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

＜南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マネジメント部、＜南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マネジメント部、＜南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マネジメント部、＜南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マネジメント部、

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＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年９月３０日（月） １４：２２～１７：１５平成２５年９月３０日（月） １４：２２～１７：１５平成２５年９月３０日（月） １４：２２～１７：１５平成２５年９月３０日（月） １４：２２～１７：１５

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

神田加津代 委員長神田加津代 委員長神田加津代 委員長神田加津代 委員長

高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長

宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員

中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員

梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 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 松谷 副知事松谷 副知事松谷 副知事松谷 副知事

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監

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

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事 ９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。

ただいまから会議を再開いたします。ただいまから会議を再開いたします。ただいまから会議を再開いたします。ただいまから会議を再開いたします。

傍聴者はなし。傍聴者はなし。傍聴者はなし。傍聴者はなし。

それでは、日程に従い、南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マネジメントそれでは、日程に従い、南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マネジメントそれでは、日程に従い、南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マネジメントそれでは、日程に従い、南部東部振興、紀伊半島大水害復旧・復興、県土マネジメント

部、まちづくり推進局の審査を行います。部、まちづくり推進局の審査を行います。部、まちづくり推進局の審査を行います。部、まちづくり推進局の審査を行います。
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これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言願います。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言願います。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言願います。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言願います。

なお、これは毎回お願いしていることですが、理事者の皆さん、また委員の皆さんにはなお、これは毎回お願いしていることですが、理事者の皆さん、また委員の皆さんにはなお、これは毎回お願いしていることですが、理事者の皆さん、また委員の皆さんにはなお、これは毎回お願いしていることですが、理事者の皆さん、また委員の皆さんには

明確に、かつ簡潔に質問や答弁をお願いします。明確に、かつ簡潔に質問や答弁をお願いします。明確に、かつ簡潔に質問や答弁をお願いします。明確に、かつ簡潔に質問や答弁をお願いします。

それでは、どうぞご発言ください。それでは、どうぞご発言ください。それでは、どうぞご発言ください。それでは、どうぞご発言ください。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 一つだけ議案についてお尋ねしたいのですが、奈良公園観光地域活性化基金一つだけ議案についてお尋ねしたいのですが、奈良公園観光地域活性化基金一つだけ議案についてお尋ねしたいのですが、奈良公園観光地域活性化基金一つだけ議案についてお尋ねしたいのですが、奈良公園観光地域活性化基金

積立金というのが１，０００万円ありますが、この財源というか収入は、全国からの寄附積立金というのが１，０００万円ありますが、この財源というか収入は、全国からの寄附積立金というのが１，０００万円ありますが、この財源というか収入は、全国からの寄附積立金というのが１，０００万円ありますが、この財源というか収入は、全国からの寄附

云々と書いてありますけれども、過去にこうして１，０００万円ぐらいの寄附の実績があ云々と書いてありますけれども、過去にこうして１，０００万円ぐらいの寄附の実績があ云々と書いてありますけれども、過去にこうして１，０００万円ぐらいの寄附の実績があ云々と書いてありますけれども、過去にこうして１，０００万円ぐらいの寄附の実績があ

るのかどうかを教えてください。るのかどうかを教えてください。るのかどうかを教えてください。るのかどうかを教えてください。

それから、今度は対象事業ですが、伝統的な行事または観光振興に寄与する事業というそれから、今度は対象事業ですが、伝統的な行事または観光振興に寄与する事業というそれから、今度は対象事業ですが、伝統的な行事または観光振興に寄与する事業というそれから、今度は対象事業ですが、伝統的な行事または観光振興に寄与する事業という

ことですが、大体もう奈良公園で対象になるのは、ほぼこれとこれということはわかってことですが、大体もう奈良公園で対象になるのは、ほぼこれとこれということはわかってことですが、大体もう奈良公園で対象になるのは、ほぼこれとこれということはわかってことですが、大体もう奈良公園で対象になるのは、ほぼこれとこれということはわかって

いるのではないかと思うのですけれど、例を挙げて、この伝統的な行事は何を指すのか聞いるのではないかと思うのですけれど、例を挙げて、この伝統的な行事は何を指すのか聞いるのではないかと思うのですけれど、例を挙げて、この伝統的な行事は何を指すのか聞いるのではないかと思うのですけれど、例を挙げて、この伝統的な行事は何を指すのか聞

かせてください。かせてください。かせてください。かせてください。

それと文化財の修復、歴史的建造物の再建に使うということも、対象の文化財なりあるそれと文化財の修復、歴史的建造物の再建に使うということも、対象の文化財なりあるそれと文化財の修復、歴史的建造物の再建に使うということも、対象の文化財なりあるそれと文化財の修復、歴史的建造物の再建に使うということも、対象の文化財なりある

いは建造物を例を挙げて聞かせていただきたいと思います。いは建造物を例を挙げて聞かせていただきたいと思います。いは建造物を例を挙げて聞かせていただきたいと思います。いは建造物を例を挙げて聞かせていただきたいと思います。

それから、１点だけその他で質問したいのですが、東京都でスカイツリーができてそれから、１点だけその他で質問したいのですが、東京都でスカイツリーができてそれから、１点だけその他で質問したいのですが、東京都でスカイツリーができてそれから、１点だけその他で質問したいのですが、東京都でスカイツリーができて最近最近最近最近

ずずずずっと大っと大っと大っと大変変変変なななな好況好況好況好況を博しているわけで、もちを博しているわけで、もちを博しているわけで、もちを博しているわけで、もちろろろろん奈良県がん奈良県がん奈良県がん奈良県が集客力集客力集客力集客力でででで太刀打太刀打太刀打太刀打ちするのはなかちするのはなかちするのはなかちするのはなか

なかなかなかなか難難難難しいとは思うのですけれども、奈良県といえば大しいとは思うのですけれども、奈良県といえば大しいとは思うのですけれども、奈良県といえば大しいとは思うのですけれども、奈良県といえば大極殿極殿極殿極殿をおいてはないと思いますし、をおいてはないと思いますし、をおいてはないと思いますし、をおいてはないと思いますし、

それから正それから正それから正それから正倉院展倉院展倉院展倉院展、これは宮、これは宮、これは宮、これは宮内庁内庁内庁内庁というというというという難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろがあって、このがあって、このがあって、このがあって、この前前前前も本会議でも本会議でも本会議でも本会議で要望意要望意要望意要望意

見見見見にとどめているので、ここでは正にとどめているので、ここでは正にとどめているので、ここでは正にとどめているので、ここでは正倉院展倉院展倉院展倉院展にはにはにはには触触触触れません、れません、れません、れません、特別特別特別特別、、、、意見意見意見意見は言いませんが、は言いませんが、は言いませんが、は言いませんが、

できるだけそれを活できるだけそれを活できるだけそれを活できるだけそれを活用用用用した、きした、きした、きした、きょょょょうううう特区認特区認特区認特区認定の定の定の定の内容内容内容内容をををを見見見見せてもらいましたけれど、こんなせてもらいましたけれど、こんなせてもらいましたけれど、こんなせてもらいましたけれど、こんな

ものがものがものがものが特区特区特区特区にににに申請申請申請申請、、、、該当該当該当該当するのかどうかわかりませんけれども、するのかどうかわかりませんけれども、するのかどうかわかりませんけれども、するのかどうかわかりませんけれども、特区申請特区申請特区申請特区申請でもして正でもして正でもして正でもして正倉院倉院倉院倉院

展展展展ををををオオオオーーーーププププンにすることができないのかと思ったりします。いンにすることができないのかと思ったりします。いンにすることができないのかと思ったりします。いンにすることができないのかと思ったりします。いずずずずれにしても、そういうれにしても、そういうれにしても、そういうれにしても、そういう状状状状

況況況況の中で、平の中で、平の中で、平の中で、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡はははは既既既既に国に国に国に国営営営営公園化が公園化が公園化が公園化が閣閣閣閣議議議議決決決決定がされて事業が推進されているわけです定がされて事業が推進されているわけです定がされて事業が推進されているわけです定がされて事業が推進されているわけです

けれども、これらはけれども、これらはけれども、これらはけれども、これらは早期早期早期早期にできるだけ奈良県の大にできるだけ奈良県の大にできるだけ奈良県の大にできるだけ奈良県の大極殿極殿極殿極殿としてとしてとしてとして整備整備整備整備をしていただきたいと思をしていただきたいと思をしていただきたいと思をしていただきたいと思

うのですが、このうのですが、このうのですが、このうのですが、この辺辺辺辺はどのように進はどのように進はどのように進はどのように進捗捗捗捗しているのかお聞かせ願いたいと思います。しているのかお聞かせ願いたいと思います。しているのかお聞かせ願いたいと思います。しているのかお聞かせ願いたいと思います。以上以上以上以上でででで

す。す。す。す。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 質問は、奈良公園の観光地域活性化基金についてということで、そ質問は、奈良公園の観光地域活性化基金についてということで、そ質問は、奈良公園の観光地域活性化基金についてということで、そ質問は、奈良公園の観光地域活性化基金についてということで、そ

の財源のの財源のの財源のの財源の内訳内訳内訳内訳は何をは何をは何をは何を充充充充てているのかということだったと思います。まてているのかということだったと思います。まてているのかということだったと思います。まてているのかということだったと思います。まずずずず、財源は寄附金に、財源は寄附金に、財源は寄附金に、財源は寄附金に

なるのですが、議会でなるのですが、議会でなるのですが、議会でなるのですが、議会で認認認認めていただきますと、スめていただきますと、スめていただきますと、スめていただきますと、スケケケケジジジジュュュューーーールルルル的に言いますと的に言いますと的に言いますと的に言いますと若草若草若草若草山の山山の山山の山山の山焼焼焼焼

き、それから２月にごき、それから２月にごき、それから２月にごき、それから２月にござざざざいますならいますならいますならいますなら瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵という観光事業、山という観光事業、山という観光事業、山という観光事業、山焼焼焼焼きのきのきのきの場合場合場合場合は伝統事業ともは伝統事業ともは伝統事業ともは伝統事業とも
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言えるかもしれませんが、これが対象になるかと思います。なら言えるかもしれませんが、これが対象になるかと思います。なら言えるかもしれませんが、これが対象になるかと思います。なら言えるかもしれませんが、これが対象になるかと思います。なら瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵のののの場合場合場合場合、今４００、今４００、今４００、今４００

万円万円万円万円強強強強の寄附金をの寄附金をの寄附金をの寄附金を集集集集めておられます。それから、めておられます。それから、めておられます。それから、めておられます。それから、若草若草若草若草山の山山の山山の山山の山焼焼焼焼きは大体１００万円きは大体１００万円きは大体１００万円きは大体１００万円強強強強の寄の寄の寄の寄

附金でご附金でご附金でご附金でござざざざいます。この基金は寄附をしていただくいます。この基金は寄附をしていただくいます。この基金は寄附をしていただくいます。この基金は寄附をしていただく人人人人にとってにとってにとってにとって税税税税金の金の金の金の還付等還付等還付等還付等の大きなメリの大きなメリの大きなメリの大きなメリ

ッッッットがありますので、今までいただいているトがありますので、今までいただいているトがありますので、今までいただいているトがありますので、今までいただいている近隣近隣近隣近隣のののの方以外方以外方以外方以外にもいにもいにもいにもいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方ににににＰＲＰＲＰＲＰＲしていしていしていしてい

けるので、そのけるので、そのけるので、そのけるので、その辺辺辺辺をををを少少少少しししし多目多目多目多目にににに見見見見まして、１，０００万円のまして、１，０００万円のまして、１，０００万円のまして、１，０００万円の予算予算予算予算をををを組組組組ませていただいていませていただいていませていただいていませていただいてい

るとこるとこるとこるとこ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。

それから、対象事業でごそれから、対象事業でごそれから、対象事業でごそれから、対象事業でござざざざいますが、今も言いましたように、まいますが、今も言いましたように、まいますが、今も言いましたように、まいますが、今も言いましたように、まずずずず大大大大幅幅幅幅なななな誘客誘客誘客誘客をををを見込見込見込見込めめめめ

る、もしくは実績をる、もしくは実績をる、もしくは実績をる、もしくは実績を持持持持っている観光事業、それから伝統事業としましてはおんっている観光事業、それから伝統事業としましてはおんっている観光事業、それから伝統事業としましてはおんっている観光事業、それから伝統事業としましてはおん祭祭祭祭などが対などが対などが対などが対

象になってくるかと思います。過去からあり、なおかつ象になってくるかと思います。過去からあり、なおかつ象になってくるかと思います。過去からあり、なおかつ象になってくるかと思います。過去からあり、なおかつ誘客誘客誘客誘客がががが見込見込見込見込める観光的める観光的める観光的める観光的要素要素要素要素がががが強強強強いいいい

と思います。と思います。と思います。と思います。

それから、文化財の修復それから、文化財の修復それから、文化財の修復それから、文化財の修復等等等等については、この基金ができますとこれからについては、この基金ができますとこれからについては、この基金ができますとこれからについては、この基金ができますとこれから設設設設立されます審立されます審立されます審立されます審

査会の中で議査会の中で議査会の中で議査会の中で議論論論論をしていくことになると思いますが、をしていくことになると思いますが、をしていくことになると思いますが、をしていくことになると思いますが、単純単純単純単純な修な修な修な修繕繕繕繕というのではなく、修復というのではなく、修復というのではなく、修復というのではなく、修復

することによって観光することによって観光することによって観光することによって観光誘客誘客誘客誘客につながっていくものとにつながっていくものとにつながっていくものとにつながっていくものと考考考考えております。えております。えております。えております。

それから、伝統的建造物に関しますと、今建造中でごそれから、伝統的建造物に関しますと、今建造中でごそれから、伝統的建造物に関しますと、今建造中でごそれから、伝統的建造物に関しますと、今建造中でござざざざいます興います興います興います興福寺福寺福寺福寺の中金の中金の中金の中金堂堂堂堂が、今、が、今、が、今、が、今、

寄附金寄附金寄附金寄附金集集集集めにもごめにもごめにもごめにもご苦労苦労苦労苦労されていると聞いておりますし、これができますと興されていると聞いておりますし、これができますと興されていると聞いておりますし、これができますと興されていると聞いておりますし、これができますと興福寺福寺福寺福寺のののの五重五重五重五重のののの

塔塔塔塔とととと並ぶ並ぶ並ぶ並ぶ大きな大きな大きな大きな目玉目玉目玉目玉になるとになるとになるとになると考考考考えていますので、えていますので、えていますので、えていますので、ぜひぜひぜひぜひ審査会にそれを審査会にそれを審査会にそれを審査会にそれを申請申請申請申請していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと

考考考考えております。えております。えております。えております。

それから、それから、それから、それから、特区申請特区申請特区申請特区申請にににに絡絡絡絡んででごんででごんででごんででござざざざいますが、正いますが、正いますが、正いますが、正倉院展等倉院展等倉院展等倉院展等をををを特区申請特区申請特区申請特区申請の中でうまく使えの中でうまく使えの中でうまく使えの中でうまく使え

ないかという部ないかという部ないかという部ないかという部分分分分はあるかと思いますが、これから奈良公園地域活性化はあるかと思いますが、これから奈良公園地域活性化はあるかと思いますが、これから奈良公園地域活性化はあるかと思いますが、これから奈良公園地域活性化協協協協議会のメン議会のメン議会のメン議会のメンババババーーーー

といといといといろろろろいいいいろ話ろ話ろ話ろ話をしながら、いただいたをしながら、いただいたをしながら、いただいたをしながら、いただいた特区認特区認特区認特区認定が定が定が定がぜひぜひぜひぜひ奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園及び周辺及び周辺及び周辺及び周辺の地域活性化につの地域活性化につの地域活性化につの地域活性化につ

ながるように、国立博物ながるように、国立博物ながるように、国立博物ながるように、国立博物館館館館にも関係にも関係にも関係にも関係機機機機関として奈良公園地域活性化関として奈良公園地域活性化関として奈良公園地域活性化関として奈良公園地域活性化協協協協議会のメン議会のメン議会のメン議会のメンババババーにはーにはーにはーには

入っていただいていますので、それも含めて入っていただいていますので、それも含めて入っていただいていますので、それも含めて入っていただいていますので、それも含めて検討検討検討検討していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長 代代代代表表表表的な観光的な観光的な観光的な観光資資資資源の一つとして平源の一つとして平源の一つとして平源の一つとして平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡歴史公園の歴史公園の歴史公園の歴史公園の整備整備整備整備をををを

進めることが進めることが進めることが進めることが必要必要必要必要であるが、進であるが、進であるが、進であるが、進捗状況捗状況捗状況捗状況はどうかとのお尋ねであったと思います。はどうかとのお尋ねであったと思います。はどうかとのお尋ねであったと思います。はどうかとのお尋ねであったと思います。

梶川委員お梶川委員お梶川委員お梶川委員お述べ述べ述べ述べのとおり、平のとおり、平のとおり、平のとおり、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡歴史公園につきましては平成２０年度に国歴史公園につきましては平成２０年度に国歴史公園につきましては平成２０年度に国歴史公園につきましては平成２０年度に国営営営営公園と公園と公園と公園と

して事業化されたとこして事業化されたとこして事業化されたとこして事業化されたところろろろでごでごでごでござざざざいまして、第一次大いまして、第一次大いまして、第一次大いまして、第一次大極殿極殿極殿極殿のののの築築築築地回地回地回地回廊廊廊廊などの復などの復などの復などの復原原原原建造物です建造物です建造物です建造物です

とか平とか平とか平とか平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡ののののガガガガイイイイダダダダンス、公園のンス、公園のンス、公園のンス、公園の利用利用利用利用案案案案内内内内を行うを行うを行うを行う施設整備施設整備施設整備施設整備などなどなどなど現在現在現在現在、平、平、平、平城城城城京の歴史文化京の歴史文化京の歴史文化京の歴史文化

をわかりやすく体をわかりやすく体をわかりやすく体をわかりやすく体感感感感できるようなできるようなできるようなできるような整備整備整備整備が国において進められているとこが国において進められているとこが国において進められているとこが国において進められているとこ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。

平平平平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡歴史公園の歴史公園の歴史公園の歴史公園の整備整備整備整備につきましては、奈良県といたしましても県の観光につきましては、奈良県といたしましても県の観光につきましては、奈良県といたしましても県の観光につきましては、奈良県といたしましても県の観光施策施策施策施策におけにおけにおけにおけ
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るるるる重要課題重要課題重要課題重要課題の一つとしての一つとしての一つとしての一つとして考考考考えておりまして、えておりまして、えておりまして、えておりまして、早期整備早期整備早期整備早期整備にににに必要必要必要必要なななな予算予算予算予算の確の確の確の確保保保保などを国になどを国になどを国になどを国に強強強強くくくく

要望要望要望要望しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

今年度につきましては、国により、今年度につきましては、国により、今年度につきましては、国により、今年度につきましては、国により、昨昨昨昨年度年度年度年度予予予予定されておりました第一次定されておりました第一次定されておりました第一次定されておりました第一次朝堂院朝堂院朝堂院朝堂院のののの広場整広場整広場整広場整

備備備備、それから第一次大、それから第一次大、それから第一次大、それから第一次大極殿院極殿院極殿院極殿院のののの築築築築地回地回地回地回廊廊廊廊の基の基の基の基壇壇壇壇の部の部の部の部分分分分のののの整備整備整備整備などのなどのなどのなどの工工工工事に事に事に事に着手着手着手着手されるとされるとされるとされると伺伺伺伺

っているとこっているとこっているとこっているとこ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。

また、県でまた、県でまた、県でまた、県で整備整備整備整備いたしますいたしますいたしますいたします朱雀朱雀朱雀朱雀大大大大路西側路西側路西側路西側のののの区区区区域でご域でご域でご域でござざざざいますけれども、国がいますけれども、国がいますけれども、国がいますけれども、国が整備整備整備整備いたしいたしいたしいたし

ます東ます東ます東ます東側側側側のののの展示館展示館展示館展示館とあわせまして、とあわせまして、とあわせまして、とあわせまして、交通タ交通タ交通タ交通ターーーーミナルミナルミナルミナルやややや飲食飲食飲食飲食、物、物、物、物販販販販などのなどのなどのなどの利用施設利用施設利用施設利用施設をををを設置設置設置設置すすすす

る平る平る平る平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡歴史公園歴史公園歴史公園歴史公園拠拠拠拠点点点点ゾゾゾゾーンとしてーンとしてーンとしてーンとして計画計画計画計画をををを作作作作成いたしまして、７月１９日から３２日成いたしまして、７月１９日から３２日成いたしまして、７月１９日から３２日成いたしまして、７月１９日から３２日間間間間、、、、

県県県県民等民等民等民等の皆の皆の皆の皆様方様方様方様方のごのごのごのご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺ううううパブパブパブパブリリリリックコックコックコックコメントを実メントを実メントを実メントを実施施施施したとこしたとこしたとこしたとこ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。

今今今今後後後後これらでいただきましたごこれらでいただきましたごこれらでいただきましたごこれらでいただきましたご意見意見意見意見をををを踏踏踏踏まえまして、今年中にまえまして、今年中にまえまして、今年中にまえまして、今年中に整備計画整備計画整備計画整備計画そのものをそのものをそのものをそのものを策策策策定定定定

するとともに、国とするとともに、国とするとともに、国とするとともに、国と連携連携連携連携をををを図図図図りながら、よりりながら、よりりながら、よりりながら、より多多多多くのくのくのくの方方方方々にお越しいただけるよう、平成２々にお越しいただけるよう、平成２々にお越しいただけるよう、平成２々にお越しいただけるよう、平成２

８８８８年の年の年の年の完完完完成を成を成を成を目目目目指して指して指して指して魅力魅力魅力魅力ある平ある平ある平ある平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡歴史公園の歴史公園の歴史公園の歴史公園の整備整備整備整備を進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいと考考考考えておりえておりえておりえており

ます。ます。ます。ます。以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。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 一一一一応応応応わかりました。今の奈良公園の基金のわかりました。今の奈良公園の基金のわかりました。今の奈良公園の基金のわかりました。今の奈良公園の基金の件件件件、よくわかりましたので、せい、よくわかりましたので、せい、よくわかりましたので、せい、よくわかりましたので、せい

ぜぜぜぜい寄附がい寄附がい寄附がい寄附が集集集集まるようにまるようにまるようにまるように努力努力努力努力をしてください。をしてください。をしてください。をしてください。

そして、何回も言ってそして、何回も言ってそして、何回も言ってそして、何回も言って恐縮恐縮恐縮恐縮ですが、できですが、できですが、できですが、でき得得得得れば正れば正れば正れば正倉院展倉院展倉院展倉院展、あれは、あれは、あれは、あれは集客力集客力集客力集客力がががが抜群抜群抜群抜群に大きいに大きいに大きいに大きい

ように思います。奈良県立ように思います。奈良県立ように思います。奈良県立ように思います。奈良県立美術館美術館美術館美術館で復で復で復で復元品元品元品元品のののの展覧展覧展覧展覧会を開会を開会を開会を開催催催催したしたしたした場合場合場合場合、３５日で１万２，０、３５日で１万２，０、３５日で１万２，０、３５日で１万２，０

００００００００人人人人、奈良国立博物、奈良国立博物、奈良国立博物、奈良国立博物館館館館では２では２では２では２週間週間週間週間ばかりで２４万ばかりで２４万ばかりで２４万ばかりで２４万人人人人という実績がありますから、奈良県という実績がありますから、奈良県という実績がありますから、奈良県という実績がありますから、奈良県

の地にしかないものですからこれをの地にしかないものですからこれをの地にしかないものですからこれをの地にしかないものですからこれを表表表表に出したら寄附金がぐっとに出したら寄附金がぐっとに出したら寄附金がぐっとに出したら寄附金がぐっと集集集集まるかもわからないし、まるかもわからないし、まるかもわからないし、まるかもわからないし、

ぜひぜひぜひぜひそういうそういうそういうそういう努力努力努力努力もしていただくようにもしていただくようにもしていただくようにもしていただくように要望要望要望要望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それから、大それから、大それから、大それから、大極殿極殿極殿極殿、これも国が国、これも国が国、これも国が国、これも国が国営営営営公園としてなさる公園としてなさる公園としてなさる公園としてなさる分分分分に県があまり物を言えないのかに県があまり物を言えないのかに県があまり物を言えないのかに県があまり物を言えないのか

もわかりませんけれども、もわかりませんけれども、もわかりませんけれども、もわかりませんけれども、話題話題話題話題性のある復性のある復性のある復性のある復原原原原のののの仕方仕方仕方仕方をして、そして、それが東京都のスカをして、そして、それが東京都のスカをして、そして、それが東京都のスカをして、そして、それが東京都のスカ

イツリーにもイツリーにもイツリーにもイツリーにも負負負負けない、奈良県に大けない、奈良県に大けない、奈良県に大けない、奈良県に大極殿極殿極殿極殿ありというありというありというありという感じ感じ感じ感じでででで保存保存保存保存と活と活と活と活用用用用をををを図図図図ってもらうようってもらうようってもらうようってもらうよう

にににに要望要望要望要望してしてしてして終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 まちづくり推進局長におまちづくり推進局長におまちづくり推進局長におまちづくり推進局長にお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。

「倭「倭「倭「倭は国のまほは国のまほは国のまほは国のまほろろろろば たたなづくば たたなづくば たたなづくば たたなづく青垣」青垣」青垣」青垣」とうたわれていることは皆さんもごとうたわれていることは皆さんもごとうたわれていることは皆さんもごとうたわれていることは皆さんもご承承承承知のとお知のとお知のとお知のとお

りでごりでごりでごりでござざざざいまして、これは国いまして、これは国いまして、これは国いまして、これは国褒褒褒褒めのめのめのめの歌歌歌歌でででで有有有有名でご名でご名でご名でござざざざいます。大います。大います。大います。大和和和和はははは住み住み住み住みやすい国です、いやすい国です、いやすい国です、いやすい国です、い

い国ですといったことをい国ですといったことをい国ですといったことをい国ですといったことを歌歌歌歌にうたわれたと思っております。にうたわれたと思っております。にうたわれたと思っております。にうたわれたと思っております。

このこのこのこの住み住み住み住みやすい、やすい、やすい、やすい、住み住み住み住みよい奈良県をイメージすることもよい奈良県をイメージすることもよい奈良県をイメージすることもよい奈良県をイメージすることも非常非常非常非常に大に大に大に大切切切切かと思っておりましかと思っておりましかと思っておりましかと思っておりまし

て、今、県では、県の木、県のて、今、県では、県の木、県のて、今、県では、県の木、県のて、今、県では、県の木、県の鳥鳥鳥鳥、県の、県の、県の、県の花花花花、、、、最近最近最近最近では県のでは県のでは県のでは県の魚魚魚魚とかをとかをとかをとかを決決決決められて、奈良県のめられて、奈良県のめられて、奈良県のめられて、奈良県の
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イメージイメージイメージイメージアップアップアップアップにつなげておられます。また、平につなげておられます。また、平につなげておられます。また、平につなげておられます。また、平城遷城遷城遷城遷都１３００年都１３００年都１３００年都１３００年祭祭祭祭においては、においては、においては、においては、ゆゆゆゆるるるるキキキキ

ャラブャラブャラブャラブーーーームムムムがありましたし、せんとくんが、全国的にがありましたし、せんとくんが、全国的にがありましたし、せんとくんが、全国的にがありましたし、せんとくんが、全国的に所狭所狭所狭所狭しと活しと活しと活しと活躍躍躍躍されたことはされたことはされたことはされたことは有有有有名でも名でも名でも名でも

ありまして、今もせんとくんが奈良県のイメージありまして、今もせんとくんが奈良県のイメージありまして、今もせんとくんが奈良県のイメージありまして、今もせんとくんが奈良県のイメージアップアップアップアップになっていると思います。になっていると思います。になっていると思います。になっていると思います。

私私私私はこれに加えて、さらにはこれに加えて、さらにはこれに加えて、さらにはこれに加えて、さらに色色色色、奈良県のカ、奈良県のカ、奈良県のカ、奈良県のカララララー、ー、ー、ー、色色色色であらわすことも県のイメージのであらわすことも県のイメージのであらわすことも県のイメージのであらわすことも県のイメージの向向向向

上上上上につながるのではないかと思っています。そういうにつながるのではないかと思っています。そういうにつながるのではないかと思っています。そういうにつながるのではないかと思っています。そういう意味意味意味意味では、奈良県のカでは、奈良県のカでは、奈良県のカでは、奈良県のカララララーといえば、ーといえば、ーといえば、ーといえば、

例えば、わかくさ国体で象例えば、わかくさ国体で象例えば、わかくさ国体で象例えば、わかくさ国体で象徴徴徴徴されるようなされるようなされるようなされるような若草色若草色若草色若草色もありますし、また、もありますし、また、もありますし、また、もありますし、また、吉野吉野吉野吉野山では山では山では山では古古古古くかくかくかくか

らららら桜桜桜桜の木がたくさんの木がたくさんの木がたくさんの木がたくさん群生群生群生群生していますし、していますし、していますし、していますし、桜桜桜桜カカカカララララーも奈良県のイメージーも奈良県のイメージーも奈良県のイメージーも奈良県のイメージアップアップアップアップにつながるとにつながるとにつながるとにつながると

思うし、また、思うし、また、思うし、また、思うし、また、吉野吉野吉野吉野の山もそうですが、の山もそうですが、の山もそうですが、の山もそうですが、古古古古くはくはくはくは青垣青垣青垣青垣山に象山に象山に象山に象徴徴徴徴されるようなされるようなされるようなされるような自然自然自然自然のののの色色色色というというというという

ぐあいに、奈良県のイメージはぐあいに、奈良県のイメージはぐあいに、奈良県のイメージはぐあいに、奈良県のイメージは色色色色でもあらわせるのではないかと思っております。そういでもあらわせるのではないかと思っております。そういでもあらわせるのではないかと思っております。そういでもあらわせるのではないかと思っております。そうい

うイメージカうイメージカうイメージカうイメージカララララーをこれからーをこれからーをこれからーをこれから決決決決めていかれてもいいのではないかと思いますので、ごめていかれてもいいのではないかと思いますので、ごめていかれてもいいのではないかと思いますので、ごめていかれてもいいのではないかと思いますので、ご検討検討検討検討

いただけるかどうか聞いていただけるかどうか聞いていただけるかどうか聞いていただけるかどうか聞いてみみみみたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

それから事業の中で、２月それから事業の中で、２月それから事業の中で、２月それから事業の中で、２月補補補補正正正正予算予算予算予算でありましたけれども、奈良公園でありましたけれども、奈良公園でありましたけれども、奈良公園でありましたけれども、奈良公園周辺へ周辺へ周辺へ周辺へのののの宿泊誘客宿泊誘客宿泊誘客宿泊誘客

誘致キャ誘致キャ誘致キャ誘致キャンンンンペペペペーン事業ということで、ーン事業ということで、ーン事業ということで、ーン事業ということで、特特特特ににににオオオオフシフシフシフシーーーーズズズズンのンのンのンのラララライトイトイトイトアップアップアップアップとかとかとかとか夜夜夜夜間間間間のののの拝拝拝拝観で観で観で観で

ありますとか、そのためにありますとか、そのためにありますとか、そのためにありますとか、そのために巡巡巡巡回回回回ババババスもスもスもスも配配配配置置置置するという事業だったかと思いますけれどもそするという事業だったかと思いますけれどもそするという事業だったかと思いますけれどもそするという事業だったかと思いますけれどもそ

の事業が実の事業が実の事業が実の事業が実際際際際あるかどうかわかりませんが、もしやっておられたら、今までの成あるかどうかわかりませんが、もしやっておられたら、今までの成あるかどうかわかりませんが、もしやっておられたら、今までの成あるかどうかわかりませんが、もしやっておられたら、今までの成果果果果を答えを答えを答えを答え

ていただきたいですし、また、ていただきたいですし、また、ていただきたいですし、また、ていただきたいですし、また、誘客誘客誘客誘客ががががずずずずっと次につながっていく事業であってほしいと思っと次につながっていく事業であってほしいと思っと次につながっていく事業であってほしいと思っと次につながっていく事業であってほしいと思

いますので、どういうように次につなげていこうとされているのか、それが１点。いますので、どういうように次につなげていこうとされているのか、それが１点。いますので、どういうように次につなげていこうとされているのか、それが１点。いますので、どういうように次につなげていこうとされているのか、それが１点。

それから次に、それから次に、それから次に、それから次に、道道道道路路路路をををを美美美美しくしようという、しくしようという、しくしようという、しくしようという、道道道道路路路路維維維維持持持持のことでのことでのことでのことで少少少少し尋ねてし尋ねてし尋ねてし尋ねてみみみみたいのですたいのですたいのですたいのです

が、が、が、が、歩歩歩歩行者においても、行者においても、行者においても、行者においても、車車車車をををを運転運転運転運転されるされるされるされる方方方方においてもにおいてもにおいてもにおいても道道道道路路路路がががが美美美美しくないといけないし、国しくないといけないし、国しくないといけないし、国しくないといけないし、国

際際際際文化観光都文化観光都文化観光都文化観光都市市市市・奈良とうたっている・奈良とうたっている・奈良とうたっている・奈良とうたっている以上以上以上以上はははは美美美美しいしいしいしい道道道道路路路路はははは求求求求められるし、また、そういうめられるし、また、そういうめられるし、また、そういうめられるし、また、そういう

ことにことにことにことに重重重重点を点を点を点を置置置置いていくことこそが文化度の高さもあらわしているのではないかと思いまいていくことこそが文化度の高さもあらわしているのではないかと思いまいていくことこそが文化度の高さもあらわしているのではないかと思いまいていくことこそが文化度の高さもあらわしているのではないかと思いま

す。す。す。す。

近近近近年、年、年、年、街街街街路路路路樹樹樹樹のののの剪剪剪剪定とか定とか定とか定とか草草草草刈刈刈刈りの回りの回りの回りの回数数数数が、が、が、が、予算予算予算予算のののの状況状況状況状況において、において、において、において、昔昔昔昔にににに比比比比べべべべてややてややてややてやや減減減減ってってってって

きたのではないかと思われます。きたのではないかと思われます。きたのではないかと思われます。きたのではないかと思われます。河河河河川川川川敷敷敷敷かかかか道道道道路路路路敷敷敷敷かわかりませんが、かわかりませんが、かわかりませんが、かわかりませんが、草草草草が高くが高くが高くが高く伸伸伸伸びびびびてきまてきまてきまてきま

すとすとすとすと非常非常非常非常にににに交通交通交通交通のののの支障支障支障支障になり、になり、になり、になり、運転運転運転運転者の者の者の者の視線視線視線視線がががが届届届届かないかないかないかない場合場合場合場合もありますし、またもありますし、またもありますし、またもありますし、また街街街街路路路路樹樹樹樹がががが

茂茂茂茂りますとりますとりますとりますと信号信号信号信号機機機機にににに少少少少しししし影響影響影響影響が出るとか、こういうのはが出るとか、こういうのはが出るとか、こういうのはが出るとか、こういうのは維維維維持持持持していくうえでしていくうえでしていくうえでしていくうえで非常非常非常非常に大事なに大事なに大事なに大事な

ことかと思うのですが、そういうことかと思うのですが、そういうことかと思うのですが、そういうことかと思うのですが、そういう道道道道路路路路維維維維持持持持に関してに関してに関してに関して少少少少しししし方方方方針針針針なりなりなりなり現状現状現状現状をををを述べ述べ述べ述べていただきたていただきたていただきたていただきた

いと思います。中でも、いと思います。中でも、いと思います。中でも、いと思います。中でも、私私私私はいつもはいつもはいつもはいつも生生生生駒駒駒駒インインインインタタタターーーーチェチェチェチェンジとンジとンジとンジと富雄富雄富雄富雄インインインインタタタターーーーチェチェチェチェンジをンジをンジをンジを利用利用利用利用

してしてしてして帰帰帰帰るのですが、るのですが、るのですが、るのですが、生生生生駒駒駒駒インインインインタタタターーーーチェチェチェチェンジにンジにンジにンジに比比比比べべべべてててて富雄富雄富雄富雄インインインインタタタターーーーチェチェチェチェンジはンジはンジはンジは常常常常にごにごにごにごみみみみがががが散散散散

乱乱乱乱しています。これには何もしています。これには何もしています。これには何もしています。これには何も配慮配慮配慮配慮されていないですけれど、本されていないですけれど、本されていないですけれど、本されていないですけれど、本当当当当に次から次というか、どに次から次というか、どに次から次というか、どに次から次というか、ど
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こでどうなるのか知りませんが、こでどうなるのか知りませんが、こでどうなるのか知りませんが、こでどうなるのか知りませんが、非常非常非常非常にににに目ざ目ざ目ざ目ざわりなものがわりなものがわりなものがわりなものが散乱散乱散乱散乱しています。しています。しています。しています。

これはこれはこれはこれは周辺周辺周辺周辺の木の、の木の、の木の、の木の、植栽植栽植栽植栽なのか、なのか、なのか、なのか、隣隣隣隣の山の木がの山の木がの山の木がの山の木が伸伸伸伸びびびびているのか知りませんが、そういっているのか知りませんが、そういっているのか知りませんが、そういっているのか知りませんが、そういっ

た木のた木のた木のた木の枝枝枝枝がががが伸伸伸伸びびびびきってそのきってそのきってそのきってその辺辺辺辺をををを暗暗暗暗くしているくしているくしているくしている状況状況状況状況はははは生生生生駒駒駒駒インインインインタタタターーーーチェチェチェチェンジにはありませんンジにはありませんンジにはありませんンジにはありません

が、が、が、が、富雄富雄富雄富雄インインインインタタタターーーーチェチェチェチェンジはンジはンジはンジは覆覆覆覆いいいい茂茂茂茂って、何となくインって、何となくインって、何となくインって、何となくインタタタターーーーチェチェチェチェンジの一ンジの一ンジの一ンジの一面面面面、、、、負負負負の部の部の部の部分分分分がががが

あると思うわけで、そのあると思うわけで、そのあると思うわけで、そのあると思うわけで、その辺辺辺辺をもうをもうをもうをもう少少少少しイメージをしイメージをしイメージをしイメージを変変変変えていくことがいいのではないか。そえていくことがいいのではないか。そえていくことがいいのではないか。そえていくことがいいのではないか。そ

ういうことによって、ごういうことによって、ごういうことによって、ごういうことによって、ごみみみみがががが減減減減少少少少していくしていくしていくしていく気気気気がしてなりませんが、がしてなりませんが、がしてなりませんが、がしてなりませんが、担担担担当当当当の土木事務の土木事務の土木事務の土木事務所所所所も大も大も大も大

変変変変だだだだろろろろうとは思うのですけれども、やはりうとは思うのですけれども、やはりうとは思うのですけれども、やはりうとは思うのですけれども、やはり道道道道路路路路をきれいにするというをきれいにするというをきれいにするというをきれいにするという意味意味意味意味では県では県では県では県下下下下全域に全域に全域に全域に

おいておいておいておいて非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なことだと思いますので、そのなことだと思いますので、そのなことだと思いますので、そのなことだと思いますので、その辺辺辺辺のののの状況状況状況状況をお聞かせください。をお聞かせください。をお聞かせください。をお聞かせください。

○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 奈良県の奈良県の奈良県の奈良県のテテテテーマカーマカーマカーマカララララーをつくって、まちづくりにーをつくって、まちづくりにーをつくって、まちづくりにーをつくって、まちづくりに生生生生かしていけかしていけかしていけかしていけ

ばどうかというご質問でした。ばどうかというご質問でした。ばどうかというご質問でした。ばどうかというご質問でした。色色色色もももも先先先先ほどごほどごほどごほどご紹介紹介紹介紹介ありましたけれども、県の木とかありましたけれども、県の木とかありましたけれども、県の木とかありましたけれども、県の木とか花花花花とかとかとかとか

ははははテテテテーマ性をーマ性をーマ性をーマ性を持持持持ってつくってきたのですけれども、ってつくってきたのですけれども、ってつくってきたのですけれども、ってつくってきたのですけれども、色色色色につきましては、実はにつきましては、実はにつきましては、実はにつきましては、実は規制規制規制規制とかの部とかの部とかの部とかの部

分分分分で、いで、いで、いで、いろろろろいいいいろろろろなななな制限制限制限制限をををを受受受受けているというけているというけているというけているという話話話話がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、テテテテーマカーマカーマカーマカララララーでやっていーでやっていーでやっていーでやってい

るというのはごるというのはごるというのはごるというのはござざざざいません。いません。いません。いません。

少少少少しししし調調調調べべべべててててみみみみたのですけれども、もちたのですけれども、もちたのですけれども、もちたのですけれども、もちろろろろんんんん広広広広告告告告物の物の物の物の規制規制規制規制とかとかとかとか景景景景観観観観法法法法に関してはに関してはに関してはに関しては規制規制規制規制があがあがあがあ

って、って、って、って、周周周周囲囲囲囲とととと調調調調和和和和しないといけないとか、そういうしないといけないとか、そういうしないといけないとか、そういうしないといけないとか、そういう取取取取りりりり決決決決めはあるのですけれども、めはあるのですけれども、めはあるのですけれども、めはあるのですけれども、ずずずずばばばば

りこのりこのりこのりこの色色色色というのはごというのはごというのはごというのはござざざざいません。さらにもう一つ、いません。さらにもう一つ、いません。さらにもう一つ、いません。さらにもう一つ、新新新新しく建てる建物とか、奈良県の公しく建てる建物とか、奈良県の公しく建てる建物とか、奈良県の公しく建てる建物とか、奈良県の公

共共共共事業全事業全事業全事業全般般般般に対するに対するに対するに対する景景景景観指観指観指観指針針針針もつくっていまして、その中にもつくっていまして、その中にもつくっていまして、その中にもつくっていまして、その中に取取取取りりりり決決決決めもあるのですが、文めもあるのですが、文めもあるのですが、文めもあるのですが、文

書をそのまま書をそのまま書をそのまま書をそのまま読読読読ませていただきますと、公ませていただきますと、公ませていただきますと、公ませていただきますと、公共共共共施設施設施設施設のののの色色色色彩彩彩彩については、については、については、については、周辺周辺周辺周辺景景景景観との観との観との観との連連連連続続続続性性性性

にににに十十十十分分分分配慮配慮配慮配慮し、し、し、し、周辺周辺周辺周辺景景景景観にな観にな観にな観になじじじじませるませるませるませる色色色色彩彩彩彩をををを採採採採用用用用するということで、基本は書いてあるのするということで、基本は書いてあるのするということで、基本は書いてあるのするということで、基本は書いてあるの

ですけれども何ですけれども何ですけれども何ですけれども何色色色色というのは全というのは全というのは全というのは全然然然然書いていないです。書いていないです。書いていないです。書いていないです。

これが事実でごこれが事実でごこれが事実でごこれが事実でござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、唯唯唯唯一、一、一、一、色色色色をををを決決決決めてめてめてめて具具具具体的な体的な体的な体的なテテテテーマカーマカーマカーマカララララーでーでーでーで蘇芳蘇芳蘇芳蘇芳色色色色をををを

使っているものがあります。これは奈良県の使っているものがあります。これは奈良県の使っているものがあります。これは奈良県の使っているものがあります。これは奈良県の記章記章記章記章に使われている、奈良県のに使われている、奈良県のに使われている、奈良県のに使われている、奈良県の旗旗旗旗のののの色色色色を観光を観光を観光を観光

案案案案内内内内ササササインに使っていまして、インに使っていまして、インに使っていまして、インに使っていまして、社社社社寺寺寺寺とか、とか、とか、とか、町町町町並み並み並み並みとか、山とか、とか、山とか、とか、山とか、とか、山とか、青垣青垣青垣青垣など、など、など、など、多多多多彩彩彩彩なななな沿道景沿道景沿道景沿道景

観との観との観との観との調調調調和和和和ということで、これをということで、これをということで、これをということで、これを有有有有識識識識者を入れた者を入れた者を入れた者を入れた場場場場でででで選選選選んでいます。んでいます。んでいます。んでいます。

ただ、これは案ただ、これは案ただ、これは案ただ、これは案内内内内ササササインのインのインのインの計画計画計画計画だけに関係したものであって、一部のだけに関係したものであって、一部のだけに関係したものであって、一部のだけに関係したものであって、一部のパパパパーツにしか過ーツにしか過ーツにしか過ーツにしか過ぎぎぎぎ

ません。ですから、安井委員からお尋ねのありましたません。ですから、安井委員からお尋ねのありましたません。ですから、安井委員からお尋ねのありましたません。ですから、安井委員からお尋ねのありましたテテテテーマ性をーマ性をーマ性をーマ性を持持持持ってというってというってというってという話話話話ではもちではもちではもちではもち

ろろろろんごんごんごんござざざざいません。一部のいません。一部のいません。一部のいません。一部の色色色色というというというという形形形形でしか使われておりませんので、今でしか使われておりませんので、今でしか使われておりませんので、今でしか使われておりませんので、今後後後後はまちづくりはまちづくりはまちづくりはまちづくり

全体に、全体に、全体に、全体に、多分多分多分多分、地、地、地、地区区区区地地地地区区区区によるのでしによるのでしによるのでしによるのでしょょょょうけれども、このうけれども、このうけれども、このうけれども、この色ず色ず色ず色ずばりとばりとばりとばりと決決決決めるのはめるのはめるのはめるのは難難難難しいとしいとしいとしいと

思いますけれども、思いますけれども、思いますけれども、思いますけれども、色色色色のののの考考考考ええええ方方方方を一点を一点を一点を一点持持持持つことはつことはつことはつことは非常非常非常非常ににににテテテテーマ性としてもわかりやすいこーマ性としてもわかりやすいこーマ性としてもわかりやすいこーマ性としてもわかりやすいこ

とになると思いますので、地域とになると思いますので、地域とになると思いますので、地域とになると思いますので、地域特特特特性に性に性に性に応じ応じ応じ応じたたたた独独独独自自自自のカのカのカのカララララーを、他ーを、他ーを、他ーを、他府府府府県の事例とかご県の事例とかご県の事例とかご県の事例とかござざざざいまいまいまいま
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したらそれもしたらそれもしたらそれもしたらそれも参参参参考考考考にして、しっかりとにして、しっかりとにして、しっかりとにして、しっかりと検討検討検討検討してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 ２月２月２月２月補補補補正正正正予算予算予算予算でででで上上上上げさせていただいております奈良公園観光げさせていただいております奈良公園観光げさせていただいております奈良公園観光げさせていただいております奈良公園観光キャキャキャキャンンンン

ペペペペーン事業の中ーン事業の中ーン事業の中ーン事業の中身身身身についてご質問いただきました。この事業は、についてご質問いただきました。この事業は、についてご質問いただきました。この事業は、についてご質問いただきました。この事業は、オオオオフシフシフシフシーーーーズズズズン対ン対ン対ン対策策策策事業と事業と事業と事業と

してはもうしてはもうしてはもうしてはもう既既既既にににに冬冬冬冬ののののキャキャキャキャンンンンペペペペーンを、観光局ともーンを、観光局ともーンを、観光局ともーンを、観光局とも連携連携連携連携しながら行っておりまして、ごしながら行っておりまして、ごしながら行っておりまして、ごしながら行っておりまして、ご存じ存じ存じ存じ

かと思いますが、実は今、伊かと思いますが、実は今、伊かと思いますが、実は今、伊かと思いますが、実は今、伊勢勢勢勢神宮が神宮が神宮が神宮が式式式式年年年年遷遷遷遷宮ということで、宮ということで、宮ということで、宮ということで、非常非常非常非常にたくさんのおにたくさんのおにたくさんのおにたくさんのお客客客客さんさんさんさん

がががが来来来来られています。毎年５００万られています。毎年５００万られています。毎年５００万られています。毎年５００万人人人人ぐらいが、ことしは今、推ぐらいが、ことしは今、推ぐらいが、ことしは今、推ぐらいが、ことしは今、推測測測測でででで８８８８００万００万００万００万人人人人をををを軽軽軽軽くくくく超超超超ええええ

ているということです。ているということです。ているということです。ているということです。同同同同じじじじように出ように出ように出ように出雲雲雲雲大大大大社社社社も、も、も、も、式式式式年年年年遷遷遷遷宮で今、宮で今、宮で今、宮で今、盛盛盛盛りりりり上上上上がっている。がっている。がっている。がっている。

こういった中で、実は再こういった中で、実は再こういった中で、実は再こういった中で、実は再来来来来年の平成２７年１月から、年の平成２７年１月から、年の平成２７年１月から、年の平成２７年１月から、春春春春日大日大日大日大社社社社のののの式式式式年造年造年造年造替替替替が事業としてが事業としてが事業としてが事業として

始始始始まります。県としては、伊まります。県としては、伊まります。県としては、伊まります。県としては、伊勢勢勢勢神宮、出神宮、出神宮、出神宮、出雲雲雲雲大大大大社社社社がこれだけがこれだけがこれだけがこれだけ盛盛盛盛りりりり上上上上がっているので、がっているので、がっているので、がっているので、同同同同じじじじよよよよ

うにうにうにうに春春春春日大日大日大日大社社社社をををを核核核核として奈良公園として奈良公園として奈良公園として奈良公園周辺周辺周辺周辺、できれば奈良県全域に、できれば奈良県全域に、できれば奈良県全域に、できれば奈良県全域に広広広広がるような大きながるような大きながるような大きながるような大きなキャキャキャキャンンンン

ペペペペーンをやっていかないといけないということで、この事業をーンをやっていかないといけないということで、この事業をーンをやっていかないといけないということで、この事業をーンをやっていかないといけないということで、この事業を上上上上げさせていただいておりげさせていただいておりげさせていただいておりげさせていただいており

ます。ます。ます。ます。補補補補正正正正予算予算予算予算の部の部の部の部分分分分の１，５００万円は、どちらかというとの１，５００万円は、どちらかというとの１，５００万円は、どちらかというとの１，５００万円は、どちらかというと準準準準備備備備でごでごでごでござざざざいまして、まだいまして、まだいまして、まだいまして、まだ

まだまだまだまだココココンンンンテテテテンツ、ンツ、ンツ、ンツ、写真写真写真写真等等等等もももも足足足足りませんので、りませんので、りませんので、りませんので、春春春春日大日大日大日大社社社社ののののみみみみならならならならずずずずいいいいろろろろいいいいろろろろなななな社社社社寺寺寺寺ののののココココンンンンテテテテ

ンツであったり、それンツであったり、それンツであったり、それンツであったり、それ以外以外以外以外のののの四季四季四季四季のののの写真写真写真写真等等等等をををを撮撮撮撮っていったりというっていったりというっていったりというっていったりという費費費費用用用用ををををベベベベースにースにースにースに広広広広報費報費報費報費

としてとしてとしてとして考考考考えております。えております。えております。えております。

平平平平城遷城遷城遷城遷都１３００年都１３００年都１３００年都１３００年祭祭祭祭がががが終終終終わりましてもうわりましてもうわりましてもうわりましてもう既既既既に３年がたっております。に３年がたっております。に３年がたっております。に３年がたっております。外外外外国国国国人客人客人客人客はははは非常非常非常非常

