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

＜総括＞＜総括＞＜総括＞＜総括＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年１０月２日（水） １３：０２～１５：０１平成２５年１０月２日（水） １３：０２～１５：０１平成２５年１０月２日（水） １３：０２～１５：０１平成２５年１０月２日（水） １３：０２～１５：０１

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 荒井 知事荒井 知事荒井 知事荒井 知事

奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事

松谷 副知事松谷 副知事松谷 副知事松谷 副知事

前田 副知事前田 副知事前田 副知事前田 副知事

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

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長

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

久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長

江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長

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

高城 医療政策部長高城 医療政策部長高城 医療政策部長高城 医療政策部長

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

中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長

福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長
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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

冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長

長岡 水道局長長岡 水道局長長岡 水道局長長岡 水道局長

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

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 ただいまから、会議を開催します。午前に引き続き、安井委員は少しおただいまから、会議を開催します。午前に引き続き、安井委員は少しおただいまから、会議を開催します。午前に引き続き、安井委員は少しおただいまから、会議を開催します。午前に引き続き、安井委員は少しお

くれるということでございますのでよろしくお願いします。くれるということでございますのでよろしくお願いします。くれるということでございますのでよろしくお願いします。くれるということでございますのでよろしくお願いします。

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

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

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 荒井知事におかれましては、いつも丁寧にお答えいただいており、ありが荒井知事におかれましては、いつも丁寧にお答えいただいており、ありが荒井知事におかれましては、いつも丁寧にお答えいただいており、ありが荒井知事におかれましては、いつも丁寧にお答えいただいており、ありが

たく思っております。きょうは、１点要望と２点質問をさせていただきたいと思いますのたく思っております。きょうは、１点要望と２点質問をさせていただきたいと思いますのたく思っております。きょうは、１点要望と２点質問をさせていただきたいと思いますのたく思っております。きょうは、１点要望と２点質問をさせていただきたいと思いますの

で、きょうもご丁寧にお答えいただければと思っております。で、きょうもご丁寧にお答えいただければと思っております。で、きょうもご丁寧にお答えいただければと思っております。で、きょうもご丁寧にお答えいただければと思っております。

要望は、県立大学における給付型奨学金制度の創設でありまして、これも午前中の審議要望は、県立大学における給付型奨学金制度の創設でありまして、これも午前中の審議要望は、県立大学における給付型奨学金制度の創設でありまして、これも午前中の審議要望は、県立大学における給付型奨学金制度の創設でありまして、これも午前中の審議

でも述べさせていただきましたが、今、国公立大学の授業料が非常に高くなってきており、でも述べさせていただきましたが、今、国公立大学の授業料が非常に高くなってきており、でも述べさせていただきましたが、今、国公立大学の授業料が非常に高くなってきており、でも述べさせていただきましたが、今、国公立大学の授業料が非常に高くなってきており、

私が学生時代、新聞奨学生で苦労して学費を捻出したころは４０万円程度だったわけです私が学生時代、新聞奨学生で苦労して学費を捻出したころは４０万円程度だったわけです私が学生時代、新聞奨学生で苦労して学費を捻出したころは４０万円程度だったわけです私が学生時代、新聞奨学生で苦労して学費を捻出したころは４０万円程度だったわけです

が、県立大学の場合、今は、初年度が、県立大学の場合、今は、初年度が、県立大学の場合、今は、初年度が、県立大学の場合、今は、初年度納納納納付金、授業料で５３万５付金、授業料で５３万５付金、授業料で５３万５付金、授業料で５３万５，８，８，８，８００円、００円、００円、００円、入入入入学金でいい学金でいい学金でいい学金でいい

ますと、県ますと、県ますと、県ますと、県内内内内で１で１で１で１７７７７万万万万６，６，６，６，０００円、県０００円、県０００円、県０００円、県外外外外は３５万２は３５万２は３５万２は３５万２，，，，０００円と０００円と０００円と０００円と８８８８８８８８万円を万円を万円を万円を超超超超えるえるえるえる状況状況状況状況

です。県立医です。県立医です。県立医です。県立医科科科科大学でいいますと、大学でいいますと、大学でいいますと、大学でいいますと、入入入入学金はもう少し高いです。こういった中、奨学金を学金はもう少し高いです。こういった中、奨学金を学金はもう少し高いです。こういった中、奨学金を学金はもう少し高いです。こういった中、奨学金を

受受受受給する学生が５０給する学生が５０給する学生が５０給する学生が５０％％％％をををを超超超超えるえるえるえる状況状況状況状況ですので、ですので、ですので、ですので、意欲意欲意欲意欲のある学生、そして奈良県でのある学生、そして奈良県でのある学生、そして奈良県でのある学生、そして奈良県で卒卒卒卒業業業業後後後後しししし

っかりとっかりとっかりとっかりと役割役割役割役割をををを果果果果たしてもらえる学生については、県が給付型の奨学金を創設してたしてもらえる学生については、県が給付型の奨学金を創設してたしてもらえる学生については、県が給付型の奨学金を創設してたしてもらえる学生については、県が給付型の奨学金を創設して応援応援応援応援すすすす

ることもることもることもることも必必必必要ではないかと思いますので、要ではないかと思いますので、要ではないかと思いますので、要ではないかと思いますので、ぜひぜひぜひぜひ、前、前、前、前向向向向きにきにきにきに検討検討検討検討していただきたいというこしていただきたいというこしていただきたいというこしていただきたいというこ

とを要望しておきます。とを要望しておきます。とを要望しておきます。とを要望しておきます。

質問に質問に質問に質問に入入入入りますが、１点りますが、１点りますが、１点りますが、１点目目目目は、県は、県は、県は、県営プール跡営プール跡営プール跡営プール跡地地地地へへへへののののホテル誘致ホテル誘致ホテル誘致ホテル誘致のののの件件件件でございます。これでございます。これでございます。これでございます。これ

は、本会議でもは、本会議でもは、本会議でもは、本会議でも何何何何度か度か度か度か取取取取りりりり上げ上げ上げ上げてきました。てきました。てきました。てきました。経過経過経過経過からいいますと、２０１０年に行われるからいいますと、２０１０年に行われるからいいますと、２０１０年に行われるからいいますと、２０１０年に行われる

平城平城平城平城遷都遷都遷都遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭にににに宿泊施宿泊施宿泊施宿泊施設が設が設が設が必必必必要ということで、要ということで、要ということで、要ということで、計画計画計画計画がががが浮上浮上浮上浮上したのは２００したのは２００したのは２００したのは２００８８８８年の年の年の年の
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年年年年末末末末だったと思います。そのだったと思います。そのだったと思います。そのだったと思います。その後後後後、県、県、県、県営プール営プール営プール営プールはははは解体撤去解体撤去解体撤去解体撤去したもののしたもののしたもののしたもののホテルホテルホテルホテル立地には立地には立地には立地には結び結び結び結びつつつつ

かなかったので、２０１２年にかなかったので、２０１２年にかなかったので、２０１２年にかなかったので、２０１２年に再再再再度度度度隣接隣接隣接隣接する警察する警察する警察する警察署署署署をををを移転移転移転移転させてさせてさせてさせて敷敷敷敷地を大きく地を大きく地を大きく地を大きく確確確確保して、保して、保して、保して、

商商商商業業業業施施施施設設設設やややや大型大型大型大型ターミナルターミナルターミナルターミナルも兼も兼も兼も兼ねねねねたたたたホテルホテルホテルホテルをををを核核核核としたにとしたにとしたにとしたにぎぎぎぎわいづくりがわいづくりがわいづくりがわいづくりが計画計画計画計画されましたが、されましたが、されましたが、されましたが、

これもこれもこれもこれも不調不調不調不調にににに終終終終わりました。平成２５年２月議会のときに、わりました。平成２５年２月議会のときに、わりました。平成２５年２月議会のときに、わりました。平成２５年２月議会のときに、天天天天平時代の平時代の平時代の平時代のテーテーテーテーマ性をマ性をマ性をマ性を持持持持ったったったった

ににににぎぎぎぎわいわいわいわい空間空間空間空間づくりということでづくりということでづくりということでづくりということで計画計画計画計画をされ、これが進をされ、これが進をされ、これが進をされ、これが進むむむむのかと思いきのかと思いきのかと思いきのかと思いきやややや、今、今、今、今般般般般、、、、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ

奈良奈良奈良奈良放送放送放送放送会会会会館館館館をををを拠拠拠拠点にしたに点にしたに点にしたに点にしたにぎぎぎぎわいわいわいわい空間空間空間空間もももも検討検討検討検討するとなってきております。部局するとなってきております。部局するとなってきております。部局するとなってきております。部局別別別別審査の審査の審査の審査の

時には、２０２０年の時には、２０２０年の時には、２０２０年の時には、２０２０年のオリオリオリオリンンンンピックピックピックピックまでにはまでにはまでにはまでには何何何何とかするというとかするというとかするというとかするという話話話話も答も答も答も答弁弁弁弁されていましたが、されていましたが、されていましたが、されていましたが、

これだけ二これだけ二これだけ二これだけ二転転転転、、、、三転三転三転三転してどしてどしてどしてどんんんんどどどどん先延ん先延ん先延ん先延ばしになるとばしになるとばしになるとばしになると計画計画計画計画をををを変更変更変更変更するたするたするたするたびびびびに設に設に設に設計計計計からからからから何何何何からからからから

県費を県費を県費を県費を使使使使ってってってって絵絵絵絵をををを描描描描いて、もうかれこれ５年たっているいて、もうかれこれ５年たっているいて、もうかれこれ５年たっているいて、もうかれこれ５年たっ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。

宿泊宿泊宿泊宿泊する観光する観光する観光する観光客客客客ははははふふふふえてほしいと願っているわけですが、ただ、奈良県のえてほしいと願っているわけですが、ただ、奈良県のえてほしいと願っているわけですが、ただ、奈良県のえてほしいと願っているわけですが、ただ、奈良県の魅力魅力魅力魅力をををを輝輝輝輝かせかせかせかせ

て、奈良県にしかないて、奈良県にしかないて、奈良県にしかないて、奈良県にしかない魅力魅力魅力魅力をををを実感実感実感実感して、奈良県にして、奈良県にして、奈良県にして、奈良県に泊泊泊泊まりがけで行きたいと思う観光まりがけで行きたいと思う観光まりがけで行きたいと思う観光まりがけで行きたいと思う観光客客客客ががががふふふふ

えないことには、えないことには、えないことには、えないことには、ホテルホテルホテルホテルののののニーズニーズニーズニーズも生まれてこないのではないかと思っているわけです。も生まれてこないのではないかと思っているわけです。も生まれてこないのではないかと思っているわけです。も生まれてこないのではないかと思っているわけです。

それで今それで今それで今それで今回回回回、、、、ホテル誘致ホテル誘致ホテル誘致ホテル誘致をををを追追追追い続けることが本い続けることが本い続けることが本い続けることが本当当当当にいいのか。県にいいのか。県にいいのか。県にいいのか。県民民民民のののの財財財財産でもある県産でもある県産でもある県産でもある県有有有有地地地地

が５年が５年が５年が５年近近近近くくくく放置放置放置放置されているわけですから、そういう点では思いされているわけですから、そういう点では思いされているわけですから、そういう点では思いされているわけですから、そういう点では思い切切切切って、このって、このって、このって、この計画計画計画計画を一からを一からを一からを一から

見直見直見直見直し、し、し、し、宿泊施宿泊施宿泊施宿泊施設として設として設として設として実実実実らない原らない原らない原らない原因因因因はははは何何何何かもしっかりかもしっかりかもしっかりかもしっかり分析分析分析分析をするをするをするをする必必必必要があると思ってい要があると思ってい要があると思ってい要があると思ってい

ます。ます。ます。ます。

このこのこのこの間間間間、、、、猿沢荘猿沢荘猿沢荘猿沢荘もももも閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖しましたし、また、しましたし、また、しましたし、また、しましたし、また、猿沢池周辺猿沢池周辺猿沢池周辺猿沢池周辺のののの老舗旅館老舗旅館老舗旅館老舗旅館がががが閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖するというするというするというするという状況状況状況状況

もありますので、なおさらこういうもありますので、なおさらこういうもありますので、なおさらこういうもありますので、なおさらこういう分析分析分析分析が要るのではないのか。これまで県のが要るのではないのか。これまで県のが要るのではないのか。これまで県のが要るのではないのか。これまで県の分析分析分析分析は、は、は、は、ホホホホ

テルテルテルテルが少ないからが少ないからが少ないからが少ないから宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客が少ないというが少ないというが少ないというが少ないという分析分析分析分析だったと思います。もう少しだったと思います。もう少しだったと思います。もう少しだったと思います。もう少し違違違違うところも原うところも原うところも原うところも原

因因因因としてとしてとしてとして掘掘掘掘りりりり下げ下げ下げ下げるるるる必必必必要があると要があると要があると要があると考考考考えている一えている一えている一えている一人人人人ですので、その点のですので、その点のですので、その点のですので、その点の考考考考えをお聞きしておえをお聞きしておえをお聞きしておえをお聞きしてお

きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

２点２点２点２点目目目目は、は、は、は、世界遺世界遺世界遺世界遺産であります産であります産であります産であります春春春春日山原日山原日山原日山原始始始始林、あるいは東大林、あるいは東大林、あるいは東大林、あるいは東大寺史跡寺史跡寺史跡寺史跡をををを有有有有しますしますしますします若草若草若草若草山に山に山に山に

モノレールモノレールモノレールモノレールを設を設を設を設置置置置するするするする計画計画計画計画についてです。この問についてです。この問についてです。この問についてです。この問題題題題は本会議でもは本会議でもは本会議でもは本会議でも取取取取りりりり上げ上げ上げ上げさせていただきさせていただきさせていただきさせていただき

ました。私はこのました。私はこのました。私はこのました。私はこの春春春春日山原日山原日山原日山原始始始始林は林は林は林は古古古古くから原くから原くから原くから原始的始的始的始的なななな信仰信仰信仰信仰をををを結ん結ん結ん結んで、そので、そので、そので、その魅力魅力魅力魅力がががが評価評価評価評価をされをされをされをされ

てててて世界遺世界遺世界遺世界遺産になったという産になったという産になったという産になったという経過経過経過経過も述べながら荒井知事のも述べながら荒井知事のも述べながら荒井知事のも述べながら荒井知事の考考考考えを問うたわけですが、今えを問うたわけですが、今えを問うたわけですが、今えを問うたわけですが、今回回回回、、、、

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で委員会で委員会で委員会で改め改め改め改めてお聞きしたいのが、東大てお聞きしたいのが、東大てお聞きしたいのが、東大てお聞きしたいのが、東大寺史跡寺史跡寺史跡寺史跡ののののコアゾーコアゾーコアゾーコアゾーンンンンやややや、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは春春春春

日山原日山原日山原日山原始始始始林の林の林の林のコアゾーコアゾーコアゾーコアゾーンにおけるンにおけるンにおけるンにおける重重重重大な大な大な大な現状変更現状変更現状変更現状変更、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはバッファゾーバッファゾーバッファゾーバッファゾーンにおけるンにおけるンにおけるンにおける現状現状現状現状

変更変更変更変更にににに当当当当たるのではないかということから、たるのではないかということから、たるのではないかということから、たるのではないかということから、世界遺世界遺世界遺世界遺産産産産条約履条約履条約履条約履行のた行のた行のた行のためめめめのののの作作作作業業業業指針指針指針指針でいわれでいわれでいわれでいわれ

ているているているている現状変更現状変更現状変更現状変更にににに対対対対するするするする世界遺世界遺世界遺世界遺産委員会産委員会産委員会産委員会へへへへのののの通通通通知が知が知が知が必必必必要ではないかと要ではないかと要ではないかと要ではないかと考考考考えているものです。えているものです。えているものです。えているものです。

世界遺世界遺世界遺世界遺産産産産条約履条約履条約履条約履行のた行のた行のた行のためめめめのののの作作作作業業業業指針指針指針指針によりますと、１によりますと、１によりますと、１によりますと、１７７７７２２２２項項項項でででで資資資資産の産の産の産の顕著顕著顕著顕著なななな普遍的価値普遍的価値普遍的価値普遍的価値にににに
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影影影影響響響響するするするする可能可能可能可能性のある大性のある大性のある大性のある大規模規模規模規模なななな復元復元復元復元または新または新または新または新規工規工規工規工事を事を事を事を実施実施実施実施またはまたはまたはまたは許可許可許可許可する場合は、そのする場合は、そのする場合は、そのする場合は、その旨旨旨旨

を委員会にを委員会にを委員会にを委員会に通通通通知するよう要知するよう要知するよう要知するよう要請請請請するとなっています。また、さらにできるだけするとなっています。また、さらにできるだけするとなっています。また、さらにできるだけするとなっています。また、さらにできるだけ早早早早いいいい段階段階段階段階で、で、で、で、

例えば例えば例えば例えば計画計画計画計画・設・設・設・設計計計計をををを起草起草起草起草する前に、する前に、する前に、する前に、変更不可能変更不可能変更不可能変更不可能なななな決決決決定を行う前の定を行う前の定を行う前の定を行う前の段階段階段階段階でででで通通通通知することが知することが知することが知することが求求求求

めめめめられているとあるわけです。られているとあるわけです。られているとあるわけです。られているとあるわけです。

午前中の審議では、午前中の審議では、午前中の審議では、午前中の審議では、文化財文化財文化財文化財保保保保護法や古都護法や古都護法や古都護法や古都保保保保存法存法存法存法など国など国など国など国内法内法内法内法ををををクリアクリアクリアクリアすればすればすればすれば報告報告報告報告のののの義義義義務は務は務は務は

ないという県の立場がないという県の立場がないという県の立場がないという県の立場が示示示示されました。しかしされました。しかしされました。しかしされました。しかし実際実際実際実際にににに世界世界世界世界にににに目目目目をををを向向向向けますと、国けますと、国けますと、国けますと、国内法内法内法内法ははははクリクリクリクリ

アアアアをして、国をして、国をして、国をして、国民民民民のののの世論世論世論世論もももも多数多数多数多数でででで建建建建設された、例えば２００４年に設された、例えば２００４年に設された、例えば２００４年に設された、例えば２００４年に世界遺世界遺世界遺世界遺産産産産登録登録登録登録されました、されました、されました、されました、

ドイツドイツドイツドイツののののドレスデドレスデドレスデドレスデン・ン・ン・ン・エルベ渓エルベ渓エルベ渓エルベ渓谷に谷に谷に谷に渋滞解消渋滞解消渋滞解消渋滞解消のたのたのたのためめめめにににに必必必必要だと、要だと、要だと、要だと、住民投票住民投票住民投票住民投票まで行って、まで行って、まで行って、まで行って、６６６６

７．７．７．７．９９９９％％％％のののの住民住民住民住民がががが賛賛賛賛成をしたとのことで成をしたとのことで成をしたとのことで成をしたとのことで橋橋橋橋をををを建建建建設しましたが、これが、５年設しましたが、これが、５年設しましたが、これが、５年設しましたが、これが、５年後後後後に景観をに景観をに景観をに景観を損損損損

ねねねねるるるる橋橋橋橋をををを建建建建設したということで、２００９年に設したということで、２００９年に設したということで、２００９年に設したということで、２００９年に世界遺世界遺世界遺世界遺産産産産リスリスリスリストからトからトからトから削除削除削除削除されたという例がされたという例がされたという例がされたという例が

あります。ですから、国あります。ですから、国あります。ですから、国あります。ですから、国内法内法内法内法ををををクリアクリアクリアクリアしてしてしてして住民住民住民住民がががが圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的にににに賛賛賛賛成だと言ったとしても、成だと言ったとしても、成だと言ったとしても、成だと言ったとしても、世界世界世界世界

遺遺遺遺産産産産リスリスリスリストからトからトからトから削除削除削除削除された例もあるわけで、その点では、本された例もあるわけで、その点では、本された例もあるわけで、その点では、本された例もあるわけで、その点では、本当当当当にににに慎慎慎慎重重重重に進に進に進に進めめめめるるるる必必必必要があり、要があり、要があり、要があり、

計画計画計画計画をををを見直見直見直見直すすすす必必必必要があると要があると要があると要があると考考考考えているわけですが、その点、えているわけですが、その点、えているわけですが、その点、えているわけですが、その点、世界遺世界遺世界遺世界遺産委員会産委員会産委員会産委員会へへへへのののの報告義報告義報告義報告義務務務務

が生が生が生が生じじじじないのかどうか、こういう観点からお聞きをしたいと思います。ないのかどうか、こういう観点からお聞きをしたいと思います。ないのかどうか、こういう観点からお聞きをしたいと思います。ないのかどうか、こういう観点からお聞きをしたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 ご要望でございました県立大学の奨学金はご要望でございました県立大学の奨学金はご要望でございました県立大学の奨学金はご要望でございました県立大学の奨学金は割割割割と大事なことだと思っておりまと大事なことだと思っておりまと大事なことだと思っておりまと大事なことだと思っておりま

す。答えではなく、す。答えではなく、す。答えではなく、す。答えではなく、感感感感想想想想をををを申申申申し述べさせていただきます。し述べさせていただきます。し述べさせていただきます。し述べさせていただきます。

県県県県営プール跡営プール跡営プール跡営プール跡地の地の地の地のホテルホテルホテルホテルなどのなどのなどのなどの件件件件でございますが、あそこをでございますが、あそこをでございますが、あそこをでございますが、あそこを撤去撤去撤去撤去してしてしてして移移移移動動動動するときに、するときに、するときに、するときに、

日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党は大は大は大は大変変変変反反反反対対対対をされました。新しい県をされました。新しい県をされました。新しい県をされました。新しい県営プール営プール営プール営プールはははは間間間間もなく立もなく立もなく立もなく立派派派派にににに完完完完成いたします成いたします成いたします成いたします

ので、ので、ので、ので、ぜひぜひぜひぜひ楽楽楽楽ししししみみみみにしていただきたい。あそこのにしていただきたい。あそこのにしていただきたい。あそこのにしていただきたい。あそこの近近近近くにくにくにくに利利利利用用用用者者者者がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんいるということいるということいるということいるということ

で、大で、大で、大で、大阪府阪府阪府阪府からのからのからのからの署署署署名もたくさ名もたくさ名もたくさ名もたくさんんんん集集集集めめめめられましたけれども、られましたけれども、られましたけれども、られましたけれども、市市市市営プール営プール営プール営プールとはとはとはとは違違違違い奈良県い奈良県い奈良県い奈良県民民民民

ののののプールプールプールプールですので、できるだけ立地のいいところでと大ですので、できるだけ立地のいいところでと大ですので、できるだけ立地のいいところでと大ですので、できるだけ立地のいいところでと大分分分分申申申申しししし上げ上げ上げ上げたのですけれども、県たのですけれども、県たのですけれども、県たのですけれども、県

営プール営プール営プール営プールのののの現現現現地地地地再建再建再建再建設を設を設を設を強強強強くくくく主張主張主張主張されたされたされたされた記憶記憶記憶記憶がよがよがよがよみみみみがえってまいりましたが、県がえってまいりましたが、県がえってまいりましたが、県がえってまいりましたが、県営プール営プール営プール営プール

についてはについてはについてはについてはＰＦＩ方式ＰＦＩ方式ＰＦＩ方式ＰＦＩ方式ですごく立ですごく立ですごく立ですごく立派派派派で、で、で、で、現現現現地よりも場地よりも場地よりも場地よりも場所所所所もいいし、もいいし、もいいし、もいいし、内内内内容容容容もいい、もう一つもいい、もう一つもいい、もう一つもいい、もう一つ

言うと言うと言うと言うと予算的予算的予算的予算的には、には、には、には、敷敷敷敷地は県の地は県の地は県の地は県の敷敷敷敷地の中だし、地の中だし、地の中だし、地の中だし、予算予算予算予算も公も公も公も公園園園園のののの補助補助補助補助でありまして、また、平でありまして、また、平でありまして、また、平でありまして、また、平

成２５年２月の成２５年２月の成２５年２月の成２５年２月の補補補補正で要正で要正で要正で要求求求求しましたら国のしましたら国のしましたら国のしましたら国の補補補補正がついて、その正がついて、その正がついて、その正がついて、その補補補補正は正は正は正は補補補補正をたくさ正をたくさ正をたくさ正をたくさん使ん使ん使ん使っっっっ

たらお土産をあたらお土産をあたらお土産をあたらお土産をあげげげげるということで、るということで、るということで、るということで、元元元元気交気交気交気交付金の付金の付金の付金の対対対対象象象象になって、それもたくさになって、それもたくさになって、それもたくさになって、それもたくさんんんんいただいいただいいただいいただい

たのです。だから新しい県たのです。だから新しい県たのです。だから新しい県たのです。だから新しい県営プール営プール営プール営プールはほとはほとはほとはほとんんんんど県のお金が、ど県のお金が、ど県のお金が、ど県のお金が、イニイニイニイニシャシャシャシャルコスルコスルコスルコストにトにトにトに使使使使わないわないわないわない

でできたのです。いつもお金のことをおっしでできたのです。いつもお金のことをおっしでできたのです。いつもお金のことをおっしでできたのです。いつもお金のことをおっしゃゃゃゃるので（発言するるので（発言するるので（発言するるので（発言する者者者者あり）大成あり）大成あり）大成あり）大成功功功功だと言っだと言っだと言っだと言っ

ていただきたいていただきたいていただきたいていただきたいぐぐぐぐらいお金のらいお金のらいお金のらいお金の面面面面ではよかったので、もしごではよかったので、もしごではよかったので、もしごではよかったので、もしご認識認識認識認識がなければいけないと思っがなければいけないと思っがなければいけないと思っがなければいけないと思っ

て、お金のことについては、丁寧にというご要て、お金のことについては、丁寧にというご要て、お金のことについては、丁寧にというご要て、お金のことについては、丁寧にというご要請請請請もございましたので、そのことももございましたので、そのことももございましたので、そのことももございましたので、そのことも申申申申しししし上上上上
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げげげげたい。たい。たい。たい。

経経経経緯緯緯緯でございますが、県でございますが、県でございますが、県でございますが、県営プール跡営プール跡営プール跡営プール跡地については、二地については、二地については、二地については、二転転転転、、、、三転三転三転三転したとおっししたとおっししたとおっししたとおっしゃゃゃゃいますがいますがいますがいますが

一本一本一本一本筋筋筋筋できております。というのは、できております。というのは、できております。というのは、できております。というのは、ホテルホテルホテルホテルをつくるのはをつくるのはをつくるのはをつくるのは宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客が少ないから。奈良県はが少ないから。奈良県はが少ないから。奈良県はが少ないから。奈良県は

１１１１番番番番宿泊施宿泊施宿泊施宿泊施設が少ない。な設が少ない。な設が少ない。な設が少ない。なぜぜぜぜ少ないのかという次の質問でございましたが、少ないのかという次の質問でございましたが、少ないのかという次の質問でございましたが、少ないのかという次の質問でございましたが、ややややはりはりはりはり宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客

が少ないと奈良県のが少ないと奈良県のが少ないと奈良県のが少ないと奈良県の魅力魅力魅力魅力をををを味味味味わってもらえない。わってもらえない。わってもらえない。わってもらえない。味味味味わってもらうのがわってもらうのがわってもらうのがわってもらうのが先先先先かかかか宿泊宿泊宿泊宿泊がががが先先先先かといかといかといかとい

うご議うご議うご議うご議論論論論があるのですけれども、があるのですけれども、があるのですけれども、があるのですけれども、現実現実現実現実にににに見見見見ますと、今度のますと、今度のますと、今度のますと、今度のＪＣＪＣＪＣＪＣののののココココンンンンベベベベンンンンショショショションでも、大ンでも、大ンでも、大ンでも、大

多数多数多数多数がががが京京京京都都都都市市市市内内内内、大、大、大、大阪市阪市阪市阪市内内内内にににに宿泊宿泊宿泊宿泊されているのです。されているのです。されているのです。されているのです。ココココンンンンベベベベンンンンショショショションはもちろンはもちろンはもちろンはもちろんんんん波波波波がありがありがありがあり

ますけれども、大きな国ますけれども、大きな国ますけれども、大きな国ますけれども、大きな国際際際際級級級級ののののホテルホテルホテルホテルが一つもない、これで国が一つもない、これで国が一つもない、これで国が一つもない、これで国際際際際観光観光観光観光都都都都市市市市とは言えないととは言えないととは言えないととは言えないと

思うのです。国思うのです。国思うのです。国思うのです。国際的際的際的際的ななななブラブラブラブランンンンドドドドののののホテルホテルホテルホテルが一つもない、一室もないのです。が一つもない、一室もないのです。が一つもない、一室もないのです。が一つもない、一室もないのです。僕僕僕僕はないのにはないのにはないのにはないのに

そういうことは言えないと思うのです。それには日本そういうことは言えないと思うのです。それには日本そういうことは言えないと思うのです。それには日本そういうことは言えないと思うのです。それには日本共共共共産産産産党党党党もももも反反反反対対対対されていないと理されていないと理されていないと理されていないと理解解解解いいいい

たしますが、それが県たしますが、それが県たしますが、それが県たしますが、それが県営プール跡営プール跡営プール跡営プール跡地なのか地なのか地なのか地なのか民間民間民間民間なのか、ほかにあまり立地できるところがなのか、ほかにあまり立地できるところがなのか、ほかにあまり立地できるところがなのか、ほかにあまり立地できるところが

ないのが一つ大きなことでございますが、２０１０年の平城ないのが一つ大きなことでございますが、２０１０年の平城ないのが一つ大きなことでございますが、２０１０年の平城ないのが一つ大きなことでございますが、２０１０年の平城遷都遷都遷都遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭というというというという世界世界世界世界

に発に発に発に発信信信信できるような奈良県のできるような奈良県のできるような奈良県のできるような奈良県の魅力魅力魅力魅力をををを展展展展開するときに、開するときに、開するときに、開するときに、各各各各国の大国の大国の大国の大使使使使がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん来来来来られましたられましたられましたられました

けれども、奈良県にけれども、奈良県にけれども、奈良県にけれども、奈良県に泊泊泊泊まられないで、ほとまられないで、ほとまられないで、ほとまられないで、ほとんんんんどどどど京京京京都都都都府府府府、大、大、大、大阪府阪府阪府阪府にににに泊泊泊泊まられてとてもまられてとてもまられてとてもまられてとても残念残念残念残念でででで

ございましたが、このような国ございましたが、このような国ございましたが、このような国ございましたが、このような国際的際的際的際的ななななイベイベイベイベントがあるときにはントがあるときにはントがあるときにはントがあるときにはぜひぜひぜひぜひ奈良県に奈良県に奈良県に奈良県に泊泊泊泊まっていたまっていたまっていたまっていた

だきたいというのが発だきたいというのが発だきたいというのが発だきたいというのが発想想想想のののの狙狙狙狙いでございます。したがって、国いでございます。したがって、国いでございます。したがって、国いでございます。したがって、国際際際際級級級級ののののホテルホテルホテルホテルがががが基基基基本になる本になる本になる本になる

ことはまだことはまだことはまだことはまだ変変変変わっておりませわっておりませわっておりませわっておりませんんんんので、一本ので、一本ので、一本ので、一本筋筋筋筋です。です。です。です。

ターミナルターミナルターミナルターミナルというのもというのもというのもというのも最最最最初に言っておりました、しかし、奈良県の観光は初に言っておりました、しかし、奈良県の観光は初に言っておりました、しかし、奈良県の観光は初に言っておりました、しかし、奈良県の観光は何何何何がががが弱弱弱弱点かと点かと点かと点かと

いうと、いうと、いうと、いうと、ホテルホテルホテルホテルとととと夜夜夜夜の奈良県らしいにの奈良県らしいにの奈良県らしいにの奈良県らしいにぎぎぎぎわいがないと言われております。わいがないと言われております。わいがないと言われております。わいがないと言われております。ホテルホテルホテルホテルのののの投資投資投資投資家家家家

にたくさにたくさにたくさにたくさんんんんお会いいたしましたが、なお会いいたしましたが、なお会いいたしましたが、なお会いいたしましたが、なぜぜぜぜ奈良県で奈良県で奈良県で奈良県でホテルホテルホテルホテルをををを投資投資投資投資されないのですかというと、されないのですかというと、されないのですかというと、されないのですかというと、

泊泊泊泊まってもらえるまってもらえるまってもらえるまってもらえる値値値値打打打打ちがなかなか発生しないのだと。ちがなかなか発生しないのだと。ちがなかなか発生しないのだと。ちがなかなか発生しないのだと。夜夜夜夜、大、大、大、大阪府阪府阪府阪府まで行けるのだから、まで行けるのだから、まで行けるのだから、まで行けるのだから、

京京京京都都都都府府府府まで行けるのだから奈良県にまで行けるのだから奈良県にまで行けるのだから奈良県にまで行けるのだから奈良県に泊泊泊泊まるまるまるまる必必必必要はないと言われるというのが要はないと言われるというのが要はないと言われるというのが要はないと言われるというのが投資投資投資投資家家家家のののの反反反反応応応応

でございましたので、でございましたので、でございましたので、でございましたので、夜夜夜夜もよく奈良らしいもよく奈良らしいもよく奈良らしいもよく奈良らしい値値値値打打打打ちがあるように、またちがあるように、またちがあるように、またちがあるように、また朝朝朝朝もももも値値値値打打打打ちがあるよちがあるよちがあるよちがあるよ

うにというのが願いでございます。すると奈良県にうにというのが願いでございます。すると奈良県にうにというのが願いでございます。すると奈良県にうにというのが願いでございます。すると奈良県に泊泊泊泊まってもらえる観光地としての奈良まってもらえる観光地としての奈良まってもらえる観光地としての奈良まってもらえる観光地としての奈良

らしいにらしいにらしいにらしいにぎぎぎぎわいをつくらなくてはいけないというのが次のわいをつくらなくてはいけないというのが次のわいをつくらなくてはいけないというのが次のわいをつくらなくてはいけないというのが次のテーテーテーテーマで出てきまして、マで出てきまして、マで出てきまして、マで出てきまして、最最最最初は初は初は初は

ホテルホテルホテルホテルは、もう少しは、もう少しは、もう少しは、もう少しハハハハイイイイカラカラカラカラで国で国で国で国際際際際級級級級であればいいと思っておりましたが、であればいいと思っておりましたが、であればいいと思っておりましたが、であればいいと思っておりましたが、星星星星野野野野リゾーリゾーリゾーリゾートトトト

から、地から、地から、地から、地元元元元ののののテーテーテーテーマでつくらないとうまくいきませマでつくらないとうまくいきませマでつくらないとうまくいきませマでつくらないとうまくいきませんんんんというというというという貴貴貴貴重重重重ななななアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスがありましがありましがありましがありまし

た。これは奈良らしさにこだわって、た。これは奈良らしさにこだわって、た。これは奈良らしさにこだわって、た。これは奈良らしさにこだわって、天天天天平という平という平という平というテーテーテーテーマでにマでにマでにマでにぎぎぎぎわいをつくれないか、中はわいをつくれないか、中はわいをつくれないか、中はわいをつくれないか、中は

モモモモダダダダンでいいのですが、ンでいいのですが、ンでいいのですが、ンでいいのですが、ホテルホテルホテルホテルのののの外外外外観などは観などは観などは観などは天天天天平の平の平の平のテーテーテーテーマでできないかというように発マでできないかというように発マでできないかというように発マでできないかというように発想想想想

を進を進を進を進化化化化させているので、二させているので、二させているので、二させているので、二転転転転、、、、三転三転三転三転とはととはととはととはとんんんんでもないでもないでもないでもない誤誤誤誤解解解解だと思います。一本だと思います。一本だと思います。一本だと思います。一本筋筋筋筋でさらにでさらにでさらにでさらに
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さらに進さらに進さらに進さらに進みみみみたいと。なたいと。なたいと。なたいと。なぜぜぜぜ、、、、ホテルホテルホテルホテルがががが来来来来ないのかということについて、ないのかということについて、ないのかということについて、ないのかということについて、何何何何度も度も度も度も何何何何度もいろい度もいろい度もいろい度もいろい

ろなろなろなろな人人人人に会いに行きましたので、そのようにに会いに行きましたので、そのようにに会いに行きましたので、そのようにに会いに行きましたので、そのように判断判断判断判断をしております。なをしております。なをしております。なをしております。なぜぜぜぜここここんんんんなになになになに魅力魅力魅力魅力があがあがあがあ

