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建 設 委 員 会 記 録建 設 委 員 会 記 録建 設 委 員 会 記 録建 設 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７月４日（木） １３：０２～１４：５２平成２５年７月４日（木） １３：０２～１４：５２平成２５年７月４日（木） １３：０２～１４：５２平成２５年７月４日（木） １３：０２～１４：５２

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 ９名９名９名９名

辻本 黎士 委員長辻本 黎士 委員長辻本 黎士 委員長辻本 黎士 委員長

新谷新谷新谷新谷 綋一 副委員長一 副委員長一 副委員長一 副委員長

太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員

森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員

秋本登志嗣 委員秋本登志嗣 委員秋本登志嗣 委員秋本登志嗣 委員

山下 力 委員山下 力 委員山下 力 委員山下 力 委員

川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 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

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

長岡 水道局長 ほか、関係職員長岡 水道局長 ほか、関係職員長岡 水道局長 ほか、関係職員長岡 水道局長 ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について

議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）

（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）

議第４１号 平成２５年度奈良県流域下水道事業費特別会計補正予算（第１号）議第４１号 平成２５年度奈良県流域下水道事業費特別会計補正予算（第１号）議第４１号 平成２５年度奈良県流域下水道事業費特別会計補正予算（第１号）議第４１号 平成２５年度奈良県流域下水道事業費特別会計補正予算（第１号）

議第４３号 平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計補正予算（第１号）議第４３号 平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計補正予算（第１号）議第４３号 平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計補正予算（第１号）議第４３号 平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計補正予算（第１号）

議第４５号 奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例議第４５号 奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例議第４５号 奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例議第４５号 奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例

議第５３号 奈良県立都市公園条例の一部を改正する条例議第５３号 奈良県立都市公園条例の一部を改正する条例議第５３号 奈良県立都市公園条例の一部を改正する条例議第５３号 奈良県立都市公園条例の一部を改正する条例

議第５５号 市町村負担金の徴収について （建設委員会所管分）議第５５号 市町村負担金の徴収について （建設委員会所管分）議第５５号 市町村負担金の徴収について （建設委員会所管分）議第５５号 市町村負担金の徴収について （建設委員会所管分）

議第５６号 道路整備事業にかかる請負契約の締結について議第５６号 道路整備事業にかかる請負契約の締結について議第５６号 道路整備事業にかかる請負契約の締結について議第５６号 道路整備事業にかかる請負契約の締結について

議第５７号 公共土木施設災害復旧事業及び地すべり激甚災害対策特別緊急事業議第５７号 公共土木施設災害復旧事業及び地すべり激甚災害対策特別緊急事業議第５７号 公共土木施設災害復旧事業及び地すべり激甚災害対策特別緊急事業議第５７号 公共土木施設災害復旧事業及び地すべり激甚災害対策特別緊急事業

にかかる請負契約の締結についてにかかる請負契約の締結についてにかかる請負契約の締結についてにかかる請負契約の締結について



---- 2222 ----

議第５９号 浄化センター公園の指定管理者の指定の変更について議第５９号 浄化センター公園の指定管理者の指定の変更について議第５９号 浄化センター公園の指定管理者の指定の変更について議第５９号 浄化センター公園の指定管理者の指定の変更について

報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について

平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書

（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）

平成２４年度奈良県一般会計予算事故繰越し繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算事故繰越し繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算事故繰越し繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算事故繰越し繰越計算書

（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）（建設委員会所管分）

報第 ２号 平成２４年度奈良県流域下水道事業費特別会計予算繰越計算書の報報第 ２号 平成２４年度奈良県流域下水道事業費特別会計予算繰越計算書の報報第 ２号 平成２４年度奈良県流域下水道事業費特別会計予算繰越計算書の報報第 ２号 平成２４年度奈良県流域下水道事業費特別会計予算繰越計算書の報

告について告について告について告について

報第 ３号 平成２４年度奈良県水道用水供給事業費特別会計予算繰越計算書の報第 ３号 平成２４年度奈良県水道用水供給事業費特別会計予算繰越計算書の報第 ３号 平成２４年度奈良県水道用水供給事業費特別会計予算繰越計算書の報第 ３号 平成２４年度奈良県水道用水供給事業費特別会計予算繰越計算書の

報告について報告について報告について報告について

報第１６号 奈良県土地開発公社の経営状況の報告について報第１６号 奈良県土地開発公社の経営状況の報告について報第１６号 奈良県土地開発公社の経営状況の報告について報第１６号 奈良県土地開発公社の経営状況の報告について

報第１７号 奈良県道路公社の経営状況の報告について報第１７号 奈良県道路公社の経営状況の報告について報第１７号 奈良県道路公社の経営状況の報告について報第１７号 奈良県道路公社の経営状況の報告について

報第１８号 奈良生駒高速鉄道株式会社の経営状況の報告について報第１８号 奈良生駒高速鉄道株式会社の経営状況の報告について報第１８号 奈良生駒高速鉄道株式会社の経営状況の報告について報第１８号 奈良生駒高速鉄道株式会社の経営状況の報告について

報第１９号 奈良県住宅供給公社の経営状況の報告について報第１９号 奈良県住宅供給公社の経営状況の報告について報第１９号 奈良県住宅供給公社の経営状況の報告について報第１９号 奈良県住宅供給公社の経営状況の報告について

報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告について報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告について報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告について報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告について

奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改正す奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改正す奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改正す奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改正す

る条例 （建設委員会所管分）る条例 （建設委員会所管分）る条例 （建設委員会所管分）る条例 （建設委員会所管分）

県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに関する県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに関する県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに関する県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに関する

訴訟事件について訴訟事件について訴訟事件について訴訟事件について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 ただいまから、建設委員会を開会いたします。ただいまから、建設委員会を開会いたします。ただいまから、建設委員会を開会いたします。ただいまから、建設委員会を開会いたします。

本日の欠席者はなし。また、秋本委員は、少々おくれると連絡受けておりますのでご了本日の欠席者はなし。また、秋本委員は、少々おくれると連絡受けておりますのでご了本日の欠席者はなし。また、秋本委員は、少々おくれると連絡受けておりますのでご了本日の欠席者はなし。また、秋本委員は、少々おくれると連絡受けておりますのでご了

解のほどお願いします。解のほどお願いします。解のほどお願いします。解のほどお願いします。

案件に入る案件に入る案件に入る案件に入る前前前前に、４月１日に、４月１日に、４月１日に、４月１日付付付付で議会事で議会事で議会事で議会事務務務務局に局に局に局に異動があ異動があ異動があ異動がありましたので、新りましたので、新りましたので、新りましたので、新任任任任担担担担当当当当書書書書記記記記のののの紹紹紹紹

介介介介をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 それでは、議会事それでは、議会事それでは、議会事それでは、議会事務務務務局で局で局で局で異動異動異動異動ののののあああありました担りました担りました担りました担当当当当書書書書記記記記をごをごをごをご紹介させ紹介させ紹介させ紹介させていたていたていたていた

だだだだききききます。ます。ます。ます。中中中中川議事係長でご川議事係長でご川議事係長でご川議事係長でござざざざいます。います。います。います。

○中川書記○中川書記○中川書記○中川書記 中中中中川です。よ川です。よ川です。よ川です。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。
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○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 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。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 次次次次に、に、に、に、常時出常時出常時出常時出席を求席を求席を求席を求めめめめる理事者の変更についてでる理事者の変更についてでる理事者の変更についてでる理事者の変更についてでああああります。ります。ります。ります。

今今今今般の組織の般の組織の般の組織の般の組織の見直見直見直見直し等におし等におし等におし等におききききまして、まして、まして、まして、出出出出席席席席要要要要求する理事者を変更をする求する理事者を変更をする求する理事者を変更をする求する理事者を変更をする必要必要必要必要を生を生を生を生じじじじましましましまし

たので、おたので、おたので、おたので、お手元手元手元手元ににに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資料資料資料資料のとおりに変更し、のとおりに変更し、のとおりに変更し、のとおりに変更し、出出出出席席席席要要要要求しておりますので、求しておりますので、求しておりますので、求しておりますので、

ご了ご了ご了ご了承承承承のほどお願いします。のほどお願いします。のほどお願いします。のほどお願いします。

それでは、４月１日それでは、４月１日それでは、４月１日それでは、４月１日付付付付で、理事者ので、理事者ので、理事者ので、理事者の異動があ異動があ異動があ異動がありましたので、県土マネジメント部長からりましたので、県土マネジメント部長からりましたので、県土マネジメント部長からりましたので、県土マネジメント部長から

自自自自己紹介己紹介己紹介己紹介とととと異動異動異動異動ののののあっあっあっあった職員のた職員のた職員のた職員の紹介紹介紹介紹介をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

○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 それでは、県土マネジメント部のそれでは、県土マネジメント部のそれでは、県土マネジメント部のそれでは、県土マネジメント部の異動異動異動異動ののののあっあっあっあった職員をた職員をた職員をた職員を紹介紹介紹介紹介

させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

ままままずずずず、、、、私私私私、土木部長から県土マネジメント部長になりました大庭でご、土木部長から県土マネジメント部長になりました大庭でご、土木部長から県土マネジメント部長になりました大庭でご、土木部長から県土マネジメント部長になりました大庭でござざざざいます。よいます。よいます。よいます。よろろろろしししし

くお願いいたします。くお願いいたします。くお願いいたします。くお願いいたします。

それでは、県土マネジメント部それでは、県土マネジメント部それでは、県土マネジメント部それでは、県土マネジメント部次次次次長、長、長、長、企画企画企画企画管理室長事管理室長事管理室長事管理室長事務取扱務取扱務取扱務取扱のののの芝池芝池芝池芝池でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○芝池県土マネジメント部次長○芝池県土マネジメント部次長○芝池県土マネジメント部次長○芝池県土マネジメント部次長 芝池芝池芝池芝池でごでごでごでござざざざいます。よいます。よいます。よいます。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○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 県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部次次次次長、金長、金長、金長、金剛剛剛剛でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○金剛県土マネジメント部次長○金剛県土マネジメント部次長○金剛県土マネジメント部次長○金剛県土マネジメント部次長 金金金金剛剛剛剛でごでごでごでござざざざいます。よいます。よいます。よいます。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○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 県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部次次次次長、地域長、地域長、地域長、地域交通課交通課交通課交通課長事長事長事長事務取扱務取扱務取扱務取扱の村の村の村の村上上上上でででで

ごごごござざざざいます。います。います。います。

○村上県土マネジメント部次長地域交通課長事務取扱○村上県土マネジメント部次長地域交通課長事務取扱○村上県土マネジメント部次長地域交通課長事務取扱○村上県土マネジメント部次長地域交通課長事務取扱 村村村村上上上上でごでごでごでござざざざいます。よいます。よいます。よいます。よろろろろしくお願しくお願しくお願しくお願

いします。いします。いします。いします。

○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 技術技術技術技術管理管理管理管理課課課課長の長の長の長の荒荒荒荒でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○荒技術管理課長○荒技術管理課長○荒技術管理課長○荒技術管理課長 荒荒荒荒でごでごでごでござざざざいます。よいます。よいます。よいます。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。

○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 建設業指建設業指建設業指建設業指導導導導室長の室長の室長の室長の吉吉吉吉岡でご岡でご岡でご岡でござざざざいます。います。います。います。

○吉岡建設業指導室長○吉岡建設業指導室長○吉岡建設業指導室長○吉岡建設業指導室長 吉吉吉吉岡でご岡でご岡でご岡でござざざざいます。よいます。よいます。よいます。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○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 道路道路道路道路環境課環境課環境課環境課長の長の長の長の堀内堀内堀内堀内でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長 掘内掘内掘内掘内です。よです。よです。よです。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。

○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 道路管理道路管理道路管理道路管理課課課課長の長の長の長の梅原梅原梅原梅原でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○梅原道路管理課長○梅原道路管理課長○梅原道路管理課長○梅原道路管理課長 梅原梅原梅原梅原です。よです。よです。よです。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○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 河河河河川川川川課課課課長の平岡でご長の平岡でご長の平岡でご長の平岡でござざざざいます。います。います。います。

○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長 平岡です。よ平岡です。よ平岡です。よ平岡です。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○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 砂砂砂砂防防防防課課課課長の長の長の長の福嶋福嶋福嶋福嶋でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。
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○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長 福嶋福嶋福嶋福嶋です。よです。よです。よです。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○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 最後最後最後最後に、下水道に、下水道に、下水道に、下水道課課課課長の長の長の長の上上上上平でご平でご平でご平でござざざざいます。います。います。います。

○上平下水道課長○上平下水道課長○上平下水道課長○上平下水道課長 上上上上平でご平でご平でご平でござざざざいます。よいます。よいます。よいます。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○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 以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。よいます。よいます。よいます。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 次次次次に、まちづくり推進局長よりに、まちづくり推進局長よりに、まちづくり推進局長よりに、まちづくり推進局長より異動異動異動異動ののののあっあっあっあった職員のごた職員のごた職員のごた職員のご紹介紹介紹介紹介をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長 それでは、まちづくり推進局のそれでは、まちづくり推進局のそれでは、まちづくり推進局のそれでは、まちづくり推進局の異動異動異動異動のごのごのごのござざざざいました職員のいました職員のいました職員のいました職員の紹介紹介紹介紹介

をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

知知知知事公室審議事公室審議事公室審議事公室審議官兼官兼官兼官兼まちづくり推進局まちづくり推進局まちづくり推進局まちづくり推進局次次次次長長長長兼医療政兼医療政兼医療政兼医療政策部策部策部策部次次次次長の長の長の長の中中中中川でご川でご川でご川でござざざざいます。います。います。います。

○中川知事公室審議官まちづくり推進局次長医療政策部次長○中川知事公室審議官まちづくり推進局次長医療政策部次長○中川知事公室審議官まちづくり推進局次長医療政策部次長○中川知事公室審議官まちづくり推進局次長医療政策部次長 中中中中川でご川でご川でご川でござざざざいます。どいます。どいます。どいます。どうぞうぞうぞうぞ

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。

○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 知知知知事公室審議事公室審議事公室審議事公室審議官兼官兼官兼官兼まちづくり推進局まちづくり推進局まちづくり推進局まちづくり推進局次次次次長地域長地域長地域長地域デザイデザイデザイデザイン推進ン推進ン推進ン推進課課課課長長長長

事事事事務取扱務取扱務取扱務取扱のののの中尾中尾中尾中尾でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長地域デザイン推進課長事務取扱○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長地域デザイン推進課長事務取扱○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長地域デザイン推進課長事務取扱○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長地域デザイン推進課長事務取扱 中尾中尾中尾中尾でごでごでごでござざざざ

います。よいます。よいます。よいます。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○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 都市計都市計都市計都市計画画画画室長の室長の室長の室長の羽羽羽羽山でご山でご山でご山でござざざざいます。います。います。います。

○羽山都市計画室長○羽山都市計画室長○羽山都市計画室長○羽山都市計画室長 羽羽羽羽山でご山でご山でご山でござざざざいます。よいます。よいます。よいます。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○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 建建建建築課築課築課築課長の長の長の長の西西西西山でご山でご山でご山でござざざざいます。います。います。います。

○西山建築課長○西山建築課長○西山建築課長○西山建築課長 西西西西山でご山でご山でご山でござざざざいます。どいます。どいます。どいます。どうぞうぞうぞうぞよよよよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○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 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。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 次次次次に、水道局長から自に、水道局長から自に、水道局長から自に、水道局長から自己紹介己紹介己紹介己紹介とととと異動異動異動異動ののののあっあっあっあった職員のた職員のた職員のた職員の紹介紹介紹介紹介をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

○長岡水道局長○長岡水道局長○長岡水道局長○長岡水道局長 水道局長の長岡でご水道局長の長岡でご水道局長の長岡でご水道局長の長岡でござざざざいます。よいます。よいます。よいます。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。

それでは、水道局のそれでは、水道局のそれでは、水道局のそれでは、水道局の異動異動異動異動ののののあっあっあっあった職員をごた職員をごた職員をごた職員をご紹介紹介紹介紹介申し申し申し申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

総務課総務課総務課総務課長の長の長の長の藪中藪中藪中藪中でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○藪中水道局総務課長○藪中水道局総務課長○藪中水道局総務課長○藪中水道局総務課長 藪中藪中藪中藪中でごでごでごでござざざざいます。よいます。よいます。よいます。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○長岡水道局長○長岡水道局長○長岡水道局長○長岡水道局長 どどどどうぞうぞうぞうぞ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。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 あああありりりりががががととととううううごごご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、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。

ままままずずずず、、、、付託付託付託付託議案の審査を議案の審査を議案の審査を議案の審査を行行行行います。います。います。います。

当当当当委員会に委員会に委員会に委員会に付託付託付託付託を受けました議案は、委員会を受けました議案は、委員会を受けました議案は、委員会を受けました議案は、委員会次次次次第に第に第に第に記載記載記載記載のとおりでのとおりでのとおりでのとおりでああああります。ります。ります。ります。

なお、審査になお、審査になお、審査になお、審査に先先先先立ちまして申し立ちまして申し立ちまして申し立ちまして申し上げ上げ上げ上げておておておておききききます。ます。ます。ます。
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委員長報告は、正副委員長会議の申し委員長報告は、正副委員長会議の申し委員長報告は、正副委員長会議の申し委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせ合わせ合わせ合わせにより、により、により、により、付託付託付託付託を受けました議案についてのを受けました議案についてのを受けました議案についてのを受けました議案についての

みみみみの報告となりますので、の報告となりますので、の報告となりますので、の報告となりますので、ああああらからからからかじめじめじめじめご了ご了ご了ご了承承承承をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

それでは、それでは、それでは、それでは、付託付託付託付託議案につ議案につ議案につ議案につききききまして、県土マネジメント部長、まちづくり推進局長、水道まして、県土マネジメント部長、まちづくり推進局長、水道まして、県土マネジメント部長、まちづくり推進局長、水道まして、県土マネジメント部長、まちづくり推進局長、水道

局長の局長の局長の局長の順順順順にににに説説説説明をお願いいたします。明をお願いいたします。明をお願いいたします。明をお願いいたします。

○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 それでは、県土マネジメント部所管の９月定例県議会それでは、県土マネジメント部所管の９月定例県議会それでは、県土マネジメント部所管の９月定例県議会それでは、県土マネジメント部所管の９月定例県議会提出提出提出提出

議案についてご議案についてご議案についてご議案についてご説説説説明いたします。明いたします。明いたします。明いたします。

最初最初最初最初に、補正予算案についてに、補正予算案についてに、補正予算案についてに、補正予算案について説説説説明します。議第３９号の平成２５年度奈良県一般会計補明します。議第３９号の平成２５年度奈良県一般会計補明します。議第３９号の平成２５年度奈良県一般会計補明します。議第３９号の平成２５年度奈良県一般会計補

正予算案（第２号）についてです正予算案（第２号）についてです正予算案（第２号）についてです正予算案（第２号）についてですがががが、お、お、お、お手元手元手元手元のののの「「「「平成２５年度６月定例県議会平成２５年度６月定例県議会平成２５年度６月定例県議会平成２５年度６月定例県議会提出提出提出提出予算案予算案予算案予算案

のののの概要」概要」概要」概要」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。

今回今回今回今回の補正予算は、国の地域のの補正予算は、国の地域のの補正予算は、国の地域のの補正予算は、国の地域の元気臨時交付元気臨時交付元気臨時交付元気臨時交付金を金を金を金を財源財源財源財源とした地域経とした地域経とした地域経とした地域経済活性済活性済活性済活性化化化化基基基基金を金を金を金を活活活活用用用用

した事業した事業した事業した事業やややや、公共事業の国、公共事業の国、公共事業の国、公共事業の国庫認証増へ庫認証増へ庫認証増へ庫認証増への対の対の対の対応応応応のたのたのたのためめめめの予算を計の予算を計の予算を計の予算を計上上上上しております。しております。しております。しております。

個個個個別にご別にご別にご別にご説説説説明いたしたいと明いたしたいと明いたしたいと明いたしたいと思思思思います。います。います。います。

３３３３ペペペページ、事業ージ、事業ージ、事業ージ、事業概要概要概要概要１１１１観光観光観光観光のののの振興振興振興振興のののの中中中中で新規事業の県で新規事業の県で新規事業の県で新規事業の県庁周辺歩行空間環境庁周辺歩行空間環境庁周辺歩行空間環境庁周辺歩行空間環境整備事業です整備事業です整備事業です整備事業です

がががが、県、県、県、県文文文文化会化会化会化会館前広場館前広場館前広場館前広場のにのにのにのにぎわぎわぎわぎわいいいい創出や近創出や近創出や近創出や近鉄奈良鉄奈良鉄奈良鉄奈良駅駅駅駅から県から県から県から県文文文文化会化会化会化会館・館・館・館・県立県立県立県立美術館・美術館・美術館・美術館・奈良公奈良公奈良公奈良公

園にかけての園にかけての園にかけての園にかけての歩行歩行歩行歩行者者者者動線動線動線動線のののの検討検討検討検討をををを行うも行うも行うも行うものです。のです。のです。のです。次次次次に県に県に県に県庁周辺庁周辺庁周辺庁周辺案案案案内サイ内サイ内サイ内サインンンン統統統統一化事業です。一化事業です。一化事業です。一化事業です。

県県県県庁周辺庁周辺庁周辺庁周辺の施設案の施設案の施設案の施設案内サイ内サイ内サイ内サインのンのンのンの集集集集約約約約・統・統・統・統一化を一化を一化を一化を行うも行うも行うも行うものでごのでごのでごのでござざざざいます。大います。大います。大います。大宮通宮通宮通宮通りりりり植栽植栽植栽植栽推進事推進事推進事推進事

業です業です業です業ですがががが、大、大、大、大宮通宮通宮通宮通りのりのりのりの植栽植栽植栽植栽計計計計画画画画のののの検討検討検討検討をををを行うも行うも行うも行うものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、４に、４に、４に、４ペペペページ、ージ、ージ、ージ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水害からの復旧大水害からの復旧大水害からの復旧大水害からの復旧・・・・復復復復興興興興のののの直轄直轄直轄直轄道路事業費負担金でご道路事業費負担金でご道路事業費負担金でご道路事業費負担金でござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。ここここれにつれにつれにつれにつききききましては、国ましては、国ましては、国ましては、国が実が実が実が実施する施する施する施する京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動車動車動車動車道の建設費用に対する建設負担金で道の建設費用に対する建設負担金で道の建設費用に対する建設負担金で道の建設費用に対する建設負担金で

ごごごござざざざいます。います。います。います。

５５５５ペペペページ、８ージ、８ージ、８ージ、８効率的・効果的効率的・効果的効率的・効果的効率的・効果的なななな基盤基盤基盤基盤整備の道路改良事業は国道１６８号、整備の道路改良事業は国道１６８号、整備の道路改良事業は国道１６８号、整備の道路改良事業は国道１６８号、香芝王寺香芝王寺香芝王寺香芝王寺道路道路道路道路

などの整備を推進するなどの整備を推進するなどの整備を推進するなどの整備を推進するもももものです。のです。のです。のです。交通安全交通安全交通安全交通安全施設整備事業です施設整備事業です施設整備事業です施設整備事業ですがががが、国道１６６号などにおい、国道１６６号などにおい、国道１６６号などにおい、国道１６６号などにおい

てててて歩歩歩歩道整備、道整備、道整備、道整備、通学通学通学通学路対策、路対策、路対策、路対策、標識標識標識標識等等等等交通安全交通安全交通安全交通安全対策を対策を対策を対策を実実実実施する施する施する施するもももものです。のです。のです。のです。無電柱無電柱無電柱無電柱化推進事業は化推進事業は化推進事業は化推進事業は

奈良生駒奈良生駒奈良生駒奈良生駒線線線線においてにおいてにおいてにおいて無電柱無電柱無電柱無電柱化の整備を推進する化の整備を推進する化の整備を推進する化の整備を推進するもももものです。道路のです。道路のです。道路のです。道路スススストトトトック総点検ック総点検ック総点検ック総点検は県は県は県は県がががが管理管理管理管理

する道路のする道路のする道路のする道路の橋橋橋橋りりりりょう・ょう・ょう・ょう・トンネトンネトンネトンネル・ル・ル・ル・のりのりのりのり面面面面など道路など道路など道路など道路スススストトトトックックックックのののの総点検総点検総点検総点検をををを実実実実施していく施していく施していく施していくもももものでのでのでので

す。す。す。す。橋橋橋橋りりりりょうょうょうょう補補補補修修修修事業です事業です事業です事業ですがががが、、、、笠天笠天笠天笠天理理理理線線線線などのなどのなどのなどの橋橋橋橋りりりりょうょうょうょうにおいてにおいてにおいてにおいて必要必要必要必要な対策をな対策をな対策をな対策を実実実実施する施する施する施するもももも

のです。道路災害防のです。道路災害防のです。道路災害防のです。道路災害防除除除除事業です事業です事業です事業ですがががが、国道１６８号などにおいてトンネ、国道１６８号などにおいてトンネ、国道１６８号などにおいてトンネ、国道１６８号などにおいてトンネルやルやルやルやのりのりのりのり面面面面の防災対の防災対の防災対の防災対

策を策を策を策を実実実実施する施する施する施するもももものです。のです。のです。のです。舗装修繕舗装修繕舗装修繕舗装修繕ですですですですがががが、国道１６５号などにおいて、国道１６５号などにおいて、国道１６５号などにおいて、国道１６５号などにおいて舗装舗装舗装舗装のののの修繕修繕修繕修繕、、、、区画線区画線区画線区画線

の設の設の設の設置置置置をををを行うも行うも行うも行うものでごのでごのでごのでござざざざいます。６います。６います。６います。６ペペペページ、川ージ、川ージ、川ージ、川辺辺辺辺のまちづくり事業です。のまちづくり事業です。のまちづくり事業です。のまちづくり事業です。飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥川において川において川において川において

親親親親水施設整備による水施設整備による水施設整備による水施設整備による河河河河川川川川空間空間空間空間をををを活活活活用したまちづくりを用したまちづくりを用したまちづくりを用したまちづくりを行うも行うも行うも行うものです。水のです。水のです。水のです。水辺辺辺辺のののの遊歩遊歩遊歩遊歩道整備事道整備事道整備事道整備事
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業です業です業です業ですがががが、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀川において川において川において川において河河河河川川川川堤堤堤堤防を防を防を防を活活活活用した用した用した用した遊歩遊歩遊歩遊歩道整備を道整備を道整備を道整備を行うも行うも行うも行うものです。のです。のです。のです。通常砂通常砂通常砂通常砂防事業防事業防事業防事業

ですですですですがががが、、、、野迫野迫野迫野迫川村などにおいて川村などにおいて川村などにおいて川村などにおいて砂砂砂砂防防防防堰堤堰堤堰堤堰堤設設設設置置置置等の等の等の等の砂砂砂砂防事業を防事業を防事業を防事業を実実実実施する施する施する施するもももものです。急のです。急のです。急のです。急傾斜傾斜傾斜傾斜地地地地

崩壊崩壊崩壊崩壊対策事業です対策事業です対策事業です対策事業ですがががが、、、、桜井桜井桜井桜井市などにおいて急市などにおいて急市などにおいて急市などにおいて急傾斜傾斜傾斜傾斜地の対策事業を地の対策事業を地の対策事業を地の対策事業を実実実実施する施する施する施するもももものでごのでごのでごのでござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。危険箇危険箇危険箇危険箇所等所等所等所等調調調調査事業です査事業です査事業です査事業ですがががが、、、、砂砂砂砂防設備、地すべり防防設備、地すべり防防設備、地すべり防防設備、地すべり防止止止止施設、急施設、急施設、急施設、急傾斜傾斜傾斜傾斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊防防防防止止止止施設の施設の施設の施設の

総点検総点検総点検総点検をををを実実実実施する施する施する施するもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

７７７７ペペペページ、９その他でごージ、９その他でごージ、９その他でごージ、９その他でござざざざいます。職員給います。職員給います。職員給います。職員給与与与与費です。費です。費です。費です。記載記載記載記載の給の給の給の給与減額支与減額支与減額支与減額支給給給給措置措置措置措置等にかか等にかか等にかか等にかか

る職員給る職員給る職員給る職員給与与与与費、費、費、費、ここここれは県れは県れは県れは県全体全体全体全体で４９で４９で４９で４９億円余億円余億円余億円余のののの減額減額減額減額ののののううううち、県土マネジメント部まちづくりち、県土マネジメント部まちづくりち、県土マネジメント部まちづくりち、県土マネジメント部まちづくり

推進局にかかる推進局にかかる推進局にかかる推進局にかかるもももものは、のは、のは、のは、ここここここここにににに記載記載記載記載はごはごはごはござざざざいまいまいまいませんがせんがせんがせんが、２、２、２、２億億億億８８８８，，，，８８３８８３８８３８８３万円余万円余万円余万円余でごでごでごでござざざざいまいまいまいま

す。なお、す。なお、す。なお、す。なお、同様同様同様同様のののの措置措置措置措置により、特別会計繰により、特別会計繰により、特別会計繰により、特別会計繰出出出出金金金金・・・・補補補補助助助助金に金に金に金に記載記載記載記載のとおり、流域下水道事業のとおり、流域下水道事業のとおり、流域下水道事業のとおり、流域下水道事業

費特別会計費特別会計費特別会計費特別会計へへへへの繰越金を、２の繰越金を、２の繰越金を、２の繰越金を、２，，，，１６６１６６１６６１６６万円減額万円減額万円減額万円減額するととするととするととするととももももに、に、に、に、当該当該当該当該特別会計の職員給特別会計の職員給特別会計の職員給特別会計の職員給与与与与費費費費

