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上田上田上田上田 まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進局長推進局長推進局長推進局長浅井 水道局長浅井 水道局長浅井 水道局長浅井 水道局長冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長岡本 公安委員長岡本 公安委員長岡本 公安委員長岡本 公安委員長和田 警察本部長和田 警察本部長和田 警察本部長和田 警察本部長幡谷 警務部長幡谷 警務部長幡谷 警務部長幡谷 警務部長 ほかほかほかほか、、、、関係職員関係職員関係職員関係職員なしなしなしなし傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ９９９９月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案についてについてについてについて議 事議 事議 事議 事会議会議会議会議のののの経過経過経過経過 ただいまからただいまからただいまからただいまから会議会議会議会議をををを再開再開再開再開しますしますしますします。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長それではそれではそれではそれでは、、、、日程日程日程日程にににに従従従従いいいい総括審査総括審査総括審査総括審査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。本日本日本日本日、、、、岡本公安委員長岡本公安委員長岡本公安委員長岡本公安委員長にににに出席出席出席出席いただいておりますのでいただいておりますのでいただいておりますのでいただいておりますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。またまたまたまた、、、、総務部総務部総務部総務部のののの審査審査審査審査でででで今井委員今井委員今井委員今井委員からからからから請求請求請求請求のありましたのありましたのありましたのありました資料資料資料資料をおをおをおをお手元手元手元手元にににに配付配付配付配付しておりますしておりますしておりますしておりますのでのでのでので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。質疑等質疑等質疑等質疑等があればがあればがあればがあれば、、、、ごごごご発言願発言願発言願発言願いますいますいますいます。。。。総括総括総括総括でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、知事知事知事知事にににに何点何点何点何点かごかごかごかご質問質問質問質問をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員まずまずまずまず１１１１点目点目点目点目はははは、、、、昨日昨日昨日昨日もももも知事知事知事知事がががが記者会見記者会見記者会見記者会見ででででＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣ観光大臣会合観光大臣会合観光大臣会合観光大臣会合のののの感想等感想等感想等感想等々々々々をおをおをおをお述述述述べになべになべになべになっておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、知事知事知事知事のののの県政県政県政県政におけるにおけるにおけるにおける柱柱柱柱であるであるであるである観光振興観光振興観光振興観光振興、、、、企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは医医医医療制度療制度療制度療制度のののの改革等改革等改革等改革等々、々、々、々、就任以来就任以来就任以来就任以来、、、、精力的精力的精力的精力的にごにごにごにご活躍活躍活躍活躍をなさりをなさりをなさりをなさり、、、、県民県民県民県民はかなりのはかなりのはかなりのはかなりの期待期待期待期待をををを持持持持っておっておっておっておられるとられるとられるとられると思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで、、、、来期来期来期来期のののの知事知事知事知事選選選選もももも盤石盤石盤石盤石のののの構構構構ええええではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っておるっておるっておるっておるところでありますところでありますところでありますところであります。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、まずまずまずまず知事知事知事知事のののの東東東東アジアアジアアジアアジア構構構構想想想想もももも含含含含めめめめてててて、、、、平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都１３００１３００１３００１３００年年年年祭祭祭祭がががが大大大大入入入入りでりでりでりで、、、、昨日昨日昨日昨日ににににはははは２２２２５５５５００００万人万人万人万人がががが平城宮平城宮平城宮平城宮跡跡跡跡会会会会場場場場でででで突破突破突破突破をしをしをしをし、、、、またまたまたまた、、、、半半半半年年年年でででで１１１１，，，，００００００００００００万人万人万人万人がががが奈奈奈奈良県良県良県良県内内内内にににに来来来来らららられたということでれたということでれたということでれたということで、、、、非常非常非常非常にににに歓迎歓迎歓迎歓迎をしておるをしておるをしておるをしておるわわわわけでありますがけでありますがけでありますがけでありますが、、、、実実実実はははは昨年度県昨年度県昨年度県昨年度県がががが呼呼呼呼びびびびかけてかけてかけてかけて東東東東アジアアジアアジアアジア地域地域地域地域のののの中国中国中国中国、、、、韓韓韓韓国国国国をををを中中中中心心心心とするとするとするとする地地地地方方方方政政政政府府府府をををを招聘招聘招聘招聘してしてしてして、ＡＰＥＣ、ＡＰＥＣ、ＡＰＥＣ、ＡＰＥＣ観光大臣会合観光大臣会合観光大臣会合観光大臣会合をををを含含含含めめめめ、、、、東東東東アジアアジアアジアアジア地地地地方方方方政政政政府府府府会合会合会合会合をををを招聘招聘招聘招聘されておるされておるされておるされておるわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島のののの海海海海上上上上保保保保安安安安庁庁庁庁のののの巡視船巡視船巡視船巡視船とととと中国中国中国中国漁船漁船漁船漁船のののの衝突衝突衝突衝突問問問問題題題題によってによってによってによって日中関係日中関係日中関係日中関係ががががぎぎぎぎくしくしくしくしゃゃゃゃくいたしておりますくいたしておりますくいたしておりますくいたしております。。。。知事知事知事知事はははは会見会見会見会見でででで日中関係日中関係日中関係日中関係はははは問問問問題題題題がないのだとがないのだとがないのだとがないのだと申申申申されておるされておるされておるされておるわわわわけでけでけでけで、、、、私私私私もそうだとはもそうだとはもそうだとはもそうだとは思思思思ううううわわわわけでござけでござけでござけでございますがいますがいますがいますが、、、、ややややはりはりはりはり外交外交外交外交問問問問題題題題はおはおはおはお互互互互いにいにいにいに互恵互恵互恵互恵のののの関係関係関係関係でででで、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに対対対対等等等等のののの立場立場立場立場ででででややややらなければらなければらなければらなければ
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いけないいけないいけないいけない。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島はははは当然当然当然当然、、、、日本日本日本日本固有固有固有固有のののの領領領領土土土土でございますでございますでございますでございます。。。。おとといですかおとといですかおとといですかおとといですか、、、、西西西西安安安安市市市市とかとかとかとか３３３３地地地地方方方方政政政政府府府府がががが今今今今回回回回のののの東東東東アジアアジアアジアアジア地地地地方方方方政政政政府府府府会合会合会合会合にににに出席出席出席出席をををを見合見合見合見合わせわせわせわせるというるというるというるという、、、、まことにまことにまことにまことに開開開開催催催催のののの間近間近間近間近にこういうにこういうにこういうにこういう事事事事態態態態がががが起起起起こったこったこったこったわわわわけでありますけでありますけでありますけであります。。。。災害災害災害災害等等等等々々々々はあはあはあはあるるるるわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、このこのこのこの間近間近間近間近にににに来来来来てててて、、、、これはこれはこれはこれはややややはりはりはりはり漁船漁船漁船漁船のののの衝突衝突衝突衝突事事事事故故故故がががが影影影影響響響響しているのしているのしているのしているのではないかではないかではないかではないか、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、県県県県がががが、、、、今目今目今目今目玉玉玉玉にしておるにしておるにしておるにしておる県県県県立立立立大大大大学学学学のののの東東東東アジアアジアアジアアジア構構構構想想想想もももも含含含含めめめめてててて今今今今後後後後中国中国中国中国をををを中中中中心心心心としたことでとしたことでとしたことでとしたことで、、、、安安安安心心心心してしてしてして、、、、中国中国中国中国をををを信頼信頼信頼信頼していろいろなしていろいろなしていろいろなしていろいろな諸諸諸諸事事事事情情情情がががが完遂完遂完遂完遂するのかどうかするのかどうかするのかどうかするのかどうか、、、、そこのところがそこのところがそこのところがそこのところが不不不不安安安安なのでありますなのでありますなのでありますなのであります。。。。そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも含含含含めめめめましてましてましてまして、、、、今今今今回回回回のこののこののこののこの衝突衝突衝突衝突事事事事故故故故をををを含含含含めめめめてててて今今今今後後後後のののの日中関係日中関係日中関係日中関係、、、、特特特特にににに東東東東アジアアジアアジアアジア地地地地方方方方政政政政府府府府とのとのとのとの友友友友好善隣外交好善隣外交好善隣外交好善隣外交をををを知事知事知事知事はははは現時現時現時現時点点点点でどのようにでどのようにでどのようにでどのように考考考考ええええておられるのかておられるのかておられるのかておられるのか。。。。とりとりとりとりわわわわけけけけ、、、、中国中国中国中国やややや韓韓韓韓国国国国のののの観光観光観光観光客客客客をををを誘致誘致誘致誘致ししししようということでようということでようということでようということでコミッションコミッションコミッションコミッション団団団団をつくられをつくられをつくられをつくられ、、、、精力的精力的精力的精力的にににに活活活活動動動動されておられるされておられるされておられるされておられる知事知事知事知事のののの立場立場立場立場かかかからもらもらもらも、、、、このことにこのことにこのことにこのことに関関関関してどのようにしてどのようにしてどのようにしてどのように考考考考ええええておられるのかておられるのかておられるのかておられるのか、、、、まずまずまずまず第第第第１１１１点点点点おおおお尋尋尋尋ねねねねをいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。２２２２点目点目点目点目はははは、、、、過過過過日日日日のののの本会議本会議本会議本会議でででで知事知事知事知事はははは、、、、農産農産農産農産物直売所及物直売所及物直売所及物直売所及びびびび観光案観光案観光案観光案内所内所内所内所をををを耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校のののの跡跡跡跡地地地地にににに設設設設立立立立をしたいとおっしをしたいとおっしをしたいとおっしをしたいとおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。これはまことにこれはまことにこれはまことにこれはまことに知事知事知事知事のののの政策政策政策政策からいってもからいってもからいってもからいっても当当当当をををを得得得得たものだたものだたものだたものだとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。特特特特にににに、、、、耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校のののの跡跡跡跡地地地地はははは桜桜桜桜井井井井市市市市とととと橿原市橿原市橿原市橿原市のののの境境境境界界界界地地地地ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、近近近近くくくくにはにはにはには大和大和大和大和三三三三山山山山、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた神神神神武武武武天皇陵天皇陵天皇陵天皇陵のののの橿原神橿原神橿原神橿原神宮宮宮宮、、、、そしてそしてそしてそして藤藤藤藤原原原原宮宮宮宮跡跡跡跡、、、、そしてそしてそしてそして飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥がありがありがありがあり、、、、横横横横はははは纒向遺跡纒向遺跡纒向遺跡纒向遺跡、、、、ホケノホケノホケノホケノ山山山山古墳古墳古墳古墳、、、、箸墓古墳箸墓古墳箸墓古墳箸墓古墳、、、、そしてそしてそしてそして黒塚古墳黒塚古墳黒塚古墳黒塚古墳、、、、このようなこのようなこのようなこのような名名名名所旧跡所旧跡所旧跡所旧跡、、、、遺跡遺跡遺跡遺跡をををを内包内包内包内包しておるしておるしておるしておる、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県だけにしかないだけにしかないだけにしかないだけにしかない、、、、全全全全国国国国どこどこどこどこへへへへ行行行行ってもないってもないってもないってもない日本日本日本日本人人人人のののの心心心心ののののふふふふるさとるさとるさとるさと、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる大和大和大和大和はははは国国国国のまほろばとのまほろばとのまほろばとのまほろばと言言言言わわわわれたれたれたれた、、、、このようなこのようなこのようなこのような遺跡遺跡遺跡遺跡、、、、史跡史跡史跡史跡がががが、、、、日本日本日本日本人人人人のののの歴史歴史歴史歴史がたくがたくがたくがたくささささんんんんあるあるあるあるわわわわけですけですけですけです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、大化大化大化大化のののの改改改改新新新新をををを断断断断行行行行したしたしたした藤藤藤藤原鎌足原鎌足原鎌足原鎌足がががが祭祭祭祭られておるられておるられておるられておる談談談談山山山山神社神社神社神社があがあがあがあるるるる。。。。あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた、、、、日本日本日本日本でででで一番古一番古一番古一番古いいいい大和国大和国大和国大和国一之一之一之一之宮宮宮宮のののの大大大大神神社神神社神神社神神社もあるもあるもあるもある、、、、こういうこういうこういうこういう位置位置位置位置からからからから言言言言ってもってもってもっても格好格好格好格好のののの地地地地でででで、、、、これをこれをこれをこれを観光案観光案観光案観光案内所内所内所内所にするということはにするということはにするということはにするということは非常非常非常非常にににに当当当当をををを得得得得たものだとたものだとたものだとたものだと思思思思うのうのうのうのですですですです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、観光案観光案観光案観光案内所内所内所内所とはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような、、、、何何何何ををををＰＰＰＰＲＲＲＲしてどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような形形形形でこのようなでこのようなでこのようなでこのような観光観光観光観光案案案案内所内所内所内所をおをおをおをお考考考考ええええになっておるのかになっておるのかになっておるのかになっておるのか、、、、まずこれまずこれまずこれまずこれ第第第第１１１１点点点点聞聞聞聞ききききたいたいたいたい。。。。もうもうもうもう１１１１点目点目点目点目はははは、、、、農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県はははは去去去去年年年年、、、、ことしとことしとことしとことしと２４２４２４２４カカカカ所所所所のののの協協協協定定定定直直直直売所売所売所売所をををを認認認認定定定定しているしているしているしている。。。。来年度来年度来年度来年度もまたもまたもまたもまた認認認認定定定定をしようとしているをしようとしているをしようとしているをしようとしているわわわわけですけですけですけです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、これこれこれこれらとらとらとらと今度今度今度今度、、、、耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校のののの跡跡跡跡地地地地につくるにつくるにつくるにつくる農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所とはどういうとはどういうとはどういうとはどういう相相相相関関係関関係関関係関関係にあってどういうにあってどういうにあってどういうにあってどういうものをものをものをものを描描描描いておるのかということがはっいておるのかということがはっいておるのかということがはっいておるのかということがはっききききりしないりしないりしないりしない。。。。今今今今、、、、県県県県においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、行行行行財財財財政改革政改革政改革政改革のののの中中中中でもでもでもでも中中中中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場とかとかとかとか食肉市場食肉市場食肉市場食肉市場とかとかとかとか、、、、長年長年長年長年のののの懸懸懸懸案案案案ですですですです。。。。中中中中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場のののの位置位置位置位置づけとこのづけとこのづけとこのづけとこの農農農農産産産産物直売所物直売所物直売所物直売所とのとのとのとの関係関係関係関係、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは今申今申今申今申しししし上上上上げましたげましたげましたげました２４２４２４２４カカカカ所所所所のののの協協協協定定定定直売所直売所直売所直売所とのとのとのとの関係関係関係関係、、、、単単単単なるなるなるなる小小小小さなさなさなさな同同同同じじじじようなようなようなような競競競競合合合合するものをつくるのかどうかするものをつくるのかどうかするものをつくるのかどうかするものをつくるのかどうか、、、、もっともっともっともっと大大大大々々々々的的的的なものであるのかなものであるのかなものであるのかなものであるのか、、、、そそそそ
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のののの辺辺辺辺のところがのところがのところがのところが全然全然全然全然見見見見ええええてこないてこないてこないてこない。。。。それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、これをこれをこれをこれをプロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザルででででややややるということなのでするということなのでするということなのでするということなのです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、ププププロポーザルロポーザルロポーザルロポーザルででででややややってってってって、、、、そこそこそこそこへへへへ入入入入れるれるれるれる中中中中身身身身がががが、、、、スーパースーパースーパースーパーをををを入入入入れるのかれるのかれるのかれるのか、、、、ＪＪＪＪＡＡＡＡをををを入入入入れるのかれるのかれるのかれるのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは今言今言今言今言うておるうておるうておるうておる協協協協定定定定直売所直売所直売所直売所もももも入入入入れるのかれるのかれるのかれるのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは直接直接直接直接農家農家農家農家をををを入入入入れるのかれるのかれるのかれるのか、、、、全然全然全然全然わわわわからないことがからないことがからないことがからないことが非常非常非常非常にににに多過多過多過多過ぎぎぎぎるるるるわわわわけですけですけですけです。。。。そのそのそのその辺辺辺辺をををを整整整整理理理理してしてしてして、、、、どのようなものをどのようなものをどのようなものをどのようなものを知事知事知事知事ははははききききょょょょうううう現在現在現在現在おおおお考考考考ええええになっておるのかになっておるのかになっておるのかになっておるのか、、、、これがこれがこれがこれが２２２２点目点目点目点目ですですですです。。。。それとそれとそれとそれと、、、、３３３３点目点目点目点目はははは警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長とととと知事知事知事知事におにおにおにお尋尋尋尋ねねねねをしたいをしたいをしたいをしたいわわわわけでありますけれどもけでありますけれどもけでありますけれどもけでありますけれども、、、、一一一一昨日昨日昨日昨日来来来来、、、、るるるるるるるる申申申申しししし上上上上げておるいろいろなげておるいろいろなげておるいろいろなげておるいろいろな重要犯罪重要犯罪重要犯罪重要犯罪のののの検挙検挙検挙検挙もももも大事大事大事大事でございますでございますでございますでございます。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、それとともにそれとともにそれとともにそれとともに、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが生生生生活活活活しておるしておるしておるしておる身身身身のののの回回回回りでりでりでりで起起起起こっておるこっておるこっておるこっておる窃盗窃盗窃盗窃盗なりなりなりなりひひひひったくりなりったくりなりったくりなりったくりなり、、、、車車車車上上上上ねねねねらいなりらいなりらいなりらいなりカードカードカードカード事事事事件件件件なりなりなりなり、、、、いろいろなことがいろいろなことがいろいろなことがいろいろなことが日日日日常茶飯常茶飯常茶飯常茶飯事事事事にににに起起起起こっているこっているこっているこっているわわわわけですけですけですけです。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、検挙率検挙率検挙率検挙率もももも含含含含めめめめてなかなかてなかなかてなかなかてなかなか思思思思うにうにうにうに任任任任せせせせないないないない、、、、つまるところはつまるところはつまるところはつまるところは、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな犯罪犯罪犯罪犯罪、、、、逮捕逮捕逮捕逮捕もももも含含含含めめめめてててて、、、、このこのこのこの原因原因原因原因はははは一体一体一体一体どこにあるのかどこにあるのかどこにあるのかどこにあるのか。。。。例例例例ええええばばばば、ＡＰＥＣ、ＡＰＥＣ、ＡＰＥＣ、ＡＰＥＣ観光大臣会合観光大臣会合観光大臣会合観光大臣会合とかとかとかとか、、、、今今今今度度度度天皇陛天皇陛天皇陛天皇陛下下下下もももも来来来来られますられますられますられます。。。。このこのこのこの警警警警備備備備にはにはにはには１１１１，，，，００００００００００００人規模人規模人規模人規模とととと。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると県県県県外外外外からからからから警察警察警察警察官官官官をををを動動動動員員員員してしてしてして助助助助けてもらうけてもらうけてもらうけてもらう場場場場合合合合もあるしもあるしもあるしもあるし、、、、県県県県独自独自独自独自ででででややややるるるる場場場場合合合合もあるもあるもあるもあるわわわわけですけですけですけです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、本本本本課課課課なりなりなりなり各各各各警察警察警察警察署署署署からからからから人人人人をををを抜抜抜抜いていていていて警警警警備備備備にににに当当当当たらなければいけないとなるとたらなければいけないとなるとたらなければいけないとなるとたらなければいけないとなると、、、、交番交番交番交番とかとかとかとか警察警察警察警察署署署署でででで日日日日常常常常業務業務業務業務にににに当当当当たっておるたっておるたっておるたっておる警察警察警察警察官官官官がががが手手手手薄薄薄薄にならないのかどうかにならないのかどうかにならないのかどうかにならないのかどうか、、、、このこのこのこの辺辺辺辺がががが非常非常非常非常にににに心心心心配配配配ななななのですのですのですのです。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、従来従来従来従来からからからから言言言言わわわわれておることでれておることでれておることでれておることで、、、、本県本県本県本県のののの警察警察警察警察官官官官のののの１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの負担人口負担人口負担人口負担人口はははは５５５５９６９６９６９６人人人人とととと全全全全国平国平国平国平均均均均のののの５５５５１１１１１１１１人人人人をををを大大大大ききききくくくく上上上上回回回回ってってってって、、、、第第第第一線一線一線一線のののの警察警察警察警察官官官官はははは厳厳厳厳しいしいしいしい勤勤勤勤務務務務状況状況状況状況をををを強強強強いられているいられているいられているいられているわわわわけですけですけですけです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長はこういうはこういうはこういうはこういう実態実態実態実態をををを見見見見たとたとたとたとききききにににに、、、、県県県県のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな事案事案事案事案をををを、、、、県民県民県民県民のののの安安安安心心心心とととと暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを守守守守るたるたるたるためめめめにににに、、、、今今今今のののの警察警察警察警察官官官官のののの数数数数でででで果果果果たしてたしてたしてたしてややややっていけるのかどうかっていけるのかどうかっていけるのかどうかっていけるのかどうか。。。。財源不足財源不足財源不足財源不足等等等等々々々々いろいろあるいろいろあるいろいろあるいろいろあるわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、例例例例ええええばばばば車両車両車両車両、、、、パトカーパトカーパトカーパトカーですですですです。。。。車両車両車両車両はははは国国国国費費費費でででで不足不足不足不足するするするする分分分分はははは県県県県費費費費でででで賄賄賄賄っているっているっているっているわわわわけですけですけですけです。。。。県県県県費費費費支支支支出出出出をしてをしてをしてをして車両車両車両車両、、、、パトカーパトカーパトカーパトカーのののの補充補充補充補充をしてをしてをしてをしてききききているているているているわわわわけですけですけですけです。。。。しかるにしかるにしかるにしかるに警察警察警察警察官官官官のののの不足不足不足不足のののの分分分分についてはについてはについてはについては警察警察警察警察庁庁庁庁にににに毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年年年年増増増増員員員員要要要要求求求求をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、削削削削られてられてられてられてききききているているているているわわわわけですけですけですけです。。。。全然全然全然全然国国国国費費費費でででで充充充充足足足足をでをでをでをでききききておらないておらないておらないておらない。。。。そしたらそしたらそしたらそしたら、、、、車両車両車両車両もももも県県県県費費費費でででで補充補充補充補充してしてしてしておるおるおるおる、、、、そしてそしてそしてそして県民県民県民県民のののの暮暮暮暮らしとらしとらしとらしと安安安安心心心心をををを考考考考ええええるるるる場場場場合合合合、、、、事事事事件件件件のののの抑止抑止抑止抑止、、、、予防予防予防予防もするもするもするもする場場場場合合合合にににに県県県県費費費費支支支支出出出出もももも考考考考ええええたらどうかとたらどうかとたらどうかとたらどうかと。。。。大大大大阪阪阪阪府府府府はははは人人人人員員員員のののの府費府費府費府費補償補償補償補償をををを全全全全部部部部ややややっているっているっているっているわわわわけですけですけですけです。。。。このこのこのこの辺辺辺辺がががが奈奈奈奈良良良良県県県県はははは今今今今までまでまでまで待待待待てどてどてどてど暮暮暮暮ららららせせせせどどどど対対対対応応応応がないがないがないがないわわわわけですけですけですけです。。。。もうそろそろこのことについてももうそろそろこのことについてももうそろそろこのことについてももうそろそろこのことについても一一一一定定定定のののの判判判判断断断断をををを下下下下されるべされるべされるべされるべききききととととききききではないかとではないかとではないかとではないかと、、、、このことについてこのことについてこのことについてこのことについて警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長とととと知事知事知事知事にににに以上以上以上以上３３３３点点点点にににについておついておついておついてお伺伺伺伺いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。
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選挙選挙選挙選挙がががが盤石盤石盤石盤石なのはなのはなのはなのは中村委員中村委員中村委員中村委員のののの方方方方でででで、、、、私私私私のののの方方方方ではではではでは全全全全くないとくないとくないとくないと思思思思いますいますいますいます。。。。経験経験経験経験もももも○○○○荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事経経経経歴歴歴歴もももも全全全全くくくく違違違違いますのでいますのでいますのでいますので、、、、おおおお言言言言葉葉葉葉をおをおをおをお返返返返しさしさしさしさせせせせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それはさておそれはさておそれはさておそれはさておきききき、、、、日中関係日中関係日中関係日中関係についてでございますについてでございますについてでございますについてでございます。。。。日中関係日中関係日中関係日中関係についてはについてはについてはについては多多多多少経験豊富少経験豊富少経験豊富少経験豊富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、、、、一一一一つはつはつはつは海海海海上上上上保保保保安安安安庁庁庁庁長長長長官官官官のののの時時時時代代代代にににに尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島警警警警護護護護はははは大大大大ききききなななな仕仕仕仕事事事事でございましたがでございましたがでございましたがでございましたが、、、、日本日本日本日本のののの海海海海上上上上保保保保安安安安庁庁庁庁長長長長官官官官としてとしてとしてとして初初初初めめめめてててて中国中国中国中国をををを公公公公式訪式訪式訪式訪問問問問してしてしてして、、、、向向向向こうのこうのこうのこうの公安部長公安部長公安部長公安部長とととと会会会会談談談談をしてをしてをしてをして、、、、捜捜捜捜査査査査当当当当局局局局のののの協協協協力力力力協協協協定定定定のののの内内内内諾諾諾諾をををを得得得得たものでございますたものでございますたものでございますたものでございます。。。。そのそのそのその後後後後、、、、順調順調順調順調にににに公安公安公安公安当当当当局局局局とのとのとのとの協協協協力関係力関係力関係力関係はははは尖閣尖閣尖閣尖閣諸島諸島諸島諸島におにおにおにおききききましてもましてもましてもましても続続続続けられていっておりますけられていっておりますけられていっておりますけられていっております。。。。ごごごご質問質問質問質問にはなかったですがにはなかったですがにはなかったですがにはなかったですが、、、、向向向向こうからこうからこうからこうから諜報諜報諜報諜報活活活活動動動動ですかですかですかですか、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島にににに上上上上陸陸陸陸するするするする人人人人たちにたちにたちにたちに対対対対してしてしてして内内内内偵偵偵偵のののの情情情情報報報報をいただいたりをいただいたりをいただいたりをいただいたり、、、、あしたあしたあしたあした出出出出るよというるよというるよというるよという情情情情報報報報をいただいたりをいただいたりをいただいたりをいただいたり差差差差しとしとしとしとめめめめをしたりというようなをしたりというようなをしたりというようなをしたりというような活活活活動動動動をををを、、、、香港香港香港香港、、、、本土本土本土本土でしでしでしでしていただいてていただいてていただいてていただいてききききたたたた経緯経緯経緯経緯がございますがございますがございますがございます。。。。それはまだそれはまだそれはまだそれはまだ続続続続いているといているといているといていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、しかししかししかししかし、、、、領領領領土土土土問問問問題題題題がががが重重重重なってなってなってなってききききているているているている中中中中でのでのでのでの奈奈奈奈良県良県良県良県のののの東東東東アジアアジアアジアアジア地地地地方方方方政政政政府府府府会合会合会合会合のののの雲雲雲雲行行行行ききききというごというごというごというご質問質問質問質問でごでごでごでございますがざいますがざいますがざいますが、、、、西西西西安安安安市市市市とかとかとかとか甘粛省甘粛省甘粛省甘粛省のののの欠欠欠欠席席席席のののの連絡連絡連絡連絡がががが届届届届いておりますいておりますいておりますいております。。。。西西西西安安安安市市市市長長長長がががが、、、、じじじじかにかにかにかに２２２２度度度度、、、、３３３３度会度会度会度会いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、大大大大変変変変今度今度今度今度のののの会合会合会合会合をををを楽楽楽楽ししししみみみみにしておられましたにしておられましたにしておられましたにしておられました。。。。事事事事情情情情があってのごがあってのごがあってのごがあってのご欠欠欠欠席席席席だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。残残残残念念念念がっておられますがっておられますがっておられますがっておられます。。。。こちらではなしにこちらではなしにこちらではなしにこちらではなしに、、、、向向向向こうのこうのこうのこうの方方方方がががが残残残残念念念念がっておらがっておらがっておらがっておられるのではないかとれるのではないかとれるのではないかとれるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。甘粛省甘粛省甘粛省甘粛省のののの省省省省庁庁庁庁もももも同同同同様様様様、、、、特特特特にににに揚州揚州揚州揚州市市市市のののの書書書書記記記記、、、、これはこれはこれはこれはハイレベハイレベハイレベハイレベルルルル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、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく前前前前 々々々々からからからから、、、、荒井荒井荒井荒井ささささんんんん、、、、行行行行くよとくよとくよとくよと言言言言っておられたのがっておられたのがっておられたのがっておられたのが、、、、省省省省のののの許許許許可可可可がががが出出出出ないのでないのでないのでないので見合見合見合見合わわわわされるというされるというされるというされるという、、、、向向向向こうのこうのこうのこうの方方方方がががが大大大大変残変残変残変残念念念念がっておられるということはがっておられるということはがっておられるということはがっておられるということは手手手手にとるようににとるようににとるようににとるようにわわわわかるかるかるかるわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。というというというという向向向向こうのこうのこうのこうの事事事事情情情情があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの東東東東アジアアジアアジアアジア地地地地方方方方政政政政府府府府会合会合会合会合はははは、、、、実実実実はははは日中会議日中会議日中会議日中会議ではなしにではなしにではなしにではなしにママママルルルルチチチチのののの会議会議会議会議でございますでございますでございますでございます。。。。構構構構成成成成メメメメンンンンババババーーーーでででで出席出席出席出席、、、、欠欠欠欠席席席席があるのはがあるのはがあるのはがあるのは中国中国中国中国代表代表代表代表だけということはだけということはだけということはだけということはママママルルルルチチチチのののの中中中中でででで逆逆逆逆にににに目目目目立立立立つつつつわわわわけけけけでででで、、、、これはこれはこれはこれはママママルルルルチチチチのののの会合会合会合会合のののの一番一番一番一番大大大大ききききなななな特特特特徴徴徴徴であろうかとであろうかとであろうかとであろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。日中日中日中日中のののの会合会合会合会合であるとであるとであるとであると欠欠欠欠席席席席多数多数多数多数でででで取取取取りりりりやめやめやめやめということもあるということもあるということもあるということもあるわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、これはこれはこれはこれは取取取取りりりりやめやめやめやめにはにはにはには絶絶絶絶対対対対ならないならないならないならない会合会合会合会合だだだだというというというという特特特特徴徴徴徴があってがあってがあってがあって、、、、東東東東アジアアジアアジアアジアででででママママルルルルチチチチのののの地地地地方方方方政政政政府府府府のののの会合会合会合会合というのはというのはというのはというのは今今今今までなかったといまでなかったといまでなかったといまでなかったということがうことがうことがうことが一一一一つのつのつのつの目目目目のつけどころであったというのつけどころであったというのつけどころであったというのつけどころであったという面面面面もあろうかともあろうかともあろうかともあろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県にとってにとってにとってにとってみみみみればればればれば、、、、１００１００１００１００年年年年前前前前のののの日中日中日中日中戦争戦争戦争戦争とかとかとかとか、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ向向向向こうにこうにこうにこうにプロプロプロプロモモモモーションーションーションーションにににに行行行行くとくとくとくと、、、、議員議員議員議員もももも一一一一緒緒緒緒にににに行行行行っていただっていただっていただっていただききききましたがましたがましたがましたが、、、、言言言言わわわわれることがれることがれることがれることが常常常常にございまにございまにございまにございますがすがすがすが、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県はははは何何何何といってもといってもといってもといっても１１１１，，，，３００３００３００３００年年年年、、、、１１１１，，，，５５５５００００００００年年年年のおつのおつのおつのおつきききき合合合合いがあるいがあるいがあるいがある中中中中でのでのでのでの歴史歴史歴史歴史ですからですからですからですから、、、、１００１００１００１００年年年年前前前前のののの歴史歴史歴史歴史もももも日中日中日中日中のののの歴史歴史歴史歴史、、、、１１１１，，，，３００３００３００３００年年年年前前前前のののの歴史歴史歴史歴史もももも日中日中日中日中のののの歴史歴史歴史歴史、、、、１１１１，，，，３３３３００００００００年年年年前前前前のののの日中日中日中日中のののの歴史歴史歴史歴史はははは奈奈奈奈良県良県良県良県にとってはにとってはにとってはにとっては感感感感謝謝謝謝のののの気気気気持持持持ちがちがちがちが絶絶絶絶ええええまままませんせんせんせんということはということはということはということは確確確確かでかでかでかでございますしございますしございますしございますし、、、、そのことをそのことをそのことをそのことを申申申申しししし上上上上げておりますのでげておりますのでげておりますのでげておりますので、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県にににに対対対対してはそしてはそしてはそしてはそんんんんなになになになに実実実実際際際際のおのおのおのお
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気気気気持持持持ちではちではちではちでは強強強強いいいい当当当当たりはないのではないかとたりはないのではないかとたりはないのではないかとたりはないのではないかと、、、、たかをくくるたかをくくるたかをくくるたかをくくるわわわわけではございまけではございまけではございまけではございませんせんせんせんがががが、、、、日日日日中中中中のののの友友友友好好好好関係関係関係関係をををを続続続続けるのにけるのにけるのにけるのに奈奈奈奈良県良県良県良県のののの役割役割役割役割はますますはますますはますますはますます大大大大ききききくなるのではないかというくなるのではないかというくなるのではないかというくなるのではないかという感感感感じじじじももももしているようなしているようなしているようなしているような、、、、歴史歴史歴史歴史のののの背背背背景景景景があるががあるががあるががあるがゆえゆえゆえゆえにににに、、、、思思思思うううう次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、東東東東アアアアジアジアジアジア地地地地方方方方政政政政府府府府会合会合会合会合のののの意意意意義義義義はははは逆逆逆逆にににに上上上上がるがるがるがる面面面面があるのではないかともがあるのではないかともがあるのではないかともがあるのではないかとも積極積極積極積極的的的的にとらにとらにとらにとらええええているているているている面面面面もございますもございますもございますもございます。。。。中国中国中国中国のののの多多多多少少少少のののの欠欠欠欠席席席席はあってもはあってもはあってもはあっても立立立立派派派派にににに、、、、東東東東アジアアジアアジアアジア地地地地方方方方政政政政府府府府会合会合会合会合自身自身自身自身のののの意意意意義義義義とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、中国中国中国中国がががが一番一番一番一番熱熱熱熱心心心心でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、ここここんんんんなななな会議会議会議会議ははははぜぜぜぜひひひひ参加参加参加参加したいとしたいとしたいとしたいと後後後後でででで追加追加追加追加のののの参参参参加加加加者者者者があったがあったがあったがあった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、、、、向向向向こうのこうのこうのこうの地域地域地域地域、、、、特特特特にににに奥地奥地奥地奥地のののの新新新新興地興地興地興地からもからもからもからも表舞台表舞台表舞台表舞台にににに出出出出たいというようなたいというようなたいというようなたいというような地地地地方方方方政政政政府府府府のののの思思思思惑惑惑惑もあるかともあるかともあるかともあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。沿沿沿沿海海海海州州州州のののの大大大大ききききなななな地域地域地域地域、、、、盛盛盛盛んんんんなななな地地地地域域域域だけとつだけとつだけとつだけとつきききき合合合合わわわわないでないでないでないで向向向向こうのこうのこうのこうの地地地地方方方方、、、、田田田田舎舎舎舎とつとつとつとつきききき合合合合うといううといううといううというセセセセンスンスンスンスもももも入入入入ってってってってききききておりまておりまておりまておりますのですのですのですので、、、、意意意意義義義義はまだはまだはまだはまだ今今今今後後後後ともともともとも高高高高まるのではないかというまるのではないかというまるのではないかというまるのではないかという見見見見方方方方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、、、、立立立立派派派派にににに地地地地方方方方政政政政府府府府会合会合会合会合をををを続続続続けていけたらというけていけたらというけていけたらというけていけたらという気気気気持持持持ちでございますちでございますちでございますちでございます。。。。２２２２つつつつ目目目目のののの耳耳耳耳成成成成高校跡高校跡高校跡高校跡地地地地をどうするかをどうするかをどうするかをどうするか、、、、委員委員委員委員もしばしばごもしばしばごもしばしばごもしばしばご発言発言発言発言がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろなところでなところでなところでなところで開発開発開発開発のののの方向方向方向方向をををを議議議議論論論論してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。一一一一つはつはつはつは県県県県有有有有資産資産資産資産をををを有有有有効効効効活用活用活用活用するというするというするというするという観観観観点点点点でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな資産資産資産資産をををを模模模模索索索索してまいりましたがしてまいりましたがしてまいりましたがしてまいりましたが、、、、耳耳耳耳成成成成高校跡高校跡高校跡高校跡地地地地につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、中和中和中和中和幹幹幹幹線線線線のののの沿沿沿沿道道道道でございますしでございますしでございますしでございますし、、、、中和中和中和中和幹幹幹幹線線線線がががが開開開開通通通通するというするというするというするという間間間間際際際際にかかれましてにかかれましてにかかれましてにかかれまして、、、、またそれとともまたそれとともまたそれとともまたそれとともにににに都都都都市市市市計画計画計画計画のののの１０１０１０１０年年年年にににに１１１１度度度度のののの線線線線引引引引ききききのののの見見見見直直直直しがしがしがしが重重重重なってなってなってなって、、、、地元地元地元地元のののの橿原市橿原市橿原市橿原市からのからのからのからの要要要要望望望望もありもありもありもあり、、、、現現現現行行行行のののの市市市市街街街街化化化化調調調調整整整整区区区区域域域域からからからから市市市市街街街街化化化化区区区区域域域域にににに編編編編入入入入するというするというするというするという要要要要望望望望がががが出出出出されてされてされてされて、、、、県県県県のののの原原原原案案案案でもそでもそでもそでもそのようになっていますのようになっていますのようになっていますのようになっています。。。。そうなりますとそうなりますとそうなりますとそうなりますと、、、、市市市市街街街街化化化化調調調調整整整整区区区区域域域域からからからから市市市市街街街街化化化化区区区区域域域域になるとになるとになるとになると、、、、そのそのそのその用用用用途途途途がががが非常非常非常非常にににに広広広広がってくることになりますがってくることになりますがってくることになりますがってくることになります。。。。しかししかししかししかし、、、、県県県県有有有有施施施施設設設設でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、跡跡跡跡地地地地ででででございますがございますがございますがございますが、、、、中中中中南南南南和地域和地域和地域和地域のののの振興振興振興振興にににに適適適適したしたしたした使使使使用目的用目的用目的用目的があるのではないかということをがあるのではないかということをがあるのではないかということをがあるのではないかということを基軸基軸基軸基軸にににに検検検検討討討討をををを進進進進めめめめててててききききたたたたわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。するとするとするとすると、、、、中和中和中和中和幹幹幹幹線線線線沿沿沿沿道道道道ということでということでということでということで、、、、観光観光観光観光とととと農業農業農業農業振興振興振興振興ということがどうしてもということがどうしてもということがどうしてもということがどうしても重重重重なってくるのでなってくるのでなってくるのでなってくるので、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べになりましたようなべになりましたようなべになりましたようなべになりましたような中中中中南南南南和地和地和地和地域域域域のののの観光観光観光観光のののの窓窓窓窓口口口口、、、、拠拠拠拠点点点点、、、、案案案案内所内所内所内所以上以上以上以上にそこでくつろげるというにそこでくつろげるというにそこでくつろげるというにそこでくつろげるという施施施施設設設設のののの展展展展開開開開をををを考考考考ええええられるもられるもられるもられるものでございますのでございますのでございますのでございます。。。。またまたまたまた、、、、農産農産農産農産物物物物についてはについてはについてはについては、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べのべのべのべの農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所というのがありますがというのがありますがというのがありますがというのがありますが、、、、奈奈奈奈良良良良県県県県はははは大大大大規模規模規模規模農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所というものはまだないというものはまだないというものはまだないというものはまだないわわわわけですけですけですけです。。。。和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県にありますしにありますしにありますしにありますし、、、、三重三重三重三重県県県県にもありますしにもありますしにもありますしにもありますし、、、、大大大大いにはいにはいにはいにはややややっているっているっているっている大大大大規模規模規模規模農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所、、、、ファファファファーーーーママママーーーーズマズマズマズマーケットーケットーケットーケットとととと言言言言わわわわれるようなれるようなれるようなれるような直売所直売所直売所直売所がございますががございますががございますががございますが、、、、そのようなものをそのようなものをそのようなものをそのようなものを奈奈奈奈良県良県良県良県にににに置置置置けないのかというのがけないのかというのがけないのかというのがけないのかというのが構構構構想想想想のののの一一一一つのつのつのつの軸軸軸軸にににに入入入入っておりますっておりますっておりますっております。。。。それはそれはそれはそれは既存既存既存既存のののの多多多多いところでいところでいところでいところで１１１１億円億円億円億円、、、、２２２２億円億円億円億円のののの売売売売りりりり上上上上げげげげがあるようながあるようながあるようながあるような立立立立派派派派なななな農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所、、、、それとのそれとのそれとのそれとの関係関係関係関係ということはということはということはということはややややはりはりはりはりモデモデモデモデルルルルになることにになることにになることにになることに
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なるとなるとなるとなると思思思思いますいますいますいます。。。。奈奈奈奈良県良県良県良県ではではではでは農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所がががが自立自立自立自立してしてしてしてききききたとたとたとたと、、、、地地地地のののの味味味味土土土土のののの香香香香というというというというブラブラブラブランンンンドドドドをををを興興興興すことにすことにすことにすことに一生懸一生懸一生懸一生懸命命命命ややややっておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、そのそのそのその一一一一環環環環、、、、大大大大ききききなななな旗艦旗艦旗艦旗艦となるとなるとなるとなる農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所、、、、旗艦旗艦旗艦旗艦農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所にもなりにもなりにもなりにもなり得得得得るとるとるとると、、、、主主主主体体体体はははは違違違違ううううわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、とととと思思思思いますいますいますいます。。。。それをそれをそれをそれをププププロポーザルロポーザルロポーザルロポーザルでするというのはでするというのはでするというのはでするというのは、、、、県県県県のののの県県県県有有有有地地地地でございますからでございますからでございますからでございますから、、、、地地地地主主主主としてのとしてのとしてのとしての志志志志向向向向というこというこというこということはとはとはとは申申申申しししし上上上上げてげてげてげて、、、、それをそれをそれをそれを反映反映反映反映するするするするプロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザルということになるとということになるとということになるとということになると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、中中中中南南南南和振和振和振和振興興興興、、、、農産農産農産農産物物物物、、、、観光観光観光観光というようなというようなというようなというようなキキキキーーーーワワワワードードードードででででプロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザルがあってがあってがあってがあって、、、、それにそれにそれにそれに適適適適したしたしたした選選選選別別別別ががががしかるべしかるべしかるべしかるべきききき人人人人をををを入入入入れてれてれてれて行行行行わわわわれるということになろうかとれるということになろうかとれるということになろうかとれるということになろうかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。３３３３つつつつ目目目目のののの警察警察警察警察官官官官のことですがのことですがのことですがのことですが、、、、警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長のおのおのおのお答答答答ええええがががが先先先先のののの方方方方がいいかもしれまがいいかもしれまがいいかもしれまがいいかもしれませんせんせんせんがががが、、、、一一一一つはつはつはつは、、、、定定定定数数数数はははは人口人口人口人口でででで割割割割るというるというるというるという警察警察警察警察官官官官のののの過不足過不足過不足過不足、、、、過過過過はないかもしれまはないかもしれまはないかもしれまはないかもしれませんせんせんせんがががが、、、、不足不足不足不足といといといというのはうのはうのはうのは、、、、そのようなそのようなそのようなそのような考考考考ええええがあるかもしれまがあるかもしれまがあるかもしれまがあるかもしれませんせんせんせん。。。。実実実実はははは警察警察警察警察官官官官にににに対対対対するするするする需需需需要要要要はははは犯罪犯罪犯罪犯罪がががが多多多多発発発発ししししているているているている地域地域地域地域かどうかということがかどうかということがかどうかということがかどうかということが大大大大ききききなななな要要要要素素素素だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、業務業務業務業務多多多多忙忙忙忙かどうかかどうかかどうかかどうか。。。。業務業務業務業務のののの多多多多忙忙忙忙というのはというのはというのはというのは、、、、犯罪多犯罪多犯罪多犯罪多発発発発、、、、業務業務業務業務多多多多忙忙忙忙はどうしてもそうなるとはどうしてもそうなるとはどうしてもそうなるとはどうしてもそうなると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、人口人口人口人口以上以上以上以上にににに警察警察警察警察官官官官をををを配配配配置置置置しないとしないとしないとしないと犯罪犯罪犯罪犯罪がががが流流流流れてしまうということがあろうかとれてしまうということがあろうかとれてしまうということがあろうかとれてしまうということがあろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。今度今度今度今度ＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣ観光大臣会合観光大臣会合観光大臣会合観光大臣会合のののの警警警警備備備備でもでもでもでも１１１１，，，，００００００００００００人規模人規模人規模人規模でしていただでしていただでしていただでしていただききききましたがましたがましたがましたが、、、、これはこれはこれはこれは他他他他県県県県からのからのからのからの応援応援応援応援ででででややややってもらってってもらってってもらってってもらって、、、、応援応援応援応援のしのしのしのし合合合合いということでいということでいということでいということで、、、、こういうこういうこういうこういう会議会議会議会議があるとがあるとがあるとがあると応援応援応援応援ををををしていただくことがしていただくことがしていただくことがしていただくことがふえふえふえふえてくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますいますいますいます。。。。それをそれをそれをそれを定定定定数数数数でででで賄賄賄賄うううう県県県県はははは余余余余りないりないりないりないわわわわけでございけでございけでございけでございますのでますのでますのでますので、、、、助助助助けけけけ合合合合うというのはうというのはうというのはうというのは日本日本日本日本のののの国家警察国家警察国家警察国家警察のののの大大大大変変変変大大大大ききききなななな特特特特徴徴徴徴だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、定定定定数数数数ににににつつつつききききましてはましてはましてはましては、、、、犯罪多犯罪多犯罪多犯罪多発発発発、、、、業務業務業務業務多多多多忙忙忙忙というのがというのがというのがというのが奈奈奈奈良県良県良県良県にとってどうなのかということをにとってどうなのかということをにとってどうなのかということをにとってどうなのかということを吟吟吟吟味味味味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。。。。奈奈奈奈良県良県良県良県のののの中中中中のののの地域地域地域地域のののの警察警察警察警察官官官官配配配配置置置置もそうですもそうですもそうですもそうです。。。。定定定定数全体数全体数全体数全体もそうですもそうですもそうですもそうです。。。。幸幸幸幸いにしろいにしろいにしろいにしろ県警察県警察県警察県警察のののの努努努努力力力力でででで犯罪犯罪犯罪犯罪はははは大大大大変減少変減少変減少変減少しししし、、、、まだまだまだまだ多多多多いいいいわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、次次次次からからからから次次次次ですですですですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪はははは減少減少減少減少しているしているしているしている。。。。大大大大阪阪阪阪府府府府はははは委員委員委員委員おおおお述述述述べのそういうべのそういうべのそういうべのそういう地域地域地域地域独自独自独自独自のつのつのつのつぎぎぎぎ足足足足しがあしがあしがあしがあるようですがるようですがるようですがるようですが、、、、大大大大阪阪阪阪府府府府のまのまのまのまねねねねはあはあはあはあんんんんまりまりまりまり犯罪犯罪犯罪犯罪のののの面面面面でしてはいけないとでしてはいけないとでしてはいけないとでしてはいけないと心心心心にににに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。犯罪多犯罪多犯罪多犯罪多発地発地発地発地帯帯帯帯、、、、最最最最多多多多発地発地発地発地帯帯帯帯でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、あそこからあそこからあそこからあそこから犯罪犯罪犯罪犯罪がががが流流流流れてこないようにするれてこないようにするれてこないようにするれてこないようにするというのがというのがというのがというのが奈奈奈奈良県警察良県警察良県警察良県警察のののの一番一番一番一番大大大大ききききなななな課題課題課題課題であろうかとであろうかとであろうかとであろうかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、大大大大阪阪阪阪府府府府のまのまのまのまねねねねをするをするをするをするようではようではようではようでは奈奈奈奈良県良県良県良県のののの治治治治安安安安もももも落落落落ちたものだとちたものだとちたものだとちたものだと思思思思うううう次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。奈奈奈奈良県良県良県良県のののの治治治治安安安安をををを県警察県警察県警察県警察でででで十十十十分分分分していただいているしていただいているしていただいているしていただいている面面面面もあるともあるともあるともあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、効効効効率率率率的配的配的配的配置置置置とかとかとかとか適適適適正配正配正配正配置置置置とかというのはとかというのはとかというのはとかというのはまだまだまだまだ研究研究研究研究はしなければいけないとはしなければいけないとはしなければいけないとはしなければいけないと思思思思いますいますいますいます。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと総総総総論論論論的的的的なことになったかとなことになったかとなことになったかとなことになったかと思思思思いますいますいますいますがががが、、、、そのようにそのようにそのようにそのように考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。先先先先にににに知事知事知事知事がががが大大大大変変変変県警察本部県警察本部県警察本部県警察本部にごにごにごにご理理理理解解解解のあるおのあるおのあるおのあるお話話話話をををを賜賜賜賜りましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、私私私私○○○○和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長のののの方方方方からはからはからはからは、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員からごからごからごからご質問質問質問質問のございましたのございましたのございましたのございました、、、、現在現在現在現在のののの警察警察警察警察官官官官のののの数数数数がががが治治治治安安安安のののの責責責責任任任任をををを果果果果たたたた
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していくしていくしていくしていく上上上上でででで足足足足りるとりるとりるとりると考考考考ええええておるのかというごておるのかというごておるのかというごておるのかというご質問質問質問質問、、、、またまたまたまた今今今今後後後後のののの警察警察警察警察官官官官のののの動動動動員員員員についていについていについていについていかにかにかにかに考考考考ええええていくかというごていくかというごていくかというごていくかというご質問質問質問質問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、、、、ただいまただいまただいまただいま知事知事知事知事からごからごからごからご答弁答弁答弁答弁があったとがあったとがあったとがあったとおりではございますがおりではございますがおりではございますがおりではございますが、、、、若干若干若干若干県警察本部県警察本部県警察本部県警察本部からのからのからのからの補補補補足足足足ということでということでということでということで述述述述べさべさべさべさせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。まずまずまずまず、、、、治治治治安安安安をををを維維維維持持持持するたするたするたするためめめめにどれにどれにどれにどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの警察警察警察警察官官官官のののの数数数数がががが必必必必要要要要なのかということにつなのかということにつなのかということにつなのかということにつききききましましましましてはてはてはては、、、、これはそのこれはそのこれはそのこれはその時時時時 々々々々のののの治治治治安安安安情情情情勢勢勢勢などをなどをなどをなどを踏踏踏踏ままままええええてててて総合的総合的総合的総合的にににに判判判判断断断断するするするする必必必必要要要要がございますのでがございますのでがございますのでがございますので一一一一概概概概にににに何何何何人人人人ということをということをということをということを申申申申しししし上上上上げられるものではなかろうかとげられるものではなかろうかとげられるものではなかろうかとげられるものではなかろうかと考考考考ええええてございますてございますてございますてございます。。。。ごごごご案案案案内内内内のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、治治治治安安安安情情情情勢勢勢勢というのはというのはというのはというのは刻刻刻刻 々々々々とととと変変変変化化化化するものでございますしするものでございますしするものでございますしするものでございますし、、、、またまたまたまた社社社社会会会会経済経済経済経済のののの変変変変化化化化にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして警察警察警察警察がががが新新新新たにたにたにたに取取取取りりりり組組組組んんんんでまいりますでまいりますでまいりますでまいります課題課題課題課題もそのもそのもそのもその都度都度都度都度変変変変わわわわってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。ままままたたたた、、、、県民県民県民県民のののの皆様皆様皆様皆様のののの要要要要望望望望、、、、意意意意識識識識もそのもそのもそのもその時時時時 々々々々のののの社社社社会会会会情情情情勢勢勢勢にににに応応応応じじじじてててて変変変変化化化化してまいるものでございしてまいるものでございしてまいるものでございしてまいるものでございますからますからますからますから、、、、ややややはりはりはりはり将将将将来来来来ににににわわわわたりたりたりたり幾幾幾幾人人人人のののの警察警察警察警察官官官官がおればがおればがおればがおれば大大大大丈夫丈夫丈夫丈夫、、、、これはなかなかこれはなかなかこれはなかなかこれはなかなか申申申申しししし上上上上げにげにげにげにくいところでございますくいところでございますくいところでございますくいところでございます。。。。こういったことからこういったことからこういったことからこういったことから、、、、先先先先ほどほどほどほど委員委員委員委員からもごからもごからもごからもご指摘指摘指摘指摘がございましたがございましたがございましたがございましたがががが、、、、県民県民県民県民１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの負担人口負担人口負担人口負担人口、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを見見見見たたたた場場場場合合合合、、、、確確確確かにかにかにかに全全全全国平国平国平国平均均均均とととと比比比比べますべますべますべますとまだとまだとまだとまだ高高高高いところがございますのでいところがございますのでいところがございますのでいところがございますので、、、、これはこれはこれはこれは県県県県、、、、知事部局知事部局知事部局知事部局ともごともごともごともご相談相談相談相談のののの上上上上、、、、国国国国にににに対対対対してはしてはしてはしては平平平平均均均均並並並並みみみみのののの要要要要望望望望をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと、、、、警察警察警察警察官官官官はははは大大大大変変変変厳厳厳厳しいしいしいしい勤勤勤勤務務務務をしておるのでをしておるのでをしておるのでをしておるので平平平平均均均均並並並並みみみみになになになになるようなるようなるようなるような要要要要望望望望をおをおをおをお願願願願いしておるところでございますいしておるところでございますいしておるところでございますいしておるところでございます。。。。おかげをもちましておかげをもちましておかげをもちましておかげをもちまして、、、、平成平成平成平成１３１３１３１３年以年以年以年以降降降降、、、、３２３２３２３２５５５５人人人人のののの警察警察警察警察官官官官のののの増増増増員員員員をををを図図図図っていただいておりますしっていただいておりますしっていただいておりますしっていただいておりますし、、、、それでそれでそれでそれで安安安安全全全全でででで安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮ららららせせせせるるるる社社社社会会会会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた諸対諸対諸対諸対策策策策をををを推進推進推進推進してしてしてしてきききき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。。。。２２２２つつつつ目目目目のごのごのごのご質問質問質問質問のののの県県県県費費費費によるによるによるによる警察警察警察警察官官官官というごというごというごというご質問質問質問質問のののの趣旨趣旨趣旨趣旨でございましたがでございましたがでございましたがでございましたが、、、、これはこれはこれはこれは政政政政令令令令定定定定数数数数をさらにをさらにをさらにをさらに上上上上乗乗乗乗せせせせしたいというごしたいというごしたいというごしたいというご趣旨趣旨趣旨趣旨かとかとかとかと理理理理解解解解しておるところでございますがしておるところでございますがしておるところでございますがしておるところでございますが、、、、このこのこのこの点点点点につにつにつにつききききましてもましてもましてもましても、、、、ただいまただいまただいまただいま知事知事知事知事のおのおのおのお話話話話にございましたとおりにございましたとおりにございましたとおりにございましたとおり、、、、もろもろのもろもろのもろもろのもろもろの要要要要素素素素をををを勘勘勘勘案案案案してしてしてしていくいくいくいく必必必必要要要要があるのだろうとがあるのだろうとがあるのだろうとがあるのだろうと考考考考ええええておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、さらにさらにさらにさらに県民県民県民県民のののの皆様皆様皆様皆様のののの不不不不安安安安のののの解消解消解消解消、、、、そういっそういっそういっそういったことからたことからたことからたことから引引引引きききき続続続続きききき政政政政府府府府にににに対対対対しましてもしましてもしましてもしましても政政政政令令令令定定定定数数数数のののの増増増増員員員員要要要要求求求求をををを強強強強くくくく行行行行っていくことになりっていくことになりっていくことになりっていくことになりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、またこういったまたこういったまたこういったまたこういった配配配配置置置置定定定定数数数数もももも勘勘勘勘案案案案しながらしながらしながらしながら、、、、さらにさらにさらにさらに安安安安全全全全でででで安安安安心心心心なななな地域地域地域地域社社社社会会会会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けましてけましてけましてけまして、、、、組織組織組織組織体体体体制制制制のののの見見見見直直直直しししし、、、、こういったものもこういったものもこういったものもこういったものも図図図図りながらりながらりながらりながら知事部局知事部局知事部局知事部局ともともともとも連携連携連携連携をををを図図図図ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考考考考ええええているているているている次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。それはもうそれはもうそれはもうそれはもう知事知事知事知事がおがおがおがお答答答答ええええになりましたになりましたになりましたになりましたとおりでございましてとおりでございましてとおりでございましてとおりでございまして、、、、同同同同じじじじ考考考考ええええでございますでございますでございますでございます。。。。以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。まずまずまずまず、、、、警察警察警察警察のののの問問問問題題題題ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、大大大大体体体体わわわわかったかったかったかったわわわわけでありますけれどもけでありますけれどもけでありますけれどもけでありますけれども、、、、○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員我我我我 々々々々のののの身身身身のののの回回回回りでりでりでりで起起起起こっておるこっておるこっておるこっておる軽微軽微軽微軽微ないろいろなないろいろなないろいろなないろいろなひひひひったくりったくりったくりったくり、、、、車車車車上上上上ねねねねらいらいらいらい等等等等々、々、々、々、そういうそういうそういうそういう事事事事件件件件がががが非常非常非常非常にににに起起起起こっておってこっておってこっておってこっておって、、、、それのそれのそれのそれの検挙率検挙率検挙率検挙率はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか上上上上回回回回っておらないとっておらないとっておらないとっておらないと。。。。昨日昨日昨日昨日、、、、一一一一昨昨昨昨日日日日ももももデデデデーーーータタタタをををを出出出出してしてしてして申申申申しししし上上上上げてげてげてげて、、、、重重重重複複複複はははは避避避避けますがけますがけますがけますが、、、、そういうそういうそういうそういう問問問問題題題題をををを解決解決解決解決するたするたするたするためめめめにもにもにもにも、、、、
