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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

＜くらし創造部、景観・環境局、警察本部＞＜くらし創造部、景観・環境局、警察本部＞＜くらし創造部、景観・環境局、警察本部＞＜くらし創造部、景観・環境局、警察本部＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年１０月１日（火） １０：０３～１１：１３平成２５年１０月１日（火） １０：０３～１１：１３平成２５年１０月１日（火） １０：０３～１１：１３平成２５年１０月１日（火） １０：０３～１１：１３

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 奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 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

影山 くらし創造部長兼景観・環境局長影山 くらし創造部長兼景観・環境局長影山 くらし創造部長兼景観・環境局長影山 くらし創造部長兼景観・環境局長

原山 警察本部長原山 警察本部長原山 警察本部長原山 警察本部長

太田 生活安全部長太田 生活安全部長太田 生活安全部長太田 生活安全部長

堂藤 刑事部長堂藤 刑事部長堂藤 刑事部長堂藤 刑事部長

大森 交通部長大森 交通部長大森 交通部長大森 交通部長

林 警備部長林 警備部長林 警備部長林 警備部長

柘植 警務部長柘植 警務部長柘植 警務部長柘植 警務部長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事 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 皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。宮本委員はもう来られますが、先に始めます。ただいまから、本日の会議を開きます。宮本委員はもう来られますが、先に始めます。ただいまから、本日の会議を開きます。宮本委員はもう来られますが、先に始めます。ただいまから、本日の会議を開きます。宮本委員はもう来られますが、先に始めます。
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それでは、日程に従い、くらし創造部、景観・環境局、警察本部の審査を行います。そそれでは、日程に従い、くらし創造部、景観・環境局、警察本部の審査を行います。そそれでは、日程に従い、くらし創造部、景観・環境局、警察本部の審査を行います。そそれでは、日程に従い、くらし創造部、景観・環境局、警察本部の審査を行います。そ

の前に、昨日山村委員から請求のありました資料を、お手元にお配りしておきましたので、の前に、昨日山村委員から請求のありました資料を、お手元にお配りしておきましたので、の前に、昨日山村委員から請求のありました資料を、お手元にお配りしておきましたので、の前に、昨日山村委員から請求のありました資料を、お手元にお配りしておきましたので、

よろしくお願いいたします。その件について報告だけさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。その件について報告だけさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。その件について報告だけさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。その件について報告だけさせていただきたいと思います。

奈良公園室より資料提供があり、お手元にお配りしていますので、ご確認ください。資奈良公園室より資料提供があり、お手元にお配りしていますので、ご確認ください。資奈良公園室より資料提供があり、お手元にお配りしていますので、ご確認ください。資奈良公園室より資料提供があり、お手元にお配りしていますので、ご確認ください。資

料としては、１つ、若草山周辺地域における法規制、そして２つ目が奈良公園施設魅力向料としては、１つ、若草山周辺地域における法規制、そして２つ目が奈良公園施設魅力向料としては、１つ、若草山周辺地域における法規制、そして２つ目が奈良公園施設魅力向料としては、１つ、若草山周辺地域における法規制、そして２つ目が奈良公園施設魅力向

上事業、若草山周辺地区整備業務の概要報告書となっております。なお、報告書について上事業、若草山周辺地区整備業務の概要報告書となっております。なお、報告書について上事業、若草山周辺地区整備業務の概要報告書となっております。なお、報告書について上事業、若草山周辺地区整備業務の概要報告書となっております。なお、報告書について

は、大変資料が多いので、今回は概要報告書をお手元にお配りしていますので、ご承知くは、大変資料が多いので、今回は概要報告書をお手元にお配りしていますので、ご承知くは、大変資料が多いので、今回は概要報告書をお手元にお配りしていますので、ご承知くは、大変資料が多いので、今回は概要報告書をお手元にお配りしていますので、ご承知く

ださい。ださい。ださい。ださい。

また、この報告書は環境影響調査の結果を踏まえ、検討内容が変わることが想定されるまた、この報告書は環境影響調査の結果を踏まえ、検討内容が変わることが想定されるまた、この報告書は環境影響調査の結果を踏まえ、検討内容が変わることが想定されるまた、この報告書は環境影響調査の結果を踏まえ、検討内容が変わることが想定される

など、意思形成過程の資料であることを申し添えるとともに、取り扱いに当たっては十分など、意思形成過程の資料であることを申し添えるとともに、取り扱いに当たっては十分など、意思形成過程の資料であることを申し添えるとともに、取り扱いに当たっては十分など、意思形成過程の資料であることを申し添えるとともに、取り扱いに当たっては十分

ご注意いただきますよう重ねてお願いいたします。以上でございます。ご注意いただきますよう重ねてお願いいたします。以上でございます。ご注意いただきますよう重ねてお願いいたします。以上でございます。ご注意いただきますよう重ねてお願いいたします。以上でございます。

よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

以上、報告とさせていただきます。以上、報告とさせていただきます。以上、報告とさせていただきます。以上、報告とさせていただきます。

それでは、早速、質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑等があればご発言を願いそれでは、早速、質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑等があればご発言を願いそれでは、早速、質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑等があればご発言を願いそれでは、早速、質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑等があればご発言を願い

ます。ます。ます。ます。

なお、理事者の皆さんには委員の質疑に対して、明確かつ簡なお、理事者の皆さんには委員の質疑に対して、明確かつ簡なお、理事者の皆さんには委員の質疑に対して、明確かつ簡なお、理事者の皆さんには委員の質疑に対して、明確かつ簡潔潔潔潔にににに答弁答弁答弁答弁をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

あわせて、委員の皆あわせて、委員の皆あわせて、委員の皆あわせて、委員の皆様様様様にも明確にわかりにも明確にわかりにも明確にわかりにも明確にわかりややややすい質すい質すい質すい質問問問問を、よろしくお願いしておきたいと思を、よろしくお願いしておきたいと思を、よろしくお願いしておきたいと思を、よろしくお願いしておきたいと思

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 くらし創造部、くらし創造部、くらし創造部、くらし創造部、スポーツ振興課スポーツ振興課スポーツ振興課スポーツ振興課におにおにおにお尋尋尋尋ねしたいと思います。ねしたいと思います。ねしたいと思います。ねしたいと思います。

ネーミングライツネーミングライツネーミングライツネーミングライツで３年ので３年ので３年ので３年の実績実績実績実績がががが終終終終わりまして、今年わりまして、今年わりまして、今年わりまして、今年度度度度が第２が第２が第２が第２期期期期目ということで、目ということで、目ということで、目ということで、金額金額金額金額

も５００も５００も５００も５００万円万円万円万円からからからから８８８８００００００００万円万円万円万円にににに増額増額増額増額されたと。これはされたと。これはされたと。これはされたと。これは特特特特にににに佐佐佐佐藤藤藤藤薬品スタジアム球場薬品スタジアム球場薬品スタジアム球場薬品スタジアム球場の設備、の設備、の設備、の設備、

あるいはそういったことに関あるいはそういったことに関あるいはそういったことに関あるいはそういったことに関連連連連することに生かされるということで、これはすることに生かされるということで、これはすることに生かされるということで、これはすることに生かされるということで、これは賛同賛同賛同賛同いただいいただいいただいいただい

ているているているている方方方方、あるいは県、あるいは県、あるいは県、あるいは県民民民民のののの方々方々方々方々からも、からも、からも、からも、使使使使いいいい勝勝勝勝手のいい、開手のいい、開手のいい、開手のいい、開放放放放された施設ということでされた施設ということでされた施設ということでされた施設ということで利利利利

用用用用者者者者側側側側にとってもにとってもにとってもにとっても非常非常非常非常にににに有益有益有益有益な事業であると思っています。な事業であると思っています。な事業であると思っています。な事業であると思っています。

そこに県のそこに県のそこに県のそこに県の財源財源財源財源をををを充充充充てられて、てられて、てられて、てられて、８８８８００００００００万円プラス万円プラス万円プラス万円プラス県の県の県の県の財源財源財源財源ということです。これまでにということです。これまでにということです。これまでにということです。これまでに

過過過過去去去去３年３年３年３年間間間間においてにおいてにおいてにおいて改善改善改善改善、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは新新新新たにたにたにたに進進進進められる事業もあると思うのですが、これかめられる事業もあると思うのですが、これかめられる事業もあると思うのですが、これかめられる事業もあると思うのですが、これか

らの３年らの３年らの３年らの３年間間間間、１年で、１年で、１年で、１年で８８８８００００００００万円万円万円万円ですから３年で、２ですから３年で、２ですから３年で、２ですから３年で、２，４，４，４，４００００００００万円万円万円万円、そこに県の、そこに県の、そこに県の、そこに県の財源財源財源財源をををを充充充充てててて

られてどうされるのか、まだられてどうされるのか、まだられてどうされるのか、まだられてどうされるのか、まだ少少少少しししし余余余余地というか地というか地というか地というか改善改善改善改善するところはするところはするところはするところは残残残残されておるとは思うのされておるとは思うのされておるとは思うのされておるとは思うの

ですが、ですが、ですが、ですが、佐佐佐佐藤藤藤藤薬品スタジアム球場薬品スタジアム球場薬品スタジアム球場薬品スタジアム球場周辺、あるいは周辺、あるいは周辺、あるいは周辺、あるいは球場球場球場球場内の整備を内の整備を内の整備を内の整備を進進進進めてほしいと思います。めてほしいと思います。めてほしいと思います。めてほしいと思います。
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これは、これは、これは、これは、利用利用利用利用されたされたされたされた方方方方にもにもにもにも寄附寄附寄附寄附というのですか、というのですか、というのですか、というのですか、賛同賛同賛同賛同されるされるされるされる方方方方にもそういうにもそういうにもそういうにもそういう希望希望希望希望はおありはおありはおありはおあり

かとも思いますし、かとも思いますし、かとも思いますし、かとも思いますし、利用利用利用利用者がもっといれば。者がもっといれば。者がもっといれば。者がもっといれば。子子子子どもたどもたどもたどもたちや社ちや社ちや社ちや社会会会会人人人人、あるいは高、あるいは高、あるいは高、あるいは高齢齢齢齢者の者の者の者の方々方々方々方々

もももも野球野球野球野球を通を通を通を通じじじじてさまざまな活てさまざまな活てさまざまな活てさまざまな活動動動動をされていますので、そういうをされていますので、そういうをされていますので、そういうをされていますので、そういう方々方々方々方々のののの利用増や利用増や利用増や利用増や、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは

利用利用利用利用者者者者側側側側とすれば設備のとすれば設備のとすれば設備のとすれば設備の改善改善改善改善はははは非常非常非常非常にににに待ち望待ち望待ち望待ち望んでいたことでありますので、どういう事業んでいたことでありますので、どういう事業んでいたことでありますので、どういう事業んでいたことでありますので、どういう事業

をををを進進進進めようとされておるのか、その辺をめようとされておるのか、その辺をめようとされておるのか、その辺をめようとされておるのか、その辺を伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

それから、もう一それから、もう一それから、もう一それから、もう一点点点点は、は、は、は、スポーツスポーツスポーツスポーツ施設等整備検討事業ということで、施設等整備検討事業ということで、施設等整備検討事業ということで、施設等整備検討事業ということで、新新新新たに今年たに今年たに今年たに今年度新度新度新度新規規規規

事業をされていますけれど、これは事業をされていますけれど、これは事業をされていますけれど、これは事業をされていますけれど、これは新新新新たなたなたなたなスポーツスポーツスポーツスポーツ施設を整備したり、施設を整備したり、施設を整備したり、施設を整備したり、既存既存既存既存ののののスポーツスポーツスポーツスポーツ施施施施

設を設を設を設を計画的計画的計画的計画的にににに改修改修改修改修していくことを検討するためのしていくことを検討するためのしていくことを検討するためのしていくことを検討するための予算予算予算予算をををを組組組組まれたとまれたとまれたとまれたと聞聞聞聞いておりますけれど、いておりますけれど、いておりますけれど、いておりますけれど、

２年２年２年２年後後後後にににに紀紀紀紀の国わかの国わかの国わかの国わかややややま国ま国ま国ま国体体体体が開かれるということで、このが開かれるということで、このが開かれるということで、このが開かれるということで、この近畿圏近畿圏近畿圏近畿圏でも次はでも次はでも次はでも次は滋賀滋賀滋賀滋賀県で、も県で、も県で、も県で、も

う奈良県もう奈良県もう奈良県もう奈良県も近近近近いいいい将将将将来に開来に開来に開来に開催催催催するときが来ると思います。そういう意するときが来ると思います。そういう意するときが来ると思います。そういう意するときが来ると思います。そういう意味味味味では、今のでは、今のでは、今のでは、今の現存現存現存現存ののののスススス

ポーツポーツポーツポーツ施設で十分施設で十分施設で十分施設で十分満足満足満足満足しておるのかという思いからしておるのかという思いからしておるのかという思いからしておるのかという思いから立立立立てば、もっとてば、もっとてば、もっとてば、もっと専門的専門的専門的専門的なというか、例なというか、例なというか、例なというか、例

えば公えば公えば公えば公式ゲーム式ゲーム式ゲーム式ゲームができるができるができるができるサッカー場サッカー場サッカー場サッカー場などが、奈良県にはなどが、奈良県にはなどが、奈良県にはなどが、奈良県には存在存在存在存在していません。していません。していません。していません。旧旧旧旧県県県県立志貴立志貴立志貴立志貴高高高高

校校校校がががが芝芝芝芝生生生生化化化化されて、されて、されて、されて、少少少少しはしはしはしはサッカー愛好サッカー愛好サッカー愛好サッカー愛好者に対して者に対して者に対して者に対して朗朗朗朗報があったわけですけれど、公報があったわけですけれど、公報があったわけですけれど、公報があったわけですけれど、公式試式試式試式試

合合合合となれば、そういうものでなく、となれば、そういうものでなく、となれば、そういうものでなく、となれば、そういうものでなく、ややややはりはりはりはりサッカー場サッカー場サッカー場サッカー場もももも必必必必要になってくるのではないかと要になってくるのではないかと要になってくるのではないかと要になってくるのではないかと

思います。県思います。県思います。県思います。県立橿立橿立橿立橿原公原公原公原公苑苑苑苑のののの競技場競技場競技場競技場の中のの中のの中のの中の芝芝芝芝生の部分を生の部分を生の部分を生の部分を使使使使われてわれてわれてわれてサッカーサッカーサッカーサッカーをされていますけをされていますけをされていますけをされていますけ

れど、これはもともとはれど、これはもともとはれど、これはもともとはれど、これはもともとは競技場競技場競技場競技場ですので、そこでですので、そこでですので、そこでですので、そこでサッカーサッカーサッカーサッカーの公の公の公の公式試合式試合式試合式試合をすることになると、をすることになると、をすることになると、をすることになると、

もともとのもともとのもともとのもともとの使用使用使用使用目目目目的的的的ははははサッカー場サッカー場サッカー場サッカー場ではありませんので、公ではありませんので、公ではありませんので、公ではありませんので、公式試合式試合式試合式試合ができるようなができるようなができるようなができるようなサッカーサッカーサッカーサッカー

専用専用専用専用ののののグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドが、が、が、が、将将将将来来来来的的的的にはにはにはには必必必必要だとは思っております。また要だとは思っております。また要だとは思っております。また要だとは思っております。また野球場野球場野球場野球場についても、今についても、今についても、今についても、今

の県の県の県の県立橿立橿立橿立橿原公原公原公原公苑苑苑苑のののの佐佐佐佐藤藤藤藤薬品スタジアム薬品スタジアム薬品スタジアム薬品スタジアムははははスタンドスタンドスタンドスタンドももももバックネットバックネットバックネットバックネットと内と内と内と内野野野野がががが少少少少しということしということしということしということ

で、で、で、で、外野外野外野外野からからからからずずずずっと観っと観っと観っと観客席客席客席客席が設が設が設が設置置置置された、公された、公された、公された、公式試合やプロ野球式試合やプロ野球式試合やプロ野球式試合やプロ野球でもできるといったでもできるといったでもできるといったでもできるといった球場球場球場球場がががが

必必必必要ではないのかと思います。そのようなこととか、要ではないのかと思います。そのようなこととか、要ではないのかと思います。そのようなこととか、要ではないのかと思います。そのようなこととか、体育館体育館体育館体育館でもこのでもこのでもこのでもこの間間間間、宮木委員からも、宮木委員からも、宮木委員からも、宮木委員からも

質質質質問問問問がありましたけれども、がありましたけれども、がありましたけれども、がありましたけれども、プロプロプロプロののののバスケットボールチームバスケットボールチームバスケットボールチームバスケットボールチームが奈良にが奈良にが奈良にが奈良に誕誕誕誕生して、大いにこ生して、大いにこ生して、大いにこ生して、大いにこ

れかられかられかられからスポーツスポーツスポーツスポーツをををを盛盛盛盛り上り上り上り上げげげげようとのことですけれど、今の県ようとのことですけれど、今の県ようとのことですけれど、今の県ようとのことですけれど、今の県立橿立橿立橿立橿原公原公原公原公苑苑苑苑のののの体育館体育館体育館体育館で、で、で、で、試合試合試合試合

はできることはできると思うのですが、はできることはできると思うのですが、はできることはできると思うのですが、はできることはできると思うのですが、現状現状現状現状として、今の県として、今の県として、今の県として、今の県立橿立橿立橿立橿原公原公原公原公苑苑苑苑のののの体育館体育館体育館体育館だけではだけではだけではだけでは

不足不足不足不足しているのではないか。しているのではないか。しているのではないか。しているのではないか。

ももももちちちちろんろんろんろん各市各市各市各市でつくられております奈良でつくられております奈良でつくられております奈良でつくられております奈良市営球場市営球場市営球場市営球場でありますとか、大でありますとか、大でありますとか、大でありますとか、大和郡和郡和郡和郡山山山山市営球場市営球場市営球場市営球場もももも

そうですけれど、そういう兼ねそうですけれど、そういう兼ねそうですけれど、そういう兼ねそうですけれど、そういう兼ね合合合合わせもあると思うのですけれど、県の施設は今のわせもあると思うのですけれど、県の施設は今のわせもあると思うのですけれど、県の施設は今のわせもあると思うのですけれど、県の施設は今の現状現状現状現状でででで

満足満足満足満足しているわけではないと思いますし、さらにしているわけではないと思いますし、さらにしているわけではないと思いますし、さらにしているわけではないと思いますし、さらにスポーツスポーツスポーツスポーツをををを普及普及普及普及していこうと思えば、していこうと思えば、していこうと思えば、していこうと思えば、外外外外

野席野席野席野席もあるようなもあるようなもあるようなもあるような球場球場球場球場を１つはつくると。そしてまた、を１つはつくると。そしてまた、を１つはつくると。そしてまた、を１つはつくると。そしてまた、サッカー競技サッカー競技サッカー競技サッカー競技についても、公についても、公についても、公についても、公式試式試式試式試

合合合合ができるようなができるようなができるようなができるようなグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドがががが必必必必要であるということ。要であるということ。要であるということ。要であるということ。体育館体育館体育館体育館の整備についても、そういの整備についても、そういの整備についても、そういの整備についても、そうい
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う意う意う意う意味味味味では１つではいかないと思いますし、さまざまでは１つではいかないと思いますし、さまざまでは１つではいかないと思いますし、さまざまでは１つではいかないと思いますし、さまざまスポーツスポーツスポーツスポーツをををを振興振興振興振興していく上においてしていく上においてしていく上においてしていく上において

は、施設をもうは、施設をもうは、施設をもうは、施設をもう少少少少しししし充足充足充足充足していくしていくしていくしていくべべべべきではないか、そういう意きではないか、そういう意きではないか、そういう意きではないか、そういう意味味味味の今年の今年の今年の今年度度度度のののの新新新新規事業では規事業では規事業では規事業では