をををを同額減額同額減額同額減額同額減額しております。しております。しております。しております。以上が以上が以上が以上が県土マネジメント部所管の平成２５年度奈良県一般会計県土マネジメント部所管の平成２５年度奈良県一般会計県土マネジメント部所管の平成２５年度奈良県一般会計県土マネジメント部所管の平成２５年度奈良県一般会計

補正予算案（第２号）についての補正予算案（第２号）についての補正予算案（第２号）についての補正予算案（第２号）についての説説説説明でご明でご明でご明でござざざざいます。なお、います。なお、います。なお、います。なお、ここここの補正案にかかります公共の補正案にかかります公共の補正案にかかります公共の補正案にかかります公共

事業の事業の事業の事業の主主主主なななな箇箇箇箇所については、お所については、お所については、お所については、お手元手元手元手元におにおにおにお配配配配りしています別りしています別りしています別りしています別添資料添資料添資料添資料をごをごをごをご参照参照参照参照お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

次次次次に、本に、本に、本に、本編編編編の方にの方にの方にの方に戻戻戻戻ります。９ります。９ります。９ります。９ペペペページ、５議第４１号の平成２５年度流域下水道事業費ージ、５議第４１号の平成２５年度流域下水道事業費ージ、５議第４１号の平成２５年度流域下水道事業費ージ、５議第４１号の平成２５年度流域下水道事業費

特別会計補正予算案（第１号）でご特別会計補正予算案（第１号）でご特別会計補正予算案（第１号）でご特別会計補正予算案（第１号）でござざざざいますいますいますいますがががが、、、、先先先先ほどほどほどほど説説説説明いたしました職員給明いたしました職員給明いたしました職員給明いたしました職員給与与与与のののの減額減額減額減額

支支支支給給給給措置措置措置措置にかかるにかかるにかかるにかかるもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。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。

次次次次にににに、、、、「「「「平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他」」」」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。

７２７２７２７２ペペペページ、議第５５号、市町村負担金の徴収についてでごージ、議第５５号、市町村負担金の徴収についてでごージ、議第５５号、市町村負担金の徴収についてでごージ、議第５５号、市町村負担金の徴収についてでござざざざいます。います。います。います。ここここれは地方自治れは地方自治れは地方自治れは地方自治

法の２７条の規定により、平成２５年に施法の２７条の規定により、平成２５年に施法の２７条の規定により、平成２５年に施法の２７条の規定により、平成２５年に施行行行行する事業について、する事業について、する事業について、する事業について、利益利益利益利益を受ける市町村に費を受ける市町村に費を受ける市町村に費を受ける市町村に費

用の一部を負担していただく用の一部を負担していただく用の一部を負担していただく用の一部を負担していただくもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。県土マネジメント部分は、急います。県土マネジメント部分は、急います。県土マネジメント部分は、急います。県土マネジメント部分は、急傾斜傾斜傾斜傾斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊

対策事業と、７３対策事業と、７３対策事業と、７３対策事業と、７３ペペペページの流域下水道事業でごージの流域下水道事業でごージの流域下水道事業でごージの流域下水道事業でござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、７４に、７４に、７４に、７４ペペペページ、議第５６号です。道路整備事業にかかる請負契約の変更についてでージ、議第５６号です。道路整備事業にかかる請負契約の変更についてでージ、議第５６号です。道路整備事業にかかる請負契約の変更についてでージ、議第５６号です。道路整備事業にかかる請負契約の変更についてで

ごごごござざざざいます。２ついます。２ついます。２ついます。２つああああります。ります。ります。ります。ここここれらは議会の議決にれらは議会の議決にれらは議会の議決にれらは議会の議決に付付付付すべすべすべすべきききき契約契約契約契約財産財産財産財産のののの取得取得取得取得処分に関する処分に関する処分に関する処分に関する

条例２条の規定によ条例２条の規定によ条例２条の規定によ条例２条の規定によっっっって議決を求て議決を求て議決を求て議決を求めめめめるるるるもももものです。１つのです。１つのです。１つのです。１つ目目目目、一般国道１６８号地域連、一般国道１６８号地域連、一般国道１６８号地域連、一般国道１６８号地域連携携携携推進推進推進推進

事業（国道改事業（国道改事業（国道改事業（国道改築築築築））））（その１）（その１）（その１）（その１）工工工工事です。日本事です。日本事です。日本事です。日本ピピピピーーーーエスエスエスエス大大大大阪支店が相手阪支店が相手阪支店が相手阪支店が相手方で、方で、方で、方で、ここここのののの額額額額をををを記載記載記載記載

ののののもももものから４のから４のから４のから４億億億億６６６６，，，，２１５２１５２１５２１５万円余万円余万円余万円余、２、２、２、２，，，，３４５３４５３４５３４５万円余万円余万円余万円余のののの増額増額増額増額でごでごでごでござざざざいます。変更理います。変更理います。変更理います。変更理由由由由は、は、は、は、

辻辻辻辻堂堂堂堂ババババイイイイパパパパススススのののの橋橋橋橋りりりりょう上ょう上ょう上ょう上部部部部工工工工、、、、ＰＣＰＣＰＣＰＣ橋橋橋橋でででであああありますけれどりますけれどりますけれどりますけれどもももも、、、、安全安全安全安全をををを確保確保確保確保するたするたするたするためめめめに、のに、のに、のに、の

りりりり面面面面のののの切切切切り土り土り土り土量量量量をををを最最最最小限小限小限小限としたとしたとしたとしたこここことによとによとによとによっっっってててて工工工工事をする事をする事をする事をする際際際際のののの移移移移動動動動作作作作業業業業車車車車の設の設の設の設置面置面置面置面をいをいをいをいじじじじるるるる

必要があ必要があ必要があ必要がありまして、経費りまして、経費りまして、経費りまして、経費が増が増が増が増加加加加したしたしたしたもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。２ついます。２ついます。２ついます。２つ目目目目、国道１６８号の地域連、国道１６８号の地域連、国道１６８号の地域連、国道１６８号の地域連携携携携

推進事業（国道改推進事業（国道改推進事業（国道改推進事業（国道改築築築築））））（その２）（その２）（その２）（その２）工工工工事です。事です。事です。事です。ここここれれれれも橋も橋も橋も橋りりりりょうょうょうょうですですですですがががが、川田、川田、川田、川田・宮・宮・宮・宮地特定建設地特定建設地特定建設地特定建設
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工工工工事共事共事共事共同企同企同企同企業業業業体体体体、変更、変更、変更、変更前前前前の金の金の金の金額額額額、、、、記載記載記載記載ののののもももものから変更のから変更のから変更のから変更後後後後、１２、１２、１２、１２億億億億７７７７，，，，７７６７７６７７６７７６万円余万円余万円余万円余、５８、５８、５８、５８

４４４４万円余万円余万円余万円余のののの増額増額増額増額でごでごでごでござざざざいます。変更理います。変更理います。変更理います。変更理由由由由は、辻は、辻は、辻は、辻堂堂堂堂ババババイイイイパパパパススススのののの上上上上部部部部工工工工、、、、ここここれはれはれはれはアアアアーーーーチチチチ橋橋橋橋ですですですです

けれどけれどけれどけれどもももも、、、、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水害の大水害の大水害の大水害の影響影響影響影響によによによによっっっって一部の関連て一部の関連て一部の関連て一部の関連工工工工事事事事が中止が中止が中止が中止となとなとなとなっっっって、施て、施て、施て、施工順工順工順工順序序序序をををを見見見見

直直直直したしたしたしたこここことにより、とにより、とにより、とにより、上上上上部部部部工工工工を設を設を設を設置置置置するたするたするたするためめめめのののの仮桟仮桟仮桟仮桟橋橋橋橋をををを追加追加追加追加するするするする必要が必要が必要が必要が生生生生じじじじたたたたこここことによる経とによる経とによる経とによる経

費の費の費の費の増増増増でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

７５７５７５７５ペペペページ、議第５７号、公共ージ、議第５７号、公共ージ、議第５７号、公共ージ、議第５７号、公共工工工工事施設災害復旧事業及び地すべり激甚対策災害対策特事施設災害復旧事業及び地すべり激甚対策災害対策特事施設災害復旧事業及び地すべり激甚対策災害対策特事施設災害復旧事業及び地すべり激甚対策災害対策特

別緊急事業にかかる請負契約の締結についてでご別緊急事業にかかる請負契約の締結についてでご別緊急事業にかかる請負契約の締結についてでご別緊急事業にかかる請負契約の締結についてでござざざざいます。います。います。います。ここここれれれれも同じも同じも同じも同じ条例２条の規定に条例２条の規定に条例２条の規定に条例２条の規定に

より議決を求より議決を求より議決を求より議決を求めめめめるるるるもももものでのでのでのでああああります。ります。ります。ります。工工工工事の名事の名事の名事の名前前前前はははは熊熊熊熊野野野野川川川川・宇宮原・宇宮原・宇宮原・宇宮原地地地地区河区河区河区河川災害復旧事業川災害復旧事業川災害復旧事業川災害復旧事業・・・・

地すべり激甚災害対策特別緊急事業地すべり激甚災害対策特別緊急事業地すべり激甚災害対策特別緊急事業地すべり激甚災害対策特別緊急事業工工工工事で、事で、事で、事で、工工工工事事事事場場場場所は所は所は所は十津十津十津十津川村川村川村川村宇宮原宇宮原宇宮原宇宮原で、で、で、で、工工工工事事事事期期期期間間間間は平は平は平は平

成２７年３月２５日まで、契約金成２７年３月２５日まで、契約金成２７年３月２５日まで、契約金成２７年３月２５日まで、契約金額が額が額が額が６６６６億億億億７７７７，，，，６３１６３１６３１６３１万万万万２５０２５０２５０２５０円円円円といといといというこうこうこうことで、とで、とで、とで、相手相手相手相手方は方は方は方は

大大大大豊豊豊豊・光和・光和・光和・光和特定建設特定建設特定建設特定建設工工工工事共事共事共事共同企同企同企同企業業業業体体体体でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。ここここのののの工工工工事は事は事は事は宇宮原宇宮原宇宮原宇宮原地地地地区区区区で大水害によりで大水害によりで大水害によりで大水害により

熊熊熊熊野野野野川の川の川の川の閉塞閉塞閉塞閉塞がががが生生生生じじじじたたたた箇箇箇箇所で所で所で所で堆積堆積堆積堆積した土した土した土した土砂砂砂砂をををを盛盛盛盛り土り土り土り土工工工工してしてしてして早期早期早期早期に地すべり対策をに地すべり対策をに地すべり対策をに地すべり対策を行っ行っ行っ行っていていていてい

くくくくもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

７９７９７９７９ペペペページ、報第１号、平成２４年度一般会計予算繰越計算書の報告についてでごージ、報第１号、平成２４年度一般会計予算繰越計算書の報告についてでごージ、報第１号、平成２４年度一般会計予算繰越計算書の報告についてでごージ、報第１号、平成２４年度一般会計予算繰越計算書の報告についてでござざざざいいいい

ます。県土マネジメント部関係は８０ます。県土マネジメント部関係は８０ます。県土マネジメント部関係は８０ます。県土マネジメント部関係は８０ペペペページの２ージの２ージの２ージの２総務総務総務総務費、項１費、項１費、項１費、項１総務総務総務総務管理費の県管理費の県管理費の県管理費の県有有有有建建建建物耐震物耐震物耐震物耐震

対策事業と、県対策事業と、県対策事業と、県対策事業と、県有有有有施設施設施設施設非非非非常常常常用用用用電源装置電源装置電源装置電源装置等更新事業です。８３等更新事業です。８３等更新事業です。８３等更新事業です。８３ペペペページ、１０土木費の２道路ージ、１０土木費の２道路ージ、１０土木費の２道路ージ、１０土木費の２道路

交通環境交通環境交通環境交通環境費、３道路費、３道路費、３道路費、３道路橋橋橋橋りりりりょうょうょうょう費、８４費、８４費、８４費、８４ペペペページ、４ージ、４ージ、４ージ、４河河河河川費、５まちづくり推進費、８６川費、５まちづくり推進費、８６川費、５まちづくり推進費、８６川費、５まちづくり推進費、８６ペペペペーーーー

ジ、７住宅費及び１３災害復旧費の２土木施設災害復旧費でごジ、７住宅費及び１３災害復旧費の２土木施設災害復旧費でごジ、７住宅費及び１３災害復旧費の２土木施設災害復旧費でごジ、７住宅費及び１３災害復旧費の２土木施設災害復旧費でござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり

でごでごでごでござざざざいます。平成２４年１２月及び平成２５年２月のいます。平成２４年１２月及び平成２５年２月のいます。平成２４年１２月及び平成２５年２月のいます。平成２４年１２月及び平成２５年２月の当当当当委員会にお委員会にお委員会にお委員会におききききまして繰越明許費まして繰越明許費まして繰越明許費まして繰越明許費

をお願いしたとをお願いしたとをお願いしたとをお願いしたところころころころ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。その後後後後のののの清清清清算によりまして、平成２５年度算によりまして、平成２５年度算によりまして、平成２５年度算によりまして、平成２５年度へへへへの繰越の繰越の繰越の繰越額額額額

はははは全体全体全体全体を計算いたしますとを計算いたしますとを計算いたしますとを計算いたしますと総額総額総額総額３３５３３５３３５３３５億億億億６６６６，，，，７２２７２２７２２７２２万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円となりましたのでご報となりましたのでご報となりましたのでご報となりましたのでご報

告をいたします。理告をいたします。理告をいたします。理告をいたします。理由由由由といたしましては、経といたしましては、経といたしましては、経といたしましては、経済済済済対策による大規対策による大規対策による大規対策による大規模模模模な国補正予算に対な国補正予算に対な国補正予算に対な国補正予算に対応応応応し、し、し、し、

３月の３月の３月の３月の末末末末に国補正予算をに国補正予算をに国補正予算をに国補正予算を認め認め認め認めていただていただていただていただききききましたのでましたのでましたのでましたので全額全額全額全額繰り越した繰り越した繰り越した繰り越したここここと、と、と、と、現現現現場場場場条件の変化条件の変化条件の変化条件の変化

などなどなどなど工工工工法の法の法の法の検討検討検討検討にににに不測不測不測不測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要したしたしたしたここここと、地と、地と、地と、地元調元調元調元調整の整の整の整の難航難航難航難航やややや関係機関との関係機関との関係機関との関係機関との調調調調整に整に整に整に不測不測不測不測のののの

日日日日数数数数をををを要要要要したしたしたしたここここと、用地補と、用地補と、用地補と、用地補償償償償交交交交渉渉渉渉のののの難航難航難航難航でででで不測不測不測不測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要したしたしたしたこここことなどによる進となどによる進となどによる進となどによる進捗捗捗捗のおくのおくのおくのおく

れれれれが原が原が原が原因因因因で、で、で、で、ややややむむむむをををを得ず得ず得ず得ず繰り越繰り越繰り越繰り越させさせさせさせていただいたていただいたていただいたていただいたもももものです。のです。のです。のです。適切適切適切適切な事業な事業な事業な事業執執執執行行行行、進、進、進、進捗捗捗捗管理を管理を管理を管理を

するするするするこここことによとによとによとによっっっって、て、て、て、引引引引きききき続続続続きききき繰り越しの繰り越しの繰り越しの繰り越しの縮削縮削縮削縮削減減減減にににに努努努努めめめめるととるととるととるととももももに、繰り越した事業につに、繰り越した事業につに、繰り越した事業につに、繰り越した事業につきききき

ましてはましてはましてはましては早期完早期完早期完早期完成に成に成に成に向向向向け部局一け部局一け部局一け部局一丸丸丸丸となとなとなとなっっっってててて取取取取り組り組り組り組んんんんでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

次次次次に、８８に、８８に、８８に、８８ペペペページ、ージ、ージ、ージ、ここここれは平成２４年度一般会計予算事故繰越し繰越計算書でれは平成２４年度一般会計予算事故繰越し繰越計算書でれは平成２４年度一般会計予算事故繰越し繰越計算書でれは平成２４年度一般会計予算事故繰越し繰越計算書でああああります。ります。ります。ります。

県土マネジメント部の分といたしましては、１０土木費の県土マネジメント部の分といたしましては、１０土木費の県土マネジメント部の分といたしましては、１０土木費の県土マネジメント部の分といたしましては、１０土木費の中中中中の３道路の３道路の３道路の３道路橋橋橋橋りりりりょうょうょうょう費の３つで費の３つで費の３つで費の３つで
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す。道路災害、道路改良、す。道路災害、道路改良、す。道路災害、道路改良、す。道路災害、道路改良、橋橋橋橋りりりりょうょうょうょう整備事業、そして、４整備事業、そして、４整備事業、そして、４整備事業、そして、４河河河河川費の川費の川費の川費の砂砂砂砂防事業、そして、１防事業、そして、１防事業、そして、１防事業、そして、１

３災害復旧費の３災害復旧費の３災害復旧費の３災害復旧費のううううち２土木施設災害復旧費でごち２土木施設災害復旧費でごち２土木施設災害復旧費でごち２土木施設災害復旧費でござざざざいます。います。います。います。ここここれらはれらはれらはれらは不測不測不測不測のののの崩崩崩崩土などによ土などによ土などによ土などによっっっっ

てててて工工工工法法法法検討検討検討検討に日に日に日に日数数数数をををを要要要要したり、したり、したり、したり、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水害の大水害の大水害の大水害の影響影響影響影響によりによりによりにより工工工工事を一事を一事を一事を一時中止時中止時中止時中止したしたしたしたこここことなどとなどとなどとなど

にににに伴伴伴伴い、事業のい、事業のい、事業のい、事業の遅延遅延遅延遅延により、平成２４年度に繰り越したにより、平成２４年度に繰り越したにより、平成２４年度に繰り越したにより、平成２４年度に繰り越したもももものをのをのをのをややややむむむむをををを得ず得ず得ず得ず平成２５年度に平成２５年度に平成２５年度に平成２５年度に

繰り越繰り越繰り越繰り越させさせさせさせていただいたていただいたていただいたていただいたもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。今後今後今後今後、、、、早期完早期完早期完早期完成に成に成に成に向向向向けけけけ取取取取り組り組り組り組んんんんでまいりますでまいりますでまいりますでまいります

のでよのでよのでよので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。

次次次次に、８９に、８９に、８９に、８９ペペペページ、報第２号、奈良県流域下水道事業費の特別会計予算繰越計算書の報ージ、報第２号、奈良県流域下水道事業費の特別会計予算繰越計算書の報ージ、報第２号、奈良県流域下水道事業費の特別会計予算繰越計算書の報ージ、報第２号、奈良県流域下水道事業費の特別会計予算繰越計算書の報

告です。告です。告です。告です。ここここれらについてれらについてれらについてれらについてもももも２月定例議会において繰越明許費をお願いしたと２月定例議会において繰越明許費をお願いしたと２月定例議会において繰越明許費をお願いしたと２月定例議会において繰越明許費をお願いしたところころころころですですですですがががが、、、、

清清清清算等によりまして、算等によりまして、算等によりまして、算等によりまして、今回今回今回今回、平成２５年度、平成２５年度、平成２５年度、平成２５年度へへへへの繰越の繰越の繰越の繰越額額額額は３０は３０は３０は３０億億億億１１１１，，，，７４７７４７７４７７４７万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円

となりました。となりました。となりました。となりました。

次次次次に、１０３に、１０３に、１０３に、１０３ペペペページ、土地開発公社の経営状況の報告、そして、１０４ージ、土地開発公社の経営状況の報告、そして、１０４ージ、土地開発公社の経営状況の報告、そして、１０４ージ、土地開発公社の経営状況の報告、そして、１０４ペペペページージージージがががが奈良県奈良県奈良県奈良県

道路公社の経営状況の報告、１０５道路公社の経営状況の報告、１０５道路公社の経営状況の報告、１０５道路公社の経営状況の報告、１０５ペペペページージージージがががが奈良県生駒高速鉄道株式会社の経営状況の報奈良県生駒高速鉄道株式会社の経営状況の報奈良県生駒高速鉄道株式会社の経営状況の報奈良県生駒高速鉄道株式会社の経営状況の報

告でご告でご告でご告でござざざざいます。います。います。います。

ままままずずずず、土地開発公社の平成２５年度の事業計、土地開発公社の平成２５年度の事業計、土地開発公社の平成２５年度の事業計、土地開発公社の平成２５年度の事業計画画画画書をごら書をごら書をごら書をごらんんんんくだくだくだくだささささい。い。い。い。

１１１１ペペペページ、平成２５年度奈良県土地開発公社事業計ージ、平成２５年度奈良県土地開発公社事業計ージ、平成２５年度奈良県土地開発公社事業計ージ、平成２５年度奈良県土地開発公社事業計画画画画でごでごでごでござざざざいます。事業のいます。事業のいます。事業のいます。事業の実実実実施方施方施方施方針針針針、、、、

今今今今年度の年度の年度の年度の主主主主な事業といたしましては、県からの受な事業といたしましては、県からの受な事業といたしましては、県からの受な事業といたしましては、県からの受託託託託事業で事業で事業で事業であああある道路、る道路、る道路、る道路、河河河河川、川、川、川、砂砂砂砂防都市計防都市計防都市計防都市計画画画画

事業の用地事業の用地事業の用地事業の用地先行取得先行取得先行取得先行取得業業業業務務務務をををを効率的効率的効率的効率的に進に進に進に進めめめめているとているとているとているところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。ささささらに、土地開発公らに、土地開発公らに、土地開発公らに、土地開発公

社の長社の長社の長社の長期保有期保有期保有期保有となとなとなとなっっっっております分ております分ております分ております分譲譲譲譲用地等の用地等の用地等の用地等の早期売却早期売却早期売却早期売却に一に一に一に一層努層努層努層努力していくと力していくと力していくと力していくところころころころでごでごでごでござざざざいいいい

ます。また、ます。また、ます。また、ます。また、今今今今年度より新たに年度より新たに年度より新たに年度より新たに京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動車動車動車動車道の用地道の用地道の用地道の用地買買買買収事収事収事収事務務務務を国より受を国より受を国より受を国より受託託託託し、し、し、し、早期完早期完早期完早期完成成成成

にににに寄寄寄寄与与与与いたします。事業のいたします。事業のいたします。事業のいたします。事業の詳細詳細詳細詳細予算につ予算につ予算につ予算につききききましては、２ましては、２ましては、２ましては、２ペペペページージージージ以以以以降降降降に書いておりますよに書いておりますよに書いておりますよに書いておりますようううう

に、土地のに、土地のに、土地のに、土地の取得取得取得取得、、、、売却売却売却売却、その他事業でご、その他事業でご、その他事業でご、その他事業でござざざざいます。います。います。います。

次次次次に土地開発公社の平成２４年度の事業報告書でごに土地開発公社の平成２４年度の事業報告書でごに土地開発公社の平成２４年度の事業報告書でごに土地開発公社の平成２４年度の事業報告書でござざざざいます。１います。１います。１います。１ペペペページ、事業報告、ージ、事業報告、ージ、事業報告、ージ、事業報告、実実実実

施いたしました施いたしました施いたしました施いたしました主主主主な事業といたしましては、県道路事業、都市計な事業といたしましては、県道路事業、都市計な事業といたしましては、県道路事業、都市計な事業といたしましては、県道路事業、都市計画画画画事業に事業に事業に事業に伴伴伴伴うううう公公公公有有有有地地地地取得取得取得取得

業業業業務務務務などでごなどでごなどでごなどでござざざざいます。います。います。います。

２２２２ペペペページ、どージ、どージ、どージ、どうううういいいいっっっったとたとたとたところころころころを用地を用地を用地を用地取得取得取得取得したかといしたかといしたかといしたかというこうこうこうことです。土地とです。土地とです。土地とです。土地取得取得取得取得は、道路事業は、道路事業は、道路事業は、道路事業

ではではではでは椿椿椿椿井王寺線井王寺線井王寺線井王寺線、奈良、奈良、奈良、奈良橿橿橿橿原線原線原線原線などでなどでなどでなどで行行行行いました。また、土地のいました。また、土地のいました。また、土地のいました。また、土地の売却売却売却売却といたしましては、国といたしましては、国といたしましては、国といたしましては、国

道１６８号、平道１６８号、平道１６８号、平道１６８号、平城城城城宮宮宮宮跡歴史跡歴史跡歴史跡歴史公園、奈良公園、奈良公園、奈良公園、奈良西西西西幹幹幹幹線線線線などの一部をなどの一部をなどの一部をなどの一部を売却売却売却売却いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次次次次に、３に、３に、３に、３ペペペページからはージからはージからはージからは主要主要主要主要事項の処理状況、事項の処理状況、事項の処理状況、事項の処理状況、役役役役員の員の員の員の異動異動異動異動状況、状況、状況、状況、財務財務財務財務諸表諸表諸表諸表についてでごについてでごについてでごについてでござざざざ

います。います。います。います。以上が以上が以上が以上が奈良県土地開発公社の経営状況の報告でご奈良県土地開発公社の経営状況の報告でご奈良県土地開発公社の経営状況の報告でご奈良県土地開発公社の経営状況の報告でござざざざいます。います。います。います。

次次次次は、道路公社のごは、道路公社のごは、道路公社のごは、道路公社のご説説説説明に入りたいと明に入りたいと明に入りたいと明に入りたいと思思思思います。奈良県道路公社平成２５年度事業計います。奈良県道路公社平成２５年度事業計います。奈良県道路公社平成２５年度事業計います。奈良県道路公社平成２５年度事業計画画画画
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書からご書からご書からご書からご説説説説明いたしたいと明いたしたいと明いたしたいと明いたしたいと思思思思います。１います。１います。１います。１ペペペページ、事業の方ージ、事業の方ージ、事業の方ージ、事業の方針針針針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ががが、本年度の事、本年度の事、本年度の事、本年度の事

業計業計業計業計画画画画といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、引引引引きききき続続続続きききき第第第第二二二二阪阪阪阪奈奈奈奈有有有有料料料料道路の道路の道路の道路の円円円円滑滑滑滑かつかつかつかつ安全安全安全安全なななな交通交通交通交通をををを確保確保確保確保するとするとするとすると

ととととももももに、に、に、に、利利利利用者用者用者用者ササササーーーービビビビススススのののの向向向向上上上上にににに努努努努めめめめるるるるこここことをとをとをとを基基基基本として、平成２３年に策定いたしまし本として、平成２３年に策定いたしまし本として、平成２３年に策定いたしまし本として、平成２３年に策定いたしまし

た３年た３年た３年た３年間間間間の経営改の経営改の経営改の経営改善プログラム善プログラム善プログラム善プログラムのののの最最最最終終終終年度といたしまして、年度といたしまして、年度といたしまして、年度といたしまして、効果効果効果効果のののの検証検証検証検証、そして、そして、そして、そして次次次次期プロ期プロ期プロ期プロ

グラムグラムグラムグラム策定に策定に策定に策定に向向向向けたけたけたけた見直見直見直見直しをしをしをしを行っ行っ行っ行っていていていていききききたいといたいといたいといたいというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。

２２２２ペペペページは、平成２５年度の予算及びージは、平成２５年度の予算及びージは、平成２５年度の予算及びージは、平成２５年度の予算及び資資資資金計金計金計金計画画画画でごでごでごでござざざざいます。予算のいます。予算のいます。予算のいます。予算の総総総総則則則則があがあがあがあり、３り、３り、３り、３ペペペペ

ージには予算のージには予算のージには予算のージには予算の表表表表が載っが載っが載っが載っております。収入ですけれどております。収入ですけれどております。収入ですけれどております。収入ですけれどもももも、ま、ま、ま、まずずずず、道路、道路、道路、道路料料料料金収入約８３金収入約８３金収入約８３金収入約８３億円億円億円億円

をををを見見見見込込込込んんんんでいます。でいます。でいます。でいます。支出支出支出支出といたしましては、道路といたしましては、道路といたしましては、道路といたしましては、道路維持維持維持維持改良費、道路管理費、大改良費、道路管理費、大改良費、道路管理費、大改良費、道路管理費、大阪阪阪阪府府府府へへへへの道の道の道の道

路路路路料料料料金収入金収入金収入金収入配配配配分費などとな分費などとな分費などとな分費など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。

４４４４ペペペページ、平成２５年度のージ、平成２５年度のージ、平成２５年度のージ、平成２５年度の資資資資金計金計金計金計画画画画につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、先先先先ほどの収入、ほどの収入、ほどの収入、ほどの収入、支出支出支出支出とととと同様同様同様同様のののの内内内内容容容容

でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

次次次次にににに、、、、「「「「平成２４年度の業平成２４年度の業平成２４年度の業平成２４年度の業務務務務報告書、奈良県道路公社報告書、奈良県道路公社報告書、奈良県道路公社報告書、奈良県道路公社」」」」でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

１１１１ペペペページ、第ージ、第ージ、第ージ、第二二二二阪阪阪阪奈奈奈奈有有有有料料料料道路の道路の道路の道路の料料料料金徴収業金徴収業金徴収業金徴収業務務務務と道路と道路と道路と道路維持維持維持維持管理業管理業管理業管理業務務務務などをなどをなどをなどを行う行う行う行うととととととととももももに、に、に、に、

平成２２年度から平成２２年度から平成２２年度から平成２２年度から実実実実施しております施しております施しております施しております橋橋橋橋りりりりょうょうょうょうのののの耐震耐震耐震耐震化化化化工工工工事は、事は、事は、事は、引引引引きききき続続続続きききき進進進進めめめめ完完完完成したと成したと成したと成したとここここ