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そしてまたこのそしてまたこのそしてまたこのそしてまたこの数数数数値値値値をををを見見見見てもてもてもても、、、、５５５５９６９６９６９６人人人人というのはというのはというのはというのはややややはりはりはりはり警察警察警察警察官官官官にににに負担負担負担負担をかけておるとをかけておるとをかけておるとをかけておると。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、車両車両車両車両についてはについてはについてはについては県県県県費費費費がががが投投投投入入入入されているのだからされているのだからされているのだからされているのだから、、、、人件費人件費人件費人件費についてもについてもについてもについても当然当然当然当然ごごごご相談相談相談相談ををををなされるとなされるとなされるとなされるとききききにににに来来来来ておるのではないかということでておるのではないかということでておるのではないかということでておるのではないかということで、、、、今今今今のごのごのごのご答弁答弁答弁答弁でででで、、、、知事知事知事知事とととと警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長ととととがよくごがよくごがよくごがよくご相談相談相談相談をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて、、、、車両車両車両車両並並並並みみみみにににに人件費人件費人件費人件費もももも県県県県費費費費支支支支出出出出がでがでがでができきききるるるる日日日日をををを楽楽楽楽ししししみみみみにおにおにおにお待待待待ちをちをちをちをいたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう回回回回答結答結答結答結構構構構ですですですです。。。。日中関係日中関係日中関係日中関係ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、知事知事知事知事はははは海海海海上上上上保保保保安安安安庁庁庁庁長長長長官官官官等等等等々々々々をををを歴歴歴歴任任任任されたされたされたされたプロプロプロプロでございますのででございますのででございますのででございますので、、、、地地地地方方方方政政政政府間府間府間府間のののの交交交交流流流流というのはというのはというのはというのは、、、、もうもうもうもう当然当然当然当然必必必必要要要要でありでありでありであり、、、、これからどこれからどこれからどこれからどんんんんどどどどんやんやんやんやっていくっていくっていくっていくわわわわけでけでけでけでございますがございますがございますがございますが、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが再再再再三起三起三起三起こればこればこればこれば、、、、そのそのそのその都度都度都度都度、、、、主主主主催催催催者者者者側側側側はははは困惑困惑困惑困惑をすることはをすることはをすることはをすることは事事事事実実実実ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは日中友日中友日中友日中友好好好好とかとかとかとか、、、、東東東東アジアアジアアジアアジア全体全体全体全体のことですけれどものことですけれどものことですけれどものことですけれども、、、、ややややはりはりはりはり今今今今、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県がががが中中中中国国国国やややや韓韓韓韓国国国国からのからのからのからの観光観光観光観光客客客客をををを日本日本日本日本にににに来来来来てもらうということでてもらうということでてもらうということでてもらうということで知事知事知事知事はははは本本本本当当当当にににに一生懸一生懸一生懸一生懸命命命命おおおおややややりになりになりになりになってってってって、、、、知事知事知事知事になってからもになってからもになってからもになってからも海外海外海外海外渡航渡航渡航渡航もももも７７７７回回回回ぐぐぐぐらいではないですからいではないですからいではないですからいではないですか。。。。海外海外海外海外をををを飛飛飛飛びびびび回回回回ってってってってややややっっっっていただいとるていただいとるていただいとるていただいとるわわわわけですけですけですけです。。。。ややややはりはりはりはり地地地地方方方方政政政政府間府間府間府間でもでもでもでも信頼信頼信頼信頼関係関係関係関係はあるのだとはあるのだとはあるのだとはあるのだと、、、、全全全全くそのとおりくそのとおりくそのとおりくそのとおりだとだとだとだと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。しかししかししかししかし、、、、国国国国とととと国国国国とのとのとのとの関係関係関係関係になればどうしてもでになればどうしてもでになればどうしてもでになればどうしてもでききききがたいがたいがたいがたい垣根垣根垣根垣根がでがでがでができきききてくてくてくてくるとるとるとると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そそそそんんんんなななな場場場場合合合合にににに、、、、知事知事知事知事はははは地地地地方方方方政政政政府間府間府間府間のののの信頼信頼信頼信頼だけでだけでだけでだけで、、、、これからもこれからもこれからもこれからも起起起起こるであこるであこるであこるであろうろうろうろう日中日中日中日中、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは日日日日韓韓韓韓などなどなどなど、、、、日日日日韓韓韓韓でもでもでもでも戦戦戦戦後後後後のののの歴史歴史歴史歴史問問問問題題題題、、、、いろいろあるいろいろあるいろいろあるいろいろあるわわわわけですけですけですけです。。。。そそそそんんんんななななととととききききににににぐぐぐぐらつかないらつかないらつかないらつかない地地地地方方方方政政政政府間府間府間府間のののの信頼信頼信頼信頼関係関係関係関係をををを構構構構築築築築するたするたするたするためめめめにもにもにもにも、、、、ややややはりはりはりはり今今今今回起回起回起回起こったことこったことこったことこったことももももききききちっとちっとちっとちっと地地地地方方方方政政政政府間府間府間府間でででで、、、、例例例例ええええばばばば西西西西安安安安市市市市とととと話話話話しししし合合合合いをするということがいをするということがいをするということがいをするということが大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思うのでうのでうのでうのですすすす。。。。だからだからだからだから、、、、きょきょきょきょうのうのうのうの答弁答弁答弁答弁でもでもでもでもややややっておるのだということをっておるのだということをっておるのだということをっておるのだということを聞聞聞聞いていていていて安安安安心心心心はしておるはしておるはしておるはしておるわわわわけでけでけでけでございますけれどもございますけれどもございますけれどもございますけれども、、、、引引引引きききき続続続続ききききそういうことをそういうことをそういうことをそういうことをききききちっとちっとちっとちっと地地地地方方方方政政政政府同府同府同府同士士士士でででで構構構構築築築築をしていくこをしていくこをしていくこをしていくことがとがとがとが将将将将来来来来のののの日中日中日中日中、、、、日日日日韓韓韓韓をををを含含含含めめめめたいろいろなたいろいろなたいろいろなたいろいろな外交外交外交外交のののの基基基基本本本本ではないかというではないかというではないかというではないかという、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで地地地地方方方方政政政政府府府府のののの役割役割役割役割もこれからますますもこれからますますもこれからますますもこれからますます重要重要重要重要になってくるのではないかというになってくるのではないかというになってくるのではないかというになってくるのではないかという観点観点観点観点からからからから申申申申しししし上上上上げておりますのでげておりますのでげておりますのでげておりますので、、、、所所所所感感感感があればおがあればおがあればおがあればお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。第第第第３３３３点目点目点目点目はははは、、、、観光観光観光観光ですですですです。。。。中中中中南南南南和和和和のののの振興振興振興振興ということでということでということでということで、、、、農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所、、、、今今今今のののの知事知事知事知事のののの答弁答弁答弁答弁でででで、、、、大大大大型型型型農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所はははは奈奈奈奈良県良県良県良県にないのでにないのでにないのでにないので、、、、大大大大型型型型農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所をつくってをつくってをつくってをつくって多多多多くのくのくのくの人人人人にににに来来来来てもらてもらてもらてもらいたいいたいいたいいたい。。。。むむむむしろこのしろこのしろこのしろこの２４２４２４２４あるあるあるある協協協協定定定定直売所直売所直売所直売所をさらにさらにをさらにさらにをさらにさらにをさらにさらに広広広広げてげてげてげて３９３９３９３９市市市市町町町町村村村村にににに細細細細かくかくかくかく、、、、今今今今ででででもももも青空青空青空青空市場市場市場市場とかいろいろあるとかいろいろあるとかいろいろあるとかいろいろあるわわわわけですからけですからけですからけですから、、、、そこにそこにそこにそこに助助助助成成成成なりなりなりなり人人人人をををを送送送送ってってってって、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを充充充充実強実強実強実強化化化化していってしていってしていってしていって県下県下県下県下各各各各地地地地でででで農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所がががが機機機機能能能能してしてしてして生生生生産者産者産者産者にとってもにとってもにとってもにとってもメリメリメリメリットットットットがあるがあるがあるがある、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた消消消消費費費費者者者者にとってもにとってもにとってもにとってもメリメリメリメリットットットットがあるがあるがあるがある。。。。だからだからだからだから、、、、大大大大型型型型のののの農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所をつくるよりをつくるよりをつくるよりをつくるよりももももむむむむしろしろしろしろ県県県県ががががややややったったったった協協協協定定定定直売所直売所直売所直売所にさらににさらににさらににさらに力力力力をををを入入入入れてれてれてれて、、、、これをこれをこれをこれを普普普普及及及及していくことのしていくことのしていくことのしていくことの方方方方ががががメリメリメリメリットットットットがあるのではないかということでがあるのではないかということでがあるのではないかということでがあるのではないかということで申申申申しししし上上上上げたげたげたげたわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。だからだからだからだから、、、、これがこれがこれがこれが大手大手大手大手
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株式株式株式株式会会会会社社社社、、、、スーパースーパースーパースーパーとかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう企業企業企業企業がががが大大大大型型型型農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所にににに入入入入ってってってってききききたとたとたとたとききききにににに、、、、現実現実現実現実にににに生生生生産農家産農家産農家産農家とかとかとかとか出出出出荷荷荷荷するするするする農家農家農家農家のののの経済経済経済経済的的的的なななな実入実入実入実入りなりりなりりなりりなり収収収収入入入入ががががアップアップアップアップするのかするのかするのかするのか、、、、これとはまたこれとはまたこれとはまたこれとはまた別別別別ですですですです。。。。消消消消費費費費者者者者にとってにとってにとってにとって立場立場立場立場のいいものとのいいものとのいいものとのいいものと、、、、今度今度今度今度はははは生生生生産者産者産者産者にとってにとってにとってにとって大大大大型型型型のののの農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所、、、、そそそそれもれもれもれも株式株式株式株式会会会会社社社社とかそういうところがとかそういうところがとかそういうところがとかそういうところが来来来来たとたとたとたとききききにににに果果果果たしてたしてたしてたして生生生生産者産者産者産者のののの立場立場立場立場がががが守守守守られるかといられるかといられるかといられるかといええええばばばば、、、、これはこれはこれはこれは別別別別問問問問題題題題だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、大大大大型型型型農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所よりもこのよりもこのよりもこのよりもこの協協協協定定定定直売直売直売直売所所所所をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん広広広広げることのげることのげることのげることの方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思っているのでっているのでっているのでっているので、、、、このことについてこのことについてこのことについてこのことについて所所所所感感感感があればおがあればおがあればおがあればお願願願願いをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと最最最最後後後後にににに、、、、観光案観光案観光案観光案内所内所内所内所ですですですです。。。。言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県はははは全全全全国国国国にないものばかりでにないものばかりでにないものばかりでにないものばかりですすすす。。。。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上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、このこのこのこの耳耳耳耳成成成成高校跡高校跡高校跡高校跡地地地地はははは本本本本当当当当にににに絶絶絶絶好好好好のののの位置位置位置位置どりなのですどりなのですどりなのですどりなのです。。。。中中中中和和和和幹幹幹幹線線線線もありますけれどももありますけれどももありますけれどももありますけれども、、、、全全全全国国国国にににに奈奈奈奈良県良県良県良県しかないものがしかないものがしかないものがしかないものが至至至至るところにあるところなのでるところにあるところなのでるところにあるところなのでるところにあるところなのですすすす。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、観光案観光案観光案観光案内所内所内所内所といといといといええええばばばば、、、、パンパンパンパンフレフレフレフレットットットットをつくるをつくるをつくるをつくる。。。。県県県県もいろいろなもいろいろなもいろいろなもいろいろなパンパンパンパンフレフレフレフレットットットットやややや旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社やややや、、、、どこどこにどこどこにどこどこにどこどこに何何何何があるがあるがあるがある、、、、いろいろなことをいろいろなことをいろいろなことをいろいろなことをややややっているっているっているっているわわわわけですけですけですけです。。。。だからだからだからだから、、、、観観観観光案光案光案光案内所内所内所内所というというというという、、、、そういうそういうそういうそういう概概概概念念念念把握把握把握把握ではなくではなくではなくではなく、、、、観光観光観光観光をををを振興振興振興振興するするするする拠拠拠拠点点点点がこのがこのがこのがこの耳耳耳耳成成成成高校跡高校跡高校跡高校跡地地地地でででであるとあるとあるとあると、、、、それでそれでそれでそれで奈奈奈奈良県良県良県良県にはこれこれにはこれこれにはこれこれにはこれこれ東東東東大大大大寺寺寺寺があるがあるがあるがある、、、、大大大大仏仏仏仏ささささんんんんがあるとかがあるとかがあるとかがあるとか、、、、そそそそんんんんなものはもなものはもなものはもなものはもうううう全全全全国国国国にににに知知知知れれれれ渡渡渡渡っているっているっているっているわわわわけでけでけでけで、、、、そういうことではなくてそういうことではなくてそういうことではなくてそういうことではなくて、、、、目目目目にににに見見見見ええええるものでなくてるものでなくてるものでなくてるものでなくて、、、、目目目目にににに見見見見ええええないものをないものをないものをないものを体体体体感感感感ででででききききるるるる、、、、例例例例ええええばばばば今今今今、、、、平城宮平城宮平城宮平城宮跡跡跡跡でででで遣唐使遣唐使遣唐使遣唐使船船船船をあそこにをあそこにをあそこにをあそこに行行行行ってあのってあのってあのってあのビデビデビデビデオオオオをををを見見見見ればればればれば、、、、天天天天のののの原原原原ふふふふりさけりさけりさけりさけ見見見見ればればればれば春春春春日日日日なるなるなるなる三三三三笠笠笠笠のののの山山山山にいでしにいでしにいでしにいでし月月月月かもかもかもかも、、、、こういうこういうこういうこういう当時当時当時当時のののの遣遣遣遣唐使唐使唐使唐使船船船船のののの苦労苦労苦労苦労がががが体体体体感感感感ででででききききるるるるわわわわけですけですけですけです。。。。タイタイタイタイムムムムススススリリリリップップップップででででききききるるるるわわわわけですけですけですけです。。。。だからだからだからだから、、、、神社神社神社神社仏仏仏仏閣閣閣閣、、、、古墳古墳古墳古墳、、、、いろいろなものがいろいろなものがいろいろなものがいろいろなものが奈奈奈奈良県良県良県良県にあるにあるにあるにあるわわわわけけけけややややけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを体体体体感感感感ででででききききるるるる、、、、歴史歴史歴史歴史にににに思思思思いをいをいをいを寄寄寄寄せせせせ日本日本日本日本人人人人のののの生生生生成成成成のののの生生生生いいいい立立立立ちをちをちをちを体体体体感感感感ででででききききるるるる場場場場をををを、、、、そこそこそこそこへへへへ来来来来たたたた人人人人がそこでがそこでがそこでがそこで奈奈奈奈良県良県良県良県のののの歴史歴史歴史歴史なりをなりをなりをなりを体体体体感感感感ででででききききるるるる、、、、そういうそういうそういうそういう観光観光観光観光ををををポストポストポストポスト平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都１３００１３００１３００１３００年年年年祭祭祭祭のののの奈奈奈奈良県良県良県良県のののの観光観光観光観光のののの目目目目玉玉玉玉としてとしてとしてとして考考考考ええええてもらいたいてもらいたいてもらいたいてもらいたい。。。。そのそのそのその心心心心はははは何何何何かかかか。。。。大和大和大和大和王権王権王権王権ですですですです。。。。７７７７１２１２１２１２年年年年のののの古古古古事記事記事記事記のののの編編編編ささささんんんん、、、、そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、歴史歴史歴史歴史がががが始始始始まってまってまってまって、、、、２２２２世紀世紀世紀世紀中中中中ごろにごろにごろにごろに本本本本格格格格的的的的なななな政政政政権権権権がでがでがでができきききたたたた （（（（発言発言発言発言するするするする者者者者ああああ。。。。りりりり））））いいいいやややや、、、、だからだからだからだから、、、、そういうものをつくるそういうものをつくるそういうものをつくるそういうものをつくる、、、、そういうそういうそういうそういう受受受受けけけけ皿皿皿皿をこのをこのをこのをこの耳耳耳耳成成成成高校跡高校跡高校跡高校跡地地地地にににに、、、、観光観光観光観光案案案案内所内所内所内所というというというという名名名名前前前前ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、もっといもっといもっといもっといええええばばばば古古古古代代代代のののの歴史歴史歴史歴史をををを体体体体感感感感ででででききききるるるる、、、、日本日本日本日本人人人人ののののルールールールーツツツツをををを体体体体感感感感ででででききききるるるる、、、、このようなこのようなこのようなこのような奈奈奈奈良良良良のののの観光観光観光観光ををををアアアアピピピピールールールールするするするする場所場所場所場所にこれをしてもらいたいとにこれをしてもらいたいとにこれをしてもらいたいとにこれをしてもらいたいと、、、、すべすべすべすべききききであるというのがであるというのがであるというのがであるというのが私私私私のののの意意意意見見見見ですですですです。。。。このことについてこのことについてこのことについてこのことについて、、、、単単単単なるなるなるなるパンパンパンパンフレフレフレフレットットットットをををを置置置置いておっいておっいておっいておってててて、、、、ババババススススがががが来来来来てててて、、、、何何何何もももも中中中中南南南南和和和和のあののあののあののあの場所場所場所場所をををを、、、、中中中中南南南南和和和和のののの振興振興振興振興ではではではでは、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県のののの文化文化文化文化、、、、観光観光観光観光のののの発発発発信信信信のののの地地地地をををを耳耳耳耳成成成成高校跡高校跡高校跡高校跡地地地地ににににややややってもらうってもらうってもらうってもらう、、、、そういうそういうそういうそういう器器器器づくりでありづくりでありづくりでありづくりであり、、、、構構構構想想想想をでをでをでをでききききればというればというればというればということでことでことでことで意意意意見見見見をおをおをおをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。以上以上以上以上でででで終終終終わわわわりますりますりますります。。。。
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ででででききききるだけるだけるだけるだけ簡潔簡潔簡潔簡潔におにおにおにお答答答答ええええしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、東東東東アジアアジアアジアアジアのののの発発発発展展展展のたのたのたのためめめめのののの所所所所見見見見○○○○荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事ということでございますがということでございますがということでございますがということでございますが、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げましたようなことでございますがげましたようなことでございますがげましたようなことでございますがげましたようなことでございますが、、、、ややややはりはりはりはり顔顔顔顔をををを合合合合わせわせわせわせてててて意意意意見見見見をををを交交交交換換換換するというのがするというのがするというのがするというのが大事大事大事大事かとかとかとかと思思思思いましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、中国中国中国中国のののの地地地地方方方方政政政政府府府府のおつのおつのおつのおつきききき合合合合いはいはいはいは国国国国とのおつとのおつとのおつとのおつきききき合合合合いといといといと違違違違ってってってってぶぶぶぶれないとれないとれないとれないと、、、、勝勝勝勝手手手手におつにおつにおつにおつきききき合合合合いでいでいでいでききききるというるというるというるというメリメリメリメリットットットットをををを唱唱唱唱道道道道しているしているしているしているわわわわけでけでけでけで、、、、日本日本日本日本はははは国国国国がどがどがどがどんんんんなななな国国国国とけとけとけとけんんんんかしようとかしようとかしようとかしようと地地地地方方方方政政政政府府府府はあそことはあそことはあそことはあそこと仲仲仲仲よくすよくすよくすよくするといったらるといったらるといったらるといったら通通通通るるるる国国国国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、、、、中国中国中国中国はまだそこまでいっていないとはまだそこまでいっていないとはまだそこまでいっていないとはまだそこまでいっていないと、、、、中国中国中国中国共共共共産産産産党党党党のののの中中中中でででで大大大大ききききなななな統統統統制制制制がががが地地地地方方方方までまでまでまで及及及及んんんんでいるということになるとでいるということになるとでいるということになるとでいるということになると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このようなこのようなこのようなこのような国国国国のののの主主主主権権権権のののの係係係係るものでもるものでもるものでもるものでも地地地地方方方方政政政政府府府府がががが自自自自由由由由にににに往往往往来来来来ででででききききるるるる国国国国になるかどうかがになるかどうかがになるかどうかがになるかどうかが中国中国中国中国のののの民民民民主主主主化化化化のののの一一一一つのつのつのつの大大大大ききききなななな試金試金試金試金石石石石ではないかともではないかともではないかともではないかとも見見見見られるとられるとられるとられると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、このようなこのようなこのようなこのような会合会合会合会合ののののテテテテススススタタタターーーーとしてとしてとしてとしてのののの意味意味意味意味もまだあろうかともまだあろうかともまだあろうかともまだあろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。２２２２つつつつ目目目目のののの大大大大型型型型農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所はははは小小小小型型型型農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所ととととババババッッッッティティティティンンンンググググするとはおっしするとはおっしするとはおっしするとはおっしゃゃゃゃいまいまいまいませせせせんんんんでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、そのようなそのようなそのようなそのような、、、、小小小小型型型型農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所にににに力力力力をををを入入入入れたらどうかということですがれたらどうかということですがれたらどうかということですがれたらどうかということですが、、、、ここここれはれはれはれは両方両方両方両方にににに力力力力をををを入入入入れるれるれるれる値値値値打打打打ちがあろうかとちがあろうかとちがあろうかとちがあろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。一一一一つはつはつはつはモデモデモデモデルルルルになるということになるということになるということになるということ、、、、大大大大型型型型農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所といってもといってもといってもといっても直売所直売所直売所直売所でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、生生生生産者産者産者産者がががが来来来来るるるる直売所直売所直売所直売所でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、例例例例ええええばばばば農産農産農産農産物物物物ののののモモモモールールールールとかとかとかとかアアアアウウウウトトトトレレレレットットットットというようなというようなというようなというようなイメイメイメイメージージージージがががが想想想想像像像像ででででききききますますますます。。。。ファファファファーーーーママママーーーーズマズマズマズマーケットーケットーケットーケットというのもいろいろなというのもいろいろなというのもいろいろなというのもいろいろな直売所直売所直売所直売所がががが同同同同じじじじ場所場所場所場所にににに非常非常非常非常にににに格好格好格好格好よくあるというようよくあるというようよくあるというようよくあるというようななななイメイメイメイメージージージージのののの方方方方がががが、、、、大大大大型型型型農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所というのにというのにというのにというのにふふふふささささわわわわしいしいしいしいイメイメイメイメージージージージだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのそのようなことをようなことをようなことをようなことを志志志志向向向向しているしているしているしているわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、場所場所場所場所はははは大大大大型型型型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、、、、地域地域地域地域のののの農産農産農産農産物直売所物直売所物直売所物直売所ののののアンアンアンアンテナテナテナテナショップショップショップショップ、、、、出出出出店店店店ということはということはということはということはむむむむしろしろしろしろ普通普通普通普通のことかとのことかとのことかとのことかと思思思思いますいますいますいます。。。。スーパスーパスーパスーパーーーーのようなのようなのようなのような形形形形にはならないとにはならないとにはならないとにはならないと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの観光観光観光観光のののの拠拠拠拠点点点点ということでございますがということでございますがということでございますがということでございますが、、、、あそこまであそこまであそこまであそこまで来来来来てててて、、、、飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥とかとかとかとか桜桜桜桜井井井井のののの大大大大ききききななななゲゲゲゲートートートートウエウエウエウエーーーーになるとになるとになるとになると思思思思いますいますいますいます。。。。あそこであそこであそこであそこで桜桜桜桜井井井井のののの歴史歴史歴史歴史をををを見見見見たといってたといってたといってたといって帰帰帰帰ってもらうのってもらうのってもらうのってもらうのははははむむむむしろしろしろしろ残残残残念念念念でございますでございますでございますでございます。。。。あそこにあそこにあそこにあそこに来来来来てててて、、、、さらにさらにさらにさらにわわわわかったかったかったかった、、、、行行行行くよというくよというくよというくよというふふふふうになったうになったうになったうになった方方方方がいいかとがいいかとがいいかとがいいかと思思思思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、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと委員委員委員委員とととと意意意意見見見見がががが違違違違うううう面面面面、、、、多多多多少少少少あろうかとあろうかとあろうかとあろうかと思思思思いますいますいますいますがががが、、、、それはそれはそれはそれは桜桜桜桜井井井井のののの例例例例ええええばばばば５５５５５５５５２２２２年年年年、、、、５５５５３８３８３８３８年年年年、、、、欽欽欽欽明明明明天皇天皇天皇天皇のののの仏仏仏仏教教教教伝伝伝伝来来来来というのはというのはというのはというのは金屋金屋金屋金屋ののののＪＪＪＪＡＡＡＡのあるようなところでのあるようなところでのあるようなところでのあるようなところで金刺金刺金刺金刺宮宮宮宮があったとがあったとがあったとがあったと言言言言わわわわれておりますがれておりますがれておりますがれておりますが、、、、そのようなことはそのようなことはそのようなことはそのようなことは仏仏仏仏教教教教がががが初初初初めめめめてててて来来来来たたたた地地地地ということをということをということをということを例例例例ええええばばばば言言言言うとすればどこなのかというとそのうとすればどこなのかというとそのうとすればどこなのかというとそのうとすればどこなのかというとその先先先先のののの金屋金屋金屋金屋だとだとだとだと案案案案内内内内すすすするというのがるというのがるというのがるというのが観光案観光案観光案観光案内所内所内所内所のののの大大大大ききききなななな機機機機能能能能でございますでございますでございますでございます。。。。そういうそういうそういうそういう機機機機能能能能はまだはまだはまだはまだ奈奈奈奈良県良県良県良県全体全体全体全体としとしとしとしてててて持持持持っておりまっておりまっておりまっておりませんせんせんせん。。。。歴史歴史歴史歴史はははは目目目目にににに見見見見ええええないものでございますがないものでございますがないものでございますがないものでございますが、、、、現現現現地地地地にににに行行行行ってってってって、、、、歴史歴史歴史歴史をををを体体体体感感感感するというのはでするというのはでするというのはでするというのはでききききるだけるだけるだけるだけ現現現現地地地地にににに行行行行ってもらうというってもらうというってもらうというってもらうという方向方向方向方向でででで観光案観光案観光案観光案内内内内がでがでがでができきききたらとたらとたらとたらと思思思思っっっっ
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ておりますておりますておりますております。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会にににに対対対対しししし要要要要望望望望ささささせせせせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと存存存存じじじじますますますます。。。。○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員岡本公安委員長岡本公安委員長岡本公安委員長岡本公安委員長におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、余余余余りにもりにもりにもりにも急急急急なななな予予予予算算算算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会へへへへのののの招聘招聘招聘招聘でございでございでございでございましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、ごごごご理理理理解解解解をいただをいただをいただをいただきききき、、、、大大大大変変変変ごごごご多多多多用用用用のののの中中中中、、、、予予予予算算算算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会にごにごにごにご出席出席出席出席をををを賜賜賜賜りましたりましたりましたりました。。。。心心心心からからからから感感感感謝謝謝謝申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。わわわわざざざざわわわわざこのたざこのたざこのたざこのたびびびびのののの予予予予算算算算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会にににに公安委員長公安委員長公安委員長公安委員長みみみみずからごずからごずからごずからご出席出席出席出席をををを賜賜賜賜ったったったった理理理理由由由由はははは、、、、某某某某パパパパチチチチンコンコンコンコ店店店店のののの風俗営風俗営風俗営風俗営業業業業のののの規規規規制制制制及及及及びびびび業務業務業務業務のののの適適適適正化正化正化正化にににに関関関関するするするする法律法律法律法律、、、、そのそのそのその許許許許認認認認可可可可についてについてについてについて直接直接直接直接、、、、このこのこのこの予予予予算算算算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会のののの場場場場でででで要要要要望望望望ささささせせせせていただていただていただていただききききたかったからでございますたかったからでございますたかったからでございますたかったからでございます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、本本本本論論論論にににに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、まずおまずおまずおまずお手元手元手元手元にににに３３３３枚枚枚枚のののの資料資料資料資料をををを配配配配ららららせせせせていただいていただいていただいていただいておりますておりますておりますております。。。。知事知事知事知事にもにもにもにも配配配配ららららせせせせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。これはこれはこれはこれは昨日昨日昨日昨日のののの予予予予算算算算審査審査審査審査特特特特別別別別委員委員委員委員並並並並びびびびにににに警察本部警察本部警察本部警察本部やややや理事者理事者理事者理事者側側側側のののの皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお配配配配りしたものでありますりしたものでありますりしたものでありますりしたものであります。。。。既既既既にににに警察警察警察警察当当当当局局局局からからからから説説説説明明明明はあはあはあはあったとったとったとったと思思思思わわわわれますけれどもれますけれどもれますけれどもれますけれども、、、、改改改改めめめめてててて手手手手短短短短にににに説説説説明明明明をさをさをさをさせせせせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、これはこれはこれはこれは風俗営風俗営風俗営風俗営業等業等業等業等のののの規規規規制制制制及及及及びびびび業務業務業務業務のののの適適適適正化等正化等正化等正化等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる風営法風営法風営法風営法ですですですです。。。。風営法風営法風営法風営法のののの解解解解釈運釈運釈運釈運用用用用基基基基準準準準でありますでありますでありますであります。。。。１１１１枚枚枚枚目目目目にはにはにはには解解解解釈運釈運釈運釈運用用用用基基基基準準準準のののの前前前前文文文文といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、前前前前説説説説のののの部部部部分分分分がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、アンアンアンアンダダダダーーーーライライライラインンンンをををを引引引引いておるところをちいておるところをちいておるところをちいておるところをちょょょょっとっとっとっと読読読読まままませせせせていただていただていただていただききききまままますとすとすとすと、、、、風俗営風俗営風俗営風俗営業等業等業等業等のののの規規規規制制制制及及及及びびびび業務業務業務業務のののの適適適適正化等正化等正化等正化等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの円円円円滑滑滑滑かつかつかつかつ適適適適切切切切なななな施施施施行行行行をををを図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、風俗営風俗営風俗営風俗営業等業等業等業等のののの規規規規制制制制及及及及びびびび業務業務業務業務のののの適適適適正化等正化等正化等正化等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律等等等等のののの解解解解釈運釈運釈運釈運用用用用基基基基準準準準についてにについてにについてにについてに必必必必要要要要事事事事項項項項をををを加加加加ええええ、、、、新新新新たにたにたにたに別別別別添添添添のとおりのとおりのとおりのとおり定定定定めめめめたのでたのでたのでたので、、、、部部部部内内内内はもとよりはもとよりはもとよりはもとより営営営営業者等業者等業者等業者等にもにもにもにも周周周周知知知知のののの上上上上、、、、同同同同法法法法のののの解解解解釈釈釈釈及及及及びびびび運運運運用用用用にににに遺遺遺遺憾憾憾憾のないようにされたいのないようにされたいのないようにされたいのないようにされたい。。。。これがこれがこれがこれが平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年１１１１月月月月２２２２２２２２日日日日にににに警察警察警察警察庁生庁生庁生庁生活安活安活安活安全全全全局長局長局長局長からからからから各各各各都道都道都道都道府府府府県警察県警察県警察県警察のののの長長長長、、、、これはこれはこれはこれは恐恐恐恐らくらくらくらく警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長のことだとのことだとのことだとのことだと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、各各各各地地地地方方方方機関機関機関機関のののの長長長長、、、、これこれこれこれ、、、、各各各各地地地地方方方方機関機関機関機関のののの長長長長というとというとというとというと公安委員長公安委員長公安委員長公安委員長のことですかのことですかのことですかのことですか。。。。ではないのですではないのですではないのですではないのですかかかか。。。。一一一一応応応応このあてこのあてこのあてこのあて名名名名でででで通通通通達達達達がががが流流流流されているされているされているされているわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。２２２２枚枚枚枚目目目目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、、、、ここにはここにはここにはここには、、、、非常非常非常非常にににに肝肝肝肝心心心心なところでございましてなところでございましてなところでございましてなところでございまして、、、、第第第第１１１１１１１１条条条条のののの２２２２項項項項でございますでございますでございますでございます。。。。そこをそこをそこをそこを読読読読みみみみますとますとますとますと、、、、営営営営業業業業所所所所のののの意意意意義義義義。。。。営営営営業業業業所所所所とはとはとはとは、、、、駐駐駐駐車場車場車場車場、、、、庭等庭等庭等庭等であってであってであってであってもももも、、、、社社社社会会会会通通通通念上念上念上念上当当当当該建該建該建該建物物物物とととと一体一体一体一体とととと見見見見られられられられ、、、、専専専専らららら当当当当該営該営該営該営業業業業のののの用用用用にににに供供供供されるされるされるされる施施施施設設設設であればであればであればであれば、、、、営営営営業業業業所所所所にににに含含含含まれるものとまれるものとまれるものとまれるものと解解解解するするするする。。。。専専専専らららら社社社社会会会会通通通通念上念上念上念上建建建建物物物物のののの一体一体一体一体とととと見見見見られられられられ、、、、営営営営業業業業のののの用用用用にににに供供供供されるされるされるされる施施施施設設設設であればであればであればであれば営営営営業業業業所所所所にににに含含含含まれるものとまれるものとまれるものとまれるものと解解解解するとするとするとすると、、、、このようにこのようにこのようにこのように明明明明快快快快にににに書書書書かれているかれているかれているかれているわわわわけでごけでごけでごけでございますざいますざいますざいます。。。。３３３３枚枚枚枚目目目目がががが平平平平面図面図面図面図でございますでございますでございますでございます。。。。これはこれはこれはこれはパパパパチチチチンコンコンコンコ店店店店側側側側からからからから地元地元地元地元住住住住民民民民にににに説説説説明明明明されたとされたとされたとされたとききききのののの資資資資料料料料でございますでございますでございますでございます。。。。ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県条条条条例例例例ではではではでは保保保保護施護施護施護施設設設設からからからから周囲周囲周囲周囲１００１００１００１００メメメメートルートルートルートルのののの地地地地
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域域域域ではではではでは風俗営風俗営風俗営風俗営業業業業をををを営営営営めめめめないとされておりましてないとされておりましてないとされておりましてないとされておりまして、、、、これはこれはこれはこれは済済済済生生生生会会会会病院病院病院病院でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、済済済済生生生生会会会会病院病院病院病院のののの駐駐駐駐車場車場車場車場のののの端端端端からからからから１００１００１００１００メメメメートルートルートルートルのののの円円円円がががが描描描描かれているかれているかれているかれているわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。ちなちなちなちなみみみみにこにこにこにこののののパパパパチチチチンコンコンコンコ店店店店、、、、これはこれはこれはこれは周周周周りのりのりのりの環境環境環境環境をををを考考考考慮慮慮慮しますとしますとしますとしますと、、、、まさしくこのまさしくこのまさしくこのまさしくこのパパパパチチチチンコンコンコンコ店店店店はははは郊郊郊郊外外外外型型型型とととと位位位位置置置置づけることがでづけることがでづけることがでづけることができきききるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこのパパパパチチチチンコンコンコンコ店店店店ののののパパパパチチチチンコンコンコンコ台台台台数数数数、、、、これもこれもこれもこれも聞聞聞聞きききき及及及及びびびびますますますますとととと六百六百六百六百数数数数十台十台十台十台にもにもにもにも及及及及ぶぶぶぶそうでありますそうでありますそうでありますそうであります。。。。これだけのこれだけのこれだけのこれだけのパパパパチチチチンコンコンコンコ台台台台数数数数をををを抱抱抱抱ええええるるるる店舗店舗店舗店舗でありますでありますでありますでありますからからからから、、、、しかもしかもしかもしかも郊郊郊郊外外外外型型型型ということをということをということをということを考考考考慮慮慮慮しますとしますとしますとしますと、、、、相当数相当数相当数相当数のののの車車車車がとがとがとがとめめめめられるだけのられるだけのられるだけのられるだけの駐駐駐駐車場車場車場車場がががが必必必必要要要要となるとなるとなるとなるわわわわけでありますけでありますけでありますけであります。。。。このこのこのこの平平平平面図面図面図面図をををを見見見見てもてもてもてもわわわわかるようにかるようにかるようにかるように、、、、当然当然当然当然これだけのこれだけのこれだけのこれだけの駐駐駐駐車場車場車場車場をををを確確確確保保保保しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない、、、、パパパパチチチチンコンコンコンコ店店店店ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは平平平平面図面図面図面図ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、平平平平面面面面でこのでこのでこのでこの駐駐駐駐車車車車場場場場のののの数数数数をををを勘勘勘勘定定定定しますとしますとしますとしますと、、、、百百百百数数数数十台十台十台十台ですですですです。。。。当然当然当然当然これだけではこれだけではこれだけではこれだけでは対対対対応応応応しししし切切切切れないれないれないれない。。。。恐恐恐恐らくらくらくらく何何何何層層層層ににににもももも、、、、２２２２層層層層、、、、３３３３層層層層程度程度程度程度のことはのことはのことはのことは考考考考ええええておられるのでしておられるのでしておられるのでしておられるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。そういったそういったそういったそういった駐駐駐駐車場車場車場車場がでがでがでができきききるよるよるよるようでありますうでありますうでありますうであります。。。。このこのこのこの図図図図をををを見見見見ていただいたらていただいたらていただいたらていただいたらわわわわかるようにかるようにかるようにかるように、、、、１００１００１００１００メメメメートルートルートルートルのののの半半半半円円円円をををを描描描描いているいているいているいているわわわわけであけであけであけでありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、このこのこのこの円円円円内内内内にににに入入入入るのがるのがるのがるのが、、、、これだけのこれだけのこれだけのこれだけの駐駐駐駐車場車場車場車場があるがあるがあるがあるわわわわけですけですけですけです。。。。当然当然当然当然、、、、一一一一見見見見ししししてててて風営法風営法風営法風営法違反違反違反違反ではないかとではないかとではないかとではないかと、、、、だれもがそうだれもがそうだれもがそうだれもがそう思思思思ううううわわわわけでございますけれどもけでございますけれどもけでございますけれどもけでございますけれども、、、、ところがところがところがところが、、、、事事事事業者業者業者業者側側側側からはからはからはからは、、、、このこのこのこの１００１００１００１００メメメメートルートルートルートルにかかるにかかるにかかるにかかる駐駐駐駐車場車場車場車場のののの部部部部分分分分はははは別別別別運営運営運営運営だとだとだとだと。。。。別別別別運営運営運営運営だからだからだからだから風風風風営法営法営法営法にはにはにはには抵触抵触抵触抵触しないとしないとしないとしないと主主主主張張張張をされているそうでありますをされているそうでありますをされているそうでありますをされているそうであります。。。。このこのこのこの駐駐駐駐車場車場車場車場がこのがこのがこのがこのパパパパチチチチンコンコンコンコ店店店店のののの専専専専用用用用駐駐駐駐車場車場車場車場にににに当当当当たらないということをたらないということをたらないということをたらないということを主主主主張張張張されていますけれどもされていますけれどもされていますけれどもされていますけれども、、、、これはどうこれはどうこれはどうこれはどう考考考考ええええてもてもてもても、、、、我我我我 々々々々のののの常常常常識論識論識論識論からいうとからいうとからいうとからいうと、、、、まさしくまさしくまさしくまさしくパパパパチチチチンコンコンコンコ店店店店のののの専専専専用用用用駐駐駐駐車場車場車場車場ではないかではないかではないかではないか。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう間間間間違違違違いのないことだといのないことだといのないことだといのないことだと思思思思ううううわわわわけでありますけでありますけでありますけであります。。。。最初最初最初最初にににに申申申申しししし上上上上げたげたげたげた風営法風営法風営法風営法のののの解解解解釈運釈運釈運釈運用用用用基基基基準準準準にもにもにもにも書書書書かかかかれているれているれているれている、、、、このこのこのこの第第第第１１１１１１１１条条条条のののの２２２２項項項項、、、、駐駐駐駐車場車場車場車場であってもであってもであってもであっても社社社社会会会会通通通通念上念上念上念上当当当当該建該建該建該建物物物物とととと一体一体一体一体とととと見見見見られられられられ、、、、専専専専らららら当当当当該営該営該営該営業業業業のののの用用用用にににに供供供供されるされるされるされる施施施施設設設設であればであればであればであれば、、、、営営営営業業業業所所所所にににに含含含含まれるとまれるとまれるとまれると解解解解するということでありするということでありするということでありするということでありますますますます。。。。こういうことでありましてこういうことでありましてこういうことでありましてこういうことでありまして、、、、ででででききききればればればれば所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、実実実実際際際際パパパパチチチチンコンコンコンコ店店店店からからからから申請申請申請申請書書書書類類類類もももも出出出出ていますでしていますでしていますでしていますでしょょょょうしうしうしうし、、、、それについてそれについてそれについてそれについて今今今今後後後後、、、、公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会としてはとしてはとしてはとしては検検検検討討討討されるされるされるされるわわわわけでありますからけでありますからけでありますからけでありますから、、、、そのそのそのその途途途途中中中中経経経経過過過過ということでということでということでということで、、、、今今今今、、、、所所所所見見見見についてはなかなについてはなかなについてはなかなについてはなかなかかかか言言言言ええええないということであればないということであればないということであればないということであれば、、、、それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで結結結結構構構構かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会とはとはとはとは一体一体一体一体何何何何なのかなのかなのかなのか、、、、いまさらながらなのですけれどもいまさらながらなのですけれどもいまさらながらなのですけれどもいまさらながらなのですけれども、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ調調調調べてべてべてべてみみみみましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、１１１１つはつはつはつは戦戦戦戦前前前前、、、、戦戦戦戦中中中中におけるにおけるにおけるにおける特特特特別別別別法法法法におけるにおけるにおけるにおける警察警察警察警察やややや、、、、治治治治安安安安維維維維持持持持法法法法下下下下におけるにおけるにおけるにおける警察警察警察警察とととと、、、、反反反反民民民民主主主主的的的的なななな運営運営運営運営にににに対対対対するするするする反省反省反省反省からからからから生生生生まれたまれたまれたまれた。。。。都道都道都道都道府府府府県公安委員会県公安委員会県公安委員会県公安委員会はははは、、、、都道都道都道都道府府府府県警察県警察県警察県警察のののの管理管理管理管理ををををききききちっとしてちっとしてちっとしてちっとして行行行行うとうとうとうと。。。。これはこれはこれはこれは地地地地方自方自方自方自治治治治法法法法第第第第１８０１８０１８０１８０条条条条のののの９９９９、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは警察警察警察警察法法法法第第第第３８３８３８３８条条条条によってによってによってによって県警察県警察県警察県警察のののの運運運運営営営営をををを管理管理管理管理するするするする権限権限権限権限をををを有有有有するものでするものでするものでするもので、、、、そのそのそのその責責責責任任任任をををを負負負負うのもうのもうのもうのも都道都道都道都道府府府府県公安委員会県公安委員会県公安委員会県公安委員会になっているになっているになっているになっている。。。。
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これまでこれまでこれまでこれまで申申申申しししし上上上上げてげてげてげてききききましたましたましたました風営法風営法風営法風営法にににに関関関関してしてしてして権限権限権限権限もももも、、、、許許許許認認認認可可可可権権権権はははは都道都道都道都道府府府府県公安委員会県公安委員会県公安委員会県公安委員会にににに与与与与ええええられているられているられているられている。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、警察警察警察警察のこののこののこののこの許許許許認認認認可可可可はははは、、、、公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会のののの許可許可許可許可権権権権であるとであるとであるとであると風営法風営法風営法風営法のののの第第第第３３３３条条条条にもにもにもにも規規規規定定定定されているされているされているされているわわわわけでありますけでありますけでありますけであります。。。。もちろもちろもちろもちろんんんん奈奈奈奈良県公安委員会良県公安委員会良県公安委員会良県公安委員会ののののホーホーホーホームペムペムペムページージージージもももも開開開開いていていていてみみみみましたましたましたました。。。。そこにはそこにはそこにはそこには奈奈奈奈良県公安委員会良県公安委員会良県公安委員会良県公安委員会のののの紹介紹介紹介紹介としてとしてとしてとして、、、、このこのこのこの制度制度制度制度はははは県民県民県民県民のののの良良良良識識識識をををを代表代表代表代表すすすするるるる者者者者がががが警察警察警察警察をををを管理管理管理管理することによりすることによりすることによりすることにより警察行政警察行政警察行政警察行政のののの民民民民主主主主的管理的管理的管理的管理とととと政政政政治治治治的中的中的中的中立立立立性性性性のののの確確確確保保保保をををを図図図図ろうとろうとろうとろうとするものですとするものですとするものですとするものですと、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた奈奈奈奈良県公安委員会良県公安委員会良県公安委員会良県公安委員会はははは奈奈奈奈良県民良県民良県民良県民のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが安安安安全全全全でででで安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮ららららせせせせるるるる社社社社会会会会のののの実現実現実現実現をををを目目目目指指指指していますとしていますとしていますとしていますと書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、公安委員公安委員公安委員公安委員はははは県民県民県民県民にににに選選選選ばれたばれたばれたばれた議会議会議会議会のののの同意同意同意同意をををを得得得得てててて、、、、県民県民県民県民にににに選選選選ばれたばれたばれたばれた知事知事知事知事がががが任任任任命命命命されたのでありますされたのでありますされたのでありますされたのであります。。。。いいいいわわわわばばばば県民県民県民県民のののの代表代表代表代表でありでありでありであり、、、、県民県民県民県民のののの要要要要望望望望にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けてけてけてけて、、、、県民県民県民県民のののの視線視線視線視線にににに立立立立ってってってって県民県民県民県民のののの生生生生活活活活のののの安安安安全全全全安安安安心心心心をおをおをおをお守守守守りいただくことがりいただくことがりいただくことがりいただくことが最最最最大大大大のののの使命使命使命使命だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの風営法風営法風営法風営法のののの網網網網のののの目目目目をくをくをくをくぐぐぐぐってってってって、、、、そこまでそこまでそこまでそこまでしてしてしてして営営営営業業業業しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている事業者事業者事業者事業者にどうかにどうかにどうかにどうか許許許許認認認認可可可可をををを与与与与ええええるようなことにはなりまるようなことにはなりまるようなことにはなりまるようなことにはなりませんせんせんせんようようようようにににに何何何何ととととぞぞぞぞよろしくよろしくよろしくよろしく要要要要望望望望いたしますいたしますいたしますいたします。。。。もしももしももしももしも何何何何かごかごかごかご所所所所見見見見があるようでしたらがあるようでしたらがあるようでしたらがあるようでしたら関係者関係者関係者関係者のののの方方方方からごからごからごからご意意意意見見見見をいただをいただをいただをいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいますがががが、、、、なければないでなければないでなければないでなければないで結結結結構構構構でございますでございますでございますでございます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。ただいまのはただいまのはただいまのはただいまのは公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会にににに対対対対するするするする要要要要望望望望でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めめめめてててて○○○○岡本公安委員長岡本公安委員長岡本公安委員長岡本公安委員長おられるおられるおられるおられるわわわわけではございまけではございまけではございまけではございませんせんせんせんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会としてのとしてのとしてのとしての対対対対処処処処方方方方針針針針をををを申申申申しししし述述述述べたいとべたいとべたいとべたいと思思思思いますいますいますいます。。。。要要要要望望望望にににに対対対対するするするする要要要要点点点点はははは２２２２点点点点ございましてございましてございましてございまして、、、、まずまずまずまず第第第第１１１１点点点点はははは、、、、パパパパチチチチンコンコンコンコ店店店店のののの風俗営風俗営風俗営風俗営業業業業のののの許可許可許可許可ににににつつつつききききましてはましてはましてはましては、、、、風営法風営法風営法風営法３３３３条条条条でででで公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会がこれをがこれをがこれをがこれを決決決決するするするするわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、奈奈奈奈良県公安委良県公安委良県公安委良県公安委員会事務員会事務員会事務員会事務専専専専決決決決規規規規程程程程にににに基基基基づづづづききききましてましてましてまして、、、、そのそのそのその権限権限権限権限をををを警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長にににに専専専専決決決決処処処処理理理理ささささせせせせているところでているところでているところでているところでございますございますございますございます。。。。重要重要重要重要異異異異例例例例なものにつなものにつなものにつなものにつききききましてはましてはましてはましては当然後当然後当然後当然後ほどほどほどほど報報報報告告告告があるなりがあるなりがあるなりがあるなり、、、、相談相談相談相談があるがあるがあるがあるわわわわけけけけ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、、、、一一一一般般般般的的的的にはそうにはそうにはそうにはそう処処処処理理理理をしておるということでございますをしておるということでございますをしておるということでございますをしておるということでございます。。。。第第第第２２２２点点点点はははは、、、、当当当当該建該建該建該建設設設設予予予予定地定地定地定地におけるにおけるにおけるにおけるパパパパチチチチンコンコンコンコ店店店店のののの営営営営業業業業にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、さまざまなごさまざまなごさまざまなごさまざまなご意意意意見見見見ががががあることはあることはあることはあることは承承承承知知知知いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。しかししかししかししかし、、、、いずれにいたしましてもいずれにいたしましてもいずれにいたしましてもいずれにいたしましても、、、、県警察県警察県警察県警察にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、当当当当該営該営該営該営業業業業許可許可許可許可にににに当当当当たってはたってはたってはたっては法法法法令令令令にににに照照照照らしてらしてらしてらして適適適適正正正正にににに判判判判断断断断するようするようするようするよう警察本部長以下警察本部長以下警察本部長以下警察本部長以下にににに指指指指示示示示してしてしてしてまいりたいとまいりたいとまいりたいとまいりたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。委員委員委員委員のごのごのごのご要要要要望望望望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、、、、所所所所見見見見があればということでございますがあればということでございますがあればということでございますがあればということでございます○○○○和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長のでのでのでので１１１１点点点点ごごごご説説説説明明明明ささささせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。ただいまただいまただいまただいま公安委員長公安委員長公安委員長公安委員長からからからから法法法法令令令令にににに照照照照らしてらしてらしてらして適適適適正正正正にににに判判判判断断断断するようにするようにするようにするように指指指指示示示示してまいるというごしてまいるというごしてまいるというごしてまいるというご答弁答弁答弁答弁がございましたけれどもがございましたけれどもがございましたけれどもがございましたけれども、、、、ごごごご案案案案内内内内のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、風俗営風俗営風俗営風俗営業業業業適適適適正化正化正化正化法法法法とととと申申申申しますのはしますのはしますのはしますのは、、、、善善善善良良良良
