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予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜南部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、土木部、まちづくり推進局＞＜南部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、土木部、まちづくり推進局＞＜南部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、土木部、まちづくり推進局＞＜南部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、土木部、まちづくり推進局＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年３月１３日（水） １０：０３～１６：１９平成２５年３月１３日（水） １０：０３～１６：１９平成２５年３月１３日（水） １０：０３～１６：１９平成２５年３月１３日（水） １０：０３～１６：１９

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 １２名１２名１２名１２名

田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長

森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長

畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員

浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員

山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 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

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 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 稲山 副知事稲山 副知事稲山 副知事稲山 副知事

前田 総務部長前田 総務部長前田 総務部長前田 総務部長

畑中 南部振興監畑中 南部振興監畑中 南部振興監畑中 南部振興監

大庭 土木部長大庭 土木部長大庭 土木部長大庭 土木部長

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

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、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 ２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について

〈会議の経過〉〈会議の経過〉〈会議の経過〉〈会議の経過〉

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 それでは、ただいまから本日の会議を開きます。それでは、ただいまから本日の会議を開きます。それでは、ただいまから本日の会議を開きます。それでは、ただいまから本日の会議を開きます。

小泉、神田両委員は少しおくれるとの連絡を受けています。小泉、神田両委員は少しおくれるとの連絡を受けています。小泉、神田両委員は少しおくれるとの連絡を受けています。小泉、神田両委員は少しおくれるとの連絡を受けています。

それでは、日程に従い、南部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、土木部、まちづくり推それでは、日程に従い、南部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、土木部、まちづくり推それでは、日程に従い、南部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、土木部、まちづくり推それでは、日程に従い、南部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、土木部、まちづくり推
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進局の審査を行います。進局の審査を行います。進局の審査を行います。進局の審査を行います。

議案等について、南部振興監、土木部長、まちづくり推進局長の順に説明、報告願いま議案等について、南部振興監、土木部長、まちづくり推進局長の順に説明、報告願いま議案等について、南部振興監、土木部長、まちづくり推進局長の順に説明、報告願いま議案等について、南部振興監、土木部長、まちづくり推進局長の順に説明、報告願いま

す。す。す。す。

○畑中南部振興監○畑中南部振興監○畑中南部振興監○畑中南部振興監 それでは、平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要及び平成２それでは、平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要及び平成２それでは、平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要及び平成２それでは、平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要及び平成２

４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要のうち、南部振興監所管の事業について、４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要のうち、南部振興監所管の事業について、４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要のうち、南部振興監所管の事業について、４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要のうち、南部振興監所管の事業について、

新規事業を中心にご説明させていただきます。新規事業を中心にご説明させていただきます。新規事業を中心にご説明させていただきます。新規事業を中心にご説明させていただきます。

「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補

正予算案の概要」をごらんください。正予算案の概要」をごらんください。正予算案の概要」をごらんください。正予算案の概要」をごらんください。

まず、８９ページ、くらしの向上、学びの支援の（２）地域の教育力の充実の中の、いまず、８９ページ、くらしの向上、学びの支援の（２）地域の教育力の充実の中の、いまず、８９ページ、くらしの向上、学びの支援の（２）地域の教育力の充実の中の、いまず、８９ページ、くらしの向上、学びの支援の（２）地域の教育力の充実の中の、い

のちの教育展開事業でございますが、うだ・アニマルパークにおいて、動物と人間のかかのちの教育展開事業でございますが、うだ・アニマルパークにおいて、動物と人間のかかのちの教育展開事業でございますが、うだ・アニマルパークにおいて、動物と人間のかかのちの教育展開事業でございますが、うだ・アニマルパークにおいて、動物と人間のかか

わり合いを通して命の大切さを学ぶため、いのちの教育事業を展開いたします。平成２５わり合いを通して命の大切さを学ぶため、いのちの教育事業を展開いたします。平成２５わり合いを通して命の大切さを学ぶため、いのちの教育事業を展開いたします。平成２５わり合いを通して命の大切さを学ぶため、いのちの教育事業を展開いたします。平成２５

年度は、いのちの教育プログラムを実施するモデル校の拡大や新たに命の教育にかかわる年度は、いのちの教育プログラムを実施するモデル校の拡大や新たに命の教育にかかわる年度は、いのちの教育プログラムを実施するモデル校の拡大や新たに命の教育にかかわる年度は、いのちの教育プログラムを実施するモデル校の拡大や新たに命の教育にかかわる

人材育成、教育ツールを開発するため、いのちの教育研究会を開催することとしてござい人材育成、教育ツールを開発するため、いのちの教育研究会を開催することとしてござい人材育成、教育ツールを開発するため、いのちの教育研究会を開催することとしてござい人材育成、教育ツールを開発するため、いのちの教育研究会を開催することとしてござい

ます。ます。ます。ます。

続きまして、１２１ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興、被災地域の迅速な立ち続きまして、１２１ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興、被災地域の迅速な立ち続きまして、１２１ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興、被災地域の迅速な立ち続きまして、１２１ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興、被災地域の迅速な立ち

直り・回復の中の１ 復旧・復興の推進のふるさと復興協力隊設置事業でございますが、直り・回復の中の１ 復旧・復興の推進のふるさと復興協力隊設置事業でございますが、直り・回復の中の１ 復旧・復興の推進のふるさと復興協力隊設置事業でございますが、直り・回復の中の１ 復旧・復興の推進のふるさと復興協力隊設置事業でございますが、

紀伊半島大水害からの復興活動に従事する人材を奈良県が紀伊半島大水害からの復興活動に従事する人材を奈良県が紀伊半島大水害からの復興活動に従事する人材を奈良県が紀伊半島大水害からの復興活動に従事する人材を奈良県が採用採用採用採用し、南部地域のし、南部地域のし、南部地域のし、南部地域の市町市町市町市町村に村に村に村に配配配配

置し、被災置し、被災置し、被災置し、被災者者者者のののの生生生生活支援、活支援、活支援、活支援、産産産産業、業、業、業、観光観光観光観光の復興支援なの復興支援なの復興支援なの復興支援などどどどにににに取取取取りりりり組組組組んでいますが、平成２５年んでいますが、平成２５年んでいますが、平成２５年んでいますが、平成２５年

度は隊員を５名ふやし、２５名にするほか、隊員の度は隊員を５名ふやし、２５名にするほか、隊員の度は隊員を５名ふやし、２５名にするほか、隊員の度は隊員を５名ふやし、２５名にするほか、隊員のスキスキスキスキルアルアルアルアッッッップ研プ研プ研プ研修修修修を実施するを実施するを実施するを実施するもももものでごのでごのでごのでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

続きまして、１２９ページ、新規事業の地域続きまして、１２９ページ、新規事業の地域続きまして、１２９ページ、新規事業の地域続きまして、１２９ページ、新規事業の地域産産産産業復興プロジ業復興プロジ業復興プロジ業復興プロジェェェェククククトトトト推進事業でございま推進事業でございま推進事業でございま推進事業でございま

すが、南部地域での物すが、南部地域での物すが、南部地域での物すが、南部地域での物産産産産展や人づくり、展や人づくり、展や人づくり、展や人づくり、もももものづくりなのづくりなのづくりなのづくりなどどどどををををテテテテーマといたしまして、地域ーマといたしまして、地域ーマといたしまして、地域ーマといたしまして、地域資資資資

源源源源をををを生生生生かした地域活かした地域活かした地域活かした地域活性化性化性化性化のののの方策方策方策方策をををを検討検討検討検討するするするするススススローラローラローラローライフイフイフイフ大会等の開催にかかわる大会等の開催にかかわる大会等の開催にかかわる大会等の開催にかかわる負担金負担金負担金負担金でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

次次次次の１３０ページ、新規事業のの１３０ページ、新規事業のの１３０ページ、新規事業のの１３０ページ、新規事業のへへへへルルルルススススツーツーツーツーリズリズリズリズム研究開発事業でございますが、ム研究開発事業でございますが、ム研究開発事業でございますが、ム研究開発事業でございますが、自然自然自然自然なななな

どどどどの地域の地域の地域の地域資源資源資源資源ととととヘヘヘヘルルルルススススツーツーツーツーリズリズリズリズムをムをムをムを組み組み組み組み合わせた新しい合わせた新しい合わせた新しい合わせた新しいタイタイタイタイプのプのプのプの旅旅旅旅行行行行商品商品商品商品を開発するを開発するを開発するを開発するもももものののの

で、モニで、モニで、モニで、モニタタタターツアーを実施し、ーツアーを実施し、ーツアーを実施し、ーツアーを実施し、参参参参加加加加者者者者からのからのからのからの意見意見意見意見をををを聴取聴取聴取聴取し、新しいし、新しいし、新しいし、新しい旅旅旅旅行の行の行の行の商品化商品化商品化商品化をををを目指目指目指目指しししし

てててて取取取取りりりり組み組み組み組みを進めてまいります。を進めてまいります。を進めてまいります。を進めてまいります。

次次次次の１３１ページ、新規事業の定の１３１ページ、新規事業の定の１３１ページ、新規事業の定の１３１ページ、新規事業の定住住住住・・・・交流促交流促交流促交流促進に進に進に進によよよよる地域復興推進事業でございますが、る地域復興推進事業でございますが、る地域復興推進事業でございますが、る地域復興推進事業でございますが、

過疎化過疎化過疎化過疎化が進展している南部、が進展している南部、が進展している南部、が進展している南部、東東東東部地域の復興に向け、部地域の復興に向け、部地域の復興に向け、部地域の復興に向け、都市圏都市圏都市圏都市圏からのからのからのからのＵタＵタＵタＵターーーーンンンン、、、、ＩタＩタＩタＩターーーーンンンンのののの
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推進を推進を推進を推進を図図図図るため、るため、るため、るため、情情情情報発報発報発報発信信信信やニーやニーやニーやニーズ調ズ調ズ調ズ調査を実施する査を実施する査を実施する査を実施するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

以以以以上が紀伊半島大水害からの復旧・復興に関する事業でございます。上が紀伊半島大水害からの復旧・復興に関する事業でございます。上が紀伊半島大水害からの復旧・復興に関する事業でございます。上が紀伊半島大水害からの復旧・復興に関する事業でございます。

次次次次に、中南和・に、中南和・に、中南和・に、中南和・東東東東部地域の振興に係る事業についてご説明をさせていただきます。部地域の振興に係る事業についてご説明をさせていただきます。部地域の振興に係る事業についてご説明をさせていただきます。部地域の振興に係る事業についてご説明をさせていただきます。

１３３ページ、南部振興計１３３ページ、南部振興計１３３ページ、南部振興計１３３ページ、南部振興計画画画画・・・・東東東東部振興計部振興計部振興計部振興計画画画画の推進のため、の推進のため、の推進のため、の推進のため、引引引引き続いて、南部・き続いて、南部・き続いて、南部・き続いて、南部・東東東東部振部振部振部振

興プロジ興プロジ興プロジ興プロジェェェェククククトトトトのののの検討検討検討検討や推進のための事業に補や推進のための事業に補や推進のための事業に補や推進のための事業に補助助助助するととするととするととするととももももに、新規事業のに、新規事業のに、新規事業のに、新規事業の東東東東部を部を部を部をよよよよくすくすくすくす

るプロジるプロジるプロジるプロジェェェェククククトトトト推進事業に推進事業に推進事業に推進事業に取取取取りりりり組み組み組み組み、大和、大和、大和、大和高原高原高原高原及び及び及び及び東吉東吉東吉東吉野地域の野地域の野地域の野地域の観光観光観光観光振興のため、広域パ振興のため、広域パ振興のため、広域パ振興のため、広域パ

ンフレットンフレットンフレットンフレット、、、、エリエリエリエリアパアパアパアパンフレットンフレットンフレットンフレットをををを作作作作成、成、成、成、食食食食、土、土、土、土産産産産物を物を物を物をテテテテーマとしたーマとしたーマとしたーマとしたイベントイベントイベントイベントを実施し、を実施し、を実施し、を実施し、

支援を行う支援を行う支援を行う支援を行うもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次次次次に、１３に、１３に、１３に、１３７７７７ページページページページ、、、、（４）地域（４）地域（４）地域（４）地域資源資源資源資源を活を活を活を活用用用用したしたしたした観光観光観光観光・・・・交流交流交流交流・定・定・定・定住住住住のののの促促促促進進進進、、、、（１）中南和（１）中南和（１）中南和（１）中南和

観光観光観光観光の振興の中のうだ・アニマルパーク施設等の振興の中のうだ・アニマルパーク施設等の振興の中のうだ・アニマルパーク施設等の振興の中のうだ・アニマルパーク施設等整備整備整備整備事業でございますが、事業でございますが、事業でございますが、事業でございますが、軽食軽食軽食軽食施設や施設や施設や施設や譲渡譲渡譲渡譲渡

用用用用のののの犬猫舎犬猫舎犬猫舎犬猫舎、展、展、展、展望望望望広広広広場場場場、、、、休憩休憩休憩休憩施設な施設な施設な施設などどどど、うだ・アニマルパークの、うだ・アニマルパークの、うだ・アニマルパークの、うだ・アニマルパークの魅魅魅魅力向上のための施設力向上のための施設力向上のための施設力向上のための施設整整整整

備備備備を平成２４年度にを平成２４年度にを平成２４年度にを平成２４年度に引引引引き続き実施するき続き実施するき続き実施するき続き実施するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

またまたまたまた次次次次の新規事業のうだ・アニマルパークの新規事業のうだ・アニマルパークの新規事業のうだ・アニマルパークの新規事業のうだ・アニマルパーク周辺環境整備周辺環境整備周辺環境整備周辺環境整備事業ですが、うだ・アニマルパ事業ですが、うだ・アニマルパ事業ですが、うだ・アニマルパ事業ですが、うだ・アニマルパ

ークークークーク周辺周辺周辺周辺のののの道路道路道路道路のののの渋滞解消渋滞解消渋滞解消渋滞解消のため、のため、のため、のため、宇陀市宇陀市宇陀市宇陀市が実施するが実施するが実施するが実施する交交交交通通通通環境環境環境環境のののの整備整備整備整備にににに対対対対して補して補して補して補助助助助を行いを行いを行いを行い

ます。ます。ます。ます。

新規事業の新たな新規事業の新たな新規事業の新たな新規事業の新たなタタタターーーーゲット魅ゲット魅ゲット魅ゲット魅力発力発力発力発信信信信事業でございますが、南部地域の事業でございますが、南部地域の事業でございますが、南部地域の事業でございますが、南部地域の歴歴歴歴史史史史文化文化文化文化ななななどどどど特特特特

徴徴徴徴をををを生生生生かしたかしたかしたかした観光コンテン観光コンテン観光コンテン観光コンテンツをツをツをツを取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ富裕層富裕層富裕層富裕層向けの向けの向けの向けの旅旅旅旅行行行行商品商品商品商品を開発するため、を開発するため、を開発するため、を開発するため、ファファファファムムムム

ツアーなツアーなツアーなツアーなどどどどを実施するを実施するを実施するを実施するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

続きまして、１３９ページ続きまして、１３９ページ続きまして、１３９ページ続きまして、１３９ページ、、、、（２）（２）（２）（２）交流交流交流交流・定・定・定・定住住住住のののの促促促促進の新規事業の進の新規事業の進の新規事業の進の新規事業のインタインタインタインターーーーハイハイハイハイ開催を開催を開催を開催を

契機契機契機契機としたとしたとしたとしたスポスポスポスポーツにーツにーツにーツによよよよる南部・る南部・る南部・る南部・東東東東部地域の振興部地域の振興部地域の振興部地域の振興検討検討検討検討事業は、平成２事業は、平成２事業は、平成２事業は、平成２７７７７年度に年度に年度に年度に近畿ブ近畿ブ近畿ブ近畿ブロロロロッッッッ

クで開催されますクで開催されますクで開催されますクで開催されます全国高全国高全国高全国高等学校総合等学校総合等学校総合等学校総合体体体体育大会におきまして、奈良県で実施される育大会におきまして、奈良県で実施される育大会におきまして、奈良県で実施される育大会におきまして、奈良県で実施される種目種目種目種目の南の南の南の南

部・部・部・部・東東東東部地域の開催を推進するとと部地域の開催を推進するとと部地域の開催を推進するとと部地域の開催を推進するととももももに、これをに、これをに、これをに、これを契機契機契機契機としまして、としまして、としまして、としまして、スポスポスポスポーツの振興をーツの振興をーツの振興をーツの振興を核核核核とととと

した地域おこしのためのした地域おこしのためのした地域おこしのためのした地域おこしのための調調調調査査査査検討検討検討検討を行うを行うを行うを行うもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

続きまして、平成２４年度２月補正予算案についてご説明をさせていただきます。続きまして、平成２４年度２月補正予算案についてご説明をさせていただきます。続きまして、平成２４年度２月補正予算案についてご説明をさせていただきます。続きまして、平成２４年度２月補正予算案についてご説明をさせていただきます。

「平成２４年度２月補正予算「平成２４年度２月補正予算「平成２４年度２月補正予算「平成２４年度２月補正予算書書書書（（（（追追追追加提出加提出加提出加提出分分分分）の概要」の３ページ、）の概要」の３ページ、）の概要」の３ページ、）の概要」の３ページ、繰越繰越繰越繰越明明明明許費許費許費許費補正、補正、補正、補正、

新規事業のうだ・アニマルパーク施設等新規事業のうだ・アニマルパーク施設等新規事業のうだ・アニマルパーク施設等新規事業のうだ・アニマルパーク施設等整備整備整備整備事業でございます。これは、事業でございます。これは、事業でございます。これは、事業でございます。これは、工法工法工法工法のののの検討検討検討検討にににに不不不不

測測測測の日の日の日の日時時時時を要したことにを要したことにを要したことにを要したことによよよよりりりり繰繰繰繰りりりり越越越越しししし措措措措置をお願いする置をお願いする置をお願いする置をお願いするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

以以以以上で上で上で上で当初当初当初当初予算、補正予算について説明を予算、補正予算について説明を予算、補正予算について説明を予算、補正予算について説明を終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。

続きまして、紀伊半島大水害の復旧・復興の続きまして、紀伊半島大水害の復旧・復興の続きまして、紀伊半島大水害の復旧・復興の続きまして、紀伊半島大水害の復旧・復興の現状現状現状現状とととと取取取取りりりり組み組み組み組みについてご報告をさせていについてご報告をさせていについてご報告をさせていについてご報告をさせてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。



---- 4444 ----

「紀伊半島大水害復旧・復興の「紀伊半島大水害復旧・復興の「紀伊半島大水害復旧・復興の「紀伊半島大水害復旧・復興の現状現状現状現状とととと取組取組取組取組」をごらんください。」をごらんください。」をごらんください。」をごらんください。

本本本本資料資料資料資料は、復旧・復興について、は、復旧・復興について、は、復旧・復興について、は、復旧・復興について、現在現在現在現在のののの取組状況取組状況取組状況取組状況及び及び及び及び来来来来年度の年度の年度の年度の主主主主な予算を中心にな予算を中心にな予算を中心にな予算を中心に取取取取りまりまりまりま

とめたとめたとめたとめたもももものでございます。こののでございます。こののでございます。こののでございます。この資料資料資料資料はははは各常任各常任各常任各常任委員会等で委員会等で委員会等で委員会等でもももも説明をさせていただいておりま説明をさせていただいておりま説明をさせていただいておりま説明をさせていただいておりま

すので、すので、すので、すので、主主主主ななななポイントポイントポイントポイントについてのについてのについてのについてのみみみみ説明をさせていただきます。説明をさせていただきます。説明をさせていただきます。説明をさせていただきます。

５ページ、復旧・復興関係の予算概要についてまとめております。平成２５年２月議会５ページ、復旧・復興関係の予算概要についてまとめております。平成２５年２月議会５ページ、復旧・復興関係の予算概要についてまとめております。平成２５年２月議会５ページ、復旧・復興関係の予算概要についてまとめております。平成２５年２月議会

に提案させていただいております復旧・復興関係の予算は平成２５年度に提案させていただいております復旧・復興関係の予算は平成２５年度に提案させていただいております復旧・復興関係の予算は平成２５年度に提案させていただいております復旧・復興関係の予算は平成２５年度当初当初当初当初予算と２月補予算と２月補予算と２月補予算と２月補

正予算案の合計で２正予算案の合計で２正予算案の合計で２正予算案の合計で２７７７７１１１１億円億円億円億円でございまして、平成２４年度でございまして、平成２４年度でございまして、平成２４年度でございまして、平成２４年度当初当初当初当初予算と予算と予算と予算と比べ比べ比べ比べて１て１て１て１７億円７億円７億円７億円のののの

増増増増加とな加とな加とな加となっっっっております。ております。ております。ております。

続きまして、９ページ、続きまして、９ページ、続きまして、９ページ、続きまして、９ページ、避難者数避難者数避難者数避難者数は平成２５年２月１日は平成２５年２月１日は平成２５年２月１日は平成２５年２月１日現在現在現在現在で１１９で１１９で１１９で１１９世帯世帯世帯世帯２５３人とな２５３人とな２５３人とな２５３人とな

り、前回報告させていただいた平成２４年１１月り、前回報告させていただいた平成２４年１１月り、前回報告させていただいた平成２４年１１月り、前回報告させていただいた平成２４年１１月時点よ時点よ時点よ時点より２０り２０り２０り２０世帯世帯世帯世帯３５名３５名３５名３５名減減減減少いたしまし少いたしまし少いたしまし少いたしまし

た。また、これまでからた。また、これまでからた。また、これまでからた。また、これまでから申申申申し上し上し上し上げげげげてまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりましたよよよように、平成２６年３月うに、平成２６年３月うに、平成２６年３月うに、平成２６年３月末末末末までにまでにまでにまでに避難者避難者避難者避難者

の８の８の８の８割以割以割以割以上の上の上の上の方々方々方々方々がががが避難生避難生避難生避難生活を活を活を活を解消解消解消解消できるできるできるできる見込み見込み見込み見込みとなとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。引引引引き続きき続きき続きき続き市市市市、村と連、村と連、村と連、村と連

携携携携いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、避難避難避難避難されているされているされているされている方々方々方々方々が少しでが少しでが少しでが少しでも早も早も早も早くごくごくごくご帰宅帰宅帰宅帰宅いただけますいただけますいただけますいただけますよよよようにうにうにうに対策対策対策対策を進を進を進を進

めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

続きまして、１５ページ、続きまして、１５ページ、続きまして、１５ページ、続きまして、１５ページ、道路道路道路道路の災害復旧の災害復旧の災害復旧の災害復旧工工工工事は平成２４年度に９事は平成２４年度に９事は平成２４年度に９事は平成２４年度に９割以割以割以割以上の上の上の上の箇箇箇箇所で所で所で所で完了完了完了完了

見込み見込み見込み見込みとなるなとなるなとなるなとなるなどどどど、、、、インフインフインフインフラの復旧はおおラの復旧はおおラの復旧はおおラの復旧はおおむねむねむねむね順順順順調調調調に進に進に進に進捗捗捗捗しております。しております。しております。しております。

続きまして、１続きまして、１続きまして、１続きまして、１７７７７ページページページページ以降以降以降以降はははは河河河河川、川、川、川、砂防砂防砂防砂防、、、、農農農農林業等の林業等の林業等の林業等の取組状況取組状況取組状況取組状況を、また３を、また３を、また３を、また３７７７７ページかページかページかページか

らはらはらはらは重点テ重点テ重点テ重点テーマとしてーマとしてーマとしてーマとして取取取取りりりり組み組み組み組みを進めております地域を進めております地域を進めております地域を進めております地域産産産産業の復興、業の復興、業の復興、業の復興、観光観光観光観光の復興、の復興、の復興、の復興、福祉福祉福祉福祉の充の充の充の充

実について実について実について実について記載記載記載記載をさせていただいております。をさせていただいております。をさせていただいております。をさせていただいております。

以以以以上、復旧・復興につきましては、上、復旧・復興につきましては、上、復旧・復興につきましては、上、復旧・復興につきましては、全体的全体的全体的全体的におおにおおにおおにおおむねむねむねむね順順順順調調調調に進んでいるとこに進んでいるとこに進んでいるとこに進んでいるところろろろでございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。引引引引き続きまして、復旧・復興計き続きまして、復旧・復興計き続きまして、復旧・復興計き続きまして、復旧・復興計画画画画にににに基基基基づき、づき、づき、づき、全全全全力で力で力で力で取取取取りりりり組み組み組み組みを進めてまいる所を進めてまいる所を進めてまいる所を進めてまいる所存存存存でででで

ございます。ございます。ございます。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。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 それでは、土木部所管の平成２５年それでは、土木部所管の平成２５年それでは、土木部所管の平成２５年それでは、土木部所管の平成２５年当初当初当初当初予算案、平成２４年度２月補正予算案、平成２４年度２月補正予算案、平成２４年度２月補正予算案、平成２４年度２月補正

予算案につきましてご説明させていただきます。予算案につきましてご説明させていただきます。予算案につきましてご説明させていただきます。予算案につきましてご説明させていただきます。

この補正につきまして、まず土木部、まちづくり推進局所管のこの補正につきまして、まず土木部、まちづくり推進局所管のこの補正につきまして、まず土木部、まちづくり推進局所管のこの補正につきまして、まず土木部、まちづくり推進局所管の基基基基本本本本的的的的なななな考え方考え方考え方考え方をご説明をご説明をご説明をご説明

いたします。いたします。いたします。いたします。

県土をマ県土をマ県土をマ県土をマネネネネジジジジメントメントメントメントするするするする考え考え考え考えをををを取取取取りりりり入入入入れ、れ、れ、れ、選択選択選択選択とととと集集集集中に中に中に中によよよよるるるる社社社社会会会会資資資資本の本の本の本の整備整備整備整備、管、管、管、管理理理理、災、災、災、災

害の害の害の害の備え備え備え備えななななど安全ど安全ど安全ど安全・・・・安安安安心な県土心な県土心な県土心な県土整備整備整備整備のためののためののためののための取取取取りりりり組み組み組み組みを行うととを行うととを行うととを行うととももももに、紀伊半島大水害かに、紀伊半島大水害かに、紀伊半島大水害かに、紀伊半島大水害か

らの復旧・復興らの復旧・復興らの復旧・復興らの復旧・復興へへへへのののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを引引引引き続きき続きき続きき続き着着着着実に進められる実に進められる実に進められる実に進められるよよよよう、う、う、う、必必必必要な要な要な要な経費経費経費経費を計上しておを計上しておを計上しておを計上してお

ります。ります。ります。ります。
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それでは、それでは、それでは、それでは、テテテテーマにーマにーマにーマに沿沿沿沿いまして、順に説明をさせていただきますいまして、順に説明をさせていただきますいまして、順に説明をさせていただきますいまして、順に説明をさせていただきます。。。。「平成２５年度一般「平成２５年度一般「平成２５年度一般「平成２５年度一般

会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」２３会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」２３会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」２３会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」２３

ページ、ページ、ページ、ページ、企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致のののの促促促促進の進の進の進の項項項項でございます。２４ページ、直でございます。２４ページ、直でございます。２４ページ、直でございます。２４ページ、直轄道路轄道路轄道路轄道路事業事業事業事業費負担金費負担金費負担金費負担金は、は、は、は、国国国国がががが

実施する実施する実施する実施する京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道車道車道車道のののの建建建建設ほか、設ほか、設ほか、設ほか、記載記載記載記載の事業にの事業にの事業にの事業に対対対対するするするする建建建建設設設設負担金負担金負担金負担金でございます。でございます。でございます。でございます。

２５ページ、２５ページ、２５ページ、２５ページ、重重重重要な要な要な要な幹線道路ネットワ幹線道路ネットワ幹線道路ネットワ幹線道路ネットワークのークのークのークの整備整備整備整備推進は、推進は、推進は、推進は、幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路としてとしてとしてとして記載記載記載記載しているしているしているしている重重重重

点整備宣言箇点整備宣言箇点整備宣言箇点整備宣言箇所、所、所、所、国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号号号号の小平の小平の小平の小平尾バイ尾バイ尾バイ尾バイパパパパススススななななどどどどのののの整備整備整備整備を行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものでございまのでございまのでございまのでございま

す。す。す。す。

大和まほ大和まほ大和まほ大和まほろばスろばスろばスろばスマーマーマーマートインタトインタトインタトインターーーーチェンチェンチェンチェンジのジのジのジの整備促整備促整備促整備促進は、進は、進は、進は、西西西西名名名名阪自阪自阪自阪自動動動動車道車道車道車道の大和まほの大和まほの大和まほの大和まほろばろばろばろば

ススススマーマーマーマートインタトインタトインタトインターーーーチェンチェンチェンチェンジのジのジのジの整備整備整備整備でございます。平成２５年度は大でございます。平成２５年度は大でございます。平成２５年度は大でございます。平成２５年度は大阪府側阪府側阪府側阪府側につきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも

供用供用供用供用する予定でする予定でする予定でする予定でああああります。ります。ります。ります。

次次次次に、２に、２に、２に、２７７７７ページは、ページは、ページは、ページは、経済経済経済経済活活活活性化性化性化性化のののの観光観光観光観光の振興でございます。２８ページの振興でございます。２８ページの振興でございます。２８ページの振興でございます。２８ページ、、、、（２）（２）（２）（２）交交交交

通・通・通・通・周遊対策周遊対策周遊対策周遊対策ということで奈良中心ということで奈良中心ということで奈良中心ということで奈良中心市街市街市街市街地の地の地の地の交交交交通通通通対策対策対策対策事業でございます。奈良事業でございます。奈良事業でございます。奈良事業でございます。奈良公園公園公園公園から平から平から平から平

城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡、、、、西西西西のののの京京京京をををを含むエリ含むエリ含むエリ含むエリアにおけるアにおけるアにおけるアにおける交交交交通通通通環境環境環境環境のののの整備整備整備整備のためののためののためののためのぐぐぐぐるるるるっっっっととととバスバスバスバスのののの運運運運行な行な行な行などどどど、、、、

記載記載記載記載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みを行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

２９ページ２９ページ２９ページ２９ページ、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称）中）中）中）中町駐車場整備町駐車場整備町駐車場整備町駐車場整備事業は、一日事業は、一日事業は、一日事業は、一日道道道道のののの駅駅駅駅の実の実の実の実証証証証のほか、県のほか、県のほか、県のほか、県北北北北西西西西部にお部にお部にお部にお

けるけるけるける幹線道路ネットワ幹線道路ネットワ幹線道路ネットワ幹線道路ネットワークをークをークをークを形形形形成するための成するための成するための成するための宝宝宝宝来来来来ラララランンンンプのプのプのプの整備整備整備整備を行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものでございのでございのでございのでござい

ます。ます。ます。ます。

自自自自転転転転車車車車利利利利用促用促用促用促進事業は、進事業は、進事業は、進事業は、自自自自転転転転車車車車利利利利用促用促用促用促進計進計進計進計画画画画にににに基基基基づくづくづくづく注注注注意意意意喚起喚起喚起喚起ののののササササインインインインのののの整備整備整備整備、、、、乗乗乗乗りりりり捨捨捨捨

てててて型型型型広域広域広域広域レンタレンタレンタレンタササササイイイイクルの実施なクルの実施なクルの実施なクルの実施などどどどを行を行を行を行っっっって、奈良県のて、奈良県のて、奈良県のて、奈良県の自自自自転転転転車車車車利利利利用ネットワ用ネットワ用ネットワ用ネットワークのークのークのークの構築構築構築構築、、、、

利利利利用環境用環境用環境用環境の充実をの充実をの充実をの充実を図っ図っ図っ図っていくていくていくていくもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次次次次に、３３ページ、に、３３ページ、に、３３ページ、に、３３ページ、観光観光観光観光振興の続きですが、４振興の続きですが、４振興の続きですが、４振興の続きですが、４観光基観光基観光基観光基盤盤盤盤のののの整備整備整備整備とにとにとにとにぎぎぎぎわいづくりのわいづくりのわいづくりのわいづくりの

（１）大（１）大（１）大（１）大宮宮宮宮通りプロジ通りプロジ通りプロジ通りプロジェェェェククククトトトトを支を支を支を支ええええるるるる基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備です。奈良です。奈良です。奈良です。奈良公園交公園交公園交公園交通通通通対策対策対策対策事業ですが、奈良事業ですが、奈良事業ですが、奈良事業ですが、奈良

公園エリ公園エリ公園エリ公園エリアのアのアのアの交交交交通通通通渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策やややや公園公園公園公園のののの魅魅魅魅力向上に向けた力向上に向けた力向上に向けた力向上に向けた取取取取りりりり組み組み組み組みを行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものでのでのでのであああありまりまりまりま

す。す。す。す。

新規事業の新規事業の新規事業の新規事業の鹿ゾ鹿ゾ鹿ゾ鹿ゾーーーーン対策ン対策ン対策ン対策事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、鹿鹿鹿鹿のののの交交交交通事通事通事通事故故故故軽減軽減軽減軽減ににににも配も配も配も配慮慮慮慮した奈良した奈良した奈良した奈良公園周辺へ公園周辺へ公園周辺へ公園周辺へのののの

自自自自動動動動車流入車流入車流入車流入抑制抑制抑制抑制のため、のため、のため、のため、道路道路道路道路案案案案内標識内標識内標識内標識ややややカカカカラーラーラーラー舗装舗装舗装舗装整備整備整備整備、、、、鹿飛鹿飛鹿飛鹿飛び出しび出しび出しび出し防防防防止柵止柵止柵止柵の設置なの設置なの設置なの設置などどどどをををを

行行行行っっっっていくていくていくていくもももものです。のです。のです。のです。

３３ページ、３３ページ、３３ページ、３３ページ、公公公公共共共共交交交交通アク通アク通アク通アクセセセセス環境整備ス環境整備ス環境整備ス環境整備事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、近近近近鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅北駅北駅北駅北側側側側ののののエスエスエスエスカカカカレレレレーーーータタタターーーー

設置な設置な設置な設置などどどどのののの取取取取りりりり組み組み組み組みを行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

３４ページ、新規事業の大３４ページ、新規事業の大３４ページ、新規事業の大３４ページ、新規事業の大宮宮宮宮通りの通りの通りの通りの植栽植栽植栽植栽及び及び及び及び修修修修景景景景整備整備整備整備ででででああああります。奈良県のります。奈良県のります。奈良県のります。奈良県の玄玄玄玄関関関関口口口口ででででああああ
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ります大ります大ります大ります大宮宮宮宮通りの通りの通りの通りの交交交交差差差差点点点点ななななどどどど、、、、主主主主要要要要拠拠拠拠点点点点においてにおいてにおいてにおいて植栽植栽植栽植栽、、、、修修修修景景景景整備整備整備整備を実施するを実施するを実施するを実施するもももものでのでのでのであああありまりまりまりま

す。す。す。す。

次次次次は６３ページ、くらしの向上、は６３ページ、くらしの向上、は６３ページ、くらしの向上、は６３ページ、くらしの向上、医療医療医療医療の充実のの充実のの充実のの充実の項項項項でございますでございますでございますでございます。。。。（１）新県立奈良（１）新県立奈良（１）新県立奈良（１）新県立奈良病院病院病院病院

のののの整備整備整備整備のののの項項項項の新規事業の新県立奈良の新規事業の新県立奈良の新規事業の新県立奈良の新規事業の新県立奈良病院病院病院病院整備整備整備整備関連事業（関連事業（関連事業（関連事業（乾乾乾乾川）は、新県立奈良川）は、新県立奈良川）は、新県立奈良川）は、新県立奈良病院病院病院病院のアクのアクのアクのアク

セセセセス環境ス環境ス環境ス環境のののの整備整備整備整備にににによよよよるるるる道路道路道路道路の拡の拡の拡の拡幅幅幅幅にににに伴伴伴伴い、い、い、い、並走並走並走並走するするするする河河河河川の治水川の治水川の治水川の治水安全安全安全安全度の向上を度の向上を度の向上を度の向上を図図図図るためのるためのるためのるための

改改改改修修修修でございます。でございます。でございます。でございます。

新県立奈良新県立奈良新県立奈良新県立奈良病院病院病院病院周辺道路周辺道路周辺道路周辺道路改改改改良事業ですけれ良事業ですけれ良事業ですけれ良事業ですけれどもどもどもども、、、、枚枚枚枚方方方方大和大和大和大和郡郡郡郡山山山山線線線線、中、中、中、中町工町工町工町工区区区区ななななど周辺道ど周辺道ど周辺道ど周辺道

路路路路のののの整備整備整備整備を行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次次次次に１０３ページ、くらしの向上に１０３ページ、くらしの向上に１０３ページ、くらしの向上に１０３ページ、くらしの向上安全安全安全安全・・・・安安安安心の心の心の心の確保確保確保確保のののの項項項項の（１）地域のの（１）地域のの（１）地域のの（１）地域の防防防防災力の向上で災力の向上で災力の向上で災力の向上で

す。１０４ページの新規事業のす。１０４ページの新規事業のす。１０４ページの新規事業のす。１０４ページの新規事業の暮暮暮暮らしを支らしを支らしを支らしを支ええええるるるる電気電気電気電気自自自自動動動動車車車車活活活活用用用用推進事業は、災害推進事業は、災害推進事業は、災害推進事業は、災害時時時時のののの初初初初動動動動

対対対対応応応応のののの電電電電力力力力確保確保確保確保のため、山間部の土木部出のため、山間部の土木部出のため、山間部の土木部出のため、山間部の土木部出先先先先機機機機関に関に関に関に電気電気電気電気自自自自動動動動車車車車をををを配備配備配備配備するするするするもももものでございまのでございまのでございまのでございま

す。す。す。す。

次次次次にににに、、、、（２）災害に（２）災害に（２）災害に（２）災害に強強強強い地域づくりの推進のい地域づくりの推進のい地域づくりの推進のい地域づくりの推進の項項項項で、１０５ページ、で、１０５ページ、で、１０５ページ、で、１０５ページ、イ公イ公イ公イ公共共共共土木施設の土木施設の土木施設の土木施設の防防防防

災・災・災・災・減減減減災の新規事業の災の新規事業の災の新規事業の災の新規事業の道路ストッ道路ストッ道路ストッ道路ストック総ク総ク総ク総点検点検点検点検は、県が管は、県が管は、県が管は、県が管理理理理するするするする橋橋橋橋りりりりょょょょう、う、う、う、トンネトンネトンネトンネル、のりル、のりル、のりル、のり面面面面

等の総等の総等の総等の総点検点検点検点検を実施するを実施するを実施するを実施するもももものでのでのでのでああああります。ります。ります。ります。

１０６ページ、１０６ページ、１０６ページ、１０６ページ、橋橋橋橋りりりりょょょょう補う補う補う補修修修修事業は、県事業は、県事業は、県事業は、県橋梁橋梁橋梁橋梁長長長長寿寿寿寿命命命命化修化修化修化修繕繕繕繕計計計計画画画画にににに基基基基づく補づく補づく補づく補修修修修、、、、ああああるいはるいはるいはるいは

耐震耐震耐震耐震補補補補強強強強を行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものです。のです。のです。のです。道路道路道路道路災害災害災害災害防防防防除除除除事業は、なら事業は、なら事業は、なら事業は、なら安安安安心心心心みみみみちちちちネットネットネットネットプラプラプラプランンンンにににに基基基基づづづづ

くくくく防防防防災災災災対策対策対策対策を実施、を実施、を実施、を実施、河河河河川川川川公公公公共共共共事業は、事業は、事業は、事業は、浸浸浸浸水水水水常常常常襲襲襲襲地域の地域の地域の地域の減減減減災プログラムな災プログラムな災プログラムな災プログラムなどどどどにににによよよよるるるる改改改改良事業良事業良事業良事業

を行うを行うを行うを行うももももの、直の、直の、直の、直轄河轄河轄河轄河川事業川事業川事業川事業費負担金費負担金費負担金費負担金は、は、は、は、国国国国が実施する大和川、紀の川なが実施する大和川、紀の川なが実施する大和川、紀の川なが実施する大和川、紀の川などどどどのののの河河河河川川川川改改改改修修修修、土、土、土、土

砂砂砂砂ダダダダムのムのムのムの恒久恒久恒久恒久対策対策対策対策ななななどどどどの事業にの事業にの事業にの事業に対対対対するするするする負担金負担金負担金負担金ででででああああります。ります。ります。ります。

補補補補助助助助ダダダダムムムム堰堤改堰堤改堰堤改堰堤改良事業は、良事業は、良事業は、良事業は、初初初初瀬ダ瀬ダ瀬ダ瀬ダムのムのムのムの整備工整備工整備工整備工事な事な事な事など記載ど記載ど記載ど記載の事業を行の事業を行の事業を行の事業を行っっっっていくていくていくていくもももものでござのでござのでござのでござ

います。います。います。います。

大和川大和川大和川大和川流流流流域域域域対策検討対策検討対策検討対策検討事業は、大和川事業は、大和川事業は、大和川事業は、大和川流流流流域の治水域の治水域の治水域の治水対策対策対策対策として、として、として、として、国国国国直直直直轄轄轄轄にににによよよよるるるる遊遊遊遊水地の水地の水地の水地の整備整備整備整備

に向けて、奈良県としてに向けて、奈良県としてに向けて、奈良県としてに向けて、奈良県としてもももも複複複複合合合合的的的的なななな利利利利用用用用、、、、内内内内水水水水対策対策対策対策等について等について等について等について調調調調査査査査検討検討検討検討を行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

大和川大和川大和川大和川流流流流域総合治水域総合治水域総合治水域総合治水対策費対策費対策費対策費補補補補助助助助は、は、は、は、市町市町市町市町村が実施する村が実施する村が実施する村が実施する貯留貯留貯留貯留施設等に施設等に施設等に施設等に対対対対する補する補する補する補助助助助です。です。です。です。

新規事業の新規事業の新規事業の新規事業の農農農農地等（ため地等（ため地等（ため地等（ため池池池池・水田）を活・水田）を活・水田）を活・水田）を活用用用用したしたしたした貯留貯留貯留貯留対策対策対策対策推進事業ですが、ため推進事業ですが、ため推進事業ですが、ため推進事業ですが、ため池池池池や水田や水田や水田や水田

のののの貯留貯留貯留貯留機機機機能能能能をををを生生生生かした治水を実施するために、かした治水を実施するために、かした治水を実施するために、かした治水を実施するために、記載記載記載記載ののののワワワワークークークークショショショショッッッップや実プや実プや実プや実証証証証実実実実験験験験等を実施等を実施等を実施等を実施

し、し、し、し、課題課題課題課題についてについてについてについて検討検討検討検討していくしていくしていくしていくもももものです。のです。のです。のです。

１０１０１０１０７７７７ページ、ページ、ページ、ページ、砂防公砂防公砂防公砂防公共共共共事業は、奈良県土事業は、奈良県土事業は、奈良県土事業は、奈良県土砂砂砂砂災害災害災害災害対策基対策基対策基対策基本本本本方方方方針針針針にににに基基基基づくづくづくづくソソソソフトフトフトフト施施施施策策策策、、、、ハハハハ

ーーーードドドド整備整備整備整備を進めるを進めるを進めるを進めるもももものでのでのでのでああああります。ります。ります。ります。
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次次次次に、１０８ページ、３に、１０８ページ、３に、１０８ページ、３に、１０８ページ、３犯罪犯罪犯罪犯罪及び及び及び及び交交交交通事通事通事通事故抑止故抑止故抑止故抑止対策対策対策対策の推進です。１０９ページ（２）の推進です。１０９ページ（２）の推進です。１０９ページ（２）の推進です。１０９ページ（２）交交交交

通事通事通事通事故抑止故抑止故抑止故抑止対策対策対策対策の推進の中のの推進の中のの推進の中のの推進の中の安安安安心心心心歩歩歩歩行行行行空空空空間間間間整備整備整備整備事業と事業と事業と事業と交交交交通通通通安全対策安全対策安全対策安全対策事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、バリバリバリバリアアアアフフフフ

リリリリーでーでーでーであああありますとかりますとかりますとかりますとか危険危険危険危険箇箇箇箇所での所での所での所での対策対策対策対策ななななどどどどを実施していくを実施していくを実施していくを実施していくもももものです。のです。のです。のです。

新規事業の通学新規事業の通学新規事業の通学新規事業の通学路路路路のののの安全対策安全対策安全対策安全対策事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、緊急緊急緊急緊急合合合合同同同同点検点検点検点検にににによよよよりりりり抽抽抽抽出した出した出した出した対策必対策必対策必対策必要要要要箇箇箇箇所１所１所１所１，，，，

３４１３４１３４１３４１カカカカ所のうち県管所のうち県管所のうち県管所のうち県管理道路理道路理道路理道路４０９４０９４０９４０９カカカカ所について、速所について、速所について、速所について、速効効効効対策対策対策対策ななななどどどどを実施していくを実施していくを実施していくを実施していくもももものでごのでごのでごのでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

１０９ページ、くらしの向上、１０９ページ、くらしの向上、１０９ページ、くらしの向上、１０９ページ、くらしの向上、景景景景観観観観・・・・環境環境環境環境のののの保保保保全全全全です。１美しくです。１美しくです。１美しくです。１美しく風格風格風格風格ののののああああるまちなるまちなるまちなるまちなみみみみ景景景景

観観観観のののの保保保保全全全全・・・・創創創創造の造の造の造の項項項項の中で、の中で、の中で、の中で、先先先先ほほほほどどどどご説明した新規事業の大ご説明した新規事業の大ご説明した新規事業の大ご説明した新規事業の大宮宮宮宮通りの通りの通りの通りの植栽植栽植栽植栽及び及び及び及び修修修修景景景景整備整備整備整備でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

大和中大和中大和中大和中央央央央道道道道のののの植栽植栽植栽植栽整備も整備も整備も整備も新規事業でございます。新規事業でございます。新規事業でございます。新規事業でございます。

新規事業の新規事業の新規事業の新規事業の河河河河川川川川空空空空間ア間ア間ア間アセセセセットットットットママママネネネネジジジジメントメントメントメント事業ということで、事業ということで、事業ということで、事業ということで、河河河河川川川川空空空空間を一定に間を一定に間を一定に間を一定に保保保保つたつたつたつた

めのめのめのめの包括包括包括包括的的的的ママママネネネネジジジジメントメントメントメントを実施、新規事業の奈良のを実施、新規事業の奈良のを実施、新規事業の奈良のを実施、新規事業の奈良の河河河河川川川川彩彩彩彩り事業、新規事業の大り事業、新規事業の大り事業、新規事業の大り事業、新規事業の大門ダ門ダ門ダ門ダムのムのムのムの

景景景景観整備観整備観整備観整備事業な事業な事業な事業などどどどを行を行を行を行っっっっていくととていくととていくととていくととももももに、１１１ページ、に、１１１ページ、に、１１１ページ、に、１１１ページ、花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱい推進事業は、い推進事業は、い推進事業は、い推進事業は、道路道路道路道路、、、、

河河河河川等の川等の川等の川等の花壇花壇花壇花壇設置、設置、設置、設置、植栽植栽植栽植栽を行うことにを行うことにを行うことにを行うことによっよっよっよって、て、て、て、彩彩彩彩り、り、り、り、景景景景観観観観の向上にの向上にの向上にの向上に努努努努めるめるめるめるもももものでございまのでございまのでございまのでございま

す。す。す。す。

１１２ページ１１２ページ１１２ページ１１２ページ、、、、（２）（２）（２）（２）景景景景観観観観にににに配配配配慮慮慮慮したまちなしたまちなしたまちなしたまちなみ整備み整備み整備み整備の中のの中のの中のの中の無電柱無電柱無電柱無電柱化促化促化促化促進事業は、進事業は、進事業は、進事業は、歴歴歴歴史史史史的的的的

景景景景観観観観保保保保存存存存区区区区域、域、域、域、主主主主要な要な要な要な観光観光観光観光拠拠拠拠点点点点ななななどどどどについてについてについてについて無電柱無電柱無電柱無電柱化化化化のののの整備整備整備整備をををを促促促促進していく進していく進していく進していくもももものでのでのでのであああありまりまりまりま

す。す。す。す。

次次次次に、１１６ページ、くらしやすいまちづくりがに、１１６ページ、くらしやすいまちづくりがに、１１６ページ、くらしやすいまちづくりがに、１１６ページ、くらしやすいまちづくりがテテテテーマでございます。このーマでございます。このーマでございます。このーマでございます。このテテテテーマのーマのーマのーマのもももも

と１やすらと１やすらと１やすらと１やすらぎ．ぎ．ぎ．ぎ．憩憩憩憩いを提いを提いを提いを提供供供供するするするする空空空空間づくり、間づくり、間づくり、間づくり、住みよ住みよ住みよ住みよいまちづくりの推進の中で、１１いまちづくりの推進の中で、１１いまちづくりの推進の中で、１１いまちづくりの推進の中で、１１７７７７ペペペペ

ージ、ージ、ージ、ージ、橿橿橿橿原市原市原市原市まちづくり推進まちづくり推進まちづくり推進まちづくり推進道路整備道路整備道路整備道路整備事業は、県立事業は、県立事業は、県立事業は、県立医科医科医科医科大学大学大学大学周辺周辺周辺周辺におけるにおけるにおけるにおける渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策の総合の総合の総合の総合

的的的的なななな検討検討検討検討、、、、ああああるいは県立るいは県立るいは県立るいは県立医科医科医科医科大学大学大学大学周辺周辺周辺周辺におけるまちづくりとの連におけるまちづくりとの連におけるまちづくりとの連におけるまちづくりとの連携携携携したしたしたした道路整備道路整備道路整備道路整備ななななどどどどを行を行を行を行

っっっっていくていくていくていくもももものでのでのでのでああああります。ります。ります。ります。

次次次次に、１１８ページ、に、１１８ページ、に、１１８ページ、に、１１８ページ、建建建建設設設設リリリリササササイイイイクルクルクルクル法法法法推進事業ですが、推進事業ですが、推進事業ですが、推進事業ですが、建建建建設設設設リリリリササササイイイイクルに係る連クルに係る連クルに係る連クルに係る連携携携携をををを

促促促促進するための進するための進するための進するためのシシシシステステステステムづくりのほか、ムづくりのほか、ムづくりのほか、ムづくりのほか、講習講習講習講習会を開催していく会を開催していく会を開催していく会を開催していくもももものでのでのでのでああああります。ります。ります。ります。

（５）（５）（５）（５）公公公公共共共共交交交交通通通通機機機機関を関を関を関を利利利利用用用用したしたしたした便利便利便利便利でででで快適快適快適快適なまちづくりの中の奈良県なまちづくりの中の奈良県なまちづくりの中の奈良県なまちづくりの中の奈良県基幹公基幹公基幹公基幹公共共共共交交交交通通通通ネッネッネッネッ

トワトワトワトワークークークーク確保確保確保確保事業は、事業は、事業は、事業は、利利利利用目的用目的用目的用目的にににに応じ応じ応じ応じたたたた交交交交通通通通ササササーーーービビビビススススのののの確保確保確保確保をするためのをするためのをするためのをするためのバス運バス運バス運バス運行に行に行に行に対対対対すすすす

る補る補る補る補助助助助でございます。でございます。でございます。でございます。

交交交交通通通通基基基基本本本本戦略戦略戦略戦略推進事業は推進事業は推進事業は推進事業は交交交交通通通通戦略戦略戦略戦略のののの検討検討検討検討を進めていくというを進めていくというを進めていくというを進めていくというももももの、そしての、そしての、そしての、そして安安安安心して心して心して心して暮暮暮暮らららら

せる地域せる地域せる地域せる地域公公公公共共共共交交交交通通通通確保確保確保確保事業で、地域の事業で、地域の事業で、地域の事業で、地域の市町市町市町市町村の村の村の村のココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィーーーーバスバスバスバスななななどどどどのののの運運運運行に行に行に行に対対対対する補する補する補する補
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助助助助です。です。です。です。

連連連連携携携携協定に協定に協定に協定に基基基基づくづくづくづくバス交バス交バス交バス交通支援事業ですけれ通支援事業ですけれ通支援事業ですけれ通支援事業ですけれどもどもどもども、奈良、奈良、奈良、奈良交交交交通通通通株式株式株式株式会会会会社社社社との連との連との連との連携携携携協定に協定に協定に協定に基基基基

づく補づく補づく補づく補助助助助で、で、で、で、ノノノノンステッンステッンステッンステッププププバスバスバスバス購購購購入入入入、、、、バスバスバスバス停停停停整備整備整備整備にににに対対対対する補する補する補する補助助助助を行うを行うを行うを行うもももものでのでのでのでああああります。ります。ります。ります。

１２１ページ、１２１ページ、１２１ページ、１２１ページ、テテテテーマは紀伊半島大水害からの復旧・復興です。２ーマは紀伊半島大水害からの復旧・復興です。２ーマは紀伊半島大水害からの復旧・復興です。２ーマは紀伊半島大水害からの復旧・復興です。２道路道路道路道路等の等の等の等の応急応急応急応急復旧、復旧、復旧、復旧、

土土土土砂砂砂砂ダダダダムムムム対策対策対策対策の中のの中のの中のの中の公公公公共共共共土木施設災害復旧事業ですけれ土木施設災害復旧事業ですけれ土木施設災害復旧事業ですけれ土木施設災害復旧事業ですけれどもどもどもども、、、、道路道路道路道路、、、、河河河河川、川、川、川、砂防砂防砂防砂防にににに対対対対する、する、する、する、

そこにそこにそこにそこに記載記載記載記載しているしているしているしている箇箇箇箇所等の復旧でございます。所等の復旧でございます。所等の復旧でございます。所等の復旧でございます。

（２）２（２）２（２）２（２）２次次次次災害を災害を災害を災害を防ぐ防ぐ防ぐ防ぐための土ための土ための土ための土砂砂砂砂災害災害災害災害対策対策対策対策は直は直は直は直轄轄轄轄のののの負担金負担金負担金負担金でございます。でございます。でございます。でございます。五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町町町町

赤谷赤谷赤谷赤谷地地地地区区区区ななななどどどど６６６６カカカカ所の所の所の所の河道河道河道河道閉塞閉塞閉塞閉塞等の等の等の等の恒久恒久恒久恒久工工工工事に事に事に事に対対対対するするするする建建建建設設設設負担金負担金負担金負担金でございます。でございます。でございます。でございます。

１２４ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興、地域の１２４ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興、地域の１２４ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興、地域の１２４ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興、地域の再再再再生生生生・復興という・復興という・復興という・復興というテテテテーマです。ーマです。ーマです。ーマです。

（１）紀伊半島ア（１）紀伊半島ア（１）紀伊半島ア（１）紀伊半島アンンンンカカカカールーールーールーールートトトトのののの整備整備整備整備です。です。です。です。五條五條五條五條新新新新宮道路宮道路宮道路宮道路のののの整備整備整備整備推進ということで、推進ということで、推進ということで、推進ということで、辻堂辻堂辻堂辻堂

バイバイバイバイパパパパスススス、川津、川津、川津、川津道路道路道路道路をしておりますが、新規事業でをしておりますが、新規事業でをしておりますが、新規事業でをしておりますが、新規事業で阪阪阪阪本本本本工工工工区区区区に新規にに新規にに新規にに新規に着着着着手手手手していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと

考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

次次次次の直の直の直の直轄道路轄道路轄道路轄道路事業事業事業事業費負担金費負担金費負担金費負担金としてアとしてアとしてアとしてアンンンンカカカカールーールーールーールートトトトのののの国国国国がががが整備整備整備整備するするするする方方方方のののの負担金負担金負担金負担金ででででああああります。ります。ります。ります。

地域を支地域を支地域を支地域を支ええええるるるる主主主主要な要な要な要な道路道路道路道路のののの整備整備整備整備推進は、推進は、推進は、推進は、高取バイ高取バイ高取バイ高取バイパパパパスススス、、、、丹丹丹丹生バイ生バイ生バイ生バイパパパパススススのののの整備整備整備整備を行を行を行を行っっっっていていていてい

くくくくもももものですが、新規事業ののですが、新規事業ののですが、新規事業ののですが、新規事業の道路道路道路道路施設施設施設施設維持維持維持維持修修修修繕繕繕繕費費費費（復旧・復興関連（復旧・復興関連（復旧・復興関連（復旧・復興関連分分分分）ですが、紀伊半島大）ですが、紀伊半島大）ですが、紀伊半島大）ですが、紀伊半島大

水害に水害に水害に水害によよよより被災したり被災したり被災したり被災したエリエリエリエリアのうち、地すアのうち、地すアのうち、地すアのうち、地すべべべべりのりのりのりの兆候兆候兆候兆候ののののあああある地域において２る地域において２る地域において２る地域において２次的次的次的次的な災害をな災害をな災害をな災害を防防防防

止止止止するためのするためのするためのするための仮仮仮仮設設設設迂迂迂迂回回回回路路路路の設置なの設置なの設置なの設置などどどどを行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものでのでのでのでああああります。ります。ります。ります。

道路道路道路道路災害関連事業は、災害関連事業は、災害関連事業は、災害関連事業は、十十十十津川村長津川村長津川村長津川村長殿殿殿殿やややや天天天天川村南日川村南日川村南日川村南日裏裏裏裏のののの再再再再度災害を度災害を度災害を度災害を防防防防止止止止するための災害復するための災害復するための災害復するための災害復

旧事業と旧事業と旧事業と旧事業とああああわせて実施をするわせて実施をするわせて実施をするわせて実施をするもももものです。のです。のです。のです。道路道路道路道路改改改改良等良等良等良等基基基基礎礎礎礎調調調調査は、新査は、新査は、新査は、新伯母峯伯母峯伯母峯伯母峯トンネトンネトンネトンネルなルなルなルなどどどどのののの

整備整備整備整備実実実実現現現現に向け、に向け、に向け、に向け、国国国国がががが調調調調査な査な査な査などどどどを行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものでのでのでのでああああります。ります。ります。ります。

新規事業の新規事業の新規事業の新規事業の道路道路道路道路災害災害災害災害防防防防除除除除事業（復旧・復興関連事業（復旧・復興関連事業（復旧・復興関連事業（復旧・復興関連分分分分）と）と）と）と橋橋橋橋りりりりょょょょう補う補う補う補修修修修事業（復旧・復興関事業（復旧・復興関事業（復旧・復興関事業（復旧・復興関

連連連連分分分分）ですけれ）ですけれ）ですけれ）ですけれどもどもどもども、ア、ア、ア、アンンンンカカカカールーールーールーールートトトトのののの防防防防災災災災対策対策対策対策、、、、橋橋橋橋りりりりょょょょう補う補う補う補修修修修を行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものでのでのでのであああありりりり

ます。ます。ます。ます。

１２５ページ１２５ページ１２５ページ１２５ページ、、、、（２）土（２）土（２）土（２）土砂砂砂砂災害の災害の災害の災害の恒久恒久恒久恒久的対的対的対的対応応応応の新の新の新の新宮宮宮宮川水川水川水川水系堆積系堆積系堆積系堆積土土土土砂砂砂砂処処処処分分分分推進事業は、推進事業は、推進事業は、推進事業は、記記記記

載載載載のののの箇箇箇箇所で大所で大所で大所で大量量量量の土の土の土の土砂砂砂砂除去除去除去除去のののの撤去撤去撤去撤去を実施していくを実施していくを実施していくを実施していくもももものでのでのでのでああああります。ります。ります。ります。

新規事業の新規事業の新規事業の新規事業の熊熊熊熊野川の総合野川の総合野川の総合野川の総合的的的的な治水な治水な治水な治水対策調対策調対策調対策調査事業は、紀伊半島大水害の査事業は、紀伊半島大水害の査事業は、紀伊半島大水害の査事業は、紀伊半島大水害の堆積堆積堆積堆積土土土土砂砂砂砂撤去撤去撤去撤去箇箇箇箇所所所所

のののの改善改善改善改善状況状況状況状況のののの調調調調査、査、査、査、利利利利水水水水ダダダダムの治水ムの治水ムの治水ムの治水利利利利用用用用のののの運用運用運用運用改善改善改善改善検討検討検討検討を実施していくを実施していくを実施していくを実施していくもももものでのでのでのでああああります。ります。ります。ります。

新規事業の新規事業の新規事業の新規事業の河河河河川川川川情情情情報報報報基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備事業は、事業は、事業は、事業は、住住住住民民民民の迅速、の迅速、の迅速、の迅速、確確確確実な実な実な実な避難避難避難避難行動を支援するために、行動を支援するために、行動を支援するために、行動を支援するために、

熊熊熊熊野川野川野川野川流流流流域に新たに水域に新たに水域に新たに水域に新たに水位位位位観測観測観測観測局を設置していく局を設置していく局を設置していく局を設置していくもももものでのでのでのでああああります。ります。ります。ります。

新規事業の新規事業の新規事業の新規事業の河河河河川川川川改改改改良事業（復旧・復興関連良事業（復旧・復興関連良事業（復旧・復興関連良事業（復旧・復興関連分分分分）と）と）と）と砂防砂防砂防砂防事業（復旧・復興関連事業（復旧・復興関連事業（復旧・復興関連事業（復旧・復興関連分分分分）ですけ）ですけ）ですけ）ですけ
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れれれれどもどもどもども、、、、記載記載記載記載のののの箇箇箇箇所において所において所において所において河河河河川、川、川、川、砂防砂防砂防砂防事業を実施していく事業を実施していく事業を実施していく事業を実施していくもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次次次次に、１２に、１２に、１２に、１２７７７７ページページページページ、、、、（６）（６）（６）（６）バス交バス交バス交バス交通の通の通の通の確保確保確保確保のののの過疎過疎過疎過疎地域の地域の地域の地域の移移移移動動動動手段確保手段確保手段確保手段確保事業ということ事業ということ事業ということ事業ということ

で、で、で、で、過疎過疎過疎過疎地域における地域における地域における地域における生生生生活活活活交交交交通を通を通を通を確保確保確保確保するため、するため、するため、するため、五條五條五條五條市市市市ななななどどどどで地域実で地域実で地域実で地域実情情情情にににに応じ応じ応じ応じたたたた利利利利用促用促用促用促進進進進

策策策策を実施していくを実施していくを実施していくを実施していくもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

１３２ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興、１３２ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興、１３２ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興、１３２ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興、安全安全安全安全・・・・安安安安心心心心へへへへのののの備え備え備え備えででででああああります。監ります。監ります。監ります。監

視視視視・・・・警戒警戒警戒警戒・・・・避難避難避難避難ののののシシシシステステステステムづくり及びムづくり及びムづくり及びムづくり及び深深深深層層層層崩壊崩壊崩壊崩壊ののののメメメメカカカカニニニニズズズズムムムム解解解解明と明と明と明と対対対対応応応応研究ということで、研究ということで、研究ということで、研究ということで、

大規大規大規大規模模模模土土土土砂砂砂砂災害災害災害災害対策対策対策対策推進事業、推進事業、推進事業、推進事業、ああああるいはるいはるいはるいは国国国国際際際際防防防防災学会開催災学会開催災学会開催災学会開催準準準準備備備備事業を進めさせていただく事業を進めさせていただく事業を進めさせていただく事業を進めさせていただく

もももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次次次次に、中南和・に、中南和・に、中南和・に、中南和・東東東東部地域の振興の１３部地域の振興の１３部地域の振興の１３部地域の振興の１３７７７７ページ、４ 地域ページ、４ 地域ページ、４ 地域ページ、４ 地域資源資源資源資源を活を活を活を活用用用用したしたしたした観光観光観光観光・・・・交流交流交流交流・・・・

定定定定住住住住の推進の推進の推進の推進、、、、（１）中南和（１）中南和（１）中南和（１）中南和観光観光観光観光の振興です。１３８ページ、新規事業のの振興です。１３８ページ、新規事業のの振興です。１３８ページ、新規事業のの振興です。１３８ページ、新規事業の竹内竹内竹内竹内街道街道街道街道、、、、横横横横大大大大路路路路

を活を活を活を活用用用用したしたしたした歴歴歴歴史史史史情情情情報発報発報発報発信信信信事業は、地域と連事業は、地域と連事業は、地域と連事業は、地域と連携携携携をしたをしたをしたをした歴歴歴歴史史史史資源資源資源資源のののの情情情情報発報発報発報発信信信信を行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものののの

でございます。でございます。でございます。でございます。

１４０ページ、１４０ページ、１４０ページ、１４０ページ、効率効率効率効率的的的的・・・・効果効果効果効果的的的的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備、土木関係、土木関係、土木関係、土木関係公公公公共共共共事業事業事業事業費費費費の推進に土木関係の推進に土木関係の推進に土木関係の推進に土木関係公公公公共共共共

事業事業事業事業費費費費のののの全体全体全体全体をををを記載記載記載記載しております。これには災害復旧しております。これには災害復旧しております。これには災害復旧しております。これには災害復旧費費費費、及び特別会計になります、及び特別会計になります、及び特別会計になります、及び特別会計になります下下下下水水水水道道道道

事業を事業を事業を事業を含む含む含む含む一般会計の土木関係一般会計の土木関係一般会計の土木関係一般会計の土木関係公公公公共共共共事業事業事業事業費費費費でございます。平成２５年度でございます。平成２５年度でございます。平成２５年度でございます。平成２５年度当初当初当初当初予算及び２月予算及び２月予算及び２月予算及び２月

補正予算を合わせまして、前年度３８４補正予算を合わせまして、前年度３８４補正予算を合わせまして、前年度３８４補正予算を合わせまして、前年度３８４億億億億２２２２，，，，２００２００２００２００万万万万円円円円にににに対対対対し５３３し５３３し５３３し５３３億億億億８８８８，，，，６００６００６００６００万万万万円円円円

の予算を計上しております。前年度の予算を計上しております。前年度の予算を計上しております。前年度の予算を計上しております。前年度比比比比は３８は３８は３８は３８．．．．８８８８％％％％のののの増増増増になになになになっっっっております。ております。ております。ております。

個個個個別の事業ですけれ別の事業ですけれ別の事業ですけれ別の事業ですけれどもどもどもども、、、、先先先先ほほほほどどどどからからからから政政政政策テ策テ策テ策テーマごとに説明をいたしておりますので、ーマごとに説明をいたしておりますので、ーマごとに説明をいたしておりますので、ーマごとに説明をいたしておりますので、

基基基基本本本本的的的的にはそちらで説明でさせていただきますが、１にはそちらで説明でさせていただきますが、１にはそちらで説明でさせていただきますが、１にはそちらで説明でさせていただきますが、１ 選択選択選択選択とととと集集集集中に中に中に中によよよよるるるる社社社社会会会会資資資資本本本本整備整備整備整備・・・・

管管管管理理理理（１）（１）（１）（１）道路公道路公道路公道路公共共共共事業は事業は事業は事業は記載記載記載記載の事業で一部の事業で一部の事業で一部の事業で一部再掲再掲再掲再掲でございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、１４４ページに、１４４ページに、１４４ページに、１４４ページ、、、、（９）（９）（９）（９）下下下下水水水水道道道道事業の推進です。事業の推進です。事業の推進です。事業の推進です。下下下下水水水水道道道道事業につきましては、ア大事業につきましては、ア大事業につきましては、ア大事業につきましては、ア大

和川上和川上和川上和川上流流流流域域域域下下下下水水水水道道道道、、、、イ宇陀イ宇陀イ宇陀イ宇陀川川川川流流流流域域域域下下下下水水水水道道道道、、、、ウウウウ吉吉吉吉野川野川野川野川流流流流域域域域下下下下水水水水道道道道、、、、エ流エ流エ流エ流域域域域下下下下水水水水道道道道の管の管の管の管理理理理ででででああああ

りますが、りますが、りますが、りますが、幹線幹線幹線幹線管き管き管き管きょょょょのののの整備整備整備整備、、、、処処処処理場理場理場理場施設の施設の施設の施設の整備整備整備整備、、、、周辺環境整備周辺環境整備周辺環境整備周辺環境整備、管、管、管、管理理理理を行を行を行を行っっっっていくていくていくていくもももものののの

でございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、１４５ページからは、２災害のに、１４５ページからは、２災害のに、１４５ページからは、２災害のに、１４５ページからは、２災害の備え備え備え備えななななど安全ど安全ど安全ど安全・・・・安安安安心な県土心な県土心な県土心な県土整備整備整備整備の推進ということの推進ということの推進ということの推進ということ

で、それで、それで、それで、それぞぞぞぞれこれまでおれこれまでおれこれまでおれこれまでお話話話話をさせていただいているをさせていただいているをさせていただいているをさせていただいているもももものが１４６ページで、１４のが１４６ページで、１４のが１４６ページで、１４のが１４６ページで、１４７７７７ページページページページ

はははは河河河河川、川、川、川、下下下下水水水水道道道道といといといといっっっった部た部た部た部分分分分になになになになっっっってまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

１４８ページ１４８ページ１４８ページ１４８ページ、、、、（２）（２）（２）（２）交交交交通通通通安全対策安全対策安全対策安全対策については、については、については、については、安全安全安全安全・・・・安安安安心のとこ心のとこ心のとこ心のところろろろでででで述述述述べべべべました通学ました通学ました通学ました通学

路路路路のののの安全対策安全対策安全対策安全対策事業な事業な事業な事業などどどど、、、、（３）（３）（３）（３）河河河河川川川川公公公公共共共共事業、１４９ページ事業、１４９ページ事業、１４９ページ事業、１４９ページ、、、、（４）（４）（４）（４）ダダダダムムムム建建建建設事業、そして設事業、そして設事業、そして設事業、そして

１５０ページ１５０ページ１５０ページ１５０ページ、、、、（６）（６）（６）（６）砂防公砂防公砂防公砂防公共共共共事業の事業の事業の事業の再掲再掲再掲再掲ををををベベベベーーーーススススにににに整備整備整備整備をさせていただいているとこをさせていただいているとこをさせていただいているとこをさせていただいているところろろろ
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でございます。でございます。でございます。でございます。

１５１ページ１５１ページ１５１ページ１５１ページ、、、、（８）災害復旧事業では、紀伊半島大水害の（８）災害復旧事業では、紀伊半島大水害の（８）災害復旧事業では、紀伊半島大水害の（８）災害復旧事業では、紀伊半島大水害の対対対対応応応応のほか、のほか、のほか、のほか、公公公公共共共共土木施設土木施設土木施設土木施設

災害復旧事業の災害復旧事業の災害復旧事業の災害復旧事業の現現現現年災年災年災年災分分分分やややや単独単独単独単独分分分分につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、今後今後今後今後の災害にの災害にの災害にの災害に対対対対するするするする対対対対応応応応を計上させてを計上させてを計上させてを計上させて

いただいてるいただいてるいただいてるいただいてるもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次次次次に、１５２ページ、前半はに、１５２ページ、前半はに、１５２ページ、前半はに、１５２ページ、前半は交交交交通通通通環境環境環境環境の充実を説明させていただいたの充実を説明させていただいたの充実を説明させていただいたの充実を説明させていただいたもももものでのでのでのであああありますけりますけりますけりますけ

れれれれどもどもどもども、４、４、４、４ 高高高高速速速速輸送輸送輸送輸送体体体体系系系系のののの形形形形成につきましては、成につきましては、成につきましては、成につきましては、リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線整備幹線整備幹線整備幹線整備推進事業は推進事業は推進事業は推進事業はリリリリニニニニ

ア中ア中ア中ア中央央央央新新新新幹線建幹線建幹線建幹線建設設設設促促促促進奈良県進奈良県進奈良県進奈良県期期期期成成成成同盟同盟同盟同盟会を会を会を会を核核核核とした広報とした広報とした広報とした広報啓啓啓啓発の実施、発の実施、発の実施、発の実施、リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線調幹線調幹線調幹線調

査査査査検討検討検討検討事業は研究、事業は研究、事業は研究、事業は研究、調調調調査査査査検討検討検討検討を行を行を行を行っっっっていくていくていくていくももももの、そして関の、そして関の、そして関の、そして関西国西国西国西国際空港利際空港利際空港利際空港利用促用促用促用促進事業は、関進事業は、関進事業は、関進事業は、関

西国西国西国西国際空港利際空港利際空港利際空港利用促用促用促用促進のための進のための進のための進のための負担金負担金負担金負担金でございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、１５３ページ、協に、１５３ページ、協に、１５３ページ、協に、１５３ページ、協働働働働の推進です。１、地域の推進です。１、地域の推進です。１、地域の推進です。１、地域貢献貢献貢献貢献活動活動活動活動へへへへのののの参画促参画促参画促参画促進ということで、進ということで、進ということで、進ということで、

これまで説明させていただきましたこれまで説明させていただきましたこれまで説明させていただきましたこれまで説明させていただきました花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい運運運運動等、動等、動等、動等、ああああるいはるいはるいはるいは河河河河川関係な川関係な川関係な川関係などどどどの地域と一の地域と一の地域と一の地域と一

体体体体となとなとなとなっっっった川やた川やた川やた川や道道道道、まちをきれいにしていくという活動を計上させていただいております。、まちをきれいにしていくという活動を計上させていただいております。、まちをきれいにしていくという活動を計上させていただいております。、まちをきれいにしていくという活動を計上させていただいております。

１５５ページ、１５５ページ、１５５ページ、１５５ページ、市町市町市町市町村の支援でございます。１、村の支援でございます。１、村の支援でございます。１、村の支援でございます。１、市町市町市町市町村との村との村との村との役役役役割分担割分担割分担割分担をををを踏踏踏踏ままままええええた連た連た連た連携携携携のののの

推進、いわ推進、いわ推進、いわ推進、いわゆゆゆゆる奈良モデルというる奈良モデルというる奈良モデルというる奈良モデルという形形形形ででででああああります。ります。ります。ります。公公公公共共共共土木事務土木事務土木事務土木事務市町市町市町市町村支援事業は、村支援事業は、村支援事業は、村支援事業は、市町市町市町市町村村村村

が管が管が管が管理理理理するするするする橋橋橋橋りりりりょょょょうの予うの予うの予うの予防防防防保保保保全全全全をををを図図図図るためのるためのるためのるための点検点検点検点検業務、長業務、長業務、長業務、長寿寿寿寿命命命命化化化化計計計計画画画画のののの策策策策定を受定を受定を受定を受託託託託するとするとするとすると

ととととももももに、に、に、に、今今今今回の予算等で回の予算等で回の予算等で回の予算等でもももも県県県県もももも計上しておりますが、計上しておりますが、計上しておりますが、計上しておりますが、市町市町市町市町村村村村もももも計上している計上している計上している計上している橋橋橋橋りりりりょょょょうやうやうやうやトトトト

ンネンネンネンネル等のル等のル等のル等の道路ストッ道路ストッ道路ストッ道路ストックの総クの総クの総クの総点検点検点検点検につきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも技術技術技術技術的的的的支援等を実施していく支援等を実施していく支援等を実施していく支援等を実施していくもももものでのでのでのであああありりりり

ます。ます。ます。ます。

なお、なお、なお、なお、今今今今まで説明した事業のうち直まで説明した事業のうち直まで説明した事業のうち直まで説明した事業のうち直轄轄轄轄事業事業事業事業費負担金分費負担金分費負担金分費負担金分をををを除除除除くくくく金金金金額額額額記載記載記載記載の２月補正の２月補正の２月補正の２月補正分分分分につにつにつにつ

きましては、きましては、きましては、きましては、国国国国のののの緊急緊急緊急緊急経済対策経済対策経済対策経済対策に係る補正予算なに係る補正予算なに係る補正予算なに係る補正予算などどどどを活を活を活を活用用用用したしたしたしたもももものでございますが、のでございますが、のでございますが、のでございますが、適適適適正正正正

なななな工工工工期期期期をををを確保確保確保確保するするするする必必必必要から、要から、要から、要から、全全全全額額額額平成２５年度に平成２５年度に平成２５年度に平成２５年度に繰繰繰繰りりりり越越越越しいたします。しいたします。しいたします。しいたします。

以以以以上が土木部所管の平成２５年上が土木部所管の平成２５年上が土木部所管の平成２５年上が土木部所管の平成２５年当初当初当初当初、平成２４年２月補正の説明でございます。、平成２４年２月補正の説明でございます。、平成２４年２月補正の説明でございます。、平成２４年２月補正の説明でございます。

次次次次に、補正予算のに、補正予算のに、補正予算のに、補正予算の追追追追加提案加提案加提案加提案分分分分ということでということでということでということで、、、、「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（追追追追加提出加提出加提出加提出

分分分分）の概要」の３ページ、）の概要」の３ページ、）の概要」の３ページ、）の概要」の３ページ、繰越繰越繰越繰越明明明明許費許費許費許費の補正です。新規の土木部、まちづくり推進局所管の補正です。新規の土木部、まちづくり推進局所管の補正です。新規の土木部、まちづくり推進局所管の補正です。新規の土木部、まちづくり推進局所管

分あ分あ分あ分あわせて説明をさせていただきます。わせて説明をさせていただきます。わせて説明をさせていただきます。わせて説明をさせていただきます。

県県県県有有有有施設施設施設施設非非非非常用常用常用常用電電電電源源源源装装装装置等置等置等置等更更更更新事業と４ページ、新事業と４ページ、新事業と４ページ、新事業と４ページ、交交交交通通通通安全安全安全安全施設施設施設施設整備整備整備整備事業、事業、事業、事業、道路道路道路道路維持維持維持維持修修修修繕繕繕繕

事業、事業、事業、事業、橋橋橋橋りりりりょょょょうううう整備整備整備整備事業、事業、事業、事業、道路道路道路道路災害関連事業、災害関連事業、災害関連事業、災害関連事業、河河河河川川川川維持維持維持維持修修修修繕繕繕繕事業、事業、事業、事業、河河河河川川川川改改改改良事業、新良事業、新良事業、新良事業、新宮宮宮宮川川川川

水水水水系堆積系堆積系堆積系堆積土土土土砂砂砂砂処処処処分分分分推進事業、推進事業、推進事業、推進事業、砂防砂防砂防砂防維持維持維持維持修修修修繕繕繕繕事業、事業、事業、事業、砂防砂防砂防砂防事業、大規事業、大規事業、大規事業、大規模模模模土土土土砂砂砂砂災害災害災害災害対策対策対策対策推進事業、推進事業、推進事業、推進事業、

５ページ、５ページ、５ページ、５ページ、ダダダダムムムム建建建建設事業、新しい設事業、新しい設事業、新しい設事業、新しい集集集集落落落落づくり計づくり計づくり計づくり計画策画策画策画策定事業、定事業、定事業、定事業、街路街路街路街路事業、奈良事業、奈良事業、奈良事業、奈良インタインタインタインターーーーチェチェチェチェ

ンンンンジジジジ周辺整備周辺整備周辺整備周辺整備事業、事業、事業、事業、公園公園公園公園事業、奈良事業、奈良事業、奈良事業、奈良公園公園公園公園等等等等情情情情報発報発報発報発信信信信事業、事業、事業、事業、公公公公共共共共土木施設災害復旧事業、紀土木施設災害復旧事業、紀土木施設災害復旧事業、紀土木施設災害復旧事業、紀
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伊半島大水害にかかる受伊半島大水害にかかる受伊半島大水害にかかる受伊半島大水害にかかる受託託託託災害復旧事業ですけれ災害復旧事業ですけれ災害復旧事業ですけれ災害復旧事業ですけれどもどもどもども、これらにつきましては、、これらにつきましては、、これらにつきましては、、これらにつきましては、記載記載記載記載のののの繰繰繰繰

りりりり越越越越しししし理理理理由由由由、、、、金金金金額額額額にににによよよよりりりり繰繰繰繰りりりり越越越越しを新たにお願いするしを新たにお願いするしを新たにお願いするしを新たにお願いするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次次次次に、６ページ、に、６ページ、に、６ページ、に、６ページ、繰繰繰繰りりりり越越越越しのしのしのしの変更変更変更変更ででででああああります。奈良中心ります。奈良中心ります。奈良中心ります。奈良中心市街市街市街市街地の地の地の地の交交交交通通通通対策対策対策対策事業、奈良事業、奈良事業、奈良事業、奈良公公公公

園交園交園交園交通通通通対策対策対策対策事業、事業、事業、事業、交交交交通通通通安全安全安全安全施設施設施設施設整備整備整備整備事業、事業、事業、事業、道路道路道路道路橋橋橋橋りりりりょょょょうううう整備整備整備整備事業、事業、事業、事業、７７７７ページ、ページ、ページ、ページ、河河河河川川川川改改改改良事良事良事良事

業、業、業、業、砂防砂防砂防砂防事業、事業、事業、事業、ダダダダムムムム建建建建設事業、設事業、設事業、設事業、街路街路街路街路改改改改良事業、土地良事業、土地良事業、土地良事業、土地区区区区画整理画整理画整理画整理事業、事業、事業、事業、都市公園整備都市公園整備都市公園整備都市公園整備事業、奈事業、奈事業、奈事業、奈

良良良良公園公園公園公園施設施設施設施設魅魅魅魅力向上事業、県力向上事業、県力向上事業、県力向上事業、県営営営営住宅建住宅建住宅建住宅建替替替替事業ですが、これら事業ですが、これら事業ですが、これら事業ですが、これらもももも補正の前の補正の前の補正の前の補正の前の金金金金額額額額を補正を補正を補正を補正後後後後のののの

金金金金額額額額にににに変更変更変更変更させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。理理理理由由由由は、は、は、は、記載記載記載記載しているとおりでございしているとおりでございしているとおりでございしているとおりでござい

ます。ます。ます。ます。

次次次次に、８ページ、奈良県に、８ページ、奈良県に、８ページ、奈良県に、８ページ、奈良県流流流流域域域域下下下下水水水水道道道道事業事業事業事業費費費費特別会計の特別会計の特別会計の特別会計の繰越繰越繰越繰越明明明明許費許費許費許費の補正をお願いするの補正をお願いするの補正をお願いするの補正をお願いするもももも

のでございます。補のでございます。補のでございます。補のでございます。補助流助流助流助流域域域域下下下下水水水水道道道道事業について、事業について、事業について、事業について、記載記載記載記載のののの金金金金額額額額のののの変更変更変更変更で、で、で、で、繰繰繰繰りりりり越越越越しししし理理理理由由由由としとしとしとし

ては、ては、ては、ては、工法検討工法検討工法検討工法検討等に等に等に等に不測不測不測不測の日の日の日の日時時時時を要したを要したを要したを要したもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

土木部、まちづくり推進局合わせた土木部、まちづくり推進局合わせた土木部、まちづくり推進局合わせた土木部、まちづくり推進局合わせた繰越繰越繰越繰越明明明明許費許費許費許費の補正の総の補正の総の補正の総の補正の総額額額額は２２６は２２６は２２６は２２６億億億億９９９９，，，，１５０１５０１５０１５０万万万万円円円円

でございます。でございます。でございます。でございます。主主主主なななな繰繰繰繰りりりり越越越越しししし理理理理由由由由は、それは、それは、それは、それぞぞぞぞれれれれ記載記載記載記載のとおりでのとおりでのとおりでのとおりであああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、、、、現場状現場状現場状現場状