るのにるのにるのにるのにホテルホテルホテルホテルができないのかという理ができないのかという理ができないのかという理ができないのかという理由由由由もおもおもおもお尋尋尋尋ねねねねになりましたが、今まで、になりましたが、今まで、になりましたが、今まで、になりましたが、今まで、投資投資投資投資家家家家に会いに会いに会いに会い

ますと、まますと、まますと、まますと、まずずずず奈良県は奈良県は奈良県は奈良県は候補候補候補候補地としても地としても地としても地としても考考考考えてもいなかったというのがえてもいなかったというのがえてもいなかったというのがえてもいなかったというのが多多多多かったです。今まかったです。今まかったです。今まかったです。今ま

でに奈良県ででに奈良県ででに奈良県ででに奈良県でホテルホテルホテルホテルをつくられたときにはをつくられたときにはをつくられたときにはをつくられたときには難儀難儀難儀難儀にににに遭遭遭遭われているのです。奈良県の地われているのです。奈良県の地われているのです。奈良県の地われているのです。奈良県の地元旅館元旅館元旅館元旅館

のののの方々方々方々方々から、から、から、から、拒否拒否拒否拒否的的的的なななな反反反反応応応応があって、今でもそのように思われることをとてもがあって、今でもそのように思われることをとてもがあって、今でもそのように思われることをとてもがあって、今でもそのように思われることをとても恐恐恐恐れていまれていまれていまれていま

す。そす。そす。そす。そんんんんなになになになに見見見見込み込み込み込みがあるところはもう少ししっかりとがあるところはもう少ししっかりとがあるところはもう少ししっかりとがあるところはもう少ししっかりとププププロロロロモーモーモーモーショショショションをしなければいけンをしなければいけンをしなければいけンをしなければいけ

ないとないとないとないと励励励励まされるまされるまされるまされるぐぐぐぐらいでございますので、らいでございますので、らいでございますので、らいでございますので、難難難難しいことを言ってしいことを言ってしいことを言ってしいことを言ってホテルホテルホテルホテルをつくりたいをつくりたいをつくりたいをつくりたい人人人人をををを

排斥排斥排斥排斥してきたのではないかとも思えるところがあるくらいのしてきたのではないかとも思えるところがあるくらいのしてきたのではないかとも思えるところがあるくらいのしてきたのではないかとも思えるところがあるくらいの評評評評判判判判でございます。でございます。でございます。でございます。投資投資投資投資家家家家にににに

とって、奈良県のとって、奈良県のとって、奈良県のとって、奈良県のホテルホテルホテルホテルはははは投資先投資先投資先投資先としてはとしてはとしてはとしては評評評評判判判判はははは芳芳芳芳しくないと思えますが、しくないと思えますが、しくないと思えますが、しくないと思えますが、評評評評判判判判がががが芳芳芳芳しくしくしくしく

ないとないとないとないと値値値値打打打打ちがないかということは、そうではなく、ちがないかということは、そうではなく、ちがないかということは、そうではなく、ちがないかということは、そうではなく、十十十十分分分分ななななポポポポテテテテンンンンシャシャシャシャルルルルはある。それははある。それははある。それははある。それは

今奈良県に今奈良県に今奈良県に今奈良県に泊泊泊泊まりたいけれども、大まりたいけれども、大まりたいけれども、大まりたいけれども、大阪府阪府阪府阪府やややや、、、、京京京京都都都都府府府府にににに泊泊泊泊まっておられるまっておられるまっておられるまっておられる方方方方がががが多多多多いことをいことをいことをいことを強強強強

調調調調しております。しております。しております。しております。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、ビビビビジネジネジネジネス客ス客ス客ス客は大は大は大は大都都都都市以市以市以市以外外外外にないというにないというにないというにないというハハハハンンンンデデデデがあるということですけれどがあるということですけれどがあるということですけれどがあるということですけれど

も、観光地は、も、観光地は、も、観光地は、も、観光地は、伊勢伊勢伊勢伊勢神宮など観光神宮など観光神宮など観光神宮など観光専専専専らのらのらのらのホテルホテルホテルホテルで、で、で、で、ビビビビジネジネジネジネスホテルスホテルスホテルスホテルもありませもありませもありませもありませんんんんし、今１し、今１し、今１し、今１，，，，

０００万０００万０００万０００万人人人人をををを超超超超える観光える観光える観光える観光客客客客は、あそこに行かれるとほとは、あそこに行かれるとほとは、あそこに行かれるとほとは、あそこに行かれるとほとんんんんどどどど泊泊泊泊まられるのですけれども、まられるのですけれども、まられるのですけれども、まられるのですけれども、

名名名名古古古古屋屋屋屋からからからからバスバスバスバスでででで来来来来られたり、られたり、られたり、られたり、バスバスバスバスでででで来来来来てててて帰帰帰帰られるられるられるられる人人人人もももも無無無無理な理な理な理な旅旅旅旅行があると思いますが、行があると思いますが、行があると思いますが、行があると思いますが、

伊勢伊勢伊勢伊勢神宮はその神宮はその神宮はその神宮はそのぐぐぐぐらいに行かれるのですけれど、日らいに行かれるのですけれど、日らいに行かれるのですけれど、日らいに行かれるのですけれど、日帰帰帰帰りでりでりでりで帰帰帰帰ってくださいというってくださいというってくださいというってくださいという扱扱扱扱いはいはいはいはやややや

はり奈良県にはり奈良県にはり奈良県にはり奈良県にふふふふさわしくないと思いますので、奈良県でごさわしくないと思いますので、奈良県でごさわしくないと思いますので、奈良県でごさわしくないと思いますので、奈良県でごゆゆゆゆっくりして、奈良県の奥っくりして、奈良県の奥っくりして、奈良県の奥っくりして、奈良県の奥深深深深いいいい

魅力魅力魅力魅力をををを楽楽楽楽ししししんんんんでくださいとでくださいとでくださいとでくださいと申申申申しししし上げ上げ上げ上げて、て、て、て、宿泊宿泊宿泊宿泊のののの施施施施設、設、設、設、ホテルホテルホテルホテルははははババババララララエテエテエテエティィィィが少なくが少なくが少なくが少なく上上上上等な等な等な等な

ホテルホテルホテルホテルはあまりないとのことで、ある程度のはあまりないとのことで、ある程度のはあまりないとのことで、ある程度のはあまりないとのことで、ある程度のタイプタイプタイプタイプののののホテルや旅館ホテルや旅館ホテルや旅館ホテルや旅館はあるのですけれど、はあるのですけれど、はあるのですけれど、はあるのですけれど、

投資投資投資投資家家家家はそればかりではなかなかはそればかりではなかなかはそればかりではなかなかはそればかりではなかなか人人人人がががが来来来来ませませませませんんんんということもおっしということもおっしということもおっしということもおっしゃゃゃゃっていますので、っていますので、っていますので、っていますので、京京京京

都都都都府府府府とのとのとのとの違違違違いはいはいはいはホテルホテルホテルホテルののののババババララララエテエテエテエティィィィにもありますので、とにかくないのは国にもありますので、とにかくないのは国にもありますので、とにかくないのは国にもありますので、とにかくないのは国際際際際級級級級ののののホテルホテルホテルホテル

だと思います。国だと思います。国だと思います。国だと思います。国際際際際級級級級ののののホテルホテルホテルホテルは、は、は、は、ややややってもいいというマネってもいいというマネってもいいというマネってもいいというマネーーーージジジジャャャャーーーーはいるのですけれどはいるのですけれどはいるのですけれどはいるのですけれど

も、あとも、あとも、あとも、あと投資投資投資投資ののののリリリリササササーーーーチチチチが今までのが今までのが今までのが今までの経経経経緯緯緯緯もあってなかなか進まない。もあってなかなか進まない。もあってなかなか進まない。もあってなかなか進まない。ホテルホテルホテルホテルそのものは本そのものは本そのものは本そのものは本

当当当当にににに必必必必要なことだと今でも思っておりますので、それに、に要なことだと今でも思っておりますので、それに、に要なことだと今でも思っておりますので、それに、に要なことだと今でも思っておりますので、それに、にぎぎぎぎわいをくっつけたい。わいをくっつけたい。わいをくっつけたい。わいをくっつけたい。

それと、それと、それと、それと、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫのことをおっしのことをおっしのことをおっしのことをおっしゃゃゃゃったと思います。ったと思います。ったと思います。ったと思います。ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫはははは別別別別にににに閉閉閉閉じじじじこもったこもったこもったこもった施施施施設では設では設では設では

なく、なく、なく、なく、外外外外ににににハハハハイイイイビビビビジジジジョョョョンなどのンなどのンなどのンなどの情情情情報報報報展展展展開をしようという思開をしようという思開をしようという思開をしようという思考考考考がががが強強強強いですので、いですので、いですので、いですので、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫもこもこもこもこ

ういうういうういうういう構想構想構想構想ととととぴぴぴぴったりだというったりだというったりだというったりだという判断判断判断判断をされて、をされて、をされて、をされて、ぜひぜひぜひぜひ来来来来たいというたいというたいというたいという話話話話で今進で今進で今進で今進んんんんでいるのです。でいるのです。でいるのです。でいるのです。

京京京京都都都都ののののＮＨＫ放送ＮＨＫ放送ＮＨＫ放送ＮＨＫ放送会会会会館館館館もももも移転移転移転移転、、、、建建建建てかえで、てかえで、てかえで、てかえで、京京京京都都都都市市市市役役役役所所所所の前のにの前のにの前のにの前のにぎやぎやぎやぎやかなどかなどかなどかなど真真真真んんんん中に今中に今中に今中に今移移移移
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転転転転されるのですけれども、それはされるのですけれども、それはされるのですけれども、それはされるのですけれども、それは来訪者来訪者来訪者来訪者だとかだとかだとかだとか市市市市民民民民ににににＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫのののの持持持持っているっているっているっているソソソソフフフフトのトのトのトのココココンンンンテテテテ

ンンンンツツツツをどをどをどをどんんんんどどどどんんんんハハハハイイイイビビビビジジジジョョョョンでンでンでンで展展展展開しようと。今、新しい開しようと。今、新しい開しようと。今、新しい開しようと。今、新しいハハハハイイイイビビビビジジジジョョョョンをンをンをンをＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ京京京京都放送都放送都放送都放送

会会会会館館館館でででで実実実実験験験験的的的的にににに展展展展開されておられますが、開されておられますが、開されておられますが、開されておられますが、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ奈良奈良奈良奈良放送放送放送放送会会会会館館館館でもしたい、してもいいとでもしたい、してもいいとでもしたい、してもいいとでもしたい、してもいいと

いういういういう意向意向意向意向もありますので、にもありますので、にもありますので、にもありますので、にぎぎぎぎわいと奈良のわいと奈良のわいと奈良のわいと奈良の魅力魅力魅力魅力とをとをとをとを供供供供用していただくのに、用していただくのに、用していただくのに、用していただくのに、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫのののの情情情情

報報報報展展展展開は開は開は開はぴぴぴぴったりでったりでったりでったりで相相相相性はいいと思います。そのように性はいいと思います。そのように性はいいと思います。そのように性はいいと思います。そのようにテーテーテーテーマ性があって、マ性があって、マ性があって、マ性があって、ホテルホテルホテルホテルととととターターターター

ミナルミナルミナルミナルも、奈良県はも、奈良県はも、奈良県はも、奈良県はバスターミナルバスターミナルバスターミナルバスターミナルがなく、がなく、がなく、がなく、ターミナルターミナルターミナルターミナルはははは分分分分かれておりますので、関西国かれておりますので、関西国かれておりますので、関西国かれておりますので、関西国

際空際空際空際空港港港港やややや新新新新幹線幹線幹線幹線にににに直接直接直接直接行ける行ける行ける行けるターミナルやターミナルやターミナルやターミナルや駐車駐車駐車駐車場も要るかと思います。そのような場も要るかと思います。そのような場も要るかと思います。そのような場も要るかと思います。そのような集積集積集積集積がががが

ぜひぜひぜひぜひ、あればいいと思っております。、あればいいと思っております。、あればいいと思っております。、あればいいと思っております。

若草若草若草若草山につきましては、ほかのご質問もあるように思いますが、宮本委員の質問は山につきましては、ほかのご質問もあるように思いますが、宮本委員の質問は山につきましては、ほかのご質問もあるように思いますが、宮本委員の質問は山につきましては、ほかのご質問もあるように思いますが、宮本委員の質問は世界世界世界世界

遺遺遺遺産の産の産の産の登録条件登録条件登録条件登録条件の関係での関係での関係での関係で現状変更現状変更現状変更現状変更のののの通通通通知をしなければいけないのではないかということで知をしなければいけないのではないかということで知をしなければいけないのではないかということで知をしなければいけないのではないかということで

す。私はそのす。私はそのす。私はそのす。私はその条件条件条件条件にににに当当当当たらないと思います。またたらないと思います。またたらないと思います。またたらないと思います。また詳詳詳詳しいごしいごしいごしいご説明説明説明説明やややや議議議議論論論論があってもがあってもがあってもがあっても当当当当たらなたらなたらなたらな

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。外外外外国の国国の国国の国国の国内法内法内法内法の例によっているだけではおかしいのではないかと。国の例によっているだけではおかしいのではないかと。国の例によっているだけではおかしいのではないかと。国の例によっているだけではおかしいのではないかと。国際法際法際法際法

はあまりないのです。はあまりないのです。はあまりないのです。はあまりないのです。各各各各国の例によりなさいとのことですけれど、国の例によりなさいとのことですけれど、国の例によりなさいとのことですけれど、国の例によりなさいとのことですけれど、各各各各国の国国の国国の国国の国内法内法内法内法がががが厳厳厳厳しいしいしいしい

のとのとのとのと厳厳厳厳しくないのとがあります。日本の国しくないのとがあります。日本の国しくないのとがあります。日本の国しくないのとがあります。日本の国内法内法内法内法は環境ではとてもは環境ではとてもは環境ではとてもは環境ではとても厳厳厳厳しいとしいとしいとしいとイコモスイコモスイコモスイコモスでででで評価評価評価評価

されておりますので、日本の国されておりますので、日本の国されておりますので、日本の国されておりますので、日本の国内法内法内法内法ががががクリアクリアクリアクリアされると、されると、されると、されると、イコモスイコモスイコモスイコモスはあまりほかのはあまりほかのはあまりほかのはあまりほかの世界世界世界世界のののの基基基基

準準準準にににに照照照照らしても日本の国らしても日本の国らしても日本の国らしても日本の国内法内法内法内法はしっかりはしっかりはしっかりはしっかりややややっているという今のっているという今のっているという今のっているという今の評評評評判判判判です。それをです。それをです。それをです。それを上回上回上回上回る国る国る国る国

際的際的際的際的なななな基準基準基準基準はははは千差千差千差千差万万万万別別別別ですからございませですからございませですからございませですからございませんんんん。。。。ドイツドイツドイツドイツなどのほかの例は、環境などのほかの例は、環境などのほかの例は、環境などのほかの例は、環境維維維維持持持持のののの評価評価評価評価

のののの仕方仕方仕方仕方がががが根根根根本本本本的的的的にににに違違違違うので、うので、うので、うので、イコモスイコモスイコモスイコモスとととと話話話話が合わないが合わないが合わないが合わないケケケケースースースースはあると思いますが、このよはあると思いますが、このよはあると思いますが、このよはあると思いますが、このよ

うな環境うな環境うな環境うな環境評価評価評価評価のののの基準基準基準基準の程度は日本はの程度は日本はの程度は日本はの程度は日本は決決決決してしてしてして緩緩緩緩くないと思っていますし、今のくないと思っていますし、今のくないと思っていますし、今のくないと思っていますし、今の考考考考ええええ方方方方だと日だと日だと日だと日

本の本の本の本の厳厳厳厳しい環境しい環境しい環境しい環境評価評価評価評価、環境、環境、環境、環境基準基準基準基準やややや景観が景観が景観が景観が通通通通ればればればればイコモスイコモスイコモスイコモスははははオーオーオーオーケケケケーーーーというのが今理というのが今理というのが今理というのが今理解解解解してしてしてして

いるいるいるいるフレーフレーフレーフレームムムムでございます。したがって、でございます。したがって、でございます。したがって、でございます。したがって、通通通通知をする知をする知をする知をする必必必必要はないと思います。機会があれ要はないと思います。機会があれ要はないと思います。機会があれ要はないと思います。機会があれ

ば一ば一ば一ば一緒緒緒緒ににににイコモスイコモスイコモスイコモスに行って、に行って、に行って、に行って、何何何何をしているのかということををしているのかということををしているのかということををしているのかということをＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの方方方方が行かれるのではが行かれるのではが行かれるのではが行かれるのでは

なくなくなくなく我々我々我々我々が、私は１度、が、私は１度、が、私は１度、が、私は１度、イコモスイコモスイコモスイコモスに行って議に行って議に行って議に行って議論論論論しましたが、しましたが、しましたが、しましたが、向向向向こうはこうはこうはこうは多多多多少少少少偏偏偏偏見見見見があります。があります。があります。があります。

異種異種異種異種のののの文化文化文化文化のののの偏偏偏偏見見見見がありますのでがありますのでがありますのでがありますので変変変変なところになところになところになところに厳厳厳厳しいのですけれども、しいのですけれども、しいのですけれども、しいのですけれども、自然自然自然自然とのとのとのとの調調調調和和和和につにつにつにつ

いては日本のほうがはるかにいては日本のほうがはるかにいては日本のほうがはるかにいては日本のほうがはるかに厳厳厳厳しいしいしいしい条件条件条件条件だとだとだとだと感感感感じじじじております。ご質問ありがとうございまております。ご質問ありがとうございまております。ご質問ありがとうございまております。ご質問ありがとうございま

した。した。した。した。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 丁寧にご答丁寧にご答丁寧にご答丁寧にご答弁弁弁弁いただきましてありがとうございました。いただきましてありがとうございました。いただきましてありがとうございました。いただきましてありがとうございました。

県県県県営プール跡営プール跡営プール跡営プール跡地の問地の問地の問地の問題題題題についていいますと、についていいますと、についていいますと、についていいますと、民間民間民間民間事業事業事業事業者者者者のののの感感感感覚覚覚覚からしますと、からしますと、からしますと、からしますと、持持持持っていっていっていってい

るるるる財財財財産である土地を産である土地を産である土地を産である土地を数数数数年年年年間間間間そのままそのままそのままそのまま放置放置放置放置していることをしていることをしていることをしていることを考考考考えると、それをえると、それをえると、それをえると、それを持持持持ってってってって何何何何もももも収収収収入入入入

がないわけですからがないわけですからがないわけですからがないわけですから経営上経営上経営上経営上非常に非常に非常に非常に驚驚驚驚くようなくようなくようなくような感感感感覚覚覚覚で、そで、そで、そで、そんんんんなことが奈良県ではあるのかとなことが奈良県ではあるのかとなことが奈良県ではあるのかとなことが奈良県ではあるのかと
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驚驚驚驚かれます。県かれます。県かれます。県かれます。県民民民民のののの目目目目からからからから見見見見ますと、いつまであの土地をますと、いつまであの土地をますと、いつまであの土地をますと、いつまであの土地を置置置置いているのかといういているのかといういているのかといういているのかという声声声声はおのはおのはおのはおの

ずずずずとととと広広広広がっていくと思いますので、そういう点ではどこかでがっていくと思いますので、そういう点ではどこかでがっていくと思いますので、そういう点ではどこかでがっていくと思いますので、そういう点ではどこかで判断判断判断判断が要るのではないかとが要るのではないかとが要るのではないかとが要るのではないかと強強強強

く思っておりますので、そのことをく思っておりますので、そのことをく思っておりますので、そのことをく思っておりますので、そのことを申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、世界遺世界遺世界遺世界遺産委員会の産委員会の産委員会の産委員会の報告報告報告報告についてですが、国についてですが、国についてですが、国についてですが、国内法内法内法内法がががが厳厳厳厳しいのでしいのでしいのでしいのでクリアクリアクリアクリアしているしているしているしている

考考考考ええええ方方方方がががが示示示示されました。されました。されました。されました。同同同同時に、時に、時に、時に、確確確確かに国かに国かに国かに国内法内法内法内法をををを厳厳厳厳しくしてしくしてしくしてしくして守守守守ってきたってきたってきたってきた歴歴歴歴史的経過史的経過史的経過史的経過がありがありがありがあり

ますので、ますので、ますので、ますので、当当当当然然然然１２００年前からあそこでは１２００年前からあそこでは１２００年前からあそこでは１２００年前からあそこでは伐採伐採伐採伐採をををを禁止禁止禁止禁止したり、あるいはしたり、あるいはしたり、あるいはしたり、あるいは戦戦戦戦前からいろい前からいろい前からいろい前からいろい

ろなろなろなろな法規法規法規法規制を設けて制を設けて制を設けて制を設けて世界遺世界遺世界遺世界遺産につながる産につながる産につながる産につながる状状状状態態態態に、原に、原に、原に、原始始始始林を林を林を林を守守守守ってきたってきたってきたってきた歴歴歴歴史史史史がありますので、がありますので、がありますので、がありますので、

当当当当然然然然荒井知事のおっし荒井知事のおっし荒井知事のおっし荒井知事のおっしゃゃゃゃるとおり国るとおり国るとおり国るとおり国内法内法内法内法は国は国は国は国際際際際基準基準基準基準からからからから見見見見ればればればれば厳厳厳厳しいと思います。ただ今、しいと思います。ただ今、しいと思います。ただ今、しいと思います。ただ今、

問問問問題題題題になっているのはこの国になっているのはこの国になっているのはこの国になっているのはこの国内法内法内法内法のののの規規規規制制制制緩和緩和緩和緩和をしようというをしようというをしようというをしようという動動動動ききききやややや、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは特特特特区申区申区申区申請請請請でででで

これをこれをこれをこれを乗乗乗乗り越えようというり越えようというり越えようというり越えようという動動動動きがあるきがあるきがあるきがある流流流流れの中で、この問れの中で、この問れの中で、この問れの中で、この問題題題題が出ているということです。が出ているということです。が出ているということです。が出ているということです。

何何何何かかかか厳厳厳厳しいしいしいしい基準基準基準基準をををを下げ下げ下げ下げてててて通通通通そうとしているのではないかという思いをそうとしているのではないかという思いをそうとしているのではないかという思いをそうとしているのではないかという思いを持持持持つわけです。ですつわけです。ですつわけです。ですつわけです。です

からからからから厳厳厳厳しいしいしいしい基準基準基準基準で行くのだということであれば、本で行くのだということであれば、本で行くのだということであれば、本で行くのだということであれば、本当当当当にににに自自自自信信信信をををを持持持持っておられるのであれば、っておられるのであれば、っておられるのであれば、っておられるのであれば、

当当当当然然然然世界遺世界遺世界遺世界遺産委員会にもこういうことを産委員会にもこういうことを産委員会にもこういうことを産委員会にもこういうことをややややりますということはりますということはりますということはりますということは報告報告報告報告をするべきだと思いまをするべきだと思いまをするべきだと思いまをするべきだと思いま

す。す。す。す。

一つだけ一つだけ一つだけ一つだけ意見意見意見意見を述べさせていただきたいのですが、を述べさせていただきたいのですが、を述べさせていただきたいのですが、を述べさせていただきたいのですが、我々我々我々我々はははは何何何何もももも世界遺世界遺世界遺世界遺産に一本も産に一本も産に一本も産に一本も指指指指をををを触触触触

れれれれずずずずにににに置置置置いておくことが大事だという立場に立っているわけではありませいておくことが大事だという立場に立っているわけではありませいておくことが大事だという立場に立っているわけではありませいておくことが大事だという立場に立っているわけではありませんんんん。。。。当当当当然然然然、保、保、保、保存存存存

をををを確確確確かなものにしてかなものにしてかなものにしてかなものにしてふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい活活活活用をする立場ですので、原理用をする立場ですので、原理用をする立場ですので、原理用をする立場ですので、原理主主主主義的義的義的義的に一に一に一に一切切切切形形形形状変更状変更状変更状変更をををを許許許許

さないという立場ではありませさないという立場ではありませさないという立場ではありませさないという立場ではありませんんんん。ただ今。ただ今。ただ今。ただ今回回回回のののの春春春春日山の原日山の原日山の原日山の原始始始始林についていいますと、本林についていいますと、本林についていいますと、本林についていいますと、本当当当当

に長いに長いに長いに長い悠悠悠悠久の久の久の久の歴歴歴歴史史史史をををを経経経経てててて厳厳厳厳しいしいしいしい規規規規制を設けて制を設けて制を設けて制を設けて守守守守ってきた奈良のってきた奈良のってきた奈良のってきた奈良の先人先人先人先人たちのたちのたちのたちの努努努努力力力力を思ったとを思ったとを思ったとを思ったと

きに、こうきに、こうきに、こうきに、こう簡単簡単簡単簡単に、このに、このに、このに、このモノレールモノレールモノレールモノレールのののの計画計画計画計画もいただきましたけれども、これは景観だけでもいただきましたけれども、これは景観だけでもいただきましたけれども、これは景観だけでもいただきましたけれども、これは景観だけで

言いましても言いましても言いましても言いましても目目目目にににに飛飛飛飛びびびび込込込込んんんんでくるわけですし、またでくるわけですし、またでくるわけですし、またでくるわけですし、また幾幾幾幾らかのらかのらかのらかの鋼製鋼製鋼製鋼製のののの柱柱柱柱をををを打打打打ちちちち込込込込むむむむこともこともこともことも想想想想

定されるわけですから、そうなりますと、例えば定されるわけですから、そうなりますと、例えば定されるわけですから、そうなりますと、例えば定されるわけですから、そうなりますと、例えば砂利砂利砂利砂利をををを敷敷敷敷きききき詰詰詰詰めめめめるとか、木をるとか、木をるとか、木をるとか、木を伐採伐採伐採伐採するこするこするこするこ

とにどうしてもつながるのではないかと思いますので、とにどうしてもつながるのではないかと思いますので、とにどうしてもつながるのではないかと思いますので、とにどうしてもつながるのではないかと思いますので、我々我々我々我々としてはそういうとしてはそういうとしてはそういうとしてはそういう現状変更現状変更現状変更現状変更はははは

重重重重大な大な大な大な変更変更変更変更だとだとだとだと認識認識認識認識をしておりますので、そのをしておりますので、そのをしておりますので、そのをしておりますので、その意見意見意見意見をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきたいと思います。ごておきたいと思います。ごておきたいと思います。ごておきたいと思います。ご

答答答答弁弁弁弁あればいただければと思います。あればいただければと思います。あればいただければと思います。あればいただければと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 最最最最初におっし初におっし初におっし初におっしゃゃゃゃったったったった特特特特区区区区でそのでそのでそのでその基準基準基準基準をををを緩和緩和緩和緩和しようとしているのではないかとしようとしているのではないかとしようとしているのではないかとしようとしているのではないかと

いうのはいうのはいうのはいうのは誤誤誤誤解解解解です。はっきりです。はっきりです。はっきりです。はっきり申申申申しししし上げ上げ上げ上げて、て、て、て、基準基準基準基準をををを緩和緩和緩和緩和するたするたするたするためめめめにににに特特特特区区区区をををを申申申申請請請請したわけではしたわけではしたわけではしたわけでは

ありませありませありませありませんんんん。。。。手手手手続を続を続を続を迅速迅速迅速迅速化化化化するということで言いましたので、はっきりと答するということで言いましたので、はっきりと答するということで言いましたので、はっきりと答するということで言いましたので、はっきりと答弁弁弁弁をしておかをしておかをしておかをしておか

ないと言いないと言いないと言いないと言いふふふふらされるとらされるとらされるとらされると困困困困りますので、はっきり言っておきたいと思います。りますので、はっきり言っておきたいと思います。りますので、はっきり言っておきたいと思います。りますので、はっきり言っておきたいと思います。

あとは原あとは原あとは原あとは原始始始始林を林を林を林を壊壊壊壊すのかどうかは、これはものによりますので、どういうものをどこにすのかどうかは、これはものによりますので、どういうものをどこにすのかどうかは、これはものによりますので、どういうものをどこにすのかどうかは、これはものによりますので、どういうものをどこに
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どうつくるとそれはおかしいという議どうつくるとそれはおかしいという議どうつくるとそれはおかしいという議どうつくるとそれはおかしいという議論論論論をしないと、そもそもおかしいとは言っていないをしないと、そもそもおかしいとは言っていないをしないと、そもそもおかしいとは言っていないをしないと、そもそもおかしいとは言っていない

とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃいますので、そもそもおかしいというのはいますので、そもそもおかしいというのはいますので、そもそもおかしいというのはいますので、そもそもおかしいというのは撤回撤回撤回撤回していただいて、そもそもはおしていただいて、そもそもはおしていただいて、そもそもはおしていただいて、そもそもはお

かしくはないのだ、おかしそうだからかしくはないのだ、おかしそうだからかしくはないのだ、おかしそうだからかしくはないのだ、おかしそうだから検検検検証証証証しようという言いしようという言いしようという言いしようという言い方方方方にしていただきたいと思うにしていただきたいと思うにしていただきたいと思うにしていただきたいと思う

し、こちらもそのようにし、こちらもそのようにし、こちらもそのようにし、こちらもそのように受受受受けたいと思います。けたいと思います。けたいと思います。けたいと思います。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 そもそもおかしいと言ったかどうかちょっと定かではありませそもそもおかしいと言ったかどうかちょっと定かではありませそもそもおかしいと言ったかどうかちょっと定かではありませそもそもおかしいと言ったかどうかちょっと定かではありませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、

私は私は私は私は現状変更現状変更現状変更現状変更の木のの木のの木のの木の伐採伐採伐採伐採ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、形形形形状状状状のののの個々個々個々個々の問の問の問の問題題題題はその時はその時はその時はその時 々々々々でまたでまたでまたでまた意見意見意見意見はははは申申申申しししし上げ上げ上げ上げるるるる

つもりです。それとはつもりです。それとはつもりです。それとはつもりです。それとは別別別別に、に、に、に、春春春春日山原日山原日山原日山原始始始始林が林が林が林が悠悠悠悠久の年月をかけて久の年月をかけて久の年月をかけて久の年月をかけて守守守守られてきたというられてきたというられてきたというられてきたという先先先先達達達達

のののの努努努努力力力力を思ったときに、あるいは本会議ではお金の問を思ったときに、あるいは本会議ではお金の問を思ったときに、あるいは本会議ではお金の問を思ったときに、あるいは本会議ではお金の問題題題題ではないという議ではないという議ではないという議ではないという議論論論論もしましたけもしましたけもしましたけもしましたけ

れども、このれども、このれども、このれども、この計画計画計画計画をををを見見見見ますと４ますと４ますと４ますと４億億億億６，６，６，６，０００万円０００万円０００万円０００万円近近近近い費用をい費用をい費用をい費用を投投投投じじじじるということでいえば、るということでいえば、るということでいえば、るということでいえば、

県県県県民民民民の合の合の合の合意意意意という点で、という点で、という点で、という点で、確確確確かにこのかにこのかにこのかにこの移移移移動支動支動支動支援施援施援施援施設があることで、３０設があることで、３０設があることで、３０設があることで、３０分分分分かかることになるかかることになるかかることになるかかることになる

わけですけれども、わけですけれども、わけですけれども、わけですけれども、足足足足のののの不不不不自由自由自由自由なななな方方方方が一が一が一が一重目重目重目重目までまでまでまで登登登登れるというメれるというメれるというメれるというメリッリッリッリットはあるにしても費トはあるにしても費トはあるにしても費トはあるにしても費

用用用用対対対対効効効効果果果果というというというという面面面面で、４で、４で、４で、４億億億億６，６，６，６，０００万円０００万円０００万円０００万円使使使使うことがうことがうことがうことが果果果果たしてたしてたしてたして適適適適正なのかという点ですと正なのかという点ですと正なのかという点ですと正なのかという点ですと

か、あるいはそもそもか、あるいはそもそもか、あるいはそもそもか、あるいはそもそも悠悠悠悠久の年月をかけて久の年月をかけて久の年月をかけて久の年月をかけて守守守守られてきたこのられてきたこのられてきたこのられてきたこの春春春春日山原日山原日山原日山原始始始始林の林の林の林の隣隣隣隣地にそうい地にそうい地にそうい地にそうい

うううう施施施施設をつくることについての合設をつくることについての合設をつくることについての合設をつくることについての合意意意意となると、これまたとなると、これまたとなると、これまたとなると、これまた別別別別の問の問の問の問題題題題だと思っています。それだと思っています。それだと思っています。それだと思っています。それ

は私のは私のは私のは私の主主主主観であり観であり観であり観であり意見意見意見意見ですので、そのですので、そのですので、そのですので、その意見意見意見意見はははは申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 ほかのほかのほかのほかのケケケケースースースースでも、でも、でも、でも、近近近近鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅の大の大の大の大屋根屋根屋根屋根でも、あれも景観と言われていたのでも、あれも景観と言われていたのでも、あれも景観と言われていたのでも、あれも景観と言われていたの

ですが、今は景観ですが、今は景観ですが、今は景観ですが、今は景観じゃじゃじゃじゃないないないないんんんんだとだとだとだと……………………。。。。（発言する（発言する（発言する（発言する者者者者あり）お金だとおっしあり）お金だとおっしあり）お金だとおっしあり）お金だとおっしゃゃゃゃる。今でもる。今でもる。今でもる。今でも

景観ですか。景観ですか。景観ですか。景観ですか。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 景観もあると思います。お金の問景観もあると思います。お金の問景観もあると思います。お金の問景観もあると思います。お金の問題題題題……………………。。。。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 いいいいややややいいいいやややや宮本委員の宮本委員の宮本委員の宮本委員の意見意見意見意見として、あれは景観をとして、あれは景観をとして、あれは景観をとして、あれは景観を阻害阻害阻害阻害していますか。していますか。していますか。していますか。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 思わ思わ思わ思わぬぬぬぬところで大ところで大ところで大ところで大屋根屋根屋根屋根問問問問題題題題の質問をの質問をの質問をの質問を逆逆逆逆にされましたが、私はあのとき本会議にされましたが、私はあのとき本会議にされましたが、私はあのとき本会議にされましたが、私はあのとき本会議

でもでもでもでも当当当当時の時の時の時の鍵鍵鍵鍵田奈良田奈良田奈良田奈良市市市市長が長が長が長が主張主張主張主張したしたしたした著作著作著作著作をををを紹介紹介紹介紹介してしてしてして訴訴訴訴えました。えました。えました。えました。近近近近鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅の地の地の地の地下下下下からからからから上上上上

がったときのがったときのがったときのがったときのぱぱぱぱっとっとっとっと青青青青空空空空をををを仰ぎ見仰ぎ見仰ぎ見仰ぎ見る、あるいはる、あるいはる、あるいはる、あるいは若草若草若草若草山を山を山を山を目目目目にする景観にする景観にする景観にする景観眺眺眺眺望の問望の問望の問望の問題題題題はははは主張主張主張主張しししし

ましたので、今でもそういうましたので、今でもそういうましたので、今でもそういうましたので、今でもそういう考考考考えはえはえはえは持持持持っております。っております。っております。っております。確確確確かにかにかにかに実際実際実際実際にににに駅駅駅駅からからからから上上上上がるとがるとがるとがると目目目目にににに飛飛飛飛

びびびび込込込込んんんんでくるのはでくるのはでくるのはでくるのは看板看板看板看板だったりだったりだったりだったりビビビビルルルルだったりするわけですけれども、そのだったりするわけですけれども、そのだったりするわけですけれども、そのだったりするわけですけれども、その青青青青空空空空駅駅駅駅というというというという魅魅魅魅

力力力力は大事だったという思いは今もは大事だったという思いは今もは大事だったという思いは今もは大事だったという思いは今も持持持持っておりますので、このっておりますので、このっておりますので、このっておりますので、この若草若草若草若草山の議山の議山の議山の議論論論論とは、日本とは、日本とは、日本とは、日本共共共共産産産産