ろろろろでごでごでごでござざざざいます。第います。第います。第います。第二二二二阪阪阪阪奈奈奈奈有有有有料料料料道路の道路の道路の道路の料料料料金収入と金収入と金収入と金収入と利利利利用用用用交通交通交通交通量量量量でごでごでごでござざざざいますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、収入、収入、収入、収入

がががが１１１１．．．．００００％％％％のののの減減減減、、、、利利利利用用用用交通交通交通交通量量量量がががが、１、１、１、１．．．．６６６６％％％％のののの減減減減となとなとなとなっっっっております。また、ております。また、ております。また、ております。また、料料料料金収入は８３金収入は８３金収入は８３金収入は８３

億円億円億円億円でごでごでごでござざざざいましたけれどいましたけれどいましたけれどいましたけれどもももも、奈良県道路公社分としては３７、奈良県道路公社分としては３７、奈良県道路公社分としては３７、奈良県道路公社分としては３７億億億億７７７７，，，，０７３０７３０７３０７３万円余万円余万円余万円余をををを確保確保確保確保

いたしました。公社別いたしました。公社別いたしました。公社別いたしました。公社別配配配配分分分分額額額額のとのとのとのところころころころで大で大で大で大阪阪阪阪府府府府とととと比較比較比較比較してしてしてして配配配配分分分分率率率率４５４５４５４５．．．．２４２４２４２４％％％％となとなとなとなっっっっておておておてお

ります。ります。ります。ります。

２２２２ペペペページからはージからはージからはージからは主要主要主要主要事項の処理状況、事項の処理状況、事項の処理状況、事項の処理状況、役役役役員の員の員の員の異動異動異動異動状況、状況、状況、状況、財務財務財務財務諸表諸表諸表諸表についてについてについてについて記載記載記載記載をしておをしておをしておをしてお

ります。ります。ります。ります。以上が以上が以上が以上が奈良県道路公社の経営状況の報告でご奈良県道路公社の経営状況の報告でご奈良県道路公社の経営状況の報告でご奈良県道路公社の経営状況の報告でござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、奈良生駒高速鉄道株式会社の経営状況についてごに、奈良生駒高速鉄道株式会社の経営状況についてごに、奈良生駒高速鉄道株式会社の経営状況についてごに、奈良生駒高速鉄道株式会社の経営状況についてご説説説説明を明を明を明をさせさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

１１１１ペペペページ、平成２５年度事業計ージ、平成２５年度事業計ージ、平成２５年度事業計ージ、平成２５年度事業計画画画画書です。書です。書です。書です。近近近近畿畿畿畿日本鉄道と締結した日本鉄道と締結した日本鉄道と締結した日本鉄道と締結した線線線線路路路路使使使使用契約用契約用契約用契約やややや、、、、保保保保

守守守守管理管理管理管理協協協協定に定に定に定に基基基基づくづくづくづく実行実行実行実行管理を管理を管理を管理を行っ行っ行っ行って、事業にて、事業にて、事業にて、事業に要要要要したしたしたした資資資資金の金の金の金の償還償還償還償還、、、、ああああるいはるいはるいはるいは旅客旅客旅客旅客増増増増加加加加の施の施の施の施

策の策の策の策の企画・企画・企画・企画・推進を推進を推進を推進を行っ行っ行っ行っていくていくていくていくもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。営業います。営業います。営業います。営業利益が利益が利益が利益が２２２２億億億億４４４４，，，，００００００００００００万円万円万円万円、経、経、経、経常常常常損損損損

失失失失がががが２２２２億億億億４４４４，，，，００００００００００００万円万円万円万円とととと見見見見込込込込んんんんでおります。開業２５年でおります。開業２５年でおります。開業２５年でおります。開業２５年目目目目となる平成４１年にはとなる平成４１年にはとなる平成４１年にはとなる平成４１年には累積損累積損累積損累積損

失失失失を解を解を解を解消消消消するといするといするといするという当初う当初う当初う当初のののの目的目的目的目的をををを達達達達成する成する成する成する見見見見込込込込みみみみとなとなとなとなっっっっています。事業ています。事業ています。事業ています。事業実実実実施計施計施計施計画画画画についてについてについてについて

は１は１は１は１ペペペページージージージ後半後半後半後半のとおりでごのとおりでごのとおりでごのとおりでござざざざいます。います。います。います。

また、収また、収また、収また、収支支支支のののの見通見通見通見通しは２しは２しは２しは２ペペペページのとおりです。ージのとおりです。ージのとおりです。ージのとおりです。

続続続続ききききまして、奈良生駒高速鉄道株式会社の平成２４年度事業報告書のまして、奈良生駒高速鉄道株式会社の平成２４年度事業報告書のまして、奈良生駒高速鉄道株式会社の平成２４年度事業報告書のまして、奈良生駒高速鉄道株式会社の平成２４年度事業報告書の説説説説明を明を明を明をさせさせさせさせていたていたていたていた
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だだだだききききます。ます。ます。ます。ここここれは、奈良生駒高速鉄道は、れは、奈良生駒高速鉄道は、れは、奈良生駒高速鉄道は、れは、奈良生駒高速鉄道は、近近近近畿畿畿畿日本鉄道に日本鉄道に日本鉄道に日本鉄道に線線線線路施設を路施設を路施設を路施設を貸貸貸貸して、収入をして、収入をして、収入をして、収入を得得得得てててて

おります。また、高おります。また、高おります。また、高おります。また、高架架架架下の下の下の下の利利利利用に用に用に用に努努努努めめめめてまいりました。また、費用のてまいりました。また、費用のてまいりました。また、費用のてまいりました。また、費用の面面面面におにおにおにおききききましてはましてはましてはましてはココココ

スススストトトト縮縮縮縮減減減減にににに努努努努めめめめるととるととるととるととももももに、に、に、に、有償有償有償有償資資資資金の金の金の金の償還償還償還償還、、、、低低低低利利利利子子子子資資資資金金金金へへへへのののの借借借借りかりかりかりかええええなどになどになどになどに努努努努めめめめてまいてまいてまいてまい

りました。その結りました。その結りました。その結りました。その結果果果果、、、、当当当当期期期期の営業収入としての営業収入としての営業収入としての営業収入として線線線線路路路路使使使使用用用用料が料が料が料が１６１６１６１６億億億億７７７７，，，，００００００００００００万円万円万円万円、土地の、土地の、土地の、土地の

付付付付加加加加利利利利用等による運用等による運用等による運用等による運輸雑輸雑輸雑輸雑収入１収入１収入１収入１，，，，００００００００００００万円万円万円万円を計を計を計を計上上上上、一方で、費用として、一方で、費用として、一方で、費用として、一方で、費用として減減減減価償却価償却価償却価償却費１０費１０費１０費１０

億億億億９９９９，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円、、、、支支支支払払払払いいいい利利利利息息息息５５５５億億億億７００７００７００７００万円万円万円万円等を計等を計等を計等を計上上上上、、、、当当当当期純損失期純損失期純損失期純損失がががが２２２２億億億億７７７７，，，，３００３００３００３００万万万万

円円円円となりました。となりました。となりました。となりました。

２２２２ペペペページ、ージ、ージ、ージ、資資資資金金金金調調調調達達達達の状況でごの状況でごの状況でごの状況でござざざざいます。います。います。います。当当当当期期期期中中中中にににに資資資資金の金の金の金の借借借借りかりかりかりかええええなどをなどをなどをなどを行っ行っ行っ行って、て、て、て、借借借借入入入入

金金金金残残残残高は２６４高は２６４高は２６４高は２６４億億億億４４４４，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円、、、、前前前前期末期末期末期末にににに比較比較比較比較して９して９して９して９億億億億１００１００１００１００万円万円万円万円のののの減減減減少でご少でご少でご少でござざざざいます。います。います。います。

その他につその他につその他につその他につききききましてはましてはましてはましては記載記載記載記載のとおりでごのとおりでごのとおりでごのとおりでござざざざいます。３います。３います。３います。３ペペペページージージージ以以以以降降降降に株式に関する事項、に株式に関する事項、に株式に関する事項、に株式に関する事項、役役役役

員に関する事項、員に関する事項、員に関する事項、員に関する事項、財務財務財務財務諸表諸表諸表諸表などをなどをなどをなどを掲掲掲掲載載載載しております。しております。しております。しております。以上が以上が以上が以上が奈良生駒高速鉄道株式会社の奈良生駒高速鉄道株式会社の奈良生駒高速鉄道株式会社の奈良生駒高速鉄道株式会社の

経営状況の経営状況の経営状況の経営状況の説説説説明でご明でご明でご明でござざざざいました。いました。いました。いました。

次次次次に、またに、またに、またに、また「「「「平成２５年度一般会計特別会計の補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計の補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計の補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計の補正予算案その他」」」」にににに戻戻戻戻りまして、１１りまして、１１りまして、１１りまして、１１

７７７７ペペペページ、報第２２号、地方自治法１８０号第１項の規定による専決処分の報告についてージ、報第２２号、地方自治法１８０号第１項の規定による専決処分の報告についてージ、報第２２号、地方自治法１８０号第１項の規定による専決処分の報告についてージ、報第２２号、地方自治法１８０号第１項の規定による専決処分の報告について

でごでごでごでござざざざいます。奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改正する条例でいます。奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改正する条例でいます。奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改正する条例でいます。奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改正する条例で

ごごごござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。その説説説説明明明明がががが、、、、「「「「６月定例県議会６月定例県議会６月定例県議会６月定例県議会提出提出提出提出条例条例条例条例」説」説」説」説明明明明資料資料資料資料の１３の１３の１３の１３ペペペページにージにージにージにあああありますりますりますります。。。。

ここここれにつれにつれにつれにつききききましては、土木部から県土マネジメント部に名ましては、土木部から県土マネジメント部に名ましては、土木部から県土マネジメント部に名ましては、土木部から県土マネジメント部に名称称称称がががが変変変変わわわわりましたので、その変りましたので、その変りましたので、その変りましたので、その変

更をする条例でご更をする条例でご更をする条例でご更をする条例でござざざざいます。います。います。います。

以上が以上が以上が以上が県土マネジメント部所管の６月定例県議会県土マネジメント部所管の６月定例県議会県土マネジメント部所管の６月定例県議会県土マネジメント部所管の６月定例県議会提出提出提出提出議案の議案の議案の議案の説説説説明でご明でご明でご明でござざざざいます。ご審議います。ご審議います。ご審議います。ご審議

のほどよのほどよのほどよのほど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。

○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長 それでは、それでは、それでは、それでは、続続続続ききききまして、まちづくり推進局所管の６月定例県議まして、まちづくり推進局所管の６月定例県議まして、まちづくり推進局所管の６月定例県議まして、まちづくり推進局所管の６月定例県議

会会会会提出提出提出提出議案のご議案のご議案のご議案のご説説説説明をいたします。明をいたします。明をいたします。明をいたします。

最初最初最初最初に、補正予算についてでごに、補正予算についてでごに、補正予算についてでごに、補正予算についてでござざざざいますいますいますいます。。。。「「「「平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会提出提出提出提出予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概

要」要」要」要」をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

３３３３ペペペページ、１ージ、１ージ、１ージ、１観光観光観光観光のののの振興振興振興振興の新規事業、奈良県の新規事業、奈良県の新規事業、奈良県の新規事業、奈良県庁前エ庁前エ庁前エ庁前エントントントントラララランンンンスススス整備事業でご整備事業でご整備事業でご整備事業でござざざざいますいますいますいますがががが、、、、

近近近近鉄奈良鉄奈良鉄奈良鉄奈良駅駅駅駅から県から県から県から県庁庁庁庁までのまでのまでのまでの歩歩歩歩道の道の道の道のイルイルイルイルミミミミネーネーネーネーショショショション等を設ン等を設ン等を設ン等を設置置置置するするするするもももものです。のです。のです。のです。次次次次に、奈良公に、奈良公に、奈良公に、奈良公

園施設園施設園施設園施設魅魅魅魅力力力力向向向向上上上上事業です事業です事業です事業ですがががが、、、、近近近近鉄奈良鉄奈良鉄奈良鉄奈良駅駅駅駅からからからから興福寺興福寺興福寺興福寺にかけてにかけてにかけてにかけて往往往往時時時時をしのをしのをしのをしのばばばばせせせせる土る土る土る土塀塀塀塀の設の設の設の設置置置置

やややや、、、、歴史展歴史展歴史展歴史展示示示示実実実実施計施計施計施計画画画画にににに基基基基づく案づく案づく案づく案内内内内板板板板・・・・案案案案内内内内碑碑碑碑の設の設の設の設置置置置、、、、吉吉吉吉城城城城園に園に園に園に隣接隣接隣接隣接いたします旧いたします旧いたします旧いたします旧青青青青少年少年少年少年

会会会会館館館館のののの撤去撤去撤去撤去などの事業をなどの事業をなどの事業をなどの事業を行うも行うも行うも行うものです。のです。のです。のです。馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園公園公園公園ボラボラボラボランンンンティアハウティアハウティアハウティアハウスススス整備事業です整備事業です整備事業です整備事業ですがががが、、、、

植栽植栽植栽植栽のののの維持維持維持維持管理に管理に管理に管理に参参参参加加加加いただくいただくいただくいただくボラボラボラボランンンンティアティアティアティアのたのたのたのためめめめににににボラボラボラボランンンンティアハウティアハウティアハウティアハウススススの整備をの整備をの整備をの整備を行うも行うも行うも行うも
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のです。のです。のです。のです。

５５５５ペペペページ、８ージ、８ージ、８ージ、８効率的・効果的効率的・効果的効率的・効果的効率的・効果的なななな基盤基盤基盤基盤整備の整備の整備の整備の街街街街路改良事業でご路改良事業でご路改良事業でご路改良事業でござざざざいますいますいますいますがががが、奈良、奈良、奈良、奈良橿橿橿橿原線原線原線原線等等等等

の整備を推進するの整備を推進するの整備を推進するの整備を推進するもももものです。のです。のです。のです。

続続続続ききききまして、７まして、７まして、７まして、７ペペペページ、奈良公園ージ、奈良公園ージ、奈良公園ージ、奈良公園交通環境交通環境交通環境交通環境整備事業です整備事業です整備事業です整備事業ですがががが、県、県、県、県庁庁庁庁東東東東～大～大～大～大仏殿仏殿仏殿仏殿交交交交差差差差点間点間点間点間のののの

電線電線電線電線共共共共同同同同溝溝溝溝などのなどのなどのなどの歩歩歩歩道整備を道整備を道整備を道整備を行うも行うも行うも行うものです。新県営のです。新県営のです。新県営のです。新県営ププププーーーールルルル施設等整備運営事業です施設等整備運営事業です施設等整備運営事業です施設等整備運営事業ですがががが、、、、ＰＰＰＰ

ＦＩＦＩＦＩＦＩ手手手手法を法を法を法を導導導導入いたしまして、入いたしまして、入いたしまして、入いたしまして、健康健康健康健康増増増増進施設、進施設、進施設、進施設、競競競競技技技技施設などを一施設などを一施設などを一施設などを一体的体的体的体的に整備するに整備するに整備するに整備するもももものでごのでごのでごのでご

ざざざざいます。います。います。います。以上が以上が以上が以上がまちづくり推進局所管の平成２５年度奈良県一般会計補正予算案についまちづくり推進局所管の平成２５年度奈良県一般会計補正予算案についまちづくり推進局所管の平成２５年度奈良県一般会計補正予算案についまちづくり推進局所管の平成２５年度奈良県一般会計補正予算案につい

てのてのてのての説説説説明でご明でご明でご明でござざざざいます。なお、平成２５年度６月補正案にかかります公共事業のいます。なお、平成２５年度６月補正案にかかります公共事業のいます。なお、平成２５年度６月補正案にかかります公共事業のいます。なお、平成２５年度６月補正案にかかります公共事業の主主主主な事業な事業な事業な事業

箇箇箇箇所につ所につ所につ所につききききましては、おましては、おましては、おましては、お手元手元手元手元にににに配付配付配付配付しております別しております別しております別しております別添資料添資料添資料添資料でごでごでごでご参照参照参照参照をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

次次次次にににに、、、、「「「「平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他」」」」をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。目次目次目次目次

の議第４５号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例及び議第５３号、奈良の議第４５号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例及び議第５３号、奈良の議第４５号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例及び議第５３号、奈良の議第４５号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例及び議第５３号、奈良

県立都市公園条例の一部を改正する条例でご県立都市公園条例の一部を改正する条例でご県立都市公園条例の一部を改正する条例でご県立都市公園条例の一部を改正する条例でござざざざいますいますいますいますがががが、、、、概要概要概要概要につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、「「「「６月定６月定６月定６月定

例県議会例県議会例県議会例県議会提出提出提出提出条例条例条例条例」説」説」説」説明明明明資料資料資料資料でででで説説説説明をいたします。明をいたします。明をいたします。明をいたします。

１１１１ペペペページ、議第４５号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例でごージ、議第４５号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例でごージ、議第４５号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例でごージ、議第４５号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例でござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。知知知知事の附属機関として奈良の事の附属機関として奈良の事の附属機関として奈良の事の附属機関として奈良のシカ保護シカ保護シカ保護シカ保護管理計管理計管理計管理計画検討画検討画検討画検討委員会を設委員会を設委員会を設委員会を設置置置置するたするたするたするためめめめ、所、所、所、所要要要要の改の改の改の改

正を正を正を正を行うも行うも行うも行うものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

改正の改正の改正の改正の内内内内容容容容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ががが、、、、同同同同委員会を設委員会を設委員会を設委員会を設置置置置し、奈良のし、奈良のし、奈良のし、奈良のシカ保護シカ保護シカ保護シカ保護管理計管理計管理計管理計画画画画に関するに関するに関するに関する重重重重要要要要

事項についての事項についての事項についての事項についての調調調調査審議に関する事査審議に関する事査審議に関する事査審議に関する事務務務務を担を担を担を担当させ当させ当させ当させるるるるもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。なお、施います。なお、施います。なお、施います。なお、施行行行行日は公日は公日は公日は公

布布布布の日でごの日でごの日でごの日でござざざざいます。います。います。います。

３３３３ペペペページ、議第５３号、奈良県立都市公園条例の一部を改正する条例でごージ、議第５３号、奈良県立都市公園条例の一部を改正する条例でごージ、議第５３号、奈良県立都市公園条例の一部を改正する条例でごージ、議第５３号、奈良県立都市公園条例の一部を改正する条例でござざざざいますいますいますいますがががが、、、、

まほまほまほまほろろろろば健康パば健康パば健康パば健康パーーーークスイクスイクスイクスイムムムムピピピピアアアア奈良の供用の開奈良の供用の開奈良の供用の開奈良の供用の開始始始始にににに伴伴伴伴い、い、い、い、使使使使用用用用承認承認承認承認をををを要要要要する公園施設をする公園施設をする公園施設をする公園施設を追追追追

加加加加する等のたする等のたする等のたする等のためめめめの所の所の所の所要要要要の改正をの改正をの改正をの改正を行うも行うも行うも行うものです。のです。のです。のです。

改正改正改正改正内内内内容容容容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ががが、３、３、３、３ペペペページから７ージから７ージから７ージから７ペペペページにかけましてージにかけましてージにかけましてージにかけまして記載さ記載さ記載さ記載されておりますよれておりますよれておりますよれておりますようううう

に、に、に、に、使使使使用用用用承認承認承認承認をををを要要要要する公園施設のする公園施設のする公園施設のする公園施設の追加追加追加追加及び名及び名及び名及び名称称称称の変更の変更の変更の変更やややや使使使使用用用用料料料料等について所等について所等について所等について所要要要要の改正をすの改正をすの改正をすの改正をす

るるるるもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。なお、施います。なお、施います。なお、施います。なお、施行行行行期期期期日は、平成２６年７月１日でご日は、平成２６年７月１日でご日は、平成２６年７月１日でご日は、平成２６年７月１日でござざざざいます。います。います。います。

戻戻戻戻りましてりましてりましてりまして「「「「平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他」」」」をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

７７７７７７７７ペペペページ、議第５９号、浄化センター公園の指定管理の指定の変更についてでごージ、議第５９号、浄化センター公園の指定管理の指定の変更についてでごージ、議第５９号、浄化センター公園の指定管理の指定の変更についてでごージ、議第５９号、浄化センター公園の指定管理の指定の変更についてでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。ここここれは地方自治法第２４４条の２第６項の規定によりまして議決を求れは地方自治法第２４４条の２第６項の規定によりまして議決を求れは地方自治法第２４４条の２第６項の規定によりまして議決を求れは地方自治法第２４４条の２第６項の規定によりまして議決を求めめめめるるるるもももものでごのでごのでごのでご

ざざざざいます。浄化センター公園についます。浄化センター公園についます。浄化センター公園についます。浄化センター公園につききききましては、ましては、ましては、ましては、現在現在現在現在、指定管理者に管理をお願いしており、指定管理者に管理をお願いしており、指定管理者に管理をお願いしており、指定管理者に管理をお願いしており

ますますますますがががが、平成２６年７月１日より施設名、平成２６年７月１日より施設名、平成２６年７月１日より施設名、平成２６年７月１日より施設名がががが浄化センター公園からまほ浄化センター公園からまほ浄化センター公園からまほ浄化センター公園からまほろろろろば健康パば健康パば健康パば健康パーーーーククククに変に変に変に変
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更となります。そのた更となります。そのた更となります。そのた更となります。そのためめめめ、、、、前回前回前回前回指定の指定の指定の指定の内内内内容容容容ののののううううち、施設名の変更及びち、施設名の変更及びち、施設名の変更及びち、施設名の変更及びここここれにれにれにれに伴伴伴伴うううう指定の指定の指定の指定の期期期期

間間間間の変更をの変更をの変更をの変更を行うも行うも行うも行うものです。のです。のです。のです。

次次次次に、１０６に、１０６に、１０６に、１０６ペペペページ、報第１９号、奈良県住宅供給公社の経営状況の報告でごージ、報第１９号、奈良県住宅供給公社の経営状況の報告でごージ、報第１９号、奈良県住宅供給公社の経営状況の報告でごージ、報第１９号、奈良県住宅供給公社の経営状況の報告でござざざざいますいますいますいます

がががが、、、、後後後後ほどごほどごほどごほどご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

次次次次に、１１７に、１１７に、１１７に、１１７ペペペページ、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定によります専決ージ、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定によります専決ージ、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定によります専決ージ、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定によります専決

処分の報告でご処分の報告でご処分の報告でご処分の報告でござざざざいます。県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに関すいます。県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに関すいます。県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに関すいます。県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明渡等請求申立てに関す

る訴訟事件についてでごる訴訟事件についてでごる訴訟事件についてでごる訴訟事件についてでござざざざいます。明います。明います。明います。明細細細細につにつにつにつききききましては１２４ましては１２４ましては１２４ましては１２４ペペペページになります。ージになります。ージになります。ージになります。ここここれられられられら

は家賃滞納月は家賃滞納月は家賃滞納月は家賃滞納月数数数数がががが６６６６カカカカ月月月月以上以上以上以上または滞納または滞納または滞納または滞納額が額が額が額が２０２０２０２０万円以上万円以上万円以上万円以上の者のの者のの者のの者のううううち、特にち、特にち、特にち、特に悪質悪質悪質悪質とととと認め認め認め認めらららら

れる７件につれる７件につれる７件につれる７件につききききまして住宅の明渡等の請求申し立ていたしましたので、報告するまして住宅の明渡等の請求申し立ていたしましたので、報告するまして住宅の明渡等の請求申し立ていたしましたので、報告するまして住宅の明渡等の請求申し立ていたしましたので、報告するもももものでごのでごのでごのでご

ざざざざいます。います。います。います。

続続続続ききききまして、まして、まして、まして、先先先先ほどの奈良県の住宅供給公社の経営状況の報告について、別ほどの奈良県の住宅供給公社の経営状況の報告について、別ほどの奈良県の住宅供給公社の経営状況の報告について、別ほどの奈良県の住宅供給公社の経営状況の報告について、別冊冊冊冊のののの資料資料資料資料でででで

説説説説明を明を明を明をさせさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

「「「「平成２５年度事業計平成２５年度事業計平成２５年度事業計平成２５年度事業計画画画画書及び書及び書及び書及び資資資資金計金計金計金計画画画画書書書書」」」」の１の１の１の１ペペペページをお願いいたします。事業のージをお願いいたします。事業のージをお願いいたします。事業のージをお願いいたします。事業の実実実実

施方施方施方施方針針針針につにつにつにつききききましては、新ましては、新ましては、新ましては、新行政行政行政行政経営経営経営経営プログラムプログラムプログラムプログラムでの公社解での公社解での公社解での公社解散散散散の方の方の方の方針針針針にににに基基基基づづづづききききまして、まして、まして、まして、未未未未分分分分

譲譲譲譲の宅地のの宅地のの宅地のの宅地の販売促販売促販売促販売促進など、進など、進など、進など、固有固有固有固有資産資産資産資産の計の計の計の計画的画的画的画的な処分を進な処分を進な処分を進な処分を進めめめめております。また、公社解ております。また、公社解ております。また、公社解ております。また、公社解散散散散へへへへ

のののの取取取取り組り組り組り組みみみみ等を等を等を等を記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり実実実実施してまいります。施してまいります。施してまいります。施してまいります。

２２２２ペペペページ、平成２５年度事業計ージ、平成２５年度事業計ージ、平成２５年度事業計ージ、平成２５年度事業計画概要画概要画概要画概要でごでごでごでござざざざいます。分います。分います。分います。分譲譲譲譲事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、橿橿橿橿原原原原ニニニニ

ュュュュータータータータウウウウンなどのンなどのンなどのンなどの販売販売販売販売にににに努努努努めめめめるととるととるととるととももももに、賃に、賃に、賃に、賃貸貸貸貸事業及びその他の事業につ事業及びその他の事業につ事業及びその他の事業につ事業及びその他の事業につききききましてはましてはましてはましては引引引引きききき

続続続続き記載き記載き記載き記載の事業をの事業をの事業をの事業を実実実実施してまいります。施してまいります。施してまいります。施してまいります。

３３３３ペペペページージージージ以以以以降降降降のののの資資資資金計金計金計金計画画画画及び及び及び及び財務財務財務財務諸表諸表諸表諸表につにつにつにつききききましては、ただいまごましては、ただいまごましては、ただいまごましては、ただいまご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただきききき

ましたましたましたました内内内内容容容容のののの詳細詳細詳細詳細でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。重複重複重複重複いたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので省略省略省略省略をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

続続続続ききききましてましてましてまして、、、、「「「「平成２４年度業平成２４年度業平成２４年度業平成２４年度業務務務務報告書報告書報告書報告書」」」」のののの説説説説明でご明でご明でご明でござざざざいます。います。います。います。

１１１１ペペペページ、業ージ、業ージ、業ージ、業務務務務のののの実実実実施施施施概要概要概要概要についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。分います。分います。分います。分譲譲譲譲事業につ事業につ事業につ事業につききききましては、ましては、ましては、ましては、真真真真美美美美ヶ丘ヶ丘ヶ丘ヶ丘

の住宅においての住宅においての住宅においての住宅において残残残残住住住住戸戸戸戸の１の１の１の１戸戸戸戸、それから、、それから、、それから、、それから、芝芝芝芝団団団団地にお地にお地にお地におききききましてましてましてまして残残残残１宅地を１宅地を１宅地を１宅地を売却売却売却売却いたしましいたしましいたしましいたしまし

た。また、賃た。また、賃た。また、賃た。また、賃貸貸貸貸事業につ事業につ事業につ事業につききききましては、ましては、ましては、ましては、橿橿橿橿原原原原ニュニュニュニュータータータータウウウウンにおいてンにおいてンにおいてンにおいて駐駐駐駐車場車場車場車場３３３３カカカカ所の運営管理、所の運営管理、所の運営管理、所の運営管理、

土地２土地２土地２土地２カカカカ所の賃所の賃所の賃所の賃貸貸貸貸事業を事業を事業を事業を行行行行いました。その他の事業についました。その他の事業についました。その他の事業についました。その他の事業につききききましてましてましてましてもももも、、、、桜井桜井桜井桜井団団団団地を地を地を地を売却売却売却売却してしてしてして

おります。なお、２おります。なお、２おります。なお、２おります。なお、２ペペペページージージージ以以以以降降降降のののの主要主要主要主要事項の処理状況、事項の処理状況、事項の処理状況、事項の処理状況、役役役役職員の職員の職員の職員の異動異動異動異動状況、状況、状況、状況、財務財務財務財務諸表諸表諸表諸表等に等に等に等に

つつつつききききましてはましてはましてはましては説説説説明を明を明を明を省略省略省略省略させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

まちづくり推進局所管の６月定例県議会まちづくり推進局所管の６月定例県議会まちづくり推進局所管の６月定例県議会まちづくり推進局所管の６月定例県議会提出提出提出提出議案の議案の議案の議案の説説説説明は明は明は明は以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。ご審議のいます。ご審議のいます。ご審議のいます。ご審議の

ほどよほどよほどよほど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。
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○長岡水道局長○長岡水道局長○長岡水道局長○長岡水道局長 それでは、水道局所管の６月定例議会それでは、水道局所管の６月定例議会それでは、水道局所管の６月定例議会それでは、水道局所管の６月定例議会提出提出提出提出議案についてご議案についてご議案についてご議案についてご説説説説明申し明申し明申し明申し上げ上げ上げ上げ

ます。ます。ます。ます。

ままままずずずず、補正予算についてご、補正予算についてご、補正予算についてご、補正予算についてご説説説説明を申し明を申し明を申し明を申し上げ上げ上げ上げますますますます。。。。「「「「平成２５年度６月定例議会平成２５年度６月定例議会平成２５年度６月定例議会平成２５年度６月定例議会提出提出提出提出予算予算予算予算

