありますような、責務というがありますような、責務というがありますような、責務という形形形形なのか協力というなのか協力というなのか協力というなのか協力という形形形形

なのかはなのかはなのかはなのかは別別別別としても、みんなでつくり上げていく交通という部分の発としても、みんなでつくり上げていく交通という部分の発としても、みんなでつくり上げていく交通という部分の発としても、みんなでつくり上げていく交通という部分の発想想想想が、ただが、ただが、ただが、ただ単単単単に県だに県だに県だに県だ

けでこれをしなさいというだけだったら、地域をけでこれをしなさいというだけだったら、地域をけでこれをしなさいというだけだったら、地域をけでこれをしなさいというだけだったら、地域を支支支支える交通をどう考えるかというえる交通をどう考えるかというえる交通をどう考えるかというえる交通をどう考えるかという中中中中でのでのでのでの

部分に部分に部分に部分に広広広広がりがなくなってしまうがりがなくなってしまうがりがなくなってしまうがりがなくなってしまう感感感感じもじもじもじも少少少少しあります。まだよくしあります。まだよくしあります。まだよくしあります。まだよく練練練練れていないので、れていないので、れていないので、れていないので、済済済済みみみみ

ません。ません。ません。ません。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 いえ、もっとも、いえ、もっとも、いえ、もっとも、いえ、もっとも、先先先先ほど宮本委員もおっしほど宮本委員もおっしほど宮本委員もおっしほど宮本委員もおっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、デマデマデマデマンンンンドタクドタクドタクドタクシシシシ

ーーーーの件でありますとか、の件でありますとか、の件でありますとか、の件でありますとか、コミュコミュコミュコミュニニニニティティティティーバスーバスーバスーバスの配の配の配の配車車車車とかとかとかとか市市市市町町町町村で村で村で村でややややっておられることもあっておられることもあっておられることもあっておられることもあ

って、県がそれをって、県がそれをって、県がそれをって、県がそれをややややるべきというわけではないのです。県全体の状るべきというわけではないのです。県全体の状るべきというわけではないのです。県全体の状るべきというわけではないのです。県全体の状況況況況をををを把握把握把握把握した上で県がした上で県がした上で県がした上で県が

果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割もありましもありましもありましもありましょょょょうし、また、おっしうし、また、おっしうし、また、おっしうし、また、おっしゃゃゃゃったように、県ったように、県ったように、県ったように、県民民民民のののの方々方々方々方々がどういう理がどういう理がどういう理がどういう理解解解解のののの

上でそういった事上でそういった事上でそういった事上でそういった事業業業業ををををススススムムムムーズーズーズーズに進に進に進に進めめめめていくのか、それが県ていくのか、それが県ていくのか、それが県ていくのか、それが県民民民民のたのたのたのためめめめであるべきであって、であるべきであって、であるべきであって、であるべきであって、

条例のあり条例のあり条例のあり条例のあり方方方方というところに最終的にというところに最終的にというところに最終的にというところに最終的に落落落落ちつくちつくちつくちつく気気気気がするのです。がするのです。がするのです。がするのです。

先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたように、この条例は理念条例であって、しましたように、この条例は理念条例であって、しましたように、この条例は理念条例であって、しましたように、この条例は理念条例であって、何々何々何々何々をするといった目的ををするといった目的ををするといった目的ををするといった目的を持持持持

ってってってってややややるのとはるのとはるのとはるのとは違違違違って、またあるって、またあるって、またあるって、またある意味意味意味意味では委員会提案でありますので、理念をでは委員会提案でありますので、理念をでは委員会提案でありますので、理念をでは委員会提案でありますので、理念を中中中中心心心心としたとしたとしたとした

ものになると思うので、そういうものになると思うので、そういうものになると思うので、そういうものになると思うので、そういう意味意味意味意味では、ここにでは、ここにでは、ここにでは、ここに掲掲掲掲げてある４つのげてある４つのげてある４つのげてある４つの中中中中に大体そういったに大体そういったに大体そういったに大体そういった

意図意図意図意図がありまして、事がありまして、事がありまして、事がありまして、事業業業業をををを実実実実施していく上において県の施していく上において県の施していく上において県の施していく上において県の役割役割役割役割、、、、市市市市町町町町村の村の村の村の役割役割役割役割というのがそというのがそというのがそというのがそ