ににににふふふふえていますが、国えていますが、国えていますが、国えていますが、国内客内客内客内客はははは伸伸伸伸びびびび悩悩悩悩んでおります。んでおります。んでおります。んでおります。来来来来年度年度年度年度以以以以降降降降は、関係部局、関係は、関係部局、関係は、関係部局、関係は、関係部局、関係機機機機関と関と関と関と

もももも連携連携連携連携しながら、ここでましながら、ここでましながら、ここでましながら、ここでまずずずず一つ、これで大きな一つ、これで大きな一つ、これで大きな一つ、これで大きな花花花花火火火火をををを上上上上げて、そのげて、そのげて、そのげて、その後後後後、、、、先先先先ほど基金のほど基金のほど基金のほど基金の説説説説

明でいたしました興明でいたしました興明でいたしました興明でいたしました興福寺福寺福寺福寺の中金の中金の中金の中金堂堂堂堂が建ちが建ちが建ちが建ち上上上上がってまいりますし、がってまいりますし、がってまいりますし、がってまいりますし、薬師薬師薬師薬師寺寺寺寺の東の東の東の東塔塔塔塔のののの改改改改修もで修もで修もで修もで

きききき上上上上がってまいります。そしてがってまいります。そしてがってまいります。そしてがってまいります。そして記記記記紀・万紀・万紀・万紀・万葉葉葉葉ププププロロロロジジジジェェェェククククト、またト、またト、またト、また藤藤藤藤原原原原不比不比不比不比等等等等のののの没没没没後後後後１，３０１，３０１，３０１，３０

０年もやってまいりますので、０年もやってまいりますので、０年もやってまいりますので、０年もやってまいりますので、息息息息の長いの長いの長いの長いキャキャキャキャンンンンペペペペーンができれば、こういうーンができれば、こういうーンができれば、こういうーンができれば、こういう仕仕仕仕掛掛掛掛けでけでけでけで予算予算予算予算

要要要要求求求求をさせていただいています。をさせていただいています。をさせていただいています。をさせていただいています。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。

○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 安井委員からのご質問で、安井委員からのご質問で、安井委員からのご質問で、安井委員からのご質問で、道道道道路路路路をををを美美美美しくしようということで、しくしようということで、しくしようということで、しくしようということで、草草草草刈刈刈刈

りやりやりやりや街街街街路路路路樹樹樹樹のののの剪剪剪剪定定定定等等等等のののの道道道道路路路路維維維維持持持持管管管管理の理の理の理の現状現状現状現状、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは方方方方針針針針はどうかというご質問と、はどうかというご質問と、はどうかというご質問と、はどうかというご質問と、特特特特にににに

富雄富雄富雄富雄インインインインタタタターーーーチェチェチェチェンジというンジというンジというンジという場所場所場所場所をををを上上上上げられまして、ごげられまして、ごげられまして、ごげられまして、ごみみみみがががが散乱散乱散乱散乱している、そのあたりはしている、そのあたりはしている、そのあたりはしている、そのあたりは

どうどうどうどう考考考考えているのかというご質問だったと思います。えているのかというご質問だったと思います。えているのかというご質問だったと思います。えているのかというご質問だったと思います。

従従従従来来来来からからからから道道道道路路路路のののの草草草草刈刈刈刈りにつきましては、年１回ないし２回の発りにつきましては、年１回ないし２回の発りにつきましては、年１回ないし２回の発りにつきましては、年１回ないし２回の発注注注注をしております。そのをしております。そのをしております。そのをしております。その

際際際際に、に、に、に、草草草草刈刈刈刈りとあわせてごりとあわせてごりとあわせてごりとあわせてごみみみみのののの除除除除去去去去等等等等も行っているとこも行っているとこも行っているとこも行っているところろろろでごでごでごでござざざざいます。また、ごいます。また、ごいます。また、ごいます。また、ごみ等み等み等み等のののの

清掃清掃清掃清掃については、については、については、については、パパパパトトトトロロロローーーールルルルやややや住民住民住民住民からのからのからのからの通通通通報報報報によって発によって発によって発によって発見見見見されたされたされたされた場所場所場所場所についてについてについてについて随時随時随時随時実実実実施施施施

しています。その実しています。その実しています。その実しています。その実施施施施体体体体制制制制につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、各各各各土木事務土木事務土木事務土木事務所所所所の実の実の実の実情情情情にににに応じ応じ応じ応じまして、まして、まして、まして、直直直直営営営営班班班班にににに
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よるよるよるよる計画計画計画計画的な的な的な的な作作作作業、あるいは業、あるいは業、あるいは業、あるいは直直直直営営営営班班班班で対で対で対で対応応応応がががが困困困困難難難難なななな区区区区域については一域については一域については一域については一般般般般業者業者業者業者へ工へ工へ工へ工事として事として事として事として

発発発発注注注注するといった対するといった対するといった対するといった対応応応応をしてきているとこをしてきているとこをしてきているとこをしてきているとこ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。

ただ、ごただ、ごただ、ごただ、ごみみみみにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、特特特特にににに富雄富雄富雄富雄インインインインタタタターーーーチェチェチェチェンジのごンジのごンジのごンジのごみみみみについてはよくについてはよくについてはよくについてはよく認認認認識識識識してしてしてして

おります。いつもおります。いつもおります。いつもおります。いつも汚汚汚汚いと思っていと思っていと思っていと思って自分自自分自自分自自分自身身身身もももも見見見見ているのですけれども、ているのですけれども、ているのですけれども、ているのですけれども、ポポポポイイイイ捨捨捨捨てによるものてによるものてによるものてによるもの

がほとんどで、やはりこれはがほとんどで、やはりこれはがほとんどで、やはりこれはがほとんどで、やはりこれは個個個個人人人人のマのマのマのマナナナナーの問ーの問ーの問ーの問題題題題もあるのかということでごもあるのかということでごもあるのかということでごもあるのかということでござざざざいます。います。います。います。道道道道

路路路路管管管管理者としても、理者としても、理者としても、理者としても、通通通通行に行に行に行に支障支障支障支障をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす危険危険危険危険があるようながあるようながあるようながあるような落下落下落下落下物、あるいは物、あるいは物、あるいは物、あるいは路路路路面面面面上上上上のごのごのごのごみみみみ、、、、

そういったものについてはそういったものについてはそういったものについてはそういったものについては道道道道路パ路パ路パ路パトトトトロロロローーーールルルルなどを実などを実などを実などを実施施施施し、し、し、し、早期早期早期早期発発発発見見見見、、、、早期早期早期早期対対対対応応応応ということということということということ

でやっておりますけれども、でやっておりますけれども、でやっておりますけれども、でやっておりますけれども、沿道沿道沿道沿道のごのごのごのごみみみみについてはなかなかについてはなかなかについてはなかなかについてはなかなか手手手手が回らないというのが実が回らないというのが実が回らないというのが実が回らないというのが実情情情情

でごでごでごでござざざざいます。そのあたりも、マいます。そのあたりも、マいます。そのあたりも、マいます。そのあたりも、マナナナナーのーのーのーの面面面面も含めて、地域のも含めて、地域のも含めて、地域のも含めて、地域の住民住民住民住民やややや企企企企業による業による業による業による快適快適快適快適なななな道道道道路路路路

空空空空間間間間のののの維維維維持持持持、、、、向上向上向上向上にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組み組み組み組みということで、ということで、ということで、ということで、みみみみんなでんなでんなでんなで守ロ守ロ守ロ守ローーーードドドド事業というものも事業というものも事業というものも事業というものも

ごごごござざざざいます。います。います。います。住民住民住民住民のののの方方方方も含めてマも含めてマも含めてマも含めてマナナナナーーーー向上向上向上向上をををを図図図図っていきたいと思っているとこっていきたいと思っているとこっていきたいと思っているとこっていきたいと思っているところろろろでごでごでごでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

それから、それから、それから、それから、草草草草刈刈刈刈り、り、り、り、清掃清掃清掃清掃については、については、については、については、限限限限られたられたられたられた予算予算予算予算の中での中での中での中で工工工工夫をしながらやってまいり夫をしながらやってまいり夫をしながらやってまいり夫をしながらやってまいり

たいと思うわけでごたいと思うわけでごたいと思うわけでごたいと思うわけでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、具具具具体的には今年度から中体的には今年度から中体的には今年度から中体的には今年度から中和和和和幹線幹線幹線幹線におきましてにおきましてにおきましてにおきまして包括包括包括包括

的な的な的な的な維維維維持持持持管管管管理業務を発理業務を発理業務を発理業務を発注注注注しております。この中では、しております。この中では、しております。この中では、しております。この中では、道道道道路路路路のののの巡巡巡巡回回回回パパパパトトトトロロロローーーールルルルも含めて行うも含めて行うも含めて行うも含めて行う

ということ、それから性ということ、それから性ということ、それから性ということ、それから性能能能能発発発発注注注注というというというという形形形形でででで管管管管理水理水理水理水準準準準をををを設設設設定しまして、一定の定しまして、一定の定しまして、一定の定しまして、一定の管管管管理水理水理水理水準準準準をををを求求求求

めるという発めるという発めるという発めるという発注注注注のののの仕方仕方仕方仕方をををを工工工工夫してやっているとこ夫してやっているとこ夫してやっているとこ夫してやっているところろろろもごもごもごもござざざざいます。います。います。います。

今今今今後後後後またいまたいまたいまたいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方法法法法を、またを、またを、またを、また既既既既にやっていることの問にやっていることの問にやっていることの問にやっていることの問題題題題点、そういうことも点、そういうことも点、そういうことも点、そういうことも十十十十分考分考分考分考

慮慮慮慮しまして、発しまして、発しまして、発しまして、発注注注注方方方方法法法法等等等等のののの改善改善改善改善をををを図図図図っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 テテテテーマ性という林まちづくり推進局長からの答弁がありましたけれども、ーマ性という林まちづくり推進局長からの答弁がありましたけれども、ーマ性という林まちづくり推進局長からの答弁がありましたけれども、ーマ性という林まちづくり推進局長からの答弁がありましたけれども、私私私私

はははは広広広広く県く県く県く県民民民民にににに受受受受け入れられるものでなくてはならないと思います。県がけ入れられるものでなくてはならないと思います。県がけ入れられるものでなくてはならないと思います。県がけ入れられるものでなくてはならないと思います。県が勝勝勝勝手手手手にににに決決決決めるのでめるのでめるのでめるので

はなくて、県はなくて、県はなくて、県はなくて、県民民民民からもからもからもからも愛愛愛愛されるようなものにならなくてはいけないと思います。さまされるようなものにならなくてはいけないと思います。さまされるようなものにならなくてはいけないと思います。さまされるようなものにならなくてはいけないと思います。さまざざざざまままま

なななな色色色色で、で、で、で、私私私私も県職員のも県職員のも県職員のも県職員のバッバッバッバッジに使っておられるカジに使っておられるカジに使っておられるカジに使っておられるカララララーも一つではないかと実は思っていまーも一つではないかと実は思っていまーも一つではないかと実は思っていまーも一つではないかと実は思っていま

した。そういうものがした。そういうものがした。そういうものがした。そういうものが親親親親ししししみみみみやすいカやすいカやすいカやすいカララララーになってほしいと思います。しかし、それもそーになってほしいと思います。しかし、それもそーになってほしいと思います。しかし、それもそーになってほしいと思います。しかし、それもそ

うだけれど、副知事におうだけれど、副知事におうだけれど、副知事におうだけれど、副知事にお考考考考えをお聞きしたいのですが、県でどのようにえをお聞きしたいのですが、県でどのようにえをお聞きしたいのですが、県でどのようにえをお聞きしたいのですが、県でどのように取取取取りりりり組組組組んでいこうんでいこうんでいこうんでいこう

かというものをかというものをかというものをかというものを追求追求追求追求していくと、こうしていこうかという思いがあったほうがいいのかとしていくと、こうしていこうかという思いがあったほうがいいのかとしていくと、こうしていこうかという思いがあったほうがいいのかとしていくと、こうしていこうかという思いがあったほうがいいのかと

思うのですけれど、また思うのですけれど、また思うのですけれど、また思うのですけれど、また後後後後でででで述べ述べ述べ述べていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

あと、観光あと、観光あと、観光あと、観光キャキャキャキャンンンンペペペペーンに関しまして、ーンに関しまして、ーンに関しまして、ーンに関しまして、特特特特にににに冬冬冬冬場場場場の観光の観光の観光の観光客誘致客誘致客誘致客誘致については、観光については、観光については、観光については、観光面面面面からからからから

見見見見てもてもてもても課題課題課題課題の一つではあるかと思うのですが、そういうの一つではあるかと思うのですが、そういうの一つではあるかと思うのですが、そういうの一つではあるかと思うのですが、そういう意味意味意味意味でででで予算予算予算予算がががが有有有有効効効効に使われて、に使われて、に使われて、に使われて、計計計計

画画画画どおり物事が進められるのが一どおり物事が進められるのが一どおり物事が進められるのが一どおり物事が進められるのが一番番番番望望望望ましいわけですし、そのことが例えばおっしましいわけですし、そのことが例えばおっしましいわけですし、そのことが例えばおっしましいわけですし、そのことが例えばおっしゃゃゃゃってってってって
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いたいたいたいた春春春春日大日大日大日大社社社社の造の造の造の造替替替替のときとか、のときとか、のときとか、のときとか、藤藤藤藤原原原原不比不比不比不比等等等等没没没没後後後後１，３００年とか、さま１，３００年とか、さま１，３００年とか、さま１，３００年とか、さまざざざざまな奈良県にまな奈良県にまな奈良県にまな奈良県に

合合合合ったとこったとこったとこったところろろろにににに結結結結びびびびつけていくことがこのつけていくことがこのつけていくことがこのつけていくことがこの予算予算予算予算のののの狙狙狙狙いでもあるかと思うので、いでもあるかと思うので、いでもあるかと思うので、いでもあるかと思うので、ぜひぜひぜひぜひともともともとも有有有有

効効効効的活的活的活的活用用用用をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。写真写真写真写真とかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろなななな広広広広報報報報もももも考考考考えておられますけれど、えておられますけれど、えておられますけれど、えておられますけれど、

ぜひぜひぜひぜひとも県とも県とも県とも県民民民民にににに限限限限ららららずずずず県県県県内外内外内外内外のののの方方方方にも、そのにも、そのにも、そのにも、その辺辺辺辺はははは広広広広くくくくＰＲＰＲＰＲＰＲしてほしいと思っております。してほしいと思っております。してほしいと思っております。してほしいと思っております。

道道道道路路路路のことですけれど、今答弁ありましたように、いや、実は知っていますということのことですけれど、今答弁ありましたように、いや、実は知っていますということのことですけれど、今答弁ありましたように、いや、実は知っていますということのことですけれど、今答弁ありましたように、いや、実は知っていますということ

で、やはりで、やはりで、やはりで、やはり富雄富雄富雄富雄インインインインタタタターーーーチェチェチェチェンジのごンジのごンジのごンジのごみみみみのののの多多多多さは、さは、さは、さは、通通通通るるるる人人人人は皆それぞれは皆それぞれは皆それぞれは皆それぞれ感じ感じ感じ感じておられるとておられるとておられるとておられると

思います。これは、だから思います。これは、だから思います。これは、だから思います。これは、だから誰誰誰誰がどうしなくてはいけないかは、またがどうしなくてはいけないかは、またがどうしなくてはいけないかは、またがどうしなくてはいけないかは、また判断判断判断判断してもらったらいしてもらったらいしてもらったらいしてもらったらい

いと思うのですけれども、やはり何となくいと思うのですけれども、やはり何となくいと思うのですけれども、やはり何となくいと思うのですけれども、やはり何となくハエハエハエハエをををを追追追追ったようなことで、すぐにまたったようなことで、すぐにまたったようなことで、すぐにまたったようなことで、すぐにまた同同同同じじじじここここ

とのとのとのとの繰繰繰繰りりりり返返返返しになることについて、どうしたらマしになることについて、どうしたらマしになることについて、どうしたらマしになることについて、どうしたらマナナナナーーーー向上向上向上向上につながるのか、やはり思うのにつながるのか、やはり思うのにつながるのか、やはり思うのにつながるのか、やはり思うの

は、きれいなとこは、きれいなとこは、きれいなとこは、きれいなところろろろにはなかなかにはなかなかにはなかなかにはなかなか捨捨捨捨てがたい、てがたい、てがたい、てがたい、捨捨捨捨ててあるからててあるからててあるからててあるから捨捨捨捨てやすいということが言てやすいということが言てやすいということが言てやすいということが言

えると思います。そこらえると思います。そこらえると思います。そこらえると思います。そこら辺辺辺辺をををを心心心心して、して、して、して、感じ感じ感じ感じておられるのならておられるのならておられるのならておられるのなら捨捨捨捨てにくいてにくいてにくいてにくい状況状況状況状況をををを是是是是非非非非ともつともつともつともつ

くってほしいとお願いしておきます。くってほしいとお願いしておきます。くってほしいとお願いしておきます。くってほしいとお願いしておきます。

○松谷副知事○松谷副知事○松谷副知事○松谷副知事 安井委員から、イメージカ安井委員から、イメージカ安井委員から、イメージカ安井委員から、イメージカララララーというーというーというーという意味意味意味意味でいうと、まちづくりのイメーでいうと、まちづくりのイメーでいうと、まちづくりのイメーでいうと、まちづくりのイメー

ジカジカジカジカララララーと、県のカーと、県のカーと、県のカーと、県のカララララーのようなものがあって、安井委員はどちらかというと県のカーのようなものがあって、安井委員はどちらかというと県のカーのようなものがあって、安井委員はどちらかというと県のカーのようなものがあって、安井委員はどちらかというと県のカララララーーーー

についておっしについておっしについておっしについておっしゃゃゃゃっていただいているように思います。っていただいているように思います。っていただいているように思います。っていただいているように思います。

林まちづくり推進局長からも林まちづくり推進局長からも林まちづくり推進局長からも林まちづくり推進局長からも話話話話を聞きましたけれど、今までどこでを聞きましたけれど、今までどこでを聞きましたけれど、今までどこでを聞きましたけれど、今までどこで決決決決まったのか、国まったのか、国まったのか、国まったのか、国民民民民

体体体体育育育育大会に行くときは大会に行くときは大会に行くときは大会に行くときは結構蘇芳結構蘇芳結構蘇芳結構蘇芳色色色色ををををユニホユニホユニホユニホーーーームムムムに使ったりもしていますし、に使ったりもしていますし、に使ったりもしていますし、に使ったりもしていますし、蘇芳蘇芳蘇芳蘇芳色色色色というというというという

のは、のは、のは、のは、恐恐恐恐らく正らく正らく正らく正倉院倉院倉院倉院宝宝宝宝物の中にス物の中にス物の中にス物の中にスホウホウホウホウの木というのがあって、奈良の木というのがあって、奈良の木というのがあって、奈良の木というのがあって、奈良時時時時代に伝代に伝代に伝代に伝来来来来したらしいしたらしいしたらしいしたらしい

ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、非常非常非常非常にににに重用重用重用重用されたされたされたされた色色色色らしいです。そんなこともあって、奈良県でもそういらしいです。そんなこともあって、奈良県でもそういらしいです。そんなこともあって、奈良県でもそういらしいです。そんなこともあって、奈良県でもそうい

うううう色色色色を使っているのかとを使っているのかとを使っているのかとを使っているのかと勝勝勝勝手手手手に思っております。おっしに思っております。おっしに思っております。おっしに思っております。おっしゃゃゃゃっていただいているように、県っていただいているように、県っていただいているように、県っていただいているように、県

民民民民にににに受受受受け入れられるけ入れられるけ入れられるけ入れられる色色色色はあると思います。はあると思います。はあると思います。はあると思います。私私私私も県も県も県も県庁生庁生庁生庁生活３０年活３０年活３０年活３０年以上以上以上以上していますけれど、県していますけれど、県していますけれど、県していますけれど、県

庁庁庁庁ののののバッバッバッバッジをつけているので、このジをつけているので、このジをつけているので、このジをつけているので、この色色色色にににに愛愛愛愛着着着着はありますけれど、できるだけ皆さんにはありますけれど、できるだけ皆さんにはありますけれど、できるだけ皆さんにはありますけれど、できるだけ皆さんに受受受受けけけけ

入れられて、それでその入れられて、それでその入れられて、それでその入れられて、それでその色色色色をををを見見見見たら、あっ、奈良県だなとわかってもらえるようなたら、あっ、奈良県だなとわかってもらえるようなたら、あっ、奈良県だなとわかってもらえるようなたら、あっ、奈良県だなとわかってもらえるような色色色色は、は、は、は、

イメージイメージイメージイメージ戦略戦略戦略戦略というというというという意味意味意味意味でいうとでいうとでいうとでいうと非常非常非常非常にににに効果効果効果効果的かと思います。的かと思います。的かと思います。的かと思います。効果効果効果効果的な的な的な的な戦略戦略戦略戦略はははは取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

いくいくいくいく意味意味意味意味があるかと思いますので、があるかと思いますので、があるかと思いますので、があるかと思いますので、ぜひ考ぜひ考ぜひ考ぜひ考えていきたいと思っております。ありがとうごえていきたいと思っております。ありがとうごえていきたいと思っております。ありがとうごえていきたいと思っております。ありがとうご

ざざざざいます。います。います。います。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 今の答弁にもありましたように、そういう今の答弁にもありましたように、そういう今の答弁にもありましたように、そういう今の答弁にもありましたように、そういう意味意味意味意味があるということでごがあるということでごがあるということでごがあるということでござざざざいまいまいまいま

すので、これは総すので、これは総すので、これは総すので、これは総括括括括質問で知事の質問で知事の質問で知事の質問で知事の意見意見意見意見も聞きたいと思っております。も聞きたいと思っております。も聞きたいと思っております。も聞きたいと思っております。ぜひぜひぜひぜひともそのともそのともそのともその辺辺辺辺で、で、で、で、

委員長、よ委員長、よ委員長、よ委員長、よろろろろしくごしくごしくごしくご配慮配慮配慮配慮をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。
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○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 ２点、お尋ねしたいと思います。その他の質問でご２点、お尋ねしたいと思います。その他の質問でご２点、お尋ねしたいと思います。その他の質問でご２点、お尋ねしたいと思います。その他の質問でござざざざいますけれども、１点いますけれども、１点いますけれども、１点いますけれども、１点

はははは道道道道路路路路改改改改良、良、良、良、交交交交差差差差点点点点改改改改良にな良にな良にな良になろろろろうかと思いますけれども、県うかと思いますけれども、県うかと思いますけれども、県うかと思いますけれども、県庁庁庁庁からからからから北北北北に進んでいきますとに進んでいきますとに進んでいきますとに進んでいきますと

般般般般若寺若寺若寺若寺のののの交交交交差差差差点がご点がご点がご点がござざざざいます。柳います。柳います。柳います。柳生生生生から奈良にから奈良にから奈良にから奈良に向向向向かってかってかってかって来来来来られるられるられるられる方方方方々が、この々が、この々が、この々が、この交交交交差差差差点は点は点は点は非非非非

常常常常にににに混む混む混む混むということもありまして、これまでいということもありまして、これまでいということもありまして、これまでいということもありまして、これまでいろろろろいいいいろろろろ取取取取りりりり組み組み組み組みをしていただいているようをしていただいているようをしていただいているようをしていただいているよう

でごでごでごでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、改改改改めてめてめてめて近隣近隣近隣近隣のののの方方方方から、やはりまだまだから、やはりまだまだから、やはりまだまだから、やはりまだまだ混む混む混む混むというおというおというおというお話話話話もごもごもごもござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。現現現現時時時時点で県はこの点で県はこの点で県はこの点で県はこの交交交交差差差差点についてどのような点についてどのような点についてどのような点についてどのような認認認認識識識識をををを持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるのか、何か今るのか、何か今るのか、何か今るのか、何か今

後後後後、、、、取取取取りりりり組組組組まれることがあればお尋ねしたいと思います。まれることがあればお尋ねしたいと思います。まれることがあればお尋ねしたいと思います。まれることがあればお尋ねしたいと思います。

２点２点２点２点目目目目でごでごでごでござざざざいますけれども、ちいますけれども、ちいますけれども、ちいますけれども、ちょょょょうど本会議でも議うど本会議でも議うど本会議でも議うど本会議でも議論論論論がありましたけれども、７年がありましたけれども、７年がありましたけれども、７年がありましたけれども、７年後後後後

の東京の東京の東京の東京オオオオリンリンリンリンピピピピックックックック、、、、パラパラパラパラリンリンリンリンピピピピックックックックにににに向向向向けての県のけての県のけての県のけての県の取取取取りりりり組み組み組み組みとしての提案でごとしての提案でごとしての提案でごとしての提案でござざざざいます。います。います。います。

先先先先ほど中ほど中ほど中ほど中西西西西奈良公園室長もおっし奈良公園室長もおっし奈良公園室長もおっし奈良公園室長もおっしゃゃゃゃっておりましたけれども、知事は答弁の中で、っておりましたけれども、知事は答弁の中で、っておりましたけれども、知事は答弁の中で、っておりましたけれども、知事は答弁の中で、記記記記紀・紀・紀・紀・

万万万万葉葉葉葉ププププロロロロジジジジェェェェククククトなど、奈良県トなど、奈良県トなど、奈良県トなど、奈良県へへへへのののの誘客誘客誘客誘客に関してさまに関してさまに関してさまに関してさまざざざざまに思案をされているようでごまに思案をされているようでごまに思案をされているようでごまに思案をされているようでござざざざ

います。一います。一います。一います。一方方方方では、では、では、では、オオオオリンリンリンリンピピピピックックックックとともにとともにとともにとともにパラパラパラパラリンリンリンリンピピピピックックックックということで、健ということで、健ということで、健ということで、健常常常常者の者の者の者の方方方方も、も、も、も、

障障障障害者の害者の害者の害者の方方方方も、奈良県に行っても、奈良県に行っても、奈良県に行っても、奈良県に行ってみみみみようではないかと思っていただけるような発ようではないかと思っていただけるような発ようではないかと思っていただけるような発ようではないかと思っていただけるような発信信信信もももも必要必要必要必要だだだだ

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

１つは、１つは、１つは、１つは、ババババリリリリアアアアフフフフリー化的なもの、あるいはリー化的なもの、あるいはリー化的なもの、あるいはリー化的なもの、あるいはユニユニユニユニババババーーーーササササルルルルデザデザデザデザインと言われるようなインと言われるようなインと言われるようなインと言われるような考考考考

ええええ方方方方のののの取取取取り入れり入れり入れり入れ方方方方です。さらには、今東京都でもやっておられますけれども、です。さらには、今東京都でもやっておられますけれども、です。さらには、今東京都でもやっておられますけれども、です。さらには、今東京都でもやっておられますけれども、道道道道路路路路標標標標示示示示でででで

す。ここ県す。ここ県す。ここ県す。ここ県庁前庁前庁前庁前でも、でも、でも、でも、Ｎａｒａｋｅｎｔｙｏ－ｎｉｓｈｉＮａｒａｋｅｎｔｙｏ－ｎｉｓｈｉＮａｒａｋｅｎｔｙｏ－ｎｉｓｈｉＮａｒａｋｅｎｔｙｏ－ｎｉｓｈｉと書いてあるのです。きのうと書いてあるのです。きのうと書いてあるのです。きのうと書いてあるのです。きのう法法法法

隆隆隆隆寺寺寺寺のののの前前前前をををを通通通通りますと、りますと、りますと、りますと、Ｈｏｒｙｕｊｉ－ｍａｅＨｏｒｙｕｊｉ－ｍａｅＨｏｒｙｕｊｉ－ｍａｅＨｏｒｙｕｊｉ－ｍａｅと書いてあるのです。と書いてあるのです。と書いてあるのです。と書いてあるのです。外外外外国国国国人人人人のののの方方方方に、こに、こに、こに、こ

れを理れを理れを理れを理解解解解してもらえるのでししてもらえるのでししてもらえるのでししてもらえるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。法隆法隆法隆法隆寺寺寺寺という名という名という名という名前前前前はははは恐恐恐恐らくわかるかもしれませんけらくわかるかもしれませんけらくわかるかもしれませんけらくわかるかもしれませんけ

れど、正確にはれど、正確にはれど、正確にはれど、正確にはＨｏｒｙｕｊｉＨｏｒｙｕｊｉＨｏｒｙｕｊｉＨｏｒｙｕｊｉとは言わないと思いますし、とは言わないと思いますし、とは言わないと思いますし、とは言わないと思いますし、転転転転害害害害門門門門のののの前前前前もそうですし、こもそうですし、こもそうですし、こもそうですし、こ

ういったとこういったとこういったとこういったところろろろが、たくさんあると思います。が、たくさんあると思います。が、たくさんあると思います。が、たくさんあると思います。

全てを全てを全てを全てを変変変変えるというのは大えるというのは大えるというのは大えるというのは大変変変変なおなおなおなお話話話話かもわかりませんけれども、７年かもわかりませんけれども、７年かもわかりませんけれども、７年かもわかりませんけれども、７年後後後後にににに向向向向けて、奈良けて、奈良けて、奈良けて、奈良

県がそういった県がそういった県がそういった県がそういった広広広広いいいい意味意味意味意味でのおでのおでのおでのお迎迎迎迎えするえするえするえする準準準準備備備備をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろなななな角角角角度から度から度から度から検討検討検討検討されて、一度にはされて、一度にはされて、一度にはされて、一度には

大大大大変変変変でしでしでしでしょょょょうから、一つ一つうから、一つ一つうから、一つ一つうから、一つ一つ改善改善改善改善していけるとこしていけるとこしていけるとこしていけるところろろろがあればがあればがあればがあれば改善改善改善改善していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるのでがあるのでがあるのでがあるので

はないかと思っておりまして、そのはないかと思っておりまして、そのはないかと思っておりまして、そのはないかと思っておりまして、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろのののの考考考考ええええ方方方方について、どなたかごについて、どなたかごについて、どなたかごについて、どなたかご所見所見所見所見をいたをいたをいたをいた

だければと思います。だければと思います。だければと思います。だければと思います。

○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長 国国国国道道道道３３３３６６６６９９９９号号号号のののの般般般般若寺付近若寺付近若寺付近若寺付近のののの渋滞渋滞渋滞渋滞についてご質問がありましたので、についてご質問がありましたので、についてご質問がありましたので、についてご質問がありましたので、

お答えいたします。お答えいたします。お答えいたします。お答えいたします。

委員ご指委員ご指委員ご指委員ご指摘摘摘摘のとおり、国のとおり、国のとおり、国のとおり、国道道道道３３３３６６６６９９９９号号号号のののの般般般般若寺交若寺交若寺交若寺交差差差差点は、奈良点は、奈良点は、奈良点は、奈良市市市市東東東東北北北北部から部から部から部から来来来来るるるる車両車両車両車両もそもそもそもそ

うですが、京都うですが、京都うですが、京都うですが、京都府府府府からからからから来来来来るるるる車両車両車両車両とがとがとがとが合合合合流流流流しておりまして、それによってしておりまして、それによってしておりまして、それによってしておりまして、それによって非常非常非常非常に大きなに大きなに大きなに大きな渋滞渋滞渋滞渋滞
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箇箇箇箇所所所所になっていることはになっていることはになっていることはになっていることは認認認認識識識識しています。しています。しています。しています。

これまでにも、すぐできる対これまでにも、すぐできる対これまでにも、すぐできる対これまでにも、すぐできる対策策策策としては、としては、としては、としては、用用用用地地地地買買買買収を収を収を収を伴伴伴伴わないわないわないわない範囲範囲範囲範囲でででで少少少少しししし線線線線をををを引引引引きききき直直直直しししし

て、て、て、て、若若若若干干干干ですけれどですけれどですけれどですけれど右折レ右折レ右折レ右折レーンをーンをーンをーンを延延延延ばしたりとか、あるいはばしたりとか、あるいはばしたりとか、あるいはばしたりとか、あるいは交交交交差差差差点の点の点の点の容容容容量量量量をををを上上上上げるためにげるためにげるためにげるために

交交交交差差差差点全体を点全体を点全体を点全体をココココンンンンパクパクパクパクトにしていくという対トにしていくという対トにしていくという対トにしていくという対策策策策をやってきておりますけれども、あくまでをやってきておりますけれども、あくまでをやってきておりますけれども、あくまでをやってきておりますけれども、あくまで

もこれはできるもこれはできるもこれはできるもこれはできる範囲範囲範囲範囲でできることをやっているということですので、これだけででできることをやっているということですので、これだけででできることをやっているということですので、これだけででできることをやっているということですので、これだけで抜抜抜抜本的な本的な本的な本的な

対対対対策策策策にににに至至至至っているとはっているとはっているとはっているとは認認認認識識識識しておりません。今しておりません。今しておりません。今しておりません。今後後後後も何らかのことをも何らかのことをも何らかのことをも何らかのことを考考考考えていかないといけえていかないといけえていかないといけえていかないといけ

ないのかとは思っているのですが、その一ないのかとは思っているのですが、その一ないのかとは思っているのですが、その一ないのかとは思っているのですが、その一方方方方で、で、で、で、般般般般若寺若寺若寺若寺のののの交交交交差差差差点から県点から県点から県点から県庁庁庁庁東東東東交交交交差差差差点にかけ点にかけ点にかけ点にかけ

て、歴史的な建造物を含めてて、歴史的な建造物を含めてて、歴史的な建造物を含めてて、歴史的な建造物を含めて市街市街市街市街地が地が地が地がずずずずっとっとっとっと連連連連担担担担しているとこしているとこしているとこしているところろろろですので、実ですので、実ですので、実ですので、実際際際際問問問問題題題題としとしとしとし

て、そこをて、そこをて、そこをて、そこを拡拡拡拡幅幅幅幅してしてしてして交通容交通容交通容交通容量量量量をををを上上上上げていくことがげていくことがげていくことがげていくことが非常非常非常非常にやりにくいということも事実であにやりにくいということも事実であにやりにくいということも事実であにやりにくいということも事実であ

ります。ります。ります。ります。

そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況で、またこので、またこので、またこので、またこの道道道道路路路路は、は、は、は、ずずずずっとっとっとっと来来来来て奈良て奈良て奈良て奈良市市市市の中の中の中の中心心心心部を部を部を部を通通通通りますので、そのりますので、そのりますので、そのりますので、その通通通通

過過過過交通交通交通交通を奈良を奈良を奈良を奈良市市市市の中の中の中の中心心心心部、しかも観光地の部、しかも観光地の部、しかも観光地の部、しかも観光地の真真真真ん中をわん中をわん中をわん中をわざざざざわわわわざ通ざ通ざ通ざ通すのかという問すのかという問すのかという問すのかという問題題題題や、や、や、や、最近最近最近最近

鹿鹿鹿鹿ゾゾゾゾーンもーンもーンもーンも設設設設定しておりますけれども、そういう問定しておりますけれども、そういう問定しておりますけれども、そういう問定しておりますけれども、そういう問題題題題もありまして、もありまして、もありまして、もありまして、広広広広域的に域的に域的に域的に見見見見ていくていくていくていく必必必必

要要要要があるかとがあるかとがあるかとがあるかと考考考考えております。またえております。またえております。またえております。また幹線道幹線道幹線道幹線道路路路路をいをいをいをいろろろろいいいいろ整備ろ整備ろ整備ろ整備しておりますけれども、今しておりますけれども、今しておりますけれども、今しておりますけれども、今後後後後、、、、

道道道道路路路路ネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク全体としての全体としての全体としての全体としての整備整備整備整備のののの状況状況状況状況、それを、それを、それを、それを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた交通交通交通交通のののの流流流流れをれをれをれを見見見見ながらながらながらながら検討検討検討検討しししし

ていくていくていくていく必要必要必要必要があるだがあるだがあるだがあるだろろろろうとうとうとうと考考考考えております。えております。えております。えております。以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。

○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 ババババリリリリアアアアフフフフリーの今リーの今リーの今リーの今後後後後の進めの進めの進めの進め方方方方、、、、考考考考ええええ方方方方、それについてどうかという、それについてどうかという、それについてどうかという、それについてどうかという

ことと、東京ことと、東京ことと、東京ことと、東京オオオオリンリンリンリンピピピピックックックックをををを目目目目指してということでご指してということでご指してということでご指してということでござざざざいます。それと、あと案います。それと、あと案います。それと、あと案います。それと、あと案内内内内標識標識標識標識、、、、

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっているのはっているのはっているのはっているのは英語版英語版英語版英語版ということで、これもということで、これもということで、これもということで、これもオオオオリンリンリンリンピピピピックックックックをををを目目目目指してどうしていく指してどうしていく指してどうしていく指してどうしていく

のかというご質問でごのかというご質問でごのかというご質問でごのかというご質問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１点１点１点１点目目目目でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ババババリリリリアアアアフフフフリーにつきましては、リーにつきましては、リーにつきましては、リーにつきましては、当然バ当然バ当然バ当然バリリリリアアアアフフフフリー基本リー基本リー基本リー基本構構構構想想想想

をををを策策策策定しまして、それに基づいて観光地定しまして、それに基づいて観光地定しまして、それに基づいて観光地定しまして、それに基づいて観光地等等等等ももももエエエエリリリリアアアアの中に入れまして、そうしたとこの中に入れまして、そうしたとこの中に入れまして、そうしたとこの中に入れまして、そうしたところろろろのののの

ババババリリリリアアアアフフフフリーの事業を進めていくというとこリーの事業を進めていくというとこリーの事業を進めていくというとこリーの事業を進めていくというところろろろ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、現在現在現在現在橿橿橿橿原原原原市市市市、、、、葛葛葛葛城城城城市市市市、大、大、大、大

和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市ででででババババリリリリアアアアフフフフリー基本リー基本リー基本リー基本構構構構想想想想がががが策策策策定されておりまして、定されておりまして、定されておりまして、定されておりまして、河河河河合合合合町町町町については今、については今、については今、については今、策策策策定中定中定中定中

でごでごでごでござざざざいます。それと奈良います。それと奈良います。それと奈良います。それと奈良市市市市につきましても、今、につきましても、今、につきましても、今、につきましても、今、協協協協議会が立ち議会が立ち議会が立ち議会が立ち上上上上がりまして、がりまして、がりまして、がりまして、着手着手着手着手したしたしたした

とことことことこ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。当然当然当然当然安安安安心心心心できるできるできるできる歩歩歩歩行行行行空空空空間間間間ということでということでということでということで通通通通学学学学路路路路とあわせまして、観光とあわせまして、観光とあわせまして、観光とあわせまして、観光

等等等等によるによるによるによる来来来来訪訪訪訪者の者の者の者の移動移動移動移動に関して、に関して、に関して、に関して、世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産等等等等のののの来来来来訪訪訪訪者が者が者が者が多多多多い、観光地い、観光地い、観光地い、観光地等等等等のののの最最最最寄りの寄りの寄りの寄りの鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅

やややや駐駐駐駐車車車車場場場場など、観光地など、観光地など、観光地など、観光地へへへへのののの経経経経路路路路や観光地や観光地や観光地や観光地相互相互相互相互をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ経経経経路路路路を対象として、事業を進めていを対象として、事業を進めていを対象として、事業を進めていを対象として、事業を進めてい

くくくく予予予予定でご定でご定でご定でござざざざいます。います。います。います。

それと、もう１点はそれと、もう１点はそれと、もう１点はそれと、もう１点は道道道道路路路路案案案案内内内内標識標識標識標識のののの英語英語英語英語表示表示表示表示でごでごでごでござざざざいますが、奈良県では平成１３年４いますが、奈良県では平成１３年４いますが、奈良県では平成１３年４いますが、奈良県では平成１３年４
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月に、月に、月に、月に、道道道道路路路路案案案案内内内内標識標識標識標識へへへへの指の指の指の指針針針針であるやさしい奈良のであるやさしい奈良のであるやさしい奈良のであるやさしい奈良の道道道道案案案案内内内内をををを策策策策定しております。これに基定しております。これに基定しております。これに基定しております。これに基

づきまして、づきまして、づきまして、づきまして、現在現在現在現在、、、、整備整備整備整備を進めてきているとこを進めてきているとこを進めてきているとこを進めてきているところろろろでごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、既既既既にこの指にこの指にこの指にこの指針針針針の中での中での中での中で英英英英

語語語語表示表示表示表示はうたわれておりまして、はうたわれておりまして、はうたわれておりまして、はうたわれておりまして、英語英語英語英語表示表示表示表示をどんどん進めているとこをどんどん進めているとこをどんどん進めているとこをどんどん進めているところろろろでごでごでごでござざざざいます。そいます。そいます。そいます。そ

れれれれ以前以前以前以前のののの分分分分につきましては、今につきましては、今につきましては、今につきましては、今後後後後できるだけできるだけできるだけできるだけ早早早早いうちにいうちにいうちにいうちに英語英語英語英語表示表示表示表示にににに変変変変えるようにえるようにえるようにえるように整備整備整備整備してしてしてして

いきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以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。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 般般般般若寺若寺若寺若寺のののの交交交交差差差差点につきましては、点につきましては、点につきましては、点につきましては、抜抜抜抜本的ではないというお本的ではないというお本的ではないというお本的ではないというお話話話話がごがごがごがござざざざいました。いました。いました。いました。

やはりできるとこやはりできるとこやはりできるとこやはりできるところろろろはやっていただくことで進めていただきたいのでありますけれども、はやっていただくことで進めていただきたいのでありますけれども、はやっていただくことで進めていただきたいのでありますけれども、はやっていただくことで進めていただきたいのでありますけれども、

ちちちちょょょょうど奈良うど奈良うど奈良うど奈良市市市市も今も今も今も今後後後後、例えば柳、例えば柳、例えば柳、例えば柳生生生生・・・・剣豪剣豪剣豪剣豪のののの里里里里へへへへの観光の観光の観光の観光誘致誘致誘致誘致、あるいは月、あるいは月、あるいは月、あるいは月ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬は、は、は、は、梅梅梅梅林だ林だ林だ林だ

けではないよということで観光けではないよということで観光けではないよということで観光けではないよということで観光誘致誘致誘致誘致をするようでごをするようでごをするようでごをするようでござざざざいます。それをいます。それをいます。それをいます。それを考考考考えると、奈良えると、奈良えると、奈良えると、奈良市市市市中中中中

心心心心部からも部からも部からも部からも近近近近くて、くて、くて、くて、非常非常非常非常にににに自然自然自然自然豊豊豊豊かな地域でごかな地域でごかな地域でごかな地域でござざざざいますので、そういったとこいますので、そういったとこいますので、そういったとこいますので、そういったところろろろにもどんにもどんにもどんにもどん

どん行ってもらいたいと思いますし、奈良公園からどん行ってもらいたいと思いますし、奈良公園からどん行ってもらいたいと思いますし、奈良公園からどん行ってもらいたいと思いますし、奈良公園から少少少少しししし足足足足をををを運運運運んでいただくと月んでいただくと月んでいただくと月んでいただくと月ヶ瀬温泉ヶ瀬温泉ヶ瀬温泉ヶ瀬温泉

もあるので、県としてのいもあるので、県としてのいもあるので、県としてのいもあるので、県としてのいろろろろいいいいろろろろなこれからのなこれからのなこれからのなこれからの戦略戦略戦略戦略も奈良も奈良も奈良も奈良市市市市の東部地域にはあるかとの東部地域にはあるかとの東部地域にはあるかとの東部地域にはあるかと感じ感じ感じ感じ

ておりまして、そんなことも含めて、ておりまして、そんなことも含めて、ておりまして、そんなことも含めて、ておりまして、そんなことも含めて、道道道道路路路路渋滞渋滞渋滞渋滞等等等等が発が発が発が発生生生生しないように、しないように、しないように、しないように、極力意極力意極力意極力意識識識識をををを持持持持ってってってって

いただいてお願いしたいと思います。いただいてお願いしたいと思います。いただいてお願いしたいと思います。いただいてお願いしたいと思います。

もう１点の、２０２０年にもう１点の、２０２０年にもう１点の、２０２０年にもう１点の、２０２０年に向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組み組み組み組みでごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、道道道道路路路路標標標標示示示示をををを変変変変えていただえていただえていただえていただ

いているということでごいているということでごいているということでごいているということでござざざざいますが、せめて観光地として、いますが、せめて観光地として、いますが、せめて観光地として、いますが、せめて観光地として、法隆法隆法隆法隆寺寺寺寺はははは最最最最たるとこたるとこたるとこたるところろろろでごでごでごでござざざざ

いまして、きのういまして、きのういまして、きのういまして、きのう見見見見てててて唖唖唖唖然然然然としましたけれども、としましたけれども、としましたけれども、としましたけれども、Ｈｏｒｙｕｊｉ－ｍａｅＨｏｒｙｕｊｉ－ｍａｅＨｏｒｙｕｊｉ－ｍａｅＨｏｒｙｕｊｉ－ｍａｅと書いてあるのと書いてあるのと書いてあるのと書いてあるの

です。これは、です。これは、です。これは、です。これは、外外外外国国国国人人人人のののの方方方方のののの目目目目にはどうにはどうにはどうにはどう映映映映るのだるのだるのだるのだろろろろうとうとうとうと感じ感じ感じ感じておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、順順順順番番番番もあるかもあるかもあるかもあるか

と思いますが、今やもうネと思いますが、今やもうネと思いますが、今やもうネと思いますが、今やもうネッッッットトトト時時時時代ですから、代ですから、代ですから、代ですから、特特特特にそういうとこにそういうとこにそういうとこにそういうところろろろは、は、は、は、外外外外国国国国人人人人の観光の観光の観光の観光客客客客がががが

来来来来たときにいたときにいたときにいたときにいろろろろいいいいろ広ろ広ろ広ろ広がっていくと思います。奈良県、日本はちがっていくと思います。奈良県、日本はちがっていくと思います。奈良県、日本はちがっていくと思います。奈良県、日本はちょょょょっと理っと理っと理っと理解解解解できないといできないといできないといできないとい

うううう間間間間違違違違った発った発った発った発信信信信をされてしまうと、もったいないというをされてしまうと、もったいないというをされてしまうと、もったいないというをされてしまうと、もったいないという気気気気がいたしましたので、できましがいたしましたので、できましがいたしましたので、できましがいたしましたので、できまし

たらたらたらたら主主主主要要要要なとこなとこなとこなところろろろからからからから速速速速やかにやかにやかにやかに表示表示表示表示のののの変変変変更更更更を、７年を、７年を、７年を、７年後後後後にににに向向向向けてお願いしたいと思います。けてお願いしたいと思います。けてお願いしたいと思います。けてお願いしたいと思います。

その関その関その関その関連連連連でごでごでごでござざざざいますけれども、本会議でもいますけれども、本会議でもいますけれども、本会議でもいますけれども、本会議でも申申申申しししし上上上上げましたけれど、げましたけれど、げましたけれど、げましたけれど、近近近近鉄鉄鉄鉄大大大大和西和西和西和西大大大大寺寺寺寺駅駅駅駅

の問の問の問の問題題題題ではないですが、平ではないですが、平ではないですが、平ではないですが、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡が国が国が国が国営営営営公園化されますと、公園化されますと、公園化されますと、公園化されますと、先先先先ほど梶川委員からほど梶川委員からほど梶川委員からほど梶川委員から話話話話がありがありがありがあり

ましたように、第一次大ましたように、第一次大ましたように、第一次大ましたように、第一次大極殿極殿極殿極殿までまでまでまで歩歩歩歩いていかれるいていかれるいていかれるいていかれる方方方方がががが多多多多いです。このいです。このいです。このいです。この夏夏夏夏も、も、も、も、天天天天平平平平祭祭祭祭夏夏夏夏２０２０２０２０

１３がご１３がご１３がご１３がござざざざいました。いました。いました。いました。夜夜夜夜間間間間です。ほとんどがです。ほとんどがです。ほとんどがです。ほとんどが北北北北口口口口からのからのからのからの動動動動線線線線です。あそこはです。あそこはです。あそこはです。あそこはババババリリリリアアアアフフフフリーリーリーリー

になっているかというと、もうすごいです。になっているかというと、もうすごいです。になっているかというと、もうすごいです。になっているかというと、もうすごいです。歩道歩道歩道歩道ももももずずずずっとっとっとっと角角角角度がついていますので、度がついていますので、度がついていますので、度がついていますので、恐恐恐恐らららら

くくくく障障障障害者の害者の害者の害者の方方方方や、つえをついたや、つえをついたや、つえをついたや、つえをついた方方方方々が々が々が々が真真真真っすぐっすぐっすぐっすぐ歩歩歩歩けないけないけないけない状況状況状況状況がありますし、さらにがありますし、さらにがありますし、さらにがありますし、さらに狭狭狭狭いといといといと

いうこともあります。奈良いうこともあります。奈良いうこともあります。奈良いうこともあります。奈良市市市市はははは駅駅駅駅前広場前広場前広場前広場をををを広広広広げますと、あと５年でやりますということでげますと、あと５年でやりますということでげますと、あと５年でやりますということでげますと、あと５年でやりますということで

ごごごござざざざいまして、県もいまして、県もいまして、県もいまして、県も認認認認可可可可されておりますけれども、県としてもそういうされておりますけれども、県としてもそういうされておりますけれども、県としてもそういうされておりますけれども、県としてもそういう主主主主要要要要なとこなとこなとこなところろろろが、が、が、が、
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７年７年７年７年後後後後にはどうなっているのだということも含めて答弁をお願いしたい思います。にはどうなっているのだということも含めて答弁をお願いしたい思います。にはどうなっているのだということも含めて答弁をお願いしたい思います。にはどうなっているのだということも含めて答弁をお願いしたい思います。

加えて、ほとんど加えて、ほとんど加えて、ほとんど加えて、ほとんど英語英語英語英語表表表表記記記記がごがごがごがござざざざいませんので、大いませんので、大いませんので、大いませんので、大極殿極殿極殿極殿に行くとに行くとに行くとに行くと外外外外国国国国人人人人のののの方方方方はそんなにはそんなにはそんなにはそんなに

見見見見ないです。ないです。ないです。ないです。恐恐恐恐らくらくらくらくババババスでは入っていらっしスでは入っていらっしスでは入っていらっしスでは入っていらっしゃゃゃゃるかもわかりませんけれど、るかもわかりませんけれど、るかもわかりませんけれど、るかもわかりませんけれど、歩歩歩歩いていらっいていらっいていらっいていらっ

ししししゃゃゃゃるのは日本るのは日本るのは日本るのは日本人人人人ばかりでごばかりでごばかりでごばかりでござざざざいます。います。います。います。恐恐恐恐らくらくらくらく駅駅駅駅をおりて、どこに行ったらいいのかといをおりて、どこに行ったらいいのかといをおりて、どこに行ったらいいのかといをおりて、どこに行ったらいいのかとい

うとこうとこうとこうところろろろからからからから始始始始まるのだまるのだまるのだまるのだろろろろうと思います。うと思います。うと思います。うと思います。少少少少し南し南し南し南側側側側には観光案には観光案には観光案には観光案内内内内板板板板もつけていただいていもつけていただいていもつけていただいていもつけていただいてい