案の案の案の案の概要」概要」概要」概要」をお願いをいたします。１０をお願いをいたします。１０をお願いをいたします。１０をお願いをいたします。１０ペペペページ、７平成２５年度奈良県水道用水供給事業ージ、７平成２５年度奈良県水道用水供給事業ージ、７平成２５年度奈良県水道用水供給事業ージ、７平成２５年度奈良県水道用水供給事業

費特別会計補正予算案（第１号）でご費特別会計補正予算案（第１号）でご費特別会計補正予算案（第１号）でご費特別会計補正予算案（第１号）でござざざざいます。職員給います。職員給います。職員給います。職員給与与与与費、費、費、費、ここここれは給れは給れは給れは給与減額支与減額支与減額支与減額支給給給給措置措置措置措置等等等等

にかかる職員給にかかる職員給にかかる職員給にかかる職員給与与与与のののの減減減減により２により２により２により２，，，，６８３６８３６８３６８３万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円をををを減額減額減額減額するするするするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。以以以以

上が上が上が上が水道局にかかる補正予算の水道局にかかる補正予算の水道局にかかる補正予算の水道局にかかる補正予算の概要概要概要概要でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

続続続続ききききまして、繰越計算書につまして、繰越計算書につまして、繰越計算書につまして、繰越計算書につききききましてごましてごましてごましてご説説説説明を申し明を申し明を申し明を申し上げ上げ上げ上げますますますます。。。。「「「「平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計

特別会計補正予算案その他特別会計補正予算案その他特別会計補正予算案その他特別会計補正予算案その他」」」」の９０の９０の９０の９０ペペペページ報第３号、平成２４年度奈良県水道用水供給事ージ報第３号、平成２４年度奈良県水道用水供給事ージ報第３号、平成２４年度奈良県水道用水供給事ージ報第３号、平成２４年度奈良県水道用水供給事

業費特別会計予算繰越計算書の報告でご業費特別会計予算繰越計算書の報告でご業費特別会計予算繰越計算書の報告でご業費特別会計予算繰越計算書の報告でござざざざいます。事業名は用水供給施設建設事業でごいます。事業名は用水供給施設建設事業でごいます。事業名は用水供給施設建設事業でごいます。事業名は用水供給施設建設事業でござざざざ

います。予算の計います。予算の計います。予算の計います。予算の計上額が上額が上額が上額が３３３３３３３３億億億億５５５５，，，，３８６３８６３８６３８６万円余万円余万円余万円余、、、、支支支支払払払払いいいい義義義義務務務務発生発生発生発生額額額額２４２４２４２４億億億億１１１１，，，，４９１４９１４９１４９１万万万万

円余円余円余円余、、、、翌翌翌翌年度繰越年度繰越年度繰越年度繰越額額額額３３３３億億億億２２２２，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円となとなとなとなっっっっております。繰越ております。繰越ております。繰越ております。繰越額額額額のののの財源財源財源財源につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては

記載記載記載記載のとおりでごのとおりでごのとおりでごのとおりでござざざざいます。います。います。います。

繰り越しの理繰り越しの理繰り越しの理繰り越しの理由由由由につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、工工工工事の施事の施事の施事の施工工工工方法の方法の方法の方法の検討検討検討検討等に等に等に等に不測不測不測不測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要したしたしたしたももももので、ので、ので、ので、

現在現在現在現在、、、、早期完早期完早期完早期完成に成に成に成に向向向向けてけてけてけて鋭意努鋭意努鋭意努鋭意努力をしていると力をしていると力をしていると力をしているところころころころでごでごでごでござざざざいます。よいます。よいます。よいます。よろろろろしくお願いをいたしくお願いをいたしくお願いをいたしくお願いをいた

します。します。します。します。次次次次に、に、に、に、不不不不用用用用額額額額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ががが、６、６、６、６億億億億１１１１，，，，３９４３９４３９４３９４万円余万円余万円余万円余、、、、ここここれは事業れは事業れは事業れは事業内内内内容容容容のののの見直見直見直見直しししし

及び入及び入及び入及び入札差札差札差札差金によります金によります金によります金によります工工工工事費の事費の事費の事費の執執執執行行行行残残残残、それから、、それから、、それから、、それから、人人人人件費の件費の件費の件費の執執執執行行行行残残残残及び及び及び及び諸諸諸諸経費の経費の経費の経費の節節節節減減減減等等等等

によるによるによるによる不不不不用でご用でご用でご用でござざざざいます。います。います。います。以上が以上が以上が以上が平成２４年度奈良県水道用水供給事業特別会計予算の繰平成２４年度奈良県水道用水供給事業特別会計予算の繰平成２４年度奈良県水道用水供給事業特別会計予算の繰平成２４年度奈良県水道用水供給事業特別会計予算の繰

り越しでごり越しでごり越しでごり越しでござざざざいます。います。います。います。

以上以上以上以上で水道局所管ので水道局所管ので水道局所管ので水道局所管の説説説説明を明を明を明を終終終終わわわわららららせせせせていただていただていただていただききききます。よます。よます。よます。よろろろろしくご審議のほどお願いいたしくご審議のほどお願いいたしくご審議のほどお願いいたしくご審議のほどお願いいた

します。します。します。します。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 ただいまのただいまのただいまのただいまの説説説説明について、明について、明について、明について、質疑質疑質疑質疑ががががごごごござざざざいましたら、発いましたら、発いましたら、発いましたら、発言言言言願います。なお、願います。なお、願います。なお、願います。なお、

その他の事項につその他の事項につその他の事項につその他の事項につききききまして、まして、まして、まして、後後後後ほどほどほどほど質疑質疑質疑質疑をををを行行行行いますので、ご了いますので、ご了いますので、ご了いますので、ご了承承承承願います。願います。願います。願います。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 議案の議案の議案の議案の内内内内容容容容で１で１で１で１点点点点質問質問質問質問させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

「「「「平成２５年度６月定例議会平成２５年度６月定例議会平成２５年度６月定例議会平成２５年度６月定例議会提出提出提出提出予算案の予算案の予算案の予算案の概要」概要」概要」概要」の３の３の３の３ペペペページに、ージに、ージに、ージに、文文文文化会化会化会化会館前館前館前館前のののの広場広場広場広場のにのにのにのに

ぎわぎわぎわぎわいいいい創出創出創出創出といといといというこうこうこうことで１とで１とで１とで１，，，，００００００００００００万円万円万円万円計計計計上さ上さ上さ上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がががが、、、、現在現在現在現在もももも憩憩憩憩いのいのいのいの場場場場としてとしてとしてとして十十十十

分分分分活活活活用用用用さささされているとれているとれているとれていると思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、どのよ、どのよ、どのよ、どのよううううななななもももものをのをのをのを考え考え考え考えておられるのか。また、ておられるのか。また、ておられるのか。また、ておられるのか。また、多多多多

くの県くの県くの県くの県民民民民のののの意意意意見が見が見が見が反映反映反映反映さささされるよれるよれるよれるよううううなななな仕仕仕仕組組組組みみみみをつくをつくをつくをつくっっっっていくていくていくていくここここととととが必要が必要が必要が必要ではないかとではないかとではないかとではないかと考え考え考え考えまままま

すけれどすけれどすけれどすけれどもももも、その、その、その、その点点点点についてどのよについてどのよについてどのよについてどのよううううにおにおにおにお考え考え考え考えなのかおなのかおなのかおなのかお答え答え答え答えいただいただいただいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長 文文文文化会化会化会化会館前館前館前館前のののの広場広場広場広場のにのにのにのにぎわぎわぎわぎわいいいい創出創出創出創出事業についての事業についての事業についての事業についての内内内内容容容容のごのごのごのご質問質問質問質問でごでごでごでご
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ざざざざいます。います。います。います。

県県県県庁周辺庁周辺庁周辺庁周辺ののののエエエエリアリアリアリアでごでごでごでござざざざいますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、県、県、県、県文文文文化会化会化会化会館や館や館や館や県立県立県立県立美術館美術館美術館美術館などのなどのなどのなどの文文文文化施設化施設化施設化施設がががが立立立立

地しており、また、奈良公園の地しており、また、奈良公園の地しており、また、奈良公園の地しており、また、奈良公園の歩行歩行歩行歩行者者者者動線動線動線動線ででででああああるるるるこここことから、とから、とから、とから、観光観光観光観光客客客客などなどなどなど多数多数多数多数のののの歩行歩行歩行歩行者者者者がががが訪訪訪訪

れております。れております。れております。れております。ここここののののエエエエリアリアリアリア一一一一帯帯帯帯をををを歩行歩行歩行歩行者者者者空間環境空間環境空間環境空間環境のののの検討検討検討検討ににににあわせあわせあわせあわせましてましてましてまして近近近近鉄奈良鉄奈良鉄奈良鉄奈良駅駅駅駅からからからからここここ

れらのれらのれらのれらのエエエエリアリアリアリアへへへへのののの歩行動線歩行動線歩行動線歩行動線にににに位位位位置置置置する県する県する県する県文文文文化会化会化会化会館前館前館前館前のののの前前前前庭の庭の庭の庭の広場広場広場広場におにおにおにおききききましてましてましてましてもももも、、、、文文文文化の化の化の化の

発発発発信信信信とかとかとかとか交交交交流の流の流の流の場場場場所などといたしまして、に所などといたしまして、に所などといたしまして、に所などといたしまして、にぎわぎわぎわぎわいをいをいをいを創出創出創出創出するするするするゾゾゾゾーンをーンをーンをーンを考え考え考え考えられておりまられておりまられておりまられておりま

すので、すので、すので、すので、今後今後今後今後、そ、そ、そ、そうううういいいいっっっった関係部局と連た関係部局と連た関係部局と連た関係部局と連携携携携をををを図図図図りなりなりなりなががががらららら検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考え考え考え考えておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

それから、県それから、県それから、県それから、県民民民民のののの意意意意見見見見といといといというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいますいますいますいますがががが、、、、ここここれらのれらのれらのれらの検討検討検討検討にににに当当当当たりまして、奈良たりまして、奈良たりまして、奈良たりまして、奈良

公園地公園地公園地公園地区区区区整備整備整備整備検討検討検討検討委員会などの委員会などの委員会などの委員会などの場場場場をををを活活活活用用用用させさせさせさせていただていただていただていただききききまして、まして、まして、まして、幅幅幅幅広広広広いいいい見見見見地から地から地から地から意意意意見見見見をいをいをいをい

ただただただただききききななななががががら進ら進ら進ら進めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以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。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 具具具具体的体的体的体的にはどのよにはどのよにはどのよにはどのよううううななななもももものかといのかといのかといのかというイうイうイうイメージはまだ示メージはまだ示メージはまだ示メージはまだ示さささされていないといれていないといれていないといれていないというこうこうこうこ

とで、とで、とで、とで、ここここれかられかられかられから検討さ検討さ検討さ検討されるとれるとれるとれると思思思思います。います。います。います。先先先先ほどほどほどほどもももも申し申し申し申し上げ上げ上げ上げましたよましたよましたよましたよううううに、に、に、に、今今今今、、、、十十十十分分分分活活活活用用用用ささささ

れている状況ですので、れている状況ですので、れている状況ですので、れている状況ですので、ここここれかられかられかられから出さ出さ出さ出されるれるれるれるももももののののがががが県県県県民民民民のののの皆皆皆皆さんさんさんさんから喜から喜から喜から喜ばばばばれるれるれるれるもももものなのかにのなのかにのなのかにのなのかに

ついては本ついては本ついては本ついては本当当当当にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろな議な議な議な議論論論論があがあがあがあるかとるかとるかとるかと思思思思います。そいます。そいます。そいます。そうううういいいいっっっったとたとたとたとききききに、に、に、に、広広広広く県く県く県く県民民民民のののの意意意意見見見見

がががが反映反映反映反映さささされるよれるよれるよれるよううううなななな体体体体制制制制づくりをづくりをづくりをづくりをぜひぜひぜひぜひととととももももととととっっっっていただていただていただていただききききたいといたいといたいといたいというこうこうこうことをとをとをとを要要要要望望望望しておしておしておしておきききき

ます。ます。ます。ます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 よよよよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

続続続続いて、いて、いて、いて、付託付託付託付託議案について、委員の議案について、委員の議案について、委員の議案について、委員の意意意意見見見見を求を求を求を求めめめめます。発ます。発ます。発ます。発言言言言願います。願います。願います。願います。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 議案についての議案についての議案についての議案についての意意意意見見見見をををを述述述述べべべべさせさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

ままままずずずず、議第３９号と議第４１号、議第４３号につ、議第３９号と議第４１号、議第４３号につ、議第３９号と議第４１号、議第４３号につ、議第３９号と議第４１号、議第４３号につききききましては、いましては、いましては、いましては、いずずずずれれれれもももも職員給職員給職員給職員給与与与与のののの引引引引きききき

下下下下げげげげに関するに関するに関するに関するもももものでごのでごのでごのでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、ここここれにはれにはれにはれには賛賛賛賛成で成で成で成でききききないといないといないといないというううう立立立立場場場場です。です。です。です。

それから、議第３９号のそれから、議第３９号のそれから、議第３９号のそれから、議第３９号の中中中中の新県営の新県営の新県営の新県営ププププーーーールルルルの施設整備事業は、の施設整備事業は、の施設整備事業は、の施設整備事業は、ＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩ手手手手法とい法とい法とい法というこうこうこうことでとでとでとで

ごごごござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、ここここれれれれも安全も安全も安全も安全管理など公管理など公管理など公管理など公的的的的責責責責任が任が任が任がどどどどここここまでまでまでまで果果果果たたたたさささされるのかといれるのかといれるのかといれるのかというこうこうこうことのとのとのとの懸念懸念懸念懸念

があがあがあがありますので、りますので、りますので、りますので、ここここれについてれについてれについてれについてもももも反反反反対でご対でご対でご対でござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 それでは、ただいまより、それでは、ただいまより、それでは、ただいまより、それでは、ただいまより、付託付託付託付託を受けましたを受けましたを受けましたを受けました各各各各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を決を決を決を行行行行いまいまいまいま

す。す。す。す。

ままままずずずず、議第３９号、議第３９号、議第３９号、議第３９号中・当中・当中・当中・当委員会所管分、議第４１号、議第４３号については、委員より委員会所管分、議第４１号、議第４３号については、委員より委員会所管分、議第４１号、議第４３号については、委員より委員会所管分、議第４１号、議第４３号については、委員より

反反反反対の対の対の対の意意意意見があ見があ見があ見がありましたので、りましたので、りましたので、りましたので、起起起起立により立により立により立により採採採採決をいたします。決をいたします。決をいたします。決をいたします。

議第３９号議第３９号議第３９号議第３９号中・当中・当中・当中・当委員会所管分、議第４１号、議第４３号を委員会所管分、議第４１号、議第４３号を委員会所管分、議第４１号、議第４３号を委員会所管分、議第４１号、議第４３号を原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可可可可決する決する決する決するこここことにとにとにとに
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賛賛賛賛成する方の成する方の成する方の成する方の起起起起立を求立を求立を求立を求めめめめます。ます。ます。ます。

（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立）立）立）立）

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 ごごごご着着着着席願います。席願います。席願います。席願います。

起起起起立立立立多数多数多数多数ですので、よですので、よですので、よですので、よっっっってててて以上以上以上以上の議案３件についてはの議案３件についてはの議案３件についてはの議案３件については原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可可可可決する決する決する決するこここことに決しまとに決しまとに決しまとに決しま

した。した。した。した。

次次次次に、ただいまに、ただいまに、ただいまに、ただいま可可可可決決決決さささされました議案をれました議案をれました議案をれました議案を除除除除くくくく残残残残余余余余の議案については、一の議案については、一の議案については、一の議案については、一括括括括してしてしてして簡易採簡易採簡易採簡易採決に決に決に決に

よりよりよりより行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいますがががが、ご、ご、ご、ご異異異異議ご議ご議ご議ござざざざいまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。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者者者ああああり）り）り）り）

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りいたします。りいたします。りいたします。りいたします。

議第４５号、議第５３号、議第５５号議第４５号、議第５３号、議第５５号議第４５号、議第５３号、議第５５号議第４５号、議第５３号、議第５５号中中中中のののの当当当当委員会所管分、議第５６号、議第５７号、委員会所管分、議第５６号、議第５７号、委員会所管分、議第５６号、議第５７号、委員会所管分、議第５６号、議第５７号、

議第５９号については、議第５９号については、議第５９号については、議第５９号については、原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可可可可決する決する決する決するこここことにとにとにとに異異異異議は議は議は議はあああありまりまりまりませんせんせんせんか。か。か。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者者者ああああり）り）り）り）

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 異異異異議議議議ががががないないないないもももものとのとのとのと認め認め認め認めます。ます。ます。ます。

よよよよっっっって、て、て、て、以上以上以上以上、議案６件については、、議案６件については、、議案６件については、、議案６件については、原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可可可可決する決する決する決するこここことに決しました。とに決しました。とに決しました。とに決しました。

次次次次に、報告案件についてでに、報告案件についてでに、報告案件についてでに、報告案件についてでああああります。ります。ります。ります。

報第１号報第１号報第１号報第１号中・当中・当中・当中・当委員会所管分、報第２号、報第３号、報第１６号から報第１９号及び報委員会所管分、報第２号、報第３号、報第１６号から報第１９号及び報委員会所管分、報第２号、報第３号、報第１６号から報第１９号及び報委員会所管分、報第２号、報第３号、報第１６号から報第１９号及び報

第２２号第２２号第２２号第２２号中・当中・当中・当中・当委員会所管分については、委員会所管分については、委員会所管分については、委員会所管分については、先先先先ほどのほどのほどのほどの説説説説明を明を明を明をもっもっもっもって、理事者よりて、理事者よりて、理事者よりて、理事者より詳細詳細詳細詳細な報告な報告な報告な報告

を受けましたを受けましたを受けましたを受けましたここここととととととととさせさせさせさせていただていただていただていただききききますので、ご了ますので、ご了ますので、ご了ますので、ご了承承承承をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

ここここれをれをれをれをももももちまして、ちまして、ちまして、ちまして、付託付託付託付託議案の審査を議案の審査を議案の審査を議案の審査を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 次次次次に、その他の事項に入ります。に、その他の事項に入ります。に、その他の事項に入ります。に、その他の事項に入ります。

ままままずずずず、県土マネジメント部長から、、県土マネジメント部長から、、県土マネジメント部長から、、県土マネジメント部長から、倉倉倉倉庫庫庫庫のののの無無無無届届届届解解解解体体体体問題問題問題問題調調調調査特別委員会の査特別委員会の査特別委員会の査特別委員会の調調調調査結査結査結査結果果果果にかにかにかにか

かる対かる対かる対かる対応応応応状況について他５件、まちづくり推進局長から、平状況について他５件、まちづくり推進局長から、平状況について他５件、まちづくり推進局長から、平状況について他５件、まちづくり推進局長から、平城城城城宮宮宮宮跡歴史跡歴史跡歴史跡歴史公園公園公園公園拠拠拠拠点点点点ゾゾゾゾーン整ーン整ーン整ーン整

備計備計備計備計画画画画（案）について報告を（案）について報告を（案）について報告を（案）について報告を行行行行いたいとの申しいたいとの申しいたいとの申しいたいとの申し出があ出があ出があ出がありましたので、まりましたので、まりましたので、まりましたので、まずずずず県土マネジメン県土マネジメン県土マネジメン県土マネジメン

ト部長、まちづくり推進局長のト部長、まちづくり推進局長のト部長、まちづくり推進局長のト部長、まちづくり推進局長の順順順順にご報告をお願いします。にご報告をお願いします。にご報告をお願いします。にご報告をお願いします。

○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 それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お時間時間時間時間をいただをいただをいただをいただききききまして、県土マネジメント部、まして、県土マネジメント部、まして、県土マネジメント部、まして、県土マネジメント部、

まちづくり推進局報告事項をまちづくり推進局報告事項をまちづくり推進局報告事項をまちづくり推進局報告事項を説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

私私私私からは報告の１から６までをからは報告の１から６までをからは報告の１から６までをからは報告の１から６までをさせさせさせさせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

ままままずずずず、報告の１でご、報告の１でご、報告の１でご、報告の１でござざざざいます。います。います。います。倉倉倉倉庫庫庫庫のののの無無無無届届届届解解解解体体体体問題問題問題問題調調調調査特別委員会の査特別委員会の査特別委員会の査特別委員会の調調調調査結査結査結査結果果果果にかかるにかかるにかかるにかかる

対対対対応応応応状況でご状況でご状況でご状況でござざざざいます。建設います。建設います。建設います。建設リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法の法の法の法の無無無無届届届届け事案におけ事案におけ事案におけ事案におききききましては、ましては、ましては、ましては、倉倉倉倉庫庫庫庫のののの無無無無届届届届解解解解体体体体

問題問題問題問題調調調調査特別委員会の査特別委員会の査特別委員会の査特別委員会の調調調調査結査結査結査結果が出果が出果が出果が出ました。ました。ました。ました。ここここれをれをれをれを重重重重く受けとく受けとく受けとく受けとめめめめ、、、、真摯真摯真摯真摯に対に対に対に対応応応応するするするするこここことととととととと
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しております。しております。しております。しております。

今回今回今回今回、委員会から県に求、委員会から県に求、委員会から県に求、委員会から県に求めめめめた事項につた事項につた事項につた事項につききききまして、まして、まして、まして、現在現在現在現在の対の対の対の対応応応応状況をまと状況をまと状況をまと状況をまとめめめめましたのでごましたのでごましたのでごましたのでご

報告をしたいと報告をしたいと報告をしたいと報告をしたいと思思思思います。います。います。います。ここここれは委員会報告書の（３）の委員会としての対れは委員会報告書の（３）の委員会としての対れは委員会報告書の（３）の委員会としての対れは委員会報告書の（３）の委員会としての対応応応応のののの中中中中で県にで県にで県にで県に

対して求対して求対して求対して求めめめめるといるといるといるといううううアアアアからからからからキキキキのののの記載記載記載記載ににににあわせあわせあわせあわせて１から７までつくて１から７までつくて１から７までつくて１から７までつくっっっっております。ております。ております。ております。

ままままずずずず、１、１、１、１．．．．発発発発注注注注者の告発でご者の告発でご者の告発でご者の告発でござざざざいます。県います。県います。県います。県庁内庁内庁内庁内のののの調調調調査委員会の報告を受け、査委員会の報告を受け、査委員会の報告を受け、査委員会の報告を受け、内内内内部で部で部で部で検討検討検討検討

をををを重ね重ね重ね重ねててててききききたとたとたとたところころころころでごでごでごでござざざざいまして、またいまして、またいまして、またいまして、また調調調調査委員会、１００条委員会からの査委員会、１００条委員会からの査委員会、１００条委員会からの査委員会、１００条委員会からの調調調調査結査結査結査結果果果果をををを

踏踏踏踏ままままええええ、６月２８日に、６月２８日に、６月２８日に、６月２８日に香芝香芝香芝香芝警警警警察署察署察署察署に告発をしたとに告発をしたとに告発をしたとに告発をしたところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

２２２２．．．．受受受受注注注注者の業者の業者の業者の業務務務務及び及び及び及び工工工工事施事施事施事施工工工工にかかるにかかるにかかるにかかる点検点検点検点検といといといというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいます。受います。受います。受います。受注注注注者に対しま者に対しま者に対しま者に対しま

しては、建設しては、建設しては、建設しては、建設リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法に法に法に法に基基基基づく立入づく立入づく立入づく立入検検検検査、査、査、査、ああああるいは施るいは施るいは施るいは施工中箇工中箇工中箇工中箇所の所の所の所の重重重重点的点的点的点的ななななパパパパトトトトロロロローーーールルルル

をしていくをしていくをしていくをしていくここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

３３３３．ア．ア．ア．アススススベベベベスススストトトト問題問題問題問題へへへへのののの取取取取り組り組り組り組みみみみでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。アアアアススススベベベベスススストに関するトに関するトに関するトに関する問題問題問題問題もももも重重重重く受けとく受けとく受けとく受けと

めめめめまして、それに関連する法まして、それに関連する法まして、それに関連する法まして、それに関連する法令令令令やややや健康健康健康健康へへへへのののの影響影響影響影響、そ、そ、そ、そうううういいいいっっっったたたたもももものを関係部局のを関係部局のを関係部局のを関係部局ああああるいは県土るいは県土るいは県土るいは県土

マネジメント部局のマネジメント部局のマネジメント部局のマネジメント部局のみみみみならならならならずずずず、、、、広広広広く一般職員く一般職員く一般職員く一般職員へへへへ研研研研修修修修をををを実実実実施する施する施する施するここここととしておりますし、まととしておりますし、まととしておりますし、まととしておりますし、ま

た、建設た、建設た、建設た、建設リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法、道路法の法、道路法の法、道路法の法、道路法の手手手手続続続続においてにおいてにおいてにおいてもももも、、、、ここここれられられられらアアアアススススベベベベスススストに関して関係するトに関して関係するトに関して関係するトに関して関係する環環環環

境境境境部局、部局、部局、部局、労働労働労働労働基基基基準監督署準監督署準監督署準監督署等と連等と連等と連等と連携が携が携が携がででででききききるよるよるよるよううううなななな内内内内容容容容を明を明を明を明記記記記しております。しております。しております。しております。

４４４４．．．．業業業業務体務体務体務体制制制制のののの見直見直見直見直しでごしでごしでごしでござざざざいます。建設います。建設います。建設います。建設リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法やややや道路法にかかる道路法にかかる道路法にかかる道路法にかかる要要要要領領領領を改正し、を改正し、を改正し、を改正し、

また、また、また、また、適切適切適切適切な事な事な事な事務務務務をををを行行行行ええええるよるよるよるよううううななななフフフフロロロローーーーややややチチチチェェェェックックックックリリリリスススストをトをトをトを作作作作成いたしました。土木事成いたしました。土木事成いたしました。土木事成いたしました。土木事務務務務

所長の所長の所長の所長の研研研研修修修修、、、、ああああるいは建るいは建るいは建るいは建築課築課築課築課と管理と管理と管理と管理課課課課のののの全全全全職員を対職員を対職員を対職員を対象象象象としたとしたとしたとした研研研研修修修修をををを実実実実施したと施したと施したと施したところころころころでごでごでごでござざざざ

います。います。います。います。

５５５５．．．．予防予防予防予防的的的的意意意意味味味味をををを含含含含めめめめたたたた厳厳厳厳正な対処とい正な対処とい正な対処とい正な対処というこうこうこうことで、とで、とで、とで、違違違違反反反反ののののあっあっあっあった業者た業者た業者た業者へへへへのののの重重重重点点点点パパパパトトトトロロロローーーー

ルやルやルやルや、他法、他法、他法、他法令令令令による申請による申請による申請による申請図図図図書、書、書、書、ここここれは例れは例れは例れは例えばえばえばえば建建建建築築築築確確確確認認認認などで書などで書などで書などで書類類類類が出が出が出が出ているのにているのにているのにているのに届届届届けけけけが出が出が出が出

てないといてないといてないといてないといっっっったたたた突突突突合合合合をををを行っ行っ行っ行って、そて、そて、そて、そここここををををねねねねらいらいらいらい撃撃撃撃ちでちでちでちでパパパパトトトトロロロローーーールルルルをするよをするよをするよをするよううううななななここここととととももももしていしていしていしてい

ききききたいとたいとたいとたいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

６６６６．不．不．不．不明明明明瞭瞭瞭瞭な事な事な事な事務務務務処理とい処理とい処理とい処理というこうこうこうことで、とで、とで、とで、再再再再発防発防発防発防止止止止をををを目的目的目的目的とした県とした県とした県とした県庁庁庁庁と土木事と土木事と土木事と土木事務務務務所所所所間間間間の連の連の連の連携携携携、、、、

指示の指示の指示の指示の文文文文書化を書化を書化を書化を徹底徹底徹底徹底するといするといするといするといっっっったとたとたとたところやころやころやころや、まだ道路法第２４条の案件は解決しておりま、まだ道路法第２４条の案件は解決しておりま、まだ道路法第２４条の案件は解決しておりま、まだ道路法第２４条の案件は解決しておりま

せんせんせんせん。。。。検検検検査の査の査の査の実実実実施とと施とと施とと施ととももももに申請者にに申請者にに申請者にに申請者に確確確確認認認認し、し、し、し、適切適切適切適切な処理をな処理をな処理をな処理を実実実実施したいと施したいと施したいと施したいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

７７７７．．．．建設建設建設建設リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法などの法法などの法法などの法法などの法令令令令のののの周知周知周知周知といといといというこうこうこうことで、職員のとで、職員のとで、職員のとで、職員のみみみみならならならならずずずず業業業業界界界界団団団団体や体や体や体や一般一般一般一般

へへへへののののチラシチラシチラシチラシ配付配付配付配付などになどになどになどにもももも努努努努めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

次次次次に、報告の２にに、報告の２にに、報告の２にに、報告の２に移移移移ららららせせせせていただていただていただていただききききます。報告の２は、平成２４年度予算ます。報告の２は、平成２４年度予算ます。報告の２は、平成２４年度予算ます。報告の２は、平成２４年度予算「「「「公共事業の公共事業の公共事業の公共事業の

主主主主な事業な事業な事業な事業箇箇箇箇所所所所」」」」の事業費の変更でごの事業費の変更でごの事業費の変更でごの事業費の変更でござざざざいます。います。います。います。ここここれは、予算づけのれは、予算づけのれは、予算づけのれは、予算づけの目的や内目的や内目的や内目的や内容容容容、、、、執執執執行行行行段階段階段階段階
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におけるにおけるにおけるにおける透透透透明明明明性性性性を高を高を高を高めめめめるたるたるたるためめめめに、平成２４年度の予算を、補正に、平成２４年度の予算を、補正に、平成２４年度の予算を、補正に、平成２４年度の予算を、補正もももも含含含含めめめめて発て発て発て発表表表表するとするとするとするとききききに、に、に、に、