こから生まれてくると思うのです。こから生まれてくると思うのです。こから生まれてくると思うのです。こから生まれてくると思うのです。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 誤誤誤誤解解解解があってはいけませんのでがあってはいけませんのでがあってはいけませんのでがあってはいけませんのでひひひひとこと。とこと。とこと。とこと。行行行行政だけで政だけで政だけで政だけでややややれと言っていません。れと言っていません。れと言っていません。れと言っていません。

みんなでつくり上げるのですから、みんなでつくり上げるのですから、みんなでつくり上げるのですから、みんなでつくり上げるのですから、住民住民住民住民もちろん参加しないといけない。ただ、県もちろん参加しないといけない。ただ、県もちろん参加しないといけない。ただ、県もちろん参加しないといけない。ただ、県民民民民からからからから

すれすれすれすればばばば、協議会に参加をする権利があるわけです。、協議会に参加をする権利があるわけです。、協議会に参加をする権利があるわけです。、協議会に参加をする権利があるわけです。行行行行政からすれ政からすれ政からすれ政からすればばばば、県、県、県、県民民民民の参加を保の参加を保の参加を保の参加を保障障障障しししし

なけれなけれなけれなければばばばならない。県ならない。県ならない。県ならない。県民民民民の協力をの協力をの協力をの協力を取取取取りつける責務がりつける責務がりつける責務がりつける責務が行行行行政の政の政の政の側側側側にあるわけです。県にあるわけです。県にあるわけです。県にあるわけです。県民民民民のののの側側側側にににに

は権利があるわけです。その権利を保は権利があるわけです。その権利を保は権利があるわけです。その権利を保は権利があるわけです。その権利を保障障障障しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないということをならないということをならないということをならないということを徹底徹底徹底徹底しないと、しないと、しないと、しないと、

県県県県民民民民にににに対対対対して参加しないのはまずいんだという上から目して参加しないのはまずいんだという上から目して参加しないのはまずいんだという上から目して参加しないのはまずいんだという上から目線線線線で委員会で条例つくるというこで委員会で条例つくるというこで委員会で条例つくるというこで委員会で条例つくるというこ

とにはとにはとにはとには賛同賛同賛同賛同できません。できません。できません。できません。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 いいいいややややいいいいやややや、そういう、まあそこが、そういう、まあそこが、そういう、まあそこが、そういう、まあそこが……………………。。。。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 皆皆皆皆さんも言っていることはさんも言っていることはさんも言っていることはさんも言っていることは同同同同じ。じ。じ。じ。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 言っている言っている言っている言っている根根根根元は元は元は元は皆皆皆皆一一一一緒緒緒緒だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 いいいいやややや、、、、教教教教育育育育でいえでいえでいえでいえばばばばわかりわかりわかりわかりややややすいです。すいです。すいです。すいです。子子子子どもはどもはどもはどもは教教教教育育育育をををを受受受受ける権利があって、ける権利があって、ける権利があって、ける権利があって、

親親親親や行や行や行や行政はそれを保政はそれを保政はそれを保政はそれを保障障障障しないといけないでししないといけないでししないといけないでししないといけないでしょょょょう。交通とはう。交通とはう。交通とはう。交通とは違違違違いますけれども、このいますけれども、このいますけれども、このいますけれども、この問題問題問題問題

で言っても、県で言っても、県で言っても、県で言っても、県民民民民にににに対対対対して責務があるというして責務があるというして責務があるというして責務があるというふふふふうにはしにくいと思うのです。うにはしにくいと思うのです。うにはしにくいと思うのです。うにはしにくいと思うのです。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 そこのところはもうそこのところはもうそこのところはもうそこのところはもう少少少少しししし詰詰詰詰めめめめたたたた話話話話をしていかないといけないと思うのですをしていかないといけないと思うのですをしていかないといけないと思うのですをしていかないといけないと思うのです
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けれど、その権利を前に出せけれど、その権利を前に出せけれど、その権利を前に出せけれど、その権利を前に出せばばばば、、、、何何何何の権利かと思うのです。このの権利かと思うのです。このの権利かと思うのです。このの権利かと思うのです。この辺辺辺辺が確保というのか、保が確保というのか、保が確保というのか、保が確保というのか、保

障障障障というのか、そのというのか、そのというのか、そのというのか、その辺辺辺辺のののの解解解解釈釈釈釈になるのですけれど。県になるのですけれど。県になるのですけれど。県になるのですけれど。県民民民民の立場もの立場もの立場もの立場も書書書書き、これは土木部長、き、これは土木部長、き、これは土木部長、き、これは土木部長、

