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地 域 交 通 対 策 等 特 別 委 員 会 記 録地 域 交 通 対 策 等 特 別 委 員 会 記 録地 域 交 通 対 策 等 特 別 委 員 会 記 録地 域 交 通 対 策 等 特 別 委 員 会 記 録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年６月２１日（金） １３：０３～１３：５４平成２５年６月２１日（金） １３：０３～１３：５４平成２５年６月２１日（金） １３：０３～１３：５４平成２５年６月２１日（金） １３：０３～１３：５４

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 ８名８名８名８名

安井 宏一 委員長安井 宏一 委員長安井 宏一 委員長安井 宏一 委員長

乾 浩之 副委員長乾 浩之 副委員長乾 浩之 副委員長乾 浩之 副委員長

森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員

宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員

高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員

米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員米田 忠則 委員

出口 武男 委員出口 武男 委員出口 武男 委員出口 武男 委員

小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 大庭 県土マネジメント部長 ほか、関係職員大庭 県土マネジメント部長 ほか、関係職員大庭 県土マネジメント部長 ほか、関係職員大庭 県土マネジメント部長 ほか、関係職員

大森 交通部長大森 交通部長大森 交通部長大森 交通部長

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 １名１名１名１名

議 事議 事議 事議 事

（１）６月定例県議会提出予定議案について（１）６月定例県議会提出予定議案について（１）６月定例県議会提出予定議案について（１）６月定例県議会提出予定議案について

（２（２（２（２））））「奈良県公共交通条例「奈良県公共交通条例「奈良県公共交通条例「奈良県公共交通条例」」」」（案）について（案）について（案）について（案）について

（３）その他（３）その他（３）その他（３）その他

〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 ただいまの大庭県土マネジメント部長からの説明、報告、その他の事項もただいまの大庭県土マネジメント部長からの説明、報告、その他の事項もただいまの大庭県土マネジメント部長からの説明、報告、その他の事項もただいまの大庭県土マネジメント部長からの説明、報告、その他の事項も

含めまして質疑があればご発言を願いたいと思います。何か質疑ございませんか。含めまして質疑があればご発言を願いたいと思います。何か質疑ございませんか。含めまして質疑があればご発言を願いたいと思います。何か質疑ございませんか。含めまして質疑があればご発言を願いたいと思います。何か質疑ございませんか。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 報告事項の１です。報告事項の１です。報告事項の１です。報告事項の１です。

今、奈良県で大きな問題になっているバス路線で、２５路線４５系統の話ですが、もう今、奈良県で大きな問題になっているバス路線で、２５路線４５系統の話ですが、もう今、奈良県で大きな問題になっているバス路線で、２５路線４５系統の話ですが、もう今、奈良県で大きな問題になっているバス路線で、２５路線４５系統の話ですが、もう

一度どのような確認でその話を県が押さえているのかを言っていただきたいと思います。一度どのような確認でその話を県が押さえているのかを言っていただきたいと思います。一度どのような確認でその話を県が押さえているのかを言っていただきたいと思います。一度どのような確認でその話を県が押さえているのかを言っていただきたいと思います。

それを受けて、奈良県地域交通改善協議会が知事を筆頭に格上げした対応をしているのだそれを受けて、奈良県地域交通改善協議会が知事を筆頭に格上げした対応をしているのだそれを受けて、奈良県地域交通改善協議会が知事を筆頭に格上げした対応をしているのだそれを受けて、奈良県地域交通改善協議会が知事を筆頭に格上げした対応をしているのだ

と思うのですけれども、このスケジュールを含めて、すごく大きな内容をはらんでいる協と思うのですけれども、このスケジュールを含めて、すごく大きな内容をはらんでいる協と思うのですけれども、このスケジュールを含めて、すごく大きな内容をはらんでいる協と思うのですけれども、このスケジュールを含めて、すごく大きな内容をはらんでいる協

議会なので、今後のスケジュール案で、果たして十二分にそういう該当する市町村なりそ議会なので、今後のスケジュール案で、果たして十二分にそういう該当する市町村なりそ議会なので、今後のスケジュール案で、果たして十二分にそういう該当する市町村なりそ議会なので、今後のスケジュール案で、果たして十二分にそういう該当する市町村なりそ

の地域の公共交通の現状が厳しいのはわかりますけれども、そこのところで住民も巻き込の地域の公共交通の現状が厳しいのはわかりますけれども、そこのところで住民も巻き込の地域の公共交通の現状が厳しいのはわかりますけれども、そこのところで住民も巻き込の地域の公共交通の現状が厳しいのはわかりますけれども、そこのところで住民も巻き込
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んで一定の方向性を出せるのかどうかをもう一度、バス路線が廃止されるというスケジュんで一定の方向性を出せるのかどうかをもう一度、バス路線が廃止されるというスケジュんで一定の方向性を出せるのかどうかをもう一度、バス路線が廃止されるというスケジュんで一定の方向性を出せるのかどうかをもう一度、バス路線が廃止されるというスケジュ

ールと並べて、この協議会が個別にあるのではないので、その辺のところも詳しく述べてールと並べて、この協議会が個別にあるのではないので、その辺のところも詳しく述べてールと並べて、この協議会が個別にあるのではないので、その辺のところも詳しく述べてールと並べて、この協議会が個別にあるのではないので、その辺のところも詳しく述べて

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

○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当・地域交通課長事務取扱）○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当・地域交通課長事務取扱）○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当・地域交通課長事務取扱）○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当・地域交通課長事務取扱） お答え申し上お答え申し上お答え申し上お答え申し上

げます。げます。げます。げます。

まず、スケジュールについてでございますけれども、お手元の資料の４ページで示させまず、スケジュールについてでございますけれども、お手元の資料の４ページで示させまず、スケジュールについてでございますけれども、お手元の資料の４ページで示させまず、スケジュールについてでございますけれども、お手元の資料の４ページで示させ

ていただいております。詳しく述べますと、現段階においては６月に地域交通改善協議会ていただいております。詳しく述べますと、現段階においては６月に地域交通改善協議会ていただいております。詳しく述べますと、現段階においては６月に地域交通改善協議会ていただいております。詳しく述べますと、現段階においては６月に地域交通改善協議会

幹事会を行わせていただきました。その際に、市町村で現在行われているコミュニティバ幹事会を行わせていただきました。その際に、市町村で現在行われているコミュニティバ幹事会を行わせていただきました。その際に、市町村で現在行われているコミュニティバ幹事会を行わせていただきました。その際に、市町村で現在行われているコミュニティバ

スの取り組み、そして、あと路線バスについての維持とかの確認をさせていただきました。スの取り組み、そして、あと路線バスについての維持とかの確認をさせていただきました。スの取り組み、そして、あと路線バスについての維持とかの確認をさせていただきました。スの取り組み、そして、あと路線バスについての維持とかの確認をさせていただきました。

それを踏まえて、先ほども大庭県土マネジメント部長から申し上げましたように、７月１それを踏まえて、先ほども大庭県土マネジメント部長から申し上げましたように、７月１それを踏まえて、先ほども大庭県土マネジメント部長から申し上げましたように、７月１それを踏まえて、先ほども大庭県土マネジメント部長から申し上げましたように、７月１

７日の知事を筆頭とした地域交通改善協議会において議論して、その中で分析結果の報告、７日の知事を筆頭とした地域交通改善協議会において議論して、その中で分析結果の報告、７日の知事を筆頭とした地域交通改善協議会において議論して、その中で分析結果の報告、７日の知事を筆頭とした地域交通改善協議会において議論して、その中で分析結果の報告、

今後の方針の検討をさせていただくことにしております。今後の方針の検討をさせていただくことにしております。今後の方針の検討をさせていただくことにしております。今後の方針の検討をさせていただくことにしております。

それで奈良交通からの２５路線の廃止の申し入れの話についてですけれども、来年の１それで奈良交通からの２５路線の廃止の申し入れの話についてですけれども、来年の１それで奈良交通からの２５路線の廃止の申し入れの話についてですけれども、来年の１それで奈良交通からの２５路線の廃止の申し入れの話についてですけれども、来年の１

０月が奈良交通側は期限だと申しております。それについて、その廃止ありきというわけ０月が奈良交通側は期限だと申しております。それについて、その廃止ありきというわけ０月が奈良交通側は期限だと申しております。それについて、その廃止ありきというわけ０月が奈良交通側は期限だと申しております。それについて、その廃止ありきというわけ

ではなくて、移動ニーズのではなくて、移動ニーズのではなくて、移動ニーズのではなくて、移動ニーズの多様化多様化多様化多様化、こういったものに対応したようなことで、今年度中に、こういったものに対応したようなことで、今年度中に、こういったものに対応したようなことで、今年度中に、こういったものに対応したようなことで、今年度中に

はははは施策施策施策施策の方向性をの方向性をの方向性をの方向性を打ち打ち打ち打ち出していきたいと出していきたいと出していきたいと出していきたいと考考考考えております。それにあわせてえております。それにあわせてえております。それにあわせてえております。それにあわせて支援支援支援支援のあり方、のあり方、のあり方、のあり方、

そしてそしてそしてそして役割役割役割役割分分分分担担担担のあり方についても方向性を今年度中にはのあり方についても方向性を今年度中にはのあり方についても方向性を今年度中にはのあり方についても方向性を今年度中には決決決決めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えておりえておりえておりえており

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

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 どっどっどっどっちちちちみみみみちちちち方向性を出していくと。方向性を出していくと。方向性を出していくと。方向性を出していくと。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 なるほど来年の１０月にいろいろな市町村なり県と協議をしながら廃止の話なるほど来年の１０月にいろいろな市町村なり県と協議をしながら廃止の話なるほど来年の１０月にいろいろな市町村なり県と協議をしながら廃止の話なるほど来年の１０月にいろいろな市町村なり県と協議をしながら廃止の話

というのは、２つというのは、２つというのは、２つというのは、２つ目目目目の話です。１つの話です。１つの話です。１つの話です。１つ目目目目の話は、その１年の話は、その１年の話は、その１年の話は、その１年前前前前にどこを廃止するかも含めて結にどこを廃止するかも含めて結にどこを廃止するかも含めて結にどこを廃止するかも含めて結

