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上田 まちづくり推進局長上田 まちづくり推進局長上田 まちづくり推進局長上田 まちづくり推進局長
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○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 山村委員、少し遅れるということでございますので、休憩前に引き続き会山村委員、少し遅れるということでございますので、休憩前に引き続き会山村委員、少し遅れるということでございますので、休憩前に引き続き会山村委員、少し遅れるということでございますので、休憩前に引き続き会

議を開きます。議を開きます。議を開きます。議を開きます。

日程に従いまして、土木部、まちづくり推進局、水道局の決算について審査を行います。日程に従いまして、土木部、まちづくり推進局、水道局の決算について審査を行います。日程に従いまして、土木部、まちづくり推進局、水道局の決算について審査を行います。日程に従いまして、土木部、まちづくり推進局、水道局の決算について審査を行います。

それでは、土木部長、まちづくり推進局長、水道局長の順に、簡潔に御説明願います。それでは、土木部長、まちづくり推進局長、水道局長の順に、簡潔に御説明願います。それでは、土木部長、まちづくり推進局長、水道局長の順に、簡潔に御説明願います。それでは、土木部長、まちづくり推進局長、水道局長の順に、簡潔に御説明願います。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 ではまず、一般会計の歳出の決算事項の説明について、土木費と災害復ではまず、一般会計の歳出の決算事項の説明について、土木費と災害復ではまず、一般会計の歳出の決算事項の説明について、土木費と災害復ではまず、一般会計の歳出の決算事項の説明について、土木費と災害復

旧費について説明をさせていただきます旧費について説明をさせていただきます旧費について説明をさせていただきます旧費について説明をさせていただきます。。。。「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の

７ページをお願いいたします。１０、土木費でございます。これにつきましては、予算現７ページをお願いいたします。１０、土木費でございます。これにつきましては、予算現７ページをお願いいたします。１０、土木費でございます。これにつきましては、予算現７ページをお願いいたします。１０、土木費でございます。これにつきましては、予算現

額そして支出済額及び翌年度への繰越額でございます。１３８億２，１９３万円でござい額そして支出済額及び翌年度への繰越額でございます。１３８億２，１９３万円でござい額そして支出済額及び翌年度への繰越額でございます。１３８億２，１９３万円でござい額そして支出済額及び翌年度への繰越額でございます。１３８億２，１９３万円でござい

ますが、これの主な理由といたしましては３点ございます。１つ目としては、地元調整のますが、これの主な理由といたしましては３点ございます。１つ目としては、地元調整のますが、これの主な理由といたしましては３点ございます。１つ目としては、地元調整のますが、これの主な理由といたしましては３点ございます。１つ目としては、地元調整の

難航や関係機関との調整などに不測の日数を要したこと。２つ目といたしましては、用地難航や関係機関との調整などに不測の日数を要したこと。２つ目といたしましては、用地難航や関係機関との調整などに不測の日数を要したこと。２つ目といたしましては、用地難航や関係機関との調整などに不測の日数を要したこと。２つ目といたしましては、用地

補償交渉の難航で不測の日数を要したこと。３点目で、自然条件や現場条件の変化などに補償交渉の難航で不測の日数を要したこと。３点目で、自然条件や現場条件の変化などに補償交渉の難航で不測の日数を要したこと。３点目で、自然条件や現場条件の変化などに補償交渉の難航で不測の日数を要したこと。３点目で、自然条件や現場条件の変化などに

伴う工法検討に不測の日数を要したことなどによる事業の進捗のおくれが主な原因でござ伴う工法検討に不測の日数を要したことなどによる事業の進捗のおくれが主な原因でござ伴う工法検討に不測の日数を要したことなどによる事業の進捗のおくれが主な原因でござ伴う工法検討に不測の日数を要したことなどによる事業の進捗のおくれが主な原因でござ

いまして、やむを得ず繰り越したものでございます。いまして、やむを得ず繰り越したものでございます。いまして、やむを得ず繰り越したものでございます。いまして、やむを得ず繰り越したものでございます。

また、土木費の不用額でございます。４２億２，９４５万８，０００円余でございますまた、土木費の不用額でございます。４２億２，９４５万８，０００円余でございますまた、土木費の不用額でございます。４２億２，９４５万８，０００円余でございますまた、土木費の不用額でございます。４２億２，９４５万８，０００円余でございます

が、これの主な理由につきましては、それぞれの項目ごとに申し上げますと、項２の道路が、これの主な理由につきましては、それぞれの項目ごとに申し上げますと、項２の道路が、これの主な理由につきましては、それぞれの項目ごとに申し上げますと、項２の道路が、これの主な理由につきましては、それぞれの項目ごとに申し上げますと、項２の道路

交通環境費につきましては、補交通環境費につきましては、補交通環境費につきましては、補交通環境費につきましては、補助助助助交通交通交通交通安全施設安全施設安全施設安全施設整整整整備備備備事業などに係る国事業などに係る国事業などに係る国事業などに係る国庫庫庫庫認認認認証証証証がががが減っ減っ減っ減った、そた、そた、そた、そ

のののの他経他経他経他経費の費の費の費の削減削減削減削減によるものでございます。額にしまして５億１，５６７万円余でございまによるものでございます。額にしまして５億１，５６７万円余でございまによるものでございます。額にしまして５億１，５６７万円余でございまによるものでございます。額にしまして５億１，５６７万円余でございま

す。す。す。す。

項３道路項３道路項３道路項３道路橋梁橋梁橋梁橋梁費につきましては、補費につきましては、補費につきましては、補費につきましては、補助助助助道路整道路整道路整道路整備備備備事業などに係る国事業などに係る国事業などに係る国事業などに係る国庫庫庫庫認認認認証証証証のののの減減減減、、、、受託受託受託受託事業事業事業事業

のののの減減減減などのなどのなどのなどの執執執執行によるものでございます。額といたしまして２２億５，１８２万円余でご行によるものでございます。額といたしまして２２億５，１８２万円余でご行によるものでございます。額といたしまして２２億５，１８２万円余でご行によるものでございます。額といたしまして２２億５，１８２万円余でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

第４項第４項第４項第４項河河河河川費につきましては、補川費につきましては、補川費につきましては、補川費につきましては、補助砂防助砂防助砂防助砂防事業などに係る国事業などに係る国事業などに係る国事業などに係る国庫庫庫庫認認認認証減証減証減証減、、、、維持維持維持維持管理費管理費管理費管理費経経経経費、費、費、費、

そのそのそのその他経他経他経他経費の費の費の費の削減削減削減削減によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

第５項まちづくり推進費につきましては、第５項まちづくり推進費につきましては、第５項まちづくり推進費につきましては、第５項まちづくり推進費につきましては、人人人人件費、その件費、その件費、その件費、その他経他経他経他経費の費の費の費の削減削減削減削減によるものでござによるものでござによるものでござによるものでござ

います。います。います。います。

第７項第７項第７項第７項住宅住宅住宅住宅費につきましては、県費につきましては、県費につきましては、県費につきましては、県営住宅建営住宅建営住宅建営住宅建てててて替え替え替え替え事業の事業の事業の事業の執執執執行行行行残残残残などによるものでございなどによるものでございなどによるものでございなどによるものでござい

ます。ます。ます。ます。

８ページ、１３、災害復旧費でございますが、ここのうち第２項土木８ページ、１３、災害復旧費でございますが、ここのうち第２項土木８ページ、１３、災害復旧費でございますが、ここのうち第２項土木８ページ、１３、災害復旧費でございますが、ここのうち第２項土木施設施設施設施設災害復旧費で災害復旧費で災害復旧費で災害復旧費で

ああああります。これにつきましては、翌年度への繰越額は４，８０５万２，０００円でございります。これにつきましては、翌年度への繰越額は４，８０５万２，０００円でございります。これにつきましては、翌年度への繰越額は４，８０５万２，０００円でございります。これにつきましては、翌年度への繰越額は４，８０５万２，０００円でござい

ますが、それの主な理由といたしましては、地元調整の難航ますが、それの主な理由といたしましては、地元調整の難航ますが、それの主な理由といたしましては、地元調整の難航ますが、それの主な理由といたしましては、地元調整の難航等等等等により不測の日数を要したにより不測の日数を要したにより不測の日数を要したにより不測の日数を要した
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ことによるものなどでございます。ことによるものなどでございます。ことによるものなどでございます。ことによるものなどでございます。

また、不用額１０億１，９５４万５，０００円余につきましては、これはまた、不用額１０億１，９５４万５，０００円余につきましては、これはまた、不用額１０億１，９５４万５，０００円余につきましては、これはまた、不用額１０億１，９５４万５，０００円余につきましては、これは昨昨昨昨年のでござ年のでござ年のでござ年のでござ

いますので、いますので、いますので、いますので、当初当初当初当初のののの想想想想定より災害が少なか定より災害が少なか定より災害が少なか定より災害が少なかっっっったことによるものでございます。たことによるものでございます。たことによるものでございます。たことによるものでございます。

以以以以上で土木部上で土木部上で土木部上で土木部所所所所管に関します平成２２年度の歳入歳出決算の報告を管に関します平成２２年度の歳入歳出決算の報告を管に関します平成２２年度の歳入歳出決算の報告を管に関します平成２２年度の歳入歳出決算の報告を終わら終わら終わら終わらせていただきせていただきせていただきせていただき

ます。ます。ます。ます。

引き続いて、平成２２年度の主要引き続いて、平成２２年度の主要引き続いて、平成２２年度の主要引き続いて、平成２２年度の主要施策施策施策施策の成の成の成の成果果果果についてご説明をいたしますについてご説明をいたしますについてご説明をいたしますについてご説明をいたします。。。。「平成２２「平成２２「平成２２「平成２２

年度主要年度主要年度主要年度主要施策施策施策施策の成の成の成の成果果果果に関する報告書」にに関する報告書」にに関する報告書」にに関する報告書」に基基基基づきまして説明をさせていただきます。づきまして説明をさせていただきます。づきまして説明をさせていただきます。づきまして説明をさせていただきます。

まず４２ページ、まず４２ページ、まず４２ページ、まず４２ページ、健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉費でございますが、土木部費でございますが、土木部費でございますが、土木部費でございますが、土木部所所所所管に管に管に管に移移移移管されましたので、まず管されましたので、まず管されましたので、まず管されましたので、まず

はそのはそのはそのはその健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉費のうち、２の費のうち、２の費のうち、２の費のうち、２の福祉福祉福祉福祉のまちづくりのたのまちづくりのたのまちづくりのたのまちづくりのためめめめのののの基盤基盤基盤基盤整整整整備備備備についてご説明をさせについてご説明をさせについてご説明をさせについてご説明をさせ

ていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。人人人人にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅整整整整備備備備事業は、事業は、事業は、事業は、ＪＲ西ＪＲ西ＪＲ西ＪＲ西日本、日本、日本、日本、ああああるいはるいはるいはるいは近鉄近鉄近鉄近鉄のののの鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅のののの

福祉的福祉的福祉的福祉的整整整整備備備備に関してに関してに関してに関して助助助助成を行成を行成を行成を行っっっっ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。エレベエレベエレベエレベーーーータタタターのーのーのーの設置設置設置設置などでございまなどでございまなどでございまなどでございま

す。す。す。す。

次次次次に、１５４ページ、土木事務に、１５４ページ、土木事務に、１５４ページ、土木事務に、１５４ページ、土木事務所所所所費か費か費か費かららららでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、施策施策施策施策の成の成の成の成果果果果として、として、として、として、効率的効率的効率的効率的なななな

公共公共公共公共事業事業事業事業執執執執行行行行体制体制体制体制の整の整の整の整備等備等備等備等でございます。でございます。でございます。でございます。

１つ目が、１つ目が、１つ目が、１つ目が、五條五條五條五條土木事務土木事務土木事務土木事務所所所所の工務第の工務第の工務第の工務第二課二課二課二課のののの移転移転移転移転で、国道１６８号で、国道１６８号で、国道１６８号で、国道１６８号改改改改良工事、これは川良工事、これは川良工事、これは川良工事、これは川津津津津

道路でございますが、それに伴う道路でございますが、それに伴う道路でございますが、それに伴う道路でございますが、それに伴う庁舎移転庁舎移転庁舎移転庁舎移転に係るに係るに係るに係る設設設設計調査委計調査委計調査委計調査委託託託託及び及び及び及び移転移転移転移転用地への進入路の用地への進入路の用地への進入路の用地への進入路の

整整整整備備備備を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

２、２、２、２、公共公共公共公共事業にお事業にお事業にお事業におけけけけるるるる電電電電子化の推進では、子化の推進では、子化の推進では、子化の推進では、談合防止対策談合防止対策談合防止対策談合防止対策としての入としての入としての入としての入札電札電札電札電子化事業で子化事業で子化事業で子化事業であああありりりり

ます。これはます。これはます。これはます。これは電電電電子入子入子入子入札システム利札システム利札システム利札システム利用の用の用の用の対象範囲対象範囲対象範囲対象範囲を順を順を順を順次拡次拡次拡次拡大し、平成２２年度においては、大し、平成２２年度においては、大し、平成２２年度においては、大し、平成２２年度においては、

土木一土木一土木一土木一式式式式、、、、建築建築建築建築一一一一式式式式、、、、舗装舗装舗装舗装などの工事及びなどの工事及びなどの工事及びなどの工事及び建設コンサルタント建設コンサルタント建設コンサルタント建設コンサルタント、測、測、測、測量量量量業務などの業務委業務などの業務委業務などの業務委業務などの業務委託託託託

の入の入の入の入札札札札を１，８３０件を１，８３０件を１，８３０件を１，８３０件実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

３、行３、行３、行３、行政情政情政情政情報の報の報の報の共有共有共有共有化の推進では、地理化の推進では、地理化の推進では、地理化の推進では、地理情情情情報報報報共有共有共有共有化推進事業といたしまして、地理化推進事業といたしまして、地理化推進事業といたしまして、地理化推進事業といたしまして、地理情情情情報報報報

のののの共有共有共有共有、、、、蓄積蓄積蓄積蓄積、、、、活活活活用を用を用を用を図図図図るたるたるたるためめめめのののの基盤基盤基盤基盤となる地理となる地理となる地理となる地理情情情情報報報報デデデデーーーータタタタのののの蓄積蓄積蓄積蓄積やややや利利利利用環境の整用環境の整用環境の整用環境の整備備備備を行を行を行を行

っっっっ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。

次次次次に、地に、地に、地に、地域域域域交通・交通・交通・交通・生活生活生活生活交通の充交通の充交通の充交通の充実実実実でございます。まず、でございます。まず、でございます。まず、でございます。まず、バス生活バス生活バス生活バス生活交通交通交通交通対策対策対策対策事業では、事業では、事業では、事業では、ババババ

スススス事業者が事業者が事業者が事業者が運運運運行する広行する広行する広行する広域的域的域的域的、、、、基幹的バス基幹的バス基幹的バス基幹的バス路路路路線線線線について国とについて国とについて国とについて国と協協協協調して補調して補調して補調して補助助助助を行うものでを行うものでを行うものでを行うものであああありりりり

まして、１５５ページにかまして、１５５ページにかまして、１５５ページにかまして、１５５ページにかけけけけての２２ての２２ての２２ての２２系統系統系統系統と、県とと、県とと、県とと、県と市町市町市町市町村で補村で補村で補村で補助助助助を行を行を行を行っっっっている３ている３ている３ている３系統系統系統系統、、、、合合合合

わわわわせて２５せて２５せて２５せて２５系統系統系統系統のののの運運運運行費や行費や行費や行費やノンステップバスノンステップバスノンステップバスノンステップバスのののの購購購購入費入費入費入費等等等等にににに対対対対しての補しての補しての補しての補助助助助を行い、を行い、を行い、を行い、バスネッバスネッバスネッバスネッ

トワトワトワトワーーーーククククのののの確保確保確保確保とそのとそのとそのとその利利利利用用用用促促促促進に進に進に進に努め努め努め努め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。

１５５ページ、１５５ページ、１５５ページ、１５５ページ、連携協連携協連携協連携協定に定に定に定に基基基基づくづくづくづくバスバスバスバス交通支交通支交通支交通支援援援援事業では、県と奈良交通事業では、県と奈良交通事業では、県と奈良交通事業では、県と奈良交通株式株式株式株式会会会会社社社社がががが連携連携連携連携
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協協協協定に定に定に定に基基基基づき、国づき、国づき、国づき、国庫庫庫庫補補補補助助助助のののの運運運運行費行費行費行費採択採択採択採択要件を要件を要件を要件を満満満満たすたたすたたすたたすためめめめの補の補の補の補助助助助ややややノンステップバス購ノンステップバス購ノンステップバス購ノンステップバス購入費入費入費入費

などになどになどになどに対対対対しての補しての補しての補しての補助助助助を行い、を行い、を行い、を行い、バスバスバスバスののののネットワネットワネットワネットワーーーーククククのののの確保確保確保確保とそのとそのとそのとその利利利利用用用用促促促促進に進に進に進に努め努め努め努めました。ました。ました。ました。

次次次次に、１５６ページ、に、１５６ページ、に、１５６ページ、に、１５６ページ、過疎過疎過疎過疎地地地地域域域域のののの移動手段確保移動手段確保移動手段確保移動手段確保事業では、事業では、事業では、事業では、過疎過疎過疎過疎地地地地域域域域におにおにおにおけけけける地る地る地る地域域域域交通を交通を交通を交通を

検討する検討する検討する検討する協協協協議会に議会に議会に議会に対対対対して補して補して補して補助助助助を行い、通を行い、通を行い、通を行い、通院院院院用広用広用広用広域バス域バス域バス域バスのののの実証運実証運実証運実証運行など、行など、行など、行など、過疎過疎過疎過疎地地地地域域域域におにおにおにおけけけけるるるる

移動手段移動手段移動手段移動手段のののの確保確保確保確保にににに努め努め努め努めました。ました。ました。ました。

リニアリニアリニアリニア中中中中央央央央新新新新幹線建設促幹線建設促幹線建設促幹線建設促進事業では、進事業では、進事業では、進事業では、リニアリニアリニアリニア新新新新幹線幹線幹線幹線のののの東京－東京－東京－東京－大大大大阪間阪間阪間阪間のののの早期早期早期早期のののの全線同時全線同時全線同時全線同時開開開開

業と奈良業と奈良業と奈良業と奈良市付近市付近市付近市付近への新たなへの新たなへの新たなへの新たな駅駅駅駅のののの設置設置設置設置にににに向け向け向け向けた国やた国やた国やた国や鉄鉄鉄鉄道事業者などへの要道事業者などへの要道事業者などへの要道事業者などへの要望活動望活動望活動望活動や、や、や、や、リニアリニアリニアリニア

中中中中央央央央新新新新幹線展幹線展幹線展幹線展の開の開の開の開催催催催などによる広報などによる広報などによる広報などによる広報啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動を行を行を行を行っっっっ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。

次次次次に、に、に、に、観観観観光交通光交通光交通光交通対策対策対策対策の推進でございます。の推進でございます。の推進でございます。の推進でございます。

１つ目、交通調査事業です。奈良中１つ目、交通調査事業です。奈良中１つ目、交通調査事業です。奈良中１つ目、交通調査事業です。奈良中心市街心市街心市街心市街地の交通地の交通地の交通地の交通対策対策対策対策事業では、奈良事業では、奈良事業では、奈良事業では、奈良公園公園公園公園のののの魅力向魅力向魅力向魅力向上上上上

にににに向け向け向け向け、一、一、一、一方方方方通行化や通行化や通行化や通行化や渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策をををを初め初め初め初めとする交通とする交通とする交通とする交通対策対策対策対策を検討するとともに、奈良中を検討するとともに、奈良中を検討するとともに、奈良中を検討するとともに、奈良中心市街心市街心市街心市街

地での地での地での地での公共公共公共公共交通による交通による交通による交通による周遊周遊周遊周遊環境の環境の環境の環境の向向向向上に上に上に上に向け向け向け向け、平、平、平、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭でのでのでのでの周遊観周遊観周遊観周遊観光光光光動向動向動向動向のののの

調査や調査や調査や調査や周遊バス周遊バス周遊バス周遊バスのののの運運運運行を検討したとこ行を検討したとこ行を検討したとこ行を検討したところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

２、交通２、交通２、交通２、交通基基基基本本本本戦略策戦略策戦略策戦略策定事業では、定事業では、定事業では、定事業では、公共公共公共公共交通の交通の交通の交通の確保確保確保確保やややや公共公共公共公共交通機関の交通機関の交通機関の交通機関の利利利利用用用用促促促促進などの進などの進などの進などの移動移動移動移動

環境の環境の環境の環境の改善改善改善改善にににに向け向け向け向けてててて有識有識有識有識者による検討委員会や者による検討委員会や者による検討委員会や者による検討委員会や市町市町市町市町村などの村などの村などの村などの意見意見意見意見交交交交換換換換会を会を会を会を実施実施実施実施して、して、して、して、施策施策施策施策

のののの方向性方向性方向性方向性やややや具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みなどについて整理し、奈良県交通などについて整理し、奈良県交通などについて整理し、奈良県交通などについて整理し、奈良県交通基基基基本本本本戦略戦略戦略戦略としてまととしてまととしてまととしてまとめめめめたもたもたもたも

のでございます。これにつきましては、平成２３年２月県議会で議決いただき、今のでございます。これにつきましては、平成２３年２月県議会で議決いただき、今のでございます。これにつきましては、平成２３年２月県議会で議決いただき、今のでございます。これにつきましては、平成２３年２月県議会で議決いただき、今後後後後の県の県の県の県

におにおにおにおけけけける交通る交通る交通る交通政策政策政策政策のののの方針方針方針方針とさせていただいておるとことさせていただいておるとことさせていただいておるとことさせていただいておるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、１５７ページ、に、１５７ページ、に、１５７ページ、に、１５７ページ、駅駅駅駅を中を中を中を中心心心心としたまちづくり検討事業では、法定としたまちづくり検討事業では、法定としたまちづくり検討事業では、法定としたまちづくり検討事業では、法定協協協協議会により議会により議会により議会により設設設設定定定定

されたされたされたされた駅周辺活性駅周辺活性駅周辺活性駅周辺活性化計化計化計化計画画画画にににに基基基基づくづくづくづく取取取取りりりり組み組み組み組みを支を支を支を支援援援援しております。田原本しております。田原本しております。田原本しております。田原本町町町町、御、御、御、御所市所市所市所市のののの駅周駅周駅周駅周

辺辺辺辺のののの活性活性活性活性化化化化施策施策施策施策のののの取取取取りりりり組み組み組み組みにににに対対対対する補する補する補する補助助助助を行を行を行を行っっっっ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。

次次次次に、に、に、に、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心な交通な交通な交通な交通安全施設安全施設安全施設安全施設のののの提提提提供で交通供で交通供で交通供で交通安全施設安全施設安全施設安全施設整整整整備備備備事業では、奈良の今事業では、奈良の今事業では、奈良の今事業では、奈良の今後後後後５５５５カカカカ

年の道づくり年の道づくり年の道づくり年の道づくり重重重重点点点点戦略戦略戦略戦略にににに基基基基づき、づき、づき、づき、選択選択選択選択とととと集集集集中による事業中による事業中による事業中による事業展展展展開を行いました。開を行いました。開を行いました。開を行いました。具体例具体例具体例具体例を申しを申しを申しを申し

上げますと、平上げますと、平上げますと、平上げますと、平群町梨群町梨群町梨群町梨本の国道１６８号において本の国道１６８号において本の国道１６８号において本の国道１６８号において歩歩歩歩道道道道設置設置設置設置をををを実施実施実施実施し、し、し、し、安心安心安心安心なななな歩歩歩歩行行行行空間空間空間空間のののの確確確確

保保保保を行を行を行を行っっっったほか、事たほか、事たほか、事たほか、事故故故故がががが多発多発多発多発しておりました国道１６５号、しておりました国道１６５号、しておりました国道１６５号、しておりました国道１６５号、橿橿橿橿原原原原市市市市出出出出合合合合交交交交差差差差点での点での点での点での歩歩歩歩道と道と道と道と

車車車車道の道の道の道の分離分離分離分離をををを図図図図るたるたるたるためめめめののののカラカラカラカラーーーー舗装舗装舗装舗装ややややポストコポストコポストコポストコーーーーンンンンによるによるによるによる対策対策対策対策など行いまして、交通事など行いまして、交通事など行いまして、交通事など行いまして、交通事故故故故

のののの削減削減削減削減にににに努め努め努め努めたものでございます。また、自たものでございます。また、自たものでございます。また、自たものでございます。また、自転車転車転車転車のののの利利利利用による用による用による用による周遊観周遊観周遊観周遊観光を光を光を光を促促促促進するた進するた進するた進するためめめめのののの

奈良県自奈良県自奈良県自奈良県自転車利転車利転車利転車利用用用用促促促促進計進計進計進計画画画画をををを策策策策定いたしました。定いたしました。定いたしました。定いたしました。

次次次次に、１５８ページ、道路整に、１５８ページ、道路整に、１５８ページ、道路整に、１５８ページ、道路整備備備備の推進との推進との推進との推進とああああります。道路管理事業は、そこに書いてるよります。道路管理事業は、そこに書いてるよります。道路管理事業は、そこに書いてるよります。道路管理事業は、そこに書いてるよ

うな管理の業務でございます。道路うな管理の業務でございます。道路うな管理の業務でございます。道路うな管理の業務でございます。道路維持修繕維持修繕維持修繕維持修繕事業で事業で事業で事業であああありますが、道路りますが、道路りますが、道路りますが、道路施設維持修繕施設維持修繕施設維持修繕施設維持修繕事業で事業で事業で事業で
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は、は、は、は、安全安全安全安全な道路として機な道路として機な道路として機な道路として機能能能能をををを確保確保確保確保するたするたするたするためめめめ、道路の、道路の、道路の、道路の陥没陥没陥没陥没やややや照照照照明明明明器具器具器具器具、、、、防護防護防護防護さく、これさく、これさく、これさく、これガガガガーーーー

ドレドレドレドレーーーールルルル、、、、ああああるいはるいはるいはるいは高欄等高欄等高欄等高欄等の補の補の補の補修緊急対応修緊急対応修緊急対応修緊急対応工事を工事を工事を工事を約約約約２，３００２，３００２，３００２，３００回実施回実施回実施回実施をして、をして、をして、をして、緊急緊急緊急緊急にこうにこうにこうにこう

したしたしたした維持修繕維持修繕維持修繕維持修繕を行を行を行を行っっっっ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。

道路道路道路道路施設施設施設施設環境整環境整環境整環境整備備備備事業では、路事業では、路事業では、路事業では、路肩肩肩肩などのなどのなどのなどの草刈草刈草刈草刈り、これ１０５路り、これ１０５路り、これ１０５路り、これ１０５路線線線線でででで実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

また、通行のまた、通行のまた、通行のまた、通行の安全安全安全安全、道路、道路、道路、道路施設施設施設施設のののの美美美美化なども化なども化なども化などもあわあわあわあわせてせてせてせて図図図図りました。りました。りました。りました。

みんみんみんみんなで・なで・なで・なで・守ロ守ロ守ロ守ローーーードドドド事業では、地元の自事業では、地元の自事業では、地元の自事業では、地元の自治体治体治体治体などが自主などが自主などが自主などが自主的的的的にににに実施実施実施実施するするするする草刈草刈草刈草刈り、り、り、り、ああああるいはるいはるいはるいは

清掃清掃清掃清掃などを支などを支などを支などを支援援援援することによすることによすることによすることによっっっって、て、て、て、魅力魅力魅力魅力ののののあああある地る地る地る地域域域域づくりを推進しているものでございまづくりを推進しているものでございまづくりを推進しているものでございまづくりを推進しているものでございま

す。平成２２年度にはす。平成２２年度にはす。平成２２年度にはす。平成２２年度には参加参加参加参加団団団団体体体体数は７５数は７５数は７５数は７５団団団団体体体体で、平成２１年度にで、平成２１年度にで、平成２１年度にで、平成２１年度に比べ比べ比べ比べて２３て２３て２３て２３団団団団体体体体ふふふふええええてごてごてごてご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱい推進事業では、い推進事業では、い推進事業では、い推進事業では、来来来来県者の県者の県者の県者の多多多多いいいい観観観観光地への道路、これは１９路光地への道路、これは１９路光地への道路、これは１９路光地への道路、これは１９路線対象線対象線対象線対象でございでございでございでござい

ましたが、ましたが、ましたが、ましたが、花花花花とととと緑緑緑緑でもてなすでもてなすでもてなすでもてなす空間空間空間空間のののの提提提提供をいたしました。供をいたしました。供をいたしました。供をいたしました。

次次次次に、１５９ページ、３、に、１５９ページ、３、に、１５９ページ、３、に、１５９ページ、３、橋梁維持橋梁維持橋梁維持橋梁維持補補補補修修修修事業では、事業では、事業では、事業では、橋梁橋梁橋梁橋梁のののの防護防護防護防護さくのさくのさくのさくの修繕修繕修繕修繕やややや塗塗塗塗装装装装塗塗塗塗りかりかりかりか

ええええ工事など小工事など小工事など小工事など小規模規模規模規模なななな修繕修繕修繕修繕工事を行工事を行工事を行工事を行っっっったものでございまして、県道たものでございまして、県道たものでございまして、県道たものでございまして、県道五條五條五條五條吉野吉野吉野吉野線線線線、、、、柴柴柴柴橋橋橋橋ほか１ほか１ほか１ほか１

橋橋橋橋においてにおいてにおいてにおいて実施実施実施実施したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

次次次次に、４、道路に、４、道路に、４、道路に、４、道路橋梁保全橋梁保全橋梁保全橋梁保全整整整整備備備備事業でございます。１つ目の道路災害事業でございます。１つ目の道路災害事業でございます。１つ目の道路災害事業でございます。１つ目の道路災害防防防防除除除除事業では、特に事業では、特に事業では、特に事業では、特に

崩落崩落崩落崩落のののの発生発生発生発生箇箇箇箇所所所所や予や予や予や予兆兆兆兆ががががああああるるるる箇箇箇箇所所所所の法の法の法の法面面面面対策対策対策対策工事を工事を工事を工事を優先優先優先優先的的的的に行に行に行に行っっっったものでございます。５たものでございます。５たものでございます。５たものでございます。５

６６６６カ所実施カ所実施カ所実施カ所実施し、し、し、し、例え例え例え例えばばばば国道１６８号の国道１６８号の国道１６８号の国道１６８号の五條市西五條市西五條市西五條市西吉野吉野吉野吉野町西町西町西町西野野野野地地地地区区区区、、、、ああああるいは県道のるいは県道のるいは県道のるいは県道の赤赤赤赤目目目目掛掛掛掛線線線線

ほかの工事を行ほかの工事を行ほかの工事を行ほかの工事を行っっっったものでございまして、道路たものでございまして、道路たものでございまして、道路たものでございまして、道路利利利利用者への用者への用者への用者への安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全な通行環境をな通行環境をな通行環境をな通行環境を確保確保確保確保しししし

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。

橋梁橋梁橋梁橋梁補補補補修修修修事業は、事業は、事業は、事業は、緊急緊急緊急緊急輸送輸送輸送輸送道路上にかかる道路上にかかる道路上にかかる道路上にかかる橋梁橋梁橋梁橋梁のののの耐震耐震耐震耐震補補補補強強強強をををを重重重重点点点点的的的的にににに実施実施実施実施したもので、したもので、したもので、したもので、

老朽老朽老朽老朽によるによるによるによる腐食腐食腐食腐食がががが著著著著しいしいしいしい橋梁橋梁橋梁橋梁は補は補は補は補修修修修をををを重重重重点点点点的的的的に、これはに、これはに、これはに、これは合合合合計１９計１９計１９計１９橋実施橋実施橋実施橋実施し、し、し、し、例え例え例え例えばばばば国道１国道１国道１国道１

６９号、これは奈良６９号、これは奈良６９号、これは奈良６９号、これは奈良市市市市のののの針針針針でございますが、名でございますが、名でございますが、名でございますが、名阪阪阪阪架架架架道道道道橋橋橋橋ほか１４の工事をほか１４の工事をほか１４の工事をほか１４の工事を完了完了完了完了したとこしたとこしたとこしたところろろろ

でございます。でございます。でございます。でございます。

橋梁橋梁橋梁橋梁長長長長寿命寿命寿命寿命化化化化修繕修繕修繕修繕計計計計画策画策画策画策定事業では、道路定事業では、道路定事業では、道路定事業では、道路橋橋橋橋のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心な通行のな通行のな通行のな通行の確保確保確保確保やややや維持維持維持維持管理管理管理管理コスコスコスコス

トトトトのののの削減削減削減削減をををを図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、橋橋橋橋長が１５長が１５長が１５長が１５メメメメーーーートルトルトルトル未未未未満満満満のののの橋梁橋梁橋梁橋梁、、、、全全全全部で１，３００部で１，３００部で１，３００部で１，３００橋橋橋橋ございますが、ございますが、ございますが、ございますが、

１，３００１，３００１，３００１，３００橋橋橋橋をををを対象対象対象対象に奈良県に奈良県に奈良県に奈良県橋梁橋梁橋梁橋梁長長長長寿命寿命寿命寿命化化化化修繕修繕修繕修繕計計計計画策画策画策画策定に定に定に定に取取取取りりりり組組組組まさせていただきました。まさせていただきました。まさせていただきました。まさせていただきました。

１６０ページ、１６０ページ、１６０ページ、１６０ページ、公共公共公共公共土木事務土木事務土木事務土木事務市町市町市町市町村支村支村支村支援援援援事業は、事業は、事業は、事業は、市町市町市町市町村が管理する村が管理する村が管理する村が管理する橋梁橋梁橋梁橋梁につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、

維持維持維持維持管理管理管理管理コストコストコストコストのののの縮縮縮縮減減減減をををを図図図図るたるたるたるためめめめ、これまでの事、これまでの事、これまでの事、これまでの事後保全後保全後保全後保全型型型型維持維持維持維持管理か管理か管理か管理からららら予予予予防保全防保全防保全防保全型型型型維持維持維持維持管管管管

理への理への理への理への転換転換転換転換を支を支を支を支援援援援したものでございまして、８したものでございまして、８したものでございまして、８したものでございまして、８市町市町市町市町村に村に村に村に対対対対する支する支する支する支援援援援をしたものでございまをしたものでございまをしたものでございまをしたものでございま

す。す。す。す。
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次次次次に、６、道路に、６、道路に、６、道路に、６、道路改改改改良事業でございます。道路良事業でございます。道路良事業でございます。道路良事業でございます。道路改改改改良事業につきましては、道づくり良事業につきましては、道づくり良事業につきましては、道づくり良事業につきましては、道づくり重重重重点点点点戦戦戦戦

略略略略にににに基基基基づき、づき、づき、づき、選択選択選択選択とととと集集集集中により、中により、中により、中により、真真真真にににに必必必必要な道路の要な道路の要な道路の要な道路の重重重重点点点点的的的的な整な整な整な整備備備備を行を行を行を行っっっっております。平成ております。平成ております。平成ております。平成

２２年度においては供用目２２年度においては供用目２２年度においては供用目２２年度においては供用目標宣言標宣言標宣言標宣言路路路路線線線線、これは、、これは、、これは、、これは、京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動車動車動車動車道の道の道の道のアクアクアクアクセセセセスススス道路で道路で道路で道路であああありまりまりまりま

すとか、すとか、すとか、すとか、ああああるいはるいはるいはるいは重重重重点整点整点整点整備備備備宣言箇宣言箇宣言箇宣言箇所所所所、これは、、これは、、これは、、これは、重重重重要な要な要な要な幹線幹線幹線幹線道路道路道路道路ネットワネットワネットワネットワーーーーククククの整の整の整の整備備備備へへへへ重重重重点点点点

化を化を化を化を図っ図っ図っ図っております。ております。ております。ております。代表代表代表代表事事事事例例例例について説明いたしますと、国道１６８号上について説明いたしますと、国道１６８号上について説明いたしますと、国道１６８号上について説明いたしますと、国道１６８号上庄庄庄庄ババババイパイパイパイパススススにににに

つきましては、平成２２年８月１０日に一部供用を行いましたし、また国道３０８号大つきましては、平成２２年８月１０日に一部供用を行いましたし、また国道３０８号大つきましては、平成２２年８月１０日に一部供用を行いましたし、また国道３０８号大つきましては、平成２２年８月１０日に一部供用を行いましたし、また国道３０８号大宮宮宮宮

道路におきましては、平成２２年９月３０日に８道路におきましては、平成２２年９月３０日に８道路におきましては、平成２２年９月３０日に８道路におきましては、平成２２年９月３０日に８車線車線車線車線での供用を行での供用を行での供用を行での供用を行っっっっ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。

この大この大この大この大宮宮宮宮道路の供用により、道路の供用により、道路の供用により、道路の供用により、高高高高架架架架部と平部と平部と平部と平面面面面部の交通の部の交通の部の交通の部の交通の分分分分散散散散化、化、化、化、三三三三条通りへの交通の条通りへの交通の条通りへの交通の条通りへの交通の分分分分散散散散化化化化

がががが確確確確認されております。また、中山認されております。また、中山認されております。また、中山認されております。また、中山間間間間地地地地域域域域への道路整への道路整への道路整への道路整備備備備のののの代表代表代表代表例例例例として、主要地として、主要地として、主要地として、主要地方方方方道の道の道の道の吉吉吉吉

野野野野室室室室生生生生寺寺寺寺針線針線針線針線でございますが、中山でございますが、中山でございますが、中山でございますが、中山間間間間地地地地域域域域のののの生活生活生活生活道路にお道路にお道路にお道路におけけけける１る１る１る１．．．．５５５５車線的車線的車線的車線的道路整道路整道路整道路整備備備備やややや狭狭狭狭

隘区隘区隘区隘区間間間間のののの解消解消解消解消など、地など、地など、地など、地域域域域のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保やややや活性活性活性活性化に化に化に化に寄与寄与寄与寄与する道路として整する道路として整する道路として整する道路として整備備備備を進を進を進を進めめめめておりておりておりており

ます。そのうち、ます。そのうち、ます。そのうち、ます。そのうち、角角角角川工川工川工川工区区区区につきましては、平成２３年４月１１日ににつきましては、平成２３年４月１１日ににつきましては、平成２３年４月１１日ににつきましては、平成２３年４月１１日に完完完完成供用を行成供用を行成供用を行成供用を行っっっったもたもたもたも

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。

次次次次に、１６１ページ、７、道路整に、１６１ページ、７、道路整に、１６１ページ、７、道路整に、１６１ページ、７、道路整備備備備計計計計画画画画のののの策策策策定定定定等等等等でございます。１つ目奈良県でございます。１つ目奈良県でございます。１つ目奈良県でございます。１つ目奈良県渋滞渋滞渋滞渋滞解消解消解消解消

計計計計画策画策画策画策定事業では、奈良県定事業では、奈良県定事業では、奈良県定事業では、奈良県みんみんみんみんなでつくるなでつくるなでつくるなでつくる渋滞渋滞渋滞渋滞解消解消解消解消プランプランプランプランでででで選選選選定した定した定した定した渋滞渋滞渋滞渋滞がががが著著著著しいしいしいしい箇箇箇箇所所所所、、、、

全体全体全体全体では５７では５７では５７では５７カ所カ所カ所カ所ございます。５７ございます。５７ございます。５７ございます。５７カ所カ所カ所カ所のうち、のうち、のうち、のうち、速速速速効対策効対策効対策効対策として１８として１８として１８として１８カ所カ所カ所カ所ののののソフソフソフソフト対策ト対策ト対策ト対策をををを

行行行行っっっったものです。たものです。たものです。たものです。例え例え例え例えばばばば、平、平、平、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭ののののフェフェフェフェア期間ア期間ア期間ア期間中での奈良中中での奈良中中での奈良中中での奈良中心市街心市街心市街心市街地への地への地への地への

流流流流入入入入抑抑抑抑制対策制対策制対策制対策やややや緑緑緑緑化化化化フェフェフェフェア期間ア期間ア期間ア期間でのでのでのでの馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園周辺公園周辺公園周辺公園周辺のののの流流流流入入入入抑抑抑抑制策制策制策制策をををを立案立案立案立案したとこしたとこしたとこしたところろろろでごでごでごでご

ざいます。さざいます。さざいます。さざいます。さららららにににに抜抜抜抜本本本本対策対策対策対策としては、大としては、大としては、大としては、大宮宮宮宮道路や中道路や中道路や中道路や中和和和和幹線幹線幹線幹線などについてはなどについてはなどについてはなどについては警察警察警察警察等等等等、関係機、関係機、関係機、関係機

関と関と関と関と連携連携連携連携したしたしたした連連連連絡絡絡絡調整会議を調整会議を調整会議を調整会議を活活活活用し、供用に伴う用し、供用に伴う用し、供用に伴う用し、供用に伴う効果効果効果効果検検検検証証証証をををを実施実施実施実施したとこしたとこしたとこしたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、に、に、に、ドラドラドラドライイイイババババーーーー向け向け向け向けの中の中の中の中南和南和南和南和・・・・東東東東部地部地部地部地域域域域のののの観観観観光光光光情情情情報報報報発発発発信信信信事業では、平事業では、平事業では、平事業では、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００１３００１３００１３００

年年年年祭祭祭祭の開の開の開の開催催催催にににに合わ合わ合わ合わせた村せた村せた村せた村周辺周辺周辺周辺ををををモモモモデルデルデルデルケケケケーーーーススススにににに情情情情報報報報発発発発信信信信の検の検の検の検証証証証を行うとともに、を行うとともに、を行うとともに、を行うとともに、ＮＥＸＣＮＥＸＣＮＥＸＣＮＥＸＣ

ＯＯＯＯ西西西西日本との日本との日本との日本との連携連携連携連携によによによによっっっって、さまざまなて、さまざまなて、さまざまなて、さまざまな情情情情報報報報発発発発信信信信を行を行を行を行っっっったたたた効果効果効果効果の検の検の検の検証証証証をををを実施実施実施実施したものでごしたものでごしたものでごしたものでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

８の中８の中８の中８の中南和南和南和南和・・・・東東東東部地部地部地部地域域域域におにおにおにおけけけける道路る道路る道路る道路網網網網整整整整備備備備計計計計画画画画の検討では、の検討では、の検討では、の検討では、五條五條五條五條新新新新宮宮宮宮道路関道路関道路関道路関連連連連調査では、調査では、調査では、調査では、

和歌和歌和歌和歌山県境か山県境か山県境か山県境から五條ら五條ら五條ら五條までのまでのまでのまでの五條五條五條五條新新新新宮宮宮宮道路の整道路の整道路の整道路の整備備備備のののの必必必必要な要な要な要な区区区区間間間間の調査、整の調査、整の調査、整の調査、整備手備手備手備手法の検討を行法の検討を行法の検討を行法の検討を行

うとともに、土うとともに、土うとともに、土うとともに、土砂砂砂砂災害災害災害災害発生時発生時発生時発生時のののの迂迂迂迂回回回回路の路の路の路の確保確保確保確保、、、、防防防防災災災災対策対策対策対策箇箇箇箇所所所所のののの分分分分布状況布状況布状況布状況などかなどかなどかなどからららら整整整整備備備備優先優先優先優先

度を度を度を度を評価評価評価評価したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

観観観観光道路光道路光道路光道路ネットワネットワネットワネットワーーーークククク計計計計画策画策画策画策定事業は、第４定事業は、第４定事業は、第４定事業は、第４次次次次の明日の明日の明日の明日香香香香村整村整村整村整備備備備計計計計画画画画にににに合わ合わ合わ合わせた道路せた道路せた道路せた道路ネッネッネッネッ

トワトワトワトワーーーーククククののののあああありりりり方方方方の整の整の整の整備備備備を行を行を行を行っっっっ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。
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１１１１．．．．５５５５車線的車線的車線的車線的道路整道路整道路整道路整備備備備計計計計画策画策画策画策定事業では、中山定事業では、中山定事業では、中山定事業では、中山間間間間地を中地を中地を中地を中心心心心とした道路とした道路とした道路とした道路ネットワネットワネットワネットワーーーーククククの整の整の整の整

備備備備、、、、視距視距視距視距のののの改改改改良や良や良や良や待避待避待避待避所所所所のののの設置設置設置設置などを行う１などを行う１などを行う１などを行う１．．．．５５５５車線的車線的車線的車線的整整整整備備備備のののの導導導導入のた入のた入のた入のためめめめの調査を行の調査を行の調査を行の調査を行っっっったたたた

ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

１６２ページで、１１、平１６２ページで、１１、平１６２ページで、１１、平１６２ページで、１１、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年記念記念記念記念事業の推進でございますが、平事業の推進でございますが、平事業の推進でございますが、平事業の推進でございますが、平城遷都城遷都城遷都城遷都

１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭関関関関連連連連交通交通交通交通対策対策対策対策事業では、交通の事業では、交通の事業では、交通の事業では、交通の流流流流入入入入対策対策対策対策としてとしてとしてとして公共公共公共公共交通の交通の交通の交通の利利利利用用用用促促促促進の広報、進の広報、進の広報、進の広報、

ああああるいはるいはるいはるいはパパパパーーーークククク・・・・アンドアンドアンドアンド・・・・バスラバスラバスラバスライイイイドドドドのののの案案案案内、内、内、内、誘導誘導誘導誘導をををを実施実施実施実施いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、郊外駐郊外駐郊外駐郊外駐車車車車

場の整場の整場の整場の整備備備備などを行いました。などを行いました。などを行いました。などを行いました。

ＥＴＣＥＴＣＥＴＣＥＴＣをををを利利利利用した用した用した用したパパパパーーーークククク・・・・アンドアンドアンドアンド・・・・バスラバスラバスラバスライイイイドドドドにつきましても、平につきましても、平につきましても、平につきましても、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭

ののののフェフェフェフェア期間ア期間ア期間ア期間におにおにおにおけけけけるるるるパパパパーーーークククク・・・・アンドアンドアンドアンド・・・・バスラバスラバスラバスライイイイドドドドのののの利利利利用用用用促促促促進や第２進や第２進や第２進や第２阪阪阪阪奈奈奈奈有有有有料料料料道路の道路の道路の道路の利利利利用用用用

促促促促進のた進のた進のた進のためめめめののののＥＴＣＥＴＣＥＴＣＥＴＣのののの技術技術技術技術を用いたを用いたを用いたを用いたシステムシステムシステムシステムをををを構構構構築築築築したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

１２１２１２１２番番番番、第、第、第、第二阪二阪二阪二阪奈奈奈奈有有有有料料料料道路の道路の道路の道路の耐震耐震耐震耐震化でございます。奈良県内の化でございます。奈良県内の化でございます。奈良県内の化でございます。奈良県内の緊急緊急緊急緊急輸送輸送輸送輸送道路道路道路道路ネットワネットワネットワネットワーーーー

ククククのののの早期早期早期早期構構構構築築築築のたのたのたのためめめめ、第１、第１、第１、第１次次次次のののの輸送輸送輸送輸送道路に道路に道路に道路に指指指指定されている第定されている第定されている第定されている第二阪二阪二阪二阪奈奈奈奈有有有有料料料料道路の道路の道路の道路の耐震耐震耐震耐震工事を工事を工事を工事を

実施実施実施実施するたするたするたするためめめめの奈良県道路の奈良県道路の奈良県道路の奈良県道路公社公社公社公社にににに対対対対するするするする助助助助成でございます。成でございます。成でございます。成でございます。

１３１３１３１３番番番番、平、平、平、平城京城京城京城京ウウウウエルカムエルカムエルカムエルカムゲゲゲゲーーーートトトト・・・・プロプロプロプロジジジジェェェェクトクトクトクト事業については、平事業については、平事業については、平事業については、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年

祭祭祭祭をををを契契契契機とした機とした機とした機としたウウウウエルカムエルカムエルカムエルカムゲゲゲゲーーーートトトトをををを設置設置設置設置したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

１６３ページ、１６３ページ、１６３ページ、１６３ページ、直轄直轄直轄直轄道路事業費道路事業費道路事業費道路事業費負担負担負担負担につきましては、一につきましては、一につきましては、一につきましては、一例例例例としては、国が整としては、国が整としては、国が整としては、国が整備備備備するするするする京京京京奈奈奈奈

和和和和自自自自動車動車動車動車道に関してい道に関してい道に関してい道に関していろろろろいいいいろろろろな整な整な整な整備備備備が進が進が進が進めらめらめらめられております。御れております。御れております。御れております。御所所所所区区区区間間間間では、では、では、では、北側北側北側北側かかかかららららのののの区区区区

間間間間ごとの目ごとの目ごとの目ごとの目標標標標年を定年を定年を定年を定めめめめており、それにており、それにており、それにており、それに向け向け向け向けて整て整て整て整備備備備を進を進を進を進めらめらめらめられているとこれているとこれているとこれているところろろろでございます。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、権限代権限代権限代権限代行事業として国道１６８号の行事業として国道１６８号の行事業として国道１６８号の行事業として国道１６８号の十十十十津津津津川道路につきましては、川道路につきましては、川道路につきましては、川道路につきましては、折立折立折立折立かかかからららら小原まで小原まで小原まで小原まで

の部の部の部の部分分分分の部の部の部の部分分分分供用に供用に供用に供用に向け向け向け向けて整て整て整て整備備備備が進が進が進が進めらめらめらめられました。これの整れました。これの整れました。これの整れました。これの整備備備備のおかげで、今のおかげで、今のおかげで、今のおかげで、今回回回回の災害にの災害にの災害にの災害に

おいても、正おいても、正おいても、正おいても、正式式式式な供用前でございましたな供用前でございましたな供用前でございましたな供用前でございましたけけけけれども、れども、れども、れども、十十十十津津津津川道路を川道路を川道路を川道路を緊急緊急緊急緊急の道路としての道路としての道路としての道路として利利利利用を用を用を用を

することができました。また、することができました。また、することができました。また、することができました。また、直轄直轄直轄直轄の道路の中では、平成１９年の災害によの道路の中では、平成１９年の災害によの道路の中では、平成１９年の災害によの道路の中では、平成１９年の災害によっっっって８１日て８１日て８１日て８１日間間間間

の通行の通行の通行の通行止め止め止め止めとなとなとなとなっっっっていました国道１６９号のていました国道１６９号のていました国道１６９号のていました国道１６９号の西西西西原地原地原地原地区区区区におきまして、上におきまして、上におきまして、上におきまして、上北北北北山道路、山道路、山道路、山道路、トンネトンネトンネトンネ

ルルルルがががが昨昨昨昨年の９月に年の９月に年の９月に年の９月に貫貫貫貫通しており、今年度中の供用が予定されてるとこ通しており、今年度中の供用が予定されてるとこ通しており、今年度中の供用が予定されてるとこ通しており、今年度中の供用が予定されてるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次は、は、は、は、治治治治水事業でございます。１６３ページ、１つ目、水事業でございます。１６３ページ、１つ目、水事業でございます。１６３ページ、１つ目、水事業でございます。１６３ページ、１つ目、河河河河川川川川維持修繕維持修繕維持修繕維持修繕事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。

河河河河川川川川維持維持維持維持の充の充の充の充実実実実をををを図図図図るたるたるたるためめめめ、平成１９年に、平成１９年に、平成１９年に、平成１９年に河河河河川川川川維持維持維持維持管理管理管理管理指指指指針針針針をををを策策策策定して、い定して、い定して、い定して、いわわわわゆゆゆゆるるるる巡視巡視巡視巡視、、、、

点検を点検を点検を点検を強強強強化するとともに、化するとともに、化するとともに、化するとともに、堤堤堤堤防防防防のののの除除除除草草草草やややや堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂のののの浚渫浚渫浚渫浚渫を充を充を充を充実実実実させるなどさせるなどさせるなどさせるなど適適適適正な正な正な正な維持維持維持維持管理管理管理管理

にににに努め努め努め努めてまいてまいてまいてまいっっっってるとこてるとこてるとこてるところろろろでございます。平成２２年度につきましても、でございます。平成２２年度につきましても、でございます。平成２２年度につきましても、でございます。平成２２年度につきましても、観観観観光地光地光地光地周辺周辺周辺周辺とかとかとかとか

通通通通学学学学路とな路とな路とな路となっっっっているているているている堤堤堤堤防防防防道路について道路について道路について道路について重重重重点点点点的的的的にににに除除除除草草草草をををを実施実施実施実施したとこしたとこしたとこしたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