況況況況のののの変変変変化化化化にににに伴伴伴伴うううう工法検討工法検討工法検討工法検討ななななどどどどにににに不測不測不測不測の日の日の日の日時時時時を要したことや地を要したことや地を要したことや地を要したことや地元元元元調整調整調整調整のののの難難難難航航航航や関係や関係や関係や関係機機機機関との関との関との関との

調整調整調整調整にににに不測不測不測不測の日の日の日の日数数数数を要したこと、を要したこと、を要したこと、を要したこと、用用用用地補地補地補地補償償償償交交交交渉渉渉渉のののの難難難難航航航航でででで不測不測不測不測の日の日の日の日時時時時を要したことなを要したことなを要したことなを要したことなどどどどにににによよよよ

る進る進る進る進捗捗捗捗おくれがおくれがおくれがおくれが原原原原因因因因でやでやでやでやむむむむをををを得得得得ずずずず繰繰繰繰りりりり越越越越しをお願いするしをお願いするしをお願いするしをお願いするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。今後今後今後今後のののの執執執執行に行に行に行に

つきましては計つきましては計つきましては計つきましては計画的画的画的画的かつかつかつかつ着着着着実な実な実な実な執執執執行、進行、進行、進行、進捗捗捗捗管管管管理理理理にににに努努努努め、少しでめ、少しでめ、少しでめ、少しでもももも多多多多くの年度くの年度くの年度くの年度内内内内完完完完成、また成、また成、また成、また

新年度での新年度での新年度での新年度での早早早早期期期期完完完完成に向け、部局一成に向け、部局一成に向け、部局一成に向け、部局一丸丸丸丸となとなとなとなっっっってててて全全全全力で力で力で力で取取取取りりりり組組組組んでまいりますので、ごんでまいりますので、ごんでまいりますので、ごんでまいりますので、ご理解理解理解理解

のほのほのほのほどよろどよろどよろどよろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

次次次次に、に、に、に、条条条条例に関するご説明をさせていただきます。例に関するご説明をさせていただきます。例に関するご説明をさせていただきます。例に関するご説明をさせていただきます。

「平成２５年２月県議会提出「平成２５年２月県議会提出「平成２５年２月県議会提出「平成２５年２月県議会提出条条条条例」４２ページ、奈良県例」４２ページ、奈良県例」４２ページ、奈良県例」４２ページ、奈良県保健保健保健保健環境環境環境環境研究研究研究研究セセセセンタンタンタンターーーー手手手手数料数料数料数料条条条条

例等の一部を例等の一部を例等の一部を例等の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例の要例の要例の要例の要旨旨旨旨（６）奈良県（６）奈良県（６）奈良県（６）奈良県道路道路道路道路占占占占用料用料用料用料に関するに関するに関するに関する条条条条例の一部例の一部例の一部例の一部改改改改正関係と正関係と正関係と正関係と

ございます。これは、ございます。これは、ございます。これは、ございます。これは、道路法道路法道路法道路法施行施行施行施行令令令令のののの改改改改正において正において正において正において道路道路道路道路占占占占用許用許用許用許可可可可のののの対対対対象象象象物物物物件件件件がががが追追追追加された加された加された加された

ことにことにことにことによよよより、り、り、り、占占占占用料用料用料用料に関するに関するに関するに関する条条条条例のうち、例のうち、例のうち、例のうち、占占占占用料用料用料用料のののの額額額額の一部をの一部をの一部をの一部を改改改改正する正する正する正するもももものです。のです。のです。のです。追追追追加し加し加し加し

た物た物た物た物件件件件としては、としては、としては、としては、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電施設及び施設及び施設及び施設及び風風風風力発力発力発力発電電電電設設設設備備備備で、それに関するで、それに関するで、それに関するで、それに関する占占占占用料用料用料用料の一部の一部の一部の一部改改改改正で正で正で正で

す。す。す。す。

施行施行施行施行期期期期日は、平成２５年４月１日からでございます。日は、平成２５年４月１日からでございます。日は、平成２５年４月１日からでございます。日は、平成２５年４月１日からでございます。

次次次次に、１１４ページ、奈良県に、１１４ページ、奈良県に、１１４ページ、奈良県に、１１４ページ、奈良県道路道路道路道路のののの整備整備整備整備に関するに関するに関するに関する条条条条例です。例です。例です。例です。理理理理由由由由として県が管として県が管として県が管として県が管理理理理するするするする道道道道

路路路路のののの基基基基本本本本方方方方針針針針、そして、これに、そして、これに、そして、これに、そして、これに基基基基づく施づく施づく施づく施策策策策についてのについてのについてのについての基基基基本本本本政政政政策策策策のののの策策策策定な定な定な定などどどど、その、その、その、その基基基基本とな本とな本とな本とな

る事る事る事る事項項項項を定めるととを定めるととを定めるととを定めるととももももに、地域に、地域に、地域に、地域主主主主権権権権改改改改革革革革一一一一括括括括法法法法にににによっよっよっよってててて道路法道路法道路法道路法のののの改改改改正が行われ、正が行われ、正が行われ、正が行われ、道路道路道路道路のののの構構構構
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造の造の造の造の技術技術技術技術基基基基準準準準をををを国国国国が定めるのではなくてが定めるのではなくてが定めるのではなくてが定めるのではなくて条条条条例で定めるとなりましたので、例で定めるとなりましたので、例で定めるとなりましたので、例で定めるとなりましたので、今今今今回その回その回その回その策策策策定を定を定を定を

行行行行っっっっていくていくていくていくもももものでございます。１１５ページのでございます。１１５ページのでございます。１１５ページのでございます。１１５ページ以以以以下下下下、、、、具具具具体的体的体的体的なななな改改改改正正正正内内内内容容容容がががが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。

道路道路道路道路のののの幅幅幅幅だとかだとかだとかだとか道路道路道路道路のののの構構構構造、そうい造、そうい造、そうい造、そういっっっったたたたもももものを定めていくのを定めていくのを定めていくのを定めていくもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

施行施行施行施行期期期期日は、平成２５年４月１日でございます。日は、平成２５年４月１日でございます。日は、平成２５年４月１日でございます。日は、平成２５年４月１日でございます。

以以以以上が提出予定議案でございます。上が提出予定議案でございます。上が提出予定議案でございます。上が提出予定議案でございます。

次次次次にににに、、、、「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その他他他他（（（（追追追追加提出加提出加提出加提出分分分分））））」の１」の１」の１」の１７７７７ページ、ページ、ページ、ページ、

議第１２３議第１２３議第１２３議第１２３号道路整備号道路整備号道路整備号道路整備事業に係る事業に係る事業に係る事業に係る請請請請負契負契負契負契約約約約のののの変更変更変更変更ででででああああります。ります。ります。ります。

これは、議会の議これは、議会の議これは、議会の議これは、議会の議決決決決にににに付付付付すすすすべべべべきききき契契契契約約約約、、、、財財財財産産産産のののの取取取取得得得得、、、、処処処処分分分分に関するに関するに関するに関する条条条条例第２例第２例第２例第２条条条条の規定にの規定にの規定にの規定によよよよ

っっっって、て、て、て、変更変更変更変更するするするする際際際際、議、議、議、議決決決決をををを求求求求めるめるめるめるもももものでございます。２つございます。のでございます。２つございます。のでございます。２つございます。のでございます。２つございます。

１つ１つ１つ１つ目目目目は一般は一般は一般は一般国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号号号号地域連地域連地域連地域連携携携携推進事業（推進事業（推進事業（推進事業（国道国道国道国道改築改築改築改築））））（その１）（その１）（その１）（その１）工工工工事です。事です。事です。事です。株式株式株式株式会会会会

社社社社日本日本日本日本ピピピピーーーーエスエスエスエス大大大大阪阪阪阪支支支支店店店店がががが相相相相手手手手方方方方で、で、で、で、工工工工期期期期のののの変更変更変更変更をををを求求求求めるめるめるめるもももものです。平成２５年３月２９のです。平成２５年３月２９のです。平成２５年３月２９のです。平成２５年３月２９

日までの日までの日までの日までのもももものを平成２５年１２月２のを平成２５年１２月２のを平成２５年１２月２のを平成２５年１２月２７７７７日まで、９日まで、９日まで、９日まで、９カカカカ月月月月工工工工期期期期のののの延延延延期期期期をお願いするをお願いするをお願いするをお願いするもももものです。のです。のです。のです。

変更変更変更変更のののの理理理理由由由由は、紀伊半島大水害のは、紀伊半島大水害のは、紀伊半島大水害のは、紀伊半島大水害の影響影響影響影響で、事業を一で、事業を一で、事業を一で、事業を一時時時時中中中中断断断断していたこと、及びしていたこと、及びしていたこと、及びしていたこと、及びコンコンコンコンククククリリリリーーーー

トトトト製製製製造プラ造プラ造プラ造プラントントントントの被災にの被災にの被災にの被災に伴伴伴伴ううううコンコンコンコンククククリリリリーーーート供ト供ト供ト供給給給給量量量量がががが低低低低下下下下したために９したために９したために９したために９カカカカ月月月月工工工工期期期期をををを延延延延期期期期するするするする

もももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

２ 一般２ 一般２ 一般２ 一般国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号号号号地域連地域連地域連地域連携携携携推進事業（推進事業（推進事業（推進事業（国道国道国道国道改築改築改築改築））））（その２）（その２）（その２）（その２）工工工工事は、川田・事は、川田・事は、川田・事は、川田・宮宮宮宮地地地地ＪＪＪＪ

ＶＶＶＶのののの相相相相手手手手方方方方にににに契契契契約約約約金金金金額額額額のののの変更変更変更変更をお願いするをお願いするをお願いするをお願いするもももものです。のです。のです。のです。変更変更変更変更前は１２前は１２前は１２前は１２億億億億５５５５，，，，１０５１０５１０５１０５万万万万２２２２，，，，９９９９

５０５０５０５０円円円円を、を、を、を、変更後変更後変更後変更後は１２は１２は１２は１２億７億７億７億７，，，，１９２１９２１９２１９２万万万万３３３３，，，，８００８００８００８００円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。変更変更変更変更理理理理由由由由は、は、は、は、道路道路道路道路橋橋橋橋

のののの構構構構造とな造とな造とな造となっっっっているているているている道路道路道路道路橋橋橋橋示示示示方書方書方書方書がががが改改改改定されまして、上部定されまして、上部定されまして、上部定されまして、上部工工工工に係る部に係る部に係る部に係る部分分分分のののの疲労疲労疲労疲労耐久耐久耐久耐久性性性性のののの基基基基

準準準準をををを満満満満たすために新たにたすために新たにたすために新たにたすために新たに必必必必要となる部材を要となる部材を要となる部材を要となる部材を追追追追加することに加することに加することに加することによよよよるるるるもももものでのでのでのでああああります。ります。ります。ります。

続きまして、１８ページ、議第１２４続きまして、１８ページ、議第１２４続きまして、１８ページ、議第１２４続きまして、１８ページ、議第１２４号号号号、地す、地す、地す、地すべべべべりりりり激甚激甚激甚激甚災害災害災害災害対策対策対策対策特別特別特別特別緊急緊急緊急緊急事業にかかる事業にかかる事業にかかる事業にかかる

請請請請負契負契負契負契約約約約のののの締結締結締結締結です。これです。これです。これです。これもももも、、、、先先先先ほほほほどどどどのののの条条条条例の規定に例の規定に例の規定に例の規定によよよより議り議り議り議決決決決をををを求求求求めるめるめるめるももももので、ので、ので、ので、折折折折立地立地立地立地区区区区

地す地す地す地すべべべべりりりり激甚激甚激甚激甚災害災害災害災害対策対策対策対策特別特別特別特別緊急緊急緊急緊急事業事業事業事業工工工工事でございます。事でございます。事でございます。事でございます。場場場場所は所は所は所は十十十十津川村津川村津川村津川村折折折折立、立、立、立、工工工工事事事事期期期期間は間は間は間は

平成２平成２平成２平成２７７７７年３月２５日まで、年３月２５日まで、年３月２５日まで、年３月２５日まで、契契契契約約約約金金金金額額額額は１６は１６は１６は１６億億億億４４４４，，，，７７７７８０８０８０８０万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円、、、、契契契契約約約約のののの相相相相手手手手方方方方

はははは戸戸戸戸田・田・田・田・檜檜檜檜尾尾尾尾ＪＶＪＶＪＶＪＶでございます。この事業にでございます。この事業にでございます。この事業にでございます。この事業によよよより、大水害にり、大水害にり、大水害にり、大水害によよよより地り地り地り地滑滑滑滑り災害が発り災害が発り災害が発り災害が発生生生生したしたしたした箇箇箇箇

所において、地所において、地所において、地所において、地滑滑滑滑り活動をり活動をり活動をり活動を鎮静鎮静鎮静鎮静化化化化させ、させ、させ、させ、再再再再度の災害度の災害度の災害度の災害防防防防止止止止にににに努努努努めてまいるめてまいるめてまいるめてまいるもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次次次次に、２０ページ、議第１２６に、２０ページ、議第１２６に、２０ページ、議第１２６に、２０ページ、議第１２６号号号号、、、、権権権権利利利利のののの放棄放棄放棄放棄についてです。これは、についてです。これは、についてです。これは、についてです。これは、債権債権債権債権に係るに係るに係るに係る権権権権利利利利

をををを放棄放棄放棄放棄することについて、地することについて、地することについて、地することについて、地方自方自方自方自治治治治法法法法第９６第９６第９６第９６条条条条第１第１第１第１項項項項第１０第１０第１０第１０号号号号の規定にの規定にの規定にの規定によよよより議り議り議り議決決決決をををを求求求求めるめるめるめる

もももものでのでのでのでああああります。ここにります。ここにります。ここにります。ここにああああるのはるのはるのはるのは工工工工事事事事請請請請負契負契負契負契約約約約解解解解除除除除にににに伴伴伴伴うううう違約違約違約違約金金金金ななななどどどどにつきまして、につきまして、につきまして、につきまして、債債債債務務務務

者者者者、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる建建建建設業設業設業設業者者者者がががが破破破破産法産法産法産法の規定にの規定にの規定にの規定によよよよるるるる破破破破産産産産手手手手続続続続廃廃廃廃止止止止のののの決決決決定を受けたな定を受けたな定を受けたな定を受けたなどどどどにににによよよより回り回り回り回収収収収
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ができなくなりましたので、このができなくなりましたので、このができなくなりましたので、このができなくなりましたので、この違約違約違約違約金金金金等に係る等に係る等に係る等に係る請求権請求権請求権請求権、、、、債権債権債権債権をををを放棄放棄放棄放棄するするするするもももものでございまのでございまのでございまのでございま

す。土木部所管はこの中で１す。土木部所管はこの中で１す。土木部所管はこの中で１す。土木部所管はこの中で１番番番番から３から３から３から３番番番番と５と５と５と５番番番番から、１２から、１２から、１２から、１２番番番番、そして１５、そして１５、そして１５、そして１５番番番番の１２の１２の１２の１２件件件件、合、合、合、合

計計計計金金金金額額額額は１は１は１は１，，，，２９０２９０２９０２９０万万万万１１１１７７７７３３３３円円円円ででででああああります。ります。ります。ります。

２２ページ、２２ページ、２２ページ、２２ページ、同じ同じ同じ同じく議第１２く議第１２く議第１２く議第１２７号７号７号７号権権権権利利利利のののの放棄放棄放棄放棄です。こちらはです。こちらはです。こちらはです。こちらは河河河河川川川川占占占占用料用料用料用料につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、

債債債債務務務務者者者者が、が、が、が、破破破破産法産法産法産法の規定にの規定にの規定にの規定によよよよるるるる破破破破産産産産手手手手続続続続廃廃廃廃止止止止のののの決決決決定を受けたことに定を受けたことに定を受けたことに定を受けたことによよよより回り回り回り回収収収収ができなくなができなくなができなくなができなくな

りましたので、１りましたので、１りましたので、１りましたので、１番番番番から３から３から３から３番番番番のののの河河河河川川川川占占占占用料用料用料用料に係るに係るに係るに係る請求権請求権請求権請求権、、、、債権債権債権債権をををを放棄放棄放棄放棄するするするするもももものでございまのでございまのでございまのでございま

す。合計す。合計す。合計す。合計金金金金額額額額はちはちはちはちょょょょううううどどどど６６６６，，，，００００００００００００円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。

２４ページ、議第１２９２４ページ、議第１２９２４ページ、議第１２９２４ページ、議第１２９号号号号、、、、河河河河川川川川法法法法第４第４第４第４条条条条第６第６第６第６項項項項の規定にの規定にの規定にの規定によよよよる一る一る一る一級級級級河河河河川の川の川の川の指指指指定の定の定の定の変更変更変更変更でででで

す。これは紀の川水す。これは紀の川水す。これは紀の川水す。これは紀の川水系系系系の一の一の一の一級級級級河河河河川について、川について、川について、川について、指指指指定の定の定の定の変更変更変更変更、つまり、つまり、つまり、つまり国国国国土土土土交交交交通大通大通大通大臣臣臣臣が管が管が管が管理理理理するするするする

区区区区間を間を間を間を変変変変ええええたいということにたいということにたいということにたいということに対対対対してしてしてして意見意見意見意見をををを求求求求められためられためられためられたももももので、これにので、これにので、これにので、これに異異異異議のない議のない議のない議のない旨旨旨旨のののの意見意見意見意見

をををを述述述述べべべべることについて、ることについて、ることについて、ることについて、河河河河川川川川法法法法第４第４第４第４条条条条第４第４第４第４項項項項の規定にの規定にの規定にの規定によよよより議り議り議り議決決決決をををを求求求求めるめるめるめるもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

これは、大これは、大これは、大これは、大滝滝滝滝ダダダダムがムがムがムが完完完完成することに成することに成することに成することによよよより、一り、一り、一り、一級級級級河河河河川川川川井井井井光光光光川の上川の上川の上川の上流流流流１４０１４０１４０１４０メメメメーーーートトトトル、ル、ル、ル、国国国国が管が管が管が管

理理理理するするするする区区区区間を間を間を間を延延延延ばばばばすすすすもももものでございます。大のでございます。大のでございます。大のでございます。大滝滝滝滝ダダダダムが本ムが本ムが本ムが本格格格格運用運用運用運用されることにされることにされることにされることによっよっよっよって、て、て、て、洪洪洪洪水水水水時時時時

満満満満水水水水位位位位プラプラプラプラスススス余余余余裕高裕高裕高裕高、水がたまるとこ、水がたまるとこ、水がたまるとこ、水がたまるところろろろの水の水の水の水位位位位までまでまでまで国国国国が管が管が管が管理理理理するということで、その水するということで、その水するということで、その水するということで、その水位位位位

をずをずをずをずっっっっとととと引っ引っ引っ引っ張張張張っっっっていくと、このていくと、このていくと、このていくと、この井井井井光光光光川の１４０川の１４０川の１４０川の１４０メメメメーーーートトトトル上ル上ル上ル上流流流流までまでまでまで国国国国の管の管の管の管理理理理区区区区間が間が間が間が延延延延びるびるびるびる

というというというというもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

以以以以上が上が上が上が追追追追加の予算案議案でございます。加の予算案議案でございます。加の予算案議案でございます。加の予算案議案でございます。

これをこれをこれをこれをももももちまして土木部所管の提出議案の説明をちまして土木部所管の提出議案の説明をちまして土木部所管の提出議案の説明をちまして土木部所管の提出議案の説明を終終終終わります。わります。わります。わります。

○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長 それでは、続きまして、まちづくり推進局所管の平成２５年度それでは、続きまして、まちづくり推進局所管の平成２５年度それでは、続きまして、まちづくり推進局所管の平成２５年度それでは、続きまして、まちづくり推進局所管の平成２５年度

当初当初当初当初予算案及び平成２４年度２月補正予算案についてご説明いたします。予算案及び平成２４年度２月補正予算案についてご説明いたします。予算案及び平成２４年度２月補正予算案についてご説明いたします。予算案及び平成２４年度２月補正予算案についてご説明いたします。

「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補

正予算案の概要」の２３ページ、正予算案の概要」の２３ページ、正予算案の概要」の２３ページ、正予算案の概要」の２３ページ、経済経済経済経済活活活活性化性化性化性化、地域、地域、地域、地域産産産産業の支援・業の支援・業の支援・業の支援・創創創創出の２出の２出の２出の２ 企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致の推の推の推の推

進ですが、２４ページ進ですが、２４ページ進ですが、２４ページ進ですが、２４ページ、、、、（２）（２）（２）（２）誘致誘致誘致誘致に向けたに向けたに向けたに向けたインフインフインフインフララララ整備整備整備整備で、２５ページ、中南和振興ので、２５ページ、中南和振興ので、２５ページ、中南和振興ので、２５ページ、中南和振興の

ためのためのためのための京京京京奈和奈和奈和奈和道周辺道周辺道周辺道周辺まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり調調調調査事業ですが、査事業ですが、査事業ですが、査事業ですが、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道車道車道車道御御御御所所所所インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジジジジ周周周周

辺辺辺辺において、中南和地域のにおいて、中南和地域のにおいて、中南和地域のにおいて、中南和地域の雇雇雇雇用機用機用機用機会の会の会の会の創創創創出を実出を実出を実出を実現現現現するためにするためにするためにするために産産産産業業業業用用用用地の地の地の地の確保確保確保確保に関連するに関連するに関連するに関連する調調調調

査を行う査を行う査を行う査を行うもももものです。のです。のです。のです。

次次次次の（の（の（の（仮称仮称仮称仮称）奈良）奈良）奈良）奈良インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジジジジ周辺整備周辺整備周辺整備周辺整備事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道車道車道車道大和大和大和大和北北北北道路道路道路道路

（（（（仮称仮称仮称仮称）奈良）奈良）奈良）奈良インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジから奈良中心ジから奈良中心ジから奈良中心ジから奈良中心市街市街市街市街地地地地へへへへのアクのアクのアクのアクセセセセス道路ス道路ス道路ス道路をををを整備整備整備整備するするするするももももので、ので、ので、ので、

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度よよよより新規事業り新規事業り新規事業り新規事業箇箇箇箇所として所として所として所として西西西西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線の大の大の大の大宮宮宮宮通りから大森通りから大森通りから大森通りから大森高高高高畑畑畑畑線線線線間を事業間を事業間を事業間を事業着着着着

手手手手いたします。いたします。いたします。いたします。
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２２２２７７７７ページ、ページ、ページ、ページ、経済経済経済経済活活活活性化性化性化性化、、、、観光観光観光観光の振興、１の振興、１の振興、１の振興、１ 巡巡巡巡る奈良をる奈良をる奈良をる奈良をテテテテーマとしたーマとしたーマとしたーマとした周遊周遊周遊周遊型型型型観光観光観光観光地とし地とし地とし地とし

てのてのてのての魅魅魅魅力の向上ですが、２９ページの（３）力の向上ですが、２９ページの（３）力の向上ですが、２９ページの（３）力の向上ですが、２９ページの（３）宿泊宿泊宿泊宿泊力の力の力の力の強強強強化化化化の新規事業でございます。県の新規事業でございます。県の新規事業でございます。県の新規事業でございます。県営営営営

プールプールプールプール跡跡跡跡地の地の地の地の賑賑賑賑わいづくりわいづくりわいづくりわいづくり検討検討検討検討事業ですが、県事業ですが、県事業ですが、県事業ですが、県営営営営プールプールプールプール跡跡跡跡地において、良地において、良地において、良地において、良質質質質ななななホホホホテテテテル及びル及びル及びル及び

周辺周辺周辺周辺施設を一施設を一施設を一施設を一体的体的体的体的にににに整備整備整備整備し、奈良し、奈良し、奈良し、奈良公園公園公園公園や平や平や平や平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡とととともももも連連連連携携携携したにしたにしたにしたにぎぎぎぎわいとわいとわいとわいと交流交流交流交流拠拠拠拠点点点点とするとするとするとする

ためのためのためのための検討検討検討検討を行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

３１ページ、３ 奈良の３１ページ、３ 奈良の３１ページ、３ 奈良の３１ページ、３ 奈良の魅魅魅魅力を力を力を力を効果効果効果効果的的的的に発に発に発に発信信信信（１）（１）（１）（１）誘誘誘誘客客客客情情情情報の発報の発報の発報の発信信信信でございます。３２でございます。３２でございます。３２でございます。３２

ページ、新規事業のページ、新規事業のページ、新規事業のページ、新規事業の首首首首都圏都圏都圏都圏での奈良での奈良での奈良での奈良観光情観光情観光情観光情報発報発報発報発信信信信事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、首首首首都圏都圏都圏都圏のののの主主主主要要要要駅駅駅駅、、、、主主主主要要要要路線路線路線路線

におきまして奈良県のにおきまして奈良県のにおきまして奈良県のにおきまして奈良県の観光情観光情観光情観光情報を通年で発報を通年で発報を通年で発報を通年で発信信信信するするするするもももものです。のです。のです。のです。

次次次次の３３ページ、４の３３ページ、４の３３ページ、４の３３ページ、４ 観光基観光基観光基観光基盤盤盤盤のののの整備整備整備整備とにとにとにとにぎぎぎぎわいづくりですが、３４ページ（２）奈良わいづくりですが、３４ページ（２）奈良わいづくりですが、３４ページ（２）奈良わいづくりですが、３４ページ（２）奈良

公園基公園基公園基公園基本本本本戦略戦略戦略戦略にににに基基基基づく施づく施づく施づく施策策策策・事業の推進の奈良・事業の推進の奈良・事業の推進の奈良・事業の推進の奈良公園公園公園公園施設施設施設施設魅魅魅魅力向上事業ですが、奈良力向上事業ですが、奈良力向上事業ですが、奈良力向上事業ですが、奈良公園公園公園公園のののの

抱抱抱抱ええええるるるる課題課題課題課題をををを解解解解決決決決し、し、し、し、世世世世界界界界にににに誇誇誇誇れるれるれるれる公園公園公園公園にしていくため、にしていくため、にしていくため、にしていくため、鹿鹿鹿鹿苑苑苑苑のののの整備整備整備整備ななななどどどど奈良奈良奈良奈良公園公園公園公園及びそ及びそ及びそ及びそ

のののの周辺周辺周辺周辺のののの整備整備整備整備を行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

奈良の奈良の奈良の奈良の鹿保鹿保鹿保鹿保護護護護育成事業ですが、奈良の育成事業ですが、奈良の育成事業ですが、奈良の育成事業ですが、奈良のシカシカシカシカのののの保保保保護護護護育成、育成、育成、育成、生生生生態態態態調調調調査及び査及び査及び査及び啓啓啓啓発発発発イベントイベントイベントイベントを実を実を実を実

施するほか、施するほか、施するほか、施するほか、鹿鹿鹿鹿にににによよよよります人ります人ります人ります人身身身身事事事事故故故故にににに備え備え備え備えましてましてましてまして損損損損害害害害賠賠賠賠償償償償責責責責任任任任保険保険保険保険へへへへの加の加の加の加入入入入や奈良のや奈良のや奈良のや奈良のシカシカシカシカ

保保保保護護護護管管管管理理理理計計計計画画画画をををを策策策策定する定する定する定するもももものです。のです。のです。のです。

次次次次の新規事業の新の新規事業の新の新規事業の新の新規事業の新公公公公会会会会堂堂堂堂コンベンコンベンコンベンコンベンショショショション機ン機ン機ン機能強能強能強能強化化化化事業ですが、地域の事業ですが、地域の事業ですが、地域の事業ですが、地域の元気元気元気元気臨臨臨臨時交時交時交時交付付付付金金金金をををを

活活活活用用用用いたしまして、新いたしまして、新いたしまして、新いたしまして、新公公公公会会会会堂堂堂堂庭庭庭庭園園園園に年間を通に年間を通に年間を通に年間を通じじじじたラたラたラたライトイトイトイトアアアアッッッップ設プ設プ設プ設備備備備をををを整備整備整備整備するするするするもももものです。のです。のです。のです。

次次次次の、新規事業の新の、新規事業の新の、新規事業の新の、新規事業の新公公公公会会会会堂堂堂堂コンベンコンベンコンベンコンベンショショショション機ン機ン機ン機能能能能情情情情報発報発報発報発信信信信事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、記載記載記載記載いたしておりいたしておりいたしておりいたしており

ますますますます誘誘誘誘客客客客イベントイベントイベントイベントを通を通を通を通じじじじまして、新まして、新まして、新まして、新公公公公会会会会堂堂堂堂ののののコンベンコンベンコンベンコンベンショショショション機ン機ン機ン機能能能能をををを全国全国全国全国に発に発に発に発信信信信するするするするもももものでのでのでので

す。す。す。す。

次次次次の奈良の奈良の奈良の奈良公園公園公園公園オオオオフフフフシシシシーーーーズンズンズンズン活活活活用用用用事業ですが、奈良事業ですが、奈良事業ですが、奈良事業ですが、奈良公園光公園光公園光公園光ととととああああかりのかりのかりのかりのイベントイベントイベントイベント事業及び３事業及び３事業及び３事業及び３

５ページのなら５ページのなら５ページのなら５ページのなら燈燈燈燈花花花花会事業ですが、平成２５年度会事業ですが、平成２５年度会事業ですが、平成２５年度会事業ですが、平成２５年度も引も引も引も引き続きましてき続きましてき続きましてき続きまして記載記載記載記載ののののイベントイベントイベントイベントを実施を実施を実施を実施

するするするするもももものです。のです。のです。のです。

次次次次の新規事業の奈良の新規事業の奈良の新規事業の奈良の新規事業の奈良公園周辺へ公園周辺へ公園周辺へ公園周辺へのののの宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客誘誘誘誘客客客客キキキキャャャャンンンンペーペーペーペーンンンン事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、オオオオフフフフシシシシーーーーズンズンズンズンにににに

首首首首都圏都圏都圏都圏をはをはをはをはじじじじめといたしましてめといたしましてめといたしましてめといたしまして主主主主としてとしてとしてとして全国全国全国全国からからからから宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客のののの誘誘誘誘客客客客をををを促促促促進するため、進するため、進するため、進するため、記載記載記載記載のののの取取取取

りりりり組み組み組み組みを行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

次次次次にににに、、、、（３）平（３）平（３）平（３）平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡及び及び及び及び周辺周辺周辺周辺地域の地域の地域の地域の整備整備整備整備とにとにとにとにぎぎぎぎわいづくりの、平わいづくりの、平わいづくりの、平わいづくりの、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡内内内内イベントイベントイベントイベント展展展展

開事業ですが、に開事業ですが、に開事業ですが、に開事業ですが、にぎぎぎぎわいのわいのわいのわいの創創創創出のために、出のために、出のために、出のために、春春春春、、、、夏夏夏夏、、、、秋秋秋秋等に等に等に等に記載記載記載記載ののののイベントイベントイベントイベントを開催するを開催するを開催するを開催するもももものののの

です。です。です。です。

次次次次の平の平の平の平城宮跡周辺魅城宮跡周辺魅城宮跡周辺魅城宮跡周辺魅力向上事業ですが、県が力向上事業ですが、県が力向上事業ですが、県が力向上事業ですが、県が整備整備整備整備いたしましたいたしましたいたしましたいたしました駐車場駐車場駐車場駐車場、、、、トイレトイレトイレトイレななななどどどどの管の管の管の管
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理運理運理運理運営営営営やややや朱雀朱雀朱雀朱雀大大大大路西側路西側路西側路西側にございますにございますにございますにございます積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社のののの工場工場工場工場のののの用用用用地地地地取取取取得得得得、、、、今後今後今後今後のののの公園公園公園公園

整備整備整備整備のののの検討検討検討検討ななななどどどどを行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

次次次次にににに、、、、（４）（４）（４）（４）馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園公園公園公園のにのにのにのにぎぎぎぎわいづくりのやまとわいづくりのやまとわいづくりのやまとわいづくりのやまと花花花花ごごごごよみよみよみよみ開催事業ですが、中南和開催事業ですが、中南和開催事業ですが、中南和開催事業ですが、中南和

地域の地域の地域の地域の魅魅魅魅力向上や力向上や力向上や力向上や花花花花のののの都都都都・奈良づくりを推進するため、年間を通・奈良づくりを推進するため、年間を通・奈良づくりを推進するため、年間を通・奈良づくりを推進するため、年間を通じじじじましてましてましてまして花花花花とととと親親親親ししししむイベむイベむイベむイベ

ントントントントやややや馬馬馬馬見フ見フ見フ見フララララワワワワーーーーフェスタフェスタフェスタフェスタを開催するを開催するを開催するを開催するもももものです。のです。のです。のです。

次次次次にににに、、、、（５）（５）（５）（５）飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥・藤・藤・藤・藤原原原原地域の地域の地域の地域の魅魅魅魅力向上の力向上の力向上の力向上の飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥・藤・藤・藤・藤原原原原地域地域地域地域魅魅魅魅力向上事業ですが、力向上事業ですが、力向上事業ですが、力向上事業ですが、飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥・・・・

藤藤藤藤原宮跡原宮跡原宮跡原宮跡及びその及びその及びその及びその周辺周辺周辺周辺地域の地域の地域の地域の歴歴歴歴史史史史的資源的資源的資源的資源をををを保保保保存存存存、活、活、活、活用用用用するためのするためのするためのするための基基基基礎礎礎礎調調調調査や査や査や査や飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥京跡京跡京跡京跡苑苑苑苑池池池池

のののの整備整備整備整備に向けたに向けたに向けたに向けた調調調調査査査査検討検討検討検討を実施するを実施するを実施するを実施するもももものです。のです。のです。のです。

次次次次、６３ページ、くらしの向上、、６３ページ、くらしの向上、、６３ページ、くらしの向上、、６３ページ、くらしの向上、医療医療医療医療の充実、１の充実、１の充実、１の充実、１ 高高高高度度度度医療医療医療医療のののの確保確保確保確保・充実・充実・充実・充実、、、、（１）新県（１）新県（１）新県（１）新県

立奈良立奈良立奈良立奈良病院病院病院病院のののの整備整備整備整備の新県立奈良の新県立奈良の新県立奈良の新県立奈良病院病院病院病院関連関連関連関連道路整備道路整備道路整備道路整備事業ですが、新県立奈良事業ですが、新県立奈良事業ですが、新県立奈良事業ですが、新県立奈良病院病院病院病院へへへへのアクのアクのアクのアクセセセセ

ススススのためののためののためののための石石石石木木木木城線城線城線城線をををを整備整備整備整備するするするするもももものです。のです。のです。のです。

７７７７４ページ、くらしの向上、４ページ、くらしの向上、４ページ、くらしの向上、４ページ、くらしの向上、福祉福祉福祉福祉の充実、１の充実、１の充実、１の充実、１ 障障障障害害害害者者者者支援の充実支援の充実支援の充実支援の充実、、、、（１）（１）（１）（１）障障障障害害害害者者者者のののの生生生生活活活活

のののの質質質質の向上についての向上についての向上についての向上について７７７７５ページ、５ページ、５ページ、５ページ、ウウウウ、、、、住住住住まいのまいのまいのまいの確保確保確保確保のののの障障障障害害害害者者者者グループグループグループグループホホホホーム等ーム等ーム等ーム等整備整備整備整備事業で事業で事業で事業で

すが、県すが、県すが、県すが、県営営営営住宅住宅住宅住宅におきましてにおきましてにおきましてにおきまして障障障障害害害害者者者者グループグループグループグループホホホホーム等のーム等のーム等のーム等の整備整備整備整備を行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

次次次次に、１００ページ、くらしの向上、に、１００ページ、くらしの向上、に、１００ページ、くらしの向上、に、１００ページ、くらしの向上、スポスポスポスポーツの振興、１ だれーツの振興、１ だれーツの振興、１ だれーツの振興、１ だれももももがいつでがいつでがいつでがいつでもスポもスポもスポもスポーツーツーツーツ

をををを楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備、１０１ページ、新県、１０１ページ、新県、１０１ページ、新県、１０１ページ、新県営営営営プール施設等プール施設等プール施設等プール施設等整備運整備運整備運整備運営営営営事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、健健健健康康康康増増増増

進、進、進、進、リハリハリハリハビビビビリリリリの中の中の中の中核核核核施設、県施設、県施設、県施設、県内内内内水水水水泳競泳競泳競泳競技技技技のののの拠拠拠拠点点点点施設となります名施設となります名施設となります名施設となります名称称称称ががががスイスイスイスイムムムムピピピピア奈良といア奈良といア奈良といア奈良とい

う新県う新県う新県う新県営営営営プールとプールとプールとプールとファファファファミミミミリリリリープール、ープール、ープール、ープール、園園園園地等を一地等を一地等を一地等を一体的体的体的体的にににに整備整備整備整備するするするするももももので、平成２５年度はので、平成２５年度はので、平成２５年度はので、平成２５年度は

引引引引き続きまして施設き続きまして施設き続きまして施設き続きまして施設整備整備整備整備やややや既既既既存存存存施設の管施設の管施設の管施設の管理運理運理運理運営営営営ななななどどどどを行います。を行います。を行います。を行います。

１０３ページ、くらしの向上、１０３ページ、くらしの向上、１０３ページ、くらしの向上、１０３ページ、くらしの向上、安全安全安全安全・・・・安安安安心の心の心の心の確保確保確保確保、１ 災害に、１ 災害に、１ 災害に、１ 災害に強強強強い地域づくりの１０４い地域づくりの１０４い地域づくりの１０４い地域づくりの１０４

ページ（２）災害にページ（２）災害にページ（２）災害にページ（２）災害に強強強強い地域づくりの推進、ア 地い地域づくりの推進、ア 地い地域づくりの推進、ア 地い地域づくりの推進、ア 地震震震震の県の県の県の県有有有有建建建建築築築築物物物物耐震耐震耐震耐震対策対策対策対策事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、

県県県県有有有有建建建建築築築築物の物の物の物の耐震改耐震改耐震改耐震改修修修修等等等等整備整備整備整備プログラムにプログラムにプログラムにプログラムに基基基基づきまして、平成２づきまして、平成２づきまして、平成２づきまして、平成２７７７７年度を年度を年度を年度を目目目目標標標標に地に地に地に地震耐震震耐震震耐震震耐震

診断診断診断診断等を実施する等を実施する等を実施する等を実施するもももものです。平成２５年度は５施設でのです。平成２５年度は５施設でのです。平成２５年度は５施設でのです。平成２５年度は５施設で耐震耐震耐震耐震診断診断診断診断を、６施設でを、６施設でを、６施設でを、６施設でコンコンコンコンククククリリリリーーーートトトト

のののの強強強強度度度度調調調調査を実施いたします。査を実施いたします。査を実施いたします。査を実施いたします。

次次次次の１０５ページ、の１０５ページ、の１０５ページ、の１０５ページ、住宅住宅住宅住宅・・・・建建建建築築築築物物物物耐震耐震耐震耐震化促化促化促化促進事業ですが、進事業ですが、進事業ですが、進事業ですが、市町市町市町市町村と連村と連村と連村と連携携携携したしたしたした耐震耐震耐震耐震の知の知の知の知識識識識

普普普普及の事業や木造及の事業や木造及の事業や木造及の事業や木造住宅住宅住宅住宅のののの耐震耐震耐震耐震診断診断診断診断経費経費経費経費、、、、耐震改耐震改耐震改耐震改修経費修経費修経費修経費にににに対対対対する補する補する補する補助助助助を行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

１１０ページ、くらしの向上、１１０ページ、くらしの向上、１１０ページ、くらしの向上、１１０ページ、くらしの向上、景景景景観観観観・・・・環境環境環境環境のののの保保保保全全全全、１ 美しく、１ 美しく、１ 美しく、１ 美しく風格風格風格風格ののののああああるまちなるまちなるまちなるまちなみみみみ景景景景観観観観

のののの保保保保全全全全・・・・創創創創造の（１）奈良の造の（１）奈良の造の（１）奈良の造の（１）奈良の彩彩彩彩りづくりの推進の新規事業の奈良のりづくりの推進の新規事業の奈良のりづくりの推進の新規事業の奈良のりづくりの推進の新規事業の奈良の彩彩彩彩りづくり事業ですが、りづくり事業ですが、りづくり事業ですが、りづくり事業ですが、

馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園公園公園公園のののの魅魅魅魅力向上のための力向上のための力向上のための力向上のための植栽植栽植栽植栽等の実施及び等の実施及び等の実施及び等の実施及びイベントイベントイベントイベントを開催するを開催するを開催するを開催するもももものです。のです。のです。のです。

１１２ページ１１２ページ１１２ページ１１２ページ、、、、（２）（２）（２）（２）景景景景観観観観にににに配配配配慮慮慮慮したまちなしたまちなしたまちなしたまちなみ整備み整備み整備み整備のののの景景景景観観観観づくり・まちづくり推進事業づくり・まちづくり推進事業づくり・まちづくり推進事業づくり・まちづくり推進事業
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ですが、まちづくりを推進するため、ですが、まちづくりを推進するため、ですが、まちづくりを推進するため、ですが、まちづくりを推進するため、官官官官民民民民協協協協働働働働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり機運機運機運機運のののの醸醸醸醸成やまちづくりを行成やまちづくりを行成やまちづくりを行成やまちづくりを行

うううう取取取取りりりり組み組み組み組みの支援なの支援なの支援なの支援などどどどを実施するを実施するを実施するを実施するもももものです。のです。のです。のです。

１１６ページ、くらしの向上、くらしやすいまちづくり、１ やすら１１６ページ、くらしの向上、くらしやすいまちづくり、１ やすら１１６ページ、くらしの向上、くらしやすいまちづくり、１ やすら１１６ページ、くらしの向上、くらしやすいまちづくり、１ やすらぎぎぎぎ・・・・憩憩憩憩いを提いを提いを提いを提供供供供すすすす

るるるる空空空空間づくり、間づくり、間づくり、間づくり、住みよ住みよ住みよ住みよいまちづくりの推進ですがいまちづくりの推進ですがいまちづくりの推進ですがいまちづくりの推進ですが、、、、（３）地域の特（３）地域の特（３）地域の特（３）地域の特徴徴徴徴を活かしたにを活かしたにを活かしたにを活かしたにぎぎぎぎわいわいわいわい

ああああるまちづくりの１１るまちづくりの１１るまちづくりの１１るまちづくりの１１７７７７ページ、新規事業の県立ページ、新規事業の県立ページ、新規事業の県立ページ、新規事業の県立医医医医大を中心としたまちづくり大を中心としたまちづくり大を中心としたまちづくり大を中心としたまちづくり検討検討検討検討事業で事業で事業で事業で

すが、県立すが、県立すが、県立すが、県立医科医科医科医科大学の教育・研究部大学の教育・研究部大学の教育・研究部大学の教育・研究部門門門門のののの移転移転移転移転整備整備整備整備に合わせましたに合わせましたに合わせましたに合わせました周辺周辺周辺周辺まちづくりをまちづくりをまちづくりをまちづくりを検討検討検討検討すすすす

るるるるもももものです。のです。のです。のです。

次次次次にににに、、、、（４）県（４）県（４）県（４）県民民民民のニーのニーのニーのニーズズズズににににあっあっあっあったたたた住住住住まい・まちづくりのまい・まちづくりのまい・まちづくりのまい・まちづくりの維持維持維持維持・向上の新規事業、・向上の新規事業、・向上の新規事業、・向上の新規事業、住生住生住生住生

活活活活ビビビビジジジジョョョョンンンン推進事業です。奈良県推進事業です。奈良県推進事業です。奈良県推進事業です。奈良県住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンンンンを推進するため、を推進するため、を推進するため、を推進するため、高高高高齢齢齢齢者者者者居居居居住安住安住安住安定定定定確保確保確保確保計計計計

画画画画のののの策策策策定な定な定な定などどどどを行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

新規事業の新規事業の新規事業の新規事業の建建建建築築築築基基基基準適準適準適準適合合合合判判判判定定定定資資資資格格格格者者者者養養養養成及び審査成及び審査成及び審査成及び審査能能能能力向上事業ですが、力向上事業ですが、力向上事業ですが、力向上事業ですが、建建建建築築築築主主主主事業務に事業務に事業務に事業務に

必必必必要な要な要な要な建建建建築築築築基基基基準適準適準適準適合合合合判判判判定定定定資資資資格格格格者者者者のののの養養養養成に成に成に成に対対対対する支援なする支援なする支援なする支援などどどどを行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

１２１２１２１２７７７７ページ、２ 新しいページ、２ 新しいページ、２ 新しいページ、２ 新しい集集集集落落落落づくりの新規事業、復興づくりの新規事業、復興づくりの新規事業、復興づくりの新規事業、復興住宅建住宅建住宅建住宅建設等補設等補設等補設等補助助助助事業ですが、被事業ですが、被事業ですが、被事業ですが、被

災されました災されました災されました災されました方方方方のののの恒久恒久恒久恒久住宅住宅住宅住宅としてのとしてのとしてのとしての公的公的公的公的賃貸賃貸賃貸賃貸住宅住宅住宅住宅等の等の等の等の建建建建設事業や関連いたします設事業や関連いたします設事業や関連いたします設事業や関連いたします公公公公共共共共施設施設施設施設

等の等の等の等の整備整備整備整備事業に事業に事業に事業に対対対対して補して補して補して補助助助助するするするするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

新規事業の復興新規事業の復興新規事業の復興新規事業の復興住宅建住宅建住宅建住宅建設等支援事業ですが、紀伊半島大水害の被災地でございます３設等支援事業ですが、紀伊半島大水害の被災地でございます３設等支援事業ですが、紀伊半島大水害の被災地でございます３設等支援事業ですが、紀伊半島大水害の被災地でございます３市市市市

村が復興村が復興村が復興村が復興住宅建住宅建住宅建住宅建設等を実施するために設等を実施するために設等を実施するために設等を実施するために必必必必要となる業務を支援する要となる業務を支援する要となる業務を支援する要となる業務を支援するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

さらに、新規事業、復興さらに、新規事業、復興さらに、新規事業、復興さらに、新規事業、復興集集集集落落落落づくりづくりづくりづくり調整調整調整調整・管・管・管・管理理理理支援事業ですが、支援事業ですが、支援事業ですが、支援事業ですが、住住住住まい、まい、まい、まい、インフインフインフインフラ、ラ、ラ、ラ、福福福福

祉祉祉祉、、、、産産産産業な業な業な業などどどど多多多多岐岐岐岐にわたりますにわたりますにわたりますにわたります分分分分野の復興事業を野の復興事業を野の復興事業を野の復興事業を横横横横断断断断的的的的にににに調整調整調整調整、管、管、管、管理理理理するため、するため、するため、するため、市町市町市町市町村に村に村に村に

よよよよりますりますりますります専専専専門門門門家家家家の活の活の活の活用用用用を支援するを支援するを支援するを支援するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

１４０ページ、１４０ページ、１４０ページ、１４０ページ、効率効率効率効率的的的的・・・・効果効果効果効果的的的的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備、土木関係、土木関係、土木関係、土木関係公公公公共共共共事業等の推進 １事業等の推進 １事業等の推進 １事業等の推進 １ 選択選択選択選択とととと集集集集

中に中に中に中によよよよるるるる社社社社会会会会資資資資本の本の本の本の整備整備整備整備・管・管・管・管理理理理でございます。１４１ページでございます。１４１ページでございます。１４１ページでございます。１４１ページ、、、、（２）（２）（２）（２）街路公街路公街路公街路公共共共共事業でござ事業でござ事業でござ事業でござ

います。います。います。います。道道道道づくりづくりづくりづくり重点重点重点重点戦略戦略戦略戦略にににに基基基基づくづくづくづく選択選択選択選択とととと集集集集中に中に中に中によよよよりまして、りまして、りまして、りまして、西西西西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線、、、、城城城城廻廻廻廻りりりり線線線線なななな

どへどへどへどへのののの集集集集中中中中的的的的なななな整備整備整備整備、その、その、その、その他他他他記載記載記載記載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みを行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

１４２ページ１４２ページ１４２ページ１４２ページ、、、、（４）（４）（４）（４）市街市街市街市街地の開発の土地地の開発の土地地の開発の土地地の開発の土地区区区区画整理画整理画整理画整理事業ですが、平事業ですが、平事業ですが、平事業ですが、平群群群群駅駅駅駅西西西西地地地地区区区区で行いまで行いまで行いまで行いま

す土地す土地す土地す土地区区区区画整理画整理画整理画整理事業に事業に事業に事業に対対対対しまして補しまして補しまして補しまして補助助助助を行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

次次次次のののの再再再再開発開発開発開発助助助助成事業ですが、成事業ですが、成事業ですが、成事業ですが、生生生生駒駒駒駒駅北口駅北口駅北口駅北口第第第第二二二二地地地地区区区区で行いますで行いますで行いますで行います市街市街市街市街地地地地再再再再開発事業に開発事業に開発事業に開発事業に対対対対し補し補し補し補

助助助助を行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

１４５ページ１４５ページ１４５ページ１４５ページ、、、、（1（1（1（10000）県）県）県）県営営営営住宅建住宅建住宅建住宅建てててて替替替替ええええ・・・・改善改善改善改善の推進の県の推進の県の推進の県の推進の県営営営営住宅建住宅建住宅建住宅建替替替替事業ですが、小泉事業ですが、小泉事業ですが、小泉事業ですが、小泉

団団団団地地地地ⅢⅢⅢⅢ期期期期のののの建建建建てかてかてかてかええええで、造成で、造成で、造成で、造成工工工工事、事、事、事、建建建建設設設設工工工工事な事な事な事などどどどを行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。
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（11）県（11）県（11）県（11）県営営営営住宅住宅住宅住宅の管の管の管の管理理理理ですが、ですが、ですが、ですが、指指指指定管定管定管定管理者へ理者へ理者へ理者への管の管の管の管理理理理委委委委託託託託ななななど記載ど記載ど記載ど記載の事業を行うの事業を行うの事業を行うの事業を行うもももものです。のです。のです。のです。

２ 災害の２ 災害の２ 災害の２ 災害の備え備え備え備えななななど安全ど安全ど安全ど安全・・・・安安安安心な県土心な県土心な県土心な県土整備整備整備整備の推進（１）アの推進（１）アの推進（１）アの推進（１）アセセセセットットットットママママネネネネジジジジメントメントメントメントの推進の、の推進の、の推進の、の推進の、

１４１４１４１４７７７７ページ、ページ、ページ、ページ、エエエエ、、、、公園公園公園公園施設のア施設のア施設のア施設のアセセセセットットットットママママネネネネジジジジメントメントメントメントですが、ですが、ですが、ですが、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園公園公園公園ななななど記載ど記載ど記載ど記載のののの都都都都

市公園市公園市公園市公園でのでのでのでの園路園路園路園路舗装舗装舗装舗装ななななどどどどのののの改改改改修修修修を行うを行うを行うを行うもももものです。のです。のです。のです。

なお、なお、なお、なお、今今今今まで説明いたしました２月の補正まで説明いたしました２月の補正まで説明いたしました２月の補正まで説明いたしました２月の補正分分分分につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、国国国国のののの緊急緊急緊急緊急経済対策経済対策経済対策経済対策に係りに係りに係りに係り

ます補正予算を活ます補正予算を活ます補正予算を活ます補正予算を活用用用用したしたしたしたもももものでのでのでのであああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、、、、先先先先ほほほほどどどど土木部長から土木部長から土木部長から土木部長からもももも説明が説明が説明が説明があああありましりましりましりまし

たが、たが、たが、たが、適適適適正な正な正な正な工工工工期期期期をををを確保確保確保確保するするするする必必必必要から、要から、要から、要から、全全全全額額額額平成２５年度に平成２５年度に平成２５年度に平成２５年度に繰繰繰繰りりりり越越越越しをいたします。しをいたします。しをいたします。しをいたします。

以以以以上で所管の平成２５年度上で所管の平成２５年度上で所管の平成２５年度上で所管の平成２５年度当初当初当初当初予算案、及び平成２４年度２月補正予算案の説明を予算案、及び平成２４年度２月補正予算案の説明を予算案、及び平成２４年度２月補正予算案の説明を予算案、及び平成２４年度２月補正予算案の説明を終終終終わわわわ

らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。

続きまして、所管の２月定例県議会提出続きまして、所管の２月定例県議会提出続きまして、所管の２月定例県議会提出続きまして、所管の２月定例県議会提出条条条条例についてご説明いたします。例についてご説明いたします。例についてご説明いたします。例についてご説明いたします。

「平成２５年度２月県議会提出「平成２５年度２月県議会提出「平成２５年度２月県議会提出「平成２５年度２月県議会提出条条条条例」９１ページ、奈良県例」９１ページ、奈良県例」９１ページ、奈良県例」９１ページ、奈良県観光自観光自観光自観光自動動動動車駐車場車駐車場車駐車場車駐車場条条条条例及び奈例及び奈例及び奈例及び奈

良県良県良県良県自自自自動動動動車駐車場駐車料金徴車駐車場駐車料金徴車駐車場駐車料金徴車駐車場駐車料金徴収収収収条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でございます。例でございます。例でございます。例でございます。自自自自動動動動車駐車場車駐車場車駐車場車駐車場のののの

運用運用運用運用をををを変更変更変更変更いたしますために所要のいたしますために所要のいたしますために所要のいたしますために所要の改改改改正を行う正を行う正を行う正を行うもももものです。のです。のです。のです。改改改改正正正正内内内内容容容容でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、登登登登大大大大

路観光自路観光自路観光自路観光自動動動動車駐車場車駐車場車駐車場車駐車場ののののバスタバスタバスタバスターーーーミミミミナナナナルルルル化化化化にににに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、駐車場駐車場駐車場駐車場のののの容容容容量量量量がががが減減減減少いたします。少いたします。少いたします。少いたします。

このため、このため、このため、このため、北北北北側側側側のののの駐車場駐車場駐車場駐車場を一般を一般を一般を一般利利利利用用用用とととと来来来来庁庁庁庁者者者者利利利利用用用用の両の両の両の両方方方方のののの利利利利用目的用目的用目的用目的とするためにとするためにとするためにとするために改改改改正を行正を行正を行正を行

ううううもももものです。のです。のです。のです。具具具具体的体的体的体的には、には、には、には、登登登登大大大大路自路自路自路自動動動動車駐車場車駐車場車駐車場車駐車場につきまして、平日の２につきまして、平日の２につきまして、平日の２につきまして、平日の２時時時時間までを間までを間までを間までを無無無無料料料料とととと

することなすることなすることなすることなどどどどでございます。でございます。でございます。でございます。

なお、施行日につきましては、平成２５年４月１日でございます。なお、施行日につきましては、平成２５年４月１日でございます。なお、施行日につきましては、平成２５年４月１日でございます。なお、施行日につきましては、平成２５年４月１日でございます。

次次次次に、１３０ページ、奈良県に、１３０ページ、奈良県に、１３０ページ、奈良県に、１３０ページ、奈良県営営営営住宅住宅住宅住宅条条条条例の一部例の一部例の一部例の一部改改改改正する正する正する正する条条条条例ですが、例ですが、例ですが、例ですが、福福福福島復興島復興島復興島復興再再再再生生生生特別特別特別特別

措措措措置置置置法法法法のののの制制制制定に定に定に定に伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、入入入入居居居居者資者資者資者資格格格格の特例をの特例をの特例をの特例を追追追追加するとと加するとと加するとと加するととももももに、県に、県に、県に、県営営営営住宅住宅住宅住宅及び及び及び及び共同共同共同共同施施施施

設の管設の管設の管設の管理理理理適適適適正正正正化化化化をををを図図図図るため、所要のるため、所要のるため、所要のるため、所要の改改改改正を行う正を行う正を行う正を行うもももものです。のです。のです。のです。改改改改正の正の正の正の内内内内容容容容でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、東東東東

日本大日本大日本大日本大震震震震災に災に災に災によよよよりまして県りまして県りまして県りまして県営営営営住宅住宅住宅住宅にににに避難避難避難避難されているされているされているされている方々方々方々方々等の等の等の等の居居居居住住住住のののの安安安安定を定を定を定を図図図図るととるととるととるととももももに、に、に、に、

生生生生活の活の活の活の再再再再建建建建をををを促促促促すために、すために、すために、すために、福福福福島復興島復興島復興島復興再再再再生生生生特別特別特別特別措措措措置置置置法法法法の施行にの施行にの施行にの施行に伴伴伴伴い、県い、県い、県い、県営営営営住宅入住宅入住宅入住宅入居居居居資資資資格格格格の特の特の特の特

例を例を例を例を創創創創設する設する設する設するもももものです。また、県のです。また、県のです。また、県のです。また、県営営営営住宅住宅住宅住宅のののの駐車場駐車場駐車場駐車場に関しまして、に関しまして、に関しまして、に関しまして、団団団団地で地で地で地で組組組組織織織織されますされますされますされます駐車駐車駐車駐車

場場場場管管管管理運理運理運理運営営営営委員会の管委員会の管委員会の管委員会の管理理理理にににによよよよりりりり駐車料金駐車料金駐車料金駐車料金のののの不不不不適適適適正正正正取取取取得得得得等が発等が発等が発等が発生生生生した事した事した事した事態態態態をををを踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、

県に県に県に県によよよよります監査のります監査のります監査のります監査の仕仕仕仕組み組み組み組みや県や県や県や県みみみみずからが管ずからが管ずからが管ずからが管理理理理いたしますいたしますいたしますいたします仕仕仕仕組み組み組み組みをををを構築構築構築構築するために規定をするために規定をするために規定をするために規定を

整備整備整備整備するするするするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

なお、施行日につきましては、なお、施行日につきましては、なお、施行日につきましては、なお、施行日につきましては、公公公公布布布布の日から施行し、の日から施行し、の日から施行し、の日から施行し、駐車場駐車場駐車場駐車場の管の管の管の管理理理理に関する規定は平成に関する規定は平成に関する規定は平成に関する規定は平成

２５年４月１日２５年４月１日２５年４月１日２５年４月１日以以以以後後後後のののの駐車場駐車場駐車場駐車場のののの使使使使用用用用に係るに係るに係るに係る許許許許可可可可についてについてについてについて適適適適用用用用するするするするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

以以以以上で所管の２月定例県議会の提出上で所管の２月定例県議会の提出上で所管の２月定例県議会の提出上で所管の２月定例県議会の提出条条条条例についての説明を例についての説明を例についての説明を例についての説明を終終終終わります。わります。わります。わります。
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続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、当初当初当初当初提案提案提案提案分分分分の予算の予算の予算の予算外外外外議案について説明をいたします。議案について説明をいたします。議案について説明をいたします。議案について説明をいたします。

次次次次はははは、、、、「「「「条条条条例その例その例その例その他他他他予算予算予算予算外外外外議案」の１６２ページ、議第１１８議案」の１６２ページ、議第１１８議案」の１６２ページ、議第１１８議案」の１６２ページ、議第１１８号号号号、、、、不当不当不当不当利得利得利得利得返還請求返還請求返還請求返還請求事事事事

件件件件についてでございますが、県についてでございますが、県についてでございますが、県についてでございますが、県営営営営住宅住宅住宅住宅のののの駐車場駐車場駐車場駐車場使使使使用料用料用料用料につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、先先先先ほほほほどどどどご説明いたしご説明いたしご説明いたしご説明いたし

ましたけれましたけれましたけれましたけれどもどもどもども、県、県、県、県営営営営住宅住宅住宅住宅のののの入入入入居居居居者者者者等で等で等で等で組組組組織織織織されますされますされますされます駐車場駐車場駐車場駐車場管管管管理運理運理運理運営営営営委員会が委員会が委員会が委員会が過過過過去去去去、、、、駐車駐車駐車駐車

場場場場利利利利用用用用に関しまして、県に関しまして、県に関しまして、県に関しまして、県へへへへの正の正の正の正式式式式なななな手手手手続を続を続を続を経経経経ずずずず駐車駐車駐車駐車区区区区画画画画をををを使使使使用用用用していたために、していたために、していたために、していたために、駐車料金駐車料金駐車料金駐車料金

のののの不不不不適適適適正正正正取取取取得得得得がががが売売売売間県間県間県間県営営営営住宅住宅住宅住宅ほか４ほか４ほか４ほか４団団団団地の地の地の地の駐車場駐車場駐車場駐車場管管管管理運理運理運理運営営営営委員会において発委員会において発委員会において発委員会において発生生生生いたしましいたしましいたしましいたしまし

た。この事た。この事た。この事た。この事態態態態を受けまして、県を受けまして、県を受けまして、県を受けまして、県へへへへ納納納納入入入入されなかされなかされなかされなかっっっったたたた金金金金額額額額をををを不当不当不当不当利得利得利得利得としてとしてとしてとして請求請求請求請求をしておりをしておりをしておりをしており

ましたが、ましたが、ましたが、ましたが、話話話話し合いでし合いでし合いでし合いで解解解解決決決決がががが図図図図れないため、れないため、れないため、れないため、記載記載記載記載のののの７７７７つのつのつのつの駐車場駐車場駐車場駐車場管管管管理運理運理運理運営営営営委員会に委員会に委員会に委員会に対対対対しましましましま

してしてしてして訴訴訴訴ええええを提を提を提を提起起起起するするするするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

今今今今度は「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その度は「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その度は「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その度は「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その他他他他（（（（追追追追加提出加提出加提出加提出分分分分））））」の２」の２」の２」の２７７７７ペーペーペーペー

ジ、報第３２ジ、報第３２ジ、報第３２ジ、報第３２号号号号、地、地、地、地方自方自方自方自治治治治法法法法第１８０第１８０第１８０第１８０条条条条第１第１第１第１項項項項の規定にの規定にの規定にの規定によよよよるるるる専決専決専決専決処処処処分分分分の報告についてで、の報告についてで、の報告についてで、の報告についてで、

県県県県営営営営住宅住宅住宅住宅家賃家賃家賃家賃のののの滞滞滞滞納納納納者者者者等に等に等に等に対対対対しますしますしますします住宅住宅住宅住宅明明明明渡渡渡渡等等等等請求請求請求請求申申申申立てに関する立てに関する立てに関する立てに関する訴訟訴訟訴訟訴訟事事事事件件件件についてでごについてでごについてでごについてでご

ざいます。明ざいます。明ざいます。明ざいます。明細細細細は２９ページになります。これは、は２９ページになります。これは、は２９ページになります。これは、は２９ページになります。これは、家賃家賃家賃家賃滞滞滞滞納納納納月月月月数数数数が６が６が６が６カカカカ月月月月以以以以上または上または上または上または滞滞滞滞納納納納

額額額額が２０が２０が２０が２０万万万万円以円以円以円以上の上の上の上の者者者者のうち、特にのうち、特にのうち、特にのうち、特に悪質悪質悪質悪質とととと認認認認められます計６められます計６められます計６められます計６件件件件につきましてにつきましてにつきましてにつきまして住宅住宅住宅住宅の明けの明けの明けの明け渡渡渡渡

し等のし等のし等のし等の請求請求請求請求申申申申し立てをいたしましたので、報告するし立てをいたしましたので、報告するし立てをいたしましたので、報告するし立てをいたしましたので、報告するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

以以以以上で上で上で上で追追追追加提出加提出加提出加提出分分分分のそののそののそののその他他他他予算予算予算予算外外外外議案の説明を議案の説明を議案の説明を議案の説明を終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。

これをこれをこれをこれをももももちましてまちづくり推進局所管、２月定例県議会提出議案の説明をちましてまちづくり推進局所管、２月定例県議会提出議案の説明をちましてまちづくり推進局所管、２月定例県議会提出議案の説明をちましてまちづくり推進局所管、２月定例県議会提出議案の説明を終終終終わります。わります。わります。わります。

ご審議のほご審議のほご審議のほご審議のほどよろどよろどよろどよろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ただいまの説明、報告またはそのただいまの説明、報告またはそのただいまの説明、報告またはそのただいまの説明、報告またはその他他他他の事の事の事の事項項項項をををを含含含含めて、めて、めて、めて、質疑質疑質疑質疑等が等が等が等がああああれれれればばばばご発ご発ご発ご発

言言言言願います。願います。願います。願います。

質問質問質問質問者者者者のののの皆様皆様皆様皆様はははは簡潔簡潔簡潔簡潔、明、明、明、明瞭瞭瞭瞭にお願いいたします。また、にお願いいたします。また、にお願いいたします。また、にお願いいたします。また、理理理理事事事事者者者者のののの皆様皆様皆様皆様におかれましてにおかれましてにおかれましてにおかれましてもももも、、、、

委員の委員の委員の委員の質疑質疑質疑質疑にににに対対対対し、明し、明し、明し、明確確確確かつかつかつかつ簡潔簡潔簡潔簡潔にごにごにごにご答弁答弁答弁答弁をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

それでは、発それでは、発それでは、発それでは、発言言言言をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 土木部とまちづくり推進局について土木部とまちづくり推進局について土木部とまちづくり推進局について土木部とまちづくり推進局について質問質問質問質問をさせていただきます。ページをさせていただきます。ページをさせていただきます。ページをさせていただきます。ページ数数数数でででで

追っ追っ追っ追っておいおいておいおいておいおいておいおい言っ言っ言っ言っていきますので、順ていきますので、順ていきますので、順ていきますので、順次次次次お願いしたいとお願いしたいとお願いしたいとお願いしたいと思思思思います。います。います。います。

最最最最初初初初は「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計は「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計は「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計は「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計

２月補正予算案の概要」１１２月補正予算案の概要」１１２月補正予算案の概要」１１２月補正予算案の概要」１１７７７７ページ、新規事業の県立ページ、新規事業の県立ページ、新規事業の県立ページ、新規事業の県立医医医医大を中心としたまちづくり大を中心としたまちづくり大を中心としたまちづくり大を中心としたまちづくり検討検討検討検討

事業ということで、まちづくり推進局ですけれ事業ということで、まちづくり推進局ですけれ事業ということで、まちづくり推進局ですけれ事業ということで、まちづくり推進局ですけれどもどもどもども、、、、具具具具体的体的体的体的ににににももももう少し、１う少し、１う少し、１う少し、１，，，，７７７７１０１０１０１０万万万万円円円円

ををををどどどどういう予算ういう予算ういう予算ういう予算執執執執行されるのかをお行されるのかをお行されるのかをお行されるのかをお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。

それから、それから、それから、それから、橿橿橿橿原市原市原市原市まちづくり推進まちづくり推進まちづくり推進まちづくり推進道路整備道路整備道路整備道路整備事業では、２月補正とで事業では、２月補正とで事業では、２月補正とで事業では、２月補正とで結結結結構構構構なななな金金金金額額額額になるのになるのになるのになるの
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ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、橿橿橿橿原原原原神神神神宮東宮東宮東宮東口停口停口停口停車場車場車場車場飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥線線線線は、県の大は、県の大は、県の大は、県の大変変変変なななな努努努努力に力に力に力によよよよりましてりましてりましてりまして最最最最後後後後のののの買収買収買収買収をををを

していただいたということで、いしていただいたということで、いしていただいたということで、いしていただいたということで、いよよよよいいいいよよよよこれから発これから発これから発これから発掘掘掘掘や、や、や、や、工工工工事をしていくわけですけれ事をしていくわけですけれ事をしていくわけですけれ事をしていくわけですけれどどどど

もももも、この、この、この、このタイタイタイタイムムムムススススケケケケジジジジュュュュールといいますか、ールといいますか、ールといいますか、ールといいますか、完完完完成年度は成年度は成年度は成年度はどどどどののののよよよようになうになうになうになっっっっていくのかについていくのかについていくのかについていくのかについ

てててて答弁答弁答弁答弁をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

県立県立県立県立医科医科医科医科大学大学大学大学周辺周辺周辺周辺におけるにおけるにおけるにおける橿橿橿橿原市原市原市原市のまちづくり推進のためののまちづくり推進のためののまちづくり推進のためののまちづくり推進のための道路整備道路整備道路整備道路整備で、県立で、県立で、県立で、県立医科医科医科医科大学大学大学大学

附属附属附属附属病院病院病院病院のののの周辺も周辺も周辺も周辺もこの中の予算でこの中の予算でこの中の予算でこの中の予算で道路整備道路整備道路整備道路整備をされていかれるのかをされていかれるのかをされていかれるのかをされていかれるのかどどどどうかというのうかというのうかというのうかというのももももお願いお願いお願いお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。

それから、それから、それから、それから、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道車道車道車道ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、新、新、新、新堂堂堂堂ラララランンンンプからプからプからプから観観観観音寺音寺音寺音寺のとこのとこのとこのところろろろまでは通までは通までは通までは通過過過過しししし

たのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどもどもどもども、その、その、その、その下下下下のののの側道側道側道側道はははは磯磯磯磯城城城城郡郡郡郡川川川川西町西町西町西町、、、、橿橿橿橿原市原市原市原市一一一一町町町町までです。までです。までです。までです。今今今今、、、、橿橿橿橿原市原市原市原市一一一一町町町町

のとこのとこのとこのところろろろでででで高高高高架架架架橋橋橋橋というか、というか、というか、というか、歩歩歩歩道道道道橋橋橋橋をををを建建建建設しているのです。その設しているのです。その設しているのです。その設しているのです。その横横横横ににににＪＡＪＡＪＡＪＡののののセセセセレレレレモニーモニーモニーモニーホホホホ

ールがールがールがールがああああります。そのります。そのります。そのります。その横横横横ののののバイバイバイバイパパパパススススとのつなとのつなとのつなとのつなぎぎぎぎの部の部の部の部分分分分ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、い、い、い、いよよよよいいいいよ調よ調よ調よ調査に査に査に査に入っ入っ入っ入っ

ていただいたということで、このていただいたということで、このていただいたということで、このていただいたということで、この工工工工事の事の事の事の着着着着手手手手といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、今後今後今後今後の予定ということと、その予定ということと、その予定ということと、その予定ということと、そ

れかられかられかられから側道全体側道全体側道全体側道全体はははは今今今今すすすすぐぐぐぐではなく、またではなく、またではなく、またではなく、また後後後後日、日、日、日、私私私私に説明していただいたらとに説明していただいたらとに説明していただいたらとに説明していただいたらと思思思思うのですけうのですけうのですけうのですけ

れれれれどもどもどもども、、、、橿橿橿橿原市原市原市原市新新新新堂堂堂堂からずからずからずからずっっっっとととと側道側道側道側道、、、、下下下下部のとこ部のとこ部のとこ部のところろろろのののの道路道路道路道路のこれからの計のこれからの計のこれからの計のこれからの計画画画画というか、というか、というか、というか、どどどど

ののののよよよようにそのうにそのうにそのうにその側道側道側道側道をまたをまたをまたをまた何何何何年年年年ぐぐぐぐらいでつけていくのか、らいでつけていくのか、らいでつけていくのか、らいでつけていくのか、国国国国土土土土交交交交通通通通省省省省とのとのとのとの兼兼兼兼ねねねね合い合い合い合いもあもあもあもあるとるとるとると

思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、その計、その計、その計、その計画画画画や、またや、またや、またや、また詳細詳細詳細詳細について、について、について、について、後後後後日で日で日で日で結結結結構構構構ですので、そのですので、そのですので、そのですので、その点点点点は説は説は説は説

明をいただきたいと明をいただきたいと明をいただきたいと明をいただきたいと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。

それから、それから、それから、それから、高取バイ高取バイ高取バイ高取バイパパパパスもスもスもスも上上上上辻辻辻辻のとこのとこのとこのところろろろのののの買収買収買収買収ががががああああと少しだとと少しだとと少しだとと少しだと聞聞聞聞いているのですけれいているのですけれいているのですけれいているのですけれどどどど

もももも、実、実、実、実際際際際はははは今今今今どどどどうなうなうなうなっっっっているのか、ているのか、ているのか、ているのか、後後後後ののののトンネトンネトンネトンネル、開きル、開きル、開きル、開きょょょょ、それらの、それらの、それらの、それらの工工工工事の事の事の事の状況状況状況状況、、、、今後今後今後今後のののの

予定、それと、予定、それと、予定、それと、予定、それと、トンネトンネトンネトンネルをルをルをルを掘掘掘掘っっっったら土がたくさん出てきますが、その土のたら土がたくさん出てきますが、その土のたら土がたくさん出てきますが、その土のたら土がたくさん出てきますが、その土の処処処処理理理理ををををどどどどうううう考え考え考え考え

ておられるのか。ちなておられるのか。ちなておられるのか。ちなておられるのか。ちなみみみみにににに近近近近くの清水くの清水くの清水くの清水谷谷谷谷にににに赤赤赤赤坂坂坂坂池池池池というというというという池池池池ががががああああります。地ります。地ります。地ります。地元元元元はそこのはそこのはそこのはそこの埋埋埋埋めめめめ

立てを立てを立てを立てを希希希希望望望望されているのです。そのされているのです。そのされているのです。そのされているのです。その残残残残土土土土処処処処理理理理をそこでをそこでをそこでをそこで公公公公共共共共としてとしてとしてとして整備整備整備整備をしてをしてをしてをしてあげあげあげあげなくてはなくてはなくてはなくては

いけないという要いけないという要いけないという要いけないという要望望望望ががががああああるのですが、るのですが、るのですが、るのですが、桜井桜井桜井桜井土木事務所を通土木事務所を通土木事務所を通土木事務所を通じじじじて上がて上がて上がて上がっっっってきているとてきているとてきているとてきていると思思思思うのうのうのうの

です。そのです。そのです。そのです。その点点点点、県は、県は、県は、県はどどどどののののよよよようにうにうにうに考え考え考え考えておられるのか。ておられるのか。ておられるのか。ておられるのか。

それからそれからそれからそれから電柱電柱電柱電柱のののの無電無電無電無電化化化化を予算で上を予算で上を予算で上を予算で上げげげげられているとられているとられているとられていると思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、明日、明日、明日、明日香香香香村では、村では、村では、村では、

今今今今、明日、明日、明日、明日香香香香村村村村岡岡岡岡というとこというとこというとこというところろろろでででで工工工工事をや事をや事をや事をやっっっっています。そのています。そのています。そのています。そのももももう一う一う一う一方方方方で、で、で、で、飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥大大大大字字字字、実は、実は、実は、実は私私私私

のののの住住住住んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろの大の大の大の大字字字字なのですけれなのですけれなのですけれなのですけれどもどもどもども、そこ、そこ、そこ、そこも初も初も初も初めは、いめは、いめは、いめは、いろろろろいいいいろろろろ二二二二転転転転三三三三転転転転して、して、して、して、電電電電

柱柱柱柱のののの無電無電無電無電化化化化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荒井荒井荒井荒井知事の知事の知事の知事の指指指指示示示示が出されたということで、が出されたということで、が出されたということで、が出されたということで、今今今今、、、、調調調調査に査に査に査に入っ入っ入っ入ったたたた

りしているのです。りしているのです。りしているのです。りしているのです。電柱電柱電柱電柱のののの無電無電無電無電化化化化について、について、について、について、飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥大大大大字字字字のののの電柱電柱電柱電柱地中地中地中地中化化化化についてはについてはについてはについてはどどどどののののよよよようなうなうなうな

状況状況状況状況になになになになっっっっているのか。ているのか。ているのか。ているのか。
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たまたま明日たまたま明日たまたま明日たまたま明日香香香香ということで、ということで、ということで、ということで、ももももう一う一う一う一方方方方、これはまちづくり推進局ですけれ、これはまちづくり推進局ですけれ、これはまちづくり推進局ですけれ、これはまちづくり推進局ですけれどもどもどもども、、、、先先先先ほほほほ

どどどど飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥京跡京跡京跡京跡苑苑苑苑池池池池について説明がについて説明がについて説明がについて説明があああありりりり、、、、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平

成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」３５ページ等に成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」３５ページ等に成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」３５ページ等に成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」３５ページ等にもももも出てきましたけれ出てきましたけれ出てきましたけれ出てきましたけれ

どもどもどもども、４、４、４、４，，，，００００００００００００万万万万円円円円余余余余の予算をの予算をの予算をの予算を組組組組んでおられます。この中に実施設計というのがんでおられます。この中に実施設計というのがんでおられます。この中に実施設計というのがんでおられます。この中に実施設計というのが入っ入っ入っ入ってててて

いるのですけれいるのですけれいるのですけれいるのですけれどもどもどもども、実、実、実、実際際際際このこのこのこの金金金金額額額額でででで何何何何をされて、実施設計はをされて、実施設計はをされて、実施設計はをされて、実施設計は組組組組まれるのかまれるのかまれるのかまれるのかどどどどうかをおうかをおうかをおうかをお聞聞聞聞

きいたしたい。きいたしたい。きいたしたい。きいたしたい。

それから、いそれから、いそれから、いそれから、いろろろろいいいいろろろろな事業をしていくのに、本会議の代な事業をしていくのに、本会議の代な事業をしていくのに、本会議の代な事業をしていくのに、本会議の代表質問表質問表質問表質問ででででもももも最最最最後後後後大庭土木部長に大庭土木部長に大庭土木部長に大庭土木部長に

言言言言いましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、、、、今今今今回の補正予算で回の補正予算で回の補正予算で回の補正予算で莫莫莫莫大な大な大な大な公公公公共共共共事業が事業が事業が事業が執執執執行されていくわけですけれ行されていくわけですけれ行されていくわけですけれ行されていくわけですけれどどどど

もももも、、、、最最最最前前前前線線線線でやでやでやでやっっっっていくのは県の土木事務所のていくのは県の土木事務所のていくのは県の土木事務所のていくのは県の土木事務所のメンバメンバメンバメンバーでーでーでーでああああるわけです。そのるわけです。そのるわけです。そのるわけです。その点点点点、平成２、平成２、平成２、平成２

５年度の人事について、土木部として土木事務所に５年度の人事について、土木部として土木事務所に５年度の人事について、土木部として土木事務所に５年度の人事について、土木部として土木事務所に対対対対する人事する人事する人事する人事配配配配置を置を置を置をどどどどののののよよよようにうにうにうに考え考え考え考えておておておてお

られるのか、平たくられるのか、平たくられるのか、平たくられるのか、平たく言えば言えば言えば言えば、、、、どどどどののののよよよように、うに、うに、うに、どどどどれだけふやしていれだけふやしていれだけふやしていれだけふやしていっっっっててててあげあげあげあげられるのかというられるのかというられるのかというられるのかという

部部部部分も分も分も分もおおおお聞聞聞聞かせを願いたいとかせを願いたいとかせを願いたいとかせを願いたいと思思思思います。います。います。います。

それからそれからそれからそれからああああとは、ほかのとは、ほかのとは、ほかのとは、ほかの方方方方がががが後後後後ほほほほどどどど質問質問質問質問されたら、そのされたら、そのされたら、そのされたら、その質問質問質問質問にににに答答答答ええええていただいたらていただいたらていただいたらていただいたら結結結結構構構構

かとかとかとかと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、、、、ももももしししし後後後後ほほほほどどどど質問質問質問質問をされなかをされなかをされなかをされなかっっっったら、たら、たら、たら、後後後後日で日で日で日で結結結結構構構構ですのでですのでですのでですので、、、、「平「平「平「平

成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算

案の概要」２９ページの案の概要」２９ページの案の概要」２９ページの案の概要」２９ページの自自自自転転転転車車車車利利利利用促用促用促用促進事業、それから１０９ページ、１４８ページの通進事業、それから１０９ページ、１４８ページの通進事業、それから１０９ページ、１４８ページの通進事業、それから１０９ページ、１４８ページの通

学学学学路路路路のののの整備整備整備整備のののの状況状況状況状況、計、計、計、計画画画画をををを把握把握把握把握したいので、したいので、したいので、したいので、よろよろよろよろしくお願いいたしたいとしくお願いいたしたいとしくお願いいたしたいとしくお願いいたしたいと思思思思います。います。います。います。

最最最最後後後後に、南部振興に、南部振興に、南部振興に、南部振興課課課課ににににもももも一つ一つ一つ一つ質問質問質問質問をさせていただきたいのですけれをさせていただきたいのですけれをさせていただきたいのですけれをさせていただきたいのですけれどもどもどもども、、、、「平成２５年「平成２５年「平成２５年「平成２５年

度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概

要」１３要」１３要」１３要」１３７７７７ページの新規事業、新たなページの新規事業、新たなページの新規事業、新たなページの新規事業、新たなタタタターーーーゲット魅ゲット魅ゲット魅ゲット魅力発力発力発力発信信信信事業ということで事業ということで事業ということで事業ということで富裕層富裕層富裕層富裕層というというというという

言言言言葉葉葉葉がががが入っ入っ入っ入っているのですけているのですけているのですけているのですけどもどもどもども、、、、具具具具体的体的体的体的ににににどどどどういうとこういうとこういうとこういうところへろへろへろへこのこのこのこの富裕層富裕層富裕層富裕層というのをというのをというのをというのを考え考え考え考えてててて

おられるのか。おられるのか。おられるのか。おられるのか。富裕層富裕層富裕層富裕層といといといといっっっったら中たら中たら中たら中国国国国人のことが直に人のことが直に人のことが直に人のことが直に富裕層富裕層富裕層富裕層とととと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどど、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく

日本人のことだと日本人のことだと日本人のことだと日本人のことだと思思思思うのですが、それをうのですが、それをうのですが、それをうのですが、それを聞聞聞聞かせていただきたいとかせていただきたいとかせていただきたいとかせていただきたいと思思思思います。います。います。います。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○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 県立県立県立県立医医医医大を中心としたまちづくりの事業の、平成２５年度大を中心としたまちづくりの事業の、平成２５年度大を中心としたまちづくりの事業の、平成２５年度大を中心としたまちづくりの事業の、平成２５年度

の予算は、の予算は、の予算は、の予算は、どどどどういうういうういうういう内内内内容容容容なのかというごなのかというごなのかというごなのかというご質問質問質問質問でございます。でございます。でございます。でございます。

県立県立県立県立医科医科医科医科大学大学大学大学周辺周辺周辺周辺のののの移転移転移転移転をををを契機契機契機契機としたまちづくりにつきましては、としたまちづくりにつきましては、としたまちづくりにつきましては、としたまちづくりにつきましては、橿橿橿橿原市原市原市原市ととととももももずずずずっっっっと協と協と協と協

議をしているとこ議をしているとこ議をしているとこ議をしているところろろろでございます。これまでにでございます。これまでにでございます。これまでにでございます。これまでに橿橿橿橿原市原市原市原市との間でとの間でとの間でとの間で医療医療医療医療やややや健健健健康づくりのまちづ康づくりのまちづ康づくりのまちづ康づくりのまちづ

くり、それからくり、それからくり、それからくり、それから産産産産学連学連学連学連携携携携のまちづくりでのまちづくりでのまちづくりでのまちづくりでああああるというるというるというるという方方方方向向向向性性性性について、おおについて、おおについて、おおについて、おおむねむねむねむね一一一一致致致致しまししまししまししまし