党党党党としてというか私としてというか私としてというか私としてというか私個個個個人人人人として景観の問として景観の問として景観の問として景観の問題題題題もももも考考考考えていますし、えていますし、えていますし、えていますし、党党党党内内内内の議員に聞けばきっとの議員に聞けばきっとの議員に聞けばきっとの議員に聞けばきっと

同じ同じ同じ同じようなようなようなような感感感感想想想想をををを持持持持つ議員もつ議員もつ議員もつ議員も多多多多いと思います。景観の問いと思います。景観の問いと思います。景観の問いと思います。景観の問題題題題、お金の問、お金の問、お金の問、お金の問題題題題もあるし、総合もあるし、総合もあるし、総合もあるし、総合的的的的

にににに判断判断判断判断をしてをしてをしてをして必必必必要なのかという思いを要なのかという思いを要なのかという思いを要なのかという思いを持持持持ったからったからったからったから意見意見意見意見をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げただけです。ただけです。ただけです。ただけです。多多多多くのくのくのくの人人人人がががが

どう思っているかはどう思っているかはどう思っているかはどう思っているかは別別別別として、私としてはとして、私としてはとして、私としてはとして、私としては近近近近鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅のののの屋根屋根屋根屋根は２は２は２は２億億億億円円円円余余余余りだったかと思いりだったかと思いりだったかと思いりだったかと思い
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ますが、ますが、ますが、ますが、必必必必要なのかという思いを要なのかという思いを要なのかという思いを要なのかという思いを持持持持ちましたのでちましたのでちましたのでちましたので意見意見意見意見をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げたということです。今たということです。今たということです。今たということです。今回回回回

のこの問のこの問のこの問のこの問題題題題についてもについてもについてもについても悠悠悠悠久の久の久の久の歴歴歴歴史史史史をををを経経経経た、た、た、た、規規規規制で制で制で制で守守守守られてきたことられてきたことられてきたことられてきたことやややや、費用の、費用の、費用の、費用の面面面面、景観も、景観も、景観も、景観も

含含含含めめめめて、またて、またて、またて、また後後後後で山村委員が質問すると思いますが、そういうこともで山村委員が質問すると思いますが、そういうこともで山村委員が質問すると思いますが、そういうこともで山村委員が質問すると思いますが、そういうことも含含含含めめめめてててて慎慎慎慎重重重重に議に議に議に議論論論論しししし

たほうがいいと思っておりますのでたほうがいいと思っておりますのでたほうがいいと思っておりますのでたほうがいいと思っておりますので意見意見意見意見としてとしてとしてとして申申申申しししし上げ上げ上げ上げました。ました。ました。ました。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 今のこの今のこの今のこの今のこの若草若草若草若草山に山に山に山に対対対対しての質問にはきちしての質問にはきちしての質問にはきちしての質問にはきちんんんんとお答えいただいたと思います。とお答えいただいたと思います。とお答えいただいたと思います。とお答えいただいたと思います。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 はい、思っています。はい、思っています。はい、思っています。はい、思っています。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 はい。そういうことでいいでしょうかはい。そういうことでいいでしょうかはい。そういうことでいいでしょうかはい。そういうことでいいでしょうか。。。。（発言する（発言する（発言する（発言する者者者者あり）そのあり）そのあり）そのあり）その辺辺辺辺、私も、私も、私も、私も

本会議場でそれは本会議場でそれは本会議場でそれは本会議場でそれは感感感感じじじじたのです。前、景観のこと言っておられたのにという思いもありまたのです。前、景観のこと言っておられたのにという思いもありまたのです。前、景観のこと言っておられたのにという思いもありまたのです。前、景観のこと言っておられたのにという思いもありま

したけれど、今したけれど、今したけれど、今したけれど、今回回回回のこの質問に関してはもう荒井知事から答のこの質問に関してはもう荒井知事から答のこの質問に関してはもう荒井知事から答のこの質問に関してはもう荒井知事から答弁弁弁弁いただいたということで、いただいたということで、いただいたということで、いただいたということで、

それでいいですそれでいいですそれでいいですそれでいいですねねねね。。。。

では、次に行きます。では、次に行きます。では、次に行きます。では、次に行きます。

（（（（「「「「関関関関連連連連ですですですです」」」」とととと呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者あり）あり）あり）あり）

それではもう関それではもう関それではもう関それではもう関連連連連で。で。で。で。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、それでは、それでは、それでは、若草若草若草若草山の山の山の山の移移移移動支動支動支動支援施援施援施援施設のことについて設のことについて設のことについて設のことについて多多多多少お聞きしたいと思いま少お聞きしたいと思いま少お聞きしたいと思いま少お聞きしたいと思いま

す。す。す。す。先先先先ほども荒井知事から答ほども荒井知事から答ほども荒井知事から答ほども荒井知事から答弁弁弁弁をいただいておりますけれども、このをいただいておりますけれども、このをいただいておりますけれども、このをいただいておりますけれども、この間間間間の一の一の一の一般般般般質問のとき質問のとき質問のとき質問のとき

に、宮本委員の質問に答えて、荒井知事はに、宮本委員の質問に答えて、荒井知事はに、宮本委員の質問に答えて、荒井知事はに、宮本委員の質問に答えて、荒井知事は周辺周辺周辺周辺のののの春春春春日山原日山原日山原日山原始始始始林などの環境に林などの環境に林などの環境に林などの環境に対対対対する影する影する影する影響や響や響や響や

さまざまな場さまざまな場さまざまな場さまざまな場所所所所からの景観にからの景観にからの景観にからの景観に配慮配慮配慮配慮するたするたするたするためめめめにににに調調調調査を行っておられ、査を行っておられ、査を行っておられ、査を行っておられ、配慮配慮配慮配慮をされているとをされているとをされているとをされていると伺伺伺伺

ったわけですが、その中ったわけですが、その中ったわけですが、その中ったわけですが、その中身身身身は、は、は、は、具具具具体的体的体的体的にどうにどうにどうにどう配慮配慮配慮配慮されるのか、つまりどこまでならいいのされるのか、つまりどこまでならいいのされるのか、つまりどこまでならいいのされるのか、つまりどこまでならいいの

かなどそのかなどそのかなどそのかなどその基準基準基準基準とか、そのとか、そのとか、そのとか、その辺辺辺辺はどのようになっているのかをおはどのようになっているのかをおはどのようになっているのかをおはどのようになっているのか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。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 失礼失礼失礼失礼しました。こちらがあまり興しました。こちらがあまり興しました。こちらがあまり興しました。こちらがあまり興奮奮奮奮してはいけませしてはいけませしてはいけませしてはいけませんねんねんねんね。。。。

若草若草若草若草山の環境はどうかというのが、宮本委員との関係でも一山の環境はどうかというのが、宮本委員との関係でも一山の環境はどうかというのが、宮本委員との関係でも一山の環境はどうかというのが、宮本委員との関係でも一番番番番大事なことでございます大事なことでございます大事なことでございます大事なことでございます

ので、本会議でもお答えいたしましたが、環境影ので、本会議でもお答えいたしましたが、環境影ので、本会議でもお答えいたしましたが、環境影ので、本会議でもお答えいたしましたが、環境影響評価法響評価法響評価法響評価法のののの対対対対象象象象ではございませではございませではございませではございませんんんんが環境が環境が環境が環境

影影影影響調響調響調響調査を行い、それで査を行い、それで査を行い、それで査を行い、それで広広広広くくくく判断判断判断判断しますとしますとしますとしますと申申申申しししし上げ上げ上げ上げました。今、山村委員からは、それはました。今、山村委員からは、それはました。今、山村委員からは、それはました。今、山村委員からは、それは

どういうどういうどういうどういう内内内内容容容容なのかという問い合わせだと思います。環境影なのかという問い合わせだと思います。環境影なのかという問い合わせだと思います。環境影なのかという問い合わせだと思います。環境影響調響調響調響調査の環境という要査の環境という要査の環境という要査の環境という要素素素素があがあがあがあ

りますが、このりますが、このりますが、このりますが、この際際際際大事なのはま大事なのはま大事なのはま大事なのはまずずずず景観だと思います。今、景観を景観だと思います。今、景観を景観だと思います。今、景観を景観だと思います。今、景観を阻害阻害阻害阻害するのかどうか。もするのかどうか。もするのかどうか。もするのかどうか。も

う一つ大事なのはう一つ大事なのはう一つ大事なのはう一つ大事なのは動動動動植植植植物物物物へへへへの影の影の影の影響響響響はどうか、はどうか、はどうか、はどうか、先先先先ほどほどほどほど春春春春日山原日山原日山原日山原始始始始林の林の林の林の阻害阻害阻害阻害をしないかどうかをしないかどうかをしないかどうかをしないかどうか

と、これはと、これはと、これはと、これは動動動動植植植植物物物物の影の影の影の影響響響響はどうかということでございます。あと、環境影はどうかということでございます。あと、環境影はどうかということでございます。あと、環境影はどうかということでございます。あと、環境影響調響調響調響調査で査で査で査で重重重重大な大な大な大な

項目項目項目項目としてとしてとしてとして上上上上がっておりますのは、がっておりますのは、がっておりますのは、がっておりますのは、騒音騒音騒音騒音と振と振と振と振動動動動です。これは、です。これは、です。これは、です。これは、鉄鉄鉄鉄道とかそういう道とかそういう道とかそういう道とかそういう工作工作工作工作物物物物のののの

場合だと思いますが、場合だと思いますが、場合だと思いますが、場合だと思いますが、騒音騒音騒音騒音と振と振と振と振動動動動については今度のについては今度のについては今度のについては今度の登登登登坂坂坂坂施施施施設では設では設では設では調調調調査いたしますが、査いたしますが、査いたしますが、査いたしますが、余余余余りりりり

大きな要大きな要大きな要大きな要素素素素ではないように思いますので、ではないように思いますので、ではないように思いますので、ではないように思いますので、重重重重大な大な大な大なポポポポイイイイントは景観とントは景観とントは景観とントは景観と動動動動植植植植物物物物へへへへの影の影の影の影響響響響だと思だと思だと思だと思
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います。います。います。います。

登登登登坂坂坂坂施施施施設が２つの設が２つの設が２つの設が２つの項目項目項目項目にどのような影にどのような影にどのような影にどのような影響響響響をををを与与与与えるのかをえるのかをえるのかをえるのかを調調調調査しようというのがこれから査しようというのがこれから査しようというのがこれから査しようというのがこれから

で、まで、まで、まで、まずずずず項目項目項目項目をををを調調調調査して査して査して査してみみみみないとどないとどないとどないとどんんんんなものかわかりませなものかわかりませなものかわかりませなものかわかりませんんんんので、ので、ので、ので、調調調調査前にこれはおかし査前にこれはおかし査前にこれはおかし査前にこれはおかし

いといといといと評価評価評価評価していただいているのですが、していただいているのですが、していただいているのですが、していただいているのですが、心配心配心配心配だとおっしだとおっしだとおっしだとおっしゃゃゃゃっていたのもっていたのもっていたのもっていたのも当当当当然我々然我々然我々然我々もももも心配心配心配心配がががが

あるかもしれないと思ってあるかもしれないと思ってあるかもしれないと思ってあるかもしれないと思って調調調調査するわけでございますので、査するわけでございますので、査するわけでございますので、査するわけでございますので、十十十十分分分分にににに調調調調査をしたいと思って査をしたいと思って査をしたいと思って査をしたいと思って

おりますが、おりますが、おりますが、おりますが、繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、しになりますが、しになりますが、しになりますが、重重重重要なのは景観と要なのは景観と要なのは景観と要なのは景観と動動動動植植植植物物物物へへへへの影の影の影の影響響響響だと思っておりまだと思っておりまだと思っておりまだと思っておりま

す。す。す。す。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 その点につきましては、おっしその点につきましては、おっしその点につきましては、おっしその点につきましては、おっしゃゃゃゃるとおりだと思います。景観が非常に大事るとおりだと思います。景観が非常に大事るとおりだと思います。景観が非常に大事るとおりだと思います。景観が非常に大事

ですし、ですし、ですし、ですし、動動動動植植植植物物物物という点では原という点では原という点では原という点では原始始始始林でありますから、その点はしっかり林でありますから、その点はしっかり林でありますから、その点はしっかり林でありますから、その点はしっかり見見見見ていただかないていただかないていただかないていただかない

といけないと思っておりますが、それを今、県がといけないと思っておりますが、それを今、県がといけないと思っておりますが、それを今、県がといけないと思っておりますが、それを今、県が調調調調査をされるわけです。その査をされるわけです。その査をされるわけです。その査をされるわけです。その判断判断判断判断になるになるになるになる

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、結果結果結果結果が出たときに、例えば、これはどのようにが出たときに、例えば、これはどのようにが出たときに、例えば、これはどのようにが出たときに、例えば、これはどのように考考考考えるのかということをえるのかということをえるのかということをえるのかということを

お聞きしたいのですけれども、お聞きしたいのですけれども、お聞きしたいのですけれども、お聞きしたいのですけれども、遠遠遠遠くからくからくからくから見見見見たときにそのたときにそのたときにそのたときにその施施施施設が設が設が設が全全全全くくくく見見見見えなくなるようにすえなくなるようにすえなくなるようにすえなくなるようにす

ることなのか、あるいはることなのか、あるいはることなのか、あるいはることなのか、あるいは見見見見えてもマえてもマえてもマえてもマッッッッチチチチしているということでいいとしているということでいいとしているということでいいとしているということでいいと判断判断判断判断されるのか、そされるのか、そされるのか、そされるのか、そ

こはこはこはこは誰誰誰誰がどのようにがどのようにがどのようにがどのように判断判断判断判断されるのかがされるのかがされるのかがされるのかが不不不不明明明明確確確確なので、そこをお聞きしたいと思っています。なので、そこをお聞きしたいと思っています。なので、そこをお聞きしたいと思っています。なので、そこをお聞きしたいと思っています。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 景観の景観の景観の景観の評価評価評価評価の、まの、まの、まの、まずずずず要要要要素素素素はははは何何何何か、か、か、か、外外外外からからからから見見見見たときにその山のたときにその山のたときにその山のたときにその山の風情風情風情風情がががが阻害阻害阻害阻害されされされされ

ないかなど、言いないかなど、言いないかなど、言いないかなど、言い方方方方はいろいろあると思います。例えば、そのようにしたときにはいろいろあると思います。例えば、そのようにしたときにはいろいろあると思います。例えば、そのようにしたときにはいろいろあると思います。例えば、そのようにしたときに実際実際実際実際に、に、に、に、

模模模模型でも型でも型でも型でも置置置置けばよくわかるのですけれども、そういうわけにはいかないかもしれないので、けばよくわかるのですけれども、そういうわけにはいかないかもしれないので、けばよくわかるのですけれども、そういうわけにはいかないかもしれないので、けばよくわかるのですけれども、そういうわけにはいかないかもしれないので、

写真写真写真写真である。このである。このである。このである。この写真写真写真写真であるとであるとであるとであると実実実実は点は点は点は点線線線線が大きく出るのです。だからそれですが大きく出るのです。だからそれですが大きく出るのです。だからそれですが大きく出るのです。だからそれですぐぐぐぐにににに判断判断判断判断でででで

きないと思いますが、きないと思いますが、きないと思いますが、きないと思いますが、実際実際実際実際にどこをにどこをにどこをにどこを走走走走らせるのか、そのときはどのようにらせるのか、そのときはどのようにらせるのか、そのときはどのようにらせるのか、そのときはどのように外外外外からからからから見見見見えるのえるのえるのえるの

か、そのときにか、そのときにか、そのときにか、そのときに外外外外からからからから見見見見えるのはどこからえるのはどこからえるのはどこからえるのはどこから見見見見たときのたときのたときのたときの眺眺眺眺望が望が望が望が阻害阻害阻害阻害されるのかというようにされるのかというようにされるのかというようにされるのかというように

見見見見る地点もる地点もる地点もる地点も複複複複数数数数要ると思いますが、要ると思いますが、要ると思いますが、要ると思いますが、調調調調査の査の査の査の内内内内容容容容はそのようなことであります。はそのようなことであります。はそのようなことであります。はそのようなことであります。

それが景観それが景観それが景観それが景観阻害阻害阻害阻害かどうかのかどうかのかどうかのかどうかの判断判断判断判断はははは相相相相当当当当のののの価値価値価値価値判断判断判断判断があって、そもそもおかしいと思ってがあって、そもそもおかしいと思ってがあって、そもそもおかしいと思ってがあって、そもそもおかしいと思って

いるところからいるところからいるところからいるところからスタースタースタースタートされたり、そもそもトされたり、そもそもトされたり、そもそもトされたり、そもそも反反反反対対対対だというだというだというだという運動運動運動運動をををを起起起起こしたりされるわけでこしたりされるわけでこしたりされるわけでこしたりされるわけで

すから、よくその景観がすから、よくその景観がすから、よくその景観がすから、よくその景観が阻害阻害阻害阻害されるか、されるか、されるか、されるか、見見見見えなくなって、あるのかないのかわからないとえなくなって、あるのかないのかわからないとえなくなって、あるのかないのかわからないとえなくなって、あるのかないのかわからないと

いうのはいうのはいうのはいうのは阻害阻害阻害阻害されていないということになりますが。ちらっとされていないということになりますが。ちらっとされていないということになりますが。ちらっとされていないということになりますが。ちらっと見見見見えたり、えたり、えたり、えたり、走走走走っているのがっているのがっているのがっているのが

見見見見えたときにえたときにえたときにえたときに阻害阻害阻害阻害しているかどうかは、またしているかどうかは、またしているかどうかは、またしているかどうかは、また判断判断判断判断が出てくるとこだと思います。が出てくるとこだと思います。が出てくるとこだと思います。が出てくるとこだと思います。

誰誰誰誰にににに判断判断判断判断してもらうのかは、今は地してもらうのかは、今は地してもらうのかは、今は地してもらうのかは、今は地元元元元のののの人や人や人や人や、、、、有有有有識者識者識者識者、、、、ＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯで奈良県公で奈良県公で奈良県公で奈良県公園園園園地地地地区整備区整備区整備区整備検検検検

討討討討委員会を設けて委員会を設けて委員会を設けて委員会を設けて判断判断判断判断をををを仰仰仰仰いでいます。そのときのいでいます。そのときのいでいます。そのときのいでいます。そのときの意見意見意見意見も１つも１つも１つも１つ有力有力有力有力なななな意見意見意見意見だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

それと、それと、それと、それと、パブパブパブパブリックコリックコリックコリックコメントもメントもメントもメントも実施実施実施実施したいと思います。そのようなことは今したいと思います。そのようなことは今したいと思います。そのようなことは今したいと思います。そのようなことは今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。判断判断判断判断はははは誰誰誰誰かということはかということはかということはかということは最最最最終的終的終的終的には行政には行政には行政には行政判断判断判断判断だと思うのですが、だと思うのですが、だと思うのですが、だと思うのですが、広広広広くくくく見見見見てもらおうてもらおうてもらおうてもらおう
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というというというという仕組み仕組み仕組み仕組みはとりたいと思っております。はとりたいと思っております。はとりたいと思っております。はとりたいと思っております。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 判断判断判断判断にににに当当当当たっては、県がたっては、県がたっては、県がたっては、県が恣恣恣恣意的意的意的意的にされるのではないことを、にされるのではないことを、にされるのではないことを、にされるのではないことを、担担担担保していただ保していただ保していただ保していただ

きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

それと、ここで言う景観の問それと、ここで言う景観の問それと、ここで言う景観の問それと、ここで言う景観の問題題題題で、荒井知事からで、荒井知事からで、荒井知事からで、荒井知事から見見見見れば、私たちがれば、私たちがれば、私たちがれば、私たちが最最最最初から初から初から初から反反反反対対対対していしていしていしてい

ると言われると思うのですけれども、なると言われると思うのですけれども、なると言われると思うのですけれども、なると言われると思うのですけれども、なぜぜぜぜ言っているのかといいますと、言っているのかといいますと、言っているのかといいますと、言っているのかといいますと、ややややはりはりはりはり見見見見えなかえなかえなかえなか

ったらいいということではないという思いがあるのです。それはったらいいということではないという思いがあるのです。それはったらいいということではないという思いがあるのです。それはったらいいということではないという思いがあるのです。それは当当当当然然然然あると思いますが、あると思いますが、あると思いますが、あると思いますが、

それとともにそれとともにそれとともにそれとともに絶絶絶絶対見対見対見対見えなくするのはえなくするのはえなくするのはえなくするのは無無無無理だと思うのです。私も、理だと思うのです。私も、理だと思うのです。私も、理だと思うのです。私も、昔昔昔昔はははは登登登登ったことがありまったことがありまったことがありまったことがありま

すがすがすがすが最最最最近近近近行っていないので、この行っていないので、この行っていないので、この行っていないので、この計画計画計画計画が出ているから一が出ているから一が出ているから一が出ているから一体体体体どのようになるのかと、きのうどのようになるのかと、きのうどのようになるのかと、きのうどのようになるのかと、きのう

登登登登ってまいりました。そうしましたら一ってまいりました。そうしましたら一ってまいりました。そうしましたら一ってまいりました。そうしましたら一重目重目重目重目のところにのところにのところにのところに到到到到達達達達しましたら、この場しましたら、この場しましたら、この場しましたら、この場所所所所そのもそのもそのもそのも

のが非常にいい景観なのです。のが非常にいい景観なのです。のが非常にいい景観なのです。のが非常にいい景観なのです。草草草草地があってその地があってその地があってその地があってその向向向向こうに原こうに原こうに原こうに原始始始始林があって、林があって、林があって、林があって、緑緑緑緑ののののココココントントントントララララ

スススストはすごくすばらしいと思ってトはすごくすばらしいと思ってトはすごくすばらしいと思ってトはすごくすばらしいと思って見見見見ました。荒井知事がました。荒井知事がました。荒井知事がました。荒井知事が多多多多くのくのくのくの方方方方にににに見見見見てほしいと思われるてほしいと思われるてほしいと思われるてほしいと思われる

気気気気持持持持ちはよくわかりました。これでしたらちはよくわかりました。これでしたらちはよくわかりました。これでしたらちはよくわかりました。これでしたら見見見見てほしいというてほしいというてほしいというてほしいという気気気気持持持持ちはちはちはちは当当当当然然然然生まれました。生まれました。生まれました。生まれました。

しかし、そう思ってしかし、そう思ってしかし、そう思ってしかし、そう思って見見見見たときに、この部たときに、この部たときに、この部たときに、この部分分分分にににに鉄鉄鉄鉄道の道の道の道のモノレールモノレールモノレールモノレールのののの鉄鉄鉄鉄骨骨骨骨が立ち、そこにが立ち、そこにが立ち、そこにが立ち、そこに箱箱箱箱形形形形

ののののモノレールモノレールモノレールモノレールがががが通通通通っていくわけです。それは３０っていくわけです。それは３０っていくわけです。それは３０っていくわけです。それは３０分分分分かかりすごく時かかりすごく時かかりすごく時かかりすごく時間間間間がかかるのですけれがかかるのですけれがかかるのですけれがかかるのですけれ

ど、そのど、そのど、そのど、その横横横横にににに登登登登山道があって、山道があって、山道があって、山道があって、登登登登るるるる方方方方がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいます。そういういます。そういういます。そういういます。そういう方方方方からからからから見見見見たたたた

ときに、そういうものがここにあるというのはすごくときに、そういうものがここにあるというのはすごくときに、そういうものがここにあるというのはすごくときに、そういうものがここにあるというのはすごく違違違違和和和和感感感感をををを感感感感じじじじると思うのです。ると思うのです。ると思うのです。ると思うのです。ややややはははは

りそのことをりそのことをりそのことをりそのことを考考考考えたら、本えたら、本えたら、本えたら、本当当当当にににに価値価値価値価値をををを損ね損ね損ね損ねることになるとすごく思っています。景観といることになるとすごく思っています。景観といることになるとすごく思っています。景観といることになるとすごく思っています。景観とい

うううう考考考考ええええ方方方方の中には、の中には、の中には、の中には、遠遠遠遠くからくからくからくから見見見見てどうかというてどうかというてどうかというてどうかという考考考考ええええ方方方方とともにとともにとともにとともに人人人人がががが移移移移動動動動しながらしながらしながらしながら見見見見る景観、る景観、る景観、る景観、

そのことについてもどうそのことについてもどうそのことについてもどうそのことについてもどう考考考考えるのかというえるのかというえるのかというえるのかという考考考考ええええ方方方方もあると思うのです。もあると思うのです。もあると思うのです。もあると思うのです。

若草若草若草若草山は山は山は山はヨヨヨヨーーーーロロロロッッッッパパパパの高い山での高い山での高い山での高い山で鉄鉄鉄鉄道があるようなところと道があるようなところと道があるようなところと道があるようなところと条件条件条件条件がががが違違違違います。ああいうといます。ああいうといます。ああいうといます。ああいうと

ころは本ころは本ころは本ころは本当当当当にたくさにたくさにたくさにたくさんんんんのののの方方方方を、大きなを、大きなを、大きなを、大きな鉄鉄鉄鉄道で道で道で道で運運運運んんんんでいったりするでいったりするでいったりするでいったりする価値価値価値価値があると思うのですがあると思うのですがあると思うのですがあると思うのです

が、が、が、が、自自自自分分分分のののの足足足足でででで歩歩歩歩いていったり、それからいていったり、それからいていったり、それからいていったり、それから都都都都市市市市のすのすのすのすぐぐぐぐ中にあるこの中にあるこの中にあるこの中にあるこの貴貴貴貴重重重重なななな自然自然自然自然というというというという意意意意味味味味

でいうと、そこをでいうと、そこをでいうと、そこをでいうと、そこを歩歩歩歩いているいているいているいている人人人人たちがどう思うかという景観も非常に大事ではないかとたちがどう思うかという景観も非常に大事ではないかとたちがどう思うかという景観も非常に大事ではないかとたちがどう思うかという景観も非常に大事ではないかと感感感感

じじじじるのですけれども、そのことについてはどのようにおるのですけれども、そのことについてはどのようにおるのですけれども、そのことについてはどのようにおるのですけれども、そのことについてはどのようにお考考考考えでしょうか。えでしょうか。えでしょうか。えでしょうか。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 景観の中で景観の中で景観の中で景観の中で遠遠遠遠くからくからくからくから見見見見るだけでなく、るだけでなく、るだけでなく、るだけでなく、近近近近くからくからくからくから見見見見る景観も大事ではないかとる景観も大事ではないかとる景観も大事ではないかとる景観も大事ではないかと

いうことを、要いうことを、要いうことを、要いうことを、要素素素素にでにでにでにで入入入入れるべきだと、そのとおりだと思います。れるべきだと、そのとおりだと思います。れるべきだと、そのとおりだと思います。れるべきだと、そのとおりだと思います。遠遠遠遠くからくからくからくから見見見見るといいけるといいけるといいけるといいけ

れどれどれどれど近近近近くからくからくからくから見見見見たらたらたらたら見見見見苦しいというのは苦しいというのは苦しいというのは苦しいというのは往往往往 々々々々にありますが、にありますが、にありますが、にありますが、近近近近くからくからくからくから見見見見てもてもてもても見見見見苦しくない苦しくない苦しくない苦しくない

ようにということはそのとおりだと思います。ようにということはそのとおりだと思います。ようにということはそのとおりだと思います。ようにということはそのとおりだと思います。

それで、またそもそもおかしいということはなしとまそれで、またそもそもおかしいということはなしとまそれで、またそもそもおかしいということはなしとまそれで、またそもそもおかしいということはなしとまず判断ず判断ず判断ず判断をさせていただいて大をさせていただいて大をさせていただいて大をさせていただいて大変評変評変評変評

価価価価いたします。そもそもいたします。そもそもいたします。そもそもいたします。そもそも反反反反対対対対するのではなく、するのではなく、するのではなく、するのではなく、見見見見てからてからてからてから判断判断判断判断することをすることをすることをすることをぜひぜひぜひぜひ続けていただ続けていただ続けていただ続けていただ
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きたい。きたい。きたい。きたい。途途途途中で中で中で中で変変変変えないで、二えないで、二えないで、二えないで、二転転転転、、、、三転三転三転三転しないでしないでしないでしないで考考考考えていただきたいと思うのですが、そえていただきたいと思うのですが、そえていただきたいと思うのですが、そえていただきたいと思うのですが、そ

れで言おうと思ったことをおっしれで言おうと思ったことをおっしれで言おうと思ったことをおっしれで言おうと思ったことをおっしゃゃゃゃったのですけれど、ったのですけれど、ったのですけれど、ったのですけれど、スイススイススイススイスのののの登登登登山山山山鉄鉄鉄鉄道ですが、山の道ですが、山の道ですが、山の道ですが、山の上上上上

にににに鉄鉄鉄鉄道が道が道が道が走走走走っているのは、っているのは、っているのは、っているのは、見見見見るるるる人人人人によってはによってはによってはによっては変変変変なななな物物物物がががが走走走走っていると思われますし、しかし、っていると思われますし、しかし、っていると思われますし、しかし、っていると思われますし、しかし、

見見見見るるるる人人人人によればすごくによればすごくによればすごくによればすごく調調調調和和和和がとれてがとれてがとれてがとれて登登登登山山山山鉄鉄鉄鉄道はすばらしいとおっし道はすばらしいとおっし道はすばらしいとおっし道はすばらしいとおっしゃゃゃゃるるるる面面面面もあるのです。もあるのです。もあるのです。もあるのです。

山の中の山の中の山の中の山の中の鉄鉄鉄鉄道と、山の中の道と、山の中の道と、山の中の道と、山の中の登登登登坂坂坂坂施施施施設と設と設と設と考考考考えたら高い山なのかえたら高い山なのかえたら高い山なのかえたら高い山なのか低低低低い山なのかはい山なのかはい山なのかはい山なのかは判断判断判断判断になるとになるとになるとになると

思います。ほかの例でも、例えば思います。ほかの例でも、例えば思います。ほかの例でも、例えば思います。ほかの例でも、例えばミミミミシシシシュュュュラララランの３つンの３つンの３つンの３つ星星星星の高の高の高の高尾尾尾尾山は中を２山は中を２山は中を２山は中を２人人人人がけのがけのがけのがけのススススキキキキーリーリーリーリ

フフフフトのようなものがトのようなものがトのようなものがトのようなものが上上上上っています。これはっています。これはっています。これはっています。これは見見見見えたりえたりえたりえたり見見見見えなかったりですけれども、それだえなかったりですけれども、それだえなかったりですけれども、それだえなかったりですけれども、それだ

ってってってって近近近近くからくからくからくから見見見見るとるとるとると何何何何かかかかススススキキキキーーーー場と場と場と場と同じ物同じ物同じ物同じ物がががが走走走走っているのではないかと、っているのではないかと、っているのではないかと、っているのではないかと、近近近近くでくでくでくで見見見見るとどるとどるとどるとど

うだといううだといううだといううだという人人人人もいるかもしれませもいるかもしれませもいるかもしれませもいるかもしれませんんんんが、そが、そが、そが、そんんんんなに問なに問なに問なに問題題題題にはなっておりませにはなっておりませにはなっておりませにはなっておりませんんんん。そのような。そのような。そのような。そのような

いろいろないろいろないろいろないろいろな幅幅幅幅広広広広いいいい判断判断判断判断は要ると思いますので、一部のは要ると思いますので、一部のは要ると思いますので、一部のは要ると思いますので、一部の人人人人のののの声声声声がががが全全全全部の部の部の部の声声声声だとはおだとはおだとはおだとはお互互互互いに言いに言いに言いに言

わないようにしようとおっしわないようにしようとおっしわないようにしようとおっしわないようにしようとおっしゃゃゃゃることですから、県のることですから、県のることですから、県のることですから、県の考考考考えがえがえがえが全全全全部の部の部の部の声声声声だと言わないようにだと言わないようにだと言わないようにだと言わないように

しろと、それはおしろと、それはおしろと、それはおしろと、それはお互互互互いさまだと思います。それは大いさまだと思います。それは大いさまだと思います。それは大いさまだと思います。それは大変変変変大事な大事な大事な大事なルールルールルールルールだと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、広広広広

くくくく意見意見意見意見を聞いてを聞いてを聞いてを聞いて最最最最終的終的終的終的には議会のには議会のには議会のには議会の判断判断判断判断もももも仰仰仰仰いでと、いでと、いでと、いでと、広広広広くくくく意見意見意見意見を聞かなければならないを聞かなければならないを聞かなければならないを聞かなければならない種種種種類類類類

のもので、景観はいろいろなのもので、景観はいろいろなのもので、景観はいろいろなのもので、景観はいろいろな人人人人のののの判断判断判断判断があると思っております。があると思っております。があると思っております。があると思っております。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 景観の問景観の問景観の問景観の問題題題題につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、実実実実物物物物をををを見見見見ていないので今すていないので今すていないので今すていないので今すぐ判断ぐ判断ぐ判断ぐ判断できないのはできないのはできないのはできないのは

申申申申しししし上げ上げ上げ上げたとおりです。たとおりです。たとおりです。たとおりです。

ですが、もう１点、問ですが、もう１点、問ですが、もう１点、問ですが、もう１点、問題題題題があると思っていることがありまして、それは大きくがあると思っていることがありまして、それは大きくがあると思っていることがありまして、それは大きくがあると思っていることがありまして、それは大きく反反反反対対対対にににに傾傾傾傾

いている理いている理いている理いている理由由由由ですけれども、この案では、このとおりになるかどうかはですけれども、この案では、このとおりになるかどうかはですけれども、この案では、このとおりになるかどうかはですけれども、この案では、このとおりになるかどうかは別別別別だと聞いていまだと聞いていまだと聞いていまだと聞いていま

すので、今すので、今すので、今すので、今想想想想定している定している定している定している春春春春日山原日山原日山原日山原始始始始林の林の林の林の際際際際をををを通通通通るようにならないかもしれないのですけれるようにならないかもしれないのですけれるようにならないかもしれないのですけれるようにならないかもしれないのですけれ

ども、もしなった場合に、ども、もしなった場合に、ども、もしなった場合に、ども、もしなった場合に、春春春春日山原日山原日山原日山原始始始始林がどういう林がどういう林がどういう林がどういう意意意意味味味味のののの文化遺文化遺文化遺文化遺産なのかを産なのかを産なのかを産なのかを考考考考えないといえないといえないといえないとい

けないと思っております。けないと思っております。けないと思っております。けないと思っております。

これは日本これは日本これは日本これは日本独独独独特特特特の神道思の神道思の神道思の神道思想想想想があったかもしれないのですけれども、そういうものとがあったかもしれないのですけれども、そういうものとがあったかもしれないのですけれども、そういうものとがあったかもしれないのですけれども、そういうものと相相相相まままま

ってってってって自然自然自然自然とととと春春春春日大日大日大日大社社社社を大事にしようというを大事にしようというを大事にしようというを大事にしようという先人先人先人先人たちの思いが、たちの思いが、たちの思いが、たちの思いが、ずずずずっとっとっとっと守守守守ってきたってきたってきたってきた文化的文化的文化的文化的景景景景

観だと思うのです。それがあったから観だと思うのです。それがあったから観だと思うのです。それがあったから観だと思うのです。それがあったから文化的文化的文化的文化的な景観として大な景観として大な景観として大な景観として大切切切切なななな資資資資産ということで産ということで産ということで産ということで世界遺世界遺世界遺世界遺

産に産に産に産に登録登録登録登録されてきたされてきたされてきたされてきた歴歴歴歴史的史的史的史的なものだと思っています。ななものだと思っています。ななものだと思っています。ななものだと思っています。なぜぜぜぜそうなったのかというと、そうなったのかというと、そうなったのかというと、そうなったのかというと、自然自然自然自然

とととと春春春春日大日大日大日大社社社社のののの社殿社殿社殿社殿以以以以外外外外のものがほとのものがほとのものがほとのものがほとんんんんどどどど入入入入りりりり込込込込まないで長年まないで長年まないで長年まないで長年守守守守られてきた景観だというとられてきた景観だというとられてきた景観だというとられてきた景観だというと

ころにころにころにころに値値値値打打打打ちがあると思っております。ですので、そういうちがあると思っております。ですので、そういうちがあると思っております。ですので、そういうちがあると思っております。ですので、そういう意意意意味味味味から言うと、そこに、から言うと、そこに、から言うと、そこに、から言うと、そこに、人人人人