川の川の川の川の彩彩彩彩りりりり花花花花づつづつづつづつみみみみ事業では、事業では、事業では、事業では、佐佐佐佐保保保保川とか川とか川とか川とか秋篠秋篠秋篠秋篠川を川を川を川をモモモモデルデルデルデルケケケケーーーーススススとしてとしてとしてとして昨昨昨昨年か年か年か年から取ら取ら取ら取りりりり組み組み組み組み
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をををを始始始始めめめめたものでたものでたものでたものであああありまして、地元自りまして、地元自りまして、地元自りまして、地元自治治治治会と会と会と会と連携連携連携連携して、して、して、して、護護護護岸岸岸岸部部部部分分分分にににに花花花花をををを植植植植ええええたり、たり、たり、たり、河河河河川川川川空間空間空間空間

のののの創創創創出を目出を目出を目出を目指指指指しているものでございます。しているものでございます。しているものでございます。しているものでございます。

１６４ページ、１６４ページ、１６４ページ、１６４ページ、河河河河川川川川改修改修改修改修事業でございます。これにつきましては、平成１９年度に事業でございます。これにつきましては、平成１９年度に事業でございます。これにつきましては、平成１９年度に事業でございます。これにつきましては、平成１９年度に策策策策定定定定

いたしましたいたしましたいたしましたいたしました浸浸浸浸水水水水常襲常襲常襲常襲地地地地域域域域におにおにおにおけけけけるるるる減減減減災災災災対策プロ対策プロ対策プロ対策プロググググラムラムラムラムにににに基基基基づきまして、この翌年の平成づきまして、この翌年の平成づきまして、この翌年の平成づきまして、この翌年の平成

２０年度か２０年度か２０年度か２０年度から減ら減ら減ら減災災災災対策河対策河対策河対策河川に予算を川に予算を川に予算を川に予算を重重重重点点点点投資投資投資投資しており、平成２２年度につきましてもしており、平成２２年度につきましてもしており、平成２２年度につきましてもしており、平成２２年度につきましても重重重重点点点点

投資投資投資投資を行を行を行を行っっっっ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。例例例例といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、高高高高田川などでは、田川などでは、田川などでは、田川などでは、築築築築山地山地山地山地区区区区にににに河河河河床床床床

のののの切切切切りりりり下下下下げ工事などを行げ工事などを行げ工事などを行げ工事などを行っっっっ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。

堤堤堤堤防防防防のののの質質質質的的的的整整整整備備備備事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、過過過過去去去去にににに堤堤堤堤防防防防がががが破壊破壊破壊破壊されるなどのされるなどのされるなどのされるなどの被被被被災が災が災が災があっあっあっあったたたた築築築築堤堤堤堤河河河河川にお川にお川にお川にお

いて、いて、いて、いて、安全性安全性安全性安全性に係る調査を３２に係る調査を３２に係る調査を３２に係る調査を３２カ所カ所カ所カ所で行で行で行で行っっっっ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。

河河河河川川川川情情情情報報報報システムシステムシステムシステム整整整整備備備備事業では、事業では、事業では、事業では、緊急時緊急時緊急時緊急時できできできできめめめめ細細細細やかな計測が行やかな計測が行やかな計測が行やかな計測が行わわわわれるようなれるようなれるようなれるような雨雨雨雨量量量量計と計と計と計と

か川の水か川の水か川の水か川の水位位位位をはかる水をはかる水をはかる水をはかる水位位位位計の計の計の計の観観観観測測測測デデデデーーーータタタタをををを電電電電子化するなど、子化するなど、子化するなど、子化するなど、河河河河川川川川情情情情報報報報システムシステムシステムシステムのののの高高高高度化を度化を度化を度化を

図っ図っ図っ図っ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。

河河河河川川川川空間空間空間空間をををを軸軸軸軸としたとしたとしたとした福祉福祉福祉福祉のまちづくり検討事業では、のまちづくり検討事業では、のまちづくり検討事業では、のまちづくり検討事業では、福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設、、、、教育教育教育教育施設間施設間施設間施設間のののの連携連携連携連携によによによによ

るまちづくりのるまちづくりのるまちづくりのるまちづくりのあああありりりり方方方方を検討するたを検討するたを検討するたを検討するためめめめ、、、、懇懇懇懇談談談談会を開会を開会を開会を開催催催催したり、地したり、地したり、地したり、地域コ域コ域コ域コミュミュミュミュニテニテニテニティィィィーとのーとのーとのーとのイイイイ

ベントベントベントベントなどをなどをなどをなどを試試試試行行行行的的的的にににに実施実施実施実施したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

１６５ページ、大１６５ページ、大１６５ページ、大１６５ページ、大和和和和川水川水川水川水質質質質改善改善改善改善事業では、おかげさまで大事業では、おかげさまで大事業では、おかげさまで大事業では、おかげさまで大和和和和川水川水川水川水質質質質ワワワワーーーーストワンストワンストワンストワンはははは脱却脱却脱却脱却

し、し、し、し、初め初め初め初めててててワワワワーーーーストスリストスリストスリストスリーをーをーをーを脱却脱却脱却脱却したとこしたとこしたとこしたところろろろでございます。また、でございます。また、でございます。また、でございます。また、モモモモデル河デル河デル河デル河川として川として川として川として取取取取りりりり

組み組み組み組みましたましたましたました菰菰菰菰川についても、水川についても、水川についても、水川についても、水質質質質が大が大が大が大幅幅幅幅にににに改善改善改善改善し、し、し、し、アンアンアンアンケケケケーーーートトトトのののの結結結結果果果果、においが、においが、においが、においが減っ減っ減っ減ったとたとたとたと

のののの回回回回答答答答も得も得も得も得らららられているとこでございます。れているとこでございます。れているとこでございます。れているとこでございます。

３、３、３、３、砂防砂防砂防砂防事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。砂防砂防砂防砂防事業につきましては土事業につきましては土事業につきましては土事業につきましては土砂対策砂対策砂対策砂対策、、、、ハハハハーーーードドドドととととソフソフソフソフトトトトのののの連携連携連携連携

で進で進で進で進めめめめておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、ハハハハーーーードドドドのののの対策対策対策対策としては、通としては、通としては、通としては、通常常常常砂防砂防砂防砂防事業とか事業とか事業とか事業とか傾斜傾斜傾斜傾斜地とか地す地とか地す地とか地す地とか地すべべべべりとか、りとか、りとか、りとか、

災害関災害関災害関災害関連連連連地す地す地す地すべべべべりりりり対策対策対策対策事業などで事業などで事業などで事業などであああありますりますりますりますけけけけれども、総計で２，５６４れども、総計で２，５６４れども、総計で２，５６４れども、総計で２，５６４戸戸戸戸のののの人人人人家家家家をををを保全対保全対保全対保全対

象象象象として１０６として１０６として１０６として１０６カ所カ所カ所カ所で事業をで事業をで事業をで事業を実施実施実施実施いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、ソフソフソフソフト的ト的ト的ト的なななな施策施策施策施策では、では、では、では、警戒避警戒避警戒避警戒避難難難難体体体体

制制制制の整の整の整の整備備備備をををを市町市町市町市町村と村と村と村と連連連連絡絡絡絡しながしながしながしながらららら推進しております。推進しております。推進しております。推進しております。

１６７ページの４、１６７ページの４、１６７ページの４、１６７ページの４、ダダダダム建設ム建設ム建設ム建設事業でございます。１つ目の事業でございます。１つ目の事業でございます。１つ目の事業でございます。１つ目のダダダダム建設ム建設ム建設ム建設事業、大事業、大事業、大事業、大門ダ門ダ門ダ門ダムムムムのののの建建建建

設設設設によりによりによりにより老朽老朽老朽老朽化した大化した大化した大化した大門池堤門池堤門池堤門池堤防防防防のののの漏漏漏漏水を水を水を水を解消解消解消解消する事業でする事業でする事業でする事業であああありますが、平成２２年はりますが、平成２２年はりますが、平成２２年はりますが、平成２２年は堤堤堤堤体体体体のののの

コンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトト打打打打設設設設をををを実施実施実施実施いたしたものでございます。いたしたものでございます。いたしたものでございます。いたしたものでございます。

５、５、５、５、直轄直轄直轄直轄河河河河川事業費川事業費川事業費川事業費負担負担負担負担金につきましては、県管理の、金につきましては、県管理の、金につきましては、県管理の、金につきましては、県管理の、洪洪洪洪水を水を水を水を受け受け受け受けるるるる直轄直轄直轄直轄の大の大の大の大和和和和川本川川本川川本川川本川

などのなどのなどのなどの河河河河川川川川改修改修改修改修を行を行を行を行っっっっているものにているものにているものにているものに対対対対して、県としても推進をお願いしてるとこでございして、県としても推進をお願いしてるとこでございして、県としても推進をお願いしてるとこでございして、県としても推進をお願いしてるとこでござい

ます。ます。ます。ます。代表代表代表代表例例例例としては、平成２５年度に供用を目としては、平成２５年度に供用を目としては、平成２５年度に供用を目としては、平成２５年度に供用を目指指指指す大す大す大す大和郡和郡和郡和郡山ジ山ジ山ジ山ジャャャャンクシンクシンクシンクショョョョンンンンの整の整の整の整備備備備と一と一と一と一
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体的体的体的体的に行うことがに行うことがに行うことがに行うことが必必必必要な要な要な要な佐佐佐佐保保保保川の川の川の川の河河河河道道道道拡拡拡拡幅幅幅幅などにつきまして、などにつきまして、などにつきまして、などにつきまして、ああああるいはるいはるいはるいは猿猿猿猿谷谷谷谷ダダダダムムムムの管理の管理の管理の管理施施施施

設設設設のののの更更更更新など、新など、新など、新など、直轄直轄直轄直轄が行が行が行が行っっっった事業にた事業にた事業にた事業に対対対対して県がして県がして県がして県が負担負担負担負担を行を行を行を行っっっっ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。

次次次次に、２０４ページ、災害復旧費につきましては、２１年災と２２年災の補に、２０４ページ、災害復旧費につきましては、２１年災と２２年災の補に、２０４ページ、災害復旧費につきましては、２１年災と２２年災の補に、２０４ページ、災害復旧費につきましては、２１年災と２２年災の補助助助助災と県災と県災と県災と県単単単単

独独独独災を災を災を災を合わ合わ合わ合わせまして１６４せまして１６４せまして１６４せまして１６４カ所カ所カ所カ所のののの被被被被災災災災箇箇箇箇所所所所の復旧整の復旧整の復旧整の復旧整備備備備を行い、を行い、を行い、を行い、公共公共公共公共土木土木土木土木施設施設施設施設の復旧整の復旧整の復旧整の復旧整備備備備をををを

行行行行っっっっ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。

長くなりましたが、長くなりましたが、長くなりましたが、長くなりましたが、以以以以上で土木部上で土木部上で土木部上で土木部所所所所管の平成２２年度主要管の平成２２年度主要管の平成２２年度主要管の平成２２年度主要施策施策施策施策の成の成の成の成果果果果に係る説明をに係る説明をに係る説明をに係る説明を終わ終わ終わ終わ

ららららせていただきます。よせていただきます。よせていただきます。よせていただきます。よろろろろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ごごごご苦労苦労苦労苦労ささささんんんんでございました。でございました。でございました。でございました。

○上田まちづくり推進局長○上田まちづくり推進局長○上田まちづくり推進局長○上田まちづくり推進局長 それでは、引き続きまして、まちづくり推進局に係ります特それでは、引き続きまして、まちづくり推進局に係ります特それでは、引き続きまして、まちづくり推進局に係ります特それでは、引き続きまして、まちづくり推進局に係ります特

別会計の歳入歳出の説明をさせていただきます別会計の歳入歳出の説明をさせていただきます別会計の歳入歳出の説明をさせていただきます別会計の歳入歳出の説明をさせていただきます。。。。「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告

書」でございます。書」でございます。書」でございます。書」でございます。

１４ページ、奈良県１４ページ、奈良県１４ページ、奈良県１４ページ、奈良県観観観観光自光自光自光自動車動車動車動車駐駐駐駐車車車車場費特別会計の決算でございます。歳入でございま場費特別会計の決算でございます。歳入でございま場費特別会計の決算でございます。歳入でございま場費特別会計の決算でございます。歳入でございま

す。第１す。第１す。第１す。第１款使款使款使款使用用用用料料料料及び及び及び及び手手手手数数数数料料料料につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、観観観観光自光自光自光自動車動車動車動車駐駐駐駐車車車車場の場の場の場の使使使使用用用用台台台台数の数の数の数の増増増増によりによりによりにより増増増増

収収収収となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

１５ページ、歳出でございます。土木費第１項の１５ページ、歳出でございます。土木費第１項の１５ページ、歳出でございます。土木費第１項の１５ページ、歳出でございます。土木費第１項の観観観観光自光自光自光自動車動車動車動車駐駐駐駐車車車車場費の不用額でござい場費の不用額でござい場費の不用額でござい場費の不用額でござい

ます。不用額として４５２万４，０００円余につきましては、ます。不用額として４５２万４，０００円余につきましては、ます。不用額として４５２万４，０００円余につきましては、ます。不用額として４５２万４，０００円余につきましては、経経経経費の費の費の費の節節節節減等減等減等減等によるものでによるものでによるものでによるもので

ございます。ございます。ございます。ございます。

次次次次に、奈良県に、奈良県に、奈良県に、奈良県流流流流域域域域下下下下水道特別会計の決算でございます。２４ページ、歳入でございます。水道特別会計の決算でございます。２４ページ、歳入でございます。水道特別会計の決算でございます。２４ページ、歳入でございます。水道特別会計の決算でございます。２４ページ、歳入でございます。

第１第１第１第１款款款款のののの分分分分担担担担金及び金及び金及び金及び負担負担負担負担金につきましては、金につきましては、金につきましては、金につきましては、流流流流域域域域下下下下水道水道水道水道流流流流入入入入汚汚汚汚水水水水量量量量のののの増増増増によりますによりますによりますによります増収増収増収増収でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

第２第２第２第２款款款款の国の国の国の国庫庫庫庫支出金及び第６支出金及び第６支出金及び第６支出金及び第６款款款款県県県県債債債債につきましては、いずれも事業の繰り越しにつきましては、いずれも事業の繰り越しにつきましては、いずれも事業の繰り越しにつきましては、いずれも事業の繰り越し等等等等によるによるによるによる

減減減減収収収収でございます。でございます。でございます。でございます。

なお、第４なお、第４なお、第４なお、第４款款款款の繰越金につきましては、の繰越金につきましては、の繰越金につきましては、の繰越金につきましては、人人人人件費の件費の件費の件費の減減減減及び及び及び及び維持維持維持維持管理費などの管理費などの管理費などの管理費などの減減減減に伴う繰越に伴う繰越に伴う繰越に伴う繰越

金の金の金の金の増増増増によりによりによりにより増収増収増収増収となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

２５ページ、歳出でございます。翌年度繰越額の７億６，５００万円の理由といたしま２５ページ、歳出でございます。翌年度繰越額の７億６，５００万円の理由といたしま２５ページ、歳出でございます。翌年度繰越額の７億６，５００万円の理由といたしま２５ページ、歳出でございます。翌年度繰越額の７億６，５００万円の理由といたしま

しては、工法検討しては、工法検討しては、工法検討しては、工法検討等等等等に不測の日数を要したことによるものでございます。に不測の日数を要したことによるものでございます。に不測の日数を要したことによるものでございます。に不測の日数を要したことによるものでございます。

また、不用額８億１，８１０万６，０００円余につきましては、また、不用額８億１，８１０万６，０００円余につきましては、また、不用額８億１，８１０万６，０００円余につきましては、また、不用額８億１，８１０万６，０００円余につきましては、維持維持維持維持管理費の管理費の管理費の管理費の節節節節減減減減、国、国、国、国

庫庫庫庫認認認認証減証減証減証減によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

以以以以上で、まちづくり推進局上で、まちづくり推進局上で、まちづくり推進局上で、まちづくり推進局所所所所管に関しましての平成２２年度の歳入歳出決算報告を管に関しましての平成２２年度の歳入歳出決算報告を管に関しましての平成２２年度の歳入歳出決算報告を管に関しましての平成２２年度の歳入歳出決算報告を終わ終わ終わ終わ

ららららせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。
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引き続きまして、平成２２年度の主要引き続きまして、平成２２年度の主要引き続きまして、平成２２年度の主要引き続きまして、平成２２年度の主要施策施策施策施策の成の成の成の成果果果果について説明をさせていただきます。について説明をさせていただきます。について説明をさせていただきます。について説明をさせていただきます。

「平成２２年度主要「平成２２年度主要「平成２２年度主要「平成２２年度主要施策施策施策施策の成の成の成の成果果果果に関する報告書」をごに関する報告書」をごに関する報告書」をごに関する報告書」をごらんらんらんらんいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。

３０ページ、まず、３０ページ、まず、３０ページ、まず、３０ページ、まず、観観観観光光光光オフオフオフオフシシシシーーーーズズズズン対策ン対策ン対策ン対策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。冬冬冬冬ののののオフオフオフオフシシシシーーーーズズズズン対ン対ン対ン対

策策策策ですが、奈良ですが、奈良ですが、奈良ですが、奈良公園公園公園公園光と光と光と光とああああかりのかりのかりのかりのイイイイベントベントベントベント事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、昨昨昨昨年度に引き続きまして、年度に引き続きまして、年度に引き続きまして、年度に引き続きまして、

奈良奈良奈良奈良公園公園公園公園と３と３と３と３社社社社寺寺寺寺を光のを光のを光のを光の回回回回廊廊廊廊でつなでつなでつなでつなぐぐぐぐ第２第２第２第２回回回回ししししあわあわあわあわせせせせ回回回回廊廊廊廊なななならららら瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵を開を開を開を開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

また、また、また、また、若若若若草草草草山山山山山山山山焼焼焼焼きにきにきにきに合わ合わ合わ合わせまして、せまして、せまして、せまして、冬花火冬花火冬花火冬花火のののの祭祭祭祭典として一典として一典として一典として一尺玉尺玉尺玉尺玉３０３０３０３０連発連発連発連発などのなどのなどのなどの花火花火花火花火をををを打打打打

ち上げ、ち上げ、ち上げ、ち上げ、多多多多くのくのくのくの観観観観光光光光客客客客にお越しいただきました。にお越しいただきました。にお越しいただきました。にお越しいただきました。

次次次次に、に、に、に、夏夏夏夏ののののオオオオンシンシンシンシーーーーズズズズン対策ン対策ン対策ン対策ですが、ですが、ですが、ですが、全全全全国光と国光と国光と国光とああああかりのかりのかりのかりの祭祭祭祭開開開開催催催催事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、夏夏夏夏

ののののイイイイベントベントベントベントとして定として定として定として定着着着着いたしましたないたしましたないたしましたないたしましたならららら燈花燈花燈花燈花会の開会の開会の開会の開催催催催前に、前に、前に、前に、神戸神戸神戸神戸ルルルルミナミナミナミナリエリエリエリエなどのなどのなどのなどの全全全全国を国を国を国を

代表代表代表代表いたします光といたします光といたします光といたします光とああああかりのかりのかりのかりのイイイイベントベントベントベントを奈良にを奈良にを奈良にを奈良に招招招招き、き、き、き、実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

次次次次に、に、に、に、ラララライイイイトアップ設備トアップ設備トアップ設備トアップ設備常常常常設設設設化事業、化事業、化事業、化事業、若若若若草草草草山山山山周辺周辺周辺周辺光の光の光の光のオブオブオブオブジジジジェェェェ事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、春春春春日大日大日大日大社社社社一一一一

のののの鳥居鳥居鳥居鳥居及び奈良国及び奈良国及び奈良国及び奈良国立立立立博博博博物館物館物館物館、、、、仏教仏教仏教仏教美美美美術資料研究セ術資料研究セ術資料研究セ術資料研究センタンタンタンターのーのーのーのラララライイイイトトトトのののの常常常常設設設設化や化や化や化や興興興興福福福福寺寺寺寺五重五重五重五重のののの

塔北側塔北側塔北側塔北側ラララライイイイトトトトのののの設置設置設置設置を行を行を行を行っっっったとこたとこたとこたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

３１ページ、３１ページ、３１ページ、３１ページ、ラララライイイイトアッププロムトアッププロムトアッププロムトアッププロムナナナナーーーードドドド・な・な・な・ならららら事業といたしましては、７月１７日か事業といたしましては、７月１７日か事業といたしましては、７月１７日か事業といたしましては、７月１７日からららら

９月２６日までの９月２６日までの９月２６日までの９月２６日までの間間間間、、、、東東東東大大大大寺寺寺寺大大大大仏殿仏殿仏殿仏殿をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、興興興興福福福福寺寺寺寺五重五重五重五重のののの塔塔塔塔やややや春春春春日大日大日大日大社社社社一の一の一の一の鳥居鳥居鳥居鳥居など８など８など８など８

カ所カ所カ所カ所においてにおいてにおいてにおいてラララライイイイトアップトアップトアップトアップをいたしました。これをいたしました。これをいたしました。これをいたしました。これららららののののオフオフオフオフシシシシーーーーズズズズンンンンのののの対策対策対策対策を行いまして、を行いまして、を行いまして、を行いまして、

年年年年間間間間を通を通を通を通じじじじてててて観観観観光光光光客客客客のののの誘客誘客誘客誘客にににに努め努め努め努めたとこたとこたとこたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

１６７ページ、１６７ページ、１６７ページ、１６７ページ、都市都市都市都市計計計計画画画画事業の推進・事業の推進・事業の推進・事業の推進・景景景景観観観観づくりの推進でございます。１のづくりの推進でございます。１のづくりの推進でございます。１のづくりの推進でございます。１の都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤のののの

整整整整備備備備の中の中の中の中南和振興南和振興南和振興南和振興のたのたのたのためめめめのののの京京京京奈奈奈奈和和和和道道道道周辺周辺周辺周辺のまちづくり調査事業につきましては、中のまちづくり調査事業につきましては、中のまちづくり調査事業につきましては、中のまちづくり調査事業につきましては、中南和南和南和南和地地地地

域域域域の通の通の通の通勤圏勤圏勤圏勤圏内での内での内での内での雇雇雇雇用機会の用機会の用機会の用機会の創創創創出を出を出を出を実実実実現するた現するた現するた現するためめめめ、、、、産産産産業用地の業用地の業用地の業用地の確保確保確保確保について関係について関係について関係について関係市市市市、関係、関係、関係、関係

部局と部局と部局と部局と連携連携連携連携いたしまして、地いたしまして、地いたしまして、地いたしまして、地質質質質調査、地調査、地調査、地調査、地盤対策盤対策盤対策盤対策検討及び地検討及び地検討及び地検討及び地権権権権者調査を者調査を者調査を者調査を実施実施実施実施し、まちづくりし、まちづくりし、まちづくりし、まちづくり

についてのについてのについてのについての基基基基礎礎礎礎資料資料資料資料のののの作作作作成を行いました。成を行いました。成を行いました。成を行いました。

１６８ページ、２の１６８ページ、２の１６８ページ、２の１６８ページ、２の景景景景観観観観づくり・まちづくり推進でございます。一づくり・まちづくり推進でございます。一づくり・まちづくり推進でございます。一づくり・まちづくり推進でございます。一市市市市一まちづくり一まちづくり一まちづくり一まちづくり構構構構想想想想

推進事業につきましては、今推進事業につきましては、今推進事業につきましては、今推進事業につきましては、今回回回回、、、、モモモモデル的デル的デル的デル的に８に８に８に８市市市市において、それぞれの地において、それぞれの地において、それぞれの地において、それぞれの地域域域域、まちづくり、まちづくり、まちづくり、まちづくり

ののののテテテテーーーーママママを決を決を決を決めめめめ、、、、住住住住民民民民が元が元が元が元気気気気でででで暮暮暮暮ららららしやすく、にしやすく、にしやすく、にしやすく、にぎぎぎぎわわわわいのいのいのいのああああるまちを目るまちを目るまちを目るまちを目指指指指し、地元し、地元し、地元し、地元住住住住民民民民なななな

どの関係者、県、どの関係者、県、どの関係者、県、どの関係者、県、市市市市の関係部局かの関係部局かの関係部局かの関係部局からららら成る成る成る成る協協協協議会を議会を議会を議会を設置設置設置設置し、まちづくりのし、まちづくりのし、まちづくりのし、まちづくりの方向性方向性方向性方向性などを検討などを検討などを検討などを検討

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、高高高高齢齢齢齢者がいきいきと者がいきいきと者がいきいきと者がいきいきと暮暮暮暮ららららせるまちづくりせるまちづくりせるまちづくりせるまちづくりモモモモデルデルデルデル事業といたしましては、事業といたしましては、事業といたしましては、事業といたしましては、佐佐佐佐保保保保川川川川周周周周

辺辺辺辺におきまして、子供かにおきまして、子供かにおきまして、子供かにおきまして、子供から高ら高ら高ら高齢齢齢齢者まで者まで者まで者まで多多多多世世世世代代代代がががが生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮ららららしやすいまちを目しやすいまちを目しやすいまちを目しやすいまちを目指指指指し、地し、地し、地し、地

元自元自元自元自治治治治会、会、会、会、各各各各施設施設施設施設関係者、県及び関係者、県及び関係者、県及び関係者、県及び市市市市の関係部局の関係部局の関係部局の関係部局等等等等とととと連携連携連携連携し、まちづくりのし、まちづくりのし、まちづくりのし、まちづくりの方向性方向性方向性方向性を検討いを検討いを検討いを検討い
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たしました。たしました。たしました。たしました。

生活体生活体生活体生活体験験験験施設施設施設施設をををを活活活活用した定用した定用した定用した定住促住促住促住促進進進進モモモモデルデルデルデル事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、橿橿橿橿原原原原市市市市今井今井今井今井町町町町でででで町町町町家家家家をををを改改改改

修修修修することによりまして、一般のすることによりまして、一般のすることによりまして、一般のすることによりまして、一般の方方方方 々々々々がががが利利利利用できる用できる用できる用できる生活体生活体生活体生活体験験験験施設施設施設施設として、として、として、として、泊泊泊泊ままままっっっっていただていただていただていただ

くことで、くことで、くことで、くことで、町町町町家家家家への定への定への定への定住住住住、、、、移住移住移住移住者の者の者の者の増増増増加加加加をををを図図図図るるるるモモモモデルデルデルデル事業として補事業として補事業として補事業として補助助助助を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

１６９ページ、１６９ページ、１６９ページ、１６９ページ、コンシコンシコンシコンシェェェェルルルルジジジジュュュュによるによるによるによる魅力あ魅力あ魅力あ魅力ある地る地る地る地域域域域創創創創出事業につきましては、出事業につきましては、出事業につきましては、出事業につきましては、歴史歴史歴史歴史的的的的なななな

町町町町並並並並みみみみ地地地地区区区区において地において地において地において地域域域域のののの隠隠隠隠れたれたれたれた魅力魅力魅力魅力をををを再再再再発見発見発見発見し、地し、地し、地し、地域域域域資資資資産産産産をををを生生生生かしたまちづくりを行うかしたまちづくりを行うかしたまちづくりを行うかしたまちづくりを行う

ききききっっっっかかかかけけけけづくりをするたづくりをするたづくりをするたづくりをするためめめめ、県職員で、県職員で、県職員で、県職員でああああるまちづくりるまちづくりるまちづくりるまちづくりコンシコンシコンシコンシェェェェルルルルジジジジュュュュと地と地と地と地域域域域まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり組組組組

織織織織がががが協協協協働働働働して、まちづくりして、まちづくりして、まちづくりして、まちづくりママママップップップップをををを記記記記載載載載の２地の２地の２地の２地区区区区においてにおいてにおいてにおいて作作作作成をいたしました。成をいたしました。成をいたしました。成をいたしました。

次次次次に、３のに、３のに、３のに、３の街街街街路事業でございます。路事業でございます。路事業でございます。路事業でございます。街街街街路路路路改改改改良事業といたしましては、道づくり良事業といたしましては、道づくり良事業といたしましては、道づくり良事業といたしましては、道づくり重重重重点点点点戦略戦略戦略戦略

にににに基基基基づき、づき、づき、づき、選択選択選択選択とととと集集集集中による事業中による事業中による事業中による事業展展展展開を行い、補開を行い、補開を行い、補開を行い、補助助助助事業では中事業では中事業では中事業では中和和和和幹線幹線幹線幹線ほか５路ほか５路ほか５路ほか５路線線線線、、、、単独単独単独単独事事事事

業では中業では中業では中業では中和和和和幹線幹線幹線幹線ほか６路ほか６路ほか６路ほか６路線線線線においてにおいてにおいてにおいて実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。三三三三条条条条菅菅菅菅原原原原線線線線と大と大と大と大森森森森高高高高畑畑畑畑線線線線が４が４が４が４車車車車

線線線線として供用開として供用開として供用開として供用開始始始始し、そのし、そのし、そのし、その結結結結果果果果、、、、約約約約１２１２１２１２％％％％の交通の交通の交通の交通量量量量が大が大が大が大宮宮宮宮通り通り通り通り線線線線かかかかららららこの２路この２路この２路この２路線線線線にににに転換転換転換転換しししし

ておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、混雑混雑混雑混雑による大による大による大による大宮宮宮宮道路の交通道路の交通道路の交通道路の交通量量量量のののの分分分分散散散散がががが図ら図ら図ら図られるとともに、中れるとともに、中れるとともに、中れるとともに、中心市街心市街心市街心市街地への地への地への地への

アクアクアクアクセセセセススススがががが向向向向上いたしました。上いたしました。上いたしました。上いたしました。

平平平平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡周辺周辺周辺周辺地地地地域域域域におにおにおにおけけけけるるるる街街街街路路路路渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策検討事業といたしましては、検討事業といたしましては、検討事業といたしましては、検討事業といたしましては、踏踏踏踏切除却切除却切除却切除却のののの効果効果効果効果をををを

検検検検証証証証するたするたするたするためめめめ、、、、基基基基礎礎礎礎資料資料資料資料を整を整を整を整備備備備し、平成２２年度はし、平成２２年度はし、平成２２年度はし、平成２２年度は近近近近畿畿畿畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道に道に道に道に鉄鉄鉄鉄道道道道技術技術技術技術についてよりについてよりについてよりについてより

専専専専門門門門的的的的ななななアドバアドバアドバアドバイイイイススススをいただきながをいただきながをいただきながをいただきながらららら、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄大大大大和和和和西西西西大大大大寺寺寺寺駅駅駅駅などのなどのなどのなどの立立立立体体体体化を化を化を化を含含含含めめめめまして、まして、まして、まして、技技技技

術術術術的的的的にににに可可可可能能能能なななな鉄鉄鉄鉄道道道道移設移設移設移設案案案案について検討をについて検討をについて検討をについて検討を実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１７０ページ、４の土地１７０ページ、４の土地１７０ページ、４の土地１７０ページ、４の土地区区区区画画画画整理事業でございます。補整理事業でございます。補整理事業でございます。補整理事業でございます。補助助助助土地土地土地土地区区区区画画画画整理事業につきまし整理事業につきまし整理事業につきまし整理事業につきまし

ては、平ては、平ては、平ては、平群駅西群駅西群駅西群駅西地地地地区区区区において良において良において良において良好好好好なななな市街市街市街市街地の地の地の地の形形形形成を成を成を成を図図図図るたるたるたるためめめめ、土地、土地、土地、土地区区区区画画画画整理整理整理整理組合組合組合組合が行う事が行う事が行う事が行う事

業の業の業の業の実施実施実施実施にににに対対対対し補し補し補し補助助助助を行うことにより、を行うことにより、を行うことにより、を行うことにより、建建建建物物物物のののの移転移転移転移転をををを促促促促進しております。進しております。進しております。進しております。

５５５５番番番番目の目の目の目の公園公園公園公園事業でございます。補事業でございます。補事業でございます。補事業でございます。補助助助助事業といたしましては、事業といたしましては、事業といたしましては、事業といたしましては、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園公園公園公園におきましにおきましにおきましにおきまし

て、て、て、て、全全全全国国国国都市都市都市都市緑緑緑緑化な化な化な化なららららフェフェフェフェアアアアの開の開の開の開催催催催のたのたのたのためめめめのののの園園園園地の整地の整地の整地の整備備備備をををを実施実施実施実施するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、浄浄浄浄化化化化セセセセンタンタンタンタ

ーーーー公園公園公園公園におきましては、新県におきましては、新県におきましては、新県におきましては、新県営プ営プ営プ営プーーーール建設ル建設ル建設ル建設のたのたのたのためめめめの検討調査を行いました。の検討調査を行いました。の検討調査を行いました。の検討調査を行いました。

一一一一番下番下番下番下のののの都市公園都市公園都市公園都市公園管理事業といたしましては、管理事業といたしましては、管理事業といたしましては、管理事業といたしましては、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園公園公園公園ほか３ほか３ほか３ほか３公園公園公園公園におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、

一部一部一部一部緊急緊急緊急緊急雇雇雇雇用事業も用事業も用事業も用事業も活活活活用し、用し、用し、用し、来来来来園園園園されたされたされたされた方方方方がががが快快快快適適適適にににに過過過過ごされるたごされるたごされるたごされるためめめめのののの公園維持公園維持公園維持公園維持管理を管理を管理を管理を実施実施実施実施

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１７１ページ、１７１ページ、１７１ページ、１７１ページ、観観観観光の光の光の光の振興振興振興振興でございます。でございます。でございます。でございます。全全全全国国国国都市都市都市都市緑緑緑緑化な化な化な化なららららフェフェフェフェアアアア開開開開催催催催事業といたしま事業といたしま事業といたしま事業といたしま

しては、平しては、平しては、平しては、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭の一環といたしまして、の一環といたしまして、の一環といたしまして、の一環といたしまして、昨昨昨昨年９月１８日か年９月１８日か年９月１８日か年９月１８日からららら１１月１４日１１月１４日１１月１４日１１月１４日

までの５８日までの５８日までの５８日までの５８日間間間間、、、、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園公園公園公園ををををメメメメーーーーンンンン会場といたしまして、第２７会場といたしまして、第２７会場といたしまして、第２７会場といたしまして、第２７回全回全回全回全国国国国都市都市都市都市緑緑緑緑化な化な化な化ならららら
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フェフェフェフェアアアアを開を開を開を開催催催催し、し、し、し、約約約約４３万４３万４３万４３万人人人人のののの方方方方 々々々々にににに来来来来場をいただきました。場をいただきました。場をいただきました。場をいただきました。

次次次次に、平に、平に、平に、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡周辺魅力向周辺魅力向周辺魅力向周辺魅力向上事業といたしましては、奈良県の上事業といたしましては、奈良県の上事業といたしましては、奈良県の上事業といたしましては、奈良県の観観観観光光光光ゲゲゲゲーーーートトトトウウウウエエエエイイイイとしてとしてとしてとして

奈良奈良奈良奈良観観観観光光光光案案案案内内内内施設施設施設施設や交通や交通や交通や交通タタタターーーーミナミナミナミナルルルルなどの整などの整などの整などの整備備備備をするたをするたをするたをするためめめめの調査を行いました。の調査を行いました。の調査を行いました。の調査を行いました。

奈良奈良奈良奈良公園活性公園活性公園活性公園活性化事業においては、奈良化事業においては、奈良化事業においては、奈良化事業においては、奈良公園公園公園公園をををを訪訪訪訪れるれるれるれる観観観観光光光光客客客客がががが快快快快適適適適にににに過過過過ごせるごせるごせるごせる観観観観光を目光を目光を目光を目指指指指

しまして、しまして、しまして、しまして、若若若若草草草草山山山山山山山山麓麓麓麓のののの園園園園地整地整地整地整備備備備やややや浅茅浅茅浅茅浅茅ケケケケ原原原原園園園園地の地の地の地の園園園園路整路整路整路整備備備備を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

奈良奈良奈良奈良公園施設魅力向公園施設魅力向公園施設魅力向公園施設魅力向上事業におきましては、奈良上事業におきましては、奈良上事業におきましては、奈良上事業におきましては、奈良公園公園公園公園のののの貴貴貴貴重重重重なななな価価価価値値値値を国内を国内を国内を国内外外外外にににに発発発発信信信信し、し、し、し、

来来来来訪訪訪訪者の者の者の者の多多多多様様様様ななななニニニニーーーーズズズズにににに対応対応対応対応するたするたするたするためめめめ、新、新、新、新公公公公会会会会堂堂堂堂、、、、シルクロシルクロシルクロシルクローーーードドドド交交交交流館流館流館流館の一の一の一の一体活体活体活体活用を用を用を用を図図図図るるるる

渡渡渡渡りりりり廊下廊下廊下廊下及び及び及び及び周辺園周辺園周辺園周辺園地整地整地整地整備備備備のののの詳詳詳詳細細細細設設設設計を計を計を計を実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１７２ページ、１７２ページ、１７２ページ、１７２ページ、汚汚汚汚水水水水処処処処理理理理基基基基本本本本構構構構想想想想でございます。奈良県でございます。奈良県でございます。奈良県でございます。奈良県汚汚汚汚水水水水処処処処理総理総理総理総合基合基合基合基本本本本構構構構想見想見想見想見直直直直し事し事し事し事

業につきましては、業につきましては、業につきましては、業につきましては、人人人人口口口口減減減減少に伴い、少に伴い、少に伴い、少に伴い、生生生生じじじじたたたた社社社社会会会会情情情情勢勢勢勢の変化の変化の変化の変化等等等等をををを受け受け受け受けまして、まして、まして、まして、下下下下水道、水道、水道、水道、合合合合

併浄併浄併浄併浄化化化化槽槽槽槽などのなどのなどのなどの各種各種各種各種汚汚汚汚水水水水処処処処理理理理施設施設施設施設のののの効率的効率的効率的効率的かつかつかつかつ適適適適正な整正な整正な整正な整備手備手備手備手法の法の法の法の見見見見直直直直しを検討いたしまししを検討いたしまししを検討いたしまししを検討いたしまし

た。検討のた。検討のた。検討のた。検討の結結結結果果果果、、、、下下下下水道などで水道などで水道などで水道などで処処処処理する理する理する理する区区区区域域域域がががが約約約約４４４４％％％％減減減減少し、少し、少し、少し、合合合合併浄併浄併浄併浄化化化化槽槽槽槽でででで処処処処理する理する理する理する区区区区域域域域

がががが増増増増加加加加いたしました。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、住宅住宅住宅住宅整整整整備備備備の推進でございます。１のの推進でございます。１のの推進でございます。１のの推進でございます。１の優優優優良な良な良な良な住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設のののの促促促促進、進、進、進、人人人人がががが暮暮暮暮ららららしやすいましやすいましやすいましやすいま

ちづくり事業といたしましては、県ちづくり事業といたしましては、県ちづくり事業といたしましては、県ちづくり事業といたしましては、県民民民民が主が主が主が主役役役役のののの魅力あ魅力あ魅力あ魅力あるるるる風風風風土と土と土と土と豊豊豊豊かなかなかなかな暮暮暮暮ららららしをはしをはしをはしをはぐぐぐぐくむくむくむくむ住住住住

まいの奈良のまいの奈良のまいの奈良のまいの奈良の実実実実現に現に現に現に向け向け向け向けまして、奈良県まして、奈良県まして、奈良県まして、奈良県住生活基住生活基住生活基住生活基本計本計本計本計画画画画のののの改改改改定などを行いました。定などを行いました。定などを行いました。定などを行いました。

次次次次に、まちづくり総に、まちづくり総に、まちづくり総に、まちづくり総合合合合支支支支援援援援事業といたしましては、良事業といたしましては、良事業といたしましては、良事業といたしましては、良質質質質なななな住住住住まいづくりを支まいづくりを支まいづくりを支まいづくりを支援援援援するたするたするたするためめめめ、、、、

住宅住宅住宅住宅相相相相談談談談窓窓窓窓口の開口の開口の開口の開設設設設やややや講座講座講座講座の開の開の開の開催催催催などを行いました。などを行いました。などを行いました。などを行いました。

１７３ページ、２の県１７３ページ、２の県１７３ページ、２の県１７３ページ、２の県営住宅営住宅営住宅営住宅の管理でございます。の管理でございます。の管理でございます。の管理でございます。住宅住宅住宅住宅管理につきましては、管理につきましては、管理につきましては、管理につきましては、指指指指定管理定管理定管理定管理

者者者者制制制制度を平成１９年度より度を平成１９年度より度を平成１９年度より度を平成１９年度より導導導導入し、入し、入し、入し、売売売売間間間間、、、、稗稗稗稗田に田に田に田に加え加え加え加えまして、まして、まして、まして、天天天天理、理、理、理、纒纒纒纒向向向向、、、、橿橿橿橿原、原、原、原、坊坊坊坊城城城城団団団団

地に地に地に地に拡拡拡拡大をいたしました。その大をいたしました。その大をいたしました。その大をいたしました。その結結結結果果果果、、、、経経経経費の費の費の費の節節節節減減減減やややや募募募募集集集集倍倍倍倍率率率率のののの低低低低下下下下のののの効果効果効果効果、さ、さ、さ、さららららに、に、に、に、ササササーーーー

ビビビビススススのののの向向向向上により入上により入上により入上により入居居居居されるされるされるされる方方方方 々々々々のののの満満満満足足足足度も度も度も度も高高高高ままままっっっっております。一ております。一ております。一ております。一方方方方、、、、家家家家賃賃賃賃のののの滞滞滞滞納納納納者に者に者に者に対対対対

しましては、しましては、しましては、しましては、悪悪悪悪質質質質な者にな者にな者にな者に対対対対し明し明し明し明けけけけ渡渡渡渡しししし訴訟訴訟訴訟訴訟を行うなどを行うなどを行うなどを行うなど厳格厳格厳格厳格にににに対応対応対応対応しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

４、奈良の４、奈良の４、奈良の４、奈良の住住住住まいまいまいまいリニリニリニリニュュュューーーーアルアルアルアル事業といたしましては、国の事業といたしましては、国の事業といたしましては、国の事業といたしましては、国の住宅エコポ住宅エコポ住宅エコポ住宅エコポイイイイント制ント制ント制ント制度によ度によ度によ度によ

るるるるエコリエコリエコリエコリフフフフォォォォーーーームムムムににににあわあわあわあわせ、せ、せ、せ、景景景景観観観観にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした屋根屋根屋根屋根またはまたはまたはまたは外外外外壁壁壁壁のののの改修改修改修改修にににに対対対対し、平し、平し、平し、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３１３１３１３

００年００年００年００年記念記念記念記念プレプレプレプレミミミミアムアムアムアム商品券商品券商品券商品券により支により支により支により支援援援援を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。屋根屋根屋根屋根改修改修改修改修で９２件、で９２件、で９２件、で９２件、外外外外壁壁壁壁改修改修改修改修で１で１で１で１

０８件の申０８件の申０８件の申０８件の申請請請請ががががああああり、奈良にり、奈良にり、奈良にり、奈良にふふふふささささわわわわしいまちのしいまちのしいまちのしいまちのリニリニリニリニュュュューーーーアルアルアルアルやややや住宅取住宅取住宅取住宅取得の得の得の得の質質質質のののの向向向向上、上、上、上、住宅住宅住宅住宅

産産産産業の業の業の業の活性活性活性活性化など一定の化など一定の化など一定の化など一定の効果効果効果効果ががががあっあっあっあったとこたとこたとこたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

１７４ページ、５の県１７４ページ、５の県１７４ページ、５の県１７４ページ、５の県営住宅建営住宅建営住宅建営住宅建てててて替え替え替え替え・・・・改善改善改善改善の推進でございます。県の推進でございます。県の推進でございます。県の推進でございます。県営住宅建営住宅建営住宅建営住宅建てててて替え替え替え替え事事事事
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業といたしましては、業といたしましては、業といたしましては、業といたしましては、老朽老朽老朽老朽化した県化した県化した県化した県営住宅営住宅営住宅営住宅のののの建建建建てててて替え替え替え替えをすることにより、をすることにより、をすることにより、をすることにより、住住住住環境の環境の環境の環境の向向向向上及上及上及上及

び土地のび土地のび土地のび土地の有効利有効利有効利有効利用を用を用を用を図図図図るもので、昭るもので、昭るもので、昭るもので、昭和和和和５９年度か５９年度か５９年度か５９年度からららら順順順順次次次次事業を進事業を進事業を進事業を進めめめめております。現ております。現ております。現ております。現在在在在、小、小、小、小

泉泉泉泉団団団団地で工事を３地で工事を３地で工事を３地で工事を３期期期期にににに分け分け分け分けてててて施施施施行しており、平成２２年度は２行しており、平成２２年度は２行しており、平成２２年度は２行しており、平成２２年度は２期期期期工事、８０工事、８０工事、８０工事、８０戸戸戸戸がががが完完完完成し、成し、成し、成し、

新しい新しい新しい新しい住宅住宅住宅住宅への入への入への入への入居居居居もももも完了完了完了完了したとこしたとこしたとこしたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。建建建建てててて替え替え替え替えたたたた住宅住宅住宅住宅につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、高高高高

齢齢齢齢者の者の者の者の方方方方などになどになどになどに配慮配慮配慮配慮したしたしたしたバリアバリアバリアバリアフフフフリリリリー化したものとなー化したものとなー化したものとなー化したものとなっっっっております。ております。ております。ております。

次次次次の県の県の県の県営住宅ストック営住宅ストック営住宅ストック営住宅ストック総総総総合改善合改善合改善合改善事業といたしましては、事業といたしましては、事業といたしましては、事業といたしましては、老朽老朽老朽老朽化した県化した県化した県化した県営住宅営住宅営住宅営住宅のののの外外外外壁壁壁壁などなどなどなど

のののの改善改善改善改善を行うなど、を行うなど、を行うなど、を行うなど、安全性安全性安全性安全性及び及び及び及び住住住住環境の環境の環境の環境の向向向向上を上を上を上を図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、稗稗稗稗田田田田団団団団地ほかで事業を地ほかで事業を地ほかで事業を地ほかで事業を実施実施実施実施いたいたいたいた

しました。また、しました。また、しました。また、しました。また、東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災により災により災により災により被被被被災された災された災された災された方方方方 々々々々をををを受け受け受け受け入れるた入れるた入れるた入れるためめめめ、、、、急急急急遽遽遽遽改修改修改修改修を行い、を行い、を行い、を行い、

提提提提供したとこ供したとこ供したとこ供したところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの確保確保確保確保でございます。地でございます。地でございます。地でございます。地震震震震災害災害災害災害建建建建物物物物建築建築建築建築物被物被物被物被害害害害軽軽軽軽減対策減対策減対策減対策事業といたしまして事業といたしまして事業といたしまして事業といたしまして

は、このページかは、このページかは、このページかは、このページから次ら次ら次ら次の１７５ページにかの１７５ページにかの１７５ページにかの１７５ページにかけけけけてててて記記記記載載載載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。住宅エコ住宅エコ住宅エコ住宅エコ

ポポポポイイイイント制ント制ント制ント制度の度の度の度の活活活活用に用に用に用にあわあわあわあわせまして、せまして、せまして、せまして、耐震耐震耐震耐震改修改修改修改修工事を行う工事を行う工事を行う工事を行う住宅所有住宅所有住宅所有住宅所有者への補者への補者への補者への補助助助助や、や、や、や、既存既存既存既存木木木木

造造造造住宅住宅住宅住宅などのなどのなどのなどの耐震耐震耐震耐震診断診断診断診断、、、、改修改修改修改修についてについてについてについて助助助助成する成する成する成する市町市町市町市町村への支村への支村への支村への支援援援援を行うなど、地を行うなど、地を行うなど、地を行うなど、地震震震震災害によ災害によ災害によ災害によ

るるるる建築建築建築建築物物物物のののの被被被被害害害害軽軽軽軽減策減策減策減策として県として県として県として県民民民民向け向け向け向けのののの講習講習講習講習会や小会や小会や小会や小学学学学校校校校出出出出張講座張講座張講座張講座等等等等によりによりによりにより耐震耐震耐震耐震化の知化の知化の知化の知識識識識のののの

普普普普及及及及啓発啓発啓発啓発を行を行を行を行っっっってまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。

次次次次、、、、建築基建築基建築基建築基準準準準法法法法指指指指定道路定道路定道路定道路等等等等調査事業につきましては、調査事業につきましては、調査事業につきましては、調査事業につきましては、建築確建築確建築確建築確認申認申認申認申請請請請のののの迅迅迅迅速速速速化や化や化や化や建築活動建築活動建築活動建築活動

の円の円の円の円滑滑滑滑化を化を化を化を図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、建築基建築基建築基建築基準準準準法上の道路法上の道路法上の道路法上の道路情情情情報を報を報を報をデデデデーーーータベタベタベタベーーーースススス化し、化し、化し、化し、建築建築建築建築物物物物がががが建建建建ててててらららられるれるれるれる

道路を明道路を明道路を明道路を明確確確確にするもので、にするもので、にするもので、にするもので、安安安安堵堵堵堵町町町町、川、川、川、川西町西町西町西町、２、２、２、２町町町町の２１６の２１６の２１６の２１６キキキキロロロロメメメメーーーートルトルトルトルの道路について関の道路について関の道路について関の道路について関

係係係係資料資料資料資料のののの収収収収集集集集、現地調査を、現地調査を、現地調査を、現地調査を実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次次次次に、１７６ページ、２の災害にに、１７６ページ、２の災害にに、１７６ページ、２の災害にに、１７６ページ、２の災害に強強強強いまちづくりの推進でございます。２いまちづくりの推進でございます。２いまちづくりの推進でございます。２いまちづくりの推進でございます。２段段段段目の目の目の目の被被被被災災災災建建建建

築築築築物物物物応急応急応急応急危危危危険険険険度度度度判判判判定事業といたしまして、地定事業といたしまして、地定事業といたしまして、地定事業といたしまして、地震震震震災害災害災害災害時時時時におにおにおにおけけけけるるるる被被被被災災災災建建建建物物物物の危の危の危の危険険険険度を度を度を度を応急的応急的応急的応急的

にににに判判判判定し、定し、定し、定し、類似類似類似類似的的的的被被被被害を害を害を害を防止防止防止防止するたするたするたするためめめめ、、、、被被被被災災災災建築建築建築建築物物物物応急応急応急応急危危危危険険険険度度度度判判判判定定定定士士士士のののの養養養養成、成、成、成、登録登録登録登録を行いを行いを行いを行い

ました。ました。ました。ました。

３３３３番番番番目の災害に目の災害に目の災害に目の災害に強強強強いまちづくりの推進のいまちづくりの推進のいまちづくりの推進のいまちづくりの推進の被被被被災災災災宅宅宅宅地危地危地危地危険険険険度度度度判判判判定事業といたしましては、大定事業といたしましては、大定事業といたしましては、大定事業といたしましては、大

震震震震災や災や災や災や豪豪豪豪雨雨雨雨によによによによっっっってててて被被被被災した災した災した災した各各各各地の地の地の地の被被被被災災災災状況状況状況状況をををを把握把握把握把握し、２し、２し、２し、２次次次次災害の災害の災害の災害の防止防止防止防止と円と円と円と円滑滑滑滑な復旧な復旧な復旧な復旧活動活動活動活動

をををを実施実施実施実施するたするたするたするためめめめ、、、、被被被被災災災災宅宅宅宅地危地危地危地危険険険険度度度度判判判判定定定定士士士士のののの養養養養成、成、成、成、登録登録登録登録を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

以以以以上で、一般会計に係ります説明を上で、一般会計に係ります説明を上で、一般会計に係ります説明を上で、一般会計に係ります説明を終わら終わら終わら終わらせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

続きまして、奈良県続きまして、奈良県続きまして、奈良県続きまして、奈良県流流流流域域域域下下下下水道事業特別会計についての説明でございます。水道事業特別会計についての説明でございます。水道事業特別会計についての説明でございます。水道事業特別会計についての説明でございます。

２１０ページ、２１０ページ、２１０ページ、２１０ページ、流流流流域域域域下下下下水道特別会計でございます。水道特別会計でございます。水道特別会計でございます。水道特別会計でございます。各浄各浄各浄各浄化化化化セセセセンタンタンタンターのーのーのーの処処処処理理理理能力等能力等能力等能力等は、は、は、は、浄浄浄浄

化化化化セセセセンタンタンタンターーーー緒緒緒緒元に元に元に元に記記記記載載載載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。流流流流域域域域下下下下水道の管理に関しましては、水道の管理に関しましては、水道の管理に関しましては、水道の管理に関しましては、各浄各浄各浄各浄化化化化



---- 11114444 ----

セセセセンタンタンタンターにおきまして、ーにおきまして、ーにおきまして、ーにおきまして、公共公共公共公共用水用水用水用水域域域域の水の水の水の水質質質質保全保全保全保全のたのたのたのためめめめ、、、、適切適切適切適切に水に水に水に水処処処処理理理理施設施設施設施設のののの維持維持維持維持管理を行管理を行管理を行管理を行