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なななな風俗風俗風俗風俗とととと正正正正常常常常なななな風俗風俗風俗風俗環境環境環境環境をををを保保保保持持持持しししし、、、、またまたまたまた少少少少年年年年のののの健健健健全全全全なななな育成育成育成育成にににに障障障障害害害害をををを及及及及ぼぼぼぼすすすす行行行行為為為為をををを防止防止防止防止するするするするたたたためめめめにににに、、、、風俗営風俗営風俗営風俗営業等業等業等業等についてについてについてについて、、、、営営営営業業業業時間時間時間時間、、、、またただいまごまたただいまごまたただいまごまたただいまご指摘指摘指摘指摘ございましたございましたございましたございました営営営営業業業業区区区区域域域域などなどなどなどをををを制制制制限限限限しししし、、、、年年年年少少少少者者者者をこれらのをこれらのをこれらのをこれらの営営営営業業業業にににに立立立立ちちちち入入入入ららららせせせせることをることをることをることを規規規規制制制制するなどするなどするなどするなど、、、、風俗営風俗営風俗営風俗営業業業業のののの健健健健全全全全化化化化にににに資資資資するたするたするたするためめめめにににに、、、、そのそのそのその業務業務業務業務のののの適適適適正化正化正化正化をををを促促促促進進進進するといったするといったするといったするといった措措措措置置置置をををを講講講講じじじじることをることをることをることを目的目的目的目的としておとしておとしておとしておりますりますりますります。。。。県警察県警察県警察県警察といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、こういったこういったこういったこういった法律法律法律法律のののの目的目的目的目的、、、、またまたまたまた趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして、、、、具具具具体体体体的的的的なななな風俗営風俗営風俗営風俗営業業業業のののの許可許可許可許可をはをはをはをはじめじめじめじめ、、、、法律法律法律法律のののの施施施施行行行行にににに当当当当たりましてはたりましてはたりましてはたりましては的的的的確確確確にににに対対対対応応応応してまいるといしてまいるといしてまいるといしてまいるというううう考考考考ええええですですですです。。。。またまたまたまた、、、、先先先先ほどほどほどほど１１１１点点点点、、、、解解解解釈運釈運釈運釈運用用用用基基基基準準準準につにつにつにつききききましてごましてごましてごましてご質問質問質問質問がございましたのでおがございましたのでおがございましたのでおがございましたのでお答答答答ええええささささせせせせてててていただいただいただいただききききますとますとますとますと、、、、生生生生活安活安活安活安全全全全局長局長局長局長からからからから宛宛宛宛てられておりますてられておりますてられておりますてられております各各各各地地地地方方方方機関機関機関機関のののの長長長長というのはというのはというのはというのは、、、、これこれこれこれはははは管管管管区区区区警察局長警察局長警察局長警察局長のことでございましてのことでございましてのことでございましてのことでございまして、、、、公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長からごからごからごからご報報報報告告告告しししし、、、、またそのまたそのまたそのまたその管理管理管理管理をいただくというをいただくというをいただくというをいただくという仕組仕組仕組仕組みみみみになっておりますのでになっておりますのでになっておりますのでになっておりますので、、、、各各各各地地地地方方方方機関機関機関機関のののの長長長長というというというというのはのはのはのは公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会ではございまではございまではございまではございませんせんせんせん。。。。補補補補足足足足説説説説明明明明はははは以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会とととと警察本部警察本部警察本部警察本部とのとのとのとの関係関係関係関係についてについてについてについて、、、、このこのこのこの専専専専決決決決規規規規程程程程ですかですかですかですか、、、、これはこれはこれはこれは内内内内部部部部○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員規規規規定定定定ですかですかですかですか。。。。（（（（ 奈奈奈奈良県良県良県良県のののの」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「奈奈奈奈良県良県良県良県のののの。。。。こういうこういうこういうこういう規規規規定定定定があるということでございましたがあるということでございましたがあるということでございましたがあるということでございました。。。。実実実実際際際際シスシスシスシステムテムテムテム的的的的にもそのよにもそのよにもそのよにもそのようにうにうにうに進進進進めめめめられているということはられているということはられているということはられているということは理理理理解解解解しないしないしないしないわわわわけではありまけではありまけではありまけではありませんせんせんせんがががが、、、、しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの権限権限権限権限とととと責責責責任任任任はあくまではあくまではあくまではあくまで公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会にあるにあるにあるにあるわわわわけでありますけでありますけでありますけであります。。。。公安委員長公安委員長公安委員長公安委員長がががが警察警察警察警察当当当当局局局局にににに対対対対してしてしてして法法法法令令令令にににに合合合合わせわせわせわせてちてちてちてちゃんゃんゃんゃんとととと処処処処理理理理をするようにというをするようにというをするようにというをするようにという指指指指示示示示をををを出出出出されたされたされたされた。。。。それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで結結結結構構構構かとかとかとかと思思思思いまいまいまいますがすがすがすが、、、、しかししかししかししかし一一一一般般般般県民県民県民県民からしますとからしますとからしますとからしますと、、、、ややややはりはりはりはり窓窓窓窓口口口口はははは公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会でありでありでありであり、、、、当然当然当然当然公安委員長公安委員長公安委員長公安委員長ととととしてのしてのしてのしての意意意意見見見見をををを我我我我 々々々々がががが聞聞聞聞くということはくということはくということはくということは、、、、これはこれはこれはこれは実実実実際適際適際適際適当当当当であるかとであるかとであるかとであるかと思思思思うところでありますうところでありますうところでありますうところであります。。。。実実実実際際際際これからこれからこれからこれから申請申請申請申請がががが出出出出されてされてされてされて、、、、それをおそれをおそれをおそれをお諮諮諮諮りいただくことになろうかとりいただくことになろうかとりいただくことになろうかとりいただくことになろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその結結結結果果果果についてもについてもについてもについても、、、、ややややはりはりはりはり説説説説明明明明責責責責任任任任をををを果果果果たしていただたしていただたしていただたしていただききききたいともたいともたいともたいとも思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、そのことはそのことはそのことはそのことは申申申申しししし上上上上げておげておげておげておききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。１１１１点点点点おおおお聞聞聞聞ききききしたいのはしたいのはしたいのはしたいのは、、、、重要重要重要重要なななな案案案案件件件件ではないとではないとではないとではないと、、、、重要重要重要重要なななな案案案案件件件件というのはというのはというのはというのは果果果果たしてどのよたしてどのよたしてどのよたしてどのようなうなうなうな案案案案件件件件になるのでしになるのでしになるのでしになるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。そのことをおそのことをおそのことをおそのことをお答答答答ええええいただけまいただけまいただけまいただけませんせんせんせんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会のごのごのごのご指指指指示示示示にににに基基基基づくづくづくづく話話話話ではございますがではございますがではございますがではございますが、、、、県県県県のののの事務事務事務事務処処処処理理理理規規規規程程程程○○○○和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長のののの話話話話でございますのでごでございますのでごでございますのでごでございますのでご説説説説明明明明ささささせせせせていただていただていただていただききききますとますとますとますと、、、、風俗営風俗営風俗営風俗営業業業業のののの取取取取りりりり締締締締まりのまりのまりのまりの許許許許認認認認可可可可、、、、許許許許可可可可につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、パパパパチチチチンコンコンコンコ営営営営業業業業についてはについてはについてはについては警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長、、、、そのそのそのその他他他他のののの営営営営業業業業につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては生生生生活安活安活安活安全全全全部長部長部長部長にににに専専専専決決決決処処処処理理理理とととと、、、、これがこれがこれがこれが現現現現行行行行のののの規規規規程程程程でございますでございますでございますでございます。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその中中中中でででで特特特特にににに重要重要重要重要なななな事事事事
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項項項項とととと指指指指示示示示したものをしたものをしたものをしたものを除除除除きききき決決決決裁裁裁裁をさをさをさをさせせせせることがでることがでることがでることができきききるるるる、、、、こういうこういうこういうこういう規規規規程程程程になってございますになってございますになってございますになってございます。。。。特特特特にににに重要重要重要重要なものとしてなものとしてなものとしてなものとして指指指指示示示示したものというのはしたものというのはしたものというのはしたものというのは、、、、調調調調べましたべましたべましたべました限限限限りではこれまでりではこれまでりではこれまでりではこれまで例例例例としてはとしてはとしてはとしては把握把握把握把握しておりましておりましておりましておりませんせんせんせんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そのそのそのその都度都度都度都度、、、、案案案案件件件件においてにおいてにおいてにおいて公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会でこれについてはでこれについてはでこれについてはでこれについては公安公安公安公安委員会委員会委員会委員会がががが直接直接直接直接判判判判断断断断、、、、こういったこういったこういったこういった規規規規程程程程になっているところでございますになっているところでございますになっているところでございますになっているところでございます。。。。これはおおこれはおおこれはおおこれはおおむむむむねねねねすすすすべてのべてのべてのべての専専専専決決決決規規規規定定定定をををを読読読読んんんんだだだだわわわわけではございまけではございまけではございまけではございませんせんせんせんがががが、、、、専専専専決決決決のののの規規規規定定定定をををを設設設設けるけるけるける場場場場合合合合にはこういっにはこういっにはこういっにはこういったたたたプロプロプロプロセセセセススススをををを置置置置くことがくことがくことがくことが通通通通常常常常ではなかろうかとではなかろうかとではなかろうかとではなかろうかと。。。。ということであればということであればということであればということであれば、、、、重要重要重要重要であるかないかというのはであるかないかというのはであるかないかというのはであるかないかというのは公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会でそのでそのでそのでその都度都度都度都度○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員判判判判断断断断されるということですされるということですされるということですされるということですねねねね。。。。これについてはこれについてはこれについてはこれについては、、、、公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会としてはとしてはとしてはとしては余余余余りりりり重要重要重要重要とはとはとはとは考考考考ええええてててていただいていないということになるのでしいただいていないということになるのでしいただいていないということになるのでしいただいていないということになるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。おおおお答答答答ええええいただいただいただいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。公安委員公安委員公安委員公安委員はははは、、、、法律法律法律法律のののの専門専門専門専門家家家家ではございまではございまではございまではございませんせんせんせん。。。。社社社社会会会会のののの良良良良識識識識にのっとっにのっとっにのっとっにのっとっ○○○○岡本公安委員長岡本公安委員長岡本公安委員長岡本公安委員長てててて、、、、法法法法令令令令にはもちろにはもちろにはもちろにはもちろんんんん従従従従ったったったった上上上上でででで、、、、社社社社会会会会のののの良良良良識識識識にににに基基基基づいてづいてづいてづいて判判判判断断断断をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという、、、、それがそれがそれがそれが管理管理管理管理するというするというするというするという意味意味意味意味でございますでございますでございますでございます。。。。警察警察警察警察のののの大大大大綱綱綱綱方方方方針針針針についてはについてはについてはについては我我我我 々々々々がががが決決決決めめめめ、、、、大大大大綱綱綱綱方方方方針針針針がががが守守守守られているかどうかをられているかどうかをられているかどうかをられているかどうかを見見見見守守守守っていくというのがっていくというのがっていくというのがっていくというのが管理管理管理管理のののの重要重要重要重要なななな意味意味意味意味でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、細細細細部部部部にににに至至至至るるるる議議議議決決決決までまでまでまで我我我我 々々々々がががが全全全全部部部部ややややるということはるということはるということはるということは人人人人員上員上員上員上、、、、時間時間時間時間上上上上、、、、不不不不可能可能可能可能なことでございましてなことでございましてなことでございましてなことでございまして、、、、そのたそのたそのたそのためめめめにににに委任委任委任委任をしておるとをしておるとをしておるとをしておると。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその中中中中でででで重要重要重要重要異異異異例例例例というというというという、、、、何何何何がががが重要重要重要重要異異異異例例例例というのというのというのというのがはがはがはがは、、、、これはなかなかこれはなかなかこれはなかなかこれはなかなか一一一一概概概概にににに言言言言ええええないないないないわわわわけでございますけれどもけでございますけれどもけでございますけれどもけでございますけれども、、、、それはそれはそれはそれは報報報報告告告告をしていたをしていたをしていたをしていただいておるとだいておるとだいておるとだいておると。。。。報報報報告告告告についてについてについてについて異異異異議議議議があればがあればがあればがあれば我我我我 々々々々がががが異異異異議議議議をををを差差差差しししし挟挟挟挟んんんんでででで、、、、再度審議再度審議再度審議再度審議するなりもするなりもするなりもするなりもうううう一一一一度度度度説説説説明明明明をををを受受受受けるというけるというけるというけるという仕組仕組仕組仕組みみみみになっておるとごになっておるとごになっておるとごになっておるとご理理理理解解解解いただいただいただいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そういそういそういそういうううう事例事例事例事例がががが、、、、警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長のののの発言発言発言発言がございましたようにがございましたようにがございましたようにがございましたように、、、、今今今今まではまではまではまでは例例例例がががが余余余余りなかったというこりなかったというこりなかったというこりなかったということでございますとでございますとでございますとでございます。。。。ただいまのただいまのただいまのただいまの公安委員長公安委員長公安委員長公安委員長のののの話話話話はははは十十十十分分分分理理理理解解解解がでがでがでができきききましたましたましたました。。。。特特特特にににに、、、、良良良良識識識識をををを持持持持ってってってって警警警警○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員察察察察当当当当局局局局をををを管理管理管理管理していただくしていただくしていただくしていただく、、、、大大大大変変変変力力力力強強強強くくくく申申申申していただいたのでしていただいたのでしていただいたのでしていただいたので、、、、どうかそのどうかそのどうかそのどうかその方向方向方向方向でおでおでおでお進進進進めめめめいただいただいただいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。１１１１点点点点、、、、警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長におにおにおにお伺伺伺伺いしたいことがありますいしたいことがありますいしたいことがありますいしたいことがあります。。。。このこのこのこの平平平平面図面図面図面図をををを見見見見ていただていただていただていただききききましたでましたでましたでましたでししししょょょょうかうかうかうか。。。。これはこれはこれはこれは当然当然当然当然、、、、具具具具体体体体的的的的なななな話話話話になるかもしれまになるかもしれまになるかもしれまになるかもしれませんせんせんせんけれどけれどけれどけれど、、、、ではではではでは、、、、このこのこのこの駐駐駐駐車場車場車場車場はははは店店店店舗舗舗舗とととと一体一体一体一体、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる専専専専用用用用駐駐駐駐車場車場車場車場であるのかないのかであるのかないのかであるのかないのかであるのかないのか、、、、このこのこのこの店舗店舗店舗店舗からからからから見見見見てこのてこのてこのてこの事業事業事業事業、、、、これがこれがこれがこれが専専専専用用用用駐駐駐駐車場車場車場車場になるのかならないのかになるのかならないのかになるのかならないのかになるのかならないのか、、、、一一一一般般般般論論論論としてどのようにおとしてどのようにおとしてどのようにおとしてどのようにお考考考考ええええになるかになるかになるかになるか、、、、もしおもしおもしおもしお聞聞聞聞かかかかせせせせいただければおいただければおいただければおいただければお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。一一一一般般般般論論論論としてとのごとしてとのごとしてとのごとしてとのご質問質問質問質問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、、、、先先先先ほどほどほどほど委員委員委員委員がががが引引引引用用用用されましされましされましされまし○○○○和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長たたたた解解解解釈運釈運釈運釈運用用用用のののの基基基基準準準準、、、、これはこれはこれはこれは一一一一般般般般のののの方方方方にもごらにもごらにもごらにもごらんんんんいただいているいただいているいただいているいただいている、、、、またそういったまたそういったまたそういったまたそういった性性性性格格格格のものものものも
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のとしてのとしてのとしてのとして警察警察警察警察庁庁庁庁ももももホーホーホーホームペムペムペムページージージージなどでおなどでおなどでおなどでお示示示示ししているししているししているししている内内内内容容容容のものでございますのものでございますのものでございますのものでございます。。。。先先先先ほどほどほどほど引引引引用用用用いただいただいただいただききききましたところにましたところにましたところにましたところに書書書書いてあるとおりでございましていてあるとおりでございましていてあるとおりでございましていてあるとおりでございまして、、、、重重重重複複複複いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが、、、、読読読読みみみみ上上上上げますがげますがげますがげますが、、、、駐駐駐駐車場車場車場車場であってもであってもであってもであっても、、、、社社社社会会会会通通通通念上念上念上念上当当当当該建該建該建該建物物物物とととと一体一体一体一体とととと見見見見られられられられ、、、、専専専専らららら当当当当該営該営該営該営業業業業のののの用用用用にににに供供供供されるされるされるされる施施施施設設設設であればであればであればであれば、、、、営営営営業業業業所所所所にににに含含含含まれるものとまれるものとまれるものとまれるものと解解解解するするするする。。。。専専専専らというのはらというのはらというのはらというのは、、、、このこのこのこの解解解解釈釈釈釈基基基基準準準準のののの中中中中ではおおではおおではおおではおおむむむむねねねね６６６６割割割割からからからから７７７７割割割割というというというという解解解解釈釈釈釈をしているところでございますをしているところでございますをしているところでございますをしているところでございます。。。。本本本本件件件件につにつにつにつききききまままましてしてしてして、、、、一一一一般般般般論論論論というのはというのはというのはというのは若干概若干概若干概若干概念念念念のののの違違違違いいいい等等等等がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、本本本本件件件件についてどうなのかといについてどうなのかといについてどうなのかといについてどうなのかということはこのうことはこのうことはこのうことはこの場場場場でおでおでおでお答答答答ええええででででききききるるるる話話話話ではではではでは到底到底到底到底ないないないないわわわわけではございますけれどもけではございますけれどもけではございますけれどもけではございますけれども、、、、ややややはりこのはりこのはりこのはりこの解解解解釈釈釈釈基基基基準準準準にににに照照照照らしらしらしらし合合合合わせわせわせわせてててて該該該該当当当当するのかどうなのかをするのかどうなのかをするのかどうなのかをするのかどうなのかを検検検検討討討討していくしていくしていくしていく場場場場合合合合にはにはにはには、、、、本本本本件件件件にににに限限限限るるるるわわわわけではございまけではございまけではございまけではございませんせんせんせんがががが、、、、当当当当該営該営該営該営業者業者業者業者のののの営営営営業業業業のののの方方方方針針針針なりなりなりなり形態形態形態形態なりなりなりなり、、、、またまたまたまた実態実態実態実態なりなりなりなり、、、、こういこういこういこういったものをったものをったものをったものを総合的総合的総合的総合的にににに聞聞聞聞いたいたいたいた上上上上でででで判判判判断断断断していくべしていくべしていくべしていくべききききものとものとものとものと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。そのそのそのその専専専専らということですらということですらということですらということです。。。。このこのこのこの専専専専らのらのらのらの、、、、もうちもうちもうちもうちょょょょっとっとっとっと具具具具体体体体的的的的にはなりまにはなりまにはなりまにはなりませんせんせんせん○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。６６６６割割割割、、、、７７７７割割割割とととと言言言言わわわわれましたがれましたがれましたがれましたが、、、、そういうそういうそういうそういう規規規規定定定定はあるのでしはあるのでしはあるのでしはあるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたとおりしましたとおりしましたとおりしましたとおり、、、、このこのこのこの解解解解釈釈釈釈基基基基準準準準のののの中中中中でのでのでのでの専専専専らとはらとはらとはらとは６６６６割割割割からからからから７７７７○○○○和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長割割割割とととと解解解解釈釈釈釈されておりますされておりますされておりますされております。。。。委員委員委員委員がががが引引引引用用用用されましたところにはされましたところにはされましたところにはされましたところには、、、、恐恐恐恐らくらくらくらくココココピピピピーーーーされたところされたところされたところされたところにはにはにはには入入入入っていないのですがっていないのですがっていないのですがっていないのですが、、、、別別別別のところでのところでのところでのところで専専専専らとはらとはらとはらとは６６６６割割割割、、、、７７７７割割割割というというというというふふふふうにうにうにうに言言言言っておるとっておるとっておるとっておるところでございますころでございますころでございますころでございます。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれのことをれのことをれのことをれのことを具具具具体体体体のののの許許許許認認認認可可可可にににに当当当当てはてはてはてはめめめめてのてのてのての問問問問題題題題になってまいりまになってまいりまになってまいりまになってまいりますのですのですのですので、、、、何何何何をもってをもってをもってをもって判判判判断断断断していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、これはこれはこれはこれは当然当然当然当然、、、、具具具具体体体体的的的的なななな申請申請申請申請がががが出出出出てまいりましててまいりましててまいりましててまいりまして、、、、またそのまたそのまたそのまたその折折折折にににに営営営営業業業業しようとするしようとするしようとするしようとする方方方方からのからのからのからの話話話話をををを伺伺伺伺いながらいながらいながらいながら、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは営営営営業業業業のののの計画計画計画計画なりなりなりなり、、、、またまたまたまた予予予予想想想想されるされるされるされる客客客客のののの出出出出入入入入りりりり、、、、そういったことをおそういったことをおそういったことをおそういったことをお伺伺伺伺いしながらいしながらいしながらいしながら判判判判断断断断していくというしていくというしていくというしていくという形形形形になってになってになってになっていってもらったらといってもらったらといってもらったらといってもらったらと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。確確確確かにかにかにかに専専専専らららら６６６６割割割割、、、、７７７７割割割割というところというところというところというところ、、、、これはこれはこれはこれは本本本本当当当当にににに正正正正しくしくしくしく警察警察警察警察当当当当局局局局でもごでもごでもごでもご判判判判○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員断断断断いただいただいただいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、それをどのようにはかるのかそれをどのようにはかるのかそれをどのようにはかるのかそれをどのようにはかるのか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺、、、、どうもよくどうもよくどうもよくどうもよくわわわわからないのですからないのですからないのですからないのです。。。。駐駐駐駐車場車場車場車場にににに入入入入るるるる台台台台数数数数をををを一一一一 々々々々勘勘勘勘定定定定するのかするのかするのかするのか、、、、あるいはこのあるいはこのあるいはこのあるいはこの駐駐駐駐車場車場車場車場のののの中中中中でちでちでちでちゃゃゃゃんんんんとととと区区区区分分分分分分分分けしているのかどうかけしているのかどうかけしているのかどうかけしているのかどうか、、、、そういったところもしっかりとそういったところもしっかりとそういったところもしっかりとそういったところもしっかりと見見見見ていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、例例例例ええええばばばば契約契約契約契約もどうもどうもどうもどうややややっているのかっているのかっているのかっているのか。。。。当然自分当然自分当然自分当然自分たちのたちのたちのたちの名名名名前前前前をををを隠隠隠隠すがたすがたすがたすがためめめめにににに賃借賃借賃借賃借関関関関係係係係をををを結結結結んんんんでいるでしでいるでしでいるでしでいるでしょょょょうしうしうしうし、、、、そのそのそのその契約契約契約契約書書書書のののの内内内内容容容容をををを見見見見ててててみみみみたいとたいとたいとたいと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そこらあたりそこらあたりそこらあたりそこらあたりでででで、、、、今今今今後後後後そのそのそのその専専専専らららら、、、、６６６６割割割割、、、、７７７７割割割割というのをどのようにというのをどのようにというのをどのようにというのをどのように判判判判断断断断されるのかされるのかされるのかされるのか、、、、これはこれはこれはこれは大大大大体体体体こうだこうだこうだこうだということではということではということではということでは全全全全くくくく説説説説得得得得力力力力がないとがないとがないとがないと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺についてははっについてははっについてははっについてははっききききりとしたりとしたりとしたりとした説説説説明明明明責責責責任任任任をををを果果果果たしていただたしていただたしていただたしていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、そのそのそのその申請申請申請申請書書書書がががが出出出出されてどのようなされてどのようなされてどのようなされてどのような結論結論結論結論がががが出出出出るのかるのかるのかるのか、、、、これはそのとこれはそのとこれはそのとこれはそのとききききのののの結結結結果果果果をををを待待待待たないとたないとたないとたないとわわわわからないことでありますけれどもからないことでありますけれどもからないことでありますけれどもからないことでありますけれども、、、、
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正正正正直直直直、、、、地域地域地域地域住住住住民民民民とととと私私私私のののの思思思思いがいがいがいが通通通通じじじじないようであればないようであればないようであればないようであれば、、、、ちちちちゃんゃんゃんゃんとしたとしたとしたとした説説説説明明明明責責責責任任任任をををを果果果果たしていたしていたしていたしていただくようにただくようにただくようにただくように今今今今後後後後またまたまたまたややややっていっていっていっていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上でででで質問質問質問質問をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。２２２２点質問点質問点質問点質問をさをさをさをさせせせせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。一一一一つはつはつはつは県県県県立立立立野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーのののの○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員問問問問題題題題とととと、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、労働労働労働労働会会会会館館館館のののの使使使使用用用用のののの問問問問題題題題についてについてについてについて質問質問質問質問をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの間間間間、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーについていろいろとについていろいろとについていろいろとについていろいろと議会議会議会議会でもでもでもでも議議議議論論論論がされてまいりましたがされてまいりましたがされてまいりましたがされてまいりました。。。。私私私私のののの認認認認識識識識といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、まだまだまだまだ条条条条例例例例のののの改正改正改正改正もももも出出出出ててててききききておりまておりまておりまておりませんせんせんせんしししし、、、、予予予予算算算算もももも出出出出ててててききききておりておりておりておりまままませんせんせんせんのでのでのでので、、、、まだまだまだまだ決決決決まっていないとまっていないとまっていないとまっていないと認認認認識識識識をしているのですけれどもをしているのですけれどもをしているのですけれどもをしているのですけれども、、、、県県県県ののののホーホーホーホームペムペムペムページージージージでででではははは、、、、もうもうもうもう既既既既にににに平成平成平成平成２３２３２３２３年度以年度以年度以年度以降降降降のおのおのおのお知知知知ららららせせせせというのがというのがというのがというのが出出出出ておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、ここにはここにはここにはここには宿泊宿泊宿泊宿泊につにつにつについてはいてはいてはいては本本本本館宿泊館宿泊館宿泊館宿泊機機機機能能能能はははは閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖しますしますしますします、、、、食食食食堂堂堂堂はなくなりますとはなくなりますとはなくなりますとはなくなりますと、、、、ふふふふろはろはろはろはシシシシャャャャワワワワーーーー、、、、トトトトイレイレイレイレをををを備備備備ええええたたたた管理管理管理管理棟棟棟棟ですというようなですというようなですというようなですというような、、、、金額金額金額金額にいたしましてもにいたしましてもにいたしましてもにいたしましても施施施施設設設設使使使使用料用料用料用料はははは無無無無料料料料となるとなるとなるとなる予予予予定定定定ですとですとですとですといういういういう、、、、本本本本当当当当にににに決決決決まったかのようなことがもうまったかのようなことがもうまったかのようなことがもうまったかのようなことがもう既既既既にににに出出出出ているているているているわわわわけですけですけですけです。。。。もともともともともともともともと野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーはははは教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会がががが管管管管轄轄轄轄をしておりましたをしておりましたをしておりましたをしておりました青少青少青少青少年野年野年野年野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーがもともとのがもともとのがもともとのがもともとの名名名名称称称称だだだだったとったとったとったと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。それがそれがそれがそれが平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年からからからから野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーということでということでということでということで、、、、くらしくらしくらしくらし創造部創造部創造部創造部がががが所所所所管管管管するようになっておりますけれどもするようになっておりますけれどもするようになっておりますけれどもするようになっておりますけれども、、、、ここのここのここのここの理理理理由由由由というのはどういうことでこうなというのはどういうことでこうなというのはどういうことでこうなというのはどういうことでこうなったのかったのかったのかったのか、、、、そのそのそのその点点点点をおをおをおをお尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、このこのこのこの野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーのののの性性性性格格格格についてについてについてについて、、、、名名名名称称称称のののの変変変変更更更更とととと深深深深くかかくかかくかかくかかわわわわるかもしれるかもしれるかもしれるかもしれまままませんせんせんせんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、このこのこのこの性性性性格格格格についてについてについてについて、、、、どういうようなどういうようなどういうようなどういうような野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーをををを県県県県としてはとしてはとしてはとしては考考考考ええええているのかをおているのかをおているのかをおているのかをお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ここのここのここのここの野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーはははは昭和昭和昭和昭和４４４４４４４４年年年年７７７７月月月月につくにつくにつくにつくられておりましてられておりましてられておりましてられておりまして、、、、ききききのうのうのうのう１２０１２０１２０１２０万人万人万人万人がががが利利利利用用用用とととと言言言言ったのですけれどもったのですけれどもったのですけれどもったのですけれども、、、、４０４０４０４０年年年年のののの歩歩歩歩みみみみののののパパパパンンンンフレフレフレフレットットットットをををを読読読読みみみみ直直直直しましたらしましたらしましたらしましたら、、、、既既既既にににに２８０２８０２８０２８０万人万人万人万人がこのがこのがこのがこの４０４０４０４０年年年年間間間間にににに野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーをををを利利利利用用用用しておりしておりしておりしており、、、、県民県民県民県民１１１１人人人人あたりあたりあたりあたり２２２２回回回回使使使使ったというったというったというったという、、、、すごいすごいすごいすごい実実実実績績績績のあるのあるのあるのある施施施施設設設設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。。。。青少青少青少青少年野年野年野年野外外外外活活活活動動動動のののの拠拠拠拠点点点点でありでありでありであり生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習のののの場場場場でありでありでありであり森森森森林環境教育林環境教育林環境教育林環境教育のののの拠拠拠拠点点点点だとだとだとだとパンパンパンパンフレフレフレフレットットットットななななどにはどにはどにはどには書書書書いているいているいているいているわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、実実実実際際際際にはにはにはには県県県県内内内内のののの小小小小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校のののの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの３３３３分分分分のののの１１１１がこのがこのがこのがこの施施施施設設設設をををを利利利利用用用用しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、残残残残りのりのりのりの３３３３分分分分のののの１１１１はははは曽爾曽爾曽爾曽爾高原高原高原高原のののの自然自然自然自然のののの家家家家、、、、残残残残りりりり３３３３分分分分のののの１１１１はそれはそれはそれはそれ以以以以外外外外のところをのところをのところをのところを使使使使っているっているっているっている状況状況状況状況ですですですです。。。。もともとこのもともとこのもともとこのもともとこの議議議議論論論論のののの前前前前提提提提となりますのがとなりますのがとなりますのがとなりますのが、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年のののの包包包包括括括括外外外外部監査部監査部監査部監査、、、、公公公公のののの施施施施設設設設のののの管理管理管理管理運営運営運営運営のののの中中中中にににに青少青少青少青少年野年野年野年野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーはははは施施施施設設設設のありのありのありのあり方方方方をををを抜抜抜抜本的本的本的本的にににに見見見見直直直直すべすべすべすべききききだというだというだというだという意意意意見見見見がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれておりましてまれておりましてまれておりましてまれておりまして、、、、そこからこのそこからこのそこからこのそこからこの見見見見直直直直しのしのしのしの議議議議論論論論がががが始始始始まってまってまってまってききききているとているとているとていると思思思思ううううわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、周周周周辺辺辺辺のこののこののこののこの野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーのののの状況状況状況状況ではではではでは、、、、三重三重三重三重県県県県もももも廃廃廃廃止止止止、、、、大大大大阪阪阪阪府府府府もももも能勢能勢能勢能勢
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ののののセセセセンンンンタタタターーーー廃廃廃廃止止止止でででで、、、、吉吉吉吉野野野野町町町町のののの宮宮宮宮滝滝滝滝のののの野野野野外学校外学校外学校外学校というようなというようなというようなというような形形形形でででで今今今今、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県にににに移移移移してしてしてしてききききていていていているるるるわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県もももも廃廃廃廃止止止止、、、、周周周周辺辺辺辺ではこのではこのではこのではこの手手手手のののの施施施施設設設設がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん縮縮縮縮小小小小、、、、廃廃廃廃止止止止というというというという方向方向方向方向になっておりましてになっておりましてになっておりましてになっておりまして、、、、あそこのあそこのあそこのあそこの都都都都祁祁祁祁のところののところののところののところの場所場所場所場所といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは西西西西名名名名阪阪阪阪自動車自動車自動車自動車道道道道かかかからもらもらもらも非常非常非常非常にににに近近近近いいいい利便性利便性利便性利便性のいいのいいのいいのいい場所場所場所場所でででで、、、、しかもしかもしかもしかも夏夏夏夏場場場場でもでもでもでもククククーーーーララララーーーーはははは要要要要らないらないらないらない、、、、夜夜夜夜になったらになったらになったらになったら涼涼涼涼しいというしいというしいというしいという立立立立地地地地条条条条件件件件、、、、たくさたくさたくさたくさんんんんのののの豊豊豊豊かなかなかなかな森森森森にににに囲囲囲囲まれているというまれているというまれているというまれているという立立立立地地地地条条条条件件件件からいたしまからいたしまからいたしまからいたしますとすとすとすと、、、、今今今今後後後後本本本本当当当当にににに特特特特色色色色をををを持持持持ったったったった野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーはははは、、、、ききききちっとちっとちっとちっと位置位置位置位置づけをしていければづけをしていければづけをしていければづけをしていければ県県県県のすのすのすのすぐぐぐぐれたれたれたれた施施施施設設設設のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして有有有有効効効効活用活用活用活用がでがでがでができきききるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。それをそれをそれをそれを建建建建てかてかてかてかええええのののの費費費費用用用用がかさがかさがかさがかさむむむむとかとかとかとか、、、、いろいろそうしたいろいろそうしたいろいろそうしたいろいろそうしたコストコストコストコスト面面面面だけでだけでだけでだけで考考考考ええええられてられてられてられて、、、、仮仮仮仮ににににテテテテントントントント、、、、ロッロッロッロッジジジジをををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした施施施施設設設設にするということになっていにするということになっていにするということになっていにするということになっていききききますとますとますとますと、、、、そのそのそのその手手手手のののの施施施施設設設設はははは周周周周辺辺辺辺でもあるでもあるでもあるでもあるわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり今今今今必必必必要要要要なのはなのはなのはなのは集集集集団団団団でででで安安安安心心心心してこうしたしてこうしたしてこうしたしてこうした体体体体験験験験がでがでがでができきききるるるる場場場場というのがというのがというのがというのが一一一一番番番番教育教育教育教育のののの現場現場現場現場からもからもからもからも求求求求めめめめられておりましてられておりましてられておりましてられておりまして、、、、このこのこのこの点点点点ではではではでは１１１１万万万万６６６６，，，，００００００００００００人人人人以上以上以上以上のののの署署署署名名名名がががが寄寄寄寄せせせせられたりられたりられたりられたり、、、、大和大和大和大和郡郡郡郡山山山山市市市市議会議会議会議会とかとかとかとか川川川川西西西西町町町町議会議会議会議会からもからもからもからも教育教育教育教育施施施施設設設設としてとしてとしてとして残残残残してほしいというしてほしいというしてほしいというしてほしいという議議議議決決決決などもなどもなどもなども上上上上がってがってがってがってききききているているているている施施施施設設設設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。。。。こうしたこうしたこうしたこうした点点点点からからからから、、、、県県県県はこのはこのはこのはこの施施施施設設設設のののの性性性性格格格格をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考ええええているのかているのかているのかているのか、、、、そのあたりについておそのあたりについておそのあたりについておそのあたりについてお尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーのこれからについてのごのこれからについてのごのこれからについてのごのこれからについてのご質問質問質問質問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、、、、幾幾幾幾つかごつかごつかごつかご質質質質○○○○荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事問問問問のののの要要要要素素素素がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、まずまずまずまず各各各各県県県県のののの野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーー、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはレレレレククククリリリリエエエエーションーションーションーションセセセセンンンンタタタターーーー、、、、青少青少青少青少年年年年のののの家家家家、、、、休暇休暇休暇休暇村村村村のようなものがでのようなものがでのようなものがでのようなものができきききたたたた時時時時代代代代があったようにがあったようにがあったようにがあったように思思思思いますいますいますいます。。。。レレレレククククリリリリエエエエーションーションーションーションブブブブーーーームムムムとととと言言言言わわわわれたようなれたようなれたようなれたような時時時時代代代代のののの施施施施設設設設だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、国国国国のののの中中中中ではではではでは各各各各省省省省がががが競競競競ってこってこってこってこのようなのようなのようなのような施施施施設設設設のののの補補補補助助助助金金金金をををを出出出出したようにしたようにしたようにしたように思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、文部文部文部文部科科科科学学学学省省省省がががが出出出出したしたしたした施施施施設設設設はははは教教教教育委員会育委員会育委員会育委員会所所所所管管管管、、、、国土国土国土国土交交交交通省通省通省通省、、、、運輸運輸運輸運輸省省省省がががが出出出出したのはしたのはしたのはしたのは市市市市町町町町村村村村所所所所管管管管とととと縦縦縦縦割割割割りのりのりのりの国国国国のののの組織組織組織組織をををを反映反映反映反映ししししたようなたようなたようなたような施施施施設設設設になってになってになってになってききききたようなたようなたようなたような記記記記憶憶憶憶がございますがございますがございますがございます。。。。３０３０３０３０年年年年をををを経経経経てててて、、、、今今今今、、、、地域地域地域地域ではそのよではそのよではそのよではそのようなうなうなうな所所所所管管管管をををを離離離離れてれてれてれて生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習とかとかとかとか青少青少青少青少年年年年のののの地域活地域活地域活地域活動動動動がががが求求求求めめめめられるようなられるようなられるようなられるような時時時時代代代代になってになってになってになってききききていていていているようにるようにるようにるように思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、本来本来本来本来のののの青少青少青少青少年年年年のののの活活活活動動動動、、、、特特特特にににに野野野野外外外外のののの活活活活動動動動のののの原原原原点点点点にににに立立立立ちちちち返返返返ってってってって、、、、このこのこのこのセセセセンンンンタタタターーーーをををを見見見見直直直直すすすす必必必必要要要要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーのこれからでございますがのこれからでございますがのこれからでございますがのこれからでございますが、、、、包包包包括括括括外外外外部監査部監査部監査部監査ではではではでは廃廃廃廃止止止止はどうかはどうかはどうかはどうかということとということとということとということと、、、、各各各各地地地地でででで廃廃廃廃止止止止されているということでございますがされているということでございますがされているということでございますがされているということでございますが、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動はははは青少青少青少青少年年年年ののののみみみみのならずのならずのならずのならず、、、、ボボボボーーーーイイイイスカスカスカスカウウウウトトトト、、、、そのそのそのその他他他他、、、、重要重要重要重要でございますでございますでございますでございます。。。。野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーといったといったといったといったぐぐぐぐららららいですのでいですのでいですのでいですので、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動のののの施施施施設設設設はははは充充充充実実実実しようということでございますしようということでございますしようということでございますしようということでございます。。。。野野野野外外外外活活活活動動動動はははは自自自自営営営営、、、、野野野野営営営営ということがということがということがということが基基基基本本本本になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊についてはについてはについてはについては野野野野外外外外活活活活動動動動のののの目的目的目的目的にににに沿沿沿沿ってってってってロッジロッジロッジロッジ、、、、テテテテンンンントトトトササササイイイイトトトトをををを利利利利用用用用するするするする、、、、研研研研修修修修についてはについてはについてはについては野野野野外外外外活活活活動動動動プロプロプロプロググググララララムムムムをををを重視重視重視重視ささささせせせせるるるる、、、、雨雨雨雨天天天天のののの場場場場合合合合にはにはにはには



---- 22220000 ----

大大大大型型型型ロッジロッジロッジロッジ、、、、雨雨雨雨天天天天ファイファイファイファイヤヤヤヤーーーー場場場場やややや屋屋屋屋根根根根つつつつきききき自自自自炊炊炊炊場場場場でででで活活活活動動動動プロプロプロプロググググララララムムムムをををを雨雨雨雨天天天天でもでもでもでも実実実実行行行行ででででききききるるるる、、、、食食食食事事事事についてもについてもについてもについても自自自自炊炊炊炊をををを基基基基本本本本にするにするにするにする、、、、弁弁弁弁当当当当持持持持参参参参ややややケーケーケーケータリタリタリタリンンンンググググもでもでもでもでききききるるるる、、、、入入入入浴浴浴浴についてはについてはについてはについては温温温温水水水水シシシシャャャャワワワワーーーー、、、、水水水水洗洗洗洗トトトトイレイレイレイレをををを備備備備ええええたたたた管理管理管理管理棟棟棟棟のののの新設新設新設新設ををををやややや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、、、、新新新新しいしいしいしい投投投投資資資資をををを野野野野外外外外活活活活動動動動のののの今日今日今日今日のののの姿姿姿姿にににに沿沿沿沿ってってってって投投投投資資資資をしようということでございますをしようということでございますをしようということでございますをしようということでございます。。。。本本本本館館館館ということでございますということでございますということでございますということでございます。。。。本本本本館館館館はははは屋屋屋屋内内内内でのでのでのでの活活活活動動動動をををを専専専専らにしてらにしてらにしてらにしてききききたたたた経緯経緯経緯経緯がありますのがありますのがありますのがありますのでででで、、、、基基基基本的本的本的本的にににに本本本本館館館館とととと呼呼呼呼ばれるようではばれるようではばれるようではばれるようでは野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーのののの意味意味意味意味がないのではないかとがないのではないかとがないのではないかとがないのではないかと思思思思いいいいますますますます。。。。今今今今までまでまでまで教員教員教員教員のののの方方方方がががが教教教教師師師師のののの研研研研修修修修所所所所にここをにここをにここをにここを使使使使っておられたっておられたっておられたっておられた。。。。数多数多数多数多くありまくありまくありまくありませんせんせんせんがががが、、、、そそそそのようなたのようなたのようなたのようなためめめめにににに本本本本館館館館がこのがこのがこのがこの野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーのののの中中中中でででで残残残残すというのはすというのはすというのはすというのは本末本末本末本末転倒転倒転倒転倒かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。野野野野外外外外活活活活動動動動のののの施施施施設設設設をををを今今今今ふふふふうにうにうにうに整備整備整備整備しようということでしようということでしようということでしようということで、、、、コストコストコストコスト面面面面だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、そのようなそのようなそのようなそのような投投投投資資資資もももも考考考考ええええておるところでございますておるところでございますておるところでございますておるところでございます。。。。またまたまたまた、、、、予予予予約約約約がががが決決決決まってないのにまってないのにまってないのにまってないのに廃廃廃廃止止止止がががが言言言言わわわわれているということはれているということはれているということはれているということは、、、、予予予予約約約約をををを先先先先 々々々々するとするとするとすると、、、、予予予予約約約約をしたをしたをしたをした中中中中でででで、、、、今議今議今議今議論論論論していただいていますしていただいていますしていただいていますしていただいています施施施施設設設設のののの活活活活動動動動のののの変変変変更更更更についてについてについてについて、、、、予予予予約約約約をしたのをしたのをしたのをしたのにににに活活活活動動動動ででででききききないのかとないのかとないのかとないのかと言言言言わわわわれるとれるとれるとれると大大大大変変変変悪悪悪悪いことになりますのでいことになりますのでいことになりますのでいことになりますので、、、、予予予予約約約約をとをとをとをとめめめめているというているというているというているという事事事事情情情情であるとであるとであるとであると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。まずまずまずまず、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーのののの本本本本館館館館はははは野野野野外外外外ではないとではないとではないとではないと、、、、確確確確かにかにかにかに屋屋屋屋根根根根があるかないがあるかないがあるかないがあるかない○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員かというようなかというようなかというようなかというような問問問問題題題題になってくるになってくるになってくるになってくるわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、曽爾曽爾曽爾曽爾村村村村のののの国国国国立立立立曽爾曽爾曽爾曽爾青少青少青少青少年年年年自然自然自然自然のののの家家家家、、、、ここがここがここがここが３３３３分分分分のののの１１１１のののの奈奈奈奈良県良県良県良県のののの小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校がががが使使使使っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、ここもここもここもここも４００４００４００４００ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの屋屋屋屋内内内内のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設がそろっているがそろっているがそろっているがそろっている状況状況状況状況でありますしでありますしでありますしでありますし、、、、大大大大阪阪阪阪府府府府のののの青少青少青少青少年活年活年活年活動財団動財団動財団動財団がががが、、、、吉吉吉吉野野野野町町町町のののの宮宮宮宮滝滝滝滝小小小小学校学校学校学校のののの跡跡跡跡地地地地をををを改改改改装装装装していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、１２０１２０１２０１２０床床床床、、、、これもこれもこれもこれも屋屋屋屋内内内内のところということになりますのところということになりますのところということになりますのところということになります。。。。ななななぜぜぜぜこのこのこのこの屋屋屋屋内内内内のののの部部部部分分分分がががが必必必必要要要要かということになってまいりますとかということになってまいりますとかということになってまいりますとかということになってまいりますと、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県でもでもでもでも１００１００１００１００人人人人をををを超超超超ええええるるるる学校学校学校学校のののの人人人人たちはここのところをたちはここのところをたちはここのところをたちはここのところを利利利利用用用用されているのですけれどもされているのですけれどもされているのですけれどもされているのですけれども、、、、このこのこのこの野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーのののの立立立立地地地地からいいますとからいいますとからいいますとからいいますと、、、、ややややはりはりはりはり傾斜傾斜傾斜傾斜ののののききききついところについところについところについところにロッジロッジロッジロッジとかとかとかとかテテテテントントントントとかがとかがとかがとかが点点点点在在在在してしてしてしているようないるようないるようないるような立立立立地地地地条条条条件件件件になっておりますのでになっておりますのでになっておりますのでになっておりますので、、、、そこがもとのそこがもとのそこがもとのそこがもとの本本本本館館館館機機機機能能能能がなくなりますとがなくなりますとがなくなりますとがなくなりますと、、、、ももももしししし大大大大勢勢勢勢のののの子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを初初初初めめめめてててて野野野野外外外外にににに連連連連れていくというれていくというれていくというれていくという、、、、少少少少ないないないない先先先先生生生生がががが連連連連れていくといったれていくといったれていくといったれていくといった場場場場合合合合にににに、、、、まずまずまずまず危機管理危機管理危機管理危機管理のののの対対対対応応応応がでがでがでができきききないというないというないというないという心心心心配配配配がががが生生生生まれてくるまれてくるまれてくるまれてくるわわわわけですけですけですけです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、だだだだれがれがれがれがロッジロッジロッジロッジにににに泊泊泊泊まったとかまったとかまったとかまったとかテテテテントントントントにににに泊泊泊泊まったとかというまったとかというまったとかというまったとかという不不不不公平感公平感公平感公平感がががが生生生生まれたりまれたりまれたりまれたり、、、、そのようそのようそのようそのようななななトトトトラブラブラブラブルルルルとかとかとかとか苦苦苦苦情情情情のののの原因原因原因原因にもなるのではないかというようなことがありましてにもなるのではないかというようなことがありましてにもなるのではないかというようなことがありましてにもなるのではないかというようなことがありまして、、、、本本本本当当当当にににに今今今今のそうしたのそうしたのそうしたのそうした状態状態状態状態でもでもでもでも野野野野外外外外活活活活動動動動はもうはもうはもうはもう徹夜徹夜徹夜徹夜がががが当当当当たりたりたりたり前前前前だとだとだとだと、、、、学校学校学校学校のののの先先先先生生生生がががが連連連連れていくのだれていくのだれていくのだれていくのだったらもうったらもうったらもうったらもう徹夜徹夜徹夜徹夜をしないとをしないとをしないとをしないと対対対対応応応応ででででききききないようなないようなないようなないような今今今今のののの現状現状現状現状のののの中中中中でででで、、、、こうしたこうしたこうしたこうした分分分分散散散散型型型型のところのところのところのところにににに子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを連連連連れていれていれていれていききききますとますとますとますと本本本本当当当当にどにどにどにどんんんんなことがなことがなことがなことが起起起起こるかこるかこるかこるかわわわわからないからないからないからない、、、、そういうそういうそういうそういう心心心心配配配配
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のののの声声声声はははは実実実実際際際際ありますしありますしありますしありますし、、、、親親親親のののの立場立場立場立場からいたしましてもからいたしましてもからいたしましてもからいたしましても、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような心心心心配配配配がががが出出出出てくるのてくるのてくるのてくるのではないかなとではないかなとではないかなとではないかなと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。おおおおふふふふろもろもろもろも廃廃廃廃止止止止をしてをしてをしてをしてシシシシャャャャワワワワーーーーということなのですけれどもということなのですけれどもということなのですけれどもということなのですけれども、、、、あそこのあそこのあそこのあそこの場所場所場所場所はははは非常非常非常非常にににに涼涼涼涼ししししいいいい場所場所場所場所ですですですです。。。。ことしはことしはことしはことしは猛暑猛暑猛暑猛暑ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、夏夏夏夏場場場場でもでもでもでも本本本本当当当当にににに夜夜夜夜になったらになったらになったらになったら涼涼涼涼しくなるしくなるしくなるしくなるぐぐぐぐらいらいらいらいのののの場所場所場所場所でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、今今今今、、、、年年年年間間間間をををを通通通通じじじじてててて利利利利用用用用しているしているしているしているわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、シシシシャャャャワワワワーーーーだけでだけでだけでだけでしたらしたらしたらしたら冬冬冬冬場場場場とかとかとかとか秋秋秋秋とかとかとかとか、、、、それではそれではそれではそれでは非常非常非常非常にににに寒寒寒寒くてくてくてくて風邪風邪風邪風邪をををを引引引引いたりとかということになってしいたりとかということになってしいたりとかということになってしいたりとかということになってしまうのではないかとまうのではないかとまうのではないかとまうのではないかと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。シシシシャャャャワワワワーーーーとおとおとおとおふふふふろとろとろとろと、、、、ききききのうもちのうもちのうもちのうもちょょょょっとっとっとっと調調調調べたのをべたのをべたのをべたのを言言言言っっっったのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、おおおおふふふふろにろにろにろに入入入入るるるる時間時間時間時間ととととシシシシャャャャワワワワーーーーにかかるにかかるにかかるにかかる時間時間時間時間としたらとしたらとしたらとしたら、、、、シシシシャャャャワワワワーーーーのののの方方方方がががが長長長長いといといといと。。。。またまたまたまた、、、、大大大大勢勢勢勢であればであればであればであれば水水水水のののの量量量量もももも全然全然全然全然違違違違うということもありましてうということもありましてうということもありましてうということもありまして、、、、大大大大体体体体、、、、集集集集団団団団でででで１１１１００００００００人人人人ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで見見見見ますとますとますとますと、、、、４４４４倍倍倍倍ぐぐぐぐらいらいらいらいシシシシャャャャワワワワーーーーだったらだったらだったらだったら、、、、どれどれどれどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのシシシシャャャャワワワワーーーーのののの口数口数口数口数ににににするかするかするかするかわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、かかるのではないかというようなこともかかるのではないかというようなこともかかるのではないかというようなこともかかるのではないかというようなことも言言言言わわわわれておりますれておりますれておりますれておりますしししし、、、、今今今今、、、、学校学校学校学校のののの生生生生徒徒徒徒ささささんんんん、、、、大大大大体体体体ククククララララススススにににに１１１１人人人人やややや２２２２人人人人ははははアスアスアスアスペペペペルルルルガガガガーーーーとかとかとかとか、、、、そうしたそうしたそうしたそうした障障障障害害害害ののののあるあるあるある子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんがいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃるるるるわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、そうしたそうしたそうしたそうした子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを連連連連れていこうとれていこうとれていこうとれていこうと思思思思いましたらいましたらいましたらいましたら、、、、おおおおふふふふろにろにろにろに入入入入れてれてれてれて洗洗洗洗ってってってって出出出出すということはですということはですということはですということはでききききてもてもてもても、、、、とてもとてもとてもとてもシシシシャャャャワワワワーーーーでのでのでのでの対対対対応応応応というのはというのはというのはというのは非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいというようなこともしいというようなこともしいというようなこともしいというようなことも言言言言わわわわれているれているれているれているわわわわけですけですけですけです。。。。またまたまたまた、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県のののの特特特特別支援別支援別支援別支援学校学校学校学校のののの子子子子どもたちでもどもたちでもどもたちでもどもたちでも、、、、ややややはりはりはりはり今今今今、、、、学校学校学校学校のののの教育教育教育教育指指指指導導導導要領要領要領要領のののの中中中中でででで、、、、このこのこのこの自然自然自然自然のののの中中中中でのでのでのでの集集集集団団団団宿泊宿泊宿泊宿泊活活活活動動動動などなどなどなど、、、、平平平平素素素素とととと異異異異なるなるなるなる生生生生活環境活環境活環境活環境にあってにあってにあってにあって自然自然自然自然やややや文化文化文化文化などをなどをなどをなどを楽楽楽楽ししししむむむむとともにとともにとともにとともに、、、、人間人間人間人間関係関係関係関係やややや公公公公衆衆衆衆道徳道徳道徳道徳についてのについてのについてのについての望望望望ましいましいましいましい体体体体験験験験をををを積積積積むむむむことがでことがでことがでことができきききるようにするようにするようにするようにするるるる、、、、こうしたこうしたこうしたこうした環境環境環境環境をををを整整整整ええええることることることること、、、、またまたまたまた中中中中学校学校学校学校はははは道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育のののの中中中中にこうしたにこうしたにこうしたにこうした自然自然自然自然活活活活動体動体動体動体験験験験がががが位位位位置置置置づけられておりましてづけられておりましてづけられておりましてづけられておりまして、、、、今今今今後後後後そういうそういうそういうそういう今今今今のののの子子子子どもたちのさまざまなどもたちのさまざまなどもたちのさまざまなどもたちのさまざまな問問問問題題題題、、、、人間人間人間人間関係関係関係関係のののの問問問問題題題題とかとかとかとか共共共共同同同同ににににややややることのることのることのることの意意意意識識識識のののの問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、そうしたことをそうしたことをそうしたことをそうしたことを改改改改善善善善するするするする上上上上でもでもでもでも、、、、このこのこのこの教育教育教育教育施施施施設設設設としてのとしてのとしてのとしての野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーのののの役割役割役割役割というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今後後後後もっともっともっともっとふえふえふえふえていくていくていくていく、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような施施施施設設設設であるとであるとであるとであると思思思思ううううわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、知事知事知事知事がががが先先先先ほどほどほどほど言言言言わわわわれたようにれたようにれたようにれたように、、、、テテテテントントントントととととロッジロッジロッジロッジだけのだけのだけのだけの宿泊宿泊宿泊宿泊というようなというようなというようなというような形形形形になっていになっていになっていになっていききききますとますとますとますと利利利利用者用者用者用者がががが減減減減ってしまってってしまってってしまってってしまって、、、、本来本来本来本来、、、、森森森森林教育林教育林教育林教育、、、、全全全全国国国国でもすでもすでもすでもすぐぐぐぐれたれたれたれた中中中中身身身身ををををややややっているっているっているっている森森森森林教育林教育林教育林教育とかとかとかとか、、、、そういったところもそういったところもそういったところもそういったところも十十十十分果分果分果分果たしたしたしたし得得得得なくなっなくなっなくなっなくなってしまうてしまうてしまうてしまう、、、、先細先細先細先細りになってしまうのではないかというりになってしまうのではないかというりになってしまうのではないかというりになってしまうのではないかという心心心心配配配配があるがあるがあるがあるわわわわけですけですけですけです。。。。知事知事知事知事はははは以以以以前前前前のののの本会議本会議本会議本会議のとのとのとのとききききにににに、、、、このこのこのこの建建建建てかてかてかてかええええにはにはにはには４４４４億億億億５５５５，，，，００００００００００００万万万万円円円円ほどかかるとほどかかるとほどかかるとほどかかると概概概概算算算算でででで言言言言わわわわれておりれておりれておりれておりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、４４４４億億億億５５５５，，，，００００００００００００万万万万円円円円をををを投投投投資資資資をしてをしてをしてをして、、、、今今今今後奈後奈後奈後奈良県良県良県良県のののの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの教育教育教育教育とかとかとかとか奈奈奈奈良県良県良県良県のそうしたすのそうしたすのそうしたすのそうしたすぐぐぐぐれたれたれたれた利利利利点点点点をををを本本本本当当当当にににに後後後後世世世世にににに伝伝伝伝ええええていくというていくというていくというていくという意味意味意味意味でいけばでいけばでいけばでいけば、、、、そそそそんんんんなになになになに高高高高いいいい投投投投資資資資ではないとではないとではないとではないと思思思思ううううわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、そのそのそのその点点点点でででで本本本本館館館館をなくしていくというをなくしていくというをなくしていくというをなくしていくという問問問問題題題題でででで知知知知