工工工工物物物物でもいろいろあると思うのですけれども、でもいろいろあると思うのですけれども、でもいろいろあると思うのですけれども、でもいろいろあると思うのですけれども、鉄鉄鉄鉄軌軌軌軌道である道である道である道であるモノレールモノレールモノレールモノレールをををを通通通通すのはどうしすのはどうしすのはどうしすのはどうし

てもてもてもてもふふふふさわしいとは思えないのです。ですので、さわしいとは思えないのです。ですので、さわしいとは思えないのです。ですので、さわしいとは思えないのです。ですので、世界遺世界遺世界遺世界遺産だから産だから産だから産だから壊壊壊壊したらいけないというしたらいけないというしたらいけないというしたらいけないという

よりもよりもよりもよりも人人人人 々々々々がががが守守守守ってきてってきてってきてってきて世界遺世界遺世界遺世界遺産にまで産にまで産にまで産にまで価値価値価値価値がなったものを、がなったものを、がなったものを、がなったものを、モノレールモノレールモノレールモノレールをつくることがをつくることがをつくることがをつくることが
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壊壊壊壊すことになるのではないかと思っているので、いろいろすことになるのではないかと思っているので、いろいろすことになるのではないかと思っているので、いろいろすことになるのではないかと思っているので、いろいろ調調調調査をしていただくことは査をしていただくことは査をしていただくことは査をしていただくことは別別別別にににに

しても、どうしてもしても、どうしてもしても、どうしてもしても、どうしても賛賛賛賛成はできないという成はできないという成はできないという成はできないという気気気気持持持持ちです。そもそもそういう問ちです。そもそもそういう問ちです。そもそもそういう問ちです。そもそもそういう問題題題題があるのでがあるのでがあるのでがあるので

こっちのところにこっちのところにこっちのところにこっちのところに通通通通される。でもされる。でもされる。でもされる。でも全全全全体体体体をををを見見見見たら、あそこのたら、あそこのたら、あそこのたら、あそこの真真真真んんんん中は中は中は中はバッファゾーバッファゾーバッファゾーバッファゾーンですし、ンですし、ンですし、ンですし、

反反反反対対対対側側側側は東大は東大は東大は東大寺寺寺寺の境の境の境の境内内内内になりますので、場になりますので、場になりますので、場になりますので、場所所所所はないかもしれないのですけれども。そういはないかもしれないのですけれども。そういはないかもしれないのですけれども。そういはないかもしれないのですけれども。そうい

うことでいうと本うことでいうと本うことでいうと本うことでいうと本当当当当にこれでいいのか、にこれでいいのか、にこれでいいのか、にこれでいいのか、ややややはりこれははりこれははりこれははりこれは考考考考ええええ直直直直してほしいという思いはしてほしいという思いはしてほしいという思いはしてほしいという思いは強強強強くくくく

あります。そのようにおっしあります。そのようにおっしあります。そのようにおっしあります。そのようにおっしゃゃゃゃっておられるっておられるっておられるっておられる方方方方は、は、は、は、全全全全てではないにしてもたくさてではないにしてもたくさてではないにしてもたくさてではないにしてもたくさんんんんいらっいらっいらっいらっ

ししししゃゃゃゃるのです。るのです。るのです。るのです。

県が、県が、県が、県が、何何何何がががが何何何何でもでもでもでも絶絶絶絶対対対対それが正しいといってつくるそれが正しいといってつくるそれが正しいといってつくるそれが正しいといってつくる考考考考えにはないと思っていますが、今えにはないと思っていますが、今えにはないと思っていますが、今えにはないと思っていますが、今

の荒井知事のの荒井知事のの荒井知事のの荒井知事の話話話話であれば、であれば、であれば、であれば、検討検討検討検討のののの結果結果結果結果、これは、これは、これは、これはふふふふさわしくないとなることだってありさわしくないとなることだってありさわしくないとなることだってありさわしくないとなることだってあり得得得得まままま

すすすすねねねね。いろいろ。いろいろ。いろいろ。いろいろ検討検討検討検討したしたしたした結果結果結果結果、これは、これは、これは、これはややややはりはりはりはり無無無無理だとなる理だとなる理だとなる理だとなる可能可能可能可能性だってあると性だってあると性だってあると性だってあると判断判断判断判断していしていしていしてい

るのですけれども、そういうことなのでしょうか。るのですけれども、そういうことなのでしょうか。るのですけれども、そういうことなのでしょうか。るのですけれども、そういうことなのでしょうか。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 最最最最初のご初のご初のご初のご意見意見意見意見でもありますけれども、山は神でもありますけれども、山は神でもありますけれども、山は神でもありますけれども、山は神様様様様との一との一との一との一体感体感体感体感がある山のがある山のがある山のがある山の精精精精神性神性神性神性

をおっしをおっしをおっしをおっしゃゃゃゃいました。このようないました。このようないました。このようないました。このような論論論論点は、点は、点は、点は、割割割割とととと好好好好きなほうですので、そのきなほうですので、そのきなほうですので、そのきなほうですので、その論論論論点を山村委員点を山村委員点を山村委員点を山村委員

のののの心情心情心情心情からか、からか、からか、からか、党党党党はあはあはあはあんんんんまりまりまりまり……………………。。。。党党党党はははは精精精精神性神性神性神性……………………。。。。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 そそそそんんんんなことはないです。日本なことはないです。日本なことはないです。日本なことはないです。日本共共共共産産産産党党党党は大事にしています。は大事にしています。は大事にしています。は大事にしています。信仰信仰信仰信仰も大も大も大も大切切切切にしてにしてにしてにして

おります。おります。おります。おります。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 そうですか。そうですか。そうですか。そうですか。失礼失礼失礼失礼しました。その山しました。その山しました。その山しました。その山信仰信仰信仰信仰、日本の神は山に、日本の神は山に、日本の神は山に、日本の神は山に宿宿宿宿るというのは、るというのは、るというのは、るというのは、

日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党と、どうと、どうと、どうと、どう調調調調和和和和するのかと思い、山はするのかと思い、山はするのかと思い、山はするのかと思い、山は三三三三輪輪輪輪山ですので、山山ですので、山山ですので、山山ですので、山信仰信仰信仰信仰がと思っただけながと思っただけながと思っただけながと思っただけな

のですけれど、山ののですけれど、山ののですけれど、山ののですけれど、山の精精精精神性は大事だというのは、その会議では私も山の神性は大事だというのは、その会議では私も山の神性は大事だというのは、その会議では私も山の神性は大事だというのは、その会議では私も山の精精精精神性は大神性は大神性は大神性は大和和和和といといといとい

うように大事な言うように大事な言うように大事な言うように大事な言葉葉葉葉をををを使使使使おうとするおうとするおうとするおうとするぐぐぐぐらいですので、その点はそのように思いますが、山らいですので、その点はそのように思いますが、山らいですので、その点はそのように思いますが、山らいですので、その点はそのように思いますが、山

のののの精精精精神性をこういう神性をこういう神性をこういう神性をこういうモノレールモノレールモノレールモノレールのののの鉄鉄鉄鉄のようなものでのようなものでのようなものでのようなもので阻害阻害阻害阻害するのかどうかは、これはするのかどうかは、これはするのかどうかは、これはするのかどうかは、これは人人人人によによによによ

って、大って、大って、大って、大分違分違分違分違うと思うのです。景観というのはうと思うのです。景観というのはうと思うのです。景観というのはうと思うのです。景観というのは相相相相当当当当わかるのですけれども、政わかるのですけれども、政わかるのですけれども、政わかるのですけれども、政治治治治的的的的ママママターターターター

かどうかというかどうかというかどうかというかどうかという我々我々我々我々のののの世界世界世界世界か、山のか、山のか、山のか、山の精精精精神性を神性を神性を神性を阻害阻害阻害阻害するかどうかというするかどうかというするかどうかというするかどうかという判断判断判断判断をををを我々我々我々我々がするのがするのがするのがするの

は、は、は、は、人人人人によってによってによってによって随随随随分分分分とととと分分分分かれてくると。かれてくると。かれてくると。かれてくると。

ただ、この山のただ、この山のただ、この山のただ、この山の人工人工人工人工物物物物と山村委員はおっしと山村委員はおっしと山村委員はおっしと山村委員はおっしゃゃゃゃったので、ったので、ったので、ったので、人工人工人工人工物物物物ということから言えば、ということから言えば、ということから言えば、ということから言えば、

道道道道路路路路はもうはもうはもうはもう既既既既にあるわけで、原にあるわけで、原にあるわけで、原にあるわけで、原始始始始林の中を道林の中を道林の中を道林の中を道路路路路がががが走走走走っています。っています。っています。っています。三三三三輪輪輪輪山ははだしで山ははだしで山ははだしで山ははだしで登登登登るとるとるとると

いういういういう風風風風習習習習ですから、ないわけです。道ですから、ないわけです。道ですから、ないわけです。道ですから、ないわけです。道路路路路をつくったことをつくったことをつくったことをつくったことやややや、、、、麓麓麓麓のほうで月日のほうで月日のほうで月日のほうで月日亭亭亭亭のような、のような、のような、のような、

あれは県あれは県あれは県あれは県営営営営地ですけれども、地ですけれども、地ですけれども、地ですけれども、飲食飲食飲食飲食をする場をする場をする場をする場所所所所をつくったというのは景観とはをつくったというのは景観とはをつくったというのは景観とはをつくったというのは景観とは全全全全く関係のなく関係のなく関係のなく関係のな

いところで、山のいところで、山のいところで、山のいところで、山の精精精精神性を神性を神性を神性を冒涜冒涜冒涜冒涜しているのではないかというのもしているのではないかというのもしているのではないかというのもしているのではないかというのも考考考考ええええ方方方方によってはあるかによってはあるかによってはあるかによってはあるか

もしれないという思いがいたします。それともしれないという思いがいたします。それともしれないという思いがいたします。それともしれないという思いがいたします。それと比比比比べてという言いべてという言いべてという言いべてという言い方方方方も、そも、そも、そも、そんんんんなものをなものをなものをなものをみみみみんんんんなななな
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廃廃廃廃止止止止しろとおっししろとおっししろとおっししろとおっしゃゃゃゃっているのかもしれないけれども、いっているのかもしれないけれども、いっているのかもしれないけれども、いっているのかもしれないけれども、いややややそれはいいとしても、このそれはいいとしても、このそれはいいとしても、このそれはいいとしても、このモモモモ

ノレールノレールノレールノレールはいけないと言うのか、また少し議はいけないと言うのか、また少し議はいけないと言うのか、また少し議はいけないと言うのか、また少し議論論論論が発が発が発が発展展展展すると思うのです。すると思うのです。すると思うのです。すると思うのです。

それとそれとそれとそれと世界遺世界遺世界遺世界遺産は、産は、産は、産は、ユユユユニバーニバーニバーニバーササササルバリルバリルバリルバリュュュューーーーですので、この山は神ですので、この山は神ですので、この山は神ですので、この山は神聖聖聖聖だからだからだからだから守守守守ろうというろうというろうというろうという

ことはことはことはことは特特特特殊殊殊殊というか、というか、というか、というか、属属属属地地地地的的的的ななななバリバリバリバリュュュューーーーで、で、で、で、ユユユユニバーニバーニバーニバーササササルルルルにならないのでにならないのでにならないのでにならないので世界遺世界遺世界遺世界遺産の産の産の産の基準基準基準基準

とはとはとはとは余余余余り関係ないり関係ないり関係ないり関係ない基準基準基準基準かと、かと、かと、かと、基準自身基準自身基準自身基準自身は大事だと思うのですけれども、は大事だと思うのですけれども、は大事だと思うのですけれども、は大事だと思うのですけれども、世界遺世界遺世界遺世界遺産と関係す産と関係す産と関係す産と関係す

るるるる基準基準基準基準ではないように思います。ではないように思います。ではないように思います。ではないように思います。

感感感感想想想想と一部お答え、それとと一部お答え、それとと一部お答え、それとと一部お答え、それと最最最最後後後後に、お答えに、お答えに、お答えに、お答え的的的的ないろいろなないろいろなないろいろなないろいろな判断判断判断判断はははは特特特特に環境影に環境影に環境影に環境影響調響調響調響調査、そ査、そ査、そ査、そ

れとれとれとれと評価評価評価評価が本が本が本が本当当当当に大事だと思いますが、本に大事だと思いますが、本に大事だと思いますが、本に大事だと思いますが、本当当当当にだにだにだにだめめめめだったらだったらだったらだったらやめやめやめやめるのかといえば、そのよるのかといえば、そのよるのかといえば、そのよるのかといえば、そのよ

うになると思います。だからうになると思います。だからうになると思います。だからうになると思います。だから最最最最初からだ初からだ初からだ初からだめめめめだというだというだというだという話話話話ではなく、そうなったらではなく、そうなったらではなく、そうなったらではなく、そうなったらやめやめやめやめるといるといるといるとい

うことでうことでうことでうことで実実実実証証証証的的的的にににに詰詰詰詰めめめめていきましょうとていきましょうとていきましょうとていきましょうと改め改め改め改めてててて申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 山の神山の神山の神山の神聖聖聖聖性を性を性を性を認認認認めめめめて、いて、いて、いて、いやややや、山が神、山が神、山が神、山が神様様様様だからだからだからだから世界遺世界遺世界遺世界遺産というよりも、そうい産というよりも、そうい産というよりも、そうい産というよりも、そうい

う思いでう思いでう思いでう思いで残残残残ってってってって守守守守られてきた今のられてきた今のられてきた今のられてきた今の現状現状現状現状にににに対対対対してしてしてして世界遺世界遺世界遺世界遺産に産に産に産に認認認認定されたと思っているのです。定されたと思っているのです。定されたと思っているのです。定されたと思っているのです。

それとさっきおっしそれとさっきおっしそれとさっきおっしそれとさっきおっしゃゃゃゃったったったったドドドドラララライイイイブブブブウェウェウェウェーーーーがつくられているとか、がつくられているとか、がつくられているとか、がつくられているとか、三三三三笠笠笠笠山の山の山の山の上上上上に行きましに行きましに行きましに行きまし

たらたらたらたら温泉街温泉街温泉街温泉街じゃじゃじゃじゃないけれども、そういうものができているとか、いろいろな開発がないけれども、そういうものができているとか、いろいろな開発がないけれども、そういうものができているとか、いろいろな開発がないけれども、そういうものができているとか、いろいろな開発が過去過去過去過去にににに

はありました。その時はありました。その時はありました。その時はありました。その時 々々々々の問の問の問の問題題題題につきましては私たちは大いににつきましては私たちは大いににつきましては私たちは大いににつきましては私たちは大いに反反反反対対対対をしてまいりました。をしてまいりました。をしてまいりました。をしてまいりました。

しかし、今できてしまっているしかし、今できてしまっているしかし、今できてしまっているしかし、今できてしまっている状況状況状況状況で、そので、そので、そので、その当当当当時の時の時の時の話話話話を聞きましたら、を聞きましたら、を聞きましたら、を聞きましたら、若草若草若草若草山に山に山に山にロロロロープープープープウウウウ

エーエーエーエーという案を出されるという案を出されるという案を出されるという案を出される方方方方もあったようでありますが、それはもあったようでありますが、それはもあったようでありますが、それはもあったようでありますが、それはややややはりはりはりはり皆様皆様皆様皆様の議の議の議の議論論論論の中での中での中での中で取取取取

りりりりやめやめやめやめになってきたになってきたになってきたになってきた経過経過経過経過があると思っています。があると思っています。があると思っています。があると思っています。

一つ安一つ安一つ安一つ安心心心心したのは、荒井知事が宮本委員の質問に答えてしたのは、荒井知事が宮本委員の質問に答えてしたのは、荒井知事が宮本委員の質問に答えてしたのは、荒井知事が宮本委員の質問に答えて断断断断固固固固たるたるたるたる決意決意決意決意をををを持持持持って進って進って進って進めめめめていていていてい

きたいとおっしきたいとおっしきたいとおっしきたいとおっしゃゃゃゃったように思うのですけれども、ったように思うのですけれども、ったように思うのですけれども、ったように思うのですけれども、何何何何がががが何何何何でもでもでもでも絶絶絶絶対対対対つくるのではなく、つくるのではなく、つくるのではなく、つくるのではなく、条条条条

件や件や件や件や今問今問今問今問題題題題になっている景観を大になっている景観を大になっている景観を大になっている景観を大切切切切にににに考考考考えて、それはなくなるえて、それはなくなるえて、それはなくなるえて、それはなくなる可能可能可能可能性もある立場に立って性もある立場に立って性もある立場に立って性もある立場に立って

おられるのであれば、大いに議おられるのであれば、大いに議おられるのであれば、大いに議おられるのであれば、大いに議論論論論していけますので、そういうしていけますので、そういうしていけますので、そういうしていけますので、そういう意意意意味味味味で、私たちはどで、私たちはどで、私たちはどで、私たちはどんんんんどどどどんんんん

発発発発信信信信していきたいし、景観についていろいろしていきたいし、景観についていろいろしていきたいし、景観についていろいろしていきたいし、景観についていろいろ考考考考えていくというえていくというえていくというえていくという世論世論世論世論を本を本を本を本当当当当につくっていき、につくっていき、につくっていき、につくっていき、

みみみみんんんんなでなでなでなで考考考考えていく。今の大えていく。今の大えていく。今の大えていく。今の大切切切切な景観をな景観をな景観をな景観を損ね損ね損ね損ね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頑頑頑頑張張張張りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 少し今の議少し今の議少し今の議少し今の議論論論論からはからはからはからは離離離離れますけれど、一つ提案を兼れますけれど、一つ提案を兼れますけれど、一つ提案を兼れますけれど、一つ提案を兼ねねねねてします。てします。てします。てします。

予算予算予算予算書書書書にもにもにもにも載載載載っていたのですが、っていたのですが、っていたのですが、っていたのですが、最最最最近近近近県の事業には、県の事業には、県の事業には、県の事業には、彩彩彩彩りという言りという言りという言りという言葉葉葉葉をををを使使使使われた事業がわれた事業がわれた事業がわれた事業が

あります。奈良のあります。奈良のあります。奈良のあります。奈良の彩彩彩彩りづくり事業、りづくり事業、りづくり事業、りづくり事業、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園の中の事業の中の事業の中の事業の中の事業やややや、また、川の、また、川の、また、川の、また、川の彩彩彩彩りをりをりをりを花花花花づくづくづくづく

りでしようというりでしようというりでしようというりでしようという河河河河川の事業も川の事業も川の事業も川の事業も彩彩彩彩りに非常にりに非常にりに非常にりに非常に着眼着眼着眼着眼されて、されて、されて、されて、色色色色にににに対対対対して非常にして非常にして非常にして非常に心心心心がががが和和和和むむむむといといといとい

いますか、そういう行政も大事かといますか、そういう行政も大事かといますか、そういう行政も大事かといますか、そういう行政も大事かと実実実実は思っております。は思っております。は思っております。は思っております。

そこで、奈良をそこで、奈良をそこで、奈良をそこで、奈良をイイイイメメメメーーーージする中で今ジする中で今ジする中で今ジする中で今決め決め決め決めておられるものを例えてておられるものを例えてておられるものを例えてておられるものを例えてみみみみますと、県の木、県ますと、県の木、県ますと、県の木、県ますと、県の木、県
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のののの鳥鳥鳥鳥、県の、県の、県の、県の花花花花、、、、最最最最近近近近では県のでは県のでは県のでは県の魚魚魚魚もももも指指指指定されました。また平城定されました。また平城定されました。また平城定されました。また平城遷都遷都遷都遷都１３００年事業のときの１３００年事業のときの１３００年事業のときの１３００年事業のときの

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にににに乗乗乗乗って、せって、せって、せって、せんんんんとくとくとくとくんんんんも奈良県のも奈良県のも奈良県のも奈良県のイイイイメメメメーーーージとして今もジとして今もジとして今もジとして今も活活活活躍躍躍躍中ですし、そ中ですし、そ中ですし、そ中ですし、そ

ういういろいろなういういろいろなういういろいろなういういろいろな意意意意味味味味で奈良県をで奈良県をで奈良県をで奈良県を象象象象徴徴徴徴するような、あるいはするような、あるいはするような、あるいはするような、あるいはイイイイメメメメーーーージをするようなものがジをするようなものがジをするようなものがジをするようなものが

県としても県としても県としても県としても決め決め決め決められていますが、そこられていますが、そこられていますが、そこられていますが、そこへへへへ加えまして県の加えまして県の加えまして県の加えまして県の色色色色、、、、カラカラカラカラーーーーであらわすのも県のであらわすのも県のであらわすのも県のであらわすのも県のイイイイ

メメメメーーーージのジのジのジの向上向上向上向上につながっていくのではないかと思うのですが、そういうにつながっていくのではないかと思うのですが、そういうにつながっていくのではないかと思うのですが、そういうにつながっていくのではないかと思うのですが、そういうイイイイメメメメーーーージジジジカラカラカラカラーーーーをををを

考考考考える中で、県のこれからのえる中で、県のこれからのえる中で、県のこれからのえる中で、県のこれからの施施施施策に策に策に策に取取取取りりりり入入入入れていけばとも思っている次第です。れていけばとも思っている次第です。れていけばとも思っている次第です。れていけばとも思っている次第です。

県の県の県の県の色色色色といっても、ではどこにその原点があるのかということにもなるので、なかなかといっても、ではどこにその原点があるのかということにもなるので、なかなかといっても、ではどこにその原点があるのかということにもなるので、なかなかといっても、ではどこにその原点があるのかということにもなるので、なかなか

これと一つにまとこれと一つにまとこれと一つにまとこれと一つにまとめめめめるのはるのはるのはるのは難難難難しいのですが、私なりに、しいのですが、私なりに、しいのですが、私なりに、しいのですが、私なりに、古古古古くからくからくからくから詠詠詠詠まれているまれているまれているまれている歌歌歌歌の中に出の中に出の中に出の中に出

てくるてくるてくるてくる色色色色、あるいは奈良県の、あるいは奈良県の、あるいは奈良県の、あるいは奈良県の視視視視点の中で点の中で点の中で点の中で親親親親しまれているしまれているしまれているしまれている色色色色はあると思うので、少し述べてはあると思うので、少し述べてはあると思うので、少し述べてはあると思うので、少し述べて

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。

ままままずずずず、１、１、１、１番番番番親親親親しまれている大しまれている大しまれている大しまれている大和和和和は国のまほろばというは国のまほろばというは国のまほろばというは国のまほろばという句句句句がありまして、たたながありまして、たたながありまして、たたながありまして、たたなずずずずくくくく青青青青垣垣垣垣とととと

言われるように、この言われるように、この言われるように、この言われるように、この歌歌歌歌は奈良県は非常には奈良県は非常には奈良県は非常には奈良県は非常に住住住住みみみみややややすい、いいところですという国すい、いいところですという国すい、いいところですという国すい、いいところですという国褒褒褒褒めめめめのののの歌歌歌歌

でもあります。一つはでもあります。一つはでもあります。一つはでもあります。一つは住住住住みみみみややややすいということの中に、例えばすいということの中に、例えばすいということの中に、例えばすいということの中に、例えば気候気候気候気候、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは暮暮暮暮らしといっらしといっらしといっらしといっ

たそういうたそういうたそういうたそういう利利利利点もありましょうが、その中にもう一つは景観というように点もありましょうが、その中にもう一つは景観というように点もありましょうが、その中にもう一つは景観というように点もありましょうが、その中にもう一つは景観というように青青青青垣垣垣垣山の景観を山の景観を山の景観を山の景観を

含含含含めめめめて非常にすばらしいて非常にすばらしいて非常にすばらしいて非常にすばらしい色色色色がががが示示示示されていることがそのされていることがそのされていることがそのされていることがその歌歌歌歌の中からの中からの中からの中から読読読読みみみみ取取取取れるわけです。まれるわけです。まれるわけです。まれるわけです。ま

た山で思い出したのですけれども、た山で思い出したのですけれども、た山で思い出したのですけれども、た山で思い出したのですけれども、宇陀宇陀宇陀宇陀をををを詠詠詠詠んんんんだだだだ「「「「東の 野にか東の 野にか東の 野にか東の 野にかぎぎぎぎろろろろひひひひの 立つの 立つの 立つの 立つ見見見見えてえてえてえて」」」」

というというというという柿柿柿柿本本本本人人人人麻呂麻呂麻呂麻呂のののの歌歌歌歌があります。これはかがあります。これはかがあります。これはかがあります。これはかぎぎぎぎろいのろいのろいのろいの色色色色に非常にに非常にに非常にに非常に感感感感銘銘銘銘をををを受受受受け、今もかけ、今もかけ、今もかけ、今もかぎぎぎぎろろろろ

いにはいにはいにはいには多多多多くの県くの県くの県くの県民民民民のののの方々方々方々方々をはをはをはをはじじじじめめめめ、非常に、非常に、非常に、非常に感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けて、今につながっているというけて、今につながっているというけて、今につながっているというけて、今につながっているというカラカラカラカラ

ーーーー。そしてまた、万。そしてまた、万。そしてまた、万。そしてまた、万葉葉葉葉集集集集にもにもにもにも春過ぎ春過ぎ春過ぎ春過ぎてというてというてというてという歌歌歌歌があるのですけれど、これはがあるのですけれど、これはがあるのですけれど、これはがあるのですけれど、これは香香香香具具具具山のとこ山のとこ山のとこ山のとこ

ろのろのろのろの「「「「白妙白妙白妙白妙のののの 衣衣衣衣ほすてほすてほすてほすてふふふふ」」」」というというというというぐぐぐぐあいに、あいに、あいに、あいに、白白白白ののののイイイイメメメメーーーージをジをジをジを歌歌歌歌われたわれたわれたわれた歌歌歌歌があります。があります。があります。があります。

このこのこのこの香香香香具具具具山というと山というと山というと山というと藤藤藤藤原原原原京京京京を思い出すのですが、を思い出すのですが、を思い出すのですが、を思い出すのですが、遷都遷都遷都遷都された平城された平城された平城された平城京京京京を例えてを例えてを例えてを例えてみみみみましたら、ましたら、ましたら、ましたら、

せせせせんんんんだって荒井知事のごだって荒井知事のごだって荒井知事のごだって荒井知事のご努努努努力力力力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、朱雀門朱雀門朱雀門朱雀門あるいは大あるいは大あるいは大あるいは大極殿極殿極殿極殿、あるいは県、あるいは県、あるいは県、あるいは県

章章章章にもにもにもにも使使使使われているようなわれているようなわれているようなわれているようなカラカラカラカラーーーーです。ああいうのも非常にです。ああいうのも非常にです。ああいうのも非常にです。ああいうのも非常に親親親親ししししみみみみがあるものではないかがあるものではないかがあるものではないかがあるものではないか

と思ったりしているのです。また、と思ったりしているのです。また、と思ったりしているのです。また、と思ったりしているのです。また、古古古古くは奈良県で国くは奈良県で国くは奈良県で国くは奈良県で国民体民体民体民体育大会が開かれ、わかくさ国育大会が開かれ、わかくさ国育大会が開かれ、わかくさ国育大会が開かれ、わかくさ国体体体体

と言われまして、と言われまして、と言われまして、と言われまして、先先先先ほど議ほど議ほど議ほど議論論論論されていましたされていましたされていましたされていました若草若草若草若草山の山の山の山のカラカラカラカラーーーーが非常に奈良県が非常に奈良県が非常に奈良県が非常に奈良県民民民民としてとしてとしてとして親親親親しししし

みみみみがあるのではないかと思ったりします。また奈良県のがあるのではないかと思ったりします。また奈良県のがあるのではないかと思ったりします。また奈良県のがあるのではないかと思ったりします。また奈良県の空空空空気気気気は非常には非常には非常には非常に澄澄澄澄みみみみわたった公わたった公わたった公わたった公害害害害のののの

少ない、少ない、少ない、少ない、全全全全国に国に国に国に誇誇誇誇れる地域ではあると思うのですが、れる地域ではあると思うのですが、れる地域ではあると思うのですが、れる地域ではあると思うのですが、特特特特にそのにそのにそのにその澄澄澄澄みみみみわたったわたったわたったわたった空空空空を思いましを思いましを思いましを思いまし

たときに、今の中国ではないのですけれども、奈良県のたときに、今の中国ではないのですけれども、奈良県のたときに、今の中国ではないのですけれども、奈良県のたときに、今の中国ではないのですけれども、奈良県の空空空空は非常には非常には非常には非常に明明明明るくるくるくるく青青青青くくくく澄澄澄澄みみみみわたっわたっわたっわたっ

ているているているているイイイイメメメメーーーージもあると思いますし、またジもあると思いますし、またジもあると思いますし、またジもあると思いますし、また吉吉吉吉野川の野川の野川の野川の清清清清流流流流、そういった、そういった、そういった、そういった意意意意味味味味では非常によくでは非常によくでは非常によくでは非常によく

似似似似たたたた自然自然自然自然のののの色色色色としてとしてとしてとして親親親親しまれているのではないかと思います。また、もっと言えば、奈良しまれているのではないかと思います。また、もっと言えば、奈良しまれているのではないかと思います。また、もっと言えば、奈良しまれているのではないかと思います。また、もっと言えば、奈良
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のあをによしののあをによしののあをによしののあをによしの歌歌歌歌ではありませではありませではありませではありませんんんんが、が、が、が、ややややはりはりはりはり桜桜桜桜のののの色色色色はははは八八八八重重重重桜桜桜桜もありますし、もありますし、もありますし、もありますし、古古古古くはくはくはくは吉吉吉吉野に野に野に野に

群群群群生した生した生した生した桜桜桜桜というというというという桜色桜色桜色桜色も非常にも非常にも非常にも非常に親親親親ししししみみみみのあるのあるのあるのある色色色色だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

さらには、４さらには、４さらには、４さらには、４，，，，５００５００５００５００首首首首ぐぐぐぐらいはあるといわれている万らいはあるといわれている万らいはあるといわれている万らいはあるといわれている万葉葉葉葉集集集集の中で１の中で１の中で１の中で１番番番番よくよくよくよく歌歌歌歌われた中われた中われた中われた中

ににににハハハハギギギギをををを題題題題材材材材にしたにしたにしたにした歌歌歌歌が１４２が１４２が１４２が１４２首首首首もあるのです。その１もあるのです。その１もあるのです。その１もあるのです。その１番番番番たくさたくさたくさたくさんんんん詠詠詠詠まれたそのまれたそのまれたそのまれたそのハハハハギギギギ、今、今、今、今

盛盛盛盛んんんんにににに咲咲咲咲いていますけれど、そういったものもいていますけれど、そういったものもいていますけれど、そういったものもいていますけれど、そういったものもイイイイメメメメーーーージできるのではないかと思います。ジできるのではないかと思います。ジできるのではないかと思います。ジできるのではないかと思います。

そのようにそのようにそのようにそのように四季折四季折四季折四季折 々々々々のののの自然自然自然自然界や界や界や界や暮暮暮暮らしの中で、らしの中で、らしの中で、らしの中で、色色色色にににに感感感感動動動動されているされているされているされている様子様子様子様子がこのがこのがこのがこの歌歌歌歌でもよでもよでもよでもよ

くわかるのです。くわかるのです。くわかるのです。くわかるのです。色色色色でででで表表表表現現現現していくことは非常にしていくことは非常にしていくことは非常にしていくことは非常に心心心心がががが豊豊豊豊かになりますし、また、非常にかになりますし、また、非常にかになりますし、また、非常にかになりますし、また、非常に心心心心

楽楽楽楽しいことだと思います。しいことだと思います。しいことだと思います。しいことだと思います。色色色色であらわすのはであらわすのはであらわすのはであらわすのはややややはりはりはりはりテーテーテーテーマ性もあり、またマ性もあり、またマ性もあり、またマ性もあり、また他他他他府府府府県に県に県に県に対対対対してしてしてして

は、奈良県の一つのは、奈良県の一つのは、奈良県の一つのは、奈良県の一つの戦戦戦戦略略略略的的的的なななな意意意意味味味味で非常にいい影で非常にいい影で非常にいい影で非常にいい影響響響響をををを与与与与えていけるというメえていけるというメえていけるというメえていけるというメリッリッリッリットもあるトもあるトもあるトもある

のではないかと思いまして、私の提案というか思いですけれども、奈良県ののではないかと思いまして、私の提案というか思いですけれども、奈良県ののではないかと思いまして、私の提案というか思いですけれども、奈良県ののではないかと思いまして、私の提案というか思いですけれども、奈良県のイイイイメメメメーーーージジジジカラカラカラカラ

ーーーーをおをおをおをお考考考考えになられたらいかがかと、荒井知事のえになられたらいかがかと、荒井知事のえになられたらいかがかと、荒井知事のえになられたらいかがかと、荒井知事の考考考考えをおえをおえをおえをお尋尋尋尋ねねねねしたいと思っています。したいと思っています。したいと思っています。したいと思っています。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 安井委員から県の安井委員から県の安井委員から県の安井委員から県のイイイイメメメメーーーージジジジカラカラカラカラーーーー戦戦戦戦略略略略を立てたらどうかというを立てたらどうかというを立てたらどうかというを立てたらどうかという趣趣趣趣旨旨旨旨のごのごのごのご意見意見意見意見、、、、

ご質問だと理ご質問だと理ご質問だと理ご質問だと理解解解解いたしますが、いたしますが、いたしますが、いたしますが、イイイイメメメメーーーージジジジカラカラカラカラーーーー戦戦戦戦略略略略を立てておられる県はどこかあるのか、を立てておられる県はどこかあるのか、を立てておられる県はどこかあるのか、を立てておられる県はどこかあるのか、

参参参参考考考考にできるものはあるのかとこのご質問をにできるものはあるのかとこのご質問をにできるものはあるのかとこのご質問をにできるものはあるのかとこのご質問を踏踏踏踏まえて会議をいたしました。例えば、まえて会議をいたしました。例えば、まえて会議をいたしました。例えば、まえて会議をいたしました。例えば、静静静静岡岡岡岡

県は県は県は県はオレオレオレオレンジンジンジンジ色色色色にこだわっておられ、にこだわっておられ、にこだわっておられ、にこだわっておられ、ミミミミカカカカンということかもしれませンということかもしれませンということかもしれませンということかもしれませんんんん。農産。農産。農産。農産物物物物、産、産、産、産物物物物のののの

色色色色ということで、ということで、ということで、ということで、同じ同じ同じ同じようなことでしたら山ようなことでしたら山ようなことでしたら山ようなことでしたら山口口口口県は県は県は県はナツミナツミナツミナツミカカカカンということで産ンということで産ンということで産ンということで産物物物物のののの色色色色にこにこにこにこ

だわられる。だわられる。だわられる。だわられる。同じ同じ同じ同じようなことで山ようなことで山ようなことで山ようなことで山形形形形県は、県は、県は、県は、ベニバナベニバナベニバナベニバナということで産ということで産ということで産ということで産物物物物でもでもでもでも色色色色でもでもでもでも何何何何かかかか贈贈贈贈りりりり

物物物物をされるときにをされるときにをされるときにをされるときにベニバナベニバナベニバナベニバナ色色色色ですと言いですと言いですと言いですと言い添添添添えてえてえてえて贈贈贈贈られることがられることがられることがられることが多多多多いと、いと、いと、いと、リリリリササササーーーーチチチチというこというこというこというこ

とではございませとではございませとではございませとではございませんんんんが、そのようにが、そのようにが、そのようにが、そのようにイイイイメメメメーーーージジジジカラカラカラカラーーーーをつくろうとされている県もおありにをつくろうとされている県もおありにをつくろうとされている県もおありにをつくろうとされている県もおありに

なります。なります。なります。なります。

ところで奈良県は、ところで奈良県は、ところで奈良県は、ところで奈良県は、イイイイメメメメーーーージジジジカラカラカラカラーーーーは今、安井委員がおっしは今、安井委員がおっしは今、安井委員がおっしは今、安井委員がおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました色色色色が、が、が、が、随随随随分分分分たくたくたくたく

ささささんんんん出ましたので、なかなか出ましたので、なかなか出ましたので、なかなか出ましたので、なかなか迷迷迷迷ってしまい、あをによしはってしまい、あをによしはってしまい、あをによしはってしまい、あをによしは丹色丹色丹色丹色というかというかというかというか赤赤赤赤ですし、ですし、ですし、ですし、青青青青垣垣垣垣はははは

