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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

＜総括＞＜総括＞＜総括＞＜総括＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年３月１９日（火） １３：０３～１６：３０平成２５年３月１９日（火） １３：０３～１６：３０平成２５年３月１９日（火） １３：０３～１６：３０平成２５年３月１９日（火） １３：０３～１６：３０

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

奥田 博康 委員奥田 博康 委員奥田 博康 委員奥田 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 荒井 知事荒井 知事荒井 知事荒井 知事

奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事

稲山 副知事稲山 副知事稲山 副知事稲山 副知事

杉田 副知事杉田 副知事杉田 副知事杉田 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

林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監

中山 地域振興部長中山 地域振興部長中山 地域振興部長中山 地域振興部長

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

久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長

江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長

西岡 こども・女性局長西岡 こども・女性局長西岡 こども・女性局長西岡 こども・女性局長

高城 医療政策部長高城 医療政策部長高城 医療政策部長高城 医療政策部長
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影山 くらし創造部長兼景観・環境局長影山 くらし創造部長兼景観・環境局長影山 くらし創造部長兼景観・環境局長影山 くらし創造部長兼景観・環境局長

浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長

冨岡 農林部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長

大庭 土木部長大庭 土木部長大庭 土木部長大庭 土木部長

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

辻本 水道局長兼地域振興部次長辻本 水道局長兼地域振興部次長辻本 水道局長兼地域振興部次長辻本 水道局長兼地域振興部次長

冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長

原山 警察本部長原山 警察本部長原山 警察本部長原山 警察本部長

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 ただいまから、本日の会議を開きます。ただいまから、本日の会議を開きます。ただいまから、本日の会議を開きます。ただいまから、本日の会議を開きます。

本日の傍聴者はいません。本日の傍聴者はいません。本日の傍聴者はいません。本日の傍聴者はいません。

それでは、日程に従い、総括審査を行います。それでは、日程に従い、総括審査を行います。それでは、日程に従い、総括審査を行います。それでは、日程に従い、総括審査を行います。

質疑等があればご発言願います。質疑等があればご発言願います。質疑等があればご発言願います。質疑等があればご発言願います。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 それでは、委員長のご指名をいただきまして、知事に１問だけ総括的な意味それでは、委員長のご指名をいただきまして、知事に１問だけ総括的な意味それでは、委員長のご指名をいただきまして、知事に１問だけ総括的な意味それでは、委員長のご指名をいただきまして、知事に１問だけ総括的な意味

合いでの質問をさせていただきたいと、思います。合いでの質問をさせていただきたいと、思います。合いでの質問をさせていただきたいと、思います。合いでの質問をさせていただきたいと、思います。

奈良県農業総合センターがこのたび桜井市へ移転整備することに伴いまして、奈良県農奈良県農業総合センターがこのたび桜井市へ移転整備することに伴いまして、奈良県農奈良県農業総合センターがこのたび桜井市へ移転整備することに伴いまして、奈良県農奈良県農業総合センターがこのたび桜井市へ移転整備することに伴いまして、奈良県農

業総合センターの関係で村おこしをぜひとも考えていく必要があるのではないかというこ業総合センターの関係で村おこしをぜひとも考えていく必要があるのではないかというこ業総合センターの関係で村おこしをぜひとも考えていく必要があるのではないかというこ業総合センターの関係で村おこしをぜひとも考えていく必要があるのではないかというこ

とについてご質問をさせていただきたいと思います。その根拠について、私なりにいろいとについてご質問をさせていただきたいと思います。その根拠について、私なりにいろいとについてご質問をさせていただきたいと思います。その根拠について、私なりにいろいとについてご質問をさせていただきたいと思います。その根拠について、私なりにいろい

ろな関係者のご意見なり情報もいただいておりますので、それらを踏まえながらご報告なろな関係者のご意見なり情報もいただいておりますので、それらを踏まえながらご報告なろな関係者のご意見なり情報もいただいておりますので、それらを踏まえながらご報告なろな関係者のご意見なり情報もいただいておりますので、それらを踏まえながらご報告な

りご紹介させていただいて質問に入りたいと思います。りご紹介させていただいて質問に入りたいと思います。りご紹介させていただいて質問に入りたいと思います。りご紹介させていただいて質問に入りたいと思います。

まず、奈良県農業総合センターの移転整備につきましては、もちろん６次産業化研修拠まず、奈良県農業総合センターの移転整備につきましては、もちろん６次産業化研修拠まず、奈良県農業総合センターの移転整備につきましては、もちろん６次産業化研修拠まず、奈良県農業総合センターの移転整備につきましては、もちろん６次産業化研修拠

点施設とい点施設とい点施設とい点施設といっっっったものもたものもたものもたものも含含含含んでおります。そういう意味ではんでおります。そういう意味ではんでおります。そういう意味ではんでおります。そういう意味ではハハハハーーーード面ド面ド面ド面ととととソフト面ソフト面ソフト面ソフト面、、、、両方両方両方両方の整の整の整の整

備をしていく。備をしていく。備をしていく。備をしていく。特特特特ににににソフト面ソフト面ソフト面ソフト面については奈良県農業総合センターは高については奈良県農業総合センターは高については奈良県農業総合センターは高については奈良県農業総合センターは高度度度度な研な研な研な研究究究究開発をし開発をし開発をし開発をしっっっっ

かりかりかりかりややややるのだと。それから、るのだと。それから、るのだと。それから、るのだと。それから、オオオオンンンンリリリリーーーーワワワワンのンのンのンの結果結果結果結果を出していくのだと、そういう農産を出していくのだと、そういう農産を出していくのだと、そういう農産を出していくのだと、そういう農産物物物物をををを

つくつくつくつくっっっっていくのだという意ていくのだという意ていくのだという意ていくのだという意気込み気込み気込み気込みがががが示示示示されました。これは、されました。これは、されました。これは、されました。これは、何何何何かかかか新新新新しいしいしいしい工夫工夫工夫工夫をされるものをされるものをされるものをされるもの

だとだとだとだと実実実実はははは期待期待期待期待しておりましたが、しておりましたが、しておりましたが、しておりましたが、ふふふふたをあけてたをあけてたをあけてたをあけてみみみみたら本たら本たら本たら本当当当当にににに想像以上想像以上想像以上想像以上のののの気迫気迫気迫気迫、意、意、意、意気込み気込み気込み気込みのののの

大大大大変変変変こもこもこもこもっっっったたたた動動動動きをされるものだときをされるものだときをされるものだときをされるものだと期待期待期待期待をさせていただいておるし、また、地をさせていただいておるし、また、地をさせていただいておるし、また、地をさせていただいておるし、また、地元元元元もももも歓迎歓迎歓迎歓迎をををを
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いたしております。そのことをまずいたしております。そのことをまずいたしております。そのことをまずいたしております。そのことをまず申申申申しししし上げ上げ上げ上げながら、ながら、ながら、ながら、具体具体具体具体的にでは的にでは的にでは的にでは一体一体一体一体地地地地元元元元はどういうはどういうはどういうはどういう期期期期

待待待待をををを寄寄寄寄せているのか。例えばせているのか。例えばせているのか。例えばせているのか。例えばソフト面ソフト面ソフト面ソフト面で、研で、研で、研で、研究究究究の高の高の高の高度度度度化、化、化、化、オオオオンンンンリリリリーーーーワワワワンンンン作物作物作物作物をををを生生生生産してい産してい産してい産してい

くことをくことをくことをくことを目標目標目標目標にしていきますと、必ずにしていきますと、必ずにしていきますと、必ずにしていきますと、必ず試験場試験場試験場試験場でそういうものをつくでそういうものをつくでそういうものをつくでそういうものをつくっっっったけれども、たけれども、たけれども、たけれども、安安安安定的定的定的定的

なななな生生生生産産産産供給供給供給供給ができるかどうか、そういうができるかどうか、そういうができるかどうか、そういうができるかどうか、そういう試験試験試験試験的なこともいろいろしなければならないだろ的なこともいろいろしなければならないだろ的なこともいろいろしなければならないだろ的なこともいろいろしなければならないだろ

うと。そうすれば、農業うと。そうすれば、農業うと。そうすれば、農業うと。そうすれば、農業生生生生産者にいろいろ産者にいろいろ産者にいろいろ産者にいろいろ協力協力協力協力をもらう必要が出てくるだろう。つくるをもらう必要が出てくるだろう。つくるをもらう必要が出てくるだろう。つくるをもらう必要が出てくるだろう。つくる内内内内

容容容容にににによっよっよっよっては地域的にあちこちのその土地ては地域的にあちこちのその土地ては地域的にあちこちのその土地ては地域的にあちこちのその土地柄柄柄柄の環境の環境の環境の環境風風風風土、土土、土土、土土、土壌壌壌壌、、、、技術技術技術技術といといといといっっっったものとたものとたものとたものとマッマッマッマッ

チチチチンンンンググググさせながらのさせながらのさせながらのさせながらの展展展展開になるとは思いますが、地開になるとは思いますが、地開になるとは思いますが、地開になるとは思いますが、地元元元元桜井市は、移転整備される桜井市は、移転整備される桜井市は、移転整備される桜井市は、移転整備される池池池池之之之之内や内や内や内や、、、、

あるいは高あるいは高あるいは高あるいは高家家家家、それに、それに、それに、それに挟挟挟挟まれる山田といまれる山田といまれる山田といまれる山田といっっっった、こういう地域はまさに農た、こういう地域はまさに農た、こういう地域はまさに農た、こういう地域はまさに農作物作物作物作物のののの盛盛盛盛んなとこんなとこんなとこんなとこ

ろであるし、また、ろであるし、また、ろであるし、また、ろであるし、また、遊休遊休遊休遊休地ということで、地ということで、地ということで、地ということで、遊遊遊遊んでいる土地がまだたくさんあります。農業んでいる土地がまだたくさんあります。農業んでいる土地がまだたくさんあります。農業んでいる土地がまだたくさんあります。農業

者育成、地域の農業振興という意味合いでも奈良県農業総合センターと、地域の農業者と者育成、地域の農業振興という意味合いでも奈良県農業総合センターと、地域の農業者と者育成、地域の農業振興という意味合いでも奈良県農業総合センターと、地域の農業者と者育成、地域の農業振興という意味合いでも奈良県農業総合センターと、地域の農業者と

のののの連携連携連携連携を大いにを大いにを大いにを大いにやっやっやっやっていいのではないかと思います。ていいのではないかと思います。ていいのではないかと思います。ていいのではないかと思います。

あるいはまた、あるいはまた、あるいはまた、あるいはまた、建築物建築物建築物建築物の関係ですが、これは奈良県農業総合センター、農業大の関係ですが、これは奈良県農業総合センター、農業大の関係ですが、これは奈良県農業総合センター、農業大の関係ですが、これは奈良県農業総合センター、農業大学校学校学校学校のののの建建建建

築築築築もそうだし、研修拠点施設もそうだけれども、もそうだし、研修拠点施設もそうだけれども、もそうだし、研修拠点施設もそうだけれども、もそうだし、研修拠点施設もそうだけれども、今度今度今度今度のののの建物建物建物建物ははははややややはり農とはり農とはり農とはり農と食食食食ををををココココンセンセンセンセプトプトプトプト

にしていくにしていくにしていくにしていくわわわわけですから、けですから、けですから、けですから、非常非常非常非常ににににユニユニユニユニーーーーククククなななな建物建物建物建物、それも県産、それも県産、それも県産、それも県産材材材材をををを使使使使い、そしてまた、い、そしてまた、い、そしてまた、い、そしてまた、今今今今

日の日の日の日の電力エネルギ電力エネルギ電力エネルギ電力エネルギーのーのーのーの方面方面方面方面からもからもからもからも電気電気電気電気をしをしをしをしっっっっかりとかりとかりとかりと確確確確保していく保していく保していく保していくよよよようなうなうなうな再生可能エネルギ再生可能エネルギ再生可能エネルギ再生可能エネルギ

ー施設で発ー施設で発ー施設で発ー施設で発電電電電をををを起起起起こしていくといこしていくといこしていくといこしていくといっっっったたたた形形形形で、いろいろで、いろいろで、いろいろで、いろいろ先端先端先端先端のののの建物建物建物建物、農業の、農業の、農業の、農業のよよよようなうなうなうな非常非常非常非常に第に第に第に第

１次産業、おくれた１次産業、おくれた１次産業、おくれた１次産業、おくれたイメイメイメイメーーーージジジジではなくて、それこそではなくて、それこそではなくて、それこそではなくて、それこそ近近近近代的なものにつく代的なものにつく代的なものにつく代的なものにつくっっっっていきながら地ていきながら地ていきながら地ていきながら地

域に域に域に域に貢献貢献貢献貢献をしていくことを考えていただきたいとの思いもいたします。をしていくことを考えていただきたいとの思いもいたします。をしていくことを考えていただきたいとの思いもいたします。をしていくことを考えていただきたいとの思いもいたします。

あるいはまた、地あるいはまた、地あるいはまた、地あるいはまた、地元元元元でとれるものに山田の大根といでとれるものに山田の大根といでとれるものに山田の大根といでとれるものに山田の大根といっっっってとてもおいしくててとてもおいしくててとてもおいしくててとてもおいしくて有有有有名です。し名です。し名です。し名です。し

かし、これは大和野かし、これは大和野かし、これは大和野かし、これは大和野菜菜菜菜ののののブラブラブラブランンンンドドドドのののの一作物一作物一作物一作物にはなにはなにはなにはなっっっっておりません。こういうておりません。こういうておりません。こういうておりません。こういうよよよような地域は、うな地域は、うな地域は、うな地域は、

何何何何も桜井市だけではないのです。桜井市も桜井市だけではないのです。桜井市も桜井市だけではないのです。桜井市も桜井市だけではないのです。桜井市や宇陀や宇陀や宇陀や宇陀市市市市ややややらららら橿橿橿橿原市原市原市原市ややややら、いろいろなところの土ら、いろいろなところの土ら、いろいろなところの土ら、いろいろなところの土

地地地地柄柄柄柄の、あそこのこれはおいしいとか、大の、あそこのこれはおいしいとか、大の、あそこのこれはおいしいとか、大の、あそこのこれはおいしいとか、大豆豆豆豆はおいしいとか、いろいろとあるはおいしいとか、いろいろとあるはおいしいとか、いろいろとあるはおいしいとか、いろいろとあるわわわわけですかけですかけですかけですか

ら、そういうものをら、そういうものをら、そういうものをら、そういうものをやっぱやっぱやっぱやっぱり育てていくことが必要ではないか。り育てていくことが必要ではないか。り育てていくことが必要ではないか。り育てていくことが必要ではないか。薬草薬草薬草薬草も、も、も、も、昔昔昔昔は、高は、高は、高は、高家家家家ではではではでは

たくさんつくられておたくさんつくられておたくさんつくられておたくさんつくられておっっっったたたたよよよようです。うです。うです。うです。非常非常非常非常にににに盛盛盛盛んだんだんだんだっっっったたたたよよよようです。うです。うです。うです。今今今今はこれがもうはこれがもうはこれがもうはこれがもう下下下下火に火に火に火に

ななななっっっってしまい、それでもてしまい、それでもてしまい、それでもてしまい、それでも今今今今でもでもでもでも薬草薬草薬草薬草をををを何何何何とかとかとかとか昔昔昔昔ののののよよよようにつくりたいということがあるのでうにつくりたいということがあるのでうにつくりたいということがあるのでうにつくりたいということがあるので

す。そういうことで、地す。そういうことで、地す。そういうことで、地す。そういうことで、地元元元元、地域の農産、地域の農産、地域の農産、地域の農産物物物物、これを、これを、これを、これをやっぱやっぱやっぱやっぱりもりもりもりもっっっっともともともともっっっっとととと世世世世に出していけに出していけに出していけに出していけ

るるるるよよよよう、そういうう、そういうう、そういうう、そういう作作作作業も県農業大業も県農業大業も県農業大業も県農業大学校側学校側学校側学校側、あるいは奈良県農業総合センターに、、あるいは奈良県農業総合センターに、、あるいは奈良県農業総合センターに、、あるいは奈良県農業総合センターに、力力力力をおかをおかをおかをおか

しいただくことで、奈良県農業総合センター、あるいは６次産業化研修拠点施設と村おこしいただくことで、奈良県農業総合センター、あるいは６次産業化研修拠点施設と村おこしいただくことで、奈良県農業総合センター、あるいは６次産業化研修拠点施設と村おこしいただくことで、奈良県農業総合センター、あるいは６次産業化研修拠点施設と村おこ

し、これでひとつし、これでひとつし、これでひとつし、これでひとつ連携連携連携連携を、を、を、を、力強力強力強力強くくくくやっやっやっやっていただきたいと思うていただきたいと思うていただきたいと思うていただきたいと思うわわわわけです。けです。けです。けです。

さらに、その６次産業化の研修拠点施設、これはさらに、その６次産業化の研修拠点施設、これはさらに、その６次産業化の研修拠点施設、これはさらに、その６次産業化の研修拠点施設、これは実実実実はははは単単単単にににに建物建物建物建物をををを建建建建てていいというてていいというてていいというてていいという場所場所場所場所
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ではないのです。大和平野をではないのです。大和平野をではないのです。大和平野をではないのです。大和平野を眺望眺望眺望眺望できる、このできる、このできる、このできる、この非常非常非常非常にすばらしいにすばらしいにすばらしいにすばらしい眺望眺望眺望眺望、そういう、そういう、そういう、そういう位置位置位置位置にあにあにあにあ

るのです。ちるのです。ちるのです。ちるのです。ちょょょょうど山の中うど山の中うど山の中うど山の中間ぐ間ぐ間ぐ間ぐらいのところにらいのところにらいのところにらいのところに敷敷敷敷地があ地があ地があ地があっっっって、そこにその施設があて、そこにその施設があて、そこにその施設があて、そこにその施設があっっっったと。たと。たと。たと。

そうすれば、そうすれば、そうすれば、そうすれば、眺望眺望眺望眺望のいいところですから、桜井市ののいいところですから、桜井市ののいいところですから、桜井市ののいいところですから、桜井市の阿阿阿阿部から部から部から部から眺め眺め眺め眺めると、本ると、本ると、本ると、本当当当当にすごくにすごくにすごくにすごくモダモダモダモダ

ンな施設だと、ちンな施設だと、ちンな施設だと、ちンな施設だと、ちょっょっょっょっとあそこにでもとあそこにでもとあそこにでもとあそこにでも寄っ寄っ寄っ寄って見に行こうかと、そういうて見に行こうかと、そういうて見に行こうかと、そういうて見に行こうかと、そういう非常非常非常非常に景観にに景観にに景観にに景観にマッマッマッマッ

チチチチをしたをしたをしたをした建物建物建物建物として、として、として、として、建建建建設をしていくことも設をしていくことも設をしていくことも設をしていくことも重重重重要ではないか。要ではないか。要ではないか。要ではないか。

あと２つ、３つあと２つ、３つあと２つ、３つあと２つ、３つ申申申申しししし上げ上げ上げ上げますが、あそこのますが、あそこのますが、あそこのますが、あそこの場場場場合は、山の中合は、山の中合は、山の中合は、山の中腹腹腹腹にありますので、水環境、にありますので、水環境、にありますので、水環境、にありますので、水環境、

水水水水利利利利用、これについて水道局も用、これについて水道局も用、これについて水道局も用、これについて水道局も来来来来ておりますが、それもておりますが、それもておりますが、それもておりますが、それも池池池池もごもごもごもござざざざいますので、うまく水環いますので、うまく水環いますので、うまく水環いますので、うまく水環

境の整備をしていく。そして、地境の整備をしていく。そして、地境の整備をしていく。そして、地境の整備をしていく。そして、地元元元元のののの方方方方たちはたたちはたたちはたたちはため池め池め池め池をををを持っ持っ持っ持っておりますから、そことておりますから、そことておりますから、そことておりますから、そこと協力協力協力協力

をし合をし合をし合をし合っっっっていく。こんなていく。こんなていく。こんなていく。こんな作作作作業もこれから必要だろうと思います。あるいは、その研修拠点業もこれから必要だろうと思います。あるいは、その研修拠点業もこれから必要だろうと思います。あるいは、その研修拠点業もこれから必要だろうと思います。あるいは、その研修拠点

施設への道施設への道施設への道施設への道路路路路、、、、アクアクアクアクセセセセスススス道道道道路路路路ががががややややはりはりはりはり重重重重要にな要にな要にな要になっっっってきます。これとて、地てきます。これとて、地てきます。これとて、地てきます。これとて、地元元元元のののの協力協力協力協力をををを得得得得なななな

がら、そして桜井市のがら、そして桜井市のがら、そして桜井市のがら、そして桜井市の協力協力協力協力をををを得得得得ながらの整備もながらの整備もながらの整備もながらの整備も当然当然当然当然考えなければならない。幸いにして、考えなければならない。幸いにして、考えなければならない。幸いにして、考えなければならない。幸いにして、

冒頭冒頭冒頭冒頭に言いましたに言いましたに言いましたに言いましたよよよように、地うに、地うに、地うに、地元元元元桜井市は桜井市は桜井市は桜井市は歓迎歓迎歓迎歓迎をしておりますので、私もそこはをしておりますので、私もそこはをしておりますので、私もそこはをしておりますので、私もそこは力力力力にならせにならせにならせにならせ

ていただいてていただいてていただいてていただいて頑張頑張頑張頑張りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

あるいは加あるいは加あるいは加あるいは加工食品工食品工食品工食品、これも開発されていく。そうすると、地、これも開発されていく。そうすると、地、これも開発されていく。そうすると、地、これも開発されていく。そうすると、地元元元元は大は大は大は大豆豆豆豆がとれる地域ががとれる地域ががとれる地域ががとれる地域が多多多多

いですから、そうしたらひとつ、いですから、そうしたらひとつ、いですから、そうしたらひとつ、いですから、そうしたらひとつ、みみみみそづくりでもそづくりでもそづくりでもそづくりでもややややろうかと。ろうかと。ろうかと。ろうかと。今今今今そんなことを考えていらそんなことを考えていらそんなことを考えていらそんなことを考えていら

っっっっししししゃゃゃゃるのですけれども、そのるのですけれども、そのるのですけれども、そのるのですけれども、そのみみみみそづくり、そづくり、そづくり、そづくり、調調調調理、加理、加理、加理、加工工工工ということで、ここは６次産業化ということで、ここは６次産業化ということで、ここは６次産業化ということで、ここは６次産業化

研修施設と考えていら研修施設と考えていら研修施設と考えていら研修施設と考えていらっっっっししししゃゃゃゃいますから、地いますから、地いますから、地いますから、地元元元元のそういう意のそういう意のそういう意のそういう意向向向向を踏まえながら、を踏まえながら、を踏まえながら、を踏まえながら、支援支援支援支援をしをしをしをし

ていくとことで、ていくとことで、ていくとことで、ていくとことで、生生生生産者の産と、この奈良県農業総合センターの産者の産と、この奈良県農業総合センターの産者の産と、この奈良県農業総合センターの産者の産と、この奈良県農業総合センターの学学学学、研、研、研、研究究究究教育、こういう、教育、こういう、教育、こういう、教育、こういう、

産産産産学学学学がきがきがきがきっっっっちりとちりとちりとちりと連携連携連携連携し合う、こうしてし合う、こうしてし合う、こうしてし合う、こうして食食食食と農のいと農のいと農のいと農のいわわわわばばばばココココンセンセンセンセプトプトプトプトとしてのこの事業、ぜとしてのこの事業、ぜとしてのこの事業、ぜとしてのこの事業、ぜ

ひともひともひともひとも展展展展開をしていく必要があるのではないか。開をしていく必要があるのではないか。開をしていく必要があるのではないか。開をしていく必要があるのではないか。

申申申申しししし上げ上げ上げ上げたことについては、ちたことについては、ちたことについては、ちたことについては、ちょょょょうどうどうどうど橿橿橿橿原市の医療のまちづくりという原市の医療のまちづくりという原市の医療のまちづくりという原市の医療のまちづくりという話話話話があるがあるがあるがあるよよよようなうなうなうな

もので、本もので、本もので、本もので、本当当当当に農業振興のに農業振興のに農業振興のに農業振興のむむむむらづくりということで、この奈良県農業総合センターとらづくりということで、この奈良県農業総合センターとらづくりということで、この奈良県農業総合センターとらづくりということで、この奈良県農業総合センターとむむむむらららら

づくりということで考えていく必要があるのではないか。そうしたまちづくりを進づくりということで考えていく必要があるのではないか。そうしたまちづくりを進づくりということで考えていく必要があるのではないか。そうしたまちづくりを進づくりということで考えていく必要があるのではないか。そうしたまちづくりを進めめめめていていていてい

く必要があると考えるのですけれども、知事のごく必要があると考えるのですけれども、知事のごく必要があると考えるのですけれども、知事のごく必要があると考えるのですけれども、知事のご所所所所見を、お見を、お見を、お見を、お伺伺伺伺いをいたしたいと、このいをいたしたいと、このいをいたしたいと、このいをいたしたいと、このよよよよ

うに思います。うに思います。うに思います。うに思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 奈良県農業総合センターの移転に伴いますいろいろな関係する思いを、和田奈良県農業総合センターの移転に伴いますいろいろな関係する思いを、和田奈良県農業総合センターの移転に伴いますいろいろな関係する思いを、和田奈良県農業総合センターの移転に伴いますいろいろな関係する思いを、和田

委員に、お委員に、お委員に、お委員に、おっっっっししししゃっゃっゃっゃっていただきました。大ていただきました。大ていただきました。大ていただきました。大変夢変夢変夢変夢がががが膨膨膨膨ららららむ論む論む論む論点がたくさん入点がたくさん入点がたくさん入点がたくさん入っっっっているとているとているとていると感じ感じ感じ感じ

ました。奈良県農業総合センターの移転は、思いました。奈良県農業総合センターの移転は、思いました。奈良県農業総合センターの移転は、思いました。奈良県農業総合センターの移転は、思い返返返返してしてしてしてみみみみますと県ますと県ますと県ますと県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の教育研の教育研の教育研の教育研究究究究

部部部部門門門門の移転をしの移転をしの移転をしの移転をし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、一時一時一時一時はははは生駒生駒生駒生駒市はどうかとか、奈良市市はどうかとか、奈良市市はどうかとか、奈良市市はどうかとか、奈良市六条六条六条六条山はどうかと山はどうかと山はどうかと山はどうかと

いういういういう話話話話も出ていたも出ていたも出ていたも出ていたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、意いますが、意いますが、意いますが、意外外外外とととと近近近近くに移転くに移転くに移転くに移転先先先先を発見いたしました。県農業を発見いたしました。県農業を発見いたしました。県農業を発見いたしました。県農業
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総合センターでご総合センターでご総合センターでご総合センターでござざざざいますが、そこをいますが、そこをいますが、そこをいますが、そこを検討検討検討検討いたしましていたしましていたしましていたしまして全面全面全面全面的に移転すると的に移転すると的に移転すると的に移転すると決め決め決め決めて、そこて、そこて、そこて、そこ

に県に県に県に県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の研の研の研の研究究究究教育部教育部教育部教育部門門門門を移転するということで、を移転するということで、を移転するということで、を移転するということで、玉突玉突玉突玉突きの移転から発きの移転から発きの移転から発きの移転から発生生生生した事した事した事した事項項項項

でごでごでごでござざざざいますが、それで、移転いますが、それで、移転いますが、それで、移転いますが、それで、移転先先先先をををを探探探探しましたところ、いろいろな考えはあしましたところ、いろいろな考えはあしましたところ、いろいろな考えはあしましたところ、いろいろな考えはあっっっったと思いまたと思いまたと思いまたと思いま

すが、県農業大すが、県農業大すが、県農業大すが、県農業大学校学校学校学校のある桜井市ののある桜井市ののある桜井市ののある桜井市の近近近近くがくがくがくが敷敷敷敷地もあるしいいのではないかということで、地もあるしいいのではないかということで、地もあるしいいのではないかということで、地もあるしいいのではないかということで、

県農業大県農業大県農業大県農業大学校学校学校学校のののの敷敷敷敷地に地に地に地に決め決め決め決めさせていただきました。させていただきました。させていただきました。させていただきました。

その県農業総合センターと言その県農業総合センターと言その県農業総合センターと言その県農業総合センターと言っっっっていたものを移転するにていたものを移転するにていたものを移転するにていたものを移転するに際際際際して、このして、このして、このして、この際際際際、どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと

ををををやっやっやっやっているのか、ているのか、ているのか、ているのか、今後今後今後今後の発の発の発の発展展展展をどのをどのをどのをどのよよよように考えればいいのかをうに考えればいいのかをうに考えればいいのかをうに考えればいいのかを改め改め改め改めて研て研て研て研究究究究したしたしたしたわわわわけでごけでごけでごけでご

ざざざざいますが、１つは研いますが、１つは研いますが、１つは研いますが、１つは研究究究究をををを一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命ししししよよよようと。うと。うと。うと。試験場試験場試験場試験場といといといといっっっっても研ても研ても研ても研究究究究機機機機能能能能はははは一番一番一番一番のののの核核核核になになになにな

るものだから、研るものだから、研るものだから、研るものだから、研究究究究をををを一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命ししししよよよようと考えて、研うと考えて、研うと考えて、研うと考えて、研究究究究の高の高の高の高度度度度化を考えた化を考えた化を考えた化を考えたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。

研研研研究究究究の高の高の高の高度度度度化の中には化の中には化の中には化の中には新新新新しいものにもしいものにもしいものにもしいものにもチャレチャレチャレチャレンンンンジジジジししししよよよようというのと、うというのと、うというのと、うというのと、今今今今つくつくつくつくっっっっているものているものているものているもの

をををを効率効率効率効率的につくる的につくる的につくる的につくるよよよようにうにうにうに展展展展開し開し開し開しよよよようという、２つのうという、２つのうという、２つのうという、２つの方法方法方法方法があるのですが、があるのですが、があるのですが、があるのですが、新新新新しいことにもしいことにもしいことにもしいことにも

チャレチャレチャレチャレンンンンジジジジししししよよよようという中で、うという中で、うという中で、うという中で、今今今今、委員お、委員お、委員お、委員おっっっっししししゃっゃっゃっゃ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薬草薬草薬草薬草関係ですが、関係ですが、関係ですが、関係ですが、漢方漢方漢方漢方のののの

新新新新しいしいしいしい栽培方法栽培方法栽培方法栽培方法を発見するとか、を発見するとか、を発見するとか、を発見するとか、新新新新しいしいしいしい品種品種品種品種ににににチャレチャレチャレチャレンンンンジジジジするとかということもしするとかということもしするとかということもしするとかということもしよよよようとうとうとうと

思思思思っっっっております。研ております。研ております。研ております。研究究究究を高を高を高を高度度度度化するのはその化するのはその化するのはその化するのはその場場場場でとれているものをでとれているものをでとれているものをでとれているものを何何何何とかするというだけとかするというだけとかするというだけとかするというだけ

ではなしに、ではなしに、ではなしに、ではなしに、今今今今はどこでもいいものがとれるはどこでもいいものがとれるはどこでもいいものがとれるはどこでもいいものがとれるよよよようになうになうになうになっっっっておりますので、そこしかできなておりますので、そこしかできなておりますので、そこしかできなておりますので、そこしかできな

いいいい作物作物作物作物はなかなかないものでごはなかなかないものでごはなかなかないものでごはなかなかないものでござざざざいます。どこでとれても、いいものがいます。どこでとれても、いいものがいます。どこでとれても、いいものがいます。どこでとれても、いいものが安安安安定的につくれる定的につくれる定的につくれる定的につくれる

かどうかというかどうかというかどうかというかどうかという技術技術技術技術が必要でごが必要でごが必要でごが必要でござざざざいますので、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、そういう技術技術技術技術をををを目目目目指して研指して研指して研指して研究活動究活動究活動究活動をしをしをしをしよよよようううう

ということでごということでごということでごということでござざざざいます。その中で、います。その中で、います。その中で、います。その中で、今今今今おおおおっっっっししししゃっゃっゃっゃっていただいた農業者とのていただいた農業者とのていただいた農業者とのていただいた農業者との連携連携連携連携とか関係とか関係とか関係とか関係

者との者との者との者との共同共同共同共同とかもとかもとかもとかも十分十分十分十分必要かと思います。必要かと思います。必要かと思います。必要かと思います。

もうもうもうもう一一一一つの要つの要つの要つの要素素素素は、県農業大は、県農業大は、県農業大は、県農業大学校学校学校学校に行に行に行に行っっっったときにたときにたときにたときに近近近近くにくにくにくに国営圃場国営圃場国営圃場国営圃場があがあがあがあっっっって、そのて、そのて、そのて、その眺め眺め眺め眺めのののの

いい山のていい山のていい山のていい山のてっぺっぺっぺっぺんをんをんをんを利利利利用する考えはないということを用する考えはないということを用する考えはないということを用する考えはないということを聞聞聞聞きまして、そのきまして、そのきまして、そのきまして、その上上上上を県農業総合セを県農業総合セを県農業総合セを県農業総合セ

ンターの研修施設、ンターの研修施設、ンターの研修施設、ンターの研修施設、特特特特にににに食食食食とととと結結結結びつける研修施設はどうかと発びつける研修施設はどうかと発びつける研修施設はどうかと発びつける研修施設はどうかと発想想想想したしたしたしたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、

眺め眺め眺め眺めがいいがいいがいいがいい上上上上に県農業大に県農業大に県農業大に県農業大学校学校学校学校のののの近近近近くだし、そのくだし、そのくだし、そのくだし、その周周周周りは農産りは農産りは農産りは農産物物物物がとれるがとれるがとれるがとれるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますのいますのいますのいますの

で、そのとれるのとで、そのとれるのとで、そのとれるのとで、そのとれるのと食食食食とをとをとをとを結結結結びつける農びつける農びつける農びつける農園レストラ園レストラ園レストラ園レストランというものがンというものがンというものがンというものが将来将来将来将来の発の発の発の発展形展形展形展形としてあとしてあとしてあとしてあ

っっっってもいいのではないか、しかし、その前に県農業大てもいいのではないか、しかし、その前に県農業大てもいいのではないか、しかし、その前に県農業大てもいいのではないか、しかし、その前に県農業大学校学校学校学校の研修施設、県農業大の研修施設、県農業大の研修施設、県農業大の研修施設、県農業大学校学校学校学校は、は、は、は、

食食食食に関係がないに関係がないに関係がないに関係がないわわわわけではありませんので、けではありませんので、けではありませんので、けではありませんので、食食食食のののの文文文文化を発化を発化を発化を発展展展展させる拠点になりさせる拠点になりさせる拠点になりさせる拠点になり得得得得ると、このると、このると、このると、この

前前前前申申申申しあしあしあしあげげげげましたましたましたましたよよよように、うに、うに、うに、世界世界世界世界でも、でも、でも、でも、スイススイススイススイスののののロロロローーーーザザザザンンンンヌヌヌヌであるとか、であるとか、であるとか、であるとか、カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアでででで

とても高いとても高いとても高いとても高いレベルレベルレベルレベルの農業との農業との農業との農業と結結結結びついたびついたびついたびついた食食食食の研の研の研の研究究究究、、、、実践実践実践実践が行が行が行が行わわわわれていることはれていることはれていることはれていることはわわわわかかかかっっっってまいてまいてまいてまい

りましたので、そのりましたので、そのりましたので、そのりましたので、そのよよよようなうなうなうなレベルレベルレベルレベルのののの食食食食と農のと農のと農のと農の結結結結びつきを研修施設としてびつきを研修施設としてびつきを研修施設としてびつきを研修施設として持っ持っ持っ持ってもいいのでてもいいのでてもいいのでてもいいので

はないかと思いはないかと思いはないかと思いはないかと思い至っ至っ至っ至ったたたたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。



---- 6666 ----

まだまだまだまだ端緒端緒端緒端緒についたばかりでごについたばかりでごについたばかりでごについたばかりでござざざざいますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、そのよよよような大きなうな大きなうな大きなうな大きな夢夢夢夢をををを持っ持っ持っ持って県農業大て県農業大て県農業大て県農業大学校学校学校学校のののの

調調調調理研修施設も理研修施設も理研修施設も理研修施設も一一一一つの拠点として発つの拠点として発つの拠点として発つの拠点として発展展展展させていきたいと思させていきたいと思させていきたいと思させていきたいと思っっっっておるところでごておるところでごておるところでごておるところでござざざざいます。います。います。います。

その発その発その発その発展形展形展形展形の中には、そのの中には、そのの中には、そのの中には、その近近近近くでとれるくでとれるくでとれるくでとれる立派立派立派立派な農産な農産な農産な農産物物物物をおいしくをおいしくをおいしくをおいしく調調調調理した理した理した理したレストラレストラレストラレストランがあンがあンがあンがあ

り、また、り、また、り、また、り、また、将来将来将来将来はははは宿泊宿泊宿泊宿泊施設もあり、施設もあり、施設もあり、施設もあり、オオオオーーーーベルジュベルジュベルジュベルジュと言と言と言と言わわわわれますが、田れますが、田れますが、田れますが、田舎舎舎舎のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施設もあり、施設もあり、施設もあり、施設もあり、

世界世界世界世界のののの調調調調理理理理人人人人がそこにがそこにがそこにがそこに来来来来てててて腕腕腕腕を振るを振るを振るを振るっっっってくれるといてくれるといてくれるといてくれるといっっっったことはたことはたことはたことは今今今今のののの時時時時代はできますので、代はできますので、代はできますので、代はできますので、

県はその県はその県はその県はそのよよよようなうなうなうな方向方向方向方向でででで力力力力を入れていきたいと思を入れていきたいと思を入れていきたいと思を入れていきたいと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。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 知事が奈良県農業総合センター、あるいは６次産業化研知事が奈良県農業総合センター、あるいは６次産業化研知事が奈良県農業総合センター、あるいは６次産業化研知事が奈良県農業総合センター、あるいは６次産業化研究究究究拠点施設を拠点施設を拠点施設を拠点施設を建建建建設し設し設し設し

ていく、設ていく、設ていく、設ていく、設置置置置していくという思いについて、していくという思いについて、していくという思いについて、していくという思いについて、国際国際国際国際的な的な的な的な視視視視野からお野からお野からお野からお話話話話をををを聞聞聞聞かせていただいたかせていただいたかせていただいたかせていただいた

こと、これもまたこと、これもまたこと、これもまたこと、これもまた驚驚驚驚きでごきでごきでごきでござざざざいます。私が言います。私が言います。私が言います。私が言っっっったのは、本たのは、本たのは、本たのは、本当当当当に、に、に、に、何何何何とかして、村おこしととかして、村おこしととかして、村おこしととかして、村おこしと

結結結結びついてこれにびついてこれにびついてこれにびついてこれに当当当当たたたたっっっってくれたらと。しかし、その村おこしは地域てくれたらと。しかし、その村おこしは地域てくれたらと。しかし、その村おこしは地域てくれたらと。しかし、その村おこしは地域限限限限定ですから、定ですから、定ですから、定ですから、ややややはははは

りここから奈良県のこれからの農産りここから奈良県のこれからの農産りここから奈良県のこれからの農産りここから奈良県のこれからの農産物物物物、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県のブラブラブラブランンンンドドドド、そうい、そうい、そうい、そういっっっったものをたものをたものをたものをやっぱやっぱやっぱやっぱりりりり全全全全

国国国国に発に発に発に発信信信信していくことが、していくことが、していくことが、していくことが、最優先最優先最優先最優先されるされるされるされる一番一番一番一番大きな大きな大きな大きな課題課題課題課題でごでごでごでござざざざいますから、それはそれでいますから、それはそれでいますから、それはそれでいますから、それはそれで

やっやっやっやっていただくとして、いずれにいたしましても、ていただくとして、いずれにいたしましても、ていただくとして、いずれにいたしましても、ていただくとして、いずれにいたしましても、将来将来将来将来に発に発に発に発展展展展的にこうあ的にこうあ的にこうあ的にこうあっっっってもいいのでてもいいのでてもいいのでてもいいので

はないかというおはないかというおはないかというおはないかというお示示示示しをされたこと、これはしをされたこと、これはしをされたこと、これはしをされたこと、これは胸胸胸胸にににに刻刻刻刻んでおきたいと思うんでおきたいと思うんでおきたいと思うんでおきたいと思うわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。

いずれにいたしましても、大事なことは、こういう県の施設がいずれにいたしましても、大事なことは、こういう県の施設がいずれにいたしましても、大事なことは、こういう県の施設がいずれにいたしましても、大事なことは、こういう県の施設が来来来来るときには、あるいはるときには、あるいはるときには、あるいはるときには、あるいは

そこへ設そこへ設そこへ設そこへ設置置置置させるときには、必ずさせるときには、必ずさせるときには、必ずさせるときには、必ず町町町町おこし、村おこしという観点が必要だろうと。ですかおこし、村おこしという観点が必要だろうと。ですかおこし、村おこしという観点が必要だろうと。ですかおこし、村おこしという観点が必要だろうと。ですか

ら、ら、ら、ら、今今今今、県、県、県、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の大の大の大の大学学学学のののの新新新新たな施設移転にかかたな施設移転にかかたな施設移転にかかたな施設移転にかかわっわっわっわってのまちづくりがてのまちづくりがてのまちづくりがてのまちづくりが叫叫叫叫ばれているばれているばれているばれている

ことことことこと自身自身自身自身、本、本、本、本当当当当にすばらしいことだし、あにすばらしいことだし、あにすばらしいことだし、あにすばらしいことだし、あわわわわせて、このせて、このせて、このせて、このよよよような農業の施設が進出することうな農業の施設が進出することうな農業の施設が進出することうな農業の施設が進出すること

についても、地域の村おこしとかかについても、地域の村おこしとかかについても、地域の村おこしとかかについても、地域の村おこしとかかわっわっわっわってのてのてのての展展展展開、施策の開、施策の開、施策の開、施策の実実実実行をしていただきたいと思い行をしていただきたいと思い行をしていただきたいと思い行をしていただきたいと思い

ます。そういうことで、本ます。そういうことで、本ます。そういうことで、本ます。そういうことで、本当当当当にににに熱熱熱熱意のこも意のこも意のこも意のこもっっっった考えた考えた考えた考え方方方方をおをおをおをお聞聞聞聞かせいただきましたので、もかせいただきましたので、もかせいただきましたので、もかせいただきましたので、も

うこれで質問をうこれで質問をうこれで質問をうこれで質問を終終終終わわわわらせていただきます。また、らせていただきます。また、らせていただきます。また、らせていただきます。また、今後今後今後今後とも農林部あるいは関係とも農林部あるいは関係とも農林部あるいは関係とも農林部あるいは関係課課課課のののの皆皆皆皆さんさんさんさん

方方方方とこれからとこれからとこれからとこれから具体具体具体具体的に事業を進的に事業を進的に事業を進的に事業を進めめめめながらながらながらながら夢夢夢夢をつかんでいくをつかんでいくをつかんでいくをつかんでいくよよよように、うに、うに、うに、実実実実現現現現していくしていくしていくしていくよよよように、うに、うに、うに、

ともに進ともに進ともに進ともに進めめめめたいと、思いますので、ともにたいと、思いますので、ともにたいと、思いますので、ともにたいと、思いますので、ともに頑張頑張頑張頑張りましりましりましりましょょょょう。う。う。う。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 そうしたら２問だけそうしたら２問だけそうしたら２問だけそうしたら２問だけよよよよろしくお願いいたします。まず、県ろしくお願いいたします。まず、県ろしくお願いいたします。まず、県ろしくお願いいたします。まず、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学を中を中を中を中心心心心

としたまちづくり、これについてはまた山本委員も私が言えなかとしたまちづくり、これについてはまた山本委員も私が言えなかとしたまちづくり、これについてはまた山本委員も私が言えなかとしたまちづくり、これについてはまた山本委員も私が言えなかっっっったものとか、いろいろたものとか、いろいろたものとか、いろいろたものとか、いろいろ

補足補足補足補足してくださるかしてくださるかしてくださるかしてくださるかわわわわかりませんが、かりませんが、かりませんが、かりませんが、よよよよろしくお願いいたします。それと、ろしくお願いいたします。それと、ろしくお願いいたします。それと、ろしくお願いいたします。それと、文文文文化化化化芸芸芸芸術術術術の振の振の振の振

興について。２問だけお願いします。興について。２問だけお願いします。興について。２問だけお願いします。興について。２問だけお願いします。

県県県県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学を中を中を中を中心心心心としたまちづくりについて、としたまちづくりについて、としたまちづくりについて、としたまちづくりについて、一一一一般般般般質問をさせていただきまして、知質問をさせていただきまして、知質問をさせていただきまして、知質問をさせていただきまして、知

事には本事には本事には本事には本当当当当にににに丁寧丁寧丁寧丁寧にににに詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお答答答答えいただいたのですけれども、さらにもうえいただいたのですけれども、さらにもうえいただいたのですけれども、さらにもうえいただいたのですけれども、さらにもう少少少少しししし具体具体具体具体的な的な的な的な構構構構

想想想想がもしおありだがもしおありだがもしおありだがもしおありだっっっったら、というのは、たら、というのは、たら、というのは、たら、というのは、先先先先日もこの日もこの日もこの日もこの予算予算予算予算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会で質問が出ていた委員会で質問が出ていた委員会で質問が出ていた委員会で質問が出ていた
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のですけれども、のですけれども、のですけれども、のですけれども、去去去去年、おととしか、この前かに、年、おととしか、この前かに、年、おととしか、この前かに、年、おととしか、この前かに、急急急急にににに執執執執行部から、県行部から、県行部から、県行部から、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学を中を中を中を中心心心心

としたまちづくりのとしたまちづくりのとしたまちづくりのとしたまちづくりの図図図図面面面面が出てきましてびが出てきましてびが出てきましてびが出てきましてびっっっっくりしたんですけれども、私たちもそうなのくりしたんですけれども、私たちもそうなのくりしたんですけれども、私たちもそうなのくりしたんですけれども、私たちもそうなの

ですけれど、市ですけれど、市ですけれど、市ですけれど、市民民民民のののの皆皆皆皆さんも、あのさんも、あのさんも、あのさんも、あの絵絵絵絵がすごいがすごいがすごいがすごい印象印象印象印象的でありまして、それで、的でありまして、それで、的でありまして、それで、的でありまして、それで、近近近近鉄八鉄八鉄八鉄八木西木西木西木西

口駅口駅口駅口駅とととと近近近近鉄畝鉄畝鉄畝鉄畝傍傍傍傍御陵御陵御陵御陵前前前前駅駅駅駅のののの間間間間のどこかへ、のどこかへ、のどこかへ、のどこかへ、新新新新駅駅駅駅はできるのだろうということで、それがすはできるのだろうということで、それがすはできるのだろうということで、それがすはできるのだろうということで、それがす

ごいごいごいごい話題話題話題話題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て、この２つがて、この２つがて、この２つがて、この２つが先先先先に進んでいくということで、に進んでいくということで、に進んでいくということで、に進んでいくということで、近近近近鉄八鉄八鉄八鉄八木西木西木西木西口駅付口駅付口駅付口駅付

近近近近のののの方方方方は、このは、このは、このは、この駅駅駅駅がなくなると私らはもうここではがなくなると私らはもうここではがなくなると私らはもうここではがなくなると私らはもうここではやっやっやっやっていないとか、いろいろな意見がていないとか、いろいろな意見がていないとか、いろいろな意見がていないとか、いろいろな意見が

出てきております。出てきております。出てきております。出てきております。駅駅駅駅ができてができてができてができて町町町町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よよよよりは、しりは、しりは、しりは、しっっっっかりとかりとかりとかりと橿橿橿橿原市と県が原市と県が原市と県が原市と県が協力協力協力協力しししし

て、また市て、また市て、また市て、また市民民民民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの協力協力協力協力をををを得得得得てしてしてしてしっっっっかりとしたまちづくりができるということが見えかりとしたまちづくりができるということが見えかりとしたまちづくりができるということが見えかりとしたまちづくりができるということが見え

てきたら、それこそてきたら、それこそてきたら、それこそてきたら、それこそ近近近近鉄鉄鉄鉄も、これはもうも、これはもうも、これはもうも、これはもう駅駅駅駅をつくらなければいけないとをつくらなければいけないとをつくらなければいけないとをつくらなければいけないと積極積極積極積極的につく的につく的につく的につくっっっってててて

くれるでしくれるでしくれるでしくれるでしょょょょうということで、市うということで、市うということで、市うということで、市民民民民のののの皆皆皆皆さんもそのときはしさんもそのときはしさんもそのときはしさんもそのときはしっっっっかりごかりごかりごかりご協力協力協力協力くださいと言くださいと言くださいと言くださいと言っっっっ

ているのですけれども、ているのですけれども、ているのですけれども、ているのですけれども、駅駅駅駅ありきなのか、ありきなのか、ありきなのか、ありきなのか、先先先先に、まちづくりがありきなのか、そのに、まちづくりがありきなのか、そのに、まちづくりがありきなのか、そのに、まちづくりがありきなのか、その辺辺辺辺はどはどはどはど

うなのでしうなのでしうなのでしうなのでしょょょょう。う。う。う。

知事はその知事はその知事はその知事はその辺辺辺辺、どの、どの、どの、どのよよよようにお考えなのかということと、あと、うにお考えなのかということと、あと、うにお考えなのかということと、あと、うにお考えなのかということと、あと、在宅在宅在宅在宅を中を中を中を中心心心心とした福祉のとした福祉のとした福祉のとした福祉の

まちづくりとまちづくりとまちづくりとまちづくりと当当当当初初初初から言から言から言から言っっっっていただいていますが、そのていただいていますが、そのていただいていますが、そのていただいていますが、その辺辺辺辺のののの具体具体具体具体的な的な的な的な構構構構想想想想がこの前のがこの前のがこの前のがこの前の答弁答弁答弁答弁

以外以外以外以外にありましたら、にありましたら、にありましたら、にありましたら、今今今今言いました、言いました、言いました、言いました、駅駅駅駅がががが先先先先なのか、まちづくりがなのか、まちづくりがなのか、まちづくりがなのか、まちづくりが先先先先なのかについてもごなのかについてもごなのかについてもごなのかについてもご

所所所所見がありましたらお見がありましたらお見がありましたらお見がありましたらお聞聞聞聞かせいただきたいと思います。とにかく、奈良県農業総合センタかせいただきたいと思います。とにかく、奈良県農業総合センタかせいただきたいと思います。とにかく、奈良県農業総合センタかせいただきたいと思います。とにかく、奈良県農業総合センタ

ーがきーがきーがきーがきっっっっちりと移転して、そしてそこへ教育部ちりと移転して、そしてそこへ教育部ちりと移転して、そしてそこへ教育部ちりと移転して、そしてそこへ教育部門門門門が移転する、そのが移転する、そのが移転する、そのが移転する、その辺辺辺辺のところがのところがのところがのところが具体具体具体具体的に的に的に的に

ななななっっっってこそ、そういうまちづくりもてこそ、そういうまちづくりもてこそ、そういうまちづくりもてこそ、そういうまちづくりも具体具体具体具体的にな的にな的にな的になっっっってくるのかと思いますが、そのてくるのかと思いますが、そのてくるのかと思いますが、そのてくるのかと思いますが、その辺辺辺辺ででででよよよよろろろろ

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。

それと、それと、それと、それと、文文文文化化化化芸芸芸芸術術術術の振興についてですが、１の振興についてですが、１の振興についてですが、１の振興についてですが、１ペペペペーーーージジジジをををを使っ使っ使っ使ってこの質の高いてこの質の高いてこの質の高いてこの質の高い文文文文化化化化芸芸芸芸術術術術のののの実実実実

施という施という施という施という項目項目項目項目をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん掲掲掲掲げげげげていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。ムムムムジジジジーーーークフクフクフクフェェェェストストストストも、平成２も、平成２も、平成２も、平成２４４４４年年年年度度度度

にににに実実実実施していただいて、その施していただいて、その施していただいて、その施していただいて、その結果結果結果結果もきのうもきのうもきのうもきのう聞聞聞聞かせていただきました。大かせていただきました。大かせていただきました。大かせていただきました。大変変変変好評好評好評好評で、ことしで、ことしで、ことしで、ことし

の日程はの日程はの日程はの日程は書書書書いておりましたが、どんな会いておりましたが、どんな会いておりましたが、どんな会いておりましたが、どんな会場場場場をををを予予予予定されておりますかといいますと、中和地定されておりますかといいますと、中和地定されておりますかといいますと、中和地定されておりますかといいますと、中和地

域にも域にも域にも域にも来来来来ていただくことがていただくことがていただくことがていただくことがわわわわかかかかっっっって、それはありがたいと山本委員と言て、それはありがたいと山本委員と言て、それはありがたいと山本委員と言て、それはありがたいと山本委員と言っっっっていたのですけていたのですけていたのですけていたのですけ

れども、そんな中で、これはこれで、なかなか大きな会れども、そんな中で、これはこれで、なかなか大きな会れども、そんな中で、これはこれで、なかなか大きな会れども、そんな中で、これはこれで、なかなか大きな会場場場場でこういうでこういうでこういうでこういう芸芸芸芸術術術術をををを公演公演公演公演してもいしてもいしてもいしてもい

けないというけないというけないというけないという人人人人がががが多多多多い中で、い中で、い中で、い中で、各各各各地域で地域で地域で地域でやっやっやっやっていただくことは大ていただくことは大ていただくことは大ていただくことは大変変変変ありがたいし、ありがたいし、ありがたいし、ありがたいし、クラクラクラクラシシシシッッッッ

ククククににににふふふふだんからなれていくという意味では大だんからなれていくという意味では大だんからなれていくという意味では大だんからなれていくという意味では大変変変変ありがたいと思うのです。例えば、県ありがたいと思うのです。例えば、県ありがたいと思うのです。例えば、県ありがたいと思うのです。例えば、県橿橿橿橿原原原原

文文文文化会化会化会化会館館館館でも、でも、でも、でも、演歌歌手演歌歌手演歌歌手演歌歌手がががが来来来来るというと長るというと長るというと長るというと長蛇蛇蛇蛇のののの列列列列があがあがあがあっっっって、て、て、て、クラクラクラクラシシシシックックックックのののの音楽音楽音楽音楽だと言うと、だと言うと、だと言うと、だと言うと、

なかなかなかなかなかなかなかなか満席満席満席満席にならないという中で、にならないという中で、にならないという中で、にならないという中で、各各各各地で開地で開地で開地で開催催催催していただくのは大していただくのは大していただくのは大していただくのは大変変変変ありがたいと。ありがたいと。ありがたいと。ありがたいと。今今今今

回回回回、、、、回数回数回数回数ももももふふふふえて会えて会えて会えて会場場場場ももももふふふふえてということで、大えてということで、大えてということで、大えてということで、大変期待変期待変期待変期待をしております。をしております。をしております。をしております。
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そんな中で、せそんな中で、せそんな中で、せそんな中で、せっっっっかくかくかくかく橿橿橿橿原市と奈良市に県原市と奈良市に県原市と奈良市に県原市と奈良市に県文文文文化会化会化会化会館館館館がごがごがごがござざざざいますので、そこの大いますので、そこの大いますので、そこの大いますので、そこの大ホホホホーーーールルルル

をををを利利利利用して、それこそ質の高い用して、それこそ質の高い用して、それこそ質の高い用して、それこそ質の高い外国外国外国外国からからからから来来来来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、例えばうな、例えばうな、例えばうな、例えばミミミミュュュューーーージカルジカルジカルジカルとか、とか、とか、とか、

またまたまたまたクラクラクラクラシシシシックックックックババババレエレエレエレエとか、そしておとか、そしておとか、そしておとか、そしてお芝居芝居芝居芝居とか、そういうものをぜひとか、そういうものをぜひとか、そういうものをぜひとか、そういうものをぜひ呼呼呼呼んでいただいて、んでいただいて、んでいただいて、んでいただいて、

公演公演公演公演を開を開を開を開催催催催していただけないかと。していただけないかと。していただけないかと。していただけないかと。やっぱやっぱやっぱやっぱり本り本り本り本物物物物を見てもらう、見せることがを見てもらう、見せることがを見てもらう、見せることがを見てもらう、見せることが非常非常非常非常に大事に大事に大事に大事

だし、本だし、本だし、本だし、本物物物物であれば県であれば県であれば県であれば県外外外外各各各各地から大地から大地から大地から大勢勢勢勢のののの人人人人たちがたちがたちがたちが聞聞聞聞きに、見にきに、見にきに、見にきに、見に来来来来ていただけると思ていただけると思ていただけると思ていただけると思っっっっておておておてお

ります。ります。ります。ります。一一一一つ、きのうも言つ、きのうも言つ、きのうも言つ、きのうも言っっっっておりました大ておりました大ておりました大ておりました大阪阪阪阪市の会市の会市の会市の会館館館館、例えば、例えば、例えば、例えばフフフフェェェェススススティバティバティバティバルルルルホホホホーーーールルルルとととと

か、あるいは森之か、あるいは森之か、あるいは森之か、あるいは森之宮宮宮宮のののの青少青少青少青少年会年会年会年会館館館館がなくながなくながなくながなくなっっっったり、修理に入たり、修理に入たり、修理に入たり、修理に入っっっったときに、大たときに、大たときに、大たときに、大阪阪阪阪市で市で市で市で公演公演公演公演でででで

きないので神きないので神きないので神きないので神戸戸戸戸市とかあるいは市とかあるいは市とかあるいは市とかあるいは京都京都京都京都市、大津市のび市、大津市のび市、大津市のび市、大津市のびわわわわ湖ホ湖ホ湖ホ湖ホーーーールルルルとか、そういうとか、そういうとか、そういうとか、そういう公演公演公演公演がそがそがそがそっっっっ

ちのちのちのちの方方方方へへへへ回回回回っっっったともたともたともたともよよよよくくくく聞聞聞聞きました。そんなときにでも奈良県のきました。そんなときにでも奈良県のきました。そんなときにでも奈良県のきました。そんなときにでも奈良県のホホホホーーーールルルルをををを使っ使っ使っ使ってもらうてもらうてもらうてもらうよよよよ

うにできたら奈良県関係のうにできたら奈良県関係のうにできたら奈良県関係のうにできたら奈良県関係の人人人人たちもたちもたちもたちもアアアアンンンンテナテナテナテナをしをしをしをしっっっっかりとはかりとはかりとはかりとはっっっっておいて、そういうところておいて、そういうところておいて、そういうところておいて、そういうところ

をををを敏敏敏敏感感感感にににに感じ感じ感じ感じて、ぜひて、ぜひて、ぜひて、ぜひ招聘招聘招聘招聘してもらいたいという思いをしております。してもらいたいという思いをしております。してもらいたいという思いをしております。してもらいたいという思いをしております。

それと、それと、それと、それと、先先先先日、日、日、日、何何何何月だ月だ月だ月だっっっったかたかたかたか忘忘忘忘れましたが、れましたが、れましたが、れましたが、万葉万葉万葉万葉文文文文化化化化館館館館でででで文文文文化化化化館館館館の職員さん、女性のの職員さん、女性のの職員さん、女性のの職員さん、女性の方方方方、、、、

フルネフルネフルネフルネーーーームムムムをををを忘忘忘忘れました、れました、れました、れました、済済済済みみみみません。そのません。そのません。そのません。その方方方方と、と、と、と、宮宮宮宮本本本本亜亜亜亜門門門門さんのさんのさんのさんの古古古古事事事事記記記記についてのおについてのおについてのおについてのお話話話話

し合いというかし合いというかし合いというかし合いというか懇談懇談懇談懇談があがあがあがあっっっってててて聞聞聞聞きに行きに行きに行きに行っっっったのですけれど、たのですけれど、たのですけれど、たのですけれど、宮宮宮宮本本本本亜亜亜亜門門門門さんもそういうところさんもそういうところさんもそういうところさんもそういうところ

にににに気気気気軽軽軽軽にににに来来来来ていただいて、とていただいて、とていただいて、とていただいて、とっっっってもてもてもても人柄人柄人柄人柄のいいのいいのいいのいい人人人人だだだだっっっったというのが私のたというのが私のたというのが私のたというのが私の印象印象印象印象ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、

そういうそういうそういうそういう方方方方にもにもにもにも参参参参加してもら加してもら加してもら加してもらっっっって、ぜひすばらしいて、ぜひすばらしいて、ぜひすばらしいて、ぜひすばらしい演劇演劇演劇演劇なりなりなりなり何何何何かかかか世界世界世界世界的なものを的なものを的なものを的なものを毎毎毎毎年は年は年は年は無無無無

理でも理でも理でも理でも橿橿橿橿原市と奈良市の県原市と奈良市の県原市と奈良市の県原市と奈良市の県文文文文化会化会化会化会館館館館でででで交互交互交互交互にとか、その合にとか、その合にとか、その合にとか、その合間間間間にまたにまたにまたにまたムムムムジジジジーーーークフクフクフクフェェェェストストストストとか、とか、とか、とか、

いろいろ質の高いいろいろ質の高いいろいろ質の高いいろいろ質の高い芸芸芸芸術術術術を奈良県でも発を奈良県でも発を奈良県でも発を奈良県でも発展展展展していただきたいと思していただきたいと思していただきたいと思していただきたいと思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。その辺辺辺辺、要、要、要、要

望望望望も加えてですけれども、もし知事のごも加えてですけれども、もし知事のごも加えてですけれども、もし知事のごも加えてですけれども、もし知事のご所所所所見、これは見、これは見、これは見、これは各各各各分分分分野の野の野の野の方方方方の要の要の要の要望望望望でもありますので、でもありますので、でもありますので、でもありますので、

このことをつけ加えてお願いいたします。このことをつけ加えてお願いいたします。このことをつけ加えてお願いいたします。このことをつけ加えてお願いいたします。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 県県県県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学跡跡跡跡地のまちづくりということで、地のまちづくりということで、地のまちづくりということで、地のまちづくりということで、特特特特にににに論論論論点といたしましては、点といたしましては、点といたしましては、点といたしましては、

町町町町とととと駅駅駅駅をどのをどのをどのをどのよよよようにうにうにうに結結結結びつけるのか、それと、まちづくりについては、どのびつけるのか、それと、まちづくりについては、どのびつけるのか、それと、まちづくりについては、どのびつけるのか、それと、まちづくりについては、どのよよよようなうなうなうなイメイメイメイメーーーー

ジジジジをををを持っ持っ持っ持って進て進て進て進めよめよめよめようとしているのかというご質問がごうとしているのかというご質問がごうとしているのかというご質問がごうとしているのかというご質問がござざざざいました。いました。いました。いました。町町町町とととと駅駅駅駅ということですということですということですということです

が、関が、関が、関が、関東東東東の私の私の私の私鉄鉄鉄鉄はははは駅駅駅駅づくり、づくり、づくり、づくり、駅駅駅駅のまちづくりについて、とてものまちづくりについて、とてものまちづくりについて、とてものまちづくりについて、とても熱心熱心熱心熱心です。です。です。です。残念残念残念残念ながらながらながらながら近近近近鉄鉄鉄鉄

はほとんどそうではありません。これがはほとんどそうではありません。これがはほとんどそうではありません。これがはほとんどそうではありません。これが最最最最大の出発点の大の出発点の大の出発点の大の出発点の課題課題課題課題でありますけれども、いいでありますけれども、いいでありますけれども、いいでありますけれども、いい場場場場

所所所所があればだんだんそのがあればだんだんそのがあればだんだんそのがあればだんだんそのよよよように、うに、うに、うに、鉄鉄鉄鉄道会道会道会道会社社社社にとにとにとにとっっっってもてもてもても駅駅駅駅は大きなは大きなは大きなは大きな収益源収益源収益源収益源になりますので、になりますので、になりますので、になりますので、

そのそのそのそのよよよようにうにうにうに気気気気をををを変変変変えていただきたいとえていただきたいとえていただきたいとえていただきたいと折折折折にににに触触触触れてれてれてれて申申申申しししし上げ上げ上げ上げているのですけれども、関ているのですけれども、関ているのですけれども、関ているのですけれども、関東東東東でででで

いろいろないろいろないろいろないろいろな駅駅駅駅を高を高を高を高架架架架にしたり地にしたり地にしたり地にしたり地下下下下化して化して化して化してリニュリニュリニュリニューーーーアルアルアルアルするときのまちづくりは、本するときのまちづくりは、本するときのまちづくりは、本するときのまちづくりは、本当当当当にににに区区区区

役役役役所所所所等とか等とか等とか等とかよよよよりもりもりもりも先先先先に進んだ考えをに進んだ考えをに進んだ考えをに進んだ考えを鉄鉄鉄鉄道会道会道会道会社社社社がががが持っ持っ持っ持っておられます。奈良県はそういうておられます。奈良県はそういうておられます。奈良県はそういうておられます。奈良県はそういうわわわわけけけけ