ないのかと思うのですが、調査検討していくという前向きなないのかと思うのですが、調査検討していくという前向きなないのかと思うのですが、調査検討していくという前向きなないのかと思うのですが、調査検討していくという前向きな姿勢姿勢姿勢姿勢のもとにのもとにのもとにのもとに予算化予算化予算化予算化されたもされたもされたもされたも

のだと思いますけれど、そういう意のだと思いますけれど、そういう意のだと思いますけれど、そういう意のだと思いますけれど、そういう意味味味味で申し上で申し上で申し上で申し上げげげげました以ました以ました以ました以外外外外にこれからにこれからにこれからにこれから何何何何かかかか新新新新しいものをしいものをしいものをしいものを

おおおお考考考考えになっておるのかどうか、その２えになっておるのかどうか、その２えになっておるのかどうか、その２えになっておるのかどうか、その２点点点点をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長 佐佐佐佐藤藤藤藤薬品スタジアム薬品スタジアム薬品スタジアム薬品スタジアムののののネーミングライツネーミングライツネーミングライツネーミングライツに関すること、それかに関すること、それかに関すること、それかに関すること、それか

ららららスポーツスポーツスポーツスポーツ施設等整備検討事業についてのご質施設等整備検討事業についてのご質施設等整備検討事業についてのご質施設等整備検討事業についてのご質問問問問でございます。でございます。でございます。でございます。

ままままずずずず、、、、佐佐佐佐藤藤藤藤薬品スタジアム薬品スタジアム薬品スタジアム薬品スタジアムののののネーミングライツネーミングライツネーミングライツネーミングライツについてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。ネーミングライネーミングライネーミングライネーミングライ

ツツツツのののの命命命命名名名名権権権権料につきまして、大変ありがたいと料につきまして、大変ありがたいと料につきまして、大変ありがたいと料につきまして、大変ありがたいと考考考考えております。これまで、それを活えております。これまで、それを活えております。これまで、それを活えております。これまで、それを活用用用用しししし

た整備につきましては、た整備につきましては、た整備につきましては、た整備につきましては、佐佐佐佐藤藤藤藤薬品スタジアム薬品スタジアム薬品スタジアム薬品スタジアム、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆる県る県る県る県立橿立橿立橿立橿原公原公原公原公苑苑苑苑のののの野球場野球場野球場野球場をををを利用利用利用利用するするするする

選選選選手手手手やややや観観観観戦戦戦戦するするするする方方方方の安全の安全の安全の安全性性性性、、、、快適性快適性快適性快適性、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは利便性利便性利便性利便性を向上することにを向上することにを向上することにを向上することに利用利用利用利用することといすることといすることといすることとい

たしております。これまでの整備たしております。これまでの整備たしております。これまでの整備たしております。これまでの整備状況状況状況状況といたしましては、平成２３年にといたしましては、平成２３年にといたしましては、平成２３年にといたしましては、平成２３年に野球場野球場野球場野球場の内の内の内の内外野外野外野外野のののの

衝撃吸収ラバー衝撃吸収ラバー衝撃吸収ラバー衝撃吸収ラバーのののの改修改修改修改修、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはベンチベンチベンチベンチ内の内の内の内の塗装塗装塗装塗装、それから、それから、それから、それからサブスコアボードサブスコアボードサブスコアボードサブスコアボードのののの改修改修改修改修等に等に等に等に

使使使使わせていただきまして、３年わせていただきまして、３年わせていただきまして、３年わせていただきまして、３年間間間間で当で当で当で当初初初初は１は１は１は１，，，，５００５００５００５００万円頂戴万円頂戴万円頂戴万円頂戴したわけでございますけれしたわけでございますけれしたわけでございますけれしたわけでございますけれ

ども、こういった整備でども、こういった整備でども、こういった整備でども、こういった整備で合計約合計約合計約合計約２２２２，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円の整備を行ったところでございます。このの整備を行ったところでございます。このの整備を行ったところでございます。このの整備を行ったところでございます。この

期間期間期間期間に、に、に、に、ネーミングライツネーミングライツネーミングライツネーミングライツのののの命命命命名名名名権権権権料によるもの以料によるもの以料によるもの以料によるもの以外外外外の整備につきましては、例えば平成の整備につきましては、例えば平成の整備につきましては、例えば平成の整備につきましては、例えば平成

２２年２２年２２年２２年度度度度では、では、では、では、外野外野外野外野のののの人工芝化人工芝化人工芝化人工芝化、内、内、内、内野野野野のののの黒土黒土黒土黒土の入れかえ、それから平成２３年の入れかえ、それから平成２３年の入れかえ、それから平成２３年の入れかえ、それから平成２３年度度度度に観に観に観に観客席客席客席客席

のののの改修改修改修改修、、、、照照照照明明明明鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔のののの塗装塗装塗装塗装、そういったものに、総、そういったものに、総、そういったものに、総、そういったものに、総額額額額でででで約約約約２２２２億億億億３３３３，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円の整備も行っの整備も行っの整備も行っの整備も行っ

たところでございます。今たところでございます。今たところでございます。今たところでございます。今後後後後の整備につきましては、来年の整備につきましては、来年の整備につきましては、来年の整備につきましては、来年度度度度のののの予算編予算編予算編予算編成過程の中で検討す成過程の中で検討す成過程の中で検討す成過程の中で検討す

ることとしておりますけれども、これまでることとしておりますけれども、これまでることとしておりますけれども、これまでることとしておりますけれども、これまで同様同様同様同様、多くの、多くの、多くの、多くの利用利用利用利用者者者者やややや観観観観客客客客のののの方方方方に、よりに、よりに、よりに、より快適快適快適快適にににに

観観観観戦戦戦戦いただけるようにしたいといただけるようにしたいといただけるようにしたいといただけるようにしたい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、ネーミングライツネーミングライツネーミングライツネーミングライツによるによるによるによる命命命命名名名名権権権権料料料料

以以以以外外外外の他のの他のの他のの他の財源財源財源財源についても、うまく確についても、うまく確についても、うまく確についても、うまく確保保保保、活、活、活、活用用用用して整備に当たりたいとして整備に当たりたいとして整備に当たりたいとして整備に当た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。

それから、２それから、２それから、２それから、２点点点点目の目の目の目のスポーツスポーツスポーツスポーツ施設等整備検討事業についてでございます。委員ご施設等整備検討事業についてでございます。委員ご施設等整備検討事業についてでございます。委員ご施設等整備検討事業についてでございます。委員ご指摘指摘指摘指摘のののの

ように県内のように県内のように県内のように県内のスポーツスポーツスポーツスポーツ施設も施設も施設も施設も将将将将来を来を来を来を見見見見越して整備検討をしていく越して整備検討をしていく越して整備検討をしていく越して整備検討をしていく必必必必要があろうかと要があろうかと要があろうかと要があろうかと考考考考えてえてえてえて

おりまして、この事業では、県内のおりまして、この事業では、県内のおりまして、この事業では、県内のおりまして、この事業では、県内のスポーツスポーツスポーツスポーツ施設の今施設の今施設の今施設の今後後後後のありのありのありのあり方方方方につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、既存既存既存既存施設施設施設施設

のののの有効有効有効有効活活活活用用用用、、、、新新新新しいしいしいしいスポーツスポーツスポーツスポーツ施設の整備を一施設の整備を一施設の整備を一施設の整備を一体的体的体的体的に検討しようというものでございます。に検討しようというものでございます。に検討しようというものでございます。に検討しようというものでございます。

具体的具体的具体的具体的には県の施設だけではなくて、には県の施設だけではなくて、には県の施設だけではなくて、には県の施設だけではなくて、市町市町市町市町村、村、村、村、学校学校学校学校、、、、民間民間民間民間の施設など、県内のの施設など、県内のの施設など、県内のの施設など、県内のスポーツスポーツスポーツスポーツ施施施施

設の規設の規設の規設の規模や模や模や模や、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは稼働率稼働率稼働率稼働率、そういった、そういった、そういった、そういった現状現状現状現状をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと把握把握把握把握してしてしてして既存既存既存既存の施設の検の施設の検の施設の検の施設の検証証証証をををを

行って、今行って、今行って、今行って、今後後後後どのようなどのようなどのようなどのような役割役割役割役割分分分分担担担担がががが可能可能可能可能か、あるいは県全か、あるいは県全か、あるいは県全か、あるいは県全体体体体としてとしてとしてとして効率的効率的効率的効率的な施設の活な施設の活な施設の活な施設の活用用用用、、、、

効効効効果果果果的的的的な整備、そういったもののな整備、そういったもののな整備、そういったもののな整備、そういったものの既存既存既存既存施設の施設の施設の施設の利用利用利用利用、、、、改修計画改修計画改修計画改修計画等を整理したいと等を整理したいと等を整理したいと等を整理したいと考考考考えておりえておりえておりえており
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ます。また、こうした整理を踏まえまして、委員がごます。また、こうした整理を踏まえまして、委員がごます。また、こうした整理を踏まえまして、委員がごます。また、こうした整理を踏まえまして、委員がご指摘指摘指摘指摘のようにのようにのようにのようにサッカー場サッカー場サッカー場サッカー場、、、、野球場野球場野球場野球場、、、、

体育館体育館体育館体育館といろいろございますけれども、といろいろございますけれども、といろいろございますけれども、といろいろございますけれども、具体的具体的具体的具体的な想定はまだいたしてはおりませんけれどな想定はまだいたしてはおりませんけれどな想定はまだいたしてはおりませんけれどな想定はまだいたしてはおりませんけれど

も、本県にとっても、本県にとっても、本県にとっても、本県にとって新新新新たにどのような施設がたにどのような施設がたにどのような施設がたにどのような施設が必必必必要になるのかについても、要になるのかについても、要になるのかについても、要になるのかについても、研究研究研究研究したいとしたいとしたいとしたいと考考考考ええええ

ております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 ネーミングライツネーミングライツネーミングライツネーミングライツをををを賛同賛同賛同賛同されているされているされているされている方方方方もももも野球野球野球野球をををを普及普及普及普及したいと。そしてしたいと。そしてしたいと。そしてしたいと。そして特特特特にににに子子子子

どもたどもたどもたどもたちちちちのののの野球野球野球野球が、が、が、が、野球野球野球野球のののの底底底底辺を辺を辺を辺を支支支支えてえてえてえて拡拡拡拡大していくという意大していくという意大していくという意大していくという意味味味味では、では、では、では、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちの大きの大きの大きの大き

なななな夢夢夢夢、、、、将将将将来に向かっての来に向かっての来に向かっての来に向かっての夢夢夢夢もあります。もあります。もあります。もあります。野球場野球場野球場野球場をををを子子子子どもから大どもから大どもから大どもから大人人人人まで十分まで十分まで十分まで十分使使使使えるという、えるという、えるという、えるという、

そこにはそこにはそこにはそこには快適性快適性快適性快適性、安全、安全、安全、安全性性性性がなければならないのですけれど、今のがなければならないのですけれど、今のがなければならないのですけれど、今のがなければならないのですけれど、今の答弁答弁答弁答弁の中にもありましたの中にもありましたの中にもありましたの中にもありました

ように、大分ように、大分ように、大分ように、大分改善改善改善改善はははは進進進進んだということでいいと思うのですが、んだということでいいと思うのですが、んだということでいいと思うのですが、んだということでいいと思うのですが、外野席外野席外野席外野席とか、まだ手をつけとか、まだ手をつけとか、まだ手をつけとか、まだ手をつけ

ておられないところもておられないところもておられないところもておられないところも改築改築改築改築のののの必必必必要があるのではないかと、要があるのではないかと、要があるのではないかと、要があるのではないかと、個人的個人的個人的個人的に思っているので、に思っているので、に思っているので、に思っているので、ネーネーネーネー

ミングライツミングライツミングライツミングライツのののの趣旨趣旨趣旨趣旨を生かして十分な整備をこれからもを生かして十分な整備をこれからもを生かして十分な整備をこれからもを生かして十分な整備をこれからも続続続続けてほしい。県のけてほしい。県のけてほしい。県のけてほしい。県の予算予算予算予算も２も２も２も２億億億億３３３３，，，，

５００５００５００５００万円万円万円万円をおをおをおをお使使使使いになったということですけれど、そのいになったということですけれど、そのいになったということですけれど、そのいになったということですけれど、その何何何何分の１かでしかありませんが、分の１かでしかありませんが、分の１かでしかありませんが、分の１かでしかありませんが、

県としても県としても県としても県としても寄附寄附寄附寄附されたされたされたされた方方方方のののの趣旨趣旨趣旨趣旨というかというかというかというか気持ち気持ち気持ち気持ちを活かしてほしいと思います。またを活かしてほしいと思います。またを活かしてほしいと思います。またを活かしてほしいと思います。また野球野球野球野球なななな

どのどのどのどのスポーツスポーツスポーツスポーツを通を通を通を通じじじじてててて子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちが、そしてまた高が、そしてまた高が、そしてまた高が、そしてまた高齢齢齢齢者まで者まで者まで者まで体体体体の健の健の健の健康康康康のためになるように、のためになるように、のためになるように、のためになるように、

スポーツスポーツスポーツスポーツをををを普及普及普及普及していくという意していくという意していくという意していくという意味味味味で、で、で、で、野球野球野球野球はははは基礎的基礎的基礎的基礎的というか、もとになるようなというか、もとになるようなというか、もとになるようなというか、もとになるようなスポースポースポースポー

ツツツツだと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、快適性快適性快適性快適性をこれからもをこれからもをこれからもをこれからも追追追追求してほしいと思います。求してほしいと思います。求してほしいと思います。求してほしいと思います。

そして、そして、そして、そして、スポーツスポーツスポーツスポーツ施設等整備検討事業については検討するということですので、これか施設等整備検討事業については検討するということですので、これか施設等整備検討事業については検討するということですので、これか施設等整備検討事業については検討するということですので、これか

らその結果をらその結果をらその結果をらその結果を見見見見ててててみみみみたいと思うのですけれど、十分、今のたいと思うのですけれど、十分、今のたいと思うのですけれど、十分、今のたいと思うのですけれど、十分、今の現状現状現状現状をををを憂憂憂憂いておられると思うのいておられると思うのいておられると思うのいておられると思うの

で、で、で、で、既存既存既存既存の施設もそうですけれど、奈良県としてもの施設もそうですけれど、奈良県としてもの施設もそうですけれど、奈良県としてもの施設もそうですけれど、奈良県としても新新新新たにたにたにたに考考考考えなければならない施設もあえなければならない施設もあえなければならない施設もあえなければならない施設もあ

ろうかと思いますので、大ろうかと思いますので、大ろうかと思いますので、大ろうかと思いますので、大胆胆胆胆な発想をしてほしいと思います。今ある施設をさわるのではな発想をしてほしいと思います。今ある施設をさわるのではな発想をしてほしいと思います。今ある施設をさわるのではな発想をしてほしいと思います。今ある施設をさわるのでは

なしに、なしに、なしに、なしに、新新新新たなものもたなものもたなものもたなものも必必必必要であるという観要であるという観要であるという観要であるという観点点点点から、から、から、から、予算予算予算予算はおありかとは思いますけれど、はおありかとは思いますけれど、はおありかとは思いますけれど、はおありかとは思いますけれど、

大大大大胆胆胆胆な発想の中で、な発想の中で、な発想の中で、な発想の中で、スポーツスポーツスポーツスポーツをををを振興振興振興振興していくというしていくというしていくというしていくという立場立場立場立場にににに立立立立って発想をしてほしいと思いって発想をしてほしいと思いって発想をしてほしいと思いって発想をしてほしいと思い

ます。またこの検討の結果をいます。またこの検討の結果をいます。またこの検討の結果をいます。またこの検討の結果をいずずずずれご報告いただけると思いますが、れご報告いただけると思いますが、れご報告いただけると思いますが、れご報告いただけると思いますが、ぜひぜひぜひぜひともこのともこのともこのともこの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを

生かして整備に生かして整備に生かして整備に生かして整備に努努努努めてほしいということをお願いしておきます。めてほしいということをお願いしておきます。めてほしいということをお願いしておきます。めてほしいということをお願いしておきます。終終終終わりです。わりです。わりです。わりです。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 おはようございます。その他の質おはようございます。その他の質おはようございます。その他の質おはようございます。その他の質問問問問になろうかと思いますが、１になろうかと思いますが、１になろうかと思いますが、１になろうかと思いますが、１問問問問だけ県警だけ県警だけ県警だけ県警

察本部に質察本部に質察本部に質察本部に質問問問問をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。

今、今、今、今、メロディーパトロールメロディーパトロールメロディーパトロールメロディーパトロール等、地域等、地域等、地域等、地域パトロールパトロールパトロールパトロール等を行っていただいておりまして等を行っていただいておりまして等を行っていただいておりまして等を行っていただいておりまして感謝感謝感謝感謝をををを

申し上申し上申し上申し上げげげげたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。私私私私のののの家家家家にもたにもたにもたにもたびびびびたたたたび巡び巡び巡び巡回をしていただいているようで、よく回をしていただいているようで、よく回をしていただいているようで、よく回をしていただいているようで、よく聞聞聞聞

かせていただいております。ありがとうございます。かせていただいております。ありがとうございます。かせていただいております。ありがとうございます。かせていただいております。ありがとうございます。

きょう、１きょう、１きょう、１きょう、１点点点点おおおお尋尋尋尋ねしたいのは、ねしたいのは、ねしたいのは、ねしたいのは、痴漢痴漢痴漢痴漢対対対対策策策策でございます。これまでも警察本部に対してでございます。これまでも警察本部に対してでございます。これまでも警察本部に対してでございます。これまでも警察本部に対して
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ごごごご相談相談相談相談を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげてきた事案でございます。大てきた事案でございます。大てきた事案でございます。大てきた事案でございます。大学学学学生の生の生の生の娘娘娘娘さんをおさんをおさんをおさんをお持ち持ち持ち持ちのおのおのおのお母母母母さんからたさんからたさんからたさんからたびびびび

たたたたびびびびごごごご相談相談相談相談をいただいていることにつきまして、ごをいただいていることにつきまして、ごをいただいていることにつきまして、ごをいただいていることにつきまして、ご相談相談相談相談とごとごとごとご紹介紹介紹介紹介をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

７７７７月月月月末末末末にににに娘娘娘娘さんのおさんのおさんのおさんのお母母母母さんからさんからさんからさんから初初初初めてごめてごめてごめてご相談相談相談相談をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。朝朝朝朝ののののラッラッラッラッシュ時シュ時シュ時シュ時のののの電車電車電車電車

内で内で内で内で痴漢痴漢痴漢痴漢がががが起起起起きているということで、おきているということで、おきているということで、おきているということで、お母母母母さんはさんはさんはさんは娘娘娘娘さんのさんのさんのさんの友友友友人人人人、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは娘娘娘娘さんの先さんの先さんの先さんの先輩輩輩輩、、、、

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな声声声声をををを拾拾拾拾い上い上い上い上げげげげておられるようで、そういったておられるようで、そういったておられるようで、そういったておられるようで、そういった声声声声をををを寄寄寄寄せていただきました。せていただきました。せていただきました。せていただきました。朝朝朝朝のののの

近鉄近鉄近鉄近鉄大大大大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅からからからから京都駅京都駅京都駅京都駅行きの行きの行きの行きの電車電車電車電車内において、そういった行内において、そういった行内において、そういった行内において、そういった行為為為為があったということでがあったということでがあったということでがあったということで

あります。あります。あります。あります。私私私私もももも相談相談相談相談をいただいて、をいただいて、をいただいて、をいただいて、勇勇勇勇気気気気をををを持持持持ってきっってきっってきっってきっちちちちりと申し入れてくださいと、りと申し入れてくださいと、りと申し入れてくださいと、りと申し入れてくださいと、悪悪悪悪いいいい