青青青青だし、まほろばは穂はだし、まほろばは穂はだし、まほろばは穂はだし、まほろばは穂は稲稲稲稲だし、今のだし、今のだし、今のだし、今の秋秋秋秋のののの風情風情風情風情、、、、ナツミナツミナツミナツミカカカカンと言われたら、奈良県はンと言われたら、奈良県はンと言われたら、奈良県はンと言われたら、奈良県は柿柿柿柿かかかか

というというというという話話話話もももも内内内内 々々々々でしたのです。でしたのです。でしたのです。でしたのです。柿柿柿柿のののの色色色色をををを何何何何だこれはといったら、だこれはといったら、だこれはといったら、だこれはといったら、実実実実は１は１は１は１番番番番の産の産の産の産物物物物はははは柿柿柿柿ですですですです

からといい、からといい、からといい、からといい、ベニバナベニバナベニバナベニバナとととと同じ同じ同じ同じように出すとか、またように出すとか、またように出すとか、またように出すとか、また白妙白妙白妙白妙、か、か、か、かぎぎぎぎろいろいろいろいやややや桜桜桜桜というと大というと大というと大というと大変変変変色色色色のののの

種種種種類類類類がががが広広広広がり、がり、がり、がり、歴歴歴歴史的史的史的史的にににに天天天天平になると、平になると、平になると、平になると、残残残残っているっているっているっている極彩色極彩色極彩色極彩色であでであでであでであでややややかなかなかなかな色色色色がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん出た出た出た出た

という、あれがという、あれがという、あれがという、あれが天天天天平ということなら奈良の平ということなら奈良の平ということなら奈良の平ということなら奈良の色色色色だとか、おだとか、おだとか、おだとか、お寺寺寺寺のあをによしののあをによしののあをによしののあをによしの朱色朱色朱色朱色がなくなるがなくなるがなくなるがなくなる

と、今となってはそのほうがいいと、と、今となってはそのほうがいいと、と、今となってはそのほうがいいと、と、今となってはそのほうがいいと、薬師薬師薬師薬師寺寺寺寺をををを復元復元復元復元してしてしてして元元元元のののの色色色色にしたらにしたらにしたらにしたら嫌嫌嫌嫌いになったからいになったからいになったからいになったから

行かない行かない行かない行かない人人人人がいたりして、がいたりして、がいたりして、がいたりして、イイイイメメメメーーーージジジジ戦戦戦戦略略略略ののののイイイイメメメメーーーージがわジがわジがわジがわびびびびささささびびびびみみみみたいにおたいにおたいにおたいにお寺寺寺寺のののの色色色色はわはわはわはわびびびびささささ

びびびびで、で、で、で、禅禅禅禅寺寺寺寺みみみみたいなたいなたいなたいなイイイイメメメメーーーージがジがジがジが先先先先行しているところもあって、奈良県の行しているところもあって、奈良県の行しているところもあって、奈良県の行しているところもあって、奈良県の天天天天平のお平のお平のお平のお寺寺寺寺は、もは、もは、もは、も
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っとっとっとっと色鮮色鮮色鮮色鮮ややややかだといってもなかなかかだといってもなかなかかだといってもなかなかかだといってもなかなかぴぴぴぴんんんんとこられないというとこられないというとこられないというとこられないという悩悩悩悩みみみみがいろいろありますと言がいろいろありますと言がいろいろありますと言がいろいろありますと言

っているようなっているようなっているようなっているような限限限限りですけれども、ご質問の本りですけれども、ご質問の本りですけれども、ご質問の本りですけれども、ご質問の本旨旨旨旨にににに触触触触れます、れます、れます、れます、イイイイメメメメーーーージジジジカラカラカラカラーーーーを思を思を思を思考考考考したしたしたした

らどうかという点については、そういうごらどうかという点については、そういうごらどうかという点については、そういうごらどうかという点については、そういうご指指指指摘摘摘摘もありました。ああ、そうかともありました。ああ、そうかともありました。ああ、そうかともありました。ああ、そうかとイイイイメメメメーーーージジジジカカカカ

ララララーーーーをををを何何何何かつくり出すことも大事かと思いかつくり出すことも大事かと思いかつくり出すことも大事かと思いかつくり出すことも大事かと思い至至至至ったところはございますので、ったところはございますので、ったところはございますので、ったところはございますので、昔昔昔昔のののの色色色色、今の、今の、今の、今の

色色色色、また地域の、また地域の、また地域の、また地域の色色色色、産、産、産、産物物物物のののの色色色色ではではではでは多多多多岐岐岐岐にわたりますけれども、奈良県のにわたりますけれども、奈良県のにわたりますけれども、奈良県のにわたりますけれども、奈良県の色色色色とはとはとはとは何何何何だろうかだろうかだろうかだろうか

といったことをといったことをといったことをといったことを広広広広く県く県く県く県民民民民のののの方方方方にも、にも、にも、にも、色色色色をををを決め決め決め決めるとすればどるとすればどるとすればどるとすればどんんんんなななな色色色色になるのだろうかというになるのだろうかというになるのだろうかというになるのだろうかという

聞き聞き聞き聞き方方方方もあるかもしれませもあるかもしれませもあるかもしれませもあるかもしれませんんんんし、し、し、し、イイイイメメメメーーーージジジジカラカラカラカラーーーーづくりは、地域のづくりは、地域のづくりは、地域のづくりは、地域のＰＰＰＰＲＲＲＲ戦戦戦戦略略略略の一つにもなの一つにもなの一つにもなの一つにもな

りりりり得得得得るということも、今まであまりるということも、今まであまりるということも、今まであまりるということも、今まであまり気気気気がつかなかったので、初がつかなかったので、初がつかなかったので、初がつかなかったので、初めめめめてててて気気気気がついた点でもござがついた点でもござがついた点でもござがついた点でもござ

いますので、そういういますので、そういういますので、そういういますので、そういう検討検討検討検討にににに取取取取りりりり組み組み組み組みたいと今たいと今たいと今たいと今申申申申しししし上げ上げ上げ上げたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 取取取取りりりり組み組み組み組みたいという荒井知事のたいという荒井知事のたいという荒井知事のたいという荒井知事の気気気気持持持持ちを今述べていただきました。ちを今述べていただきました。ちを今述べていただきました。ちを今述べていただきました。

私は、私は、私は、私は、柿柿柿柿は言わなかったのですけれど、荒井知事がは言わなかったのですけれど、荒井知事がは言わなかったのですけれど、荒井知事がは言わなかったのですけれど、荒井知事が先先先先頭頭頭頭になってトになってトになってトになってトップップップップセセセセールスールスールスールスをされ、をされ、をされ、をされ、

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の柿柿柿柿をををを首首首首都都都都圏圏圏圏にににに持持持持っていかれて非常にっていかれて非常にっていかれて非常にっていかれて非常に好好好好評評評評だったと聞かせてもらったときに、奈良だったと聞かせてもらったときに、奈良だったと聞かせてもらったときに、奈良だったと聞かせてもらったときに、奈良

県の県の県の県の柿柿柿柿ののののカラカラカラカラーーーーもいいのかなともいいのかなともいいのかなともいいのかなと内内内内心心心心は思っていたのですが、そういうこともは思っていたのですが、そういうこともは思っていたのですが、そういうこともは思っていたのですが、そういうことも含含含含めめめめてですけてですけてですけてですけ

れども、れども、れども、れども、ややややはり県はり県はり県はり県民民民民からからからから親親親親しまれる、しまれる、しまれる、しまれる、愛愛愛愛されるされるされるされるカラカラカラカラーーーーであってほしいと思いますので、であってほしいと思いますので、であってほしいと思いますので、であってほしいと思いますので、広広広広

くくくく意見意見意見意見を聞かれ、を聞かれ、を聞かれ、を聞かれ、調調調調査をされて、奈良県の査をされて、奈良県の査をされて、奈良県の査をされて、奈良県のイイイイメメメメーーーージとしてジとしてジとしてジとしてぴぴぴぴったり合うのか、そのったり合うのか、そのったり合うのか、そのったり合うのか、その辺辺辺辺をまをまをまをま

たごたごたごたご判断判断判断判断いただけたらと思うのです。それはもう荒井知事のいただけたらと思うのです。それはもう荒井知事のいただけたらと思うのです。それはもう荒井知事のいただけたらと思うのです。それはもう荒井知事の裁量裁量裁量裁量で、また進で、また進で、また進で、また進めめめめていただきていただきていただきていただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 私からは一問質問させていただきます。私からは一問質問させていただきます。私からは一問質問させていただきます。私からは一問質問させていただきます。

県県県県民民民民の健康づくりについてでございます。今議会、の健康づくりについてでございます。今議会、の健康づくりについてでございます。今議会、の健康づくりについてでございます。今議会、補補補補正正正正予算予算予算予算でも健康づくりについて、でも健康づくりについて、でも健康づくりについて、でも健康づくりについて、

なら健康長なら健康長なら健康長なら健康長寿寿寿寿基基基基本本本本計画計画計画計画推進事業ということで、これまで本会議におきましても、荒井知事推進事業ということで、これまで本会議におきましても、荒井知事推進事業ということで、これまで本会議におきましても、荒井知事推進事業ということで、これまで本会議におきましても、荒井知事

に代に代に代に代表表表表質問をさせていただいてまいりました。質問の中でも、質問をさせていただいてまいりました。質問の中でも、質問をさせていただいてまいりました。質問の中でも、質問をさせていただいてまいりました。質問の中でも、静静静静岡県の岡県の岡県の岡県の取取取取りりりり組み組み組み組み等を等を等を等を紹介紹介紹介紹介

をさせていただいて、質問させていただいたところでございます。をさせていただいて、質問させていただいたところでございます。をさせていただいて、質問させていただいたところでございます。をさせていただいて、質問させていただいたところでございます。

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年８８８８月月月月末末末末に２日に２日に２日に２日間間間間かけて、かけて、かけて、かけて、静静静静岡県で岡県で岡県で岡県で勉勉勉勉強強強強してまいりました。そのしてまいりました。そのしてまいりました。そのしてまいりました。その計画計画計画計画をををを組組組組んんんんでででで

いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるるるる静静静静岡県岡県岡県岡県庁庁庁庁、次の日は県総合健康、次の日は県総合健康、次の日は県総合健康、次の日は県総合健康セセセセンンンンターターターター、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる実実実実践践践践のののの拠拠拠拠点に行って点に行って点に行って点に行って勉勉勉勉強強強強

してきたところでございます。健康というのは、非常にしてきたところでございます。健康というのは、非常にしてきたところでございます。健康というのは、非常にしてきたところでございます。健康というのは、非常に分分分分野が野が野が野が広広広広い。しかしこれはい。しかしこれはい。しかしこれはい。しかしこれは全全全全県県県県民民民民

にとっても大きな願いであるし、にとっても大きな願いであるし、にとっても大きな願いであるし、にとっても大きな願いであるし、目目目目標標標標である。非常にである。非常にである。非常にである。非常に重重重重要な要な要な要な取取取取りりりり組み組み組み組みだということで、だということで、だということで、だということで、全全全全

面面面面的的的的に平成２５年９月議会に荒井知事とこういった議に平成２５年９月議会に荒井知事とこういった議に平成２５年９月議会に荒井知事とこういった議に平成２５年９月議会に荒井知事とこういった議論論論論を、機会があるを、機会があるを、機会があるを、機会がある限限限限り質問したいとり質問したいとり質問したいとり質問したいと

考考考考えております、ちょっとしつこいようでえております、ちょっとしつこいようでえております、ちょっとしつこいようでえております、ちょっとしつこいようで申申申申しわけございませしわけございませしわけございませしわけございませんんんんけれども、１０年けれども、１０年けれども、１０年けれども、１０年後後後後をををを見見見見

据据据据えたこのえたこのえたこのえたこの計画計画計画計画を、を、を、を、何何何何としても県としても県としても県としても県民民民民お一お一お一お一人人人人お一お一お一お一人人人人にににに入入入入っていくように願いをっていくように願いをっていくように願いをっていくように願い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

ころでもございます。ころでもございます。ころでもございます。ころでもございます。
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今今今今回回回回、本会議等でも答、本会議等でも答、本会議等でも答、本会議等でも答弁弁弁弁をいただきましたように、をいただきましたように、をいただきましたように、をいただきましたように、７７７７つのつのつのつの個個個個別別別別のののの計画計画計画計画とととと最最最最上上上上位位位位計画計画計画計画の健の健の健の健

康長康長康長康長寿寿寿寿基基基基本本本本計画計画計画計画とととと歯歯歯歯車車車車を合わせるを合わせるを合わせるを合わせるイイイイメメメメーーーージは、ジは、ジは、ジは、昨昨昨昨日の部局審査で日の部局審査で日の部局審査で日の部局審査でイイイイメメメメーーーージができたわけでジができたわけでジができたわけでジができたわけで

ございます。本ございます。本ございます。本ございます。本当当当当に一つ一つのに一つ一つのに一つ一つのに一つ一つの計画計画計画計画をををを見見見見ても非常にても非常にても非常にても非常に重重重重要で、またそれ要で、またそれ要で、またそれ要で、またそれぞぞぞぞれになかなか進まれになかなか進まれになかなか進まれになかなか進ま

ないところ、またこれからないところ、またこれからないところ、またこれからないところ、またこれから重重重重要な要な要な要な分分分分野も野も野も野も個々個々個々個々にににに見見見見ればたくさればたくさればたくさればたくさんんんんあるとあるとあるとあると感感感感じじじじた次第でございた次第でございた次第でございた次第でござい

ます。医療においては、ます。医療においては、ます。医療においては、ます。医療においては、ややややはりはりはりはり予予予予防防防防だと。また、がだと。また、がだと。また、がだと。また、がん対ん対ん対ん対策推進策推進策推進策推進計画計画計画計画においては、においては、においては、においては、検検検検診診診診をををを受受受受

けていただくたけていただくたけていただくたけていただくためめめめにどうするか。にどうするか。にどうするか。にどうするか。早早早早期期期期発発発発見見見見、、、、早早早早期治期治期治期治療をどうするか。こういったさまざま療をどうするか。こういったさまざま療をどうするか。こういったさまざま療をどうするか。こういったさまざま

な問な問な問な問題題題題がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあるとも思っているところでございます。あるとも思っているところでございます。あるとも思っているところでございます。あるとも思っているところでございます。

では、では、では、では、果果果果たして県がこのたして県がこのたして県がこのたして県がこの計画計画計画計画をつくって、をつくって、をつくって、をつくって、市市市市町町町町村との村との村との村との連連連連携携携携をこれからをこれからをこれからをこれから強強強強めめめめていかれるとていかれるとていかれるとていかれると

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、実施実施実施実施主主主主体体体体はあくまでもはあくまでもはあくまでもはあくまでも市市市市町町町町村で、よし、うちの村で、よし、うちの村で、よし、うちの村で、よし、うちの市市市市町町町町村村村村民民民民のののの方々方々方々方々に、に、に、に、元元元元

気気気気で長生きしてもらおう、うちはこういうことをで長生きしてもらおう、うちはこういうことをで長生きしてもらおう、うちはこういうことをで長生きしてもらおう、うちはこういうことをややややりますと、県のりますと、県のりますと、県のりますと、県の計画計画計画計画以以以以外外外外ににににオリオリオリオリジジジジナルナルナルナル

が出てくるが出てくるが出てくるが出てくるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの市市市市町町町町村が出てほしいと村が出てほしいと村が出てほしいと村が出てほしいと感感感感じじじじているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

今議会、公今議会、公今議会、公今議会、公明党明党明党明党としてもとしてもとしてもとしても市市市市町町町町村議会で健康づくりについて質問をさせていただきました村議会で健康づくりについて質問をさせていただきました村議会で健康づくりについて質問をさせていただきました村議会で健康づくりについて質問をさせていただきました

が、なかなかその域を出ない答が、なかなかその域を出ない答が、なかなかその域を出ない答が、なかなかその域を出ない答弁弁弁弁があったがあったがあったがあった市市市市町町町町村もございました。大事だとわかっている村もございました。大事だとわかっている村もございました。大事だとわかっている村もございました。大事だとわかっている

けれども、けれども、けれども、けれども、研究研究研究研究します、これからします、これからします、これからします、これから検討検討検討検討していきますなどとしていきますなどとしていきますなどとしていきますなどと実際録画実際録画実際録画実際録画等を等を等を等を見見見見せていただいて、せていただいて、せていただいて、せていただいて、

そそそそんんんんな答な答な答な答弁弁弁弁でございました。ということはまだまだでございました。ということはまだまだでございました。ということはまだまだでございました。ということはまだまだ温温温温度度度度差差差差があり、このがあり、このがあり、このがあり、この計画計画計画計画が進が進が進が進んんんんでいくでいくでいくでいく

と、と、と、と、恐恐恐恐らくそういったらくそういったらくそういったらくそういった差差差差がががが広広広広くなっていくところも出てくるのかとの危くなっていくところも出てくるのかとの危くなっていくところも出てくるのかとの危くなっていくところも出てくるのかとの危惧惧惧惧もしているとこもしているとこもしているとこもしているとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

もう一つの大事なもう一つの大事なもう一つの大事なもう一つの大事な視視視視点は、点は、点は、点は、ややややはり県はり県はり県はり県民民民民からからからから見見見見て、そしてまたお一て、そしてまたお一て、そしてまたお一て、そしてまたお一人人人人お一お一お一お一人人人人からからからから見見見見て、こて、こて、こて、こ

の県が健康長の県が健康長の県が健康長の県が健康長寿寿寿寿日本一を日本一を日本一を日本一を目指目指目指目指しているところが、ではしているところが、ではしているところが、ではしているところが、では自自自自分分分分にとってどういうにとってどういうにとってどういうにとってどういう取取取取りりりり組み組み組み組みをしをしをしをし

たらいいのか、またしたいと思ってもらえるように、県たらいいのか、またしたいと思ってもらえるように、県たらいいのか、またしたいと思ってもらえるように、県たらいいのか、またしたいと思ってもらえるように、県民民民民のののの目目目目線線線線からからからから見見見見てててて現現現現場からの場からの場からの場からの歯歯歯歯車車車車

のののの回転回転回転回転がががが上上上上にににに伝伝伝伝わってくるようなことにしなくてはならないともわってくるようなことにしなくてはならないともわってくるようなことにしなくてはならないともわってくるようなことにしなくてはならないとも感感感感じじじじた次第でございます。た次第でございます。た次第でございます。た次第でございます。

また本会議で荒井知事から答また本会議で荒井知事から答また本会議で荒井知事から答また本会議で荒井知事から答弁弁弁弁をいただきました、健康をいただきました、健康をいただきました、健康をいただきました、健康ステーステーステーステーショショショションのンのンのンの位位位位置置置置づけ、あるづけ、あるづけ、あるづけ、ある

いはいはいはいは各各各各健康健康健康健康指指指指標標標標のののの見見見見えるえるえるえる化化化化もももも必必必必要だと要だと要だと要だと感感感感じじじじた次第でございます。た次第でございます。た次第でございます。た次第でございます。ややややはりはりはりはり自自自自分分分分のののの状況状況状況状況をををを見見見見れれれれ

ば、ば、ば、ば、何何何何とかしなければならないというのはとかしなければならないというのはとかしなければならないというのはとかしなければならないというのは実際実際実際実際自自自自分分分分のののの身身身身にににに当当当当てはてはてはてはめめめめると、ると、ると、ると、何何何何か行か行か行か行動動動動をををを起起起起ここここ

してしてしてしてみみみみようかという大きなようかという大きなようかという大きなようかという大きな後後後後押押押押しになるように思えてなりませしになるように思えてなりませしになるように思えてなりませしになるように思えてなりませんんんん。そういった県。そういった県。そういった県。そういった県民民民民がががが取取取取りりりり

組組組組んんんんででででみみみみたくなるようなたくなるようなたくなるようなたくなるようなププププロロロロググググラムラムラムラムメメメメニニニニュュュューーーーもこれからもこれからもこれからもこれから効効効効果果果果をををを検検検検証証証証されながらつくっていされながらつくっていされながらつくっていされながらつくってい

かれると思いますけれども、そういったかれると思いますけれども、そういったかれると思いますけれども、そういったかれると思いますけれども、そういった取取取取りりりり組み組み組み組みを私たちもしっかりとを私たちもしっかりとを私たちもしっかりとを私たちもしっかりと応援応援応援応援していきたいしていきたいしていきたいしていきたい

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。

このこのこのこの計画計画計画計画を推進するたを推進するたを推進するたを推進するためめめめに、大事なに、大事なに、大事なに、大事な視視視視点は点は点は点は先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたように、ましたように、ましたように、ましたように、市市市市町町町町村ですけ村ですけ村ですけ村ですけ

れども、まれども、まれども、まれども、まずずずずモデルモデルモデルモデルになるようなになるようなになるようなになるような市市市市町町町町村をしっかりとつくるべきであると。その村をしっかりとつくるべきであると。その村をしっかりとつくるべきであると。その村をしっかりとつくるべきであると。その効効効効果果果果をををを全全全全
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県県県県的的的的にこういうにこういうにこういうにこういう取取取取りりりり組み組み組み組みで、こういうで、こういうで、こういうで、こういう指指指指標標標標がががが上上上上昇昇昇昇しました、こういうところがしました、こういうところがしました、こういうところがしました、こういうところが改改改改善善善善されまされまされまされま

したという、そういったところもしたという、そういったところもしたという、そういったところもしたという、そういったところも必必必必要になってくるのではないかと思っております。また要になってくるのではないかと思っております。また要になってくるのではないかと思っております。また要になってくるのではないかと思っております。また

荒井知事のいろいろな荒井知事のいろいろな荒井知事のいろいろな荒井知事のいろいろなアイデアや取アイデアや取アイデアや取アイデアや取りりりり組み組み組み組み等もお等もお等もお等もお考考考考えになっていると思いますけれども、えになっていると思いますけれども、えになっていると思いますけれども、えになっていると思いますけれども、

ぜひぜひぜひぜひともそういったこともともそういったこともともそういったこともともそういったことも含含含含めめめめて、この１０年て、この１０年て、この１０年て、この１０年間間間間のののの計画計画計画計画、、、、現現現現時点での荒井知事の時点での荒井知事の時点での荒井知事の時点での荒井知事の意意意意気込み気込み気込み気込み

をお聞かせ願えればと思っております。をお聞かせ願えればと思っております。をお聞かせ願えればと思っております。をお聞かせ願えればと思っております。

○荒井荒井知事○荒井荒井知事○荒井荒井知事○荒井荒井知事 大国委員から、健康づくりのことについて、大国委員から、健康づくりのことについて、大国委員から、健康づくりのことについて、大国委員から、健康づくりのことについて、叱咤激叱咤激叱咤激叱咤激励励励励をしていただいたをしていただいたをしていただいたをしていただいた

ように思います。ように思います。ように思います。ように思います。

健康づくりの健康づくりの健康づくりの健康づくりの指指指指標標標標として、健康として、健康として、健康として、健康寿命寿命寿命寿命というというというという指指指指標標標標をつくりました。平をつくりました。平をつくりました。平をつくりました。平均寿命均寿命均寿命均寿命から、要から、要から、要から、要介介介介護護護護

期期期期間間間間を引いた、大を引いた、大を引いた、大を引いた、大体体体体平平平平均均均均して２年して２年して２年して２年半半半半ぐぐぐぐらいですけれど、らいですけれど、らいですけれど、らいですけれど、元元元元気気気気でででで人人人人のののの世話世話世話世話にならないで生きにならないで生きにならないで生きにならないで生き

ている平ている平ている平ている平均均均均の年の年の年の年齢齢齢齢でございますが、健康長でございますが、健康長でございますが、健康長でございますが、健康長寿寿寿寿というというというという指指指指標標標標にににに着着着着目目目目してそれを成してそれを成してそれを成してそれを成果目果目果目果目標標標標にしてにしてにしてにして

行政行政行政行政活動活動活動活動をしようというのは奈良県がまだ初をしようというのは奈良県がまだ初をしようというのは奈良県がまだ初をしようというのは奈良県がまだ初めめめめてかもしれませてかもしれませてかもしれませてかもしれませんんんん。ほかもそういう。ほかもそういう。ほかもそういう。ほかもそういう傾傾傾傾向向向向のののの

ところは出ておられるわけでございますけれども。平ところは出ておられるわけでございますけれども。平ところは出ておられるわけでございますけれども。平ところは出ておられるわけでございますけれども。平均寿命均寿命均寿命均寿命はははは割割割割とととと指指指指標標標標として出るわけでとして出るわけでとして出るわけでとして出るわけで

すけれども、健康で長生きしてもらおうということでございます。このすけれども、健康で長生きしてもらおうということでございます。このすけれども、健康で長生きしてもらおうということでございます。このすけれども、健康で長生きしてもらおうということでございます。この寿命寿命寿命寿命が、が、が、が、男男男男性は性は性は性は全全全全

国で２国で２国で２国で２位位位位で、女性が２２で、女性が２２で、女性が２２で、女性が２２位位位位でございますが、これをでございますが、これをでございますが、これをでございますが、これを両両両両方方方方とも１とも１とも１とも１位位位位にするにするにするにする目目目目標標標標を立てて、そを立てて、そを立てて、そを立てて、そ

の健康の健康の健康の健康寿命寿命寿命寿命は、奈良県では、は、奈良県では、は、奈良県では、は、奈良県では、全全全全国よりも国よりも国よりも国よりも伸伸伸伸びびびび率率率率がいいわけで、どうしてがいいわけで、どうしてがいいわけで、どうしてがいいわけで、どうして伸伸伸伸びびびび率率率率がいいのか、がいいのか、がいいのか、がいいのか、

いいことならもっと一生いいことならもっと一生いいことならもっと一生いいことならもっと一生懸命懸命懸命懸命しようと。こういうことが行政しようと。こういうことが行政しようと。こういうことが行政しようと。こういうことが行政計画計画計画計画にするきっかけでございにするきっかけでございにするきっかけでございにするきっかけでござい

ますが、そのますが、そのますが、そのますが、その目目目目標標標標としては、健康としては、健康としては、健康としては、健康寿命寿命寿命寿命日本一日本一日本一日本一目目目目標標標標はいいではないかとおっしはいいではないかとおっしはいいではないかとおっしはいいではないかとおっしゃゃゃゃっていただっていただっていただっていただ

いたように思いますが、いたように思いますが、いたように思いますが、いたように思いますが、課課課課題題題題はどのようにするのかということでございますが。一つははどのようにするのかということでございますが。一つははどのようにするのかということでございますが。一つははどのようにするのかということでございますが。一つは予予予予

防防防防とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃいました。医いました。医いました。医いました。医者者者者要ら要ら要ら要らずずずずになるように、医になるように、医になるように、医になるように、医者者者者にかかったときは、費用もかかりにかかったときは、費用もかかりにかかったときは、費用もかかりにかかったときは、費用もかかり

ますけれど、健康がますけれど、健康がますけれど、健康がますけれど、健康が戻戻戻戻るわけでもるわけでもるわけでもるわけでも必必必必ずずずずしもないので、しもないので、しもないので、しもないので、予予予予防防防防が大事だということでございまが大事だということでございまが大事だということでございまが大事だということでございま

す。す。す。す。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、市市市市町町町町村の村の村の村の役割役割役割役割が大事だとおっしが大事だとおっしが大事だとおっしが大事だとおっしゃゃゃゃいました。いました。いました。いました。予予予予防防防防では、では、では、では、何何何何をすれば健康をすれば健康をすれば健康をすれば健康寿寿寿寿

命命命命がががが延び延び延び延びるのかは、るのかは、るのかは、るのかは、必必必必ずずずずしもわからないですけれども、しもわからないですけれども、しもわからないですけれども、しもわからないですけれども、運動運動運動運動しようとか、しようとか、しようとか、しようとか、栄養栄養栄養栄養ののののババババラララランンンンスススス

をとろうとか、をとろうとか、をとろうとか、をとろうとか、禁禁禁禁煙煙煙煙をしようとか、いいことはたくさをしようとか、いいことはたくさをしようとか、いいことはたくさをしようとか、いいことはたくさんんんんございますので、いいことをたくございますので、いいことをたくございますので、いいことをたくございますので、いいことをたく

ささささんんんんしてもらう。それだけしてもらう。それだけしてもらう。それだけしてもらう。それだけ即即即即効効効効的的的的なのは、がなのは、がなのは、がなのは、がんんんんにににに対対対対してはしてはしてはしては検検検検診率診率診率診率をををを上げ上げ上げ上げるということがいるということがいるということがいるということがい

われております。奈良県はわれております。奈良県はわれております。奈良県はわれております。奈良県は検検検検診率診率診率診率はははは相相相相当当当当低低低低いのですけれども、健康いのですけれども、健康いのですけれども、健康いのですけれども、健康寿命寿命寿命寿命は高いので、ほかは高いので、ほかは高いので、ほかは高いので、ほか

ででででカカカカバーバーバーバーしているように思いますので、これでしているように思いますので、これでしているように思いますので、これでしているように思いますので、これで検検検検診率診率診率診率をををを上げ上げ上げ上げれば、さらに健康れば、さらに健康れば、さらに健康れば、さらに健康寿命寿命寿命寿命ははははぐぐぐぐんんんん

と加と加と加と加速速速速していくのではないかというもくろしていくのではないかというもくろしていくのではないかというもくろしていくのではないかというもくろみみみみもももも持持持持っております。っております。っております。っております。

そのようなところをそのようなところをそのようなところをそのようなところを試試試試行行行行錯錯錯錯誤誤誤誤ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども検検検検証証証証しながら進しながら進しながら進しながら進めめめめていき、ていき、ていき、ていき、検検検検証証証証するのは県域するのは県域するのは県域するのは県域

でででで検検検検証証証証したほうがいいのではないかと。したほうがいいのではないかと。したほうがいいのではないかと。したほうがいいのではないかと。市市市市町町町町村だけでなく県域でどういう村だけでなく県域でどういう村だけでなく県域でどういう村だけでなく県域でどういう差差差差が出るのかを、が出るのかを、が出るのかを、が出るのかを、
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ウウウウィィィィズズズズ、、、、ウウウウィィィィズアズアズアズアウウウウトでトでトでトでややややっているところと、っているところと、っているところと、っているところと、ややややっていないところとどのようにっていないところとどのようにっていないところとどのようにっていないところとどのように差差差差があるがあるがあるがある

のかのかのかのか検検検検証証証証するのが県の大きなするのが県の大きなするのが県の大きなするのが県の大きな役割役割役割役割であるのではないかと思って、県のであるのではないかと思って、県のであるのではないかと思って、県のであるのではないかと思って、県の取取取取りりりり組み組み組み組みとして健康として健康として健康として健康

長長長長寿寿寿寿ということをということをということをということをややややったわけでございます。ったわけでございます。ったわけでございます。ったわけでございます。

実実実実行は行は行は行は市市市市町町町町村が大きな村が大きな村が大きな村が大きな役割役割役割役割ではないかということでございます。そのとおりだと思いまではないかということでございます。そのとおりだと思いまではないかということでございます。そのとおりだと思いまではないかということでございます。そのとおりだと思いま

すが、すが、すが、すが、市市市市町町町町村に、今のこういう村に、今のこういう村に、今のこういう村に、今のこういう試試試試みみみみのののの検検検検証証証証ををををササササミッミッミッミットでも提トでも提トでも提トでも提示示示示しておりますが、しておりますが、しておりますが、しておりますが、市市市市町町町町村は、村は、村は、村は、

大事なのはわかるけれども、どのようにすればいいかという大事なのはわかるけれども、どのようにすればいいかという大事なのはわかるけれども、どのようにすればいいかという大事なのはわかるけれども、どのようにすればいいかという検検検検証証証証性というか、性というか、性というか、性というか、実実実実験験験験のののの意意意意味味味味

がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか市市市市町町町町村だけではできないし、わからないので、いろいろ県は村だけではできないし、わからないので、いろいろ県は村だけではできないし、わからないので、いろいろ県は村だけではできないし、わからないので、いろいろ県は比較比較比較比較して、どういして、どういして、どういして、どうい

うのがうのがうのがうのが効効効効いているか、いているか、いているか、いているか、明明明明示化示化示化示化、、、、見見見見えるえるえるえる化化化化して一して一して一して一緒緒緒緒にににに勉勉勉勉強強強強しましょうというしましょうというしましょうというしましょうというスタイルスタイルスタイルスタイルになっになっになっになっ

ております。ております。ております。ております。市市市市町町町町村で村で村で村で差差差差をををを再再再再比較比較比較比較することも大事かと思います。今、することも大事かと思います。今、することも大事かと思います。今、することも大事かと思います。今、モデルモデルモデルモデル市市市市町町町町村をつく村をつく村をつく村をつく

ったらどうかともおっしったらどうかともおっしったらどうかともおっしったらどうかともおっしゃゃゃゃいました。いました。いました。いました。模模模模範範範範となるとなるとなるとなる市市市市町町町町村はどこで、村はどこで、村はどこで、村はどこで、悪悪悪悪いいいい模模模模範範範範となるのはどとなるのはどとなるのはどとなるのはど

こかということでございますが、こかということでございますが、こかということでございますが、こかということでございますが、具具具具体的体的体的体的にににに申申申申しししし上げ上げ上げ上げますと、山ますと、山ますと、山ますと、山添添添添村が大村が大村が大村が大変変変変成成成成績績績績がいいわけがいいわけがいいわけがいいわけ

でございまして、健康でございまして、健康でございまして、健康でございまして、健康寿命寿命寿命寿命もいいし、医療費ももいいし、医療費ももいいし、医療費ももいいし、医療費も低低低低い。これはい。これはい。これはい。これは吉吉吉吉本本本本先先先先生がおられて、医生がおられて、医生がおられて、医生がおられて、医者者者者にににに

かからないように、かからないように、かからないように、かからないように、自自自自宅宅宅宅でいろいろでいろいろでいろいろでいろいろ努努努努力力力力するようにという生するようにという生するようにという生するようにという生活活活活スタイルスタイルスタイルスタイルからいろいろおっからいろいろおっからいろいろおっからいろいろおっ

ししししゃゃゃゃっていたのが大いにっていたのが大いにっていたのが大いにっていたのが大いに効効効効いているのではないかと思います。医療費が一いているのではないかと思います。医療費が一いているのではないかと思います。医療費が一いているのではないかと思います。医療費が一番番番番高いのは高いのは高いのは高いのは三三三三郷郷郷郷

町町町町でございます。でございます。でございます。でございます。病院病院病院病院があるからというわけではないのですけれども、があるからというわけではないのですけれども、があるからというわけではないのですけれども、があるからというわけではないのですけれども、三三三三郷町郷町郷町郷町は１は１は１は１人当人当人当人当たたたた

りの医療費が１りの医療費が１りの医療費が１りの医療費が１．６．６．６．６倍倍倍倍ぐぐぐぐらいかかっています。らいかかっています。らいかかっています。らいかかっています。病病病病人人人人のののの方方方方がとりわけがとりわけがとりわけがとりわけ多多多多いとかそういう事例いとかそういう事例いとかそういう事例いとかそういう事例

ではないのですけれども、そういうような事例になっていることだけは、まではないのですけれども、そういうような事例になっていることだけは、まではないのですけれども、そういうような事例になっていることだけは、まではないのですけれども、そういうような事例になっていることだけは、まずずずず検検検検証証証証できまできまできまできま

す。どうしてかということは、まだこれからです。もう一つは、総す。どうしてかということは、まだこれからです。もう一つは、総す。どうしてかということは、まだこれからです。もう一つは、総す。どうしてかということは、まだこれからです。もう一つは、総じじじじてててて調調調調子子子子のののの悪悪悪悪いのが、いのが、いのが、いのが、

大大大大淀町淀町淀町淀町でございまして、大でございまして、大でございまして、大でございまして、大淀町淀町淀町淀町は健康は健康は健康は健康寿命寿命寿命寿命もももも低低低低いし、医療費も高いし、国いし、医療費も高いし、国いし、医療費も高いし、国いし、医療費も高いし、国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険料も料も料も料も