にもいきませんので、いいにもいきませんので、いいにもいきませんので、いいにもいきませんので、いい駅駅駅駅とととと町町町町をまずつくるということををまずつくるということををまずつくるということををまずつくるということを及及及及ばずながら県がばずながら県がばずながら県がばずながら県が一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命しししし
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よよよようと思うと思うと思うと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。

そのときに、そのときに、そのときに、そのときに、病院病院病院病院がががが近近近近くにあるのはこれからのくにあるのはこれからのくにあるのはこれからのくにあるのはこれからの社社社社会で、とてもいいことでご会で、とてもいいことでご会で、とてもいいことでご会で、とてもいいことでござざざざいます。います。います。います。

まずは奈良市におきまして県道西まずは奈良市におきまして県道西まずは奈良市におきまして県道西まずは奈良市におきまして県道西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線が高が高が高が高架架架架になるときにになるときにになるときにになるときに駅駅駅駅をつくろうということをつくろうということをつくろうということをつくろうということ

を奈良市に提案して、奈良市長は、を奈良市に提案して、奈良市長は、を奈良市に提案して、奈良市長は、を奈良市に提案して、奈良市長は、反対反対反対反対ですけれども、それはですけれども、それはですけれども、それはですけれども、それは済済済済生生生生会奈良会奈良会奈良会奈良病院病院病院病院がある前にがある前にがある前にがある前に

駅駅駅駅ができる、そこにができる、そこにができる、そこにができる、そこに電電電電車車車車でででで通通通通わわわわれるれるれるれる人人人人にとにとにとにとっっっっては、とてもいいては、とてもいいては、とてもいいては、とてもいい駅駅駅駅になると思うのですけれになると思うのですけれになると思うのですけれになると思うのですけれ

ども、そのども、そのども、そのども、そのよよよようなうなうなうなアイアイアイアイデデデデアアアアを提を提を提を提示示示示しています。しています。しています。しています。ＪＲＪＲＪＲＪＲ西日本も西日本も西日本も西日本も賛賛賛賛成ですし、成ですし、成ですし、成ですし、ＪＲＪＲＪＲＪＲ西日本は西日本は西日本は西日本は応応応応

分分分分のののの負担負担負担負担をするといをするといをするといをするといっっっって前て前て前て前向向向向きなきなきなきな姿勢姿勢姿勢姿勢でごでごでごでござざざざいます。だから、地います。だから、地います。だから、地います。だから、地元元元元の市と県と事業者とうの市と県と事業者とうの市と県と事業者とうの市と県と事業者とう

まくいかないとなかなかまくいかないとなかなかまくいかないとなかなかまくいかないとなかなか駅駅駅駅のあるまちづくりは進まないということで、のあるまちづくりは進まないということで、のあるまちづくりは進まないということで、のあるまちづくりは進まないということで、橿橿橿橿原市はさて、原市はさて、原市はさて、原市はさて、近近近近

鉄鉄鉄鉄はどういうことになるのだろうかというのは、まだはどういうことになるのだろうかというのは、まだはどういうことになるのだろうかというのは、まだはどういうことになるのだろうかというのは、まだ心配心配心配心配のののの種種種種でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、町町町町とととと一体一体一体一体

となとなとなとなっっっったたたた駅駅駅駅づくり、づくり、づくり、づくり、駅駅駅駅とととと一体一体一体一体となとなとなとなっっっったまちづくりはたまちづくりはたまちづくりはたまちづくりは一一一一つの大きなつの大きなつの大きなつの大きな課題課題課題課題であります。その次であります。その次であります。その次であります。その次

にはにはにはには近近近近鉄八鉄八鉄八鉄八木西木西木西木西口駅口駅口駅口駅をどうするのかということになりますが、をどうするのかということになりますが、をどうするのかということになりますが、をどうするのかということになりますが、近近近近鉄八鉄八鉄八鉄八木西木西木西木西口駅口駅口駅口駅は会は会は会は会社社社社がががが違違違違

うときに、うときに、うときに、うときに、東東東東西に西に西に西に走走走走るるるる鉄鉄鉄鉄道会道会道会道会社社社社がおりてくるときにがおりてくるときにがおりてくるときにがおりてくるときに着着着着く、く、く、く、近近近近鉄鉄鉄鉄大和大和大和大和八八八八木木木木駅駅駅駅のかのかのかのかわわわわりに南りに南りに南りに南北北北北

線線線線でつくでつくでつくでつくっっっった。だから、た。だから、た。だから、た。だから、近近近近鉄鉄鉄鉄大和大和大和大和八八八八木木木木駅駅駅駅の西の西の西の西口口口口といといといといっっっったたたたイメイメイメイメーーーージジジジでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。近近近近鉄鉄鉄鉄大和大和大和大和

八八八八木木木木駅駅駅駅ということでごということでごということでごということでござざざざいますので、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、そういう経緯経緯経緯経緯があるがあるがあるがある駅駅駅駅でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、駅駅駅駅の移設はの移設はの移設はの移設は

なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいことでごしいことでごしいことでごしいことでござざざざいますので、これはいますので、これはいますので、これはいますので、これは近近近近鉄鉄鉄鉄がががが判断判断判断判断されることになろうかと思されることになろうかと思されることになろうかと思されることになろうかと思っっっってててて

おりますが、おりますが、おりますが、おりますが、新新新新駅駅駅駅はどうするかというのははどうするかというのははどうするかというのははどうするかというのは新新新新駅駅駅駅がががが来来来来ればいいと思いますので、ればいいと思いますので、ればいいと思いますので、ればいいと思いますので、新新新新駅駅駅駅がががが来来来来れれれれ

ばこういうまちづくりができるということはばこういうまちづくりができるということはばこういうまちづくりができるということはばこういうまちづくりができるということは十分十分十分十分考えて考えて考えて考えて絵絵絵絵をかいていきたいと思をかいていきたいと思をかいていきたいと思をかいていきたいと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。共共共共存存存存してつくることができればいいと思います。してつくることができればいいと思います。してつくることができればいいと思います。してつくることができればいいと思います。

さて、そのさて、そのさて、そのさて、そのよよよような大きなうな大きなうな大きなうな大きな病院病院病院病院があるがあるがあるがある近近近近く、もしかしたらく、もしかしたらく、もしかしたらく、もしかしたら鉄鉄鉄鉄道の道の道の道の駅駅駅駅があるがあるがあるがあるよよよようなうなうなうな町町町町とはどとはどとはどとはど

んなんなんなんなメリットメリットメリットメリットがあるのかということになりますが、すごく大きながあるのかということになりますが、すごく大きながあるのかということになりますが、すごく大きながあるのかということになりますが、すごく大きなメリットメリットメリットメリットがあると思いまがあると思いまがあると思いまがあると思いま

す。す。す。す。特特特特に高に高に高に高齢齢齢齢化化化化社社社社会の中で高会の中で高会の中で高会の中で高齢齢齢齢者が者が者が者が住住住住みやみやみやみやすいすいすいすい町町町町とはとはとはとは十分十分十分十分考え、また考え、また考え、また考え、また橿橿橿橿原市の原市の原市の原市の近近近近くにくにくにくに運運運運動動動動

公公公公園園園園もありますので、もありますので、もありますので、もありますので、全体全体全体全体として広く見るととてもいいとして広く見るととてもいいとして広く見るととてもいいとして広く見るととてもいい場所場所場所場所になります。また、市のになります。また、市のになります。また、市のになります。また、市の文文文文化化化化

施設もありますので、とても広く見れば、小施設もありますので、とても広く見れば、小施設もありますので、とても広く見れば、小施設もありますので、とても広く見れば、小房交差房交差房交差房交差点の点の点の点の周周周周辺辺辺辺はとてもいいはとてもいいはとてもいいはとてもいい場所場所場所場所になりになりになりになり得得得得るるるる

と思います。そのと思います。そのと思います。そのと思います。その町町町町にどんなにどんなにどんなにどんなアイアイアイアイデデデデアアアアがあるかということは、があるかということは、があるかということは、があるかということは、十分十分十分十分考えておりませんけれ考えておりませんけれ考えておりませんけれ考えておりませんけれ

ども、ども、ども、ども、イメイメイメイメーーーージジジジとしては、例えば高としては、例えば高としては、例えば高としては、例えば高齢齢齢齢者があそこに者があそこに者があそこに者があそこに仮仮仮仮にににに住住住住んでも、山の中にんでも、山の中にんでも、山の中にんでも、山の中に住住住住んでいて、んでいて、んでいて、んでいて、

少少少少しししし冬冬冬冬はははは寒寒寒寒いから部いから部いから部いから部屋屋屋屋をををを借借借借りてりてりてりて住住住住みみみみなさいといなさいといなさいといなさいといっっっってててて来来来来られたときでも、られたときでも、られたときでも、られたときでも、病院病院病院病院がそばにありがそばにありがそばにありがそばにあり

ますので、部ますので、部ますので、部ますので、部屋屋屋屋の中にはの中にはの中にはの中にはナナナナーーーースコスコスコスコーーーールルルルがついていると。あるいは、いろいろながついていると。あるいは、いろいろながついていると。あるいは、いろいろながついていると。あるいは、いろいろな検検検検査がす査がす査がす査がすぐぐぐぐ

できるできるできるできるよよよような施設があるというな施設があるというな施設があるというな施設があるといっっっった、すた、すた、すた、すぐぐぐぐにににに看護師看護師看護師看護師さん、さん、さん、さん、場場場場合に合に合に合によっよっよっよってはお医者さんがてはお医者さんがてはお医者さんがてはお医者さんが来来来来てててて

もらえるもらえるもらえるもらえるよよよようなうなうなうな住住住住まい、まい、まい、まい、ショショショショーーーートストストストステテテテイイイイのののの住住住住まいでもいいのですけれども、そのまいでもいいのですけれども、そのまいでもいいのですけれども、そのまいでもいいのですけれども、そのよよよようなうなうなうな住住住住

まいをまいをまいをまいを病院病院病院病院のののの敷敷敷敷地地地地内内内内でのでのでのでの住住住住まいということは考えられますので、まいということは考えられますので、まいということは考えられますので、まいということは考えられますので、一一一一つはそのつはそのつはそのつはそのよよよようなうなうなうなアアアアパパパパーーーー



---- 11110000 ----

トトトト、高、高、高、高齢齢齢齢者の者の者の者の周周周周りのりのりのりのケケケケアアアアがががが十分十分十分十分ななななアアアアパパパパーーーートトトトというというというというよよよようなものも考えられると思います。うなものも考えられると思います。うなものも考えられると思います。うなものも考えられると思います。

それはそれはそれはそれは住住住住の観点ですが、の観点ですが、の観点ですが、の観点ですが、病院病院病院病院にににに来来来来るるるる人人人人がががが多多多多いということは、そこでいということは、そこでいということは、そこでいということは、そこで病院病院病院病院にににに来来来来るとともにるとともにるとともにるとともに

買買買買いいいい物物物物をしたりをしたりをしたりをしたり文文文文化の化の化の化の活動活動活動活動をしたりということもをしたりということもをしたりということもをしたりということも十分十分十分十分ありますので、市ありますので、市ありますので、市ありますので、市民民民民のののの方方方方、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは

広く広く広く広く来来来来られるられるられるられる方方方方のののの文文文文化化化化活動活動活動活動、、、、買買買買いいいい物物物物などのなどのなどのなどの活動活動活動活動の拠点ということになの拠点ということになの拠点ということになの拠点ということになっっっってくると。そういてくると。そういてくると。そういてくると。そうい

たしますと、たしますと、たしますと、たしますと、商商商商業施設が発業施設が発業施設が発業施設が発展展展展するするするする余余余余地があるということでご地があるということでご地があるということでご地があるということでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、ススススーーーーパパパパーのーのーのーのよよよよ

うなうなうなうな買買買買いいいい物物物物ができができができができややややすいすいすいすい場所場所場所場所、、、、特特特特にににに体体体体に関係するに関係するに関係するに関係する買買買買いいいい物物物物ができるができるができるができるよよよようなうなうなうな場所場所場所場所というというというというイメイメイメイメーーーー

ジジジジがごがごがごがござざざざいます。そこには医療関係者、またいます。そこには医療関係者、またいます。そこには医療関係者、またいます。そこには医療関係者、またケケケケアアアアの関係者がの関係者がの関係者がの関係者が住住住住ままままわわわわれておりますので、それておりますので、それておりますので、それておりますので、そ

れを拠点にした、れを拠点にした、れを拠点にした、れを拠点にした、材材材材料料料料にした出にした出にした出にした出張張張張ササササーーーービビビビスススス、、、、在宅ケ在宅ケ在宅ケ在宅ケアアアアののののササササーーーービビビビススススなどが発などが発などが発などが発展展展展するするするする余余余余地がご地がご地がご地がご

ざざざざいます。います。います。います。橿橿橿橿原市は原市は原市は原市は十分十分十分十分大きな大きな大きな大きな町町町町ですので、そのですので、そのですので、そのですので、そ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展展展展開する開する開する開する余余余余地が地が地が地が十分十分十分十分あるあるあるあるよよよよ

うに思うに思うに思うに思っっっっております。まちづくりでこのております。まちづくりでこのております。まちづくりでこのております。まちづくりでこのよよよようないいうないいうないいうないい立立立立地の地の地の地の町町町町、、、、空空空空地は地は地は地は全国全国全国全国そうそうそうそうざざざざらにごらにごらにごらにござざざざ

いませんので、これをいませんので、これをいませんので、これをいませんので、これを十分十分十分十分吟吟吟吟味して味して味して味して検討検討検討検討してまちづくりを考えていきたいと思してまちづくりを考えていきたいと思してまちづくりを考えていきたいと思してまちづくりを考えていきたいと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。

文文文文化のことでご化のことでご化のことでご化のことでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、文文文文化、これから奈良県において振興できたらと思化、これから奈良県において振興できたらと思化、これから奈良県において振興できたらと思化、これから奈良県において振興できたらと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。ムムムムジジジジーーーークフクフクフクフェェェェストストストストはそのはそのはそのはその一一一一つのつのつのつの展展展展開でご開でご開でご開でござざざざいましたが、いろいろないましたが、いろいろないましたが、いろいろないましたが、いろいろなレベルレベルレベルレベルの高いのの高いのの高いのの高いの

もももも連連連連れていられていられていられていらっっっっししししゃゃゃゃい、南部地域にもい、南部地域にもい、南部地域にもい、南部地域にも連連連連れていられていられていられていらっっっっししししゃゃゃゃいということでごいということでごいということでごいということでござざざざいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、

そのそのそのそのよよよようにできたらと思います。奈良県はうにできたらと思います。奈良県はうにできたらと思います。奈良県はうにできたらと思います。奈良県はややややはりはりはりはり文文文文化を化を化を化を愛愛愛愛するするするする人人人人がががが結結結結構構構構多多多多いし、いし、いし、いし、力強力強力強力強いもいもいもいも

のがあるとのがあるとのがあるとのがあると感じ感じ感じ感じました。また、ました。また、ました。また、ました。また、ムムムムジジジジーーーークフクフクフクフェェェェストストストストでも年でも年でも年でも年配配配配のののの方方方方がががが町町町町に出てきてすごくに出てきてすごくに出てきてすごくに出てきてすごく楽楽楽楽しししし

んでおられるのを見まして、ある程んでおられるのを見まして、ある程んでおられるのを見まして、ある程んでおられるのを見まして、ある程度レベル度レベル度レベル度レベルが高くてが高くてが高くてが高くて値段値段値段値段がただであるとか、がただであるとか、がただであるとか、がただであるとか、安安安安いといういといういといういという

のも大きな要のも大きな要のも大きな要のも大きな要素素素素であると。大であると。大であると。大であると。大都都都都市ですごく市ですごく市ですごく市ですごくレベルレベルレベルレベルの高いの高いの高いの高い音楽音楽音楽音楽家家家家がががが来来来来られることがありますられることがありますられることがありますられることがあります

が、が、が、が、値段値段値段値段がとても高いがとても高いがとても高いがとても高いわわわわけで、けで、けで、けで、去去去去年奈良県に年奈良県に年奈良県に年奈良県に来来来来られたられたられたられたロロロロシシシシアアアア交響楽団交響楽団交響楽団交響楽団もすばらしかもすばらしかもすばらしかもすばらしかっっっったり、たり、たり、たり、

樫樫樫樫本大進さんはとてもすばらしい本大進さんはとてもすばらしい本大進さんはとてもすばらしい本大進さんはとてもすばらしいレベルレベルレベルレベルで、で、で、で、聞聞聞聞いたいたいたいた人人人人はははは感感感感激激激激されたされたされたされたよよよようでごうでごうでごうでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、

東京都東京都東京都東京都とか大とか大とか大とか大阪府阪府阪府阪府で出す入で出す入で出す入で出す入場場場場料料料料のののの半額半額半額半額以下以下以下以下で奈良県では提で奈良県では提で奈良県では提で奈良県では提供供供供できたという、うまいできたという、うまいできたという、うまいできたという、うまい組組組組みみみみ合合合合

わわわわせがあせがあせがあせがあっっっった。いつもそういうた。いつもそういうた。いつもそういうた。いつもそういうわわわわけにはいかないと思いますが、そういうことができたらけにはいかないと思いますが、そういうことができたらけにはいかないと思いますが、そういうことができたらけにはいかないと思いますが、そういうことができたら

考えていきたいと。県も興行考えていきたいと。県も興行考えていきたいと。県も興行考えていきたいと。県も興行主主主主になれるかどうかになれるかどうかになれるかどうかになれるかどうかっっっって、て、て、て、余余余余り興行り興行り興行り興行主主主主になになになになっっっってもてもてもてもリスクリスクリスクリスクもあもあもあもあ

りますのでとは思いますが、できるだけりますのでとは思いますが、できるだけりますのでとは思いますが、できるだけりますのでとは思いますが、できるだけ来来来来ていただくことはしたいと思います。ていただくことはしたいと思います。ていただくことはしたいと思います。ていただくことはしたいと思います。

そのそのそのそのよよよような観点から、うな観点から、うな観点から、うな観点から、先先先先日、本会議日、本会議日、本会議日、本会議場場場場でででで音楽音楽音楽音楽会を会を会を会を初初初初めめめめてしていただきまして、大てしていただきまして、大てしていただきまして、大てしていただきまして、大変変変変好評好評好評好評

であであであであっっっったと思います。たと思います。たと思います。たと思います。音響音響音響音響ががががよよよよかかかかっっっったと思いますので、あのたと思いますので、あのたと思いますので、あのたと思いますので、あの音楽音楽音楽音楽会で発会で発会で発会で発想想想想して、県産して、県産して、県産して、県産材材材材でででで

音楽堂音楽堂音楽堂音楽堂をつくるというをつくるというをつくるというをつくるという商商商商品品品品化ができないか、化ができないか、化ができないか、化ができないか、検討検討検討検討をををを始始始始めめめめたりしております。たりしております。たりしております。たりしております。音音音音ががががやわやわやわやわらからからからか

くはくはくはくはねねねね返返返返るのは、もしるのは、もしるのは、もしるのは、もし有有有有益益益益であれば県産であれば県産であれば県産であれば県産材材材材でいいでいいでいいでいい音楽ホ音楽ホ音楽ホ音楽ホーーーールルルルをつくることもをつくることもをつくることもをつくることも商商商商品品品品化できな化できな化できな化できな

いかといういかといういかといういかという夢夢夢夢もももも膨膨膨膨らんだらんだらんだらんだわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、文文文文化化化化活動活動活動活動とととと外外外外れましたが、れましたが、れましたが、れましたが、文文文文化化化化活動活動活動活動、それ、それ、それ、それ
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とととと幅幅幅幅広く、山本委員がお広く、山本委員がお広く、山本委員がお広く、山本委員がおっっっっししししゃゃゃゃいましたので、いましたので、いましたので、いましたので、クラクラクラクラシシシシックックックック音楽音楽音楽音楽だけではなしに、そのだけではなしに、そのだけではなしに、そのだけではなしに、その他他他他、、、、

またまたまたまた音楽音楽音楽音楽だけではなしに、美だけではなしに、美だけではなしに、美だけではなしに、美術術術術とととと音楽音楽音楽音楽とととと組組組組みみみみ合合合合わわわわせるせるせるせるよよよような、うな、うな、うな、ムムムムジジジジーーーークフクフクフクフェェェェストストストストのときにのときにのときにのときに

は県は県は県は県立立立立美美美美術術術術館館館館でででで正倉院正倉院正倉院正倉院展展展展のののの復復復復元展元展元展元展をいたしましたり、をいたしましたり、をいたしましたり、をいたしましたり、何何何何かかかか文文文文化をいろいろ化をいろいろ化をいろいろ化をいろいろ楽楽楽楽しんでいただしんでいただしんでいただしんでいただ

く、高く、高く、高く、高齢齢齢齢者にも者にも者にも者にも楽楽楽楽しんでいただくということをしんでいただくということをしんでいただくということをしんでいただくということを熱心熱心熱心熱心に進に進に進に進めめめめていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思っっっっております。ております。ております。ております。

またいろいろお知恵をまたいろいろお知恵をまたいろいろお知恵をまたいろいろお知恵を拝借拝借拝借拝借したいとも思したいとも思したいとも思したいとも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。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。鉄鉄鉄鉄道会道会道会道会社社社社がががが今今今今少少少少ししんどいししんどいししんどいししんどい状況状況状況状況でしでしでしでしょょょょうけれど、うけれど、うけれど、うけれど、

橿橿橿橿原市でも原市でも原市でも原市でも何何何何かそのかそのかそのかその辺辺辺辺のところをのところをのところをのところを気気気気にしながらにしながらにしながらにしながら都都都都市市市市計画計画計画計画をということもをということもをということもをということも聞聞聞聞いておりますのいておりますのいておりますのいておりますの

で、本で、本で、本で、本当当当当はこういうところに、はこういうところに、はこういうところに、はこういうところに、鉄鉄鉄鉄道会道会道会道会社社社社はははは協協協協議会とかには入議会とかには入議会とかには入議会とかには入っっっっていないのですか。そのていないのですか。そのていないのですか。そのていないのですか。その辺辺辺辺

どうなのか、どうなのか、どうなのか、どうなのか、みみみみんながんながんながんなが楽楽楽楽ししししみみみみにしておりますし、にしておりますし、にしておりますし、にしておりますし、橿橿橿橿原市はこれから原市はこれから原市はこれから原市はこれから何何何何かにかにかにかにぎぎぎぎややややかにかにかにかに活気活気活気活気づづづづ

いてくるかと、もうすいてくるかと、もうすいてくるかと、もうすいてくるかと、もうすぐオぐオぐオぐオーーーーププププンになりますンになりますンになりますンになります旧耳旧耳旧耳旧耳成高成高成高成高校校校校跡跡跡跡地のまほろば地のまほろば地のまほろば地のまほろばキキキキッチッチッチッチン、またン、またン、またン、また彩彩彩彩

りということで大和りということで大和りということで大和りということで大和三三三三山もそうして政策の中で加えていただいております。山もそうして政策の中で加えていただいております。山もそうして政策の中で加えていただいております。山もそうして政策の中で加えていただいております。

そしてこのまちづくりということで、これから中南和地域の中そしてこのまちづくりということで、これから中南和地域の中そしてこのまちづくりということで、これから中南和地域の中そしてこのまちづくりということで、これから中南和地域の中核核核核都都都都市としてし市としてし市としてし市としてしっっっっかりかりかりかりリリリリ

ーーーーダダダダー的なー的なー的なー的な都都都都市にならないといけないことは私たちも市にならないといけないことは私たちも市にならないといけないことは私たちも市にならないといけないことは私たちもよよよよくくくくわわわわかかかかっっっっておりますので、またしておりますので、またしておりますので、またしておりますので、またし

っっっっかりと、かりと、かりと、かりと、今今今今、知事からお、知事からお、知事からお、知事からお聞聞聞聞かせいただいた部かせいただいた部かせいただいた部かせいただいた部分分分分、見、見、見、見守守守守っっっって、また私たち地て、また私たち地て、また私たち地て、また私たち地元元元元の県議会議の県議会議の県議会議の県議会議

員もその員もその員もその員もその辺辺辺辺ののののパパパパイプイプイプイプ役役役役になりましてになりましてになりましてになりまして取取取取りりりり組組組組んでいきたいと、そんなんでいきたいと、そんなんでいきたいと、そんなんでいきたいと、そんなふふふふうに思うに思うに思うに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。

やっぱやっぱやっぱやっぱりりりり駅駅駅駅が大事かというのも思いますので、が大事かというのも思いますので、が大事かというのも思いますので、が大事かというのも思いますので、今後今後今後今後ともともともともよよよよろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。少少少少しししし

具体具体具体具体的に言的に言的に言的に言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夢夢夢夢がががが膨膨膨膨らんでまいりました。ありがとうごらんでまいりました。ありがとうごらんでまいりました。ありがとうごらんでまいりました。ありがとうござざざざいました。そして、いました。そして、いました。そして、いました。そして、

文文文文化化化化芸芸芸芸術術術術の振興につきましては、の振興につきましては、の振興につきましては、の振興につきましては、文文文文化化化化やややや芸芸芸芸術術術術、、、、音楽音楽音楽音楽にはもう知事はすばらしい発にはもう知事はすばらしい発にはもう知事はすばらしい発にはもう知事はすばらしい発想想想想をおをおをおをお持持持持

ちなので、ちちなので、ちちなので、ちちなので、ちょっょっょっょっと要と要と要と要望望望望をさせていただいたをさせていただいたをさせていただいたをさせていただいたよよよようなことでごうなことでごうなことでごうなことでござざざざいますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その辺辺辺辺もまたもまたもまたもまた

次年次年次年次年度度度度にににに向向向向けてけてけてけて展望展望展望展望をををを持っ持っ持っ持っていただいて、できるだけそういうていただいて、できるだけそういうていただいて、できるだけそういうていただいて、できるだけそういう内容内容内容内容のものを開のものを開のものを開のものを開催催催催していたしていたしていたしていた

だくことにおだくことにおだくことにおだくことにお取取取取りりりり組組組組みみみみをいただきたいと、そんなことを要をいただきたいと、そんなことを要をいただきたいと、そんなことを要をいただきたいと、そんなことを要望望望望してしてしてして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。

ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 このこのこのこの予算予算予算予算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会で委員会で委員会で委員会で毎毎毎毎度度度度ですけれども、神田委員のあとは私だというですけれども、神田委員のあとは私だというですけれども、神田委員のあとは私だというですけれども、神田委員のあとは私だという

ことが定ことが定ことが定ことが定番番番番になになになになっっっってきております。また質問までがてきております。また質問までがてきております。また質問までがてきております。また質問までが同じよ同じよ同じよ同じようになうになうになうになっっっってしまてしまてしまてしまっっっって、て、て、て、今今今今も、もも、もも、もも、も

うううう少少少少しししし打打打打ち合ち合ち合ち合わわわわせをしておいたらせをしておいたらせをしておいたらせをしておいたらよよよよかかかかっっっったと思たと思たと思たと思っっっっていたのですけれども、県ていたのですけれども、県ていたのですけれども、県ていたのですけれども、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの

駅駅駅駅に関してはに関してはに関してはに関しては全全全全くくくく同じ同じ同じ同じかということで、これはかかということで、これはかかということで、これはかかということで、これはかぶぶぶぶっっっってしまてしまてしまてしまっっっって、もうて、もうて、もうて、もう途途途途中で質問しない中で質問しない中で質問しない中で質問しない

でおこうかとか思でおこうかとか思でおこうかとか思でおこうかとか思っっっっていたのですが、それをしなかていたのですが、それをしなかていたのですが、それをしなかていたのですが、それをしなかっっっったらたらたらたら何何何何もなくなりますので、もなくなりますので、もなくなりますので、もなくなりますので、持論持論持論持論もももも

含め含め含め含めて、て、て、て、再度再度再度再度となりますけれども知事のとなりますけれども知事のとなりますけれども知事のとなりますけれども知事の所所所所見をお見をお見をお見をお伺伺伺伺いしたいと思います。もう県いしたいと思います。もう県いしたいと思います。もう県いしたいと思います。もう県立立立立医医医医科科科科大大大大

学学学学を中を中を中を中心心心心としたまちづくりのとしたまちづくりのとしたまちづくりのとしたまちづくりのイメイメイメイメーーーージジジジ図図図図ができたときに、ができたときに、ができたときに、ができたときに、橿橿橿橿原市のいろいろなところ、原市のいろいろなところ、原市のいろいろなところ、原市のいろいろなところ、数数数数

十カ所十カ所十カ所十カ所で県政報告会なり、またで県政報告会なり、またで県政報告会なり、またで県政報告会なり、また後援後援後援後援会だ会だ会だ会だよよよよりにあのりにあのりにあのりにあのイメイメイメイメーーーージジジジ図図図図をををを載載載載せてせてせてせて全全全全戸戸戸戸にににに新聞新聞新聞新聞折折折折りりりり込込込込
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みみみみなどをしてごなどをしてごなどをしてごなどをしてご周周周周知をさせていただいてきたということで、あの知をさせていただいてきたということで、あの知をさせていただいてきたということで、あの知をさせていただいてきたということで、あのイメイメイメイメーーーージジジジ図図図図はははは先先先先ほど神田ほど神田ほど神田ほど神田

委員がお委員がお委員がお委員がおっっっっししししゃっゃっゃっゃったたたたよよよように大うに大うに大うに大変イ変イ変イ変インンンンパパパパクトクトクトクトのののの強強強強い、また、い、また、い、また、い、また、橿橿橿橿原市原市原市原市民民民民はある程はある程はある程はある程度度度度、、、、全全全全部では部では部では部では

ないですけれども、そういうないですけれども、そういうないですけれども、そういうないですけれども、そういう駅駅駅駅のまちづくりになるのだと。そのときいつも言のまちづくりになるのだと。そのときいつも言のまちづくりになるのだと。そのときいつも言のまちづくりになるのだと。そのときいつも言っっっっていたのていたのていたのていたの

は、は、は、は、実実実実は市は市は市は市民民民民のののの皆皆皆皆さんには、さんには、さんには、さんには、近近近近鉄八鉄八鉄八鉄八木西木西木西木西口駅口駅口駅口駅とととと近近近近鉄畝鉄畝鉄畝鉄畝傍傍傍傍御陵御陵御陵御陵前前前前駅駅駅駅のののの間間間間にににに駅駅駅駅ができるのですができるのですができるのですができるのです

と。そして、と。そして、と。そして、と。そして、駅駅駅駅ができたらこができたらこができたらこができたらこっっっっちがちがちがちが逆表逆表逆表逆表、、、、玄玄玄玄関関関関口口口口になるのですと、になるのですと、になるのですと、になるのですと、今今今今まであるまであるまであるまであるＡ病棟Ａ病棟Ａ病棟Ａ病棟、す、す、す、す

ななななわわわわち中ち中ち中ち中垣垣垣垣さんとさんとさんとさんと今今今今中さんの中さんの中さんの中さんのフルフルフルフルーーーーツ屋ツ屋ツ屋ツ屋さんのところのさんのところのさんのところのさんのところの方方方方から入るから入るから入るから入る今今今今のののの表玄表玄表玄表玄関は、関は、関は、関は、Ａ病棟Ａ病棟Ａ病棟Ａ病棟

をつをつをつをつぶぶぶぶしてしてしてして裏玄裏玄裏玄裏玄関になるのですと、関になるのですと、関になるのですと、関になるのですと、東東東東側側側側の県の県の県の県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の教育研の教育研の教育研の教育研究究究究部部部部門門門門は県農業総合センは県農業総合センは県農業総合センは県農業総合セン

ターへ移るのですと、そして、その大ターへ移るのですと、そして、その大ターへ移るのですと、そして、その大ターへ移るのですと、そして、その大学学学学施設のところへは施設のところへは施設のところへは施設のところへは公公公公園園園園ができたり、高ができたり、高ができたり、高ができたり、高齢齢齢齢者福祉施者福祉施者福祉施者福祉施

設ができたりするのですと。設ができたりするのですと。設ができたりするのですと。設ができたりするのですと。今今今今、県、県、県、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの裏玄裏玄裏玄裏玄関にあるあの関にあるあの関にあるあの関にあるあのグラグラグラグラウウウウンンンンドドドド脇脇脇脇のののの駐車駐車駐車駐車場場場場

のところはなくなのところはなくなのところはなくなのところはなくなっっっって、て、て、て、駅駅駅駅前前前前商商商商業施設、業施設、業施設、業施設、ママママンンンンショショショション、そして福祉施設というン、そして福祉施設というン、そして福祉施設というン、そして福祉施設という今今今今、知事がご、知事がご、知事がご、知事がご

説明説明説明説明していただいたしていただいたしていただいたしていただいたよよよようなことをうなことをうなことをうなことを流暢流暢流暢流暢に、ずに、ずに、ずに、ずっっっっとととと何十何十何十何十回回回回と言と言と言と言っっっってきたからもうてきたからもうてきたからもうてきたからもう覚覚覚覚えてしまえてしまえてしまえてしま

っっっっているのですけれども、そういう言いているのですけれども、そういう言いているのですけれども、そういう言いているのですけれども、そういう言い方方方方でででで橿橿橿橿原市原市原市原市民民民民はそれをはそれをはそれをはそれを受受受受けとけとけとけとめめめめておられると。ておられると。ておられると。ておられると。

そこで、そこで、そこで、そこで、今今今今回回回回、、、、改め改め改め改めて知事にて知事にて知事にて知事に対対対対する質問は、神田委員とする質問は、神田委員とする質問は、神田委員とする質問は、神田委員と全全全全くくくく一緒一緒一緒一緒ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、ややややはりはりはりはり

駅駅駅駅ががががポポポポイイイインンンントトトトになになになになっっっってくると。そして、てくると。そして、てくると。そして、てくると。そして、近近近近鉄鉄鉄鉄とととと協協協協議をして議をして議をして議をして駅駅駅駅をつくをつくをつくをつくっっっって、そしてて、そしてて、そしてて、そして橿橿橿橿原市と原市と原市と原市と

一一一一致団致団致団致団結結結結をしてをしてをしてをして駅駅駅駅をををを今今今今言言言言っっっったたたたよよよようにうにうにうにグラグラグラグラウウウウンンンンドドドドのののの方方方方をををを表玄表玄表玄表玄関とすることがまちづくり関とすることがまちづくり関とすることがまちづくり関とすることがまちづくり構構構構想想想想

のののの一番一番一番一番ののののポポポポイイイインンンントトトトであると考えているのですけれども、また、であると考えているのですけれども、また、であると考えているのですけれども、また、であると考えているのですけれども、また、今今今今、、、、近近近近鉄鉄鉄鉄のののの話話話話をされていたをされていたをされていたをされていた

のですけれど、のですけれど、のですけれど、のですけれど、駅駅駅駅ができなかができなかができなかができなかっっっったらこのまちづくりのたらこのまちづくりのたらこのまちづくりのたらこのまちづくりの構構構構想想想想、あの、あの、あの、あのイメイメイメイメーーーージジジジ図図図図を、ことしのを、ことしのを、ことしのを、ことしの

検討検討検討検討でいろいろとまちづくり推進局がことしもでいろいろとまちづくり推進局がことしもでいろいろとまちづくり推進局がことしもでいろいろとまちづくり推進局がことしも予算予算予算予算をつけてをつけてをつけてをつけて改め改め改め改めてということで委員会でてということで委員会でてということで委員会でてということで委員会で

聞聞聞聞かせていただきました。あのかせていただきました。あのかせていただきました。あのかせていただきました。あのイメイメイメイメーーーージジジジ図図図図をもとにまたいろいろとをもとにまたいろいろとをもとにまたいろいろとをもとにまたいろいろと検討検討検討検討されると思うのでされると思うのでされると思うのでされると思うので

すけれども、そのすけれども、そのすけれども、そのすけれども、その構構構構想想想想が、が、が、が、駅駅駅駅がそこにないと成りがそこにないと成りがそこにないと成りがそこにないと成り立っ立っ立っ立っていかないというのが私の思いであていかないというのが私の思いであていかないというのが私の思いであていかないというのが私の思いであ

るし、るし、るし、るし、多分多分多分多分まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの重重重重要な要な要な要なポポポポイイイインンンントトトトになになになになっっっってくると思うのですけれども、てくると思うのですけれども、てくると思うのですけれども、てくると思うのですけれども、先先先先ほどほどほどほど近近近近鉄鉄鉄鉄

がそういう意味ではあまりがそういう意味ではあまりがそういう意味ではあまりがそういう意味ではあまり駅駅駅駅づくりにはづくりにはづくりにはづくりには熱心熱心熱心熱心でないと。そうしたらこのでないと。そうしたらこのでないと。そうしたらこのでないと。そうしたらこの構構構構想想想想ではではではでは今度今度今度今度、こ、こ、こ、こ

としとしとしとし改め改め改め改めてててて検討検討検討検討のののの予算予算予算予算設定をつく設定をつく設定をつく設定をつくっっっっていこうとされるのですけれども、前に出たあのまちていこうとされるのですけれども、前に出たあのまちていこうとされるのですけれども、前に出たあのまちていこうとされるのですけれども、前に出たあのまち

づくりのづくりのづくりのづくりの図図図図がもとにながもとにながもとにながもとになっっっって、そしてそこにて、そしてそこにて、そしてそこにて、そしてそこに色色色色づけしていこうとされているのか、づけしていこうとされているのか、づけしていこうとされているのか、づけしていこうとされているのか、全全全全くくくく別別別別のののの

ものができものができものができものができ上上上上ががががっっっってくるのか、そして、てくるのか、そして、てくるのか、そして、てくるのか、そして、先先先先ほどほどほどほどよよよよりりりり突っ込突っ込突っ込突っ込んだんだんだんだ話話話話ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、近近近近鉄鉄鉄鉄とととと駅駅駅駅

についてどこまでのについてどこまでのについてどこまでのについてどこまでの話話話話をををを今今今今のののの時時時時点でされているのか、点でされているのか、点でされているのか、点でされているのか、今今今今のののの話話話話でしたら、でしたら、でしたら、でしたら、近近近近鉄鉄鉄鉄はははは全全全全くそういくそういくそういくそうい

うものにはうものにはうものにはうものには余余余余りりりり熱心熱心熱心熱心ではない、関ではない、関ではない、関ではない、関心心心心がない、県のおがない、県のおがない、県のおがない、県のお話話話話をををを聞聞聞聞こうとされていないのか、どここうとされていないのか、どここうとされていないのか、どここうとされていないのか、どこ

までまでまでまで今協今協今協今協議が進んでいるのかをお議が進んでいるのかをお議が進んでいるのかをお議が進んでいるのかをお聞聞聞聞かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。

それと、もうそれと、もうそれと、もうそれと、もう一一一一点は要点は要点は要点は要望望望望ですけれども、この中ですけれども、この中ですけれども、この中ですけれども、この中期目標期目標期目標期目標で平成３３年で平成３３年で平成３３年で平成３３年度度度度にににに新新新新キキキキャャャャンンンンパパパパススススのののの

オオオオーーーーププププンをンをンをンを目目目目指していただいているということで、年指していただいているということで、年指していただいているということで、年指していただいているということで、年度度度度をくくをくくをくくをくくっっっっていただいたということていただいたということていただいたということていただいたということ
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は大は大は大は大変変変変いいことだと、これでいいいことだと、これでいいいことだと、これでいいいことだと、これでいよよよよいいいいよよよよいつできるのだろう、あのいつできるのだろう、あのいつできるのだろう、あのいつできるのだろう、あの畝畝畝畝傍山の傍山の傍山の傍山のふふふふもとの奈良県もとの奈良県もとの奈良県もとの奈良県

農業総合センターのところに移農業総合センターのところに移農業総合センターのところに移農業総合センターのところに移っっっっていつできるのだろうということも地ていつできるのだろうということも地ていつできるのだろうということも地ていつできるのだろうということも地元元元元は思は思は思は思っっっっておられておられておられておられ

るのです。平成３３年るのです。平成３３年るのです。平成３３年るのです。平成３３年度度度度とととと区切区切区切区切っっっっていただいたのですけれども、ていただいたのですけれども、ていただいたのですけれども、ていただいたのですけれども、先先先先ほど和田委員からおほど和田委員からおほど和田委員からおほど和田委員からお話話話話

があがあがあがあっっっった奈良県農業総合センターを桜井市の県農業大た奈良県農業総合センターを桜井市の県農業大た奈良県農業総合センターを桜井市の県農業大た奈良県農業総合センターを桜井市の県農業大学校学校学校学校のののの近近近近くに移すということですけくに移すということですけくに移すということですけくに移すということですけ

れども、それが移らないとれども、それが移らないとれども、それが移らないとれども、それが移らないとキキキキャャャャンンンンパパパパススススは移れない、だから、ことしはは移れない、だから、ことしはは移れない、だから、ことしはは移れない、だから、ことしは実実実実施設施設施設施設計計計計されるといされるといされるといされるとい

うことでうことでうことでうことで予予予予定をしていただいているのですけれども、できることなら平成３３年を前定をしていただいているのですけれども、できることなら平成３３年を前定をしていただいているのですけれども、できることなら平成３３年を前定をしていただいているのですけれども、できることなら平成３３年を前倒倒倒倒しししし

していただきたいのが私たちのもうしていただきたいのが私たちのもうしていただきたいのが私たちのもうしていただきたいのが私たちのもう切切切切なる思いです。そのたなる思いです。そのたなる思いです。そのたなる思いです。そのためめめめには奈良県農業総合センタには奈良県農業総合センタには奈良県農業総合センタには奈良県農業総合センタ

ーをーをーをーを早早早早く桜井市へ移さないとできないと。だから、そのく桜井市へ移さないとできないと。だから、そのく桜井市へ移さないとできないと。だから、そのく桜井市へ移さないとできないと。だから、その辺辺辺辺のことをぜひのことをぜひのことをぜひのことをぜひ実実実実施設施設施設施設計計計計して、次して、次して、次して、次

から次へともうから次へともうから次へともうから次へともう段取段取段取段取りをしていただいて、なるりをしていただいて、なるりをしていただいて、なるりをしていただいて、なるべべべべくくくく早早早早く桜井市へ移く桜井市へ移く桜井市へ移く桜井市へ移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、

要要要要望望望望ですけれども、そのですけれども、そのですけれども、そのですけれども、その辺辺辺辺のののの所所所所見がもしご見がもしご見がもしご見がもしござざざざいましたら、いいおいましたら、いいおいましたら、いいおいましたら、いいお答答答答えをしていただいたらえをしていただいたらえをしていただいたらえをしていただいたら

ありがたいと思うのですが、ありがたいと思うのですが、ありがたいと思うのですが、ありがたいと思うのですが、よよよよろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 県県県県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の教育研の教育研の教育研の教育研究究究究部部部部門門門門が移転したとき、あそこに、が移転したとき、あそこに、が移転したとき、あそこに、が移転したとき、あそこに、線線線線路路路路がががが走走走走っっっっていまていまていまていま

すので、研すので、研すので、研すので、研究究究究部部部部門門門門を移転する前にを移転する前にを移転する前にを移転する前に駅駅駅駅の移設ができないか、の移設ができないか、の移設ができないか、の移設ができないか、内内内内 々々々々で研で研で研で研究究究究したことごしたことごしたことごしたことござざざざいます。います。います。います。

道道道道路路路路の高の高の高の高架橋架橋架橋架橋とまたがとまたがとまたがとまたがっっっっていますので、あのていますので、あのていますので、あのていますので、あの北北北北か南か、あるいはか南か、あるいはか南か、あるいはか南か、あるいは橿橿橿橿原警察原警察原警察原警察署署署署もごもごもごもござざざざいますいますいますいます

ので、そのので、そのので、そのので、そのよよよようなうなうなうな検討検討検討検討を事務的にしたことがごを事務的にしたことがごを事務的にしたことがごを事務的にしたことがござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、今度今度今度今度はそこから１年たつかたはそこから１年たつかたはそこから１年たつかたはそこから１年たつかた

たないかで県たないかで県たないかで県たないかで県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の研の研の研の研究究究究部部部部門門門門をどをどをどをどっっっっと移そうという、と移そうという、と移そうという、と移そうという、ドラスドラスドラスドラスティティティティックックックックななななアイアイアイアイディディディディアアアア

が発が発が発が発生生生生しましたので、それからしますとしましたので、それからしますとしましたので、それからしますとしましたので、それからしますとグラグラグラグラウウウウンンンンドドドドあたりは、道の南にありますが、あたりは、道の南にありますが、あたりは、道の南にありますが、あたりは、道の南にありますが、駅駅駅駅をををを

設設設設置置置置する観点からは、する観点からは、する観点からは、する観点からは、十分十分十分十分なななな余余余余地があることは地があることは地があることは地があることは判断判断判断判断ができたけれども、さて、ができたけれども、さて、ができたけれども、さて、ができたけれども、さて、近近近近鉄鉄鉄鉄はははは駅駅駅駅をををを

移設するかどうか、これは移設するかどうか、これは移設するかどうか、これは移設するかどうか、これは近近近近鉄鉄鉄鉄のののの営営営営業施設ですので、ひとえに業施設ですので、ひとえに業施設ですので、ひとえに業施設ですので、ひとえに近近近近鉄鉄鉄鉄のののの判断判断判断判断にかかにかかにかかにかかっっっっているているているている

と思いますが、と思いますが、と思いますが、と思いますが、近近近近鉄鉄鉄鉄はどうもはどうもはどうもはどうもみみみみんなおぜんんなおぜんんなおぜんんなおぜん立立立立てしてくれたら移らないでもないがと、こうてしてくれたら移らないでもないがと、こうてしてくれたら移らないでもないがと、こうてしてくれたら移らないでもないがと、こう

いう言いいう言いいう言いいう言い方方方方だと思います。これがなかなかだと思います。これがなかなかだと思います。これがなかなかだと思います。これがなかなか珍珍珍珍しい会しい会しい会しい会社社社社だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、何度何度何度何度も言も言も言も言

っっっってもしてもしてもしてもしょょょょうがないのですけれども、しかし、うがないのですけれども、しかし、うがないのですけれども、しかし、うがないのですけれども、しかし、全全全全部おぜん部おぜん部おぜん部おぜん立立立立てしてきてもらうというのは、てしてきてもらうというのは、てしてきてもらうというのは、てしてきてもらうというのは、

これは原これは原これは原これは原則則則則にににに反反反反していけないことだと思います。していけないことだと思います。していけないことだと思います。していけないことだと思います。駅駅駅駅なしのまちづくりはできないことはななしのまちづくりはできないことはななしのまちづくりはできないことはななしのまちづくりはできないことはな

いのではないかと、私はあると思います。もとからいのではないかと、私はあると思います。もとからいのではないかと、私はあると思います。もとからいのではないかと、私はあると思います。もとから駅駅駅駅がないがないがないがない場所場所場所場所のののの病院病院病院病院ですので、ですので、ですので、ですので、今今今今のまのまのまのま

まいいまいいまいいまいいよよよようにするということだから、うにするということだから、うにするということだから、うにするということだから、十分十分十分十分できると思います。できると思います。できると思います。できると思います。今今今今、、、、来来来来ておられるておられるておられるておられる方方方方、、、、ババババスススス

でもでもでもでも来来来来られるし、られるし、られるし、られるし、近近近近鉄八鉄八鉄八鉄八木西木西木西木西口駅口駅口駅口駅からもからもからもからも歩歩歩歩いていていていて来来来来られるということですので、道られるということですので、道られるということですので、道られるということですので、道路路路路系系系系ののののアアアア

ククククセセセセススススををををよよよよくするというのがくするというのがくするというのがくするというのが一一一一つ、つ、つ、つ、鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅があろうとなかろうとがあろうとなかろうとがあろうとなかろうとがあろうとなかろうと救急救急救急救急のののの搬搬搬搬入もありますの入もありますの入もありますの入もありますの

で、道で、道で、道で、道路路路路系系系系ををををよよよよくするというのがくするというのがくするというのがくするというのが一一一一つ大きなことだと思います。なので、それはつ大きなことだと思います。なので、それはつ大きなことだと思います。なので、それはつ大きなことだと思います。なので、それは独独独独立立立立してしてしてして

考えております。だから、考えております。だから、考えております。だから、考えております。だから、今今今今は入るのもとても大は入るのもとても大は入るのもとても大は入るのもとても大変変変変ですしですしですしですし駐車駐車駐車駐車場場場場もももも十分十分十分十分でありませんが、でありませんが、でありませんが、でありませんが、

高高高高架架架架でででで渡渡渡渡るときにきちんと県るときにきちんと県るときにきちんと県るときにきちんと県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附属病院附属病院附属病院附属病院にできるだけにできるだけにできるだけにできるだけススススムムムムーーーーズズズズに、に、に、に、自自自自動動動動車車車車できちできちできちできち
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んと入れると。それと、んと入れると。それと、んと入れると。それと、んと入れると。それと、ババババススススのののの便便便便ををををよよよよくすると。くすると。くすると。くすると。鉄鉄鉄鉄道で道で道で道で来来来来られるられるられるられる人人人人は、思えば県は、思えば県は、思えば県は、思えば県下全体下全体下全体下全体とととと

すればごくすればごくすればごくすればごくわわわわずかかもしれませんので、南和地域からずかかもしれませんので、南和地域からずかかもしれませんので、南和地域からずかかもしれませんので、南和地域から来来来来られるられるられるられる人人人人ががががババババススススでででで来来来来られるという、られるという、られるという、られるという、

ババババスススス便便便便をきちんとつくるのも大をきちんとつくるのも大をきちんとつくるのも大をきちんとつくるのも大変変変変大事なことだと思大事なことだと思大事なことだと思大事なことだと思っっっっております。どちらが大事がております。どちらが大事がております。どちらが大事がております。どちらが大事がわわわわからからからから

ないないないないぐぐぐぐらい大事なことだと思らい大事なことだと思らい大事なことだと思らい大事なことだと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。

いろいろないろいろないろいろないろいろな病院病院病院病院でででで駅駅駅駅の前にあるの前にあるの前にあるの前にある病院病院病院病院はもうはもうはもうはもうめっめっめっめったにありませんので、たにありませんので、たにありませんので、たにありませんので、駅駅駅駅からのからのからのからのババババススススがががが頻頻頻頻

繁繁繁繁に出るといに出るといに出るといに出るといっっっったのがたのがたのがたのが普普普普通通通通でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、病院病院病院病院には大には大には大には大体体体体ババババススススターターターターミナミナミナミナルルルルがきちんとあがきちんとあがきちんとあがきちんとあ

るということがるということがるということがるということが多多多多いですので、いですので、いですので、いですので、ババババスススス便便便便をきちんとするのがまずをきちんとするのがまずをきちんとするのがまずをきちんとするのがまず基基基基本だと思本だと思本だと思本だと思っっっっ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、鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅なしのまちづくりはないということに関しては、私はなしのまちづくりはないということに関しては、私はなしのまちづくりはないということに関しては、私はなしのまちづくりはないということに関しては、私は十分十分十分十分あると思あると思あると思あると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。交通交通交通交通ののののアクアクアクアクセセセセススススという観点はそういうことでごという観点はそういうことでごという観点はそういうことでごという観点はそういうことでござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。その上上上上で、で、で、で、近近近近鉄鉄鉄鉄とのとのとのとの対応対応対応対応、、、、

近近近近鉄八鉄八鉄八鉄八木西木西木西木西口駅口駅口駅口駅のののの対応対応対応対応等、関係ですけれども、なかなか考えは等、関係ですけれども、なかなか考えは等、関係ですけれども、なかなか考えは等、関係ですけれども、なかなか考えは難難難難しいことかもしれませんしいことかもしれませんしいことかもしれませんしいことかもしれません

が、が、が、が、世世世世の中の中の中の中変わっ変わっ変わっ変わってきていますので、大てきていますので、大てきていますので、大てきていますので、大胆胆胆胆に大きなに大きなに大きなに大きな背背背背の高いの高いの高いの高いビビビビルルルルをををを建建建建てるてるてるてるぐぐぐぐらいでありまらいでありまらいでありまらいでありま

したら、したら、したら、したら、収益収益収益収益のののの源源源源泉は泉は泉は泉はややややはりそれはりそれはりそれはりそれぞぞぞぞれのれのれのれの駅駅駅駅、、、、駅駅駅駅でででで源源源源泉を泉を泉を泉を求求求求めめめめるというのが、関るというのが、関るというのが、関るというのが、関東東東東の施設での施設での施設での施設で

全全全全部部部部やっやっやっやっているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいますので、それはいますので、それはいますので、それはいますので、それは近近近近鉄鉄鉄鉄のののの社社社社長にも言長にも言長にも言長にも言っっっったのですけれども、たのですけれども、たのですけれども、たのですけれども、

ちちちちょっょっょっょっとととと違違違違うううう反応反応反応反応でした。でした。でした。でした。よよよよく考えていただけたらと思うところであります。く考えていただけたらと思うところであります。く考えていただけたらと思うところであります。く考えていただけたらと思うところであります。

それと、このそれと、このそれと、このそれと、この全体全体全体全体ののののプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトの進行、本の進行、本の進行、本の進行、本当当当当にできるとすごいにできるとすごいにできるとすごいにできるとすごいプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトのののの効果効果効果効果がががが

あると思いますので、できるだけあると思いますので、できるだけあると思いますので、できるだけあると思いますので、できるだけ早早早早くできないかということでごくできないかということでごくできないかということでごくできないかということでござざざざいます。県農業総合セいます。県農業総合セいます。県農業総合セいます。県農業総合セ

ンターを移して、そのンターを移して、そのンターを移して、そのンターを移して、その後後後後に県に県に県に県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の教育研の教育研の教育研の教育研究究究究部部部部門門門門も移して、そのも移して、そのも移して、そのも移して、その後後後後にににに病院病院病院病院のそばののそばののそばののそばの

町町町町をつくるということでごをつくるということでごをつくるということでごをつくるということでござざざざいますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その順順順順番番番番からすれば３つ大きなからすれば３つ大きなからすれば３つ大きなからすれば３つ大きなプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトがががが

ありますが、それをありますが、それをありますが、それをありますが、それを重重重重ねねねね合合合合わわわわせて、県農業総合センターを移すのに、せて、県農業総合センターを移すのに、せて、県農業総合センターを移すのに、せて、県農業総合センターを移すのに、全全全全部移転する前に県部移転する前に県部移転する前に県部移転する前に県

立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の教育研の教育研の教育研の教育研究究究究部部部部門門門門のののの一一一一部移転する、部移転する、部移転する、部移転する、順順順順次移転することはできないかどうかは次移転することはできないかどうかは次移転することはできないかどうかは次移転することはできないかどうかは検討検討検討検討

はしております。はしております。はしております。はしております。順順順順次移転すると中次移転すると中次移転すると中次移転すると中途半途半途半途半端端端端な、な、な、な、途途途途中中中中経経経経過過過過の移転のの移転のの移転のの移転の宙宙宙宙ぶぶぶぶらりんになるかもしらりんになるかもしらりんになるかもしらりんになるかもし

れない。それは用れない。それは用れない。それは用れない。それは用心心心心しないといけないのですけれども、そのしないといけないのですけれども、そのしないといけないのですけれども、そのしないといけないのですけれども、その段取段取段取段取りをりをりをりをよよよよく考えて、く考えて、く考えて、く考えて、一一一一部で部で部で部で

も移転すると、移転も移転すると、移転も移転すると、移転も移転すると、移転跡跡跡跡地にまだ地にまだ地にまだ地にまだ病院病院病院病院施設だけではなしに県施設だけではなしに県施設だけではなしに県施設だけではなしに県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の研修の研修の研修の研修棟棟棟棟をををを強強強強く要く要く要く要望望望望

されておりますので、その研修されておりますので、その研修されておりますので、その研修されておりますので、その研修棟棟棟棟はははは病院病院病院病院のそばで要るのそばで要るのそばで要るのそばで要るわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますので、医者がいますので、医者がいますので、医者がいますので、医者が寝寝寝寝泊泊泊泊

まりするというまりするというまりするというまりするという場所場所場所場所でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、病院病院病院病院のそばになりますので、そういうのそばになりますので、そういうのそばになりますので、そういうのそばになりますので、そういうよよよようなのはうなのはうなのはうなのは

教育研教育研教育研教育研究究究究部部部部門門門門がががが全全全全部移転した部移転した部移転した部移転した後後後後でないとということではなしに、移転するでないとということではなしに、移転するでないとということではなしに、移転するでないとということではなしに、移転する計画計画計画計画ののののレイアレイアレイアレイアウウウウ

トトトトがはがはがはがはっっっっきりすればそういうこともきりすればそういうこともきりすればそういうこともきりすればそういうことも建建建建設できるのではないかと思いますし、その移転に要設できるのではないかと思いますし、その移転に要設できるのではないかと思いますし、その移転に要設できるのではないかと思いますし、その移転に要

する、する、する、する、順順順順次移転の中で次移転の中で次移転の中で次移転の中で病院病院病院病院のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの絵絵絵絵がきちんとできていれば整備を進がきちんとできていれば整備を進がきちんとできていれば整備を進がきちんとできていれば整備を進めめめめると、ると、ると、ると、重重重重

ねねねね合合合合わわわわせて前に進んでいくことはせて前に進んでいくことはせて前に進んでいくことはせて前に進んでいくことは十分工十分工十分工十分工程として考え程として考え程として考え程として考え始始始始めめめめているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいます。います。います。います。

その中で、その中で、その中で、その中で、ややややはりいいはりいいはりいいはりいい町町町町をつくるという考えををつくるという考えををつくるという考えををつくるという考えを十分十分十分十分深深深深めめめめていく必要があると思いますのていく必要があると思いますのていく必要があると思いますのていく必要があると思いますの
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で、せで、せで、せで、せっっっっかくの機会ですので、かくの機会ですので、かくの機会ですので、かくの機会ですので、周周周周辺辺辺辺のののの町町町町をどのをどのをどのをどのよよよように発うに発うに発うに発展展展展させるのか等もさせるのか等もさせるのか等もさせるのか等も含め含め含め含めて、て、て、て、橿橿橿橿原原原原公公公公

苑苑苑苑もありますし、環境がいいですし、西はもありますし、環境がいいですし、西はもありますし、環境がいいですし、西はもありますし、環境がいいですし、西は消防消防消防消防本部も行く本部も行く本部も行く本部も行く予予予予定にな定にな定にな定になっっっっているとているとているとていると聞聞聞聞いていまいていまいていまいていま

すので、すので、すので、すので、文文文文化施設もありますし、化施設もありますし、化施設もありますし、化施設もありますし、余余余余りりりり集集集集中すると中すると中すると中すると交通交通交通交通ののののネックネックネックネック、、、、特特特特に小に小に小に小房房房房のののの交差交差交差交差点の点の点の点のネッネッネッネッ

ククククをどのをどのをどのをどのよよよようにうにうにうに解消解消解消解消するかも大きなするかも大きなするかも大きなするかも大きな課題課題課題課題でごでごでごでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅がががが来来来来ればいいとは思いまればいいとは思いまればいいとは思いまればいいとは思いま

すが、それすが、それすが、それすが、それ以外以外以外以外にもにもにもにも交通交通交通交通の問の問の問の問題題題題もごもごもごもござざざざいますので、それはいますので、それはいますので、それはいますので、それは少少少少なくともなくともなくともなくとも解消解消解消解消、、、、解解解解決決決決していきしていきしていきしていき

たいと思たいと思たいと思たいと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。頑張っ頑張っ頑張っ頑張っててててやっやっやっやっていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 知事と知事と知事と知事と全全全全くくくく同じよ同じよ同じよ同じような思いで、うな思いで、うな思いで、うな思いで、確確確確かにかにかにかに近近近近鉄鉄鉄鉄もももも営営営営業部業部業部業部門門門門を考えてを考えてを考えてを考えて駅駅駅駅づくりもしづくりもしづくりもしづくりもし

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。何何何何もかも県もかも県もかも県もかも県やややや市におん市におん市におん市におんぶぶぶぶにだにだにだにだっっっっこというのは、これはいかがなものかこというのは、これはいかがなものかこというのは、これはいかがなものかこというのは、これはいかがなものか

と思います。しかし、と思います。しかし、と思います。しかし、と思います。しかし、今今今今のところそういうのところそういうのところそういうのところそういうよよよような考えではないと。うな考えではないと。うな考えではないと。うな考えではないと。東京都東京都東京都東京都ではではではでは渋谷渋谷渋谷渋谷駅駅駅駅がごがごがごがご

ろろろろっっっっとととと変わっ変わっ変わっ変わって、中て、中て、中て、中華街華街華街華街からからからから向向向向こう、こう、こう、こう、埼埼埼埼玉玉玉玉県県県県方面方面方面方面までまでまでまで乗乗乗乗りかえなしで行けると。りかえなしで行けると。りかえなしで行けると。りかえなしで行けると。今今今今、奈良、奈良、奈良、奈良

県から県から県から県から甲子甲子甲子甲子園園園園へ行くのもそうですけれども、そういうへ行くのもそうですけれども、そういうへ行くのもそうですけれども、そういうへ行くのもそうですけれども、そういうよよよような中で、うな中で、うな中で、うな中で、ややややはりはりはりはり京都線京都線京都線京都線はははは橿橿橿橿原神原神原神原神

宮宮宮宮からからからから吉吉吉吉野まで野まで野まで野まで乗乗乗乗り入れるか、り入れるか、り入れるか、り入れるか、直直直直線線線線で行けないとだで行けないとだで行けないとだで行けないとだめめめめだ。もうだ。もうだ。もうだ。もう何十何十何十何十年も前からあれをした年も前からあれをした年も前からあれをした年も前からあれをした

らどうかと市らどうかと市らどうかと市らどうかと市民民民民のののの声声声声が出ていても、それができないということで、が出ていても、それができないということで、が出ていても、それができないということで、が出ていても、それができないということで、全全全全くくくく今今今今の知事のおの知事のおの知事のおの知事のお話話話話どどどど

おりだと思いますので、これからは市おりだと思いますので、これからは市おりだと思いますので、これからは市おりだと思いますので、これからは市民民民民やややや県政報告会では、県政報告会では、県政報告会では、県政報告会では、駅駅駅駅はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるかわわわわからないと、からないと、からないと、からないと、

言言言言わわわわなければしかたないかと。なければしかたないかと。なければしかたないかと。なければしかたないかと。努努努努力力力力はしておられるけれども、なかなかうまいこといかなはしておられるけれども、なかなかうまいこといかなはしておられるけれども、なかなかうまいこといかなはしておられるけれども、なかなかうまいこといかな

いかいかいかいかわわわわからない、あのからない、あのからない、あのからない、あの絵絵絵絵のとおりにはいかないかものとおりにはいかないかものとおりにはいかないかものとおりにはいかないかもわわわわからないと。しかし、からないと。しかし、からないと。しかし、からないと。しかし、駅駅駅駅がなくてもがなくてもがなくてもがなくても

県県県県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附属病院附属病院附属病院附属病院を中を中を中を中心心心心としたまちづくりは、これからもしとしたまちづくりは、これからもしとしたまちづくりは、これからもしとしたまちづくりは、これからもしっっっっかりとかりとかりとかりとやっやっやっやっていくといていくといていくといていくとい

うことをおうことをおうことをおうことをお伝伝伝伝えしたい。たださきほど言えしたい。たださきほど言えしたい。たださきほど言えしたい。たださきほど言わわわわれたまちづくり推進局がことししれたまちづくり推進局がことししれたまちづくり推進局がことししれたまちづくり推進局がことししよよよようと思うと思うと思うと思っっっってててて

いるあの前のいるあの前のいるあの前のいるあの前の絵絵絵絵、、、、駅駅駅駅はもうどちらでもいいのですけれども、あのはもうどちらでもいいのですけれども、あのはもうどちらでもいいのですけれども、あのはもうどちらでもいいのですけれども、あの絵絵絵絵ををををベベベベーーーーススススにしていろいにしていろいにしていろいにしていろい

ろこれからろこれからろこれからろこれから肉肉肉肉づけをしていかれるのか、づけをしていかれるのか、づけをしていかれるのか、づけをしていかれるのか、全全全全くごろくごろくごろくごろっっっっとととと違違違違うものか、その点だけおうものか、その点だけおうものか、その点だけおうものか、その点だけお聞聞聞聞きしたきしたきしたきした

いのです。いのです。いのです。いのです。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 最最最最初初初初に出したに出したに出したに出した絵絵絵絵は、こんなことがは、こんなことがは、こんなことがは、こんなことが可能可能可能可能だというだというだというだというイメイメイメイメーーーージジジジをできるだけおをできるだけおをできるだけおをできるだけお伝伝伝伝ええええ