ことはことはことはことは悪悪悪悪い、きっい、きっい、きっい、きっちちちちりと言っていただければ警察もりと言っていただければ警察もりと言っていただければ警察もりと言っていただければ警察もちちちちゃゃゃゃんと対んと対んと対んと対応応応応してくれますというおしてくれますというおしてくれますというおしてくれますというお話話話話

をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。痴漢痴漢痴漢痴漢にににに遭遭遭遭われたわれたわれたわれた方方方方におにおにおにお母母母母さんがおさんがおさんがおさんがお話話話話をされると、とてもをされると、とてもをされると、とてもをされると、とても怖怖怖怖くてくてくてくて

後後後後ろをろをろをろを振振振振り向くことはできないという、言ってり向くことはできないという、言ってり向くことはできないという、言ってり向くことはできないという、言ってみみみみればなかなか言い出せないればなかなか言い出せないればなかなか言い出せないればなかなか言い出せない方方方方がががが痴漢痴漢痴漢痴漢にににに遭遭遭遭

われているようでございます。こういったなかなか発せられないわれているようでございます。こういったなかなか発せられないわれているようでございます。こういったなかなか発せられないわれているようでございます。こういったなかなか発せられない女女女女性性性性に対して、一つはに対して、一つはに対して、一つはに対して、一つは痴痴痴痴

漢漢漢漢がががが起起起起きないような取りきないような取りきないような取りきないような取り組み組み組み組みがががが必必必必要になってくるのかと思っておりました。要になってくるのかと思っておりました。要になってくるのかと思っておりました。要になってくるのかと思っておりました。

そうしていると、そうしていると、そうしていると、そうしていると、８８８８月にまたご月にまたご月にまたご月にまたご連連連連絡絡絡絡がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、近鉄近鉄近鉄近鉄大大大大和和和和西西西西大大大大寺駅寺駅寺駅寺駅からからからから近鉄近鉄近鉄近鉄富雄駅富雄駅富雄駅富雄駅方方方方

面面面面のののの電車電車電車電車におきまして、またにおきまして、またにおきまして、またにおきまして、また痴漢痴漢痴漢痴漢にににに遭遭遭遭ったというおったというおったというおったというお話話話話をいただきました。こういったことをいただきました。こういったことをいただきました。こういったことをいただきました。こういったこと

を、を、を、を、連続連続連続連続してしてしてして聞聞聞聞かせていただいておりますけれども、県内でもこういったかせていただいておりますけれども、県内でもこういったかせていただいておりますけれども、県内でもこういったかせていただいておりますけれども、県内でもこういった声声声声なきなきなきなき声声声声がたくがたくがたくがたく

さんあるのではないかと。あってはならないことですけれども、そういったさんあるのではないかと。あってはならないことですけれども、そういったさんあるのではないかと。あってはならないことですけれども、そういったさんあるのではないかと。あってはならないことですけれども、そういった方方方方たたたたちちちちを、きを、きを、きを、き

っっっっちちちちりとりとりとりと守守守守ってあってあってあってあげげげげるということもるということもるということもるということも必必必必要ではないかと思っております。要ではないかと思っております。要ではないかと思っております。要ではないかと思っております。

そこで、生活安全部長におそこで、生活安全部長におそこで、生活安全部長におそこで、生活安全部長にお尋尋尋尋ねしたいのですけれども、ねしたいのですけれども、ねしたいのですけれども、ねしたいのですけれども、電車電車電車電車内における内における内における内における痴漢痴漢痴漢痴漢行行行行為為為為のののの現状現状現状現状

について、年について、年について、年について、年間間間間にどれにどれにどれにどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの届届届届け出があって、け出があって、け出があって、け出があって、何人何人何人何人ぐぐぐぐらい検らい検らい検らい検挙挙挙挙されているのか。また、されているのか。また、されているのか。また、されているのか。また、

こうしたこうしたこうしたこうした電車電車電車電車内での内での内での内での痴漢痴漢痴漢痴漢をををを起起起起こさないため、こさないため、こさないため、こさないため、現在現在現在現在、県警察本部ではどのような取り、県警察本部ではどのような取り、県警察本部ではどのような取り、県警察本部ではどのような取り組み組み組み組みをををを

されているのか、１されているのか、１されているのか、１されているのか、１点点点点おおおお尋尋尋尋ねしたいと思います。ねしたいと思います。ねしたいと思います。ねしたいと思います。

○太田生活安全部長○太田生活安全部長○太田生活安全部長○太田生活安全部長 大国委員のご質大国委員のご質大国委員のご質大国委員のご質問問問問におにおにおにお答答答答えいたします。えいたします。えいたします。えいたします。痴漢痴漢痴漢痴漢行行行行為為為為の発生の発生の発生の発生及及及及びびびび検検検検挙挙挙挙状状状状

況況況況、それと、それと、それと、それと痴漢痴漢痴漢痴漢をををを防止防止防止防止するための対するための対するための対するための対策策策策はいかにということでおはいかにということでおはいかにということでおはいかにということでお答答答答えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。

県内での県内での県内での県内での電車電車電車電車内内内内やややや駅構駅構駅構駅構内等の内等の内等の内等の鉄鉄鉄鉄道道道道関係施設におきます関係施設におきます関係施設におきます関係施設におきます痴漢痴漢痴漢痴漢行行行行為為為為あるいはあるいはあるいはあるいは盗撮盗撮盗撮盗撮事案等は平事案等は平事案等は平事案等は平

成２５年成２５年成２５年成２５年８８８８月月月月末末末末現在現在現在現在でででで６６６６１件認知しております。平成２１件認知しております。平成２１件認知しております。平成２１件認知しております。平成２４４４４年の年の年の年の同同同同時時時時期期期期とととと比較比較比較比較しまして、２しまして、２しまして、２しまして、２

９件９件９件９件増増増増加している加している加している加している現状現状現状現状にあります。にあります。にあります。にあります。

このこのこのこの種種種種のののの犯罪犯罪犯罪犯罪は、は、は、は、女女女女性性性性のののの心心心心に大きなに大きなに大きなに大きな傷跡傷跡傷跡傷跡をををを残残残残す、本当にす、本当にす、本当にす、本当に卑劣卑劣卑劣卑劣なななな犯罪犯罪犯罪犯罪でございます。でございます。でございます。でございます。被害被害被害被害

を発生させないことが、県を発生させないことが、県を発生させないことが、県を発生させないことが、県民民民民の皆の皆の皆の皆様様様様がががが期待期待期待期待していることだと思います。そうしたことから、していることだと思います。そうしたことから、していることだと思います。そうしたことから、していることだと思います。そうしたことから、

県警察本部では、今、県警察本部では、今、県警察本部では、今、県警察本部では、今、被害被害被害被害をををを未然未然未然未然にににに防止防止防止防止する対する対する対する対策策策策といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、女女女女性や子性や子性や子性や子どものどものどものどもの防犯防犯防犯防犯意意意意

識識識識の向上をの向上をの向上をの向上を図図図図るためにるためにるためにるために情情情情報提供報提供報提供報提供やややや防犯教防犯教防犯教防犯教室の開室の開室の開室の開催催催催を行っております。また、を行っております。また、を行っております。また、を行っております。また、被害被害被害被害にににに遭遭遭遭われわれわれわれ
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たたたた女女女女性性性性からからからから相談相談相談相談があったがあったがあったがあった場合場合場合場合は、は、は、は、女女女女性性性性にににに同同同同行して行して行して行して列車列車列車列車警警警警乗乗乗乗を行うとともに、発生の多い通を行うとともに、発生の多い通を行うとともに、発生の多い通を行うとともに、発生の多い通

勤勤勤勤、通、通、通、通学学学学時時時時間間間間帯帯帯帯には、県警察本部のには、県警察本部のには、県警察本部のには、県警察本部の子子子子ども・ども・ども・ども・女女女女性性性性安全対安全対安全対安全対策策策策室を中室を中室を中室を中心心心心にしまして、にしまして、にしまして、にしまして、鉄鉄鉄鉄道道道道警察警察警察警察

隊隊隊隊やややや管轄管轄管轄管轄警察警察警察警察署署署署とととと連連連連携携携携しましてしましてしましてしまして予予予予防防防防、検、検、検、検挙挙挙挙を目を目を目を目的的的的としてとしてとしてとして女女女女性性性性警察警察警察警察官官官官等による等による等による等による列車列車列車列車警警警警乗乗乗乗等を等を等を等を

行っています。その結果、平成２５年行っています。その結果、平成２５年行っています。その結果、平成２５年行っています。その結果、平成２５年８８８８月月月月末末末末現在現在現在現在で昨年より５で昨年より５で昨年より５で昨年より５人人人人多い１多い１多い１多い１４人４人４人４人を検を検を検を検挙挙挙挙したほしたほしたほしたほ

か、９か、９か、９か、９人人人人に対してに対してに対してに対して指指指指導導導導、警告を行っております。、警告を行っております。、警告を行っております。、警告を行っております。

またそのほか、いろいろなまたそのほか、いろいろなまたそのほか、いろいろなまたそのほか、いろいろな痴漢痴漢痴漢痴漢の発生の発生の発生の発生状況状況状況状況、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは被害被害被害被害者の意向等を踏まえまして、者の意向等を踏まえまして、者の意向等を踏まえまして、者の意向等を踏まえまして、

鉄鉄鉄鉄道道道道会会会会社社社社に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして被害防止措被害防止措被害防止措被害防止措置置置置をををを講講講講じじじじるよう申し入れを行い、るよう申し入れを行い、るよう申し入れを行い、るよう申し入れを行い、既既既既にににに電車電車電車電車内内内内やややや駅構駅構駅構駅構内で内で内で内で

のののの痴漢被害防止啓痴漢被害防止啓痴漢被害防止啓痴漢被害防止啓発発発発ポスターポスターポスターポスターのののの掲掲掲掲出、注意出、注意出、注意出、注意喚起喚起喚起喚起のためののためののためののためのアアアアナナナナウンス放ウンス放ウンス放ウンス放送送送送、、、、電光掲示板へ電光掲示板へ電光掲示板へ電光掲示板へのののの

表示表示表示表示、、、、助助助助役役役役等による通等による通等による通等による通勤勤勤勤、通、通、通、通学学学学時時時時間間間間帯帯帯帯ののののランランランランダダダダムムムムな添な添な添な添乗乗乗乗等に取り等に取り等に取り等に取り組組組組んでいただいておりまんでいただいておりまんでいただいておりまんでいただいておりま

す。す。す。す。

今今今今後後後後とも、日本一安全で安とも、日本一安全で安とも、日本一安全で安とも、日本一安全で安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らせる奈良県のらせる奈良県のらせる奈良県のらせる奈良県の実現実現実現実現に向けまして、こういうに向けまして、こういうに向けまして、こういうに向けまして、こういう卑劣卑劣卑劣卑劣なななな

犯罪犯罪犯罪犯罪をををを防止防止防止防止する意する意する意する意味味味味で対で対で対で対策策策策及及及及びびびび検検検検挙挙挙挙をををを強強強強化化化化してまいりますので、どうしてまいりますので、どうしてまいりますので、どうしてまいりますので、どうぞぞぞぞご理ご理ご理ご理解解解解よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお

願いいたします。以上でございます。願いいたします。以上でございます。願いいたします。以上でございます。願いいたします。以上でございます。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私私私私もももも相談相談相談相談をををを受受受受けて注意けて注意けて注意けて注意深深深深く、く、く、く、駅駅駅駅等でどんな取り等でどんな取り等でどんな取り等でどんな取り組み組み組み組み

がなされているのかとがなされているのかとがなされているのかとがなされているのかと見見見見ております。ております。ております。ております。実実実実は、２は、２は、２は、２週週週週間間間間前の前の前の前の朝朝朝朝、、、、近鉄学近鉄学近鉄学近鉄学園前園前園前園前駅駅駅駅におりますと、におりますと、におりますと、におりますと、

ちちちちょうどょうどょうどょうど改改改改札札札札を入ったところにを入ったところにを入ったところにを入ったところにディスプディスプディスプディスプレレレレーーーーがありまして、そこには大がありまして、そこには大がありまして、そこには大がありまして、そこには大阪府阪府阪府阪府警察の警察の警察の警察の痴漢防痴漢防痴漢防痴漢防

止止止止ののののアアアアピピピピール放ール放ール放ール放送送送送が１分か２分が１分か２分が１分か２分が１分か２分間間間間ぐぐぐぐらいに１らいに１らいに１らいに１度ず度ず度ず度ずっとっとっとっと流流流流れておりました。内容は、れておりました。内容は、れておりました。内容は、れておりました。内容は、防犯防犯防犯防犯ブブブブ

ザザザザーーーーをををを女女女女性性性性もももも持ち持ち持ち持ちましょう、安全な大ましょう、安全な大ましょう、安全な大ましょう、安全な大阪阪阪阪に向かって出発に向かって出発に向かって出発に向かって出発進進進進行という、ご当地行という、ご当地行という、ご当地行という、ご当地アイドルアイドルアイドルアイドルをををを使使使使

ったったったった映像映像映像映像でございましたが、そこはでございましたが、そこはでございましたが、そこはでございましたが、そこはややややはり奈良県のはり奈良県のはり奈良県のはり奈良県の管轄管轄管轄管轄でもあろうかと思いますので、でもあろうかと思いますので、でもあろうかと思いますので、でもあろうかと思いますので、私私私私

は奈良県警察のは奈良県警察のは奈良県警察のは奈良県警察の文字文字文字文字がないというのが、大がないというのが、大がないというのが、大がないというのが、大阪府阪府阪府阪府警察というのはどうなのかという警察というのはどうなのかという警察というのはどうなのかという警察というのはどうなのかという感感感感覚覚覚覚があがあがあがあ

ったわけでございます。奈良県ったわけでございます。奈良県ったわけでございます。奈良県ったわけでございます。奈良県民民民民のなかなかのなかなかのなかなかのなかなか強強強強く出られない、く出られない、く出られない、く出られない、被害被害被害被害をををを受受受受けられるけられるけられるけられる方々方々方々方々にとにとにとにと

って、奈良県警察本部がしっかりとおって、奈良県警察本部がしっかりとおって、奈良県警察本部がしっかりとおって、奈良県警察本部がしっかりとお守守守守りしていますというりしていますというりしていますというりしていますというメッメッメッメッセセセセージージージージがあれば、があれば、があれば、があれば、非常非常非常非常にににに

心強心強心強心強かったかとも思っております。今かったかとも思っております。今かったかとも思っております。今かったかとも思っております。今聞聞聞聞きますと、交きますと、交きますと、交きますと、交互互互互にににに流流流流しているというおしているというおしているというおしているというお話話話話もいただもいただもいただもいただ

いておりますけれども、先ほどおいておりますけれども、先ほどおいておりますけれども、先ほどおいておりますけれども、先ほどお話話話話がありましたように、そういったがありましたように、そういったがありましたように、そういったがありましたように、そういった犯罪犯罪犯罪犯罪がががが起起起起きにくいきにくいきにくいきにくい状状状状

況況況況に、に、に、に、引引引引きききき続続続続きしっかりと取りきしっかりと取りきしっかりと取りきしっかりと取り組組組組んでいただきたいと思っております。んでいただきたいと思っております。んでいただきたいと思っております。んでいただきたいと思っております。

今、報告がございましたけれども、かなり件今、報告がございましたけれども、かなり件今、報告がございましたけれども、かなり件今、報告がございましたけれども、かなり件数数数数ももももふふふふえているとのことでえているとのことでえているとのことでえているとのことでびびびびっくりしていっくりしていっくりしていっくりしてい

るのですが、こういったことは、るのですが、こういったことは、るのですが、こういったことは、るのですが、こういったことは、ややややはりはりはりはり女女女女性専用性専用性専用性専用車両車両車両車両が十分でないのも一つの原が十分でないのも一つの原が十分でないのも一つの原が十分でないのも一つの原因因因因だと思だと思だと思だと思

っています。っています。っています。っています。近畿近畿近畿近畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道株道株道株道株式式式式会会会会社社社社にもたにもたにもたにもたびびびびたたたたびびびびお願いには行っておりますけれども、さお願いには行っておりますけれども、さお願いには行っておりますけれども、さお願いには行っておりますけれども、さ

まざまな理まざまな理まざまな理まざまな理由由由由でなかなか全でなかなか全でなかなか全でなかなか全線線線線には配には配には配には配置置置置できないとのことでありますが、であれば、どうしできないとのことでありますが、であれば、どうしできないとのことでありますが、であれば、どうしできないとのことでありますが、であれば、どうし

たらこういったたらこういったたらこういったたらこういった犯罪犯罪犯罪犯罪がなくなるのかも含めて、がなくなるのかも含めて、がなくなるのかも含めて、がなくなるのかも含めて、予予予予防防防防をどう取りをどう取りをどう取りをどう取り組組組組んでいくかが、んでいくかが、んでいくかが、んでいくかが、非常非常非常非常に重に重に重に重
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要かと思いましたので、もう要かと思いましたので、もう要かと思いましたので、もう要かと思いましたので、もう少少少少し警察のし警察のし警察のし警察の方々方々方々方々と、と、と、と、鉄鉄鉄鉄道道道道事業者の事業者の事業者の事業者の方方方方とととと詳細詳細詳細詳細にににに協協協協議をしていた議をしていた議をしていた議をしていた

だいて、だいて、だいて、だいて、特特特特にこういったにこういったにこういったにこういった弱弱弱弱いいいい立場立場立場立場のののの方方方方にしっかりと、また安にしっかりと、また安にしっかりと、また安にしっかりと、また安心心心心感感感感がががが与与与与えられるようにえられるようにえられるようにえられるように引引引引きききき

続続続続きのごきのごきのごきのご努努努努力をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうござい力をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうござい力をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうござい力をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうござい

ました。ました。ました。ました。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 ２２２２点点点点おおおお聞聞聞聞きしたいのですが、１つは警察本部におきしたいのですが、１つは警察本部におきしたいのですが、１つは警察本部におきしたいのですが、１つは警察本部にお聞聞聞聞きしたいのですけれども、きしたいのですけれども、きしたいのですけれども、きしたいのですけれども、

高高高高齢齢齢齢者による交通事者による交通事者による交通事者による交通事故故故故ががががふふふふえているえているえているえている状況状況状況状況にありまして、これをにありまして、これをにありまして、これをにありまして、これを未然未然未然未然にににに防止防止防止防止することから、することから、することから、することから、

高高高高齢齢齢齢者者者者運転免許自主返納運転免許自主返納運転免許自主返納運転免許自主返納制制制制度度度度が注目をが注目をが注目をが注目を集集集集めていると思います。平成２めていると思います。平成２めていると思います。平成２めていると思います。平成２４４４４年年年年４４４４月から月から月から月から運転経運転経運転経運転経

歴歴歴歴証証証証明書が発行されるようになりまして、これを明書が発行されるようになりまして、これを明書が発行されるようになりまして、これを明書が発行されるようになりまして、これを身身身身分分分分証証証証明書として明書として明書として明書として運転免許運転免許運転免許運転免許証証証証のかわりにのかわりにのかわりにのかわりに

使用使用使用使用できるほか、これをできるほか、これをできるほか、これをできるほか、これを示示示示すことによってすことによってすことによってすことによってタクタクタクタクシシシシーーーー料料料料金金金金が１が１が１が１割割割割引引引引きになるなどのきになるなどのきになるなどのきになるなどのメメメメリリリリットットットット

があると、そういう取りがあると、そういう取りがあると、そういう取りがあると、そういう取り組み組み組み組みが始まったとおが始まったとおが始まったとおが始まったとお聞聞聞聞きしています。このきしています。このきしています。このきしています。この実実実実施から１年施から１年施から１年施から１年半半半半がががが経経経経過過過過