高い。これはどういうわけだろうかといって、高い。これはどういうわけだろうかといって、高い。これはどういうわけだろうかといって、高い。これはどういうわけだろうかといって、直接直接直接直接大大大大淀町淀町淀町淀町長と長と長と長と話話話話し、あまり言わないでくし、あまり言わないでくし、あまり言わないでくし、あまり言わないでく

れと言われるのですけれど、いれと言われるのですけれど、いれと言われるのですけれど、いれと言われるのですけれど、いやややや、これは前からそうで、、これは前からそうで、、これは前からそうで、、これは前からそうで、現現現現町町町町長の長の長の長の責任責任責任責任だけではないからだけではないからだけではないからだけではないから

といって、それを一といって、それを一といって、それを一といって、それを一緒緒緒緒にににに追求追求追求追求しようというのはとても大事で、しようというのはとても大事で、しようというのはとても大事で、しようというのはとても大事で、検検検検診率診率診率診率はははは比較比較比較比較的的的的よいとかよいとかよいとかよいとか指指指指

標標標標でででで何何何何をすればをすればをすればをすれば戻戻戻戻るか、健康るか、健康るか、健康るか、健康寿命寿命寿命寿命がががが延び延び延び延びたら医療費もたら医療費もたら医療費もたら医療費も下下下下がると、いい関係もありそうながると、いい関係もありそうながると、いい関係もありそうながると、いい関係もありそうな気気気気

がしますので、このようなところを言いながらがしますので、このようなところを言いながらがしますので、このようなところを言いながらがしますので、このようなところを言いながら市市市市町町町町村に村に村に村に動動動動機づけを機づけを機づけを機づけを与与与与えて、例えばえて、例えばえて、例えばえて、例えば検検検検診診診診をををを

受受受受けてもらうのはけてもらうのはけてもらうのはけてもらうのは市市市市町町町町村の行政ですので、村の行政ですので、村の行政ですので、村の行政ですので、受受受受けてもらうようにけてもらうようにけてもらうようにけてもらうように検検検検診診診診のののの運動運動運動運動をもっとしたらをもっとしたらをもっとしたらをもっとしたら

どうですかということを、うちは健康どうですかということを、うちは健康どうですかということを、うちは健康どうですかということを、うちは健康寿命寿命寿命寿命がががが低低低低いのでいのでいのでいので劣劣劣劣っているからもっとっているからもっとっているからもっとっているからもっと受受受受けようと、けようと、けようと、けようと、

市市市市町町町町村行政村行政村行政村行政へへへへのののの動動動動機づけをそういう機づけをそういう機づけをそういう機づけをそういう資資資資料で料で料で料で与与与与えるということもえるということもえるということもえるということもややややりりりり始め始め始め始めております。そのております。そのております。そのております。その

資資資資料を料を料を料を直接直接直接直接提提提提供供供供するのは大するのは大するのは大するのは大変変変変失礼失礼失礼失礼ではあるのですけれども、いいところとではあるのですけれども、いいところとではあるのですけれども、いいところとではあるのですけれども、いいところと悪悪悪悪いところはいところはいところはいところは何何何何

がががが違違違違うのかを、このうのかを、このうのかを、このうのかを、この小小小小さな県のさな県のさな県のさな県の市市市市町町町町村でも村でも村でも村でも比較比較比較比較がががが相相相相当当当当できますので、こうすればできますので、こうすればできますので、こうすればできますので、こうすれば伸伸伸伸びびびびる、る、る、る、

よくなるということをしていきたいと思っています。よくなるということをしていきたいと思っています。よくなるということをしていきたいと思っています。よくなるということをしていきたいと思っています。
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一つわからないのは、一つわからないのは、一つわからないのは、一つわからないのは、男男男男性が成性が成性が成性が成績績績績がよくて女性ががよくて女性ががよくて女性ががよくて女性が悪悪悪悪いと、これはどうしてだろうかといいと、これはどうしてだろうかといいと、これはどうしてだろうかといいと、これはどうしてだろうかとい

うことでなかなかわからないところはあるのです。うことでなかなかわからないところはあるのです。うことでなかなかわからないところはあるのです。うことでなかなかわからないところはあるのです。自自自自殺率殺率殺率殺率もももも男男男男性がよくて女性は平性がよくて女性は平性がよくて女性は平性がよくて女性は平均均均均といといといとい

うことでございますので、ジうことでございますので、ジうことでございますので、ジうことでございますので、ジェェェェンンンンダダダダーーーーの性の性の性の性差差差差は奈良県ではどうなっているのかがは奈良県ではどうなっているのかがは奈良県ではどうなっているのかがは奈良県ではどうなっているのかが多多多多少わか少わか少わか少わか

らないところがあり、こういうらないところがあり、こういうらないところがあり、こういうらないところがあり、こういう実実実実証証証証的的的的ななななデータデータデータデータをををを見見見見ながら、どう行ながら、どう行ながら、どう行ながら、どう行動動動動すればどのようにすればどのようにすればどのようにすればどのように動動動動

くのだ、それくのだ、それくのだ、それくのだ、それ以以以以上上上上にににに動動動動かすにはどうすればいいのかとかすにはどうすればいいのかとかすにはどうすればいいのかとかすにはどうすればいいのかと入力入力入力入力してしてしてして結果結果結果結果をををを見見見見る。る。る。る。入力入力入力入力してしてしてして結果結果結果結果

をををを見見見見るのは、こういう公るのは、こういう公るのは、こういう公るのは、こういう公衆衛衆衛衆衛衆衛生生生生やややや健康政策には健康政策には健康政策には健康政策には割割割割とととと基基基基本本本本的的的的なななな手手手手法法法法で、どのようにすればいで、どのようにすればいで、どのようにすればいで、どのようにすればい

いのかとおっしいのかとおっしいのかとおっしいのかとおっしゃゃゃゃっていましたので、一つのっていましたので、一つのっていましたので、一つのっていましたので、一つのパパパパターターターターンかと思って続けたい。それをンかと思って続けたい。それをンかと思って続けたい。それをンかと思って続けたい。それを検検検検証証証証しししし

ながらですから、ながらですから、ながらですから、ながらですから、多多多多少時少時少時少時間間間間はかかりますけれども、はかかりますけれども、はかかりますけれども、はかかりますけれども、必必必必ずずずずよくなるとよくなるとよくなるとよくなると確信確信確信確信してしてしてして試試試試行行行行錯錯錯錯誤誤誤誤をしをしをしをし

たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。

○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。

ややややはり県とはり県とはり県とはり県と市市市市町町町町村との村との村との村との役割役割役割役割をををを明明明明確確確確にすることが非常ににすることが非常ににすることが非常ににすることが非常に重重重重要だと思います。ど要だと思います。ど要だと思います。ど要だと思います。どんんんんどどどどんんんんそうそうそうそう

いういういういう指指指指標標標標を県からを県からを県からを県から市市市市町町町町村に村に村に村に投げ投げ投げ投げていくこともていくこともていくこともていくことも重重重重要ですし、要ですし、要ですし、要ですし、静静静静岡県の岡県の岡県の岡県の話話話話ばかりするとばかりするとばかりするとばかりすると恐恐恐恐縮縮縮縮でででで

すけれども、例えば高すけれども、例えば高すけれども、例えば高すけれども、例えば高血血血血圧圧圧圧のののの方方方方は、県は、県は、県は、県内内内内でどの地域がでどの地域がでどの地域がでどの地域が多多多多いのか、いのか、いのか、いのか、色色色色別別別別でででで見見見見えるえるえるえる化化化化をされてをされてをされてをされて

いたり、またいたり、またいたり、またいたり、また喫煙率喫煙率喫煙率喫煙率の高いの高いの高いの高い市市市市町町町町村は、どの地域がと村は、どの地域がと村は、どの地域がと村は、どの地域がと分分分分けていらっしけていらっしけていらっしけていらっしゃゃゃゃったら、ったら、ったら、ったら、結結結結構構構構一一一一目目目目瞭瞭瞭瞭

然然然然に出てくるのです。に出てくるのです。に出てくるのです。に出てくるのです。伊伊伊伊豆半島豆半島豆半島豆半島方面方面方面方面と、それから県の西部と、それから県の西部と、それから県の西部と、それから県の西部方面方面方面方面とではとではとではとでは随随随随分違分違分違分違うのです。こうのです。こうのです。こうのです。こ

れはなれはなれはなれはなぜぜぜぜか、か、か、か、何何何何か原か原か原か原因因因因はあるのかというはあるのかというはあるのかというはあるのかという追求追求追求追求まで県でされていて、それをまで県でされていて、それをまで県でされていて、それをまで県でされていて、それを市市市市町町町町村にまた村にまた村にまた村にまたフフフフ

ィィィィードバックードバックードバックードバックされる。場合によっては、そういった原される。場合によっては、そういった原される。場合によっては、そういった原される。場合によっては、そういった原因因因因が少しでもが少しでもが少しでもが少しでも見見見見えてくれば、県からえてくれば、県からえてくれば、県からえてくれば、県から

技術技術技術技術的的的的なななな指指指指導導導導をされるをされるをされるをされる方方方方が地域に、またが地域に、またが地域に、またが地域に、また企企企企業に行って業に行って業に行って業に行って休休休休みみみみ時時時時間間間間の３０の３０の３０の３０分間分間分間分間でもいろいろでもいろいろでもいろいろでもいろいろ講講講講

演演演演をされたりとか、こをされたりとか、こをされたりとか、こをされたりとか、こんんんんななななフフフフォォォォロロロローーーーも県がされているとのことでございますので、そういも県がされているとのことでございますので、そういも県がされているとのことでございますので、そういも県がされているとのことでございますので、そうい

ったったったった意意意意味味味味では、県が言っているだけではなくて、どうでは、県が言っているだけではなくて、どうでは、県が言っているだけではなくて、どうでは、県が言っているだけではなくて、どうサポサポサポサポーーーートするかというトするかというトするかというトするかという視視視視点が大事か点が大事か点が大事か点が大事か

ともともともとも感感感感じじじじた次第でございます。た次第でございます。た次第でございます。た次第でございます。

要は、要は、要は、要は、先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたように、県ましたように、県ましたように、県ましたように、県民民民民のののの方方方方が１０年が１０年が１０年が１０年先先先先に、に、に、に、結果的結果的結果的結果的には日本一になには日本一になには日本一になには日本一にな

りました。だけれど県りました。だけれど県りました。だけれど県りました。だけれど県民民民民からすれば私たちの生からすれば私たちの生からすれば私たちの生からすれば私たちの生活活活活には、もう健康づくりはには、もう健康づくりはには、もう健康づくりはには、もう健康づくりは当当当当たり前のようたり前のようたり前のようたり前のよう

にににに入入入入っています。そのときにおのっています。そのときにおのっています。そのときにおのっています。そのときにおのずずずずとととと恐恐恐恐らく１らく１らく１らく１位位位位がががが見見見見えてくるのではないかということで、えてくるのではないかということで、えてくるのではないかということで、えてくるのではないかということで、

言いかえれば、言いかえれば、言いかえれば、言いかえれば、節電節電節電節電のときにも荒井知事がおっしのときにも荒井知事がおっしのときにも荒井知事がおっしのときにも荒井知事がおっしゃゃゃゃいましたけれど、今いましたけれど、今いましたけれど、今いましたけれど、今回回回回もその健康奈良もその健康奈良もその健康奈良もその健康奈良

ラララライフイフイフイフ、、、、通通通通常常常常皆皆皆皆ささささんんんんが生が生が生が生活活活活の中で健康をの中で健康をの中で健康をの中で健康を意意意意識識識識して、そしてして、そしてして、そしてして、そして何げ何げ何げ何げない行ない行ない行ない行動動動動かもわからないけかもわからないけかもわからないけかもわからないけ

れども、それをれども、それをれども、それをれども、それを積み積み積み積み重ね重ね重ね重ねていくことをしっかりとそれもていくことをしっかりとそれもていくことをしっかりとそれもていくことをしっかりとそれも周周周周知をしていかなくてはならない知をしていかなくてはならない知をしていかなくてはならない知をしていかなくてはならない

と。と。と。と。

ただ危ただ危ただ危ただ危惧惧惧惧するのは、そういったするのは、そういったするのは、そういったするのは、そういった検検検検診率診率診率診率、例えばが、例えばが、例えばが、例えばがんんんんのののの検検検検診率診率診率診率をををを上げ上げ上げ上げるたるたるたるためめめめにはにはにはにはややややはりいはりいはりいはりい

ろいろな問ろいろな問ろいろな問ろいろな問題題題題があると思います。今があると思います。今があると思います。今があると思います。今回回回回、、、、概概概概算算算算要要要要求求求求の中でもの中でもの中でもの中でも効効効効果果果果がががが認認認認めめめめられてきた、例えばられてきた、例えばられてきた、例えばられてきた、例えば
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子子子子宮が宮が宮が宮がん検ん検ん検ん検診診診診、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは乳乳乳乳ががががん検ん検ん検ん検診診診診ののののクークークークーポポポポンのンのンのンの予算予算予算予算がががが縮小縮小縮小縮小になります。そういったになります。そういったになります。そういったになります。そういった個個個個別別別別

の事案でございますけれども、なの事案でございますけれども、なの事案でございますけれども、なの事案でございますけれども、なぜ受ぜ受ぜ受ぜ受けないのだと、どうしたらけないのだと、どうしたらけないのだと、どうしたらけないのだと、どうしたら受受受受けてもらえるのかといけてもらえるのかといけてもらえるのかといけてもらえるのかとい

うところまで、できたらうところまで、できたらうところまで、できたらうところまで、できたら市市市市町町町町村と一村と一村と一村と一緒緒緒緒にににに考考考考えていただいて、どこまでもこの１０年えていただいて、どこまでもこの１０年えていただいて、どこまでもこの１０年えていただいて、どこまでもこの１０年間間間間、、、、市市市市

町町町町村と一村と一村と一村と一緒緒緒緒に日本一をに日本一をに日本一をに日本一をややややりますというところで、りますというところで、りますというところで、りますというところで、ぜひぜひぜひぜひとも荒井知事のとも荒井知事のとも荒井知事のとも荒井知事の力力力力強強強強いいいいリーリーリーリーダダダダーーーーシシシシッッッッ

ププププで行っていただければと思い、願いをで行っていただければと思い、願いをで行っていただければと思い、願いをで行っていただければと思い、願いを込込込込めめめめて、また機会があれば質問をさせていただきて、また機会があれば質問をさせていただきて、また機会があれば質問をさせていただきて、また機会があれば質問をさせていただき

たいと思います。どうたいと思います。どうたいと思います。どうたいと思います。どうぞぞぞぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 基基基基本本本本的的的的にはもう要望ですから、荒井知事ににはもう要望ですから、荒井知事ににはもう要望ですから、荒井知事ににはもう要望ですから、荒井知事にココココメントがあればしてもらえれば、メントがあればしてもらえれば、メントがあればしてもらえれば、メントがあればしてもらえれば、

意見意見意見意見を言ってもらったらいいわけですが。を言ってもらったらいいわけですが。を言ってもらったらいいわけですが。を言ってもらったらいいわけですが。先先先先ほどからほどからほどからほどからずずずずっと、日本っと、日本っと、日本っと、日本共共共共産産産産党党党党と荒井知事とのと荒井知事とのと荒井知事とのと荒井知事との

ややややりとりを聞いて、りとりを聞いて、りとりを聞いて、りとりを聞いて、多多多多少少少少対対対対立しているから立しているから立しているから立しているから確確確確かにおもしろいとは思ったのですけれども、かにおもしろいとは思ったのですけれども、かにおもしろいとは思ったのですけれども、かにおもしろいとは思ったのですけれども、

私の場合は、荒井知事のお私の場合は、荒井知事のお私の場合は、荒井知事のお私の場合は、荒井知事のお尻尻尻尻をををを押押押押してあしてあしてあしてあげげげげようという立場で、質問というかようという立場で、質問というかようという立場で、質問というかようという立場で、質問というか意見意見意見意見を言いまを言いまを言いまを言いま

すから、ごすから、ごすから、ごすから、ご了承了承了承了承お願いしたいと思います。だからお願いしたいと思います。だからお願いしたいと思います。だからお願いしたいと思います。だから端端端端から聞いていてあまりおもしろくないから聞いていてあまりおもしろくないから聞いていてあまりおもしろくないから聞いていてあまりおもしろくない

し、けさの奈良新聞をし、けさの奈良新聞をし、けさの奈良新聞をし、けさの奈良新聞を見見見見たら、県議会の１３たら、県議会の１３たら、県議会の１３たら、県議会の１３人人人人が、質問が、質問が、質問が、質問者者者者に立ったが、どれをに立ったが、どれをに立ったが、どれをに立ったが、どれを見見見見てもてもてもても緊緊緊緊張張張張

感感感感がもう一つがもう一つがもう一つがもう一つ感感感感じじじじられないというられないというられないというられないという感感感感じじじじのののの囲囲囲囲み記み記み記み記事が事が事が事が書書書書かれておりましたので、そかれておりましたので、そかれておりましたので、そかれておりましたので、そんんんんなことなことなことなこと

をををを考考考考えながらです。えながらです。えながらです。えながらです。

一つは私は今、観光振興一つは私は今、観光振興一つは私は今、観光振興一つは私は今、観光振興対対対対策策策策特別特別特別特別委員長の委員長の委員長の委員長の肩書肩書肩書肩書をいただいておりますが、をいただいておりますが、をいただいておりますが、をいただいておりますが、何何何何もももも欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと

言ったのではなくて、言ったのではなくて、言ったのではなくて、言ったのではなくて、押押押押しつけられた。しつけられた。しつけられた。しつけられた。押押押押しつけられたからしつけられたからしつけられたからしつけられたから義義義義務務務務感感感感だけでだけでだけでだけでややややっていると思っていると思っていると思っていると思

われてもいけないので、私なりにわれてもいけないので、私なりにわれてもいけないので、私なりにわれてもいけないので、私なりに何何何何かをかをかをかを持持持持っておっておっておってお役役役役に立とうという思いで言いますので聞に立とうという思いで言いますので聞に立とうという思いで言いますので聞に立とうという思いで言いますので聞

いてほしいのです。いてほしいのです。いてほしいのです。いてほしいのです。

一つは、前からたまに言っています正一つは、前からたまに言っています正一つは、前からたまに言っています正一つは、前からたまに言っています正倉院倉院倉院倉院展展展展。正。正。正。正倉院倉院倉院倉院のののの宝宝宝宝物物物物は宮は宮は宮は宮内内内内庁庁庁庁が管理しているのが管理しているのが管理しているのが管理しているの

か知らないけれども、か知らないけれども、か知らないけれども、か知らないけれども、所所所所有有有有者者者者がががが誰誰誰誰なのかと思ったら、なのかと思ったら、なのかと思ったら、なのかと思ったら、ややややはり国はり国はり国はり国民民民民のものではないのかといのものではないのかといのものではないのかといのものではないのかとい

うこともうこともうこともうことも考考考考えているわけです。正えているわけです。正えているわけです。正えているわけです。正倉院倉院倉院倉院展展展展で、で、で、で、宝宝宝宝物物物物を開を開を開を開示示示示する場合、一する場合、一する場合、一する場合、一応検応検応検応検査あるいは点査あるいは点査あるいは点査あるいは点検検検検

の時に、わかりの時に、わかりの時に、わかりの時に、わかりややややすく言えば、すく言えば、すく言えば、すく言えば、虫干虫干虫干虫干しのついでに国しのついでに国しのついでに国しのついでに国民民民民にににに見見見見てもらうてもらうてもらうてもらう感感感感じじじじで、国立博で、国立博で、国立博で、国立博物物物物館館館館でででで

ややややられるわけですけれども、られるわけですけれども、られるわけですけれども、られるわけですけれども、虫干虫干虫干虫干しが正しが正しが正しが正倉院倉院倉院倉院展展展展にかわっているのか知らないけれども、正にかわっているのか知らないけれども、正にかわっているのか知らないけれども、正にかわっているのか知らないけれども、正

倉院倉院倉院倉院展展展展ときちときちときちときちんんんんとととと銘銘銘銘打打打打って国って国って国って国民民民民にににに見見見見せていただいたらいいのにと思っているわけです。荒せていただいたらいいのにと思っているわけです。荒せていただいたらいいのにと思っているわけです。荒せていただいたらいいのにと思っているわけです。荒

井知事が井知事が井知事が井知事が既既既既に、平城に、平城に、平城に、平城遷都遷都遷都遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭の時に宮の時に宮の時に宮の時に宮内内内内庁庁庁庁にかけ合い、もう少しにかけ合い、もう少しにかけ合い、もう少しにかけ合い、もう少し期期期期間間間間を長くしてを長くしてを長くしてを長くして

とかとかとかとか何何何何かご要望をされたようですが、どかご要望をされたようですが、どかご要望をされたようですが、どかご要望をされたようですが、どんんんんなななな状況状況状況状況でされたのかはわかりませでされたのかはわかりませでされたのかはわかりませでされたのかはわかりませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、

とにかく今より長くすることはできないという答とにかく今より長くすることはできないという答とにかく今より長くすることはできないという答とにかく今より長くすることはできないという答弁弁弁弁だったというだったというだったというだったという話話話話を聞かされているわけを聞かされているわけを聞かされているわけを聞かされているわけ

です。です。です。です。

今度、２０２０年には東今度、２０２０年には東今度、２０２０年には東今度、２０２０年には東京京京京オリオリオリオリンンンンピックピックピックピック、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはパラパラパラパラリリリリンンンンピックピックピックピックが開催されますので、が開催されますので、が開催されますので、が開催されますので、

そのときに、今そのときに、今そのときに、今そのときに、今考考考考えているのは、国えているのは、国えているのは、国えているのは、国内外内外内外内外のののの人人人人、、、、外外外外国国国国人人人人に正に正に正に正倉院倉院倉院倉院のののの宝宝宝宝物物物物はこはこはこはこんんんんなものですとなものですとなものですとなものですと
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言っても言っても言っても言っても意意意意味味味味がわかるかどうかよくわかりませがわかるかどうかよくわかりませがわかるかどうかよくわかりませがわかるかどうかよくわかりませんんんんが、とにかくが、とにかくが、とにかくが、とにかく復元復元復元復元品品品品と本と本と本と本物物物物をををを展展展展示示示示した場した場した場した場

合に、合に、合に、合に、全然全然全然全然見見見見にににに来来来来てくれるてくれるてくれるてくれる人人人人がががが違違違違うのです。そういううのです。そういううのです。そういううのです。そういう意意意意味味味味では、では、では、では、オリオリオリオリンンンンピックピックピックピックの、あるいの、あるいの、あるいの、あるい

ははははパラパラパラパラリリリリンンンンピックピックピックピックのののの適適適適切切切切な時な時な時な時期期期期に正に正に正に正倉院倉院倉院倉院展展展展ををををややややってもらうようなってもらうようなってもらうようなってもらうような準備準備準備準備を今からしておいたを今からしておいたを今からしておいたを今からしておいた

らどうか。例えば正らどうか。例えば正らどうか。例えば正らどうか。例えば正倉院倉院倉院倉院にしろ、あるいはにしろ、あるいはにしろ、あるいはにしろ、あるいは先先先先ほどからほどからほどからほどから話題話題話題話題になっている大になっている大になっている大になっている大極殿極殿極殿極殿にしろ、奈にしろ、奈にしろ、奈にしろ、奈

良県にしかないのです。だから、この前も良県にしかないのです。だから、この前も良県にしかないのです。だから、この前も良県にしかないのです。だから、この前も近近近近所所所所のののの人人人人といろいろこのようなといろいろこのようなといろいろこのようなといろいろこのような話話話話をしていて、をしていて、をしていて、をしていて、

東東東東京京京京都都都都にはにはにはにはススススカカカカイツリーイツリーイツリーイツリーがあるけれど、奈良県には正があるけれど、奈良県には正があるけれど、奈良県には正があるけれど、奈良県には正倉院倉院倉院倉院、大、大、大、大極殿極殿極殿極殿があるではないかと。があるではないかと。があるではないかと。があるではないかと。

これらを望これらを望これらを望これらを望むむむむところに立ところに立ところに立ところに立派派派派ななななホテルホテルホテルホテルをつくるをつくるをつくるをつくる意意意意味味味味では、それはそれでいいのではないかとでは、それはそれでいいのではないかとでは、それはそれでいいのではないかとでは、それはそれでいいのではないかと

いういういういう話話話話をしていたのですが、いをしていたのですが、いをしていたのですが、いをしていたのですが、いずずずずれにしても、れにしても、れにしても、れにしても、オリオリオリオリンンンンピックピックピックピックにににに向向向向けて正けて正けて正けて正倉院倉院倉院倉院展展展展、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは

大大大大極殿極殿極殿極殿の保の保の保の保存存存存とととと活活活活用、もちろ用、もちろ用、もちろ用、もちろん先ん先ん先ん先ほどから議ほどから議ほどから議ほどから議論論論論されているようなことはされているようなことはされているようなことはされているようなことはクリアクリアクリアクリアしていかなしていかなしていかなしていかな

ければなりませければなりませければなりませければなりませんんんんが、そが、そが、そが、そんんんんなななな形形形形であるであるであるである意意意意味味味味ででででホテルホテルホテルホテルととととセセセセッッッットですと。この時トですと。この時トですと。この時トですと。この時期期期期ににににホテルホテルホテルホテルがががが

来来来来なかったら、それこそだなかったら、それこそだなかったら、それこそだなかったら、それこそだめめめめで、荒井知事もで、荒井知事もで、荒井知事もで、荒井知事も諦諦諦諦めめめめてもらわないといけないと思っていますてもらわないといけないと思っていますてもらわないといけないと思っていますてもらわないといけないと思っています

ので、そういうので、そういうので、そういうので、そういう意意意意味味味味では、正では、正では、正では、正倉院倉院倉院倉院展展展展、あるいは大、あるいは大、あるいは大、あるいは大極殿極殿極殿極殿の保の保の保の保存存存存とととと活活活活用、そして用、そして用、そして用、そしてホテルホテルホテルホテル、これ、これ、これ、これ

を一を一を一を一番番番番の県政のの県政のの県政のの県政の課課課課題題題題にしてにしてにしてにしてややややっていただきますようお願いをして、１点っていただきますようお願いをして、１点っていただきますようお願いをして、１点っていただきますようお願いをして、１点目目目目をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

それから２点それから２点それから２点それから２点目目目目は、ここは、ここは、ここは、ここ最最最最近近近近、、、、解解解解雇雇雇雇特特特特区区区区で、かなり今もで、かなり今もで、かなり今もで、かなり今も自由自由自由自由にににに解解解解雇できるような制度を、雇できるような制度を、雇できるような制度を、雇できるような制度を、

安安安安倍首倍首倍首倍首相相相相はおはおはおはお考考考考えになっているようです。この前部えになっているようです。この前部えになっているようです。この前部えになっているようです。この前部落落落落解放解放解放解放同同同同盟盟盟盟の奈良県のの奈良県のの奈良県のの奈良県の研修研修研修研修会があった会があった会があった会があった

ときにときにときにときに外外外外国国国国人人人人記者記者記者記者が、安が、安が、安が、安倍首倍首倍首倍首相相相相のののの欠欠欠欠点はあまり国点はあまり国点はあまり国点はあまり国民民民民に議に議に議に議論論論論をさせをさせをさせをさせずずずずしてしてしてして物物物物事を事を事を事を決め決め決め決めていくていくていくていく

ところに、ところに、ところに、ところに、ややややはり国はり国はり国はり国際的際的際的際的にも非常に危機にも非常に危機にも非常に危機にも非常に危機感感感感があるというがあるというがあるというがあるという話話話話をされていたわけです。今をされていたわけです。今をされていたわけです。今をされていたわけです。今考考考考ええええ

たら、たら、たら、たら、憲憲憲憲法法法法問問問問題題題題、教育問、教育問、教育問、教育問題題題題あるいはあるいはあるいはあるいは８％８％８％８％のののの消消消消費費費費税税税税もももも閣閣閣閣議では議では議では議では決決決決まりましたが、このようなまりましたが、このようなまりましたが、このようなまりましたが、このような

形形形形であるわけですけれども、私はここでは、この前の質問のであるわけですけれども、私はここでは、この前の質問のであるわけですけれども、私はここでは、この前の質問のであるわけですけれども、私はここでは、この前の質問の経過経過経過経過から、から、から、から、解解解解雇雇雇雇特特特特区区区区やややや、労、労、労、労働働働働

のののの規規規規制制制制緩和緩和緩和緩和についてについてについてについて特特特特に要望しておきたいのです。今安に要望しておきたいのです。今安に要望しておきたいのです。今安に要望しておきたいのです。今安倍首倍首倍首倍首相相相相がががが考考考考えているのは、従業員えているのは、従業員えているのは、従業員えているのは、従業員

をををを解解解解雇し雇し雇し雇しややややすくしたり、労すくしたり、労すくしたり、労すくしたり、労働働働働時時時時間間間間のののの規規規規制をなくしたりする制をなくしたりする制をなくしたりする制をなくしたりする法法法法律律律律を平成２５年を平成２５年を平成２５年を平成２５年秋秋秋秋にはつくるにはつくるにはつくるにはつくる

段取段取段取段取りをしているようですが。政りをしているようですが。政りをしているようですが。政りをしているようですが。政府府府府が平成２５年５月に、が平成２５年５月に、が平成２５年５月に、が平成２５年５月に、戦戦戦戦略略略略特特特特区区区区ののののワワワワーーーーキキキキンンンンググググググググループループループループ

をつくって、地をつくって、地をつくって、地をつくって、地方自方自方自方自治治治治体体体体にににに意見意見意見意見をををを求め求め求め求めたのです。そのときに大たのです。そのときに大たのです。そのときに大たのです。そのときに大阪府阪府阪府阪府やややや大大大大阪市阪市阪市阪市が、が、が、が、選挙選挙選挙選挙にえにえにえにえ

らいらいらいらい負負負負けられましたけれども、大けられましたけれども、大けられましたけれども、大けられましたけれども、大阪市阪市阪市阪市あたりから労あたりから労あたりから労あたりから労働働働働のののの規規規規制制制制緩和緩和緩和緩和をををを特特特特区区区区としてとしてとしてとして求め求め求め求める案がる案がる案がる案が

出されたようです。安出されたようです。安出されたようです。安出されたようです。安倍首倍首倍首倍首相相相相はははは先先先先ほど言いましたように、国ほど言いましたように、国ほど言いましたように、国ほど言いましたように、国民民民民のののの意見意見意見意見も聞かも聞かも聞かも聞かずずずずに、に、に、に、物物物物事を事を事を事を

決め決め決め決めることがありますので、こることがありますので、こることがありますので、こることがありますので、こんんんんなことはなことはなことはなことは許許許許されないし、このされないし、このされないし、このされないし、この特特特特区以区以区以区以前の問前の問前の問前の問題題題題でも、安でも、安でも、安でも、安倍倍倍倍

首首首首相相相相は第一次は第一次は第一次は第一次内内内内閣閣閣閣のときに、のときに、のときに、のときに、ホホホホワワワワイイイイトトトトカラカラカラカラーーーー・・・・エエエエグゼグゼグゼグゼンンンンププププショショショションといい、ンといい、ンといい、ンといい、残残残残業業業業手手手手当当当当をつけをつけをつけをつけ

ない制度をない制度をない制度をない制度を考考考考えたりして、労えたりして、労えたりして、労えたりして、労働働働働のののの規規規規制制制制緩和緩和緩和緩和をををを虎視虎視虎視虎視たたたたんんんんたたたたんんんんとととと狙狙狙狙っているっているっているっている向向向向きがありますのきがありますのきがありますのきがありますの

で、荒井知事も、で、荒井知事も、で、荒井知事も、で、荒井知事も、皆皆皆皆ささささんんんんもももも含含含含めめめめてててて皆皆皆皆雇用されて雇用されて雇用されて雇用されて働働働働いてきている。いてきている。いてきている。いてきている。皆皆皆皆ささささんんんんは公務員ですから、は公務員ですから、は公務員ですから、は公務員ですから、

そうそうそうそう身身身身分分分分にににに心配心配心配心配はありませはありませはありませはありませんんんんけれど、私は長年けれど、私は長年けれど、私は長年けれど、私は長年シャシャシャシャープープープープ(株)(株)(株)(株)でででで働働働働いていて、景いていて、景いていて、景いていて、景気気気気のののの波波波波があがあがあがあ
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るたるたるたるたびびびびにににに営営営営業にどこそこ業にどこそこ業にどこそこ業にどこそこへへへへ行けと言われ、行かされたりということを行けと言われ、行かされたりということを行けと言われ、行かされたりということを行けと言われ、行かされたりということを経経経経験験験験してきているわしてきているわしてきているわしてきているわ

けです。とにかくけです。とにかくけです。とにかくけです。とにかく働働働働くくくく者者者者が安が安が安が安心心心心してしてしてして働働働働けるけるけるける社社社社会を会を会を会を築築築築いていかないといけないと思いますのいていかないといけないと思いますのいていかないといけないと思いますのいていかないといけないと思いますの

で、こういうで、こういうで、こういうで、こういう規規規規制制制制緩和緩和緩和緩和については、荒井知事も機会があるごとに、については、荒井知事も機会があるごとに、については、荒井知事も機会があるごとに、については、荒井知事も機会があるごとに、働働働働くくくく者者者者のののの使使使使いいいい捨捨捨捨てはてはてはては許許許許

さない立場でさない立場でさない立場でさない立場で意見意見意見意見を言っていただきますように、を言っていただきますように、を言っていただきますように、を言っていただきますように、特特特特にににに求め求め求め求めて私のて私のて私のて私の意見意見意見意見とさせていただきまとさせていただきまとさせていただきまとさせていただきま

す。す。す。す。以以以以上上上上です。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２つとも要望とでは２つとも要望とでは２つとも要望とでは２つとも要望と意見意見意見意見ことで、もういいですことで、もういいですことで、もういいですことで、もういいですねねねね。。。。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 正正正正倉院倉院倉院倉院展ぐ展ぐ展ぐ展ぐらい言ってください。らい言ってください。らい言ってください。らい言ってください。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 ２つのご２つのご２つのご２つのご意見意見意見意見、、、、貴貴貴貴重重重重なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ取取取取らせていただきたいと思います。らせていただきたいと思います。らせていただきたいと思います。らせていただきたいと思います。

最最最最初の正初の正初の正初の正倉院倉院倉院倉院のののの文化財文化財文化財文化財のののの帰帰帰帰属属属属と保と保と保と保存存存存、、、、活活活活用、用、用、用、展展展展示示示示などのなどのなどのなどの主主主主体体体体、、、、ややややりりりり方方方方は大は大は大は大変変変変奥奥奥奥深深深深いことでいことでいことでいことで

ございます。奈良県の東大ございます。奈良県の東大ございます。奈良県の東大ございます。奈良県の東大寺寺寺寺にもとありました正にもとありました正にもとありました正にもとありました正倉院倉院倉院倉院とととと法法法法隆隆隆隆寺寺寺寺がががが持持持持っていたっていたっていたっていた文化財文化財文化財文化財は２つは２つは２つは２つ

とも国にいっておりますのは、とも国にいっておりますのは、とも国にいっておりますのは、とも国にいっておりますのは、明明明明治治治治時代の時代の時代の時代の廃廃廃廃仏毀釈仏毀釈仏毀釈仏毀釈で東大で東大で東大で東大寺寺寺寺とととと法法法法隆隆隆隆寺寺寺寺が大が大が大が大変変変変疲弊疲弊疲弊疲弊したときしたときしたときしたとき

に、国にに、国にに、国にに、国に持持持持ちちちち込込込込んんんんで金一で金一で金一で金一封封封封をををを天天天天皇皇皇皇家家家家からもらってからもらってからもらってからもらって寺寺寺寺をををを維維維維持持持持したしたしたした歴歴歴歴史史史史がございますので、そがございますので、そがございますので、そがございますので、そ

もそも国のもそも国のもそも国のもそも国の物物物物ではなかったわけですので、ではなかったわけですので、ではなかったわけですので、ではなかったわけですので、返返返返してほしいとは思うのですけれども、県であしてほしいとは思うのですけれども、県であしてほしいとは思うのですけれども、県であしてほしいとは思うのですけれども、県であ