うことで、水うことで、水うことで、水うことで、水質質質質事事事事故故故故をををを発生発生発生発生させることなくさせることなくさせることなくさせることなく汚汚汚汚水水水水処処処処理を行いました。理を行いました。理を行いました。理を行いました。汚汚汚汚水水水水処処処処理理理理量量量量は前年度は前年度は前年度は前年度比比比比

３３３３％％％％増増増増の１億９６８万の１億９６８万の１億９６８万の１億９６８万立立立立方方方方メメメメーーーートルトルトルトルとなとなとなとなっっっっており、ており、ており、ており、市町市町市町市町村別の村別の村別の村別の汚汚汚汚水水水水処処処処理理理理状況状況状況状況についてはについてはについてはについては記記記記

載載載載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

２１２ページ、２１２ページ、２１２ページ、２１２ページ、流流流流域域域域下下下下水道の整水道の整水道の整水道の整備備備備に関しましては、大に関しましては、大に関しましては、大に関しましては、大和和和和川上川上川上川上流流流流流流流流域域域域、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀川川川川流流流流域域域域、、、、吉野吉野吉野吉野

川川川川流流流流域域域域の３の３の３の３流流流流域域域域４４４４処処処処理理理理区区区区におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、幹線幹線幹線幹線管管管管渠渠渠渠のののの耐震耐震耐震耐震化及び化及び化及び化及び更更更更新、水新、水新、水新、水処処処処理理理理施設施設施設施設、、、、汚汚汚汚泥処泥処泥処泥処

理理理理施設施設施設施設のののの耐震耐震耐震耐震化、化、化、化、増増増増設設設設及び及び及び及び更更更更新などの整新などの整新などの整新などの整備備備備をををを記記記記載載載載内内内内容容容容についてについてについてについて実施実施実施実施をいたしました。そのをいたしました。そのをいたしました。そのをいたしました。その

中で中で中で中で吉野吉野吉野吉野川川川川流流流流域域域域下下下下水道においては、平成２２年度に水道においては、平成２２年度に水道においては、平成２２年度に水道においては、平成２２年度に五條市五條市五條市五條市野野野野原地原地原地原地区区区区が供用を開が供用を開が供用を開が供用を開始始始始したことしたことしたことしたこと

によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、吉野吉野吉野吉野川川川川流流流流域域域域下下下下水道の水道の水道の水道の幹線幹線幹線幹線管管管管渠渠渠渠はははは全線全線全線全線が供用開が供用開が供用開が供用開始始始始となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

以以以以上で、まちづくり推進局上で、まちづくり推進局上で、まちづくり推進局上で、まちづくり推進局所所所所管の平成２２年度主要管の平成２２年度主要管の平成２２年度主要管の平成２２年度主要施策施策施策施策の成の成の成の成果果果果についての説明をについての説明をについての説明をについての説明を終わら終わら終わら終わら

せていただきます。よせていただきます。よせていただきます。よせていただきます。よろろろろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ごごごご苦労苦労苦労苦労ささささんんんんでございました。でございました。でございました。でございました。

○石井水道局長○石井水道局長○石井水道局長○石井水道局長 それでは、平成２２年度県それでは、平成２２年度県それでは、平成２２年度県それでは、平成２２年度県営営営営水道事業の決算水道事業の決算水道事業の決算水道事業の決算概概概概要について申し上げます。要について申し上げます。要について申し上げます。要について申し上げます。

「決算審査特別委員会「決算審査特別委員会「決算審査特別委員会「決算審査特別委員会資料資料資料資料」でご説明をさせていただきます。」でご説明をさせていただきます。」でご説明をさせていただきます。」でご説明をさせていただきます。

まず、１ページ、決算額のまず、１ページ、決算額のまず、１ページ、決算額のまず、１ページ、決算額の執執執執行行行行状況状況状況状況についてについてについてについて記記記記載載載載してございます。してございます。してございます。してございます。消消消消費費費費税並税並税並税並びに地びに地びに地びに地方方方方消消消消

費費費費税込税込税込税込みみみみで申し上げますで申し上げますで申し上げますで申し上げます。。。。（１）の（１）の（１）の（１）の収収収収益益益益的的的的収収収収支及び支出でございます。決算額はともに予支及び支出でございます。決算額はともに予支及び支出でございます。決算額はともに予支及び支出でございます。決算額はともに予

算額を算額を算額を算額を下下下下回っ回っ回っ回っているとこているとこているとこているところろろろでございました。でございました。でございました。でございました。収収収収入は主として入は主として入は主として入は主として営営営営業業業業収収収収益益益益においてにおいてにおいてにおいて配配配配水水水水量量量量がががが若若若若

干干干干減減減減少しておりまして、決算額といたしましては１１６億４，７３９万５，０００円とな少しておりまして、決算額といたしましては１１６億４，７３９万５，０００円とな少しておりまして、決算額といたしましては１１６億４，７３９万５，０００円とな少しておりまして、決算額といたしましては１１６億４，７３９万５，０００円とな

っっっってございます。なお、支出につきましては、てございます。なお、支出につきましては、てございます。なお、支出につきましては、てございます。なお、支出につきましては、営営営営業費用、業費用、業費用、業費用、営営営営業業業業外外外外費用及び特別費用及び特別費用及び特別費用及び特別損失損失損失損失などなどなどなど記記記記

載載載載のとおりでございまして、のとおりでございまして、のとおりでございまして、のとおりでございまして、企企企企業業業業債債債債のののの借借借借入入入入利率利率利率利率のののの低低低低下下下下による支による支による支による支払払払払いいいい利利利利息息息息のののの減減減減や職員定数のや職員定数のや職員定数のや職員定数の

減減減減に伴いますに伴いますに伴いますに伴います人人人人件費の件費の件費の件費の減減減減などによりまして、決算額としては１１０億４，００９万７，０などによりまして、決算額としては１１０億４，００９万７，０などによりまして、決算額としては１１０億４，００９万７，０などによりまして、決算額としては１１０億４，００９万７，０

００円とな００円とな００円とな００円となっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

続きまして、その続きまして、その続きまして、その続きまして、その結結結結果果果果でございます。でございます。でございます。でございます。当当当当年度年度年度年度利利利利益益益益についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、当当当当年度の年度の年度の年度の純純純純

利利利利益益益益は、は、は、は、消消消消費費費費税並税並税並税並びに地びに地びに地びに地方方方方消消消消費費費費税税税税抜抜抜抜きで算出することとされておりますので、きで算出することとされておりますので、きで算出することとされておりますので、きで算出することとされておりますので、記記記記載載載載のとおのとおのとおのとお

り４億９，４３５万８，０００円となりました。り４億９，４３５万８，０００円となりました。り４億９，４３５万８，０００円となりました。り４億９，４３５万８，０００円となりました。

次次次次にににに、、、、（２）の（２）の（２）の（２）の資資資資本本本本的的的的収収収収入及び支出でございます。入及び支出でございます。入及び支出でございます。入及び支出でございます。収収収収入につきましては、入につきましては、入につきましては、入につきましては、企企企企業業業業債債債債、、、、他他他他会会会会

計か計か計か計かららららのののの助助助助成金及び国成金及び国成金及び国成金及び国庫庫庫庫支出金など支出金など支出金など支出金など記記記記載載載載のとおりでございまして、決算額といたしましてのとおりでございまして、決算額といたしましてのとおりでございまして、決算額といたしましてのとおりでございまして、決算額といたしまして

は１５億３，８３５万６，０００円、翌年度への繰り越しにつきましては４億９，１５４は１５億３，８３５万６，０００円、翌年度への繰り越しにつきましては４億９，１５４は１５億３，８３５万６，０００円、翌年度への繰り越しにつきましては４億９，１５４は１５億３，８３５万６，０００円、翌年度への繰り越しにつきましては４億９，１５４

万１，０００円とな万１，０００円とな万１，０００円とな万１，０００円となっっっってございます。支出につきましては、てございます。支出につきましては、てございます。支出につきましては、てございます。支出につきましては、建設改建設改建設改建設改良費及び良費及び良費及び良費及び企企企企業業業業債債債債償償償償還還還還金金金金

などなどなどなど記記記記載載載載のとおりでございまして、決算額といたしましては９７億５，３５０万６，００のとおりでございまして、決算額といたしましては９７億５，３５０万６，００のとおりでございまして、決算額といたしましては９７億５，３５０万６，００のとおりでございまして、決算額といたしましては９７億５，３５０万６，００
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０円でございます。翌年度への繰越額につきましては５億８００万円とな０円でございます。翌年度への繰越額につきましては５億８００万円とな０円でございます。翌年度への繰越額につきましては５億８００万円とな０円でございます。翌年度への繰越額につきましては５億８００万円となっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

なお、支出額がなお、支出額がなお、支出額がなお、支出額が収収収収入額を入額を入額を入額を超超超超過過過過する額、する額、する額、する額、約約約約８２億１，５００万円余でございますが、８２億１，５００万円余でございますが、８２億１，５００万円余でございますが、８２億１，５００万円余でございますが、記記記記載載載載のののの

とおり、とおり、とおり、とおり、損益勘損益勘損益勘損益勘定定定定留留留留保保保保資資資資金金金金等等等等で補で補で補で補填填填填いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

続きまして、２ページ、円続きまして、２ページ、円続きまして、２ページ、円続きまして、２ページ、円ググググララララフフフフがががが示示示示してございます。してございます。してございます。してございます。収収収収益益益益的的的的収収収収支の内支の内支の内支の内訳訳訳訳、項目別の、項目別の、項目別の、項目別の構構構構

成成成成比比比比ををををあらわあらわあらわあらわしたものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。収収収収益益益益的的的的収収収収入につきましては、入につきましては、入につきましては、入につきましては、配配配配水水水水収収収収益益益益がががが約約約約９９９９９９９９．．．．

１１１１％％％％をををを占占占占めめめめておりますが、２４ておりますが、２４ておりますが、２４ておりますが、２４市町市町市町市町村に村に村に村に約約約約７，８５２万１，０００７，８５２万１，０００７，８５２万１，０００７，８５２万１，０００トントントントンのののの配配配配水をしたもの水をしたもの水をしたもの水をしたもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、に、に、に、収収収収益益益益的的的的収収収収支につきましては、支につきましては、支につきましては、支につきましては、営営営営業費用及び業費用及び業費用及び業費用及び営営営営業業業業外外外外費用など費用など費用など費用など記記記記載載載載のとおりでございのとおりでございのとおりでございのとおりでござい

ますが、このうち特別ますが、このうち特別ますが、このうち特別ますが、このうち特別損失損失損失損失につきましては、川上につきましては、川上につきましては、川上につきましては、川上ダダダダムムムム撤退撤退撤退撤退関係費用関係費用関係費用関係費用等等等等の計上でございます。の計上でございます。の計上でございます。の計上でございます。

なお、なお、なお、なお、消消消消費費費費税税税税抜抜抜抜きできできできで収収収収支支支支差差差差し引きいたしますと、し引きいたしますと、し引きいたしますと、し引きいたしますと、記記記記載載載載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、当当当当年度年度年度年度純純純純利利利利益益益益は４億９，は４億９，は４億９，は４億９，

４３５万８，０００円の４３５万８，０００円の４３５万８，０００円の４３５万８，０００円の黒字黒字黒字黒字となとなとなとなっっっってございます。前年度かてございます。前年度かてございます。前年度かてございます。前年度かららららの繰り越しの繰り越しの繰り越しの繰り越し利利利利益剰益剰益剰益剰余金１７余金１７余金１７余金１７

億９，１１４万３，０００円を億９，１１４万３，０００円を億９，１１４万３，０００円を億９，１１４万３，０００円を加え加え加え加え、平成２２年度、平成２２年度、平成２２年度、平成２２年度末末末末のののの未未未未処処処処分利分利分利分利益剰益剰益剰益剰余金につきましては余金につきましては余金につきましては余金につきましては

２２億８，５５０万１，０００円となりました。この２２億８，５５０万１，０００円となりました。この２２億８，５５０万１，０００円となりました。この２２億８，５５０万１，０００円となりました。この未未未未処処処処分利分利分利分利益剰益剰益剰益剰余金の余金の余金の余金の処処処処分分分分につきましにつきましにつきましにつきまし

ては、ては、ては、ては、企企企企業業業業債債債債の元金償の元金償の元金償の元金償還還還還に充てるたに充てるたに充てるたに充てるためめめめのののの減減減減債債債債積積積積立立立立金として２２億８，０００万円を金として２２億８，０００万円を金として２２億８，０００万円を金として２２億８，０００万円を積み積み積み積み立立立立

てることといたしまして、てることといたしまして、てることといたしまして、てることといたしまして、残残残残額５５０万１，０００円を翌年度へ繰り越すことといたして額５５０万１，０００円を翌年度へ繰り越すことといたして額５５０万１，０００円を翌年度へ繰り越すことといたして額５５０万１，０００円を翌年度へ繰り越すことといたして

おります。おります。おります。おります。

続きまして、３ページ、続きまして、３ページ、続きまして、３ページ、続きまして、３ページ、資資資資本本本本的的的的収収収収支の内支の内支の内支の内訳訳訳訳でございます。でございます。でございます。でございます。資資資資本本本本的的的的支出にお支出にお支出にお支出におけけけけるるるる建設改建設改建設改建設改良良良良

費の主なものといたしましては、御費の主なものといたしましては、御費の主なものといたしましては、御費の主なものといたしましては、御所所所所浄浄浄浄水場、水場、水場、水場、下下下下市取市取市取市取水場監水場監水場監水場監視視視視制制制制御御御御設備設備設備設備工事、工事、工事、工事、桜桜桜桜井井井井浄浄浄浄水場水場水場水場

浄浄浄浄水水水水池池池池等等等等耐震耐震耐震耐震補補補補強強強強工事などを工事などを工事などを工事などを施施施施行いたしております。なお、国行いたしております。なお、国行いたしております。なお、国行いたしております。なお、国庫庫庫庫補補補補助助助助金金金金等等等等返還返還返還返還金につきま金につきま金につきま金につきま

しては、しては、しては、しては、消消消消費費費費税税税税のののの納納納納入入入入方方方方法を定法を定法を定法を定めめめめたたたた消消消消費費費費税税税税法及び国法及び国法及び国法及び国庫庫庫庫補補補補助助助助金交金交金交金交付付付付要要要要綱綱綱綱等等等等にににに基基基基づき、国づき、国づき、国づき、国庫庫庫庫補補補補

助助助助金に金に金に金に含含含含まれるまれるまれるまれる消消消消費費費費税相税相税相税相当当当当額を額を額を額を納納納納付付付付したものでございます。このしたものでございます。このしたものでございます。このしたものでございます。この結結結結果果果果、、、、収収収収入入入入合合合合計につきま計につきま計につきま計につきま

しては、しては、しては、しては、ＡＡＡＡ欄欄欄欄、１５億３，８３５万６，０００円でございます。支出、１５億３，８３５万６，０００円でございます。支出、１５億３，８３５万６，０００円でございます。支出、１５億３，８３５万６，０００円でございます。支出合合合合計につきましては、計につきましては、計につきましては、計につきましては、

先先先先ほど申しましたように、ほど申しましたように、ほど申しましたように、ほど申しましたように、ＤＤＤＤ欄欄欄欄で９７億５，３５０万６，０００円となで９７億５，３５０万６，０００円となで９７億５，３５０万６，０００円となで９７億５，３５０万６，０００円となっっっってございまして、てございまして、てございまして、てございまして、

８２億１，５１５万円の支出８２億１，５１５万円の支出８２億１，５１５万円の支出８２億１，５１５万円の支出超超超超過過過過となとなとなとなっっっってございますが、この部てございますが、この部てございますが、この部てございますが、この部分分分分につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ＦＦＦＦ欄欄欄欄

のとおりの内のとおりの内のとおりの内のとおりの内訳訳訳訳で、で、で、で、減減減減債債債債積積積積立立立立金金金金ああああるいはるいはるいはるいは損益勘損益勘損益勘損益勘定定定定留留留留保保保保資資資資金金金金等等等等で補てで補てで補てで補てんんんんいたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

続きまして、４ページは、平成２２年度続きまして、４ページは、平成２２年度続きまして、４ページは、平成２２年度続きまして、４ページは、平成２２年度末末末末の県の県の県の県営営営営水道の水道の水道の水道の資資資資産産産産等等等等のののの状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。資資資資

産産産産の部では、の部では、の部では、の部では、固固固固定定定定資資資資産産産産、、、、流流流流動動動動資資資資産産産産をををを合わ合わ合わ合わせまして２，０１５億３，３００万円となせまして２，０１５億３，３００万円となせまして２，０１５億３，３００万円となせまして２，０１５億３，３００万円となっっっってごてごてごてご

ざいます。これにざいます。これにざいます。これにざいます。これに対応対応対応対応するするするする負債負債負債負債及び及び及び及び資資資資本は本は本は本は右右右右欄欄欄欄記記記記載載載載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。資資資資産産産産合合合合計とい計とい計とい計とい

たしましては、たしましては、たしましては、たしましては、減減減減価価価価償償償償却却却却の進行などによりまして、前年度より５０億８００万円ほどのの進行などによりまして、前年度より５０億８００万円ほどのの進行などによりまして、前年度より５０億８００万円ほどのの進行などによりまして、前年度より５０億８００万円ほどの減減減減

少とな少とな少とな少となっっっってございます。てございます。てございます。てございます。
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続きまして、５ページ、県続きまして、５ページ、県続きまして、５ページ、県続きまして、５ページ、県営営営営水道の水道の水道の水道の経営経営経営経営のののの状況状況状況状況についてでございます。まずについてでございます。まずについてでございます。まずについてでございます。まず料料料料金金金金収収収収入の入の入の入の

基基基基本となります本となります本となります本となります有有有有収収収収水水水水量量量量は、平成１１年度をは、平成１１年度をは、平成１１年度をは、平成１１年度をピピピピーーーーククククとしてとしてとしてとして減減減減少少少少傾傾傾傾向向向向が続いているが続いているが続いているが続いている状況状況状況状況でごでごでごでご

ざいます。しかしながざいます。しかしながざいます。しかしながざいます。しかしながらららら、、、、桜桜桜桜井井井井浄浄浄浄水場の水場の水場の水場の運転運転運転運転管理業務の２４管理業務の２４管理業務の２４管理業務の２４時間時間時間時間委委委委託託託託をはをはをはをはじじじじめめめめとした業務とした業務とした業務とした業務

執執執執行行行行体制体制体制体制のののの見見見見直直直直しでしでしでしであああありますとかりますとかりますとかりますとか高利率高利率高利率高利率のののの企企企企業業業業債債債債のののの借借借借りかりかりかりかええええなど、など、など、など、経営経営経営経営のののの効率効率効率効率化、化、化、化、合合合合理化理化理化理化

にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいることもでいることもでいることもでいることもああああり、り、り、り、経営経営経営経営状況状況状況状況のののの指標指標指標指標でででであああある総る総る総る総収収収収支支支支比比比比率率率率につきましては１００につきましては１００につきましては１００につきましては１００％％％％

をををを超超超超ええええるということで、いるということで、いるということで、いるということで、いわわわわゆゆゆゆるるるる黒字黒字黒字黒字をををを維持維持維持維持しているといしているといしているといしているといっっっったとこたとこたとこたところろろろでございます。また、でございます。また、でございます。また、でございます。また、

企企企企業業業業債債債債の償の償の償の償還還還還が進むにつれまして、自が進むにつれまして、自が進むにつれまして、自が進むにつれまして、自己己己己資資資資本本本本構構構構成成成成比比比比率率率率も年も年も年も年 々々々々改善改善改善改善されておりまして、されておりまして、されておりまして、されておりまして、借借借借入入入入

金への金への金への金への依存依存依存依存度が度が度が度が低低低低下下下下してきており、してきており、してきており、してきており、経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの強強強強化が進化が進化が進化が進んんんんできているものとできているものとできているものとできているものと考考考考ええええておりまておりまておりまておりま

す。一す。一す。一す。一方方方方、、、、施設施設施設施設のののの浄浄浄浄水水水水能力能力能力能力で算出するで算出するで算出するで算出する最最最最大大大大稼働稼働稼働稼働率率率率はははは低低低低いいいい状状状状態態態態となとなとなとなっっっっておりますておりますておりますておりますけけけけれども、れども、れども、れども、

これは、いこれは、いこれは、いこれは、いわわわわゆゆゆゆる大る大る大る大滝滝滝滝ダダダダムムムム稼働稼働稼働稼働にににに照照照照準準準準をををを合わ合わ合わ合わせたせたせたせた施設施設施設施設整整整整備備備備を行を行を行を行っっっってきたものによるものでてきたものによるものでてきたものによるものでてきたものによるもので

ああああり、大り、大り、大り、大滝滝滝滝ダダダダムムムム完完完完成成成成後後後後はははは安安安安定した水供給が定した水供給が定した水供給が定した水供給が図図図図れることとなる予定でございますので、れることとなる予定でございますので、れることとなる予定でございますので、れることとなる予定でございますので、ダダダダムムムム

完完完完成成成成後後後後のののの稼働稼働稼働稼働率向率向率向率向上に上に上に上に向け向け向け向けて今て今て今て今後後後後ともともともとも努力努力努力努力してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。

以以以以上をもちまして、決算上をもちまして、決算上をもちまして、決算上をもちまして、決算概概概概要と要と要と要とあわあわあわあわせて、せて、せて、せて、利利利利益処益処益処益処分分分分についての説明をについての説明をについての説明をについての説明を終わら終わら終わら終わらせていただせていただせていただせていただ

きます。きます。きます。きます。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ごごごご苦労苦労苦労苦労ささささんんんんでございました。でございました。でございました。でございました。

それでは、ただいまの説明、またはそのそれでは、ただいまの説明、またはそのそれでは、ただいまの説明、またはそのそれでは、ただいまの説明、またはその他他他他の事項もの事項もの事項もの事項も含含含含めめめめまして、まして、まして、まして、質質質質疑疑疑疑に入りたいとに入りたいとに入りたいとに入りたいと思思思思いいいい

ますが、委員のますが、委員のますが、委員のますが、委員の皆皆皆皆ささささん方ん方ん方ん方もそうでございますが、特に理事者のもそうでございますが、特に理事者のもそうでございますが、特に理事者のもそうでございますが、特に理事者の皆皆皆皆ささささん方ん方ん方ん方には、委員のには、委員のには、委員のには、委員の質質質質問問問問

等等等等にににに対対対対しましては明しましては明しましては明しましては明確確確確かつ簡潔にごかつ簡潔にごかつ簡潔にごかつ簡潔にご答答答答弁弁弁弁をお願い申し上げたいとをお願い申し上げたいとをお願い申し上げたいとをお願い申し上げたいと存存存存じじじじます。ます。ます。ます。

それでは、それでは、それでは、それでは、質質質質疑疑疑疑ががががああああれれれればばばばごごごご発発発発言言言言願いたいと願いたいと願いたいと願いたいと思思思思います。います。います。います。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 委員長に委員長に委員長に委員長に協力協力協力協力して要点だして要点だして要点だして要点だけけけけをををを言言言言っっっっていくようにします。ていくようにします。ていくようにします。ていくようにします。

１つは、１つは、１つは、１つは、建築課建築課建築課建築課の内の内の内の内容容容容でででで課課課課長が長が長が長が答答答答ええええてくれたてくれたてくれたてくれたらららら結構結構結構結構です。です。です。です。耐震耐震耐震耐震化の支化の支化の支化の支援援援援の補の補の補の補助助助助金が今、金が今、金が今、金が今、

問題問題問題問題になになになになっっっっている。地ている。地ている。地ている。地震震震震のののの問題問題問題問題言言言言っっっってます。これについて、奈良県てます。これについて、奈良県てます。これについて、奈良県てます。これについて、奈良県民民民民としてとしてとしてとして喫喫喫喫緊緊緊緊のののの問題問題問題問題とととと

言言言言っっっっているているているている割割割割には、には、には、には、物物物物すごく補すごく補すごく補すごく補助助助助金の金の金の金の利利利利用用用用率率率率がががが実実実実績低績低績低績低い。い。い。い。以以以以前か前か前か前からららら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けわけわけわけだだだだけけけけ

れども、なれども、なれども、なれども、なぜ低ぜ低ぜ低ぜ低いのか。今いのか。今いのか。今いのか。今後後後後どういうどういうどういうどういう方向方向方向方向にににに持っ持っ持っ持っていくのかということをていくのかということをていくのかということをていくのかということを聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思いいいい

ます。ます。ます。ます。

それと、それと、それと、それと、次次次次に、に、に、に、以以以以前か前か前か前かららららもももも言言言言っっっってますてますてますてますけけけけれども、れども、れども、れども、ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良奈良奈良奈良駅付近駅付近駅付近駅付近のののの連連連連続続続続立立立立体体体体交交交交差差差差事業で事業で事業で事業で

すが、上田まちづくり推進局長にすが、上田まちづくり推進局長にすが、上田まちづくり推進局長にすが、上田まちづくり推進局長に質質質質問問問問するするするするわけわけわけわけですですですですけけけけれども、この事業はれども、この事業はれども、この事業はれども、この事業は住住住住民民民民被被被被害につい害につい害につい害につい

て２年前の６月にて２年前の６月にて２年前の６月にて２年前の６月に代表質代表質代表質代表質問問問問でででで取取取取り上げたのですり上げたのですり上げたのですり上げたのですけけけけれど、れど、れど、れど、当時当時当時当時、、、、私私私私はこのはこのはこのはこの被被被被害について知事害について知事害について知事害について知事

に会に会に会に会っっっって、て、て、て、被被被被害害害害状況状況状況状況をををを訴訴訴訴ええええたたたたわけわけわけわけです。知事室でです。知事室でです。知事室でです。知事室で当時当時当時当時のまちづくり局長の前でのまちづくり局長の前でのまちづくり局長の前でのまちづくり局長の前で、、、、「「「「被被被被害が害が害が害が

ああああれれれれば十ば十ば十ば十分分分分言言言言っっっってください」という知事のてください」という知事のてください」という知事のてください」という知事の確確確確認もした認もした認もした認もしたわけわけわけわけです。この事業はです。この事業はです。この事業はです。この事業は約約約約４４８億円４４８億円４４８億円４４８億円
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の大事業で、県が１１１億円をの大事業で、県が１１１億円をの大事業で、県が１１１億円をの大事業で、県が１１１億円を負担負担負担負担してるしてるしてるしてるわけわけわけわけです。この工事をやです。この工事をやです。この工事をやです。この工事をやっっっった県、た県、た県、た県、奥奥奥奥村村村村組組組組、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲ

西西西西日本が平成１４年か日本が平成１４年か日本が平成１４年か日本が平成１４年からららら８年８年８年８年間間間間工事をして、工事をして、工事をして、工事をして、完完完完成した成した成した成したわけわけわけわけです。県とです。県とです。県とです。県と奥奥奥奥村村村村組組組組、、、、ＪＲ西ＪＲ西ＪＲ西ＪＲ西日本日本日本日本

は、工事は、工事は、工事は、工事被被被被害をき害をき害をき害をきっっっっちりちりちりちり住住住住民民民民にににに対対対対して申しして申しして申しして申しわけわけわけわけないということを認ないということを認ないということを認ないということを認めめめめたたたたわけわけわけわけです。この工です。この工です。この工です。この工

事により、３事により、３事により、３事により、３区区区区間間間間１７１７１７１７カ所カ所カ所カ所かかかからららら家家家家屋屋屋屋への事業への事業への事業への事業損失損失損失損失の補償をしてきました。しかし、この８の補償をしてきました。しかし、この８の補償をしてきました。しかし、この８の補償をしてきました。しかし、この８

年年年年間間間間でまだ５でまだ５でまだ５でまだ５カ所カ所カ所カ所は補償してない。ほは補償してない。ほは補償してない。ほは補償してない。ほっっっったたたたららららかしでかしでかしでかしであああある、これどうするのですか。そしてる、これどうするのですか。そしてる、これどうするのですか。そしてる、これどうするのですか。そして

また、このまた、このまた、このまた、この被被被被害の害の害の害のあっあっあっあったたたたビビビビルルルルののののＳＳＳＳ社社社社かかかからららら、工事、工事、工事、工事被被被被害を県は認害を県は認害を県は認害を県は認めめめめているているているているけけけけれども、されども、されども、されども、さららららに、に、に、に、

奈良地奈良地奈良地奈良地裁裁裁裁にににに被被被被害補償で県や害補償で県や害補償で県や害補償で県や奥奥奥奥村村村村組組組組、、、、ＪＲ西ＪＲ西ＪＲ西ＪＲ西日本を日本を日本を日本を提提提提訴訴訴訴されてるされてるされてるされてるわけわけわけわけです。ほです。ほです。ほです。ほんんんんとうにとうにとうにとうに格好格好格好格好

悪悪悪悪いことです。いことです。いことです。いことです。言言言言いたいのは、ないたいのは、ないたいのは、ないたいのは、なぜぜぜぜ安全安全安全安全でででで被被被被害のない工事のやり害のない工事のやり害のない工事のやり害のない工事のやり方方方方をしなかをしなかをしなかをしなかっっっったのか。こたのか。こたのか。こたのか。こ

のことはどうのことはどうのことはどうのことはどう思思思思いますかということが１つ。いますかということが１つ。いますかということが１つ。いますかということが１つ。

もう一つは、１７もう一つは、１７もう一つは、１７もう一つは、１７カ所カ所カ所カ所のののの住住住住民民民民、１０、１０、１０、１０人人人人かかかからららら奈良奈良奈良奈良市市市市ののののＪＲＪＲＪＲＪＲのとこのとこのとこのところろろろにににに聞聞聞聞きききき取取取取り調査へ行り調査へ行り調査へ行り調査へ行っっっっ

てきました。２つ目は、この工事がてきました。２つ目は、この工事がてきました。２つ目は、この工事がてきました。２つ目は、この工事が終わ終わ終わ終わるまでほるまでほるまでほるまでほっっっったたたたららららかしにしてきたのです。これ、なかしにしてきたのです。これ、なかしにしてきたのです。これ、なかしにしてきたのです。これ、な

ぜぜぜぜなのかとなのかとなのかとなのかと聞聞聞聞きたいきたいきたいきたいわけわけわけわけでございます。でございます。でございます。でございます。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、奥奥奥奥村村村村組組組組にこれだにこれだにこれだにこれだけけけけのののの仕仕仕仕事をさせているのです事をさせているのです事をさせているのです事をさせているのですけけけけれども、れども、れども、れども、奥奥奥奥村村村村組組組組は、は、は、は、防防防防衛衛衛衛施施施施

設庁設庁設庁設庁の事件で、の事件で、の事件で、の事件で、ああああるいはるいはるいはるいは独独独独占禁占禁占禁占禁止止止止法の法の法の法の違反違反違反違反事件で、５事件で、５事件で、５事件で、５回回回回もももも指指指指名名名名停停停停止止止止をををを受け受け受け受けており、そのており、そのており、そのており、その間間間間、、、、

平成１６年、平成１９年と２平成１６年、平成１９年と２平成１６年、平成１９年と２平成１６年、平成１９年と２回回回回も奈良県のも奈良県のも奈良県のも奈良県の仕仕仕仕事を事を事を事を受け受け受け受けてるてるてるてるわけわけわけわけです。６年です。６年です。６年です。６年間間間間ずずずずっっっっとととと指指指指名名名名停停停停

止止止止をををを受け受け受け受けているにもかかているにもかかているにもかかているにもかかわらわらわらわらず、県のず、県のず、県のず、県の仕仕仕仕事を１０数億円と事を１０数億円と事を１０数億円と事を１０数億円とっっっってきたてきたてきたてきたわけわけわけわけです。です。です。です。何何何何をををを言言言言いたいたいたいた

いかといかといかといかと言言言言っっっったたたたらららら、、、、指指指指名名名名停停停停止止止止しているのに、県がしているのに、県がしているのに、県がしているのに、県が仕仕仕仕事をや事をや事をや事をやっっっっている。そのときにている。そのときにている。そのときにている。そのときに荒荒荒荒井知事と井知事と井知事と井知事と

話話話話しししし合合合合い、この前のい、この前のい、この前のい、この前の答答答答弁弁弁弁で、で、で、で、二二二二度とこういうことをしないと。度とこういうことをしないと。度とこういうことをしないと。度とこういうことをしないと。近鉄近鉄近鉄近鉄ややややＪＲＪＲＪＲＪＲとととと契契契契約約約約していてしていてしていてしていて

も、工事のも、工事のも、工事のも、工事の指指指指名名名名停停停停止止止止の業者にはさせませの業者にはさせませの業者にはさせませの業者にはさせませんんんんということになということになということになということになっっっっているているているているわけわけわけわけですが、これは副ですが、これは副ですが、これは副ですが、これは副

知事も知事も知事も知事も来来来来てもてもてもてもらっらっらっらってますし、新しい土木部長も国かてますし、新しい土木部長も国かてますし、新しい土木部長も国かてますし、新しい土木部長も国からららら来来来来ているのだかているのだかているのだかているのだからららら。き。き。き。きっっっっちりやりちりやりちりやりちりやり切切切切

っっっってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら最最最最後後後後に、中尾地に、中尾地に、中尾地に、中尾地域デ域デ域デ域デザザザザイイイインンンン推進推進推進推進課課課課長、長、長、長、ああああなたは国かなたは国かなたは国かなたは国からららら来来来来たたたたエリエリエリエリーーーートトトトですですですですけけけけれどれどれどれど

も、も、も、も、最最最最初初初初のこののこののこののこの株式株式株式株式会会会会社社社社ののののコンサルコンサルコンサルコンサルかかかからららら内部内部内部内部ビビビビルルルルのののの被被被被害の、害の、害の、害の、被被被被害調査の、調査報告書が出害調査の、調査報告書が出害調査の、調査報告書が出害調査の、調査報告書が出

てるてるてるてるわけわけわけわけです。これはです。これはです。これはです。これは裁判裁判裁判裁判所所所所にににに提提提提出されています。出されています。出されています。出されています。僕僕僕僕もももも見見見見ました。それが１つ。県かました。それが１つ。県かました。それが１つ。県かました。それが１つ。県かららららもももも

委委委委託託託託して、して、して、して、東京東京東京東京のそれなりののそれなりののそれなりののそれなりのプロプロプロプロののののコンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタントの業者に出させて、このの業者に出させて、このの業者に出させて、このの業者に出させて、この被被被被害が害が害が害がああああるなるなるなるな

しの書しの書しの書しの書類類類類を出してるを出してるを出してるを出してるわけわけわけわけですが、これがですが、これがですが、これがですが、これがああああなたは正しいと、なたは正しいと、なたは正しいと、なたは正しいと、被被被被害がないのだということを害がないのだということを害がないのだということを害がないのだということを

副議長室で副議長室で副議長室で副議長室で私私私私にににに言言言言っっっっているているているているわけわけわけわけですかですかですかですからららら、、、、根拠根拠根拠根拠を明を明を明を明ららららかにしていただきたい。かにしていただきたい。かにしていただきたい。かにしていただきたい。以以以以上です。上です。上です。上です。

○細川建築課長○細川建築課長○細川建築課長○細川建築課長 建築建築建築建築物物物物のののの耐震耐震耐震耐震化の補化の補化の補化の補助助助助金の金の金の金の利利利利用用用用実実実実績績績績がががが低低低低い。その理由と今い。その理由と今い。その理由と今い。その理由と今後後後後のののの施策施策施策施策につにつにつにつ

いてのおいてのおいてのおいてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

まず、県はまず、県はまず、県はまず、県は耐震耐震耐震耐震診断診断診断診断のののの助助助助成成成成制制制制度を平成１７年か度を平成１７年か度を平成１７年か度を平成１７年からららら、また、、また、、また、、また、耐震耐震耐震耐震改修改修改修改修のののの助助助助成成成成制制制制度を平成１度を平成１度を平成１度を平成１
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９年か９年か９年か９年から実施ら実施ら実施ら実施しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございます。いずれもこの補でございます。いずれもこの補でございます。いずれもこの補でございます。いずれもこの補助制助制助制助制度は度は度は度は市町市町市町市町村が村が村が村が住住住住民民民民にににに助助助助成成成成

すると。県はすると。県はすると。県はすると。県は財財財財政力政力政力政力指指指指数が０数が０数が０数が０．．．．７７７７未未未未満満満満のののの市町市町市町市町村に村に村に村に対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、市町市町市町市町村が村が村が村が助助助助成する額の４成する額の４成する額の４成する額の４分分分分

の１を補の１を補の１を補の１を補助助助助するするするする制制制制度にな度にな度にな度になっっっってございます。てございます。てございます。てございます。結結結結果果果果、この場、この場、この場、この場合合合合、、、、負担負担負担負担は国の補は国の補は国の補は国の補助助助助金を金を金を金を使使使使いますいますいますいます

ので、国が２ので、国が２ので、国が２ので、国が２分分分分の１で、の１で、の１で、の１で、市町市町市町市町村、県がおのおの４村、県がおのおの４村、県がおのおの４村、県がおのおの４分分分分の１のの１のの１のの１の負担負担負担負担割割割割合合合合になになになになっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

県費への予算県費への予算県費への予算県費への予算規模規模規模規模ですですですですけけけけれども、これは、れども、これは、れども、これは、れども、これは、市町市町市町市町村の村の村の村の次次次次年度の予定年度の予定年度の予定年度の予定戸戸戸戸数を数を数を数を参参参参考考考考としまして決としまして決としまして決としまして決

めめめめております。平成２２年度ております。平成２２年度ております。平成２２年度ております。平成２２年度分分分分につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、耐震耐震耐震耐震診断診断診断診断のののの方方方方が３００が３００が３００が３００戸戸戸戸、、、、改修改修改修改修のののの方方方方が１が１が１が１

００００００００戸戸戸戸措措措措置置置置したとこしたとこしたとこしたところろろろでございますでございますでございますでございますけけけけれども、補れども、補れども、補れども、補助実助実助実助実績績績績は、は、は、は、耐震耐震耐震耐震診断診断診断診断のののの方方方方が１０４が１０４が１０４が１０４戸戸戸戸、、、、改改改改

修修修修のののの方方方方が１５が１５が１５が１５戸戸戸戸ということで、委員ごということで、委員ごということで、委員ごということで、委員ご指指指指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、低低低低いいいい状況状況状況状況になになになになっっっってございます。てございます。てございます。てございます。多多多多くくくく

のののの市町市町市町市町村におきまして、この村におきまして、この村におきまして、この村におきまして、この利利利利用用用用実実実実績績績績がががが低低低低いということでございますので、県いということでございますので、県いということでございますので、県いということでございますので、県民民民民のののの意識意識意識意識、、、、

考考考考え方等え方等え方等え方等をををを把握把握把握把握するたするたするたするためめめめののののアンアンアンアンケケケケーーーートトトト調査を調査を調査を調査を実施実施実施実施したとこしたとこしたとこしたところろろろでございます。そのでございます。そのでございます。そのでございます。その結結結結果果果果、、、、利利利利

用用用用率率率率がががが低低低低い理由としましては、やはり地い理由としましては、やはり地い理由としましては、やはり地い理由としましては、やはり地震震震震にににに対対対対する県する県する県する県民民民民のののの逼迫感逼迫感逼迫感逼迫感がががが薄薄薄薄いと、いと、いと、いと、希薄希薄希薄希薄でででであああある。る。る。る。

もしくは、地もしくは、地もしくは、地もしくは、地震震震震にににに対対対対するするするする恐怖感恐怖感恐怖感恐怖感がががが希薄希薄希薄希薄ででででああああるということのほかに、業者不るということのほかに、業者不るということのほかに、業者不るということのほかに、業者不信信信信ででででああああるとかるとかるとかるとか手手手手

続の続の続の続の面面面面倒倒倒倒さ、費用さ、費用さ、費用さ、費用負担負担負担負担といといといといっっっったことが理由としては上げたことが理由としては上げたことが理由としては上げたことが理由としては上げらららられてきました。れてきました。れてきました。れてきました。

そこで、今年度は県とそこで、今年度は県とそこで、今年度は県とそこで、今年度は県と市町市町市町市町村で村で村で村で構構構構成します成します成します成します連連連連絡絡絡絡会議いうのを会議いうのを会議いうのを会議いうのを設け設け設け設けておりまして、この場ておりまして、この場ておりまして、この場ておりまして、この場

でこの調査でこの調査でこの調査でこの調査結結結結果果果果をををを踏踏踏踏ままままええええまして、県とまして、県とまして、県とまして、県と市町市町市町市町村村村村代表代表代表代表での６での６での６での６市町市町市町市町村による村による村による村によるワワワワーーーーキキキキンンンンググググチチチチーーーームムムムをををを

立立立立ち上げまして、ち上げまして、ち上げまして、ち上げまして、効果的効果的効果的効果的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みについて現について現について現について現在在在在検討しておるとこ検討しておるとこ検討しておるとこ検討しておるところろろろでございます。さでございます。さでございます。さでございます。さらららら

に、に、に、に、多多多多くの県くの県くの県くの県民民民民のののの方方方方にににに耐震耐震耐震耐震化の化の化の化の必必必必要要要要性性性性をををを訴訴訴訴ええええるるるる必必必必要が要が要が要がああああるだるだるだるだろろろろうと。うと。うと。うと。情情情情報報報報提提提提供を行う機会供を行う機会供を行う機会供を行う機会

をより広く広げるたをより広く広げるたをより広く広げるたをより広く広げるためめめめに、県、に、県、に、県、に、県、市町市町市町市町村、村、村、村、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯがががが連携連携連携連携しまして、しまして、しまして、しまして、各各各各地で地で地で地でセミナセミナセミナセミナーーーー等等等等をををを展展展展開開開開

してございます。してございます。してございます。してございます。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、市市市市民民民民セミナセミナセミナセミナーでーでーでーであっあっあっあったり出前たり出前たり出前たり出前トトトトーーーークククク、、、、ああああるいは小るいは小るいは小るいは小学学学学校校校校の出の出の出の出

前前前前講座講座講座講座の機会もの機会もの機会もの機会もふふふふやしておるとこやしておるとこやしておるとこやしておるところろろろでございます。今年度はこのようなでございます。今年度はこのようなでございます。今年度はこのようなでございます。今年度はこのようなセミナセミナセミナセミナーによるーによるーによるーによる啓啓啓啓

発発発発強強強強化で化で化で化でああああるとか、るとか、るとか、るとか、ああああるいは、さきのるいは、さきのるいは、さきのるいは、さきの東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災による危機災による危機災による危機災による危機意識意識意識意識のののの向向向向上もございまして、上もございまして、上もございまして、上もございまして、

相相相相談談談談件数は平成２２年度に件数は平成２２年度に件数は平成２２年度に件数は平成２２年度に比べ比べ比べ比べて３て３て３て３倍倍倍倍以以以以上にな上にな上にな上になっっっっておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、助助助助成申成申成申成申込込込込件数も１件数も１件数も１件数も１．．．．５５５５倍倍倍倍

かかかからららら２２２２倍倍倍倍強強強強というというというという状況状況状況状況になになになになっっっってございます。てございます。てございます。てございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○上田まちづくり推進局長○上田まちづくり推進局長○上田まちづくり推進局長○上田まちづくり推進局長 まずまずまずまず最最最最初初初初に、工事にに、工事にに、工事にに、工事に際際際際しましては、しましては、しましては、しましては、民民民民地に地に地に地に損損損損害を害を害を害を与与与与ええええない工ない工ない工ない工

法を法を法を法を採採採採用す用す用す用すべべべべきではないかという委員かきではないかという委員かきではないかという委員かきではないかという委員かららららのごのごのごのご指指指指摘摘摘摘ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、当当当当然然然然発発発発注注注注者といたしま者といたしま者といたしま者といたしま

しては、工事のしては、工事のしては、工事のしては、工事の隣隣隣隣地に関しまして、地に関しまして、地に関しまして、地に関しまして、損損損損害、害、害、害、損傷損傷損傷損傷をををを与与与与ええええない工法のない工法のない工法のない工法の選選選選定は定は定は定は当当当当然のことで、然のことで、然のことで、然のことで、当当当当

然、工法然、工法然、工法然、工法選選選選定によ定によ定によ定によっっっってはてはてはては十十十十分分分分にそういう検討はさせていただくこととはしております。たにそういう検討はさせていただくこととはしております。たにそういう検討はさせていただくこととはしております。たにそういう検討はさせていただくこととはしております。た

だ、工事にだ、工事にだ、工事にだ、工事に際際際際しまして、いしまして、いしまして、いしまして、いろろろろいいいいろろろろな原因によりな原因によりな原因によりな原因により損損損損害害害害等等等等をををを与与与与ええええた場た場た場た場合合合合におきましては、工事におきましては、工事におきましては、工事におきましては、工事

完了完了完了完了後後後後におきましてにおきましてにおきましてにおきまして損損損損害害害害等等等等の補償はさせていただくこととしております。の補償はさせていただくこととしております。の補償はさせていただくこととしております。の補償はさせていただくこととしております。以以以以上でございま上でございま上でございま上でございま

す。す。す。す。
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○稲山副知事○稲山副知事○稲山副知事○稲山副知事 ＪＲＪＲＪＲＪＲなりなりなりなり近鉄近鉄近鉄近鉄なりのなりのなりのなりの鉄鉄鉄鉄道事業者に道事業者に道事業者に道事業者に対対対対して県が工事を委して県が工事を委して県が工事を委して県が工事を委託託託託した場した場した場した場合合合合に、そのに、そのに、そのに、その

ＪＲＪＲＪＲＪＲなりなりなりなり近鉄近鉄近鉄近鉄のののの鉄鉄鉄鉄道事業者が道事業者が道事業者が道事業者が実実実実際際際際の工事をの工事をの工事をの工事を発発発発注注注注するときに、県なり国、いするときに、県なり国、いするときに、県なり国、いするときに、県なり国、いろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろでででで

指指指指名名名名停停停停止止止止している業者をしている業者をしている業者をしている業者を発発発発注注注注するのはおかしいのではないかということでするのはおかしいのではないかということでするのはおかしいのではないかということでするのはおかしいのではないかということであああありますが、こりますが、こりますが、こりますが、こ

の点につきましては、もうの点につきましては、もうの点につきましては、もうの点につきましては、もう既既既既に県とに県とに県とに県とＪＲＪＲＪＲＪＲ、、、、ああああるいはるいはるいはるいは近鉄近鉄近鉄近鉄のののの間間間間でででで確確確確認、認、認、認、ああああるいはるいはるいはるいは協協協協定を定を定を定を結結結結びびびび

まして、まして、まして、まして、改善改善改善改善するようにしております。するようにしております。するようにしております。するようにしております。具体的具体的具体的具体的には、事前に県かには、事前に県かには、事前に県かには、事前に県からららら指指指指名名名名停停停停止止止止している業者している業者している業者している業者

の名の名の名の名簿簿簿簿をををを渡渡渡渡すなり、すなり、すなり、すなり、ああああるいはるいはるいはるいは実実実実際際際際にににに鉄鉄鉄鉄道事業者が工事を道事業者が工事を道事業者が工事を道事業者が工事を発発発発注注注注する前に県とする前に県とする前に県とする前に県と協協協協議をするよう議をするよう議をするよう議をするよう

なななな形形形形でででで確確確確認もしておりますので、今認もしておりますので、今認もしておりますので、今認もしておりますので、今後後後後はそういうことがないようになはそういうことがないようになはそういうことがないようになはそういうことがないようになっっっっ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。

また、また、また、また、以後以後以後以後もももも気気気気をつをつをつをつけけけけていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長 ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良奈良奈良奈良駅付近連駅付近連駅付近連駅付近連続続続続立立立立体体体体交交交交差差差差事業での事業での事業での事業でのＳＳＳＳ社社社社への事業への事業への事業への事業損失損失損失損失にににに

つきまして、そのつきまして、そのつきまして、そのつきまして、その被被被被害の調査の害の調査の害の調査の害の調査の結結結結果果果果、因、因、因、因果果果果関係、その関係、その関係、その関係、その根拠根拠根拠根拠を明を明を明を明ららららかにというごかにというごかにというごかにというご質質質質問問問問でござでござでござでござ

います。います。います。います。

損失損失損失損失の申し出をの申し出をの申し出をの申し出を受け受け受け受けた場た場た場た場合合合合には、ほかの事業とには、ほかの事業とには、ほかの事業とには、ほかの事業と同同同同様様様様に、に、に、に、連連連連立立立立事業におきましても、工事事業におきましても、工事事業におきましても、工事事業におきましても、工事

完了完了完了完了後後後後にその因にその因にその因にその因果果果果関係の調査を行いまして補償の要関係の調査を行いまして補償の要関係の調査を行いまして補償の要関係の調査を行いまして補償の要否否否否をををを判断判断判断判断するというするというするというするという方針方針方針方針で、申し出さで、申し出さで、申し出さで、申し出さ

れたれたれたれた方方方方に説明をして、事業を進に説明をして、事業を進に説明をして、事業を進に説明をして、事業を進めめめめてまいりました。そのてまいりました。そのてまいりました。そのてまいりました。そのＳＳＳＳ社社社社ビビビビルルルルにつきましては、工事につきましては、工事につきましては、工事につきましては、工事途途途途

中に中に中に中に被被被被害の申し出を害の申し出を害の申し出を害の申し出を受け受け受け受けまして、工事のまして、工事のまして、工事のまして、工事の完了完了完了完了をををを待待待待たずにたずにたずにたずに応急的応急的応急的応急的にににに対応対応対応対応するするするする必必必必要も要も要も要もああああるかもるかもるかもるかも

しれないということで、申し出をしれないということで、申し出をしれないということで、申し出をしれないということで、申し出を受け受け受け受けて、１て、１て、１て、１回回回回目、その調査に入りまして、そのときの調目、その調査に入りまして、そのときの調目、その調査に入りまして、そのときの調目、その調査に入りまして、そのときの調

査では、土査では、土査では、土査では、土間間間間ののののコンクリコンクリコンクリコンクリーーーート等ト等ト等ト等に一部のに一部のに一部のに一部のひひひひびびびび割割割割れがれがれがれがああああるのがるのがるのがるのが見ら見ら見ら見られたれたれたれたわけわけわけわけでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

工事に工事に工事に工事に起起起起因するものかどうか因するものかどうか因するものかどうか因するものかどうか判断判断判断判断できないというできないというできないというできないという状況状況状況状況でございました。そのたでございました。そのたでございました。そのたでございました。そのためめめめに、工事に、工事に、工事に、工事

完了完了完了完了後後後後でございますでございますでございますでございますけけけけれども、れども、れども、れども、改め改め改め改めて調査をしたて調査をしたて調査をしたて調査をしたわけわけわけわけでございます。それが、でございます。それが、でございます。それが、でございます。それが、先先先先ほど委員ほど委員ほど委員ほど委員

がおがおがおがおっっっっししししゃゃゃゃらららられました、れました、れました、れました、東京東京東京東京の業者に委の業者に委の業者に委の業者に委託託託託の調査をしたの調査をしたの調査をしたの調査をしたわけわけわけわけ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けけけけれども、因れども、因れども、因れども、因

果果果果関係が関係が関係が関係がああああるかどうかという調査におきましては、そのるかどうかという調査におきましては、そのるかどうかという調査におきましては、そのるかどうかという調査におきましては、その損失損失損失損失の原因ではないかというようの原因ではないかというようの原因ではないかというようの原因ではないかというよう

なことで申し出がなことで申し出がなことで申し出がなことで申し出があああありましたりましたりましたりました鉄鉄鉄鉄道の道の道の道の高高高高架架架架の事業とそのの事業とそのの事業とそのの事業とその建建建建物物物物ののののひひひひびびびび割割割割れとのれとのれとのれとの間間間間には因には因には因には因果果果果関係関係関係関係

はなく、はなく、はなく、はなく、ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良奈良奈良奈良駅付近連駅付近連駅付近連駅付近連続続続続立立立立体体体体交交交交差差差差事業に係る別の工事、これは事業に係る別の工事、これは事業に係る別の工事、これは事業に係る別の工事、これは高高高高架架架架工事の前に行う工事の前に行う工事の前に行う工事の前に行う仮仮仮仮

のののの線線線線路を路を路を路を敷敷敷敷設設設設する工事、そういする工事、そういする工事、そういする工事、そういっっっったものとたものとたものとたものとフェフェフェフェンスンスンスンスとのとのとのとの傾傾傾傾き、そういき、そういき、そういき、そういっっっったもののたもののたもののたものの間間間間には因には因には因には因

果果果果関係は関係は関係は関係はああああるだるだるだるだろろろろうということで、一部因うということで、一部因うということで、一部因うということで、一部因果果果果関係が関係が関係が関係がああああるということで、その因るということで、その因るということで、その因るということで、その因果果果果関係が関係が関係が関係がああああ