をしたわけですけれども、今の取りをしたわけですけれども、今の取りをしたわけですけれども、今の取りをしたわけですけれども、今の取り組み組み組み組みのののの現状現状現状現状、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは効効効効果について、また、果について、また、果について、また、果について、また、自主返納自主返納自主返納自主返納

したしたしたした場合場合場合場合、、、、タクタクタクタクシシシシーーーーのののの割割割割引引引引だけにとどまらだけにとどまらだけにとどまらだけにとどまらずずずずいろいろないろいろないろいろないろいろなサーサーサーサービビビビススススがががが受受受受けられることがあれけられることがあれけられることがあれけられることがあれ

ば、もっとば、もっとば、もっとば、もっと促促促促進進進進されると思うわけですが、されると思うわけですが、されると思うわけですが、されると思うわけですが、現現現現時時時時点点点点でどのようなでどのようなでどのようなでどのような特特特特典典典典があるのかおがあるのかおがあるのかおがあるのかお聞聞聞聞きしてきしてきしてきして

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

もう１もう１もう１もう１点点点点は、先ほどお配りいただいた資料には、先ほどお配りいただいた資料には、先ほどお配りいただいた資料には、先ほどお配りいただいた資料に少少少少しししし触触触触れさせていただきたいのですけれどれさせていただきたいのですけれどれさせていただきたいのですけれどれさせていただきたいのですけれど

も、きのう、も、きのう、も、きのう、も、きのう、予算予算予算予算審査審査審査審査特特特特別別別別委員長から資料請求がありました、奈良公園の施設魅力向上事委員長から資料請求がありました、奈良公園の施設魅力向上事委員長から資料請求がありました、奈良公園の施設魅力向上事委員長から資料請求がありました、奈良公園の施設魅力向上事

業、若草山の業、若草山の業、若草山の業、若草山の移移移移動支動支動支動支援援援援施設のことです。これはまだ県が施設のことです。これはまだ県が施設のことです。これはまだ県が施設のことです。これはまだ県が自主自主自主自主的的的的に行っている景観影響調査に行っている景観影響調査に行っている景観影響調査に行っている景観影響調査

の検討のの検討のの検討のの検討の最最最最中だということですので、この中だということですので、この中だということですので、この中だということですので、この現状現状現状現状から大きく変わるから大きく変わるから大きく変わるから大きく変わる場合場合場合場合があると。これをがあると。これをがあると。これをがあると。これを見見見見

て、変わってもらわなければならないと思ったのですが、変わるて、変わってもらわなければならないと思ったのですが、変わるて、変わってもらわなければならないと思ったのですが、変わるて、変わってもらわなければならないと思ったのですが、変わる場合場合場合場合があるので取り扱いがあるので取り扱いがあるので取り扱いがあるので取り扱い

には注意とのことですが、１つ、景観・環境局長にには注意とのことですが、１つ、景観・環境局長にには注意とのことですが、１つ、景観・環境局長にには注意とのことですが、１つ、景観・環境局長に基基基基本本本本的的的的なななな考考考考えだけおえだけおえだけおえだけお聞聞聞聞きしておきたいきしておきたいきしておきたいきしておきたい

です。お配りいただいた資料をです。お配りいただいた資料をです。お配りいただいた資料をです。お配りいただいた資料を少少少少しししし見見見見せていただきますと、３つの案がせていただきますと、３つの案がせていただきますと、３つの案がせていただきますと、３つの案が示示示示されたと。されたと。されたと。されたと。ローローローロー

プウプウプウプウエエエエーーーー、、、、モノレモノレモノレモノレールールールール、、、、電電電電動カート動カート動カート動カートの３つの案をの３つの案をの３つの案をの３つの案を示示示示されたわけですが、ここではされたわけですが、ここではされたわけですが、ここではされたわけですが、ここではロープウロープウロープウロープウ

エエエエーーーーは景観に影響がとても大きいという意は景観に影響がとても大きいという意は景観に影響がとても大きいという意は景観に影響がとても大きいという意見見見見がががが付付付付されています。されています。されています。されています。電電電電動カート動カート動カート動カートはわだはわだはわだはわだちちちちがががが残残残残

るということで、るということで、るということで、るということで、走走走走るるるるルートルートルートルートはははは自由自由自由自由度度度度が高いけれども、景観に影響があるということで、が高いけれども、景観に影響があるということで、が高いけれども、景観に影響があるということで、が高いけれども、景観に影響があるということで、

モノレモノレモノレモノレールールールールが一が一が一が一番番番番景観景観景観景観へへへへの影響がの影響がの影響がの影響が少少少少ないということで、るるどういった影響がないということで、るるどういった影響がないということで、るるどういった影響がないということで、るるどういった影響が考考考考えられるえられるえられるえられる

かがかがかがかが示示示示されています。もされています。もされています。もされています。もちちちちろんろんろんろん世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産ににににレレレレールールールールをををを引引引引くことは大くことは大くことは大くことは大問問問問題題題題だと思っていますのだと思っていますのだと思っていますのだと思っていますの

で、これはこれでで、これはこれでで、これはこれでで、これはこれで教教教教育育育育委員会に委員会に委員会に委員会に文文文文化財保化財保化財保化財保護護護護の観の観の観の観点点点点でででで聞聞聞聞きたいと思っているのですが、景観きたいと思っているのですが、景観きたいと思っているのですが、景観きたいと思っているのですが、景観

行行行行政政政政として、このとして、このとして、このとして、この移移移移動支動支動支動支援援援援施設が今施設が今施設が今施設が今後具体化後具体化後具体化後具体化されるに当たってどういったされるに当たってどういったされるに当たってどういったされるに当たってどういった役割役割役割役割を果たされを果たされを果たされを果たされ

るのか、どこかできっるのか、どこかできっるのか、どこかできっるのか、どこかできっちちちちりと景観のりと景観のりと景観のりと景観の問問問問題題題題について県について県について県について県民民民民に意に意に意に意見見見見をををを諮諮諮諮るようなるようなるようなるような場場場場がつくられるがつくられるがつくられるがつくられる

のか、あるいは景観行のか、あるいは景観行のか、あるいは景観行のか、あるいは景観行政政政政として、景観上こういうとして、景観上こういうとして、景観上こういうとして、景観上こういう問問問問題題題題がががが考考考考えられますという意えられますという意えられますという意えられますという意見見見見を上を上を上を上げげげげるるるる



---- 9999 ----

場場場場があるのかどうか、そのがあるのかどうか、そのがあるのかどうか、そのがあるのかどうか、その点点点点だけおだけおだけおだけお聞聞聞聞きしておきたいと思います。以上です。きしておきたいと思います。以上です。きしておきたいと思います。以上です。きしておきたいと思います。以上です。

○大森交通部長○大森交通部長○大森交通部長○大森交通部長 高高高高齢齢齢齢者者者者運転免許自主返納運転免許自主返納運転免許自主返納運転免許自主返納制制制制度度度度と、それに対すると、それに対すると、それに対すると、それに対する支支支支援援援援事業に関してのお事業に関してのお事業に関してのお事業に関してのお尋尋尋尋

ねでございます。ねでございます。ねでございます。ねでございます。

平成２５年の、これまで交通事平成２５年の、これまで交通事平成２５年の、これまで交通事平成２５年の、これまで交通事故故故故でおでおでおでお亡亡亡亡くなりになったくなりになったくなりになったくなりになった方方方方が、２９が、２９が、２９が、２９人人人人おられます。高おられます。高おられます。高おられます。高齢齢齢齢

者は１９者は１９者は１９者は１９人人人人でございます。うでございます。うでございます。うでございます。うちちちち二二二二輪輪輪輪、、、、四輪四輪四輪四輪をををを運転運転運転運転中の事中の事中の事中の事故故故故でででで８人８人８人８人のののの方方方方がおがおがおがお亡亡亡亡くなりになり、くなりになり、くなりになり、くなりになり、

一一一一方方方方で高で高で高で高齢齢齢齢者が第一当事者となった事者が第一当事者となった事者が第一当事者となった事者が第一当事者となった事故故故故でででで７７７７人人人人がおがおがおがお亡亡亡亡くなりになっておられます。くなりになっておられます。くなりになっておられます。くなりになっておられます。近近近近年、年、年、年、

高高高高齢齢齢齢運転運転運転運転者の事者の事者の事者の事故故故故のののの割合割合割合割合がががが増増増増加加加加傾傾傾傾向にあり、昨日まで向にあり、昨日まで向にあり、昨日まで向にあり、昨日まで実実実実施いたしました施いたしました施いたしました施いたしました秋秋秋秋の交通安全県の交通安全県の交通安全県の交通安全県民民民民

運運運運動期間動期間動期間動期間中におきましても、高中におきましても、高中におきましても、高中におきましても、高齢齢齢齢女女女女性性性性がががが軽四輪乗軽四輪乗軽四輪乗軽四輪乗用用用用車車車車をををを運転運転運転運転中に対向中に対向中に対向中に対向車車車車と正と正と正と正面面面面衝衝衝衝突突突突する事する事する事する事

故故故故でおでおでおでお亡亡亡亡くなりになったところでございます。くなりになったところでございます。くなりになったところでございます。くなりになったところでございます。

県警察本部といたしましては、加県警察本部といたしましては、加県警察本部といたしましては、加県警察本部といたしましては、加齢齢齢齢によりますによりますによりますによります身身身身体体体体機機機機能能能能の変の変の変の変化化化化等により、等により、等により、等により、運転運転運転運転にににに不不不不安を安を安を安を

感じ感じ感じ感じながらながらながらながら買買買買いいいい物物物物やややや病院病院病院病院等等等等へへへへの交通手の交通手の交通手の交通手段段段段としてとしてとしてとして車車車車をををを運転運転運転運転しておられる高しておられる高しておられる高しておられる高齢齢齢齢者に対し、者に対し、者に対し、者に対し、少少少少しししし

でもでもでもでも運転免許運転免許運転免許運転免許証証証証をををを返納返納返納返納ししししややややすい環境をつくり、加えて、そのごすい環境をつくり、加えて、そのごすい環境をつくり、加えて、そのごすい環境をつくり、加えて、そのご家族家族家族家族に高に高に高に高齢齢齢齢者の者の者の者の運転運転運転運転についについについについ

てててて考考考考えるえるえるえる機機機機会を会を会を会を持持持持っていただくことで、高っていただくことで、高っていただくことで、高っていただくことで、高齢齢齢齢運転運転運転運転者の交通事者の交通事者の交通事者の交通事故防止故防止故防止故防止に結に結に結に結びびびびつけようと、平つけようと、平つけようと、平つけようと、平

成２成２成２成２４４４４年２月に高年２月に高年２月に高年２月に高齢齢齢齢者者者者運転免許自主返納運転免許自主返納運転免許自主返納運転免許自主返納支支支支援援援援事業要事業要事業要事業要綱綱綱綱を定めまして事業を開始いたしたとを定めまして事業を開始いたしたとを定めまして事業を開始いたしたとを定めまして事業を開始いたしたと

ころであります。ころであります。ころであります。ころであります。

本事業は、高本事業は、高本事業は、高本事業は、高齢齢齢齢者の者の者の者の方方方方がががが運転免許運転免許運転免許運転免許証証証証をををを自主返納自主返納自主返納自主返納され、され、され、され、身身身身分分分分証証証証明書として明書として明書として明書として利用利用利用利用できるできるできるできる運転運転運転運転

経歴経歴経歴経歴証証証証明書を取明書を取明書を取明書を取得得得得していただいたしていただいたしていただいたしていただいた場合場合場合場合に、これを提に、これを提に、これを提に、これを提示示示示することにより、することにより、することにより、することにより、支支支支援援援援事業事業事業事業所所所所が行うが行うが行うが行う

料料料料金金金金のののの割割割割引引引引やサーやサーやサーやサービビビビススススの提供をの提供をの提供をの提供を受受受受けられるものであります。けられるものであります。けられるものであります。けられるものであります。具体的具体的具体的具体的なななな支支支支援援援援事業につきまし事業につきまし事業につきまし事業につきまし

ては、平成２ては、平成２ては、平成２ては、平成２４４４４年年年年４４４４月１日から月１日から月１日から月１日からタクタクタクタクシシシシーーーー料料料料金金金金の１の１の１の１割割割割引引引引きをきをきをきをスタートスタートスタートスタートしていただいており、していただいており、していただいており、していただいており、

また、また、また、また、８８８８月１日からは、奈良交通月１日からは、奈良交通月１日からは、奈良交通月１日からは、奈良交通株株株株式式式式会会会会社社社社ののののゴゴゴゴールドクラブールドクラブールドクラブールドクラブ定定定定期期期期券券券券の１年の１年の１年の１年券券券券がががが初初初初回に回に回に回に限限限限りりりり

無無無無料で配料で配料で配料で配布布布布されております。さらに、平成２５年１月１されております。さらに、平成２５年１月１されております。さらに、平成２５年１月１されております。さらに、平成２５年１月１６６６６日からは、日からは、日からは、日からは、桜桜桜桜井井井井市市市市商商商商工工工工会会会会及及及及び桜び桜び桜び桜

井井井井市市市市観観観観光協光協光協光協会において、加会において、加会において、加会において、加盟盟盟盟各各各各店店店店でのでのでのでの買買買買いいいい物物物物やややや神神神神社社社社、、、、仏閣仏閣仏閣仏閣のののの拝拝拝拝観料観料観料観料金金金金のののの割割割割引引引引制制制制度度度度が行われが行われが行われが行われ

ております。ております。ております。ております。

この事業をこの事業をこの事業をこの事業を推推推推進進進進し、またし、またし、またし、また運転経歴運転経歴運転経歴運転経歴証証証証明書の明書の明書の明書の有効期間有効期間有効期間有効期間がががが無無無無期期期期限限限限になるなどの制になるなどの制になるなどの制になるなどの制度改度改度改度改正の正の正の正の効効効効

果もございまして、平成２３年の高果もございまして、平成２３年の高果もございまして、平成２３年の高果もございまして、平成２３年の高齢齢齢齢者の者の者の者の運転免許運転免許運転免許運転免許証証証証のののの自主返納自主返納自主返納自主返納者は１３者は１３者は１３者は１３６６６６人人人人で、うで、うで、うで、うちちちち運運運運

転経歴転経歴転経歴転経歴証証証証明書の取明書の取明書の取明書の取得得得得者は３者は３者は３者は３８人８人８人８人、発行、発行、発行、発行率率率率は２は２は２は２７．７．７．７．９９９９％％％％でありましたが、平成２でありましたが、平成２でありましたが、平成２でありましたが、平成２４４４４年は高年は高年は高年は高齢齢齢齢

者の者の者の者の運転免許運転免許運転免許運転免許証証証証のののの返納返納返納返納者は１者は１者は１者は１，，，，１１１１４８人４８人４８人４８人で、で、で、で、運転経歴運転経歴運転経歴運転経歴証証証証明書の取明書の取明書の取明書の取得得得得者は９２３者は９２３者は９２３者は９２３人人人人、発行、発行、発行、発行率率率率

はははは８８８８００００．．．．４４４４％％％％と、件と、件と、件と、件数数数数では２では２では２では２４４４４．．．．３３３３倍倍倍倍にまでにまでにまでにまで増増増増加し、平成２５年加し、平成２５年加し、平成２５年加し、平成２５年８８８８月月月月末末末末で９５１で９５１で９５１で９５１人人人人がががが運転運転運転運転

免許免許免許免許証証証証をををを自主返納自主返納自主返納自主返納され、され、され、され、７７７７９９９９７７７７人人人人がががが運転経歴運転経歴運転経歴運転経歴証証証証明書を取明書を取明書を取明書を取得得得得されております。発行されております。発行されております。発行されております。発行率率率率はははは８８８８３３３３．．．．

８８８８％％％％となっております。となっております。となっております。となっております。
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今今今今後後後後もこの事業にもこの事業にもこの事業にもこの事業に協協協協賛賛賛賛していただける事業していただける事業していただける事業していただける事業所所所所等をより多く等をより多く等をより多く等をより多く募集募集募集募集し、し、し、し、運転運転運転運転にににに不不不不安を安を安を安を持持持持ってってってって

おられる高おられる高おられる高おられる高齢齢齢齢者の者の者の者の方々方々方々方々がががが運転免許運転免許運転免許運転免許証証証証をををを返納返納返納返納ししししややややすい環境をつくり、高すい環境をつくり、高すい環境をつくり、高すい環境をつくり、高齢齢齢齢運転運転運転運転者の交通事者の交通事者の交通事者の交通事故故故故

防止防止防止防止をををを図図図図ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考考考考えております。以上でございます。えております。以上でございます。えております。以上でございます。えております。以上でございます。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 奈良公園の公園施設の魅力向上事業につきまし奈良公園の公園施設の魅力向上事業につきまし奈良公園の公園施設の魅力向上事業につきまし奈良公園の公園施設の魅力向上事業につきまし

ては、奈良公園の奈良公園地区整備検討委員会で検討されておられます。そこに、関係部ては、奈良公園の奈良公園地区整備検討委員会で検討されておられます。そこに、関係部ては、奈良公園の奈良公園地区整備検討委員会で検討されておられます。そこに、関係部ては、奈良公園の奈良公園地区整備検討委員会で検討されておられます。そこに、関係部

局として、局として、局として、局として、風致風致風致風致景観景観景観景観課課課課をををを幹幹幹幹事事事事課課課課としてとしてとしてとして参参参参画画画画をさせていただいております。をさせていただいております。をさせていただいております。をさせていただいております。

これも、今まだ成案、これも、今まだ成案、これも、今まだ成案、これも、今まだ成案、固固固固まったものではございません。これからも検討をされていくとまったものではございません。これからも検討をされていくとまったものではございません。これからも検討をされていくとまったものではございません。これからも検討をされていくと

思いますので、思いますので、思いますので、思いますので、参参参参画画画画をさせていただいている部局としては、意をさせていただいている部局としては、意をさせていただいている部局としては、意をさせていただいている部局としては、意見見見見を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげるときもあるるときもあるるときもあるるときもある

かとは思いますけれども、今かとは思いますけれども、今かとは思いますけれども、今かとは思いますけれども、今後後後後の検討にの検討にの検討にの検討に参参参参画画画画をして、そのをして、そのをして、そのをして、その進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況に関に関に関に関与与与与はしていきたいはしていきたいはしていきたいはしていきたい

と思っております。以上でございます。と思っております。以上でございます。と思っております。以上でございます。と思っております。以上でございます。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 ごごごご答弁答弁答弁答弁ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

運転免許運転免許運転免許運転免許証証証証自主返納自主返納自主返納自主返納制制制制度度度度については、ここの部局だけではありませんけれども、公については、ここの部局だけではありませんけれども、公については、ここの部局だけではありませんけれども、公については、ここの部局だけではありませんけれども、公共共共共交交交交

通の確通の確通の確通の確保保保保、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にににに頼頼頼頼り過り過り過り過ぎぎぎぎないないないない社社社社会をつくっていく取り会をつくっていく取り会をつくっていく取り会をつくっていく取り組み組み組み組みとあわせてとあわせてとあわせてとあわせて進進進進むむむむここここ

とによって交通事とによって交通事とによって交通事とによって交通事故故故故がががが防防防防げげげげるかと思っておりますので、県警察本部におかれましては、るかと思っておりますので、県警察本部におかれましては、るかと思っておりますので、県警察本部におかれましては、るかと思っておりますので、県警察本部におかれましては、積積積積

極極極極的的的的にににに推推推推進進進進していただくとしていただくとしていただくとしていただくと同同同同時時時時に、関係のに、関係のに、関係のに、関係の道路道路道路道路交通環境の取り交通環境の取り交通環境の取り交通環境の取り組み組み組み組み、公、公、公、公共共共共交通の取り交通の取り交通の取り交通の取り組み組み組み組み