た。それで、平成２５年度た。それで、平成２５年度た。それで、平成２５年度た。それで、平成２５年度以降以降以降以降、、、、具具具具体的体的体的体的ににににどどどどこのこのこのこのエリエリエリエリアをアをアをアを対対対対象象象象にしていくかでにしていくかでにしていくかでにしていくかでああああるとか、るとか、るとか、るとか、
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ああああるいはるいはるいはるいは導導導導入入入入するするするする機機機機能能能能ということで、例ということで、例ということで、例ということで、例えば在宅えば在宅えば在宅えば在宅医療医療医療医療のののの拠拠拠拠点み点み点み点みたいなたいなたいなたいなもももものがそこにのがそこにのがそこにのがそこに必必必必要な要な要な要な

のか、のか、のか、のか、ああああるいは、地域るいは、地域るいは、地域るいは、地域包括包括包括包括支援の支援の支援の支援の拠拠拠拠点み点み点み点みたいなたいなたいなたいなもももものがのがのがのが必必必必要なのか、要なのか、要なのか、要なのか、ああああるいはるいはるいはるいは買買買買い物等、そい物等、そい物等、そい物等、そ

ういうういうういうういう生生生生活の活の活の活の利便利便利便利便施設が施設が施設が施設が必必必必要なのか、さらには、例要なのか、さらには、例要なのか、さらには、例要なのか、さらには、例えば高えば高えば高えば高齢齢齢齢者用者用者用者用のののの住宅住宅住宅住宅ででででああああるとか、るとか、るとか、るとか、住宅住宅住宅住宅

についてについてについてについてもももも、、、、どどどどういういういういっっっったたたた方々方々方々方々向けの向けの向けの向けの住宅住宅住宅住宅をををを主主主主にしていくのかと、それからにしていくのかと、それからにしていくのかと、それからにしていくのかと、それから交交交交通の通の通の通の結節結節結節結節点点点点とととと

いういういういう意意意意味味味味では、新では、新では、新では、新駅駅駅駅の設置のの設置のの設置のの設置の可能可能可能可能性も含性も含性も含性も含めて、そのめて、そのめて、そのめて、そのよよよようなことにつきましてうなことにつきましてうなことにつきましてうなことにつきまして検討検討検討検討をしてまをしてまをしてまをしてま

いりたいといりたいといりたいといりたいと思思思思っっっっております。そういております。そういております。そういております。そういっっっったたたた意意意意味味味味で、で、で、で、今今今今申申申申し上し上し上し上げげげげましたましたましたました導導導導入機入機入機入機能能能能でででであああありますとりますとりますとりますと

か、か、か、か、ああああるいは、そこでの土地るいは、そこでの土地るいは、そこでの土地るいは、そこでの土地利利利利用用用用のののの可能可能可能可能性性性性につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、橿橿橿橿原市原市原市原市とととともももも十十十十分分分分協議をしながら、協議をしながら、協議をしながら、協議をしながら、

構構構構想想想想の案をまとめていくためのの案をまとめていくためのの案をまとめていくためのの案をまとめていくための調調調調査事業でございます。査事業でございます。査事業でございます。査事業でございます。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。

○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 道路整備道路整備道路整備道路整備につきましてにつきましてにつきましてにつきまして幾幾幾幾つかごつかごつかごつかご質問質問質問質問をいただきましたので、おをいただきましたので、おをいただきましたので、おをいただきましたので、お答答答答ええええ

をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

まずまずまずまず最最最最初初初初は、は、は、は、橿橿橿橿原原原原神神神神宮東宮東宮東宮東口停口停口停口停車場車場車場車場飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥線線線線のののの状況状況状況状況ということでございます。ということでございます。ということでございます。ということでございます。

山本委員からご発山本委員からご発山本委員からご発山本委員からご発言言言言いただきましたとおり、いただきましたとおり、いただきましたとおり、いただきましたとおり、用用用用地地地地買収買収買収買収が一部ずが一部ずが一部ずが一部ずっっっっとととと難難難難航航航航していたしていたしていたしていたもももものが、のが、のが、のが、

よよよようやくうやくうやくうやく買収買収買収買収のめのめのめのめどどどどが立ちまして、これまでが立ちまして、これまでが立ちまして、これまでが立ちまして、これまで難難難難航航航航していたしていたしていたしていた用用用用地は３地は３地は３地は３件件件件ございましたけれございましたけれございましたけれございましたけれどどどど

もももも、２、２、２、２件件件件についてはについてはについてはについてはももももうううう契契契契約約約約も終も終も終も終わわわわっっっっております。ております。ております。ております。残残残残り１り１り１り１件件件件につきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも買収買収買収買収の合の合の合の合意意意意はははは

得得得得られておりまして、られておりまして、られておりまして、られておりまして、現在現在現在現在、、、、必必必必要な要な要な要な相相相相手手手手方方方方のののの手手手手続が続が続が続が完了次完了次完了次完了次第、第、第、第、契契契契約約約約ということで動いておということで動いておということで動いておということで動いてお

りますので、りますので、りますので、りますので、用用用用地地地地買収買収買収買収のののの手手手手続を続を続を続を終え終え終え終えて、これから事業実施にて、これから事業実施にて、これから事業実施にて、これから事業実施にどどどどんんんんどどどどんんんん入っ入っ入っ入っていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思

っっっってます。てます。てます。てます。

ただ、ただ、ただ、ただ、完完完完成成成成時時時時期期期期というごというごというごというご質問質問質問質問でしたけれでしたけれでしたけれでしたけれどもどもどもども、まず、、まず、、まず、、まず、埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文化文化文化文化財財財財調調調調査から査から査から査から入入入入るるるる必必必必要が要が要が要がああああ

りますので、りますので、りますので、りますので、今今今今のののの時点時点時点時点で明で明で明で明示示示示的的的的にいつにいつにいつにいつ完完完完成ということはまだ成ということはまだ成ということはまだ成ということはまだ決決決決ままままっっっっていないていないていないていない状況状況状況状況です。いです。いです。いです。い

ずれにしてずれにしてずれにしてずれにしてもももも、、、、用用用用地地地地買収買収買収買収後後後後、速やかに、速やかに、速やかに、速やかに埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文化文化文化文化財財財財調調調調査を進め、その査を進め、その査を進め、その査を進め、その後後後後、速やかに、速やかに、速やかに、速やかに工工工工事に事に事に事に入入入入

っっっって、長くしている事業でて、長くしている事業でて、長くしている事業でて、長くしている事業でもあもあもあもありますので、りますので、りますので、りますので、早早早早期期期期完了完了完了完了をををを目指目指目指目指してしてしてして頑張頑張頑張頑張っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考え

ております。ております。ております。ております。

それから、２つそれから、２つそれから、２つそれから、２つ目目目目、県立、県立、県立、県立医科医科医科医科大学大学大学大学附属附属附属附属病院病院病院病院周辺周辺周辺周辺のののの道路整備道路整備道路整備道路整備は、は、は、は、どどどどうなうなうなうなっっっっているのかといているのかといているのかといているのかとい

うことでうことでうことでうことであっあっあっあったとたとたとたと思思思思います。います。います。います。

県立県立県立県立医科医科医科医科大学大学大学大学附属附属附属附属医医医医大大大大病院病院病院病院のののの周辺周辺周辺周辺のののの道路整備道路整備道路整備道路整備のののの観点観点観点観点からいきますと、そのすからいきますと、そのすからいきますと、そのすからいきますと、そのすぐぐぐぐ南南南南側側側側の小の小の小の小

房房房房交交交交差差差差点点点点は、県のは、県のは、県のは、県の渋滞ポイント渋滞ポイント渋滞ポイント渋滞ポイントになになになになっっっっており、ここのており、ここのており、ここのており、ここの検討検討検討検討がががが必必必必要で要で要で要であろあろあろあろうとうとうとうと考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

して、これはして、これはして、これはして、これは医科医科医科医科大学のまちづくりと大学のまちづくりと大学のまちづくりと大学のまちづくりとああああわせて、そのわせて、そのわせて、そのわせて、その交交交交差差差差点点点点のののの渋滞解消渋滞解消渋滞解消渋滞解消ということについということについということについということについ

ててててもももも、、、、どどどどういういういういっっっったことができるかというたことができるかというたことができるかというたことができるかという検討検討検討検討を一を一を一を一緒緒緒緒に行に行に行に行っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

既既既既にににに渋滞ポイント渋滞ポイント渋滞ポイント渋滞ポイントとしては前からとしては前からとしては前からとしては前から認認認認知しておりますので、す知しておりますので、す知しておりますので、す知しておりますので、すぐぐぐぐできることとしてできることとしてできることとしてできることとして右折右折右折右折レレレレーーーー

ンンンンのののの区区区区画線画線画線画線をををを多多多多少少少少引引引引き直して、き直して、き直して、き直して、白白白白線線線線をををを引引引引き直してき直してき直してき直して延延延延長するという速長するという速長するという速長するという速効効効効対策対策対策対策については平成については平成については平成については平成



---- 22222222 ----

２４年度や２４年度や２４年度や２４年度やっっっってまいりましたけれてまいりましたけれてまいりましたけれてまいりましたけれどもどもどもども、それ、それ、それ、それ以以以以外外外外のののの対策対策対策対策について、まちづくりと一について、まちづくりと一について、まちづくりと一について、まちづくりと一体的体的体的体的なななな

そのそのそのその点点点点のののの取取取取りりりり組み組み組み組みとしてとしてとしてとしてどどどどういうことができるかというのをういうことができるかというのをういうことができるかというのをういうことができるかというのを橿橿橿橿原市原市原市原市とととともももも連連連連携携携携してしてしてして検討検討検討検討してしてしてして

いきたいといきたいといきたいといきたいと考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それから３それから３それから３それから３点目点目点目点目、、、、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道側道車道側道車道側道車道側道のののの橿橿橿橿原市原市原市原市一一一一町町町町の県の県の県の県道道道道のアクのアクのアクのアクセセセセス道路ス道路ス道路ス道路のののの整備整備整備整備についについについについ

てのごてのごてのごてのご質問質問質問質問でででであっあっあっあったかとたかとたかとたかと思思思思います。います。います。います。

これは県でこれは県でこれは県でこれは県で検討検討検討検討を進めてまいりましたが、県を進めてまいりましたが、県を進めてまいりましたが、県を進めてまいりましたが、県道道道道橿橿橿橿原高取線原高取線原高取線原高取線からからからから側道側道側道側道につながるにつながるにつながるにつながる短短短短いいいい区区区区間間間間

ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、平成２５年度から事業、平成２５年度から事業、平成２５年度から事業、平成２５年度から事業化化化化をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考え考え考え考えております。これております。これております。これております。これもももも、まず、まず、まず、まず

はははは用用用用地地地地買収買収買収買収をさせていただいて、そのをさせていただいて、そのをさせていただいて、そのをさせていただいて、その後後後後、、、、埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文化文化文化文化財財財財のののの調調調調査が査が査が査が必必必必要な要な要な要なもももものですから、のですから、のですから、のですから、完完完完成成成成

時時時時期期期期がいつかということでがいつかということでがいつかということでがいつかということであああありましたけれりましたけれりましたけれりましたけれどもどもどもども、まだ、まだ、まだ、まだ固固固固ままままっっっっておりません。ただ、いずれておりません。ただ、いずれておりません。ただ、いずれておりません。ただ、いずれ

にしてにしてにしてにしてもももも平成２５年度から平成２５年度から平成２５年度から平成２５年度から早早早早速速速速用用用用地地地地交交交交渉渉渉渉にににに入入入入らせていただきたいとらせていただきたいとらせていただきたいとらせていただきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

側道全体側道全体側道全体側道全体については、については、については、については、申申申申しわけしわけしわけしわけあああありませんが、直りませんが、直りませんが、直りませんが、直轄轄轄轄のののの方方方方ににににもももも確確確確認認認認して、して、して、して、後後後後日またご報告日またご報告日またご報告日またご報告

させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。

それから、それから、それから、それから、高取バイ高取バイ高取バイ高取バイパパパパススススについてごについてごについてごについてご質問質問質問質問がございました。がございました。がございました。がございました。

高取バイ高取バイ高取バイ高取バイパパパパススススにつきましては、平成２４年４月、につきましては、平成２４年４月、につきましては、平成２４年４月、につきましては、平成２４年４月、暫暫暫暫定定定定供用供用供用供用いたしましたけれいたしましたけれいたしましたけれいたしましたけれどもどもどもども、、、、今今今今、、、、

暫暫暫暫定定定定供用供用供用供用しているその南しているその南しているその南しているその南側側側側のののの区区区区間で、平成２４年度から間で、平成２４年度から間で、平成２４年度から間で、平成２４年度から橋橋橋橋りりりりょょょょうううう工工工工事や事や事や事やトンネトンネトンネトンネルの明かりルの明かりルの明かりルの明かり

部の部の部の部の工工工工事、事、事、事、松松松松山山山山高高高高架架架架橋橋橋橋のののの工工工工事に事に事に事に入っ入っ入っ入っております。それで、ております。それで、ております。それで、ております。それで、今後今後今後今後、ここにつきましては、ま、ここにつきましては、ま、ここにつきましては、ま、ここにつきましては、ま

ずずずず橋橋橋橋りりりりょょょょうううう工工工工事が事が事が事があっあっあっあって、その南て、その南て、その南て、その南側側側側にはにはにはにはトンネトンネトンネトンネルがルがルがルがあっあっあっあって、さらにて、さらにて、さらにて、さらにトンネトンネトンネトンネルを出たら、かルを出たら、かルを出たら、かルを出たら、か

なり大規なり大規なり大規なり大規模模模模な土な土な土な土工工工工ががががああああるというるというるというるという非非非非常常常常に大規に大規に大規に大規模模模模なななな工工工工事で、事で、事で、事で、非非非非常常常常にににに複複複複雑雑雑雑なななな工工工工程になりますけれ程になりますけれ程になりますけれ程になりますけれ

どもどもどもども、うまく、うまく、うまく、うまく調整調整調整調整しながらやしながらやしながらやしながらやっっっっていかなけれていかなけれていかなけれていか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思思思思っっっっています。ています。ています。ています。

まずはこれまずはこれまずはこれまずはこれもももも特に土特に土特に土特に土工工工工区区区区間で間で間で間で用用用用地地地地買収買収買収買収をさせていただかないといけないのですけれをさせていただかないといけないのですけれをさせていただかないといけないのですけれをさせていただかないといけないのですけれどもどもどもども、、、、

そのそのそのその用用用用地地地地買収買収買収買収交交交交渉渉渉渉ののののテテテテーーーーブブブブルに平成２４年にルに平成２４年にルに平成２４年にルに平成２４年に着着着着けるけるけるけるよよよようになうになうになうになっっっったということですので、たということですので、たということですので、たということですので、用用用用

地地地地買収買収買収買収のののの交交交交渉渉渉渉をさせていただいて、をさせていただいて、をさせていただいて、をさせていただいて、全体全体全体全体のののの工工工工程を程を程を程を調整調整調整調整しながらしながらしながらしながら工工工工事を進めていきたいと事を進めていきたいと事を進めていきたいと事を進めていきたいと考考考考

ええええております。ております。ております。ております。

それで、それで、それで、それで、将将将将来的来的来的来的に、特に一に、特に一に、特に一に、特に一番番番番南南南南側側側側ではかなり土ではかなり土ではかなり土ではかなり土工工工工が発が発が発が発生生生生しますので、しますので、しますので、しますので、残残残残土が出てくると土が出てくると土が出てくると土が出てくると

いういういういう話話話話ででででああああります。それで、地ります。それで、地ります。それで、地ります。それで、地元元元元からからからからもももも一部その一部その一部その一部その残残残残土の受け土の受け土の受け土の受け入入入入れ要れ要れ要れ要望望望望ががががああああるというおるというおるというおるというお話話話話もももも

伺伺伺伺っっっっておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれどもどもどもども、、、、全体全体全体全体のののの工工工工程の中で、まだ程の中で、まだ程の中で、まだ程の中で、まだどどどどこでそのこでそのこでそのこでその残残残残土を土を土を土を処処処処分分分分するかというのするかというのするかというのするかというの

をををを決決決決めてはおりませんが、これからめてはおりませんが、これからめてはおりませんが、これからめてはおりませんが、これからもももも非非非非常常常常にににに複複複複雑雑雑雑なななな工工工工程になること程になること程になること程になることもあもあもあもありますし、りますし、りますし、りますし、全体工全体工全体工全体工

程の中で程の中で程の中で程の中でどどどどののののよよよようにそのうにそのうにそのうにその残残残残土の土の土の土の処処処処理理理理をしていくのかはをしていくのかはをしていくのかはをしていくのかは今後今後今後今後検討検討検討検討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ならないならないならない

とととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。
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○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 まず１まず１まず１まず１点目点目点目点目のののの電電電電線線線線地中地中地中地中化化化化のののの件件件件でございます。でございます。でございます。でございます。

県では県では県では県では歴歴歴歴史史史史的的的的景景景景観観観観保保保保全全全全地地地地区区区区におけるにおけるにおけるにおける景景景景観観観観形形形形成に成に成に成に必必必必要な地域ということで、一要な地域ということで、一要な地域ということで、一要な地域ということで、一応応応応平平平平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡、、、、

奈良奈良奈良奈良公園周辺公園周辺公園周辺公園周辺、それと、それと、それと、それと飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥周辺周辺周辺周辺をををを位位位位置づけしておりまして、置づけしておりまして、置づけしておりまして、置づけしておりまして、飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥周辺周辺周辺周辺でいきますと、でいきますと、でいきますと、でいきますと、橿橿橿橿原原原原

神神神神宮東宮東宮東宮東口停口停口停口停車場車場車場車場飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥線線線線の明日の明日の明日の明日香香香香村村村村飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどもどもどもども、、、、約約約約４００４００４００４００メメメメーーーートトトトルルルル区区区区間にわ間にわ間にわ間にわ

たりまして平成２２年度からたりまして平成２２年度からたりまして平成２２年度からたりまして平成２２年度から着着着着手手手手しまして、しまして、しまして、しまして、現在現在現在現在詳細詳細詳細詳細設計等をや設計等をや設計等をや設計等をやっっっっているとこているとこているとこているところろろろでございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

山本委員ご山本委員ご山本委員ご山本委員ご指指指指摘摘摘摘のとこのとこのとこのところろろろは、この４００は、この４００は、この４００は、この４００メメメメーーーートトトトルにルにルにルに入入入入るかるかるかるかどどどどうか、またうか、またうか、またうか、また後後後後日日日日確確確確認認認認させてさせてさせてさせて

いただきまして、説明をさせていただきたいといただきまして、説明をさせていただきたいといただきまして、説明をさせていただきたいといただきまして、説明をさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。

それと、それと、それと、それと、自自自自転転転転車車車車利利利利用促用促用促用促進事業でございます。奈良県進事業でございます。奈良県進事業でございます。奈良県進事業でございます。奈良県自自自自転転転転車車車車利利利利用促用促用促用促進計進計進計進計画画画画を平成２２年度を平成２２年度を平成２２年度を平成２２年度

にににに策策策策定しまして、これに定しまして、これに定しまして、これに定しまして、これに基基基基づきまして、づきまして、づきまして、づきまして、安全安全安全安全、、、、快適快適快適快適でわかりやすいでわかりやすいでわかりやすいでわかりやすい自自自自転転転転車車車車利利利利用ネットワ用ネットワ用ネットワ用ネットワーーーー

クをクをクをクを構築構築構築構築するするするするハハハハーーーードドドド施施施施策策策策、、、、自自自自転転転転車車車車をををを利利利利用用用用しやすいしやすいしやすいしやすい環境環境環境環境をををを創創創創出する出する出する出するソソソソフトフトフトフト施施施施策策策策ををををああああわせて実わせて実わせて実わせて実

施してきているとこ施してきているとこ施してきているとこ施してきているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

まずまずまずまずハハハハーーーードドドド施施施施策策策策につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、約約約約６００６００６００６００キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルに及びます広域ルに及びます広域ルに及びます広域ルに及びます広域周遊ネットワ周遊ネットワ周遊ネットワ周遊ネットワーーーー

クをクをクをクを策策策策定いたしまして、定いたしまして、定いたしまして、定いたしまして、段差段差段差段差のののの解消解消解消解消やややや注注注注意意意意喚起喚起喚起喚起及び案及び案及び案及び案内内内内誘誘誘誘導導導導ササササインインインインの設置等をやの設置等をやの設置等をやの設置等をやっっっっておりておりておりており

平成２４年度までに平成２４年度までに平成２４年度までに平成２４年度までに約約約約１２０１２０１２０１２０キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルをルをルをルを整備整備整備整備したとこしたとこしたとこしたところろろろでございます。補正予算等でございます。補正予算等でございます。補正予算等でございます。補正予算等もももも

活活活活用用用用しまして、一しまして、一しまして、一しまして、一応応応応平成２５年度には概成したいということで平成２５年度には概成したいということで平成２５年度には概成したいということで平成２５年度には概成したいということで取取取取りりりり組み組み組み組みを進めているとこを進めているとこを進めているとこを進めているとこ

ろろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それから、通学それから、通学それから、通学それから、通学路路路路のののの緊急緊急緊急緊急点検点検点検点検にににに伴伴伴伴います通学います通学います通学います通学路路路路の事業でございます。の事業でございます。の事業でございます。の事業でございます。

県では２１６校小学校ございますけれ県では２１６校小学校ございますけれ県では２１６校小学校ございますけれ県では２１６校小学校ございますけれどもどもどもども、通学、通学、通学、通学路路路路のののの点検点検点検点検をしまして、をしまして、をしまして、をしまして、最最最最終的終的終的終的にににに危険危険危険危険箇箇箇箇

所１所１所１所１，，，，４４４４７７７７３３３３カカカカ所を所を所を所を抽抽抽抽出いたしまして、出いたしまして、出いたしまして、出いたしまして、詳細詳細詳細詳細にににに検討検討検討検討をいたしましたとこをいたしましたとこをいたしましたとこをいたしましたところろろろ、、、、対策必対策必対策必対策必要要要要箇箇箇箇所所所所

が１が１が１が１，，，，３４１３４１３４１３４１カカカカ所はございました。所はございました。所はございました。所はございました。対策必対策必対策必対策必要要要要箇箇箇箇所の所の所の所の主主主主なななな対策対策対策対策のののの内内内内容容容容でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、側側側側溝溝溝溝

のふたがけやのふたがけやのふたがけやのふたがけや防防防防護護護護さくの設置、さくの設置、さくの設置、さくの設置、路路路路肩肩肩肩ののののカカカカラーラーラーラー舗装舗装舗装舗装等の速等の速等の速等の速効効効効対策対策対策対策を実施しているとこを実施しているとこを実施しているとこを実施しているところろろろでごでごでごでご

ざいます。こうした速ざいます。こうした速ざいます。こうした速ざいます。こうした速効効効効対策対策対策対策につきましては、平成２４年度２月の補正予算を活につきましては、平成２４年度２月の補正予算を活につきましては、平成２４年度２月の補正予算を活につきましては、平成２４年度２月の補正予算を活用用用用いたしいたしいたしいたし

まして平成２５年度中のまして平成２５年度中のまして平成２５年度中のまして平成２５年度中の完了完了完了完了をををを目指目指目指目指していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

ああああと、と、と、と、対策対策対策対策の実施との実施との実施との実施と並並並並行いたしまして奈良県通学行いたしまして奈良県通学行いたしまして奈良県通学行いたしまして奈良県通学路安全対策路安全対策路安全対策路安全対策推進会議を平成２５年１月推進会議を平成２５年１月推進会議を平成２５年１月推進会議を平成２５年１月

に設置しまして、通学に設置しまして、通学に設置しまして、通学に設置しまして、通学路路路路のののの安全安全安全安全をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための望望望望ましい通学ましい通学ましい通学ましい通学路路路路ののののあああありりりり方方方方やややや具具具具体的体的体的体的なななな対策対策対策対策をををを

検討検討検討検討して、して、して、して、今後今後今後今後、県、県、県、県内内内内をををを７ブ７ブ７ブ７ブロロロロッッッック、土木事務所ク、土木事務所ク、土木事務所ク、土木事務所単位単位単位単位になりますけれになりますけれになりますけれになりますけれどもどもどもども、地域会議で、地域会議で、地域会議で、地域会議で対対対対

策策策策ののののフフフフォォォォローアローアローアローアッッッップや、さらなるプや、さらなるプや、さらなるプや、さらなる検討検討検討検討を進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいと考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろでございまでございまでございまでございま

す。す。す。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。

○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長 飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥京京京京苑苑苑苑池池池池のののの整備整備整備整備につきまして予算計上をされているが、につきまして予算計上をされているが、につきまして予算計上をされているが、につきまして予算計上をされているが、
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今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組み組み組み組み、特に実施設計等を、特に実施設計等を、特に実施設計等を、特に実施設計等をどどどどうするのかというおうするのかというおうするのかというおうするのかというお問問問問い合わせでございました。い合わせでございました。い合わせでございました。い合わせでございました。

飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥京京京京苑苑苑苑池池池池につきましては、平成１５年に史につきましては、平成１５年に史につきましては、平成１５年に史につきましては、平成１５年に史跡跡跡跡名名名名勝勝勝勝にににに指指指指定されておりまして、一部の土定されておりまして、一部の土定されておりまして、一部の土定されておりまして、一部の土

地は地は地は地は既既既既にににに古古古古都都都都保保保保存法存法存法存法にににによっよっよっよってててて公公公公有有有有地地地地化化化化されております。されております。されております。されております。現在現在現在現在、８、８、８、８割割割割のののの用用用用地を地を地を地を取取取取得得得得しているしているしているしている

とことことこところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。未未未未取取取取得得得得の土地につきましては、の土地につきましては、の土地につきましては、の土地につきましては、現在現在現在現在、、、、文化文化文化文化財財財財部局を中心にご協力の部局を中心にご協力の部局を中心にご協力の部局を中心にご協力の

お願いをしているとこお願いをしているとこお願いをしているとこお願いをしているところろろろとととと伺伺伺伺っっっっております。ております。ております。ております。

飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥京京京京苑苑苑苑池池池池のののの整備整備整備整備につきましては、平成２３年１２月に史につきましては、平成２３年１２月に史につきましては、平成２３年１２月に史につきましては、平成２３年１２月に史跡跡跡跡及び名及び名及び名及び名勝勝勝勝飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥京跡京跡京跡京跡苑苑苑苑池保池保池保池保存存存存

整備基整備基整備基整備基本本本本構構構構想想想想としてとしてとしてとして取取取取りまとめられたりまとめられたりまとめられたりまとめられた構構構構想想想想がございますが、平成２４年度はこのがございますが、平成２４年度はこのがございますが、平成２４年度はこのがございますが、平成２４年度はこの構構構構想想想想や、や、や、や、

それから発それから発それから発それから発掘掘掘掘調調調調査の成査の成査の成査の成果果果果をををを踏踏踏踏ままままええええまして、新たに設置いたしました史まして、新たに設置いたしました史まして、新たに設置いたしました史まして、新たに設置いたしました史跡跡跡跡及び名及び名及び名及び名勝勝勝勝飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥京跡京跡京跡京跡

苑苑苑苑池保池保池保池保存整備存整備存整備存整備・活・活・活・活用検討用検討用検討用検討委員会というとこ委員会というとこ委員会というとこ委員会というところろろろでごでごでごでご意見意見意見意見をおをおをおをお伺伺伺伺いしながら、いしながら、いしながら、いしながら、基基基基本計本計本計本計画画画画及び及び及び及び基基基基

本設計に本設計に本設計に本設計に着着着着手手手手をいたしましたとこをいたしましたとこをいたしましたとこをいたしましたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

史史史史跡跡跡跡及び名及び名及び名及び名勝勝勝勝飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥京跡京跡京跡京跡苑苑苑苑池保池保池保池保存整備存整備存整備存整備・活・活・活・活用検討用検討用検討用検討委員会はこれまで３回開催いたしまして、委員会はこれまで３回開催いたしまして、委員会はこれまで３回開催いたしまして、委員会はこれまで３回開催いたしまして、

遺遺遺遺構構構構展展展展示示示示のののの方法方法方法方法、活、活、活、活用用用用、管、管、管、管理理理理計計計計画画画画、、、、植栽植栽植栽植栽計計計計画画画画ななななどどどどについてさまざまなごについてさまざまなごについてさまざまなごについてさまざまなご意見意見意見意見をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて

おりまして、おりまして、おりまして、おりまして、整備整備整備整備にににに当当当当たたたたっっっってのてのてのての課題課題課題課題をををを検討検討検討検討するために、平成２５年度するために、平成２５年度するために、平成２５年度するために、平成２５年度も引も引も引も引き続き委員会をき続き委員会をき続き委員会をき続き委員会を

開催することにしております。開催することにしております。開催することにしております。開催することにしております。

平成２５年度につきましては、平成２５年度につきましては、平成２５年度につきましては、平成２５年度につきましては、現現現現地地地地測測測測量量量量ややややボボボボーーーーリンリンリンリンググググ調調調調査、それから設計、この設計の査、それから設計、この設計の査、それから設計、この設計の査、それから設計、この設計の

中中中中身身身身は、は、は、は、先先先先ほほほほど申ど申ど申ど申し上し上し上し上げげげげたとおり、たとおり、たとおり、たとおり、着着着着手手手手いたしましたいたしましたいたしましたいたしました基基基基本設計、本設計、本設計、本設計、並並並並びにこれをびにこれをびにこれをびにこれを踏踏踏踏ままままええええた実た実た実た実

施設計という事業を進めていきたいと施設計という事業を進めていきたいと施設計という事業を進めていきたいと施設計という事業を進めていきたいと思思思思っっっっております。県といたしましてております。県といたしましてております。県といたしましてております。県といたしましてもももも、、、、今後今後今後今後、史、史、史、史跡跡跡跡

及び名及び名及び名及び名勝勝勝勝飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥京跡京跡京跡京跡苑苑苑苑池保池保池保池保存整備存整備存整備存整備・活・活・活・活用検討用検討用検討用検討委員会においてのご委員会においてのご委員会においてのご委員会においてのご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞きするとときするとときするとときするととももももに、に、に、に、

関係関係関係関係機機機機関との協議を進めるな関との協議を進めるな関との協議を進めるな関との協議を進めるなどどどどいたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、早早早早期期期期にできるだけにできるだけにできるだけにできるだけ多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに遺遺遺遺跡跡跡跡をををを鑑鑑鑑鑑

賞賞賞賞していただけるしていただけるしていただけるしていただけるよよよようううう努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 質問質問質問質問のののの最最最最後後後後に、これだけのいに、これだけのいに、これだけのいに、これだけのいろろろろいいいいろろろろなことがなことがなことがなことがあああある中での特に土木事務所る中での特に土木事務所る中での特に土木事務所る中での特に土木事務所

のののの体体体体制制制制、人事、人事、人事、人事面面面面のののの話話話話のごのごのごのご質問質問質問質問がございました。がございました。がございました。がございました。

紀伊半島大水害の復旧・復興紀伊半島大水害の復旧・復興紀伊半島大水害の復旧・復興紀伊半島大水害の復旧・復興ももももございましたし、またございましたし、またございましたし、またございましたし、また今今今今回、大回、大回、大回、大型型型型のののの国国国国の補正予算を活の補正予算を活の補正予算を活の補正予算を活用用用用

していこうという中で、していこうという中で、していこうという中で、していこうという中で、非非非非常常常常に業務に業務に業務に業務量量量量がふがふがふがふええええていくのは事実でございます。一ていくのは事実でございます。一ていくのは事実でございます。一ていくのは事実でございます。一方方方方で、土木で、土木で、土木で、土木

部部部部全体全体全体全体としての職員のとしての職員のとしての職員のとしての職員の数数数数、特に土木、特に土木、特に土木、特に土木技術技術技術技術職員が、職員が、職員が、職員が、近近近近年、年、年、年、公公公公共共共共事業が事業が事業が事業が減減減減少等して少等して少等して少等して採用者数採用者数採用者数採用者数をををを

控控控控ええええてきたことなてきたことなてきたことなてきたことなどどどどにににによっよっよっよって、平成１て、平成１て、平成１て、平成１７７７７年４月では４年４月では４年４月では４年４月では４７７７７５名いましたが、平成２４年４月５名いましたが、平成２４年４月５名いましたが、平成２４年４月５名いましたが、平成２４年４月

では３６３人にでは３６３人にでは３６３人にでは３６３人に減減減減少、１００人少、１００人少、１００人少、１００人弱弱弱弱減っ減っ減っ減っているというているというているというているというよよよようなうなうなうな状況状況状況状況でございます。そういでございます。そういでございます。そういでございます。そういっっっったたたた

中でございますけれ中でございますけれ中でございますけれ中でございますけれどもどもどもども、業務のやり、業務のやり、業務のやり、業務のやり方方方方のののの改善改善改善改善という中で、発という中で、発という中で、発という中で、発注注注注を計を計を計を計画的画的画的画的にやるというこにやるというこにやるというこにやるというこ

とで、例とで、例とで、例とで、例えばえばえばえば平成２４年度２月補正予算、そして平成２５年度平成２４年度２月補正予算、そして平成２５年度平成２４年度２月補正予算、そして平成２５年度平成２４年度２月補正予算、そして平成２５年度当初当初当初当初予算で予算で予算で予算でどどどどういういういういっっっったたたた箇箇箇箇所所所所

をやるのかといをやるのかといをやるのかといをやるのかといっっっったとこたとこたとこたところろろろ、それの設計から、それの設計から、それの設計から、それの設計から積積積積算、そして発算、そして発算、そして発算、そして発注注注注業務に業務に業務に業務に至至至至るマるマるマるマネネネネジジジジメントメントメントメントを、を、を、を、
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効率効率効率効率的的的的にやにやにやにやっっっっていく。またていく。またていく。またていく。また契契契契約約約約のののの方法方法方法方法についてについてについてについてもももも、総合、総合、総合、総合落落落落札評価札評価札評価札評価方方方方式式式式のののの期期期期間の間の間の間の短縮短縮短縮短縮、、、、手手手手続続続続

簡素簡素簡素簡素化化化化を進めるなを進めるなを進めるなを進めるなどどどど事業事業事業事業執執執執行の迅速行の迅速行の迅速行の迅速化化化化、、、、効率効率効率効率化化化化をををを図っ図っ図っ図っていこうとしております。また管ていこうとしております。また管ていこうとしております。また管ていこうとしております。また管理理理理

のののの仕仕仕仕方も方も方も方も、、、、桜井桜井桜井桜井、、、、高高高高田土木事務所における中和田土木事務所における中和田土木事務所における中和田土木事務所における中和幹線幹線幹線幹線のののの道路道路道路道路管管管管理理理理につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、包括包括包括包括的的的的なななな

管管管管理理理理をしていくことにをしていくことにをしていくことにをしていくことによっよっよっよって、て、て、て、ああああるるるる種性種性種性種性能能能能発発発発注注注注的的的的なやりなやりなやりなやり方方方方をすることにをすることにをすることにをすることによっよっよっよって、て、て、て、現場現場現場現場のパのパのパのパ

トトトトロールなロールなロールなロールなどどどどについてについてについてについてもももも委委委委託託託託をしていく。このをしていく。このをしていく。このをしていく。このよよよような委うな委うな委うな委託託託託の活の活の活の活用用用用といといといといっっっったとこたとこたとこたところも考えろも考えろも考えろも考えてててて

おります。また事務のおります。また事務のおります。また事務のおります。また事務の工工工工夫夫夫夫のののの仕仕仕仕方方方方としては、としては、としては、としては、現場現場現場現場技術技術技術技術委委委委託託託託という、という、という、という、コンコンコンコンササササルルルルタントタントタントタントにににに来来来来てててて

いただくいただくいただくいただくよよよようなうなうなうな技術技術技術技術委委委委託託託託補補補補助助助助業務な業務な業務な業務などもどもどもども活活活活用用用用していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。平成２５年ております。平成２５年ております。平成２５年ております。平成２５年

度は４月１日からの活度は４月１日からの活度は４月１日からの活度は４月１日からの活用用用用ができるができるができるができるべべべべく、く、く、く、今今今今、、、、契契契契約約約約手手手手続等に続等に続等に続等に着着着着手手手手しておるとこしておるとこしておるとこしておるところろろろででででああああります。ります。ります。ります。

ああああとととと何何何何よよよよりりりりもももも心心心心配配配配といいますか、１つ大きなといいますか、１つ大きなといいますか、１つ大きなといいますか、１つ大きな課題課題課題課題は、新規職員のは、新規職員のは、新規職員のは、新規職員のリリリリクルークルークルークルートトトトでございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。近近近近年、年、年、年、非非非非常常常常にににに必必必必要な土木要な土木要な土木要な土木技術技術技術技術職の活職の活職の活職の活用用用用をををを努努努努めてきたとこめてきたとこめてきたとこめてきたところろろろでででであああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、平成、平成、平成、平成

２５年度向け２５年度向け２５年度向け２５年度向けもももも実は実は実は実は募募募募集集集集定員定員定員定員よよよよりりりりもももも少ない人しか少ない人しか少ない人しか少ない人しか確保確保確保確保できていないというできていないというできていないというできていないという状況状況状況状況ででででああああります。ります。ります。ります。

今今今今ちちちちょょょょううううどリどリどリどリクルークルークルークルートトトト試試試試験験験験のののの募募募募集集集集のののの時時時時期期期期にににに差差差差しかかしかかしかかしかかっっっっております。ております。ております。ております。各各各各大学を回るな大学を回るな大学を回るな大学を回るなどどどど応応応応募募募募

のののの工工工工夫夫夫夫、、、、応応応応募募募募をををを促促促促進するとい進するとい進するとい進するといっっっった活動についてた活動についてた活動についてた活動についてもももも積積積積極極極極的的的的にににに今今今今、、、、各各各各出出出出身身身身大学に大学に大学に大学に若若若若手手手手職員を職員を職員を職員を送送送送

るとかそういうるとかそういうるとかそういうるとかそういう工工工工夫夫夫夫をしながら、たくさんの人に、受けていただけるをしながら、たくさんの人に、受けていただけるをしながら、たくさんの人に、受けていただけるをしながら、たくさんの人に、受けていただけるよよよようにしているとこうにしているとこうにしているとこうにしているとこ

ろろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○山本南部振興課長○山本南部振興課長○山本南部振興課長○山本南部振興課長 「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般

会計特別会計２月補正予算案の概要」１３会計特別会計２月補正予算案の概要」１３会計特別会計２月補正予算案の概要」１３会計特別会計２月補正予算案の概要」１３７７７７ページの新たなページの新たなページの新たなページの新たなタタタターーーーゲット魅ゲット魅ゲット魅ゲット魅力発力発力発力発信信信信事業につ事業につ事業につ事業につ

いてのおいてのおいてのおいてのお尋尋尋尋ねねねねでございます。でございます。でございます。でございます。

この事業は、こここの事業は、こここの事業は、こここの事業は、ここ数数数数年で年で年で年でインタインタインタインターーーーコンチネンタコンチネンタコンチネンタコンチネンタルルルルホホホホテテテテル、ル、ル、ル、ああああるいはるいはるいはるいはリッリッリッリッツツツツカカカカールールールールトントントントン等等等等

ののののホホホホテテテテルが大ルが大ルが大ルが大阪府阪府阪府阪府、、、、京都府京都府京都府京都府ででででオオオオープープープープンンンンされるというされるというされるというされるという情情情情報を報を報を報を得得得得ておりますので、こういておりますので、こういておりますので、こういておりますので、こういっっっったたたた

ホホホホテテテテルにルにルにルに泊泊泊泊まられるまられるまられるまられる方々方々方々方々にににに対対対対しまして、南部地域のしまして、南部地域のしまして、南部地域のしまして、南部地域の伝統芸伝統芸伝統芸伝統芸能能能能ななななどどどどをををを組み組み組み組み合わせることに合わせることに合わせることに合わせることによよよよ

っっっって南部地域て南部地域て南部地域て南部地域へへへへ足足足足をおをおをおをお運運運運びいただけないかということについて、びいただけないかということについて、びいただけないかということについて、びいただけないかということについて、ホホホホテテテテルルルル担当者担当者担当者担当者等にご等にご等にご等にご意見意見意見意見

をををを聞聞聞聞くという事業でございます。くという事業でございます。くという事業でございます。くという事業でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 あああありがとうございます。りがとうございます。りがとうございます。りがとうございます。

最最最最初初初初の県立の県立の県立の県立医科医科医科医科大学のまちづくりの大学のまちづくりの大学のまちづくりの大学のまちづくりの内内内内容容容容はこういうことをするのだということはわかるはこういうことをするのだということはわかるはこういうことをするのだということはわかるはこういうことをするのだということはわかる

のですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、要は１、要は１、要は１、要は１，，，，７７７７１０１０１０１０万万万万円円円円ででででコンコンコンコンササササルルルルタントタントタントタントに委に委に委に委託託託託をして、をして、をして、をして、同じ同じ同じ同じよよよようなまちづうなまちづうなまちづうなまちづ

くりくりくりくり構構構構想想想想をするのかをするのかをするのかをするのかどどどどうか。というのは、１年、２年ほうか。というのは、１年、２年ほうか。というのは、１年、２年ほうか。というのは、１年、２年ほどどどど前に、前に、前に、前に、駅駅駅駅を、を、を、を、八八八八木木木木西西西西口駅口駅口駅口駅とととと畝傍畝傍畝傍畝傍

御陵御陵御陵御陵前前前前駅駅駅駅の真ん中での真ん中での真ん中での真ん中で共共共共通して、南通して、南通して、南通して、南側側側側のののの駐車場駐車場駐車場駐車場をををを取取取取りりりり払払払払っっっって、て、て、て、表表表表玄玄玄玄関にし、関にし、関にし、関にし、今今今今の県立の県立の県立の県立医科医科医科医科大大大大

学を学を学を学を移転移転移転移転したしたしたした辺辺辺辺はははは公園公園公園公園やややや空空空空地をつく地をつく地をつく地をつくっっっったり、たり、たり、たり、今今今今説明が説明が説明が説明があっあっあっあったとおり、たとおり、たとおり、たとおり、Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟をつぶして、をつぶして、をつぶして、をつぶして、今今今今

度、度、度、度、逆逆逆逆にそちらをにそちらをにそちらをにそちらを駐車場駐車場駐車場駐車場にしてなにしてなにしてなにしてなどどどど、まちづくり、まちづくり、まちづくり、まちづくり構構構構想想想想のののの絵絵絵絵ががががあっあっあっあったとたとたとたと思思思思うのです。それのうのです。それのうのです。それのうのです。それの
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延延延延長で、この１長で、この１長で、この１長で、この１，，，，７７７７１０１０１０１０万万万万円円円円をををを使使使使っっっって新たなて新たなて新たなて新たな構構構構想想想想ののののコンコンコンコンササササルルルルタントタントタントタント業務を委業務を委業務を委業務を委託託託託していくのしていくのしていくのしていくの

かかかかどどどどうかをうかをうかをうかを聞聞聞聞きたかきたかきたかきたかっっっったわけです。たわけです。たわけです。たわけです。

それから、それから、それから、それから、橿橿橿橿原原原原神神神神宮東宮東宮東宮東口停口停口停口停車場車場車場車場飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥線線線線は本は本は本は本当当当当に県土木部とに県土木部とに県土木部とに県土木部と橿橿橿橿原市原市原市原市がががが努努努努力していただいて、力していただいて、力していただいて、力していただいて、

最最最最後後後後のののの買収買収買収買収をしていただいたということはをしていただいたということはをしていただいたということはをしていただいたということは意意意意義義義義ががががああああると。明日ると。明日ると。明日ると。明日香香香香村のとこ村のとこ村のとこ村のところろろろで、３０年間で、３０年間で、３０年間で、３０年間

とまとまとまとまっっっっていたていたていたていたああああのののの近辺近辺近辺近辺の人たちは、の人たちは、の人たちは、の人たちは、何何何何で通してくれないのかと本で通してくれないのかと本で通してくれないのかと本で通してくれないのかと本当当当当に通ることを切に通ることを切に通ることを切に通ることを切望望望望されされされされ

ていたんですけれていたんですけれていたんですけれていたんですけれどもどもどもども、これでや、これでや、これでや、これでやっっっっとととと解解解解決決決決するわけですから、するわけですから、するわけですから、するわけですから、先先先先ほほほほど道路建ど道路建ど道路建ど道路建設設設設課課課課長に長に長に長に言っ言っ言っ言っ

ていただいたていただいたていただいたていただいたよよよように、うに、うに、うに、完完完完成年度は成年度は成年度は成年度は言え言え言え言えないですけれないですけれないですけれないですけれどもどもどもども、、、、早早早早期期期期に発に発に発に発掘掘掘掘をして、そしてをして、そしてをして、そしてをして、そして工工工工事事事事

ををををももももう一う一う一う一括括括括ででででででででもももも出して、出して、出して、出して、最最最最後後後後のとこのとこのとこのところろろろをつないで、をつないで、をつないで、をつないで、早早早早く開通をしていただきたいと要く開通をしていただきたいと要く開通をしていただきたいと要く開通をしていただきたいと要望望望望

をしておきたいとをしておきたいとをしておきたいとをしておきたいと思思思思います。います。います。います。

それから、小それから、小それから、小それから、小房房房房のののの交交交交差差差差点点点点ですが、実はそこですが、実はそこですが、実はそこですが、実はそこも周辺も周辺も周辺も周辺のののの道路道路道路道路をををを渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策でででで解消解消解消解消していただけしていただけしていただけしていただけ

るとるとるとると思思思思っっっっていたのですけれていたのですけれていたのですけれていたのですけれどどどど、まさしくそのとおりで、まさしくそのとおりで、まさしくそのとおりで、まさしくそのとおりであっあっあっあって、ちて、ちて、ちて、ちょょょょううううどどどど医科医科医科医科大学大学大学大学附属附属附属附属病院病院病院病院

側側側側の南からの南からの南からの南から来来来来て、て、て、て、万万万万葉ホ葉ホ葉ホ葉ホールのールのールのールの方へ方へ方へ方へ抜抜抜抜けて、けて、けて、けて、東西東西東西東西ににににバイバイバイバイパパパパススススが通が通が通が通っっっっています。特にています。特にています。特にています。特に西西西西からからからから

来来来来たたたた道路道路道路道路がががが万万万万葉ホ葉ホ葉ホ葉ホールにおりていくのールにおりていくのールにおりていくのールにおりていくのももももももももちちちちろろろろんんんんももももううううもももものすごくのすごくのすごくのすごく渋滞渋滞渋滞渋滞ががががああああり、だから、そり、だから、そり、だから、そり、だから、そ

のののの手手手手前の前の前の前の橿橿橿橿原市原市原市原市五五五五井井井井のとこのとこのとこのところろろろでおりていくわけですが、正月やでおりていくわけですが、正月やでおりていくわけですが、正月やでおりていくわけですが、正月や海海海海水水水水浴浴浴浴、、、、吉吉吉吉野の野の野の野の花花花花見見見見のときのときのときのとき

なんかはなんかはなんかはなんかは渋滞渋滞渋滞渋滞がががが何何何何キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルルもももも続く。それはそれで続く。それはそれで続く。それはそれで続く。それはそれで解消解消解消解消していしていしていしていっっっって、て、て、て、右折右折右折右折レレレレーーーーンンンンをつくをつくをつくをつく

っっっっていていていていっっっったりするのですけれたりするのですけれたりするのですけれたりするのですけれどもどもどもども、南から、南から、南から、南から来来来来てててて右折右折右折右折、、、、今今今今、、、、コンコンコンコンビビビビニがニがニがニがああああるのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどもどもどもども、、、、

そちらにそちらにそちらにそちらに曲曲曲曲がるのがるのがるのがるのもももも、、、、信号信号信号信号がすがすがすがすぐぐぐぐ変変変変わわわわっっっってしまてしまてしまてしまっっっってててて曲曲曲曲がりにくい。だから、そのがりにくい。だから、そのがりにくい。だから、そのがりにくい。だから、その辺辺辺辺のののの解消解消解消解消

ももももぜひぜひぜひぜひ検討検討検討検討をしていただきたいということをこのをしていただきたいということをこのをしていただきたいということをこのをしていただきたいということをこの場場場場で要で要で要で要望望望望をさせていただいておきます。をさせていただいておきます。をさせていただいておきます。をさせていただいておきます。

京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道車道車道車道のののの橿橿橿橿原市原市原市原市一一一一町町町町のののの件件件件ははははよよよよくわかりましたので、お願いいたしておきます。くわかりましたので、お願いいたしておきます。くわかりましたので、お願いいたしておきます。くわかりましたので、お願いいたしておきます。

それから、それから、それから、それから、高取バイ高取バイ高取バイ高取バイパパパパスもスもスもスも、２年ほ、２年ほ、２年ほ、２年ほどどどどでででで買収買収買収買収はははは終終終終わりたいというわりたいというわりたいというわりたいという意意意意向が向が向が向がああああるるるるみみみみたいなのたいなのたいなのたいなの

ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、買収買収買収買収というのはなかなかというのはなかなかというのはなかなかというのはなかなか思思思思うとおりにいかないとうとおりにいかないとうとおりにいかないとうとおりにいかないと思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、ぜひぜひぜひぜひ地地地地元元元元

の土のの土のの土のの土の処処処処理理理理のののの方方方方は、は、は、は、ももももうここではこれうここではこれうここではこれうここではこれ以以以以上上上上申申申申しませんけれしませんけれしませんけれしませんけれどもどもどもども、また、また、また、また桜井桜井桜井桜井土木事務所と土木事務所と土木事務所と土木事務所とよよよよ

くくくく打打打打ち合わせをしていただいて、できましたら地ち合わせをしていただいて、できましたら地ち合わせをしていただいて、できましたら地ち合わせをしていただいて、できましたら地元元元元のののの池池池池をををを埋埋埋埋め立てていただくめ立てていただくめ立てていただくめ立てていただくよよよよう、県う、県う、県う、県主主主主

導導導導ののののももももとでやとでやとでやとでやっっっっていただけるていただけるていただけるていただけるよよよようないいうないいうないいうないい方方方方向向向向もももも模模模模索索索索していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思います。います。います。います。

電電電電線線線線地中地中地中地中化化化化はははは多多多多分分分分その１００その１００その１００その１００メメメメーーーートトトトルはルはルはルは私私私私のののの家家家家のののの近近近近所のとこ所のとこ所のとこ所のところろろろなのですけれなのですけれなのですけれなのですけれどどどど、これ、これ、これ、これもももも

本本本本当当当当に、に、に、に、私私私私が県会議員に出たときからいが県会議員に出たときからいが県会議員に出たときからいが県会議員に出たときからいろろろろいいいいろろろろ二二二二転転転転三三三三転転転転して、して、して、して、ももももう１５年になるのですけう１５年になるのですけう１５年になるのですけう１５年になるのですけ

れれれれどもどもどもども、地、地、地、地元元元元では、では、では、では、何何何何のために県会議員に出たのだとのために県会議員に出たのだとのために県会議員に出たのだとのために県会議員に出たのだと言言言言われているくらいせわれているくらいせわれているくらいせわれているくらいせっっっっつかれていつかれていつかれていつかれてい

るのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどもどもどもども、や、や、や、やっっっっとここでとここでとここでとここで電電電電線線線線地中地中地中地中化化化化になになになになっっっってきた。てきた。てきた。てきた。最最最最初初初初は水は水は水は水路路路路だけをだけをだけをだけを改改改改修修修修ししししよよよようううう

ということでということでということでということで落落落落ちついていたのですけれちついていたのですけれちついていたのですけれちついていたのですけれどもどもどもども、さ、さ、さ、さっっっっきききき言言言言いましたいましたいましたいましたよよよように、うに、うに、うに、甘樫丘甘樫丘甘樫丘甘樫丘からからからから見見見見らららら

れたのか、知事がれたのか、知事がれたのか、知事がれたのか、知事がももももううううああああそこそこそこそこもももも電電電電線線線線の地中の地中の地中の地中化化化化をやれというをやれというをやれというをやれというよよよようなことでうなことでうなことでうなことで急急急急遽遽遽遽またまたまたまた変変変変わわわわっっっったたたた
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ということということということということもももも明日明日明日明日香香香香村から村から村から村からもももも聞聞聞聞いたりしているのです。平成２２年度から動いたとしたら、いたりしているのです。平成２２年度から動いたとしたら、いたりしているのです。平成２２年度から動いたとしたら、いたりしているのです。平成２２年度から動いたとしたら、

今今今今、、、、調調調調査査査査段段段段階階階階だとだとだとだと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、それを、それを、それを、それを今今今今度は度は度は度はももももううううももももとにとにとにとに戻戻戻戻さないで、とにかくこさないで、とにかくこさないで、とにかくこさないで、とにかくこ

のままやのままやのままやのままやっっっっていていていていっっっっててててももももらいたいということをらいたいということをらいたいということをらいたいということを強強強強くお願いをしておきたいとくお願いをしておきたいとくお願いをしておきたいとくお願いをしておきたいと思思思思います。います。います。います。

ああああとととと自自自自転転転転車車車車、通学、通学、通学、通学路路路路、そういう、そういう、そういう、そういうももももののののもももも詳詳詳詳しくまたしくまたしくまたしくまた後後後後日日日日聞聞聞聞かせていただきたいことがかせていただきたいことがかせていただきたいことがかせていただきたいことがあああありりりり

ますので、お願いをいたします。ますので、お願いをいたします。ますので、お願いをいたします。ますので、お願いをいたします。

飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥京跡京跡京跡京跡苑苑苑苑池池池池の４の４の４の４，，，，００００００００００００万万万万円円円円での実施設計がされるということですけれでの実施設計がされるということですけれでの実施設計がされるということですけれでの実施設計がされるということですけれどもどもどもども、なかな、なかな、なかな、なかな

かかかか聞聞聞聞いているいているいているいている範囲範囲範囲範囲とは進とは進とは進とは進みぐあみぐあみぐあみぐあいがいがいがいが違違違違うのではないかといううのではないかといううのではないかといううのではないかという思思思思いいいいもあもあもあもありますので、きりますので、きりますので、きりますので、きょょょょうううう

はこれはこれはこれはこれぐぐぐぐらいにしておきます。らいにしておきます。らいにしておきます。らいにしておきます。

土木事務所に関しては、土木事務所に関しては、土木事務所に関しては、土木事務所に関しては、ぜひぜひぜひぜひ土木職員の土木職員の土木職員の土木職員の今今今今のののの状況状況状況状況をををを把握把握把握把握していただいて、新規していただいて、新規していただいて、新規していただいて、新規卒卒卒卒業業業業者も者も者も者も

ししししっっっっかりかりかりかり採っ採っ採っ採っていただいたり、その業務の管ていただいたり、その業務の管ていただいたり、その業務の管ていただいたり、その業務の管理理理理のののの仕仕仕仕方も方も方も方もいいいいろろろろいいいいろろろろ話話話話し合し合し合し合っっっっていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、

やるやるやるやる気気気気ののののああああるるるるよよよようにうにうにうに現場現場現場現場がなるがなるがなるがなるよよよように、うに、うに、うに、今今今今、出、出、出、出先先先先の職員が一の職員が一の職員が一の職員が一番番番番第一第一第一第一線線線線でででで働働働働いていただいていていただいていていただいていていただいて

いますので、いますので、いますので、いますので、よろよろよろよろしくお願いをしたい。例しくお願いをしたい。例しくお願いをしたい。例しくお願いをしたい。例えばえばえばえばＯＢＯＢＯＢＯＢははははももももう２度う２度う２度う２度目目目目のおのおのおのお勤勤勤勤めとして、めとして、めとして、めとして、どどどどこかこかこかこか

へへへへいいいいろろろろいいいいろろろろ技術技術技術技術職の職の職の職の方方方方は行かれるわけですけれは行かれるわけですけれは行かれるわけですけれは行かれるわけですけれどもどもどもども、、、、何何何何か、か、か、か、現現現現役役役役の人はの人はの人はの人はＯＢＯＢＯＢＯＢ職員は職員は職員は職員は使使使使いにいにいにいに

くいだくいだくいだくいだろろろろうけれうけれうけれうけれどもどもどもども、、、、何ＯＢ何ＯＢ何ＯＢ何ＯＢ職員の職員の職員の職員の使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい形形形形の施の施の施の施策策策策、、、、模模模模索索索索もももも、本、本、本、本当当当当に１００人に１００人に１００人に１００人も減っも減っも減っも減っ

ていたら、ていたら、ていたら、ていたら、何何何何かいいかいいかいいかいい方法方法方法方法ががががああああるのではないかなとるのではないかなとるのではないかなとるのではないかなと思思思思うので、うので、うので、うので、よろよろよろよろしくお願いしたいとしくお願いしたいとしくお願いしたいとしくお願いしたいと思思思思いいいい

ます。ます。ます。ます。

そして、そして、そして、そして、リッリッリッリッツツツツカカカカールールールールトントントントンややややインタインタインタインターーーーコンチネンタコンチネンタコンチネンタコンチネンタルルルルホホホホテテテテルというルというルというルという対対対対象象象象は、やは、やは、やは、やっっっっぱぱぱぱりそりそりそりそ

れは中れは中れは中れは中国国国国人かとか、そんなことはないかわかりませんけれ人かとか、そんなことはないかわかりませんけれ人かとか、そんなことはないかわかりませんけれ人かとか、そんなことはないかわかりませんけれどどどどぜひぜひぜひぜひそのそのそのその点点点点は、南部地域は、南部地域は、南部地域は、南部地域へどへどへどへど

んんんんどどどどんおんおんおんお金金金金をををを落落落落としてとしてとしてとしてももももららららええええるるるるよよよようにうにうにうに努努努努力をしていただきます力をしていただきます力をしていただきます力をしていただきますよよよようお願いうお願いうお願いうお願い申申申申し上し上し上し上げげげげまして、まして、まして、まして、

質問質問質問質問をををを終終終終わらせていただきたいのですけれわらせていただきたいのですけれわらせていただきたいのですけれわらせていただきたいのですけれどどどど、１、１、１、１カカカカ所の県立所の県立所の県立所の県立医科医科医科医科大学のことだけ、大学のことだけ、大学のことだけ、大学のことだけ、済み済み済み済みまままま

せん。せん。せん。せん。

○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 県立県立県立県立医科医科医科医科大学を中心としたまちづくりの大学を中心としたまちづくりの大学を中心としたまちづくりの大学を中心としたまちづくりの検討検討検討検討の事業が平成の事業が平成の事業が平成の事業が平成

２４年度からの２４年度からの２４年度からの２４年度からの引引引引き続きなのかということでございます。き続きなのかということでございます。き続きなのかということでございます。き続きなのかということでございます。

「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補

正予算案の概要」１１正予算案の概要」１１正予算案の概要」１１正予算案の概要」１１７７７７ページ、ページ、ページ、ページ、今今今今回まちづくり推進局で新規事業という回まちづくり推進局で新規事業という回まちづくり推進局で新規事業という回まちづくり推進局で新規事業という形形形形で予算計上さで予算計上さで予算計上さで予算計上さ

せていただきましたけれせていただきましたけれせていただきましたけれせていただきましたけれどもどもどもども、一、一、一、一方方方方で、で、で、で、医科医科医科医科大学大学大学大学整備基整備基整備基整備基本本本本構構構構想想想想策策策策定事業ということで定事業ということで定事業ということで定事業ということで医療医療医療医療

政政政政策策策策部から部から部から部からもももも予算を計上させていただいております。予算を計上させていただいております。予算を計上させていただいております。予算を計上させていただいております。

山本委員ご山本委員ご山本委員ご山本委員ご指指指指摘摘摘摘のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの絵絵絵絵でございますけでございますけでございますけでございますけどもどもどもども、これは、これは、これは、これは医療政医療政医療政医療政策策策策部が中心にな部が中心にな部が中心にな部が中心になっっっって、て、て、て、

県立県立県立県立医科医科医科医科大学の中大学の中大学の中大学の中期期期期目目目目標標標標案を案を案を案を今今今今回、回、回、回、策策策策定されましたけれ定されましたけれ定されましたけれ定されましたけれどもどもどもども、、、、キキキキャャャャンンンンパパパパススススををををどどどどうしていくうしていくうしていくうしていく

かというかというかというかという検討検討検討検討の中で、特にの中で、特にの中で、特にの中で、特にキキキキャャャャンンンンパパパパススススの中のの中のの中のの中の移転移転移転移転したとこしたとこしたとこしたところろろろでのでのでのでの空空空空き地をき地をき地をき地をどどどどののののよよよようにうにうにうに使使使使っっっっ
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ていこうかという一つの案として、ごていこうかという一つの案として、ごていこうかという一つの案として、ごていこうかという一つの案として、ご指指指指摘摘摘摘になになになになっっっったたたた絵絵絵絵についてはについてはについてはについては当時当時当時当時つくられておりますつくられておりますつくられておりますつくられております

が、一が、一が、一が、一方方方方で、で、で、で、橿橿橿橿原市原市原市原市ととととももももまちづくりというまちづくりというまちづくりというまちづくりという観点観点観点観点で協議していく中で、で協議していく中で、で協議していく中で、で協議していく中で、ももももちちちちろろろろんんんんキキキキャャャャンンンンパパパパスススス

の中でのの中でのの中でのの中での空空空空き地き地き地き地ももももそうですけれそうですけれそうですけれそうですけれどもどもどもども、、、、橿橿橿橿原市原市原市原市としては、としては、としては、としては、ああああそこがそこがそこがそこが市市市市の中心での中心での中心での中心でももももございますございますございますございます

から、そのから、そのから、そのから、その周辺も含周辺も含周辺も含周辺も含めて、県立めて、県立めて、県立めて、県立医科医科医科医科大学、それから大学、それから大学、それから大学、それから附属附属附属附属病院病院病院病院をををを核核核核にしてにしてにしてにしてどどどどののののよよよようにしてまうにしてまうにしてまうにしてま

ちづくりをしていくかとちづくりをしていくかとちづくりをしていくかとちづくりをしていくかと検討検討検討検討したいというのしたいというのしたいというのしたいというのももももございますので、平成２５年度からまちづございますので、平成２５年度からまちづございますので、平成２５年度からまちづございますので、平成２５年度からまちづ

くり推進局くり推進局くり推進局くり推進局も参画も参画も参画も参画をして、県立をして、県立をして、県立をして、県立医科医科医科医科大学としての大学としての大学としての大学としてのキキキキャャャャンンンンパパパパススススををををどどどどうしていくかといううしていくかといううしていくかといううしていくかという検討検討検討検討

ももももしますけれしますけれしますけれしますけれどもどもどもども、それに加、それに加、それに加、それに加ええええて、て、て、て、橿橿橿橿原市原市原市原市ととととととととももももに、に、に、に、キキキキャャャャンンンンパパパパスススス内内内内のののの空空空空き地、それからそき地、それからそき地、それからそき地、それからそ

のののの周辺周辺周辺周辺地域地域地域地域も含も含も含も含めて、まちづくりをめて、まちづくりをめて、まちづくりをめて、まちづくりをどどどどうしていこうかということをうしていこうかということをうしていこうかということをうしていこうかということを検討検討検討検討してまいります。してまいります。してまいります。してまいります。

そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味では、前回からのでは、前回からのでは、前回からのでは、前回からの検討検討検討検討ををををももももちちちちろろろろんんんん引引引引きききき継継継継いでやいでやいでやいでやっっっっていきますし、ていきますし、ていきますし、ていきますし、コンコンコンコンササササルルルルタタタタ

ントントントントはははは使使使使うことになうことになうことになうことになろろろろうとはうとはうとはうとは思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、それはこれまでや、それはこれまでや、それはこれまでや、それはこれまでやっっっってきたてきたてきたてきた医療政医療政医療政医療政策策策策部、部、部、部、

それからそれからそれからそれから橿橿橿橿原市原市原市原市とととともももも十十十十分分分分協議しながら、奈良県、それから協議しながら、奈良県、それから協議しながら、奈良県、それから協議しながら、奈良県、それから橿橿橿橿原市原市原市原市、それから地、それから地、それから地、それから地元元元元のいのいのいのいろろろろいいいい

ろろろろなおなおなおなお考え考え考え考えをををを反映反映反映反映できるできるできるできる形形形形でやでやでやでやっっっってまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 このこのこのこの問問問問題題題題は神田委員は神田委員は神田委員は神田委員もももも質問質問質問質問されましたし、されましたし、されましたし、されましたし、私私私私もももも代代代代表質問表質問表質問表質問でさせてでさせてでさせてでさせてももももららららっっっっていていていてい

ますし、ますし、ますし、ますし、みみみみんなでんなでんなでんなで取取取取りりりり組組組組んでいくわけですが、そのんでいくわけですが、そのんでいくわけですが、そのんでいくわけですが、その絵絵絵絵ですけれですけれですけれですけれどどどど、前に出回、前に出回、前に出回、前に出回っっっったたたた絵絵絵絵、、、、覚覚覚覚ええええ

ておられますておられますておられますておられますねねねね、、、、カカカカラーでパーラーでパーラーでパーラーでパースねスねスねスね。。。。ああああれはれはれはれはももももうほとんうほとんうほとんうほとんどどどど橿橿橿橿原市原市原市原市じじじじゅゅゅゅうに知れうに知れうに知れうに知れ渡っ渡っ渡っ渡っていまていまていまていま

す。す。す。す。私私私私もももも本本本本当当当当に、大に、大に、大に、大分配分配分配分配布布布布しました。だから、しました。だから、しました。だから、しました。だから、言言言言いたいことは、いたいことは、いたいことは、いたいことは、変変変変わるのでわるのでわるのでわるのでああああれれれればばばば変変変変わるわるわるわる

ででででよろよろよろよろしいのですが、こういうしいのですが、こういうしいのですが、こういうしいのですが、こういう方法方法方法方法で行きますとで行きますとで行きますとで行きますと早早早早くその協議をしてください。くその協議をしてください。くその協議をしてください。くその協議をしてください。ああああれれれれももももうううう

本本本本当当当当に、１発に、１発に、１発に、１発目目目目ででででぼぼぼぼんと出たんと出たんと出たんと出たもももものだから、のだから、のだから、のだから、インインインインパクパクパクパクトトトトがすごいのです。がすごいのです。がすごいのです。がすごいのです。駅駅駅駅がこがこがこがこっっっっちにちにちにちにあっあっあっあっ

て、て、て、て、駐車場駐車場駐車場駐車場はこはこはこはこっっっっちにちにちにちにあっあっあっあって、こうて、こうて、こうて、こうあっあっあっあってと。てと。てと。てと。橿橿橿橿原市原市原市原市と協議するというけれと協議するというけれと協議するというけれと協議するというけれどどどど、、、、橿橿橿橿原市原市原市原市は、は、は、は、

ああああのののの絵絵絵絵をををを見見見見て、て、て、て、ああああまり協議されていないとまり協議されていないとまり協議されていないとまり協議されていないと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その辺辺辺辺はははは工法工法工法工法のののの方方方方のまたのまたのまたのまた質問質問質問質問ががががああああるるるる

かかかかももももわかりませんけれわかりませんけれわかりませんけれわかりませんけれどもどもどもども、要は、、要は、、要は、、要は、早早早早くくくく構構構構想想想想をきちんとやをきちんとやをきちんとやをきちんとやっっっっててててももももらわないとらわないとらわないとらわないと市市市市民民民民もももも我我我我々も々も々も々も

戸戸戸戸惑惑惑惑っっっってしまうということをてしまうということをてしまうということをてしまうということを強強強強くくくく申申申申し上し上し上し上げげげげて、できたらすて、できたらすて、できたらすて、できたらすぐぐぐぐにまたにまたにまたにまた変変変変わわわわっっっっているているているている情情情情報をい報をい報をい報をい

ただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、よろよろよろよろしくお願いしたい。しくお願いしたい。しくお願いしたい。しくお願いしたい。以以以以上です。上です。上です。上です。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 委員の委員の委員の委員の質問質問質問質問時時時時間はそれ間はそれ間はそれ間はそれぞぞぞぞれかなりれかなりれかなりれかなりああああるるるるよよよようですので、１２うですので、１２うですので、１２うですので、１２時時時時までにまでにまでにまでに時時時時間が間が間が間が

早早早早いのですが、いのですが、いのですが、いのですが、休憩休憩休憩休憩にににに入入入入らせていただきたいです。らせていただきたいです。らせていただきたいです。らせていただきたいです。

それでは、それでは、それでは、それでは、午午午午前中の審査をこれで前中の審査をこれで前中の審査をこれで前中の審査をこれで終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。午午午午後後後後は１は１は１は１時時時時からからからから再再再再開いたし開いたし開いたし開いたし

ますので、ますので、ますので、ますので、どどどどううううぞぞぞぞよろよろよろよろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

１１：４９１１：４９１１：４９１１：４９分 休憩分 休憩分 休憩分 休憩

１３：０３１３：０３１３：０３１３：０３分分分分 再再再再開開開開

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 休憩休憩休憩休憩前に前に前に前に引引引引き続き会議を開きます。き続き会議を開きます。き続き会議を開きます。き続き会議を開きます。
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それでは、発それでは、発それでは、発それでは、発言言言言願います。願います。願います。願います。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 １つは、地１つは、地１つは、地１つは、地元元元元のののの天天天天理市理市理市理市のことでのことでのことでのことで申申申申しわけないのですけれしわけないのですけれしわけないのですけれしわけないのですけれどどどど、、、、近近近近鉄鉄鉄鉄前前前前栽駅栽駅栽駅栽駅のののの踏踏踏踏

切拡切拡切拡切拡幅幅幅幅工工工工事について、奈良県と事について、奈良県と事について、奈良県と事について、奈良県と近近近近鉄鉄鉄鉄がががが踏踏踏踏切の切の切の切の契契契契約約約約をされたとをされたとをされたとをされたと聞聞聞聞いているのですけれいているのですけれいているのですけれいているのですけれどもどもどもども、、、、

幾幾幾幾らでらでらでらで契契契契約約約約されて、されて、されて、されて、どどどどののののよよよように進んでいるのか。地うに進んでいるのか。地うに進んでいるのか。地うに進んでいるのか。地元元元元ではではではでは工工工工事はことしい事はことしい事はことしい事はことしいっっっっぱぱぱぱいできないいできないいできないいできない

というというというという話話話話が、広がが、広がが、広がが、広がっっっっているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどどどど、そんなことはないだ、そんなことはないだ、そんなことはないだ、そんなことはないだろろろろうということで、うということで、うということで、うということで、具具具具体的体的体的体的

に教に教に教に教ええええていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、１５２ページ、は、１５２ページ、は、１５２ページ、は、１５２ページ、リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線についてです。これはについてです。これはについてです。これはについてです。これは契契契契約約約約、、、、調調調調査な査な査な査などどどどで６で６で６で６

００００００００万万万万円組円組円組円組んでいるのですが、これだけんでいるのですが、これだけんでいるのですが、これだけんでいるのですが、これだけも必も必も必も必要かという要かという要かという要かという話話話話ががががああああるのです。るのです。るのです。るのです。リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹幹幹幹

線線線線については、これまでについては、これまでについては、これまでについては、これまでももももかなりの予算をかなりの予算をかなりの予算をかなりの予算を使使使使っっっってきたんのではないか。そして、てきたんのではないか。そして、てきたんのではないか。そして、てきたんのではないか。そして、悪悪悪悪いですいですいですいです

けれけれけれけれどどどど、、、、理理理理事事事事者者者者のののの皆皆皆皆さん、副知事さん、副知事さん、副知事さん、副知事も含も含も含も含めて、めて、めて、めて、現現現現職の間は職の間は職の間は職の間は乗乗乗乗れません。れません。れません。れません。私私私私ももももももももちちちちろろろろんんんん乗乗乗乗れまれまれまれま

せんけれせんけれせんけれせんけれどどどど。ち。ち。ち。ちょょょょっっっっと予算をと予算をと予算をと予算を使使使使いいいい過過過過ぎぎぎぎていないか、大概、前田総務部長、ていないか、大概、前田総務部長、ていないか、大概、前田総務部長、ていないか、大概、前田総務部長、節約節約節約節約しているがしているがしているがしているが

この事業でこの事業でこの事業でこの事業で今今今今までまでまでまで幾幾幾幾らららら使使使使っっっってきたのか教てきたのか教てきたのか教てきたのか教ええええていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

次次次次に、まちづくり推進局長に、まちづくり推進局長に、まちづくり推進局長に、まちづくり推進局長へへへへ、、、、質問質問質問質問というというというというよよよより要り要り要り要望望望望にしておきます。この前の本会議でにしておきます。この前の本会議でにしておきます。この前の本会議でにしておきます。この前の本会議で

ＪＪＪＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅立立立立体交体交体交体交差差差差事業の事業の事業の事業の住住住住民民民民被害として、１８人４５０被害として、１８人４５０被害として、１８人４５０被害として、１８人４５０万万万万円円円円を補を補を補を補償償償償したわけですけれしたわけですけれしたわけですけれしたわけですけれどどどど、、、、

まちづくり推進局長は事業まちづくり推進局長は事業まちづくり推進局長は事業まちづくり推進局長は事業損損損損失失失失の補の補の補の補償制償制償制償制度に度に度に度に基基基基づいてしたということで、なかなかづいてしたということで、なかなかづいてしたということで、なかなかづいてしたということで、なかなか私私私私とととと接接接接

点点点点がなく、がなく、がなく、がなく、工工工工事事事事請請請請負契負契負契負契約約約約のののの際際際際、、、、私私私私は特は特は特は特記記記記事事事事項項項項にでにでにでにでももももして、して、して、して、住住住住民民民民被害は業被害は業被害は業被害は業者者者者のののの責責責責任任任任でするでするでするでするよよよよ

うにとうにとうにとうにと言っ言っ言っ言ったのですが、それたのですが、それたのですが、それたのですが、それももももなかなかしんなかなかしんなかなかしんなかなかしんどどどどい。これは、い。これは、い。これは、い。これは、資料資料資料資料ををををももももららららっっっったのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどどどど、、、、

法法法法の２３の２３の２３の２３条条条条では、第では、第では、第では、第三三三三者者者者に及に及に及に及ぼぼぼぼした被害は、した被害は、した被害は、した被害は、工工工工事の施事の施事の施事の施工工工工については第については第については第については第三三三三者者者者、、、、住住住住民民民民にににに損損損損害を害を害を害を

起起起起こしたこしたこしたこした場場場場合は受合は受合は受合は受注注注注者者者者にににに責責責責任任任任ががががあああある。要はる。要はる。要はる。要は当時当時当時当時の奥村の奥村の奥村の奥村組組組組がその補がその補がその補がその補償償償償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

となとなとなとなっっっっててててああああるのです。これをなるのです。これをなるのです。これをなるのです。これをなぜぜぜぜ適適適適用用用用しなかしなかしなかしなかっっっったのかがたのかがたのかがたのかが残残残残念念念念なわけでございます。なわけでございます。なわけでございます。なわけでございます。何何何何もももも奥奥奥奥

村村村村組組組組とととと敵敵敵敵ではないのですが、やはり行ではないのですが、やはり行ではないのですが、やはり行ではないのですが、やはり行儀儀儀儀のののの悪悪悪悪い業い業い業い業者者者者です。平成３年から平成２０年までです。平成３年から平成２０年までです。平成３年から平成２０年までです。平成３年から平成２０年まで防防防防

衛衛衛衛庁庁庁庁の事の事の事の事件件件件、名、名、名、名古古古古屋屋屋屋地地地地下鉄下鉄下鉄下鉄工工工工事事事事事事事事件件件件ななななどどどど、５回の、５回の、５回の、５回の指指指指名名名名停止停止停止停止を受けています。その中で、こを受けています。その中で、こを受けています。その中で、こを受けています。その中で、こ

ののののＪＪＪＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅立立立立体交体交体交体交差差差差事業の事業の事業の事業の工工工工事を１６事を１６事を１６事を１６億円億円億円億円でとでとでとでとっっっっているのだから、たちがているのだから、たちがているのだから、たちがているのだから、たちが悪悪悪悪いのです。いのです。いのです。いのです。

今今今今、、、、ＳＳＳＳ社社社社ビビビビルの連続立ルの連続立ルの連続立ルの連続立体体体体損損損損害補害補害補害補償償償償のののの訴訟訴訟訴訟訴訟が奈良地が奈良地が奈良地が奈良地方方方方裁裁裁裁判判判判所で所で所で所で判決判決判決判決が出て、大が出て、大が出て、大が出て、大阪高阪高阪高阪高等等等等裁裁裁裁判判判判所所所所

で行われていますけれで行われていますけれで行われていますけれで行われていますけれどどどど、奈良地、奈良地、奈良地、奈良地方方方方裁裁裁裁判判判判所の所の所の所の判決判決判決判決ををををもっもっもっもってすてすてすてすべべべべてててて解解解解決決決決したとしたとしたとしたと判断判断判断判断するのはするのはするのはするのは

大きな間大きな間大きな間大きな間違違違違いで、奥村いで、奥村いで、奥村いで、奥村組も組も組も組も奈良県奈良県奈良県奈良県もももも、この、この、この、このＳＳＳＳ社社社社ビビビビルのルのルのルの周辺周辺周辺周辺のののの住住住住民民民民はやはりはやはりはやはりはやはり工工工工事の被害です。事の被害です。事の被害です。事の被害です。

中が中が中が中がどどどどうかということをうかということをうかということをうかということを争争争争われているわけです。そのわれているわけです。そのわれているわけです。そのわれているわけです。そのＳＳＳＳ社社社社ビビビビルのルのルのルの内内内内部部部部損損損損傷傷傷傷のののの原原原原因因因因がががが確確確確定す定す定す定す

るかるかるかるかどどどどうかにうかにうかにうかによっよっよっよっては奥村ては奥村ては奥村ては奥村組組組組がががが指指指指名名名名停止停止停止停止を受けるというを受けるというを受けるというを受けるという内内内内容容容容になになになになっっっってくるてくるてくるてくる可能可能可能可能性もあ性もあ性もあ性もあるわるわるわるわ

けです。そのけです。そのけです。そのけです。その辺辺辺辺のことを要のことを要のことを要のことを要望望望望しておきますし、また知事にしておきますし、また知事にしておきますし、また知事にしておきますし、また知事にもももも一一一一言言言言要要要要望望望望なり、なり、なり、なり、言言言言います。います。います。います。

それから３それから３それから３それから３点目点目点目点目は、新規事業の奈良は、新規事業の奈良は、新規事業の奈良は、新規事業の奈良公園周辺へ公園周辺へ公園周辺へ公園周辺へのののの宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客誘致誘致誘致誘致ののののキキキキャャャャンンンンペーペーペーペーンンンン事業に関し事業に関し事業に関し事業に関し
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て、３て、３て、３て、３，，，，２５０２５０２５０２５０万万万万円円円円をををを組組組組んでんでんでんでああああるのだけれるのだけれるのだけれるのだけれどどどど、前、前、前、前もももも、本会議で、本会議で、本会議で、本会議で言言言言いましたいましたいましたいましたよよよように、３うに、３うに、３うに、３，，，，３３３３

００００００００万万万万人が奈良県人が奈良県人が奈良県人が奈良県へ来へ来へ来へ来るわけですが、年間るわけですが、年間るわけですが、年間るわけですが、年間泊泊泊泊ままままっっっっているのはているのはているのはているのは７７７７％％％％です。です。です。です。多多多多いときで２いときで２いときで２いときで２７７７７００００

～２８０～２８０～２８０～２８０万万万万人しか人しか人しか人しか泊泊泊泊ままままっっっっていないわけです、だめなときは２４０ていないわけです、だめなときは２４０ていないわけです、だめなときは２４０ていないわけです、だめなときは２４０万万万万人人人人ぐぐぐぐらいです。だかららいです。だかららいです。だかららいです。だから

３３３３，，，，２５０２５０２５０２５０万万万万円円円円ははははどどどどういうういうういうういう内内内内容容容容ででででどどどどうやうやうやうやっっっってててて頑張頑張頑張頑張るのかということと、それから、いつるのかということと、それから、いつるのかということと、それから、いつるのかということと、それから、いつもももも

話話話話が出るのですけれが出るのですけれが出るのですけれが出るのですけれどどどど、県、県、県、県営営営営プールプールプールプール跡跡跡跡地に地に地に地に観光観光観光観光客客客客のののの増増増増加を加を加を加を含含含含めて８めて８めて８めて８，，，，１００１００１００１００万万万万円円円円余余余余の事業の事業の事業の事業

をををを組組組組んでいますが、本んでいますが、本んでいますが、本んでいますが、本当当当当にににに観光観光観光観光客客客客はははは来来来来るのですか。これまでるのですか。これまでるのですか。これまでるのですか。これまでどどどどんなんなんなんな努努努努力をしてきたのかと力をしてきたのかと力をしてきたのかと力をしてきたのかと

問問問問いたいのですけれいたいのですけれいたいのですけれいたいのですけれどどどど、、、、荒井荒井荒井荒井知事知事知事知事もトッもトッもトッもトッププププセセセセールールールールススススをやをやをやをやっっっってきました。しかし、てきました。しかし、てきました。しかし、てきました。しかし、何何何何をををを言言言言いいいい

たいのかといたいのかといたいのかといたいのかといえばえばえばえば、県がこれだけ、３、県がこれだけ、３、県がこれだけ、３、県がこれだけ、３，，，，２５０２５０２５０２５０万万万万円円円円、８、８、８、８,,,,１００１００１００１００万万万万円円円円ととととどどどどんんんんどどどどんおんおんおんお金金金金をかをかをかをか

けてけてけてけて観光観光観光観光客客客客のののの宿泊宿泊宿泊宿泊のののの誘致誘致誘致誘致をやをやをやをやっっっっていると。それはそれで、間ていると。それはそれで、間ていると。それはそれで、間ていると。それはそれで、間違違違違いとはいとはいとはいとは思思思思っっっっていないのです。ていないのです。ていないのです。ていないのです。

しかししかししかししかしホホホホテテテテル、ル、ル、ル、旅旅旅旅館館館館にににに何何何何かかかか努努努努力して力して力して力してももももららららっっっっているのかというているのかというているのかというているのかという話話話話ががががああああるわけです。１回るわけです。１回るわけです。１回るわけです。１回来来来来らららら

れて、設れて、設れて、設れて、設備備備備やふやふやふやふろろろろななななどどどどでででで再再再再度度度度来来来来られるられるられるられる話話話話もあもあもあもあるわけです。だから、県はるわけです。だから、県はるわけです。だから、県はるわけです。だから、県は努努努努力しているけれ力しているけれ力しているけれ力しているけれ