県の施策では県の県の施策では県の県の施策では県の県の施策では県の果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき役割役割役割役割をををを書書書書いてあって、県いてあって、県いてあって、県いてあって、県民民民民にににに対対対対しては、どんな条例もしては、どんな条例もしては、どんな条例もしては、どんな条例も……………………

（発言する者あり）県（発言する者あり）県（発言する者あり）県（発言する者あり）県民民民民のののの役割役割役割役割というのもというのもというのもというのも多少多少多少多少はははは……………………。。。。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 宮本委員が言われたように、宮本委員が言われたように、宮本委員が言われたように、宮本委員が言われたように、ややややっっっっぱぱぱぱり県り県り県り県民民民民のののの声声声声をををを反映反映反映反映してもらうようなしてもらうようなしてもらうようなしてもらうようなシスシスシスシス

テムテムテムテムをををを作作作作るのか、あるいは、うまくいくようにるのか、あるいは、うまくいくようにるのか、あるいは、うまくいくようにるのか、あるいは、うまくいくように取取取取り組んでもいいと思える。これをしなさり組んでもいいと思える。これをしなさり組んでもいいと思える。これをしなさり組んでもいいと思える。これをしなさ

い、あれをしなさいい、あれをしなさいい、あれをしなさいい、あれをしなさい……………………。。。。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 しなさいというものではなしに。しなさいというものではなしに。しなさいというものではなしに。しなさいというものではなしに。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 そういうものではない。そういうものではない。そういうものではない。そういうものではない。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 参考までに、平成２３年３月に土木部が策定した奈良県交通基本参考までに、平成２３年３月に土木部が策定した奈良県交通基本参考までに、平成２３年３月に土木部が策定した奈良県交通基本参考までに、平成２３年３月に土木部が策定した奈良県交通基本戦略戦略戦略戦略のののの

中中中中では、基本では、基本では、基本では、基本方方方方針針針針とか重とか重とか重とか重点点点点的な的な的な的な取取取取り組みなど、県としてり組みなど、県としてり組みなど、県としてり組みなど、県として取取取取り組むべき施策のり組むべき施策のり組むべき施策のり組むべき施策の方向方向方向方向性は性は性は性は書書書書いいいい

てあるのです。ただ、それだけでは進みませんから、てあるのです。ただ、それだけでは進みませんから、てあるのです。ただ、それだけでは進みませんから、てあるのです。ただ、それだけでは進みませんから、市市市市町町町町村とか交通事村とか交通事村とか交通事村とか交通事業業業業者など、関係者者など、関係者者など、関係者者など、関係者

のののの望望望望ましいましいましいましい役割役割役割役割分分分分担担担担はこうですよというはこうですよというはこうですよというはこうですよという形形形形でででで書書書書いてありますので、一つご参考になるのかいてありますので、一つご参考になるのかいてありますので、一つご参考になるのかいてありますので、一つご参考になるのか

と。全と。全と。全と。全然然然然記記記記述述述述していないというわけではなくて、こういうことがしていないというわけではなくて、こういうことがしていないというわけではなくて、こういうことがしていないというわけではなくて、こういうことが望望望望ましいとか、そういうましいとか、そういうましいとか、そういうましいとか、そういう

書書書書きききき方方方方では今では今では今では今書書書書いております。いております。いております。いております。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 県県県県民民民民のののの方々方々方々方々のののの声声声声、、、、意意意意見、あるいは思いといったものを条例を通じて見、あるいは思いといったものを条例を通じて見、あるいは思いといったものを条例を通じて見、あるいは思いといったものを条例を通じて取取取取り入り入り入り入

れるというような部分も一言あれれるというような部分も一言あれれるというような部分も一言あれれるというような部分も一言あればばばばいいのかと思います。いいのかと思います。いいのかと思います。いいのかと思います。

全体的にこの(１)から(４)まで、あるいは目的も一全体的にこの(１)から(４)まで、あるいは目的も一全体的にこの(１)から(４)まで、あるいは目的も一全体的にこの(１)から(４)まで、あるいは目的も一緒緒緒緒に説明をいただきましたので、目に説明をいただきましたので、目に説明をいただきましたので、目に説明をいただきましたので、目

的も、かなり的も、かなり的も、かなり的も、かなり喜多教授喜多教授喜多教授喜多教授のののの意意意意見も見も見も見も十十十十分入ってあって、分入ってあって、分入ってあって、分入ってあって、専門専門専門専門家家家家のののの意意意意見というのが重要見というのが重要見というのが重要見というのが重要視視視視されてされてされてされて