る部る部る部る部分分分分につきましては、これはにつきましては、これはにつきましては、これはにつきましては、これは損失損失損失損失補償をさせていただきたいということを県か補償をさせていただきたいということを県か補償をさせていただきたいということを県か補償をさせていただきたいということを県かららららも申しも申しも申しも申し

出をしておるとこ出をしておるとこ出をしておるとこ出をしておるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

先先先先ほどの因ほどの因ほどの因ほどの因果果果果関係がないという部関係がないという部関係がないという部関係がないという部分分分分につきましては、どういにつきましては、どういにつきましては、どういにつきましては、どういっっっった調査を行いましたかとた調査を行いましたかとた調査を行いましたかとた調査を行いましたかと

申し上げますと、工事の現場か申し上げますと、工事の現場か申し上げますと、工事の現場か申し上げますと、工事の現場かららららそのそのそのそのビビビビルルルルまでのまでのまでのまでの振振振振動動動動のののの伝伝伝伝わわわわりりりり方方方方を、地を、地を、地を、地盤盤盤盤のののの方方方方ですですですですねねねね、調、調、調、調

査をいたしまして、その調査査をいたしまして、その調査査をいたしまして、その調査査をいたしまして、その調査結結結結果果果果かかかからららら、、、、実実実実際際際際工事に工事に工事に工事に使使使使わわわわれたれたれたれた重重重重機、そうい機、そうい機、そうい機、そういっっっったもののたもののたもののたものの振振振振動動動動
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によによによによっっっっては、そのては、そのては、そのては、その建建建建物物物物ににににひひひひびびびび等等等等のののの被被被被害を害を害を害を与与与与ええええるほどのものはるほどのものはるほどのものはるほどのものは発生発生発生発生をしないでをしないでをしないでをしないであろあろあろあろうというというというといっっっっ

たたたた専専専専門門門門的的的的な調査がなされまして、そのようなな調査がなされまして、そのようなな調査がなされまして、そのようなな調査がなされまして、そのような結結結結果果果果が出たとこが出たとこが出たとこが出たところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でござ上でござ上でござ上でござ

います。います。います。います。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 細細細細川川川川建築課建築課建築課建築課長長長長ねねねね、、、、東東東東南南南南海海海海・・・・南南南南海海海海地地地地震震震震が３０年が３０年が３０年が３０年以以以以内に内に内に内に起起起起こるかもこるかもこるかもこるかもわわわわかかかかららららないとないとないとないと

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けわけわけわけでしでしでしでしょょょょう。それで、奈良県が５０数万う。それで、奈良県が５０数万う。それで、奈良県が５０数万う。それで、奈良県が５０数万世帯世帯世帯世帯なのに、なのに、なのに、なのに、わわわわずか３００ずか３００ずか３００ずか３００戸戸戸戸とかとかとかとか

１０４１０４１０４１０４戸戸戸戸というというというという話話話話ややややっっっったたたたらららら、こ、こ、こ、こんんんんなのもうなのもうなのもうなのもう全全全全然な然な然な然なっっっってないてないてないてないわけわけわけわけです。だかです。だかです。だかです。だからららら、、、、連連連連絡絡絡絡会議を会議を会議を会議を

するのもいいするのもいいするのもいいするのもいいけけけけれども、れども、れども、れども、市町市町市町市町村と村と村と村と連携連携連携連携して一して一して一して一生生生生懸懸懸懸命命命命、地、地、地、地震震震震の、の、の、の、耐震耐震耐震耐震の、の、の、の、各各各各家家家家庭でや庭でや庭でや庭でやっっっってもてもてもても

ららららうように、もうように、もうように、もうように、もっっっっととととアアアアピピピピーーーールルルルしてください。要してください。要してください。要してください。要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それで、上田まちづくり推進局長、それで、上田まちづくり推進局長、それで、上田まちづくり推進局長、それで、上田まちづくり推進局長、答答答答弁弁弁弁をもをもをもをもっっっっとちとちとちとちゃゃゃゃんんんんとしてくれないととしてくれないととしてくれないととしてくれないとああああかかかかんわんわんわんわ。１。１。１。１

つは、今、１７つは、今、１７つは、今、１７つは、今、１７カ所カ所カ所カ所のののの住住住住民民民民、、、、僕僕僕僕１０１０１０１０人人人人かかかからららら聞聞聞聞いて、工事がいて、工事がいて、工事がいて、工事が終わっ終わっ終わっ終わっているているているているわけわけわけわけです。です。です。です。終わっ終わっ終わっ終わっ

ているやつの補償はているやつの補償はているやつの補償はているやつの補償は終わっ終わっ終わっ終わっているのかどうか。これをているのかどうか。これをているのかどうか。これをているのかどうか。これを聞聞聞聞いてるいてるいてるいてるわけわけわけわけです。これ、ちです。これ、ちです。これ、ちです。これ、ちゃゃゃゃんんんんとととと

答答答答ええええてください。てください。てください。てください。

それともう一つは、今、それともう一つは、今、それともう一つは、今、それともう一つは、今、裁判裁判裁判裁判中で中で中で中でああああるるるるけけけけれども、大きなれども、大きなれども、大きなれども、大きな問題問題問題問題になになになになっっっったのは、このたのは、このたのは、このたのは、このＪＲＪＲＪＲＪＲのののの

工事をするときに、工事をするときに、工事をするときに、工事をするときに、タクシタクシタクシタクシー会ー会ー会ー会社社社社とかとかとかとかＳＳＳＳ会会会会社社社社とかいとかいとかいとかいろんろんろんろんな会な会な会な会社社社社に説明に行に説明に行に説明に行に説明に行っっっっていない。ていない。ていない。ていない。住住住住

民民民民の自の自の自の自治治治治会に会に会に会に来来来来てもてもてもてもろろろろうて、うて、うて、うて、ばばばばあっあっあっあっとやりました。工事いつかとやりました。工事いつかとやりました。工事いつかとやりました。工事いつかららららですとですとですとですと言言言言っっっっているているているているけけけけれど。れど。れど。れど。

聞聞聞聞いていいていいていいていっっっったたたたらららら、、、、ビビビビルルルルをををを持っ持っ持っ持っているとこているとこているとこているところろろろには一つもには一つもには一つもには一つも言言言言っっっっていない。そういうでたていない。そういうでたていない。そういうでたていない。そういうでたらめらめらめらめをををを

ややややっっっっていることが、今ていることが、今ていることが、今ていることが、今回回回回の大きな事の大きな事の大きな事の大きな事故故故故の原因にもなの原因にもなの原因にもなの原因にもなっっっっているているているているわけわけわけわけ、上田まちづくり推進局、上田まちづくり推進局、上田まちづくり推進局、上田まちづくり推進局

長。長。長。長。ああああなたのなたのなたのなたの時時時時代代代代とちがうで。だとちがうで。だとちがうで。だとちがうで。だけけけけど、そういうことや。そういうとこど、そういうことや。そういうとこど、そういうことや。そういうとこど、そういうことや。そういうところろろろもやもやもやもやっっっっぱぱぱぱりりりり手手手手落落落落

ちがちがちがちがあっあっあっあったいうことや。そういう点で、たいうことや。そういう点で、たいうことや。そういう点で、たいうことや。そういう点で、被被被被害補償についてはまだ害補償についてはまだ害補償についてはまだ害補償についてはまだ終わ終わ終わ終わりりりり切切切切っっっってないでしてないでしてないでしてないでしょょょょ

う。それ、う。それ、う。それ、う。それ、答答答答ええええください。ください。ください。ください。

それと、中尾地それと、中尾地それと、中尾地それと、中尾地域デ域デ域デ域デザザザザイイイインンンン推進推進推進推進課課課課長、長、長、長、ああああなた、副議長室でこのなた、副議長室でこのなた、副議長室でこのなた、副議長室でこの東京東京東京東京ののののコンサルコンサルコンサルコンサルのののの仕仕仕仕事の事の事の事の

業務が正しい、業務が正しい、業務が正しい、業務が正しい、被被被被害がなか害がなか害がなか害がなかっっっったとたとたとたと言言言言っっっっているているているているけけけけれども、これれども、これれども、これれども、これ実実実実際際際際、、、、ＳＳＳＳ社社社社ののののコンサルコンサルコンサルコンサルが出しが出しが出しが出し

ているているているている被被被被害の内部調査についても害の内部調査についても害の内部調査についても害の内部調査についても信信信信用し用し用し用しろろろろとととと言言言言っっっっているのとちがう。これも、ているのとちがう。これも、ているのとちがう。これも、ているのとちがう。これも、裁判裁判裁判裁判所所所所も検も検も検も検

討すると討すると討すると討すると言言言言っっっっている。ている。ている。ている。ああああなたのなたのなたのなたの言言言言っっっっているているているている東京東京東京東京のののの専専専専門門門門のやつについても、まだのやつについても、まだのやつについても、まだのやつについても、まだ採採採採用してな用してな用してな用してな

い。だかい。だかい。だかい。だからららら、、、、裁判裁判裁判裁判所所所所ははははＳＳＳＳ社社社社とおたく、県のやつととおたく、県のやつととおたく、県のやつととおたく、県のやつと両両両両方方方方ともともともとも信信信信用するしないよりも、用するしないよりも、用するしないよりも、用するしないよりも、間間間間の中の中の中の中

立立立立ののののコンサルコンサルコンサルコンサルにににに言言言言っっっって今、検査して今、検査して今、検査して今、検査し直直直直している。している。している。している。何何何何でそでそでそでそんんんんなななな答答答答弁弁弁弁するの、するの、するの、するの、ああああなた。なた。なた。なた。ああああなた自なた自なた自なた自

身身身身がそがそがそがそんんんんな、な、な、な、裁判裁判裁判裁判所所所所をををを超超超超ええええたたたた発発発発言言言言したしたしたしたららららだだだだめめめめだ。だ。だ。だ。ああああなた自なた自なた自なた自身身身身が、が、が、が、東京東京東京東京ののののコンサルコンサルコンサルコンサルのののの被被被被害が害が害が害が

あっあっあっあったなかたなかたなかたなかっっっったということについては、正しいとたということについては、正しいとたということについては、正しいとたということについては、正しいと信じ信じ信じ信じることと本ることと本ることと本ることと本当当当当に正しいのかというこに正しいのかというこに正しいのかというこに正しいのかというこ

とは別や。だかとは別や。だかとは別や。だかとは別や。だからららら、、、、ああああなたがこの内なたがこの内なたがこの内なたがこの内容容容容を、を、を、を、コンサルコンサルコンサルコンサルが出したが出したが出したが出した被被被被害調査の原因を、自害調査の原因を、自害調査の原因を、自害調査の原因を、自分分分分は一は一は一は一

級級級級のののの建築建築建築建築士士士士ですか。ですか。ですか。ですか。設設設設計計計計技技技技士士士士ですか。それをですか。それをですか。それをですか。それを見見見見て、て、て、て、プロプロプロプロがががが見見見見て、て、て、て、絶絶絶絶対対対対おれは正しいとおれは正しいとおれは正しいとおれは正しいと言言言言うううう
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のやのやのやのやっっっったたたたらららら、別や。そ、別や。そ、別や。そ、別や。そんんんんなのちがう。なのちがう。なのちがう。なのちがう。向向向向こうのやつをそのままこうのやつをそのままこうのやつをそのままこうのやつをそのまま信じ信じ信じ信じて、これで県がて、これで県がて、これで県がて、これで県が被被被被害は害は害は害は

出してませ出してませ出してませ出してませんんんんとととと言言言言うてるだうてるだうてるだうてるだけけけけや。そういう点で、副議長室でや。そういう点で、副議長室でや。そういう点で、副議長室でや。そういう点で、副議長室で言言言言うたことと今とうたことと今とうたことと今とうたことと今と答答答答弁弁弁弁がちががちががちががちが

う。だかう。だかう。だかう。だからららら、、、、私私私私がががが言言言言っっっってるのは、今てるのは、今てるのは、今てるのは、今裁判裁判裁判裁判で係で係で係で係争争争争中で中で中で中で闘闘闘闘っっっっているているているているわけわけわけわけや、や、や、や、向向向向こうが。だかこうが。だかこうが。だかこうが。だからららら、、、、

向向向向こうもこれが正しいとこうもこれが正しいとこうもこれが正しいとこうもこれが正しいと言言言言っっっって出している。こて出している。こて出している。こて出している。こっっっっちも、県は出している。ちも、県は出している。ちも、県は出している。ちも、県は出している。最最最最後後後後のののの判判判判決は奈決は奈決は奈決は奈

良地良地良地良地裁裁裁裁がするがするがするがするわけわけわけわけだかだかだかだからららら。そういうことを。そういうことを。そういうことを。そういうことを踏踏踏踏ままままええええてててて答答答答弁弁弁弁しなしなしなしなけけけけれれれればばばばだだだだめめめめだということをだということをだということをだということを言言言言

っっっっているているているているわけわけわけわけですよ。ですよ。ですよ。ですよ。注注注注意意意意だだだだけけけけしときます。しときます。しときます。しときます。

それで、上田まちづくり推進局長、もう１それで、上田まちづくり推進局長、もう１それで、上田まちづくり推進局長、もう１それで、上田まちづくり推進局長、もう１回回回回答答答答弁弁弁弁してください。してください。してください。してください。

○上田まちづくり推進局長○上田まちづくり推進局長○上田まちづくり推進局長○上田まちづくり推進局長 ちちちちょょょょっっっっとととと答答答答弁弁弁弁、、、、寸足寸足寸足寸足ららららずで申しずで申しずで申しずで申しわけわけわけわけございませございませございませございませんんんん。。。。

今、今、今、今、再再再再度ご度ご度ご度ご指指指指摘摘摘摘いただきましたように、いただきましたように、いただきましたように、いただきましたように、ＪＲＪＲＪＲＪＲの奈良の奈良の奈良の奈良駅駅駅駅のののの連連連連立立立立立立立立体体体体事業といたしましては、事業といたしましては、事業といたしましては、事業といたしましては、

平成１４年度か平成１４年度か平成１４年度か平成１４年度からららら工事を工事を工事を工事を着着着着手手手手しております。現しております。現しております。現しております。現在在在在、工事が原因として、工事が原因として、工事が原因として、工事が原因として発生発生発生発生したしたしたした損失損失損失損失の補償の補償の補償の補償

の現の現の現の現状状状状でございますでございますでございますでございますけけけけれども、平成１４年度かれども、平成１４年度かれども、平成１４年度かれども、平成１４年度からららら現現現現在在在在まで２５件のまで２５件のまで２５件のまで２５件の損失損失損失損失の申し出がございの申し出がございの申し出がございの申し出がござい

ました。そのうち、工事とました。そのうち、工事とました。そのうち、工事とました。そのうち、工事と損失損失損失損失との因との因との因との因果果果果関係がないということで補償がしなか関係がないということで補償がしなか関係がないということで補償がしなか関係がないということで補償がしなかっっっったものがたものがたものがたものが

６件、因６件、因６件、因６件、因果果果果関係が関係が関係が関係がああああるとしてるとしてるとしてるとして既既既既に補償をさせていただいたのが６件、補償金の内に補償をさせていただいたのが６件、補償金の内に補償をさせていただいたのが６件、補償金の内に補償をさせていただいたのが６件、補償金の内容容容容の説明、の説明、の説明、の説明、

または支または支または支または支払払払払いのいのいのいの手手手手続中のものが２件ございます。因続中のものが２件ございます。因続中のものが２件ございます。因続中のものが２件ございます。因果果果果関係が関係が関係が関係がああああるが、県がるが、県がるが、県がるが、県が示示示示した因した因した因した因果果果果関係関係関係関係

ががががああああるるるる損失損失損失損失のののの範囲範囲範囲範囲や補償の金額にや補償の金額にや補償の金額にや補償の金額に対対対対してしてしてして納納納納得されず、県か得されず、県か得されず、県か得されず、県かららららの補償金をの補償金をの補償金をの補償金を受け取っ受け取っ受け取っ受け取っていただていただていただていただ

いてないのが１件ございます。また、因いてないのが１件ございます。また、因いてないのが１件ございます。また、因いてないのが１件ございます。また、因果果果果関係の調査を行うとしているものが関係の調査を行うとしているものが関係の調査を行うとしているものが関係の調査を行うとしているものが残残残残り２件とり２件とり２件とり２件と

ななななっっっっている現ている現ている現ている現状状状状でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 最最最最後後後後に、上田まちづくり推進局長、に、上田まちづくり推進局長、に、上田まちづくり推進局長、に、上田まちづくり推進局長、被被被被害が出て、県が工事の害が出て、県が工事の害が出て、県が工事の害が出て、県が工事の被被被被害を害を害を害を受け受け受け受けたいたいたいたい

うことはちうことはちうことはちうことはちゃゃゃゃんんんんとやりとやりとやりとやり切切切切っっっってやてやてやてやっっっってください。そのことをてください。そのことをてください。そのことをてください。そのことを強強強強く要く要く要く要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それかそれかそれかそれからららら、中尾地、中尾地、中尾地、中尾地域デ域デ域デ域デザザザザイイイインンンン推進推進推進推進課課課課長、もうち長、もうち長、もうち長、もうちょょょょっっっっときときときときっっっっちり調ちり調ちり調ちり調べべべべて、そして今、係て、そして今、係て、そして今、係て、そして今、係争争争争

中ですか中ですか中ですか中ですからららら、、、、私私私私はははは判断判断判断判断をををを言言言言いかいかいかいかねねねねますとますとますとますと言言言言わわわわないといないといないといないといけけけけない、ない、ない、ない、ああああなた。そういうことも、なた。そういうことも、なた。そういうことも、なた。そういうことも、

私私私私がかがかがかがかわわわわりにりにりにりに答答答答弁弁弁弁してどうするのですか。してどうするのですか。してどうするのですか。してどうするのですか。以以以以上で、委員長、上で、委員長、上で、委員長、上で、委員長、終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 それでよそれでよそれでよそれでよろろろろしいか。しいか。しいか。しいか。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 簡簡簡簡単単単単にさせていただきます。にさせていただきます。にさせていただきます。にさせていただきます。

直轄直轄直轄直轄道路のことについてお道路のことについてお道路のことについてお道路のことについてお尋ね尋ね尋ね尋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。

奈良県、今、災害奈良県、今、災害奈良県、今、災害奈良県、今、災害起起起起ここここっっっっておりますておりますておりますておりますけけけけども、ども、ども、ども、十十十十津津津津川道路のこれか川道路のこれか川道路のこれか川道路のこれかららららのことについてもおのことについてもおのことについてもおのことについてもお

伺伺伺伺いいたしたいし、それと、いいたしたいし、それと、いいたしたいし、それと、いいたしたいし、それと、先先先先ほど説明ほど説明ほど説明ほど説明あああありました、今、上りました、今、上りました、今、上りました、今、上北北北北山道路の山道路の山道路の山道路の和佐和佐和佐和佐又又又又トンネルトンネルトンネルトンネル、、、、

平成１９年１月に平成１９年１月に平成１９年１月に平成１９年１月に崩落崩落崩落崩落事事事事故故故故がががが起起起起きまして、そして平成１９年、その年の１０月１９日にはきまして、そして平成１９年、その年の１０月１９日にはきまして、そして平成１９年、その年の１０月１９日にはきまして、そして平成１９年、その年の１０月１９日には

国による国による国による国による権限代権限代権限代権限代行として新行として新行として新行として新規規規規事業化されてお事業化されてお事業化されてお事業化されておらららられます。これまさに知事が５月にれます。これまさに知事が５月にれます。これまさに知事が５月にれます。これまさに知事が５月に就任就任就任就任されされされされ
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てててて半半半半年で年で年で年で直轄直轄直轄直轄をされた。そして、今年中にはをされた。そして、今年中にはをされた。そして、今年中にはをされた。そして、今年中には完完完完成という、成という、成という、成という、非非非非常常常常にににに素素素素早早早早い、さすがに国にい、さすがに国にい、さすがに国にい、さすがに国に働働働働

きかきかきかきかけけけけて、て、て、て、直轄直轄直轄直轄工事をされて、一工事をされて、一工事をされて、一工事をされて、一番番番番短短短短いいいいケケケケーーーーススススかとかとかとかと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。直轄直轄直轄直轄というのは、県がというのは、県がというのは、県がというのは、県が

和歌和歌和歌和歌山県とか奈良県とかにまたが山県とか奈良県とかにまたが山県とか奈良県とかにまたが山県とか奈良県とかにまたがっっっって調整をしにくいとこて調整をしにくいとこて調整をしにくいとこて調整をしにくいところろろろとか、それかとか、それかとか、それかとか、それかららららここのここのここのここの和佐和佐和佐和佐又又又又

トンネルトンネルトンネルトンネルのようにのようにのようにのように技術技術技術技術的的的的に国にに国にに国にに国に頼頼頼頼るとこるとこるとこるところろろろをををを直轄直轄直轄直轄をををを受け受け受け受けているているているているわけわけわけわけだとだとだとだと思思思思っっっってます。それてます。それてます。それてます。それ

と、金額が５０億円でしたか、と、金額が５０億円でしたか、と、金額が５０億円でしたか、と、金額が５０億円でしたか、以以以以上のものとかい上のものとかい上のものとかい上のものとかいろろろろいいいいろろろろ条件がございます。まずこの点に条件がございます。まずこの点に条件がございます。まずこの点に条件がございます。まずこの点に

ついて、この部ついて、この部ついて、この部ついて、この部分分分分をををを直轄直轄直轄直轄にしたおかげで、通にしたおかげで、通にしたおかげで、通にしたおかげで、通常常常常、県か、県か、県か、県からららら補補補補助助助助事業として予算要事業として予算要事業として予算要事業として予算要求求求求をして、をして、をして、をして、

実実実実際際際際、工事に、工事に、工事に、工事に着着着着手手手手するするするする期間期間期間期間とととと直轄直轄直轄直轄をををを受け受け受け受けた場た場た場た場合合合合とでとでとでとで何何何何年年年年ぐぐぐぐららららいいいい違違違違うのか、うのか、うのか、うのか、私私私私は２年は２年は２年は２年ぐぐぐぐららららいいいい

違違違違うのかとうのかとうのかとうのかと思思思思っっっったりしますたりしますたりしますたりしますけけけけれども。一れども。一れども。一れども。一遍遍遍遍それをおそれをおそれをおそれをお伺伺伺伺いしたいのと、それと、県かいしたいのと、それと、県かいしたいのと、それと、県かいしたいのと、それと、県からららら、国、国、国、国

に補に補に補に補助助助助金をも金をも金をも金をもらっらっらっらっているのと、それとているのと、それとているのと、それとているのと、それと直轄負担直轄負担直轄負担直轄負担金を出すのと、県の金を出すのと、県の金を出すのと、県の金を出すのと、県の割割割割合合合合はどういうはどういうはどういうはどういうふふふふうにうにうにうに

減減減減額されたのか。どの額されたのか。どの額されたのか。どの額されたのか。どのぐぐぐぐららららいのいのいのいの差差差差ががががああああるのかをおるのかをおるのかをおるのか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。

それを前それを前それを前それを前提提提提に、今度のに、今度のに、今度のに、今度の十十十十津津津津川道路です川道路です川道路です川道路ですけけけけれども、今もこれ、れども、今もこれ、れども、今もこれ、れども、今もこれ、直轄直轄直轄直轄道路にしていただいた道路にしていただいた道路にしていただいた道路にしていただいた

おかげで災害のときもおかげで災害のときもおかげで災害のときもおかげで災害のときも使使使使ええええたということで、今度たということで、今度たということで、今度たということで、今度ああああと、と、と、と、残残残残りりりり区区区区間間間間の平谷までの平谷までの平谷までの平谷まで延延延延長を申長を申長を申長を申請請請請ささささ

れておれておれておれておらららられますれますれますれますけけけけれども、今れども、今れども、今れども、今後後後後、この、この、この、この直轄直轄直轄直轄をやをやをやをやっっっっぱぱぱぱり、大り、大り、大り、大塔塔塔塔町町町町までとはまでとはまでとはまでとは言言言言わわわわないでも、せないでも、せないでも、せないでも、せ

めめめめてこれだてこれだてこれだてこれだけけけけの災害がの災害がの災害がの災害が起起起起ここここっっっったのですかたのですかたのですかたのですからららら、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともとも和佐和佐和佐和佐又又又又トンネルトンネルトンネルトンネルのように、ものように、ものように、ものように、もっっっっとととと延延延延

長をして、国に長をして、国に長をして、国に長をして、国に働働働働きかきかきかきかけけけけをしていただきたい。６をしていただきたい。６をしていただきたい。６をしていただきたい。６カカカカ月ほどで月ほどで月ほどで月ほどで恐恐恐恐ららららくくくく権限代権限代権限代権限代行までこ行までこ行までこ行までこぎぎぎぎつつつつけけけけ

ることができるのだることができるのだることができるのだることができるのだろろろろうと、うと、うと、うと、努力努力努力努力していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいますけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その辺辺辺辺のことものことものことものことも

考考考考ええええて、この前て、この前て、この前て、この前例例例例を出させていただいたを出させていただいたを出させていただいたを出させていただいたわけわけわけわけでございます。これはでございます。これはでございます。これはでございます。これは全体全体全体全体含含含含めめめめて、また総て、また総て、また総て、また総括括括括

でもでもでもでも聞聞聞聞きたいときたいときたいとき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けけけけれども、れども、れども、れども、河河河河川のことについても、これは大川のことについても、これは大川のことについても、これは大川のことについても、これは大和和和和川、川、川、川、紀紀紀紀の川の川の川の川

は県をまたいだ川でございます。そうなは県をまたいだ川でございます。そうなは県をまたいだ川でございます。そうなは県をまたいだ川でございます。そうなんんんんですですですですけけけけれども、今の災害のれども、今の災害のれども、今の災害のれども、今の災害の起起起起こりました新こりました新こりました新こりました新宮宮宮宮川川川川

水水水水系系系系のののの熊熊熊熊野野野野川、ち川、ち川、ち川、ちょょょょうど上うど上うど上うど上北北北北山村の山村の山村の山村の方方方方とととと下北下北下北下北山村、上山村、上山村、上山村、上北北北北山村の水山村の水山村の水山村の水系系系系とことことことこっっっっちのちのちのちの十十十十津津津津川村の川村の川村の川村の

水水水水系系系系がががが寄寄寄寄っっっって、この新て、この新て、この新て、この新宮宮宮宮川へ川へ川へ川へ来来来来ております。その新ております。その新ております。その新ております。その新宮宮宮宮川へ川へ川へ川へ来来来来てるのですてるのですてるのですてるのですけけけけれど、れど、れど、れど、直轄直轄直轄直轄は新は新は新は新

宮宮宮宮川のほ川のほ川のほ川のほんんんんとの入り口の１０との入り口の１０との入り口の１０との入り口の１０キキキキロロロロメメメメーーーートルトルトルトルか８か８か８か８キキキキロロロロメメメメーーーートルトルトルトルぐぐぐぐららららいのとこいのとこいのとこいのところろろろだだだだけけけけで、で、で、で、和歌和歌和歌和歌

山県と山県と山県と山県と三三三三重重重重県の県の県の県の間間間間のとこのとこのとこのところろろろまでしかまでしかまでしかまでしか直轄直轄直轄直轄はないはないはないはないわけわけわけわけですですですですねねねね。だ。だ。だ。だけけけけど、本ど、本ど、本ど、本来来来来ななななららららもうちもうちもうちもうちょょょょっっっっ

と奈良県と奈良県と奈良県と奈良県側側側側に入に入に入に入っっっってててて二二二二又又又又にににに分分分分かれるかれるかれるかれる寸寸寸寸前とか、前とか、前とか、前とか、渡渡渡渡っっっってかてかてかてかららららでも、本でも、本でも、本でも、本来来来来はははは直轄直轄直轄直轄でしてもでしてもでしてもでしてもらわらわらわらわ

ないと、その３県でないと、その３県でないと、その３県でないと、その３県で同同同同じじじじようにようにようにように協協協協議していかないと、国が議していかないと、国が議していかないと、国が議していかないと、国が責任責任責任責任をををを持っ持っ持っ持ってしてもてしてもてしてもてしてもらわらわらわらわないと、ないと、ないと、ないと、

やはりやはりやはりやはりぐぐぐぐああああいいいい悪悪悪悪いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思いますいますいますいますけけけけれども、これについてはきれども、これについてはきれども、これについてはきれども、これについてはきょょょょうはうはうはうは答答答答弁弁弁弁はははは結構結構結構結構

ですですですですけけけけれども、また総れども、また総れども、また総れども、また総括括括括でででで……………………。。。。

（（（（「「「「聞聞聞聞きたい」ときたい」ときたい」ときたい」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者ああああり）り）り）り）

聞聞聞聞きたいですか。もしきたいですか。もしきたいですか。もしきたいですか。もし何何何何かかかか感感感感想想想想ががががああああれれれればばばばお願いしたいとお願いしたいとお願いしたいとお願いしたいと思思思思います。このやいます。このやいます。このやいます。このやっっっっぱぱぱぱりりりり意意意意思思思思決決決決

定が定が定が定が速速速速い。国にい。国にい。国にい。国に対対対対してのしてのしてのしての意意意意思思思思決定が決定が決定が決定が速速速速いかいかいかいからららら、こういう、こういう、こういう、こういう和佐和佐和佐和佐又又又又トンネルトンネルトンネルトンネルができたというこができたというこができたというこができたというこ
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とで、今度もそのとで、今度もそのとで、今度もそのとで、今度もその意意意意思思思思決定が決定が決定が決定が速速速速いようないようないようないようなシステムシステムシステムシステムをつくをつくをつくをつくっっっっていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。あえあえあえあえてててて私私私私、委、委、委、委

員会の員会の員会の員会の所所所所属属属属しておりますしておりますしておりますしておりますけけけけど、そこのことまで申しませど、そこのことまで申しませど、そこのことまで申しませど、そこのことまで申しませんけんけんけんけど、そのど、そのど、そのど、その辺辺辺辺のことをおのことをおのことをおのことをお尋ね尋ね尋ね尋ねしししし

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。

○牛嶋道路建設課長○牛嶋道路建設課長○牛嶋道路建設課長○牛嶋道路建設課長 ただいま国道１６９号のただいま国道１６９号のただいま国道１６９号のただいま国道１６９号の北北北北山道路のことに山道路のことに山道路のことに山道路のことに対対対対しておしておしておしてお尋ね尋ね尋ね尋ねでございまでございまでございまでございま

す。委員す。委員す。委員す。委員言言言言わわわわれましたように、平成１９年１月３０日、れましたように、平成１９年１月３０日、れましたように、平成１９年１月３０日、れましたように、平成１９年１月３０日、我々忘我々忘我々忘我々忘れることのできない日になれることのできない日になれることのできない日になれることのできない日にな

っっっってございまして、３てございまして、３てございまして、３てございまして、３人人人人のののの方方方方がががが亡亡亡亡くなくなくなくなっっっった日でございますが、これがございまして、災害た日でございますが、これがございまして、災害た日でございますが、これがございまして、災害た日でございますが、これがございまして、災害

復旧ということで復旧ということで復旧ということで復旧ということで手手手手続い続い続い続いろろろろいいいいろろろろ進進進進めめめめております。それで、１月３０日に土ております。それで、１月３０日に土ております。それで、１月３０日に土ております。それで、１月３０日に土砂砂砂砂崩崩崩崩れがれがれがれが起起起起ここここっっっっ

たたたたわけわけわけわけですが、４月２１日に災害復旧の工事ということでですが、４月２１日に災害復旧の工事ということでですが、４月２１日に災害復旧の工事ということでですが、４月２１日に災害復旧の工事ということで着着着着工した、これは県土木部でご工した、これは県土木部でご工した、これは県土木部でご工した、これは県土木部でご

ざいます。これへかかざいます。これへかかざいます。これへかかざいます。これへかかっっっっておるときにですておるときにですておるときにですておるときにですけけけけども、このども、このども、このども、この箇箇箇箇所所所所国道１６９号国道１６９号国道１６９号国道１６９号防防防防災災災災対策対策対策対策委員会委員会委員会委員会

ということでということでということでということで専専専専門家門家門家門家によによによによっっっっていていていていろろろろいいいいろろろろとととと見見見見てもてもてもてもらっらっらっらったたたたわけわけわけわけななななんんんんですが、地すですが、地すですが、地すですが、地すべべべべりがりがりがりが懸懸懸懸念念念念ささささ

れる地れる地れる地れる地形形形形がこのがこのがこのがこの箇箇箇箇所所所所で認で認で認で認めらめらめらめ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、トンネルトンネルトンネルトンネル案案案案もちもちもちもちょょょょっっっっとととと視野視野視野視野に入れるといに入れるといに入れるといに入れるとい

うことでうことでうことでうことで動動動動き出しました。き出しました。き出しました。き出しました。先先先先ほどほどほどほど言言言言わわわわれましたように、１０月にはれましたように、１０月にはれましたように、１０月にはれましたように、１０月には直轄代直轄代直轄代直轄代行という年度の行という年度の行という年度の行という年度の

途途途途中ではございますが中ではございますが中ではございますが中ではございますが採択採択採択採択されたといういきさつでございます。こういうことで進されたといういきさつでございます。こういうことで進されたといういきさつでございます。こういうことで進されたといういきさつでございます。こういうことで進めめめめてきてきてきてき

て、て、て、て、言言言言わわわわれたように、今年度れたように、今年度れたように、今年度れたように、今年度末末末末に供用をに供用をに供用をに供用を迎迎迎迎ええええるということでございます。るということでございます。るということでございます。るということでございます。

それで、それで、それで、それで、聞聞聞聞かれてましたのが、かれてましたのが、かれてましたのが、かれてましたのが、直轄直轄直轄直轄でいくのと県の補でいくのと県の補でいくのと県の補でいくのと県の補助助助助でいくのはでいくのはでいくのはでいくのは期間期間期間期間がどのがどのがどのがどのぐぐぐぐららららいいいい違違違違

うのかということ、どれだうのかということ、どれだうのかということ、どれだうのかということ、どれだけけけけというのは、というのは、というのは、というのは、我々我々我々我々予算予算予算予算的的的的ななななスタスタスタスタミナミナミナミナとかございますもので、とかございますもので、とかございますもので、とかございますもので、

そこは一そこは一そこは一そこは一概概概概にはにはにはには言言言言ええええないとこないとこないとこないところろろろがございます。がございます。がございます。がございます。

それと県のそれと県のそれと県のそれと県の持持持持ち出しといいますか、ち出しといいますか、ち出しといいますか、ち出しといいますか、負担負担負担負担率率率率ですがですがですがですが直轄直轄直轄直轄でいきますと３でいきますと３でいきますと３でいきますと３分分分分の１のの１のの１のの１の持持持持ち出しち出しち出しち出し

でございます。補でございます。補でございます。補でございます。補助助助助でででであっあっあっあったり、交たり、交たり、交たり、交付付付付金でいきますと１０金でいきますと１０金でいきますと１０金でいきますと１０分分分分の４の４の４の４．．．．５５５５ぐぐぐぐららららいが、おおよそいが、おおよそいが、おおよそいが、おおよそ

ですが県のですが県のですが県のですが県の負担負担負担負担となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 先先先先ほどのほどのほどのほどの質質質質問問問問の中では、今の中では、今の中では、今の中では、今回回回回の災害にの災害にの災害にの災害に対対対対してしてしてして十十十十津津津津川道路の川道路の川道路の川道路の先先先先をををを急急急急ぐべぐべぐべぐべきききき

じじじじゃゃゃゃないかとか、もないかとか、もないかとか、もないかとか、もっっっっとととと延延延延長を長く長を長く長を長く長を長く直轄直轄直轄直轄でやでやでやでやっっっってもてもてもてもららららうようにうようにうようにうように働働働働きかきかきかきかけけけけてほしいというごてほしいというごてほしいというごてほしいというご

質質質質問問問問、さ、さ、さ、さららららに、に、に、に、質質質質問問問問ではないがではないがではないがではないが河河河河川についてもというご川についてもというご川についてもというご川についてもという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。

まずはまずはまずはまずは十十十十津津津津川道路につきましては、今川道路につきましては、今川道路につきましては、今川道路につきましては、今回回回回、本、本、本、本当当当当に、に、に、に、あっあっあっあったおかげで、たおかげで、たおかげで、たおかげで、緊急緊急緊急緊急のののの迂迂迂迂回回回回路とし路とし路とし路とし

てもてもてもても活活活活用できたということでございます。用できたということでございます。用できたということでございます。用できたということでございます。既既既既に平谷までのとこに平谷までのとこに平谷までのとこに平谷までのところろろろについてはについてはについてはについては採択採択採択採択はされてはされてはされてはされて

おりますので、これにつきましても、おりますので、これにつきましても、おりますので、これにつきましても、おりますので、これにつきましても、早急早急早急早急な整な整な整な整備備備備をををを働働働働きかきかきかきかけけけけていきたいとていきたいとていきたいとていき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。

また、今また、今また、今また、今回回回回の災害の災害の災害の災害対策全対策全対策全対策全般に般に般に般に対対対対して、して、して、して、既既既既に９月２６日でございますが、知事かに９月２６日でございますが、知事かに９月２６日でございますが、知事かに９月２６日でございますが、知事から政ら政ら政ら政府府府府、、、、ああああ

るいは関係るいは関係るいは関係るいは関係省省省省庁庁庁庁への要への要への要への要望活動望活動望活動望活動をしております。そうした中でも、国道１６８号、をしております。そうした中でも、国道１６８号、をしております。そうした中でも、国道１６８号、をしております。そうした中でも、国道１６８号、ああああるいはるいはるいはるいは

国道１６９号の国による整国道１６９号の国による整国道１６９号の国による整国道１６９号の国による整備備備備、、、、ああああるいは管理についても要るいは管理についても要るいは管理についても要るいは管理についても要望望望望してるとこしてるとこしてるとこしてるところろろろではございます。ではございます。ではございます。ではございます。

今今今今後後後後ともいともいともいともいろんろんろんろんな機会をはかな機会をはかな機会をはかな機会をはかっっっって、要て、要て、要て、要望望望望してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思っっっっております。またております。またております。またております。また河河河河川につ川につ川につ川につ
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きましても、今きましても、今きましても、今きましても、今回回回回、土、土、土、土砂砂砂砂ダダダダムムムムの関係で、の関係で、の関係で、の関係で、ああああちちちちららららがががが河河河河川というか、川というか、川というか、川というか、直轄直轄直轄直轄のののの砂防砂防砂防砂防事業でござい事業でござい事業でござい事業でござい

ますますますますけけけけれども、このれども、このれども、このれども、この熊熊熊熊野野野野川の奈良県の川の奈良県の川の奈良県の川の奈良県の域域域域につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても直轄直轄直轄直轄のののの砂防砂防砂防砂防のののの指指指指定という定という定という定という形形形形になりになりになりになり

まして、４つの土まして、４つの土まして、４つの土まして、４つの土砂砂砂砂ダダダダムムムムをををを緊急緊急緊急緊急にやにやにやにやっっっっていただいているとこていただいているとこていただいているとこていただいているところろろろでございます。今でございます。今でございます。今でございます。今後後後後ともそともそともそともそ

ういういういういっっっったものとも関たものとも関たものとも関たものとも関連連連連するということで、するということで、するということで、するということで、熊熊熊熊野野野野川川川川等等等等についてもについてもについてもについても積積積積極極極極的的的的に国でやに国でやに国でやに国でやらららられることれることれることれること

はやはやはやはやっっっってほしいということは要てほしいということは要てほしいということは要てほしいということは要望望望望してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思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。以以以以上です。上です。上です。上です。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 あああありがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。ぜひぜひぜひぜひとも、せとも、せとも、せとも、せっっっっかく国も前田国土交通大かく国も前田国土交通大かく国も前田国土交通大かく国も前田国土交通大臣臣臣臣になになになにならららら

れているときでございます。れているときでございます。れているときでございます。れているときでございます。早急早急早急早急にそのようににそのようににそのようににそのように対応対応対応対応していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと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。

何何何何ししししろろろろこのこのこのこの意意意意思思思思決定が決定が決定が決定が速速速速い、い、い、い、動動動動きがきがきがきが速速速速いというのが一いというのが一いというのが一いというのが一番番番番でございますし、でございますし、でございますし、でございますし、私私私私がががが勘勘勘勘定しただ定しただ定しただ定しただ

けけけけでもでもでもでも多分多分多分多分恐恐恐恐ららららく２年はおくれるだく２年はおくれるだく２年はおくれるだく２年はおくれるだろろろろうと、通うと、通うと、通うと、通常常常常の県の補の県の補の県の補の県の補助助助助かかかからららら上げていくと。この上げていくと。この上げていくと。この上げていくと。この負担負担負担負担

金もかなり金もかなり金もかなり金もかなり違違違違いますし、いますし、いますし、いますし、ぜひぜひぜひぜひともともともとも直轄直轄直轄直轄を、できれを、できれを、できれを、できればばばば大大大大塔塔塔塔町町町町を越を越を越を越ええええてててて五條五條五條五條まででも申まででも申まででも申まででも申請請請請してしてしてして

いただきたいなといただきたいなといただきたいなといただきたいなと思思思思っっっっているているているている次次次次第でございます。それでは第でございます。それでは第でございます。それでは第でございます。それでは終わら終わら終わら終わらせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。あああありりりり

がとうございます。がとうございます。がとうございます。がとうございます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 私私私私も簡も簡も簡も簡単単単単にににに質質質質問問問問をしておきたいとをしておきたいとをしておきたいとをしておきたいと思思思思います。います。います。います。

１つは、１つは、１つは、１つは、リニアリニアリニアリニア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、近近近近 々々々々ですですですですねねねね、、、、リニアリニアリニアリニア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線の中の中の中の中間駅間駅間駅間駅の地の地の地の地

元元元元負担負担負担負担についてについてについてについてＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東海海海海がががが発発発発表表表表するというするというするというするという話話話話をををを聞聞聞聞いたのですが、その内いたのですが、その内いたのですが、その内いたのですが、その内容容容容を知を知を知を知っっっっておておておておらららられれれれ

るかどうか、知るかどうか、知るかどうか、知るかどうか、知っっっっておておておておらららられたれたれたれたらららら教教教教ええええていただきたいなと。今まではていただきたいなと。今まではていただきたいなと。今まではていただきたいなと。今までは全全全全額額額額負担負担負担負担というというというという話話話話ががががああああ

っっっったたたたわけわけわけわけでございますが、どうもでございますが、どうもでございますが、どうもでございますが、どうもＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東海海海海がちがちがちがちょょょょっっっっとととと方針方針方針方針を変を変を変を変ええええたようなたようなたようなたような感感感感じじじじでございまでございまでございまでございま

すので、すので、すので、すので、わわわわかかかかっっっったたたたららららおおおお教教教教ええええ願いたいのが１点でございます。願いたいのが１点でございます。願いたいのが１点でございます。願いたいのが１点でございます。

２つ目は、きのうも２つ目は、きのうも２つ目は、きのうも２つ目は、きのうも十十十十津津津津川村へ入川村へ入川村へ入川村へ入ららららせていただきますと、いせていただきますと、いせていただきますと、いせていただきますと、いろんろんろんろんなななな話話話話ががががあっあっあっあったたたたわけわけわけわけでごでごでごでご

ざいますが、一ざいますが、一ざいますが、一ざいますが、一番番番番困困困困っっっっているのはているのはているのはているのは何何何何かというかというかというかという話話話話の中で土の中で土の中で土の中で土砂砂砂砂がががが堆堆堆堆積積積積をしているのが大をしているのが大をしているのが大をしているのが大体体体体１万１万１万１万

立立立立方方方方メメメメーーーートルあトルあトルあトルあるというるというるというるという話話話話ななななんんんんです、です、です、です、違違違違う、１億う、１億う、１億う、１億立立立立方方方方メメメメーーーートルトルトルトルです。です。です。です。失失失失礼礼礼礼いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

これをどこへ、そのこれをどこへ、そのこれをどこへ、そのこれをどこへ、その堆堆堆堆積積積積してる土してる土してる土してる土砂砂砂砂をををを置置置置く場く場く場く場所所所所をつくをつくをつくをつくっっっったたたたららららいいのかとか、いいいのかとか、いいいのかとか、いいいのかとか、いろんろんろんろんなことなことなことなこと

でででで非非非非常常常常に地元はに地元はに地元はに地元は苦苦苦苦慮慮慮慮されているようなされているようなされているようなされているような感感感感じじじじでございまして、もしも県でこうしていきたいでございまして、もしも県でこうしていきたいでございまして、もしも県でこうしていきたいでございまして、もしも県でこうしていきたい

んんんんだというだというだというだという方向方向方向方向が定まが定まが定まが定まっっっっておりましたておりましたておりましたておりましたららららばばばば、お、お、お、お教教教教ええええ願いたいと願いたいと願いたいと願いたいと思思思思います。います。います。います。

３つ目は、これはここの３つ目は、これはここの３つ目は、これはここの３つ目は、これはここの所所所所管なのかどうなのか管なのかどうなのか管なのかどうなのか管なのかどうなのかわわわわかかかかららららないのですが、きのう復旧、復ないのですが、きのう復旧、復ないのですが、きのう復旧、復ないのですが、きのう復旧、復興興興興

の推進室ができました。これかの推進室ができました。これかの推進室ができました。これかの推進室ができました。これからららら復旧だ復旧だ復旧だ復旧だけけけけではなく、復ではなく、復ではなく、復ではなく、復興興興興もももも合わ合わ合わ合わせてやせてやせてやせてやららららななななけけけけれれれればばばばいいいいけけけけなななな

いいいいわけわけわけわけでございますが、そのでございますが、そのでございますが、そのでございますが、その手手手手だてといいますか、その順だてといいますか、その順だてといいますか、その順だてといいますか、その順序序序序といいますか、どうこれかといいますか、どうこれかといいますか、どうこれかといいますか、どうこれからららら

進進進進めらめらめらめられようとしているのかおれようとしているのかおれようとしているのかおれようとしているのかお尋ね尋ね尋ね尋ねをしておきたいとをしておきたいとをしておきたいとをしておきたいと思思思思ううううわけわけわけわけでございますので、その３でございますので、その３でございますので、その３でございますので、その３

点でございます。よ点でございます。よ点でございます。よ点でございます。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○東道路・交通環境課長○東道路・交通環境課長○東道路・交通環境課長○東道路・交通環境課長 リニアリニアリニアリニア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねがございました。そのがございました。そのがございました。そのがございました。そのＪＲＪＲＪＲＪＲ
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東東東東海海海海のののの発発発発表表表表について、済について、済について、済について、済みみみみませませませませんんんん、、、、詳詳詳詳細細細細はははは把握把握把握把握してないのですが、国のしてないのですが、国のしてないのですが、国のしてないのですが、国のリニアリニアリニアリニア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線

に関するに関するに関するに関する答答答答申の中で、その申の中で、その申の中で、その申の中で、その駅駅駅駅の費用の費用の費用の費用負担負担負担負担等等等等についてはについてはについてはについては形形形形成主成主成主成主体体体体ががががみみみみずかずかずかずかららららそのそのそのその考考考考え方え方え方え方をををを示示示示

すすすすべべべべきできできできでああああるというるというるというるという形形形形で国ので国ので国ので国の答答答答申を得ております。それを申を得ております。それを申を得ております。それを申を得ております。それを受け受け受け受けて、ではて、ではて、ではて、ではＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東ＪＲ東海海海海としてはとしてはとしてはとしては

まずまずまずまず考考考考え方え方え方え方をををを示示示示すことがすことがすことがすことが必必必必要と、要と、要と、要と、私私私私たちどもも、こう主たちどもも、こう主たちどもも、こう主たちどもも、こう主張張張張しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

そのそのそのその動動動動きがきがきがきがああああるのかなということかとるのかなということかとるのかなということかとるのかなということかと思思思思います。います。います。います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長○大庭土木部長 大きく大きく大きく大きく全体全体全体全体にまたがりますので、にまたがりますので、にまたがりますので、にまたがりますので、私私私私のののの方方方方かかかかららららおおおお話話話話をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

２点２点２点２点あっあっあっあったとたとたとたと思思思思います。土います。土います。土います。土砂砂砂砂のののの対策対策対策対策をどうしていくのか、どうやをどうしていくのか、どうやをどうしていくのか、どうやをどうしていくのか、どうやっっっっていくのかというおていくのかというおていくのかというおていくのかというお

話話話話と、復と、復と、復と、復興興興興復旧の復旧の復旧の復旧の手手手手順、順順、順順、順順、順序序序序というおというおというおというお話話話話でございました。１億でございました。１億でございました。１億でございました。１億立立立立方方方方メメメメーーーートルトルトルトルというのは、というのは、というのは、というのは、

１０月１１日に国土交通１０月１１日に国土交通１０月１１日に国土交通１０月１１日に国土交通省省省省かかかから発ら発ら発ら発表表表表になになになになっっっった数た数た数た数字字字字でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、崩壊崩壊崩壊崩壊土土土土砂全体砂全体砂全体砂全体としてとしてとしてとして約約約約

３件で１億３件で１億３件で１億３件で１億立立立立方方方方メメメメーーーートルトルトルトルというというというという形形形形で、大で、大で、大で、大阪ド阪ド阪ド阪ドーーーームムムムとかとかとかとか東京ド東京ド東京ド東京ドーーーームムムムの８０の８０の８０の８０倍倍倍倍のののの量量量量になになになになっっっってるてるてるてる

ということでございます。これということでございます。これということでございます。これということでございます。これららららがすがすがすがすべべべべて川にて川にて川にて川に落落落落ちてきているちてきているちてきているちてきているわけわけわけわけではなくて、山の中でではなくて、山の中でではなくて、山の中でではなくて、山の中で

とどまとどまとどまとどまっっっっている部ている部ている部ている部分分分分などもございます。ただ、などもございます。ただ、などもございます。ただ、などもございます。ただ、十十十十津津津津川、川、川、川、熊熊熊熊野野野野川も部川も部川も部川も部分的分的分的分的にはにはにはには非非非非常常常常にににに河河河河床床床床がががが

盛盛盛盛り上がり上がり上がり上がっっっっているとこているとこているとこているところろろろもございます。そういもございます。そういもございます。そういもございます。そういっっっった中で、た中で、た中で、た中で、必必必必要な要な要な要な箇箇箇箇所所所所につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては河河河河道道道道

掘掘掘掘削等削等削等削等も行も行も行も行っっっっていくことになていくことになていくことになていくことになっっっっているかとているかとているかとているかと思思思思います。また一います。また一います。また一います。また一方方方方で、新たな復で、新たな復で、新たな復で、新たな復興興興興のたのたのたのためめめめのののの集集集集

落落落落づくりなどの検討も進づくりなどの検討も進づくりなどの検討も進づくりなどの検討も進めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思っっっっておりますので、また地元ておりますので、また地元ておりますので、また地元ておりますので、また地元市町市町市町市町村などとも村などとも村などとも村などとも

相相相相談談談談をしながをしながをしながをしながらららら、総、総、総、総合的合的合的合的なななな対策対策対策対策をををを図っ図っ図っ図っていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと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。

２点目の、復旧、復２点目の、復旧、復２点目の、復旧、復２点目の、復旧、復興興興興でございます。今でございます。今でございます。今でございます。今回回回回はははは応急応急応急応急、そして復旧、復、そして復旧、復、そして復旧、復、そして復旧、復興興興興と、大きくと、大きくと、大きくと、大きく分け分け分け分けるるるる

と３と３と３と３段段段段階階階階でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなものが進なものが進なものが進なものが進んんんんでいくでいくでいくでいく形形形形になるとになるとになる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、応急応急応急応急をするをするをするをする際際際際にはにはにはには次次次次ののののスススス

テテテテージのこともージのこともージのこともージのことも考考考考ええええながながながながらららら、、、、ああああるいはもともとるいはもともとるいはもともとるいはもともとあっあっあっあったものをそのままたものをそのままたものをそのままたものをそのまま戻戻戻戻すのがいいのか、すのがいいのか、すのがいいのか、すのがいいのか、

ああああるいはるいはるいはるいは次次次次をををを考考考考ええええてもう少しいいものをつくてもう少しいいものをつくてもう少しいいものをつくてもう少しいいものをつくっっっっていていていていっっっったたたたららららいいのか、そういいいのか、そういいいのか、そういいいのか、そういっっっったこともたこともたこともたことも十十十十

分分分分検討をしなが検討をしなが検討をしなが検討をしながらららら進進進進めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。