などもなどもなどもなども充実充実充実充実することとあわせて、することとあわせて、することとあわせて、することとあわせて、進進進進められることをめられることをめられることをめられることを期待期待期待期待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、若草山にそれから、若草山にそれから、若草山にそれから、若草山にモノレモノレモノレモノレールールールールをつくるをつくるをつくるをつくる計画計画計画計画について、まだ資料が配られたばかりで、について、まだ資料が配られたばかりで、について、まだ資料が配られたばかりで、について、まだ資料が配られたばかりで、

私私私私も一も一も一も一読読読読をしただけですけれども、これは、一をしただけですけれども、これは、一をしただけですけれども、これは、一をしただけですけれども、これは、一読読読読をするだけでもをするだけでもをするだけでもをするだけでも非常非常非常非常に景観にも大きな影に景観にも大きな影に景観にも大きな影に景観にも大きな影

響があるということは、ごらんいただければわかると思います。そして、本会議では、お響があるということは、ごらんいただければわかると思います。そして、本会議では、お響があるということは、ごらんいただければわかると思います。そして、本会議では、お響があるということは、ごらんいただければわかると思います。そして、本会議では、お

金金金金のののの問問問問題題題題ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産に、あるいは景観をに、あるいは景観をに、あるいは景観をに、あるいは景観を破壊破壊破壊破壊する取りする取りする取りする取り組み組み組み組みがががが問問問問題題題題だという意だという意だという意だという意見見見見

を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、金額金額金額金額をををを見見見見てててて４億４億４億４億６６６６，，，，００００００００００００万円近万円近万円近万円近くとのことで、これはおくとのことで、これはおくとのことで、これはおくとのことで、これはお金金金金

のののの問問問問題題題題も大きいとも大きいとも大きいとも大きいと改改改改めて認めて認めて認めて認識識識識した次第です。奈良公園地区整備検討委員会で、部局としてした次第です。奈良公園地区整備検討委員会で、部局としてした次第です。奈良公園地区整備検討委員会で、部局としてした次第です。奈良公園地区整備検討委員会で、部局として

しっかりとかかわっていくとのことですから、当しっかりとかかわっていくとのことですから、当しっかりとかかわっていくとのことですから、当しっかりとかかわっていくとのことですから、当然然然然、景観を、景観を、景観を、景観を守守守守るるるる立場立場立場立場で発言されることをで発言されることをで発言されることをで発言されることを

期待期待期待期待するわけですが、先日の奈良公園地区整備検討委員会では、するわけですが、先日の奈良公園地区整備検討委員会では、するわけですが、先日の奈良公園地区整備検討委員会では、するわけですが、先日の奈良公園地区整備検討委員会では、モノレモノレモノレモノレールールールールについてはについてはについてはについては否否否否

定定定定的的的的な意な意な意な意見見見見がががが続続続続出したことも出したことも出したことも出したことも新聞新聞新聞新聞報報報報道道道道でででで見見見見ておりますし、その議事ておりますし、その議事ておりますし、その議事ておりますし、その議事録録録録もいただいておりまもいただいておりまもいただいておりまもいただいておりま

す。そういうす。そういうす。そういうす。そういう点点点点では、では、では、では、非常非常非常非常にににに慎慎慎慎重な検討が要るのではないかと申し上重な検討が要るのではないかと申し上重な検討が要るのではないかと申し上重な検討が要るのではないかと申し上げげげげておきたいと思いておきたいと思いておきたいと思いておきたいと思い

ます。以上です。ます。以上です。ます。以上です。ます。以上です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 １１１１点点点点だけ、おだけ、おだけ、おだけ、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。

奈良県のご奈良県のご奈良県のご奈良県のごみみみみの対の対の対の対策策策策について。奈良県がについて。奈良県がについて。奈良県がについて。奈良県が策策策策定しております定しております定しております定しております廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理計画計画計画計画に、ごに、ごに、ごに、ごみみみみゼゼゼゼロロロロ

の奈良県のの奈良県のの奈良県のの奈良県の実現実現実現実現をををを掲掲掲掲げげげげていただいております。奈良ていただいております。奈良ていただいております。奈良ていただいております。奈良モモモモデルデルデルデルとして、このことをとして、このことをとして、このことをとして、このことを追追追追求してい求してい求してい求してい
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かれるということですので、大変かれるということですので、大変かれるということですので、大変かれるということですので、大変積極積極積極積極的的的的な取りな取りな取りな取り組み組み組み組みであるとであるとであるとであると評価評価評価評価いたしておりますが、いたしておりますが、いたしておりますが、いたしておりますが、やややや

はり環境をはり環境をはり環境をはり環境を守守守守って１００年って１００年って１００年って１００年後後後後もももも持続可能持続可能持続可能持続可能な奈良、あるいはな奈良、あるいはな奈良、あるいはな奈良、あるいは社社社社会を目会を目会を目会を目指指指指すというのは大変重すというのは大変重すというのは大変重すというのは大変重

要なことだと思っています。要なことだと思っています。要なことだと思っています。要なことだと思っています。同同同同時時時時に、県に、県に、県に、県下下下下のののの自治自治自治自治体体体体、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは住住住住民民民民の皆さんのの皆さんのの皆さんのの皆さんの努努努努力で力で力で力で家庭家庭家庭家庭

ごごごごみみみみのののの排排排排出出出出量量量量がががが減減減減少少少少をををを続続続続けているという成果もあると思っています。これまでの取りけているという成果もあると思っています。これまでの取りけているという成果もあると思っています。これまでの取りけているという成果もあると思っています。これまでの取り組み組み組み組み

のののの評価評価評価評価、それから、今、それから、今、それから、今、それから、今後後後後、ご、ご、ご、ごみみみみゼゼゼゼロロロロを目を目を目を目指指指指すために当たってどうすために当たってどうすために当たってどうすために当たってどうややややってってってって実現実現実現実現していくのか、していくのか、していくのか、していくのか、

その取りその取りその取りその取り組み組み組み組みのののの方方方方針針針針、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは課課課課題題題題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。

○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長 おおおお尋尋尋尋ねは、ごねは、ごねは、ごねは、ごみみみみゼゼゼゼロロロロに向けてに向けてに向けてに向けて現状現状現状現状、、、、課課課課題題題題、あるいは今、あるいは今、あるいは今、あるいは今後後後後どのようどのようどのようどのよう

に取りに取りに取りに取り組組組組んでいくのかということでございます。んでいくのかということでございます。んでいくのかということでございます。んでいくのかということでございます。

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減量減量減量減量化化化化は、委員もおは、委員もおは、委員もおは、委員もお述述述述べべべべのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、循循循循環環環環型型型型社社社社会を形成していく上で大変重要な会を形成していく上で大変重要な会を形成していく上で大変重要な会を形成していく上で大変重要な

ことでありまして、県では平成２５年３月、ことでありまして、県では平成２５年３月、ことでありまして、県では平成２５年３月、ことでありまして、県では平成２５年３月、新新新新奈良県奈良県奈良県奈良県廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理理理理計画計画計画計画をををを策策策策定し、その定し、その定し、その定し、その基基基基本本本本

目目目目標標標標をををを未未未未来に生きるご来に生きるご来に生きるご来に生きるごみみみみゼゼゼゼロロロロ奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の実現実現実現実現といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県民民民民事業者、行事業者、行事業者、行事業者、行政政政政等の等の等の等の各各各各主主主主体体体体

者が中長者が中長者が中長者が中長期的期的期的期的に取りに取りに取りに取り組組組組むむむむ基基基基本本本本的的的的なななな方方方方向を向を向を向を示示示示したところでございます。したところでございます。したところでございます。したところでございます。

本県の本県の本県の本県の廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの現状現状現状現状がどうかということになりますが、大きくはがどうかということになりますが、大きくはがどうかということになりますが、大きくはがどうかということになりますが、大きくは家庭家庭家庭家庭やややや事業事業事業事業所所所所から出るから出るから出るから出る

一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物とととと産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物に分けてに分けてに分けてに分けて見見見見ていくていくていくていく必必必必要があるわけですが、一要があるわけですが、一要があるわけですが、一要があるわけですが、一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物について、について、について、について、

これは国のこれは国のこれは国のこれは国の実実実実態態態態調査の調査の調査の調査の数値数値数値数値ですけれども、県内のですけれども、県内のですけれども、県内のですけれども、県内の各各各各家庭家庭家庭家庭から出る１から出る１から出る１から出る１人人人人１日当たりのご１日当たりのご１日当たりのご１日当たりのごみみみみのののの

量量量量、平成２３年、平成２３年、平成２３年、平成２３年度度度度のののの実績実績実績実績になりますが、になりますが、になりますが、になりますが、６６６６４４グラム４４グラム４４グラム４４グラムとなっております。これは５年前のとなっております。これは５年前のとなっております。これは５年前のとなっております。これは５年前の

平成１平成１平成１平成１８８８８年年年年度度度度にににに比比比比べべべべますと１３ますと１３ますと１３ますと１３％減％減％減％減っておりまして、また全国の平っておりまして、また全国の平っておりまして、また全国の平っておりまして、また全国の平均値均値均値均値がががが６６６６９５９５９５９５グラムグラムグラムグラムでででで

すので、これとすので、これとすので、これとすので、これと比比比比べべべべましてもましてもましてもましても７％７％７％７％少少少少ないというのが本県のないというのが本県のないというのが本県のないというのが本県の実実実実態態態態でございます。次に、でございます。次に、でございます。次に、でございます。次に、産産産産業業業業

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物でございますが、このでございますが、このでございますが、このでございますが、このデータデータデータデータは県が平成２２年は県が平成２２年は県が平成２２年は県が平成２２年度度度度にににに実実実実態態態態調査をしております。県内調査をしております。県内調査をしております。県内調査をしております。県内

のののの排排排排出出出出量量量量は、は、は、は、約約約約１５１５１５１５４万トン４万トン４万トン４万トンでございます。この５年前、平成１でございます。この５年前、平成１でございます。この５年前、平成１でございます。この５年前、平成１７７７７年年年年度度度度にににに比比比比べべべべますと、ますと、ますと、ますと、

９９９９％％％％のののの減減減減となっております。このとなっております。このとなっております。このとなっております。この数字数字数字数字は全国のは全国のは全国のは全国の都道府都道府都道府都道府県の中でも県の中でも県の中でも県の中でも最最最最もももも少少少少ないないないない量量量量となっておとなっておとなっておとなってお

ります。それが、ります。それが、ります。それが、ります。それが、産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物の本県のの本県のの本県のの本県の現状現状現状現状でございます。このでございます。このでございます。このでございます。この産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量につきましにつきましにつきましにつきまし

ては、ては、ては、ては、企企企企業の活業の活業の活業の活動状況や動状況や動状況や動状況や景景景景気気気気といった影響もあわせてといった影響もあわせてといった影響もあわせてといった影響もあわせて考考考考慮慮慮慮していくしていくしていくしていく必必必必要があると思ってお要があると思ってお要があると思ってお要があると思ってお

ります。ります。ります。ります。

今申し上今申し上今申し上今申し上げげげげましたように、一ましたように、一ましたように、一ましたように、一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物、、、、産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ともにごともにごともにごともにごみみみみをををを減減減減らすことについてはらすことについてはらすことについてはらすことについては

着着着着実実実実にににに進進進進んでおり、このことは環境んでおり、このことは環境んでおり、このことは環境んでおり、このことは環境へへへへの意の意の意の意識識識識の高まり、あるいはの高まり、あるいはの高まり、あるいはの高まり、あるいは循循循循環環環環型型型型社社社社会形成を会形成を会形成を会形成を推推推推進進進進すすすす

るためのさまざまな施るためのさまざまな施るためのさまざまな施るためのさまざまな施策策策策のののの効効効効果によるものと果によるものと果によるものと果によるものと考考考考えますが、一えますが、一えますが、一えますが、一方方方方でごでごでごでごみみみみのののの再再再再生生生生利用利用利用利用、、、、リリリリサイサイサイサイ

クルクルクルクルであるとかであるとかであるとかであるとかリユリユリユリユースースースースといったといったといったといった再再再再生生生生利用率利用率利用率利用率が一が一が一が一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物、、、、産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ともに、ともに、ともに、ともに、残残残残念念念念ながながながなが

ら全国の平ら全国の平ら全国の平ら全国の平均値均値均値均値よりよりよりより下下下下回っておるという回っておるという回っておるという回っておるという実実実実態態態態もございます。もございます。もございます。もございます。

結果として、結果として、結果として、結果として、最最最最終終終終埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分場場場場へへへへのののの処処処処分分分分率率率率がががが低低低低いいいい水準水準水準水準、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分する分する分する分する量量量量のののの比比比比率率率率がががが
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高いといった高いといった高いといった高いといった状況状況状況状況もございます。これらのもございます。これらのもございます。これらのもございます。これらの主主主主な要な要な要な要因因因因としては、まとしては、まとしては、まとしては、まずずずず一つが、ご一つが、ご一つが、ご一つが、ごみみみみの分の分の分の分別数別数別数別数

のののの問問問問題題題題、全国に、全国に、全国に、全国に比比比比べべべべて奈良県は分て奈良県は分て奈良県は分て奈良県は分別数別数別数別数がががが少少少少ないないないない状況状況状況状況でございます。それと、資でございます。それと、資でございます。それと、資でございます。それと、資源源源源ごごごごみみみみの分の分の分の分

別別別別がががが不不不不十分になっている。十分になっている。十分になっている。十分になっている。家庭家庭家庭家庭ごごごごみみみみ、これは委員もお、これは委員もお、これは委員もお、これは委員もお述述述述べべべべのとおりのとおりのとおりのとおり減減減減っておるのですけれっておるのですけれっておるのですけれっておるのですけれ

ども、一ども、一ども、一ども、一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物は事業は事業は事業は事業所所所所からも出ます。この事業からも出ます。この事業からも出ます。この事業からも出ます。この事業所所所所から出る一から出る一から出る一から出る一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物は、大は、大は、大は、大体体体体横横横横ばいばいばいばい

でででで進進進進んでおります。次に、んでおります。次に、んでおります。次に、んでおります。次に、産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを見見見見ててててみみみみますと、ますと、ますと、ますと、下下下下水汚泥水汚泥水汚泥水汚泥がががが下下下下水水水水整備の整備の整備の整備の進進進進捗捗捗捗とあわとあわとあわとあわ

せてせてせてせてふふふふえてきているのですけれども、このえてきているのですけれども、このえてきているのですけれども、このえてきているのですけれども、この再再再再生生生生利用率利用率利用率利用率がががが少少少少しししし低低低低い、なかなかい、なかなかい、なかなかい、なかなか難難難難しい。しい。しい。しい。逆逆逆逆に、に、に、に、

リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、再再再再生生生生利用率利用率利用率利用率が高いが高いが高いが高い建建建建設設設設系系系系のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが横横横横ばいからばいからばいからばいから減減減減少少少少のののの傾傾傾傾向にあることが向にあることが向にあることが向にあることが考考考考ええええ

られると思っております。られると思っております。られると思っております。られると思っております。引引引引きききき続続続続き、こういったき、こういったき、こういったき、こういった課課課課題題題題を踏まえながら、を踏まえながら、を踏まえながら、を踏まえながら、官官官官民民民民がががが連連連連携携携携してのしてのしてのしての

取り取り取り取り組み組み組み組みをををを強強強強化化化化をしていかなければならないと思っているところでございます。をしていかなければならないと思っているところでございます。をしていかなければならないと思っているところでございます。をしていかなければならないと思っているところでございます。

次に、今次に、今次に、今次に、今後後後後どのように取りどのように取りどのように取りどのように取り組組組組んでいくのかでございます。んでいくのかでございます。んでいくのかでございます。んでいくのかでございます。廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処理に関しましては、理に関しましては、理に関しましては、理に関しましては、

平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年度度度度から県から県から県から県市町市町市町市町村長村長村長村長サミットサミットサミットサミットの奈良の奈良の奈良の奈良モモモモデルデルデルデル検討会でも議検討会でも議検討会でも議検討会でも議論論論論されてきております。されてきております。されてきております。されてきております。

このこのこのこのサミットサミットサミットサミットでの検討成果をでの検討成果をでの検討成果をでの検討成果を継継継継承いたしまして、県としては、承いたしまして、県としては、承いたしまして、県としては、承いたしまして、県としては、広広広広域域域域及及及及びびびび効効効効果、果、果、果、効率的効率的効率的効率的な事な事な事な事

業の規業の規業の規業の規模模模模、あるいはその、あるいはその、あるいはその、あるいはその仕仕仕仕組み組み組み組み、そういった観、そういった観、そういった観、そういった観点点点点から、から、から、から、引引引引きききき続続続続き県とき県とき県とき県と市町市町市町市町村が村が村が村が連連連連携携携携、、、、協協協協働働働働

して取りして取りして取りして取り組組組組むむむむ、、、、循循循循環環環環型型型型社社社社会を形成する奈良会を形成する奈良会を形成する奈良会を形成する奈良モモモモデルプロジデルプロジデルプロジデルプロジェェェェクトクトクトクトとして、として、として、として、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの再再再再生生生生利用利用利用利用、、、、

あるいはあるいはあるいはあるいは広広広広域域域域処処処処理の理の理の理の促促促促進進進進をををを進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい考考考考えでございます。えでございます。えでございます。えでございます。

今年今年今年今年度度度度ですが、奈良ですが、奈良ですが、奈良ですが、奈良モモモモデルプロジデルプロジデルプロジデルプロジェェェェクトクトクトクトをををを進進進進めるために、めるために、めるために、めるために、新新新新たに県とたに県とたに県とたに県と市町市町市町市町村で村で村で村で担担担担当当当当課課課課長長長長

会議を設会議を設会議を設会議を設置置置置いたしました。これまで２回開いたしました。これまで２回開いたしました。これまで２回開いたしました。これまで２回開催催催催させていただいておりますけれども、当させていただいておりますけれども、当させていただいておりますけれども、当させていただいておりますけれども、当面面面面４４４４

つのつのつのつの課課課課題題題題について検討をについて検討をについて検討をについて検討を進進進進めたいと思っております。１つがめたいと思っております。１つがめたいと思っております。１つがめたいと思っております。１つが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減量減量減量減量化化化化、、、、再再再再生生生生利用利用利用利用のののの

促促促促進進進進、２つ目が一、２つ目が一、２つ目が一、２つ目が一般廃棄物処般廃棄物処般廃棄物処般廃棄物処理の理の理の理の広広広広域域域域化化化化、３つ目が、３つ目が、３つ目が、３つ目が災災災災害廃棄物処害廃棄物処害廃棄物処害廃棄物処理対理対理対理対策策策策のののの推推推推進進進進、、、、４４４４つ目がつ目がつ目がつ目が

不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄、、、、使用使用使用使用済済済済みみみみ家電家電家電家電等の対等の対等の対等の対策策策策のののの強強強強化化化化でございます。これをでございます。これをでございます。これをでございます。これを進進進進めるに当たっての県のめるに当たっての県のめるに当たっての県のめるに当たっての県の役役役役

割割割割は、１つはは、１つはは、１つはは、１つは推推推推進体進体進体進体制、県と制、県と制、県と制、県と市町市町市町市町村がともに議村がともに議村がともに議村がともに議論論論論をををを進進進進めるめるめるめる場場場場をををを用用用用意すること。２つ目、意すること。２つ目、意すること。２つ目、意すること。２つ目、見見見見

通しを通しを通しを通しを立立立立てることから、先てることから、先てることから、先てることから、先進進進進事例の調査事例の調査事例の調査事例の調査や市町や市町や市町や市町村村村村担担担担当者との当者との当者との当者との個個個個別別別別ワワワワーーーーキキキキングングングングなどにより本などにより本などにより本などにより本