主主主主な事業な事業な事業な事業箇箇箇箇所を公所を公所を公所を公表表表表しております。しております。しております。しております。今今今今般、その般、その般、その般、その中中中中で事業費で事業費で事業費で事業費がががが３３３３割割割割以上増減以上増減以上増減以上増減したしたしたしたもももものについのについのについのについ

て、別て、別て、別て、別紙紙紙紙の４１件でごの４１件でごの４１件でごの４１件でござざざざいますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、事業費と変更理、事業費と変更理、事業費と変更理、事業費と変更理由由由由を報告を報告を報告を報告させさせさせさせていただくていただくていただくていただくもももものでのでのでので

ごごごござざざざいます。います。います。います。

なお、平成２５年３月補正予算についてはなお、平成２５年３月補正予算についてはなお、平成２５年３月補正予算についてはなお、平成２５年３月補正予算については全額全額全額全額繰り越しをしております。平成２５年３繰り越しをしております。平成２５年３繰り越しをしております。平成２５年３繰り越しをしております。平成２５年３

月の平成２４年度補正予算については月の平成２４年度補正予算については月の平成２４年度補正予算については月の平成２４年度補正予算については全額全額全額全額繰り越しでご繰り越しでご繰り越しでご繰り越しでござざざざいます。平成２５年度のいます。平成２５年度のいます。平成２５年度のいます。平成２５年度の当初当初当初当初予予予予

算と算と算と算と合わせ合わせ合わせ合わせて変更の報告をて変更の報告をて変更の報告をて変更の報告を行行行行います。います。います。います。

１１１１ペペペページ、ージ、ージ、ージ、増額増額増額増額をして事業ををして事業ををして事業ををして事業を前前前前倒倒倒倒しするしするしするしするももももののののがががが書いております。１書いております。１書いております。１書いております。１．．．．で例で例で例で例えばえばえばえば、国道１、国道１、国道１、国道１

６８号川６８号川６８号川６８号川津津津津道路などにつ道路などにつ道路などにつ道路などにつききききましては、ましては、ましては、ましては、ここここれは地域高規れは地域高規れは地域高規れは地域高規格格格格道路ですけれど道路ですけれど道路ですけれど道路ですけれどもももも、、、、次次次次年度年度年度年度工工工工事を事を事を事を

前前前前倒倒倒倒しして施しして施しして施しして施工工工工したたしたたしたたしたためめめめに事業費に事業費に事業費に事業費ががががふふふふええええているているているているもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。同様同様同様同様の案件、の案件、の案件、の案件、拡拡拡拡幅幅幅幅工工工工事事事事

のののの早期完早期完早期完早期完成などに成などに成などに成などに向向向向けて進けて進けて進けて進めめめめた、た、た、た、ああああるいは用地るいは用地るいは用地るいは用地買買買買収収収収がががが促促促促進したなどにより事業を推進した進したなどにより事業を推進した進したなどにより事業を推進した進したなどにより事業を推進した

ももももののののがががが１１１１ペペペページから３ージから３ージから３ージから３ペペペページにかけてージにかけてージにかけてージにかけて載せさせ載せさせ載せさせ載せさせ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。

４４４４ペペペページ、２ージ、２ージ、２ージ、２．現．現．現．現場場場場条件の変化に条件の変化に条件の変化に条件の変化に応じ応じ応じ応じて事業費をて事業費をて事業費をて事業費を増額増額増額増額をするをするをするをするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。ここここれはれはれはれは

補補補補助助助助事業費の事業費の事業費の事業費の渋渋渋渋滞解滞解滞解滞解消プラ消プラ消プラ消プランのンのンのンの検証検証検証検証をををを行っ行っ行っ行っておりますておりますておりますておりますがががが、、、、箇箇箇箇所を所を所を所をふふふふややややした結した結した結した結果果果果、事業費、事業費、事業費、事業費がががが

ふふふふええええているているているているもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。３います。３います。３います。３．．．．がががが事業費を事業費を事業費を事業費を減額減額減額減額するするするするもももものです。のです。のです。のです。ここここれは、道路れは、道路れは、道路れは、道路斜面が斜面が斜面が斜面が大大大大

規規規規模模模模な地すべりな地すべりな地すべりな地すべり箇箇箇箇所で所で所で所であっあっあっあったたたたたたたためめめめに対策のに対策のに対策のに対策の検討検討検討検討をををを行う必要があっ行う必要があっ行う必要があっ行う必要があったので事業たので事業たので事業たので事業内内内内容容容容をををを縮小縮小縮小縮小しししし

たたたたももももののののやややや、関係機関との、関係機関との、関係機関との、関係機関との協協協協議をした結議をした結議をした結議をした結果果果果、、、、減額減額減額減額となとなとなとなっっっったたたたももももののののががががごごごござざざざいます。います。います。います。

５５５５ペペペページ、４ージ、４ージ、４ージ、４．．．．地地地地元元元元関係機関との関係機関との関係機関との関係機関との調調調調整の結整の結整の結整の結果果果果、事業費を、事業費を、事業費を、事業費を減額減額減額減額するするするするももももので、ので、ので、ので、ここここちらについちらについちらについちらについ

ては用地補ては用地補ては用地補ては用地補償償償償のののの合合合合意意意意が得が得が得が得られなかられなかられなかられなかっっっったなどによりたなどによりたなどによりたなどにより減額減額減額減額をしたをしたをしたをしたもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。ここここれれれれがががが５５５５

ペペペページから７ージから７ージから７ージから７ペペペページまででごージまででごージまででごージまででござざざざいます。います。います。います。以上が以上が以上が以上が平成２４年度の平成２４年度の平成２４年度の平成２４年度の主主主主な事業な事業な事業な事業箇箇箇箇所の所の所の所の総総総総事業費の事業費の事業費の事業費の

変更についてのご変更についてのご変更についてのご変更についてのご説説説説明でご明でご明でご明でござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、報告３はに、報告３はに、報告３はに、報告３は過疎過疎過疎過疎・・・・南南南南部地域部地域部地域部地域振興振興振興振興対策特別委員会など、ほかの委員会で対策特別委員会など、ほかの委員会で対策特別委員会など、ほかの委員会で対策特別委員会など、ほかの委員会でももももごごごご説説説説明をし明をし明をし明をし

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、当当当当建設委員会にかかると建設委員会にかかると建設委員会にかかると建設委員会にかかるところころころころをををを中中中中心心心心にににに簡簡簡簡潔潔潔潔にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

４４４４ペペペページ、復旧ージ、復旧ージ、復旧ージ、復旧・・・・復復復復興興興興予算の予算の予算の予算の概要概要概要概要のののの中中中中、、、、アアアアンンンンカカカカーーーールルルルートの関係の補正予算で、ートの関係の補正予算で、ートの関係の補正予算で、ートの関係の補正予算で、先先先先ほどほどほどほど説説説説

明明明明させさせさせさせていただいた部分をていただいた部分をていただいた部分をていただいた部分をここここここここででででも記載させも記載させも記載させも記載させ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。

５５５５ペペペページージージージがががが避避避避難難難難者者者者・・・・仮仮仮仮設住宅の状況でご設住宅の状況でご設住宅の状況でご設住宅の状況でござざざざいます。います。います。います。現在現在現在現在、、、、避避避避難難難難世世世世帯数帯数帯数帯数、９９、９９、９９、９９世世世世帯帯帯帯、２０、２０、２０、２０

７名７名７名７名がががが避避避避難難難難をしております。そをしております。そをしております。そをしております。そううううしたしたしたした中中中中で、で、で、で、避避避避難難難難指示指示指示指示やややや勧勧勧勧告告告告がががが３月３月３月３月ああああるいは６月に解るいは６月に解るいは６月に解るいは６月に解除さ除さ除さ除さ

れております。れております。れております。れております。仮仮仮仮設住宅には８６設住宅には８６設住宅には８６設住宅には８６世世世世帯帯帯帯、１７４名とい、１７４名とい、１７４名とい、１７４名というううう形形形形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。

６６６６ペペペページは、その変化の状況を書かージは、その変化の状況を書かージは、その変化の状況を書かージは、その変化の状況を書かせせせせ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。今後今後今後今後のののの帰帰帰帰宅予定などでは、宅予定などでは、宅予定などでは、宅予定などでは、

平成２６年３月までにそ平成２６年３月までにそ平成２６年３月までにそ平成２６年３月までにそここここにににに記載記載記載記載しております方しております方しております方しております方ががががごごごご帰帰帰帰宅予定にな宅予定にな宅予定にな宅予定になっっっっているといているといているといているといっっっったとたとたとたとここここ
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ろろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

７７７７ペペペページにはそのージにはそのージにはそのージにはその見見見見込込込込みみみみののののグラグラグラグラフフフフを書いているとを書いているとを書いているとを書いているところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

８８８８ペペペページからは、ージからは、ージからは、ージからは、主主主主な地な地な地な地区区区区のののの避避避避難難難難生生生生活活活活の解の解の解の解消消消消にににに向向向向けたけたけたけた取取取取り組り組り組り組みみみみ状況を書いております。状況を書いております。状況を書いております。状況を書いております。

９９９９ペペペページージージージが宇井・が宇井・が宇井・が宇井・清清清清水水水水・・・・閉閉閉閉君君君君、１０、１０、１０、１０ペペペページ、ージ、ージ、ージ、飛飛飛飛養曽養曽養曽養曽地地地地区区区区、１１、１１、１１、１１ペペペページージージージが野迫が野迫が野迫が野迫川川川川北股北股北股北股地地地地区区区区

でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

１２１２１２１２ペペペページで、ージで、ージで、ージで、十津十津十津十津川村の新しい川村の新しい川村の新しい川村の新しい集集集集落落落落づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた現在現在現在現在のののの取取取取り組り組り組り組みみみみ状況、復状況、復状況、復状況、復興興興興住宅の住宅の住宅の住宅の

建設建設建設建設や中間や中間や中間や中間多多多多機機機機能能能能施設の施設の施設の施設の検討検討検討検討についてについてについてについて記載記載記載記載しております。しております。しております。しております。

１３１３１３１３ペペペページージージージ以以以以降降降降は、道路、は、道路、は、道路、は、道路、河河河河川などなどの復旧状況を書か川などなどの復旧状況を書か川などなどの復旧状況を書か川などなどの復旧状況を書かせせせせていただいてるとていただいてるとていただいてるとていただいてるところころころころでごでごでごでご

ざざざざいます。います。います。います。

次次次次に、２２に、２２に、２２に、２２ペペペページ、ージ、ージ、ージ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島アアアアンンンンカカカカーーーールルルルート国道１６８号ート国道１６８号ート国道１６８号ート国道１６８号五條五條五條五條新新新新宮宮宮宮道路でご道路でご道路でご道路でござざざざいますけいますけいますけいますけ

れどれどれどれどもももも、、、、風屋風屋風屋風屋川川川川津津津津・宇宮原工区が・宇宮原工区が・宇宮原工区が・宇宮原工区が国の国の国の国の権権権権限限限限代代代代行行行行により平成２５年度新規事業化により平成２５年度新規事業化により平成２５年度新規事業化により平成２５年度新規事業化さささされました。れました。れました。れました。

２４２４２４２４ペペペページからはージからはージからはージからは農農農農林業関係、林業関係、林業関係、林業関係、産産産産業関係業関係業関係業関係ががががごごごござざざざいます。います。います。います。

３１３１３１３１ペペペページ、ージ、ージ、ージ、深深深深層層層層崩壊崩壊崩壊崩壊のメのメのメのメカニカニカニカニズズズズムムムムややややシシシシスススステムテムテムテムづくりに関してのづくりに関してのづくりに関してのづくりに関しての取取取取り組り組り組り組みみみみを書かを書かを書かを書かせせせせていていていてい

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。以上が紀伊半島以上が紀伊半島以上が紀伊半島以上が紀伊半島大水害の復旧大水害の復旧大水害の復旧大水害の復旧・・・・復復復復興興興興のののの取取取取り組り組り組り組みみみみ状況でご状況でご状況でご状況でござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、報告の４、奈良に、報告の４、奈良に、報告の４、奈良に、報告の４、奈良中中中中心心心心市市市市街街街街地における地における地における地における春春春春のののの交通交通交通交通対策についてでご対策についてでご対策についてでご対策についてでござざざざいます。います。います。います。こここことしとしとしとし

ののののゴゴゴゴーーーールデルデルデルデンンンンウウウウイイイイーーーーククククのののの来来来来訪訪訪訪者は者は者は者は昨昨昨昨年度に年度に年度に年度に比比比比べて県べて県べて県べて県庁庁庁庁東東東東交交交交差差差差点点点点のののの歩行歩行歩行歩行者者者者通通通通過過過過数数数数ももももふふふふええええるなるなるなるな

ど、ど、ど、ど、非非非非常常常常ににににふふふふええええております。ております。ております。ております。天天天天候候候候もももも去去去去年に年に年に年に比比比比べてよかべてよかべてよかべてよかっっっったたたたこここことととともあもあもあもありますりますりますりますがががが、、、、交通交通交通交通状況は状況は状況は状況は

大大大大阪阪阪阪方方方方面へ面へ面へ面へのののの帰帰帰帰宅の宅の宅の宅の渋渋渋渋滞は滞は滞は滞は総じ総じ総じ総じてててて減減減減少しております少しております少しております少しておりますがががが、県、県、県、県庁庁庁庁東東東東交交交交差差差差点点点点含含含含めめめめた奈良公園た奈良公園た奈良公園た奈良公園周辺周辺周辺周辺

のののの渋渋渋渋滞は滞は滞は滞は依然依然依然依然としてとしてとしてとして多多多多い状況でごい状況でごい状況でごい状況でござざざざいます。います。います。います。

２２２２ペペペページは、運ージは、運ージは、運ージは、運行行行行しました、しました、しました、しました、ぐぐぐぐるるるるっっっっととととババババススススのののの利利利利用状況でご用状況でご用状況でご用状況でござざざざいます。います。います。います。ここここちらにつちらにつちらにつちらにつききききましましましまし

ててててもももも、、、、昨昨昨昨年に年に年に年に比比比比べてべてべてべて利利利利用者用者用者用者数数数数ががががふふふふええええております。奈良公園ではております。奈良公園ではております。奈良公園ではております。奈良公園では近近近近鉄奈良鉄奈良鉄奈良鉄奈良駅駅駅駅、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅まままま

で奈良公園ので奈良公園ので奈良公園ので奈良公園のぐぐぐぐるるるるっっっっととととババババススススをををを延延延延伸伸伸伸したしたしたしたここここと、平と、平と、平と、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡ののののルルルルートは１００ートは１００ートは１００ートは１００円円円円にしたといにしたといにしたといにしたというこうこうこうこ

ととととが効果が効果が効果が効果をををを得得得得、大、大、大、大幅幅幅幅にににに利利利利用者用者用者用者ががががふふふふええええております。５月４日にはております。５月４日にはております。５月４日にはております。５月４日にはヒヒヒヒアリアリアリアリンンンンググググ調調調調査を査を査を査を行行行行い、そい、そい、そい、そ

れをれをれをれを裏裏裏裏づけております。づけております。づけております。づけております。

次次次次に、３に、３に、３に、３ペペペページ、ージ、ージ、ージ、各駐各駐各駐各駐車場車場車場車場の状況でごの状況でごの状況でごの状況でござざざざいます。います。います。います。今今今今般の特徴といたしましては、般の特徴といたしましては、般の特徴といたしましては、般の特徴といたしましては、昨昨昨昨年に年に年に年に

比比比比べて奈良市べて奈良市べて奈良市べて奈良市役役役役所の所の所の所の駐駐駐駐車場車場車場車場のののの利利利利用状況用状況用状況用状況がががが非非非非常常常常に大に大に大に大ききききくなくなくなくなっっっっています。ています。ています。ています。ここここれはれはれはれは天天天天平平平平祭祭祭祭をををを行っ行っ行っ行っ

ているているているている期期期期間中間中間中間中で、平で、平で、平で、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡ががががいいいいっっっっぱぱぱぱいにないにないにないになっっっったとたとたとたとききききに、に、に、に、休休休休日は市日は市日は市日は市役役役役所の所の所の所の駐駐駐駐車場車場車場車場に案に案に案に案内が内が内が内がでででで

ききききたたたたこここことによるとによるとによるとによるもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。残念残念残念残念ななななががががら、ら、ら、ら、ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅の市営の市営の市営の市営駐駐駐駐車場車場車場車場のののの利利利利用は用は用は用は余余余余り変り変り変り変

わっわっわっわっていない状況でごていない状況でごていない状況でごていない状況でござざざざいます。います。います。います。今後今後今後今後、、、、こうこうこうこうしたしたしたした効果効果効果効果をををを検証検証検証検証しなしなしなしなががががらららら夏夏夏夏以以以以降降降降の対策についの対策についの対策についの対策につい

てててて検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。
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次次次次に、報告５は、に、報告５は、に、報告５は、に、報告５は、ババババススススをををを含含含含むむむむ奈良県地域奈良県地域奈良県地域奈良県地域交通交通交通交通改改改改善協善協善協善協議会での議会での議会での議会での検討検討検討検討状況で状況で状況で状況でああああります。２月ります。２月ります。２月ります。２月

に奈良県地域に奈良県地域に奈良県地域に奈良県地域交通交通交通交通改改改改善協善協善協善協議会を設議会を設議会を設議会を設置置置置し、そのし、そのし、そのし、その後後後後、、、、幹幹幹幹事会事会事会事会やややや地域別部会を開地域別部会を開地域別部会を開地域別部会を開催催催催し、し、し、し、検討検討検討検討してしてしてして

まいりました。まいりました。まいりました。まいりました。

３３３３ペペペページ、ージ、ージ、ージ、検討検討検討検討の進の進の進の進めめめめ方でご方でご方でご方でござざざざいますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、現現現現状の状の状の状の把握把握把握把握、整理分、整理分、整理分、整理分析析析析、、、、問題問題問題問題点点点点の整理の整理の整理の整理

とととと課課課課題題題題のののの抽抽抽抽出出出出、、、、こうこうこうこうしたしたしたしたもももものを進のを進のを進のを進めめめめななななががががらららら維持確保維持確保維持確保維持確保の方の方の方の方向向向向性性性性、改、改、改、改善善善善の方の方の方の方向向向向性性性性などをなどをなどをなどを検討検討検討検討しししし

てまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。最後最後最後最後ののののペペペページにージにージにージに今後今後今後今後ののののススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルとして、７月１７日として、７月１７日として、７月１７日として、７月１７日

にににに知知知知事事事事も参も参も参も参加加加加いたします第２いたします第２いたします第２いたします第２回回回回地域地域地域地域交通交通交通交通改改改改善協善協善協善協議会を開議会を開議会を開議会を開催催催催予定しておりまして、秋に予定しておりまして、秋に予定しておりまして、秋に予定しておりまして、秋に向向向向けけけけ

てててて検討検討検討検討をををを深深深深めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。ここここれれれれがががが報告５でご報告５でご報告５でご報告５でござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、報告６は、大に、報告６は、大に、報告６は、大に、報告６は、大和和和和川流域川流域川流域川流域総合総合総合総合治水対策の進治水対策の進治水対策の進治水対策の進捗捗捗捗状況です。大状況です。大状況です。大状況です。大和和和和川流域につ川流域につ川流域につ川流域につききききましては、ましては、ましては、ましては、

１１１１．．．．大大大大和和和和川流域川流域川流域川流域総合総合総合総合治水対策治水対策治水対策治水対策協協協協議会を開議会を開議会を開議会を開催催催催しております。しております。しております。しております。知知知知事、整備局長、事、整備局長、事、整備局長、事、整備局長、ああああるいはるいはるいはるいは沿沿沿沿線線線線

市町村長などの市町村長などの市町村長などの市町村長などの参参参参加加加加により、４月に開により、４月に開により、４月に開により、４月に開催催催催いたしました。たいたしました。たいたしました。たいたしました。ためめめめる対策はる対策はる対策はる対策は近近近近年年年年伸伸伸伸びびびび悩悩悩悩んんんんでいるでいるでいるでいる

といといといというこうこうこうことで、例とで、例とで、例とで、例えばえばえばえば資料資料資料資料の市町村の市町村の市町村の市町村毎毎毎毎の対策の対策の対策の対策率率率率のよのよのよのよううううに、に、に、に、濃濃濃濃いいいい赤赤赤赤になになになになっっっっている市町村のている市町村のている市町村のている市町村の目目目目

標標標標に対するたに対するたに対するたに対するため池め池め池め池治水の整備治水の整備治水の整備治水の整備ががががおくれているなど、おくれているなど、おくれているなど、おくれているなど、上上上上下流の下流の下流の下流のアアアアンンンンバラバラバラバランンンンススススをををを含含含含めめめめて、て、て、て、今後今後今後今後

進進進進めめめめ方を方を方を方を検討検討検討検討したしたしたしたもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

２２２２ペペペページ、国の大ージ、国の大ージ、国の大ージ、国の大和和和和川の関係の整備計川の関係の整備計川の関係の整備計川の関係の整備計画画画画のののの原原原原案案案案ががががででででききききててててききききておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、現在現在現在現在、策定、策定、策定、策定スススス

ケケケケジジジジュュュューーーールルルルののののフフフフロロロローのよーのよーのよーのよううううににににパパパパブブブブリリリリックックックックココココメント、公メント、公メント、公メント、公聴聴聴聴会を経、大会を経、大会を経、大会を経、大和和和和川流域委員会川流域委員会川流域委員会川流域委員会がががが開開開開催催催催

さささされるとれるとれるとれるところころころころでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。今後今後今後今後、、、、河河河河川整備計川整備計川整備計川整備計画画画画（案）（案）（案）（案）がががが策定策定策定策定さささされ、奈良県等にれ、奈良県等にれ、奈良県等にれ、奈良県等に意意意意見照見照見照見照会会会会

があがあがあがあり、決定をしていくといり、決定をしていくといり、決定をしていくといり、決定をしていくというううう形形形形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。その中中中中で、で、で、で、非非非非常常常常にににに重重重重要要要要ななななももももののののがががが、、、、河河河河川整川整川整川整

備の備の備の備の実実実実施に関する事項の施に関する事項の施に関する事項の施に関する事項の中中中中で、で、で、で、総総総総洪洪洪洪水水水水調調調調節節節節要要要要領領領領ががががおおおおおおおおむねむねむねむね１００１００１００１００万万万万立方メート立方メート立方メート立方メートルルルルのののの遊遊遊遊水地水地水地水地

を大を大を大を大和和和和川川川川中中中中流部本川流部本川流部本川流部本川沿沿沿沿いに整備をするいに整備をするいに整備をするいに整備をするここここととととがががが明明明明記さ記さ記さ記されています。れています。れています。れています。遊遊遊遊水地の平水地の平水地の平水地の平常時常時常時常時のののの利活利活利活利活用用用用

については関係機関とについては関係機関とについては関係機関とについては関係機関と調調調調整し、公園整し、公園整し、公園整し、公園やややや緑緑緑緑地、水地、水地、水地、水質質質質浄化を浄化を浄化を浄化を兼兼兼兼ねねねねたたたた親親親親水水水水空間空間空間空間として整備するなとして整備するなとして整備するなとして整備するな

ど、ど、ど、ど、適切適切適切適切なななな利活利活利活利活用の用の用の用の促促促促進を進を進を進を図図図図るといるといるといるというううう形形形形、、、、ああああるいは、るいは、るいは、るいは、目標目標目標目標に対して流下に対して流下に対して流下に対して流下能能能能力力力力がががが不不不不足足足足していしていしていしてい

るるるる箇箇箇箇所について所について所について所について河河河河道整備を道整備を道整備を道整備を行う行う行う行うといといといというこうこうこうことで、とで、とで、とで、直轄遊直轄遊直轄遊直轄遊水水水水池池池池候候候候補地の補地の補地の補地の図図図図にににに落落落落としてとしてとしてとしてみみみみますと、ますと、ますと、ますと、

おおおおおおおおむねむねむねむね赤赤赤赤いいいい点点点点 々々々々がががが書いてる書いてる書いてる書いてる中中中中にににに遊遊遊遊水地の水地の水地の水地の候候候候補と、補と、補と、補と、何何何何キロキロキロキロメートメートメートメートルルルルからからからから何何何何キロキロキロキロメートメートメートメートルルルルのののの

間間間間といといといといううううののののがこがこがこがこの整備計の整備計の整備計の整備計画画画画（（（（原原原原案）には明案）には明案）には明案）には明記さ記さ記さ記されております。おおれております。おおれております。おおれております。おおむねむねむねむねここここのののの赤赤赤赤いいいい点点点点 々々々々ががががかかかか

かれてるとかれてるとかれてるとかれてるところがころがころがころが候候候候補になると補になると補になると補になると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。ここここの整備計の整備計の整備計の整備計画画画画は国のは国のは国のは国の直轄直轄直轄直轄管理管理管理管理区間区間区間区間を対を対を対を対象象象象

とした整備計とした整備計とした整備計とした整備計画画画画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、ここここの大の大の大の大和和和和川本川から川本川から川本川から川本川から佐佐佐佐保保保保川にかけての川にかけての川にかけての川にかけての区区区区分の計分の計分の計分の計画画画画となとなとなとな

っっっっております。そております。そております。そております。そううううしたしたしたした中中中中で、で、で、で、現在現在現在現在、、、、遊遊遊遊水地をし水地をし水地をし水地をしっっっっかりと書かりと書かりと書かりと書きききき込込込込んんんんでいただける状況まででいただける状況まででいただける状況まででいただける状況まで

来来来来たといたといたといたといううううご報告でごご報告でごご報告でごご報告でござざざざいます。います。います。います。

以上以上以上以上でご報告をでご報告をでご報告をでご報告を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。
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○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 私私私私からは報告７でごからは報告７でごからは報告７でごからは報告７でござざざざいます。平います。平います。平います。平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡のののの歴史歴史歴史歴史公園公園公園公園拠拠拠拠点点点点ゾゾゾゾーンーンーンーン

の整備計の整備計の整備計の整備計画画画画（案）についてでご（案）についてでご（案）についてでご（案）についてでござざざざいます。平います。平います。平います。平城城城城宮宮宮宮跡歴史跡歴史跡歴史跡歴史公園は、国営の平公園は、国営の平公園は、国営の平公園は、国営の平城城城城宮宮宮宮跡歴史跡歴史跡歴史跡歴史公園公園公園公園

基基基基本計本計本計本計画画画画にににに基基基基づづづづききききまして、まして、まして、まして、ここここれまでれまでれまでれまで各各各各種種種種検討検討検討検討をををを行っ行っ行っ行っております。ております。ております。ております。今回今回今回今回、、、、朱雀門朱雀門朱雀門朱雀門のののの南側南側南側南側の平の平の平の平

城城城城宮宮宮宮跡歴史跡歴史跡歴史跡歴史公園公園公園公園拠拠拠拠点点点点ゾゾゾゾーンのーンのーンのーンのううううち、ち、ち、ち、当面当面当面当面整備いたします国の整備整備いたします国の整備整備いたします国の整備整備いたします国の整備区区区区域と県の整備域と県の整備域と県の整備域と県の整備区区区区域にお域にお域にお域にお

ききききます公園ます公園ます公園ます公園内内内内の施設のの施設のの施設のの施設の配置や内配置や内配置や内配置や内容容容容など、整備のなど、整備のなど、整備のなど、整備の基基基基本本本本的的的的なななな考え考え考え考え方を方を方を方を統統統統一するた一するた一するた一するためめめめ、国土、国土、国土、国土交通交通交通交通

省省省省の国営の国営の国営の国営飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥歴史歴史歴史歴史公園事公園事公園事公園事務務務務所と連所と連所と連所と連携携携携いたしまして、平いたしまして、平いたしまして、平いたしまして、平城城城城宮宮宮宮跡歴史跡歴史跡歴史跡歴史公園の公園の公園の公園の拠拠拠拠点点点点ゾゾゾゾーンの整備ーンの整備ーンの整備ーンの整備

計計計計画画画画案を案を案を案を作作作作成しております。成しております。成しております。成しております。ここここの公園のの公園のの公園のの公園の基基基基本計本計本計本計画画画画では、では、では、では、拠拠拠拠点点点点ゾゾゾゾーンを平ーンを平ーンを平ーンを平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡全体全体全体全体ののののガガガガイイイイ

ダダダダンンンンスや出スや出スや出スや出土土土土品品品品資料資料資料資料をををを展展展展示いたします施設、それから、公園示いたします施設、それから、公園示いたします施設、それから、公園示いたします施設、それから、公園利利利利用者に対します案用者に対します案用者に対します案用者に対します案内サ内サ内サ内サーーーービビビビ

ススススのののの提提提提供、管理運営の供、管理運営の供、管理運営の供、管理運営の拠拠拠拠点点点点となります施設、となります施設、となります施設、となります施設、ささささらにはらにはらにはらには観光観光観光観光ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククのののの拠拠拠拠点点点点となりますとなりますとなりますとなります

施設を施設を施設を施設を集集集集約約約約的的的的に設けるといに設けるといに設けるといに設けるというこうこうこうことで整備を進とで整備を進とで整備を進とで整備を進めめめめよよよよううううとしております。整備計としております。整備計としております。整備計としております。整備計画画画画の案ですけの案ですけの案ですけの案ですけ