どどどど、、、、旅旅旅旅館館館館組組組組合、合、合、合、ホホホホテテテテルルルル組組組組合と合と合と合と話話話話をして、そして施設のをして、そして施設のをして、そして施設のをして、そして施設の改改改改良に補良に補良に補良に補助金助金助金助金を出したりを出したりを出したりを出したり自主自主自主自主補補補補修修修修しししし

ていますけれていますけれていますけれていますけれどどどど、、、、根根根根本本本本的的的的にいいにいいにいいにいいホホホホテテテテル、いいル、いいル、いいル、いい旅旅旅旅館館館館という、そういうという、そういうという、そういうという、そういう現存現存現存現存のしていのしていのしていのしていホホホホテテテテル、ル、ル、ル、

旅旅旅旅館館館館がやめていがやめていがやめていがやめていっっっって、て、て、て、経経経経営営営営不不不不振で振で振で振で閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖しているとこしているとこしているとこしているところもあろもあろもあろもあります。だから、ります。だから、ります。だから、ります。だから、言っ言っ言っ言っているのているのているのているの

は、は、は、は、旅旅旅旅館館館館組組組組合、合、合、合、ホホホホテテテテルルルル組組組組合と合と合と合と十十十十分分分分話話話話し合し合し合し合っっっって、て、て、て、魅魅魅魅力力力力あああある、る、る、る、泊泊泊泊まりたいというまりたいというまりたいというまりたいという旅旅旅旅館館館館にしないにしないにしないにしない

といけません。県がいくらといけません。県がいくらといけません。県がいくらといけません。県がいくら言っ言っ言っ言っててててもももも、そんな、そんな、そんな、そんなもももものはのはのはのはどどどどうかなとうかなとうかなとうかなと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどど。。。。

以以以以上、これだけの上、これだけの上、これだけの上、これだけの質問質問質問質問です。お願いします。です。お願いします。です。お願いします。です。お願いします。

○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 まずまずまずまず冒頭冒頭冒頭冒頭ごごごご質問質問質問質問いただきましたいただきましたいただきましたいただきました近近近近鉄鉄鉄鉄前前前前栽駅栽駅栽駅栽駅のののの踏踏踏踏切拡切拡切拡切拡幅幅幅幅工工工工事について、事について、事について、事について、

状況状況状況状況ははははどどどどうなうなうなうなっっっっているのかというているのかというているのかというているのかという点点点点についておについておについておについてお答答答答ええええをいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

天天天天理環状線理環状線理環状線理環状線のののの近近近近鉄鉄鉄鉄前前前前栽踏栽踏栽踏栽踏切だと切だと切だと切だと思思思思います。います。います。います。幅幅幅幅員が３員が３員が３員が３メメメメーーーートトトトルしかないので、ルしかないので、ルしかないので、ルしかないので、非非非非常常常常にににに危険危険危険危険

ですし、ですし、ですし、ですし、狭狭狭狭いいいい踏踏踏踏切ですので、拡切ですので、拡切ですので、拡切ですので、拡幅幅幅幅工工工工事をしていきたいと事をしていきたいと事をしていきたいと事をしていきたいと考え考え考え考え、、、、近近近近鉄鉄鉄鉄と協議を行と協議を行と協議を行と協議を行っっっってきたとてきたとてきたとてきたと

こここころろろろですが、藤本委員ごですが、藤本委員ごですが、藤本委員ごですが、藤本委員ご指指指指摘摘摘摘のとおり、平成２５年１月にのとおり、平成２５年１月にのとおり、平成２５年１月にのとおり、平成２５年１月に近近近近鉄鉄鉄鉄との協議がとの協議がとの協議がとの協議が調調調調いまして、こいまして、こいまして、こいまして、こ

れかられかられかられから近近近近鉄鉄鉄鉄でででで工工工工事に事に事に事に入っ入っ入っ入っていくというていくというていくというていくという状況状況状況状況です。です。です。です。

今今今今のののの状況状況状況状況は、まずは、まずは、まずは、まず踏踏踏踏切切切切工工工工事を行うに事を行うに事を行うに事を行うに当当当当たたたたっっっって水て水て水て水路路路路のつけかのつけかのつけかのつけかえ工え工え工え工事が事が事が事が必必必必要になるというこ要になるというこ要になるというこ要になるというこ

とでございまして、そのためには、とでございまして、そのためには、とでございまして、そのためには、とでございまして、そのためには、農農農農繁繁繁繁期期期期におけるにおけるにおけるにおける周辺農周辺農周辺農周辺農地の地の地の地の用用用用水水水水利利利利用も考え用も考え用も考え用も考えながら、ながら、ながら、ながら、工工工工

程を程を程を程を考え考え考え考えていくていくていくていく必必必必要が要が要が要がああああるということで、そのことをるということで、そのことをるということで、そのことをるということで、そのことを近近近近鉄鉄鉄鉄のののの方方方方でででで詰詰詰詰めておられるというこめておられるというこめておられるというこめておられるというこ

とです。そのとです。そのとです。そのとです。その工工工工程を程を程を程を詰詰詰詰めながら、めながら、めながら、めながら、工工工工事事事事着着着着手手手手に向けたに向けたに向けたに向けた準準準準備備備備を行を行を行を行っっっっておられるというておられるというておられるというておられるという状況状況状況状況ででででああああ

ります。いずれにしましてります。いずれにしましてります。いずれにしましてります。いずれにしましてもももも、この、この、この、この踏踏踏踏切について、切について、切について、切について、費用負担も含費用負担も含費用負担も含費用負担も含めて、めて、めて、めて、近近近近鉄鉄鉄鉄とずとずとずとずっっっっと協議と協議と協議と協議

してきましたけれしてきましたけれしてきましたけれしてきましたけれどもどもどもども、、、、近近近近鉄鉄鉄鉄との協議はとの協議はとの協議はとの協議はよよよようやくうやくうやくうやく調っ調っ調っ調ったとこたとこたとこたところろろろですので、奈良県としましですので、奈良県としましですので、奈良県としましですので、奈良県としまし

ててててもももも、、、、今後今後今後今後のののの工工工工事が事が事が事が円円円円滑滑滑滑に進に進に進に進むよむよむよむように、地うに、地うに、地うに、地元元元元調整調整調整調整をををを含含含含め、しめ、しめ、しめ、しっっっっかりかりかりかり努努努努力していきたいと力していきたいと力していきたいと力していきたいと考考考考
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ええええております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線の関連のの関連のの関連のの関連の今今今今までの事業までの事業までの事業までの事業費費費費のごのごのごのご質問質問質問質問でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

まずまずまずまずリリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線整備幹線整備幹線整備幹線整備推進事業、これは推進事業、これは推進事業、これは推進事業、これは今今今今年度３００年度３００年度３００年度３００万万万万円円円円の予算をの予算をの予算をの予算を確保確保確保確保していただしていただしていただしていただ

いておりますが、これはいておりますが、これはいておりますが、これはいておりますが、これは期期期期成成成成同盟同盟同盟同盟会の活動や、会の活動や、会の活動や、会の活動や、ああああと広報関係、そういと広報関係、そういと広報関係、そういと広報関係、そういっっっったたたたもろもろもろもろもろもろもろもろのののの費用費用費用費用

一一一一式式式式でございます。ちなでございます。ちなでございます。ちなでございます。ちなみみみみにににに昨昨昨昨年度は２１０年度は２１０年度は２１０年度は２１０万万万万円円円円でございました。それとでございました。それとでございました。それとでございました。それとももももう一つのう一つのう一つのう一つのリリリリニニニニ

ア中ア中ア中ア中央央央央新新新新幹線調幹線調幹線調幹線調査査査査検討検討検討検討事業につきまして事業につきまして事業につきまして事業につきましてもももも平成２５年度は３００平成２５年度は３００平成２５年度は３００平成２５年度は３００万万万万円円円円ということでございということでございということでございということでござい

ます。これにつきましては、ルーます。これにつきましては、ルーます。これにつきましては、ルーます。これにつきましては、ルートトトトや中間や中間や中間や中間駅駅駅駅のののの基基基基礎礎礎礎的調的調的調的調査ということで予算を査ということで予算を査ということで予算を査ということで予算を確保確保確保確保したしたしたしたもももも

のでございまして、平成２４年度は３００のでございまして、平成２４年度は３００のでございまして、平成２４年度は３００のでございまして、平成２４年度は３００万万万万円円円円、ちな、ちな、ちな、ちなみみみみに平成２３年度は３１５に平成２３年度は３１５に平成２３年度は３１５に平成２３年度は３１５万万万万円円円円でごでごでごでご

ざいます。平成２３年度でいきますと、この両ざいます。平成２３年度でいきますと、この両ざいます。平成２３年度でいきますと、この両ざいます。平成２３年度でいきますと、この両方方方方のおのおのおのお金金金金をををを足足足足しますとしますとしますとしますと約約約約７７７７００００００００万万万万円円円円となとなとなとなっっっっ

ております。ております。ております。ております。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。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 質問質問質問質問は、奈良は、奈良は、奈良は、奈良公園周辺へ公園周辺へ公園周辺へ公園周辺へのののの宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客誘誘誘誘客客客客キキキキャャャャンンンンペーペーペーペーンンンン事業とは事業とは事業とは事業とはどどどどういういういうい

うううう内内内内容容容容で、で、で、で、どどどどういうういうういうういう頑張頑張頑張頑張りをりをりをりを皆皆皆皆さんしているのかということでさんしているのかということでさんしているのかということでさんしているのかということであっあっあっあったとたとたとたと思思思思います。実は、います。実は、います。実は、います。実は、

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の観光観光観光観光というのは１月、２月が一というのは１月、２月が一というのは１月、２月が一というのは１月、２月が一番番番番ののののオオオオフフフフシシシシーーーーズンズンズンズンでございまして、でございまして、でございまして、でございまして、非非非非常常常常にににに落落落落ちちちち込込込込

みみみみがががが激激激激しい。しい。しい。しい。ＪＪＪＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅周辺周辺周辺周辺ののののホホホホテテテテルでルでルでルでもももも、１月、２月ですと、１月、２月ですと、１月、２月ですと、１月、２月ですと稼稼稼稼働率働率働率働率が３が３が３が３割割割割を切る日を切る日を切る日を切る日ももももざざざざ

らにらにらにらにああああるというるというるというるという状況状況状況状況の中で、実は平成２５年の１月、２月は、の中で、実は平成２５年の１月、２月は、の中で、実は平成２５年の１月、２月は、の中で、実は平成２５年の１月、２月は、観光観光観光観光局で局で局で局でももももととととももももとこのとこのとこのとこのキキキキャャャャ

ンンンンペーペーペーペーンンンン事業を上事業を上事業を上事業を上げげげげていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、ホホホホテテテテル、ル、ル、ル、旅旅旅旅館館館館でででで冬冬冬冬場場場場になかなかになかなかになかなかになかなか目目目目玉玉玉玉がないというがないというがないというがないという

ことことことことももももございましたので、奈良ございましたので、奈良ございましたので、奈良ございましたので、奈良公園周辺公園周辺公園周辺公園周辺ということで、ということで、ということで、ということで、東東東東大大大大寺寺寺寺、それから興、それから興、それから興、それから興福福福福寺寺寺寺、、、、春春春春日大日大日大日大

社社社社をはをはをはをはじじじじめとした南めとした南めとした南めとした南都都都都六六六六大大大大寺寺寺寺を中心として、ふだんやを中心として、ふだんやを中心として、ふだんやを中心として、ふだんやっっっっていただけないていただけないていただけないていただけないよよよようなことはできうなことはできうなことはできうなことはでき

ませんかということでませんかということでませんかということでませんかということで調整調整調整調整をさせていただきました。例をさせていただきました。例をさせていただきました。例をさせていただきました。例えばえばえばえば薬師薬師薬師薬師寺寺寺寺は、は、は、は、今今今今、、、、改改改改修修修修していましていましていましていま

すすすす東東東東塔塔塔塔に上がに上がに上がに上がっっっっておておておてお話話話話をををを聞聞聞聞いたり、そこのいたり、そこのいたり、そこのいたり、そこの僧侶僧侶僧侶僧侶さんにさんにさんにさんにガガガガイイイイドドドドをしていただく、それからをしていただく、それからをしていただく、それからをしていただく、それから東東東東

大大大大寺寺寺寺もももも大広間に上が大広間に上が大広間に上が大広間に上がっっっって、て、て、て、東東東東大大大大寺寺寺寺ののののストストストストーーーーリリリリーについて、ーについて、ーについて、ーについて、場場場場合に合に合に合によっよっよっよっては別ては別ては別ては別当当当当さんからおさんからおさんからおさんからお

話話話話をををを聞聞聞聞くとか、こういうことをやらせていただいたくとか、こういうことをやらせていただいたくとか、こういうことをやらせていただいたくとか、こういうことをやらせていただいた結結結結果果果果、ことしは２、ことしは２、ことしは２、ことしは２，，，，０００人のお０００人のお０００人のお０００人のお客客客客ささささ

んがこの１月、２月にんがこの１月、２月にんがこの１月、２月にんがこの１月、２月に宿泊宿泊宿泊宿泊をされました。をされました。をされました。をされました。主主主主ににににＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海とととと手手手手をををを結結結結びながらびながらびながらびながら九九九九州州州州までまでまでまで延延延延ばばばばしししし

たのですが、ちたのですが、ちたのですが、ちたのですが、ちょょょょっっっっと事業の立ち上がりがと事業の立ち上がりがと事業の立ち上がりがと事業の立ち上がりが遅遅遅遅かかかかっっっったのでなかなか広報が行きたのでなかなか広報が行きたのでなかなか広報が行きたのでなかなか広報が行き届届届届かなかかなかかなかかなかっっっったたたた

面面面面ががががあああありました。ただ、りました。ただ、りました。ただ、りました。ただ、リリリリピピピピーーーータタタターのーのーのーの方方方方からはすからはすからはすからはすべべべべて回れなかて回れなかて回れなかて回れなかっっっった等の要た等の要た等の要た等の要望もあ望もあ望もあ望もありまして、りまして、りまして、りまして、

何何何何とか平成２５年にとか平成２５年にとか平成２５年にとか平成２５年にももももう一度、２年う一度、２年う一度、２年う一度、２年目目目目につなにつなにつなにつなげげげげておておておてお客客客客さんをさんをさんをさんを呼呼呼呼びたいということでやらせびたいということでやらせびたいということでやらせびたいということでやらせ

ていただいています。ていただいています。ていただいています。ていただいています。

ホホホホテテテテル、ル、ル、ル、旅旅旅旅館館館館はははは何何何何をするのかといいますと、をするのかといいますと、をするのかといいますと、をするのかといいますと、今今今今、、、、ＪＪＪＪＴＴＴＴＢＢＢＢとか大とか大とか大とか大手手手手を通さず直を通さず直を通さず直を通さず直接接接接ホホホホテテテテルにルにルにルに

予予予予約約約約をををを入入入入れてとられるおれてとられるおれてとられるおれてとられるお客客客客さんさんさんさんももももふふふふええええてきておられます。そのてきておられます。そのてきておられます。そのてきておられます。そのホホホホテテテテルのそれルのそれルのそれルのそれぞぞぞぞれのれのれのれのホホホホームームームーム
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ページ等でこういうページ等でこういうページ等でこういうページ等でこういう社社社社寺寺寺寺のののの魅魅魅魅力力力力ああああるるるる商品商品商品商品、、、、コンテンコンテンコンテンコンテンツがございますというのをツがございますというのをツがございますというのをツがございますというのを紹介紹介紹介紹介して、して、して、して、

おおおお客客客客さんをさんをさんをさんをどどどどんんんんどどどどんとんとんとんとっっっっていくということで、例ていくということで、例ていくということで、例ていくということで、例えばえばえばえば一部の一部の一部の一部のホホホホテテテテルではおルではおルではおルではお客客客客さんに直さんに直さんに直さんに直接接接接メメメメ

ールをールをールをールを送送送送られたりられたりられたりられたりももももして、して、して、して、割割割割とととと好好好好評評評評ででででああああるとるとるとると聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

我我我我 々々々々としては、としては、としては、としては、何何何何とか１月、２月を奈良県の地域の活とか１月、２月を奈良県の地域の活とか１月、２月を奈良県の地域の活とか１月、２月を奈良県の地域の活性化性化性化性化のためにおのためにおのためにおのためにお客客客客をふやしたいとをふやしたいとをふやしたいとをふやしたいと

いうことでいうことでいうことでいうことで頑張頑張頑張頑張っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思います。います。います。います。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。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 再再再再質問質問質問質問はははは簡簡簡簡単単単単にやります。新にやります。新にやります。新にやります。新屋屋屋屋道路建道路建道路建道路建設設設設課課課課長、長、長、長、聞聞聞聞いているのはいているのはいているのはいているのは契契契契約約約約金金金金額額額額をはをはをはをは

っっっっきり教きり教きり教きり教ええええてほしいのと、てほしいのと、てほしいのと、てほしいのと、公費負担公費負担公費負担公費負担額額額額です。うわさで地です。うわさで地です。うわさで地です。うわさで地元元元元のののの区区区区長会長が、年長会長が、年長会長が、年長会長が、年内内内内にににに完了完了完了完了らしらしらしらし

いといといといと言言言言われる。そんなことはないでしわれる。そんなことはないでしわれる。そんなことはないでしわれる。そんなことはないでしょょょょう。それをう。それをう。それをう。それを確確確確かめているわけです。それが１つ。かめているわけです。それが１つ。かめているわけです。それが１つ。かめているわけです。それが１つ。

ももももう一つは、う一つは、う一つは、う一つは、先先先先ほほほほどどどど話話話話をさせてをさせてをさせてをさせてももももららららっっっった中で、奈良た中で、奈良た中で、奈良た中で、奈良公園公園公園公園のののの話話話話が出ていましたですけれが出ていましたですけれが出ていましたですけれが出ていましたですけれどどどど

もももも、それは少し、それは少し、それは少し、それは少し努努努努力して、力して、力して、力して、旅旅旅旅館館館館組組組組合は合は合は合はどどどどこがこがこがこが担当担当担当担当してるかは知らないです。してるかは知らないです。してるかは知らないです。してるかは知らないです。旅旅旅旅館館館館組組組組合や合や合や合やホホホホ

テテテテルルルル組組組組合と合と合と合と話話話話しをしてください。そしてしをしてください。そしてしをしてください。そしてしをしてください。そして魅魅魅魅力力力力ああああるるるるもももものになるのになるのになるのになるよよよよう、行う、行う、行う、行政政政政はははは宿宿宿宿はははは楠楠楠楠説の中を説の中を説の中を説の中を

改改改改造したり、造したり、造したり、造したり、風風風風呂呂呂呂がががが天天天天然然然然温温温温泉な泉な泉な泉などどどどそういうそういうそういうそういうササササーーーービビビビススススががががよよよよかかかかっっっったら、おたら、おたら、おたら、お客客客客さんのさんのさんのさんの対対対対応応応応ががががよよよよくくくく

なる、そのなる、そのなる、そのなる、そのああああたりをしてたりをしてたりをしてたりをしてあげあげあげあげないと。ないと。ないと。ないと。冬冬冬冬場場場場頑張頑張頑張頑張るということですが、いや、年るということですが、いや、年るということですが、いや、年るということですが、いや、年じじじじゅゅゅゅうううう頑張頑張頑張頑張

っっっってほしいわけです、てほしいわけです、てほしいわけです、てほしいわけです、旅旅旅旅館館館館、、、、ホホホホテテテテルは。そのルは。そのルは。そのルは。そのよよよようなうなうなうな点点点点をしをしをしをしっっっっかりとやかりとやかりとやかりとやっっっってほしい。てほしい。てほしい。てほしい。

それから、それから、それから、それから、リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線のののの問問問問題題題題、、、、ももももう１う１う１う１点点点点だけ。だけ。だけ。だけ。聞聞聞聞いているのはいているのはいているのはいているのは今今今今までいくらまでいくらまでいくらまでいくら使使使使っっっっ

たかということです。１０年間ずたかということです。１０年間ずたかということです。１０年間ずたかということです。１０年間ずっっっっとととと億億億億単位単位単位単位のおのおのおのお金金金金をををを使使使使っっっっているのを知らずにずているのを知らずにずているのを知らずにずているのを知らずにずっっっっとととと使使使使いいいい

続けた予算続けた予算続けた予算続けた予算額額額額はいくらかとはいくらかとはいくらかとはいくらかと聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。

○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 失礼失礼失礼失礼いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。契契契契約約約約金金金金額額額額は、は、は、は、約約約約３３３３億億億億３３３３，，，，００００００００００００万万万万円円円円になになになになっっっっておておておてお

ります。ります。ります。ります。

それから、それから、それから、それから、工工工工事、年事、年事、年事、年内内内内がだめというがだめというがだめというがだめという話話話話はははは私私私私どもどもどもども、特に、特に、特に、特に近近近近鉄鉄鉄鉄との間のとの間のとの間のとの間の話話話話ではではではでは聞聞聞聞いておりまいておりまいておりまいておりま

せん。なるせん。なるせん。なるせん。なるべべべべくくくく早早早早く、く、く、く、今今今今すすすすぐ入ぐ入ぐ入ぐ入れるわけではれるわけではれるわけではれるわけではももももちちちちろろろろんないのですけれんないのですけれんないのですけれんないのですけれどもどもどもども、、、、今今今今まさにまさにまさにまさに農農農農繁繁繁繁

期期期期も含も含も含も含めて、めて、めて、めて、工工工工程を程を程を程を検討検討検討検討されているとこされているとこされているとこされているところろろろですので、ですので、ですので、ですので、ももももしししし話話話話ががががああああ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ああああれれれればばばば、、、、

またまたまたまた確確確確認認認認をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。

○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 失礼失礼失礼失礼しました。しました。しました。しました。今今今今のでのでのでのでトトトトーーーータタタタル予算でございますけれル予算でございますけれル予算でございますけれル予算でございますけれどもどもどもども、、、、

ちちちちょょょょっっっっとととと今手元今手元今手元今手元にににに数数数数字字字字がございませんので、がございませんので、がございませんので、がございませんので、積積積積算しましてまた算しましてまた算しましてまた算しましてまた再再再再度説明をさせていただき度説明をさせていただき度説明をさせていただき度説明をさせていただき

たいとたいとたいとたいと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、よろよろよろよろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 そんなんそんなんそんなんそんなん答答答答ええええられるられるられるられるよよよようにしておかないと。うにしておかないと。うにしておかないと。うにしておかないと。昼昼昼昼休み休み休み休みにににに質問質問質問質問するとだれかからするとだれかからするとだれかからするとだれかから

言っ言っ言っ言っててててももももららららっっっったけれたけれたけれたけれどどどど、連絡が、連絡が、連絡が、連絡が入っ入っ入っ入っていないのですていないのですていないのですていないのですねねねね。ま。ま。ま。まああああいいです、いいです、いいです、いいです、資料資料資料資料をまたをまたをまたをまた下下下下さい。さい。さい。さい。

ととととももももかく、かく、かく、かく、リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線も幹線も幹線も幹線もかなりのかなりのかなりのかなりの金金金金額額額額をををを使使使使っっっってきているから、そういうてきているから、そういうてきているから、そういうてきているから、そういう点点点点では前田では前田では前田では前田

総務部長総務部長総務部長総務部長もチェッもチェッもチェッもチェックして、６００クして、６００クして、６００クして、６００万万万万円円円円をををを使使使使っっっって、はて、はて、はて、はっっっっきりきりきりきり言っ言っ言っ言ってててて節約節約節約節約しないといけないとしないといけないとしないといけないとしないといけないと
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いういういういう話話話話をしているわけです。をしているわけです。をしているわけです。をしているわけです。

それから、新それから、新それから、新それから、新屋屋屋屋道路建道路建道路建道路建設設設設課課課課長、長、長、長、確確確確かめてください。平成２５年かめてください。平成２５年かめてください。平成２５年かめてください。平成２５年内内内内に事業にかかるに事業にかかるに事業にかかるに事業にかかるよよよようにうにうにうに

言っ言っ言っ言ってください。てください。てください。てください。以以以以上です。上です。上です。上です。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 藤本委員藤本委員藤本委員藤本委員もももも大大大大変変変変簡潔簡潔簡潔簡潔にににに質問質問質問質問し、し、し、し、答弁答弁答弁答弁を受けてを受けてを受けてを受けて終終終終わられたのですが、わられたのですが、わられたのですが、わられたのですが、私私私私はははは口下口下口下口下

手手手手でございますのででございますのででございますのででございますので適適適適当当当当にににに努努努努力をしてやります。しかし、力をしてやります。しかし、力をしてやります。しかし、力をしてやります。しかし、時時時時間はできるだけ間はできるだけ間はできるだけ間はできるだけ短短短短くというこくというこくというこくというこ

とは大切ですので、とは大切ですので、とは大切ですので、とは大切ですので、納納納納得得得得のいくのいくのいくのいく答弁答弁答弁答弁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もばもばもばもうううう再再再再質問質問質問質問はなくなるということではなくなるということではなくなるということではなくなるということで圧圧圧圧

縮縮縮縮ができます。ができます。ができます。ができます。よろよろよろよろしく。しく。しく。しく。

まず、１つまず、１つまず、１つまず、１つ目目目目はははは記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉道路道路道路道路を設定したとこを設定したとこを設定したとこを設定したところろろろのののの交交交交通通通通環境環境環境環境のののの整備整備整備整備をしてはをしてはをしてはをしてはどどどどうだうだうだうだろろろろうううう

か。これを土木部の、か。これを土木部の、か。これを土木部の、か。これを土木部の、ハハハハーーーードドドド整備整備整備整備としてやとしてやとしてやとしてやっっっっていただきたいというていただきたいというていただきたいというていただきたいという質問質問質問質問でございます。こでございます。こでございます。こでございます。こ

のののの記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉プロジプロジプロジプロジェェェェククククトトトト事業は、事業は、事業は、事業は、今今今今までずまでずまでずまでずっっっっと進んできていと進んできていと進んできていと進んできていろろろろいいいいろろろろな成な成な成な成果果果果物が物が物が物が生生生生まれてまれてまれてまれて

きております。これはきております。これはきております。これはきております。これはももももう大う大う大う大変変変変すすすすばばばばらしいことで、これからのらしいことで、これからのらしいことで、これからのらしいことで、これからの観光観光観光観光立県奈良として、本立県奈良として、本立県奈良として、本立県奈良として、本当当当当

に大きなに大きなに大きなに大きな資源資源資源資源となるととなるととなるととなると思思思思います。そこでいます。そこでいます。そこでいます。そこで重重重重要なことは、平成２５年２月議会の代要なことは、平成２５年２月議会の代要なことは、平成２５年２月議会の代要なことは、平成２５年２月議会の代表質問表質問表質問表質問でででで

も申も申も申も申し上し上し上し上げげげげましたけれましたけれましたけれましたけれどもどもどもども、、、、記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉環状道路環状道路環状道路環状道路が、なが、なが、なが、なぜぜぜぜそういう名前をつけてまでそういう名前をつけてまでそういう名前をつけてまでそういう名前をつけてまで整備整備整備整備

しまししまししまししましょょょょうというか、うというか、うというか、うというか、記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉関連の関連の関連の関連のゆゆゆゆかりの地がたくさんかりの地がたくさんかりの地がたくさんかりの地がたくさん点在点在点在点在をしております。をしております。をしております。をしております。点在点在点在点在

をしているのををしているのををしているのををしているのを線線線線でででで結結結結ぶということが大ぶということが大ぶということが大ぶということが大変変変変重重重重要だと要だと要だと要だと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。線線線線でででで結結結結んだことにんだことにんだことにんだことによっよっよっよって、て、て、て、

初初初初めてそのめてそのめてそのめてその点点点点は、このは、このは、このは、この観光スポット観光スポット観光スポット観光スポットからからからから次次次次のののの観光スポットへ観光スポットへ観光スポットへ観光スポットへと、と、と、と、ススススムームームームーズズズズにににに流流流流れていくれていくれていくれていく可可可可

能能能能性性性性がががが生生生生まれてきます。まれてきます。まれてきます。まれてきます。

そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味で、こので、こので、こので、この観光スポット観光スポット観光スポット観光スポットのののの点点点点をををを線線線線でででで結結結結んでいくことが大切ではないか。んでいくことが大切ではないか。んでいくことが大切ではないか。んでいくことが大切ではないか。私私私私はははは

記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉環状道路環状道路環状道路環状道路という名という名という名という名称称称称をつけたら、をつけたら、をつけたら、をつけたら、記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉といといといといえばえばえばえばここに行けここに行けここに行けここに行けばばばば、、、、全体的全体的全体的全体的にににに

よよよよくわかるということで地域の特くわかるということで地域の特くわかるということで地域の特くわかるということで地域の特徴もあ徴もあ徴もあ徴もあらわすし、特にらわすし、特にらわすし、特にらわすし、特に交交交交通通通通環境環境環境環境政政政政策策策策の計の計の計の計画画画画というというというという意意意意味味味味で、で、で、で、

中南和地域は中南和地域は中南和地域は中南和地域は移移移移動動動動環境環境環境環境がががが悪悪悪悪いということいということいということいということも指も指も指も指摘摘摘摘されておりますから、なおのこと、このされておりますから、なおのこと、このされておりますから、なおのこと、このされておりますから、なおのこと、この移移移移

動動動動環境環境環境環境をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするためにもももも一つその一つその一つその一つその構構構構想想想想をををを持持持持っっっってはてはてはてはどどどどうだうだうだうだろろろろうか。それをせうか。それをせうか。それをせうか。それをせっっっっかくつくかくつくかくつくかくつくっっっっ

たなら中和たなら中和たなら中和たなら中和幹線幹線幹線幹線をををを基点基点基点基点に、しかに、しかに、しかに、しかももっももっももっももっとととと言えば言えば言えば言えば、、、、ＪＡＪＡＪＡＪＡまほまほまほまほろばキッチンろばキッチンろばキッチンろばキッチンの中につくられての中につくられての中につくられての中につくられて

いるいるいるいる観光観光観光観光案案案案内内内内所を大いに活所を大いに活所を大いに活所を大いに活用用用用してしてしてして観光観光観光観光振興をや振興をや振興をや振興をやっっっってはてはてはてはどどどどうだうだうだうだろろろろうかといううかといううかといううかという考え方考え方考え方考え方をををを持持持持っっっってててて

おります。おります。おります。おります。

とことことこところろろろが、が、が、が、観光観光観光観光案案案案内内内内所所所所へへへへ行く行く行く行く交交交交通アク通アク通アク通アクセセセセススススですが、ですが、ですが、ですが、車車車車でおいでをというやりでおいでをというやりでおいでをというやりでおいでをというやり方もあ方もあ方もあ方もありまりまりまりま

すが、すが、すが、すが、ＪＡＪＡＪＡＪＡまほまほまほまほろばキッチンろばキッチンろばキッチンろばキッチンににににココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィーーーーバスバスバスバスをををを走走走走らせております。らせております。らせております。らせております。橿橿橿橿原市原市原市原市に、本に、本に、本に、本当当当当

にににに努努努努力して力して力して力してももももららららっっっっているのですが、しかし、そこているのですが、しかし、そこているのですが、しかし、そこているのですが、しかし、そこへへへへ行行行行っっっったけれたけれたけれたけれどもどもどもども、ここからさ、ここからさ、ここからさ、ここからさああああ、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀

市へ市へ市へ市へ行こう、明日行こう、明日行こう、明日行こう、明日香香香香村村村村へへへへ行こうとなると、行こうとなると、行こうとなると、行こうとなると、交交交交通通通通環境環境環境環境、、、、移移移移動動動動手段手段手段手段がございません。がございません。がございません。がございません。観光観光観光観光案案案案内内内内

所まで所まで所まで所まで送送送送りりりり届届届届けてけてけてけてももももらうけれらうけれらうけれらうけれどもどもどもども、そこから行けないという、そこから行けないという、そこから行けないという、そこから行けないという状状状状態態態態がががが生生生生まれてきます。そうまれてきます。そうまれてきます。そうまれてきます。そう
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なると、なると、なると、なると、継継継継ぎぎぎぎ目目目目のないのないのないのないシシシシームームームームレス化レス化レス化レス化されたされたされたされた道路環境道路環境道路環境道路環境をををを整備整備整備整備するということからするならするということからするならするということからするならするということからするならばばばば、、、、

やはりこれはそこからやはりこれはそこからやはりこれはそこからやはりこれはそこから宇陀市へ宇陀市へ宇陀市へ宇陀市へ、、、、桜井桜井桜井桜井市へ市へ市へ市へ、明日、明日、明日、明日香香香香村村村村へへへへと行けると行けると行けると行ける環境環境環境環境をつくらなけれをつくらなけれをつくらなけれをつくらなければばばばなななな

らないとらないとらないとらないと思思思思うわけです。うわけです。うわけです。うわけです。

そういうことで、そういうことで、そういうことで、そういうことで、観光観光観光観光案案案案内内内内所を所を所を所を生生生生かすというかすというかすというかすという問問問問題題題題もももも加加加加ええええて、て、て、て、記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉環状道路環状道路環状道路環状道路というというというという

愛愛愛愛称称称称をしをしをしをしっっっっかりとかりとかりとかりと根根根根づかせて、そのづかせて、そのづかせて、そのづかせて、その継継継継ぎぎぎぎ目目目目のないのないのないのないシシシシームームームームレス化レス化レス化レス化されたされたされたされた道路環境整備道路環境整備道路環境整備道路環境整備をしてをしてをしてをして

ははははどどどどうだうだうだうだろろろろうか。うか。うか。うか。環境整備環境整備環境整備環境整備をするというをするというをするというをするという場場場場合の合の合の合の具具具具体的体的体的体的なななな方法方法方法方法としてとしてとしてとして今今今今少し少し少し少し言言言言いましたが、いましたが、いましたが、いましたが、

ココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィーーーーバスバスバスバスをををを接接接接続させていく、続させていく、続させていく、続させていく、ああああるいは広域をるいは広域をるいは広域をるいは広域を走走走走るるるる運運運運行行行行バスバスバスバスをををを走走走走らせる、そういらせる、そういらせる、そういらせる、そうい

うううう形形形形でででで移移移移動動動動手段手段手段手段をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと整備整備整備整備をしていくことがをしていくことがをしていくことがをしていくことが必必必必要ではないか。そういう要ではないか。そういう要ではないか。そういう要ではないか。そういう意意意意味味味味でででで、、、、「平「平「平「平

成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算

案の概要」１１８ページな案の概要」１１８ページな案の概要」１１８ページな案の概要」１１８ページなどどどどには特に大事なことが事業として展開されるわけでございまには特に大事なことが事業として展開されるわけでございまには特に大事なことが事業として展開されるわけでございまには特に大事なことが事業として展開されるわけでございま

すから、１１８ページのすから、１１８ページのすから、１１８ページのすから、１１８ページの内内内内容容容容ををををもっもっもっもっと、と、と、と、記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉環状道路環状道路環状道路環状道路というというというというイメイメイメイメージをージをージをージを持持持持っっっったたたた形形形形でででで

どどどどののののよよよようにうにうにうに構構構構想想想想をしていくのか、ここにはをしていくのか、ここにはをしていくのか、ここにはをしていくのか、ここには安安安安心して心して心して心して暮暮暮暮らせる地域らせる地域らせる地域らせる地域公公公公共共共共交交交交通通通通確保確保確保確保事業という事業という事業という事業という

ことでことでことでことでココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィーーーーバスバスバスバスのことが出ていますし、奈良県のことが出ていますし、奈良県のことが出ていますし、奈良県のことが出ていますし、奈良県基幹公基幹公基幹公基幹公共共共共交交交交通通通通ネットワネットワネットワネットワークークークーク確保確保確保確保

事業事業事業事業もももも出ております。こういうことで、出ております。こういうことで、出ております。こういうことで、出ております。こういうことで、よよよよく連く連く連く連携携携携をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと思思思思うわけですが、うわけですが、うわけですが、うわけですが、

そのそのそのその点点点点、いかがお、いかがお、いかがお、いかがお考え考え考え考えでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

それから、それから、それから、それから、ももももう一つ。平成２５年度はう一つ。平成２５年度はう一つ。平成２５年度はう一つ。平成２５年度は道道道道づくりづくりづくりづくり重点重点重点重点戦略戦略戦略戦略の５の５の５の５カカカカ年計年計年計年計画画画画がががが終終終終わります。そわります。そわります。そわります。そ

うしますと平成２５年度には新しいうしますと平成２５年度には新しいうしますと平成２５年度には新しいうしますと平成２５年度には新しい道道道道づくりづくりづくりづくり戦略戦略戦略戦略がつくられて平成２６年度から発進とながつくられて平成２６年度から発進とながつくられて平成２６年度から発進とながつくられて平成２６年度から発進とな

るわけですから、この平成２５年度のるわけですから、この平成２５年度のるわけですから、この平成２５年度のるわけですから、この平成２５年度の作作作作業は、そういう業は、そういう業は、そういう業は、そういう意意意意味味味味ではではではでは観光観光観光観光振興と振興と振興と振興と結結結結びつけた本びつけた本びつけた本びつけた本

当当当当にすにすにすにすばばばばらしい計らしい計らしい計らしい計画画画画づくりをやづくりをやづくりをやづくりをやっっっっていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思うわけです。そのおうわけです。そのおうわけです。そのおうわけです。そのお考え考え考え考えががががああああるのでるのでるのでるので

ししししょょょょうか。そのうか。そのうか。そのうか。その点点点点についてについてについてについてももももおおおお尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思います。います。います。います。

次次次次に、中和に、中和に、中和に、中和幹線幹線幹線幹線のののの利利利利用用用用についてさらにについてさらにについてさらにについてさらに申申申申し上し上し上し上げげげげたいのですが、たいのですが、たいのですが、たいのですが、現在現在現在現在、中和、中和、中和、中和幹線幹線幹線幹線は４は４は４は４市市市市１１１１

町町町町にまたがにまたがにまたがにまたがっっっってててて東西東西東西東西をををを横横横横断断断断しております。まさに、しております。まさに、しております。まさに、しております。まさに、幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路です。です。です。です。荒井荒井荒井荒井知事はここは知事はここは知事はここは知事はここは生生生生活活活活

道路道路道路道路にしたい、にしたい、にしたい、にしたい、西西西西名名名名阪自阪自阪自阪自動動動動車道車道車道車道ののののよよよような通うな通うな通うな通過道路過道路過道路過道路にしたくないとにしたくないとにしたくないとにしたくないと答弁答弁答弁答弁されました。そしてされました。そしてされました。そしてされました。そして

その中でその中でその中でその中でもももも特に特に特に特に幹線幹線幹線幹線でででで道路交道路交道路交道路交通を、通を、通を、通を、有有有有意意意意義義義義にににに確保確保確保確保してそれしてそれしてそれしてそれぞぞぞぞれのとこれのとこれのとこれのところへろへろへろへ行行行行っっっっててててももももらうらうらうらうよよよよ

うにしたいのだとおうにしたいのだとおうにしたいのだとおうにしたいのだとおっっっっししししゃゃゃゃりました。そうしますと、その中和りました。そうしますと、その中和りました。そうしますと、その中和りました。そうしますと、その中和幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路ででででああああるとして、こるとして、こるとして、こるとして、こ

のののの道路道路道路道路のののの沿線沿線沿線沿線での開発はでの開発はでの開発はでの開発はどどどどんんんんどどどどんしやすくなんしやすくなんしやすくなんしやすくなっっっっているし、やているし、やているし、やているし、やろろろろうとしている事業うとしている事業うとしている事業うとしている事業者者者者の進出の進出の進出の進出

のののの問問問問題題題題もあもあもあもありますし、またりますし、またりますし、またりますし、また市町も市町も市町も市町も構構構構ええええております。けれております。けれております。けれております。けれどもどもどもども、、、、市街化調整市街化調整市街化調整市街化調整区区区区域は域は域は域は市街化市街化市街化市街化区区区区

域に域に域に域に入入入入れないというなかなかれないというなかなかれないというなかなかれないというなかなか難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題がございますが、しかし、がございますが、しかし、がございますが、しかし、がございますが、しかし、市街化市街化市街化市街化区区区区域に域に域に域に編編編編入入入入されされされされ

た地域、た地域、た地域、た地域、具具具具体的体的体的体的にににに申申申申し上し上し上し上げげげげますならますならますならますならばばばば桜井桜井桜井桜井市市市市でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、桜井桜井桜井桜井市市市市をををを走走走走る中和る中和る中和る中和幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路、、、、

ＪＡＪＡＪＡＪＡまほまほまほまほろばキッチンろばキッチンろばキッチンろばキッチンのとこのとこのとこのところろろろ、、、、ああああれはれはれはれは橿橿橿橿原市原市原市原市とととと桜井桜井桜井桜井市市市市のののの境境境境です、このです、このです、このです、この桜井桜井桜井桜井市へ入市へ入市へ入市へ入りますりますりますります
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と、中和と、中和と、中和と、中和幹線幹線幹線幹線にににに面面面面しているしているしているしている北北北北側道路側道路側道路側道路はははは桜井桜井桜井桜井向きにしか向きにしか向きにしか向きにしか走走走走れないのです。おれないのです。おれないのです。おれないのです。お客客客客さんは、さんは、さんは、さんは、橿橿橿橿原原原原

方方方方面面面面からからからから桜井桜井桜井桜井市へ来市へ来市へ来市へ来たら、たら、たら、たら、今今今今度、度、度、度、橿橿橿橿原市へ原市へ原市へ原市へととととバッバッバッバックするクするクするクする道道道道がないのです。がないのです。がないのです。がないのです。桜井桜井桜井桜井市市市市の中をの中をの中をの中をぐぐぐぐ

るるるるっっっっと回と回と回と回っっっってててて帰帰帰帰らないといけないことになるらないといけないことになるらないといけないことになるらないといけないことになる道路道路道路道路になになになになっっっっております。ております。ております。ております。

とことことこところろろろが、幸いにが、幸いにが、幸いにが、幸いに後後後後ろろろろにににに寺寺寺寺川が川が川が川が流流流流れております。このれております。このれております。このれております。この寺寺寺寺川の川の川の川の堤堤堤堤防防防防をををを利利利利用用用用したしたしたした道路道路道路道路づくり、づくり、づくり、づくり、

ここに２ここに２ここに２ここに２万万万万２２２２，，，，００００００００００００坪坪坪坪の広大な土地がの広大な土地がの広大な土地がの広大な土地が現在現在現在現在眠眠眠眠っっっっているわけで、事業ているわけで、事業ているわけで、事業ているわけで、事業者も者も者も者も進出したいとい進出したいとい進出したいとい進出したいとい

うううう相相相相談談談談はたびたびはたびたびはたびたびはたびたび来来来来ますが、ますが、ますが、ますが、今今今今は、開発はは、開発はは、開発はは、開発は難難難難しいというしいというしいというしいという状況状況状況状況になになになになっっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、寺寺寺寺川川川川

のののの堤堤堤堤防防防防を活を活を活を活用用用用する、そこをする、そこをする、そこをする、そこを整備整備整備整備することにすることにすることにすることによっよっよっよってはてはてはてはじじじじめてそこはめてそこはめてそこはめてそこは道路道路道路道路にににに囲囲囲囲まれた、２まれた、２まれた、２まれた、２万万万万２２２２，，，，

００００００００００００坪坪坪坪となります。こうしたことが中和となります。こうしたことが中和となります。こうしたことが中和となります。こうしたことが中和幹線幹線幹線幹線のののの利利利利活活活活用用用用が、本が、本が、本が、本当当当当にできるというにできるというにできるというにできるという状況状況状況状況になになになにな

るわけです。そういうるわけです。そういうるわけです。そういうるわけです。そういう点点点点で、これはここだけので、これはここだけので、これはここだけので、これはここだけの問問問問題題題題ではございません。大和ではございません。大和ではございません。大和ではございません。大和高高高高田田田田市市市市ででででももももここここ

れから開発されていくだれから開発されていくだれから開発されていくだれから開発されていくだろろろろうとうとうとうと思思思思います。これからのいます。これからのいます。これからのいます。これからの問問問問題題題題ももももございますから、やはり中和ございますから、やはり中和ございますから、やはり中和ございますから、やはり中和

幹線幹線幹線幹線のののの利利利利活活活活用用用用というというというという意意意意味味味味で、とりで、とりで、とりで、とりあえあえあえあえずはずはずはずは桜井桜井桜井桜井市市市市でででで醸醸醸醸し出しているこのし出しているこのし出しているこのし出しているこの問問問問題題題題、２、２、２、２万万万万２２２２，，，，００００

００００００００坪坪坪坪をををを生生生生かせる、中和かせる、中和かせる、中和かせる、中和幹線幹線幹線幹線のののの利利利利活活活活用用用用のののの仕仕仕仕方方方方というというというという点点点点について、について、について、について、既既既既に事前にに事前にに事前にに事前に問問問問題題題題を出してを出してを出してを出して

おりますのでおりますのでおりますのでおりますのでひひひひとつおとつおとつおとつお答答答答ええええ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あばあばあばありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思います。います。います。います。

次次次次は３は３は３は３点目点目点目点目ですが、県ですが、県ですが、県ですが、県営営営営住宅住宅住宅住宅のののの建建建建てかてかてかてかええええ事業の事業の事業の事業の問問問問題題題題です。県です。県です。県です。県営営営営住宅建住宅建住宅建住宅建てかてかてかてかええええについては、については、については、については、

前に前に前に前にもももも私私私私自自自自身身身身はははは質問質問質問質問をいたしておりますけれをいたしておりますけれをいたしておりますけれをいたしておりますけれどもどもどもども、大、大、大、大変変変変、、、、老朽老朽老朽老朽化化化化していることはしていることはしていることはしていることは言言言言うまでうまでうまでうまで

ももももないことで、順ないことで、順ないことで、順ないことで、順次次次次、、、、建建建建てかてかてかてかええええはやはやはやはやっっっっていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばならないだならないだならないだならないだろろろろうとうとうとうと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。私私私私がががが

住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる近近近近くの県くの県くの県くの県営営営営住宅も住宅も住宅も住宅も、とて、とて、とて、とてもももも老朽老朽老朽老朽化化化化しておりしておりしておりしており耐震耐震耐震耐震というというというという意意意意味味味味ではではではではももももうううう全全全全くだめだくだめだくだめだくだめだ

とととと思思思思います。そして、います。そして、います。そして、います。そして、ああああちらこちらちらこちらちらこちらちらこちら傷傷傷傷んでおり、本んでおり、本んでおり、本んでおり、本当当当当にににに建建建建てかてかてかてかええええることがることがることがることが必必必必要になります。要になります。要になります。要になります。

私私私私がががが念頭念頭念頭念頭に置いているのは、に置いているのは、に置いているのは、に置いているのは、桜井桜井桜井桜井市西市西市西市西之之之之宮宮宮宮のののの桜井桜井桜井桜井県県県県営営営営住宅住宅住宅住宅でございます。いずれにいたしでございます。いずれにいたしでございます。いずれにいたしでございます。いずれにいたし

ましてましてましてましてもももも、、、、建建建建てかてかてかてかええええをををを急急急急がなけれがなけれがなけれがなければばばばならないならないならないならない状況状況状況状況でございます。特に、でございます。特に、でございます。特に、でございます。特に、住宅住宅住宅住宅はははは今今今今やややや住住住住めめめめばばばば

都都都都で、そこはで、そこはで、そこはで、そこはももももう一つのまちづくりをしないといけない、う一つのまちづくりをしないといけない、う一つのまちづくりをしないといけない、う一つのまちづくりをしないといけない、今今今今日の日の日の日の住環境整備住環境整備住環境整備住環境整備ででででああああり、り、り、り、住宅住宅住宅住宅

政政政政策策策策はそういうはそういうはそういうはそういう形形形形でででであろあろあろあろうとうとうとうと思思思思います。そういうことで、います。そういうことで、います。そういうことで、います。そういうことで、住宅建住宅建住宅建住宅建てかてかてかてかええええ事業事業事業事業、、、、「平成２５「平成２５「平成２５「平成２５

年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概

要」１４５ページに小泉要」１４５ページに小泉要」１４５ページに小泉要」１４５ページに小泉団団団団地のことが出ておりましたが、この計地のことが出ておりましたが、この計地のことが出ておりましたが、この計地のことが出ておりましたが、この計画画画画ははははどどどどののののよよよように進んでいうに進んでいうに進んでいうに進んでい

るのかおるのかおるのかおるのかお示示示示しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。

それから、それから、それから、それから、ももももう一つ。水害の関係です。開発がう一つ。水害の関係です。開発がう一つ。水害の関係です。開発がう一つ。水害の関係です。開発がどどどどんんんんどどどどん進んでおりまして、水害にん進んでおりまして、水害にん進んでおりまして、水害にん進んでおりまして、水害に遭遭遭遭う、う、う、う、

こうこうこうこうむむむむるるるる町町町町ののののああああるるるる場場場場所が、所が、所が、所が、最最最最近あ近あ近あ近あちこちでちこちでちこちでちこちで見見見見られます。例をられます。例をられます。例をられます。例を挙挙挙挙げげげげますが、特に、ますが、特に、ますが、特に、ますが、特に、桜井桜井桜井桜井市市市市のののの

町町町町の中での中での中での中でどどどどこかがこかがこかがこかが集集集集中中中中豪雨豪雨豪雨豪雨で水つくならで水つくならで水つくならで水つくならばばばば、、、、私私私私の村はの村はの村はの村は必必必必ずずずず冠冠冠冠水が水が水が水が起起起起きて、水害をきて、水害をきて、水害をきて、水害を起起起起こしてこしてこしてこして

おります。地おります。地おります。地おります。地元元元元ではではではでは桜井桜井桜井桜井市市市市といといといといろろろろいいいいろろろろ話話話話し合いをするのですが、し合いをするのですが、し合いをするのですが、し合いをするのですが、何何何何せせせせ財財財財源源源源がないので、がないので、がないので、がないので、どどどど

ううううももももこうこうこうこうも対も対も対も対応応応応ができませんということで、たいができませんということで、たいができませんということで、たいができませんということで、たいへへへへんんんん苦苦苦苦労労労労しており、しており、しており、しており、住住住住民民民民がががが耐耐耐耐ええええているとているとているとていると
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いういういういう状状状状態態態態です。です。です。です。

先先先先日日日日もももも委員会ですこし出しましたが、県土木事務所に委員会ですこし出しましたが、県土木事務所に委員会ですこし出しましたが、県土木事務所に委員会ですこし出しましたが、県土木事務所に何何何何とかならないのかととかならないのかととかならないのかととかならないのかと話話話話をしましをしましをしましをしまし

たとこたとこたとこたところろろろ、、、、私私私私のののの記記記記憶憶憶憶は定かではございませんので正してください。県としては、４年か５は定かではございませんので正してください。県としては、４年か５は定かではございませんので正してください。県としては、４年か５は定かではございませんので正してください。県としては、４年か５

年の間に年の間に年の間に年の間に同じ同じ同じ同じ場場場場所で所で所で所で何何何何回か水害が回か水害が回か水害が回か水害が起起起起きたとこきたとこきたとこきたところろろろにかかわにかかわにかかわにかかわっっっって、特にて、特にて、特にて、特に対対対対応応応応するというするというするというするという方法方法方法方法をををを

持持持持っっっっているのだけれているのだけれているのだけれているのだけれどもどもどもども、、、、何何何何かかかか場場場場所に所に所に所によっよっよっよってはそのてはそのてはそのてはその対策対策対策対策はははは桜井桜井桜井桜井市市市市独独独独自自自自でやでやでやでやっっっっててててももももらわないらわないらわないらわない

といけないというといけないというといけないというといけないという話話話話が出ました。奈良県が出ました。奈良県が出ました。奈良県が出ました。奈良県内内内内至至至至るとこるとこるとこるところろろろで、そんなことがで、そんなことがで、そんなことがで、そんなことが起起起起きておりますのきておりますのきておりますのきておりますの

で、で、で、で、ああああちらちらちらちらももももこちらこちらこちらこちらもももも手手手手を出すことはを出すことはを出すことはを出すことは際際際際限限限限のないのないのないのない取取取取りりりり組み組み組み組み事業だと事業だと事業だと事業だと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。そのよよよようにうにうにうに

土木事務所が土木事務所が土木事務所が土木事務所が言っ言っ言っ言ったことたことたことたこともももも最最最最ももももなことだとはなことだとはなことだとはなことだとは思思思思いつついつついつついつつもももも、しかし、しかし、しかし、しかし集集集集中中中中豪雨豪雨豪雨豪雨がががが来来来来れれれれば必ば必ば必ば必ず水ず水ず水ず水

害を害を害を害を起起起起こしてしまう地域がこしてしまう地域がこしてしまう地域がこしてしまう地域がああああちこちにちこちにちこちにちこちにああああるわけですから、これをるわけですから、これをるわけですから、これをるわけですから、これを何何何何とかとかとかとか救救救救うううう手手手手だてはないだてはないだてはないだてはない

のかのかのかのかどどどどうか、このことについて、うか、このことについて、うか、このことについて、うか、このことについて、今今今今のののの対策対策対策対策で出動するのはで出動するのはで出動するのはで出動するのはどどどどういうういうういうういう基基基基準準準準なのか。また、なのか。また、なのか。また、なのか。また、救救救救

うううう対策対策対策対策はないのかはないのかはないのかはないのかどどどどうか、そのうか、そのうか、そのうか、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろをおをおをおをお聞聞聞聞かせいただきたい。かせいただきたい。かせいただきたい。かせいただきたい。

○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 観光観光観光観光収収収収入入入入にににに資資資資するするするする道路整備道路整備道路整備道路整備、、、、点在点在点在点在するするするする観光資源観光資源観光資源観光資源をををを道路整備道路整備道路整備道路整備でしでしでしでしっっっっかかかか

りつないでいくりつないでいくりつないでいくりつないでいくべべべべきではないかというごきではないかというごきではないかというごきではないかというご質問質問質問質問についておについておについておについてお答答答答ええええいたします。和田委員おいたします。和田委員おいたします。和田委員おいたします。和田委員おっっっっしししし

ゃゃゃゃいますとおり、いますとおり、いますとおり、いますとおり、観光観光観光観光振興振興振興振興ああああるいはるいはるいはるいは経済経済経済経済活活活活性化性化性化性化のためにのためにのためにのために道路整備道路整備道路整備道路整備はははは非非非非常常常常にににに重重重重要で要で要で要でああああるとるとるとると考考考考

ええええております。和田委員がご提案されましたております。和田委員がご提案されましたております。和田委員がご提案されましたております。和田委員がご提案されました桜井桜井桜井桜井市周辺市周辺市周辺市周辺、、、、ああああるいは中和るいは中和るいは中和るいは中和幹線幹線幹線幹線のののの周辺周辺周辺周辺でででで見見見見まままま

すと、中和すと、中和すと、中和すと、中和幹線幹線幹線幹線からからからから東東東東部を部を部を部を結結結結ぶぶぶぶ国道国道国道国道１６５１６５１６５１６５号号号号のののの脇脇脇脇本本本本道路道路道路道路、、、、ああああるいはるいはるいはるいは桜井桜井桜井桜井市周辺市周辺市周辺市周辺からからからから吉吉吉吉野地野地野地野地

域を域を域を域を最短最短最短最短でででで結結結結ぶぶぶぶ桜井桜井桜井桜井吉吉吉吉野野野野線線線線。この中の。この中の。この中の。この中の未未未未改改改改良良良良区区区区間で間で間で間でああああるるるる百百百百市工市工市工市工区区区区、こうい、こうい、こうい、こういっっっった事業をまだた事業をまだた事業をまだた事業をまだ

財財財財源源源源がががが限限限限られている中ではられている中ではられている中ではられている中ではあああありますがりますがりますがりますが選択選択選択選択とととと集集集集中の中で、中の中で、中の中で、中の中で、今今今今、事業を進めているというこ、事業を進めているというこ、事業を進めているというこ、事業を進めているというこ

とでございます。とでございます。とでございます。とでございます。

さらに、そういさらに、そういさらに、そういさらに、そういっっっったルーたルーたルーたルートトトトに名に名に名に名称称称称をつけれをつけれをつけれをつければどばどばどばどうかというご提案うかというご提案うかというご提案うかというご提案ももももございましたけれございましたけれございましたけれございましたけれどどどど

もももも、、、、先先先先日、２月議会での知事日、２月議会での知事日、２月議会での知事日、２月議会での知事答弁答弁答弁答弁ににににももももございましたとおり、ございましたとおり、ございましたとおり、ございましたとおり、道路道路道路道路にににに愛愛愛愛称称称称をつけていくことをつけていくことをつけていくことをつけていくこと

は、例は、例は、例は、例えば目的えば目的えば目的えば目的地がわかりやすくなるとか、地がわかりやすくなるとか、地がわかりやすくなるとか、地がわかりやすくなるとか、ああああるいはるいはるいはるいは観光観光観光観光客客客客がががが訪訪訪訪れやすくなるといれやすくなるといれやすくなるといれやすくなるといっっっったたたた効効効効

果果果果もあもあもあもあるとるとるとると思思思思いますので、そういいますので、そういいますので、そういいますので、そういっっっったたたた取取取取りりりり組み組み組み組みについてについてについてについてももももこれからこれからこれからこれから検討検討検討検討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

ええええております。ております。ております。ております。具具具具体的体的体的体的ににににどどどどこでこでこでこでどどどどういう名ういう名ういう名ういう名称称称称をつけるかというのはこれからのをつけるかというのはこれからのをつけるかというのはこれからのをつけるかというのはこれからの検討検討検討検討になりになりになりになり

ますけれますけれますけれますけれどもどもどもども、、、、道路道路道路道路に名に名に名に名称称称称、、、、愛愛愛愛称称称称をつけていくことはをつけていくことはをつけていくことはをつけていくことは検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えているとこているとこているとこているとこ

ろろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それから、ごそれから、ごそれから、ごそれから、ご質問質問質問質問の順の順の順の順番番番番がががが飛飛飛飛んでしまうかんでしまうかんでしまうかんでしまうかももももしれませんが、しれませんが、しれませんが、しれませんが、道道道道づくりづくりづくりづくり重点重点重点重点戦略戦略戦略戦略５５５５カカカカ年計年計年計年計

画画画画のののの話話話話を、を、を、を、ああああわせておわせておわせておわせてお答答答答ええええをさせていただきます。ごをさせていただきます。ごをさせていただきます。ごをさせていただきます。ご指指指指摘摘摘摘のとおり、これは平成２１年かのとおり、これは平成２１年かのとおり、これは平成２１年かのとおり、これは平成２１年か

ら２５年までの計ら２５年までの計ら２５年までの計ら２５年までの計画画画画になになになになっっっっておりまして平成２５年度いておりまして平成２５年度いておりまして平成２５年度いておりまして平成２５年度いっっっっぱぱぱぱいということになります。いということになります。いということになります。いということになります。今今今今

回、回、回、回、条条条条例案を上程させていただいていますが、奈良県例案を上程させていただいていますが、奈良県例案を上程させていただいていますが、奈良県例案を上程させていただいていますが、奈良県道路道路道路道路のののの整備整備整備整備に関するに関するに関するに関する条条条条例という中で、例という中で、例という中で、例という中で、
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基基基基本計本計本計本計画画画画をつくるということををつくるということををつくるということををつくるということを位位位位置づけさせていただいております。いずれにして置づけさせていただいております。いずれにして置づけさせていただいております。いずれにして置づけさせていただいております。いずれにしても基も基も基も基本本本本

計計計計画画画画をつくり、をつくり、をつくり、をつくり、道道道道づくりづくりづくりづくり重点重点重点重点戦略戦略戦略戦略の、平成２５年度で切れるの、平成２５年度で切れるの、平成２５年度で切れるの、平成２５年度で切れるもももものをしのをしのをしのをしっっっっかりかりかりかりレレレレビュビュビュビューしたーしたーしたーした

上で、切れた上で、切れた上で、切れた上で、切れた後後後後、新たに計、新たに計、新たに計、新たに計画画画画をしをしをしをしっっっっかりつくかりつくかりつくかりつくっっっっていかなけれていかなけれていかなけれていか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考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

その上でその上でその上でその上で観光観光観光観光という切りという切りという切りという切り口口口口は、は、は、は、今今今今のののの重点重点重点重点戦略戦略戦略戦略ににににもももも正正正正確確確確なななな文言文言文言文言ははははあああありませんが、りませんが、りませんが、りませんが、観光観光観光観光振興振興振興振興

にににに資資資資するするするする道路整備道路整備道路整備道路整備をををを位位位位置づけておりますし、この置づけておりますし、この置づけておりますし、この置づけておりますし、この条条条条例の中で例の中で例の中で例の中でも観光も観光も観光も観光客客客客、その、その、その、その他他他他のののの主体主体主体主体にとにとにとにと

っっっってててて利利利利用用用用しやすいしやすいしやすいしやすい道路道路道路道路にしていこうというにしていこうというにしていこうというにしていこうという基基基基本本本本方方方方針針針針ももももうたうたうたうたっっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、最最最最終的終的終的終的にそにそにそにそ

の計の計の計の計画画画画の中での中での中での中でどどどどういうういうういうういう位位位位置づけになるかというのは、これからの議置づけになるかというのは、これからの議置づけになるかというのは、これからの議置づけになるかというのは、これからの議論論論論ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、その、その、その、その

観光観光観光観光振興の振興の振興の振興の観点観点観点観点からのからのからのからの道路整備道路整備道路整備道路整備は少なくとは少なくとは少なくとは少なくとも重も重も重も重要な要な要な要な検討検討検討検討の一つの切りの一つの切りの一つの切りの一つの切り口口口口になるだになるだになるだになるだろろろろうとうとうとうと考考考考

ええええているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。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。

○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 交交交交通通通通環境環境環境環境のののの整備整備整備整備というごというごというごというご質問質問質問質問をいただきました。和田委員おをいただきました。和田委員おをいただきました。和田委員おをいただきました。和田委員お

述述述述べべべべのとおり中南和、のとおり中南和、のとおり中南和、のとおり中南和、東東東東部地域につきましては、部地域につきましては、部地域につきましては、部地域につきましては、観光観光観光観光地をめ地をめ地をめ地をめぐぐぐぐるるるる鉄鉄鉄鉄道道道道網網網網がががが形形形形成されていな成されていな成されていな成されていな

いため、いため、いため、いため、観光観光観光観光地を地を地を地を周遊周遊周遊周遊するするするする移移移移動動動動手段手段手段手段はははは自自自自動動動動車車車車が中心となが中心となが中心となが中心となっっっっているのが事実でございます。ているのが事実でございます。ているのが事実でございます。ているのが事実でございます。

このため、このため、このため、このため、ドドドドラララライバイバイバイバー向けのー向けのー向けのー向けの著著著著名名名名観光観光観光観光地を地を地を地を周遊周遊周遊周遊するするするする情情情情報発報発報発報発信信信信や、わかりやすいや、わかりやすいや、わかりやすいや、わかりやすい道路道路道路道路標識標識標識標識のののの

整備整備整備整備ななななどどどどを県としては進めているとこを県としては進めているとこを県としては進めているとこを県としては進めているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

また、また、また、また、宇陀市宇陀市宇陀市宇陀市ななななどどどどとの連との連との連との連携携携携にににによよよよりまして名りまして名りまして名りまして名阪国道阪国道阪国道阪国道のののの道道道道のののの駅針駅針駅針駅針テテテテララララススススをををを利利利利用用用用させていたださせていたださせていたださせていただ

きまして、室きまして、室きまして、室きまして、室生生生生寺寺寺寺をはをはをはをはじじじじめとしためとしためとしためとした社社社社寺寺寺寺や、や、や、や、ああああとととと温温温温泉が泉が泉が泉が多多多多数数数数ございますので、そういございますので、そういございますので、そういございますので、そういっっっったとたとたとたと

こここころろろろをををを周遊周遊周遊周遊するルーするルーするルーするルートトトトや地域をおや地域をおや地域をおや地域をお勧勧勧勧めするめするめするめするドドドドラララライブ情イブ情イブ情イブ情報の発報の発報の発報の発信信信信にににに取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろでででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

一一一一方方方方、、、、先先先先ほほほほどどどどおおおおっっっっししししゃゃゃゃられたられたられたられたよよよようにうにうにうに鉄鉄鉄鉄道道道道でででで来来来来られるられるられるられる方方方方ににににも配も配も配も配慮慮慮慮して、それして、それして、それして、それぞぞぞぞれのれのれのれの観光観光観光観光地地地地

をめをめをめをめぐぐぐぐられるられるられるられる交交交交通通通通環境環境環境環境、すなわち、すなわち、すなわち、すなわち鉄鉄鉄鉄道道道道、それから、それから、それから、それから路線バス路線バス路線バス路線バス、、、、ココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィーーーーバスバスバスバス、そうい、そうい、そうい、そうい

っっっった連た連た連た連携携携携でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどもどもどもども、一つの連、一つの連、一つの連、一つの連携携携携を実施しましたを実施しましたを実施しましたを実施しました結結結結果果果果といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして安安安安心して心して心して心して

暮暮暮暮らせる、らせる、らせる、らせる、安安安安心して心して心して心して暮暮暮暮らせる地域らせる地域らせる地域らせる地域公公公公共共共共交交交交通通通通確保確保確保確保事業でございますけれ事業でございますけれ事業でございますけれ事業でございますけれどもどもどもども、、、、近近近近鉄鉄鉄鉄線線線線をををを利利利利用用用用

してしてしてして来来来来ていただいたていただいたていただいたていただいた方方方方に明日に明日に明日に明日香香香香村等をめ村等をめ村等をめ村等をめぐっぐっぐっぐっていただくために、ていただくために、ていただくために、ていただくために、バスバスバスバスアクアクアクアクセセセセススススということということということということ

でででで橿橿橿橿原市原市原市原市と明日と明日と明日と明日香香香香村との連村との連村との連村との連携携携携にににによよよよりますりますりますります観光周遊促観光周遊促観光周遊促観光周遊促進を進を進を進を目的目的目的目的としたとしたとしたとしたココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィーーーーバスバスバスバスのののの

運運運運行計行計行計行計画策画策画策画策定とい定とい定とい定といっっっったたたたもももものにのにのにのに対対対対してしてしてしてもももも、支援しているとこ、支援しているとこ、支援しているとこ、支援しているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それから、県といたしましてはそれから、県といたしましてはそれから、県といたしましてはそれから、県といたしましては今後今後今後今後、こうい、こうい、こうい、こういっっっったたたた魅魅魅魅力をさらに力をさらに力をさらに力をさらに高高高高めるため、めるため、めるため、めるため、自自自自動動動動車車車車やややや鉄鉄鉄鉄

道道道道、、、、バスバスバスバスにににによよよよるるるる来来来来訪訪訪訪者者者者移移移移動動動動環境環境環境環境の充実に向けまして、まずの充実に向けまして、まずの充実に向けまして、まずの充実に向けまして、まず鉄鉄鉄鉄道道道道、、、、バスバスバスバス、、、、ココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィーーーーババババ

スススス等の連等の連等の連等の連携携携携をををを強強強強化化化化しまして、そういしまして、そういしまして、そういしまして、そういっっっった向上にた向上にた向上にた向上に取取取取りりりり組組組組んでいきたいというとこんでいきたいというとこんでいきたいというとこんでいきたいというところろろろでございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。今後今後今後今後、奈良県地域、奈良県地域、奈良県地域、奈良県地域交交交交通通通通改善改善改善改善協議会という協議会という協議会という協議会という場場場場がございますので、その協議会がございますので、その協議会がございますので、その協議会がございますので、その協議会もももも活活活活用用用用しししし

ながら、ながら、ながら、ながら、交交交交通通通通環境環境環境環境のののの整備整備整備整備にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。
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○西山都市計画室長○西山都市計画室長○西山都市計画室長○西山都市計画室長 和田委員から中和和田委員から中和和田委員から中和和田委員から中和幹線沿道幹線沿道幹線沿道幹線沿道地域でで地域でで地域でで地域ででもももも、中和、中和、中和、中和幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路をををを利利利利活活活活用用用用してしてしてして

いく上で県としてはいく上で県としてはいく上で県としてはいく上で県としてはどどどどののののよよよようにうにうにうに考え考え考え考えているのかというごているのかというごているのかというごているのかというご質問質問質問質問がございました。和田委員ごがございました。和田委員ごがございました。和田委員ごがございました。和田委員ご

指指指指摘摘摘摘のののの区区区区域につきましては、平成２３年５月に域につきましては、平成２３年５月に域につきましては、平成２３年５月に域につきましては、平成２３年５月に都市都市都市都市計計計計画画画画の定の定の定の定期期期期見見見見直しで中和直しで中和直しで中和直しで中和幹線幹線幹線幹線のののの整備整備整備整備効効効効

果果果果をををを最最最最大大大大限享限享限享限享受するために、和田委員受するために、和田委員受するために、和田委員受するために、和田委員ももももおおおお述述述述べべべべのとおりのとおりのとおりのとおり市街化市街化市街化市街化区区区区域に域に域に域に編編編編入入入入したしたしたしたもももものでござのでござのでござのでござ

います。います。います。います。市街化市街化市街化市街化区区区区域域域域編編編編入入入入にににに当当当当たりましては、たりましては、たりましては、たりましては、用用用用途途途途地域として地域として地域として地域として店店店店舗舗舗舗、、、、床床床床面積面積面積面積が１が１が１が１万万万万平平平平方メ方メ方メ方メーーーー

トトトトルまでのルまでのルまでのルまでのもももものまで立地がのまで立地がのまで立地がのまで立地が可能可能可能可能となるとなるとなるとなるよよよようなうなうなうな準準準準住住住住居居居居地域に地域に地域に地域に指指指指定させていただきました。定させていただきました。定させていただきました。定させていただきました。

さらにさらにさらにさらに桜井桜井桜井桜井市市市市におきましては、地におきましては、地におきましては、地におきましては、地区区区区計計計計画画画画でででで住宅用住宅用住宅用住宅用途途途途ななななどどどどの立地の立地の立地の立地制制制制限限限限を行うととを行うととを行うととを行うととももももに、に、に、に、最最最最

低低低低敷敷敷敷地地地地面積面積面積面積を３を３を３を３，，，，０００平０００平０００平０００平方メ方メ方メ方メーーーートトトトル、ル、ル、ル、外外外外壁壁壁壁後後後後退退退退を１０を１０を１０を１０メメメメーーーートトトトルルルル以以以以上と定めるな上と定めるな上と定めるな上と定めるなどどどど、まさ、まさ、まさ、まさ

にににに幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路のののの沿道沿道沿道沿道にふさわしい業務のにふさわしい業務のにふさわしい業務のにふさわしい業務の利便利便利便利便のののの増増増増進を進を進を進を図図図図り、り、り、り、景景景景観観観観ににににも配も配も配も配慮慮慮慮した良した良した良した良好好好好なななな市街市街市街市街地地地地

のののの形形形形成を成を成を成を目指目指目指目指していしていしていしていっっっったとこたとこたとこたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

県としましては、そうい県としましては、そうい県としましては、そうい県としましては、そういっっっった中和た中和た中和た中和幹線沿道幹線沿道幹線沿道幹線沿道でのでのでのでの企企企企業立地な業立地な業立地な業立地などどどどにににによよよよるまちづくりにつきまるまちづくりにつきまるまちづくりにつきまるまちづくりにつきま

しては、まずはやはり地しては、まずはやはり地しては、まずはやはり地しては、まずはやはり地元元元元市町市町市町市町村で村で村で村でああああるるるる桜井桜井桜井桜井市市市市のののの取取取取りりりり組み組み組み組みがががが重重重重要と要と要と要と考え考え考え考えております。しかております。しかております。しかております。しか

し、し、し、し、今今今今、和田委員から中和、和田委員から中和、和田委員から中和、和田委員から中和幹線幹線幹線幹線のののの交交交交通の通の通の通の円円円円滑滑滑滑化化化化、、、、ああああるいは中和るいは中和るいは中和るいは中和幹線幹線幹線幹線をうまくをうまくをうまくをうまく利利利利用用用用する、さする、さする、さする、さ

らにらにらにらに言えば言えば言えば言えば、やはりその地域のまちづくりの、やはりその地域のまちづくりの、やはりその地域のまちづくりの、やはりその地域のまちづくりの観点観点観点観点から、例から、例から、例から、例えばえばえばえば寺寺寺寺川川川川沿沿沿沿いのいのいのいの堤堤堤堤防防防防にににに道路道路道路道路をつをつをつをつ

くるなくるなくるなくるなどどどどのアのアのアのアイイイイデアをいただきました。そのアデアをいただきました。そのアデアをいただきました。そのアデアをいただきました。そのアイイイイデアをデアをデアをデアを参考参考参考参考にさせていただきながら、にさせていただきながら、にさせていただきながら、にさせていただきながら、桜桜桜桜

井井井井市市市市と連と連と連と連携携携携、協力して中和、協力して中和、協力して中和、協力して中和幹線幹線幹線幹線のののの利利利利活活活活用用用用についてさらにについてさらにについてさらにについてさらに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思っっっっておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。

なお、和田委員なお、和田委員なお、和田委員なお、和田委員ももももおおおお述述述述べべべべののののよよよようにうにうにうに民民民民間事業間事業間事業間事業者も者も者も者もいいいいろろろろいいいいろろろろな開発計な開発計な開発計な開発計画画画画を進めておられるわを進めておられるわを進めておられるわを進めておられるわ

けですけれけですけれけですけれけですけれどもどもどもども、大規、大規、大規、大規模模模模な開発計な開発計な開発計な開発計画画画画につきましては、土地につきましては、土地につきましては、土地につきましては、土地利利利利用調整用調整用調整用調整のための事前協議がなのための事前協議がなのための事前協議がなのための事前協議がな

されるため、そのされるため、そのされるため、そのされるため、その段段段段階階階階でででで幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路としてのとしてのとしてのとしての機機機機能能能能をををを損損損損なわないことになわないことになわないことになわないことに留留留留意意意意しながら立地しながら立地しながら立地しながら立地企企企企業業業業

の業務のの業務のの業務のの業務の利便利便利便利便のののの増増増増進に進に進に進にも配も配も配も配慮慮慮慮して、して、して、して、道路道路道路道路管管管管理者理者理者理者、、、、交交交交通管通管通管通管理者理者理者理者ななななどどどど関係部局が連関係部局が連関係部局が連関係部局が連携携携携して協議、して協議、して協議、して協議、

調整調整調整調整を行を行を行を行っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 県県県県営営営営住宅住宅住宅住宅のののの建建建建てかてかてかてかええええについてごについてごについてごについてご質問質問質問質問をいただきました。県をいただきました。県をいただきました。県をいただきました。県営営営営住宅住宅住宅住宅は、和は、和は、和は、和

田委員お田委員お田委員お田委員お述述述述べべべべのとおりのとおりのとおりのとおり老朽老朽老朽老朽化化化化したしたしたした住宅住宅住宅住宅がががが非非非非常常常常にににに多多多多くございまして、くございまして、くございまして、くございまして、建建建建てかてかてかてかええええはははは喫喫喫喫緊緊緊緊のののの課題課題課題課題

だとだとだとだと考え考え考え考えております。このため、平成２４年９月議会におきまして奈良県ております。このため、平成２４年９月議会におきまして奈良県ております。このため、平成２４年９月議会におきまして奈良県ております。このため、平成２４年９月議会におきまして奈良県住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンンンン

を定めさせていただいて、議を定めさせていただいて、議を定めさせていただいて、議を定めさせていただいて、議決決決決ももももいただいたとこいただいたとこいただいたとこいただいたところろろろでございます。このでございます。このでございます。このでございます。この住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンンンンにににに

沿っ沿っ沿っ沿って、て、て、て、今後今後今後今後、県、県、県、県営営営営住宅住宅住宅住宅、、、、市町市町市町市町村の村の村の村の公公公公営営営営住宅住宅住宅住宅、、、、市町市町市町市町村村村村公公公公営営営営住宅も含住宅も含住宅も含住宅も含めてめてめてめて更更更更新をしていくこ新をしていくこ新をしていくこ新をしていくこ

とになりますが、この中とになりますが、この中とになりますが、この中とになりますが、この中身身身身についてについてについてについて簡簡簡簡単単単単にご説明をいたしますと、県にご説明をいたしますと、県にご説明をいたしますと、県にご説明をいたしますと、県営営営営住宅住宅住宅住宅につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、

まずはまずはまずはまずは居居居居住環境住環境住環境住環境水水水水準準準準、、、、利便利便利便利便性性性性、、、、安全性み安全性み安全性み安全性みたいなこと、たいなこと、たいなこと、たいなこと、ああああと、と、と、と、建建建建てかてかてかてかええええに係るに係るに係るに係る整備コスト整備コスト整備コスト整備コスト、、、、

このこのこのこのよよよようなうなうなうなもももものをのをのをのを検討検討検討検討いたしまして、大まかないたしまして、大まかないたしまして、大まかないたしまして、大まかな建建建建てかてかてかてかええええ、、、、ももももしくはしくはしくはしくは用用用用途途途途廃廃廃廃止止止止、、、、集集集集約約約約等の等の等の等の方方方方
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針針針針を立てを立てを立てを立てよよよようとうとうとうと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

ただ、このただ、このただ、このただ、この方方方方針針針針にににに沿っ沿っ沿っ沿ってそのままいくというわけではなく、和田委員おてそのままいくというわけではなく、和田委員おてそのままいくというわけではなく、和田委員おてそのままいくというわけではなく、和田委員お述述述述べべべべいただきまいただきまいただきまいただきま

したとおり、まさにしたとおり、まさにしたとおり、まさにしたとおり、まさに建建建建てかてかてかてかええええれれれればばばばいいというわけではないといいというわけではないといいというわけではないといいというわけではないと思思思思っっっっております。まちづくりております。まちづくりております。まちづくりております。まちづくり

の中での中での中での中でどどどどうううう考え考え考え考えていくのかがていくのかがていくのかがていくのかが非非非非常常常常にににに重重重重要だと要だと要だと要だと考え考え考え考えておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンンンンの中にの中にの中にの中にもももも

市町市町市町市町のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり方方方方針針針針にににに沿っ沿っ沿っ沿ってててて検討検討検討検討していくとしていくとしていくとしていくと掲掲掲掲げげげげさせていただきました。実させていただきました。実させていただきました。実させていただきました。実際際際際、平成２、平成２、平成２、平成２

４年９月に議４年９月に議４年９月に議４年９月に議決決決決をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた以降以降以降以降、、、、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの市町市町市町市町とはそのとはそのとはそのとはその方方方方針針針針にににに沿っ沿っ沿っ沿ってててて今後今後今後今後のののの方方方方針針針針をををを検討検討検討検討

していこうということで、少しずつしていこうということで、少しずつしていこうということで、少しずつしていこうということで、少しずつ検討検討検討検討がががが始始始始ままままっっっっている部ている部ている部ている部分も分も分も分もございます。ございます。ございます。ございます。今後今後今後今後、そうい、そうい、そうい、そうい

っっっったことをたことをたことをたことを踏踏踏踏ままままええええてててて市町市町市町市町と一と一と一と一緒緒緒緒になりながらまちづくりの中でになりながらまちづくりの中でになりながらまちづくりの中でになりながらまちづくりの中で今後今後今後今後の県の県の県の県営営営営住宅住宅住宅住宅ををををどどどどうしてうしてうしてうして

いくのかをいくのかをいくのかをいくのかを考え考え考え考えてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長 奈良県奈良県奈良県奈良県下下下下のののの町町町町ののののああああちこちでちこちでちこちでちこちで浸浸浸浸水被害が水被害が水被害が水被害が起起起起ここここっっっっていることにていることにていることにていることに対対対対して、して、して、して、どどどどのののの

よよよようにうにうにうに対対対対処処処処しているのか、また地域のしているのか、また地域のしているのか、また地域のしているのか、また地域の市町市町市町市町村を村を村を村をどどどどののののよよよようにうにうにうにバッバッバッバックアクアクアクアッッッップしていくのかといプしていくのかといプしていくのかといプしていくのかとい

うごうごうごうご質問質問質問質問だとだとだとだと思思思思います。実は、昭和５います。実は、昭和５います。実は、昭和５います。実は、昭和５７７７７年の大水害年の大水害年の大水害年の大水害以降以降以降以降、３回、３回、３回、３回以以以以上上上上浸浸浸浸水している地域、県水している地域、県水している地域、県水している地域、県

下下下下のののの約約約約９０９０９０９０カカカカ所を所を所を所をピピピピッッッックアクアクアクアッッッップいたしました。そこをプいたしました。そこをプいたしました。そこをプいたしました。そこを浸浸浸浸水水水水常常常常襲襲襲襲地域と地域と地域と地域と位位位位置づけにいたしま置づけにいたしま置づけにいたしま置づけにいたしま

して、県でして、県でして、県でして、県で浸浸浸浸水水水水常常常常襲襲襲襲地域における地域における地域における地域における減減減減災災災災対策対策対策対策緊急緊急緊急緊急プログラムをプログラムをプログラムをプログラムを策策策策定しております。これは定しております。これは定しております。これは定しております。これは緊緊緊緊

急急急急対策対策対策対策ということで、ということで、ということで、ということで、河河河河川川川川改改改改修修修修等を等を等を等を待待待待っっっっていると少していると少していると少していると少し時時時時間がかかるため、間がかかるため、間がかかるため、間がかかるため、緊急緊急緊急緊急にににに即即即即効効効効性性性性のののの

ああああるるるる対策対策対策対策をしていこうということで、をしていこうということで、をしていこうということで、をしていこうということで、ももももちちちちろろろろん県のん県のん県のん県の河河河河川川川川改改改改修修修修ととととととととももももにににに各市町各市町各市町各市町村におきまし村におきまし村におきまし村におきまし

ててててもももも、例、例、例、例えばえばえばえば少し少し少し少し雨雨雨雨水をためる水をためる水をためる水をためる貯留貯留貯留貯留施設の施設の施設の施設の整備整備整備整備ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、ああああるいはるいはるいはるいは排排排排水水水水路路路路、部、部、部、部分的分的分的分的に少しに少しに少しに少し

流流流流れにくくなれにくくなれにくくなれにくくなっっっっているとこているとこているとこているところろろろをををを改改改改良するとか、良するとか、良するとか、良するとか、ああああるいは水るいは水るいは水るいは水路路路路の土の土の土の土砂砂砂砂上上上上げげげげをするとか、いをするとか、いをするとか、いをするとか、いろろろろ

いいいいろろろろなななな対策対策対策対策をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれの地域ごとのれの地域ごとのれの地域ごとのれの地域ごとの状況状況状況状況にににに応じ応じ応じ応じてててて当当当当該該該該のののの市町市町市町市町村と一村と一村と一村と一緒緒緒緒に県で計に県で計に県で計に県で計画画画画をををを策策策策定い定い定い定い