したかしたかしたかしたかっっっったもので、にたもので、にたもので、にたもので、にわわわわかづくりでごかづくりでごかづくりでごかづくりでござざざざいまして、だから、できないいまして、だから、できないいまして、だから、できないいまして、だから、できないわわわわけではないのですけではないのですけではないのですけではないのです

けれども、あのけれども、あのけれども、あのけれども、あの絵絵絵絵をををを上上上上回回回回るものができるるものができるるものができるるものができる可能可能可能可能性が性が性が性が十分十分十分十分あると思あると思あると思あると思っっっっております。いろいろなております。いろいろなております。いろいろなております。いろいろな

研研研研究究究究が進んでおりますので、が進んでおりますので、が進んでおりますので、が進んでおりますので、一番最先端一番最先端一番最先端一番最先端のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりのアイアイアイアイデデデデアアアアをををを取取取取り入れたいと思り入れたいと思り入れたいと思り入れたいと思っっっってててて

おります。いろいろなおります。いろいろなおります。いろいろなおります。いろいろなソフトソフトソフトソフト系系系系ののののＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴをををを使っ使っ使っ使ったたたたスマスマスマスマーーーートトトトシティシティシティシティーと言ーと言ーと言ーと言わわわわれるれるれるれるよよよようなうなうなうな町町町町全全全全

体体体体、その地域、その地域、その地域、その地域全体全体全体全体にとてもいろいろなにとてもいろいろなにとてもいろいろなにとてもいろいろな仕掛仕掛仕掛仕掛けがしてあるといけがしてあるといけがしてあるといけがしてあるといっっっったことは研たことは研たことは研たことは研究究究究したいと思いしたいと思いしたいと思いしたいと思い

ます。そういうます。そういうます。そういうます。そういうソフトソフトソフトソフト系系系系の研の研の研の研究究究究もしたいと思もしたいと思もしたいと思もしたいと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、レイアレイアレイアレイアウウウウトトトトも大事でごも大事でごも大事でごも大事でござざざざ

いますけれども、そういう機いますけれども、そういう機いますけれども、そういう機いますけれども、そういう機能能能能もとても大事だと思もとても大事だと思もとても大事だと思もとても大事だと思っっっっておりますので、まだておりますので、まだておりますので、まだておりますので、まだ十分十分十分十分詰詰詰詰めめめめ切切切切っっっっ

ていないというのがていないというのがていないというのがていないというのが正正正正直直直直なところでごなところでごなところでごなところでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、絵絵絵絵がががが印象印象印象印象的でご的でご的でご的でござざざざいますというのは大いますというのは大いますというのは大いますというのは大
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変結変結変結変結構構構構でごでごでごでござざざざいまして、それをいまして、それをいまして、それをいまして、それを上上上上回回回回るるるるよよよようなすばらしいうなすばらしいうなすばらしいうなすばらしい町町町町をつくれたらと本をつくれたらと本をつくれたらと本をつくれたらと本当当当当に思に思に思に思っっっっておておておてお

ります。ります。ります。ります。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 ではではではでは最後最後最後最後にににに少少少少しおしおしおしお話話話話だけ。だけ。だけ。だけ。僕僕僕僕らもそのらもそのらもそのらもそのイメイメイメイメーーーージジジジ図図図図がががが余余余余りにもりにもりにもりにもイイイインンンンパパパパクトクトクトクトがががが強強強強

かかかかっっっったので、たので、たので、たので、今今今今おおおお話話話話のとおり、それをのとおり、それをのとおり、それをのとおり、それを上上上上回回回回るまちづくりのるまちづくりのるまちづくりのるまちづくりの構構構構想想想想をされておられるとをされておられるとをされておられるとをされておられると皆皆皆皆さんさんさんさん

に言に言に言に言っっっっていきたいと。ただ、ずていきたいと。ただ、ずていきたいと。ただ、ずていきたいと。ただ、ずっっっっとそのときも言とそのときも言とそのときも言とそのときも言っっっっていたのですが、ていたのですが、ていたのですが、ていたのですが、Ａ棟Ａ棟Ａ棟Ａ棟をつをつをつをつぶぶぶぶしてそちしてそちしてそちしてそち

らがらがらがらが裏裏裏裏になになになになっっっって、て、て、て、今今今今中さん、中中さん、中中さん、中中さん、中垣垣垣垣さんのさんのさんのさんのフルフルフルフルーーーーツ屋ツ屋ツ屋ツ屋さんがさんがさんがさんが裏裏裏裏になになになになっっっったらどうしたらどうしたらどうしたらどうしよよよようかと思うかと思うかと思うかと思

っっっっておられるかておられるかておられるかておられるかわわわわかりませんし、かりませんし、かりませんし、かりませんし、表表表表にににに商商商商業施設業施設業施設業施設やややや、、、、人人人人がががが集集集集まる施設をつくるときには、まる施設をつくるときには、まる施設をつくるときには、まる施設をつくるときには、やややや

はり地はり地はり地はり地元元元元のののの商商商商店店店店主主主主さんのさんのさんのさんの声声声声ももももよよよよくくくく聞聞聞聞いてあいてあいてあいてあげげげげて、すばらしいまちづくりをしていただきまて、すばらしいまちづくりをしていただきまて、すばらしいまちづくりをしていただきまて、すばらしいまちづくりをしていただきま

すことをお願いすことをお願いすことをお願いすことをお願い申申申申しししし上げ上げ上げ上げましてましてましてまして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。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 それでは、２点について知事のそれでは、２点について知事のそれでは、２点について知事のそれでは、２点について知事の所所所所見をお見をお見をお見をお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

まず１点まず１点まず１点まず１点目目目目は、は、は、は、今今今今、神田委員、それから山本委員から、神田委員、それから山本委員から、神田委員、それから山本委員から、神田委員、それから山本委員から橿橿橿橿原市にまつ原市にまつ原市にまつ原市にまつわわわわるるるる駅駅駅駅とそのまちづとそのまちづとそのまちづとそのまちづ

くりについての知事のくりについての知事のくりについての知事のくりについての知事の所所所所見をお見をお見をお見をお伺伺伺伺いなされましたが、奈良市いなされましたが、奈良市いなされましたが、奈良市いなされましたが、奈良市民民民民としてのとしてのとしてのとしての立場立場立場立場から知事におから知事におから知事におから知事にお

伺伺伺伺いをしたいと思うところであります。いをしたいと思うところであります。いをしたいと思うところであります。いをしたいと思うところであります。今今今今回回回回のののの予算予算予算予算案をず案をず案をず案をずっっっっと審査してきたと審査してきたと審査してきたと審査してきたわわわわけでありまけでありまけでありまけでありま

すけれども、知事は奈良県のすけれども、知事は奈良県のすけれども、知事は奈良県のすけれども、知事は奈良県の経済構経済構経済構経済構造を造を造を造を変変変変えて地域えて地域えて地域えて地域経済経済経済経済のののの自自自自立立立立をををを図図図図ろうとする、そういうろうとする、そういうろうとする、そういうろうとする、そういう

思いが本思いが本思いが本思いが本当当当当にににに込め込め込め込められたられたられたられた予算予算予算予算案だと案だと案だと案だと感じ感じ感じ感じております。しかし、これらのております。しかし、これらのております。しかし、これらのております。しかし、これらの取取取取りりりり組組組組みみみみを進を進を進を進めめめめるるるる

にににに当当当当たたたたっっっっては、ては、ては、ては、何何何何といといといといっっっっても県だけでできるものもあれば、いずれにしてもても県だけでできるものもあれば、いずれにしてもても県だけでできるものもあれば、いずれにしてもても県だけでできるものもあれば、いずれにしても基礎基礎基礎基礎自自自自治治治治体体体体とととと

協力協力協力協力しながら進しながら進しながら進しながら進めめめめなくてはならないこともなくてはならないこともなくてはならないこともなくてはならないことも相相相相当当当当ああああっっっって、県とて、県とて、県とて、県と基礎基礎基礎基礎自自自自治治治治体体体体のののの協力協力協力協力関係の関係の関係の関係の構構構構築築築築

がががが非常非常非常非常にににに重重重重要ではないかと思うところであります。要ではないかと思うところであります。要ではないかと思うところであります。要ではないかと思うところであります。

例えば、奈良市におきましても、例えば、奈良市におきましても、例えば、奈良市におきましても、例えば、奈良市におきましても、先先先先ほど、知事ほど、知事ほど、知事ほど、知事よよよより県道西り県道西り県道西り県道西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線のおのおのおのお話話話話が出ておりが出ておりが出ておりが出ており

ましたが、それももちろんのことであります。まさしくそこへましたが、それももちろんのことであります。まさしくそこへましたが、それももちろんのことであります。まさしくそこへましたが、それももちろんのことであります。まさしくそこへ新新新新駅駅駅駅をつくをつくをつくをつく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、

県道西県道西県道西県道西九九九九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線は、は、は、は、都都都都市市市市計画計画計画計画道道道道路路路路でありますが、でありますが、でありますが、でありますが、当然当然当然当然、、、、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車車車車道の道の道の道のイイイインターンターンターンターチチチチェェェェ

ンンンンジジジジにもつながにもつながにもつながにもつながっっっっていく道ていく道ていく道ていく道路路路路でありますし、そのでありますし、そのでありますし、そのでありますし、その辺辺辺辺を、市のを、市のを、市のを、市の役役役役割割割割分分分分担担担担であるはずのところであるはずのところであるはずのところであるはずのところ

を県として進を県として進を県として進を県として進めめめめててててややややろうという知事のお考えで、本ろうという知事のお考えで、本ろうという知事のお考えで、本ろうという知事のお考えで、本当当当当に奈良市にとに奈良市にとに奈良市にとに奈良市にとっっっっては大きな意ては大きな意ては大きな意ては大きな意義義義義があがあがあがあ

ると思ると思ると思ると思っっっっているところでありますが、それているところでありますが、それているところでありますが、それているところでありますが、それ以外以外以外以外にも、奈良市のことでありますとにも、奈良市のことでありますとにも、奈良市のことでありますとにも、奈良市のことでありますと実実実実はたくはたくはたくはたく

さんあります。例えば、大さんあります。例えば、大さんあります。例えば、大さんあります。例えば、大宮通宮通宮通宮通りりりりプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクト、これは、きのう中野委員も言、これは、きのう中野委員も言、これは、きのう中野委員も言、これは、きのう中野委員も言わわわわれておりれておりれておりれており

ましたけれども、奈良ましたけれども、奈良ましたけれども、奈良ましたけれども、奈良公公公公園園園園と、県と、県と、県と、県営プ営プ営プ営プーーーールルルル跡跡跡跡地、それと平城地、それと平城地、それと平城地、それと平城宮跡宮跡宮跡宮跡、これを、これを、これを、これを一体一体一体一体的に整備し的に整備し的に整備し的に整備し

ていこうということで、これは本ていこうということで、これは本ていこうということで、これは本ていこうということで、これは本当当当当に奈良市においてはに奈良市においてはに奈良市においてはに奈良市においては目目目目抜抜抜抜きききき通通通通りといいますか、中りといいますか、中りといいますか、中りといいますか、中心心心心のののの

道道道道路路路路になるになるになるになるわわわわけでありまして、そのけでありまして、そのけでありまして、そのけでありまして、その沿沿沿沿道の道の道の道の空空空空間間間間のにのにのにのにぎぎぎぎわわわわいを創出することは本いを創出することは本いを創出することは本いを創出することは本当当当当に奈良市に奈良市に奈良市に奈良市

にとにとにとにとっっっってもてもてもても非常非常非常非常に大きな意に大きな意に大きな意に大きな意義義義義があると思います。があると思います。があると思います。があると思います。

ただ、この大ただ、この大ただ、この大ただ、この大宮通宮通宮通宮通りりりりプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクト、いずれにしても、いずれにしても、いずれにしても、いずれにしてもハハハハーーーードドドド、、、、ソフトソフトソフトソフト、その、その、その、その両面両面両面両面、いろい、いろい、いろい、いろい
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ろ考えても、奈良県が中ろ考えても、奈良県が中ろ考えても、奈良県が中ろ考えても、奈良県が中心心心心になになになになっっっって進て進て進て進めめめめていただくにしても、ていただくにしても、ていただくにしても、ていただくにしても、ややややはり市のはり市のはり市のはり市の協力協力協力協力が必要だと。が必要だと。が必要だと。が必要だと。

基礎基礎基礎基礎自自自自治治治治体体体体である、である、である、である、住民住民住民住民にににに密接密接密接密接なつながりのあるなつながりのあるなつながりのあるなつながりのある基礎基礎基礎基礎自自自自治治治治体体体体のののの協力協力協力協力はははは絶絶絶絶対対対対に必要だと思いに必要だと思いに必要だと思いに必要だと思い

ます。あるいはまた、奈良市平ます。あるいはまた、奈良市平ます。あるいはまた、奈良市平ます。あるいはまた、奈良市平松松松松地地地地区区区区ですですですですねねねね。まさしく平。まさしく平。まさしく平。まさしく平松松松松地地地地区区区区のまちづくりという、のまちづくりという、のまちづくりという、のまちづくりという、課課課課

題題題題でででで予算予算予算予算もももも計計計計上上上上していただいておりますけれども、県していただいておりますけれども、県していただいておりますけれども、県していただいておりますけれども、県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院周周周周辺辺辺辺で健康長で健康長で健康長で健康長寿寿寿寿のまちづのまちづのまちづのまちづ

くりを進くりを進くりを進くりを進めよめよめよめようということで、例えば県から地うということで、例えば県から地うということで、例えば県から地うということで、例えば県から地元元元元へのへのへのへのアアアアンンンンケケケケーーーート調ト調ト調ト調査などもしていただい査などもしていただい査などもしていただい査などもしていただい

て、て、て、て、住民住民住民住民ニニニニーーーーズズズズもももも十分十分十分十分取取取取りりりり上げ上げ上げ上げていただいているていただいているていただいているていただいているよよよように思います。これについてもうに思います。これについてもうに思います。これについてもうに思います。これについてもやっぱやっぱやっぱやっぱ

りりりり基礎基礎基礎基礎自自自自治治治治体体体体のののの役役役役割割割割があると思うのです。そこで、知事におがあると思うのです。そこで、知事におがあると思うのです。そこで、知事におがあると思うのです。そこで、知事にお伺伺伺伺いしたいのは、このいしたいのは、このいしたいのは、このいしたいのは、このよよよようなうなうなうな

課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組組組組んでいくにんでいくにんでいくにんでいくに当当当当たり、奈良市だけではない、たり、奈良市だけではない、たり、奈良市だけではない、たり、奈良市だけではない、橿橿橿橿原市もそうでありますし、ほか原市もそうでありますし、ほか原市もそうでありますし、ほか原市もそうでありますし、ほか

の市の市の市の市町町町町村においてもそういうことが村においてもそういうことが村においてもそういうことが村においてもそういうことが多多多多 々々々々あると思いますが、県とあると思いますが、県とあると思いますが、県とあると思いますが、県と基礎基礎基礎基礎自自自自治治治治体体体体とのとのとのとの協力体協力体協力体協力体制制制制

をどのをどのをどのをどのよよよようにうにうにうに構構構構築築築築されていくのか。されていくのか。されていくのか。されていくのか。当当当当たり前と言たり前と言たり前と言たり前と言っっっったらたらたらたら当当当当たり前のたり前のたり前のたり前の話話話話かかかかわわわわかりませんけれかりませんけれかりませんけれかりませんけれ

ど、そこで知事のど、そこで知事のど、そこで知事のど、そこで知事の所所所所見をお見をお見をお見をお伺伺伺伺いしたいと。もし奈良市で知事の思いがあるのであれば、例いしたいと。もし奈良市で知事の思いがあるのであれば、例いしたいと。もし奈良市で知事の思いがあるのであれば、例いしたいと。もし奈良市で知事の思いがあるのであれば、例

えば、えば、えば、えば、橿橿橿橿原市においてはどうも原市においてはどうも原市においてはどうも原市においてはどうも近近近近鉄鉄鉄鉄がうまいことがうまいことがうまいことがうまいこと乗乗乗乗っっっってくれないてくれないてくれないてくれないみみみみたいなおたいなおたいなおたいなお話話話話もありましもありましもありましもありまし

たけれど、奈良市においてはどういうことが言えるのか、もしおたけれど、奈良市においてはどういうことが言えるのか、もしおたけれど、奈良市においてはどういうことが言えるのか、もしおたけれど、奈良市においてはどういうことが言えるのか、もしお話話話話ししていただければとししていただければとししていただければとししていただければと

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。

もうもうもうもう一一一一点は、点は、点は、点は、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についてであります。もともと要についてであります。もともと要についてであります。もともと要についてであります。もともと要望望望望でででで一一一一般般般般質問のとき質問のとき質問のとき質問のとき

にににに申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、公公公公共共共共事業には２つの意事業には２つの意事業には２つの意事業には２つの意義義義義があがあがあがあっっっって、１つはて、１つはて、１つはて、１つはイイイインンンンフラフラフラフラ整備、そ整備、そ整備、そ整備、そ

れはもちろんのことでありますけれど、れはもちろんのことでありますけれど、れはもちろんのことでありますけれど、れはもちろんのことでありますけれど、今今今今回回回回のののの緊緊緊緊急経済対急経済対急経済対急経済対策の中でも策の中でも策の中でも策の中でも相相相相当盛当盛当盛当盛りりりり込込込込まれたとまれたとまれたとまれたと

いうことから、いうことから、いうことから、いうことから、ややややはりはりはりはり経済対経済対経済対経済対策という大きな意策という大きな意策という大きな意策という大きな意義義義義、その２つの意、その２つの意、その２つの意、その２つの意義義義義があると思うのです。があると思うのです。があると思うのです。があると思うのです。

今今今今回回回回、南和地域の、南和地域の、南和地域の、南和地域の復復復復興ということもありましたし、さま興ということもありましたし、さま興ということもありましたし、さま興ということもありましたし、さまざざざざまなまなまなまな公公公公共共共共事業が事業が事業が事業が計画計画計画計画されておりされておりされておりされており

ますけれども、そのますけれども、そのますけれども、そのますけれども、その公公公公共共共共事業を出していただくことにおいて、奈良県にどの事業を出していただくことにおいて、奈良県にどの事業を出していただくことにおいて、奈良県にどの事業を出していただくことにおいて、奈良県にどのよよよようなうなうなうな経済経済経済経済効効効効

果果果果があらがあらがあらがあらわわわわれるのか、このれるのか、このれるのか、このれるのか、この辺辺辺辺のことについては、さまのことについては、さまのことについては、さまのことについては、さまざざざざまなまなまなまな仕仕仕仕組組組組みみみみをお考えいただきたいをお考えいただきたいをお考えいただきたいをお考えいただきたい

と思うのです。けれど、あれと思うのです。けれど、あれと思うのです。けれど、あれと思うのです。けれど、あれややややこれこれこれこれやややや考えてもなかなか考えてもなかなか考えてもなかなか考えてもなかなか実際実際実際実際はははは難難難難しいことでありまして、しいことでありまして、しいことでありまして、しいことでありまして、

おおおお金金金金をををを回回回回す、す、す、す、公公公公共共共共事業を事業を事業を事業をややややる業者からる業者からる業者からる業者から仕仕仕仕事が事が事が事が与与与与えられたとしても、そのえられたとしても、そのえられたとしても、そのえられたとしても、その人人人人たちがいかにそたちがいかにそたちがいかにそたちがいかにそ

のおのおのおのお金金金金をををを回回回回してくれるかがしてくれるかがしてくれるかがしてくれるかが実実実実は大きなは大きなは大きなは大きな課題課題課題課題でありまして、奈良県のでありまして、奈良県のでありまして、奈良県のでありまして、奈良県の建建建建設業者の設業者の設業者の設業者の労働賃金労働賃金労働賃金労働賃金、、、、

あるいはあるいはあるいはあるいは下下下下請請請請業者にどの業者にどの業者にどの業者にどのよよよようにうにうにうに仕仕仕仕事が事が事が事が回回回回っっっっているのかも大ているのかも大ているのかも大ているのかも大変変変変大きいと思うのです。大きいと思うのです。大きいと思うのです。大きいと思うのです。

あれあれあれあれややややこれこれこれこれややややと考えると、１つの提案として、と考えると、１つの提案として、と考えると、１つの提案として、と考えると、１つの提案として、最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格の見の見の見の見直直直直し、これは中野委員し、これは中野委員し、これは中野委員し、これは中野委員

も要も要も要も要望望望望として出されておりましたけれども、として出されておりましたけれども、として出されておりましたけれども、として出されておりましたけれども、最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格というのは、もともとというのは、もともとというのは、もともとというのは、もともと品品品品質を質を質を質を確確確確

保するという観点から保するという観点から保するという観点から保するという観点からぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりのりのりのりの線線線線でででで引引引引かれたかれたかれたかれた最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格であると思うのですが、それであると思うのですが、それであると思うのですが、それであると思うのですが、それ

でででで受受受受注注注注したとしても、なかなか業者はしたとしても、なかなか業者はしたとしても、なかなか業者はしたとしても、なかなか業者は利利利利益益益益が出にくいこともあろうかと思うのです。が出にくいこともあろうかと思うのです。が出にくいこともあろうかと思うのです。が出にくいこともあろうかと思うのです。実際実際実際実際、、、、

デデデデフレスフレスフレスフレスパパパパイラルイラルイラルイラルでずでずでずでずっっっっとここ１０年とここ１０年とここ１０年とここ１０年ぐぐぐぐらいらいらいらい経済経済経済経済動向動向動向動向がががが動動動動いてきた中で、その中でいてきた中で、その中でいてきた中で、その中でいてきた中で、その中で何何何何とかとかとかとか
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できてきたということはあると思いますが、これからできてきたということはあると思いますが、これからできてきたということはあると思いますが、これからできてきたということはあると思いますが、これから経済経済経済経済がががが上向上向上向上向きになきになきになきになっっっってくると、てくると、てくると、てくると、建建建建設設設設

物物物物資資資資等、その等、その等、その等、その他他他他材材材材料料料料等も等も等も等も上上上上ががががっっっってくるでしてくるでしてくるでしてくるでしょょょょうし、うし、うし、うし、賃金賃金賃金賃金もどうなもどうなもどうなもどうなっっっってくるのだろうと思うてくるのだろうと思うてくるのだろうと思うてくるのだろうと思う

わわわわけでありますけれども、そういう観点からもけでありますけれども、そういう観点からもけでありますけれども、そういう観点からもけでありますけれども、そういう観点からも最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格を見を見を見を見直直直直すことは考えられるのすことは考えられるのすことは考えられるのすことは考えられるの

ではないか、そのではないか、そのではないか、そのではないか、その辺辺辺辺についてはどのについてはどのについてはどのについてはどのよよよようにお考えかということがまず１点です。うにお考えかということがまず１点です。うにお考えかということがまず１点です。うにお考えかということがまず１点です。ややややはりはりはりはり最最最最

低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格を考えたときに、を考えたときに、を考えたときに、を考えたときに、最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格の事前の事前の事前の事前公表公表公表公表についてはについてはについてはについては実実実実は奈良県はは奈良県はは奈良県はは奈良県は全国全国全国全国的に見的に見的に見的に見

てもてもてもても少少少少ないないないない方方方方なのです。そのなのです。そのなのです。そのなのです。その最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格をさをさをさをさわわわわる、例えばる、例えばる、例えばる、例えば引引引引きききき上げ上げ上げ上げるというるというるというるという話話話話になになになになっっっってててて

まいりますと、まいりますと、まいりますと、まいりますと、建建建建設業者、設業者、設業者、設業者、建建建建設業設業設業設業界界界界にににに対対対対するばらまきではないかとか、そういうことを言するばらまきではないかとか、そういうことを言するばらまきではないかとか、そういうことを言するばらまきではないかとか、そういうことを言

わわわわれるかもれるかもれるかもれるかもわわわわかりませんけれど、私はそういう観点からも事前かりませんけれど、私はそういう観点からも事前かりませんけれど、私はそういう観点からも事前かりませんけれど、私はそういう観点からも事前公表公表公表公表はいかがなものかと。はいかがなものかと。はいかがなものかと。はいかがなものかと。

もともともともともともともともと公表公表公表公表すすすすべべべべきではないのではないかという考えをきではないのではないかという考えをきではないのではないかという考えをきではないのではないかという考えを持っ持っ持っ持っておりましたですが、このておりましたですが、このておりましたですが、このておりましたですが、この辺辺辺辺

はははは実際実際実際実際どうなのかということで、知事としてはどうなのかということで、知事としてはどうなのかということで、知事としてはどうなのかということで、知事としては現在現在現在現在どうお考えになどうお考えになどうお考えになどうお考えになっっっっているのか、そのおているのか、そのおているのか、そのおているのか、そのお

考えも考えも考えも考えも伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

もうもうもうもう一一一一点は、これもほかの委員も言点は、これもほかの委員も言点は、これもほかの委員も言点は、これもほかの委員も言わわわわれていたと思うのですが、れていたと思うのですが、れていたと思うのですが、れていたと思うのですが、今今今今、、、、安安安安倍首相倍首相倍首相倍首相はおはおはおはお金金金金をををを

回回回回すということでいろいろなすということでいろいろなすということでいろいろなすということでいろいろなアアアアナウナウナウナウンンンンスメスメスメスメンンンントトトトがされていると思うのです。がされていると思うのです。がされていると思うのです。がされていると思うのです。経済経済経済経済界界界界にもにもにもにも訴訴訴訴

えられているし、えられているし、えられているし、えられているし、重重重重要な事業も要な事業も要な事業も要な事業も上げ上げ上げ上げてくださいてくださいてくださいてくださいみみみみたいなこともたいなこともたいなこともたいなこともアアアアナウナウナウナウンンンンススススされています。されています。されています。されています。

そういうそういうそういうそういう国国国国ののののトップトップトップトップあるいは県のあるいは県のあるいは県のあるいは県のトップトップトップトップがそういうがそういうがそういうがそういうアアアアナウナウナウナウンンンンススススをされることは、をされることは、をされることは、をされることは、経済経済経済経済界界界界にににに

ととととっっっっても、あるいは県ても、あるいは県ても、あるいは県ても、あるいは県民民民民にとにとにとにとっっっっても機ても機ても機ても機運運運運がががが生生生生まれてくるのではないかとも思まれてくるのではないかとも思まれてくるのではないかとも思まれてくるのではないかとも思っっっって、て、て、て、アアアアナウナウナウナウ

ンンンンスメスメスメスメンンンント効果ト効果ト効果ト効果ははははややややはりあると思うのです。はりあると思うのです。はりあると思うのです。はりあると思うのです。

ということから、せということから、せということから、せということから、せっっっっかくかくかくかく公公公公共共共共事業を事業を事業を事業を税金税金税金税金で出していくで出していくで出していくで出していくわわわわけですから、それをうまくけですから、それをうまくけですから、それをうまくけですから、それをうまく経経経経

済済済済効果効果効果効果につながるにつながるにつながるにつながるよよよようにするたうにするたうにするたうにするためめめめにも、もちろん施策でにも、もちろん施策でにも、もちろん施策でにも、もちろん施策で何何何何かかかか決め決め決め決め手手手手があればいいのですが、があればいいのですが、があればいいのですが、があればいいのですが、

なかなかなかなかなかなかなかなか実際実際実際実際難難難難しいこともあしいこともあしいこともあしいこともあっっっって、そのて、そのて、そのて、その辺辺辺辺のことは知事から奈良県のたのことは知事から奈良県のたのことは知事から奈良県のたのことは知事から奈良県のためめめめにおにおにおにお金金金金がががが回回回回るるるるよよよよ

うううう経済経済経済経済界界界界があがあがあがあっっっってもいいてもいいてもいいてもいいじゃじゃじゃじゃないかとか、ないかとか、ないかとか、ないかとか、建建建建設業設業設業設業界界界界もそう考えていこうもそう考えていこうもそう考えていこうもそう考えていこうよよよよということを発ということを発ということを発ということを発

信信信信していただくと業していただくと業していただくと業していただくと業界界界界自自自自体体体体もそういうことを考えていくだろう、もそういうことを考えていくだろう、もそういうことを考えていくだろう、もそういうことを考えていくだろう、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んでいくんでいくんでいく

のではないのかと思うところでありまして、そういうことを要のではないのかと思うところでありまして、そういうことを要のではないのかと思うところでありまして、そういうことを要のではないのかと思うところでありまして、そういうことを要望望望望しながら、２点についてしながら、２点についてしながら、２点についてしながら、２点について

知事のご知事のご知事のご知事のご所所所所見を見を見を見を伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。よよよよろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 県と県と県と県と基礎基礎基礎基礎自自自自治治治治体体体体とのとのとのとの協力協力協力協力関係の考え関係の考え関係の考え関係の考え方方方方というご質問でごというご質問でごというご質問でごというご質問でござざざざいました。奈良市いました。奈良市いました。奈良市いました。奈良市

との関係にもとの関係にもとの関係にもとの関係にも触触触触れられました。県のれられました。県のれられました。県のれられました。県の役役役役割割割割でごでごでごでござざざざいますが、市いますが、市いますが、市いますが、市町町町町村を村を村を村を助助助助けたい、けたい、けたい、けたい、支援支援支援支援をしたをしたをしたをした

いということはいということはいということはいということは最最最最初初初初の知事の知事の知事の知事選選選選のときからのときからのときからのときから申申申申しししし上げ上げ上げ上げておりまして、それを県市ておりまして、それを県市ておりまして、それを県市ておりまして、それを県市町町町町村村村村サミサミサミサミットットットット

などでなどでなどでなどで飽飽飽飽きることなくきることなくきることなくきることなく実実実実行してきている行してきている行してきている行してきているわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、一方一方一方一方、市が、市が、市が、市がややややられることにられることにられることにられることに

余余余余り出しり出しり出しり出しゃゃゃゃばばばばっっっってはいけないとも思てはいけないとも思てはいけないとも思てはいけないとも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。少少少少し出しし出しし出しし出しゃゃゃゃばばばばっっっっているのではないのかているのではないのかているのではないのかているのではないのか

というご意見はあるかもしれませんが、つい出しというご意見はあるかもしれませんが、つい出しというご意見はあるかもしれませんが、つい出しというご意見はあるかもしれませんが、つい出しゃゃゃゃばばばばっっっってしまうときもあるとは思いますてしまうときもあるとは思いますてしまうときもあるとは思いますてしまうときもあるとは思います
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が、が、が、が、ササササッカッカッカッカーでいうとーでいうとーでいうとーでいうとストライカストライカストライカストライカー、ー、ー、ー、ゴゴゴゴーーーールルルルに入れるに入れるに入れるに入れる人人人人ははははややややはり市はり市はり市はり市町町町町村、市村、市村、市村、市民民民民にににに対対対対していしていしていしてい

いいいいササササーーーービビビビススススをををを直接直接直接直接提提提提供供供供されるのが市されるのが市されるのが市されるのが市町町町町村だと思うのですけれども、県は村だと思うのですけれども、県は村だと思うのですけれども、県は村だと思うのですけれども、県はミミミミッドフッドフッドフッドフィィィィルダルダルダルダーーーー

ののののよよよようにいいうにいいうにいいうにいいパパパパススススを出して、いいを出して、いいを出して、いいを出して、いい球球球球を出して、市を出して、市を出して、市を出して、市民民民民ににににササササーーーービビビビススススをををを供給供給供給供給してくださいというしてくださいというしてくださいというしてくださいという

のがのがのがのが一番一番一番一番いい関係かと思いい関係かと思いい関係かと思いい関係かと思っっっって、県はて、県はて、県はて、県はミミミミッドフッドフッドフッドフィィィィルダルダルダルダーと言ーと言ーと言ーと言っっっってまいりましたが、てまいりましたが、てまいりましたが、てまいりましたが、余余余余りにりにりにりにゴゴゴゴ

ーーーールルルルに行に行に行に行っっっっても、ても、ても、ても、ゴゴゴゴーーーールルルルにににに向向向向かかかかっっっっててててボボボボーーーールルルルをけらないをけらないをけらないをけらないチチチチーーーームムムムメメメメーーーートトトトがいれば、こちらでけがいれば、こちらでけがいれば、こちらでけがいれば、こちらでけ

っっっってもてもてもてもルルルルーーーールルルル違反違反違反違反ではごではごではごではござざざざいませんので、こちらもついけいませんので、こちらもついけいませんので、こちらもついけいませんので、こちらもついけっっっってしまてしまてしまてしまっっっってもいいのかと思うてもいいのかと思うてもいいのかと思うてもいいのかと思う

ときもあるといときもあるといときもあるといときもあるといっっっったことでごたことでごたことでごたことでござざざざいます。います。います。います。

奈良市につきましては県奈良市につきましては県奈良市につきましては県奈良市につきましては県都都都都でごでごでごでござざざざいますし、ここをこうすれば県いますし、ここをこうすれば県いますし、ここをこうすれば県いますし、ここをこうすれば県全体全体全体全体の発の発の発の発展展展展につながるにつながるにつながるにつながる

のではないかという思いでいろいろなのではないかという思いでいろいろなのではないかという思いでいろいろなのではないかという思いでいろいろなプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトをしてまいりました。平城をしてまいりました。平城をしてまいりました。平城をしてまいりました。平城遷遷遷遷都都都都１３０１３０１３０１３０

０年０年０年０年祭祭祭祭のときもそうでごのときもそうでごのときもそうでごのときもそうでござざざざいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、巡巡巡巡る奈良ということで県る奈良ということで県る奈良ということで県る奈良ということで県下全体下全体下全体下全体に観光振興がに観光振興がに観光振興がに観光振興が裨裨裨裨益益益益

したこともごしたこともごしたこともごしたこともござざざざいますので、奈良市の観光振興をいますので、奈良市の観光振興をいますので、奈良市の観光振興をいますので、奈良市の観光振興を起起起起爆剤爆剤爆剤爆剤に県に県に県に県下全体下全体下全体下全体にににに裨裨裨裨益益益益するするするするよよよようにとはうにとはうにとはうにとは

今今今今も思も思も思も思っっっっております。市ております。市ております。市ております。市町町町町村に村に村に村に対対対対してはこちらはそのしてはこちらはそのしてはこちらはそのしてはこちらはそのよよよようにうにうにうに応応応応援援援援、、、、支援支援支援支援ののののミミミミッドフッドフッドフッドフィィィィルダルダルダルダ

ーだとは思いますが、ーだとは思いますが、ーだとは思いますが、ーだとは思いますが、余余余余りにりにりにりに反対反対反対反対をされるのはをされるのはをされるのはをされるのは困困困困るし、るし、るし、るし、負担負担負担負担をしないのもをしないのもをしないのもをしないのも困困困困るし、できれるし、できれるし、できれるし、できれ

ばばばば切切切切磋琢磨磋琢磨磋琢磨磋琢磨してしてしてしてみみみみたいなたいなたいなたいな自自自自分分分分なりのなりのなりのなりの球球球球回回回回しをしていただければそれでいいのではないかとしをしていただければそれでいいのではないかとしをしていただければそれでいいのではないかとしをしていただければそれでいいのではないかと

思思思思っっっっております。県ております。県ております。県ております。県下下下下の市の市の市の市町町町町村、いろいろな村、いろいろな村、いろいろな村、いろいろな方方方方がおられますので、がおられますので、がおられますので、がおられますので、対対対対等の等の等の等の立場立場立場立場であることであることであることであること

はははは間間間間違違違違いごいごいごいござざざざいませんので、おいませんので、おいませんので、おいませんので、お互互互互いがいろいろいがいろいろいがいろいろいがいろいろ声声声声をかけ合いながら進をかけ合いながら進をかけ合いながら進をかけ合いながら進めめめめるのが必要かと思るのが必要かと思るのが必要かと思るのが必要かと思

っっっっております。ております。ております。ております。

県といたしましては、県県といたしましては、県県といたしましては、県県といたしましては、県庁庁庁庁がががが持っ持っ持っ持っておりますておりますておりますております財財財財産は産は産は産は人材人材人材人材とか施設とかとか施設とかとか施設とかとか施設とか財財財財源源源源ということでということでということでということで

ごごごござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、一番一番一番一番拒否拒否拒否拒否しておりますのは、市しておりますのは、市しておりますのは、市しておりますのは、市町町町町村が本村が本村が本村が本来や来や来や来やるるるるべべべべきことをきことをきことをきことを自自自自分分分分のところはのところはのところはのところは

金金金金がないから県ががないから県ががないから県ががないから県が肩肩肩肩ががががわわわわりしてりしてりしてりしてやっやっやっやってくれと、てくれと、てくれと、てくれと、肩肩肩肩ががががわわわわりということは県りということは県りということは県りということは県庁庁庁庁にないとにないとにないとにないと盛盛盛盛んにんにんにんに

市市市市町町町町村に言村に言村に言村に言っっっっています。ています。ています。ています。自自自自分分分分ののののややややるるるるべべべべきことはきことはきことはきことは少少少少しでもいいからしでもいいからしでもいいからしでもいいからやっやっやっやってもらてもらてもらてもらっっっって、どうして、どうして、どうして、どうし

てもできないならばまたてもできないならばまたてもできないならばまたてもできないならばまた応応応応援援援援するするするする手手手手もありますが、そうでないと、ほかの市もありますが、そうでないと、ほかの市もありますが、そうでないと、ほかの市もありますが、そうでないと、ほかの市町町町町村との関係村との関係村との関係村との関係

もももも示示示示しがつかないとしがつかないとしがつかないとしがつかないと強強強強く思うところでごく思うところでごく思うところでごく思うところでござざざざいます。その中で、市います。その中で、市います。その中で、市います。その中で、市町町町町村が広域的に村が広域的に村が広域的に村が広域的に連携連携連携連携されされされされ

たらたらたらたらよよよより県はり県はり県はり県は応応応応援援援援ししししややややすくなりますと。南和地域のすくなりますと。南和地域のすくなりますと。南和地域のすくなりますと。南和地域の病院病院病院病院もそうでごもそうでごもそうでごもそうでござざざざいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、消防消防消防消防のののの

広域化もそうでご広域化もそうでご広域化もそうでご広域化もそうでござざざざいますし、いますし、いますし、いますし、今今今今、奈良、奈良、奈良、奈良モモモモデデデデルルルルで出ておりますいろいろなのは県がで出ておりますいろいろなのは県がで出ておりますいろいろなのは県がで出ておりますいろいろなのは県が相相相相当当当当応応応応

援援援援しております。これはまとましております。これはまとましております。これはまとましております。これはまとまっっっっててててややややろうというところに、まとまろうというところに、まとまろうというところに、まとまろうというところに、まとまっっっっていただくとこれだていただくとこれだていただくとこれだていただくとこれだ

けけけけ応応応応援援援援しますといしますといしますといしますといっっっったたたたモモモモデデデデルルルルでごでごでごでござざざざいますので、その成いますので、その成いますので、その成いますので、その成果果果果がががが幾幾幾幾つも出てきておりますのはつも出てきておりますのはつも出てきておりますのはつも出てきておりますのは

大大大大変変変変うれしく思うれしく思うれしく思うれしく思っっっっております。それは県のております。それは県のております。それは県のております。それは県の立場立場立場立場と市と市と市と市町町町町村の村の村の村の立場立場立場立場をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれれれれ尊尊尊尊重重重重しながら進しながら進しながら進しながら進

めめめめられるられるられるられるモモモモデデデデルルルルだと思いますので、そのだと思いますので、そのだと思いますので、そのだと思いますので、そのよよよようなうなうなうな気持気持気持気持ちで進ちで進ちで進ちで進めめめめるのがいいのではないか、るのがいいのではないか、るのがいいのではないか、るのがいいのではないか、一一一一

生懸命やっ生懸命やっ生懸命やっ生懸命やっていただくと、その市ていただくと、その市ていただくと、その市ていただくと、その市町町町町村なり村なり村なり村なり複複複複数数数数の市の市の市の市町町町町村がいい村がいい村がいい村がいい応応応応援援援援をいただかれるのはをいただかれるのはをいただかれるのはをいただかれるのは間間間間
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違違違違いないと思いますので、地域ごとのいないと思いますので、地域ごとのいないと思いますので、地域ごとのいないと思いますので、地域ごとの細細細細かいかいかいかい勉勉勉勉強強強強会も出てまいりましたので、会も出てまいりましたので、会も出てまいりましたので、会も出てまいりましたので、具体具体具体具体的な成的な成的な成的な成

果果果果がこれからがこれからがこれからがこれから幾幾幾幾つも出てくるつも出てくるつも出てくるつも出てくるよよよように思うに思うに思うに思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。そのよよよようなうなうなうな気持気持気持気持ちでさらにちでさらにちでさらにちでさらに努努努努力力力力をををを重重重重

ねねねねていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。

２つ２つ２つ２つ目目目目のののの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というというというというテテテテーーーーママママのご質問でごのご質問でごのご質問でごのご質問でござざざざいますが、１ついますが、１ついますが、１ついますが、１つ目目目目はははは最最最最低制低制低制低制限限限限

価格価格価格価格をををを引引引引きききき上げ上げ上げ上げるるるるべべべべきではないかというおきではないかというおきではないかというおきではないかというお話話話話でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。公公公公共共共共事業をするのは景事業をするのは景事業をするのは景事業をするのは景気気気気のののの対対対対

策という策という策という策という面面面面もあります。もあります。もあります。もあります。特特特特にににに今今今今回回回回はそうでごはそうでごはそうでごはそうでござざざざいますので、できるだけ広くいますので、できるだけ広くいますので、できるだけ広くいますので、できるだけ広く回回回回るるるるよよよように、うに、うに、うに、

遠遠遠遠くへくへくへくへ金金金金がががが回回回回るるるるよよよようにという思いはうにという思いはうにという思いはうにという思いは持っ持っ持っ持っておりますし、県はそういうことで大きなておりますし、県はそういうことで大きなておりますし、県はそういうことで大きなておりますし、県はそういうことで大きな予算予算予算予算をををを

国国国国からいただき、また県もつけからいただき、また県もつけからいただき、また県もつけからいただき、また県もつけよよよようとしておるうとしておるうとしておるうとしておるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。そのときのいます。そのときのいます。そのときのいます。そのときの最最最最低制低制低制低制限限限限価価価価

格格格格で、で、で、で、赤字赤字赤字赤字が出るが出るが出るが出るよよよような発うな発うな発うな発注注注注はおかしいのではないかというごはおかしいのではないかというごはおかしいのではないかというごはおかしいのではないかというご趣旨趣旨趣旨趣旨だと思います。私もそだと思います。私もそだと思います。私もそだと思います。私もそ

ののののよよよように思います。うに思います。うに思います。うに思います。公公公公共共共共事業においても事業においても事業においても事業においても適適適適正正正正なななな利利利利潤潤潤潤はははは確確確確保される保される保される保されるべべべべきであろうかと思いまきであろうかと思いまきであろうかと思いまきであろうかと思いま

す。す。す。す。低低低低ければければければければ低低低低いいいい方方方方ががががよよよよいとは考えておりません。いとは考えておりません。いとは考えておりません。いとは考えておりません。現在現在現在現在の入の入の入の入札札札札方方方方式式式式にににによっよっよっよってててて工工工工事を事を事を事を受受受受注注注注しししし

てもてもてもても赤字赤字赤字赤字になるになるになるになるよよよような事うな事うな事うな事態態態態はははは望望望望ましくないと思ましくないと思ましくないと思ましくないと思っっっっております。１ております。１ております。１ております。１円円円円入入入入札札札札ということをということをということをということを防止防止防止防止

するたするたするたするためめめめにこういにこういにこういにこういっっっったこともされたたこともされたたこともされたたこともされたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、赤字赤字赤字赤字が発が発が発が発生生生生するするするするよよよような入うな入うな入うな入

札札札札はははは基基基基本的にはいけないと思いますが、本的にはいけないと思いますが、本的にはいけないと思いますが、本的にはいけないと思いますが、赤字赤字赤字赤字が発が発が発が発生生生生するのは入するのは入するのは入するのは入札札札札の発の発の発の発注価格注価格注価格注価格がががが低低低低いかいかいかいか受受受受注注注注

者の者の者の者の経経経経費費費費がががが膨膨膨膨らんでいるかどちらかだと思いますので、その見きらんでいるかどちらかだと思いますので、その見きらんでいるかどちらかだと思いますので、その見きらんでいるかどちらかだと思いますので、その見きわめわめわめわめは大事かと思います。は大事かと思います。は大事かと思います。は大事かと思います。

それで、発それで、発それで、発それで、発注価格注価格注価格注価格のののの最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格のののの引引引引きききき上げ上げ上げ上げをどのをどのをどのをどのよよよようにするのか、うにするのか、うにするのか、うにするのか、建建建建設業設業設業設業団団団団体体体体からも県からも県からも県からも県

との意見との意見との意見との意見交交交交換換換換のののの場場場場で要で要で要で要望望望望をををを受受受受けております。けております。けております。けております。

そのそのそのそのよよよような考えうな考えうな考えうな考え方方方方でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、今後今後今後今後のことではごのことではごのことではごのことではござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、他他他他県の県の県の県の算算算算定定定定方方方方式式式式のののの

ありありありあり方方方方とかとかとかとか落札落札落札落札率率率率のののの状況状況状況状況とか、とか、とか、とか、建建建建設業設業設業設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、どの、どの、どの、どのよよよようなうなうなうな割割割割合で合で合で合で赤字赤字赤字赤字になになになになっっっっ

ておられるのかということをておられるのかということをておられるのかということをておられるのかということを分分分分析析析析、研、研、研、研究究究究を進を進を進を進めめめめまして、まして、まして、まして、早急早急早急早急にににに最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格のののの引引引引きききき上げ上げ上げ上げのののの

必要性を必要性を必要性を必要性を検討検討検討検討していきたいと思います。もうしていきたいと思います。もうしていきたいと思います。もうしていきたいと思います。もう少少少少しししし勉勉勉勉強強強強してしてしてして判断判断判断判断をさせていただきたいといをさせていただきたいといをさせていただきたいといをさせていただきたいとい

うことでごうことでごうことでごうことでござざざざいます。います。います。います。基基基基本的な考え本的な考え本的な考え本的な考え方方方方はははは同じよ同じよ同じよ同じようなことがうなことがうなことがうなことが多多多多いかと思います。いかと思います。いかと思います。いかと思います。

そのそのそのその最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格を事前を事前を事前を事前公表公表公表公表しないのはどういうことかというご質問でごしないのはどういうことかというご質問でごしないのはどういうことかというご質問でごしないのはどういうことかというご質問でござざざざいます。福います。福います。福います。福

岡県と奈良県がしていないということでご岡県と奈良県がしていないということでご岡県と奈良県がしていないということでご岡県と奈良県がしていないということでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格の事前の事前の事前の事前公表公表公表公表は平成２は平成２は平成２は平成２

０年０年０年０年度度度度からからからから導導導導入いたしました。その入いたしました。その入いたしました。その入いたしました。その経緯経緯経緯経緯でごでごでごでござざざざいますが、平成１９年９月にいますが、平成１９年９月にいますが、平成１９年９月にいますが、平成１９年９月に宇陀宇陀宇陀宇陀のののの測量測量測量測量業業業業

者が県職員から者が県職員から者が県職員から者が県職員から非非非非公表公表公表公表のののの予予予予定定定定価格価格価格価格をををを聞聞聞聞き出し、それをき出し、それをき出し、それをき出し、それを使っ使っ使っ使ってててて談談談談合したという事合したという事合したという事合したという事件件件件がごがごがごがござざざざいいいい

ました。業者ました。業者ました。業者ました。業者及及及及び県職員がび県職員がび県職員がび県職員が逮捕逮捕逮捕逮捕されたものでごされたものでごされたものでごされたものでござざざざいます。この事います。この事います。この事います。この事件件件件のののの再再再再発発発発防止防止防止防止にににに向向向向けたけたけたけた改改改改

善善善善策の中で策の中で策の中で策の中で最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格の事前の事前の事前の事前公表公表公表公表が行が行が行が行わわわわれたものでごれたものでごれたものでごれたものでござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。その後後後後、県ではご、県ではご、県ではご、県ではござざざざいいいい

ませんが、ませんが、ませんが、ませんが、下下下下市市市市町町町町において平成２３年３月に行において平成２３年３月に行において平成２３年３月に行において平成２３年３月に行わわわわれた入れた入れた入れた入札札札札において業者が副において業者が副において業者が副において業者が副町町町町長から長から長から長から非非非非公公公公

表表表表のののの最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格をををを聞聞聞聞き出し、その業者がき出し、その業者がき出し、その業者がき出し、その業者が他他他他の入の入の入の入札札札札参参参参加業者にその加業者にその加業者にその加業者にその金金金金額額額額をををを下下下下回回回回るるるる金金金金額額額額で入で入で入で入
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札札札札するするするするよよよようううう持持持持ちかけたちかけたちかけたちかけた談談談談合事合事合事合事件件件件が発が発が発が発生生生生をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格をををを聞聞聞聞き出すのと、そき出すのと、そき出すのと、そき出すのと、そ

れをもとにれをもとにれをもとにれをもとに談談談談合をしたということでご合をしたということでご合をしたということでご合をしたということでござざざざいまして、これはいまして、これはいまして、これはいまして、これは罪罪罪罪になります。副になります。副になります。副になります。副町町町町長長長長及及及及び関係び関係び関係び関係

職員、業者が職員、業者が職員、業者が職員、業者が逮捕逮捕逮捕逮捕され、され、され、され、有有有有罪罪罪罪になになになになっっっっております。このております。このております。このております。このよよよようなことが発うなことが発うなことが発うなことが発生生生生する土する土する土する土壌壌壌壌があるとがあるとがあるとがあると

ややややはりいけないと、職員をはりいけないと、職員をはりいけないと、職員をはりいけないと、職員を罪罪罪罪にににに陥陥陥陥れるれるれるれるよよよようなうなうなうな仕仕仕仕組組組組みみみみはいけないということをはいけないということをはいけないということをはいけないということを基基基基本的に思本的に思本的に思本的に思っっっっ

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、現現現現時時時時点で点で点で点で最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格等の事前等の事前等の事前等の事前公表公表公表公表はははは継続継続継続継続すすすすべべべべきだと思きだと思きだと思きだと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。

一方一方一方一方、それではいい業者が、それではいい業者が、それではいい業者が、それではいい業者が選選選選ばれないのではないかというばれないのではないかというばれないのではないかというばれないのではないかという論論論論点がご点がご点がご点がござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、予予予予定定定定価価価価

格格格格が３が３が３が３，，，，００００００００００００万万万万円円円円以上以上以上以上ののの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評評評価落札価落札価落札価落札方方方方式式式式をとをとをとをとっっっっております。ております。ております。ております。

技術力技術力技術力技術力のののの適適適適正正正正なななな評評評評価価価価を行う、いいを行う、いいを行う、いいを行う、いい技術力技術力技術力技術力をををを持っ持っ持っ持って入て入て入て入札札札札されたされたされたされた人人人人は入は入は入は入札札札札をしをしをしをしややややすいというこすいというこすいというこすいというこ

とでごとでごとでごとでござざざざいます。これは県の事業者がいます。これは県の事業者がいます。これは県の事業者がいます。これは県の事業者が安安安安いものであればいものであればいものであればいものであれば皆皆皆皆入入入入札札札札できるできるできるできるよよよよというのからというのからというのからというのから技術技術技術技術、、、、

いいものをつくらないと入いいものをつくらないと入いいものをつくらないと入いいものをつくらないと入札札札札しないしないしないしないよよよよと、と、と、と、体体体体質を質を質を質を強強強強化する願いが化する願いが化する願いが化する願いが込め込め込め込められておりますので、られておりますので、られておりますので、られておりますので、

これは広くこれは広くこれは広くこれは広く適適適適用される用される用される用される方方方方式式式式になになになになっっっってきておりますので、この総合てきておりますので、この総合てきておりますので、この総合てきておりますので、この総合評評評評価落札価落札価落札価落札方方方方式式式式を業者がを業者がを業者がを業者がよよよよ

くくくく勉勉勉勉強強強強されて、このされて、このされて、このされて、この方法方法方法方法にににによよよよるるるる方方方方がががが自自自自分分分分のところはのところはのところはのところはよよよよく入く入く入く入札札札札できると、いい業者だというできると、いい業者だというできると、いい業者だというできると、いい業者だという

ことをことをことをことを認認認認定されているという業者が定されているという業者が定されているという業者が定されているという業者が優先優先優先優先して入して入して入して入札札札札されることはされることはされることはされることは望望望望ましいことかと思ましいことかと思ましいことかと思ましいことかと思っっっっておておておてお

ります。ります。ります。ります。悪悪悪悪いものがいものがいものがいものが徐徐徐徐 々々々々にににに淘汰淘汰淘汰淘汰されるというされるというされるというされるという方方方方が奈良県のが奈良県のが奈良県のが奈良県の建建建建設業設業設業設業界界界界がががが体体体体質質質質強強強強化して化して化して化してよよよよくなくなくなくな

るというるというるというるという一一一一つの大きなつの大きなつの大きなつの大きな一一一一歩歩歩歩だと思だと思だと思だと思っっっっております。この総合ております。この総合ております。この総合ております。この総合評評評評価落札価落札価落札価落札方方方方式式式式が３が３が３が３，，，，００００００００００００万万万万円円円円

以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますが、それいますが、それいますが、それいますが、それ以下以下以下以下のののの工工工工事につきましては施事につきましては施事につきましては施事につきましては施工工工工のののの実実実実態態態態、施、施、施、施工体工体工体工体制制制制のののの実実実実態態態態などをなどをなどをなどを

よよよよくくくく調調調調査をしておりますので、査をしておりますので、査をしておりますので、査をしておりますので、悪悪悪悪い事業者はい事業者はい事業者はい事業者は排除排除排除排除できるできるできるできるよよよようなうなうなうな仕仕仕仕組組組組みみみ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。

落札落札落札落札、入、入、入、入札札札札は大は大は大は大変変変変大事な行大事な行大事な行大事な行為為為為でごでごでごでござざざざいますが、いい事業者がまいますが、いい事業者がまいますが、いい事業者がまいますが、いい事業者がまじめじめじめじめににににややややればればればれば落札落札落札落札されるされるされるされるよよよよ

うに、うに、うに、うに、赤字赤字赤字赤字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というのが願いでごうにというのが願いでごうにというのが願いでごうにというのが願いでござざざざいますが、そこで、いろいろないますが、そこで、いろいろないますが、そこで、いろいろないますが、そこで、いろいろな談談談談合な合な合な合な

どが発どが発どが発どが発生生生生するおそれがいつもありますので、するおそれがいつもありますので、するおそれがいつもありますので、するおそれがいつもありますので、今今今今はこのはこのはこのはこのよよよようなうなうなうな制制制制度度度度をとをとをとをとっっっっていると思ていると思ていると思ていると思っっっっておておておてお

ります。ります。ります。ります。

もうもうもうもう一一一一つは、つは、つは、つは、公公公公共共共共事業、たくさんするのはいいが、県事業、たくさんするのはいいが、県事業、たくさんするのはいいが、県事業、たくさんするのはいいが、県内内内内、できるだけ、できるだけ、できるだけ、できるだけ効果効果効果効果が広がるが広がるが広がるが広がるよよよようううう

に、おに、おに、おに、お金金金金がががが循循循循環する環する環する環するよよよようにということでごうにということでごうにということでごうにということでござざざざいます。それは大事なことだと思います。います。それは大事なことだと思います。います。それは大事なことだと思います。います。それは大事なことだと思います。アアアア

ナウナウナウナウンンンンススススをしたらどうかということでごをしたらどうかということでごをしたらどうかということでごをしたらどうかということでござざざざいますが、どのいますが、どのいますが、どのいますが、どのよよよようなうなうなうな形形形形ででででアアアアナウナウナウナウンンンンススススするかはするかはするかはするかは

ありますが、ありますが、ありますが、ありますが、一一一一つのつのつのつのややややりりりり方方方方かと、委員のご質問、発言をかと、委員のご質問、発言をかと、委員のご質問、発言をかと、委員のご質問、発言を聞聞聞聞いて思いました。どのいて思いました。どのいて思いました。どのいて思いました。どのよよよようなうなうなうなやややや

りりりり方方方方ででででアアアアナウナウナウナウンンンンススススするのがいいのかは考えたいと思いますが、せするのがいいのかは考えたいと思いますが、せするのがいいのかは考えたいと思いますが、せするのがいいのかは考えたいと思いますが、せっっっっかく発かく発かく発かく発注注注注するのがするのがするのがするのが受受受受託託託託

業者が業者が業者が業者が受受受受託託託託、、、、建建建建設設設設労働労働労働労働者の者の者の者の賃金賃金賃金賃金や下や下や下や下請請請請事業者の事業者の事業者の事業者の支支支支払払払払いなどにできるだけいなどにできるだけいなどにできるだけいなどにできるだけ回回回回してもらうしてもらうしてもらうしてもらうよよよようううう

にという思いをにという思いをにという思いをにという思いを込め込め込め込めたいと思いますが、それはたいと思いますが、それはたいと思いますが、それはたいと思いますが、それは法法法法的に的に的に的に担担担担保できない保できない保できない保できないわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、

それをそれをそれをそれをアアアアナウナウナウナウンンンンススススでしたらどうかというご発案だと思いますので、でしたらどうかというご発案だと思いますので、でしたらどうかというご発案だと思いますので、でしたらどうかというご発案だと思いますので、何何何何かのかのかのかの形形形形でそのでそのでそのでそのよよよようなうなうなうな

意意意意図図図図がががが通通通通じじじじるるるるよよよようなうなうなうな形形形形は考えさせていただきたいと思います。せは考えさせていただきたいと思います。せは考えさせていただきたいと思います。せは考えさせていただきたいと思います。せっっっっかくの地域かくの地域かくの地域かくの地域経済経済経済経済活活活活性化性化性化性化
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のたのたのたのためめめめのののの公公公公共共共共事業でご事業でご事業でご事業でござざざざいますので、それがいますので、それがいますので、それがいますので、それが自自自自分分分分のののの赤字赤字赤字赤字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従業員のうに従業員のうに従業員のうに従業員の賃金賃金賃金賃金なななな

りりりり下下下下請請請請業者への業者への業者への業者への支支支支払払払払いにできるだけいにできるだけいにできるだけいにできるだけ多多多多くくくく回回回回るのは大るのは大るのは大るのは大変重変重変重変重要なことであろうかと思要なことであろうかと思要なことであろうかと思要なことであろうかと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。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 ただいま知事からただいま知事からただいま知事からただいま知事から非常非常非常非常にににに満足満足満足満足のいくおのいくおのいくおのいくお答答答答えをいただいたと思います。えをいただいたと思います。えをいただいたと思います。えをいただいたと思います。

まず、まず、まず、まず、公公公公共共共共事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、最最最最低制低制低制低制限限限限価格価格価格価格についてもその必要性についてごについてもその必要性についてごについてもその必要性についてごについてもその必要性についてご検討検討検討検討いただくといただくといただくといただくと

いうことで、いうことで、いうことで、いうことで、よよよよろしくお願いしたいと思います。ろしくお願いしたいと思います。ろしくお願いしたいと思います。ろしくお願いしたいと思います。

また、事前また、事前また、事前また、事前公表公表公表公表、するかしないかについても、知事の言、するかしないかについても、知事の言、するかしないかについても、知事の言、するかしないかについても、知事の言わわわわれるとおり、れるとおり、れるとおり、れるとおり、談談談談合は合は合は合は決決決決してあしてあしてあしてあ

っっっってはならないということと、そして、また行政職員の中で事てはならないということと、そして、また行政職員の中で事てはならないということと、そして、また行政職員の中で事てはならないということと、そして、また行政職員の中で事故故故故がががが起起起起ここここっっっってもならない、てもならない、てもならない、てもならない、

これはこれはこれはこれは非常非常非常非常に大事なことであると思います。そういうことをできるに大事なことであると思います。そういうことをできるに大事なことであると思います。そういうことをできるに大事なことであると思います。そういうことをできる限限限限りりりり防防防防ぐよぐよぐよぐようなうなうなうなややややりりりり方方方方

ははははややややはり考えていく必要があるのだろうとも思いますし、ただ、県はり考えていく必要があるのだろうとも思いますし、ただ、県はり考えていく必要があるのだろうとも思いますし、ただ、県はり考えていく必要があるのだろうとも思いますし、ただ、県民民民民にとにとにとにとっっっってはすてはすてはすてはすべべべべてててて公公公公

明正明正明正明正大に行大に行大に行大に行わわわわれると、れると、れると、れると、公公公公平にされることが平にされることが平にされることが平にされることが基基基基本でもある本でもある本でもある本でもあるわわわわけで、いずれにしてもけで、いずれにしてもけで、いずれにしてもけで、いずれにしてもややややはりはりはりはり税税税税

金金金金をををを使使使使うことにもなうことにもなうことにもなうことにもなっっっってくるてくるてくるてくるわわわわけですから、これもひとつしけですから、これもひとつしけですから、これもひとつしけですから、これもひとつしっっっっかりとごかりとごかりとごかりと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

と思います。と思います。と思います。と思います。

また、そのまた、そのまた、そのまた、そのアアアアナウナウナウナウンンンンススススのののの仕仕仕仕方方方方についても、ひとつについても、ひとつについても、ひとつについても、ひとつ何何何何か考えて、か考えて、か考えて、か考えて、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形で本で本で本で本当当当当に発に発に発に発信信信信

してください。きしてください。きしてください。きしてください。きっっっっと業と業と業と業界界界界なり県なり県なり県なり県民民民民もそうもそうもそうもそう受受受受けとけとけとけとめめめめると思うのです。ると思うのです。ると思うのです。ると思うのです。随随随随分分分分それでそれでそれでそれで効果効果効果効果がががが上上上上

がると思がると思がると思がると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。

県と県と県と県と基礎基礎基礎基礎自自自自治治治治体体体体のののの協力協力協力協力関係についてでご関係についてでご関係についてでご関係についてでござざざざいますけれども、これも本いますけれども、これも本いますけれども、これも本いますけれども、これも本当当当当に知事の言に知事の言に知事の言に知事の言わわわわれれれれ

ること、すること、すること、すること、すべべべべてててて納納納納得得得得のいくのいくのいくのいく話話話話でごでごでごでござざざざいました。いずれにしても、奈良市について考えたといました。いずれにしても、奈良市について考えたといました。いずれにしても、奈良市について考えたといました。いずれにしても、奈良市について考えたと

きに、奈良市きに、奈良市きに、奈良市きに、奈良市民民民民が奈良県の知事の考えをどの程が奈良県の知事の考えをどの程が奈良県の知事の考えをどの程が奈良県の知事の考えをどの程度度度度おおおおわわわわかりいただいているのかと思うのでかりいただいているのかと思うのでかりいただいているのかと思うのでかりいただいているのかと思うので

す。県と市の関係、奈良市も中す。県と市の関係、奈良市も中す。県と市の関係、奈良市も中す。県と市の関係、奈良市も中核核核核市ですから、日本市ですから、日本市ですから、日本市ですから、日本全国全国全国全国どこを見ても、どこを見ても、どこを見ても、どこを見ても、結結結結構構構構政政政政令令令令都都都都市と市と市と市と府府府府

県の関係とか、県の関係とか、県の関係とか、県の関係とか、余余余余りりりりよよよよろしくないところがろしくないところがろしくないところがろしくないところが随随随随分多分多分多分多くて、奈良市もくて、奈良市もくて、奈良市もくて、奈良市も率率率率直直直直にににに申申申申しししし上げ上げ上げ上げてそういてそういてそういてそうい

うううう状況状況状況状況にあるかもにあるかもにあるかもにあるかもわわわわかりません。私はそう見ているのですが、いずれにしても、県かりません。私はそう見ているのですが、いずれにしても、県かりません。私はそう見ているのですが、いずれにしても、県かりません。私はそう見ているのですが、いずれにしても、県都都都都であであであであ

る奈良市をる奈良市をる奈良市をる奈良市を何何何何とかとかとかとかよよよよりりりりよよよよいいいい町町町町にしにしにしにしよよよようという、その知事のお考え、県の考えは、これは奈うという、その知事のお考え、県の考えは、これは奈うという、その知事のお考え、県の考えは、これは奈うという、その知事のお考え、県の考えは、これは奈

良市良市良市良市民民民民にににに我我我我 々々々々含め含め含め含めてててて強強強強くくくく訴訴訴訴えていく必要があるのかと。そこで、奈良市えていく必要があるのかと。そこで、奈良市えていく必要があるのかと。そこで、奈良市えていく必要があるのかと。そこで、奈良市民民民民に考えていただに考えていただに考えていただに考えていただ

くことが本くことが本くことが本くことが本当当当当に必要だろうと思に必要だろうと思に必要だろうと思に必要だろうと思っっっっております。いずれにしても、ひとつ県として県ております。いずれにしても、ひとつ県として県ております。いずれにしても、ひとつ県として県ております。いずれにしても、ひとつ県として県都都都都奈良奈良奈良奈良