ってもなかなか、正ってもなかなか、正ってもなかなか、正ってもなかなか、正倉院倉院倉院倉院は国は国は国は国宝宝宝宝にはにはにはには入入入入っておりませっておりませっておりませっておりませんんんんが、国が、国が、国が、国宝宝宝宝をををを超超超超えるほどのえるほどのえるほどのえるほどの値値値値打打打打ちがあちがあちがあちがあ

るものだと思っております。それを正るものだと思っております。それを正るものだと思っております。それを正るものだと思っております。それを正倉院倉院倉院倉院では宮では宮では宮では宮内内内内庁庁庁庁の保の保の保の保存存存存として、として、として、として、特特特特にににに紙紙紙紙のものは長のものは長のものは長のものは長期期期期

間置間置間置間置いておくと、いておくと、いておくと、いておくと、人人人人のののの温温温温度のあるところでは度のあるところでは度のあるところでは度のあるところでは劣劣劣劣化化化化するので、するので、するので、するので、期期期期間間間間をををを決め決め決め決めてというてというてというてという書書書書籍籍籍籍のののの考考考考

ええええ方方方方ということは、宮ということは、宮ということは、宮ということは、宮内内内内庁庁庁庁長長長長官官官官にお会いしてにお会いしてにお会いしてにお会いして申申申申しししし入入入入れたけれど、そういう理れたけれど、そういう理れたけれど、そういう理れたけれど、そういう理由由由由でしたらとでしたらとでしたらとでしたらと

ても、正ても、正ても、正ても、正倉院倉院倉院倉院のののの宝宝宝宝物物物物がががが劣劣劣劣化化化化するのでするのでするのでするので陳陳陳陳情情情情はできないと思ってもう引きはできないと思ってもう引きはできないと思ってもう引きはできないと思ってもう引き下下下下がった次第がござがった次第がござがった次第がござがった次第がござ

います。長います。長います。長います。長期期期期間間間間するにしては、年２するにしては、年２するにしては、年２するにしては、年２回回回回できないかとか、今梶川委員の発できないかとか、今梶川委員の発できないかとか、今梶川委員の発できないかとか、今梶川委員の発想想想想でもでもでもでも途途途途中で中で中で中で入入入入れれれれ

かえることができないかというかえることができないかというかえることができないかというかえることができないかというアイデアアイデアアイデアアイデアはあると、今お聞きして思ったのですけれど、そはあると、今お聞きして思ったのですけれど、そはあると、今お聞きして思ったのですけれど、そはあると、今お聞きして思ったのですけれど、そ

れもなかなかれもなかなかれもなかなかれもなかなか手手手手間間間間がかかり、大事に大事に、もうがかかり、大事に大事に、もうがかかり、大事に大事に、もうがかかり、大事に大事に、もう壊壊壊壊れたら二度とれたら二度とれたら二度とれたら二度と戻戻戻戻らないらないらないらない紙紙紙紙やややや、、、、織織織織物物物物といといといとい

うものでございますので、うものでございますので、うものでございますので、うものでございますので、想想想想像像像像をををを絶絶絶絶する神する神する神する神経経経経をををを使使使使ってされているってされているってされているってされている面面面面もございますので、そもございますので、そもございますので、そもございますので、そ

ういうういうういうういう意意意意味味味味でででで恐恐恐恐れれれれ多多多多くてなかなか言い出せないくてなかなか言い出せないくてなかなか言い出せないくてなかなか言い出せない気気気気はいたします。一はいたします。一はいたします。一はいたします。一方方方方、東、東、東、東京京京京オリオリオリオリンンンンピックピックピックピック

にににに向向向向かって、奈良県だけではなく日本のかって、奈良県だけではなく日本のかって、奈良県だけではなく日本のかって、奈良県だけではなく日本の文化財文化財文化財文化財をををを世界世界世界世界に知ってもらうことを、とりわけ奈に知ってもらうことを、とりわけ奈に知ってもらうことを、とりわけ奈に知ってもらうことを、とりわけ奈

良県は良県は良県は良県は心心心心がけたいと思っております。がけたいと思っております。がけたいと思っております。がけたいと思っております。文化財や文化財や文化財や文化財や、、、、文化文化文化文化、、、、歴歴歴歴史史史史を知ってもらうのに、日本を知ってもらうのに、日本を知ってもらうのに、日本を知ってもらうのに、日本書書書書

紀編紀編紀編紀編ささささんんんん１３００年１３００年１３００年１３００年やややや、、、、藤藤藤藤原原原原不不不不比比比比等、等、等、等、聖聖聖聖徳太徳太徳太徳太子子子子のののの没没没没後後後後１４００年などを知っているのかと１４００年などを知っているのかと１４００年などを知っているのかと１４００年などを知っているのかと

世界世界世界世界に言いたいところで、大に言いたいところで、大に言いたいところで、大に言いたいところで、大極殿極殿極殿極殿も大も大も大も大極殿院極殿院極殿院極殿院を今を今を今を今着着着着工工工工してもらうしてもらうしてもらうしてもらう運運運運びびびびとなっておりますが、となっておりますが、となっておりますが、となっておりますが、

大大大大極殿院極殿院極殿院極殿院や周や周や周や周りのりのりのりの築築築築地地地地回回回回廊廊廊廊ははははオリオリオリオリンンンンピックピックピックピックのときまでにのときまでにのときまでにのときまでに完完完完成してもらえたら、立成してもらえたら、立成してもらえたら、立成してもらえたら、立派派派派なななな物物物物にににに

なるように思うのですけれども、今、梶川委員のご質問で思いついたことでございますけなるように思うのですけれども、今、梶川委員のご質問で思いついたことでございますけなるように思うのですけれども、今、梶川委員のご質問で思いついたことでございますけなるように思うのですけれども、今、梶川委員のご質問で思いついたことでございますけ

れども、またれども、またれども、またれども、また間間間間に合うかどうか、に合うかどうか、に合うかどうか、に合うかどうか、陳陳陳陳情情情情のののの対対対対象象象象にににに入入入入れるかどうかはれるかどうかはれるかどうかはれるかどうかは検討検討検討検討してしてしてしてみみみみたいと思いまたいと思いまたいと思いまたいと思いま
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す。ご質問、ごす。ご質問、ごす。ご質問、ごす。ご質問、ご意見意見意見意見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。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 まあそういうことで、それと一まあそういうことで、それと一まあそういうことで、それと一まあそういうことで、それと一緒緒緒緒に望に望に望に望めめめめるるるるホテルホテルホテルホテルというというというというキキキキャャャャッッッッチチチチフレーズフレーズフレーズフレーズでででで

いけるようにいけるようにいけるようにいけるように努努努努力力力力してください。してください。してください。してください。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 総括、聞いておりませ総括、聞いておりませ総括、聞いておりませ総括、聞いておりませんんんんものは、いたしませものは、いたしませものは、いたしませものは、いたしませんんんん。今までに総括と聞いてい。今までに総括と聞いてい。今までに総括と聞いてい。今までに総括と聞いてい

るのだけさせてもらっています。るのだけさせてもらっています。るのだけさせてもらっています。るのだけさせてもらっています。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 一つは、一つは、一つは、一つは、競競競競輪輪輪輪場の場の場の場の包包包包括括括括外外外外部委部委部委部委託託託託についてですけれども、この議案がについてですけれども、この議案がについてですけれども、この議案がについてですけれども、この議案が通通通通れれれれ

ば、ば、ば、ば、確実確実確実確実にににに解解解解雇という雇という雇という雇という話話話話に進に進に進に進んんんんでいきます。私が代でいきます。私が代でいきます。私が代でいきます。私が代表表表表質問した質問した質問した質問した以以以以降降降降も、労も、労も、労も、労使間使間使間使間がががが具具具具体的体的体的体的にににに

責任責任責任責任あるあるあるある人人人人もももも話話話話にににに入入入入っていると聞いていますし、そういうことで私がこの場でっていると聞いていますし、そういうことで私がこの場でっていると聞いていますし、そういうことで私がこの場でっていると聞いていますし、そういうことで私がこの場でフフフフラララライイイインンンンググググ

しても大しても大しても大しても大変変変変だと思ってもいまして、だと思ってもいまして、だと思ってもいまして、だと思ってもいまして、基基基基本本本本的的的的にににに押押押押さえてほしいのは、きちさえてほしいのは、きちさえてほしいのは、きちさえてほしいのは、きちんんんんと今まで県がと今まで県がと今まで県がと今まで県が直直直直

雇いであったことです。雇いであったことです。雇いであったことです。雇いであったことです。誠誠誠誠実実実実にににに交交交交渉渉渉渉にににに臨臨臨臨んんんんでいただきたいと思っています。そのときに、でいただきたいと思っています。そのときに、でいただきたいと思っています。そのときに、でいただきたいと思っています。そのときに、

一一一一番番番番節節節節 々々々々にににに感感感感じじじじたのは、平たのは、平たのは、平たのは、平均均均均賃賃賃賃金が１金が１金が１金が１７７７７０万円の非正０万円の非正０万円の非正０万円の非正規規規規雇用の雇用の雇用の雇用の方方方方がががが８６８６８６８６万円で万円で万円で万円で継継継継続雇用と続雇用と続雇用と続雇用と

いういういういう考考考考ええええ方方方方です。です。です。です。同じ同じ同じ同じ場場場場所所所所で、で、で、で、同じ同じ同じ同じ空間空間空間空間で、で、で、で、同じ種同じ種同じ種同じ種類類類類のののの仕仕仕仕事をすることでは事をすることでは事をすることでは事をすることでは継継継継続になると続になると続になると続になると

は思うのですけれども、１は思うのですけれども、１は思うのですけれども、１は思うのですけれども、１７７７７０万円の平０万円の平０万円の平０万円の平均均均均賃賃賃賃金が金が金が金が８６８６８６８６万円となったときに、万円となったときに、万円となったときに、万円となったときに、自自自自分分分分の生の生の生の生計計計計をををを

立てている立てている立てている立てている方方方方がががが果果果果たしてそれでたしてそれでたしてそれでたしてそれで食食食食べていけるのかといったときに、べていけるのかといったときに、べていけるのかといったときに、べていけるのかといったときに、ややややはりはりはりはり継継継継続ではないと続ではないと続ではないと続ではないと

思うのです。そういうことも思うのです。そういうことも思うのです。そういうことも思うのです。そういうことも含含含含めめめめて、て、て、て、交交交交渉渉渉渉の中での中での中での中で十十十十二二二二分分分分にににに当当当当事事事事者者者者のののの声声声声を聞いてあを聞いてあを聞いてあを聞いてあげげげげて、て、て、て、具具具具

体的体的体的体的に労に労に労に労使間使間使間使間でででで解決解決解決解決することだと思っていますので、することだと思っていますので、することだと思っていますので、することだと思っていますので、ぜひぜひぜひぜひとも、そのとも、そのとも、そのとも、その辺辺辺辺のところは要望とのところは要望とのところは要望とのところは要望と

いうことでさせていただきたいと思います。いうことでさせていただきたいと思います。いうことでさせていただきたいと思います。いうことでさせていただきたいと思います。

次に、いつも東次に、いつも東次に、いつも東次に、いつも東アアアアジジジジアアアアのことで質問させてもらっています。今のことで質問させてもらっています。今のことで質問させてもらっています。今のことで質問させてもらっています。今回回回回も、奈良公も、奈良公も、奈良公も、奈良公園園園園のところのところのところのところ

で２４時で２４時で２４時で２４時間間間間のののの電電電電話通話通話通話通訳訳訳訳というというというという予算予算予算予算がががが上上上上がっていました。本がっていました。本がっていました。本がっていました。本来来来来的的的的には、それはには、それはには、それはには、それは仮仮仮仮定の定の定の定の話話話話ですですですです

けれども、国けれども、国けれども、国けれども、国際際際際交流交流交流交流セセセセンンンンターターターターがあれば、そういうところが管があれば、そういうところが管があれば、そういうところが管があれば、そういうところが管轄轄轄轄しながら奈良県のいろいろしながら奈良県のいろいろしながら奈良県のいろいろしながら奈良県のいろいろ

なななな市市市市民民民民団団団団体体体体もももも使使使使いながらいながらいながらいながら向向向向かい合うのも一つのかい合うのも一つのかい合うのも一つのかい合うのも一つの手手手手なのかと思ったのですけれども、いかなのかと思ったのですけれども、いかなのかと思ったのですけれども、いかなのかと思ったのですけれども、いかんんんん

せせせせんんんん国国国国際際際際交流交流交流交流セセセセンンンンターターターターがなくなってしまっています。それにかわるものとがなくなってしまっています。それにかわるものとがなくなってしまっています。それにかわるものとがなくなってしまっています。それにかわるものと考考考考えましたら、えましたら、えましたら、えましたら、

外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援セセセセンンンンターターターターというのがこのというのがこのというのがこのというのがこの間間間間動動動動いているとのことです。なら・いているとのことです。なら・いているとのことです。なら・いているとのことです。なら・シシシシルクルクルクルクロロロロードードードード博博博博記記記記

念念念念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財団団団団がなくなってがなくなってがなくなってがなくなって以以以以降降降降、国、国、国、国際際際際観光観光観光観光課課課課がそれをがそれをがそれをがそれを担担担担い、その次に、い、その次に、い、その次に、い、その次に、同じ同じ同じ同じ部部部部署署署署の中での中での中での中で

外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援セセセセンンンンターターターターにににに変変変変わっていっているのですけれども、本わっていっているのですけれども、本わっていっているのですけれども、本わっていっているのですけれども、本当当当当にその中でにその中でにその中でにその中で外外外外国国国国人人人人のののの支支支支援援援援、、、、

今今今今全全全全国の国の国の国の自自自自治治治治体体体体がががが目指目指目指目指しているしているしているしている内内内内なる国なる国なる国なる国際化際化際化際化の中とのの中とのの中とのの中との連動連動連動連動ができているのかどうなのか。ができているのかどうなのか。ができているのかどうなのか。ができているのかどうなのか。

それが一つ大きなそれが一つ大きなそれが一つ大きなそれが一つ大きな課課課課題題題題であるとであるとであるとであるとずずずずっとっとっとっと見見見見ていました。それよりもっと大きなていました。それよりもっと大きなていました。それよりもっと大きなていました。それよりもっと大きな動動動動きとして、きとして、きとして、きとして、

いつも東いつも東いつも東いつも東アアアアジジジジアアアア連連連連携携携携事業ですか、それがもう例年３事業ですか、それがもう例年３事業ですか、それがもう例年３事業ですか、それがもう例年３億億億億円、４円、４円、４円、４億億億億円というお金を円というお金を円というお金を円というお金を使使使使いながら、いながら、いながら、いながら、

この事業は、政策この事業は、政策この事業は、政策この事業は、政策効効効効果果果果がすごくがすごくがすごくがすごく見見見見えにくく、えにくく、えにくく、えにくく、評価評価評価評価のしにくいところに、私の言のしにくいところに、私の言のしにくいところに、私の言のしにくいところに、私の言葉葉葉葉で言えばで言えばで言えばで言えば

すごい金すごい金すごい金すごい金額額額額を、を、を、を、湯湯湯湯水のごとく水のごとく水のごとく水のごとく使使使使っている。例えば、っている。例えば、っている。例えば、っている。例えば、外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援セセセセンンンンターターターターであれば２であれば２であれば２であれば２，，，，００００００００
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０万円にいかないお金ですが、ことしの０万円にいかないお金ですが、ことしの０万円にいかないお金ですが、ことしの０万円にいかないお金ですが、ことしの夏夏夏夏にも行われました東にも行われました東にも行われました東にも行われました東アアアアジジジジアアアアササササママママースクールースクールースクールースクールにはにはにはには

３３３３，，，，５００万円、５００万円、５００万円、５００万円、去去去去年は４年は４年は４年は４，，，，５００万円というお金が５００万円というお金が５００万円というお金が５００万円というお金が使使使使われているという、そのわれているという、そのわれているという、そのわれているという、そのアアアアンンンンババババララララ

ンンンンススススがすごくがすごくがすごくがすごく気気気気になるところです。そのになるところです。そのになるところです。そのになるところです。その辺辺辺辺のところものところものところものところも含含含含めめめめて、て、て、て、内内内内なる国なる国なる国なる国際化際化際化際化のところで聞のところで聞のところで聞のところで聞

きたいのです。というのは、東きたいのです。というのは、東きたいのです。というのは、東きたいのです。というのは、東アアアアジジジジアアアアもそこにもそこにもそこにもそこに帰帰帰帰結結結結すると思っていますので、なるほど中すると思っていますので、なるほど中すると思っていますので、なるほど中すると思っていますので、なるほど中

国の国の国の国の人人人人がががが来来来来る、しかし中国のる、しかし中国のる、しかし中国のる、しかし中国の人人人人、日本で、日本で、日本で、日本で働働働働いているいているいているいている外外外外国国国国人人人人、、、、研修研修研修研修生はど生はど生はど生はどんんんんなななな実実実実態態態態なのか。なのか。なのか。なのか。

そこのところが行政の中ではほとそこのところが行政の中ではほとそこのところが行政の中ではほとそこのところが行政の中ではほとんんんんどどどど見見見見えないえないえないえない状況状況状況状況になっていて、きれいなになっていて、きれいなになっていて、きれいなになっていて、きれいな話話話話でででで何何何何億億億億何何何何千千千千

万円とお金をかけて、万円とお金をかけて、万円とお金をかけて、万円とお金をかけて、偉偉偉偉いいいい方同方同方同方同士士士士がががが交流交流交流交流するような成するような成するような成するような成果果果果物物物物としてはとしてはとしてはとしては見見見見えない、その事業がえない、その事業がえない、その事業がえない、その事業が

果果果果たしていいのかどうかは、すごく私たしていいのかどうかは、すごく私たしていいのかどうかは、すごく私たしていいのかどうかは、すごく私自身自身自身自身悩悩悩悩ましくましくましくましく見見見見ています。ています。ています。ています。

そういうことでなら・そういうことでなら・そういうことでなら・そういうことでなら・シシシシルクルクルクルクロロロロードードードード博博博博記念記念記念記念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財団団団団がなくなってがなくなってがなくなってがなくなって以以以以降降降降、、、、他他他他府府府府県があ県があ県があ県があ

るようなるようなるようなるような形形形形で、なるほどなら・で、なるほどなら・で、なるほどなら・で、なるほどなら・シシシシルクルクルクルクロロロロードードードード博博博博記念記念記念記念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財団団団団の中でもの中でもの中でもの中でも限限限限界界界界があって、があって、があって、があって、

一一一一旦旦旦旦リニリニリニリニュュュューアルーアルーアルーアルをすることでなくしたのだったらいいのです。それををすることでなくしたのだったらいいのです。それををすることでなくしたのだったらいいのです。それををすることでなくしたのだったらいいのです。それを外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援セセセセンンンンタタタタ

ーーーーとして今生として今生として今生として今生みみみみ直直直直して、して、して、して、官官官官と言うのですか、公務員だけが行っていると言うのですか、公務員だけが行っていると言うのですか、公務員だけが行っていると言うのですか、公務員だけが行っている外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援セセセセンンンンターターターター

という名前ではなく、という名前ではなく、という名前ではなく、という名前ではなく、市市市市民民民民もももも巻巻巻巻きききき込込込込んんんんで、本で、本で、本で、本当当当当にににに共同共同共同共同のののの課課課課題題題題としてのとしてのとしてのとしての外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援セセセセンンンンターターターター

に生に生に生に生みみみみ直直直直すというすというすというすという方方方方向向向向性でいくのならばいいのにと思いながらおりますので、その性でいくのならばいいのにと思いながらおりますので、その性でいくのならばいいのにと思いながらおりますので、その性でいくのならばいいのにと思いながらおりますので、その辺辺辺辺のこのこのこのこ

ともともともとも含含含含めめめめておておておてお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 ご質問のご質問のご質問のご質問の内内内内容容容容を私なりにを私なりにを私なりにを私なりに整整整整理いたしますと、東理いたしますと、東理いたしますと、東理いたしますと、東アアアアジジジジアアアア連連連連携携携携の事業のの事業のの事業のの事業の評価評価評価評価と、と、と、と、

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援のありのありのありのあり方方方方、、、、外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援はははは訪訪訪訪れるれるれるれる方方方方のののの支支支支援援援援、案、案、案、案内内内内というものと、というものと、というものと、というものと、在在在在

留留留留のののの方方方方のののの支支支支援援援援との二つがあるということをおっしとの二つがあるということをおっしとの二つがあるということをおっしとの二つがあるということをおっしゃゃゃゃったように理ったように理ったように理ったように理解解解解いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

後後後後のののの外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援のののの在留在留在留在留のことについて、国のことについて、国のことについて、国のことについて、国際際際際交流交流交流交流のののの支支支支援援援援を行っていた、なら・を行っていた、なら・を行っていた、なら・を行っていた、なら・シシシシルクルクルクルクロロロロ

ードードードード博博博博記念記念記念記念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財団団団団をををを廃廃廃廃止止止止して引きして引きして引きして引き継継継継いだわけですけれども、いだわけですけれども、いだわけですけれども、いだわけですけれども、外外外外国国国国人人人人のののの在留在留在留在留のののの支支支支援援援援は、は、は、は、

一生一生一生一生懸命懸命懸命懸命すべきと言ってすべきと言ってすべきと言ってすべきと言って叱咤激叱咤激叱咤激叱咤激励励励励しておりますので、もし高柳副委員長のしておりますので、もし高柳副委員長のしておりますので、もし高柳副委員長のしておりますので、もし高柳副委員長の目目目目からからからから見見見見て、事て、事て、事て、事

欠欠欠欠いているというのは私のいているというのは私のいているというのは私のいているというのは私の指指指指導導導導がががが足足足足らないというらないというらないというらないというぐぐぐぐらいに思っていますので、らいに思っていますので、らいに思っていますので、らいに思っていますので、足足足足らないとらないとらないとらないと

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃられたら、これはられたら、これはられたら、これはられたら、これは重重重重大な大な大な大な後後後後ろにはろにはろにはろにはねねねね返返返返るるるる話話話話でありまして、それが本でありまして、それが本でありまして、それが本でありまして、それが本当当当当かどうかをかどうかをかどうかをかどうかを

確確確確かかかかめめめめて言うて言うて言うて言うぞぞぞぞと、こういうと、こういうと、こういうと、こういうややややりりりり方方方方になるのです。なら・になるのです。なら・になるのです。なら・になるのです。なら・シシシシルクルクルクルクロロロロードードードード博博博博記念記念記念記念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財

団団団団をををを廃廃廃廃止止止止してしてしてして手手手手をををを抜抜抜抜けとか、けとか、けとか、けとか、予算予算予算予算をををを削削削削れと言ったれと言ったれと言ったれと言った覚覚覚覚えはなくて、もっとえはなくて、もっとえはなくて、もっとえはなくて、もっと強強強強化化化化しないと、なしないと、なしないと、なしないと、な

ら・ら・ら・ら・シシシシルクルクルクルクロロロロードードードード博博博博記念記念記念記念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財団団団団はははは外外外外れたところにあって、れたところにあって、れたところにあって、れたところにあって、実実実実は私がは私がは私がは私が見見見見るとるとるとると細細細細 々々々々としとしとしとし

過ぎ過ぎ過ぎ過ぎてしまった。県の職員が行って、あのままてしまった。県の職員が行って、あのままてしまった。県の職員が行って、あのままてしまった。県の職員が行って、あのまま財財財財団団団団としてとしてとしてとしてややややっていても、それと、なら・っていても、それと、なら・っていても、それと、なら・っていても、それと、なら・

シシシシルクルクルクルクロロロロードードードード博博博博記念記念記念記念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財団団団団廃廃廃廃止止止止の原の原の原の原因因因因は、高柳副委員長ごは、高柳副委員長ごは、高柳副委員長ごは、高柳副委員長ご存存存存じじじじのように、県の職員のように、県の職員のように、県の職員のように、県の職員

が、が、が、が、派派派派遣遣遣遣職員で県の費用で行ってはいけないという職員で県の費用で行ってはいけないという職員で県の費用で行ってはいけないという職員で県の費用で行ってはいけないという法法法法律律律律ができて、ができて、ができて、ができて、廃廃廃廃止止止止やむやむやむやむなきになきになきになきに至至至至ったったったった

わけですので、県でわけですので、県でわけですので、県でわけですので、県で直営直営直営直営するか、するか、するか、するか、やめやめやめやめるか、るか、るか、るか、民間民間民間民間に委に委に委に委託託託託するか、それしかないわけです。するか、それしかないわけです。するか、それしかないわけです。するか、それしかないわけです。
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県の県の県の県の派派派派遣遣遣遣職員は職員は職員は職員は法法法法律律律律でででで禁止禁止禁止禁止されているわけですから、されているわけですから、されているわけですから、されているわけですから、財財財財団団団団としては万としては万としては万としては万葉葉葉葉文化館文化館文化館文化館もそうなのもそうなのもそうなのもそうなの

ですけれど。それで神ですけれど。それで神ですけれど。それで神ですけれど。それで神戸戸戸戸市市市市はそれを続けたということで神はそれを続けたということで神はそれを続けたということで神はそれを続けたということで神戸戸戸戸市市市市長は長は長は長は訴訴訴訴訟訟訟訟されてされてされてされて負負負負けているけているけているけている

ようなようなようなような法法法法律律律律ですので、県が、職員が行ってする事業としてはですので、県が、職員が行ってする事業としてはですので、県が、職員が行ってする事業としてはですので、県が、職員が行ってする事業としては廃廃廃廃止止止止しないといけない。しないといけない。しないといけない。しないといけない。民間民間民間民間

に委に委に委に委託託託託するかどうかというするかどうかというするかどうかというするかどうかという判断判断判断判断で、まで、まで、まで、まずずずず、県が、県が、県が、県が責任責任責任責任持持持持って引きって引きって引きって引き受受受受けよう。けよう。けよう。けよう。直直直直轄轄轄轄だと今だと今だと今だと今みみみみたたたた

いに、いに、いに、いに、直直直直轄轄轄轄で生で生で生で生ぬぬぬぬるいことをるいことをるいことをるいことをややややっているのではないかというご質問もっているのではないかというご質問もっているのではないかというご質問もっているのではないかというご質問も受受受受けることができるけることができるけることができるけることができる

から、あるいはから、あるいはから、あるいはから、あるいは民間民間民間民間にににに任任任任せているので、知っているけれどそれはせているので、知っているけれどそれはせているので、知っているけれどそれはせているので、知っているけれどそれは向向向向こうのおこうのおこうのおこうのお仕仕仕仕事ですとい事ですとい事ですとい事ですとい

う言いう言いう言いう言い方方方方をするなと、このようなつもりで引きをするなと、このようなつもりで引きをするなと、このようなつもりで引きをするなと、このようなつもりで引き受受受受けたわけでございますので、前のなら・けたわけでございますので、前のなら・けたわけでございますので、前のなら・けたわけでございますので、前のなら・

シシシシルクルクルクルクロロロロードードードード博博博博記念記念記念記念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財団団団団よりはよりはよりはよりは相相相相当力当力当力当力をををを入入入入れてれてれてれてややややってくれているはってくれているはってくれているはってくれているはずずずずでございまでございまでございまでございま

すので、もし前とすので、もし前とすので、もし前とすので、もし前と比比比比べてべてべてべて落落落落ちているとちているとちているとちていると目目目目につかれたら、につかれたら、につかれたら、につかれたら、ぜひぜひぜひぜひまた、また、また、また、厳厳厳厳しいご質問をするなしいご質問をするなしいご質問をするなしいご質問をするな

り言っていただきたいり言っていただきたいり言っていただきたいり言っていただきたいぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに気気気気合いを合いを合いを合いを入入入入れたいマれたいマれたいマれたいマターターターターでございます。でございます。でございます。でございます。

それはそれはそれはそれは在留在留在留在留外外外外国国国国人へ人へ人へ人へのののの支支支支援援援援。奈良県は学生中。奈良県は学生中。奈良県は学生中。奈良県は学生中心心心心に、に、に、に、在留在留在留在留外外外外国国国国人人人人のののの方方方方の労の労の労の労働働働働者者者者はははは割割割割と少なと少なと少なと少な

いですけれども、学生のいですけれども、学生のいですけれども、学生のいですけれども、学生の扱扱扱扱いということであれば新しい事業として、いということであれば新しい事業として、いということであれば新しい事業として、いということであれば新しい事業として、外外外外国国国国人人人人留留留留学生学生学生学生支支支支援援援援セセセセ

ンンンンターターターターとしてとしてとしてとして仲仲仲仲間間間間としてとしてとしてとして扱扱扱扱おう。おう。おう。おう。外外外外国国国国人人人人留留留留学生の学生の学生の学生の方方方方には県のには県のには県のには県の美美美美術術術術館館館館などを、奈良県になどを、奈良県になどを、奈良県になどを、奈良県に滞滞滞滞在在在在

してもらうことでただにして、してもらうことでただにして、してもらうことでただにして、してもらうことでただにして、留留留留学生学生学生学生パパパパススススポポポポーーーートを発行しております。トを発行しております。トを発行しております。トを発行しております。何割何割何割何割かはかはかはかは来来来来られてられてられてられて

いるのですけれども、もっと東大いるのですけれども、もっと東大いるのですけれども、もっと東大いるのですけれども、もっと東大寺や有寺や有寺や有寺や有名なお名なお名なお名なお寺寺寺寺もももも無無無無料にしてほしいのですけれども料にしてほしいのですけれども料にしてほしいのですけれども料にしてほしいのですけれども拒否拒否拒否拒否

されました。うちはそされました。うちはそされました。うちはそされました。うちはそんんんんなななな外外外外国国国国人人人人留留留留学生に学生に学生に学生に無無無無料の料の料の料の券券券券はははは渡渡渡渡さないと言ってさないと言ってさないと言ってさないと言って拒否拒否拒否拒否されたので、されたので、されたので、されたので、

少し少し少し少し残念残念残念残念に思っています。県のに思っています。県のに思っています。県のに思っています。県の美美美美術術術術館館館館はははは無無無無料にしております。いろいろなところを、わ料にしております。いろいろなところを、わ料にしております。いろいろなところを、わ料にしております。いろいろなところを、わずずずず

かなかなかなかなササササーーーービビビビススススですけれど、おですけれど、おですけれど、おですけれど、お寺寺寺寺でもでもでもでも無無無無料にしてくれているお料にしてくれているお料にしてくれているお料にしてくれているお寺寺寺寺もございます。それは、なもございます。それは、なもございます。それは、なもございます。それは、な

ら・ら・ら・ら・シシシシルクルクルクルクロロロロードードードード博博博博記念記念記念記念国国国国際際際際交流交流交流交流財財財財団団団団でできなかった新しいでできなかった新しいでできなかった新しいでできなかった新しいササササーーーービビビビススススの例でございます。の例でございます。の例でございます。の例でございます。

それとそれとそれとそれと外外外外国から国から国から国から訪訪訪訪問された問された問された問された方方方方へへへへののののササササーーーービビビビスススス。。。。外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援のののの範範範範疇疇疇疇にににに入入入入れていただきますれれていただきますれれていただきますれれていただきますれ

ば、この県ば、この県ば、この県ば、この県庁庁庁庁をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、外外外外国国国国人人人人のののの訪訪訪訪問問問問者者者者は、は、は、は、物物物物すごくすごくすごくすごくふふふふえております。えております。えております。えております。統統統統計的計的計的計的にもにもにもにもふふふふえてえてえてえて

おりますし、おりますし、おりますし、おりますし、感感感感覚覚覚覚的的的的にすごくにすごくにすごくにすごくふふふふえております。えております。えております。えております。吉吉吉吉城城城城園園園園は前からは前からは前からは前から無無無無料にしているのですけれ料にしているのですけれ料にしているのですけれ料にしているのですけれ

ども、あそこにこの前おども、あそこにこの前おども、あそこにこの前おども、あそこにこの前お昼昼昼昼ににににイタリアイタリアイタリアイタリアのののの人人人人がががが来来来来て、て、て、て、茶茶茶茶室の中を案室の中を案室の中を案室の中を案内内内内したのですけれども、したのですけれども、したのですけれども、したのですけれども、

来来来来られているおられているおられているおられているお客客客客ささささんんんんのののの７７７７～～～～８割８割８割８割はははは外外外外国の国の国の国の方方方方です。です。です。です。無無無無料にしただけで、ああいう庭料にしただけで、ああいう庭料にしただけで、ああいう庭料にしただけで、ああいう庭園園園園をををを見見見見

にににに来来来来られることはあるわけでございますので、これはられることはあるわけでございますので、これはられることはあるわけでございますので、これはられることはあるわけでございますので、これは訪訪訪訪問問問問者者者者へへへへのわのわのわのわずずずずかなかなかなかなササササーーーービビビビススススですけですけですけですけ

れども、それでもその案れども、それでもその案れども、それでもその案れども、それでもその案内内内内をををを見見見見てててて来来来来られております。県られております。県られております。県られております。県庁庁庁庁のののの屋屋屋屋上上上上にもにもにもにも上上上上っていただいておっていただいておっていただいておっていただいてお

ります。そのようにわります。そのようにわります。そのようにわります。そのようにわずずずずかですけれどもかですけれどもかですけれどもかですけれども外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援にににに努努努努力力力力を続けておりますので、高柳副を続けておりますので、高柳副を続けておりますので、高柳副を続けておりますので、高柳副

委員長のお言委員長のお言委員長のお言委員長のお言葉葉葉葉でしたら、でしたら、でしたら、でしたら、内内内内なる国なる国なる国なる国際化際化際化際化のののの支支支支援援援援に事に事に事に事欠欠欠欠くといったことでありましたら、私くといったことでありましたら、私くといったことでありましたら、私くといったことでありましたら、私

はははは率率率率先先先先しておしておしておしてお叱叱叱叱りをりをりをりを受受受受けますし、けますし、けますし、けますし、頑頑頑頑張張張張ってしたいと思うってしたいと思うってしたいと思うってしたいと思うぐぐぐぐらいの事らいの事らいの事らいの事項項項項だということです。だということです。だということです。だということです。

もう一つは、東もう一つは、東もう一つは、東もう一つは、東アアアアジジジジアアアア連連連連携携携携事業の事業事業の事業事業の事業事業の事業評価評価評価評価でございますが、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、この評価評価評価評価はその事業のかわはその事業のかわはその事業のかわはその事業のかわ
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りにりにりにりに外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援をしろ、ちょっとをしろ、ちょっとをしろ、ちょっとをしろ、ちょっと比較比較比較比較になる事になる事になる事になる事項項項項ではないように思うのです。東ではないように思うのです。東ではないように思うのです。東ではないように思うのです。東アアアアジジジジアアアア連連連連

携携携携事業は東事業は東事業は東事業は東アアアアジジジジアアアア連連連連携携携携事業で事業で事業で事業で評価評価評価評価をしていただきたいと思うのですけれども、東をしていただきたいと思うのですけれども、東をしていただきたいと思うのですけれども、東をしていただきたいと思うのですけれども、東アアアアジジジジアアアアのののの

いろいろな事業は大いろいろな事業は大いろいろな事業は大いろいろな事業は大変変変変ユユユユニークニークニークニークでございまして、奈良県しかできない、奈良県ならではのでございまして、奈良県しかできない、奈良県ならではのでございまして、奈良県しかできない、奈良県ならではのでございまして、奈良県しかできない、奈良県ならではの

仕仕仕仕事のように思います。事のように思います。事のように思います。事のように思います。自自自自治治治治体体体体が国が国が国が国際化際化際化際化のののの協協協協力力力力事業をすることは、今は事業をすることは、今は事業をすることは、今は事業をすることは、今はややややりでございましりでございましりでございましりでございまし

て、て、て、て、自自自自治治治治体体体体国国国国際化際化際化際化協協協協会は木村会は木村会は木村会は木村陽陽陽陽子子子子ささささんんんんという、という、という、という、元元元元奈良女奈良女奈良女奈良女子子子子大学の大学の大学の大学の先先先先生が今理事長をされて生が今理事長をされて生が今理事長をされて生が今理事長をされて

おりますけれども、おりますけれども、おりますけれども、おりますけれども、自自自自治治治治体体体体の国の国の国の国際化際化際化際化にににに協協協協力力力力しようという国のしようという国のしようという国のしようという国の財財財財団団団団でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、省省省省庁庁庁庁肝肝肝肝