例え例え例え例えばばばば道路においては、とにかく災害が道路においては、とにかく災害が道路においては、とにかく災害が道路においては、とにかく災害が起起起起きてきてきてきて直直直直後後後後は通れないというのがは通れないというのがは通れないというのがは通れないというのが非非非非常常常常に大きなに大きなに大きなに大きな

課課課課題題題題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、何何何何とか通れるようなとか通れるようなとか通れるようなとか通れるような形形形形でつくでつくでつくでつくっっっってまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりましたけけけけれども、れども、れども、れども、次次次次に、に、に、に、

先先先先ほどのほどのほどのほどの五條五條五條五條新新新新宮宮宮宮道路、国道１６８号などにつきましても、どのようにその道路、国道１６８号などにつきましても、どのようにその道路、国道１６８号などにつきましても、どのようにその道路、国道１６８号などにつきましても、どのようにその先先先先、道路を整、道路を整、道路を整、道路を整

備備備備していしていしていしていっっっったたたたららららいいのかもいいのかもいいのかもいいのかも十十十十分分分分視野視野視野視野にににに置置置置きながきながきながきながらららら、復旧、そして復、復旧、そして復、復旧、そして復、復旧、そして復興興興興といといといといっっっったものも、たものも、たものも、たものも、

別別別別 々々々々のものではなくてのものではなくてのものではなくてのものではなくて合わ合わ合わ合わせてせてせてせて考考考考ええええてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 それぞれごそれぞれごそれぞれごそれぞれご答答答答弁弁弁弁あああありがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。リニアリニアリニアリニア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線のののの問題問題問題問題が、どうが、どうが、どうが、どう

もまだもまだもまだもまだわわわわかかかかららららないようなないようなないようなないような感感感感じじじじでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、私私私私たちたちたちたち非非非非常常常常に関に関に関に関心心心心事でございますので、事でございますので、事でございますので、事でございますので、ひひひひ

とつとつとつとつわわわわかれかれかれかればばばば早急早急早急早急にそれぞれの議員ににそれぞれの議員ににそれぞれの議員ににそれぞれの議員にぜひぜひぜひぜひおおおお教教教教ええええいただきたいいただきたいいただきたいいただきたい思思思思ううううわけわけわけわけでございます。でございます。でございます。でございます。

それかそれかそれかそれからららら、土、土、土、土砂砂砂砂のののの堆堆堆堆積積積積のののの問題問題問題問題とか、それぞれ復旧、復とか、それぞれ復旧、復とか、それぞれ復旧、復とか、それぞれ復旧、復興興興興のののの問題問題問題問題については土木部長かについては土木部長かについては土木部長かについては土木部長からららら
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ごごごご答答答答弁弁弁弁をいただいて、それぞれいをいただいて、それぞれいをいただいて、それぞれいをいただいて、それぞれいろろろろいいいいろろろろ種々種々種々種々ややややっっっっていくというていくというていくというていくという話話話話でございました。でございました。でございました。でございました。非非非非常常常常にににに

村村村村民民民民のののの気気気気分分分分、、、、感感感感情情情情かかかかららららいきますといきますといきますといきますと非非非非常常常常に難しいに難しいに難しいに難しい問題問題問題問題がががが多分多分多分多分復旧、復復旧、復復旧、復復旧、復興興興興についてはについてはについてはについてはああああ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。例え例え例え例えばばばば知事が知事が知事が知事が述述述述べべべべらららられておりました、新たなれておりました、新たなれておりました、新たなれておりました、新たな安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なとこなとこなとこなところろろろにににに集集集集落落落落をつくをつくをつくをつく

るというるというるというるという話話話話でででであっあっあっあっても、ても、ても、ても、非非非非常常常常にににに高高高高齢齢齢齢化が進化が進化が進化が進んんんんでいるでいるでいるでいるわけわけわけわけ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からららら、そ、そ、そ、そんんんんなとこなとこなとこなところろろろ

へ行くのはかなへ行くのはかなへ行くのはかなへ行くのはかなわわわわないというないというないというないという方方方方もおもおもおもおらららられますし、そういう点ではれますし、そういう点ではれますし、そういう点ではれますし、そういう点では非非非非常常常常に難しいことだとに難しいことだとに難しいことだとに難しいことだと思思思思

ううううわけわけわけわけですが、しかし一ですが、しかし一ですが、しかし一ですが、しかし一刻刻刻刻もももも早早早早く復旧、復く復旧、復く復旧、復く復旧、復興興興興をしていかなをしていかなをしていかなをしていかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないないないないわけわけわけわけでございまでございまでございまでございま

すので、そこすので、そこすので、そこすので、そこら辺ら辺ら辺ら辺はははは非非非非常常常常にににに十十十十分分分分配慮配慮配慮配慮をしながをしながをしながをしながららららややややっっっっていただくことをお願いをしましてていただくことをお願いをしましてていただくことをお願いをしましてていただくことをお願いをしまして終終終終

わわわわります。ります。ります。ります。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 いいですか、大庭土木部長、いいですか、大庭土木部長、いいですか、大庭土木部長、いいですか、大庭土木部長、私気私気私気私気になになになになっっっったのは、たのは、たのは、たのは、途途途途中で土中で土中で土中で土砂砂砂砂がとまがとまがとまがとまっっっっていていていてい

るものもるものもるものもるものも含含含含めめめめてでしたでしてでしたでしてでしたでしてでしたでしょょょょ、とま、とま、とま、とまっっっっている土ている土ている土ている土砂砂砂砂が２が２が２が２次次次次災害災害災害災害起起起起こすこすこすこす可可可可能性能性能性能性ももももああああるかるかるかるからららら怖怖怖怖いいいい

のよ。本のよ。本のよ。本のよ。本当当当当にににに対応対応対応対応頼頼頼頼んんんんでおきます。でおきます。でおきます。でおきます。

ほか、ございませほか、ございませほか、ございませほか、ございませんんんんか。か。か。か。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、それでは、それでは、それでは、幾幾幾幾つかおつかおつかおつかお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

まずまずまずまず最最最最初初初初に、国に、国に、国に、国営公園営公園営公園営公園のことについてですが、平のことについてですが、平のことについてですが、平のことについてですが、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡の国の国の国の国営公園営公園営公園営公園化が国土交通化が国土交通化が国土交通化が国土交通省省省省によによによによ

っっっって進て進て進て進めらめらめらめられようとしております。整れようとしております。整れようとしております。整れようとしております。整備備備備計計計計画画画画がががが発発発発表表表表されておりまして、その説明もされておりまして、その説明もされておりまして、その説明もされておりまして、その説明も受け受け受け受けてててて

おりますが、おりますが、おりますが、おりますが、宮宮宮宮跡跡跡跡内での内での内での内での近鉄線近鉄線近鉄線近鉄線ですですですですねねねね、それか、それか、それか、それからららら真真真真んんんん中を通中を通中を通中を通っっっっておりますておりますておりますておりますみみみみやと通り、そやと通り、そやと通り、そやと通り、そ

れかれかれかれからららら県道です県道です県道です県道ですねねねね、この、この、この、この移設移設移設移設ということをということをということをということを将将将将来来来来的的的的には進には進には進には進めめめめ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盛盛盛盛りりりり込込込込まれまれまれまれ

ております。このたび国がております。このたび国がております。このたび国がております。このたび国が発発発発行しております行しております行しております行しております公園公園公園公園ののののパパパパンンンンフフフフレットレットレットレットの中にはの中にはの中にはの中には既既既既にににに鉄鉄鉄鉄道が地道が地道が地道が地下下下下

化されておりまして、道路は化されておりまして、道路は化されておりまして、道路は化されておりまして、道路は移設移設移設移設されている、そういうされている、そういうされている、そういうされている、そういう図図図図がががが表表表表示示示示されたものがされたものがされたものがされたものが発発発発行されて行されて行されて行されて

いるのですが、いるのですが、いるのですが、いるのですが、鉄鉄鉄鉄道の地道の地道の地道の地下下下下ですとかですとかですとかですとか移設移設移設移設ということについては地ということについては地ということについては地ということについては地下下下下水の水の水の水の問題問題問題問題、、、、ああああるいはるいはるいはるいは世世世世

界遺界遺界遺界遺産産産産との関係でとの関係でとの関係でとの関係で非非非非常常常常にににに重重重重大な大な大な大な問題問題問題問題ががががああああることもございます。それかることもございます。それかることもございます。それかることもございます。それからららら２つの道路につき２つの道路につき２つの道路につき２つの道路につき

ましては、地ましては、地ましては、地ましては、地域域域域のののの住住住住民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんにとりましたにとりましたにとりましたにとりましたら生活ら生活ら生活ら生活道路とな道路とな道路とな道路となっっっっているとこているとこているとこているところろろろですかですかですかですからららら、、、、合合合合

意意意意なしに進なしに進なしに進なしに進めめめめていくていくていくていくわけわけわけわけにはいかないものだとにはいかないものだとにはいかないものだとにはいかないものだと思思思思っっっっております。この点につきましては、ております。この点につきましては、ております。この点につきましては、ております。この点につきましては、

何何何何度も国土交通度も国土交通度も国土交通度も国土交通省省省省などになどになどになどに私私私私たちもたちもたちもたちも問問問問いいいい合わ合わ合わ合わせをしたりせをしたりせをしたりせをしたり意見意見意見意見を申し上げてきているとこを申し上げてきているとこを申し上げてきているとこを申し上げてきているところろろろでででで

すが、県としてはこの点についてどのようにおすが、県としてはこの点についてどのようにおすが、県としてはこの点についてどのようにおすが、県としてはこの点についてどのようにお考考考考ええええになになになになっっっって進て進て進て進めめめめていかれようとしているていかれようとしているていかれようとしているていかれようとしている

のか、現のか、現のか、現のか、現状状状状どうなどうなどうなどうなっっっっているのかについてまずおているのかについてまずおているのかについてまずおているのかについてまず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。

それかそれかそれかそれかららららもう一つは、平もう一つは、平もう一つは、平もう一つは、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡内の現内の現内の現内の現在在在在使使使使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駐駐駐駐車車車車場と、それか場と、それか場と、それか場と、それからららら大大大大極極極極殿殿殿殿をををを

囲ん囲ん囲ん囲んでおりますでおりますでおりますでおります修修修修景景景景さくです。これにつきましては、ことしの６月にさくです。これにつきましては、ことしの６月にさくです。これにつきましては、ことしの６月にさくです。これにつきましては、ことしの６月に世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産委員会が委員会が委員会が委員会が撤撤撤撤

去去去去をををを求求求求めめめめる決議を上げています。平る決議を上げています。平る決議を上げています。平る決議を上げています。平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭をををを期期期期にににに設置設置設置設置されたされたされたされた仮仮仮仮設設設設のものにつのものにつのものにつのものにつ

きましては、ことしの３月までにきましては、ことしの３月までにきましては、ことしの３月までにきましては、ことしの３月までに撤撤撤撤去去去去するするするするんんんんだと日本のだと日本のだと日本のだと日本の政政政政府府府府がががが世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産委員会に報告をし委員会に報告をし委員会に報告をし委員会に報告をし
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ておりました。にもかかておりました。にもかかておりました。にもかかておりました。にもかかわらわらわらわらず、それがそのままず、それがそのままず、それがそのままず、それがそのまま置置置置かれているということでの決議というかれているということでの決議というかれているということでの決議というかれているということでの決議という

ことになことになことになことになっっっっております。もともとております。もともとております。もともとております。もともと世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産のののの登録登録登録登録をされましたをされましたをされましたをされました時時時時点で一点で一点で一点で一番番番番問問問問わわわわれましたのれましたのれましたのれましたの

は、条件として本は、条件として本は、条件として本は、条件として本物物物物ででででああああるかどうかということが大きなるかどうかということが大きなるかどうかということが大きなるかどうかということが大きな論論論論点にな点にな点にな点になっっっっておりました。現ておりました。現ておりました。現ておりました。現在在在在ああああ

るるるる修修修修景景景景さくはさくはさくはさくは全全全全くのにせものでくのにせものでくのにせものでくのにせものであああありまして、りまして、りまして、りまして、来来来来場者の場者の場者の場者の方方方方 々々々々にににに誤誤誤誤解解解解をををを招招招招くようなものでくようなものでくようなものでくようなものであああありりりり

ますかますかますかますからららら、一、一、一、一刻刻刻刻もももも早早早早くくくく取取取取りりりり除除除除くくくくべべべべきできできできでああああるとるとるとると思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、、、、利利利利便便便便性性性性をををを重重重重視視視視するというするというするというするという形形形形でででで駐駐駐駐車車車車場を場を場を場を宮宮宮宮跡跡跡跡内につく内につく内につく内につくっっっっておておておておらららられるれるれるれるんんんんですですですですけけけけれれれれ

ども、ども、ども、ども、景景景景観観観観やややや遺遺遺遺跡跡跡跡の良の良の良の良好好好好なななな保全保全保全保全をををを損ね損ね損ね損ねていくということで、ていくということで、ていくということで、ていくということで、私私私私はははは撤撤撤撤去去去去すすすすべべべべきだときだときだときだと思思思思いますいますいますいます

が、この点についてのおが、この点についてのおが、この点についてのおが、この点についてのお考考考考ええええをおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれから次ら次ら次ら次に、に、に、に、京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動車動車動車動車道大道大道大道大和北和北和北和北道路の整道路の整道路の整道路の整備備備備のことでございますが、これはのことでございますが、これはのことでございますが、これはのことでございますが、これは私私私私も知も知も知も知

事に事に事に事に直直直直接接接接代表質代表質代表質代表質問問問問でもおでもおでもおでもお尋ね尋ね尋ね尋ねをいたしました。今をいたしました。今をいたしました。今をいたしました。今回回回回、、、、東東東東北北北北地地地地方方方方での大での大での大での大震震震震災が災が災が災が起起起起こりまして、こりまして、こりまして、こりまして、

国国国国じじじじゅゅゅゅうでうでうでうで財財財財源源源源のののの問題問題問題問題が大変大きなが大変大きなが大変大きなが大変大きな課課課課題題題題になになになになっっっっております。奈良県ております。奈良県ております。奈良県ております。奈良県的的的的にににに見見見見ましても１２号ましても１２号ましても１２号ましても１２号

台台台台風風風風というというというという巨巨巨巨大な災害が大な災害が大な災害が大な災害が起起起起こりましたかこりましたかこりましたかこりましたからららら、今、今、今、今後後後後その復旧、復その復旧、復その復旧、復その復旧、復興興興興にににに向け向け向け向けてまず第一てまず第一てまず第一てまず第一義義義義的的的的にににに

進進進進めめめめていかなくてはなていかなくてはなていかなくてはなていかなくてはなららららないないないない時期時期時期時期だとだとだとだ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。

そういう中で、とりそういう中で、とりそういう中で、とりそういう中で、とりわけわけわけわけ不要、不不要、不不要、不不要、不急急急急の事業はの事業はの事業はの事業は見見見見直直直直していくしていくしていくしていくべべべべきできできできでああああるとるとるとると思思思思います。います。います。います。京京京京奈奈奈奈

和和和和自自自自動車動車動車動車道路の大道路の大道路の大道路の大和北和北和北和北道路は、道路は、道路は、道路は、全体全体全体全体のうちのうちのうちのうち郡郡郡郡山か山か山か山からららら奈良奈良奈良奈良イイイインタンタンタンターーーーチチチチェェェェンンンンジのジのジのジの区区区区間間間間だだだだけけけけを整を整を整を整

備備備備していくことになしていくことになしていくことになしていくことになっっっっております。もともとこのております。もともとこのております。もともとこのております。もともとこの京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動車動車動車動車道の整道の整道の整道の整備備備備の目の目の目の目的的的的は、国道２は、国道２は、国道２は、国道２

４号での４号での４号での４号での渋滞渋滞渋滞渋滞のののの解消解消解消解消、、、、ああああるいはるいはるいはるいは周辺周辺周辺周辺道路の交通事道路の交通事道路の交通事道路の交通事故対策故対策故対策故対策という説明をという説明をという説明をという説明を受け受け受け受けております。今ております。今ております。今ております。今

回回回回の整の整の整の整備備備備で国道２４号ので国道２４号ので国道２４号ので国道２４号の走走走走行行行行時間時間時間時間は２は２は２は２分分分分短短短短縮縮縮縮されるだされるだされるだされるだけけけけということで、整ということで、整ということで、整ということで、整備効果備効果備効果備効果はほとはほとはほとはほとんんんん

どないというどないというどないというどないという状状状状態態態態ででででああああります。このようなときに、これほどります。このようなときに、これほどります。このようなときに、これほどります。このようなときに、これほど効果効果効果効果のないものをつくることのないものをつくることのないものをつくることのないものをつくること

はははは妥妥妥妥当当当当なのかどうかということで、県なのかどうかということで、県なのかどうかということで、県なのかどうかということで、県民民民民的的的的な理な理な理な理解解解解はとても得はとても得はとても得はとても得らららられないとれないとれないとれないと思思思思います。整います。整います。整います。整備備備備のののの

たたたためめめめのののの建設建設建設建設費が８５０億円と費が８５０億円と費が８５０億円と費が８５０億円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。約約約約３３３３割割割割の県がの県がの県がの県が負担負担負担負担となるという中で、これとなるという中で、これとなるという中で、これとなるという中で、これ

はははは直直直直ちにちにちにちに見見見見直直直直すすすすべべべべきできできできでああああるとるとるとると思思思思います。います。います。います。

このことに関しまして、災害がこのことに関しまして、災害がこのことに関しまして、災害がこのことに関しまして、災害が起起起起こりましたこりましたこりましたこりました後後後後にににに東東東東北北北北地地地地方方方方ではではではでは高高高高速速速速道路が整道路が整道路が整道路が整備備備備されていされていされていされてい

たたたたたたたためめめめに復旧に大変に復旧に大変に復旧に大変に復旧に大変効果的効果的効果的効果的でででであっあっあっあったと、だかたと、だかたと、だかたと、だかららららつくつくつくつくららららないといないといないといないといけけけけないないないないんんんんだということをだということをだということをだということを言言言言

わわわわれておりました。れておりました。れておりました。れておりました。確確確確かにかにかにかに東東東東北北北北地地地地方方方方では、では、では、では、巨巨巨巨大な大な大な大な津津津津波波波波がががが襲襲襲襲っっっってくるということでのてくるということでのてくるということでのてくるということでの被被被被害が害が害が害が

甚甚甚甚大になりました。奈良県では大になりました。奈良県では大になりました。奈良県では大になりました。奈良県では津津津津波波波波ということはということはということはということはあああありませりませりませりませんんんん。ではなくて、。ではなくて、。ではなくて、。ではなくて、巨巨巨巨大な大な大な大な直下型直下型直下型直下型

の地の地の地の地震震震震ということがということがということがということが懸懸懸懸念念念念されるされるされるされるわけわけわけわけですが、ですが、ですが、ですが、市市市市内、内、内、内、ああああるいは奈良県内をるいは奈良県内をるいは奈良県内をるいは奈良県内を見見見見ましたましたましたましたらららら奈良奈良奈良奈良盆盆盆盆

地の地の地の地の東東東東縁縁縁縁断断断断層層層層ででででああああるとか、大るとか、大るとか、大るとか、大和郡和郡和郡和郡山山山山市市市市のののの矢矢矢矢田田田田断断断断層層層層ででででああああるとか、るとか、るとか、るとか、ああああるいは金るいは金るいは金るいは金剛剛剛剛中中中中央央央央構構構構造造造造線線線線でででで

ああああるとか、るとか、るとか、るとか、非非非非常常常常に危に危に危に危険険険険度が度が度が度が高高高高いこうしたいこうしたいこうしたいこうした断断断断層層層層がががが複複複複数数数数ああああるということで、るということで、るということで、るということで、高高高高架架架架の道路はの道路はの道路はの道路は非非非非常常常常

に危に危に危に危険険険険ででででああああるというるというるというるという状況状況状況状況だとだとだとだと思思思思います。もともといます。もともといます。もともといます。もともとあっあっあっあったとこたとこたとこたところろろろでででで非非非非常常常常にににに有効有効有効有効でででであっあっあっあったといたといたといたとい
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うことはうことはうことはうことは言言言言ええええるとるとるとると思思思思うのですが、これかうのですが、これかうのですが、これかうのですが、これから多ら多ら多ら多額の額の額の額の投資投資投資投資をしてつくをしてつくをしてつくをしてつくっっっっていくことになりますていくことになりますていくことになりますていくことになります

かかかからららら、、、、優先優先優先優先順順順順位位位位かかかかららららいいいいええええばばばば復復復復興興興興がががが先先先先だとだとだとだと思思思思います。ですので、中います。ですので、中います。ですので、中います。ですので、中止止止止をををを求求求求めめめめるるるるべべべべきときときときと思思思思いまいまいまいま

すが、その点についてのおすが、その点についてのおすが、その点についてのおすが、その点についてのお考考考考ええええ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。います。います。います。

それかそれかそれかそれから次ら次ら次ら次に、に、に、に、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前で計前で計前で計前で計画画画画をされております大をされております大をされております大をされております大屋根屋根屋根屋根についてですが、この大についてですが、この大についてですが、この大についてですが、この大屋屋屋屋

根根根根をつをつをつをつけけけけることにつきましてはることにつきましてはることにつきましてはることにつきましては賛賛賛賛否両否両否両否両論論論論ががががああああります。ります。ります。ります。必必必必要だと要だと要だと要だと言言言言わわわわれるれるれるれる方方方方ががががああああるというこるというこるというこるというこ

ともともともともわわわわかりますが、今かりますが、今かりますが、今かりますが、今反反反反対対対対されているされているされているされている皆皆皆皆ささささんんんんというのは大というのは大というのは大というのは大規模規模規模規模な災害がな災害がな災害がな災害が起起起起ここここっっっったもとで、たもとで、たもとで、たもとで、

今す今す今す今すぐ必ぐ必ぐ必ぐ必要でないものに要でないものに要でないものに要でないものに巨巨巨巨額の額の額の額の投資投資投資投資をするをするをするをする必必必必要が要が要が要がああああるのかと、やはり復旧、復るのかと、やはり復旧、復るのかと、やはり復旧、復るのかと、やはり復旧、復興興興興がががが先先先先ではではではでは

ないかということでないかということでないかということでないかということで多多多多くのくのくのくの方方方方のののの意見意見意見意見がございます。がございます。がございます。がございます。私私私私はそういう点でいはそういう点でいはそういう点でいはそういう点でいええええばばばば、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのこのこのこのこ

のののの意見意見意見意見というのはというのはというのはというのは妥妥妥妥当当当当なななな意見意見意見意見だとだとだとだと思思思思いますので、やはりいますので、やはりいますので、やはりいますので、やはり改め改め改め改めてててて見見見見直直直直すすすすべべべべきできできできでああああるというこるというこるというこるというこ

とをとをとをと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。います。います。います。

それかそれかそれかそれから次ら次ら次ら次に、に、に、に、最最最最後後後後にににに住宅リ住宅リ住宅リ住宅リフフフフォォォォーーーームムムムのののの助助助助成成成成制制制制度のことですが、度のことですが、度のことですが、度のことですが、先先先先ほどほどほどほど昨昨昨昨年の年の年の年の実実実実績績績績が報が報が報が報

告されております。今年度に入りまして新たに告されております。今年度に入りまして新たに告されております。今年度に入りまして新たに告されております。今年度に入りまして新たに我我我我がががが党党党党もももも提提提提案案案案をいたしまして、一般のをいたしまして、一般のをいたしまして、一般のをいたしまして、一般の住宅住宅住宅住宅

リリリリフフフフォォォォーーーームムムムもももも対象対象対象対象にするということでにするということでにするということでにするということで利利利利用しやすい用しやすい用しやすい用しやすい制制制制度への度への度への度への拡拡拡拡充を充を充を充を求求求求めめめめてきたてきたてきたてきた結結結結果果果果、この、この、この、この

ほど新たなほど新たなほど新たなほど新たな形形形形でのでのでのでの実施実施実施実施がされておりますが、そのがされておりますが、そのがされておりますが、そのがされておりますが、その実実実実績績績績はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているのかについてているのかについてているのかについてているのかについて伺伺伺伺いいいい

たいとたいとたいとたいと思思思思います。一います。一います。一います。一応応応応、第１、第１、第１、第１問問問問これです。これです。これです。これです。

○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長 平平平平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡内か内か内か内かららららのののの近鉄線近鉄線近鉄線近鉄線のののの移設移設移設移設の検討の検討の検討の検討状況状況状況状況についてのごについてのごについてのごについてのご質質質質

問問問問をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

その前に、国その前に、国その前に、国その前に、国営公園営公園営公園営公園のののの基基基基本計本計本計本計画画画画でででで鉄鉄鉄鉄道が地道が地道が地道が地下下下下化されているとい化されているとい化されているとい化されているといっっっったようなおたようなおたようなおたようなお話話話話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けけけけれども、国れども、国れども、国れども、国営基営基営基営基本計本計本計本計画画画画では、では、では、では、宮宮宮宮跡跡跡跡内に内に内に内に鉄鉄鉄鉄道が道が道が道が存在存在存在存在しないというようなしないというようなしないというようなしないというような形形形形になになになになっっっってててて

おりますが、これは地おりますが、これは地おりますが、これは地おりますが、これは地下下下下化ということだ化ということだ化ということだ化ということだけけけけではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、外外外外に出ていると、出すというように出ていると、出すというように出ていると、出すというように出ていると、出すというよう

なななな趣旨趣旨趣旨趣旨の計の計の計の計画画画画でございます。でございます。でございます。でございます。

平平平平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡内か内か内か内かららららのそののそののそののその近鉄線近鉄線近鉄線近鉄線のののの移設移設移設移設につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、隣隣隣隣の大の大の大の大和和和和西西西西大大大大寺寺寺寺駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺の交通の交通の交通の交通渋滞渋滞渋滞渋滞

対策対策対策対策としてのこのとしてのこのとしてのこのとしてのこの駅駅駅駅のののの立立立立体体体体化、そうい化、そうい化、そうい化、そういっっっったものもたものもたものもたものも密接密接密接密接に関係するものですかに関係するものですかに関係するものですかに関係するものですからららら、、、、両両両両者一者一者一者一体体体体

に検討をしておるとこに検討をしておるとこに検討をしておるとこに検討をしておるところろろろでございまして、これまで県におきましてもでございまして、これまで県におきましてもでございまして、これまで県におきましてもでございまして、これまで県におきましても近鉄近鉄近鉄近鉄かかかから鉄ら鉄ら鉄ら鉄道道道道技術技術技術技術にににに

関する関する関する関する助助助助言言言言をいただきながをいただきながをいただきながをいただきながら鉄ら鉄ら鉄ら鉄道の道の道の道の線線線線形形形形とかとかとかとか駅駅駅駅のののの構構構構造とか、地造とか、地造とか、地造とか、地下下下下化した場化した場化した場化した場合合合合の地の地の地の地下下下下水変水変水変水変動動動動

や木簡へのや木簡へのや木簡へのや木簡への影響影響影響影響とかとかとかとか高高高高架構架構架構架構造とした場造とした場造とした場造とした場合合合合のののの景景景景観観観観のののの影響影響影響影響などを検討してきておりまして、ななどを検討してきておりまして、ななどを検討してきておりまして、ななどを検討してきておりまして、な

かなか難しいかなか難しいかなか難しいかなか難しい問題問題問題問題が山が山が山が山積積積積しているといしているといしているといしているといっっっったたたた状況状況状況状況になになになになっっっってございます。今年度は県がこれまてございます。今年度は県がこれまてございます。今年度は県がこれまてございます。今年度は県がこれま

で行で行で行で行っっっっておりました検討につきまして、その不ておりました検討につきまして、その不ておりました検討につきまして、その不ておりました検討につきまして、その不足足足足点で点で点で点であああありますとか、さりますとか、さりますとか、さりますとか、さららららに検討をに検討をに検討をに検討を深深深深めめめめなななな

けけけけれれれればばばばいいいいけけけけないだないだないだないだろろろろうというというというといっっっった点につきまして、た点につきまして、た点につきまして、た点につきまして、学学学学識経識経識経識経験験験験者や国者や国者や国者や国等等等等の関係者などのの関係者などのの関係者などのの関係者などの有識有識有識有識者者者者

かかかかららららもごもごもごもご意見意見意見意見をいただいて検討ををいただいて検討ををいただいて検討ををいただいて検討を深深深深めめめめていくこととしておりまして、ていくこととしておりまして、ていくこととしておりまして、ていくこととしておりまして、先先先先月の８日にもその月の８日にもその月の８日にもその月の８日にもその
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有識有識有識有識者にお者にお者にお者にお集集集集まりをいただきまして、地まりをいただきまして、地まりをいただきまして、地まりをいただきまして、地下下下下水変水変水変水変動動動動やややや景景景景観観観観などにつきまして、などにつきまして、などにつきまして、などにつきまして、例え例え例え例えばばばば地地地地下下下下水水水水

の変の変の変の変動動動動だだだだけけけけではなくて土ではなくて土ではなくて土ではなくて土質質質質についてもについてもについてもについても分分分分析析析析がががが必必必必要ではないかで要ではないかで要ではないかで要ではないかであああありますとか、りますとか、りますとか、りますとか、景景景景観観観観の変化の変化の変化の変化

を予測するのでを予測するのでを予測するのでを予測するのでああああれれれればばばば、もうち、もうち、もうち、もうちょょょょっっっっとととと眺眺眺眺望望望望点を点を点を点をふふふふやしたやしたやしたやした方方方方がいいのではないかとか、そうがいいのではないかとか、そうがいいのではないかとか、そうがいいのではないかとか、そう

いいいいっっっったごたごたごたご意見意見意見意見をいただいております。今年度中にもう数をいただいております。今年度中にもう数をいただいております。今年度中にもう数をいただいております。今年度中にもう数回回回回おおおお集集集集まりいただきましてまりいただきましてまりいただきましてまりいただきまして幅幅幅幅広い広い広い広い

観観観観点か点か点か点かららららごごごご意見意見意見意見をいただきまして、ごをいただきまして、ごをいただきまして、ごをいただきまして、ご意見意見意見意見をををを生生生生かして成かして成かして成かして成案案案案のののの立案立案立案立案にににに向け向け向け向けて検討にて検討にて検討にて検討に取取取取りりりり組ん組ん組ん組ん

でまいりたいとでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいと思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。

○京地公園緑地課長○京地公園緑地課長○京地公園緑地課長○京地公園緑地課長 平平平平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡内に内に内に内にあああありますりますりますります駐駐駐駐車車車車場と、それか場と、それか場と、それか場と、それからららら仮仮仮仮塀塀塀塀、、、、仮仮仮仮設設設設物物物物の件についの件についの件についの件につい

てごてごてごてご質質質質問問問問いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。

委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべのように、ことしの６月に第３５のように、ことしの６月に第３５のように、ことしの６月に第３５のように、ことしの６月に第３５回回回回のののの世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産委員会におきまして、委員会におきまして、委員会におきまして、委員会におきまして、急急急急ぎぎぎぎ平平平平

城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡内の内の内の内の仮仮仮仮設設設設駐駐駐駐車車車車場、それか場、それか場、それか場、それからららら仮仮仮仮塀塀塀塀のののの仮仮仮仮設設設設物物物物についてはについてはについてはについては撤撤撤撤去去去去を進を進を進を進めめめめるようにという決議るようにという決議るようにという決議るようにという決議

が行が行が行が行わわわわれましたことについては認れましたことについては認れましたことについては認れましたことについては認識識識識しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。仮仮仮仮設設設設駐駐駐駐車車車車場につきまし場につきまし場につきまし場につきまし

ては、平ては、平ては、平ては、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭後祭後祭後祭後も平も平も平も平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡をををを訪訪訪訪れるれるれるれる方方方方 々々々々のののの利利利利便便便便性性性性をををを考慮考慮考慮考慮いたしまして、平いたしまして、平いたしまして、平いたしまして、平

城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年記念記念記念記念事業より事業より事業より事業より設置設置設置設置されたものをされたものをされたものをされたものを縮縮縮縮小の上、小の上、小の上、小の上、文文文文化化化化庁庁庁庁かかかかららららのののの許許許許可可可可を得ましてを得ましてを得ましてを得まして

暫暫暫暫定定定定的的的的にににに利利利利用しているとこ用しているとこ用しているとこ用しているところろろろでございます。今でございます。今でございます。今でございます。今後後後後、、、、世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産のののの区区区区域域域域外外外外に交通に交通に交通に交通タタタターーーーミナミナミナミナルルルル、、、、

ああああるいはるいはるいはるいは訪問訪問訪問訪問者が者が者が者が快快快快適適適適にににに過過過過ごしていただくごしていただくごしていただくごしていただく施設等施設等施設等施設等を整を整を整を整備備備備することといたしておりまして、することといたしておりまして、することといたしておりまして、することといたしておりまして、

これこれこれこれららららが整理されるおおむが整理されるおおむが整理されるおおむが整理されるおおむねねねね５年５年５年５年後後後後ををををめめめめどとしてどとしてどとしてどとして仮仮仮仮設設設設駐駐駐駐車車車車場の場の場の場の撤撤撤撤去去去去を行う予定でございまを行う予定でございまを行う予定でございまを行う予定でございま

す。す。す。す。

それかそれかそれかそれからららら、第一、第一、第一、第一次次次次大大大大極極極極殿殿殿殿院院院院広場を広場を広場を広場を囲囲囲囲むむむむ仮仮仮仮塀塀塀塀、、、、修修修修景景景景さくでございますさくでございますさくでございますさくでございますけけけけども、これにつきども、これにつきども、これにつきども、これにつき

ましてもましてもましてもましても来来来来場者の場者の場者の場者の安全安全安全安全かつ円かつ円かつ円かつ円滑滑滑滑なななな見見見見学学学学をををを確実確実確実確実にするたにするたにするたにするためめめめ、それか、それか、それか、それからららら大大大大極極極極殿殿殿殿院院院院のののの背背背背後後後後に県道に県道に県道に県道

等等等等が通が通が通が通過過過過しております。通しております。通しております。通しております。通過過過過するするするする車車車車や、や、や、や、ああああるいはるいはるいはるいは近近近近くにくにくにくにああああるるるる近近近近代代代代的的的的な大な大な大な大規模規模規模規模なななな商商商商業業業業施設施設施設施設なななな

どのどのどのどの景景景景観観観観をををを阻阻阻阻害するものを害するものを害するものを害するものを遮遮遮遮る上でる上でる上でる上で重重重重要な機要な機要な機要な機能能能能がががが期期期期待待待待できるということで、これについてできるということで、これについてできるということで、これについてできるということで、これについて

もももも文文文文化化化化庁庁庁庁のののの許許許許可可可可をいただいております。そのたをいただいております。そのたをいただいております。そのたをいただいております。そのためめめめ、国、国、国、国営公園営公園営公園営公園事業により事業により事業により事業により築築築築地地地地回回回回廊廊廊廊等等等等のののの建建建建造造造造

物物物物が復元されるまでのが復元されるまでのが復元されるまでのが復元されるまでの間間間間、、、、存存存存置置置置してしてしてして暫暫暫暫定定定定的的的的なななな囲囲囲囲いのいのいのいの施設施設施設施設としてとしてとしてとして利利利利用したいと用したいと用したいと用したいと考考考考ええええておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○牛嶋道路建設課長○牛嶋道路建設課長○牛嶋道路建設課長○牛嶋道路建設課長 平平平平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡公園公園公園公園内の、県道谷田奈良内の、県道谷田奈良内の、県道谷田奈良内の、県道谷田奈良線線線線、、、、ああああるいは奈良るいは奈良るいは奈良るいは奈良市市市市道です道です道です道ですけけけけれどれどれどれど

も、も、も、も、みみみみやと通りのこのやと通りのこのやと通りのこのやと通りのこの状況状況状況状況についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

県道谷田奈良県道谷田奈良県道谷田奈良県道谷田奈良線線線線と奈良と奈良と奈良と奈良市市市市道の道の道の道のみみみみやと通りは国が整やと通りは国が整やと通りは国が整やと通りは国が整備備備備を予定しています、委員おを予定しています、委員おを予定しています、委員おを予定しています、委員お述述述述べべべべのよのよのよのよ

うに、平うに、平うに、平うに、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡公園公園公園公園のののの区区区区域域域域を通を通を通を通過過過過しており、国しており、国しており、国しており、国営営営営飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥平平平平城城城城宮宮宮宮跡歴史跡歴史跡歴史跡歴史公園公園公園公園、平、平、平、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡区区区区域域域域、、、、

このこのこのこの基基基基本計本計本計本計画画画画の中ではの中ではの中ではの中では将将将将来来来来的的的的にはにはにはには公園公園公園公園区区区区域域域域外外外外にににに移設移設移設移設するするするする形形形形でででで記記記記載載載載されているとおりでござされているとおりでござされているとおりでござされているとおりでござ

います。これいます。これいます。これいます。これららららの道路のの道路のの道路のの道路の移設移設移設移設を検討するにを検討するにを検討するにを検討するに当当当当たりましては、地たりましては、地たりましては、地たりましては、地域住域住域住域住民民民民のののの方方方方 々々々々のののの生活生活生活生活道路と道路と道路と道路と
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してしてしてして利利利利用されていることで用されていることで用されていることで用されていることであっあっあっあったり、たり、たり、たり、ああああるいはるいはるいはるいは周辺周辺周辺周辺にににに住宅住宅住宅住宅がががが密密密密集集集集していること、またしていること、またしていること、またしていること、また佐佐佐佐紀紀紀紀

盾列古墳盾列古墳盾列古墳盾列古墳群群群群などが数などが数などが数などが数多多多多くこういうくこういうくこういうくこういう文文文文化化化化財財財財が点が点が点が点在在在在していること、このことをしていること、このことをしていること、このことをしていること、このことを踏踏踏踏ままままええええまして検まして検まして検まして検

討することが討することが討することが討することが必必必必要と要と要と要と考考考考ええええておるとこておるとこておるとこておるところろろろでございます。このたでございます。このたでございます。このたでございます。このためめめめ、地、地、地、地域住域住域住域住民民民民のののの方方方方かかかかららららのごのごのごのご意意意意

見見見見をををを十十十十分分分分にににに伺伺伺伺うのはもちうのはもちうのはもちうのはもちろんろんろんろんでございますでございますでございますでございますけけけけれども、れども、れども、れども、学学学学識経識経識経識経験験験験者の者の者の者の意見意見意見意見もいただきながもいただきながもいただきながもいただきながらららら

検討を進検討を進検討を進検討を進めめめめていこうとていこうとていこうとていこうと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それともう１点、大それともう１点、大それともう１点、大それともう１点、大和北和北和北和北道路についてお道路についてお道路についてお道路についてお尋ね尋ね尋ね尋ねでございました。でございました。でございました。でございました。

大大大大和北和北和北和北道路につきましては、平成２０年２月に道路につきましては、平成２０年２月に道路につきましては、平成２０年２月に道路につきましては、平成２０年２月に都市都市都市都市計計計計画画画画審議会において、計審議会において、計審議会において、計審議会において、計画画画画、整、整、整、整備効備効備効備効

果果果果、それか、それか、それか、それからららら環境環境環境環境影響影響影響影響評価評価評価評価、、、、住住住住民民民民のごのごのごのご意見意見意見意見もももも幅幅幅幅広く審議されまして３月に広く審議されまして３月に広く審議されまして３月に広く審議されまして３月に都市都市都市都市計計計計画画画画決定、決定、決定、決定、

平成２１年３月には奈良平成２１年３月には奈良平成２１年３月には奈良平成２１年３月には奈良イイイインタンタンタンターーーーチチチチェェェェンンンンジかジかジかジからららら郡郡郡郡山ジ山ジ山ジ山ジャャャャンクシンクシンクシンクショョョョンンンン、この、この、この、この間間間間６６６６．．．．３３３３キキキキロロロロメメメメ

ーーーートルトルトルトルですですですですけけけけれども、国で事業化されたとこれども、国で事業化されたとこれども、国で事業化されたとこれども、国で事業化されたところろろろでございます。大でございます。大でございます。大でございます。大和北和北和北和北道路に関しましては、道路に関しましては、道路に関しましては、道路に関しましては、

交通交通交通交通量量量量に関してですに関してですに関してですに関してですけけけけれども、大れども、大れども、大れども、大和北和北和北和北道路と道路と道路と道路と並並並並行する国道２４号行する国道２４号行する国道２４号行する国道２４号杏杏杏杏町付近町付近町付近町付近において現において現において現において現在在在在５５５５

万８，０００万８，０００万８，０００万８，０００台台台台、こういう、こういう、こういう、こういう台台台台数がございます数がございます数がございます数がございますけけけけれども、こういうとこれども、こういうとこれども、こういうとこれども、こういうところろろろでででで渋滞渋滞渋滞渋滞がががが見受けら見受けら見受けら見受けら

れており、大れており、大れており、大れており、大和北和北和北和北道路を整道路を整道路を整道路を整備備備備することによすることによすることによすることによっっっって国道２４号のて国道２４号のて国道２４号のて国道２４号の渋滞渋滞渋滞渋滞もももも改善改善改善改善されるとされるとされるとされると考考考考ええええてごてごてごてご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

一一一一方方方方、平成１８年４月に大、平成１８年４月に大、平成１８年４月に大、平成１８年４月に大和和和和御御御御所所所所道路の大道路の大道路の大道路の大和区和区和区和区間間間間においては１日に３万４，０００においては１日に３万４，０００においては１日に３万４，０００においては１日に３万４，０００台台台台のののの

交通がございます。それによ交通がございます。それによ交通がございます。それによ交通がございます。それによっっっって国道２４号、１日で３，０００て国道２４号、１日で３，０００て国道２４号、１日で３，０００て国道２４号、１日で３，０００台台台台の交通の交通の交通の交通量量量量がががが減減減減少し、少し、少し、少し、橿橿橿橿

原原原原市市市市葛葛葛葛本本本本町町町町交交交交差差差差点では点では点では点では渋滞渋滞渋滞渋滞がががが解消解消解消解消したということもございます。したということもございます。したということもございます。したということもございます。細細細細街街街街路に路に路に路に流流流流入していた入していた入していた入していた車車車車

が大きく少なくなることによが大きく少なくなることによが大きく少なくなることによが大きく少なくなることによっっっって、地元のて、地元のて、地元のて、地元の学学学学校校校校関係者か関係者か関係者か関係者かららららですですですですけけけけれども、通れども、通れども、通れども、通学学学学路の路の路の路の安全安全安全安全がががが

確保確保確保確保されたというされたというされたというされたという意見意見意見意見もももも聞聞聞聞いているとこいているとこいているとこいているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それと、災害それと、災害それと、災害それと、災害時時時時の大きな災害をの大きな災害をの大きな災害をの大きな災害を受け受け受け受けてですてですてですてですけけけけれども、れども、れども、れども、台台台台風風風風１２号で１２号で１２号で１２号で見識見識見識見識を得ましたのは、を得ましたのは、を得ましたのは、を得ましたのは、

高高高高規規規規格格格格でつくでつくでつくでつくらららられてる大きな道路というのは、れてる大きな道路というのは、れてる大きな道路というのは、れてる大きな道路というのは、十十十十津津津津川川川川筋筋筋筋でででであああありましても現りましても現りましても現りましても現存存存存してしてしてして残っ残っ残っ残っておておておてお

ります。ります。ります。ります。古古古古い道路はやい道路はやい道路はやい道路はやらららられておりますので、大事だなとれておりますので、大事だなとれておりますので、大事だなとれておりますので、大事だなと考考考考ええええておりますし、そしてなおかておりますし、そしてなおかておりますし、そしてなおかておりますし、そしてなおか

つそういう道路がつそういう道路がつそういう道路がつそういう道路があっあっあっあったことによたことによたことによたことによっっっってててて応急応急応急応急復旧が復旧が復旧が復旧が早早早早く進く進く進く進んんんんだという現だという現だという現だという現実実実実でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、

高高高高規規規規格格格格のののの立立立立派派派派な道路はこういうな道路はこういうな道路はこういうな道路はこういう震震震震災のときにも災のときにも災のときにも災のときにも有効有効有効有効にににに働働働働くものとくものとくものとく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。以以以以上で上で上で上で

す。す。す。す。

○東道路・交通環境課長○東道路・交通環境課長○東道路・交通環境課長○東道路・交通環境課長 近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前広場の前広場の前広場の前広場の屋根屋根屋根屋根についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねがございました。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、先先先先般の９月県議会の一般般の９月県議会の一般般の９月県議会の一般般の９月県議会の一般質質質質問問問問においても知事かにおいても知事かにおいても知事かにおいても知事からららら答答答答弁弁弁弁させていただいさせていただいさせていただいさせていただい

ておりますが、広場のておりますが、広場のておりますが、広場のておりますが、広場の屋根屋根屋根屋根設置設置設置設置につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、昨昨昨昨年年年年来来来来、、、、パブパブパブパブリックコリックコリックコリックコメメメメントントントントややややアンアンアンアンケケケケーーーー

トトトト調査調査調査調査等等等等を行いながを行いながを行いながを行いながらららら、、、、意見意見意見意見をををを取取取取り入れながり入れながり入れながり入れながらららら進進進進めめめめてきているとこてきているとこてきているとこてきているところろろろでございます。委員でございます。委員でございます。委員でございます。委員

ごごごご指指指指摘摘摘摘のとおり、さまざまなのとおり、さまざまなのとおり、さまざまなのとおり、さまざまな意見意見意見意見ががががああああるということについてはるということについてはるということについてはるということについては私私私私たちも認たちも認たちも認たちも認識識識識をしているとをしているとをしているとをしていると
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こここころろろろでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅は大変は大変は大変は大変重重重重要な場要な場要な場要な場所所所所でででであああありまして、奈良りまして、奈良りまして、奈良りまして、奈良観観観観光の光の光の光の玄玄玄玄関口とし関口とし関口とし関口とし

てのてのてのての待待待待合空間合空間合空間合空間としての機としての機としての機としての機能能能能でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか商商商商店店店店街街街街への通路の機への通路の機への通路の機への通路の機能能能能のののの向向向向上を上を上を上を図図図図るたるたるたるためめめめに、県に、県に、県に、県

民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんにににに喜喜喜喜んんんんでいただでいただでいただでいただけけけけるるるる施設施設施設施設なりを今年度についてはなりを今年度についてはなりを今年度についてはなりを今年度については詳詳詳詳細細細細なななな設設設設計、そのた計、そのた計、そのた計、そのためめめめにににに必必必必要要要要

になるになるになるになるボボボボーーーーリンリンリンリンググググ調査調査調査調査等等等等をををを実施実施実施実施していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っっっってございます。てございます。てございます。てございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○奈良住宅課長○奈良住宅課長○奈良住宅課長○奈良住宅課長 住宅エコポ住宅エコポ住宅エコポ住宅エコポイイイイントントントントなななならプラスらプラスらプラスらプラスの今年度のの今年度のの今年度のの今年度の実実実実績績績績についてごについてごについてごについてご質質質質問問問問がございまがございまがございまがございま

した。した。した。した。

住宅エコポ住宅エコポ住宅エコポ住宅エコポイイイイントントントントなななならプラスらプラスらプラスらプラスの今年度のの今年度のの今年度のの今年度の実実実実績績績績といたしましては、本日現といたしましては、本日現といたしましては、本日現といたしましては、本日現在在在在で県で県で県で県産産産産材材材材をををを活活活活

用した新用した新用した新用した新築住宅築住宅築住宅築住宅が４件、それかが４件、それかが４件、それかが４件、それからららら屋根屋根屋根屋根改修改修改修改修が１００件中、現が１００件中、現が１００件中、現が１００件中、現在在在在９５件でございます。それ９５件でございます。それ９５件でございます。それ９５件でございます。それ

かかかからららら外外外外壁壁壁壁改修改修改修改修が１００件中１００件ということで、これはが１００件中１００件ということで、これはが１００件中１００件ということで、これはが１００件中１００件ということで、これは満満満満杯杯杯杯になになになになっっっっております。それかております。それかております。それかております。それか

らららら耐震耐震耐震耐震改修改修改修改修が２０件中３件でございます。それかが２０件中３件でございます。それかが２０件中３件でございます。それかが２０件中３件でございます。それからららら県県県県産産産産材材材材をををを活活活活用した用した用した用したリリリリフフフフォォォォーーーームムムムが１１件が１１件が１１件が１１件

でございます。これは８０件中１１件でございます。それかでございます。これは８０件中１１件でございます。それかでございます。これは８０件中１１件でございます。それかでございます。これは８０件中１１件でございます。それからららら、その、その、その、その他他他他一般一般一般一般リリリリフフフフォォォォーーーームムムムでででで

８００件を予定しております８００件を予定しております８００件を予定しております８００件を予定しておりますけけけけれども、そのうち現れども、そのうち現れども、そのうち現れども、そのうち現在在在在３５４件という３５４件という３５４件という３５４件という状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。

特に特に特に特に耐震耐震耐震耐震改修改修改修改修につきましては今３件でございますが、につきましては今３件でございますが、につきましては今３件でございますが、につきましては今３件でございますが、市町市町市町市町村の村の村の村の方方方方で事前に報告が入で事前に報告が入で事前に報告が入で事前に報告が入っっっってるてるてるてる

分分分分をかをかをかをかんんんんががががみみみみますと、ますと、ますと、ますと、多分多分多分多分２０件を２０件を２０件を２０件を超超超超ええええるだるだるだるだろろろろうと予測しております。うと予測しております。うと予測しております。うと予測しております。屋根屋根屋根屋根、、、、外外外外壁壁壁壁改修改修改修改修にににに

つきましては、つきましては、つきましては、つきましては、全体全体全体全体予算で２００件のとこ予算で２００件のとこ予算で２００件のとこ予算で２００件のところろろろほほほほぼぼぼぼ予算を予算を予算を予算を使使使使いいいい切切切切っっっったたたた状況状況状況状況でございます。そでございます。そでございます。そでございます。そ

のののの他他他他一般一般一般一般リリリリフフフフォォォォーーーームムムムについても、１月のについても、１月のについても、１月のについても、１月の締締締締めめめめ切切切切りまでにはほりまでにはほりまでにはほりまでにはほぼぼぼぼ執執執執行する行する行する行する見見見見込込込込みみみみでございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

それで、このようにそれで、このようにそれで、このようにそれで、このように利利利利用用用用実実実実績績績績もももも非非非非常常常常にににに多多多多くて、県くて、県くて、県くて、県民民民民等等等等かかかかららららもももも非非非非常常常常にににに反反反反響響響響が大きくが大きくが大きくが大きく好好好好評評評評でででで

ああああるとるとるとると考考考考ええええております。また、ております。また、ております。また、ております。また、アンアンアンアンケケケケーーーートトトトを申を申を申を申請請請請のときにのときにのときにのときに協力協力協力協力をいただいておりまして、をいただいておりまして、をいただいておりまして、をいただいておりまして、

施施施施工業者か工業者か工業者か工業者かららららはこの補はこの補はこの補はこの補助制助制助制助制度によりまして度によりまして度によりまして度によりましてリリリリフフフフォォォォーーーームムムム工事が工事が工事が工事がふふふふええええたというたというたというたというアンアンアンアンケケケケーーーートトトト結結結結果果果果

も出ております。国のも出ております。国のも出ております。国のも出ております。国の住宅エコポ住宅エコポ住宅エコポ住宅エコポイイイイントントントントもももも絡絡絡絡めめめめてこのてこのてこのてこの制制制制度を度を度を度を使使使使わわわわせていただいておるのでせていただいておるのでせていただいておるのでせていただいておるので

すが、その国のすが、その国のすが、その国のすが、その国の住宅エコポ住宅エコポ住宅エコポ住宅エコポイイイイントントントントが今年度７月が今年度７月が今年度７月が今年度７月末末末末でででで終終終終了了了了したとこしたとこしたとこしたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。来来来来年度年度年度年度

につきましても県としてはにつきましても県としてはにつきましても県としてはにつきましても県としては住宅エコポ住宅エコポ住宅エコポ住宅エコポイイイイントントントントなななならプラスらプラスらプラスらプラスのののの利利利利用用用用状況状況状況状況の検の検の検の検証証証証を行を行を行を行っっっった上で、た上で、た上で、た上で、

何何何何ららららかのかのかのかの形形形形でででで住宅リ住宅リ住宅リ住宅リフフフフォォォォーーーーム施策ム施策ム施策ム施策についてはについてはについてはについては積積積積極極極極的的的的に検討してまいりたいとに検討してまいりたいとに検討してまいりたいとに検討してまいりたいと考考考考ええええておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、それでは、それでは、それでは、最最最最初初初初に国に国に国に国営公園営公園営公園営公園のことでございますのことでございますのことでございますのことでございますけけけけれども、この中のれども、この中のれども、この中のれども、この中の鉄鉄鉄鉄道、道、道、道、ああああ