るようでごるようでごるようでごるようでござざざざいますが、そういう観点で、７年いますが、そういう観点で、７年いますが、そういう観点で、７年いますが、そういう観点で、７年後後後後にはこことここにはにはこことここにはにはこことここにはにはこことここには来来来来てもらいたいと、てもらいたいと、てもらいたいと、てもらいたいと、

そのためには何がそのためには何がそのためには何がそのためには何が必要必要必要必要だというだというだというだという戦略戦略戦略戦略を今からを今からを今からを今から練練練練っておくっておくっておくっておくべべべべきではないかと思っておりますきではないかと思っておりますきではないかと思っておりますきではないかと思っております

ので、そのので、そのので、そのので、その辺辺辺辺の何かごの何かごの何かごの何かご所見所見所見所見がごがごがごがござざざざいましたら、県土マネジメント部長にご答弁いただけれいましたら、県土マネジメント部長にご答弁いただけれいましたら、県土マネジメント部長にご答弁いただけれいましたら、県土マネジメント部長にご答弁いただけれ

ばと思っております。ばと思っております。ばと思っております。ばと思っております。

○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 先先先先ほどほどほどほど道道道道路路路路環境環境環境環境課課課課長からも答弁がありましたけれども、長からも答弁がありましたけれども、長からも答弁がありましたけれども、長からも答弁がありましたけれども、道道道道

路路路路標識標識標識標識に関しては奈良県は、に関しては奈良県は、に関しては奈良県は、に関しては奈良県は、先先先先進的な進的な進的な進的な取取取取りりりり組み組み組み組みをやってきたとこをやってきたとこをやってきたとこをやってきたところろろろでごでごでごでござざざざいます。それで、います。それで、います。それで、います。それで、

２０２０年東京２０２０年東京２０２０年東京２０２０年東京オオオオリンリンリンリンピピピピックックックックまであと７年、もうあっというまであと７年、もうあっというまであと７年、もうあっというまであと７年、もうあっという間間間間にににに来来来来ますけれども、やはりますけれども、やはりますけれども、やはりますけれども、やはり

オオオオリンリンリンリンピピピピックックックックを東京都だけのものではなくて、日本全国、奈良県にもを東京都だけのものではなくて、日本全国、奈良県にもを東京都だけのものではなくて、日本全国、奈良県にもを東京都だけのものではなくて、日本全国、奈良県にも効果効果効果効果をををを持持持持ってきたいってきたいってきたいってきたい

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。鹿鹿鹿鹿ゾゾゾゾーンでーンでーンでーンで道道道道路路路路のののの標識標識標識標識などもなどもなどもなども変変変変えてまいりますし、えてまいりますし、えてまいりますし、えてまいりますし、ぜひぜひぜひぜひ積積積積極極極極的に的に的に的に道道道道路路路路

標識標識標識標識もももも主主主主要要要要ななななポポポポイント、イント、イント、イント、変変変変えられるとこえられるとこえられるとこえられるところろろろからからからから変変変変えていきたいと思っています。えていきたいと思っています。えていきたいと思っています。えていきたいと思っています。

また、また、また、また、歩歩歩歩くとこくとこくとこくところろろろが、おっしが、おっしが、おっしが、おっしゃゃゃゃるようになかなか案るようになかなか案るようになかなか案るようになかなか案内内内内ができていない部ができていない部ができていない部ができていない部分分分分もあります。もあります。もあります。もあります。

私私私私も土も土も土も土曜曜曜曜日に日に日に日に若草若草若草若草山に行ったのですけれども、知事公山に行ったのですけれども、知事公山に行ったのですけれども、知事公山に行ったのですけれども、知事公舎舎舎舎からからからから吉城吉城吉城吉城園のとこ園のとこ園のとこ園のところろろろでまででまででまででまで来来来来てててて引引引引

きききき返返返返すすすす人人人人が何が何が何が何人人人人もいて、例えばああいうとこもいて、例えばああいうとこもいて、例えばああいうとこもいて、例えばああいうところろろろにににに歩歩歩歩行者行者行者行者用用用用の地の地の地の地図図図図があったらいいのかとかがあったらいいのかとかがあったらいいのかとかがあったらいいのかとか

いいいいろろろろいいいいろろろろ思いますし、思いますし、思いますし、思いますし、歩歩歩歩行者行者行者行者用用用用の地の地の地の地図図図図は、今まで奈良公園中は、今まで奈良公園中は、今まで奈良公園中は、今まで奈良公園中心心心心、あるいは県、あるいは県、あるいは県、あるいは県庁周辺庁周辺庁周辺庁周辺でやっでやっでやっでやっ

てまいりましたけれども、平てまいりましたけれども、平てまいりましたけれども、平てまいりましたけれども、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡域においても今、域においても今、域においても今、域においても今、取取取取りつけがりつけがりつけがりつけが始始始始まっておりますので、まっておりますので、まっておりますので、まっておりますので、

そういったそういったそういったそういった動動動動線線線線をををを意意意意識識識識した案した案した案した案内内内内標識標識標識標識などをなどをなどをなどをぜひぜひぜひぜひするように、部を挙げて進めたいと思いまするように、部を挙げて進めたいと思いまするように、部を挙げて進めたいと思いまするように、部を挙げて進めたいと思いま

す。よす。よす。よす。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。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。終終終終わります。わります。わります。わります。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 ３点お聞きしたいと思います。３点お聞きしたいと思います。３点お聞きしたいと思います。３点お聞きしたいと思います。

ままままずずずず１点１点１点１点目目目目は、は、は、は、富雄富雄富雄富雄川の川の川の川の流流流流域対域対域対域対策策策策についてです。についてです。についてです。についてです。先先先先日も日も日も日も台風台風台風台風１１１１８８８８号号号号のののの被被被被害がありました害がありました害がありました害がありました

が、が、が、が、富雄富雄富雄富雄川川川川流流流流域は、大域は、大域は、大域は、大雨雨雨雨がががが降降降降るたるたるたるたびびびびに水に水に水に水位位位位がががが上上上上昇昇昇昇してしてしてして危険危険危険危険をををを感じ感じ感じ感じると、たると、たると、たると、たびびびびたたたたびびびび相談相談相談相談が寄が寄が寄が寄

せられます。せられます。せられます。せられます。先先先先日は日は日は日は生生生生駒市駒市駒市駒市高山地高山地高山地高山地区区区区で、大で、大で、大で、大規規規規模模模模なななな道道道道路路路路のののの陥陥陥陥没没没没ですとか田んぼのですとか田んぼのですとか田んぼのですとか田んぼの陥陥陥陥没没没没がががが見見見見らららら

れました。この地れました。この地れました。この地れました。この地区区区区では、では、では、では、以前以前以前以前からからからから雨雨雨雨がががが降降降降るたるたるたるたびびびびにににに砂砂砂砂がががが流流流流れ出ていっていると、あるいはれ出ていっていると、あるいはれ出ていっていると、あるいはれ出ていっていると、あるいは

地地地地面面面面がががが沈沈沈沈むむむむというというというという声声声声をお聞きしていたわけですが、県として、こういったをお聞きしていたわけですが、県として、こういったをお聞きしていたわけですが、県として、こういったをお聞きしていたわけですが、県として、こういった生生生生駒市駒市駒市駒市高山地高山地高山地高山地区区区区

のののの富雄富雄富雄富雄川川川川流流流流域の域の域の域の被被被被害害害害状況状況状況状況をををを把握把握把握把握されていたと思いますが、その点について、されていたと思いますが、その点について、されていたと思いますが、その点について、されていたと思いますが、その点について、現状現状現状現状をお聞きをお聞きをお聞きをお聞き
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しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

同時同時同時同時に、このに、このに、このに、この富雄富雄富雄富雄川川川川流流流流域でいいますと、域でいいますと、域でいいますと、域でいいますと、下流下流下流下流域に域に域に域に当当当当たる例えば安たる例えば安たる例えば安たる例えば安堵堵堵堵町町町町笠笠笠笠目目目目地域ですとか地域ですとか地域ですとか地域ですとか

斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町高安高安高安高安西西西西地域などでも、地域などでも、地域などでも、地域などでも、特特特特にこのにこのにこのにこの数数数数年、年、年、年、雨雨雨雨がががが降降降降るたるたるたるたびびびびに水に水に水に水位位位位上上上上昇昇昇昇がががが激激激激しいと、水がしいと、水がしいと、水がしいと、水が濁濁濁濁

りやすいと、りやすいと、りやすいと、りやすいと、上上上上流流流流で何かで何かで何かで何か起起起起きているのではないかなどのきているのではないかなどのきているのではないかなどのきているのではないかなどの声声声声をお聞きしています。をお聞きしています。をお聞きしています。をお聞きしています。当然当然当然当然、、、、生生生生

駒駒駒駒山山山山麓麓麓麓のののの住住住住宅宅宅宅開発などで開発などで開発などで開発などで保保保保水水水水力力力力がががが落落落落ちていることもあちていることもあちていることもあちていることもあろろろろうかと思いますが、本会議でもたうかと思いますが、本会議でもたうかと思いますが、本会議でもたうかと思いますが、本会議でもた

びびびびたたたたびびびび取取取取りりりり上上上上げられてきたげられてきたげられてきたげられてきた富雄富雄富雄富雄川川川川流流流流域の域の域の域の河河河河川川川川整備整備整備整備がおくれているという問がおくれているという問がおくれているという問がおくれているという問題題題題もあるかと思もあるかと思もあるかと思もあるかと思

います。このいます。このいます。このいます。この富雄富雄富雄富雄川川川川流流流流域の域の域の域の河河河河川川川川整備整備整備整備について、これまでどうについて、これまでどうについて、これまでどうについて、これまでどう取取取取りりりり組組組組んでこられたか、今んでこられたか、今んでこられたか、今んでこられたか、今後後後後

どうどうどうどう取取取取りりりり組組組組もうとされているのかも、あわせてお聞きしておきたいと思います。もうとされているのかも、あわせてお聞きしておきたいと思います。もうとされているのかも、あわせてお聞きしておきたいと思います。もうとされているのかも、あわせてお聞きしておきたいと思います。

２点２点２点２点目目目目は、奈良公園のは、奈良公園のは、奈良公園のは、奈良公園の特区申請特区申請特区申請特区申請についてであります。このほどについてであります。このほどについてであります。このほどについてであります。このほど特区申請特区申請特区申請特区申請がががが認認認認められたこめられたこめられたこめられたこ

とで、今とで、今とで、今とで、今後後後後、、、、特特特特例の例の例の例の内容内容内容内容については国と地については国と地については国と地については国と地方方方方のののの合合合合同同同同協協協協議で議で議で議で決決決決めていくとされています。そめていくとされています。そめていくとされています。そめていくとされています。そ

こで、こで、こで、こで、我我我我々のとこ々のとこ々のとこ々のところろろろは、奈良公園にいは、奈良公園にいは、奈良公園にいは、奈良公園にいろろろろいいいいろろろろと開発をすることについてはと開発をすることについてはと開発をすることについてはと開発をすることについては意見意見意見意見があるといがあるといがあるといがあるとい

うううう声声声声がががが非常非常非常非常にににに強強強強く寄せられています。そこで、このく寄せられています。そこで、このく寄せられています。そこで、このく寄せられています。そこで、この協協協協議の中に議の中に議の中に議の中に市市市市民民民民の代の代の代の代表表表表ですとか、あるですとか、あるですとか、あるですとか、ある

いはいはいはいは周辺住民周辺住民周辺住民周辺住民のののの人人人人たちのたちのたちのたちの意見意見意見意見をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと反映反映反映反映させていくことが大事だとさせていくことが大事だとさせていくことが大事だとさせていくことが大事だと考考考考えておりますえておりますえておりますえております

ので、ので、ので、ので、協協協協議会のメン議会のメン議会のメン議会のメンババババーにーにーにーに市市市市民民民民あるいはあるいはあるいはあるいは近隣住民近隣住民近隣住民近隣住民の代の代の代の代表表表表がどのように入っているのかをおがどのように入っているのかをおがどのように入っているのかをおがどのように入っているのかをお

聞きしておきたいと思います。聞きしておきたいと思います。聞きしておきたいと思います。聞きしておきたいと思います。

もちもちもちもちろろろろん奈良公園については、ん奈良公園については、ん奈良公園については、ん奈良公園については、我我我我々も本会議で々も本会議で々も本会議で々も本会議で若草若草若草若草山の山の山の山の景景景景観や観や観や観や環境環境環境環境のののの保保保保全の全の全の全の際際際際にににに取取取取りりりり上上上上

げたのとげたのとげたのとげたのと同同同同様様様様に、長い歴史をに、長い歴史をに、長い歴史をに、長い歴史を経経経経てててて規制規制規制規制がががが設設設設けられて、そして奈良らしいけられて、そして奈良らしいけられて、そして奈良らしいけられて、そして奈良らしい景景景景観を観を観を観を保保保保全してき全してき全してき全してき

たというたというたというたという経経経経過があると過があると過があると過があると考考考考えております。こういう長い歴史をかけてえております。こういう長い歴史をかけてえております。こういう長い歴史をかけてえております。こういう長い歴史をかけて規制規制規制規制をををを設設設設けられたけられたけられたけられた経経経経過過過過

をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取取取取りりりり組み組み組み組みでなければでなければでなければでなければ認認認認められないと思いますので、その点もめられないと思いますので、その点もめられないと思いますので、その点もめられないと思いますので、その点も踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて

お答えいただきたいと思います。お答えいただきたいと思います。お答えいただきたいと思います。お答えいただきたいと思います。

３点３点３点３点目目目目は、県は、県は、県は、県営プ営プ営プ営プーーーール跡ル跡ル跡ル跡地地地地へへへへののののホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致についてです。についてです。についてです。についてです。午午午午前前前前中も中中も中中も中中も中尾尾尾尾知事公室審議知事公室審議知事公室審議知事公室審議官官官官

に質問がに質問がに質問がに質問が集集集集中していたわけですが、この問中していたわけですが、この問中していたわけですが、この問中していたわけですが、この問題題題題についてはについてはについてはについては我我我我々もかねてより、年々もかねてより、年々もかねてより、年々もかねてより、年間間間間７万７万７万７万人人人人のののの

利用利用利用利用者があった県者があった県者があった県者があった県営プ営プ営プ営プーーーールルルルを一を一を一を一方方方方的に的に的に的に閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖し、そしてそのし、そしてそのし、そしてそのし、そしてその後後後後ににににホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致と言ったけれどと言ったけれどと言ったけれどと言ったけれど

もももも不調不調不調不調がががが続続続続いていたといういていたといういていたといういていたという経経経経過も過も過も過も踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、計画計画計画計画そのものをそのものをそのものをそのものを見見見見直直直直すすすすべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと主張主張主張主張

してまいりました。平成２５年２月のしてまいりました。平成２５年２月のしてまいりました。平成２５年２月のしてまいりました。平成２５年２月の予算予算予算予算審査審査審査審査特別特別特別特別委員会のときには、委員会のときには、委員会のときには、委員会のときには、天天天天平平平平時時時時代の代の代の代のテテテテーマーマーマーマ

性を性を性を性を持持持持ったったったった空空空空間間間間づくりということでいづくりということでいづくりということでいづくりということでいろろろろいいいいろろろろなななな図図図図面面面面もももも示示示示されましたので、されましたので、されましたので、されましたので、我我我我々もそこに対々もそこに対々もそこに対々もそこに対

してのしてのしてのしての意見意見意見意見をををを申申申申しししし上上上上げたとこげたとこげたとこげたところろろろですが、このほどですが、このほどですが、このほどですが、このほどＮＨＮＨＮＨＮＨＫ放送Ｋ放送Ｋ放送Ｋ放送会会会会館館館館のののの移移移移転転転転もももも計画計画計画計画されているされているされているされている

と発と発と発と発表表表表されたとお聞きしています。されたとお聞きしています。されたとお聞きしています。されたとお聞きしています。

そこで、県そこで、県そこで、県そこで、県営プ営プ営プ営プーーーール跡ル跡ル跡ル跡地の地の地の地のホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致について、２月のについて、２月のについて、２月のについて、２月の予算予算予算予算審査審査審査審査特別特別特別特別委員会の委員会の委員会の委員会の際際際際には、には、には、には、

県として一定の県として一定の県として一定の県として一定の整備整備整備整備をするのに大体５０をするのに大体５０をするのに大体５０をするのに大体５０億億億億円だとか１００円だとか１００円だとか１００円だとか１００億億億億円という日本円という日本円という日本円という日本経済経済経済経済新新新新聞の聞の聞の聞の試試試試算算算算
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もももも示示示示しながらしながらしながらしながら我我我我々も々も々も々も意見意見意見意見をををを申申申申しししし上上上上げましたが、げましたが、げましたが、げましたが、ＮＨＮＨＮＨＮＨＫ放送Ｋ放送Ｋ放送Ｋ放送会会会会館館館館のののの移移移移転転転転も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、現現現現時時時時点で点で点で点で

どれぐらいのどれぐらいのどれぐらいのどれぐらいの予算予算予算予算をかけて県としてはをかけて県としてはをかけて県としてはをかけて県としては空空空空間整備間整備間整備間整備をしようとしているのか、そして、をしようとしているのか、そして、をしようとしているのか、そして、をしようとしているのか、そして、午午午午前前前前中中中中

も議も議も議も議論論論論になりましたが、になりましたが、になりましたが、になりましたが、ホテホテホテホテルルルル立地の立地の立地の立地の見通見通見通見通しについてもお聞きしたいと思いますし、もうしについてもお聞きしたいと思いますし、もうしについてもお聞きしたいと思いますし、もうしについてもお聞きしたいと思いますし、もう

１点お聞きしたいのは、１点お聞きしたいのは、１点お聞きしたいのは、１点お聞きしたいのは、ＮＨＮＨＮＨＮＨＫ放送Ｋ放送Ｋ放送Ｋ放送会会会会館館館館のののの移移移移転転転転との関係でいいますと、県としてとの関係でいいますと、県としてとの関係でいいますと、県としてとの関係でいいますと、県として整備整備整備整備をしをしをしをし

たとこたとこたとこたところろろろにににに貸貸貸貸し出すということで理し出すということで理し出すということで理し出すということで理解解解解していいのか、それとも土地をしていいのか、それとも土地をしていいのか、それとも土地をしていいのか、それとも土地を売却売却売却売却してしてしてして移移移移転転転転をををを促促促促すすすす

ということなのか、その点もお聞きをしておきたいと思います。ということなのか、その点もお聞きをしておきたいと思います。ということなのか、その点もお聞きをしておきたいと思います。ということなのか、その点もお聞きをしておきたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長 宮本委員のご質問にお答えします。宮本委員のご質問にお答えします。宮本委員のご質問にお答えします。宮本委員のご質問にお答えします。

ままままずずずず１点１点１点１点目目目目は、は、は、は、富雄富雄富雄富雄川川川川上上上上流流流流の、の、の、の、生生生生駒市駒市駒市駒市高山高山高山高山町町町町におけるにおけるにおけるにおける道道道道路路路路陥陥陥陥没没没没などのなどのなどのなどの被災被災被災被災にどのようににどのようににどのようににどのように

取取取取りりりり組組組組むむむむのかということですが、のかということですが、のかということですが、のかということですが、先先先先日の日の日の日の台風台風台風台風１１１１８８８８号号号号で、で、で、で、生生生生駒市駒市駒市駒市高山では高山では高山では高山では雨雨雨雨が２が２が２が２６６６６００００ミミミミリぐリぐリぐリぐ

らいらいらいらい降降降降りました。りました。りました。りました。富雄富雄富雄富雄川の水川の水川の水川の水位位位位がががが異異異異常常常常にににに上上上上がってがってがってがって護岸護岸護岸護岸がががが洗掘洗掘洗掘洗掘をををを受受受受け、宮本委員ご指け、宮本委員ご指け、宮本委員ご指け、宮本委員ご指摘摘摘摘のよのよのよのよ

うに、うに、うに、うに、隣隣隣隣をををを走走走走っているっているっているっている道道道道路路路路のののの陥陥陥陥没没没没もももも数数数数カカカカ所所所所あります。それも含めて今７カあります。それも含めて今７カあります。それも含めて今７カあります。それも含めて今７カ所所所所、国に、国に、国に、国に災災災災害害害害申申申申

請請請請するするするする予予予予定でおります。さらに、定でおります。さらに、定でおります。さらに、定でおります。さらに、応応応応急急急急対対対対策策策策のののの要要要要るとこるとこるとこるところろろろについては、については、については、については、災災災災害害害害申請申請申請申請査定を査定を査定を査定を待待待待たたたた

ずずずずにににに現場現場現場現場の対の対の対の対応応応応をしていくというのが１点をしていくというのが１点をしていくというのが１点をしていくというのが１点目目目目です。です。です。です。

もう１点は、安もう１点は、安もう１点は、安もう１点は、安堵堵堵堵町町町町笠笠笠笠目目目目とかとかとかとか斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町高安など、この高安など、この高安など、この高安など、この辺辺辺辺がががが非常非常非常非常に水に水に水に水位位位位がががが上上上上がりやすくなっがりやすくなっがりやすくなっがりやすくなっ

ているということですが、まているということですが、まているということですが、まているということですが、まずずずず、大、大、大、大和和和和川水川水川水川水系系系系のののの特徴特徴特徴特徴としまして、出としまして、出としまして、出としまして、出口口口口が１本で、が１本で、が１本で、が１本で、亀亀亀亀のののの瀬瀬瀬瀬へへへへ

全部川が全部川が全部川が全部川が集集集集まっている、そしてまっている、そしてまっている、そしてまっている、そして低低低低い土地に水がい土地に水がい土地に水がい土地に水が流流流流れているということと、れているということと、れているということと、れているということと、流流流流域に山が域に山が域に山が域に山が少少少少なななな

いということで、もともと水いということで、もともと水いということで、もともと水いということで、もともと水位位位位がががが上上上上がりやすいことに、宮本委員がおっしがりやすいことに、宮本委員がおっしがりやすいことに、宮本委員がおっしがりやすいことに、宮本委員がおっしゃゃゃゃいましたよういましたよういましたよういましたよう

に都に都に都に都市市市市化の進化の進化の進化の進展展展展もそこにもそこにもそこにもそこに拍拍拍拍車車車車をかけて、水をかけて、水をかけて、水をかけて、水位位位位がすぐがすぐがすぐがすぐ上上上上がるというがるというがるというがるという状況状況状況状況です。です。です。です。

さらに、このごさらに、このごさらに、このごさらに、このごろろろろのののの雨雨雨雨はははは非常非常非常非常に局に局に局に局所所所所的、的、的、的、集集集集中的に中的に中的に中的に降降降降りますので、そういうこともりますので、そういうこともりますので、そういうこともりますので、そういうことも相相相相まっまっまっまっ

て、安て、安て、安て、安堵堵堵堵町町町町笠笠笠笠目目目目だけではなく、ほかにも何カだけではなく、ほかにも何カだけではなく、ほかにも何カだけではなく、ほかにも何カ所所所所か、すぐ水か、すぐ水か、すぐ水か、すぐ水位位位位のののの上上上上がるとこがるとこがるとこがるところろろろがごがごがごがござざざざいます。います。います。います。

特特特特に安に安に安に安堵堵堵堵町町町町笠笠笠笠目目目目のとこのとこのとこのところろろろですが、これも平成１２年ぐらいにですが、これも平成１２年ぐらいにですが、これも平成１２年ぐらいにですが、これも平成１２年ぐらいに斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町高安でかなり高安でかなり高安でかなり高安でかなり浸浸浸浸水した水した水した水した

ということもということもということもということも踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、下流下流下流下流からからからから河河河河川川川川改改改改修をやっております。今は修をやっております。今は修をやっております。今は修をやっております。今はＪＪＪＪＲＲＲＲよりもよりもよりもよりも北北北北側側側側まで進まで進まで進まで進

んでおりますが、そこに井んでおりますが、そこに井んでおりますが、そこに井んでおりますが、そこに井堰堰堰堰があるのですが、その井があるのですが、その井があるのですが、その井があるのですが、その井堰堰堰堰のののの改改改改修についての地修についての地修についての地修についての地元元元元とのとのとのとの交交交交渉渉渉渉がががが

まだまだまだまだ折折折折りりりり合合合合いがついておりません。ようやくいがついておりません。ようやくいがついておりません。ようやくいがついておりません。ようやく構構構構造的には大体造的には大体造的には大体造的には大体了了了了解解解解はいただいているのですはいただいているのですはいただいているのですはいただいているのです

が、まだが、まだが、まだが、まだ契約契約契約契約までまでまでまで至至至至っていないっていないっていないっていない状況状況状況状況です。それを、もうです。それを、もうです。それを、もうです。それを、もう固固固固定された井定された井定された井定された井堰堰堰堰なので、なので、なので、なので、転転転転倒倒倒倒式式式式にににに

なればかなりなればかなりなればかなりなればかなり効果効果効果効果があると思いますので、まがあると思いますので、まがあると思いますので、まがあると思いますので、まずずずずそこをそこをそこをそこを頑張頑張頑張頑張っていきたいと思います。っていきたいと思います。っていきたいと思います。っていきたいと思います。以上以上以上以上

です。です。です。です。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 奈良公園観光地域活性化総奈良公園観光地域活性化総奈良公園観光地域活性化総奈良公園観光地域活性化総合特区合特区合特区合特区についての質問であったかと思いについての質問であったかと思いについての質問であったかと思いについての質問であったかと思い

ます。まます。まます。まます。まずずずず、この総、この総、この総、この総合特区合特区合特区合特区でごでごでごでござざざざいますが、９月１３日いますが、９月１３日いますが、９月１３日いますが、９月１３日付付付付で、皆で、皆で、皆で、皆様様様様のごのごのごのご協力協力協力協力もありまして、もありまして、もありまして、もありまして、

無無無無事２回事２回事２回事２回目目目目のののの申請申請申請申請で指定をで指定をで指定をで指定を受受受受けることになりました。ありがとうごけることになりました。ありがとうごけることになりました。ありがとうごけることになりました。ありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。



---- 11116666 ----

今今今今後後後後のスのスのスのスケケケケジジジジュュュューーーールルルルとして、これから国と地として、これから国と地として、これから国と地として、これから国と地方方方方のののの協協協協議会ということで、県と関係議会ということで、県と関係議会ということで、県と関係議会ということで、県と関係省省省省庁庁庁庁が、が、が、が、

今今今今後後後後のののの特区特区特区特区の中の中の中の中身身身身におけるにおけるにおけるにおける特特特特例例例例措措措措置置置置についてについてについてについて話話話話しししし合合合合いをしていくわけでごいをしていくわけでごいをしていくわけでごいをしていくわけでござざざざいますが、宮いますが、宮いますが、宮いますが、宮

本委員のご質問は、本委員のご質問は、本委員のご質問は、本委員のご質問は、周辺周辺周辺周辺のののの住民住民住民住民のののの方方方方のののの意見意見意見意見はその中でどのようにはその中でどのようにはその中でどのようにはその中でどのように反映反映反映反映されていくのかといされていくのかといされていくのかといされていくのかとい

うことであったかと思います。まうことであったかと思います。まうことであったかと思います。まうことであったかと思います。まずずずず、この、この、この、この特区申請特区申請特区申請特区申請におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、ベベベベースとなりますのースとなりますのースとなりますのースとなりますの

がががが社社社社寺寺寺寺やややや商商商商工工工工会議会議会議会議所所所所、、、、交通交通交通交通事業者、事業者、事業者、事業者、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等々の々の々の々の各各各各種団種団種団種団体体体体等等等等をメンをメンをメンをメンババババーにしました奈良公ーにしました奈良公ーにしました奈良公ーにしました奈良公

園地域活性化園地域活性化園地域活性化園地域活性化協協協協議会がご議会がご議会がご議会がござざざざいまして、その中でいいまして、その中でいいまして、その中でいいまして、その中でいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論をしながらをしながらをしながらをしながら幅広幅広幅広幅広くくくく整整整整理してき理してき理してき理してき

たものでごたものでごたものでごたものでござざざざいます。これまでにもいます。これまでにもいます。これまでにもいます。これまでにも申申申申しておりますように、いしておりますように、いしておりますように、いしておりますように、いろろろろいいいいろろろろなななな住民住民住民住民のののの意見意見意見意見があるがあるがあるがある

ことはことはことはことは我我我我々も々も々も々も認認認認識識識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、賛賛賛賛成の成の成の成の方方方方、、、、反反反反対の対の対の対の方方方方いいいいろろろろいいいいろ踏ろ踏ろ踏ろ踏まえて、まえて、まえて、まえて、状況状況状況状況にににに応じ応じ応じ応じ

てはてはてはては連合自連合自連合自連合自治治治治会長のとこ会長のとこ会長のとこ会長のところへろへろへろへ直直直直接接接接おおおお話話話話を聞きに行ったりするを聞きに行ったりするを聞きに行ったりするを聞きに行ったりする準準準準備備備備もごもごもごもござざざざいますし、それをいますし、それをいますし、それをいますし、それを

また奈良公園地域活性化また奈良公園地域活性化また奈良公園地域活性化また奈良公園地域活性化協協協協議会に議会に議会に議会に戻戻戻戻して、国と地して、国と地して、国と地して、国と地方方方方のののの協協協協議会が議会が議会が議会が無無無無事うまく進事うまく進事うまく進事うまく進むむむむようにやっようにやっようにやっようにやっ

ていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

それから、それから、それから、それから、特区特区特区特区の中でのの中でのの中でのの中での特特特特例例例例措措措措置置置置でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、規制規制規制規制緩緩緩緩和和和和について、について、について、について、新新新新聞聞聞聞等等等等もももも見見見見ながながながなが

ら思っていたのですが、ら思っていたのですが、ら思っていたのですが、ら思っていたのですが、規制規制規制規制緩緩緩緩和和和和イイイイココココーーーールルルル文化財の文化財の文化財の文化財の規制規制規制規制緩緩緩緩和和和和ではないことだけはごではないことだけはごではないことだけはごではないことだけはご説説説説明さ明さ明さ明さ

せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。私私私私どもの今言っていますどもの今言っていますどもの今言っていますどもの今言っています規制規制規制規制緩緩緩緩和和和和は、おおは、おおは、おおは、おおむむむむねねねね６６６６つごつごつごつござざざざいいいい

まして、１つは文化財まして、１つは文化財まして、１つは文化財まして、１つは文化財保保保保護護護護法法法法のののの現状変現状変現状変現状変更更更更のののの権権権権限限限限委委委委譲譲譲譲による事務のによる事務のによる事務のによる事務の迅速迅速迅速迅速化、もち化、もち化、もち化、もちろろろろん、ん、ん、ん、前前前前かかかか

ら言っておりますように大ら言っておりますように大ら言っておりますように大ら言っておりますように大規規規規模模模模なななな工工工工事事事事等等等等についてはについてはについてはについては権権権権限限限限委委委委譲譲譲譲はははは多分多分多分多分されないと聞いておりされないと聞いておりされないと聞いておりされないと聞いており

ますので、今までやっていた審査基ますので、今までやっていた審査基ますので、今までやっていた審査基ますので、今までやっていた審査基準準準準をそのままをそのままをそのままをそのまま持持持持ちちちち込込込込んで事務んで事務んで事務んで事務手手手手続続続続を簡を簡を簡を簡素素素素化するのが、化するのが、化するのが、化するのが、

ままままずずずず規制規制規制規制緩緩緩緩和和和和の１つでごの１つでごの１つでごの１つでござざざざいます。います。います。います。

それから、それから、それから、それから、旅旅旅旅行業行業行業行業法法法法のののの規制規制規制規制緩緩緩緩和和和和、、、、外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客へ客へ客へ客へのののの通訳通訳通訳通訳案案案案内内内内士士士士のののの資資資資格格格格のののの規制規制規制規制緩緩緩緩和和和和、そし、そし、そし、そし

てててて道道道道路路路路改改改改修修修修等等等等をしていくをしていくをしていくをしていく際際際際のののの電電電電線共同線共同線共同線共同溝溝溝溝法法法法の中の一部の中の一部の中の一部の中の一部緩緩緩緩和和和和。。。。

それから、建物それから、建物それから、建物それから、建物系系系系で出ておりますのはで出ておりますのはで出ておりますのはで出ておりますのは古古古古都都都都法法法法の一部の一部の一部の一部緩緩緩緩和和和和で、本で、本で、本で、本来来来来大きな建物大きな建物大きな建物大きな建物等等等等はいはいはいはいじじじじれれれれ

ないのですが、ないのですが、ないのですが、ないのですが、春春春春日大日大日大日大社社社社のののの境境境境内内内内地にご地にご地にご地にござざざざいますいますいますいます鹿鹿鹿鹿苑苑苑苑、、、、鹿鹿鹿鹿の収の収の収の収容所容所容所容所でごでごでごでござざざざいますが、これはいますが、これはいますが、これはいますが、これは

できれば観光できれば観光できれば観光できれば観光客客客客、修、修、修、修学旅学旅学旅学旅行の行の行の行の方方方方の体の体の体の体験学習験学習験学習験学習施設施設施設施設をををを兼兼兼兼ねねねね備備備備えたものにしたいと思いますので、えたものにしたいと思いますので、えたものにしたいと思いますので、えたものにしたいと思いますので、

これについて行これについて行これについて行これについて行為為為為制限制限制限制限をををを緩緩緩緩和和和和していただきたいということでごしていただきたいということでごしていただきたいということでごしていただきたいということでござざざざいます。今このいます。今このいます。今このいます。今この特区特区特区特区によによによによ

りまして、りまして、りまして、りまして、特特特特例例例例措措措措置置置置で大で大で大で大規規規規模模模模な開発が進な開発が進な開発が進な開発が進むむむむことはごことはごことはごことはござざざざいませんので、そこについてはよいませんので、そこについてはよいませんので、そこについてはよいませんので、そこについてはよろろろろ

しくごしくごしくごしくご承承承承知おきいただきたいと思います。知おきいただきたいと思います。知おきいただきたいと思います。知おきいただきたいと思います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○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） 県県県県営プ営プ営プ営プ

ーーーール跡ル跡ル跡ル跡地の地の地の地のププププロロロロジジジジェェェェククククトでごトでごトでごトでござざざざいます。います。います。います。ププププロロロロジジジジェェェェククククトにつきましては、奈良県の観光のあトにつきましては、奈良県の観光のあトにつきましては、奈良県の観光のあトにつきましては、奈良県の観光のあ

りりりり方方方方をををを変変変変えようということ、日えようということ、日えようということ、日えようということ、日帰帰帰帰りではなくてりではなくてりではなくてりではなくて宿泊宿泊宿泊宿泊滞滞滞滞在在在在型型型型の観光のの観光のの観光のの観光の拠拠拠拠点にしていこうとい点にしていこうとい点にしていこうとい点にしていこうとい

うことで、これは一うことで、これは一うことで、これは一うことで、これは一貫貫貫貫してそういうしてそういうしてそういうしてそういうテテテテーマでやっているわけでごーマでやっているわけでごーマでやっているわけでごーマでやっているわけでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、現在現在現在現在



---- 11117777 ----

そこで、そこで、そこで、そこで、ホテホテホテホテルルルル、、、、ＮＨＮＨＮＨＮＨＫ放送Ｋ放送Ｋ放送Ｋ放送会会会会館館館館のほかに、のほかに、のほかに、のほかに、ココココンンンンベベベベンンンンシシシショョョョン、イン、イン、イン、イベベベベントントントント広場広場広場広場であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、

ババババス、公ス、公ス、公ス、公共共共共交通交通交通交通であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、飲食飲食飲食飲食、物、物、物、物販販販販といったといったといったといった機機機機能能能能のののの整備整備整備整備をををを検討検討検討検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざ

います。います。います。います。現現現現時時時時点でどれぐらいの点でどれぐらいの点でどれぐらいの点でどれぐらいの空空空空間整備間整備間整備間整備費費費費になるかでごになるかでごになるかでごになるかでござざざざいますが、これも今、いますが、これも今、いますが、これも今、いますが、これも今、機機機機能能能能、そ、そ、そ、そ

れかられかられかられから施設施設施設施設の中の中の中の中身身身身等等等等をををを考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでごでごでごでござざざざいますので、それを今年度、いますので、それを今年度、いますので、それを今年度、いますので、それを今年度、概概概概算算算算額額額額になるになるになるになる

かと思いますけれども、出せるようかと思いますけれども、出せるようかと思いますけれども、出せるようかと思いますけれども、出せるよう作作作作業をしているとこ業をしているとこ業をしているとこ業をしているとこ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。

それから、それから、それから、それから、ホテホテホテホテルルルル立地の立地の立地の立地の見通見通見通見通しでごしでごしでごしでござざざざいますけれども、これは従いますけれども、これは従いますけれども、これは従いますけれども、これは従来来来来からからからから申申申申しししし上上上上げておりげておりげておりげており

ますが、ますが、ますが、ますが、ホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致ははははププププロロロロジジジジェェェェククククトのトのトのトの重要重要重要重要な中な中な中な中身身身身ということで、関ということで、関ということで、関ということで、関心心心心をををを示示示示されているされているされているされているホテホテホテホテ

ルルルル事業者を中事業者を中事業者を中事業者を中心心心心にににに誘致誘致誘致誘致活活活活動動動動をををを続続続続けているとこけているとこけているとこけているところろろろでごでごでごでござざざざいます。やはり事業者にとりましています。やはり事業者にとりましています。やはり事業者にとりましています。やはり事業者にとりまして

も、も、も、も、ホテホテホテホテルルルルの部の部の部の部分分分分だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくてププププロロロロジジジジェェェェククククトのトのトのトの敷敷敷敷地全体がどんなことになってくるのか地全体がどんなことになってくるのか地全体がどんなことになってくるのか地全体がどんなことになってくるのか

ということがということがということがということが見見見見えてくる中で、進出のえてくる中で、進出のえてくる中で、進出のえてくる中で、進出の意向意向意向意向、、、、意意意意欲欲欲欲をををを持持持持っていただけるのではないかとっていただけるのではないかとっていただけるのではないかとっていただけるのではないかと考考考考ええええ

ておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、ホテホテホテホテルルルルのののの誘致誘致誘致誘致のためにも、全体ののためにも、全体ののためにも、全体ののためにも、全体の計画計画計画計画をををを考考考考えてまいりたいと思っておりえてまいりたいと思っておりえてまいりたいと思っておりえてまいりたいと思っており

ます。ます。ます。ます。

それから、それから、それから、それから、ＮＨＮＨＮＨＮＨＫ放送Ｋ放送Ｋ放送Ｋ放送会会会会館館館館の部の部の部の部分分分分については、については、については、については、賃貸賃貸賃貸賃貸なのか、なのか、なのか、なのか、売却売却売却売却なのかということもごなのかということもごなのかということもごなのかということもご

ざざざざいましたけれども、そういうことも含めまして、いましたけれども、そういうことも含めまして、いましたけれども、そういうことも含めまして、いましたけれども、そういうことも含めまして、移移移移転転転転にににに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討をををを始始始始めるとのことでめるとのことでめるとのことでめるとのことで

すので、すので、すので、すので、具具具具体的な体的な体的な体的な手手手手法法法法も含めまして、も含めまして、も含めまして、も含めまして、ＮＨＮＨＮＨＮＨＫ放送Ｋ放送Ｋ放送Ｋ放送局には局には局には局にはＮＨＮＨＮＨＮＨＫ放送Ｋ放送Ｋ放送Ｋ放送局のお局のお局のお局のお考考考考えもあるでしえもあるでしえもあるでしえもあるでし

ょょょょうし、県でも県うし、県でも県うし、県でも県うし、県でも県有有有有地の地の地の地の連絡連絡連絡連絡調調調調整整整整会議といった会議といった会議といった会議といった手手手手続続続続をををを経経経経てててて検討検討検討検討することもすることもすることもすることも必要必要必要必要ですから、ですから、ですから、ですから、

そういうことも含めて今そういうことも含めて今そういうことも含めて今そういうことも含めて今後後後後、、、、検討検討検討検討してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。富雄富雄富雄富雄川の川の川の川の流流流流域対域対域対域対策策策策については、もうそこまでについては、もうそこまでについては、もうそこまでについては、もうそこまで来来来来てててて

いるというような答弁でしたが、いるというような答弁でしたが、いるというような答弁でしたが、いるというような答弁でしたが、引引引引きききき続続続続きききき力力力力を入れてやっていただきたいなと思っておりを入れてやっていただきたいなと思っておりを入れてやっていただきたいなと思っておりを入れてやっていただきたいなと思っており

ます。ます。ます。ます。

それから、奈良公園のそれから、奈良公園のそれから、奈良公園のそれから、奈良公園の特区申請特区申請特区申請特区申請についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、規制規制規制規制緩緩緩緩和和和和といっても文化財に対するといっても文化財に対するといっても文化財に対するといっても文化財に対する影影影影

響響響響はさほど大きくないというご答弁だったと思うのですが、このはさほど大きくないというご答弁だったと思うのですが、このはさほど大きくないというご答弁だったと思うのですが、このはさほど大きくないというご答弁だったと思うのですが、この特区申請特区申請特区申請特区申請をするそもそもをするそもそもをするそもそもをするそもそも

のきっかけになった奈良公園基本のきっかけになった奈良公園基本のきっかけになった奈良公園基本のきっかけになった奈良公園基本戦略戦略戦略戦略の中に例えばの中に例えばの中に例えばの中に例えば若草若草若草若草山の山の山の山のモノモノモノモノレレレレーーーール設置ル設置ル設置ル設置もももも位位位位置置置置づけらづけらづけらづけら

れているわけでして、そうなるとれているわけでして、そうなるとれているわけでして、そうなるとれているわけでして、そうなると当然当然当然当然、文化財にかかわる事業が、文化財にかかわる事業が、文化財にかかわる事業が、文化財にかかわる事業が幾幾幾幾つも含まれてくるとつも含まれてくるとつも含まれてくるとつも含まれてくると感感感感

じじじじております。そういう点でいいますと、これまでいております。そういう点でいいますと、これまでいております。そういう点でいいますと、これまでいております。そういう点でいいますと、これまでいろろろろいいいいろろろろなななな規制規制規制規制がががが設設設設けられたけられたけられたけられた主主主主たるたるたるたる目目目目

的は、いかに奈良らしい的は、いかに奈良らしい的は、いかに奈良らしい的は、いかに奈良らしい景景景景観を観を観を観を守守守守るのか、文化財をるのか、文化財をるのか、文化財をるのか、文化財を守守守守るのかにるのかにるのかにるのかに置置置置かれていたわけで、このかれていたわけで、このかれていたわけで、このかれていたわけで、この

規制規制規制規制をををを緩緩緩緩和和和和することについてはすることについてはすることについてはすることについては強強強強いいいい意見意見意見意見をををを持持持持っているとっているとっているとっていると申申申申しししし上上上上げておきたいと思います。げておきたいと思います。げておきたいと思います。げておきたいと思います。

それから、県それから、県それから、県それから、県営プ営プ営プ営プーーーール跡ル跡ル跡ル跡地の地の地の地のホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、費費費費用用用用がどれぐらいかかるのかがどれぐらいかかるのかがどれぐらいかかるのかがどれぐらいかかるのか

もももも未未未未定、それから定、それから定、それから定、それからＮＨＮＨＮＨＮＨＫ放送Ｋ放送Ｋ放送Ｋ放送会会会会館館館館をどうするのかもをどうするのかもをどうするのかもをどうするのかも未未未未定だと、定だと、定だと、定だと、ホテホテホテホテルルルル事業者の事業者の事業者の事業者の意意意意欲欲欲欲をををを引引引引きききき

出すためのさま出すためのさま出すためのさま出すためのさまざざざざまなことをまなことをまなことをまなことを考考考考えるという点でいいますと、これはえるという点でいいますと、これはえるという点でいいますと、これはえるという点でいいますと、これは未未未未定だらけで、本定だらけで、本定だらけで、本定だらけで、本当当当当にににに
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これまでもこれまでもこれまでもこれまでも相相相相当当当当なななな費費費費用用用用をををを費費費費やしてここまでやしてここまでやしてここまでやしてここまで来来来来ているわけですから、これを、はい、そうでているわけですから、これを、はい、そうでているわけですから、これを、はい、そうでているわけですから、これを、はい、そうで

すかとすかとすかとすかと認認認認めるわけにはいかないという思いをめるわけにはいかないという思いをめるわけにはいかないという思いをめるわけにはいかないという思いを改改改改めてめてめてめて強強強強くいたしました。今年度中にさまくいたしました。今年度中にさまくいたしました。今年度中にさまくいたしました。今年度中にさまざざざざ

まなまなまなまなビビビビジジジジョョョョンをンをンをンを示示示示すとのことですので、それはそれとして、すとのことですので、それはそれとして、すとのことですので、それはそれとして、すとのことですので、それはそれとして、示示示示されるされるされるされる時時時時期期期期にまたしかるにまたしかるにまたしかるにまたしかるべべべべ

きききき意見意見意見意見をををを申申申申しししし上上上上げたいと思います。この問げたいと思います。この問げたいと思います。この問げたいと思います。この問題題題題についてはまた知事のについてはまた知事のについてはまた知事のについてはまた知事の考考考考えもえもえもえも改改改改めて問うておめて問うておめて問うておめて問うてお

きたいと思いますので、総きたいと思いますので、総きたいと思いますので、総きたいと思いますので、総括括括括でしっかりとでしっかりとでしっかりとでしっかりと意見意見意見意見をををを申申申申しししし上上上上げたいということをげたいということをげたいということをげたいということを訴訴訴訴えまして質えまして質えまして質えまして質

問を問を問を問を終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 県土マネジメント部にお県土マネジメント部にお県土マネジメント部にお県土マネジメント部にお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。

今、奈良県の観光地で、今、奈良県の観光地で、今、奈良県の観光地で、今、奈良県の観光地で、以前以前以前以前にににに比比比比べべべべててててレレレレンンンンタタタタササササイイイイクルクルクルクルをををを利用利用利用利用されているされているされているされている方方方方をよくおをよくおをよくおをよくお見見見見受受受受

けします。観光けします。観光けします。観光けします。観光客客客客とおとおとおとお話話話話ししていると、県ししていると、県ししていると、県ししていると、県内内内内のののの道道道道路路路路がががが走走走走りにくいとか、りにくいとか、りにくいとか、りにくいとか、自自自自転車道転車道転車道転車道路路路路がわかがわかがわかがわか

りにくいとおりにくいとおりにくいとおりにくいとお伺伺伺伺いします。奈良県いします。奈良県いします。奈良県いします。奈良県自自自自転車転車転車転車利用利用利用利用促促促促進進進進計画計画計画計画に基づくに基づくに基づくに基づく自自自自転車転車転車転車利用利用利用利用に対するに対するに対するに対する自自自自転車転車転車転車

道道道道路路路路のののの整備整備整備整備がおくれているのではないかと思いますが、いかがですか、おがおくれているのではないかと思いますが、いかがですか、おがおくれているのではないかと思いますが、いかがですか、おがおくれているのではないかと思いますが、いかがですか、お伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。

○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 自自自自転車転車転車転車に関するご質問でごに関するご質問でごに関するご質問でごに関するご質問でござざざざいます。います。います。います。

委員お委員お委員お委員お述べ述べ述べ述べのように、平成２２年に奈良県のように、平成２２年に奈良県のように、平成２２年に奈良県のように、平成２２年に奈良県自自自自転車転車転車転車利用利用利用利用促促促促進進進進計画計画計画計画をををを策策策策定いたしました。そ定いたしました。そ定いたしました。そ定いたしました。そ

れに基づきまして、安全でれに基づきまして、安全でれに基づきまして、安全でれに基づきまして、安全で快適快適快適快適でわかりやすいでわかりやすいでわかりやすいでわかりやすい自自自自転車転車転車転車のののの利用利用利用利用のネのネのネのネッッッットトトトワワワワーーーーククククをををを構構構構築築築築するするするするハハハハ

ーーーードドドド施策施策施策施策と、と、と、と、ソソソソフフフフトトトト施策施策施策施策をあわせて、今実をあわせて、今実をあわせて、今実をあわせて、今実施施施施しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。特特特特ににににハハハハーーーードドドド施施施施

策策策策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が、３１いますが、３１いますが、３１いますが、３１ルルルルート、全長でート、全長でート、全長でート、全長で６６６６００００００００キキキキロロロロメートメートメートメートルルルルのののの広広広広域的な域的な域的な域的な周周周周遊遊遊遊ネネネネッッッッ

トトトトワワワワーーーーククククをををを策策策策定いたしまして、案定いたしまして、案定いたしまして、案定いたしまして、案内誘内誘内誘内誘導導導導ののののササササインのインのインのインの設置設置設置設置とかとかとかとか注注注注意意意意喚起喚起喚起喚起、そういった、そういった、そういった、そういった速速速速効効効効対対対対

策策策策と言われるとこと言われるとこと言われるとこと言われるところろろろののののササササインのインのインのインの設置設置設置設置などを今、などを今、などを今、などを今、整備整備整備整備しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

平成２４年度の平成２４年度の平成２４年度の平成２４年度の補補補補正正正正予算予算予算予算、それから平成２５年度の、それから平成２５年度の、それから平成２５年度の、それから平成２５年度の補補補補正正正正予算予算予算予算、平成２５年度の、平成２５年度の、平成２５年度の、平成２５年度の予算予算予算予算といといといとい

うことで、今言いましたうことで、今言いましたうことで、今言いましたうことで、今言いました６６６６００００００００キキキキロロロロメートメートメートメートルルルルの案の案の案の案内内内内ササササインやインやインやインや注注注注意意意意喚起喚起喚起喚起ササササインについては一インについては一インについては一インについては一

応完応完応完応完了了了了するするするする予予予予定で今、進めているとこ定で今、進めているとこ定で今、進めているとこ定で今、進めているところろろろでごでごでごでござざざざいます。それから、います。それから、います。それから、います。それから、抜抜抜抜本的な本的な本的な本的な改改改改良につきま良につきま良につきま良につきま

しては、しては、しては、しては、歩道歩道歩道歩道整備整備整備整備とあわせてとあわせてとあわせてとあわせて自自自自転車道転車道転車道転車道のののの整備整備整備整備、、、、交交交交差差差差点の点の点の点の改改改改良とかもあわせて良とかもあわせて良とかもあわせて良とかもあわせて整備整備整備整備していきしていきしていきしていき

たいとたいとたいとたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 ４点についてお聞きしたいと思っておりますが、１問４点についてお聞きしたいと思っておりますが、１問４点についてお聞きしたいと思っておりますが、１問４点についてお聞きしたいと思っておりますが、１問ずずずずついきたいと思いまついきたいと思いまついきたいと思いまついきたいと思いま

すので、よすので、よすので、よすので、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。

最最最最初初初初に、に、に、に、歩道歩道歩道歩道のののの改改改改修についてお修についてお修についてお修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。