たしました。たしました。たしました。たしました。

その中で、特にその中で、特にその中で、特にその中で、特に市町市町市町市町村で行われる、例村で行われる、例村で行われる、例村で行われる、例えばえばえばえばためためためため池池池池とかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろななななももももの、の、の、の、公公公公共共共共用用用用地を活地を活地を活地を活用用用用

したしたしたした貯留貯留貯留貯留施設につきましては、施設につきましては、施設につきましては、施設につきましては、国国国国の補の補の補の補助も助も助も助もございますし、ございますし、ございますし、ございますし、ああああわせて県わせて県わせて県わせて県費費費費の補の補の補の補助も助も助も助も行行行行っっっっておておておてお

りまして、少しでりまして、少しでりまして、少しでりまして、少しでも市町も市町も市町も市町村の村の村の村の負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減になるになるになるになる取取取取りりりり組み組み組み組みをしております。また、それだけでをしております。また、それだけでをしております。また、それだけでをしております。また、それだけで

はなくて、ちはなくて、ちはなくて、ちはなくて、ちょょょょっっっっとしたとしたとしたとした工工工工夫夫夫夫でででで洪洪洪洪水をためることができるという、水をためることができるという、水をためることができるという、水をためることができるという、コストコストコストコストのかからないのかからないのかからないのかからない貯貯貯貯

留手留手留手留手法法法法についてについてについてについても市町も市町も市町も市町村にご提案したり、村にご提案したり、村にご提案したり、村にご提案したり、ああああるいはるいはるいはるいは技術技術技術技術的的的的にににに相相相相談談談談にににに乗乗乗乗らせていただいたり、らせていただいたり、らせていただいたり、らせていただいたり、

いいいいろろろろいいいいろろろろなななな手手手手法法法法を行を行を行を行っっっっています。ています。ています。ています。

特に、特に、特に、特に、浸浸浸浸水の水の水の水の常常常常襲襲襲襲地域が例地域が例地域が例地域が例えばえばえばえば複複複複数数数数のののの市町市町市町市町村にまたがるとこ村にまたがるとこ村にまたがるとこ村にまたがるところもろもろもろもございます。１つのございます。１つのございます。１つのございます。１つの町町町町

の中でおさまらずに、上からの中でおさまらずに、上からの中でおさまらずに、上からの中でおさまらずに、上から洪洪洪洪水が水が水が水が流流流流れてきて、れてきて、れてきて、れてきて、下下下下のののの町町町町がつくとか、いがつくとか、いがつくとか、いがつくとか、いろろろろいいいいろろろろなななな複複複複数数数数のののの市市市市

町町町町村にまたがる村にまたがる村にまたがる村にまたがる流流流流域につきましては、県でモデル域につきましては、県でモデル域につきましては、県でモデル域につきましては、県でモデル流流流流域を設定しまして域を設定しまして域を設定しまして域を設定しまして積積積積極極極極的的的的にににに市町市町市町市町村間の村間の村間の村間の

調整調整調整調整を県がを県がを県がを県が入っ入っ入っ入ってしたり、またそのてしたり、またそのてしたり、またそのてしたり、またその具具具具体的体的体的体的なななな対策対策対策対策計計計計画画画画をををを市町市町市町市町村にかわ村にかわ村にかわ村にかわっっっって県で立てたりとて県で立てたりとて県で立てたりとて県で立てたりと
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いうことで、少しでいうことで、少しでいうことで、少しでいうことで、少しでも市町も市町も市町も市町村のご村のご村のご村のご負担負担負担負担が少なくなるが少なくなるが少なくなるが少なくなるよよよようにやうにやうにやうにやっっっっております。ております。ております。ております。

一一一一方方方方、、、、河河河河川の川の川の川の方も方も方も方も本本本本格格格格的的的的なななな改改改改修修修修というのはなかなかというのはなかなかというのはなかなかというのはなかなか時時時時間がかかるということですが、間がかかるということですが、間がかかるということですが、間がかかるということですが、非非非非

常常常常にににに効果効果効果効果ががががああああるのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどもどもどもども、少し、少し、少し、少し時時時時間がかかるというとこ間がかかるというとこ間がかかるというとこ間がかかるというところろろろにつきましては、例につきましては、例につきましては、例につきましては、例えばえばえばえば

部部部部分的分的分的分的に土に土に土に土砂砂砂砂上上上上げげげげをしたり、をしたり、をしたり、をしたり、ああああるいはるいはるいはるいは暫暫暫暫定定定定的的的的に少し川に少し川に少し川に少し川底底底底をををを下下下下げげげげたりとか、たりとか、たりとか、たりとか、ああああるいは少しるいは少しるいは少しるいは少し護護護護

岸岸岸岸を上を上を上を上げげげげたりとか、いたりとか、いたりとか、いたりとか、いろろろろいいいいろろろろできるできるできるできる対策対策対策対策を小まめに実施していくことで、少しずつを小まめに実施していくことで、少しずつを小まめに実施していくことで、少しずつを小まめに実施していくことで、少しずつ浸浸浸浸水が水が水が水が

軽減軽減軽減軽減するするするする方方方方向に進めている向に進めている向に進めている向に進めている状況状況状況状況でございます。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。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 １つ１つ１つ１つ目目目目のののの記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉環状道路環状道路環状道路環状道路についての提案にまつわるさまざまなについての提案にまつわるさまざまなについての提案にまつわるさまざまなについての提案にまつわるさまざまな問問問問題題題題ははははひひひひ

とつしとつしとつしとつしっっっっかりとかりとかりとかりと取取取取りりりり組組組組んでいくとをんでいくとをんでいくとをんでいくとを答弁答弁答弁答弁いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。頑張頑張頑張頑張っっっってください、てください、てください、てください、頼頼頼頼みみみみます。ます。ます。ます。

それから、それにかかわるそれから、それにかかわるそれから、それにかかわるそれから、それにかかわる道道道道づくりのづくりのづくりのづくりの重点重点重点重点戦略戦略戦略戦略も取も取も取も取りりりり組む組む組む組むと、と、と、と、位位位位置づけをして置づけをして置づけをして置づけをして取取取取りりりり組み組み組み組み

というというというという話話話話もももも聞聞聞聞かせてかせてかせてかせてももももらいました。いずれにいたしましてらいました。いずれにいたしましてらいました。いずれにいたしましてらいました。いずれにいたしましてもももも、そう、そう、そう、そう目的目的目的目的地地地地へへへへ行くのに大行くのに大行くのに大行くのに大体体体体

ののののイメイメイメイメージと、ージと、ージと、ージと、道路道路道路道路を通を通を通を通じじじじてててて交交交交通通通通環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しながら、おしながら、おしながら、おしながら、おももももてなしでてなしでてなしでてなしで対対対対応応応応できるというこできるというこできるというこできるというこ

とをこれからとをこれからとをこれからとをこれからももももややややっっっっていただきたいうことで、一ていただきたいうことで、一ていただきたいうことで、一ていただきたいうことで、一応応応応、、、、意見意見意見意見、要、要、要、要望望望望だけ出しておきます。だけ出しておきます。だけ出しておきます。だけ出しておきます。

中和中和中和中和幹線幹線幹線幹線につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、よよよよくわかりました。くわかりました。くわかりました。くわかりました。桜井桜井桜井桜井市市市市の地の地の地の地元元元元の人の人の人の人達達達達のののの話話話話が県にが県にが県にが県に来来来来ましたましたましたました

ならならならならばばばば、、、、ひひひひとつとつとつとつ相相相相談談談談にににに乗乗乗乗っっっっててててあげあげあげあげてください。てください。てください。てください。よろよろよろよろしくしくしくしく頼頼頼頼みみみみます。ます。ます。ます。

それから、県それから、県それから、県それから、県営営営営住宅住宅住宅住宅の関係につきましては、の関係につきましては、の関係につきましては、の関係につきましては、私私私私はははは整備整備整備整備計計計計画画画画をををを具具具具体的体的体的体的ににににああああそこ、ここといそこ、ここといそこ、ここといそこ、こことい

うううう形形形形でででで示示示示してほしいという、実は要してほしいという、実は要してほしいという、実は要してほしいという、実は要望望望望をををを持持持持っっっっておりました。ておりました。ておりました。ておりました。今今今今年度は年度は年度は年度はどどどどここここどどどどこの地域といこの地域といこの地域といこの地域とい

う、う、う、う、ももももうううう老朽老朽老朽老朽化化化化して振動にして振動にして振動にして振動にもももも耐耐耐耐ええええられないというられないというられないというられないという危険危険危険危険なとこなとこなとこなところろろろから、から、から、から、ももももう大う大う大う大体体体体出ているは出ているは出ているは出ているは

ずだとずだとずだとずだと思思思思いますから、いますから、いますから、いますから、具具具具体的体的体的体的に、そのに、そのに、そのに、その整備整備整備整備計計計計画画画画ががががああああるのですか、るのですか、るのですか、るのですか、現状現状現状現状ははははどどどどうですかとおうですかとおうですかとおうですかとお尋尋尋尋

ねねねねしたわけで、またこれはしたわけで、またこれはしたわけで、またこれはしたわけで、またこれは詳詳詳詳しいことは別のしいことは別のしいことは別のしいことは別の機機機機会にお会にお会にお会にお尋尋尋尋ねねねねさせていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。よろよろよろよろしくしくしくしく

おおおお示示示示しください。しください。しください。しください。

それから、水害それから、水害それから、水害それから、水害対策対策対策対策については、については、については、については、桜井桜井桜井桜井市市市市の例、の例、の例、の例、ああああるいはるいはるいはるいは私私私私のののの足足足足元元元元の村のの村のの村のの村の話話話話を例に出したを例に出したを例に出したを例に出した

わけですが、本わけですが、本わけですが、本わけですが、本当当当当にににに今今今今困困困困っっっっております。ております。ております。ております。浸浸浸浸水水水水常常常常襲襲襲襲地域が奈良県地域が奈良県地域が奈良県地域が奈良県内内内内に９０に９０に９０に９０カカカカ所所所所もあもあもあもあるとのこるとのこるとのこるとのこ

と、すごいことです。ですから、しと、すごいことです。ですから、しと、すごいことです。ですから、しと、すごいことです。ですから、しっっっっかりとそのかりとそのかりとそのかりとその対策対策対策対策をやをやをやをやっっっっててててあげあげあげあげてください。てください。てください。てください。住住住住んでいんでいんでいんでい

る人にしてる人にしてる人にしてる人にしてみみみみれれれればばばば、、、、床床床床上上上上浸浸浸浸水等が水等が水等が水等が起起起起きたら、きたら、きたら、きたら、ももももうううう何何何何百百百百戸戸戸戸、、、、何何何何千千千千戸戸戸戸単位単位単位単位でやられてしまいまでやられてしまいまでやられてしまいまでやられてしまいま

すから。しすから。しすから。しすから。しっっっっかりとかりとかりとかりと対策対策対策対策をををを練練練練っっっっていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。これいます。これいます。これいます。これもももも要要要要望望望望としておきます。としておきます。としておきます。としておきます。

それから、それから、それから、それから、最最最最後後後後に要に要に要に要望望望望を１つだけしたいとを１つだけしたいとを１つだけしたいとを１つだけしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。「平成２５年度一般会計特別会計「平成２５年度一般会計特別会計「平成２５年度一般会計特別会計「平成２５年度一般会計特別会計

予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」１５２ページ、新予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」１５２ページ、新予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」１５２ページ、新予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」１５２ページ、新

規事業として規事業として規事業として規事業として竹内竹内竹内竹内街道街道街道街道、、、、横横横横大大大大路路路路を活を活を活を活用用用用したしたしたした歴歴歴歴史史史史情情情情報発報発報発報発信信信信事業、これは県事業、これは県事業、これは県事業、これは県民民民民にとにとにとにとっっっっては知ては知ては知ては知っっっっ

ている人は知ている人は知ている人は知ている人は知っっっっているのだけれているのだけれているのだけれているのだけれどもどもどもども、ち、ち、ち、ちょょょょっっっっとなとなとなとなじじじじみみみみのないのないのないのない街道街道街道街道筋筋筋筋です。これは、です。これは、です。これは、です。これは、竹内竹内竹内竹内街街街街

道道道道はわかるけれはわかるけれはわかるけれはわかるけれどもどもどもども、、、、入っ入っ入っ入ってくると伊てくると伊てくると伊てくると伊勢勢勢勢街道へ街道へ街道へ街道へとつながとつながとつながとつながっっっってきます。そこで、これからちてきます。そこで、これからちてきます。そこで、これからちてきます。そこで、これからち
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ょょょょううううどどどどこのこのこのこの街道街道街道街道筋筋筋筋の事業にの事業にの事業にの事業に取取取取りりりり組組組組んでいくということですので、それこそ、んでいくということですので、それこそ、んでいくということですので、それこそ、んでいくということですので、それこそ、殺殺殺殺風景風景風景風景なことなことなことなこと

にならないにならないにならないにならないよよよようにうにうにうに植栽植栽植栽植栽、、、、ああああるいはるいはるいはるいは花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい守守守守ローローローロードドドド、こういうことで、こういうことで、こういうことで、こういうことで花花花花をををを植植植植ええええたいとたいとたいとたいと植植植植

栽栽栽栽をしたいというをしたいというをしたいというをしたいという市町市町市町市町村や地域が出てきたなら村や地域が出てきたなら村や地域が出てきたなら村や地域が出てきたならばばばば、、、、ああああるいは出るるいは出るるいは出るるいは出るよよよようにうにうにうにひひひひとつとつとつとつどどどどんんんんどどどどんんんん呼呼呼呼

びかけていただきたい。発びかけていただきたい。発びかけていただきたい。発びかけていただきたい。発信信信信をして、そしていいをして、そしていいをして、そしていいをして、そしていい雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気でおでおでおでおももももてなしができる、てなしができる、てなしができる、てなしができる、観光観光観光観光客客客客がががが

通れる、そういう事業になる通れる、そういう事業になる通れる、そういう事業になる通れる、そういう事業になるよよよようにしていただきたい、成うにしていただきたい、成うにしていただきたい、成うにしていただきたい、成功功功功させることをさせることをさせることをさせることを強強強強くお願いをしくお願いをしくお願いをしくお願いをし

ておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思います。います。います。います。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。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 １１１１点点点点だけはこういうだけはこういうだけはこういうだけはこういう質問質問質問質問ももももするとするとするとすると言っ言っ言っ言っていましたけれていましたけれていましたけれていましたけれどもどもどもども、実は２つふ、実は２つふ、実は２つふ、実は２つふええええまままま

して３して３して３して３点点点点についてについてについてについて質問質問質問質問をいたしたいとをいたしたいとをいたしたいとをいたしたいと思思思思います。います。います。います。簡簡簡簡単単単単なことでございますので、なことでございますので、なことでございますので、なことでございますので、簡潔簡潔簡潔簡潔、明、明、明、明

瞭瞭瞭瞭にににに答弁答弁答弁答弁いただいたらいただいたらいただいたらいただいたらあああありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思います。います。います。います。

１つは１つは１つは１つは渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策とととと言っ言っ言っ言ったらいいのですか、これはいたらいいのですか、これはいたらいいのですか、これはいたらいいのですか、これはいろろろろいいいいろろろろな、とりわけ大和な、とりわけ大和な、とりわけ大和な、とりわけ大和郡郡郡郡山山山山市市市市からからからから

奈良奈良奈良奈良市へ来市へ来市へ来市へ来るとこるとこるとこるところろろろで大で大で大で大変変変変渋滞渋滞渋滞渋滞をしており、をしており、をしており、をしており、何何何何とかできないのかというとかできないのかというとかできないのかというとかできないのかという話話話話ががががああああるわけです。るわけです。るわけです。るわけです。

どどどどこかといいますと県こかといいますと県こかといいますと県こかといいますと県道道道道奈良大和奈良大和奈良大和奈良大和郡郡郡郡山山山山斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩線線線線のののの西西西西のののの京京京京のののの交交交交差差差差点点点点です。つまり、です。つまり、です。つまり、です。つまり、近近近近鉄鉄鉄鉄西西西西ノノノノ京京京京

駅駅駅駅から真から真から真から真っっっっすすすすぐ東ぐ東ぐ東ぐ東に行きますと奈良に行きますと奈良に行きますと奈良に行きますと奈良朱雀朱雀朱雀朱雀高高高高校に行きますけれ校に行きますけれ校に行きますけれ校に行きますけれどもどもどもども、そこの県、そこの県、そこの県、そこの県道道道道とのとのとのとの交交交交差差差差点点点点

でございます。でございます。でございます。でございます。ああああとととと言えば言えば言えば言えば、、、、ああああのののの道道道道はははは観光観光観光観光ルールールールートトトトでございますからでございますからでございますからでございますから春春春春とかとかとかとか秋秋秋秋にはにはにはには観光バス観光バス観光バス観光バス

ももももたくさん通たくさん通たくさん通たくさん通っっっっております。なので、ております。なので、ております。なので、ております。なので、ああああのののの辺辺辺辺のののの道路道路道路道路改改改改良というか、良というか、良というか、良というか、交交交交差差差差点点点点のののの改改改改良をしてい良をしてい良をしてい良をしてい

かなけれかなけれかなけれかなければばばばいけないのではないかといけないのではないかといけないのではないかといけないのではないかと思思思思っっっっているわけでございまして、そのことについて一ているわけでございまして、そのことについて一ているわけでございまして、そのことについて一ているわけでございまして、そのことについて一

体体体体県は県は県は県はどどどどういうういうういうういう取取取取りりりり組み組み組み組みをされをされをされをされよよよようとしているのかと、うとしているのかと、うとしているのかと、うとしているのかと、ああああるいはるいはるいはるいは取取取取りりりり組み組み組み組みをされているのをされているのをされているのをされているの

かということについておかということについておかということについておかということについてお尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思います。います。います。います。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、は、は、は、先先先先ほほほほどどどど、治水、治水、治水、治水対策対策対策対策のののの話話話話がございました。平成２４年、がございました。平成２４年、がございました。平成２４年、がございました。平成２４年、荒井荒井荒井荒井知事は大和川総合知事は大和川総合知事は大和川総合知事は大和川総合

治水治水治水治水対策対策対策対策ということでということでということでということで国国国国に大きなに大きなに大きなに大きな遊遊遊遊水水水水池池池池をつくをつくをつくをつくっっっっててててももももらうというらうというらうというらうという話話話話で県は要で県は要で県は要で県は要望望望望しているのしているのしているのしているの

だと、知事は大きなことをだと、知事は大きなことをだと、知事は大きなことをだと、知事は大きなことを述述述述べべべべておりまして、そのておりまして、そのておりまして、そのておりまして、その遊遊遊遊水水水水池池池池の上に大きな施設をつるというの上に大きな施設をつるというの上に大きな施設をつるというの上に大きな施設をつるという

ことことことことも対も対も対も対外外外外的的的的にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろ述述述述べべべべられていたわけで、それを直られていたわけで、それを直られていたわけで、それを直られていたわけで、それを直接接接接聞聞聞聞いたのですけれいたのですけれいたのですけれいたのですけれどもどもどもども、一、一、一、一体体体体、、、、

今今今今そんなそんなそんなそんな話話話話ははははどどどどこまで、県とこまで、県とこまで、県とこまで、県と国国国国との間で進んでいるのかということについてとの間で進んでいるのかということについてとの間で進んでいるのかということについてとの間で進んでいるのかということについて聞聞聞聞いておきたいておきたいておきたいておきた

いといといといと思思思思います。います。います。います。

それから、３それから、３それから、３それから、３点目点目点目点目ははははリリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線のののの問問問問題題題題でございまして、これは代でございまして、これは代でございまして、これは代でございまして、これは代表質問表質問表質問表質問でいたしでいたしでいたしでいたし

ました。ました。ました。ました。言言言言いたかいたかいたかいたかっっっったことはたことはたことはたことは何何何何かといいますと、かといいますと、かといいますと、かといいますと、荒井荒井荒井荒井知事の知事の知事の知事の答弁答弁答弁答弁はははは非非非非常常常常ににににぼぼぼぼややややっっっっとした、とした、とした、とした、

従従従従来ど来ど来ど来どおりにやられているおりにやられているおりにやられているおりにやられている方方方方針針針針をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと述述述述べべべべられたのですけれられたのですけれられたのですけれられたのですけれどもどもどもども、一日、一日、一日、一日も早も早も早も早く県が奈く県が奈く県が奈く県が奈

良県としての良県としての良県としての良県としての候候候候補地を補地を補地を補地を早早早早くくくく決決決決定す定す定す定すべべべべきではないか。そして、きではないか。そして、きではないか。そして、きではないか。そして、市町市町市町市町村がそれで村がそれで村がそれで村がそれで納納納納得得得得をしていをしていをしていをしてい

ただいて、そして奈良県としては、ただいて、そして奈良県としては、ただいて、そして奈良県としては、ただいて、そして奈良県としては、早早早早期期期期実実実実現現現現のためにのためにのためにのために同同同同時時時時開業を開業を開業を開業を含含含含めて、めて、めて、めて、リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹幹幹幹

線線線線ができるができるができるができるよよよように奈良県一うに奈良県一うに奈良県一うに奈良県一丸丸丸丸となとなとなとなっっっってててて運運運運動していくことがやはり動していくことがやはり動していくことがやはり動していくことがやはり必必必必要だと、これは県要だと、これは県要だと、これは県要だと、これは県内内内内市市市市
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町町町町村長村長村長村長ももももそういうそういうそういうそういう意見意見意見意見をををを述述述述べべべべておられます。大ておられます。大ておられます。大ておられます。大体体体体の県の県の県の県民民民民の合の合の合の合意意意意をををを得得得得られるとられるとられるとられると思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。

そのそのそのそのよよよようにしていかなけれうにしていかなけれうにしていかなけれうにしていかなければばばば、実は平成２５年３月５日の、実は平成２５年３月５日の、実は平成２５年３月５日の、実は平成２５年３月５日の朝朝朝朝日新日新日新日新聞聞聞聞に、に、に、に、リリリリニアニアニアニア熱熱熱熱気気気気、３、３、３、３市市市市

が予算というが予算というが予算というが予算という形形形形でででで駅駅駅駅のののの誘致誘致誘致誘致合合合合戦戦戦戦をををを非非非非常常常常にににに激激激激しくやられています。しくやられています。しくやられています。しくやられています。先先先先ほほほほどどどど、藤本委員から県、藤本委員から県、藤本委員から県、藤本委員から県

の予算はの予算はの予算はの予算はどどどどれだけれだけれだけれだけ今今今今までまでまでまで使使使使っっっってきたのかというてきたのかというてきたのかというてきたのかという話話話話ががががあああありましたけれりましたけれりましたけれりましたけれどもどもどもども、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市ででででああああれれれればばばば

平成２４年の予算で１平成２４年の予算で１平成２４年の予算で１平成２４年の予算で１，，，，２００２００２００２００万万万万円円円円の予算をの予算をの予算をの予算を組組組組まれている。大和まれている。大和まれている。大和まれている。大和郡郡郡郡山山山山市市市市は１００は１００は１００は１００万万万万円円円円なのなのなのなの

ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、必必必必要に要に要に要に応じ応じ応じ応じて補正予算をて補正予算をて補正予算をて補正予算を組む組む組む組むとととと言っ言っ言っ言っておられるのです。ておられるのです。ておられるのです。ておられるのです。生生生生駒駒駒駒市市市市は９００は９００は９００は９００万万万万

円円円円です。これです。これです。これです。これ全全全全部、部、部、部、誘致誘致誘致誘致合合合合戦戦戦戦するためにするためにするためにするために税税税税金金金金をををを使使使使っっっっているのです。ているのです。ているのです。ているのです。極極極極端端端端にににに言っ言っ言っ言ったら、県がたら、県がたら、県がたら、県が

早早早早く１つのく１つのく１つのく１つの場場場場所に所に所に所に決決決決定すれ定すれ定すれ定すればばばば、そんな、そんな、そんな、そんな税税税税金金金金をををを使使使使わなくてわなくてわなくてわなくてももももいいわけでございますから、いいわけでございますから、いいわけでございますから、いいわけでございますから、誘誘誘誘

致致致致合合合合戦戦戦戦をせずに、をせずに、をせずに、をせずに、誘致誘致誘致誘致をさらに奈良県にをさらに奈良県にをさらに奈良県にをさらに奈良県に必必必必ずずずず来来来来ててててももももらうためにおらうためにおらうためにおらうためにお金金金金をををを使使使使っっっったらいいわけでたらいいわけでたらいいわけでたらいいわけで

ございますから、ございますから、ございますから、ございますから、むむむむだなおだなおだなおだなお金金金金だとだとだとだと思思思思うのです。そういううのです。そういううのです。そういううのです。そういう点点点点では、一日では、一日では、一日では、一日も早も早も早も早く県が中間く県が中間く県が中間く県が中間駅駅駅駅のののの

候候候候補地を補地を補地を補地を決決決決めていき、奈良県めていき、奈良県めていき、奈良県めていき、奈良県市町市町市町市町村の合村の合村の合村の合意意意意や、県や、県や、県や、県民民民民の合の合の合の合意意意意をををを得得得得ていくことを、１つのめていくことを、１つのめていくことを、１つのめていくことを、１つのめどどどど

としていとしていとしていとしていっっっっててててももももらわなけれらわなけれらわなけれらわなければばばばいけないのではないかといけないのではないかといけないのではないかといけないのではないかと思思思思っっっっておりますので、そのめておりますので、そのめておりますので、そのめておりますので、そのめどどどどはこはこはこはこ

の予算審査特別委員会での予算審査特別委員会での予算審査特別委員会での予算審査特別委員会で言っ言っ言っ言っててててももももららららええええるのかるのかるのかるのかどどどどうか。うか。うか。うか。言っ言っ言っ言っててててももももららららええええなけれなけれなけれなければばばば、、、、荒井荒井荒井荒井知事に知事に知事に知事に

ももももう１回う１回う１回う１回再再再再度度度度質問質問質問質問をして、定をして、定をして、定をして、定期期期期的的的的にそうなにそうなにそうなにそうなっっっっておりますので、そのておりますので、そのておりますので、そのておりますので、その辺辺辺辺のののの答弁答弁答弁答弁をお願いしまをお願いしまをお願いしまをお願いしま

す。す。す。す。

それから、それから、それから、それから、至至至至っっっって事務て事務て事務て事務的的的的なななな話話話話を２つします。１つは、実はを２つします。１つは、実はを２つします。１つは、実はを２つします。１つは、実はああああるるるる市市市市が立が立が立が立派派派派ななななリリリリニアニアニアニア誘致誘致誘致誘致のののの

ためのためのためのための対策対策対策対策室をつくりました。そして、その室をつくりました。そして、その室をつくりました。そして、その室をつくりました。そして、その課課課課といいますか室というのですか、直といいますか室というのですか、直といいますか室というのですか、直といいますか室というのですか、直接接接接ＪＪＪＪＲＲＲＲ

東東東東海海海海ににににぜひぜひぜひぜひととととももももうちのうちのうちのうちの市市市市にににに来来来来てほしいというてほしいというてほしいというてほしいという誘致誘致誘致誘致、そういう要、そういう要、そういう要、そういう要望望望望をしていくをしていくをしていくをしていく話話話話をををを聞聞聞聞いておいておいておいてお

ります。これは、県としてはります。これは、県としてはります。これは、県としてはります。これは、県としてはどどどどういうういうういうういう見解見解見解見解をおをおをおをお持持持持ちなのか。いや、まちなのか。いや、まちなのか。いや、まちなのか。いや、まああああそれはそれはそれはそれは市町市町市町市町村が村が村が村が好好好好

きにして、きにして、きにして、きにして、ＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海に大いにに大いにに大いにに大いに誘致誘致誘致誘致合合合合戦戦戦戦するために行するために行するために行するために行っっっっててててももももいいということなのか、いや、いいということなのか、いや、いいということなのか、いや、いいということなのか、いや、

これはこれはこれはこれは困困困困ります、やはり県を通ります、やはり県を通ります、やはり県を通ります、やはり県を通じじじじて行て行て行て行っっっっててててももももらわないとらわないとらわないとらわないと困困困困りますりますりますりますよよよよというというというという形形形形で、で、で、で、ひひひひとつくとつくとつくとつく

ぎぎぎぎをををを刺刺刺刺されるのかについて県のされるのかについて県のされるのかについて県のされるのかについて県の見解見解見解見解をををを聞聞聞聞いておきたいといておきたいといておきたいといておきたいと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。

ももももう一つは、実はう一つは、実はう一つは、実はう一つは、実は皆皆皆皆さんさんさんさん方も方も方も方も既既既既に知に知に知に知っっっっておられますけれておられますけれておられますけれておられますけれどもどもどもども、これは、これは、これは、これはああああるるるる市市市市の、この間、の、この間、の、この間、の、この間、

市町市町市町市町村村村村サミサミサミサミットットットットで、プで、プで、プで、プレレレレゼゼゼゼンテンテンテンテーーーーショショショションンンンされたされたされたされた文書文書文書文書ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、そこに、県、そこに、県、そこに、県、そこに、県内内内内のののの取取取取りりりり組組組組

みみみみというとこというとこというとこというところろろろで奈良県議会ので奈良県議会ので奈良県議会ので奈良県議会の決決決決議議議議文文文文と奈良と奈良と奈良と奈良市市市市のののの決決決決議議議議文文文文ががががああああります。ここに平成ります。ここに平成ります。ここに平成ります。ここに平成元元元元年１２年１２年１２年１２

月６日のときの奈良県議会で月６日のときの奈良県議会で月６日のときの奈良県議会で月６日のときの奈良県議会で決決決決議をした議をした議をした議をした内内内内容容容容が、奈良が、奈良が、奈良が、奈良市市市市にこれからのにこれからのにこれからのにこれからの停停停停車車車車駅駅駅駅が設けられるが設けられるが設けられるが設けられる

と奈良と奈良と奈良と奈良市市市市というのが明というのが明というのが明というのが明確確確確になになになになっっっっているわけ、奈良ているわけ、奈良ているわけ、奈良ているわけ、奈良市市市市付付付付近近近近でないです。県議会として奈良でないです。県議会として奈良でないです。県議会として奈良でないです。県議会として奈良市市市市

とととと決決決決めたわけです。めたわけです。めたわけです。めたわけです。意見書意見書意見書意見書というのは、議会がというのは、議会がというのは、議会がというのは、議会がリリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線のののの問問問問題題題題でででで幾幾幾幾つつつつもももも出してい出してい出してい出してい

るのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどもどもどもども、これが、これが、これが、これが生生生生きるのかきるのかきるのかきるのか生生生生きないのかということについてのきないのかということについてのきないのかということについてのきないのかということについての見解見解見解見解ががががあああありましりましりましりまし

たら、教たら、教たら、教たら、教ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。
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○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 県県県県道道道道奈良大和奈良大和奈良大和奈良大和郡郡郡郡山山山山斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩線線線線のののの薬師薬師薬師薬師寺寺寺寺東東東東口口口口交交交交差差差差点点点点についてのごについてのごについてのごについてのご質問質問質問質問かとかとかとかと

思思思思います。います。います。います。当当当当該該該該交交交交差差差差点点点点は、ごは、ごは、ごは、ご指指指指摘摘摘摘のとおりのとおりのとおりのとおり渋滞箇渋滞箇渋滞箇渋滞箇所にな所にな所にな所になっっっっておりまして、県でておりまして、県でておりまして、県でておりまして、県でも渋滞解消も渋滞解消も渋滞解消も渋滞解消

プラプラプラプランンンンをつくをつくをつくをつくっっっっておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれどもどもどもども、その中で、その中で、その中で、その中でも渋滞箇も渋滞箇も渋滞箇も渋滞箇所として所として所として所として位位位位置づけております。置づけております。置づけております。置づけております。

対策対策対策対策ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、今今今今のののの渋滞渋滞渋滞渋滞しているしているしているしている状況状況状況状況を少しでを少しでを少しでを少しでもももも改善改善改善改善するために、するために、するために、するために、用用用用地地地地買収買収買収買収をするをするをするをする

とすごくとすごくとすごくとすごく時時時時間がかかる間がかかる間がかかる間がかかるもももものですから、のですから、のですから、のですから、今今今今のののの幅幅幅幅員の中で少し員の中で少し員の中で少し員の中で少しレイレイレイレイアアアアウウウウトトトト変更変更変更変更をして、をして、をして、をして、北北北北からからからから

来来来来てててて右折右折右折右折していくしていくしていくしていく車車車車両が少し両が少し両が少し両が少し込込込込んでいるんでいるんでいるんでいる状況状況状況状況ががががああああるるるるもももものですから、のですから、のですから、のですから、レイレイレイレイアアアアウウウウトトトト変更変更変更変更して、して、して、して、

３０３０３０３０メメメメーーーートトトトル程度のル程度のル程度のル程度の右折右折右折右折滞滞滞滞留留留留地を地を地を地を確保確保確保確保して、大して、大して、大して、大体体体体５５５５台台台台程度ですけれ程度ですけれ程度ですけれ程度ですけれどもどもどもども、、、、右折右折右折右折のためにのためにのためにのために車車車車

をためれるをためれるをためれるをためれるよよよような、うな、うな、うな、側側側側溝溝溝溝対策対策対策対策にににに今今今今着着着着手手手手したとこしたとこしたとこしたところろろろでございます。県としては、そのでございます。県としては、そのでございます。県としては、そのでございます。県としては、その対策対策対策対策でででで

少しで少しで少しで少しでも状況も状況も状況も状況改善改善改善改善するするするする取取取取りりりり組み組み組み組みを行を行を行を行っっっっていきたいというていきたいというていきたいというていきたいという状況状況状況状況でございます。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上でござい上でござい上でござい

ます。ます。ます。ます。

○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長 小泉委員からの小泉委員からの小泉委員からの小泉委員からの質問質問質問質問は、大和川のは、大和川のは、大和川のは、大和川の遊遊遊遊水水水水池池池池についてについてについてについて利利利利活活活活用用用用ははははどどどどこまで進んこまで進んこまで進んこまで進ん

でいるのかというごでいるのかというごでいるのかというごでいるのかというご質問質問質問質問だとだとだとだと思思思思います。大和川の直います。大和川の直います。大和川の直います。大和川の直轄轄轄轄、、、、国国国国土土土土交交交交通通通通省省省省が設置しますが設置しますが設置しますが設置します遊遊遊遊水水水水池池池池計計計計

画画画画ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、これはまず直、これはまず直、これはまず直、これはまず直轄轄轄轄区区区区間は、大間は、大間は、大間は、大阪府阪府阪府阪府と奈良県にまたがと奈良県にまたがと奈良県にまたがと奈良県にまたがっっっっておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれどもどもどもども、、、、

大和川大和川大和川大和川全体全体全体全体のののの河河河河川川川川整備整備整備整備計計計計画画画画をまずをまずをまずをまず策策策策定した上で定した上で定した上で定した上で具具具具体的体的体的体的にににに遊遊遊遊水水水水池池池池のののの場場場場所を設定して計所を設定して計所を設定して計所を設定して計画画画画を進を進を進を進

めていくというめていくというめていくというめていくという流流流流れになれになれになれになっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

現在現在現在現在のののの状況状況状況状況ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、大和川の直、大和川の直、大和川の直、大和川の直轄轄轄轄のののの河河河河川川川川整備整備整備整備計計計計画画画画をををを今今今今現在現在現在現在、、、、近畿近畿近畿近畿地地地地方整備方整備方整備方整備局で局で局で局で検検検検

討討討討されているされているされているされている状況状況状況状況でございます。県としましてでございます。県としましてでございます。県としましてでございます。県としましてもももも、、、、早早早早急急急急にににに河河河河川川川川整備整備整備整備計計計計画画画画をををを取取取取りまとめていりまとめていりまとめていりまとめてい

ただいて、ただいて、ただいて、ただいて、具具具具体的体的体的体的にににに遊遊遊遊水水水水池池池池計計計計画画画画を進めていを進めていを進めていを進めていっっっっていただきたいと要ていただきたいと要ていただきたいと要ていただきたいと要望望望望しているしているしているしているよよよようなうなうなうな状況状況状況状況でででで

す。したがいまして、す。したがいまして、す。したがいまして、す。したがいまして、遊遊遊遊水水水水池池池池のののの具具具具体的体的体的体的なななな利利利利活活活活用用用用につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては現在現在現在現在いいいいろろろろいいいいろろろろなななな他他他他府府府府県の県の県の県の先先先先

進事例等を進事例等を進事例等を進事例等を調調調調査している査している査している査している状況状況状況状況でございまして、まだでございまして、まだでございまして、まだでございまして、まだ具具具具体的体的体的体的にはこれからのにはこれからのにはこれからのにはこれからの検討検討検討検討というというというという状況状況状況状況

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。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 小泉委員に小泉委員に小泉委員に小泉委員に申申申申し上し上し上し上げげげげるのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどもどもどもども、県議会の平成、県議会の平成、県議会の平成、県議会の平成元元元元年の年の年の年の決決決決議について議について議について議について

は議会の中のは議会の中のは議会の中のは議会の中の問問問問題題題題だとだとだとだと思思思思いますので、委員長から議会いますので、委員長から議会いますので、委員長から議会いますので、委員長から議会へへへへ議議議議運運運運になるのか、関係になるのか、関係になるのか、関係になるのか、関係者者者者のとこのとこのとこのところろろろ

へへへへ問問問問いかけをするというか、いかけをするというか、いかけをするというか、いかけをするというか、理理理理事事事事者者者者にににに答答答答ええええをををを求求求求めるのはめるのはめるのはめるのは理理理理事事事事者も者も者も者も答答答答ええええにくいとにくいとにくいとにくいと思思思思いますのいますのいますのいますの

で、そういうで、そういうで、そういうで、そういう扱扱扱扱いにさせていただきたいといにさせていただきたいといにさせていただきたいといにさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。（発（発（発（発言言言言するするするする者あ者あ者あ者あり）議会でり）議会でり）議会でり）議会で決決決決めたこめたこめたこめたこ

とだととだととだととだと思思思思うので。うので。うので。うので。

（（（（「「「「理理理理事事事事者者者者のののの見解見解見解見解やで」とやで」とやで」とやで」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あ者あ者あ者あり）り）り）り）

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 いまだいきるのかいきていないかといういまだいきるのかいきていないかといういまだいきるのかいきていないかといういまだいきるのかいきていないかという話話話話は、このは、このは、このは、この決決決決議はいきてるのかい議はいきてるのかい議はいきてるのかい議はいきてるのかい

きていないのかとのきていないのかとのきていないのかとのきていないのかとの結結結結論論論論はははは……………………。。。。

（（（（「「「「理理理理事事事事者者者者にににに見解見解見解見解をををを求求求求めるめるめるめるねねねね」と」と」と」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あ者あ者あ者あり）り）り）り）
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○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 それでは、それでは、それでは、それでは、リリリリニアのニアのニアのニアの問問問問題題題題、、、、答弁答弁答弁答弁願います。願います。願います。願います。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 ２２２２点点点点、、、、ＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海との関係、そして県議会のとの関係、そして県議会のとの関係、そして県議会のとの関係、そして県議会の決決決決議の関係でございます。県議の関係でございます。県議の関係でございます。県議の関係でございます。県

としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組み組み組み組みにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、後後後後ほほほほど担当ど担当ど担当ど担当課課課課長から長から長から長から答答答答ええええます。ます。ます。ます。

決決決決議につきましては、議につきましては、議につきましては、議につきましては、先先先先ほほほほどどどど田中委員長がお田中委員長がお田中委員長がお田中委員長がお話話話話いただきましたいただきましたいただきましたいただきましたよよよように議会としてのうに議会としてのうに議会としてのうに議会としての見解見解見解見解

等は等は等は等は整理整理整理整理をしていただけるとをしていただけるとをしていただけるとをしていただけると思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、参考参考参考参考までにまでにまでにまでに幾幾幾幾つかつかつかつか申申申申し上し上し上し上げげげげますとほかの県等にますとほかの県等にますとほかの県等にますとほかの県等に

おいておいておいておいてもももも決決決決議の議の議の議の内内内内容容容容は、そのときそのときのは、そのときそのときのは、そのときそのときのは、そのときそのときの情情情情勢勢勢勢でででで変変変変化化化化しているしているしているしているよよよようにうにうにうに聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

例例例例えばえばえばえば、山、山、山、山梨梨梨梨県な県な県な県などどどどにおいてにおいてにおいてにおいても現在も現在も現在も現在、、、、駅駅駅駅ががががああああののののよよよようにうにうにうに決決決決ままままっっっっていていていていっっっっていますけれていますけれていますけれていますけれどもどもどもども、そ、そ、そ、そ

こにこにこにこに至至至至るまでにはいるまでにはいるまでにはいるまでにはいろろろろいいいいろろろろなななな決決決決議、い議、い議、い議、いろろろろいいいいろろろろな要な要な要な要望文望文望文望文ななななどどどどが出されていたとが出されていたとが出されていたとが出されていたと聞聞聞聞いておりまいておりまいておりまいておりま

す。そういうす。そういうす。そういうす。そういう意意意意味味味味では、いでは、いでは、いでは、いろろろろいいいいろろろろなななな情情情情勢勢勢勢のののの変変変変化化化化にににに伴伴伴伴っっっった要た要た要た要望望望望はそのはそのはそのはその都都都都度その度その度その度その都都都都度出てくる度出てくる度出てくる度出てくる

のではないかとはのではないかとはのではないかとはのではないかとは思思思思っっっっておりますが、議会としてのておりますが、議会としてのておりますが、議会としてのておりますが、議会としての扱扱扱扱いはいはいはいはぜひぜひぜひぜひ田中委員長が田中委員長が田中委員長が田中委員長が仕仕仕仕切切切切っっっっていたていたていたていた

だけれだけれだけれだければばばばとととと思思思思います。います。います。います。

ああああと、と、と、と、ＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海との関係でございます。との関係でございます。との関係でございます。との関係でございます。対策対策対策対策室をつく室をつく室をつく室をつくっっっって直て直て直て直接接接接自分自分自分自分たちがたちがたちがたちがＪＪＪＪＲＲＲＲに要に要に要に要望望望望にににに

行くとお行くとお行くとお行くとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっているているているている市市市市ががががああああるということでございますけれるということでございますけれるということでございますけれるということでございますけれどもどもどもども、、、、ＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海からは、からは、からは、からは、全全全全

国国国国新新新新幹線幹線幹線幹線鉄鉄鉄鉄道整備法道整備法道整備法道整備法にににに基基基基づくづくづくづく役役役役割割割割とか、地域の振興とか、地域の振興とか、地域の振興とか、地域の振興策策策策のののの調整調整調整調整ななななどどどど県が県が県が県が引引引引き続きき続きき続きき続き取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ

をしてほしいということををしてほしいということををしてほしいということををしてほしいということを求求求求められております。また、一例をめられております。また、一例をめられております。また、一例をめられております。また、一例を申申申申し上し上し上し上げげげげますと、ますと、ますと、ますと、ああああるるるる市市市市議議議議

会が会が会が会がＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海に要に要に要に要望書望書望書望書をををを送送送送っっっっていていていていっっっったそうなのですけれたそうなのですけれたそうなのですけれたそうなのですけれどもどもどもども、やんわりと奈良県の、やんわりと奈良県の、やんわりと奈良県の、やんわりと奈良県の方方方方にこにこにこにこ

のことは県を通してやのことは県を通してやのことは県を通してやのことは県を通してやっっっってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと言言言言われたわれたわれたわれたケケケケーーーースもスもスもスもございます。ございます。ございます。ございます。引引引引き続き、県といたしき続き、県といたしき続き、県といたしき続き、県といたし

ましてはましてはましてはましてはＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海とととと調整調整調整調整をしていき、県をしていき、県をしていき、県をしていき、県内内内内のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな意見意見意見意見をををを取取取取りまとめていきたいとりまとめていきたいとりまとめていきたいとりまとめていきたいと思思思思

っっっっております。ております。ております。ております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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 リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線の中間の中間の中間の中間駅駅駅駅の設置につきまして、の設置につきまして、の設置につきまして、の設置につきまして、早早早早く県とく県とく県とく県と

してしてしてして場場場場所を所を所を所を決決決決めるめるめるめるべべべべきではないかというごきではないかというごきではないかというごきではないかというご質問質問質問質問でございました。でございました。でございました。でございました。リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線は、は、は、は、先先先先

ほほほほどもどもどもども大庭土木部長から大庭土木部長から大庭土木部長から大庭土木部長からあああありましたりましたりましたりましたよよよようにうにうにうに全国全国全国全国新新新新幹線幹線幹線幹線鉄鉄鉄鉄道整備法道整備法道整備法道整備法にににに基基基基づきづきづきづき整備整備整備整備されるされるされるされるもももものののの

でございまして、中間でございまして、中間でございまして、中間でございまして、中間駅駅駅駅のののの位位位位置につきましては、置につきましては、置につきましては、置につきましては、建建建建設、設、設、設、営営営営業業業業主体主体主体主体ででででああああるるるるＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海がががが最最最最終的終的終的終的

にににに決決決決定していくことになりますが、定していくことになりますが、定していくことになりますが、定していくことになりますが、ＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海ののののみみみみで進められるで進められるで進められるで進められるもももものではございません。県のではございません。県のではございません。県のではございません。県

といたしましては、県の土地のといたしましては、県の土地のといたしましては、県の土地のといたしましては、県の土地の取取取取得得得得ののののあっあっあっあっせんなせんなせんなせんなどどどど、、、、全国全国全国全国新新新新幹線幹線幹線幹線鉄鉄鉄鉄道整備法道整備法道整備法道整備法にににに基基基基づくづくづくづく役役役役割割割割

やややや駅駅駅駅周辺周辺周辺周辺やアクやアクやアクやアクセセセセス整備ス整備ス整備ス整備ななななどどどどのために土地のために土地のために土地のために土地利利利利用用用用の計の計の計の計画画画画や施設のや施設のや施設のや施設の整備整備整備整備、地域振興、地域振興、地域振興、地域振興策策策策のののの策策策策定な定な定な定な

どどどどのののの調整調整調整調整ななななどどどど、さまざまな、さまざまな、さまざまな、さまざまな角角角角度からでございますが度からでございますが度からでございますが度からでございますが調整調整調整調整しながら協力して進めていくことしながら協力して進めていくことしながら協力して進めていくことしながら協力して進めていくこと

が通例でございます。県が通例でございます。県が通例でございます。県が通例でございます。県内内内内では、小泉委員ごでは、小泉委員ごでは、小泉委員ごでは、小泉委員ご指指指指摘摘摘摘ののののよよよようにうにうにうに複複複複数数数数のののの市町市町市町市町村から村から村から村から駅駅駅駅用用用用地の要地の要地の要地の要望望望望

をされているをされているをされているをされている状況状況状況状況でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、市町市町市町市町村長村長村長村長へへへへのののの意見意見意見意見照照照照会では会では会では会では先先先先ほほほほどどどどおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっったたたたよよよようにうにうにうに

県県県県下下下下一一一一丸丸丸丸となるとなるとなるとなる必必必必要が要が要が要がああああるとか、県るとか、県るとか、県るとか、県全体全体全体全体の発展、活の発展、活の発展、活の発展、活性化性化性化性化につなにつなにつなにつなげげげげるるるる駅駅駅駅をををを整備整備整備整備すすすすべべべべきではなきではなきではなきではな
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いかないかないかないかなどどどどのののの多多多多くのくのくのくの意見意見意見意見がががが寄寄寄寄せられております。このため、県がせられております。このため、県がせられております。このため、県がせられております。このため、県が市町市町市町市町村の村の村の村の取取取取りまとめを行うりまとめを行うりまとめを行うりまとめを行う

重重重重要要要要性性性性はさらにはさらにはさらにはさらに高高高高ままままっっっっているとているとているとていると理解理解理解理解しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

そのためにそのためにそのためにそのためにもももも、中間、中間、中間、中間駅駅駅駅のののの位位位位置につきましては、置につきましては、置につきましては、置につきましては、交交交交通通通通結節結節結節結節性性性性がががが高高高高く、発展く、発展く、発展く、発展性性性性ののののあああある、県る、県る、県る、県全全全全

体体体体の発展につながるの発展につながるの発展につながるの発展につながる場場場場所に設置できます所に設置できます所に設置できます所に設置できますよよよよう中間う中間う中間う中間駅駅駅駅に関するに関するに関するに関する旅旅旅旅客客客客需需需需要予要予要予要予測測測測とか、それからとか、それからとか、それからとか、それから

アクアクアクアクセセセセス性ス性ス性ス性能能能能のののの調調調調査を実施することとして査を実施することとして査を実施することとして査を実施することとして鋭鋭鋭鋭意意意意進めているとこ進めているとこ進めているとこ進めているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。市町市町市町市町村村村村ササササ

ミミミミットットットットななななどどどどのののの場場場場におきまして、それらのにおきまして、それらのにおきまして、それらのにおきまして、それらの客客客客観的観的観的観的デーデーデーデータタタタをおをおをおをお示示示示ししながら議ししながら議ししながら議ししながら議論論論論を進めていきを進めていきを進めていきを進めていき

たいとたいとたいとたいと考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。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。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 再再再再度、度、度、度、質問質問質問質問することがございます。１つすることがございます。１つすることがございます。１つすることがございます。１つ目目目目のののの渋滞渋滞渋滞渋滞プラプラプラプランンンンにににに基基基基づく、づく、づく、づく、西西西西のののの京京京京のののの

交交交交差差差差点点点点についてはについてはについてはについては若若若若干干干干着着着着手手手手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話話話話ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、できることなら、できることなら、できることなら、できることならばばばば抜抜抜抜本本本本的的的的に、に、に、に、

改改改改良をする良をする良をする良をするよよよようにうにうにうにひひひひとつとつとつとつ取取取取りりりり組組組組んでいただきたい、んでいただきたい、んでいただきたい、んでいただきたい、用用用用地地地地買収買収買収買収も含も含も含も含めて、していくことがめて、していくことがめて、していくことがめて、していくことが必必必必

要ではないかと要ではないかと要ではないかと要ではないかと思思思思っっっっておりますので、これは要ておりますので、これは要ておりますので、これは要ておりますので、これは要望望望望しておきますので、しておきますので、しておきますので、しておきますので、よろよろよろよろしくお願いいたしくお願いいたしくお願いいたしくお願いいた

します。します。します。します。

遊遊遊遊水水水水池池池池のののの話話話話ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、国国国国のののの河河河河川の川の川の川の整備整備整備整備計計計計画画画画云云云云 々々々々というのがございまして、しかしというのがございまして、しかしというのがございまして、しかしというのがございまして、しかしああああ

の計の計の計の計画画画画を、を、を、を、今今今今言っ言っ言っ言っている大きな大和川のとこている大きな大和川のとこている大きな大和川のとこている大きな大和川のところろろろにつくにつくにつくにつくろろろろうといううといううといううという話話話話は、大和川総合治水は、大和川総合治水は、大和川総合治水は、大和川総合治水対対対対

策策策策のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろな施な施な施な施策策策策、、、、ももももう大う大う大う大分分分分前からや前からや前からや前からやっっっっているのです。しかし、それは実ているのです。しかし、それは実ているのです。しかし、それは実ているのです。しかし、それは実現現現現がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか

できにくい。しかし、大できにくい。しかし、大できにくい。しかし、大できにくい。しかし、大雨雨雨雨がががが降っ降っ降っ降ったときにたときにたときにたときにどどどどうするのかという中で、大きなうするのかという中で、大きなうするのかという中で、大きなうするのかという中で、大きなもももものをつくのをつくのをつくのをつくろろろろ

う、う、う、う、遊遊遊遊水水水水池池池池をつくをつくをつくをつくろろろろうではないかという発うではないかという発うではないかという発うではないかという発想想想想ののののももももとに県にお願いにいとに県にお願いにいとに県にお願いにいとに県にお願いにいっっっっているわけです。ているわけです。ているわけです。ているわけです。

だから、そういうだから、そういうだから、そういうだから、そういう点点点点ではではではでは国国国国のののの整備整備整備整備計計計計画画画画ができ上がができ上がができ上がができ上がっっっってからそれをつくるというのではなく、てからそれをつくるというのではなく、てからそれをつくるというのではなく、てからそれをつくるというのではなく、

県がお願いに行県がお願いに行県がお願いに行県がお願いに行っっっっているわけです。だから、そういうているわけです。だから、そういうているわけです。だから、そういうているわけです。だから、そういう点点点点が少しが少しが少しが少し取取取取りりりり組み組み組み組みのののの姿勢姿勢姿勢姿勢がががが違違違違うのでうのでうのでうので

はないかとはないかとはないかとはないかと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、ひひひひとつこれはお願いしておかざるをとつこれはお願いしておかざるをとつこれはお願いしておかざるをとつこれはお願いしておかざるを得得得得ないのか、一回、ないのか、一回、ないのか、一回、ないのか、一回、もももものすのすのすのす

ごくごくごくごく詰詰詰詰めためためためた話話話話をしてをしてをしてをしてももももらわなけれらわなけれらわなけれらわなければばばば困困困困るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思いますので、これは要いますので、これは要いますので、これは要いますので、これは要望望望望にしてにしてにしてにして

おきますので、またおきますので、またおきますので、またおきますので、また何何何何かかかかあっあっあっあったらたらたらたら言っ言っ言っ言っていただいたらいいです。総合治水ていただいたらいいです。総合治水ていただいたらいいです。総合治水ていただいたらいいです。総合治水対策対策対策対策は、は、は、は、市町市町市町市町村村村村

も含も含も含も含めてさせているわけですが、なかなか進まないので、そういうめてさせているわけですが、なかなか進まないので、そういうめてさせているわけですが、なかなか進まないので、そういうめてさせているわけですが、なかなか進まないので、そういう点点点点で大水害がで大水害がで大水害がで大水害が起起起起ここここっっっったたたた

ら大ら大ら大ら大変変変変なことになりますので、これは要なことになりますので、これは要なことになりますので、これは要なことになりますので、これは要望望望望をしておきます。をしておきます。をしておきます。をしておきます。ひひひひとつとつとつとつよろよろよろよろしくお願いしときしくお願いしときしくお願いしときしくお願いしとき

ます。ます。ます。ます。

それから、それから、それから、それから、リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線のののの問問問問題題題題でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどもどもどもども、、、、具具具具体的体的体的体的な中間な中間な中間な中間駅駅駅駅をををを早早早早くくくく決決決決めめめめ

てはてはてはてはどどどどうかといううかといううかといううかという話話話話をしたのですけれをしたのですけれをしたのですけれをしたのですけれどどどど、、、、今今今今、、、、堀堀堀堀内内内内道路道路道路道路・・・・交交交交通通通通環境環境環境環境課課課課長からまた長からまた長からまた長からまた同じ同じ同じ同じよよよようううう

なななな答弁答弁答弁答弁がががが来来来来ました。これはこれました。これはこれました。これはこれました。これはこれ以以以以上上上上質問質問質問質問してしてしてしてもももも多多多多分分分分答答答答ええええはははは帰っ帰っ帰っ帰ってこないとてこないとてこないとてこないと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれ

どもどもどもども、は、は、は、はっっっっきりいきりいきりいきりいっっっって中間て中間て中間て中間駅駅駅駅ははははどどどどこにするか、県がこにするか、県がこにするか、県がこにするか、県が市町市町市町市町村長に村長に村長に村長に投投投投げげげげかけられてから大かけられてから大かけられてから大かけられてから大分分分分たたたた

つのです。だから、これからいつのです。だから、これからいつのです。だから、これからいつのです。だから、これからいろろろろいいいいろろろろ総合総合総合総合的的的的にににに調調調調査して、大査して、大査して、大査して、大体調体調体調体調査はほ査はほ査はほ査はほぼぼぼぼ終終終終わりかけていわりかけていわりかけていわりかけてい
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るとるとるとると思思思思うのです。だから、うのです。だから、うのです。だから、うのです。だから、数数数数値値値値をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろ出したり、ここがいいということを出したいと出したり、ここがいいということを出したいと出したり、ここがいいということを出したいと出したり、ここがいいということを出したいと

思思思思っっっったらたらたらたらももももう出せる材う出せる材う出せる材う出せる材料料料料は、県はは、県はは、県はは、県は持持持持っっっっているとているとているとていると思思思思います。しかし、出すいます。しかし、出すいます。しかし、出すいます。しかし、出すタイタイタイタイミミミミンンンングがいつグがいつグがいつグがいつ

なのかが、いなのかが、いなのかが、いなのかが、いろろろろいいいいろろろろなななな配配配配慮慮慮慮ががががあっあっあっあってまだ出されていないのでは。てまだ出されていないのでは。てまだ出されていないのでは。てまだ出されていないのでは。

ももももう一つう一つう一つう一つ言言言言われているのは、われているのは、われているのは、われているのは、ＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海がががが環境環境環境環境影響評価影響評価影響評価影響評価にににによっよっよっよって、地て、地て、地て、地質質質質からからからから全全全全部の部の部の部の調調調調査を査を査を査を

するわけですから、それにするわけですから、それにするわけですから、それにするわけですから、それによっよっよっよってててて駅駅駅駅のののの位位位位置がやはり置がやはり置がやはり置がやはり変変変変わるというわるというわるというわるという話話話話がございます。なのでがございます。なのでがございます。なのでがございます。なので

これが出てきてから中間これが出てきてから中間これが出てきてから中間これが出てきてから中間駅駅駅駅をををを決決決決めるというめるというめるというめるというよよよようなうなうなうな意意意意向が向が向が向があああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、、、、今今今今は名は名は名は名古古古古屋屋屋屋駅駅駅駅

からからからから東側東側東側東側のののの環境環境環境環境影響評価影響評価影響評価影響評価をををを東京東京東京東京駅駅駅駅までやまでやまでやまでやっっっっているわけですから、これがているわけですから、これがているわけですから、これがているわけですから、これが終終終終わわわわっっっってからてからてからてから西側西側西側西側

となりますと、これをとなりますと、これをとなりますと、これをとなりますと、これを待待待待っっっっていたら大ていたら大ていたら大ていたら大分分分分先先先先になります。そうなりますと、になります。そうなりますと、になります。そうなりますと、になります。そうなりますと、市町市町市町市町村長は村長は村長は村長はもっもっもっもっ

と大と大と大と大変変変変なななな熱熱熱熱気気気気をををを帯帯帯帯びた合びた合びた合びた合戦戦戦戦、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる用用用用地合地合地合地合戦戦戦戦が行われるが行われるが行われるが行われる可能可能可能可能性性性性ががががあああありますし、りますし、りますし、りますし、むむむむだなおだなおだなおだなお

金金金金をををを使使使使わなけれわなけれわなけれわなければばばばいけなくないけなくないけなくないけなくなっっっってくるわけでございますので、これは県としては一てくるわけでございますので、これは県としては一てくるわけでございますので、これは県としては一てくるわけでございますので、これは県としては一旦旦旦旦定め定め定め定め

て、て、て、て、環境環境環境環境影響評価影響評価影響評価影響評価ができたときにはさらにができたときにはさらにができたときにはさらにができたときにはさらに検討検討検討検討するというするというするというするというぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの柔軟柔軟柔軟柔軟性性性性をををを持持持持っっっってててて対対対対応応応応しししし

ていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないのではないかといけないのではないかといけないのではないかといけないのではないかと思思思思っっっっておりますので、これはておりますので、これはておりますので、これはておりますので、これは荒井荒井荒井荒井知事にさらに知事にさらに知事にさらに知事にさらに意意意意

見見見見をををを聞聞聞聞くということで、この程度にくということで、この程度にくということで、この程度にくということで、この程度に終終終終わらせておきます。わらせておきます。わらせておきます。わらせておきます。

議会議会議会議会決決決決議の議の議の議の話話話話は、それは、それは、それは、それ以以以以後後後後、、、、リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線についてのについてのについてのについての意見書意見書意見書意見書はははは幾幾幾幾つつつつもももも県議会から上県議会から上県議会から上県議会から上

ががががっっっっているわけです。そのているわけです。そのているわけです。そのているわけです。その古古古古いいいいもももものからのからのからのから全全全全部いきていくとな部いきていくとな部いきていくとな部いきていくとなっっっったら、たら、たら、たら、整整整整合合合合性性性性がとれないでがとれないでがとれないでがとれないで

す。だから、やはり一す。だから、やはり一す。だから、やはり一す。だから、やはり一番番番番直直直直近近近近のののの意見書意見書意見書意見書はははは尊尊尊尊重重重重していくしていくしていくしていくべべべべきだときだときだときだと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 おおおおっっっっししししゃゃゃゃるとおりでするとおりでするとおりでするとおりですよよよよ。。。。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 終終終終わります。わります。わります。わります。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、それでは、それでは、それでは、何何何何点点点点かかかか質問質問質問質問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。最最最最初初初初にににに住宅リフ住宅リフ住宅リフ住宅リフォォォォームのことでおームのことでおームのことでおームのことでお

聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。私私私私はははは以以以以前から前から前から前から何何何何度度度度も取も取も取も取り上り上り上り上げげげげているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどもどもどもども、、、、経済対策経済対策経済対策経済対策とととと

してしてしてして住宅リフ住宅リフ住宅リフ住宅リフォォォォームのームのームのームの助助助助成成成成制制制制度をや度をや度をや度をやっっっってほしいということをてほしいということをてほしいということをてほしいということを求求求求めてまいりました。県めてまいりました。県めてまいりました。県めてまいりました。県下下下下のののの

中小中小中小中小企企企企業の業の業の業の皆皆皆皆さん、さん、さん、さん、団団団団体体体体のののの皆皆皆皆さんさんさんさんもももも奈良県で奈良県で奈良県で奈良県でももももややややっっっってほしいということをてほしいということをてほしいということをてほしいということを強強強強くくくく求求求求めておらめておらめておらめておら

れます。県は、一般のれます。県は、一般のれます。県は、一般のれます。県は、一般の住宅リフ住宅リフ住宅リフ住宅リフォォォォームというのはームというのはームというのはームというのは単単単単なるなるなるなるばばばばらまきになるのではないかといらまきになるのではないかといらまきになるのではないかといらまきになるのではないかとい

うことで、うことで、うことで、うことで、政政政政策目的策目的策目的策目的をををを持持持持つということでつということでつということでつということでエコエコエコエコや、や、や、や、ああああるいは県るいは県るいは県るいは県産産産産材材材材利利利利用用用用ということでということでということでということで助助助助成を成を成を成を

実施されてまいりました。平成２４年度を実施されてまいりました。平成２４年度を実施されてまいりました。平成２４年度を実施されてまいりました。平成２４年度を見見見見ましてましてましてましてもももも、県、県、県、県産産産産材活材活材活材活用用用用ということでのということでのということでのということでの助助助助成成成成制制制制

度とな度とな度とな度となっっっっているとているとているとていると思思思思います。います。います。います。

この間のこの間のこの間のこの間の経過経過経過経過でででで見見見見ましたら、平成２３年度において一般ましたら、平成２３年度において一般ましたら、平成２３年度において一般ましたら、平成２３年度において一般リフリフリフリフォォォォームのームのームのームの助助助助成を県として成を県として成を県として成を県としてもももも

実施をなされました。その年の実施をなされました。その年の実施をなされました。その年の実施をなされました。その年の利利利利用者用者用者用者は、は、は、は、全体全体全体全体で１で１で１で１，，，，１０６１０６１０６１０６件件件件のうち８００のうち８００のうち８００のうち８００件件件件が一般が一般が一般が一般住宅住宅住宅住宅

リフリフリフリフォォォォームのームのームのームの利利利利用用用用ででででああああり、り、り、り、突突突突出して出して出して出して利利利利用用用用がががが多多多多かかかかっっっったということがたということがたということがたということがああああります。それはやはりります。それはやはりります。それはやはりります。それはやはり

使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい制制制制度で度で度で度でああああることがることがることがることが非非非非常常常常に大事なことではないかとに大事なことではないかとに大事なことではないかとに大事なことではないかと思思思思っっっっています。県の予算としています。県の予算としています。県の予算としています。県の予算とし
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ては８ては８ては８ては８，，，，００００００００００００万万万万円円円円になりましたが、になりましたが、になりましたが、になりましたが、工工工工事実事実事実事実績績績績としては３１としては３１としては３１としては３１億円ぐ億円ぐ億円ぐ億円ぐらいというらいというらいというらいという結結結結果果果果だとだとだとだと聞聞聞聞

いております。県いております。県いております。県いております。県内内内内の広の広の広の広陵陵陵陵町町町町ななななどどどどででででもももも実施をされておりまして、ここは平成１実施をされておりまして、ここは平成１実施をされておりまして、ここは平成１実施をされておりまして、ここは平成１７７７７年から年から年から年から始始始始

められてめられてめられてめられて今今今今日まで２５３日まで２５３日まで２５３日まで２５３件件件件の実施ということですが、県のの実施ということですが、県のの実施ということですが、県のの実施ということですが、県の助助助助成２成２成２成２，，，，０５５０５５０５５０５５万万万万円円円円にににに対対対対してしてしてして工工工工

事事事事費費費費は４は４は４は４億億億億４４４４，，，，００００００００００００万万万万円円円円をををを超超超超ええええ２１２１２１２１倍倍倍倍のののの経済経済経済経済効果効果効果効果ががががあっあっあっあったことから、長く続けておられたことから、長く続けておられたことから、長く続けておられたことから、長く続けておられ

非非非非常常常常にににに高高高高いいいい経済経済経済経済効果効果効果効果を発を発を発を発揮揮揮揮なされているという実例だとなされているという実例だとなされているという実例だとなされているという実例だと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。

県県県県産産産産材材材材利利利利用用用用のののの促促促促進を進を進を進を図図図図ることは、ることは、ることは、ることは、重重重重要な施要な施要な施要な施策策策策ででででああああるとるとるとると思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、住宅リフ住宅リフ住宅リフ住宅リフォォォォームをームをームをームを

含含含含めてさまざまなめてさまざまなめてさまざまなめてさまざまな対策対策対策対策をををを強強強強化化化化されるされるされるされる必必必必要が要が要が要がああああると、そのると、そのると、そのると、その点点点点はははは同同同同意意意意しておりますけれしておりますけれしておりますけれしておりますけれどもどもどもども、、、、

加加加加ええええてやはり地域のてやはり地域のてやはり地域のてやはり地域の経済経済経済経済活活活活性化性化性化性化というというというという点点点点で大きなで大きなで大きなで大きな効果効果効果効果を発を発を発を発揮揮揮揮するこのするこのするこのするこの制制制制度の実度の実度の実度の実現現現現をををを求求求求めためためためた

いといといといと思思思思うのですが、そのうのですが、そのうのですが、そのうのですが、その辺辺辺辺のおのおのおのお考え考え考え考えをおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

次次次次に、奈良に、奈良に、奈良に、奈良公園公園公園公園のののの整備整備整備整備についてについてについてについて伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思います。県は奈良います。県は奈良います。県は奈良います。県は奈良公園公園公園公園特特特特区区区区申申申申請請請請をされましをされましをされましをされまし

てててて基基基基本本本本戦略戦略戦略戦略の実の実の実の実現現現現をををを目指目指目指目指してこられましたが、この特してこられましたが、この特してこられましたが、この特してこられましたが、この特区区区区申申申申請請請請につきましては提案をにつきましては提案をにつきましては提案をにつきましては提案を却却却却下下下下ささささ

れることになれることになれることになれることになっっっったとたとたとたと聞聞聞聞いております。このいております。このいております。このいております。この機機機機会に特会に特会に特会に特区区区区申申申申請請請請はははは断断断断念念念念をして、このことを教をして、このことを教をして、このことを教をして、このことを教訓訓訓訓

にされにされにされにされ改改改改めて地域めて地域めて地域めて地域住住住住民民民民ああああるいは県るいは県るいは県るいは県民民民民的的的的な議な議な議な議論論論論で、奈良で、奈良で、奈良で、奈良公園公園公園公園をををを今後今後今後今後どどどどののののよよよようにうにうにうに整備整備整備整備をしてくをしてくをしてくをしてく

のかということについてのかということについてのかということについてのかということについて見見見見直しをしていただきたいと直しをしていただきたいと直しをしていただきたいと直しをしていただきたいと考え考え考え考えております。そのことをております。そのことをております。そのことをております。そのことを伺伺伺伺いたいたいたいた

いといといといと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、１つはな、１つはな、１つはな、１つはなぜぜぜぜ申申申申請請請請がががが認認認認められなかめられなかめられなかめられなかっっっったのか、教たのか、教たのか、教たのか、教訓訓訓訓とすとすとすとすべべべべきはきはきはきは何何何何かかかか

をををを伺伺伺伺っっっっておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思います。います。います。います。

最最最最初初初初にそのにそのにそのにその点点点点をおをおをおをお聞聞聞聞きして、きして、きして、きして、後後後後ほほほほど次ど次ど次ど次のののの質問質問質問質問にににに移移移移りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思います。います。います。います。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 住宅リフ住宅リフ住宅リフ住宅リフォォォォームのことについてごームのことについてごームのことについてごームのことについてご質問質問質問質問をいただきました。平成２４年１をいただきました。平成２４年１をいただきました。平成２４年１をいただきました。平成２４年１

２月県議会におきまして、２月県議会におきまして、２月県議会におきまして、２月県議会におきまして、今今今今、山村委員から、山村委員から、山村委員から、山村委員からももももおおおお話話話話がががが若若若若干干干干ございましたけれございましたけれございましたけれございましたけれどもどもどもども、、、、住宅住宅住宅住宅政政政政

策策策策の中で一般の中で一般の中で一般の中で一般リフリフリフリフォォォォームにームにームにームに対対対対するするするする助助助助成をすることにつきましては、成をすることにつきましては、成をすることにつきましては、成をすることにつきましては、景気景気景気景気対策対策対策対策というというというという観点観点観点観点かかかか

らはらはらはらは景気景気景気景気対策対策対策対策の一の一の一の一助助助助にはなるかにはなるかにはなるかにはなるかももももしれないというしれないというしれないというしれないという意見意見意見意見はございますけれはございますけれはございますけれはございますけれどもどもどもども、、、、政政政政策策策策としてとしてとしてとして

ははははばばばばらまきになることから、らまきになることから、らまきになることから、らまきになることから、財財財財政政政政規規規規律律律律との関係との関係との関係との関係もあっもあっもあっもあって議て議て議て議論論論論の要するとこの要するとこの要するとこの要するところろろろででででああああるというるというるというるという

形形形形でででで荒井荒井荒井荒井知事からご知事からご知事からご知事からご答弁答弁答弁答弁をさせていただいたとこをさせていただいたとこをさせていただいたとこをさせていただいたところろろろでございまして、でございまして、でございまして、でございまして、住宅住宅住宅住宅政政政政策策策策部局といた部局といた部局といた部局といた

しましては、そのしましては、そのしましては、そのしましては、その観点観点観点観点からからからから今今今今般の平成２４年度の補正予算及び平成２５年度の予算におい般の平成２４年度の補正予算及び平成２５年度の予算におい般の平成２４年度の補正予算及び平成２５年度の予算におい般の平成２４年度の補正予算及び平成２５年度の予算におい

ては一般向けのては一般向けのては一般向けのては一般向けのリフリフリフリフォォォォームというームというームというームという観点観点観点観点では計上をしておりません。けれでは計上をしておりません。けれでは計上をしておりません。けれでは計上をしておりません。けれどもどもどもども、、、、住宅住宅住宅住宅政政政政策策策策とととと

して実施するというして実施するというして実施するというして実施するという観点観点観点観点におきまして奈良県におきまして奈良県におきまして奈良県におきまして奈良県住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンンンン推進事業、推進事業、推進事業、推進事業、ももももしくは奈良のしくは奈良のしくは奈良のしくは奈良の住住住住

まいまいまいまいリリリリニニニニュュュューアル事業ということで、ーアル事業ということで、ーアル事業ということで、ーアル事業ということで、空空空空きききき家家家家のののの利利利利活活活活用も用も用も用もしくはしくはしくはしくは省省省省エネ化エネ化エネ化エネ化の推進というの推進というの推進というの推進という観点観点観点観点

からからからから位位位位置づけまして、置づけまして、置づけまして、置づけまして、リフリフリフリフォォォォームのームのームのームの検討検討検討検討の予算を計上しているとこの予算を計上しているとこの予算を計上しているとこの予算を計上しているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上上上上

です。です。です。です。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 質問質問質問質問は、奈良は、奈良は、奈良は、奈良公園公園公園公園の地域活の地域活の地域活の地域活性化性化性化性化の特の特の特の特区区区区でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、今今今今、山村員、山村員、山村員、山村員



---- 44448888 ----

からのおからのおからのおからのお話話話話の中ではこのの中ではこのの中ではこのの中ではこの申申申申請請請請というかというかというかというか認認認認可可可可がががが見見見見送送送送られたのをられたのをられたのをられたのを機機機機会に会に会に会に断断断断念念念念してはしてはしてはしてはどどどどうかというかというかというかとい

うおうおうおうお話話話話の部の部の部の部分分分分と、なと、なと、なと、なぜ認ぜ認ぜ認ぜ認められなかめられなかめられなかめられなかっっっったのかという部たのかという部たのかという部たのかという部分分分分の２の２の２の２点点点点ととらととらととらととらええええていいのしていいのしていいのしていいのしょょょょうか。うか。うか。うか。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 はい。はい。はい。はい。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 それでは、まずそれでは、まずそれでは、まずそれでは、まず認認認認められなかめられなかめられなかめられなかっっっったたたた原原原原因因因因でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、私私私私どももどももどももどもも非非非非

常常常常にににに不不不不服服服服をををを持持持持っっっっておりまして、一ておりまして、一ておりまして、一ておりまして、一生生生生懸懸懸懸命説明をさせていただいたのですが、第命説明をさせていただいたのですが、第命説明をさせていただいたのですが、第命説明をさせていただいたのですが、第三三三三者者者者にににによよよよるるるる

有識有識有識有識者者者者委員会の中で正委員会の中で正委員会の中で正委員会の中で正式式式式にこうだというにこうだというにこうだというにこうだという原原原原因因因因はなかなか出てまいりませんが、はなかなか出てまいりませんが、はなかなか出てまいりませんが、はなかなか出てまいりませんが、どどどどううううもももも県と県と県と県と

民民民民間との連間との連間との連間との連携携携携がうまくがうまくがうまくがうまく見え見え見え見えなかなかなかなかっっっったというたというたというたという理理理理由由由由でででであっあっあっあったとたとたとたと聞聞聞聞いております。ただいております。ただいております。ただいております。ただ他他他他府府府府県で県で県で県で

申申申申請請請請されて、されて、されて、されて、認認認認可可可可をとをとをとをとっっっっているとこているとこているとこているところろろろをををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、今今今今から立ち上から立ち上から立ち上から立ち上げげげげるとこるとこるとこるところろろろ、それから奈、それから奈、それから奈、それから奈

良県は、３良県は、３良県は、３良県は、３次次次次の特の特の特の特区区区区申申申申請請請請でででであっあっあっあったわけですが、１たわけですが、１たわけですが、１たわけですが、１次次次次、２、２、２、２次次次次はははは非非非非常常常常にににに高高高高いいいい確率確率確率確率で通で通で通で通っっっっておりておりておりており

まして、３まして、３まして、３まして、３次ぐ次ぐ次ぐ次ぐらいかららいかららいかららいから非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しくなしくなしくなしくなっっっっているというのているというのているというのているというのもももも少し合少し合少し合少し合点点点点がいかないとこがいかないとこがいかないとこがいかないところもろもろもろも

ございまして、奈良県は、ございまして、奈良県は、ございまして、奈良県は、ございまして、奈良県は、再再再再度、度、度、度、今今今今、、、、内内内内閣閣閣閣とそのとそのとそのとその辺辺辺辺の事の事の事の事情情情情をしをしをしをしっっっっかりかりかりかり押押押押ささささええええた上でた上でた上でた上で再再再再申申申申請請請請

をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと考え考え考え考えてるとこてるとこてるとこてるところろろろでございます。この特でございます。この特でございます。この特でございます。この特区区区区申申申申請請請請の中の中の中の中身身身身ですが、ですが、ですが、ですが、多多多多分分分分、県、県、県、県民民民民、、、、市市市市民民民民

のごのごのごのご意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いてという部いてという部いてという部いてという部分分分分では少しでは少しでは少しでは少し誤誤誤誤解解解解ががががああああるのかとるのかとるのかとるのかと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

というのは、というのは、というのは、というのは、文化文化文化文化財財財財保保保保護護護護法法法法の規の規の規の規制制制制緩緩緩緩和を和を和を和を訴訴訴訴ええええている部ている部ている部ている部分分分分がががが柱柱柱柱の中にの中にの中にの中にああああります。しかし、ります。しかし、ります。しかし、ります。しかし、

この規この規この規この規制制制制緩緩緩緩和は和は和は和はああああくまでくまでくまでくまでもももも植栽植栽植栽植栽でででであっあっあっあったり、たり、たり、たり、シカシカシカシカよよよよけのけのけのけのフェンスフェンスフェンスフェンスさくをさくをさくをさくを原生原生原生原生林の中に設置林の中に設置林の中に設置林の中に設置

する等のする等のする等のする等の現状現状現状現状変更変更変更変更について、このについて、このについて、このについて、このよよよような部うな部うな部うな部分分分分は県には県には県には県に認認認認可可可可権権権権をおをおをおをおろろろろしていただけないかといしていただけないかといしていただけないかといしていただけないかとい

うことで、うことで、うことで、うことで、今今今今協議をしているわけでございまして、大きな協議をしているわけでございまして、大きな協議をしているわけでございまして、大きな協議をしているわけでございまして、大きなハハハハーーーードドドド整備整備整備整備については、については、については、については、今今今今までまでまでまで

どどどどおりおりおりおり文化文化文化文化庁庁庁庁協議だということは協議だということは協議だということは協議だということは既既既既にににに言言言言われております。それわれております。それわれております。それわれております。それ以以以以外外外外の２本のの２本のの２本のの２本の柱柱柱柱としましてとしましてとしましてとしまして

は、は、は、は、ホホホホテテテテル、ル、ル、ル、旅旅旅旅館館館館もももも頑張頑張頑張頑張ろろろろうとしたときに、うとしたときに、うとしたときに、うとしたときに、旅旅旅旅行業行業行業行業法法法法という絡という絡という絡という絡みみみみででででバスバスバスバスをををを使使使使っっっった、た、た、た、どどどどここここどどどど

ここここへへへへ回回回回っっっっていただくというていただくというていただくというていただくという商品商品商品商品をつくれないので、その部をつくれないので、その部をつくれないので、その部をつくれないので、その部分分分分についてについてについてについて旅旅旅旅行業行業行業行業法法法法のののの緩緩緩緩和をし和をし和をし和をし

ていただけないか。それから、３ていただけないか。それから、３ていただけないか。それから、３ていただけないか。それから、３点目点目点目点目としてとしてとしてとして外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客がががが非非非非常常常常にふにふにふにふええええていますが、通ていますが、通ていますが、通ていますが、通訳訳訳訳

のののの数数数数がががが非非非非常常常常に少ないので、奈良県に特に少ないので、奈良県に特に少ないので、奈良県に特に少ないので、奈良県に特化化化化した通した通した通した通訳訳訳訳という部という部という部という部分分分分をををを認認認認めていただけないかといめていただけないかといめていただけないかといめていただけないかとい

うことで、通うことで、通うことで、通うことで、通訳訳訳訳案案案案内内内内士士士士のののの資資資資格格格格のののの軽減軽減軽減軽減がががが柱柱柱柱になになになになっっっっております。この部ております。この部ております。この部ております。この部分分分分についてごについてごについてごについてご理解理解理解理解を願を願を願を願

いたいといたいといたいといたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 住宅リフ住宅リフ住宅リフ住宅リフォォォォームのームのームのーム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、荒井荒井荒井荒井知事の知事の知事の知事の答弁答弁答弁答弁ではではではではばばばばらまきではないらまきではないらまきではないらまきではない

かとおかとおかとおかとおっっっっししししゃゃゃゃっっっったのだけれたのだけれたのだけれたのだけれどもどもどもども、その、その、その、その時点時点時点時点ではそうだとではそうだとではそうだとではそうだと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、その、その、その、その後後後後、、、、全全全全

国国国国からさまざまな実例がからさまざまな実例がからさまざまな実例がからさまざまな実例が挙挙挙挙ががががっっっっておりますし、実ておりますし、実ておりますし、実ておりますし、実際際際際のののの状況状況状況状況としてとしてとしてとして経済経済経済経済波波波波及及及及効果効果効果効果がががが非非非非常常常常に大に大に大に大

きいということについて、県としてきいということについて、県としてきいということについて、県としてきいということについて、県としても調も調も調も調査をしていただいて、査をしていただいて、査をしていただいて、査をしていただいて、今今今今言言言言われましたわれましたわれましたわれました住宅住宅住宅住宅政政政政策策策策とととと

してしてしてして何何何何かできないかかできないかかできないかかできないかも含も含も含も含めて、それでめて、それでめて、それでめて、それでああああるならなおさらるならなおさらるならなおさらるならなおさら利利利利用用用用しやすい、しやすい、しやすい、しやすい、ああああるいはわかりやるいはわかりやるいはわかりやるいはわかりや

すい、だれですい、だれですい、だれですい、だれでもももも簡簡簡簡単単単単にににに利利利利用用用用できるできるできるできるよよよような一般うな一般うな一般うな一般リフリフリフリフォォォォームームームーム対策対策対策対策をををを是是是是非非非非取取取取りりりり入入入入れていただきたれていただきたれていただきたれていただきた
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いということで、さらにいということで、さらにいということで、さらにいということで、さらに検討検討検討検討をお願いしておきたいとをお願いしておきたいとをお願いしておきたいとをお願いしておきたいと思思思思います。います。います。います。

次次次次に、特に、特に、特に、特区区区区というか奈良というか奈良というか奈良というか奈良公園整備公園整備公園整備公園整備の関係ですけれの関係ですけれの関係ですけれの関係ですけれどもどもどもども、、、、私私私私がががが誤誤誤誤解解解解をしているのかをしているのかをしているのかをしているのかももももしれしれしれしれ

ませんけれませんけれませんけれませんけれどもどもどもども、、、、今今今今回の特回の特回の特回の特区区区区申申申申請請請請が出てきたが出てきたが出てきたが出てきた背背背背景景景景は奈良は奈良は奈良は奈良公園基公園基公園基公園基本本本本戦略戦略戦略戦略と一と一と一と一体体体体となとなとなとなっっっって出さて出さて出さて出さ

れてきているというれてきているというれてきているというれてきているという点点点点ががががああああることなのです。その奈良ることなのです。その奈良ることなのです。その奈良ることなのです。その奈良公園基公園基公園基公園基本本本本戦略戦略戦略戦略の中の中の中の中身身身身というのは、例というのは、例というのは、例というのは、例