るいは道路につきましては、今、るいは道路につきましては、今、るいは道路につきましては、今、るいは道路につきましては、今、鋭鋭鋭鋭意意意意検討中で検討中で検討中で検討中でああああるということで、るということで、るということで、るということで、期期期期限限限限をををを切切切切っっっっていつまでていつまでていつまでていつまで

にということではないのでしにということではないのでしにということではないのでしにということではないのでしょょょょうか。うか。うか。うか。私私私私としたとしたとしたとしたらららら、そもそも国、そもそも国、そもそも国、そもそも国営公園営公園営公園営公園にされるというにされるというにされるというにされるという時時時時点点点点

で、その目で、その目で、その目で、その目的的的的がががが世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産に認定された大に認定された大に認定された大に認定された大切切切切なななな遺遺遺遺跡跡跡跡をををを保保保保存存存存し、し、し、し、多多多多くのくのくのくの方方方方 々々々々にににに活活活活用していただ用していただ用していただ用していただ

くということで、くということで、くということで、くということで、保保保保存存存存がががが基基基基本だと本だと本だと本だと思思思思っっっっているのですが、そういう目ているのですが、そういう目ているのですが、そういう目ているのですが、そういう目的的的的にかなにかなにかなにかなっっっったものとしたものとしたものとしたものとし
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てつくてつくてつくてつくらららられることかれることかれることかれることかららららいいいいっっっって、て、て、て、遺遺遺遺跡跡跡跡をををを破壊破壊破壊破壊するするするする可可可可能性能性能性能性ががががあああある地る地る地る地下下下下化ですとか、そういうこ化ですとか、そういうこ化ですとか、そういうこ化ですとか、そういうこ

とはもとはもとはもとはもっっっってのほかで、てのほかで、てのほかで、てのほかで、あっあっあっあってはなてはなてはなてはなららららないことだとないことだとないことだとないことだと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。住住住住民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんにとりましにとりましにとりましにとりまし

たたたたらららら、国、国、国、国営公園営公園営公園営公園ということはということはということはということは寝耳寝耳寝耳寝耳に水のに水のに水のに水の話話話話で、これができるがたで、これができるがたで、これができるがたで、これができるがためめめめに自に自に自に自分分分分たちのたちのたちのたちの生活生活生活生活が、が、が、が、

例え例え例え例えばばばば道路によ道路によ道路によ道路によっっっってててて立立立立ちちちち退退退退きになきになきになきになっっっったりとか、たりとか、たりとか、たりとか、毎毎毎毎日日日日使使使使ええええていた道路がていた道路がていた道路がていた道路が使使使使ええええなくなるとか大なくなるとか大なくなるとか大なくなるとか大

きなきなきなきな被被被被害をこうむると、そういうことが害をこうむると、そういうことが害をこうむると、そういうことが害をこうむると、そういうことがあっあっあっあってはなてはなてはなてはなららららないとないとないとないと思思思思いますので、この点につきいますので、この点につきいますので、この点につきいますので、この点につき

ましてもましてもましてもましても共共共共存存存存をしていくをしていくをしていくをしていく方向方向方向方向でででで考考考考ええええていくていくていくていくべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思っっっっておりますが、そのておりますが、そのておりますが、そのておりますが、その意見意見意見意見

を申し上げておきます。を申し上げておきます。を申し上げておきます。を申し上げておきます。丁寧丁寧丁寧丁寧にににに対応対応対応対応していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれから次ら次ら次ら次に、そのに、そのに、そのに、その宮宮宮宮跡跡跡跡内の内の内の内の駐駐駐駐車車車車場、場、場、場、ああああるいはるいはるいはるいは修修修修景景景景さくについてですが、これは国のさくについてですが、これは国のさくについてですが、これは国のさくについてですが、これは国の文文文文

化化化化庁庁庁庁のののの許許許許可可可可を得ているということでを得ているということでを得ているということでを得ているということであああありますりますりますりますけけけけれども、れども、れども、れども、文文文文化化化化庁庁庁庁とともに奈良県も国とともに奈良県も国とともに奈良県も国とともに奈良県も国際際際際的的的的なななな

公約公約公約公約ですですですですねねねね、、、、世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産委員会と委員会と委員会と委員会と約約約約束束束束したことをほごにされているということで、大変したことをほごにされているということで、大変したことをほごにされているということで、大変したことをほごにされているということで、大変重重重重大大大大

な事な事な事な事態態態態だとだとだとだと私私私私はははは思思思思います。います。います。います。世世世世界界界界のののの信信信信用を用を用を用を失失失失うようなことをやうようなことをやうようなことをやうようなことをやっっっってはなてはなてはなてはなららららないということがないということがないということがないということが

一つ一つ一つ一つああああるとるとるとると思思思思います。しかも、この国います。しかも、この国います。しかも、この国います。しかも、この国営公園営公園営公園営公園を進を進を進を進めめめめていくということのたていくということのたていくということのたていくということのためめめめにそのにそのにそのにその利利利利便便便便性性性性

をををを図図図図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駐駐駐駐車車車車場、場、場、場、ああああるいはるいはるいはるいは観観観観光光光光客客客客のたのたのたのためめめめのののの修修修修景景景景さくというのは本さくというのは本さくというのは本さくというのは本末末末末転転転転倒倒倒倒だとだとだとだと思思思思

います。います。います。います。何何何何のたのたのたのためめめめに国に国に国に国営公園営公園営公園営公園にしていくのかということかにしていくのかということかにしていくのかということかにしていくのかということかららららは、は、は、は、全全全全くかくかくかくかけ離け離け離け離れたれたれたれた考考考考え方え方え方え方でででで

ああああるということですので、この点につきましてはるということですので、この点につきましてはるということですので、この点につきましてはるということですので、この点につきましては改め改め改め改めていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと再再再再度度度度強強強強く申し上げく申し上げく申し上げく申し上げ

ておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思います。います。います。います。

同同同同じじじじような国ような国ような国ような国営公園営公園営公園営公園で、で、で、で、例え例え例え例えば佐ば佐ば佐ば佐賀賀賀賀県では県では県では県では吉野吉野吉野吉野ヶ里遺ヶ里遺ヶ里遺ヶ里遺跡跡跡跡です。ここもです。ここもです。ここもです。ここも文文文文化化化化財財財財なのですが、なのですが、なのですが、なのですが、

ここではここではここではここでは駐駐駐駐車車車車場は大変場は大変場は大変場は大変遠遠遠遠いとこいとこいとこいところろろろにつくにつくにつくにつくらららられております。なれております。なれております。なれております。なぜぜぜぜそそそそんんんんなななな遠遠遠遠いとこいとこいとこいところろろろにつくにつくにつくにつくっっっっ

ているのかは、そのているのかは、そのているのかは、そのているのかは、その遺遺遺遺跡跡跡跡のののの景景景景観観観観を大を大を大を大切切切切にににに考考考考ええええて、復元て、復元て、復元て、復元建建建建物物物物かかかから人ら人ら人ら人工工工工的的的的、現、現、現、現代代代代的的的的なものがななものがななものがななものがな

るるるるべべべべくくくく見え見え見え見えないようにするないようにするないようにするないようにするんんんんだというだというだというだという趣旨趣旨趣旨趣旨でででで利利利利用される用される用される用される方方方方には不には不には不には不便便便便をををを強強強強いておりますいておりますいておりますいておりますけけけけれれれれ

ども、ども、ども、ども、非非非非常常常常にににに離離離離れたとこれたとこれたとこれたところろろろでででで設置設置設置設置をされると。をされると。をされると。をされると。沖縄沖縄沖縄沖縄県に県に県に県にあああありますりますりますります首里首里首里首里城城城城ののののああああああああいう国いう国いう国いう国営公営公営公営公

園園園園ももももああああります、ります、ります、ります、ああああそこもそこもそこもそこも世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産になになになになっっっっておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、駐駐駐駐車車車車場は場は場は場は見え見え見え見えない地ない地ない地ない地下下下下につくにつくにつくにつくっっっってててて

おおおおらららられるということです。そういうれるということです。そういうれるということです。そういうれるということです。そういう配慮配慮配慮配慮をきちをきちをきちをきちんんんんとやとやとやとやらららられているのが今のれているのが今のれているのが今のれているのが今のあああありりりり方方方方だとだとだとだと思思思思いいいい

ますので、ますので、ますので、ますので、利利利利便便便便のたのたのたのためめめめにということで、簡にということで、簡にということで、簡にということで、簡便便便便に５年に５年に５年に５年間間間間だかだかだかだかららららいいだいいだいいだいいだろろろろうとか、そういううとか、そういううとか、そういううとか、そういう考考考考

え方え方え方え方は本は本は本は本当当当当にににに間間間間違違違違っっっっているということをているということをているということをているということを改め改め改め改めてててて考考考考ええええ直直直直していただきたいと申し上げておきしていただきたいと申し上げておきしていただきたいと申し上げておきしていただきたいと申し上げておき

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。

次次次次に、に、に、に、京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動車動車動車動車道路の奈良道路の奈良道路の奈良道路の奈良イイイインタンタンタンターーーーチチチチェェェェンンンンジまでの整ジまでの整ジまでの整ジまでの整備備備備のののの問題問題問題問題ですが、ですが、ですが、ですが、確確確確かに御かに御かに御かに御所所所所

道路などは道路などは道路などは道路などは全体全体全体全体がつながることにながつながることにながつながることにながつながることになっっっっておりますかておりますかておりますかておりますから効果的ら効果的ら効果的ら効果的だとだとだとだと思思思思うのですが、そこまでうのですが、そこまでうのですが、そこまでうのですが、そこまで

だだだだけけけけ整整整整備備備備したというしたというしたというしたという形形形形でいくと、やはり整でいくと、やはり整でいくと、やはり整でいくと、やはり整備効果備効果備効果備効果はははは非非非非常常常常に少ないことになに少ないことになに少ないことになに少ないことになろろろろうかうかうかうか思思思思います。います。います。います。

渋滞渋滞渋滞渋滞解消解消解消解消のたのたのたのためめめめとととと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けけけけれども、これで本れども、これで本れども、これで本れども、これで本当当当当にににに渋滞渋滞渋滞渋滞解消解消解消解消になるのかはになるのかはになるのかはになるのかは甚甚甚甚だだだだ疑疑疑疑
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わわわわしいしいしいしい状状状状態態態態でででであああありますかりますかりますかりますからららら、そういう点でいうと、そういう点でいうと、そういう点でいうと、そういう点でいうと効果効果効果効果という点はという点はという点はという点は全全全全く認く認く認く認めらめらめらめられないとこれないとこれないとこれないところろろろ

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、今のおいますので、今のおいますので、今のおいますので、今のお答答答答ええええではではではでは全全全全くくくく納納納納得できませ得できませ得できませ得できませんんんん。それで、。それで、。それで、。それで、十十十十津津津津川村でも川村でも川村でも川村でも

新しい道路は新しい道路は新しい道路は新しい道路は非非非非常常常常にににに丈丈丈丈夫で夫で夫で夫であっあっあっあったし、災害復旧にもたし、災害復旧にもたし、災害復旧にもたし、災害復旧にも有効有効有効有効でででであっあっあっあった、それはた、それはた、それはた、それは当当当当然のことだと然のことだと然のことだと然のことだと

思思思思います。特に山います。特に山います。特に山います。特に山間間間間で道路がで道路がで道路がで道路が弱弱弱弱い奈良県では、こちい奈良県では、こちい奈良県では、こちい奈良県では、こちららららのののの京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動車動車動車動車道の今の整道の今の整道の今の整道の今の整備備備備されよされよされよされよ

うとしているうとしているうとしているうとしている区区区区間間間間のようなのようなのようなのような必必必必要要要要性性性性のののの薄薄薄薄いとこいとこいとこいところろろろよりも、よりも、よりも、よりも、私私私私はははは何何何何よりもまずよりもまずよりもまずよりもまず十十十十津津津津川村で整川村で整川村で整川村で整備備備備

をもをもをもをもっっっっともともともともっっっっと進と進と進と進めめめめていていていていっっっっていただきたいと、ていただきたいと、ていただきたいと、ていただきたいと、高高高高規規規規格格格格の道路での道路での道路での道路で安全安全安全安全で本で本で本で本当当当当にににに住住住住民民民民がががが安心安心安心安心でででで

きるような道路をつくることにきるような道路をつくることにきるような道路をつくることにきるような道路をつくることに力力力力を入れてほしいと、そのたを入れてほしいと、そのたを入れてほしいと、そのたを入れてほしいと、そのためめめめに予算をに予算をに予算をに予算を使使使使っっっってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思

います。そういう点かいます。そういう点かいます。そういう点かいます。そういう点かららららいいましても、今いいましても、今いいましても、今いいましても、今回回回回のこの整のこの整のこの整のこの整備備備備はははは見見見見直直直直すすすすべべべべきできできできでああああるということを、るということを、るということを、るということを、

これはこれはこれはこれは意見意見意見意見が平行が平行が平行が平行線線線線ですので、申し上げておきますが、そのようにですので、申し上げておきますが、そのようにですので、申し上げておきますが、そのようにですので、申し上げておきますが、そのように回回回回答答答答していただしていただしていただしていただけけけけるのるのるのるの

だだだだっっっったたたたららららどうぞしていただどうぞしていただどうぞしていただどうぞしていただけけけけたたたたららららとととと思思思思いますが。いますが。いますが。いますが。

それかそれかそれかそれからららら、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前の大前の大前の大前の大屋根問題屋根問題屋根問題屋根問題ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、ああああの場の場の場の場所所所所そのものは奈良そのものは奈良そのものは奈良そのものは奈良市市市市が管理が管理が管理が管理

をしている土地で、土地のをしている土地で、土地のをしている土地で、土地のをしている土地で、土地の所有所有所有所有はははは近鉄近鉄近鉄近鉄だとだとだとだと伺伺伺伺っっっっているのですが、奈良県がているのですが、奈良県がているのですが、奈良県がているのですが、奈良県が巨巨巨巨額の費用を出額の費用を出額の費用を出額の費用を出

して、なして、なして、なして、なぜぜぜぜそこにつくるのかということでそこにつくるのかということでそこにつくるのかということでそこにつくるのかということで釈釈釈釈然としない然としない然としない然としない思思思思いもいもいもいもああああるるるるわけわけわけわけですが、ですが、ですが、ですが、ぜひぜひぜひぜひそれそれそれそれ

をつくをつくをつくをつくっっっってほしいという、そういうてほしいという、そういうてほしいという、そういうてほしいという、そういう強強強強い要い要い要い要望望望望ががががあっあっあっあったのかどうか、このたのかどうか、このたのかどうか、このたのかどうか、この話話話話が一が一が一が一体体体体どこかどこかどこかどこからららら

出てきたのかというとこ出てきたのかというとこ出てきたのかというとこ出てきたのかというところろろろなのですが、なのですが、なのですが、なのですが、改め改め改め改めてててて伺伺伺伺っっっっておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思いますが、その点はいいますが、その点はいいますが、その点はいいますが、その点はい

かがでしかがでしかがでしかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

そしてそしてそしてそして住宅リ住宅リ住宅リ住宅リフフフフォォォォーーーームムムムですが、ですが、ですが、ですが、先先先先ほどおほどおほどおほどお答答答答ええええいただきましたように、今いただきましたように、今いただきましたように、今いただきましたように、今後後後後のののの見見見見通しか通しか通しか通しからららら

見見見見ても大変ても大変ても大変ても大変反反反反響響響響ももももあっあっあっあって、県て、県て、県て、県民民民民に大いにに大いにに大いにに大いに利利利利用されているということです。ただ少し用されているということです。ただ少し用されているということです。ただ少し用されているということです。ただ少し気気気気になになになにな

りましたのは、県りましたのは、県りましたのは、県りましたのは、県産産産産材材材材をををを使使使使っっっったたたたリリリリフフフフォォォォーーーームムムムがなかなか進がなかなか進がなかなか進がなかなか進んんんんでいないようででいないようででいないようででいないようであああありますので、りますので、りますので、りますので、

この点につきましてはさこの点につきましてはさこの点につきましてはさこの点につきましてはさららららなる工夫が要るかとなる工夫が要るかとなる工夫が要るかとなる工夫が要るかと思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれども、県れども、県れども、県れども、県産産産産材材材材のののの有効活有効活有効活有効活用と用と用と用と

いう点かいう点かいう点かいう点からららら含含含含めめめめてもてもてもても何何何何とかとかとかとか拡拡拡拡大できる大できる大できる大できる方方方方法はないのか、検討、法はないのか、検討、法はないのか、検討、法はないのか、検討、研究研究研究研究をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと

思思思思います。います。います。います。

今今今今回回回回の事業については、検の事業については、検の事業については、検の事業については、検証証証証をしてをしてをしてをして来来来来年度も続年度も続年度も続年度も続けけけけていくとおていくとおていくとおていくとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。

検検検検証証証証の中で、やはり事業の中で、やはり事業の中で、やはり事業の中で、やはり事業効果効果効果効果ですですですですねねねね、業者にどのく、業者にどのく、業者にどのく、業者にどのくららららいいいい仕仕仕仕事が事が事が事がふふふふええええたのか、たのか、たのか、たのか、経経経経済済済済効果効果効果効果のののの波波波波

及及及及状況状況状況状況なども調査をしていただいてなども調査をしていただいてなども調査をしていただいてなども調査をしていただいて公公公公表表表表していただいたしていただいたしていただいたしていただいたららららとととと思思思思いますので、その点もお願いますので、その点もお願いますので、その点もお願いますので、その点もお願

いしておきたいといしておきたいといしておきたいといしておきたいと思思思思います。います。います。います。来来来来年も続年も続年も続年も続けけけけてやてやてやてやっっっっていただくことをお願いしておきたいとていただくことをお願いしておきたいとていただくことをお願いしておきたいとていただくことをお願いしておきたいと思思思思

います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○京地公園緑地課長○京地公園緑地課長○京地公園緑地課長○京地公園緑地課長 宮宮宮宮跡跡跡跡内の内の内の内の仮仮仮仮設設設設のののの駐駐駐駐車車車車場でございます。場でございます。場でございます。場でございます。

このこのこのこの駐駐駐駐車車車車場につきましては場につきましては場につきましては場につきましてはああああくまでくまでくまでくまで仮仮仮仮設設設設でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、先先先先ほどもほどもほどもほども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文文文文

化化化化庁庁庁庁のののの許許許許可可可可を得て、平を得て、平を得て、平を得て、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡をををを訪訪訪訪れるれるれるれる方方方方 々々々々のののの利利利利便便便便性性性性をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして設置設置設置設置、、、、存存存存置置置置しているものでしているものでしているものでしているもので
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ございます。ございます。ございます。ございます。ああああのののの駐駐駐駐車車車車場が場が場が場がああああそこにずそこにずそこにずそこにずっっっっととととああああるということではございませるということではございませるということではございませるということではございませんんんん。おおむ。おおむ。おおむ。おおむねねねね５５５５

年年年年後後後後にににに撤撤撤撤去去去去を行う予定ということでございます。を行う予定ということでございます。を行う予定ということでございます。を行う予定ということでございます。

それかそれかそれかそれからららら、、、、仮仮仮仮設設設設のののの修修修修景景景景さくにつきましても、さくにつきましても、さくにつきましても、さくにつきましても、先先先先ほどもほどもほどもほども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、来来来来場者の場者の場者の場者の安全安全安全安全

やややや見見見見学学学学のののの誘導誘導誘導誘導、それか、それか、それか、それからららら景景景景観保持観保持観保持観保持のたのたのたのためめめめといといといといっっっったたたた観観観観点か点か点か点からららら非非非非常常常常にににに重重重重要な要な要な要な役割役割役割役割をををを果果果果たしていたしていたしていたしてい

るとるとるとると考考考考ええええております。これにつきましても、国ております。これにつきましても、国ております。これにつきましても、国ております。これにつきましても、国営公園営公園営公園営公園事業が事業が事業が事業が築築築築地地地地回回回回廊廊廊廊をををを設置設置設置設置するするするする段段段段階階階階までまでまでまで

置置置置いておくということでございますので、いておくということでございますので、いておくということでございますので、いておくということでございますので、将将将将来来来来ああああそこにずそこにずそこにずそこにずっっっっとおるというものではございとおるというものではございとおるというものではございとおるというものではござい

ませませませませんんんん。。。。暫暫暫暫定定定定的的的的なななな囲囲囲囲いということでございます。いということでございます。いということでございます。いということでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○東道路・交通環境課長○東道路・交通環境課長○東道路・交通環境課長○東道路・交通環境課長 行行行行基基基基広場の広場の広場の広場の屋根屋根屋根屋根について、について、について、について、再再再再度のお度のお度のお度のお尋ね尋ね尋ね尋ねがございました。がございました。がございました。がございました。

このこのこのこの屋根屋根屋根屋根のののの設置設置設置設置のののの経過経過経過経過といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、昨昨昨昨年でございます年でございます年でございます年でございますけけけけれども、奈良れども、奈良れども、奈良れども、奈良観観観観光の光の光の光の玄玄玄玄関関関関

口で口で口で口でああああるるるる近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺のののの利利利利便便便便性性性性のののの高高高高い環境づくりの一環ということで県としてい環境づくりの一環ということで県としてい環境づくりの一環ということで県としてい環境づくりの一環ということで県として屋根屋根屋根屋根をををを提提提提

案案案案し、そのし、そのし、そのし、その設置設置設置設置のののの必必必必要要要要性性性性の要の要の要の要否否否否もももも含含含含めめめめましてましてましてまして幅幅幅幅広く広く広く広く意見意見意見意見募募募募集集集集を行を行を行を行っっっったとこたとこたとこたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

その中で、その中で、その中で、その中で、約約約約７７７７割割割割のののの方方方方かかかからららら必必必必要との要との要との要との回回回回答答答答等等等等をいただいたことををいただいたことををいただいたことををいただいたことを踏踏踏踏ままままええええまして議会にご報告まして議会にご報告まして議会にご報告まして議会にご報告

させていただき、今年度のそのさせていただき、今年度のそのさせていただき、今年度のそのさせていただき、今年度のその設設設設計の予算の計の予算の計の予算の計の予算の承承承承認をいただいているとこ認をいただいているとこ認をいただいているとこ認をいただいているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

このようなこのようなこのようなこのような経過経過経過経過でででで設置設置設置設置を進を進を進を進めめめめているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 国国国国営公園営公園営公園営公園のののの話話話話につきましては、５年につきましては、５年につきましては、５年につきましては、５年間間間間のののの期間期間期間期間をををを区切区切区切区切っっっったことだかたことだかたことだかたことだかららららいいいいいいいいんんんんだだだだ

とのおとのおとのおとのお答答答答ええええでででであああありますりますりますりますけけけけれども、５年だかれども、５年だかれども、５年だかれども、５年だかららららいいという、そういういいという、そういういいという、そういういいという、そういう安安安安易易易易なななな考考考考え方え方え方え方がががが間間間間違違違違っっっっ

ているということを申し上げておきたいとているということを申し上げておきたいとているということを申し上げておきたいとているということを申し上げておきたいと思思思思います。います。います。います。

駐駐駐駐車車車車場のことでいいました場のことでいいました場のことでいいました場のことでいいましたらららら、平、平、平、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭のときにはのときにはのときにはのときにはパパパパーーーークククク・・・・アンドアンドアンドアンド・・・・ラララライイイイ

ド方式ド方式ド方式ド方式で中で中で中で中町町町町にも大きなにも大きなにも大きなにも大きな駐駐駐駐車車車車場もつく場もつく場もつく場もつくらららられております。れております。れております。れております。活活活活用す用す用す用すべべべべき点はほかにたくさき点はほかにたくさき点はほかにたくさき点はほかにたくさんあんあんあんあ

るとるとるとると思思思思いますので、そこは本いますので、そこは本いますので、そこは本いますので、そこは本当当当当にににに考考考考ええええ直直直直していただきたいということを申し上げておきたしていただきたいということを申し上げておきたしていただきたいということを申し上げておきたしていただきたいということを申し上げておきた

いといといといと思思思思います。います。います。います。

そして、その大そして、その大そして、その大そして、その大屋根屋根屋根屋根のことにつきましては、県がのことにつきましては、県がのことにつきましては、県がのことにつきましては、県が提提提提案案案案ということでということでということでということであああありますかりますかりますかりますからららら、県の、県の、県の、県の

方方方方かかかからあっらあっらあっらあってもなかてもなかてもなかてもなかっっっってもいいとてもいいとてもいいとてもいいと思思思思っっっってるてるてるてる人人人人がががが多多多多い中で、い中で、い中で、い中で、あっあっあっあってもいいというてもいいというてもいいというてもいいという人人人人ももももああああるるるるけけけけ

ど、なかど、なかど、なかど、なかっっっってもいいというてもいいというてもいいというてもいいという人人人人がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんおおおおらららられますので、れますので、れますので、れますので、押押押押しつしつしつしつけ的け的け的け的につくにつくにつくにつくっっっっているているているている印印印印象象象象

ががががぬぬぬぬぐぐぐぐええええませませませませんんんんねねねね。こ。こ。こ。こんんんんなななな立立立立派派派派な２億円、３億円、いな２億円、３億円、いな２億円、３億円、いな２億円、３億円、いろんろんろんろんなななな案案案案ががががああああるるるるららららしいですしいですしいですしいですけけけけれども、れども、れども、れども、

２億５，０００万円か２億５，０００万円か２億５，０００万円か２億５，０００万円かけけけけるようなるようなるようなるような案案案案ももももああああるそうでするそうでするそうでするそうですけけけけれども、それども、それども、それども、そんんんんなななな巨巨巨巨額のお金を額のお金を額のお金を額のお金を投じ投じ投じ投じてててて

どうしてもつくどうしてもつくどうしてもつくどうしてもつくららららないといないといないといないといけけけけないものかどうかは、今のこういう災害がないものかどうかは、今のこういう災害がないものかどうかは、今のこういう災害がないものかどうかは、今のこういう災害が起起起起ここここっっっってるてるてるてる状況状況状況状況のののの

もとでもとでもとでもとで考考考考ええええ直直直直さないといさないといさないといさないといけけけけないないないない問題問題問題問題だとだとだとだと強強強強くくくく思思思思っっっっております。この点につきましては、ております。この点につきましては、ております。この点につきましては、ております。この点につきましては、京京京京

奈奈奈奈和和和和自自自自動車動車動車動車道も道も道も道もあわあわあわあわせまして、今のせまして、今のせまして、今のせまして、今の税税税税金の金の金の金の使使使使いいいい方方方方をどうするのかという点で、やはり知事をどうするのかという点で、やはり知事をどうするのかという点で、やはり知事をどうするのかという点で、やはり知事

のおのおのおのお考考考考ええええをもう一度おをもう一度おをもう一度おをもう一度お聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思っっっっておりますので、もう一度ておりますので、もう一度ておりますので、もう一度ておりますので、もう一度尋ね尋ね尋ね尋ね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。
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以以以以上です。上です。上です。上です。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 朝朝朝朝も申し上げたも申し上げたも申し上げたも申し上げたんんんんだだだだけけけけれども、１２号れども、１２号れども、１２号れども、１２号台台台台風風風風で大変で大変で大変で大変皆皆皆皆ささささんんんんごごごご苦労苦労苦労苦労をかをかをかをかけけけけておりておりておりており

ます。いまします。いまします。いまします。いましばばばばららららくというよりも、引き続きくというよりも、引き続きくというよりも、引き続きくというよりも、引き続き頑頑頑頑張張張張っっっっていただきたい、まずはお願いをしてていただきたい、まずはお願いをしてていただきたい、まずはお願いをしてていただきたい、まずはお願いをして

おきます。おきます。おきます。おきます。

今は復旧、復今は復旧、復今は復旧、復今は復旧、復興興興興だということになだということになだということになだということになろろろろうとはうとはうとはうとは思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、あわあわあわあわせてせてせてせて想想想想定される地定される地定される地定される地震震震震対策対策対策対策

等等等等 々々々々もももも含含含含めめめめたたたた防防防防災も兼災も兼災も兼災も兼ねねねね合わ合わ合わ合わせたとこせたとこせたとこせたところろろろのののの展展展展開が大事で開が大事で開が大事で開が大事であろあろあろあろうとうとうとうと思思思思うのです。特に道路をうのです。特に道路をうのです。特に道路をうのです。特に道路を

ややややらららられたという関係で、知事もおれたという関係で、知事もおれたという関係で、知事もおれたという関係で、知事もおっっっっししししゃゃゃゃっっっってるし、てるし、てるし、てるし、先先先先般、般、般、般、各各各各議員か議員か議員か議員かららららも、も、も、も、ああああるいはるいはるいはるいは私私私私どもどもどもども

南南南南部部部部振興振興振興振興議員か議員か議員か議員かららららもももも提提提提起起起起をしておりますが、国道１６８号、国道１６９号ををしておりますが、国道１６８号、国道１６９号ををしておりますが、国道１６８号、国道１６９号ををしておりますが、国道１６８号、国道１６９号を軸軸軸軸としながとしながとしながとしながらららら、、、、

三三三三重重重重県、県、県、県、和歌和歌和歌和歌山県、大山県、大山県、大山県、大阪阪阪阪府府府府のののの湾湾湾湾岸岸岸岸にかかにかかにかかにかかわっわっわっわっててててアンカアンカアンカアンカーーーー型型型型ルルルルーーーートトトトの道路の道路の道路の道路網網網網対策対策対策対策をををを強強強強力力力力ににににひひひひ

とつ進とつ進とつ進とつ進めめめめていただきたいと、このように要ていただきたいと、このように要ていただきたいと、このように要ていただきたいと、このように要請請請請をしておきまして、をしておきまして、をしておきまして、をしておきまして、加え加え加え加えて、もう３～４年にて、もう３～４年にて、もう３～４年にて、もう３～４年に

なるのですか、新なるのですか、新なるのですか、新なるのですか、新潟潟潟潟で地で地で地で地震震震震ががががあああありました。りました。りました。りました。当時当時当時当時、岩田委員が、岩田委員が、岩田委員が、岩田委員が建設建設建設建設委員長委員長委員長委員長時時時時代代代代ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、

山山山山古古古古志村を中志村を中志村を中志村を中心心心心として、として、として、として、ああああのののの周辺周辺周辺周辺をををを建設建設建設建設委員会として委員会として委員会として委員会として視察視察視察視察をしたをしたをしたをした記記記記憶憶憶憶がよがよがよがよみみみみががががえっえっえっえっているているているている

わけわけわけわけでして、そのでして、そのでして、そのでして、その後後後後というよりも、今というよりも、今というよりも、今というよりも、今回回回回また新たに田中委員長を中また新たに田中委員長を中また新たに田中委員長を中また新たに田中委員長を中心心心心として山として山として山として山古古古古志村を志村を志村を志村を視視視視

察察察察しようかというしようかというしようかというしようかという案案案案をををを練練練練っっっっていただいているようですが、ていただいているようですが、ていただいているようですが、ていただいているようですが、私私私私のののの方方方方にににに既既既既にににに提提提提起起起起ががががああああるるるるわけわけわけわけ。。。。

というのは、山というのは、山というのは、山というのは、山古古古古志村には６志村には６志村には６志村には６集集集集落落落落ががががああああるるるるんんんんです。うちはです。うちはです。うちはです。うちは読読読読み方み方み方み方知りませ知りませ知りませ知りませんけんけんけんけども、ども、ども、ども、油油油油夫と夫と夫と夫と

いういういういうんんんんですか、ですか、ですか、ですか、梶梶梶梶金、木金、木金、木金、木篭篭篭篭、、、、「きかご」ですか、大「きかご」ですか、大「きかご」ですか、大「きかご」ですか、大久久久久保保保保、、、、池池池池谷谷谷谷、、、、「い「い「い「いけけけけや」ですか、それかや」ですか、それかや」ですか、それかや」ですか、それか

らららら楢楢楢楢木と、この６つの木と、この６つの木と、この６つの木と、この６つの集集集集落落落落ががががああああるようでるようでるようでるようであああありますが、このりますが、このりますが、このりますが、この集集集集落落落落で１６で１６で１６で１６戸戸戸戸を地を地を地を地区区区区改改改改良事業、良事業、良事業、良事業、

改改改改良良良良住宅住宅住宅住宅でででで住宅住宅住宅住宅をををを建建建建てたと、こういうことで、てたと、こういうことで、てたと、こういうことで、てたと、こういうことで、住め住め住め住めばばばば都都都都だということで、いだということで、いだということで、いだということで、いろんろんろんろんな危な危な危な危険険険険なななな

場場場場所所所所をいをいをいをいろんろんろんろんなななな人人人人はははは案じ案じ案じ案じていただくていただくていただくていただくけけけけれどもれどもれどもれども住め住め住め住めばばばば都都都都だということで、そのだということで、そのだということで、そのだということで、その住住住住民民民民のののの希希希希望望望望すすすす

るこのるこのるこのるこの箇箇箇箇所所所所にににに住住住住まいをまいをまいをまいを建建建建ててもててもててもててもらえらえらえらえれれれればばばばと、こういうことでと、こういうことでと、こういうことでと、こういうことで後後後後 々々々々のかかのかかのかかのかかわわわわりりりり合合合合いにおいていにおいていにおいていにおいて

もももも改改改改良良良良住宅住宅住宅住宅、とり、とり、とり、とりわけわけわけわけ木造の一木造の一木造の一木造の一戸戸戸戸建建建建て、こういうものをお願いをしたいということで、長て、こういうものをお願いをしたいということで、長て、こういうものをお願いをしたいということで、長て、こういうものをお願いをしたいということで、長

岡岡岡岡市市市市のののの方方方方かかかからららら国土交通国土交通国土交通国土交通省省省省に要に要に要に要望望望望が出されたと、それにが出されたと、それにが出されたと、それにが出されたと、それに対対対対して国土交通して国土交通して国土交通して国土交通省省省省かかかからららら条件つきで認条件つきで認条件つきで認条件つきで認

めめめめてくれたと、こういうようなてくれたと、こういうようなてくれたと、こういうようなてくれたと、こういうような話話話話をををを聞聞聞聞いているいているいているいているわけわけわけわけです。ついては、です。ついては、です。ついては、です。ついては、私私私私どものこのどものこのどものこのどものこの五條市五條市五條市五條市、、、、

とりとりとりとりわけわけわけわけ大大大大塔塔塔塔地地地地区区区区とととと野野野野迫迫迫迫川村、川村、川村、川村、十十十十津津津津川村、こうい川村、こうい川村、こうい川村、こういっっっった地た地た地た地域域域域でも、でも、でも、でも、私私私私どももこのどももこのどももこのどももこの間間間間、自由、自由、自由、自由民民民民

主主主主党党党党「「「「未来未来未来未来」の」の」の」のググググルルルルーーーーププププとととと私私私私ども２ども２ども２ども２班班班班にににに分分分分かれて現地をかれて現地をかれて現地をかれて現地を見見見見てまいりましたが、てまいりましたが、てまいりましたが、てまいりましたが、全全全全地地地地域域域域をををを回回回回

っっっってきたてきたてきたてきたわけわけわけわけです、です、です、です、全全全全地地地地域域域域を。それはを。それはを。それはを。それは百百百百聞聞聞聞は一は一は一は一見見見見にしかずと、こういうことで大変なにしかずと、こういうことで大変なにしかずと、こういうことで大変なにしかずと、こういうことで大変な姿姿姿姿をををを

見見見見てまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。何何何何とかというとかというとかというとかという思思思思いでいでいでいでああああります。そのります。そのります。そのります。その際際際際、地元の、地元の、地元の、地元の皆皆皆皆ささささん方ん方ん方ん方がおがおがおがおっっっっししししゃゃゃゃるるるる

には、やには、やには、やには、やっっっっぱぱぱぱり新しい村づくりと、なるほど新しい村づくりはり新しい村づくりと、なるほど新しい村づくりはり新しい村づくりと、なるほど新しい村づくりはり新しい村づくりと、なるほど新しい村づくりはあああありがたいと、新しい村づりがたいと、新しい村づりがたいと、新しい村づりがたいと、新しい村づ

くりはくりはくりはくりはあああありがたいりがたいりがたいりがたいけけけけども、その村づくりをする場ども、その村づくりをする場ども、その村づくりをする場ども、その村づくりをする場所所所所がないがないがないがないじじじじゃゃゃゃないですかと、こういうこないですかと、こういうこないですかと、こういうこないですかと、こういうこ

とですとですとですとですねねねね。。。。ああああのののの膨膨膨膨大な土大な土大な土大な土砂砂砂砂をどうするかと、どこかのをどうするかと、どこかのをどうするかと、どこかのをどうするかと、どこかの適切適切適切適切な谷にでもな谷にでもな谷にでもな谷にでも埋埋埋埋めめめめて、一つの地て、一つの地て、一つの地て、一つの地域域域域
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をつくをつくをつくをつくっっっってもてもてもてもらえらえらえらえれれれればばばばというようなのも、特にというようなのも、特にというようなのも、特にというようなのも、特に経経経経費を費を費を費を合合合合理化させなが理化させなが理化させなが理化させながららららややややっっっっぱぱぱぱりりりり住住住住民民民民がががが求求求求

めめめめる地る地る地る地域域域域でででで住住住住ままままわわわわせてもせてもせてもせてもららららいたいと、つまりこれいたいと、つまりこれいたいと、つまりこれいたいと、つまりこれ以以以以上上上上過疎過疎過疎過疎が進まないようにお願いをしたが進まないようにお願いをしたが進まないようにお願いをしたが進まないようにお願いをした

いと。このままいと。このままいと。このままいと。このままああああああああだこうだとだこうだとだこうだとだこうだと論論論論じじじじ合合合合うてるうてるうてるうてる間間間間に、もうここではに、もうここではに、もうここではに、もうここでは住め住め住め住めないと、こういうよないと、こういうよないと、こういうよないと、こういうよ

うなことで、このうなことで、このうなことで、このうなことで、この里里里里かかかからららら逃逃逃逃げ出すげ出すげ出すげ出す人人人人が出てくるのではないかという危が出てくるのではないかという危が出てくるのではないかという危が出てくるのではないかという危惧惧惧惧もなさもなさもなさもなさっっっっ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、早急早急早急早急に計に計に計に計画方針画方針画方針画方針をををを立立立立てて、てて、てて、てて、過疎過疎過疎過疎が進行しない、進まないようなが進行しない、進まないようなが進行しない、進まないようなが進行しない、進まないような展展展展開を開を開を開をぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひ要要要要

望望望望をしておきたいと、このようにをしておきたいと、このようにをしておきたいと、このようにをしておきたいと、このように思思思思ううううわけわけわけわけなので、地なので、地なので、地なので、地域域域域のののの皆皆皆皆ささささん方ん方ん方ん方かかかからららら聞聞聞聞いてきた内いてきた内いてきた内いてきた内容容容容をををを

伝伝伝伝ええええ、、、、私私私私どももそうどももそうどももそうどももそうああああるるるるべべべべきできできできであろあろあろあろうなとうなとうなとうなと思思思思います。います。います。います。先先先先般、９月議会般、９月議会般、９月議会般、９月議会最最最最終終終終日に、知事が日に、知事が日に、知事が日に、知事が私私私私

どもの部どもの部どもの部どもの部屋屋屋屋にににに参ら参ら参ら参られた。れた。れた。れた。立立立立ちちちち話話話話ですですですですけけけけれども、少し申し上げたつもりですので、知事は大れども、少し申し上げたつもりですので、知事は大れども、少し申し上げたつもりですので、知事は大れども、少し申し上げたつもりですので、知事は大

変な理変な理変な理変な理想想想想をををを掲掲掲掲げていげていげていげていろろろろいいいいろろろろおおおお考考考考ええええいただいているようでいただいているようでいただいているようでいただいているようであああありますが、りますが、りますが、りますが、住住住住民民民民のののの声声声声を理を理を理を理想想想想にしにしにしにし

てやてやてやてやっっっっていただきたいということをおていただきたいということをおていただきたいということをおていただきたいということをお伝伝伝伝ええええいただきたいと、このようにいただきたいと、このようにいただきたいと、このようにいただきたいと、このように思思思思ううううわけわけわけわけです。こです。こです。こです。こ

れについて要れについて要れについて要れについて要望望望望にしておきます。にしておきます。にしておきます。にしておきます。

それかそれかそれかそれかららららもう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、私私私私の地元のことです。一の地元のことです。一の地元のことです。一の地元のことです。一生生生生懸懸懸懸命命命命に御に御に御に御所市所市所市所市のことをのことをのことをのことを考考考考ええええていただいていただいていただいていただい

ておる。ておる。ておる。ておる。考考考考ええええていただいているていただいているていただいているていただいている割割割割には、要には、要には、要には、要望望望望しているしているしているしている物物物物事の進捗事の進捗事の進捗事の進捗状況状況状況状況がもう一つがもう一つがもう一つがもう一つ見え見え見え見えてこてこてこてこ

ないと、こういないと、こういないと、こういないと、こういっっっったように。一たように。一たように。一たように。一生生生生懸懸懸懸命命命命でやでやでやでやっっっっていただいておるのはていただいておるのはていただいておるのはていただいておるのはわわわわかかかかっっっっているのですているのですているのですているのですけけけけ

れども、目にれども、目にれども、目にれども、目に見え見え見え見えてこないので、てこないので、てこないので、てこないので、雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気は一は一は一は一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややっっっっているとているとているとていると思思思思っっっっている。ている。ている。ている。実実実実績績績績が上がが上がが上がが上が

っっっっていないことを今、ていないことを今、ていないことを今、ていないことを今、言言言言っっっっているのですよ。そういうことで、ているのですよ。そういうことで、ているのですよ。そういうことで、ているのですよ。そういうことで、ひひひひとつよとつよとつよとつよろろろろしくお願いしたしくお願いしたしくお願いしたしくお願いした

いと。特にいと。特にいと。特にいと。特に五條高取線五條高取線五條高取線五條高取線を進を進を進を進めめめめていただいておりますが、ていただいておりますが、ていただいておりますが、ていただいておりますが、私私私私のののの近近近近くです。今くです。今くです。今くです。今住住住住かかかからららら私私私私どものどものどものどもの

村へ入村へ入村へ入村へ入っっっってくるのもですてくるのもですてくるのもですてくるのもですねねねね、、、、ババババイパイパイパイパススススがいつにながいつにながいつにながいつになっっっったたたたららららできるのかとできるのかとできるのかとできるのかと思思思思っっっっているているているているわけわけわけわけですですですです

が、この場でが、この場でが、この場でが、この場で返返返返事をも事をも事をも事をもららららおうとはおうとはおうとはおうとは思思思思いませいませいませいませんけんけんけんけれど、そこよりも災害です、復れど、そこよりも災害です、復れど、そこよりも災害です、復れど、そこよりも災害です、復興興興興大事です大事です大事です大事です

とおとおとおとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていただていただていただていただけけけけれれれればばばば、そうですかというかも、そうですかというかも、そうですかというかも、そうですかというかもわわわわかりませかりませかりませかりませんけんけんけんけれど、とにかく、れど、とにかく、れど、とにかく、れど、とにかく、私私私私

の村、の村、の村、の村、ひひひひとつとつとつとつ手手手手をををを加え加え加え加えていただきたい、これも要ていただきたい、これも要ていただきたい、これも要ていただきたい、これも要望望望望にしておきます。にしておきます。にしておきます。にしておきます。あんあんあんあんまりまりまりまり言言言言うたうたうたうたららららしししし

つこいなとつこいなとつこいなとつこいなと思思思思わわわわれたれたれたれたらららら、山村委員ほどしつこくはございませ、山村委員ほどしつこくはございませ、山村委員ほどしつこくはございませ、山村委員ほどしつこくはございませんんんん。。。。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 全全全全部要部要部要部要望望望望ややややねねねね。。。。

ああああと、まだと、まだと、まだと、まだ質質質質問問問問ああああるようでございますので、５るようでございますので、５るようでございますので、５るようでございますので、５分分分分余り休憩をここでいたします。余り休憩をここでいたします。余り休憩をここでいたします。余り休憩をここでいたします。

１６：０８１６：０８１６：０８１６：０８分分分分 休憩休憩休憩休憩

１６：１８１６：１８１６：１８１６：１８分分分分 再再再再開開開開

○尾﨑副委員長○尾﨑副委員長○尾﨑副委員長○尾﨑副委員長 委員長に委員長に委員長に委員長に代代代代わわわわり、り、り、り、先先先先に進に進に進に進めめめめさせてもさせてもさせてもさせてもららららいます。います。います。います。

それでは、引き続きそれでは、引き続きそれでは、引き続きそれでは、引き続き質質質質問問問問お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 １点だ１点だ１点だ１点だけけけけ、通告してないし要、通告してないし要、通告してないし要、通告してないし要望望望望にもなるかにもなるかにもなるかにもなるかわわわわかりませかりませかりませかりませんけんけんけんけど、おど、おど、おど、お答答答答ええええもできもできもできもでき

たたたたららららいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。
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先先先先ほどかほどかほどかほどからららら川口委員か川口委員か川口委員か川口委員からららら、この前の今の、この前の今の、この前の今の、この前の今の質質質質問問問問で、今、で、今、で、今、で、今、十十十十津津津津川村、川村、川村、川村、台台台台風風風風１２号に１２号に１２号に１２号に対対対対して、して、して、して、

私私私私もなもなもなもならららら元元元元気気気気クラクラクラクラブブブブの議員と一の議員と一の議員と一の議員と一緒緒緒緒にににに全全全全村村村村見見見見にににに回回回回りました。そりました。そりました。そりました。そんんんんな中で、本な中で、本な中で、本な中で、本当当当当に一に一に一に一番番番番僕僕僕僕ららららがががが

びびびびっっっっくりしたのは、くりしたのは、くりしたのは、くりしたのは、天天天天川村では、川村では、川村では、川村では、ああああのののの学学学学校校校校のののの下下下下でででで教教教教職員の職員の職員の職員の方方方方が１が１が１が１人人人人亡亡亡亡くなくなくなくならららられた。そこで、れた。そこで、れた。そこで、れた。そこで、

その場その場その場その場所所所所でちでちでちでちょょょょうどうどうどうど吉野吉野吉野吉野土木事務土木事務土木事務土木事務所所所所のののの所所所所長か長か長か長からららら説明を説明を説明を説明を聞聞聞聞いてるさなかにいてるさなかにいてるさなかにいてるさなかに対対対対岸岸岸岸の国道３０９の国道３０９の国道３０９の国道３０９

号のとこ号のとこ号のとこ号のところろろろが、ちが、ちが、ちが、ちょょょょうどうどうどうど聞聞聞聞いているときにいているときにいているときにいているときにみみみみししししみみみみししししっっっっというようなというようなというようなというような音音音音がががが鳴鳴鳴鳴っっっったので、たので、たので、たので、あっあっあっあっ

とととと対対対対岸岸岸岸をををを見見見見ますと、またますと、またますと、またますと、また崩崩崩崩土のご土のご土のご土のごっっっっついのがついのがついのがついのが来来来来ました。ました。ました。ました。私私私私もももも東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災へ災へ災へ災へ瓦瓦瓦瓦れきのれきのれきのれきのボボボボララララ

ンテンテンテンティィィィアアアアで行きましたで行きましたで行きましたで行きましたけけけけど、本ど、本ど、本ど、本当当当当にににに考考考考えらえらえらえられないようなれないようなれないようなれないような状況状況状況状況を２を２を２を２回見回見回見回見てきたてきたてきたてきたわけわけわけわけです。いです。いです。いです。い

ずれにしてもずれにしてもずれにしてもずれにしても両両両両方方方方とも、とも、とも、とも、東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災も災も災も災も津津津津波波波波、地、地、地、地震震震震自自自自身身身身ではではではではママママググググニニニニチチチチュュュューーーードドドドはははは神戸神戸神戸神戸よりもよりもよりもよりも

上だと上だと上だと上だと言言言言うてますうてますうてますうてますけけけけれど、れど、れど、れど、実実実実際際際際地地地地震震震震だだだだけけけけでででであっあっあっあったたたたらららら、うう、うう、うう、ううんんんんとととと神戸神戸神戸神戸のことをのことをのことをのことを思思思思うと、このうと、このうと、このうと、この

くくくくららららいいいい何何何何もなかもなかもなかもなかっっっったのかなというたのかなというたのかなというたのかなというぐぐぐぐららららい本い本い本い本当当当当にににに津津津津波波波波、水、今、水、今、水、今、水、今回回回回もやもやもやもやっっっっぱぱぱぱり水でり水でり水でり水でみんみんみんみんななななああああああああ

いういういういう状況状況状況状況になになになになっっっっている。やはり一ている。やはり一ている。やはり一ている。やはり一番番番番怖怖怖怖いのはいのはいのはいのは何何何何もかももかももかももかも形形形形もももも残残残残さないような水かなというよさないような水かなというよさないような水かなというよさないような水かなというよ

うなうなうなうな思思思思いをする中で、今復旧と復いをする中で、今復旧と復いをする中で、今復旧と復いをする中で、今復旧と復興興興興、、、、台台台台風風風風１２号災害に１２号災害に１２号災害に１２号災害に対対対対していしていしていしていろろろろいいいいろろろろ現地のことを現地のことを現地のことを現地のことを当当当当然然然然

私私私私ららららもももも思思思思ううううわけわけわけわけです。です。です。です。

私私私私はそはそはそはそんんんんな中でな中でな中でな中で黒滝黒滝黒滝黒滝村へ行きました。村へ行きました。村へ行きました。村へ行きました。黒滝黒滝黒滝黒滝村の村の村の村の車車車車をををを降降降降りて現地のとこりて現地のとこりて現地のとこりて現地のところろろろまでまでまでまで歩歩歩歩いて行いて行いて行いて行っっっっ

ていたときに、ていたときに、ていたときに、ていたときに、私私私私もももも建設建設建設建設業で業で業で業で育育育育っっっってきたものですかてきたものですかてきたものですかてきたものですからららら、、、、ああああの現地はの現地はの現地はの現地は砂防砂防砂防砂防堰堰堰堰堤堤堤堤がががが何何何何カ所カ所カ所カ所かかかかああああ

っっっったかたかたかたからららら、、、、ああああの川の川の川の川沿沿沿沿いはいはいはいは助助助助かかかかっっっったのだたのだたのだたのだろろろろうなと。うなと。うなと。うなと。恐恐恐恐ららららくくくくああああれはれはれはれは砂防砂防砂防砂防堰堰堰堰堤堤堤堤がががが何何何何カ所カ所カ所カ所もなかもなかもなかもなかっっっっ

たたたたらららら、、、、ああああの川の川の川の川沿沿沿沿いのいのいのいの家家家家はははは全全全全部や部や部や部やらららられたのちがうかなというようなすごさでした。れたのちがうかなというようなすごさでした。れたのちがうかなというようなすごさでした。れたのちがうかなというようなすごさでした。

そそそそんんんんな中で、４～５年になるとな中で、４～５年になるとな中で、４～５年になるとな中で、４～５年になると思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれど、長れど、長れど、長れど、長野野野野県の岡谷県の岡谷県の岡谷県の岡谷市市市市で、で、で、で、コンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトトはははは

要要要要ららららない、ない、ない、ない、ダダダダムムムムは要は要は要は要ららららないとないとないとないと言言言言っっっった田中長た田中長た田中長た田中長野野野野県知事の２県知事の２県知事の２県知事の２回回回回目の目の目の目の選選選選挙挙挙挙の前かの前かの前かの前か選選選選挙挙挙挙中に岡谷中に岡谷中に岡谷中に岡谷市市市市

で土石で土石で土石で土石流流流流がががが発生発生発生発生してしてしてして何何何何人人人人かかかか亡亡亡亡くなくなくなくなっっっって、そて、そて、そて、そんんんんなななな後後後後、国土交通、国土交通、国土交通、国土交通省省省省のののの指指指指示示示示ももももあっあっあっあったのか、奈良たのか、奈良たのか、奈良たのか、奈良

県でもそういう危県でもそういう危県でもそういう危県でもそういう危険険険険箇箇箇箇所所所所をををを全全全全部調査したときが部調査したときが部調査したときが部調査したときがああああるとるとるとると思思思思うのです。その調査をしてそのうのです。その調査をしてそのうのです。その調査をしてそのうのです。その調査をしてその後後後後

どういうように進どういうように進どういうように進どういうように進んんんんでいるのか、３０年でいるのか、３０年でいるのか、３０年でいるのか、３０年後後後後、、、、東東東東南南南南海海海海、、、、南南南南海海海海地地地地震震震震がががが来来来来るというるというるというるという想想想想定も定も定も定もあああありまりまりまりま