市のた市のた市のた市のためめめめにににに今後今後今後今後ともまたごともまたごともまたごともまたご努努努努力力力力いただきますことをいただきますことをいただきますことをいただきますことをよよよよろしくお願いいたしまして、私の質ろしくお願いいたしまして、私の質ろしくお願いいたしまして、私の質ろしくお願いいたしまして、私の質

問といたします。ありがとうご問といたします。ありがとうご問といたします。ありがとうご問といたします。ありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 答答答答えは要りませんえは要りませんえは要りませんえは要りませんねねねね。。。。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 要りません。要りません。要りません。要りません。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 私は１点だけです。もう私は１点だけです。もう私は１点だけです。もう私は１点だけです。もう一一一一点は要点は要点は要点は要望望望望で、で、で、で、簡簡簡簡単単単単ににににややややります。ります。ります。ります。
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葛葛葛葛城市の城市の城市の城市のクリクリクリクリーンセンターについて、ーンセンターについて、ーンセンターについて、ーンセンターについて、何度何度何度何度も知事に質問しても知事に質問しても知事に質問しても知事に質問して申申申申ししししわわわわけないのですけれどけないのですけれどけないのですけれどけないのですけれど

も、も、も、も、葛葛葛葛城市は２月１日に城市は２月１日に城市は２月１日に城市は２月１日にクリクリクリクリーンセンターのーンセンターのーンセンターのーンセンターの工工工工事事事事契約契約契約契約を（を（を（を（株株株株）川）川）川）川崎崎崎崎技技技技研という業者と研という業者と研という業者と研という業者と何何何何とととと

４４４４５５５５億億億億１１１１，，，，００００８８８８００００万万万万円円円円でででで工工工工事などの事などの事などの事などの契約契約契約契約をををを結結結結んでいるんでいるんでいるんでいるわわわわけです。施設けです。施設けです。施設けです。施設規模規模規模規模は１日２５は１日２５は１日２５は１日２５トトトトンンンン

から１日５０から１日５０から１日５０から１日５０トトトトンの２ンの２ンの２ンの２倍倍倍倍で、しかもで、しかもで、しかもで、しかも随随随随意意意意契約契約契約契約であります。私が９月に、またであります。私が９月に、またであります。私が９月に、またであります。私が９月に、また猪猪猪猪奥議員が１奥議員が１奥議員が１奥議員が１

２月に行２月に行２月に行２月に行っっっった質問にた質問にた質問にた質問に対対対対して、知事はして、知事はして、知事はして、知事は葛葛葛葛城市から城市から城市から城市から計画計画計画計画がががが示示示示されればされればされればされれば自自自自然然然然公公公公園法園法園法園法にににに基基基基づいてしづいてしづいてしづいてし

っっっっかり審査をしていくと、そういうかり審査をしていくと、そういうかり審査をしていくと、そういうかり審査をしていくと、そういう回答回答回答回答をされているをされているをされているをされているわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、しかし、いますが、しかし、いますが、しかし、いますが、しかし、現在現在現在現在

のののの状況状況状況状況を言うと、部局審査で景観・環境局長にを言うと、部局審査で景観・環境局長にを言うと、部局審査で景観・環境局長にを言うと、部局審査で景観・環境局長に確確確確認認認認したところ、まだ県にはしたところ、まだ県にはしたところ、まだ県にはしたところ、まだ県には葛葛葛葛城市から城市から城市から城市から具具具具

体体体体的な的な的な的な計画計画計画計画も出ていないということであり、知事のも出ていないということであり、知事のも出ていないということであり、知事のも出ていないということであり、知事の許許許許可可可可も、そのも、そのも、そのも、その申申申申請請請請もなくもなくもなくもなく葛葛葛葛城市が城市が城市が城市が先先先先行行行行

してしてしてして工工工工事を進事を進事を進事を進めよめよめよめようとしているうとしているうとしているうとしているよよよように考えられます。こんなことはうに考えられます。こんなことはうに考えられます。こんなことはうに考えられます。こんなことは許許許許されないと思うのでされないと思うのでされないと思うのでされないと思うので

すが、知事のすが、知事のすが、知事のすが、知事の回答回答回答回答をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、は、は、は、一一一一昨昨昨昨年年年年７７７７月にこの月にこの月にこの月にこの葛葛葛葛城市城市城市城市クリクリクリクリーンセンターの進入ーンセンターの進入ーンセンターの進入ーンセンターの進入路路路路をををを拡拡拡拡幅幅幅幅したしたしたした違違違違うううう工工工工事の道事の道事の道事の道

路路路路整備を県が整備を県が整備を県が整備を県が許許許許可可可可しているのです。しているのです。しているのです。しているのです。葛葛葛葛城市城市城市城市クリクリクリクリーンセンターをーンセンターをーンセンターをーンセンターを建建建建てるたてるたてるたてるためめめめの進入の進入の進入の進入路路路路ですけですけですけですけ

れども、これについて知事は知れども、これについて知事は知れども、これについて知事は知れども、これについて知事は知っっっっておられるのかどうか。県がておられるのかどうか。県がておられるのかどうか。県がておられるのかどうか。県が許許許許可可可可しています。この中で、しています。この中で、しています。この中で、しています。この中で、

３つ３つ３つ３つ目目目目は、は、は、は、旧旧旧旧清清清清掃掃掃掃工場工場工場工場のののの解解解解体体体体がなされればがなされればがなされればがなされれば一一一一般般般般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理理理理法法法法の関の関の関の関連連連連のののの法法法法にににに基基基基づきづきづきづき新新新新しくしくしくしく申申申申

請請請請されるのではないかと思うが、その見されるのではないかと思うが、その見されるのではないかと思うが、その見されるのではないかと思うが、その見解解解解はいかがですか。質問ははいかがですか。質問ははいかがですか。質問ははいかがですか。質問は以上以上以上以上です。です。です。です。

要要要要望望望望は１点だけ。知事、いつも私が言は１点だけ。知事、いつも私が言は１点だけ。知事、いつも私が言は１点だけ。知事、いつも私が言っっっっているのですけれども、ているのですけれども、ているのですけれども、ているのですけれども、ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅連連連連続続続続立体立体立体立体交交交交

差差差差事業の事業の事業の事業の住民住民住民住民被害被害被害被害がががが厳厳厳厳しくあしくあしくあしくあっっっってててて、、、、（（（（株株株株）奥村）奥村）奥村）奥村組組組組がががが工工工工事を事を事を事を失敗失敗失敗失敗して、１して、１して、１して、１８件８件８件８件、、、、４４４４５０５０５０５０万万万万円円円円

を県がを県がを県がを県が払払払払っっっっているのです。これ、県がているのです。これ、県がているのです。これ、県がているのです。これ、県がＪＲＪＲＪＲＪＲ西日本と西日本と西日本と西日本と契約契約契約契約しているしているしているしているわわわわけです。そして、けです。そして、けです。そして、けです。そして、

（（（（株株株株）奥村）奥村）奥村）奥村組組組組にににに任任任任せているせているせているせているわわわわけです。けです。けです。けです。失敗失敗失敗失敗してしてしてして迷惑迷惑迷惑迷惑をかけているのは、をかけているのは、をかけているのは、をかけているのは、裁裁裁裁判判判判にもなにもなにもなにもなっっっっていていていてい

るのは（るのは（るのは（るのは（株株株株）奥村）奥村）奥村）奥村組組組組です。そういう点では、このです。そういう点では、このです。そういう点では、このです。そういう点では、この補補補補償償償償１１１１８件８件８件８件については、県の職員がずについては、県の職員がずについては、県の職員がずについては、県の職員がずっっっっ

とととと謝謝謝謝りに行りに行りに行りに行っっっっているているているているわわわわけです。これ、けです。これ、けです。これ、けです。これ、ＪＲＪＲＪＲＪＲ西日本の職員も（西日本の職員も（西日本の職員も（西日本の職員も（株株株株）奥村）奥村）奥村）奥村組組組組もももも一度一度一度一度もももも謝謝謝謝りに行りに行りに行りに行

かない。かない。かない。かない。煮煮煮煮えくりえくりえくりえくり返っ返っ返っ返っているているているているわわわわけです。これもう、きけです。これもう、きけです。これもう、きけです。これもう、きょょょょうはうはうはうは答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めめめめませんけれども、ませんけれども、ませんけれども、ませんけれども、

このこのこのこの住民住民住民住民被害被害被害被害のののの補補補補償償償償ののののややややりりりり方方方方をををを再検討再検討再検討再検討してください。してください。してください。してください。以上以上以上以上です。です。です。です。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 葛葛葛葛城市の城市の城市の城市のクリクリクリクリーンセンターのご質問でごーンセンターのご質問でごーンセンターのご質問でごーンセンターのご質問でござざざざいます。います。います。います。葛葛葛葛城市が城市が城市が城市がクリクリクリクリーンセンターンセンターンセンターンセンタ

ーのーのーのーの建建建建設設設設工工工工事事事事契約契約契約契約をををを結結結結んだということはんだということはんだということはんだということは聞聞聞聞いております。委員おいております。委員おいております。委員おいております。委員お述述述述べべべべになりましたこと、になりましたこと、になりましたこと、になりましたこと、

そのとおりだと思いますが、そのとおりだと思いますが、そのとおりだと思いますが、そのとおりだと思いますが、今今今今、、、、申申申申請請請請がごがごがごがござざざざいません。いません。いません。いません。申申申申請請請請ないところにはないところにはないところにはないところには許許許許可可可可がない、がない、がない、がない、

許許許許可可可可がないところはがないところはがないところはがないところは工工工工事はできないということでご事はできないということでご事はできないということでご事はできないということでござざざざいます。います。います。います。工工工工事がもしされたら事がもしされたら事がもしされたら事がもしされたら差差差差しとしとしとしと

めめめめになると思になると思になると思になると思わわわわれます。このれます。このれます。このれます。この許許許許可可可可はどういうはどういうはどういうはどういう許許許許可可可可かということでごかということでごかということでごかということでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、葛葛葛葛城市城市城市城市クククク

リリリリーンセンターのーンセンターのーンセンターのーンセンターの場所場所場所場所はははは国国国国定定定定公公公公園園園園、第２、第２、第２、第２種特種特種特種特別別別別地域地域地域地域内内内内というところにあるというところにあるというところにあるというところにあるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいまいまいまいま

すが、すが、すが、すが、建建建建設につきましては設につきましては設につきましては設につきましては自自自自然然然然公公公公園法園法園法園法にににに基基基基づく知事のづく知事のづく知事のづく知事の許許許許可可可可が必要だということでごが必要だということでごが必要だということでごが必要だということでござざざざいまいまいまいま
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す。す。す。す。既既既既存存存存の施設がありますので、の施設がありますので、の施設がありますので、の施設がありますので、許許許許可可可可の要の要の要の要件件件件はははは普普普普通通通通のののの新新新新設設設設よよよよりもりもりもりも少少少少しししし違違違違うものがあると思うものがあると思うものがあると思うものがあると思

いますが、いますが、いますが、いますが、許許許許可可可可がないと施設をがないと施設をがないと施設をがないと施設を建建建建設することはできないということを設することはできないということを設することはできないということを設することはできないということを改め改め改め改めて委員にもて委員にもて委員にもて委員にも申申申申しししし

上げ上げ上げ上げて、て、て、て、許許許許可可可可はははは法法法法にのにのにのにのっっっっとりとりとりとり適適適適正正正正に行いたいと思います。これは、知事のに行いたいと思います。これは、知事のに行いたいと思います。これは、知事のに行いたいと思います。これは、知事の責任責任責任責任でごでごでごでござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。

このことでごこのことでごこのことでごこのことでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、勝勝勝勝手手手手に進に進に進に進めめめめているのではないかという委員のごているのではないかという委員のごているのではないかという委員のごているのではないかという委員のご心配心配心配心配が、が、が、が、今今今今

ちちちちょっょっょっょっとごとごとごとござざざざいました。このいました。このいました。このいました。この自自自自然然然然公公公公園園園園のののの許許許許可可可可をををを得得得得られる施設、するられる施設、するられる施設、するられる施設、するよよよようにうにうにうに検討検討検討検討してしてしてして申申申申請請請請がががが

あると思あると思あると思あると思っっっっておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、葛葛葛葛城市が、城市が、城市が、城市が、工工工工事の施行事の施行事の施行事の施行契約契約契約契約までまでまでまで結結結結んだということでごんだということでごんだということでごんだということでござざざざいますいますいますいます

が、そのが、そのが、そのが、その協協協協定定定定書書書書の中で知事のの中で知事のの中で知事のの中で知事の許許許許可可可可がががが得得得得られないられないられないられない場場場場合には合には合には合には請請請請負負負負業者に業者に業者に業者に対対対対してしてしてして工工工工事を中事を中事を中事を中止止止止させさせさせさせ

ることもることもることもることも取取取取りりりり決め決め決め決められておるられておるられておるられておるよよよようでごうでごうでごうでござざざざいます。そのときは事業者はいます。そのときは事業者はいます。そのときは事業者はいます。そのときは事業者は損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償をををを求求求求めめめめないないないない

とととと取取取取りりりり決め決め決め決められておるられておるられておるられておるよよよようでごうでごうでごうでござざざざいますので、いずれにしてもいますので、いずれにしてもいますので、いずれにしてもいますので、いずれにしても勝勝勝勝手手手手に進に進に進に進めめめめることはできなることはできなることはできなることはできな

いと思いと思いと思いと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。

もうもうもうもう一一一一つは、それにつは、それにつは、それにつは、それに先立先立先立先立ちまして進入ちまして進入ちまして進入ちまして進入路路路路について道について道について道について道路路路路のつけかえののつけかえののつけかえののつけかえの許許許許可可可可を知事がいたしを知事がいたしを知事がいたしを知事がいたし

ました。平成２３年ました。平成２３年ました。平成２３年ました。平成２３年７７７７月に月に月に月に許許許許可可可可をしたものでごをしたものでごをしたものでごをしたものでござざざざいます。私の名前でのいます。私の名前でのいます。私の名前でのいます。私の名前での許許許許可可可可でごでごでごでござざざざいますいますいますいます

が、この進入が、この進入が、この進入が、この進入路路路路につきましては、これまでごにつきましては、これまでごにつきましては、これまでごにつきましては、これまでごみみみみのののの搬搬搬搬入入入入路路路路がががが住宅住宅住宅住宅地の中を地の中を地の中を地の中を通通通通っっっっているので、ているので、ているので、ているので、

狭隘狭隘狭隘狭隘で危で危で危で危険険険険であることから地であることから地であることから地であることから地元元元元住民住民住民住民からもつけかえの要からもつけかえの要からもつけかえの要からもつけかえの要望望望望がなされておりました。また、がなされておりました。また、がなされておりました。また、がなされておりました。また、

当当当当該該該該施設の施設の施設の施設の解解解解体体体体などのなどのなどのなどの工工工工事事事事車車車車両両両両の進入の進入の進入の進入路路路路もももも住宅住宅住宅住宅地を地を地を地を通通通通るのは危ないというるのは危ないというるのは危ないというるのは危ないという声声声声がごがごがごがござざざざいましいましいましいまし

たので、つけかえをたので、つけかえをたので、つけかえをたので、つけかえを認認認認めめめめたものでごたものでごたものでごたものでござざざざいます。います。います。います。搬搬搬搬入入入入路路路路の整備のたの整備のたの整備のたの整備のためめめめのののの自自自自然然然然公公公公園法園法園法園法にににに基基基基づくづくづくづく

許許許許可申可申可申可申請請請請でごでごでごでござざざざいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、自自自自然然然然公公公公園法上園法上園法上園法上はははは許許許許可可可可できるできるできるできる対象対象対象対象だとだとだとだと判断判断判断判断してしてしてして許許許許可可可可したものでしたものでしたものでしたもので

ごごごござざざざいます。これもいます。これもいます。これもいます。これも新新新新しいしいしいしい工工工工事の前提にしたものではないと思事の前提にしたものではないと思事の前提にしたものではないと思事の前提にしたものではないと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。

最後最後最後最後に、に、に、に、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理理理理法法法法の中で市の中で市の中で市の中で市町町町町村がご村がご村がご村がごみみみみ処処処処理施設を設理施設を設理施設を設理施設を設置置置置するときにはするときにはするときにはするときには届届届届け出をするこけ出をするこけ出をするこけ出をするこ

とがとがとがとが義義義義務づけられております。この務づけられております。この務づけられております。この務づけられております。この届届届届け出は、け出は、け出は、け出は、単単単単なるなるなるなる届届届届け出ではごけ出ではごけ出ではごけ出ではござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、自自自自然然然然公公公公園園園園

法法法法のののの手手手手続続続続ををををクリアクリアクリアクリアしているとか、しているとか、しているとか、しているとか、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理理理理法法法法にににに規規規規定する施設が定する施設が定する施設が定する施設が安全安全安全安全であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、防止防止防止防止対対対対

策を策を策を策を十分十分十分十分しているか、しているか、しているか、しているか、技術上技術上技術上技術上のののの基準基準基準基準はははは適適適適合するとな合するとな合するとな合すると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、重重重重要な要な要な要な届届届届け出のけ出のけ出のけ出の受受受受

理となりますので、それもこの理となりますので、それもこの理となりますので、それもこの理となりますので、それもこの法法法法にににに求求求求めめめめられる要られる要られる要られる要件件件件を審査してを審査してを審査してを審査して届届届届け出をけ出をけ出をけ出を受受受受理するかどうか理するかどうか理するかどうか理するかどうか

を審査していきたいと思を審査していきたいと思を審査していきたいと思を審査していきたいと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。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 知事には本知事には本知事には本知事には本当当当当にいいにいいにいいにいい回答回答回答回答をしていただいたと思をしていただいたと思をしていただいたと思をしていただいたと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。許許許許可可可可なくしてなくしてなくしてなくして

工工工工事はできない、また、それを事はできない、また、それを事はできない、また、それを事はできない、また、それをややややるるるるよよよようなことがあうなことがあうなことがあうなことがあっっっったら中たら中たら中たら中止止止止させられると、させられると、させられると、させられると、損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償もももも

受受受受けないとなけないとなけないとなけないとなっっっっていると、ていると、ていると、ていると、勝勝勝勝手手手手にできないということで、喜んでおります。また、進入にできないということで、喜んでおります。また、進入にできないということで、喜んでおります。また、進入にできないということで、喜んでおります。また、進入路路路路

がこのがこのがこのがこのクリクリクリクリーンセンターをーンセンターをーンセンターをーンセンターを許許許許可可可可するたするたするたするためめめめの前提での前提での前提での前提で許許許許可可可可していないということもしていないということもしていないということもしていないということもわわわわかりましかりましかりましかりまし

た。また、清た。また、清た。また、清た。また、清掃掃掃掃工場工場工場工場をををを解解解解体体体体してしてしてしてクリクリクリクリーンセンターをーンセンターをーンセンターをーンセンターを新新新新しくつくるしくつくるしくつくるしくつくる場場場場合は、合は、合は、合は、一一一一般般般般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理理理理
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法法法法にににに基基基基づいてづいてづいてづいて申申申申請請請請をををを上げ上げ上げ上げれば審査するということもありがとうごれば審査するということもありがとうごれば審査するということもありがとうごれば審査するということもありがとうござざざざいます。この地域が知います。この地域が知います。この地域が知います。この地域が知

事がお事がお事がお事がおっっっっししししゃっゃっゃっゃったたたたよよよようにうにうにうに国国国国定定定定公公公公園園園園の第２の第２の第２の第２種特種特種特種特別別別別地域で原地域で原地域で原地域で原則則則則、、、、焼却焼却焼却焼却場場場場のののの建建建建設のできないとこ設のできないとこ設のできないとこ設のできないとこ

ろであるとろであるとろであるとろであると認識認識認識認識しております。しております。しております。しております。許許許許可可可可をすをすをすをすべべべべきでないと考えているきでないと考えているきでないと考えているきでないと考えているわわわわけですが、けですが、けですが、けですが、計画計画計画計画がががが具体具体具体具体

的に的に的に的に示示示示され、され、され、され、許許許許可申可申可申可申請請請請があればがあればがあればがあれば自自自自然然然然公公公公園法園法園法園法にににに基基基基づいてしづいてしづいてしづいてしっっっっかり審査して、かり審査して、かり審査して、かり審査して、適適適適切切切切にににに判断判断判断判断されされされされ

ることを知事にることを知事にることを知事にることを知事に強強強強く要く要く要く要望望望望しておきます。また、しておきます。また、しておきます。また、しておきます。また、反対反対反対反対しているしているしているしている住民住民住民住民は、知事のは、知事のは、知事のは、知事の許許許許可可可可のののの差差差差しとしとしとしと

めめめめのののの弁護弁護弁護弁護士士士士をををを通通通通してしてしてして訴訟訴訟訴訟訴訟をををを起起起起こしてまでこしてまでこしてまでこしてまで許許許許可可可可しないことをしないことをしないことをしないことを求求求求めめめめているということでごているということでごているということでごているということでござざざざいいいい

ます。そうしたことをます。そうしたことをます。そうしたことをます。そうしたことをよよよよく考えていただいてく考えていただいてく考えていただいてく考えていただいて判断判断判断判断していただくことをしていただくことをしていただくことをしていただくことを強強強強くくくく求求求求めめめめておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

以上以上以上以上でででで終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 ２点お２点お２点お２点お尋尋尋尋ねねねねしたいと思います。このしたいと思います。このしたいと思います。このしたいと思います。この予算予算予算予算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会で、委員会で、委員会で、委員会で、実実実実はははは恥恥恥恥ずかしなずかしなずかしなずかしな

がらがらがらがら消費税消費税消費税消費税の関係を質問をさせていただきました。の関係を質問をさせていただきました。の関係を質問をさせていただきました。の関係を質問をさせていただきました。残念残念残念残念ながらながらながらながら多分多分多分多分予算予算予算予算委員の中では私だ委員の中では私だ委員の中では私だ委員の中では私だ

けだろうと思けだろうと思けだろうと思けだろうと思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、消費税消費税消費税消費税のののの計算計算計算計算のののの仕仕仕仕方方方方がどうもがどうもがどうもがどうもわわわわからない。ただ、からない。ただ、からない。ただ、からない。ただ、現状現状現状現状の清の清の清の清

算算算算基準基準基準基準はははは決決決決ままままっっっっておりまして、それはそれで奈良県としたら、ておりまして、それはそれで奈良県としたら、ておりまして、それはそれで奈良県としたら、ておりまして、それはそれで奈良県としたら、よよよよく地く地く地く地方方方方消費税約７消費税約７消費税約７消費税約７００００億円億円億円億円、、、、

地地地地方方方方消費税消費税消費税消費税清清清清算算算算金金金金が２００が２００が２００が２００億円億円億円億円ぐぐぐぐらいで、２らいで、２らいで、２らいで、２７７７７００００億円億円億円億円、ああ、これ、ああ、これ、ああ、これ、ああ、これっっっって奈良県のて奈良県のて奈良県のて奈良県の一一一一般般般般会会会会計計計計

予算予算予算予算の５の５の５の５％％％％ぐぐぐぐらいだと。らいだと。らいだと。らいだと。今今今今のののの計算計算計算計算でいくと、もうでいくと、もうでいくと、もうでいくと、もう少少少少しししし基準基準基準基準のののの計算計算計算計算式式式式ががががふふふふえたら奈良県もえたら奈良県もえたら奈良県もえたら奈良県も少少少少

しししし楽楽楽楽だなあと。ただ、これはだなあと。ただ、これはだなあと。ただ、これはだなあと。ただ、これは国国国国からこういうからこういうからこういうからこういう計算計算計算計算方方方方式式式式があるということで、知事は奈良県があるということで、知事は奈良県があるということで、知事は奈良県があるということで、知事は奈良県

の県の県の県の県民民民民のののの購購購購買買買買力力力力、、、、消費消費消費消費額額額額はははは非常非常非常非常に大きいものがあると。に大きいものがあると。に大きいものがあると。に大きいものがあると。残念残念残念残念ながら大ながら大ながら大ながら大阪府阪府阪府阪府をはをはをはをはじめじめじめじめ他府他府他府他府県県県県

でででで購購購購買買買買、、、、消費消費消費消費されているのはされているのはされているのはされているのは半半半半分ぐ分ぐ分ぐ分ぐらいあるので、どうしてもこのらいあるので、どうしてもこのらいあるので、どうしてもこのらいあるので、どうしてもこの数数数数字字字字になると。だから、になると。だから、になると。だから、になると。だから、

奈良県奈良県奈良県奈良県内内内内のののの購購購購買買買買力力力力をもをもをもをもっっっっとととと上げよ上げよ上げよ上げようと、うと、うと、うと、経済経済経済経済のののの活活活活性化をも性化をも性化をも性化をもっっっっととととややややろうということでのろうということでのろうということでのろうということでの努努努努力力力力

をしていただいていることはをしていただいていることはをしていただいていることはをしていただいていることは認認認認めめめめます。ます。ます。ます。今今今今現在現在現在現在、この、この、この、この方法方法方法方法であるのはしであるのはしであるのはしであるのはしよよよようがないと。うがないと。うがないと。うがないと。

ただ、ただ、ただ、ただ、一一一一般般般般質問でも前にも言質問でも前にも言質問でも前にも言質問でも前にも言っっっったたたたよよよように、うに、うに、うに、格格格格差差差差是是是是正正正正とかいろいろなことをとかいろいろなことをとかいろいろなことをとかいろいろなことを口々口々口々口々に言いなに言いなに言いなに言いな

がら、この地がら、この地がら、この地がら、この地方方方方消費税消費税消費税消費税の清の清の清の清算算算算基準基準基準基準だけは、あのときのだけは、あのときのだけは、あのときのだけは、あのときの答弁答弁答弁答弁は、たしか奈良県とは、たしか奈良県とは、たしか奈良県とは、たしか奈良県と沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県ぐぐぐぐらららら

いで、いで、いで、いで、全国全国全国全国知事会の中でも、なかなか知事会の中でも、なかなか知事会の中でも、なかなか知事会の中でも、なかなか埼埼埼埼玉玉玉玉県とか県とか県とか県とか千千千千葉葉葉葉県とかでも県とかでも県とかでも県とかでも東京都東京都東京都東京都にににに近近近近いからいからいからいから同じよ同じよ同じよ同じよ

うなうなうなうな感感感感覚覚覚覚かと思かと思かと思かと思っっっったら、あにたら、あにたら、あにたら、あに図図図図らんらんらんらんやややや、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか違違違違うのですといううのですといううのですといううのですという答弁答弁答弁答弁ももらももらももらももらっっっっていて、ていて、ていて、ていて、

これはこれはこれはこれは基基基基本的に本的に本的に本的に何何何何が平等が平等が平等が平等やややや、、、、格格格格差差差差是是是是正正正正ややややと言いながら、と言いながら、と言いながら、と言いながら、当時当時当時当時は奈良県とは奈良県とは奈良県とは奈良県と沖縄沖縄沖縄沖縄県だけが言県だけが言県だけが言県だけが言っっっっ

ている、和ている、和ている、和ている、和歌歌歌歌山県さえ言山県さえ言山県さえ言山県さえ言っっっっておらないとておらないとておらないとておらないと聞聞聞聞いておいておいておいておっっっったたたたよよよように思うのですけれども、うに思うのですけれども、うに思うのですけれども、うに思うのですけれども、今今今今回回回回のののの

予算予算予算予算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会で委員会で委員会で委員会で実実実実はははは非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい資資資資料料料料もいただきました。まだもいただきました。まだもいただきました。まだもいただきました。まだ実実実実は１００は１００は１００は１００％％％％わわわわかかかかっっっってててて

いないのです。でも、あのとき総務部長のいないのです。でも、あのとき総務部長のいないのです。でも、あのとき総務部長のいないのです。でも、あのとき総務部長の説明説明説明説明で、で、で、で、８割８割８割８割ちちちちょっょっょっょっととととわわわわかかかかっっっったと。これ見てきたと。これ見てきたと。これ見てきたと。これ見てき

て９０て９０て９０て９０％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらいわわわわかかかかっっっってきたかと。あと１０てきたかと。あと１０てきたかと。あと１０てきたかと。あと１０％％％％まだまだまだまだわわわわからない。でも、これを１０からない。でも、これを１０からない。でも、これを１０からない。でも、これを１０％％％％はそはそはそはそ

のままのままのままのままわわわわからないままでおこうとからないままでおこうとからないままでおこうとからないままでおこうと実実実実は思は思は思は思っっっっておりまして、きておりまして、きておりまして、きておりまして、きょょょょうううう聞聞聞聞きたいのは、地きたいのは、地きたいのは、地きたいのは、地方方方方消費消費消費消費

税税税税については、知事はについては、知事はについては、知事はについては、知事は全国全国全国全国知事会でもず知事会でもず知事会でもず知事会でもずっっっっと言と言と言と言わわわわれているれているれているれているよよよようにはうにはうにはうには聞聞聞聞いております。見いております。見いております。見いております。見直直直直
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しもかなりしもかなりしもかなりしもかなり主主主主張張張張されておりますけれどもされておりますけれどもされておりますけれどもされておりますけれども賛賛賛賛同同同同されるされるされるされる都都都都道道道道府府府府県がなかなかないとのことであ県がなかなかないとのことであ県がなかなかないとのことであ県がなかなかないとのことであ

ります。ります。ります。ります。やっぱやっぱやっぱやっぱりりりり今今今今のののの基準基準基準基準であればそのであればそのであればそのであればその努努努努力力力力もしなければいけないけれども、もしなければいけないけれども、もしなければいけないけれども、もしなければいけないけれども、基基基基本的にこ本的にこ本的にこ本的にこ

の地の地の地の地方方方方消費税消費税消費税消費税の清の清の清の清算算算算基準基準基準基準についての見についての見についての見についての見直直直直し等について、知事はし等について、知事はし等について、知事はし等について、知事は今後今後今後今後、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん全国全国全国全国知事会知事会知事会知事会

もももも含め含め含め含めてどのてどのてどのてどのよよよようにうにうにうに取取取取りりりり組組組組んでいかれるのかおんでいかれるのかおんでいかれるのかおんでいかれるのかお尋尋尋尋ねねねねしたいと、かしたいと、かしたいと、かしたいと、かよよよように思います。うに思います。うに思います。うに思います。

２つ２つ２つ２つ目目目目ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、先先先先ほど浅川委員のほど浅川委員のほど浅川委員のほど浅川委員の説明説明説明説明にもありましたけれども、市にもありましたけれども、市にもありましたけれども、市にもありましたけれども、市町町町町村ができな村ができな村ができな村ができな

いことを県はいことを県はいことを県はいことを県はややややるというのではないと。市るというのではないと。市るというのではないと。市るというのではないと。市町町町町村が村が村が村が努努努努力力力力しますと、しかしながら、しますと、しかしながら、しますと、しかしながら、しますと、しかしながら、アアアアシシシシストストストスト

はしますということを言はしますということを言はしますということを言はしますということを言わわわわれました。それでいいと思れました。それでいいと思れました。それでいいと思れました。それでいいと思っっっっています。ただ、ています。ただ、ています。ただ、ています。ただ、非常非常非常非常にににに評評評評価価価価してしてしてして

いるのは、いるのは、いるのは、いるのは、消防消防消防消防の広域化については、の広域化については、の広域化については、の広域化については、残念残念残念残念ながら１００ながら１００ながら１００ながら１００％％％％、９０、９０、９０、９０万万万万人人人人、だから、だから、だから、だから４４４４００００万万万万人ぐ人ぐ人ぐ人ぐ

らいはそれはらいはそれはらいはそれはらいはそれは違違違違うのですけれど、９０うのですけれど、９０うのですけれど、９０うのですけれど、９０万万万万人人人人のののの安安安安心心心心、、、、安全安全安全安全をということでをということでをということでをということで消防消防消防消防の広域化がほの広域化がほの広域化がほの広域化がほ

ぼぼぼぼ市市市市町町町町村議会も村議会も村議会も村議会も終終終終わっわっわっわっていると思います。ていると思います。ていると思います。ていると思います。余計余計余計余計なななな話話話話はははは聞聞聞聞いていないので、広域化にいていないので、広域化にいていないので、広域化にいていないので、広域化に向向向向けてけてけてけて

進んでいると進んでいると進んでいると進んでいると非常非常非常非常にににに評評評評価価価価しております。これはタしております。これはタしております。これはタしております。これはタイイイイムテムテムテムテーーーーブルブルブルブル的にこれから的にこれから的にこれから的にこれからデデデデジジジジタタタタルルルル化も化も化も化も

含め含め含め含めててててやっやっやっやっていくと思いますけれども、さて、ていくと思いますけれども、さて、ていくと思いますけれども、さて、ていくと思いますけれども、さて、将来将来将来将来的に見て、奈良県で広域で的に見て、奈良県で広域で的に見て、奈良県で広域で的に見て、奈良県で広域で取取取取りりりり組組組組まなまなまなまな

ければいけないものはければいけないものはければいけないものはければいけないものは何何何何かないかと、大事なものはないかと思かないかと、大事なものはないかと思かないかと、大事なものはないかと思かないかと、大事なものはないかと思っっっったら、たら、たら、たら、実実実実は水道については水道については水道については水道について

地域振興部で質問をさせていただきました。市地域振興部で質問をさせていただきました。市地域振興部で質問をさせていただきました。市地域振興部で質問をさせていただきました。市町町町町村に村に村に村によっよっよっよったら、いたら、いたら、いたら、いややややもうもうもうもう実実実実は施設もは施設もは施設もは施設も老朽老朽老朽老朽

化で、そろそろ大化で、そろそろ大化で、そろそろ大化で、そろそろ大変変変変ですと言うところもあれば、いですと言うところもあれば、いですと言うところもあれば、いですと言うところもあれば、いやややや、まだ、まだ、まだ、まだ変変変変えたばえたばえたばえたばっっっっかりで、いろいろかりで、いろいろかりで、いろいろかりで、いろいろ

なななな場場場場をををを何何何何にするにしても市にするにしても市にするにしても市にするにしても市町町町町村は村は村は村は温温温温度度度度差差差差があると思うのです。ただ、県があると思うのです。ただ、県があると思うのです。ただ、県があると思うのです。ただ、県営営営営水道の関係で、水道の関係で、水道の関係で、水道の関係で、

これからの水のこれからの水のこれからの水のこれからの水の需需需需要とか要とか要とか要とか老朽老朽老朽老朽化とかいろいろな問化とかいろいろな問化とかいろいろな問化とかいろいろな問題題題題が出てくるとは思いますけれども、２が出てくるとは思いますけれども、２が出てくるとは思いますけれども、２が出てくるとは思いますけれども、２

年、３年年、３年年、３年年、３年後後後後のののの話話話話ではないから、ではないから、ではないから、ではないから、今新今新今新今新しくしくしくしく変変変変えたところでも１０、１５年えたところでも１０、１５年えたところでも１０、１５年えたところでも１０、１５年ぐぐぐぐらいあらいあらいあらいあっっっったらそたらそたらそたらそ

ろそろというところもまた出てくる。水道について、長ろそろというところもまた出てくる。水道について、長ろそろというところもまた出てくる。水道について、長ろそろというところもまた出てくる。水道について、長期期期期的に見て県的に見て県的に見て県的に見て県営営営営水道の水道行政を水道の水道行政を水道の水道行政を水道の水道行政を

広域化に広域化に広域化に広域化に向向向向けて考えなければいけないけて考えなければいけないけて考えなければいけないけて考えなければいけないススススタータータータートトトトかと思かと思かと思かと思っっっっております。これが５年ております。これが５年ております。これが５年ております。これが５年後後後後とはとはとはとは当当当当

然然然然思思思思っっっっておりません。しかし、ておりません。しかし、ておりません。しかし、ておりません。しかし、将来将来将来将来、奈良県のた、奈良県のた、奈良県のた、奈良県のためめめめにも水道については広域化ににも水道については広域化ににも水道については広域化ににも水道については広域化に向向向向けてけてけてけて取取取取

りりりり組組組組むむむむべべべべきだと私は思きだと私は思きだと私は思きだと私は思っっっっております。荒井知事はどのております。荒井知事はどのております。荒井知事はどのております。荒井知事はどのよよよようにお考えなのか、お考えがあれうにお考えなのか、お考えがあれうにお考えなのか、お考えがあれうにお考えなのか、お考えがあれ

ばおばおばおばお尋尋尋尋ねねねねしたいと、かしたいと、かしたいと、かしたいと、かよよよように思います。うに思います。うに思います。うに思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 地地地地方方方方消費税消費税消費税消費税の質問がまずごの質問がまずごの質問がまずごの質問がまずござざざざいました。地いました。地いました。地いました。地方方方方消費税消費税消費税消費税は１は１は１は１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの配配配配分分分分でででで比比比比

べべべべますとますとますとますと東京都東京都東京都東京都は奈良県の１は奈良県の１は奈良県の１は奈良県の１．７倍．７倍．７倍．７倍でごでごでごでござざざざいます。１います。１います。１います。１人当人当人当人当たりは、奈良県は１たりは、奈良県は１たりは、奈良県は１たりは、奈良県は１万万万万５５５５，，，，００００００００

００００円円円円ほどもらほどもらほどもらほどもらっっっっておりますがておりますがておりますがておりますが東京都東京都東京都東京都は２は２は２は２万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円もらもらもらもらっっっっておる。ほかのておる。ほかのておる。ほかのておる。ほかの実実実実入りも入りも入りも入りも多多多多

いのに地いのに地いのに地いのに地方方方方消費税消費税消費税消費税のののの配配配配分分分分までまでまでまで多多多多いのかと、こう思うのですが、いのかと、こう思うのですが、いのかと、こう思うのですが、いのかと、こう思うのですが、ドイドイドイドイツツツツではではではでは人人人人口口口口比比比比でででで配配配配分分分分ささささ

れております。れております。れております。れております。人人人人口口口口比比比比のののの方方方方がいいのではないかと思います。がいいのではないかと思います。がいいのではないかと思います。がいいのではないかと思います。特特特特にににに増税増税増税増税分分分分はははは社社社社会保会保会保会保障障障障にににに充充充充てててて

るというから、大るというから、大るというから、大るというから、大都都都都市は１市は１市は１市は１人人人人１１１１万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円ではなしに２ではなしに２ではなしに２ではなしに２万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円のののの社社社社会保会保会保会保障障障障をををを

すすすすべべべべきときときときと国国国国がががが配配配配分分分分するのか、これはするのか、これはするのか、これはするのか、これは民主民主民主民主党党党党政政政政権権権権のののの時時時時代だ代だ代だ代だっっっったですが、おかしいではないかたですが、おかしいではないかたですが、おかしいではないかたですが、おかしいではないか
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とととと民主民主民主民主党党党党にもにもにもにも申申申申しししし上げ上げ上げ上げに行きました。に行きました。に行きました。に行きました。社社社社会保会保会保会保障障障障は１は１は１は１人当人当人当人当たり平等にたり平等にたり平等にたり平等に配配配配分分分分すすすすべべべべきではないか、きではないか、きではないか、きではないか、

それにはそれにはそれにはそれにはドイドイドイドイツツツツののののよよよようにうにうにうに消費類似消費類似消費類似消費類似指指指指標標標標としてとしてとしてとして人人人人口口口口比比比比でででで配配配配るのがいいのではないかとるのがいいのではないかとるのがいいのではないかとるのがいいのではないかと申申申申しししし上上上上

げげげげて総務て総務て総務て総務省省省省にも行きましたが、地にも行きましたが、地にも行きましたが、地にも行きましたが、地方方方方消費税消費税消費税消費税はははは独独独独立立立立したしたしたした税税税税としてできているので、としてできているので、としてできているので、としてできているので、税税税税理理理理論論論論のののの

観点からなかなか観点からなかなか観点からなかなか観点からなかなか難難難難しいことをおしいことをおしいことをおしいことをおっっっっししししゃゃゃゃられました。られました。られました。られました。

税税税税理理理理論論論論の観点と、の観点と、の観点と、の観点と、実実実実質的にはたくさんもら質的にはたくさんもら質的にはたくさんもら質的にはたくさんもらっっっっている大ている大ている大ている大都都都都市と、もら市と、もら市と、もら市と、もらっっっっていないところとていないところとていないところとていないところと

のののの全国全国全国全国知事会の中の関係でご知事会の中の関係でご知事会の中の関係でご知事会の中の関係でござざざざいます。います。います。います。実実実実は、地は、地は、地は、地方方方方消費税消費税消費税消費税は県には県には県には県に配配配配分分分分されて、そのされて、そのされて、そのされて、その半半半半分分分分がががが

市市市市町町町町村に村に村に村に回回回回るというるというるというるという仕仕仕仕組組組組みみみみになになになになっっっっています。県に１００ています。県に１００ています。県に１００ています。県に１００億円億円億円億円来来来来るのだるのだるのだるのだっっっったら、５０たら、５０たら、５０たら、５０億円億円億円億円はははは

市市市市町町町町村に村に村に村に回回回回る、る、る、る、今今今今までは従業員までは従業員までは従業員までは従業員数数数数とととと人人人人口口口口比比比比でありましたが、でありましたが、でありましたが、でありましたが、増税増税増税増税分分分分はすはすはすはすべべべべてててて人人人人口口口口比比比比でででで回回回回るるるる

ということまでこれはということまでこれはということまでこれはということまでこれは法法法法律律律律の中での中での中での中で決め決め決め決められております。られております。られております。られております。各各各各県の県の県の県の差差差差があるのはこのがあるのはこのがあるのはこのがあるのはこの社社社社会保会保会保会保障障障障

のののの財財財財源源源源にににに充充充充てるという観点からはてるという観点からはてるという観点からはてるという観点からはよよよよりおかしくなるではないかということが奈良県のりおかしくなるではないかということが奈良県のりおかしくなるではないかということが奈良県のりおかしくなるではないかということが奈良県の主主主主張張張張

でごでごでごでござざざざいます。このいます。このいます。このいます。このよよよようなうなうなうな主主主主張張張張をするのはをするのはをするのはをするのは全国全国全国全国知事会の中でも知事会の中でも知事会の中でも知事会の中でもわわわわずかでごずかでごずかでごずかでござざざざいますが、理いますが、理いますが、理いますが、理

屈屈屈屈のののの通通通通っっっっているているているている面面面面もごもごもごもござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、税制税制税制税制のののの勉勉勉勉強強強強をしていただいているをしていただいているをしていただいているをしていただいている富富富富山県の山県の山県の山県の石石石石井知事井知事井知事井知事

やややや島島島島根県の根県の根県の根県の溝溝溝溝口口口口知事も奈良県の意見、知事も奈良県の意見、知事も奈良県の意見、知事も奈良県の意見、同調同調同調同調していただいておりますが、奈良県、していただいておりますが、奈良県、していただいておりますが、奈良県、していただいておりますが、奈良県、島島島島根県の根県の根県の根県の

意見を意見を意見を意見を割割割割と高くと高くと高くと高く取取取取りりりり上げ上げ上げ上げて知事会の中でて知事会の中でて知事会の中でて知事会の中で一一一一つの意見として紹介していただいております。つの意見として紹介していただいております。つの意見として紹介していただいております。つの意見として紹介していただいております。

ただ、大ただ、大ただ、大ただ、大都都都都市は奈良県が１市は奈良県が１市は奈良県が１市は奈良県が１万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円もらもらもらもらっっっってるのをてるのをてるのをてるのを東京都東京都東京都東京都では２では２では２では２万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円

もらもらもらもらっっっっているので、ているので、ているので、ているので、全国全国全国全国知事会の中ではこんなにたくさんもら知事会の中ではこんなにたくさんもら知事会の中ではこんなにたくさんもら知事会の中ではこんなにたくさんもらっっっっててててオリオリオリオリンンンンピピピピックックックックまでするまでするまでするまでする

のはけしからんではないかということで、のはけしからんではないかということで、のはけしからんではないかということで、のはけしからんではないかということで、全国全国全国全国知事会で発言したところもご知事会で発言したところもご知事会で発言したところもご知事会で発言したところもござざざざいます。います。います。います。効効効効

果果果果はもちろんなかはもちろんなかはもちろんなかはもちろんなかっっっったのですけれども、それほど地たのですけれども、それほど地たのですけれども、それほど地たのですけれども、それほど地方方方方消費税消費税消費税消費税がががが増増増増加するときには加するときには加するときには加するときには配配配配分分分分基準基準基準基準

ははははよよよより大事かと思います。り大事かと思います。り大事かと思います。り大事かと思います。現現現現行の行の行の行の配配配配分分分分基準基準基準基準はははは消費消費消費消費したところというのはなかなかしたところというのはなかなかしたところというのはなかなかしたところというのはなかなか難難難難しい、しい、しい、しい、

ごごごご飯飯飯飯食食食食べべべべるとそこがるとそこがるとそこがるとそこが消費消費消費消費地でありますが、大地でありますが、大地でありますが、大地でありますが、大阪府阪府阪府阪府でででで衣服衣服衣服衣服をををを買買買買っっっったらどこがたらどこがたらどこがたらどこが消費消費消費消費地か地か地か地かわわわわかりかりかりかり

ませんので、ませんので、ませんので、ませんので、旅旅旅旅行に行く行に行く行に行く行に行く衣服衣服衣服衣服なのかなのかなのかなのか家家家家でででで使使使使うううう衣服衣服衣服衣服なのか、しかし、それはなのか、しかし、それはなのか、しかし、それはなのか、しかし、それは居住居住居住居住地で地で地で地で買買買買っっっったたたた

ものだとしてくれればそれでいいのですけれども、大ものだとしてくれればそれでいいのですけれども、大ものだとしてくれればそれでいいのですけれども、大ものだとしてくれればそれでいいのですけれども、大阪府阪府阪府阪府でででで買買買買うううう人人人人があなたどこのおがあなたどこのおがあなたどこのおがあなたどこのお住住住住まままま

いですかとなかなかいですかとなかなかいですかとなかなかいですかとなかなか統統統統計計計計上上上上出てまいりませんので、大出てまいりませんので、大出てまいりませんので、大出てまいりませんので、大阪府阪府阪府阪府でででで買買買買っっっったたたた人人人人は大は大は大は大阪府阪府阪府阪府のののの消費消費消費消費だとだとだとだと

今今今今はははは計算計算計算計算されております。されております。されております。されております。文文文文句句句句の言いの言いの言いの言い方方方方のののの一一一一つで、大つで、大つで、大つで、大阪府阪府阪府阪府でででで寝巻寝巻寝巻寝巻きをきをきをきを買買買買っっっったりまくらをたりまくらをたりまくらをたりまくらを買買買買

っっっって大て大て大て大阪府阪府阪府阪府でででで使使使使うううう人人人人は、おられるかもしれませんが、ごくは、おられるかもしれませんが、ごくは、おられるかもしれませんが、ごくは、おられるかもしれませんが、ごくわわわわずかではないですかと。大ずかではないですかと。大ずかではないですかと。大ずかではないですかと。大概概概概

奈良県に奈良県に奈良県に奈良県に持っ持っ持っ持ってててて帰帰帰帰っっっってててて使わ使わ使わ使われるではないですかと、そのれるではないですかと、そのれるではないですかと、そのれるではないですかと、その消費税消費税消費税消費税も大も大も大も大阪府阪府阪府阪府に入るのはおかしに入るのはおかしに入るのはおかしに入るのはおかし

いでしいでしいでしいでしょょょょうと言うと言うと言うと言っっっって、て、て、て、当時当時当時当時の総務大の総務大の総務大の総務大臣臣臣臣ににににクレクレクレクレーーーームムムムを言いましたら、理を言いましたら、理を言いましたら、理を言いましたら、理屈屈屈屈だとはなだとはなだとはなだとはなっっっったのでたのでたのでたので

すが、しかし、なかなかすが、しかし、なかなかすが、しかし、なかなかすが、しかし、なかなか制制制制度度度度がががが変わ変わ変わ変わるまでにはいるまでにはいるまでにはいるまでにはいっっっっておりません。ておりません。ておりません。ておりません。

現現現現実実実実はそのはそのはそのはそのよよよようなことでごうなことでごうなことでごうなことでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、税制税制税制税制はははは基基基基本でご本でご本でご本でござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、損損損損得以得以得以得以前に理前に理前に理前に理屈屈屈屈

をはをはをはをはっっっっきり言うことが大事だと思います。とりきり言うことが大事だと思います。とりきり言うことが大事だと思います。とりきり言うことが大事だと思います。とりわわわわけ、この地け、この地け、この地け、この地方方方方消費税消費税消費税消費税のののの増税増税増税増税分分分分がががが社社社社会保会保会保会保障障障障
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にににに充充充充てられるのにこんなにてられるのにこんなにてられるのにこんなにてられるのにこんなに差差差差があがあがあがあっっっっていいのだろうか、これは政治的なていいのだろうか、これは政治的なていいのだろうか、これは政治的なていいのだろうか、これは政治的なクレクレクレクレーーーームムムムでごでごでごでござざざざいいいい

ますけれども、中ますけれども、中ますけれども、中ますけれども、中央央央央にもにもにもにも申申申申しししし上げ上げ上げ上げ続続続続けけけけよよよようと思うと思うと思うと思っっっっております。政治的なております。政治的なております。政治的なております。政治的な判断判断判断判断にもなると思にもなると思にもなると思にもなると思

いますので、これからいますので、これからいますので、これからいますので、これから消費税消費税消費税消費税がががが増税増税増税増税されるときにそのされるときにそのされるときにそのされるときにその配配配配分分分分基準基準基準基準が見が見が見が見直直直直されるかどうかはされるかどうかはされるかどうかはされるかどうかは一一一一

つの大きなつの大きなつの大きなつの大きな焦焦焦焦点だとは思点だとは思点だとは思点だとは思っっっっておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、全国全国全国全国知事会の中でも知事会の中でも知事会の中でも知事会の中でも少数少数少数少数、、、、比比比比率率率率でごでごでごでござざざざいますけいますけいますけいますけ

れども、このれども、このれども、このれども、このよよよような理うな理うな理うな理屈屈屈屈をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げているということでごているということでごているということでごているということでござざざざいますので、その点ご理いますので、その点ご理いますので、その点ご理いますので、その点ご理解解解解しししし

ていただければ大ていただければ大ていただければ大ていただければ大変変変変うれしいうれしいうれしいうれしい限限限限りでごりでごりでごりでござざざざいます。います。います。います。

もうもうもうもう一一一一つは水道事業の広域化でごつは水道事業の広域化でごつは水道事業の広域化でごつは水道事業の広域化でござざざざいますが、奈良いますが、奈良いますが、奈良いますが、奈良モモモモデデデデルルルルのののの一一一一つの大きなのは、広域化つの大きなのは、広域化つの大きなのは、広域化つの大きなのは、広域化

をされるところは県はをされるところは県はをされるところは県はをされるところは県は助助助助けますと言けますと言けますと言けますと言っっっっている点でごている点でごている点でごている点でござざざざいます。いろいろなところでいます。いろいろなところでいます。いろいろなところでいます。いろいろなところで有望有望有望有望なななな

事業が出てきております。事業が出てきております。事業が出てきております。事業が出てきております。消費消費消費消費のののの相相相相談談談談窓窓窓窓口口口口を広域化すると、を広域化すると、を広域化すると、を広域化すると、毎毎毎毎日、土日も日、土日も日、土日も日、土日も消費消費消費消費者の者の者の者の相相相相談談談談窓窓窓窓

口口口口がががが全全全全市市市市町町町町村であけておられないですけれども、広域化するとなると村であけておられないですけれども、広域化するとなると村であけておられないですけれども、広域化するとなると村であけておられないですけれども、広域化するとなると輪輪輪輪番番番番制制制制になになになになっっっったりすたりすたりすたりす

るのを県がるのを県がるのを県がるのを県が応応応応援援援援するといするといするといするといっっっった大た大た大た大変変変変身身身身近近近近なことからいろいろなことで広域化のなことからいろいろなことで広域化のなことからいろいろなことで広域化のなことからいろいろなことで広域化の支援支援支援支援をしておをしておをしておをしてお

ります。委員おります。委員おります。委員おります。委員お述述述述べべべべになりましたになりましたになりましたになりました消防消防消防消防の広域化に、の広域化に、の広域化に、の広域化に、デデデデジジジジタタタタルルルル化に大きな化に大きな化に大きな化に大きな応応応応援援援援をすると言をすると言をすると言をすると言っっっっ

て踏て踏て踏て踏み込みみ込みみ込みみ込みました。その点、大ました。その点、大ました。その点、大ました。その点、大変変変変喜んでいただいていると思います。喜んでいただいていると思います。喜んでいただいていると思います。喜んでいただいていると思います。

水道の広域化についてでご水道の広域化についてでご水道の広域化についてでご水道の広域化についてでござざざざいますが、県の水道は県がいますが、県の水道は県がいますが、県の水道は県がいますが、県の水道は県が卸卸卸卸で市で市で市で市町町町町村が小村が小村が小村が小売売売売とととと決決決決ままままっっっっておておておてお

りますので、小りますので、小りますので、小りますので、小売売売売をされる市をされる市をされる市をされる市町町町町村は水村は水村は水村は水源源源源として地として地として地として地下下下下水をとるか県水をとるか県水をとるか県水をとるか県営営営営水道をとるかというご水道をとるかというご水道をとるかというご水道をとるかというご

判断判断判断判断がある。がある。がある。がある。最近最近最近最近は地は地は地は地下下下下水が水が水が水が多多多多少鉄少鉄少鉄少鉄臭臭臭臭くなくなくなくなっっっってきたり水質がてきたり水質がてきたり水質がてきたり水質が悪悪悪悪くなくなくなくなっっっってきているので、県てきているので、県てきているので、県てきているので、県

営営営営水道は水道は水道は水道は吉吉吉吉野川野川野川野川分分分分水から水から水から水から持っ持っ持っ持ってきますので水質は大てきますので水質は大てきますので水質は大てきますので水質は大変変変変いいといいといいといいと認識認識認識認識していただいておりますしていただいておりますしていただいておりますしていただいております

ので、そのので、そのので、そのので、その際際際際、県、県、県、県営営営営水道は水道は水道は水道は値段値段値段値段が高いので、が高いので、が高いので、が高いので、値段値段値段値段をををを下げ下げ下げ下げると、さて次の施設をると、さて次の施設をると、さて次の施設をると、さて次の施設を更更更更新新新新するとするとするとすると

きに地きに地きに地きに地下下下下水をく水をく水をく水をくみ上げみ上げみ上げみ上げてててて浄浄浄浄水をつくるのか、県水をつくるのか、県水をつくるのか、県水をつくるのか、県営営営営水道を水道を水道を水道を配配配配管する施設をつくるのかという、管する施設をつくるのかという、管する施設をつくるのかという、管する施設をつくるのかという、

そういうそういうそういうそういう判断判断判断判断を市を市を市を市町町町町村と村と村と村と相相相相談談談談しておるのがしておるのがしておるのがしておるのが実実実実情でご情でご情でご情でござざざざいます。水います。水います。水います。水源源源源をををを選択選択選択選択されるされるされるされる際際際際に、県に、県に、県に、県

域域域域全体全体全体全体でででで将来将来将来将来を市を市を市を市町町町町村で見越して村で見越して村で見越して村で見越して得得得得なななな方方方方をををを選選選選ばれるとどうでしばれるとどうでしばれるとどうでしばれるとどうでしょょょょうかと。県は、うかと。県は、うかと。県は、うかと。県は、持っ持っ持っ持っていていていてい

る水道施設、る水道施設、る水道施設、る水道施設、今今今今までのまでのまでのまでの投資投資投資投資をををを還還還還元元元元するするするするややややりりりり方方方方をををを心心心心がけますと、がけますと、がけますと、がけますと、還還還還元元元元するということは、県するということは、県するということは、県するということは、県

のののの浄浄浄浄水水水水場場場場をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ取取取取水としても水としても水としても水としても使っ使っ使っ使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に、うに、うに、うに、浄浄浄浄水水水水場場場場をつけるかをつけるかをつけるかをつけるかわわわわりに県りに県りに県りに県

営営営営水道の管に水道の管に水道の管に水道の管に接続接続接続接続してもらうとしてもらうとしてもらうとしてもらうと配配配配水ができる、水ができる、水ができる、水ができる、多多多多少少少少の施設は要るかもしれませんが、そのの施設は要るかもしれませんが、そのの施設は要るかもしれませんが、そのの施設は要るかもしれませんが、その

ときにときにときにときに値段値段値段値段がががが上上上上がるというのをどのがるというのをどのがるというのをどのがるというのをどのよよよようにするかでごうにするかでごうにするかでごうにするかでござざざざいますが、そういういますが、そういういますが、そういういますが、そういう接続接続接続接続をしてもをしてもをしてもをしても

らうとらうとらうとらうと値段値段値段値段をさらにをさらにをさらにをさらに下げ下げ下げ下げるというるというるというるというススススキキキキーーーームムムムも提も提も提も提示示示示しております。１３０しております。１３０しております。１３０しております。１３０円円円円以下以下以下以下の９０の９０の９０の９０円円円円にににに

もなるとも言もなるとも言もなるとも言もなるとも言っっっっております。長ております。長ております。長ております。長期期期期的な的な的な的な計算計算計算計算をされて市をされて市をされて市をされて市民民民民のののの方方方方へのへのへのへの負担負担負担負担もももも計算計算計算計算されて、そのされて、そのされて、そのされて、その

方方方方がががが安安安安定で良質だと定で良質だと定で良質だと定で良質だと判断判断判断判断されたらそちらにされたらそちらにされたらそちらにされたらそちらに乗乗乗乗りかえられるりかえられるりかえられるりかえられるオプオプオプオプショショショションを出しておるというンを出しておるというンを出しておるというンを出しておるという

ことでごことでごことでごことでござざざざいます。います。います。います。

このこのこのこ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続続続続けていきますと、だんだん広域化、けていきますと、だんだん広域化、けていきますと、だんだん広域化、けていきますと、だんだん広域化、集約集約集約集約化が進化が進化が進化が進む可能む可能む可能む可能性が出てまい性が出てまい性が出てまい性が出てまい
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りますので、りますので、りますので、りますので、無無無無理に広域化し理に広域化し理に広域化し理に広域化しよよよようということを言うだけではなしに、それうということを言うだけではなしに、それうということを言うだけではなしに、それうということを言うだけではなしに、それぞぞぞぞれのれのれのれの判断判断判断判断をそをそをそをそ

のときにのときにのときにのときに積積積積み重み重み重み重ねねねねて広域化思考の設備て広域化思考の設備て広域化思考の設備て広域化思考の設備投資投資投資投資をしていきませんかと、そのをしていきませんかと、そのをしていきませんかと、そのをしていきませんかと、その方方方方が県域が県域が県域が県域全体全体全体全体としとしとしとし

てはてはてはては効率効率効率効率的ないい的ないい的ないい的ないいややややりりりり方方方方になると思いますということでごになると思いますということでごになると思いますということでごになると思いますということでござざざざいます。います。います。います。具体具体具体具体的には、いろい的には、いろい的には、いろい的には、いろい

ろ県ろ県ろ県ろ県営営営営水道への転水道への転水道への転水道への転換換換換をそのをそのをそのをその都都都都度度度度されている市も出ております。例えば桜井市のされている市も出ております。例えば桜井市のされている市も出ております。例えば桜井市のされている市も出ております。例えば桜井市の初初初初瀬浄瀬浄瀬浄瀬浄水水水水場場場場

がががが老朽老朽老朽老朽化しておりますが、化しておりますが、化しておりますが、化しておりますが、浄浄浄浄水水水水場場場場をそのままつくりかえるのではなしに、県をそのままつくりかえるのではなしに、県をそのままつくりかえるのではなしに、県をそのままつくりかえるのではなしに、県営営営営水道を転水道を転水道を転水道を転換換換換

することをすることをすることをすることを検討検討検討検討するするするするよよよよと、こうおと、こうおと、こうおと、こうおっっっっししししゃっゃっゃっゃっていただいておりますので、県ていただいておりますので、県ていただいておりますので、県ていただいておりますので、県営営営営水道の水道の水道の水道の送送送送水水水水方方方方

法や法や法や法やそのときのそのときのそのときのそのときの費費費費用をこの用をこの用をこの用をこの初初初初瀬浄瀬浄瀬浄瀬浄水水水水場場場場の代の代の代の代替送替送替送替送水水水水方方方方式式式式についてのについてのについてのについての調調調調査を平成２５年査を平成２５年査を平成２５年査を平成２５年度度度度でしでしでしでし

よよよようということもうということもうということもうということも具体具体具体具体的に進んでおります。その的に進んでおります。その的に進んでおります。その的に進んでおります。そのよよよようなうなうなうな一一一一つずつのつずつのつずつのつずつの取取取取りりりり組組組組みみみみを、を、を、を、答答答答えを出えを出えを出えを出

しながら委員の出していただいた県しながら委員の出していただいた県しながら委員の出していただいた県しながら委員の出していただいた県営営営営水道水道水道水道全体全体全体全体の広域化の広域化の広域化の広域化志志志志向向向向をををを積積積積み重み重み重み重ねねねねていくていくていくていく手手手手法法法法をををを今後今後今後今後

ともとともとともとともとっっっっていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思っっっっておる次第でごておる次第でごておる次第でごておる次第でござざざざいます。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 消費税消費税消費税消費税の関係は、知事もの関係は、知事もの関係は、知事もの関係は、知事も今今今今、政、政、政、政権与党権与党権与党権与党がかがかがかがかわっわっわっわっておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、しっっっっかりかりかりかりババババ

ックアップックアップックアップックアップしますというのは地しますというのは地しますというのは地しますというのは地方方方方のののの格格格格差差差差をなくすをなくすをなくすをなくすよよよように、そういううに、そういううに、そういううに、そういう消費税消費税消費税消費税の関係もどんどの関係もどんどの関係もどんどの関係もどんど

ん、ん、ん、ん、先先先先程程程程富富富富山県、山県、山県、山県、島島島島根県、奈良県というたら根県、奈良県というたら根県、奈良県というたら根県、奈良県というたら弱弱弱弱い県ばい県ばい県ばい県ばっっっっかりだとかりだとかりだとかりだと実実実実は思は思は思は思っっっっていたのです。ていたのです。ていたのです。ていたのです。

でも、理でも、理でも、理でも、理論論論論できできできできっっっっちりとちりとちりとちりとやっやっやっやっていくことは大事だろうと思いますので、ていくことは大事だろうと思いますので、ていくことは大事だろうと思いますので、ていくことは大事だろうと思いますので、今今今今までまでまでまで以上以上以上以上にこのにこのにこのにこの

消費税消費税消費税消費税、、、、当然当然当然当然、、、、今今今今のののの状状状状態態態態ではではではでは努努努努力力力力してもらしてもらしてもらしてもらわわわわなければいけないことも奈良県としてはあるなければいけないことも奈良県としてはあるなければいけないことも奈良県としてはあるなければいけないことも奈良県としてはある

と思いますけれども、と思いますけれども、と思いますけれども、と思いますけれども、将来将来将来将来ににににわわわわたたたたっっっってはこのてはこのてはこのてはこの消費税消費税消費税消費税の清の清の清の清算算算算基準基準基準基準について、またについて、またについて、またについて、また全国全国全国全国知事会知事会知事会知事会

でもどんどん意見を言でもどんどん意見を言でもどんどん意見を言でもどんどん意見を言っっっっていただき、ていただき、ていただき、ていただき、仲仲仲仲間間間間をたくさんつくをたくさんつくをたくさんつくをたくさんつくっっっってててて国国国国に言に言に言に言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

いうことで、これは要いうことで、これは要いうことで、これは要いうことで、これは要望望望望にしておきます。にしておきます。にしておきます。にしておきます。

水道の広域化について。知事、水道の広域化について。知事、水道の広域化について。知事、水道の広域化について。知事、今今今今のののの答弁答弁答弁答弁でででで結結結結構構構構なのです。ただ、なのです。ただ、なのです。ただ、なのです。ただ、今今今今、５年、６年、５年、６年、５年、６年、５年、６年先先先先のののの話話話話

を見を見を見を見詰詰詰詰めめめめている市ている市ている市ている市町町町町村もあると思います。でも、私は１０年、２０年村もあると思います。でも、私は１０年、２０年村もあると思います。でも、私は１０年、２０年村もあると思います。でも、私は１０年、２０年先将来先将来先将来先将来の県の県の県の県民民民民のたのたのたのためめめめ

にはどのにはどのにはどのにはどのよよよようになるかということ、これは市うになるかということ、これは市うになるかということ、これは市うになるかということ、これは市町町町町村の情村の情村の情村の情勢勢勢勢をををを待待待待つというのもつというのもつというのもつというのも一一一一つですけれどつですけれどつですけれどつですけれど