地地地地元元元元のののの住民住民住民住民の皆さんからごの皆さんからごの皆さんからごの皆さんからご要望要望要望要望が何度も出されているのですけれども、奈良が何度も出されているのですけれども、奈良が何度も出されているのですけれども、奈良が何度も出されているのですけれども、奈良市市市市立奈良立奈良立奈良立奈良病病病病

院院院院にににに面面面面しております国しております国しております国しております国道道道道のののの歩道歩道歩道歩道にににに段段段段差差差差があってがあってがあってがあって狭狭狭狭く、大く、大く、大く、大変変変変危険危険危険危険なななな状況状況状況状況になっているのですになっているのですになっているのですになっているのです

が、奈良が、奈良が、奈良が、奈良市市市市立奈良立奈良立奈良立奈良病病病病院院院院の建てかえにの建てかえにの建てかえにの建てかえに伴伴伴伴いまして、一体的にいまして、一体的にいまして、一体的にいまして、一体的に歩道改歩道改歩道改歩道改修をしてほしいと、修をしてほしいと、修をしてほしいと、修をしてほしいと、ずずずずっっっっ
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とととと申申申申し入れているのですけれども、その点についてどのようになっているのか。し入れているのですけれども、その点についてどのようになっているのか。し入れているのですけれども、その点についてどのようになっているのか。し入れているのですけれども、その点についてどのようになっているのか。

それからもう１点は、県それからもう１点は、県それからもう１点は、県それからもう１点は、県道道道道のののの福福福福智智智智院交院交院交院交差差差差点から高点から高点から高点から高畑畑畑畑町町町町交交交交差差差差点までの点までの点までの点までの歩道歩道歩道歩道ですが、ここもですが、ここもですが、ここもですが、ここも

非常非常非常非常にでこぼことしておりまして、木のにでこぼことしておりまして、木のにでこぼことしておりまして、木のにでこぼことしておりまして、木の根根根根がががが盛盛盛盛りりりり上上上上がっていたりとか、いがっていたりとか、いがっていたりとか、いがっていたりとか、いろろろろいいいいろろろろなことがなことがなことがなことが

あるのですが、あるのですが、あるのですが、あるのですが、傾斜傾斜傾斜傾斜もあってもあってもあってもあって車車車車椅子椅子椅子椅子などもなどもなどもなども通通通通れないということで、れないということで、れないということで、れないということで、改改改改修を修を修を修を早早早早くしてほしいくしてほしいくしてほしいくしてほしい

と聞いているのですけれども、この点についてと聞いているのですけれども、この点についてと聞いているのですけれども、この点についてと聞いているのですけれども、この点について改改改改修の修の修の修の計画計画計画計画とととと見通見通見通見通しをおしをおしをおしをお伺伺伺伺いしたいと思いいしたいと思いいしたいと思いいしたいと思い

ます。ます。ます。ます。

○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長 奈良奈良奈良奈良市市市市立奈良立奈良立奈良立奈良病病病病院院院院のののの整備整備整備整備とあわせたとあわせたとあわせたとあわせた歩道歩道歩道歩道整備整備整備整備のののの状況状況状況状況について回答をについて回答をについて回答をについて回答を

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

今、山村委員がおっし今、山村委員がおっし今、山村委員がおっし今、山村委員がおっしゃゃゃゃいましたとおり、奈良いましたとおり、奈良いましたとおり、奈良いましたとおり、奈良市市市市立奈良立奈良立奈良立奈良病病病病院院院院は、は、は、は、現在現在現在現在、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市で建てかで建てかで建てかで建てか

えを行っております。それにえを行っております。それにえを行っております。それにえを行っております。それに伴伴伴伴うううう歩道歩道歩道歩道整備整備整備整備については、奈良については、奈良については、奈良については、奈良市市市市と県でこれまでと県でこれまでと県でこれまでと県でこれまで調調調調整整整整をしてをしてをしてをして

まいりました。建物の建てかえだけではなく、まいりました。建物の建てかえだけではなく、まいりました。建物の建てかえだけではなく、まいりました。建物の建てかえだけではなく、病病病病院院院院のののの外外外外構構構構全体を奈良全体を奈良全体を奈良全体を奈良市市市市で再で再で再で再整備整備整備整備しししし直直直直すとすとすとすと

お聞きしております。お聞きしております。お聞きしております。お聞きしております。段段段段差差差差のののの話話話話もありましたけれども、もありましたけれども、もありましたけれども、もありましたけれども、現在現在現在現在歩道歩道歩道歩道のののの幅幅幅幅員も、員も、員も、員も、狭狭狭狭いとこいとこいとこいところろろろでででで

は１メートは１メートは１メートは１メートルルルルにもにもにもにも満満満満たないとこたないとこたないとこたないところろろろもあり、もあり、もあり、もあり、十十十十分分分分なななな幅幅幅幅員がとれていないという員がとれていないという員がとれていないという員がとれていないという状況状況状況状況もありまもありまもありまもありま

すので、奈良すので、奈良すので、奈良すので、奈良市市市市に県からに県からに県からに県から申申申申し入れまして、し入れまして、し入れまして、し入れまして、外外外外構構構構をををを整備整備整備整備するときに、奈良するときに、奈良するときに、奈良するときに、奈良市市市市立奈良立奈良立奈良立奈良病病病病院院院院の中の中の中の中

でででで歩歩歩歩行者行者行者行者空空空空間間間間を一体的にとっていただくを一体的にとっていただくを一体的にとっていただくを一体的にとっていただく形形形形で今、で今、で今、で今、調調調調整整整整をさせていただいて、奈良をさせていただいて、奈良をさせていただいて、奈良をさせていただいて、奈良市市市市でででで整備整備整備整備

をしていただくことになっているとこをしていただくことになっているとこをしていただくことになっているとこをしていただくことになっているとこ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。

○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 ２点２点２点２点目目目目でごでごでごでござざざざいます、県います、県います、県います、県道道道道奈良名奈良名奈良名奈良名張張張張線線線線のののの福福福福智智智智院交院交院交院交差差差差点から高点から高点から高点から高畑畑畑畑間間間間のののの

歩道歩道歩道歩道のののの整備整備整備整備についてのご質問でごについてのご質問でごについてのご質問でごについてのご質問でござざざざいました。いました。いました。いました。

当該区間当該区間当該区間当該区間のののの歩道歩道歩道歩道につきましては山村委員おにつきましては山村委員おにつきましては山村委員おにつきましては山村委員お述べ述べ述べ述べのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、経経経経年年年年劣劣劣劣化による化による化による化による破損破損破損破損や、ご指や、ご指や、ご指や、ご指

摘摘摘摘いただいたいただいたいただいたいただいた段段段段差差差差の発の発の発の発生生生生、、、、樹樹樹樹木の木の木の木の繁繁繁繁茂茂茂茂などによりなどによりなどによりなどにより十十十十分分分分なななな歩歩歩歩行行行行空空空空間間間間が確が確が確が確保保保保できていないのはできていないのはできていないのはできていないのは

我我我我々も々も々も々も認認認認識識識識しております。そのため、平成２５年９月に地しております。そのため、平成２５年９月に地しております。そのため、平成２５年９月に地しております。そのため、平成２５年９月に地元自元自元自元自治治治治連合連合連合連合会に対しまして、会に対しまして、会に対しまして、会に対しまして、当当当当

該区間該区間該区間該区間のののの整備整備整備整備に関するに関するに関するに関する説説説説明会を行いました。この明会を行いました。この明会を行いました。この明会を行いました。この説説説説明会を明会を明会を明会を受受受受け、今年度中にけ、今年度中にけ、今年度中にけ、今年度中に測量測量測量測量、、、、設計設計設計設計をををを

行いまして、行いまして、行いまして、行いまして、整備計画整備計画整備計画整備計画の案ができ次第、再度地の案ができ次第、再度地の案ができ次第、再度地の案ができ次第、再度地元自元自元自元自治治治治連合連合連合連合会と会と会と会と調調調調整整整整いたしまして、今いたしまして、今いたしまして、今いたしまして、今後後後後、、、、

地地地地元元元元のののの協力協力協力協力、理、理、理、理解解解解をををを得得得得て、て、て、て、早期早期早期早期にににに工工工工事事事事着手着手着手着手できますようにできますようにできますようにできますように調調調調査、査、査、査、設計設計設計設計を進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいと

考考考考えております。えております。えております。えております。以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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。ぜひ住民ぜひ住民ぜひ住民ぜひ住民のののの要望要望要望要望をよく聞いていただいて、実をよく聞いていただいて、実をよく聞いていただいて、実をよく聞いていただいて、実施施施施を進めていたを進めていたを進めていたを進めていた

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

それで、１点だけそれで、１点だけそれで、１点だけそれで、１点だけ要望要望要望要望しておきたいのですけれども、このしておきたいのですけれども、このしておきたいのですけれども、このしておきたいのですけれども、この間間間間のののの台風台風台風台風１１１１８８８８号号号号によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、

奈良奈良奈良奈良市市市市内内内内のののの能能能能登登登登川につきましても大川につきましても大川につきましても大川につきましても大雨雨雨雨で、で、で、で、非常非常非常非常に水に水に水に水量量量量ががががふふふふえてえてえてえて危険危険危険危険なななな状況状況状況状況になりました。になりました。になりました。になりました。

そのそのそのその後後後後、地域の奈良、地域の奈良、地域の奈良、地域の奈良市市市市肘塚肘塚肘塚肘塚のののの周辺周辺周辺周辺のののの方方方方々から、々から、々から、々から、河河河河川が川が川が川が非常非常非常非常にににに傷傷傷傷んでいるとか、川んでいるとか、川んでいるとか、川んでいるとか、川底底底底に土に土に土に土砂砂砂砂
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がかなり大がかなり大がかなり大がかなり大量量量量にたまっているというにたまっているというにたまっているというにたまっているという話話話話がごがごがごがござざざざいまして、一いまして、一いまして、一いまして、一刻刻刻刻もももも早早早早くくくく改善改善改善改善をと言われておりをと言われておりをと言われておりをと言われており

ますので、この点につきましても対ますので、この点につきましても対ますので、この点につきましても対ますので、この点につきましても対応方応方応方応方、、、、要望要望要望要望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

次に、京奈次に、京奈次に、京奈次に、京奈和自和自和自和自動動動動車道車道車道車道のののの(仮称(仮称(仮称(仮称）奈良イン）奈良イン）奈良イン）奈良インタタタターーーーチェチェチェチェンジがンジがンジがンジが計画計画計画計画にににに上上上上っておりまして、そっておりまして、そっておりまして、そっておりまして、そ

のインのインのインのインタタタターーーーチェチェチェチェンジからンジからンジからンジから先先先先の奈良の奈良の奈良の奈良市市市市内へ内へ内へ内への進入の進入の進入の進入取取取取りつけりつけりつけりつけ道道道道路路路路ということで、県ということで、県ということで、県ということで、県道道道道西西西西九条佐九条佐九条佐九条佐

保保保保線線線線４４４４車線車線車線車線化の化の化の化の計画計画計画計画がありますけれども、このがありますけれども、このがありますけれども、このがありますけれども、この道道道道路路路路についてのについてのについてのについての現在現在現在現在の進の進の進の進捗状況捗状況捗状況捗状況をおをおをおをお伺伺伺伺いしいしいしいし

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

それとともにそれとともにそれとともにそれとともに住民住民住民住民の皆さんからさまの皆さんからさまの皆さんからさまの皆さんからさまざざざざまなまなまなまな不不不不安の安の安の安の声声声声が出ておりますので、この点についが出ておりますので、この点についが出ておりますので、この点についが出ておりますので、この点につい

ても、あわせておても、あわせておても、あわせておても、あわせてお伺伺伺伺いしたいと思います。１つは、４いしたいと思います。１つは、４いしたいと思います。１つは、４いしたいと思います。１つは、４車線車線車線車線の大の大の大の大型型型型道道道道路路路路になりますのでになりますのでになりますのでになりますので自自自自動動動動

車車車車のののの通通通通行が行が行が行が増増増増加すると、加すると、加すると、加すると、騒音騒音騒音騒音とかとかとかとか排排排排気気気気ガガガガスなど、スなど、スなど、スなど、住民生住民生住民生住民生活活活活へへへへのののの影響影響影響影響をををを心配心配心配心配されております。されております。されております。されております。

この点についての対この点についての対この点についての対この点についての対応応応応をどのようにされるかお聞きしたいと思います。をどのようにされるかお聞きしたいと思います。をどのようにされるかお聞きしたいと思います。をどのようにされるかお聞きしたいと思います。

もう１点は、もう１点は、もう１点は、もう１点は、鉄鉄鉄鉄道道道道を高を高を高を高架架架架にされるというにされるというにされるというにされるという計画計画計画計画ですが、この地域ですが、この地域ですが、この地域ですが、この地域内内内内にはにはにはには踏切踏切踏切踏切がががが幾幾幾幾つかあるつかあるつかあるつかある

と思うのですけれども、と思うのですけれども、と思うのですけれども、と思うのですけれども、現状現状現状現状では大では大では大では大変変変変危険危険危険危険なななな踏切踏切踏切踏切になっていますが、このになっていますが、このになっていますが、このになっていますが、この解解解解消消消消はされるのはされるのはされるのはされるの

かどうか。かどうか。かどうか。かどうか。

それともう１点は、それともう１点は、それともう１点は、それともう１点は、現在生現在生現在生現在生活活活活道道道道路路路路として使っております奈良として使っております奈良として使っております奈良として使っております奈良市市市市のののの道道道道路路路路とのとのとのとの接接接接続続続続について、について、について、について、

市道市道市道市道からからからから直直直直接接接接４４４４車線車線車線車線のののの道道道道路路路路に入れなくなるということがに入れなくなるということがに入れなくなるということがに入れなくなるということが想想想想定されるのですけれども、定されるのですけれども、定されるのですけれども、定されるのですけれども、住民住民住民住民

にとってその点でにとってその点でにとってその点でにとってその点で不不不不便便便便にならないのか、どのような対にならないのか、どのような対にならないのか、どのような対にならないのか、どのような対応応応応をしていただけるのかということをしていただけるのかということをしていただけるのかということをしていただけるのかということ

です。です。です。です。

それからもう１点は、このそれからもう１点は、このそれからもう１点は、このそれからもう１点は、この道道道道路路路路は大宮は大宮は大宮は大宮通通通通りの大宮りの大宮りの大宮りの大宮小学校小学校小学校小学校のののの横横横横に出てくることになりますに出てくることになりますに出てくることになりますに出てくることになります

けれども、けれども、けれども、けれども、現状現状現状現状でも大宮でも大宮でも大宮でも大宮通通通通りは大りは大りは大りは大変変変変混混混混雑雑雑雑をしております。それから、大宮をしております。それから、大宮をしております。それから、大宮をしております。それから、大宮小学校小学校小学校小学校からからからから真真真真っっっっ

すぐすぐすぐすぐ北北北北へへへへ直直直直進すると進すると進すると進すると近近近近鉄鉄鉄鉄新新新新大宮大宮大宮大宮駅駅駅駅のののの踏切踏切踏切踏切をををを渡渡渡渡るわけですけれども、ここもるわけですけれども、ここもるわけですけれども、ここもるわけですけれども、ここも非常非常非常非常にににに混混混混雑雑雑雑してしてしてして

いるということで、これからいるということで、これからいるということで、これからいるということで、これから先先先先、、、、取取取取りつけりつけりつけりつけ道道道道路路路路にインにインにインにインタタタターーーーチェチェチェチェンジからンジからンジからンジから車車車車がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん流流流流入入入入

してきますと、大してきますと、大してきますと、大してきますと、大変変変変渋滞渋滞渋滞渋滞がががが増増増増加することで加することで加することで加することで危険危険危険危険でもあるし、でもあるし、でもあるし、でもあるし、不不不不便便便便なななな影響影響影響影響も出てくるというも出てくるというも出てくるというも出てくるという

ことで、そのことで、そのことで、そのことで、その影響影響影響影響についてどのようにおについてどのようにおについてどのようにおについてどのようにお考考考考えになっておられるのか、どう対えになっておられるのか、どう対えになっておられるのか、どう対えになっておられるのか、どう対応応応応されるのか、されるのか、されるのか、されるのか、

そのことについてお答えいただきたいと思います。そのことについてお答えいただきたいと思います。そのことについてお答えいただきたいと思います。そのことについてお答えいただきたいと思います。

○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） 県県県県道道道道西西西西

九条佐九条佐九条佐九条佐保保保保線線線線につきまして、何点かご質問いただきました。につきまして、何点かご質問いただきました。につきまして、何点かご質問いただきました。につきまして、何点かご質問いただきました。

ままままずずずず、、、、整備整備整備整備の進の進の進の進捗状況捗状況捗状況捗状況でごでごでごでござざざざいますけれども、平成３０年代半ばにいますけれども、平成３０年代半ばにいますけれども、平成３０年代半ばにいますけれども、平成３０年代半ばに供供供供用用用用をををを想想想想定しており定しており定しており定しており

ます（ます（ます（ます（仮称仮称仮称仮称）奈良イン）奈良イン）奈良イン）奈良インタタタターーーーチェチェチェチェンジ、今、国でされておりますが、そのンジ、今、国でされておりますが、そのンジ、今、国でされておりますが、そのンジ、今、国でされておりますが、その供供供供用用用用にににに間間間間にににに合合合合うようようようよ

うにうにうにうに重重重重点的に点的に点的に点的に取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろでごでごでごでござざざざいまして、今年度からは大宮いまして、今年度からは大宮いまして、今年度からは大宮いまして、今年度からは大宮通通通通りから大りから大りから大りから大森森森森高高高高畑畑畑畑

線線線線までのまでのまでのまでの間間間間の事業にの事業にの事業にの事業に新規新規新規新規にににに着手着手着手着手しております。それから、大しております。それから、大しております。それから、大しております。それから、大森森森森高高高高畑畑畑畑線線線線から（から（から（から（仮称仮称仮称仮称）奈良イ）奈良イ）奈良イ）奈良イ
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ンンンンタタタターーーーチェチェチェチェンジまでの南ンジまでの南ンジまでの南ンジまでの南側側側側につきましては、都につきましては、都につきましては、都につきましては、都市市市市計画変計画変計画変計画変更更更更にににに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討、それから関係者、それから関係者、それから関係者、それから関係者

とのとのとのとの調調調調整整整整を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っているとこ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。

それから、それから、それから、それから、自自自自動動動動車車車車がががが通通通通過することで、その過することで、その過することで、その過することで、その周辺周辺周辺周辺環境環境環境環境がどうかということでごがどうかということでごがどうかということでごがどうかということでござざざざいます。います。います。います。

先先先先ほどほどほどほど現在現在現在現在の都の都の都の都市市市市計画計画計画計画のののの変変変変更更更更をををを考考考考えているとえているとえているとえていると申申申申しししし上上上上げましたけれども、げましたけれども、げましたけれども、げましたけれども、現在現在現在現在の都の都の都の都市市市市計画計画計画計画は、は、は、は、

県県県県道道道道西西西西九条佐九条佐九条佐九条佐保保保保線線線線につきましては、大部につきましては、大部につきましては、大部につきましては、大部分分分分のののの道道道道路路路路が高が高が高が高架架架架構構構構造であったものですから、造であったものですから、造であったものですから、造であったものですから、現現現現行行行行

の都の都の都の都市市市市計画決計画決計画決計画決定定定定時時時時に地に地に地に地元元元元からのからのからのからの反反反反対対対対意見意見意見意見もももも多多多多かったとかったとかったとかったと認認認認識識識識しております。しております。しております。しております。現在現在現在現在県におきま県におきま県におきま県におきま

して、県して、県して、県して、県道道道道西西西西九条佐九条佐九条佐九条佐保保保保線線線線を平を平を平を平面面面面化して、化して、化して、化して、ＪＪＪＪＲＲＲＲ関関関関西西西西本本本本線線線線をををを鉄鉄鉄鉄道道道道高高高高架架架架化する化する化する化する方向方向方向方向で都で都で都で都市市市市計画計画計画計画のののの

変変変変更更更更案を案を案を案を検討検討検討検討しております。この案では、しております。この案では、しております。この案では、しております。この案では、道道道道路路路路高高高高架架架架のののの現在現在現在現在の都の都の都の都市市市市計画計画計画計画にににに比比比比べべべべまして、高まして、高まして、高まして、高架架架架

のののの構構構構造物から造物から造物から造物から住住住住居居居居までのまでのまでのまでの離隔離隔離隔離隔のののの距離距離距離距離が確が確が確が確保保保保できますので、できますので、できますので、できますので、周辺へ周辺へ周辺へ周辺へのののの環境環境環境環境影響影響影響影響はははは緩緩緩緩和和和和するとするとするとすると

考考考考えております。えております。えております。えております。

都都都都市市市市計画変計画変計画変計画変更更更更のののの検討状況検討状況検討状況検討状況につきましては、これまでもにつきましては、これまでもにつきましては、これまでもにつきましては、これまでも沿線沿線沿線沿線の奈良の奈良の奈良の奈良市市市市大安大安大安大安寺寺寺寺地地地地区区区区、あるい、あるい、あるい、あるい

は奈良は奈良は奈良は奈良市市市市大安大安大安大安寺西寺西寺西寺西地地地地区区区区のののの連合自連合自連合自連合自治治治治会長会長会長会長等等等等にごにごにごにご説説説説明を明を明を明を申申申申しししし上上上上げておりますが、げておりますが、げておりますが、げておりますが、連合自連合自連合自連合自治治治治会長会長会長会長

からは事業の推進をからは事業の推進をからは事業の推進をからは事業の推進を要望要望要望要望していただいておりますし、さらに今の都していただいておりますし、さらに今の都していただいておりますし、さらに今の都していただいておりますし、さらに今の都市市市市計画計画計画計画の案のときに県の案のときに県の案のときに県の案のときに県

道道道道西西西西九条佐九条佐九条佐九条佐保保保保線線線線のののの道道道道路路路路の高の高の高の高架架架架構構構構造に造に造に造に反反反反対されていた対されていた対されていた対されていた方方方方も、今回のも、今回のも、今回のも、今回の計画変計画変計画変計画変更更更更に対してはに対してはに対してはに対しては特特特特にににに

異異異異論論論論がないというがないというがないというがないという話話話話もももも伺伺伺伺っております。地域っております。地域っております。地域っております。地域住民住民住民住民のののの方方方方々からは、々からは、々からは、々からは、現在現在現在現在、県がや、県がや、県がや、県がやろろろろうとしてうとしてうとしてうとして

おります都おります都おります都おります都市市市市計画計画計画計画のののの変変変変更更更更案に対しまして、案に対しまして、案に対しまして、案に対しまして、環境環境環境環境へへへへのののの影響影響影響影響がががが心配心配心配心配だというだというだというだという声声声声はははは直直直直接接接接は聞いては聞いては聞いては聞いて

はおりませんが、今はおりませんが、今はおりませんが、今はおりませんが、今後後後後、、、、環境環境環境環境のののの影響影響影響影響評価評価評価評価につきましても、都につきましても、都につきましても、都につきましても、都市市市市計画計画計画計画のののの原原原原案案案案作作作作成する中でで成する中でで成する中でで成する中でで

きるだけ定きるだけ定きるだけ定きるだけ定量量量量的に的に的に的に評価評価評価評価を行いまして、地を行いまして、地を行いまして、地を行いまして、地元元元元にもごにもごにもごにもご説説説説明をしてまいりたいと思っております。明をしてまいりたいと思っております。明をしてまいりたいと思っております。明をしてまいりたいと思っております。

それから、それから、それから、それから、鉄鉄鉄鉄道道道道高高高高架架架架でででで踏切踏切踏切踏切がどうなるのかという点でごがどうなるのかという点でごがどうなるのかという点でごがどうなるのかという点でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、現在現在現在現在、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度終終終終わわわわ

りましたりましたりましたりましたＪＪＪＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅付近連付近連付近連付近連続続続続立体立体立体立体交交交交差差差差事業の南事業の南事業の南事業の南側側側側のののの終終終終点であります大安点であります大安点であります大安点であります大安寺踏切付近寺踏切付近寺踏切付近寺踏切付近から県から県から県から県

道道道道京京京京終終終終停停停停車車車車場場場場薬師薬師薬師薬師寺寺寺寺線線線線までのまでのまでのまでの間間間間で、で、で、で、鉄鉄鉄鉄道道道道を高を高を高を高架架架架にするにするにするにする方向方向方向方向でででで検討検討検討検討しております。今、しております。今、しております。今、しております。今、検討検討検討検討

しているしているしているしている区間区間区間区間の中には大安の中には大安の中には大安の中には大安寺踏切寺踏切寺踏切寺踏切やややや八条八条八条八条踏切踏切踏切踏切など４つのなど４つのなど４つのなど４つの踏切踏切踏切踏切がごがごがごがござざざざいますが、それらについますが、それらについますが、それらについますが、それらにつ

きましては、きましては、きましては、きましては、鉄鉄鉄鉄道道道道の高の高の高の高架架架架化によりまして化によりまして化によりまして化によりまして踏切踏切踏切踏切をををを除除除除去していくことで去していくことで去していくことで去していくことで検討検討検討検討しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、

これにより、これにより、これにより、これにより、歩歩歩歩行者をは行者をは行者をは行者をはじじじじめ、地域の安全なめ、地域の安全なめ、地域の安全なめ、地域の安全な交通交通交通交通の確の確の確の確保保保保がががが図図図図られるのではないかとられるのではないかとられるのではないかとられるのではないかと考考考考えてえてえてえて

おります。おります。おります。おります。

それから、奈良それから、奈良それから、奈良それから、奈良市市市市のののの現在現在現在現在のののの道道道道路路路路とのとのとのとの接接接接続続続続でごでごでごでござざざざいますが、４いますが、４いますが、４いますが、４車線車線車線車線のののの道道道道路路路路でごでごでごでござざざざいますのいますのいますのいますの

で、で、で、で、交通交通交通交通の安全、それから円の安全、それから円の安全、それから円の安全、それから円滑滑滑滑なななな交通交通交通交通にににに配慮配慮配慮配慮して、これからして、これからして、これからして、これから計画計画計画計画をしてまいることになるをしてまいることになるをしてまいることになるをしてまいることになる

かと思いますけれども、地かと思いますけれども、地かと思いますけれども、地かと思いますけれども、地元元元元の皆の皆の皆の皆様方様方様方様方にもにもにもにも計画計画計画計画をきちんとごをきちんとごをきちんとごをきちんとご説説説説明をして、明をして、明をして、明をして、現在現在現在現在のののの道道道道路路路路とのとのとのとの

接接接接続続続続等等等等についてのごについてのごについてのごについてのご意見意見意見意見もおもおもおもお伺伺伺伺いをしていきながらいをしていきながらいをしていきながらいをしていきながら計画計画計画計画してまいしてまいしてまいしてまいろろろろうと思っております。うと思っております。うと思っております。うと思っております。

それから、インそれから、インそれから、インそれから、インタタタターーーーチェチェチェチェンジからンジからンジからンジから先先先先がががが渋滞渋滞渋滞渋滞するのではないかということでごするのではないかということでごするのではないかということでごするのではないかということでござざざざいます。います。います。います。
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県県県県道道道道西西西西九条佐九条佐九条佐九条佐保保保保線線線線のののの整備目整備目整備目整備目的は、的は、的は、的は、現在現在現在現在国国国国道道道道２４２４２４２４号号号号１本で１本で１本で１本で処処処処理しております大理しております大理しております大理しております大和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市からからからから

京都京都京都京都方方方方面面面面へへへへのののの通通通通過過過過交通交通交通交通、それから奈良、それから奈良、それから奈良、それから奈良市市市市中中中中心心心心部部部部へへへへのののの流流流流入入入入交通交通交通交通のうち、奈良のうち、奈良のうち、奈良のうち、奈良市市市市中中中中心心心心部部部部へへへへのののの交交交交

通通通通を県を県を県を県道道道道西西西西九条佐九条佐九条佐九条佐保保保保線線線線にににに担担担担ってもらうということでごってもらうということでごってもらうということでごってもらうということでござざざざいます。そういういます。そういういます。そういういます。そういう意味意味意味意味では、県では、県では、県では、県道道道道

西西西西九条佐九条佐九条佐九条佐保保保保線線線線をををを整備整備整備整備するにするにするにするに当当当当たりまして、京都たりまして、京都たりまして、京都たりまして、京都方方方方面面面面へへへへのののの通通通通過過過過交通交通交通交通が、県が、県が、県が、県道道道道西西西西九条佐九条佐九条佐九条佐保保保保線線線線かかかか

ら今のら今のら今のら今の近近近近鉄鉄鉄鉄新新新新大宮の大宮の大宮の大宮の駅駅駅駅のののの前前前前をををを通通通通りりりり抜抜抜抜けないように、大けないように、大けないように、大けないように、大和和和和郡郡郡郡山イン山イン山イン山インタタタターーーーチェチェチェチェンジから国ンジから国ンジから国ンジから国道道道道２２２２

４４４４号号号号をををを通通通通って京都にって京都にって京都にって京都に抜抜抜抜けていただくように、これはきちんと案けていただくように、これはきちんと案けていただくように、これはきちんと案けていただくように、これはきちんと案内誘内誘内誘内誘導導導導をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと

思っております。思っております。思っております。思っております。

こういった対こういった対こういった対こういった対策策策策をををを通じ通じ通じ通じまして、まして、まして、まして、通通通通過過過過交通交通交通交通がががが西西西西九条佐九条佐九条佐九条佐保保保保線線線線をををを通通通通ってってってって市市市市内内内内にににに流流流流入しないよう入しないよう入しないよう入しないよう

に、そちらを国に、そちらを国に、そちらを国に、そちらを国道道道道２４２４２４２４号号号号でででで処処処処理していけるように理していけるように理していけるように理していけるように徹底徹底徹底徹底してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。

以上以上以上以上です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 地地地地元元元元のののの方方方方々から高々から高々から高々から高架架架架道道道道路路路路になるときにはになるときにはになるときにはになるときには景景景景観も観も観も観も変変変変わるしわるしわるしわるし環境環境環境環境影響影響影響影響も大も大も大も大変変変変だとだとだとだと

いうことで、本いうことで、本いうことで、本いうことで、本当当当当に大きなに大きなに大きなに大きな反反反反対がありましたが、これが平対がありましたが、これが平対がありましたが、これが平対がありましたが、これが平面面面面にににに変変変変更更更更になることについては、になることについては、になることについては、になることについては、

以前以前以前以前にににに比比比比べべべべると大ると大ると大ると大変変変変影響影響影響影響がががが少少少少なくなったと言われているのを聞いております。なくなったと言われているのを聞いております。なくなったと言われているのを聞いております。なくなったと言われているのを聞いております。

高高高高架架架架にはにはにはには絶絶絶絶対対対対反反反反対と言われた対と言われた対と言われた対と言われた方方方方たちも、高たちも、高たちも、高たちも、高架架架架でなくなってよかったとおっしでなくなってよかったとおっしでなくなってよかったとおっしでなくなってよかったとおっしゃゃゃゃっているっているっているっている

ことはよくことはよくことはよくことはよく承承承承知しておりますし、そのようにしてくださったことについては、知しておりますし、そのようにしてくださったことについては、知しておりますし、そのようにしてくださったことについては、知しておりますし、そのようにしてくださったことについては、私私私私たちも一たちも一たちも一たちも一

緒緒緒緒にににに運運運運動動動動してきた立してきた立してきた立してきた立場場場場でいえば、その点はでいえば、その点はでいえば、その点はでいえば、その点は住民住民住民住民のののの声声声声が聞き入れられたと思っています。たが聞き入れられたと思っています。たが聞き入れられたと思っています。たが聞き入れられたと思っています。た

だ、そうはいっても、立ちだ、そうはいっても、立ちだ、そうはいっても、立ちだ、そうはいっても、立ち退退退退きもきもきもきも相相相相当当当当進んでいますし、大きな進んでいますし、大きな進んでいますし、大きな進んでいますし、大きな道道道道路路路路になりますから、になりますから、になりますから、になりますから、周辺周辺周辺周辺

のののの住民住民住民住民のののの方方方方にとればにとればにとればにとれば環境環境環境環境がどうなるのかいがどうなるのかいがどうなるのかいがどうなるのかいろろろろいいいいろろろろとごとごとごとご心配心配心配心配なようでありまして、なようでありまして、なようでありまして、なようでありまして、直直直直接接接接私私私私もももも

お聞きしております。今の答弁ですと、お聞きしております。今の答弁ですと、お聞きしております。今の答弁ですと、お聞きしております。今の答弁ですと、住民住民住民住民のののの方方方方によくによくによくによく状況状況状況状況もももも説説説説明をしたり、明をしたり、明をしたり、明をしたり、意見意見意見意見を聞いを聞いを聞いを聞い

ていただいたり、ていただいたり、ていただいたり、ていただいたり、環境環境環境環境アアアアセセセセスメントも行うということでありますので、その点でしっかりスメントも行うということでありますので、その点でしっかりスメントも行うということでありますので、その点でしっかりスメントも行うということでありますので、その点でしっかり

とした対とした対とした対とした対応応応応をしていただきたいとお願いしておきたいと思っております。をしていただきたいとお願いしておきたいと思っております。をしていただきたいとお願いしておきたいと思っております。をしていただきたいとお願いしておきたいと思っております。

もともと、そのもともと、そのもともと、そのもともと、その道道道道路路路路がどうこうではなくて、大がどうこうではなくて、大がどうこうではなくて、大がどうこうではなくて、大和和和和郡郡郡郡山イン山イン山イン山インタタタターーーーチェチェチェチェンジから（ンジから（ンジから（ンジから（仮称仮称仮称仮称）奈）奈）奈）奈

良イン良イン良イン良インタタタターーーーチェチェチェチェンジまで高ンジまで高ンジまで高ンジまで高速速速速道道道道路路路路をををを整備整備整備整備することについては、過大なすることについては、過大なすることについては、過大なすることについては、過大な投投投投資資資資ではないかとではないかとではないかとではないかと反反反反

対をしております。これは対をしております。これは対をしております。これは対をしております。これは通通通通過過過過交通交通交通交通のののの流流流流入を入を入を入をふふふふやすことになりますし、それをつくったとやすことになりますし、それをつくったとやすことになりますし、それをつくったとやすことになりますし、それをつくったと

しても、しても、しても、しても、現在現在現在現在の国の国の国の国道道道道２４２４２４２４号号号号のののの渋滞渋滞渋滞渋滞緩緩緩緩和和和和とか、とか、とか、とか、費費費費用用用用対対対対効果効果効果効果でいいますと、でいいますと、でいいますと、でいいますと、通通通通行行行行時時時時間間間間のののの短短短短縮縮縮縮とととと

いう点でもいう点でもいう点でもいう点でも効果効果効果効果がががが望望望望めないということがありますので、一めないということがありますので、一めないということがありますので、一めないということがありますので、一貫貫貫貫してこのしてこのしてこのしてこの道道道道路整備路整備路整備路整備はははは必要必要必要必要ないないないない

のではないかと今も思っておりますので、その点をのではないかと今も思っておりますので、その点をのではないかと今も思っておりますので、その点をのではないかと今も思っておりますので、その点を申申申申しししし上上上上げておきます。げておきます。げておきます。げておきます。

次にお聞きしたいのは、次にお聞きしたいのは、次にお聞きしたいのは、次にお聞きしたいのは、先先先先ほど中村委員が聞いておられた土木事務ほど中村委員が聞いておられた土木事務ほど中村委員が聞いておられた土木事務ほど中村委員が聞いておられた土木事務所所所所のののの人人人人員のことです員のことです員のことです員のことです

けれども、答弁をお聞きいたしまして、あれっと思ったのは、中村委員はけれども、答弁をお聞きいたしまして、あれっと思ったのは、中村委員はけれども、答弁をお聞きいたしまして、あれっと思ったのは、中村委員はけれども、答弁をお聞きいたしまして、あれっと思ったのは、中村委員は人人人人事事事事課課課課にお聞きにお聞きにお聞きにお聞き

になったのでになったのでになったのでになったので人人人人事事事事課課課課が、土木の職員は紀伊半島大水害が、土木の職員は紀伊半島大水害が、土木の職員は紀伊半島大水害が、土木の職員は紀伊半島大水害以以以以降降降降、、、、少少少少ないないないない状況状況状況状況になっているとおになっているとおになっているとおになっているとお
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っしっしっしっしゃゃゃゃいました。いました。いました。いました。少少少少ないないないない原原原原因因因因は、は、は、は、災災災災害によって害によって害によって害によって少少少少なくなったのではなく、土木事務なくなったのではなく、土木事務なくなったのではなく、土木事務なくなったのではなく、土木事務所所所所の定の定の定の定

数数数数そのものがそのものがそのものがそのものが少少少少ないことが問ないことが問ないことが問ないことが問題題題題ではないかと思っているのですけれども、ではないかと思っているのですけれども、ではないかと思っているのですけれども、ではないかと思っているのですけれども、急急急急に今、に今、に今、に今、少少少少なくなくなくなく

なったわけではなくて、職員の定なったわけではなくて、職員の定なったわけではなくて、職員の定なったわけではなくて、職員の定数管数管数管数管理をしていく中で、例えば理をしていく中で、例えば理をしていく中で、例えば理をしていく中で、例えば合合合合理化を進めてきている理化を進めてきている理化を進めてきている理化を進めてきている

実実実実態態態態があると思います。があると思います。があると思います。があると思います。

奈良土木事務奈良土木事務奈良土木事務奈良土木事務所所所所は、は、は、は、工工工工務第一務第一務第一務第一課課課課と第二と第二と第二と第二課課課課がありましたが、今は一つのがありましたが、今は一つのがありましたが、今は一つのがありましたが、今は一つの課課課課に統に統に統に統合合合合されていされていされていされてい

るとか、るとか、るとか、るとか、自然自然自然自然にににに減減減減ったのではなくて、ったのではなくて、ったのではなくて、ったのではなくて、計画計画計画計画的な的な的な的な合合合合理化を進めてこられたのではないかと思理化を進めてこられたのではないかと思理化を進めてこられたのではないかと思理化を進めてこられたのではないかと思

うのです。そういううのです。そういううのです。そういううのです。そういう状況状況状況状況の中で、の中で、の中で、の中で、新新新新たにたにたにたに不足不足不足不足しているしているしているしている技技技技術術術術職員を職員を職員を職員をふふふふやしていくとおっしやしていくとおっしやしていくとおっしやしていくとおっしゃゃゃゃ

られたわけですけれども、これは奈良県の県土マネジメント部全体でられたわけですけれども、これは奈良県の県土マネジメント部全体でられたわけですけれども、これは奈良県の県土マネジメント部全体でられたわけですけれども、これは奈良県の県土マネジメント部全体で不足不足不足不足しているしているしているしている技技技技術術術術職職職職

員となりますと、本員となりますと、本員となりますと、本員となりますと、本当当当当に土木事務に土木事務に土木事務に土木事務所所所所に何に何に何に何人人人人配配配配置置置置されていくのか、土木事務されていくのか、土木事務されていくのか、土木事務されていくのか、土木事務所所所所のののの適適適適正な正な正な正な人人人人数数数数

とはどういうものであるのか、そのとはどういうものであるのか、そのとはどういうものであるのか、そのとはどういうものであるのか、その規規規規模模模模をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃるのかがるのかがるのかがるのかが重要重要重要重要だとだとだとだと

思うのですけれども、そこのとこ思うのですけれども、そこのとこ思うのですけれども、そこのとこ思うのですけれども、そこのところろろろについてのおについてのおについてのおについてのお考考考考えをお聞きしておきたいと思います。えをお聞きしておきたいと思います。えをお聞きしておきたいと思います。えをお聞きしておきたいと思います。

○芝池県土マネジメント部次長（企画管理室長事務取扱）○芝池県土マネジメント部次長（企画管理室長事務取扱）○芝池県土マネジメント部次長（企画管理室長事務取扱）○芝池県土マネジメント部次長（企画管理室長事務取扱） 山村委員から、土木山村委員から、土木山村委員から、土木山村委員から、土木系技系技系技系技術術術術職職職職

員がかなり員がかなり員がかなり員がかなり減減減減っているとのことで、っているとのことで、っているとのことで、っているとのことで、計画計画計画計画的に的に的に的に減減減減らされたのではないかというらされたのではないかというらされたのではないかというらされたのではないかという件件件件についてはについてはについてはについては

私私私私どもでどもでどもでどもで述べ述べ述べ述べるるるる話話話話ではないのですけれども、委員おではないのですけれども、委員おではないのですけれども、委員おではないのですけれども、委員お述べ述べ述べ述べのように、確かに土木のように、確かに土木のように、確かに土木のように、確かに土木系技系技系技系技術術術術職員職員職員職員

のののの数数数数が平成１７年度には４７５名いたものが、平成２５年４月では３が平成１７年度には４７５名いたものが、平成２５年４月では３が平成１７年度には４７５名いたものが、平成２５年４月では３が平成１７年度には４７５名いたものが、平成２５年４月では３６６６６４４４４人人人人までまでまでまで減減減減っていっていっていってい

るというるというるというるという現状現状現状現状がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。

ただ、今そういうご指ただ、今そういうご指ただ、今そういうご指ただ、今そういうご指摘摘摘摘がありましたが、このがありましたが、このがありましたが、このがありましたが、この状状状状態態態態で今の業務に対で今の業務に対で今の業務に対で今の業務に対応応応応するために、発するために、発するために、発するために、発注注注注

をををを計画計画計画計画的に行うなど、例えば平成２５年度の的に行うなど、例えば平成２５年度の的に行うなど、例えば平成２５年度の的に行うなど、例えば平成２５年度の予算予算予算予算にあってはにあってはにあってはにあっては計画計画計画計画、積、積、積、積算算算算から発から発から発から発注注注注業務に業務に業務に業務に至至至至

るまでのマネジメントをるまでのマネジメントをるまでのマネジメントをるまでのマネジメントを効効効効率率率率的に行うなど、また、的に行うなど、また、的に行うなど、また、的に行うなど、また、契約契約契約契約のののの方方方方法法法法についても総についても総についても総についても総合合合合評価評価評価評価方方方方式式式式のののの

期間期間期間期間のののの短短短短縮縮縮縮やややや手手手手続続続続の簡の簡の簡の簡素素素素化を進めるなど、業務化を進めるなど、業務化を進めるなど、業務化を進めるなど、業務執執執執行の行の行の行の迅速迅速迅速迅速化を化を化を化を図図図図っているとこっているとこっているとこっているところろろろでごでごでごでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

また、また、また、また、管管管管理の理の理の理の仕方仕方仕方仕方では、では、では、では、先先先先ほどほどほどほど梅梅梅梅原原原原道道道道路路路路管管管管理理理理課課課課長からの答弁もありましたように、中長からの答弁もありましたように、中長からの答弁もありましたように、中長からの答弁もありましたように、中和和和和

幹線幹線幹線幹線についてはについてはについてはについては包括包括包括包括発発発発注注注注や性や性や性や性能能能能発発発発注注注注をををを取取取取り入れたり入れたり入れたり入れた維維維維持持持持管管管管理業務委理業務委理業務委理業務委託託託託をををを締締締締結結結結したりしてしたりしてしたりしてしたりして工工工工夫夫夫夫

をし、今のをし、今のをし、今のをし、今の人人人人員の員の員の員の少少少少ない部ない部ない部ない部分分分分をやりくりしています。またをやりくりしています。またをやりくりしています。またをやりくりしています。また同同同同様様様様に、事務のに、事務のに、事務のに、事務の工工工工夫として、夫として、夫として、夫として、現現現現

場場場場技技技技術術術術委委委委託託託託というというというというココココンンンンササササルタルタルタルタントにントにントにントに来来来来ていただいて、土木ていただいて、土木ていただいて、土木ていただいて、土木技技技技術術術術業務業務業務業務補補補補助助助助委委委委託託託託を行って、を行って、を行って、を行って、約約約約

５０名の５０名の５０名の５０名の補補補補助技助技助技助技術術術術職員を活職員を活職員を活職員を活用用用用しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

それと、何よりも大きなそれと、何よりも大きなそれと、何よりも大きなそれと、何よりも大きな課題課題課題課題としてはとしてはとしてはとしては新規採新規採新規採新規採用用用用のリのリのリのリクルクルクルクルート問ート問ート問ート問題題題題がごがごがごがござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、近近近近年、年、年、年、

土木土木土木土木系技系技系技系技術術術術職員の職員の職員の職員の新規採新規採新規採新規採用用用用では、では、では、では、約約約約２０～３０名の２０～３０名の２０～３０名の２０～３０名の募募募募集集集集を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っているとこ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

が、が、が、が、午午午午前前前前中の審査にもお中の審査にもお中の審査にもお中の審査にもお話話話話がありましたように、平成２５年度もがありましたように、平成２５年度もがありましたように、平成２５年度もがありましたように、平成２５年度も募募募募集集集集定員より定員より定員より定員より少少少少ないないないない人人人人数数数数

しか確しか確しか確しか確保保保保できていないできていないできていないできていない状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。土木います。土木います。土木います。土木系技系技系技系技術術術術職員の職員の職員の職員の新規採新規採新規採新規採用用用用の確の確の確の確保保保保は、本県だけは、本県だけは、本県だけは、本県だけ
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ではなく国や他の地ではなく国や他の地ではなく国や他の地ではなく国や他の地方自方自方自方自治治治治体でも問体でも問体でも問体でも問題題題題であると聞いております。であると聞いております。であると聞いております。であると聞いております。昨昨昨昨年度からリ年度からリ年度からリ年度からリクルクルクルクルート活ート活ート活ート活

動動動動にかなりにかなりにかなりにかなり力力力力を入れておりまして、平成２を入れておりまして、平成２を入れておりまして、平成２を入れておりまして、平成２６６６６年度の年度の年度の年度の採採採採用用用用試験試験試験試験におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても各各各各大大大大学学学学へへへへの積の積の積の積

極極極極的なリ的なリ的なリ的なリクルクルクルクルート活ート活ート活ート活動動動動や職や職や職や職場見場見場見場見学学学学会なども行いまして、会なども行いまして、会なども行いまして、会なども行いまして、応応応応募募募募をををを促促促促進する活進する活進する活進する活動動動動にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

いきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃいましたように、いましたように、いましたように、いましたように、適適適適正な正な正な正な人人人人員がどれぐらいなのかも今、員がどれぐらいなのかも今、員がどれぐらいなのかも今、員がどれぐらいなのかも今、即座即座即座即座にはお答えにはお答えにはお答えにはお答え

できませんが、かなりできませんが、かなりできませんが、かなりできませんが、かなり人人人人がががが少少少少ないということで、ないということで、ないということで、ないということで、人人人人事事事事課課課課でも毎年２０～３０でも毎年２０～３０でも毎年２０～３０でも毎年２０～３０人人人人のののの新規採新規採新規採新規採用用用用

のののの募募募募集集集集をしております。ですので、よりよいをしております。ですので、よりよいをしております。ですので、よりよいをしております。ですので、よりよい人人人人材材材材を、たくさんのを、たくさんのを、たくさんのを、たくさんの学学学学生生生生のののの方方方方にににに来来来来ていただくていただくていただくていただく

ようにしっかりとリようにしっかりとリようにしっかりとリようにしっかりとリクルクルクルクルート活ート活ート活ート活動動動動を行うとともに、ますますの土木を行うとともに、ますますの土木を行うとともに、ますますの土木を行うとともに、ますますの土木系技系技系技系技術術術術職員の確職員の確職員の確職員の確保保保保とそとそとそとそ

のののの技技技技術向上術向上術向上術向上にににに努努努努めてまいるめてまいるめてまいるめてまいる所存所存所存所存でごでごでご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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 リリリリクルクルクルクルートでートでートでートで頑張頑張頑張頑張っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃることはよくわかりました。ですが、ることはよくわかりました。ですが、ることはよくわかりました。ですが、ることはよくわかりました。ですが、適適適適正正正正

なななな規規規規模模模模はどれぐらいのはどれぐらいのはどれぐらいのはどれぐらいの人人人人数数数数なのかがわからないのはなのかがわからないのはなのかがわからないのはなのかがわからないのは困困困困ったものだと思います。ったものだと思います。ったものだと思います。ったものだと思います。

何度も土木事務何度も土木事務何度も土木事務何度も土木事務所所所所に行かせていただいていますが、に行かせていただいていますが、に行かせていただいていますが、に行かせていただいていますが、最近最近最近最近、、、、台風災台風災台風災台風災害のときなどでは、職害のときなどでは、職害のときなどでは、職害のときなどでは、職

員がもう出員がもう出員がもう出員がもう出払払払払っててどなたもいらっしっててどなたもいらっしっててどなたもいらっしっててどなたもいらっしゃゃゃゃらない事務らない事務らない事務らない事務所所所所もありましたし、お聞きいたしますもありましたし、お聞きいたしますもありましたし、お聞きいたしますもありましたし、お聞きいたします

と、と、と、と、災災災災害対害対害対害対応応応応となればとなればとなればとなれば夜夜夜夜間間間間も含めて職員全員、全員といっても正も含めて職員全員、全員といっても正も含めて職員全員、全員といっても正も含めて職員全員、全員といっても正規規規規職員が職員が職員が職員が担担担担わないといけわないといけわないといけわないといけ

ないので、なかなかないので、なかなかないので、なかなかないので、なかなか困困困困難難難難をををを伴伴伴伴っている実っている実っている実っている実態態態態がありますし、がありますし、がありますし、がありますし、住民住民住民住民のののの方方方方のごのごのごのご要望要望要望要望をををを持持持持っていっていっていっていろろろろ

いいいいろろろろなななな形形形形でおでおでおでお伺伺伺伺いしていますけれども、いしていますけれども、いしていますけれども、いしていますけれども、人手人手人手人手がなくて行けないこともたくさんあるので、がなくて行けないこともたくさんあるので、がなくて行けないこともたくさんあるので、がなくて行けないこともたくさんあるので、

こういうこういうこういうこういう状状状状態態態態で本で本で本で本当当当当に県に県に県に県民民民民の安全・安の安全・安の安全・安の安全・安心心心心をををを守守守守っていけるのかというとこっていけるのかというとこっていけるのかというとこっていけるのかというところろろろは、大きく問わは、大きく問わは、大きく問わは、大きく問わ

れなくてはならない点だと思っております。れなくてはならない点だと思っております。れなくてはならない点だと思っております。れなくてはならない点だと思っております。

業務委業務委業務委業務委託託託託などでたくさんのなどでたくさんのなどでたくさんのなどでたくさんの補補補補助技助技助技助技術術術術職員の職員の職員の職員の方方方方にもにもにもにも来来来来ていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、工工工工夫をされていると夫をされていると夫をされていると夫をされていると

いうことですけれども、やはり本いうことですけれども、やはり本いうことですけれども、やはり本いうことですけれども、やはり本来来来来、、、、住民住民住民住民の安全にかかわる大事なの安全にかかわる大事なの安全にかかわる大事なの安全にかかわる大事な仕仕仕仕事ですから、公的な事ですから、公的な事ですから、公的な事ですから、公的な