すすすすけけけけれど、今はことしれど、今はことしれど、今はことしれど、今はことし起起起起ここここっっっったようなたようなたようなたようなゲゲゲゲリラリラリラリラ豪豪豪豪雨雨雨雨がががが来来来来年年年年来来来来ないともないともないともないとも限限限限ららららないようなないようなないようなないような気気気気候候候候状状状状

況況況況ででででああああります。そります。そります。そります。そんんんんな中で、な中で、な中で、な中で、台台台台風風風風１２号災害の復旧、復１２号災害の復旧、復１２号災害の復旧、復１２号災害の復旧、復興興興興はははは確確確確かに一日もかに一日もかに一日もかに一日も早早早早くとくとくとくと思思思思いますいますいますいます

けけけけれど、それど、それど、それど、そんんんんな中で、この奈良県もな中で、この奈良県もな中で、この奈良県もな中で、この奈良県も私私私私のののの天天天天理理理理市市市市もももも半半半半分分分分は山では山では山では山でああああります。そういうります。そういうります。そういうります。そういう意意意意味味味味で、で、で、で、

そのとき調査されたそのとき調査されたそのとき調査されたそのとき調査された後後後後どういうどういうどういうどういう具合具合具合具合に今進に今進に今進に今進んんんんでいるのかをまず１点おでいるのかをまず１点おでいるのかをまず１点おでいるのかをまず１点お聞聞聞聞かせをかせをかせをかせを先先先先にしていにしていにしていにしてい

ただただただただけけけけますか。ますか。ますか。ますか。

○水本砂防課長○水本砂防課長○水本砂防課長○水本砂防課長 奈良県内に土奈良県内に土奈良県内に土奈良県内に土砂砂砂砂災害の危災害の危災害の危災害の危険険険険箇箇箇箇所所所所といいまして、土石といいまして、土石といいまして、土石といいまして、土石流流流流の危の危の危の危険険険険箇箇箇箇所所所所でででであああありりりり

ますとか、地すますとか、地すますとか、地すますとか、地すべべべべりの危りの危りの危りの危険険険険箇箇箇箇所所所所、、、、ああああるいはるいはるいはるいは急急急急傾斜傾斜傾斜傾斜地の地の地の地の崩壊崩壊崩壊崩壊危危危危険険険険箇箇箇箇所等所等所等所等で、で、で、で、トトトトーーーータルタルタルタルでででで約約約約８，８，８，８，

２００２００２００２００カ所カ所カ所カ所ございます。そのうち土石ございます。そのうち土石ございます。そのうち土石ございます。そのうち土石流流流流の危の危の危の危険険険険箇箇箇箇所所所所で３，１００で３，１００で３，１００で３，１００カ所カ所カ所カ所ございます。この３，ございます。この３，ございます。この３，ございます。この３，
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１００１００１００１００カ所カ所カ所カ所すすすすべべべべてにつきまして、土てにつきまして、土てにつきまして、土てにつきまして、土砂砂砂砂災害災害災害災害防止防止防止防止法に法に法に法に基基基基づきまして土づきまして土づきまして土づきまして土砂砂砂砂災害災害災害災害警戒区警戒区警戒区警戒区域域域域、い、い、い、いわわわわ

ゆゆゆゆる土る土る土る土砂砂砂砂災害が災害が災害が災害が起起起起ここここっっっったときにどこまでたときにどこまでたときにどこまでたときにどこまで被被被被害が及害が及害が及害が及ぶぶぶぶかというかというかというかというエリアエリアエリアエリアをををを指指指指定する定する定する定する作作作作業がござ業がござ業がござ業がござ

いますいますいますいますけけけけれども、それを法にれども、それを法にれども、それを法にれども、それを法に基基基基づいて現づいて現づいて現づいて現在作在作在作在作業をしておりまして、その業をしておりまして、その業をしておりまして、その業をしておりまして、その約約約約８，２００８，２００８，２００８，２００カ所カ所カ所カ所

のうち現のうち現のうち現のうち現時時時時点で点で点で点で約約約約４，５００４，５００４，５００４，５００カ所カ所カ所カ所のののの指指指指定が進定が進定が進定が進んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。率率率率にしてにしてにしてにして約約約約５５５５

４４４４％％％％でございます。でございます。でございます。でございます。残残残残る４６る４６る４６る４６％％％％ございますございますございますございますけけけけれども、これもれども、これもれども、これもれども、これも基基基基礎礎礎礎調査につきましては調査につきましては調査につきましては調査につきましては昨昨昨昨年年年年

度す度す度す度すべべべべてててて終え終え終え終えておりますので、今年度中にておりますので、今年度中にておりますので、今年度中にておりますので、今年度中に残残残残るするするするすべべべべてのてのてのての箇箇箇箇所所所所もももも指指指指定できるように、現定できるように、現定できるように、現定できるように、現在在在在進進進進

めめめめているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 今、調査の報告をしても今、調査の報告をしても今、調査の報告をしても今、調査の報告をしてもららららいましたが、８，０００いましたが、８，０００いましたが、８，０００いましたが、８，０００カ所カ所カ所カ所、そして４，０００、そして４，０００、そして４，０００、そして４，０００

カ所カ所カ所カ所というというというという話話話話ですですですですけけけけれども、それをもれども、それをもれども、それをもれども、それをもっっっっとととと絞絞絞絞っっっっていただいて、今のていただいて、今のていただいて、今のていただいて、今の財財財財政政政政事事事事情情情情ですかですかですかですからららら、、、、台台台台

風風風風１２号が１２号が１２号が１２号が起起起起きなくても大変きなくても大変きなくても大変きなくても大変苦苦苦苦しいしいしいしい状状状状態態態態ははははわわわわかりますが、かりますが、かりますが、かりますが、台台台台風風風風１２号の復旧、復１２号の復旧、復１２号の復旧、復１２号の復旧、復興興興興はもちはもちはもちはもち

ろんろんろんろんのことですのことですのことですのことですけけけけれど、そういうれど、そういうれど、そういうれど、そういう意意意意味味味味ででででゲゲゲゲリラリラリラリラ豪豪豪豪雨雨雨雨はいつはいつはいつはいつ来来来来るかるかるかるかわわわわかかかかららららない、水が一ない、水が一ない、水が一ない、水が一番番番番怖怖怖怖

いといといといと思思思思いますので、それをいますので、それをいますので、それをいますので、それを絞絞絞絞るだるだるだるだけけけけ絞絞絞絞っっっってててて河河河河川の予算を川の予算を川の予算を川の予算を確保確保確保確保していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、早急早急早急早急にできにできにできにでき

るとこるとこるとこるところろろろかかかかららららややややっっっっていただきたい。また大庭土木部長もていただきたい。また大庭土木部長もていただきたい。また大庭土木部長もていただきたい。また大庭土木部長も赴赴赴赴任任任任されてまだされてまだされてまだされてまだ時期時期時期時期がたがたがたがたっっっってないてないてないてない

のですのですのですのですけけけけれど、れど、れど、れど、見見見見てのように奈良県は大てのように奈良県は大てのように奈良県は大てのように奈良県は大和和和和平平平平野野野野、平、平、平、平野野野野部が部が部が部が猫猫猫猫の額ほどですかの額ほどですかの額ほどですかの額ほどですからららら、、、、ああああとはもとはもとはもとはも

う今はう今はう今はう今は僕僕僕僕のののの記記記記憶憶憶憶では本では本では本では本当当当当にににに丘丘丘丘もないというのはもないというのはもないというのはもないというのは磯磯磯磯城城城城郡郡郡郡とととと安安安安堵堵堵堵町町町町と大と大と大と大和和和和高高高高田田田田市市市市ぐぐぐぐららららいですかいですかいですかいですか

な、な、な、な、ああああとはとはとはとは全全全全部部部部丘丘丘丘なり山をなり山をなり山をなり山を背背背背中に中に中に中に背背背背負負負負っっっっております。そういうております。そういうております。そういうております。そういう意意意意味味味味で、大庭土木部長もで、大庭土木部長もで、大庭土木部長もで、大庭土木部長も来来来来

らららられてすれてすれてすれてすぐぐぐぐですし、その点も復旧、復ですし、その点も復旧、復ですし、その点も復旧、復ですし、その点も復旧、復興興興興はもちはもちはもちはもちろんろんろんろんですですですですけけけけど、ど、ど、ど、ひひひひとつよとつよとつよとつよろろろろしくお願いしてしくお願いしてしくお願いしてしくお願いして

おきます。おきます。おきます。おきます。

○尾﨑副委員長○尾﨑副委員長○尾﨑副委員長○尾﨑副委員長 よよよよろろろろしいですか。ほかにございますか。しいですか。ほかにございますか。しいですか。ほかにございますか。しいですか。ほかにございますか。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 それでは、３点にそれでは、３点にそれでは、３点にそれでは、３点にわわわわたたたたっっっって簡潔にて簡潔にて簡潔にて簡潔に質質質質問問問問をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

１点目は、１点目は、１点目は、１点目は、私私私私がことしの２月の国がことしの２月の国がことしの２月の国がことしの２月の国際際際際文文文文化化化化観観観観光・光・光・光・学研学研学研学研都市都市都市都市・平・平・平・平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年推進１３００年推進１３００年推進１３００年推進対策対策対策対策

特別委員会、特別委員会、特別委員会、特別委員会、随随随随分分分分前のような前のような前のような前のような気気気気がしますがしますがしますがしますけけけけれども、この特別委員会でれども、この特別委員会でれども、この特別委員会でれども、この特別委員会で質質質質問問問問をさせていただをさせていただをさせていただをさせていただ

きました。まずは奈良きました。まずは奈良きました。まずは奈良きました。まずは奈良市市市市の中の中の中の中町町町町のののの駐駐駐駐車車車車場についての場についての場についての場についての状況状況状況状況をおをおをおをお尋ね尋ね尋ね尋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。

この特別委員会でおこの特別委員会でおこの特別委員会でおこの特別委員会でお尋ね尋ね尋ね尋ねしたときに、林道路したときに、林道路したときに、林道路したときに、林道路建設課建設課建設課建設課長か長か長か長かららららは、奈良は、奈良は、奈良は、奈良市市市市中中中中心市街心市街心市街心市街地の地の地の地の渋滞渋滞渋滞渋滞

対策対策対策対策としてのとしてのとしてのとしてのパパパパーーーークククク・・・・アンドアンドアンドアンド・・・・バスラバスラバスラバスライイイイドドドドをををを来来来来年度もこの年度もこの年度もこの年度もこの駐駐駐駐車車車車場を場を場を場を活活活活用する用する用する用する形形形形でででで取取取取りりりり組み組み組み組み

たいと、そして本たいと、そして本たいと、そして本たいと、そして本来来来来の目の目の目の目的的的的でいでいでいでいろんろんろんろんなななな利利利利用のことを申し上げます用のことを申し上げます用のことを申し上げます用のことを申し上げますけけけけれども、まず道のれども、まず道のれども、まず道のれども、まず道の駅的駅的駅的駅的

な整な整な整な整備備備備ということで、まだ道のということで、まだ道のということで、まだ道のということで、まだ道の駅駅駅駅というというというという形形形形では正では正では正では正確確確確には決まには決まには決まには決まっっっっておりませておりませておりませておりませんけんけんけんけれども、奈れども、奈れども、奈れども、奈

良良良良市市市市とともにできるだとともにできるだとともにできるだとともにできるだけ早け早け早け早く整く整く整く整備備備備にかかりたいとにかかりたいとにかかりたいとにかかりたいと考考考考ええええておりまして、ということでておりまして、ということでておりまして、ということでておりまして、ということで既既既既にににに設設設設

立立立立しております奈良しております奈良しております奈良しております奈良市市市市や地元などでや地元などでや地元などでや地元などで構構構構成します中成します中成します中成します中町町町町拠拠拠拠点整点整点整点整備備備備推進推進推進推進協協協協議会を議会を議会を議会を活活活活用いたしまし用いたしまし用いたしまし用いたしまし

て、平成２３年度にはて、平成２３年度にはて、平成２３年度にはて、平成２３年度には基基基基本計本計本計本計画画画画をををを取取取取りまとりまとりまとりまとめめめめたいとたいとたいとたいと考考考考ええええておりますと、さておりますと、さておりますと、さておりますと、さららららには自には自には自には自転車利転車利転車利転車利
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用につきましても用につきましても用につきましても用につきましても拠拠拠拠点点点点施設施設施設施設のようなのようなのようなのような構構構構想想想想もももも取取取取り入れていきたいとり入れていきたいとり入れていきたいとり入れていきたいと考考考考ええええておりますというよておりますというよておりますというよておりますというよ

うなうなうなうな答答答答弁弁弁弁がございました。がございました。がございました。がございました。何何何何度も度も度も度もああああのののの駐駐駐駐車車車車場のそ場のそ場のそ場のそばばばばを通りますとやはりを通りますとやはりを通りますとやはりを通りますとやはり閑閑閑閑散散散散としておりまとしておりまとしておりまとしておりま

して、して、して、して、ああああの平の平の平の平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭のののの賑賑賑賑わわわわいがいがいがいが随随随随分分分分昔昔昔昔のようなのようなのようなのような記記記記憶憶憶憶でございます。本でございます。本でございます。本でございます。本当当当当にににに住住住住

民民民民のののの方方方方 々々々々も、一も、一も、一も、一体体体体どうするどうするどうするどうするんんんんだというおだというおだというおだというお声声声声もももも聞聞聞聞ここここええええてきます。それで、てきます。それで、てきます。それで、てきます。それで、当当当当然またこの１０然またこの１０然またこの１０然またこの１０

月月月月末末末末かかかからららら正正正正倉倉倉倉院展等院展等院展等院展等ももももあああありまして、奈良りまして、奈良りまして、奈良りまして、奈良市市市市を中を中を中を中心心心心に、に、に、に、多多多多くのくのくのくの観観観観光光光光客客客客のののの方方方方にににに来来来来ていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、

パパパパーーーークククク・・・・アンドアンドアンドアンド・・・・バスラバスラバスラバスライイイイド等ド等ド等ド等もももも活活活活用していただきたいと願用していただきたいと願用していただきたいと願用していただきたいと願っっっっておりますておりますておりますておりますけけけけれども、現れども、現れども、現れども、現在在在在

のこののこののこののこの協協協協議会での進捗議会での進捗議会での進捗議会での進捗状況状況状況状況等等等等もももも含含含含めめめめておておておてお尋ね尋ね尋ね尋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。

２点目は、ち２点目は、ち２点目は、ち２点目は、ちょょょょうど１年前のうど１年前のうど１年前のうど１年前の去去去去年の９月の予算審査特別委員会で、水道局にお年の９月の予算審査特別委員会で、水道局にお年の９月の予算審査特別委員会で、水道局にお年の９月の予算審査特別委員会で、水道局にお尋ね尋ね尋ね尋ねをしをしをしをし

ましたましたましたましたドラドラドラドライ型ミイ型ミイ型ミイ型ミストストストストについてのについてのについてのについての活活活活用でございます。用でございます。用でございます。用でございます。暑暑暑暑ささささ対策対策対策対策、、、、ああああるいはもてなしというるいはもてなしというるいはもてなしというるいはもてなしという

ことで、ことで、ことで、ことで、非非非非常常常常に平に平に平に平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭のときにはのときにはのときにはのときには好好好好評評評評でででであああありましたし、りましたし、りましたし、りましたし、各各各各地地地地域域域域もこういもこういもこういもこういっっっっ

たたたた取取取取りりりり組み組み組み組みをされております。をされております。をされております。をされております。比比比比較較較較的的的的予算がそ予算がそ予算がそ予算がそんんんんなに要なに要なに要なに要ららららない、またない、またない、またない、また見見見見た目もた目もた目もた目も効果効果効果効果ががががああああるるるる

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けけけけれども、このときは水道局にれども、このときは水道局にれども、このときは水道局にれども、このときは水道局に対対対対してのしてのしてのしての質質質質問問問問でございまして、要でございまして、要でございまして、要でございまして、要

はどこにつはどこにつはどこにつはどこにつけけけけるかというるかというるかというるかという話話話話しかやしかやしかやしかやっっっっておりませておりませておりませておりませんんんんでしたので、でしたので、でしたので、でしたので、提提提提案案案案でございますでございますでございますでございますけけけけれども、れども、れども、れども、

今、奈良今、奈良今、奈良今、奈良公園公園公園公園の整の整の整の整備備備備計計計計画画画画をををを策策策策定されていると定されていると定されていると定されていると思思思思いますいますいますいますけけけけれども、知事がおれども、知事がおれども、知事がおれども、知事がおっっっっししししゃゃゃゃるるるる世世世世界界界界一一一一

の奈良の奈良の奈良の奈良公園公園公園公園、おもてなし、、おもてなし、、おもてなし、、おもてなし、ああああるいはるいはるいはるいは夏夏夏夏のののの暑暑暑暑ささささ対策対策対策対策もももも含含含含めめめめて、奈良て、奈良て、奈良て、奈良公園公園公園公園のののの比比比比較較較較的的的的入り口入り口入り口入り口付近付近付近付近

にこういにこういにこういにこういっっっったたたたミミミミストストストスト型型型型の上水をの上水をの上水をの上水を使使使使っっっったものをたものをたものをたものを設置設置設置設置してはどうかというごしてはどうかというごしてはどうかというごしてはどうかというご提提提提案案案案を申し上げたを申し上げたを申し上げたを申し上げた

いといといといと思思思思います。それについておいます。それについておいます。それについておいます。それについてお考考考考ええええをお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいと思思思思います。います。います。います。

３点目は、３点目は、３点目は、３点目は、公園公園公園公園でございます。でございます。でございます。でございます。各各各各地地地地域域域域にににに公園公園公園公園がございます。がございます。がございます。がございます。当当当当然然然然市町市町市町市町村が管理している村が管理している村が管理している村が管理している

公園公園公園公園もございますもございますもございますもございますけけけけれども、奈良県が今目れども、奈良県が今目れども、奈良県が今目れども、奈良県が今目指指指指しております５つのしております５つのしております５つのしております５つの構構構構想想想想案案案案の中で、やはりの中で、やはりの中で、やはりの中で、やはり健健健健

康康康康で長で長で長で長生生生生きしていただくたきしていただくたきしていただくたきしていただくためめめめに、今、奈良に、今、奈良に、今、奈良に、今、奈良ママママララララソソソソンンンンとかさまざまにとかさまざまにとかさまざまにとかさまざまにスポスポスポスポーーーーツツツツをやをやをやをやっっっっていたていたていたていた

だくただくただくただくためめめめにににに手手手手をををを尽尽尽尽くしていただいておりますくしていただいておりますくしていただいておりますくしていただいておりますけけけけれども、れども、れども、れども、私私私私はもはもはもはもっっっっとととと底底底底上げが上げが上げが上げが必必必必要だと要だと要だと要だと思思思思っっっっ

ております。いつでもております。いつでもております。いつでもております。いつでも気軽気軽気軽気軽にできるにできるにできるにできる運動運動運動運動、、、、体体体体操操操操、その、その、その、その拠拠拠拠点として点として点として点として各各各各地地地地域域域域のののの拠拠拠拠点を点を点を点をネットワネットワネットワネットワ

ーーーークククク化して化して化して化して多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆ささささんんんんにににに参加参加参加参加をいただいたをいただいたをいただいたをいただいたららららどうかと、どうかと、どうかと、どうかと、各各各各地地地地域域域域でもそういでもそういでもそういでもそういっっっったたたた取取取取りりりり組み組み組み組み

が進が進が進が進めらめらめらめられておりまして、奈良県はれておりまして、奈良県はれておりまして、奈良県はれておりまして、奈良県は多多多多くのくのくのくの公園公園公園公園、す、す、す、すばばばばららららしいしいしいしい景景景景観観観観のもとにのもとにのもとにのもとに公園公園公園公園もたくさもたくさもたくさもたくさんんんん

あああありますし、そういりますし、そういりますし、そういりますし、そういっっっったものをたものをたものをたものを活活活活用した用した用した用した健康健康健康健康づくり、こちづくり、こちづくり、こちづくり、こちららららのののの所所所所管だ管だ管だ管だけけけけではとどまではとどまではとどまではとどまららららないないないない

話話話話ではございますではございますではございますではございますけけけけれども、そのことについてれども、そのことについてれども、そのことについてれども、そのことについて公園公園公園公園緑緑緑緑地地地地課課課課長にお長にお長にお長にお尋ね尋ね尋ね尋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。

３点です。３点です。３点です。３点です。

○牛嶋道路建設課長○牛嶋道路建設課長○牛嶋道路建設課長○牛嶋道路建設課長 中中中中町町町町のののの駐駐駐駐車車車車場に関して、調整場に関して、調整場に関して、調整場に関して、調整状況状況状況状況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尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

この中この中この中この中町町町町地地地地区区区区ですですですですけけけけれども、第れども、第れども、第れども、第二阪二阪二阪二阪奈奈奈奈有有有有料料料料道路や道路や道路や道路や阪阪阪阪奈道路、これが奈道路、これが奈道路、これが奈道路、これがアクアクアクアクセセセセススススするするするする位位位位置置置置にににに

あああありまして、県道のりまして、県道のりまして、県道のりまして、県道の枚枚枚枚方方方方大大大大和郡和郡和郡和郡山山山山線線線線をををを介介介介して国道１６３号、して国道１６３号、して国道１６３号、して国道１６３号、ああああるいはるいはるいはるいは西西西西名名名名阪阪阪阪自自自自動車動車動車動車道と、道と、道と、道と、
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要は要は要は要は幹線幹線幹線幹線道への道への道への道へのアクアクアクアクセセセセススススもももも容容容容易易易易なとこでなとこでなとこでなとこでああああり、り、り、り、西ノ京西ノ京西ノ京西ノ京でででであっあっあっあったり法たり法たり法たり法隆隆隆隆寺寺寺寺のののの観観観観光の光の光の光のアクアクアクアクセセセセスススス

にもにもにもにも非非非非常常常常にににに好好好好位位位位置置置置ににににああああるということで、前るということで、前るということで、前るということで、前回回回回自自自自転車利転車利転車利転車利用という、そういうお用という、そういうお用という、そういうお用という、そういうお話話話話も申し上げも申し上げも申し上げも申し上げ

ておておておておっっっったかとたかとたかとたかと思思思思っっっっております。このております。このております。このております。この秋秋秋秋ですですですですけけけけれども、いれども、いれども、いれども、いろろろろいいいいろろろろこういう災害がこういう災害がこういう災害がこういう災害があっあっあっあったときたときたときたとき

ではございますではございますではございますではございますけけけけれども、奈良の中れども、奈良の中れども、奈良の中れども、奈良の中心市街心市街心市街心市街地の交通地の交通地の交通地の交通混雑混雑混雑混雑をををを緩緩緩緩和和和和する目する目する目する目的的的的としましてとしましてとしましてとしましてパパパパーーーー

クククク・・・・アンドアンドアンドアンド・・・・バスラバスラバスラバスライイイイドドドドをををを実施実施実施実施する予定でございます。１０月２９日かする予定でございます。１０月２９日かする予定でございます。１０月２９日かする予定でございます。１０月２９日からららら１１月１３日、１１月１３日、１１月１３日、１１月１３日、

このこのこのこの間間間間の土日の土日の土日の土日祝祝祝祝、この７日、この７日、この７日、この７日間間間間ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、実施実施実施実施する予定をしてございます。特にこの中する予定をしてございます。特にこの中する予定をしてございます。特にこの中する予定をしてございます。特にこの中

町町町町駐駐駐駐車車車車場、特に大場、特に大場、特に大場、特に大阪方阪方阪方阪方面面面面かかかかららららもももも観観観観光光光光客客客客をををを対象対象対象対象とするとするとするとする重重重重要な要な要な要な拠拠拠拠点で点で点で点でああああると、それをると、それをると、それをると、それを利利利利用して用して用して用して

まいまいまいまいろろろろうとうとうとう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。

今今今今後後後後のののの活活活活用に用に用に用に当当当当たりましては、いたりましては、いたりましては、いたりましては、いわわわわゆゆゆゆる道のる道のる道のる道の駅的駅的駅的駅的なななな施設施設施設施設の整の整の整の整備備備備をををを考考考考ええええております。地元ております。地元ております。地元ております。地元

でででであっあっあっあったり、たり、たり、たり、先先先先ほど出ました奈良ほど出ました奈良ほど出ました奈良ほど出ました奈良市等市等市等市等などの関係機関、このなどの関係機関、このなどの関係機関、このなどの関係機関、この協力協力協力協力がががが必必必必要不要不要不要不可可可可欠欠欠欠とととと考考考考ええええておておておてお

りまして、その調整が一りまして、その調整が一りまして、その調整が一りまして、その調整が一番番番番重重重重要で要で要で要でああああるとはるとはるとはるとは考考考考ええええておるとこておるとこておるとこておるところろろろでございます。そして、でございます。そして、でございます。そして、でございます。そして、先先先先ほほほほ

どどどど言言言言いました土日いました土日いました土日いました土日祝祝祝祝の７日の７日の７日の７日間間間間のののの間間間間の１１月５日と６日ですの１１月５日と６日ですの１１月５日と６日ですの１１月５日と６日ですけけけけれども、この２日れども、この２日れども、この２日れども、この２日間間間間に関しまに関しまに関しまに関しま

してはしてはしてはしては観観観観光光光光情情情情報の報の報の報の発発発発信信信信でででであっあっあっあったり奈良の名たり奈良の名たり奈良の名たり奈良の名産品産品産品産品等等等等をををを販販販販売売売売するなど、道のするなど、道のするなど、道のするなど、道の駅駅駅駅のののの利利利利用者の用者の用者の用者のニニニニーーーー

ズズズズをををを把握把握把握把握するがたするがたするがたするがため実施め実施め実施め実施をする予定にしてございます。をする予定にしてございます。をする予定にしてございます。をする予定にしてございます。

これこれこれこれららららのののの結結結結果果果果をををを踏踏踏踏ままままええええまして、地元でまして、地元でまして、地元でまして、地元であっあっあっあったり、または奈良たり、または奈良たり、または奈良たり、または奈良市市市市などでなどでなどでなどで構構構構成されておりま成されておりま成されておりま成されておりま

す、す、す、す、先先先先ほどほどほどほど言言言言わわわわれました中れました中れました中れました中町町町町拠拠拠拠点整点整点整点整備備備備推進推進推進推進協協協協議会をこ議会をこ議会をこ議会をこんんんんななななふふふふうに開うに開うに開うに開催催催催予定しておりまして、予定しておりまして、予定しておりまして、予定しておりまして、

道の道の道の道の駅的駅的駅的駅的なななな施設施設施設施設についての検討を進についての検討を進についての検討を進についての検討を進めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考ええええておるとこておるとこておるとこておるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以

上です。上です。上です。上です。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 ただいま、委員のただいま、委員のただいま、委員のただいま、委員の方方方方かかかかららららごごごご質質質質問問問問をををを受け受け受け受けました、平ました、平ました、平ました、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年

祭祭祭祭のときに平のときに平のときに平のときに平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡でででで使使使使っっっっておりましたておりましたておりましたておりましたドラドラドラドライ型ミイ型ミイ型ミイ型ミストストストストについて、このについて、このについて、このについて、この設備設備設備設備をををを夏夏夏夏のののの暑暑暑暑ささささ対対対対

策策策策、また、また、また、また来来来来訪訪訪訪者へのおもてなし者へのおもてなし者へのおもてなし者へのおもてなし対策対策対策対策としてとしてとしてとして設置設置設置設置されてはどうかということでされてはどうかということでされてはどうかということでされてはどうかということであっあっあっあったかとたかとたかとたかと思思思思

います。います。います。います。

今まで奈良今まで奈良今まで奈良今まで奈良公園公園公園公園はほかのはほかのはほかのはほかの公園公園公園公園とととと比べ比べ比べ比べましてましてましてまして非非非非常常常常に木に木に木に木陰陰陰陰がががが多多多多く、またく、またく、またく、また屋根屋根屋根屋根つきのつきのつきのつきのああああずまやずまやずまやずまや

という休憩という休憩という休憩という休憩施設施設施設施設もももも多多多多いたいたいたいためめめめに、今まで余りそのようなことをなかなか要に、今まで余りそのようなことをなかなか要に、今まで余りそのようなことをなかなか要に、今まで余りそのようなことをなかなか要望等望等望等望等もなかもなかもなかもなかっっっったもたもたもたも

のですかのですかのですかのですからららら検討してまいりませ検討してまいりませ検討してまいりませ検討してまいりませんんんんでしたでしたでしたでしたけけけけれども、特にことしのようなれども、特にことしのようなれども、特にことしのようなれども、特にことしのような猛暑猛暑猛暑猛暑ががががあっあっあっあった場た場た場た場合合合合、、、、

非非非非常常常常にににに来来来来訪訪訪訪のののの方方方方かかかかららららもももも暑暑暑暑いといういといういといういという声声声声もももも確確確確かにかにかにかにあああありました。そしてりました。そしてりました。そしてりました。そして春春春春日大日大日大日大社社社社におかれましてにおかれましてにおかれましてにおかれまして

は、は、は、は、既既既既にことしにことしにことしにことし初め初め初め初めててててドラドラドラドライ型ミイ型ミイ型ミイ型ミストストストストをををを設置設置設置設置されたことも認されたことも認されたことも認されたことも認識識識識しております。この前までしております。この前までしております。この前までしております。この前まで

にご説明をしておりました、にご説明をしておりました、にご説明をしておりました、にご説明をしておりました、来来来来年３月までにつく年３月までにつく年３月までにつく年３月までにつくろろろろうとしております奈良うとしております奈良うとしております奈良うとしております奈良公園公園公園公園のののの基基基基本本本本戦略戦略戦略戦略

の中で、いの中で、いの中で、いの中で、いろんろんろんろんな関係者のな関係者のな関係者のな関係者の方方方方かかかかららららごごごご意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きながきながきながきながらららら前前前前向向向向きに検討してまいりたいときに検討してまいりたいときに検討してまいりたいときに検討してまいりたいと思思思思いいいい

ます。ます。ます。ます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。
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○京地公園緑地課長○京地公園緑地課長○京地公園緑地課長○京地公園緑地課長 公園公園公園公園をををを活活活活用した用した用した用した健康健康健康健康づくりということでごづくりということでごづくりということでごづくりということでご質質質質問問問問をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

都市公園都市公園都市公園都市公園はははは快快快快適適適適でででで安全安全安全安全なななな都市空間都市空間都市空間都市空間のののの創創創創出、それか出、それか出、それか出、それからららら景景景景観観観観形形形形成、成、成、成、都市防都市防都市防都市防災などの機災などの機災などの機災などの機能能能能とととと合合合合

わわわわせまして憩いやせまして憩いやせまして憩いやせまして憩いや健康健康健康健康増増増増進の場として進の場として進の場として進の場として役割役割役割役割をををを有有有有しているとしているとしているとしている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。健康健康健康健康増増増増進の場進の場進の場進の場

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、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園公園公園公園におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては散散散散歩歩歩歩やジやジやジやジョョョョギギギギンンンンググググ等等等等をはをはをはをはじじじじめめめめ、広大な、広大な、広大な、広大な敷敷敷敷

地を地を地を地を生生生生かした子どもかした子どもかした子どもかした子ども駅駅駅駅伝伝伝伝大会大会大会大会等等等等が開が開が開が開催催催催されておるとこされておるとこされておるとこされておるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに活活活活用用用用

していただいておるとこしていただいておるとこしていただいておるとこしていただいておるところろろろでございます。また、大でございます。また、大でございます。また、大でございます。また、大渕渕渕渕池池池池公園公園公園公園などではなどではなどではなどでは花花花花壇壇壇壇へのへのへのへの花植花植花植花植え等え等え等え等をををを

県県県県民民民民ののののボボボボランテランテランテランティィィィアアアアでででで参加参加参加参加していただくしていただくしていただくしていただく等等等等、、、、心心心心身身身身のののの健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに役役役役立立立立てていただいておるてていただいておるてていただいておるてていただいておる

とことことこところろろろでございます。委員おでございます。委員おでございます。委員おでございます。委員お述述述述べべべべのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、都市公園都市公園都市公園都市公園はははは健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに最最最最適適適適な場な場な場な場所所所所と認と認と認と認識識識識しししし

ておりまして、今ておりまして、今ておりまして、今ておりまして、今後後後後もこれまでのもこれまでのもこれまでのもこれまでの取取取取りりりり組み組み組み組みを進を進を進を進めめめめるほか、るほか、るほか、るほか、健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの講習講習講習講習会の開会の開会の開会の開催催催催など、など、など、など、

気軽気軽気軽気軽にににに健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいただでいただでいただでいただけけけけるようにるようにるようにるように努め努め努め努めてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思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。以以以以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 １点目の中１点目の中１点目の中１点目の中町町町町のののの駐駐駐駐車車車車場でございます場でございます場でございます場でございますけけけけど、今ど、今ど、今ど、今答答答答弁弁弁弁あああありましたように、りましたように、りましたように、りましたように、パパパパーーーー

クククク・・・・アンドアンドアンドアンド・・・・バスラバスラバスラバスライイイイドドドドのののの駐駐駐駐車車車車場として場として場として場として活活活活用される、また用される、また用される、また用される、また観観観観光光光光情情情情報報報報等等等等もももも提提提提供されるという供されるという供されるという供されるという

ことでございます。特に今ことでございます。特に今ことでございます。特に今ことでございます。特に今回回回回、災害で、災害で、災害で、災害で被被被被害を害を害を害を受けら受けら受けら受けられたれたれたれた比比比比較較較較的的的的やはり中やはり中やはり中やはり中南和南和南和南和、、、、南南南南部地部地部地部地域域域域のののの

皆皆皆皆ささささんんんんのののの声声声声ももしよももしよももしよももしよけけけけれれれればばばば聞聞聞聞いていただいて、いていただいて、いていただいて、いていただいて、物物物物産産産産等等等等も出せるも出せるも出せるも出せる方方方方がいがいがいがいらっらっらっらっししししゃゃゃゃっっっったたたたらららら、大、大、大、大

いにいにいにいに十十十十津津津津川村は元川村は元川村は元川村は元気気気気だと、だと、だと、だと、五條市五條市五條市五條市、、、、天天天天川村さまざまに奈良県は川村さまざまに奈良県は川村さまざまに奈良県は川村さまざまに奈良県は頑頑頑頑張張張張っっっっているよというているよというているよというているよというアアアアピピピピ

ーーーールルルルもできましたもできましたもできましたもできましたららららお願いしたいということと、それかお願いしたいということと、それかお願いしたいということと、それかお願いしたいということと、それかららららやはりやはりやはりやはり東東東東北北北北のののの皆皆皆皆ささささんんんんともともともとも協力協力協力協力をををを

していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、東東東東北北北北のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの物物物物産産産産等等等等もももも扱扱扱扱うというような、奈良県としては本うというような、奈良県としては本うというような、奈良県としては本うというような、奈良県としては本当当当当にににに助け助け助け助け

合合合合うううう絆絆絆絆がががが見え見え見え見える、そういる、そういる、そういる、そういっっっったたたた取取取取りりりり組み組み組み組みも、も、も、も、短短短短期間期間期間期間でございますでございますでございますでございますけけけけれども、やはりそこにきれども、やはりそこにきれども、やはりそこにきれども、やはりそこにき

ちちちちっっっっと県は目をと県は目をと県は目をと県は目を向け向け向け向けてやてやてやてやっっっっていくことが大事かとていくことが大事かとていくことが大事かとていくことが大事かと思思思思っっっっておりますので、よく調整していたておりますので、よく調整していたておりますので、よく調整していたておりますので、よく調整していた

だいて、だいて、だいて、だいて、ぜひぜひぜひぜひとも前とも前とも前とも前向向向向きに検討していただきたいときに検討していただきたいときに検討していただきたいときに検討していただきたいと思思思思います。います。います。います。

ドラドラドラドライ型ミイ型ミイ型ミイ型ミストストストストについては今、前については今、前については今、前については今、前向向向向きにということでございましたので、ごきにということでございましたので、ごきにということでございましたので、ごきにということでございましたので、ご期期期期待待待待申し上申し上申し上申し上

げますので、よげますので、よげますので、よげますので、よろろろろしくお願い申し上げます。しくお願い申し上げます。しくお願い申し上げます。しくお願い申し上げます。

３点目の３点目の３点目の３点目の公園公園公園公園については、また総については、また総については、また総については、また総括括括括審査でやりたいと審査でやりたいと審査でやりたいと審査でやりたいと思思思思います。奈良県の目います。奈良県の目います。奈良県の目います。奈良県の目指指指指すすすす方向方向方向方向だだだだ

とととと思思思思います。やはりこれかいます。やはりこれかいます。やはりこれかいます。やはりこれかららららはははは治治治治療療療療よりも予よりも予よりも予よりも予防防防防と、そのたと、そのたと、そのたと、そのためめめめにはやはりにはやはりにはやはりにはやはり健康健康健康健康づくりが大事づくりが大事づくりが大事づくりが大事

だと、そのことはよくだと、そのことはよくだと、そのことはよくだと、そのことはよく承承承承知をした上で、やはり知をした上で、やはり知をした上で、やはり知をした上で、やはりああああるものをるものをるものをるものを使使使使おうと、一おうと、一おうと、一おうと、一番番番番身身身身近近近近なとこなとこなとこなところろろろをををを

使使使使おうと、県、おうと、県、おうと、県、おうと、県、市町市町市町市町村村村村合わ合わ合わ合わせてせてせてせて幅幅幅幅広く県広く県広く県広く県民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが気軽気軽気軽気軽にににに体体体体操操操操ができる、ができる、ができる、ができる、運動運動運動運動ができる、ができる、ができる、ができる、

そのようなそのようなそのようなそのような状況状況状況状況をつくをつくをつくをつくっっっっていく、そのていく、そのていく、そのていく、その運動運動運動運動に県としてもちに県としてもちに県としてもちに県としてもちゃゃゃゃんんんんとととと仕仕仕仕掛掛掛掛けけけけをつくをつくをつくをつくっっっっていくこていくこていくこていくこ

とが大事かととが大事かととが大事かととが大事かと思思思思いますので、知事といいますので、知事といいますので、知事といいますので、知事といろろろろいいいいろろろろ総総総総括括括括審査で審査で審査で審査で質質質質問問問問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、よいますので、よいますので、よいますので、よろろろろ

しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。あああありがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。
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○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 そうしたそうしたそうしたそうしたらららら、、、、質質質質問問問問させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

ことしのことしのことしのことしの夏夏夏夏にににに共共共共産産産産党党党党の県議の県議の県議の県議団団団団がががが建設建設建設建設業業業業界界界界のののの方方方方 々々々々とととと懇懇懇懇談談談談をさせていただきました。一をさせていただきました。一をさせていただきました。一をさせていただきました。一番番番番盛盛盛盛

んんんんなこなこなこなころろろろは１，４００は１，４００は１，４００は１，４００社社社社のそういう業者がのそういう業者がのそういう業者がのそういう業者があっあっあっあったということですが、今はもう８００たということですが、今はもう８００たということですが、今はもう８００たということですが、今はもう８００社社社社にににに

減っ減っ減っ減っているというおているというおているというおているというお話話話話をををを聞聞聞聞かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。最低最低最低最低制制制制限価限価限価限価格格格格をををを公公公公表表表表するということが、するということが、するということが、するということが、

全全全全国で２つの県が今や国で２つの県が今や国で２つの県が今や国で２つの県が今やっっっっているようですているようですているようですているようですけけけけれども、入れども、入れども、入れども、入札札札札をいたしましてもをいたしましてもをいたしましてもをいたしましても横横横横並並並並びになるのびになるのびになるのびになるの

で、で、で、で、結結結結局く局く局く局くじじじじ運運運運のののの強強強強い業者がい業者がい業者がい業者が生生生生きききき残残残残るような、そるような、そるような、そるような、そんんんんなような現なような現なような現なような現状状状状ががががあああありまして、業者のりまして、業者のりまして、業者のりまして、業者の方方方方

にとりましたにとりましたにとりましたにとりましたらららら常常常常時時時時専専専専門門門門的的的的なななな技術技術技術技術者を者を者を者を抱抱抱抱ええええていることが大変ていることが大変ていることが大変ていることが大変困困困困難な難な難な難な状況状況状況状況だというだというだというだという厳厳厳厳しいおしいおしいおしいお

話話話話をををを聞聞聞聞かせていただいたかせていただいたかせていただいたかせていただいたんんんんです。今です。今です。今です。今回回回回、災害が、災害が、災害が、災害が起起起起こりまして大変な土こりまして大変な土こりまして大変な土こりまして大変な土砂砂砂砂だとか、それかだとか、それかだとか、それかだとか、それからららら

木木木木材材材材のののの片片片片づづづづけけけけだとか、そういうたくさだとか、そういうたくさだとか、そういうたくさだとか、そういうたくさんんんんのののの仕仕仕仕事が出てくるだ事が出てくるだ事が出てくるだ事が出てくるだろろろろうとうとうとうと思思思思います。特にいます。特にいます。特にいます。特に橋橋橋橋や道や道や道や道

路が路が路が路が落下落下落下落下をしたりとか、をしたりとか、をしたりとか、をしたりとか、高高高高度な度な度な度な技術技術技術技術がががが必必必必要なとこ要なとこ要なとこ要なところろろろもかなりもかなりもかなりもかなり深層深層深層深層崩壊崩壊崩壊崩壊などなどなどなどああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます

けけけけれども、大れども、大れども、大れども、大手手手手ののののゼゼゼゼネコンネコンネコンネコンだだだだけけけけがもうかるような、そうした復がもうかるような、そうした復がもうかるような、そうした復がもうかるような、そうした復興興興興ではなく、やはり地元のではなく、やはり地元のではなく、やはり地元のではなく、やはり地元の

業者の業者の業者の業者の方方方方が本が本が本が本当当当当にこの奈良県をきちにこの奈良県をきちにこの奈良県をきちにこの奈良県をきちっっっっとしたいという、そういうとしたいという、そういうとしたいという、そういうとしたいという、そういう思思思思いが行くようないが行くようないが行くようないが行くような形形形形でのでのでのでの

私私私私は復は復は復は復興興興興にしていただきたいという、このことは要にしていただきたいという、このことは要にしていただきたいという、このことは要にしていただきたいという、このことは要望望望望をしておきたいとをしておきたいとをしておきたいとをしておきたいと思思思思います。います。います。います。

それでそれでそれでそれで質質質質問問問問なのですなのですなのですなのですけけけけれども、平成２１年９月の本会議で、れども、平成２１年９月の本会議で、れども、平成２１年９月の本会議で、れども、平成２１年９月の本会議で、私私私私がががが野野野野田田田田市市市市のののの公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例がががが

ちちちちょょょょうどできたときにうどできたときにうどできたときにうどできたときに質質質質問問問問いたしまして、奈良県でもこれをつくるようにといたしまして、奈良県でもこれをつくるようにといたしまして、奈良県でもこれをつくるようにといたしまして、奈良県でもこれをつくるようにと質質質質問問問問いたしまいたしまいたしまいたしま

した。した。した。した。当時当時当時当時のおのおのおのお答答答答ええええといたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、建設建設建設建設現場にお現場にお現場にお現場におけけけけるるるる末末末末端端端端労労労労働働働働者の者の者の者の最低賃最低賃最低賃最低賃金が金が金が金が守守守守れてれてれてれて

いるかどうかまでいるかどうかまでいるかどうかまでいるかどうかまで把握把握把握把握するするするする仕仕仕仕組み組み組み組みにはなにはなにはなにはなっっっっていないと、ていないと、ていないと、ていないと、公共公共公共公共工事工事工事工事発発発発注注注注者の者の者の者の立立立立場として場として場として場として抜抜抜抜きききき

打打打打ち検査も行うなどして今ち検査も行うなどして今ち検査も行うなどして今ち検査も行うなどして今後後後後検討したいのだと検討したいのだと検討したいのだと検討したいのだと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けけけけれども、今、れども、今、れども、今、れども、今、東東東東日本で日本で日本で日本で

瓦瓦瓦瓦れきのれきのれきのれきの撤撤撤撤去去去去などで、などで、などで、などで、例え例え例え例えばばばば１日２万円の１日２万円の１日２万円の１日２万円の賃賃賃賃金を支金を支金を支金を支払払払払っっっっているのに、ているのに、ているのに、ているのに、実実実実際際際際そこでそこでそこでそこで働働働働いていいていいていいてい

るるるる労労労労働働働働者には５，０００円しか入者には５，０００円しか入者には５，０００円しか入者には５，０００円しか入っっっってきていないという事てきていないという事てきていないという事てきていないという事例例例例もももも多多多多 々々々々ああああるとるとるとると伺伺伺伺っっっっております。ております。ております。ております。

こういうときだかこういうときだかこういうときだかこういうときだかららららこそこそこそこそ公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例つくるつくるつくるつくるべべべべきだときだときだときだと思思思思いますいますいますいますけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その後後後後どのようなどのようなどのようなどのような

進捗にな進捗にな進捗にな進捗になっっっっているのか、その点をおているのか、その点をおているのか、その点をおているのか、その点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。

それかそれかそれかそれからららら、２つ目の、２つ目の、２つ目の、２つ目の問題問題問題問題です。地元のです。地元のです。地元のです。地元の問題問題問題問題ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、王王王王寺寺寺寺駅駅駅駅のののの北側北側北側北側ののののタタタターーーーミナミナミナミナルルルルがががが

大変大変大変大変使使使使いにくいとのいにくいとのいにくいとのいにくいとの苦苦苦苦情情情情をををを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。王王王王寺寺寺寺駅駅駅駅のののの乗降乗降乗降乗降客客客客が６万が６万が６万が６万人人人人と県と県と県と県下下下下での主要なでの主要なでの主要なでの主要な駅駅駅駅

になりますになりますになりますになりますけけけけれども、れども、れども、れども、バスバスバスバスにににに乗乗乗乗ろろろろうとうとうとうと思思思思いますといますといますといますと西西西西友友友友の２の２の２の２階階階階かかかからららら通路を通通路を通通路を通通路を通っっっってててて階階階階段段段段をををを下下下下りりりり

ていかないとていかないとていかないとていかないと利利利利用できないということで、用できないということで、用できないということで、用できないということで、三三三三室室室室病病病病院院院院に行くに行くに行くに行くバスバスバスバスなど、など、など、など、例え例え例え例えば南側ば南側ば南側ば南側にににに住ん住ん住ん住んでででで

おおおおらららられますれますれますれます王王王王寺寺寺寺町町町町畠畠畠畠田とか田とか田とか田とか王王王王寺寺寺寺町美町美町美町美ししししケ丘ケ丘ケ丘ケ丘地地地地区区区区、、、、河合町河合町河合町河合町、上、上、上、上牧牧牧牧町町町町、こうした、こうした、こうした、こうした方方方方面面面面かかかからららら三三三三室室室室

病病病病院院院院に行くにはに行くにはに行くにはに行くには南側南側南側南側ののののタタタターーーーミナミナミナミナルルルルで一たで一たで一たで一たんんんん下下下下りて、長いりて、長いりて、長いりて、長い橋橋橋橋上の上の上の上の橋橋橋橋をををを歩歩歩歩いていていていて北側北側北側北側ののののタタタターーーーミナミナミナミナ

ルルルルかかかからバスらバスらバスらバスをををを利利利利用するというような用するというような用するというような用するというような非非非非常常常常に大に大に大に大回回回回りで、お年りで、お年りで、お年りで、お年寄寄寄寄りなどは危りなどは危りなどは危りなどは危険険険険だとだとだとだとわわわわかかかかっっっっていていていてい

ましてもましてもましてもましても時間時間時間時間がががが間間間間にににに合わ合わ合わ合わないので、ないので、ないので、ないので、歩歩歩歩道のないとこ道のないとこ道のないとこ道のないところろろろをををを横横横横断断断断しなしなしなしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないようなこないようなこないようなこないようなこ
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とをとをとをとを聞聞聞聞いております。どのようにいております。どのようにいております。どのようにいております。どのように改善改善改善改善するのがいいのかはするのがいいのかはするのがいいのかはするのがいいのかは技術技術技術技術的的的的なこともなこともなこともなこともあああありますりますりますりますけけけけれどれどれどれど

も、も、も、も、ぜひぜひぜひぜひこうしたこうしたこうしたこうした方方方方 々々々々がががが優優優優しいしいしいしい安全安全安全安全でででで使使使使いやすいいやすいいやすいいやすいタタタターーーーミナミナミナミナルルルルにしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいと思思思思いまいまいまいま

すが、その点でいかがでしすが、その点でいかがでしすが、その点でいかがでしすが、その点でいかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

それかそれかそれかそれからららら、、、、近鉄五近鉄五近鉄五近鉄五位位位位堂堂堂堂駅駅駅駅ののののエレベエレベエレベエレベーーーータタタターです。ーです。ーです。ーです。構構構構内の２内の２内の２内の２基基基基とととと南側南側南側南側に１に１に１に１基設置基設置基設置基設置をされましをされましをされましをされまし

たたたたけけけけれども、一れども、一れども、一れども、一番番番番要要要要望望望望のののの強強強強いいいい真真真真美美美美ヶヶヶヶ丘丘丘丘ニニニニュュュューーーータタタタウウウウンンンンのののの方方方方がががが利利利利用する用する用する用する北側北側北側北側のとこのとこのとこのところろろろがまだでがまだでがまだでがまだで

きておりませきておりませきておりませきておりませんんんんので、これはいつになるのかおので、これはいつになるのかおので、これはいつになるのかおので、これはいつになるのかお尋ね尋ね尋ね尋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。

３つ目は水道局に関３つ目は水道局に関３つ目は水道局に関３つ目は水道局に関連連連連いたしまして、水道いたしまして、水道いたしまして、水道いたしまして、水道料料料料金が５円金が５円金が５円金が５円下下下下げていただきまして、これにつげていただきまして、これにつげていただきまして、これにつげていただきまして、これにつ

いてはいてはいてはいては皆皆皆皆ささささんんんん大変大変大変大変喜喜喜喜んんんんでいるでいるでいるでいるわけわけわけわけでございます。今でございます。今でございます。今でございます。今後後後後２部２部２部２部料料料料金金金金制制制制とか水道の広とか水道の広とか水道の広とか水道の広域域域域化化化化ビビビビジジジジョョョョ

ンンンンなどを検討されておりますなどを検討されておりますなどを検討されておりますなどを検討されておりますけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その見見見見通しはどうな通しはどうな通しはどうな通しはどうなっっっっているのか、その点をおているのか、その点をおているのか、その点をおているのか、その点をお尋尋尋尋

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。

それかそれかそれかそれからららら、決算書を、決算書を、決算書を、決算書を見見見見ますと、御ますと、御ますと、御ますと、御所所所所浄浄浄浄水場と水場と水場と水場と桜桜桜桜井井井井浄浄浄浄水場の水場の水場の水場の運転運転運転運転管理業務委管理業務委管理業務委管理業務委託託託託のののの契契契契約約約約２件２件２件２件

が出ております。金額では御が出ております。金額では御が出ております。金額では御が出ております。金額では御所所所所で２億６，０８２万円、で２億６，０８２万円、で２億６，０８２万円、で２億６，０８２万円、桜桜桜桜井では２億４，９４８万円、い井では２億４，９４８万円、い井では２億４，９４８万円、い井では２億４，９４８万円、い

ずれも日本ずれも日本ずれも日本ずれも日本ヘヘヘヘルスルスルスルス工業奈良工業奈良工業奈良工業奈良営営営営業業業業所所所所と委と委と委と委託託託託をされております。このをされております。このをされております。このをされております。この間間間間は水道局でもは水道局でもは水道局でもは水道局でも技術技術技術技術の職の職の職の職

員の大員の大員の大員の大量量量量退退退退職が進職が進職が進職が進んんんんできているとできているとできているとできていると思思思思います。平成１３年のときは１２７います。平成１３年のときは１２７います。平成１３年のときは１２７います。平成１３年のときは１２７人人人人いた職員が、平いた職員が、平いた職員が、平いた職員が、平

成２３年には８３成２３年には８３成２３年には８３成２３年には８３人人人人と４４と４４と４４と４４人人人人もももも減っ減っ減っ減っております。このております。このております。このております。この間間間間だだだだけけけけでも平成２０年かでも平成２０年かでも平成２０年かでも平成２０年からららら平成２１平成２１平成２１平成２１