れどれどれどれどもももも、、、、最初最初最初最初に書いていますに書いていますに書いていますに書いています標記標記標記標記の整備の整備の整備の整備ココココンセンセンセンセププププトにトにトにトに基基基基づづづづききききまして施設計まして施設計まして施設計まして施設計画画画画を計を計を計を計画画画画しておしておしておしてお

りますりますりますりますがががが、、、、具具具具体的体的体的体的には国の方には国の方には国の方には国の方がががが整備いたします整備いたします整備いたします整備いたします朱雀門朱雀門朱雀門朱雀門東東東東側側側側でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。ここここここここでは平では平では平では平城城城城宮宮宮宮

跡跡跡跡全体全体全体全体の案の案の案の案内や内や内や内や、、、、出出出出土土土土品品品品、、、、資料資料資料資料展展展展示を示を示を示を行行行行います平います平います平います平城城城城宮宮宮宮跡展跡展跡展跡展示示示示館館館館をををを配置配置配置配置いたします。いたします。いたします。いたします。西西西西側側側側はははは

県の整備になりますけれど県の整備になりますけれど県の整備になりますけれど県の整備になりますけれどもももも、、、、交通交通交通交通ターターターターミミミミナナナナルルルル、、、、観光観光観光観光案案案案内内内内、、、、物販物販物販物販施設、施設、施設、施設、飲食飲食飲食飲食交交交交流施設、そ流施設、そ流施設、そ流施設、そ

れから、れから、れから、れから、団団団団体体体体のののの集合集合集合集合施設などを施設などを施設などを施設などを配置配置配置配置する予定としております。する予定としております。する予定としております。する予定としております。ささささらに、らに、らに、らに、現在現在現在現在、平、平、平、平城城城城京京京京歴史歴史歴史歴史

館が館が館が館がごごごござざざざいますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、ここここここここにつにつにつにつききききましては、ジましては、ジましては、ジましては、ジョョョョギギギギンンンンググググ、、、、サイクサイクサイクサイクリリリリンンンンググググスススステテテテーーーーショショショションンンン

機機機機能能能能を備を備を備を備ええええたたたた休休休休憩憩憩憩、旧、旧、旧、旧跡展望跡展望跡展望跡展望施設に改施設に改施設に改施設に改修修修修する予定をしております。県する予定をしております。県する予定をしております。県する予定をしております。県がががが整備する予定です整備する予定です整備する予定です整備する予定です

がががが、、、、歴史歴史歴史歴史体体体体験験験験学学学学習習習習館館館館はははは今後今後今後今後のののの西西西西側側側側地地地地区区区区の整備のの整備のの整備のの整備のめめめめどどどどががががつつつつききききましたましたましたました段階段階段階段階でででで着着着着手手手手をいたしたいをいたしたいをいたしたいをいたしたい

とととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

２２２２ペペペページにはージにはージにはージにはイイイイメージメージメージメージが出が出が出が出ております。ております。ております。ております。ここここれはれはれはれはああああくまでくまでくまでくまでイイイイメージでごメージでごメージでごメージでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、配置配置配置配置

施設の施設の施設の施設の景景景景観観観観の整備のの整備のの整備のの整備の考え考え考え考え方を方を方を方を踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、ささささらにらにらにらに詳細詳細詳細詳細にににに検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。ススススケケケケジジジジ

ュュュューーーールルルルににににも載っも載っも載っも載っておりますよておりますよておりますよておりますよううううに、７月に、７月に、７月に、７月中中中中旬旬旬旬から８月から８月から８月から８月中中中中旬旬旬旬にかけましてにかけましてにかけましてにかけましてパパパパブブブブリリリリックックックックココココメンメンメンメン

トをトをトをトを実実実実施する予定にな施する予定にな施する予定にな施する予定にな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。県民民民民のののの皆皆皆皆様様様様のごのごのごのご意意意意見見見見をををを伺伺伺伺っっっったたたた上上上上で、で、で、で、こここことしとしとしとし中中中中に整備に整備に整備に整備

計計計計画画画画を策定、公を策定、公を策定、公を策定、公表表表表する予定でごする予定でごする予定でごする予定でござざざざいます。整備計います。整備計います。整備計います。整備計画画画画策定策定策定策定後後後後は公園施設の建は公園施設の建は公園施設の建は公園施設の建築築築築のののの基基基基本設計等本設計等本設計等本設計等

にににに着着着着手手手手し、平成２８年度し、平成２８年度し、平成２８年度し、平成２８年度中中中中のののの完完完完成を成を成を成を目目目目指したいと指したいと指したいと指したいと思思思思います。います。います。います。

また、また、また、また、概概概概算費用ですけれど算費用ですけれど算費用ですけれど算費用ですけれどもももも、、、、既既既既にににに積積積積水化水化水化水化学工学工学工学工業株式会社などから用地業株式会社などから用地業株式会社などから用地業株式会社などから用地取得取得取得取得をしましたをしましたをしましたをしました

けれどけれどけれどけれどもももも、用地、用地、用地、用地買買買買収費を収費を収費を収費を除き除き除き除きましてましてましてまして交通交通交通交通ターターターターミミミミナナナナルルルル等の整備を等の整備を等の整備を等の整備を含含含含めめめめ約３５約３５約３５約３５億円億円億円億円程程程程度の度の度の度の支出支出支出支出

を予定しております。を予定しております。を予定しております。を予定しております。

以上以上以上以上で報告７をで報告７をで報告７をで報告７を終終終終わわわわります。よります。よります。よります。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。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 ただいまの報告、または、その他の事項ただいまの報告、または、その他の事項ただいまの報告、または、その他の事項ただいまの報告、または、その他の事項もももも含含含含めめめめまして、まして、まして、まして、質疑質疑質疑質疑があがあがあがあれれれればばばばご発ご発ご発ご発
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言言言言願います。願います。願います。願います。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 ３３３３点点点点質問質問質問質問ををををさせさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

今回今回今回今回、奈良公園の特、奈良公園の特、奈良公園の特、奈良公園の特区区区区申請を申請を申請を申請を再再再再度発度発度発度発表表表表さささされたれたれた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いますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、前回も前回も前回も前回も日本共日本共日本共日本共

産産産産党党党党はははは意意意意見見見見を申しを申しを申しを申し上げ上げ上げ上げました。奈良公園ました。奈良公園ました。奈良公園ました。奈良公園周辺周辺周辺周辺といといといといううううのは法規のは法規のは法規のは法規制制制制によによによによっっっって建て建て建て建物物物物などの新などの新などの新などの新築や築や築や築や

改改改改築築築築にににに厳厳厳厳しい規しい規しい規しい規制制制制が課さが課さが課さが課されていて、申請に費用とれていて、申請に費用とれていて、申請に費用とれていて、申請に費用と手間が手間が手間が手間がかかるといかかるといかかるといかかるというこうこうこうことで規とで規とで規とで規制制制制緩緩緩緩和和和和を求を求を求を求

めめめめるといるといるといるというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいますいますいますいますがががが、一方で、一方で、一方で、一方でこうこうこうこういいいいっっっった規た規た規た規制制制制があがあがあがあるるるるこここことでとでとでとで守守守守られてられてられてられてききききたたたたこここことととともももも

事事事事実実実実ででででああああるとるとるとると思思思思います。特います。特います。特います。特区区区区申請については、開発計申請については、開発計申請については、開発計申請については、開発計画が画が画が画が進進進進めめめめられているのではないかとられているのではないかとられているのではないかとられているのではないかと

いいいいうううう心心心心配配配配のののの声声声声が上がっが上がっが上がっが上がっておりますけれどておりますけれどておりますけれどておりますけれどもももも、本、本、本、本当当当当にににに慎慎慎慎重重重重なななな検討が必要検討が必要検討が必要検討が必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思うわ思うわ思うわ思うわ

けですけですけですけですががががいかいかいかいかががががでしでしでしでしょうょうょうょうか。か。か。か。

２２２２点目点目点目点目ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、橿橿橿橿原原原原市の地域市の地域市の地域市の地域交通交通交通交通協協協協議会で、議会で、議会で、議会で、近近近近鉄大鉄大鉄大鉄大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅からからからからイイイイオオオオンンンンモモモモーーーールルルル、、、、

そしてそしてそしてそして近近近近鉄鉄鉄鉄御御御御所所所所駅ル駅ル駅ル駅ルートートートートがががが新規路新規路新規路新規路線線線線として計として計として計として計画さ画さ画さ画されているとおれているとおれているとおれているとお聞聞聞聞ききききしております。しております。しております。しております。ここここれは、れは、れは、れは、

橿橿橿橿原原原原市の市の市の市の南南南南西西西西部部部部が交通が交通が交通が交通のののの空空空空白白白白地域にな地域にな地域にな地域になっっっっているといているといているといているというこうこうこうことで、とで、とで、とで、取取取取り分け、そのり分け、そのり分け、そのり分け、その中中中中で県営住で県営住で県営住で県営住

宅宅宅宅橿橿橿橿原原原原団団団団地では高地では高地では高地では高齢齢齢齢化化化化がががが深刻深刻深刻深刻で、で、で、で、ここここの１年の１年の１年の１年間間間間でででで孤独死孤独死孤独死孤独死がががが５５５５人人人人も出も出も出も出ているといているといているといているというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざ

います。地域の住います。地域の住います。地域の住います。地域の住民民民民の方々の方々の方々の方々がこがこがこがこの県営住宅の県営住宅の県営住宅の県営住宅橿橿橿橿原原原原団団団団地に公共地に公共地に公共地に公共ババババススススをををを走走走走ららららせせせせてほしいといてほしいといてほしいといてほしいという思う思う思う思

いいいいがががが非非非非常常常常に高まに高まに高まに高まっっっってるといてるといてるといてるというこうこうこうことでごとでごとでご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、実実実実現現現現ででででききききるよるよるよるよううううに県としてに県としてに県としてに県としても支も支も支も支援援援援すすすす

べべべべききききではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいますががががいかいかいかいかががががでしでしでしでしょうょうょうょうか。か。か。か。

そして、３そして、３そして、３そして、３点目点目点目点目は、は、は、は、近近近近鉄鉄鉄鉄築築築築山山山山駅駅駅駅のののの北側北側北側北側にににに歩行歩行歩行歩行者専用の者専用の者専用の者専用の遮断遮断遮断遮断機機機機があがあがあがあるのですけれどるのですけれどるのですけれどるのですけれどもももも、、、、ここここ

ここここにににに隣接隣接隣接隣接して国道して国道して国道して国道が通っが通っが通っが通っています。ています。ています。ています。ここここここここはははは信信信信号号号号もももも横断横断横断横断歩歩歩歩道道道道ももももなく、なく、なく、なく、以前以前以前以前から国道にから国道にから国道にから国道に歩行歩行歩行歩行者者者者

のたのたのたのためめめめのののの信信信信号と号と号と号と横断横断横断横断歩歩歩歩道をつけてほしいとい道をつけてほしいとい道をつけてほしいとい道をつけてほしいという要う要う要う要望望望望が上がっが上がっが上がっが上がっておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、最近最近最近最近、、、、ココココンンンンビビビビ

ニニニニががががででででききききたたたたこここことととともあもあもあもあり、国道をり、国道をり、国道をり、国道を横断横断横断横断するするするする歩行歩行歩行歩行者者者者ががががふふふふええええているといているといているといているというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいます。そいます。そいます。そいます。そ

うううういいいいうううう、新たに状況、新たに状況、新たに状況、新たに状況がががが変変変変わっわっわっわったたたたこここことでとでとでとで何何何何らかの対策らかの対策らかの対策らかの対策が必要が必要が必要が必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも

いかいかいかいかががががでしでしでしでしょうょうょうょうか。か。か。か。

以上以上以上以上、３、３、３、３点点点点についておについておについておについてお伺伺伺伺いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 太田委員ご指太田委員ご指太田委員ご指太田委員ご指摘摘摘摘のよのよのよのよううううに、に、に、に、こここことし４月に奈良公園の地域とし４月に奈良公園の地域とし４月に奈良公園の地域とし４月に奈良公園の地域活性活性活性活性化の化の化の化の総総総総

合合合合特特特特区区区区をををを再再再再度申請度申請度申請度申請させさせさせさせていただいたていただいたていただいたて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いますいますいますがががが、その、その、その、その中中中中で、で、で、で、当当当当然然然然、特、特、特、特区区区区申請に申請に申請に申請に伴伴伴伴

いまして、いまして、いまして、いまして、以前以前以前以前からからからからもももも申していますよ申していますよ申していますよ申していますよううううに、に、に、に、今今今今までのまでのまでのまでの維持維持維持維持管理を管理を管理を管理をささささらにらにらにらに積積積積極極極極的的的的にににに努努努努めめめめてててて魅魅魅魅

力力力力あああある奈良公園をる奈良公園をる奈良公園をる奈良公園を維持維持維持維持するととするととするととするととももももにににに利活利活利活利活用してい用してい用してい用していききききたいといたいといたいといたいというこうこうこうことでとでとでと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ごけでごけでごけでご

ざざざざいます。規います。規います。規います。規制制制制緩緩緩緩和和和和といといといというううう部分につ部分につ部分につ部分につききききまして、一部の県まして、一部の県まして、一部の県まして、一部の県民民民民の方々から、の方々から、の方々から、の方々から、今今今今おおおお言言言言葉葉葉葉があがあがあがありまりまりまりま

したよしたよしたよしたよううううに、に、に、に、ここここれは開発計れは開発計れは開発計れは開発計画画画画ではないのかといではないのかといではないのかといではないのかといううううごごごご心心心心配配配配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こここことはとはとはとは重重重重 々々々々

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がががが、、、、ああああくまでくまでくまでくまでもももも奈良公園の奈良公園の奈良公園の奈良公園の維持維持維持維持管理及び管理及び管理及び管理及び利活利活利活利活用とい用とい用とい用というこうこうこうことで、とで、とで、とで、今今今今、、、、我我我我 々々々々
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がこがこがこがこの特の特の特の特区区区区のののの中中中中で建で建で建で建物物物物の規の規の規の規制制制制緩緩緩緩和和和和をしていただをしていただをしていただをしていただききききたいといたいといたいといたいというこうこうこうことは特にとは特にとは特にとは特に言言言言っっっっていないていないていないていないわわわわけけけけ

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、逆逆逆逆にににに維持維持維持維持管理をしていく管理をしていく管理をしていく管理をしていく中中中中で、いで、いで、いで、いろろろろいいいいろろろろなななな柵柵柵柵を設けたり木をを設けたり木をを設けたり木をを設けたり木を植植植植ええええたりすたりすたりすたりす

るるるる軽微軽微軽微軽微な部分についての規な部分についての規な部分についての規な部分についての規制制制制緩緩緩緩和和和和をお願いしてるといをお願いしてるといをお願いしてるといをお願いしてるというこうこうこうことです。建とです。建とです。建とです。建物物物物につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、

今今今今までどおり大までどおり大までどおり大までどおり大ききききな建な建な建な建物物物物はははは文文文文化化化化庁庁庁庁の審議会にかかるといの審議会にかかるといの審議会にかかるといの審議会にかかるというこうこうこうことでご理解していただいたらとでご理解していただいたらとでご理解していただいたらとでご理解していただいたら

いいといいといいといいと思思思思います。います。います。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。

○村上県土マネジメント部次長○村上県土マネジメント部次長○村上県土マネジメント部次長○村上県土マネジメント部次長 おおおお答え答え答え答え申し申し申し申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

近近近近鉄大鉄大鉄大鉄大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅からからからから近近近近鉄鉄鉄鉄御御御御所所所所駅駅駅駅のののの間間間間の新規の新規の新規の新規ババババスススス路路路路線線線線のののの検討検討検討検討についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいますけれどいますけれどいますけれどいますけれど

もももも、、、、橿橿橿橿原原原原市の市の市の市の南南南南西西西西部においては、平成１５年３月まで部においては、平成１５年３月まで部においては、平成１５年３月まで部においては、平成１５年３月まで近近近近鉄大鉄大鉄大鉄大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅とととと橿橿橿橿原原原原市市市市観観観観音音音音寺寺寺寺町を町を町を町を

結結結結ぶぶぶぶ奈良奈良奈良奈良交通交通交通交通の路の路の路の路線線線線ババババスがスがスがス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がががが、平成１５年４月に、平成１５年４月に、平成１５年４月に、平成１５年４月にここここの路の路の路の路線線線線をををを廃廃廃廃止止止止し、し、し、し、現在現在現在現在、、、、

橿橿橿橿原原原原市の市の市の市の南南南南西西西西部は部は部は部は交通空交通空交通空交通空白白白白地域とな地域とな地域とな地域となっっっっております。一方、そのております。一方、そのております。一方、そのております。一方、その後後後後、、、、イイイイオオオオンンンンモモモモーーーールがルがルがルが橿橿橿橿原原原原市市市市

曲曲曲曲川町に川町に川町に川町に出店出店出店出店いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、周辺周辺周辺周辺の道路においての道路においての道路においての道路において交通交通交通交通渋渋渋渋滞滞滞滞がががが発生し、そ発生し、そ発生し、そ発生し、そうううういいいいっっっったたたたこここことから、とから、とから、とから、

実実実実はははは橿橿橿橿原原原原市市市市が交通空が交通空が交通空が交通空白白白白地域の解地域の解地域の解地域の解消消消消、そして、そして、そして、そして渋渋渋渋滞解滞解滞解滞解消消消消をををを目的目的目的目的といたしまして、平成２３年度といたしまして、平成２３年度といたしまして、平成２３年度といたしまして、平成２３年度

にににに橿橿橿橿原原原原市の生市の生市の生市の生活交通活交通活交通活交通ネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク計計計計画画画画を策定いたしました。を策定いたしました。を策定いたしました。を策定いたしました。ここここの計の計の計の計画画画画の策定のの策定のの策定のの策定の際際際際に、県とに、県とに、県とに、県と

してはその策定のたしてはその策定のたしてはその策定のたしてはその策定のためめめめの補の補の補の補助助助助をしておりまして、そをしておりまして、そをしておりまして、そをしておりまして、そうううういいいいうううう意意意意味味味味においてはにおいてはにおいてはにおいては既既既既にににに支支支支援援援援ををををさせさせさせさせ

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次次次次第でご第でご第でご第でござざざざいます。います。います。います。具具具具体的体的体的体的に、に、に、に、ここここの計の計の計の計画画画画のののの中中中中では、平成２５年度では、平成２５年度では、平成２５年度では、平成２５年度半半半半ばばばばにににに

事業を路事業を路事業を路事業を路線線線線をををを実実実実施するとい施するとい施するとい施するというこうこうこうことではごとではごとではごとではござざざざいましたいましたいましたいましたがががが、、、、ここここのののの近近近近鉄大鉄大鉄大鉄大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅とととと近近近近鉄鉄鉄鉄御御御御所所所所駅駅駅駅

を結を結を結を結ぶぶぶぶ奈良奈良奈良奈良交通交通交通交通のののの八八八八木木木木御御御御所所所所線が減線が減線が減線が減便便便便となりまして、そとなりまして、そとなりまして、そとなりまして、そうううういいいいっっっった状況でた状況でた状況でた状況で非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいとしいとしいとしいと伺伺伺伺っっっっ

ております。しかし、一方、ております。しかし、一方、ております。しかし、一方、ております。しかし、一方、橿橿橿橿原原原原市としては、市としては、市としては、市としては、ここここのののの御御御御所市所市所市所市やややや奈良奈良奈良奈良交通交通交通交通などとの関係機関となどとの関係機関となどとの関係機関となどとの関係機関と

引引引引きききき続続続続きききき連連連連携携携携、、、、協協協協議しな議しな議しな議しなががががらららら御御御御所市から所市から所市から所市から橿橿橿橿原原原原市市市市西西西西南南南南部の公共部の公共部の公共部の公共交通空交通空交通空交通空白白白白地域を地域を地域を地域を通っ通っ通っ通っててててイイイイオオオオンンンン

モモモモーーーールルルル、、、、近近近近鉄大鉄大鉄大鉄大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅方方方方面面面面をををを終終終終点点点点とする方とする方とする方とする方向向向向で新規路で新規路で新規路で新規路線線線線をををを検討検討検討検討していくとしていくとしていくとしていくと聞聞聞聞いておりまいておりまいておりまいておりま

す。す。す。す。

一方、県といたしましては、一方、県といたしましては、一方、県といたしましては、一方、県といたしましては、現在現在現在現在、地域の、地域の、地域の、地域の多多多多様様様様なななな交通交通交通交通ニニニニーーーーズズズズに対に対に対に対応応応応をしたをしたをしたをした移移移移動環境動環境動環境動環境の改の改の改の改

善善善善をををを図図図図るるるる目的目的目的目的で、で、で、で、知知知知事を会長といたしまして市町村長、事を会長といたしまして市町村長、事を会長といたしまして市町村長、事を会長といたしまして市町村長、交通交通交通交通事業者の事業者の事業者の事業者の代代代代表表表表、そして、そして、そして、そして近近近近畿畿畿畿運運運運

輸輸輸輸局などで局などで局などで局などで構構構構成する奈良県地域成する奈良県地域成する奈良県地域成する奈良県地域交通交通交通交通改改改改善協善協善協善協議会で県議会で県議会で県議会で県民民民民のののの移移移移動動動動ニニニニーーーーズズズズやややや県県県県内交通内交通内交通内交通事業者の事業者の事業者の事業者の現現現現

状などについて議状などについて議状などについて議状などについて議論論論論をををを行っ行っ行っ行っております。県ております。県ております。県ております。県内内内内の市町村を地域の特の市町村を地域の特の市町村を地域の特の市町村を地域の特性性性性にににに応じ応じ応じ応じまして４つのまして４つのまして４つのまして４つのブブブブ

ロロロロックックックックに分けてに分けてに分けてに分けてここここのののの協協協協議会の議会の議会の議会の実務実務実務実務者者者者レベレベレベレベルルルルの地域別部会を設けの地域別部会を設けの地域別部会を設けの地域別部会を設けさせさせさせさせ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。

そのそのそのその中中中中で、で、で、で、各各各各市町村の市町村の市町村の市町村の現現現現状状状状把握把握把握把握、、、、問題意問題意問題意問題意識識識識に関してに関してに関してに関して意意意意見交見交見交見交換換換換をををを現在現在現在現在行っ行っ行っ行っております。ております。ております。ております。橿橿橿橿原原原原

市からは、市からは、市からは、市からは、ここここの地域別部会などでの地域別部会などでの地域別部会などでの地域別部会などで今回今回今回今回のののの交通空交通空交通空交通空白白白白地域の地域の地域の地域の問題問題問題問題についてについてについてについてもももも議議議議論論論論したいといしたいといしたいといしたいというううう

意向意向意向意向をををを伺伺伺伺っっっっております。ております。ております。ております。協協協協議会といたしましては、地域特議会といたしましては、地域特議会といたしましては、地域特議会といたしましては、地域特性性性性にににに応じ応じ応じ応じた公共た公共た公共た公共交通交通交通交通のののの必要性や必要性や必要性や必要性や

運運運運行主体行主体行主体行主体、そして運、そして運、そして運、そして運行行行行形態形態形態形態ののののああああり方、そして、関係者の費用負担の方法などについて議り方、そして、関係者の費用負担の方法などについて議り方、そして、関係者の費用負担の方法などについて議り方、そして、関係者の費用負担の方法などについて議論論論論
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をををを深深深深めめめめ、１０月、１０月、１０月、１０月末末末末ををををめめめめどに施策の方どに施策の方どに施策の方どに施策の方向向向向性性性性をををを取取取取りまとりまとりまとりまとめめめめたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えております。また、県とております。また、県とております。また、県とております。また、県と

いたしましては、県いたしましては、県いたしましては、県いたしましては、県内内内内の公共の公共の公共の公共交通交通交通交通ののののああああり方について地域り方について地域り方について地域り方について地域交通交通交通交通に関する関係者と連に関する関係者と連に関する関係者と連に関する関係者と連携携携携しつつ、しつつ、しつつ、しつつ、

移移移移動動動動ニニニニーーーーズズズズにににに応じ応じ応じ応じたたたた交通サ交通サ交通サ交通サーーーービビビビススススのののの実実実実現現現現にににに向向向向けたけたけたけた取取取取り組り組り組り組みみみみを進を進を進を進めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考え考え考え考えておておておてお

ります。ります。ります。ります。以上以上以上以上です。です。です。です。

○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長 近近近近鉄鉄鉄鉄築築築築山山山山駅付近駅付近駅付近駅付近の国道のの国道のの国道のの国道の交通安全交通安全交通安全交通安全対策についてのご対策についてのご対策についてのご対策についてのご質問質問質問質問でごでごでごでござざざざいまいまいまいま

した。した。した。した。

国道１６５号でご国道１６５号でご国道１６５号でご国道１６５号でござざざざいますいますいますいますがががが、、、、ここここの国道は国の管理となの国道は国の管理となの国道は国の管理となの国道は国の管理となっっっっております。また、ております。また、ております。また、ております。また、横断横断横断横断歩歩歩歩道道道道

及び及び及び及び信信信信号機設号機設号機設号機設置置置置につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては警警警警察察察察が行うこが行うこが行うこが行うことになとになとになとになっっっっておりますので、県としましてておりますので、県としましてておりますので、県としましてておりますので、県としましてもももも積積積積

極極極極的的的的に関係機関に設に関係機関に設に関係機関に設に関係機関に設置要置要置要置要望望望望をををを行っ行っ行っ行っていていていていききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

また、また、また、また、今後今後今後今後ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、昨昨昨昨年度に年度に年度に年度に実実実実施いたしました緊急施いたしました緊急施いたしました緊急施いたしました緊急合同点検合同点検合同点検合同点検の対策状況についての対策状況についての対策状況についての対策状況について

ののののフォフォフォフォロロロローーーーアアアアッッッッププププ等のた等のた等のた等のためめめめ、地域、地域、地域、地域ブブブブロロロロックックックック会議を会議を会議を会議をここここのののの夏夏夏夏ごごごごろろろろに開に開に開に開催催催催する予定でごする予定でごする予定でごする予定で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、その中中中中でででで当該箇当該箇当該箇当該箇所につ所につ所につ所につききききましてましてましてましてもももも警警警警察察察察とかとかとかとか教育教育教育教育委員会、道路管理者などの関係者で委員会、道路管理者などの関係者で委員会、道路管理者などの関係者で委員会、道路管理者などの関係者で

議議議議論論論論していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以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。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 それそれそれそれぞぞぞぞれごれごれごれご答答答答弁弁弁弁いただいただいただいただききききましてましてましてましてあああありりりりががががととととううううごごごござざざざいます。います。います。います。

ままままずずずず、、、、橿橿橿橿原原原原市の地域市の地域市の地域市の地域交通交通交通交通の件ですけれどの件ですけれどの件ですけれどの件ですけれどもももも、、、、ニニニニーーーーズズズズののののああああるとるとるとるところころころころにはにはにはにはここここたたたたええええていていていていききききたいたいたいたい

といといといというううう趣旨趣旨趣旨趣旨のごのごのごのご答答答答弁弁弁弁だだだだっっっったとたとたとたと思思思思います。います。います。います。ここここの県営住宅の県営住宅の県営住宅の県営住宅橿橿橿橿原原原原団団団団地の地の地の地の中中中中ででででもももも本本本本当当当当ににににこうこうこうこういいいいううううニニニニ

ーーーーズズズズがががが高ま高ま高ま高まっっっっているといているといているといているというこうこうこうことですので、それをとですので、それをとですので、それをとですので、それを尊尊尊尊重重重重していただいてしていただいてしていただいてしていただいて取取取取り組り組り組り組みみみみを進を進を進を進めめめめていていていてい

ただただただただききききたいとたいとたいとたいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

先先先先ほど、ほど、ほど、ほど、近近近近鉄鉄鉄鉄築築築築山山山山駅駅駅駅のののの北側北側北側北側のののの遮断遮断遮断遮断機につな機につな機につな機につなががががる国道のる国道のる国道のる国道の横断横断横断横断歩歩歩歩道をとい道をとい道をとい道をというこうこうこうことですけれどとですけれどとですけれどとですけれど

もももも、、、、実実実実ははははここここここここは、は、は、は、ももももしししし信信信信号機号機号機号機があっがあっがあっがあってててて横断横断横断横断歩歩歩歩道道道道があがあがあがあれれれればばばば地地地地元元元元でででで通学通学通学通学路に路に路に路にももももしたいといしたいといしたいといしたいといううううごごごご

要要要要望望望望もあもあもあもあるとるとるとると思う思う思う思うのです。とのです。とのです。とのです。ところがころがころがころが、、、、現在現在現在現在、、、、通学通学通学通学路に路に路に路にももももななななっっっっておりまておりまておりまておりませんせんせんせんから、例から、例から、例から、例えばＰえばＰえばＰえばＰ

ＴＡＴＡＴＡＴＡなどのなどのなどのなどの見回見回見回見回りのりのりのりの中中中中ででででももももそそそそうううういいいいう要う要う要う要望望望望もももも、、、、多多多多分分分分協協協協議会の議会の議会の議会の中中中中で議で議で議で議論論論論のののの俎俎俎俎上上上上ににににも上がっも上がっも上がっも上がっていていていてい

ないのかとないのかとないのかとないのかと思思思思いますいますいますいますがががが、地域、地域、地域、地域全体全体全体全体でででで見見見見るならるならるならるならばばばば、、、、ここここここここはははは信信信信号機号機号機号機やややや横断横断横断横断歩歩歩歩道道道道が必要が必要が必要が必要ではないではないではないではない