責任責任責任責任できちんとできちんとできちんとできちんと担担担担っていくことがどうしてもっていくことがどうしてもっていくことがどうしてもっていくことがどうしても必要必要必要必要だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。パパパパートのートのートのートの方方方方や再や再や再や再任任任任用用用用でででで来来来来

られたられたられたられた方方方方などはなどはなどはなどは災災災災害のときには出られないともなっておりますし、そういうことを害のときには出られないともなっておりますし、そういうことを害のときには出られないともなっておりますし、そういうことを害のときには出られないともなっておりますし、そういうことを考考考考えまえまえまえま

しても、今のような定しても、今のような定しても、今のような定しても、今のような定数数数数のありのありのありのあり方方方方そのものをそのものをそのものをそのものを抜抜抜抜本的に本的に本的に本的に見見見見直直直直さなくてはならないさなくてはならないさなくてはならないさなくてはならない時時時時期期期期にににに来来来来てててて

いるのではないかといるのではないかといるのではないかといるのではないかと申申申申しししし上上上上げておきまして、次にげておきまして、次にげておきまして、次にげておきまして、次に移移移移りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

次に、次に、次に、次に、若草若草若草若草山山山山へへへへのののの移動移動移動移動支支支支援援援援施設施設施設施設といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、モノモノモノモノレレレレーーーールルルルとお聞きしているのですけれとお聞きしているのですけれとお聞きしているのですけれとお聞きしているのですけれ

ども、このども、このども、このども、この設置設置設置設置についてについてについてについて伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

ままままずずずず１点１点１点１点目目目目は、今までお聞きしている中で、は、今までお聞きしている中で、は、今までお聞きしている中で、は、今までお聞きしている中で、モノモノモノモノレレレレーーーールルルルかリかリかリかリフフフフトか、それとも一体どんトか、それとも一体どんトか、それとも一体どんトか、それとも一体どん

なものなのかなものなのかなものなのかなものなのか具具具具体的なイメージが全体的なイメージが全体的なイメージが全体的なイメージが全然然然然湧湧湧湧いてこないのですけれども、どういうものをいてこないのですけれども、どういうものをいてこないのですけれども、どういうものをいてこないのですけれども、どういうものを想想想想定定定定

しているのか。それから、それはどういうしているのか。それから、それはどういうしているのか。それから、それはどういうしているのか。それから、それはどういうルルルルートをートをートをートを通通通通っていくのか。っていくのか。っていくのか。っていくのか。具具具具体的なとこ体的なとこ体的なとこ体的なところろろろをおをおをおをお

答えいただきたいと思います。答えいただきたいと思います。答えいただきたいと思います。答えいただきたいと思います。
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それから、それから、それから、それから、若草若草若草若草山にはい山にはい山にはい山にはいろろろろいいいいろろろろなななな法法法法的な的な的な的な規制規制規制規制があると思うのですけれども、それはどうがあると思うのですけれども、それはどうがあると思うのですけれども、それはどうがあると思うのですけれども、それはどう

いうものがあるのか。そのいうものがあるのか。そのいうものがあるのか。そのいうものがあるのか。その許可権許可権許可権許可権限限限限というか、というか、というか、というか、許可許可許可許可するのは一体するのは一体するのは一体するのは一体誰誰誰誰なのか、県なのか、なのか、県なのか、なのか、県なのか、なのか、県なのか、市市市市

なのか、国なのか、そこのとこなのか、国なのか、そこのとこなのか、国なのか、そこのとこなのか、国なのか、そこのところろろろもお答えいただきたいと思います。もお答えいただきたいと思います。もお答えいただきたいと思います。もお答えいただきたいと思います。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 若草若草若草若草山の山の山の山の移動移動移動移動支支支支援援援援施設施設施設施設ということで、ということで、ということで、ということで、モノモノモノモノレレレレーーーールルルルについてのご質問についてのご質問についてのご質問についてのご質問

であったかと思います。であったかと思います。であったかと思います。であったかと思います。モノモノモノモノレレレレーーーールルルルにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、先先先先日の議会でも知事も答弁しており日の議会でも知事も答弁しており日の議会でも知事も答弁しており日の議会でも知事も答弁しており

ますけれども、ますけれども、ますけれども、ますけれども、現在現在現在現在、、、、環境環境環境環境影響調影響調影響調影響調査をやっておりまして、これの査をやっておりまして、これの査をやっておりまして、これの査をやっておりまして、これの春春春春、、、、夏夏夏夏というというというという四季四季四季四季の部の部の部の部分分分分

がががが終終終終わったとこわったとこわったとこわったところろろろ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、ルルルルートートートート及び及び及び及びモノモノモノモノレレレレーーーールルルルののののデザデザデザデザインについては今のインについては今のインについては今のインについては今の段段段段

階階階階ではお答えするものがないのです。ただ、ではお答えするものがないのです。ただ、ではお答えするものがないのです。ただ、ではお答えするものがないのです。ただ、モノモノモノモノレレレレーーーールルルルのイメージだけでいいますと、あのイメージだけでいいますと、あのイメージだけでいいますと、あのイメージだけでいいますと、あ

のののの場所場所場所場所でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、遊遊遊遊園地にあるような園地にあるような園地にあるような園地にあるような小小小小さなもの、もしくはさなもの、もしくはさなもの、もしくはさなもの、もしくはゴゴゴゴルルルルフフフフ場場場場にあるようにあるようにあるようにあるよう

なものでなものでなものでなもので考考考考えていくのかとえていくのかとえていくのかとえていくのかと当当当当初初初初から思っております。から思っております。から思っております。から思っております。

それから、それから、それから、それから、モノモノモノモノレレレレーーーールルルルをををを設置設置設置設置するにするにするにするに当当当当たってたってたってたって各各各各種種種種法法法法的な的な的な的な規制規制規制規制があるのですけれども、こがあるのですけれども、こがあるのですけれども、こがあるのですけれども、こ

れについてのれについてのれについてのれについての許可権許可権許可権許可権者はどこになるのかということです。一者はどこになるのかということです。一者はどこになるのかということです。一者はどこになるのかということです。一番番番番大きいのは、名大きいのは、名大きいのは、名大きいのは、名勝勝勝勝奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園

に入っておりますので文化に入っておりますので文化に入っておりますので文化に入っておりますので文化庁庁庁庁のののの許可許可許可許可になります。になります。になります。になります。先先先先ほどのほどのほどのほどの特区特区特区特区もそうですけれど、もとももそうですけれど、もとももそうですけれど、もとももそうですけれど、もとも

と基と基と基と基準準準準についてはについてはについてはについては緩緩緩緩和和和和されたされたされたされた経緯経緯経緯経緯もありませんので、これを県でこのもありませんので、これを県でこのもありませんので、これを県でこのもありませんので、これを県でこの場所場所場所場所にこういうにこういうにこういうにこういう形形形形でででで

つけていきたいということになれば、つけていきたいということになれば、つけていきたいということになれば、つけていきたいということになれば、申請申請申請申請をををを上上上上げて、文化げて、文化げて、文化げて、文化庁庁庁庁の審議会の審議会の審議会の審議会等等等等で審議がされるもで審議がされるもで審議がされるもで審議がされるも

のと思っております。のと思っております。のと思っております。のと思っております。

ただ、ただ、ただ、ただ、景景景景観観観観等等等等の問の問の問の問題題題題はあるかとは思いますが、今、このはあるかとは思いますが、今、このはあるかとは思いますが、今、このはあるかとは思いますが、今、この環境環境環境環境影響調影響調影響調影響調査の中では、査の中では、査の中では、査の中では、ふふふふだんだんだんだん

皆さんが皆さんが皆さんが皆さんが見見見見ておられるておられるておられるておられる若草若草若草若草山に何が山に何が山に何が山に何が走走走走っているのというっているのというっているのというっているのという形形形形がががが見見見見えないようにしたいとえないようにしたいとえないようにしたいとえないようにしたいと考考考考ええええ

ています。今、思っておりますのは、ています。今、思っておりますのは、ています。今、思っておりますのは、ています。今、思っておりますのは、若草若草若草若草山は山は山は山は三笠三笠三笠三笠山とも山とも山とも山とも呼呼呼呼ばれておりますように、３つばれておりますように、３つばれておりますように、３つばれておりますように、３つ

のののの笠笠笠笠がかかっているのですけれど、その１つがかかっているのですけれど、その１つがかかっているのですけれど、その１つがかかっているのですけれど、その１つ目目目目のののの笠笠笠笠、一、一、一、一重目重目重目重目のののの上上上上には今でもには今でもには今でもには今でも売店売店売店売店がありまがありまがありまがありま

す。このす。このす。このす。この売店売店売店売店は、は、は、は、多分じ多分じ多分じ多分じっとっとっとっと目目目目をををを凝凝凝凝らしてらしてらしてらしてみみみみないとなかなかわかりかねるとは思いますけないとなかなかわかりかねるとは思いますけないとなかなかわかりかねるとは思いますけないとなかなかわかりかねるとは思いますけ

れど、もうかなりれど、もうかなりれど、もうかなりれど、もうかなり古古古古くからくからくからくから営営営営業されております。何とかそこに、業されております。何とかそこに、業されております。何とかそこに、業されております。何とかそこに、遠遠遠遠くからくからくからくから見見見見ても何がても何がても何がても何が走走走走っっっっ

ているのと言われることのないような、山のているのと言われることのないような、山のているのと言われることのないような、山のているのと言われることのないような、山の右右右右、もしくは、もしくは、もしくは、もしくは左裾左裾左裾左裾をををを通通通通るるるる形形形形でつくらせていたでつくらせていたでつくらせていたでつくらせていた

だいて、高だいて、高だいて、高だいて、高齢齢齢齢者の者の者の者の方方方方やややや障障障障害者の害者の害者の害者の方方方方に、に、に、に、ぜひぜひぜひぜひ一一一一重目重目重目重目からのすばらしいからのすばらしいからのすばらしいからのすばらしい眺眺眺眺望望望望をををを楽楽楽楽しんでいただしんでいただしんでいただしんでいただ

きたいときたいときたいときたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

なお、このなお、このなお、このなお、この件件件件に関しましては、いに関しましては、いに関しましては、いに関しましては、いろろろろいいいいろろろろなななな方方方方からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろなななな意見意見意見意見が出ているということが出ているということが出ているということが出ているということ

はははは重重重重 々々々々承承承承知しておりまして、活知しておりまして、活知しておりまして、活知しておりまして、活用用用用化のために化のために化のために化のために早早早早くつくってほしいというくつくってほしいというくつくってほしいというくつくってほしいという意見意見意見意見もあれば、もあれば、もあれば、もあれば、当当当当

然然然然おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産の中にこのようなものをつくるのはどうかというごの中にこのようなものをつくるのはどうかというごの中にこのようなものをつくるのはどうかというごの中にこのようなものをつくるのはどうかというご意見意見意見意見もももも

あることはあることはあることはあることは重重重重 々々々々承承承承知しております。これについては今、い知しております。これについては今、い知しております。これについては今、い知しております。これについては今、いろろろろいいいいろろろろなななな有有有有識識識識者や者や者や者やＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等でででで構構構構

成しております奈良公園地成しております奈良公園地成しております奈良公園地成しております奈良公園地区整備検討区整備検討区整備検討区整備検討委員会の中でも委員会の中でも委員会の中でも委員会の中でも既既既既に議に議に議に議論論論論もももも始始始始まっておりますし、きまっておりますし、きまっておりますし、きまっておりますし、き
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ちんとしたものが出ればまたその中で議ちんとしたものが出ればまたその中で議ちんとしたものが出ればまたその中で議ちんとしたものが出ればまたその中で議論論論論するとともに、地するとともに、地するとともに、地するとともに、地元元元元のののの方方方方にもにもにもにも必要必要必要必要にににに応じ応じ応じ応じて、て、て、て、パパパパ

ブブブブリリリリックコックコックコックコメントメントメントメント等等等等を含めてごを含めてごを含めてごを含めてご意見意見意見意見を聞きながらを聞きながらを聞きながらを聞きながら検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

以上以上以上以上です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 もうもうもうもう少少少少しししし詳詳詳詳しく聞きたいのですが、しく聞きたいのですが、しく聞きたいのですが、しく聞きたいのですが、法法法法的な的な的な的な規制規制規制規制はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろあるとおっしあるとおっしあるとおっしあるとおっしゃゃゃゃいいいい

ましたが、それは、何と何があるのかを教えてほしいと思います。それは全部国ではなかましたが、それは、何と何があるのかを教えてほしいと思います。それは全部国ではなかましたが、それは、何と何があるのかを教えてほしいと思います。それは全部国ではなかましたが、それは、何と何があるのかを教えてほしいと思います。それは全部国ではなか

ったかと思うのですけれども、そこのとこったかと思うのですけれども、そこのとこったかと思うのですけれども、そこのとこったかと思うのですけれども、そこのところろろろをもう一回聞いておきたいと思います。をもう一回聞いておきたいと思います。をもう一回聞いておきたいと思います。をもう一回聞いておきたいと思います。

それと今、それと今、それと今、それと今、環境環境環境環境影響調影響調影響調影響調査とおっし査とおっし査とおっし査とおっしゃゃゃゃいましたが、これはどういうものですか。いましたが、これはどういうものですか。いましたが、これはどういうものですか。いましたが、これはどういうものですか。誰誰誰誰がどうがどうがどうがどう

いういういういう規規規規模模模模で、どのようなで、どのようなで、どのようなで、どのような内容内容内容内容でやっていらっしでやっていらっしでやっていらっしでやっていらっしゃゃゃゃるのかもおるのかもおるのかもおるのかもお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○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 ままままずずずず、、、、先先先先ほど言いました、いほど言いました、いほど言いました、いほど言いました、いろろろろいいいいろろろろなななな法規制法規制法規制法規制という部という部という部という部分分分分について、について、について、について、

細細細細かい部かい部かい部かい部分分分分について、今、お答えできないのですけれども、例えばについて、今、お答えできないのですけれども、例えばについて、今、お答えできないのですけれども、例えばについて、今、お答えできないのですけれども、例えば若草若草若草若草山の山山の山山の山山の山麓麓麓麓に、このに、このに、このに、この

前前前前、、、、便便便便所所所所をををを新新新新たにたにたにたにババババリリリリアアアアフフフフリー化でつくらせていただいたときも、一リー化でつくらせていただいたときも、一リー化でつくらせていただいたときも、一リー化でつくらせていただいたときも、一番番番番大きいのは文化大きいのは文化大きいのは文化大きいのは文化庁庁庁庁

の部の部の部の部分分分分、、、、要要要要は文化財は文化財は文化財は文化財保保保保護護護護法法法法の部の部の部の部分分分分とととと考考考考えております。ただ、どちらにしても奈良えております。ただ、どちらにしても奈良えております。ただ、どちらにしても奈良えております。ただ、どちらにしても奈良市市市市のののの条条条条例例例例

等等等等もありますし、歴史的もありますし、歴史的もありますし、歴史的もありますし、歴史的風風風風土土土土保存保存保存保存地地地地区区区区という部という部という部という部分分分分もごもごもごもござざざざいますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その分分分分についてもについてもについてもについても並並並並

行して行して行して行して協協協協議しますけれども、議しますけれども、議しますけれども、議しますけれども、窓口窓口窓口窓口的には国の文化的には国の文化的には国の文化的には国の文化庁庁庁庁であるとであるとであるとであると認認認認識識識識をしております。をしております。をしております。をしております。

それからそれからそれからそれから環境環境環境環境影響調影響調影響調影響調査でご査でご査でご査でござざざざいますが、これは県が今、発いますが、これは県が今、発いますが、これは県が今、発いますが、これは県が今、発注注注注しているものでごしているものでごしているものでごしているものでござざざざいましいましいましいまし

て、て、て、て、先先先先ほど言いましたほど言いましたほど言いましたほど言いました若草若草若草若草山の一山の一山の一山の一重目重目重目重目のとこのとこのとこのところろろろににににゴゴゴゴルルルルフフフフ場場場場やややや遊遊遊遊園地にあるような園地にあるような園地にあるような園地にあるような６６６６人人人人乗乗乗乗りりりり

程度の程度の程度の程度のモノモノモノモノレレレレーーーールルルルをををを走走走走らせるとしたらせるとしたらせるとしたらせるとした場合場合場合場合に、まに、まに、まに、まずずずず眺眺眺眺望望望望にににに影響影響影響影響を与えないようなを与えないようなを与えないようなを与えないようなルルルルートがートがートがートが可可可可

能能能能かどうか、それからかどうか、それからかどうか、それからかどうか、それから若草若草若草若草山の南には山の南には山の南には山の南には春春春春日大日大日大日大社社社社のののの森森森森もありますし、そのもありますし、そのもありますし、そのもありますし、その奥奥奥奥にはにはにはには春春春春日山日山日山日山原生原生原生原生

林がご林がご林がご林がござざざざいます。このいます。このいます。このいます。この原生原生原生原生林に対して林に対して林に対して林に対して環境環境環境環境でででで影響影響影響影響を与える部を与える部を与える部を与える部分分分分はないのかどうか、この部はないのかどうか、この部はないのかどうか、この部はないのかどうか、この部

分分分分をををを主主主主たるたるたるたる目目目目的として、今的として、今的として、今的として、今現在コ現在コ現在コ現在コンンンンササササルタルタルタルタントにントにントにントに調調調調査発査発査発査発注注注注をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでごでごでご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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 そうしたら、そのそうしたら、そのそうしたら、そのそうしたら、その法法法法的的的的根根根根拠拠拠拠につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、詳詳詳詳しくはまたしくはまたしくはまたしくはまた後後後後でいいので、回でいいので、回でいいので、回でいいので、回

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

それと、それと、それと、それと、環境環境環境環境影響影響影響影響評価評価評価評価はははは法法法法的に的に的に的に決決決決まっているのですけれども、今、行っているまっているのですけれども、今、行っているまっているのですけれども、今、行っているまっているのですけれども、今、行っている環境環境環境環境影響影響影響影響

調調調調査はそういうものではないのでし査はそういうものではないのでし査はそういうものではないのでし査はそういうものではないのでしょょょょうか。思いますには、うか。思いますには、うか。思いますには、うか。思いますには、環境環境環境環境アアアアセセセセスメントというスメントというスメントというスメントという形形形形でででで

されるされるされるされる環境環境環境環境影響影響影響影響評価評価評価評価というものは、というものは、というものは、というものは、環境環境環境環境へへへへのののの影響影響影響影響について、おっしについて、おっしについて、おっしについて、おっしゃゃゃゃるようにるようにるようにるように科学科学科学科学的に的に的に的に予予予予

測測測測をして、それに基づいてどういうをして、それに基づいてどういうをして、それに基づいてどういうをして、それに基づいてどういう影響影響影響影響が出るのかをが出るのかをが出るのかをが出るのかを判断判断判断判断するものでありますし、するものでありますし、するものでありますし、するものでありますし、同時同時同時同時にににに

広広広広くくくく住民住民住民住民のののの意見意見意見意見を聞いて、を聞いて、を聞いて、を聞いて、影響影響影響影響があるかないかのがあるかないかのがあるかないかのがあるかないかの不不不不安や安や安や安や懸念懸念懸念懸念というものについて皆さんかというものについて皆さんかというものについて皆さんかというものについて皆さんか

らごらごらごらご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺って、事業者としてって、事業者としてって、事業者としてって、事業者として説説説説明明明明責任責任責任責任をををを果果果果たしていくために行っていくものだと思ったしていくために行っていくものだと思ったしていくために行っていくものだと思ったしていくために行っていくものだと思っ

ています。それだとしましたら、今、ています。それだとしましたら、今、ています。それだとしましたら、今、ています。それだとしましたら、今、ゴゴゴゴルルルルフフフフ場場場場のののの６６６６人人人人乗乗乗乗り程度のリり程度のリり程度のリり程度のリフフフフトのようなものだとトのようなものだとトのようなものだとトのようなものだと
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おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったので、あ、そんなものかというイメージはったので、あ、そんなものかというイメージはったので、あ、そんなものかというイメージはったので、あ、そんなものかというイメージは少少少少しは出てきたのですけれども、しは出てきたのですけれども、しは出てきたのですけれども、しは出てきたのですけれども、

一一一一般般般般のののの人人人人は全は全は全は全然然然然そんなことを知らないし、議会にもそういうそんなことを知らないし、議会にもそういうそんなことを知らないし、議会にもそういうそんなことを知らないし、議会にもそういう報告報告報告報告が全が全が全が全然然然然ない中でない中でない中でない中で評価評価評価評価されされされされ

るのはいかがなものかと思うのですけれども、その点についてはどうなのか、おるのはいかがなものかと思うのですけれども、その点についてはどうなのか、おるのはいかがなものかと思うのですけれども、その点についてはどうなのか、おるのはいかがなものかと思うのですけれども、その点についてはどうなのか、お伺伺伺伺いしたいしたいしたいした

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 今まで、今まで、今まで、今まで、最最最最初初初初ははははロロロローーーーププププウエウエウエウエーであるとか、いーであるとか、いーであるとか、いーであるとか、いろろろろいいいいろろろろなななな話話話話があちこちがあちこちがあちこちがあちこち

からからからから飛飛飛飛んだりしましたものですから、んだりしましたものですから、んだりしましたものですから、んだりしましたものですから、非常非常非常非常にににに慎慎慎慎重重重重に進めてきたに進めてきたに進めてきたに進めてきた経緯経緯経緯経緯がごがごがごがござざざざいます。過去、います。過去、います。過去、います。過去、

建建建建設設設設委員会の中でも、委員会の中でも、委員会の中でも、委員会の中でも、ゴゴゴゴルルルルフフフフ場場場場にあります、４にあります、４にあります、４にあります、４人人人人乗乗乗乗り、り、り、り、６６６６人人人人乗乗乗乗りのりのりのりのモノモノモノモノレレレレーーーールルルルのようなものようなものようなものようなも

のということは、何回かのということは、何回かのということは、何回かのということは、何回か話話話話をさせていただいたとをさせていただいたとをさせていただいたとをさせていただいたと認認認認識識識識しています。イメージも、しています。イメージも、しています。イメージも、しています。イメージも、ココココンンンンササササルルルル

タタタタントに発ントに発ントに発ントに発注注注注するときの一つのイメージとして出させていただいている部するときの一つのイメージとして出させていただいている部するときの一つのイメージとして出させていただいている部するときの一つのイメージとして出させていただいている部分分分分ですので、今ですので、今ですので、今ですので、今

後後後後のののの環境環境環境環境影響調影響調影響調影響調査の中で、例えば大きさ、どのくらいの大きさまでは査の中で、例えば大きさ、どのくらいの大きさまでは査の中で、例えば大きさ、どのくらいの大きさまでは査の中で、例えば大きさ、どのくらいの大きさまでは可可可可能能能能、もしくはこれ、もしくはこれ、もしくはこれ、もしくはこれ

ぐらいの大きさしかだめというようなものがまたぐらいの大きさしかだめというようなものがまたぐらいの大きさしかだめというようなものがまたぐらいの大きさしかだめというようなものがまた返返返返ってくるのかとってくるのかとってくるのかとってくるのかと認認認認識識識識しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、

このこのこのこの前前前前の奈良公園地の奈良公園地の奈良公園地の奈良公園地区整備検討区整備検討区整備検討区整備検討委員会でも委員会でも委員会でも委員会でも意見意見意見意見が出ていましたように、が出ていましたように、が出ていましたように、が出ていましたように、決決決決して今して今して今して今後後後後、、、、強強強強引引引引

にににに走走走走ろろろろうというものではもちうというものではもちうというものではもちうというものではもちろろろろんごんごんごんござざざざいませんし、いいませんし、いいませんし、いいませんし、いろろろろいいいいろろろろなななな意見意見意見意見を聞きながら、ただ、を聞きながら、ただ、を聞きながら、ただ、を聞きながら、ただ、

県としましては、高県としましては、高県としましては、高県としましては、高齢齢齢齢者の者の者の者の方方方方、、、、障障障障害のある害のある害のある害のある方方方方を含め、一を含め、一を含め、一を含め、一重目重目重目重目からもう一度きれいなからもう一度きれいなからもう一度きれいなからもう一度きれいな眺眺眺眺望望望望をををを

見見見見たいというたいというたいというたいという声声声声がたくさんあるということもがたくさんあるということもがたくさんあるということもがたくさんあるということも認認認認識識識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、ぜひぜひぜひぜひ何とか何とか何とか何とか影響影響影響影響がががが極極極極

力少力少力少力少ない中で実ない中で実ない中で実ない中で実施施施施していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えているとこえているとこえているとこえているとこ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。以上以上以上以上です。です。です。です。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 環境環境環境環境影響影響影響影響評価評価評価評価とととと調調調調査は査は査は査は別別別別のものかどうかというのものかどうかというのものかどうかというのものかどうかという……………………。。。。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 別別別別のものなのかということで、ちのものなのかということで、ちのものなのかということで、ちのものなのかということで、ちょょょょっと聞きたかったのです。っと聞きたかったのです。っと聞きたかったのです。っと聞きたかったのです。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 環境環境環境環境アアアアセセセセスメントではごスメントではごスメントではごスメントではござざざざいません。あくまでいません。あくまでいません。あくまでいません。あくまで義義義義務づけられてやっ務づけられてやっ務づけられてやっ務づけられてやっ

ているているているている調調調調査ではなく、査ではなく、査ではなく、査ではなく、自自自自発的にやっている発的にやっている発的にやっている発的にやっている調調調調査でご査でご査でご査でござざざざいます。それはいます。それはいます。それはいます。それは住民住民住民住民のののの方方方方、それから、それから、それから、それから

議会議会議会議会等等等等にもにもにもにも説説説説明をしていかなければならない部明をしていかなければならない部明をしていかなければならない部明をしていかなければならない部分分分分と、今と、今と、今と、今後後後後、文化、文化、文化、文化庁庁庁庁に対してに対してに対してに対して申請申請申請申請をしていをしていをしていをしてい

くときに、くときに、くときに、くときに、当然当然当然当然環境環境環境環境等へ等へ等へ等へのののの影響影響影響影響はないのかははないのかははないのかははないのかは添添添添付付付付書書書書類類類類としてつけるとしてつけるとしてつけるとしてつける必要必要必要必要がごがごがごがござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、

その部その部その部その部分分分分についてについてについてについて独独独独自自自自でやらせていただいているでやらせていただいているでやらせていただいているでやらせていただいている調調調調査と査と査と査と認認認認識識識識していただけたらと思います。していただけたらと思います。していただけたらと思います。していただけたらと思います。

以上以上以上以上です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 そのご答弁ですとそのご答弁ですとそのご答弁ですとそのご答弁ですと納納納納得得得得できません。できません。できません。できません。恣恣恣恣意意意意的に、的に、的に、的に、自分自分自分自分の思うようなの思うようなの思うようなの思うような結果結果結果結果が出るが出るが出るが出る

ようなやりようなやりようなやりようなやり方方方方を県がを県がを県がを県が勝勝勝勝手手手手にして、それでにして、それでにして、それでにして、それで環境環境環境環境にににに影響影響影響影響がありませんというがありませんというがありませんというがありませんという評価評価評価評価をされるのは、をされるのは、をされるのは、をされるのは、

これはこれはこれはこれはゆゆゆゆゆゆゆゆしき問しき問しき問しき問題題題題だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。法法法法でででで決決決決められためられためられためられた環境環境環境環境アアアアセセセセスメントをきちんと行ってスメントをきちんと行ってスメントをきちんと行ってスメントをきちんと行って

文化文化文化文化庁庁庁庁にもにもにもにも上上上上げないといけないことですし、もちげないといけないことですし、もちげないといけないことですし、もちげないといけないことですし、もちろろろろんんんん住民住民住民住民に対してもに対してもに対してもに対しても周周周周知しないといけな知しないといけな知しないといけな知しないといけな

いことで、それに対していいことで、それに対していいことで、それに対していいことで、それに対していろろろろいいいいろろろろなごなごなごなご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺うということでないとそのようなうということでないとそのようなうということでないとそのようなうということでないとそのような調調調調査をさ査をさ査をさ査をさ

れてもれてもれてもれても信信信信憑憑憑憑性がないです。それは性がないです。それは性がないです。それは性がないです。それは改改改改めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。
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それから、それから、それから、それから、昨昨昨昨年度、この年度、この年度、この年度、この移動移動移動移動支支支支援援援援施設施設施設施設のののの導導導導入入入入検討検討検討検討について業者に発について業者に発について業者に発について業者に発注注注注されて、ことし３されて、ことし３されて、ことし３されて、ことし３

月までにその案がまとめられ、県に提出されていると思います。それは例えばどんな月までにその案がまとめられ、県に提出されていると思います。それは例えばどんな月までにその案がまとめられ、県に提出されていると思います。それは例えばどんな月までにその案がまとめられ、県に提出されていると思います。それは例えばどんな形形形形なななな

のか、どうしたらのか、どうしたらのか、どうしたらのか、どうしたら環境環境環境環境的に的に的に的に配慮配慮配慮配慮されたものになるのかとか、されたものになるのかとか、されたものになるのかとか、されたものになるのかとか、相相相相当当当当具具具具体的で体的で体的で体的で詳細詳細詳細詳細なななな検討検討検討検討をしをしをしをし

ていただいていると思うのですけれども、そのていただいていると思うのですけれども、そのていただいていると思うのですけれども、そのていただいていると思うのですけれども、その結果結果結果結果がどのようにまとめられているのか、がどのようにまとめられているのか、がどのようにまとめられているのか、がどのようにまとめられているのか、

そのそのそのその内容内容内容内容について、について、について、について、予算予算予算予算審査審査審査審査特別特別特別特別委員会には委員会には委員会には委員会には詳詳詳詳しくしくしくしく報告報告報告報告すすすすべべべべきだと思うのですけれども、きだと思うのですけれども、きだと思うのですけれども、きだと思うのですけれども、

その点についてはどうなのでしその点についてはどうなのでしその点についてはどうなのでしその点についてはどうなのでしょょょょうか、出していただけるのかどうかをお聞きしたいと思うか、出していただけるのかどうかをお聞きしたいと思うか、出していただけるのかどうかをお聞きしたいと思うか、出していただけるのかどうかをお聞きしたいと思

います。います。います。います。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 ままままずずずず１点１点１点１点目目目目のののの環境環境環境環境影響調影響調影響調影響調査についてでご査についてでご査についてでご査についてでござざざざいますが、ごいますが、ごいますが、ごいますが、ご存じ存じ存じ存じかと思かと思かと思かと思

いますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その周周周周囲囲囲囲にありますにありますにありますにあります春春春春日山日山日山日山原生原生原生原生林が林が林が林が非常非常非常非常にににに荒廃荒廃荒廃荒廃しているということで、今、しているということで、今、しているということで、今、しているということで、今、原原原原

生生生生林の林の林の林の保保保保全全全全計画計画計画計画をつくるために委員会もやっておりますし、奈良公園のをつくるために委員会もやっておりますし、奈良公園のをつくるために委員会もやっておりますし、奈良公園のをつくるために委員会もやっておりますし、奈良公園の植栽植栽植栽植栽も松も松も松も松枯枯枯枯れ、それ、それ、それ、そ

れから南京れから南京れから南京れから南京ハハハハゼゼゼゼがががが非常非常非常非常ににににふふふふえているということも含めて、どのようにして１００年えているということも含めて、どのようにして１００年えているということも含めて、どのようにして１００年えているということも含めて、どのようにして１００年後後後後に奈に奈に奈に奈

良公園をつなげていくのかということもやっているとこ良公園をつなげていくのかということもやっているとこ良公園をつなげていくのかということもやっているとこ良公園をつなげていくのかということもやっているところろろろでごでごでごでござざざざいます。もちいます。もちいます。もちいます。もちろろろろん行ん行ん行ん行政政政政でででで

すので、そうはいいながらというすので、そうはいいながらというすので、そうはいいながらというすので、そうはいいながらという見方見方見方見方をされる部をされる部をされる部をされる部分分分分はやはやはやはやむむむむをををを得得得得ないかと思いますが、奈良ないかと思いますが、奈良ないかと思いますが、奈良ないかと思いますが、奈良

公園基本公園基本公園基本公園基本戦略戦略戦略戦略の本の本の本の本元元元元はははは保保保保全を全を全を全を前前前前に出しておりますので、その部に出しておりますので、その部に出しておりますので、その部に出しておりますので、その部分分分分についてはご理についてはご理についてはご理についてはご理解解解解願いた願いた願いた願いた

いといといといと同時同時同時同時に、このに、このに、このに、この環境環境環境環境影響調影響調影響調影響調査についてもきちんとした査についてもきちんとした査についてもきちんとした査についてもきちんとした手手手手順順順順をををを踏み踏み踏み踏みながら、ながら、ながら、ながら、決決決決して県がして県がして県がして県が改改改改

悪悪悪悪するようなことはごするようなことはごするようなことはごするようなことはござざざざいませんので、そこについてはおいませんので、そこについてはおいませんので、そこについてはおいませんので、そこについてはお約約約約束束束束したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。

それから、２点それから、２点それから、２点それから、２点目目目目の部の部の部の部分分分分ですが、ですが、ですが、ですが、済済済済みみみみません、今ません、今ません、今ません、今失失失失念念念念したのですけれど。したのですけれど。したのですけれど。したのですけれど。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 導導導導入入入入検討検討検討検討事業という事業という事業という事業という形形形形で業者に発で業者に発で業者に発で業者に発注注注注をされたをされたをされたをされた結果結果結果結果は、平成２５年３月には、平成２５年３月には、平成２５年３月には、平成２５年３月に決決決決定定定定

をいただいていると思うのですけれども、それを公をいただいていると思うのですけれども、それを公をいただいていると思うのですけれども、それを公をいただいていると思うのですけれども、それを公表表表表しないのかと。しないのかと。しないのかと。しないのかと。

○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 確かに平成２５年３月確かに平成２５年３月確かに平成２５年３月確かに平成２５年３月末末末末に、１度に、１度に、１度に、１度目目目目の業者がつくったの業者がつくったの業者がつくったの業者がつくった環境環境環境環境影響調影響調影響調影響調査査査査

をするもとになるものは出ております。ただ、１案、２案、３案といういをするもとになるものは出ております。ただ、１案、２案、３案といういをするもとになるものは出ております。ただ、１案、２案、３案といういをするもとになるものは出ております。ただ、１案、２案、３案といういろろろろいいいいろろろろなななな形形形形のものものものも

のがあって、のがあって、のがあって、のがあって、要要要要はははは色色色色がががが違違違違う、う、う、う、デザデザデザデザインがインがインがインが違違違違うものが、出ておりますけれども、うものが、出ておりますけれども、うものが、出ておりますけれども、うものが、出ておりますけれども、環境環境環境環境影響調影響調影響調影響調

査によってはこれがご査によってはこれがご査によってはこれがご査によってはこれがごろろろろっとっとっとっと変変変変わることもありますので、今これを出すと、例えばわることもありますので、今これを出すと、例えばわることもありますので、今これを出すと、例えばわることもありますので、今これを出すと、例えば人人人人によによによによ

ってはってはってはっては奇奇奇奇抜抜抜抜なものをなものをなものをなものを走走走走らせようとしているというらせようとしているというらせようとしているというらせようとしているという誤誤誤誤解解解解をををを招招招招くこともあるので、きちんとくこともあるので、きちんとくこともあるので、きちんとくこともあるので、きちんと環環環環

境境境境影響調影響調影響調影響調査の査の査の査の結果結果結果結果をををを踏踏踏踏まえてごまえてごまえてごまえてご説説説説明をさせていただきたいと思います。明をさせていただきたいと思います。明をさせていただきたいと思います。明をさせていただきたいと思います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 結果結果結果結果をををを見見見見てててて判断判断判断判断ししししろろろろと言われているのでしと言われているのでしと言われているのでしと言われているのでしょょょょうが、どんな案が出ているのかうが、どんな案が出ているのかうが、どんな案が出ているのかうが、どんな案が出ているのか

を公を公を公を公表表表表することに何かすることに何かすることに何かすることに何か支障支障支障支障があるのでしがあるのでしがあるのでしがあるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。自自自自信信信信をををを持持持持って進めたい、どうしてもつけって進めたい、どうしてもつけって進めたい、どうしてもつけって進めたい、どうしてもつけ

たいと、知事はたいと、知事はたいと、知事はたいと、知事は絶絶絶絶対やりたいとおっし対やりたいとおっし対やりたいとおっし対やりたいとおっしゃゃゃゃいました。それぐらいいました。それぐらいいました。それぐらいいました。それぐらい自自自自信信信信があってやっているこがあってやっているこがあってやっているこがあってやっているこ

とだったら、こういうことと、とだったら、こういうことと、とだったら、こういうことと、とだったら、こういうことと、みみみみんなに公んなに公んなに公んなに公表表表表してしてしてして意見意見意見意見をもらうことのほうが理をもらうことのほうが理をもらうことのほうが理をもらうことのほうが理解解解解が進が進が進が進むむむむとととと

思うのですけれども、今のやり思うのですけれども、今のやり思うのですけれども、今のやり思うのですけれども、今のやり方方方方だと、だと、だと、だと、慎慎慎慎重重重重に進めているからできるだけに進めているからできるだけに進めているからできるだけに進めているからできるだけ漏漏漏漏らさないようらさないようらさないようらさないよう
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に、に、に、に、みみみみんなに知られないように、そんなんなに知られないように、そんなんなに知られないように、そんなんなに知られないように、そんな形形形形でやっているとしか思えないのですけれども、でやっているとしか思えないのですけれども、でやっているとしか思えないのですけれども、でやっているとしか思えないのですけれども、

それはおかしいと思います。それはおかしいと思います。それはおかしいと思います。それはおかしいと思います。

それと、それと、それと、それと、環境環境環境環境アアアアセセセセスメントのことで、スメントのことで、スメントのことで、スメントのことで、アアアアセセセセスメントではなくてスメントではなくてスメントではなくてスメントではなくて調調調調査だとおっし査だとおっし査だとおっし査だとおっしゃゃゃゃいましいましいましいまし

たけれども、それはたけれども、それはたけれども、それはたけれども、それは結果結果結果結果をををを見見見見て県をて県をて県をて県を信信信信用用用用してくれということで、してくれということで、してくれということで、してくれということで、別別別別に全に全に全に全面面面面否否否否定するつもり定するつもり定するつもり定するつもり

も全も全も全も全然然然然ないし、ないし、ないし、ないし、真面真面真面真面目目目目にやっておられるにやっておられるにやっておられるにやっておられる方方方方はやっておられると思っています。しかし、こはやっておられると思っています。しかし、こはやっておられると思っています。しかし、こはやっておられると思っています。しかし、こ

のののの環境環境環境環境へへへへのののの影響影響影響影響をををを調調調調査するのであれば、どういうとこ査するのであれば、どういうとこ査するのであれば、どういうとこ査するのであれば、どういうところろろろに、どういうものがに、どういうものがに、どういうものがに、どういうものが通通通通るとかをるとかをるとかをるとかを広広広広

くくくく住民住民住民住民に公に公に公に公表表表表しないで、しないで、しないで、しないで、隠隠隠隠れたれたれたれた形形形形でやるというのでは全でやるというのでは全でやるというのでは全でやるというのでは全然意味然意味然意味然意味をなさないと思います。そをなさないと思います。そをなさないと思います。そをなさないと思います。そ

の点は今言ってもの点は今言ってもの点は今言ってもの点は今言っても返返返返ってこないのですが、やはりってこないのですが、やはりってこないのですが、やはりってこないのですが、やはり検討検討検討検討されたされたされたされた資資資資料料料料等等等等は県のは県のは県のは県の予算予算予算予算を使ってやを使ってやを使ってやを使ってや

っておられるわけですから、っておられるわけですから、っておられるわけですから、っておられるわけですから、必ず必ず必ず必ず出していただきたいと出していただきたいと出していただきたいと出していただきたいと強強強強くくくく要望要望要望要望したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 意見意見意見意見として。として。として。として。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それはそれはそれはそれは意見意見意見意見として、また知事にとして、また知事にとして、また知事にとして、また知事に直直直直接接接接お聞きしたいと思いますので、きお聞きしたいと思いますので、きお聞きしたいと思いますので、きお聞きしたいと思いますので、きょょょょうはうはうはうは

ここでここでここでここで置置置置いておきたいと思うのですが、このいておきたいと思うのですが、このいておきたいと思うのですが、このいておきたいと思うのですが、この若草若草若草若草山の山の山の山のモノモノモノモノレレレレーーーールへルへルへルへのののの計画計画計画計画がはがはがはがはじじじじめにめにめにめに打打打打ちちちち

出されたのはどういう出されたのはどういう出されたのはどういう出されたのはどういう経緯経緯経緯経緯なのかを、もう一回聞いておきたいと思います。なのかを、もう一回聞いておきたいと思います。なのかを、もう一回聞いておきたいと思います。なのかを、もう一回聞いておきたいと思います。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 経緯経緯経緯経緯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が、いますが、いますが、いますが、私私私私のののの記記記記憶憶憶憶のするとこのするとこのするとこのするとこ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

が、ちが、ちが、ちが、ちょょょょうど２０１０年、平うど２０１０年、平うど２０１０年、平うど２０１０年、平城遷城遷城遷城遷都１３００年都１３００年都１３００年都１３００年祭祭祭祭が開かれるその１年から２年ほどが開かれるその１年から２年ほどが開かれるその１年から２年ほどが開かれるその１年から２年ほど前前前前に、に、に、に、

この平この平この平この平城遷城遷城遷城遷都１３００年都１３００年都１３００年都１３００年祭祭祭祭にににに合合合合わせて奈良県を活性化するという中で、わせて奈良県を活性化するという中で、わせて奈良県を活性化するという中で、わせて奈良県を活性化するという中で、商商商商工工工工会議会議会議会議所所所所から県から県から県から県

にににに向向向向かっていかっていかっていかっていろろろろいいいいろろろろなななな要望要望要望要望が出てまいりました。が出てまいりました。が出てまいりました。が出てまいりました。

その中の一つに、このその中の一つに、このその中の一つに、このその中の一つに、このモノモノモノモノレレレレーーーールルルル、もしくはリ、もしくはリ、もしくはリ、もしくはリフフフフトをトをトをトを設置設置設置設置するというするというするというするという形形形形で、で、で、で、若草若草若草若草山山山山周辺周辺周辺周辺

の地域活性化というの地域活性化というの地域活性化というの地域活性化という話話話話が出ておりました。が出ておりました。が出ておりました。が出ておりました。私私私私が知るが知るが知るが知る限限限限りでは、そこだったと思います。そりでは、そこだったと思います。そりでは、そこだったと思います。そりでは、そこだったと思います。そ

のののの後後後後、奈良公園としてそこを、奈良公園としてそこを、奈良公園としてそこを、奈良公園としてそこを検討検討検討検討させていただく中で今、奈良公園させていただく中で今、奈良公園させていただく中で今、奈良公園させていただく中で今、奈良公園周辺周辺周辺周辺を大を大を大を大分整備分整備分整備分整備してきしてきしてきしてき

たわけでごたわけでごたわけでごたわけでござざざざいますが、観光いますが、観光いますが、観光いますが、観光客客客客もももも戻戻戻戻りつつはあるのですが、もうりつつはあるのですが、もうりつつはあるのですが、もうりつつはあるのですが、もう少少少少しししし若草若草若草若草山の山の山の山の魅力魅力魅力魅力を知っを知っを知っを知っ

ていただこうということで、実はきのう、おとといもていただこうということで、実はきのう、おとといもていただこうということで、実はきのう、おとといもていただこうということで、実はきのう、おとといも若草若草若草若草山山山山 ＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴＩＶＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴＩＶＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴＩＶＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴＩＶ

ＡＬＡＬＡＬＡＬというというというというココココンンンンササササートをやり、関ートをやり、関ートをやり、関ートをやり、関西周辺西周辺西周辺西周辺のののの方方方方々にたくさん々にたくさん々にたくさん々にたくさん集集集集まっていただきました。おまっていただきました。おまっていただきました。おまっていただきました。お声声声声

を聞きますと、こんなとこを聞きますと、こんなとこを聞きますと、こんなとこを聞きますと、こんなところろろろにこんな山があったのだなという、まだまだその程度の知名にこんな山があったのだなという、まだまだその程度の知名にこんな山があったのだなという、まだまだその程度の知名にこんな山があったのだなという、まだまだその程度の知名

度でご度でご度でご度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、若草若草若草若草山にはこういうものがあるという山にはこういうものがあるという山にはこういうものがあるという山にはこういうものがあるという魅力魅力魅力魅力をををを訴訴訴訴えるえるえるえる意味意味意味意味でも、一つでも、一つでも、一つでも、一つ

のののの拠拠拠拠点づくりに点づくりに点づくりに点づくりに我我我我々は々は々は々は必要必要必要必要とととと考考考考えて、今、事業化を進めているとこえて、今、事業化を進めているとこえて、今、事業化を進めているとこえて、今、事業化を進めているとこ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。以上以上以上以上

です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 わかりました。そのわかりました。そのわかりました。そのわかりました。その魅力魅力魅力魅力をををを広広広広めるためにめるためにめるためにめるためにモノモノモノモノレレレレーーーールルルルはあったほうがいいといはあったほうがいいといはあったほうがいいといはあったほうがいいとい

うことですけれども、うことですけれども、うことですけれども、うことですけれども、多多多多くのくのくのくの方方方方からそういうものをつくると、かえってからそういうものをつくると、かえってからそういうものをつくると、かえってからそういうものをつくると、かえって魅力魅力魅力魅力が半が半が半が半減減減減するのするのするのするの

ではないかと聞いております。この点につきましても、知事にではないかと聞いております。この点につきましても、知事にではないかと聞いております。この点につきましても、知事にではないかと聞いております。この点につきましても、知事に直直直直接接接接聞きたいと思います。聞きたいと思います。聞きたいと思います。聞きたいと思います。
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終終終終わります。わります。わります。わります。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 それではそれではそれではそれでは端端端端的に、まちづくり推進局に２点、それから県土マネジメント部に的に、まちづくり推進局に２点、それから県土マネジメント部に的に、まちづくり推進局に２点、それから県土マネジメント部に的に、まちづくり推進局に２点、それから県土マネジメント部に

４点、聞きます。４点、聞きます。４点、聞きます。４点、聞きます。

午午午午前前前前の部局審査でのの部局審査でのの部局審査でのの部局審査でのホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致について、について、について、について、討論討論討論討論の中で、あえて聞かなかったことについの中で、あえて聞かなかったことについの中で、あえて聞かなかったことについの中で、あえて聞かなかったことについ

てててて申申申申しししし上上上上げて、ご回答をいただきたい。それは、５年もかかってげて、ご回答をいただきたい。それは、５年もかかってげて、ご回答をいただきたい。それは、５年もかかってげて、ご回答をいただきたい。それは、５年もかかってホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致がいまだがいまだがいまだがいまだ宙宙宙宙にににに

浮浮浮浮いたままになっている。だから、いたままになっている。だから、いたままになっている。だから、いたままになっている。だから、ホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致について、について、について、について、宿泊宿泊宿泊宿泊部部部部屋屋屋屋数数数数は何室で、１は何室で、１は何室で、１は何室で、１泊泊泊泊２２２２食食食食

つきのつきのつきのつきの料料料料金が金が金が金が幾幾幾幾らだと、どういうらだと、どういうらだと、どういうらだと、どういう客客客客をををを狙狙狙狙ったったったったホテホテホテホテルルルルをををを目目目目指していたのかという回答がなか指していたのかという回答がなか指していたのかという回答がなか指していたのかという回答がなか

ったわけです。５年ったわけです。５年ったわけです。５年ったわけです。５年間間間間やったけれども何もなかったので、ここは大やったけれども何もなかったので、ここは大やったけれども何もなかったので、ここは大やったけれども何もなかったので、ここは大変変変変だと。それだったら、だと。それだったら、だと。それだったら、だと。それだったら、

今今今今後周辺後周辺後周辺後周辺のまちづくり、にのまちづくり、にのまちづくり、にのまちづくり、にぎぎぎぎわいづくりをくっつけて、もう一度その土地のわいづくりをくっつけて、もう一度その土地のわいづくりをくっつけて、もう一度その土地のわいづくりをくっつけて、もう一度その土地の商商商商品品品品価価価価値値値値を高を高を高を高

めて、さらにめて、さらにめて、さらにめて、さらにホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致をしようということだと思うのです。をしようということだと思うのです。をしようということだと思うのです。をしようということだと思うのです。

しかし、大しかし、大しかし、大しかし、大阪阪阪阪府府府府や東京都でや東京都でや東京都でや東京都でホテホテホテホテルルルルをををを展展展展開している業開している業開している業開している業界界界界関係者の関係者の関係者の関係者の話話話話を聞きますと、あの土を聞きますと、あの土を聞きますと、あの土を聞きますと、あの土

地は全地は全地は全地は全然然然然だめだと、県がだめだと、県がだめだと、県がだめだと、県が目目目目指しているような指しているような指しているような指しているようなホテホテホテホテルルルルは、は、は、は、逆逆逆逆立ちしても立ちしても立ちしても立ちしても来来来来ないのではないかないのではないかないのではないかないのではないか

というというというという話話話話ががががずずずずっとっとっとっと流流流流れています。それから奈良県のれています。それから奈良県のれています。それから奈良県のれています。それから奈良県の経済経済経済経済力力力力、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の現況現況現況現況のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなこなこなこなこ

とをとをとをとを換換換換算算算算すると、国すると、国すると、国すると、国際際際際会議も開かれる会議も開かれる会議も開かれる会議も開かれるレベレベレベレベルルルルの高いの高いの高いの高いホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致はははは当然当然当然当然無無無無理だ。だから、い理だ。だから、い理だ。だから、い理だ。だから、い

つまで、つまで、つまで、つまで、ホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致にこだわってやっていかれるのか。にこだわってやっていかれるのか。にこだわってやっていかれるのか。にこだわってやっていかれるのか。方向方向方向方向転転転転換換換換をしてをしてをしてをして宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客をををを目目目目指す指す指す指すホホホホ

テテテテルルルル、あるいは東京、あるいは東京、あるいは東京、あるいは東京オオオオリンリンリンリンピピピピックックックックをををを控控控控えてえてえてえて外外外外国国国国人人人人ををををタタタターーーーゲゲゲゲッッッットにしたトにしたトにしたトにした別別別別ののののホテホテホテホテルルルル案も案も案も案も考考考考ええええ

ているのかどうか、このことについて１点だけ、お願いをします。ているのかどうか、このことについて１点だけ、お願いをします。ているのかどうか、このことについて１点だけ、お願いをします。ているのかどうか、このことについて１点だけ、お願いをします。

２点２点２点２点目目目目は、は、は、は、補補補補正正正正予算予算予算予算のののの住住住住宅宅宅宅・建・建・建・建築築築築物物物物耐震耐震耐震耐震化化化化促促促促進事業です。これを、進事業です。これを、進事業です。これを、進事業です。これを、詳細詳細詳細詳細ににににみみみみますと、昭ますと、昭ますと、昭ますと、昭