論を出して、１年後の来年の１０月にもう論を出して、１年後の来年の１０月にもう論を出して、１年後の来年の１０月にもう論を出して、１年後の来年の１０月にもう走走走走らないという案を持ってきているのではないらないという案を持ってきているのではないらないという案を持ってきているのではないらないという案を持ってきているのではない

でしでしでしでしょょょょうか。という話で、その辺のところ、奈良県がうか。という話で、その辺のところ、奈良県がうか。という話で、その辺のところ、奈良県がうか。という話で、その辺のところ、奈良県が置置置置かれている状かれている状かれている状かれている状況況況況を、この委員会のを、この委員会のを、この委員会のを、この委員会の

メンバーが共メンバーが共メンバーが共メンバーが共有有有有して、そこからスして、そこからスして、そこからスして、そこからスタタタタートしないといけないと思うのです。ートしないといけないと思うのです。ートしないといけないと思うのです。ートしないといけないと思うのです。

４ページのスケジュールでいえば今、６月のもう２０日です、き４ページのスケジュールでいえば今、６月のもう２０日です、き４ページのスケジュールでいえば今、６月のもう２０日です、き４ページのスケジュールでいえば今、６月のもう２０日です、きょょょょう、２１日か。そしう、２１日か。そしう、２１日か。そしう、２１日か。そし

たら、ステたら、ステたら、ステたら、ステップップップップ２まで来ているのです。本当はき２まで来ているのです。本当はき２まで来ているのです。本当はき２まで来ているのです。本当はきょょょょうの中でといっても、事うの中でといっても、事うの中でといっても、事うの中でといっても、事前前前前にいろいろにいろいろにいろいろにいろいろ

な報告はな報告はな報告はな報告は聞聞聞聞かせていただいたのですけれども、かせていただいたのですけれども、かせていただいたのですけれども、かせていただいたのですけれども、相相相相当当当当苦労苦労苦労苦労しているという話はわかるのですしているという話はわかるのですしているという話はわかるのですしているという話はわかるのです

けれども、そういうけれども、そういうけれども、そういうけれども、そういうデデデデーーーータタタタも含めて、ここで共も含めて、ここで共も含めて、ここで共も含めて、ここで共有有有有することがすることがすることがすることが必要必要必要必要だと思うのです。これのだと思うのです。これのだと思うのです。これのだと思うのです。これの

整理整理整理整理、問題、問題、問題、問題点点点点のののの整理整理整理整理というのはもうほというのはもうほというのはもうほというのはもうほぼぼぼぼステステステステップップップップ３に今入っているのです。３に今入っているのです。３に今入っているのです。３に今入っているのです。私私私私たたたたちちちちはここはここはここはここ

の中で出たの中で出たの中で出たの中で出た材材材材料のう料のう料のう料のうちちちち、スケジュールだけもらっているのです。という話では、き、スケジュールだけもらっているのです。という話では、き、スケジュールだけもらっているのです。という話では、き、スケジュールだけもらっているのです。という話では、きょょょょう、う、う、う、
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これから条例のことに関しても話しをするのですけれども、そのようなことではこれから条例のことに関しても話しをするのですけれども、そのようなことではこれから条例のことに関しても話しをするのですけれども、そのようなことではこれから条例のことに関しても話しをするのですけれども、そのようなことではややややっっっっぱぱぱぱりりりり

だめとだめとだめとだめと違違違違うかなということがあって、この１０月までには一定の方向を出すことで動いてうかなということがあって、この１０月までには一定の方向を出すことで動いてうかなということがあって、この１０月までには一定の方向を出すことで動いてうかなということがあって、この１０月までには一定の方向を出すことで動いて

いるわけです。これでいるわけです。これでいるわけです。これでいるわけです。これで見見見見たら、地域別部会が８月中たら、地域別部会が８月中たら、地域別部会が８月中たら、地域別部会が８月中旬旬旬旬にあって、幹事会がにあって、幹事会がにあって、幹事会がにあって、幹事会が９９９９月中月中月中月中旬旬旬旬にあっにあっにあっにあっ

て、協議会が１０月にあるのです。ここで一定の結論を出すということですか。どこどこて、協議会が１０月にあるのです。ここで一定の結論を出すということですか。どこどこて、協議会が１０月にあるのです。ここで一定の結論を出すということですか。どこどこて、協議会が１０月にあるのです。ここで一定の結論を出すということですか。どこどこ

は廃止、どこどこはこんなは廃止、どこどこはこんなは廃止、どこどこはこんなは廃止、どこどこはこんな形形形形でするとかというのは、ここで結論を出すとこれはでするとかというのは、ここで結論を出すとこれはでするとかというのは、ここで結論を出すとこれはでするとかというのは、ここで結論を出すとこれは読読読読み取っみ取っみ取っみ取っ

たらいいわけですか。たらいいわけですか。たらいいわけですか。たらいいわけですか。

○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当・地域交通課長事務取扱）○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当・地域交通課長事務取扱）○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当・地域交通課長事務取扱）○村上県土マネジメント部次長（交通政策担当・地域交通課長事務取扱） お答え申し上お答え申し上お答え申し上お答え申し上

げます。げます。げます。げます。

ことしの１０月というのは、ことしの１０月というのは、ことしの１０月というのは、ことしの１０月というのは、具体的具体的具体的具体的にこの路線を廃止ということではございません。廃にこの路線を廃止ということではございません。廃にこの路線を廃止ということではございません。廃にこの路線を廃止ということではございません。廃

止するか、あるいはその別の止するか、あるいはその別の止するか、あるいはその別の止するか、あるいはその別の輸送輸送輸送輸送手段にかえるのか、そういったもの、手段にかえるのか、そういったもの、手段にかえるのか、そういったもの、手段にかえるのか、そういったもの、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

路線によって路線によって路線によって路線によって特特特特性がございます。その性がございます。その性がございます。その性がございます。その特特特特性と性と性と性とカカカカテテテテゴリゴリゴリゴリーをーをーをーを整理整理整理整理した上で、そのした上で、そのした上で、そのした上で、そのカカカカテテテテゴリゴリゴリゴリーーーー

ににににふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい輸送輸送輸送輸送の確の確の確の確保保保保のあり方をのあり方をのあり方をのあり方を整理整理整理整理すると。したがって、１０月のすると。したがって、１０月のすると。したがって、１０月のすると。したがって、１０月の時点時点時点時点においてにおいてにおいてにおいて具体具体具体具体

的的的的な路線を廃止するというもの、廃止かどうかをな路線を廃止するというもの、廃止かどうかをな路線を廃止するというもの、廃止かどうかをな路線を廃止するというもの、廃止かどうかを決決決決めるものではございません。めるものではございません。めるものではございません。めるものではございません。

なお、なお、なお、なお、ちょちょちょちょっとっとっとっと読読読読み上げさせていただきますと、み上げさせていただきますと、み上げさせていただきますと、み上げさせていただきますと、昨昨昨昨年１０月、奈良交通から申し入れが年１０月、奈良交通から申し入れが年１０月、奈良交通から申し入れが年１０月、奈良交通から申し入れが

あった内容についてですけれども、そこでは、あった内容についてですけれども、そこでは、あった内容についてですけれども、そこでは、あった内容についてですけれども、そこでは、昨昨昨昨年の１０月に県において協議をしてほし年の１０月に県において協議をしてほし年の１０月に県において協議をしてほし年の１０月に県において協議をしてほし

いといういといういといういという趣旨趣旨趣旨趣旨の申し出がございました。それで、それにの申し出がございました。それで、それにの申し出がございました。それで、それにの申し出がございました。それで、それに加加加加えまして奈良交通から、えまして奈良交通から、えまして奈良交通から、えまして奈良交通から、読読読読み上み上み上み上

げますと、協議に当たり、これげますと、協議に当たり、これげますと、協議に当たり、これげますと、協議に当たり、これ以以以以上大きな上大きな上大きな上大きな経営環境経営環境経営環境経営環境のののの変化変化変化変化がががが生じ生じ生じ生じない限り、当ない限り、当ない限り、当ない限り、当社社社社は協議対は協議対は協議対は協議対

象象象象路線を平成２６年路線を平成２６年路線を平成２６年路線を平成２６年９９９９月３０日まで月３０日まで月３０日まで月３０日まで原原原原則として確則として確則として確則として確保保保保させていただきますという申し入れもさせていただきますという申し入れもさせていただきますという申し入れもさせていただきますという申し入れも

あわせてしております。したがって、それにあわせるようなあわせてしております。したがって、それにあわせるようなあわせてしております。したがって、それにあわせるようなあわせてしております。したがって、それにあわせるような形形形形で、今で、今で、今で、今回回回回お示しいたしましお示しいたしましお示しいたしましお示しいたしまし

たスケジュールでたスケジュールでたスケジュールでたスケジュールで進進進進めさせていただきたいとめさせていただきたいとめさせていただきたいとめさせていただきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

一方、高柳委員がおっし一方、高柳委員がおっし一方、高柳委員がおっし一方、高柳委員がおっしゃゃゃゃるように、事るように、事るように、事るように、事実実実実がどうなのかというところを明らかにしていがどうなのかというところを明らかにしていがどうなのかというところを明らかにしていがどうなのかというところを明らかにしてい

くことがくことがくことがくことが非常非常非常非常に大事だと思っております。に大事だと思っております。に大事だと思っております。に大事だと思っております。特特特特にににに輸送人輸送人輸送人輸送人員がどうなのか、員がどうなのか、員がどうなのか、員がどうなのか、費用費用費用費用がどうなのか、がどうなのか、がどうなのか、がどうなのか、

収収収収入はどうなのか、そういったものを明らかにした上で、入はどうなのか、そういったものを明らかにした上で、入はどうなのか、そういったものを明らかにした上で、入はどうなのか、そういったものを明らかにした上で、輸送特輸送特輸送特輸送特性が現行の性が現行の性が現行の性が現行の輸送輸送輸送輸送のののの仕仕仕仕方、方、方、方、