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事事事事はもうはもうはもうはもう一一一一度度度度どうどうどうどう思思思思っておられるのかっておられるのかっておられるのかっておられるのか。。。。またまたまたまた、、、、知事知事知事知事はははは外外外外国国国国のところをのところをのところをのところを見見見見にににに行行行行かれてかれてかれてかれて、、、、そういうのがいいというそういうのがいいというそういうのがいいというそういうのがいいという答弁答弁答弁答弁がありましたがありましたがありましたがありましたけれどもけれどもけれどもけれども、、、、それはそれはそれはそれは大大大大人人人人になってからになってからになってからになってから行行行行っているのかっているのかっているのかっているのか、、、、子子子子どものころなのかどものころなのかどものころなのかどものころなのか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろ、、、、いつごろいつごろいつごろいつごろ見見見見たことなのかもおたことなのかもおたことなのかもおたことなのかもお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、このこのこのこの野野野野外外外外活活活活動動動動セセセセンンンンタタタターーーーのののの現場現場現場現場をごらをごらをごらをごらんんんんになっているのかどうかになっているのかどうかになっているのかどうかになっているのかどうか、、、、それもあそれもあそれもあそれもあわわわわせせせせておておておてお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ここでどのようなここでどのようなここでどのようなここでどのような施施施施設設設設でででで活活活活動動動動するかするかするかするか、、、、今今今今のののの今井委員今井委員今井委員今井委員のののの話話話話をををを聞聞聞聞いているといているといているといていると、、、、子子子子○○○○荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事どものどものどものどもの管理管理管理管理がががが難難難難しいからしいからしいからしいから、、、、大大大大勢勢勢勢でででで宿泊宿泊宿泊宿泊するのはするのはするのはするのは、、、、何何何何かまずかまずかまずかまず先先先先生生生生のたのたのたのためめめめにににに施施施施設設設設がががが要要要要るようにるようにるようにるように、、、、誤誤誤誤解解解解かもしれまかもしれまかもしれまかもしれませんせんせんせんがががが、、、、聞聞聞聞ここここええええててててききききますますますます。。。。子子子子どもはこういうところにどもはこういうところにどもはこういうところにどもはこういうところに行行行行ってってってって、、、、大大大大勢勢勢勢でででで行行行行くくくくよりもよりもよりもよりも、、、、私私私私のののの経験経験経験経験からしてもからしてもからしてもからしても、、、、少少少少ないないないない人数人数人数人数ででででキキキキャャャャンプンプンプンプファイファイファイファイヤヤヤヤーーーーしたのはしたのはしたのはしたのは一生一生一生一生覚覚覚覚ええええておりておりておりておりますしますしますしますし、、、、管理管理管理管理のたのたのたのためめめめにににに大大大大勢勢勢勢でででで連連連連れていってれていってれていってれていって離離離離れたれたれたれた田田田田舎舎舎舎ででででホホホホテテテテルルルル並並並並みみみみのののの宿泊宿泊宿泊宿泊をををを期待期待期待期待するといするといするといするというのはうのはうのはうのは、、、、これはこれはこれはこれは本来本来本来本来のののの目的目的目的目的とととと違違違違うのではないかうのではないかうのではないかうのではないか、、、、たくましいたくましいたくましいたくましい子子子子どもをどもをどもをどもを自然自然自然自然とととと向向向向きききき合合合合うううう体体体体験験験験のののの中中中中でででで育育育育てることにてることにてることにてることに、、、、このこのこのこのセセセセンンンンタタタターーーーのののの大大大大ききききなななな意味意味意味意味があろうとがあろうとがあろうとがあろうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。施施施施設設設設がががが安安安安いいいい方方方方がいいとかというのはがいいとかというのはがいいとかというのはがいいとかというのは、、、、一一一一つつつつ財財財財政上政上政上政上はははは大事大事大事大事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、、、、本来本来本来本来のののの先先先先ほどほどほどほどのののの歴史歴史歴史歴史からしてからしてからしてからして、、、、野野野野外外外外ののののレレレレククククリリリリエエエエーションーションーションーションをしなかったをしなかったをしなかったをしなかった３０３０３０３０年年年年前前前前のののの時時時時代代代代からからからから、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな田田田田舎舎舎舎でのでのでのでの宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設はははは充充充充実実実実しているしているしているしている中中中中でででで、、、、みみみみずからずからずからずから自自自自炊炊炊炊をしたりをしたりをしたりをしたり体体体体験験験験をしたりというのはをしたりというのはをしたりというのはをしたりというのは、、、、大大大大規模規模規模規模なななな修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行とかとかとかとか管理管理管理管理というのにはというのにはというのにはというのにはむむむむしろしろしろしろ適適適適さないさないさないさない活活活活動動動動でありますでありますでありますであります。。。。学校学校学校学校のののの先先先先生生生生はははは小小小小規模規模規模規模にににに人数人数人数人数をををを分分分分けてでもけてでもけてでもけてでも順順順順次次次次連連連連れていってれていってれていってれていって野野野野外外外外活活活活動動動動をををを体体体体験験験験ささささせせせせてほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思うううう次第次第次第次第でありでありでありでありますますますます。。。。そのようなそのようなそのようなそのような野野野野外外外外活活活活動動動動がでがでがでができきききるようなるようなるようなるような施施施施設設設設にににに充充充充実実実実していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。大大大大勢勢勢勢のののの人人人人数数数数でででで屋屋屋屋内内内内のののの宿泊宿泊宿泊宿泊にににに泊泊泊泊まってまってまってまって帰帰帰帰っただけではっただけではっただけではっただけでは野野野野外外外外のののの体体体体験験験験にはにはにはには不足不足不足不足があるがあるがあるがある。。。。どこにどこにどこにどこに泊泊泊泊まったかまったかまったかまったかわわわわからないとからないとからないとからないと思思思思いますいますいますいます。。。。ひひひひ弱弱弱弱なななな子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんはどのようにはどのようにはどのようにはどのように扱扱扱扱うかというかというかというかといええええばばばば、、、、このこのこのこの野野野野外体外体外体外体験験験験のののの中中中中でもでもでもでも特特特特段段段段のののの工工工工夫夫夫夫がががが要要要要るるるる問問問問題題題題だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それはそれはそれはそれは屋屋屋屋内内内内のののの宿泊宿泊宿泊宿泊をををを大大大大ききききくつくるというこくつくるというこくつくるというこくつくるということではとではとではとでは得得得得られないとられないとられないとられないと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。外外外外国国国国のののの体体体体験験験験をををを言言言言いましたかもしれまいましたかもしれまいましたかもしれまいましたかもしれませんせんせんせんがががが、、、、それはそれはそれはそれは私私私私のののの子子子子どもどもどもども時時時時代代代代ではなしにではなしにではなしにではなしに、、、、駐駐駐駐在在在在中中中中にににに子子子子どもをどもをどもをどもを野野野野外外外外のののの体体体体験験験験をさをさをさをさせせせせたということをたということをたということをたということを思思思思いいいい出出出出してしてしてして申申申申しししし上上上上げただけでございますげただけでございますげただけでございますげただけでございます。。。。ここここののののセセセセンンンンタタタターーーーにはにはにはには個個個個人人人人的的的的にににに見見見見学学学学をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。先先先先生生生生のののの管理管理管理管理面面面面からからからから言言言言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言言言言わわわわれているのですけれどもれているのですけれどもれているのですけれどもれているのですけれども、、、、○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員奈奈奈奈良県良県良県良県のののの小学校小学校小学校小学校のののの５５５５年年年年生生生生やややや中中中中学校学校学校学校２２２２年年年年生生生生のののの子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが利利利利用用用用するするするする場場場場合合合合がががが多多多多いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり１１１１学学学学年年年年１００１００１００１００人人人人をををを超超超超ええええているところがているところがているところがているところが結結結結構構構構あるあるあるあるわわわわけですけですけですけです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、先先先先生生生生がががが何何何何人人人人かでかでかでかで、、、、もともとがもともとがもともとがもともとが１１１１ククククララララススススがががが少少少少人数人数人数人数のののの学学学学級級級級になっていないというになっていないというになっていないというになっていないという現状現状現状現状のののの中中中中でででで、、、、一一一一定定定定のののの数数数数をををを連連連連れてれてれてれて
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いくというのはいくというのはいくというのはいくというのは今今今今のののの現状現状現状現状のののの中中中中ではではではではややややむむむむをををを得得得得ないようなないようなないようなないような問問問問題題題題でありますしでありますしでありますしでありますし、、、、またまたまたまた野野野野外外外外活活活活動動動動にににに連連連連れていけるれていけるれていけるれていける期期期期間間間間がががが学校学校学校学校のののの年中行事年中行事年中行事年中行事からしたらからしたらからしたらからしたら大大大大体体体体限限限限られておりますのでられておりますのでられておりますのでられておりますので、、、、そういうそういうそういうそういう学校学校学校学校がががが複複複複数数数数でででで同同同同じじじじ日日日日にににに利利利利用用用用するとかするとかするとかするとか、、、、またまたまたまた帰帰帰帰るとるとるとるとききききにはにはにはには別別別別のののの学校学校学校学校がががが来来来来るというるというるというるという、、、、いっといっといっといっとききききにににに物物物物すごいすごいすごいすごい数数数数のののの子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが集集集集中中中中するようなするようなするようなするような中中中中でででで子子子子どものさまざまなことをどものさまざまなことをどものさまざまなことをどものさまざまなことを保保保保障障障障していくといしていくといしていくといしていくというううう、、、、そういうそういうそういうそういう側面側面側面側面があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思ううううわわわわけですけですけですけです。。。。ですからですからですからですから、、、、そこのところがそこのところがそこのところがそこのところがややややはりはりはりはりききききちっとなっていてこそちっとなっていてこそちっとなっていてこそちっとなっていてこそ子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち一人一人一人一人ひひひひとりのとりのとりのとりの野野野野外外外外活活活活動動動動がががが充充充充実実実実したものになるのではなしたものになるのではなしたものになるのではなしたものになるのではないかといかといかといかと思思思思っているっているっているっているわわわわけですけですけですけです。。。。先先先先日日日日、、、、給給給給食食食食業者業者業者業者のののの募集募集募集募集ををををホーホーホーホームペムペムペムページージージージでかけていたようですけれどもでかけていたようですけれどもでかけていたようですけれどもでかけていたようですけれども、、、、ききききのうのうのうのう見見見見ましたましたましたましたらららら、、、、そこのそこのそこのそこの部部部部分分分分がもうなかったのですけれどもがもうなかったのですけれどもがもうなかったのですけれどもがもうなかったのですけれども、、、、これはどなたかこれはどなたかこれはどなたかこれはどなたか応応応応募募募募があったのでしがあったのでしがあったのでしがあったのでしょょょょううううかかかか。。。。わわわわかりますかかりますかかりますかかりますか、、、、だれかだれかだれかだれか。。。。 いまいまいまいまわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせん。。。。○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長こういうところのこういうところのこういうところのこういうところの施施施施設設設設ででででややややってもいいとってもいいとってもいいとってもいいと思思思思っているっているっているっている業者業者業者業者のののの方方方方のののの意意意意見見見見もももも聞聞聞聞ききききまままま○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員したらしたらしたらしたら、、、、冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫もないともないともないともないと、、、、夏夏夏夏場場場場にににに、、、、本本本本館館館館もつもつもつもつぶぶぶぶれてしまうとれてしまうとれてしまうとれてしまうと、、、、給給給給食食食食のののの食食食食堂堂堂堂もないともないともないともないと、、、、そこそこそこそこでででで材材材材料料料料をををを入入入入れよとれよとれよとれよと言言言言わわわわれてもそれはでれてもそれはでれてもそれはでれてもそれはでききききないのだというようなこともないのだというようなこともないのだというようなこともないのだというようなことも言言言言わわわわれていたれていたれていたれていたわわわわけでけでけでけですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、吉吉吉吉野野野野町町町町宮宮宮宮滝滝滝滝のののの野野野野外学校外学校外学校外学校をををを見見見見ましたらましたらましたらましたら、、、、学校学校学校学校のもとののもとののもとののもとの調調調調理室理室理室理室をををを生生生生徒徒徒徒のののの自自自自炊炊炊炊のののの場場場場所所所所にしておりましてにしておりましてにしておりましてにしておりまして、、、、近所近所近所近所のののの農農農農のののの達達達達人人人人がつくったがつくったがつくったがつくった食食食食材材材材をををを使使使使ってってってって地域地域地域地域とととと一体一体一体一体となったとなったとなったとなった施施施施設設設設でででで生生生生きききき残残残残りをかけているようなところもりをかけているようなところもりをかけているようなところもりをかけているようなところも見見見見たのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、本本本本当当当当にこのにこのにこのにこの施施施施設設設設のこれまでのこれまでのこれまでのこれまで果果果果たしてたしてたしてたしてききききたたたた役割役割役割役割というのをというのをというのをというのをききききちっとちっとちっとちっと見見見見ていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、結結結結局局局局つくったけれどだれもつくったけれどだれもつくったけれどだれもつくったけれどだれも使使使使ええええないないないないというというというという施施施施設設設設ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、本本本本当当当当にこうしてもらってよかったというものににこうしてもらってよかったというものににこうしてもらってよかったというものににこうしてもらってよかったというものにぜぜぜぜひひひひしていただしていただしていただしていただききききたいということをたいということをたいということをたいということを強強強強くくくく要要要要望望望望しておしておしておしておききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう１１１１点点点点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、、、、それはそれはそれはそれは労働労働労働労働会会会会館館館館のののの使使使使用用用用のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。奈奈奈奈良県良県良県良県労働労働労働労働組組組組合合合合連連連連合会合会合会合会がががが２０２０２０２０年年年年前前前前にににに結結結結成成成成されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、そのとそのとそのとそのとききききからからからから毎毎毎毎年年年年、、、、労働労働労働労働会会会会館館館館をををを使使使使用用用用ささささせせせせててててほしいというほしいというほしいというほしいという手手手手続続続続をしているのですけれどもをしているのですけれどもをしているのですけれどもをしているのですけれども、、、、それをずっとそれをずっとそれをずっとそれをずっと認認認認めめめめてもらっていないてもらっていないてもらっていないてもらっていない状況状況状況状況がががが続続続続いてまいりましたいてまいりましたいてまいりましたいてまいりました。。。。平成平成平成平成１３１３１３１３年年年年にににに、、、、県県県県のののの公公公公有財有財有財有財産産産産であるのでであるのでであるのでであるので公平公平公平公平なななな利利利利用用用用をさをさをさをさせせせせてほしいてほしいてほしいてほしいとととと裁裁裁裁判判判判までまでまでまで行行行行いましていましていましていまして、、、、そのそのそのその裁裁裁裁判判判判のののの結結結結果果果果といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、いつまでもこういういつまでもこういういつまでもこういういつまでもこういう対対対対応応応応をしをしをしをしていけばていけばていけばていけば差別差別差別差別的的的的なななな取取取取りりりり扱扱扱扱いだといだといだといだと言言言言わわわわざるをざるをざるをざるを得得得得ないというないというないというないという判判判判例例例例もももも出出出出ているているているているわわわわけですけですけですけです。。。。そのそのそのその後後後後、、、、県県県県はははは客客客客観的観的観的観的にににに判判判判断断断断をするということでをするということでをするということでをするということで基基基基準準準準をつくりましたけれどもをつくりましたけれどもをつくりましたけれどもをつくりましたけれども、、、、昨日昨日昨日昨日もももも質問質問質問質問いたしまいたしまいたしまいたしましたらしたらしたらしたら、、、、そのそのそのその基基基基準準準準についてについてについてについて、、、、いつだれがどのようないつだれがどのようないつだれがどのようないつだれがどのような中中中中身身身身でででで議議議議論論論論したのかしたのかしたのかしたのか議事議事議事議事録録録録をををを出出出出してくしてくしてくしてくださいとださいとださいとださいと言言言言いましたらいましたらいましたらいましたら、、、、それはそれはそれはそれは議事議事議事議事録録録録もないともないともないともないと言言言言わわわわれていたのですけれどもれていたのですけれどもれていたのですけれどもれていたのですけれども、、、、限限限限られたられたられたられた施施施施設設設設でででで複複複複数数数数のののの団体団体団体団体のののの申申申申しししし入入入入れがあってれがあってれがあってれがあって、、、、そしてずっとそしてずっとそしてずっとそしてずっと申申申申しししし入入入入れしているのにれしているのにれしているのにれしているのに使使使使わせわせわせわせてもらてもらてもらてもらええええ
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ないというのはないというのはないというのはないというのはややややはりはりはりはり異異異異常常常常なななな事事事事態態態態ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、申請申請申請申請がががが上上上上がったがったがったがった時時時時点点点点でででで関係関係関係関係のののの団体団体団体団体をををを県県県県がががが中中中中心心心心にににに一一一一堂堂堂堂にににに会会会会しておしておしておしてお互互互互いにいにいにいに知知知知恵恵恵恵をををを出出出出しししし合合合合ってってってって、、、、どうしたらどうしたらどうしたらどうしたら有有有有効効効効にそのにそのにそのにその施施施施設設設設をををを活用活用活用活用ででででききききるかをるかをるかをるかを協協協協議議議議するべするべするべするべききききではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っているのですけれどもっているのですけれどもっているのですけれどもっているのですけれども、、、、そのそのそのその点点点点でででで知知知知事事事事のごのごのごのご意意意意見見見見をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。労働労働労働労働会会会会館館館館のののの使使使使用用用用についてはかについてはかについてはかについてはかねねねねてからそのようなごてからそのようなごてからそのようなごてからそのようなご意意意意見見見見、、、、またまたまたまた紛紛紛紛争争争争があるよがあるよがあるよがあるよ○○○○荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事うにうにうにうに聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。知事就任以来知事就任以来知事就任以来知事就任以来、、、、このようなこのようなこのようなこのような課題課題課題課題のののの報報報報告告告告をををを受受受受けておりますけておりますけておりますけております。。。。県県県県のののの施施施施設設設設をををを組組組組合合合合のののの方方方方がががが使使使使うううう、、、、県県県県のののの施施施施設設設設からすればからすればからすればからすれば目的目的目的目的外外外外使使使使用用用用ということになるということになるということになるということになるわわわわけでございますけけでございますけけでございますけけでございますけれどもれどもれどもれども、、、、それがそれがそれがそれが県議会県議会県議会県議会あるいはあるいはあるいはあるいは公公公公党党党党間間間間のののの紛紛紛紛争争争争になるというのもになるというのもになるというのもになるというのも最初最初最初最初おおおお聞聞聞聞ききききしたとしたとしたとしたとききききはははは大大大大変変変変不不不不思議思議思議思議なななな気気気気がいたしましたががいたしましたががいたしましたががいたしましたが、、、、県県県県のののの施施施施設設設設のののの運運運運用用用用というのでというのでというのでというので責責責責任任任任があるがあるがあるがあるわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、労働労働労働労働会会会会館館館館のののの目的目的目的目的外外外外使使使使用用用用ということでございますのでということでございますのでということでございますのでということでございますので、、、、本来本来本来本来ののののジョジョジョジョブブブブカカカカフフフフェェェェとかしごととかしごととかしごととかしごとｉｉｉｉセセセセンンンンタタタターーーーがががが使使使使っておりますっておりますっておりますっております、、、、またまたまたまた、、、、貸貸貸貸しししし会議室会議室会議室会議室をををを使使使使っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、本来本来本来本来のののの目的以目的以目的以目的以外外外外のののの部部部部分分分分があるということががあるということががあるということががあるということが前前前前提提提提でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、そのそのそのその上上上上でででで目的目的目的目的外外外外使使使使用用用用許可許可許可許可申請申請申請申請をををを受受受受けてけてけてけて許可許可許可許可をすをすをすをするということになりまするということになりまするということになりまするということになります。。。。目的目的目的目的外外外外使使使使用用用用するするするする部部部部分分分分がががが限限限限られておりますのでられておりますのでられておりますのでられておりますので、、、、競競競競合合合合したしたしたした場場場場合合合合ののののややややりりりり方方方方というのがというのがというのがというのが今今今今、、、、行政行政行政行政運営運営運営運営のののの焦焦焦焦点点点点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。。。。労働労働労働労働会会会会館館館館目的目的目的目的外外外外使使使使用用用用許可許可許可許可にににに係係係係るるるる審査審査審査審査要要要要綱綱綱綱によってによってによってによって審査審査審査審査しているということになりますしているということになりますしているということになりますしているということになります。。。。手手手手続続続続をそのようにとっているといをそのようにとっているといをそのようにとっているといをそのようにとっているということでございますうことでございますうことでございますうことでございます。。。。目的目的目的目的外外外外使使使使用用用用がががが競競競競合合合合したしたしたした場場場場合合合合ではではではでは、、、、行政行政行政行政財財財財産産産産のののの管理者管理者管理者管理者でででで知事知事知事知事のののの権限権限権限権限をををを執執執執行行行行するたするたするたするためめめめ、、、、今申今申今申今申しししし上上上上げましたげましたげましたげました審査審査審査審査要要要要綱綱綱綱にににに基基基基づづづづきききき優優優優先順先順先順先順位位位位をををを決決決決定定定定しししし、、、、許可許可許可許可、、、、不不不不許可許可許可許可をををを行行行行っておるということでございますっておるということでございますっておるということでございますっておるということでございます。。。。簡便簡便簡便簡便にににに当当当当事者事者事者事者同同同同士士士士ででででややややればいいではないかというごればいいではないかというごればいいではないかというごればいいではないかというご意意意意見見見見のののの提言提言提言提言もございましたがもございましたがもございましたがもございましたが、、、、これはこれはこれはこれは公公公公のののの施施施施設設設設でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、行政行政行政行政のののの管理管理管理管理使使使使用用用用許可責許可責許可責許可責任任任任があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、いろいろごいろいろごいろいろごいろいろご不不不不満満満満はあろうかとはあろうかとはあろうかとはあろうかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今申今申今申今申しししし上上上上げましたようげましたようげましたようげましたようなななな審査審査審査審査要要要要綱綱綱綱でででで続続続続けていけていけていけていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ずっとずっとずっとずっと特特特特定定定定のののの団体団体団体団体にしかにしかにしかにしか貸貸貸貸していないというのはしていないというのはしていないというのはしていないというのは、、、、それはそれはそれはそれは事事事事実実実実でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員例例例例ええええばばばば限限限限られたられたられたられたススススペペペペースースースースがががが競競競競合合合合したしたしたした場場場場合合合合にはにはにはには、、、、ほかのところのほかのところのほかのところのほかのところの使使使使用用用用をををを検検検検討討討討するとかするとかするとかするとか、、、、またまたまたまた一一一一つのつのつのつのススススペペペペースースースースをををを分分分分けてけてけてけて、、、、労働労働労働労働会会会会館館館館にににに行行行行けばこちらのけばこちらのけばこちらのけばこちらの窓窓窓窓口口口口にもにもにもにも相談相談相談相談ででででききききるるるる、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの窓窓窓窓口口口口にもにもにもにも相談相談相談相談ででででききききるというようなるというようなるというようなるというような、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような使使使使いいいい方方方方もももも考考考考ええええられるのではないかとられるのではないかとられるのではないかとられるのではないかと思思思思ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、意意意意見見見見をををを申申申申しししし上上上上げておげておげておげておききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。数数数数点質問点質問点質問点質問ささささせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員まずまずまずまず初初初初めめめめにににに、、、、過過過過日日日日のののの教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの審査審査審査審査でででで、、、、あるあるあるある小学校小学校小学校小学校のののの校校校校長長長長ののののパパパパワハラワハラワハラワハラについてについてについてについて問問問問題題題題提提提提起起起起をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。教職員教職員教職員教職員課課課課長長長長がががが中中中中心心心心となってとなってとなってとなって事事事事態態態態のののの掌掌掌掌握握握握にににに努努努努めめめめていただていただていただていただきききき、、、、パパパパワハラワハラワハラワハラとととということをいうことをいうことをいうことを教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会としてとしてとしてとして確確確確認認認認ででででききききなかったというなかったというなかったというなかったという報報報報告告告告をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。そのそのそのその報報報報告告告告はははは平成平成平成平成
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２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日にににに県県県県及及及及びびびび県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会ががががみみみみずからのずからのずからのずからの行政行政行政行政のののの及及及及ぶぶぶぶ範囲範囲範囲範囲ににににパパパパワハラワハラワハラワハラ問問問問題題題題につにつにつについてのいてのいてのいての通通通通達達達達をををを出出出出しておったしておったしておったしておったわわわわけでありますけでありますけでありますけであります。。。。県県県県のののの中中中中でででで、、、、例例例例ええええばばばば教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの中中中中でででで、、、、このこのこのこの間間間間のののの審査審査審査審査でででで明明明明らかになったのはらかになったのはらかになったのはらかになったのは、、、、このこのこのこの県県県県のののの通通通通達達達達にににに従従従従ってってってって市市市市町町町町村教育委員会村教育委員会村教育委員会村教育委員会ででででパパパパワハラワハラワハラワハラについについについについてのてのてのての指指指指針針針針をつくっているところはをつくっているところはをつくっているところはをつくっているところは２２２２市市市市１１１１町町町町しかなかったしかなかったしかなかったしかなかった。。。。もちろもちろもちろもちろんんんん当当当当該該該該校校校校長長長長もそのもそのもそのもその通通通通達達達達がががが出出出出たことはたことはたことはたことは知知知知っているけれどもっているけれどもっているけれどもっているけれども、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも人人人人権権権権にににに対対対対するするするする感感感感覚覚覚覚がががが大大大大変変変変荒荒荒荒うございましてうございましてうございましてうございまして、、、、現現現現実実実実にににに講師講師講師講師身分身分身分身分のののの教教教教師師師師２２２２人人人人ににににパパパパチチチチンコンコンコンコ屋屋屋屋にににに誘誘誘誘ったりったりったりったり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは特特特特定定定定ののののパパパパチチチチンコンコンコンコ屋屋屋屋のののの特特特特定定定定のののの台台台台をををを自分自分自分自分がががが行行行行くくくく前前前前にににに確確確確保保保保しておくとしておくとしておくとしておくと、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを教教教教師師師師ににににややややららららせせせせたたたた。。。。自分自分自分自分のののの田田田田んんんんぼぼぼぼのののの農農農農繁繁繁繁期期期期にににに手手手手伝伝伝伝いをさいをさいをさいをさせせせせるるるる。。。。もっといもっといもっといもっといええええばばばば毎毎毎毎日日日日のののの学校学校学校学校へへへへのののの登登登登下下下下校校校校にににに教教教教師師師師にににに運転運転運転運転をさをさをさをさせせせせたたたた。。。。特特特特定定定定のののの教教教教師師師師だけではないのですだけではないのですだけではないのですだけではないのです。。。。そういうそういうそういうそういう問問問問題題題題についてについてについてについて、、、、平平平平然然然然ととととややややっておったっておったっておったっておった。。。。しかもそのしかもそのしかもそのしかもその校校校校長長長長がががが平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年８８８８月月月月３１３１３１３１日付日付日付日付でででで退退退退職職職職するとするとするとすると、、、、それをそれをそれをそれを問問問問題題題題としておったとしておったとしておったとしておった人人人人たちはたちはたちはたちは、、、、ああああああああ、、、、責責責責任任任任感感感感じじじじてててて前前前前もってもってもってもってやめやめやめやめるのかしらとるのかしらとるのかしらとるのかしらと思思思思ったらったらったらったら、、、、何何何何とととと当当当当該該該該町町町町のののの教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会にににに多分多分多分多分平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１１１１００００月月月月１１１１日付日付日付日付でででで就任就任就任就任なさるのではないかとなさるのではないかとなさるのではないかとなさるのではないかと、、、、そういうそういうそういうそういう情情情情報報報報がががが伝伝伝伝わわわわったったったった途途途途端端端端、、、、ややややはりはりはりはり講師講師講師講師身分身分身分身分のののの、、、、不不不不安定安定安定安定なななな身分身分身分身分のののの教教教教師師師師たちはたちはたちはたちは告告告告発発発発することをすることをすることをすることをやめやめやめやめましたましたましたました。。。。そういうそういうそういうそういう事事事事実実実実をををを前前前前にしてにしてにしてにして、、、、実実実実はははは、、、、このこのこのこの学校学校学校学校でででで去去去去年年年年１１１１年年年年間間間間、、、、５５５５年年年年生生生生でいでいでいでいじめじめじめじめにににに遭遭遭遭ったったったった女女女女子子子子生生生生徒徒徒徒がおりましたがおりましたがおりましたがおりました。。。。そのそのそのその女女女女子子子子生生生生徒徒徒徒のののの問問問問題題題題をををを県県県県のののの教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会にににに提提提提起起起起しししし、、、、学校学校学校学校教育教育教育教育課課課課でかなりでかなりでかなりでかなり手手手手厚厚厚厚いいいい手手手手当当当当てをしてもらいましたてをしてもらいましたてをしてもらいましたてをしてもらいました。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその女女女女子子子子生生生生徒徒徒徒のことについてのことについてのことについてのことについて県県県県のののの教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会がががが足足足足をををを運運運運んんんんでいるのにでいるのにでいるのにでいるのに、、、、当当当当該該該該のののの学校学校学校学校ではではではでは、、、、教教教教師師師師たちがたちがたちがたちが、、、、県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会がががが何何何何をしにをしにをしにをしに来来来来ているているているているのということのということのということのということ、、、、ううううわわわわさではするのですけれどもさではするのですけれどもさではするのですけれどもさではするのですけれども、、、、実実実実際際際際、、、、そのそのそのその５５５５年年年年生生生生でででで女女女女子子子子生生生生徒徒徒徒にににに対対対対するいするいするいするいじめじめじめじめがあるというがあるというがあるというがあるという事事事事実実実実をををを人人人人権権権権担当担当担当担当のののの教教教教師師師師にすらにすらにすらにすら言言言言っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった。。。。だからだからだからだから、、、、今今今今回回回回ののののパパパパワハワハワハワハララララをををを提提提提起起起起したのはしたのはしたのはしたのは人人人人権権権権担当担当担当担当のののの教教教教師師師師。。。。３３３３月末月末月末月末にににに人人人人権権権権担当担当担当担当ををををやめやめやめやめたいとたいとたいとたいと申申申申しししし出出出出しましたらしましたらしましたらしましたら、、、、ここここのののの校校校校長長長長はははは、、、、何何何何をををを言言言言ったのかったのかったのかったのか。。。。人人人人権権権権問問問問題題題題にににに対対対対してしてしてして、、、、先先先先生生生生、、、、そそそそんんんんなになになになに難難難難しくしくしくしく考考考考ええええなくてもよろなくてもよろなくてもよろなくてもよろしいしいしいしい。。。。適適適適当当当当ににににややややっていたらよろしいとっていたらよろしいとっていたらよろしいとっていたらよろしいと。。。。自分自分自分自分はははは適適適適当当当当ににににややややっっっっぱぱぱぱりりりり過過過過ごしているごしているごしているごしているわわわわけですけですけですけです。。。。そそそそういうういうういうういう風潮風潮風潮風潮がががが全全全全般般般般にににに強強強強くなっているのではないかというくなっているのではないかというくなっているのではないかというくなっているのではないかという危危危危惧惧惧惧をしているをしているをしているをしている。。。。知事知事知事知事、、、、人人人人権権権権施施施施策策策策課課課課というのがあるのですがというのがあるのですがというのがあるのですがというのがあるのですが、、、、これはこれはこれはこれは残残残残務務務務整整整整理理理理であるのかどうかであるのかどうかであるのかどうかであるのかどうか、、、、内内内内部部部部でででではっはっはっはっききききりしてもらいたいりしてもらいたいりしてもらいたいりしてもらいたい。。。。時時時時たまたまたまたま人人人人権権権権施施施施策策策策課課課課にににに、、、、今今今今一番人一番人一番人一番人権侵権侵権侵権侵害害害害でででで社社社社会的会的会的会的ににににシシシシビビビビアアアアなななな問問問問題題題題、、、、児児児児童虐童虐童虐童虐待待待待、、、、何何何何件件件件持持持持っていますかっていますかっていますかっていますか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはＤＶＤＶＤＶＤＶのののの問問問問題題題題、、、、どれどれどれどれぐぐぐぐらいらいらいらい県県県県のののの行政行政行政行政でででで扱扱扱扱っていまっていまっていまっていますかすかすかすか。。。。それはこどもそれはこどもそれはこどもそれはこども家庭局家庭局家庭局家庭局専科専科専科専科のようにのようにのようにのように、、、、肝肝肝肝心心心心なななな人人人人権権権権施施施施策策策策課課課課でででで集約集約集約集約ででででききききていないていないていないていない、、、、しないしないしないしない仕組仕組仕組仕組みみみみになっているになっているになっているになっている。。。。それがそれがそれがそれが何何何何でででで人人人人権権権権施施施施策策策策課課課課ですかですかですかですか、、、、もうもうもうもう要要要要らないのではないですかといらないのではないですかといらないのではないですかといらないのではないですかというううう思思思思いをいたしておりますいをいたしておりますいをいたしておりますいをいたしております。。。。またまたまたまた、、、、教育行政教育行政教育行政教育行政のののの中中中中でででで障障障障害害害害児児児児教育教育教育教育がががが数数数数年年年年前前前前からからからから特特特特別支援別支援別支援別支援教育教育教育教育というというというという名名名名前前前前にににに変変変変わわわわりましたりましたりましたりました。。。。
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これはこれはこれはこれは発発発発達障達障達障達障害害害害等等等等のののの子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを障障障障害害害害児児児児ににににカカカカウウウウントントントントしていくことでしていくことでしていくことでしていくことで、、、、今今今今、、、、かつてのかつてのかつてのかつての障障障障害害害害児児児児教育教育教育教育はははは３３３３つのつのつのつの段段段段階階階階でででで行行行行わわわわれているれているれているれている。。。。１１１１つはかつてのつはかつてのつはかつてのつはかつての障障障障害害害害児児児児学校学校学校学校、、、、特特特特別支援別支援別支援別支援学校学校学校学校といったもといったもといったもといったものののの。。。。それからそれからそれからそれから発発発発達障達障達障達障害害害害等等等等のののの問問問問題題題題もいろいろございましてもいろいろございましてもいろいろございましてもいろいろございまして、、、、発発発発達障達障達障達障害害害害にににに似似似似たようなたようなたようなたような状況状況状況状況にあにあにあにあるるるる子子子子どもたちはいろいろなどもたちはいろいろなどもたちはいろいろなどもたちはいろいろな形形形形でおりましてでおりましてでおりましてでおりまして、、、、一一一一律律律律にはいかないにはいかないにはいかないにはいかない。。。。だからだからだからだから、、、、そういうそういうそういうそういう生生生生徒徒徒徒ののののいるところにいるところにいるところにいるところに大大大大学生学生学生学生やややや一一一一般般般般のののの人人人人たちがたちがたちがたちが一一一一定定定定のののの研研研研修修修修をををを受受受受けてけてけてけて特特特特別支援別支援別支援別支援員員員員としてとしてとしてとして教室教室教室教室にににに入入入入りりりり込込込込んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。特特特特別支援別支援別支援別支援員員員員としてとしてとしてとして教室教室教室教室にににに入入入入りりりり込込込込みみみみ、、、、そのそのそのその子子子子がががが混乱混乱混乱混乱してしてしてしてききききたとたとたとたとききききにににに寄寄寄寄りりりり添添添添ってってってって適適適適切切切切ななななアドアドアドアドバイバイバイバイススススなりなりなりなり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは支援支援支援支援をするというをするというをするというをするという形形形形でででで入入入入りりりり込込込込んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。しかししかししかししかし、、、、そういそういそういそういうううう人人人人がががが特特特特別支援別支援別支援別支援員員員員としてとしてとしてとして教室教室教室教室にににに入入入入りりりり込込込込んんんんでいることがすべてのでいることがすべてのでいることがすべてのでいることがすべてのＰＰＰＰＴＴＴＴＡＡＡＡのののの皆皆皆皆ささささんんんんにににに理理理理解解解解されされされされていないていないていないていない。。。。教教教教師師師師たちもたちもたちもたちも十十十十二二二二分分分分にそのにそのにそのにその意意意意義義義義をををを理理理理解解解解しているしているしているしている様様様様子子子子がないがないがないがない。。。。ここここんんんんなことでなことでなことでなことで、、、、特特特特別別別別支援支援支援支援教育教育教育教育そのものがそのものがそのものがそのものが大大大大変変変変混乱混乱混乱混乱しているしているしているしている傾傾傾傾向向向向にありますにありますにありますにあります。。。。そのそのそのその特特特特別支援別支援別支援別支援員員員員のののの人人人人たちはたちはたちはたちは時間当時間当時間当時間当たりたりたりたり８００８００８００８００円円円円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのパートパートパートパートでででで雇用雇用雇用雇用されているようでありますけれどもされているようでありますけれどもされているようでありますけれどもされているようでありますけれども、、、、先先先先ほどほどほどほど言言言言いましいましいましいましたたたたパパパパワハラワハラワハラワハラのののの対対対対象象象象になったになったになったになった特特特特別支援別支援別支援別支援員員員員もそのうちのもそのうちのもそのうちのもそのうちの一人一人一人一人ですですですです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、そういうそういうそういうそういう大大大大変変変変重重重重要要要要なななな時時時時点点点点でででで担担担担っているっているっているっている障障障障害害害害児児児児担当担当担当担当のののの先先先先生生生生とととと違違違違うううう身分身分身分身分のののの特特特特別支援別支援別支援別支援員員員員がががが存存存存在在在在するということするということするということするということ。。。。そのそのそのその人人人人にににに対対対対するするするする社社社社会的会的会的会的なななな認認認認知知知知がまだまだがまだまだがまだまだがまだまだ極極極極めめめめてててて薄薄薄薄いということもいということもいということもいということも含含含含めめめめましてましてましてまして、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな問問問問題題題題があるとがあるとがあるとがあると思思思思っていますっていますっていますっています。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは部部部部落解落解落解落解放放放放同同同同盟盟盟盟支支支支部部部部連連連連合会合会合会合会というというというという冠冠冠冠をつけてをつけてをつけてをつけて運運運運動動動動してまいりましたけれどもしてまいりましたけれどもしてまいりましたけれどもしてまいりましたけれども、、、、過過過過日日日日、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付でででで部部部部落解落解落解落解放放放放同同同同盟盟盟盟というというというという冠冠冠冠ををををみみみみずからずからずからずから取取取取りりりり外外外外しましたしましたしましたしました。。。。それはなそれはなそれはなそれはなぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、部部部部落差別落差別落差別落差別はははは今今今今後後後後もしばらくもしばらくもしばらくもしばらく続続続続いていくだろういていくだろういていくだろういていくだろう。。。。だがしかしだがしかしだがしかしだがしかし、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる旧同旧同旧同旧同和地和地和地和地区区区区住住住住民民民民がががが部部部部落差別落差別落差別落差別というというというという事事事事象象象象ににににぶぶぶぶちちちち当当当当たるのはたるのはたるのはたるのは生生生生涯涯涯涯のうちでのうちでのうちでのうちで１１１１度度度度かかかか２２２２度度度度であるであるであるである。。。。４０４０４０４０年年年年かかかか５５５５００００年年年年にににに１１１１度度度度であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは昨年県昨年県昨年県昨年県がががが実実実実施施施施しましたしましたしましたしました人人人人権権権権意意意意識調識調識調識調査査査査のののの結結結結果果果果からからからから類類類類推推推推しししし、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県のののの旧同旧同旧同旧同和地和地和地和地区区区区人口人口人口人口、、、、今日今日今日今日５５５５万人万人万人万人とととと推定推定推定推定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。それでそれでそれでそれで割割割割りりりり戻戻戻戻していしていしていしていききききますとますとますとますと、、、、生生生生涯涯涯涯にににに１１１１回回回回かかかか２２２２回回回回なのですなのですなのですなのです。。。。聞聞聞聞きききき流流流流せせせせばいいばいいばいいばいい、、、、あるいはそれもあるいはそれもあるいはそれもあるいはそれも承承承承知知知知ででででききききなければなければなければなければ言言言言いいいい返返返返せせせせばいいけれどもばいいけれどもばいいけれどもばいいけれども、、、、聞聞聞聞きききき流流流流してしてしてして済済済済むむむむ問問問問題題題題のののの程度程度程度程度にしかにしかにしかにしか差別差別差別差別者者者者にににに対対対対してそのしてそのしてそのしてその当当当当該該該該のののの差別差別差別差別がががが襲襲襲襲いいいいかかってこないとかかってこないとかかってこないとかかってこないと、、、、さらにさらにさらにさらに旧同旧同旧同旧同和地和地和地和地区区区区住住住住民民民民がががが部部部部落解落解落解落解放放放放同同同同盟盟盟盟をををを必必必必要要要要としていないとしていないとしていないとしていない。。。。またまたまたまた、、、、旧旧旧旧同同同同和地和地和地和地区区区区住住住住民民民民にとってにとってにとってにとって部部部部落差別落差別落差別落差別問問問問題題題題のののの解決解決解決解決がががが喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題ではないではないではないではない。。。。今今今今、、、、ししししんんんんどいどいどいどい問問問問題題題題はははは生生生生活活活活苦苦苦苦がががが深深深深まっていることまっていることまっていることまっていること。。。。さらにさらにさらにさらに部部部部落落落落内内内内でもでもでもでも、、、、児児児児童虐童虐童虐童虐待待待待ややややＤＶＤＶＤＶＤＶがががが横横横横行行行行していることしていることしていることしていること。。。。要要要要すすすするにるにるにるに部部部部落落落落内外内外内外内外共共共共通通通通のののの苦苦苦苦ししししみみみみ、、、、悩悩悩悩みみみみをををを抱抱抱抱ええええながらながらながらながら生生生生ききききているということでありますからているということでありますからているということでありますからているということでありますから、、、、ここここのののの共共共共通通通通のののの悩悩悩悩みみみみをををを共共共共通通通通のののの課題課題課題課題としてとしてとしてとして認認認認識識識識しししし、、、、共共共共同同同同のののの営営営営みみみみをををを通通通通してしてしてして解決解決解決解決をををを迫迫迫迫っていかなければっていかなければっていかなければっていかなければならないのではないかならないのではないかならないのではないかならないのではないか。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで、、、、ああああええええてててて部部部部落解落解落解落解放放放放同同同同盟盟盟盟というというというという冠冠冠冠をををを外外外外しましたしましたしましたしました。。。。そそそそういうういうういうういう意味意味意味意味もももも含含含含めめめめましてましてましてまして、、、、今日今日今日今日のののの人人人人権権権権問問問問題題題題にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる対対対対応応応応、、、、旧同旧同旧同旧同和和和和対対対対策策策策にににに示示示示しておったしておったしておったしておった対対対対
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応応応応とととと１８０１８０１８０１８０度度度度転換転換転換転換してしてしてして、、、、ややややはりはりはりはり国国国国連連連連でいうところのでいうところのでいうところのでいうところの人人人人権権権権問問問問題題題題のののの水水水水準準準準にににに照照照照らしてらしてらしてらして見見見見直直直直しししし、、、、作作作作りりりり直直直直していくしていくしていくしていく必必必必要要要要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと感感感感じじじじていますていますていますています。。。。知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をおをおをおをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。次次次次にににに、、、、２２２２つつつつ目目目目にはにはにはには、、、、去去去去年年年年、、、、民民民民主主主主党党党党県県県県連連連連のののの戦戦戦戦略略略略会議会議会議会議のののの一一一一員員員員になってになってになってになって、、、、陳陳陳陳情情情情をををを受受受受けけけけ付付付付けてけてけてけて、、、、仕仕仕仕分分分分けけけけ作作作作業業業業というのですかというのですかというのですかというのですか、、、、偉偉偉偉そうなことそうなことそうなことそうなこと、、、、そういうそういうそういうそういう作作作作業業業業をををを繰繰繰繰りりりり返返返返していましたしていましたしていましたしていました。。。。大大大大門門門門ダダダダムムムムのおかげでのおかげでのおかげでのおかげで、、、、みみみみずからそのずからそのずからそのずからその任任任任をををを離離離離れましたけれどもれましたけれどもれましたけれどもれましたけれども、、、、しかしそのしかしそのしかしそのしかしその作作作作業業業業のののの中中中中でででで、、、、例例例例ええええばばばば県県県県がががが国国国国にににに出出出出しているしているしているしている要要要要望書望書望書望書のののの中中中中でででで、、、、土木部土木部土木部土木部がががが出出出出しておりましたさまざまなしておりましたさまざまなしておりましたさまざまなしておりましたさまざまな施施施施策策策策をををを選選選選択択択択しししし、、、、ああああるるるる部部部部分分分分にににに集集集集中中中中していくとしていくとしていくとしていくと、、、、そのそのそのその選選選選択択択択とととと集集集集中中中中のののの作作作作業業業業がががが見事見事見事見事でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、そのそのそのその問問問問題題題題についについについについてはてはてはては感感感感心心心心ささささせせせせられましたられましたられましたられました。。。。今今今今のののの病院病院病院病院等等等等のことでのことでのことでのことでややややっておりますっておりますっておりますっております体体体体制制制制もももも実実実実にににに見事見事見事見事なななな選選選選択択択択とととと集集集集中中中中だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその選選選選択択択択とととと集集集集中中中中というというというという観点観点観点観点がががが一番一番一番一番求求求求めめめめられているのはられているのはられているのはられているのは農林業農林業農林業農林業ではないかではないかではないかではないかとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。新新新新しくしくしくしく農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣にににに就任就任就任就任いたしましたいたしましたいたしましたいたしました鹿鹿鹿鹿野大臣野大臣野大臣野大臣はははは、、、、農林行政農林行政農林行政農林行政をををを環境環境環境環境行政行政行政行政にににに転換転換転換転換していくとしていくとしていくとしていくと、、、、彼彼彼彼のののの頭頭頭頭のののの中中中中にはにはにはには環境環境環境環境税税税税がちらついていますからがちらついていますからがちらついていますからがちらついていますから説説説説得得得得力力力力にににに乏乏乏乏しいしいしいしいわわわわけでございますけれどもけでございますけれどもけでございますけれどもけでございますけれども、、、、基基基基本的本的本的本的にににに賛賛賛賛成成成成ですですですです。。。。奈奈奈奈良県下良県下良県下良県下でででで３３３３万万万万戸戸戸戸のののの農家農家農家農家がありますがありますがありますがあります。。。。田田田田畑畑畑畑をををを所有所有所有所有しているしているしているしている農家農家農家農家がががが約約約約３３３３万万万万戸戸戸戸ありますありますありますあります。。。。そのそのそのその３３３３万万万万戸戸戸戸のののの対対対対応応応応はははは、、、、環境環境環境環境対対対対策策策策でいいとでいいとでいいとでいいと思思思思うううう。。。。これはこれはこれはこれは国国国国にににに任任任任せせせせておけばいいとておけばいいとておけばいいとておけばいいと。。。。ただただただただ、、、、専専専専業農家業農家業農家業農家、、、、３００３００３００３００戸戸戸戸弱弱弱弱のののの専専専専業農家業農家業農家業農家とととと１１１１，，，，６００６００６００６００戸戸戸戸のののの第第第第一一一一種種種種兼業農家兼業農家兼業農家兼業農家、、、、ここのここのここのここの対対対対策策策策にににに県県県県のののの農政農政農政農政はははは集集集集中中中中すればいいのではないかすればいいのではないかすればいいのではないかすればいいのではないか、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるるリリリリーーーーデデデディィィィンンンンググググ品品品品目等目等目等目等のことにのことにのことにのことに力力力力入入入入れていますけれどもれていますけれどもれていますけれどもれていますけれども、、、、県県県県はそういうところにのはそういうところにのはそういうところにのはそういうところにのみみみみ集集集集中中中中してしてしてして対対対対策策策策をすべをすべをすべをすべききききだとだとだとだと。。。。あとあとあとあと一一一一つつつつ県県県県がががが対対対対策策策策すべすべすべすべきききき農政農政農政農政はははは、、、、耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地地地地ですですですです。。。。そういうところにそういうところにそういうところにそういうところに都都都都市市市市住住住住民民民民をををを導導導導入入入入するするするする、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを導導導導入入入入するするするする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは中中中中高高高高年年年年齢齢齢齢層層層層、、、、退退退退職者職者職者職者をををを動動動動員員員員するするするする、、、、そういそういそういそういうううう形形形形でででで農農農農とととと全全全全くくくく関係関係関係関係のないところにのないところにのないところにのないところに生生生生ききききててててききききたたたた人人人人たちにたちにたちにたちに農業農業農業農業をををを通通通通じじじじてててて自然自然自然自然とのとのとのとの対対対対話話話話をしてをしてをしてをしてもらうともらうともらうともらうと、、、、そういうそういうそういうそういう施施施施策策策策でいいのではないかでいいのではないかでいいのではないかでいいのではないか。。。。またまたまたまた、、、、林政林政林政林政、、、、県県県県のののの予予予予算算算算、、、、４０４０４０４０億円億円億円億円のののの事業事業事業事業費費費費をつをつをつをつぎぎぎぎ込込込込んんんんでででで、、、、売売売売りりりり上上上上げがげがげがげが４２４２４２４２億円億円億円億円。。。。これだこれだこれだこれだとととと、、、、もうもうもうもう仕仕仕仕事事事事をしないでをしないでをしないでをしないで４０４０４０４０億円億円億円億円もらっていただいたらどうかというもらっていただいたらどうかというもらっていただいたらどうかというもらっていただいたらどうかというぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの実情実情実情実情ですですですです。。。。ことしことしことしことし、、、、森森森森林林林林区区区区分設分設分設分設定事業定事業定事業定事業のののの予予予予算算算算がががが設設設設定定定定されていますのでされていますのでされていますのでされていますので、、、、早早早早急急急急にそのにそのにそのにその分分分分析析析析をしをしをしをし、、、、そしてそしてそしてそして新新新新しいしいしいしい方方方方針針針針をををを出出出出してもらいたいしてもらいたいしてもらいたいしてもらいたい。。。。県県県県にはにはにはには１１１１万万万万６６６６，，，，６６６６５５５５５５５５人人人人のののの森森森森林林林林組組組組合員合員合員合員がいてがいてがいてがいて、、、、２０２０２０２０にににに及及及及ぶぶぶぶ森森森森林林林林組組組組合合合合にににに属属属属しているしているしているしているわわわわけですけですけですけです。。。。このこのこのこの人人人人たちがどうもたちがどうもたちがどうもたちがどうも県県県県のののの林政林政林政林政にとってにとってにとってにとってネネネネッッッッククククになってになってになってになっているいるいるいる。。。。森森森森林林林林組組組組合合合合ががががネネネネッッッッククククになっているになっているになっているになっている。。。。森森森森林林林林組組組組合合合合のののの中中中中でででで内内内内部革部革部革部革命命命命がががが起起起起こらなければならなこらなければならなこらなければならなこらなければならないいいい。。。。担当担当担当担当のののの人人人人たちにたちにたちにたちに聞聞聞聞いていいていいていいていききききますとそういうますとそういうますとそういうますとそういう動動動動ききききがあるというのでがあるというのでがあるというのでがあるというので、、、、ややややはりはりはりはり選選選選択択択択とととと集集集集中中中中、、、、意意意意欲欲欲欲あるあるあるある組組組組合合合合にににに集集集集中的中的中的中的にににに予予予予算算算算をををを配配配配分分分分いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、一一一一日日日日もももも早早早早くくくく森森森森林林林林、、、、林業林業林業林業のののの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは製製製製材材材材業業業業のののの復復復復活活活活をををを通通通通してのしてのしてのしての南南南南部振興部振興部振興部振興対対対対策策策策なくしてなくしてなくしてなくして何何何何がががが南南南南部振興局部振興局部振興局部振興局ですかですかですかですか。。。。ここのところにここのところにここのところにここのところに一一一一つつつつののののめめめめどをつけるたどをつけるたどをつけるたどをつけるためめめめにもにもにもにも農林業農林業農林業農林業におけるにおけるにおけるにおける選選選選択択択択とととと集集集集中中中中というというというという方方方方針針針針はははは知事知事知事知事自身自身自身自身ががががききききっちりっちりっちりっちり把握把握把握把握