県の県の県の県の実実実実態態態態や課や課や課や課題題題題を整理して、を整理して、を整理して、を整理して、市町市町市町市町村との村との村との村との情情情情報の報の報の報の共共共共有化有化有化有化などをなどをなどをなどを図図図図っていきたいということ。っていきたいということ。っていきたいということ。っていきたいということ。

最最最最後後後後に、さらにに、さらにに、さらにに、さらに具体具体具体具体事業の事業の事業の事業の実現化実現化実現化実現化に向けまして、中長に向けまして、中長に向けまして、中長に向けまして、中長期的期的期的期的、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは広広広広域域域域的的的的なななな視視視視野野野野にににに立立立立っっっっ

て、て、て、て、再再再再生生生生利用利用利用利用などなどなどなど個個個個別別別別ののののアクアクアクアクシシシショョョョンプランンプランンプランンプランを検討、あるいはを検討、あるいはを検討、あるいはを検討、あるいは推推推推進進進進することをすることをすることをすることをリリリリードードードードしていしていしていしてい

く、そういうく、そういうく、そういうく、そういう役割役割役割役割を果たしていきたいと思っております。を果たしていきたいと思っております。を果たしていきたいと思っております。を果たしていきたいと思っております。

以上、これらの取り以上、これらの取り以上、これらの取り以上、これらの取り組み組み組み組みですが、ですが、ですが、ですが、冒頭冒頭冒頭冒頭申しましたとおり、ご申しましたとおり、ご申しましたとおり、ご申しましたとおり、ごみみみみゼゼゼゼロロロロ奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の実現実現実現実現に向けに向けに向けに向け

て、て、て、て、市町市町市町市町村との村との村との村との連連連連携携携携、、、、協協協協働働働働のもと、のもと、のもと、のもと、精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱい取りい取りい取りい取り組組組組んでいきたいと思っております。以んでいきたいと思っております。以んでいきたいと思っております。以んでいきたいと思っております。以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 回回回回答答答答いただきまして、おおいただきまして、おおいただきまして、おおいただきまして、おおむむむむねわかりましたが、ねわかりましたが、ねわかりましたが、ねわかりましたが、少少少少しだけしだけしだけしだけ聞聞聞聞いておきたいといておきたいといておきたいといておきたいと
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思うことがあります。ご思うことがあります。ご思うことがあります。ご思うことがあります。ごみみみみゼゼゼゼロロロロを目を目を目を目指指指指していくというと、一定していくというと、一定していくというと、一定していくというと、一定量量量量まではまではまではまでは必ず必ず必ず必ず減減減減ってくるのってくるのってくるのってくるの

だけれども、そこからだけれども、そこからだけれども、そこからだけれども、そこから完完完完全に全に全に全にゼゼゼゼロロロロにしていくことはかなりにしていくことはかなりにしていくことはかなりにしていくことはかなり難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題だと思うのです。そだと思うのです。そだと思うのです。そだと思うのです。そ

のためには発生をのためには発生をのためには発生をのためには発生を抑抑抑抑えることが第一に要ると思うのです。分えることが第一に要ると思うのです。分えることが第一に要ると思うのです。分えることが第一に要ると思うのです。分別別別別できないごできないごできないごできないごみみみみとか、とか、とか、とか、処処処処理理理理困困困困

難難難難なごなごなごなごみみみみをなくしていくことで、をなくしていくことで、をなくしていくことで、をなくしていくことで、政府政府政府政府を含めた全国を含めた全国を含めた全国を含めた全国的的的的な取りな取りな取りな取り組み組み組み組みというのが重要だというというのが重要だというというのが重要だというというのが重要だという

ことと、もう一つ、資ことと、もう一つ、資ことと、もう一つ、資ことと、もう一つ、資源化源化源化源化ということでということでということでということでリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルを県としておくれている部分をを県としておくれている部分をを県としておくれている部分をを県としておくれている部分を進進進進めてめてめてめて

いくといういくといういくといういくという点点点点、おっし、おっし、おっし、おっしゃゃゃゃるとおりだと思っております。るとおりだと思っております。るとおりだと思っております。るとおりだと思っております。

今の報告の中で、今今の報告の中で、今今の報告の中で、今今の報告の中で、今後後後後のののの推推推推進進進進のののの方方方方向として一向として一向として一向として一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物のののの広広広広域域域域化化化化のことにのことにのことにのことに触触触触れられました。れられました。れられました。れられました。

広広広広域域域域化化化化することにすることにすることにすることに反反反反対というわけではないのですけれども、ただ、ご対というわけではないのですけれども、ただ、ご対というわけではないのですけれども、ただ、ご対というわけではないのですけれども、ただ、ごみみみみのののの減量減量減量減量ということということということということ

をををを考考考考えたときに、他えたときに、他えたときに、他えたときに、他府府府府県の例などで、県の例などで、県の例などで、県の例などで、実実実実際際際際にごにごにごにごみみみみ減量減量減量減量をををを推推推推進進進進しておられるところは、しておられるところは、しておられるところは、しておられるところは、ややややはははは

りりりり小小小小さいさいさいさい単位単位単位単位でででで進進進進めていることがめていることがめていることがめていることが非常非常非常非常に成に成に成に成功功功功をしている、をしている、をしている、をしている、細細細細かく分かく分かく分かく分別別別別もできるし、もできるし、もできるし、もできるし、住住住住民民民民とととと

意思意思意思意思疎疎疎疎通しながら通しながら通しながら通しながら実実実実際際際際の行の行の行の行動動動動にににに移移移移していくしていくしていくしていくプロプロプロプロセセセセススススでもでもでもでも非常非常非常非常に取りに取りに取りに取り組みや組みや組みや組みやすいすいすいすい実実実実例がたく例がたく例がたく例がたく

さんあると思っています。そういうことで言えば、さんあると思っています。そういうことで言えば、さんあると思っています。そういうことで言えば、さんあると思っています。そういうことで言えば、経経経経費費費費がかかることはがかかることはがかかることはがかかることは市町市町市町市町村が村が村が村が集集集集まってまってまってまって

全全全全体体体体で取りで取りで取りで取り組組組組んでいくと。しかし、んでいくと。しかし、んでいくと。しかし、んでいくと。しかし、具体的具体的具体的具体的な取りな取りな取りな取り組み組み組み組みはそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれのれのれのれの市町市町市町市町村で村で村で村で細細細細かく目を配かく目を配かく目を配かく目を配

ってってってってややややっていくという、そういうっていくという、そういうっていくという、そういうっていくという、そういう両面両面両面両面が要るのではないのかと思ったのですけれども、そが要るのではないのかと思ったのですけれども、そが要るのではないのかと思ったのですけれども、そが要るのではないのかと思ったのですけれども、そ

のことがどうなのかが１のことがどうなのかが１のことがどうなのかが１のことがどうなのかが１点点点点と、と、と、と、焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉のののの建建建建てかえに当たりまして、今、国は大てかえに当たりまして、今、国は大てかえに当たりまして、今、国は大てかえに当たりまして、今、国は大型型型型化化化化というというというという

ことで、ことで、ことで、ことで、補補補補助助助助金金金金などで大きくすることをなどで大きくすることをなどで大きくすることをなどで大きくすることを誘誘誘誘導導導導するするするする姿勢姿勢姿勢姿勢にあるのですけれども、ごにあるのですけれども、ごにあるのですけれども、ごにあるのですけれども、ごみみみみをををを減量減量減量減量

していく上で、大していく上で、大していく上で、大していく上で、大型型型型のののの焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉をつくってをつくってをつくってをつくって燃燃燃燃ややややせばいいというせばいいというせばいいというせばいいという考考考考ええええ方方方方もももも間間間間違違違違っていると思いっていると思いっていると思いっていると思い

ます。ます。ます。ます。世界世界世界世界から、日本はから、日本はから、日本はから、日本は焼却焼却焼却焼却大国日本と言われていますけれども、そこを変えないといけ大国日本と言われていますけれども、そこを変えないといけ大国日本と言われていますけれども、そこを変えないといけ大国日本と言われていますけれども、そこを変えないといけ

ないと思うのですが、奈良県の中でのないと思うのですが、奈良県の中でのないと思うのですが、奈良県の中でのないと思うのですが、奈良県の中での市町市町市町市町村にもいろいろなところで村にもいろいろなところで村にもいろいろなところで村にもいろいろなところで古古古古いものもたくさんいものもたくさんいものもたくさんいものもたくさん

あるわけです。あるわけです。あるわけです。あるわけです。私私私私のののの住住住住んでいる奈良んでいる奈良んでいる奈良んでいる奈良市市市市は今、は今、は今、は今、建建建建てかえの検討をしておりますけれども、大てかえの検討をしておりますけれども、大てかえの検討をしておりますけれども、大てかえの検討をしておりますけれども、大

型型型型であればあるほど、地域であればあるほど、地域であればあるほど、地域であればあるほど、地域住住住住民民民民に対するに対するに対するに対する負負負負担担担担は大きくなってきますし、は大きくなってきますし、は大きくなってきますし、は大きくなってきますし、ややややはり大はり大はり大はり大型型型型を目を目を目を目指指指指

すよりもごすよりもごすよりもごすよりもごみみみみゼゼゼゼロロロロを目を目を目を目指指指指すことで、できるだけすことで、できるだけすことで、できるだけすことで、できるだけコンパクトコンパクトコンパクトコンパクトにしていくというにしていくというにしていくというにしていくという方方方方向を、県と向を、県と向を、県と向を、県と

してもしてもしてもしても指指指指導導導導したり、一したり、一したり、一したり、一緒緒緒緒にににに考考考考えていったりすえていったりすえていったりすえていったりすべべべべきではないかと思うのですが、そのきではないかと思うのですが、そのきではないかと思うのですが、そのきではないかと思うのですが、その点点点点どうどうどうどう

かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。聞聞聞聞くところによると、くところによると、くところによると、くところによると、ニニニニュュュュージーランドージーランドージーランドージーランドなどでは、一などでは、一などでは、一などでは、一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物のごのごのごのごみみみみ焼却焼却焼却焼却

炉炉炉炉は一つもないと。そういうところもあるとのことで、は一つもないと。そういうところもあるとのことで、は一つもないと。そういうところもあるとのことで、は一つもないと。そういうところもあるとのことで、方方方方向としてはそ向としてはそ向としてはそ向としてはそちちちちらを目らを目らを目らを目指指指指していしていしていしてい

くくくくべべべべきではないかと思うのですが、その辺についておきではないかと思うのですが、その辺についておきではないかと思うのですが、その辺についておきではないかと思うのですが、その辺についてお考考考考えをおえをおえをおえをお聞聞聞聞きしておきたいと思いまきしておきたいと思いまきしておきたいと思いまきしておきたいと思いま

す。す。す。す。

○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長 先ほど先ほど先ほど先ほど説説説説明させていただいた中での、明させていただいた中での、明させていただいた中での、明させていただいた中での、広広広広域域域域化化化化のののの問問問問題題題題と、発生と、発生と、発生と、発生抑抑抑抑制、制、制、制、

リリリリデデデデュュュュースースースースを含めたを含めたを含めたを含めた各各各各地域、ど地域、ど地域、ど地域、どちちちちらかというときめらかというときめらかというときめらかというときめ細細細細ややややかな対かな対かな対かな対応応応応というか、そういったというか、そういったというか、そういったというか、そういった両両両両

面面面面でのでのでのでの考考考考ええええ方方方方についてのご質についてのご質についてのご質についてのご質問問問問だと思いますが、おっしだと思いますが、おっしだと思いますが、おっしだと思いますが、おっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、循循循循環環環環型型型型社社社社会会会会
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形成ということでは、形成ということでは、形成ということでは、形成ということでは、リリリリデデデデュュュュースースースース・・・・リユリユリユリユースースースース・・・・リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルの３の３の３の３ＲＲＲＲという言という言という言という言葉葉葉葉が一が一が一が一般般般般化化化化してしてしてして

きておると思います。発生きておると思います。発生きておると思います。発生きておると思います。発生抑抑抑抑制は、制は、制は、制は、ややややはりごはりごはりごはりごみみみみゼゼゼゼロロロロに向けてに向けてに向けてに向けて最最最最もももも効効効効果の高いというか、重果の高いというか、重果の高いというか、重果の高いというか、重

点的点的点的点的な施な施な施な施策策策策であると、国あるいはであると、国あるいはであると、国あるいはであると、国あるいは自治自治自治自治体体体体もそれを認もそれを認もそれを認もそれを認識識識識した上で施した上で施した上で施した上で施策策策策をををを進進進進めておるとめておるとめておるとめておると考考考考えてえてえてえて

おります。その中で、おります。その中で、おります。その中で、おります。その中で、広広広広域域域域化化化化と申しましたが、一と申しましたが、一と申しましたが、一と申しましたが、一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物はははは市町市町市町市町村の村の村の村の自治自治自治自治事務でございま事務でございま事務でございま事務でございま

す。す。す。す。人人人人口口口口の分の分の分の分布布布布、あるいは地、あるいは地、あるいは地、あるいは地勢勢勢勢条条条条件、地域の事件、地域の事件、地域の事件、地域の事情情情情といろいろさまざまなことがあろうかとといろいろさまざまなことがあろうかとといろいろさまざまなことがあろうかとといろいろさまざまなことがあろうかと

思います。ですから県としても、思います。ですから県としても、思います。ですから県としても、思います。ですから県としても、単単単単にににに焼却焼却焼却焼却施設を施設を施設を施設を合合合合理理理理化化化化のため、またのため、またのため、またのため、また数値数値数値数値的的的的なななな考考考考ええええ方方方方だけだけだけだけ

で、一本で、一本で、一本で、一本化化化化してしてしてして巨巨巨巨大なものをつくるという大なものをつくるという大なものをつくるという大なものをつくるという考考考考えでえでえでえで誘誘誘誘導導導導しているわけではなくて、あくまでしているわけではなくて、あくまでしているわけではなくて、あくまでしているわけではなくて、あくまで

もももも各市町各市町各市町各市町村長村長村長村長や各市町や各市町や各市町や各市町村の村の村の村の住住住住民民民民のののの方々方々方々方々の意向を踏まえながらの意向を踏まえながらの意向を踏まえながらの意向を踏まえながら広広広広域域域域化化化化して一本して一本して一本して一本化化化化していくほしていくほしていくほしていくほ

うがいいうがいいうがいいうがいい領領領領域は域は域は域は何何何何なのか、それがなのか、それがなのか、それがなのか、それが焼却焼却焼却焼却なのか、あるいはなのか、あるいはなのか、あるいはなのか、あるいは焼却焼却焼却焼却をををを伴伴伴伴ってのってのってのっての何何何何らかの施らかの施らかの施らかの施策策策策なのなのなのなの

かも含めてかも含めてかも含めてかも含めて考考考考えております。それと、よくえております。それと、よくえております。それと、よくえております。それと、よく実実実実際際際際議議議議論論論論しておりますのは、しておりますのは、しておりますのは、しておりますのは、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルあるいあるいあるいあるい

ははははリユリユリユリユースースースース、例えば、例えば、例えば、例えばリユリユリユリユースースースースということでいきましたら、中ということでいきましたら、中ということでいきましたら、中ということでいきましたら、中古古古古ということをいろんなということをいろんなということをいろんなということをいろんなイベイベイベイベ

ントントントントががががややややったりしますけれども、ったりしますけれども、ったりしますけれども、ったりしますけれども、各各各各地域で地域で地域で地域で展展展展開されていることが開されていることが開されていることが開されていることが実実実実際際際際ございます。ですかございます。ですかございます。ですかございます。ですか

ら、一本ら、一本ら、一本ら、一本化化化化していくしていくしていくしていく領領領領域と、きめ域と、きめ域と、きめ域と、きめ細細細細かくかくかくかくややややっていくこととをっていくこととをっていくこととをっていくこととを市町市町市町市町村の村の村の村の現状現状現状現状、、、、実実実実態態態態など意など意など意など意見見見見

をををを聞聞聞聞かせていただきながら、ともに議かせていただきながら、ともに議かせていただきながら、ともに議かせていただきながら、ともに議論論論論をすることでどういったをすることでどういったをすることでどういったをすることでどういった仕仕仕仕組み組み組み組み、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはススススキキキキーーーー

ムムムムがいいのかを検討していきたいというのが、今始まったばかりでございますが、奈良がいいのかを検討していきたいというのが、今始まったばかりでございますが、奈良がいいのかを検討していきたいというのが、今始まったばかりでございますが、奈良がいいのかを検討していきたいというのが、今始まったばかりでございますが、奈良モモモモ

デルデルデルデルです。県とです。県とです。県とです。県と市町市町市町市町村がともに議村がともに議村がともに議村がともに議論論論論をして、どうあるをして、どうあるをして、どうあるをして、どうあるべべべべきかということをきかということをきかということをきかということを導導導導いていきたい、いていきたい、いていきたい、いていきたい、

そのようにそのようにそのようにそのように考考考考えているところでございます。えているところでございます。えているところでございます。えているところでございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 考考考考ええええ方方方方はわかりました。そのはわかりました。そのはわかりました。そのはわかりました。その方方方方向でできるだけきめ向でできるだけきめ向でできるだけきめ向でできるだけきめ細細細細かくかくかくかくややややっていただきたっていただきたっていただきたっていただきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

最最最最後後後後に、に、に、に、焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉を大を大を大を大型型型型化化化化するというようなするというようなするというようなするというような燃燃燃燃ややややせばいいというせばいいというせばいいというせばいいという考考考考ええええ方方方方ではないとうたっではないとうたっではないとうたっではないとうたっ

ていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃると思いますので、そのると思いますので、そのると思いますので、そのると思いますので、その点点点点もあわせて今もあわせて今もあわせて今もあわせて今後後後後建建建建てかえるところについては、てかえるところについては、てかえるところについては、てかえるところについては、ぜぜぜぜ

ひひひひともともともとも考考考考えていっていただきたいということをお願いしておきまして、えていっていただきたいということをお願いしておきまして、えていっていただきたいということをお願いしておきまして、えていっていただきたいということをお願いしておきまして、終終終終わります。わります。わります。わります。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 失礼失礼失礼失礼します。くらし創造部にします。くらし創造部にします。くらし創造部にします。くらし創造部にフフフフィルタィルタィルタィルタリリリリングングングングのののの利用状況利用状況利用状況利用状況、、、、促促促促進状況進状況進状況進状況についてについてについてについて

おおお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。

本日、１０月１日から本日、１０月１日から本日、１０月１日から本日、１０月１日から青青青青少少少少年の健全年の健全年の健全年の健全育育育育成に関する成に関する成に関する成に関する条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例が施行され、例が施行され、例が施行され、例が施行され、

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話販売販売販売販売店店店店店店店店頭頭頭頭で、で、で、で、青青青青少少少少年の年の年の年の使用使用使用使用するするするする携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話についてについてについてについてインターネットインターネットインターネットインターネット接接接接続続続続にににに伴伴伴伴ううううリリリリ

スクやスクやスクやスクやフフフフィルタィルタィルタィルタリリリリングングングングのののの必必必必要要要要性性性性をををを説説説説明し、明し、明し、明し、保保保保護護護護者も、者も、者も、者も、フフフフィルタィルタィルタィルタリリリリングングングングをしないをしないをしないをしない場合場合場合場合は、そは、そは、そは、そ

の理の理の理の理由由由由を書を書を書を書面面面面で提出しなければならないことになりました。事業者がで提出しなければならないことになりました。事業者がで提出しなければならないことになりました。事業者がで提出しなければならないことになりました。事業者が保保保保護護護護者に者に者に者にフフフフィルタィルタィルタィルタリリリリ