バスなのかコミュニティバスなのかなどですけれども、そういったものがバスなのかコミュニティバスなのかなどですけれども、そういったものがバスなのかコミュニティバスなのかなどですけれども、そういったものがバスなのかコミュニティバスなのかなどですけれども、そういったものがふふふふさわしいのかさわしいのかさわしいのかさわしいのか

どうかは、どうかは、どうかは、どうかは、デデデデーーーータタタタと事と事と事と事実実実実ををををベベベベースとして、ースとして、ースとして、ースとして、実実実実際に際に際に際に考考考考え方をえ方をえ方をえ方を整理整理整理整理させてもらいたいとさせてもらいたいとさせてもらいたいとさせてもらいたいと考考考考えてえてえてえて

おります。おります。おります。おります。

なお、協議会、幹事会に関しての資料などについては、ごなお、協議会、幹事会に関しての資料などについては、ごなお、協議会、幹事会に関しての資料などについては、ごなお、協議会、幹事会に関しての資料などについては、ご存存存存知かもしれませんけれども、知かもしれませんけれども、知かもしれませんけれども、知かもしれませんけれども、

ホホホホーーーームムムムページで公ページで公ページで公ページで公表表表表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。引引引引きききき続続続続きそのような方向できそのような方向できそのような方向できそのような方向でオオオオーーーーププププンなンなンなンな形形形形

にさせていただきたいとにさせていただきたいとにさせていただきたいとにさせていただきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 このこのこのこの特特特特別委員会が別委員会が別委員会が別委員会が開開開開かれていくということになったら、またこの中でもできかれていくということになったら、またこの中でもできかれていくということになったら、またこの中でもできかれていくということになったら、またこの中でもでき
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るとは思いますし、るとは思いますし、るとは思いますし、るとは思いますし、所管所管所管所管するするするする常任常任常任常任委員会の中でも、この話は委員会の中でも、この話は委員会の中でも、この話は委員会の中でも、この話は続続続続いていくとは思うのですけいていくとは思うのですけいていくとは思うのですけいていくとは思うのですけ

れども、何せ年４れども、何せ年４れども、何せ年４れども、何せ年４回回回回というというというという形形形形になりますので、そのになりますので、そのになりますので、そのになりますので、その間間間間含めて、すごく大きな含めて、すごく大きな含めて、すごく大きな含めて、すごく大きな課課課課題ですし、題ですし、題ですし、題ですし、

条例ができて条例ができて条例ができて条例ができて以降以降以降以降の大きな公共交通にかかわるの大きな公共交通にかかわるの大きな公共交通にかかわるの大きな公共交通にかかわる変変変変わりわりわりわり目目目目となりますので、となりますので、となりますので、となりますので、ぜひぜひぜひぜひともともともとも情情情情報を報を報を報を

適時適時適時適時に出していただいて、に出していただいて、に出していただいて、に出していただいて、進進進進めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 そういうそういうそういうそういう意見意見意見意見ですので、よろしくお願いします。ですので、よろしくお願いします。ですので、よろしくお願いします。ですので、よろしくお願いします。

ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。

ほかにないようでございますので、これをもほかにないようでございますので、これをもほかにないようでございますので、これをもほかにないようでございますので、これをもちちちちまして質疑をまして質疑をまして質疑をまして質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。

案案案案件件件件の２でございますけれども、奈良県公共交通条例（案）について、まず５月１７日の２でございますけれども、奈良県公共交通条例（案）について、まず５月１７日の２でございますけれども、奈良県公共交通条例（案）について、まず５月１７日の２でございますけれども、奈良県公共交通条例（案）について、まず５月１７日

から６月５日にから６月５日にから６月５日にから６月５日に実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたパブリックパブリックパブリックパブリックコメントの結果をコメントの結果をコメントの結果をコメントの結果を私私私私から説明させていただきから説明させていただきから説明させていただきから説明させていただき

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。

条例条例条例条例素素素素案に対する案に対する案に対する案に対するパブリックパブリックパブリックパブリックコメントは、５月１７日から６月５日まで行いました。提コメントは、５月１７日から６月５日まで行いました。提コメントは、５月１７日から６月５日まで行いました。提コメントは、５月１７日から６月５日まで行いました。提

出状出状出状出状況況況況は、提出は、提出は、提出は、提出者者者者８名、提出８名、提出８名、提出８名、提出件数件数件数件数は１３は１３は１３は１３件件件件でございました。内容別にでございました。内容別にでございました。内容別にでございました。内容別に見見見見ますと、公共交通ますと、公共交通ますと、公共交通ますと、公共交通

のあり方について１のあり方について１のあり方について１のあり方について１件件件件、、、、施策施策施策施策のののの推進推進推進推進とととと連携連携連携連携について１について１について１について１件件件件、県の、県の、県の、県の責務責務責務責務について５について５について５について５件件件件、県民の、県民の、県民の、県民の

役割役割役割役割について１について１について１について１件件件件、、、、将将将将来の来の来の来の社社社社会のあり方について１会のあり方について１会のあり方について１会のあり方について１件件件件、、、、計画計画計画計画について４について４について４について４件件件件のごのごのごのご意見意見意見意見がありがありがありがあり

ました。ました。ました。ました。

資料資料資料資料、、、、「「「「意見意見意見意見のののの概要及び概要及び概要及び概要及び委員会の委員会の委員会の委員会の考考考考え方」についてえ方」についてえ方」についてえ方」について概要概要概要概要を申し上げます。を申し上げます。を申し上げます。を申し上げます。

１つ１つ１つ１つ目目目目の、公共交通のあり方ですが、の、公共交通のあり方ですが、の、公共交通のあり方ですが、の、公共交通のあり方ですが、前前前前文の５段文の５段文の５段文の５段目目目目のところで「のところで「のところで「のところで「過過過過度に」という文言を度に」という文言を度に」という文言を度に」という文言を

加加加加え、すべての県民がえ、すべての県民がえ、すべての県民がえ、すべての県民が社社社社会会会会生活生活生活生活をををを営む営む営む営むため、ため、ため、ため、不便や不自由不便や不自由不便や不自由不便や不自由をををを過過過過度に度に度に度に感じ感じ感じ感じることのない移動ることのない移動ることのない移動ることのない移動

環境環境環境環境の確の確の確の確保保保保をををを社社社社会会会会イイイインンンンフラフラフラフラとととと位置づ位置づ位置づ位置づけし、というごけし、というごけし、というごけし、というご意見意見意見意見です。これについての委員会のです。これについての委員会のです。これについての委員会のです。これについての委員会の考考考考

え方は、公共交通のあり方については県、市町村、公共交通事え方は、公共交通のあり方については県、市町村、公共交通事え方は、公共交通のあり方については県、市町村、公共交通事え方は、公共交通のあり方については県、市町村、公共交通事業者等業者等業者等業者等、県民が、県民が、県民が、県民が連携連携連携連携し、し、し、し、及及及及

びびびび協協協協力力力力しながらつくり上げていくものとしながらつくり上げていくものとしながらつくり上げていくものとしながらつくり上げていくものと考考考考えていますので、えていますので、えていますので、えていますので、原原原原案どおりに対応したいと案どおりに対応したいと案どおりに対応したいと案どおりに対応したいと考考考考

えております。えております。えております。えております。

２つ２つ２つ２つ目目目目のののの施策施策施策施策のののの推進推進推進推進とととと連携連携連携連携ですが、奈良県の公共交通がですが、奈良県の公共交通がですが、奈良県の公共交通がですが、奈良県の公共交通が抱抱抱抱えるえるえるえる課課課課題の一つとして、題の一つとして、題の一つとして、題の一つとして、道道道道路路路路

渋滞渋滞渋滞渋滞がががが挙挙挙挙げられ、げられ、げられ、げられ、特特特特に奈良県に奈良県に奈良県に奈良県北北北北部の通部の通部の通部の通勤勤勤勤通通通通学時間帯学時間帯学時間帯学時間帯のののの鉄道駅鉄道駅鉄道駅鉄道駅ではではではでは深刻深刻深刻深刻な状な状な状な状況況況況となっているとなっているとなっているとなっている

ところがあります。限られたところがあります。限られたところがあります。限られたところがあります。限られたハハハハーーーードドドドの中で公共交通のの中で公共交通のの中で公共交通のの中で公共交通の利便利便利便利便性を向上または維持するために性を向上または維持するために性を向上または維持するために性を向上または維持するために

はははは自家用車自家用車自家用車自家用車のののの規制規制規制規制はははは不可欠不可欠不可欠不可欠なもので、奈良県なもので、奈良県なもので、奈良県なもので、奈良県警警警警とのとのとのとの連携連携連携連携がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると考考考考えておりますのえておりますのえておりますのえておりますの

で、で、で、で、前前前前文文文文及び及び及び及び第３条第３項の第３条第３項の第３条第３項の第３条第３項の連携連携連携連携するするするする者者者者に「奈良県に「奈良県に「奈良県に「奈良県警警警警」を」を」を」を追加追加追加追加するというごするというごするというごするというご意見意見意見意見でありまでありまでありまでありま

す。これに対しまして、県には奈良県す。これに対しまして、県には奈良県す。これに対しまして、県には奈良県す。これに対しまして、県には奈良県警察警察警察警察も含まれているというも含まれているというも含まれているというも含まれているという解釈解釈解釈解釈ですので、奈良県ですので、奈良県ですので、奈良県ですので、奈良県警警警警

察察察察も含めて県も含めて県も含めて県も含めて県全体全体全体全体で取り組んでいくこととしますとで取り組んでいくこととしますとで取り組んでいくこととしますとで取り組んでいくこととしますと回回回回答いたします。答いたします。答いたします。答いたします。

３つ３つ３つ３つ目目目目の県のの県のの県のの県の責務責務責務責務に関しましては、に関しましては、に関しましては、に関しましては、広広広広域域域域的的的的なネなネなネなネッッッットトトトワワワワーーーーククククの確の確の確の確保保保保、、、、必要必要必要必要な予な予な予な予算措置算措置算措置算措置、市、市、市、市
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町村、公共交通事町村、公共交通事町村、公共交通事町村、公共交通事業者等及び業者等及び業者等及び業者等及び県民も含めた協議県民も含めた協議県民も含めた協議県民も含めた協議体制体制体制体制のののの整備整備整備整備を県のを県のを県のを県の責務責務責務責務として明確として明確として明確として明確化化化化するごするごするごするご