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しながらしながらしながらしながら持持持持っていくっていくっていくっていく必必必必要要要要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思ううううわわわわけでありますけでありますけでありますけであります。。。。３３３３つつつつ目目目目はははは雇用問雇用問雇用問雇用問題題題題ですですですです。。。。知事知事知事知事にはにはにはには、、、、非常非常非常非常にににに悪悪悪悪いですけれどもいですけれどもいですけれどもいですけれども、、、、手元手元手元手元にににに４４４４年年年年前前前前のののの知事知事知事知事ののののママママニニニニフフフフェェェェストストストストがございますがございますがございますがございます。。。。このこのこのこの中中中中でででで、、、、知事知事知事知事はははは１００１００１００１００個個個個のののの新新新新しいしいしいしい企業企業企業企業をををを起起起起こすとこすとこすとこすと目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげておられますておられますておられますておられます。。。。これはこれはこれはこれは見事見事見事見事にににに達達達達成成成成寸寸寸寸前前前前でありますでありますでありますであります。。。。これはよくこれはよくこれはよくこれはよくややややられたとられたとられたとられたと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、よよよよくくくく頑頑頑頑張張張張ってこられたとってこられたとってこられたとってこられたと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、４４４４万人万人万人万人のののの新規新規新規新規雇用雇用雇用雇用とととと、、、、これははるかこれははるかこれははるかこれははるか、、、、けたがけたがけたがけたが違違違違いいいいますますますます。。。。約約約約６００６００６００６００人人人人でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、ここのところがここのところがここのところがここのところが悔悔悔悔しいところですしいところですしいところですしいところです。。。。県県県県にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、雇用雇用雇用雇用のののの問問問問題題題題をををを考考考考ええええるとるとるとるとききききにににに、、、、県県県県単独単独単独単独でででで雇用雇用雇用雇用をををを起起起起こすというのはこすというのはこすというのはこすというのは非常非常非常非常にににに難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、３３３３分分分分のののの１１１１がががが県県県県外外外外にににに職職職職場場場場をををを持持持持っているとっているとっているとっていると。。。。しかもしかもしかもしかも高高高高度度度度経済経済経済経済成長成長成長成長のののの中中中中心心心心をををを担担担担ってってってってききききたたたた世世世世代代代代がががが、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ団団団団塊塊塊塊のののの世世世世代代代代がががが引引引引退退退退にににに追追追追いいいい込込込込まれているまれているまれているまれている。。。。このこのこのこの人人人人たちがたちがたちがたちが職職職職ををををやめやめやめやめてててて奈奈奈奈良県良県良県良県にににに戻戻戻戻ってってってってききききますとますとますとますと、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県のののの職業安定職業安定職業安定職業安定所所所所にににに行行行行ききききますますますます。。。。せめせめせめせめてててて６６６６５５５５歳歳歳歳までまでまでまで、、、、年年年年金金金金がががが受給受給受給受給ででででききききるまでるまでるまでるまで仕仕仕仕事事事事をしたいといってもをしたいといってもをしたいといってもをしたいといっても、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県にににに職職職職がないのですがないのですがないのですがないのです。。。。ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの人人人人たちのたちのたちのたちの職職職職をををを何何何何とかしたいとかしたいとかしたいとかしたい。。。。あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた、、、、このこのこのこの間間間間のののの不況不況不況不況のののの中中中中でででで就職就職就職就職しししし損損損損なったなったなったなった２０２０２０２０代代代代、、、、３０３０３０３０代代代代のののの青青青青年年年年たちがたくさたちがたくさたちがたくさたちがたくさんんんんいるのですいるのですいるのですいるのです。。。。もうもうもうもう１０１０１０１０年年年年ほどしたらほどしたらほどしたらほどしたら、、、、このこのこのこの人人人人たちにたちにたちにたちに世世世世のののの中中中中、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは奈奈奈奈良良良良県県県県をををを任任任任せせせせていかなければていかなければていかなければていかなければ、、、、このこのこのこの世世世世代代代代がほとがほとがほとがほとんんんんどのどのどのどの人人人人たちがたちがたちがたちが不不不不安定就安定就安定就安定就労労労労にににに泣泣泣泣いているいているいているいている。。。。非非非非正正正正規規規規雇用雇用雇用雇用であるであるであるである。。。。このこのこのこの辺辺辺辺のののの問問問問題題題題がありますがありますがありますがあります。。。。そうしたところをそうしたところをそうしたところをそうしたところを考考考考ええええればればればれば、、、、知事知事知事知事がががが必必必必死死死死にににに主主主主張張張張しているしているしているしている県県県県内内内内にににに雇用雇用雇用雇用をというをというをというをという、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに大大大大切切切切なななな視視視視点点点点でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、このこのこのこの間間間間、、、、１００１００１００１００社社社社のののの中中中中でででで約約約約４４４４割割割割からからからから５５５５割割割割がががが県県県県内内内内のののの企業企業企業企業であることにであることにであることにであることに注注注注目目目目していますしていますしていますしています。。。。これまでこれまでこれまでこれまで土地土地土地土地利利利利用用用用のののの関関関関係係係係でででで勢勢勢勢いのいいといのいいといのいいといのいいとききききにににに工工工工場場場場をををを拡拡拡拡張張張張したいしたいしたいしたい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは部部部部分分分分的的的的にににに工工工工場場場場をををを建建建建てててて増増増増ししたいというししたいというししたいというししたいというととととききききにににに、、、、土地土地土地土地利利利利用用用用のののの関係関係関係関係でなかなかでなかなかでなかなかでなかなか困困困困難難難難をををを来来来来しましてしましてしましてしまして、、、、私私私私などはなどはなどはなどは選挙選挙選挙選挙にににに出出出出るるるる前前前前にににに、、、、かなりかなりかなりかなり前前前前、、、、２８２８２８２８年年年年前前前前にににに、、、、おおおお約約約約束束束束したしたしたした２２２２件件件件にににに最最最最近近近近おおおお会会会会いしましていしましていしましていしまして、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ工工工工場場場場、、、、倉倉倉倉庫庫庫庫もももも建建建建てられてられてられてられますとますとますとますと言言言言ったらったらったらったら遅遅遅遅いといといといと怒怒怒怒られましたられましたられましたられました。。。。要要要要するにするにするにするに土地土地土地土地利利利利用用用用のののの規規規規制制制制がががが大大大大変変変変厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中でででで、、、、ややややっとっとっとっとそこにそこにそこにそこに目目目目をつけをつけをつけをつけ、、、、このこのこのこの企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致対対対対策策策策でででで県県県県内内内内のそうしたのそうしたのそうしたのそうした企業企業企業企業がががが全体全体全体全体、、、、１００１００１００１００社社社社のののの中中中中のののの四四四四、、、、五五五五十十十十％％％％がそういうがそういうがそういうがそういう企業企業企業企業としてとしてとしてとして拡拡拡拡張張張張ででででききききたたたた、、、、勢勢勢勢いのあるといのあるといのあるといのあるとききききにににに拡拡拡拡張張張張ででででききききるるるる、、、、そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら近所近所近所近所にににに雇用雇用雇用雇用がががが生生生生まれるまれるまれるまれるわわわわけですけですけですけです。。。。近所近所近所近所からもうからもうからもうからもうやめやめやめやめているのているのているのているのややややったらったらったらったら来来来来てくださいというてくださいというてくださいというてくださいという雇用雇用雇用雇用のののの話話話話がががが生生生生まれていくまれていくまれていくまれていく。。。。大大大大変結変結変結変結構構構構なことなことなことなことややややとととと思思思思いますいますいますいます。。。。４４４４万万万万とととと６００６００６００６００人人人人とととと、、、、いけずいうのではいけずいうのではいけずいうのではいけずいうのではないですけれどもないですけれどもないですけれどもないですけれども、、、、目目目目標標標標をををを今度今度今度今度はははは４４４４年年年年間間間間でででで１００１００１００１００件件件件ややややなしになしになしになしに２００２００２００２００件件件件とととと、、、、こうこうこうこう掲掲掲掲げていたげていたげていたげていただだだだききききましてましてましてまして、、、、県県県県内内内内のののの新新新新しいしいしいしい若若若若いいいい人人人人のののの起起起起業業業業もももも促促促促していくしていくしていくしていく方向方向方向方向でででで頑頑頑頑張張張張っていただければとっていただければとっていただければとっていただければと思思思思ううううのでありますのでありますのでありますのであります。。。。４４４４つつつつ目目目目はははは、、、、午午午午前前前前中中中中にちにちにちにちょょょょっとっとっとっと興興興興奮奮奮奮いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、担当担当担当担当をどなりをどなりをどなりをどなり散散散散らしましたらしましたらしましたらしました。。。。要要要要するにするにするにするに観光観光観光観光客客客客のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。どうもどうもどうもどうも知事知事知事知事もももも誤誤誤誤解解解解しているのとちがうかとしているのとちがうかとしているのとちがうかとしているのとちがうかと。。。。知事知事知事知事がさまざまながさまざまながさまざまながさまざまな会議会議会議会議をををを
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招招招招致致致致してしてしてして、、、、そしてそしてそしてそして快快快快適適適適なななな奈奈奈奈良良良良でのでのでのでの生生生生活活活活をををを味味味味わわわわってもらうとってもらうとってもらうとってもらうと、、、、それがでそれがでそれがでそれができきききるのるのるのるのややややったらったらったらったらホホホホテテテテルルルル業者業者業者業者はほうっておくはほうっておくはほうっておくはほうっておくわわわわけありまけありまけありまけありませんせんせんせん、、、、あれだけのあれだけのあれだけのあれだけの条条条条件件件件をををを出出出出しているのですからしているのですからしているのですからしているのですから。。。。どうどうどうどうややややららららタタタターーーーゲゲゲゲットットットットがががが知事知事知事知事自身間自身間自身間自身間違違違違っておられるのではないかっておられるのではないかっておられるのではないかっておられるのではないか。。。。修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生がががが激激激激減減減減しているのでしているのでしているのでしているのではないかとはないかとはないかとはないかと聞聞聞聞ききききましたましたましたました。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら担当担当担当担当はははは、、、、いいいいいいいいええええ、、、、去去去去年年年年はははは新新新新型型型型イイイインンンンフフフフルルルルエエエエンザンザンザンザでででで減減減減りまりまりまりましたしたしたした。。。。観光観光観光観光客全体客全体客全体客全体がががが減減減減っているのですっているのですっているのですっているのです。。。。修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生のことをのことをのことをのことを比比比比べるとべるとべるとべるとききききにはにはにはには、、、、３０３０３０３０年年年年前前前前、、、、２０２０２０２０年年年年前前前前、、、、１０１０１０１０年年年年前前前前とのとのとのとの推推推推移移移移でなでなでなでなぜぜぜぜ減減減減ってってってってききききたのかということたのかということたのかということたのかということ、、、、前前前前にもにもにもにも本会議本会議本会議本会議でででで知事知事知事知事にもにもにもにもただしましたけれどもただしましたけれどもただしましたけれどもただしましたけれども、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり泊泊泊泊まるところがないまるところがないまるところがないまるところがない修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生をををを学校学校学校学校ぐぐぐぐるるるるみみみみ、、、、２００２００２００２００人人人人、、、、３００３００３００３００人人人人、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ先先先先ほどのほどのほどのほどの今井委員今井委員今井委員今井委員のののの話話話話ではないですけれどもではないですけれどもではないですけれどもではないですけれども、、、、修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行担当担当担当担当のののの担担担担任任任任のののの先先先先生生生生もももも一番心一番心一番心一番心配配配配なのですなのですなのですなのです。。。。どうどうどうどうややややってまとってまとってまとってまとめめめめてててて１１１１カカカカ所所所所でつつがなくでつつがなくでつつがなくでつつがなく宿泊宿泊宿泊宿泊ででででききききるのかというるのかというるのかというるのかということなのですことなのですことなのですことなのです。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今、、、、設設設設定定定定されているされているされているされている場所場所場所場所、、、、絶絶絶絶好好好好のののの場所場所場所場所ですしですしですしですし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはババババススススタタタターミーミーミーミナナナナルルルルをををを集集集集中中中中ささささせせせせるとかるとかるとかるとか商商商商業業業業施施施施設設設設をををを集集集集中中中中ささささせせせせるとかるとかるとかるとか、、、、非常非常非常非常にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろなアアアアイデイデイデイデアアアアをををを集集集集積積積積されているのでありますからされているのでありますからされているのでありますからされているのでありますから、、、、そこはそこはそこはそこは準準準準高高高高級級級級ホホホホテテテテルルルルではなしにではなしにではなしにではなしに、、、、ビビビビジジジジネネネネスホスホスホスホテテテテルルルルのののの４００４００４００４００、、、、５５５５００００００００室室室室のののの部部部部屋屋屋屋をををを持持持持っているっているっているっているホホホホテテテテルルルルにににに切切切切りかりかりかりかええええられたらいかがでしられたらいかがでしられたらいかがでしられたらいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、例例例例ええええばばばば今今今今、、、、中国中国中国中国からのからのからのからの観光観光観光観光客客客客ももももババババスススス１０１０１０１０台台台台、、、、２０２０２０２０台台台台レベレベレベレベルルルルでででで移移移移動動動動しているしているしているしている。。。。関関関関西西西西国国国国際空港際空港際空港際空港からからからから来来来来てもらいましててもらいましててもらいましててもらいまして、、、、そしてそしてそしてそして南阪南阪南阪南阪奈自動車奈自動車奈自動車奈自動車道道道道をををを使使使使ってもらいましてってもらいましてってもらいましてってもらいまして、、、、京京京京奈奈奈奈和和和和自動車自動車自動車自動車道道道道にににに乗乗乗乗るるるる手手手手前前前前ににににケーケーケーケーズデズデズデズデンンンンキキキキがございますがございますがございますがございます。。。。大大大大ききききいいいい駐駐駐駐車場車場車場車場がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、あそこであそこであそこであそこで電電電電化化化化製品製品製品製品をををを買買買買うてもらってうてもらってうてもらってうてもらって奈奈奈奈良良良良ののののホホホホテテテテルルルルへへへへ送送送送りりりり込込込込むむむむというようなことでというようなことでというようなことでというようなことでややややりますとよりおもしろいりますとよりおもしろいりますとよりおもしろいりますとよりおもしろいアアアアイデイデイデイデアアアアもももも浮浮浮浮かかかかぶぶぶぶのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、今今今今のののの外外外外国国国国へへへへ高校高校高校高校のののの修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行ををををややややるのはるのはるのはるのは、、、、言言言言葉葉葉葉ののののわわわわからないからないからないからない外外外外国国国国へやへやへやへやったらったらったらったら管理管理管理管理ししししややややすいからなのですすいからなのですすいからなのですすいからなのです。。。。すべてはすべてはすべてはすべては教教教教師師師師のののの生生生生徒徒徒徒管理管理管理管理からからからから始始始始ままままっているのですからっているのですからっているのですからっているのですから、、、、そこのところをそこのところをそこのところをそこのところを見見見見破破破破ってってってって、、、、どうかこれはどうかこれはどうかこれはどうかこれは知事知事知事知事のちのちのちのちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした頭頭頭頭のののの切切切切りかりかりかりかええええ、、、、高高高高級級級級なななな客客客客はこちらはこちらはこちらはこちらへへへへどうどうどうどうぞぞぞぞといってといってといってといって奈奈奈奈良良良良ホホホホテテテテルルルル、、、、日日日日航航航航ホホホホテテテテルルルル、、、、奈奈奈奈良良良良ロロロロイイイイヤヤヤヤルホルホルホルホテテテテルルルルなどにおなどにおなどにおなどにお任任任任せせせせしてしてしてして、、、、そういうそういうそういうそういう誘致誘致誘致誘致をしてはどうかということでございますをしてはどうかということでございますをしてはどうかということでございますをしてはどうかということでございます。。。。実実実実にににに宿泊宿泊宿泊宿泊目目目目標標標標、、、、このこのこのこの知事知事知事知事ののののママママニニニニフフフフェェェェストストストストではではではでは６００６００６００６００万人万人万人万人にしたいということでにしたいということでにしたいということでにしたいということで、、、、去去去去年年年年落落落落ちちちち込込込込んんんんでででで２２２２５５５５００００万人万人万人万人でしたでしたでしたでした。。。。ですからですからですからですから、、、、ここのところをここのところをここのところをここのところを６００６００６００６００万人万人万人万人にしようとにしようとにしようとにしようと思思思思ったらったらったらったら、、、、あのあのあのあのホホホホテテテテルルルル一一一一つつつつ、、、、五五五五、、、、六百六百六百六百人規模人規模人規模人規模のののの修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客用用用用ののののホホホホテテテテルルルルにするとにするとにするとにすると一一一一気気気気にににに達達達達成成成成するのではないかとするのではないかとするのではないかとするのではないかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。最最最最後後後後はははは、、、、県県県県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。本会議本会議本会議本会議でもでもでもでも訴訴訴訴ええええましたましたましたました。。。。ややややはりはりはりはり大大大大学学学学らしいらしいらしいらしい大大大大学学学学にににに、、、、アカアカアカアカデデデデミッミッミッミッククククなななな雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気をををを持持持持ったったったった大大大大学学学学にしてもらいたいにしてもらいたいにしてもらいたいにしてもらいたい。。。。土地土地土地土地をををを見見見見てもてもてもても今今今今のののの県県県県立奈立奈立奈立奈良良良良病院病院病院病院のののの跡跡跡跡地地地地、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは奈奈奈奈良良良良市市市市六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区へへへへ移移移移るのがるのがるのがるのが９０９０９０９０％％％％かたいとかたいとかたいとかたいと思思思思っているのですけれどっているのですけれどっているのですけれどっているのですけれど、、、、そそそそのののの跡跡跡跡地地地地にににに奈奈奈奈良県良県良県良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学をををを移転移転移転移転すればいいとすればいいとすればいいとすればいいと。。。。両方両方両方両方のののの、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附属附属附属附属病院病院病院病院とととと今今今今
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のののの県県県県立奈立奈立奈立奈良良良良病院病院病院病院はははは北北北北、、、、南南南南のののの医療医療医療医療のののの拠拠拠拠点点点点ですですですです。。。。人口人口人口人口がががが圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的にににに多多多多いいいい北北北北のののの奈奈奈奈良良良良病院病院病院病院のののの守守守守りはそりはそりはそりはそこにこにこにこに附属附属附属附属病院病院病院病院のののの機機機機能能能能をををを持持持持たたたたせせせせていくていくていくていく、、、、南南南南はははは、、、、今今今今のののの医医医医科科科科大大大大学学学学附属附属附属附属病院病院病院病院はははは中中中中南南南南和地域和地域和地域和地域のののの中中中中心心心心、、、、中中中中軸軸軸軸になるになるになるになるわわわわけですけですけですけです。。。。面面面面的的的的にににに広広広広いですからいですからいですからいですから、、、、あるあるあるある程度機程度機程度機程度機動動動動力力力力をををを持持持持たたたたせせせせなければならないなければならないなければならないなければならない。。。。機機機機動動動動力力力力をををを持持持持たたたたせせせせてててて、、、、関関関関連連連連のののの県県県県立立立立五條五條五條五條病院病院病院病院もももも含含含含めめめめましてましてましてまして、、、、公公公公立立立立病院病院病院病院のののの連携連携連携連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、そそそそれをれをれをれを広広広広範囲範囲範囲範囲にににに守守守守っていくっていくっていくっていく、、、、面積面積面積面積でででで守守守守っていくっていくっていくっていく今今今今のののの南南南南のののの病院病院病院病院とととと、、、、圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的人口人口人口人口、、、、医療医療医療医療をををを担担担担ってってってっていくいくいくいく北北北北のののの病院病院病院病院というところでというところでというところでというところでややややることることることること、、、、さらにまたさらにまたさらにまたさらにまた研究研究研究研究機関機関機関機関、、、、他他他他のののの大大大大学学学学等等等等々々々々とのとのとのとの接接接接触触触触もももも非非非非常常常常にしにしにしにしややややすいということもすいということもすいということもすいということも含含含含めめめめましてましてましてまして、、、、これまでのいこれまでのいこれまでのいこれまでのいききききさつのさつのさつのさつの中中中中にそういうにそういうにそういうにそういう選選選選択肢択肢択肢択肢もももも含含含含めめめめながらながらながらながら一一一一つのつのつのつの選選選選択肢択肢択肢択肢としてとしてとしてとして考考考考ええええていくべていくべていくべていくべききききではないかというのがではないかというのがではないかというのがではないかというのが私私私私のののの考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。所所所所見見見見ががががあったらおあったらおあったらおあったらお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。５５５５つごつごつごつご質問質問質問質問がございましたがございましたがございましたがございました。。。。○○○○荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事田田田田原原原原本本本本町町町町ののののパパパパワハラワハラワハラワハラ問問問問題題題題からからからから人人人人権権権権のののの話話話話のののの所所所所見見見見ということでございますがということでございますがということでございますがということでございますが、、、、委員委員委員委員のおのおのおのお話話話話ををををおおおお伺伺伺伺いいたしますといいたしますといいたしますといいたしますと、、、、人人人人権権権権問問問問題題題題、、、、同同同同和問和問和問和問題題題題はははは教育部教育部教育部教育部門門門門でででで余余余余りりりり触触触触れないようにしてれないようにしてれないようにしてれないようにしてききききたのがたのがたのがたのが特特特特別支援別支援別支援別支援のののの教育教育教育教育のののの内内内内容容容容ではないかというではないかというではないかというではないかという断断断断言言言言があったようにがあったようにがあったようにがあったように思思思思いますいますいますいます。。。。そうであればそうであればそうであればそうであれば大大大大変変変変ゆゆゆゆゆゆゆゆししししききききことだとことだとことだとことだと思思思思いますいますいますいます。。。。人人人人権権権権とととと部部部部落差別落差別落差別落差別についてのについてのについてのについての所所所所見見見見ということでございますがということでございますがということでございますがということでございますが、、、、一一一一つはつはつはつは部部部部落差別落差別落差別落差別はははは、、、、委員委員委員委員もおもおもおもお述述述述べになったべになったべになったべになった面面面面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、、、、現現現現象象象象としてはとしてはとしてはとしては大大大大変少変少変少変少なくななくななくななくなっているっているっているっている点点点点はあろうかとはあろうかとはあろうかとはあろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私がががが子子子子どものころにどものころにどものころにどものころに見見見見聞聞聞聞ききききしたのよりもしたのよりもしたのよりもしたのよりも非常非常非常非常にににに希希希希薄薄薄薄にににになってなってなってなってききききたことはたことはたことはたことは感感感感じじじじるるるるわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、しかししかししかししかし部部部部落落落落問問問問題題題題がなくなったかというとがなくなったかというとがなくなったかというとがなくなったかというと、、、、そうではないとそうではないとそうではないとそうではないと思思思思いますいますいますいます。。。。考考考考ええええ方方方方としてとしてとしてとして、、、、現在現在現在現在のののの差別差別差別差別問問問問題題題題はははは、、、、例例例例ええええばばばばアアアアメリメリメリメリカカカカでもでもでもでも奴隷奴隷奴隷奴隷問問問問題題題題はははは黒人黒人黒人黒人問問問問題題題題としてとしてとしてとして残残残残るけれどるけれどるけれどるけれど、、、、奴隷奴隷奴隷奴隷問問問問題題題題はどうなのかはどうなのかはどうなのかはどうなのか、、、、あるあるあるある人人人人はははは、、、、それはそれはそれはそれはひひひひいいいいじじじじいさいさいさいさんんんんがしたことかもしれないけれどもがしたことかもしれないけれどもがしたことかもしれないけれどもがしたことかもしれないけれども私私私私はしていないからはしていないからはしていないからはしていないから責責責責任任任任はないのだというはないのだというはないのだというはないのだという言言言言いいいい方方方方ががががアアアアメメメメリリリリカカカカでもあるそうですでもあるそうですでもあるそうですでもあるそうです。。。。それはそれはそれはそれはナナナナチチチチススススのののの責責責責任任任任はははは先先先先祖祖祖祖ののののドドドドイイイイツツツツ人人人人だからだからだからだから私私私私のののの責責責責任任任任ではないとではないとではないとではないというのというのというのというのと同同同同じじじじ論論論論になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、日本日本日本日本のののの部部部部落差別落差別落差別落差別はははは、、、、それはそれはそれはそれは先先先先祖祖祖祖のののの時時時時代代代代のことだからのことだからのことだからのことだから今今今今のののの時時時時代代代代、、、、責責責責任任任任がないのかというとがないのかというとがないのかというとがないのかというと、、、、そういうそういうそういうそういうコミコミコミコミュニュニュニュニティティティティーーーーのののの責責責責任任任任はははは地域地域地域地域がががが現在現在現在現在もももも負負負負っているっているっているっているとととと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今、、、、自分自分自分自分でしないのはでしないのはでしないのはでしないのは責責責責任任任任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リバタリリバタリリバタリリバタリアンアンアンアンのののの思想思想思想思想でございまでございまでございまでございますがすがすがすが、、、、経済経済経済経済思想的思想的思想的思想的にはにはにはには新自新自新自新自由由由由主義主義主義主義でででで竹竹竹竹中平中平中平中平蔵蔵蔵蔵ささささんんんんのようなのようなのようなのような思想思想思想思想になってになってになってになってききききているとているとているとていると思思思思いまいまいまいますがすがすがすが、、、、コミコミコミコミュニュニュニュニタリタリタリタリアンアンアンアンとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる人人人人権権権権思想思想思想思想によればによればによればによれば、、、、そのそのそのその地域地域地域地域のののの歴史歴史歴史歴史をををを負負負負っているとっているとっているとっていると考考考考ええええられるとられるとられるとられると思思思思いますいますいますいます。。。。歴史歴史歴史歴史をよくかをよくかをよくかをよくかみみみみししししめめめめるということがるということがるということがるということが教育教育教育教育においてもにおいてもにおいてもにおいても現在現在現在現在のののの社社社社会事会事会事会事象象象象をををを解決解決解決解決するにもするにもするにもするにも大事大事大事大事かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、同同同同和和和和のののの問問問問題題題題はははは黒人黒人黒人黒人問問問問題題題題とととと違違違違ってってってって見見見見ええええないないないない差別差別差別差別とととと呼呼呼呼ばれているばれているばれているばれている面面面面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、、、、見見見見ええええないないないない差別差別差別差別はとっちはとっちはとっちはとっちめめめめにくいところがあろうかとにくいところがあろうかとにくいところがあろうかとにくいところがあろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、余計余計余計余計にににに意意意意識識識識のののの
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問問問問題題題題をををを解決解決解決解決するするするする難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、意意意意識識識識のののの問問問問題題題題をををを解決解決解決解決するするするする必必必必要要要要があるがあるがあるがある。。。。これはこれはこれはこれは今今今今なななないではないかといではないかといではないかといではないかと言言言言わわわわれたられたられたられたら、、、、そういうそういうそういうそういう歴史歴史歴史歴史があるのだからということをがあるのだからということをがあるのだからということをがあるのだからということを肝肝肝肝にににに銘銘銘銘じじじじるるるる必必必必要要要要ががががあるのではないかとあるのではないかとあるのではないかとあるのではないかと私私私私個個個個人人人人としてはとしてはとしてはとしては思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのようなそのようなそのようなそのような部部部部落差別落差別落差別落差別とととと人人人人権権権権のののの阻阻阻阻害害害害についてのについてのについてのについての認認認認識識識識、、、、現現現現代代代代人人人人としてのとしてのとしてのとしての認認認認識識識識はははは、、、、そのようにそのようにそのようにそのように責責責責任任任任があるとがあるとがあるとがあると私私私私個個個個人人人人がががが感感感感じじじじておるておるておるておる面面面面がございますががございますががございますががございますが、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べになりましべになりましべになりましべになりましたたたた現在現在現在現在のののの人人人人権権権権差別差別差別差別はははは部部部部落落落落だけではなしにほかのところにもだけではなしにほかのところにもだけではなしにほかのところにもだけではなしにほかのところにも広広広広がっていっているというごがっていっているというごがっていっているというごがっていっているというご指指指指摘摘摘摘がありましたがありましたがありましたがありました。。。。それはそれはそれはそれは新新新新しいしいしいしい問問問問題題題題でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、根根根根っこはいっこはいっこはいっこはいじめじめじめじめとかとかとかとか、、、、共共共共通通通通しているしているしているしている心心心心理理理理状況状況状況状況もあるのではないかともあるのではないかともあるのではないかともあるのではないかと感感感感じじじじますますますます。。。。そのようなことをそのようなことをそのようなことをそのようなことを根絶根絶根絶根絶するのはするのはするのはするのは、、、、次次次次からからからから次次次次というというというということでことでことでことで現現現現象象象象的的的的にはにはにはには出出出出ててててききききますのでますのでますのでますので、、、、根絶根絶根絶根絶するのはするのはするのはするのは大大大大変変変変難難難難しいことであろうかとしいことであろうかとしいことであろうかとしいことであろうかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、人人人人道道道道主義主義主義主義というのはというのはというのはというのは今今今今、、、、世世世世界界界界じじじじゅゅゅゅうをうをうをうを覆覆覆覆っているっているっているっている大大大大ききききなななな普普普普遍遍遍遍的的的的価価価価値値値値だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは一一一一部部部部のののの人人人人だけがだけがだけがだけが差別差別差別差別されているのではないされているのではないされているのではないされているのではない、、、、差別差別差別差別をしをしをしをし合合合合うというようなことがうというようなことがうというようなことがうというようなことが発発発発生生生生しておしておしておしておりますのでりますのでりますのでりますので、、、、人人人人道道道道主義主義主義主義にいたしますとにいたしますとにいたしますとにいたしますと、、、、どのどのどのどの人人人人でもどのでもどのでもどのでもどの地域地域地域地域でもでもでもでも差別差別差別差別があってはいけないがあってはいけないがあってはいけないがあってはいけないというところまでというところまでというところまでというところまで普普普普遍遍遍遍的的的的にににに発発発発展展展展するものだとするものだとするものだとするものだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、これからはこれからはこれからはこれからは、、、、人人人人権権権権意意意意識識識識もももも同同同同じじじじことかもしれまことかもしれまことかもしれまことかもしれませんせんせんせんがががが、、、、人人人人道道道道主義主義主義主義にににに立立立立ったったったった社社社社会会会会のののの展展展展開開開開というようなことがというようなことがというようなことがというようなことが本本本本当当当当にににに急急急急務務務務であであであであろうかとろうかとろうかとろうかと、、、、日本日本日本日本はこのはこのはこのはこの面面面面ではではではでは決決決決してしてしてして先先先先進国進国進国進国ではないとではないとではないとではないと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。奥奥奥奥深深深深いいいい議議議議論論論論でござでござでござでございますのでちいますのでちいますのでちいますのでちょょょょっとっとっとっと浅浅浅浅薄薄薄薄なななな所所所所感感感感ではではではでは申申申申ししししわわわわけないようにけないようにけないようにけないように思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そのようにそのようにそのようにそのように思思思思ってってってってきききき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。。。。２２２２つつつつ目目目目はははは、、、、農林政策農林政策農林政策農林政策についてのについてのについてのについての選選選選択択択択とととと集集集集中中中中をををを図図図図るべるべるべるべききききではないかというごではないかというごではないかというごではないかというご指摘指摘指摘指摘がございがございがございがございましたましたましたました。。。。本本本本当当当当にそのようににそのようににそのようににそのように思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、農業農業農業農業のののの分分分分野野野野でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、農業農業農業農業はははは、、、、国国国国のののの農政農政農政農政とととと奈奈奈奈良県良県良県良県のののの農政農政農政農政はははは正正正正直全直全直全直全くくくくかかかかみみみみ合合合合わわわわないないないない関係関係関係関係にあろうかとにあろうかとにあろうかとにあろうかと認認認認識識識識をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。ところがところがところがところが、、、、国国国国のののの農政農政農政農政のののの補補補補助助助助金金金金はははは直接直接直接直接農家農家農家農家にににに渡渡渡渡されるされるされるされる、、、、県県県県をををを通通通通じじじじないないないない空空空空飛飛飛飛ぶぶぶぶ補補補補助助助助金金金金とととと言言言言わわわわれるれるれるれる性性性性格格格格のものがのものがのものがのものが多多多多くありましてくありましてくありましてくありまして、、、、そそそそのののの県県県県のののの状況状況状況状況にににに合合合合ったったったった補補補補助助助助金金金金行政行政行政行政がでがでがでができきききなかったなかったなかったなかった面面面面がありますしがありますしがありますしがありますし、、、、今今今今もそのもそのもそのもその点点点点はははは大大大大ききききくくくく変変変変わわわわるところはないるところはないるところはないるところはないわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、国国国国もももも地地地地方方方方のののの実情実情実情実情にににに応応応応じじじじたたたた農政農政農政農政をををを展展展展開開開開ささささせせせせてもらうてもらうてもらうてもらう、、、、もうもうもうもう少少少少しししし自自自自由由由由度度度度のあるのあるのあるのある原原原原資資資資をいただけたらとをいただけたらとをいただけたらとをいただけたらと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県のののの農政農政農政農政はどのようにはどのようにはどのようにはどのように展展展展開開開開すべすべすべすべききききかということになりますがかということになりますがかということになりますがかということになりますが、、、、それはそれはそれはそれは委員委員委員委員のののの意意意意見見見見とほととほととほととほとんんんんどどどど似似似似ているているているている面面面面があるようにがあるようにがあるようにがあるように感感感感じじじじましたがましたがましたがましたが、、、、兼業農家中兼業農家中兼業農家中兼業農家中心心心心のののの農政農政農政農政でででで、、、、しかもしかもしかもしかも小規模小規模小規模小規模なななな農地農地農地農地をををを維維維維持持持持されているされているされているされている、、、、これはこれはこれはこれは小小小小規模規模規模規模であってもであってもであってもであっても環境環境環境環境をををを保全保全保全保全するというするというするというするという貴貴貴貴重重重重なななな農地農地農地農地でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、労働労働労働労働力力力力をををを入入入入れるというれるというれるというれるという点点点点ではではではでは、、、、水稲水稲水稲水稲、、、、稲稲稲稲のののの方方方方がががが楽楽楽楽なななな面面面面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、、、、そちらにそちらにそちらにそちらに傾傾傾傾いてしまうということがありまいてしまうということがありまいてしまうということがありまいてしまうということがありますがすがすがすが、、、、新新新新しいしいしいしい担担担担いいいい手手手手をををを確確確確保保保保するするするする必必必必要要要要があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと、、、、ききききのうのうのうのう農農農農ガガガガールールールールズズズズというのがというのがというのがというのが訪訪訪訪問問問問されされされされ
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ましてましてましてまして、、、、これはこれはこれはこれは奈奈奈奈良良良良女女女女子大子大子大子大学生学生学生学生ですがですがですがですが、、、、そこでそこでそこでそこで来来来来られたられたられたられたＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの方方方方はははは奈奈奈奈良良良良市市市市でででで農家農家農家農家ががががふえふえふえふえているのですよとているのですよとているのですよとているのですよと、、、、５５５５人人人人とかとかとかとか６６６６人人人人ということですがということですがということですがということですが、、、、ふえふえふえふえているのですよているのですよているのですよているのですよ、、、、これはこれはこれはこれは耕作放耕作放耕作放耕作放棄棄棄棄地地地地をををを手手手手間間間間のかかるのかかるのかかるのかかる大和野大和野大和野大和野菜菜菜菜をつくるということをされていてをつくるということをされていてをつくるということをされていてをつくるということをされていて大大大大変変変変心強心強心強心強いいいい井下井下井下井下ささささんんんんのののの言言言言葉葉葉葉でございましたでございましたでございましたでございました。。。。これもこれもこれもこれも一一一一つのつのつのつの生生生生きききき方方方方だとだとだとだと、、、、小小小小さくてもさくてもさくてもさくてもチチチチャャャャレレレレンジンジンジンジをするとをするとをするとをすると委員委員委員委員がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったったったった点点点点があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地地地地をそのようにをそのようにをそのようにをそのように転換転換転換転換ででででききききないかとないかとないかとないかと、、、、近近近近畿畿畿畿でででで一番多一番多一番多一番多いいいい県県県県でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、それもそれもそれもそれもポポポポイイイイントントントントかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、農産農産農産農産物物物物直売所直売所直売所直売所というというというという形形形形ではではではではわわわわずかにずかにずかにずかに展展展展開開開開したりしたりしたりしたり、、、、食食食食とととと結結結結ぶぶぶぶということでということでということでということでややややっておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、販販販販売売売売ののののルートルートルートルートをつくるのををつくるのををつくるのををつくるのを県県県県がもっとがもっとがもっとがもっと力力力力をををを入入入入れてもいいかとれてもいいかとれてもいいかとれてもいいかと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、これからもこれからもこれからもこれからも力力力力をををを入入入入れていれていれていれていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。林政林政林政林政についてはについてはについてはについては、、、、大大大大変変変変本質的本質的本質的本質的なななな森森森森林林林林組組組組合合合合のことについてごのことについてごのことについてごのことについてご指摘指摘指摘指摘がありましたがありましたがありましたがありました。。。。そのようそのようそのようそのようにににに感感感感じじじじるところもるところもるところもるところも日日日日々々々々あるあるあるある面面面面がありますががありますががありますががありますが、、、、意意意意欲欲欲欲あるあるあるある森森森森林林林林組組組組合合合合、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは事業者等事業者等事業者等事業者等をををを応援応援応援応援するようにということはするようにということはするようにということはするようにということは選選選選択択択択とととと集集集集中中中中のののの基基基基本本本本でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、このたこのたこのたこのたびびびびのののの森森森森林林林林区区区区分分分分のののの中中中中ででででそのようなことがそのようなことがそのようなことがそのようなことが実現実現実現実現ででででききききたらとたらとたらとたらと思思思思いますいますいますいます。。。。来年度来年度来年度来年度予予予予算算算算でそのようなでそのようなでそのようなでそのような展展展展開開開開がでがでがでができきききたらといたらといたらといたらといろいろろいろろいろろいろ研究研究研究研究をををを重重重重ねねねね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。。。。雇用雇用雇用雇用についてのについてのについてのについての１００１００１００１００のののの企業企業企業企業はははは褒褒褒褒めめめめられましたけれどられましたけれどられましたけれどられましたけれど、、、、ほかはほかはほかはほかは全全全全くいかくいかくいかくいかんんんん結結結結果果果果でございでございでございでございますがますがますがますが、、、、１００１００１００１００のののの企業企業企業企業もももも、、、、言言言言いましたらいましたらいましたらいましたら、、、、これこれこれこれ景景景景気気気気のののの悪悪悪悪いいいい中中中中でででで奈奈奈奈良県良県良県良県にににに来来来来ていただいていていただいていていただいていていただいているとるとるとると思思思思ってってってって、、、、これはこれはこれはこれは決決決決してしてしてして県県県県とかとかとかとか私私私私のののの努努努努力以上力以上力以上力以上のもののもののもののもの、、、、ララララッッッッキキキキーーーーだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。なかなかなかなかなかなかなかなかこのこのこのこの景景景景気気気気後後後後退退退退ではではではでは難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。４４４４万人万人万人万人といいましたらといいましたらといいましたらといいましたら、、、、就任就任就任就任直後直後直後直後、、、、景景景景気気気気ののののせせせせいだけいだけいだけいだけではありまではありまではありまではありませんせんせんせんがががが、、、、大大大大変変変変後後後後退退退退いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ホホホホテテテテルルルルもそうですがもそうですがもそうですがもそうですが、、、、それとそれとそれとそれと観光観光観光観光宿泊宿泊宿泊宿泊客客客客もももも３３３３６０６０６０６０万人万人万人万人、、、、３８０３８０３８０３８０万人万人万人万人というというというという統統統統計計計計をををを見見見見てててて６００６００６００６００万人万人万人万人というというというという額額額額をををを出出出出したのですがしたのですがしたのですがしたのですが、、、、実実実実はははは調調調調べべべべててててみみみみるとるとるとると２２２２５５５５００００万人万人万人万人だったとだったとだったとだったと。。。。情情情情けないけないけないけない、、、、これはこれはこれはこれは県県県県のののの中中中中のののの仕仕仕仕事事事事でありますのででありますのででありますのででありますので実実実実にににに情情情情けなけなけなけないいいい結結結結果果果果ではございますがではございますがではございますがではございますが、、、、雇用雇用雇用雇用のののの４４４４万人万人万人万人、、、、６００６００６００６００万人万人万人万人ははははママママニニニニフフフフェェェェストストストスト失失失失政政政政、、、、失失失失策策策策とととと、、、、掲掲掲掲げげげげたたたた内内内内容容容容がががが達達達達成成成成ででででききききなかったということはなかったということはなかったということはなかったということは率直率直率直率直にににに認認認認めめめめなければいけないなければいけないなければいけないなければいけない時時時時期期期期にににに来来来来ているとているとているとていると思思思思いますいますいますいます。。。。そのようなことはあるがそのようなことはあるがそのようなことはあるがそのようなことはあるが、、、、県県県県内内内内雇用雇用雇用雇用をどのようにをどのようにをどのようにをどのように振興振興振興振興するかということはするかということはするかということはするかということは、、、、組織組織組織組織でででで産産産産業業業業・・・・雇用振興部雇用振興部雇用振興部雇用振興部というというというという気気気気合合合合いだけをいだけをいだけをいだけを入入入入れたれたれたれた面面面面もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、このこのこのこの奈奈奈奈良県良県良県良県のようなのようなのようなのような土地土地土地土地柄柄柄柄でででですとすとすとすと、、、、一一一一つはつはつはつは先先先先ほどほどほどほど委員委員委員委員がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったったったった土地土地土地土地利利利利用用用用をををを非常非常非常非常にににに弾弾弾弾力的力的力的力的にするとにするとにするとにすると、、、、特特特特にににに既存既存既存既存のののの企企企企業業業業がががが拡拡拡拡張張張張余余余余地地地地がないとがないとがないとがないと大大大大いにいにいにいに困困困困るということでありますのでるということでありますのでるということでありますのでるということでありますので、、、、拡拡拡拡張張張張余余余余地地地地をををを踏踏踏踏ままままええええたたたた立立立立地環地環地環地環境境境境のののの整備整備整備整備をををを心心心心がけてまいりますがけてまいりますがけてまいりますがけてまいります。。。。まだまだまだまだ不不不不十十十十分分分分ではありますけれどもではありますけれどもではありますけれどもではありますけれども、、、、多多多多少少少少拡拡拡拡張張張張余余余余地関係地関係地関係地関係のののの整備整備整備整備ということでということでということでということで感感感感謝謝謝謝されているされているされているされている事例事例事例事例がががが多多多多少少少少出出出出ててててききききているようでございますがているようでございますがているようでございますがているようでございますが、、、、これはよこれはよこれはよこれはよ
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りりりり県県県県内内内内企業企業企業企業のののの居居居居心心心心地地地地のののの良良良良ささささ、、、、仕仕仕仕事事事事のしのしのしのしややややすさということですさということですさということですさということで続続続続けていかなければいけないかけていかなければいけないかけていかなければいけないかけていかなければいけないかとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは地地地地方方方方のののの政政政政府府府府もももも職業職業職業職業のあっのあっのあっのあっせんせんせんせんだけではなしにだけではなしにだけではなしにだけではなしに企業企業企業企業のののの創創創創設設設設、、、、雇用雇用雇用雇用のののの創創創創出出出出にどのようににどのようににどのようににどのように手手手手をををを挙挙挙挙げるかということになりますげるかということになりますげるかということになりますげるかということになります。。。。それについてはそれについてはそれについてはそれについては、、、、県県県県がががが例例例例ええええばばばばファファファファンンンンドドドド的的的的にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな事業事業事業事業をををを起起起起こしてこしてこしてこして雇用雇用雇用雇用をををを創出創出創出創出するとするとするとすると、、、、ふふふふるさとるさとるさとるさと雇用雇用雇用雇用やややや緊緊緊緊急急急急雇用雇用雇用雇用ということということということということ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、、、、なかなかそれではなかなかそれではなかなかそれではなかなかそれでは安定的安定的安定的安定的なななな雇用雇用雇用雇用がががが創出創出創出創出ででででききききないようにないようにないようにないように思思思思いますいますいますいます。。。。新新新新しいしいしいしい田田田田舎舎舎舎のののの大都大都大都大都市市市市のようなものはのようなものはのようなものはのようなものは景景景景気気気気回回回回復復復復するとするとするとすると自然自然自然自然とととと有有有有効効効効求求求求人人人人倍倍倍倍率率率率がががが上上上上がりますががりますががりますががりますが、、、、景景景景気気気気がががが回回回回復復復復するとするとするとすると有有有有効効効効求求求求人人人人倍倍倍倍率率率率にににに差差差差がががが出出出出てしまうのがてしまうのがてしまうのがてしまうのが奈奈奈奈良県良県良県良県でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、底底底底地地地地をををを上上上上げないげないげないげないといけないというのはといけないというのはといけないというのはといけないというのは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと時間時間時間時間はかかってはかかってはかかってはかかってききききておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども、、、、基基基基本的本的本的本的なななな今今今今、、、、ここここれからのれからのれからのれからの最最最最大大大大のののの課題課題課題課題だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。県県県県はははは公的公的公的公的なななな補補補補助助助助金金金金だけではなしにだけではなしにだけではなしにだけではなしに、、、、販販販販売売売売におけるにおけるにおけるにおける商商商商社社社社機機機機能能能能、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはファファファファンドンドンドンド機機機機能能能能のようなものがでのようなものがでのようなものがでのようなものができきききるのかるのかるのかるのか、、、、今今今今までそういうまでそういうまでそういうまでそういう箱箱箱箱物物物物をつくるのをつくるのをつくるのをつくるのにににに失敗失敗失敗失敗をしたをしたをしたをした事例事例事例事例がががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、財財財財政政政政がががが難難難難しいしいしいしい中中中中ででででででででききききるのかというるのかというるのかというるのかという議議議議論論論論はあるとはあるとはあるとはあると思思思思いますいますいますいますがががが、、、、観光産業観光産業観光産業観光産業にしろにしろにしろにしろ製製製製造業造業造業造業にしろにしろにしろにしろ、、、、何何何何かかかか手手手手をををを考考考考ええええなければいけないということをなければいけないということをなければいけないということをなければいけないということを思思思思っておっておっておっておりますりますりますります。。。。４４４４つつつつ目目目目はははは、、、、観光観光観光観光客客客客についてのについてのについてのについての宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設についてのごについてのごについてのごについてのご意意意意見見見見でございますでございますでございますでございます。。。。大大大大変変変変有有有有益益益益なななな意意意意見見見見だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、観光部長観光部長観光部長観光部長というのをしてというのをしてというのをしてというのをして、、、、全全全全国国国国のののの観光観光観光観光のののの事事事事情情情情をををを知知知知ったったったった中中中中でででで、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県のののの観観観観光地光地光地光地、、、、特特特特にににに宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設ははははキキキキャャャャパパパパとしてはとしてはとしてはとしては最最最最低低低低、、、、一番一番一番一番低低低低水水水水準準準準、、、、観光観光観光観光宿泊宿泊宿泊宿泊客客客客もももも低低低低水水水水準準準準というというというという面面面面がががが強強強強調調調調されますがされますがされますがされますが、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊のののの選選選選択肢択肢択肢択肢がががが少少少少ないとかないとかないとかないとかねねねねてからてからてからてから言言言言わわわわれておりますれておりますれておりますれております。。。。修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行専専専専業業業業のののの宿泊宿泊宿泊宿泊かかかか、、、、今今今今まではそれでまではそれでまではそれでまではそれで多多多多少少少少ののののホホホホテテテテルルルルはではではではでききききててててききききたとたとたとたと、、、、修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行についてもについてもについてもについても実実実実はははは京京京京都都都都にとられっにとられっにとられっにとられっ放放放放しといってもいいしといってもいいしといってもいいしといってもいいぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、京京京京都都都都はははは、、、、ややややはりはりはりはり今今今今、、、、児児児児童童童童生生生生徒徒徒徒もももも個個個個室室室室主義主義主義主義ですのでですのでですのでですので、、、、相相相相部部部部屋屋屋屋はははは嫌嫌嫌嫌だとだとだとだと、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは日本料理日本料理日本料理日本料理はははは嫌嫌嫌嫌だとだとだとだと、、、、ファファファファストストストストフフフフードードードードがががが食食食食べたいといべたいといべたいといべたいというううう人人人人にににに需需需需要要要要があるようながあるようながあるようながあるような観光地観光地観光地観光地ということがということがということがということが一一一一つとつとつとつと、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、まとまってまとまってまとまってまとまって管理管理管理管理がしがしがしがしややややすいというのはすいというのはすいというのはすいというのは、、、、１００１００１００１００名名名名単位単位単位単位のののの管理管理管理管理になってになってになってになって、、、、修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行はははは勝勝勝勝手手手手にににに動動動動いていていていて帰帰帰帰ってこないってこないってこないってこない生生生生徒徒徒徒がいるとがいるとがいるとがいると困困困困るとるとるとると、、、、けけけけんんんんかするとかするとかするとかすると困困困困るというのでるというのでるというのでるというので、、、、京京京京都都都都はははは大大大大変変変変ササササーーーービビビビススススでででで相相相相乗乗乗乗りりりりタタタタククククシーシーシーシーにににに生生生生徒徒徒徒をををを乗乗乗乗せせせせてててて必必必必ずずずず運転運転運転運転手手手手ささささんんんんががががホホホホテテテテルルルルへへへへ連連連連れてれてれてれて帰帰帰帰るというるというるというるというササササーーーービビビビスススス、、、、これまたこれまたこれまたこれまた安安安安いものいものいものいものですからですからですからですから、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県ののののタタタタククククシーシーシーシーはははは割割割割とととと高高高高くてくてくてくて、、、、そのそのそのその点点点点でもちでもちでもちでもちょょょょっとっとっとっと総合力総合力総合力総合力でででで劣劣劣劣っているっているっているっている面面面面ががががあってあってあってあって、、、、修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行におくれをとっているにおくれをとっているにおくれをとっているにおくれをとっている。。。。しかししかししかししかし、、、、新新新新しいしいしいしい修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生のののの波波波波はははは奈奈奈奈良県良県良県良県にににに押押押押しししし寄寄寄寄せせせせてくることはてくることはてくることはてくることは可能可能可能可能だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。平城宮平城宮平城宮平城宮跡跡跡跡がががが国国国国営営営営公公公公園園園園化化化化されてされてされてされて、、、、あそこはあそこはあそこはあそこは歴史歴史歴史歴史をををを学学学学ぶぶぶぶ場所場所場所場所としてつくるととしてつくるととしてつくるととしてつくると、、、、奈奈奈奈良公良公良公良公園園園園でもでもでもでも明日明日明日明日香香香香村村村村でもでもでもでも歴史歴史歴史歴史をををを学学学学ぶぶぶぶ場所場所場所場所としてとしてとしてとして、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県にににに来来来来ればればればれば昔昔昔昔のののの歴史歴史歴史歴史、、、、国国国国のののの発発発発祥祥祥祥がががが学学学学べるというべるというべるというべるという展展展展開開開開にするとにするとにするとにすると、、、、修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生がががが必必必必ずずずず行行行行かないといけないかないといけないかないといけないかないといけない
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場所場所場所場所となってくるととなってくるととなってくるととなってくると思思思思いますいますいますいます。。。。そのとそのとそのとそのとききききのののの宿泊宿泊宿泊宿泊とかとかとかとか移移移移動動動動とかとかとかとか食食食食事事事事というのはというのはというのはというのは大大大大いにいにいにいに考考考考ええええななななければいけないければいけないければいけないければいけない。。。。新新新新しいしいしいしい修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生のののの獲獲獲獲得方得方得方得方策策策策ということでございますということでございますということでございますということでございます。。。。そのそのそのそのホホホホテテテテルルルルのののの宿宿宿宿泊泊泊泊でででで奈奈奈奈良県良県良県良県にににに欠欠欠欠けているのはけているのはけているのはけているのは実実実実ははははＶＩＶＩＶＩＶＩＰＰＰＰのののの対対対対応応応応、、、、ＶＩＶＩＶＩＶＩＰＰＰＰといったらといったらといったらといったら金金金金持持持持ちちちちみみみみたいですけれたいですけれたいですけれたいですけれどどどど、、、、コンコンコンコンベベベベンションンションンションンションででででススススイイイイートートートートがいるがいるがいるがいる、、、、今度今度今度今度ははははＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣ観光大臣会合観光大臣会合観光大臣会合観光大臣会合ののののＶＩＶＩＶＩＶＩＰＰＰＰはすべてはすべてはすべてはすべて奈奈奈奈良県良県良県良県ででででややややっとっとっとっと確確確確保保保保、、、、泊泊泊泊まっていただくことがでまっていただくことがでまっていただくことがでまっていただくことができきききましたがましたがましたがましたが、、、、途途途途中中中中はははは大大大大阪阪阪阪でででで泊泊泊泊めめめめることになることになることになることになるがそれはるがそれはるがそれはるがそれは許許許許してくれとしてくれとしてくれとしてくれと、、、、こういうこういうこういうこういう配配配配宿宿宿宿業者業者業者業者からそういうからそういうからそういうからそういう言言言言葉葉葉葉があったのですががあったのですががあったのですががあったのですが、、、、結結結結果果果果的的的的にににに奈奈奈奈良県良県良県良県内内内内へへへへ押押押押しししし込込込込んんんんでいただくことがででいただくことがででいただくことがででいただくことができきききましたのですがましたのですがましたのですがましたのですが、、、、大大大大ききききななななレベレベレベレベルルルルのののの高高高高いいいい会議会議会議会議ををををするとするとするとするとききききにはいつもそのことがにはいつもそのことがにはいつもそのことがにはいつもそのことが問問問問題題題題になりますというのとになりますというのとになりますというのとになりますというのと、、、、それとそれとそれとそれとハイレベハイレベハイレベハイレベルルルルのののの人人人人がががが小小小小ささささなななな人数人数人数人数でででで来来来来られたとられたとられたとられたとききききにににに宿泊宿泊宿泊宿泊はどこになるのですかということがはどこになるのですかということがはどこになるのですかということがはどこになるのですかということが聞聞聞聞かれますかれますかれますかれます。。。。今今今今、、、、どことどことどことどこといういういういうレベレベレベレベルルルルでありまでありまでありまでありませんせんせんせんがががが、、、、既存既存既存既存ののののホホホホテテテテルルルルではではではでは、、、、多多多多少少少少レベレベレベレベルルルルがががが低低低低いといといといと言言言言わわわわれるおれるおれるおれるお客客客客ささささんんんんもももも結結結結構奈構奈構奈構奈良県良県良県良県ははははふえふえふえふえておるておるておるておるわわわわけでございましてけでございましてけでございましてけでございまして、、、、そのようなおそのようなおそのようなおそのようなお客客客客ささささんんんんののののホホホホテテテテルルルルををををややややむむむむをををを得得得得ずずずず京京京京都都都都とかとかとかとか大大大大阪阪阪阪ということをということをということをということを紹介紹介紹介紹介するのはするのはするのはするのは悔悔悔悔しくてたまらないというのがしくてたまらないというのがしくてたまらないというのがしくてたまらないというのが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと気気気気持持持持ちちちちのののの面面面面ではそのようにではそのようにではそのようにではそのように思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、しかししかししかししかし奈奈奈奈良県良県良県良県のようなのようなのようなのような大都大都大都大都市市市市にににに近近近近いところでいところでいところでいところで高高高高級級級級ホホホホテテテテルルルルがでがでがでができきききるのかというのはるのかというのはるのかというのはるのかというのは課題課題課題課題でございますでございますでございますでございます。。。。これはこれはこれはこれはママママーケットーケットーケットーケットのののの課題課題課題課題であろうとであろうとであろうとであろうと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな情情情情報報報報、、、、親切親切親切親切なななな情情情情報報報報をいただいておりますのでをいただいておりますのでをいただいておりますのでをいただいておりますので、、、、よくよくよくよく耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けてけてけてけて、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県でのでのでのでの投投投投資資資資がどのようながどのようながどのようながどのような形形形形でででで実現実現実現実現するのかということをもうするのかということをもうするのかということをもうするのかということをもう少少少少しししし研究研究研究研究したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。最最最最後後後後にににに、、、、医医医医科科科科大大大大学学学学のことでございますがのことでございますがのことでございますがのことでございますが、、、、医医医医科科科科大大大大学学学学のことでのことでのことでのことで、、、、奈奈奈奈良良良良市市市市六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区にににに移転移転移転移転をしてをしてをしてをして奈奈奈奈良良良良市市市市平平平平松松松松町町町町にににに医医医医科科科科大大大大学学学学をををを持持持持ってくるのはいいってくるのはいいってくるのはいいってくるのはいい案案案案ではないかとではないかとではないかとではないかと、、、、こういうごこういうごこういうごこういうご指摘指摘指摘指摘がががが本会議本会議本会議本会議でもございましたでもございましたでもございましたでもございました。。。。医医医医科科科科大大大大学学学学のののの教育部教育部教育部教育部門門門門のののの移転移転移転移転のことのことのことのこと、、、、どういうどういうどういうどういう条条条条件件件件かかかか簡簡簡簡単単単単にににに振振振振りりりり返返返返ってってってってみみみみますとますとますとますと、、、、もとはもとはもとはもとは医医医医科科科科のののの単単単単科科科科大大大大学学学学でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、学生学生学生学生のののの質質質質ということからするということからするということからするということからするとととと、、、、これはこれはこれはこれは学学学学長長長長がかがかがかがかねねねねてからてからてからてから言言言言っておりましたがっておりましたがっておりましたがっておりましたが、、、、他他他他のののの分分分分野野野野のののの学生学生学生学生とのとのとのとの交交交交わわわわりがりがりがりが少少少少ないのないのないのないのでででで、、、、発発発発達達達達といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、幅幅幅幅がががが狭狭狭狭いままでいままでいままでいままで専門専門専門専門医医医医にににに育育育育ってしまうというってしまうというってしまうというってしまうという課題課題課題課題がかがかがかがかねねねねてからごてからごてからごてからございましたざいましたざいましたざいました。。。。しからばしからばしからばしからば、、、、それでそれでそれでそれで高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区にににに行行行行こうといったのですけれどこうといったのですけれどこうといったのですけれどこうといったのですけれど、、、、大大大大ききききなななな他他他他のののの大大大大学学学学とのとのとのとの交交交交わわわわりがあるりがあるりがあるりがあるキキキキャャャャンパスンパスンパスンパスということをということをということをということを志志志志向向向向したしたしたしたわわわわけでございますけれどもけでございますけれどもけでございますけれどもけでございますけれども、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、今度今度今度今度はははは臨臨臨臨床床床床でででで附属附属附属附属病院病院病院病院とのとのとのとの距距距距離離離離ということということということということ、、、、それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つつつつ、、、、北北北北にににに持持持持っていくっていくっていくっていくとととと南南南南和和和和をををを脱脱脱脱出出出出するのかというようなことがございますするのかというようなことがございますするのかというようなことがございますするのかというようなことがございます。。。。それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つはつはつはつは、、、、地元地元地元地元生生生生駒駒駒駒市市市市のののの協協協協力度力度力度力度がががが悪悪悪悪かったのではないかというかったのではないかというかったのではないかというかったのではないかという課題課題課題課題がががが、、、、簡簡簡簡単単単単にににに振振振振りりりり返返返返るとそういうことになりましるとそういうことになりましるとそういうことになりましるとそういうことになりましたたたた。。。。奈奈奈奈良良良良市市市市六条六条六条六条山地山地山地山地区区区区のののの案案案案につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、せせせせっかくのごっかくのごっかくのごっかくのご提案提案提案提案でございますのででございますのででございますのででございますので一考一考一考一考にににに値値値値するとするとするとすると思思思思いますいますいますいます。。。。庁内庁内庁内庁内でででで設置設置設置設置しているしているしているしているＰＰＰＰＴＴＴＴにそのにそのにそのにその点点点点検検検検等等等等ささささせせせせたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその上上上上、、、、