かとかとかとかと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、ぜひぜひぜひぜひとととともももも、、、、ここここれから地域れから地域れから地域れから地域ブブブブロロロロックックックックの会議の会議の会議の会議があがあがあがあるといるといるといるというこうこうこうことですのでごとですのでごとですのでごとですのでご

審議いただいて、地審議いただいて、地審議いただいて、地審議いただいて、地元元元元のののの意意意意見見見見をををを尊尊尊尊重重重重していただしていただしていただしていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

総合総合総合総合特特特特区区区区のののの問題問題問題問題につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、ここここれは開発れは開発れは開発れは開発が目的が目的が目的が目的ではないといではないといではないといではないというこうこうこうことですけれどとですけれどとですけれどとですけれどもももも、、、、

県としては県としては県としては県としてはここここの奈良公園の奈良公園の奈良公園の奈良公園基基基基本本本本戦戦戦戦略略略略があがあがあがありまして、そのりまして、そのりまして、そのりまして、その中中中中でででで総合総合総合総合特特特特区区区区といといといというこうこうこうこととととがががが地域と地域と地域と地域と民民民民

間間間間のののの中中中中で進で進で進で進めめめめられるとられるとられるとられると私私私私は解は解は解は解釈釈釈釈しているのです。しているのです。しているのです。しているのです。以前以前以前以前ににににもももも指指指指摘摘摘摘ををををさせさせさせさせていただいたとていただいたとていただいたとていただいたと思う思う思う思う

のですけれどのですけれどのですけれどのですけれどもももも、そ、そ、そ、そんんんんな開発につなな開発につなな開発につなな開発につなががががるるるるもももものではないと、のではないと、のではないと、のではないと、軽微軽微軽微軽微な変更だとおな変更だとおな変更だとおな変更だとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっておておておてお

られます。られます。られます。られます。私が気私が気私が気私が気になりますのは、になりますのは、になりますのは、になりますのは、ここここのののの協協協協議会の議会の議会の議会の構構構構成員ですけれど成員ですけれど成員ですけれど成員ですけれどもももも、、、、寺寺寺寺社関係とか社関係とか社関係とか社関係とか旅旅旅旅館館館館
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とか、とか、とか、とか、商商商商業、金業、金業、金業、金融融融融関係、関係、関係、関係、交通交通交通交通関係、関係、関係、関係、電線電線電線電線関係、関係、関係、関係、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯとととと行政行政行政行政といといといというこうこうこうことでごとでごとでごとでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、

ここここのののの周辺周辺周辺周辺の住の住の住の住民民民民の方々のの方々のの方々のの方々の意意意意見が果見が果見が果見が果たしてたしてたしてたしてここここの特の特の特の特区区区区協協協協議会の議会の議会の議会の中中中中でででで反映反映反映反映さささされるのかといれるのかといれるのかといれるのかというううう心心心心配配配配

をしているとをしているとをしているとをしているところころころころです。そのです。そのです。そのです。その点点点点についてどのよについてどのよについてどのよについてどのよううううにおにおにおにお考え考え考え考えなのかなのかなのかなのか再再再再度お度お度お度お聞聞聞聞ききききしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いいいい

ます。ます。ます。ます。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 ただいまのごただいまのごただいまのごただいまのご質問質問質問質問は、地域は、地域は、地域は、地域活性活性活性活性化のた化のた化のた化のためめめめのののの総合総合総合総合特特特特区区区区のののの協協協協議会の議会の議会の議会の構構構構成成成成

員につ員につ員につ員につききききまして、まして、まして、まして、今今今今、社、社、社、社寺寺寺寺及び及び及び及び商商商商工工工工会議所、それから、会議所、それから、会議所、それから、会議所、それから、交通交通交通交通事業者は事業者は事業者は事業者はじめじめじめじめ民民民民間間間間ののののＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの

方々等で方々等で方々等で方々等でさせさせさせさせていただいてるていただいてるていただいてるていただいて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ががが、、、、多多多多くの方のくの方のくの方のくの方の意意意意見見見見をををを吸吸吸吸収するた収するた収するた収するためめめめににににもももも、、、、

そのそのそのその周辺周辺周辺周辺の住の住の住の住民民民民の方に入の方に入の方に入の方に入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うこうこうこうことはいかとはいかとはいかとはいかががががかといかといかといかといううううごごごご質問質問質問質問でででであっあっあっあったかとたかとたかとたかと思思思思

います。います。います。います。ももももちちちちろんろんろんろん、、、、私私私私どどどどももももとしてそれをとしてそれをとしてそれをとしてそれを拒否拒否拒否拒否するするするするこここことではごとではごとではごとではござざざざいまいまいまいませんがせんがせんがせんが、ただ、、ただ、、ただ、、ただ、周辺周辺周辺周辺住住住住

民民民民の方といの方といの方といの方といううううのは、のは、のは、のは、今今今今までまでまでまでももももいいいいろろろろいいいいろろろろなごなごなごなご意意意意見があっ見があっ見があっ見があったとたとたとたと認識認識認識認識しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、必要必要必要必要でででで

ああああれれれればばばば連連連連合合合合自治会長自治会長自治会長自治会長さんさんさんさん等と等と等と等とももももおおおお話話話話しして、そしして、そしして、そしして、そうううういいいいうううう形形形形のののの参参参参加加加加等について等について等について等についても検討も検討も検討も検討はしていはしていはしていはしてい

ききききたいとはたいとはたいとはたいとは思思思思いますいますいますいますがががが、ただ、地域、ただ、地域、ただ、地域、ただ、地域活性活性活性活性化とい化とい化とい化というううう部分については、部分については、部分については、部分については、ああああくまでくまでくまでくまでもももも奈良公園を奈良公園を奈良公園を奈良公園を

利活利活利活利活用しな用しな用しな用しなががががらららら多多多多くの方々にくの方々にくの方々にくの方々に利利利利用していただくとい用していただくとい用していただくとい用していただくというこうこうこうことを、またとを、またとを、またとを、また認識も認識も認識も認識も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、、、、周辺周辺周辺周辺の方等にはの方等にはの方等にはの方等には説説説説明をしてい明をしてい明をしてい明をしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。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。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 先先先先ほど、地ほど、地ほど、地ほど、地元元元元の方の方の方の方もこもこもこもこのののの協協協協議会の議会の議会の議会の中中中中のののの構構構構成メン成メン成メン成メンババババーとしてーとしてーとしてーとして検討検討検討検討したいといしたいといしたいといしたいというううう

ごごごご答答答答弁弁弁弁があがあがあがありましたので、りましたので、りましたので、りましたので、ぜひぜひぜひぜひお願いしたいとお願いしたいとお願いしたいとお願いしたいと思思思思います。います。います。います。

今回今回今回今回、、、、ここここの特の特の特の特区区区区の申請のの申請のの申請のの申請の目的目的目的目的の一つにの一つにの一つにの一つに利活利活利活利活用とい用とい用とい用というこうこうこうことととともあもあもあもありますりますりますりますがががが、公園、公園、公園、公園資源資源資源資源のののの維持維持維持維持

ももももしていくしていくしていくしていくこここことととともうもうもうもうたたたたわわわわれておりますので、れておりますので、れておりますので、れておりますので、ややややはりはりはりはり今今今今の公園をの公園をの公園をの公園を守守守守っっっってほしいといてほしいといてほしいといてほしいというううう意意意意見も見も見も見も

非非非非常常常常にににに強強強強いいいいももももののののがあがあがあがあるとるとるとると思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その意意意意見も見も見も見も十十十十分に分に分に分に尊尊尊尊重重重重するべするべするべするべききききだとだとだとだと思思思思います。います。います。います。以上以上以上以上でででで

質問質問質問質問をををを終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 何何何何点点点点かかかか質問質問質問質問とととと要要要要望望望望ととととさせさせさせさせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。まいます。まいます。まいます。まずずずず、、、、倉倉倉倉庫庫庫庫のののの無無無無届届届届け解け解け解け解

体体体体に対する県としてのに対する県としてのに対する県としてのに対する県としての今後今後今後今後の対の対の対の対応応応応として、として、として、として、今今今今、報告をいただ、報告をいただ、報告をいただ、報告をいただききききました。ました。ました。ました。ささささままままざざざざまなまなまなまな検討検討検討検討をををを

していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、二二二二度と度と度と度と子子子子どどどどももももたちたちたちたちや周辺や周辺や周辺や周辺の住の住の住の住民民民民の方のの方のの方のの方の健康健康健康健康被被被被害害害害が出が出が出が出ないよないよないよないよううううにしにしにしにしっっっっかりかりかりかり

と管理と管理と管理と管理監督監督監督監督をしていただをしていただをしていただをしていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますし、いますし、いますし、いますし、私も私も私も私も選挙選挙選挙選挙区区区区のののの中中中中で、で、で、で、初め初め初め初めていていていていろろろろいいいいろろろろなななな意意意意見見見見

をををを聞聞聞聞かかかかせせせせていただていただていただていただききききましたし、ましたし、ましたし、ましたし、ここここれからまだまだれからまだまだれからまだまだれからまだまだ見直見直見直見直していただく部分はしていただく部分はしていただく部分はしていただく部分はああああるとはるとはるとはるとは思思思思いまいまいまいま

す。す。す。す。今後今後今後今後とととともこもこもこもこのよのよのよのよううううな事案をな事案をな事案をな事案を起起起起こさこさこさこさないよないよないよないよううううに、に、に、に、絵絵絵絵にかいたにかいたにかいたにかいたももももちにならないよちにならないよちにならないよちにならないよううううに、職に、職に、職に、職

員の員の員の員の増増増増員員員員ももももしていただかなけれしていただかなけれしていただかなけれしていただかなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、ややややはり対はり対はり対はり対応応応応をしをしをしをしっっっっかりとかりとかりとかりと

していただしていただしていただしていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

それから、大それから、大それから、大それから、大和和和和川川川川上上上上流治水対策の進流治水対策の進流治水対策の進流治水対策の進捗捗捗捗状況を報告していただ状況を報告していただ状況を報告していただ状況を報告していただききききました。ました。ました。ました。ややややはり奈良県のはり奈良県のはり奈良県のはり奈良県の

治水対策を治水対策を治水対策を治水対策をもうもうもうもう一度一度一度一度根根根根本本本本的的的的なとなとなとなところころころころからからからから検討検討検討検討していただしていただしていただしていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。といいます。といいます。といいます。といううううのは、のは、のは、のは、



---- 22225555 ----

下一下一下一下一番番番番奈良県の下流地域に奈良県の下流地域に奈良県の下流地域に奈良県の下流地域にああああるとるとるとるところがやころがやころがやころがやはりはりはりはり上上上上流から流から流から流から言えば言えば言えば言えば、、、、ううううちはいつまでたちはいつまでたちはいつまでたちはいつまでたっっっっててててもももも

治水対策しなくて治水対策しなくて治水対策しなくて治水対策しなくてももももいいと、いいと、いいと、いいと、全全全全然然然然進進進進めめめめなくなくなくなくっっっっててててももももいいといいいといいいといいいといううううよよよよううううな、な、な、な、考え考え考え考えがもがもがもがもししししああああるのでるのでるのでるので

ああああれれれればばばば、下流、下流、下流、下流側側側側の地域のの地域のの地域のの地域の我我我我々は、々は、々は、々は、ややややはりいはりいはりいはりいろろろろいいいいろろろろなななな意意意意味味味味で県に対して、また国に対してで県に対して、また国に対してで県に対して、また国に対してで県に対して、また国に対して要要要要

望望望望しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思います。その一つに、治水対策います。その一つに、治水対策います。その一つに、治水対策います。その一つに、治水対策や河や河や河や河川対策の部分を川対策の部分を川対策の部分を川対策の部分を検討検討検討検討していしていしていしてい

るのに、るのに、るのに、るのに、上上上上流部で流部で流部で流部でささささままままざざざざまな開発まな開発まな開発まな開発がさがさがさがされたり、れたり、れたり、れたり、小小小小ささささい３い３い３い３，，，，０００平方メート０００平方メート０００平方メート０００平方メートル以ル以ル以ル以下の開発下の開発下の開発下の開発

があがあがあがあちらちらちらちらここここちらでちらでちらでちらでさささされているれているれているれているわわわわけです。そけです。そけです。そけです。そうううういいいいううううとととところがころがころがころが、、、、ややややはりつはりつはりつはりつももももりりりり積積積積ももももれれれればばばば３３３３，，，，００００

００平方メート００平方メート００平方メート００平方メートル以上ル以上ル以上ル以上の治水対策の治水対策の治水対策の治水対策がががが指指指指導さ導さ導さ導されないままに開発許れないままに開発許れないままに開発許れないままに開発許可可可可をををを出さ出さ出さ出されるれるれるれるわわわわけでけでけでけであああありまりまりまりま

す。ですので、す。ですので、す。ですので、す。ですので、イイイイタタタタチチチチごごごごっこっこっこっこにならないよにならないよにならないよにならないよううううに、に、に、に、もうもうもうもうそそそそろろろろそそそそろろろろ市町村市町村市町村市町村単単単単位位位位、地域、地域、地域、地域単単単単位位位位で治で治で治で治

水対策を水対策を水対策を水対策を検討検討検討検討していただいて、大していただいて、大していただいて、大していただいて、大和和和和川は本川は本川は本川は本当当当当に決に決に決に決めめめめられたられたられたられた量量量量しか大しか大しか大しか大阪阪阪阪側側側側に流れない、そのに流れない、そのに流れない、そのに流れない、その

基基基基本に立て本に立て本に立て本に立てばばばば、どれだけの、どれだけの、どれだけの、どれだけの上上上上流部の市町村流部の市町村流部の市町村流部の市町村がががが治水計治水計治水計治水計画画画画ををををやっやっやっやっててててももももららららわわわわなけれなけれなけれなければばばばならないかならないかならないかならないか

といといといという思う思う思う思いいいいがががが、、、、ここここのごのごのごのごろろろろ、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろなななな形形形形をををを通じ通じ通じ通じてててて思思思思います。ですので、開発許います。ですので、開発許います。ですので、開発許います。ですので、開発許可可可可をををを出出出出すとすとすとすと

ききききに、そのに、そのに、そのに、その周辺周辺周辺周辺ををををもっもっもっもっとととと総合的総合的総合的総合的に県としてに県としてに県としてに県として考え考え考え考えていくよていくよていくよていくよううううにしていただにしていただにしていただにしていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

ででででききききましたら、ましたら、ましたら、ましたら、こうこうこうこういいいいうううう進進進進捗捗捗捗状況を状況を状況を状況を聞聞聞聞かかかかせせせせていただくたびに、ていただくたびに、ていただくたびに、ていただくたびに、抜抜抜抜本本本本的的的的な治水対策を国と県な治水対策を国と県な治水対策を国と県な治水対策を国と県

と、また市町村とと、また市町村とと、また市町村とと、また市町村と協協協協力していただいて大力していただいて大力していただいて大力していただいて大ききききな成な成な成な成果果果果をををを上げ上げ上げ上げていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。ここここれれれれ

もももも、、、、ももももしそしそしそしそうううういいいいうこうこうこうことをとをとをとを考え考え考え考えておられるのでておられるのでておられるのでておられるのでああああれれれればばばば、、、、答え答え答え答えていただけたらていただけたらていただけたらていただけたらあああありりりりががががたいですたいですたいですたいです

けれどけれどけれどけれどもももも、、、、ここここれはれはれはれは要要要要望望望望にかにかにかにかええええておておておておききききます。ます。ます。ます。

それとそれとそれとそれともうもうもうもう１１１１点点点点だけ、事業費のだけ、事業費のだけ、事業費のだけ、事業費の減額減額減額減額ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、突然突然突然突然なななな質問質問質問質問で、で、で、で、ももももしししし後後後後ででででわわわわかかかかっっっったらたらたらたら

教教教教ええええていただていただていただていただききききたいのですたいのですたいのですたいのですがががが、、、、広広広広陵陵陵陵町町町町百百百百済済済済の田の田の田の田原原原原本本本本広広広広陵陵陵陵線線線線で予算で予算で予算で予算額が減額さ額が減額さ額が減額さ額が減額されております。れております。れております。れております。

ここここの部分はの部分はの部分はの部分はもうもうもうもう５年、６年５年、６年５年、６年５年、６年前前前前にににに私も私も私も私も質問質問質問質問させさせさせさせていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、ここここれを事業計れを事業計れを事業計れを事業計画画画画としてとしてとしてとして中和中和中和中和幹幹幹幹

線線線線から田から田から田から田原原原原本町、大本町、大本町、大本町、大和和和和郡郡郡郡山市に山市に山市に山市に抜抜抜抜けるけるけるける形形形形で計で計で計で計画画画画をしていただいた分だとをしていただいた分だとをしていただいた分だとをしていただいた分だと思う思う思う思うのですけれどのですけれどのですけれどのですけれど

もももも、、、、ももももしししし今わ今わ今わ今わかるのでかるのでかるのでかるのでああああれれれればばばば、どのよ、どのよ、どのよ、どのよううううな計な計な計な計画画画画変更で変更で変更で変更で減額減額減額減額ををををさささされたのかれたのかれたのかれたのか教教教教ええええていただていただていただていただききききたたたた

い。い。い。い。ももももし、し、し、し、今わ今わ今わ今わからなけれからなけれからなけれからなければばばば、また、また、また、また後後後後でででで教教教教ええええていただけたらていただけたらていただけたらていただけたら幸幸幸幸いといといといと思思思思います。います。います。います。

○荒技術管理課長○荒技術管理課長○荒技術管理課長○荒技術管理課長 今今今今、森川委員、森川委員、森川委員、森川委員ががががおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていただていただていただていただききききましたましたましたました無無無無届届届届けの解けの解けの解けの解体体体体に関するに関するに関するに関するここここ

とでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。ここここれかられかられかられからこうこうこうこうしたしたしたしたここここととととがががが起起起起ここここらないよらないよらないよらないようううう、、、、今回今回今回今回の改正したの改正したの改正したの改正した要要要要領領領領をををを実実実実際際際際活活活活

用して、用して、用して、用して、ささささらに、また都らに、また都らに、また都らに、また都合合合合のののの悪悪悪悪いといといといところが出ころが出ころが出ころが出ててててききききたたたた場合場合場合場合には、には、には、には、適適適適時時時時その都度、その都度、その都度、その都度、臨臨臨臨機に機に機に機に見直見直見直見直

して、して、して、して、こうこうこうこうしたしたしたしたここここととととががががないよないよないよないよううううに、かつ県に、かつ県に、かつ県に、かつ県民民民民の方のの方のの方のの方の健康健康健康健康被被被被害害害害がががが起起起起ここここらないよらないよらないよらないよううううにににに努努努努めめめめてまてまてまてま

いりたいといりたいといりたいといりたいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

それからそれからそれからそれから人人人人員についてでご員についてでご員についてでご員についてでござざざざいますいますいますいますがががが、、、、必要必要必要必要ななななパパパパトトトトロロロローーーールルルルを、を、を、を、確確確確実実実実にににに行行行行ええええるよるよるよるよううううに、に、に、に、人人人人

員の員の員の員の確保確保確保確保やややや民民民民間間間間のののの活活活活用について用について用について用についてもももも視視視視野野野野に入れてに入れてに入れてに入れて要要要要求してい求してい求してい求していききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上

です。です。です。です。
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○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長 森川委員から森川委員から森川委員から森川委員から抜抜抜抜本本本本的的的的に治水対策をに治水対策をに治水対策をに治水対策を見直見直見直見直すべすべすべすべききききではないかといではないかといではないかといではないかというこうこうこうことでしとでしとでしとでし

たたたたがががが、開発に対して、委員お、開発に対して、委員お、開発に対して、委員お、開発に対して、委員お述述述述べのよべのよべのよべのよううううに、に、に、に、昭昭昭昭和和和和６０年６０年６０年６０年ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに小小小小規規規規模模模模ななななもももものはのはのはのはここここののののぐぐぐぐらららら

いいいいああああるでるでるでるであろうあろうあろうあろうと、それを県と市町村と、それを県と市町村と、それを県と市町村と、それを県と市町村がががが担担担担当当当当するするするするこここことでとでとでとで量量量量を決を決を決を決めめめめているよているよているよているよううううな状況です。な状況です。な状況です。な状況です。

時時時時代代代代もももも大分変大分変大分変大分変わっわっわっわっててててききききました。そました。そました。そました。そうううういいいいうこうこうこうことをとをとをとを踏踏踏踏ままままええええて、国と県と市町村で、大て、国と県と市町村で、大て、国と県と市町村で、大て、国と県と市町村で、大和和和和川流域川流域川流域川流域

のののの総合総合総合総合治水対策治水対策治水対策治水対策協協協協議会の議会の議会の議会の中中中中で議で議で議で議論論論論していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますのでよいますのでよいますのでよいますのでよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。以以以以

上上上上です。です。です。です。

○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長 ３３３３点目点目点目点目の田の田の田の田原原原原本本本本広広広広陵陵陵陵線線線線のののの広広広広陵陵陵陵町町町町百百百百済済済済のののの減額減額減額減額のののの内内内内容容容容でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。ここここ

の事業は、の事業は、の事業は、の事業は、奥坪奥坪奥坪奥坪橋橋橋橋の関係のの関係のの関係のの関係の工工工工事でご事でご事でご事でござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、前前前前倒倒倒倒ししししさせさせさせさせていただていただていただていただききききました。そのました。そのました。そのました。その前前前前倒倒倒倒

ししししさせさせさせさせていただいた分をていただいた分をていただいた分をていただいた分を減額減額減額減額したといしたといしたといしたという内う内う内う内容容容容でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。現在現在現在現在、県の施、県の施、県の施、県の施工工工工はははは終終終終わっわっわっわっておておておてお

りますのでりますのでりますのでりますので暫暫暫暫定供用とい定供用とい定供用とい定供用というううう形形形形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。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。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 あああありりりりががががととととううううごごごござざざざいました。いました。いました。いました。ここここれかられかられかられからもももも精精精精力力力力的的的的にににに取取取取り組り組り組り組んんんんでいただでいただでいただでいただききききたい。たたい。たたい。たたい。た

だ、だ、だ、だ、奥坪奥坪奥坪奥坪橋橋橋橋の件は、の件は、の件は、の件は、信信信信号号号号も当初も当初も当初も当初計計計計画画画画に入に入に入に入っっっってたとてたとてたとてたと思思思思います。います。います。います。細細細細いいいい堤堤堤堤防から防から防から防から奥坪奥坪奥坪奥坪橋橋橋橋に入る、に入る、に入る、に入る、

そのとそのとそのとそのところころころころで大で大で大で大型型型型車や車や車や車や、また対、また対、また対、また対抗抗抗抗のののの車がや車がや車がや車がやはりはりはりはり多多多多いので、いので、いので、いので、早早早早急に急に急に急に安全安全安全安全対策として対策として対策として対策として信信信信号機の号機の号機の号機の

設設設設置も要置も要置も要置も要望望望望させさせさせさせていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、質問質問質問質問をををを終終終終わわわわららららせせせせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。あああありりりりががががととととううううごごごござざざざいます。います。います。います。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 ２件２件２件２件ああああるるるるわわわわけですけですけですけですがががが、１件、１件、１件、１件ずずずずつつつつ意意意意見交見交見交見交換換換換、、、、質疑質疑質疑質疑をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思う思う思う思う。。。。

１件は、森川委員１件は、森川委員１件は、森川委員１件は、森川委員ももももいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃいますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、河合河合河合河合町の地町の地町の地町の地元元元元のののの人人人人からからからから聞聞聞聞いたいたいたいたわわわわけですけですけですけです

がががが、、、、私もこ私もこ私もこ私もこのののの目目目目でででで見見見見て、でて、でて、でて、でっっっっかい建かい建かい建かい建物物物物だなだなだなだなああああとととと思っ思っ思っ思っているているているているわわわわけですけれどけですけれどけですけれどけですけれどもももも、、、、河合河合河合河合町町町町穴闇穴闇穴闇穴闇

６５５６５５６５５６５５番番番番地の、地の、地の、地の、宗教宗教宗教宗教法法法法人人人人おおおおみみみみちの建ちの建ちの建ちの建物物物物です。です。です。です。ここここれは、建れは、建れは、建れは、建築築築築違違違違反反反反です。けれどです。けれどです。けれどです。けれどもももも、、、、政政政政治家治家治家治家がががが

入入入入っっっっててててううううまいまいまいまいこここことなとなとなとなっっっっているのではないですか。ているのではないですか。ているのではないですか。ているのではないですか。足足足足場場場場はははは残残残残っっっっているけれどているけれどているけれどているけれどもももも、入るよ、入るよ、入るよ、入るよううううにににに

ななななっっっっているよているよているよているよううううですといですといですといですというううう話話話話で、建で、建で、建で、建築築築築違違違違反反反反なのかどなのかどなのかどなのかどううううなのか、まなのか、まなのか、まなのか、まずずずず確確確確かかかかめめめめたい。たい。たい。たい。

といといといといううううのは、のは、のは、のは、私私私私のののの耳耳耳耳に入に入に入に入っっっっているのでは、高ているのでは、高ているのでは、高ているのでは、高さがさがさがさが２２２２階階階階建ての申請で建ての申請で建ての申請で建ての申請であっあっあっあったのたのたのたのがががが３３３３階階階階建て建て建て建て

になになになになっっっっているとか、ているとか、ているとか、ているとか、ああああるいはまた、るいはまた、るいはまた、るいはまた、面面面面積積積積ももっももっももっももっとととと小小小小ささささいはいはいはいはずずずずだだだだっっっったのにたのにたのにたのに非非非非常常常常に大に大に大に大ききききいいいいもももものののの

になになになになっっっっているとか、そているとか、そているとか、そているとか、そうううういいいいうこうこうこうことのよとのよとのよとのよううううです。です。です。です。違違違違反反反反の部分の部分の部分の部分もあもあもあもあるのだけれどるのだけれどるのだけれどるのだけれどもももも違違違違反反反反でないでないでないでない

部分部分部分部分もあもあもあもある。だから、る。だから、る。だから、る。だから、違違違違反反反反でない部分をでない部分をでない部分をでない部分を利利利利用しておりますとい用しておりますとい用しておりますとい用しておりますというこうこうこうことです。しかし、とです。しかし、とです。しかし、とです。しかし、政政政政治治治治

家家家家がががが物言えば物言えば物言えば物言えばううううまいまいまいまいこここことなるのだなといとなるのだなといとなるのだなといとなるのだなというこうこうこうことで、そとで、そとで、そとで、そんんんんななななばばばばかなかなかなかなこここことはとはとはとはああああるかと。るかと。るかと。るかと。物物物物はすはすはすはす

べてでべてでべてでべてでき上がっき上がっき上がっき上がっててててここここそ許そ許そ許そ許認認認認可可可可ののののオオオオーーーーケケケケーはーはーはーは出出出出るけれどるけれどるけれどるけれどもももも、部分、部分、部分、部分的的的的なななな承認承認承認承認ははははあああありりりり得得得得るるるるこここことでとでとでとで

はないといはないといはないといはないというこうこうこうことをとをとをとをわわわわたしはたしはたしはたしは言言言言っっっっているけれどているけれどているけれどているけれどもももも、事、事、事、事実実実実、建、建、建、建築築築築違違違違反反反反なのかどなのかどなのかどなのかどううううなのか、そなのか、そなのか、そなのか、そ

ここここらららら辺辺辺辺を一度を一度を一度を一度教教教教ええええててててももももらいたいとらいたいとらいたいとらいたいと思う思う思う思う。ま。ま。ま。まずずずず、、、、違違違違反反反反なのかどなのかどなのかどなのかどううううなのか、なのか、なのか、なのか、私が今私が今私が今私が今聞聞聞聞いてるいてるいてるいてる内内内内

容容容容にかかにかかにかかにかかわっわっわっわって、て、て、て、ここここれは、れは、れは、れは、歴史歴史歴史歴史があろうがあろうがあろうがあろうとととと思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、ひひひひとつとつとつとつ端端端端的的的的にににに答え答え答え答えててててももももらいらいらいらい

たい。たい。たい。たい。
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といといといといううううのは、のは、のは、のは、ここここののののああああいだ県議会で１００条委員会を開かれ、社長いだ県議会で１００条委員会を開かれ、社長いだ県議会で１００条委員会を開かれ、社長いだ県議会で１００条委員会を開かれ、社長が出が出が出が出席しなか席しなか席しなか席しなかっっっったといたといたといたとい

うこうこうこうことで告発しておられました。とで告発しておられました。とで告発しておられました。とで告発しておられました。ここここの大の大の大の大ききききい建い建い建い建築築築築違違違違反反反反を、県を、県を、県を、県がががが指指指指導導導導ななななさっさっさっさっているだているだているだているだろうろうろうろうとととと

思う思う思う思うけれどけれどけれどけれどもももも、、、、こうこうこうこういいいいうもうもうもうもののののがががが、告発、告発、告発、告発もさもさもさもされれれれずずずず何何何何もももも刑刑刑刑にににに問問問問わわわわれないといれないといれないといれないといううううのはちのはちのはちのはちょっょっょっょっとおとおとおとお

かしいのとかしいのとかしいのとかしいのと違違違違いますかといいますかといいますかといいますかといううううよよよよううううなななな尾尾尾尾ひひひひれまでついているれまでついているれまでついているれまでついているわわわわけだ。けだ。けだ。けだ。尾尾尾尾ひひひひれのつかないよれのつかないよれのつかないよれのつかないようううう

なななな話話話話でででで物物物物事は整理をしないといけないと事は整理をしないといけないと事は整理をしないといけないと事は整理をしないといけないと思う思う思う思うので、まので、まので、まので、まずずずず、事、事、事、事実実実実だけだけだけだけ教教教教ええええててててももももらいたいとらいたいとらいたいとらいたいと思思思思