和和和和５５５５６６６６年年年年以以以以降降降降に建てられた建物についてはこのに建てられた建物についてはこのに建てられた建物についてはこのに建てられた建物についてはこの限限限限りにあらりにあらりにあらりにあらずずずずということですね。簡ということですね。簡ということですね。簡ということですね。簡単単単単に言に言に言に言

いますと、いますと、いますと、いますと、病病病病院院院院あるいはあるいはあるいはあるいは旅旅旅旅館館館館、、、、店店店店舗舗舗舗は５，０００平は５，０００平は５，０００平は５，０００平方方方方メートメートメートメートル以上ル以上ル以上ル以上、それから、それから、それから、それから小学校小学校小学校小学校、中、中、中、中

学校学校学校学校は３，０００平は３，０００平は３，０００平は３，０００平方方方方メートメートメートメートル以上ル以上ル以上ル以上、、、、幼稚幼稚幼稚幼稚園、園、園、園、保保保保育育育育所所所所は１，５００平は１，５００平は１，５００平は１，５００平方方方方メートメートメートメートル以上ル以上ル以上ル以上といといといとい

うことですが、昭うことですが、昭うことですが、昭うことですが、昭和和和和５５５５６６６６年年年年以以以以降降降降、、、、経済経済経済経済が発が発が発が発展展展展してきて、建物もしてきて、建物もしてきて、建物もしてきて、建物も非常非常非常非常に大きくなってきていに大きくなってきていに大きくなってきていに大きくなってきてい

ます。しかし、これは全国一ます。しかし、これは全国一ます。しかし、これは全国一ます。しかし、これは全国一律律律律のののの法法法法律律律律ですので、奈良県のようなですので、奈良県のようなですので、奈良県のようなですので、奈良県のような経済経済経済経済力力力力のののの弱弱弱弱いとこいとこいとこいところろろろで、で、で、で、

今回のこの今回のこの今回のこの今回のこの法法法法律律律律によってによってによってによって救救救救われるわれるわれるわれる病病病病院院院院などと、これにかからない建物は一体どうなっていなどと、これにかからない建物は一体どうなっていなどと、これにかからない建物は一体どうなっていなどと、これにかからない建物は一体どうなってい

るのかです。るのかです。るのかです。るのかです。

それからもう１点、このそれからもう１点、このそれからもう１点、このそれからもう１点、この法法法法にのっとって実にのっとって実にのっとって実にのっとって実際際際際に奈良県でに奈良県でに奈良県でに奈良県で耐震診耐震診耐震診耐震診断断断断をする建物はどれぐらをする建物はどれぐらをする建物はどれぐらをする建物はどれぐら

いあるのか。それともう一つは、いあるのか。それともう一つは、いあるのか。それともう一つは、いあるのか。それともう一つは、仮仮仮仮にににに耐震診耐震診耐震診耐震診断断断断をやったとしても、本をやったとしても、本をやったとしても、本をやったとしても、本命命命命はははは耐震耐震耐震耐震工工工工事をやら事をやら事をやら事をやら

ないといけないわけです。大きなないといけないわけです。大きなないといけないわけです。大きなないといけないわけです。大きな人人人人がががが集集集集まるとこまるとこまるとこまるところろろろに、いつ地に、いつ地に、いつ地に、いつ地震震震震がががが起起起起こるかわかりません。こるかわかりません。こるかわかりません。こるかわかりません。

このこのこのこの工工工工事を行うについて、例えば対象物事を行うについて、例えば対象物事を行うについて、例えば対象物事を行うについて、例えば対象物件件件件に対してに対してに対してに対して助助助助成などはどのようになっていくのか。成などはどのようになっていくのか。成などはどのようになっていくのか。成などはどのようになっていくのか。

これは、これは、これは、これは、費費費費用負用負用負用負担担担担１０１０１０１０分分分分の１０の事業です。そうしたら、の１０の事業です。そうしたら、の１０の事業です。そうしたら、の１０の事業です。そうしたら、耐震診耐震診耐震診耐震診断断断断だけはできても、今度だけはできても、今度だけはできても、今度だけはできても、今度
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そのそのそのその耐震耐震耐震耐震工工工工事をやることについて県は、対象者に対してどのように指事をやることについて県は、対象者に対してどのように指事をやることについて県は、対象者に対してどのように指事をやることについて県は、対象者に対してどのように指導導導導をして、安をして、安をして、安をして、安心心心心・安・安・安・安

全な建物を全な建物を全な建物を全な建物を構構構構築築築築するのか。このことについておするのか。このことについておするのか。このことについておするのか。このことについてお伺伺伺伺いをします。いをします。いをします。いをします。

それから、県土マネジメント部につきましては、これはそれから、県土マネジメント部につきましては、これはそれから、県土マネジメント部につきましては、これはそれから、県土マネジメント部につきましては、これは午午午午前前前前の部局審査での部局審査での部局審査での部局審査で人人人人事事事事課課課課長にも長にも長にも長にも

質問したことです。安質問したことです。安質問したことです。安質問したことです。安倍倍倍倍内閣内閣内閣内閣になって、東京になって、東京になって、東京になって、東京オオオオリンリンリンリンピピピピックックックック招招招招致致致致、国土、国土、国土、国土強強強強靭靭靭靭化化化化計画計画計画計画というこというこというこというこ

とで、３年半とで、３年半とで、３年半とで、３年半続続続続いたいたいたいた民民民民主主主主党政党政党政党政権権権権とは一とは一とは一とは一味味味味違違違違ったったったった政政政政策策策策をしていて、その代をしていて、その代をしていて、その代をしていて、その代表表表表的なものは、や的なものは、や的なものは、や的なものは、や

はり公はり公はり公はり公共共共共事業もやっていこうということです。事業もやっていこうということです。事業もやっていこうということです。事業もやっていこうということです。

奈良県の財奈良県の財奈良県の財奈良県の財政政政政をををを見見見見ても、ても、ても、ても、最最最最盛盛盛盛期期期期では９，５００では９，５００では９，５００では９，５００億億億億円ぐらいの一円ぐらいの一円ぐらいの一円ぐらいの一般般般般会会会会計計計計があったのです。があったのです。があったのです。があったのです。

それが今、もう５，５００それが今、もう５，５００それが今、もう５，５００それが今、もう５，５００億億億億円程度です。それに円程度です。それに円程度です。それに円程度です。それに伴伴伴伴って公って公って公って公共共共共事業事業事業事業費費費費もももも減減減減ってきているわけってきているわけってきているわけってきているわけ

です。しかしながら、東京です。しかしながら、東京です。しかしながら、東京です。しかしながら、東京オオオオリンリンリンリンピピピピックックックックという神という神という神という神風風風風もももも吹吹吹吹いてきた、そしていてきた、そしていてきた、そしていてきた、そしてアアアアベベベベノノノノミクミクミクミクスとスとスとスと

いういういういうドドドドララララスススステテテティィィィックックックックなななな経済経済経済経済政政政政策策策策をする長をする長をする長をする長期期期期安定安定安定安定政政政政権権権権がががが生生生生まれたわけです。まれたわけです。まれたわけです。まれたわけです。当然当然当然当然奈良県にも、奈良県にも、奈良県にも、奈良県にも、

そのそのそのその効果効果効果効果ははははじじじじわり、わり、わり、わり、じじじじわりとわりとわりとわりと波波波波及及及及をしてくる。こういうことををしてくる。こういうことををしてくる。こういうことををしてくる。こういうことを考考考考えますと、やはり県土マえますと、やはり県土マえますと、やはり県土マえますと、やはり県土マ

ネジメント部長は、こういうネジメント部長は、こういうネジメント部長は、こういうネジメント部長は、こういう社社社社会会会会情勢情勢情勢情勢で奈良県における県土マネジメントで奈良県における県土マネジメントで奈良県における県土マネジメントで奈良県における県土マネジメント費費費費のこれからののこれからののこれからののこれからの

推推推推移移移移をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考えておられるのか。えておられるのか。えておられるのか。えておられるのか。

それともう１点は、それともう１点は、それともう１点は、それともう１点は、人人人人員の問員の問員の問員の問題題題題です。です。です。です。先先先先ほどのほどのほどのほどの説説説説明で、４７５名から３明で、４７５名から３明で、４７５名から３明で、４７５名から３６６６６４名に１１１４名に１１１４名に１１１４名に１１１

名の職員が名の職員が名の職員が名の職員が減減減減っている。これは一っている。これは一っている。これは一っている。これは一般般般般会会会会計予算計予算計予算計予算もももも減減減減っていくので、それにっていくので、それにっていくので、それにっていくので、それに伴伴伴伴いいいい人人人人減減減減らしもやらしもやらしもやらしもや

ってきた。しかしながら、ってきた。しかしながら、ってきた。しかしながら、ってきた。しかしながら、社社社社会の会の会の会の状況状況状況状況でいえば、例えばでいえば、例えばでいえば、例えばでいえば、例えば自然自然自然自然災災災災害や地害や地害や地害や地震震震震や、そして奈良県や、そして奈良県や、そして奈良県や、そして奈良県

においてはにおいてはにおいてはにおいては特特特特に１９に１９に１９に１９８８８８０年代から０年代から０年代から０年代から見見見見てててて老朽老朽老朽老朽化してきた化してきた化してきた化してきた道道道道路路路路やややや橋橋橋橋りりりりょょょょうやトンネうやトンネうやトンネうやトンネル等ル等ル等ル等のインのインのインのイン

フフフフラ整備ラ整備ラ整備ラ整備、長もちをさせてやっていこうということなど、、長もちをさせてやっていこうということなど、、長もちをさせてやっていこうということなど、、長もちをさせてやっていこうということなど、需需需需要要要要がががが非常非常非常非常ににににふふふふえてきているわえてきているわえてきているわえてきているわ

けです。これに対けです。これに対けです。これに対けです。これに対応応応応するためには、いかにするためには、いかにするためには、いかにするためには、いかにココココンンンンササササルタルタルタルタントに発ントに発ントに発ントに発注注注注しようが、県の職員がしようが、県の職員がしようが、県の職員がしようが、県の職員が現現現現

実に実に実に実に直直直直轄轄轄轄でででで管管管管理しなければいけないわけです。そうすると、どうしても今の理しなければいけないわけです。そうすると、どうしても今の理しなければいけないわけです。そうすると、どうしても今の理しなければいけないわけです。そうすると、どうしても今の人人人人数数数数ではやっではやっではやっではやっ

ていけない。ていけない。ていけない。ていけない。社社社社会の会の会の会の要請要請要請要請は公は公は公は公共共共共工工工工事に対しても事に対しても事に対しても事に対しても当然向当然向当然向当然向いてきているわけです。そうしたら、いてきているわけです。そうしたら、いてきているわけです。そうしたら、いてきているわけです。そうしたら、

今の１１１名今の１１１名今の１１１名今の１１１名減減減減のままでやっていくことは県土マネジメント部長として、こういうのままでやっていくことは県土マネジメント部長として、こういうのままでやっていくことは県土マネジメント部長として、こういうのままでやっていくことは県土マネジメント部長として、こういう情勢情勢情勢情勢のののの

中で、中で、中で、中で、果果果果たして今のこのたして今のこのたして今のこのたして今のこの状況状況状況状況がいいと思っておられるのかどうか、３がいいと思っておられるのかどうか、３がいいと思っておられるのかどうか、３がいいと思っておられるのかどうか、３６６６６４名で全うできる４名で全うできる４名で全うできる４名で全うできる

のかどうか。これはのかどうか。これはのかどうか。これはのかどうか。これは人人人人事事事事課課課課とはまたとはまたとはまたとはまた違違違違いますが、いますが、いますが、いますが、偽偽偽偽ららららざざざざる県土マネジメント部長のる県土マネジメント部長のる県土マネジメント部長のる県土マネジメント部長の見見見見解解解解をををを

ひひひひとつ大いに聞かせていただいて、総務部長もおられますので、ちとつ大いに聞かせていただいて、総務部長もおられますので、ちとつ大いに聞かせていただいて、総務部長もおられますので、ちとつ大いに聞かせていただいて、総務部長もおられますので、ちょょょょうちうちうちうちょょょょうはっしのうはっしのうはっしのうはっしの論論論論

をやっていただければいいと思います。をやっていただければいいと思います。をやっていただければいいと思います。をやっていただければいいと思います。

次に２点次に２点次に２点次に２点目目目目は、は、は、は、十十十十津川村津川村津川村津川村折折折折立地立地立地立地区区区区の地すの地すの地すの地すべべべべりのりのりのりの激激激激甚甚甚甚災災災災害対害対害対害対策策策策緊緊緊緊急急急急事業についてです。こ事業についてです。こ事業についてです。こ事業についてです。こ

れは、１れは、１れは、１れは、１８８８８億億億億円もの大きな事業です。円もの大きな事業です。円もの大きな事業です。円もの大きな事業です。工工工工事事事事延延延延長２４０メート長２４０メート長２４０メート長２４０メートルルルルもあって、一日ももあって、一日ももあって、一日ももあって、一日も早早早早くこのくこのくこのくこの

工工工工事を事を事を事を完完完完成してもらわないといけない。成してもらわないといけない。成してもらわないといけない。成してもらわないといけない。当然当然当然当然いいいいろろろろいいいいろろろろなななな災災災災害対害対害対害対策工策工策工策工事があるわけですが、事があるわけですが、事があるわけですが、事があるわけですが、

設計変設計変設計変設計変更更更更が今回提案されています。が今回提案されています。が今回提案されています。が今回提案されています。設計変設計変設計変設計変更更更更のののの内容内容内容内容を聞きますと、を聞きますと、を聞きますと、を聞きますと、要要要要するに土質するに土質するに土質するに土質条条条条件件件件のののの変変変変
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更更更更によってによってによってによって設計変設計変設計変設計変更更更更したと言われているわけです。したと言われているわけです。したと言われているわけです。したと言われているわけです。設計当設計当設計当設計当初初初初、県はきちんと土質、県はきちんと土質、県はきちんと土質、県はきちんと土質調調調調査をし査をし査をし査をし

て、的確にて、的確にて、的確にて、的確に設計設計設計設計条条条条件件件件をををを設設設設定して発定して発定して発定して発注注注注しなかったのかという思いがある。今まで再しなかったのかという思いがある。今まで再しなかったのかという思いがある。今まで再しなかったのかという思いがある。今まで再三三三三設計変設計変設計変設計変

更更更更をををを見見見見てきますと、こういうことがてきますと、こういうことがてきますと、こういうことがてきますと、こういうことが非常非常非常非常にににに多多多多くくくく起起起起こっているのに、そのこっているのに、そのこっているのに、そのこっているのに、その反省反省反省反省がががが生生生生かされてかされてかされてかされて

いないと思うのです。このいないと思うのです。このいないと思うのです。このいないと思うのです。この設計変設計変設計変設計変更更更更によってまたによってまたによってまたによってまた工工工工事が事が事が事が延延延延びびびびるのです。るのです。るのです。るのです。災災災災害で害で害で害で苦苦苦苦しんでおしんでおしんでおしんでお

られる地域のられる地域のられる地域のられる地域の方方方方にとってはにとってはにとってはにとっては口口口口惜惜惜惜しいしいしいしい限限限限りです。このことについてお聞きしたいのですが、りです。このことについてお聞きしたいのですが、りです。このことについてお聞きしたいのですが、りです。このことについてお聞きしたいのですが、

調調調調査査査査手手手手法法法法など含めて、ななど含めて、ななど含めて、ななど含めて、なぜぜぜぜこういうことが再こういうことが再こういうことが再こういうことが再三三三三繰繰繰繰りりりり返返返返されるのか、今回何がこのされるのか、今回何がこのされるのか、今回何がこのされるのか、今回何がこの設計変設計変設計変設計変更更更更

のののの原原原原因因因因かをおかをおかをおかをお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。

３点３点３点３点目目目目が、が、が、が、先先先先ほど、ほど、ほど、ほど、富雄富雄富雄富雄川のことが川のことが川のことが川のことが話題話題話題話題に出たわけでごに出たわけでごに出たわけでごに出たわけでござざざざいますけれども、これはやはいますけれども、これはやはいますけれども、これはやはいますけれども、これはやは

り地り地り地り地球球球球温温温温暖暖暖暖化などが化などが化などが化などが影響影響影響影響しているわけですけれども、しているわけですけれども、しているわけですけれども、しているわけですけれども、ゲゲゲゲリリリリララララ豪雨豪雨豪雨豪雨とかとかとかとか集集集集中中中中豪雨豪雨豪雨豪雨など、今まなど、今まなど、今まなど、今ま

でにでにでにでに我我我我々が々が々が々が経験経験経験経験しなかったいしなかったいしなかったいしなかったいろろろろいいいいろろろろなななな災災災災害が害が害が害が集集集集中的に中的に中的に中的に瞬瞬瞬瞬時時時時にににに起起起起こってきているということこってきているということこってきているということこってきているということ

です。です。です。です。

その中で、奈良県には４つの水その中で、奈良県には４つの水その中で、奈良県には４つの水その中で、奈良県には４つの水系系系系があるわけですが、それぞれの水があるわけですが、それぞれの水があるわけですが、それぞれの水があるわけですが、それぞれの水系系系系についてはについてはについてはについては河河河河川川川川改改改改

修など修など修など修など治治治治水対水対水対水対策策策策が進められており、これはが進められており、これはが進められており、これはが進められており、これは非常非常非常非常にににに是是是是としているとことしているとことしているとことしているところろろろです。その中でも、です。その中でも、です。その中でも、です。その中でも、

人人人人口口口口やややや資資資資産産産産がががが集集集集積している大積している大積している大積している大和和和和川水川水川水川水系系系系においては、いにおいては、いにおいては、いにおいては、いろろろろいいいいろろろろなななな災災災災害害害害等等等等、、、、非常非常非常非常にににに危険危険危険危険なななな箇箇箇箇所所所所

があるわけです。さきのがあるわけです。さきのがあるわけです。さきのがあるわけです。さきの台風台風台風台風１１１１８８８８号号号号におきましても、県におきましても、県におきましても、県におきましても、県内内内内各各各各地に地に地に地に危険危険危険危険水域を水域を水域を水域を超超超超えてえてえてえて近近近近くのくのくのくの

小学校小学校小学校小学校などになどになどになどに緊緊緊緊急急急急避避避避難難難難されたとこされたとこされたとこされたところろろろもたくさんあるわけです。もたくさんあるわけです。もたくさんあるわけです。もたくさんあるわけです。桜桜桜桜井井井井市市市市黒崎黒崎黒崎黒崎地地地地区区区区なども、こなども、こなども、こなども、こ

のののの集集集集中中中中豪雨豪雨豪雨豪雨によって、によって、によって、によって、人人人人口口口口がががが密密密密集集集集しもうしもうしもうしもう住住住住宅宅宅宅がががが張張張張りついているとこりついているとこりついているとこりついているところろろろも、も、も、も、朝倉朝倉朝倉朝倉小学校小学校小学校小学校へへへへ緊緊緊緊

急急急急避避避避難難難難しているわけです。水しているわけです。水しているわけです。水しているわけです。水位位位位がががが危険危険危険危険区区区区域を域を域を域を超超超超えるような地えるような地えるような地えるような地区区区区についてについてについてについて優優優優先先先先的に、的に、的に、的に、計画計画計画計画的的的的

にににに整備整備整備整備をををを考考考考えていくのも県のえていくのも県のえていくのも県のえていくのも県の責任責任責任責任ではないか。それなのに今、ではないか。それなのに今、ではないか。それなのに今、ではないか。それなのに今、河河河河川土木川土木川土木川土木予算予算予算予算はははは往往往往時時時時の３の３の３の３分分分分

の１になってきているらしい。の１になってきているらしい。の１になってきているらしい。の１になってきているらしい。

ことしやっとことしやっとことしやっとことしやっと自自自自由由由由民民民民主主主主党政党政党政党政権権権権になって、土になって、土になって、土になって、土砂砂砂砂取取取取りなどのりなどのりなどのりなどの予算予算予算予算もももも少少少少しついてきております。しついてきております。しついてきております。しついてきております。

これはこれはこれはこれは当然当然当然当然です。しかしながら、マです。しかしながら、マです。しかしながら、マです。しかしながら、マククククロロロロ的に的に的に的に見見見見れば、れば、れば、れば、河河河河川川川川予算予算予算予算は本は本は本は本当当当当にににに減減減減ってきているわってきているわってきているわってきているわ

けです。それで、けです。それで、けです。それで、けです。それで、集集集集中中中中豪雨豪雨豪雨豪雨なりなりなりなりゲゲゲゲリリリリララララ豪雨豪雨豪雨豪雨などの、などの、などの、などの、自然自然自然自然災災災災害が害が害が害が起起起起こってきている中で、やこってきている中で、やこってきている中で、やこってきている中で、や

はりはりはりはり河河河河川の川の川の川の治治治治水も含め、水も含め、水も含め、水も含め、整備整備整備整備はははは急急急急がれる。このことについて県のごがれる。このことについて県のごがれる。このことについて県のごがれる。このことについて県のご所見所見所見所見をお聞きします。をお聞きします。をお聞きします。をお聞きします。

最後最後最後最後は、地は、地は、地は、地元桜元桜元桜元桜井井井井市市市市のことです。簡のことです。簡のことです。簡のことです。簡単単単単に答えていただいたらいいのですけれども、土木に答えていただいたらいいのですけれども、土木に答えていただいたらいいのですけれども、土木に答えていただいたらいいのですけれども、土木

予算予算予算予算がががが減減減減りりりり続続続続けてきている中で、知事はけてきている中で、知事はけてきている中で、知事はけてきている中で、知事は歩歩歩歩行行行行空空空空間整備間整備間整備間整備というというというという計画計画計画計画をまとめられ、をまとめられ、をまとめられ、をまとめられ、歩道歩道歩道歩道整備整備整備整備

をやっていこうとをやっていこうとをやっていこうとをやっていこうと計画計画計画計画を立案されたわけです。そして今、もう３年を立案されたわけです。そして今、もう３年を立案されたわけです。そして今、もう３年を立案されたわけです。そして今、もう３年目目目目ですか。ですか。ですか。ですか。桜桜桜桜井井井井市市市市内内内内をををを

通通通通る国る国る国る国道道道道１１１１６６６６５５５５号号号号はははは人人人人とととと車車車車がががが混混混混在在在在して、して、して、して、歩道歩道歩道歩道のののの段段段段差差差差もあったりしてもあったりしてもあったりしてもあったりして非常非常非常非常にににに危険危険危険危険で、で、で、で、交通交通交通交通事事事事

故故故故等等等等もももも起起起起こっているわけです。これも長年こっているわけです。これも長年こっているわけです。これも長年こっているわけです。これも長年要望要望要望要望をしてきたわけですけれども、なかなか進をしてきたわけですけれども、なかなか進をしてきたわけですけれども、なかなか進をしてきたわけですけれども、なかなか進

まない。これはこれで、いまない。これはこれで、いまない。これはこれで、いまない。これはこれで、いろろろろいいいいろろろろな事な事な事な事情情情情があったと思うのです。があったと思うのです。があったと思うのです。があったと思うのです。
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しかしながら、しかしながら、しかしながら、しかしながら、風風風風もももも吹吹吹吹いてまいりました。その成いてまいりました。その成いてまいりました。その成いてまいりました。その成果果果果として、まとして、まとして、まとして、まずずずず国国国国道道道道１１１１６６６６５５５５号号号号のののの桜桜桜桜井井井井市市市市

忍阪忍阪忍阪忍阪からからからから桜桜桜桜井井井井市市市市谷までの谷までの谷までの谷までの区間区間区間区間のののの整備計画整備計画整備計画整備計画はどうなっているのか、これが第１点。もう１点はどうなっているのか、これが第１点。もう１点はどうなっているのか、これが第１点。もう１点はどうなっているのか、これが第１点。もう１点

は、平成２は、平成２は、平成２は、平成２６６６６年３月に、長年の年３月に、長年の年３月に、長年の年３月に、長年の希希希希望望望望だった中だった中だった中だった中和和和和幹線幹線幹線幹線のののの脇脇脇脇本本本本工区工区工区工区もももも完完完完成をいたします。それ成をいたします。それ成をいたします。それ成をいたします。それ

で、で、で、で、車両車両車両車両のののの交通交通交通交通量量量量もどんどんもどんどんもどんどんもどんどんふふふふえているわけです。しかしながら一えているわけです。しかしながら一えているわけです。しかしながら一えているわけです。しかしながら一番番番番のののの難難難難点は、東に長谷点は、東に長谷点は、東に長谷点は、東に長谷

寺寺寺寺があって、長谷があって、長谷があって、長谷があって、長谷寺寺寺寺観光のために一観光のために一観光のために一観光のために一時時時時はははは白白白白河河河河ババババイイイイパパパパスをスをスをスを計画計画計画計画され、され、され、され、途途途途中までいったわけで中までいったわけで中までいったわけで中までいったわけで

すけれども、これも今、中すけれども、これも今、中すけれども、これも今、中すけれども、これも今、中断断断断しています。しかしながら、しています。しかしながら、しています。しかしながら、しています。しかしながら、朝倉朝倉朝倉朝倉小学校小学校小学校小学校から長谷から長谷から長谷から長谷寺寺寺寺に行くに行くに行くに行く間間間間

にににに小学校小学校小学校小学校が２つあるわけです。このが２つあるわけです。このが２つあるわけです。このが２つあるわけです。この歩道歩道歩道歩道をををを通通通通って行くって行くって行くって行く児童児童児童児童もたくさんいるわけですが、もたくさんいるわけですが、もたくさんいるわけですが、もたくさんいるわけですが、歩歩歩歩

道道道道がががが整備整備整備整備をされておらをされておらをされておらをされておらず非常ず非常ず非常ず非常にににに危険危険危険危険である。中である。中である。中である。中和和和和幹線幹線幹線幹線の本体が全ての本体が全ての本体が全ての本体が全て完完完完結結結結をした次には、やをした次には、やをした次には、やをした次には、や

はりはりはりはり歩道歩道歩道歩道のののの整備整備整備整備をして、観光地をして、観光地をして、観光地をして、観光地へへへへのののの通路並び通路並び通路並び通路並びにににに学学学学童童童童歩道歩道歩道歩道のためにも一日ものためにも一日ものためにも一日ものためにも一日も早早早早いいいい設置設置設置設置をををを望望望望むむむむ

わけですけれども、このわけですけれども、このわけですけれども、このわけですけれども、この計画計画計画計画について、今どの程度進んでいるのか。この２点について。について、今どの程度進んでいるのか。この２点について。について、今どの程度進んでいるのか。この２点について。について、今どの程度進んでいるのか。この２点について。

以上以上以上以上です。です。です。です。

○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） 県県県県営プ営プ営プ営プ

ーーーール跡ル跡ル跡ル跡地の地の地の地のホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

どういったどういったどういったどういったホテホテホテホテルルルルかということでごかということでごかということでごかということでござざざざいますけれども、中村委員おっしいますけれども、中村委員おっしいますけれども、中村委員おっしいますけれども、中村委員おっしゃゃゃゃるとおりにるとおりにるとおりにるとおりに外外外外

国国国国人人人人の観光の観光の観光の観光客客客客のののの方方方方々を々を々を々を誘致誘致誘致誘致することが、することが、することが、することが、非常非常非常非常に奈良県にとっても大事だと思っております。に奈良県にとっても大事だと思っております。に奈良県にとっても大事だと思っております。に奈良県にとっても大事だと思っております。

ですので、ですので、ですので、ですので、外外外外国国国国人人人人、それから奈良県に、それから奈良県に、それから奈良県に、それから奈良県に来来来来られるられるられるられる非常非常非常非常にににに幅広幅広幅広幅広いおいおいおいお客様方客様方客様方客様方をををを受受受受け入れられるよけ入れられるよけ入れられるよけ入れられるよ

うに、修うに、修うに、修うに、修学旅学旅学旅学旅行行行行生生生生もももも可可可可能能能能性はあ性はあ性はあ性はあろろろろうかと思います。いうかと思います。いうかと思います。いうかと思います。いずずずずれにいたしましても、一つは国れにいたしましても、一つは国れにいたしましても、一つは国れにいたしましても、一つは国際際際際

的な的な的な的なブラブラブラブランンンンドドドドをををを持持持持った、った、った、った、送送送送客客客客シシシシスススステテテテムムムムととととホテホテホテホテルルルル業業業業界界界界で言っておりますけれども、で言っておりますけれども、で言っておりますけれども、で言っておりますけれども、ググググルルルルーーーーププププ

として国として国として国として国際際際際的なネ的なネ的なネ的なネッッッットトトトワワワワーーーーククククをををを持持持持って、って、って、って、外外外外国の国の国の国の方方方方々にも奈良県にこういう々にも奈良県にこういう々にも奈良県にこういう々にも奈良県にこういうホテホテホテホテルルルルがありまがありまがありまがありま

すとすとすとすと紹介紹介紹介紹介できるようなできるようなできるようなできるようなホテホテホテホテルルルルが、奈良県を国が、奈良県を国が、奈良県を国が、奈良県を国際際際際的な観光地として一的な観光地として一的な観光地として一的な観光地として一層層層層発発発発展展展展させるためにもさせるためにもさせるためにもさせるためにも

非常非常非常非常にににに意味意味意味意味があるのではないかと思っております。があるのではないかと思っております。があるのではないかと思っております。があるのではないかと思っております。

いいいいろろろろいいいいろろろろ事業者の事業者の事業者の事業者の方方方方々と々と々と々と話話話話をさせていただく中で、やはり県をさせていただく中で、やはり県をさせていただく中で、やはり県をさせていただく中で、やはり県営プ営プ営プ営プーーーール跡ル跡ル跡ル跡地全体について、地全体について、地全体について、地全体について、

奈良らしさでありますとか、に奈良らしさでありますとか、に奈良らしさでありますとか、に奈良らしさでありますとか、にぎぎぎぎわいというもの、わいというもの、わいというもの、わいというもの、ホテホテホテホテルルルルだけでなくて、だけでなくて、だけでなくて、だけでなくて、幾幾幾幾つか奈良県につか奈良県につか奈良県につか奈良県に

ふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい施設施設施設施設、に、に、に、にぎぎぎぎわいのあるわいのあるわいのあるわいのある施設施設施設施設もももも考考考考えていくのがいいのではないかという中で、えていくのがいいのではないかという中で、えていくのがいいのではないかという中で、えていくのがいいのではないかという中で、先先先先

ほどほどほどほど来来来来、、、、申申申申しししし上上上上げておりますさまげておりますさまげておりますさまげておりますさまざざざざまなまなまなまな機機機機能能能能をあそこにをあそこにをあそこにをあそこに集集集集めていくことが、全体のここのめていくことが、全体のここのめていくことが、全体のここのめていくことが、全体のここの

ププププロロロロジジジジェェェェククククトのトのトのトの目目目目的であります的であります的であります的であります滞滞滞滞在在在在型型型型の観光地のの観光地のの観光地のの観光地の拠拠拠拠点、あるいはに点、あるいはに点、あるいはに点、あるいはにぎぎぎぎわいとわいとわいとわいと交交交交流流流流のののの拠拠拠拠点を点を点を点を

つくっていけるのではないかと思っております。つくっていけるのではないかと思っております。つくっていけるのではないかと思っております。つくっていけるのではないかと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○西山建築課長○西山建築課長○西山建築課長○西山建築課長 中村委員から、中村委員から、中村委員から、中村委員から、住住住住宅宅宅宅・建・建・建・建築築築築物物物物耐震耐震耐震耐震化化化化促促促促進事業についてご質問がご進事業についてご質問がご進事業についてご質問がご進事業についてご質問がござざざざいまいまいまいま

した。委員おした。委員おした。委員おした。委員お述べ述べ述べ述べのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、耐震耐震耐震耐震改改改改修修修修促促促促進進進進法法法法のののの改改改改正に正に正に正に伴伴伴伴いまして、昭いまして、昭いまして、昭いまして、昭和和和和５５５５６６６６年年年年以前以前以前以前に建に建に建に建築築築築

された建された建された建された建築築築築物のうち、物のうち、物のうち、物のうち、不不不不特特特特定定定定多多多多数数数数のののの人人人人がががが利用利用利用利用するするするする面面面面積５，０００平積５，０００平積５，０００平積５，０００平方方方方メートメートメートメートル以上ル以上ル以上ル以上のののの病病病病院院院院
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などの大などの大などの大などの大規規規規模模模模な建な建な建な建築築築築物、あるいは物、あるいは物、あるいは物、あるいは避避避避難難難難弱弱弱弱者が者が者が者が利用利用利用利用しますしますしますします老老老老人人人人ホホホホーーーーム等ム等ム等ム等の建物のうち大の建物のうち大の建物のうち大の建物のうち大規規規規模模模模

なものについて、平成２７年なものについて、平成２７年なものについて、平成２７年なものについて、平成２７年末末末末までにまでにまでにまでに耐震診耐震診耐震診耐震診断断断断をすることがをすることがをすることがをすることが義義義義務づけられたわけでご務づけられたわけでご務づけられたわけでご務づけられたわけでござざざざいいいい

ます。それに対しまして、県としてます。それに対しまして、県としてます。それに対しまして、県としてます。それに対しまして、県として耐震診耐震診耐震診耐震診断断断断を進めるために、今回を進めるために、今回を進めるために、今回を進めるために、今回補補補補正正正正予算予算予算予算をををを補補補補助助助助事業と事業と事業と事業と

して、して、して、して、市町市町市町市町村と村と村と村と連携連携連携連携してしてしてして支支支支援援援援すすすすべべべべくくくく要望要望要望要望させていただいているとこさせていただいているとこさせていただいているとこさせていただいているとこ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。

そこで、委員からご質問がごそこで、委員からご質問がごそこで、委員からご質問がごそこで、委員からご質問がござざざざいました。１つは対象となる建いました。１つは対象となる建いました。１つは対象となる建いました。１つは対象となる建築築築築物がどれぐらいあるの物がどれぐらいあるの物がどれぐらいあるの物がどれぐらいあるの

かということと、例えばかということと、例えばかということと、例えばかということと、例えば病病病病院院院院でいえば５，０００平でいえば５，０００平でいえば５，０００平でいえば５，０００平方方方方メートメートメートメートル以ル以ル以ル以下下下下のものがどれぐらいあのものがどれぐらいあのものがどれぐらいあのものがどれぐらいあ

るのかという質問がごるのかという質問がごるのかという質問がごるのかという質問がござざざざいました。今いました。今いました。今いました。今後後後後精精精精査していく査していく査していく査していく必要必要必要必要がありますけれども、がありますけれども、がありますけれども、がありますけれども、現在現在現在現在、全、全、全、全

体で体で体で体で約約約約５０５０５０５０施設施設施設施設余余余余りがりがりがりが耐震診耐震診耐震診耐震診断断断断義義義義務化の対象でご務化の対象でご務化の対象でご務化の対象でござざざざいます。そのうちいます。そのうちいます。そのうちいます。そのうち病病病病院院院院で答えさせていで答えさせていで答えさせていで答えさせてい

ただきますと、対象となるただきますと、対象となるただきますと、対象となるただきますと、対象となる病病病病院院院院は１０は１０は１０は１０施設施設施設施設程度と程度と程度と程度と予予予予想想想想しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざいます。一います。一います。一います。一方方方方、、、、

昭昭昭昭和和和和５５５５６６６６年年年年以前以前以前以前に建に建に建に建築築築築された建された建された建された建築築築築物ではあるわけですけれども、物ではあるわけですけれども、物ではあるわけですけれども、物ではあるわけですけれども、床床床床面面面面積からいって対象と積からいって対象と積からいって対象と積からいって対象と

ならない、５，０００平ならない、５，０００平ならない、５，０００平ならない、５，０００平方方方方メートメートメートメートル以ル以ル以ル以下下下下の建の建の建の建築築築築物が物が物が物が約約約約２０２０２０２０施設施設施設施設ぐらいとぐらいとぐらいとぐらいと予予予予想想想想しております。しております。しております。しております。

ただし、県といたしましては、ただし、県といたしましては、ただし、県といたしましては、ただし、県といたしましては、限限限限られた財源でごられた財源でごられた財源でごられた財源でござざざざいますので、まいますので、まいますので、まいますので、まずずずずはははは法法法法でででで義義義義務づけされ務づけされ務づけされ務づけされ

た対象建た対象建た対象建た対象建築築築築物について物について物について物について優優優優先先先先的に的に的に的に耐震診耐震診耐震診耐震診断断断断をきちんとやってもらうとをきちんとやってもらうとをきちんとやってもらうとをきちんとやってもらうと考考考考えて、今回のえて、今回のえて、今回のえて、今回の予算予算予算予算をををを

計上計上計上計上させていただいているとこさせていただいているとこさせていただいているとこさせていただいているとこ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。

２つ２つ２つ２つ目目目目に、に、に、に、耐震診耐震診耐震診耐震診断断断断のののの後後後後、、、、耐震耐震耐震耐震改改改改修を進める修を進める修を進める修を進めるべべべべきではないかというご質問がごきではないかというご質問がごきではないかというご質問がごきではないかというご質問がござざざざいましいましいましいまし

た。確かに、今までも建た。確かに、今までも建た。確かに、今までも建た。確かに、今までも建築築築築物の物の物の物の耐震耐震耐震耐震化を進めるために、建物の化を進めるために、建物の化を進めるために、建物の化を進めるために、建物の所有所有所有所有者ですとか、あるいは者ですとか、あるいは者ですとか、あるいは者ですとか、あるいは

管管管管理者理者理者理者団団団団体体体体等等等等から成るから成るから成るから成る協協協協議会を立ち議会を立ち議会を立ち議会を立ち上上上上げまして、げまして、げまして、げまして、耐震耐震耐震耐震性の性の性の性の必要必要必要必要性や性や性や性や情報情報情報情報提提提提供供供供を積を積を積を積極極極極的に行的に行的に行的に行

ってまいりました。ただし、委員ご指ってまいりました。ただし、委員ご指ってまいりました。ただし、委員ご指ってまいりました。ただし、委員ご指摘摘摘摘のように、のように、のように、のように、耐震耐震耐震耐震改改改改修そのものを進めるためには、修そのものを進めるためには、修そのものを進めるためには、修そのものを進めるためには、

やはりやはりやはりやはり助助助助成をしていくことが成をしていくことが成をしていくことが成をしていくことが最最最最もももも効果効果効果効果的な的な的な的な手手手手法法法法であることはであることはであることはであることは認認認認識識識識しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざいいいい

ますので、このますので、このますので、このますので、この後後後後、国の、国の、国の、国の施策施策施策施策、あるいはまた他、あるいはまた他、あるいはまた他、あるいはまた他府府府府県の県の県の県の動動動動向向向向もももも踏踏踏踏まえまして、県まえまして、県まえまして、県まえまして、県内内内内建建建建築築築築物の物の物の物の

状況状況状況状況をををを把握把握把握把握する中でどのようなする中でどのようなする中でどのようなする中でどのような取取取取りりりり組み組み組み組みができるかができるかができるかができるか検討検討検討検討していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。

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。

○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 中村委員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。中村委員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。中村委員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。中村委員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。

総務部長総務部長総務部長総務部長等等等等いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいますがいますがいますがいますが……………………。。。。

（（（（「「「「しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

中中中中身身身身は、は、は、は、誰誰誰誰からいっても全くからいっても全くからいっても全くからいっても全く同同同同じ話じ話じ話じ話が出るかと思います。が出るかと思います。が出るかと思います。が出るかと思います。

ままままずずずず、大きく２つ質問がご、大きく２つ質問がご、大きく２つ質問がご、大きく２つ質問がござざざざいました。１つは、土木いました。１つは、土木いました。１つは、土木いました。１つは、土木予算予算予算予算といいますか、県土マネジメといいますか、県土マネジメといいますか、県土マネジメといいますか、県土マネジメ

ントントントント費費費費をどうをどうをどうをどう捉捉捉捉まえるのか、まえるのか、まえるのか、まえるのか、アアアアベベベベノノノノミクミクミクミクス、あるいは安全・安ス、あるいは安全・安ス、あるいは安全・安ス、あるいは安全・安心心心心、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろな例を挙げてな例を挙げてな例を挙げてな例を挙げて

質問がご質問がご質問がご質問がござざざざいました。いました。いました。いました。

ままままずずずず、何のために県土マネジメント、何のために県土マネジメント、何のために県土マネジメント、何のために県土マネジメント費費費費を使っているかというと、これは奈良県のを使っているかというと、これは奈良県のを使っているかというと、これは奈良県のを使っているかというと、これは奈良県の経済経済経済経済活活活活
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性化や性化や性化や性化や人人人人々の々の々の々の住住住住まい、あるいはまい、あるいはまい、あるいはまい、あるいは暮暮暮暮らしを安全・安らしを安全・安らしを安全・安らしを安全・安心心心心、そしてくつ、そしてくつ、そしてくつ、そしてくつろろろろぎぎぎぎのある、あるいは県のある、あるいは県のある、あるいは県のある、あるいは県

外外外外からたくさんのおからたくさんのおからたくさんのおからたくさんのお客様客様客様客様にににに来来来来てもらう、こうした県の大きなてもらう、こうした県の大きなてもらう、こうした県の大きなてもらう、こうした県の大きな政政政政策目策目策目策目標標標標の実の実の実の実現現現現のために県土のために県土のために県土のために県土

マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント費費費費がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。具具具具体的に言いますと、体的に言いますと、体的に言いますと、体的に言いますと、道道道道路路路路もそうですし、もそうですし、もそうですし、もそうですし、河河河河川あるいはま川あるいはま川あるいはま川あるいはま

ちづくり推進局部ちづくり推進局部ちづくり推進局部ちづくり推進局部分分分分のののの仕仕仕仕事、い事、い事、い事、いろろろろいいいいろろろろごごごござざざざいます。そういったものをどのように使っていいます。そういったものをどのように使っていいます。そういったものをどのように使っていいます。そういったものをどのように使ってい

くのかというくのかというくのかというくのかという整備整備整備整備やややや管管管管理、そして活理、そして活理、そして活理、そして活用用用用にににに至至至至るものをしっかりとマネジメントしていくるものをしっかりとマネジメントしていくるものをしっかりとマネジメントしていくるものをしっかりとマネジメントしていく意味意味意味意味

合合合合いもありまして、県土マネジメント部はいもありまして、県土マネジメント部はいもありまして、県土マネジメント部はいもありまして、県土マネジメント部は取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

そうした中で、今年度は、そうした中で、今年度は、そうした中で、今年度は、そうした中で、今年度は、昨昨昨昨年度の２月年度の２月年度の２月年度の２月補補補補正正正正予算予算予算予算、国の、国の、国の、国の補補補補正正正正予算予算予算予算を活を活を活を活用用用用いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

必要必要必要必要な、な、な、な、特特特特に安全・安に安全・安に安全・安に安全・安心心心心系系系系がががが多多多多かったですけれども、そうしたかったですけれども、そうしたかったですけれども、そうしたかったですけれども、そうした交付交付交付交付金を活金を活金を活金を活用用用用した事業をつした事業をつした事業をつした事業をつ

けさせていただいて、平成２４年度けさせていただいて、平成２４年度けさせていただいて、平成２４年度けさせていただいて、平成２４年度当当当当初初初初にににに比比比比べべべべてててて約約約約４４４４割割割割増増増増加した加した加した加した予算予算予算予算をつけております。をつけております。をつけております。をつけております。

しかしながら、しかしながら、しかしながら、しかしながら、来来来来年どうなるかという部年どうなるかという部年どうなるかという部年どうなるかという部分分分分でごでごでごでござざざざいますけれども、県といたしましてもこいますけれども、県といたしましてもこいますけれども、県といたしましてもこいますけれども、県といたしましてもこ

の行財の行財の行財の行財政政政政改改改改革革革革を進めていかなければならない中で、やはりを進めていかなければならない中で、やはりを進めていかなければならない中で、やはりを進めていかなければならない中で、やはり自分自分自分自分たちの実質たちの実質たちの実質たちの実質負負負負担担担担にならないにならないにならないにならない

県県県県債債債債ははははぜひぜひぜひぜひ活活活活用用用用していく、あるいは県のしていく、あるいは県のしていく、あるいは県のしていく、あるいは県の借借借借金として金として金として金として残残残残る部る部る部る部分分分分をををを膨膨膨膨らまさないという大きならまさないという大きならまさないという大きならまさないという大きな

県全体の県全体の県全体の県全体の方向方向方向方向性の中で性の中で性の中で性の中で動動動動いているとこいているとこいているとこいているところろろろでごでごでごでござざざざいます。そうしたいます。そうしたいます。そうしたいます。そうした意味意味意味意味では、公では、公では、公では、公共共共共事業の事業の事業の事業の交交交交

付付付付金、いわ金、いわ金、いわ金、いわゆゆゆゆるるるる昔昔昔昔のののの補補補補助助助助金ですけれども、金ですけれども、金ですけれども、金ですけれども、社社社社会会会会資資資資本本本本整備交付整備交付整備交付整備交付金でありますとか金でありますとか金でありますとか金でありますとか防防防防災災災災安全安全安全安全交交交交

付付付付金も積金も積金も積金も積極極極極的に活的に活的に活的に活用用用用していきたいと思っています。しかしながら、国全体もしていきたいと思っています。しかしながら、国全体もしていきたいと思っています。しかしながら、国全体もしていきたいと思っています。しかしながら、国全体も非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい

状況状況状況状況の中で、の中で、の中で、の中で、来来来来年度の年度の年度の年度の交付交付交付交付金全体がどのようになるかはまだ金全体がどのようになるかはまだ金全体がどのようになるかはまだ金全体がどのようになるかはまだ予予予予断断断断をををを許許許許さないさないさないさない状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいいいい

ますので、ますので、ますので、ますので、必要必要必要必要な国な国な国な国費費費費をうまく活をうまく活をうまく活をうまく活用用用用しながら、今しながら、今しながら、今しながら、今後後後後進めてまいりたいと思っております。進めてまいりたいと思っております。進めてまいりたいと思っております。進めてまいりたいと思っております。

２２２２番番番番目目目目の質問、の質問、の質問、の質問、人人人人員の関係でご員の関係でご員の関係でご員の関係でござざざざいますけれども、これも行財いますけれども、これも行財いますけれども、これも行財いますけれども、これも行財政政政政改改改改革革革革の中で、県全体のの中で、県全体のの中で、県全体のの中で、県全体の

職員の職員の職員の職員の削削削削減減減減を県のを県のを県のを県の政政政政策目策目策目策目標標標標としてとしてとしてとして掲掲掲掲げて進めてきております。土木職もその中に含まれてげて進めてきております。土木職もその中に含まれてげて進めてきております。土木職もその中に含まれてげて進めてきております。土木職もその中に含まれて

いるわけでごいるわけでごいるわけでごいるわけでござざざざいます。います。います。います。近近近近年の年の年の年の特特特特異異異異なものとしては、やはり紀伊半島大水害がごなものとしては、やはり紀伊半島大水害がごなものとしては、やはり紀伊半島大水害がごなものとしては、やはり紀伊半島大水害がござざざざいましいましいましいまし

た。そういうた。そういうた。そういうた。そういう面面面面で、で、で、で、最最最最初初初初の２カ年は関の２カ年は関の２カ年は関の２カ年は関西広西広西広西広域域域域連合連合連合連合を含を含を含を含むむむむ近近近近県、あるいは県県、あるいは県県、あるいは県県、あるいは県内内内内のののの市市市市などからなどからなどからなどから

応応応応援援援援いただいておりましたけれども、いただいておりましたけれども、いただいておりましたけれども、いただいておりましたけれども、現在現在現在現在おりません。そういった部おりません。そういった部おりません。そういった部おりません。そういった部分分分分において、において、において、において、現在現在現在現在はははは

先先先先ほど山村委員ほど山村委員ほど山村委員ほど山村委員へへへへの答弁での答弁での答弁での答弁で芝池芝池芝池芝池県土マネジメント部次長から県土マネジメント部次長から県土マネジメント部次長から県土マネジメント部次長から申申申申しししし上上上上げましたような土木げましたような土木げましたような土木げましたような土木技技技技

術術術術業務業務業務業務補補補補助助助助委委委委託託託託などを活などを活などを活などを活用用用用して進めているとこして進めているとこして進めているとこして進めているとこ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。

今今今今後後後後といたしましては、全体のといたしましては、全体のといたしましては、全体のといたしましては、全体の人人人人員員員員配配配配置置置置の中で県土マネジメント部のの中で県土マネジメント部のの中で県土マネジメント部のの中で県土マネジメント部の仕仕仕仕事のやり事のやり事のやり事のやり方方方方につにつにつにつ

いていていていて工工工工夫をしながら進めてまいりたいと思っておりますし、夫をしながら進めてまいりたいと思っておりますし、夫をしながら進めてまいりたいと思っておりますし、夫をしながら進めてまいりたいと思っておりますし、先先先先ほどほどほどほど芝池芝池芝池芝池県土マネジメント県土マネジメント県土マネジメント県土マネジメント

部次長から部次長から部次長から部次長から話話話話がありましたが、やはり何とかがありましたが、やはり何とかがありましたが、やはり何とかがありましたが、やはり何とか来来来来てもらわないといけない部てもらわないといけない部てもらわないといけない部てもらわないといけない部分分分分なので、ここなので、ここなので、ここなので、ここ

はこのリはこのリはこのリはこのリクルクルクルクルートも今、ートも今、ートも今、ートも今、頑張頑張頑張頑張ってやっていきたいと思っております。そういった中で、ってやっていきたいと思っております。そういった中で、ってやっていきたいと思っております。そういった中で、ってやっていきたいと思っております。そういった中で、社社社社

会会会会人人人人の活の活の活の活用用用用もももも非常非常非常非常にににに重要重要重要重要でありまして、２年でありまして、２年でありまして、２年でありまして、２年前前前前ですけれども、平成２４年度にですけれども、平成２４年度にですけれども、平成２４年度にですけれども、平成２４年度に社社社社会会会会人人人人のののの採採採採

用用用用がががが始始始始まったときに、たくさんのまったときに、たくさんのまったときに、たくさんのまったときに、たくさんの方方方方がががが当当当当時時時時の土木部、今の県土マネジメント部にの土木部、今の県土マネジメント部にの土木部、今の県土マネジメント部にの土木部、今の県土マネジメント部に来来来来ていたていたていたていた
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だきまして、今、活だきまして、今、活だきまして、今、活だきまして、今、活躍躍躍躍をしていただいております。そうした中で、今年度のをしていただいております。そうした中で、今年度のをしていただいております。そうした中で、今年度のをしていただいております。そうした中で、今年度の社社社社会会会会人人人人のののの経験経験経験経験

者者者者採採採採用用用用の中では、事務の中では、事務の中では、事務の中では、事務系系系系または土木建または土木建または土木建または土木建築築築築などのなどのなどのなどの技技技技術術術術系系系系職を問わ職を問わ職を問わ職を問わずずずず、、、、民間民間民間民間企企企企業業業業等等等等のののの経験経験経験経験をををを生生生生