意見意見意見意見、その次の県による安定した、その次の県による安定した、その次の県による安定した、その次の県による安定した支援支援支援支援のののの仕仕仕仕組みが組みが組みが組みが不可欠不可欠不可欠不可欠であるとするごであるとするごであるとするごであるとするご意見意見意見意見、その次も、その次も、その次も、その次も同同同同

様様様様のごのごのごのご意見意見意見意見でございます。これにつきましては、公共交通による移動でございます。これにつきましては、公共交通による移動でございます。これにつきましては、公共交通による移動でございます。これにつきましては、公共交通による移動環境環境環境環境を確を確を確を確保保保保することすることすることすること

については、市町村、公共交通事については、市町村、公共交通事については、市町村、公共交通事については、市町村、公共交通事業者等業者等業者等業者等が公共交通のが公共交通のが公共交通のが公共交通の実施主体実施主体実施主体実施主体として大きなとして大きなとして大きなとして大きな役割役割役割役割を果たしを果たしを果たしを果たし

ているところであり、このような中で県は、県のているところであり、このような中で県は、県のているところであり、このような中で県は、県のているところであり、このような中で県は、県の広広広広域域域域的的的的なネなネなネなネッッッットトトトワワワワーーーーククククなどの県のなどの県のなどの県のなどの県の施策施策施策施策をををを

総合的総合的総合的総合的かつかつかつかつ計画的計画的計画的計画的にににに策策策策定、定、定、定、実施実施実施実施し、市町村し、市町村し、市町村し、市町村やややや公共交通事公共交通事公共交通事公共交通事業者業者業者業者がががが実施実施実施実施する事する事する事する事業業業業に対するに対するに対するに対する必要必要必要必要

なななな助助助助言、その他の言、その他の言、その他の言、その他の支援支援支援支援にににに努努努努めるとすることをめるとすることをめるとすることをめるとすることを考考考考え方としております。え方としております。え方としております。え方としております。

次に、行次に、行次に、行次に、行政政政政がががが主体主体主体主体となってとなってとなってとなって施策施策施策施策をををを推進推進推進推進することというごすることというごすることというごすることというご意見意見意見意見については、県、市町村、については、県、市町村、については、県、市町村、については、県、市町村、

公共交通事公共交通事公共交通事公共交通事業者等業者等業者等業者等、県民が、県民が、県民が、県民が相互相互相互相互にににに連携連携連携連携、協、協、協、協力力力力しつつ行われるものであるというしつつ行われるものであるというしつつ行われるものであるというしつつ行われるものであるという考考考考え方としえ方としえ方としえ方とし

ております。ております。ております。ております。最最最最後のご後のご後のご後のご意見意見意見意見のののの補助補助補助補助金の金の金の金の拡充拡充拡充拡充などのさらなるなどのさらなるなどのさらなるなどのさらなる支援支援支援支援をををを求求求求めるというごめるというごめるというごめるというご意見意見意見意見に対に対に対に対

しましては、しましては、しましては、しましては、具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策がががが企画立企画立企画立企画立案される中で検討されるものと案される中で検討されるものと案される中で検討されるものと案される中で検討されるものと考考考考えるとしております。えるとしております。えるとしております。えるとしております。

４つ４つ４つ４つ目目目目に県民のに県民のに県民のに県民の役割役割役割役割について、について、について、について、各各各各県民に県民に県民に県民に実践実践実践実践をををを求求求求め、公共交通のめ、公共交通のめ、公共交通のめ、公共交通の利用促進利用促進利用促進利用促進をををを考慮考慮考慮考慮しつつしつつしつつしつつ

生活生活生活生活するようにというするようにというするようにというするようにという趣旨趣旨趣旨趣旨の文言をの文言をの文言をの文言を補強補強補強補強するというごするというごするというごするというご意見意見意見意見ですが、これについては、ですが、これについては、ですが、これについては、ですが、これについては、前前前前文文文文

に言に言に言に言及及及及していること、地域の状していること、地域の状していること、地域の状していること、地域の状況況況況または個または個または個または個々人々人々人々人の状の状の状の状況況況況はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれれれれ異異異異なることから、公共交なることから、公共交なることから、公共交なることから、公共交

通の通の通の通の利用促進利用促進利用促進利用促進を一を一を一を一律律律律にににに求求求求めるのではなく、県民のめるのではなく、県民のめるのではなく、県民のめるのではなく、県民の皆様皆様皆様皆様には県または市町村がには県または市町村がには県または市町村がには県または市町村が実施実施実施実施する公共する公共する公共する公共

交通に関する交通に関する交通に関する交通に関する施策施策施策施策に協に協に協に協力力力力するようするようするようするよう努努努努めることをお願いするというめることをお願いするというめることをお願いするというめることをお願いするという考考考考え方としております。え方としております。え方としております。え方としております。

５つ５つ５つ５つ目目目目のののの将将将将来の来の来の来の社社社社会のあり方について、限会のあり方について、限会のあり方について、限会のあり方について、限界集落界集落界集落界集落の移の移の移の移転転転転などの提言をできる項などの提言をできる項などの提言をできる項などの提言をできる項目目目目をををを設設設設けけけけ

るというごるというごるというごるというご意見意見意見意見ですが、これに対しましてはですが、これに対しましてはですが、これに対しましてはですが、これに対しましては集落集落集落集落の移の移の移の移転転転転については公共交通のみで議論さについては公共交通のみで議論さについては公共交通のみで議論さについては公共交通のみで議論さ

れる問題ではないというれる問題ではないというれる問題ではないというれる問題ではないという考考考考え方でございますが、第６条の県民のえ方でございますが、第６条の県民のえ方でございますが、第６条の県民のえ方でございますが、第６条の県民の役割役割役割役割のところで、県は公のところで、県は公のところで、県は公のところで、県は公

共交通に関する共交通に関する共交通に関する共交通に関する施策施策施策施策をををを総合的総合的総合的総合的かつかつかつかつ計画的計画的計画的計画的にににに推進推進推進推進するため、県民するため、県民するため、県民するため、県民及び及び及び及び来来来来訪者訪者訪者訪者とととと情情情情報を共報を共報を共報を共有有有有し、し、し、し、

広広広広く知く知く知く知識識識識とととと意見意見意見意見をををを求求求求めることとしていますというめることとしていますというめることとしていますというめることとしていますという考考考考え方でございます。え方でございます。え方でございます。え方でございます。

６つ６つ６つ６つ目目目目のののの計画計画計画計画に関するに関するに関するに関する意見意見意見意見ですが、まず、公共交通ですが、まず、公共交通ですが、まず、公共交通ですが、まず、公共交通機機機機関に関に関に関に不不不不定期定期定期定期便便便便のののの活用活用活用活用をををを重視重視重視重視するたするたするたするた

め、め、め、め、情情情情報報報報化化化化をををを盛盛盛盛り込り込り込り込むむむむことというごことというごことというごことというご意見意見意見意見ですが、これに対しましては、ですが、これに対しましては、ですが、これに対しましては、ですが、これに対しましては、具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策がががが企企企企

画画画画、、、、立立立立案される中で検討されるという案される中で検討されるという案される中で検討されるという案される中で検討されるという考考考考えでございます。えでございます。えでございます。えでございます。

次に、次に、次に、次に、人人人人口口口口減少減少減少減少から定期から定期から定期から定期的的的的なななな見直見直見直見直しをしをしをしを規規規規定するというご定するというご定するというご定するというご意見意見意見意見ですが、ですが、ですが、ですが、見直見直見直見直しについてはしについてはしについてはしについては

第７条第３項で第７条第３項で第７条第３項で第７条第３項で必要必要必要必要に応に応に応に応じじじじ、、、、見直見直見直見直しを行うとしを行うとしを行うとしを行うと規規規規定されているという定されているという定されているという定されているという考考考考えでございます。えでございます。えでございます。えでございます。

次に、公共交通事次に、公共交通事次に、公共交通事次に、公共交通事業者業者業者業者ではではではではカカカカバーしきれないところをバーしきれないところをバーしきれないところをバーしきれないところを担担担担ううううシシシシステステステステムムムムをつくるために、をつくるために、をつくるために、をつくるために、自自自自

家用車家用車家用車家用車が地域のが地域のが地域のが地域の補助的補助的補助的補助的な公共交通な公共交通な公共交通な公共交通機機機機関の関の関の関の補完補完補完補完ができるができるができるができる仕仕仕仕組みをつくるため、交通事組みをつくるため、交通事組みをつくるため、交通事組みをつくるため、交通事業者業者業者業者のののの

ほか、公共交通事ほか、公共交通事ほか、公共交通事ほか、公共交通事業者業者業者業者にににに準準準準ずるずるずるずる仕仕仕仕組みを取り入れることを明組みを取り入れることを明組みを取り入れることを明組みを取り入れることを明記記記記するというするというするというするという意見意見意見意見でございまでございまでございまでございま

すが、すが、すが、すが、自家用自自家用自自家用自自家用自動動動動車車車車のののの使用使用使用使用については、地域のについては、地域のについては、地域のについては、地域の実情実情実情実情に応に応に応に応じじじじてててて具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策がががが企画企画企画企画、、、、立立立立案さ案さ案さ案さ
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れる中で検討されるものとれる中で検討されるものとれる中で検討されるものとれる中で検討されるものと考考考考えるとしております。えるとしております。えるとしております。えるとしております。

次のご次のご次のご次のご意見意見意見意見ですが、中ですが、中ですが、中ですが、中南南南南部の部の部の部の広広広広域バス路線の域バス路線の域バス路線の域バス路線の多多多多くはくはくはくは沿沿沿沿線に線に線に線に観光観光観光観光地が地が地が地が点点点点在しており、在しており、在しており、在しており、生活生活生活生活