いると思います。いると思います。いると思います。いると思います。

たたきたたきたたきたたき台台台台ですので、まだまだこれから回を重ですので、まだまだこれから回を重ですので、まだまだこれから回を重ですので、まだまだこれから回を重ねねねねていくことになると思いますが、おおむていくことになると思いますが、おおむていくことになると思いますが、おおむていくことになると思いますが、おおむ

ねねねねこういったことで進こういったことで進こういったことで進こういったことで進めめめめていくということでよろしいでしていくということでよろしいでしていくということでよろしいでしていくということでよろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「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）

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 それでは、この基本理念の(１)から(４)、そして目的の①からそれでは、この基本理念の(１)から(４)、そして目的の①からそれでは、この基本理念の(１)から(４)、そして目的の①からそれでは、この基本理念の(１)から(４)、そして目的の①から④④④④までの説までの説までの説までの説

明、そしてまたさまざまな議明、そしてまたさまざまな議明、そしてまたさまざまな議明、そしてまたさまざまな議論論論論をいただきました。ただいまのごをいただきました。ただいまのごをいただきました。ただいまのごをいただきました。ただいまのご意意意意見を見を見を見を踏踏踏踏まえまして、前まえまして、前まえまして、前まえまして、前

文と目的について後日整理をさせていただきたいと思っております。また、条例に盛り込文と目的について後日整理をさせていただきたいと思っております。また、条例に盛り込文と目的について後日整理をさせていただきたいと思っております。また、条例に盛り込文と目的について後日整理をさせていただきたいと思っております。また、条例に盛り込

むそのむそのむそのむその他他他他の項目につきましては、次回、前文と目的とあわせまして、正副委員長案としての項目につきましては、次回、前文と目的とあわせまして、正副委員長案としての項目につきましては、次回、前文と目的とあわせまして、正副委員長案としての項目につきましては、次回、前文と目的とあわせまして、正副委員長案として

提示させていただきたいと思っております。提示させていただきたいと思っております。提示させていただきたいと思っております。提示させていただきたいと思っております。

何何何何かこのほかのことで、これからの進かこのほかのことで、これからの進かこのほかのことで、これからの進かこのほかのことで、これからの進め方め方め方め方などごなどごなどごなどご意意意意見等はありませんか。見等はありませんか。見等はありませんか。見等はありませんか。

ききききょょょょうのことを整理させてもらって、次回はそのうのことを整理させてもらって、次回はそのうのことを整理させてもらって、次回はそのうのことを整理させてもらって、次回はその他他他他、また、また、また、また引引引引きききき続続続続ききききききききょょょょうのこともうのこともうのこともうのことも踏踏踏踏まままま
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えまして、次回また提示させていただいてごえまして、次回また提示させていただいてごえまして、次回また提示させていただいてごえまして、次回また提示させていただいてご審審審審議いただくことになると思います。議いただくことになると思います。議いただくことになると思います。議いただくことになると思います。

なお、次回の日なお、次回の日なお、次回の日なお、次回の日程程程程はまだはまだはまだはまだ決決決決まってございません。６月議会を目指してまってございません。６月議会を目指してまってございません。６月議会を目指してまってございません。６月議会を目指してやややや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

逆逆逆逆算算算算していただいて、おいおいしていただいて、おいおいしていただいて、おいおいしていただいて、おいおいハハハハーーーードドドドな日な日な日な日程程程程になるかもわかりませんが、このになるかもわかりませんが、このになるかもわかりませんが、このになるかもわかりませんが、この辺辺辺辺はご協力はご協力はご協力はご協力

いただいて、条例成立を目指しておいただいて、条例成立を目指しておいただいて、条例成立を目指しておいただいて、条例成立を目指してお互互互互いにいにいにいに頑張頑張頑張頑張っていきたいと思っている次第でございまっていきたいと思っている次第でございまっていきたいと思っている次第でございまっていきたいと思っている次第でございま

す。す。す。す。

他他他他にににに何何何何もなけれもなけれもなけれもなければばばば、本日の委員間討議、これをもって終了いたします。ご、本日の委員間討議、これをもって終了いたします。ご、本日の委員間討議、これをもって終了いたします。ご、本日の委員間討議、これをもって終了いたします。ご苦労苦労苦労苦労さまでしさまでしさまでしさまでし

た。た。た。た。