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今今今今後後後後地域地域地域地域のののの方方方方 々々々々やややや関係者関係者関係者関係者とととと十十十十分分分分にににに意意意意見見見見交交交交換換換換をををを行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、年年年年内内内内にはにはにはには候候候候補補補補地地地地についてのについてのについてのについての県県県県のののの考考考考ええええ方方方方をおをおをおをお示示示示ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。おおおおおおおおむむむむねねねね私私私私のののの意意意意にににに対対対対してのしてのしてのしての答弁答弁答弁答弁いただいただいただいただききききましたましたましたました。。。。ただただただただ、、、、順順順順序序序序のののの問問問問題題題題でででで、、、、部部部部落落落落○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員差別差別差別差別はまだあるのですはまだあるのですはまだあるのですはまだあるのです。。。。ありますけれどもありますけれどもありますけれどもありますけれども、、、、それはそれはそれはそれは部部部部落落落落民民民民にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、時時時時にはにはにはには聞聞聞聞きききき流流流流してしてしてしていいいいいいいいぐぐぐぐらいのものになっているとらいのものになっているとらいのものになっているとらいのものになっていると、、、、要要要要するにするにするにするに差別差別差別差別はははは、、、、我我我我 々々々々はははは今今今今までまでまでまで廃廃廃廃絶絶絶絶のののの対対対対象象象象としてとしてとしてとしてききききまままましたけれどもしたけれどもしたけれどもしたけれども、、、、廃廃廃廃絶絶絶絶のののの対対対対象象象象ではなしにではなしにではなしにではなしに克服克服克服克服のののの対対対対象象象象なのですなのですなのですなのです。。。。そうしないとそうしないとそうしないとそうしないと、、、、あのあのあのあの奴隷奴隷奴隷奴隷制度制度制度制度をををを生生生生んんんんだだだだアアアアメリメリメリメリカカカカ合合合合衆衆衆衆国国国国ででででバラバラバラバラクククク・・・・オバマオバマオバマオバマがががが大大大大統統統統領領領領になったことがになったことがになったことがになったことがわわわわからないからないからないからない。。。。彼彼彼彼ははははみみみみずずずずからのからのからのからの努努努努力力力力ととととアアアアメリメリメリメリカカカカ人人人人のののの英英英英知知知知によってによってによってによって差別差別差別差別をををを克服克服克服克服したのだとしたのだとしたのだとしたのだと、、、、克服克服克服克服してしてしてして大大大大統統統統領領領領になったになったになったになったのだとのだとのだとのだと。。。。彼彼彼彼がががが大大大大統統統統領領領領になったとしてもになったとしてもになったとしてもになったとしても、、、、アアアアメリメリメリメリカカカカにおけるにおけるにおけるにおける黒人黒人黒人黒人差別差別差別差別問問問問題題題題はははは一向一向一向一向にににに解決解決解決解決してしてしてしていないいないいないいない。。。。そういうそういうそういうそういう事事事事実実実実をををを見見見見たらたらたらたら、、、、ややややはりはりはりはり廃廃廃廃絶絶絶絶のののの対対対対象象象象ではなしにではなしにではなしにではなしに克服克服克服克服のののの対対対対象象象象であるというこであるというこであるというこであるということととと。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、これまでこれまでこれまでこれまで基基基基本的本的本的本的にはにはにはには同同同同和教育和教育和教育和教育もももも人人人人権権権権問問問問題題題題もももも、、、、差別差別差別差別しないしないしないしない、、、、ささささせせせせないないないない運運運運動動動動なのでなのでなのでなのですすすす。。。。だからだからだからだから、、、、差別差別差別差別をしたをしたをしたをした人人人人をどうをどうをどうをどう回回回回復復復復ささささせせせせていくのかていくのかていくのかていくのか。。。。人間人間人間人間だれだってだれだってだれだってだれだって差別差別差別差別するするするする可能可能可能可能性性性性をををを持持持持っているのですっているのですっているのですっているのです。。。。差別差別差別差別というのはというのはというのはというのは人間人間人間人間のののの生生生生活活活活にとってにとってにとってにとって必必必必要要要要なななな要件要件要件要件かもしれないとかもしれないとかもしれないとかもしれないと言言言言うううう学学学学者者者者もいますもいますもいますもいます。。。。ですからですからですからですから、、、、差別差別差別差別はだれでもはだれでもはだれでもはだれでもややややるるるる可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがある。。。。ややややったとったとったとったとききききにににに、、、、そのそのそのその過過過過ちにちにちにちに気気気気づづづづきききき、、、、二二二二度度度度としないとしないとしないとしない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはみみみみずからのずからのずからのずからの意意意意識識識識をををを変変変変ええええていくていくていくていく、、、、そういうそういうそういうそういうプロプロプロプロググググララララムムムムがないがないがないがないのですのですのですのです。。。。逆逆逆逆にににに言言言言ったらったらったらったら、、、、部部部部落差別落差別落差別落差別をををを受受受受けるけるけるける当当当当事者事者事者事者であるであるであるである部部部部落落落落民民民民にとってにとってにとってにとって、、、、差別差別差別差別をををを受受受受けたとけたとけたとけたとききききにににに、、、、そのそのそのその傷傷傷傷をいをいをいをいややややすすすすプロプロプロプロググググララララムムムムがないのですがないのですがないのですがないのです。。。。アアアアメリメリメリメリカカカカというのはというのはというのはというのは非常非常非常非常にそのにそのにそのにその辺辺辺辺でででで熟熟熟熟達達達達したしたしたした国国国国でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、要要要要するにさまざまなするにさまざまなするにさまざまなするにさまざまな差別差別差別差別問問問問題題題題についてについてについてについて、、、、加加加加害害害害者者者者、、、、被被被被害害害害者者者者がががが回回回回復復復復、、、、ややややりりりり直直直直しししし、、、、慰撫慰撫慰撫慰撫するするするする、、、、そういうそういうそういうそういうスケジスケジスケジスケジュュュュールールールールがあるのですがあるのですがあるのですがあるのです。。。。日本日本日本日本ではそれがでではそれがでではそれがでではそれができきききていないていないていないていない。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今後後後後、、、、例例例例ええええばばばば児児児児童虐童虐童虐童虐待待待待でででで現場現場現場現場のののの人人人人たちがたちがたちがたちが一番一番一番一番困困困困っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、絶絶絶絶対対対対にににに鬼母鬼母鬼母鬼母親親親親ややややとととと、、、、あのもとあのもとあのもとあのもとへへへへはははは返返返返さないさないさないさないぞぞぞぞとととと誓誓誓誓ってってってって隔隔隔隔離離離離するのですけれどもするのですけれどもするのですけれどもするのですけれども、、、、子子子子どもにどもにどもにどもに聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりおりおりおりお母母母母ちちちちゃんゃんゃんゃん言言言言うてうてうてうて泣泣泣泣くくくく。。。。泣泣泣泣いたからといっていたからといっていたからといっていたからといって母母母母親親親親のののの元元元元にににに返返返返したらしたらしたらしたら再再再再びびびび同同同同じじじじことをことをことをことを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす。。。。それをどうそれをどうそれをどうそれをどう克服克服克服克服していくかというとしていくかというとしていくかというとしていくかというとききききにににに、、、、母母母母親親親親のののの教育教育教育教育をどうしていくのかがをどうしていくのかがをどうしていくのかがをどうしていくのかが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな側面側面側面側面になりますになりますになりますになります。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、ややややはりはりはりはり関係者関係者関係者関係者、、、、気気気気づいているのですけれどもづいているのですけれどもづいているのですけれどもづいているのですけれども、、、、一一一一つのつのつのつのプロプロプロプロググググララララムムムムとしてのとしてのとしてのとしての追追追追及及及及がないがないがないがない。。。。今今今今、、、、東東東東吉吉吉吉野村野村野村野村でででで２０２０２０２０数数数数年年年年間間間間、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋のののの部部部部落落落落出出出出身身身身のののの人人人人がががが僧侶僧侶僧侶僧侶にににに招招招招かれてかれてかれてかれて、、、、歓迎歓迎歓迎歓迎のののの席席席席でたまでたまでたまでたまたまたまたまたま肉肉肉肉をををを出出出出されたされたされたされた。。。。あるあるあるある人人人人がががが、、、、招招招招待待待待したしたしたした方方方方がががが、、、、招招招招いたいたいたいた方方方方のののの村村村村のののの役役役役員員員員がががが、、、、坊坊坊坊ささささんやんやんやんやからからからから肉肉肉肉はははは食食食食わへんわわへんわわへんわわへんわなとなとなとなと言言言言うたうたうたうた。。。。いいいいええええ、、、、ごごごご心心心心配配配配無無無無用用用用とととと、、、、うちのうちのうちのうちの父父父父親親親親はははは肉肉肉肉屋屋屋屋でございましたとでございましたとでございましたとでございましたと言言言言うたうたうたうた途途途途端端端端にににに、、、、招招招招いたいたいたいた村村村村のののの５５５５人人人人のののの役役役役員員員員、、、、４４４４人人人人ともすっとともすっとともすっとともすっと出出出出ていってていってていってていって、、、、要要要要するにそのするにそのするにそのするにその人人人人がががが僧侶僧侶僧侶僧侶にににに葬葬葬葬
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儀儀儀儀事事事事がでがでがでができきききるるるる晋晋晋晋山山山山式式式式というのがあるのですけれどというのがあるのですけれどというのがあるのですけれどというのがあるのですけれど、、、、それをとうとうそれをとうとうそれをとうとうそれをとうとうややややらさずらさずらさずらさずじじじじまいでいまいでいまいでいまいでいじじじじめめめめ抜抜抜抜いていていていてききききたたたた。。。。そういうのをそういうのをそういうのをそういうのを今今今今、、、、高高高高等等等等裁裁裁裁判判判判所所所所にににに持持持持ちちちち上上上上げてげてげてげてややややっているのですけれどもっているのですけれどもっているのですけれどもっているのですけれども、、、、要要要要するにそういうするにそういうするにそういうするにそういう意味意味意味意味ではではではでは差別差別差別差別問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは非常非常非常非常にににに残残残残酷酷酷酷なななな一一一一面面面面がありがありがありがあり、、、、そのそのそのその僧侶僧侶僧侶僧侶とととと何何何何回回回回もももも話話話話しをするのにしをするのにしをするのにしをするのに、、、、どうしてあどうしてあどうしてあどうしてあんんんんたたたた、、、、自分自分自分自分がががが部部部部落落落落民民民民ややややととととわわわわかったかったかったかったんんんんだとだとだとだと。。。。彼彼彼彼はははは自分自分自分自分がががが部部部部落落落落民民民民ややややとととと確確確確信信信信ででででききききないとないとないとないと。。。。私私私私はははは長長長長いいいい間間間間、、、、肉肉肉肉屋屋屋屋差別差別差別差別ややややとととと思思思思うていましたとうていましたとうていましたとうていましたと。。。。小小小小さいとさいとさいとさいときききき、、、、こういうこういうこういうこういう経験経験経験経験がありましたがありましたがありましたがありました。。。。私私私私、、、、仲仲仲仲間間間間をををを疑疑疑疑うてうてうてうて、、、、あいつあいつあいつあいつ、、、、部部部部落落落落のののの人人人人とちがとちがとちがとちがうのとちがうかとうのとちがうかとうのとちがうかとうのとちがうかと、、、、何何何何かほかでしくかほかでしくかほかでしくかほかでしくじじじじってってってって部部部部落落落落問問問問題題題題をををを持持持持ちちちち上上上上げているのとちがうかというげているのとちがうかというげているのとちがうかというげているのとちがうかというようなことがありましてようなことがありましてようなことがありましてようなことがありまして、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ話話話話をしているとをしているとをしているとをしているとききききにににに、、、、小学校小学校小学校小学校のとのとのとのときききき差別差別差別差別をををを受受受受けたとけたとけたとけたと。。。。どういうどういうどういうどういう差別差別差別差別かというたらかというたらかというたらかというたら、、、、ええええったとったとったとったと言言言言わわわわれたとれたとれたとれたと。。。。多分多分多分多分、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋ですからですからですからですから、、、、稗稗稗稗多多多多ややややとととと思思思思いいいいますますますます。。。。稗稗稗稗多多多多のののの子子子子とととと言言言言わわわわれたとれたとれたとれたと。。。。ほほほほんんんんでででで何何何何をををを言言言言わわわわれているのかれているのかれているのかれているのかわわわわららららへんへんへんへんからからからから、、、、家家家家へへへへ帰帰帰帰ってってってって母母母母親親親親にににに聞聞聞聞いたいたいたいた。。。。そそそそんんんんななななんんんん気気気気ににににせんせんせんせんでもでもでもでもええええええええ、、、、大大大大ききききくなったらくなったらくなったらくなったらわわわわかるとかるとかるとかると何何何何もももも教教教教ええええてくれなかってくれなかってくれなかってくれなかったたたた。。。。私私私私はそのとはそのとはそのとはそのとききききにににに、、、、ああああああああ、、、、このこのこのこの人人人人、、、、部部部部落落落落のののの人人人人ややややとととと、、、、うちのうちのうちのうちの母母母母親親親親もももも私私私私がががが聞聞聞聞いたといたといたといたときききき同同同同じじじじ返返返返事事事事をしたとをしたとをしたとをしたと。。。。要要要要するにするにするにするに部部部部落落落落のののの人人人人にはにはにはには自分自分自分自分のののの子子子子どもにどもにどもにどもに部部部部落落落落問問問問題題題題のののの何何何何たるかをたるかをたるかをたるかを教教教教ええええるるるる、、、、そういそういそういそういうううう回回回回路路路路がないのですがないのですがないのですがないのです。。。。大大大大ききききくなったらくなったらくなったらくなったらわわわわかるとかるとかるとかると、、、、皆皆皆皆こうこうこうこう言言言言うてうてうてうてききききたたたた。。。。そそそそややややからこのからこのからこのからこの人人人人はははは部部部部落落落落出出出出身身身身ややややとととと、、、、うちのおかうちのおかうちのおかうちのおかんんんんとここのおかとここのおかとここのおかとここのおかんんんんとととと一一一一緒緒緒緒なことなことなことなこと言言言言うとるということでうとるということでうとるということでうとるということで確確確確認認認認しながしながしながしながらららら今今今今、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めめめめていますけれどもていますけれどもていますけれどもていますけれども、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、今今今今後後後後いろいろないろいろないろいろないろいろな起起起起こっていこっていこっていこっているるるる、、、、今今今今、、、、こどもこどもこどもこども家庭局家庭局家庭局家庭局のののの担当担当担当担当者者者者、、、、ききききりりりりききききりりりり舞舞舞舞いしとるいしとるいしとるいしとる。。。。本本本本当当当当にににに今今今今後後後後、、、、体体体体制制制制をををを整整整整ええええていかなていかなていかなていかないといけないといといけないといといけないといといけないと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そういうまたそういうまたそういうまたそういうまた臨臨臨臨床床床床心心心心理理理理士士士士などをなどをなどをなどを入入入入れてのれてのれてのれての対対対対策策策策もますまもますまもますまもますますすすす必必必必要要要要になってくるのかとになってくるのかとになってくるのかとになってくるのかと思思思思いましていましていましていまして、、、、ぜぜぜぜひひひひともともともとも人人人人権権権権問問問問題題題題についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの漠漠漠漠然然然然としとしとしとしたたたた同同同同和問和問和問和問題題題題やややや部部部部落落落落問問問問題題題題でででで流流流流れてれてれてれてききききたたたた流流流流れをれをれをれを一一一一遍遍遍遍断断断断ちちちち切切切切ってつくりってつくりってつくりってつくり直直直直してもらうしてもらうしてもらうしてもらう必必必必要要要要があるがあるがあるがあるのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。終終終終わわわわりますりますりますります。。。。審査審査審査審査のののの途途途途中中中中ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、まずまずまずまず警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長よりよりよりより発言発言発言発言をををを求求求求めめめめられておりますられておりますられておりますられております○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長のでのでのでので、、、、発言発言発言発言をををを許許許許しますしますしますします。。。。委員長委員長委員長委員長のおのおのおのお許許許許しをいただしをいただしをいただしをいただききききましてましてましてまして、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの答弁答弁答弁答弁でででで１１１１カカカカ所所所所訂訂訂訂正正正正をおをおをおをお願願願願○○○○和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長いしたくいしたくいしたくいしたく存存存存じじじじますますますます。。。。先先先先ほどほどほどほど浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員のごのごのごのご質問質問質問質問のののの中中中中でででで、、、、風営法風営法風営法風営法のののの解解解解釈運釈運釈運釈運用用用用のののの基基基基準準準準のうちのうちのうちのうち専専専専らにつらにつらにつらにつききききましてましてましてまして、、、、６６６６～～～～７７７７割割割割とととと解解解解釈釈釈釈されておりますとおされておりますとおされておりますとおされておりますとお答答答答ええええ申申申申しししし上上上上げたかとげたかとげたかとげたかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、正正正正しくはしくはしくはしくは７７７７～～～～８８８８割割割割以上以上以上以上とととと、、、、念念念念のたのたのたのためめめめ資料資料資料資料をををを確確確確認認認認いたしましたところいたしましたところいたしましたところいたしましたところ、、、、おおおおおおおおむむむむねねねね７７７７割割割割ないしないしないしないし８８８８割割割割程度以上程度以上程度以上程度以上をいうとをいうとをいうとをいうというようにいうようにいうようにいうように解解解解釈釈釈釈されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、記記記記憶憶憶憶のままにのままにのままにのままに誤誤誤誤ったごったごったごったご答弁答弁答弁答弁をををを申申申申しししし上上上上げましたことをおげましたことをおげましたことをおげましたことをおわびわびわびわび申申申申しししし上上上上げますとともにげますとともにげますとともにげますとともに、、、、訂訂訂訂正正正正ささささせせせせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。６６６６～～～～７７７７割割割割というところというところというところというところ
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をおおをおおをおおをおおむむむむねねねね７７７７割割割割ないしないしないしないし８８８８割割割割程度以上程度以上程度以上程度以上をををを指指指指すということですということですということですということで、、、、訂訂訂訂正正正正をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。審査審査審査審査のののの途途途途中中中中ですがですがですがですが、、、、午午午午後後後後３３３３時時時時４０４０４０４０分分分分までまでまでまで休休休休憩憩憩憩したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、しばしばしばしば○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長らくらくらくらく休休休休憩憩憩憩しますしますしますします。。。。１１１１５５５５：：：：２２２２２２２２分分分分 休休休休憩憩憩憩１１１１５５５５：：：：４２４２４２４２分分分分 再開再開再開再開休休休休憩憩憩憩前前前前にににに引引引引きききき続続続続ききききましてましてましてまして会議会議会議会議をををを開開開開ききききますますますます。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長それではそれではそれではそれでは、、、、ごごごご発言願発言願発言願発言願いますいますいますいます。。。。総括総括総括総括のののの場場場場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、、、、２２２２点点点点ほどほどほどほど質問質問質問質問とととと意意意意見見見見をををを申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いいいい○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員ますますますます。。。。先先先先ほどからほどからほどからほどから人人人人権権権権にににに関関関関するおするおするおするお話話話話がございましたがございましたがございましたがございました。。。。考考考考ええええててててみみみみますとますとますとますと、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは生生生生けるものをけるものをけるものをけるものを殺殺殺殺してしてしてして生生生生活活活活しているしているしているしている、、、、みみみみずからずからずからずから生生生生ききききるたるたるたるためめめめにほかのにほかのにほかのにほかの命命命命をををを殺殺殺殺してしてしてして生生生生ききききているとているとているとていると言言言言ってもってもってもっても過過過過言言言言ではないとではないとではないとではないと思思思思いますいますいますいます。。。。猫猫猫猫をををを殺殺殺殺しししし、、、、犬犬犬犬をををを殺殺殺殺しししし、、、、豚豚豚豚をををを殺殺殺殺しししし、、、、牛牛牛牛をををを殺殺殺殺しししし、、、、それでそれでそれでそれで毎毎毎毎日日日日のののの生生生生活活活活をしをしをしをしているのがているのがているのがているのが現実現実現実現実のののの姿姿姿姿ではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうかうかうかうか （（（（発言発言発言発言するするするする者者者者ありありありあり））））いいいいやややや、、、、猫猫猫猫をををを殺殺殺殺しているのでしているのでしているのでしているので。。。。すすすす。。。。それはどこでそれはどこでそれはどこでそれはどこで殺殺殺殺しているかといいますとしているかといいますとしているかといいますとしているかといいますと、、、、うだうだうだうだ・・・・アアアアニニニニママママルパールパールパールパーククククにににに併併併併設設設設しておりますしておりますしておりますしております動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護セセセセンンンンタタタターーー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。。。。人間人間人間人間はははは猫猫猫猫をかをかをかをかわわわわいがっていがっていがっていがって、、、、かかかかわわわわいいかいいかいいかいいかわわわわいいといいといいといいと言言言言いながいながいながいながらららら、、、、嫌嫌嫌嫌になったらになったらになったらになったらぽぽぽぽっとっとっとっと捨捨捨捨てててててててて、、、、町町町町のののの中中中中へへへへ捨捨捨捨てているてているてているてている。。。。社社社社会会会会猫猫猫猫といってといってといってといって、、、、飼飼飼飼いいいい主主主主ののののわわわわからからからからないないないない猫猫猫猫がががが勝勝勝勝手手手手にににに徘徘徘徘回回回回してしてしてして、、、、それでどこかでそれでどこかでそれでどこかでそれでどこかでええええさをもらったりしてさをもらったりしてさをもらったりしてさをもらったりして生生生生きききき延延延延びびびびているているているている。。。。それでそれでそれでそれでもももも手手手手というのですかというのですかというのですかというのですか、、、、足足足足というのですかというのですかというのですかというのですか、、、、車車車車にににに引引引引かれてかれてかれてかれて動動動動けなくなったけなくなったけなくなったけなくなった猫猫猫猫はははは今度今度今度今度はどうなはどうなはどうなはどうなるかというとるかというとるかというとるかというと、、、、動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護セセセセンンンンタタタターーーーにににに連連連連れていかれてれていかれてれていかれてれていかれて、、、、そこでそこでそこでそこで処処処処分分分分されてしまうされてしまうされてしまうされてしまう。。。。これがこれがこれがこれが実実実実はははは現実現実現実現実のののの姿姿姿姿でありますでありますでありますであります。。。。そこでそこでそこでそこで働働働働いておられるいておられるいておられるいておられる、、、、当時橿原市当時橿原市当時橿原市当時橿原市でででで働働働働いておられたいておられたいておられたいておられた方方方方 々々々々のののの職職職職場場場場環境環境環境環境はどうであったかというとはどうであったかというとはどうであったかというとはどうであったかというと、、、、これまたこれまたこれまたこれまた考考考考ええええ直直直直さなければならないというさなければならないというさなければならないというさなければならないというテテテテーーーーママママがありがありがありがありましたましたましたました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市でおでおでおでお引引引引きききき受受受受けをしてけをしてけをしてけをして今日今日今日今日１１１１年以上年以上年以上年以上経経経経過過過過してしてしてして運営運営運営運営をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいているところでありますけれどもいるところでありますけれどもいるところでありますけれどもいるところでありますけれども、、、、そのそのそのその経経経経過過過過についてはもうそれについてはもうそれについてはもうそれについてはもうそれぐぐぐぐらいにしておらいにしておらいにしておらいにしておききききますけれますけれますけれますけれどもどもどもども、、、、だけれどそういうだけれどそういうだけれどそういうだけれどそういうふふふふうなことをうなことをうなことをうなことを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、あそこにありますあそこにありますあそこにありますあそこにあります施施施施設設設設というのはというのはというのはというのは、、、、みみみみずからずからずからずから人間人間人間人間がががが命命命命のののの大大大大切切切切さというものをさというものをさというものをさというものをわわわわかるたかるたかるたかるためめめめのののの施施施施設設設設でなければならないというのがでなければならないというのがでなければならないというのがでなければならないというのが大大大大ききききななななテテテテーーーーママママでありでありでありであり、、、、そういうことがあってそういうことがあってそういうことがあってそういうことがあって初初初初めめめめてててて地元地元地元地元のののの方方方方はあのはあのはあのはあの施施施施設設設設をををを受受受受けけけけ入入入入れようといれようといれようといれようということがうことがうことがうことが成成成成立立立立したしたしたしたわわわわけでありますけでありますけでありますけであります。。。。またまたまたまた、、、、建建建建設設設設をををを受受受受けけけけ入入入入れてもらいたいというれてもらいたいというれてもらいたいというれてもらいたいという話話話話しししし合合合合いをいをいをいをなさったとなさったとなさったとなさったとききききにににに、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことをややややりますということをりますということをりますということをりますということを前前前前提提提提にしてにしてにしてにして地元地元地元地元にににに説説説説明明明明をしてをしてをしてをして、、、、そそそそれでれでれでれで受受受受けけけけ入入入入れがれがれがれが認認認認めめめめられたられたられたられた、、、、容容容容認認認認されたというされたというされたというされたという経経経経過過過過があるところですがあるところですがあるところですがあるところです。。。。ですからですからですからですから、、、、設設設設計計計計をををを
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ややややりましたりましたりましたりました、、、、工工工工事事事事ををををややややりましたりましたりましたりました、、、、でででできききき上上上上がりましたがりましたがりましたがりました、、、、いいいいやややや、、、、でででできききき上上上上がらなかったけれどもがらなかったけれどもがらなかったけれどもがらなかったけれども、、、、動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護セセセセンンンンタタタターーーーだけがだけがだけがだけが営営営営業業業業ささささせせせせてほしいといっててほしいといっててほしいといっててほしいといって営営営営業業業業をしてをしてをしてをして、、、、とにかくこれでとにかくこれでとにかくこれでとにかくこれで順調順調順調順調にいにいにいにいっているからそれでいいではないのということではっているからそれでいいではないのということではっているからそれでいいではないのということではっているからそれでいいではないのということでは決決決決してそのしてそのしてそのしてその目的目的目的目的をををを達達達達成成成成したことにはなしたことにはなしたことにはなしたことにはならないらないらないらない、、、、強強強強くそういうことをくそういうことをくそういうことをくそういうことを主主主主張張張張したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。人間人間人間人間だけのだけのだけのだけの生生生生活活活活だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくて、、、、動物動物動物動物とのとのとのとの共共共共生生生生においてもにおいてもにおいてもにおいてもややややはりはりはりはり命命命命をををを大大大大切切切切にするにするにするにする、、、、飼飼飼飼いいいい主主主主のののの責責責責任任任任をををを果果果果たすようにたすようにたすようにたすように責責責責務務務務をををを課課課課ししししていくということもていくということもていくということもていくということも大大大大ききききなななな課題課題課題課題であるともであるともであるともであるとも思思思思っているところですっているところですっているところですっているところです。。。。ところでところでところでところで、、、、質問者質問者質問者質問者としてのとしてのとしてのとしての私私私私のののの目目目目からからからから見見見見ましたらましたらましたらましたら、、、、必必必必ずしもそのずしもそのずしもそのずしもその部部部部分分分分はははは、、、、命命命命をををを大大大大切切切切にすにすにすにするということについてのるということについてのるということについてのるということについての県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみはははは十十十十分分分分であるかというとであるかというとであるかというとであるかというと、、、、十十十十分分分分であるとはであるとはであるとはであるとは言言言言いがたいがたいがたいがたいいいい、、、、言言言言いいいい切切切切れないとれないとれないとれないと思思思思いますいますいますいます。。。。それはなそれはなそれはなそれはなぜぜぜぜかかかか。。。。昨日昨日昨日昨日までにまでにまでにまでに質問申質問申質問申質問申しししし上上上上げたげたげたげた点点点点でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、担当担当担当担当のののの方方方方はおはおはおはおわわわわかりいただいているとかりいただいているとかりいただいているとかりいただいていると思思思思いますいますいますいます。。。。殺傷殺傷殺傷殺傷処処処処分数分数分数分数とととと譲譲譲譲渡渡渡渡頭頭頭頭数数数数といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、ももももとのとのとのとの飼飼飼飼いいいい主主主主のところのところのところのところへへへへ戻戻戻戻すというかすというかすというかすというか、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうなうなうなうな頭頭頭頭数数数数のののの比比比比較較較較をするとをするとをするとをすると、、、、いかにもいかにもいかにもいかにも殺傷殺傷殺傷殺傷頭頭頭頭数数数数のののの多多多多さということにおいてさということにおいてさということにおいてさということにおいて証証証証明明明明されているとされているとされているとされていると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ややややはりあのはりあのはりあのはりあの施施施施設設設設がでがでがでができきききたたたた以上以上以上以上、、、、命命命命をををを大大大大切切切切にするというにするというにするというにするという教育教育教育教育のののの大大大大切切切切ささささ、、、、これはこれはこれはこれはぜぜぜぜひひひひともともともとも強強強強くくくく強強強強くくくく進進進進めめめめていただくていただくていただくていただく必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると思思思思っていますっていますっていますっています。。。。今日今日今日今日、、、、親親親親がががが死死死死んんんんだだだだ、、、、けれどもけれどもけれどもけれども、、、、押押押押しししし入入入入れれれれ、、、、袋袋袋袋にににに入入入入れてほっといたられてほっといたられてほっといたられてほっといたら２０２０２０２０年年年年たったたったたったたった、、、、３０３０３０３０年年年年たったたったたったたった、、、、これはまともでしこれはまともでしこれはまともでしこれはまともでしょょょょうかうかうかうか。。。。親親親親がががが子子子子どもどもどもども、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの話話話話ではないですけれどもではないですけれどもではないですけれどもではないですけれども、、、、虐虐虐虐待待待待してしてしてして平平平平気気気気ややややということはということはということはということは、、、、これもまたまともでしこれもまたまともでしこれもまたまともでしこれもまたまともでしょょょょうかうかうかうか。。。。嫁嫁嫁嫁ささささんんんんをなをなをなをなぐぐぐぐってってってって困困困困るといっるといっるといっるといってててて、、、、警察警察警察警察署署署署へへへへ行行行行ってってってって、、、、だだだだんんんんなとなとなとなと仲仲仲仲直直直直りさりさりさりさせせせせたたたた、、、、もうこれでいいとだもうこれでいいとだもうこれでいいとだもうこれでいいとだんんんんなのところになのところになのところになのところに戻戻戻戻したしたしたしたらららら殺殺殺殺されてしまったされてしまったされてしまったされてしまった。。。。これはまともでしこれはまともでしこれはまともでしこれはまともでしょょょょうかうかうかうか。。。。これはこれはこれはこれはややややっっっっぱぱぱぱりりりり命命命命のののの大大大大切切切切さということをさということをさということをさということを、、、、本質的本質的本質的本質的にといいますかにといいますかにといいますかにといいますか、、、、ききききっちりとっちりとっちりとっちりと教教教教ええええ込込込込まないといけないということがまないといけないということがまないといけないということがまないといけないということが根根根根本本本本にあるとにあるとにあるとにあると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。教育教育教育教育のののの大大大大切切切切さというものをさというものをさというものをさというものを再再再再認認認認識識識識すべすべすべすべききききだとだとだとだと考考考考ええええていますていますていますています。。。。またまたまたまた本本本本論論論論のののの方方方方にににに戻戻戻戻すのですけれどもすのですけれどもすのですけれどもすのですけれども、、、、動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護セセセセンンンンタタタターーーーをあそこをあそこをあそこをあそこへへへへ移移移移すすすす以上以上以上以上、、、、命命命命のののの大大大大切切切切さをさをさをさを教教教教ええええるるるる教育教育教育教育のののの現場現場現場現場だととらだととらだととらだととらええええていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、活用活用活用活用していただくとことをしていただくとことをしていただくとことをしていただくとことを強強強強くくくく求求求求めめめめたとたとたとたところですけれどもころですけれどもころですけれどもころですけれども、、、、それについてそれについてそれについてそれについて今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、これはこれはこれはこれはぜぜぜぜひひひひともともともとも強強強強いいいい姿姿姿姿勢勢勢勢でででで実実実実行行行行していしていしていしていくということをおくということをおくということをおくということをお示示示示しいただしいただしいただしいただききききたいたいたいたい。。。。またまたまたまた、、、、教育長教育長教育長教育長におかれましてもにおかれましてもにおかれましてもにおかれましても、、、、ぜぜぜぜひひひひともともともとも現場現場現場現場にににに行行行行っていただいてっていただいてっていただいてっていただいて、、、、命命命命のののの大大大大切切切切さをさをさをさを学学学学ぶぶぶぶ施施施施設設設設としてとしてとしてとして使使使使ええええるのだというるのだというるのだというるのだという自信自信自信自信をををを持持持持っていただいてっていただいてっていただいてっていただいて、、、、ぜぜぜぜひひひひともともともとも命命命命のののの大大大大切切切切さをさをさをさを子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに、、、、そしてそしてそしてそして社社社社会教育会教育会教育会教育のののの場場場場としてとしてとしてとして奈奈奈奈良県民良県民良県民良県民のののの方方方方 々々々々におにおにおにお使使使使いいいいいただいただいただいただききききたいことをたいことをたいことをたいことを申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ででででききききましたらましたらましたらましたら知事知事知事知事からからからから今日今日今日今日のののの社社社社会会会会情情情情勢勢勢勢、、、、並並並並びびびびにあのにあのにあのにあの動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護セセセセンンンンタタタターーーー開開開開所所所所式式式式におにおにおにお越越越越しいただしいただしいただしいただききききましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、知事知事知事知事のののの所所所所感感感感をおをおをおをお伺伺伺伺いいいいしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。
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もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの質問質問質問質問はははは、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの問問問問題題題題もももも前前前前のののの知事知事知事知事のののの当時当時当時当時のののの出発出発出発出発だったのですけれどもだったのですけれどもだったのですけれどもだったのですけれども、、、、これこれこれこれからのからのからのからの質問質問質問質問もももも前前前前のののの知事知事知事知事のののの当時当時当時当時のののの発端発端発端発端でございますでございますでございますでございます。。。。市市市市町町町町村村村村のののの合合合合併併併併促促促促進進進進というというというという問問問問題題題題がございがございがございがございましたましたましたました。。。。地元地元地元地元であるであるであるである宇陀宇陀宇陀宇陀はははは４４４４町町町町村村村村がががが合合合合併併併併してしてしてして宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市をををを構構構構成成成成しましたしましたしましたしました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、そのそのそのその合合合合併併併併のののの調調調調印印印印にににに至至至至るるるる直直直直前前前前までまでまでまで下水道下水道下水道下水道についてについてについてについて危危危危惧惧惧惧がございましたがございましたがございましたがございました。。。。これがこれがこれがこれが公公公公共共共共下水道下水道下水道下水道になったらどになったらどになったらどになったらどうなるのだろうかうなるのだろうかうなるのだろうかうなるのだろうか、、、、合合合合併併併併してもしてもしてもしても、、、、そのそのそのその後後後後、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市でこれがでこれがでこれがでこれが運営運営運営運営ででででききききるのだろうかというこるのだろうかというこるのだろうかというこるのだろうかということについてとについてとについてとについて、、、、そのそのそのその当時当時当時当時のののの合合合合併併併併促促促促進進進進のたのたのたのためめめめのののの責責責責任者任者任者任者のののの方方方方にもにもにもにも問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせをしをしをしをし、、、、申申申申しししし入入入入れれれれ書書書書、、、、協協協協定定定定書書書書をつくりたいとをつくりたいとをつくりたいとをつくりたいと申申申申しししし出出出出たのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、あいにくあいにくあいにくあいにく県県県県はははは応応応応じじじじていただけなかったのていただけなかったのていただけなかったのていただけなかったのでででで、、、、申申申申しししし入入入入れれれれ書書書書までまでまでまで入入入入れてれてれてれて、、、、このこのこのこの問問問問題題題題についてのについてのについてのについての危危危危惧惧惧惧をををを申申申申しししし上上上上げたところですげたところですげたところですげたところです。。。。しかしなしかしなしかしなしかしながらがらがらがら、、、、このこのこのこの合合合合併併併併後後後後、、、、県県県県はははは１０１０１０１０年年年年間間間間だけだけだけだけ流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道としてのとしてのとしてのとしての運営運営運営運営をををを続続続続けるけれどもけるけれどもけるけれどもけるけれども、、、、１０１０１０１０年年年年たったらそのたったらそのたったらそのたったらその後後後後はははは公公公公共共共共下水道下水道下水道下水道でででで運営運営運営運営していくことになりますということでしていくことになりますということでしていくことになりますということでしていくことになりますということで、、、、もうもうもうもう５５５５年年年年がががが経経経経過過過過したところですしたところですしたところですしたところです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、おおおお尋尋尋尋ねねねねしたいところはしたいところはしたいところはしたいところは、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市のののの公公公公共共共共下水道下水道下水道下水道としておとしておとしておとしてお引引引引きききき受受受受けしたとけしたとけしたとけしたとききききにににに、、、、毎毎毎毎年年年年５５５５億円億円億円億円ほどほどほどほど宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市がががが負担負担負担負担していかなければならないというしていかなければならないというしていかなければならないというしていかなければならないという事事事事態態態態にににに陥陥陥陥るるるるわわわわけですけですけですけです。。。。きょきょきょきょううううのののの朝朝朝朝のののの質問質問質問質問でもでもでもでも少少少少しさしさしさしさせせせせていただていただていただていただききききましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、今今今今でもでもでもでも、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市のののの財財財財政政政政はははは厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にあってにあってにあってにあって、、、、毎毎毎毎年年年年５５５５億円億円億円億円のののの負担負担負担負担をををを強強強強いられることになりますとたちまちいられることになりますとたちまちいられることになりますとたちまちいられることになりますとたちまち財財財財政的政的政的政的にににに破破破破綻綻綻綻していしていしていしていくくくく、、、、夕夕夕夕張張張張市市市市になってしまうになってしまうになってしまうになってしまう危危危危険険険険をををを抱抱抱抱ええええていることもていることもていることもていることも確確確確かでありますかでありますかでありますかであります。。。。もちろもちろもちろもちろんんんん県県県県はははは全然心全然心全然心全然心配配配配しとらしとらしとらしとらんんんんよとよとよとよと、、、、ああああんんんんたらたらたらたら勝勝勝勝手手手手にしたらいいとおっしにしたらいいとおっしにしたらいいとおっしにしたらいいとおっしゃゃゃゃっているっているっているっているわわわわけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、ごごごご心心心心配配配配いただいていろいろとごいただいていろいろとごいただいていろいろとごいただいていろいろとご努努努努力力力力いただいていることもいただいていることもいただいていることもいただいていることも聞聞聞聞いてはおりますけれどもいてはおりますけれどもいてはおりますけれどもいてはおりますけれども、、、、きょきょきょきょうのうのうのうの新聞新聞新聞新聞にもにもにもにも載載載載っておりましたのですがっておりましたのですがっておりましたのですがっておりましたのですが、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市ははははききききのうのうのうのう閉閉閉閉会会会会したしたしたした宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市議会議会議会議会においてにおいてにおいてにおいて、、、、公公公公共共共共下水道下水道下水道下水道になるになるになるになる中中中中小小小小のののの自自自自治治治治体体体体のののの下水道下水道下水道下水道をををを引引引引きききき続続続続きききき流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道としてとしてとしてとして認認認認めめめめてもらいたいというてもらいたいというてもらいたいというてもらいたいという要要要要望書望書望書望書、、、、意意意意見見見見書書書書をををを内閣内閣内閣内閣総理大臣以下総理大臣以下総理大臣以下総理大臣以下、、、、国土国土国土国土交交交交通通通通大臣大臣大臣大臣にもにもにもにも提出提出提出提出しようとしようとしようとしようと議議議議決決決決されましたされましたされましたされました。。。。中中中中にににに書書書書いてありますことのいてありますことのいてありますことのいてありますことの一一一一部部部部だけですけれどもだけですけれどもだけですけれどもだけですけれども、、、、読読読読まままませせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。「「「「合合合合併併併併によりによりによりにより一一一一つのつのつのつの市市市市町町町町村村村村となったとなったとなったとなった流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道はははは、、、、特特特特例期例期例期例期間間間間中中中中はははは流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道のののの適適適適用用用用をををを受受受受けるもののけるもののけるもののけるものの、、、、期期期期間間間間がががが満満満満了了了了すればすればすればすれば市市市市町町町町村村村村がががが維維維維持管理等持管理等持管理等持管理等をををを行行行行うううう公公公公共共共共下水道下水道下水道下水道にににに移移移移行行行行するとされてするとされてするとされてするとされているところであるいるところであるいるところであるいるところである。。。。このこのこのこの場場場場合合合合、、、、流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道施施施施設設設設のののの円円円円滑滑滑滑なななな運転運転運転運転管理管理管理管理のののの継継継継続続続続やややや水質水質水質水質基基基基準準準準のののの確確確確保保保保、、、、さらにはさらにはさらにはさらには事業事業事業事業経経経経営営営営そのものにもそのものにもそのものにもそのものにも大大大大ききききなななな支支支支障障障障がががが生生生生じじじじることがることがることがることが危危危危惧惧惧惧されるされるされるされる 」」」」少少少少しししし省省省省略略略略ささささせせせせてててて。。。。いただいただいただいただききききましてましてましてまして 「「「「流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道がががが引引引引きききき続続続続きききき都道都道都道都道府府府府県県県県でででで管理管理管理管理運営運営運営運営ででででききききるるるる法法法法改正改正改正改正をををを図図図図られるこられるこられるこられるこ、、、、とをとをとをとを強強強強くくくく要要要要望望望望するするするする 」」」」こういうこういうこういうこういう意意意意見見見見書書書書をををを宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市議会議会議会議会がががが議議議議決決決決されてされてされてされて、、、、いずれいずれいずれいずれ近近近近いうちにいうちにいうちにいうちに国国国国にににに。。。。向向向向かってかってかってかって発発発発せせせせられることになるかとられることになるかとられることになるかとられることになるかと思思思思いますいますいますいます。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど国土国土国土国土交交交交通通通通大臣大臣大臣大臣、、、、馬淵澄馬淵澄馬淵澄馬淵澄夫夫夫夫議員議員議員議員もももも奈奈奈奈良県出良県出良県出良県出身身身身であられますしであられますしであられますしであられますし、、、、知事知事知事知事もももも今今今今現在現在現在現在はははは国国国国
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土土土土交交交交通省通省通省通省のごのごのごのご出出出出身身身身であられますしであられますしであられますしであられますし、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ県県県県のののの方方方方 々々々々のごのごのごのご意意意意見見見見をををを拝聴拝聴拝聴拝聴しておりますとしておりますとしておりますとしておりますと、、、、引引引引きききき続続続続ききききででででききききるだけるだけるだけるだけ宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市民民民民にににに負担負担負担負担をかけないようにをかけないようにをかけないようにをかけないように努努努努力力力力をしようとをしようとをしようとをしようと努努努努めめめめているのだとおっているのだとおっているのだとおっているのだとおっししししゃゃゃゃってもいただいていますのですけれどもってもいただいていますのですけれどもってもいただいていますのですけれどもってもいただいていますのですけれども、、、、しかししかししかししかし現現現現知事知事知事知事がががが２０２０２０２０年年年年、、、、３０３０３０３０年年年年、、、、５５５５００００年年年年とととと引引引引きききき続続続続きききき知事知事知事知事をををを務務務務めめめめていただくということもていただくということもていただくということもていただくということも無無無無理理理理かとかとかとかと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、今今今今おっしおっしおっし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ているいているいているいている担当担当担当担当者者者者のののの方方方方 々々々々もももも長長長長くそのくそのくそのくその職職職職責責責責におっていただけるというにおっていただけるというにおっていただけるというにおっていただけるという可能可能可能可能性性性性はないことでござはないことでござはないことでござはないことでございますいますいますいます。。。。ややややはりはりはりはり安定安定安定安定したしたしたした地域地域地域地域運営運営運営運営をするというをするというをするというをするという意味意味意味意味においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、法法法法改正改正改正改正のもとでのもとでのもとでのもとで安定安定安定安定したしたしたした施施施施策策策策をををを運営運営運営運営していくことがしていくことがしていくことがしていくことが大大大大切切切切かとかとかとかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで、、、、法法法法改正改正改正改正ををををぜぜぜぜひひひひともともともとも望望望望んんんんでおりますのででおりますのででおりますのででおりますので、、、、ごごごご協協協協力力力力とごとごとごとご支援支援支援支援をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと考考考考ええええていますていますていますています。。。。このこのこのこの件件件件についてのについてのについてのについての知知知知事事事事のおのおのおのお考考考考ええええがあればおがあればおがあればおがあればお答答答答ええええいただいただいただいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上２２２２点点点点でございますでございますでございますでございます。。。。田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員からからからから、、、、まずまずまずまず、、、、うだうだうだうだ・・・・アアアアニニニニママママルパールパールパールパーククククのののの命命命命のののの教育教育教育教育のののの今今今今後後後後のののの発発発発展展展展○○○○荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事についてについてについてについて、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみについてのごについてのごについてのごについてのご意意意意見見見見とごとごとごとご質問質問質問質問がございましたがございましたがございましたがございました。。。。うだうだうだうだ・・・・アアアアニニニニママママルパールパールパールパーククククのののの経緯経緯経緯経緯についてはについてはについてはについては、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べになられたとおりでございますべになられたとおりでございますべになられたとおりでございますべになられたとおりでございます。。。。動物動物動物動物愛愛愛愛護護護護、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは命命命命のののの大大大大切切切切さをさをさをさを教教教教ええええるるるる場場場場としてとしてとしてとして、、、、大大大大変変変変貴貴貴貴重重重重なななな場場場場としてのとしてのとしてのとしての可能可能可能可能性性性性、、、、潜潜潜潜在在在在力力力力をををを秘秘秘秘めめめめているとているとているとていると思思思思いますいますいますいます。。。。経緯経緯経緯経緯としてはとしてはとしてはとしては、、、、殺傷殺傷殺傷殺傷施施施施設設設設とととと引引引引ききききかかかかええええにににに取取取取りりりり入入入入れたのだというこれたのだというこれたのだというこれたのだということでございますがとでございますがとでございますがとでございますが、、、、それをそれをそれをそれを超超超超ええええるるるる命命命命のののの、、、、動物動物動物動物のののの愛愛愛愛護護護護のののの精精精精神神神神、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは実実実実験験験験をするをするをするをする場場場場としてとしてとしてとして重要重要重要重要性性性性がががが増増増増してしてしてしてききききているとているとているとていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それはそれはそれはそれは委員委員委員委員おおおお述述述述べのようにべのようにべのようにべのように、、、、人人人人がががが我我我我がががが子子子子をををを殺殺殺殺すすすす、、、、ペペペペットットットット以下以下以下以下のののの扱扱扱扱いをするといをするといをするといをすると、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは親親親親をををを年年年年金金金金のたのたのたのためめめめにににに死死死死をををを隠隠隠隠すとかすとかすとかすとか、、、、存続存続存続存続、、、、種族種族種族種族をををを自分自分自分自分のののの利利利利己己己己のたのたのたのためめめめにににに使使使使いいいい、、、、虐虐虐虐待待待待、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは死亡死亡死亡死亡もももも含含含含めめめめててててややややるというるというるというるという風潮風潮風潮風潮のののの中中中中でのでのでのでの、、、、生生生生ききききるものるものるものるものをどのようにをどのようにをどのようにをどのように大大大大切切切切にするというのをにするというのをにするというのをにするというのを教教教教ええええるるるる場場場場としてとしてとしてとして貴貴貴貴重重重重なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思いますいますいますいます。。。。さてさてさてさて、、、、どのようにするのかということでございますがどのようにするのかということでございますがどのようにするのかということでございますがどのようにするのかということでございますが、、、、今今今今までにまでにまでにまでに取取取取りりりり組組組組みみみみはははは不不不不十十十十分分分分だとだとだとだとはっはっはっはっききききりおっしりおっしりおっしりおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。実実実実はこういうのではこういうのではこういうのではこういうので自分自分自分自分もももも不不不不十十十十分分分分だとだとだとだと同同同同調調調調するのもするのもするのもするのも変変変変ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、不不不不十十十十分分分分ではないかということをさではないかということをさではないかということをさではないかということをさんんんんざざざざんんんん県県県県庁庁庁庁のののの知事室知事室知事室知事室ではではではでは言言言言っておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。といといといというのはうのはうのはうのは、、、、関係関係関係関係課課課課がががが分分分分かれておってかれておってかれておってかれておって、、、、連携連携連携連携がががが不不不不十十十十分分分分だということはだということはだということはだということは委員委員委員委員もももも指摘指摘指摘指摘されたことでされたことでされたことでされたことでございますがございますがございますがございますが、、、、私私私私からからからから見見見見てとれるところがございましててとれるところがございましててとれるところがございましててとれるところがございまして、、、、どうしてどうしてどうしてどうして連携連携連携連携ででででききききないのかといないのかといないのかといないのかということはうことはうことはうことは発発発発足足足足以来以来以来以来のののの課題課題課題課題。。。。旧旧旧旧大大大大宇陀宇陀宇陀宇陀町町町町のののの芳芳芳芳岡岡岡岡前町前町前町前町長長長長ささささんんんんもそのようなことをもそのようなことをもそのようなことをもそのようなことを盛盛盛盛んんんんにににに言言言言ってってってっておられましたのもおられましたのもおられましたのもおられましたのも聞聞聞聞いておりましたのでいておりましたのでいておりましたのでいておりましたので、、、、そのとおりだとそのとおりだとそのとおりだとそのとおりだと、、、、何何何何とかでとかでとかでとかでききききないかとないかとないかとないかと思思思思ってってってってききききたことだけはたことだけはたことだけはたことだけは確確確確かでございますかでございますかでございますかでございます。。。。そのそのそのその連携連携連携連携といってもといってもといってもといっても、、、、一一一一つはつはつはつは今今今今のののの命命命命のののの大大大大切切切切さをさをさをさを教教教教ええええるるるる熱熱熱熱心心心心さをまたさをまたさをまたさをまた持持持持たなければいけないとたなければいけないとたなければいけないとたなければいけないと、、、、これはこれはこれはこれは大事大事大事大事なななな、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは潜潜潜潜在在在在力力力力のあるのあるのあるのある場所場所場所場所だとだとだとだと思思思思ええええばいいのではないかとばいいのではないかとばいいのではないかとばいいのではないかと、、、、実実実実際際際際そのとおりだからということとそのとおりだからということとそのとおりだからということとそのとおりだからということと、、、、しかししかししかししかし思思思思ってもそういうたってもそういうたってもそういうたってもそういうた
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ぐぐぐぐいのことをいのことをいのことをいのことを余余余余りしたことがないのでりしたことがないのでりしたことがないのでりしたことがないので経験経験経験経験がががが不足不足不足不足しているしているしているしている、、、、実実実実習習習習がががが不足不足不足不足しているというこしているというこしているというこしているということはあったととはあったととはあったととはあったと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、このようにこのようにこのようにこのように言言言言うことうことうことうこと、、、、あるいはごあるいはごあるいはごあるいはご質問質問質問質問いただくことによいただくことによいただくことによいただくことによってってってって、、、、現場現場現場現場までもまでもまでもまでも熱熱熱熱意意意意がががが伝伝伝伝わわわわることはることはることはることは十十十十分分分分あろうかとあろうかとあろうかとあろうかと思思思思いますいますいますいます。Ｐ。Ｐ。Ｐ。ＰＲＲＲＲ不足不足不足不足とかとかとかとか学校学校学校学校のののの生生生生徒徒徒徒をををを連連連連れてくるのがれてくるのがれてくるのがれてくるのが不足不足不足不足していたということもありますけれどしていたということもありますけれどしていたということもありますけれどしていたということもありますけれど、、、、それはどちらかというとまそれはどちらかというとまそれはどちらかというとまそれはどちらかというとまだだだだ枝枝枝枝葉葉葉葉末末末末節節節節なことでなことでなことでなことで、、、、基基基基本的本的本的本的なななな意意意意欲欲欲欲とととと、、、、そのそのそのその基基基基本的本的本的本的なななな能能能能力力力力ののののアップアップアップアップということをということをということをということを獲獲獲獲得得得得しなしなしなしなければいけないければいけないければいけないければいけないスススステテテテージージージージではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのようなそのようなそのようなそのような認認認認識識識識ではございますのではございますのではございますのではございますのでででで、、、、今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみにはにはにはには意意意意欲欲欲欲をををを持持持持ってってってって取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいききききたいということはたいということはたいということはたいということは申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。具具具具体体体体的的的的にはまだいろいろなにはまだいろいろなにはまだいろいろなにはまだいろいろな工工工工夫夫夫夫をしないとをしないとをしないとをしないと、、、、何何何何よりもよりもよりもよりも非常非常非常非常にににに命命命命のののの大大大大切切切切さというのさというのさというのさというのはははは抽象抽象抽象抽象的的的的なものでございますのでなものでございますのでなものでございますのでなものでございますので、、、、どのようにそういうどのようにそういうどのようにそういうどのようにそういう、、、、先先先先ほどほどほどほど山下委員山下委員山下委員山下委員のののの差別差別差別差別のののの解消解消解消解消とととということのいうことのいうことのいうことの気気気気持持持持ちをちをちをちを育育育育てるのにはどのようにてるのにはどのようにてるのにはどのようにてるのにはどのように人人人人がががが生生生生ききききればいいのかというればいいのかというればいいのかというればいいのかという、、、、大大大大変変変変抽象抽象抽象抽象的的的的ななななものをはものをはものをはものをはぐぐぐぐくくくくむむむむというのをどのようにすればいいかというというのをどのようにすればいいかというというのをどのようにすればいいかというというのをどのようにすればいいかという多多多多少少少少難難難難しいしいしいしい課題課題課題課題になるになるになるになる面面面面もあろもあろもあろもあろうとうとうとうと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それはそれはそれはそれは意意意意欲欲欲欲をををを持持持持ってってってって研研研研修修修修をするということををするということををするということををするということを何度何度何度何度もしなければいけないもしなければいけないもしなければいけないもしなければいけないとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。きょきょきょきょうはそのようなうはそのようなうはそのようなうはそのような気気気気持持持持ちのちのちのちの表表表表明明明明にさにさにさにさせせせせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道についてはについてはについてはについては、、、、経緯経緯経緯経緯はおっしはおっしはおっしはおっしゃゃゃゃったとおりでございますがったとおりでございますがったとおりでございますがったとおりでございますが、、、、今今今今のののの対対対対処処処処、、、、施施施施政政政政のののの方方方方針針針針としてとしてとしてとして、、、、合合合合併併併併特特特特例例例例法法法法のののの規規規規定定定定でででで平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度までとされておりますまでとされておりますまでとされておりますまでとされております県県県県のののの維維維維持持持持管理管理管理管理のののの継継継継続続続続というものがというものがというものがというものが、、、、法法法法改正改正改正改正がががが可能可能可能可能であればしてもらってであればしてもらってであればしてもらってであればしてもらって、、、、県県県県がががが管理管理管理管理運営運営運営運営ででででききききればさればさればさればさせせせせていただていただていただていただききききますというのがますというのがますというのがますというのが基基基基本本本本姿姿姿姿勢勢勢勢でございますでございますでございますでございます。。。。それにはそれにはそれにはそれには法法法法改正改正改正改正がががが要要要要るということとるということとるということとるということと、、、、合合合合併併併併したしたしたした地域地域地域地域でのでのでのでの多多多多少少少少のののの工工工工夫夫夫夫がががが要要要要るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。合合合合併併併併市市市市にににに移移移移管管管管されるされるされるされる、、、、７７７７府府府府県県県県あるあるあるあるわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、表面表面表面表面的的的的なななな調調調調査査査査かもしれまかもしれまかもしれまかもしれませんせんせんせんがががが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、合合合合併併併併してどうなるのかとしてどうなるのかとしてどうなるのかとしてどうなるのかと調調調調べましたらべましたらべましたらべましたら、、、、合合合合併併併併市市市市にににに移移移移管管管管するところがするところがするところがするところが４４４４団体団体団体団体ございますございますございますございます。。。。移移移移管管管管のののの必必必必要要要要がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった当当当当初初初初からからからから統統統統合合合合するのがするのがするのがするのが１１１１団体団体団体団体ございますございますございますございます。。。。本県本県本県本県とととと同同同同様様様様にににに検検検検討討討討中中中中であであであであるのがるのがるのがるのが１１１１団体団体団体団体ということでということでということでということで、、、、６６６６府府府府県県県県のののの中中中中でででで処処処処理理理理がががが進進進進んんんんででででききききているというようなことでござているというようなことでござているというようなことでござているというようなことでございますのでいますのでいますのでいますので、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県だけがだけがだけがだけが処処処処理理理理のののの方方方方法法法法がががが決決決決まらないというのもでまらないというのもでまらないというのもでまらないというのもでききききればればればれば避避避避けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市とはとはとはとは検検検検討討討討会会会会をををを設設設設けておりますがけておりますがけておりますがけておりますが、、、、一方一方一方一方、、、、地地地地方方方方公公公公共共共共団体団体団体団体、、、、市市市市町町町町のののの団体団体団体団体がががが中中中中心心心心でごでごでごでございますがざいますがざいますがざいますが、、、、日本下水道日本下水道日本下水道日本下水道協協協協会会会会においてにおいてにおいてにおいて、、、、同同同同じじじじようなようなようなような懸懸懸懸念念念念からからからから提言提言提言提言がこのがこのがこのがこの６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日にににに出出出出さささされておりますれておりますれておりますれております。。。。大大大大阪阪阪阪府府府府のののの池池池池田田田田市市市市長長長長のののの倉倉倉倉田田田田ささささんんんんがががが会長会長会長会長でででで出出出出されたされたされたされた内内内内容容容容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、、、、合合合合併併併併特特特特例期例期例期例期間間間間満満満満了了了了後後後後においてもにおいてもにおいてもにおいても引引引引きききき続続続続きききき流流流流域下水道事業域下水道事業域下水道事業域下水道事業としてとしてとしてとして県県県県がががが運営運営運営運営ででででききききるようになることるようになることるようになることるようになることとととと、、、、もしそれがでもしそれがでもしそれがでもしそれができきききなければなければなければなければ新新新新たなたなたなたな交交交交付付付付金金金金制度制度制度制度をををを創創創創設設設設してもらいたいしてもらいたいしてもらいたいしてもらいたい、、、、合合合合併併併併市市市市町町町町村村村村におけにおけにおけにおけるるるる補補補補助対助対助対助対象象象象範囲範囲範囲範囲のののの特特特特例期例期例期例期間間間間のののの延延延延長長長長というようなことがというようなことがというようなことがというようなことが提言提言提言提言されてされてされてされて、、、、このとおりいけばいいこのとおりいけばいいこのとおりいけばいいこのとおりいけばいいわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、いけないこともありますのでいけないこともありますのでいけないこともありますのでいけないこともありますので、、、、一一一一つはつはつはつは国国国国のののの動向動向動向動向をををを見見見見るとるとるとると、、、、他他他他府府府府県県県県のののの