路線としての路線としての路線としての路線としての役割役割役割役割だけでなく、だけでなく、だけでなく、だけでなく、観光観光観光観光路線としての路線としての路線としての路線としての役割役割役割役割をををを担担担担っている。公共交通と地域っている。公共交通と地域っている。公共交通と地域っている。公共交通と地域振興振興振興振興、、、、

観光施策観光施策観光施策観光施策ののののシナシナシナシナジージージージー効効効効果によって果によって果によって果によって効率的効率的効率的効率的に路線が維持確に路線が維持確に路線が維持確に路線が維持確保保保保できるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと考考考考えるとえるとえるとえると

ころであるため、ころであるため、ころであるため、ころであるため、連携連携連携連携するするするする施策施策施策施策の中に地域の中に地域の中に地域の中に地域振興振興振興振興、、、、観光観光観光観光をををを追加追加追加追加するというごするというごするというごするというご意見意見意見意見でございまでございまでございまでございま

す。これについては、第７条第１項中のその他には当す。これについては、第７条第１項中のその他には当す。これについては、第７条第１項中のその他には当す。これについては、第７条第１項中のその他には当然然然然、地域、地域、地域、地域振興振興振興振興、、、、観光観光観光観光も含まれるといも含まれるといも含まれるといも含まれるとい

うことをうことをうことをうことを考考考考え方としております。え方としております。え方としております。え方としております。

以以以以上が上が上が上がパブリックパブリックパブリックパブリックコメントのコメントのコメントのコメントの意見意見意見意見のののの概要概要概要概要と委員会のと委員会のと委員会のと委員会の考考考考え方でございます。また、え方でございます。また、え方でございます。また、え方でございます。また、パブリパブリパブリパブリ

ックックックックコメントの結果については、本日の委員会でまとまりましたら、７月１日から７月３コメントの結果については、本日の委員会でまとまりましたら、７月１日から７月３コメントの結果については、本日の委員会でまとまりましたら、７月１日から７月３コメントの結果については、本日の委員会でまとまりましたら、７月１日から７月３

１日までの１日までの１日までの１日までの間間間間、、、、ホホホホーーーームムムムページページページページ等等等等で公で公で公で公表表表表する予定となっております。する予定となっております。する予定となっております。する予定となっております。

なお、なお、なお、なお、パブリックパブリックパブリックパブリックコメントの結果をコメントの結果をコメントの結果をコメントの結果を反映反映反映反映した条文のした条文のした条文のした条文の修正修正修正修正はございませんが、文言はございませんが、文言はございませんが、文言はございませんが、文言整理整理整理整理のののの

範囲範囲範囲範囲でででで素素素素案に案に案に案に修正修正修正修正をををを加加加加えております。えております。えております。えております。

資料の対資料の対資料の対資料の対照表照表照表照表をごらんください。をごらんください。をごらんください。をごらんください。修正箇所修正箇所修正箇所修正箇所はははは下下下下線部のとおりです。線部のとおりです。線部のとおりです。線部のとおりです。

まずまずまずまず前前前前文の３段文の３段文の３段文の３段落目落目落目落目、、、、素素素素案では「公共交通の維持が案では「公共交通の維持が案では「公共交通の維持が案では「公共交通の維持が困難困難困難困難になりつつある状になりつつある状になりつつある状になりつつある状況況況況は」とありは」とありは」とありは」とあり

ましたが、２段ましたが、２段ましたが、２段ましたが、２段落目落目落目落目のののの最最最最後と後と後と後と同じ同じ同じ同じ文言で文言で文言で文言で重複重複重複重複するためするためするためするため、、、、「この状「この状「この状「この状況況況況は」とは」とは」とは」と変更変更変更変更しておりましておりましておりましておりま

す。す。す。す。

次に、次に、次に、次に、前前前前文の５段文の５段文の５段文の５段落目落目落目落目、、、、「「「「社社社社会会会会的イ的イ的イ的インンンンフラフラフラフラ」という文言でしたが、」という文言でしたが、」という文言でしたが、」という文言でしたが、社社社社会会会会イイイインンンンフラフラフラフラと奈良と奈良と奈良と奈良

県交通県交通県交通県交通基基基基本本本本戦略等戦略等戦略等戦略等、一、一、一、一般般般般にににに使用使用使用使用されていますのでされていますのでされていますのでされていますので、、、、「「「「社社社社会会会会イイイインンンンフラフラフラフラ」に」に」に」に修正修正修正修正しておりますしておりますしておりますしております。。。。

次に、２条の次に、２条の次に、２条の次に、２条の基基基基本本本本理念理念理念理念のところですが、のところですが、のところですが、のところですが、素素素素案の「また、公共交通に関する案の「また、公共交通に関する案の「また、公共交通に関する案の「また、公共交通に関する施策施策施策施策のののの推進推進推進推進

は」は」は」は」以下以下以下以下もももも重要重要重要重要な文言であることな文言であることな文言であることな文言であること、、、、「また」の文言は、「また」の文言は、「また」の文言は、「また」の文言は、法令法令法令法令上上上上使用使用使用使用しないしないしないしない約束約束約束約束事となって事となって事となって事となって

いるため、２項としているため、２項としているため、２項としているため、２項として独立独立独立独立させています。させています。させています。させています。

最最最最後は２ページ後は２ページ後は２ページ後は２ページ目目目目の一の一の一の一番下番下番下番下のののの附附附附則ですが、則ですが、則ですが、則ですが、速速速速ややややかなかなかなかな施施施施行をするため行をするため行をするため行をするため、、、、「この条例は公「この条例は公「この条例は公「この条例は公布布布布

の日からの日からの日からの日から施施施施行する」と行する」と行する」と行する」と修正修正修正修正しております。しております。しております。しております。

以以以以上でございまして、ただいまの説明上でございまして、ただいまの説明上でございまして、ただいまの説明上でございまして、ただいまの説明及び及び及び及び条例案について別条例案について別条例案について別条例案について別紙紙紙紙をををを参参参参照照照照していただきながしていただきながしていただきながしていただきなが

ら委員の方ら委員の方ら委員の方ら委員の方 々々々々のごのごのごのご意見意見意見意見を取りまとめていきたいと思いますが、委員の方を取りまとめていきたいと思いますが、委員の方を取りまとめていきたいと思いますが、委員の方を取りまとめていきたいと思いますが、委員の方 々々々々のご質問あるいのご質問あるいのご質問あるいのご質問あるい

はごはごはごはご意見等意見等意見等意見等ありませんでしありませんでしありませんでしありませんでしょょょょうか、うか、うか、うか、パブリックパブリックパブリックパブリックコメントの。コメントの。コメントの。コメントの。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 条例案がいよいよ大条例案がいよいよ大条例案がいよいよ大条例案がいよいよ大詰詰詰詰めということで、２年にわたっていろいろな議論をしめということで、２年にわたっていろいろな議論をしめということで、２年にわたっていろいろな議論をしめということで、２年にわたっていろいろな議論をし

てきて、てきて、てきて、てきて、特特特特にこの２年は、さまざまな地域で公共交通のことがにこの２年は、さまざまな地域で公共交通のことがにこの２年は、さまざまな地域で公共交通のことがにこの２年は、さまざまな地域で公共交通のことが要求要求要求要求としてあらわれてきたとしてあらわれてきたとしてあらわれてきたとしてあらわれてきた

と思っておりまして、県のと思っておりまして、県のと思っておりまして、県のと思っておりまして、県の責務責務責務責務というものを明確にうたって、そして県民については、というものを明確にうたって、そして県民については、というものを明確にうたって、そして県民については、というものを明確にうたって、そして県民については、役役役役

割割割割というというというという形形形形になりましたけれども、県民のになりましたけれども、県民のになりましたけれども、県民のになりましたけれども、県民の声声声声にきっにきっにきっにきっちちちちりと県もりと県もりと県もりと県も耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けるということがけるということがけるということがけるということが盛盛盛盛
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り込まれたというり込まれたというり込まれたというり込まれたという点点点点はははは私私私私たたたたちちちちとしても、これまで取り上げてきたことがここに来たかなととしても、これまで取り上げてきたことがここに来たかなととしても、これまで取り上げてきたことがここに来たかなととしても、これまで取り上げてきたことがここに来たかなと

思っているところでございます。思っているところでございます。思っているところでございます。思っているところでございます。

ただ、今後、この条例が本当にただ、今後、この条例が本当にただ、今後、この条例が本当にただ、今後、この条例が本当に生生生生きるかどうかということは、先ほど来報告がありましきるかどうかということは、先ほど来報告がありましきるかどうかということは、先ほど来報告がありましきるかどうかということは、先ほど来報告がありまし

た地域交通改善協議会ですた地域交通改善協議会ですた地域交通改善協議会ですた地域交通改善協議会ですねねねね、き、き、き、きちちちちんと議会もしっかりここの議論をんと議会もしっかりここの議論をんと議会もしっかりここの議論をんと議会もしっかりここの議論を掌握掌握掌握掌握して、県の取りして、県の取りして、県の取りして、県の取り

組みとしてつなげていくことができるかどうかにかかってくると思いました。この公共交組みとしてつなげていくことができるかどうかにかかってくると思いました。この公共交組みとしてつなげていくことができるかどうかにかかってくると思いました。この公共交組みとしてつなげていくことができるかどうかにかかってくると思いました。この公共交

通にかかわる委員会というのは、今後６月議会を通にかかわる委員会というのは、今後６月議会を通にかかわる委員会というのは、今後６月議会を通にかかわる委員会というのは、今後６月議会を終終終終えてえてえてえて特特特特別委員会をまた組み別委員会をまた組み別委員会をまた組み別委員会をまた組み直直直直すというすというすというすという

ことになるわけですが、ことになるわけですが、ことになるわけですが、ことになるわけですが、非常非常非常非常に県民に県民に県民に県民的的的的にニーズも高まっており、またこの条例を定めて、にニーズも高まっており、またこの条例を定めて、にニーズも高まっており、またこの条例を定めて、にニーズも高まっており、またこの条例を定めて、