かせるかせるかせるかせる人人人人材材材材をををを募募募募集集集集しますとしますとしますとしますと人人人人事委員会に事委員会に事委員会に事委員会に掲掲掲掲げていただきまして、げていただきまして、げていただきまして、げていただきまして、採採採採用用用用試験試験試験試験の案の案の案の案内内内内をしたとをしたとをしたとをしたと

こここころろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

今今今今後後後後とも、とも、とも、とも、限限限限られたられたられたられた予算予算予算予算をををを効効効効率率率率的、的、的、的、効果効果効果効果的に活的に活的に活的に活用用用用しつつ、しつつ、しつつ、しつつ、限限限限られたられたられたられた人人人人員で員で員で員で最最最最大大大大限限限限ののののパパパパフフフフ

ォォォォーマンスを出せるようにマネジメントをしっかりしていきたいというのが今の答弁でごーマンスを出せるようにマネジメントをしっかりしていきたいというのが今の答弁でごーマンスを出せるようにマネジメントをしっかりしていきたいというのが今の答弁でごーマンスを出せるようにマネジメントをしっかりしていきたいというのが今の答弁でご

ざざざざいます。います。います。います。

○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長 十十十十津川村津川村津川村津川村折折折折立地立地立地立地区区区区の地すの地すの地すの地すべべべべり対り対り対り対策策策策事業の事業の事業の事業の設計変設計変設計変設計変更更更更についてお答えさせてについてお答えさせてについてお答えさせてについてお答えさせて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。

ままままずずずず、、、、当該工当該工当該工当該工事について簡事について簡事について簡事について簡単単単単にごにごにごにご説説説説明しますと、明しますと、明しますと、明しますと、鋼矢鋼矢鋼矢鋼矢板板板板を土どめとしてを土どめとしてを土どめとしてを土どめとして打打打打ちちちち込込込込んで、そんで、そんで、そんで、そ

のののの背背背背後後後後に土をに土をに土をに土を盛盛盛盛って、それをって、それをって、それをって、それを押押押押さえとして地すさえとして地すさえとして地すさえとして地すべべべべりをりをりをりを抑止抑止抑止抑止するするするする工工工工事でご事でご事でご事でござざざざいます。今回のいます。今回のいます。今回のいます。今回の

変変変変更更更更は、そのは、そのは、そのは、その鋼矢鋼矢鋼矢鋼矢板板板板のののの打設工打設工打設工打設工法法法法のののの変変変変更更更更でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。施工施工施工施工時時時時にににに現現現現位位位位置置置置でででで試掘試掘試掘試掘したとこしたとこしたとこしたところろろろ、、、、

当当当当初想初想初想初想定していた５定していた５定していた５定していた５セセセセンンンンチチチチ程度の程度の程度の程度の砂砂砂砂利利利利ではなく、３０ではなく、３０ではなく、３０ではなく、３０セセセセンンンンチチチチをををを超超超超えるえるえるえる玉玉玉玉石石石石がががが多多多多数数数数確確確確認認認認されされされされ

ました。そのため、ました。そのため、ました。そのため、ました。そのため、当当当当初初初初設計設計設計設計ののののババババイイイイブブブブロハロハロハロハンマーンマーンマーンマー工工工工法法法法、、、、鋼矢鋼矢鋼矢鋼矢板板板板を振を振を振を振動動動動によってによってによってによって打打打打ちちちち込込込込むむむむ工工工工

法法法法でごでごでごでござざざざいますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、そのババババイイイイブブブブロハロハロハロハンマーンマーンマーンマー工工工工法法法法ではではではでは打打打打ちちちち込み込み込み込みができないことがができないことがができないことがができないことが判判判判明したた明したた明したた明したた

め、対め、対め、対め、対応応応応可可可可能能能能ななななオオオオーーーールケルケルケルケーーーーシシシシンンンンググググ工工工工法法法法、、、、ケケケケーーーーシシシシンンンンググググチチチチュュュューーーーブブブブをををを打打打打ちちちち込込込込んでんでんでんで玉玉玉玉石石石石をををを取取取取りりりり除除除除いいいい

て、そのて、そのて、そのて、その後後後後にににに鋼矢鋼矢鋼矢鋼矢板板板板をををを打打打打ちちちち込込込込むむむむ工工工工法法法法ですが、そのですが、そのですが、そのですが、そのオオオオーーーールケルケルケルケーーーーシシシシンンンンググググ工工工工法法法法にににに変変変変更更更更するものでするものでするものでするもので

ごごごござざざざいます。います。います。います。

当当当当初初初初設計設計設計設計時時時時においては、においては、においては、においては、当該当該当該当該箇箇箇箇所所所所は大は大は大は大規規規規模模模模な地すな地すな地すな地すべべべべりりりり災災災災害害害害箇箇箇箇所所所所で、で、で、で、現場現場現場現場までの進入までの進入までの進入までの進入路路路路のののの

確確確確保保保保もももも困困困困難難難難である中、である中、である中、である中、調調調調査のための査のための査のための査のための技技技技術術術術基基基基準準準準がごがごがごがござざざざいますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その調調調調査の査の査の査の技技技技術術術術基基基基準準準準に基づに基づに基づに基づ

いて、いて、いて、いて、所要所要所要所要ののののボボボボーリンーリンーリンーリンググググ調調調調査を実査を実査を実査を実施施施施しました。しました。しました。しました。ボボボボーリンーリンーリンーリンググググ調調調調査での査での査での査での結果結果結果結果ですので、ですので、ですので、ですので、当然当然当然当然そそそそ

の土質、の土質、の土質、の土質、コアコアコアコアを確を確を確を確認認認認するわけでごするわけでごするわけでごするわけでござざざざいますが、その中では本いますが、その中では本いますが、その中では本いますが、その中では本件設計変件設計変件設計変件設計変更更更更にににに至至至至る土質る土質る土質る土質条条条条件件件件、、、、

玉玉玉玉石石石石がががが多多多多数混数混数混数混入していることは全く確入していることは全く確入していることは全く確入していることは全く確認認認認できませんでした。また、できませんでした。また、できませんでした。また、できませんでした。また、表表表表層層層層部においても部においても部においても部においても目目目目視視視視

によってそのことは確によってそのことは確によってそのことは確によってそのことは確認認認認できませんでした。できませんでした。できませんでした。できませんでした。以上以上以上以上です。です。です。です。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 先先先先ほどのは、総務部長、答弁お願いします。ほどのは、総務部長、答弁お願いします。ほどのは、総務部長、答弁お願いします。ほどのは、総務部長、答弁お願いします。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 先先先先ほど中村委員が言われたように、事業ほど中村委員が言われたように、事業ほど中村委員が言われたように、事業ほど中村委員が言われたように、事業費費費費はかなりはかなりはかなりはかなり減減減減少少少少してきた。そのしてきた。そのしてきた。そのしてきた。その

ときに、事業ときに、事業ときに、事業ときに、事業費費費費なり、事業なり、事業なり、事業なり、事業件件件件数数数数なり、発なり、発なり、発なり、発注注注注件件件件数数数数なりにあわせて体なりにあわせて体なりにあわせて体なりにあわせて体制制制制をををを組組組組んでいくのは一んでいくのは一んでいくのは一んでいくのは一番番番番

合合合合理的な理的な理的な理的な話話話話でごでごでごでござざざざいます。ただ、います。ただ、います。ただ、います。ただ、先先先先ほど言われたように、ほど言われたように、ほど言われたように、ほど言われたように、災災災災害が害が害が害が起起起起こったりすると、一挙こったりすると、一挙こったりすると、一挙こったりすると、一挙

にそれに対にそれに対にそれに対にそれに対応応応応できる体できる体できる体できる体制制制制をををを組組組組めるかというと、公務員のめるかというと、公務員のめるかというと、公務員のめるかというと、公務員の世界世界世界世界ではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろがががが

ごごごござざざざいまして、一挙にはそれはいまして、一挙にはそれはいまして、一挙にはそれはいまして、一挙にはそれは組組組組めなくなる。めなくなる。めなくなる。めなくなる。当然当然当然当然それに対してそれに対してそれに対してそれに対して募募募募集集集集をかけていくわけでをかけていくわけでをかけていくわけでをかけていくわけで
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すけれども、今の問すけれども、今の問すけれども、今の問すけれども、今の問題題題題は、やはりは、やはりは、やはりは、やはり募募募募集集集集をかけてもそこまでをかけてもそこまでをかけてもそこまでをかけてもそこまで人人人人がががが集集集集まらないとこまらないとこまらないとこまらないところろろろでごでごでごでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

中村委員もおっし中村委員もおっし中村委員もおっし中村委員もおっしゃゃゃゃっておられましたけれど、そういうっておられましたけれど、そういうっておられましたけれど、そういうっておられましたけれど、そういう状況状況状況状況にあってもどうにあってもどうにあってもどうにあってもどう工工工工夫をする夫をする夫をする夫をする

のかが、今、いのかが、今、いのかが、今、いのかが、今、いろろろろいいいいろろろろ出てくる問出てくる問出てくる問出てくる問題題題題であであであであろろろろうかと思います。うかと思います。うかと思います。うかと思います。午午午午前前前前中に中に中に中に人人人人事事事事課課課課長の答弁でも長の答弁でも長の答弁でも長の答弁でも

申申申申しししし上上上上げましたけれども、再げましたけれども、再げましたけれども、再げましたけれども、再雇雇雇雇用用用用といったといったといったといった形形形形でででで埋埋埋埋めなければいけない部めなければいけない部めなければいけない部めなければいけない部分分分分も出てくるかとも出てくるかとも出てくるかとも出てくるかと

思います。そうはいうものの、やはり、正思います。そうはいうものの、やはり、正思います。そうはいうものの、やはり、正思います。そうはいうものの、やはり、正規規規規の職員をの職員をの職員をの職員を採採採採用用用用することがすることがすることがすることが重要重要重要重要でごでごでごでござざざざいますのいますのいますのいますの

で、この部で、この部で、この部で、この部分分分分については県土マネジメント部とについては県土マネジメント部とについては県土マネジメント部とについては県土マネジメント部と連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら人人人人員を確員を確員を確員を確保保保保していきたいと思していきたいと思していきたいと思していきたいと思

っております。っております。っております。っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長 中村委員の大中村委員の大中村委員の大中村委員の大和和和和川水川水川水川水系系系系へへへへのののの治治治治水対水対水対水対策策策策のののの取取取取りりりり組み組み組み組みについての質問にお答えについての質問にお答えについての質問にお答えについての質問にお答え

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

大大大大和和和和川川川川流流流流域は昭域は昭域は昭域は昭和和和和５７年に大水害がありまして、５７年に大水害がありまして、５７年に大水害がありまして、５７年に大水害がありまして、普普普普通通通通はははは河河河河川川川川改改改改修で修で修で修で河河河河をををを広広広広げたり、げたり、げたり、げたり、河河河河床床床床

をををを下下下下げたり、げたり、げたり、げたり、ダムダムダムダムをつくったりするとこをつくったりするとこをつくったりするとこをつくったりするところろろろがががが多多多多いのですが、ここのいのですが、ここのいのですが、ここのいのですが、ここの特徴特徴特徴特徴として、川として、川として、川として、川へへへへ水が水が水が水が

入るまでにどこかにためることで、入るまでにどこかにためることで、入るまでにどこかにためることで、入るまでにどこかにためることで、ググググララララウウウウンンンンドドドドの中にの中にの中にの中に貯留貯留貯留貯留施設施設施設施設をつくったり、あるいは、をつくったり、あるいは、をつくったり、あるいは、をつくったり、あるいは、

ためためためため池池池池を使って、を使って、を使って、を使って、各各各各２４２４２４２４市町市町市町市町村と県で水をためていこうということで進めてまいりました。村と県で水をためていこうということで進めてまいりました。村と県で水をためていこうということで進めてまいりました。村と県で水をためていこうということで進めてまいりました。

県は一県は一県は一県は一応目応目応目応目標標標標はもうはもうはもうはもう達達達達成しているのですけれども、成しているのですけれども、成しているのですけれども、成しているのですけれども、市町市町市町市町村ではなかなか進んでおら村ではなかなか進んでおら村ではなかなか進んでおら村ではなかなか進んでおらずずずず、３、３、３、３

７７７７％％％％ぐらいです。ためることは、ぐらいです。ためることは、ぐらいです。ためることは、ぐらいです。ためることは、先先先先ほど言われたほど言われたほど言われたほど言われた集集集集中中中中豪雨豪雨豪雨豪雨とか、そういうものにもとか、そういうものにもとか、そういうものにもとか、そういうものにも非常非常非常非常にににに

効果効果効果効果的かと的かと的かと的かと考考考考えています。えています。えています。えています。

今、国で大今、国で大今、国で大今、国で大和和和和川の川の川の川の整備計画整備計画整備計画整備計画のののの策策策策定定定定作作作作業を進められている中に、業を進められている中に、業を進められている中に、業を進められている中に、亀亀亀亀のののの瀬瀬瀬瀬をなかなか開けなをなかなか開けなをなかなか開けなをなかなか開けな

いいいい状況状況状況状況もありまして、もありまして、もありまして、もありまして、直直直直轄轄轄轄のののの遊遊遊遊水地をつく水地をつく水地をつく水地をつくろろろろうということもあります。これからの県のうということもあります。これからの県のうということもあります。これからの県のうということもあります。これからの県の役役役役

割割割割としては、３つあると思っています。１つは、としては、３つあると思っています。１つは、としては、３つあると思っています。１つは、としては、３つあると思っています。１つは、直直直直轄轄轄轄遊遊遊遊水地が水地が水地が水地が早早早早くできるように、県の立くできるように、県の立くできるように、県の立くできるように、県の立

場場場場で地で地で地で地元元元元調調調調整整整整などのなどのなどのなどの支支支支援援援援を行うことです。県が今、実を行うことです。県が今、実を行うことです。県が今、実を行うことです。県が今、実際際際際に行っているに行っているに行っているに行っている河河河河川川川川改改改改修修修修等等等等についてについてについてについて

も、できるだけも、できるだけも、できるだけも、できるだけ効効効効率率率率的に、的に、的に、的に、効果効果効果効果的に進めていくということと、的に進めていくということと、的に進めていくということと、的に進めていくということと、先先先先ほど言いましたほど言いましたほど言いましたほど言いました市町市町市町市町村、村、村、村、

ちなちなちなちなみみみみに今、に今、に今、に今、桜桜桜桜井井井井市市市市ではまだ２０ではまだ２０ではまだ２０ではまだ２０％％％％ぐらいですけれども、そういうものもやはり進めていぐらいですけれども、そういうものもやはり進めていぐらいですけれども、そういうものもやはり進めていぐらいですけれども、そういうものもやはり進めてい

かないといけないということで、事業かないといけないということで、事業かないといけないということで、事業かないといけないということで、事業費費費費のののの補補補補助助助助をををを継継継継続続続続したり、したり、したり、したり、技技技技術術術術的な的な的な的な支支支支援援援援を行っていきを行っていきを行っていきを行っていき

たいと思います。それと、県がたいと思います。それと、県がたいと思います。それと、県がたいと思います。それと、県が河河河河川川川川改改改改修をやっていないとこ修をやっていないとこ修をやっていないとこ修をやっていないところろろろについても、水についても、水についても、水についても、水位位位位がががが上上上上がるがるがるがる

ことがあり、例えばことがあり、例えばことがあり、例えばことがあり、例えば堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂がががが原原原原因因因因であれば、であれば、であれば、であれば、取取取取りりりり除除除除いていくということで対いていくということで対いていくということで対いていくということで対応応応応していきしていきしていきしていき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。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 国国国国道道道道１１１１６６６６５５５５号号号号のののの歩道歩道歩道歩道整備整備整備整備につきまして、２点ご質問がごにつきまして、２点ご質問がごにつきまして、２点ご質問がごにつきまして、２点ご質問がござざざざいました。いました。いました。いました。

ままままずずずず、その２点でご、その２点でご、その２点でご、その２点でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、桜桜桜桜井井井井市市市市忍阪忍阪忍阪忍阪から谷地から谷地から谷地から谷地区区区区のののの区間区間区間区間、それと、それと、それと、それと脇脇脇脇本本本本道道道道路路路路のののの先先先先、長、長、長、長

谷谷谷谷寺寺寺寺までのまでのまでのまでの間間間間のののの歩道歩道歩道歩道整備整備整備整備についてのご質問でごについてのご質問でごについてのご質問でごについてのご質問でござざざざいます。います。います。います。
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ままままずずずず１点１点１点１点目目目目のののの桜桜桜桜井井井井市市市市忍阪忍阪忍阪忍阪から谷のから谷のから谷のから谷の区間区間区間区間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が、いますが、いますが、いますが、具具具具体的に言いますと、体的に言いますと、体的に言いますと、体的に言いますと、

磐余橋磐余橋磐余橋磐余橋からからからから桜桜桜桜井井井井市市市市外外外外山の山の山の山の交交交交差差差差点までの国点までの国点までの国点までの国道道道道１１１１６６６６５５５５号号号号のののの整備整備整備整備についてだと思います。このについてだと思います。このについてだと思います。このについてだと思います。この区区区区

間間間間につきましては一につきましては一につきましては一につきましては一応桜応桜応桜応桜井地井地井地井地区区区区とととと外外外外山地山地山地山地区区区区の２つにの２つにの２つにの２つに分分分分かれておりまして、かれておりまして、かれておりまして、かれておりまして、西側西側西側西側のののの桜桜桜桜井地井地井地井地区区区区

におきましては、今年度から地におきましては、今年度から地におきましては、今年度から地におきましては、今年度から地元区元区元区元区長との長との長との長との現現現現地立会をして、その地立会をして、その地立会をして、その地立会をして、その上上上上でででで詳細詳細詳細詳細設計設計設計設計を行っておを行っておを行っておを行ってお

ります。今ります。今ります。今ります。今後後後後このこのこのこの区間区間区間区間につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、区区区区長、長、長、長、隣隣隣隣接接接接地地地地権権権権者などとの者などとの者などとの者などとの調調調調整整整整のののの上上上上、、、、側側側側溝溝溝溝ののののふふふふたたたた

かけなどのかけなどのかけなどのかけなどの速速速速効効効効性のある性のある性のある性のある整備整備整備整備を進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

また、また、また、また、外外外外山地山地山地山地区区区区につきましては、平成２４年度までににつきましては、平成２４年度までににつきましては、平成２４年度までににつきましては、平成２４年度までに側側側側溝溝溝溝ふふふふたのたのたのたの更更更更新新新新等等等等のののの維維維維持持持持、修、修、修、修繕繕繕繕とととと

いういういういう工工工工事を実事を実事を実事を実施施施施してきたとこしてきたとこしてきたとこしてきたところろろろでごでごでごでござざざざいます。今います。今います。今います。今後後後後このこのこのこの外外外外山地山地山地山地区区区区につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、西側西側西側西側のののの

桜桜桜桜井地井地井地井地区区区区のののの整備整備整備整備がががが完完完完了了了了をしたをしたをしたをした後後後後に、地に、地に、地に、地元区元区元区元区長と長と長と長と現現現現地立会の地立会の地立会の地立会の上上上上、、、、整備必要整備必要整備必要整備必要箇箇箇箇所所所所をををを抽抽抽抽出し、出し、出し、出し、優優優優

先先先先順位順位順位順位をををを決決決決めながら対めながら対めながら対めながら対策策策策を実を実を実を実施施施施していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

それと、２点それと、２点それと、２点それと、２点目目目目でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、脇脇脇脇本本本本道道道道路路路路のののの先先先先についてのご質問です。そのについてのご質問です。そのについてのご質問です。そのについてのご質問です。その先先先先、、、、初瀬初瀬初瀬初瀬地地地地

区区区区までにつきましては、までにつきましては、までにつきましては、までにつきましては、黒崎黒崎黒崎黒崎地地地地区区区区と出と出と出と出雲雲雲雲地地地地区区区区、それから、それから、それから、それから初瀬初瀬初瀬初瀬地地地地区区区区、この３つの地、この３つの地、この３つの地、この３つの地区区区区にににに分分分分かかかか

れていると思います。まれていると思います。まれていると思います。まれていると思います。まずずずず、、、、手前手前手前手前のののの黒崎黒崎黒崎黒崎地地地地区区区区につきましては、平成２３年度までににつきましては、平成２３年度までににつきましては、平成２３年度までににつきましては、平成２３年度までにガガガガーーーードドドド

レレレレーーーールルルルの修の修の修の修繕繕繕繕、、、、転落転落転落転落防止柵防止柵防止柵防止柵の修の修の修の修繕繕繕繕などの修などの修などの修などの修繕工繕工繕工繕工事を事を事を事を完完完完了了了了いたしまして、一いたしまして、一いたしまして、一いたしまして、一応整備応整備応整備応整備はははは完完完完了了了了しししし

ております。次に、ております。次に、ております。次に、ております。次に、引引引引きききき続続続続き出き出き出き出雲雲雲雲地地地地区区区区のののの整備整備整備整備につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、現在現在現在現在、地、地、地、地元元元元のののの区区区区長などと長などと長などと長などと調調調調

整整整整しながら進めているとこしながら進めているとこしながら進めているとこしながら進めているとこ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。最後最後最後最後になりますが、になりますが、になりますが、になりますが、初瀬初瀬初瀬初瀬地地地地区区区区につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては

来来来来年度から、年度から、年度から、年度から、同同同同じじじじように地ように地ように地ように地元元元元とととと調調調調整整整整をしながら進めてまいりたいとをしながら進めてまいりたいとをしながら進めてまいりたいとをしながら進めてまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

いいいいずずずずれにしましても、れにしましても、れにしましても、れにしましても、整備整備整備整備にににに当当当当たりましては、地たりましては、地たりましては、地たりましては、地元区元区元区元区長などと長などと長などと長などと調調調調整整整整を行いながら、を行いながら、を行いながら、を行いながら、隣隣隣隣接接接接

地地地地権権権権者の者の者の者の同同同同意意意意がががが得得得得られるとこられるとこられるとこられるところろろろからからからから歩歩歩歩行行行行空空空空間間間間の確の確の確の確保保保保にににに努努努努め、それとめ、それとめ、それとめ、それと早期早期早期早期のののの整備完整備完整備完整備完了了了了をををを目目目目指指指指

して進めていきたいと思っております。して進めていきたいと思っております。して進めていきたいと思っております。して進めていきたいと思っております。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。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 ただいまの大ただいまの大ただいまの大ただいまの大和和和和川水川水川水川水系系系系のののの治治治治水対水対水対水対策策策策については、については、については、については、ひひひひとつとつとつとつ鋭鋭鋭鋭意意意意頑張頑張頑張頑張っていただきっていただきっていただきっていただき

たいと思います。それからたいと思います。それからたいと思います。それからたいと思います。それから道道道道路路路路２２２２件件件件につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、計画計画計画計画どおり一どおり一どおり一どおり一生生生生懸懸懸懸命命命命やってもらいたやってもらいたやってもらいたやってもらいた

いといといといと待待待待ちちちち望望望望んでおりますので、このことについては良といたします。んでおりますので、このことについては良といたします。んでおりますので、このことについては良といたします。んでおりますので、このことについては良といたします。

それで、まそれで、まそれで、まそれで、まずずずず１点１点１点１点目目目目ののののホテホテホテホテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致のののの件件件件です。今いです。今いです。今いです。今いろろろろいいいいろろろろお聞きしたけれども、東京お聞きしたけれども、東京お聞きしたけれども、東京お聞きしたけれども、東京オオオオリリリリ

ンンンンピピピピックックックックまでにまでにまでにまでにホテホテホテホテルルルル開業に開業に開業に開業に向向向向けてのけてのけてのけての絵図絵図絵図絵図面面面面がががが描描描描けるのかどうか、この１点です、それまけるのかどうか、この１点です、それまけるのかどうか、この１点です、それまけるのかどうか、この１点です、それま

でにでにでにでにホテホテホテホテルルルルが開業できるのかどうか。が開業できるのかどうか。が開業できるのかどうか。が開業できるのかどうか。

それと、にそれと、にそれと、にそれと、にぎぎぎぎわいづくりに、わいづくりに、わいづくりに、わいづくりに、ＮＨＮＨＮＨＮＨＫ放送Ｋ放送Ｋ放送Ｋ放送会会会会館館館館が本が本が本が本当当当当にににに適適適適当当当当であるということが、であるということが、であるということが、であるということが、午午午午前前前前のののの

答弁からも、過日の答弁からも、過日の答弁からも、過日の答弁からも、過日の経済経済経済経済労労労労働働働働委員会での答弁でも委員会での答弁でも委員会での答弁でも委員会での答弁でも私私私私には伝わってこないわけです。だから、には伝わってこないわけです。だから、には伝わってこないわけです。だから、には伝わってこないわけです。だから、

そのことについてもそのことについてもそのことについてもそのことについても見通見通見通見通しだけ、できるのかできないのかお答えください。できなかったしだけ、できるのかできないのかお答えください。できなかったしだけ、できるのかできないのかお答えください。できなかったしだけ、できるのかできないのかお答えください。できなかった

場合場合場合場合に、あれだけに、あれだけに、あれだけに、あれだけ広広広広大な土地、これも県の大な土地、これも県の大な土地、これも県の大な土地、これも県の普普普普通通通通財財財財産産産産です、県の土地は県です、県の土地は県です、県の土地は県です、県の土地は県民民民民のために、そののために、そののために、そののために、その
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時時時時々において々において々において々において最最最最も使いも使いも使いも使い勝勝勝勝手手手手のあるものにのあるものにのあるものにのあるものに投投投投資資資資をして県は行をして県は行をして県は行をして県は行政政政政を進めていくというを進めていくというを進めていくというを進めていくという姿姿姿姿勢勢勢勢です。です。です。です。

ということは、これはもう５年がたっているわけです。まだまだ、ということは、これはもう５年がたっているわけです。まだまだ、ということは、これはもう５年がたっているわけです。まだまだ、ということは、これはもう５年がたっているわけです。まだまだ、引引引引っっっっ張張張張るのかという思るのかという思るのかという思るのかという思

いがあるので、そのいがあるので、そのいがあるので、そのいがあるので、その決意決意決意決意のほどをお願いします。のほどをお願いします。のほどをお願いします。のほどをお願いします。

それと２点それと２点それと２点それと２点目目目目は、県土マネジメント部長、総務部長もおられるのでなかなか答えにくいは、県土マネジメント部長、総務部長もおられるのでなかなか答えにくいは、県土マネジメント部長、総務部長もおられるのでなかなか答えにくいは、県土マネジメント部長、総務部長もおられるのでなかなか答えにくい

とは思いますが、聞きたいのは、１１１名ものとは思いますが、聞きたいのは、１１１名ものとは思いますが、聞きたいのは、１１１名ものとは思いますが、聞きたいのは、１１１名もの人人人人員員員員減減減減は、行は、行は、行は、行政政政政上上上上わかっています。しかしわかっています。しかしわかっています。しかしわかっています。しかし

現現現現実には、例えば今、実には、例えば今、実には、例えば今、実には、例えば今、市町市町市町市町村の村の村の村の技技技技術術術術者は者は者は者は非常非常非常非常にににに不足不足不足不足しているわけで、県にしているわけで、県にしているわけで、県にしているわけで、県に支支支支援援援援をををを求求求求めていめていめていめてい

るから、県は奈良るから、県は奈良るから、県は奈良るから、県は奈良モモモモデデデデルルルルということでということでということでということでアクアクアクアクシシシショョョョンをンをンをンを起起起起こしているわけではないですか。ここしているわけではないですか。ここしているわけではないですか。ここしているわけではないですか。こ

れもれもれもれも徹底徹底徹底徹底していったら、トンネしていったら、トンネしていったら、トンネしていったら、トンネルルルルなどはなどはなどはなどは市町市町市町市町村の村の村の村の管管管管理が理が理が理が多多多多いです。いです。いです。いです。橋橋橋橋もそうです。これをもそうです。これをもそうです。これをもそうです。これを

長長長長寿命寿命寿命寿命化して化して化して化して末永末永末永末永く使っていこうとしたら、今からく使っていこうとしたら、今からく使っていこうとしたら、今からく使っていこうとしたら、今から投投投投資資資資をしていかなければいけない。こをしていかなければいけない。こをしていかなければいけない。こをしていかなければいけない。こ

れらをするためには、積れらをするためには、積れらをするためには、積れらをするためには、積算算算算一つにしても一つにしても一つにしても一つにしてもココココンンンンササササルタルタルタルタントントントント任任任任せではできないです。県が的確せではできないです。県が的確せではできないです。県が的確せではできないです。県が的確

な指な指な指な指導導導導、監、監、監、監督督督督をしてはをしてはをしてはをしてはじじじじめてめてめてめてココココンンンンササササルタルタルタルタントなりントなりントなりントなり設計設計設計設計事務事務事務事務所所所所のののの役割役割役割役割がががが果果果果たせるのであって、たせるのであって、たせるのであって、たせるのであって、

中中中中心心心心は県です、そのは県です、そのは県です、そのは県です、その技技技技術術術術者が者が者が者が不足不足不足不足している。している。している。している。

それで、行それで、行それで、行それで、行政需政需政需政需要要要要はははは増増増増大しようとしている中で、今の大しようとしている中で、今の大しようとしている中で、今の大しようとしている中で、今の話話話話だったらだったらだったらだったら非常非常非常非常にににに耳耳耳耳ざざざざわりはよわりはよわりはよわりはよろろろろ

しいけれど、例えば、しいけれど、例えば、しいけれど、例えば、しいけれど、例えば、先先先先ほどもおっしていた、発ほどもおっしていた、発ほどもおっしていた、発ほどもおっしていた、発注注注注計画計画計画計画あるいはあるいはあるいはあるいは契約契約契約契約の事務を簡の事務を簡の事務を簡の事務を簡素素素素化して化して化して化して

いくとか、いいくとか、いいくとか、いいくとか、いろろろろいいいいろろろろおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていましたが、っていましたが、っていましたが、っていましたが、根根根根本はやはり本はやはり本はやはり本はやはり人人人人です。です。です。です。

それから、総務部長に言いたいのは、毎年どれぐらいのそれから、総務部長に言いたいのは、毎年どれぐらいのそれから、総務部長に言いたいのは、毎年どれぐらいのそれから、総務部長に言いたいのは、毎年どれぐらいの増増増増員員員員要要要要求求求求をやってきたのかといをやってきたのかといをやってきたのかといをやってきたのかとい

うことです。それを総務部は大なたでうことです。それを総務部は大なたでうことです。それを総務部は大なたでうことです。それを総務部は大なたで削削削削って、これぐらいでこらえておきなさいと。定って、これぐらいでこらえておきなさいと。定って、これぐらいでこらえておきなさいと。定って、これぐらいでこらえておきなさいと。定期期期期

的な的な的な的な新新新新卒卒卒卒であっても、であっても、であっても、であっても、新新新新卒卒卒卒が土木事務が土木事務が土木事務が土木事務所へ所へ所へ所へ来来来来て、一年て、一年て、一年て、一年生生生生職員は２０年、３０年の職員は２０年、３０年の職員は２０年、３０年の職員は２０年、３０年の技技技技術術術術職員職員職員職員

にににに比比比比べべべべてててて仕仕仕仕事の事の事の事の能能能能力力力力とかそういうことだってとかそういうことだってとかそういうことだってとかそういうことだって同同同同じじじじではないのです。定ではないのです。定ではないのです。定ではないのです。定数数数数は１、カは１、カは１、カは１、カウウウウントはントはントはントは

１ですけれど、そういうことです。き１ですけれど、そういうことです。き１ですけれど、そういうことです。き１ですけれど、そういうことです。きょょょょうは土木うは土木うは土木うは土木技技技技術術術術職員のことを言っていますが、職員のことを言っていますが、職員のことを言っていますが、職員のことを言っていますが、電電電電気気気気

技技技技術術術術職員もそうです、県立奈良職員もそうです、県立奈良職員もそうです、県立奈良職員もそうです、県立奈良病病病病院院院院のののの機機機機械械械械技技技技術術術術職員もそうです、職員もそうです、職員もそうです、職員もそうです、絶絶絶絶対対対対量量量量がががが不足不足不足不足しているのしているのしているのしているの

です。そうでしです。そうでしです。そうでしです。そうでしょょょょう、う、う、う、電電電電気気気気やややや機機機機械械械械のののの技技技技術術術術のことを聞いても土木のことを聞いても土木のことを聞いても土木のことを聞いても土木技技技技術術術術職員が答えてくれてい職員が答えてくれてい職員が答えてくれてい職員が答えてくれてい

るのです。そういう実るのです。そういう実るのです。そういう実るのです。そういう実態態態態にににに合合合合ったことを、今こそ大いに、県土マネジメント部長も、しっったことを、今こそ大いに、県土マネジメント部長も、しっったことを、今こそ大いに、県土マネジメント部長も、しっったことを、今こそ大いに、県土マネジメント部長も、しっ

かりと総務部長に物かりと総務部長に物かりと総務部長に物かりと総務部長に物申申申申してしてしてして置置置置き土き土き土き土産産産産をつくってもらわないとだめだと思います。これはをつくってもらわないとだめだと思います。これはをつくってもらわないとだめだと思います。これはをつくってもらわないとだめだと思います。これは冗冗冗冗

談談談談でごでごでごでござざざざいますが、そういうことも含めて、もう一度いますが、そういうことも含めて、もう一度いますが、そういうことも含めて、もう一度いますが、そういうことも含めて、もう一度決意決意決意決意のほどをお願いします。のほどをお願いします。のほどをお願いします。のほどをお願いします。

３点３点３点３点目目目目は、建は、建は、建は、建築課築課築課築課長、あの答弁でいいとするわけですけれども、昭長、あの答弁でいいとするわけですけれども、昭長、あの答弁でいいとするわけですけれども、昭長、あの答弁でいいとするわけですけれども、昭和和和和５５５５６６６６年年年年当当当当初初初初のののの経済経済経済経済

情勢情勢情勢情勢をををを見見見見たら、５，０００平たら、５，０００平たら、５，０００平たら、５，０００平方方方方メートメートメートメートル以上ル以上ル以上ル以上の建物を奈良県でつくるの建物を奈良県でつくるの建物を奈良県でつくるの建物を奈良県でつくる能能能能力力力力はないのです、はないのです、はないのです、はないのです、

東京都や大東京都や大東京都や大東京都や大阪阪阪阪府府府府などの大都などの大都などの大都などの大都市市市市のののの目目目目線線線線でででで政政政政府府府府はははは決決決決めているわけです。そうしたら、今回このめているわけです。そうしたら、今回このめているわけです。そうしたら、今回このめているわけです。そうしたら、今回この

５，０００平５，０００平５，０００平５，０００平方方方方メートメートメートメートル以上ル以上ル以上ル以上で、たまたまかかったとこで、たまたまかかったとこで、たまたまかかったとこで、たまたまかかったところろろろはありますが、２０はありますが、２０はありますが、２０はありますが、２０施設以上施設以上施設以上施設以上はははは

漏漏漏漏れているわけです。れているわけです。れているわけです。れているわけです。病病病病院院院院についても、についても、についても、についても、人人人人がががが集集集集まるまるまるまる手術手術手術手術をする、大きなをする、大きなをする、大きなをする、大きな病病病病院院院院もももも小小小小さなさなさなさな病病病病院院院院
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も、も、も、も、ベベベベッッッッド数ド数ド数ド数が２０が２０が２０が２０床床床床のののの病病病病院院院院も、２００も、２００も、２００も、２００床床床床、３００、３００、３００、３００床床床床のののの病病病病院院院院も、入も、入も、入も、入院院院院患患患患者にとっては一者にとっては一者にとっては一者にとっては一緒緒緒緒

です。やはりです。やはりです。やはりです。やはり耐震耐震耐震耐震化をするとなったのですから、その化をするとなったのですから、その化をするとなったのですから、その化をするとなったのですから、その辺辺辺辺にもにもにもにも手手手手をををを差差差差しししし伸伸伸伸べべべべて、１００て、１００て、１００て、１００％％％％国国国国

におんにおんにおんにおんぶぶぶぶにだっこではなくて、にだっこではなくて、にだっこではなくて、にだっこではなくて、真真真真にににに必要必要必要必要なななな施策施策施策施策については県もについては県もについては県もについては県も応分応分応分応分のののの負負負負担担担担をするというをするというをするというをするという姿姿姿姿

勢勢勢勢で、これからで、これからで、これからで、これから耐震耐震耐震耐震工工工工事についても事についても事についても事についても助助助助成できるような体成できるような体成できるような体成できるような体制制制制にににに持持持持っていっていただきたいとっていっていただきたいとっていっていただきたいとっていっていただきたいと

申申申申して、回答はして、回答はして、回答はして、回答は結構結構結構結構です。です。です。です。

それとそれとそれとそれと福福福福嶋嶋嶋嶋砂砂砂砂防防防防課課課課長、地質長、地質長、地質長、地質調調調調査で査で査で査で十十十十津川村津川村津川村津川村折折折折立の立の立の立の場合場合場合場合は、これほど大は、これほど大は、これほど大は、これほど大規規規規模模模模なななな堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂でででで

す。それで、今まで地質す。それで、今まで地質す。それで、今まで地質す。それで、今まで地質調調調調査をやってきて、査をやってきて、査をやってきて、査をやってきて、玉玉玉玉石石石石があったというのはこれ１があったというのはこれ１があったというのはこれ１があったというのはこれ１件件件件ではないでではないでではないでではないで

す、今までにもす、今までにもす、今までにもす、今までにも設計変設計変設計変設計変更更更更の理の理の理の理由由由由に、に、に、に、岩岩岩岩があった、があった、があった、があった、玉玉玉玉石石石石があったということでした。そうしがあったということでした。そうしがあったということでした。そうしがあったということでした。そうし

たら事たら事たら事たら事前前前前に、地質に、地質に、地質に、地質調調調調査を発査を発査を発査を発注注注注するときに、するときに、するときに、するときに、設計設計設計設計条条条条件等件等件等件等々をもう々をもう々をもう々をもう少少少少ししししシシシシビビビビアアアアにして、大にして、大にして、大にして、大規規規規模模模模

なななな工工工工事が事が事が事が想想想想定される事案については、定される事案については、定される事案については、定される事案については、当然当然当然当然こういうこういうこういうこういう玉玉玉玉石石石石のののの調調調調査査査査等等等等も含めた地質も含めた地質も含めた地質も含めた地質調調調調査の発査の発査の発査の発注注注注

をしていくのがこれからのをしていくのがこれからのをしていくのがこれからのをしていくのがこれからの方策方策方策方策ではないかと思うのです。今までのことは今までで、ではないかと思うのです。今までのことは今までで、ではないかと思うのです。今までのことは今までで、ではないかと思うのです。今までのことは今までで、十十十十津津津津

川村川村川村川村折折折折立を立を立を立を機機機機に、地質に、地質に、地質に、地質調調調調査の事査の事査の事査の事前前前前調調調調査の査の査の査の内容内容内容内容をををを細細細細目目目目にわたってもう一度にわたってもう一度にわたってもう一度にわたってもう一度見見見見直直直直して、今して、今して、今して、今後後後後、、、、

設計変設計変設計変設計変更更更更がないようにしていくのも県土マネジメント部の務めではないかと思いますが、がないようにしていくのも県土マネジメント部の務めではないかと思いますが、がないようにしていくのも県土マネジメント部の務めではないかと思いますが、がないようにしていくのも県土マネジメント部の務めではないかと思いますが、

ごごごご意見意見意見意見があれば答えてください。があれば答えてください。があれば答えてください。があれば答えてください。

以上以上以上以上をもちまして再質問はをもちまして再質問はをもちまして再質問はをもちまして再質問は終終終終わりますが、回答だけお願いします。わりますが、回答だけお願いします。わりますが、回答だけお願いします。わりますが、回答だけお願いします。

○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） 県県県県営プ営プ営プ営プ

ーーーール跡ル跡ル跡ル跡地でご地でご地でご地でござざざざいますけれども、大いますけれども、大いますけれども、大いますけれども、大阪阪阪阪府府府府や京都や京都や京都や京都府府府府にににに泊泊泊泊まっての日まっての日まっての日まっての日帰帰帰帰り観光であるとか、り観光であるとか、り観光であるとか、り観光であるとか、宿宿宿宿

泊泊泊泊のののの客客客客室室室室数数数数が全国が全国が全国が全国最最最最下下下下位位位位であるとか、何とかそれをであるとか、何とかそれをであるとか、何とかそれをであるとか、何とかそれを脱脱脱脱出するために、奈良出するために、奈良出するために、奈良出するために、奈良市市市市のののの真真真真ん中にあん中にあん中にあん中にあ

る３る３る３る３ヘヘヘヘクタクタクタクターーーールルルルのこの県のこの県のこの県のこの県有有有有地を地を地を地を有有有有効効効効活活活活用用用用したいという思いでやっております。東京したいという思いでやっております。東京したいという思いでやっております。東京したいという思いでやっております。東京オオオオリンリンリンリン

ピピピピックックックックも本も本も本も本当当当当にちにちにちにちょょょょうどいいうどいいうどいいうどいい機機機機会だと思っておりますので、会だと思っておりますので、会だと思っておりますので、会だと思っておりますので、ぜひぜひぜひぜひそれにそれにそれにそれに間間間間にににに合合合合うようにうようにうようにうように頑頑頑頑

張張張張ってまいりたいと思いますし、何とかってまいりたいと思いますし、何とかってまいりたいと思いますし、何とかってまいりたいと思いますし、何とか民間民間民間民間事業者を事業者を事業者を事業者を口口口口説説説説きききき落落落落としてとしてとしてとして頑張頑張頑張頑張ってまいりたいってまいりたいってまいりたいってまいりたい

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 中中中中尾尾尾尾まちづくり推進局次長としては何度もその答弁しかできないというこまちづくり推進局次長としては何度もその答弁しかできないというこまちづくり推進局次長としては何度もその答弁しかできないというこまちづくり推進局次長としては何度もその答弁しかできないというこ

とで、そのとで、そのとで、そのとで、その辺辺辺辺で何かで何かで何かで何か補完補完補完補完するようなことはありますか。するようなことはありますか。するようなことはありますか。するようなことはありますか。

○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 おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとこるとこるとこるところろろろで、すで、すで、すで、すぱぱぱぱっと答えられればいいのですけれどっと答えられればいいのですけれどっと答えられればいいのですけれどっと答えられればいいのですけれど

も、よくも、よくも、よくも、よく似似似似たたたた話話話話ですが、これはですが、これはですが、これはですが、これは相相相相手手手手さんがごさんがごさんがごさんがござざざざいます。います。います。います。具具具具体的に今までやってきたことと体的に今までやってきたことと体的に今までやってきたことと体的に今までやってきたことと

はははは違違違違いまして、いまして、いまして、いまして、先先先先ほどほどほどほど少少少少し言し言し言し言葉葉葉葉もももも選選選選んでんでんでんで話話話話をしていました。委員からは高をしていました。委員からは高をしていました。委員からは高をしていました。委員からは高級級級級ホテホテホテホテルルルルというというというという

話話話話があって、それについてはというがあって、それについてはというがあって、それについてはというがあって、それについてはという話話話話でおでおでおでお触触触触れいただきましたけれども、もうれいただきましたけれども、もうれいただきましたけれども、もうれいただきましたけれども、もう少少少少しししし幅広幅広幅広幅広くくくく

例えば高例えば高例えば高例えば高級級級級ホテホテホテホテルルルルにとらわれにとらわれにとらわれにとらわれずずずず、、、、外外外外国国国国人向人向人向人向けのもっとけのもっとけのもっとけのもっとチチチチーーーーププププなものとかもありますので、なものとかもありますので、なものとかもありますので、なものとかもありますので、

少少少少し今回、し今回、し今回、し今回、見見見見直直直直しをかけております。しをかけております。しをかけております。しをかけております。具具具具体的にそれが体的にそれが体的にそれが体的にそれが功功功功をををを奏奏奏奏するかどうかわかりませんけするかどうかわかりませんけするかどうかわかりませんけするかどうかわかりませんけ
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れども、まだまだいれども、まだまだいれども、まだまだいれども、まだまだいろろろろいいいいろ手ろ手ろ手ろ手をををを尽尽尽尽くせるくせるくせるくせる余余余余地はご地はご地はご地は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、先先先先ほどもほどもほどもほども決意表決意表決意表決意表明しまし明しまし明しまし明しまし

たけれども、それを何とか、東京たけれども、それを何とか、東京たけれども、それを何とか、東京たけれども、それを何とか、東京オオオオリンリンリンリンピピピピックックックックまでにはというとこまでにはというとこまでにはというとこまでにはというところろろろでででで頑張頑張頑張頑張っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 見見見見直直直直しているわけですね。しているわけですね。しているわけですね。しているわけですね。

○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 再質問がご再質問がご再質問がご再質問がござざざざいました。２ついました。２ついました。２ついました。２つ申申申申しししし上上上上げたいと思います。１げたいと思います。１げたいと思います。１げたいと思います。１

つは、１１１名つは、１１１名つは、１１１名つは、１１１名減減減減をどうするのかというをどうするのかというをどうするのかというをどうするのかという話話話話でごでごでごでござざざざいます。大きく言いますと、やはりいます。大きく言いますと、やはりいます。大きく言いますと、やはりいます。大きく言いますと、やはりニニニニーーーー

ズズズズはあります。土木職が今、はあります。土木職が今、はあります。土木職が今、はあります。土木職が今、求求求求められているのは確かだと思います。められているのは確かだと思います。められているのは確かだと思います。められているのは確かだと思います。災災災災害も害も害も害も起起起起きましたし、きましたし、きましたし、きましたし、

市町市町市町市町村を村を村を村を垂垂垂垂直直直直補完補完補完補完する奈良する奈良する奈良する奈良モモモモデデデデルルルルも今、全も今、全も今、全も今、全面面面面的にやっていくという中で、的にやっていくという中で、的にやっていくという中で、的にやっていくという中で、ニニニニーーーーズズズズはははは非常非常非常非常にににに

高いと思います。しかし、高いと思います。しかし、高いと思います。しかし、高いと思います。しかし、工工工工夫はしたいと思っています。発夫はしたいと思っています。発夫はしたいと思っています。発夫はしたいと思っています。発注注注注のののの仕方仕方仕方仕方もそうですし、行もそうですし、行もそうですし、行もそうですし、行政政政政

権権権権限限限限の行使はできませんけれども、の行使はできませんけれども、の行使はできませんけれども、の行使はできませんけれども、民間民間民間民間からのからのからのからの技技技技術術術術業務委業務委業務委業務委託託託託の活の活の活の活用用用用は大いにしていきたいは大いにしていきたいは大いにしていきたいは大いにしていきたい

と思いますし、と思いますし、と思いますし、と思いますし、工工工工夫はできると思います。夫はできると思います。夫はできると思います。夫はできると思います。

しかし、またしかし、またしかし、またしかし、また最近最近最近最近、、、、新新新新たなたなたなたなニニニニーーーーズズズズが出ているのも確かです。今、大宮が出ているのも確かです。今、大宮が出ているのも確かです。今、大宮が出ているのも確かです。今、大宮通通通通りりりりププププロロロロジジジジェェェェククククトトトト

とか、県とか、県とか、県とか、県営プ営プ営プ営プーーーール跡ル跡ル跡ル跡地の地の地の地の話話話話も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、非常非常非常非常に大きなに大きなに大きなに大きなニニニニーーーーズズズズがいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ出てきています。出てきています。出てきています。出てきています。具具具具

体的なものを体的なものを体的なものを体的なものを絵絵絵絵にににに描描描描いていく、いていく、いていく、いていく、ププププロロロロジジジジェェェェククククトをトをトをトを動動動動かしていくマネジメントにかしていくマネジメントにかしていくマネジメントにかしていくマネジメントに相相相相当当当当する部する部する部する部分分分分

は、土木職のは、土木職のは、土木職のは、土木職の得意得意得意得意とするとことするとことするとことするところろろろです。そういったです。そういったです。そういったです。そういった新新新新たなたなたなたなニニニニーーーーズズズズもももも踏踏踏踏まえて進めたいと思っまえて進めたいと思っまえて進めたいと思っまえて進めたいと思っ

ております。ております。ております。ております。

そういった中で、今まで定員そういった中で、今まで定員そういった中で、今まで定員そういった中で、今まで定員等等等等のののの要要要要求求求求はどうだったのかという質問ですけれども、ここはどうだったのかという質問ですけれども、ここはどうだったのかという質問ですけれども、ここはどうだったのかという質問ですけれども、ここ

数数数数年年年年前前前前からからからから非常非常非常非常に土木職に対するに土木職に対するに土木職に対するに土木職に対するニニニニーーーーズズズズも高まってきている、従も高まってきている、従も高まってきている、従も高まってきている、従来来来来にもにもにもにも増増増増してほかのしてほかのしてほかのしてほかのニニニニーーーー

ズズズズといったといったといったといった分分分分も出てきている中で、も出てきている中で、も出てきている中で、も出てきている中で、計画計画計画計画的な的な的な的な人人人人員の員の員の員の配配配配置置置置といった観点から、といった観点から、といった観点から、といった観点から、人人人人事にも定事にも定事にも定事にも定数数数数

等等等等についてについてについてについて要要要要求求求求を進めてきておりました。そういったを進めてきておりました。そういったを進めてきておりました。そういったを進めてきておりました。そういった意味意味意味意味では、では、では、では、要要要要求求求求したもの、したもの、したもの、したもの、震震震震災災災災のののの枠枠枠枠

などについてはしっかりとつけていただいておりましたが、ここなどについてはしっかりとつけていただいておりましたが、ここなどについてはしっかりとつけていただいておりましたが、ここなどについてはしっかりとつけていただいておりましたが、ここ数数数数年年年年間間間間、ことしは何とか、ことしは何とか、ことしは何とか、ことしは何とか

頑張頑張頑張頑張ったほうですけれども、なかなかったほうですけれども、なかなかったほうですけれども、なかなかったほうですけれども、なかなか魅力魅力魅力魅力ある土木的な職ある土木的な職ある土木的な職ある土木的な職場場場場ではなかったというのがごではなかったというのがごではなかったというのがごではなかったというのがござざざざ

います。言ってしまえば、東日本大います。言ってしまえば、東日本大います。言ってしまえば、東日本大います。言ってしまえば、東日本大震震震震災災災災のののの起起起起きるきるきるきる前前前前は、大は、大は、大は、大学学学学でも土木でも土木でも土木でも土木学科学科学科学科がががが非常非常非常非常にににに人人人人気気気気がががが

なかったなかったなかったなかった面面面面もごもごもごもござざざざいます。そういった中でいます。そういった中でいます。そういった中でいます。そういった中で苦労苦労苦労苦労はしておりましたけれども、今はしておりましたけれども、今はしておりましたけれども、今はしておりましたけれども、今後後後後ともともともとも社社社社会会会会

人人人人枠枠枠枠も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、枠枠枠枠はいただいていますので、しっかりとカはいただいていますので、しっかりとカはいただいていますので、しっかりとカはいただいていますので、しっかりとカババババーしていくようなリーしていくようなリーしていくようなリーしていくようなリクルクルクルクルートートートート