えばえばえばえば私私私私自自自自身身身身ももももそうですけれそうですけれそうですけれそうですけれどもどもどもども、、、、周辺住周辺住周辺住周辺住民民民民のののの皆皆皆皆さんからさんからさんからさんからもももも疑問疑問疑問疑問にににに思思思思われるわれるわれるわれる点点点点がたくさんがたくさんがたくさんがたくさんああああ

っっっって、これは一て、これは一て、これは一て、これは一体ど体ど体ど体どういうことなのということでういうことなのということでういうことなのということでういうことなのということでももももう少しう少しう少しう少し意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いてほしいといういてほしいといういてほしいといういてほしいという思思思思いいいい

がさまざまがさまざまがさまざまがさまざま語語語語られているという実られているという実られているという実られているという実情情情情ががががああああります。県は、例ります。県は、例ります。県は、例ります。県は、例えばえばえばえば若若若若草草草草山に山に山に山に移移移移動支援施設な動支援施設な動支援施設な動支援施設などどどど

をつくられるとか、そういうことををつくられるとか、そういうことををつくられるとか、そういうことををつくられるとか、そういうことを検討検討検討検討されているとされているとされているとされていると言言言言われておりますけれわれておりますけれわれておりますけれわれておりますけれどもどもどもども、そうい、そうい、そうい、そうい

うことがうことがうことがうことが住住住住民民民民のののの意見も意見も意見も意見も聞聞聞聞かずにかずにかずにかずにどどどどんんんんどどどどんんんん決決決決ままままっっっっていくことになるのではないかというていくことになるのではないかというていくことになるのではないかというていくことになるのではないかという懸念懸念懸念懸念

ががががあっあっあっあって、て、て、て、皆皆皆皆さんさんさんさん非非非非常常常常に心に心に心に心配配配配されているということだとされているということだとされているということだとされているということだと思思思思います。います。います。います。

奈良奈良奈良奈良公園公園公園公園はははは歴歴歴歴史史史史的的的的なななな価価価価値値値値ののののあああある１る１る１る１，，，，３００年３００年３００年３００年以以以以上上上上守守守守られてきたられてきたられてきたられてきたもももものでのでのでのでああああることから、ることから、ることから、ることから、

軽々軽々軽々軽々にににに景景景景観観観観がががが壊壊壊壊されることがされることがされることがされることがあっあっあっあってはならないとてはならないとてはならないとてはならないと思思思思いますので、それをいますので、それをいますので、それをいますので、それを保保保保護護護護してきたしてきたしてきたしてきた仕仕仕仕組組組組

みみみみはははは堅堅堅堅持持持持していしていしていしていっっっってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと強強強強くくくく思思思思っっっっているとこているとこているとこているところろろろから、こういうことをから、こういうことをから、こういうことをから、こういうことを申申申申し上し上し上し上げげげげているているているている

わけです。わけです。わけです。わけです。

県は、この特県は、この特県は、この特県は、この特区区区区をををを申申申申請請請請するにするにするにするに当当当当たたたたっっっってててて民民民民間との連間との連間との連間との連携携携携がうまくいがうまくいがうまくいがうまくいっっっっていないのではないかていないのではないかていないのではないかていないのではないか

ということで、ということで、ということで、ということで、理理理理由由由由はそれだけではないかはそれだけではないかはそれだけではないかはそれだけではないかももももしれませんけれしれませんけれしれませんけれしれませんけれどもどもどもども、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこともあもあもあもあるとるとるとると

言言言言われているのですけれわれているのですけれわれているのですけれわれているのですけれどもどもどもども、そこから、そこから、そこから、そこから見え見え見え見えてきますのは、県がてきますのは、県がてきますのは、県がてきますのは、県が幾幾幾幾ら計ら計ら計ら計画画画画を立ててそれがを立ててそれがを立ててそれがを立ててそれが

非非非非常常常常に立に立に立に立派派派派ななななもももものでのでのでのであっあっあっあったとしてたとしてたとしてたとしてもももも、、、、主体主体主体主体となるとなるとなるとなるべべべべきききき住住住住民民民民のののの熱熱熱熱意意意意がないと、やはりうまくがないと、やはりうまくがないと、やはりうまくがないと、やはりうまく

いかないのではないかといかないのではないかといかないのではないかといかないのではないかと思思思思います。奈良います。奈良います。奈良います。奈良公園基公園基公園基公園基本本本本戦略戦略戦略戦略は一部の代は一部の代は一部の代は一部の代表表表表的的的的なななな方々方々方々方々がががが参参参参加される加される加される加される

地域協議会でつくられておりますけれ地域協議会でつくられておりますけれ地域協議会でつくられておりますけれ地域協議会でつくられておりますけれどもどもどもども、広く、広く、広く、広く住住住住民民民民のののの意見意見意見意見をををを吸吸吸吸い上い上い上い上げげげげている中ている中ている中ている中身身身身ではなではなではなではな

いというのがいというのがいというのがいというのが今今今今のののの弱弱弱弱点点点点だとだとだとだと思思思思います。ですので、います。ですので、います。ですので、います。ですので、改改改改めてめてめてめて周辺住周辺住周辺住周辺住民民民民、県、県、県、県民民民民のののの声声声声がががが反映反映反映反映されるされるされるされる

方法方法方法方法をとをとをとをとっっっっていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思うわけです。うわけです。うわけです。うわけです。

既既既既に、県にに、県にに、県にに、県にももももお願いしてお願いしてお願いしてお願いして近近近近隣隣隣隣住住住住民民民民のののの方方方方がががが自主的自主的自主的自主的にににに勉勉勉勉強強強強会をされるときに会をされるときに会をされるときに会をされるときに情情情情報提報提報提報提供供供供をしてをしてをしてをして

いただいたりしておりますけれいただいたりしておりますけれいただいたりしておりますけれいただいたりしておりますけれどもどもどもども、、、、皆皆皆皆さんはただ、県のさんはただ、県のさんはただ、県のさんはただ、県の今今今今の計の計の計の計画画画画にににに反反反反対対対対をされるというをされるというをされるというをされるという

立立立立場場場場で物をで物をで物をで物を言っ言っ言っ言っておられるのではなく、いかにして奈良県のておられるのではなく、いかにして奈良県のておられるのではなく、いかにして奈良県のておられるのではなく、いかにして奈良県の観光観光観光観光客客客客をふやしていくかを真をふやしていくかを真をふやしていくかを真をふやしていくかを真

剣剣剣剣におにおにおにお考え考え考え考えになになになになっっっっておられますし、奈良県のておられますし、奈良県のておられますし、奈良県のておられますし、奈良県のよよよよさをさをさをさを守守守守りながらりながらりながらりながら何何何何とかしたい、とかしたい、とかしたい、とかしたい、自分自分自分自分たちにたちにたちにたちに

できることはないのかというできることはないのかというできることはないのかというできることはないのかという非非非非常常常常にににに積積積積極極極極的的的的に、に、に、に、建建建建設設設設的的的的な立な立な立な立場場場場でででで考え考え考え考えていただいているとていただいているとていただいているとていただいていると思思思思

います。ですので、こういう動きをいます。ですので、こういう動きをいます。ですので、こういう動きをいます。ですので、こういう動きをもっもっもっもっと大きく県としてと大きく県としてと大きく県としてと大きく県としても取も取も取も取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいっっっっていただくこていただくこていただくこていただくこ

とがとがとがとが今今今今必必必必要ではないかと要ではないかと要ではないかと要ではないかと思思思思っっっっておりますので、そのておりますので、そのておりますので、そのておりますので、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろをおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 魅魅魅魅力力力力あああある奈良る奈良る奈良る奈良公園公園公園公園ということで、ということで、ということで、ということで、非非非非常常常常にににに多多多多くのくのくのくの方々方々方々方々にご心にご心にご心にご心配配配配をかけをかけをかけをかけ
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ているているているているよよよようでうでうでうで申申申申しわけございませんが、しわけございませんが、しわけございませんが、しわけございませんが、今今今今、山村委員ご、山村委員ご、山村委員ご、山村委員ご指指指指摘摘摘摘の中の中の中の中身身身身からからからから言言言言いますと、まずいますと、まずいますと、まずいますと、まず

特特特特区区区区申申申申請請請請の中の中の中の中身身身身ははははベベベベーーーーススススは奈良は奈良は奈良は奈良公園基公園基公園基公園基本本本本戦略戦略戦略戦略と一と一と一と一体化体化体化体化となとなとなとなっっっっている、それはその通りでごている、それはその通りでごている、それはその通りでごている、それはその通りでご

ざいますが、ざいますが、ざいますが、ざいますが、今今今今、特、特、特、特区区区区申申申申請請請請でででで求求求求めているのはめているのはめているのはめているのは先先先先ほほほほど言ど言ど言ど言いましたいましたいましたいましたもももものでございますので、特のでございますので、特のでございますので、特のでございますので、特

段段段段、県、県、県、県民民民民、、、、市市市市民民民民のののの方方方方にデにデにデにデメリットメリットメリットメリットになる部になる部になる部になる部分分分分は１つは１つは１つは１つも入っも入っも入っも入っていないというのは、ていないというのは、ていないというのは、ていないというのは、自負自負自負自負してしてしてして

おりますので、この部おりますので、この部おりますので、この部おりますので、この部分分分分についてはごについてはごについてはごについてはご理解理解理解理解を願います。を願います。を願います。を願います。

それから、それから、それから、それから、認認認認可可可可がががが見見見見送送送送られたられたられたられた理理理理由由由由のののの民民民民間との連間との連間との連間との連携携携携は、これはは、これはは、これはは、これはももももととととももももと地域活と地域活と地域活と地域活性化性化性化性化でござでござでござでござ

いますので、いますので、いますので、いますので、民民民民間の例間の例間の例間の例えば商工えば商工えば商工えば商工会議所で会議所で会議所で会議所でああああるとかるとかるとかるとか観光観光観光観光協会とか、い協会とか、い協会とか、い協会とか、いろろろろいいいいろろろろななななホホホホテテテテルルルル旅旅旅旅館館館館組組組組

合、そういうとこ合、そういうとこ合、そういうとこ合、そういうところろろろとの連との連との連との連携携携携が少しが少しが少しが少し見え見え見え見えない、県がない、県がない、県がない、県が先先先先にににに走走走走っっっっているのか、ているのか、ているのか、ているのか、ももももしくはしくはしくはしくはホホホホテテテテル、ル、ル、ル、

旅旅旅旅館館館館ががががもっもっもっもっとととと頑張頑張頑張頑張ることがることがることがることがああああるのではないのかというるのではないのかというるのではないのかというるのではないのかという意見意見意見意見でででであっあっあっあったとたとたとたと認認認認識識識識しております。しております。しております。しております。

何何何何度度度度ももももこの委員会等でこの委員会等でこの委員会等でこの委員会等でももももおおおお話話話話ししていますが、例ししていますが、例ししていますが、例ししていますが、例えばえばえばえば先先先先ほほほほどどどど出てまいりましたモ出てまいりましたモ出てまいりましたモ出てまいりましたモノノノノレレレレーーーー

ルを、ルを、ルを、ルを、決決決決してしてしてしてももももうつくるとうつくるとうつくるとうつくると拙拙拙拙速に速に速に速に決決決決めてめてめてめて走走走走っっっっているわけではございませんでして、一ているわけではございませんでして、一ているわけではございませんでして、一ているわけではございませんでして、一応今応今応今応今、、、、

環境環境環境環境評価評価評価評価をこの予算に出させていただいております。きちんとをこの予算に出させていただいております。きちんとをこの予算に出させていただいております。きちんとをこの予算に出させていただいております。きちんと評価評価評価評価をして、をして、をして、をして、多多多多くのくのくのくの方方方方にプにプにプにプ

ラララランンンンをををを見見見見せた上でこれは行けるという部せた上でこれは行けるという部せた上でこれは行けるという部せた上でこれは行けるという部分分分分ででででああああるならるならるならるならばばばば、、、、整備検討整備検討整備検討整備検討委員会をは委員会をは委員会をは委員会をはじじじじめ、め、め、め、民民民民間間間間

のののの方方方方のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いて実施をしたい。ただ、いて実施をしたい。ただ、いて実施をしたい。ただ、いて実施をしたい。ただ、今今今今のののの段段段段階階階階でやでやでやでやみみみみくくくくももももにやるということは一つにやるということは一つにやるということは一つにやるということは一つもももも

考え考え考え考えてはおりません。てはおりません。てはおりません。てはおりません。逆逆逆逆に、に、に、に、今今今今、奈良、奈良、奈良、奈良公園公園公園公園はははは原生原生原生原生林の林の林の林の保保保保全全全全、それから奈良、それから奈良、それから奈良、それから奈良公園公園公園公園では、では、では、では、松松松松くくくく

いいいい虫虫虫虫にににによよよよるるるる松松松松枯枯枯枯れ、それかられ、それかられ、それかられ、それからナナナナララララ枯枯枯枯れ、それからきれ、それからきれ、それからきれ、それからきょょょょうの新うの新うの新うの新聞聞聞聞にににに載っ載っ載っ載っておりましたておりましたておりましたておりました猿沢猿沢猿沢猿沢池池池池

のののの柳柳柳柳がながながながなぜぜぜぜかかかか枯枯枯枯れるというれるというれるというれるという問問問問題題題題ももももいいいいろろろろいいいいろろろろ出ておりまして、やはり５０年出ておりまして、やはり５０年出ておりまして、やはり５０年出ておりまして、やはり５０年後後後後、１００年、１００年、１００年、１００年後後後後

の奈良の奈良の奈良の奈良公園公園公園公園のののの自然自然自然自然をしをしをしをしっっっっかりかりかりかり残残残残したいということで、したいということで、したいということで、したいということで、今今今今回回回回多多多多くの予算要くの予算要くの予算要くの予算要求求求求ももももしているわけしているわけしているわけしているわけ

でございますので、そのでございますので、そのでございますので、そのでございますので、その辺辺辺辺についてはごについてはごについてはごについてはご理解理解理解理解を願いたいとを願いたいとを願いたいとを願いたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 最最最最後後後後にににに言言言言われました奈良われました奈良われました奈良われました奈良公園公園公園公園のののの危危危危機的機的機的機的なななな状状状状態態態態をををを保保保保全全全全するために予算をするために予算をするために予算をするために予算を使使使使っっっってててて

今今今今取取取取りりりり組組組組んでおられるというんでおられるというんでおられるというんでおられるという点点点点についてはについてはについてはについては理解理解理解理解をしておりますし、をしておりますし、をしておりますし、をしておりますし、ぜひぜひぜひぜひととととももももそういうことそういうことそういうことそういうこと

が１００年が１００年が１００年が１００年後後後後、これから１、これから１、これから１、これから１，，，，０００年０００年０００年０００年先先先先をををを見見見見据据据据ええええてててて取取取取りりりり組組組組んでいかないといけないことだんでいかないといけないことだんでいかないといけないことだんでいかないといけないことだ

とととと私私私私もももも思思思思っっっっております。ております。ております。ております。

最最最最初初初初にににに言っ言っ言っ言っていただきました規ていただきました規ていただきました規ていただきました規制制制制緩緩緩緩和の和の和の和の点点点点につきましては、ちにつきましては、ちにつきましては、ちにつきましては、ちょょょょっっっっとととと釈釈釈釈然然然然としないとことしないとことしないとことしないとこ

ろろろろがいまだにございます。がいまだにございます。がいまだにございます。がいまだにございます。今今今今のののの文化文化文化文化財財財財保保保保護護護護法法法法施行施行施行施行令令令令の中での中での中での中で見見見見ましてましてましてましてもももも、名、名、名、名勝勝勝勝、名、名、名、名跡あ跡あ跡あ跡あるいるいるいるい

はははは天天天天然記然記然記然記念念念念物の物の物の物の指指指指定地域定地域定地域定地域内内内内でででで現状現状現状現状変更変更変更変更にににによよよよるるるる文化文化文化文化財財財財保保保保護護護護法法法法第１２５第１２５第１２５第１２５条条条条の規定にの規定にの規定にの規定によよよよるるるる許許許許可可可可及及及及

び、そのび、そのび、そのび、その取取取取りりりり消消消消しになるしになるしになるしになる停止停止停止停止命命命命令令令令のののの権権権権限限限限はははは文化文化文化文化庁庁庁庁長長長長官官官官からからからから都道府都道府都道府都道府県の教育委員会に県の教育委員会に県の教育委員会に県の教育委員会に移移移移管さ管さ管さ管さ

れていることれていることれていることれていることもあもあもあもあるわけで、なるわけで、なるわけで、なるわけで、なぜぜぜぜ特特特特区区区区申申申申請請請請をするのかというとこをするのかというとこをするのかというとこをするのかというところもろもろもろも私私私私としてはとしてはとしてはとしては釈釈釈釈然然然然としとしとしとし

ないないないない面面面面ががががああああるので、それはるので、それはるので、それはるので、それは取取取取りりりり越越越越しししし苦苦苦苦労労労労かかかかももももしれないけれしれないけれしれないけれしれないけれどもどもどもども、これ、これ、これ、これ以以以以上、上、上、上、簡簡簡簡単単単単にににに変更変更変更変更がががが

できることはしてほしくないとできることはしてほしくないとできることはしてほしくないとできることはしてほしくないと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。
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それから、それから、それから、それから、今今今今、、、、答弁答弁答弁答弁の中にの中にの中にの中にあああありました一りました一りました一りました一方的方的方的方的に県が、例に県が、例に県が、例に県が、例えばえばえばえば移移移移動支援施設をこうします動支援施設をこうします動支援施設をこうします動支援施設をこうします

とととと決決決決めて推進をしていくのではないとおめて推進をしていくのではないとおめて推進をしていくのではないとおめて推進をしていくのではないとおっっっっししししゃゃゃゃっっっったとたとたとたと思思思思うのですが、本うのですが、本うのですが、本うのですが、本当当当当にににに確確確確認認認認しておきしておきしておきしておき

たいとたいとたいとたいと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、例、例、例、例えばえばえばえば今今今今、ことしの予算で、ことしの予算で、ことしの予算で、ことしの予算でどどどどういうういうういうういうもももものにするのかというのにするのかというのにするのかというのにするのかという検検検検

討討討討がががが始始始始められることとなりました。それがめられることとなりました。それがめられることとなりました。それがめられることとなりました。それが今今今今、、、、私私私私たちはたちはたちはたちはどどどどんなんなんなんなもももものかのかのかのか全全全全くわかりません。くわかりません。くわかりません。くわかりません。

わかわかわかわかっっっったたたた時点時点時点時点で県で県で県で県民民民民のののの意見意見意見意見が本が本が本が本当当当当にににに反映反映反映反映されて、それは要らないとか、そんなされて、それは要らないとか、そんなされて、それは要らないとか、そんなされて、それは要らないとか、そんなもももものをつくのをつくのをつくのをつく

るなということができるのか、るなということができるのか、るなということができるのか、るなということができるのか、今今今今既既既既にそういう予算をつけることにそういう予算をつけることにそういう予算をつけることにそういう予算をつけること自自自自身身身身にににに反反反反対対対対というというというという声声声声ももももたたたた

くさんくさんくさんくさんああああるわけで、本るわけで、本るわけで、本るわけで、本当当当当はそんなことをやはそんなことをやはそんなことをやはそんなことをやっっっっていただきたくないのだけれていただきたくないのだけれていただきたくないのだけれていただきたくないのだけれどもどもどもども、それをま、それをま、それをま、それをま

げげげげてした上でてした上でてした上でてした上であっあっあっあったとしてたとしてたとしてたとしてもももも県県県県民民民民のののの意見意見意見意見が本が本が本が本当当当当にににに反映反映反映反映されることになるのかされることになるのかされることになるのかされることになるのかどどどどうかは大いうかは大いうかは大いうかは大い

にににに問問問問題題題題だとだとだとだと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、そこのとこ、そこのとこ、そこのとこ、そこのところろろろをををを確確確確認認認認しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思います。います。います。います。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 若若若若草草草草山のモ山のモ山のモ山のモノノノノレレレレールのールのールのールの話話話話で説明をさせていただきますが、で説明をさせていただきますが、で説明をさせていただきますが、で説明をさせていただきますが、若若若若草草草草山の山の山の山の

モモモモノノノノレレレレールについては、まだプラールについては、まだプラールについては、まだプラールについては、まだプランンンンは一切は一切は一切は一切外外外外部部部部へへへへ出ておりません。出ておりません。出ておりません。出ておりません。最最最最近近近近、や、や、や、やっっっっとモとモとモとモノノノノレレレレーーーー

ルというのがルというのがルというのがルというのが市市市市民民民民、県、県、県、県民民民民のののの方方方方からからからから聞聞聞聞ここここええええるるるるよよよようになうになうになうになっっっってまいりましたが、それまではローてまいりましたが、それまではローてまいりましたが、それまではローてまいりましたが、それまではロー

ププププウウウウエエエエーとかーとかーとかーとかリフトリフトリフトリフトとかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろなななな話話話話がががが入っ入っ入っ入っておりまして、中にはておりまして、中にはておりまして、中にはておりまして、中には東東東東大大大大寺寺寺寺からからからからゴゴゴゴンンンンドドドドラでラでラでラで

若若若若草草草草山に山に山に山に登登登登れるのかとおれるのかとおれるのかとおれるのかとおっっっっししししゃゃゃゃっっっったたたた方も方も方も方もおられました。おられました。おられました。おられました。非非非非常常常常に奈良県をに奈良県をに奈良県をに奈良県を悪悪悪悪者者者者ののののよよよようにうにうにうに思思思思わわわわ

れたりしているわけですが、れたりしているわけですが、れたりしているわけですが、れたりしているわけですが、今今今今、前、前、前、前 々々々々からからからから言っ言っ言っ言っていますていますていますていますよよよように、うに、うに、うに、若若若若草草草草山山山山へへへへモモモモノノノノレレレレールは、ールは、ールは、ールは、

そんなに大きなそんなに大きなそんなに大きなそんなに大きなもももものではなくのではなくのではなくのではなく景景景景観観観観にににに影響影響影響影響がない、要するに山やがない、要するに山やがない、要するに山やがない、要するに山や駅駅駅駅ににににもももも影響影響影響影響のないのないのないのない若若若若草草草草山の山の山の山の

形形形形状状状状をこちらからをこちらからをこちらからをこちらから見見見見ててててもももも何何何何もももも変変変変わわわわっっっったとこたとこたとこたところろろろがががが見え見え見え見えないというないというないというないというもももものができないかとのができないかとのができないかとのができないかと考え考え考え考えてててて

おりまして、平成２５年度、おりまして、平成２５年度、おりまして、平成２５年度、おりまして、平成２５年度、今今今今予算を要予算を要予算を要予算を要求求求求させていただいている部させていただいている部させていただいている部させていただいている部分分分分は、は、は、は、環境環境環境環境評価評価評価評価でござでござでござでござ

います。すいます。すいます。すいます。すぐぐぐぐそそそそばばばばにににに原生原生原生原生林林林林ももももございます。ございます。ございます。ございます。原生原生原生原生林に林に林に林に影響影響影響影響をををを与与与与ええええないのか、それからないのか、それからないのか、それからないのか、それから鹿鹿鹿鹿及び及び及び及び

植植植植物の物の物の物の生生生生態態態態にににに影響影響影響影響は出ないのかをは出ないのかをは出ないのかをは出ないのかを考え考え考え考えていくわけで、まだていくわけで、まだていくわけで、まだていくわけで、まだ形形形形のないのないのないのないもももものでございますので、のでございますので、のでございますので、のでございますので、

このこのこのこの時点時点時点時点でででで反反反反対対対対とととと言言言言われてわれてわれてわれてももももなかなかなかなかなかなかなかなか答答答答ええええにくい部にくい部にくい部にくい部分も分も分も分もございますので、ございますので、ございますので、ございますので、必必必必ずずずず環境環境環境環境評価評価評価評価がががが

終終終終わわわわっっっったたたた段段段段階階階階で、きちんとで、きちんとで、きちんとで、きちんと評価評価評価評価内内内内容容容容をををを整備検討整備検討整備検討整備検討委員会の委員会の委員会の委員会のみみみみならず委員会にならず委員会にならず委員会にならず委員会にもももも出していきま出していきま出していきま出していきま

すので、すので、すので、すので、よろよろよろよろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 何何何何もももも決決決決ままままっっっっていなくてていなくてていなくてていなくて形形形形がないからがないからがないからがないから皆皆皆皆さんはわからないのですけれさんはわからないのですけれさんはわからないのですけれさんはわからないのですけれどもどもどもども、わ、わ、わ、わ

かかかかっっっったたたた段段段段階階階階でそのときにでそのときにでそのときにでそのときに反反反反対対対対といといといといっっっっててててももももそれが通らないということはいつそれが通らないということはいつそれが通らないということはいつそれが通らないということはいつももももそうです。議そうです。議そうです。議そうです。議

会にかけましたとか、審議会で審議しましたとかいう会にかけましたとか、審議会で審議しましたとかいう会にかけましたとか、審議会で審議しましたとかいう会にかけましたとか、審議会で審議しましたとかいう形形形形ででででゴゴゴゴーーーーササササインインインインが出ていくことにが出ていくことにが出ていくことにが出ていくことに今今今今

ずずずずっっっっとなとなとなとなっっっっている、そこがている、そこがている、そこがている、そこが問問問問題題題題ではないかとではないかとではないかとではないかと申申申申し上し上し上し上げげげげているのです。そういうているのです。そういうているのです。そういうているのです。そういう懸念懸念懸念懸念ががががああああるるるる

ので、これはので、これはので、これはので、これは承服承服承服承服できないと、しかしそこのとこできないと、しかしそこのとこできないと、しかしそこのとこできないと、しかしそこのところろろろはきちんとやはきちんとやはきちんとやはきちんとやっっっっていただきたいというていただきたいというていただきたいというていただきたいという

ことをことをことをことを申申申申し上し上し上し上げげげげておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思います。います。います。います。

次次次次のののの質問質問質問質問にににに移移移移りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、、、、次次次次に大和に大和に大和に大和北北北北道路道路道路道路の奈良の奈良の奈良の奈良インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジまジまジまジま
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でのでのでのでの整備整備整備整備と、それから、そこからつなと、それから、そこからつなと、それから、そこからつなと、それから、そこからつなぐぐぐぐ奈良奈良奈良奈良市市市市内内内内へへへへのののの取取取取りつけりつけりつけりつけ道路道路道路道路、、、、西西西西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線についについについについ

ておておておてお聞聞聞聞きしておきたいときしておきたいときしておきたいときしておきたいと思思思思います。います。います。います。今今今今、奈良県ではき、奈良県ではき、奈良県ではき、奈良県ではきょょょょうの予算の説明の中でうの予算の説明の中でうの予算の説明の中でうの予算の説明の中でもあもあもあもありましりましりましりまし

たたたたよよよように、南部地域の大水害について復旧、復興ということで土木うに、南部地域の大水害について復旧、復興ということで土木うに、南部地域の大水害について復旧、復興ということで土木うに、南部地域の大水害について復旧、復興ということで土木工工工工事におきまして事におきまして事におきまして事におきましてもももも相相相相

当当当当予算を予算を予算を予算を集集集集中するということで中するということで中するということで中するということで取取取取りりりり組組組組んでいただいていることでは、本んでいただいていることでは、本んでいただいていることでは、本んでいただいていることでは、本当当当当にににに頑張頑張頑張頑張っっっっておらておらておらておら

れるということでれるということでれるということでれるということで評価評価評価評価をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っっっっております。しかし、この大和ております。しかし、この大和ております。しかし、この大和ております。しかし、この大和北北北北道路道路道路道路の特に奈良の特に奈良の特に奈良の特に奈良イイイイ

ンタンタンタンターーーーチェンチェンチェンチェンジまでのジまでのジまでのジまでの整備整備整備整備についてはについてはについてはについては急急急急ぐ必ぐ必ぐ必ぐ必要はないと要はないと要はないと要はないと考え考え考え考えております。６ております。６ております。６ております。６．．．．５５５５キキキキロロロロメメメメーーーー

トトトトルに、一ルに、一ルに、一ルに、一応応応応まだまだまだまだ今今今今のののの段段段段階階階階でですが８５０でですが８５０でですが８５０でですが８５０億円億円億円億円のののの投投投投資資資資とととと聞聞聞聞いております。県のいております。県のいております。県のいております。県の負担負担負担負担はそのはそのはそのはその

３３３３割割割割ということではということではということではということではあああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、、、、今今今今は、は、は、は、国国国国をををを挙挙挙挙げげげげておくれているておくれているておくれているておくれている東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災の復災の復災の復災の復

興にまず興にまず興にまず興にまず取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいくべべべべきだときだときだときだと思思思思います。います。います。います。現況現況現況現況は、２年たは、２年たは、２年たは、２年たっっっっててててもももも本本本本当当当当にににに深深深深刻刻刻刻な事な事な事な事態態態態が続が続が続が続

いている被災地をいている被災地をいている被災地をいている被災地を見見見見るときに、るときに、るときに、るときに、不不不不要要要要不不不不急急急急の大の大の大の大型型型型事業は一たん中事業は一たん中事業は一たん中事業は一たん中止止止止すすすすべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと私私私私はははは

思思思思っっっっています。ています。ています。ています。

それから、奈良それから、奈良それから、奈良それから、奈良インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジまでジまでジまでジまで高高高高架架架架道路道路道路道路をつくをつくをつくをつくっっっったとしてたとしてたとしてたとしてもももも、、、、国道国道国道国道２４２４２４２４号号号号のののの現在現在現在現在

の通行の通行の通行の通行時時時時間はわずか２間はわずか２間はわずか２間はわずか２分分分分しかしかしかしか短縮短縮短縮短縮できない。これは、できない。これは、できない。これは、できない。これは、国国国国土土土土交交交交通通通通省省省省の事業の事業の事業の事業評価評価評価評価の算定の算定の算定の算定基基基基礎礎礎礎資資資資

料料料料ででででもももも明らかにな明らかにな明らかにな明らかになっっっっていることでていることでていることでていることでああああります。ります。ります。ります。今後今後今後今後の人の人の人の人口口口口減減減減少、少、少、少、ああああるいはるいはるいはるいは高高高高齢齢齢齢化化化化するするするする時時時時代と代と代と代と

いう中で、本いう中で、本いう中で、本いう中で、本当当当当にににに急急急急いでつくるいでつくるいでつくるいでつくる必必必必要が要が要が要がああああるのか、やはりるのか、やはりるのか、やはりるのか、やはりむむむむだはやめるだはやめるだはやめるだはやめるべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと考考考考

ええええているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどもどもどもども、その、その、その、その整備整備整備整備効果効果効果効果ななななどどどどについてについてについてについて何何何何がががが何何何何ででででもももも３０年代半３０年代半３０年代半３０年代半ばばばばにつくにつくにつくにつくっっっってててて

しまわないといけないのかしまわないといけないのかしまわないといけないのかしまわないといけないのかどどどどうかについておうかについておうかについておうかについてお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

それから、それから、それから、それから、次次次次にににに西西西西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線については地域のについては地域のについては地域のについては地域の住住住住民民民民のののの方々方々方々方々のののの強強強強いいいい反反反反対運対運対運対運動動動動もあもあもあもありまして、りまして、りまして、りまして、

高高高高架架架架道路道路道路道路と計と計と計と計画画画画をされていたをされていたをされていたをされていたもももものが平のが平のが平のが平面面面面にににに変更変更変更変更されることになりました。これはされることになりました。これはされることになりました。これはされることになりました。これは皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの

運運運運動の成動の成動の成動の成果果果果でででであっあっあっあっただただただただろろろろうとうとうとうと思思思思います。います。います。います。ももももととととももももと、と、と、と、最最最最初初初初、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市の事業との事業との事業との事業と聞聞聞聞いていたのでいていたのでいていたのでいていたので

すけれすけれすけれすけれどもどもどもども、県が、県が、県が、県が整備整備整備整備することになすることになすることになすることになっっっっているそうなのですが、このているそうなのですが、このているそうなのですが、このているそうなのですが、この道路道路道路道路は４は４は４は４車線車線車線車線に計に計に計に計画画画画変変変変

更更更更してつくられるということで、事業してつくられるということで、事業してつくられるということで、事業してつくられるということで、事業費費費費ははははどどどどのくらいになるのかをのくらいになるのかをのくらいになるのかをのくらいになるのかを伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思います。います。います。います。

また、この中でまた、この中でまた、この中でまた、この中で図図図図面面面面をををを見見見見せていただきましたが、せていただきましたが、せていただきましたが、せていただきましたが、ＪＪＪＪＲＲＲＲ関関関関西線西線西線西線、、、、鉄鉄鉄鉄道道道道のののの高高高高架架架架ににににああああわせて新わせて新わせて新わせて新駅駅駅駅

設置を設置を設置を設置を検討検討検討検討するとなするとなするとなするとなっっっっているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどもどもどもども、新、新、新、新駅駅駅駅の設置というのはの設置というのはの設置というのはの設置というのはどどどどののののよよよようなうなうなうな検討状況検討状況検討状況検討状況

ににににああああるのか。また、なるのか。また、なるのか。また、なるのか。また、なぜぜぜぜ新新新新駅駅駅駅がががが必必必必要と要と要と要と判断判断判断判断をされているのか、そのをされているのか、そのをされているのか、そのをされているのか、その点点点点をををを伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思いまいまいまいま

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 大和大和大和大和北北北北道路道路道路道路の奈良の奈良の奈良の奈良インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジまでのジまでのジまでのジまでの整備整備整備整備のののの必必必必要要要要性性性性についてごについてごについてごについてご

答弁答弁答弁答弁をさせていただきます。ごをさせていただきます。ごをさせていただきます。ごをさせていただきます。ご存存存存じじじじのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、今今今今、、、、国道国道国道国道２４２４２４２４号号号号が県が県が県が県内内内内ででででもももも最最最最大の大の大の大の渋滞ポイ渋滞ポイ渋滞ポイ渋滞ポイ

ントントントントになになになになっっっっております。ております。ております。ております。観光観光観光観光シシシシーーーーズンズンズンズンののののみみみみならず、ならず、ならず、ならず、慢慢慢慢性的性的性的性的にににに朝朝朝朝夕夕夕夕渋滞渋滞渋滞渋滞が発が発が発が発生生生生しているといしているといしているといしているとい

うううう状況状況状況状況の中で、これをの中で、これをの中で、これをの中で、これを緩緩緩緩和するために和するために和するために和するためにも京も京も京も京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道車道車道車道を奈良を奈良を奈良を奈良インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジまでつなジまでつなジまでつなジまでつな
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いで、またいで、またいで、またいで、また後後後後ほほほほどあどあどあどあるかるかるかるかももももしれませんが、そこからしれませんが、そこからしれませんが、そこからしれませんが、そこから西西西西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線で奈良で奈良で奈良で奈良市市市市のののの方方方方にアクにアクにアクにアクセセセセスススス、、、、

ルールールールートトトトををををももももう一つ提う一つ提う一つ提う一つ提供供供供することはすることはすることはすることは非非非非常常常常にににに重重重重要な事業ではないかと要な事業ではないかと要な事業ではないかと要な事業ではないかと考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろでござでござでござでござ

います。大和います。大和います。大和います。大和北北北北道路道路道路道路が奈良が奈良が奈良が奈良インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジまでできてジまでできてジまでできてジまでできてもももも、、、、国道国道国道国道２４２４２４２４号号号号のののの渋滞渋滞渋滞渋滞がががが完全完全完全完全にににに解解解解

消消消消されるわけではないのではないかというされるわけではないのではないかというされるわけではないのではないかというされるわけではないのではないかという話話話話についてはおについてはおについてはおについてはおっっっっししししゃゃゃゃるとおりでございます。るとおりでございます。るとおりでございます。るとおりでございます。

これにつきましてこれにつきましてこれにつきましてこれにつきましてもももも、少しで、少しで、少しで、少しでもももも改善改善改善改善されるされるされるされるよよよように、うに、うに、うに、今今今今、、、、国道国道国道国道２４２４２４２４号号号号のののの八八八八条条条条高高高高架架架架からからからから北北北北側側側側にににに

ついてついてついてついてもももも、、、、何何何何か少しでか少しでか少しでか少しでもももも改善改善改善改善できるできるできるできる渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策をしてをしてをしてをしてももももららららええええないかということを県としてはないかということを県としてはないかということを県としてはないかということを県としては

国国国国ににににああああわせて要わせて要わせて要わせて要望望望望をしているということでございます。をしているということでございます。をしているということでございます。をしているということでございます。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。

○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 奈良奈良奈良奈良インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジから奈良ジから奈良ジから奈良ジから奈良市市市市の中心の中心の中心の中心市街市街市街市街地までのアク地までのアク地までのアク地までのアク

セセセセス道路ス道路ス道路ス道路となりますとなりますとなりますとなります西西西西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどもどもどもども、山村委員ご、山村委員ご、山村委員ご、山村委員ご指指指指摘摘摘摘のとおりのとおりのとおりのとおり道路道路道路道路とととと

鉄鉄鉄鉄道道道道の上の上の上の上下下下下をををを逆逆逆逆にするというにするというにするというにするという変更変更変更変更をををを考え考え考え考えているわけでございます。まずは平成２５年度かているわけでございます。まずは平成２５年度かているわけでございます。まずは平成２５年度かているわけでございます。まずは平成２５年度か

ら大森ら大森ら大森ら大森高高高高畑畑畑畑線よ線よ線よ線よりりりり北北北北で事業を開で事業を開で事業を開で事業を開始始始始いたします。これは大いたします。これは大いたします。これは大いたします。これは大体体体体５０５０５０５０億円ぐ億円ぐ億円ぐ億円ぐらいで概算をらいで概算をらいで概算をらいで概算を想想想想定し定し定し定し

ております。それております。それております。それております。それよよよより南、奈良り南、奈良り南、奈良り南、奈良インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジまででございますけれジまででございますけれジまででございますけれジまででございますけれどもどもどもども、、、、ＪＪＪＪＲＲＲＲ関関関関西西西西本本本本

線線線線をををを高高高高架架架架にしてにしてにしてにして西西西西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線を平を平を平を平面面面面にするというにするというにするというにするという都市都市都市都市計計計計画画画画変更変更変更変更を、その前に行おうとを、その前に行おうとを、その前に行おうとを、その前に行おうと考え考え考え考え

ているわけでございますけれているわけでございますけれているわけでございますけれているわけでございますけれどもどもどもども、その計、その計、その計、その計画画画画変更変更変更変更をした上で平成２６年度からの事業をした上で平成２６年度からの事業をした上で平成２６年度からの事業をした上で平成２６年度からの事業着着着着手手手手

をををを目指目指目指目指したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っっっっておりますが、そちらのておりますが、そちらのておりますが、そちらのておりますが、そちらの方方方方は３２０は３２０は３２０は３２０億円億円億円億円程度の事業程度の事業程度の事業程度の事業費費費費とととと考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。

新新新新駅駅駅駅のののの検討検討検討検討のののの件件件件でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどもどもどもども、この奈良、この奈良、この奈良、この奈良インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジのジのジのジの周辺周辺周辺周辺といいますのといいますのといいますのといいますの

は、は、は、は、ＪＪＪＪＲＲＲＲ関関関関西西西西本本本本線線線線とととと隣接隣接隣接隣接しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございまして、ここで新でございまして、ここで新でございまして、ここで新でございまして、ここで新駅駅駅駅を設置することにしを設置することにしを設置することにしを設置することにし

ますと、ますと、ますと、ますと、高高高高規規規規格格格格のののの幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路でででであああある大和る大和る大和る大和北北北北道路道路道路道路と大と大と大と大阪府阪府阪府阪府やややや京都府方京都府方京都府方京都府方面面面面へへへへののののＪＪＪＪＲＲＲＲ線線線線というというというという交交交交通通通通

結節結節結節結節点点点点ができることになります。このができることになります。このができることになります。このができることになります。この場場場場所は、県所は、県所は、県所は、県内内内内ででででももももなかなかございません。例なかなかございません。例なかなかございません。例なかなかございません。例えばえばえばえば、、、、

今後今後今後今後、、、、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車道車道車道車道、、、、今今今今は、南部地域に向けては、南部地域に向けては、南部地域に向けては、南部地域に向けてもももも事業が進んでおりますけれ事業が進んでおりますけれ事業が進んでおりますけれ事業が進んでおりますけれどもどもどもども、これ、これ、これ、これ

が開通して、例が開通して、例が開通して、例が開通して、例えばえばえばえばここにここにここにここに高高高高速速速速バスバスバスバスがががが走走走走るるるるよよよようなことになれうなことになれうなことになれうなことになればばばば、大いに、大いに、大いに、大いに幹線幹線幹線幹線鉄鉄鉄鉄道道道道とととと高高高高速速速速道道道道

路路路路がががが結結結結びついて奈良県のびついて奈良県のびついて奈良県のびついて奈良県の交交交交通通通通ネットワネットワネットワネットワークの向上が大いにークの向上が大いにークの向上が大いにークの向上が大いに期期期期待待待待されるされるされるされる考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

また、このまた、このまた、このまた、このインタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジジジジ周辺周辺周辺周辺でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどもどもどもども、、、、済生済生済生済生会奈良会奈良会奈良会奈良病院病院病院病院ななななどどどどのののの医療医療医療医療施施施施

設、設、設、設、ああああるいは県立るいは県立るいは県立るいは県立図書情図書情図書情図書情報報報報館館館館といといといといっっっったたたた公公公公共共共共施設、それから施設、それから施設、それから施設、それから民民民民間の間の間の間の福祉福祉福祉福祉施設や施設や施設や施設や商商商商業施設等業施設等業施設等業施設等もももも

ございますけれございますけれございますけれございますけれどもどもどもども、、、、今後今後今後今後なかなかなかなかなかなかなかなか車車車車のののの運運運運転転転転をされないというをされないというをされないというをされないという高高高高齢齢齢齢者も者も者も者もふふふふええええていくていくていくていくよよよようなうなうなうな

時時時時代でございます。代でございます。代でございます。代でございます。公公公公共共共共交交交交通通通通環境環境環境環境のののの整っ整っ整っ整った、た、た、た、安安安安心で心で心で心で便利便利便利便利なななな町町町町のののの形形形形成という成という成という成というもももものにのにのにのにもももも寄与寄与寄与寄与すすすす

るとるとるとると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

また、また、また、また、自自自自動動動動車交車交車交車交通から通から通から通から鉄鉄鉄鉄道道道道にににに転転転転換換換換するということになりますと、するということになりますと、するということになりますと、するということになりますと、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２ のののの削削削削減減減減というというというという環環環環

境境境境問問問問題題題題へへへへのののの寄与寄与寄与寄与ももももございますし、ございますし、ございますし、ございますし、インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジと新ジと新ジと新ジと新駅駅駅駅にににに隣接隣接隣接隣接をいたしましてパーク・をいたしましてパーク・をいたしましてパーク・をいたしましてパーク・
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アアアアンンンンドドドド・・・・レレレレールラールラールラールライイイイドドドドのののの拠拠拠拠点点点点となれとなれとなれとなればばばば、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市の中心の中心の中心の中心市街市街市街市街地の地の地の地の交交交交通通通通渋滞渋滞渋滞渋滞のののの解消解消解消解消ににににもももも寄与寄与寄与寄与すすすす

るのではないか。このるのではないか。このるのではないか。このるのではないか。このよよよようにさまざまなうにさまざまなうにさまざまなうにさまざまな効果効果効果効果がががが期期期期待待待待できるとできるとできるとできると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

こういこういこういこういっっっった中で、た中で、た中で、た中で、ＪＪＪＪＲＲＲＲ西西西西日本日本日本日本も現在も現在も現在も現在、、、、ＪＪＪＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅ととととＪＪＪＪＲＲＲＲ郡郡郡郡山山山山駅駅駅駅の間のの間のの間のの間の駅駅駅駅間が長いこと間が長いこと間が長いこと間が長いこともももも

あああありまして、この中間地りまして、この中間地りまして、この中間地りまして、この中間地点点点点に新に新に新に新駅駅駅駅設置ということに設置ということに設置ということに設置ということに非非非非常常常常に前向きにに前向きにに前向きにに前向きに考え考え考え考えていただいていまていただいていまていただいていまていただいていま

す。さらに、す。さらに、す。さらに、す。さらに、西西西西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線のののの整備整備整備整備にににに伴伴伴伴っっっって、て、て、て、同同同同時時時時にこのにこのにこのにこの機機機機会に会に会に会にああああわせてわせてわせてわせて整備整備整備整備をすることで、をすることで、をすることで、をすることで、

別別別別 々々々々に事業をやるのではなくて一つでやに事業をやるのではなくて一つでやに事業をやるのではなくて一つでやに事業をやるのではなくて一つでやっっっってしまうというてしまうというてしまうというてしまうという効率効率効率効率的的的的なななな整備も整備も整備も整備も期期期期待待待待できるとできるとできるとできると考考考考

ええええております。ております。ております。ております。

そういそういそういそういっっっったことがたことがたことがたことがあああありますので、県が提案をしつつ、県、奈良りますので、県が提案をしつつ、県、奈良りますので、県が提案をしつつ、県、奈良りますので、県が提案をしつつ、県、奈良市市市市、、、、ＪＪＪＪＲＲＲＲ西西西西日本の日本の日本の日本の三三三三者者者者でででで

検討検討検討検討会で協議を会で協議を会で協議を会で協議を重ね重ね重ね重ねておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、現在現在現在現在までのとこまでのとこまでのとこまでのところろろろ、まだ奈良、まだ奈良、まだ奈良、まだ奈良市市市市が前向きになが前向きになが前向きになが前向きになっっっっていなていなていなていな

いといういといういといういという状況状況状況状況でございます。県といたしましては、でございます。県といたしましては、でございます。県といたしましては、でございます。県といたしましては、西西西西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線事業実施のこの事業実施のこの事業実施のこの事業実施のこの機機機機会を会を会を会を逃逃逃逃

さずに新さずに新さずに新さずに新駅駅駅駅のののの整備整備整備整備を行を行を行を行っっっっていくていくていくていくべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと考え考え考え考えておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、引引引引き続きき続きき続きき続き三三三三者者者者とのとのとのとの

議議議議論論論論をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 今今今今のごのごのごのご答弁答弁答弁答弁では、大和では、大和では、大和では、大和北北北北道路道路道路道路の奈良の奈良の奈良の奈良インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジまでのジまでのジまでのジまでの整備整備整備整備を行を行を行を行っっっったとたとたとたと

してしてしてしても渋滞も渋滞も渋滞も渋滞はははは解消解消解消解消しないということでしないということでしないということでしないということであああありますから、８５０りますから、８５０りますから、８５０りますから、８５０億円も億円も億円も億円もかけてかけてかけてかけて整備整備整備整備するするするする費用対費用対費用対費用対

効果効果効果効果というというというという点点点点では本では本では本では本当当当当ににににむむむむだだとだだとだだとだだと思思思思います。そういうことでいいのかは、います。そういうことでいいのかは、います。そういうことでいいのかは、います。そういうことでいいのかは、今今今今問問問問われなくてわれなくてわれなくてわれなくて

はならないとはならないとはならないとはならないと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。幾幾幾幾らららら言っ言っ言っ言っててててもももも、、、、今今今今さらやめるとはさらやめるとはさらやめるとはさらやめるとは言言言言われないとわれないとわれないとわれないと思思思思いますかいますかいますかいますか

らこれは県らこれは県らこれは県らこれは県民民民民のののの強強強強いいいい意見意見意見意見ででででああああるということをるということをるということをるということを申申申申し上し上し上し上げげげげておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思います。います。います。います。

次次次次にににに西西西西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線についてですが、このについてですが、このについてですが、このについてですが、この道路道路道路道路はははは鉄鉄鉄鉄道道道道をををを高高高高架架架架にされるということだけでにされるということだけでにされるということだけでにされるということだけで見見見見

ててててもももも、、、、今今今今おおおお聞聞聞聞きしたとこきしたとこきしたとこきしたところろろろにににによよよよると３ると３ると３ると３７７７７００００億円億円億円億円というというというという巨巨巨巨額額額額のののの投投投投資資資資になります。さらに新になります。さらに新になります。さらに新になります。さらに新駅駅駅駅

ということになりましたら、ということになりましたら、ということになりましたら、ということになりましたら、ももももちちちちろろろろんそれんそれんそれんそれ以以以以上ふ上ふ上ふ上ふええええてくるわけです。てくるわけです。てくるわけです。てくるわけです。ＪＪＪＪＲＲＲＲ西西西西日本が日本が日本が日本が幾幾幾幾らららら駅駅駅駅

をつくをつくをつくをつくっっっってほしいといてほしいといてほしいといてほしいといっっっっててててもももも、、、、ＪＪＪＪＲＲＲＲ西西西西日本だけでつくるとはお日本だけでつくるとはお日本だけでつくるとはお日本だけでつくるとはおっっっっししししゃゃゃゃらないとらないとらないとらないと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。

当然当然当然当然、県や、県や、県や、県や市市市市のののの負担負担負担負担がががが相相相相当当当当出てくるという出てくるという出てくるという出てくるという話話話話だとだとだとだと思思思思います。新います。新います。新います。新駅駅駅駅ををををどどどどういうとこういうとこういうとこういうところろろろに設置に設置に設置に設置

をするかとか、をするかとか、をするかとか、をするかとか、どどどどういうういうういうういう状況状況状況状況なら設置してなら設置してなら設置してなら設置してももももいいのかといういいのかといういいのかといういいのかという基基基基準準準準ななななどどどど決決決決まりというのはまりというのはまりというのはまりというのは多多多多

分分分分ないのだとないのだとないのだとないのだと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、しかし少なくと、しかし少なくと、しかし少なくと、しかし少なくともももも奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の税税税税金金金金をををを使使使使っっっってそういうてそういうてそういうてそういうもももものののの

をつくられるをつくられるをつくられるをつくられる以以以以上は、上は、上は、上は、費用対費用対費用対費用対効果効果効果効果ががががどどどどうかと、その設置のうかと、その設置のうかと、その設置のうかと、その設置の目的目的目的目的が本が本が本が本当当当当にににに住住住住民民民民のののの福祉福祉福祉福祉にかなにかなにかなにかな

うのかというとこうのかというとこうのかというとこうのかというところろろろをしをしをしをしっっっっかりとかりとかりとかりと検討検討検討検討やややや検検検検証証証証をしないで、計をしないで、計をしないで、計をしないで、計画画画画をををを先先先先にににに決決決決めることはめることはめることはめることはあっあっあっあってててて

はならないとはならないとはならないとはならないと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、この計、この計、この計、この計画画画画は、このままいきますとは、このままいきますとは、このままいきますとは、このままいきますと都市都市都市都市計計計計画画画画決決決決定をする定をする定をする定をする

までにまでにまでにまでに決決決決まるかまるかまるかまるかももももしれないとおそれをしれないとおそれをしれないとおそれをしれないとおそれを抱抱抱抱いているのですけれいているのですけれいているのですけれいているのですけれどもどもどもども、その、その、その、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろははははどどどどうううう

なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょう。そういうきちんとしたう。そういうきちんとしたう。そういうきちんとしたう。そういうきちんとした手手手手続が続が続が続が踏踏踏踏まれるということになるのか、またそのこまれるということになるのか、またそのこまれるということになるのか、またそのこまれるということになるのか、またそのこ

とで県とで県とで県とで県民民民民的的的的なななな意見意見意見意見がががが反映反映反映反映されるのかされるのかされるのかされるのかどどどどうかということについておうかということについておうかということについておうかということについてお聞聞聞聞きしておきたいときしておきたいときしておきたいときしておきたいと思思思思いいいい
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ます。ます。ます。ます。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 簡潔簡潔簡潔簡潔にお願いします。にお願いします。にお願いします。にお願いします。

○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 新新新新駅駅駅駅につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現在現在現在現在、、、、三三三三者者者者でででで検討検討検討検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろでででで

ございますので、そういございますので、そういございますので、そういございますので、そういっっっったたたた内内内内部での協議を部での協議を部での協議を部での協議を重ね重ね重ね重ねて、そのて、そのて、そのて、その結結結結果果果果をまた県をまた県をまた県をまた県民民民民のののの皆様皆様皆様皆様ににににもももも県議県議県議県議

会に会に会に会にももももご報告をするご報告をするご報告をするご報告をする機機機機会が出てくるかと会が出てくるかと会が出てくるかと会が出てくるかと思思思思います。そういいます。そういいます。そういいます。そういっっっったたたた機機機機会で、また会で、また会で、また会で、また皆様皆様皆様皆様方方方方からからからからもももも

ごごごご意見意見意見意見をいただくことになるかとをいただくことになるかとをいただくことになるかとをいただくことになるかと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 内内内内部で部で部で部で検討検討検討検討ということでということでということでということであああありますが、やはりこういうのはきちんとしたりますが、やはりこういうのはきちんとしたりますが、やはりこういうのはきちんとしたりますが、やはりこういうのはきちんとした費用費用費用費用

対対対対効果効果効果効果でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか目的目的目的目的のののの精精精精査をきちんとした査をきちんとした査をきちんとした査をきちんとした機機機機関でや関でや関でや関でやっっっっていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。

そのことなしに進めていただくわけにはいかないことだとそのことなしに進めていただくわけにはいかないことだとそのことなしに進めていただくわけにはいかないことだとそのことなしに進めていただくわけにはいかないことだと思思思思います。います。います。います。今今今今のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いておいておいておいてお

りましたら、りましたら、りましたら、りましたら、インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジがジがジがジがあっあっあっあってててて鉄鉄鉄鉄道道道道のののの駅駅駅駅ががががあっあっあっあってててて交交交交通の通の通の通の結節結節結節結節点点点点になる、になる、になる、になる、何何何何かこれかこれかこれかこれ

どどどどこかでこかでこかでこかで聞聞聞聞いたといたといたといたと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、、、、リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線のののの駅駅駅駅が一が一が一が一番番番番ふさわしいふさわしいふさわしいふさわしい場場場場所にな所にな所にな所にな

るのではないかというのはるのではないかというのはるのではないかというのはるのではないかというのは私私私私のうがのうがのうがのうがっっっったたたた見方見方見方見方かかかかももももしれませんけれしれませんけれしれませんけれしれませんけれどもどもどもども、そういうことのた、そういうことのた、そういうことのた、そういうことのた

めに、こんなことをされることについてめに、こんなことをされることについてめに、こんなことをされることについてめに、こんなことをされることについて到底承服到底承服到底承服到底承服できないので、できないので、できないので、できないので、改改改改めてきちんとしためてきちんとしためてきちんとしためてきちんとした検討検討検討検討

をやをやをやをやっっっっていただくことをていただくことをていただくことをていただくことを求求求求めておきたいとめておきたいとめておきたいとめておきたいと思思思思います。います。います。います。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 要要要要望望望望として。として。として。として。終終終終わります。わります。わります。わります。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ２２２２点点点点ほほほほどどどどは山本委員と関連しておりますので、それについてのは山本委員と関連しておりますので、それについてのは山本委員と関連しておりますので、それについてのは山本委員と関連しておりますので、それについての答弁答弁答弁答弁はははは簡潔簡潔簡潔簡潔でででで

結結結結構構構構でございます。まず１つは、山本委員でございます。まず１つは、山本委員でございます。まず１つは、山本委員でございます。まず１つは、山本委員ももももおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっったたたた橿橿橿橿原原原原神神神神宮東宮東宮東宮東口停口停口停口停車場線車場線車場線車場線は本は本は本は本当当当当にににに

早早早早くに土地提くに土地提くに土地提くに土地提供供供供で協力されたで協力されたで協力されたで協力された方方方方が、こんなに長くかかが、こんなに長くかかが、こんなに長くかかが、こんなに長くかかっっっっててててどどどどうなるのか、提うなるのか、提うなるのか、提うなるのか、提供供供供したこと、したこと、したこと、したこと、

協力したことが協力したことが協力したことが協力したことがむむむむだになるのではないのですかという心だになるのではないのですかという心だになるのではないのですかという心だになるのではないのですかという心配配配配をしておられたのですけれをしておられたのですけれをしておられたのですけれをしておられたのですけれどどどど、、、、

最最最最後後後後の土地の土地の土地の土地買収買収買収買収ももももできたできたできたできたよよよようで、うで、うで、うで、何何何何かかかか聞聞聞聞くとこくとこくとこくところろろろにににによよよよると山本委員がいると山本委員がいると山本委員がいると山本委員がいろろろろいいいいろろろろ頑張頑張頑張頑張っっっっていていていてい

ただいたというのただいたというのただいたというのただいたというのもももも少し少し少し少し聞聞聞聞いております。地いております。地いております。地いております。地元元元元の人は、の人は、の人は、の人は、今今今今ああああるるるる道道道道は本は本は本は本当当当当にににに狭狭狭狭くてくてくてくて道路も道路も道路も道路も悪悪悪悪

いので、いので、いので、いので、みみみみんなんなんなんな助助助助かるとかるとかるとかると思思思思います。います。います。います。供用供用供用供用の年はわからないということですけれの年はわからないということですけれの年はわからないということですけれの年はわからないということですけれどどどど、こうな、こうな、こうな、こうな

っっっったら一日たら一日たら一日たら一日も早も早も早も早くくくくみみみみんなでんなでんなでんなで安安安安心で心で心で心で安全安全安全安全なななな道路道路道路道路としてとしてとしてとして使使使使ええええるるるるよよよようにうにうにうに頑張頑張頑張頑張っっっってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思いまいまいまいま

す。す。す。す。

それから、県立それから、県立それから、県立それから、県立医科医科医科医科大学を中心としたまちづくりですけれ大学を中心としたまちづくりですけれ大学を中心としたまちづくりですけれ大学を中心としたまちづくりですけれどもどもどもども、この間一般、この間一般、この間一般、この間一般質問質問質問質問でででで荒井荒井荒井荒井

知事にはい知事にはい知事にはい知事にはいろろろろいいいいろろろろ詳詳詳詳しくしくしくしく健健健健康と康と康と康と医療医療医療医療のののの町町町町ということを中心にまちづくりをするという、ということを中心にまちづくりをするという、ということを中心にまちづくりをするという、ということを中心にまちづくりをするという、答答答答

弁弁弁弁はははは去去去去年いただきましたけれ年いただきましたけれ年いただきましたけれ年いただきましたけれどもどもどもども、、、、先先先先ほほほほどどどど山本委員から山本委員から山本委員から山本委員からもももも出ていると出ていると出ていると出ていると思思思思います、います、います、います、最最最最初初初初に出に出に出に出

たまちづくりのたまちづくりのたまちづくりのたまちづくりの図図図図面面面面がががが橿橿橿橿原市原市原市原市ではではではではももももう新う新う新う新駅駅駅駅ができるというができるというができるというができるという期期期期待待待待とまたとまたとまたとまた不安不安不安不安がまがまがまがまじじじじっっっっているているているている

よよよような、いうな、いうな、いうな、いろろろろいいいいろろろろなななな皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの思思思思いがいがいがいがああああるのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどもどもどもども、一日、一日、一日、一日も早も早も早も早くきちんとしたくきちんとしたくきちんとしたくきちんとしたもももものをのをのをのを

出してほしいと出してほしいと出してほしいと出してほしいと思思思思う中で、う中で、う中で、う中で、荒井荒井荒井荒井知事がお知事がお知事がお知事がおっっっっししししゃゃゃゃっっっっているているているている健健健健康と康と康と康と医療医療医療医療を中心としたまちづくを中心としたまちづくを中心としたまちづくを中心としたまちづく
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りは、りは、りは、りは、今後今後今後今後全国全国全国全国のモデルのモデルのモデルのモデルケケケケーーーーススススとしてとしてとしてとしてもももも通通通通用用用用するするするするよよよような、そのうな、そのうな、そのうな、そのよよよようなうなうなうな内内内内容容容容にしてほしいとにしてほしいとにしてほしいとにしてほしいと

思思思思うのですが、そういうことうのですが、そういうことうのですが、そういうことうのですが、そういうことも考えも考えも考えも考えていただいているのか、ていただいているのか、ていただいているのか、ていただいているのか、全国全国全国全国に通に通に通に通用用用用する本する本する本する本当当当当にすにすにすにすばばばばらららら

しく、しく、しく、しく、全国全国全国全国からからからから見見見見学に学に学に学に来来来来られるられるられるられるぐぐぐぐらいのそういうまちづくりをらいのそういうまちづくりをらいのそういうまちづくりをらいのそういうまちづくりを目指目指目指目指していただいているしていただいているしていただいているしていただいている意意意意

気気気気込み込み込み込みががががああああるか、そのるか、そのるか、そのるか、その辺辺辺辺をををを聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思いますし、それといますし、それといますし、それといますし、それと橿橿橿橿原市原市原市原市との協議会はこれから年との協議会はこれから年との協議会はこれから年との協議会はこれから年

にににに何何何何回開催な回開催な回開催な回開催などどどど具具具具体的体的体的体的に計に計に計に計画画画画されているのか。されているのか。されているのか。されているのか。

この間の一般この間の一般この間の一般この間の一般質問質問質問質問ででででも言も言も言も言いましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、やはり協議会として協定、やはり協議会として協定、やはり協議会として協定、やはり協議会として協定書書書書やややや申申申申し合わせ事し合わせ事し合わせ事し合わせ事

項項項項をきちんとつくをきちんとつくをきちんとつくをきちんとつくっっっっているつているつているつているつももももりでりでりでりでもももも、、、、後後後後 々々々々、いや、そんなはず、いや、そんなはず、いや、そんなはず、いや、そんなはずじじじじゃゃゃゃなかなかなかなかっっっったということたということたということたということ

が出てきて、それで長が出てきて、それで長が出てきて、それで長が出てきて、それで長引引引引いたことに少し関係したことがいたことに少し関係したことがいたことに少し関係したことがいたことに少し関係したことがあああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、そんなことに、そんなことに、そんなことに、そんなことに

ももももなりかなりかなりかなりかねねねねない、大きな事業でない、大きな事業でない、大きな事業でない、大きな事業でああああれれれればあばあばあばあるほるほるほるほどどどどそういうことをきちんとやそういうことをきちんとやそういうことをきちんとやそういうことをきちんとやっっっっていかないとていかないとていかないとていかないと

というというというという思思思思いがございます。いがございます。いがございます。いがございます。橿橿橿橿原市も原市も原市も原市もなかなかうるさいとこなかなかうるさいとこなかなかうるさいとこなかなかうるさいところろろろですので、それだけしですので、それだけしですので、それだけしですので、それだけしっっっっかりかりかりかり

しているというのか、このまちづくりにかけているというとこしているというのか、このまちづくりにかけているというとこしているというのか、このまちづくりにかけているというとこしているというのか、このまちづくりにかけているというところもあろもあろもあろもあるので、そのるので、そのるので、そのるので、その辺辺辺辺はしはしはしはし

っっっっかりとかりとかりとかりと後後後後からおからおからおからお互互互互いにいにいにいに文文文文句句句句をををを言言言言わなくてわなくてわなくてわなくてももももいいいいいいいい形形形形になるになるになるになるよよよようにやうにやうにやうにやっっっっていていていていっっっってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思

います。います。います。います。

ですから、そういうですから、そういうですから、そういうですから、そういう意意意意気気気気込み込み込み込みや、や、や、や、ああああるいはまた協議会のるいはまた協議会のるいはまた協議会のるいはまた協議会の今後今後今後今後の開催についての開催についての開催についての開催についてどどどどののののよよよように、うに、うに、うに、

具具具具体的体的体的体的に年にに年にに年にに年に何何何何回し回し回し回しよよよようとか、第１回の協議会はいつかなうとか、第１回の協議会はいつかなうとか、第１回の協議会はいつかなうとか、第１回の協議会はいつかなどどどど決決決決ままままっっっっているのかているのかているのかているのかどどどどうか教うか教うか教うか教ええええ

てください。てください。てください。てください。

それと、それと、それと、それと、橿橿橿橿原原原原神神神神宮宮宮宮のののの裏裏裏裏参道っ参道っ参道っ参道ってごてごてごてご存存存存じじじじですか。ですか。ですか。ですか。橿橿橿橿原原原原神神神神宮宮宮宮の中の中の中の中央央央央出出出出口口口口からからからから競競競競技技技技場場場場のののの交交交交差差差差点点点点

までのまでのまでのまでの歩歩歩歩道道道道のののの整備整備整備整備をお願いしておりましたけれをお願いしておりましたけれをお願いしておりましたけれをお願いしておりましたけれどもどもどもども、その、その、その、そのへへへへんの進んの進んの進んの進捗状況捗状況捗状況捗状況を教を教を教を教ええええてくださてくださてくださてくださ

い。それとい。それとい。それとい。それと、、、、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別

会計２月補正予算案の概要」１４１ページ、会計２月補正予算案の概要」１４１ページ、会計２月補正予算案の概要」１４１ページ、会計２月補正予算案の概要」１４１ページ、街路街路街路街路改改改改良事業が良事業が良事業が良事業がああああります。これは平成２４年ります。これは平成２４年ります。これは平成２４年ります。これは平成２４年

もももも、、、、橿橿橿橿原考原考原考原考古古古古学博物学博物学博物学博物館館館館のののの辺辺辺辺の前の木をすごくの前の木をすごくの前の木をすごくの前の木をすごく根根根根っっっっこから切こから切こから切こから切っっっったりとか、そういうことがずたりとか、そういうことがずたりとか、そういうことがずたりとか、そういうことがず

っっっっと続いてと続いてと続いてと続いて継継継継続した事業なのか続した事業なのか続した事業なのか続した事業なのかどどどどうか、このうか、このうか、このうか、この辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろをををを具具具具体的体的体的体的に教に教に教に教ええええてほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思いまいまいまいま

すし、すし、すし、すし、ももももう一つは、１１６ページ、川う一つは、１１６ページ、川う一つは、１１６ページ、川う一つは、１１６ページ、川辺辺辺辺のまちづくりの推進という中で、のまちづくりの推進という中で、のまちづくりの推進という中で、のまちづくりの推進という中で、河河河河川川川川空空空空間を間を間を間を軸軸軸軸とととと

したまちづくりしたまちづくりしたまちづくりしたまちづくり検討検討検討検討事業は、事業は、事業は、事業は、具具具具体的体的体的体的ににににどどどどののののよよよようなことをうなことをうなことをうなことを考え考え考え考えておられるのか。それと関連ておられるのか。それと関連ておられるのか。それと関連ておられるのか。それと関連

して、して、して、して、ももももしわかしわかしわかしわかっっっっているとこているとこているとこているところろろろががががああああれれれればばばば教教教教ええええてほしいのは、てほしいのは、てほしいのは、てほしいのは、香香香香久久久久山のそ山のそ山のそ山のそばばばばにににに万万万万葉葉葉葉の森がの森がの森がの森がああああ

るのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどもどもどもども、その、その、その、その万万万万葉葉葉葉の森のとこの森のとこの森のとこの森のところろろろにににに果果果果物物物物屋屋屋屋さんがさんがさんがさんがああああります。そのります。そのります。そのります。その果果果果物物物物屋屋屋屋さんをずさんをずさんをずさんをず

っっっっとととと下下下下っっっっていくと、前にていくと、前にていくと、前にていくと、前に池池池池ががががあっあっあっあってすごくてすごくてすごくてすごく見見見見晴晴晴晴らしがいいというか、いいらしがいいというか、いいらしがいいというか、いいらしがいいというか、いい景景景景観観観観ががががああああるのでるのでるのでるので

す。水す。水す。水す。水辺辺辺辺のののの彩彩彩彩りとかをいうときには、いつりとかをいうときには、いつりとかをいうときには、いつりとかをいうときには、いつももももそこにそこにそこにそこにスイレンスイレンスイレンスイレンをををを植植植植ええええてほしいとてほしいとてほしいとてほしいと言言言言いながらいながらいながらいながら

来来来来たのですが、たのですが、たのですが、たのですが、スイレンスイレンスイレンスイレンは水がは水がは水がは水が流流流流れていなくて、れていなくて、れていなくて、れていなくて、よどよどよどよどんでいるとんでいるとんでいるとんでいると植植植植ええええられないということられないということられないということられないということ

だだだだっっっったのです。実はそこはすごくきれいで、たのです。実はそこはすごくきれいで、たのです。実はそこはすごくきれいで、たのです。実はそこはすごくきれいで、万万万万葉葉葉葉の森の森の森の森へ来へ来へ来へ来られたらおりて行かれるのですられたらおりて行かれるのですられたらおりて行かれるのですられたらおりて行かれるのです
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が、が、が、が、あああある一部をる一部をる一部をる一部をコンコンコンコンククククリリリリーーーートトトトにはしているとにはしているとにはしているとにはしていると思思思思う。とこう。とこう。とこう。ところろろろが、いすが、いすが、いすが、いすももももなけれなけれなけれなければばばば屋根屋根屋根屋根ももももないないないない

ので、ので、ので、ので、暑暑暑暑いいいい時時時時はいいはいいはいいはいい景景景景色色色色をををを見見見見たくてたくてたくてたくても見も見も見も見れない。そのれない。そのれない。そのれない。その辺辺辺辺をできたら、関連してをできたら、関連してをできたら、関連してをできたら、関連して整備整備整備整備をしてをしてをしてをして

ももももららららええええれれれればばばば、、、、もっもっもっもっとととと訪訪訪訪れる人がれる人がれる人がれる人が多多多多いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思うのですが。それだけうのですが。それだけうのですが。それだけうのですが。それだけ答弁答弁答弁答弁お願いしお願いしお願いしお願いし

ます。ます。ます。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 県立県立県立県立医科医科医科医科大学を中心としたまちづくりの大学を中心としたまちづくりの大学を中心としたまちづくりの大学を中心としたまちづくりの意意意意気気気気込み込み込み込みでございでございでございでござい

ますが、ますが、ますが、ますが、高高高高齢齢齢齢化社化社化社化社会でございますので会でございますので会でございますので会でございますので医療医療医療医療とととと福祉福祉福祉福祉が連が連が連が連携携携携したしたしたした健健健健康なまちづくり、康なまちづくり、康なまちづくり、康なまちづくり、全国全国全国全国ででででもももも

先先先先駆駆駆駆けになるまちづくりに、けになるまちづくりに、けになるまちづくりに、けになるまちづくりに、取取取取りりりり組組組組んでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。

橿橿橿橿原市原市原市原市とととともももも協議会を、協議会を、協議会を、協議会を、来来来来年度に向けて年に年度に向けて年に年度に向けて年に年度に向けて年に何何何何回な回な回な回などどどどというとこというとこというとこというところろろろまで、まだまで、まだまで、まだまで、まだ話話話話はしておはしておはしておはしてお

りませんけれりませんけれりませんけれりませんけれどもどもどもども、、、、今今今今もももも橿橿橿橿原市原市原市原市総合総合総合総合政政政政策策策策部と部と部と部とああああるるるる意意意意味ホ味ホ味ホ味ホットットットットララララインインインインのののの形形形形でいつででいつででいつででいつでもももも話話話話せるせるせるせる

よよよようにしておりますので、うにしておりますので、うにしておりますので、うにしておりますので、むむむむししししろろろろ事務事務事務事務方方方方としては協議会を定としては協議会を定としては協議会を定としては協議会を定期期期期的的的的に開くに開くに開くに開く以以以以上に上に上に上に頻繁頻繁頻繁頻繁に連絡に連絡に連絡に連絡

をとりながらやをとりながらやをとりながらやをとりながらやっっっっているとこているとこているとこているところろろろでございます。これからでございます。これからでございます。これからでございます。これからももももししししっっっっかりと連かりと連かりと連かりと連携携携携をとをとをとをとっっっってやてやてやてやっっっってててて

まいりたいとまいりたいとまいりたいとまいりたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○水本道路管理課長○水本道路管理課長○水本道路管理課長○水本道路管理課長 神田委員から県神田委員から県神田委員から県神田委員から県道道道道橿橿橿橿原原原原神神神神宮公宮公宮公宮公苑苑苑苑線線線線、通、通、通、通称称称称、、、、裏裏裏裏参道参道参道参道とととと言言言言われているとわれているとわれているとわれていると

こここころろろろのののの歩歩歩歩道道道道の補の補の補の補修修修修についてのごについてのごについてのごについてのご質問質問質問質問におにおにおにお答答答答ええええします。します。します。します。近近近近鉄橿鉄橿鉄橿鉄橿原原原原神神神神宮宮宮宮前前前前駅駅駅駅の中の中の中の中央央央央出出出出口口口口から県から県から県から県

立立立立橿橿橿橿原公原公原公原公苑苑苑苑のグラのグラのグラのグラウウウウンンンンドドドド、野、野、野、野球球球球場場場場やややや陸陸陸陸上上上上競競競競技技技技場へ場へ場へ場へ行く行く行く行く近近近近鉄鉄鉄鉄のののの線路線路線路線路にににに並並並並行に行に行に行にあああある県る県る県る県道道道道のののの舗装舗装舗装舗装

のことでございます。この県のことでございます。この県のことでございます。この県のことでございます。この県道道道道につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、橿橿橿橿原公原公原公原公苑苑苑苑をををを利利利利用用用用される人がされる人がされる人がされる人が駅駅駅駅からおりらからおりらからおりらからおりら

れてれてれてれて歩歩歩歩くくくく道道道道になになになになっっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、利利利利用者も用者も用者も用者も非非非非常常常常にににに多多多多く、そこのく、そこのく、そこのく、そこの歩歩歩歩道道道道はははは舗装舗装舗装舗装がががが傷傷傷傷んでいまんでいまんでいまんでいま

す。そういす。そういす。そういす。そういっっっったたたた状況状況状況状況をかんがをかんがをかんがをかんがみみみみましてましてましてまして駅駅駅駅前から野前から野前から野前から野球球球球場へ場へ場へ場へ通通通通じじじじるるるる交交交交差差差差点点点点までのまでのまでのまでの約約約約２００２００２００２００メメメメーーーー

トトトトル間ですけれル間ですけれル間ですけれル間ですけれどもどもどもども、、、、歩歩歩歩道道道道の補の補の補の補修修修修のののの工工工工事に事に事に事に着着着着手手手手しております。しております。しております。しております。状況状況状況状況につきましては、土木につきましては、土木につきましては、土木につきましては、土木

部に部に部に部に確確確確認認認認をしたら平成２５年３月１３日にをしたら平成２５年３月１３日にをしたら平成２５年３月１３日にをしたら平成２５年３月１３日に着着着着手手手手するとするとするとすると聞聞聞聞きました。きました。きました。きました。工工工工事発事発事発事発注注注注はすでにしてはすでにしてはすでにしてはすでにして

おりましたが、実おりましたが、実おりましたが、実おりましたが、実際際際際のののの工工工工事はき事はき事はき事はきょょょょうううう着着着着手手手手しまして、平成２４年度しまして、平成２４年度しまして、平成２４年度しまして、平成２４年度内内内内にににに完了完了完了完了するするするするよよよようにうにうにうに工工工工事事事事

を進めております。おくれてしまを進めております。おくれてしまを進めております。おくれてしまを進めております。おくれてしまっっっってててて申申申申しわけございません。しわけございません。しわけございません。しわけございません。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 街路街路街路街路につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、非非非非常常常常にににに細細細細かいかいかいかいももももののののも含も含も含も含めてめてめてめて入っ入っ入っ入っておておておてお

りますので、りますので、りますので、りますので、むむむむししししろろろろ個個個個別にまたご説明をさせていただけれ別にまたご説明をさせていただけれ別にまたご説明をさせていただけれ別にまたご説明をさせていただければばばばとととと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長 「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計

特別会計２月補正予算案の概要」１１６ページ、特別会計２月補正予算案の概要」１１６ページ、特別会計２月補正予算案の概要」１１６ページ、特別会計２月補正予算案の概要」１１６ページ、河河河河川川川川空空空空間を間を間を間を軸軸軸軸としたまちづくりとしたまちづくりとしたまちづくりとしたまちづくり検討検討検討検討事業事業事業事業

ということで、これはということで、これはということで、これはということで、これは河河河河川は川は川は川は防防防防災だけでなく神田委員のお災だけでなく神田委員のお災だけでなく神田委員のお災だけでなく神田委員のお話話話話の中にの中にの中にの中にもあもあもあもありましたけれりましたけれりましたけれりましたけれどもどもどもども、、、、

水と水と水と水と緑緑緑緑ののののオオオオープープープープンスンスンスンスペーペーペーペースもスもスもスも非非非非常常常常に大事なに大事なに大事なに大事なもももものです。そういうのです。そういうのです。そういうのです。そういうももももののののも生も生も生も生かして、かして、かして、かして、子子子子どもどもどもどもささささ

んからんからんからんから高高高高齢齢齢齢者者者者まで地域と一まで地域と一まで地域と一まで地域と一緒緒緒緒になになになになっっっって地域のて地域のて地域のて地域の潤潤潤潤いのいのいのいのああああるるるる空空空空間をつく間をつく間をつく間をつくっっっっていこうというていこうというていこうというていこうというもももものののの

でございます。でございます。でございます。でございます。具具具具体的体的体的体的には、これは県には、これは県には、これは県には、これは県営営営営福祉福祉福祉福祉パークのパークのパークのパークのあああある、田る、田る、田る、田原原原原本本本本町町町町多多多多ににににああああるのですけれるのですけれるのですけれるのですけれ
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どもどもどもども、、、、ああああののののああああたりをたりをたりをたりを流流流流れますれますれますれます飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥川を川を川を川を軸軸軸軸としまして、地域のとしまして、地域のとしまして、地域のとしまして、地域の歴歴歴歴史史史史資源資源資源資源や、や、や、や、ああああるいは地域のるいは地域のるいは地域のるいは地域の

活動をされてる活動をされてる活動をされてる活動をされてる方方方方ななななどどどどと一と一と一と一緒緒緒緒に協議会をつくりまして、とにかく川をに協議会をつくりまして、とにかく川をに協議会をつくりまして、とにかく川をに協議会をつくりまして、とにかく川を生生生生かしていかしていかしていかしていろろろろいいいいろろろろなななな

地域づくりを進めていこうということでモデル地域づくりを進めていこうということでモデル地域づくりを進めていこうということでモデル地域づくりを進めていこうということでモデル的的的的にやにやにやにやっっっっているているているているもももものです。これのです。これのです。これのです。これももももまた広また広また広また広げげげげ

ていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。

それと、それと、それと、それと、香香香香久久久久山のふ山のふ山のふ山のふももももとのとのとのとの池池池池のののの話話話話でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどもどもどもども、、、、池池池池ということでということでということでということで私私私私がががが答答答答ええええるとるとるとると

いうわけにいうわけにいうわけにいうわけにももももいきませんけれいきませんけれいきませんけれいきませんけれどもどもどもども、き、き、き、きょょょょうこういうおうこういうおうこういうおうこういうお話話話話ががががあっあっあっあったということを、関係たということを、関係たということを、関係たということを、関係課課課課とととと

またまたまたまた相相相相談談談談していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。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。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 何何何何からからからから言っ言っ言っ言ったらいいかわかりませんが、きたらいいかわかりませんが、きたらいいかわかりませんが、きたらいいかわかりませんが、きょょょょうううう着着着着手手手手というとこというとこというとこというところろろろから行きまから行きまから行きまから行きま

す。す。す。す。着着着着手手手手してしてしてしてももももららららええええれれれればばばば、、、、ももももう年度う年度う年度う年度内内内内完了完了完了完了ということでということでということでということであああありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思います。います。います。います。ああああそこがそこがそこがそこが

こけたらけがをするしこけたらけがをするしこけたらけがをするしこけたらけがをするし危危危危ないのです。ないのです。ないのです。ないのです。私私私私のののの言っ言っ言っ言っているとこているとこているとこているところもろもろもろもそのそのそのそのよよよようで、それで本うで、それで本うで、それで本うで、それで本当当当当はははは

ここからここからここからここからもっもっもっもっとととと北北北北までずまでずまでずまでずっっっっといといといといっっっっててててももももららららええええたら一たら一たら一たら一番番番番いいのです。というのは、いいのです。というのは、いいのです。というのは、いいのです。というのは、今今今今回ジ回ジ回ジ回ジョョョョギギギギ

ンンンンググググ＆＆＆＆ササササイイイイククククリンリンリンリンググググステステステステーーーーショショショションンンンというのがというのがというのがというのがリリリリニニニニュュュューアルーアルーアルーアルオオオオープープープープンンンンしますので、やはりこしますので、やはりこしますので、やはりこしますので、やはりこ

れからはいれからはいれからはいれからはいろろろろいいいいろろろろなななな来来来来訪訪訪訪者者者者ががががああああるとるとるとると思思思思うので、ここは続いてやうので、ここは続いてやうので、ここは続いてやうので、ここは続いてやっっっっていただくていただくていただくていただくよよよように、土木うに、土木うに、土木うに、土木

部長部長部長部長よろよろよろよろしくお願いします、いしくお願いします、いしくお願いします、いしくお願いします、いろろろろいいいいろろろろなななな方もよろ方もよろ方もよろ方もよろしく。おしく。おしく。おしく。お金金金金ができたらとができたらとができたらとができたらと言言言言われたのですわれたのですわれたのですわれたのです

が、が、が、が、よろよろよろよろしくお願いしたいとしくお願いしたいとしくお願いしたいとしくお願いしたいと思思思思います。います。います。います。

（（（（「「「「おおおお金金金金ははははあああある」とる」とる」とる」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あ者あ者あ者あり）り）り）り）

おおおお金金金金ははははああああるということで、るということで、るということで、るということで、ぜひ畝傍御陵ぜひ畝傍御陵ぜひ畝傍御陵ぜひ畝傍御陵前前前前駅駅駅駅のののの辺辺辺辺まで続いてまで続いてまで続いてまで続いて取取取取りりりり組組組組んでほしい。それとんでほしい。それとんでほしい。それとんでほしい。それと

ももももう一つは、う一つは、う一つは、う一つは、夜夜夜夜がくらいのです。がくらいのです。がくらいのです。がくらいのです。外外外外灯灯灯灯はついているのですが、なんかはついているのですが、なんかはついているのですが、なんかはついているのですが、なんかぼぼぼぼやんとしていてやんとしていてやんとしていてやんとしていて危危危危

ないとないとないとないと思思思思うので、それうので、それうので、それうので、それももももまたおいおいまたおいおいまたおいおいまたおいおい取取取取りりりり組組組組んでいただけたらとんでいただけたらとんでいただけたらとんでいただけたらと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、よろよろよろよろしくしくしくしく

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

それからそれからそれからそれから香香香香久久久久山の山の山の山の万万万万葉葉葉葉の森のの森のの森のの森の件件件件は、または、または、または、また機機機機会が会が会が会があっあっあっあったら教たら教たら教たら教ええええててててももももらいらいらいらい取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでももももららららええええ

たらそれでたらそれでたらそれでたらそれで結結結結構構構構です。です。です。です。

それと、県立それと、県立それと、県立それと、県立医科医科医科医科大学の大学の大学の大学の件件件件ですが、やはり本ですが、やはり本ですが、やはり本ですが、やはり本当当当当にににに性性性性根根根根をををを入入入入れて奈良県れて奈良県れて奈良県れて奈良県もももも橿橿橿橿原市も原市も原市も原市もややややっっっってててて

いかないといけないといかないといけないといかないといけないといかないといけないと思思思思いますので、本いますので、本いますので、本いますので、本当当当当は少しでは少しでは少しでは少しでもももも具具具具体的体的体的体的ににににどどどどういうういうういうういう町町町町にして、にして、にして、にして、どどどどういういういうい

ううううもももものをということをのをということをのをということをのをということを聞聞聞聞きたかきたかきたかきたかっっっったのですが、これはお願いしておくということと、たのですが、これはお願いしておくということと、たのですが、これはお願いしておくということと、たのですが、これはお願いしておくということと、荒井荒井荒井荒井

知事に知事に知事に知事にももももももももう１回しう１回しう１回しう１回しっっっっかりとかりとかりとかりと念念念念をををを押押押押したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、よろよろよろよろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

また総また総また総また総括括括括でででで言言言言います。います。います。います。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ししししばばばばらくらくらくらく休憩休憩休憩休憩したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますので、１０いますので、１０いますので、１０いますので、１０分分分分間間間間休憩休憩休憩休憩とさせて、３とさせて、３とさせて、３とさせて、３時時時時１０１０１０１０分分分分

再再再再開でございますので、開でございますので、開でございますので、開でございますので、よろよろよろよろしく。しく。しく。しく。

１４：５８１４：５８１４：５８１４：５８分 休憩分 休憩分 休憩分 休憩
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１５：１２１５：１２１５：１２１５：１２分分分分 再再再再開開開開

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 休憩休憩休憩休憩前に前に前に前に引引引引き続き会議を開きます。き続き会議を開きます。き続き会議を開きます。き続き会議を開きます。

それでは、ご発それでは、ご発それでは、ご発それでは、ご発言言言言をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 まずはまずはまずはまずは渋滞渋滞渋滞渋滞のののの解消対策解消対策解消対策解消対策についてということでございます。についてということでございます。についてということでございます。についてということでございます。世世世世界界界界一の一の一の一の公園公園公園公園にといにといにといにとい

うううう荒井荒井荒井荒井知事の知事の知事の知事の目指目指目指目指す奈良す奈良す奈良す奈良公園公園公園公園をををを含含含含めての大めての大めての大めての大宮宮宮宮通りプロジ通りプロジ通りプロジ通りプロジェェェェククククトトトトは、すごいは、すごいは、すごいは、すごい盛盛盛盛りだくさんでりだくさんでりだくさんでりだくさんで

見見見見せていただいて、ここせていただいて、ここせていただいて、ここせていただいて、ここもももも、、、、ああああそこそこそこそこももももということで、大ということで、大ということで、大ということで、大宮宮宮宮通りプロジ通りプロジ通りプロジ通りプロジェェェェククククトトトトが進んでいくが進んでいくが進んでいくが進んでいく

わけでございますが、それにわけでございますが、それにわけでございますが、それにわけでございますが、それに伴伴伴伴っっっってのてのてのての交交交交通通通通渋滞渋滞渋滞渋滞ですが、ですが、ですが、ですが、私私私私はずはずはずはずっっっっと奈良と奈良と奈良と奈良市市市市にににに住住住住んでおりまんでおりまんでおりまんでおりま

してこれまでのことを振りしてこれまでのことを振りしてこれまでのことを振りしてこれまでのことを振り返返返返りますと、小さいこりますと、小さいこりますと、小さいこりますと、小さいころろろろ連連連連休休休休とかとかとかとか観光観光観光観光シシシシーーーーズンズンズンズンになりますと本になりますと本になりますと本になりますと本

当当当当に奈良に奈良に奈良に奈良市市市市内内内内はははは渋滞渋滞渋滞渋滞でございます。これがでございます。これがでございます。これがでございます。これが当当当当たり前のことだとたり前のことだとたり前のことだとたり前のことだと思思思思っっっってずてずてずてずっっっっとこれまでまいとこれまでまいとこれまでまいとこれまでまい

りましたけれりましたけれりましたけれりましたけれどもどもどもども、、、、普普普普通通通通バスバスバスバスで１０で１０で１０で１０分ぐ分ぐ分ぐ分ぐらいで行けるとこらいで行けるとこらいで行けるとこらいで行けるところろろろが３０が３０が３０が３０分分分分、４０、４０、４０、４０分分分分とかかりまとかかりまとかかりまとかかりま

す。す。す。す。遅遅遅遅 々々々々として進として進として進として進みみみみません。ません。ません。ません。私私私私のことでございますが、のことでございますが、のことでございますが、のことでございますが、主主主主人が、大人が、大人が、大人が、大阪府阪府阪府阪府からからからから結納結納結納結納でででで昔昔昔昔のののの阪阪阪阪

奈奈奈奈道路道路道路道路を通を通を通を通っっっって３月２１日て３月２１日て３月２１日て３月２１日春春春春分分分分の日にの日にの日にの日に来来来来たのですが、１たのですが、１たのですが、１たのですが、１時時時時間間間間ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで来来来来れるだれるだれるだれるだろろろろうとうとうとうと思思思思っっっっ

ていたのですが３ていたのですが３ていたのですが３ていたのですが３時時時時間かかりました。間かかりました。間かかりました。間かかりました。待待待待ててててどどどど暮暮暮暮らせらせらせらせど来ど来ど来ど来なくてなくてなくてなくてどどどどうなることだうなることだうなることだうなることだろろろろうと心うと心うと心うと心配配配配

になになになになっっっったことがたことがたことがたことがあああありましたが、おかりましたが、おかりましたが、おかりましたが、おかげげげげさまで、ということがございましたし、いまだにやさまで、ということがございましたし、いまだにやさまで、ということがございましたし、いまだにやさまで、ということがございましたし、いまだにや

はり５月の連はり５月の連はり５月の連はり５月の連休休休休やお正月は、やお正月は、やお正月は、やお正月は、ももももうううう絶絶絶絶対駐車場対駐車場対駐車場対駐車場はははは満満満満杯杯杯杯ですし、ですし、ですし、ですし、燈燈燈燈花花花花会のとき会のとき会のとき会のときももももそうですが、そうですが、そうですが、そうですが、

ももももう本う本う本う本当当当当に地に地に地に地元元元元の人のの人のの人のの人の生生生生活活活活自体も自体も自体も自体もままならないというままならないというままならないというままならないという状況状況状況状況です。それについて、です。それについて、です。それについて、です。それについて、今後今後今後今後どどどどのののの

よよよようにうにうにうに交交交交通通通通渋滞渋滞渋滞渋滞にににに対対対対してしてしてして対策対策対策対策をををを持持持持たれているのか、おたれているのか、おたれているのか、おたれているのか、お伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。

２２２２点目点目点目点目ですが、県ですが、県ですが、県ですが、県営営営営住宅住宅住宅住宅ににににエレベエレベエレベエレベーーーータタタターをというーをというーをというーをという話話話話です。です。です。です。住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンンンンというというというというもももものをのをのをのを

つくられた。まずはそういう大きなつくられた。まずはそういう大きなつくられた。まずはそういう大きなつくられた。まずはそういう大きなビビビビジジジジョョョョンンンンをつくられて、それををつくられて、それををつくられて、それををつくられて、それをももももとにとにとにとに具具具具体的体的体的体的な計な計な計な計画画画画がががが

つくられていくとつくられていくとつくられていくとつくられていくと思思思思っっっっているのです。そういているのです。そういているのです。そういているのです。そういっっっった中で、た中で、た中で、た中で、建建建建て直すにしてて直すにしてて直すにしてて直すにしてももももかなりのかなりのかなりのかなりの時時時時間が間が間が間が

かかるかとかかるかとかかるかとかかるかと思思思思います。います。います。います。今今今今の小泉の県の小泉の県の小泉の県の小泉の県営営営営住宅住宅住宅住宅だとだとだとだと相相相相当時当時当時当時間がかか間がかか間がかか間がかかっっっっていますし、そうなりまていますし、そうなりまていますし、そうなりまていますし、そうなりま

すと、すと、すと、すと、多多多多分分分分、、、、相相相相当時当時当時当時間が間が間が間が何何何何年年年年ももももかかるかとかかるかとかかるかとかかるかと思思思思うのです。ですから、うのです。ですから、うのです。ですから、うのです。ですから、今今今今、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化ということということということということ

で県で県で県で県営営営営住宅住宅住宅住宅におにおにおにお住住住住まいのまいのまいのまいの方も方も方も方も同じ同じ同じ同じよよよようにうにうにうに高高高高齢齢齢齢化化化化になになになになっっっっておりますので、４ておりますので、４ておりますので、４ておりますので、４階階階階、５、５、５、５階階階階にににに住住住住まままま

われているわれているわれているわれている方方方方がのがのがのがのぼぼぼぼりおりが大りおりが大りおりが大りおりが大変変変変だということで、だということで、だということで、だということで、手手手手すりは１５年ほすりは１５年ほすりは１５年ほすりは１５年ほどどどど前につけていただ前につけていただ前につけていただ前につけていただ

いて、これはいて、これはいて、これはいて、これは皆皆皆皆さん喜んでいらさん喜んでいらさん喜んでいらさん喜んでいらっっっっししししゃゃゃゃいます。それまではなかいます。それまではなかいます。それまではなかいます。それまではなかっっっったわけですから。たわけですから。たわけですから。たわけですから。全全全全団団団団地地地地

についたということで、それはそれで喜んでいただいているのですが、についたということで、それはそれで喜んでいただいているのですが、についたということで、それはそれで喜んでいただいているのですが、についたということで、それはそれで喜んでいただいているのですが、私私私私もももも実実実実際際際際にはにはにはには現場現場現場現場

からのおからのおからのおからのお声声声声はははは聞聞聞聞いたことはないのですが、いたことはないのですが、いたことはないのですが、いたことはないのですが、思思思思うのに４うのに４うのに４うのに４階階階階、５、５、５、５階階階階にににに住住住住んでいらんでいらんでいらんでいらっっっっししししゃゃゃゃるるるる方も方も方も方も

今後今後今後今後ずずずずっっっっとそこにとそこにとそこにとそこに住み住み住み住み続けることができるためには、続けることができるためには、続けることができるためには、続けることができるためには、エレベエレベエレベエレベーーーータタタターがーがーがーがああああれれれればばばばいいといいといいといいと思思思思うとうとうとうと

こここころろろろです。ただ、です。ただ、です。ただ、です。ただ、家賃家賃家賃家賃がはがはがはがはねねねね上が上が上が上がっっっったりすることたりすることたりすることたりすることもももも懸念懸念懸念懸念されるので、されるので、されるので、されるので、声声声声を上を上を上を上げげげげられないのられないのられないのられないの

かなとかなとかなとかなともももも個個個個人人人人的的的的にはにはにはには思思思思っっっったりしているのですが、県たりしているのですが、県たりしているのですが、県たりしているのですが、県外外外外をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、既既既既設の県設の県設の県設の県営営営営住宅住宅住宅住宅にににに後後後後づづづづ
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けでけでけでけでエレベエレベエレベエレベーーーータタタターを設置されているというとこーを設置されているというとこーを設置されているというとこーを設置されているというところろろろがたくさんがたくさんがたくさんがたくさんああああるかとるかとるかとるかと思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、今後今後今後今後

そういそういそういそういっっっったことたことたことたことも検討も検討も検討も検討していただけないのでししていただけないのでししていただけないのでししていただけないのでしょょょょうか。１うか。１うか。１うか。１階階階階にににに住み住み住み住みたいということで、たいということで、たいということで、たいということで、住住住住

みみみみかかかかええええ制制制制度が度が度が度があっあっあっあって１て１て１て１階階階階ががががああああけけけけばばばば１１１１階階階階にににに住み住み住み住みかかかかええええたいというたいというたいというたいという方方方方がたくさんいらがたくさんいらがたくさんいらがたくさんいらっっっっししししゃゃゃゃいまいまいまいま

して、なかなか順して、なかなか順して、なかなか順して、なかなか順番番番番がががが来来来来ないというないというないというないという現状もあ現状もあ現状もあ現状もあるかとるかとるかとるかと思思思思いますし、いますし、いますし、いますし、エレベエレベエレベエレベーーーータタタターがつけーがつけーがつけーがつけばばばば４４４４

階階階階ででででもももも５５５５階階階階ででででもももも３３３３階階階階ででででもももも快適快適快適快適にににに住住住住めるわけです。めるわけです。めるわけです。めるわけです。エレベエレベエレベエレベーーーータタタターーーーもももも１１１１階階階階ごとにとまるごとにとまるごとにとまるごとにとまるエレベエレベエレベエレベ

ーーーータタタターでなくてーでなくてーでなくてーでなくてももももいいといいといいといいと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。私私私私ももももいいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところへろへろへろへ行きますが、行きますが、行きますが、行きますが、奇奇奇奇数数数数階階階階にしかにしかにしかにしか

とまらないとまらないとまらないとまらないエレベエレベエレベエレベーーーータタタターーーーもももも、、、、現現現現実には奈良実には奈良実には奈良実には奈良市市市市内内内内のマのマのマのマンンンンショショショションンンンにございます。ですから、４にございます。ですから、４にございます。ですから、４にございます。ですから、４

階階階階の人は５の人は５の人は５の人は５階階階階でとまでとまでとまでとまっっっったらたらたらたら下下下下がるとか、３がるとか、３がるとか、３がるとか、３階階階階から上がるとか、そういうから上がるとか、そういうから上がるとか、そういうから上がるとか、そういうエレベエレベエレベエレベーーーータタタターはーはーはーは現現現現

実に実に実に実にああああるのです。るのです。るのです。るのです。経費経費経費経費節節節節減減減減ができるのでができるのでができるのでができるのでああああれれれればばばばそういそういそういそういっっっったたたたエレベエレベエレベエレベーーーータタタターーーーも考えも考えも考えも考えられるのでられるのでられるのでられるので

はないかといはないかといはないかといはないかといろろろろいいいいろろろろ思思思思っっっっているのですが、県ているのですが、県ているのですが、県ているのですが、県営営営営住宅住宅住宅住宅ににににエレベエレベエレベエレベーーーータタタターをということでごーをということでごーをということでごーをということでご検討検討検討検討

いただいているのでしいただいているのでしいただいているのでしいただいているのでしょょょょうかということをおうかということをおうかということをおうかということをお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

それと、通学それと、通学それと、通学それと、通学路路路路のののの安全点検安全点検安全点検安全点検、これは、これは、これは、これはももももうううう私私私私はははは亀亀亀亀岡岡岡岡の事の事の事の事故故故故の前から奈良県が通学の前から奈良県が通学の前から奈良県が通学の前から奈良県が通学路路路路のののの点検点検点検点検、、、、

整備整備整備整備にににに取取取取りりりり組む組む組む組むということで、いちということで、いちということで、いちということで、いち早早早早くくくくスタスタスタスターーーートトトトしておられたのをしておられたのをしておられたのをしておられたのを評価評価評価評価しております。そしております。そしております。そしております。そ

のののの途途途途中で中で中で中で亀亀亀亀岡岡岡岡の事の事の事の事故故故故がございましたので、がございましたので、がございましたので、がございましたので、国国国国からの通知でからの通知でからの通知でからの通知で全国全国全国全国すすすすべべべべての通学ての通学ての通学ての通学路路路路の総の総の総の総点検点検点検点検とととと

いうことで、いうことで、いうことで、いうことで、全国全国全国全国ではではではでは７７７７万万万万数数数数千千千千カカカカ所所所所あっあっあっあったそうですが、奈良県では１たそうですが、奈良県では１たそうですが、奈良県では１たそうですが、奈良県では１，，，，４００４００４００４００数数数数カカカカ所とい所とい所とい所とい

うことで、これを順うことで、これを順うことで、これを順うことで、これを順次市町次市町次市町次市町村、県、そして村、県、そして村、県、そして村、県、そして警警警警察察察察、、、、ＰＴＰＴＰＴＰＴＡＡＡＡ 、学校等が協議しながらできる、学校等が協議しながらできる、学校等が協議しながらできる、学校等が協議しながらできる

とことことこところろろろからやからやからやからやっっっっていくとていくとていくとていくと聞聞聞聞いております。このいております。このいております。このいております。この財財財財源源源源についてについてについてについてもももも、補正の、補正の、補正の、補正の防防防防災・災・災・災・安全交安全交安全交安全交付付付付金金金金

というとこというとこというとこというところろろろから、こういから、こういから、こういから、こういっっっったたたた整備整備整備整備、、、、点検点検点検点検ができるということで、ができるということで、ができるということで、ができるということで、公公公公明明明明党党党党としてとしてとしてとしてももももプロジプロジプロジプロジ

ェェェェククククトチトチトチトチームをつくりましてームをつくりましてームをつくりましてームをつくりまして国国国国に要に要に要に要望望望望したしたしたした結結結結果果果果がこういがこういがこういがこういっっっった補正の中でた補正の中でた補正の中でた補正の中で財財財財源源源源がががが生生生生まれたとまれたとまれたとまれたと

いうことを、喜んでいるとこいうことを、喜んでいるとこいうことを、喜んでいるとこいうことを、喜んでいるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

そういそういそういそういっっっった中で、た中で、た中で、た中で、今今今今、、、、即即即即効効効効的的的的ににににピピピピンポイントンポイントンポイントンポイントでできることからというでできることからというでできることからというでできることからという整備整備整備整備ですが、それですが、それですが、それですが、それ

はそれではそれではそれではそれであああありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思います。それすらいます。それすらいます。それすらいます。それすら今今今今までできなかまでできなかまでできなかまでできなかっっっったとたとたとたと思思思思いますので、それはそいますので、それはそいますので、それはそいますので、それはそ

れでれでれでれであああありがたいのですが、りがたいのですが、りがたいのですが、りがたいのですが、次次次次にににに面面面面的的的的なななな整備整備整備整備をできたらしてをできたらしてをできたらしてをできたらしてももももらいたいです。らいたいです。らいたいです。らいたいです。先先先先ほほほほども渋滞ども渋滞ども渋滞ども渋滞

箇箇箇箇所の所の所の所の質問質問質問質問が小泉委員からございましたが、奈良が小泉委員からございましたが、奈良が小泉委員からございましたが、奈良が小泉委員からございましたが、奈良市市市市内内内内もももも、、、、ももももううううああああちらこちらにそういちらこちらにそういちらこちらにそういちらこちらにそういっっっったたたた

渋滞箇渋滞箇渋滞箇渋滞箇所が所が所が所がああああり、しかり、しかり、しかり、しかもももも学校がい学校がい学校がい学校がいっっっっぱぱぱぱいいいいああああり、通学り、通学り、通学り、通学路路路路がががが整備整備整備整備されていないとこされていないとこされていないとこされていないところもろもろもろも本本本本当当当当にににに

たくさんございます。例たくさんございます。例たくさんございます。例たくさんございます。例えばえばえばえば、一、一、一、一条条条条通りは、奈良育通りは、奈良育通りは、奈良育通りは、奈良育英英英英学学学学園園園園、、、、佐佐佐佐保保保保小学校、奈良小学校、奈良小学校、奈良小学校、奈良高高高高校、奈良校、奈良校、奈良校、奈良

教育大教育大教育大教育大附属附属附属附属中学校、一中学校、一中学校、一中学校、一条条条条高高高高校と一校と一校と一校と一条条条条通りに通りに通りに通りに面面面面して５つして５つして５つして５つもももも学校が学校が学校が学校がああああるにるにるにるにももももかかわらずかかわらずかかわらずかかわらず……………………

（発（発（発（発言言言言するするするする者あ者あ者あ者ありりりり））））、浅川委員の、浅川委員の、浅川委員の、浅川委員の近近近近くでございますか、いつくでございますか、いつくでございますか、いつくでございますか、いつもももも通るたびにこの通るたびにこの通るたびにこの通るたびにこの狭隘狭隘狭隘狭隘なでこなでこなでこなでこ

ぼぼぼぼこした通学こした通学こした通学こした通学路路路路、本、本、本、本当当当当にににに見見見見るにたるにたるにたるにたええええなくて、そういうとこなくて、そういうとこなくて、そういうとこなくて、そういうところろろろが県が県が県が県内内内内にににに幾幾幾幾つかつかつかつかああああるとるとるとると思思思思うのうのうのうの

ですが、ですが、ですが、ですが、今後今後今後今後、、、、集集集集中中中中的的的的に特に学校通学に特に学校通学に特に学校通学に特に学校通学路路路路にかかるとこにかかるとこにかかるとこにかかるところろろろをををを面面面面的的的的にににに優優優優先先先先的的的的にににに次次次次にはやにはやにはやにはやっっっっていていていてい
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ただくただくただくただくよよよような、そういうな、そういうな、そういうな、そういっっっった計た計た計た計画画画画を県でを県でを県でを県で持持持持たないのかとたないのかとたないのかとたないのかと思思思思っっっっております。そういております。そういております。そういております。そういっっっったことにたことにたことにたことに

ついておついておついておついてお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

それから、それから、それから、それから、花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい運運運運動ということで奈良の動ということで奈良の動ということで奈良の動ということで奈良の彩彩彩彩りというりというりというりという言言言言葉葉葉葉もももも、神田委員がいつ、神田委員がいつ、神田委員がいつ、神田委員がいつもももも質質質質

問問問問をされているのですが、それはをされているのですが、それはをされているのですが、それはをされているのですが、それは女女女女性性性性にとにとにとにとっっっっては本ては本ては本ては本当当当当にににに食べ食べ食べ食べることときれいなおることときれいなおることときれいなおることときれいなお花花花花をををを見見見見るるるる

ことは、これはことは、これはことは、これはことは、これはももももうううう絶絶絶絶対対対対外外外外せないことですせないことですせないことですせないことですよよよよ。き。き。き。きょょょょううううもももも土木関係土木関係土木関係土木関係課課課課がいがいがいがいっっっっぱぱぱぱいいらいいらいいらいいらっっっっししししゃゃゃゃ

るのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどどどど、、、、女女女女性性性性のののの方方方方はいらはいらはいらはいらっっっっししししゃゃゃゃらないのです。ですから、そういうらないのです。ですから、そういうらないのです。ですから、そういうらないのです。ですから、そういう視視視視点点点点がないのがないのがないのがないの

かとかとかとかと思思思思っっっって少して少して少して少し残残残残念念念念にににに思思思思っっっっています。ています。ています。ています。荒井荒井荒井荒井知事は知事は知事は知事は花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱいということで、奈良のいということで、奈良のいということで、奈良のいということで、奈良の彩彩彩彩りでりでりでりで

いいいいろろろろいいいいろろろろなたくさんの事業をしていただいて予算なたくさんの事業をしていただいて予算なたくさんの事業をしていただいて予算なたくさんの事業をしていただいて予算ももももつけていただいているのですが、人そつけていただいているのですが、人そつけていただいているのですが、人そつけていただいているのですが、人そ

れれれれぞぞぞぞれのれのれのれの感感感感覚覚覚覚かかかかももももしれませんが、置かないしれませんが、置かないしれませんが、置かないしれませんが、置かないよよよよりはましですが、りはましですが、りはましですが、りはましですが、何何何何かかかか花花花花を置いたらきれいとを置いたらきれいとを置いたらきれいとを置いたらきれいと

いう、たくさん、大いう、たくさん、大いう、たくさん、大いう、たくさん、大宮宮宮宮通りや通りや通りや通りやメメメメーーーーンンンン通りには通りには通りには通りには花花花花を置いて、おを置いて、おを置いて、おを置いて、お客様客様客様客様ををををももももてなしてなしてなしてなし迎迎迎迎ええええるというるというるというるという

気持気持気持気持ちがちがちがちが伝伝伝伝わるというわるというわるというわるという意意意意味味味味ではいいのですが、やはり、ではいいのですが、やはり、ではいいのですが、やはり、ではいいのですが、やはり、自然自然自然自然ののののもももものを少しのを少しのを少しのを少し生生生生かしてかしてかしてかして自然自然自然自然のののの

趣趣趣趣にににに魅魅魅魅力を加力を加力を加力を加ええええていただいてていただいてていただいてていただいて楽楽楽楽しめないかなとしめないかなとしめないかなとしめないかなと思思思思っっっっているのです。ているのです。ているのです。ているのです。

そのそのそのその具具具具体体体体例として、か例として、か例として、か例として、かねねねねががががねねねね平平平平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡、、、、今今今今、、、、国国国国土土土土交交交交通通通通省省省省がががが整備整備整備整備していますが、していますが、していますが、していますが、整備整備整備整備してしてしてして

いないいないいないいない区区区区域にい域にい域にい域にいろろろろいいいいろろろろなななな四季四季四季四季折折折折 々々々々草草草草花花花花がががが咲咲咲咲いているのです。広大ですので、いているのです。広大ですので、いているのです。広大ですので、いているのです。広大ですので、群群群群生生生生でででで花花花花がががが咲咲咲咲

いているのです。それを、いているのです。それを、いているのです。それを、いているのです。それを、今今今今はははは文化文化文化文化庁庁庁庁ももももごごごご理解理解理解理解をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて花花花花のののの咲咲咲咲く前にく前にく前にく前に刈刈刈刈ることはることはることはることは

なくななくななくななくなっっっったのですが、そういたのですが、そういたのですが、そういたのですが、そういっっっったたたたもももものを地のを地のを地のを地元元元元の県が管の県が管の県が管の県が管理理理理できないのか、できないのか、できないのか、できないのか、首首首首をかしをかしをかしをかしげげげげていらていらていらていら

っっっっししししゃゃゃゃいますけいますけいますけいますけどどどど、本、本、本、本当当当当にそこににそこににそこににそこにももももももももちちちちろろろろん人が行くわけですから、そこをん人が行くわけですから、そこをん人が行くわけですから、そこをん人が行くわけですから、そこを含含含含めての平めての平めての平めての平城城城城

京京京京のののの魅魅魅魅力だと力だと力だと力だと思思思思うのです。ですから、うのです。ですから、うのです。ですから、うのです。ですから、自然自然自然自然ににににああああるそういるそういるそういるそういっっっったたたたももももの、の、の、の、花花花花だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく鳥鳥鳥鳥やややや虫虫虫虫

ももももおりますので、そういおりますので、そういおりますので、そういおりますので、そういっっっったたたた魅魅魅魅力をア力をア力をア力をアッッッップできないかとプできないかとプできないかとプできないかと考え考え考え考えているのですが、いかがでごているのですが、いかがでごているのですが、いかがでごているのですが、いかがでご

ざいましざいましざいましざいましょょょょうか。うか。うか。うか。

最最最最後後後後に、南部振興でございますが、平成２６年３月に、南部振興でございますが、平成２６年３月に、南部振興でございますが、平成２６年３月に、南部振興でございますが、平成２６年３月末末末末までには８までには８までには８までには８割以割以割以割以上の上の上の上の方方方方がががが避難生避難生避難生避難生活活活活

をををを解消解消解消解消できるできるできるできる見込み見込み見込み見込みと、と、と、と、先先先先ほほほほどどどど伺伺伺伺いました。いました。いました。いました。ああああと２と２と２と２割割割割のののの方方方方ははははどどどどんなんなんなんな理理理理由由由由でででで避難避難避難避難、、、、帰宅帰宅帰宅帰宅できできできでき

ないのかを教ないのかを教ないのかを教ないのかを教ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。

ああああとふるさと復興協力隊、これとふるさと復興協力隊、これとふるさと復興協力隊、これとふるさと復興協力隊、これもテレもテレもテレもテレビビビビでででで見見見見て、て、て、て、ああああああああ、奈良県がこんなことをや、奈良県がこんなことをや、奈良県がこんなことをや、奈良県がこんなことをやっっっっていていていてい

ると知ると知ると知ると知っっっったのですが、これは２年たのですが、これは２年たのですが、これは２年たのですが、これは２年目も取目も取目も取目も取りりりり組み組み組み組みをされるのですが１年をされるのですが１年をされるのですが１年をされるのですが１年目目目目ははははどどどどんな成んな成んな成んな成果果果果ががががああああ

っっっったのか、たのか、たのか、たのか、どどどどういうういうういうういう目的目的目的目的でやでやでやでやっっっっていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃるのか、るのか、るのか、るのか、ももももう一度、おう一度、おう一度、おう一度、お伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いまいまいまいま

す。す。す。す。

最最最最後後後後に、南部振興監におに、南部振興監におに、南部振興監におに、南部振興監にお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。このいます。このいます。このいます。この組組組組織織織織は、平成２３年度にできまは、平成２３年度にできまは、平成２３年度にできまは、平成２３年度にできま

して、平成２３年９月に紀伊半島大水害がして、平成２３年９月に紀伊半島大水害がして、平成２３年９月に紀伊半島大水害がして、平成２３年９月に紀伊半島大水害が起起起起きました。それにきました。それにきました。それにきました。それに対対対対しては、復旧、復興にこしては、復旧、復興にこしては、復旧、復興にこしては、復旧、復興にこ

れまでれまでれまでれまで取取取取りりりり組組組組んでこられました。んでこられました。んでこられました。んでこられました。今後今後今後今後、、、、何何何何かかかか東東東東部地域を部地域を部地域を部地域を含含含含めた振興とおめた振興とおめた振興とおめた振興とお聞聞聞聞きしておりますきしておりますきしておりますきしております
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けれけれけれけれどもどもどもども、南部振興監としてこれまでの、南部振興監としてこれまでの、南部振興監としてこれまでの、南部振興監としてこれまでの取取取取りりりり組み組み組み組みとととと今後今後今後今後のののの東東東東部振興を部振興を部振興を部振興を含含含含めためためためた課題課題課題課題がございがございがございがござい

ましたら、おましたら、おましたら、おましたら、お伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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 奈良奈良奈良奈良市市市市のののの交交交交通通通通渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策と通学と通学と通学と通学路路路路のののの面面面面的的的的なななな整備整備整備整備についてのごについてのごについてのごについてのご質質質質

問問問問でございます。でございます。でございます。でございます。

まず、奈良まず、奈良まず、奈良まず、奈良市市市市のののの交交交交通通通通渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策でございますが、県でございますが、県でございますが、県でございますが、県内内内内のののの交交交交通通通通渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策につきましては、平につきましては、平につきましては、平につきましては、平

成２２年に奈良県成２２年に奈良県成２２年に奈良県成２２年に奈良県みみみみんなでつくるんなでつくるんなでつくるんなでつくる渋滞解消渋滞解消渋滞解消渋滞解消プラプラプラプランンンンをををを策策策策定しまして、それで年月定しまして、それで年月定しまして、それで年月定しまして、それで年月ももももたたたたっっっっておておておてお

りますので、りますので、りますので、りますので、現在現在現在現在このプラこのプラこのプラこのプランンンンをををを更更更更新しての新しての新しての新しての取取取取りりりり組み組み組み組みをしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでございます。ごでございます。ごでございます。ごでございます。ご質質質質

問問問問の奈良の奈良の奈良の奈良市市市市内内内内のののの交交交交通通通通渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、公公公公共共共共交交交交通通通通機機機機関の関の関の関の利利利利用用用用をををを促促促促進することを第一進することを第一進することを第一進することを第一

のののの基基基基本といたしまして本といたしまして本といたしまして本といたしまして車車車車でのでのでのでの来来来来訪訪訪訪者者者者にににに対対対対しましては中心しましては中心しましては中心しましては中心市街市街市街市街地地地地へへへへのののの流入流入流入流入をををを抑制抑制抑制抑制するため、するため、するため、するため、

郊郊郊郊外外外外のパーク・アのパーク・アのパーク・アのパーク・アンンンンドドドド・・・・バスバスバスバスラララライイイイドドドドへへへへのののの誘誘誘誘導導導導をするととをするととをするととをするととももももに、に、に、に、駐車場駐車場駐車場駐車場利利利利用用用用の平の平の平の平準準準準化化化化をををを図図図図り、り、り、り、

奈良奈良奈良奈良公園公園公園公園内内内内、、、、周辺駐車場周辺駐車場周辺駐車場周辺駐車場のののの満満満満車時車時車時車時におけるにおけるにおけるにおける迷迷迷迷走走走走交交交交通に通に通に通に対対対対しましてしましてしましてしましても道路負も道路負も道路負も道路負荷荷荷荷のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図るるるる

ためためためためああああきのきのきのきのあああある、特にる、特にる、特にる、特にＪＪＪＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅周辺周辺周辺周辺のののの駐車場駐車場駐車場駐車場のののの利利利利用促用促用促用促進を進を進を進を図っ図っ図っ図っているとこているとこているとこているところろろろでございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

また、また、また、また、利利利利用促用促用促用促進につきましては、進につきましては、進につきましては、進につきましては、利利利利用者用者用者用者にににに対対対対するするするする既既既既存存存存のののの路線バス路線バス路線バス路線バスのののの情情情情報提報提報提報提供供供供やややや観光周遊観光周遊観光周遊観光周遊

バスバスバスバスのののの運運運運行な行な行な行などどどどにににによよよより、そういり、そういり、そういり、そういっっっったたたた対対対対応応応応ににににも取も取も取も取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。今後今後今後今後、、、、

平成２５年度につきましては、平成２５年度につきましては、平成２５年度につきましては、平成２５年度につきましては、空空空空きききき駐車場へ駐車場へ駐車場へ駐車場へのののの誘誘誘誘導導導導をををを適適適適切に行切に行切に行切に行ええええるるるるよよよようわかりやすいうわかりやすいうわかりやすいうわかりやすい駐車駐車駐車駐車

場場場場案案案案内内内内のののの整備整備整備整備をををを図図図図るととるととるととるととももももに、に、に、に、シカゾシカゾシカゾシカゾーーーーンンンンのののの対策対策対策対策として実施するとして実施するとして実施するとして実施する公園公園公園公園にににに用用用用のない通のない通のない通のない通過車過車過車過車両両両両

をををを公園公園公園公園外外外外へ誘へ誘へ誘へ誘導導導導する、広域する、広域する、広域する、広域的的的的な案な案な案な案内標識内標識内標識内標識のののの見見見見直し等直し等直し等直し等も取も取も取も取りりりり組む組む組む組む予定でございます。予定でございます。予定でございます。予定でございます。

それと、通学それと、通学それと、通学それと、通学路路路路のののの面面面面的整備的整備的整備的整備でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどもどもどもども、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども山本委員のご山本委員のご山本委員のご山本委員のご質問質問質問質問にににに答答答答ええええささささ

せていただいたのですけれせていただいたのですけれせていただいたのですけれせていただいたのですけれどもどもどもども、、、、対策必対策必対策必対策必要要要要箇箇箇箇所につきましては所につきましては所につきましては所につきましては先先先先ほほほほどどどど畭委員ご畭委員ご畭委員ご畭委員ご指指指指摘摘摘摘ののののよよよようううう

にににに側側側側溝溝溝溝のふたがけやのふたがけやのふたがけやのふたがけや防防防防護護護護さくの設置、さくの設置、さくの設置、さくの設置、路路路路肩肩肩肩ののののカカカカラーラーラーラー舗装舗装舗装舗装等の等の等の等の即即即即効効効効対策対策対策対策をして、補正を活をして、補正を活をして、補正を活をして、補正を活用用用用

しまして平成２５年度中のしまして平成２５年度中のしまして平成２５年度中のしまして平成２５年度中の完了完了完了完了をををを目指目指目指目指しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

また一また一また一また一方方方方、、、、歩歩歩歩道整備道整備道整備道整備等の等の等の等の抜抜抜抜本本本本対策対策対策対策につきましてにつきましてにつきましてにつきましても用も用も用も用地地地地買収買収買収買収のできるとこのできるとこのできるとこのできるところろろろからからからから対策対策対策対策を推を推を推を推

進していきたいと進していきたいと進していきたいと進していきたいと考え考え考え考えております。それとております。それとております。それとております。それと面面面面的整備的整備的整備的整備につきましては、そういにつきましては、そういにつきましては、そういにつきましては、そういっっっったたたた観点観点観点観点では、では、では、では、

ああああまり議まり議まり議まり議論論論論をしていなかをしていなかをしていなかをしていなかっっっったとこたとこたとこたところもろもろもろもございますので、そういございますので、そういございますので、そういございますので、そういっっっったたたた面面面面的整備的整備的整備的整備というというというという観点観点観点観点をををを

踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、先先先先ほほほほど言ど言ど言ど言いました奈良県通学いました奈良県通学いました奈良県通学いました奈良県通学路安全対策路安全対策路安全対策路安全対策推進会議とい推進会議とい推進会議とい推進会議といっっっったたたた場場場場ででででももももそういそういそういそういっっっっ

た議た議た議た議論論論論を奈良を奈良を奈良を奈良市市市市等な等な等な等などどどどの関係の関係の関係の関係者者者者と連と連と連と連携携携携しながらしながらしながらしながら検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 県県県県営営営営住宅住宅住宅住宅ののののエレベエレベエレベエレベーーーータタタターについてごーについてごーについてごーについてご質問質問質問質問をいただきました。畭委員からをいただきました。畭委員からをいただきました。畭委員からをいただきました。畭委員から

ごごごご指指指指摘摘摘摘いただきましたいただきましたいただきましたいただきましたよよよように、県うに、県うに、県うに、県営営営営住宅住宅住宅住宅は、は、は、は、非非非非常常常常にににに高高高高齢齢齢齢者者者者にににに多多多多くくくく住住住住んでいただいておりまんでいただいておりまんでいただいておりまんでいただいておりま
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す。そういう中で、ごす。そういう中で、ごす。そういう中で、ごす。そういう中で、ご指指指指摘摘摘摘いただきましたいただきましたいただきましたいただきましたよよよように４うに４うに４うに４階階階階建建建建て、５て、５て、５て、５階階階階建建建建てのてのてのてのエレベエレベエレベエレベーーーータタタターのなーのなーのなーのな

いいいい住住住住戸戸戸戸につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、引引引引き続きき続きき続きき続き安全安全安全安全・・・・安安安安心に心に心に心に住み住み住み住み続けていただくという続けていただくという続けていただくという続けていただくという観点観点観点観点からは、からは、からは、からは、住宅住宅住宅住宅

課課課課といたしましてといたしましてといたしましてといたしましてもエレベもエレベもエレベもエレベーーーータタタターの設置、そのーの設置、そのーの設置、そのーの設置、その必必必必要要要要性も性も性も性もしくはしくはしくはしくは重重重重要要要要性性性性についてはについてはについてはについては認認認認識識識識をしをしをしをし

ているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

そのため、そのため、そのため、そのため、今今今今、まさに畭委員から、まさに畭委員から、まさに畭委員から、まさに畭委員からももももごごごご指指指指摘摘摘摘ございました平成２４年９月にございました平成２４年９月にございました平成２４年９月にございました平成２４年９月に策策策策定いたしま定いたしま定いたしま定いたしま

した奈良県した奈良県した奈良県した奈良県住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンンンンですが、畭委員からは大まかなですが、畭委員からは大まかなですが、畭委員からは大まかなですが、畭委員からは大まかな方方方方針針針針というおというおというおというお話話話話ももももございましたございましたございましたございました

が、が、が、が、具具具具体的体的体的体的なななな政政政政策も策も策も策も幾幾幾幾つかつかつかつか掲掲掲掲げげげげてございまして、てございまして、てございまして、てございまして、私私私私どもどもどもどものご説明がのご説明がのご説明がのご説明が足足足足らなくてらなくてらなくてらなくて申申申申しわけごしわけごしわけごしわけご

ざいませんでしたが、その中にざいませんでしたが、その中にざいませんでしたが、その中にざいませんでしたが、その中に居居居居住環境住環境住環境住環境水水水水準準準準の向上をの向上をの向上をの向上を図図図図るため中るため中るため中るため中層住宅層住宅層住宅層住宅、、、、主主主主に４に４に４に４階階階階建建建建て、て、て、て、

５５５５階階階階建建建建てになりますけれてになりますけれてになりますけれてになりますけれどもどもどもども、こうい、こうい、こうい、こういっっっったたたた住宅住宅住宅住宅でのでのでのでのエレベエレベエレベエレベーーーータタタターの設置についてーの設置についてーの設置についてーの設置について検討検討検討検討してしてしてして

いくこといくこといくこといくこともももも位位位位置づけさせていただいております。置づけさせていただいております。置づけさせていただいております。置づけさせていただいております。技術技術技術技術的的的的、、、、ももももしくはしくはしくはしくは法法法法律律律律的的的的、、、、ももももちちちちろろろろんんんん財財財財政政政政

的的的的なななな面面面面からすからすからすからすぐぐぐぐにというわけにはいきませんけれにというわけにはいきませんけれにというわけにはいきませんけれにというわけにはいきませんけれどもどもどもども、こうい、こうい、こうい、こういっっっったたたた方方方方針針針針にににに沿っ沿っ沿っ沿ってててて今後今後今後今後検討検討検討検討

してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。

１１１１点点点点、畭委員から、畭委員から、畭委員から、畭委員から家賃家賃家賃家賃のおのおのおのお話話話話がございました。がございました。がございました。がございました。公公公公営営営営住宅住宅住宅住宅のののの家賃家賃家賃家賃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公公公公営営営営住宅住宅住宅住宅

法法法法という、という、という、という、法法法法律律律律にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして入入入入居居居居者者者者のののの収収収収入入入入とととと住宅住宅住宅住宅のののの質質質質にににに応じ応じ応じ応じて定められるて定められるて定められるて定められる応能応応能応応能応応能応益益益益家賃家賃家賃家賃

というというというという仕仕仕仕組み組み組み組みになになになになっっっっております。ております。ております。ております。エレベエレベエレベエレベーーーータタタターーーー整備整備整備整備をいたしますと、をいたしますと、をいたしますと、をいたしますと、当然当然当然当然ながらながらながらながら住宅住宅住宅住宅のののの質質質質

が向上いたしますので、が向上いたしますので、が向上いたしますので、が向上いたしますので、どどどどうしてうしてうしてうしてももももそこの部そこの部そこの部そこの部分分分分についてはについてはについてはについては家賃家賃家賃家賃が上が上が上が上昇昇昇昇することがすることがすることがすることが避避避避けられけられけられけられ

ないことはごないことはごないことはごないことはご理解理解理解理解いただけれいただけれいただけれいただければばばばとととと思思思思います。います。います。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。

○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長 畭委員からお畭委員からお畭委員からお畭委員からお問問問問い合わせがございましたのは、平い合わせがございましたのは、平い合わせがございましたのは、平い合わせがございましたのは、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡にににに

はたくさんはたくさんはたくさんはたくさん四季四季四季四季折折折折 々々々々のののの花花花花がががが咲咲咲咲いており、美しいので、そういいており、美しいので、そういいており、美しいので、そういいており、美しいので、そういっっっったことをきちんとたことをきちんとたことをきちんとたことをきちんと守守守守れるれるれるれるよよよよ

うなうなうなうな形形形形での管での管での管での管理理理理が県でできないかということだとが県でできないかということだとが県でできないかということだとが県でできないかということだと思思思思います。います。います。います。

端端端端的的的的におにおにおにお答答答答ええええからからからから申申申申し上し上し上し上げげげげますと、それますと、それますと、それますと、それぞぞぞぞれのれのれのれの権権権権能能能能、、、、権権権権益益益益みみみみたいなたいなたいなたいなもももものがふくそうしてのがふくそうしてのがふくそうしてのがふくそうして

おりまして、なかなかおりまして、なかなかおりまして、なかなかおりまして、なかなか単単単単一で県でというのは一で県でというのは一で県でというのは一で県でというのは難難難難しいですので、関係５しいですので、関係５しいですので、関係５しいですので、関係５者者者者がががが集集集集まりまして、まりまして、まりまして、まりまして、

いいいいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でででで情情情情報報報報共有共有共有共有やややや情情情情報報報報交交交交換換換換をさせていただいているをさせていただいているをさせていただいているをさせていただいている場場場場がございます。がございます。がございます。がございます。以以以以前前前前もももも畭委畭委畭委畭委

員から員から員から員からもももも直直直直接接接接おおおお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いしたこといしたこといしたこといしたことももももございますので、そういうございますので、そういうございますので、そういうございますので、そういう場場場場をををを使使使使いまして、それいまして、それいまして、それいまして、それぞぞぞぞ

れのれのれのれの権権権権利利利利者者者者または管または管または管または管理者理者理者理者にこういにこういにこういにこういっっっったおたおたおたお話話話話ががががああああるので、そういるので、そういるので、そういるので、そういっっっったことをしたことをしたことをしたことをしっっっっかりかりかりかり守守守守っっっったたたた

上でお上でお上でお上でお取取取取りりりり組み組み組み組みをお願いしますということをお願いしますということをお願いしますということをお願いしますということももももおおおお伝伝伝伝ええええしております。そういしております。そういしております。そういしております。そういっっっったことをたことをたことをたことを今後今後今後今後

もももも強強強強化化化化して、さらにごして、さらにごして、さらにごして、さらにご満足満足満足満足いただけるいただけるいただけるいただける状況状況状況状況になるかわかりませんけれになるかわかりませんけれになるかわかりませんけれになるかわかりませんけれどもどもどもども、少しで、少しで、少しで、少しでももももいいいいいいいい

条件条件条件条件になになになになっっっっていくていくていくていくよよよようにうにうにうに努努努努めてまいりますので、めてまいりますので、めてまいりますので、めてまいりますので、よろよろよろよろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

○中井復旧・復興推進室長○中井復旧・復興推進室長○中井復旧・復興推進室長○中井復旧・復興推進室長 避難生避難生避難生避難生活の活の活の活の早早早早期期期期解消解消解消解消に向けたに向けたに向けたに向けた取組状況取組状況取組状況取組状況につきまして、ごにつきまして、ごにつきまして、ごにつきまして、ご質問質問質問質問

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。
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平成２５年度３月平成２５年度３月平成２５年度３月平成２５年度３月末末末末までにまでにまでにまでに避難者避難者避難者避難者の８の８の８の８割以割以割以割以上が上が上が上が避難生避難生避難生避難生活を活を活を活を解消解消解消解消できるできるできるできる見込み見込み見込み見込みでございまでございまでございまでございま

すけれすけれすけれすけれどもどもどもども、それ、それ、それ、それ以以以以外外外外の２の２の２の２割割割割弱弱弱弱のののの方々方々方々方々のののの状況状況状況状況でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、主主主主にはにはにはには五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町町町町のののの引引引引土、土、土、土、

飛飛飛飛養養養養曽曽曽曽地地地地区区区区におにおにおにお住住住住まいのまいのまいのまいの方々方々方々方々になります。こちらはになります。こちらはになります。こちらはになります。こちらは集集集集落落落落に向かいますに向かいますに向かいますに向かいます箇箇箇箇所で地す所で地す所で地す所で地すべべべべりのりのりのりの兆兆兆兆

候候候候がががが見見見見られるためにられるためにられるためにられるために市道市道市道市道が通行が通行が通行が通行どどどどめのめのめのめの状況状況状況状況になになになになっっっっております。ております。ております。ております。現在現在現在現在、地す、地す、地す、地すべべべべりりりり対策工対策工対策工対策工事は事は事は事は

林野林野林野林野庁庁庁庁でしていただいておりますけれでしていただいておりますけれでしていただいておりますけれでしていただいておりますけれどもどもどもども、その地す、その地す、その地す、その地すべべべべりりりり対策工対策工対策工対策工事と事と事と事と五條五條五條五條市市市市がががが今後今後今後今後進める進める進める進める

予定の予定の予定の予定の市道市道市道市道の災害復旧の災害復旧の災害復旧の災害復旧工工工工事の進事の進事の進事の進捗捗捗捗をををを踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、避難指避難指避難指避難指示示示示のののの解解解解除除除除をををを五條五條五條五條市市市市でででで検討検討検討検討していしていしていしてい

くことになくことになくことになくことになっっっっております。そのております。そのております。そのております。その工工工工事の事の事の事の完了完了完了完了予定予定予定予定時時時時期期期期がががが決決決決まれまれまれまればばばば、め、め、め、めどどどどをおをおをおをお示示示示ししていくこししていくこししていくこししていくこ

とができるというとができるというとができるというとができるという状況状況状況状況でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、現在も現在も現在も現在も林野林野林野林野庁庁庁庁をををを含含含含めまして関係めまして関係めまして関係めまして関係機機機機関で関で関で関で継継継継続続続続的的的的にににに調調調調

査を、査を、査を、査を、助助助助成を進めている成を進めている成を進めている成を進めている状況状況状況状況でございます。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。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 せせせせっっっっかくのごかくのごかくのごかくのご指指指指名ですので、南部振興監名ですので、南部振興監名ですので、南部振興監名ですので、南部振興監……………………（発（発（発（発言言言言するするするする者あ者あ者あ者あり）り）り）り）全全全全部部部部ああああとととと

何何何何ももももかかかかもよもよもよもよくわかくわかくわかくわかっっっって活て活て活て活躍躍躍躍しておられるので、中しておられるので、中しておられるので、中しておられるので、中井井井井復旧・復興推進復旧・復興推進復旧・復興推進復旧・復興推進課課課課長の長の長の長の分もあ分もあ分もあ分もあわせてわせてわせてわせて恐恐恐恐

縮縮縮縮ですが、おですが、おですが、おですが、お答答答答ええええください。ください。ください。ください。

○畑中南部振興監○畑中南部振興監○畑中南部振興監○畑中南部振興監 済み済み済み済みません。ません。ません。ません。気持気持気持気持ちのちのちのちの準準準準備備備備ができておりませんでした。ができておりませんでした。ができておりませんでした。ができておりませんでした。ももももう一つのごう一つのごう一つのごう一つのご

質問質問質問質問がふるさと復興協力隊のがふるさと復興協力隊のがふるさと復興協力隊のがふるさと復興協力隊の現状現状現状現状ははははどどどどうかといううかといううかといううかという質問質問質問質問でございます。でございます。でございます。でございます。

ふるさと復興協力隊とふるさと復興協力隊とふるさと復興協力隊とふるさと復興協力隊と申申申申しますのは災害にしますのは災害にしますのは災害にしますのは災害に遭遭遭遭っっっった南部、た南部、た南部、た南部、東東東東部の地域で被災部の地域で被災部の地域で被災部の地域で被災者者者者のののの方方方方をまずをまずをまずをまず

ご支援します。それからご支援します。それからご支援します。それからご支援します。それから産産産産業の復興や地域の業の復興や地域の業の復興や地域の業の復興や地域の町町町町づくりや地域づくりでづくりや地域づくりでづくりや地域づくりでづくりや地域づくりでああああるとか、そういるとか、そういるとか、そういるとか、そういっっっっ

たとこたとこたとこたところろろろに支援をするために、なかなか地に支援をするために、なかなか地に支援をするために、なかなか地に支援をするために、なかなか地元元元元では支援するでは支援するでは支援するでは支援する若若若若いいいい方方方方がががが入入入入りづらいということりづらいということりづらいということりづらいということ

で県が職員をで県が職員をで県が職員をで県が職員を募募募募集集集集しまして、そのしまして、そのしまして、そのしまして、その応応応応募募募募にににに応じ応じ応じ応じていただいた職員をていただいた職員をていただいた職員をていただいた職員を各市町各市町各市町各市町村の要村の要村の要村の要望望望望にににに基基基基づいづいづいづい

てててて配配配配置をさせていただくという事業でございます。置をさせていただくという事業でございます。置をさせていただくという事業でございます。置をさせていただくという事業でございます。現在現在現在現在、平成２４年度予算で２０名の、平成２４年度予算で２０名の、平成２４年度予算で２０名の、平成２４年度予算で２０名の枠枠枠枠

をとをとをとをとっっっっていただいたのですけれていただいたのですけれていただいたのですけれていただいたのですけれどもどもどもども、１、１、１、１７７７７名を名を名を名を配配配配置しました。この３月１日で１名置しました。この３月１日で１名置しました。この３月１日で１名置しました。この３月１日で１名入っ入っ入っ入ってててて

きましたので、きましたので、きましたので、きましたので、現在現在現在現在１１１１７７７７名の名の名の名の配配配配置をさせていただきました。置をさせていただきました。置をさせていただきました。置をさせていただきました。今今今今の大きなの大きなの大きなの大きな仕仕仕仕事としましては、事としましては、事としましては、事としましては、

例例例例えばえばえばえば十十十十津川村に４名津川村に４名津川村に４名津川村に４名配配配配置をしておりますけれ置をしておりますけれ置をしておりますけれ置をしておりますけれどもどもどもども、、、、仮仮仮仮設設設設住宅住宅住宅住宅のののの訪訪訪訪問問問問支援で支援で支援で支援でああああるとか木るとか木るとか木るとか木工工工工

のののの指指指指導導導導、、、、観光観光観光観光の振興、それから林業の支援なの振興、それから林業の支援なの振興、それから林業の支援なの振興、それから林業の支援などどどどを行を行を行を行っっっっております。そのております。そのております。そのております。その他他他他のののの各各各各地域ではそ地域ではそ地域ではそ地域ではそ

れれれれぞぞぞぞれれれれ外外外外部の部の部の部の方々方々方々方々で、年で、年で、年で、年令令令令は２０代からは２０代からは２０代からは２０代からももももう少し上のう少し上のう少し上のう少し上の方も方も方も方もおりますけれおりますけれおりますけれおりますけれどもどもどもども、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろとととと

入っ入っ入っ入っていただいてていただいてていただいてていただいて取取取取りりりり組組組組んでおられます。地んでおられます。地んでおられます。地んでおられます。地元元元元ではではではでは外外外外部の人に部の人に部の人に部の人に入っ入っ入っ入っていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、非非非非常常常常にににに

元気元気元気元気が出てきたという大が出てきたという大が出てきたという大が出てきたという大変変変変うれしいうれしいうれしいうれしい声声声声をををを聞聞聞聞いているとこいているとこいているとこいているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それからそれからそれからそれからももももう１う１う１う１点点点点、南部振興監、それから南部振興、南部振興監、それから南部振興、南部振興監、それから南部振興、南部振興監、それから南部振興課課課課というというというという組組組組織織織織ができてちができてちができてちができてちょょょょううううどどどど２年２年２年２年

になるけれになるけれになるけれになるけれどもどもどもども、その間の振り、その間の振り、その間の振り、その間の振り返返返返り、また、り、また、り、また、り、また、今後今後今後今後の南部振興に関するの南部振興に関するの南部振興に関するの南部振興に関する課題課題課題課題ははははどどどどうでうでうでうでああああるのるのるのるの

かというごかというごかというごかというご質問質問質問質問でででであっあっあっあったとたとたとたと思思思思います。います。います。います。

正直正直正直正直申申申申し上し上し上し上げげげげまして平成２３年、南部振興監のまして平成２３年、南部振興監のまして平成２３年、南部振興監のまして平成２３年、南部振興監の任任任任命を受けたわけでございますけれ命を受けたわけでございますけれ命を受けたわけでございますけれ命を受けたわけでございますけれどもどもどもども、、、、
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こういこういこういこういっっっったたたた全全全全くくくく経経経経験験験験のないのないのないのない分分分分野の野の野の野の仕仕仕仕事に事に事に事に配配配配置されまして大置されまして大置されまして大置されまして大変変変変戸戸戸戸惑惑惑惑っっっったのがたのがたのがたのが現状現状現状現状でございまでございまでございまでございま

す。その中でまずす。その中でまずす。その中でまずす。その中でまず対対対対話話話話からからからから始始始始めめめめよよよようということで、うということで、うということで、うということで、市町市町市町市町村の職員だけでなく地域の人村の職員だけでなく地域の人村の職員だけでなく地域の人村の職員だけでなく地域の人 々々々々にににに

も参も参も参も参加をしていただいてい加をしていただいてい加をしていただいてい加をしていただいていろろろろいいいいろろろろな地域のな地域のな地域のな地域の現状現状現状現状をををを聞聞聞聞かせていただき、また、地域のかせていただき、また、地域のかせていただき、また、地域のかせていただき、また、地域の今後今後今後今後をををを

話話話話し合うというし合うというし合うというし合うという機機機機会をつく会をつく会をつく会をつくろろろろうということで、うということで、うということで、うということで、各市町各市町各市町各市町村ごとに地域を村ごとに地域を村ごとに地域を村ごとに地域を元気元気元気元気にするにするにするにする寄寄寄寄り合いり合いり合いり合い

という名前をつけてという名前をつけてという名前をつけてという名前をつけて始始始始めたとこめたとこめたとこめたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

ちちちちょょょょううううどどどどそのそのそのその寄寄寄寄り合いがり合いがり合いがり合いが軌軌軌軌道道道道にににに乗乗乗乗っっっってきたとこてきたとこてきたとこてきたところろろろに、に、に、に、先先先先ほほほほどどどど畭畭畭畭委員から委員から委員から委員からももももおおおお話話話話ございまございまございまございま

したけれしたけれしたけれしたけれどもどもどもども、平成２３年９月、紀伊半島大水害が、平成２３年９月、紀伊半島大水害が、平成２３年９月、紀伊半島大水害が、平成２３年９月、紀伊半島大水害が起起起起こりました。それからはこりました。それからはこりました。それからはこりました。それからはメメメメーーーーンンンンのののの仕仕仕仕

事は紀伊半島大水害からの復旧、復興に大きな部事は紀伊半島大水害からの復旧、復興に大きな部事は紀伊半島大水害からの復旧、復興に大きな部事は紀伊半島大水害からの復旧、復興に大きな部分分分分をををを費費費費やしたというやしたというやしたというやしたという形形形形になになになになっっっっておりましておりましておりましておりまし

た。災害直た。災害直た。災害直た。災害直後後後後にににに荒井荒井荒井荒井知事と、き知事と、き知事と、き知事と、きょょょょううううももももここにいらここにいらここにいらここにいらっっっっししししゃゃゃゃる土木部長と一る土木部長と一る土木部長と一る土木部長と一緒緒緒緒ににににヘリコヘリコヘリコヘリコププププタタタターーーー

でででで十十十十津川村に津川村に津川村に津川村に入入入入りました。その災害のりました。その災害のりました。その災害のりました。その災害の現状現状現状現状を本を本を本を本当当当当にににに目目目目の前にしたわけですけれの前にしたわけですけれの前にしたわけですけれの前にしたわけですけれどもどもどもども、大、大、大、大変変変変

厳厳厳厳しいしいしいしい現状現状現状現状、また、その災害の大きさに、また、その災害の大きさに、また、その災害の大きさに、また、その災害の大きさに触触触触れまして、本れまして、本れまして、本れまして、本当当当当にににに愕愕愕愕然然然然としたとしたとしたとした思思思思いがいたしましいがいたしましいがいたしましいがいたしまし

た。それから復旧、復興のた。それから復旧、復興のた。それから復旧、復興のた。それから復旧、復興の仕仕仕仕事の事の事の事の対対対対応応応応、、、、組組組組織織織織づくりづくりづくりづくりも含も含も含も含めましてめましてめましてめまして全全全全くくくく何何何何ももももないとこないとこないとこないところろろろからからからから

手手手手づくりのづくりのづくりのづくりの状状状状態態態態で進めてきたわけでございますが、きで進めてきたわけでございますが、きで進めてきたわけでございますが、きで進めてきたわけでございますが、きょょょょううううもももも報告させていただきましたけ報告させていただきましたけ報告させていただきましたけ報告させていただきましたけ

れれれれどもどもどもども、、、、よよよよくここまで進んできたというのが振りくここまで進んできたというのが振りくここまで進んできたというのが振りくここまで進んできたというのが振り返返返返っっっっての実ての実ての実ての実感感感感でございます。本でございます。本でございます。本でございます。本当当当当に南部に南部に南部に南部

振興振興振興振興課課課課の職員の職員の職員の職員ももももそうでございますし、復旧・復興推進室の職員、それから土木部、そうでございますし、復旧・復興推進室の職員、それから土木部、そうでございますし、復旧・復興推進室の職員、それから土木部、そうでございますし、復旧・復興推進室の職員、それから土木部、農農農農林部、林部、林部、林部、

本本本本当当当当に、県に、県に、県に、県庁庁庁庁各各各各部局、部局、部局、部局、各各各各課課課課すすすすべべべべてててて挙挙挙挙げげげげていただいて復旧、復興にていただいて復旧、復興にていただいて復旧、復興にていただいて復旧、復興に取取取取りりりり組組組組んだ成んだ成んだ成んだ成果果果果ではないではないではないではない

かとかとかとかと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

ああああとととと課題課題課題課題ということでございますけれということでございますけれということでございますけれということでございますけれどもどもどもども、、、、今今今今まで復旧、復興にまで復旧、復興にまで復旧、復興にまで復旧、復興に市町市町市町市町村の協力をいただ村の協力をいただ村の協力をいただ村の協力をいただ

きながら、これまで順きながら、これまで順きながら、これまで順きながら、これまで順調調調調に進んでまいりましたけれに進んでまいりましたけれに進んでまいりましたけれに進んでまいりましたけれどもどもどもども、い、い、い、いよよよよいいいいよよよよこれからは復興を進めこれからは復興を進めこれからは復興を進めこれからは復興を進め

るるるる段段段段階階階階にににに差差差差しかかしかかしかかしかかっっっっているとているとているとていると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。よよよよくくくく荒井荒井荒井荒井知事知事知事知事も言も言も言も言いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、南部地、南部地、南部地、南部地

域、域、域、域、東東東東部地域というのは部地域というのは部地域というのは部地域というのはももももととととももももとととと過疎化過疎化過疎化過疎化、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化が進展している地域でございますので、が進展している地域でございますので、が進展している地域でございますので、が進展している地域でございますので、

復興はすなわち南部、復興はすなわち南部、復興はすなわち南部、復興はすなわち南部、東東東東部地域の部地域の部地域の部地域の過疎対策過疎対策過疎対策過疎対策、振興、振興、振興、振興対策対策対策対策そのそのそのそのもももものではないかとのではないかとのではないかとのではないかと考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

す。南部地域、す。南部地域、す。南部地域、す。南部地域、東東東東部地域をこれから部地域をこれから部地域をこれから部地域をこれからもももも元気元気元気元気でででで住み住み住み住み続けられる地域にするために、そういう続けられる地域にするために、そういう続けられる地域にするために、そういう続けられる地域にするために、そういう

対策対策対策対策がこれからますますがこれからますますがこれからますますがこれからますます重重重重要にな要にな要にな要になっっっってくるとてくるとてくるとてくると考え考え考え考えておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、今今今今取取取取りりりり組組組組んでいることをんでいることをんでいることをんでいることを

簡簡簡簡単単単単にににに紹介紹介紹介紹介させていただきます。例させていただきます。例させていただきます。例させていただきます。例えばえばえばえば五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町町町町では地域では地域では地域では地域住住住住民民民民や関係や関係や関係や関係団団団団体体体体、それから、それから、それから、それから

五條五條五條五條市市市市ななななどどどどと一と一と一と一緒緒緒緒に協力をして、地域のに協力をして、地域のに協力をして、地域のに協力をして、地域の対策検討対策検討対策検討対策検討会を立ち上会を立ち上会を立ち上会を立ち上げげげげていただいております。そていただいております。そていただいております。そていただいております。そ

の中で地域での中で地域での中で地域での中で地域で暮暮暮暮らし続けるらし続けるらし続けるらし続ける仕仕仕仕組み組み組み組みづくりの実づくりの実づくりの実づくりの実現現現現に向けて、に向けて、に向けて、に向けて、どどどどうすれうすれうすれうすればばばばいいのかということいいのかということいいのかということいいのかということ

を地域をを地域をを地域をを地域を挙挙挙挙げげげげてててて今今今今取取取取りりりり組組組組んでいただいているんでいただいているんでいただいているんでいただいている状況状況状況状況でございます。このでございます。このでございます。このでございます。この取取取取りりりり組み組み組み組みにつきましにつきましにつきましにつきまし

ては、平成２５年度からはては、平成２５年度からはては、平成２５年度からはては、平成２５年度からは十十十十津川村で津川村で津川村で津川村でもももも行うことを行うことを行うことを行うことを考え考え考え考えております。また、ております。また、ております。また、ております。また、下北下北下北下北山村では山村では山村では山村では

地域地域地域地域住住住住民民民民にににによっよっよっよって、て、て、て、高高高高齢齢齢齢化化化化が進んだが進んだが進んだが進んだ方方方方のののの生生生生活支援ができないかということで活支援ができないかということで活支援ができないかということで活支援ができないかということでココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィ
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ーーーービビビビジジジジネスネスネスネスのののの形形形形ででででＮＰＮＰＮＰＮＰＯＯＯＯ法法法法人を設立しまして、新たな人を設立しまして、新たな人を設立しまして、新たな人を設立しまして、新たな取取取取りりりり組み組み組み組みを平成２５年度からを平成２５年度からを平成２５年度からを平成２５年度からスタスタスタスターーーー

トトトトする予定で進めております。こういする予定で進めております。こういする予定で進めております。こういする予定で進めております。こういっっっったたたた取取取取りりりり組み組み組み組みをををを同じ課題同じ課題同じ課題同じ課題をををを抱抱抱抱ええええるるるる周辺周辺周辺周辺のののの市町市町市町市町村に広村に広村に広村に広

げげげげることができれることができれることができれることができればばばば、大、大、大、大変変変変あああありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思っっっっているているているている次次次次第でございます。第でございます。第でございます。第でございます。

そのほか、そのほか、そのほか、そのほか、先先先先ほほほほどもどもどもども少し説明をさせていただきましたけれ少し説明をさせていただきましたけれ少し説明をさせていただきましたけれ少し説明をさせていただきましたけれどもどもどもども、地域で、地域で、地域で、地域で暮暮暮暮らし続けるたらし続けるたらし続けるたらし続けるた

めには、やはり地域の中でめには、やはり地域の中でめには、やはり地域の中でめには、やはり地域の中で働働働働けるけるけるける場場場場所の所の所の所の確保確保確保確保はははは非非非非常常常常に大事なに大事なに大事なに大事な問問問問題題題題になになになになっっっってまいりますので、てまいりますので、てまいりますので、てまいりますので、

地域地域地域地域産産産産業の復興に向けまして５つの業の復興に向けまして５つの業の復興に向けまして５つの業の復興に向けまして５つのテテテテーマを設けてーマを設けてーマを設けてーマを設けて対策対策対策対策にににに取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろでございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

また、地域の人また、地域の人また、地域の人また、地域の人口口口口がががが減減減減少していく中で、少していく中で、少していく中で、少していく中で、生生生生活をしていくということにつきましては大活をしていくということにつきましては大活をしていくということにつきましては大活をしていくということにつきましては大変変変変

大きな大きな大きな大きな課題課題課題課題もももも抱抱抱抱ええええておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれどもどもどもども、、、、集集集集落落落落のののの再再再再編編編編が大きなが大きなが大きなが大きなテテテテーマになーマになーマになーマになっっっってごおります。てごおります。てごおります。てごおります。

例例例例えばえばえばえば十十十十津川村では新しい津川村では新しい津川村では新しい津川村では新しい集集集集落落落落づくりとしましてづくりとしましてづくりとしましてづくりとしまして今今今今、、、、谷瀬谷瀬谷瀬谷瀬とととと猿飼猿飼猿飼猿飼地地地地区区区区で、で、で、で、公的住宅公的住宅公的住宅公的住宅、、、、賃貸賃貸賃貸賃貸

住宅住宅住宅住宅だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく交流交流交流交流広広広広場場場場ででででああああるとかるとかるとかるとか共同共同共同共同農農農農地で地で地で地でああああるとかるとかるとかるとか医療医療医療医療ででででああああるとか、いるとか、いるとか、いるとか、いろろろろいいいいろろろろなななな機機機機能能能能

をををを持持持持っっっったたたた安安安安心できる心できる心できる心できる拠拠拠拠点整備点整備点整備点整備を進めていき、それが地域のを進めていき、それが地域のを進めていき、それが地域のを進めていき、それが地域の集集集集約約約約化化化化につながれにつながれにつながれにつながればばばばいいといういいといういいといういいという

ことでことでことでことで始始始始められておりますけれめられておりますけれめられておりますけれめられておりますけれどもどもどもども、こうい、こうい、こうい、こういっっっったつながりや進めたつながりや進めたつながりや進めたつながりや進め方方方方をををを今後今後今後今後展開していくこ展開していくこ展開していくこ展開していくこ

とが大事だととが大事だととが大事だととが大事だと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

いいいいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組み組み組み組みがございますけれがございますけれがございますけれがございますけれどもどもどもども、こういう、こういう、こういう、こういう取取取取りりりり組み組み組み組みを一つ一つを一つ一つを一つ一つを一つ一つ積積積積みみみみ上上上上げげげげながながながなが

ら、地域でら、地域でら、地域でら、地域で暮暮暮暮らし続けられるらし続けられるらし続けられるらし続けられる仕仕仕仕組み組み組み組みづくりを進めていくことが大事だとづくりを進めていくことが大事だとづくりを進めていくことが大事だとづくりを進めていくことが大事だと考え考え考え考えておりますのておりますのておりますのておりますの

で、で、で、で、今後今後今後今後ととととももももそういうそういうそういうそういう対策対策対策対策を進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。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。あああありりりり

がとうございました。がとうございました。がとうございました。がとうございました。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策につきましては、パーク・アにつきましては、パーク・アにつきましては、パーク・アにつきましては、パーク・アンンンンドドドド・・・・バスバスバスバスラララライイイイドドドドをしをしをしをしっっっっかりやかりやかりやかりやっっっっていたていたていたていた

だくことが一つかとだくことが一つかとだくことが一つかとだくことが一つかと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。ＪＪＪＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅周辺周辺周辺周辺のののの駐車場も駐車場も駐車場も駐車場も活活活活用用用用するとするとするとすると言言言言われましたわれましたわれましたわれました

し、ふだんはし、ふだんはし、ふだんはし、ふだんはイトイトイトイトーーーーヨヨヨヨーーーーカドカドカドカドーーーーもももも結結結結構構構構、、、、西側西側西側西側ははははああああいているのです。ですから、そこにとめいているのです。ですから、そこにとめいているのです。ですから、そこにとめいているのです。ですから、そこにとめ

ててててバスバスバスバスにににに乗乗乗乗り、５００り、５００り、５００り、５００円円円円でででで何何何何回で回で回で回でもももも乗乗乗乗れるというれるというれるというれるという周遊バス周遊バス周遊バス周遊バスの木の木の木の木簡簡簡簡切切切切符符符符ななななどどどど、そうい、そうい、そうい、そういっっっったたたたもももも

のをのをのをのを持持持持ちながら、ちながら、ちながら、ちながら、帰帰帰帰りはりはりはりはイトイトイトイトーーーーヨヨヨヨーーーーカドカドカドカドーでーでーでーでもももも買買買買い物い物い物い物ももももしていただけますし、そのしていただけますし、そのしていただけますし、そのしていただけますし、そのよよよようなうなうなうな

ススススーパーマーーパーマーーパーマーーパーマーケケケケットットットットとの連との連との連との連携も携も携も携もいいのではないか。いいのではないか。いいのではないか。いいのではないか。なら１００年会なら１００年会なら１００年会なら１００年会館館館館もスもスもスもスーパーマーーパーマーーパーマーーパーマーケケケケッッッッ

トトトトができましたので、やはりができましたので、やはりができましたので、やはりができましたので、やはり食べ食べ食べ食べるとこるとこるとこるところろろろ、お土、お土、お土、お土産産産産をををを買買買買うとこうとこうとこうところろろろとの連との連との連との連携も携も携も携もパーク・アパーク・アパーク・アパーク・アンンンン

ドドドド・・・・バスバスバスバスラララライイイイドドドドにはにはにはには外外外外せないせないせないせないもももものかとのかとのかとのかと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。富富富富雄雄雄雄の中の中の中の中町町町町のののの駐車場も駐車場も駐車場も駐車場も活活活活用用用用されてされてされてされて

いくといくといくといくと伺伺伺伺っっっっておりますので、大ておりますので、大ておりますので、大ておりますので、大宮宮宮宮通りプロジ通りプロジ通りプロジ通りプロジェェェェククククトトトトの中でパーク・アの中でパーク・アの中でパーク・アの中でパーク・アンンンンドドドド・・・・バスバスバスバスラララライイイイドドドドとととと

いうのが大きないうのが大きないうのが大きないうのが大きな意意意意味味味味をををを持持持持っっっってくるのかなと、てくるのかなと、てくるのかなと、てくるのかなと、観光観光観光観光客客客客が本が本が本が本当当当当にににに快適快適快適快適にににに移移移移動して動して動して動して楽楽楽楽しんでいたしんでいたしんでいたしんでいた

だくだくだくだく基基基基盤盤盤盤になるとになるとになるとになると思思思思っっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、よろよろよろよろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい駐車場駐車場駐車場駐車場とおとおとおとおっっっっししししゃゃゃゃっっっったのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどどどど、わかりやすい、わかりやすい、わかりやすい、わかりやすい駐車場駐車場駐車場駐車場ははははどどどどんなんなんなんな駐車場駐車場駐車場駐車場
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でしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。ああああのののの駐車場駐車場駐車場駐車場とかがとかがとかがとかがああああいていますといていますといていますといていますとああああるのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどどどど、それを一、それを一、それを一、それを一瞬瞬瞬瞬の間にの間にの間にの間に見見見見るるるる

のはのはのはのは無無無無理理理理だとだとだとだと思思思思っっっっているのですが、ているのですが、ているのですが、ているのですが、駐車場駐車場駐車場駐車場ががががどどどどこがこがこがこがああああいているのか、そんな一いているのか、そんな一いているのか、そんな一いているのか、そんな一瞬瞬瞬瞬にしてにしてにしてにして見見見見

れないのですれないのですれないのですれないのですよねよねよねよね。わかりやすい。わかりやすい。わかりやすい。わかりやすい駐車場駐車場駐車場駐車場とおとおとおとおっっっっししししゃゃゃゃっっっったのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどどどど、、、、どどどどんなんなんなんな駐車場駐車場駐車場駐車場なのなのなのなの

か、教か、教か、教か、教ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。

県県県県営営営営住宅住宅住宅住宅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今後今後今後今後、、、、検討検討検討検討していくことがしていくことがしていくことがしていくことが住生住生住生住生活活活活ビビビビジジジジョョョョンンンンの中にの中にの中にの中に含含含含まれているまれているまれているまれている

ということでございます。だから、そうなるとということでございます。だから、そうなるとということでございます。だから、そうなるとということでございます。だから、そうなると当然当然当然当然家賃家賃家賃家賃もももも上がるとお上がるとお上がるとお上がるとおっっっっししししゃゃゃゃいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、

こういこういこういこういっっっったことはたことはたことはたことはどどどどれれれれぐぐぐぐらいらいらいらい先先先先に実に実に実に実現現現現するのかおするのかおするのかおするのかお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

それから平それから平それから平それから平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡のののの自然自然自然自然ですが、やはりですが、やはりですが、やはりですが、やはり使使使使うのは地うのは地うのは地うのは地元元元元ですので、地ですので、地ですので、地ですので、地元元元元のののの方方方方が本が本が本が本当当当当にににに快適快適快適快適

にににに使使使使ええええるるるるよよよように、そういう５うに、そういう５うに、そういう５うに、そういう５者者者者会議等で地会議等で地会議等で地会議等で地元元元元のののの意見も意見も意見も意見もししししっっっっかりかりかりかり聞聞聞聞いていただいて、平いていただいて、平いていただいて、平いていただいて、平城宮城宮城宮城宮

跡跡跡跡をををを壊壊壊壊すわけではなく、そこですわけではなく、そこですわけではなく、そこですわけではなく、そこで楽楽楽楽しませていただくわけでございますので、そういしませていただくわけでございますので、そういしませていただくわけでございますので、そういしませていただくわけでございますので、そういっっっったこたこたこたこ

とのルールをつくりながら、やとのルールをつくりながら、やとのルールをつくりながら、やとのルールをつくりながら、やっっっっていけたらいいのではないかとていけたらいいのではないかとていけたらいいのではないかとていけたらいいのではないかと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。今今今今は一は一は一は一

部の知部の知部の知部の知っっっっているているているている方方方方だけがだけがだけがだけが楽楽楽楽しんでいらしんでいらしんでいらしんでいらっっっっししししゃゃゃゃるということですので、平るということですので、平るということですので、平るということですので、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡にいらしたにいらしたにいらしたにいらした

たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの方方方方にそういにそういにそういにそういっっっったたたたもももものを直のを直のを直のを直接接接接見見見見ていただき、ていただき、ていただき、ていただき、触触触触れていただくことを平れていただくことを平れていただくことを平れていただくことを平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡の一の一の一の一

つのつのつのつの魅魅魅魅力として加力として加力として加力として加ええええていただけれていただけれていただけれていただければばばば、、、、あああありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思いますので、またいますので、またいますので、またいますので、また検討検討検討検討をお願いしたをお願いしたをお願いしたをお願いした

いといといといと思思思思います。います。います。います。

通学通学通学通学路路路路についてはについてはについてはについては今後今後今後今後、そうい、そうい、そうい、そういっっっった協議会の中でた協議会の中でた協議会の中でた協議会の中で面面面面的的的的ななななももももののののも検討も検討も検討も検討していくとおしていくとおしていくとおしていくとおっっっっししししゃゃゃゃ

っっっっておられました。いておられました。いておられました。いておられました。いろろろろいいいいろろろろソソソソフトフトフトフトのののの面面面面ででででももももももももう少しう少しう少しう少し検討検討検討検討できる部できる部できる部できる部分分分分ががががああああるかるかるかるかももももわかりまわかりまわかりまわかりま

せんし、そこをせんし、そこをせんし、そこをせんし、そこを整備整備整備整備するというのは拡するというのは拡するというのは拡するというのは拡幅幅幅幅等、い等、い等、い等、いろろろろいいいいろろろろ家家家家がががが張張張張りついているりついているりついているりついている場場場場合は大合は大合は大合は大変変変変なななな場場場場

合合合合もあもあもあもあるとるとるとると思思思思いますので、そういういますので、そういういますので、そういういますので、そういう迂迂迂迂回回回回路路路路ややややバイバイバイバイパパパパススススななななどどどど何何何何かそういうかそういうかそういうかそういうももももののののも検討も検討も検討も検討して、して、して、して、

そうなると大がかりなそうなると大がかりなそうなると大がかりなそうなると大がかりなもももものになるかのになるかのになるかのになるかももももしれませんが、しれませんが、しれませんが、しれませんが、全然全然全然全然話話話話はははは違違違違いますけれいますけれいますけれいますけれどどどど、お、お、お、お昼昼昼昼ににににテテテテ

レレレレビビビビをををを見見見見ていたらていたらていたらていたら東京都東京都東京都東京都ののののどどどどこかのこかのこかのこかの町町町町でででで昼昼昼昼になると、になると、になると、になると、車車車車はははは入入入入れないれないれないれないよよよようになるそうです。うになるそうです。うになるそうです。うになるそうです。

会会会会社社社社の人がの人がの人がの人が皆皆皆皆昼昼昼昼にににに食食食食事に行くので、事に行くので、事に行くので、事に行くので、全全全全部部部部車車車車がががが入入入入れないれないれないれないよよよようになるそうですけれうになるそうですけれうになるそうですけれうになるそうですけれどどどど、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市

のののの三三三三条条条条通りとかは、通りとかは、通りとかは、通りとかは、休休休休日とかは日とかは日とかは日とかは車車車車はははは入入入入れないというのがれないというのがれないというのがれないというのがあああありますけれりますけれりますけれりますけれどどどど、、、、面面面面的的的的にそのにそのにそのにその時時時時間間間間

だけ、だけ、だけ、だけ、ももももう一切う一切う一切う一切入入入入らない。らない。らない。らない。ゾゾゾゾーーーーンンンン３０３０３０３０ももももそのそのそのその区区区区域なら域なら域なら域なら時時時時速３０速３０速３０速３０キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルでルでルでルで走走走走るとかるとかるとかるとかもももも

警警警警察察察察でしていただいておりますが、そのでしていただいておりますが、そのでしていただいておりますが、そのでしていただいておりますが、その時時時時間だけで間だけで間だけで間だけでもももも何何何何か一か一か一か一斉斉斉斉にそこをなるにそこをなるにそこをなるにそこをなるべべべべく通らないく通らないく通らないく通らない

よよよようにといううにといううにといううにという対策も考え対策も考え対策も考え対策も考えられないかとられないかとられないかとられないかと思思思思っっっったりしておりますが、またごたりしておりますが、またごたりしておりますが、またごたりしておりますが、またご検討検討検討検討いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい

とととと思思思思います。います。います。います。

南部地域の南部地域の南部地域の南部地域の件件件件につきましては、２につきましては、２につきましては、２につきましては、２割割割割というのはというのはというのはというのは全全全全部、部、部、部、五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町町町町飛飛飛飛養養養養曽曽曽曽のののの方方方方ですか、ですか、ですか、ですか、

そうおそうおそうおそうお聞聞聞聞きしたのですがきしたのですがきしたのですがきしたのですが……………………（発（発（発（発言言言言するするするする者あ者あ者あ者ありりりり））））。。。。ああああとは南部振興とは南部振興とは南部振興とは南部振興課課課課、本、本、本、本来来来来、南部地域を、南部地域を、南部地域を、南部地域を

振興し振興し振興し振興しよよよようということで立ち上がうということで立ち上がうということで立ち上がうということで立ち上がっっっったたたた組組組組織織織織ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、半年、半年、半年、半年後後後後にににに不不不不幸な紀伊半島大水害幸な紀伊半島大水害幸な紀伊半島大水害幸な紀伊半島大水害
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がががが起起起起きましたが、これをききましたが、これをききましたが、これをききましたが、これをきっっっっかけにして、またさらに南部地域が振興できることになかけにして、またさらに南部地域が振興できることになかけにして、またさらに南部地域が振興できることになかけにして、またさらに南部地域が振興できることになっっっったたたた

かとかとかとかと思思思思いますので、それをいいいますので、それをいいいますので、それをいいいますので、それをいい方方方方にとらにとらにとらにとらええええてててて今後今後今後今後、南部地域、、南部地域、、南部地域、、南部地域、東東東東部地域部地域部地域部地域含含含含めての振興を、めての振興を、めての振興を、めての振興を、

さらにさらにさらにさらに引引引引き続きお願いしたいとき続きお願いしたいとき続きお願いしたいとき続きお願いしたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上で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。。。。（発（発（発（発言言言言するするするする者あ者あ者あ者あり）り）り）り）飛飛飛飛養養養養曽曽曽曽