さあ、これからスさあ、これからスさあ、これからスさあ、これからスタタタタートだと、ートだと、ートだと、ートだと、キキキキックオフックオフックオフックオフだということですので、だということですので、だということですので、だということですので、引引引引きききき続続続続きききき必要必要必要必要な委員会な委員会な委員会な委員会

ではないかと思った次第であります。今後この条例がではないかと思った次第であります。今後この条例がではないかと思った次第であります。今後この条例がではないかと思った次第であります。今後この条例が生生生生かされて、きっかされて、きっかされて、きっかされて、きっちちちちりと県民、県のりと県民、県のりと県民、県のりと県民、県の

責務責務責務責務が果たされていくことをが果たされていくことをが果たされていくことをが果たされていくことを強強強強く願って、この条例案にく願って、この条例案にく願って、この条例案にく願って、この条例案に賛賛賛賛成して、今後はこれを成して、今後はこれを成して、今後はこれを成して、今後はこれを生生生生かしてかしてかしてかして

政策政策政策政策をををを進進進進めていきたいと思います。めていきたいと思います。めていきたいと思います。めていきたいと思います。意見意見意見意見として申し上げておきます。として申し上げておきます。として申し上げておきます。として申し上げておきます。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 ごごごご意見意見意見意見をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

ただいまのただいまのただいまのただいまの私私私私の報告でございますけれども、ほかにごの報告でございますけれども、ほかにごの報告でございますけれども、ほかにごの報告でございますけれども、ほかにご意見等意見等意見等意見等、何か、何か、何か、何か感感感感想想想想、、、、感感感感想想想想というか、というか、というか、というか、

よろしよろしよろしよろしゅゅゅゅうございますか。うございますか。うございますか。うございますか。パブリックパブリックパブリックパブリックコメントはこういうコメントはこういうコメントはこういうコメントはこういう形形形形で県民の方で県民の方で県民の方で県民の方 々々々々から、今、から、今、から、今、から、今、私私私私とととと

しても関しても関しても関しても関心心心心の高さというんですか、県民の方もいろいろそうおの高さというんですか、県民の方もいろいろそうおの高さというんですか、県民の方もいろいろそうおの高さというんですか、県民の方もいろいろそうお感じ感じ感じ感じになってるになってるになってるになってる点点点点もこういもこういもこういもこうい

った中にあらわれているのではないかと思いますし、議会としてもこれからも取り組んでった中にあらわれているのではないかと思いますし、議会としてもこれからも取り組んでった中にあらわれているのではないかと思いますし、議会としてもこれからも取り組んでった中にあらわれているのではないかと思いますし、議会としてもこれからも取り組んで

いくいくいくいく強強強強いいいい姿勢姿勢姿勢姿勢をこの条例をこの条例をこの条例をこの条例制制制制定に向かって発定に向かって発定に向かって発定に向かって発信信信信しているわけですので、しているわけですので、しているわけですので、しているわけですので、最終的最終的最終的最終的にはこういうにはこういうにはこういうにはこういう

案文で取りまとめをしていきたいと思うのですが、何かございませんか。案文で取りまとめをしていきたいと思うのですが、何かございませんか。案文で取りまとめをしていきたいと思うのですが、何かございませんか。案文で取りまとめをしていきたいと思うのですが、何かございませんか。

委員の方委員の方委員の方委員の方 々々々々からのごからのごからのごからのご意見意見意見意見はこれをもってはこれをもってはこれをもってはこれをもって終終終終結したいと思います。結したいと思います。結したいと思います。結したいと思います。

当当当当然然然然、条例のことですので、、条例のことですので、、条例のことですので、、条例のことですので、理理理理事事事事者者者者のごのごのごのご意見意見意見意見もおもおもおもお伺伺伺伺いしたいと思うのですが、何かごいしたいと思うのですが、何かごいしたいと思うのですが、何かごいしたいと思うのですが、何かご意意意意

見見見見、ご、ご、ご、ご感感感感想想想想等等等等ございますか。ございますか。ございますか。ございますか。

○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長 理理理理事事事事者者者者側としての側としての側としての側としての意見意見意見意見を述べさせていただきたいと思いまを述べさせていただきたいと思いまを述べさせていただきたいと思いまを述べさせていただきたいと思いま

す。す。す。す。

この地域交通対この地域交通対この地域交通対この地域交通対策等特策等特策等特策等特別委員会、別委員会、別委員会、別委員会、連連連連休休休休のののの前前前前後にも後にも後にも後にも勉勉勉勉強強強強会含め会含め会含め会含め開開開開催催催催され、条例の議論にされ、条例の議論にされ、条例の議論にされ、条例の議論に理理理理

事事事事者者者者側も側も側も側も参参参参加加加加させていただいておりました。今させていただいておりました。今させていただいておりました。今させていただいておりました。今回回回回のこの奈良県の公共交通条例は、公共交のこの奈良県の公共交通条例は、公共交のこの奈良県の公共交通条例は、公共交のこの奈良県の公共交通条例は、公共交

通による通による通による通による生活生活生活生活空空空空間間間間をををを享享享享受できる移動受できる移動受できる移動受できる移動環境環境環境環境を確を確を確を確保保保保するために、県、市町村、公共交通事するために、県、市町村、公共交通事するために、県、市町村、公共交通事するために、県、市町村、公共交通事業者業者業者業者

及び及び及び及び県民が県民が県民が県民が連携連携連携連携し、協し、協し、協し、協働働働働することをすることをすることをすることを理念理念理念理念とした大とした大とした大とした大変画変画変画変画期期期期的的的的な条例だと思います。３条からな条例だと思います。３条からな条例だと思います。３条からな条例だと思います。３条から

６条の中で県の６条の中で県の６条の中で県の６条の中で県の責務責務責務責務、市町村との、市町村との、市町村との、市町村との連携連携連携連携、公共事、公共事、公共事、公共事業者等業者等業者等業者等のののの役割役割役割役割、県民の、県民の、県民の、県民の役割役割役割役割を明確にしていを明確にしていを明確にしていを明確にしてい

ただいております。ただいております。ただいております。ただいております。従従従従いまして、この条例は関係いまして、この条例は関係いまして、この条例は関係いまして、この条例は関係者者者者のののの意識意識意識意識の向上あるいは公共交通の向上あるいは公共交通の向上あるいは公共交通の向上あるいは公共交通政策政策政策政策のののの

推進推進推進推進に大に大に大に大変有意変有意変有意変有意義義義義でありました。県のでありました。県のでありました。県のでありました。県の責務責務責務責務もしっかりもしっかりもしっかりもしっかり書書書書いていただきましたので、きいていただきましたので、きいていただきましたので、きいていただきましたので、きょょょょうううう
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ご説明いたしました奈良県地域交通改善協議会において動かしているご説明いたしました奈良県地域交通改善協議会において動かしているご説明いたしました奈良県地域交通改善協議会において動かしているご説明いたしました奈良県地域交通改善協議会において動かしている具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策のののの推進推進推進推進

に対しても大いに資するものとに対しても大いに資するものとに対しても大いに資するものとに対しても大いに資するものと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 ただいま大庭県土マネジメント部長からの発言もございましたが、ただいま大庭県土マネジメント部長からの発言もございましたが、ただいま大庭県土マネジメント部長からの発言もございましたが、ただいま大庭県土マネジメント部長からの発言もございましたが、ややややはりはりはりはり

今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み等等等等については、奈良県地域交通改善協議会での取り組みについては、奈良県地域交通改善協議会での取り組みについては、奈良県地域交通改善協議会での取り組みについては、奈良県地域交通改善協議会での取り組み等等等等にににに反映反映反映反映できればできればできればできれば

とも思っております。とも思っております。とも思っております。とも思っております。

理理理理事事事事者者者者の方の方の方の方 々々々々の中で、ほかに何かおの中で、ほかに何かおの中で、ほかに何かおの中で、ほかに何かお感じ感じ感じ感じになったになったになったになった点点点点はございませんか。はございませんか。はございませんか。はございませんか。

パブリックパブリックパブリックパブリックコメントを出していただき、これだけのごコメントを出していただき、これだけのごコメントを出していただき、これだけのごコメントを出していただき、これだけのご意見意見意見意見をいただいたことについては、をいただいたことについては、をいただいたことについては、をいただいたことについては、

奈良県地域交通改善協議会の中で案文あるいは条例が奈良県地域交通改善協議会の中で案文あるいは条例が奈良県地域交通改善協議会の中で案文あるいは条例が奈良県地域交通改善協議会の中で案文あるいは条例が制制制制定された後も十分定された後も十分定された後も十分定された後も十分反映反映反映反映していただしていただしていただしていただ

くというくというくというくという意意意意味味味味で、で、で、で、非常非常非常非常にににに貴貴貴貴重重重重なななな意見意見意見意見だったと思っています。だったと思っています。だったと思っています。だったと思っています。

ただいまただいまただいまただいまパブリックパブリックパブリックパブリックコメントについてのごコメントについてのごコメントについてのごコメントについてのご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺いましたけれども、委員の方いましたけれども、委員の方いましたけれども、委員の方いましたけれども、委員の方 々々々々もこもこもこもこ

れでよしということで、れでよしということで、れでよしということで、れでよしということで、理理理理事事事事者者者者の大庭県土マネジメント部長からもそういうごの大庭県土マネジメント部長からもそういうごの大庭県土マネジメント部長からもそういうごの大庭県土マネジメント部長からもそういうご意見意見意見意見でござでござでござでござ

いましたので、このいましたので、このいましたので、このいましたので、この件件件件に関しましてはこれでに関しましてはこれでに関しましてはこれでに関しましてはこれで終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。

次に、次に、次に、次に、採採採採決決決決についてでございますけれども、奈良県公共交通条例の案をお示しさせてもについてでございますけれども、奈良県公共交通条例の案をお示しさせてもについてでございますけれども、奈良県公共交通条例の案をお示しさせてもについてでございますけれども、奈良県公共交通条例の案をお示しさせても