も、広域化にはある程も、広域化にはある程も、広域化にはある程も、広域化にはある程度度度度県の県の県の県のリリリリーーーーダダダダーーーーシシシシップップップップも必要だと。も必要だと。も必要だと。も必要だと。リリリリーーーーダダダダーーーーシシシシップイコップイコップイコップイコーーーールルルルいろいいろいいろいいろい

ろな、こうなろな、こうなろな、こうなろな、こうなっっっってきたらてきたらてきたらてきたら今度今度今度今度はははは安安安安くなり、くなり、くなり、くなり、安全安全安全安全でおいしい水がこうなりますといういろいでおいしい水がこうなりますといういろいでおいしい水がこうなりますといういろいでおいしい水がこうなりますといういろい

ろなことのろなことのろなことのろなことの資資資資料料料料の提の提の提の提供供供供が県のが県のが県のが県の仕仕仕仕事だろうと思いますし、それを事だろうと思いますし、それを事だろうと思いますし、それを事だろうと思いますし、それを将来将来将来将来的に的に的に的に向向向向けたらけたらけたらけたらやっぱやっぱやっぱやっぱりりりり

今今今今こうでしこうでしこうでしこうでしょょょょう。う。う。う。現現現現に、私の知に、私の知に、私の知に、私の知っっっっている市ている市ている市ている市町町町町村、６つか村、６つか村、６つか村、６つか７７７７つほどは、つほどは、つほどは、つほどは、結結結結構構構構それでタそれでタそれでタそれでタッグッグッグッグをををを

組組組組んでんでんでんでやっやっやっやっていこうと。ていこうと。ていこうと。ていこうと。当然当然当然当然、１００、１００、１００、１００％％％％県県県県営営営営水道のところも、水道のところも、水道のところも、水道のところも、香香香香芝芝芝芝市の市の市の市のよよよようにありますけうにありますけうにありますけうにありますけ

れども、れども、れども、れども、自自自自己己己己水を水を水を水を持っ持っ持っ持っている市ている市ている市ている市町町町町村も、もう村も、もう村も、もう村も、もう今今今今そのそのそのそのよよよような情うな情うな情うな情勢勢勢勢が出ているが出ているが出ているが出ている状状状状態態態態ですので、ですので、ですので、ですので、

これから県もしこれから県もしこれから県もしこれから県もしっっっっかりと地域振興と水道と、とりあえずかりと地域振興と水道と、とりあえずかりと地域振興と水道と、とりあえずかりと地域振興と水道と、とりあえず比較比較比較比較はははは多分多分多分多分地域振興になるとは思地域振興になるとは思地域振興になるとは思地域振興になるとは思

うのですけれども、しうのですけれども、しうのですけれども、しうのですけれども、しっっっっかり研かり研かり研かり研究究究究をををを重重重重ねねねねたたたた状状状状態態態態を市を市を市を市町町町町村に教えて村に教えて村に教えて村に教えてやっやっやっやってほしいし、どんどてほしいし、どんどてほしいし、どんどてほしいし、どんど

ん広域化を進ん広域化を進ん広域化を進ん広域化を進めめめめていただくことをお願いいたしましてていただくことをお願いいたしましてていただくことをお願いいたしましてていただくことをお願いいたしまして終終終終わっわっわっわっておきます。ておきます。ておきます。ておきます。
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○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 では質問させていただきます。１点だけでごでは質問させていただきます。１点だけでごでは質問させていただきます。１点だけでごでは質問させていただきます。１点だけでござざざざいます。奈良県のいます。奈良県のいます。奈良県のいます。奈良県の経済経済経済経済産業雇用産業雇用産業雇用産業雇用

振興会議についてお振興会議についてお振興会議についてお振興会議についてお伺伺伺伺いをしたいと思います。それに関しまして、代いをしたいと思います。それに関しまして、代いをしたいと思います。それに関しまして、代いをしたいと思います。それに関しまして、代表表表表質問で女性の質問で女性の質問で女性の質問で女性の就労就労就労就労

について知事におについて知事におについて知事におについて知事にお伺伺伺伺いをさせていただきましたが、あのときはいをさせていただきましたが、あのときはいをさせていただきましたが、あのときはいをさせていただきましたが、あのときは少少少少しししし時間時間時間時間がなかがなかがなかがなかっっっったので、たので、たので、たので、

いただいたおいただいたおいただいたおいただいたお答答答答えをもうえをもうえをもうえをもう一度確一度確一度確一度確認認認認させていただいて、私なりに思うところ、させていただいて、私なりに思うところ、させていただいて、私なりに思うところ、させていただいて、私なりに思うところ、述述述述べべべべさせていさせていさせていさせてい

ただいて、知事に奈良県ただいて、知事に奈良県ただいて、知事に奈良県ただいて、知事に奈良県経済経済経済経済産業雇用振興会議についてお産業雇用振興会議についてお産業雇用振興会議についてお産業雇用振興会議についてお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

県県県県外外外外就就就就業業業業率率率率が、が、が、が、男男男男性が性が性が性が全国全国全国全国１１１１位位位位、女性が、女性が、女性が、女性が全国全国全国全国２２２２位位位位ということでごということでごということでごということでござざざざいます。その県います。その県います。その県います。その県外外外外就就就就

業業業業率全国一率全国一率全国一率全国一の県でごの県でごの県でごの県でござざざざいますので、女性にといますので、女性にといますので、女性にといますので、女性にとっっっってはてはてはては結結結結婚婚婚婚してしてしてして子子子子どもがどもがどもがどもが生生生生まれますと、まれますと、まれますと、まれますと、子子子子育育育育

てとてとてとてと仕仕仕仕事の事の事の事の両立両立両立両立というというというという面面面面で、で、で、で、ややややはりこのはりこのはりこのはりこのアアアアンンンンケケケケーーーート結果ト結果ト結果ト結果を見てもを見てもを見てもを見ても通通通通勤勤勤勤時間時間時間時間が長いというおが長いというおが長いというおが長いというお

答答答答えがえがえがえが子子子子育て女性の育て女性の育て女性の育て女性の半数半数半数半数以上以上以上以上が、そうが、そうが、そうが、そう答答答答えているということで、３０えているということで、３０えているということで、３０えているということで、３０分以内ぐ分以内ぐ分以内ぐ分以内ぐらいであれらいであれらいであれらいであれ

ばいいのにという、職ばいいのにという、職ばいいのにという、職ばいいのにという、職住住住住近近近近接接接接ですか、職ですか、職ですか、職ですか、職場場場場、、、、自宅自宅自宅自宅がががが近近近近くにあればくにあればくにあればくにあれば続続続続けられるのにという、けられるのにという、けられるのにという、けられるのにという、

まずはここがまずはここがまずはここがまずはここが基基基基本かと。それは私もそう本かと。それは私もそう本かと。それは私もそう本かと。それは私もそう感じ感じ感じ感じます。県ます。県ます。県ます。県外外外外就就就就業業業業全国一全国一全国一全国一の県というのは、の県というのは、の県というのは、の県というのは、今今今今はははは

大大大大分変わっ分変わっ分変わっ分変わっているかもているかもているかもているかもわわわわかりませんが、かりませんが、かりませんが、かりませんが、何十何十何十何十年も前の年も前の年も前の年も前の話話話話をするのはあれなんですが、をするのはあれなんですが、をするのはあれなんですが、をするのはあれなんですが、ややややはははは

りりりりみみみみんなが県んなが県んなが県んなが県外外外外に行くのが、に行くのが、に行くのが、に行くのが、何何何何か奈良市とかか奈良市とかか奈良市とかか奈良市とか生駒生駒生駒生駒市とか、地域に市とか、地域に市とか、地域に市とか、地域によっよっよっよってもてもてもても違違違違います。私はいます。私はいます。私はいます。私は

奈良市でご奈良市でご奈良市でご奈良市でござざざざいましたが、１いましたが、１いましたが、１いましたが、１時間ぐ時間ぐ時間ぐ時間ぐらいで行けますし、ちらいで行けますし、ちらいで行けますし、ちらいで行けますし、ちょょょょうど私がうど私がうど私がうど私が勤勤勤勤めめめめたのは昭和たのは昭和たのは昭和たのは昭和４４４４５５５５

年で年で年で年で万万万万国国国国博博博博覧覧覧覧会の年でご会の年でご会の年でご会の年でござざざざいましたので、地いましたので、地いましたので、地いましたので、地下下下下鉄鉄鉄鉄も開も開も開も開通通通通したりしてしたりしてしたりしてしたりして便便便便利利利利になりました。になりました。になりました。になりました。やややや

はり大はり大はり大はり大阪府阪府阪府阪府へ行へ行へ行へ行っっっったたたた方方方方がががが都都都都会的な会的な会的な会的な雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気がごがごがごがござざざざいますし、いますし、いますし、いますし、遊遊遊遊ぶぶぶぶところもところもところもところも食食食食べべべべるとこもいるとこもいるとこもいるとこもいっっっっ

ぱぱぱぱいあるし、いあるし、いあるし、いあるし、仕仕仕仕事事事事以外以外以外以外にににに楽楽楽楽ししししみみみみがいがいがいがいっぱっぱっぱっぱいあると、いあると、いあると、いあると、若若若若いときでしたからそんなただいときでしたからそんなただいときでしたからそんなただいときでしたからそんなただ単単単単純純純純なななな

思いで大思いで大思いで大思いで大阪府阪府阪府阪府にににに勤勤勤勤めめめめに行きました。しかし、に行きました。しかし、に行きました。しかし、に行きました。しかし、結結結結婚婚婚婚し、し、し、し、子子子子どもができますと、なかなかどもができますと、なかなかどもができますと、なかなかどもができますと、なかなか仕仕仕仕事事事事

とのとのとのとの両立両立両立両立がががが難難難難しい。私たちのころはもうしい。私たちのころはもうしい。私たちのころはもうしい。私たちのころはもう当然当然当然当然腰腰腰腰かけでしたから、２２～２３かけでしたから、２２～２３かけでしたから、２２～２３かけでしたから、２２～２３歳歳歳歳ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいでやややや

めめめめてててて結結結結婚婚婚婚しましたが、そのしましたが、そのしましたが、そのしましたが、その後後後後、私がいた会、私がいた会、私がいた会、私がいた会社社社社でででで子子子子育てしながら育てしながら育てしながら育てしながら仕仕仕仕事をしているという事をしているという事をしているという事をしているという人人人人もももも

何人何人何人何人かいました。かいました。かいました。かいました。時時時時代とともに代とともに代とともに代とともに子子子子どもを育てながらでもどもを育てながらでもどもを育てながらでもどもを育てながらでも働働働働ききききややややすくなすくなすくなすくなっっっったのか。でも、奈たのか。でも、奈たのか。でも、奈たのか。でも、奈

良県から良県から良県から良県から通通通通勤勤勤勤しているしているしているしている人人人人はいませんでした。はいませんでした。はいませんでした。はいませんでした。ややややはり大はり大はり大はり大阪府阪府阪府阪府でごでごでごでござざざざいましたので、職いましたので、職いましたので、職いましたので、職場場場場へのへのへのへの

通通通通勤勤勤勤時間時間時間時間が１が１が１が１時間以内時間以内時間以内時間以内であであであであっっっったのかとも思たのかとも思たのかとも思たのかとも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で、職たことで、職たことで、職たことで、職住住住住近近近近接接接接とととと

いうのはいうのはいうのはいうのは一番一番一番一番のののの条条条条件件件件かと思かと思かと思かと思っっっっております。あと、ております。あと、ております。あと、ております。あと、結結結結婚婚婚婚してしてしてして子子子子どもができますと、保育どもができますと、保育どもができますと、保育どもができますと、保育園園園園でででで

すすすすねねねね。奈良県の。奈良県の。奈良県の。奈良県の場場場場合は年合は年合は年合は年間間間間２００名前２００名前２００名前２００名前後後後後、、、、待待待待機機機機児童児童児童児童がいるとのことでごがいるとのことでごがいるとのことでごがいるとのことでござざざざいます。います。います。います。特特特特に１に１に１に１

０月０月０月０月ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの時時時時点になりますと、もう点になりますと、もう点になりますと、もう点になりますと、もう少少少少しししし多多多多くなるのです。くなるのです。くなるのです。くなるのです。４４４４月の月の月の月の時時時時点で２００名になる点で２００名になる点で２００名になる点で２００名になる

というというというという状況状況状況状況がここずがここずがここずがここずっっっっとととと続続続続いております。知事はいております。知事はいております。知事はいております。知事は４４４４年年年年間間間間で１で１で１で１，，，，９００名の定員が９００名の定員が９００名の定員が９００名の定員が増増増増加した加した加した加した

とおとおとおとおっっっっししししゃっゃっゃっゃっておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、増増増増加したけれども加したけれども加したけれども加したけれども就労就労就労就労にはにはにはには反反反反映映映映されていないというおされていないというおされていないというおされていないというお答答答答えもえもえもえも

ごごごござざざざいました。これはもういました。これはもういました。これはもういました。これはもう少少少少し考えてし考えてし考えてし考えてみみみみないとないとないとないとわわわわかりませんが、保育かりませんが、保育かりませんが、保育かりませんが、保育園園園園にににに預預預預けることがでけることがでけることがでけることがで

きなかきなかきなかきなかっっっったのでたのでたのでたので仕仕仕仕事を事を事を事をやめざやめざやめざやめざるをるをるをるを得得得得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人人人人もももも現現現現実実実実におります。それと、もうにおります。それと、もうにおります。それと、もうにおります。それと、もう一一一一
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つは、職つは、職つは、職つは、職場場場場、、、、子子子子育てしながら育てしながら育てしながら育てしながら働働働働くというのは職くというのは職くというのは職くというのは職場場場場の環境がまだまだの環境がまだまだの環境がまだまだの環境がまだまだ働働働働きにくい環境であるきにくい環境であるきにくい環境であるきにくい環境である

ということで、奈良県としてはということで、奈良県としてはということで、奈良県としてはということで、奈良県としては社社社社員・員・員・員・シシシシャイャイャイャイン職ン職ン職ン職場場場場づくり推進づくり推進づくり推進づくり推進企企企企業業業業表表表表彰彰彰彰ですか、きのうもですか、きのうもですか、きのうもですか、きのうも

何何何何かかかか表表表表彰彰彰彰をされたをされたをされたをされたよよよようでごうでごうでごうでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、ワワワワーーーークククク・・・・ライフライフライフライフ・・・・ババババラララランンンンススススが整備されているとこが整備されているとこが整備されているとこが整備されているとこ

ろとか、女性がろとか、女性がろとか、女性がろとか、女性が働働働働ききききややややすい職すい職すい職すい職場場場場とか、そういうところをとか、そういうところをとか、そういうところをとか、そういうところを選選選選んでんでんでんで毎毎毎毎年３年３年３年３社社社社、、、、４社表４社表４社表４社表彰彰彰彰されてされてされてされて

いるといるといるといると聞聞聞聞いております。ということで、このいております。ということで、このいております。ということで、このいております。ということで、このワワワワーーーークククク・・・・ライフライフライフライフ・・・・ババババラララランンンンススススと、と、と、と、結結結結局はあと局はあと局はあと局はあと待待待待

機機機機児童児童児童児童の問の問の問の問題題題題で保育で保育で保育で保育園園園園の整備、さらに職の整備、さらに職の整備、さらに職の整備、さらに職住住住住近近近近接接接接ということでは、知事がということでは、知事がということでは、知事がということでは、知事が企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致としてとしてとしてとして４４４４

年年年年間間間間で１０１で１０１で１０１で１０１社社社社のののの企企企企業が県業が県業が県業が県内内内内にににに来来来来たということで、雇用たということで、雇用たということで、雇用たということで、雇用数数数数もももも三三三三千千千千数数数数百百百百人人人人ががががふふふふえたともえたともえたともえたとも伺っ伺っ伺っ伺っ

ております。ております。ております。ております。

ということで、まだまだということで、まだまだということで、まだまだということで、まだまだ未未未未整備かというところで、整備かというところで、整備かというところで、整備かというところで、今後今後今後今後せいぜいせいぜいせいぜいせいぜい充充充充実実実実していかなければしていかなければしていかなければしていかなければ

いけないと思うのですが、いけないと思うのですが、いけないと思うのですが、いけないと思うのですが、一一一一つ、保育つ、保育つ、保育つ、保育園園園園ですが、ですが、ですが、ですが、来来来来年知事を年知事を年知事を年知事を先頭先頭先頭先頭にこども・にこども・にこども・にこども・子子子子育て会議を育て会議を育て会議を育て会議を

県でも県でも県でも県でも立立立立ちちちち上げ上げ上げ上げて保育の事情をて保育の事情をて保育の事情をて保育の事情を検討検討検討検討していただく、していただく、していただく、していただく、各各各各市市市市町町町町村でもこうい村でもこうい村でもこうい村でもこういっっっった会議が設た会議が設た会議が設た会議が設置置置置ささささ

れます。いれます。いれます。いれます。いよよよよいいいいよよよよ進んでいくのかと思うのです。その次の年から進んでいくのかと思うのです。その次の年から進んでいくのかと思うのです。その次の年から進んでいくのかと思うのです。その次の年から認認認認定こども定こども定こども定こども園園園園が進んでいが進んでいが進んでいが進んでい

くかと思うのですが、これまでもそういくかと思うのですが、これまでもそういくかと思うのですが、これまでもそういくかと思うのですが、これまでもそういっっっった考えでた考えでた考えでた考えで待待待待機機機機児童児童児童児童をなくせたのではないかと思をなくせたのではないかと思をなくせたのではないかと思をなくせたのではないかと思

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。特特特特にににに待待待待機機機機児童児童児童児童がいるのは奈良市、がいるのは奈良市、がいるのは奈良市、がいるのは奈良市、生駒生駒生駒生駒市です。市です。市です。市です。先先先先日、日、日、日、橿橿橿橿原市に行原市に行原市に行原市に行っっっってきてきてきてき

たのですが、たのですが、たのですが、たのですが、橿橿橿橿原市は原市は原市は原市は待待待待機機機機児童児童児童児童解消解消解消解消をををを目目目目指すということで、指すということで、指すということで、指すということで、認認認認定こども定こども定こども定こども園園園園というというというという取取取取りりりり組組組組みみみみ

をされていたのです。これはすごいいいをされていたのです。これはすごいいいをされていたのです。これはすごいいいをされていたのです。これはすごいいい取取取取りりりり組組組組みみみみだと、これをもうだと、これをもうだと、これをもうだと、これをもう少少少少しししし早早早早く奈良市もく奈良市もく奈良市もく奈良市も生駒生駒生駒生駒

市も見市も見市も見市も見習習習習っっっってくれればてくれればてくれればてくれれば待待待待機機機機児童児童児童児童がががが解消解消解消解消できたのにと思できたのにと思できたのにと思できたのにと思っっっった。た。た。た。

橿橿橿橿原市の原市の原市の原市の認認認認定こども定こども定こども定こども園園園園のののの取取取取りりりり組組組組みみみみは、きは、きは、きは、きょょょょうも小うも小うも小うも小学校学校学校学校のののの卒卒卒卒業業業業式式式式に行に行に行に行っっっってまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。

幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園、小、小、小、小学校学校学校学校もそうですが、ここ６年、もそうですが、ここ６年、もそうですが、ここ６年、もそうですが、ここ６年、今今今今の１年の１年の１年の１年生生生生、、、、何何何何名かという名かという名かという名かという数数数数字字字字も出ていたのでも出ていたのでも出ていたのでも出ていたので

すが、大すが、大すが、大すが、大体体体体７７７７０名前０名前０名前０名前後後後後です。それはもうです。それはもうです。それはもうです。それはもう一時期一時期一時期一時期のののの半半半半分以下分以下分以下分以下です。です。です。です。幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園になれば２５名でになれば２５名でになれば２５名でになれば２５名で

すか、そのすか、そのすか、そのすか、その半半半半分ぐ分ぐ分ぐ分ぐらいです。私のらいです。私のらいです。私のらいです。私の場場場場合は、地合は、地合は、地合は、地元元元元、、、、明明明明治治治治幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園から、から、から、から、明明明明治小治小治小治小学校学校学校学校ですが、ですが、ですが、ですが、半半半半

分ぐ分ぐ分ぐ分ぐらいがらいがらいがらいが明明明明治治治治幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園からで、そのからで、そのからで、そのからで、その半半半半分ぐ分ぐ分ぐ分ぐらいがらいがらいがらいが周周周周辺辺辺辺の保育の保育の保育の保育所所所所からからからから来来来来て小て小て小て小学校学校学校学校１年１年１年１年生生生生になになになにな

るるるるわわわわけです。ですから、そういう考えをけです。ですから、そういう考えをけです。ですから、そういう考えをけです。ですから、そういう考えを橿橿橿橿原市が原市が原市が原市が取取取取り入れたのです。り入れたのです。り入れたのです。り入れたのです。幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園はどこでもがはどこでもがはどこでもがはどこでもが

らがらです。保育らがらです。保育らがらです。保育らがらです。保育所所所所ののののニニニニーーーーズズズズはははは多多多多いですが、いですが、いですが、いですが、幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園にににに通通通通うううう子子子子はははは少少少少ないです。施設がいないです。施設がいないです。施設がいないです。施設がいっぱっぱっぱっぱ

いいいい余余余余っっっっております。教室がいております。教室がいております。教室がいております。教室がいっぱっぱっぱっぱいごいごいごいござざざざいます。います。います。います。

橿橿橿橿原市の原市の原市の原市の場場場場合は、地域、合は、地域、合は、地域、合は、地域、隣隣隣隣接接接接のののの幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園と保育と保育と保育と保育所所所所をををを一体一体一体一体にして、保育にして、保育にして、保育にして、保育所所所所がががが満満満満杯杯杯杯ですから保ですから保ですから保ですから保

育育育育所所所所の３の３の３の３歳歳歳歳から５から５から５から５歳歳歳歳までのまでのまでのまでの子子子子をををを幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園に移すに移すに移すに移すわわわわけです。そしたら、保育けです。そしたら、保育けです。そしたら、保育けです。そしたら、保育所所所所の３の３の３の３歳歳歳歳から５から５から５から５歳歳歳歳

ののののススススペペペペーーーーススススがあきますので、そこにがあきますので、そこにがあきますので、そこにがあきますので、そこにゼゼゼゼロロロロ歳歳歳歳から３から３から３から３歳児歳児歳児歳児をををを受受受受けることができると。このけることができると。このけることができると。このけることができると。このよよよようううう

な保育な保育な保育な保育所所所所とととと幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園のののの一体一体一体一体化を化を化を化を目目目目指して、指して、指して、指して、今今今今年年年年度最度最度最度最終終終終ですですですですべべべべての地域でそういての地域でそういての地域でそういての地域でそういっっっったたたた幼幼幼幼保保保保一体一体一体一体

化をされる化をされる化をされる化をされるよよよようでごうでごうでごうでござざざざいます。それで、ほとんどいます。それで、ほとんどいます。それで、ほとんどいます。それで、ほとんど待待待待機機機機児童児童児童児童ははははゼゼゼゼロロロロだと。ですから、奈良市だと。ですから、奈良市だと。ですから、奈良市だと。ですから、奈良市
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でも、いつも地でも、いつも地でも、いつも地でも、いつも地元元元元のののの幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園に行に行に行に行っっっっていまして、本ていまして、本ていまして、本ていまして、本当当当当に教室はたくさんに教室はたくさんに教室はたくさんに教室はたくさん余余余余っっっっているのに３０ているのに３０ているのに３０ているのに３０

人ぐ人ぐ人ぐ人ぐらいしかいなくて、保育らいしかいなくて、保育らいしかいなくて、保育らいしかいなくて、保育所所所所はははは満満満満杯杯杯杯でででで毎毎毎毎年２年２年２年２園園園園、３、３、３、３園園園園つくつくつくつくっっっっているのですが、それでもているのですが、それでもているのですが、それでもているのですが、それでも

追追追追いつかないのです。そういうことが平成２６年いつかないのです。そういうことが平成２６年いつかないのです。そういうことが平成２６年いつかないのです。そういうことが平成２６年度度度度からはからはからはからは認認認認定こども定こども定こども定こども園園園園としてとしてとしてとして始始始始まるのかまるのかまるのかまるのか

とととと期待期待期待期待をしているのですが、もをしているのですが、もをしているのですが、もをしているのですが、もっっっっと発と発と発と発想想想想を考えればできたかもしれないので、そこが女性を考えればできたかもしれないので、そこが女性を考えればできたかもしれないので、そこが女性を考えればできたかもしれないので、そこが女性

のののの就労就労就労就労がががが依依依依然然然然としてとしてとしてとしてアップアップアップアップしていない大きな原していない大きな原していない大きな原していない大きな原因因因因かとかとかとかと自自自自分分分分なりに思なりに思なりに思なりに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。

そこで、奈良県をそこで、奈良県をそこで、奈良県をそこで、奈良県を支支支支えるえるえるえる経済経済経済経済、産業、雇用、この大きな部、産業、雇用、この大きな部、産業、雇用、この大きな部、産業、雇用、この大きな部分分分分かと思いますが、こういかと思いますが、こういかと思いますが、こういかと思いますが、こういっっっっ

た県た県た県た県経済経済経済経済産業雇用振興会議を設産業雇用振興会議を設産業雇用振興会議を設産業雇用振興会議を設置置置置されて、第１されて、第１されて、第１されて、第１回回回回目目目目が行が行が行が行わわわわれたれたれたれたよよよようでごうでごうでごうでござざざざいますが、知事いますが、知事いますが、知事いますが、知事

はこの会議の設はこの会議の設はこの会議の設はこの会議の設置目置目置目置目的と、そして、これも会議をどんな的と、そして、これも会議をどんな的と、そして、これも会議をどんな的と、そして、これも会議をどんなふふふふうに県の施策にうに県の施策にうに県の施策にうに県の施策に生生生生かしていこうかしていこうかしていこうかしていこう

と考えておられるのかおと考えておられるのかおと考えておられるのかおと考えておられるのかお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 女性の女性の女性の女性の就労就労就労就労というというというという現在現在現在現在大大大大変重変重変重変重要な要な要な要な課題課題課題課題を奈良県の例にとを奈良県の例にとを奈良県の例にとを奈良県の例にとっっっってててて所所所所見、ご質問が見、ご質問が見、ご質問が見、ご質問が

ごごごござざざざいました。いました。いました。いました。今今今今まで、日本のまで、日本のまで、日本のまで、日本の労働労働労働労働力力力力は農村の次は農村の次は農村の次は農村の次男男男男、、、、三三三三男男男男がががが主流主流主流主流でごでごでごでござざざざいました。次いました。次いました。次いました。次男男男男、、、、

三三三三男男男男はははは全全全全部畑を部畑を部畑を部畑を継継継継げげげげないから大ないから大ないから大ないから大都都都都市へ行市へ行市へ行市へ行っっっってててて食っ食っ食っ食ってこいといてこいといてこいといてこいといっっっって、大て、大て、大て、大都都都都市へ行市へ行市へ行市へ行っっっって日本のて日本のて日本のて日本の

大きな大きな大きな大きな労働労働労働労働力力力力になになになになっっっっていました。これからの日本のていました。これからの日本のていました。これからの日本のていました。これからの日本の労働労働労働労働力力力力は女性と高は女性と高は女性と高は女性と高齢齢齢齢者が中者が中者が中者が中心心心心ではないではないではないではない

ですが、大きなですが、大きなですが、大きなですが、大きな労働労働労働労働力力力力のののの源源源源泉にな泉にな泉にな泉になっっっってくると思てくると思てくると思てくると思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。そのよよよような高うな高うな高うな高齢齢齢齢者、女性は者、女性は者、女性は者、女性は

昔昔昔昔の農の農の農の農家家家家の次の次の次の次男男男男、、、、三三三三男男男男ののののよよよように大うに大うに大うに大都都都都市に行市に行市に行市に行っっっってててて働働働働いてこいとはできないいてこいとはできないいてこいとはできないいてこいとはできないわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。

地域、地域に職地域、地域に職地域、地域に職地域、地域に職住住住住近近近近接接接接というのが大というのが大というのが大というのが大変重変重変重変重要な言要な言要な言要な言葉葉葉葉だと思います。そういたしますと、日本だと思います。そういたしますと、日本だと思います。そういたしますと、日本だと思います。そういたしますと、日本

のののの経済経済経済経済モモモモデデデデルルルルも大も大も大も大都都都都市を中市を中市を中市を中心心心心にににに稼稼稼稼いだいだいだいだ人人人人がががが遠遠遠遠くへくへくへくへ住住住住むむむむと、奈良県のと、奈良県のと、奈良県のと、奈良県のよよよようなうなうなうな場所場所場所場所にもおにもおにもおにもお父父父父ささささ

んがんがんがんが夜遅夜遅夜遅夜遅くくくく帰帰帰帰っっっってくるてくるてくるてくるパパパパターンはターンはターンはターンは多多多多少少少少時時時時代おくれにな代おくれにな代おくれにな代おくれになっっっってきているのではないか。てきているのではないか。てきているのではないか。てきているのではないか。

近近近近くに職くに職くに職くに職場場場場があると。また、があると。また、があると。また、があると。また、臨海臨海臨海臨海工工工工業地業地業地業地帯帯帯帯から津から津から津から津波波波波もももも来来来来ますので、ますので、ますので、ますので、内内内内陸陸陸陸の小の小の小の小規模規模規模規模のののの工工工工業、業、業、業、

あるいはあるいはあるいはあるいは商商商商業がその地域で発業がその地域で発業がその地域で発業がその地域で発展展展展するというするというするというするというモモモモデデデデルルルルにににに変わ変わ変わ変わらないものかと思らないものかと思らないものかと思らないものかと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。

奈良県はいろいろなことでおくれておりますので、奈良県はいろいろなことでおくれておりますので、奈良県はいろいろなことでおくれておりますので、奈良県はいろいろなことでおくれておりますので、新新新新しいことばかりは言しいことばかりは言しいことばかりは言しいことばかりは言っっっっておられないておられないておられないておられない

と思いますが、と思いますが、と思いますが、と思いますが、時時時時代がその代がその代がその代がそのよよよようなうなうなうなパパパパターンになターンになターンになターンになっっっってきているのではないかと思てきているのではないかと思てきているのではないかと思てきているのではないかと思っっっっておりまておりまておりまておりま

す。奈良県も出す。奈良県も出す。奈良県も出す。奈良県も出番番番番があると思います。女性の職があると思います。女性の職があると思います。女性の職があると思います。女性の職場場場場は、は、は、は、就就就就業業業業率率率率はどのはどのはどのはどのよよよようにうにうにうに上上上上がるのかといがるのかといがるのかといがるのかとい

うことですが、保育うことですが、保育うことですが、保育うことですが、保育園園園園との関係をおとの関係をおとの関係をおとの関係を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、先先先先日、日、日、日、厚厚厚厚生生生生労働省労働省労働省労働省のののの石石石石井雇用井雇用井雇用井雇用均均均均

等・等・等・等・児童児童児童児童家家家家庭局長が庭局長が庭局長が庭局長が来来来来られて、られて、られて、られて、資資資資料料料料を見ましたら、保育を見ましたら、保育を見ましたら、保育を見ましたら、保育園園園園がががが横軸横軸横軸横軸で保育で保育で保育で保育園園園園がたくさんできがたくさんできがたくさんできがたくさんでき

ると女性のると女性のると女性のると女性の就就就就業業業業率率率率が高くなると、が高くなると、が高くなると、が高くなると、相相相相関的な関係があるのですが、奈良県はその関的な関係があるのですが、奈良県はその関的な関係があるのですが、奈良県はその関的な関係があるのですが、奈良県はその相相相相関から関から関から関から少少少少

しずれておりまして、保育しずれておりまして、保育しずれておりまして、保育しずれておりまして、保育園園園園はははは多多多多いけれども女性のいけれども女性のいけれども女性のいけれども女性の就就就就業業業業率率率率はははは低低低低いというところにいというところにいというところにいというところにプロットプロットプロットプロット

されています。これはされています。これはされています。これはされています。これは就就就就業の関係からすると、保育業の関係からすると、保育業の関係からすると、保育業の関係からすると、保育所所所所はあるけれども職はあるけれども職はあるけれども職はあるけれども職場場場場がないのではながないのではながないのではながないのではな

いかと。職いかと。職いかと。職いかと。職場場場場がないことのがないことのがないことのがないことの方方方方ががががよよよよりりりり決め決め決め決め手手手手になになになになっっっってててて就就就就業業業業率率率率がががが低低低低いのではないかということいのではないかということいのではないかということいのではないかということ

をををを示示示示唆唆唆唆するするするする表表表表でごでごでごでござざざざいます。奈良県だけがいます。奈良県だけがいます。奈良県だけがいます。奈良県だけが外外外外れているのです。れているのです。れているのです。れているのです。
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だから、保育だから、保育だから、保育だから、保育園園園園もももも重重重重要でご要でご要でご要でござざざざいますが、職いますが、職いますが、職いますが、職場場場場をををを住居住居住居住居のののの近近近近くにつくるのがくにつくるのがくにつくるのがくにつくるのがよよよより大事かと思り大事かと思り大事かと思り大事かと思

っっっっております。職ております。職ております。職ております。職場場場場がががが近近近近くにあくにあくにあくにあっっっってててて求求求求人人人人があるという、があるという、があるという、があるという、有効有効有効有効求求求求人人人人倍倍倍倍率率率率をずをずをずをずっっっっとととと注注注注視視視視しておしておしておしてお

りますが、かつては景りますが、かつては景りますが、かつては景りますが、かつては景気気気気がががが伸伸伸伸びてもびてもびてもびても下下下下ががががっっっってもてもてもても近近近近畿畿畿畿はははは全国全国全国全国におくれる、奈良県はにおくれる、奈良県はにおくれる、奈良県はにおくれる、奈良県は近近近近畿畿畿畿にもにもにもにも

おくれるというおくれるというおくれるというおくれるという傾傾傾傾向向向向がががが続続続続いておりましたが、いておりましたが、いておりましたが、いておりましたが、最近最近最近最近、この２年ほどは、けな、この２年ほどは、けな、この２年ほどは、けな、この２年ほどは、けなげげげげにもにもにもにも何何何何となくとなくとなくとなく

おくれおくれおくれおくれぎぎぎぎみみみみだけれどついていだけれどついていだけれどついていだけれどついていっっっっている、ている、ている、ている、波波波波でででで初初初初めめめめてのことでごてのことでごてのことでごてのことでござざざざいまして、このあそこはいまして、このあそこはいまして、このあそこはいまして、このあそこは

就労就労就労就労のののの労働労働労働労働市市市市場場場場の雇用がかたくなの雇用がかたくなの雇用がかたくなの雇用がかたくなっっっっているのかと思ているのかと思ているのかと思ているのかと思わわわわせるせるせるせるよよよようなことでごうなことでごうなことでごうなことでござざざざいます。これいます。これいます。これいます。これ

が女性のが女性のが女性のが女性の就就就就業業業業率率率率にいいにいいにいいにいいよよよように影うに影うに影うに影響響響響する、する、する、する、有効有効有効有効求求求求人人人人倍倍倍倍率率率率がががが上上上上がらないとがらないとがらないとがらないと就就就就業業業業率率率率もももも上上上上ががががっっっってこてこてこてこ

ないので、奈良県の女性もないので、奈良県の女性もないので、奈良県の女性もないので、奈良県の女性も就就就就業したいという思いは業したいという思いは業したいという思いは業したいという思いは強強強強くくくく持っ持っ持っ持っておられるところがておられるところがておられるところがておられるところが調調調調査で査で査で査でわわわわ

かかかかっっっっておりますので、職ておりますので、職ておりますので、職ておりますので、職場場場場をどうつくるかはとても大きなをどうつくるかはとても大きなをどうつくるかはとても大きなをどうつくるかはとても大きな課題課題課題課題だと思だと思だと思だと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。

職職職職住住住住近近近近接接接接とととと家家家家のののの近近近近くで、奈良県の中でくで、奈良県の中でくで、奈良県の中でくで、奈良県の中で商商商商売売売売する。そのときにする。そのときにする。そのときにする。そのときに企企企企業の業の業の業の誘誘誘誘致致致致、、、、工場工場工場工場のののの誘誘誘誘致致致致にににに

もももも力力力力を入れておりますが、女性もを入れておりますが、女性もを入れておりますが、女性もを入れておりますが、女性も働働働働かれますが、かれますが、かれますが、かれますが、ややややはりはりはりはり男男男男性も性も性も性も多多多多いので、いので、いので、いので、全国全国全国全国的に女性の的に女性の的に女性の的に女性の

職職職職場場場場とはとはとはとは商商商商売売売売、、、、物物物物販販販販とか（とか（とか（とか（株株株株））））イオイオイオイオンのンのンのンのよよよようなうなうなうなススススーーーーパパパパーとかーとかーとかーとかササササーーーービビビビスススス業が業が業が業が多多多多いと。奈良県いと。奈良県いと。奈良県いと。奈良県

は観光産業がは観光産業がは観光産業がは観光産業が極極極極めめめめてててて弱弱弱弱いと。女性の職いと。女性の職いと。女性の職いと。女性の職場場場場が発が発が発が発達達達達しなかしなかしなかしなかっっっったと。観光産業はたと。観光産業はたと。観光産業はたと。観光産業はホテホテホテホテルルルルもももも文文文文化も化も化も化も

飲飲飲飲食食食食もごもごもごもござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、人人人人口口口口当当当当たりたりたりたり飲飲飲飲食食食食店店店店のののの数数数数がががが全国一全国一全国一全国一少少少少ないのがそのないのがそのないのがそのないのがその一一一一つで、女性の職つで、女性の職つで、女性の職つで、女性の職場場場場

が発が発が発が発達達達達しないというしないというしないというしないという結果結果結果結果にににに結結結結びついていると思います。観光産業の振興にどういうびついていると思います。観光産業の振興にどういうびついていると思います。観光産業の振興にどういうびついていると思います。観光産業の振興にどういうわわわわけかけかけかけか

ブレブレブレブレーーーーキキキキをかけていたをかけていたをかけていたをかけていたぐぐぐぐらいに思うほどでごらいに思うほどでごらいに思うほどでごらいに思うほどでござざざざいますが、観光産業だけが女性の職いますが、観光産業だけが女性の職いますが、観光産業だけが女性の職いますが、観光産業だけが女性の職場場場場でごでごでごでご

ざざざざいませんが、いませんが、いませんが、いませんが、近近近近くでくでくでくで働働働働けるという点では大けるという点では大けるという点では大けるという点では大変変変変大きな、観光産業の中では大きな、観光産業の中では大きな、観光産業の中では大きな、観光産業の中ではリリリリゾゾゾゾーーーートトトト地地地地やややや大大大大

きなきなきなきなフフフファァァァッッッッショショショションのンのンのンのアアアアパパパパレルレルレルレルをををを売売売売っっっったりする観光地もあるたりする観光地もあるたりする観光地もあるたりする観光地もあるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますので、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

う女性の職域う女性の職域う女性の職域う女性の職域拡拡拡拡大につながる大につながる大につながる大につながるよよよような観光地はうな観光地はうな観光地はうな観光地はねねねねらいらいらいらい目目目目だと思だと思だと思だと思っっっって、大事な点だと思て、大事な点だと思て、大事な点だと思て、大事な点だと思っっっっておておておてお

ります。そのります。そのります。そのります。そのよよよように、職うに、職うに、職うに、職場場場場をつくることにをつくることにをつくることにをつくることに力力力力を入れていきたいと思うのです。このを入れていきたいと思うのです。このを入れていきたいと思うのです。このを入れていきたいと思うのです。このよよよようなうなうなうな

発言をさせていただくのも発言をさせていただくのも発言をさせていただくのも発言をさせていただくのも経済経済経済経済産業雇用振興会議で産業雇用振興会議で産業雇用振興会議で産業雇用振興会議でデデデデータをータをータをータを収収収収集集集集分分分分析析析析したしたしたした結果結果結果結果のののの一一一一つでごつでごつでごつでご

ざざざざいまして、奈良県のいまして、奈良県のいまして、奈良県のいまして、奈良県のデデデデータをータをータをータを分分分分析析析析して、奈良県のして、奈良県のして、奈良県のして、奈良県の向向向向かうかうかうかうべべべべきききき方向方向方向方向をををを確確確確認認認認して行して行して行して行動動動動をををを起起起起ここここ

すことをしていきたいと思すことをしていきたいと思すことをしていきたいと思すことをしていきたいと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。

その中で、女性のその中で、女性のその中で、女性のその中で、女性の就労就労就労就労、職、職、職、職住住住住近近近近接接接接のののの追追追追求求求求などは会議でもなどは会議でもなどは会議でもなどは会議でも力強力強力強力強い発言がごい発言がごい発言がごい発言がござざざざいました。そいました。そいました。そいました。そ

の会議の中で、の会議の中で、の会議の中で、の会議の中で、国国国国の出の出の出の出先先先先機関のある機関のある機関のある機関のある方方方方が言が言が言が言わわわわれたのですが、そのれたのですが、そのれたのですが、そのれたのですが、その方方方方はははは経済経済経済経済産業局長ですが、産業局長ですが、産業局長ですが、産業局長ですが、

各各各各県いろいろ発県いろいろ発県いろいろ発県いろいろ発展展展展のののの形形形形を見てきたけれども、を見てきたけれども、を見てきたけれども、を見てきたけれども、国国国国の言うとおりにしている県はだの言うとおりにしている県はだの言うとおりにしている県はだの言うとおりにしている県はだめめめめですと、ですと、ですと、ですと、

だから、だから、だから、だから、自自自自分分分分で考えて行で考えて行で考えて行で考えて行動動動動している県が発している県が発している県が発している県が発展展展展してきていますと、してきていますと、してきていますと、してきていますと、自自自自分分分分がおつき合いした県がおつき合いした県がおつき合いした県がおつき合いした県

がそうですとおがそうですとおがそうですとおがそうですとおっっっっししししゃっゃっゃっゃって、大て、大て、大て、大変変変変短短短短い言い言い言い言葉葉葉葉だけれどもだけれどもだけれどもだけれども重み重み重み重みのある言のある言のある言のある言葉葉葉葉でごでごでごでござざざざいました。こいました。こいました。こいました。こ

れからは地域ごとにれからは地域ごとにれからは地域ごとにれからは地域ごとに工夫工夫工夫工夫をををを凝凝凝凝らして、地域の雇用をらして、地域の雇用をらして、地域の雇用をらして、地域の雇用を少少少少しでもしでもしでもしでも積積積積み上げみ上げみ上げみ上げていくことが大事かていくことが大事かていくことが大事かていくことが大事か

と思います。大と思います。大と思います。大と思います。大阪府阪府阪府阪府にににに通通通通勤勤勤勤する地域だけがする地域だけがする地域だけがする地域だけが所得所得所得所得が高いというのはいびつだと思が高いというのはいびつだと思が高いというのはいびつだと思が高いというのはいびつだと思っっっっておりまておりまておりまておりま
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す。す。す。す。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の各各各各地で産業が興り、地で産業が興り、地で産業が興り、地で産業が興り、経済経済経済経済がががが活活活活性化されて、そこに職性化されて、そこに職性化されて、そこに職性化されて、そこに職場場場場ができる、そこにができる、そこにができる、そこにができる、そこに通通通通いいいいやややや

すい、すい、すい、すい、住居住居住居住居とかとかとかとか暮暮暮暮らしについては奈良県はとてもらしについては奈良県はとてもらしについては奈良県はとてもらしについては奈良県はとても誇誇誇誇るるるるべべべべきところはたくさんごきところはたくさんごきところはたくさんごきところはたくさんござざざざいますのいますのいますのいますの

で、で、で、で、経済経済経済経済がががが弱弱弱弱いのが、いのが、いのが、いのが、ややややはりはりはりはり今今今今までまでまでまで楽楽楽楽してもうけしてもうけしてもうけしてもうけよよよようという、この考えうという、この考えうという、この考えうという、この考え方方方方がいけなかがいけなかがいけなかがいけなかっっっった、た、た、た、

本本本本当当当当にいけなかにいけなかにいけなかにいけなかっっっったと思います。たと思います。たと思います。たと思います。努努努努力力力力してしてしてして経済経済経済経済がががが回回回回るるるるよよよようにしたいと思いますので、そのうにしたいと思いますので、そのうにしたいと思いますので、そのうにしたいと思いますので、その

よよよようになれば女性の職域も出て、うになれば女性の職域も出て、うになれば女性の職域も出て、うになれば女性の職域も出て、近近近近くでくでくでくで働働働働けるけるけるけるよよよようになると。そのときに保育うになると。そのときに保育うになると。そのときに保育うになると。そのときに保育所所所所も必要だも必要だも必要だも必要だ

と思いますが、保育と思いますが、保育と思いますが、保育と思いますが、保育所所所所は必要は必要は必要は必要条条条条件件件件ですけれど、それで職域が出るですけれど、それで職域が出るですけれど、それで職域が出るですけれど、それで職域が出るわわわわけであります。職けであります。職けであります。職けであります。職場場場場のののの

保育保育保育保育所所所所、、、、病院病院病院病院でも保育でも保育でも保育でも保育所所所所ののののよよよようなうなうなうな形形形形もあろうかと思いますので、もあろうかと思いますので、もあろうかと思いますので、もあろうかと思いますので、働働働働くことを前提に、どこくことを前提に、どこくことを前提に、どこくことを前提に、どこ

に保育に保育に保育に保育所所所所がある、これはまた市がある、これはまた市がある、これはまた市がある、これはまた市町町町町村長の村長の村長の村長の熱熱熱熱意で大きく意で大きく意で大きく意で大きく変わっ変わっ変わっ変わってくると思いますので、このてくると思いますので、このてくると思いますので、このてくると思いますので、この

よよよようなことを県がはばかりながらうなことを県がはばかりながらうなことを県がはばかりながらうなことを県がはばかりながら申申申申しししし上げ上げ上げ上げ、地域の発、地域の発、地域の発、地域の発展展展展ができたらと思う次第でごができたらと思う次第でごができたらと思う次第でごができたらと思う次第でござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 知事が奈良県知事が奈良県知事が奈良県知事が奈良県独自独自独自独自の発の発の発の発想想想想で、で、で、で、今今今今おくれているおくれているおくれているおくれている経済経済経済経済、産業、雇用を、産業、雇用を、産業、雇用を、産業、雇用を取取取取りりりり戻戻戻戻すといすといすといすとい

うことで、いろいろおうことで、いろいろおうことで、いろいろおうことで、いろいろお答答答答えをいただきました。えをいただきました。えをいただきました。えをいただきました。

女性が女性が女性が女性が就労就労就労就労ししししややややすい観光産業、すい観光産業、すい観光産業、すい観光産業、特特特特にそういにそういにそういにそういっっっった職域をた職域をた職域をた職域をふやふやふやふやしていくこと、それは奈良県していくこと、それは奈良県していくこと、それは奈良県していくこと、それは奈良県

としてとしてとしてとして今後今後今後今後、、、、頑張っ頑張っ頑張っ頑張ってててて取取取取りりりり組組組組んでいただきたいと思うところでごんでいただきたいと思うところでごんでいただきたいと思うところでごんでいただきたいと思うところでござざざざいます。います。います。います。

子子子子どもの問どもの問どもの問どもの問題題題題、、、、同同同同居居居居ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、夫夫夫夫婦婦婦婦だけしかいないだけしかいないだけしかいないだけしかいない核家核家核家核家族族族族がががが多多多多い奈良県ということ、い奈良県ということ、い奈良県ということ、い奈良県ということ、

それもそれもそれもそれもデデデデータから出ております。だから、職ータから出ております。だから、職ータから出ております。だから、職ータから出ております。だから、職場場場場の中に保育の中に保育の中に保育の中に保育所所所所があるとか、そうなればがあるとか、そうなればがあるとか、そうなればがあるとか、そうなれば一番一番一番一番

いいのです。おいいのです。おいいのです。おいいのです。おっっっっししししゃっゃっゃっゃったたたたよよよように、うに、うに、うに、待待待待機機機機児童児童児童児童がある市がある市がある市がある市町町町町村がどうそれを村がどうそれを村がどうそれを村がどうそれを早早早早くくくく解消解消解消解消ししししよよよようとうとうとうと

しているのか。おしているのか。おしているのか。おしているのか。おっっっっししししゃゃゃゃるるるるよよよように定員はうに定員はうに定員はうに定員は満満満満たないのです。田たないのです。田たないのです。田たないのです。田舎舎舎舎へ行けば保育へ行けば保育へ行けば保育へ行けば保育所所所所がいがいがいがいっぱっぱっぱっぱいいいい

あります。でもあります。でもあります。でもあります。でも数数数数名しかおりません。名しかおりません。名しかおりません。名しかおりません。街街街街にににに集集集集中するのです。だから中するのです。だから中するのです。だから中するのです。だから待待待待機機機機児童児童児童児童が発が発が発が発生生生生するのするのするのするの

です。です。です。です。遠遠遠遠いところに行けばいところに行けばいところに行けばいところに行けば幾幾幾幾らでも定員はあるのです。だから、そういうところにらでも定員はあるのです。だから、そういうところにらでも定員はあるのです。だから、そういうところにらでも定員はあるのです。だから、そういうところに送送送送りりりり込込込込

むスむスむスむステテテテーーーーショショショションをつくンをつくンをつくンをつくっっっって、て、て、て、ババババススススで３０で３０で３０で３０分以内分以内分以内分以内のところのあいている保育のところのあいている保育のところのあいている保育のところのあいている保育所所所所、、、、幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園にににに送送送送

りりりり込む込む込む込むとか、そういうとか、そういうとか、そういうとか、そういう努努努努力力力力はされていないとは言いませんけれども、はされていないとは言いませんけれども、はされていないとは言いませんけれども、はされていないとは言いませんけれども、現現現現実実実実にににに待待待待機機機機児童児童児童児童が発が発が発が発

生生生生しているということを、市しているということを、市しているということを、市しているということを、市町町町町村がどういう村がどういう村がどういう村がどういう取取取取りりりり組組組組みみみみをしているのかをしをしているのかをしをしているのかをしをしているのかをしっっっっかり見てほしかり見てほしかり見てほしかり見てほし

いのです。いのです。いのです。いのです。

横浜横浜横浜横浜市が、それは市が、それは市が、それは市が、それは全然全然全然全然規模規模規模規模がががが違違違違いますけれども、３年いますけれども、３年いますけれども、３年いますけれども、３年間間間間ででででゼゼゼゼロロロロにするということで、いにするということで、いにするということで、いにするということで、い

ろいろなきろいろなきろいろなきろいろなきめめめめ細細細細かなかなかなかな取取取取りりりり組組組組みみみみをされました。をされました。をされました。をされました。直接直接直接直接はははは伺っ伺っ伺っ伺っていないのですが、市長が女性だていないのですが、市長が女性だていないのですが、市長が女性だていないのですが、市長が女性だ

から、そういうきから、そういうきから、そういうきから、そういうきめめめめ細細細細かさにつながかさにつながかさにつながかさにつながっっっったのかと思たのかと思たのかと思たのかと思っっっったりしているのです。ですから、たりしているのです。ですから、たりしているのです。ですから、たりしているのです。ですから、担担担担当当当当

はははは一生懸命やっ一生懸命やっ一生懸命やっ一生懸命やっているかもしれないけれど、ているかもしれないけれど、ているかもしれないけれど、ているかもしれないけれど、トップトップトップトップがががが働働働働きたいという女性のたきたいという女性のたきたいという女性のたきたいという女性のためめめめに、これに、これに、これに、これ

は保育は保育は保育は保育園園園園がすがすがすがすべべべべてではない、それはてではない、それはてではない、それはてではない、それはわわわわかかかかっっっっておりますので、でも保育ておりますので、でも保育ておりますので、でも保育ておりますので、でも保育園園園園、どんな、どんな、どんな、どんなふふふふうにうにうにうに働働働働
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きたいきたいきたいきたい人人人人がすがすがすがすぐぐぐぐにににに預預預預けてけてけてけて働働働働けるけるけるけるよよよようにしていただけるのか。うにしていただけるのか。うにしていただけるのか。うにしていただけるのか。

こんなこんなこんなこんな話話話話があるのですが、もう１年があるのですが、もう１年があるのですが、もう１年があるのですが、もう１年間間間間の育の育の育の育児児児児休休休休業が業が業が業が終終終終わっわっわっわって、まだ１年て、まだ１年て、まだ１年て、まだ１年ぐぐぐぐらいだらいだらいだらいだっっっったらたらたらたら

おおおお乳飲乳飲乳飲乳飲みみみみますので、それもきちんとますので、それもきちんとますので、それもきちんとますので、それもきちんと断断断断乳乳乳乳して、１年して、１年して、１年して、１年終終終終わっわっわっわってててて仕仕仕仕事に事に事に事に復復復復帰帰帰帰ししししよよよようと思うと思うと思うと思っっっったのたのたのたの

ですが、保育ですが、保育ですが、保育ですが、保育所所所所が見つからずにが見つからずにが見つからずにが見つからずに断念断念断念断念せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得なかなかなかなかっっっった。職た。職た。職た。職場場場場のののの上上上上司司司司に、会に、会に、会に、会社都社都社都社都合で合で合で合でやめやめやめやめ

ることにしてくださいとることにしてくださいとることにしてくださいとることにしてくださいと直直直直談判談判談判談判して、そうなして、そうなして、そうなして、そうなっっっったのです。それで、あとたのです。それで、あとたのです。それで、あとたのです。それで、あと半半半半年本年本年本年本来来来来は育は育は育は育児児児児休休休休

業があるらしいのですが、このご業があるらしいのですが、このご業があるらしいのですが、このご業があるらしいのですが、このご時世時世時世時世では大では大では大では大変変変変なごなごなごなご時世時世時世時世ですが、ですが、ですが、ですが、数数数数年前ですので、会年前ですので、会年前ですので、会年前ですので、会社社社社とととと

しても、あとしても、あとしても、あとしても、あと半半半半年年年年休休休休ませるませるませるませるわわわわけにはいかないからと、けにはいかないからと、けにはいかないからと、けにはいかないからと、やめやめやめやめてくださいとてくださいとてくださいとてくださいとやめやめやめやめるるるる決決決決意をして、意をして、意をして、意をして、

きちんと会きちんと会きちんと会きちんと会社都社都社都社都合で合で合で合でやめやめやめやめることでることでることでることで丸丸丸丸くおさまくおさまくおさまくおさまっっっって、て、て、て、帰帰帰帰っっっったたたた明明明明くる日に、保育くる日に、保育くる日に、保育くる日に、保育所所所所に入れますに入れますに入れますに入れます

というというというという電話電話電話電話があがあがあがあっっっったともたともたともたとも聞聞聞聞きました。ですから、それはそれで意味があきました。ですから、それはそれで意味があきました。ですから、それはそれで意味があきました。ですから、それはそれで意味があっっっったことだとは思たことだとは思たことだとは思たことだとは思

うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、ややややはりそこがもはりそこがもはりそこがもはりそこがもっっっっととととススススムムムムーーーーズズズズにいくにいくにいくにいくよよよようにまた、市うにまた、市うにまた、市うにまた、市町町町町村のいろいろな村のいろいろな村のいろいろな村のいろいろな状況状況状況状況もももも

おおおお伺伺伺伺いしていただければありがたいかと思いしていただければありがたいかと思いしていただければありがたいかと思いしていただければありがたいかと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、よよよよろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

以上以上以上以上です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、ちそれでは、ちそれでは、ちそれでは、ちょっょっょっょっとおとおとおとお疲疲疲疲れですし、３点にれですし、３点にれですし、３点にれですし、３点に絞絞絞絞っっっっておておておてお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

まずまずまずまず最最最最初初初初に、平城に、平城に、平城に、平城宮跡宮跡宮跡宮跡の保の保の保の保存存存存管理について管理について管理について管理について伺伺伺伺います。います。います。います。

平城平城平城平城宮跡宮跡宮跡宮跡のののの国営国営国営国営公公公公園園園園としての整備がとしての整備がとしての整備がとしての整備が始始始始まりまして、まりまして、まりまして、まりまして、現在現在現在現在、、、、朝朝朝朝堂院跡堂院跡堂院跡堂院跡のののの４万４万４万４万５５５５，，，，０００平０００平０００平０００平

方メ方メ方メ方メーーーートルトルトルトルのののの埋埋埋埋め立め立め立め立てててて舗装舗装舗装舗装工工工工事が行事が行事が行事が行わわわわれております。地れております。地れております。地れております。地下下下下水への影水への影水への影水への影響響響響をををを心配心配心配心配してしてしてして反対反対反対反対されされされされ

るるるる世論世論世論世論も広がも広がも広がも広がっっっっております。さらに、平城ております。さらに、平城ております。さらに、平城ております。さらに、平城宮跡宮跡宮跡宮跡に、そのに、そのに、そのに、その舗装舗装舗装舗装をしたをしたをしたをした後後後後にににに同同同同化する化する化する化する秋篠秋篠秋篠秋篠川か川か川か川か

ら大和川へのら大和川へのら大和川へのら大和川への流流流流入する入する入する入する雨雨雨雨水を水を水を水を調調調調整するた整するた整するた整するためめめめにと、平城にと、平城にと、平城にと、平城宮跡宮跡宮跡宮跡内内内内にににに調調調調整整整整池池池池がつくられておりまがつくられておりまがつくられておりまがつくられておりま

す。す。す。す。調調調調整整整整池池池池がつくられるがつくられるがつくられるがつくられる場所場所場所場所はははは湿湿湿湿原にな原にな原にな原になっっっっておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、ヨヨヨヨシシシシやアオやアオやアオやアオキキキキやマコモやマコモやマコモやマコモとか、そとか、そとか、そとか、そ

ういうういうういうういう植植植植物物物物がががが茂茂茂茂っっっっておりまして、関西でも２ておりまして、関西でも２ておりまして、関西でも２ておりまして、関西でも２番目番目番目番目と言と言と言と言わわわわれるれるれるれる約約約約２２２２万万万万羽羽羽羽ののののツバツバツバツバメメメメががががねねねねぐぐぐぐらにらにらにらに

している、大している、大している、大している、大変変変変珍珍珍珍しいところであり、また、野しいところであり、また、野しいところであり、また、野しいところであり、また、野鳥鳥鳥鳥もももも多多多多数数数数訪訪訪訪れておりますし、れておりますし、れておりますし、れておりますし、湿湿湿湿原には奈良原には奈良原には奈良原には奈良

県の県の県の県の希希希希少少少少種種種種であるであるであるであるカカカカヤヤヤヤネネネネズミズミズミズミもももも生生生生息息息息をしております。しかし、環境をしております。しかし、環境をしております。しかし、環境をしております。しかし、環境アアアアセセセセスメスメスメスメンンンントトトトなどが行などが行などが行などが行

わわわわれずに、れずに、れずに、れずに、何何何何のののの対対対対策もとられずに次策もとられずに次策もとられずに次策もとられずに次 々々々々と木と木と木と木 々々々々がががが切切切切りりりり倒倒倒倒されて、されて、されて、されて、湿湿湿湿原も原も原も原も刈刈刈刈りりりり取取取取られることにられることにられることにられることに

ななな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。

奈良県では、県奈良県では、県奈良県では、県奈良県では、県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院の移転の移転の移転の移転建建建建設地においては、設地においては、設地においては、設地においては、詳詳詳詳細細細細な環境な環境な環境な環境アアアアセセセセスメスメスメスメンンンントトトトを行を行を行を行っっっって、て、て、て、

動動動動植植植植物物物物の保の保の保の保全全全全にににに万万万万全全全全をををを期期期期すことで、とてもすことで、とてもすことで、とてもすことで、とてもよよよよいいいい対対対対策をと策をと策をと策をとっっっっておられると思います。県でこておられると思います。県でこておられると思います。県でこておられると思います。県でこ

うしてできることが、なぜ平城うしてできることが、なぜ平城うしてできることが、なぜ平城うしてできることが、なぜ平城宮跡宮跡宮跡宮跡ではできないのか。また、ではできないのか。また、ではできないのか。また、ではできないのか。また、朝朝朝朝堂院跡堂院跡堂院跡堂院跡のののの舗装舗装舗装舗装整備につい整備につい整備につい整備につい

て、て、て、て、国国国国土土土土交通交通交通交通省省省省はははは往往往往時時時時をををを復復復復元元元元すると、平城すると、平城すると、平城すると、平城京京京京のののの時時時時代に代に代に代に草草草草原ではなく広原ではなく広原ではなく広原ではなく広場場場場であであであであっっっったとたとたとたと説明説明説明説明をををを

して広して広して広して広場場場場をつくをつくをつくをつくっっっっておられます。ところが、ておられます。ところが、ておられます。ところが、ておられます。ところが、今度今度今度今度は、は、は、は、当時当時当時当時はなかはなかはなかはなかっっっったはずのあずまたはずのあずまたはずのあずまたはずのあずまややトややトややトややト

イレイレイレイレをををを朝朝朝朝堂院付堂院付堂院付堂院付近近近近へへへへ建建建建設するという設するという設するという設するという計画計画計画計画で、で、で、で、既既既既に設に設に設に設計計計計も発も発も発も発注注注注なさなさなさなさっっっっているとのことで、こているとのことで、こているとのことで、こているとのことで、こ
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れらを見ますと、れらを見ますと、れらを見ますと、れらを見ますと、何何何何がががが復復復復元元元元のののの基準基準基準基準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、よよよよくくくくわわわわからないと思います。また、からないと思います。また、からないと思います。また、からないと思います。また、

既既既既に大に大に大に大極極極極殿殿殿殿のののの建建建建設にあ設にあ設にあ設にあわわわわせまして、その前庭であるせまして、その前庭であるせまして、その前庭であるせまして、その前庭である４万４万４万４万平平平平方メ方メ方メ方メーーーートルトルトルトルを、を、を、を、アスフアスフアスフアスファァァァルトルトルトルトでででで

舗装舗装舗装舗装をされまして、そこにをされまして、そこにをされまして、そこにをされまして、そこに降降降降っっっったたたた雨雨雨雨は水は水は水は水路路路路にににによっよっよっよってててて排排排排水、水、水、水、排排排排出されて、地出されて、地出されて、地出されて、地下下下下にはにはにはには浸透浸透浸透浸透しなしなしなしな

いといういといういといういという状況状況状況状況になになになになっっっっておりますが、地ておりますが、地ておりますが、地ておりますが、地下下下下水への影水への影水への影水への影響響響響という点について考という点について考という点について考という点について考慮慮慮慮はされておりまはされておりまはされておりまはされておりま

せん。せん。せん。せん。

先先先先日の日の日の日の予算予算予算予算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会で委員会で委員会で委員会で答弁答弁答弁答弁をしていただきましたが、県はをしていただきましたが、県はをしていただきましたが、県はをしていただきましたが、県は文文文文化化化化庁庁庁庁が管理をされてが管理をされてが管理をされてが管理をされて

いるので大いるので大いるので大いるので大丈丈丈丈夫夫夫夫だとおだとおだとおだとお答答答答えになられました。しかし、えになられました。しかし、えになられました。しかし、えになられました。しかし、現現現現実実実実にはこのにはこのにはこのにはこのよよよような問うな問うな問うな問題題題題がががが多多多多いいいい状況状況状況状況

で、県としての意見はどので、県としての意見はどので、県としての意見はどので、県としての意見はどのよよよようにうにうにうに反反反反映映映映されているのか、見えないされているのか、見えないされているのか、見えないされているのか、見えない状況状況状況状況だと思います。こうだと思います。こうだと思います。こうだと思います。こう

いうことがいうことがいうことがいうことが起起起起こるのは、こるのは、こるのは、こるのは、自自自自然や然や然や然や環境環境環境環境やややや歴歴歴歴史的景観を史的景観を史的景観を史的景観を含め含め含め含めて、平城て、平城て、平城て、平城宮跡宮跡宮跡宮跡でででで守守守守らなくてはなららなくてはなららなくてはなららなくてはなら

ないものがないものがないものがないものが何何何何なのか、また、保なのか、また、保なのか、また、保なのか、また、保存存存存すすすすべべべべきききき価価価価値値値値をををを明明明明確確確確にしたにしたにしたにした上上上上で、で、で、で、現状現状現状現状変変変変更更更更のののの手手手手続続続続を定を定を定を定めめめめたたたた

保保保保護護護護管理管理管理管理計画計画計画計画がきちんとないのが問がきちんとないのが問がきちんとないのが問がきちんとないのが問題題題題だと思だと思だと思だと思っっっっておりますけれども、その点についてどのておりますけれども、その点についてどのておりますけれども、その点についてどのておりますけれども、その点についてどの