活活活活動動動動をしていきたいと思っています。をしていきたいと思っています。をしていきたいと思っています。をしていきたいと思っています。

加えて県土マネジメント部全体としては、行加えて県土マネジメント部全体としては、行加えて県土マネジメント部全体としては、行加えて県土マネジメント部全体としては、行政政政政職も職も職も職も非常非常非常非常にににに不足不足不足不足しています。今、土木事しています。今、土木事しています。今、土木事しています。今、土木事

務務務務所所所所ではではではでは管管管管理理理理課課課課の職員は事務の職員は事務の職員は事務の職員は事務方方方方がががが非常非常非常非常にににに多多多多いといった中で、こちらについてもしっかりといといった中で、こちらについてもしっかりといといった中で、こちらについてもしっかりといといった中で、こちらについてもしっかりと

要要要要求求求求をして、たくさんつけていただいているをして、たくさんつけていただいているをして、たくさんつけていただいているをして、たくさんつけていただいている状況状況状況状況になっております。になっております。になっております。になっております。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。

○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長 中村委員から、中村委員から、中村委員から、中村委員から、調調調調査査査査手手手手法法法法のののの改善改善改善改善についてのご質問について回答させていについてのご質問について回答させていについてのご質問について回答させていについてのご質問について回答させてい
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ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。

当然当然当然当然のことではごのことではごのことではごのことではござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、当当当当初初初初設計設計設計設計にににに当当当当たってはたってはたってはたっては現場現場現場現場条条条条件件件件を的確にを的確にを的確にを的確に把握把握把握把握して、それして、それして、それして、それ

をををを反映反映反映反映したしたしたした適適適適切切切切なななな設計設計設計設計を行うことがを行うことがを行うことがを行うことが極極極極めて大めて大めて大めて大切切切切とととと認認認認識識識識しているとこしているとこしているとこしているところろろろでご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

ため、ため、ため、ため、必要必要必要必要にににに応じ応じ応じ応じて、て、て、て、先先先先ほどのほどのほどのほどのボボボボーリンーリンーリンーリンググググ調調調調査に加えて例えば査に加えて例えば査に加えて例えば査に加えて例えば現場現場現場現場試掘試掘試掘試掘を行うなど、を行うなど、を行うなど、を行うなど、可可可可能能能能

なななな限限限限りきめりきめりきめりきめ細細細細やかなやかなやかなやかな調調調調査を行ってまいりたいと査を行ってまいりたいと査を行ってまいりたいと査を行ってまいりたいと考考考考えております。加えて、関係えております。加えて、関係えております。加えて、関係えております。加えて、関係分野分野分野分野のののの新新新新しししし

い知い知い知い知見見見見やややや先先先先進的な進的な進的な進的な調調調調査査査査手手手手法法法法などについてもなどについてもなどについてもなどについても研究研究研究研究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考考考えております。えております。えております。えております。以上以上以上以上でででで

す。す。す。す。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 終終終終わります。わります。わります。わります。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 最後最後最後最後の高柳副委員長の質問のの高柳副委員長の質問のの高柳副委員長の質問のの高柳副委員長の質問の前前前前に、に、に、に、先先先先ほど山村委員から質問がありました。ほど山村委員から質問がありました。ほど山村委員から質問がありました。ほど山村委員から質問がありました。

その中で、その中で、その中で、その中で、資資資資料料料料のののの請請請請求求求求をお願いしたいということです。１つは県が発をお願いしたいということです。１つは県が発をお願いしたいということです。１つは県が発をお願いしたいということです。１つは県が発注注注注した、した、した、した、若草若草若草若草山山山山移動移動移動移動

支支支支援援援援施設施設施設施設導導導導入入入入検討検討検討検討事業で平成２５年３月に回答があった事業で平成２５年３月に回答があった事業で平成２５年３月に回答があった事業で平成２５年３月に回答があった分分分分と、それから文化財ということと、それから文化財ということと、それから文化財ということと、それから文化財ということ

で、で、で、で、法法法法的的的的規制規制規制規制はどんなものがあるのか。この２つ、はどんなものがあるのか。この２つ、はどんなものがあるのか。この２つ、はどんなものがあるのか。この２つ、資資資資料料料料提出できますか。提出できますか。提出できますか。提出できますか。

○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 資資資資料料料料請請請請求求求求の部の部の部の部分分分分については、については、については、については、先先先先ほど、まだ出すか出さないかという、ほど、まだ出すか出さないかという、ほど、まだ出すか出さないかという、ほど、まだ出すか出さないかという、

検討検討検討検討中の部中の部中の部中の部分分分分があるのです。があるのです。があるのです。があるのです。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 出すか出さないかの出すか出さないかの出すか出さないかの出すか出さないかの検討検討検討検討とは。とは。とは。とは。

○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 今、今、今、今、環境環境環境環境影響調影響調影響調影響調査をしていますので、その査をしていますので、その査をしていますので、その査をしていますので、その調調調調査が査が査が査が終終終終わってから出すわってから出すわってから出すわってから出す

というというというという話話話話にしていたと思うのですけれど。にしていたと思うのですけれど。にしていたと思うのですけれど。にしていたと思うのですけれど。

（（（（「「「「成成成成果果果果物や物や物や物や」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 だからことし３月に回答があったという、成だからことし３月に回答があったという、成だからことし３月に回答があったという、成だからことし３月に回答があったという、成果果果果物物物物……………………。。。。

（（（（「「「「前前前前年度でし年度でし年度でし年度でしょょょょうううう」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○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 ……………………

（（（（「「「「ちちちちょょょょっとマイっとマイっとマイっとマイククククを使ってくださいを使ってくださいを使ってくださいを使ってください」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○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 前前前前年度の年度の年度の年度の分分分分も、も、も、も、先先先先ほど言っていましたように、ほど言っていましたように、ほど言っていましたように、ほど言っていましたように、環境環境環境環境影響調影響調影響調影響調査の査の査の査の結果結果結果結果

をををを合合合合わせてわせてわせてわせて同時同時同時同時に出すというのはいかがでしに出すというのはいかがでしに出すというのはいかがでしに出すというのはいかがでしょょょょうかと言っていましたが、それはもう今、うかと言っていましたが、それはもう今、うかと言っていましたが、それはもう今、うかと言っていましたが、それはもう今、

第１案、第２案、第３案第１案、第２案、第３案第１案、第２案、第３案第１案、第２案、第３案等等等等があるものを出したほうがいいということでしがあるものを出したほうがいいということでしがあるものを出したほうがいいということでしがあるものを出したほうがいいということでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 山村委員、お答えください。山村委員、お答えください。山村委員、お答えください。山村委員、お答えください。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 今の今の今の今の現状現状現状現状でおっしでおっしでおっしでおっしゃゃゃゃったように、第１、第２、第３の案があるったように、第１、第２、第３の案があるったように、第１、第２、第３の案があるったように、第１、第２、第３の案がある段階段階段階段階で出してで出してで出してで出して

いただいたらと思います。いただいたらと思います。いただいたらと思います。いただいたらと思います。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 だから、今はそのあるだから、今はそのあるだから、今はそのあるだから、今はそのある分分分分だけでいいということです。だけでいいということです。だけでいいということです。だけでいいということです。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 そうです。そうです。そうです。そうです。調調調調査をされた査をされた査をされた査をされた上上上上で出されるで出されるで出されるで出される分分分分をそのをそのをそのをその時時時時点で点で点で点で報告報告報告報告してくださいと言してくださいと言してくださいと言してくださいと言
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っているのです。っているのです。っているのです。っているのです。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 ということは、３月のということは、３月のということは、３月のということは、３月の調調調調査の査の査の査の仕上仕上仕上仕上がり、成がり、成がり、成がり、成果果果果品品品品を出すことでよを出すことでよを出すことでよを出すことでよろろろろしししし

いでしいでしいでしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「そういうことそういうことそういうことそういうこと」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 違違違違う。だから、今あるものを出すんです。う。だから、今あるものを出すんです。う。だから、今あるものを出すんです。う。だから、今あるものを出すんです。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 いや、だから、平成２５年３月にいや、だから、平成２５年３月にいや、だから、平成２５年３月にいや、だから、平成２５年３月に上上上上がってきた成がってきた成がってきた成がってきた成果果果果品品品品を開を開を開を開示示示示するとするとするとすると

いうことで理いうことで理いうことで理いうことで理解解解解したらいいのですね。したらいいのですね。したらいいのですね。したらいいのですね。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでいいです、はい。それでいいです、はい。それでいいです、はい。それでいいです、はい。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 だから、中だから、中だから、中だから、中西西西西奈良公園室長は全部してからと思っておられたけれど、山村奈良公園室長は全部してからと思っておられたけれど、山村奈良公園室長は全部してからと思っておられたけれど、山村奈良公園室長は全部してからと思っておられたけれど、山村

委員がもう今、３月に回答あった委員がもう今、３月に回答あった委員がもう今、３月に回答あった委員がもう今、３月に回答あった分分分分だけでいいと言っておられるから。だけでいいと言っておられるから。だけでいいと言っておられるから。だけでいいと言っておられるから。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 それは委員会に対して出すということですね。それは委員会に対して出すということですね。それは委員会に対して出すということですね。それは委員会に対して出すということですね。

（（（（「「「「それでいい。ここそれでいい。ここそれでいい。ここそれでいい。ここへへへへ出してください出してください出してください出してください」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 では、皆さんでは、皆さんでは、皆さんでは、皆さんへへへへ。。。。

○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 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 そういうことで、よそういうことで、よそういうことで、よそういうことで、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。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 簡簡簡簡単単単単明明明明瞭瞭瞭瞭に。代に。代に。代に。代表表表表質問にかかわって２点と、そして議案にかかわって１質問にかかわって２点と、そして議案にかかわって１質問にかかわって２点と、そして議案にかかわって１質問にかかわって２点と、そして議案にかかわって１

点質問させてもらいます。議案にかかわっての１点は点質問させてもらいます。議案にかかわっての１点は点質問させてもらいます。議案にかかわっての１点は点質問させてもらいます。議案にかかわっての１点は、、、、「「「「平成２５年９月定例県議会提出平成２５年９月定例県議会提出平成２５年９月定例県議会提出平成２５年９月定例県議会提出

予算予算予算予算案の案の案の案の概概概概要」要」要」要」の２の２の２の２ペペペページです、まちづくり推進局で、ージです、まちづくり推進局で、ージです、まちづくり推進局で、ージです、まちづくり推進局で、外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客へ客へ客へ客へのおもてなし事業のおもてなし事業のおもてなし事業のおもてなし事業

として、として、として、として、通訳通訳通訳通訳ササササーーーービビビビスススス導導導導入に１２０万円を入に１２０万円を入に１２０万円を入に１２０万円を計上計上計上計上しています。これは、どのようにこの事業しています。これは、どのようにこの事業しています。これは、どのようにこの事業しています。これは、どのようにこの事業

をををを運運運運用用用用するのかを聞かせていただきたいと思います。するのかを聞かせていただきたいと思います。するのかを聞かせていただきたいと思います。するのかを聞かせていただきたいと思います。

それはなそれはなそれはなそれはなぜぜぜぜかといいますと、奈良県は国かといいますと、奈良県は国かといいますと、奈良県は国かといいますと、奈良県は国際際際際交交交交流流流流セセセセンンンンタタタターをーをーをーを廃止廃止廃止廃止した全国でもまれな県とした全国でもまれな県とした全国でもまれな県とした全国でもまれな県と

いうことです。いうことです。いうことです。いうことです。普普普普通通通通はそことはそことはそことはそことタタタタイイイイアップアップアップアップして、県の事業として、して、県の事業として、して、県の事業として、して、県の事業として、単単単単独独独独のまちづくり推進局のまちづくり推進局のまちづくり推進局のまちづくり推進局

が事業案として出さなければならないという本が事業案として出さなければならないという本が事業案として出さなければならないという本が事業案として出さなければならないという本当当当当にににに情情情情けない事業の中けない事業の中けない事業の中けない事業の中身身身身だと、もっとだと、もっとだと、もっとだと、もっと協協協協働働働働

の事業としての事業としての事業としての事業として市市市市民民民民と県が、と県が、と県が、と県が、外外外外国国国国人人人人とととと同同同同等等等等にににに向向向向かいかいかいかい合合合合うようなことをうようなことをうようなことをうようなことを廃止廃止廃止廃止してしまったしてしまったしてしまったしてしまった結果結果結果結果

だと思っています。この事業をどこに出すのか。これが１点。だと思っています。この事業をどこに出すのか。これが１点。だと思っています。この事業をどこに出すのか。これが１点。だと思っています。この事業をどこに出すのか。これが１点。

次は、次は、次は、次は、路路路路線線線線ババババス２５ス２５ス２５ス２５路路路路線線線線４５４５４５４５系系系系統の統の統の統の話話話話です。これは本です。これは本です。これは本です。これは本当当当当に大事なことで、県のに大事なことで、県のに大事なことで、県のに大事なことで、県の補補補補助助助助要要要要綱綱綱綱

がありますが、このがありますが、このがありますが、このがありますが、この運運運運用用用用がががが非常非常非常非常にににに難難難難しいし、しいし、しいし、しいし、苦労苦労苦労苦労しているのが伝わってきています。１つしているのが伝わってきています。１つしているのが伝わってきています。１つしているのが伝わってきています。１つ

は、は、は、は、補補補補助助助助金の金の金の金の申請申請申請申請をします。をします。をします。をします。補補補補助助助助金の金の金の金の申請申請申請申請はははは補補補補助助助助要要要要綱綱綱綱にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり申請申請申請申請するのですけれども、するのですけれども、するのですけれども、するのですけれども、

予算予算予算予算枠枠枠枠の中での中での中での中で切切切切られる。それが一られる。それが一られる。それが一られる。それが一律律律律にされるのです。にされるのです。にされるのです。にされるのです。各各各各路路路路線線線線のののの特徴特徴特徴特徴とか、その地域の文化とか、その地域の文化とか、その地域の文化とか、その地域の文化

とか、とか、とか、とか、利用利用利用利用度とか、度とか、度とか、度とか、自自自自治治治治体の体の体の体の協力協力協力協力なども加なども加なども加なども加味味味味されされされされずずずずに、一に、一に、一に、一律律律律に何に何に何に何分分分分の何ということで、全の何ということで、全の何ということで、全の何ということで、全
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てのてのてのての路路路路線線線線が一が一が一が一律律律律にににに消消消消されてされてされてされて予算予算予算予算額額額額と一と一と一と一緒緒緒緒になってしまうというになってしまうというになってしまうというになってしまうという判断判断判断判断を今までしてきていまを今までしてきていまを今までしてきていまを今までしてきていま

す。す。す。す。

今度どのような今度どのような今度どのような今度どのような検討検討検討検討のののの方向方向方向方向でいくのかを教えてほしいのと、もう一つは、このでいくのかを教えてほしいのと、もう一つは、このでいくのかを教えてほしいのと、もう一つは、このでいくのかを教えてほしいのと、もう一つは、この間間間間、、、、担担担担当当当当

者が者が者が者がデデデデーーーータタタタをををを利用利用利用利用してとしてとしてとしてと盛盛盛盛んにおっしんにおっしんにおっしんにおっしゃゃゃゃいます。そのとおりだと思うのですけれども、例います。そのとおりだと思うのですけれども、例います。そのとおりだと思うのですけれども、例います。そのとおりだと思うのですけれども、例

えばえばえばえば生生生生駒市駒市駒市駒市の傍の傍の傍の傍示示示示富雄線富雄線富雄線富雄線はははは複複複複数数数数のののの自自自自治治治治体をまたがる体をまたがる体をまたがる体をまたがる赤字赤字赤字赤字路路路路線線線線です。高です。高です。高です。高校校校校生生生生もももも多多多多数数数数乗乗乗乗りますりますりますります

が、が、が、が、補補補補助助助助要要要要綱綱綱綱にはにはにはには合致合致合致合致するのですがここが県するのですがここが県するのですがここが県するのですがここが県補補補補助助助助になっていないのです。それはなになっていないのです。それはなになっていないのです。それはなになっていないのです。それはなぜぜぜぜかとかとかとかと

いうと、いうと、いうと、いうと、多分多分多分多分高高高高校校校校生生生生のののの利用利用利用利用実実実実態態態態は、南部地域の過は、南部地域の過は、南部地域の過は、南部地域の過疎疎疎疎の高の高の高の高校校校校を中を中を中を中心心心心にしかにしかにしかにしか調調調調査していなかっ査していなかっ査していなかっ査していなかっ

たたたた結果結果結果結果だだだだろろろろうと思うのです。旧大うと思うのです。旧大うと思うのです。旧大うと思うのです。旧大宇陀宇陀宇陀宇陀町町町町はははは市町市町市町市町村村村村合合合合併併併併して、一つのして、一つのして、一つのして、一つの市市市市になりました。一つになりました。一つになりました。一つになりました。一つ

のののの自自自自治治治治体の中なので、体の中なので、体の中なので、体の中なので、複複複複数数数数にまたがっていないから、にまたがっていないから、にまたがっていないから、にまたがっていないから、補補補補助助助助金の対象金の対象金の対象金の対象外外外外になってしまうのでになってしまうのでになってしまうのでになってしまうので

す。す。す。す。補補補補助助助助の対象の一の対象の一の対象の一の対象の一番番番番最最最最初初初初に、に、に、に、通通通通学学学学にににに利用利用利用利用されているされているされているされている路路路路線線線線は県のは県のは県のは県の補補補補助助助助にするとなっているにするとなっているにするとなっているにするとなっている

のですけれども、のですけれども、のですけれども、のですけれども、複複複複数数数数のののの自自自自治治治治体にまたがっていない。何年か体にまたがっていない。何年か体にまたがっていない。何年か体にまたがっていない。何年か前前前前までだったらまでだったらまでだったらまでだったら複複複複数数数数にまたがにまたがにまたがにまたが

っていたけれどもという理っていたけれどもという理っていたけれどもという理っていたけれどもという理由由由由です。です。です。です。

そしたら、そしたら、そしたら、そしたら、最最最最初初初初に言いましたように、一に言いましたように、一に言いましたように、一に言いましたように、一律律律律にカにカにカにカッッッットする、トする、トする、トする、予算予算予算予算にににに合合合合うようにカうようにカうようにカうようにカッッッットするトするトするトする

考考考考ええええ方方方方と、と、と、と、恣恣恣恣意意意意的にその的にその的にその的にその路路路路線線線線をををを判断判断判断判断してしてしてして補補補補助助助助路路路路線線線線にしたり、にしたり、にしたり、にしたり、補補補補助助助助路路路路線線線線にしなかったりといにしなかったりといにしなかったりといにしなかったりとい

う、大う、大う、大う、大宇陀宇陀宇陀宇陀高高高高校校校校へへへへのののの線線線線とととと庄庄庄庄田田田田富雄線富雄線富雄線富雄線のようなのようなのようなのような判断判断判断判断をしないためには、今、どんなをしないためには、今、どんなをしないためには、今、どんなをしないためには、今、どんな検討検討検討検討をしをしをしをし

ているのかを教えていただきたいと思います。ているのかを教えていただきたいと思います。ているのかを教えていただきたいと思います。ているのかを教えていただきたいと思います。

次に、次に、次に、次に、アアアアススススベベベベストの関係です。ストの関係です。ストの関係です。ストの関係です。結構結構結構結構難難難難しいというか、しいというか、しいというか、しいというか、百百百百条条条条委員会でい委員会でい委員会でい委員会でいろろろろいいいいろろろろな問な問な問な問題題題題がわがわがわがわ

かりました。今、山村委員も中村委員もおっしかりました。今、山村委員も中村委員もおっしかりました。今、山村委員も中村委員もおっしかりました。今、山村委員も中村委員もおっしゃゃゃゃっていたように、っていたように、っていたように、っていたように、百百百百条条条条委員会をつくるま委員会をつくるま委員会をつくるま委員会をつくるま

では土木では土木では土木では土木現場現場現場現場からは、本からは、本からは、本からは、本当当当当にににに人人人人がががが足足足足りない、りない、りない、りない、人人人人がががが足足足足りないとこりないとこりないとこりないところろろろにこれにこれにこれにこれ以上以上以上以上させる、させる、させる、させる、現場現場現場現場

へへへへ行けというのか、何々するのかという行けというのか、何々するのかという行けというのか、何々するのかという行けというのか、何々するのかという話話話話をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱい聞きました。しかし、やるい聞きました。しかし、やるい聞きました。しかし、やるい聞きました。しかし、やるべべべべきこときこときこときこと

はやってもらわないといけないということではやってもらわないといけないということではやってもらわないといけないということではやってもらわないといけないということで百百百百条条条条委員会をつくったという委員会をつくったという委員会をつくったという委員会をつくったという経経経経過があります。過があります。過があります。過があります。

現場現場現場現場からは、本からは、本からは、本からは、本当当当当にこれにこれにこれにこれ以上仕以上仕以上仕以上仕事はできないという事はできないという事はできないという事はできないという声声声声はありました。これははありました。これははありました。これははありました。これは前置前置前置前置きです。きです。きです。きです。

建建建建設設設設リリリリササササイイイイクルクルクルクル法法法法のとこのとこのとこのところろろろで、で、で、で、直直直直罰罰罰罰とととと間間間間接接接接罰罰罰罰のことを聞かせていただきましたが、一のことを聞かせていただきましたが、一のことを聞かせていただきましたが、一のことを聞かせていただきましたが、一番番番番

ネネネネックックックックになっているのはになっているのはになっているのはになっているのは解解解解体業者体業者体業者体業者へへへへの指の指の指の指導導導導だと思っています。だと思っています。だと思っています。だと思っています。直直直直罰罰罰罰でででで規規規規定できるのは発定できるのは発定できるのは発定できるのは発注注注注

者という中で者という中で者という中で者という中で結構結構結構結構難難難難しいというのがあるのですが、今回建しいというのがあるのですが、今回建しいというのがあるのですが、今回建しいというのがあるのですが、今回建設設設設リリリリササササイイイイクルクルクルクル法法法法第３７第３７第３７第３７条条条条に基づに基づに基づに基づ

き、き、き、き、受注受注受注受注者に立入者に立入者に立入者に立入調調調調査をしました。代査をしました。代査をしました。代査をしました。代表表表表質問では答弁は簡質問では答弁は簡質問では答弁は簡質問では答弁は簡単単単単だったので、どういうだったので、どういうだったので、どういうだったので、どういう内容内容内容内容でででで

あったのか。何もしていないというあったのか。何もしていないというあったのか。何もしていないというあったのか。何もしていないという話話話話をををを漏漏漏漏れ聞いています。立ち入りれ聞いています。立ち入りれ聞いています。立ち入りれ聞いています。立ち入り検検検検査したら査したら査したら査したら目目目目もももも当当当当てててて

られないような、られないような、られないような、られないような、残残残残すすすすべべべべき書き書き書き書類類類類も何も何も何も何ひひひひとつとつとつとつ残残残残っていないような実っていないような実っていないような実っていないような実態態態態だったと聞いていますだったと聞いていますだったと聞いていますだったと聞いています

ので、そのので、そのので、そのので、その辺辺辺辺のののの報告報告報告報告をしていただいて、今のをしていただいて、今のをしていただいて、今のをしていただいて、今の勧勧勧勧告告告告書をどのように次に書をどのように次に書をどのように次に書をどのように次に生生生生かすのかというかすのかというかすのかというかすのかという決決決決

意意意意をををを述べ述べ述べ述べていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。
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○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 外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客へ客へ客へ客へのおもてなし事業のご質問でごのおもてなし事業のご質問でごのおもてなし事業のご質問でごのおもてなし事業のご質問でござざざざいます。この事業います。この事業います。この事業います。この事業

につきましては、平成２５年４月からにつきましては、平成２５年４月からにつきましては、平成２５年４月からにつきましては、平成２５年４月から始始始始めたのですが、奈良めたのですが、奈良めたのですが、奈良めたのですが、奈良市市市市と京都と京都と京都と京都市市市市と大津と大津と大津と大津市市市市がそれぞがそれぞがそれぞがそれぞ

れれれれ連携連携連携連携されて、２４されて、２４されて、２４されて、２４時時時時間間間間、４カ国、４カ国、４カ国、４カ国語語語語のののの電電電電話話話話対対対対応応応応をしていただけるとこをしていただけるとこをしていただけるとこをしていただけるところろろろとととと協協協協定を定を定を定を結結結結びびびび、、、、旅旅旅旅

館館館館、、、、ホテホテホテホテルルルルにににに泊泊泊泊まられたまられたまられたまられた外外外外国国国国人へ人へ人へ人へのおもてなしをのおもてなしをのおもてなしをのおもてなしを始始始始められたというめられたというめられたというめられたという記記記記事がご事がご事がご事がござざざざいました。いました。いました。いました。

奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園及び及び及び及びそのそのそのその周辺周辺周辺周辺においては、においては、においては、においては、非常非常非常非常にににに多多多多くのくのくのくの外外外外国国国国人人人人がががが歩歩歩歩いておられまして、また、いておられまして、また、いておられまして、また、いておられまして、また、

なかなか言なかなか言なかなか言なかなか言語語語語がわかりにくく、おがわかりにくく、おがわかりにくく、おがわかりにくく、お迷迷迷迷いになられているいになられているいになられているいになられている方方方方もももも多多多多いとおいとおいとおいとお見見見見受受受受けしております。けしております。けしております。けしております。

その中で、このその中で、このその中で、このその中で、この記記記記事を事を事を事を見見見見まして、県がまして、県がまして、県がまして、県が検討検討検討検討している中でしている中でしている中でしている中で非常非常非常非常にににに魅力魅力魅力魅力的でご的でご的でご的でござざざざいましたのは、いましたのは、いましたのは、いましたのは、

電電電電話話話話対対対対応応応応で２４で２４で２４で２４時時時時間間間間やっていただけること、それからこのような業者がほかにもありましやっていただけること、それからこのような業者がほかにもありましやっていただけること、それからこのような業者がほかにもありましやっていただけること、それからこのような業者がほかにもありまし

て、４カ国て、４カ国て、４カ国て、４カ国語語語語ののののみみみみならならならならずずずずフフフフラララランスンスンスンス語語語語や、や、や、や、ポポポポルルルルトトトトガルガルガルガル語語語語などの言などの言などの言などの言語語語語まで対まで対まで対まで対応応応応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

とことことこところろろろもたくさんあるということです。そこに土もたくさんあるということです。そこに土もたくさんあるということです。そこに土もたくさんあるということです。そこに土産産産産物物物物屋屋屋屋や、や、や、や、レレレレストストストストラララランと、それからンと、それからンと、それからンと、それから町町町町のののの

中を中を中を中を歩歩歩歩いていてもいていてもいていてもいていてもココココンンンンビビビビニニニニ等等等等もそうですけれども、いもそうですけれども、いもそうですけれども、いもそうですけれども、いろろろろいいいいろろろろなななな外外外外国国国国人人人人がががが飛飛飛飛び込び込び込び込んでこられんでこられんでこられんでこられ

たときにたときにたときにたときに非常非常非常非常に対に対に対に対応応応応がしづらい、がしづらい、がしづらい、がしづらい、場合場合場合場合によっては、けがによっては、けがによっては、けがによっては、けが等等等等で、おっしで、おっしで、おっしで、おっしゃゃゃゃっていることがよっていることがよっていることがよっていることがよ

くわからないということがありますので、県も今、奈良公園基本くわからないということがありますので、県も今、奈良公園基本くわからないということがありますので、県も今、奈良公園基本くわからないということがありますので、県も今、奈良公園基本戦略戦略戦略戦略をつくって、観光をつくって、観光をつくって、観光をつくって、観光特特特特

区区区区になったこととあわせて、まになったこととあわせて、まになったこととあわせて、まになったこととあわせて、まずずずず、おもてなしを、おもてなしを、おもてなしを、おもてなしを上上上上げていくことによって対げていくことによって対げていくことによって対げていくことによって対応応応応したいと思したいと思したいと思したいと思

います。います。います。います。

それから、関係それから、関係それから、関係それから、関係機機機機関とも関とも関とも関とも諸諸諸諸般般般般の部の部の部の部分分分分についてについてについてについて連携連携連携連携しながら、もう一つしながら、もう一つしながら、もう一つしながら、もう一つ踏み込踏み込踏み込踏み込んだんだんだんだ昼昼昼昼間間間間のののの

おもてなしについても、やってまいりたいとおもてなしについても、やってまいりたいとおもてなしについても、やってまいりたいとおもてなしについても、やってまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以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（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） ２点２点２点２点目目目目のののの路路路路線線線線ババババス２５ス２５ス２５ス２５路路路路線線線線４４４４

５５５５系系系系統に統に統に統に絡み絡み絡み絡みまして、県のまして、県のまして、県のまして、県のババババスのスのスのスの補補補補助助助助要要要要綱綱綱綱のののの運運運運用用用用についてご質問がごについてご質問がごについてご質問がごについてご質問がござざざざいました。いました。いました。いました。

高柳副委員長がおっし高柳副委員長がおっし高柳副委員長がおっし高柳副委員長がおっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、予算予算予算予算のののの範囲範囲範囲範囲内内内内でででで補補補補助助助助をしているのですが、そのをしているのですが、そのをしているのですが、そのをしているのですが、その運運運運用用用用

の今の今の今の今後後後後のののの考考考考ええええ方方方方ですけれども、本会議においても知事から答弁させていただきましたが、ですけれども、本会議においても知事から答弁させていただきましたが、ですけれども、本会議においても知事から答弁させていただきましたが、ですけれども、本会議においても知事から答弁させていただきましたが、

現在現在現在現在、奈良県における、奈良県における、奈良県における、奈良県におけるババババスのスのスのスの運運運運行のあり行のあり行のあり行のあり方方方方ということで、奈良県地域ということで、奈良県地域ということで、奈良県地域ということで、奈良県地域交通交通交通交通改善改善改善改善協協協協議会を立議会を立議会を立議会を立

ちちちち上上上上げてげてげてげて検討検討検討検討しております。そこで、しております。そこで、しております。そこで、しております。そこで、ポポポポイントといたしましては、奈良県地域イントといたしましては、奈良県地域イントといたしましては、奈良県地域イントといたしましては、奈良県地域交通交通交通交通改善改善改善改善協協協協

議会において議会において議会において議会において利用利用利用利用者の者の者の者のニニニニーーーーズズズズにあったにあったにあったにあった支支支支援援援援のありのありのありのあり方方方方をををを検討検討検討検討しております。そのしております。そのしております。そのしております。その際際際際、、、、具具具具体的体的体的体的

ななななデデデデーーーータタタタ、指、指、指、指標標標標に基づいたに基づいたに基づいたに基づいた検討検討検討検討がががが必要必要必要必要だとだとだとだと考考考考えております。えております。えております。えております。利用利用利用利用者が今、どれだけ者が今、どれだけ者が今、どれだけ者が今、どれだけ乗乗乗乗られられられられ

ているのか、それから実ているのか、それから実ているのか、それから実ているのか、それから実際際際際その収その収その収その収支支支支率率率率はどうなのか、さらにはどうなのか、さらにはどうなのか、さらにはどうなのか、さらに現在現在現在現在奈良県においては、知事奈良県においては、知事奈良県においては、知事奈良県においては、知事

の答弁にもありましたけれども、県、国、の答弁にもありましたけれども、県、国、の答弁にもありましたけれども、県、国、の答弁にもありましたけれども、県、国、市町市町市町市町村村村村合合合合わせてわせてわせてわせて補補補補助額助額助額助額はははは８８８８億億億億円で、奈良円で、奈良円で、奈良円で、奈良交通交通交通交通

((((株)株)株)株)のののの売売売売りりりり上上上上げとしては１００げとしては１００げとしては１００げとしては１００億億億億円で、そのうちの円で、そのうちの円で、そのうちの円で、そのうちの８８８８億億億億円は公的円は公的円は公的円は公的資資資資金で金で金で金で賄賄賄賄っているとのこっているとのこっているとのこっているとのこ

とですけれども、その行とですけれども、その行とですけれども、その行とですけれども、その行政政政政負負負負担担担担額額額額がががが利用利用利用利用者１者１者１者１人当人当人当人当たりどれぐらいかかっているのかなど財たりどれぐらいかかっているのかなど財たりどれぐらいかかっているのかなど財たりどれぐらいかかっているのかなど財

政政政政負負負負担担担担と、と、と、と、運運運運賃賃賃賃とととと移動移動移動移動ニニニニーーーーズズズズのマのマのマのマッッッッチチチチンンンンググググなどについて、などについて、などについて、などについて、客客客客観的に観的に観的に観的に見見見見えることをえることをえることをえることを努力努力努力努力してしてしてして
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いる、いる、いる、いる、非常非常非常非常にににに難難難難しいのですけれど、今そういうとこしいのですけれど、今そういうとこしいのですけれど、今そういうとこしいのですけれど、今そういうところろろろをををを検討検討検討検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。それで、です。それで、です。それで、です。それで、

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形形形形で、で、で、で、予算予算予算予算、、、、補補補補助助助助のののの運運運運用用用用も今も今も今も今考考考考えてまいりたいとえてまいりたいとえてまいりたいとえてまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

それで、それで、それで、それで、現現現現行行行行制制制制度では、高柳副委員長がおっし度では、高柳副委員長がおっし度では、高柳副委員長がおっし度では、高柳副委員長がおっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、複複複複数数数数のののの市町市町市町市町村にまたがって村にまたがって村にまたがって村にまたがって

いないがいないがいないがいないがゆゆゆゆえに、県のえに、県のえに、県のえに、県のババババスネスネスネス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補補補補助助助助は提は提は提は提供供供供されないということは事実でごされないということは事実でごされないということは事実でごされないということは事実でござざざざいいいい

ます。います。います。います。いずずずずれにしましても、今れにしましても、今れにしましても、今れにしましても、今後補後補後補後補助助助助制制制制度についても、実度についても、実度についても、実度についても、実際際際際にににに客客客客観的な指観的な指観的な指観的な指標標標標をををを踏踏踏踏まえ、そまえ、そまえ、そまえ、そ

れとあと、副委員長がおっしれとあと、副委員長がおっしれとあと、副委員長がおっしれとあと、副委員長がおっしゃゃゃゃるようにるようにるようにるように通通通通学学学学、、、、特特特特に高に高に高に高校校校校のののの通通通通学学学学も含めてですけれども、そも含めてですけれども、そも含めてですけれども、そも含めてですけれども、そ

れれれれ以外以外以外以外にもにもにもにも交通交通交通交通ののののニニニニーーーーズズズズはははは多多多多岐岐岐岐にわたります、にわたります、にわたります、にわたります、通院通院通院通院、、、、買買買買い物、い物、い物、い物、通通通通勤勤勤勤などごなどごなどごなどござざざざいます。そういます。そういます。そういます。そう

いったいったいったいったニニニニーーーーズズズズをををを把握把握把握把握したしたしたした上上上上で、公で、公で、公で、公共共共共交通交通交通交通はどのようにはどのようにはどのようにはどのように運運運運行するのか、そしてその行するのか、そしてその行するのか、そしてその行するのか、そしてその際際際際のののの運運運運行行行行

したしたしたした形形形形態態態態のありのありのありのあり方方方方、そして、そして、そして、そして経経経経費費費費のののの負負負負担担担担のののの方方方方法法法法もさらにもさらにもさらにもさらに検討検討検討検討を進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいと考考考考えておえておえておえてお

ります。ります。ります。ります。

ただ、公的ただ、公的ただ、公的ただ、公的負負負負担担担担については、については、については、については、意意意意識識識識のののの持持持持ちちちち方方方方ですけれども、これも知事が言っていたことですけれども、これも知事が言っていたことですけれども、これも知事が言っていたことですけれども、これも知事が言っていたこと

ですけれども、公ですけれども、公ですけれども、公ですけれども、公共共共共交通交通交通交通、、、、自自自自体も大事なのですけれども、体も大事なのですけれども、体も大事なのですけれども、体も大事なのですけれども、空空空空ババババスに財スに財スに財スに財政政政政負負負負担担担担をかけることをかけることをかけることをかけること

にどういうにどういうにどういうにどういう意味意味意味意味があるのか、そういうこともがあるのか、そういうこともがあるのか、そういうこともがあるのか、そういうことも考考考考慮慮慮慮に入れながら、今に入れながら、今に入れながら、今に入れながら、今後後後後ともともともとも検討検討検討検討をををを深深深深めてまめてまめてまめてま

いりたいといりたいといりたいといりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○荒技術管理課長○荒技術管理課長○荒技術管理課長○荒技術管理課長 アアアアススススベベベベストに係る行ストに係る行ストに係る行ストに係る行政政政政へへへへの指の指の指の指導導導導ということで質問をということで質問をということで質問をということで質問を承承承承りました。りました。りました。りました。

百百百百条条条条委員会からご指委員会からご指委員会からご指委員会からご指摘摘摘摘もありまして、もありまして、もありまして、もありまして、ずずずずさんなさんなさんなさんな工工工工事を行っている業者事を行っている業者事を行っている業者事を行っている業者へへへへの指の指の指の指導導導導はどうなはどうなはどうなはどうな

っているのか、しっかりと建っているのか、しっかりと建っているのか、しっかりと建っているのか、しっかりと建設設設設リリリリササササイイイイクルクルクルクル法法法法に係る立入に係る立入に係る立入に係る立入調調調調査をしなさいということで、査をしなさいということで、査をしなさいということで、査をしなさいということで、８８８８

月に立入月に立入月に立入月に立入調調調調査を行っております。その査を行っております。その査を行っております。その査を行っております。その際際際際には、発には、発には、発には、発注注注注者と者と者と者と受注受注受注受注者の関係で、例えば者の関係で、例えば者の関係で、例えば者の関係で、例えば解解解解体体体体工工工工事事事事

のののの種類種類種類種類でありますとかそのでありますとかそのでありますとかそのでありますとかその時時時時期等期等期等期等について書について書について書について書類類類類でやりとりをすでやりとりをすでやりとりをすでやりとりをすべべべべきとか、それからもともきとか、それからもともきとか、それからもともきとか、それからもとも

と建と建と建と建設設設設業業業業法法法法でででで決決決決まっておりますまっておりますまっておりますまっております契約契約契約契約書をきちんと書をきちんと書をきちんと書をきちんと結結結結んでいるかどうかということについて、んでいるかどうかということについて、んでいるかどうかということについて、んでいるかどうかということについて、

いいいいろろろろいいいいろ検ろ検ろ検ろ検査をしてまいりました。その査をしてまいりました。その査をしてまいりました。その査をしてまいりました。その結果結果結果結果、、、、適適適適切切切切にできていなかったこともありましたにできていなかったこともありましたにできていなかったこともありましたにできていなかったこともありました

ので、業者にので、業者にので、業者にので、業者に８８８８月の月の月の月の時時時時点で点で点で点で勧勧勧勧告告告告書を出させていただいております。書を出させていただいております。書を出させていただいております。書を出させていただいております。

そのそのそのその後後後後、９月の、９月の、９月の、９月の時時時時点で、点で、点で、点で、先先先先週週週週ですけれども、立入ですけれども、立入ですけれども、立入ですけれども、立入調調調調査を再度行わせていただきました。査を再度行わせていただきました。査を再度行わせていただきました。査を再度行わせていただきました。

そのそのそのその辺辺辺辺の指の指の指の指摘摘摘摘事項については、事項については、事項については、事項については、逆逆逆逆にににに適適適適正に正に正に正に処処処処理されておりました理されておりました理されておりました理されておりました旨旨旨旨を今回、回答させていを今回、回答させていを今回、回答させていを今回、回答させてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。以上以上以上以上で回答をで回答をで回答をで回答を終終終終わります。わります。わります。わります。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 アアアアススススベベベベストからやらせてもらいます。聞くとこストからやらせてもらいます。聞くとこストからやらせてもらいます。聞くとこストからやらせてもらいます。聞くところろろろによれば、そういうによれば、そういうによれば、そういうによれば、そういう残残残残

しておかないといけない書しておかないといけない書しておかないといけない書しておかないといけない書面面面面がほとんど皆がほとんど皆がほとんど皆がほとんど皆無無無無であったが、９月に立入であったが、９月に立入であったが、９月に立入であったが、９月に立入検検検検査したらできてい査したらできてい査したらできてい査したらできてい

たわけですね。そういうたわけですね。そういうたわけですね。そういうたわけですね。そういうふふふふうに、うに、うに、うに、連連連連続続続続２回２回２回２回検検検検査に入ったら、する業者です。そういう査に入ったら、する業者です。そういう査に入ったら、する業者です。そういう査に入ったら、する業者です。そういう意味意味意味意味

では、では、では、では、引引引引きききき続続続続ききちんとやっていかないと、ききちんとやっていかないと、ききちんとやっていかないと、ききちんとやっていかないと、百百百百条条条条委員会にまで出てきた業者が、委員会にまで出てきた業者が、委員会にまで出てきた業者が、委員会にまで出てきた業者が、８８８８月に立月に立月に立月に立

入入入入検検検検査してもつくっていない業者はもう査してもつくっていない業者はもう査してもつくっていない業者はもう査してもつくっていない業者はもう多分多分多分多分つくらないのかと思っていたのですけれども、つくらないのかと思っていたのですけれども、つくらないのかと思っていたのですけれども、つくらないのかと思っていたのですけれども、
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それはつくれたわけです。そういうことならば、今までのそれはつくれたわけです。そういうことならば、今までのそれはつくれたわけです。そういうことならば、今までのそれはつくれたわけです。そういうことならば、今までの６６６６１１１１件件件件、その、その、その、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろも含めも含めも含めも含め

て、やはりて、やはりて、やはりて、やはり受注受注受注受注者だけではなしに発者だけではなしに発者だけではなしに発者だけではなしに発注注注注者に関してもそういうことをしないといけないとい者に関してもそういうことをしないといけないとい者に関してもそういうことをしないといけないとい者に関してもそういうことをしないといけないとい

うことは伝えているわけですね、うことは伝えているわけですね、うことは伝えているわけですね、うことは伝えているわけですね、受注受注受注受注者だけにではないですね。者だけにではないですね。者だけにではないですね。者だけにではないですね。常常常常に発に発に発に発注注注注者者者者責任責任責任責任は大事なは大事なは大事なは大事な

ので、そのので、そのので、そのので、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろをしてもらわないといけないと思っています。これは、また次、をしてもらわないといけないと思っています。これは、また次、をしてもらわないといけないと思っています。これは、また次、をしてもらわないといけないと思っています。これは、また次、ずずずず

っとっとっとっと見見見見守守守守っていきたいと思います、きちんとやっていただきたい。っていきたいと思います、きちんとやっていただきたい。っていきたいと思います、きちんとやっていただきたい。っていきたいと思います、きちんとやっていただきたい。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、ババババスススス路路路路線線線線のののの話話話話です。これは本です。これは本です。これは本です。これは本当当当当にににに悩悩悩悩ましいというか、ましいというか、ましいというか、ましいというか、私自私自私自私自身身身身もももも勉勉勉勉強強強強していしていしていしてい

かないといけないと思っているのですけれども、かないといけないと思っているのですけれども、かないといけないと思っているのですけれども、かないといけないと思っているのですけれども、具具具具体的に高体的に高体的に高体的に高校校校校のののの利用利用利用利用者がどれだけあるか者がどれだけあるか者がどれだけあるか者がどれだけあるか

を代を代を代を代表表表表質問のときに質問のときに質問のときに質問のときに資資資資料料料料請請請請求求求求しました。そうしたら、しました。そうしたら、しました。そうしたら、しました。そうしたら、既存既存既存既存ののののデデデデーーーータタタタ、過、過、過、過疎疎疎疎地域の高地域の高地域の高地域の高校校校校ののののデデデデ

ーーーータタタタしか出てこない、平しか出てこない、平しか出てこない、平しか出てこない、平野野野野部の部の部の部のデデデデーーーータタタタは、どこでどんなは、どこでどんなは、どこでどんなは、どこでどんな利用利用利用利用をしているのか全くわからなをしているのか全くわからなをしているのか全くわからなをしているのか全くわからな

いといういといういといういという話話話話でした。でした。でした。でした。具具具具体的な体的な体的な体的な生生生生ののののデデデデーーーータタタタを使っていただいて、教を使っていただいて、教を使っていただいて、教を使っていただいて、教育育育育委員会も、それは県土委員会も、それは県土委員会も、それは県土委員会も、それは県土

マネジメント部のマネジメント部のマネジメント部のマネジメント部の担担担担当当当当だからということで、今だからということで、今だからということで、今だからということで、今路路路路線線線線ババババスの２５スの２５スの２５スの２５路路路路線線線線４５４５４５４５系系系系統が統が統が統が論論論論議になっ議になっ議になっ議になっ

ているのにているのにているのにているのに動動動動かない、かない、かない、かない、自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろのののの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの通通通通学学学学手手手手段段段段のことに関して言われないとのことに関して言われないとのことに関して言われないとのことに関して言われないと

動動動動かないという実かないという実かないという実かないという実態態態態に関して、ここで言ってもに関して、ここで言ってもに関して、ここで言ってもに関して、ここで言っても始始始始まらないけれども、まらないけれども、まらないけれども、まらないけれども、非常非常非常非常にににに悩悩悩悩ましいと思ましいと思ましいと思ましいと思

っています。そういうっています。そういうっています。そういうっています。そういう意味意味意味意味では、関係のとこでは、関係のとこでは、関係のとこでは、関係のところろろろを一度を一度を一度を一度動動動動員して、員して、員して、員して、病病病病院院院院でも、どういうでも、どういうでも、どういうでも、どういう交通交通交通交通

で県立で県立で県立で県立病病病病院院院院なり県立なり県立なり県立なり県立医医医医科科科科大大大大学学学学附附附附属属属属病病病病院院院院にににに受受受受診診診診にににに来来来来ているのか、ているのか、ているのか、ているのか、具具具具体的に体的に体的に体的に調調調調査して査して査して査してデデデデーーーータタタタをををを

とってほしいと思います。これもとってほしいと思います。これもとってほしいと思います。これもとってほしいと思います。これも要望要望要望要望です。です。です。です。

最後最後最後最後です。ほかの県では、京都です。ほかの県では、京都です。ほかの県では、京都です。ほかの県では、京都市市市市、大津、大津、大津、大津市市市市の国の国の国の国際際際際交交交交流流流流セセセセンンンンタタタターが本ーが本ーが本ーが本当当当当に活発にに活発にに活発にに活発に機機機機能能能能してしてしてして

いるとこいるとこいるとこいるところろろろです。そのです。そのです。そのです。その蓄蓄蓄蓄積がそういう業者を積がそういう業者を積がそういう業者を積がそういう業者を多分生み多分生み多分生み多分生み出していると思うのです。全くほか出していると思うのです。全くほか出していると思うのです。全くほか出していると思うのです。全くほか

のとこのとこのとこのところろろろに、に、に、に、ぽぽぽぽっと出てきた業者ではないのです。奈良県が全っと出てきた業者ではないのです。奈良県が全っと出てきた業者ではないのです。奈良県が全っと出てきた業者ではないのです。奈良県が全然然然然育育育育てていない、国てていない、国てていない、国てていない、国際際際際交交交交流流流流

の中で本の中で本の中で本の中で本当当当当にににに育育育育ってきたとこってきたとこってきたとこってきたところろろろに、おんに、おんに、おんに、おんぶぶぶぶにだっこでにだっこでにだっこでにだっこで乗乗乗乗っかっているのではないかと思うっかっているのではないかと思うっかっているのではないかと思うっかっているのではないかと思う

のです。これはのです。これはのです。これはのです。これは感感感感想想想想ですけれども。そういうですけれども。そういうですけれども。そういうですけれども。そういう意味意味意味意味でいうと、東でいうと、東でいうと、東でいうと、東アアアアジジジジアアアア関関関関連連連連事業では国事業では国事業では国事業では国際際際際交交交交

流流流流セセセセンンンンタタタターをーをーをーを潰潰潰潰したことが、こういうとこしたことが、こういうとこしたことが、こういうとこしたことが、こういうところろろろでででで担担担担当課当課当課当課がががが通訳通訳通訳通訳をををを探探探探さなければならない、さなければならない、さなければならない、さなければならない、通通通通

訳訳訳訳の事業をつくらなければならないという実の事業をつくらなければならないという実の事業をつくらなければならないという実の事業をつくらなければならないという実態態態態になっているのです、そのことに関してもになっているのです、そのことに関してもになっているのです、そのことに関してもになっているのです、そのことに関しても

非常非常非常非常にににに悩悩悩悩ましいと。ましいと。ましいと。ましいと。

ほかのほかのほかのほかの課課課課でもでもでもでも同同同同じじじじことがあります。ことがあります。ことがあります。ことがあります。福福福福祉祉祉祉にしても、教にしても、教にしても、教にしても、教育育育育にしても、国にしても、国にしても、国にしても、国際際際際交交交交流流流流セセセセンンンンタタタターのーのーのーの

ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククをなくしてしまったことの一つの事例かと思っていますので、これもをなくしてしまったことの一つの事例かと思っていますので、これもをなくしてしまったことの一つの事例かと思っていますので、これもをなくしてしまったことの一つの事例かと思っていますので、これもずずずずっとっとっとっと

追追追追っていきたいと思います。ない中でっていきたいと思います。ない中でっていきたいと思います。ない中でっていきたいと思います。ない中で頑張頑張頑張頑張っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 では、全部では、全部では、全部では、全部要望要望要望要望ですね。ですね。ですね。ですね。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 はい。はい。はい。はい。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 ほかに質疑がないようですので、これをもって南部東部振興、紀伊半島大ほかに質疑がないようですので、これをもって南部東部振興、紀伊半島大ほかに質疑がないようですので、これをもって南部東部振興、紀伊半島大ほかに質疑がないようですので、これをもって南部東部振興、紀伊半島大
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水害復旧・復興、県土マネジメント部、まちづくり推進局の審査を水害復旧・復興、県土マネジメント部、まちづくり推進局の審査を水害復旧・復興、県土マネジメント部、まちづくり推進局の審査を水害復旧・復興、県土マネジメント部、まちづくり推進局の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。

あす１０月１日あす１０月１日あす１０月１日あす１０月１日火火火火曜曜曜曜日は日は日は日は午午午午前前前前１０１０１０１０時時時時より、くらしより、くらしより、くらしより、くらし創創創創造部、造部、造部、造部、景景景景観・観・観・観・環境環境環境環境局、局、局、局、警察警察警察警察本部の審本部の審本部の審本部の審

査を行い、その査を行い、その査を行い、その査を行い、その終終終終了了了了後後後後、健、健、健、健康康康康福福福福祉祉祉祉部、こども・部、こども・部、こども・部、こども・女女女女性局、性局、性局、性局、医療政医療政医療政医療政策策策策部の審査を行いますので、部の審査を行いますので、部の審査を行いますので、部の審査を行いますので、

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。

本日はこれで会議を本日はこれで会議を本日はこれで会議を本日はこれで会議を終終終終わります。ごわります。ごわります。ごわります。ご苦労苦労苦労苦労さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。