だけ、だけ、だけ、だけ、全全全全部、部、部、部、飛飛飛飛養養養養曽曽曽曽なの、なの、なの、なの、全全全全部、部、部、部、五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町町町町飛飛飛飛養養養養曽曽曽曽でいいのでしでいいのでしでいいのでしでいいのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○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 わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい駐車場駐車場駐車場駐車場案案案案内内内内ということでございます。ということでございます。ということでございます。ということでございます。

平成２４年度補正と平成２５年度予算を平成２４年度補正と平成２５年度予算を平成２４年度補正と平成２５年度予算を平成２４年度補正と平成２５年度予算を流用流用流用流用しまして、しまして、しまして、しまして、流入流入流入流入抑制抑制抑制抑制対策対策対策対策の一の一の一の一環環環環といたしまといたしまといたしまといたしま

してしてしてして現在現在現在現在のののの駐車場駐車場駐車場駐車場のののの利利利利用用用用実実実実態態態態調調調調査査査査もももも踏踏踏踏ままままええええまして中心まして中心まして中心まして中心市街市街市街市街地の地の地の地の駐車場駐車場駐車場駐車場施施施施策策策策のののの検討検討検討検討をし、をし、をし、をし、具具具具

体的体的体的体的なななな情情情情報案報案報案報案内内内内板板板板の設計をして、できるだけの設計をして、できるだけの設計をして、できるだけの設計をして、できるだけ早早早早い平成２５年度中にそういい平成２５年度中にそういい平成２５年度中にそういい平成２５年度中にそういっっっったたたた改改改改良ができ良ができ良ができ良ができ

ないかということでないかということでないかということでないかということで今今今今取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 県県県県営営営営住宅住宅住宅住宅ののののエレベエレベエレベエレベーーーータタタターーーー整備整備整備整備について、について、について、について、どどどどれくらいれくらいれくらいれくらい先先先先に実に実に実に実現現現現のののの見込み見込み見込み見込みがががが

ああああるのかというごるのかというごるのかというごるのかというご質問質問質問質問でででであっあっあっあったかとたかとたかとたかと思思思思います。います。います。います。

先先先先ほほほほどどどどごごごご答弁答弁答弁答弁させていただきましたとおり、まさにさせていただきましたとおり、まさにさせていただきましたとおり、まさにさせていただきましたとおり、まさに今今今今、県、県、県、県営営営営住宅住宅住宅住宅の中の中の中の中層住宅層住宅層住宅層住宅の中での中での中での中でどどどどうううう

いいいいっっっったとこたとこたとこたところろろろににににエレベエレベエレベエレベーーーータタタターがつけられるかということ、ーがつけられるかということ、ーがつけられるかということ、ーがつけられるかということ、技術技術技術技術的的的的な部な部な部な部分分分分と、と、と、と、ああああとととと法法法法律律律律的的的的なななな

部部部部分分分分について、について、について、について、検討検討検討検討をしをしをしをし始始始始めたとこめたとこめたとこめたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。個個個個人人人人的的的的にはすにはすにはすにはすぐぐぐぐにでにでにでにでももももつけたいのはつけたいのはつけたいのはつけたいのは

ももももちちちちろろろろんですけれんですけれんですけれんですけれどもどもどもども、、、、先先先先ほほほほどどどどほかの委員のごほかの委員のごほかの委員のごほかの委員のご質問質問質問質問ににににももももございましたございましたございましたございましたよよよように、県うに、県うに、県うに、県営営営営住宅全住宅全住宅全住宅全

体体体体としてはとしてはとしてはとしては非非非非常常常常にににに老朽老朽老朽老朽化化化化したしたしたしたストッストッストッストックがクがクがクがあああある中でる中でる中でる中で建建建建てかてかてかてかええええななななどもどもどもども推進していかなくてはい推進していかなくてはい推進していかなくてはい推進していかなくてはい

けないけないけないけない状況状況状況状況がございます。がございます。がございます。がございます。全体全体全体全体としてとしてとしてとして財財財財政政政政状況状況状況状況がががが厳厳厳厳しい中でしい中でしい中でしい中でどどどどのののの形形形形でででで優優優優先先先先順順順順位位位位をつけて進をつけて進をつけて進をつけて進

めていくかはめていくかはめていくかはめていくかは今後今後今後今後のののの検討検討検討検討課題課題課題課題だとだとだとだと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。具具具具体的体的体的体的な日な日な日な日時時時時というか、予定等はというか、予定等はというか、予定等はというか、予定等は今今今今のののの

段段段段階階階階ではではではでは申申申申しししし述述述述べべべべられませんが、そのられませんが、そのられませんが、そのられませんが、その形形形形でででで今後今後今後今後検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。以以以以

上です。上です。上です。上です。

○中井復旧・復興推進室長○中井復旧・復興推進室長○中井復旧・復興推進室長○中井復旧・復興推進室長 済み済み済み済みません。ません。ません。ません。先先先先ほほほほどどどどすすすすべべべべて、て、て、て、主主主主にににに五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町引町引町引町引土、土、土、土、飛飛飛飛養養養養曽曽曽曽

地地地地区区区区というご説明をさせていただきましたけれというご説明をさせていただきましたけれというご説明をさせていただきましたけれというご説明をさせていただきましたけれどもどもどもども、そのほかの、そのほかの、そのほかの、そのほかの方々方々方々方々につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、対対対対

策工策工策工策工事の関係ではなく、事の関係ではなく、事の関係ではなく、事の関係ではなく、今後今後今後今後のののの再再再再建建建建ををををどどどどののののよよよようにしていくのかというごうにしていくのかというごうにしていくのかというごうにしていくのかというご自自自自身身身身のごのごのごのご意意意意向をま向をま向をま向をま

だだだだ決決決決められていないめられていないめられていないめられていない方方方方がががが多多多多少少少少残残残残っっっっていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃるるるる状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。今後今後今後今後も市町も市町も市町も市町村とと村とと村とと村とともももも

に中心となり、に中心となり、に中心となり、に中心となり、今後今後今後今後のののの帰宅帰宅帰宅帰宅、、、、住宅住宅住宅住宅再再再再建建建建のののの方方方方針針針針をををを固固固固めていただけるめていただけるめていただけるめていただけるよよよように連うに連うに連うに連携携携携をしてをしてをしてをして最最最最優優優優先先先先

でででで取取取取りりりり組組組組んでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいと思思思思います。います。います。います。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 住宅住宅住宅住宅のののの件件件件ですが、ですが、ですが、ですが、高高高高齢齢齢齢化化化化というのは日に日に進んでおりますので、というのは日に日に進んでおりますので、というのは日に日に進んでおりますので、というのは日に日に進んでおりますので、ももももう一日う一日う一日う一日もももも

早早早早くできるとこくできるとこくできるとこくできるところろろろからからからからススススピピピピーデーデーデーディィィィーにやーにやーにやーにやっっっっていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ススススピピピピーデーデーデーディィィィーな奈良県でござーな奈良県でござーな奈良県でござーな奈良県でござ

いますので、いますので、いますので、いますので、どどどどううううぞぞぞぞ住宅住宅住宅住宅のののの方もス方もス方もス方もスピピピピーデーデーデーディィィィーにーにーにーによろよろよろよろしくお願いをしたいということを要しくお願いをしたいということを要しくお願いをしたいということを要しくお願いをしたいということを要望望望望

しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。



---- 66669999 ----

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 先先先先ほほほほどどどどから、から、から、から、質疑質疑質疑質疑応応応応答答答答をををを聞聞聞聞いていますと、奈良県と奈良いていますと、奈良県と奈良いていますと、奈良県と奈良いていますと、奈良県と奈良市市市市は、本は、本は、本は、本当当当当にうまくにうまくにうまくにうまく

いいいいっっっっているのかているのかているのかているのかどどどどうか、うか、うか、うか、ももももうつくづくうつくづくうつくづくうつくづく思思思思うのです。畭委員がうのです。畭委員がうのです。畭委員がうのです。畭委員が言言言言われた奈良われた奈良われた奈良われた奈良市市市市のののの交交交交通通通通渋滞渋滞渋滞渋滞にににに

ついてついてついてついてもももも本本本本当当当当は県は県は県は県道道道道だけのだけのだけのだけの問問問問題題題題ではなくではなくではなくではなく市道も市道も市道も市道も随随随随分分分分と関係しているとと関係しているとと関係しているとと関係していると思思思思うわけで、これはうわけで、これはうわけで、これはうわけで、これは

県だけの県だけの県だけの県だけの問問問問題題題題ではないのです。ではないのです。ではないのです。ではないのです。リリリリニア中ニア中ニア中ニア中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線のののの件件件件、、、、西西西西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線のののの話話話話ももももいいいいろろろろいいいいろあろあろあろありりりり

ましたけれましたけれましたけれましたけれどどどど、実はそういう発、実はそういう発、実はそういう発、実はそういう発想想想想からからからから私私私私もももも少し少し少し少し聞聞聞聞いておきたいことがいておきたいことがいておきたいことがいておきたいことがあっあっあっあって３て３て３て３点点点点聞聞聞聞きます。きます。きます。きます。

これは本これは本これは本これは本当当当当にににに簡潔簡潔簡潔簡潔におにおにおにお答答答答ええええください。ください。ください。ください。

世世世世界遺界遺界遺界遺産西産西産西産西のののの京周辺京周辺京周辺京周辺をををを守守守守る会というのが奈良る会というのが奈良る会というのが奈良る会というのが奈良市市市市で委員会としてで委員会としてで委員会としてで委員会として持持持持たれていたのですが、たれていたのですが、たれていたのですが、たれていたのですが、

これはこれはこれはこれは国国国国と県と奈良と県と奈良と県と奈良と県と奈良市市市市とととと住住住住民民民民の代の代の代の代表表表表が出ての会合でございました。ここで、が出ての会合でございました。ここで、が出ての会合でございました。ここで、が出ての会合でございました。ここで、近近近近鉄鉄鉄鉄西西西西ノノノノ京京京京駅駅駅駅

を中心としてを中心としてを中心としてを中心として西西西西のののの京京京京の南の南の南の南北北北北線線線線、、、、東側東側東側東側についていについていについていについていろろろろいいいいろろろろな計な計な計な計画画画画が立てられてきた、計が立てられてきた、計が立てられてきた、計が立てられてきた、計画画画画といといといとい

うのか、そういういうのか、そういういうのか、そういういうのか、そういういろろろろいいいいろろろろなななな意見意見意見意見が出されてきたことがが出されてきたことがが出されてきたことがが出されてきたことがあああありました。りました。りました。りました。今今今今回、奈良県として回、奈良県として回、奈良県として回、奈良県として

は新県立奈良は新県立奈良は新県立奈良は新県立奈良病院病院病院病院を設置することで、それにを設置することで、それにを設置することで、それにを設置することで、それに伴伴伴伴っっっってのてのてのての西西西西のののの京周辺京周辺京周辺京周辺のののの道路整備道路整備道路整備道路整備にににに取取取取りかかりかかりかかりかかっっっっ

ていただいておりますが、そこで奈良県と奈良ていただいておりますが、そこで奈良県と奈良ていただいておりますが、そこで奈良県と奈良ていただいておりますが、そこで奈良県と奈良市市市市のののの整整整整合合合合性性性性ははははああああるのかるのかるのかるのかどどどどうか、協力うか、協力うか、協力うか、協力体体体体制制制制にににに

ああああるのかるのかるのかるのかどどどどうか、これがまず１うか、これがまず１うか、これがまず１うか、これがまず１点点点点です。です。です。です。簡潔簡潔簡潔簡潔にににに答答答答ええええていただいてていただいてていただいてていただいて結結結結構構構構です。です。です。です。

ああああとととと乾乾乾乾川川川川もももも、実は上、実は上、実は上、実は上流流流流が奈良が奈良が奈良が奈良市市市市管管管管理理理理、、、、下下下下流流流流が奈良県管が奈良県管が奈良県管が奈良県管理理理理でででであああありまして、ちりまして、ちりまして、ちりまして、ちょょょょううううどどどどそのそのそのその境境境境

界界界界が奈良が奈良が奈良が奈良市市市市六六六六条条条条２２２２丁丁丁丁目目目目ににににああああるのか。実はるのか。実はるのか。実はるのか。実はああああそこのそこのそこのそこの市道市道市道市道は大は大は大は大変変変変狭狭狭狭く、そのく、そのく、そのく、その市道市道市道市道を拡を拡を拡を拡幅幅幅幅するこするこするこするこ

とにおいてやはりとにおいてやはりとにおいてやはりとにおいてやはり河河河河川の川の川の川の改改改改修も修も修も修も要るということで、これ要るということで、これ要るということで、これ要るということで、これもももも実実実実際際際際、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市と県がと県がと県がと県が相相相相当当当当な協力な協力な協力な協力

体体体体制制制制をとをとをとをとっっっっててててももももらわないことにはなかなか進らわないことにはなかなか進らわないことにはなかなか進らわないことにはなかなか進みみみみません。実ません。実ません。実ません。実際際際際、地、地、地、地元元元元からからからからもももも直直直直接接接接、、、、荒井荒井荒井荒井知事知事知事知事

にににに交交交交渉渉渉渉に行かれたというに行かれたというに行かれたというに行かれたという話話話話もももも聞聞聞聞いていて、知事からいていて、知事からいていて、知事からいていて、知事からももももいいいいいいいい返返返返事をいただいた事をいただいた事をいただいた事をいただいた話話話話もももも聞聞聞聞いておいておいておいてお

りますが、実りますが、実りますが、実りますが、実際際際際この進この進この進この進捗状況捗状況捗状況捗状況についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

ももももう１う１う１う１点点点点は、奈良は、奈良は、奈良は、奈良市市市市六六六六条条条条３３３３丁丁丁丁目目目目のののの交交交交差差差差点点点点です。です。です。です。ああああそこそこそこそこもももも非非非非常常常常にににに危危危危ないないないない交交交交差差差差点点点点でして、こでして、こでして、こでして、こ

ののののああああたりの進たりの進たりの進たりの進捗状況捗状況捗状況捗状況について、について、について、について、簡簡簡簡単単単単でででで結結結結構構構構でございますので、おでございますので、おでございますので、おでございますので、お答答答答ええええいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いいいい

ます。ます。ます。ます。

うだ・アニマルパークは、ここで説明してうだ・アニマルパークは、ここで説明してうだ・アニマルパークは、ここで説明してうだ・アニマルパークは、ここで説明してよよよよかかかかっっっったですたですたですたですよねよねよねよね。うだ・アニマルパークは。うだ・アニマルパークは。うだ・アニマルパークは。うだ・アニマルパークは

奈良奈良奈良奈良市市市市がががが随随随随分分分分奈良県にお奈良県にお奈良県にお奈良県にお世世世世話話話話をかけているわけで、奈良をかけているわけで、奈良をかけているわけで、奈良をかけているわけで、奈良市市市市からからからから何何何何かかかかあああありました。りました。りました。りました。何何何何かかかかあっあっあっあっ

たたたたっっっってててて……………………（発（発（発（発言言言言するするするする者あ者あ者あ者あり）り）り）り）何何何何かかかかあっあっあっあったら、おかしいな。これはたら、おかしいな。これはたら、おかしいな。これはたら、おかしいな。これは荒井荒井荒井荒井知事に知事に知事に知事に聞聞聞聞いたらいいたらいいたらいいたらい

いのですか、知事にこれはいのですか、知事にこれはいのですか、知事にこれはいのですか、知事にこれは質問質問質問質問します。します。します。します。礼礼礼礼の一つでの一つでの一つでの一つでもあっもあっもあっもあったのかたのかたのかたのかどどどどうか、うか、うか、うか、随随随随分分分分、県にお、県にお、県にお、県にお世世世世

話話話話をかけているわけです。それを奈良をかけているわけです。それを奈良をかけているわけです。それを奈良をかけているわけです。それを奈良市市市市ががががどどどどういうういうういうういう対対対対応応応応をしているのだをしているのだをしているのだをしているのだろろろろうとうとうとうと思思思思うとこうとこうとこうところろろろ

でででであああありまして、いずれにしましてりまして、いずれにしましてりまして、いずれにしましてりまして、いずれにしましてもももも奈良奈良奈良奈良市市市市、奈良県が奈良モデルというの、奈良県が奈良モデルというの、奈良県が奈良モデルというの、奈良県が奈良モデルというのもあもあもあもありまして連りまして連りまして連りまして連

携携携携することがすることがすることがすることが非非非非常常常常に大事でに大事でに大事でに大事であああありますし、そのりますし、そのりますし、そのりますし、その辺辺辺辺ははははどどどどうなのだうなのだうなのだうなのだろろろろうと、これについては知事うと、これについては知事うと、これについては知事うと、これについては知事

にににに質問質問質問質問するということで、するということで、するということで、するということで、今今今今はははは具具具具体的体的体的体的に３に３に３に３点点点点についてお願いいたします。についてお願いいたします。についてお願いいたします。についてお願いいたします。
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それと実は、一般それと実は、一般それと実は、一般それと実は、一般質問質問質問質問の中で出させていただきました要の中で出させていただきました要の中で出させていただきました要の中で出させていただきました要望望望望、、、、どどどどういうわけか中野委員ういうわけか中野委員ういうわけか中野委員ういうわけか中野委員もももも

されまして、２人とされまして、２人とされまして、２人とされまして、２人ともももも要要要要望望望望です。これがなです。これがなです。これがなです。これがなぜぜぜぜ要要要要望望望望になになになになっっっってしまてしまてしまてしまっっっったのか、実は大たのか、実は大たのか、実は大たのか、実は大変変変変反省反省反省反省しししし

ています。ています。ています。ています。質問質問質問質問にしておいたらにしておいたらにしておいたらにしておいたらよよよよかかかかっっっったと、なのでここで少したと、なのでここで少したと、なのでここで少したと、なのでここで少し質問質問質問質問をさせてをさせてをさせてをさせてももももらいます。らいます。らいます。らいます。

要するに要するに要するに要するに今今今今回の補正は回の補正は回の補正は回の補正は緊急緊急緊急緊急経済対策経済対策経済対策経済対策として、大きくとして、大きくとして、大きくとして、大きく組組組組まれ、ほとんまれ、ほとんまれ、ほとんまれ、ほとんどどどどがががが公公公公共共共共工工工工事です事です事です事ですねねねね。。。。

それでそれでそれでそれで稼稼稼稼がさせがさせがさせがさせよよよようというわけです。だからうというわけです。だからうというわけです。だからうというわけです。だから公公公公共共共共工工工工事は事は事は事はインフインフインフインフララララ整備整備整備整備と、それとと、それとと、それとと、それと経済経済経済経済を活を活を活を活

性化性化性化性化するという２つの大きなするという２つの大きなするという２つの大きなするという２つの大きな意意意意義義義義ががががああああるとるとるとると思思思思うのです。一般うのです。一般うのです。一般うのです。一般質問質問質問質問でででで言言言言いましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、、、、

要するに、要するに、要するに、要するに、もっもっもっもっとととともっもっもっもっと奈良県の地域と奈良県の地域と奈良県の地域と奈良県の地域経済経済経済経済をををを高高高高めるために実はめるために実はめるために実はめるために実は公公公公共共共共工工工工事を事を事を事をどどどどののののよよよようにつなうにつなうにつなうにつな

げげげげていくのか。ていくのか。ていくのか。ていくのか。ももももうはうはうはうはっっっっきりきりきりきり結結結結論論論論からからからから申申申申し上し上し上し上げげげげると、そると、そると、そると、そももももそそそそもももも最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格ががががああああるではなるではなるではなるではな

いですか。いですか。いですか。いですか。最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格はははは競競競競争争争争入入入入札札札札においてにおいてにおいてにおいてももももうこれうこれうこれうこれ以以以以上上上上価価価価格格格格を切を切を切を切っっっったらたらたらたら恐恐恐恐らくらくらくらく品品品品質質質質はははは保保保保

証証証証されないという部されないという部されないという部されないという部分分分分でででで多多多多分引分引分引分引かれているとかれているとかれているとかれていると思思思思うのです。そういううのです。そういううのです。そういううのです。そういう根根根根拠拠拠拠ををををもっもっもっもってててて引引引引かれてかれてかれてかれて

いる、いる、いる、いる、最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格ですですですですねねねね。だから、。だから、。だから、。だから、恐恐恐恐らくそれで出されているらくそれで出されているらくそれで出されているらくそれで出されている以以以以上はほとん上はほとん上はほとん上はほとんどみどみどみどみんな、んな、んな、んな、

それでそれでそれでそれで落落落落札札札札しているのでししているのでししているのでししているのでしょょょょう。ということになると、きう。ということになると、きう。ということになると、きう。ということになると、きっっっっとほとんとほとんとほとんとほとんどどどど利利利利益益益益はないとはないとはないとはないと思思思思うううう

のです、のです、のです、のです、利利利利益益益益がなかがなかがなかがなかっっっったら、たら、たら、たら、果果果果たしてたしてたしてたして経済経済経済経済効果効果効果効果はははは生生生生まれるのかまれるのかまれるのかまれるのかどどどどうか。これうか。これうか。これうか。これ下手下手下手下手をすると、をすると、をすると、をすると、

単単単単なるなるなるなるばばばばらまきではないか、らまきではないか、らまきではないか、らまきではないか、建建建建設業設業設業設業者者者者にににに対対対対するするするする何何何何というか、というか、というか、というか、利利利利益益益益誘誘誘誘導導導導でないかとでないかとでないかとでないかと言言言言われるわれるわれるわれる

かかかかももももわかりませんけれわかりませんけれわかりませんけれわかりませんけれどどどど、、、、あえあえあえあえてそこはてそこはてそこはてそこは言言言言いたいのですが、少いたいのですが、少いたいのですが、少いたいのですが、少 々々々々、、、、最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格を上を上を上を上げげげげてててて

ももももいいのではないか。これいいのではないか。これいいのではないか。これいいのではないか。これも数も数も数も数字字字字的的的的にやはり、１にやはり、１にやはり、１にやはり、１％％％％を上を上を上を上げろげろげろげろということはということはということはということは相相相相当当当当なななな経済経済経済経済効果効果効果効果

ああああるわけです。１００るわけです。１００るわけです。１００るわけです。１００億円億円億円億円、２００、２００、２００、２００億円億円億円億円のののの仕仕仕仕事を出すのと事を出すのと事を出すのと事を出すのと同じ同じ同じ同じぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの経済経済経済経済効果効果効果効果が上がるが上がるが上がるが上がる

わけですから、わずかその４わけですから、わずかその４わけですから、わずかその４わけですから、わずかその４分分分分の１の１の１の１ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの工工工工事の事の事の事のボボボボリリリリュュュュームで。これはームで。これはームで。これはームで。これは非非非非常常常常に合に合に合に合理的理的理的理的なななな

数数数数字字字字だとだとだとだと思思思思っっっっていて、そういうおていて、そういうおていて、そういうおていて、そういうお考え考え考え考えががががああああるのかるのかるのかるのかどどどどうか、これは、うか、これは、うか、これは、うか、これは、どどどどうしてうしてうしてうしてもももも聞聞聞聞きたいのきたいのきたいのきたいの

です。です。です。です。

それとそれとそれとそれとももももう一つはう一つはう一つはう一つは最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格についてについてについてについてもももも、な、な、な、なぜぜぜぜ奈良県は奈良県は奈良県は奈良県は全国的全国的全国的全国的にににに見見見見ててててもももも今今今今や少なくなや少なくなや少なくなや少なくな

っっっっている事前ている事前ている事前ている事前公公公公表表表表をされているのかということです。をされているのかということです。をされているのかということです。をされているのかということです。今今今今、、、、言っ言っ言っ言っているているているているよよよようにうにうにうに最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格

ををををももももう少し上う少し上う少し上う少し上げげげげてくださいというてくださいというてくださいというてくださいという以以以以上は、やはり事前上は、やはり事前上は、やはり事前上は、やはり事前公公公公表表表表はやらないはやらないはやらないはやらない方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思っっっっていていていてい

るのです。このるのです。このるのです。このるのです。この辺辺辺辺の議の議の議の議論論論論についてしたいとについてしたいとについてしたいとについてしたいと思思思思っっっっていたので、おていたので、おていたので、おていたので、お答答答答ええええいただけませんでしいただけませんでしいただけませんでしいただけませんでしょょょょ

うか。うか。うか。うか。

○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 西西西西のののの京周辺京周辺京周辺京周辺のののの道路整備道路整備道路整備道路整備につきましてでございますが、につきましてでございますが、につきましてでございますが、につきましてでございますが、駅駅駅駅東東東東

側側側側のののの世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産、その、その、その、その西西西西のののの京周辺京周辺京周辺京周辺をををを守守守守る会の計る会の計る会の計る会の計画画画画に、に、に、に、私私私私も参画も参画も参画も参画しておりますけれしておりますけれしておりますけれしておりますけれどもどもどもども、、、、近近近近鉄鉄鉄鉄

西西西西ノノノノ京京京京駅駅駅駅のののの西西西西口口口口ののののももももととととももももと奈良と奈良と奈良と奈良市市市市で計で計で計で計画画画画しておりましたしておりましたしておりましたしておりました西西西西のののの京京京京の南の南の南の南北北北北線線線線やややや六六六六条条条条線線線線を前提とを前提とを前提とを前提と

してしてしてして東側東側東側東側の計の計の計の計画画画画をやをやをやをやっっっっておりましたので、ておりましたので、ておりましたので、ておりましたので、今今今今回、新県立奈良回、新県立奈良回、新県立奈良回、新県立奈良病院病院病院病院に向けてはに向けてはに向けてはに向けては既既既既存存存存の計の計の計の計画画画画をををを

活活活活用用用用しながらのアクしながらのアクしながらのアクしながらのアクセセセセススススをををを考え考え考え考えておりますから、ておりますから、ておりますから、ておりますから、整整整整合をきちんとと合をきちんとと合をきちんとと合をきちんととっっっって奈良て奈良て奈良て奈良市市市市ととととも調整も調整も調整も調整しししし
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てやてやてやてやっっっっております。ております。ております。ております。

それから奈良それから奈良それから奈良それから奈良市市市市六六六六条条条条３３３３丁丁丁丁目目目目のののの交交交交差差差差点点点点でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどもどもどもども、これは、これは、これは、これはぐぐぐぐいちのいちのいちのいちの形形形形状状状状をををを解消解消解消解消

してしてしてして右折右折右折右折レレレレーーーーンンンン、、、、歩歩歩歩道道道道を設置していこうという計を設置していこうという計を設置していこうという計を設置していこうという計画画画画をしておりまして、地をしておりまして、地をしておりまして、地をしておりまして、地元元元元の水の水の水の水利利利利組組組組合、合、合、合、

それから土地所それから土地所それから土地所それから土地所有有有有者者者者、そういう、そういう、そういう、そういう方々方々方々方々とととと自自自自治会治会治会治会も含も含も含も含めてめてめてめて調整調整調整調整をさせていただいておりまして、をさせていただいておりまして、をさせていただいておりまして、をさせていただいておりまして、

おおおおおおおおむねむねむねむね計計計計画画画画のののの方方方方向は、向は、向は、向は、了解了解了解了解をををを得得得得られているとられているとられているとられていると思思思思っっっっております。ております。ております。ております。具具具具体的体的体的体的な計な計な計な計画画画画を平成２４を平成２４を平成２４を平成２４

年度年度年度年度取取取取りまとめて、平成２５年度からは実りまとめて、平成２５年度からは実りまとめて、平成２５年度からは実りまとめて、平成２５年度からは実際際際際のののの測測測測量量量量や設計にや設計にや設計にや設計に入っ入っ入っ入っていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思っっっっておりておりておりており

ます。ます。ます。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。

○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長○金剛河川課長 乾乾乾乾川のご川のご川のご川のご質問質問質問質問でございます。でございます。でございます。でございます。

乾乾乾乾川につきましては、川につきましては、川につきましては、川につきましては、市道市道市道市道の拡の拡の拡の拡幅幅幅幅工工工工事と一事と一事と一事と一体的体的体的体的にににに交交交交通の通の通の通の渋滞解消渋滞解消渋滞解消渋滞解消ををををああああわせてわせてわせてわせて浸浸浸浸水水水水解消解消解消解消とととと

いうことで地域のいうことで地域のいうことで地域のいうことで地域の課題課題課題課題をををを道路道路道路道路はははは市道市道市道市道ですので、奈良ですので、奈良ですので、奈良ですので、奈良市市市市と県とで一と県とで一と県とで一と県とで一体的体的体的体的に進めていかなけれに進めていかなけれに進めていかなけれに進めていかなけれ

ばばばばならないとならないとならないとならないと思思思思っっっっています。平成２５年度の新規事業ということでています。平成２５年度の新規事業ということでています。平成２５年度の新規事業ということでています。平成２５年度の新規事業ということで乾乾乾乾川は上川は上川は上川は上げげげげております。ております。ております。ております。

それで、いずれにしましてそれで、いずれにしましてそれで、いずれにしましてそれで、いずれにしましてもももも奈良奈良奈良奈良市市市市と協力をしていかないと、この事業は前を向いていかと協力をしていかないと、この事業は前を向いていかと協力をしていかないと、この事業は前を向いていかと協力をしていかないと、この事業は前を向いていか

ないというないというないというないという認認認認識識識識をををを持持持持っっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、引引引引き続き奈良き続き奈良き続き奈良き続き奈良市市市市と協力してまいりたいとと協力してまいりたいとと協力してまいりたいとと協力してまいりたいと思思思思います。います。います。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 公公公公共共共共事業の事業の事業の事業の経済経済経済経済効果効果効果効果ななななどどどどについてごについてごについてごについてご質問質問質問質問がございました。がございました。がございました。がございました。

今今今今回、回、回、回、国国国国の補正予算なの補正予算なの補正予算なの補正予算などどどどを活を活を活を活用用用用してしてしてして経済対策経済対策経済対策経済対策をやをやをやをやっっっっていくにていくにていくにていくに当当当当たたたたっっっっては、ては、ては、ては、先先先先ほほほほど申ど申ど申ど申してしてしてして

いただいいただいいただいいただいフフフフローのローのローのローの経済経済経済経済効果効果効果効果だけではなくて、例だけではなくて、例だけではなくて、例だけではなくて、例えば道路えば道路えば道路えば道路をををを改改改改良することに良することに良することに良することによっよっよっよってててて渋滞渋滞渋滞渋滞をなをなをなをな

くしくしくしくし安全安全安全安全なななな町町町町をつくをつくをつくをつくっっっっていく、ていく、ていく、ていく、インフインフインフインフラをつくラをつくラをつくラをつくっっっっていくということにていくということにていくということにていくということに対対対対してのしてのしてのしてのストッストッストッストックをクをクをクを

ししししっっっっかりつくかりつくかりつくかりつくっっっっていくていくていくていくよよよような広くきいてくるうな広くきいてくるうな広くきいてくるうな広くきいてくる経済的経済的経済的経済的なななな効果効果効果効果もももも期期期期待待待待しております。そういしております。そういしております。そういしております。そういっっっっ

た中で、ごた中で、ごた中で、ごた中で、ご質問質問質問質問の中での中での中での中で最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格で実で実で実で実際際際際のののの公公公公共共共共事業を受事業を受事業を受事業を受注注注注したとこしたとこしたとこしたところろろろが、受が、受が、受が、受注注注注してしてしてしても全も全も全も全

然然然然儲儲儲儲からない、からない、からない、からない、利利利利益益益益が出ないが出ないが出ないが出ない形形形形になになになになっっっっているのではないかというごているのではないかというごているのではないかというごているのではないかというご質疑質疑質疑質疑がございました。がございました。がございました。がございました。

これに関しましては、これに関しましては、これに関しましては、これに関しましては、現在現在現在現在、奈良県におきましては、、奈良県におきましては、、奈良県におきましては、、奈良県におきましては、最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格の算定は、の算定は、の算定は、の算定は、国国国国がががが採用採用採用採用しししし

ているているているている数数数数式式式式をををを準準準準用用用用しております。しております。しております。しております。

一一一一方方方方で、で、で、で、経済経済経済経済の活の活の活の活性化性化性化性化については、業については、業については、業については、業界界界界からからからからもももも要要要要望望望望が出ているのが出ているのが出ているのが出ているのもももも事実でございます。事実でございます。事実でございます。事実でございます。

国国国国やややや他他他他府府府府県の動向等県の動向等県の動向等県の動向等もももも踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、現在現在現在現在業業業業界界界界をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境、、、、雇雇雇雇用状況用状況用状況用状況ななななどどどど、総合、総合、総合、総合的的的的にににに勘勘勘勘案案案案

するするするする必必必必要が要が要が要がああああるとるとるとると思思思思っっっっております。ております。ております。ております。他他他他県の算定のやり県の算定のやり県の算定のやり県の算定のやり方方方方、、、、ああああるいはるいはるいはるいは落落落落札札札札率率率率のののの状況状況状況状況、業、業、業、業界界界界のののの

経経経経営営営営指指指指標標標標のののの分分分分析析析析ななななどどどどを進めさせていただいておりまして、を進めさせていただいておりまして、を進めさせていただいておりまして、を進めさせていただいておりまして、今後今後今後今後、、、、最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格を上を上を上を上げげげげるるるる必必必必

要が要が要が要がああああるかるかるかるかどどどどうか、そういうか、そういうか、そういうか、そういっっっったたたた判断判断判断判断につなにつなにつなにつなげげげげていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。

また、また、また、また、ああああわせてわせてわせてわせて最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格の事前の事前の事前の事前公公公公表表表表のののの話話話話でございます。これは平成１９年９月に発でございます。これは平成１９年９月に発でございます。これは平成１９年９月に発でございます。これは平成１９年９月に発

生生生生した県職員した県職員した県職員した県職員もももも関係した関係した関係した関係した宇陀宇陀宇陀宇陀土木事務所の土木事務所の土木事務所の土木事務所の談談談談合事合事合事合事件件件件をををを踏踏踏踏ままままええええ、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県入入入入札札札札・・・・契契契契約約約約制制制制度度度度改改改改革革革革

検討検討検討検討会での会での会での会での検討検討検討検討結結結結果果果果として事として事として事として事件件件件のののの再再再再発発発発防防防防止止止止に向けたに向けたに向けたに向けた改善改善改善改善策策策策としてとしてとしてとして導導導導入入入入したしたしたしたもももものでございまのでございまのでございまのでございま
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す。これらにつきまして総合す。これらにつきまして総合す。これらにつきまして総合す。これらにつきまして総合評価評価評価評価落落落落札札札札方方方方式式式式ななななどどどどのののの導導導導入入入入でででで品品品品質質質質のののの確保確保確保確保ななななどもどもどもども努努努努めながらこのめながらこのめながらこのめながらこの

方法方法方法方法でやらせていただいております。したがいまして、でやらせていただいております。したがいまして、でやらせていただいております。したがいまして、でやらせていただいております。したがいまして、現時点現時点現時点現時点でででで最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格等の事前等の事前等の事前等の事前公公公公

表表表表をををを継継継継続していきたいと続していきたいと続していきたいと続していきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 浅川委員、うだ・アニマルパークの浅川委員、うだ・アニマルパークの浅川委員、うだ・アニマルパークの浅川委員、うだ・アニマルパークの質問質問質問質問は、動物は、動物は、動物は、動物愛愛愛愛護護護護セセセセンタンタンタンターは３月１５ーは３月１５ーは３月１５ーは３月１５

日のくらし日のくらし日のくらし日のくらし創創創創造部が一造部が一造部が一造部が一応応応応、、、、原原原原課課課課のののの対対対対応応応応ということになりますのでということになりますのでということになりますのでということになりますので……………………（発（発（発（発言言言言するするするする者あ者あ者あ者あり）り）り）り）

（（（（「「「「えっえっえっえっ」と」と」と」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あ者あ者あ者あり）り）り）り）

○浅川議員○浅川議員○浅川議員○浅川議員 どっどっどっどっちでちでちでちでももももいいのですいいのですいいのですいいのですねねねね。。。。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 うん、いや、だけうん、いや、だけうん、いや、だけうん、いや、だけどどどど、直、直、直、直接接接接のののの対対対対応応応応はくらしはくらしはくらしはくらし創創創創造部の造部の造部の造部の方方方方になりますので。になりますので。になりますので。になりますので。

（（（（「「「「えっえっえっえっ、だけ、だけ、だけ、だけどどどどアニマルパークは」とアニマルパークは」とアニマルパークは」とアニマルパークは」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あ者あ者あ者あり）り）り）り）

○畑中南部振興監○畑中南部振興監○畑中南部振興監○畑中南部振興監 アニマルパークとアニマルパークとアニマルパークとアニマルパークと分分分分かれて動物かれて動物かれて動物かれて動物愛愛愛愛護護護護セセセセンタンタンタンターのーのーのーの方方方方は本は本は本は本来来来来はくらしはくらしはくらしはくらし創創創創造造造造

部です。部です。部です。部です。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 ああああああああ、そうですか。、そうですか。、そうですか。、そうですか。私私私私がががが言っ言っ言っ言っているのはくらしているのはくらしているのはくらしているのはくらし創創創創造部です造部です造部です造部ですねねねね。。。。（発（発（発（発言言言言するするするする者者者者

ああああり）わかりました。り）わかりました。り）わかりました。り）わかりました。あああありがとうございます。りがとうございます。りがとうございます。りがとうございます。

最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格のことについては、いのことについては、いのことについては、いのことについては、いろろろろいいいいろ調ろ調ろ調ろ調査をしていただきたいと査をしていただきたいと査をしていただきたいと査をしていただきたいと思思思思います。奈良県います。奈良県います。奈良県います。奈良県

だけがだけがだけがだけが突突突突出するというの出するというの出するというの出するというのもももも確確確確かにおかしいかかにおかしいかかにおかしいかかにおかしいかももももしれませんけれしれませんけれしれませんけれしれませんけれどどどど、そういうことを、そういうことを、そういうことを、そういうことを考え考え考え考え合合合合

わせた上でわせた上でわせた上でわせた上で調調調調査していただき、少し上査していただき、少し上査していただき、少し上査していただき、少し上げげげげていただけれていただけれていただけれていただければばばばいいといいといいといいと思思思思っっっっていますので、ていますので、ていますので、ていますので、よろよろよろよろしししし

くお願いしたいとくお願いしたいとくお願いしたいとくお願いしたいと思思思思います。います。います。います。

議議議議論論論論すすすすべべべべきはやはりきはやはりきはやはりきはやはり最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格の事前の事前の事前の事前公公公公表表表表です、これはです、これはです、これはです、これは確確確確かにかにかにかに談談談談合事合事合事合事件件件件という大という大という大という大変変変変不不不不

幸な事幸な事幸な事幸な事件件件件ががががあああありましたけれりましたけれりましたけれりましたけれどもどもどもども、実、実、実、実際際際際、、、、自自自自由由由由経済経済経済経済においてにおいてにおいてにおいて果果果果たしてそのたしてそのたしてそのたしてその最低最低最低最低制制制制限限限限をををを公公公公表表表表しししし

て、しかて、しかて、しかて、しかもももも落落落落札札札札がががが何何何何かくかくかくかくじじじじでででで決決決決まることまることまることまること自体自体自体自体がががが果果果果たしてたしてたしてたしてどどどどうなのだうなのだうなのだうなのだろろろろう、そう、そう、そう、そももももそそそそもももも業業業業者者者者がががが

自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの技術技術技術技術力を力を力を力をもっもっもっもってててて積積積積算して、算して、算して、算して、入入入入札札札札にはにはにはには臨臨臨臨むむむむわけですし、そのことにわけですし、そのことにわけですし、そのことにわけですし、そのことによっよっよっよって行て行て行て行政政政政自自自自

体も体も体も体も技術技術技術技術力を力を力を力を当然当然当然当然つけていくわけですから、これはつけていくわけですから、これはつけていくわけですから、これはつけていくわけですから、これはああああくまで県くまで県くまで県くまで県側側側側の立の立の立の立場場場場に立に立に立に立っっっっての、施ての、施ての、施ての、施策策策策

でででであっあっあっあって、実は業て、実は業て、実は業て、実は業界界界界の活の活の活の活性化性化性化性化や、そういうことをや、そういうことをや、そういうことをや、そういうことを考考考考慮慮慮慮にににに入入入入れていないのではないか、れていないのではないか、れていないのではないか、れていないのではないか、むむむむしししし

ろろろろ県県県県側側側側の立の立の立の立場場場場だだだだっっっったらそういう事たらそういう事たらそういう事たらそういう事件件件件は出したくないということにかかは出したくないということにかかは出したくないということにかかは出したくないということにかかっっっってのてのてのての保保保保護護護護施施施施策策策策で、で、で、で、

業業業業界界界界のののの方方方方をををを見見見見ていないというていないというていないというていないという気気気気がするのですが、いかがでしがするのですが、いかがでしがするのですが、いかがでしがするのですが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。ももももう一度おう一度おう一度おう一度お答答答答ええええいたいたいたいた

だけたらとだけたらとだけたらとだけたらと思思思思います。います。います。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 ごごごご指指指指摘摘摘摘のののの件件件件は、県は、県は、県は、県側側側側の立の立の立の立場場場場に立に立に立に立っっっってやてやてやてやっっっっているのではないかということているのではないかということているのではないかということているのではないかということ

だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。

繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、これは平成１９年９月の、しになりますが、これは平成１９年９月の、しになりますが、これは平成１９年９月の、しになりますが、これは平成１９年９月の、談談談談合事合事合事合事件件件件をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、検討検討検討検討会での会での会での会での検討検討検討検討

結結結結果果果果としてとしてとしてとして導導導導入入入入したしたしたしたもももものでございます。そののでございます。そののでございます。そののでございます。その後後後後、、、、最最最最近も近も近も近もまたこれはまたこれはまたこれはまたこれは町町町町でででであああありましたけれりましたけれりましたけれりましたけれどどどど
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もももも、平成２３年３月に、平成２３年３月に、平成２３年３月に、平成２３年３月に入入入入札札札札にまつわるにまつわるにまつわるにまつわる談談談談合、わい合、わい合、わい合、わいろろろろに関するに関するに関するに関する不不不不祥祥祥祥事が発事が発事が発事が発生生生生しているしているしているしている状況状況状況状況でででで

ございます。そういございます。そういございます。そういございます。そういっっっったたたた状況もあ状況もあ状況もあ状況もある中でくる中でくる中でくる中でくじじじじ引引引引きというおきというおきというおきというお話話話話ががががあああありました。くりました。くりました。くりました。くじじじじ引引引引きに関きに関きに関きに関

しましては、実しましては、実しましては、実しましては、実際際際際は３は３は３は３，，，，００００００００００００万万万万円円円円未満未満未満未満のののの建建建建設設設設工工工工事で事で事で事で起起起起きております。３きております。３きております。３きております。３，，，，００００００００００００万万万万円以円以円以円以

上の上の上の上の建建建建設設設設工工工工事につきましては、総合事につきましては、総合事につきましては、総合事につきましては、総合評価評価評価評価落落落落札札札札方方方方式式式式をををを導導導導入入入入しており、しており、しており、しており、企企企企業の施業の施業の施業の施工工工工実実実実績績績績、施、施、施、施工工工工

計計計計画画画画ななななどどどどの提案を受けての提案を受けての提案を受けての提案を受けて技術技術技術技術力を力を力を力を評価評価評価評価をさせていただいておりますので、３をさせていただいておりますので、３をさせていただいておりますので、３をさせていただいておりますので、３，，，，００００００００００００万万万万円円円円

以以以以上の大きい上の大きい上の大きい上の大きい工工工工事につきましては、事につきましては、事につきましては、事につきましては、技術技術技術技術力を力を力を力を重重重重視視視視したしたしたした競競競競争争争争性性性性のののの確保確保確保確保をををを図図図図らせていただくとらせていただくとらせていただくとらせていただくと

ととととももももにににに不不不不良、良、良、良、不不不不適格適格適格適格企企企企業の業の業の業の改善改善改善改善ににににももももつなつなつなつなげげげげているているているているもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 だから３だから３だから３だから３，，，，００００００００００００万万万万円以円以円以円以下下下下のののの工工工工事です事です事です事ですよよよよ、その規、その規、その規、その規模模模模でのでのでのでの話話話話なのですなのですなのですなのですよねよねよねよね。こ。こ。こ。こ

れについては、まだまだ議れについては、まだまだ議れについては、まだまだ議れについては、まだまだ議論論論論していけしていけしていけしていけばばばばいいといいといいといいと思思思思っっっっていますし、それでまたていますし、それでまたていますし、それでまたていますし、それでまた荒井荒井荒井荒井知事知事知事知事へへへへのののの

要要要要望望望望になるかになるかになるかになるかももももわかりません、そういうわかりません、そういうわかりません、そういうわかりません、そういう形形形形でやらせていただきたいとでやらせていただきたいとでやらせていただきたいとでやらせていただきたいと思思思思います。います。います。います。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 うだ・アニマルパークうだ・アニマルパークうだ・アニマルパークうだ・アニマルパークへへへへのののの質問質問質問質問がなくなりましたので、一つだけ。奈良県のがなくなりましたので、一つだけ。奈良県のがなくなりましたので、一つだけ。奈良県のがなくなりましたので、一つだけ。奈良県の

幹線幹線幹線幹線について議会について議会について議会について議会も幹線も幹線も幹線も幹線・・・・交交交交通通通通対策対策対策対策特別委員会がなくなり、なかなか発特別委員会がなくなり、なかなか発特別委員会がなくなり、なかなか発特別委員会がなくなり、なかなか発言言言言とか、そことか、そことか、そことか、そこへ入へ入へ入へ入

っっっっていていていていろろろろいいいいろろろろ聞聞聞聞くくくく機機機機会がついつい少なくな会がついつい少なくな会がついつい少なくな会がついつい少なくなっっっっていますけれていますけれていますけれていますけれどもどもどもども、き、き、き、きょょょょうは奈良県うは奈良県うは奈良県うは奈良県内内内内のののの主主主主要要要要

幹線幹線幹線幹線の中での中での中での中でもももも、特に、特に、特に、特に私私私私はははは香香香香芝芝芝芝市市市市にににに住住住住んでいますので、中和んでいますので、中和んでいますので、中和んでいますので、中和幹線幹線幹線幹線やややや国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号号号号のののの西幹線西幹線西幹線西幹線にににに

ついて少しおついて少しおついて少しおついて少しお話話話話しさせてしさせてしさせてしさせてももももらい、県らい、県らい、県らい、県全体全体全体全体ででででもももも絶絶絶絶対対対対こういうことがこういうことがこういうことがこういうことがああああるということでまたおるということでまたおるということでまたおるということでまたお

答答答答ええええををををももももらいたいのです。中和らいたいのです。中和らいたいのです。中和らいたいのです。中和幹線幹線幹線幹線はやはやはやはやっっっっととととああああとととと国国国国土土土土交交交交通通通通省省省省直直直直轄轄轄轄のののの約約約約２２２２キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルがルがルがルが残残残残

っっっっているだけですけれているだけですけれているだけですけれているだけですけれどもどもどもども、これ、これ、これ、これもももも地地地地元元元元説明やい説明やい説明やい説明やいろろろろいいいいろろろろ具具具具体的体的体的体的に進んでいるから、に進んでいるから、に進んでいるから、に進んでいるから、香香香香芝芝芝芝市市市市

民民民民からのからのからのからの声声声声もよもよもよもよく、く、く、く、早早早早くやくやくやくやっっっってるなということはてるなということはてるなということはてるなということは聞聞聞聞いております。この中和いております。この中和いております。この中和いております。この中和幹線幹線幹線幹線でででで個個個個人人人人的的的的

ににににもももも一一一一番番番番驚驚驚驚いたのはいたのはいたのはいたのは電話電話電話電話と会と会と会と会っっっった人から、きた人から、きた人から、きた人から、きょょょょうはいいうはいいうはいいうはいい天気天気天気天気ですというですというですというですという話話話話ははははよよよよくくくくあっあっあっあっててててもももも、、、、

ああああの中和の中和の中和の中和幹線幹線幹線幹線のののの下下下下田のとこ田のとこ田のとこ田のところろろろがががが供用供用供用供用開開開開始始始始になになになになっっっってから、てから、てから、てから、ももももうううう町町町町のののの景景景景色色色色がががが変変変変わりました。わりました。わりました。わりました。ああああ

ああああ、、、、道路道路道路道路でこれだけでこれだけでこれだけでこれだけ町町町町がががが変変変変わわわわっっっっててててよよよよくなくなくなくなっっっって、て、て、て、私私私私もももも県会議員をさせていただいてて、県会議員をさせていただいてて、県会議員をさせていただいてて、県会議員をさせていただいてて、電話電話電話電話

ででででもももも１０本１０本１０本１０本ぐぐぐぐらいらいらいらいあああありました。りました。りました。りました。ああああれれれれ供用供用供用供用開開開開始始始始ででででよよよよかかかかっっっったですとか、たですとか、たですとか、たですとか、ももももうううう町町町町がががが変変変変わりましたわりましたわりましたわりました

ななななどどどど、会う人会う人たくさんの、会う人会う人たくさんの、会う人会う人たくさんの、会う人会う人たくさんの方方方方がががが言っ言っ言っ言ってくださてくださてくださてくださっっっった。だから、これはた。だから、これはた。だから、これはた。だから、これは後後後後はははは国国国国土土土土交交交交通通通通省省省省直直直直

轄轄轄轄の関係だけで、日の関係だけで、日の関係だけで、日の関係だけで、日 々々々々努努努努力して力して力して力してももももららららっっっっているからわかります。ているからわかります。ているからわかります。ているからわかります。

ききききょょょょうはうはうはうは国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号も号も号も号も非非非非常常常常にににに頑張頑張頑張頑張っっっっていただいていますけれていただいていますけれていただいていますけれていただいていますけれどもどもどもども、、、、王王王王寺寺寺寺町町町町からからからから香香香香芝芝芝芝市市市市

へ来へ来へ来へ来るまでるまでるまでるまで王王王王寺寺寺寺町町町町がががが非非非非常常常常にににに先先先先行していました。とこ行していました。とこ行していました。とこ行していました。ところろろろが、この４年間が、この４年間が、この４年間が、この４年間どどどどういうわけかういうわけかういうわけかういうわけか王王王王寺寺寺寺

町町町町がががが停停停停滞滞滞滞しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、香香香香芝芝芝芝市市市市としたら、としたら、としたら、としたら、あっあっあっあっ、、、、王王王王寺寺寺寺町町町町ははははああああまり進まないからまり進まないからまり進まないからまり進まないから香香香香芝芝芝芝市市市市のののの

おくれおくれおくれおくれぐあぐあぐあぐあいがいがいがいが目目目目立たなくていい、こういう立たなくていい、こういう立たなくていい、こういう立たなくていい、こういう冗談冗談冗談冗談話話話話もももも実はしていました。で実はしていました。で実はしていました。で実はしていました。でもももも、、、、今今今今度、ま度、ま度、ま度、ま

たたたた王王王王寺寺寺寺町も国道町も国道町も国道町も国道１６８１６８１６８１６８号号号号のののの幹線幹線幹線幹線は、は、は、は、町町町町長を長を長を長を筆頭筆頭筆頭筆頭にににに頑張頑張頑張頑張るとるとるとると聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。香香香香芝芝芝芝市市市市の、の、の、の、西西西西名名名名

阪自阪自阪自阪自動動動動車道車道車道車道のののの香香香香芝芝芝芝インタインタインタインターーーーチェンチェンチェンチェンジから特に南ジから特に南ジから特に南ジから特に南側側側側は、は、は、は、非非非非常常常常にににに商商商商店店店店街街街街がががが多多多多いというのか、いというのか、いというのか、いというのか、食食食食
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べべべべ物物物物屋屋屋屋さんがさんがさんがさんが非非非非常常常常にににに多多多多いです。県いです。県いです。県いです。県もももも今今今今までまでまでまで住宅住宅住宅住宅地に地に地に地に国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号号号号がかかるときには、がかかるときには、がかかるときには、がかかるときには、住む住む住む住む

とことことこところろろろの代の代の代の代替替替替地、地、地、地、各各各各そのそのそのその家家家家庭が庭が庭が庭が探探探探してきて、ここと代してきて、ここと代してきて、ここと代してきて、ここと代替替替替地でいきまし地でいきまし地でいきまし地でいきましょょょょうということで協うということで協うということで協うということで協

力力力力的的的的だだだだっっっったけれたけれたけれたけれどもどもどもども、なかなかご、なかなかご、なかなかご、なかなかご商商商商売売売売をされていたら、そういうをされていたら、そういうをされていたら、そういうをされていたら、そういう話話話話ももももうまくいかないというまくいかないというまくいかないというまくいかないとい

うことで県うことで県うことで県うことで県もももも少し力を少し力を少し力を少し力を入入入入れて、こういう土地れて、こういう土地れて、こういう土地れて、こういう土地もあもあもあもありますりますりますりますよよよよと提案すれと提案すれと提案すれと提案すればよばよばよばよい。別にい。別にい。別にい。別に不不不不動動動動産産産産

屋屋屋屋をしなさいというわけではないけれをしなさいというわけではないけれをしなさいというわけではないけれをしなさいというわけではないけれどもどもどもども、やはりそういう協力がなか、やはりそういう協力がなか、やはりそういう協力がなか、やはりそういう協力がなかっっっったら、この地域たら、この地域たら、この地域たら、この地域

はいかないということではずはいかないということではずはいかないということではずはいかないということではずっっっっと進んでいきました。と進んでいきました。と進んでいきました。と進んでいきました。

ここできここできここできここできょょょょうううう聞聞聞聞きたいのはきたいのはきたいのはきたいのは香香香香芝芝芝芝市市市市、、、、先先先先ほほほほどどどど県と奈良県と奈良県と奈良県と奈良市市市市とはとはとはとはどどどどうなのかという浅川委員のうなのかという浅川委員のうなのかという浅川委員のうなのかという浅川委員の

意見もあ意見もあ意見もあ意見もありましたけれりましたけれりましたけれりましたけれどもどもどもども、この、この、この、この国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号号号号のののの西幹線西幹線西幹線西幹線の拡の拡の拡の拡幅幅幅幅はははは基基基基本本本本的的的的には本には本には本には本当当当当にににに香香香香芝芝芝芝市市市市

ののののススススムームームームーズズズズなななな車車車車のののの往往往往来来来来、それが、それが、それが、それが各市町各市町各市町各市町村の人材や物村の人材や物村の人材や物村の人材や物資資資資のののの交流交流交流交流というというというという経済経済経済経済の活の活の活の活性化性化性化性化というこというこというこというこ

とで、とで、とで、とで、非非非非常常常常にににに香香香香芝芝芝芝市市市市にとにとにとにとっっっってててても早も早も早も早く拡く拡く拡く拡幅幅幅幅してほしのです。とこしてほしのです。とこしてほしのです。とこしてほしのです。ところろろろがががが今今今今進めている中では、進めている中では、進めている中では、進めている中では、

どどどどちらかというと、これは県のちらかというと、これは県のちらかというと、これは県のちらかというと、これは県の仕仕仕仕事で、県がや事で、県がや事で、県がや事で、県がやっっっってくれるというてくれるというてくれるというてくれるという感感感感覚覚覚覚がががが香香香香芝芝芝芝市市市市ににににあああありすりすりすりすぎぎぎぎ

るということです。この間るということです。この間るということです。この間るということです。この間もももも香香香香芝芝芝芝市へ市へ市へ市へ行行行行っっっって、こんなて、こんなて、こんなて、こんな話話話話をしをたのです。県はこのをしをたのです。県はこのをしをたのです。県はこのをしをたのです。県はこの西幹線西幹線西幹線西幹線

でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな場場場場合、合、合、合、工工工工事は事は事は事は用用用用地地地地買収買収買収買収が進んだらすが進んだらすが進んだらすが進んだらすぐぐぐぐだがだがだがだが用用用用地地地地買収買収買収買収までは行かないです。そまでは行かないです。そまでは行かないです。そまでは行かないです。そ

の協力は、地の協力は、地の協力は、地の協力は、地元元元元のののの市市市市がしがしがしがしっっっっかり協力しないことにはかり協力しないことにはかり協力しないことにはかり協力しないことには無無無無理理理理だと。ということは、だと。ということは、だと。ということは、だと。ということは、香香香香芝芝芝芝市市市市ににににもももも

いいいいろろろろいいいいろろろろな土地がな土地がな土地がな土地がああああり、それを知り、それを知り、それを知り、それを知っっっっているのは、ているのは、ているのは、ているのは、香香香香芝芝芝芝市市市市が一が一が一が一番番番番よよよよく知く知く知く知っっっっています。この地ています。この地ています。この地ています。この地

域の人たちは域の人たちは域の人たちは域の人たちは店店店店舗舗舗舗がががが多多多多いから、こういうとこいから、こういうとこいから、こういうとこいから、こういうところもあろもあろもあろもありますという協力りますという協力りますという協力りますという協力体体体体制制制制でいかないと進でいかないと進でいかないと進でいかないと進

まないし、なおかつ、まないし、なおかつ、まないし、なおかつ、まないし、なおかつ、ももももうううう香香香香芝芝芝芝市市市市が協力しなかが協力しなかが協力しなかが協力しなかっっっったら、県はたら、県はたら、県はたら、県はももももうこれは進めず、これはうこれは進めず、これはうこれは進めず、これはうこれは進めず、これは香香香香

芝芝芝芝市市市市にとにとにとにとっっっってててて必必必必要で要で要で要であろあろあろあろう、それだう、それだう、それだう、それだっっっったらたらたらたら香香香香芝芝芝芝市市市市ががががもっもっもっもっとととと汗汗汗汗水水水水垂垂垂垂らして県に協力するらして県に協力するらして県に協力するらして県に協力する体体体体制制制制

をとらないといけないとをとらないといけないとをとらないといけないとをとらないといけないと言言言言うわけなのです。実うわけなのです。実うわけなのです。実うわけなのです。実際際際際そうだとそうだとそうだとそうだと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。担当ベ担当ベ担当ベ担当ベーーーーススススからからからから聞聞聞聞

いていたらいていたらいていたらいていたら国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号号号号ですが、ですが、ですが、ですが、ももももう一う一う一う一方的方的方的方的にににに香香香香芝芝芝芝市市市市なんかこれは県の事業となんかこれは県の事業となんかこれは県の事業となんかこれは県の事業と思思思思っっっっているているているている

よよよようなうなうなうな感感感感じじじじです。こんなことをしていたらです。こんなことをしていたらです。こんなことをしていたらです。こんなことをしていたら全然全然全然全然進進進進みみみみません。だからません。だからません。だからません。だから今今今今度は県は、度は県は、度は県は、度は県は、香香香香芝芝芝芝市市市市のののの

ために、この地域のためにために、この地域のためにために、この地域のためにために、この地域のために国道国道国道国道の拡の拡の拡の拡幅幅幅幅ななななどどどどをやをやをやをやっっっっているのだから、そのているのだから、そのているのだから、そのているのだから、そのよよよように協力うに協力うに協力うに協力体体体体制制制制がががが

なかなかなかなかっっっったら、たら、たら、たら、ももももうほかうほかうほかうほかへ工へ工へ工へ工事は事は事は事は移移移移りましたと、それこそりましたと、それこそりましたと、それこそりましたと、それこそ橿橿橿橿原市原市原市原市の小の小の小の小房房房房へへへへ行きますという行きますという行きますという行きますというぐぐぐぐ

らいのらいのらいのらいの主主主主張張張張ももももいいといいといいといいと思思思思う。う。う。う。

だから、だから、だから、だから、私私私私が、が、が、が、香香香香芝芝芝芝市市市市ですからですからですからですから香香香香芝芝芝芝市市市市の例をの例をの例をの例を言言言言いましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、、、、結結結結構構構構、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県下下下下でそでそでそでそ

ういうことがういうことがういうことがういうことが多多多多い。このい。このい。このい。この道路道路道路道路がががが欲欲欲欲しい、広くしてほしい、しい、広くしてほしい、しい、広くしてほしい、しい、広くしてほしい、安全安全安全安全にしてほしいと、県ににしてほしいと、県ににしてほしいと、県ににしてほしいと、県に対対対対しししし

てててて文文文文句句句句だけだけだけだけ言言言言うわけです。いうわけです。いうわけです。いうわけです。いええええ、そうではない。例、そうではない。例、そうではない。例、そうではない。例えばえばえばえば桜井桜井桜井桜井市市市市に、大和に、大和に、大和に、大和高高高高田田田田市市市市に、に、に、に、橿橿橿橿原市原市原市原市

にににに必必必必要で要で要で要でああああれれれればばばば県が協力するのは県が協力するのは県が協力するのは県が協力するのは当当当当たり前だけれたり前だけれたり前だけれたり前だけれどもどもどもども、ち、ち、ち、ちょょょょっっっっと県がと県がと県がと県が遠遠遠遠慮慮慮慮しているというしているというしているというしているという

か、か、か、か、もっもっもっもっとととと香香香香芝芝芝芝市も市も市も市も多多多多分分分分したしたしたしたっっっっているのだているのだているのだているのだろろろろ、この地域のために。それが、この地域のために。それが、この地域のために。それが、この地域のために。それがひひひひいては県いては県いては県いては県民民民民のののの

幸せになるということを幸せになるということを幸せになるということを幸せになるということをもっもっもっもっと、と、と、と、具具具具体的体的体的体的にやらないといけないけれにやらないといけないけれにやらないといけないけれにやらないといけないけれどもどもどもども、、、、国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号号号号のののの
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今今今今の、進の、進の、進の、進捗状況捗状況捗状況捗状況というのはというのはというのはというのはももももうううう細細細細かいことは、きかいことは、きかいことは、きかいことは、きょょょょうはうはうはうは時時時時間がないので間がないので間がないので間がないので聞聞聞聞きませんけれきませんけれきませんけれきませんけれどどどど

もももも、ち、ち、ち、ちょょょょっっっっとととと市市市市と県とのと県とのと県とのと県との対対対対応応応応ははははもっもっもっもっと県がと県がと県がと県が強気強気強気強気でいかないといけません。というのは、でいかないといけません。というのは、でいかないといけません。というのは、でいかないといけません。というのは、市市市市

がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ要要要要望望望望を出すわけですから、それにを出すわけですから、それにを出すわけですから、それにを出すわけですから、それによっよっよっよってててて必必必必要要要要性性性性をををを感感感感じじじじて、県がするわけです。て、県がするわけです。て、県がするわけです。て、県がするわけです。

そしたらそしたらそしたらそしたら今今今今度は県がすると度は県がすると度は県がすると度は県がすると言っ言っ言っ言ったら、たら、たら、たら、ももももうううう市市市市はははは住住住住民民民民のののの苦苦苦苦情も含情も含情も含情も含めてめてめてめてあああある程度ほる程度ほる程度ほる程度ほっっっったらかしたらかしたらかしたらかし

にします。そういうことは、にします。そういうことは、にします。そういうことは、にします。そういうことは、あっあっあっあってはならないとてはならないとてはならないとてはならないと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、県の、県の、県の、県の姿勢姿勢姿勢姿勢をきをきをきをきょょょょうううう

はははは問問問問いたいということで、いたいということで、いたいということで、いたいということで、ももももう土木部長がう土木部長がう土木部長がう土木部長が答弁答弁答弁答弁してくれたら１回でしてくれたら１回でしてくれたら１回でしてくれたら１回で終終終終わりますので。わりますので。わりますので。わりますので。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 一般一般一般一般的的的的なおなおなおなお話話話話で実で実で実で実際際際際、県の、県の、県の、県の国道国道国道国道事業事業事業事業ああああるいは県るいは県るいは県るいは県道道道道事業な事業な事業な事業などどどどのときに地のときに地のときに地のときに地元元元元

の協力をの協力をの協力をの協力をもっもっもっもっとととと求求求求めて進めて進めて進めて進捗捗捗捗を進めるを進めるを進めるを進めるべべべべきではないかというごきではないかというごきではないかというごきではないかというご質問質問質問質問でございます。でございます。でございます。でございます。

そのとおりだとそのとおりだとそのとおりだとそのとおりだと思思思思います。本います。本います。本います。本当当当当にににに用用用用地の地の地の地の問問問問題題題題は、なかなか進は、なかなか進は、なかなか進は、なかなか進捗捗捗捗が進まないことがが進まないことがが進まないことがが進まないことが多多多多々あ々あ々あ々あ

ります。ごります。ごります。ごります。ご指指指指摘摘摘摘のののの国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号号号号については、中和については、中和については、中和については、中和幹線幹線幹線幹線前前前前後後後後の部の部の部の部分分分分はごはごはごはご承承承承知の知の知の知のよよよようにできてうにできてうにできてうにできて

きていますけれきていますけれきていますけれきていますけれどもどもどもども、、、、国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号号号号そのそのそのそのもももものを４のを４のを４のを４車線車線車線車線に拡に拡に拡に拡幅幅幅幅するというとこするというとこするというとこするというところろろろは、ごは、ごは、ごは、ご質問質問質問質問

ががががあああありましたりましたりましたりましたよよよようにうにうにうに商商商商店店店店がびがびがびがびっっっっちりちりちりちり張張張張りついていて、なかなかりついていて、なかなかりついていて、なかなかりついていて、なかなか難難難難しく、いしく、いしく、いしく、いろろろろいいいいろろろろ苦苦苦苦慮慮慮慮してしてしてして

いるとこいるとこいるとこいるところろろろでございます。そうした中ででございます。そうした中ででございます。そうした中ででございます。そうした中で香香香香芝芝芝芝市市市市ににににもももも逐逐逐逐次次次次いいいいろろろろいいいいろろろろ地地地地権権権権者へ者へ者へ者へのののの対対対対応応応応ななななどどどどはははは相相相相

談談談談しながらやらせていただいておりますが、ごしながらやらせていただいておりますが、ごしながらやらせていただいておりますが、ごしながらやらせていただいておりますが、ご指指指指摘摘摘摘のとおりのとおりのとおりのとおり今後今後今後今後ははははよよよより一り一り一り一層市層市層市層市と連と連と連と連携携携携をしをしをしをし

て進めるて進めるて進めるて進めるよよよようにしたいとうにしたいとうにしたいとうにしたいと思思思思いますし、いますし、いますし、いますし、今今今今までまでまでまでももももやらせていただいておりますが、きやらせていただいておりますが、きやらせていただいておりますが、きやらせていただいておりますが、きょょょょうのうのうのうの

これをきこれをきこれをきこれをきっっっっかけに、かけに、かけに、かけに、香香香香芝芝芝芝市市市市ににににももももももももう一度連う一度連う一度連う一度連携携携携をするをするをするをするよよよように職員をうに職員をうに職員をうに職員を早早早早速行かせてお速行かせてお速行かせてお速行かせてお話話話話しするしするしするしする

よよよようにしたいとうにしたいとうにしたいとうにしたいと思思思思います。ほかのとこいます。ほかのとこいます。ほかのとこいます。ほかのところろろろについてについてについてについてもももも、、、、ぜひぜひぜひぜひそういう地そういう地そういう地そういう地元元元元との関係で進まなとの関係で進まなとの関係で進まなとの関係で進まな

いとこいとこいとこいところろろろについては、地については、地については、地については、地元役元役元役元役場場場場ととととココココミュミュミュミュニニニニケケケケーーーーショショショションンンンをしながら進めてまいりたいとをしながら進めてまいりたいとをしながら進めてまいりたいとをしながら進めてまいりたいと思思思思いいいい

ます。ます。ます。ます。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 要要要要望望望望だけ。だけ。だけ。だけ。今今今今のののの答弁答弁答弁答弁でいいのですけれでいいのですけれでいいのですけれでいいのですけれどもどもどもども、要は、要は、要は、要はああああなたのなたのなたのなたの町町町町にこのにこのにこのにこの道路道路道路道路がががが必必必必

要なのです。要なのです。要なのです。要なのです。必必必必要だ要だ要だ要だっっっったら、たら、たら、たら、もっもっもっもっと協力してください、協力しなかと協力してください、協力しなかと協力してください、協力しなかと協力してください、協力しなかっっっったら、たら、たら、たら、ももももうしうしうしうしばばばばらくらくらくらく

おきますというおきますというおきますというおきますというぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの対対対対応応応応をしていかないと、前向いて進まないということををしていかないと、前向いて進まないということををしていかないと、前向いて進まないということををしていかないと、前向いて進まないということを私私私私ももももう、う、う、う、

現現現現実に実に実に実に市市市市にはにはにはには言っ言っ言っ言っていますから、協力しなけれていますから、協力しなけれていますから、協力しなけれていますから、協力しなければもばもばもばもうこれはほうこれはほうこれはほうこれはほっっっっとけということまでとけということまでとけということまでとけということまで言っ言っ言っ言っ

ていますので、県ていますので、県ていますので、県ていますので、県もももも弱弱弱弱気気気気ではなくしではなくしではなくしではなくしっっっっかりとこのかりとこのかりとこのかりとこの町町町町のために、それが県の発展につながるのために、それが県の発展につながるのために、それが県の発展につながるのために、それが県の発展につながる

というというというという意意意意識識識識ををををももももう１回う１回う１回う１回持持持持ちながらちながらちながらちながら対対対対応応応応してほしいということを要してほしいということを要してほしいということを要してほしいということを要望望望望としてとしてとしてとして終終終終わわわわっっっっておきまておきまておきまておきま

す。す。す。す。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 最最最最後後後後のののの質問質問質問質問になになになになろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思います。います。います。います。時時時時間はた間はた間はた間はたっっっっぷぷぷぷりございますので、りございますので、りございますので、りございますので、ゆゆゆゆっっっっくくくく

りさせていただきたいとりさせていただきたいとりさせていただきたいとりさせていただきたいと思思思思いますが、浅川委員からいますが、浅川委員からいますが、浅川委員からいますが、浅川委員から同じ同じ同じ同じ質問質問質問質問ががががあああありました。りました。りました。りました。以以以以下同下同下同下同文文文文といといといとい

うことでございますので、そのうことでございますので、そのうことでございますので、そのうことでございますので、そのベベベベーーーーススススででででももももう１う１う１う１点点点点だけおだけおだけおだけお話話話話をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思います。います。います。います。

最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格をををを引引引引き上き上き上き上げげげげていただきたいのが一つ、それとていただきたいのが一つ、それとていただきたいのが一つ、それとていただきたいのが一つ、それと国国国国のののの基基基基準準準準でででで入入入入札価札価札価札価格格格格は算定をは算定をは算定をは算定を
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されているということでございますので、それはそれでされているということでございますので、それはそれでされているということでございますので、それはそれでされているということでございますので、それはそれで了了了了とするのですけれとするのですけれとするのですけれとするのですけれどもどもどもども、やはり、やはり、やはり、やはり

現場現場現場現場現場現場現場現場でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなパなパなパなパタタタターーーーンンンンががががああああるとるとるとると思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。工工工工事事事事現場現場現場現場のののの道道道道がががが狭狭狭狭かかかかっっっったり広かたり広かたり広かたり広かっっっったたたた

り、り、り、り、ああああるいはるいはるいはるいはぬぬぬぬかるんだりかるんだりかるんだりかるんだり雨雨雨雨がががが降っ降っ降っ降ったりということがたりということがたりということがたりということがああああるから、るから、るから、るから、画画画画一一一一的的的的にマニにマニにマニにマニュュュュアルで、アルで、アルで、アルで、

算定するのではなくて、やはり算定するのではなくて、やはり算定するのではなくて、やはり算定するのではなくて、やはり現場現場現場現場ををををよよよよく知く知く知く知っっっっていただいて、算定ていただいて、算定ていただいて、算定ていただいて、算定価価価価格格格格を出してを出してを出してを出してあげあげあげあげてほてほてほてほ

しいなというのがしいなというのがしいなというのがしいなというのが思思思思いでございます。いでございます。いでございます。いでございます。公公公公共共共共工工工工事、少事、少事、少事、少 々々々々、、、、今今今今までまでまでまでよよよよりりりりもももも出てきて、さ出てきて、さ出てきて、さ出てきて、さぞぞぞぞ建建建建設設設設

業業業業者者者者が喜んでおられるだが喜んでおられるだが喜んでおられるだが喜んでおられるだろろろろうとうとうとうと話話話話をしていますと、さにをしていますと、さにをしていますと、さにをしていますと、さにああああらず、らず、らず、らず、幾幾幾幾らららら公公公公共共共共工工工工事がふ事がふ事がふ事がふええええててててもももも、、、、

平たく平たく平たく平たく言言言言いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、ももももうからないうからないうからないうからない工工工工事事事事ばっばっばっばっかりでやかりでやかりでやかりでやっっっっててててみみみみたら、すたら、すたら、すたら、すべべべべてててて赤赤赤赤字字字字だだだだっっっったたたた

というというというという声声声声ををををああああちらこちらでちらこちらでちらこちらでちらこちらで聞聞聞聞くわけです。くわけです。くわけです。くわけです。仕仕仕仕事をして事をして事をして事をして赤赤赤赤字字字字ががががどどどどんんんんどどどどん出るということは、ん出るということは、ん出るということは、ん出るということは、

経済的経済的経済的経済的にはにはにはには不不不不健健健健康です。だから康です。だから康です。だから康です。だから健健健健康康康康的的的的な、な、な、な、経済経済経済経済が回るが回るが回るが回るよよよように、回るというのはうに、回るというのはうに、回るというのはうに、回るというのは適適適適当当当当にににに利利利利潤潤潤潤

もももも上上上上げげげげて、そしてて、そしてて、そしてて、そして下下下下請請請請ももももききききっっっっちりちりちりちり養養養養ええええる、そしてまた、る、そしてまた、る、そしてまた、る、そしてまた、稼稼稼稼いでいただいていでいただいていでいただいていでいただいて税税税税金も金も金も金も払払払払っっっっていていていてい

ただけるというのがただけるというのがただけるというのがただけるというのが健健健健康な康な康な康な経済経済経済経済ののののササササイイイイクルだとクルだとクルだとクルだと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、ひひひひとつごとつごとつごとつご理解理解理解理解をいただいて、をいただいて、をいただいて、をいただいて、

前向きに前向きに前向きに前向きに考え考え考え考えててててあげあげあげあげていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。

最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格は浅川委員のは浅川委員のは浅川委員のは浅川委員の質問質問質問質問でででで答答答答ええええて、前向きにて、前向きにて、前向きにて、前向きに答弁答弁答弁答弁いただきましたけれいただきましたけれいただきましたけれいただきましたけれどもどもどもども、、、、入入入入札札札札

価価価価格格格格のののの件件件件についてはいかがでしについてはいかがでしについてはいかがでしについてはいかがでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お答答答答ををををええええいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 予定予定予定予定価価価価格格格格のおのおのおのお話話話話だとだとだとだと理解理解理解理解しております。予定しております。予定しております。予定しております。予定価価価価格格格格からからからから最低最低最低最低制制制制限限限限価価価価格格格格もももも出出出出

てまいるてまいるてまいるてまいるもももものでございますけれのでございますけれのでございますけれのでございますけれどもどもどもども、、、、今今今今のののの話話話話、、、、現場現場現場現場のののの状況状況状況状況ななななどどどどにににによっよっよっよって実て実て実て実際際際際にかかるにかかるにかかるにかかる費用費用費用費用、、、、

歩歩歩歩掛掛掛掛かりかりかりかりもももも異異異異なるのではないかというごなるのではないかというごなるのではないかというごなるのではないかというご質問質問質問質問ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思います。います。います。います。

積積積積算するに算するに算するに算するに当当当当たたたたっっっってはてはてはては現場現場現場現場のののの条件条件条件条件ななななどどどどを設定して、それで計算をしてまいります。を設定して、それで計算をしてまいります。を設定して、それで計算をしてまいります。を設定して、それで計算をしてまいります。現場現場現場現場

のののの状況状況状況状況ななななどどどどを、設計をするを、設計をするを、設計をするを、設計をする際際際際にににによよよよくくくく確確確確認認認認をして設計をしておけをして設計をしておけをして設計をしておけをして設計をしておけばばばば、、、、積積積積算のときにし算のときにし算のときにし算のときにしっっっっかりかりかりかり

とととと適適適適切な切な切な切な積積積積算ができると算ができると算ができると算ができると思思思思っっっっております。設計、ております。設計、ております。設計、ております。設計、調調調調査の査の査の査の段段段段階階階階からからからからよよよよくくくく現場現場現場現場のののの状況状況状況状況をををを確確確確認認認認しししし

た上でた上でた上でた上で工工工工事につな事につな事につな事につなげげげげるるるるよよよようにしてまいりたいとうにしてまいりたいとうにしてまいりたいとうにしてまいりたいと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 業業業業界界界界からからからからもももも要要要要望書望書望書望書が出ていると、が出ていると、が出ていると、が出ていると、先先先先ほほほほどどどどだれかおだれかおだれかおだれかおっっっっししししゃゃゃゃいました。でいました。でいました。でいました。でもももも、、、、先先先先

日の一般日の一般日の一般日の一般質問質問質問質問の中でこれ一つだけ要の中でこれ一つだけ要の中でこれ一つだけ要の中でこれ一つだけ要望望望望をさせていただいたわけでございますけれをさせていただいたわけでございますけれをさせていただいたわけでございますけれをさせていただいたわけでございますけれどもどもどもども、そ、そ、そ、そ

んなにんなにんなにんなに差差差差異異異異はないとはないとはないとはないと思思思思っっっっているのです。ですからているのです。ですからているのです。ですからているのです。ですから今今今今のののの答弁答弁答弁答弁、大庭土木部長、業、大庭土木部長、業、大庭土木部長、業、大庭土木部長、業界界界界にそういにそういにそういにそうい

うことを速やかにうことを速やかにうことを速やかにうことを速やかに返返返返事をしてや事をしてや事をしてや事をしてやっっっっていただかないと、やはりていただかないと、やはりていただかないと、やはりていただかないと、やはり先先先先行きが行きが行きが行きが不安不安不安不安なのです。だかなのです。だかなのです。だかなのです。だか

らららら希希希希望望望望がないわけですから、がないわけですから、がないわけですから、がないわけですから、希希希希望望望望ががががああああるなら、るなら、るなら、るなら、ああああるるるる返答返答返答返答をしをしをしをしっっっっかりと速やかにしてやかりと速やかにしてやかりと速やかにしてやかりと速やかにしてやっっっってててて

いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。

思思思思っっっっているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどもどもどもども、、、、共共共共産産産産党党党党ののののどどどどなたか、県土マなたか、県土マなたか、県土マなたか、県土マネネネネジジジジメントメントメントメント部という名前につい部という名前につい部という名前につい部という名前につい

て、て、て、て、何何何何かおかおかおかおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていたけれていたけれていたけれていたけれどどどど、これ本、これ本、これ本、これ本当当当当にすにすにすにすばばばばらしいいい名前だとらしいいい名前だとらしいいい名前だとらしいいい名前だと解解解解釈釈釈釈しているのでしているのでしているのでしているので

す。す。す。す。イメイメイメイメージージージージ変変変変わりますわりますわりますわりますよよよよ、大庭土木部長。、大庭土木部長。、大庭土木部長。、大庭土木部長。スコッスコッスコッスコップで土、プで土、プで土、プで土、掘掘掘掘りまくるりまくるりまくるりまくるよよよようなうなうなうなイメイメイメイメージかージかージかージか
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ら、ら、ら、ら、経経経経営営営営とか、とか、とか、とか、ああああるいは管るいは管るいは管るいは管理理理理とか、そういうとか、そういうとか、そういうとか、そういう意意意意味味味味だとだとだとだと思思思思うのですが、そういうことをうのですが、そういうことをうのですが、そういうことをうのですが、そういうことをイメイメイメイメ

ージするージするージするージするよよよような、うな、うな、うな、イメイメイメイメージは大事でしージは大事でしージは大事でしージは大事でしょょょょ、だから、そういう、だから、そういう、だから、そういう、だから、そういう意意意意味味味味も込も込も込も込めて、第一、めて、第一、めて、第一、めて、第一、初初初初代県代県代県代県

土マ土マ土マ土マネネネネジジジジメントメントメントメント部長になるわけですから、部長になるわけですから、部長になるわけですから、部長になるわけですから、ひひひひとつそのこととつそのこととつそのこととつそのこともよろもよろもよろもよろしくお願いをしておきたしくお願いをしておきたしくお願いをしておきたしくお願いをしておきた

いといといといと思思思思います。います。います。います。

業業業業界界界界に、すに、すに、すに、すぐぐぐぐにその報告をしてやにその報告をしてやにその報告をしてやにその報告をしてやっっっっていただけますか。ていただけますか。ていただけますか。ていただけますか。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 このこのこのこの冬冬冬冬に業に業に業に業界界界界とととと意見交意見交意見交意見交換換換換をさせていただきました。そのをさせていただきました。そのをさせていただきました。そのをさせていただきました。その模模模模様様様様は業は業は業は業界界界界誌誌誌誌なななな

どどどどではではではでは紹介紹介紹介紹介をされております。そのときにをされております。そのときにをされております。そのときにをされております。そのときに私私私私どもどもどもどもから、いただいた要から、いただいた要から、いただいた要から、いただいた要望望望望に関してはに関してはに関してはに関しては文書文書文書文書でででで

おこたおこたおこたおこたええええするというご回するというご回するというご回するというご回答答答答をををを荒井荒井荒井荒井知事からさせていただいております。まだできておりま知事からさせていただいております。まだできておりま知事からさせていただいております。まだできておりま知事からさせていただいております。まだできておりま

せん。速やかにせん。速やかにせん。速やかにせん。速やかに対対対対応応応応していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 あああありがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。終終終終わります。わります。わります。わります。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにご質問質問質問質問ははははあああありませんかりませんかりませんかりませんか。。。。（発（発（発（発言言言言するするするする者あ者あ者あ者あり）り）り）り）

ほかにほかにほかにほかに質問質問質問質問がなけれがなけれがなけれがなければばばば、これを、これを、これを、これをもっもっもっもって、南部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、土木部、て、南部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、土木部、て、南部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、土木部、て、南部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、土木部、

まちづくり推進局の審査をまちづくり推進局の審査をまちづくり推進局の審査をまちづくり推進局の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。

明日３月１４日は明日３月１４日は明日３月１４日は明日３月１４日は午午午午前１０前１０前１０前１０時よ時よ時よ時より、り、り、り、健健健健康康康康福祉福祉福祉福祉部、こ部、こ部、こ部、こどもどもどもども・・・・女女女女性性性性局、局、局、局、医療政医療政医療政医療政策策策策部の審査を部の審査を部の審査を部の審査を

行います。行います。行います。行います。

これで本日の会議をこれで本日の会議をこれで本日の会議をこれで本日の会議を終終終終わります。わります。わります。わります。どどどどううううもあもあもあもありがとうございました。ごりがとうございました。ごりがとうございました。ごりがとうございました。ご苦苦苦苦労労労労さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。