よよよようにお考えになられるのか、知事のうにお考えになられるのか、知事のうにお考えになられるのか、知事のうにお考えになられるのか、知事の所所所所見を見を見を見を伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 平城平城平城平城宮跡宮跡宮跡宮跡の整備については、の整備については、の整備については、の整備については、閣閣閣閣議議議議決決決決定され定され定され定され国営国営国営国営公公公公園園園園になりました平成２０年になりました平成２０年になりました平成２０年になりました平成２０年

１０月２１０月２１０月２１０月２８８８８日、その日、その日、その日、その後後後後の１２月に平城の１２月に平城の１２月に平城の１２月に平城宮跡宮跡宮跡宮跡のののの基基基基本本本本計画計画計画計画ができております。これはができております。これはができております。これはができております。これは国国国国土土土土交通交通交通交通

省省省省がつくがつくがつくがつくっっっったものでごたものでごたものでごたものでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、閣閣閣閣議議議議決決決決定を定を定を定を受受受受けたものでごけたものでごけたものでごけたものでござざざざいます。います。います。います。公公公公園園園園として保として保として保として保存存存存

とととと利利利利用を進用を進用を進用を進めめめめるとのことでごるとのことでごるとのことでごるとのことでござざざざいますので、その中にいますので、その中にいますので、その中にいますので、その中に園内園内園内園内のののの基基基基本本本本動動動動線線線線、、、、人人人人がががが来来来来ることを前ることを前ることを前ることを前

提として、提として、提として、提として、鳥鳥鳥鳥さんがさんがさんがさんが来来来来ることもありることもありることもありることもあり得得得得るるるるべべべべしということですが、しということですが、しということですが、しということですが、鳥鳥鳥鳥優先優先優先優先かかかか人優先人優先人優先人優先かとなりかとなりかとなりかとなり

ますと、ますと、ますと、ますと、公公公公園園園園でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、人人人人がががが来来来来ることを前提にして、ることを前提にして、ることを前提にして、ることを前提にして、ゾゾゾゾーーーーニニニニンンンンググググがいろいろされがいろいろされがいろいろされがいろいろされ

ております。その中にております。その中にております。その中にております。その中に導導導導入す入す入す入すべべべべき機き機き機き機能能能能として、として、として、として、トイレトイレトイレトイレもももも当然当然当然当然ごごごござざざざいます。います。います。います。利利利利用用用用ササササーーーービビビビスススス機機機機

能能能能として、として、として、として、トイレトイレトイレトイレ、、、、休休休休息息息息所所所所等の施設等の施設等の施設等の施設やややや、、、、利利利利用案用案用案用案内内内内のののの充充充充実実実実化など、化など、化など、化など、快快快快適適適適性性性性や利や利や利や利便便便便性を高性を高性を高性を高めめめめるるるる

整備に整備に整備に整備によよよより、質の高いり、質の高いり、質の高いり、質の高いササササーーーービビビビススススを提を提を提を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決め決め決め決められております。これは大られております。これは大られております。これは大られております。これは大賛賛賛賛成でご成でご成でご成でご

ざざざざいます。います。います。います。世界世界世界世界のどののどののどののどのよよよようなうなうなうな世界世界世界世界遺遺遺遺産であ産であ産であ産であっっっっても、ても、ても、ても、昔昔昔昔は水は水は水は水洗洗洗洗トイレトイレトイレトイレはなかはなかはなかはなかっっっったたたたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざ

いますが、水いますが、水いますが、水いますが、水洗洗洗洗トイレトイレトイレトイレのない観光地はないのない観光地はないのない観光地はないのない観光地はないわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。鳥鳥鳥鳥さんはいいかもしれないさんはいいかもしれないさんはいいかもしれないさんはいいかもしれない

けれど、けれど、けれど、けれど、人間人間人間人間さんは大さんは大さんは大さんは大変変変変困困困困るるるるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、トイレトイレトイレトイレも要らないという意見には大も要らないという意見には大も要らないという意見には大も要らないという意見には大

反対反対反対反対でごでごでごでござざざざいます。意見がいます。意見がいます。意見がいます。意見が違違違違ううううわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますので、県の意見はどういうのかというと、いますので、県の意見はどういうのかというと、いますので、県の意見はどういうのかというと、いますので、県の意見はどういうのかというと、

このこのこのこのよよよような意見をうな意見をうな意見をうな意見を申申申申しししし上げ上げ上げ上げているているているているわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。しいます。しいます。しいます。しっっっっかりとかりとかりとかりと申申申申しししし上げ上げ上げ上げていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思

っっっっております。ております。ております。ております。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 先先先先ほどほどほどほど一一一一つもつもつもつもトイレトイレトイレトイレが要らないとは言が要らないとは言が要らないとは言が要らないとは言っっっっておりません。ておりません。ておりません。ておりません。誤誤誤誤解解解解なさらないでいなさらないでいなさらないでいなさらないでい

ただきたいと思うのですけれども、そういうただきたいと思うのですけれども、そういうただきたいと思うのですけれども、そういうただきたいと思うのですけれども、そういう利利利利便便便便施設として、もう施設として、もう施設として、もう施設として、もう既既既既ににににトイレトイレトイレトイレもつくられもつくられもつくられもつくられ

ておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、文文文文化化化化庁庁庁庁がつくがつくがつくがつくっっっったもともとのたもともとのたもともとのたもともとの計画計画計画計画の中でもの中でもの中でもの中でもトイレトイレトイレトイレの設の設の設の設置置置置はははは当然当然当然当然考えられて考えられて考えられて考えられて
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おられますし、それはできるだけ平城おられますし、それはできるだけ平城おられますし、それはできるだけ平城おられますし、それはできるだけ平城宮跡宮跡宮跡宮跡の真ん中の部の真ん中の部の真ん中の部の真ん中の部分分分分ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、場所場所場所場所を考えてつくを考えてつくを考えてつくを考えてつく

ると言ると言ると言ると言わわわわれております。そういう意味で、真ん中の部れております。そういう意味で、真ん中の部れております。そういう意味で、真ん中の部れております。そういう意味で、真ん中の部分分分分につくられることについてどうかにつくられることについてどうかにつくられることについてどうかにつくられることについてどうか

と思と思と思と思っっっっているとているとているとていると申申申申しししし上げ上げ上げ上げました。ました。ました。ました。

今今今今おおおお聞聞聞聞きいたしましたのは、平成２０年にきいたしましたのは、平成２０年にきいたしましたのは、平成２０年にきいたしましたのは、平成２０年に国営国営国営国営公公公公園園園園になる前に、になる前に、になる前に、になる前に、国営国営国営国営公公公公園園園園になるにあになるにあになるにあになるにあわわわわ

せて、せて、せて、せて、文文文文化化化化庁庁庁庁が策定いたしました平城が策定いたしました平城が策定いたしました平城が策定いたしました平城宮跡宮跡宮跡宮跡保保保保存存存存整備整備整備整備基基基基本本本本構構構構想想想想推進推進推進推進計画計画計画計画にににに基基基基づいて、づいて、づいて、づいて、文文文文化化化化庁庁庁庁、、、、

国国国国土土土土交通交通交通交通省省省省、奈良県、奈良市、奈良、奈良県、奈良市、奈良、奈良県、奈良市、奈良、奈良県、奈良市、奈良文文文文化化化化財財財財研研研研究所究所究所究所のののの五五五五者が者が者が者が連携連携連携連携してしてしてして役役役役割割割割分分分分担担担担をしていこうをしていこうをしていこうをしていこう

となとなとなとなっっっっております。その中で、ております。その中で、ております。その中で、ております。その中で、文文文文化化化化庁庁庁庁がががが述述述述べべべべておられるのですが、ておられるのですが、ておられるのですが、ておられるのですが、課題課題課題課題としては、としては、としては、としては、文文文文化化化化庁庁庁庁

がががが現在現在現在現在管理しているけれども、管理しているけれども、管理しているけれども、管理しているけれども、国営国営国営国営公公公公園園園園化に化に化に化に当当当当たたたたっっっっては、ては、ては、ては、新新新新たなたなたなたな枠枠枠枠組組組組みみみみをををを構構構構築築築築する必要がする必要がする必要がする必要が

あると言あると言あると言あると言わわわわれております。平城れております。平城れております。平城れております。平城宮跡宮跡宮跡宮跡の管理の管理の管理の管理団団団団体体体体には奈良県が指定されておりますけれども、には奈良県が指定されておりますけれども、には奈良県が指定されておりますけれども、には奈良県が指定されておりますけれども、

その管理は平成１２年まで奈良その管理は平成１２年まで奈良その管理は平成１２年まで奈良その管理は平成１２年まで奈良文文文文化化化化財財財財研研研研究所究所究所究所がががが実実実実施をされ、施をされ、施をされ、施をされ、独独独独立立立立行政行政行政行政法人法人法人法人になになになになっっっった平成１た平成１た平成１た平成１

３年３年３年３年以以以以降降降降はははは文文文文化化化化庁庁庁庁が行が行が行が行っっっっておりました。しかし、ておりました。しかし、ておりました。しかし、ておりました。しかし、世界世界世界世界遺遺遺遺産に産に産に産に登録登録登録登録をされて、をされて、をされて、をされて、ババババッフッフッフッファゾァゾァゾァゾーーーー

ンをンをンをンを含め含め含め含めた保た保た保た保存存存存をする必要もあり、また、をする必要もあり、また、をする必要もあり、また、をする必要もあり、また、国営国営国営国営公公公公園園園園とされることから、平城とされることから、平城とされることから、平城とされることから、平城宮跡宮跡宮跡宮跡ををををめぐめぐめぐめぐるるるる

状況状況状況状況は大きくは大きくは大きくは大きく変変変変化をしてきたことで、平城化をしてきたことで、平城化をしてきたことで、平城化をしてきたことで、平城宮跡宮跡宮跡宮跡保保保保存存存存管理管理管理管理計画計画計画計画の策定がの策定がの策定がの策定が急急急急務にな務にな務にな務になっっっっていると。ていると。ていると。ていると。

平城平城平城平城宮跡宮跡宮跡宮跡保保保保存存存存管理管理管理管理計画計画計画計画は、管理は、管理は、管理は、管理団団団団体体体体である奈良県がである奈良県がである奈良県がである奈良県が文文文文化化化化庁庁庁庁、、、、国国国国土土土土交通交通交通交通省省省省、奈良市、奈良、奈良市、奈良、奈良市、奈良、奈良市、奈良文文文文

化化化化財財財財研研研研究所究所究所究所とととと連携連携連携連携のもとで策定すのもとで策定すのもとで策定すのもとで策定すべべべべきものであるときものであるときものであるときものであると述述述述べべべべられております。られております。られております。られております。

私は、これまでと私は、これまでと私は、これまでと私は、これまでと違違違違っっっって、て、て、て、国営国営国営国営公公公公園園園園にににに変わっ変わっ変わっ変わってきたことから、いろいろと考えないといてきたことから、いろいろと考えないといてきたことから、いろいろと考えないといてきたことから、いろいろと考えないとい

けない問けない問けない問けない問題題題題もあるし、また、もあるし、また、もあるし、また、もあるし、また、五五五五者で者で者で者で協協協協議をしていただきたいという問議をしていただきたいという問議をしていただきたいという問議をしていただきたいという問題題題題もあると思もあると思もあると思もあると思っっっっていていていてい

るので、るので、るので、るので、文文文文化化化化庁庁庁庁が言が言が言が言っっっっていることはていることはていることはていることはややややはりはりはりはり受受受受けとけとけとけとめめめめて、県としてもお考えいただきたいとて、県としてもお考えいただきたいとて、県としてもお考えいただきたいとて、県としてもお考えいただきたいと

思うのですけれども、その点、お思うのですけれども、その点、お思うのですけれども、その点、お思うのですけれども、その点、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 今今今今、委員の言、委員の言、委員の言、委員の言っっっっておられるのは、ておられるのは、ておられるのは、ておられるのは、特特特特別別別別史史史史跡跡跡跡平城平城平城平城宮跡宮跡宮跡宮跡保保保保存存存存整備整備整備整備基基基基本本本本構構構構想想想想推進推進推進推進計計計計

画画画画が平成２０年５月１３日にできております。それをが平成２０年５月１３日にできております。それをが平成２０年５月１３日にできております。それをが平成２０年５月１３日にできております。それを読読読読んでおりますけれども、んでおりますけれども、んでおりますけれども、んでおりますけれども、先先先先ほどのほどのほどのほどの

具体具体具体具体的な保的な保的な保的な保存存存存管理の管理の管理の管理の方法方法方法方法は大は大は大は大変具体変具体変具体変具体的に的に的に的に書書書書いておりまして、いておりまして、いておりまして、いておりまして、トイレトイレトイレトイレは和は和は和は和風風風風がいいとかそのがいいとかそのがいいとかそのがいいとかその

よよよようなことまでうなことまでうなことまでうなことまで書書書書いてありますので、これはいてありますので、これはいてありますので、これはいてありますので、これはよよよよくできたくできたくできたくできた基基基基本本本本構構構構想想想想だと思います。これにだと思います。これにだと思います。これにだと思います。これに立立立立

っっっって、て、て、て、国国国国土土土土交通交通交通交通省省省省はははは基基基基本本本本計画計画計画計画をつくられました。この中で進をつくられました。この中で進をつくられました。この中で進をつくられました。この中で進めめめめられておりますられておりますられておりますられております方法方法方法方法に、私に、私に、私に、私

はははは文文文文句句句句はごはごはごはござざざざいません。いません。いません。いません。立派立派立派立派なななな基基基基本本本本構構構構想想想想、、、、基基基基本本本本計画計画計画計画だと思だと思だと思だと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。

意見を言うのに、県としての意見を言うのは、その意見を言うのに、県としての意見を言うのは、その意見を言うのに、県としての意見を言うのは、その意見を言うのに、県としての意見を言うのは、そのよよよように意見を言いたいと思いますが、うに意見を言いたいと思いますが、うに意見を言いたいと思いますが、うに意見を言いたいと思いますが、

ほかにほかにほかにほかに違違違違う意見のう意見のう意見のう意見の方方方方があるのを言えというのはがあるのを言えというのはがあるのを言えというのはがあるのを言えというのは強強強強制制制制でごでごでごでござざざざいますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、そのよよよようなことはうなことはうなことはうなことは

もちろんしませんけれども、それはもちろんしませんけれども、それはもちろんしませんけれども、それはもちろんしませんけれども、それは党党党党としておとしておとしておとしておっっっっししししゃっゃっゃっゃっていただくのがいいかと思います。ていただくのがいいかと思います。ていただくのがいいかと思います。ていただくのがいいかと思います。

このこのこのこの基基基基本本本本構構構構想想想想、、、、基基基基本本本本計画計画計画計画、また、その中の議、また、その中の議、また、その中の議、また、その中の議論論論論には県も入には県も入には県も入には県も入っっっっております。県の教育委員会ております。県の教育委員会ております。県の教育委員会ております。県の教育委員会

も入も入も入も入っっっっておりますし、ておりますし、ておりますし、ておりますし、パパパパブリックコメブリックコメブリックコメブリックコメンンンントトトトをしながら整備をしながら整備をしながら整備をしながら整備プログラプログラプログラプログラムムムムをつくをつくをつくをつくっっっっておられまておられまておられまておられま
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すので、すので、すので、すので、今今今今ののののややややりりりり方方方方、、、、具体具体具体具体的に言いますと、的に言いますと、的に言いますと、的に言いますと、国国国国土土土土交通交通交通交通省省省省、、、、文文文文化化化化庁庁庁庁、奈良、奈良、奈良、奈良文文文文化化化化財財財財研研研研究所究所究所究所、奈、奈、奈、奈

良県、奈良市の良県、奈良市の良県、奈良市の良県、奈良市の五五五五者から者から者から者から協協協協議と言議と言議と言議と言っっっっておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、五五五五者者者者協協協協議が平成２３年議が平成２３年議が平成２３年議が平成２３年８８８８月に設月に設月に設月に設置置置置されされされされ

て、ここで意見を言い合うことになて、ここで意見を言い合うことになて、ここで意見を言い合うことになて、ここで意見を言い合うこと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、国営国営国営国営公公公公園園園園を県がを県がを県がを県が主主主主導導導導してしてしてしてややややることることることること

はないのですけれども、地はないのですけれども、地はないのですけれども、地はないのですけれども、地元元元元としてとしてとしてとして十分十分十分十分なななな立場立場立場立場はははは確確確確保されていると思いますし、いろいろ保されていると思いますし、いろいろ保されていると思いますし、いろいろ保されていると思いますし、いろいろ

なななな協協協協議をしながら議をしながら議をしながら議をしながらやっやっやっやっています。ています。ています。ています。

そもそもそもそもそもそもそもそも国営国営国営国営公公公公園園園園にしてほしいと言いに行きましたのは私でごにしてほしいと言いに行きましたのは私でごにしてほしいと言いに行きましたのは私でごにしてほしいと言いに行きましたのは私でござざざざいますが、ほかの県がいますが、ほかの県がいますが、ほかの県がいますが、ほかの県が

１０年も１０年も１０年も１０年もポポポポススススターをターをターをターを張っ張っ張っ張ってしている中をするりとてしている中をするりとてしている中をするりとてしている中をするりと国営国営国営国営公公公公園園園園にしていただいたので、これはにしていただいたので、これはにしていただいたので、これはにしていただいたので、これは

大大大大変変変変ありがたいことだと。だからといありがたいことだと。だからといありがたいことだと。だからといありがたいことだと。だからといっっっって、て、て、て、変わっ変わっ変わっ変わったたたたよよよようにするというのではありません。うにするというのではありません。うにするというのではありません。うにするというのではありません。

国営国営国営国営公公公公園園園園としてのとしてのとしてのとしての基基基基本的な本的な本的な本的なややややりりりり方方方方がありますので、がありますので、がありますので、がありますので、今今今今それにのそれにのそれにのそれにのっっっっととととっっっってしていただいていてしていただいていてしていただいていてしていただいてい

ると思います。ると思います。ると思います。ると思います。

何何何何といといといといっっっっても行政機ても行政機ても行政機ても行政機構構構構のあのあのあのあっっっったたたた場所場所場所場所でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、イコモスイコモスイコモスイコモスのののの人人人人ともともともとも話話話話しましたが、しましたが、しましたが、しましたが、

行政機行政機行政機行政機構構構構のあのあのあのあっっっったたたた場所場所場所場所が、そのあが、そのあが、そのあが、そのあっっっったたたた場所場所場所場所としてとしてとしてとして残残残残っっっっているのは、このているのは、このているのは、このているのは、この都都都都市の中で市の中で市の中で市の中で残残残残っっっってててて

いるのは大いるのは大いるのは大いるのは大変変変変貴貴貴貴重重重重だから、だから、だから、だから、鳥鳥鳥鳥さんもさんもさんもさんも貴貴貴貴重重重重ですけれども、行政機ですけれども、行政機ですけれども、行政機ですけれども、行政機構構構構としてのとしてのとしてのとしての形形形形をををを残残残残すのはとすのはとすのはとすのはと

ても大事だからとはても大事だからとはても大事だからとはても大事だからとは直接直接直接直接聞聞聞聞いておりますし、そのいておりますし、そのいておりますし、そのいておりますし、そのよよよようなうなうなうな方向方向方向方向で整備をされで整備をされで整備をされで整備をされよよよようとしておりうとしておりうとしておりうとしており

ますので、意見をもちろん言ますので、意見をもちろん言ますので、意見をもちろん言ますので、意見をもちろん言っっっっていきたいと思いますが、このていきたいと思いますが、このていきたいと思いますが、このていきたいと思いますが、この方向方向方向方向にににに賛賛賛賛成の成の成の成の立場立場立場立場の意見との意見との意見との意見と

思います。思います。思います。思います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 よよよよくくくくわわわわかりました。かりました。かりました。かりました。鳥鳥鳥鳥さんだけが大事だとは思さんだけが大事だとは思さんだけが大事だとは思さんだけが大事だとは思っっっっていませんけれども、ていませんけれども、ていませんけれども、ていませんけれども、鳥鳥鳥鳥ささささ

んもんもんもんもやっぱやっぱやっぱやっぱりりりり自自自自然然然然もももも非常非常非常非常にににに貴貴貴貴重重重重なものだと思なものだと思なものだと思なものだと思っっっっております。この点では知事とお考えがております。この点では知事とお考えがております。この点では知事とお考えがております。この点では知事とお考えが違違違違

うのかと思いますが、うのかと思いますが、うのかと思いますが、うのかと思いますが、ややややはりはりはりはり世界世界世界世界遺遺遺遺産ですので、これは大産ですので、これは大産ですので、これは大産ですので、これは大切切切切に保に保に保に保存存存存をし、をし、をし、をし、将来将来将来将来ににににわわわわたたたたっっっってててて

継継継継承承承承をしていかなくてはならないと思をしていかなくてはならないと思をしていかなくてはならないと思をしていかなくてはならないと思っっっっているという点はているという点はているという点はているという点は違違違違わわわわないのではないかと思ないのではないかと思ないのではないかと思ないのではないかと思っっっってててて

いるのです。ただ、いるのです。ただ、いるのです。ただ、いるのです。ただ、国営国営国営国営公公公公園園園園化をされた化をされた化をされた化をされた状況状況状況状況の中での中での中での中で今起今起今起今起ここここっっっっている事ている事ている事ている事象象象象は、は、は、は、余余余余りにも性りにも性りにも性りにも性急急急急

にににに工工工工事が進事が進事が進事が進めめめめられて、られて、られて、られて、調調調調整整整整池池池池の問の問の問の問題題題題でも本でも本でも本でも本当当当当は奈良県の監は奈良県の監は奈良県の監は奈良県の監督督督督のののの下下下下にににに調調調調査も行査も行査も行査も行っっっってとなてとなてとなてとなっっっってててて

おりましたのに、おりましたのに、おりましたのに、おりましたのに、突然工法突然工法突然工法突然工法がががが変わっ変わっ変わっ変わったことで、それもたことで、それもたことで、それもたことで、それも無無無無しに進んでいくとか、私たちがしに進んでいくとか、私たちがしに進んでいくとか、私たちがしに進んでいくとか、私たちが首首首首

をかしをかしをかしをかしげげげげるるるるよよよようなことがうなことがうなことがうなことが起起起起ここここっっっっているので、大ているので、大ているので、大ているので、大変変変変危危危危惧惧惧惧をしております。これは私どもの意をしております。これは私どもの意をしております。これは私どもの意をしております。これは私どもの意

見でありますけれども、奈良県には見でありますけれども、奈良県には見でありますけれども、奈良県には見でありますけれども、奈良県には何何何何もかも私の意見をもかも私の意見をもかも私の意見をもかも私の意見を聞聞聞聞いて言いて言いて言いて言っっっってと言てと言てと言てと言っっっっているているているているわわわわけでけでけでけで

はなくて、そういうはなくて、そういうはなくて、そういうはなくて、そういう声声声声もあることもごもあることもごもあることもごもあることもご承承承承知おきいただきたいし、知おきいただきたいし、知おきいただきたいし、知おきいただきたいし、同時同時同時同時に県としてできるに県としてできるに県としてできるに県としてできる遺遺遺遺

跡跡跡跡の整備保の整備保の整備保の整備保全全全全、、、、最最最最初初初初にうたにうたにうたにうたわわわわれております、れております、れております、れております、遺遺遺遺跡跡跡跡保保保保全全全全にににに万万万万全全全全をををを期期期期して景観・環境保して景観・環境保して景観・環境保して景観・環境保全全全全をすをすをすをす

ることがることがることがることが基基基基本本本本方方方方針針針針だとだとだとだと述述述述べべべべられている、そのられている、そのられている、そのられている、その方方方方針針針針にににに乗乗乗乗っっっっ取取取取っっっったたたた形形形形で進で進で進で進めめめめられていることをられていることをられていることをられていることを

県として県として県として県として申申申申しししし述述述述べべべべていていていてい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申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

次に、大次に、大次に、大次に、大宮通宮通宮通宮通りりりりプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトについてについてについてについて伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。
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これは、県これは、県これは、県これは、県営プ営プ営プ営プーーーールルルルが知事の発案でが知事の発案でが知事の発案でが知事の発案でホテホテホテホテルルルルのののの誘誘誘誘致致致致のたのたのたのためめめめにということでにということでにということでにということで取取取取りりりり壊壊壊壊されてされてされてされて以以以以

来来来来５年がたちました。その５年がたちました。その５年がたちました。その５年がたちました。その間間間間にいろいろにいろいろにいろいろにいろいろ計画計画計画計画がががが打打打打ち出されまして、さまち出されまして、さまち出されまして、さまち出されまして、さまざざざざまままま努努努努力力力力をされてをされてをされてをされて

きたときたときたときたと伺っ伺っ伺っ伺っております。が、いまだております。が、いまだております。が、いまだております。が、いまだ誘誘誘誘致致致致にはにはにはには至っ至っ至っ至っておりません。ておりません。ておりません。ておりません。

今今今今回回回回、、、、新新新新たに大たに大たに大たに大宮通宮通宮通宮通りりりりプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトということで大がかりなということで大がかりなということで大がかりなということで大がかりな計画計画計画計画になになになになっっっっております。知ております。知ております。知ております。知

事が事が事が事が述述述述べべべべられておりましたのをおられておりましたのをおられておりましたのをおられておりましたのをお聞聞聞聞きいたしますと、きいたしますと、きいたしますと、きいたしますと、天天天天平の平の平の平の空空空空間間間間と言と言と言と言わわわわれております。これております。これております。これております。こ

れは、しかし、本れは、しかし、本れは、しかし、本れは、しかし、本物物物物のののの復復復復元元元元とはとはとはとは違違違違うと思います。うと思います。うと思います。うと思います。

多多多多くのくのくのくの人人人人 々々々々が奈良県にが奈良県にが奈良県にが奈良県に期待期待期待期待されているのは、奈良県に行けば１３００年のされているのは、奈良県に行けば１３００年のされているのは、奈良県に行けば１３００年のされているのは、奈良県に行けば１３００年の歴歴歴歴史がある本史がある本史がある本史がある本

物物物物に出会える、本に出会える、本に出会える、本に出会える、本物物物物のののの文文文文化化化化財財財財と、それとともにあると、それとともにあると、それとともにあると、それとともにある自自自自然や然や然や然や歴歴歴歴史的な景観が史的な景観が史的な景観が史的な景観が一体一体一体一体となとなとなとなっっっってててて醸醸醸醸

し出しているし出しているし出しているし出している独自独自独自独自のののの雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気、奈良県にしかない、奈良県にしかない、奈良県にしかない、奈良県にしかない魅魅魅魅力力力力にににに期待期待期待期待をしてをしてをしてをして来来来来られているのではないられているのではないられているのではないられているのではない

かと思います。そういう中で、かと思います。そういう中で、かと思います。そういう中で、かと思います。そういう中で、人工人工人工人工的につくるものがどんな的につくるものがどんな的につくるものがどんな的につくるものがどんな魅魅魅魅力力力力をををを持持持持つのかと思つのかと思つのかと思つのかと思っっっっていまていまていまていま

す。す。す。す。

今今今今、、、、計画計画計画計画では次では次では次では次 々々々々とさまとさまとさまとさまざざざざまなものをまなものをまなものをまなものを建建建建設していくということで、開発設していくということで、開発設していくということで、開発設していくということで、開発計画計画計画計画となとなとなとなっっっっていていていてい

ると思うのですけれども、とりると思うのですけれども、とりると思うのですけれども、とりると思うのですけれども、とりわわわわけけけけ若若若若草草草草山の移山の移山の移山の移動支援動支援動支援動支援施設整備については、施設整備については、施設整備については、施設整備については、以以以以前から前から前から前から申申申申しししし

上げ上げ上げ上げていますけれどもていますけれどもていますけれどもていますけれども反対反対反対反対であります。であります。であります。であります。世界世界世界世界遺遺遺遺産産産産群群群群とととと一体一体一体一体となりました奈良となりました奈良となりました奈良となりました奈良公公公公園園園園の景観のの景観のの景観のの景観の

重重重重要な要な要な要な一一一一部であ部であ部であ部であっっっって、て、て、て、ババババッフッフッフッファゾァゾァゾァゾーンでもあり、景観をーンでもあり、景観をーンでもあり、景観をーンでもあり、景観を壊壊壊壊すものだと思うからであります。すものだと思うからであります。すものだと思うからであります。すものだと思うからであります。

新新新新たなたなたなたな装装装装いのいのいのいのプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトになりましたけれども、になりましたけれども、になりましたけれども、になりましたけれども、ホテホテホテホテルルルル誘誘誘誘致致致致につきましては、そのにつきましては、そのにつきましては、そのにつきましては、その新新新新

しいしいしいしい計画計画計画計画を進を進を進を進めめめめるるるる以以以以前の問前の問前の問前の問題題題題として、これまでとして、これまでとして、これまでとして、これまで計画計画計画計画がなぜうまくいかなかがなぜうまくいかなかがなぜうまくいかなかがなぜうまくいかなかっっっったのか、たのか、たのか、たのか、誘誘誘誘致致致致

できなかできなかできなかできなかっっっったのはどういうことなのかということで、もうたのはどういうことなのかということで、もうたのはどういうことなのかということで、もうたのはどういうことなのかということで、もう一度立一度立一度立一度立ちどまちどまちどまちどまっっっって見て見て見て見直直直直すすすすべべべべきできできできで

はないかと思います。そのはないかと思います。そのはないかと思います。そのはないかと思います。その上上上上で、で、で、で、ややややはりはりはりはり今今今今こそ県こそ県こそ県こそ県民民民民のののの英英英英知を知を知を知を集集集集めめめめると、そういうると、そういうると、そういうると、そういう形形形形で広くで広くで広くで広く

意見を意見を意見を意見を聞聞聞聞き、き、き、き、ププププーーーールルルルのののの跡跡跡跡地にはどういう整備が地にはどういう整備が地にはどういう整備が地にはどういう整備がふふふふささささわわわわしいのかをしいのかをしいのかをしいのかを検討検討検討検討されるされるされるされるべべべべきではないきではないきではないきではない

かと思いますけれども、いかがお考えなのか、おかと思いますけれども、いかがお考えなのか、おかと思いますけれども、いかがお考えなのか、おかと思いますけれども、いかがお考えなのか、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 大大大大宮通宮通宮通宮通りりりりプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトに関に関に関に関連連連連して、県して、県して、県して、県営プ営プ営プ営プーーーールルルル跡跡跡跡地の地の地の地のホテホテホテホテルルルル誘誘誘誘致致致致のご質問でのご質問でのご質問でのご質問で

ごごごござざざざいます。います。います。います。

何度何度何度何度もご意見もご意見もご意見もご意見交交交交換換換換しておりますので、ご意見もしておりますので、ご意見もしておりますので、ご意見もしておりますので、ご意見も多多多多少少少少わわわわかかかかっっっっておりますし、意見の合うとておりますし、意見の合うとておりますし、意見の合うとておりますし、意見の合うと

ころも合ころも合ころも合ころも合わわわわないところもあると思いますが、県ないところもあると思いますが、県ないところもあると思いますが、県ないところもあると思いますが、県営プ営プ営プ営プーーーールルルル跡跡跡跡地の地の地の地のホテホテホテホテルルルル誘誘誘誘致致致致を思いを思いを思いを思い返返返返しますしますしますします

と、平城と、平城と、平城と、平城遷遷遷遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭の観光の観光の観光の観光客誘客誘客誘客誘致致致致のときに奈良県はのときに奈良県はのときに奈良県はのときに奈良県はホテホテホテホテルルルルはははは少少少少ないということで、ないということで、ないということで、ないということで、

実際上実際上実際上実際上、あ、あ、あ、あふふふふれるれるれるれるよよよようになりまして、大うになりまして、大うになりまして、大うになりまして、大阪府阪府阪府阪府やややや伊伊伊伊勢勢勢勢志志志志摩摩摩摩にににに泊泊泊泊ままままっっっって奈良県へ行こうというて奈良県へ行こうというて奈良県へ行こうというて奈良県へ行こうという

チラチラチラチラシシシシが出るほどでごが出るほどでごが出るほどでごが出るほどでござざざざいましたので、いましたので、いましたので、いましたので、近近近近隣隣隣隣ののののホテホテホテホテルルルルにはにはにはにはよよよよかかかかっっっったのですけれども、たのですけれども、たのですけれども、たのですけれども、取取取取りりりり

逃逃逃逃がすというほどではないですけれども、がすというほどではないですけれども、がすというほどではないですけれども、がすというほどではないですけれども、受受受受け入れがけ入れがけ入れがけ入れが十分十分十分十分できなかできなかできなかできなかっっっったというたというたというたという悔悔悔悔しい思いしい思いしい思いしい思い

があります。そのときに地があります。そのときに地があります。そのときに地があります。そのときに地元元元元ででででホテホテホテホテルルルルがあればがあればがあればがあれば潤潤潤潤うのではないかと、そのうのではないかと、そのうのではないかと、そのうのではないかと、そのよよよようなうなうなうな引引引引き合いき合いき合いき合い
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もありましたのでもありましたのでもありましたのでもありましたのでホテホテホテホテルルルル誘誘誘誘致致致致にににに乗乗乗乗り出したのですが、そのり出したのですが、そのり出したのですが、そのり出したのですが、その乗乗乗乗り出した２り出した２り出した２り出した２カカカカ月月月月後後後後ににににリリリリーーーーママママンンンン

ショショショショックックックックがありまして、がありまして、がありまして、がありまして、資資資資本が水平本が水平本が水平本が水平線線線線のかなたに見えなくなのかなたに見えなくなのかなたに見えなくなのかなたに見えなくなっっっってしまてしまてしまてしまっっっったというたというたというたという経経経経過過過過でごでごでごでご

ざざざざいます。います。います。います。リリリリーーーーママママンンンンショショショショックックックックののののデデデデフレフレフレフレ、、、、投資投資投資投資のののの減退減退減退減退から、から、から、から、やっやっやっやっととととアベアベアベアベノノノノミミミミクスクスクスクスでででで投資投資投資投資がががが呼呼呼呼

びびびび戻戻戻戻されるされるされるされるよよよようなうなうなうな気気気気配配配配になになになになっっっってきましたので、そのてきましたので、そのてきましたので、そのてきましたので、その投資投資投資投資環境という点では環境という点では環境という点では環境という点では多多多多少好少好少好少好転してき転してき転してき転してき

ているのかと思いますが、そのているのかと思いますが、そのているのかと思いますが、そのているのかと思いますが、その間間間間、５年もた、５年もた、５年もた、５年もたっっっってしまてしまてしまてしまっっっっているているているているわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その

よよよようなうなうなうな経緯経緯経緯経緯ののののよよよように思います。うに思います。うに思います。うに思います。

もうもうもうもう一一一一つは、この奈良県につは、この奈良県につは、この奈良県につは、この奈良県にホテホテホテホテルルルルがなぜ必要かと思がなぜ必要かと思がなぜ必要かと思がなぜ必要かと思っっっっているのかということでごているのかということでごているのかということでごているのかということでござざざざいまいまいまいま

すが、このすが、このすが、このすが、このよよよような観光地でごうな観光地でごうな観光地でごうな観光地でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、宿泊宿泊宿泊宿泊客客客客室室室室数数数数がががが全全全全都都都都道道道道府府府府県で県で県で県で最最最最もももも少少少少ないことはもないことはもないことはもないことはも

うずうずうずうずっっっっとととと続続続続いております。なぜそういうことがいております。なぜそういうことがいております。なぜそういうことがいております。なぜそういうことが起起起起ここここっっっったのかをたのかをたのかをたのかを資資資資料料料料でででで調調調調べべべべましたら、昭和ましたら、昭和ましたら、昭和ましたら、昭和

４４４４０年０年０年０年以以以以降降降降、、、、全国全国全国全国ののののホテホテホテホテルルルルはははは伸伸伸伸びてきております。びてきております。びてきております。びてきております。京都京都京都京都市も大市も大市も大市も大阪阪阪阪市も市も市も市も４４４４０年０年０年０年以以以以降降降降ににににホテホテホテホテルルルル

がががが伸伸伸伸びた。そのときに奈良県はびた。そのときに奈良県はびた。そのときに奈良県はびた。そのときに奈良県は今今今今反対反対反対反対されるされるされるされるよよよようにうにうにうにホテホテホテホテルルルル誘誘誘誘致反対勢致反対勢致反対勢致反対勢力力力力が、政治的にもが、政治的にもが、政治的にもが、政治的にも随随随随

分分分分ありました。２０年ありました。２０年ありました。２０年ありました。２０年間間間間、奈良市の、奈良市の、奈良市の、奈良市のホテホテホテホテルルルルはははは全然全然全然全然伸伸伸伸びなかびなかびなかびなかっっっったのです。そのたのです。そのたのです。そのたのです。その伸伸伸伸びなかびなかびなかびなかっっっったたたた

ものは、あとでものは、あとでものは、あとでものは、あとで取取取取りりりり返返返返しがつかないしがつかないしがつかないしがつかない状況状況状況状況にににに今今今今、な、な、な、なっっっっているているているているよよよように思います。それでうに思います。それでうに思います。それでうに思います。それで反対反対反対反対ささささ

れたれたれたれた旅旅旅旅館館館館のののの人人人人は、もうは、もうは、もうは、もうビビビビジネスジネスジネスジネスもつもつもつもつぶぶぶぶれることにれることにれることにれることに結果結果結果結果的にな的にな的にな的になっっっってしまてしまてしまてしまっっっったのは、たのは、たのは、たのは、全国全国全国全国でででで起起起起

ここここっっっっていることでありますが、奈良市でていることでありますが、奈良市でていることでありますが、奈良市でていることでありますが、奈良市で起起起起ここここっっっったことでありますので、たことでありますので、たことでありますので、たことでありますので、今今今今から見れば政治から見れば政治から見れば政治から見れば政治

がががが守守守守っっっっているているているているよよよようでうでうでうで守守守守っっっっていなかていなかていなかていなかっっっったとも見れるたとも見れるたとも見れるたとも見れるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。

観光・観光・観光・観光・宿泊宿泊宿泊宿泊産業も奈良県産業も奈良県産業も奈良県産業も奈良県内内内内にはいろいろな観光地がありますが、にはいろいろな観光地がありますが、にはいろいろな観光地がありますが、にはいろいろな観光地がありますが、ややややはりはりはりはり適適適適度度度度なななな競争競争競争競争がながながながな

いといといといと生生生生きききき残残残残れないと思います。れないと思います。れないと思います。れないと思います。伊伊伊伊勢勢勢勢ではではではでは二二二二見がその見がその見がその見がそ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、て、て、て、二二二二見の見の見の見の旅旅旅旅館館館館はははは全全全全

部つ部つ部つ部つぶぶぶぶれてしまれてしまれてしまれてしまっっっっております。修ております。修ております。修ております。修学学学学旅旅旅旅行の行の行の行の目目目目的地は的地は的地は的地は皆皆皆皆、、、、鳥羽鳥羽鳥羽鳥羽市市市市やややや伊伊伊伊勢勢勢勢市にな市にな市にな市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。

そのそのそのそのよよよようなことが奈良県でもうなことが奈良県でもうなことが奈良県でもうなことが奈良県でも起起起起こらないこらないこらないこらないよよよようにとうにとうにとうにと切切切切に願に願に願に願っっっって、て、て、て、宿泊宿泊宿泊宿泊客客客客用の用の用の用のホテホテホテホテルルルルを整備しを整備しを整備しを整備し

たいとの思いがあるたいとの思いがあるたいとの思いがあるたいとの思いがあるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。

数数数数字字字字的に奈良県と的に奈良県と的に奈良県と的に奈良県と違違違違いがあるいがあるいがあるいがある京都京都京都京都市、市、市、市、金金金金沢沢沢沢市、市、市、市、比較比較比較比較いたしますと、いたしますと、いたしますと、いたしますと、京都京都京都京都市、市、市、市、金金金金沢沢沢沢市は市は市は市は旅旅旅旅

館館館館からからからからホテホテホテホテルルルルへのへのへのへの構構構構造転造転造転造転換換換換がががが非常非常非常非常にににに先先先先に進んでいます。に進んでいます。に進んでいます。に進んでいます。最近最近最近最近では、奈良県はでは、奈良県はでは、奈良県はでは、奈良県は旅旅旅旅館館館館がつがつがつがつぶぶぶぶれれれれ

ているではないかと、ているではないかと、ているではないかと、ているではないかと、早早早早く転く転く転く転換換換換しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけなかいけなかいけなかいけなかっっっったという、修たという、修たという、修たという、修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生はもうはもうはもうはもうホテホテホテホテルルルルにににに

しかしかしかしか来来来来ないというないというないというないという状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますので、修いますので、修いますので、修いますので、修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生をををを呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶにもにもにもにもホテホテホテホテルルルル、、、、個個個個室の施設に室の施設に室の施設に室の施設に投投投投

資資資資をしていなければいけなかをしていなければいけなかをしていなければいけなかをしていなければいけなかっっっったことがたことがたことがたことが今わ今わ今わ今わかるかるかるかるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。

京都京都京都京都市の市の市の市の人人人人口口口口と奈良県のと奈良県のと奈良県のと奈良県の人人人人口口口口、、、、全体全体全体全体でででで同じ同じ同じ同じでごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、京都京都京都京都市の市の市の市の宿泊宿泊宿泊宿泊者は１者は１者は１者は１，，，，３０３０３０３０

００００万万万万人人人人で、奈良県ので、奈良県ので、奈良県ので、奈良県の宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者数数数数は、は、は、は、多多多多かかかかっっっった平城た平城た平城た平城遷遷遷遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭のときで３００のときで３００のときで３００のときで３００万万万万人人人人でごでごでごでご

ざざざざいます。１年います。１年います。１年います。１年後後後後は２は２は２は２４４４４００００万万万万人人人人になになにな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。そのよよよようにうにうにうに差差差差があるのも、があるのも、があるのも、があるのも、キキキキャャャャパシテパシテパシテパシテ

ィィィィーにずーにずーにずーにずっっっっとととと差差差差があがあがあがあっっっったということだと思います。また、そのたということだと思います。また、そのたということだと思います。また、そのたということだと思います。また、その結果結果結果結果、、、、消費消費消費消費額額額額も大も大も大も大変変変変奈良県奈良県奈良県奈良県
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はははは差差差差がついております。がついております。がついております。がついております。京都京都京都京都市、神市、神市、神市、神戸戸戸戸市の市の市の市の８割８割８割８割しか奈良県ではおしか奈良県ではおしか奈良県ではおしか奈良県ではお金金金金をををを落落落落とされない、とされない、とされない、とされない、使使使使うううう

場所場所場所場所がががが少少少少ないともなないともなないともなないとも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。ゆゆゆゆっっっっくりくりくりくり泊泊泊泊まられるとまられるとまられるとまられると結結結結構構構構落落落落とされるでごとされるでごとされるでごとされるでござざざざいます。います。います。います。

国際国際国際国際会議で奈良県は大会議で奈良県は大会議で奈良県は大会議で奈良県は大変人気変人気変人気変人気のあるのあるのあるのある場所場所場所場所でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、泊泊泊泊まるところがないからといまるところがないからといまるところがないからといまるところがないからとい

つも言つも言つも言つも言わわわわれてれてれてれて残念残念残念残念でごでごでごでござざざざいます。奈良県の雇用といます。奈良県の雇用といます。奈良県の雇用といます。奈良県の雇用と消費消費消費消費がががが流流流流出していると思います。それは出していると思います。それは出していると思います。それは出していると思います。それは

４４４４０年前に０年前に０年前に０年前にホテホテホテホテルルルルをつくらせなかをつくらせなかをつくらせなかをつくらせなかっっっった奈良県のた奈良県のた奈良県のた奈良県の勢勢勢勢力力力力がいたからだと、がいたからだと、がいたからだと、がいたからだと、今今今今はははは断断断断言したい言したい言したい言したいぐぐぐぐらららら

いの思いでごいの思いでごいの思いでごいの思いでござざざざいます。います。います。います。二二二二度度度度とそのとそのとそのとそのよよよようなうなうなうな過過過過ちはちはちはちは起起起起こしたくないと、こしたくないと、こしたくないと、こしたくないと、今今今今、、、、邪魔邪魔邪魔邪魔してもらいしてもらいしてもらいしてもらい

たくないという思いがたくないという思いがたくないという思いがたくないという思いが強強強強いいいいわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。今今今今しかもうしかもうしかもうしかもうチャチャチャチャンンンンススススがないがないがないがないよよよように思います。うに思います。うに思います。うに思います。

奈良県の観光が奈良県らしく奈良県の観光が奈良県らしく奈良県の観光が奈良県らしく奈良県の観光が奈良県らしく生生生生きききき残残残残るるるる最後最後最後最後ののののチャチャチャチャンンンンススススではないかと思ではないかと思ではないかと思ではないかと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、、、、全国全国全国全国の観光地はの観光地はの観光地はの観光地は競競競競っっっっていろいろなことをしております。奈良県がおくれてきたていろいろなことをしております。奈良県がおくれてきたていろいろなことをしております。奈良県がおくれてきたていろいろなことをしております。奈良県がおくれてきたメリメリメリメリ

ットットットットは、いろいろな観光地のは、いろいろな観光地のは、いろいろな観光地のは、いろいろな観光地の結果結果結果結果を見ながらを見ながらを見ながらを見ながら勉勉勉勉強強強強できることでごできることでごできることでごできることでござざざざいますので、いろいろいますので、いろいろいますので、いろいろいますので、いろいろ

勉勉勉勉強強強強する中で、県する中で、県する中で、県する中で、県営プ営プ営プ営プーーーールルルル跡跡跡跡地の地の地の地の利活利活利活利活用を考えてきている用を考えてきている用を考えてきている用を考えてきているわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、それはいますが、それはいますが、それはいますが、それは宿宿宿宿

泊泊泊泊施設だけではなしに、奈良県にないのは施設だけではなしに、奈良県にないのは施設だけではなしに、奈良県にないのは施設だけではなしに、奈良県にないのは集集集集客客客客施設でご施設でご施設でご施設でござざざざいます。奈良県には水います。奈良県には水います。奈良県には水います。奈良県には水族族族族館館館館もももも動動動動

物園物園物園物園もないもないもないもないわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。先先先先ほどご質問ありました美ほどご質問ありました美ほどご質問ありました美ほどご質問ありました美術術術術館館館館とか大きなとか大きなとか大きなとか大きな文文文文化化化化活動活動活動活動もももも少少少少なななな

かかかかっっっったたたたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。イベイベイベイベンンンントトトトもももも少少少少ない、ない、ない、ない、集集集集客客客客のののの活動活動活動活動がががが少少少少ない、大ない、大ない、大ない、大仏仏仏仏さんがいるからさんがいるからさんがいるからさんがいるから

いつでもいつでもいつでもいつでも来来来来い、いつでもい、いつでもい、いつでもい、いつでも来来来来るのはるのはるのはるのは一生一生一生一生に１に１に１に１度度度度行けばいいという観光地にな行けばいいという観光地にな行けばいいという観光地にな行けばいいという観光地になっっっってしまう。県てしまう。県てしまう。県てしまう。県

庁庁庁庁のののの屋屋屋屋上上上上もももも反対反対反対反対されましたが、されましたが、されましたが、されましたが、今今今今、県、県、県、県庁庁庁庁のののの屋屋屋屋上上上上にどんどんにどんどんにどんどんにどんどん人人人人がががが上っ上っ上っ上っておられますけれども、ておられますけれども、ておられますけれども、ておられますけれども、

修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行以来以来以来以来だとおだとおだとおだとおっっっっししししゃっゃっゃっゃって、それは情けないことで、て、それは情けないことで、て、それは情けないことで、て、それは情けないことで、去去去去年も年も年も年も来来来来たのだ、たのだ、たのだ、たのだ、先先先先月も月も月も月も来来来来たのたのたのたの

だというだというだというだという人人人人はははは少少少少しずつしずつしずつしずつふふふふえているえているえているえているよよよように思う、うに思う、うに思う、うに思う、リリリリピピピピーターがーターがーターがーターがふふふふえているえているえているえているよよよように思ううに思ううに思ううに思うわわわわけでけでけでけで

ごごごござざざざいますけれども、奈良県はそれだけいますけれども、奈良県はそれだけいますけれども、奈良県はそれだけいますけれども、奈良県はそれだけ来来来来てもらうてもらうてもらうてもらう値打値打値打値打ちがあると思う。本ちがあると思う。本ちがあると思う。本ちがあると思う。本物物物物のののの姿姿姿姿にににに触触触触れれれれ

てもらう機会をつくるのは大てもらう機会をつくるのは大てもらう機会をつくるのは大てもらう機会をつくるのは大変変変変なななな値打値打値打値打ちだと思う。そのたちだと思う。そのたちだと思う。そのたちだと思う。そのためめめめには、には、には、には、国営国営国営国営公公公公園園園園の広いところの広いところの広いところの広いところ

で水で水で水で水洗洗洗洗トイレトイレトイレトイレも要るし、も要るし、も要るし、も要るし、宿泊宿泊宿泊宿泊施設も要ると思うのです。そういうところでないと高施設も要ると思うのです。そういうところでないと高施設も要ると思うのです。そういうところでないと高施設も要ると思うのです。そういうところでないと高齢齢齢齢者は者は者は者は

来来来来られないられないられないられないわわわわけでありますので、また、けでありますので、また、けでありますので、また、けでありますので、また、若若若若草草草草山に移山に移山に移山に移動動動動のののの支援支援支援支援施設・施設・施設・施設・登坂登坂登坂登坂施設がないと、高施設がないと、高施設がないと、高施設がないと、高

齢齢齢齢者が者が者が者が眺め眺め眺め眺めのいいのいいのいいのいい若若若若草草草草山には山には山には山には登登登登れないと思うれないと思うれないと思うれないと思うわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。

奈良県の観光は、まだまだ奈良県の観光は、まだまだ奈良県の観光は、まだまだ奈良県の観光は、まだまだ伸伸伸伸びる、あるいはびる、あるいはびる、あるいはびる、あるいは立派立派立派立派に育つに育つに育つに育つ余余余余地はあると思います。いろい地はあると思います。いろい地はあると思います。いろい地はあると思います。いろい

ろな観光地を見てまいりましたが、あると思います。しかも、奈良らしさはろな観光地を見てまいりましたが、あると思います。しかも、奈良らしさはろな観光地を見てまいりましたが、あると思います。しかも、奈良らしさはろな観光地を見てまいりましたが、あると思います。しかも、奈良らしさは失失失失わわわわないでないでないでないで伸伸伸伸

びると思びると思びると思びると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。滞滞滞滞在在在在型型型型観光への観光への観光への観光への変変変変換換換換ということでごということでごということでごということでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、十分十分十分十分いろいろいろいろいろいろいろいろ

なななな方方方方の意見をの意見をの意見をの意見を聞聞聞聞きたいと思いますが、おれのきたいと思いますが、おれのきたいと思いますが、おれのきたいと思いますが、おれの商商商商売売売売邪魔邪魔邪魔邪魔するなというするなというするなというするなという人人人人の意見だけは、もうの意見だけは、もうの意見だけは、もうの意見だけは、もう

二二二二度度度度とととと聞聞聞聞きたくないときたくないときたくないときたくないと強強強強く思う次第でごく思う次第でごく思う次第でごく思う次第でござざざざいます。います。います。います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 ホテホテホテホテルルルルのののの誘誘誘誘致致致致をすることにをすることにをすることにをすることに反対反対反対反対をしているとか、そういうことで言をしているとか、そういうことで言をしているとか、そういうことで言をしているとか、そういうことで言っっっっているているているている

のでは、のでは、のでは、のでは、全然全然全然全然違違違違うので、うので、うので、うので、誤誤誤誤解解解解をしていただいたらいけないと思うのですけれども。知事がをしていただいたらいけないと思うのですけれども。知事がをしていただいたらいけないと思うのですけれども。知事がをしていただいたらいけないと思うのですけれども。知事が
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おおおおっっっっししししゃゃゃゃるるるるよよよように、奈良県はすばらしいところですから、うに、奈良県はすばらしいところですから、うに、奈良県はすばらしいところですから、うに、奈良県はすばらしいところですから、滞滞滞滞在在在在してしてしてして訪訪訪訪れていただきたいとれていただきたいとれていただきたいとれていただきたいと

常常常常 々々々々思思思思っっっっておりますし、そのたておりますし、そのたておりますし、そのたておりますし、そのためめめめにはにはにはにはややややはりそこにはりそこにはりそこにはりそこに泊泊泊泊ままままっっっっていただける施設も必要だと思ていただける施設も必要だと思ていただける施設も必要だと思ていただける施設も必要だと思

っっっっております。そのことにております。そのことにております。そのことにております。そのことに邪魔邪魔邪魔邪魔をしをしをしをしよよよようとか、うとか、うとか、うとか、足足足足をををを引引引引っ張っ張っ張っ張ろうとか、そういうことをろうとか、そういうことをろうとか、そういうことをろうとか、そういうことをねねねねらららら

っっっって言て言て言て言っっっっているつもりはているつもりはているつもりはているつもりは一一一一つもありません。でも、県つもありません。でも、県つもありません。でも、県つもありません。でも、県庁庁庁庁のののの屋屋屋屋上上上上のこと、またおのこと、またおのこと、またおのこと、またおっっっっししししゃゃゃゃいまいまいまいま

したけれども、したけれども、したけれども、したけれども、屋屋屋屋上上上上に行に行に行に行っっっっていただくことにていただくことにていただくことにていただくことに反対反対反対反対したことはしたことはしたことはしたことは絶絶絶絶対対対対ありません。そこにありません。そこにありません。そこにありません。そこに８，８，８，８，

００００００００００００万万万万円円円円かけることにかけることにかけることにかけることに反対反対反対反対をいたしました。ですから、そこををいたしました。ですから、そこををいたしました。ですから、そこををいたしました。ですから、そこを誤誤誤誤解解解解のないのないのないのないよよよように理うに理うに理うに理解解解解をををを

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

それはそうなのですが、それはそうなのですが、それはそうなのですが、それはそうなのですが、ややややはり奈良県の観光について考えたときに、本はり奈良県の観光について考えたときに、本はり奈良県の観光について考えたときに、本はり奈良県の観光について考えたときに、本当当当当に奈良県はに奈良県はに奈良県はに奈良県は他他他他

府府府府県にない県にない県にない県にない潜潜潜潜在在在在力力力力はすごくあはすごくあはすごくあはすごくあっっっって、もて、もて、もて、もっっっっともともともともっっっっとととと磨磨磨磨けばいい観光地になるし、おけばいい観光地になるし、おけばいい観光地になるし、おけばいい観光地になるし、お泊泊泊泊まりいまりいまりいまりい

ただけるただけるただけるただける可能可能可能可能性も性も性も性も非常非常非常非常にあにあにあにあっっっって、て、て、て、民民民民間間間間のののの方方方方がががが頑張っ頑張っ頑張っ頑張ってどんどんてどんどんてどんどんてどんどん新新新新しいしいしいしいホテホテホテホテルルルルをつくをつくをつくをつくっっっっていていていてい

かれるということについて進かれるということについて進かれるということについて進かれるということについて進めめめめていくことに、ていくことに、ていくことに、ていくことに、何何何何らららら反対反対反対反対しているしているしているしているわわわわけではなく、県けではなく、県けではなく、県けではなく、県営プ営プ営プ営プーーーー

ルルルル跡跡跡跡地に、地に、地に、地に、今今今今回回回回のののの計画計画計画計画を見ましたら、かなりのを見ましたら、かなりのを見ましたら、かなりのを見ましたら、かなりの投資投資投資投資をされていくことになることに、をされていくことになることに、をされていくことになることに、をされていくことになることに、懸懸懸懸念念念念

をしているをしているをしているをしているわわわわけです。けです。けです。けです。

実際実際実際実際におにおにおにお伺伺伺伺いしておりますけれども、これまで県いしておりますけれども、これまで県いしておりますけれども、これまで県いしておりますけれども、これまで県営プ営プ営プ営プーーーールルルルをををを撤撤撤撤去去去去するするするする費費費費用が２用が２用が２用が２億８，億８，億８，億８，００００

００００００００万万万万円円円円かかかかかかかかっっっって、そこからて、そこからて、そこからて、そこから誘誘誘誘致致致致をしていくたをしていくたをしていくたをしていくためめめめのののの費費費費用として、この用として、この用として、この用として、この間間間間のののの予算予算予算予算審査審査審査審査特特特特別別別別委委委委

員会では１員会では１員会では１員会では１億億億億９５０９５０９５０９５０万万万万円円円円かかりましたということもおかかりましたということもおかかりましたということもおかかりましたということもおっっっっししししゃっゃっゃっゃっておりました。ておりました。ておりました。ておりました。今今今今回回回回のののの調調調調査査査査

のののの予算予算予算予算もももも多多多多額額額額にかかにかかにかかにかかっっっっておりますし、さらにそこをておりますし、さらにそこをておりますし、さらにそこをておりますし、さらにそこを天天天天平の平の平の平の空空空空間間間間として整備をされるというとして整備をされるというとして整備をされるというとして整備をされるという

ことで、これはどのくらいかかるのかはいまだにことで、これはどのくらいかかるのかはいまだにことで、これはどのくらいかかるのかはいまだにことで、これはどのくらいかかるのかはいまだにわわわわからないことでありますけれども、からないことでありますけれども、からないことでありますけれども、からないことでありますけれども、以以以以

前の前の前の前の計画計画計画計画のときにおのときにおのときにおのときにお聞聞聞聞きしましたら、きしましたら、きしましたら、きしましたら、約約約約１００１００１００１００億円億円億円億円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの投資投資投資投資になるのだと議会でもになるのだと議会でもになるのだと議会でもになるのだと議会でも答答答答

弁弁弁弁をいただいておりますけれども、そういうをいただいておりますけれども、そういうをいただいておりますけれども、そういうをいただいておりますけれども、そういう規模規模規模規模で県がそれをで県がそれをで県がそれをで県がそれをややややらないといけないのかにらないといけないのかにらないといけないのかにらないといけないのかに

は、疑問があるということです。は、疑問があるということです。は、疑問があるということです。は、疑問があるということです。

その点で、その点で、その点で、その点で、多多多多くのくのくのくの方方方方がががが心配心配心配心配もなさもなさもなさもなさっっっっているし、考えているし、考えているし、考えているし、考え直直直直すすすすべべべべきではないかという意見がきではないかという意見がきではないかという意見がきではないかという意見が非非非非

常常常常にあるということで、さき程知事は昭和にあるということで、さき程知事は昭和にあるということで、さき程知事は昭和にあるということで、さき程知事は昭和４４４４０年ごろに、０年ごろに、０年ごろに、０年ごろに、旅旅旅旅館館館館のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが反対反対反対反対をして、そをして、そをして、そをして、そ

れで大れで大れで大れで大変変変変なことにななことにななことにななことになっっっったということで、それはたということで、それはたということで、それはたということで、それは後後後後ででででわわわわかかかかっっっったとのことで、そのときたとのことで、そのときたとのことで、そのときたとのことで、そのときわわわわからからからから

なかなかなかなかっっっったたたたわわわわけですけれども、こういうけですけれども、こういうけですけれども、こういうけですけれども、こういう投資投資投資投資をしていくことが本をしていくことが本をしていくことが本をしていくことが本当当当当にいいのかは、にいいのかは、にいいのかは、にいいのかは、今今今今ははははわわわわかかかか

らなくてもらなくてもらなくてもらなくても後後後後ででででわわわわかるかもしれないと思かるかもしれないと思かるかもしれないと思かるかもしれないと思っっっっているているているているわわわわけですけれども、そういう意味で、知けですけれども、そういう意味で、知けですけれども、そういう意味で、知けですけれども、そういう意味で、知

事の事の事の事のアイアイアイアイデデデデアアアアはいろいろあると思うのですけれども、県はいろいろあると思うのですけれども、県はいろいろあると思うのですけれども、県はいろいろあると思うのですけれども、県民民民民に意見をに意見をに意見をに意見を求求求求めめめめると、すばらしいると、すばらしいると、すばらしいると、すばらしい

アイアイアイアイデデデデアアアアもいもいもいもいっぱっぱっぱっぱい出てくると思うので、い出てくると思うので、い出てくると思うので、い出てくると思うので、反対反対反対反対されるされるされるされる方方方方ばかりばかりばかりばかりじゃじゃじゃじゃないと思いますので、ないと思いますので、ないと思いますので、ないと思いますので、

そういう意見をそういう意見をそういう意見をそういう意見を一度一度一度一度集集集集めめめめられる機会をられる機会をられる機会をられる機会を持っ持っ持っ持っていただきたいと思うていただきたいと思うていただきたいと思うていただきたいと思うわわわわけです。そういう意味けです。そういう意味けです。そういう意味けです。そういう意味

で言で言で言で言っっっっているのですけれども、いかがでしているのですけれども、いかがでしているのですけれども、いかがでしているのですけれども、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。
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○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 いかがかと言いかがかと言いかがかと言いかがかと言わわわわれても、れても、れても、れても、反対反対反対反対のののの人人人人の意見をそのとおりの意見をそのとおりの意見をそのとおりの意見をそのとおり聞聞聞聞けというのは、あまけというのは、あまけというのは、あまけというのは、あま

りしたくありません。りしたくありません。りしたくありません。りしたくありません。よよよよくそのくそのくそのくその人人人人の意見もの意見もの意見もの意見も含め含め含め含めてててて聞聞聞聞きたいと思いますが、きたいと思いますが、きたいと思いますが、きたいと思いますが、世世世世の中で奈良県の中で奈良県の中で奈良県の中で奈良県

の観光地をの観光地をの観光地をの観光地をグレグレグレグレーーーードアップドアップドアップドアップしたいという思いにしたいという思いにしたいという思いにしたいという思いに賛賛賛賛成する成する成する成する人人人人の意見をの意見をの意見をの意見を十分聞十分聞十分聞十分聞きたいと。そもきたいと。そもきたいと。そもきたいと。そも

そもそもそもそも反対反対反対反対というというというという人人人人の意見は、の意見は、の意見は、の意見は、聞聞聞聞くくくくべべべべきかどうかというのはきかどうかというのはきかどうかというのはきかどうかというのは余余余余りりりりわわわわからないのですけれども、からないのですけれども、からないのですけれども、からないのですけれども、

先先先先ほどのことでは奈良県の観光地をほどのことでは奈良県の観光地をほどのことでは奈良県の観光地をほどのことでは奈良県の観光地をグレグレグレグレーーーードアップドアップドアップドアップするのはするのはするのはするのは賛賛賛賛成だけれども、成だけれども、成だけれども、成だけれども、プロジプロジプロジプロジェェェェクククク

トトトトははははみみみみんなんなんなんな反対反対反対反対だと言だと言だと言だと言わわわわれると、れると、れると、れると、何何何何がががが賛賛賛賛成なのか、成なのか、成なのか、成なのか、何何何何をををを賛賛賛賛成なのか言成なのか言成なのか言成なのか言っっっっていただくと、いていただくと、いていただくと、いていただくと、い

やややや、その点については、その点については、その点については、その点については基基基基本的には本的には本的には本的には賛賛賛賛成だけれど、この成だけれど、この成だけれど、この成だけれど、このよよよようにしたらいいという意見はいろうにしたらいいという意見はいろうにしたらいいという意見はいろうにしたらいいという意見はいろ

いろいろいろいろ聞聞聞聞いていますので、そもそもいていますので、そもそもいていますので、そもそもいていますので、そもそも反対反対反対反対という意見をという意見をという意見をという意見を聞聞聞聞けと言けと言けと言けと言わわわわれるのは、これは意見のれるのは、これは意見のれるのは、これは意見のれるのは、これは意見の対対対対

立立立立ということで、ということで、ということで、ということで、聞聞聞聞けというのではなしに従えとけというのではなしに従えとけというのではなしに従えとけというのではなしに従えと聞聞聞聞こえますので、それはこえますので、それはこえますので、それはこえますので、それは世世世世の中あんまりの中あんまりの中あんまりの中あんまり

ないと思うのです。ないと思うのです。ないと思うのです。ないと思うのです。聞聞聞聞くのと従うのとは、またちくのと従うのとは、またちくのと従うのとは、またちくのと従うのとは、またちょっょっょっょっとととと違違違違いますので、このいますので、このいますので、このいますので、このよよよようにしたうにしたうにしたうにした方方方方

がいいがいいがいいがいいよよよよという意見は、という意見は、という意見は、という意見は、親親親親切切切切なご意見、なご意見、なご意見、なご意見、世世世世の中たくさんありますので、その意見はの中たくさんありますので、その意見はの中たくさんありますので、その意見はの中たくさんありますので、その意見はむむむむしろしろしろしろ