らっております。これにつきましてはらっております。これにつきましてはらっております。これにつきましてはらっております。これにつきましては原原原原案どおり提出したいと思いますが、それでよろし案どおり提出したいと思いますが、それでよろし案どおり提出したいと思いますが、それでよろし案どおり提出したいと思いますが、それでよろし

ゅゅゅゅうございますか。うございますか。うございますか。うございますか。

（（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

それでいいということでございますので、奈良県公共交通条例（案）につきましては、それでいいということでございますので、奈良県公共交通条例（案）につきましては、それでいいということでございますので、奈良県公共交通条例（案）につきましては、それでいいということでございますので、奈良県公共交通条例（案）につきましては、

原原原原案どおり議案を提出することにいたします。案どおり議案を提出することにいたします。案どおり議案を提出することにいたします。案どおり議案を提出することにいたします。

それでは、ただいま議それでは、ただいま議それでは、ただいま議それでは、ただいま議決決決決いただきましたように、地域交通対いただきましたように、地域交通対いただきましたように、地域交通対いただきましたように、地域交通対策等特策等特策等特策等特別委員会が議案提出別委員会が議案提出別委員会が議案提出別委員会が議案提出

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、なお、なお、なお、若干若干若干若干の文言の文言の文言の文言整理整理整理整理については、については、については、については、正正正正副委員長にご一副委員長にご一副委員長にご一副委員長にご一任任任任願いまして、本会議願いまして、本会議願いまして、本会議願いまして、本会議最終最終最終最終日に上日に上日に上日に上

程程程程し、提案し、提案し、提案し、提案理由理由理由理由説明を説明を説明を説明を私私私私からさせていただきたいと思いますので、ごからさせていただきたいと思いますので、ごからさせていただきたいと思いますので、ごからさせていただきたいと思いますので、ご了承了承了承了承願います。願います。願います。願います。

それでは、それでは、それでは、それでは、閉閉閉閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。

特特特特別な事別な事別な事別な事情情情情がががが生じ生じ生じ生じない限り、ただいまのない限り、ただいまのない限り、ただいまのない限り、ただいまの構構構構成による当委員会は本日の委員会をもって成による当委員会は本日の委員会をもって成による当委員会は本日の委員会をもって成による当委員会は本日の委員会をもって最最最最

終終終終になるかと思います。平成２３年５月より委員になるかと思います。平成２３年５月より委員になるかと思います。平成２３年５月より委員になるかと思います。平成２３年５月より委員各位各位各位各位には当委員会には当委員会には当委員会には当委員会所管所管所管所管事項であります地事項であります地事項であります地事項であります地

域交通対域交通対域交通対域交通対策及びリ策及びリ策及びリ策及びリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線につきまして幹線につきまして幹線につきまして幹線につきまして終終終終始熱心始熱心始熱心始熱心にごにごにごにご審審審審議いただきました。また、議いただきました。また、議いただきました。また、議いただきました。また、

理理理理事事事事者者者者におかれましても、におかれましても、におかれましても、におかれましても、種種種種 々々々々の問題についての問題についての問題についての問題について積極積極積極積極的的的的な取り組みをしていただきました。な取り組みをしていただきました。な取り組みをしていただきました。な取り組みをしていただきました。

おかげさまをもおかげさまをもおかげさまをもおかげさまをもちちちちまして、まして、まして、まして、無無無無事事事事任務任務任務任務を果たすことができましたことを委員を果たすことができましたことを委員を果たすことができましたことを委員を果たすことができましたことを委員各位及び理各位及び理各位及び理各位及び理事事事事者者者者

のののの皆様皆様皆様皆様方に方に方に方に厚厚厚厚くくくく感感感感謝謝謝謝申し上げ、申し上げ、申し上げ、申し上げ、簡単簡単簡単簡単でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、正正正正副委員長のお副委員長のお副委員長のお副委員長のお礼礼礼礼のあいさつとさせのあいさつとさせのあいさつとさせのあいさつとさせ

ていただきます。まことにありがとうございました。ていただきます。まことにありがとうございました。ていただきます。まことにありがとうございました。ていただきます。まことにありがとうございました。
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それでは、それでは、それでは、それでは、理理理理事事事事者者者者の方は、ごの方は、ごの方は、ごの方は、ご退席退席退席退席を願いたいと思います。委員の方はを願いたいと思います。委員の方はを願いたいと思います。委員の方はを願いたいと思います。委員の方は少少少少しおしおしおしお残残残残りくださりくださりくださりくださ

い。い。い。い。

（（（（理理理理事事事事者者者者退席退席退席退席））））

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 残残残残っていただいてっていただいてっていただいてっていただいて恐縮恐縮恐縮恐縮でございます。当委員会はでございます。当委員会はでございます。当委員会はでございます。当委員会は設置設置設置設置後２年後２年後２年後２年間間間間をををを経過経過経過経過いたいたいたいた

しまして、６月定例会しまして、６月定例会しまして、６月定例会しまして、６月定例会最終最終最終最終日の日の日の日の調査調査調査調査報告をもって報告をもって報告をもって報告をもって終終終終了了了了するわけでございますけれども、するわけでございますけれども、するわけでございますけれども、するわけでございますけれども、最最最最

終終終終日の日の日の日の調査調査調査調査報告に係る報告に係る報告に係る報告に係る調査調査調査調査報告報告報告報告書書書書（案（案（案（案））））、委員長の報告（案）について事、委員長の報告（案）について事、委員長の報告（案）について事、委員長の報告（案）について事前前前前にににに各各各各委員にお委員にお委員にお委員にお

送送送送りいたしております。りいたしております。りいたしております。りいたしております。

まずお手元にまずお手元にまずお手元にまずお手元に配付配付配付配付しておりますしておりますしておりますしております調査調査調査調査報告報告報告報告書書書書（案）（案）（案）（案）及び及び及び及び委員長報告（案）について、事委員長報告（案）について、事委員長報告（案）について、事委員長報告（案）について、事前前前前

にご確認いただいておりますが、何かごにご確認いただいておりますが、何かごにご確認いただいておりますが、何かごにご確認いただいておりますが、何かご意見等意見等意見等意見等ございませんか。ありましたら、ご発言をございませんか。ありましたら、ご発言をございませんか。ありましたら、ご発言をございませんか。ありましたら、ご発言を

お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 ２年２年２年２年間間間間おおおお疲疲疲疲れさまでした。ありがとうございました。れさまでした。ありがとうございました。れさまでした。ありがとうございました。れさまでした。ありがとうございました。

まず、ごまず、ごまず、ごまず、ご苦労苦労苦労苦労に対してに対してに対してに対して敬敬敬敬意意意意をををを表表表表したいと思いますが、その上で、委員長報告（案）５ペしたいと思いますが、その上で、委員長報告（案）５ペしたいと思いますが、その上で、委員長報告（案）５ペしたいと思いますが、その上で、委員長報告（案）５ペ

ージです。ージです。ージです。ージです。特特特特ににににリリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線については幹線については幹線については幹線については特特特特別な関別な関別な関別な関心心心心を持ってを持ってを持ってを持って調査調査調査調査をしてまいりました。をしてまいりました。をしてまいりました。をしてまいりました。

この委員会でもこの委員会でもこの委員会でもこの委員会でも意見意見意見意見を述べさせていただきましたし、また、本会議のを述べさせていただきましたし、また、本会議のを述べさせていただきましたし、また、本会議のを述べさせていただきましたし、また、本会議の場場場場でも知事にでも知事にでも知事にでも知事に直直直直接接接接認認認認

識識識識を問いましたが、このを問いましたが、このを問いましたが、このを問いましたが、このリリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線が一幹線が一幹線が一幹線が一面面面面、、、、ややややはり委員長報告に対し、委員長報告はり委員長報告に対し、委員長報告はり委員長報告に対し、委員長報告はり委員長報告に対し、委員長報告

の案の５ページですが、の案の５ページですが、の案の５ページですが、の案の５ページですが、時間時間時間時間のののの短縮短縮短縮短縮ですとかですとかですとかですとか経経経経済済済済発発発発展展展展のののの効効効効果などが言われる果などが言われる果などが言われる果などが言われる半面半面半面半面、、、、電磁波電磁波電磁波電磁波

に対する安に対する安に対する安に対する安全全全全の問題ですとか、あるいはの問題ですとか、あるいはの問題ですとか、あるいはの問題ですとか、あるいはＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海そのものがそのものがそのものがそのものが単単単単独独独独のののの費用費用費用費用ですべてをですべてをですべてをですべてを賄賄賄賄えるえるえるえる

のかどうかと。現行ののかどうかと。現行ののかどうかと。現行ののかどうかと。現行の新新新新幹線でさえも幹線でさえも幹線でさえも幹線でさえも最最最最後には後には後には後には国国国国費費費費のののの投投投投入ということになったわけですか入ということになったわけですか入ということになったわけですか入ということになったわけですか

ら、ら、ら、ら、リリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線はさらに高度な幹線はさらに高度な幹線はさらに高度な幹線はさらに高度な技術技術技術技術で、またで、またで、またで、また超電導超電導超電導超電導のののの磁器磁器磁器磁器にににに耐耐耐耐えるえるえるえる硬硬硬硬マンマンマンマンガガガガンンンン鉱鉱鉱鉱とととと

いういういういう素材素材素材素材ででででレレレレールをールをールをールを引引引引くとか、そういうことでいいますと、また、山くとか、そういうことでいいますと、また、山くとか、そういうことでいいますと、また、山くとか、そういうことでいいますと、また、山梨梨梨梨県の県の県の県の南南南南アアアアルルルルププププスをスをスをスを

トンネルでトンネルでトンネルでトンネルで掘掘掘掘ると、大ると、大ると、大ると、大深深深深度地度地度地度地下下下下をををを掘掘掘掘るということについていいましても、るということについていいましても、るということについていいましても、るということについていいましても、費用費用費用費用面面面面でもでもでもでも国国国国費費費費

投投投投入ということになりか入ということになりか入ということになりか入ということになりかねねねねないという問題をはらんでいるとか、また、奈良県のないという問題をはらんでいるとか、また、奈良県のないという問題をはらんでいるとか、また、奈良県のないという問題をはらんでいるとか、また、奈良県の経経経経済済済済効効効効果果果果