年の年の年の年の間間間間には５には５には５には５人人人人、平成２２年に５、平成２２年に５、平成２２年に５、平成２２年に５人人人人、平成２３年に４、平成２３年に４、平成２３年に４、平成２３年に４人人人人とととと減っ減っ減っ減っておりまして、本ておりまして、本ておりまして、本ておりまして、本来来来来ででででああああれれれれ

ば若ば若ば若ば若手手手手の職員を入れての職員を入れての職員を入れての職員を入れて技術技術技術技術をををを継承継承継承継承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必必必必要だと要だと要だと要だと思思思思いますいますいますいますけけけけれども、これを補うれども、これを補うれども、これを補うれども、これを補う

たたたためめめめにににに民民民民間間間間委委委委託託託託をされてをされてをされてをされて運営運営運営運営をををを回回回回しているとしているとしているとしていると思思思思います。そうした委います。そうした委います。そうした委います。そうした委託託託託をすることによをすることによをすることによをすることによっっっって、て、て、て、

経経経経費の費の費の費の削減削減削減削減などで県にどなどで県にどなどで県にどなどで県にどんんんんななななメメメメリットリットリットリットががががあっあっあっあったのか、この点をおたのか、この点をおたのか、この点をおたのか、この点をお尋ね尋ね尋ね尋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。

それかそれかそれかそれからららら、この、この、この、この企企企企業の業の業の業のホホホホーーーームムムムページでページでページでページで求求求求人人人人の内の内の内の内容容容容をををを見見見見ましたとこましたとこましたとこましたところろろろ、、、、全全全全国国国国的的的的なななな展展展展開をさ開をさ開をさ開をさ

れている大れている大れている大れている大手手手手のとこのとこのとこのところろろろで、で、で、で、浄浄浄浄水場、水場、水場、水場、下下下下水場水場水場水場処処処処理の理の理の理の運転運転運転運転や補や補や補や補修修修修点検業務の事業も行うと、点検業務の事業も行うと、点検業務の事業も行うと、点検業務の事業も行うと、採採採採

用については正用については正用については正用については正社社社社員だと、給員だと、給員だと、給員だと、給料料料料が１８万８，０１６円かが１８万８，０１６円かが１８万８，０１６円かが１８万８，０１６円からららら２４万５，３１６円というよう２４万５，３１６円というよう２４万５，３１６円というよう２４万５，３１６円というよう

な金額が出ております。３５歳な金額が出ております。３５歳な金額が出ております。３５歳な金額が出ております。３５歳以以以以下下下下のののの若若若若いいいい方方方方をををを募募募募集集集集しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間が変が変が変が変形形形形労労労労働働働働

時間時間時間時間１１１１カカカカ月月月月単位単位単位単位で、で、で、で、ワンワンワンワンパパパパタタタターーーーンンンンが８が８が８が８時時時時半半半半かかかからららら１７１７１７１７時時時時１５１５１５１５分分分分と、これは通と、これは通と、これは通と、これは通常常常常のののの勤勤勤勤務です。務です。務です。務です。

２つ目は１７２つ目は１７２つ目は１７２つ目は１７時時時時かかかからららら８８８８時時時時４５４５４５４５分分分分という１５という１５という１５という１５時間時間時間時間拘束拘束拘束拘束のののの勤勤勤勤務です。３つ目は８務です。３つ目は８務です。３つ目は８務です。３つ目は８時時時時半半半半かかかからららら翌翌翌翌朝朝朝朝

の８の８の８の８時時時時２９２９２９２９分分分分まで、２４まで、２４まで、２４まで、２４時間時間時間時間のののの勤勤勤勤務です。この３つの務です。この３つの務です。この３つの務です。この３つの勤勤勤勤務を１務を１務を１務を１カカカカ月ごとで交月ごとで交月ごとで交月ごとで交代代代代するようなするようなするようなするような

ことになことになことになことになっっっっております。このております。このております。このております。この泊泊泊泊まりは月に８日かまりは月に８日かまりは月に８日かまりは月に８日からららら１０日で、休日と１０日で、休日と１０日で、休日と１０日で、休日と週週週週休は休休は休休は休休は休みみみみですが年ですが年ですが年ですが年

休は休は休は休はゼゼゼゼロロロロというようなことが書いておりました。というようなことが書いておりました。というようなことが書いておりました。というようなことが書いておりました。例え例え例え例えばばばば２４２４２４２４時間時間時間時間拘束拘束拘束拘束で１０日で１０日で１０日で１０日間間間間泊泊泊泊まりままりままりままりま

すと、月のすと、月のすと、月のすと、月の労労労労働働働働時間時間時間時間２４０２４０２４０２４０時間時間時間時間です。１８万８，０００円の給です。１８万８，０００円の給です。１８万８，０００円の給です。１８万８，０００円の給料料料料でしたでしたでしたでしたらららら、、、、時時時時給にいたし給にいたし給にいたし給にいたし

まして７８３円、奈良県のまして７８３円、奈良県のまして７８３円、奈良県のまして７８３円、奈良県の最低賃最低賃最低賃最低賃金６９３円は金６９３円は金６９３円は金６９３円は超超超超ええええておりますておりますておりますておりますけけけけれども、これでは長くれども、これでは長くれども、これでは長くれども、これでは長く働働働働
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いていただくというのは大変いていただくというのは大変いていただくというのは大変いていただくというのは大変困困困困難ではないかと難ではないかと難ではないかと難ではないかと思思思思います。県が委います。県が委います。県が委います。県が委託託託託しております２億６，しております２億６，しております２億６，しております２億６，

０８２万円です、この御０８２万円です、この御０８２万円です、この御０８２万円です、この御所所所所浄浄浄浄水場の場水場の場水場の場水場の場合合合合ですですですですけけけけれども、その中で、そしたれども、その中で、そしたれども、その中で、そしたれども、その中で、そしたららららどれどれどれどれぐぐぐぐららららいいいい労労労労

働働働働者の者の者の者の賃賃賃賃金に金に金に金に回回回回されているのか、それかされているのか、それかされているのか、それかされているのか、それかららららこうした委こうした委こうした委こうした委託託託託されたされたされたされた労労労労働働働働者の者の者の者の方方方方は現場の県の職は現場の県の職は現場の県の職は現場の県の職

員の員の員の員の方方方方と一と一と一と一緒緒緒緒にににに仕仕仕仕事するようなことにな事するようなことにな事するようなことにな事するようなことになっっっっ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けけけけれども、だれのれども、だれのれども、だれのれども、だれの指指指指揮揮揮揮命命命命令令令令でででで

仕仕仕仕事をしているのか、その点をお事をしているのか、その点をお事をしているのか、その点をお事をしているのか、その点をお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。

○平井会計管理者・会計局長○平井会計管理者・会計局長○平井会計管理者・会計局長○平井会計管理者・会計局長 私私私私のののの方方方方かかかからららら、、、、公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例のののの状況状況状況状況につきましておにつきましておにつきましておにつきましてお答答答答ええええをさせをさせをさせをさせ

ていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。

公公公公契契契契約約約約におきまして、入におきまして、入におきまして、入におきまして、入札札札札企企企企業の法業の法業の法業の法令遵令遵令遵令遵守守守守でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか賃賃賃賃金金金金等等等等のののの労労労労働働働働条件の条件の条件の条件の確保確保確保確保、こ、こ、こ、こ

ういういういういっっっったことを目たことを目たことを目たことを目指指指指すたすたすたすためめめめに、に、に、に、公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例、これの、これの、これの、これのあああありりりり方方方方につきまして検討を進につきまして検討を進につきまして検討を進につきまして検討を進めめめめていくていくていくていく

必必必必要が要が要が要がああああると認ると認ると認ると認識識識識しております。このたしております。このたしております。このたしております。このためめめめ、今年度に会計局を中、今年度に会計局を中、今年度に会計局を中、今年度に会計局を中心心心心に関係部局のに関係部局のに関係部局のに関係部局の方方方方 々々々々で検で検で検で検

討討討討チチチチーーーームムムムをつくりまして、をつくりまして、をつくりまして、をつくりまして、先先先先進事進事進事進事例例例例のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろ調査で調査で調査で調査であああありますとか内りますとか内りますとか内りますとか内容容容容につきまして検討につきまして検討につきまして検討につきまして検討

をををを始始始始めめめめております。主要なております。主要なております。主要なております。主要な課課課課題題題題といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例の中でどういの中でどういの中でどういの中でどういっっっったたたた価価価価値値値値のののの実実実実

現を目現を目現を目現を目指指指指すのか、すのか、すのか、すのか、例え例え例え例えば適ば適ば適ば適正な正な正な正な賃賃賃賃金の水金の水金の水金の水準準準準でででであああありますとか、りますとか、りますとか、りますとか、ああああるいはるいはるいはるいは障障障障害者害者害者害者雇雇雇雇用の推進で用の推進で用の推進で用の推進で

あああありますとかいりますとかいりますとかいりますとかいろんろんろんろんなななな政策政策政策政策目目目目標標標標ががががあろあろあろあろうかとうかとうかとうかと思思思思います。そういいます。そういいます。そういいます。そういっっっったものの内たものの内たものの内たものの内容容容容、それか、それか、それか、それからららら、、、、

要は要は要は要は契契契契約約約約のののの範囲範囲範囲範囲をどうするのかということもをどうするのかということもをどうするのかということもをどうするのかということもあろあろあろあろうかとうかとうかとうかと思思思思います。また法います。また法います。また法います。また法制制制制面面面面のののの課課課課題題題題ももももああああ

ります。そういります。そういります。そういります。そういっっっったたたた課課課課題題題題をををを意識意識意識意識しながしながしながしながらららら、今、、今、、今、、今、勉勉勉勉強強強強をしているをしているをしているをしている状況状況状況状況でございます。今でございます。今でございます。今でございます。今後後後後検検検検

討に討に討に討に当当当当たりまして、やはりたりまして、やはりたりまして、やはりたりまして、やはり賃賃賃賃金金金金等等等等のののの実実実実態態態態調査をする調査をする調査をする調査をする必必必必要が要が要が要がああああるだるだるだるだろろろろうとうとうとうと考考考考ええええておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、

検討の検討の検討の検討の最最最最中でございまして、なかなか中中でございまして、なかなか中中でございまして、なかなか中中でございまして、なかなか中身身身身まではまだまではまだまではまだまではまだ煮詰煮詰煮詰煮詰ままままっっっっていないていないていないていない状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。

一つ一つ一つ一つ賃賃賃賃金金金金等等等等の調査をしようとの調査をしようとの調査をしようとの調査をしようと思思思思いますと、やはりいますと、やはりいますと、やはりいますと、やはり個個個個人人人人のののの情情情情報に報に報に報に当当当当たることもございますのたることもございますのたることもございますのたることもございますの

で、で、で、で、契契契契約約約約のののの相相相相手方手方手方手方の理の理の理の理解解解解とととと協力協力協力協力、これを、これを、これを、これを基基基基本に進本に進本に進本に進めめめめていきたいと、今現ていきたいと、今現ていきたいと、今現ていきたいと、今現在在在在こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに

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。以以以以上です。上です。上です。上です。

○東道路・交通環境課長○東道路・交通環境課長○東道路・交通環境課長○東道路・交通環境課長 私私私私にににに対対対対しては２点しては２点しては２点しては２点質質質質問問問問でございまして、まず１つ目がでございまして、まず１つ目がでございまして、まず１つ目がでございまして、まず１つ目がＪＲＪＲＪＲＪＲ王王王王寺寺寺寺

駅駅駅駅ののののタタタターーーーミナミナミナミナルルルル北北北北とととと南南南南のののの使使使使いいいい勝勝勝勝手手手手をよくすをよくすをよくすをよくすべべべべきではないか、そのたきではないか、そのたきではないか、そのたきではないか、そのためめめめのののの方策方策方策方策はどうかといはどうかといはどうかといはどうかとい

うごうごうごうご質質質質問問問問だだだだっっっったかとたかとたかとたかと思思思思います。います。います。います。

この点につきまして、現この点につきまして、現この点につきまして、現この点につきまして、現在在在在、ご、ご、ご、ご指指指指摘摘摘摘のとおりのとおりのとおりのとおり鉄鉄鉄鉄道、道、道、道、線線線線路で路で路で路で北北北北、、、、南南南南大きく大きく大きく大きく分分分分断断断断されていて、されていて、されていて、されていて、

町町町町の自由通路でつないでいるの自由通路でつないでいるの自由通路でつないでいるの自由通路でつないでいる状況状況状況状況かとかとかとかと思思思思います。います。います。います。具体具体具体具体にいいにいいにいいにいい解解解解決決決決策策策策がががが提提提提案案案案できるかと、なできるかと、なできるかと、なできるかと、な

かなか今かなか今かなか今かなか今ぱぱぱぱっっっっとととと思思思思いつくものも難しいいつくものも難しいいつくものも難しいいつくものも難しいわけわけわけわけでございますが、よくでございますが、よくでございますが、よくでございますが、よく町町町町とも議とも議とも議とも議論論論論をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思

っっっっております。ております。ております。ております。

ああああと２点目、と２点目、と２点目、と２点目、近鉄五近鉄五近鉄五近鉄五位位位位堂堂堂堂駅駅駅駅ののののエレベエレベエレベエレベーーーータタタタのののの設置設置設置設置についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねがございました。がございました。がございました。がございました。

北側北側北側北側ののののエレベエレベエレベエレベーーーータタタタでございますでございますでございますでございますけけけけども、ども、ども、ども、香香香香芝芝芝芝市市市市にににに伺伺伺伺いますと、今、いますと、今、いますと、今、いますと、今、近鉄近鉄近鉄近鉄とととと協協協協議を進議を進議を進議を進めめめめてててて
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いるとこいるとこいるとこいるところろろろととと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。市市市市において平成２４年度かにおいて平成２４年度かにおいて平成２４年度かにおいて平成２４年度からららら平成２５年度にか平成２５年度にか平成２５年度にか平成２５年度にかけけけけてててて設置設置設置設置をををを

検討したいと検討したいと検討したいと検討したいと伺伺伺伺っっっっているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○石井水道局長○石井水道局長○石井水道局長○石井水道局長 水道水道水道水道料料料料金の金の金の金の見見見見直直直直しについて、今どうしについて、今どうしについて、今どうしについて、今どう考考考考ええええているのかというているのかというているのかというているのかという見見見見通しの件で通しの件で通しの件で通しの件で

ございます。ございます。ございます。ございます。

まず、まず、まず、まず、全体的全体的全体的全体的に本県の知事部局において、このたび県に本県の知事部局において、このたび県に本県の知事部局において、このたび県に本県の知事部局において、このたび県域域域域水道水道水道水道ビビビビジジジジョョョョンンンンがががが示示示示されておりまされておりまされておりまされておりま

す。す。す。す。ビビビビジジジジョョョョンンンンのののの基基基基本理本理本理本理念念念念につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、安全安全安全安全・・・・廉廉廉廉価価価価・・・・安安安安定定定定的的的的な水道供給と、こういな水道供給と、こういな水道供給と、こういな水道供給と、こういっっっったたたた

ことのことのことのことの持持持持続できる県続できる県続できる県続できる県域域域域水道を目水道を目水道を目水道を目指指指指すと。この県すと。この県すと。この県すと。この県域域域域水道水道水道水道ビビビビジジジジョョョョンンンンで、で、で、で、エリアエリアエリアエリアがががが示示示示されておりされておりされておりされており

ます。県ます。県ます。県ます。県営営営営水道水道水道水道エリアエリアエリアエリア、それか、それか、それか、それから五條ら五條ら五條ら五條吉野吉野吉野吉野エリアエリアエリアエリア、それか、それか、それか、それからららら簡簡簡簡易易易易水道水道水道水道エリアエリアエリアエリア、こうい、こうい、こうい、こういっっっったたたた

ものをものをものをものを区区区区分分分分してのしてのしてのしてのモモモモデルデルデルデル案案案案で県で県で県で県域全体域全体域全体域全体ののののビビビビジジジジョョョョンンンン、水の供給を、水の供給を、水の供給を、水の供給を考考考考ええええていこうと、こういうていこうと、こういうていこうと、こういうていこうと、こういう

ビビビビジジジジョョョョンンンンでででで示示示示されております。されております。されております。されております。

その中で、おその中で、おその中で、おその中で、お尋ね尋ね尋ね尋ねの水道の水道の水道の水道料料料料金にかか金にかか金にかか金にかかわわわわりましては県りましては県りましては県りましては県営営営営水道水道水道水道エリアエリアエリアエリアといといといといっっっったとこたとこたとこたところろろろで、で、で、で、当当当当

然こち然こち然こち然こちららららのののの方方方方もももも考考考考ええええていくていくていくていく必必必必要が要が要が要がああああるるるるわけわけわけわけですですですですけけけけれども、その水れども、その水れども、その水れども、その水需需需需要が要が要が要が減減減減少する中で県少する中で県少する中で県少する中で県営営営営

水道と水道と水道と水道と市町市町市町市町村水道の村水道の村水道の村水道の効率効率効率効率化の化の化の化のあああありりりり方方方方とか、そういとか、そういとか、そういとか、そういっっっったことをたことをたことをたことを十十十十分分分分検討していく検討していく検討していく検討していく必必必必要がござ要がござ要がござ要がござ

います。水道います。水道います。水道います。水道料料料料金の算定に金の算定に金の算定に金の算定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、当当当当然い然い然い然いろんろんろんろんなななな課課課課題題題題がございます。がございます。がございます。がございます。当当当当然然然然ダダダダムムムムのののの

稼働稼働稼働稼働とか、そういとか、そういとか、そういとか、そういっっっったようなたようなたようなたような状況状況状況状況でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな課課課課題題題題もございますが、まずは給水もございますが、まずは給水もございますが、まずは給水もございますが、まずは給水需需需需要の予要の予要の予要の予

測がどういう測がどういう測がどういう測がどういうふふふふうになうになうになうになっっっっていくのか、ていくのか、ていくのか、ていくのか、全体的全体的全体的全体的に水道の供給に水道の供給に水道の供給に水道の供給量量量量がががが減っ減っ減っ減っている中で県ている中で県ている中で県ている中で県営営営営水道、水道、水道、水道、

市町市町市町市町村水道、そうい村水道、そうい村水道、そうい村水道、そういっっっったたたた役割役割役割役割をきちをきちをきちをきちっっっっとやとやとやとやっっっって、費用もて、費用もて、費用もて、費用も二重二重二重二重投資投資投資投資といといといといっっっったことになたことになたことになたことになららららないないないない

ように、水ように、水ように、水ように、水源源源源のののの最最最最適適適適化とい化とい化とい化といっっっったことの中で検討をしていくたことの中で検討をしていくたことの中で検討をしていくたことの中で検討をしていく必必必必要が要が要が要がああああるというとこるというとこるというとこるというところろろろです。です。です。です。

当当当当然然然然料料料料金につきましては金につきましては金につきましては金につきましてはビビビビジジジジョョョョンンンンのののの基基基基本理本理本理本理念念念念、い、い、い、いわわわわゆゆゆゆるるるる廉廉廉廉価価価価ががががあああありますかりますかりますかりますからららら、それを、それを、それを、それを十十十十分分分分

意識意識意識意識しながしながしながしながらららら、県の知事部局で、県の知事部局で、県の知事部局で、県の知事部局であああありますとか、りますとか、りますとか、りますとか、市町市町市町市町村水道とか県村水道とか県村水道とか県村水道とか県営営営営水道とい水道とい水道とい水道といっっっったこととたこととたこととたことと十十十十

分連携分連携分連携分連携をしながをしながをしながをしながらららら適適適適正な正な正な正な料料料料金金金金体系体系体系体系をををを設設設設定していく定していく定していく定していく必必必必要が要が要が要がああああるというとこるというとこるというとこるというところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

２部２部２部２部料料料料金金金金制制制制といといといといっっっったことで検討しているというのも、そういたことで検討しているというのも、そういたことで検討しているというのも、そういたことで検討しているというのも、そういっっっったものの中で、費用たものの中で、費用たものの中で、費用たものの中で、費用対効果対効果対効果対効果

としてとしてとしてとして効率的効率的効率的効率的に上がるのではないかと今検討しているといに上がるのではないかと今検討しているといに上がるのではないかと今検討しているといに上がるのではないかと今検討しているといっっっったたたた状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上で上で上で上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○吉岡水道局総務課長○吉岡水道局総務課長○吉岡水道局総務課長○吉岡水道局総務課長 私私私私にににに対対対対しましては、しましては、しましては、しましては、外外外外部委部委部委部委託託託託にににに対対対対する費用する費用する費用する費用対効果対効果対効果対効果でででで話話話話がございまがございまがございまがございま

した。した。した。した。

外外外外部委部委部委部委託託託託につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、桜桜桜桜井井井井浄浄浄浄水場と御水場と御水場と御水場と御所所所所浄浄浄浄水場の２水場の２水場の２水場の２カ所カ所カ所カ所及び及び及び及び送送送送水管理水管理水管理水管理セセセセンタンタンタンター、委ー、委ー、委ー、委

託託託託をしておるのですをしておるのですをしておるのですをしておるのですけけけけれども、委れども、委れども、委れども、委託託託託内内内内容容容容につきましては日につきましては日につきましては日につきましては日常常常常運転運転運転運転業務にかかる業務にかかる業務にかかる業務にかかる運転運転運転運転監監監監視視視視、、、、

日日日日常常常常点検、場点検、場点検、場点検、場外巡視外巡視外巡視外巡視のほか、のほか、のほか、のほか、排排排排水水水水処処処処理、理、理、理、沈沈沈沈砂砂砂砂池池池池の管理業務などでございまして、またの管理業務などでございまして、またの管理業務などでございまして、またの管理業務などでございまして、また桜桜桜桜井井井井

浄浄浄浄水場におきましては、水場におきましては、水場におきましては、水場におきましては、採採採採水業務も水業務も水業務も水業務もあわあわあわあわせて行せて行せて行せて行っっっっているとこているとこているとこているところろろろでございます。２４でございます。２４でございます。２４でございます。２４時間運時間運時間運時間運
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転転転転管理業務を管理業務を管理業務を管理業務を外外外外部委部委部委部委託託託託することによりまして、従前とすることによりまして、従前とすることによりまして、従前とすることによりまして、従前と遜色遜色遜色遜色のない業務のない業務のない業務のない業務執執執執行ができておると行ができておると行ができておると行ができておると

考考考考ええええております。水道局ております。水道局ております。水道局ております。水道局全体全体全体全体といたしましては、委といたしましては、委といたしましては、委といたしましては、委託実施託実施託実施託実施により業務のにより業務のにより業務のにより業務の効率効率効率効率化及び化及び化及び化及び人人人人員定員定員定員定

数の数の数の数の削減削減削減削減もももも可可可可能能能能となとなとなとなっっっっておりまして、職員のておりまして、職員のておりまして、職員のておりまして、職員の夜夜夜夜間間間間勤勤勤勤務の務の務の務の軽軽軽軽減減減減にもつながにもつながにもつながにもつながっっっっておるというこておるというこておるというこておるというこ

とで、水道とで、水道とで、水道とで、水道料料料料金の金の金の金の安安安安定化にも定化にも定化にも定化にも寄与寄与寄与寄与できているとできているとできているとできている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。

また、また、また、また、最最最最近近近近の決算額のの決算額のの決算額のの決算額の比比比比較較較較によりましても、によりましても、によりましても、によりましても、収収収収益益益益的的的的費用、特に委費用、特に委費用、特に委費用、特に委託託託託に係る費用とに係る費用とに係る費用とに係る費用と人人人人件費件費件費件費

合合合合計については計については計については計については減減減減少少少少傾傾傾傾向向向向ににににああああることかることかることかることからららら、費用、費用、費用、費用対効果対効果対効果対効果についてはについてはについてはについては十十十十分分分分成成成成果果果果が上げが上げが上げが上げらららられていれていれていれてい

るものとるものとるものとる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。

今今今今後後後後とも委とも委とも委とも委託託託託のののの実施実施実施実施内内内内容容容容を検を検を検を検証証証証しながしながしながしながらららら、水道水の、水道水の、水道水の、水道水の安安安安定供給について定供給について定供給について定供給について効率的効率的効率的効率的なななな運営運営運営運営をををを図図図図

っっっってまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考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。

また、また、また、また、指指指指揮揮揮揮命命命命令令令令につきましては、現場総につきましては、現場総につきましては、現場総につきましては、現場総括責任括責任括責任括責任者がおりまして、その者がおりまして、その者がおりまして、その者がおりまして、その指指指指揮揮揮揮のもと、業者のもと、業者のもと、業者のもと、業者

がががが多多多多数入数入数入数入っっっっておるておるておるておる状況状況状況状況でございまして、年でございまして、年でございまして、年でございまして、年間間間間を通を通を通を通じじじじて計て計て計て計画画画画どおりどおりどおりどおり運運運運用をされておるものと用をされておるものと用をされておるものと用をされておるものと

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。

賃賃賃賃金のことにつきましては、日本金のことにつきましては、日本金のことにつきましては、日本金のことにつきましては、日本ヘヘヘヘルスルスルスルス工業が工業が工業が工業が受託受託受託受託をしておるのですをしておるのですをしておるのですをしておるのですけけけけれども、れども、れども、れども、重重重重要職要職要職要職

についてはすについてはすについてはすについてはすべべべべて正て正て正て正規規規規職員で、職員で、職員で、職員で、適適適適正に給正に給正に給正に給与与与与の支の支の支の支払払払払いについても管理されておるものといについても管理されておるものといについても管理されておるものといについても管理されておる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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 あああありがとうございます。水道局の関係ですりがとうございます。水道局の関係ですりがとうございます。水道局の関係ですりがとうございます。水道局の関係ですけけけけれども、れども、れども、れども、賃賃賃賃金はす金はす金はす金はすべべべべてててて適適適適正に管正に管正に管正に管

理されているものというお理されているものというお理されているものというお理されているものというお答答答答ええええだだだだっっっったのですが、ものではなくて、たのですが、ものではなくて、たのですが、ものではなくて、たのですが、ものではなくて、私私私私のののの質質質質問問問問は、県の委は、県の委は、県の委は、県の委託託託託

をしている中でをしている中でをしている中でをしている中で実実実実際際際際幾幾幾幾らららら賃賃賃賃金が金が金が金が払払払払わわわわれてましたかというれてましたかというれてましたかというれてましたかという質質質質問問問問をさせていただいたとをさせていただいたとをさせていただいたとをさせていただいたと思思思思うのうのうのうの

ですですですですけけけけれども、それはつかれども、それはつかれども、それはつかれども、それはつかんんんんでいないのでしでいないのでしでいないのでしでいないのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○吉岡水道局総務課長○吉岡水道局総務課長○吉岡水道局総務課長○吉岡水道局総務課長 実実実実はははは浄浄浄浄水場へ水場へ水場へ水場へ配配配配置置置置されている職員につきましては、正されている職員につきましては、正されている職員につきましては、正されている職員につきましては、正規規規規職員の職員の職員の職員のみみみみ

ですので、ですので、ですので、ですので、賃賃賃賃金職員というものは金職員というものは金職員というものは金職員というものは配配配配置置置置されておされておされておされておららららないということでございます。ないということでございます。ないということでございます。ないということでございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 賃賃賃賃金として県が出している委金として県が出している委金として県が出している委金として県が出している委託託託託費の中か費の中か費の中か費の中からららら、そこの、そこの、そこの、そこの人人人人にににに賃賃賃賃金として金として金として金として幾幾幾幾らららら払払払払わわわわ

れているのか、正れているのか、正れているのか、正れているのか、正規規規規のののの人人人人でででであっあっあっあっても。ということは、ても。ということは、ても。ということは、ても。ということは、先先先先ほどの金額のほどの金額のほどの金額のほどの金額の高高高高いいいい方方方方で８で８で８で８人人人人で計算で計算で計算で計算

いたしますと、３年いたしますと、３年いたしますと、３年いたしますと、３年分分分分のこれ、委のこれ、委のこれ、委のこれ、委託託託託費ということですので、大費ということですので、大費ということですので、大費ということですので、大体体体体３６３６３６３６．．．．９９９９％％％％ぐぐぐぐららららいしかいしかいしかいしか私私私私

のののの方方方方の計算ではの計算ではの計算ではの計算では払払払払わわわわれていないのではないかなとれていないのではないかなとれていないのではないかなとれていないのではないかなと思思思思ううううわけわけわけわけですですですですけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その辺辺辺辺はどうなはどうなはどうなはどうな

っっっっているのかているのかているのかているのか伺伺伺伺います。います。います。います。

○木村水道局業務課長○木村水道局業務課長○木村水道局業務課長○木村水道局業務課長 今、委員お今、委員お今、委員お今、委員お述述述述べべべべの８の８の８の８人人人人ということなのですということなのですということなのですということなのですけけけけれども、れども、れども、れども、実実実実際際際際にはにはにはには契契契契

約約約約したときにしたときにしたときにしたときに浄浄浄浄水場で水場で水場で水場で勤勤勤勤務するに務するに務するに務するに当当当当たりまして業者かたりまして業者かたりまして業者かたりまして業者からららら勤勤勤勤務の計務の計務の計務の計画画画画書を出させます。この書を出させます。この書を出させます。この書を出させます。この

中で一月の中でどの職員がどれだ中で一月の中でどの職員がどれだ中で一月の中でどの職員がどれだ中で一月の中でどの職員がどれだけけけけ勤勤勤勤務をするか、それを務をするか、それを務をするか、それを務をするか、それを全全全全部出さす部出さす部出さす部出さすわけわけわけわけなのですなのですなのですなのですけけけけれどれどれどれど

も、ただいまも、ただいまも、ただいまも、ただいま浄浄浄浄水場では水場では水場では水場では十十十十数数数数人人人人のののの人間人間人間人間をををを抱抱抱抱ええええております。ですかております。ですかております。ですかております。ですからららら１１１１人当人当人当人当たりにたりにたりにたりに直直直直して、して、して、して、
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それほどそれほどそれほどそれほど低低低低いいいい賃賃賃賃金にはな金にはな金にはな金にはなっっっっていないとていないとていないとていないと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 決算ですので、は決算ですので、は決算ですので、は決算ですので、はっっっっきりした金額を出していただきたいときりした金額を出していただきたいときりした金額を出していただきたいときりした金額を出していただきたいと思思思思います。います。います。います。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 これは出せるこれは出せるこれは出せるこれは出せる性性性性質質質質のものですか。のものですか。のものですか。のものですか。

○木村水道局業務課長○木村水道局業務課長○木村水道局業務課長○木村水道局業務課長 業者の業者の業者の業者の経営経営経営経営内内内内容容容容のののの問題問題問題問題ですので、県で給ですので、県で給ですので、県で給ですので、県で給料料料料をどれだをどれだをどれだをどれだけけけけ払払払払っっっっているているているている

かまではかまではかまではかまでは確確確確認しておりませ認しておりませ認しておりませ認しておりませんんんん。。。。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 やはりやはりやはりやはり公的公的公的公的な水道な水道な水道な水道経営経営経営経営をどれだをどれだをどれだをどれだけけけけ将将将将来来来来ににににわわわわたたたたっっっってててて安安安安定定定定的的的的にやにやにやにやっっっっていていていていけけけけるか、るか、るか、るか、

先先先先ほど石井水道局長かほど石井水道局長かほど石井水道局長かほど石井水道局長かららららおおおお話話話話あああありましたりましたりましたりましたけけけけれども、そのときに、れども、そのときに、れども、そのときに、れども、そのときに、先先先先ほどほどほどほど私私私私、、、、紹介紹介紹介紹介しましたしましたしましたしました

ように、２４ように、２４ように、２４ように、２４時間時間時間時間のののの泊泊泊泊まりを月に１０日まりを月に１０日まりを月に１０日まりを月に１０日間間間間というのを３というのを３というのを３というのを３カカカカ月に１月に１月に１月に１回回回回繰り繰り繰り繰り返返返返すというようなすというようなすというようなすというような

勤勤勤勤務務務務状状状状態態態態で、で、で、で、果果果果たしてたしてたしてたして蓄積蓄積蓄積蓄積されたされたされたされた技術技術技術技術者の者の者の者の方方方方がががが系統的系統的系統的系統的にその業務ににその業務ににその業務ににその業務に携わっ携わっ携わっ携わっていていていていけけけけるのかどるのかどるのかどるのかど

うかをうかをうかをうかを考考考考ええええたとき、たとき、たとき、たとき、非非非非常常常常に大きなに大きなに大きなに大きな問題問題問題問題ががががああああ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っっっております。ております。ております。ております。

それで、それで、それで、それで、指指指指示示示示系統系統系統系統が現場のが現場のが現場のが現場の統統統統括責任括責任括責任括責任者の者の者の者の方方方方とととと言言言言わわわわれておりましたれておりましたれておりましたれておりましたけけけけれども、現場のれども、現場のれども、現場のれども、現場の統統統統括括括括

責任責任責任責任者の者の者の者の方方方方がずがずがずがずっっっっといれるといれるといれるといれるわけわけわけわけではなし、ではなし、ではなし、ではなし、実実実実際際際際には職員のには職員のには職員のには職員の方方方方がちがちがちがちょょょょっっっっとこれとこれとこれとこれ頼頼頼頼んんんんだりといだりといだりといだりとい

うようなことがうようなことがうようなことがうようなことがああああるるるるんんんんではなかではなかではなかではなかろろろろうかとうかとうかとうかと十十十十分分分分予測される予測される予測される予測されるわけわけわけわけです。そうなりますとです。そうなりますとです。そうなりますとです。そうなりますと偽偽偽偽装装装装請請請請

負負負負ということにかかということにかかということにかかということにかかわっわっわっわってくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかとてく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。労労労労働働働働者と者と者と者と請請請請負負負負人人人人とのとのとのとの間間間間にににに契契契契約約約約

をををを結ば結ば結ば結ばれている、れている、れている、れている、発発発発注注注注者と者と者と者と請請請請負負負負人人人人とのとのとのとの間間間間にもにもにもにも契契契契約約約約がががが結ば結ば結ば結ばれていて、れていて、れていて、れていて、労労労労働働働働者と者と者と者と発発発発注注注注者の者の者の者の間間間間、、、、

だかだかだかだからららら浄浄浄浄水場とそこで水場とそこで水場とそこで水場とそこで働働働働いているいているいているいている労労労労働働働働者の者の者の者の間間間間には一には一には一には一切切切切そのそのそのその契契契契約約約約条件は条件は条件は条件は結ば結ば結ば結ばれていないといれていないといれていないといれていないとい

う関係がう関係がう関係がう関係がああああるるるるわけわけわけわけですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、実実実実際際際際にはそこでいにはそこでいにはそこでいにはそこでいろろろろいいいいろろろろ働働働働いておいておいておいておらららられるというのは、れるというのは、れるというのは、れるというのは、私私私私

はははは偽偽偽偽装装装装請請請請負負負負にににに当当当当たるのではないかとたるのではないかとたるのではないかとたるのではないかと思思思思います。こうしたいます。こうしたいます。こうしたいます。こうした問題問題問題問題は、または、または、または、また後後後後で総で総で総で総括括括括審査のとき審査のとき審査のとき審査のとき

にににに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。います。います。います。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 幾幾幾幾つかつかつかつか指指指指摘摘摘摘とお願いとをさせていただきます。とお願いとをさせていただきます。とお願いとをさせていただきます。とお願いとをさせていただきます。

台台台台風風風風１２号につきましては、１２号につきましては、１２号につきましては、１２号につきましては、先先先先輩輩輩輩の議員の議員の議員の議員方方方方かかかかららららおおおお話話話話をいただきました。本をいただきました。本をいただきました。本をいただきました。本当当当当に現場をに現場をに現場をに現場を見見見見

ますと大変なことで、これかますと大変なことで、これかますと大変なことで、これかますと大変なことで、これからららら先先先先、県としても、県としても、県としても、県としても早急早急早急早急にににに施施施施工していくという工していくという工していくという工していくという必必必必要要要要性性性性にににに迫迫迫迫らららられれれれ

ますし、これをどのようにやますし、これをどのようにやますし、これをどのようにやますし、これをどのようにやっっっっていていていていっっっったたたたららららいいのかということでのいいのかということでのいいのかということでのいいのかということでの悩悩悩悩みみみみが大きくなる一が大きくなる一が大きくなる一が大きくなる一方方方方

だとだとだとだと思思思思うのです。特に今でもうのです。特に今でもうのです。特に今でもうのです。特に今でも市町市町市町市町村の村の村の村の担担担担当当当当のののの方方方方 々々々々は、は、は、は、我我我我が村でこの復旧工事をが村でこの復旧工事をが村でこの復旧工事をが村でこの復旧工事を発発発発注注注注したりしたりしたりしたり

具体的具体的具体的具体的にやにやにやにやっっっっていていていていけけけけるだるだるだるだろろろろうかとのうかとのうかとのうかとの心心心心配配配配をををを既既既既になさになさになさになさっっっっておておておておらららられます。県れます。県れます。県れます。県代代代代行でや行でや行でや行でやっっっってもてもてもてもらららら

ええええないかということが一つの要ないかということが一つの要ないかということが一つの要ないかということが一つの要望望望望でででであっあっあっあったりしますし、県道でも、たりしますし、県道でも、たりしますし、県道でも、たりしますし、県道でも、先先先先ほどかほどかほどかほどかららららご議ご議ご議ご議論論論論ががががああああ

りましたように、りましたように、りましたように、りましたように、早急早急早急早急にやにやにやにやっっっっていただくたていただくたていただくたていただくためめめめにはにはにはには直轄代直轄代直轄代直轄代行でや行でや行でや行でやっっっっていただくことが大ていただくことが大ていただくことが大ていただくことが大切切切切でででで

はないかという要はないかという要はないかという要はないかという要望望望望をなさをなさをなさをなさっっっっておておておておらららられるようにれるようにれるようにれるように聞聞聞聞きます。ですかきます。ですかきます。ですかきます。ですかららららそういうそういうそういうそういう意意意意味味味味で、で、で、で、ぜひぜひぜひぜひ

ともともともとも技術技術技術技術力力力力というというというという意意意意味味味味においてもその点をごにおいてもその点をごにおいてもその点をごにおいてもその点をご配慮配慮配慮配慮いただきたいといただきたいといただきたいといただき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。

その上、その上、その上、その上、京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動車動車動車動車道、本道、本道、本道、本当当当当にににに早早早早くやくやくやくやっっっっていただかなていただかなていただかなていただかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないのですが、そのないのですが、そのないのですが、そのないのですが、その
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中で道路の中で道路の中で道路の中で道路の建設建設建設建設計計計計画画画画として新しい事業は、として新しい事業は、として新しい事業は、として新しい事業は、京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動車動車動車動車道に道に道に道に直直直直接接接接つながつながつながつながららららないようなとこないようなとこないようなとこないようなとこ

ろろろろはできるだはできるだはできるだはできるだけけけけ認認認認めめめめないというないというないというないという方針方針方針方針をををを打打打打ち出してなさち出してなさち出してなさち出してなさっっっっておておておておらららられます。それでまたれます。それでまたれます。それでまたれます。それでまた台台台台風風風風のののの

新しい新しい新しい新しい取取取取りりりり組み組み組み組みをしなをしなをしなをしなけけけけれれれればばばばななななららららないということになりますと、ないということになりますと、ないということになりますと、ないということになりますと、財財財財政的政的政的政的にににに非非非非常常常常に土木費がに土木費がに土木費がに土木費が

苦苦苦苦しくなしくなしくなしくなっっっってくる、そのしてくる、そのしてくる、そのしてくる、そのしわわわわ寄寄寄寄せをまたせをまたせをまたせをまた周辺周辺周辺周辺の道路整の道路整の道路整の道路整備備備備のののの方方方方ででででああああおりをおりをおりをおりを食食食食らっらっらっらってしまうこてしまうこてしまうこてしまうこ

とになるのではないかととになるのではないかととになるのではないかととになるのではないかと心心心心配配配配しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。私私私私個個個個人人人人のののの意見意見意見意見ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、

いいいいわわわわゆゆゆゆるこちるこちるこちるこちららららでででで示示示示されましたされましたされましたされました健全健全健全健全化化化化比比比比率率率率でででであああありますとか、そういう県のりますとか、そういう県のりますとか、そういう県のりますとか、そういう県の財財財財政政政政指指指指数が数が数が数が全全全全くくくく

赤赤赤赤字字字字体体体体質質質質になになになになっっっってはもちてはもちてはもちてはもちろんろんろんろん困困困困るのでするのでするのでするのですけけけけれども、少しれども、少しれども、少しれども、少し悪悪悪悪くなくなくなくなっっっってもいいてもいいてもいいてもいいぐぐぐぐららららいにいにいにいに積積積積極極極極的的的的

にこういう土木のにこういう土木のにこういう土木のにこういう土木のイイイインンンンフフフフララララ整整整整備備備備の部の部の部の部分分分分にににに投じ投じ投じ投じていただきたいというていただきたいというていただきたいというていただきたいという気気気気持持持持ちをちをちをちを抱抱抱抱いておりまいておりまいておりまいておりま

して、今して、今して、今して、今回回回回、関係のなか、関係のなか、関係のなか、関係のなかっっっった地た地た地た地域域域域、もち、もち、もち、もちろんろんろんろん宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市だだだだけけけけではなくてではなくてではなくてではなくて北北北北のののの方方方方のののの町町町町でででであっあっあっあったりたりたりたり

してもそうなしてもそうなしてもそうなしてもそうなんんんんですですですですけけけけれども、そちれども、そちれども、そちれども、そちららららにも今までする計にも今までする計にも今までする計にも今までする計画画画画をををを立立立立ておておておておっっっったのがたのがたのがたのが先送先送先送先送りだといりだといりだといりだとい

うことで整うことで整うことで整うことで整備備備備をををを控控控控ええええさせてもさせてもさせてもさせてもららららうと、そういうことのないようにごうと、そういうことのないようにごうと、そういうことのないようにごうと、そういうことのないようにご配慮配慮配慮配慮をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと

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。

実実実実は、ことしの県内は、ことしの県内は、ことしの県内は、ことしの県内視察視察視察視察の中での中での中での中で高取バ高取バ高取バ高取バイパイパイパイパススススをををを拝拝拝拝見見見見してきました。それをしてきました。それをしてきました。それをしてきました。それを見見見見せていただせていただせていただせていただ

いたいたいたいたらららら、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか立立立立派派派派ないい道路のようにないい道路のようにないい道路のようにないい道路のように思思思思います。とこいます。とこいます。とこいます。ところろろろががががああああれをれをれをれを拝拝拝拝見見見見してますと、そしてますと、そしてますと、そしてますと、そ

のののの先先先先線線線線がががが問題問題問題問題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ええええてなてなてなてなららららないのです。ないのです。ないのです。ないのです。吉野吉野吉野吉野方方方方面面面面かかかからららら出てきた出てきた出てきた出てきた車車車車が、が、が、が、ああああの新の新の新の新

しいしいしいしいババババイパイパイパイパススススができ上がができ上がができ上がができ上がっっっってててて橿橿橿橿原原原原市市市市内に入ることになりますと、そこでたちまち内に入ることになりますと、そこでたちまち内に入ることになりますと、そこでたちまち内に入ることになりますと、そこでたちまち渋滞渋滞渋滞渋滞がががが起起起起

こる、今の県こる、今の県こる、今の県こる、今の県立立立立医科医科医科医科大大大大学学学学ああああたりのたりのたりのたりの橿橿橿橿原原原原神宮神宮神宮神宮のののの東東東東口口口口ああああたりかたりかたりかたりからららら四四四四条までの条までの条までの条までの間間間間ののののああああのののの渋滞渋滞渋滞渋滞が、が、が、が、

今度はほかのとこ今度はほかのとこ今度はほかのとこ今度はほかのところろろろで、そので、そので、そので、その先先先先線線線線でででで生生生生じじじじてくることに、これはてくることに、これはてくることに、これはてくることに、これは必必必必ずなるとずなるとずなるとずなると思思思思うのです。でうのです。でうのです。でうのです。で

すかすかすかすからららら、その、その、その、その先先先先線線線線についてもについてもについてもについてもぜひぜひぜひぜひともおともおともおともお考考考考ええええいただきたいということをお願い申し上げていただきたいということをお願い申し上げていただきたいということをお願い申し上げていただきたいということをお願い申し上げて

おきます。もちおきます。もちおきます。もちおきます。もちろんろんろんろんそのそのそのその逆逆逆逆は、は、は、は、吉野吉野吉野吉野のののの方方方方へへへへ京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動車動車動車動車道か道か道か道からららら来来来来て、て、て、て、吉野吉野吉野吉野へ行くいい道がへ行くいい道がへ行くいい道がへ行くいい道が

できたということでできたということでできたということでできたということでああああの道を通の道を通の道を通の道を通っっっってててて吉野吉野吉野吉野へ行く。そうしたへ行く。そうしたへ行く。そうしたへ行く。そうしたらららら大大大大淀淀淀淀町町町町までまでまでまで到達到達到達到達したしたしたしたらららら、、、、後後後後、、、、

急急急急にどどどにどどどにどどどにどどどっっっっとととと渋滞渋滞渋滞渋滞がががが起起起起きるというのが、これはきるというのが、これはきるというのが、これはきるというのが、これは毎毎毎毎年のことな年のことな年のことな年のことなんんんんです。そのです。そのです。そのです。その吉野吉野吉野吉野の地内での地内での地内での地内で

の道路整の道路整の道路整の道路整備備備備、これは、これは、これは、これはぜひぜひぜひぜひおおおお考考考考ええええいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思っっっってます。てます。てます。てます。

そこでそこでそこでそこで問題問題問題問題になるのがになるのがになるのがになるのが実実実実は道路のは道路のは道路のは道路の規規規規格格格格のののの問題問題問題問題でございます。今はでございます。今はでございます。今はでございます。今は三三三三桁桁桁桁でででであっあっあっあっても国道をても国道をても国道をても国道を

整整整整備備備備するときには２するときには２するときには２するときには２メメメメーーーートルトルトルトルのののの歩歩歩歩道の道の道の道の設置設置設置設置ということが一ということが一ということが一ということが一応応応応のののの規規規規格格格格となとなとなとなっっっっておりますておりますておりますておりますけけけけれれれれ

ども、ども、ども、ども、果果果果たして２たして２たして２たして２メメメメーーーートルトルトルトルのののの歩歩歩歩道の道の道の道の必必必必要要要要性性性性がどこまでがどこまでがどこまでがどこまでああああるのだるのだるのだるのだろろろろうかといううかといううかといううかという問題問題問題問題ももももあああありまりまりまりま

す。す。す。す。柔軟柔軟柔軟柔軟なそのなそのなそのなその辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろの用地の用地の用地の用地確保確保確保確保についても大きなについても大きなについても大きなについても大きなテテテテーーーーママママががががああああるかとるかとるかとるかと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、

ぜひぜひぜひぜひともそのともそのともそのともその辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろを国土交通を国土交通を国土交通を国土交通省省省省とのとのとのとの話話話話ももももああああるでしるでしるでしるでしょょょょうかうかうかうからららら、お、お、お、お考考考考ええええいただきたいないただきたいないただきたいないただきたいな

とととと思思思思います。います。います。います。

それで、その道路それで、その道路それで、その道路それで、その道路規規規規格格格格の中でもう一つ大きなの中でもう一つ大きなの中でもう一つ大きなの中でもう一つ大きな課課課課題題題題ががががああああります。ります。ります。ります。過過過過去去去去、もう、もう、もう、もう何何何何回回回回もももも言言言言わわわわれれれれ
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ているているているている問題問題問題問題なのですなのですなのですなのですけけけけれども、れども、れども、れども、実実実実はははは農農農農林水林水林水林水産省産省産省産省でおつくりいただきましたでおつくりいただきましたでおつくりいただきましたでおつくりいただきました農免農免農免農免道路につい道路につい道路につい道路につい

てでてでてでてでああああります。ります。ります。ります。農免農免農免農免道路か道路か道路か道路から市ら市ら市ら市道なり道なり道なり道なり町町町町道なり村道なりに道なり村道なりに道なり村道なりに道なり村道なりに移移移移管されて、管されて、管されて、管されて、普普普普通の道路という通の道路という通の道路という通の道路という

認認認認識識識識になになになになっっっってててて農農農農業用ということの業用ということの業用ということの業用ということの役割役割役割役割をををを果果果果たしたしたしたし終え終え終え終えたといいますか、たといいますか、たといいますか、たといいますか、住宅住宅住宅住宅地内で地内で地内で地内であっあっあっあったりたりたりたり

町町町町場にな場にな場にな場になっっっってしまてしまてしまてしまっっっったりという部たりという部たりという部たりという部分分分分のののの農免農免農免農免道路が道路が道路が道路がああああります。そこの部ります。そこの部ります。そこの部ります。そこの部分分分分について、そのについて、そのについて、そのについて、その規規規規

格格格格ののののあああありりりり方方方方、、、、先先先先ほど申し上げましたほど申し上げましたほど申し上げましたほど申し上げましたけけけけども、今度はども、今度はども、今度はども、今度は逆逆逆逆にににに歩歩歩歩道が道が道が道が欲欲欲欲しいなとか、それかしいなとか、それかしいなとか、それかしいなとか、それからららら今、今、今、今、

市市市市道だ道だ道だ道だけけけけれども、県道にれども、県道にれども、県道にれども、県道に昇昇昇昇格格格格してほしいなとかいういしてほしいなとかいういしてほしいなとかいういしてほしいなとかいういろんろんろんろんなななな課課課課題題題題がございます。その点にがございます。その点にがございます。その点にがございます。その点に

ついてもついてもついてもついてもぜひぜひぜひぜひとも余りとも余りとも余りとも余り縦縦縦縦割割割割りのりのりのりの硬硬硬硬直直直直したしたしたした考考考考え方え方え方え方ではなくて、もう一度そのではなくて、もう一度そのではなくて、もう一度そのではなくて、もう一度その辺辺辺辺をををを柔軟柔軟柔軟柔軟におにおにおにお考考考考

ええええいただいて、いただいて、いただいて、いただいて、ひひひひとつ今とつ今とつ今とつ今後後後後のののの方針方針方針方針をををを打打打打ちちちち立立立立てていただく上でごてていただく上でごてていただく上でごてていただく上でご配慮配慮配慮配慮をいただきたいなとおをいただきたいなとおをいただきたいなとおをいただきたいなとお

願いしておきたいと願いしておきたいと願いしておきたいと願いしておきたいと思思思思います。います。います。います。

財財財財政的政的政的政的にににに非非非非常常常常にににに苦苦苦苦しくなるでしくなるでしくなるでしくなるであろあろあろあろうという予測の中で、うという予測の中で、うという予測の中で、うという予測の中で、先先先先ほどどなたかの委員の中に予ほどどなたかの委員の中に予ほどどなたかの委員の中に予ほどどなたかの委員の中に予

算を余算を余算を余算を余ららららせてる部せてる部せてる部せてる部分分分分ががががあああある、これ、もる、これ、もる、これ、もる、これ、もっっっったいないのではないかというおたいないのではないかというおたいないのではないかというおたいないのではないかというお話話話話ががががあああありました。りました。りました。りました。

これをこれをこれをこれを落落落落ちにさせていただきますちにさせていただきますちにさせていただきますちにさせていただきますけけけけれども、れども、れども、れども、宇陀宇陀宇陀宇陀へへへへ持っ持っ持っ持っていただきましたていただきましたていただきましたていただきましたららららいつでもいつでもいつでもいつでも喜喜喜喜んんんん

でおでおでおでお受け受け受け受けいたしますので、どうぞいたしますので、どうぞいたしますので、どうぞいたしますので、どうぞひひひひとつご理とつご理とつご理とつご理解解解解をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上でござい上でござい上でござい上でござい

ます。ます。ます。ます。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 答答答答弁弁弁弁は。は。は。は。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 結構結構結構結構です。です。です。です。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 結構結構結構結構です。です。です。です。

これで、まだまだこれで、まだまだこれで、まだまだこれで、まだまだあろあろあろあろうかとうかとうかとうかと思思思思いますが、土木部、まちづくり推進局、水道局の審査をいますが、土木部、まちづくり推進局、水道局の審査をいますが、土木部、まちづくり推進局、水道局の審査をいますが、土木部、まちづくり推進局、水道局の審査を

終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

次回次回次回次回は１０月１７日月は１０月１７日月は１０月１７日月は１０月１７日月曜曜曜曜日、日、日、日、午午午午前１０前１０前１０前１０時時時時かかかからららら地地地地域域域域振興振興振興振興部、部、部、部、観観観観光局の審査を行います。光局の審査を行います。光局の審査を行います。光局の審査を行います。

これをもちまして本日の会議をこれをもちまして本日の会議をこれをもちまして本日の会議をこれをもちまして本日の会議を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。