求求求求めめめめてててて聞聞聞聞きに行きたいと思きに行きたいと思きに行きたいと思きに行きたいと思っっっっておるところでごておるところでごておるところでごておるところでござざざざいます。います。います。います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 無無無無理に理に理に理に聞聞聞聞けとか、そういうことを言けとか、そういうことを言けとか、そういうことを言けとか、そういうことを言っっっってるてるてるてるわわわわけではけではけではけでは全然全然全然全然ないと思うのですけないと思うのですけないと思うのですけないと思うのですけ

れども、知事は知事のお考えがあるれども、知事は知事のお考えがあるれども、知事は知事のお考えがあるれども、知事は知事のお考えがあるわわわわけですから、けですから、けですから、けですから、ねねねねじじじじ曲曲曲曲げげげげなさいとか、そういうことをなさいとか、そういうことをなさいとか、そういうことをなさいとか、そういうことを

言言言言っっっっているているているているわわわわけではけではけではけでは全然全然全然全然なくて、でも、議会というなくて、でも、議会というなくて、でも、議会というなくて、でも、議会という場場場場はいろいろな意見のあるはいろいろな意見のあるはいろいろな意見のあるはいろいろな意見のある人人人人たちがたちがたちがたちが集集集集

ままままっっっって議て議て議て議論論論論をするをするをするをする場所場所場所場所ですので、私も意見をですので、私も意見をですので、私も意見をですので、私も意見を述述述述べべべべさせていただいております。させていただいております。させていただいております。させていただいております。

大大大大宮通宮通宮通宮通りりりりプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトが、が、が、が、何何何何もかももかももかももかも全全全全部だ部だ部だ部だめめめめと言と言と言と言っっっったこともありませんので、たこともありませんので、たこともありませんので、たこともありませんので、何何何何でも私でも私でも私でも私

が言えばすが言えばすが言えばすが言えばすべべべべてててて反対反対反対反対しているかのしているかのしているかのしているかのよよよように知事は思うに知事は思うに知事は思うに知事は思っっっっておられるておられるておられるておられるよよよようで、うで、うで、うで、何何何何事につけても私事につけても私事につけても私事につけても私

はははは反対反対反対反対だとだとだとだとレッレッレッレッテテテテルルルルをををを張っ張っ張っ張って見ておられるのかと思て見ておられるのかと思て見ておられるのかと思て見ておられるのかと思っっっったりしているのですけれどもたりしているのですけれどもたりしているのですけれどもたりしているのですけれども……………………。。。。

そんなことは私としてはないつもりです。そんなことは私としてはないつもりです。そんなことは私としてはないつもりです。そんなことは私としてはないつもりです。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の魅魅魅魅力力力力について言いましたら、きのう杉田副知事のおについて言いましたら、きのう杉田副知事のおについて言いましたら、きのう杉田副知事のおについて言いましたら、きのう杉田副知事のお話話話話をををを聞聞聞聞いて、大いて、大いて、大いて、大変共感変共感変共感変共感いたいたいたいた

しましたけれども、例えば奈良県にはしましたけれども、例えば奈良県にはしましたけれども、例えば奈良県にはしましたけれども、例えば奈良県には茶茶茶茶道とか、道とか、道とか、道とか、昔昔昔昔からからからから伝伝伝伝わわわわるるるる能や能や能や能や狂狂狂狂言、あるいは言、あるいは言、あるいは言、あるいは伝統伝統伝統伝統的的的的

な雅な雅な雅な雅楽楽楽楽のののの世界世界世界世界とか、そういうすとか、そういうすとか、そういうすとか、そういうすぐぐぐぐれたれたれたれた伝統伝統伝統伝統文文文文化があると思うのです。そういうものを化があると思うのです。そういうものを化があると思うのです。そういうものを化があると思うのです。そういうものを組組組組みみみみ

合合合合わわわわせて、奈良県にせて、奈良県にせて、奈良県にせて、奈良県に来来来来たらたらたらたら手軽手軽手軽手軽にににに超超超超一一一一流流流流のののの体験体験体験体験ができるという観光はすごくすばらしいこができるという観光はすごくすばらしいこができるという観光はすごくすばらしいこができるという観光はすごくすばらしいこ

とだと思うし、とだと思うし、とだと思うし、とだと思うし、特特特特におにおにおにおっっっっししししゃっゃっゃっゃっておられた奈良県のておられた奈良県のておられた奈良県のておられた奈良県の子子子子どもならどもならどもならどもならみみみみんなんなんなんな茶茶茶茶道道道道や能やや能やや能やや能や狂狂狂狂言を言を言を言をよよよよ

く知く知く知く知っっっっているとているとているとていると他府他府他府他府県から思県から思県から思県から思わわわわれるとおれるとおれるとおれるとおっっっっししししゃゃゃゃいましたが、そういう県いましたが、そういう県いましたが、そういう県いましたが、そういう県民民民民のののの文文文文化として、化として、化として、化として、

さらにさらにさらにさらに品品品品格格格格をををを磨磨磨磨いていくところにいていくところにいていくところにいていくところに力力力力をををを注注注注がれるのはがれるのはがれるのはがれるのは非常非常非常非常に大事なことだと思に大事なことだと思に大事なことだと思に大事なことだと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。

ですので、このですので、このですので、このですので、このプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトの中でも、奈良の中でも、奈良の中でも、奈良の中でも、奈良公公公公園園園園の移の移の移の移動動動動施設をつけることには施設をつけることには施設をつけることには施設をつけることには反対反対反対反対だけだけだけだけ

れども、れども、れども、れども、今今今今までほとんどまでほとんどまでほとんどまでほとんど手手手手が加えられなかが加えられなかが加えられなかが加えられなかっっっったたたた鹿鹿鹿鹿苑苑苑苑をきちんとされるでありますとか、をきちんとされるでありますとか、をきちんとされるでありますとか、をきちんとされるでありますとか、春春春春

日原日原日原日原生生生生林を林を林を林を守守守守っっっっていかれるでありますとか、ていかれるでありますとか、ていかれるでありますとか、ていかれるでありますとか、安全安全安全安全にににに通通通通れるれるれるれる歩歩歩歩道をつくられるということで道をつくられるということで道をつくられるということで道をつくられるということで
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すとか、いいことは大いにいいと私すとか、いいことは大いにいいと私すとか、いいことは大いにいいと私すとか、いいことは大いにいいと私自身自身自身自身は言は言は言は言っっっっておりますけれども、そういう中でも、ておりますけれども、そういう中でも、ておりますけれども、そういう中でも、ておりますけれども、そういう中でも、やややや

はり知事が進はり知事が進はり知事が進はり知事が進めめめめてこられた中てこられた中てこられた中てこられた中核核核核的にな的にな的にな的になっっっっているているているている今今今今ののののホテホテホテホテルルルル誘誘誘誘致致致致のののの方向方向方向方向は、は、は、は、一一一一たん見たん見たん見たん見直直直直さなさなさなさな

いと、次いと、次いと、次いと、次 々々々々とととと計画計画計画計画がががが膨膨膨膨らんで、次らんで、次らんで、次らんで、次 々々々々とおとおとおとお金金金金がたくさんかかることにながたくさんかかることにながたくさんかかることにながたくさんかかることになっっっっていていていていっっっって、これでて、これでて、これでて、これで

はだはだはだはだめめめめだと思だと思だと思だと思っっっっているとているとているとていると申申申申しししし上げ上げ上げ上げたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

次に、もう１点お次に、もう１点お次に、もう１点お次に、もう１点お伺伺伺伺いしたいと思うのですけれども、それは医療審議会の委員のいしたいと思うのですけれども、それは医療審議会の委員のいしたいと思うのですけれども、それは医療審議会の委員のいしたいと思うのですけれども、それは医療審議会の委員の選任選任選任選任にににに

ついてでごついてでごついてでごついてでござざざざいます。います。います。います。

今今今今回回回回、医療審議会の委員の、医療審議会の委員の、医療審議会の委員の、医療審議会の委員の選任選任選任選任のうち、県医のうち、県医のうち、県医のうち、県医師師師師会から会から会から会から選選選選出する委員について、その出する委員について、その出する委員について、その出する委員について、その選選選選出出出出

のののの方法方法方法方法をををを変変変変えられたということでえられたということでえられたということでえられたということで予算予算予算予算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会で委員会で委員会で委員会で伺伺伺伺いました。しかし、どうして医いました。しかし、どうして医いました。しかし、どうして医いました。しかし、どうして医

師師師師会だけそう会だけそう会だけそう会だけそう変変変変更更更更なさなさなさなさっっっったのか、たのか、たのか、たのか、変変変変えなくてはならなかえなくてはならなかえなくてはならなかえなくてはならなかっっっったのか。また、なぜ医たのか。また、なぜ医たのか。また、なぜ医たのか。また、なぜ医師師師師会長は会長は会長は会長は

だだだだめめめめなのか、それについてなのか、それについてなのか、それについてなのか、それについて納納納納得得得得あるあるあるある答答答答えではなかえではなかえではなかえではなかっっっったと思うので、その点をおたと思うので、その点をおたと思うので、その点をおたと思うので、その点をお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 医療審議会の委員の医療審議会の委員の医療審議会の委員の医療審議会の委員の選任選任選任選任方法方法方法方法をををを変変変変えたのかとのことですが、委員のえたのかとのことですが、委員のえたのかとのことですが、委員のえたのかとのことですが、委員の選任選任選任選任方法方法方法方法

はははは他他他他のののの団団団団体体体体とととと同じ同じ同じ同じだと思だと思だと思だと思っっっっております。推ております。推ております。推ております。推薦薦薦薦をををを受受受受けるかどうかはけるかどうかはけるかどうかはけるかどうかは別別別別にして、このにして、このにして、このにして、この人人人人がいいがいいがいいがいい

と思と思と思と思っっっったたたた人人人人を私のを私のを私のを私の責任責任責任責任でででで選選選選びます。このびます。このびます。このびます。この人人人人はいい、このはいい、このはいい、このはいい、この人人人人はははは悪悪悪悪い、このい、このい、このい、この人人人人がいい、このがいい、このがいい、このがいい、この人人人人

はいいと指名をさせていただきますというのは、ほかのはいいと指名をさせていただきますというのは、ほかのはいいと指名をさせていただきますというのは、ほかのはいいと指名をさせていただきますというのは、ほかの団団団団体体体体でもでもでもでも同じ同じ同じ同じでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

医医医医師師師師会の会の会の会の場場場場合は、ほかのこの合は、ほかのこの合は、ほかのこの合は、ほかのこの人人人人がいいですと言がいいですと言がいいですと言がいいですと言っっっったときに、私でないといけないとおたときに、私でないといけないとおたときに、私でないといけないとおたときに、私でないといけないとおっっっっ

ししししゃゃゃゃるるるる方方方方が医が医が医が医師師師師会長でおられた。私が会長でおられた。私が会長でおられた。私が会長でおられた。私が選選選選ぶぶぶぶのに私でないといけないと言うのに私でないといけないと言うのに私でないといけないと言うのに私でないといけないと言う立場立場立場立場にないと思にないと思にないと思にないと思

います。それはこちらでいます。それはこちらでいます。それはこちらでいます。それはこちらで判断判断判断判断させていただきますということだけでごさせていただきますということだけでごさせていただきますということだけでごさせていただきますということだけでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、選任選任選任選任

方法方法方法方法といたしましては、私が指名させていただくというのはといたしましては、私が指名させていただくというのはといたしましては、私が指名させていただくというのはといたしましては、私が指名させていただくというのは同じ同じ同じ同じでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

とりとりとりとりわわわわけ医療審議会の業務は、け医療審議会の業務は、け医療審議会の業務は、け医療審議会の業務は、増増増増床床床床するときなどは医療審議会をするときなどは医療審議会をするときなどは医療審議会をするときなどは医療審議会を通通通通るるるるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますいますいますいます

が、医が、医が、医が、医師師師師会はその会はその会はその会はその病病病病床床床床をををを反対反対反対反対されることがされることがされることがされることが多多多多いのですけれども、業いのですけれども、業いのですけれども、業いのですけれども、業界界界界がががが押押押押さえることはさえることはさえることはさえることは全全全全

国国国国くまなくあるのが日本の医療のくまなくあるのが日本の医療のくまなくあるのが日本の医療のくまなくあるのが日本の医療の実実実実情でご情でご情でご情でござざざざいます。きいます。きいます。きいます。きっっっっと山村委員もと山村委員もと山村委員もと山村委員も反対反対反対反対されるされるされるされるよよよようなうなうなうな

実実実実情に情に情に情に驚驚驚驚かれるのではないかと思いますけれども、かれるのではないかと思いますけれども、かれるのではないかと思いますけれども、かれるのではないかと思いますけれども、参参参参入を入を入を入を阻阻阻阻止止止止された関係のされた関係のされた関係のされた関係の病院病院病院病院がたくさがたくさがたくさがたくさ

んあると思うのですけれども、私はんあると思うのですけれども、私はんあると思うのですけれども、私はんあると思うのですけれども、私は運運運運輸輸輸輸省省省省でこういうでこういうでこういうでこういう世界世界世界世界ををををよよよよく知く知く知く知っっっっているのですけれどているのですけれどているのですけれどているのですけれど

も、も、も、も、船船船船腹調腹調腹調腹調整という整という整という整という船船船船のののの船船船船腹腹腹腹のののの調調調調整を業整を業整を業整を業界界界界団団団団体体体体がしてきたのをがしてきたのをがしてきたのをがしてきたのを公正取公正取公正取公正取引引引引委員会で委員会で委員会で委員会で違違違違法法法法になになになにな

っっっったのです。そのたのです。そのたのです。そのたのです。その経経経経験験験験者でご者でご者でご者でござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、余余余余り業り業り業り業界界界界がががが阻阻阻阻止止止止する行する行する行する行為為為為になるとになるとになるとになると公正取公正取公正取公正取引引引引委委委委

員会が必ず出るはずですけれども、どういう員会が必ず出るはずですけれども、どういう員会が必ず出るはずですけれども、どういう員会が必ず出るはずですけれども、どういうわわわわけか、このけか、このけか、このけか、この病病病病床床床床についてはあまり出てこなについてはあまり出てこなについてはあまり出てこなについてはあまり出てこな

かかかかっっっったというたというたというたという弱弱弱弱腰腰腰腰公正取公正取公正取公正取引引引引委員会という委員会という委員会という委員会というイメイメイメイメーーーージジジジもあるもあるもあるもあるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、そのよよよようなうなうなうな

病病病病床床床床をををを配配配配分分分分する機関でごする機関でごする機関でごする機関でござざざざいますので、医いますので、医いますので、医いますので、医師師師師会長だから会長になるというのは会長だから会長になるというのは会長だから会長になるというのは会長だから会長になるというのは少少少少しおかししおかししおかししおかし

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、基基基基本的なところで思本的なところで思本的なところで思本的なところで思っっっっているのですけれども、それが医ているのですけれども、それが医ているのですけれども、それが医ているのですけれども、それが医師師師師会長であ会長であ会長であ会長であっっっっ



---- 44445555 ----

ても、そういう機ても、そういう機ても、そういう機ても、そういう機能能能能を業を業を業を業界界界界団団団団体体体体としてごりごりとしてごりごりとしてごりごりとしてごりごり押押押押すすすす人人人人でなければいいのではないかとも思でなければいいのではないかとも思でなければいいのではないかとも思でなければいいのではないかとも思

ううううわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、要は知事のいますが、要は知事のいますが、要は知事のいますが、要は知事の選任選任選任選任のののの方法方法方法方法でごでごでごでござざざざいますので、指名をするということいますので、指名をするということいますので、指名をするということいますので、指名をするということ

で、ほかので、ほかので、ほかので、ほかの団団団団体体体体とととと同じよ同じよ同じよ同じようにうにうにうに判断判断判断判断をしているつもりでごをしているつもりでごをしているつもりでごをしているつもりでござざざざいます。います。います。います。

それで、それで、それで、それで、現現現現医医医医師師師師会長はなぜ指名しなか会長はなぜ指名しなか会長はなぜ指名しなか会長はなぜ指名しなかっっっったのかということ、もし日本たのかということ、もし日本たのかということ、もし日本たのかということ、もし日本共共共共産産産産党党党党が指名すが指名すが指名すが指名すべべべべ

きだとおきだとおきだとおきだとおっっっっししししゃっゃっゃっゃっているているているているわわわわけではないと思うのですけれども、知事がけではないと思うのですけれども、知事がけではないと思うのですけれども、知事がけではないと思うのですけれども、知事が彼彼彼彼を指名すを指名すを指名すを指名すべべべべきだときだときだときだと

いうことは、これはいうことは、これはいうことは、これはいうことは、これは同同同同意意意意人人人人事でもご事でもご事でもご事でもござざざざいませんので、そういうことはないと思うのですけいませんので、そういうことはないと思うのですけいませんので、そういうことはないと思うのですけいませんので、そういうことはないと思うのですけ

れども、これは私のれども、これは私のれども、これは私のれども、これは私の判断判断判断判断でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、人人人人事に関することでご事に関することでご事に関することでご事に関することでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、特特特特定定定定個個個個人人人人

をどうをどうをどうをどう評評評評価価価価したかについてのしたかについてのしたかについてのしたかについての答弁答弁答弁答弁はははは差差差差しししし控控控控えさせていただきたいと思う次第でごえさせていただきたいと思う次第でごえさせていただきたいと思う次第でごえさせていただきたいと思う次第でござざざざいます。います。います。います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 知事の知事の知事の知事の先先先先ほどのほどのほどのほどの答弁答弁答弁答弁ですと、県医ですと、県医ですと、県医ですと、県医師師師師会から会から会から会から選選選選出する出する出する出する方法方法方法方法はほかのはほかのはほかのはほかの団団団団体体体体とはとはとはとは変変変変

わっわっわっわっていないということでありました。しかし、私が委員会でおていないということでありました。しかし、私が委員会でおていないということでありました。しかし、私が委員会でおていないということでありました。しかし、私が委員会でお聞聞聞聞きいたしましたら、きいたしましたら、きいたしましたら、きいたしましたら、他他他他

のののの団団団団体体体体につきましては、そこの会からにつきましては、そこの会からにつきましては、そこの会からにつきましては、そこの会から選選選選んでくださいということでありましたのに、医んでくださいということでありましたのに、医んでくださいということでありましたのに、医んでくださいということでありましたのに、医師師師師

会については、この会については、この会については、この会については、この人人人人とこのとこのとこのとこの人人人人、この、この、この、この人人人人、この、この、この、この人人人人とととと４４４４人人人人を指名してを指名してを指名してを指名して選選選選んでくださいというんでくださいというんでくださいというんでくださいという

ことで、ことで、ことで、ことで、明明明明らかにらかにらかにらかに違違違違いがあると思います。いがあると思います。いがあると思います。いがあると思います。

それから、だれをそれから、だれをそれから、だれをそれから、だれを選選選選ぶぶぶぶのかは、知事ののかは、知事ののかは、知事ののかは、知事の任任任任命命命命権権権権であるとのことでありますけれども、であるとのことでありますけれども、であるとのことでありますけれども、であるとのことでありますけれども、確確確確かかかか

に私はこのに私はこのに私はこのに私はこの人人人人をををを選選選選んでほしいということを知事に言うつもりもありませんし、んでほしいということを知事に言うつもりもありませんし、んでほしいということを知事に言うつもりもありませんし、んでほしいということを知事に言うつもりもありませんし、仕掛仕掛仕掛仕掛けがあけがあけがあけがあ

ると思ると思ると思ると思っっっっているているているているわわわわけでもないです、それはないです。しかし、医けでもないです、それはないです。しかし、医けでもないです、それはないです。しかし、医けでもないです、それはないです。しかし、医師師師師会が業会が業会が業会が業界界界界団団団団体体体体で、そので、そので、そので、その

長がだ長がだ長がだ長がだめめめめだということなら、だということなら、だということなら、だということなら、他他他他のののの役役役役員でも医員でも医員でも医員でも医師師師師会の代会の代会の代会の代表表表表としてとしてとしてとして来来来来ればればればれば同じ同じ同じ同じではないのかとではないのかとではないのかとではないのかと

思うのです。思うのです。思うのです。思うのです。

今今今今おおおおっっっっししししゃっゃっゃっゃったのでは、たのでは、たのでは、たのでは、塩塩塩塩見見見見氏氏氏氏のことを指しておられるのかもしれないのですけれども、のことを指しておられるのかもしれないのですけれども、のことを指しておられるのかもしれないのですけれども、のことを指しておられるのかもしれないのですけれども、

これは名これは名これは名これは名誉誉誉誉にかかにかかにかかにかかわわわわることだから、私もそうだとはることだから、私もそうだとはることだから、私もそうだとはることだから、私もそうだとはわわわわかりませんけれども、たびたび医療かりませんけれども、たびたび医療かりませんけれども、たびたび医療かりませんけれども、たびたび医療

審議会で審議会で審議会で審議会で病院病院病院病院が進出をされることにが進出をされることにが進出をされることにが進出をされることに反対反対反対反対されて、いろいろとされて、いろいろとされて、いろいろとされて、いろいろと物物物物議を議を議を議を醸醸醸醸されるとか、そういされるとか、そういされるとか、そういされるとか、そうい

うことにうことにうことにうことに同同同同意なされたか意なされたか意なされたか意なされた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非常非常非常非常にたくさんあにたくさんあにたくさんあにたくさんあっっっったことになるのでしたことになるのでしたことになるのでしたことになるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

聞聞聞聞いてるいてるいてるいてる範範範範囲囲囲囲では、そういうことを長が言では、そういうことを長が言では、そういうことを長が言では、そういうことを長が言っっっってててて勝勝勝勝手手手手にににに決め決め決め決めることはできない、会議の中ることはできない、会議の中ることはできない、会議の中ることはできない、会議の中

できちんと議できちんと議できちんと議できちんと議論論論論をしてをしてをしてをして多多多多数数数数でででで決め決め決め決めることになることになることになることになっっっっているとのことで、ているとのことで、ているとのことで、ているとのことで、反対反対反対反対することもないこすることもないこすることもないこすることもないこ

とはないけれども、おおとはないけれども、おおとはないけれども、おおとはないけれども、おおむむむむね賛ね賛ね賛ね賛成なさ成なさ成なさ成なさっっっっているということをおているということをおているということをおているということをお聞聞聞聞きいたしましたけれども、きいたしましたけれども、きいたしましたけれども、きいたしましたけれども、

もし、知事、事もし、知事、事もし、知事、事もし、知事、事実実実実とととと違違違違うということになれば、ちうということになれば、ちうということになれば、ちうということになれば、ちょっょっょっょっと発言としては問と発言としては問と発言としては問と発言としては問題題題題ではないかと思ではないかと思ではないかと思ではないかと思

うのですけれども。そういうことになりますと、うのですけれども。そういうことになりますと、うのですけれども。そういうことになりますと、うのですけれども。そういうことになりますと、今今今今、医、医、医、医師師師師会では会長をこの理事会で推会では会長をこの理事会で推会では会長をこの理事会で推会では会長をこの理事会で推薦薦薦薦

をされてこられたと。しかし、県はそれををされてこられたと。しかし、県はそれををされてこられたと。しかし、県はそれををされてこられたと。しかし、県はそれを受受受受けけけけ取取取取らないという関係は、医らないという関係は、医らないという関係は、医らないという関係は、医師師師師会と県との関会と県との関会と県との関会と県との関

係の中で、うまくいかないことになるのではないかとも思係の中で、うまくいかないことになるのではないかとも思係の中で、うまくいかないことになるのではないかとも思係の中で、うまくいかないことになるのではないかとも思っっっったりするのですけれども、そたりするのですけれども、そたりするのですけれども、そたりするのですけれども、そ

ういうことにはならないのかということで、おういうことにはならないのかということで、おういうことにはならないのかということで、おういうことにはならないのかということで、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。



---- 44446666 ----

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 聞聞聞聞いていますと、いていますと、いていますと、いていますと、彼彼彼彼をををを選選選選ばないのはおかしいではないかと言ばないのはおかしいではないかと言ばないのはおかしいではないかと言ばないのはおかしいではないかと言っっっっておられるておられるておられるておられるよよよよ

うに思うのですけれども、うに思うのですけれども、うに思うのですけれども、うに思うのですけれども、僣僣僣僣越ですけれど、そういうことは言越ですけれど、そういうことは言越ですけれど、そういうことは言越ですけれど、そういうことは言わわわわれるおれるおれるおれるお立場立場立場立場にないと思いにないと思いにないと思いにないと思い

ます。これはます。これはます。これはます。これは人人人人事ですから事ですから事ですから事ですから……………………。。。。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 そんなことは言そんなことは言そんなことは言そんなことは言っっっっていません。ていません。ていません。ていません。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 では、これはでは、これはでは、これはでは、これは人人人人事ですから、私で事ですから、私で事ですから、私で事ですから、私で選選選選ばせてくださいということにばせてくださいということにばせてくださいということにばせてくださいということに尽尽尽尽きると思きると思きると思きると思

います。います。います。います。

医医医医師師師師会につきましては、医会につきましては、医会につきましては、医会につきましては、医師師師師会から会から会から会から選選選選ばないと言ばないと言ばないと言ばないと言っっっっているているているているわわわわけではなしに、けではなしに、けではなしに、けではなしに、実実実実はははは４４４４人人人人、、、、

このこのこのこのよよよような中からうな中からうな中からうな中から選選選選びたいと思うが、医びたいと思うが、医びたいと思うが、医びたいと思うが、医師師師師会の会の会の会の顔顔顔顔をををを立立立立てて、そのうちの１てて、そのうちの１てて、そのうちの１てて、そのうちの１人人人人を推を推を推を推薦薦薦薦してくしてくしてくしてく

ださいと言ださいと言ださいと言ださいと言っっっったら、いたら、いたら、いたら、いやややや、それはだ、それはだ、それはだ、それはだめめめめだ、私でないとだだ、私でないとだだ、私でないとだだ、私でないとだめめめめだと言だと言だと言だと言っっっっておられるだけでごておられるだけでごておられるだけでごておられるだけでござざざざ

いますので、事いますので、事いますので、事いますので、事実実実実はそういうことでごはそういうことでごはそういうことでごはそういうことでござざざざいます。これはいます。これはいます。これはいます。これは人人人人事ですので、委員は私の事ですので、委員は私の事ですので、委員は私の事ですので、委員は私の判断判断判断判断でででで

選選選選ばせていただきたいと思う次第でごばせていただきたいと思う次第でごばせていただきたいと思う次第でごばせていただきたいと思う次第でござざざざいます。います。います。います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 いいいいやややや、私はこの、私はこの、私はこの、私はこの人人人人をををを選選選選んでほしいとかいうことをこのんでほしいとかいうことをこのんでほしいとかいうことをこのんでほしいとかいうことをこの場場場場で言で言で言で言っっっっているているているているわわわわけでけでけでけで

はははは決決決決してありません。なぜこのことをしてありません。なぜこのことをしてありません。なぜこのことをしてありません。なぜこのことを聞聞聞聞いているのかですが、いているのかですが、いているのかですが、いているのかですが、確確確確かにかにかにかに人人人人事は知事に事は知事に事は知事に事は知事に任任任任命命命命権権権権

があるから、知事がだれをがあるから、知事がだれをがあるから、知事がだれをがあるから、知事がだれを選ぼ選ぼ選ぼ選ぼうと、考えられうと、考えられうと、考えられうと、考えられよよよようと、それは知事のうと、それは知事のうと、それは知事のうと、それは知事の決め決め決め決めることだと思ることだと思ることだと思ることだと思っっっっ

ております。しかし、ております。しかし、ております。しかし、ております。しかし、今今今今回回回回のののの外外外外すすすす外外外外さないという事さないという事さないという事さないという事態態態態の中で、どうして必の中で、どうして必の中で、どうして必の中で、どうして必然然然然がそうなるのがそうなるのがそうなるのがそうなるの

かということについて、かということについて、かということについて、かということについて、今今今今おおおお聞聞聞聞きしても、きしても、きしても、きしても、何何何何か、ちか、ちか、ちか、ちょっょっょっょっととととよよよよくくくくわわわわからないところがすごくからないところがすごくからないところがすごくからないところがすごく

ありますし、このありますし、このありますし、このありますし、この間間間間の代の代の代の代表表表表質問の質問の質問の質問の後後後後のののの新聞新聞新聞新聞報道などを見ましても、見出しは、報道などを見ましても、見出しは、報道などを見ましても、見出しは、報道などを見ましても、見出しは、塩塩塩塩見見見見外外外外しししし方方方方

針針針針強調強調強調強調となとなとなとなっっっっておりましたけれども、ておりましたけれども、ておりましたけれども、ておりましたけれども、一一一一般般般般のののの方方方方から見ても、から見ても、から見ても、から見ても、ややややはりはりはりはり特特特特定の定の定の定の人人人人をををを外外外外そうといそうといそうといそうとい

う意思があるのではないかと見えるところがあるということで、たとえ知事のう意思があるのではないかと見えるところがあるということで、たとえ知事のう意思があるのではないかと見えるところがあるということで、たとえ知事のう意思があるのではないかと見えるところがあるということで、たとえ知事の選任選任選任選任で知事で知事で知事で知事

のののの権権権権限限限限にににに属属属属することであすることであすることであすることであっっっったとしても、たとしても、たとしても、たとしても、やっぱやっぱやっぱやっぱり知事は本り知事は本り知事は本り知事は本当当当当に大きなに大きなに大きなに大きな権権権権限限限限をををを持持持持つつつつ人人人人でありでありでありであり

ます。それは県ます。それは県ます。それは県ます。それは県民民民民のののの信信信信託託託託にににによっよっよっよってなられたものでありますから、てなられたものでありますから、てなられたものでありますから、てなられたものでありますから、権権権権限限限限の行の行の行の行使使使使については、については、については、については、

ややややはりはりはりはり公正公正公正公正、、、、明明明明瞭瞭瞭瞭というか、だれが見てもというか、だれが見てもというか、だれが見てもというか、だれが見ても明明明明らかなものであるらかなものであるらかなものであるらかなものであるべべべべきではないかと思きではないかと思きではないかと思きではないかと思っっっっておておておてお

ります。意見がります。意見がります。意見がります。意見が違違違違うことは本うことは本うことは本うことは本当当当当にににによよよよくあるし、私も知事といつも意見がくあるし、私も知事といつも意見がくあるし、私も知事といつも意見がくあるし、私も知事といつも意見が違違違違うのだけれども、うのだけれども、うのだけれども、うのだけれども、

しかし、しかし、しかし、しかし、今今今今回回回回ののののよよよようにうにうにうに納納納納得得得得がいかないがいかないがいかないがいかない形形形形で進で進で進で進めめめめられていることについて、理られていることについて、理られていることについて、理られていることについて、理解解解解ができないができないができないができない

し、そこは本し、そこは本し、そこは本し、そこは本当当当当に考えに考えに考えに考え直直直直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申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 予算予算予算予算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会の総括での質問が私で委員会の総括での質問が私で委員会の総括での質問が私で委員会の総括での質問が私で最後最後最後最後でごでごでごでござざざざいますので、大いますので、大いますので、大いますので、大変変変変おおおお疲疲疲疲

れでごれでごれでごれでござざざざいますけれども、２つほど質問したいのです。いますけれども、２つほど質問したいのです。いますけれども、２つほど質問したいのです。いますけれども、２つほど質問したいのです。

先先先先ほど山村委員と知事とのほど山村委員と知事とのほど山村委員と知事とのほど山村委員と知事とのややややりとりの中で、りとりの中で、りとりの中で、りとりの中で、最後最後最後最後の質問については、知事のの質問については、知事のの質問については、知事のの質問については、知事の権権権権限限限限でごでごでごでござざざざ

いますが、いますが、いますが、いますが、ホテホテホテホテルルルル問問問問題題題題について質問ではなしに要について質問ではなしに要について質問ではなしに要について質問ではなしに要望望望望だけ。だけ。だけ。だけ。

予算予算予算予算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会の中で、奥田副知事にも委員会の中で、奥田副知事にも委員会の中で、奥田副知事にも委員会の中で、奥田副知事にも答弁答弁答弁答弁をしていただきました。をしていただきました。をしていただきました。をしていただきました。ホテホテホテホテルルルル誘誘誘誘致致致致をををを
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するたするたするたするためめめめには、まずには、まずには、まずには、まず投資投資投資投資家家家家のところに、のところに、のところに、のところに、説説説説得得得得をしに行をしに行をしに行をしに行っっっってもらてもらてもらてもらわわわわなければいけないと。そなければいけないと。そなければいけないと。そなければいけないと。そ

れをするにはれをするにはれをするにはれをするにはトップトップトップトップセーセーセーセールスルスルスルスであるのです。知事、あるいは副知事が、であるのです。知事、あるいは副知事が、であるのです。知事、あるいは副知事が、であるのです。知事、あるいは副知事が、先先先先ほどほどほどほど答弁答弁答弁答弁の中にの中にの中にの中に

ありましたけれども、ありましたけれども、ありましたけれども、ありましたけれども、熱熱熱熱い奈良県の地に、なぜい奈良県の地に、なぜい奈良県の地に、なぜい奈良県の地に、なぜホテホテホテホテルルルルが必要かという思いをが必要かという思いをが必要かという思いをが必要かという思いを投資投資投資投資家家家家にににに投投投投げげげげ

かけていただきまし、そしてかけていただきまし、そしてかけていただきまし、そしてかけていただきまし、そして心心心心をををを揺揺揺揺りりりり動動動動かすといいますか、そういうことをかすといいますか、そういうことをかすといいますか、そういうことをかすといいますか、そういうことをやっやっやっやっていただていただていただていただ

くことが、くことが、くことが、くことが、今今今今、、、、特特特特に必要ではないかと思に必要ではないかと思に必要ではないかと思に必要ではないかと思っっっっておりますので、そういう点では、要ておりますので、そういう点では、要ておりますので、そういう点では、要ておりますので、そういう点では、要望望望望でごでごでごでござざざざ

いますけれども、ひとついますけれども、ひとついますけれども、ひとついますけれども、ひとつ頑張っ頑張っ頑張っ頑張っててててトップトップトップトップセーセーセーセールスルスルスルスをしていただけますをしていただけますをしていただけますをしていただけますよよよようにお願いしたいうにお願いしたいうにお願いしたいうにお願いしたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

それでは、質問を２点ほどしたいと思います。いずれも代それでは、質問を２点ほどしたいと思います。いずれも代それでは、質問を２点ほどしたいと思います。いずれも代それでは、質問を２点ほどしたいと思います。いずれも代表表表表質問でいたした質問でいたした質問でいたした質問でいたした内容内容内容内容を、さを、さを、さを、さ

らにもうらにもうらにもうらにもう少少少少し知事の見し知事の見し知事の見し知事の見解解解解をををを聞聞聞聞きたいと思きたいと思きたいと思きたいと思っっっっておりますので、知事のておりますので、知事のておりますので、知事のておりますので、知事の答弁答弁答弁答弁次第ではもう次第ではもう次第ではもう次第ではもう再再再再質質質質

問もなしということで問もなしということで問もなしということで問もなしということでややややりますので、りますので、りますので、りますので、よよよよろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

１点１点１点１点目目目目は、がんの問は、がんの問は、がんの問は、がんの問題題題題でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

がんのがんのがんのがんの受受受受診診診診率向上率向上率向上率向上というというというという話話話話をいたしました。それで、これはすでに知事もをいたしました。それで、これはすでに知事もをいたしました。それで、これはすでに知事もをいたしました。それで、これはすでに知事も頑張っ頑張っ頑張っ頑張っていたていたていたていた

だくとのことでごだくとのことでごだくとのことでごだくとのことでござざざざいますので、これは質問いたしません。あといますので、これは質問いたしません。あといますので、これは質問いたしません。あといますので、これは質問いたしません。あと残残残残りりりり時間時間時間時間で、私はで、私はで、私はで、私は陽陽陽陽子子子子線線線線

治療の治療の治療の治療の話話話話をずをずをずをずっっっっとととと延延延延 々々々々といたしておりまして、要といたしておりまして、要といたしておりまして、要といたしておりまして、要望望望望にににに終終終終わっわっわっわったたたたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、

なかにしなかにしなかにしなかにし礼礼礼礼さんがさんがさんがさんが陽陽陽陽子子子子線線線線治療を治療を治療を治療を受受受受けて、けて、けて、けて、通院通院通院通院をををを何何何何回回回回かして、かして、かして、かして、約約約約６６６６カカカカ月月月月後後後後にににに完完完完治し、治し、治し、治し、体重体重体重体重もももも

減減減減らずにらずにらずにらずに何何何何もなかもなかもなかもなかっっっったというたというたというたという話話話話ですけれども、さらにですけれども、さらにですけれども、さらにですけれども、さらに陽陽陽陽子子子子線線線線からいろいろながんのからいろいろながんのからいろいろながんのからいろいろながんの細細細細胞胞胞胞がががが

わわわわかかかかっっっってきたと、てきたと、てきたと、てきたと、最近最近最近最近またまたまたまたテテテテレレレレビビビビで出てきました。がんで出てきました。がんで出てきました。がんで出てきました。がん幹幹幹幹細細細細胞胞胞胞と言いまして、これがと言いまして、これがと言いまして、これがと言いまして、これが一番一番一番一番

がんのもとだということです。それで、がんがんのもとだということです。それで、がんがんのもとだということです。それで、がんがんのもとだということです。それで、がん細細細細胞胞胞胞はははは抗抗抗抗がんがんがんがん剤剤剤剤をををを打打打打てばどんどんてばどんどんてばどんどんてばどんどん全全全全部部部部死滅死滅死滅死滅すすすす

るのですけれども、がんるのですけれども、がんるのですけれども、がんるのですけれども、がん幹幹幹幹細細細細胞胞胞胞はははは残残残残ると。このがんると。このがんると。このがんると。このがん幹幹幹幹細細細細胞胞胞胞がまたがまたがまたがまた違違違違うところへ転移をしたうところへ転移をしたうところへ転移をしたうところへ転移をした

りしていりしていりしていりしていっっっって、て、て、て、抗抗抗抗がんがんがんがん剤剤剤剤をををを打打打打っっっってもてもてもても効効効効かないというかないというかないというかないという話話話話の中で、がんの中で、がんの中で、がんの中で、がん幹幹幹幹細細細細胞胞胞胞をどうしてをどうしてをどうしてをどうしてやっやっやっやっ

つけつけつけつけよよよようかという研うかという研うかという研うかという研究究究究がががが今や今や今や今やられているられているられているられているよよよようでごうでごうでごうでござざざざいまして、日本でもいまして、日本でもいまして、日本でもいまして、日本でもややややられておるられておるられておるられておるわわわわけけけけ

でごでごでごでござざざざいますけれど、そういう点でいきますと、いますけれど、そういう点でいきますと、いますけれど、そういう点でいきますと、いますけれど、そういう点でいきますと、陽陽陽陽子子子子線線線線治療も、副知事の治療も、副知事の治療も、副知事の治療も、副知事の答弁答弁答弁答弁の中では、の中では、の中では、の中では、

この部この部この部この部屋屋屋屋ぐぐぐぐらいの施設があればいけるというらいの施設があればいけるというらいの施設があればいけるというらいの施設があればいけるという話話話話がごがごがごがござざざざいましたし、いえば、もうがんはないましたし、いえば、もうがんはないましたし、いえば、もうがんはないましたし、いえば、もうがんはな

っっっっても、ても、ても、ても、今今今今まではまではまではまでは抗抗抗抗がんがんがんがん剤剤剤剤をををを打打打打っっっって大て大て大て大変変変変なななな毒毒毒毒性を性を性を性を与与与与えるえるえるえるわわわわけですから、けですから、けですから、けですから、体体体体にににに物物物物すごい大きすごい大きすごい大きすごい大き

な影な影な影な影響響響響をををを受受受受けてけてけてけてややややせてきたりいろいろするせてきたりいろいろするせてきたりいろいろするせてきたりいろいろするわわわわけですけれども、がんはなけですけれども、がんはなけですけれども、がんはなけですけれども、がんはなっっっっても治ても治ても治ても治っっっっていくていくていくていく

のだということが、もうのだということが、もうのだということが、もうのだということが、もう目目目目前に前に前に前に迫っ迫っ迫っ迫ってきているのですてきているのですてきているのですてきているのですねねねね。。。。

そういう点でいきますと、県そういう点でいきますと、県そういう点でいきますと、県そういう点でいきますと、県民民民民にとにとにとにとっっっって、がんになて、がんになて、がんになて、がんになっっっっても大ても大ても大ても大丈丈丈丈夫夫夫夫だとなだとなだとなだとなっっっっていくていくていくていくわわわわけでけでけでけで

ごごごござざざざいますし、とりいますし、とりいますし、とりいますし、とりわわわわけ、このけ、このけ、このけ、この間間間間、、、、内内内内閣閣閣閣府府府府ですか、総理ですか、総理ですか、総理ですか、総理府府府府ですか、ちですか、ちですか、ちですか、ちょっょっょっょっとととと忘忘忘忘れましたけれましたけれましたけれましたけ

れども、がんのれども、がんのれども、がんのれども、がんの受受受受診診診診をををを受受受受けないけないけないけない一番多一番多一番多一番多い理い理い理い理由由由由はははは何何何何かといかといかといかといっっっったらたらたらたら時間時間時間時間がない、２つがない、２つがない、２つがない、２つ目目目目にににに多多多多くくくく

ああああっっっったのがたのがたのがたのが恐恐恐恐ろしいと、ろしいと、ろしいと、ろしいと、怖怖怖怖いと、がんが見つかいと、がんが見つかいと、がんが見つかいと、がんが見つかっっっったら大たら大たら大たら大変変変変怖怖怖怖いというのがありました。しいというのがありました。しいというのがありました。しいというのがありました。し
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かし、がんになかし、がんになかし、がんになかし、がんになっっっってもすてもすてもすてもすぐぐぐぐに治るし、に治るし、に治るし、に治るし、別別別別に入に入に入に入院院院院もしなくてもいいのだとなもしなくてもいいのだとなもしなくてもいいのだとなもしなくてもいいのだとなっっっっていきますと、ていきますと、ていきますと、ていきますと、

がんにがんにがんにがんに対対対対する見する見する見する見方方方方がががが変わっ変わっ変わっ変わってきて、てきて、てきて、てきて、受受受受診診診診率率率率もももも上上上上ががががっっっっていくと思いますので、そういう点でていくと思いますので、そういう点でていくと思いますので、そういう点でていくと思いますので、そういう点で

は、奈良県はがんには、奈良県はがんには、奈良県はがんには、奈良県はがんに対対対対して、ことしもして、ことしもして、ことしもして、ことしも非常非常非常非常にににに予算予算予算予算をををを組組組組んでいただいたんでいただいたんでいただいたんでいただいたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますけいますけいますけいますけ

れども、もれども、もれども、もれども、もっっっっとととと先先先先進的な医療を進的な医療を進的な医療を進的な医療を取取取取り入れながら、奈良県はそういう点ではり入れながら、奈良県はそういう点ではり入れながら、奈良県はそういう点ではり入れながら、奈良県はそういう点では一生懸命頑張っ一生懸命頑張っ一生懸命頑張っ一生懸命頑張っ

ているのだという点でいくているのだという点でいくているのだという点でいくているのだという点でいくよよよような、うな、うな、うな、最新最新最新最新的ながんの治療機的ながんの治療機的ながんの治療機的ながんの治療機器器器器をををを購購購購入していける入していける入していける入していけるよよよような見うな見うな見うな見通通通通

しをつくしをつくしをつくしをつくっっっっていていていていっっっっ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非常非常非常非常にありがたいのではないかと。にありがたいのではないかと。にありがたいのではないかと。にありがたいのではないかと。

それで、それで、それで、それで、当当当当初初初初、、、、新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院のところにのところにのところにのところに目玉目玉目玉目玉商商商商品品品品としてそれを入れたらどうかというとしてそれを入れたらどうかというとしてそれを入れたらどうかというとしてそれを入れたらどうかという

話話話話しをしたのですが、それはちしをしたのですが、それはちしをしたのですが、それはちしをしたのですが、それはちょっょっょっょっとととと無無無無理な理な理な理な話話話話をしますので、それからをしますので、それからをしますので、それからをしますので、それから検討検討検討検討委員会を委員会を委員会を委員会を立立立立ちちちち

上げ上げ上げ上げて、がんにて、がんにて、がんにて、がんに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみを、そういうを、そういうを、そういうを、そういう最新最新最新最新治療の機治療の機治療の機治療の機具具具具をををを取取取取り入れることをり入れることをり入れることをり入れることをやっやっやっやっていていていてい

っっっってもらえたらどうかと思てもらえたらどうかと思てもらえたらどうかと思てもらえたらどうかと思っっっっておりますので、知事のておりますので、知事のておりますので、知事のておりますので、知事の所所所所見をお見をお見をお見をお尋尋尋尋ねねねねしておきたいと思いましておきたいと思いましておきたいと思いましておきたいと思いま

す。す。す。す。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、は、は、は、リニアリニアリニアリニア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線の問の問の問の問題題題題でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

これは、代これは、代これは、代これは、代表表表表質問のときと質問のときと質問のときと質問のときと同じ同じ同じ同じことを質問します。しかし、ことを質問します。しかし、ことを質問します。しかし、ことを質問します。しかし、答弁答弁答弁答弁があまりがあまりがあまりがあまり明明明明確確確確ではなかではなかではなかではなか

っっっったので、もうたので、もうたので、もうたので、もう少少少少しししし明明明明確確確確にしてほしいと。にしてほしいと。にしてほしいと。にしてほしいと。

これは、ちこれは、ちこれは、ちこれは、ちょっょっょっょっとうがとうがとうがとうがっっっった考えた考えた考えた考え方方方方かかかかわわわわかりませんけれども、かりませんけれども、かりませんけれども、かりませんけれども、４４４４つの市が、つの市が、つの市が、つの市が、手手手手をををを挙挙挙挙げげげげていていていてい

ます。ます。ます。ます。４４４４つの市はつの市はつの市はつの市は全全全全部市長部市長部市長部市長選選選選挙挙挙挙がある。６月に大和がある。６月に大和がある。６月に大和がある。６月に大和郡郡郡郡山市の市長山市の市長山市の市長山市の市長選選選選挙挙挙挙、、、、７７７７月に奈良市の市月に奈良市の市月に奈良市の市月に奈良市の市

長長長長選選選選挙挙挙挙、そして、そして、そして、そして天天天天理市が１０月ごろにありまして、そして理市が１０月ごろにありまして、そして理市が１０月ごろにありまして、そして理市が１０月ごろにありまして、そして来来来来年の１月に年の１月に年の１月に年の１月に生駒生駒生駒生駒市の市長市の市長市の市長市の市長選選選選挙挙挙挙

があります。市長がかがあります。市長がかがあります。市長がかがあります。市長がかわわわわりますとひりますとひりますとひりますとひょっょっょっょっとしたらそれとしたらそれとしたらそれとしたらそれぞぞぞぞれれれれリニアリニアリニアリニア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線の考えの考えの考えの考え方方方方もももも変変変変

わわわわるかもるかもるかもるかもわわわわかりません。だから、そういうかりません。だから、そういうかりません。だから、そういうかりません。だから、そういう状況状況状況状況を踏まえて、知事は考えられているのかとを踏まえて、知事は考えられているのかとを踏まえて、知事は考えられているのかとを踏まえて、知事は考えられているのかと

思思思思っっっったりしたのですけれども、もうたりしたのですけれども、もうたりしたのですけれども、もうたりしたのですけれども、もう既既既既にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれれれれ手手手手をををを挙挙挙挙げげげげられたところはられたところはられたところはられたところは何何何何でででで自自自自分分分分の市なの市なの市なの市な

のかという理のかという理のかという理のかという理由由由由はははは全全全全部市部市部市部市町町町町村村村村サミサミサミサミットットットットの中で言の中で言の中で言の中で言わわわわれているれているれているれているわわわわけですし、県けですし、県けですし、県けですし、県自身自身自身自身もどういうもどういうもどういうもどういう

ところがいいかというところがいいかというところがいいかというところがいいかという基基基基本的な本的な本的な本的な方向方向方向方向はははは既既既既に定まに定まに定まに定まっっっっているているているているわわわわけですから、そういう点では、けですから、そういう点では、けですから、そういう点では、けですから、そういう点では、

もうもうもうもう絞絞絞絞りりりり込込込込んだ案を、んだ案を、んだ案を、んだ案を、早早早早く市く市く市く市町町町町村長のところに、また市村長のところに、また市村長のところに、また市村長のところに、また市町町町町村村村村サミサミサミサミットットットットを開いて提を開いて提を開いて提を開いて提示示示示をしてをしてをしてをして

ああああげげげげて、市て、市て、市て、市町町町町村でまた村でまた村でまた村でまた論論論論議をしながら、議をしながら、議をしながら、議をしながら、最最最最終終終終的な合意を的な合意を的な合意を的な合意を得得得得ることをることをることをることを先先先先にしたほうがいいのにしたほうがいいのにしたほうがいいのにしたほうがいいの

ではないかと。それではないかと。それではないかと。それではないかと。それぞぞぞぞれの市れの市れの市れの市町町町町村で村で村で村で予算予算予算予算も、奈良市がも、奈良市がも、奈良市がも、奈良市が一番多一番多一番多一番多くくくく予算予算予算予算をををを組組組組んでおりますけれんでおりますけれんでおりますけれんでおりますけれ

ども、大和ども、大和ども、大和ども、大和郡郡郡郡山市ではなしに、奈良県山市ではなしに、奈良県山市ではなしに、奈良県山市ではなしに、奈良県よよよよりもたくさんのりもたくさんのりもたくさんのりもたくさんの金金金金額額額額をををを生駒生駒生駒生駒市、それから奈良市で市、それから奈良市で市、それから奈良市で市、それから奈良市で

予算予算予算予算をををを組組組組んでんでんでんでやっやっやっやっていくていくていくていくわわわわけですから、つまりけですから、つまりけですから、つまりけですから、つまり誘誘誘誘致致致致合合合合戦戦戦戦がががが激激激激しくなると、市しくなると、市しくなると、市しくなると、市町町町町村長、市村長、市村長、市村長、市町町町町

村の会、村の会、村の会、村の会、団団団団体体体体がいろいろとがいろいろとがいろいろとがいろいろとぎぎぎぎくしくしくしくしゃゃゃゃくしてくることもごくしてくることもごくしてくることもごくしてくることもござざざざいますので、県がいますので、県がいますので、県がいますので、県が早早早早くくくく予予予予定地を定地を定地を定地を

決め決め決め決めて、そして奈良県て、そして奈良県て、そして奈良県て、そして奈良県一一一一丸丸丸丸となとなとなとなっっっって、奈良県にて、奈良県にて、奈良県にて、奈良県にリニアリニアリニアリニア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線中中中中間間間間駅駅駅駅のののの誘誘誘誘致致致致をすることをすることをすることをすること

ををををやっやっやっやっていただくことが必要ではないかと、思ていただくことが必要ではないかと、思ていただくことが必要ではないかと、思ていただくことが必要ではないかと、思っっっっているているているているわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。そういう点でいます。そういう点でいます。そういう点でいます。そういう点で
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は、は、は、は、早早早早くくくく決め決め決め決めていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

それでもうそれでもうそれでもうそれでもう一一一一つ、つ、つ、つ、以以以以前に言前に言前に言前に言わわわわれておりましたのは、環境影れておりましたのは、環境影れておりましたのは、環境影れておりましたのは、環境影響評響評響評響評価価価価ががががＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東海海海海から出てくから出てくから出てくから出てく

るので、それをるので、それをるので、それをるので、それを待待待待たなければいけないとのたなければいけないとのたなければいけないとのたなければいけないとの話話話話がごがごがごがござざざざいました。それはそれでいました。それはそれでいました。それはそれでいました。それはそれで聞聞聞聞いてもいいいてもいいいてもいいいてもいい

と思うのです。ここだとと思うのです。ここだとと思うのです。ここだとと思うのです。ここだと決め決め決め決めておいて、ておいて、ておいて、ておいて、ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東海海海海がこう言がこう言がこう言がこう言っっっってきたら、そのときは、またてきたら、そのときは、またてきたら、そのときは、またてきたら、そのときは、また

市市市市町町町町村長に言村長に言村長に言村長に言っっっって、こう言て、こう言て、こう言て、こう言っっっってきたから、こうてきたから、こうてきたから、こうてきたから、こう変わ変わ変わ変わりますというりますというりますというりますという話話話話はしてもいいと思うのはしてもいいと思うのはしてもいいと思うのはしてもいいと思うの

です。だから、とりあえず県としてはここだとです。だから、とりあえず県としてはここだとです。だから、とりあえず県としてはここだとです。だから、とりあえず県としてはここだと早早早早くくくく決め決め決め決めていただくことが必要ではないかていただくことが必要ではないかていただくことが必要ではないかていただくことが必要ではないか

と思と思と思と思っっっっておりますので、知事のておりますので、知事のておりますので、知事のておりますので、知事の所所所所見を見を見を見を求求求求めめめめたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 がん治療についてのがん治療についてのがん治療についてのがん治療についての最先端最先端最先端最先端の医療機の医療機の医療機の医療機器器器器のののの導導導導入について入について入について入について検討検討検討検討を進を進を進を進めめめめたらどうかたらどうかたらどうかたらどうか

というご意見でごというご意見でごというご意見でごというご意見でござざざざいます。います。います。います。

本会議でもご質問がご本会議でもご質問がご本会議でもご質問がご本会議でもご質問がござざざざいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、今今今今、がんに、がんに、がんに、がんに対対対対する治療する治療する治療する治療法法法法は３つあるは３つあるは３つあるは３つあるよよよようでごうでごうでごうでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。手手手手術術術術療療療療法法法法とととと放射放射放射放射線線線線療療療療法法法法と化と化と化と化学学学学療療療療法法法法と３つあると３つあると３つあると３つあるよよよようでごうでごうでごうでござざざざいますが、そのうちいますが、そのうちいますが、そのうちいますが、そのうち放射放射放射放射線線線線

療療療療法法法法については、については、については、については、最近一番最近一番最近一番最近一番進進進進歩歩歩歩している治療している治療している治療している治療法法法法ののののよよよようでごうでごうでごうでござざざざいます。います。います。います。エックスエックスエックスエックス線線線線ややややガガガガンンンンママママ

線線線線などの光などの光などの光などの光子子子子線線線線、光の、光の、光の、光の子子子子のののの線線線線をどのをどのをどのをどの角角角角度度度度からもからもからもからも当当当当てるというてるというてるというてるという当当当当てててて方方方方についてのについてのについてのについての工夫工夫工夫工夫が進んが進んが進んが進ん

でいるとでいるとでいるとでいると聞聞聞聞いております。また、光のいております。また、光のいております。また、光のいております。また、光の子子子子のののの線線線線の光の光の光の光子子子子線線線線だけではなしに、だけではなしに、だけではなしに、だけではなしに、粒粒粒粒子子子子線線線線と、と、と、と、粒粒粒粒のののの子子子子

のののの線線線線というというというという陽陽陽陽子子子子線線線線やややや炭炭炭炭素素素素線線線線というというというという物物物物質の名前かついている質の名前かついている質の名前かついている質の名前かついているよよよようでごうでごうでごうでござざざざいますが、これはがいますが、これはがいますが、これはがいますが、これはが

んのんのんのんの病病病病巣巣巣巣ににににピピピピンンンンポポポポイイイインンンントトトトでででで照射照射照射照射するので、ほかへのするので、ほかへのするので、ほかへのするので、ほかへの悪悪悪悪影影影影響響響響がががが少少少少ないないないない有効有効有効有効なことだそうでごなことだそうでごなことだそうでごなことだそうでご

ざざざざいます。したがいます。したがいます。したがいます。したがっっっって、医療の進て、医療の進て、医療の進て、医療の進歩歩歩歩があるがあるがあるがある分分分分野だとのことでご野だとのことでご野だとのことでご野だとのことでござざざざいますが、しかし、いますが、しかし、いますが、しかし、いますが、しかし、効果効果効果効果

はいいはいいはいいはいいわわわわけですが、治療できるけですが、治療できるけですが、治療できるけですが、治療できる対象対象対象対象もももも逆逆逆逆にににに限限限限られているともられているともられているともられているとも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。

その治療をその治療をその治療をその治療を受受受受けたいというけたいというけたいというけたいという患患患患者さんの者さんの者さんの者さんの数数数数がまだがまだがまだがまだ少少少少ないこともないこともないこともないことも反反反反映映映映して、例えばして、例えばして、例えばして、例えば粒粒粒粒子子子子線線線線だだだだ

と治療と治療と治療と治療費費費費にににに約約約約３００３００３００３００万万万万円円円円かかるといかかるといかかるといかかるといっっっったことが言たことが言たことが言たことが言わわわわれておりますので、その設備をれておりますので、その設備をれておりますので、その設備をれておりますので、その設備を導導導導入す入す入す入す

るるるる場場場場合は、合は、合は、合は、投資投資投資投資でいえば、でいえば、でいえば、でいえば、効率効率効率効率性が性が性が性が低低低低いといういといういといういという現現現現実実実実があるのががあるのががあるのががあるのが課題課題課題課題だと、だと、だと、だと、一一一一般般般般的に的に的に的に聞聞聞聞いていていていて

おります。しかし、そういう医療機おります。しかし、そういう医療機おります。しかし、そういう医療機おります。しかし、そういう医療機器器器器のののの導導導導入も入も入も入も視視視視野に入れて野に入れて野に入れて野に入れて検討検討検討検討を進を進を進を進めめめめたらどうかというたらどうかというたらどうかというたらどうかという

ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、将来将来将来将来を見を見を見を見据据据据えてそういうこともえてそういうこともえてそういうこともえてそういうことも視視視視野に入れておくのは大事な点か野に入れておくのは大事な点か野に入れておくのは大事な点か野に入れておくのは大事な点か

と思います。と思います。と思います。と思います。

今今今今、県、県、県、県内内内内のがんのがんのがんのがん対対対対策の策の策の策の重重重重要事要事要事要事項項項項をいろいろ県のをいろいろ県のをいろいろ県のをいろいろ県の先端先端先端先端的な治療を行的な治療を行的な治療を行的な治療を行っっっっていただいているていただいているていただいているていただいている人人人人

たちとたちとたちとたちと協協協協議会を設けておりますが、奈良県がん議会を設けておりますが、奈良県がん議会を設けておりますが、奈良県がん議会を設けておりますが、奈良県がん対対対対策推進策推進策推進策推進協協協協議会ということで、議会ということで、議会ということで、議会ということで、放射放射放射放射線線線線治療治療治療治療

のののの技技技技師師師師さんとか、さんとか、さんとか、さんとか、最先端最先端最先端最先端の治療を行の治療を行の治療を行の治療を行っっっっていただいている医ていただいている医ていただいている医ていただいている医師師師師さんに入さんに入さんに入さんに入っっっっていただいておりていただいておりていただいておりていただいており

ますが、そういうますが、そういうますが、そういうますが、そういう場場場場でででで今後今後今後今後の県の県の県の県内内内内のがん治療ののがん治療ののがん治療ののがん治療の方向方向方向方向といといといといっっっったたたた課題課題課題課題を見を見を見を見据据据据えて議えて議えて議えて議論論論論してもらしてもらしてもらしてもら

うのも、うのも、うのも、うのも、一一一一つのつのつのつの検討検討検討検討のののの場場場場になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと今今今今のご質問をのご質問をのご質問をのご質問を聞聞聞聞いていていていて感じ感じ感じ感じましたので、そのましたので、そのましたので、そのましたので、その

よよよようなうなうなうな場場場場でのでのでのでの検討検討検討検討をををを一一一一応応応応進進進進めめめめたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。
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もうもうもうもう一一一一つは、つは、つは、つは、リニアリニアリニアリニア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線の奈良の奈良の奈良の奈良駅駅駅駅、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の駅駅駅駅のののの位置位置位置位置をををを早早早早くくくく決め決め決め決めたらどうかとのたらどうかとのたらどうかとのたらどうかとの

ことでごことでごことでごことでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、繰繰繰繰りりりり返返返返しになるかもしれませんが、もうしになるかもしれませんが、もうしになるかもしれませんが、もうしになるかもしれませんが、もう一度一度一度一度、どの、どの、どの、どのよよよようにうにうにうに決め決め決め決めるのるのるのるの

かという、かという、かという、かという、今今今今のののの想想想想定を定を定を定を申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきますと、ておきますと、ておきますと、ておきますと、ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東海海海海がががが建建建建設、設、設、設、営営営営業業業業主主主主体体体体でごでごでごでござざざざいますのいますのいますのいますの

で、で、で、で、最最最最終終終終的には的には的には的にはＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東海海海海がががが決め決め決め決めることになるのですけれども、そのることになるのですけれども、そのることになるのですけれども、そのることになるのですけれども、その際際際際、地、地、地、地元元元元の意の意の意の意向向向向をををを無無無無視視視視

してはなかなかしてはなかなかしてはなかなかしてはなかなか決め決め決め決められないだろうと、とりられないだろうと、とりられないだろうと、とりられないだろうと、とりわわわわけ県の意け県の意け県の意け県の意向向向向をををを無無無無視視視視してはしてはしてはしては決め決め決め決められないだろられないだろられないだろられないだろ

うというのがうというのがうというのがうというのが実実実実情であろうかと思います。したが情であろうかと思います。したが情であろうかと思います。したが情であろうかと思います。したがっっっって、県とて、県とて、県とて、県とＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東海海海海ががががよよよよくくくく調調調調整をしなが整をしなが整をしなが整をしなが

ら、タら、タら、タら、タイイイイミミミミンンンンググググもももも場所場所場所場所もももも調調調調整をしながら整をしながら整をしながら整をしながら決め決め決め決めていくのがていくのがていくのがていくのが普普普普通通通通ののののややややりりりり方方方方だし、奈良県のだし、奈良県のだし、奈良県のだし、奈良県の場場場場合合合合

もももも望望望望ましいと思います。ましいと思います。ましいと思います。ましいと思います。

ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東海海海海は奈良県だけではないのですが、名は奈良県だけではないのですが、名は奈良県だけではないのですが、名は奈良県だけではないのですが、名古屋古屋古屋古屋以以以以西の中西の中西の中西の中間間間間駅駅駅駅、あるいは名、あるいは名、あるいは名、あるいは名古屋古屋古屋古屋以以以以西の西の西の西の

建建建建設についてどう考えているかですけれども、設についてどう考えているかですけれども、設についてどう考えているかですけれども、設についてどう考えているかですけれども、ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東海海海海の山田の山田の山田の山田社社社社長は長は長は長はよよよよく知く知く知く知っっっっているているているている方方方方でででで

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、割割割割とととと正正正正直直直直におにおにおにおっっっっししししゃっゃっゃっゃっていただくのですけれども、すていただくのですけれども、すていただくのですけれども、すていただくのですけれども、すぐぐぐぐにににに決め決め決め決められないですられないですられないですられないです

と、もうと、もうと、もうと、もう少少少少しししし待っ待っ待っ待ってくださいという言いてくださいという言いてくださいという言いてくださいという言い方方方方ををををざっざっざっざっくばらんにされるのですが、それはくばらんにされるのですが、それはくばらんにされるのですが、それはくばらんにされるのですが、それは駅駅駅駅をををを

決め決め決め決めることだけではなしに、ることだけではなしに、ることだけではなしに、ることだけではなしに、建建建建設そのものが第設そのものが第設そのものが第設そのものが第二二二二段段段段階階階階でででで建建建建設するということを言設するということを言設するということを言設するということを言っっっっておらておらておらておら

れますので、その第れますので、その第れますので、その第れますので、その第二二二二段段段段階階階階のののの建建建建設だけを設だけを設だけを設だけを先先先先にににに盛盛盛盛りりりり上上上上がると、がると、がると、がると、彼彼彼彼らのらのらのらの全体全体全体全体のののの資金資金資金資金繰繰繰繰りをりをりをりを一番一番一番一番

気気気気にされていますので、にされていますので、にされていますので、にされていますので、早早早早くくくくややややれと言れと言れと言れと言わわわわれてれてれてれて資金資金資金資金ががががショショショショーーーートトトトしてくるとしてくるとしてくるとしてくると困困困困ると、ると、ると、ると、自自自自立立立立的に的に的に的に

建建建建設したいという思いがとても設したいという思いがとても設したいという思いがとても設したいという思いがとても強強強強いいいいよよよようにうにうにうに聞聞聞聞いておりますので、そうしますと、いておりますので、そうしますと、いておりますので、そうしますと、いておりますので、そうしますと、今今今今のののの自自自自立立立立

的な的な的な的な建建建建設設設設方法方法方法方法だとだとだとだと早早早早くくくくややややるにもるにもるにもるにも限界限界限界限界がある。がある。がある。がある。余余余余り西の地域のり西の地域のり西の地域のり西の地域の駅駅駅駅をををを早早早早くつくれ、中くつくれ、中くつくれ、中くつくれ、中間間間間駅駅駅駅をををを早早早早