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知知知知恵恵恵恵があればかりるということでがあればかりるということでがあればかりるということでがあればかりるということで引引引引きききき続続続続きききき検検検検討討討討したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの下水道下水道下水道下水道のののの分分分分はははは国国国国のののの関関関関与与与与がががが今今今今までまでまでまで大大大大変変変変大大大大ききききくてくてくてくて、、、、ここもそうでございますがここもそうでございますがここもそうでございますがここもそうでございますが、、、、そのそのそのその仕仕仕仕切切切切りがりがりがりが強強強強かったかったかったかった。。。。ただただただただ、、、、国国国国のののの関関関関与与与与がががが緩緩緩緩むむむむ傾傾傾傾向向向向にはあろうかとにはあろうかとにはあろうかとにはあろうかと。。。。そのそのそのその緩緩緩緩んんんんだとだとだとだとききききにどうするのかということがにどうするのかということがにどうするのかということがにどうするのかということが問問問問わわわわれれれれますのでますのでますのでますので、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県はどのようにするのかということははどのようにするのかということははどのようにするのかということははどのようにするのかということは宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市とととと関係関係関係関係するするするする類類類類似似似似のののの市市市市町町町町村村村村があがあがあがありますのでりますのでりますのでりますので、、、、それとのそれとのそれとのそれとの調調調調和和和和がとれるようながとれるようながとれるようながとれるような形形形形のののの解決解決解決解決策策策策をををを研究研究研究研究すべすべすべすべききききかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、新新新新しいしいしいしい流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道をををを県県県県がががが引引引引きききき続続続続きやきやきやきやるにしてもるにしてもるにしてもるにしても、、、、流流流流域域域域のののの関関関関連連連連のののの公公公公共共共共下水道下水道下水道下水道でででで新新新新しいしいしいしい市市市市がどのがどのがどのがどの程度程度程度程度までまでまでまで役役役役目目目目をををを果果果果たすのかたすのかたすのかたすのか、、、、組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせをどのようにするのかといったをどのようにするのかといったをどのようにするのかといったをどのようにするのかといった課題課題課題課題がががが多多多多少少少少出出出出てくるかもしれまてくるかもしれまてくるかもしれまてくるかもしれませんせんせんせんがががが、、、、そのようなそのようなそのようなそのような課題課題課題課題もももも含含含含めめめめてててて鋭鋭鋭鋭意検意検意検意検討討討討したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。いつまでかというのはいつまでかというのはいつまでかというのはいつまでかというのは今今今今、、、、明言明言明言明言はではではではでききききまままませんせんせんせんがががが、、、、切切切切りをつけるりをつけるりをつけるりをつける時時時時期期期期がががが迫迫迫迫ってってってってききききているているているているとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。下水道下水道下水道下水道のののの問問問問題題題題につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、ぜぜぜぜひひひひともともともとも制度制度制度制度がががが成成成成立立立立してしてしてして安定的安定的安定的安定的にににに宇陀宇陀宇陀宇陀○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員市市市市がががが引引引引きききき続続続続きききき施施施施策策策策をををを講講講講じじじじられるようごられるようごられるようごられるようご尽尽尽尽力力力力をををを賜賜賜賜りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどのアアアアニニニニママママルパールパールパールパーククククについてでございますけれどもについてでございますけれどもについてでございますけれどもについてでございますけれども、、、、知事知事知事知事がががが２２２２～～～～３３３３年年年年前前前前ににににおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃられたのはられたのはられたのはられたのは、、、、県県県県庁庁庁庁のののの諸諸諸諸君君君君はそれほどはそれほどはそれほどはそれほど後後後後のことについてのことについてのことについてのことについて心心心心配配配配するなとするなとするなとするなと、、、、おれがおれがおれがおれが責責責責任任任任をををを持持持持ってってってってややややるからるからるからるから精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいいいいややややってってってってみみみみろとろとろとろとハハハハッパッパッパッパをかけているのだとおっしをかけているのだとおっしをかけているのだとおっしをかけているのだとおっしゃゃゃゃいましたしいましたしいましたしいましたし、、、、事事事事実実実実そういうごあいさつもおそういうごあいさつもおそういうごあいさつもおそういうごあいさつもお伺伺伺伺いをいたしましたいをいたしましたいをいたしましたいをいたしました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかホホホホテテテテルルルルのののの問問問問題題題題につにつにつにつききききましてもましてもましてもましても外外外外国国国国のののの観光観光観光観光客客客客のののの誘致誘致誘致誘致についてもについてもについてもについても一一一一歩歩歩歩もももも二二二二歩歩歩歩もももも前前前前をををを進進進進んんんんでおられるというでおられるというでおられるというでおられるという感感感感じじじじにににに見見見見ええええるのですけれどもるのですけれどもるのですけれどもるのですけれども、、、、せせせせっかくのおっかくのおっかくのおっかくのお考考考考ええええをををを十十十十分分分分にににに県県県県庁庁庁庁職員職員職員職員のののの方方方方ににににわわわわかっていただくようにかっていただくようにかっていただくようにかっていただくようにもうもうもうもう少少少少しししし努努努努力力力力をしていただをしていただをしていただをしていただききききたいのとたいのとたいのとたいのと、、、、同時同時同時同時にににに、、、、縦縦縦縦割割割割りのりのりのりの行政行政行政行政もももも解消解消解消解消していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、庁庁庁庁内内内内のののの連絡連絡連絡連絡、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな相談相談相談相談事事事事、、、、これはこれはこれはこれはややややはりあそこがどうのはりあそこがどうのはりあそこがどうのはりあそこがどうの、、、、ここがどうのというここがどうのというここがどうのというここがどうのという、、、、そうそうそうそういういういういうセセセセククククショショショショナナナナリズリズリズリズムムムムにににに陥陥陥陥らないようにらないようにらないようにらないようにひひひひとつごとつごとつごとつご配配配配慮慮慮慮していただくことをおしていただくことをおしていただくことをおしていただくことをお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげてててて、、、、質問質問質問質問をををを終終終終わわわわららららせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。スポースポースポースポーツツツツ振興振興振興振興にかかにかかにかかにかかわわわわってってってって、、、、自自自自転転転転車車車車のののの振興振興振興振興についておについておについておについてお尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いまいまいまいま○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員すすすす。。。。代表代表代表代表質問質問質問質問でもでもでもでも質問質問質問質問ささささせせせせていただていただていただていただききききましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、これからのこれからのこれからのこれからの奈奈奈奈良県民良県民良県民良県民のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの健康健康健康健康、、、、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考考考考ええええますとますとますとますと、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県がががが示示示示されているようにされているようにされているようにされているように、、、、５５５５つのつのつのつの構構構構想案想案想案想案のののの中中中中でもでもでもでも、、、、健健健健ややややかにかにかにかに生生生生ききききるるるる構構構構想想想想のののの中中中中ににににスポースポースポースポーツツツツ振興振興振興振興というというというという分分分分野野野野がございますがございますがございますがございます。。。。非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな分分分分野野野野だといだといだといだということでうことでうことでうことで、、、、ささささききききにもにもにもにも触触触触れましたけれどもれましたけれどもれましたけれどもれましたけれども、、、、大大大大分分分分県県県県にににに先先先先進的進的進的進的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみをされているをされているをされているをされている総合総合総合総合型型型型地域地域地域地域スポースポースポースポーツクツクツクツクラブラブラブラブのののの様様様様子子子子をををを勉勉勉勉強強強強してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。本会議本会議本会議本会議でもでもでもでも申申申申しししし上上上上げましたけれどもげましたけれどもげましたけれどもげましたけれども、、、、年年年年齢齢齢齢層層層層をををを問問問問わわわわずずずず、、、、いつでもだれもがいつでもだれもがいつでもだれもがいつでもだれもが気軽気軽気軽気軽ににににスポースポースポースポーツツツツにににに親親親親ししししむむむむことがでことがでことがでことができきききるるるる、、、、そこにはそこにはそこにはそこには本本本本当当当当
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にににに高高高高齢齢齢齢者者者者のののの方方方方もももも子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんたちもたちもたちもたちも一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって地域地域地域地域ののののコミコミコミコミュニュニュニュニティティティティーーーーもつくることがでもつくることがでもつくることがでもつくることができきききるというるというるというるという非常非常非常非常にににに幅幅幅幅広広広広いいいい効効効効果果果果がががが見見見見込込込込めめめめるるるるわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、今今今今回回回回のののの予予予予算算算算審査審査審査審査特特特特別別別別委委委委員会員会員会員会におにおにおにおききききましてはましてはましてはましては、、、、自自自自転転転転車車車車振興振興振興振興というというというという１１１１点点点点にににに絞絞絞絞ってってってって知事知事知事知事におにおにおにお尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの自自自自転転転転車車車車振興振興振興振興、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県のののの総合総合総合総合型型型型地域地域地域地域スポースポースポースポーツクツクツクツクラブラブラブラブはははは全全全全国国国国ワワワワーストーストーストーストワワワワンンンンともともともとも言言言言わわわわれておるようにれておるようにれておるようにれておるように、、、、現在現在現在現在、、、、大大大大変変変変おくれているおくれているおくれているおくれている現状現状現状現状ですですですです。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、これからこれからこれからこれから各市各市各市各市町町町町村村村村にににに１１１１個個個個ずつはしっかりとずつはしっかりとずつはしっかりとずつはしっかりと設置設置設置設置していしていしていしていききききたいというたいというたいというたいという、、、、そそそそんんんんなごなごなごなご決決決決意意意意もありもありもありもありましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、そのそのそのその中中中中でででで恐恐恐恐らくらくらくらく奈奈奈奈良県良県良県良県内内内内でもでもでもでも自自自自転転転転車車車車によるによるによるによるスポースポースポースポーツツツツ振興振興振興振興のののの取取取取りりりり組組組組みみみみがこがこがこがこのののの地域地域地域地域スポースポースポースポーツクツクツクツクラブラブラブラブのののの中中中中でもでもでもでも進進進進めめめめられるのではないかられるのではないかられるのではないかられるのではないか。。。。それはそれはそれはそれは知事知事知事知事がよくおっしがよくおっしがよくおっしがよくおっしゃゃゃゃるよるよるよるようにうにうにうに、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県のこののこののこののこの土地土地土地土地柄柄柄柄、、、、またまたまたまたロケーションロケーションロケーションロケーションといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも含含含含めめめめてててて非非非非常常常常にににに気気気気持持持持ちよくちよくちよくちよく歴史歴史歴史歴史やややや文化文化文化文化にもにもにもにも触触触触れることがでれることがでれることがでれることができきききるのではないかるのではないかるのではないかるのではないか。。。。少少少少しししし調調調調べてべてべてべてみみみみますとますとますとますと、、、、現現現現にににに愛媛愛媛愛媛愛媛県県県県でででで自自自自転転転転車車車車をををを使使使使ったったったったスポースポースポースポーツクツクツクツクラブラブラブラブをされているところをされているところをされているところをされているところがありますがありますがありますがあります。。。。これはこれはこれはこれは愛媛愛媛愛媛愛媛県県県県のしまなのしまなのしまなのしまなみみみみスポースポースポースポーツクツクツクツクラブラブラブラブというところですけれどもというところですけれどもというところですけれどもというところですけれども、、、、自自自自転転転転車車車車でででで幾幾幾幾つものつものつものつもの神社神社神社神社をををを回回回回りましたりましたりましたりました。。。。設立設立設立設立準準準準備備備備委員会委員会委員会委員会のののの中中中中ににににササササイイイイククククリリリリンンンンググググのののの指指指指導導導導者者者者がいてがいてがいてがいて、、、、自自自自転転転転車車車車のののの楽楽楽楽ししししみみみみ方方方方ややややママママナナナナーーーーをををを学学学学びびびびながらながらながらながら自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの町町町町をををを知知知知ることがでることがでることがでることができきききましたということであましたということであましたということであましたということであったりったりったりったり、、、、またまたまたまた鳥鳥鳥鳥取取取取県県県県でもでもでもでもママチママチママチママチャャャャリリリリ耐久耐久耐久耐久レレレレースースースースというというというという非常非常非常非常にににに身近身近身近身近にににに感感感感じじじじるようなことがあるようなことがあるようなことがあるようなことがあったりったりったりったり、、、、今今今今後奈後奈後奈後奈良県良県良県良県でもでもでもでも形形形形はははは違違違違ええええどどどど自自自自転転転転車車車車振興振興振興振興というのはというのはというのはというのは広広広広がっていくべがっていくべがっていくべがっていくべききききであろうとであろうとであろうとであろうと感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、ききききのうののうののうののうの夜夜夜夜ににににイイイインンンンタタタターーーーネネネネットットットットでいろいろでいろいろでいろいろでいろいろ調調調調べていくとべていくとべていくとべていくと、、、、５５５５月議会月議会月議会月議会でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、知事知事知事知事もももも答弁答弁答弁答弁をされましたけれどもをされましたけれどもをされましたけれどもをされましたけれども、、、、自自自自転転転転車車車車道道道道をしっかりとこれからをしっかりとこれからをしっかりとこれからをしっかりとこれから整備整備整備整備をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという答弁答弁答弁答弁もあったかともあったかともあったかともあったかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、このこのこのこの奈奈奈奈良県良県良県良県のののの自自自自転転転転車車車車道道道道もしっかりともしっかりともしっかりともしっかりとＰＰＰＰＲＲＲＲをされていをされていをされていをされているるるるホーホーホーホームペムペムペムページージージージがございましたがございましたがございましたがございました。。。。これはこれはこれはこれはササササイイイイククククルスポールスポールスポールスポーツツツツｊｐｊｐｊｐｊｐというのですけれどもというのですけれどもというのですけれどもというのですけれども、、、、ここここのののの中中中中でででで書書書書かれているのはかれているのはかれているのはかれているのは、、、、世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産のののの宝宝宝宝庫庫庫庫、、、、古古古古都都都都奈奈奈奈良良良良のののの真真真真んんんん中中中中をををを突突突突っっっっ走走走走るるるる奈奈奈奈良良良良自自自自転転転転車車車車道道道道、、、、走走走走りりりり終終終終ええええるとるとるとると引引引引きききき締締締締まったまったまったまった肉体肉体肉体肉体とととと、、、、ププププララララスススス日本日本日本日本史史史史にににに強強強強くなるくなるくなるくなる特特特特典典典典つつつつきききき、、、、今今今今までまでまでまで覚覚覚覚ええええられなられなられなられなかったかったかったかった歴史歴史歴史歴史がががが頭頭頭頭のののの中中中中にばにばにばにばんんんんばばばばんんんん入入入入ってくるからってくるからってくるからってくるから不不不不思議思議思議思議、、、、学生諸学生諸学生諸学生諸君君君君、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみにはにはにはにはシルシルシルシルククククローローローロードドドドのののの終終終終着駅着駅着駅着駅、、、、古古古古都都都都奈奈奈奈良良良良にににに行行行行ってってってってみみみみようとようとようとようと、、、、ここここんんんんなななな呼呼呼呼びびびびかけがあるようでございますかけがあるようでございますかけがあるようでございますかけがあるようでございます。。。。こうこうこうこういうのをいうのをいうのをいうのを見見見見るとるとるとると、、、、行行行行ってってってってみみみみたいなとたいなとたいなとたいなと、、、、自自自自転転転転車車車車のののの好好好好ききききなななな方方方方はははは、、、、写真写真写真写真つつつつききききでででで出出出出ておりましたておりましたておりましたておりました。。。。非常非常非常非常にありがたいとにありがたいとにありがたいとにありがたいと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、日日日日ごろこのごろこのごろこのごろこの自自自自転転転転車車車車道道道道ののののわきわきわきわきもよくもよくもよくもよく走走走走りますしりますしりますしりますし、、、、ままままたたたた歩歩歩歩くこともありますがくこともありますがくこともありますがくこともありますが、、、、こういったこういったこういったこういった取取取取りりりり組組組組みみみみもももも含含含含めめめめてててて、、、、知事知事知事知事もももも自自自自転転転転車車車車ということもということもということもということも少少少少しししし意意意意識識識識をされているをされているをされているをされている、、、、またまたまたまた力力力力をををを入入入入れていかれようとされているとれていかれようとされているとれていかれようとされているとれていかれようとされていると感感感感じじじじておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども、、、、このこのこのこの自自自自転転転転車車車車活用活用活用活用のたのたのたのためめめめにににに県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように取取取取りりりり組組組組んんんんでいかれるのかをまずおでいかれるのかをまずおでいかれるのかをまずおでいかれるのかをまずお聞聞聞聞ききききしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思



---- 44444444 ----

いますいますいますいます。。。。 大国委員大国委員大国委員大国委員おおおお述述述述べになりましたようにべになりましたようにべになりましたようにべになりましたように、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県のののの土地土地土地土地、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは歴史歴史歴史歴史的的的的なななな景観景観景観景観、、、、○○○○荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事あるいはあるいはあるいはあるいは文化文化文化文化財財財財はははは自自自自転転転転車車車車のののの利利利利用用用用とととと大大大大変変変変相相相相性性性性がいいがいいがいいがいい土地土地土地土地柄柄柄柄のようにのようにのようにのように思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。一方一方一方一方、、、、そういうそういうそういうそういう自自自自転転転転車車車車のののの利利利利用用用用がががが有有有有効効効効だということにだということにだということにだということに余余余余りまだりまだりまだりまだ目目目目覚覚覚覚めめめめてこなかったのではないかとてこなかったのではないかとてこなかったのではないかとてこなかったのではないかともももも思思思思いますいますいますいます。。。。自自自自転転転転車車車車道道道道はそこそこはそこそこはそこそこはそこそこ整備整備整備整備されているのですがされているのですがされているのですがされているのですが、、、、完完完完璧璧璧璧につながっていないとにつながっていないとにつながっていないとにつながっていないと、、、、案案案案内内内内もももも不不不不十十十十分分分分だとだとだとだと、、、、どこにどういうものがあるかということもどこにどういうものがあるかということもどこにどういうものがあるかということもどこにどういうものがあるかということも含含含含めめめめてててて、、、、そのようなことをそのようなことをそのようなことをそのようなことを思思思思いますといますといますといますと、、、、自自自自転転転転車車車車道道道道ののののググググレレレレードアップードアップードアップードアップということはということはということはということは自自自自転転転転車車車車道道道道ののののミッシンミッシンミッシンミッシンググググリリリリンンンンククククをなくをなくをなくをなくすすすす、、、、案案案案内内内内をはっをはっをはっをはっききききりすることがりすることがりすることがりすることが基基基基本的本的本的本的なことでなことでなことでなことで必必必必要要要要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。自自自自転転転転車車車車利利利利用用用用促促促促進進進進計画計画計画計画とととというまというまというまというまとめめめめたものをつくっていたものをつくっていたものをつくっていたものをつくっていききききたいということはたいということはたいということはたいということは表表表表明明明明しておりますしておりますしておりますしております。。。。そこからそこからそこからそこから個個個個別別別別案案案案件件件件ですがですがですがですが、、、、自自自自転転転転車車車車道道道道のところにのところにのところにのところにスススステテテテーションーションーションーションをつくるということでをつくるということでをつくるということでをつくるということで、、、、ササササイイイイククククルルルルののののスススステテテテーショーショーショーションンンンをををを橿原橿原橿原橿原公公公公苑苑苑苑のののの中中中中のののの施施施施設設設設をををを改造改造改造改造することによってすることによってすることによってすることによってシシシシャャャャワワワワーーーーとかとかとかとか、、、、自自自自転転転転車車車車からからからから着着着着ががががええええするとするとするとするというようなこととかいうようなこととかいうようなこととかいうようなこととか、、、、浄浄浄浄化化化化セセセセンンンンタタタターーーーはははは自自自自転転転転車車車車道道道道のののの交交交交差差差差点点点点でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、そのようにそのようにそのようにそのように利利利利用用用用するようなこともするようなこともするようなこともするようなことも考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。一方一方一方一方、、、、電電電電車車車車でででで来来来来られてられてられてられて自自自自転転転転車車車車にににに乗乗乗乗りたいというりたいというりたいというりたいという人人人人もももも実実実実はございますしはございますしはございますしはございますし、、、、またまたまたまた駐駐駐駐車場車場車場車場にににに来来来来てててて自自自自転転転転車車車車をををを借借借借りたらりたらりたらりたら混混混混んんんんでいるでいるでいるでいるババババススススにににに乗乗乗乗らなくてらなくてらなくてらなくて自自自自転転転転車車車車でででで法法法法隆隆隆隆寺寺寺寺にににに行行行行ききききたいたいたいたい、、、、奈奈奈奈良良良良市市市市のののの方方方方へへへへ行行行行ききききたいということがたいということがたいということがたいということが今度今度今度今度のののの平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都１３００１３００１３００１３００年年年年ののののおおおお祭祭祭祭りりりり、、、、実実実実にににに多多多多かったとかったとかったとかったと、、、、古古古古都都都都りりりりんんんんというのがというのがというのがというのが実実実実にはにはにはにはややややったということがったということがったということがったということが経験経験経験経験でででで出出出出ててててききききてててておりましたのでおりましたのでおりましたのでおりましたので、、、、それをそれをそれをそれを来年度以来年度以来年度以来年度以降降降降、、、、そのようなそのようなそのようなそのようなレレレレンンンンタタタタササササイイイイククククルルルルをもうをもうをもうをもう少少少少しししし有有有有効効効効にににに使使使使うこうこうこうことがでとがでとがでとができきききたらとたらとたらとたらと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べになりましたべになりましたべになりましたべになりました競競競競技技技技自自自自転転転転車車車車もももも今今今今はとてもははとてもははとてもははとてもはややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。県警察県警察県警察県警察のののの協協協協力力力力をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、ツツツツアーアーアーアー・・・・オブオブオブオブ・・・・ジジジジャャャャパンパンパンパンのののの奈奈奈奈良良良良スススステテテテージージージージというのはというのはというのはというのは大大大大変変変変大大大大ききききなななな、、、、あるいあるいあるいあるいははははハイレベハイレベハイレベハイレベルルルルのののの競競競競技技技技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、、、、奈奈奈奈良良良良市市市市からからからから布布布布目目目目ダムダムダムダムをををを周周周周遊遊遊遊するするするするコースコースコースコース、、、、ただただただただ人人人人目目目目ににににつかないのでつかないのでつかないのでつかないので余余余余りりりり目目目目立立立立たないままたないままたないままたないまま終終終終わわわわってしまったということがありますがってしまったということがありますがってしまったということがありますがってしまったということがありますが、、、、そのようなそのようなそのようなそのようなことがことがことがことが奈奈奈奈良県良県良県良県にににに注注注注目目目目してしてしてして競競競競技技技技をををを行行行行っていただいておりますしっていただいておりますしっていただいておりますしっていただいておりますし、、、、場所場所場所場所としてはとしてはとしてはとしては、、、、そのほかそのほかそのほかそのほか平平平平地地地地のののの一一一一般般般般のののの観光観光観光観光客客客客だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくて山山山山をををを登登登登るるるる自自自自転転転転車車車車スポースポースポースポーツツツツというというというというヒヒヒヒルルルルククククライライライライムムムムがががが大大大大変変変変ははははややややっているようでございますっているようでございますっているようでございますっているようでございます。。。。信信信信貴貴貴貴生生生生駒駒駒駒スカスカスカスカイライイライイライイラインンンンもそのようにもそのようにもそのようにもそのように使使使使うとかうとかうとかうとか、、、、高高高高取取取取城城城城やややや大大大大台台台台ケケケケ原原原原でもでもでもでもヒヒヒヒルルルルククククライライライライムムムムといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、自自自自転転転転車車車車、、、、今今今今までまでまでまで山山山山のののの上上上上のののの道道道道路路路路はははは自動車自動車自動車自動車道道道道でございまでございまでございまでございましたのでしたのでしたのでしたので、、、、それとのそれとのそれとのそれとの調調調調和和和和ということがこれからということがこれからということがこれからということがこれから課題課題課題課題になってくるようにになってくるようにになってくるようにになってくるように思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。またまたまたまた、、、、自自自自転転転転車競車競車競車競技技技技はははは奈奈奈奈良県良県良県良県でもでもでもでも優優優優秀秀秀秀なななな選選選選手手手手がががが出出出出ておられますのでておられますのでておられますのでておられますので、、、、そのようなそのようなそのようなそのような方方方方がががが出出出出るとるとるとるというのはいうのはいうのはいうのはややややはりはりはりはり素素素素地地地地があるようにがあるようにがあるようにがあるように思思思思いますいますいますいます。。。。道道道道路路路路のののの整備整備整備整備、、、、それといろいろなそれといろいろなそれといろいろなそれといろいろなプロプロプロプロモモモモーショーショーショーションンンン、、、、それとそれとそれとそれと競競競競技技技技振興振興振興振興ということをあということをあということをあということをあわせわせわせわせてててて実実実実行行行行ででででききききるとるとるとるとスポースポースポースポーツツツツのののの楽楽楽楽ししししみみみみ方方方方がががが多多多多様様様様になっになっになっになっ
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てててて、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの暴暴暴暴力力力力、、、、あるいはいあるいはいあるいはいあるいはいじめじめじめじめ、、、、あるいはいろいろなあるいはいろいろなあるいはいろいろなあるいはいろいろな社社社社会的会的会的会的なななな病病病病弊弊弊弊にににに近近近近いようなものいようなものいようなものいようなものまでもまでもまでもまでも少少少少しはしはしはしは治治治治るるるる薬薬薬薬のののの一助一助一助一助にならないかともにならないかともにならないかともにならないかとも思思思思うところでございますうところでございますうところでございますうところでございます。。。。よくよくよくよく理理理理解解解解をいたしますけれどもをいたしますけれどもをいたしますけれどもをいたしますけれども、、、、このこのこのこの自自自自転転転転車車車車をををを広広広広げていくにげていくにげていくにげていくに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員もっともっともっともっともっともっともっともっと、、、、ふふふふだだだだんんんん乗乗乗乗るるるる方方方方、、、、乗乗乗乗らないらないらないらない方方方方もももも含含含含めめめめてててて、、、、自自自自転転転転車車車車にににに親親親親ししししんんんんでもらうようなでもらうようなでもらうようなでもらうような仕仕仕仕掛掛掛掛けづくりがけづくりがけづくりがけづくりが必必必必要要要要だろうということでだろうということでだろうということでだろうということで、、、、昨日昨日昨日昨日のののの委員会委員会委員会委員会ではではではでは、、、、例例例例ええええばばばば自自自自転転転転車車車車といといといといええええばばばば県県県県営営営営競競競競輪輪輪輪場場場場がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、競競競競輪輪輪輪場場場場をそういうをそういうをそういうをそういう何何何何かかかか拠拠拠拠点的点的点的点的なものなものなものなもの、、、、あるいはそういうあるいはそういうあるいはそういうあるいはそういうイベイベイベイベントントントントもももも含含含含めめめめてててて使使使使ええええないかというないかというないかというないかという提案提案提案提案をさをさをさをさせせせせていただていただていただていただききききましたましたましたました。。。。地元地元地元地元にににに住住住住むむむむ者者者者にいたしましてはにいたしましてはにいたしましてはにいたしましては非非非非常常常常にありがたいことですけれどもにありがたいことですけれどもにありがたいことですけれどもにありがたいことですけれども、、、、ややややはりはりはりはり場外車場外車場外車場外車券券券券をををを売売売売られるられるられるられる日日日日もももも含含含含めめめめてほとてほとてほとてほとんんんんどがどがどがどが競競競競輪輪輪輪にににに使使使使っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる現状現状現状現状がありますけれどもがありますけれどもがありますけれどもがありますけれども、、、、しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、聞聞聞聞いていていていてみみみみるとるとるとると、、、、年年年年間間間間スケスケスケスケジジジジュュュュールールールールをををを組組組組むむむむにににに当当当当たってたってたってたって前前前前もってもってもってもってききききちっとちっとちっとちっと組組組組みみみみ入入入入れていけばでれていけばでれていけばでれていけばでききききるということもるということもるということもるということも聞聞聞聞かかかかせせせせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。ききききのうののうののうののうの商商商商工工工工課課課課長長長長のののの答弁答弁答弁答弁ではではではでは、、、、自自自自転転転転車車車車振興振興振興振興のたのたのたのためめめめのさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまなイイイイベベベベントントントント、、、、競競競競輪輪輪輪場場場場のののの活用活用活用活用はははは所所所所管管管管のののの競競競競輪輪輪輪理理理理解解解解へへへへのののの一助一助一助一助としてもとしてもとしてもとしても有意有意有意有意義義義義なごなごなごなご指摘指摘指摘指摘とととと考考考考ええええるとるとるとると、、、、知知知知恵恵恵恵をををを絞絞絞絞りながらりながらりながらりながら自自自自転転転転車車車車振興振興振興振興にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる情情情情報報報報発発発発信信信信、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは活活活活動動動動拠拠拠拠点点点点としてのとしてのとしてのとしての活用活用活用活用方方方方策策策策につにつにつについていていていて検検検検討討討討していしていしていしていききききたいたいたいたい。。。。例例例例ええええばおばおばおばお父父父父ささささんんんん、、、、おおおお母母母母ささささんんんんとととと一一一一緒緒緒緒にににに子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんとととと自自自自転転転転車車車車でででで集集集集ってってってってくるようなくるようなくるようなくるような雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気づくりづくりづくりづくり。。。。春春春春にはにはにはには、、、、ききききのうものうものうものうも申申申申しししし上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川、、、、今今今今船船船船下下下下りりりり、、、、少少少少ししししスポットスポットスポットスポットがががが当当当当たっておりますけれどもたっておりますけれどもたっておりますけれどもたっておりますけれども、、、、非常非常非常非常にににに桜桜桜桜ののののききききれいなところもありますしれいなところもありますしれいなところもありますしれいなところもありますし、、、、またいまたいまたいまたいろいろなろいろなろいろなろいろな施施施施設設設設もありますもありますもありますもあります。。。。コミコミコミコミュニュニュニュニティティティティーホールーホールーホールーホールもありますしもありますしもありますしもありますし、、、、少少少少しししし古古古古くなりましたけれくなりましたけれくなりましたけれくなりましたけれどどどど、、、、テテテテニニニニスコートスコートスコートスコートがががが細細細細 々々々々とあったりとあったりとあったりとあったり、、、、そういったそういったそういったそういった状況状況状況状況もありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、親親親親子子子子でででで集集集集ええええるるるる場場場場ににににもなろうかともなろうかともなろうかともなろうかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ややややはりはりはりはり開開開開かれたかれたかれたかれた競競競競輪輪輪輪場場場場というというというという、、、、側面側面側面側面的的的的にはそにはそにはそにはそんんんんなななな願願願願いもあいもあいもあいもありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら大大大大いにこのいにこのいにこのいにこの自自自自転転転転車車車車振興振興振興振興をするをするをするをする拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして何何何何かかかか知事知事知事知事としておとしておとしておとしてお考考考考ええええはないかなとはないかなとはないかなとはないかなと思思思思いましていましていましていまして、、、、所所所所見見見見があればおがあればおがあればおがあればお聞聞聞聞かかかかせせせせいただいただいただいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。委員委員委員委員のののの意意意意見見見見をををを感感感感心心心心しながらしながらしながらしながら聞聞聞聞いていたいていたいていたいていた次第次第次第次第でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、競競競競輪輪輪輪場場場場のののの利利利利用用用用とととと○○○○荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事かかかか秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川、、、、そのそのそのその他他他他のののの川川川川辺辺辺辺利利利利用用用用とかもとかもとかもとかも含含含含めめめめてててて早早早早速速速速研究研究研究研究したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。非常非常非常非常にいいところでございましてにいいところでございましてにいいところでございましてにいいところでございまして、、、、競競競競輪輪輪輪のおのおのおのおじじじじささささんんんんがががが来来来来ているということだているということだているということだているということだ○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員けではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、非常非常非常非常にににに幅幅幅幅広広広広くくくく使使使使ええええるるるる、、、、特特特特にことしにことしにことしにことし、、、、モモモモーーーータタタターショーショーショーショウウウウにににに使使使使わわわわれますけれどもれますけれどもれますけれどもれますけれども、、、、車車車車ではなくてではなくてではなくてではなくてややややはりはりはりはり自自自自転転転転車車車車にににに光光光光をををを当当当当てていただいててていただいててていただいててていただいて、、、、あそこであそこであそこであそこで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、朝朝朝朝ににににイベイベイベイベントントントントををををややややってってってって、、、、そのそのそのその後後後後、、、、御御御御陵陵陵陵をずっとをずっとをずっとをずっと奈奈奈奈良良良良市市市市山山山山陵陵陵陵町町町町のののの方方方方にににに回回回回ってってってって自自自自転転転転車車車車道道道道にににに出出出出てててて、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど川川川川沿沿沿沿いにいにいにいに西西西西のののの京京京京にににに下下下下っていけるっていけるっていけるっていける、、、、ここここんんんんななななコースコースコースコースもあろうかともあろうかともあろうかともあろうかと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、さまざまにいいとこさまざまにいいとこさまざまにいいとこさまざまにいいとこでございますのででございますのででございますのででございますので、、、、一一一一度度度度ごごごご検検検検討討討討おおおお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点、、、、このこのこのこの質問質問質問質問をするにをするにをするにをするに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして大大大大変変変変各所各所各所各所管管管管、、、、担当担当担当担当者者者者のののの方方方方とととと、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな方方方方にににに
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おおおお話話話話をををを聞聞聞聞かかかかせせせせていただていただていただていただききききましたましたましたました。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか行行行行きききき着着着着くくくく答弁答弁答弁答弁はどこがはどこがはどこがはどこが書書書書くのだというくのだというくのだというくのだという話話話話になりになりになりになりましてましてましてまして、、、、それほどいろいろなそれほどいろいろなそれほどいろいろなそれほどいろいろな可能可能可能可能性性性性をををを秘秘秘秘めめめめておりますておりますておりますております。。。。先先先先ほどほどほどほど知事知事知事知事のののの元元元元海海海海上上上上保保保保安安安安庁庁庁庁長長長長官官官官、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは観光部長観光部長観光部長観光部長というというというという話話話話をされましたけれどをされましたけれどをされましたけれどをされましたけれど、、、、ききききのういろいろのういろいろのういろいろのういろいろ調調調調べてべてべてべてみみみみますとますとますとますと、、、、昭和昭和昭和昭和６６６６１１１１年年年年５５５５月月月月１４１４１４１４日日日日にににに衆衆衆衆議議議議院院院院でででで交交交交通通通通安安安安全対全対全対全対策策策策特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会自自自自転転転転車車車車駐駐駐駐車場整備車場整備車場整備車場整備等等等等にににに関関関関するするするする小小小小委員会委員会委員会委員会、、、、ここにここにここにここに荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事はははは運輸運輸運輸運輸省省省省地域地域地域地域交交交交通通通通局局局局交交交交通計画通計画通計画通計画課課課課長長長長でででで出席出席出席出席をされておりますをされておりますをされておりますをされております。。。。このこのこのこの並並並並びびびびにににに、、、、これはこれはこれはこれは余余余余談談談談になりますかになりますかになりますかになりますか、、、、自自自自治省治省治省治省財財財財政局地政局地政局地政局地方方方方債債債債課課課課長長長長としてとしてとしてとして柿柿柿柿本本本本善善善善也也也也ささささんんんんがががが並並並並んんんんでででで出出出出ていらていらていらていらっしっしっしっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。非常非常非常非常にこれはにこれはにこれはにこれは何何何何ぞぞぞぞややややというというというという、、、、このこのこのこの辺辺辺辺からからからから何何何何かあったのかとかあったのかとかあったのかとかあったのかと思思思思いながらいながらいながらいながら見見見見てててておりましたけれどもおりましたけれどもおりましたけれどもおりましたけれども、、、、非常非常非常非常にそういったことではにそういったことではにそういったことではにそういったことでは自自自自転転転転車車車車についてもさまざまにについてもさまざまにについてもさまざまにについてもさまざまにノノノノウウウウハハハハウウウウををををおおおお持持持持ちだろうとちだろうとちだろうとちだろうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。例例例例ええええばばばば自自自自転転転転車車車車振興振興振興振興をするにをするにをするにをするに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、今申今申今申今申しししし上上上上げまげまげまげましたしたしたした駐駐駐駐輪輪輪輪場場場場のののの問問問問題題題題、、、、またまたまたまた交交交交通通通通安安安安全全全全、、、、事事事事故故故故防止防止防止防止、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川のののの自自自自転転転転車車車車道道道道はははは当然当然当然当然ウウウウオオオオーーーーキキキキンンンンググググをされているをされているをされているをされている方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるしるしるしるし、、、、観光地観光地観光地観光地とととと密密密密接接接接いたしておりますのでいたしておりますのでいたしておりますのでいたしておりますので、、、、交交交交通通通通安安安安全対全対全対全対策策策策、、、、あとあとあとあと自自自自転転転転車車車車道道道道としてのとしてのとしてのとしてのハハハハードードードード整備整備整備整備、、、、あとあとあとあと観光都観光都観光都観光都市市市市というというというという側面側面側面側面、、、、それとまたそれとまたそれとまたそれとまた健康健康健康健康づくりづくりづくりづくりというというというという側面側面側面側面等等等等々、々、々、々、さまざまにさまざまにさまざまにさまざまに所所所所管管管管がががが分分分分かれてまいりますかれてまいりますかれてまいりますかれてまいります。。。。こういったことをこういったことをこういったことをこういったことを含含含含めめめめてててて考考考考ええええまままますとすとすとすと、、、、ややややはりはりはりはり県県県県のののの組織組織組織組織挙挙挙挙げてげてげてげて自自自自転転転転車車車車振興振興振興振興をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと安安安安全対全対全対全対策策策策もももも含含含含めめめめてててて考考考考ええええていかなくてていかなくてていかなくてていかなくてはならないはならないはならないはならない時時時時期期期期にににに来来来来ているのではないかとているのではないかとているのではないかとているのではないかと、、、、警察警察警察警察にもにもにもにも入入入入っていただいてということになろっていただいてということになろっていただいてということになろっていただいてということになろうかとうかとうかとうかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、これはこれはこれはこれは提案提案提案提案でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、そういうそういうそういうそういう計画計画計画計画的的的的なものをつなものをつなものをつなものをつくるくるくるくる必必必必要要要要性性性性があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれど、、、、知事知事知事知事のごのごのごのご所所所所見見見見をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。交交交交通計画通計画通計画通計画課課課課長長長長時時時時代代代代というのはというのはというのはというのは大大大大変変変変懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい、、、、初初初初任任任任課課課課長長長長でででで、、、、柿柿柿柿本本本本ささささんんんんがががが同同同同じじじじ委委委委○○○○荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事員会員会員会員会におられたとはにおられたとはにおられたとはにおられたとは全全全全くくくく知知知知りまりまりまりませんせんせんせんでしたでしたでしたでした。。。。そのそのそのその当時当時当時当時はははは名名名名前前前前もももも知知知知りまりまりまりませんせんせんせんでしたのででしたのででしたのででしたので、、、、ずずずずっとっとっとっと知知知知りまりまりまりませんせんせんせんでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介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。。。。自自自自転転転転車車車車振興振興振興振興はははは今言今言今言今言わわわわれたようないろいろなれたようないろいろなれたようないろいろなれたようないろいろな角角角角度度度度のののの振興振興振興振興がががが、、、、イベイベイベイベントントントントにしろにしろにしろにしろ環境環境環境環境整備整備整備整備にしにしにしにしろろろろ、、、、今今今今ははははややややりだとりだとりだとりだと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、先先先先ほどほどほどほどアアアアイデイデイデイデアアアアということですがということですがということですがということですが、、、、ヨヨヨヨーロッーロッーロッーロッパパパパではではではでは旅旅旅旅館館館館をををを自自自自転転転転車車車車でたどっていくでたどっていくでたどっていくでたどっていく、、、、着着着着ががががええええとかのとかのとかのとかの衣衣衣衣料料料料ははははバイバイバイバイクククク便便便便ででででユユユユーローローローロバイバイバイバイククククというというというというのがのがのがのが先先先先にににに送送送送ってってってって、、、、ごごごご負担負担負担負担はははは自自自自転転転転車車車車のののの確確確確保保保保だけでだけでだけでだけで次次次次のののの宿泊宿泊宿泊宿泊所所所所にににに行行行行くというくというくというくという旅旅旅旅行行行行がはがはがはがはややややりかけりかけりかけりかけているとているとているとていると、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県もそういうようなのがもそういうようなのがもそういうようなのがもそういうようなのが一一一一つのつのつのつの売売売売りりりり出出出出しでしでしでしで、、、、ほかのほかのほかのほかの県県県県ががががややややるるるる前前前前にににに奈奈奈奈良県良県良県良県がががが売売売売りりりり出出出出せせせせたらいいなとたらいいなとたらいいなとたらいいなと多多多多少少少少思思思思っていたっていたっていたっていた面面面面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、、、、一一一一つのつのつのつのアアアアイデイデイデイデアアアアとしてごとしてごとしてごとしてご提提提提起起起起ささささせせせせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのようなそのようなそのようなそのような観光観光観光観光利利利利用用用用もももも含含含含めめめめてててて、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな角角角角度度度度でででで自自自自転転転転車車車車計画計画計画計画をまとをまとをまとをまとめめめめるとるとるとるとききききにはにはにはには幅幅幅幅広広広広くまとくまとくまとくまとめめめめていていていていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。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。。。。ぜぜぜぜひひひひともともともとも、、、、今今今今さまざまいろいろさまざまいろいろさまざまいろいろさまざまいろいろ、、、、広広広広くくくく話話話話をさをさをさをさせせせせてててて○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員いただいただいただいただききききましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、非常非常非常非常にににに自自自自転転転転車車車車というものにこれからというものにこれからというものにこれからというものにこれから奈奈奈奈良県良県良県良県もももも大大大大ききききくくくく施施施施策策策策をををを考考考考ええええ
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ていただていただていただていただききききましてましてましてまして、、、、本本本本当当当当にににに奈奈奈奈良県良県良県良県のよさをのよさをのよさをのよさを自自自自転転転転車車車車でででで感感感感じじじじてもらうというてもらうというてもらうというてもらうという角角角角度度度度もももも必必必必要要要要とととと思思思思っっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、ぜぜぜぜひひひひともごともごともごともご検検検検討討討討よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ありがとうございまありがとうございまありがとうございまありがとうございましたしたしたした。。。。 学学学学研研研研高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区にかかにかかにかかにかかわわわわっておっておっておってお聞聞聞聞ききききをいたしたいとをいたしたいとをいたしたいとをいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員知事知事知事知事をををを見見見見ておりますとておりますとておりますとておりますと、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県をををを何何何何とかしなければならないととかしなければならないととかしなければならないととかしなければならないと思思思思ってってってって、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ考考考考ええええてててて、、、、もうもうもうもう先先先先へへへへ先先先先へへへへとととと出出出出されましてされましてされましてされまして、、、、そのそのそのその構構構構想想想想がいいかがいいかがいいかがいいか悪悪悪悪いかはいかはいかはいかは別別別別個個個個にいたしましてにいたしましてにいたしましてにいたしまして、、、、一生懸一生懸一生懸一生懸命命命命熱熱熱熱心心心心にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるなというのはすごくいつもるなというのはすごくいつもるなというのはすごくいつもるなというのはすごくいつも見見見見ていてていてていてていて感感感感じじじじているところなのているところなのているところなのているところなのですですですです。。。。私私私私のののの思思思思いですけれどもいですけれどもいですけれどもいですけれども、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、学学学学研研研研高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区にかかにかかにかかにかかわわわわってってってって聞聞聞聞かかかかせせせせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県立立立立大大大大学学学学をををを高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区にににに移移移移してとしてとしてとしてと、、、、そそそそしてしてしてして最最最最近近近近、、、、東東東東アジアアジアアジアアジア大大大大学構学構学構学構想想想想なるものをなるものをなるものをなるものを出出出出されましたされましたされましたされました。。。。東東東東アジアアジアアジアアジア大大大大学構学構学構学構想想想想をををを聞聞聞聞ききききましてましてましてまして、、、、ええええええええ、、、、突然突然突然突然何何何何かというかというかというかという感感感感じじじじでででで思思思思ったったったったわわわわけなのですけなのですけなのですけなのです。。。。県県県県立立立立大大大大学学学学をををを移移移移すということではすということではすということではすということでは、、、、長年長年長年長年あのあのあのあの地域地域地域地域でででで奈奈奈奈良良良良市船市船市船市船橋商橋商橋商橋商店店店店街街街街のののの方方方方ややややらららら地域地域地域地域のののの人人人人たちがたちがたちがたちが若若若若いいいい人人人人たちとたちとたちとたちと一一一一緒緒緒緒になってずっとになってずっとになってずっとになってずっとややややってこられたといういってこられたといういってこられたといういってこられたといういききききさつもあるとさつもあるとさつもあるとさつもあると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そこだけのことではないのですけれどそこだけのことではないのですけれどそこだけのことではないのですけれどそこだけのことではないのですけれどもももも、、、、奈奈奈奈良良良良市船市船市船市船橋橋橋橋町町町町のののの県県県県立立立立大大大大学学学学がががが移移移移るということもるということもるということもるということも具具具具体体体体的的的的にということにはまだまだなってにということにはまだまだなってにということにはまだまだなってにということにはまだまだなってないないないないわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、移移移移すすすす先先先先のことはいろいろのことはいろいろのことはいろいろのことはいろいろスポットスポットスポットスポットライライライライトトトトをををを浴浴浴浴びびびびるというのですかるというのですかるというのですかるというのですか、、、、いうことなのですけれどもいうことなのですけれどもいうことなのですけれどもいうことなのですけれども、、、、そのそのそのその移移移移すすすす後後後後のののの方方方方のののの地域地域地域地域のことはどうしてものことはどうしてものことはどうしてものことはどうしても忘忘忘忘れれれれ去去去去られるといられるといられるといられるというのですかうのですかうのですかうのですか、、、、そういうところもあるのかとそういうところもあるのかとそういうところもあるのかとそういうところもあるのかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ややややはりどのようにはりどのようにはりどのようにはりどのように対対対対応応応応してそこしてそこしてそこしてそこのののの地域地域地域地域のところものところものところものところも地域地域地域地域おこしをおこしをおこしをおこしをややややっていくのかとっていくのかとっていくのかとっていくのかと、、、、そこにそこにそこにそこに一生懸一生懸一生懸一生懸命命命命にににに住住住住んんんんでおでおでおでお商商商商売売売売されてされてされてされているいるいるいる人人人人たちのたちのたちのたちの思思思思いもいもいもいも十十十十分聞分聞分聞分聞いていていていてややややっていくということもっていくということもっていくということもっていくということも、、、、ここだけにここだけにここだけにここだけに限限限限らずどこでもらずどこでもらずどこでもらずどこでも一一一一緒緒緒緒のことなのですけれどものことなのですけれどものことなのですけれどものことなのですけれども、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが必必必必要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、おおおお考考考考ええええがあっがあっがあっがあったらおたらおたらおたらお聞聞聞聞かかかかせせせせをいただをいただをいただをいただききききたいなとたいなとたいなとたいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、東東東東アジアアジアアジアアジア大大大大学構学構学構学構想想想想ということでということでということでということで、、、、このこのこのこの間間間間いただいただいただいただききききましたましたましたました、、、、このようなこのようなこのようなこのような学学学学研研研研高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区のののの提案提案提案提案をををを見見見見ささささせせせせてもらってもてもらってもてもらってもてもらっても、、、、このこのこのこの東東東東アジアアジアアジアアジア大大大大学構学構学構学構想想想想をををを進進進進めめめめてててて、、、、あのあのあのあの地地地地域域域域でででで当当当当該該該該事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおけるコーコーコーコーデデデディィィィネネネネーーーータタタターーーーのののの役割役割役割役割をををを果果果果たしてたしてたしてたして事業事業事業事業にににに供供供供するするするする国国国国際際際際交交交交流施流施流施流施設設設設などなどなどなどのののの管理管理管理管理運営運営運営運営をををを行行行行うことがうことがうことがうことが高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区のののの地地地地をををを中中中中心心心心にににに展展展展開開開開ででででききききるとるとるとると、、、、今今今今後奈後奈後奈後奈良県良県良県良県がががが東東東東アアアアジアジアジアジア共共共共同体同体同体同体におけるにおけるにおけるにおける日本日本日本日本ののののゲゲゲゲートートートートウエウエウエウエーーーーになることもになることもになることもになることも可能可能可能可能であるということがであるということがであるということがであるということが書書書書かれておかれておかれておかれておるるるるわわわわけなのですけれどもけなのですけれどもけなのですけれどもけなのですけれども、、、、平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都１３００１３００１３００１３００年年年年祭祭祭祭以以以以降降降降ののののポストポストポストポスト１３００１３００１３００１３００祭構祭構祭構祭構想想想想のののの中中中中であちであちであちであちらこちらでこのらこちらでこのらこちらでこのらこちらでこの奈奈奈奈良公良公良公良公園園園園ののののゲゲゲゲートートートートウエウエウエウエーーーーとかなとかなとかなとかなんんんんとかのとかのとかのとかのゲゲゲゲートートートートウエウエウエウエーーーーとかとかとかとか、、、、このこのこのこのゲゲゲゲートートートートウウウウエエエエーーーーというというというという言言言言葉葉葉葉がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん出出出出てくるのですてくるのですてくるのですてくるのです。。。。冗冗冗冗談談談談ではないのですけれどではないのですけれどではないのですけれどではないのですけれど、、、、どこがどこがどこがどこが本本本本当当当当ののののゲゲゲゲートートートートウエウエウエウエーーーーかとかとかとかと思思思思ったりもするったりもするったりもするったりもするわわわわけなのですけれどもけなのですけれどもけなのですけれどもけなのですけれども、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のおのおのおのお考考考考ええええをおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせをいたをいたをいたをいた
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だけたらなとだけたらなとだけたらなとだけたらなと思思思思いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点はははは、、、、このこのこのこの具具具具体体体体的的的的なななな学学学学研研研研高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区でででで、、、、当当当当初初初初住住住住宅宅宅宅開発開発開発開発だけならばだけならばだけならばだけならば何何何何もももも県県県県がががが出出出出ていってていってていってていってややややるるるる必必必必要要要要はないのはないのはないのはないのややややというようなことをかというようなことをかというようなことをかというようなことをかねねねねてからおっしてからおっしてからおっしてからおっしゃゃゃゃっていたとっていたとっていたとっていたと思思思思うのうのうのうのですですですです。。。。今今今今回回回回いろいろなことでいろいろなことでいろいろなことでいろいろなことで改改改改めめめめてててて県県県県のののの提案提案提案提案ということがということがということがということが出出出出されたのですけれどもされたのですけれどもされたのですけれどもされたのですけれども、、、、結結結結局局局局のところのところのところのところ、、、、住住住住宅宅宅宅開発開発開発開発になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。朝朝朝朝もももも確確確確認認認認ということでおということでおということでおということでお聞聞聞聞かかかかせせせせいただいたのですけれどもいただいたのですけれどもいただいたのですけれどもいただいたのですけれども、、、、当当当当初初初初からからからから県県県県とととと生生生生駒駒駒駒市市市市ととととＵＵＵＵＲＲＲＲ、、、、このこのこのこの３３３３者者者者のののの合合合合意意意意がでがでがでができきききなかっなかっなかっなかったらたらたらたら次次次次ののののスススステテテテップップップップにににに進進進進むむむむことはでことはでことはでことはでききききないのないのないのないのややややということということということということ、、、、今今今今までもかまでもかまでもかまでもかねねねねてからおっしてからおっしてからおっしてからおっしゃゃゃゃっっっっていたのですけれどもていたのですけれどもていたのですけれどもていたのですけれども、、、、確確確確認認認認ささささせせせせていただいたらそのとおりていただいたらそのとおりていただいたらそのとおりていただいたらそのとおりややややということでありますけれということでありますけれということでありますけれということでありますけれどもどもどもども、、、、実実実実際際際際問問問問題題題題、、、、これからこれからこれからこれから話話話話をされていくということでありますけれどもをされていくということでありますけれどもをされていくということでありますけれどもをされていくということでありますけれども、、、、もしもしもしもし合合合合意意意意がでがでがでができきききないとなったらないとなったらないとなったらないとなったら県県県県はどのようなはどのようなはどのようなはどのような選選選選択肢択肢択肢択肢をとっていかれるのかとをとっていかれるのかとをとっていかれるのかとをとっていかれるのかと、、、、ききききっっっっぱぱぱぱりとりとりとりと手手手手をををを引引引引かれかれかれかれるのかというるのかというるのかというるのかという思思思思いもいもいもいも持持持持っているっているっているっているわわわわけなのですけなのですけなのですけなのです。。。。他他他他府府府府県県県県とととと比比比比べてこのべてこのべてこのべてこの奈奈奈奈良県良県良県良県がががが大大大大ききききなななな失敗失敗失敗失敗ををををしていないというのはしていないというのはしていないというのはしていないというのはややややはりはりはりはり見見見見通通通通しがしがしがしが今今今今のところないというのところないというのところないというのところないという、、、、このこのこのこの学学学学研研研研高高高高山地山地山地山地区区区区のののの開発開発開発開発にににに、、、、県県県県としてまだとしてまだとしてまだとしてまだ具具具具体体体体的的的的にににに足足足足をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出していないところがしていないところがしていないところがしていないところが奈奈奈奈良県良県良県良県のよかったところとのよかったところとのよかったところとのよかったところと思思思思っていっていっていっているるるるわわわわけなのですけなのですけなのですけなのです。。。。こういうこともこういうこともこういうこともこういうことも含含含含めめめめてててて知事知事知事知事のののの今今今今のおのおのおのお気気気気持持持持ちなりおちなりおちなりおちなりお考考考考ええええなりおなりおなりおなりお聞聞聞聞かかかかせせせせいたいたいたいただけたらなとだけたらなとだけたらなとだけたらなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。いろいろいろいろいろいろいろいろややややっているのをいいかっているのをいいかっているのをいいかっているのをいいか悪悪悪悪いはいはいはいは別別別別だがとおっしだがとおっしだがとおっしだがとおっしゃゃゃゃっていただいてっていただいてっていただいてっていただいて、、、、いいいい○○○○荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事いのもいのもいのもいのも多多多多少少少少あるというあるというあるというあるというニュニュニュニュアンスアンスアンスアンスもあるのかもあるのかもあるのかもあるのか、、、、悪悪悪悪いところばかりなのかいところばかりなのかいところばかりなのかいところばかりなのかわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんがががが、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県をよくしたいというをよくしたいというをよくしたいというをよくしたいという動動動動機機機機にににに基基基基づいているとづいているとづいているとづいていると、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外のののの動動動動機機機機はないつもりではないつもりではないつもりではないつもりで来来来来ておておておておりますがりますがりますがりますが、、、、知知知知恵恵恵恵がががが不足不足不足不足したりしたりしたりしたり動動動動ききききがちがちがちがちょょょょっとっとっとっと悪悪悪悪かったりということはあろうかとかったりということはあろうかとかったりということはあろうかとかったりということはあろうかと思思思思うのでうのでうのでうのですがすがすがすが、、、、それはいろいろそれはいろいろそれはいろいろそれはいろいろ寄寄寄寄ってたかってってたかってってたかってってたかって批評批評批評批評をしていただくことによってをしていただくことによってをしていただくことによってをしていただくことによって回回回回復復復復ででででききききますがますがますがますが、、、、動動動動機機機機がががが悪悪悪悪いのがいのがいのがいのが一番一番一番一番たちがたちがたちがたちが悪悪悪悪いといといといと自分自分自分自分ではではではでは思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、そのそのそのその点点点点はははは神神神神聖聖聖聖なななな気気気気持持持持ちでちでちでちで取取取取りかかってりかかってりかかってりかかって、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく奈奈奈奈良県良県良県良県がよくなればがよくなればがよくなればがよくなれば評評評評判判判判はどうでもいいのだとはどうでもいいのだとはどうでもいいのだとはどうでもいいのだと、、、、変変変変なななな言言言言いいいい方方方方ですですですですがががが、、、、そそそそんんんんななななぐぐぐぐらいにはらいにはらいにはらいには思思思思っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、それはともかくといたしましてそれはともかくといたしましてそれはともかくといたしましてそれはともかくといたしまして、、、、悪悪悪悪いいいい方方方方のののの例例例例かかかかもしれまもしれまもしれまもしれませんせんせんせんがががが、、、、高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区のことをのことをのことをのことを振振振振りりりり返返返返ってってってってみみみみますとますとますとますと、、、、多多多多少少少少簡簡簡簡単単単単にににに経緯経緯経緯経緯をををを、、、、ごごごご質問質問質問質問がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、思思思思いいいい返返返返してしてしてしてみみみみますとますとますとますと、、、、高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区はははは住住住住宅宅宅宅ををををＵＵＵＵＲＲＲＲががががやややや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、、、、県県県県はおはおはおはお願願願願いしますというだけのいしますというだけのいしますというだけのいしますというだけの立場立場立場立場であったとであったとであったとであったと思思思思いますいますいますいます。。。。それがそれがそれがそれが生生生生駒駒駒駒市市市市長長長長がもがもがもがもうううう住住住住宅宅宅宅をつくるばっかりのをつくるばっかりのをつくるばっかりのをつくるばっかりの時時時時代代代代ではないとおっしではないとおっしではないとおっしではないとおっしゃゃゃゃったのはったのはったのはったのは、、、、あるあるあるある程度程度程度程度一一一一つのつのつのつの見見見見識識識識かとかとかとかと思思思思ってってってって見見見見ておりましたておりましたておりましたておりました。。。。ただただただただ、、、、高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区がががが６６６６割割割割をまだらにをまだらにをまだらにをまだらにＵＵＵＵＲＲＲＲがががが買買買買ってってってって劣劣劣劣化化化化をするをするをするをするというのがというのがというのがというのが目目目目にににに見見見見ええええてててて、、、、自然自然自然自然がががが劣劣劣劣化化化化するというのはどうするのだろうとするというのはどうするのだろうとするというのはどうするのだろうとするというのはどうするのだろうと、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市がががが何何何何とかとかとかとかされるのだろうかされるのだろうかされるのだろうかされるのだろうか、、、、ＵＵＵＵＲＲＲＲはするはするはするはする権権権権能能能能がなくなるのでほったらかしになるのではないかといがなくなるのでほったらかしになるのではないかといがなくなるのでほったらかしになるのではないかといがなくなるのでほったらかしになるのではないかとい
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うううう心心心心配配配配をしておりましたがをしておりましたがをしておりましたがをしておりましたが、、、、奈奈奈奈良良良良先先先先端端端端科科科科学学学学技術技術技術技術大大大大学学学学院院院院大大大大学学学学のののの入学入学入学入学式式式式にににに行行行行ったとったとったとったとききききにににに生生生生駒駒駒駒市市市市長長長長がががが横横横横におられてにおられてにおられてにおられて、、、、ここのここのここのここの場所場所場所場所はとてもいいはとてもいいはとてもいいはとてもいい場所場所場所場所だとだとだとだと、、、、高高高高山地山地山地山地区区区区はははは学学学学研研研研都都都都市市市市のののの真真真真んんんん中中中中にににに第第第第２２２２工工工工区区区区はははは特特特特にあるのだとにあるのだとにあるのだとにあるのだと、、、、それをそれをそれをそれを研究研究研究研究都都都都市市市市のののの中中中中心心心心地地地地としてとしてとしてとして何何何何かかかか活用活用活用活用するというするというするというするという手手手手はないのはないのはないのはないのかとそのかとそのかとそのかとその場場場場でででで思思思思いついていついていついていついて、、、、隣隣隣隣のののの生生生生駒駒駒駒市市市市長長長長にににに大大大大学学学学をををを持持持持ってくるということでってくるということでってくるということでってくるということで開発開発開発開発計画計画計画計画をををを見見見見直直直直すというすというすというすというアアアアイデイデイデイデアアアアはははは生生生生駒駒駒駒市市市市長長長長はははは乗乗乗乗るるるる気気気気ありますかとありますかとありますかとありますかと言言言言ったらったらったらったら、、、、拒否拒否拒否拒否されるとされるとされるとされると思思思思ったのですったのですったのですったのですけれどけれどけれどけれど、、、、それならいいですよとおっしそれならいいですよとおっしそれならいいですよとおっしそれならいいですよとおっしゃゃゃゃったのがったのがったのがったのが発端発端発端発端なのですなのですなのですなのです。。。。それまではだれともそれまではだれともそれまではだれともそれまではだれとも相談相談相談相談しないでしないでしないでしないで、、、、奈奈奈奈良良良良先先先先端端端端科科科科学学学学技術技術技術技術大大大大学学学学院院院院大大大大学学学学のののの入学入学入学入学式式式式のおのおのおのお昼昼昼昼弁弁弁弁当当当当をををを食食食食べるべるべるべる場場場場でそうでそうでそうでそう言言言言ったったったったわわわわけけけけなのでございますがなのでございますがなのでございますがなのでございますが、、、、これはこれはこれはこれは一一一一つのつのつのつの巧妙巧妙巧妙巧妙といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、うまくいけばうまくいけばうまくいけばうまくいけば大大大大変変変変いいいいいいいいききききっかけでっかけでっかけでっかけであったとあったとあったとあったと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、学学学学研研研研都都都都市市市市のののの中中中中のののの大大大大学学学学というのがというのがというのがというのがススススタタタタートートートートのののの動動動動機機機機でありでありでありであり、、、、今今今今もそのもそのもそのもそのようにようにようにように必必必必要要要要条条条条件件件件だとだとだとだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのそのそのその過過過過程程程程でででで、、、、ＵＵＵＵＲＲＲＲはははは住住住住宅宅宅宅開発開発開発開発がでがでがでができきききなくなりましたなくなりましたなくなりましたなくなりました。。。。権権権権能能能能がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった。。。。県県県県はははは土地土地土地土地区画区画区画区画整整整整理事業理事業理事業理事業でででで相当相当相当相当リリリリススススククククをををを負負負負わわわわなければなければなければなければ。。。。しかししかししかししかし大大大大学学学学がでがでがでができきききてててて学学学学研研研研都都都都市市市市のののの中中中中でのでのでのでの奈奈奈奈良県良県良県良県のののの貢貢貢貢献献献献というのはというのはというのはというのは、、、、平城宮平城宮平城宮平城宮跡跡跡跡のののの文化文化文化文化施施施施設設設設だというのはいかにもだというのはいかにもだというのはいかにもだというのはいかにも寂寂寂寂しいしいしいしいわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、そそそそのようなのようなのようなのような貢献貢献貢献貢献がでがでがでができきききればればればれば奈奈奈奈良県良県良県良県もももも京京京京都都都都府府府府、、、、大大大大阪阪阪阪府府府府とともにとともにとともにとともに胸胸胸胸をををを張張張張れるれるれるれる立場立場立場立場になるのかといになるのかといになるのかといになるのかというううう気気気気持持持持ちもありましてちもありましてちもありましてちもありまして、、、、ププププララララットホーットホーットホーットホームムムムとかとかとかとか交交交交流流流流のののの場場場場になるようなになるようなになるようなになるような学学学学びやびやびやびやというのがというのがというのがというのが基基基基本本本本でございますでございますでございますでございます。。。。住住住住宅宅宅宅はははは正正正正直直直直言言言言ってでってでってでってでききききようとでようとでようとでようとでききききまいとまいとまいとまいと、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県としてはとしてはとしてはとしては住住住住宅宅宅宅のののの開発開発開発開発にそにそにそにそうううう責責責責任任任任はないはないはないはないわわわわけでございますのでけでございますのでけでございますのでけでございますので、、、、そのことがでそのことがでそのことがでそのことができきききればればればれば県県県県のののの申申申申しししし越越越越しがしがしがしが成就成就成就成就したとしたとしたとしたと今今今今ででででもももも思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ただただただただ、、、、一体一体一体一体的的的的にににに開発開発開発開発しないとしないとしないとしないと成成成成りりりり立立立立たないというのでたないというのでたないというのでたないというのでややややむむむむをををを得得得得ずずずず住住住住宅宅宅宅もつくらないといけないもつくらないといけないもつくらないといけないもつくらないといけない、、、、土地土地土地土地区画区画区画区画整整整整理事業理事業理事業理事業になるのだろうとになるのだろうとになるのだろうとになるのだろうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。県県県県はそこはそこはそこはそこまでまでまでまで乗乗乗乗りりりり出出出出したしたしたしたわわわわけでございますけれどもけでございますけれどもけでございますけれどもけでございますけれども、、、、ＵＵＵＵＲＲＲＲはははは非常非常非常非常にににに犠牲犠牲犠牲犠牲をををを払払払払ってでもってでもってでもってでも一一一一緒緒緒緒ににににややややりまりまりまりまししししょょょょうということでうということでうということでうということで、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市はまだはまだはまだはまだわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせん。。。。ややややはりはりはりはりＵＵＵＵＲＲＲＲとととと生生生生駒駒駒駒市市市市がががが積極積極積極積極性性性性がががが出出出出ないないないないとととと、、、、これはこれはこれはこれは成成成成りりりり立立立立たないとたないとたないとたないと思思思思いますいますいますいます。。。。最最最最後後後後のののの質問質問質問質問でありますけれどもでありますけれどもでありますけれどもでありますけれども、、、、合合合合意意意意ででででききききなければどうするのかというなければどうするのかというなければどうするのかというなければどうするのかという単単単単刀刀刀刀直入直入直入直入なごなごなごなご質質質質問問問問でございましたでございましたでございましたでございました。。。。合合合合意意意意ででででききききなければあなければあなければあなければあききききららららめめめめるしかないかとるしかないかとるしかないかとるしかないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。次次次次のののの手手手手はははは今今今今のところございまのところございまのところございまのところございませんせんせんせん。。。。ここまでおここまでおここまでおここまでおせせせせっかいかもしれないけれどもっかいかもしれないけれどもっかいかもしれないけれどもっかいかもしれないけれども、、、、今今今今みみみみたいなたいなたいなたいな動動動動機機機機でででで申申申申しししし越越越越してしてしてしてききききてててて、、、、相当相当相当相当ののののリリリリススススククククをををを負負負負うというところまでいったうというところまでいったうというところまでいったうというところまでいった、、、、自分自分自分自分ではおではおではおではお人好人好人好人好しとはいいしとはいいしとはいいしとはいいまままませんせんせんせんがががが、、、、おおおおせせせせっかいだったかもしれまっかいだったかもしれまっかいだったかもしれまっかいだったかもしれませんせんせんせんがががが、、、、しかしそれでもしかしそれでもしかしそれでもしかしそれでも出出出出るにるにるにるに及及及及ばずということばずということばずということばずということであればであればであればであれば地元地元地元地元市市市市がががが積極積極積極積極性性性性がなければがなければがなければがなければ難難難難しかろうなというのがしかろうなというのがしかろうなというのがしかろうなというのが心心心心境境境境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、、、、それはそれはそれはそれは心心心心境境境境だけでございますのでだけでございますのでだけでございますのでだけでございますので、、、、もちろもちろもちろもちろんんんん出出出出てくるのがてくるのがてくるのがてくるのがわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんのでのでのでので態態態態度度度度をををを決決決決めめめめたたたたわわわわけでけでけでけでもございまもございまもございまもございませんせんせんせん。。。。
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それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつけつつけつつけつつけ加加加加ええええておておておておききききたいのはたいのはたいのはたいのは、、、、東東東東アジアアジアアジアアジア大大大大学学学学はどうしてはどうしてはどうしてはどうして突突突突如如如如出出出出ててててききききたのかたのかたのかたのかというのはというのはというのはというのは、、、、突突突突如如如如ということでもあるのですがということでもあるのですがということでもあるのですがということでもあるのですが、、、、実実実実はははは大大大大学構学構学構学構想想想想のののの中中中中でででで官官官官邸邸邸邸にににに呼呼呼呼ばれてばれてばれてばれて、、、、平平平平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００１３００１３００１３００年年年年祭祭祭祭のことものことものことものことも含含含含めめめめてててて聞聞聞聞かれたかれたかれたかれた中中中中でででで、、、、川川川川勝勝勝勝静静静静岡県知事岡県知事岡県知事岡県知事がががが、、、、これからこれからこれからこれから東東東東アジアアジアアジアアジア共共共共同体同体同体同体というものをというものをというものをというものを志志志志向向向向するならばするならばするならばするならば、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ共共共共同体同体同体同体がでがでがでができきききたとたとたとたとききききははははヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ大大大大学学学学ががががででででききききたとたとたとたと、、、、東東東東アジアアジアアジアアジア大大大大学学学学のようなものをつくったらどうかのようなものをつくったらどうかのようなものをつくったらどうかのようなものをつくったらどうか、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県でもどうかとでもどうかとでもどうかとでもどうかと、、、、こうこうこうこう水水水水をををを向向向向けられたのでけられたのでけられたのでけられたので、、、、実実実実はこのはこのはこのはこの学学学学研研研研都都都都市市市市のののの真真真真んんんん中中中中でででで大大大大学構学構学構学構想想想想があってがあってがあってがあって、、、、それはそれはそれはそれは東東東東アジアアジアアジアアジア大大大大学学学学とととと呼呼呼呼んんんんでいただくにでいただくにでいただくにでいただくにふふふふささささわわわわしいしいしいしい構構構構想想想想はははは実実実実はあるのだとはあるのだとはあるのだとはあるのだと、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな大大大大学学学学ののののコンコンコンコンソソソソーシアーシアーシアーシアムムムム大大大大学学学学ということはそのということはそのということはそのということはその時時時時点点点点でででで構構構構想想想想のののの中中中中にありましたのでにありましたのでにありましたのでにありましたので、、、、名名名名をつけるのはをつけるのはをつけるのはをつけるのは東東東東アジアアジアアジアアジア大大大大学学学学とととというようなものにもいうようなものにもいうようなものにもいうようなものにもふふふふささささわわわわしいということはそのしいということはそのしいということはそのしいということはその場場場場でででで鳩鳩鳩鳩山山山山内閣内閣内閣内閣総理大臣総理大臣総理大臣総理大臣のののの前前前前でででで発言発言発言発言したらしたらしたらしたら、、、、大大大大変変変変当時当時当時当時のののの官官官官房房房房副長副長副長副長官官官官、、、、松松松松井井井井ささささんんんんがががが、、、、京京京京都都都都府府府府ごごごご出出出出身身身身でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、大大大大変変変変これはいいこれはいいこれはいいこれはいい構構構構想想想想だとだとだとだと多多多多少少少少励励励励まされたものですからまされたものですからまされたものですからまされたものですから、、、、図図図図にににに乗乗乗乗ってということになるかもしれまってということになるかもしれまってということになるかもしれまってということになるかもしれませんせんせんせんがががが、、、、東東東東アジアアジアアジアアジア大大大大学学学学というものもというものもというものもというものも奈奈奈奈良県良県良県良県がががが提提提提唱唱唱唱してしてしてして、、、、それにそれにそれにそれに力力力力をををを入入入入れるとれるとれるとれると奈奈奈奈良県良県良県良県のののの値値値値打打打打ちがちがちがちが上上上上がるがるがるがるのではないかとものではないかとものではないかとものではないかとも思思思思ってってってって取取取取りかかったものでございますりかかったものでございますりかかったものでございますりかかったものでございます。。。。高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区ででででででででききききればそればそればそればそれにこしたことはないれにこしたことはないれにこしたことはないれにこしたことはないわわわわけでけでけでけで、、、、ハハハハードードードードよりもそういうよりもそういうよりもそういうよりもそういう仕仕仕仕掛掛掛掛けけけけ、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみということでございということでございということでございということでございますがますがますがますが、、、、それはまだそれはまだそれはまだそれはまだ高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区でなくてもでなくてもでなくてもでなくても東東東東アジアアジアアジアアジアのののの大大大大学構学構学構学構想想想想にににに向向向向けていろいろなけていろいろなけていろいろなけていろいろなことをことをことをことを貢献貢献貢献貢献することはすることはすることはすることは可能可能可能可能であろうかとであろうかとであろうかとであろうかと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、文部文部文部文部科科科科学学学学省省省省もそのようなもそのようなもそのようなもそのような活活活活動動動動はははは大大大大変変変変評価評価評価評価してくれておりますのでしてくれておりますのでしてくれておりますのでしてくれておりますので、、、、一一一一つのつのつのつの奈奈奈奈良県良県良県良県のののの貢献貢献貢献貢献ののののパパパパタタタターンーンーンーンではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っておりまっておりまっておりまっておりますすすす。。。。なおなおなおなお、、、、奈奈奈奈良良良良市船市船市船市船橋橋橋橋町町町町がががが困困困困るではないかとるではないかとるではないかとるではないかと。。。。もとはあのあたりはもとはあのあたりはもとはあのあたりはもとはあのあたりは友友友友人人人人もおりましたしもおりましたしもおりましたしもおりましたし、、、、奈奈奈奈良良良良高校高校高校高校があったあのがあったあのがあったあのがあったあの近近近近くでくでくでくで、、、、奈奈奈奈良良良良高校高校高校高校があるのでがあるのでがあるのでがあるので通通通通勤勤勤勤路路路路としてとしてとしてとして栄栄栄栄ええええたたたた面面面面もあったかともあったかともあったかともあったかと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、奈奈奈奈良良良良高校高校高校高校はははは移転移転移転移転してしてしてして残残残残ったのがったのがったのがったのが県県県県立立立立大大大大学学学学、、、、夜夜夜夜間間間間大大大大学学学学でででで、、、、おまおまおまおまええええまでまでまでまで行行行行くのかとくのかとくのかとくのかと思思思思っておられるのかもしれまっておられるのかもしれまっておられるのかもしれまっておられるのかもしれませんせんせんせんがががが、、、、奈奈奈奈良良良良市船市船市船市船橋商橋商橋商橋商店店店店街街街街のののの振興振興振興振興というのはまたというのはまたというのはまたというのはまた別途別途別途別途、、、、大宮大宮大宮大宮通通通通りもりもりもりも整備整備整備整備されてくるされてくるされてくるされてくる中中中中でででで考考考考ええええていていていていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それはそれはそれはそれは県県県県立立立立大大大大学学学学があればあったがあればあったがあればあったがあればあった、、、、ななななければなかったでければなかったでければなかったでければなかったで考考考考ええええていかないといけないとていかないといけないとていかないといけないとていかないといけないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのようにそのようにそのようにそのように思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。またまたまたまた、、、、ゲゲゲゲートートートートウエウエウエウエーーーーということということということということ、、、、今今今今のようなごのようなごのようなごのようなご答弁答弁答弁答弁でおおでおおでおおでおおむむむむねねねねカカカカババババーーーーしたかとしたかとしたかとしたかと思思思思いますいますいますいますがががが。。。。 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。。。。○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員学学学学研研研研高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区のののの開発開発開発開発にかかにかかにかかにかかわわわわってですけれどもってですけれどもってですけれどもってですけれども、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか今今今今のののの経済経済経済経済情情情情勢勢勢勢もももも含含含含めめめめてててて、、、、またまたまたまた生生生生駒駒駒駒市市市市民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの思思思思いもいろいろあろうかといもいろいろあろうかといもいろいろあろうかといもいろいろあろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、朝朝朝朝のののの委委委委員会員会員会員会でもでもでもでも言言言言ったのですけれどもったのですけれどもったのですけれどもったのですけれども、、、、あのあのあのあの地域地域地域地域のところでのところでのところでのところでＵＵＵＵＲＲＲＲがががが買買買買ったったったった土地土地土地土地はははは、、、、実実実実際際際際問問問問題題題題、、、、前前前前
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はははは高高高高山山山山のののの住住住住民民民民のののの人人人人たちがそこでたちがそこでたちがそこでたちがそこで畑畑畑畑をしたりとかをしたりとかをしたりとかをしたりとか、、、、使使使使ってもらってもよろしいですよというってもらってもよろしいですよというってもらってもよろしいですよというってもらってもよろしいですよということでことでことでことでややややっていたそうなのですっていたそうなのですっていたそうなのですっていたそうなのです。。。。ところがあるところがあるところがあるところがある日日日日、、、、金網金網金網金網をををを張張張張ってってってって囲囲囲囲ってしまってってしまってってしまってってしまって中中中中にににに入入入入れれれれないようになったとないようになったとないようになったとないようになったと。。。。草草草草ががががぼぼぼぼううううぼぼぼぼうでうでうでうで不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄とかいうことでとかいうことでとかいうことでとかいうことで、、、、住住住住民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方のののの思思思思いはいはいはいは、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をををを何何何何とかとかとかとか解決解決解決解決してほしいというしてほしいというしてほしいというしてほしいという声声声声もあるのですもあるのですもあるのですもあるのです。。。。それはそのそれはそのそれはそのそれはその問問問問題題題題としてとしてとしてとして、、、、地元地元地元地元自自自自治治治治体体体体、、、、ＵＵＵＵＲＲＲＲもももも含含含含めめめめてててて考考考考ええええていかないとならないていかないとならないていかないとならないていかないとならない問問問問題題題題ややややとととと思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、開発開発開発開発にというにというにというにということではことではことではことでは、、、、今今今今、、、、県県県県がががが提案提案提案提案されたこのされたこのされたこのされたこの文文文文書書書書、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ見見見見ましてもましてもましてもましても、、、、まだまだこのまだまだこのまだまだこのまだまだこの間間間間のののの土地土地土地土地のののの公示公示公示公示価価価価格格格格がががが下下下下落落落落しておりますししておりますししておりますししておりますし、、、、リリリリススススクククク負担負担負担負担もあるのかともあるのかともあるのかともあるのかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、見見見見通通通通しのないしのないしのないしのない開開開開発発発発ははははやめやめやめやめるべるべるべるべききききではないかというのはではないかというのはではないかというのはではないかというのは常常常常 々々々々知事知事知事知事にににに言言言言っておりますのでこのことはよくごっておりますのでこのことはよくごっておりますのでこのことはよくごっておりますのでこのことはよくご存存存存じじじじだとだとだとだと思思思思うのですけれどうのですけれどうのですけれどうのですけれど、、、、そのことをそのことをそのことをそのことを言言言言っておっておっておっておききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。東東東東アジアアジアアジアアジア大大大大学構学構学構学構想想想想ということでということでということでということで、、、、留留留留学生学生学生学生をををを呼呼呼呼んんんんでいろいろでいろいろでいろいろでいろいろコーコーコーコーデデデディィィィネネネネートートートートしてというしてというしてというしてという話話話話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、、、、近近近近畿畿畿畿のののの近近近近くのくのくのくの同同同同志志志志社社社社大大大大学学学学やややや立立立立命命命命館館館館大大大大学学学学をををを見見見見ましてもましてもましてもましても、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれのところでところでところでところで留留留留学生学生学生学生をををを招招招招いていていていて交交交交流流流流してしてしてして宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設をををを持持持持ってってってってややややっておられるのですっておられるのですっておられるのですっておられるのです。。。。このこのこのこの学学学学研研研研高高高高山山山山地地地地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区のところでのところでのところでのところで具具具具体体体体的的的的にこれらがにこれらがにこれらがにこれらがややややっていけるのかとっていけるのかとっていけるのかとっていけるのかと考考考考ええええたとたとたとたときききき、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと無無無無理理理理があるのではないかというがあるのではないかというがあるのではないかというがあるのではないかという思思思思いをいをいをいを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。。。。東東東東アジアアジアアジアアジアのことをのことをのことをのことを官官官官邸邸邸邸にににに呼呼呼呼ばれてといばれてといばれてといばれてということでうことでうことでうことで、、、、ぜぜぜぜひひひひとととと言言言言わわわわれたとおっしれたとおっしれたとおっしれたとおっしゃゃゃゃっていましたけれどもっていましたけれどもっていましたけれどもっていましたけれども、、、、具具具具体体体体的的的的なななな交交交交流流流流とかそういうとかそういうとかそういうとかそういうことのことのことのことの話話話話はははは中中中中央央央央ももももややややっていただいたらどうかとっていただいたらどうかとっていただいたらどうかとっていただいたらどうかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県としてとしてとしてとして考考考考ええええたたたた場場場場合合合合、、、、今今今今、、、、知事知事知事知事がいろいろがいろいろがいろいろがいろいろ考考考考ええええててててややややられたとられたとられたとられたとききききにににに、、、、構構構構想想想想としていろいろとしていろいろとしていろいろとしていろいろ提案提案提案提案をされたとをされたとをされたとをされたとききききにににに、、、、提提提提案案案案されたされたされたされた側側側側のこっちのこっちのこっちのこっち側側側側のののの方方方方がががが、、、、どうなるのというどうなるのというどうなるのというどうなるのという思思思思いもあるいうこともありますのでいもあるいうこともありますのでいもあるいうこともありますのでいもあるいうこともありますので、、、、ややややはりはりはりはり一一一一つつつつ一一一一つつつつ県民県民県民県民のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの思思思思いいいい、、、、知事知事知事知事のののの何何何何とかしないといけないというとかしないといけないというとかしないといけないというとかしないといけないという思思思思いといといといと県民県民県民県民のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの思思思思いをしっかりいをしっかりいをしっかりいをしっかりママママッッッッチチチチささささせせせせてててて、、、、そしていいそしていいそしていいそしていい方向方向方向方向にににに進進進進めめめめていっていただていっていただていっていただていっていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。このこのこのこの学学学学研研研研高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区のののの開発開発開発開発についてはについてはについてはについては、、、、こういうこういうこういうこういう経済経済経済経済情情情情勢勢勢勢のののの中中中中、、、、慎慎慎慎重重重重にににに対対対対応応応応をしていただをしていただをしていただをしていただききききたいしたいしたいしたいし、、、、見見見見通通通通しのないしのないしのないしのない開発開発開発開発ははははやめやめやめやめていただていただていただていただききききたいということでたいということでたいということでたいということで、、、、そそそそういうういうういうういう思思思思いをいをいをいを持持持持っているのだということをっているのだということをっているのだということをっているのだということを申申申申しししし上上上上げておげておげておげておききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。質問質問質問質問ですかですかですかですか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長 いいいいやややや、、、、別別別別にににに。。。。○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員ごごごご意意意意見見見見ということでということでということでということで答弁答弁答弁答弁のののの必必必必要要要要がないとがないとがないとがないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、やめやめやめやめるるるる場場場場合合合合はははは中野中野中野中野○○○○荒井知事荒井知事荒井知事荒井知事（（（（明明明明））））委員委員委員委員がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったからとかったからとかったからとかったからとか日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党がががが言言言言わわわわれたかられたかられたかられたからやめやめやめやめたということにはたということにはたということにはたということには思思思思いいいいまままませんせんせんせんのでのでのでので、、、、これはこれはこれはこれは条条条条件件件件がががが整整整整わわわわなかったからとかなかったからとかなかったからとかなかったからとか知知知知恵恵恵恵がががが出出出出なかったからなかったからなかったからなかったから、、、、やめやめやめやめるとるとるとるとききききはははは自自自自発的発的発的発的にににに自自自自己己己己のののの責責責責任任任任ででででやめやめやめやめ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、、、、言言言言わわわわれたかられたかられたかられたからやめやめやめやめるというるというるというるというわわわわけにはいかないとけにはいかないとけにはいかないとけにはいかないということだけはいうことだけはいうことだけはいうことだけは言言言言わせわせわせわせていただていただていただていただききききたいたいたいたい。。。。
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ほかにほかにほかにほかに質疑質疑質疑質疑がなければがなければがなければがなければ、、、、ございまございまございまございませんせんせんせんかかかか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長これをもってこれをもってこれをもってこれをもって理事者理事者理事者理事者にににに対対対対するするするする質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。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りますりますります前前前前にににに、、、、当当当当委員会委員会委員会委員会にににに付付付付託託託託をををを受受受受けましたけましたけましたけました議案議案議案議案についてについてについてについて委員委員委員委員のののの意意意意見見見見をををを求求求求めめめめますますますます。。。。ごごごご発言願発言願発言願発言願いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、自自自自民民民民党党党党をををを代表代表代表代表してしてしてして申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員財財財財政政政政状況状況状況状況がががが大大大大変変変変厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中、、、、しかもしかもしかもしかも県民県民県民県民ニニニニーーーーズズズズはははは大大大大変変変変多多多多様様様様化化化化しておりますしておりますしておりますしております。。。。そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況でででで、、、、ややややはりはりはりはり選選選選択択択択とととと集集集集中中中中、、、、優優優優先順先順先順先順位位位位をつけるということがをつけるということがをつけるということがをつけるということが大大大大変変変変重要重要重要重要となってくるとなってくるとなってくるとなってくるわわわわけでござけでござけでござけでございましていましていましていまして、、、、予予予予算算算算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会３３３３日日日日間間間間、、、、集集集集中審議中審議中審議中審議がががが重重重重ねねねねられましたられましたられましたられました。。。。委員委員委員委員のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、理事理事理事理事者者者者のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、大大大大変変変変ごごごご苦労苦労苦労苦労さまでございましたけれどもさまでございましたけれどもさまでございましたけれどもさまでございましたけれども、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの成成成成果果果果があったとがあったとがあったとがあったと思思思思ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。特特特特にににに総括審査総括審査総括審査総括審査においてはにおいてはにおいてはにおいては知事知事知事知事がががが出席出席出席出席されされされされ、、、、大大大大変変変変率直率直率直率直にににに、、、、しかもしかもしかもしかも自分自分自分自分のののの思思思思いをいをいをいを自自自自分分分分のののの言言言言葉葉葉葉でででで述述述述べられたのはべられたのはべられたのはべられたのは大大大大変変変変よかったとよかったとよかったとよかったと思思思思っているところでございますっているところでございますっているところでございますっているところでございます。。。。自自自自民民民民党党党党県議員県議員県議員県議員団団団団といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、すべてのすべてのすべてのすべての議案議案議案議案にににに対対対対しおおしおおしおおしおおむむむむねねねね了了了了としとしとしとし、、、、すべてのすべてのすべてのすべての議案議案議案議案にににに賛賛賛賛成成成成をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。提案提案提案提案されたすべてのされたすべてのされたすべてのされたすべての議案議案議案議案にににに賛賛賛賛成成成成しますしますしますします。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員 自自自自民民民民党党党党改革改革改革改革としてとしてとしてとして賛賛賛賛成成成成のののの意意意意見見見見をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員このこのこのこの定例会定例会定例会定例会にににに提出提出提出提出されましたされましたされましたされました議第議第議第議第５５５５１１１１号号号号及及及及びびびび議第議第議第議第５５５５２２２２号号号号のののの平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度一一一一般般般般会会会会計計計計及及及及びびびび特特特特別別別別会会会会計計計計のののの補補補補正正正正予予予予算算算算につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、現現現現下下下下のののの厳厳厳厳しいしいしいしい経済経済経済経済雇用雇用雇用雇用情情情情勢勢勢勢のののの中中中中でででで、、、、活力活力活力活力あるあるあるある産業産業産業産業づくづくづくづくりりりりやややや観光観光観光観光のののの振興振興振興振興にににに向向向向けたけたけたけた積極積極積極積極的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めめめめられられられられ、、、、さらにはさらにはさらにはさらには雇用雇用雇用雇用対対対対策策策策としてとしてとしてとして約約約約３１０３１０３１０３１０名名名名のののの新規新規新規新規雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出をををを図図図図ることとされましたることとされましたることとされましたることとされました。。。。またまたまたまた、、、、農林業農林業農林業農林業にににに対対対対するするするする支援支援支援支援やややや医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉のののの充充充充実実実実、、、、暑暑暑暑ささささ対対対対策策策策などのそれなどのそれなどのそれなどのそれぞぞぞぞれれれれバラバラバラバランスンスンスンスのとれたのとれたのとれたのとれた対対対対策策策策がががが講講講講じじじじられられられられ、、、、積極積極積極積極的的的的にににに対対対対応応応応するするするする経経経経費費費費をををを計計計計上上上上されているところでございますされているところでございますされているところでございますされているところでございます。。。。会会会会派派派派としてもとしてもとしてもとしても、、、、このこのこのこの全全全全議案議案議案議案にににに賛賛賛賛成成成成のののの意意意意をををを表表表表明明明明いたいたいたいたしますしますしますします。。。。 かつてないかつてないかつてないかつてない円円円円高不況高不況高不況高不況、、、、格格格格差差差差とととと貧貧貧貧困困困困のののの広広広広がるがるがるがる中中中中でででで、、、、県民県民県民県民をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況がががが非常非常非常非常○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員にににに厳厳厳厳しくしくしくしく、、、、県県県県のののの限限限限られたられたられたられた財源財源財源財源をををを有有有有効効効効にににに使使使使ってってってって県民県民県民県民のののの暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの応援応援応援応援がががが求求求求めめめめられているとられているとられているとられていると思思思思いいいいますますますます。。。。予予予予算算算算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会のこののこののこののこの上程議案上程議案上程議案上程議案についてについてについてについて意意意意見見見見をををを述述述述べさべさべさべさせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。議第議第議第議第５５５５１１１１号号号号のののの一一一一般般般般会会会会計補計補計補計補正正正正予予予予算算算算につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯにににに人人人人権権権権啓啓啓啓発発発発のののの教教教教材材材材作作作作成成成成をををを委委委委託託託託ししししてててて自自自自治治治治会会会会、Ｐ、Ｐ、Ｐ、ＰＴＴＴＴＡ、Ａ、Ａ、Ａ、企業企業企業企業のののの啓啓啓啓発推進発推進発推進発推進のののの予予予予算算算算がががが出出出出ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、これはこれはこれはこれは社社社社会的会的会的会的権権権権力力力力のののの人人人人権侵権侵権侵権侵害害害害のののの目目目目隠隠隠隠しのしのしのしの役割役割役割役割をををを担担担担うことになることがうことになることがうことになることがうことになることが危危危危惧惧惧惧されますされますされますされます。。。。またまたまたまた、、、、東東東東アジアアジアアジアアジアササササママママースースースースククククールールールール構構構構想想想想はははは県県県県立立立立大大大大学学学学のののの学学学学研研研研高高高高山地山地山地山地区区区区第第第第２２２２工工工工区区区区のののの移転移転移転移転のののの先先先先駆駆駆駆けとなるものでけとなるものでけとなるものでけとなるもので、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県がががが東東東東アジアアジアアジアアジア
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でででで将将将将来中来中来中来中心心心心をををを担担担担うううう役割役割役割役割のののの人人人人材材材材育成育成育成育成までまでまでまで行行行行うううう必必必必要要要要はないものとはないものとはないものとはないものと考考考考ええええますますますます。。。。よってよってよってよって、、、、議第議第議第議第５５５５１１１１号号号号はははは反反反反対対対対いたしますいたしますいたしますいたします。。。。議第議第議第議第５５５５４４４４号号号号のののの国民健康国民健康国民健康国民健康保保保保険険険険のののの広広広広域化等域化等域化等域化等のののの支援基支援基支援基支援基金条金条金条金条例例例例のののの一一一一部改正部改正部改正部改正条条条条例例例例はははは、、、、国国国国のののの責責責責任任任任をあをあをあをあいまいにしたままのいまいにしたままのいまいにしたままのいまいにしたままの広広広広域化域化域化域化ではではではでは憲憲憲憲法法法法第第第第２２２２５５５５条条条条のののの生生生生存存存存権権権権のののの保保保保障障障障につながるにつながるにつながるにつながる社社社社会会会会保保保保障障障障制度制度制度制度につにつにつにつながらないとながらないとながらないとながらないと考考考考ええええ、、、、反反反反対対対対いたしますいたしますいたしますいたします。。。。議第議第議第議第６１６１６１６１号号号号、、、、農道農道農道農道整備整備整備整備事業事業事業事業にににに係係係係るるるる請請請請負負負負契約契約契約契約のののの締締締締結結結結につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、５５５５分分分分のののの時間時間時間時間短縮短縮短縮短縮のたのたのたのためめめめにににに６０６０６０６０億円億円億円億円のののの巨巨巨巨額額額額をををを投投投投じじじじるるるる全体全体全体全体計画計画計画計画のののの一一一一部部部部にににに当当当当たりたりたりたり、、、、必必必必要要要要はないとはないとはないとはないと考考考考ええええますますますます。。。。第第第第６２６２６２６２号号号号、、、、権利権利権利権利のののの放棄放棄放棄放棄はははは、、、、吉吉吉吉野野野野熊熊熊熊野観光開発野観光開発野観光開発野観光開発にににに県県県県がががが貸貸貸貸しししし付付付付けたけたけたけた１１１１億億億億２２２２，，，，９９９９５５５５００００万万万万円円円円のののの債債債債権権権権放棄放棄放棄放棄をををを行行行行うものでありますがうものでありますがうものでありますがうものでありますが、、、、当当当当初初初初貸貸貸貸しししし付付付付けのけのけのけの１１１１億円億円億円億円につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、破破破破綻綻綻綻するまでするまでするまでするまで据据据据ええええ置置置置ききききがががが２８２８２８２８回回回回繰繰繰繰りりりり返返返返されてされてされてされてききききておりておりておりており、、、、一一一一度度度度もももも請求請求請求請求しないまましないまましないまましないまま破破破破綻綻綻綻してしてしてして権利権利権利権利放棄放棄放棄放棄をするとをするとをするとをするというのはいうのはいうのはいうのは問問問問題題題題だとだとだとだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、反反反反対対対対いたしますいたしますいたしますいたします。。。。議第議第議第議第６３６３６３６３号号号号、、、、住住住住民民民民訴訴訴訴訟訟訟訟にににに係係係係るるるる弁護士弁護士弁護士弁護士費費費費用用用用へへへへのののの報報報報酬酬酬酬のののの問問問問題題題題ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、行政行政行政行政ののののルールルールルールルールととととしてはしてはしてはしては認認認認めめめめられるものですがられるものですがられるものですがられるものですが、、、、回回回回収収収収のののの責責責責任任任任、、、、努努努努力力力力をををを行行行行ったことはったことはったことはったことは事事事事実実実実でありでありでありであり、、、、１１１１人人人人１１１１７７７７万万万万４４４４，，，，６００６００６００６００円円円円のののの弁護士弁護士弁護士弁護士費費費費用用用用はははは自自自自主返済主返済主返済主返済をををを求求求求めめめめるものでするものでするものでするものです。。。。諮諮諮諮第第第第１１１１号号号号のののの奈奈奈奈良県良県良県良県労働労働労働労働会会会会館館館館のののの使使使使用用用用ををををめめめめぐぐぐぐるものですがるものですがるものですがるものですが、、、、行政行政行政行政財財財財産産産産のののの使使使使用用用用にににに不不不不公平公平公平公平があるがあるがあるがあるとととと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、反反反反対対対対いたしますいたしますいたしますいたします。。。。それそれそれそれ以以以以外外外外につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては賛賛賛賛成成成成いたしますいたしますいたしますいたします。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。もうもうもうもう一一一一度度度度聞聞聞聞ききききますますますます。。。。議第議第議第議第６３６３６３６３号号号号もももも反反反反対対対対でよろしいですかでよろしいですかでよろしいですかでよろしいですか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長議第議第議第議第６３６３６３６３号号号号はははは賛賛賛賛成成成成ですですですです。。。。○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員 賛賛賛賛成成成成ですかですかですかですか。。。。意意意意見見見見をををを言言言言っただけですっただけですっただけですっただけですねねねね。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長はいはいはいはい。。。。○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員 いずれのいずれのいずれのいずれの議案議案議案議案につにつにつにつききききましてもましてもましてもましても必必必必要要要要とととと認認認認めめめめられられられられ、、、、公明公明公明公明党党党党といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、全全全全○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員議案議案議案議案にににに賛賛賛賛成成成成をさをさをさをさせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。本議会本議会本議会本議会にににに提案提案提案提案されておりますされておりますされておりますされております全全全全議案議案議案議案にににに賛賛賛賛成成成成するものでありますするものでありますするものでありますするものであります。。。。特特特特にににに今今今今回回回回２２２２○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員４４４４億円余億円余億円余億円余りのりのりのりの補補補補正正正正予予予予算算算算のうちのうちのうちのうち市市市市町町町町村振興村振興村振興村振興臨臨臨臨時交時交時交時交付付付付金金金金、、、、これはこれはこれはこれは市市市市町町町町村村村村強強強強化化化化のたのたのたのためめめめのののの第第第第１１１１弾弾弾弾だだだだということでということでということでということで、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの市市市市町町町町村村村村にににに対対対対するするするする支援支援支援支援のののの期待期待期待期待をををを持持持持ってってってって、、、、またまたまたまた緊緊緊緊急急急急雇用雇用雇用雇用対対対対策策策策とかについてもとかについてもとかについてもとかについても福祉福祉福祉福祉対対対対策策策策、、、、特特特特にににに県民県民県民県民生生生生活活活活のののの各各各各般般般般ににににわわわわたってたってたってたってきめきめきめきめのののの細細細細かいかいかいかい補補補補正正正正をしていただいておるものとをしていただいておるものとをしていただいておるものとをしていただいておるものと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。大大大大いにいにいにいに賛賛賛賛成成成成をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、これよりこれよりこれよりこれより採採採採決決決決をををを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長採採採採決決決決はははは、、、、委員委員委員委員よりよりよりより議案議案議案議案についてのについてのについてのについての賛否賛否賛否賛否のののの意意意意見見見見がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、まずまずまずまず、、、、反反反反対意対意対意対意見見見見のありのありのありのあり
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ましたましたましたました議案議案議案議案についてについてについてについて採採採採決決決決をををを行行行行いますいますいますいます。。。。日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党反反反反対対対対議案議案議案議案としてとしてとしてとして、、、、最初最初最初最初にににに、、、、議第議第議第議第５５５５１１１１号号号号、、、、議第議第議第議第５５５５４４４４号号号号、、、、議第議第議第議第６１６１６１６１号号号号及及及及びびびび議第議第議第議第６６６６２２２２号号号号についてについてについてについて起立起立起立起立採採採採決決決決をををを求求求求めめめめますますますます。。。。本議案本議案本議案本議案についてについてについてについて、、、、原原原原案案案案どおりどおりどおりどおり可決可決可決可決することにすることにすることにすることに賛賛賛賛成成成成のののの方方方方のののの起立起立起立起立をををを求求求求めめめめますますますます。。。。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起立起立起立起立））））ごごご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。。。。起立多数起立多数起立多数起立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、、、、議第議第議第議第５５５５１１１１号号号号、、、、議第議第議第議第５５５５４４４４号号号号、、、、議第議第議第議第６１６１６１６１号号号号及及及及びびびび議第議第議第議第６２６２６２６２号号号号についてはについてはについてはについては、、、、原原原原案案案案どおりどおりどおりどおり可決可決可決可決することにすることにすることにすることに決決決決しましたしましたしましたしました。。。。次次次次にににに、、、、諮諮諮諮第第第第１１１１号号号号についてはについてはについてはについては、、、、先先先先ほどほどほどほど委員委員委員委員からからからから本本本本件件件件異異異異議申議申議申議申しししし立立立立てについてはてについてはてについてはてについては知事知事知事知事のののの見見見見解解解解どどどどおりおりおりおり棄棄棄棄却却却却すべすべすべすべききききであるとのであるとのであるとのであるとの意意意意見見見見とととと、、、、異異異異議申議申議申議申しししし立立立立てはてはてはては適適適適当当当当であるとのであるとのであるとのであるとの意意意意見見見見、、、、２２２２つのつのつのつの意意意意見見見見があがあがあがありましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、これについてこれについてこれについてこれについて起立起立起立起立採採採採決決決決いたしますいたしますいたしますいたします。。。。当当当当委員会委員会委員会委員会のののの意意意意見見見見としてとしてとしてとして、、、、知事知事知事知事のののの見見見見解解解解どおりどおりどおりどおり、、、、本本本本件件件件異異異異議申議申議申議申しししし立立立立てについてはてについてはてについてはてについては、、、、これをこれをこれをこれを棄棄棄棄却却却却すべすべすべすべききききであるとすることにであるとすることにであるとすることにであるとすることに賛賛賛賛成成成成のののの方方方方のののの起立起立起立起立をををを求求求求めめめめますますますます。。。。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起立起立起立起立））））ごごご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。。。。起立多数起立多数起立多数起立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、、、、諮諮諮諮第第第第１１１１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委員会委員会委員会のののの意意意意見見見見はははは、、、、本本本本件件件件異異異異議申議申議申議申しししし立立立立てについてはてについてはてについてはてについては、、、、これをこれをこれをこれを棄棄棄棄却却却却すべすべすべすべききききであるということにいたしますであるということにいたしますであるということにいたしますであるということにいたします。。。。次次次次にににに、、、、残余残余残余残余のののの議案議案議案議案、、、、議第議第議第議第５５５５２２２２号号号号、、、、議第議第議第議第５５５５３３３３号号号号、、、、議第議第議第議第５５５５５５５５号号号号、、、、議第議第議第議第５５５５６６６６号号号号、、、、議第議第議第議第５５５５９９９９号号号号、、、、議第議第議第議第６０６０６０６０号号号号、、、、議第議第議第議第６３６３６３６３号号号号についてはについてはについてはについては、、、、一一一一括括括括してしてしてして簡簡簡簡易採易採易採易採決決決決によりによりによりにより行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご異異異異議議議議ございまございまございまございませんせんせんせんかかかか。。。。（（（（ 異異異異議議議議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお諮諮諮諮りしますりしますりしますりします。。。。以上以上以上以上７７７７件件件件のののの議案議案議案議案についてはについてはについてはについては、、、、原原原原案案案案どおりどおりどおりどおり可決可決可決可決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議議議ございまございまございまございませんせんせんせんかかかか。。。。（（（（ 異異異異議議議議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「ごごごご異異異異議議議議がないものとがないものとがないものとがないものと認認認認めめめめますますますます。。。。よってよってよってよって、、、、ただいまのただいまのただいまのただいまの７７７７件件件件のののの議案議案議案議案についてはについてはについてはについては、、、、原原原原案案案案どおりどおりどおりどおり可決可決可決可決することにすることにすることにすることに決決決決しましたしましたしましたしました。。。。なおなおなおなお、、、、報報報報第第第第２３２３２３２３号号号号からからからから報報報報第第第第２２２２５５５５号号号号についてはについてはについてはについては、、、、報報報報告告告告案案案案件件件件でありでありでありであり、、、、理事者理事者理事者理事者よりよりよりより詳詳詳詳細細細細なななな報報報報告告告告をををを受受受受けたこととさけたこととさけたこととさけたこととさせせせせていただていただていただていただききききますのでますのでますのでますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。
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以上以上以上以上でででで、、、、議案議案議案議案のののの審査審査審査審査ははは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。。。。次次次次にににに、、、、委員長委員長委員長委員長報報報報告告告告についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、本会議本会議本会議本会議でででで反反反反対対対対討論討論討論討論されるされるされるされる場場場場合合合合はははは委員長委員長委員長委員長報報報報告告告告にににに反反反反対意対意対意対意見見見見をををを記記記記載載載載しないことになっておりますがしないことになっておりますがしないことになっておりますがしないことになっておりますが、、、、日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党はははは反反反反対対対対討論討論討論討論されますかされますかされますかされますか。。。。（（（（ 反反反反対対対対討論討論討論討論しますしますしますします」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「ではではではでは、、、、日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党のののの反反反反対意対意対意対意見見見見をををを委員長委員長委員長委員長報報報報告告告告にににに記記記記載載載載しましましましませんせんせんせんのでのでのでので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。次次次次にににに、、、、委員長委員長委員長委員長報報報報告告告告についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長にごにごにごにご一一一一任願任願任願任願ええええますかますかますかますか。。。。（（（（ 異異異異議議議議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長一一一一任任任任とさとさとさとさせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。なおなおなおなお、、、、委員長委員長委員長委員長報報報報告告告告についてはについてはについてはについては、、、、１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日のののの議会議会議会議会運営運営運営運営委員会委員会委員会委員会及及及及びびびび本会議本会議本会議本会議でででで私私私私からからからから報報報報告告告告ささささせせせせていただていただていただていただききききますのでますのでますのでますので、、、、ごごごご了了了了承承承承のほどよろしくおのほどよろしくおのほどよろしくおのほどよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。去去去去るるるる９９９９月月月月２４２４２４２４日日日日にににに設置設置設置設置されましたされましたされましたされました予予予予算算算算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会はははは、、、、委員委員委員委員各位各位各位各位のごのごのごのご支援支援支援支援、、、、ごごごご協協協協力力力力にににによりましてよりましてよりまして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議案議案議案をををを議議議議了了了了しししし、、、、終終終終了了了了することがですることがですることがですることができきききましたましたましたました。。。。ここにここにここにここに心心心心からからからから厚厚厚厚くくくく御御御御礼礼礼礼申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、閉閉閉閉会会会会のごあいさつとさのごあいさつとさのごあいさつとさのごあいさつとさせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、これでこれでこれでこれで予予予予算算算算審査審査審査審査特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。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。。。。