います。います。います。います。

○西山建築課長○西山建築課長○西山建築課長○西山建築課長 川口委員から川口委員から川口委員から川口委員から宗教宗教宗教宗教法法法法人人人人おおおおみみみみちの建ちの建ちの建ちの建築築築築物物物物についてについてについてについて違違違違反反反反かどかどかどかどううううかといかといかといかといううううおおおお尋尋尋尋

ねねねねががががごごごござざざざいました。その建いました。その建いました。その建いました。その建物物物物につにつにつにつききききましては平成１６年に建ましては平成１６年に建ましては平成１６年に建ましては平成１６年に建築築築築確確確確認認認認等の等の等の等の手手手手続続続続をしたをしたをしたをしたわわわわけでけでけでけで

すけれどすけれどすけれどすけれどもももも、、、、実実実実際際際際に建に建に建に建築工築工築工築工事事事事がががが進進進進むむむむ中中中中で建で建で建で建物物物物がががが３３３３階階階階建てにな建てにな建てにな建てになっっっっている等、建ている等、建ている等、建ている等、建築基築基築基築基準準準準法法法法上上上上のののの

違違違違反反反反の状の状の状の状態態態態になになになになっっっっているているているているここここととととがががが判判判判明いたしました。明いたしました。明いたしました。明いたしました。具具具具体的体的体的体的には、委員には、委員には、委員には、委員ももももおおおお述述述述べのよべのよべのよべのよううううににににささささ

ままままざざざざまな項まな項まな項まな項目があ目があ目があ目がありますりますりますりますがががが、高、高、高、高ささささについてについてについてについてもももも１５メート１５メート１５メート１５メートルルルル及び一部１０メート及び一部１０メート及び一部１０メート及び一部１０メートルルルルの規の規の規の規制制制制のののの

中中中中で２２メートで２２メートで２２メートで２２メートル余ル余ル余ル余りの高りの高りの高りの高ささささの建の建の建の建物物物物があがあがあがあるとか、それから、るとか、それから、るとか、それから、るとか、それから、人人人人が集が集が集が集まる建まる建まる建まる建物物物物でごでごでごでござざざざいますいますいますいます

けれどけれどけれどけれどもももも、、、、排煙排煙排煙排煙などの設備などの設備などの設備などの設備ががががないですとか、ないですとか、ないですとか、ないですとか、ああああるいはるいはるいはるいは耐耐耐耐火火火火建建建建築築築築物物物物でないとか、でないとか、でないとか、でないとか、主主主主な項な項な項な項目目目目でででで

申し申し申し申し上げ上げ上げ上げますと、１１の項ますと、１１の項ますと、１１の項ますと、１１の項目が目が目が目が建建建建築基築基築基築基準準準準法に法に法に法に違違違違反反反反しているといしているといしているといしているというううう状況でご状況でご状況でご状況でござざざざいます。したいます。したいます。したいます。した

ががががいまして、いまして、いまして、いまして、違違違違法かど法かど法かど法かどううううかといかといかといかというこうこうこうことでとでとでとでああああれれれればばばば、そ、そ、そ、そうううういいいいうううう状状状状態態態態でででであああありましたので、県としりましたので、県としりましたので、県としりましたので、県とし

ては、ては、ては、ては、再三再三再三再三の指の指の指の指導導導導ににににもももも是是是是正の正の正の正の意意意意思思思思をををを見せ見せ見せ見せなかなかなかなかっっっったといたといたといたというううう経経経経緯緯緯緯ももももごごごござざざざいますので、平成２２いますので、平成２２いますので、平成２２いますので、平成２２

年９月に建年９月に建年９月に建年９月に建築基築基築基築基準準準準法法法法違違違違反反反反については建については建については建については建築築築築物物物物のののの使使使使用を用を用を用を禁禁禁禁止止止止、それから、、それから、、それから、、それから、先先先先ほど申しほど申しほど申しほど申し上げ上げ上げ上げましましましまし

たたたた違違違違反反反反事項、１１項事項、１１項事項、１１項事項、１１項目目目目をををを具具具具体的体的体的体的にににに是是是是正正正正せせせせよといよといよといよというううう指示の指示の指示の指示の行政行政行政行政処分としての処分としての処分としての処分としての命令命令命令命令をををを行っ行っ行っ行って、て、て、て、

現在現在現在現在、、、、違違違違反反反反指指指指導導導導をしている状況でごをしている状況でごをしている状況でごをしている状況でござざざざいます。います。います。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。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 違違違違反反反反だといだといだといだというこうこうこうこと、と、と、と、風評風評風評風評ではなくてではなくてではなくてではなくて違違違違反反反反だといだといだといだというこうこうこうことはとはとはとはわわわわかりました。そかりました。そかりました。そかりました。そここここ

で、指で、指で、指で、指導導導導しているけれどしているけれどしているけれどしているけれどもももも、、、、さっきさっきさっきさっき申し申し申し申し上げ上げ上げ上げたよたよたよたよううううに、高い部分に、高い部分に、高い部分に、高い部分ささささえ使え使え使え使わわわわなけれなけれなけれなければばばばいいでいいでいいでいいで

はないかと、はないかと、はないかと、はないかと、基基基基準準準準にににに当当当当てはまてはまてはまてはまっっっっている部分だけをている部分だけをている部分だけをている部分だけを使えば使えば使えば使えばいいのだといいいのだといいいのだといいいのだといううううむむむむちちちちゃゃゃゃくちくちくちくちゃゃゃゃなななな話話話話

です。いです。いです。いです。いずずずずれにしてれにしてれにしてれにしてもももも、県、県、県、県がががが、指、指、指、指導導導導とおとおとおとおっっっっししししゃゃゃゃるけれど、２るけれど、２るけれど、２るけれど、２階階階階建で申請した建で申請した建で申請した建で申請したもももものを３のを３のを３のを３階階階階建建建建

で建てる。つまり、で建てる。つまり、で建てる。つまり、で建てる。つまり、図図図図面面面面どおりではなくて、どおりではなくて、どおりではなくて、どおりではなくて、最初最初最初最初の申請の申請の申請の申請時時時時の許の許の許の許可可可可のののの内内内内容容容容でないでないでないでないももももののののがががが建て建て建て建て

られたと、られたと、られたと、られたと、ココココンンンンサルもサルもサルもサルもココココンンンンサルサルサルサルだとだとだとだと私私私私はははは思う思う思う思う。建。建。建。建築築築築屋屋屋屋さんがさんがさんがさんが引引引引きききき受けたと。建受けたと。建受けたと。建受けたと。建築築築築許許許許可可可可のののの内内内内

容容容容とととと違違違違うううう図図図図面面面面でででで工工工工事を事を事を事を引引引引きききき受けている受けている受けている受けているわわわわけだ。けだ。けだ。けだ。何何何何といといといというううう業者業者業者業者やややや、、、、何何何何といといといといううううココココンンンンサルやサルやサルやサルやなとなとなとなと

思うわ思うわ思うわ思うわけですけれど、いけですけれど、いけですけれど、いけですけれど、いずずずずれにしれにしれにしれにしろろろろそれはそれとして、指それはそれとして、指それはそれとして、指それはそれとして、指導導導導、指、指、指、指導導導導とととと言言言言ううううけれどけれどけれどけれどもももも、では、では、では、では

３３３３階階階階建の建の建の建のもももものを２のを２のを２のを２階階階階建にし建にし建にし建にしろろろろといといといというううう指指指指導導導導をしてるのか、をしてるのか、をしてるのか、をしてるのか、現現現現実実実実にまたそれにまたそれにまたそれにまたそれがががが可可可可能能能能なのかどなのかどなのかどなのかどうううう

なのか、なのか、なのか、なのか、現現現現実実実実論論論論のののの問題問題問題問題と法と法と法と法的的的的なななな問題問題問題問題です。です。です。です。ここここれをどれをどれをどれをどううううするのだと、するのだと、するのだと、するのだと、こうこうこうこういいいいうこうこうこうことです。たとです。たとです。たとです。た

だ、だ、だ、だ、違違違違反反反反部分を部分を部分を部分を取取取取れといれといれといれというううう、、、、取取取取れといれといれといれといううううののののが当が当が当が当たりたりたりたり前前前前ですよ。でですよ。でですよ。でですよ。でもももも、、、、実実実実際際際際、指、指、指、指導っ導っ導っ導って、県て、県て、県て、県
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はははは去去去去年の９月に指年の９月に指年の９月に指年の９月に指導導導導勧勧勧勧告をしたと、指告をしたと、指告をしたと、指告をしたと、指導導導導指指指指摘摘摘摘をしたといをしたといをしたといをしたというこうこうこうことだけれど、ではそれはいつとだけれど、ではそれはいつとだけれど、ではそれはいつとだけれど、ではそれはいつ

までに決までに決までに決までに決着着着着ががががつくのか。つかなかつくのか。つかなかつくのか。つかなかつくのか。つかなかっっっったらどたらどたらどたらどううううするのだといするのだといするのだといするのだという課う課う課う課題題題題がががが残残残残ろうろうろうろうとととと思う思う思う思うのです。のです。のです。のです。

きょうきょうきょうきょう、、、、ここここれはれはれはれは答え答え答え答えをすをすをすをすぐぐぐぐ出せ出せ出せ出せといといといといっっっったら、たら、たら、たら、ややややににににわわわわのののの話話話話ややややからからからからねねねね、、、、めっめっめっめったなたなたなたな質問質問質問質問はしなはしなはしなはしなささささ

んんんんなと、なと、なと、なと、私私私私はまとはまとはまとはまとももももなななな話話話話をしていてをしていてをしていてをしていてもももも、、、、ああああなたたちの、なたたちの、なたたちの、なたたちの、気気気気持持持持ち、ち、ち、ち、感情感情感情感情がががが高高高高ぶぶぶぶるとるとるとると思思思思います。います。います。います。

ええええええええかかかかげんげんげんげんにににに言言言言っっっってくれたらいいのになとてくれたらいいのになとてくれたらいいのになとてくれたらいいのになと腹腹腹腹のののの底底底底でででで多多多多分分分分思っ思っ思っ思っているだているだているだているだろうろうろうろうとととと私私私私はははは思う思う思う思う。そ。そ。そ。そ

ううううでしでしでしでしょうょうょうょう。だから、。だから、。だから、。だから、私も私も私も私も、、、、嫌嫌嫌嫌わわわわれたくないかられたくないかられたくないかられたくないからねねねね。。。。嫌嫌嫌嫌わわわわれたくないけれど、れたくないけれど、れたくないけれど、れたくないけれど、ここここれは整理れは整理れは整理れは整理

しないといけない。どしないといけない。どしないといけない。どしないといけない。どううううして整理するか、正副委員長、して整理するか、正副委員長、して整理するか、正副委員長、して整理するか、正副委員長、ここここのののの問題問題問題問題をををを預預預預けておけておけておけておききききたいとたいとたいとたいと私私私私はははは

思う思う思う思う。。。。

いいいいずずずずれにしてれにしてれにしてれにしてもももも、、、、政政政政治家治家治家治家がががが入入入入っっっっていると、ていると、ていると、ていると、恐恐恐恐らく入らく入らく入らく入っっっっていないとていないとていないとていないと思思思思いますけれど、そいますけれど、そいますけれど、そいますけれど、そうううう

いいいいうううう風評風評風評風評までまでまでまで飛飛飛飛ぶぶぶぶわわわわけですからけですからけですからけですから。。。。（発（発（発（発言言言言する者する者する者する者ああああり）り）り）り）

きょうきょうきょうきょうのとのとのとのところころころころはははは預預預預からないとしかたからないとしかたからないとしかたからないとしかたががががない。まない。まない。まない。まああああ、、、、引引引引きききき続続続続きききき委員長、副委員長を委員長、副委員長を委員長、副委員長を委員長、副委員長をやっやっやっやっ

ててててももももららららわわわわないとしかたないとしかたないとしかたないとしかたががががないとないとないとないと私私私私はははは思う思う思う思うけれどけれどけれどけれどねねねね。い。い。い。いずずずずれにしれにしれにしれにしろろろろ、、、、ここここれはれはれはれはきょうきょうきょうきょうでででで終終終終わわわわらららら

ないといないといないといないというこうこうこうことでとでとでとで問題問題問題問題のののの提提提提起起起起だけしておだけしておだけしておだけしておききききます。だからます。だからます。だからます。だから問題問題問題問題をををを出出出出しとしとしとしとききききます。そます。そます。そます。そうううういいいいうこうこうこうこ

とで、よとで、よとで、よとで、よろろろろしいですしいですしいですしいですねねねね。。。。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 はい、ごはい、ごはい、ごはい、ご苦労苦労苦労苦労さんさんさんさんです。です。です。です。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 いいいいやややや、ご、ご、ご、ご苦労苦労苦労苦労さんじさんじさんじさんじゃゃゃゃないないないないががががな、な、な、な、今今今今、、、、問題問題問題問題をををを出出出出したしたしたしたこここことを正副委員長にとを正副委員長にとを正副委員長にとを正副委員長に尋尋尋尋ねねねね

ているのです。ているのです。ているのです。ているのです。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 よくよくよくよく相相相相談談談談しておしておしておしておききききます。ます。ます。ます。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 わわわわたしたしたしたしがががが問題問題問題問題提提提提起起起起したのをしたのをしたのをしたのを引引引引きききき受けてくれました受けてくれました受けてくれました受けてくれましたねねねね。。。。問題問題問題問題を受けとを受けとを受けとを受けとめめめめたといたといたといたとい

うこうこうこうことですとですとですとですねねねね。処理をし。処理をし。処理をし。処理をしろろろろといといといというこうこうこうことととと。。。。（発（発（発（発言言言言する者する者する者する者ああああり）どり）どり）どり）どううううですか。ですか。ですか。ですか。問題問題問題問題を受けとを受けとを受けとを受けとめめめめ

たといたといたといたというこうこうこうことをとをとをとを言言言言っっっってくれたらいいからてくれたらいいからてくれたらいいからてくれたらいいから。。。。（発（発（発（発言言言言する者する者する者する者ああああり）それでより）それでより）それでより）それでよろろろろしいです。そしいです。そしいです。そしいです。そうううう

いいいいうこうこうこうことで、一とで、一とで、一とで、一応応応応、、、、問題問題問題問題だけだけだけだけ出出出出しておしておしておしておききききます。ます。ます。ます。ここここれは、社会れは、社会れは、社会れは、社会性性性性ををををやっやっやっやっぱぱぱぱりりりり問問問問わわわわなけれなけれなけれなければばばばいいいい

けない。けない。けない。けない。

もうもうもうもう１１１１点点点点は、は、は、は、交通交通交通交通事事事事情情情情でででで私が時私が時私が時私が時 々々々々通通通通る道ですけれど、奈良市とる道ですけれど、奈良市とる道ですけれど、奈良市とる道ですけれど、奈良市と天天天天理市の理市の理市の理市の境境境境界界界界線線線線のとのとのとのところころころころ

ににににああああるるるる医療医療医療医療法法法法人健人健人健人健和和和和会奈良会奈良会奈良会奈良東東東東病院病院病院病院、、、、ああああの奈良市の奈良市の奈良市の奈良市窪窪窪窪之之之之庄庄庄庄にににに病院病院病院病院や福や福や福や福祉祉祉祉施設施設施設施設がががが、たく、たく、たく、たくさんさんさんさん建建建建っっっっ

ています。ています。ています。ています。当時当時当時当時は、許は、許は、許は、許可可可可ががががそれでよかそれでよかそれでよかそれでよかっっっったのかどたのかどたのかどたのかどううううなのか、書なのか、書なのか、書なのか、書類類類類をををを手手手手繰らなけれ繰らなけれ繰らなけれ繰らなければばばばわわわわからからからから

ないとないとないとないと思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、交通が交通が交通が交通が非非非非常常常常にににに煩煩煩煩雑雑雑雑です。それから、かなりです。それから、かなりです。それから、かなりです。それから、かなり駐駐駐駐車場も車場も車場も車場もつくつくつくつくっっっっておておておてお

られるけれどられるけれどられるけれどられるけれどもももも、、、、人人人人情情情情として、でとして、でとして、でとして、でききききるだけ施設のるだけ施設のるだけ施設のるだけ施設の脇脇脇脇までまでまでまで車車車車でででで行き行き行き行きたいといたいといたいといたいというこうこうこうことで、とで、とで、とで、ああああのののの

狭狭狭狭い道い道い道い道がもうあがもうあがもうあがもうあふふふふれているれているれているれているわわわわけです。だからけです。だからけです。だからけです。だから交通が交通が交通が交通が非非非非常常常常にににに混混混混雑雑雑雑するするするするわわわわけです。だから、そけです。だから、そけです。だから、そけです。だから、そ

のののの辺辺辺辺のののの問題問題問題問題について、について、について、について、警警警警察察察察本部に本部に本部に本部に交通安全交通安全交通安全交通安全、、、、交通交通交通交通事事事事情情情情等の関係から等の関係から等の関係から等の関係からもももも、、、、ああああのののの現現現現実実実実をしをしをしをしっっっっかかかか
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りりりり見見見見るるるる必要があ必要があ必要があ必要があるのではないですかといるのではないですかといるのではないですかといるのではないですかというううう問題問題問題問題提提提提起起起起をしてをしてをしてをしてあああある。そのる。そのる。そのる。その際際際際に、に、に、に、ああああれほどたくれほどたくれほどたくれほどたく

さんさんさんさんのののの福福福福祉祉祉祉施設、施設、施設、施設、医療医療医療医療施設施設施設施設ががががつくられるつくられるつくられるつくられる際際際際に、建に、建に、建に、建築基築基築基築基準準準準法などの、建法などの、建法などの、建法などの、建築築築築にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる諸諸諸諸法法法法がががが、、、、

ああああれでれでれでれで通っ通っ通っ通ったのかどたのかどたのかどたのかどううううなのかなのかなのかなのか調調調調べてべてべてべてももももららららわわわわないといかないといかないといかないといかんんんん。しかし、。しかし、。しかし、。しかし、現現現現実実実実をををを見見見見て、て、て、て、ああああのののの姿姿姿姿にににに

ななななっっっっててててもももも構構構構わわわわないといないといないといないというこうこうこうことで、とで、とで、とで、ここここれかられかられかられからああああのののの種種種種の施設をつくるの施設をつくるの施設をつくるの施設をつくるこここことについて申請をとについて申請をとについて申請をとについて申請を上げ上げ上げ上げ

たら許たら許たら許たら許可可可可ががががおりるのかどおりるのかどおりるのかどおりるのかどううううなのかといなのかといなのかといなのかというううう現現現現実実実実のののの問題問題問題問題もあもあもあもあるとるとるとると思う思う思う思うので、経ので、経ので、経ので、経緯緯緯緯とのかかとのかかとのかかとのかかわわわわりりりり

合合合合いのいのいのいの問題問題問題問題点点点点、そして、、そして、、そして、、そして、現現現現実実実実ののののああああのののの姿姿姿姿、、、、要要要要はははは火火火火災の災の災の災の問題問題問題問題もあろうもあろうもあろうもあろうとととと思思思思います。います。います。います。交通交通交通交通事事事事情情情情もももも

ああああります。そのよります。そのよります。そのよります。そのよううううななななこここことで、関係とで、関係とで、関係とで、関係当当当当局と、局と、局と、局と、警警警警察察察察といといといというこうこうこうことになりましとになりましとになりましとになりましょうょうょうょうし、建設の関し、建設の関し、建設の関し、建設の関

係、係、係、係、福福福福祉祉祉祉の関係等において、一度の関係等において、一度の関係等において、一度の関係等において、一度ここここれをれをれをれを精精精精査して査して査して査してももももらいたい。らいたい。らいたい。らいたい。今後今後今後今後のたのたのたのためめめめににににもももも、ど、ど、ど、どうあうあうあうあるるるる

べべべべききききかといかといかといかというこうこうこうことでとでとでとで問題問題問題問題点点点点を明るを明るを明るを明るみみみみになになになになささささるべしでるべしでるべしでるべしであろうあろうあろうあろうとととと思思思思います。だから、います。だから、います。だから、います。だから、行政行政行政行政関係関係関係関係

者者者者もこもこもこもこのののの場場場場所をご所をご所をご所をご存存存存じじじじない方ない方ない方ない方ももももいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃるとるとるとると思思思思いますいますいますいますがががが、一部道路、、一部道路、、一部道路、、一部道路、天天天天理市理市理市理市側側側側は改良は改良は改良は改良ささささ

れています。奈良市れています。奈良市れています。奈良市れています。奈良市側側側側はははは全全全全く改良く改良く改良く改良さささされてない。本れてない。本れてない。本れてない。本当当当当にににに狭狭狭狭い。い。い。い。狭狭狭狭いです。いです。いです。いです。ああああれは、一たびれは、一たびれは、一たびれは、一たび火火火火

災災災災やややや地地地地震震震震等の等の等の等の問題問題問題問題がががが起起起起ここここれれれればばばば大変な大変な大変な大変なこここことになとになとになとになろうろうろうろうとととと思う思う思う思うのです。そのです。そのです。そのです。そうううういいいいうこうこうこうことで、とで、とで、とで、ここここれはれはれはれは

ひひひひとつとつとつとつ調調調調査を査を査を査を要要要要請をしてお請をしてお請をしてお請をしておききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

○西山建築課長○西山建築課長○西山建築課長○西山建築課長 川口委員から川口委員から川口委員から川口委員から医療医療医療医療法法法法人健人健人健人健和和和和会奈良会奈良会奈良会奈良東東東東病院病院病院病院のののの周辺周辺周辺周辺の県道での県道での県道での県道で天天天天理市の部分か理市の部分か理市の部分か理市の部分か

ら奈良市に入る道路にかから奈良市に入る道路にかから奈良市に入る道路にかから奈良市に入る道路にかかわっわっわっわって、て、て、て、病院病院病院病院等の建等の建等の建等の建築築築築物物物物のののの過過過過去去去去のののの手手手手続続続続ががががどどどどううううだだだだっっっったのかといたのかといたのかといたのかというううう

おおおお尋尋尋尋ねねねねががががごごごござざざざいました。奈良いました。奈良いました。奈良いました。奈良東東東東病院病院病院病院そのそのそのそのもももものは４つののは４つののは４つののは４つの敷敷敷敷地で建地で建地で建地で建築築築築確確確確認認認認をををを昭昭昭昭和和和和６２年から平６２年から平６２年から平６２年から平

成９年にかけてな成９年にかけてな成９年にかけてな成９年にかけてなさささされています。れています。れています。れています。ここここれらはれらはれらはれらは当時当時当時当時、、、、病院病院病院病院といといといというううう用用用用途途途途につにつにつにつききききましては、公ましては、公ましては、公ましては、公益益益益施施施施

設として開発許設として開発許設として開発許設として開発許可可可可がががが不不不不要要要要でごでごでごでござざざざいました。そのたいました。そのたいました。そのたいました。そのためめめめに、に、に、に、狭狭狭狭いその道路を建いその道路を建いその道路を建いその道路を建築基築基築基築基準準準準法法法法上上上上のののの接接接接

道として道路の道として道路の道として道路の道として道路の中中中中心心心心から２メートから２メートから２メートから２メートル後ル後ル後ル後退退退退するといするといするといするというううう敷敷敷敷地の設定する地の設定する地の設定する地の設定するこここことでとでとでとで適適適適法に建法に建法に建法に建っっっっておておておてお

ります。ります。ります。ります。当時当時当時当時はそはそはそはそうううういいいいうこうこうこうことで建設とで建設とで建設とで建設がさがさがさがされたのですけれどれたのですけれどれたのですけれどれたのですけれどもももも、、、、病院病院病院病院につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、現在現在現在現在

のののの基基基基準準準準では平成１８年の都市計では平成１８年の都市計では平成１８年の都市計では平成１８年の都市計画画画画法の改正によりまして、法の改正によりまして、法の改正によりまして、法の改正によりまして、病院病院病院病院もももも開発許開発許開発許開発許可可可可が必要が必要が必要が必要となとなとなとなっっっってててて

おります。したおります。したおります。したおります。したががががいまして、開発許いまして、開発許いまして、開発許いまして、開発許可可可可をををを出出出出すすすす際際際際には、開発には、開発には、開発には、開発区区区区域域域域がががが接続接続接続接続する道路のする道路のする道路のする道路の基基基基準準準準としとしとしとし

て、その開発て、その開発て、その開発て、その開発面面面面積積積積にににに応じ応じ応じ応じて４メートて４メートて４メートて４メートル以上ル以上ル以上ル以上の一定のの一定のの一定のの一定の幅幅幅幅員員員員が必要が必要が必要が必要なななな基基基基準準準準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。

そそそそうううういいいいうううう意意意意味味味味で、で、で、で、当時当時当時当時は開発許は開発許は開発許は開発許可可可可がががが不不不不要要要要でででであっあっあっあったたたたこここことからとからとからとから今今今今のののの狭狭狭狭い道路のい道路のい道路のい道路の幅幅幅幅員で立地で員で立地で員で立地で員で立地できききき

ましたましたましたましたがががが、、、、今今今今のののの基基基基準準準準をををを適適適適用すれ用すれ用すれ用すればばばば立地立地立地立地ががががででででききききなかなかなかなかっっっったといたといたといたというううう状状状状態態態態ににににああああるるるる場場場場所でご所でご所でご所でござざざざいます。います。います。います。

以上以上以上以上です。です。です。です。

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 それでは、ほかになけれそれでは、ほかになけれそれでは、ほかになけれそれでは、ほかになければばばば、、、、ここここれをれをれをれをももももちましてちましてちましてちまして質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

次次次次に、委員長報告につに、委員長報告につに、委員長報告につに、委員長報告につききききましてでましてでましてでましてであああありますりますりますりますがががが、本会議で、本会議で、本会議で、本会議で反反反反対対対対討討討討論論論論さささされるれるれるれる場合場合場合場合は、委員長は、委員長は、委員長は、委員長

報告に報告に報告に報告に反反反反対対対対意意意意見見見見をををを記載記載記載記載しないしないしないしないここここととなととなととなととなっっっっておりますので、共ておりますので、共ておりますので、共ておりますので、共産産産産党党党党、、、、反反反反対対対対討討討討論論論論さささされますか。れますか。れますか。れますか。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 はい。はい。はい。はい。



---- 33330000 ----

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 では、議第３９号では、議第３９号では、議第３９号では、議第３９号中・当中・当中・当中・当委員会所管分、議第４１号、議第４３号について委員会所管分、議第４１号、議第４３号について委員会所管分、議第４１号、議第４３号について委員会所管分、議第４１号、議第４３号について

は、委員長報告には、委員長報告には、委員長報告には、委員長報告に反反反反対対対対意意意意見見見見をををを記載記載記載記載しましましましませんせんせんせんので、よので、よので、よので、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。

次次次次に、委員長報告についてでに、委員長報告についてでに、委員長報告についてでに、委員長報告についてであああありますりますりますりますがががが、正副委員長に一、正副委員長に一、正副委員長に一、正副委員長に一任任任任願願願願ええええますか。ますか。ますか。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者者者ああああり）り）り）り）

○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長○辻本委員長 それでは、そのよそれでは、そのよそれでは、そのよそれでは、そのよううううににににさせさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

閉閉閉閉会に会に会に会に当当当当たりまして、一たりまして、一たりまして、一たりまして、一言言言言ごごごごああああいいいいささささつを申しつを申しつを申しつを申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

特別な事特別な事特別な事特別な事情情情情を生を生を生を生じじじじないないないない限限限限り、ただいまのり、ただいまのり、ただいまのり、ただいまの構構構構成による成による成による成による当当当当委員会は、本日の委員会を委員会は、本日の委員会を委員会は、本日の委員会を委員会は、本日の委員会をもっもっもっもってててて

最最最最終終終終になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思います。います。います。います。

昨昨昨昨年７月より、委員年７月より、委員年７月より、委員年７月より、委員各位各位各位各位には、には、には、には、当当当当委員会所管事項で委員会所管事項で委員会所管事項で委員会所管事項でああああります道路整備、ります道路整備、ります道路整備、ります道路整備、河河河河川改川改川改川改修修修修などのなどのなどのなどの

土木土木土木土木行政行政行政行政、また水道施設の、また水道施設の、また水道施設の、また水道施設の充充充充実実実実につにつにつにつききききまして、まして、まして、まして、終始終始終始終始熱心熱心熱心熱心にご審議いただにご審議いただにご審議いただにご審議いただききききました。また、ました。また、ました。また、ました。また、

理事者におかれましては、理事者におかれましては、理事者におかれましては、理事者におかれましては、種種種種々の々の々の々の問題問題問題問題についてについてについてについて積積積積極極極極的的的的なななな取取取取り組り組り組り組みみみみをしていただをしていただをしていただをしていただききききました。ました。ました。ました。

おかおかおかおかげさげさげさげさまで、まで、まで、まで、無無無無事事事事任務任務任務任務をををを果果果果たすたすたすたすここここととととががががででででききききました。委員ました。委員ました。委員ました。委員各位各位各位各位並並並並びに理事者のびに理事者のびに理事者のびに理事者の皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方

にににに深深深深く、く、く、く、厚厚厚厚くくくく感謝感謝感謝感謝申し申し申し申し上げ上げ上げ上げ、、、、簡簡簡簡単単単単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ががが、、、、御礼御礼御礼御礼ごごごごああああいいいいささささつといたします。つといたします。つといたします。つといたします。あああありりりりがががが

ととととううううごごごござざざざいました。いました。いました。いました。

ここここれをれをれをれをももももちまして、本日の委員会をちまして、本日の委員会をちまして、本日の委員会をちまして、本日の委員会を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。