くくくく決め決め決め決めろというのには、ちろというのには、ちろというのには、ちろというのには、ちょっょっょっょっとととと抵抗抵抗抵抗抵抗したいと、こういうおしたいと、こういうおしたいと、こういうおしたいと、こういうお気持気持気持気持ちではないかと推察してちではないかと推察してちではないかと推察してちではないかと推察して

いるいるいるいるわわわわけですが、これは名けですが、これは名けですが、これは名けですが、これは名古屋古屋古屋古屋以以以以西の西の西の西の建建建建設設設設着着着着工工工工を、を、を、を、完完完完成を成を成を成を早早早早くという、名くという、名くという、名くという、名古屋古屋古屋古屋以以以以西の西の西の西の共共共共通通通通

の願いとの願いとの願いとの願いと重重重重複複複複するするするするわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、早早早早く大く大く大く大阪駅阪駅阪駅阪駅までつくまでつくまでつくまでつくっっっってほしいという中で、てほしいという中で、てほしいという中で、てほしいという中で、

中中中中間間間間駅駅駅駅もももも早早早早くくくく決め決め決め決めてもらうというてもらうというてもらうというてもらうという運運運運動動動動になになになになっっっってくると思いますが、そのてくると思いますが、そのてくると思いますが、そのてくると思いますが、そ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ＪＲＪＲＪＲＪＲ

東東東東海海海海とととと調調調調整をしながら、意整をしながら、意整をしながら、意整をしながら、意向向向向をををを伝伝伝伝えながら進えながら進えながら進えながら進めめめめていくのがていくのがていくのがていくのが実実実実態態態態でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

それで、それがそれで、それがそれで、それがそれで、それが少少少少しでもしでもしでもしでも早早早早くならないかとのことでごくならないかとのことでごくならないかとのことでごくならないかとのことでござざざざいます。大きないます。大きないます。大きないます。大きなプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトのののの

運運運運動動動動でごでごでごでござざざざいますので、いろいろなことを考えながら進いますので、いろいろなことを考えながら進いますので、いろいろなことを考えながら進いますので、いろいろなことを考えながら進めめめめなければいけないと思います。なければいけないと思います。なければいけないと思います。なければいけないと思います。

名名名名古屋古屋古屋古屋以以以以西につきましては、大西につきましては、大西につきましては、大西につきましては、大阪駅阪駅阪駅阪駅をとにかくをとにかくをとにかくをとにかく早早早早くつくくつくくつくくつくっっっってくれと、てくれと、てくれと、てくれと、最最最最終駅終駅終駅終駅は大は大は大は大阪駅阪駅阪駅阪駅だとだとだとだと

決決決決まままま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、早早早早くつくれくつくれくつくれくつくれ一一一一辺倒辺倒辺倒辺倒でいいでいいでいいでいいわわわわけですが、奈良県とけですが、奈良県とけですが、奈良県とけですが、奈良県と三三三三重重重重県は、県は、県は、県は、滋賀滋賀滋賀滋賀県、県、県、県、

京都府京都府京都府京都府がががが対対対対抗馬抗馬抗馬抗馬を出しておられますので、奈良県、を出しておられますので、奈良県、を出しておられますので、奈良県、を出しておられますので、奈良県、三三三三重重重重県が県が県が県が外外外外されないされないされないされないよよよように進うに進うに進うに進めめめめてほしてほしてほしてほし

いというのが大きな願いでいというのが大きな願いでいというのが大きな願いでいというのが大きな願いでやっやっやっやっているているているているわわわわけで、けで、けで、けで、三三三三重重重重県と奈良県は県と奈良県は県と奈良県は県と奈良県は一緒一緒一緒一緒にににに運運運運動動動動をしましをしましをしましをしましょょょょうううう

と政治的なセと政治的なセと政治的なセと政治的なセッッッッティティティティンンンンググググをしております。そのときに、をしております。そのときに、をしております。そのときに、をしております。そのときに、早早早早くしてほしいのはくしてほしいのはくしてほしいのはくしてほしいのはややややままままややややまでごまでごまでごまでご

ざざざざいますけれども、県いますけれども、県いますけれども、県いますけれども、県内内内内でいろいろ意見があるのをいつでいろいろ意見があるのをいつでいろいろ意見があるのをいつでいろいろ意見があるのをいつ決決決決着着着着するのかは、そういうするのかは、そういうするのかは、そういうするのかは、そういう状況状況状況状況のののの
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中で中で中で中で判断判断判断判断しなければいけない大しなければいけない大しなければいけない大しなければいけない大変変変変微妙微妙微妙微妙なななな課題課題課題課題がががが残残残残っっっっているているているているよよよように思う次第でごうに思う次第でごうに思う次第でごうに思う次第でござざざざいます。います。います。います。

万万万万がががが一一一一にもにもにもにも段取段取段取段取りがりがりがりが悪悪悪悪くならないくならないくならないくならないよよよように、うに、うに、うに、相相相相当当当当慎慎慎慎重重重重に情に情に情に情勢勢勢勢を見ながら、を見ながら、を見ながら、を見ながら、国国国国あるいはあるいはあるいはあるいはＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東

海海海海にににに働働働働きかけながらしていかなければいけないかと思きかけながらしていかなければいけないかと思きかけながらしていかなければいけないかと思きかけながらしていかなければいけないかと思っっっっているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいます。います。います。います。

県県県県下下下下のののの４４４４候候候候補補補補のののの勉勉勉勉強強強強ですけれど、これはもうですけれど、これはもうですけれど、これはもうですけれど、これはもう少少少少しししし勉勉勉勉強強強強が進が進が進が進むむむむと思いますので、と思いますので、と思いますので、と思いますので、デデデデータなータなータなータな

どを出しながら、意見ができるだけどを出しながら、意見ができるだけどを出しながら、意見ができるだけどを出しながら、意見ができるだけ集約集約集約集約化されれば、それにこしたことはないと思います化されれば、それにこしたことはないと思います化されれば、それにこしたことはないと思います化されれば、それにこしたことはないと思います

ので、ので、ので、ので、客客客客観的にここがいいと観的にここがいいと観的にここがいいと観的にここがいいと判断判断判断判断されるのがされるのがされるのがされるのが一番一番一番一番いいと思うのです。山いいと思うのです。山いいと思うのです。山いいと思うのです。山梨梨梨梨県の県の県の県の場場場場合であ合であ合であ合であっっっっ

たり、神奈川県のたり、神奈川県のたり、神奈川県のたり、神奈川県の相模相模相模相模原市の原市の原市の原市の場場場場合であ合であ合であ合であっっっっても、だんだん議ても、だんだん議ても、だんだん議ても、だんだん議論論論論していくうちにしていくうちにしていくうちにしていくうちにやっぱやっぱやっぱやっぱりここりここりここりここ

だと、だと、だと、だと、交通計画交通計画交通計画交通計画とは大とは大とは大とは大体体体体そういうものでごそういうものでごそういうものでごそういうものでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、常常常常識識識識的なところに的なところに的なところに的なところに落落落落ちつくのがちつくのがちつくのがちつくのが

一番一番一番一番いいというのがいいというのがいいというのがいいというのが普普普普通通通通のののの結論結論結論結論でごでごでごでござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。そのよよよようなことをうなことをうなことをうなことを判断判断判断判断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

なななな材材材材料料料料を出していくを出していくを出していくを出していく努努努努力力力力はははは続続続続けていきたいと思けていきたいと思けていきたいと思けていきたいと思っっっっておるところでごておるところでごておるところでごておるところでござざざざいます。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 ほかにご質問はありませんか。ほかにご質問はありませんか。ほかにご質問はありませんか。ほかにご質問はありませんか。

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

ほかに質疑がなければ、これをもほかに質疑がなければ、これをもほかに質疑がなければ、これをもほかに質疑がなければ、これをもっっっって理事者にて理事者にて理事者にて理事者に対対対対する質疑をする質疑をする質疑をする質疑を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

それでは、それでは、それでは、それでは、採採採採決決決決に入ります前に、に入ります前に、に入ります前に、に入ります前に、当当当当委員会に委員会に委員会に委員会に付付付付託託託託をををを受受受受けました議案について、委員の意けました議案について、委員の意けました議案について、委員の意けました議案について、委員の意

見を見を見を見を求求求求めめめめます。会ます。会ます。会ます。会派派派派のののの賛賛賛賛否否否否について、ご発言願います。について、ご発言願います。について、ご発言願います。について、ご発言願います。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 少少少少し長いですけれど言し長いですけれど言し長いですけれど言し長いですけれど言わわわわせていただきます。第１せていただきます。第１せていただきます。第１せていただきます。第１号号号号議案、平成２５年議案、平成２５年議案、平成２５年議案、平成２５年度度度度奈良奈良奈良奈良

県県県県一一一一般般般般会会会会計予算計予算計予算計予算について、について、について、について、民主民主民主民主党党党党議員議員議員議員団団団団としてとしてとしてとして反対反対反対反対します。します。します。します。

東東東東アジア連携アジア連携アジア連携アジア連携事業への知事の思い入れは事業への知事の思い入れは事業への知事の思い入れは事業への知事の思い入れは非常非常非常非常にににに強強強強いものがあるいものがあるいものがあるいものがあるよよよようですが、理うですが、理うですが、理うですが、理解解解解できまできまできまできま

せん。せん。せん。せん。東東東東アジアアジアアジアアジア地地地地方方方方政政政政府府府府会合の事業会合の事業会合の事業会合の事業費費費費は、２００９年の提は、２００９年の提は、２００９年の提は、２００９年の提唱唱唱唱者会合で者会合で者会合で者会合で７，７，７，７，６００６００６００６００万万万万円円円円、２、２、２、２

０１０年の第１０１０年の第１０１０年の第１０１０年の第１回回回回会合で１会合で１会合で１会合で１億億億億２２２２，，，，４４４４００００００００万万万万円円円円、２０１１年の第２、２０１１年の第２、２０１１年の第２、２０１１年の第２回回回回会合で１会合で１会合で１会合で１億億億億５５５５，，，，００００００００００００

万万万万円円円円、さらに２０１２年、さらに２０１２年、さらに２０１２年、さらに２０１２年度度度度では１では１では１では１億８，億８，億８，億８，４４４４００００００００万万万万円円円円、２０１３年、２０１３年、２０１３年、２０１３年度度度度はははは約約約約２２２２割割割割をををを節減節減節減節減して１して１して１して１

億億億億４４４４，，，，３００３００３００３００万万万万円円円円ものものものもの予算予算予算予算をををを計計計計上上上上し、し、し、し、東東東東アジア連携アジア連携アジア連携アジア連携推進事業推進事業推進事業推進事業費費費費は２は２は２は２割割割割カットカットカットカットの２の２の２の２億８，億８，億８，億８，００００

００００００００万万万万円弱円弱円弱円弱をををを計計計計上上上上しています。２０１３年は、奈良県で第しています。２０１３年は、奈良県で第しています。２０１３年は、奈良県で第しています。２０１３年は、奈良県で第４回４回４回４回会合を開会合を開会合を開会合を開催催催催し、開し、開し、開し、開催催催催をををを引引引引きききき

受受受受けるけるけるける自自自自治治治治体体体体は、まだは、まだは、まだは、まだ決決決決ままままっっっっていない５ていない５ていない５ていない５回回回回目以目以目以目以降降降降の会合開の会合開の会合開の会合開催催催催地はどこが地はどこが地はどこが地はどこが引引引引きききき受受受受けるのでしけるのでしけるのでしけるのでし

ょょょょうか。うか。うか。うか。予算予算予算予算に知事の思いをあらに知事の思いをあらに知事の思いをあらに知事の思いをあらわわわわすのはすのはすのはすのは結結結結構構構構ですが、ですが、ですが、ですが、説明説明説明説明責任責任責任責任が必要です。が必要です。が必要です。が必要です。

さきの委員会で、県さきの委員会で、県さきの委員会で、県さきの委員会で、県民民民民生活生活生活生活のののの効果効果効果効果をををを聞聞聞聞かせてもらいましたが、県が行かせてもらいましたが、県が行かせてもらいましたが、県が行かせてもらいましたが、県が行っっっっている行ている行ている行ている行財財財財政政政政改改改改

革革革革のののの方方方方針針針針では、そのでは、そのでは、そのでは、その説明説明説明説明したしたしたした効果効果効果効果が真が真が真が真っ先っ先っ先っ先にその事業のにその事業のにその事業のにその事業の廃止廃止廃止廃止になるになるになるになるよよよようなうなうなうな数値数値数値数値目標目標目標目標もなし、もなし、もなし、もなし、

達達達達成成成成目標目標目標目標もなし、あもなし、あもなし、あもなし、あげげげげくすくすくすくすぐぐぐぐにはにはにはには効果効果効果効果が出ないものであるなどとが出ないものであるなどとが出ないものであるなどとが出ないものであるなどと述述述述べべべべられていましたが、られていましたが、られていましたが、られていましたが、

説明説明説明説明にはなにはなにはなにはなっっっっていません。ていません。ていません。ていません。

東東東東アジアアジアアジアアジア・・・・ササササママママーーーースクスクスクスクーーーールルルルは、は、は、は、外国人外国人外国人外国人ののののスクスクスクスクーーーール生ル生ル生ル生はははは何人何人何人何人ですか。ですか。ですか。ですか。余余余余りにもりにもりにもりにも参参参参加加加加人人人人数数数数のののの
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割割割割に事業に事業に事業に事業費費費費がががが多多多多すすすすぎぎぎぎると考えます。また、ると考えます。また、ると考えます。また、ると考えます。また、東東東東アジアアジアアジアアジア関関関関連連連連出出出出版版版版物物物物のののの装装装装丁丁丁丁のきれいなものがのきれいなものがのきれいなものがのきれいなものが何何何何

種種種種類類類類か出か出か出か出版版版版されました。中されました。中されました。中されました。中身身身身ははははレジュメレジュメレジュメレジュメのまとのまとのまとのまとめめめめです、です、です、です、単単単単価価価価、そして事業、そして事業、そして事業、そして事業費費費費は３は３は３は３，，，，００００００００００００

万万万万円円円円でした。ことしはでした。ことしはでした。ことしはでした。ことしは４４４４，，，，００００００００００００万万万万円円円円になになになになっっっっています。いています。いています。いています。いじめじめじめじめ、、、、体体体体罰罰罰罰でででで緊緊緊緊急急急急にににに生生生生徒徒徒徒へのへのへのへのアアアア

ンンンンケケケケーーーートトトトを教育委員会がを教育委員会がを教育委員会がを教育委員会が深深深深夜夜夜夜までかかまでかかまでかかまでかかっっっっててててプリプリプリプリンンンントトトトをしなければならないというをしなければならないというをしなければならないというをしなければならないという現状現状現状現状をごをごをごをご

存存存存じじじじでしでしでしでしょょょょうか。このうか。このうか。このうか。この差差差差はどう理はどう理はどう理はどう理解解解解したらいいでししたらいいでししたらいいでししたらいいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

第２第２第２第２回回回回会合の会合の会合の会合の共同共同共同共同声声声声明明明明では、地域では、地域では、地域では、地域課題課題課題課題のののの解消解消解消解消にににに向向向向けては地けては地けては地けては地方方方方政政政政府府府府ののののみみみみならず、ならず、ならず、ならず、住民住民住民住民、、、、非非非非

政政政政府団府団府団府団体体体体をををを含む含む含む含む幅幅幅幅広い地域広い地域広い地域広い地域構構構構成成成成主主主主体体体体のののの参画参画参画参画がががが不不不不可可可可欠欠欠欠であり、地であり、地であり、地であり、地方方方方政政政政府府府府はそのたはそのたはそのたはそのためめめめののののイニイニイニイニシシシシ

アチブアチブアチブアチブを発を発を発を発揮揮揮揮すすすすべべべべきであるときであるときであるときであると書書書書かれていますが、かれていますが、かれていますが、かれていますが、ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯややややＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯとのとのとのとの具体具体具体具体のののの共同共同共同共同が見えてが見えてが見えてが見えて

きません。きません。きません。きません。

昨昨昨昨年、年、年、年、国際国際国際国際交流交流交流交流センターをセンターをセンターをセンターを廃止廃止廃止廃止しましたが、しましたが、しましたが、しましたが、全国全国全国全国でででで廃止廃止廃止廃止したのは地したのは地したのは地したのは地方方方方の県で奈良県だけの県で奈良県だけの県で奈良県だけの県で奈良県だけ

です。ことしのです。ことしのです。ことしのです。ことしの外国人外国人外国人外国人労働労働労働労働者の者の者の者の現状現状現状現状はははは一一一一部ですが、広部ですが、広部ですが、広部ですが、広島島島島県で県で県で県で不不不不幸な出幸な出幸な出幸な出来来来来事がありました。事がありました。事がありました。事がありました。

奈良県でも奈良県でも奈良県でも奈良県でも不不不不就就就就学学学学のののの子子子子どもにどもにどもにどもに対応対応対応対応することがすることがすることがすることが何何何何回回回回もももも起起起起きています。きています。きています。きています。今今今今も１０も１０も１０も１０歳歳歳歳と１１と１１と１１と１１歳歳歳歳のののの

子子子子どもがどもがどもがどもが全全全全くくくく学校学校学校学校に行に行に行に行っっっっていないことがていないことがていないことがていないことが明明明明らかになり、らかになり、らかになり、らかになり、学校学校学校学校、、、、町町町町教育委員会、県教育委員教育委員会、県教育委員教育委員会、県教育委員教育委員会、県教育委員

会が真会が真会が真会が真剣剣剣剣にににに取取取取りりりり組組組組んでいます。また、んでいます。また、んでいます。また、んでいます。また、労働労働労働労働者者者者災災災災害害害害でででで働働働働けなくなり、けなくなり、けなくなり、けなくなり、電気電気電気電気をとをとをとをとめめめめられたり、られたり、られたり、られたり、

外国人外国人外国人外国人のののの家家家家族族族族、、、、子子子子どもがどもがどもがどもがリストカットリストカットリストカットリストカットをすることがをすることがをすることがをすることが起起起起きています。奈良県にきています。奈良県にきています。奈良県にきています。奈良県に外国人外国人外国人外国人をはをはをはをはじじじじ

めめめめとする研修とする研修とする研修とする研修生生生生はははは何人何人何人何人いるのでしいるのでしいるのでしいるのでしょょょょうか。そのうか。そのうか。そのうか。その実実実実態態態態は、は、は、は、外国人外国人外国人外国人労働労働労働労働者の者の者の者の国国国国別別別別のののの統統統統計計計計があるがあるがあるがある

と思うのですが、どのと思うのですが、どのと思うのですが、どのと思うのですが、どのよよよようなうなうなうな就労就労就労就労をしているのか、をしているのか、をしているのか、をしているのか、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの就労就労就労就労など、的など、的など、的など、的確確確確につかんにつかんにつかんにつかん

でいるのでしでいるのでしでいるのでしでいるのでしょょょょうか。これだけのうか。これだけのうか。これだけのうか。これだけの多多多多額額額額のののの金金金金をををを使っ使っ使っ使っているにもかかているにもかかているにもかかているにもかかわわわわらず、らず、らず、らず、内内内内なるなるなるなる国際国際国際国際化は化は化は化は

全全全全くくくく手手手手をつけていない、知事の思い入れは県をつけていない、知事の思い入れは県をつけていない、知事の思い入れは県をつけていない、知事の思い入れは県民民民民の意の意の意の意識識識識と大きくと大きくと大きくと大きく隔離隔離隔離隔離していると考えます。していると考えます。していると考えます。していると考えます。

華華華華 々々々々しくしくしくしく東東東東アジアアジアアジアアジア地域との地域との地域との地域との交流交流交流交流をする前に、をする前に、をする前に、をする前に、足足足足元元元元のののの国際国際国際国際化をし化をし化をし化をしっっっっかり進かり進かり進かり進めめめめるるるるべべべべきと考えてきと考えてきと考えてきと考えて

います。そういいます。そういいます。そういいます。そういっっっった理た理た理た理由由由由にににによよよよりりりり反対反対反対反対します。します。します。します。

次に、次に、次に、次に、昨昨昨昨年１０月、県医療審議会委員の年１０月、県医療審議会委員の年１０月、県医療審議会委員の年１０月、県医療審議会委員の構構構構成が成が成が成が新新新新しくなりました。本県議会でも問しくなりました。本県議会でも問しくなりました。本県議会でも問しくなりました。本県議会でも問題題題題提提提提

起起起起がありましたので、議員のがありましたので、議員のがありましたので、議員のがありましたので、議員の皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもよよよよくくくく承承承承知のところであります。知のところであります。知のところであります。知のところであります。残念残念残念残念ながら、これまながら、これまながら、これまながら、これま

での長年にでの長年にでの長年にでの長年にわわわわたたたたっっっって委員に名をて委員に名をて委員に名をて委員に名を連連連連ねねねねていただいておりました県医ていただいておりました県医ていただいておりました県医ていただいておりました県医師師師師会の推会の推会の推会の推薦薦薦薦の医の医の医の医師師師師の名前の名前の名前の名前

がありません。がありません。がありません。がありません。極極極極端端端端にににに申申申申しししし上げ上げ上げ上げます、荒井知事、知事がこのます、荒井知事、知事がこのます、荒井知事、知事がこのます、荒井知事、知事がこの間間間間、提案されてきた、提案されてきた、提案されてきた、提案されてきた我我我我が県のが県のが県のが県の

医療医療医療医療体体体体制制制制の思いの思いの思いの思い切切切切っっっったたたた改改改改革革革革案を私たち案を私たち案を私たち案を私たち民主民主民主民主党党党党はははは双双双双手手手手をををを挙挙挙挙げげげげてててて賛賛賛賛成しました。県成しました。県成しました。県成しました。県内内内内部の部の部の部の公公公公的的的的

３３３３病院病院病院病院のののの再再再再編編編編と、県と、県と、県と、県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院のののの新新新新設が設が設が設が基基基基軸軸軸軸になるになるになるになるわわわわけですが、そのいずれも地域のまちけですが、そのいずれも地域のまちけですが、そのいずれも地域のまちけですが、そのいずれも地域のまち

づくりとづくりとづくりとづくりと一体一体一体一体となとなとなとなっっっってのてのてのての展展展展開がなければ、開がなければ、開がなければ、開がなければ、実実実実りあるものにならないことはりあるものにならないことはりあるものにならないことはりあるものにならないことは常常常常 々々々々知事知事知事知事自身自身自身自身がががが

述述述述べべべべてこられたことではないでしてこられたことではないでしてこられたことではないでしてこられたことではないでしょょょょうか。うか。うか。うか。少少少少子子子子高高高高齢齢齢齢化化化化社社社社会が進化し、会が進化し、会が進化し、会が進化し、住民住民住民住民がががが病病病病気気気気治療治療治療治療やややや健健健健

康管理を考えるとき、康管理を考えるとき、康管理を考えるとき、康管理を考えるとき、身身身身近近近近にいてくれるかかりつけ医にいてくれるかかりつけ医にいてくれるかかりつけ医にいてくれるかかりつけ医師師師師のののの存在存在存在存在がががが頼頼頼頼りであります。りであります。りであります。りであります。住民住民住民住民とととと
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医医医医師師師師のかかのかかのかかのかかわわわわる関係が、る関係が、る関係が、る関係が、今今今今日のまちづくりの中にし日のまちづくりの中にし日のまちづくりの中にし日のまちづくりの中にしっっっっかりかりかりかり位置位置位置位置づく中でこそ、づく中でこそ、づく中でこそ、づく中でこそ、安全安全安全安全とととと安安安安心心心心

のまちづくりが見えてくると思うのです。のまちづくりが見えてくると思うのです。のまちづくりが見えてくると思うのです。のまちづくりが見えてくると思うのです。

荒井知事、医療審議会の委員は、荒井知事、医療審議会の委員は、荒井知事、医療審議会の委員は、荒井知事、医療審議会の委員は、法法法法令令令令上上上上、医、医、医、医師師師師、、、、歯歯歯歯科科科科医医医医師師師師、、、、薬薬薬薬剤剤剤剤師師師師、医療を、医療を、医療を、医療を受受受受けるけるけるける立場立場立場立場

にある者、にある者、にある者、にある者、学学学学識識識識経経経経験験験験のある者のうちから知事がのある者のうちから知事がのある者のうちから知事がのある者のうちから知事が任任任任命命命命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のです。しかし、ているのです。しかし、ているのです。しかし、ているのです。しかし、

知事の知事の知事の知事の立場立場立場立場は私的なものではありません。あなたは私的なものではありません。あなたは私的なものではありません。あなたは私的なものではありません。あなた好好好好みみみみのののの単単単単にににに好好好好みみみみにすにすにすにすぎぎぎぎないのでしないのでしないのでしないのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

客客客客観的に審議会の委員に観的に審議会の委員に観的に審議会の委員に観的に審議会の委員にふふふふささささわわわわしいしいしいしい人人人人をををを検討検討検討検討するとき、医するとき、医するとき、医するとき、医師師師師会の会の会の会の組組組組織織織織はははは普普普普通通通通に考えてに考えてに考えてに考えて客客客客観観観観

性を性を性を性を持っ持っ持っ持っています。知事のています。知事のています。知事のています。知事の立場立場立場立場をどうをどうをどうをどう勘勘勘勘違違違違いされているのでしいされているのでしいされているのでしいされているのでしょょょょうか。医うか。医うか。医うか。医師師師師会の医会の医会の医会の医師師師師決決決決定定定定

にににに突っ込突っ込突っ込突っ込んでんでんでんでよよよよしとする道理などどこにもありません。荒井知事、しとする道理などどこにもありません。荒井知事、しとする道理などどこにもありません。荒井知事、しとする道理などどこにもありません。荒井知事、権権権権力力力力をををを誇誇誇誇示示示示するするするする立場立場立場立場にににに

ある者にとある者にとある者にとある者にとっっっって、て、て、て、最最最最もももも心心心心すすすすべべべべきことはきことはきことはきことは傲慢傲慢傲慢傲慢なななな態態態態度度度度だと私は思だと私は思だと私は思だと私は思っっっっています。たとえ年ています。たとえ年ています。たとえ年ています。たとえ年間間間間４４４４００００

万万万万円円円円足足足足らずのらずのらずのらずの予算予算予算予算とはいえ、このとはいえ、このとはいえ、このとはいえ、このよよよようなうなうなうな偏偏偏偏っっっったたたた選選選選考で考で考で考で構構構構成される審議会は、県成される審議会は、県成される審議会は、県成される審議会は、県民民民民のののの期待期待期待期待にににに

こたえる審議をこたえる審議をこたえる審議をこたえる審議を望む望む望む望むことはできないという観点で、このことはできないという観点で、このことはできないという観点で、このことはできないという観点で、この予算予算予算予算案に案に案に案に反対反対反対反対します。します。します。します。

他他他他のののの付付付付託託託託議案、それ議案、それ議案、それ議案、それぞぞぞぞれのれのれのれの予算予算予算予算案については案については案については案については賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。以上以上以上以上です。です。です。です。

○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、共共共共産産産産党党党党のののの反対反対反対反対意見を意見を意見を意見を述述述述べべべべたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

まずまずまずまず最最最最初初初初に、議第１に、議第１に、議第１に、議第１号号号号平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度奈良県奈良県奈良県奈良県一一一一般般般般会会会会計予算計予算計予算計予算は、は、は、は、安安安安倍倍倍倍内内内内閣閣閣閣のののの緊緊緊緊急経済対急経済対急経済対急経済対策に策に策に策に

伴う伴う伴う伴う補正予算補正予算補正予算補正予算とあとあとあとあわわわわせてせてせてせて組組組組まれておりますので、あまれておりますので、あまれておりますので、あまれておりますので、あわわわわせて議第１０せて議第１０せて議第１０せて議第１０８８８８号号号号平成２平成２平成２平成２４４４４年年年年度度度度奈良奈良奈良奈良

県県県県一一一一般般般般会会会会計補正予算計補正予算計補正予算計補正予算（第（第（第（第４４４４号号号号）を）を）を）を一体一体一体一体としてのとしてのとしてのとしての予算予算予算予算ということで意見をということで意見をということで意見をということで意見を述述述述べべべべたいと思いまたいと思いまたいと思いまたいと思いま

す。す。す。す。

県では、県では、県では、県では、引引引引きききき続続続続き南部地域のき南部地域のき南部地域のき南部地域の台台台台風風風風災災災災害害害害のののの復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興に第興に第興に第興に第一一一一にににに取取取取りりりり組組組組まれておりまして、まれておりまして、まれておりまして、まれておりまして、

この点は本この点は本この点は本この点は本当当当当にににによよよよくくくくやっやっやっやっていただいていると思ていただいていると思ていただいていると思ていただいていると思っっっっております。しかし、開発ております。しかし、開発ております。しかし、開発ております。しかし、開発型型型型政策に政策に政策に政策によよよよるるるる

観光観光観光観光戦略戦略戦略戦略をををを掲掲掲掲げげげげて、大て、大て、大て、大宮通宮通宮通宮通りりりりプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトにはにはにはには若若若若草草草草山への移山への移山への移山への移動支援動支援動支援動支援施設整備の施設整備の施設整備の施設整備の検討検討検討検討を進を進を進を進めめめめ

る、あるいは県る、あるいは県る、あるいは県る、あるいは県営プ営プ営プ営プーーーールルルル跡跡跡跡地へ地へ地へ地へテテテテーーーーママママパパパパーーーーククククをつくることをはをつくることをはをつくることをはをつくることをはじめじめじめじめ、、、、非常非常非常非常に大きなに大きなに大きなに大きな投資投資投資投資とととと

なります。また、なります。また、なります。また、なります。また、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車車車車道大和道大和道大和道大和北北北北道道道道路路路路の奈良市大の奈良市大の奈良市大の奈良市大安安安安寺寺寺寺までの整備推進、大までの整備推進、大までの整備推進、大までの整備推進、大安安安安寺寺寺寺付付付付近近近近

へのへのへのへの新新新新駅駅駅駅設設設設置置置置のののの検討検討検討検討など、など、など、など、不不不不要要要要不不不不急急急急の事業も推進をされております。の事業も推進をされております。の事業も推進をされております。の事業も推進をされております。

一方一方一方一方で、県ので、県ので、県ので、県の掲掲掲掲げげげげるるるる経済経済経済経済活活活活性化の性化の性化の性化の柱柱柱柱である雇用である雇用である雇用である雇用対対対対策策策策費費費費はははは予算予算予算予算の１の１の１の１．．．．３３３３％％％％にすにすにすにすぎぎぎぎず、また、ず、また、ず、また、ず、また、

中小中小中小中小企企企企業業業業支援支援支援支援としてとしてとしてとして新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みみみみもごもごもごもござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致には１１３には１１３には１１３には１１３億円億円億円億円とのとのとのとの

ことですが、これらにことですが、これらにことですが、これらにことですが、これらに比比比比べべべべてててて新新新新製製製製品品品品開発開発開発開発やややや販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓など、など、など、など、多多多多くの事業者がくの事業者がくの事業者がくの事業者が希希希希望望望望されているされているされているされている

支援支援支援支援策は大策は大策は大策は大変変変変弱弱弱弱いいいい状状状状態態態態であると言であると言であると言であると言わわわわねねねねばならないと思います。また、ばならないと思います。また、ばならないと思います。また、ばならないと思います。また、子子子子どもたちのいどもたちのいどもたちのいどもたちのいじめじめじめじめ

やややや不登不登不登不登校校校校、、、、現現現現場場場場の教の教の教の教師師師師のののの多多多多忙忙忙忙化など、化など、化など、化など、困困困困難難難難をををを解解解解決決決決をして、をして、をして、をして、一人一人一人一人一人一人一人一人のののの子子子子どもにどもにどもにどもに向向向向き合き合き合き合っっっったたたた

豊豊豊豊かな教育を進かな教育を進かな教育を進かな教育を進めめめめるたるたるたるためめめめには、には、には、には、十分十分十分十分なななな時間時間時間時間を保を保を保を保障障障障するするするする少少少少人人人人数数数数推進が推進が推進が推進が待っ待っ待っ待ったなしであります。たなしであります。たなしであります。たなしであります。

よよよよううううややややく県も３５く県も３５く県も３５く県も３５人学人学人学人学級級級級にににに取取取取りりりり組組組組みみみみをををを始始始始めめめめておりましたけれども、ておりましたけれども、ておりましたけれども、ておりましたけれども、今今今今年年年年度度度度はははは国国国国のののの予算予算予算予算措措措措置置置置
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がががが棚棚棚棚上げ上げ上げ上げとなとなとなとなっっっったことで、たことで、たことで、たことで、少少少少人人人人数数数数学学学学級級級級のののの拡拡拡拡大は行大は行大は行大は行わわわわれておりません。れておりません。れておりません。れておりません。幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの切切切切実実実実な要な要な要な要望望望望

をををを実実実実現現現現という点もあります。その点はという点もあります。その点はという点もあります。その点はという点もあります。その点は評評評評価価価価いたしますが、いたしますが、いたしますが、いたしますが、子子子子どもの医療どもの医療どもの医療どもの医療費助費助費助費助成成成成制制制制度度度度のののの拡充拡充拡充拡充、、、、

あるいは介あるいは介あるいは介あるいは介護護護護保保保保険険険険の保の保の保の保険険険険料料料料、、、、利利利利用用用用料料料料のののの負担負担負担負担がががが重重重重く、く、く、く、滞滞滞滞納納納納せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない方方方方が必要な介が必要な介が必要な介が必要な介護サ護サ護サ護サ

ーーーービビビビススススをををを受受受受けられないけられないけられないけられない制裁制裁制裁制裁をををを受受受受けておられる例もあります。けておられる例もあります。けておられる例もあります。けておられる例もあります。何何何何とかとかとかとか負担負担負担負担をををを軽軽軽軽減減減減してほしいしてほしいしてほしいしてほしい

という県という県という県という県民民民民のののの切切切切実実実実な願いにこたえられていないということで、平成２５年な願いにこたえられていないということで、平成２５年な願いにこたえられていないということで、平成２５年な願いにこたえられていないということで、平成２５年度度度度奈良県奈良県奈良県奈良県一一一一般般般般会会会会

計予算計予算計予算計予算と平成２と平成２と平成２と平成２４４４４年年年年度度度度奈良県奈良県奈良県奈良県一一一一般般般般会会会会計補正予算計補正予算計補正予算計補正予算にににに反対反対反対反対をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

次に、議第１次に、議第１次に、議第１次に、議第１８８８８号号号号です。これは奈良県部設です。これは奈良県部設です。これは奈良県部設です。これは奈良県部設置条置条置条置条例の例の例の例の一一一一部を部を部を部を改改改改正正正正するするするする条条条条例ですが、名前は例ですが、名前は例ですが、名前は例ですが、名前は

変変変変更更更更しなくてもいいと思いますので、しなくてもいいと思いますので、しなくてもいいと思いますので、しなくてもいいと思いますので、反対反対反対反対いたします。いたします。いたします。いたします。

議第１９議第１９議第１９議第１９号号号号は、定は、定は、定は、定数数数数をををを削減削減削減削減するものでするものでするものでするもので反対反対反対反対をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

議第２０議第２０議第２０議第２０号号号号は、県職員のは、県職員のは、県職員のは、県職員の手手手手当当当当廃止廃止廃止廃止にににによよよよるものですのでるものですのでるものですのでるものですので反対反対反対反対いたします。いたします。いたします。いたします。

議第２１議第２１議第２１議第２１号号号号は、は、は、は、退退退退職職職職手手手手当当当当のののの減減減減少少少少をするものでありをするものでありをするものでありをするものであり反対反対反対反対です。です。です。です。

議第２２議第２２議第２２議第２２号号号号は、は、は、は、特特特特例的な職員例的な職員例的な職員例的な職員給給給給与与与与のののの減減減減額額額額、これは、これは、これは、これは一一一一般般般般職の職の職の職の方方方方もももも含含含含まれているものでありまれているものでありまれているものでありまれているものであり

反対反対反対反対いたします。いたします。いたします。いたします。

議第２３議第２３議第２３議第２３号号号号は、は、は、は、今今今今ののののよよよようにうにうにうに国国国国民民民民のののの暮暮暮暮らしが大らしが大らしが大らしが大変変変変なときに、さらなる景なときに、さらなる景なときに、さらなる景なときに、さらなる景気気気気悪悪悪悪化につながる化につながる化につながる化につながる

消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税はすはすはすはすべべべべきではないと思いますのできではないと思いますのできではないと思いますのできではないと思いますので反対反対反対反対をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

次に、議第２次に、議第２次に、議第２次に、議第２４４４４号号号号は、は、は、は、物物物物価価価価もももも下下下下ががががっっっっているにもかかているにもかかているにもかかているにもかかわわわわらず、定らず、定らず、定らず、定期期期期的に的に的に的に手数料手数料手数料手数料を見を見を見を見直直直直してしてしてして

引引引引きききき上げ上げ上げ上げることには、県ることには、県ることには、県ることには、県民負担民負担民負担民負担増増増増にににによよよよることからることからることからることから反対反対反対反対をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

それそれそれそれ以外以外以外以外の議案につきましてはの議案につきましてはの議案につきましてはの議案につきましては賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 自自自自由由由由民主民主民主民主党党党党の意見をの意見をの意見をの意見を申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。付付付付託託託託をされましたをされましたをされましたをされました予算予算予算予算案は、案は、案は、案は、現現現現下下下下のののの厳厳厳厳しししし

いいいい経済状況経済状況経済状況経済状況の中にあの中にあの中にあの中にあっっっって、て、て、て、財財財財政の健政の健政の健政の健全全全全化を進化を進化を進化を進めめめめつつ、つつ、つつ、つつ、国国国国のののの補正予算補正予算補正予算補正予算を大を大を大を大胆胆胆胆、、、、最最最最大大大大限活限活限活限活用し、用し、用し、用し、

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度、平成２、平成２、平成２、平成２４４４４年年年年度度度度補正予算補正予算補正予算補正予算、あ、あ、あ、あわわわわせて平成２せて平成２せて平成２せて平成２４４４４年年年年度当度当度当度当初予算初予算初予算初予算の３の３の３の３．７％増．７％増．７％増．７％増といといといとい

うううう力強力強力強力強いいいい予算予算予算予算をををを編編編編成されております。成されております。成されております。成されております。

内容内容内容内容を見てを見てを見てを見てみみみみますと、県ますと、県ますと、県ますと、県内内内内産業の産業の産業の産業の支援や支援や支援や支援や企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致に必要なに必要なに必要なに必要なイイイインンンンフラフラフラフラなどの環境整備、大などの環境整備、大などの環境整備、大などの環境整備、大

宮通宮通宮通宮通りりりりプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトなど、観光地としてのさらなるなど、観光地としてのさらなるなど、観光地としてのさらなるなど、観光地としてのさらなる魅魅魅魅力力力力のののの向上向上向上向上、、、、東東東東アジアアジアアジアアジア諸諸諸諸国国国国とのとのとのとの交流交流交流交流、、、、

新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院の整備、県の整備、県の整備、県の整備、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の移転、整備等にの移転、整備等にの移転、整備等にの移転、整備等によよよよる医療、福祉のる医療、福祉のる医療、福祉のる医療、福祉の充充充充実実実実など、県政など、県政など、県政など、県政

発発発発展展展展に大いにに大いにに大いにに大いに期待期待期待期待のののの持持持持てるてるてるてる予算予算予算予算であると考えます。また、であると考えます。また、であると考えます。また、であると考えます。また、紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復

興に興に興に興に引引引引きききき続続続続きききき全力全力全力全力でででで取取取取りりりり組組組組まれまれまれまれよよよようとしておられます。うとしておられます。うとしておられます。うとしておられます。

奈良県がも奈良県がも奈良県がも奈良県がもっっっっととととよよよよくなるくなるくなるくなるよよよようにとの知事のうにとの知事のうにとの知事のうにとの知事の強強強強い思いをい思いをい思いをい思いを込め込め込め込め、職員とともに創意、職員とともに創意、職員とともに創意、職員とともに創意工夫工夫工夫工夫をををを重重重重

ねねねねられたられたられたられた結果結果結果結果であり、高くであり、高くであり、高くであり、高く評評評評価価価価をいたしたいと考えます。したがいまして、をいたしたいと考えます。したがいまして、をいたしたいと考えます。したがいまして、をいたしたいと考えます。したがいまして、自自自自由由由由民主民主民主民主党党党党とととと

いたしましては、いたしましては、いたしましては、いたしましては、付付付付託託託託されたすされたすされたすされたすべべべべての議案にての議案にての議案にての議案に賛賛賛賛成をいたします。成をいたします。成をいたします。成をいたします。以上以上以上以上です。です。です。です。
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○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 自自自自由由由由民主民主民主民主党党党党改改改改革革革革のののの立場立場立場立場で、で、で、で、賛賛賛賛成の成の成の成の立場立場立場立場からからからから討論討論討論討論したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

まず、議第１まず、議第１まず、議第１まず、議第１号号号号と議第１０と議第１０と議第１０と議第１０８８８８号号号号、平成２、平成２、平成２、平成２４４４４年年年年度度度度奈良県奈良県奈良県奈良県一一一一般般般般会会会会計補正予算計補正予算計補正予算計補正予算と平成２５年と平成２５年と平成２５年と平成２５年度度度度

奈良県奈良県奈良県奈良県一一一一般般般般会会会会計予算計予算計予算計予算、これの、これの、これの、これの内容内容内容内容についてるる質疑があり、についてるる質疑があり、についてるる質疑があり、についてるる質疑があり、答弁答弁答弁答弁があり、があり、があり、があり、特特特特に平成２に平成２に平成２に平成２４４４４年年年年

度度度度のののの補正予算補正予算補正予算補正予算が大きいので、平成２が大きいので、平成２が大きいので、平成２が大きいので、平成２４４４４年年年年度度度度補正予算補正予算補正予算補正予算、平成２５年、平成２５年、平成２５年、平成２５年度度度度予算予算予算予算はははは非常非常非常非常にこれをにこれをにこれをにこれを評評評評

価価価価するという言いするという言いするという言いするという言い方方方方はおかしいけれど、はおかしいけれど、はおかしいけれど、はおかしいけれど、執執執執行するのに大行するのに大行するのに大行するのに大変変変変なななな労労労労力力力力が要ると思います。また、が要ると思います。また、が要ると思います。また、が要ると思います。また、

いろいろないろいろないろいろないろいろな力力力力を発を発を発を発揮揮揮揮してもらしてもらしてもらしてもらわわわわなければいけないと。でも、この大きななければいけないと。でも、この大きななければいけないと。でも、この大きななければいけないと。でも、この大きな数数数数字字字字にににに対対対対して、しして、しして、しして、し

っっっっかりと奈良県かりと奈良県かりと奈良県かりと奈良県民民民民の福祉の福祉の福祉の福祉向上向上向上向上にににに十分十分十分十分役役役役にににに立立立立つだろうというつだろうというつだろうというつだろうという判断判断判断判断でででで賛賛賛賛成するのです。ただ、成するのです。ただ、成するのです。ただ、成するのです。ただ、

特特特特にににに東東東東アジアアジアアジアアジア推進事業等の意見が、これは推進事業等の意見が、これは推進事業等の意見が、これは推進事業等の意見が、これは民主民主民主民主党党党党からも出ておりましたけれども、なかなからも出ておりましたけれども、なかなからも出ておりましたけれども、なかなからも出ておりましたけれども、なかな

かかかか結論結論結論結論の出ない施策だとの出ない施策だとの出ない施策だとの出ない施策だと認識認識認識認識しております。でも、しております。でも、しております。でも、しております。でも、一一一一つずつ、つずつ、つずつ、つずつ、毎毎毎毎年年年年説明説明説明説明責任責任責任責任をををを重重重重ねねねねながら、ながら、ながら、ながら、

よよよよかかかかっっっったとなるたとなるたとなるたとなるよよよようううう実実実実はははは期待期待期待期待をするをするをするをするわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。

議第１議第１議第１議第１８８８８号号号号から議第２から議第２から議第２から議第２４４４４号号号号、、、、反対反対反対反対がありましたけれども、がありましたけれども、がありましたけれども、がありましたけれども、基基基基本的には、私はこの本的には、私はこの本的には、私はこの本的には、私はこの一一一一つずつずつずつず

つはもうつはもうつはもうつはもう申申申申しませんけれども、しませんけれども、しませんけれども、しませんけれども、特特特特にににに今今今今景景景景気気気気ががががよよよよくなくなくなくなっっっってきているてきているてきているてきている状状状状態態態態です。です。です。です。株価株価株価株価もももも上上上上がり、がり、がり、がり、

円円円円安安安安、す、す、す、すぐぐぐぐに中小に中小に中小に中小企企企企業までどこまでという意見が業までどこまでという意見が業までどこまでという意見が業までどこまでという意見が実実実実は出るのですけれども、これはこれかは出るのですけれども、これはこれかは出るのですけれども、これはこれかは出るのですけれども、これはこれか

らすごくらすごくらすごくらすごく期待期待期待期待がががが持持持持てる施策だと思てる施策だと思てる施策だと思てる施策だと思っっっっておりますので、これから県ておりますので、これから県ておりますので、これから県ておりますので、これから県内内内内消費消費消費消費がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん上上上上がるがるがるがる

よよよように、またうに、またうに、またうに、また努努努努力力力力していただくことをお願いいたしまして、していただくことをお願いいたしまして、していただくことをお願いいたしまして、していただくことをお願いいたしまして、賛賛賛賛成成成成討論討論討論討論といたします。といたします。といたします。といたします。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 それでは、それでは、それでは、それでは、みみみみんなのんなのんなのんなの党党党党を代を代を代を代表表表表いたしまして意見をいたしまして意見をいたしまして意見をいたしまして意見を申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

国国国国の要の要の要の要請請請請にににに基基基基づく職員のづく職員のづく職員のづく職員の給給給給与与与与削減削減削減削減については、本会議でも知事のについては、本会議でも知事のについては、本会議でも知事のについては、本会議でも知事の答弁答弁答弁答弁にありましたにありましたにありましたにありましたよよよようううう

に、に、に、に、削減削減削減削減方向方向方向方向に進に進に進に進むむむむということですから、これについてはということですから、これについてはということですから、これについてはということですから、これについては今後今後今後今後のののの動向動向動向動向を見を見を見を見守守守守りたいと考えりたいと考えりたいと考えりたいと考え

ております。ております。ております。ております。

そのそのそのその他他他他の議案については、の議案については、の議案については、の議案については、経済対経済対経済対経済対策策策策やややや地域の地域の地域の地域の活活活活性化につながる施策が性化につながる施策が性化につながる施策が性化につながる施策が多多多多数数数数見見見見受受受受けられて、けられて、けられて、けられて、

ぜひそのぜひそのぜひそのぜひその方向方向方向方向でごでごでごでご努努努努力力力力いただきたいというのがいただきたいというのがいただきたいというのがいただきたいというのが我我我我 々々々々の考えです。の考えです。の考えです。の考えです。よっよっよっよって、て、て、て、今今今今県議会の議案県議会の議案県議会の議案県議会の議案

についてはすについてはすについてはすについてはすべべべべてててて賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 ならならならなら元気クラブ元気クラブ元気クラブ元気クラブの意見をの意見をの意見をの意見を申申申申しししし上げ上げ上げ上げたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

このこのこのこの予算予算予算予算関係議案につきまして、あるいはまたその関係議案につきまして、あるいはまたその関係議案につきまして、あるいはまたその関係議案につきまして、あるいはまたその他他他他の議案の提出に関しましては、の議案の提出に関しましては、の議案の提出に関しましては、の議案の提出に関しましては、基基基基

本的にす本的にす本的にす本的にすべべべべてててて賛賛賛賛成という成という成という成という立場立場立場立場をとらせていただきます。をとらせていただきます。をとらせていただきます。をとらせていただきます。

なお、また、なお、また、なお、また、なお、また、申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきたいことは、ておきたいことは、ておきたいことは、ておきたいことは、今今今今のののの安安安安倍倍倍倍内内内内閣閣閣閣のもとでののもとでののもとでののもとでの積極積極積極積極的な、的な、的な、的な、三三三三本の本の本の本の矢矢矢矢

のののの財財財財政、政、政、政、金金金金融融融融成長成長成長成長戦略戦略戦略戦略、ず、ず、ず、ずっっっっとととと頑張っ頑張っ頑張っ頑張っておりますけれども、しかし、ておりますけれども、しかし、ておりますけれども、しかし、ておりますけれども、しかし、イイイインンンンフレフレフレフレというというというという面面面面にににに

ついては大ついては大ついては大ついては大変変変変怖怖怖怖いいいい一面一面一面一面がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。国国国国債債債債の大の大の大の大暴暴暴暴落落落落ということもということもということもということもエコエコエコエコノノノノミミミミストストストストのののの間間間間では指では指では指では指

摘摘摘摘されたりいたしております。そのされたりいたしております。そのされたりいたしております。そのされたりいたしております。そのよよよようなこともうなこともうなこともうなことも含め含め含め含めまして、まずは、まして、まずは、まして、まずは、まして、まずは、今今今今はうまく成長はうまく成長はうまく成長はうまく成長戦戦戦戦

略略略略にににに乗乗乗乗っっっっていただきながら、なおかつ、そのていただきながら、なおかつ、そのていただきながら、なおかつ、そのていただきながら、なおかつ、そのよよよようなうなうなうな経済経済経済経済のののの動向動向動向動向についてはについてはについてはについては注注注注意を意を意を意を払払払払っっっっていていていてい
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ただければ大ただければ大ただければ大ただければ大変変変変ありがたいと、このありがたいと、このありがたいと、このありがたいと、このよよよように思うに思うに思うに思っっっっております。そういうことでております。そういうことでております。そういうことでております。そういうことで賛賛賛賛成の成の成の成の立場立場立場立場でででで

ごごごござざざざいます。います。います。います。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 公明公明公明公明党党党党としての考えでごとしての考えでごとしての考えでごとしての考えでござざざざいます。います。います。います。

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度予算予算予算予算案、そしてまた案、そしてまた案、そしてまた案、そしてまた付付付付託託託託議案、す議案、す議案、す議案、すべべべべてててて賛賛賛賛成をさせていただきます。成をさせていただきます。成をさせていただきます。成をさせていただきます。

緊緊緊緊急経済対急経済対急経済対急経済対策を策を策を策を含む含む含む含む補正補正補正補正が平成２５年が平成２５年が平成２５年が平成２５年度度度度予算予算予算予算にににに組組組組まれておりまして、県南部地域のまれておりまして、県南部地域のまれておりまして、県南部地域のまれておりまして、県南部地域の復旧復旧復旧復旧、、、、

復復復復興、興、興、興、引引引引きききき続続続続きのきのきのきの取取取取りりりり組組組組みみみみ、また南、また南、また南、また南海海海海トラフトラフトラフトラフを中を中を中を中心心心心としたとしたとしたとした災災災災害害害害のののの予予予予測測測測がされております中、がされております中、がされております中、がされております中、

防防防防災災災災計画計画計画計画の見の見の見の見直直直直し、またし、またし、またし、またイイイインンンンフラフラフラフラの総点の総点の総点の総点検検検検整備を、県が進整備を、県が進整備を、県が進整備を、県が進めめめめていくとのことでごていくとのことでごていくとのことでごていくとのことでござざざざいますいますいますいます

のでのでのでので取取取取りりりり組組組組んでいただきたい。また、んでいただきたい。また、んでいただきたい。また、んでいただきたい。また、先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申しししし上げ上げ上げ上げました奈良県のました奈良県のました奈良県のました奈良県の経済経済経済経済、産業、雇用、、産業、雇用、、産業、雇用、、産業、雇用、

また観光振興等について、県がまた観光振興等について、県がまた観光振興等について、県がまた観光振興等について、県が取取取取りりりり組組組組もうとされているということで、もうとされているということで、もうとされているということで、もうとされているということで、公明公明公明公明党党党党としてはすとしてはすとしてはすとしてはす

べべべべてててて賛賛賛賛成と成と成と成と申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 奈良奈良奈良奈良維維維維新新新新の会としての意見をの会としての意見をの会としての意見をの会としての意見を述述述述べべべべ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。

予算予算予算予算案、そのほかの議案については、案、そのほかの議案については、案、そのほかの議案については、案、そのほかの議案については、基基基基本的にす本的にす本的にす本的にすべべべべてててて賛賛賛賛成をさせていただきますが、次成をさせていただきますが、次成をさせていただきますが、次成をさせていただきますが、次

の意見をの意見をの意見をの意見を述述述述べべべべさせていただいておきます。させていただいておきます。させていただいておきます。させていただいておきます。

ドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリについてでありますけれども、関西広域についてでありますけれども、関西広域についてでありますけれども、関西広域についてでありますけれども、関西広域連連連連合との部合との部合との部合との部分連分連分連分連合をすることが県合をすることが県合をすることが県合をすることが県

民民民民にとにとにとにとっっっってててて有有有有益益益益であるかどうかもであるかどうかもであるかどうかもであるかどうかも今今今今回回回回のののの予算予算予算予算の中でしの中でしの中でしの中で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。

そして、関西広域そして、関西広域そして、関西広域そして、関西広域連連連連合の合の合の合の今後今後今後今後ののののドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリ導導導導入の入の入の入の検討検討検討検討の中で、それがはの中で、それがはの中で、それがはの中で、それがはっっっっきり部きり部きり部きり部分連分連分連分連合合合合

ののののドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリよリよリよリよりもりもりもりも独自独自独自独自ヘヘヘヘリリリリのののの方方方方がががが特特特特にににに費費費費用用用用面面面面、そして関西広域、そして関西広域、そして関西広域、そして関西広域連連連連合では合では合では合では三三三三次次次次救急救急救急救急だけだけだけだけ

ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、二二二二次次次次救急救急救急救急のところにのところにのところにのところに使使使使えることもえることもえることもえることも検討検討検討検討、、、、交交交交渉渉渉渉もしていただいて、もしていただいて、もしていただいて、もしていただいて、今今今今回回回回のののの費費費費

用の用の用の用の検討検討検討検討の中での中での中での中で費費費費用用用用面面面面においてにおいてにおいてにおいて明明明明らかにしていただきたいと。そして、それがもしらかにしていただきたいと。そして、それがもしらかにしていただきたいと。そして、それがもしらかにしていただきたいと。そして、それがもし独独独独立立立立のののの

ドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリのののの方方方方ががががやっぱやっぱやっぱやっぱりいいとなれば、それはそれでいいと思うのですけれども、りいいとなれば、それはそれでいいと思うのですけれども、りいいとなれば、それはそれでいいと思うのですけれども、りいいとなれば、それはそれでいいと思うのですけれども、決決決決

してしてしてして独自独自独自独自ののののドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリありきでありきでありきでありきで今今今今回回回回のののの検討検討検討検討費費費費用を用を用を用を使使使使うということではなしに、これからうということではなしに、これからうということではなしに、これからうということではなしに、これから

そのそのそのその検討検討検討検討費費費費用の用の用の用の予算予算予算予算については、しについては、しについては、しについては、しっっっっかりと見かりと見かりと見かりと見守守守守っっっっていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。

そして、そして、そして、そして、先先先先ほどからおほどからおほどからおほどからお話話話話が出ている大が出ている大が出ている大が出ている大宮通宮通宮通宮通りりりりプロジプロジプロジプロジェェェェクトやクトやクトやクトや東東東東アジアアジアアジアアジア推進会議のほうも推進会議のほうも推進会議のほうも推進会議のほうも

費費費費用用用用対対対対効果効果効果効果をしをしをしをしっっっっかり見て、そのかり見て、そのかり見て、そのかり見て、その効果効果効果効果が出ているかどうかのが出ているかどうかのが出ているかどうかのが出ているかどうかの内容内容内容内容を奈良を奈良を奈良を奈良維維維維新新新新の会としても、の会としても、の会としても、の会としても、

ししししっっっっかりとかりとかりとかりと把握把握把握把握をさせていただいて、その推移を見をさせていただいて、その推移を見をさせていただいて、その推移を見をさせていただいて、その推移を見守守守守っっっっていきたいと思いますので、そのていきたいと思いますので、そのていきたいと思いますので、そのていきたいと思いますので、その

ことをことをことをことを申申申申しししし上げ上げ上げ上げてててて賛賛賛賛成をさせていただきます。成をさせていただきます。成をさせていただきます。成をさせていただきます。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ほかに意見はありませんか。ほかに意見はありませんか。ほかに意見はありませんか。ほかに意見はありませんか。

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

それでは、これそれでは、これそれでは、これそれでは、これよよよよりりりり付付付付託託託託議案について議案について議案について議案について採採採採決決決決を行います。を行います。を行います。を行います。

民主民主民主民主党党党党委員委員委員委員及及及及び日本び日本び日本び日本共共共共産産産産党党党党委員委員委員委員よよよよりりりり反対反対反対反対意見がありました議案について、意見がありました議案について、意見がありました議案について、意見がありました議案について、起立起立起立起立にににによよよよりりりり採採採採
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決決決決します。します。します。します。

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度議案、議第１議案、議第１議案、議第１議案、議第１号号号号について、原案どおりについて、原案どおりについて、原案どおりについて、原案どおり可決可決可決可決することにすることにすることにすることに賛賛賛賛成の成の成の成の方方方方のののの起立起立起立起立をををを求求求求

めめめめます。ます。ます。ます。

（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起立起立起立起立））））

ごごごご着席着席着席着席願います。願います。願います。願います。

起立多起立多起立多起立多数数数数であります。であります。であります。であります。

よっよっよっよって、平成２５年て、平成２５年て、平成２５年て、平成２５年度度度度議案、議第１議案、議第１議案、議第１議案、議第１号号号号については、原案どおりについては、原案どおりについては、原案どおりについては、原案どおり可決可決可決可決することにすることにすることにすることに決決決決しまししまししまししまし

た。た。た。た。

次に、日本次に、日本次に、日本次に、日本共共共共産産産産党党党党委員委員委員委員よよよよりりりり反対反対反対反対意見がありました議案について、意見がありました議案について、意見がありました議案について、意見がありました議案について、起立起立起立起立にににによよよよりりりり採採採採決決決決します。します。します。します。

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度議案、議第１議案、議第１議案、議第１議案、議第１８８８８号号号号から議第２から議第２から議第２から議第２４４４４号並号並号並号並びに平成２びに平成２びに平成２びに平成２４４４４年年年年度度度度議案、議第１０議案、議第１０議案、議第１０議案、議第１０８８８８号号号号

について、原案どおりについて、原案どおりについて、原案どおりについて、原案どおり可決可決可決可決することにすることにすることにすることに賛賛賛賛成の成の成の成の方方方方のののの起立起立起立起立をををを求求求求めめめめます。ます。ます。ます。

（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起立起立起立起立））））

ごごごご着席着席着席着席ください。ください。ください。ください。

起立多起立多起立多起立多数数数数であります。であります。であります。であります。

よっよっよっよって、平成２５年て、平成２５年て、平成２５年て、平成２５年度度度度議案、議第１議案、議第１議案、議第１議案、議第１８８８８号号号号から議第２から議第２から議第２から議第２４４４４号並号並号並号並びに平成２びに平成２びに平成２びに平成２４４４４年年年年度度度度議案、議第議案、議第議案、議第議案、議第

１０１０１０１０８８８８号号号号については、原案どおりについては、原案どおりについては、原案どおりについては、原案どおり可決可決可決可決することにすることにすることにすることに決決決決しました。しました。しました。しました。

次に、ただいま次に、ただいま次に、ただいま次に、ただいま可決可決可決可決されました議案をされました議案をされました議案をされました議案を除除除除くくくく残余残余残余残余の議案については、の議案については、の議案については、の議案については、一一一一括して括して括して括して簡簡簡簡易採易採易採易採決決決決にににに

よよよより行いたいと思いますが、ごり行いたいと思いますが、ごり行いたいと思いますが、ごり行いたいと思いますが、ご異異異異議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それではおそれではおそれではおそれではお諮諮諮諮りします。りします。りします。りします。

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度議案、議第２議案、議第２議案、議第２議案、議第２号号号号から議第１から議第１から議第１から議第１７７７７号号号号及及及及び議第２５び議第２５び議第２５び議第２５号号号号から議第３から議第３から議第３から議第３７７７７号並号並号並号並びに平成びに平成びに平成びに平成

２２２２４４４４年年年年度度度度議案、議第１０９議案、議第１０９議案、議第１０９議案、議第１０９号号号号から議第１１から議第１１から議第１１から議第１１８８８８号号号号、議第１２０、議第１２０、議第１２０、議第１２０号号号号から議第１２９から議第１２９から議第１２９から議第１２９号号号号及及及及び報第び報第び報第び報第

３１３１３１３１号号号号については、原案どおりについては、原案どおりについては、原案どおりについては、原案どおり可決可決可決可決またはまたはまたはまたは承承承承認認認認することにごすることにごすることにごすることにご異異異異議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ごごごご異異異異議がないものと議がないものと議がないものと議がないものと認認認認めめめめます。ます。ます。ます。

よっよっよっよって、ただいまの議案５０て、ただいまの議案５０て、ただいまの議案５０て、ただいまの議案５０件件件件は、原案どおりは、原案どおりは、原案どおりは、原案どおり可決可決可決可決またはまたはまたはまたは承承承承認認認認することにすることにすることにすることに決決決決しました。しました。しました。しました。

なお、平成２なお、平成２なお、平成２なお、平成２４４４４年年年年度度度度議案、報第３２議案、報第３２議案、報第３２議案、報第３２号号号号については、報告案については、報告案については、報告案については、報告案件件件件であり、理事者であり、理事者であり、理事者であり、理事者よよよよりりりり詳詳詳詳細細細細なななな

報告を報告を報告を報告を受受受受けたこととさせていただきたいと思いますので、けたこととさせていただきたいと思いますので、けたこととさせていただきたいと思いますので、けたこととさせていただきたいと思いますので、よよよよろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

以上以上以上以上で議案の審議はで議案の審議はで議案の審議はで議案の審議は終終終終了了了了いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次に、委員長報告についてですが、本会議で次に、委員長報告についてですが、本会議で次に、委員長報告についてですが、本会議で次に、委員長報告についてですが、本会議で反対反対反対反対討論討論討論討論されるされるされるされる場場場場合は、委員長報告に合は、委員長報告に合は、委員長報告に合は、委員長報告に反対反対反対反対
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意見を意見を意見を意見を記載記載記載記載しないこととなしないこととなしないこととなしないこと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。民主民主民主民主党党党党、日本、日本、日本、日本共共共共産産産産党党党党はははは反対反対反対反対討論討論討論討論をされますか。をされますか。をされますか。をされますか。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 はい、はい、はい、はい、ややややります。ります。ります。ります。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 はい。はい。はい。はい。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 なさるということで、では、委員長報告になさるということで、では、委員長報告になさるということで、では、委員長報告になさるということで、では、委員長報告に反対反対反対反対意見を意見を意見を意見を記載記載記載記載しませんので、しませんので、しませんので、しませんので、

よよよよろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

次に、委員長報告についてでありますが、次に、委員長報告についてでありますが、次に、委員長報告についてでありますが、次に、委員長報告についてでありますが、正正正正副委員長にご副委員長にご副委員長にご副委員長にご一一一一任任任任願えますか。願えますか。願えますか。願えますか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

異異異異議なしということですので、それでは３月２５日の議会議なしということですので、それでは３月２５日の議会議なしということですので、それでは３月２５日の議会議なしということですので、それでは３月２５日の議会運運運運営営営営委員会委員会委員会委員会及及及及び本会議で私かび本会議で私かび本会議で私かび本会議で私か

ら報告させていただきますので、ごら報告させていただきますので、ごら報告させていただきますので、ごら報告させていただきますので、ご了承了承了承了承のほどのほどのほどのほどよよよよろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

去去去去る３月１１日に設る３月１１日に設る３月１１日に設る３月１１日に設置置置置されたされたされたされた予算予算予算予算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会は、委員委員会は、委員委員会は、委員委員会は、委員各各各各位位位位のごのごのごのご支援支援支援支援、ご、ご、ご、ご協力協力協力協力にににによよよよりりりり

ましてましてましてまして滞滞滞滞りなくりなくりなくりなく全全全全議案を議議案を議議案を議議案を議了了了了し、し、し、し、終終終終了了了了することができました。ここに、することができました。ここに、することができました。ここに、することができました。ここに、心心心心からからからから熱熱熱熱くおくおくおくお礼礼礼礼申申申申

しししし上げ上げ上げ上げ、、、、閉閉閉閉会のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうご会のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうご会のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうご会のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

それでは、これでそれでは、これでそれでは、これでそれでは、これで予算予算予算予算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会を委員会を委員会を委員会を終終終終わわわわります。どうもありがとうごります。どうもありがとうごります。どうもありがとうごります。どうもありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。