ングングングングをををを勧勧勧勧めるめるめるめるべべべべきですが、しかし、きですが、しかし、きですが、しかし、きですが、しかし、私私私私自身自身自身自身ももももインターネットインターネットインターネットインターネット環境整備法ができたころ、環境整備法ができたころ、環境整備法ができたころ、環境整備法ができたころ、育育育育

友友友友会会会会役役役役員として員として員として員として販売販売販売販売店店店店調査を行ったことがあります。そのころ、調査を行ったことがあります。そのころ、調査を行ったことがあります。そのころ、調査を行ったことがあります。そのころ、販売販売販売販売店店店店のののの説説説説明は十分とは明は十分とは明は十分とは明は十分とは
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言え言え言え言えずずずず、、、、不不不不十分だった十分だった十分だった十分だった状況状況状況状況がありました。がありました。がありました。がありました。

今回の今回の今回の今回の条条条条例施行を例施行を例施行を例施行を契契契契機機機機に、しっかりとしたに、しっかりとしたに、しっかりとしたに、しっかりとした説説説説明をするよう明をするよう明をするよう明をするよう指指指指導導導導していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと考考考考ええええ

ております。さらにております。さらにております。さらにております。さらに保保保保護護護護者も、者も、者も、者も、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがががが携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話やスやスやスやスママママートートートートフォフォフォフォンンンンをををを使使使使ってってってってインターインターインターインター

ネットネットネットネットをををを使用使用使用使用するするするするリリリリスクやスクやスクやスクや仕仕仕仕組み組み組み組みを十分理を十分理を十分理を十分理解解解解し、し、し、し、担担担担当当当当課課課課ではではではでは学校学校学校学校などを回ってなどを回ってなどを回ってなどを回って頑張頑張頑張頑張っておっておっておってお

られるとられるとられるとられると聞聞聞聞いていますが、しっかりいていますが、しっかりいていますが、しっかりいていますが、しっかり啓啓啓啓発したいものだと発したいものだと発したいものだと発したいもの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。

そこで質そこで質そこで質そこで質問問問問です。です。です。です。子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちのののの使使使使うううう携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話やスやスやスやスママママートートートートフォフォフォフォンンンンに関するに関するに関するに関するフフフフィルタィルタィルタィルタリリリリングングングング

利用利用利用利用のののの促促促促進進進進について、事業者について、事業者について、事業者について、事業者へへへへのののの指指指指導導導導とととと保保保保護護護護者者者者へへへへのののの啓啓啓啓発が中発が中発が中発が中心心心心となると思いますが、それとなると思いますが、それとなると思いますが、それとなると思いますが、それ

以以以以外外外外のののの働働働働きかけも含め、これまでと今きかけも含め、これまでと今きかけも含め、これまでと今きかけも含め、これまでと今後後後後の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みについておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいと思います。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。

○森青少年・生涯学習課長○森青少年・生涯学習課長○森青少年・生涯学習課長○森青少年・生涯学習課長 青青青青少少少少年の健全年の健全年の健全年の健全育育育育成に関する成に関する成に関する成に関する条条条条例の一部例の一部例の一部例の一部改改改改正に正に正に正に伴伴伴伴いますいますいますいますフフフフィルィルィルィル

タタタタリリリリング利用ング利用ング利用ング利用促促促促進進進進に向けた事業者に向けた事業者に向けた事業者に向けた事業者へへへへのののの指指指指導導導導や保や保や保や保護護護護者等者等者等者等へへへへのののの啓啓啓啓発の発の発の発の状況状況状況状況、それから今、それから今、それから今、それから今後後後後の取の取の取の取

りりりり組み組み組み組みに対するご質に対するご質に対するご質に対するご質問問問問でございます。でございます。でございます。でございます。

青青青青少少少少年の健全年の健全年の健全年の健全育育育育成に関する成に関する成に関する成に関する条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例は、平成２５年例は、平成２５年例は、平成２５年例は、平成２５年６６６６月の県議会で議月の県議会で議月の県議会で議月の県議会で議

決決決決いただき、いただき、いただき、いただき、７７７７月１月１月１月１７７７７日公日公日公日公布布布布、本日１０月１日より施行となりました。このた、本日１０月１日より施行となりました。このた、本日１０月１日より施行となりました。このた、本日１０月１日より施行となりました。このたびびびびのののの条条条条例例例例改改改改

正は、正は、正は、正は、青青青青少少少少年が年が年が年が利用利用利用利用するするするする携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話についてについてについてについてフフフフィルタィルタィルタィルタリリリリングサーングサーングサーングサービビビビススススをををを解解解解除除除除するするするする場合場合場合場合の要件の要件の要件の要件

をををを厳格厳格厳格厳格化化化化することで、することで、することで、することで、フフフフィルタィルタィルタィルタリリリリングングングングのののの利用利用利用利用をををを促促促促進進進進するものでございます。また、あわせするものでございます。また、あわせするものでございます。また、あわせするものでございます。また、あわせ

てててて携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話事業者の事業者の事業者の事業者の店店店店舗舗舗舗等等等等へへへへのののの立立立立入調査入調査入調査入調査やややや、、、、勧勧勧勧告、公告、公告、公告、公表表表表などのなどのなどのなどの措措措措置置置置もとれるように規定のもとれるように規定のもとれるように規定のもとれるように規定の

整備を行ったところです。整備を行ったところです。整備を行ったところです。整備を行ったところです。

ご質ご質ご質ご質問問問問の１の１の１の１点点点点目でございますが、事業者目でございますが、事業者目でございますが、事業者目でございますが、事業者へへへへのののの指指指指導導導導についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。条条条条例公例公例公例公布布布布後後後後、、、、

直直直直ちちちちにににに携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話事業者に対して事業者に対して事業者に対して事業者に対して改改改改正の正の正の正の趣旨趣旨趣旨趣旨を周知するを周知するを周知するを周知する文文文文書を書を書を書を送付送付送付送付いたしますとともに、９いたしますとともに、９いたしますとともに、９いたしますとともに、９

月には月には月には月には携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話販売販売販売販売店店店店を対を対を対を対象象象象として、として、として、として、条条条条例例例例改改改改正正正正説説説説明会を開明会を開明会を開明会を開催催催催いたしました。これにあわせいたしました。これにあわせいたしました。これにあわせいたしました。これにあわせ

まして、県のまして、県のまして、県のまして、県の作作作作成した成した成した成したフフフフィルタィルタィルタィルタリリリリングングングングのののの必必必必要要要要性性性性等を等を等を等を説説説説明する明する明する明する窓口窓口窓口窓口用用用用の資料を業者に配の資料を業者に配の資料を業者に配の資料を業者に配布布布布し、し、し、し、

各各各各店店店店舗舗舗舗での活での活での活での活用用用用もももも指指指指導導導導したところでございます。また、１０月１日、本日のしたところでございます。また、１０月１日、本日のしたところでございます。また、１０月１日、本日のしたところでございます。また、１０月１日、本日の条条条条例施行例施行例施行例施行後後後後は、は、は、は、

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話販売販売販売販売店へ店へ店へ店へのののの立立立立入調査を中入調査を中入調査を中入調査を中心心心心に事業者に事業者に事業者に事業者へへへへのののの指指指指導導導導をををを展展展展開いたします。開いたします。開いたします。開いたします。具体的具体的具体的具体的には、１には、１には、１には、１

０月から０月から０月から０月から携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話販売販売販売販売店店店店全全全全店店店店、県、県、県、県下下下下１１１１４４４４００００店店店店舗舗舗舗へへへへの一の一の一の一斉斉斉斉立ち立ち立ち立ち入りを入りを入りを入りを実実実実施いたしまして、施いたしまして、施いたしまして、施いたしまして、販販販販

売窓口売窓口売窓口売窓口でででで条条条条例に例に例に例に基基基基づづづづくくくく説説説説明等が明等が明等が明等が適適適適正になされているかどうか確認と正になされているかどうか確認と正になされているかどうか確認と正になされているかどうか確認と指指指指導導導導を行い、を行い、を行い、を行い、場合場合場合場合によによによによ

りましては、りましては、りましては、りましては、勧勧勧勧告告告告やややや公公公公表表表表もももも視視視視野野野野に入れながら、に入れながら、に入れながら、に入れながら、条条条条例で求めております例で求めております例で求めております例で求めております説説説説明明明明義義義義務の務の務の務の履履履履行を行を行を行を担担担担

保保保保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。

次に、２次に、２次に、２次に、２点点点点目でございます。目でございます。目でございます。目でございます。青青青青少少少少年とその年とその年とその年とその保保保保護護護護者者者者へへへへのののの啓啓啓啓発の発の発の発の状況状況状況状況です。です。です。です。条条条条例が公例が公例が公例が公布布布布されされされされ

ましたましたましたました後後後後、、、、直直直直ちちちちに関係行に関係行に関係行に関係行政機政機政機政機関、県内の全ての関、県内の全ての関、県内の全ての関、県内の全ての小小小小・中・高・中・高・中・高・中・高校校校校、そして関係、そして関係、そして関係、そして関係団団団団体体体体などなどなどなどへへへへ改改改改正正正正

のののの趣旨趣旨趣旨趣旨を周知するためのを周知するためのを周知するためのを周知するための文文文文書を書を書を書を送付送付送付送付いたしました。これにあわせまして、県いたしました。これにあわせまして、県いたしました。これにあわせまして、県いたしました。これにあわせまして、県教教教教育育育育委員会等委員会等委員会等委員会等
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を通を通を通を通じじじじてててて保保保保護護護護者向けに者向けに者向けに者向けに条条条条例例例例改改改改正を周知する正を周知する正を周知する正を周知するチラチラチラチラシシシシ、これを県内全ての、これを県内全ての、これを県内全ての、これを県内全ての小小小小・中・高・中・高・中・高・中・高校校校校に配に配に配に配布布布布

し、し、し、し、夏休夏休夏休夏休みみみみ前の前の前の前の三三三三者者者者懇懇懇懇談談談談等の等の等の等の場場場場で活で活で活で活用用用用してもらいました。また、県、県してもらいました。また、県、県してもらいました。また、県、県してもらいました。また、県、県教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会やややや県警県警県警県警

察本部、察本部、察本部、察本部、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話事業者、それから事業者、それから事業者、それから事業者、それからＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ等で等で等で等で構構構構成いたしております成いたしております成いたしております成いたしております青青青青少少少少年を年を年を年を有有有有害害害害環境か環境か環境か環境か

らららら守守守守る奈良る奈良る奈良る奈良コンコンコンコンソソソソーーーーシシシシアムアムアムアムを通を通を通を通じじじじまして、まして、まして、まして、青青青青少少少少年、年、年、年、保保保保護護護護者、者、者、者、学校学校学校学校等等等等へへへへのののの啓啓啓啓発活発活発活発活動動動動をををを積極積極積極積極的的的的

にににに展展展展開してまいりました。例えば開してまいりました。例えば開してまいりました。例えば開してまいりました。例えば８８８８月には、月には、月には、月には、教教教教員等を対員等を対員等を対員等を対象象象象としたとしたとしたとした参参参参加者１００名の加者１００名の加者１００名の加者１００名のネッネッネッネッ

トトトト・・・・ケータイ指ケータイ指ケータイ指ケータイ指導導導導者者者者セセセセミミミミナナナナーーーーをををを実実実実施、それから９月には、施、それから９月には、施、それから９月には、施、それから９月には、保保保保護護護護者を対者を対者を対者を対象象象象といたしましたといたしましたといたしましたといたしました参参参参

加者１５０名の加者１５０名の加者１５０名の加者１５０名の子子子子どものどものどものどものネットネットネットネット・・・・ケータイ利用ケータイ利用ケータイ利用ケータイ利用をををを考考考考えるえるえるえる集集集集いをいをいをいを実実実実施いたしたところです。施いたしたところです。施いたしたところです。施いたしたところです。

また、また、また、また、教教教教員、員、員、員、保保保保護護護護者、者、者、者、青青青青少少少少年を対年を対年を対年を対象象象象にいたしました出前にいたしました出前にいたしました出前にいたしました出前啓啓啓啓発発発発講講講講習習習習会、これは会、これは会、これは会、これは学校や学校や学校や学校やＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ

等の等の等の等の依依依依頼頼頼頼にににに応応応応じじじじましてましてましてまして学校学校学校学校等に出向いて等に出向いて等に出向いて等に出向いて説説説説明するものでございますが、明するものでございますが、明するものでございますが、明するものでございますが、実実実実施施施施予予予予定も含め定も含め定も含め定も含め４４４４

００００講講講講座座座座をををを実実実実施しております。それとは施しております。それとは施しております。それとは施しております。それとは別別別別に、県事業として、県の職員が出向いてに、県事業として、県の職員が出向いてに、県事業として、県の職員が出向いてに、県事業として、県の職員が出向いて説説説説明する明する明する明する

県県県県政政政政出前出前出前出前トークトークトークトークの制の制の制の制度度度度もももも利用利用利用利用しまして、しまして、しまして、しまして、フフフフィルタィルタィルタィルタリリリリング利用ング利用ング利用ング利用促促促促進進進進等の等の等の等のテテテテーーーーママママでででで現在現在現在現在まで２まで２まで２まで２

７７７７回回回回実実実実施、または施、または施、または施、または実実実実施施施施予予予予定でございます。定でございます。定でございます。定でございます。

３３３３点点点点目は今目は今目は今目は今後後後後の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みでございます。今でございます。今でございます。今でございます。今後後後後とも、県とも、県とも、県とも、県教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会やややや県警察本部と県警察本部と県警察本部と県警察本部と連連連連携携携携いいいい

たしまして、たしまして、たしまして、たしまして、学校や学校や学校や学校や生生生生徒徒徒徒、、、、保保保保護護護護者者者者へへへへのののの組組組組織織織織的的的的なななな働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを展展展展開いたしまして、開いたしまして、開いたしまして、開いたしまして、フフフフィルタィルタィルタィルタリリリリ

ングサーングサーングサーングサービビビビススススのののの利用利用利用利用をををを促促促促進進進進してまいるしてまいるしてまいるしてまいる所所所所存存存存でございます。例えば、でございます。例えば、でございます。例えば、でございます。例えば、ククククリリリリススススママママスススス、正月、入、正月、入、正月、入、正月、入

学学学学の前の前の前の前後後後後にににに子子子子どもにどもにどもにどもに携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話をををを買買買買うことがうことがうことがうことが予予予予想されます。想されます。想されます。想されます。冬休冬休冬休冬休みみみみ前の前の前の前の三三三三者者者者懇懇懇懇談談談談、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは

入入入入学学学学説説説説明会などの明会などの明会などの明会などの場場場場をををを狙狙狙狙いいいい打打打打ちちちちして、して、して、して、フフフフィルタィルタィルタィルタリリリリングングングング啓啓啓啓発発発発チラチラチラチラシシシシを県内全を県内全を県内全を県内全小小小小・中・高・中・高・中・高・中・高校校校校生生生生

ややややそのそのそのその保保保保護護護護者に配者に配者に配者に配布布布布いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、フフフフィルタィルタィルタィルタリリリリングサーングサーングサーングサービビビビススススのののの利用利用利用利用をををを促促促促進進進進いたします。こいたします。こいたします。こいたします。こ

のほか、のほか、のほか、のほか、携帯セ携帯セ携帯セ携帯セルルルルフフフフチチチチェェェェックックックックリリリリストストストストなどをなどをなどをなどを作作作作成いたしまして、成いたしまして、成いたしまして、成いたしまして、保保保保護護護護者者者者やややや青青青青少少少少年に年に年に年にフフフフィルタィルタィルタィルタ

リリリリング利用や保ング利用や保ング利用や保ング利用や保護護護護者の者の者の者の管管管管理理理理義義義義務についても務についても務についても務についても啓啓啓啓発していきたいと発していきたいと発していきたいと発していきたいと考考考考えています。さらに、えています。さらに、えています。さらに、えています。さらに、教教教教

員に対しても、員に対しても、員に対しても、員に対しても、フフフフィルタィルタィルタィルタリリリリングングングングのののの具体的具体的具体的具体的なななな状況状況状況状況がわからないという意がわからないという意がわからないという意がわからないという意見見見見もいただいておりもいただいておりもいただいておりもいただいており

ますので、ますので、ますので、ますので、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの現状や現状や現状や現状やフフフフィルタィルタィルタィルタリリリリングングングングのののの仕仕仕仕組み組み組み組みをををを解解解解説説説説いたしました資料をいたしました資料をいたしました資料をいたしました資料を作作作作成し、成し、成し、成し、

その提供もその提供もその提供もその提供も進進進進めてまいりたいと思います。あわせて、先ほど申し上めてまいりたいと思います。あわせて、先ほど申し上めてまいりたいと思います。あわせて、先ほど申し上めてまいりたいと思います。あわせて、先ほど申し上げげげげました出前ました出前ました出前ました出前啓啓啓啓発発発発講講講講習習習習

会、出前会、出前会、出前会、出前トークトークトークトークについてもについてもについてもについても引引引引きききき続続続続きききき積極積極積極積極実実実実施で施で施で施で学校や学校や学校や学校や地域地域地域地域へへへへのののの啓啓啓啓発を発を発を発を積積積積みみみみ重ねてまいりま重ねてまいりま重ねてまいりま重ねてまいりま

す。す。す。す。

このように、今このように、今このように、今このように、今後後後後とも県とも県とも県とも県教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会やややや県警察本部と県警察本部と県警察本部と県警察本部と連連連連携携携携いたしまして、事業者はもとよいたしまして、事業者はもとよいたしまして、事業者はもとよいたしまして、事業者はもとよ

り、り、り、り、学校学校学校学校、生、生、生、生徒徒徒徒、、、、保保保保護護護護者者者者へへへへのののの組組組組織織織織的的的的なななな働働働働きをきをきをきを展展展展開してまいりまして、この開してまいりまして、この開してまいりまして、この開してまいりまして、この具体的具体的具体的具体的な取りな取りな取りな取り組組組組

みみみみのののの積積積積みみみみ重ねによって重ねによって重ねによって重ねによって青青青青少少少少年の年の年の年の携帯電話へ携帯電話へ携帯電話へ携帯電話へののののフフフフィルタィルタィルタィルタリリリリングサーングサーングサーングサービビビビススススのののの利用利用利用利用を一を一を一を一層層層層促促促促進進進進いいいい

たします。そして、たします。そして、たします。そして、たします。そして、青青青青少少少少年の健全年の健全年の健全年の健全育育育育成を成を成を成を図図図図ってまいるってまいるってまいるってまいる所所所所存存存存でございます。以上でございまでございます。以上でございまでございます。以上でございまでございます。以上でございま

す。す。す。す。
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○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 ごごごご答弁答弁答弁答弁ありがとうございます。一ありがとうございます。一ありがとうございます。一ありがとうございます。一番番番番大大大大切切切切なことは、なことは、なことは、なことは、ややややはりはりはりはり子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがががが犯罪犯罪犯罪犯罪

にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれないことだと思いますので、まれないことだと思いますので、まれないことだと思いますので、まれないことだと思いますので、引引引引きききき続続続続きまたよろしくお願いします。きまたよろしくお願いします。きまたよろしくお願いします。きまたよろしくお願いします。

そして、このそして、このそして、このそして、この条条条条例の施行例の施行例の施行例の施行後後後後も、も、も、も、私私私私たたたたちちちちもももも販売販売販売販売店店店店を回って、本当にを回って、本当にを回って、本当にを回って、本当に子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにににに説説説説明をし明をし明をし明をし

ているのか、また形だけの通ているのか、また形だけの通ているのか、また形だけの通ているのか、また形だけの通達達達達ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、使用使用使用使用に当たってに当たってに当たってに当たって子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがそういうことにがそういうことにがそういうことにがそういうことに