いりでいりでいりでいりで応援応援応援応援されています。奈良県は奈良県での国されています。奈良県は奈良県での国されています。奈良県は奈良県での国されています。奈良県は奈良県での国際際際際事業というのは、東事業というのは、東事業というのは、東事業というのは、東アアアアジジジジアアアアのののの昔昔昔昔のののの交流交流交流交流

をたどって東をたどって東をたどって東をたどって東アアアアジジジジアアアアの国の国の国の国際際際際事業をしようと、奈良らしい国事業をしようと、奈良らしい国事業をしようと、奈良らしい国事業をしようと、奈良らしい国際際際際事業ということで事業ということで事業ということで事業ということで始め始め始め始めたわけたわけたわけたわけ

でございます。それが東でございます。それが東でございます。それが東でございます。それが東アアアアジジジジアアアアとのとのとのとの連連連連携携携携ということで、いろいろな事業になってきているということで、いろいろな事業になってきているということで、いろいろな事業になってきているということで、いろいろな事業になってきている

わけでございます。そのわけでございます。そのわけでございます。そのわけでございます。その評価評価評価評価はいろいろおありになると思うのですけれども、とにかく国はいろいろおありになると思うのですけれども、とにかく国はいろいろおありになると思うのですけれども、とにかく国はいろいろおありになると思うのですけれども、とにかく国

のののの各各各各省省省省庁庁庁庁に行きましても、学に行きましても、学に行きましても、学に行きましても、学者者者者のののの先先先先生を生を生を生を回回回回りましても、りましても、りましても、りましても、評価評価評価評価は、は、は、は、自自自自分分分分のののの口口口口で言うのは大で言うのは大で言うのは大で言うのは大変変変変

手手手手前前前前みみみみそでございますが、そでございますが、そでございますが、そでございますが、評価評価評価評価はとても高いように思っております。これは奈良県でしかはとても高いように思っております。これは奈良県でしかはとても高いように思っております。これは奈良県でしかはとても高いように思っております。これは奈良県でしか

できないとおっしできないとおっしできないとおっしできないとおっしゃゃゃゃっていただいておりますし、その中でっていただいておりますし、その中でっていただいておりますし、その中でっていただいておりますし、その中で築築築築きつつある学きつつある学きつつある学きつつある学者者者者ささささんんんんのののの人人人人脈脈脈脈、、、、

近現近現近現近現代代代代史史史史も、も、も、も、古古古古代代代代史史史史も、も、も、も、経経経経済済済済も、政も、政も、政も、政治治治治もいろいろ２００名もいろいろ２００名もいろいろ２００名もいろいろ２００名ぐぐぐぐらいがおられるわけですけれらいがおられるわけですけれらいがおられるわけですけれらいがおられるわけですけれ

ども、すごいども、すごいども、すごいども、すごい方方方方が奈良県のその事業をが奈良県のその事業をが奈良県のその事業をが奈良県のその事業をサポサポサポサポーーーートしていただいております。今、トしていただいております。今、トしていただいております。今、トしていただいております。今、ササササママママースクースクースクースク

ールールールールでもでもでもでも来来来来られる教られる教られる教られる教師師師師のののの方方方方ははははレベルレベルレベルレベルがとても高くて、生がとても高くて、生がとても高くて、生がとても高くて、生徒徒徒徒もそのことをよく知っており、もそのことをよく知っており、もそのことをよく知っており、もそのことをよく知っており、

中国の学生も中国の学生も中国の学生も中国の学生もササササイイイイトで教えてもらう教授の名前を知って、日本トで教えてもらう教授の名前を知って、日本トで教えてもらう教授の名前を知って、日本トで教えてもらう教授の名前を知って、日本語語語語でその授業をでその授業をでその授業をでその授業を受受受受けたいとけたいとけたいとけたいと

いうのでいうのでいうのでいうので来来来来られる時代になっております。そのられる時代になっております。そのられる時代になっております。そのられる時代になっております。そのササササイイイイトで奈良県の授業をトで奈良県の授業をトで奈良県の授業をトで奈良県の授業を調調調調べて、べて、べて、べて、自自自自分分分分でででで応応応応

募募募募したしたしたした方方方方ももももふふふふえているわけでございます。あるえているわけでございます。あるえているわけでございます。あるえているわけでございます。ある面面面面、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の文化文化文化文化度をこういうことであら度をこういうことであら度をこういうことであら度をこういうことであら

わせることができると思っております。ほかの県にない、ありきたりではない大わせることができると思っております。ほかの県にない、ありきたりではない大わせることができると思っております。ほかの県にない、ありきたりではない大わせることができると思っております。ほかの県にない、ありきたりではない大変文化変文化変文化変文化度、度、度、度、

あるいはあるいはあるいはあるいは歴歴歴歴史指向史指向史指向史指向、あるいは東、あるいは東、あるいは東、あるいは東アアアアジジジジアアアアのののの未未未未来来来来をををを見見見見据据据据えた事業として、高くえた事業として、高くえた事業として、高くえた事業として、高く評価評価評価評価されているされているされているされている

ように思います。ように思います。ように思います。ように思います。残念残念残念残念ながら、地ながら、地ながら、地ながら、地元元元元県議会での県議会での県議会での県議会での評価評価評価評価は一部は一部は一部は一部低低低低いところがあるように思いまいところがあるように思いまいところがあるように思いまいところがあるように思いま

すが、それにすが、それにすが、それにすが、それにめげめげめげめげずずずずに、またに、またに、またに、また評価評価評価評価を高を高を高を高めめめめるようにいいるようにいいるようにいいるようにいい仕仕仕仕事に続けさせていただけたらと思事に続けさせていただけたらと思事に続けさせていただけたらと思事に続けさせていただけたらと思

う次第でございます。う次第でございます。う次第でございます。う次第でございます。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 荒井知事、本荒井知事、本荒井知事、本荒井知事、本当当当当にありがとうございます。もうにありがとうございます。もうにありがとうございます。もうにありがとうございます。もう内内内内なる国なる国なる国なる国際化際化際化際化のことに関のことに関のことに関のことに関

しては本しては本しては本しては本当当当当に初に初に初に初めめめめてと言っていいてと言っていいてと言っていいてと言っていいぐぐぐぐらい、らい、らい、らい、何何何何かかかか力力力力をををを入入入入れてするとおっしれてするとおっしれてするとおっしれてするとおっしゃゃゃゃっていただいたっていただいたっていただいたっていただいた

のはうれしく思います。一つ問のはうれしく思います。一つ問のはうれしく思います。一つ問のはうれしく思います。一つ問題題題題提提提提起起起起ですが、国ですが、国ですが、国ですが、国際際際際観光観光観光観光課課課課にににに外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援セセセセンンンンターターターターをををを置置置置いていていていて

おくというのは、おくというのは、おくというのは、おくというのは、ややややはりはりはりはり調調調調整整整整もももも含含含含めめめめてててて考考考考えたときに、もうえたときに、もうえたときに、もうえたときに、もうひひひひとつとつとつとつ違違違違うところにうところにうところにうところに置置置置くべきだくべきだくべきだくべきだ

と。と。と。と。特特特特に、東に、東に、東に、東アアアアジジジジアアアアといったときに、いろいろなといったときに、いろいろなといったときに、いろいろなといったときに、いろいろな形形形形でででで近隣近隣近隣近隣の国のの国のの国のの国の人人人人たちがたちがたちがたちが働働働働きにきにきにきに来来来来る。る。る。る。入入入入

国管理国管理国管理国管理法法法法がががが改改改改正されて２０年たつのです。そうしたらそのときに正されて２０年たつのです。そうしたらそのときに正されて２０年たつのです。そうしたらそのときに正されて２０年たつのです。そうしたらそのときに来来来来たたたた人人人人たちの、たちの、たちの、たちの、子子子子どもたどもたどもたどもた
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ちが成ちが成ちが成ちが成人人人人になっている。教育の部になっている。教育の部になっている。教育の部になっている。教育の部門門門門から言うと、から言うと、から言うと、から言うと、最最最最初のころは大初のころは大初のころは大初のころは大変変変変だったのですよだったのですよだったのですよだったのですよねねねね、教、教、教、教

育長。だからそういうことも育長。だからそういうことも育長。だからそういうことも育長。だからそういうことも含含含含めめめめて、今度はて、今度はて、今度はて、今度は子子子子どもとどもとどもとどもと家家家家族族族族内内内内のことからのことからのことからのことから始始始始まって、いろいまって、いろいまって、いろいまって、いろい

ろな問ろな問ろな問ろな問題題題題があります。そういうことでがあります。そういうことでがあります。そういうことでがあります。そういうことで含含含含めめめめたら、このたら、このたら、このたら、この外外外外国国国国人人人人支支支支援援援援セセセセンンンンターターターターは、もう少し荒は、もう少し荒は、もう少し荒は、もう少し荒

井知事に井知事に井知事に井知事に近近近近い部局でい部局でい部局でい部局でややややっていただいたほうがいいのではないかと。っていただいたほうがいいのではないかと。っていただいたほうがいいのではないかと。っていただいたほうがいいのではないかと。当当当当然然然然、、、、力力力力をををを入入入入れていたれていたれていたれていた

だいていることでしたら、そのように、だいていることでしたら、そのように、だいていることでしたら、そのように、だいていることでしたら、そのように、準備準備準備準備もももも含含含含めめめめててててややややってもらえるのかと思いますので、ってもらえるのかと思いますので、ってもらえるのかと思いますので、ってもらえるのかと思いますので、

すごくすごくすごくすごく期期期期待待待待したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

もう一つは東もう一つは東もう一つは東もう一つは東アアアアジジジジアアアア連連連連携携携携事業、これはもう、荒井知事と私は少し事業、これはもう、荒井知事と私は少し事業、これはもう、荒井知事と私は少し事業、これはもう、荒井知事と私は少し違違違違うううう距距距距離離離離感感感感覚覚覚覚がありまがありまがありまがありま

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、ややややはりはりはりはり結果結果結果結果の出しにくいものにこれだけのの出しにくいものにこれだけのの出しにくいものにこれだけのの出しにくいものにこれだけの予算予算予算予算をををを取取取取ってってってってややややっているというこっているというこっているというこっているというこ

となので、となので、となので、となので、対対対対比比比比するのではないけれども、一つするのではないけれども、一つするのではないけれども、一つするのではないけれども、一つ内内内内なる国なる国なる国なる国際化際化際化際化のところにも、のところにも、のところにも、のところにも、めめめめりりりり張張張張りのありのありのありのあ

るるるる予算予算予算予算をををを組組組組んんんんでいただいて、荒井知事からでいただいて、荒井知事からでいただいて、荒井知事からでいただいて、荒井知事から音音音音頭頭頭頭をとっていただいたらをとっていただいたらをとっていただいたらをとっていただいたら担担担担当当当当のののの方方方方たちもたちもたちもたちも元元元元気気気気

が出るのかと思います。私は東が出るのかと思います。私は東が出るのかと思います。私は東が出るのかと思います。私は東アアアアジジジジアアアア連連連連携携携携事業に関しては事業に関しては事業に関しては事業に関してはチチチチェェェェックックックックはははは入入入入れていきたいと思れていきたいと思れていきたいと思れていきたいと思

っています。そうですが、っています。そうですが、っています。そうですが、っています。そうですが、ややややっていただくっていただくっていただくっていただく内内内内なる国なる国なる国なる国際化際化際化際化に関してすごくに関してすごくに関してすごくに関してすごく期期期期待待待待したいというしたいというしたいというしたいという

ことでことでことでことで終終終終わります。わります。わります。わります。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 大大大大変重変重変重変重要な要な要な要な意見意見意見意見でございまして、国でございまして、国でございまして、国でございまして、国際際際際観光観光観光観光課課課課がががが元元元元気気気気がないというのはがないというのはがないというのはがないというのはゆゆゆゆゆゆゆゆしししし

きことです。きちきことです。きちきことです。きちきことです。きちんんんんとととと元元元元気気気気を出せと、私から言います。を出せと、私から言います。を出せと、私から言います。を出せと、私から言います。

それで高柳副委員長が提それで高柳副委員長が提それで高柳副委員長が提それで高柳副委員長が提起起起起された、国された、国された、国された、国際際際際観光観光観光観光課課課課ががががややややっているのはいかがかと思うというっているのはいかがかと思うというっているのはいかがかと思うというっているのはいかがかと思うという

点は、点は、点は、点は、実実実実は国は国は国は国際際際際観光観光観光観光課課課課というときに、前のというときに、前のというときに、前のというときに、前の課課課課長は今長は今長は今長は今人人人人事事事事課課課課長になっておりますが、これは長になっておりますが、これは長になっておりますが、これは長になっておりますが、これは

国国国国際際際際観光、１観光、１観光、１観光、１字字字字か、国か、国か、国か、国際際際際と観光、国と観光、国と観光、国と観光、国際際際際と国と国と国と国際際際際観光、２観光、２観光、２観光、２字字字字かということをかということをかということをかということを追追追追及及及及したのです。したのです。したのです。したのです。

国国国国際際際際と国と国と国と国際際際際観光と２つ観光と２つ観光と２つ観光と２つややややりますとこう言ったから、では名前を国りますとこう言ったから、では名前を国りますとこう言ったから、では名前を国りますとこう言ったから、では名前を国際際際際、国、国、国、国際際際際観光というのは観光というのは観光というのは観光というのは

重重重重複複複複だから、そのつもりでだから、そのつもりでだから、そのつもりでだから、そのつもりでややややれと言って名前をそうしたことは、私が言ったことですかられと言って名前をそうしたことは、私が言ったことですかられと言って名前をそうしたことは、私が言ったことですかられと言って名前をそうしたことは、私が言ったことですから

覚覚覚覚えているのですが、いえているのですが、いえているのですが、いえているのですが、いやややや、そのようになっていないではないかとおっし、そのようになっていないではないかとおっし、そのようになっていないではないかとおっし、そのようになっていないではないかとおっしゃゃゃゃれば、これはれば、これはれば、これはれば、これは

実実実実態態態態がそのがそのがそのがその意意意意味味味味をををを反反反反映映映映していないので、またこれはどういうことかと言わなといけませしていないので、またこれはどういうことかと言わなといけませしていないので、またこれはどういうことかと言わなといけませしていないので、またこれはどういうことかと言わなといけませんんんん。。。。

名前をそうした、それで、い名前をそうした、それで、い名前をそうした、それで、い名前をそうした、それで、いやややや国国国国際際際際は国は国は国は国際際際際だと、国だと、国だと、国だと、国際際際際観光ではないというのは、観光ではないというのは、観光ではないというのは、観光ではないというのは、鋭鋭鋭鋭い大事い大事い大事い大事

なななな論論論論点でございますので、点でございますので、点でございますので、点でございますので、同同同同調調調調するするするする意意意意味味味味でこのように正してもらったのですが、国でこのように正してもらったのですが、国でこのように正してもらったのですが、国でこのように正してもらったのですが、国際際際際といといといとい

うのは、うのは、うのは、うのは、先先先先ほど高柳副委員長からございました、ほど高柳副委員長からございました、ほど高柳副委員長からございました、ほど高柳副委員長からございました、内内内内なる国なる国なる国なる国際化際化際化際化とは、国とは、国とは、国とは、国際際際際観光の中の国観光の中の国観光の中の国観光の中の国際際際際

ではないということはそのように本ではないということはそのように本ではないということはそのように本ではないということはそのように本当当当当にににに意意意意識識識識をしておりますので、をしておりますので、をしておりますので、をしておりますので、組組組組織織織織的的的的なそれははっきなそれははっきなそれははっきなそれははっき

りしないといけないというりしないといけないというりしないといけないというりしないといけないという論論論論点はこのように点はこのように点はこのように点はこのように上げ上げ上げ上げられたられたられたられた面面面面もおありになり、それはしっかもおありになり、それはしっかもおありになり、それはしっかもおありになり、それはしっか

りとりとりとりと受受受受けとけとけとけとめめめめさせていただきたいと思い、もう一度正させていただいた次第でございます。させていただきたいと思い、もう一度正させていただいた次第でございます。させていただきたいと思い、もう一度正させていただいた次第でございます。させていただきたいと思い、もう一度正させていただいた次第でございます。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 このこのこのこの話話話話を出したときに、を出したときに、を出したときに、を出したときに、何回何回何回何回か福祉でしたら福祉のところに、か福祉でしたら福祉のところに、か福祉でしたら福祉のところに、か福祉でしたら福祉のところに、外外外外国国国国人人人人のののの

生生生生活相活相活相活相談談談談をををを含含含含めめめめてててて相相相相談談談談したのです。そうしたらしたのです。そうしたらしたのです。そうしたらしたのです。そうしたら通通通通訳訳訳訳をををを連連連連れてれてれてれて来来来来なさいと言うのです。学なさいと言うのです。学なさいと言うのです。学なさいと言うのです。学校校校校
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の今までのの今までのの今までのの今までの経経経経験験験験であれば、学であれば、学であれば、学であれば、学校校校校のののの懇談懇談懇談懇談とかそういうときには、とかそういうときには、とかそういうときには、とかそういうときには、最最最最初は学初は学初は学初は学校校校校もももも通通通通訳訳訳訳がないかがないかがないかがないか

らららら伝伝伝伝わらないというわらないというわらないというわらないというレベルレベルレベルレベルのののの話話話話だったのが、今は学だったのが、今は学だったのが、今は学だったのが、今は学校校校校が用が用が用が用意意意意しています。しかし、今福祉、しています。しかし、今福祉、しています。しかし、今福祉、しています。しかし、今福祉、

医療関係のところで言えば、それは医療関係のところで言えば、それは医療関係のところで言えば、それは医療関係のところで言えば、それは当人当人当人当人がががが通通通通訳訳訳訳をををを連連連連れてれてれてれて来来来来なさいとか、そしてまたなさいとか、そしてまたなさいとか、そしてまたなさいとか、そしてまた支支支支援援援援団団団団

体体体体がががが連連連連れてきたらいいというれてきたらいいというれてきたらいいというれてきたらいいという話話話話になって議になって議になって議になって議論論論論をしたのです。そういうをしたのです。そういうをしたのです。そういうをしたのです。そういうレベルレベルレベルレベルなので、なので、なので、なので、ややややはははは

りりりり全全全全体的体的体的体的に荒井知事の言っている言に荒井知事の言っている言に荒井知事の言っている言に荒井知事の言っている言葉葉葉葉がががが伝伝伝伝わっていないのではないかということで言わせわっていないのではないかということで言わせわっていないのではないかということで言わせわっていないのではないかということで言わせ

てもらっているので、事てもらっているので、事てもらっているので、事てもらっているので、事実実実実はあるのです。あるけれどもはあるのです。あるけれどもはあるのです。あるけれどもはあるのです。あるけれども個個個個別別別別で言わなかったので、で言わなかったので、で言わなかったので、で言わなかったので、ぜひぜひぜひぜひとととと

もそこをもそこをもそこをもそこを充充充充実実実実していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 大大大大変重変重変重変重要なことで、高柳副委員長がいつも、要なことで、高柳副委員長がいつも、要なことで、高柳副委員長がいつも、要なことで、高柳副委員長がいつも、内内内内なる国なる国なる国なる国際化際化際化際化というのはどのよというのはどのよというのはどのよというのはどのよ

うなうなうなうなココココンンンンセセセセププププトで言っておられるのかと、きょうのご質問もトで言っておられるのかと、きょうのご質問もトで言っておられるのかと、きょうのご質問もトで言っておられるのかと、きょうのご質問も考考考考えたのですけれど、よくわえたのですけれど、よくわえたのですけれど、よくわえたのですけれど、よくわ

かりました。かりました。かりました。かりました。至至至至らないところがあったと思いますので、しっかりとらないところがあったと思いますので、しっかりとらないところがあったと思いますので、しっかりとらないところがあったと思いますので、しっかりと叱叱叱叱っておきます。っておきます。っておきます。っておきます。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 これをもって理事これをもって理事これをもって理事これをもって理事者者者者にににに対対対対する質疑はする質疑はする質疑はする質疑は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。

それではそれではそれではそれでは採採採採決決決決にににに入入入入りますが、その前にりますが、その前にりますが、その前にりますが、その前に当当当当委員会に付委員会に付委員会に付委員会に付託託託託をををを受受受受けました議案について、委員けました議案について、委員けました議案について、委員けました議案について、委員

のののの意見意見意見意見をををを求め求め求め求めたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 自由自由自由自由民民民民主党主党主党主党を代を代を代を代表表表表いたしましていたしましていたしましていたしまして意見意見意見意見を述べさせていただきたいと思います。を述べさせていただきたいと思います。を述べさせていただきたいと思います。を述べさせていただきたいと思います。

付付付付託託託託されました議案は、観光の振興、そして雇用されました議案は、観光の振興、そして雇用されました議案は、観光の振興、そして雇用されました議案は、観光の振興、そして雇用対対対対策等の策等の策等の策等の予算予算予算予算措措措措置置置置、またなら健康長、またなら健康長、またなら健康長、またなら健康長寿寿寿寿

基基基基本本本本計画計画計画計画を推進するたを推進するたを推進するたを推進するためめめめのののの条条条条例例例例改改改改正案、今正案、今正案、今正案、今後後後後のののの施施施施策策策策展展展展開に開に開に開に必必必必要な要な要な要な取取取取りりりり組み組み組み組みやややや、、、、速速速速ややややかにかにかにかに措措措措

置置置置がががが必必必必要な案要な案要な案要な案件件件件であり、時であり、時であり、時であり、時宜宜宜宜をををを得得得得たものとたものとたものとたものと判断判断判断判断し、し、し、し、自由自由自由自由民民民民主党主党主党主党といたしましては、付といたしましては、付といたしましては、付といたしましては、付託託託託ささささ

れましたれましたれましたれました全全全全ての議案にての議案にての議案にての議案に賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 自由自由自由自由民民民民主党主党主党主党改改改改革革革革もももも全全全全ての議案にての議案にての議案にての議案に賛賛賛賛成をいたします。成をいたします。成をいたします。成をいたします。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党を代を代を代を代表表表表して、して、して、して、意見意見意見意見をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

諮諮諮諮第１第１第１第１号号号号にににに反反反反対対対対です。これは行政です。これは行政です。これは行政です。これは行政財財財財産を産を産を産を使使使使用する用する用する用する権権権権利利利利に関するに関するに関するに関する処処処処分分分分にににに対対対対するするするする異異異異議議議議申申申申し立し立し立し立

てについてのてについてのてについてのてについての諮諮諮諮問です。問です。問です。問です。異異異異議議議議申申申申し立てのし立てのし立てのし立ての内内内内容容容容は、労は、労は、労は、労働働働働会会会会館エル館エル館エル館エルトトトトピアピアピアピアのののの使使使使用用用用許可許可許可許可をををを連連連連合奈合奈合奈合奈

良の良の良の良のみみみみにににに与与与与えて、えて、えて、えて、同じ同じ同じ同じ労労労労働働働働組組組組合の合の合の合のナナナナショショショショナルナルナルナルセセセセンンンンターターターターである奈労である奈労である奈労である奈労連連連連にににに与与与与えていない問えていない問えていない問えていない問題題題題にににに

ついて、奈労ついて、奈労ついて、奈労ついて、奈労連連連連側側側側ががががエルエルエルエルトトトトピアピアピアピアのののの使使使使用用用用不許可不許可不許可不許可処処処処分分分分のののの取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを求め求め求め求めているものです。ているものです。ているものです。ているものです。

この問この問この問この問題題題題は平成１０年からは平成１０年からは平成１０年からは平成１０年から毎毎毎毎年出ているものでして、平成１２年に年出ているものでして、平成１２年に年出ているものでして、平成１２年に年出ているものでして、平成１２年に裁裁裁裁判判判判になりました。になりました。になりました。になりました。

エルエルエルエルトトトトピアピアピアピア裁裁裁裁判判判判とととと呼呼呼呼ばれていますが、これが平成１３年３月２９日に奈良地ばれていますが、これが平成１３年３月２９日に奈良地ばれていますが、これが平成１３年３月２９日に奈良地ばれていますが、これが平成１３年３月２９日に奈良地裁裁裁裁判判判判決決決決が出まが出まが出まが出ま

して、労して、労して、労して、労働働働働会会会会館館館館のののの目的外使目的外使目的外使目的外使用用用用許可許可許可許可のののの判断判断判断判断は平等になされるべきであると、さらに荒井知事は平等になされるべきであると、さらに荒井知事は平等になされるべきであると、さらに荒井知事は平等になされるべきであると、さらに荒井知事

においては、においては、においては、においては、連連連連合奈良に合奈良に合奈良に合奈良に対対対対してしてしてして許可許可許可許可をををを継継継継続する一続する一続する一続する一方方方方で、原で、原で、原で、原告告告告である奈労である奈労である奈労である奈労連連連連にににに許可許可許可許可しない事しない事しない事しない事

態態態態がががが繰繰繰繰りりりり返返返返されるならば、されるならば、されるならば、されるならば、裁量裁量裁量裁量のののの範囲範囲範囲範囲をををを逸脱逸脱逸脱逸脱したしたしたした違法違法違法違法なものとなものとなものとなものと評価評価評価評価すべきというすべきというすべきというすべきという判判判判決決決決が出が出が出が出

ました。このました。このました。このました。この判判判判決決決決のののの後後後後に、県は審査要に、県は審査要に、県は審査要に、県は審査要綱綱綱綱をつくってそれにをつくってそれにをつくってそれにをつくってそれに沿沿沿沿ってってってって毎毎毎毎年審査をして、年審査をして、年審査をして、年審査をして、連連連連合奈合奈合奈合奈
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良良良良へへへへのののの貸貸貸貸し出しをし出しをし出しをし出しを毎毎毎毎年年年年決め決め決め決めているとのことですが、奈労ているとのことですが、奈労ているとのことですが、奈労ているとのことですが、奈労連連連連がががが情情情情報報報報公開制度に公開制度に公開制度に公開制度に基基基基づいて審査づいて審査づいて審査づいて審査

の議事の議事の議事の議事録録録録の公開をの公開をの公開をの公開を求め求め求め求めていますが、議事ていますが、議事ていますが、議事ていますが、議事録録録録そのものがそのものがそのものがそのものが存存存存在在在在しないというしないというしないというしないという回回回回答が続けられて答が続けられて答が続けられて答が続けられて

いるということです。これでは議事いるということです。これでは議事いるということです。これでは議事いるということです。これでは議事録録録録がないがないがないがないブラブラブラブラックックックックボボボボックスックスックスックスの中で、の中で、の中で、の中で、毎毎毎毎年、年、年、年、連連連連合奈良合奈良合奈良合奈良へへへへ

のののの貸貸貸貸し出しがし出しがし出しがし出しが決決決決定されていると言わざるを定されていると言わざるを定されていると言わざるを定されていると言わざるを得得得得ずずずずに、非常にに、非常にに、非常にに、非常に不不不不誠誠誠誠実実実実なななな対応対応対応対応だとだとだとだと考考考考えます。えます。えます。えます。結結結結

果的果的果的果的にににに見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、ずずずずっと奈労っと奈労っと奈労っと奈労連連連連がががが廃廃廃廃除除除除されていることにもなり、されていることにもなり、されていることにもなり、されていることにもなり、多多多多くの県くの県くの県くの県民民民民のののの納納納納得得得得はははは得得得得らららら

れないとれないとれないとれないと考考考考えます。えます。えます。えます。

よって、よって、よって、よって、諮諮諮諮第１第１第１第１号号号号にはにはにはには反反反反対対対対をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

残残残残りの議案にはりの議案にはりの議案にはりの議案には全全全全てててて賛賛賛賛成です。成です。成です。成です。以以以以上上上上です。です。です。です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 ならならならなら元元元元気気気気ククククラブラブラブラブもももも全全全全ての議案にての議案にての議案にての議案に賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 私ども公私ども公私ども公私ども公明党明党明党明党もももも全全全全議案に議案に議案に議案に対対対対しましてしましてしましてしまして賛賛賛賛成をさせていただきます。成をさせていただきます。成をさせていただきます。成をさせていただきます。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 民民民民主党主党主党主党会会会会派派派派、、、、賛賛賛賛成いたします。よろしくお願いします。成いたします。よろしくお願いします。成いたします。よろしくお願いします。成いたします。よろしくお願いします。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 それでは、これよりそれでは、これよりそれでは、これよりそれでは、これより採採採採決決決決にににに入入入入ります。ります。ります。ります。

ままままずずずず諮諮諮諮第１第１第１第１号号号号については、については、については、については、先先先先ほど委員ほど委員ほど委員ほど委員各各各各位位位位から本から本から本から本件件件件異異異異議議議議申申申申し立てについては、荒井知事し立てについては、荒井知事し立てについては、荒井知事し立てについては、荒井知事

のののの見解見解見解見解どおりどおりどおりどおり棄却棄却棄却棄却すべきであるとのすべきであるとのすべきであるとのすべきであるとの意見意見意見意見と、と、と、と、異異異異議議議議申申申申し立てはし立てはし立てはし立ては適適適適当当当当であるとの日本であるとの日本であるとの日本であるとの日本共共共共産産産産党党党党かかかか

らのらのらのらの意見意見意見意見がありましたので、これについてはがありましたので、これについてはがありましたので、これについてはがありましたので、これについては起起起起立立立立採採採採決決決決で行いたいと思います。で行いたいと思います。で行いたいと思います。で行いたいと思います。

当当当当委員会の委員会の委員会の委員会の意見意見意見意見として、荒井知事のとして、荒井知事のとして、荒井知事のとして、荒井知事の見解見解見解見解どおり本どおり本どおり本どおり本件件件件異異異異議議議議申申申申し立てについては、これをし立てについては、これをし立てについては、これをし立てについては、これを棄棄棄棄

却却却却すべきであるとすることにすべきであるとすることにすべきであるとすることにすべきであるとすることに賛賛賛賛成の成の成の成の起起起起立を立を立を立を求め求め求め求めます。ます。ます。ます。

（（（（賛賛賛賛成成成成者者者者起起起起立）立）立）立）

はい、ごはい、ごはい、ごはい、ご着着着着席席席席ください。ください。ください。ください。

起起起起立立立立多数多数多数多数であります。であります。であります。であります。

よって、よって、よって、よって、諮諮諮諮第１第１第１第１号号号号についてのについてのについてのについての当当当当委員会の委員会の委員会の委員会の意見意見意見意見は、本は、本は、本は、本件件件件異異異異議議議議申申申申し立てについては、これをし立てについては、これをし立てについては、これをし立てについては、これを

棄却棄却棄却棄却すべきであるとすることといたします。すべきであるとすることといたします。すべきであるとすることといたします。すべきであるとすることといたします。

次に、次に、次に、次に、残余残余残余残余の議案、議第の議案、議第の議案、議第の議案、議第６６６６４４４４号号号号から議第から議第から議第から議第７８７８７８７８号号号号、議第、議第、議第、議第８８８８１１１１号号号号から議第から議第から議第から議第８８８８８８８８号及号及号及号及び報び報び報び報第２第２第２第２

６６６６号号号号については、一括してについては、一括してについては、一括してについては、一括して簡簡簡簡易易易易採採採採決決決決により行いたいと思いますが、ごにより行いたいと思いますが、ごにより行いたいと思いますが、ごにより行いたいと思いますが、ご異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者あり）あり）あり）あり）

それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りいたします。りいたします。りいたします。りいたします。

以以以以上上上上２４２４２４２４件件件件の議案については、原案どおりの議案については、原案どおりの議案については、原案どおりの議案については、原案どおり可決可決可決可決またはまたはまたはまたは承承承承認認認認することにごすることにごすることにごすることにご異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんん

か。か。か。か。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者あり）あり）あり）あり）

ごごごご異異異異議がないものと議がないものと議がないものと議がないものと認認認認めめめめます。ます。ます。ます。
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よって、ただいまの２４よって、ただいまの２４よって、ただいまの２４よって、ただいまの２４件件件件の議案については、原案どおりの議案については、原案どおりの議案については、原案どおりの議案については、原案どおり可決可決可決可決またはまたはまたはまたは承承承承認認認認することにすることにすることにすることに決決決決

します。します。します。します。

なお、なお、なお、なお、報報報報第２３第２３第２３第２３号号号号からからからから報報報報第２５第２５第２５第２５号号号号、、、、及及及及び報び報び報び報第２第２第２第２７７７７号号号号については、については、については、については、報告報告報告報告案案案案件件件件であり、理事であり、理事であり、理事であり、理事

者者者者よりよりよりより詳詳詳詳細細細細なななな報告報告報告報告をををを受受受受けたところでございますので、そのようにさせていただきます。よけたところでございますので、そのようにさせていただきます。よけたところでございますので、そのようにさせていただきます。よけたところでございますので、そのようにさせていただきます。よ

ろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。

以以以以上上上上で議案の審査はで議案の審査はで議案の審査はで議案の審査は終終終終了了了了いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次に、委員長次に、委員長次に、委員長次に、委員長報告報告報告報告についてですが、本会議でについてですが、本会議でについてですが、本会議でについてですが、本会議で反反反反対討論対討論対討論対討論される場合は、委員長される場合は、委員長される場合は、委員長される場合は、委員長報告報告報告報告にににに反反反反対対対対

意見意見意見意見をををを記記記記載載載載しないこととなっておりますが、日本しないこととなっておりますが、日本しないこととなっておりますが、日本しないこととなっておりますが、日本共共共共産産産産党党党党はははは反反反反対討論対討論対討論対討論されますか。されますか。されますか。されますか。

（（（（「「「「本会議での本会議での本会議での本会議での反反反反対討論対討論対討論対討論はしませはしませはしませはしませんんんん」」」」とととと呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者あり）あり）あり）あり）

はい、それでは委員長はい、それでは委員長はい、それでは委員長はい、それでは委員長報告報告報告報告にににに記記記記載載載載いたします。いたします。いたします。いたします。

次に、委員長次に、委員長次に、委員長次に、委員長報告報告報告報告についてでありますが、正副委員長にご一についてでありますが、正副委員長にご一についてでありますが、正副委員長にご一についてでありますが、正副委員長にご一任任任任願えますか。願えますか。願えますか。願えますか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者あり）あり）あり）あり）

ありがとうございます。それでは正副委員長一ありがとうございます。それでは正副委員長一ありがとうございます。それでは正副委員長一ありがとうございます。それでは正副委員長一任任任任とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。

なお、委員長なお、委員長なお、委員長なお、委員長報告報告報告報告については、１０月については、１０月については、１０月については、１０月７７７７日月日月日月日月曜曜曜曜日の議会日の議会日の議会日の議会運運運運営営営営委員会委員会委員会委員会及及及及びびびび本会議で、私か本会議で、私か本会議で、私か本会議で、私か

らららら報告報告報告報告させていただきますので、ごさせていただきますので、ごさせていただきますので、ごさせていただきますので、ご了承了承了承了承のほどよろしくお願いいたします。のほどよろしくお願いいたします。のほどよろしくお願いいたします。のほどよろしくお願いいたします。

去去去去る９月２る９月２る９月２る９月２６６６６日に設日に設日に設日に設置置置置されたされたされたされた予算予算予算予算審査審査審査審査特別特別特別特別委員会は、本委員会は、本委員会は、本委員会は、本当当当当にににに各各各各委員の委員の委員の委員の皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご支支支支援や援や援や援やごごごご

協協協協力力力力によりまして、また理事によりまして、また理事によりまして、また理事によりまして、また理事者者者者のご理のご理のご理のご理解解解解によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、滞滞滞滞りなくりなくりなくりなく全全全全議案を議議案を議議案を議議案を議了了了了いたしましいたしましいたしましいたしまし

た。本た。本た。本た。本当当当当にににに皆様皆様皆様皆様のおかのおかのおかのおかげげげげであり、ここにであり、ここにであり、ここにであり、ここに心心心心からからからから厚厚厚厚くおくおくおくお礼申礼申礼申礼申しししし上げ上げ上げ上げます、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、ありがとうござい

ました。ました。ました。ました。以以以以上上上上、、、、閉閉閉閉会の会の会の会の挨拶挨拶挨拶挨拶とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。

それではこれで、それではこれで、それではこれで、それではこれで、予算予算予算予算審査審査審査審査特別特別特別特別委員会を委員会を委員会を委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。

ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労様様様様でした。でした。でした。でした。