ということでいっても、ストということでいっても、ストということでいっても、ストということでいっても、ストロロロロー現ー現ー現ー現象象象象ということがということがということがということが既既既既にににに東東東東北北北北新新新新幹線では幹線では幹線では幹線では青青青青森県などで言わ森県などで言わ森県などで言わ森県などで言わ

れているれているれているれている昨昨昨昨今で、今で、今で、今で、東京東京東京東京、名、名、名、名古屋古屋古屋古屋、大、大、大、大阪阪阪阪のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる都都都都市市市市集集集集中を中を中を中を引引引引きききき起起起起こすのではないかと言こすのではないかと言こすのではないかと言こすのではないかと言

われています。そういう一方のわれています。そういう一方のわれています。そういう一方のわれています。そういう一方の影響影響影響影響をををを私私私私はははは常常常常に議論してきたつもりなのですが、この委員に議論してきたつもりなのですが、この委員に議論してきたつもりなのですが、この委員に議論してきたつもりなのですが、この委員

長報告（案）では長報告（案）では長報告（案）では長報告（案）では失礼失礼失礼失礼ながら、そういったながら、そういったながら、そういったながら、そういった意見意見意見意見はははは全全全全くくくく書書書書かれていないと思いますので、そかれていないと思いますので、そかれていないと思いますので、そかれていないと思いますので、そ

のののの点点点点、何らかの、何らかの、何らかの、何らかの形形形形でそういうでそういうでそういうでそういう懸懸懸懸念念念念もももも表表表表明されたということを明されたということを明されたということを明されたということを盛盛盛盛り込り込り込り込むむむむなりしないと、もしなりしないと、もしなりしないと、もしなりしないと、もし

仮仮仮仮に、３０年、４０年後にに、３０年、４０年後にに、３０年、４０年後にに、３０年、４０年後にリリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線が幹線が幹線が幹線が開業開業開業開業したけれども、したけれども、したけれども、したけれども、ややややっっっっぱぱぱぱりいろいろなりいろいろなりいろいろなりいろいろな弊弊弊弊

害害害害がありましたというときに、一がありましたというときに、一がありましたというときに、一がありましたというときに、一体体体体あのときの議会はどうだったのかということになるとあのときの議会はどうだったのかということになるとあのときの議会はどうだったのかということになるとあのときの議会はどうだったのかということになると

思います。思います。思います。思います。私私私私はははは両両両両論論論論併併併併記記記記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るものですが、そのめるものですが、そのめるものですが、そのめるものですが、その点点点点いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょ
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うか。うか。うか。うか。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 通通通通常常常常のののの常任常任常任常任委員会あるいは委員会あるいは委員会あるいは委員会あるいは特特特特別委員会の委員長報告でも、別委員会の委員長報告でも、別委員会の委員長報告でも、別委員会の委員長報告でも、意見意見意見意見のののの相違点相違点相違点相違点がががが

あればあればあればあれば両両両両方の委員長報告を方の委員長報告を方の委員長報告を方の委員長報告を作作作作成されています。討論する成されています。討論する成されています。討論する成されています。討論する場場場場合合合合は別として、しないは別として、しないは別として、しないは別として、しない場場場場合合合合はははは併併併併

記記記記しています。それでこの案文の中で今、宮本委員がおっししています。それでこの案文の中で今、宮本委員がおっししています。それでこの案文の中で今、宮本委員がおっししています。それでこの案文の中で今、宮本委員がおっしゃゃゃゃったような文言がったような文言がったような文言がったような文言が少少少少しししし漏漏漏漏れれれれ

ているようなているようなているようなているような気気気気がしますがしますがしますがします。。。。（発言する（発言する（発言する（発言する者者者者あり）あり）あり）あり）

効効効効果を大きくということで果を大きくということで果を大きくということで果を大きくということで効効効効果の果の果の果の面面面面をををを強強強強調調調調しているわけですけれども、宮本委員のしているわけですけれども、宮本委員のしているわけですけれども、宮本委員のしているわけですけれども、宮本委員の意見意見意見意見

をををを少少少少しこの中でしこの中でしこの中でしこの中で反映反映反映反映できればなと思います。できればなと思います。できればなと思います。できればなと思います。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 委員長からも委員長からも委員長からも委員長からも私私私私のののの主主主主張張張張したことがしたことがしたことがしたことが反映反映反映反映されていないという認されていないという認されていないという認されていないという認識識識識が示されましが示されましが示されましが示されまし

たので、たので、たので、たので、非常非常非常非常にににに正正正正面面面面から受けとめていただいてから受けとめていただいてから受けとめていただいてから受けとめていただいて感感感感謝謝謝謝をいたします。そういうをいたします。そういうをいたします。そういうをいたします。そういう点点点点ではではではではぜひ正ぜひ正ぜひ正ぜひ正

副委員長で副委員長で副委員長で副委員長で相相相相談談談談していただいて、そういうしていただいて、そういうしていただいて、そういうしていただいて、そういう意見意見意見意見が委員の中からあったことをここにが委員の中からあったことをここにが委員の中からあったことをここにが委員の中からあったことをここに書書書書いていていていて

いただければ、そういう報告はいただければ、そういう報告はいただければ、そういう報告はいただければ、そういう報告は我我我我 々々々々もももも是是是是として受けるとある。この報告ですと、これはとして受けるとある。この報告ですと、これはとして受けるとある。この報告ですと、これはとして受けるとある。この報告ですと、これはちちちち

ょょょょっとっとっとっと待待待待てでございますので、そのことを申し上げておきます。てでございますので、そのことを申し上げておきます。てでございますので、そのことを申し上げておきます。てでございますので、そのことを申し上げておきます。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 正正正正副委員長に一副委員長に一副委員長に一副委員長に一任任任任されていますから、また、できた文されていますから、また、できた文されていますから、また、できた文されていますから、また、できた文書書書書はははは送送送送らせていただらせていただらせていただらせていただ

きます。おきます。おきます。おきます。お目目目目通しいただきたいと思います。通しいただきたいと思います。通しいただきたいと思います。通しいただきたいと思います。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 一一一一任任任任とは言いませんがとは言いませんがとは言いませんがとは言いませんが……………………（発言する（発言する（発言する（発言する者者者者あり）はい、また事あり）はい、また事あり）はい、また事あり）はい、また事前前前前にににに私私私私もももも拝拝拝拝見見見見しししし

たいと思いますので。たいと思いますので。たいと思いますので。たいと思いますので。

○安井委員長○安井委員長○安井委員長○安井委員長 事事事事前前前前にににに配付配付配付配付をしまして、またごをしまして、またごをしまして、またごをしまして、またご意見意見意見意見をおをおをお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。

ほかにはございませんか。ほかにはございませんか。ほかにはございませんか。ほかにはございませんか。

２年２年２年２年間間間間にわたってこの条例ができ上がったことについては、委員のにわたってこの条例ができ上がったことについては、委員のにわたってこの条例ができ上がったことについては、委員のにわたってこの条例ができ上がったことについては、委員の皆皆皆皆さん方の本当にさん方の本当にさん方の本当にさん方の本当に絶絶絶絶

大な、すごい大な、すごい大な、すごい大な、すごいパワパワパワパワーを発ーを発ーを発ーを発揮揮揮揮されたものと思っておりますし、これは委員会の大きな成果だされたものと思っておりますし、これは委員会の大きな成果だされたものと思っておりますし、これは委員会の大きな成果だされたものと思っておりますし、これは委員会の大きな成果だ

と思います。と思います。と思います。と思います。ややややっっっっぱぱぱぱりこういって議論りこういって議論りこういって議論りこういって議論伯仲伯仲伯仲伯仲してできたもの、これからの議会してできたもの、これからの議会してできたもの、これからの議会してできたもの、これからの議会運運運運営営営営にまた何にまた何にまた何にまた何

らかのらかのらかのらかの形形形形でででで生生生生かしていただければなと思います。かしていただければなと思います。かしていただければなと思います。かしていただければなと思います。

一つは委員一つは委員一つは委員一つは委員同同同同士士士士のコミュニケーのコミュニケーのコミュニケーのコミュニケーシシシショョョョンがンがンがンが非常非常非常非常に行きに行きに行きに行き渡渡渡渡ったこと、そして思っていること、ったこと、そして思っていること、ったこと、そして思っていること、ったこと、そして思っていること、

言ったことが条例に言ったことが条例に言ったことが条例に言ったことが条例に反映反映反映反映した、あるいはできる、そういうこともよくわかりました。これした、あるいはできる、そういうこともよくわかりました。これした、あるいはできる、そういうこともよくわかりました。これした、あるいはできる、そういうこともよくわかりました。これ

からも何らかのからも何らかのからも何らかのからも何らかの形形形形で議会というものがで議会というものがで議会というものがで議会というものが情情情情報発報発報発報発信信信信できるような、そういうものであってほしできるような、そういうものであってほしできるような、そういうものであってほしできるような、そういうものであってほし

いと思いますので、委員のいと思いますので、委員のいと思いますので、委員のいと思いますので、委員の皆皆皆皆さん方の、さん方の、さん方の、さん方の、活活活活発なご発なご発なご発なご意見意見意見意見をこれからも願うものでございます。をこれからも願うものでございます。をこれからも願うものでございます。をこれからも願うものでございます。

申し上げたいことはたくさんありますけれども、申し上げたいことはたくさんありますけれども、申し上げたいことはたくさんありますけれども、申し上げたいことはたくさんありますけれども、感感感感想想想想を申し上げさせていただきました。を申し上げさせていただきました。を申し上げさせていただきました。を申し上げさせていただきました。

ほかにほかにほかにほかに特特特特にないようでございますので、このにないようでございますので、このにないようでございますので、このにないようでございますので、この件件件件に関しましては、これをもってに関しましては、これをもってに関しましては、これをもってに関しましては、これをもって終終終終了了了了ささささ

せていただきます。まことにご協せていただきます。まことにご協せていただきます。まことにご協せていただきます。まことにご協力力力力ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。