巻巻巻巻きききき込込込込まれるのだということがまれるのだということがまれるのだということがまれるのだということが自覚自覚自覚自覚できるかということも、できるかということも、できるかということも、できるかということも、購購購購入者に確認していきたいと入者に確認していきたいと入者に確認していきたいと入者に確認していきたいと

思いますので、今思いますので、今思いますので、今思いますので、今後後後後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ともよろしくお願いします。ありがとうございました。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 アスベストアスベストアスベストアスベストのののの問問問問題題題題をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

環境環境環境環境リリリリスクスクスクスク調査の件です。調査の件です。調査の件です。調査の件です。クボタクボタクボタクボタシシシショョョョックックックック以以以以降降降降、奈良県の重い、奈良県の重い、奈良県の重い、奈良県の重い腰腰腰腰を上を上を上を上げげげげていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、

県県県県独独独独自自自自の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みもももも幾幾幾幾つかつかつかつかややややってもらっているのです。というのは、中ってもらっているのです。というのは、中ってもらっているのです。というのは、中ってもらっているのです。というのは、中皮腫皮腫皮腫皮腫のののの被害被害被害被害者を調者を調者を調者を調

査するのも、全国査するのも、全国査するのも、全国査するのも、全国的的的的にも奈良県がにも奈良県がにも奈良県がにも奈良県が独独独独自自自自ににににややややっていただいたと思っています。もう一つは、っていただいたと思っています。もう一つは、っていただいたと思っています。もう一つは、っていただいたと思っています。もう一つは、

２年ほど前ですか、環境２年ほど前ですか、環境２年ほど前ですか、環境２年ほど前ですか、環境暴露暴露暴露暴露のののの実実実実態態態態をよりをよりをよりをより詳詳詳詳しく調しく調しく調しく調べべべべようということで、地元のようということで、地元のようということで、地元のようということで、地元の自治自治自治自治体体体体とととと

かかかか学学学学者とか、議員などを入れまして、できれば健者とか、議員などを入れまして、できれば健者とか、議員などを入れまして、できれば健者とか、議員などを入れまして、できれば健康康康康被害被害被害被害の原の原の原の原因因因因にににに迫迫迫迫れるような調査をれるような調査をれるような調査をれるような調査をややややろろろろ

うと検討委員会がつくられました。その中で、うと検討委員会がつくられました。その中で、うと検討委員会がつくられました。その中で、うと検討委員会がつくられました。その中で、空空空空気感気感気感気感染染染染といったらいいのですか、環境といったらいいのですか、環境といったらいいのですか、環境といったらいいのですか、環境暴暴暴暴

露露露露だから、だから、だから、だから、工場工場工場工場の内部での内部での内部での内部で働働働働いていたいていたいていたいていた労労労労働働働働者の健者の健者の健者の健康康康康被害被害被害被害のののの実実実実態態態態を調を調を調を調べべべべよう、よう、よう、よう、退退退退職者も含めて職者も含めて職者も含めて職者も含めて

調調調調べべべべようと２ようと２ようと２ようと２工場工場工場工場にににに協協協協力力力力依依依依頼頼頼頼をしたのですけれども、をしたのですけれども、をしたのですけれども、をしたのですけれども、協協協協力を力を力を力を得得得得られなかったので、それなられなかったので、それなられなかったので、それなられなかったので、それな

らば、らば、らば、らば、工場工場工場工場周辺の１周辺の１周辺の１周辺の１キキキキロメートルロメートルロメートルロメートル以内の、地元の以内の、地元の以内の、地元の以内の、地元の自治自治自治自治体体体体に調査のに調査のに調査のに調査の協協協協力を力を力を力を得得得得て環境て環境て環境て環境暴露暴露暴露暴露のののの可可可可

能性能性能性能性のあるのあるのあるのある人人人人、３、３、３、３，，，，３３３３３３３３７７７７人人人人をををを選選選選びびびび出して、その出して、その出して、その出して、その人人人人たたたたちちちちの健の健の健の健康康康康被害被害被害被害のののの実実実実態態態態をををを詳詳詳詳しく調しく調しく調しく調べべべべてててて

いこうと。いこうと。いこうと。いこうと。最最最最初初初初の目の目の目の目的的的的は、健は、健は、健は、健康康康康被害被害被害被害をなくすという検討委員会であったので、３をなくすという検討委員会であったので、３をなくすという検討委員会であったので、３をなくすという検討委員会であったので、３，，，，３３３３３３３３７７７７

人人人人をきっをきっをきっをきっちちちちりりりり見見見見守守守守っていこう、向かいっていこう、向かいっていこう、向かいっていこう、向かい合合合合っていこうというっていこうというっていこうというっていこうという趣旨趣旨趣旨趣旨で検討委員会がつくられて、で検討委員会がつくられて、で検討委員会がつくられて、で検討委員会がつくられて、

その報告をその報告をその報告をその報告を受受受受けてこのけてこのけてこのけてこの間間間間あったと思っています。３あったと思っています。３あったと思っています。３あったと思っています。３，，，，３３３３３３３３７７７７人人人人に環境に環境に環境に環境省省省省の健の健の健の健康康康康リリリリスクスクスクスク調査調査調査調査

にににに参参参参加してくださいと、第１回目の呼加してくださいと、第１回目の呼加してくださいと、第１回目の呼加してくださいと、第１回目の呼びびびびかけをしたところが５００かけをしたところが５００かけをしたところが５００かけをしたところが５００人人人人前前前前後後後後がががが応募応募応募応募しました。しました。しました。しました。

残残残残りが２りが２りが２りが２，８，８，８，８００００００００人余人余人余人余りですけれども、これだけ全国りですけれども、これだけ全国りですけれども、これだけ全国りですけれども、これだけ全国的的的的に注目している取りに注目している取りに注目している取りに注目している取り組み組み組み組みが１回でが１回でが１回でが１回で

終終終終わっているのかどうか。２わっているのかどうか。２わっているのかどうか。２わっているのかどうか。２，８，８，８，８００００００００人残人残人残人残っているのですよ。そういうことも含めて、今っているのですよ。そういうことも含めて、今っているのですよ。そういうことも含めて、今っているのですよ。そういうことも含めて、今

の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みのののの現状現状現状現状をををを教教教教えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。

○中川環境政策課長○中川環境政策課長○中川環境政策課長○中川環境政策課長 今、副委員長から言われたように、調査委員会で３今、副委員長から言われたように、調査委員会で３今、副委員長から言われたように、調査委員会で３今、副委員長から言われたように、調査委員会で３，，，，３３３３３３３３７７７７人人人人を対を対を対を対

象象象象とすることになりました。その対とすることになりました。その対とすることになりました。その対とすることになりました。その対象象象象のののの方方方方、３、３、３、３，，，，３３３３３３３３７７７７名に昨年名に昨年名に昨年名に昨年度度度度、、、、戸戸戸戸別別別別訪訪訪訪問問問問をいたしまをいたしまをいたしまをいたしま

して、して、して、して、受受受受診勧奨診勧奨診勧奨診勧奨をいたしました。その結果、今副委員長がおをいたしました。その結果、今副委員長がおをいたしました。その結果、今副委員長がおをいたしました。その結果、今副委員長がお述述述述べべべべいただきましたが、５５いただきましたが、５５いただきましたが、５５いただきましたが、５５

３名の３名の３名の３名の方方方方がががが受受受受診診診診をををを希望希望希望希望され、昨年され、昨年され、昨年され、昨年度度度度、平成２、平成２、平成２、平成２４４４４年年年年度度度度にはにはにはには８８８８７７７７名の名の名の名の方方方方ががががリリリリスクスクスクスク調査を調査を調査を調査を受受受受診診診診しししし

ていただきました。今年ていただきました。今年ていただきました。今年ていただきました。今年度度度度は、は、は、は、現在現在現在現在、、、、受受受受けけけけ付付付付けをしておりますけれども、けをしておりますけれども、けをしておりますけれども、けをしておりますけれども、８８８８月３１日月３１日月３１日月３１日現在現在現在現在、、、、

１２１２１２１２４４４４名の名の名の名の方々方々方々方々がががが受受受受診診診診、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは受受受受診診診診予約予約予約予約していただいているしていただいているしていただいているしていただいている状況状況状況状況でございます。今回、でございます。今回、でございます。今回、でございます。今回、
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調査対調査対調査対調査対象象象象者３者３者３者３，，，，３３３３３３３３７７７７名のう名のう名のう名のうちちちち、まだ調査、まだ調査、まだ調査、まだ調査票票票票が回が回が回が回収収収収できていない、１できていない、１できていない、１できていない、１８４８４８４８４名の名の名の名の方方方方に対し早に対し早に対し早に対し早

急急急急にににに再再再再度度度度案内をするなどして、健案内をするなどして、健案内をするなどして、健案内をするなどして、健康康康康リリリリスクスクスクスク調査調査調査調査へへへへのののの受受受受診勧奨診勧奨診勧奨診勧奨を行いたいとを行いたいとを行いたいとを行い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。

今今今今後後後後ともともともとも引引引引きききき続続続続き、健き、健き、健き、健康康康康リリリリスクスクスクスク調査の調査の調査の調査の受受受受診診診診者者者者増増増増加に向け、加に向け、加に向け、加に向け、啓啓啓啓発あるいは発あるいは発あるいは発あるいは勧奨勧奨勧奨勧奨をををを続続続続けていけていけていけてい

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。以上です。えております。以上です。えております。以上です。えております。以上です。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 そのそのそのその持持持持っている意っている意っている意っている意味味味味というか、というか、というか、というか、担担担担当者として、この３当者として、この３当者として、この３当者として、この３，，，，３３３３３３３３７７７７人人人人を一を一を一を一人人人人

一一一一人人人人戸戸戸戸別別別別訪訪訪訪問問問問でででで声声声声をかけていくという、をかけていくという、をかけていくという、をかけていくという、戸戸戸戸別別別別訪訪訪訪問問問問することはすごく踏することはすごく踏することはすごく踏することはすごく踏みみみみ込込込込んだ対んだ対んだ対んだ対応応応応だと思だと思だと思だと思

っているのだけれども、今のっているのだけれども、今のっているのだけれども、今のっているのだけれども、今の段段段段階階階階では、まだ一では、まだ一では、まだ一では、まだ一巡巡巡巡していないという、１していないという、１していないという、１していないという、１８４８４８４８４名からまだ回名からまだ回名からまだ回名からまだ回

答答答答をををを得得得得ていないとていないとていないとていないと聞聞聞聞こえたのです。それならば、まだこえたのです。それならば、まだこえたのです。それならば、まだこえたのです。それならば、まだ考考考考えていますとか、環境えていますとか、環境えていますとか、環境えていますとか、環境リリリリスクスクスクスク調査調査調査調査

にににに参参参参加するのを加するのを加するのを加するのを迷迷迷迷っているっているっているっている方方方方とか、もう要らないというとか、もう要らないというとか、もう要らないというとか、もう要らないという人人人人とか、今すとか、今すとか、今すとか、今すぐ参ぐ参ぐ参ぐ参加したい加したい加したい加したい人人人人とか、とか、とか、とか、

いろいろないろいろないろいろないろいろな方方方方がいると思うのです。それを１がいると思うのです。それを１がいると思うのです。それを１がいると思うのです。それを１度度度度だけでだけでだけでだけで終終終終わってしまうのではなしに、環境わってしまうのではなしに、環境わってしまうのではなしに、環境わってしまうのではなしに、環境

リリリリスクスクスクスク調査というのは１調査というのは１調査というのは１調査というのは１度度度度受受受受けたけたけたけた方方方方はははは毎毎毎毎年年年年ずずずずっとっとっとっと受受受受けるのです。それだけ大事なところにけるのです。それだけ大事なところにけるのです。それだけ大事なところにけるのです。それだけ大事なところに

参参参参加するのだという加するのだという加するのだという加するのだという訴訴訴訴えも含めて、３えも含めて、３えも含めて、３えも含めて、３，，，，３３３３３３３３７７７７人人人人という分という分という分という分母母母母はすごく大事なはすごく大事なはすごく大事なはすごく大事な数数数数です。３です。３です。３です。３，，，，

３３３３３３３３７７７７人人人人も地元のも地元のも地元のも地元の自治自治自治自治体体体体にににに協協協協力を力を力を力を得得得得るのにるのにるのにるのにアスベストアスベストアスベストアスベスト被害被害被害被害実実実実態態態態調査検討委員会ですごく調査検討委員会ですごく調査検討委員会ですごく調査検討委員会ですごく難難難難

儀儀儀儀したのです。今までだったらそういうところまでしないのです。それをしたのです。今までだったらそういうところまでしないのです。それをしたのです。今までだったらそういうところまでしないのです。それをしたのです。今までだったらそういうところまでしないのです。それをややややっていただいっていただいっていただいっていただい

た、た、た、た、貴貴貴貴重な重な重な重な協協協協力の結果を大事に力の結果を大事に力の結果を大事に力の結果を大事に使使使使ってほしい。一通りってほしい。一通りってほしい。一通りってほしい。一通りややややりましたということではなしに、りましたということではなしに、りましたということではなしに、りましたということではなしに、

このこのこのこの数数数数をどうさばいていくのかが、奈良県の環境をどうさばいていくのかが、奈良県の環境をどうさばいていくのかが、奈良県の環境をどうさばいていくのかが、奈良県の環境政策政策政策政策の一つの大きなの一つの大きなの一つの大きなの一つの大きな柱柱柱柱だと思うので、もだと思うので、もだと思うので、もだと思うので、も

う１う１う１う１度度度度決決決決意だけ意だけ意だけ意だけ述述述述べべべべてください。てください。てください。てください。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 副委員長にもお入りをいただいて、副委員長にもお入りをいただいて、副委員長にもお入りをいただいて、副委員長にもお入りをいただいて、我我我我 々々々々、、、、疫疫疫疫学学学学

的的的的知知知知見見見見をををを得得得得たいということで、２年たいということで、２年たいということで、２年たいということで、２年間間間間、検討の、検討の、検討の、検討のみみみみならならならならずずずず、事業、事業、事業、事業所所所所にもにもにもにもアクアクアクアクシシシショョョョンンンンをををを起起起起こさこさこさこさ

せていただきまして、それも含めて議せていただきまして、それも含めて議せていただきまして、それも含めて議せていただきまして、それも含めて議論論論論をしていただきました。その結果、をしていただきました。その結果、をしていただきました。その結果、をしていただきました。その結果、紆紆紆紆余余余余曲折曲折曲折曲折はあはあはあはあ

りましたけれど、りましたけれど、りましたけれど、りましたけれど、王王王王寺寺寺寺町町町町、、、、斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町、平、平、平、平群群群群町町町町、、、、三郷三郷三郷三郷町町町町のののの４町４町４町４町にもにもにもにも協協協協力をいただいてたどり力をいただいてたどり力をいただいてたどり力をいただいてたどり着着着着

いた結果が、先ほど副委員長がおっしいた結果が、先ほど副委員長がおっしいた結果が、先ほど副委員長がおっしいた結果が、先ほど副委員長がおっしゃゃゃゃっていただいた、昭っていただいた、昭っていただいた、昭っていただいた、昭和４和４和４和４６６６６年以前にお年以前にお年以前にお年以前にお住住住住まいのまいのまいのまいの半半半半

径径径径１１１１キキキキロメートルロメートルロメートルロメートルのののの範囲範囲範囲範囲内の内の内の内の方方方方を対を対を対を対象象象象にということで、３にということで、３にということで、３にということで、３，，，，３３３３３３３３７７７７名の名の名の名の方方方方に全てに全てに全てに全て直接直接直接直接お会お会お会お会

いをしていをしていをしていをして面談面談面談面談をさせていただいて、をさせていただいて、をさせていただいて、をさせていただいて、趣旨趣旨趣旨趣旨をごをごをごをご説説説説明し明し明し明し納得納得納得納得していただいた上で、していただいた上で、していただいた上で、していただいた上で、受受受受診診診診のののの勧奨勧奨勧奨勧奨

の意向をおの意向をおの意向をおの意向をお聞聞聞聞きしたという形でございます。調査きしたという形でございます。調査きしたという形でございます。調査きしたという形でございます。調査票票票票未未未未回回回回収収収収の１の１の１の１８４８４８４８４名の名の名の名の方方方方の中にはの中にはの中にはの中には不在不在不在不在等等等等

でお会いできていないでお会いできていないでお会いできていないでお会いできていない方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃいますがまいますがまいますがまいますがまずずずずこれをこれをこれをこれを優優優優先に、３先に、３先に、３先に、３，，，，３３３３３３３３７７７７人人人人全ての全ての全ての全ての方方方方

にににに趣旨趣旨趣旨趣旨をおをおをおをお話話話話させていただいて、ごさせていただいて、ごさせていただいて、ごさせていただいて、ご協協協協力なり、力なり、力なり、力なり、受受受受診診診診のののの勧奨勧奨勧奨勧奨をしたいと思っております。をしたいと思っております。をしたいと思っております。をしたいと思っております。

予算予算予算予算の事業の事業の事業の事業説説説説明のときにもさせていただきましたけれども、明のときにもさせていただきましたけれども、明のときにもさせていただきましたけれども、明のときにもさせていただきましたけれども、継継継継続続続続してしてしてして受受受受診勧奨診勧奨診勧奨診勧奨ははははややややらせらせらせらせ

ていただきたいと思っています。ていただきたいと思っています。ていただきたいと思っています。ていただきたいと思っています。私私私私もももも参参参参画画画画させていただいていましたので、２年させていただいていましたので、２年させていただいていましたので、２年させていただいていましたので、２年間間間間の検討の検討の検討の検討

結果のその重きというのを十分理結果のその重きというのを十分理結果のその重きというのを十分理結果のその重きというのを十分理解解解解した上で対した上で対した上で対した上で対応応応応をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考考考考えております。以上えております。以上えております。以上えております。以上
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でございます。でございます。でございます。でございます。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 ありがとうございます。高ありがとうございます。高ありがとうございます。高ありがとうございます。高度度度度成長成長成長成長時時時時代の代の代の代のツケツケツケツケといったらいいのですか、といったらいいのですか、といったらいいのですか、といったらいいのですか、

それにきっそれにきっそれにきっそれにきっちちちちりと向かいあえるそういうりと向かいあえるそういうりと向かいあえるそういうりと向かいあえるそういう自治自治自治自治体体体体になったらいいと思っていますので、よろになったらいいと思っていますので、よろになったらいいと思っていますので、よろになったらいいと思っていますので、よろ

しくお願いいたします。以上です。しくお願いいたします。以上です。しくお願いいたします。以上です。しくお願いいたします。以上です。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 ほかには質ほかには質ほかには質ほかには質問問問問はありませんね。はありませんね。はありませんね。はありませんね。

これをもってくらし創造部、景観環境局、警察本部の審査をこれをもってくらし創造部、景観環境局、警察本部の審査をこれをもってくらし創造部、景観環境局、警察本部の審査をこれをもってくらし創造部、景観環境局、警察本部の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。

午午午午後後後後１１１１時時時時より、健より、健より、健より、健康康康康福祉福祉福祉福祉部、こども・部、こども・部、こども・部、こども・女女女女性性性性局、局、局、局、医療医療医療医療政策政策政策政策部の審査を行いますので、よろ部の審査を行いますので、よろ部の審査を行いますので、よろ部の審査を行いますので、よろ

しくお願いします。それでは、しばらくしくお願いします。それでは、しばらくしくお願いします。それでは、しばらくしくお願いします。それでは、しばらく休憩休憩休憩休憩します。ごします。ごします。ごします。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。

１１：１３分１１：１３分１１：１３分１１：１３分 休憩休憩休憩休憩

１３：０２分１３：０２分１３：０２分１３：０２分 再再再再開開開開


