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決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜総括＞＜総括＞＜総括＞＜総括＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２３年１０月１９日（水） １３：０４～１５：５４平成２３年１０月１９日（水） １３：０４～１５：５４平成２３年１０月１９日（水） １３：０４～１５：５４平成２３年１０月１９日（水） １３：０４～１５：５４

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 １１名１１名１１名１１名

新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長
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川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 荒井 知事荒井 知事荒井 知事荒井 知事

奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事

稲山 副知事稲山 副知事稲山 副知事稲山 副知事
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田中 地域振興部長田中 地域振興部長田中 地域振興部長田中 地域振興部長
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中山 観光局長中山 観光局長中山 観光局長中山 観光局長
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西岡 こども・女性局長西岡 こども・女性局長西岡 こども・女性局長西岡 こども・女性局長

武末 医療政策部長武末 医療政策部長武末 医療政策部長武末 医療政策部長

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

浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長
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冨岡 農林部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長

大庭 土木部長大庭 土木部長大庭 土木部長大庭 土木部長

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上田 まちづくり推進局長

石井 水道局長石井 水道局長石井 水道局長石井 水道局長

冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長

和田 警察本部長和田 警察本部長和田 警察本部長和田 警察本部長

幡谷 警務部長幡谷 警務部長幡谷 警務部長幡谷 警務部長

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

竹内 監査委員事務局長竹内 監査委員事務局長竹内 監査委員事務局長竹内 監査委員事務局長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

議第５０号 平成２２年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定について議第５０号 平成２２年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定について議第５０号 平成２２年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定について議第５０号 平成２２年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定について

議第５１号 平成２２年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について議第５１号 平成２２年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について議第５１号 平成２２年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について議第５１号 平成２２年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について

議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について

報第２５号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２５号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２５号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２５号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 時間が参りましたので、本日の会議を開きます。時間が参りましたので、本日の会議を開きます。時間が参りましたので、本日の会議を開きます。時間が参りましたので、本日の会議を開きます。

なお、川口、岩田委員は、おくれるとの連絡を受けておりますので、ご了承願いたいとなお、川口、岩田委員は、おくれるとの連絡を受けておりますので、ご了承願いたいとなお、川口、岩田委員は、おくれるとの連絡を受けておりますので、ご了承願いたいとなお、川口、岩田委員は、おくれるとの連絡を受けておりますので、ご了承願いたいと

思います。思います。思います。思います。

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

各部局の審査で残されました問題を中心に、質疑等があれば発言を願いたいと思います。各部局の審査で残されました問題を中心に、質疑等があれば発言を願いたいと思います。各部局の審査で残されました問題を中心に、質疑等があれば発言を願いたいと思います。各部局の審査で残されました問題を中心に、質疑等があれば発言を願いたいと思います。

理事者の皆さん方にお願いしておきます。委員の質問に対しましては、簡潔、明瞭にご理事者の皆さん方にお願いしておきます。委員の質問に対しましては、簡潔、明瞭にご理事者の皆さん方にお願いしておきます。委員の質問に対しましては、簡潔、明瞭にご理事者の皆さん方にお願いしておきます。委員の質問に対しましては、簡潔、明瞭にご

答弁いただきますようにお願い申し上げておきます。答弁いただきますようにお願い申し上げておきます。答弁いただきますようにお願い申し上げておきます。答弁いただきますようにお願い申し上げておきます。

それでは、ご質問のある方。それでは、ご質問のある方。それでは、ご質問のある方。それでは、ご質問のある方。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 知事、ご知事、ご知事、ご知事、ご苦労苦労苦労苦労さんでごさんでごさんでごさんでござざざざいます。います。います。います。

財財財財政問題で、この決算の中で政問題で、この決算の中で政問題で、この決算の中で政問題で、この決算の中で代表代表代表代表質問でも言質問でも言質問でも言質問でも言っっっってましたが、県てましたが、県てましたが、県てましたが、県債債債債の残の残の残の残高高高高が１が１が１が１兆兆兆兆３３３３６７億６７億６７億６７億

円円円円であり、であり、であり、であり、交付税措置交付税措置交付税措置交付税措置がないのが、４がないのが、４がないのが、４がないのが、４，，，，３００３００３００３００億円以億円以億円以億円以上ある上ある上ある上あるわわわわけです。こういうけです。こういうけです。こういうけです。こういう状況状況状況状況をををを踏踏踏踏

ままままええええて、て、て、て、財財財財政健全化をさらに政健全化をさらに政健全化をさらに政健全化をさらに抜抜抜抜本本本本的的的的に進に進に進に進めめめめてもらてもらてもらてもら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、同じ同じ同じ同じ答弁になるかも答弁になるかも答弁になるかも答弁になるかもわわわわ
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かりまかりまかりまかりませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、頑張っ頑張っ頑張っ頑張ってほしいという思いで知事の思いをてほしいという思いで知事の思いをてほしいという思いで知事の思いをてほしいという思いで知事の思いを聞聞聞聞かかかかせせせ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。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、平成２２年度末のは、平成２２年度末のは、平成２２年度末のは、平成２２年度末の個人個人個人個人県県県県民税民税民税民税のののの未収未収未収未収金が３１金が３１金が３１金が３１億円余億円余億円余億円余りあるりあるりあるりあるわわわわけです。県の職けです。県の職けです。県の職けです。県の職

員の給員の給員の給員の給料料料料をををを減減減減らしたり、らしたり、らしたり、らしたり、人人人人員を員を員を員を減減減減らしたり、それかららしたり、それかららしたり、それかららしたり、それから電気電気電気電気をををを消消消消したり、いしたり、いしたり、いしたり、いろろろろいいいいろろろろなななな節約節約節約節約をををを

頑張っ頑張っ頑張っ頑張ってくれているてくれているてくれているてくれているわわわわけですが、一方で、けですが、一方で、けですが、一方で、けですが、一方で、未収未収未収未収金が３１金が３１金が３１金が３１億円億円億円億円と言と言と言と言ええええばかなりのばかなりのばかなりのばかなりの額額額額ですので、ですので、ですので、ですので、

市町市町市町市町村と連村と連村と連村と連携携携携しながらしながらしながらしながら差差差差しししし押押押押ささささええええをしたり、時にはをしたり、時にはをしたり、時にはをしたり、時には裁裁裁裁判判判判所へ訴え所へ訴え所へ訴え所へ訴えるとか、いるとか、いるとか、いるとか、いろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でででで

厳厳厳厳しくしくしくしく徴収やっ徴収やっ徴収やっ徴収やってもらてもらてもらてもらっっっっているかも、ているかも、ているかも、ているかも、努力努力努力努力はしてくれているのですけれども、そういうはしてくれているのですけれども、そういうはしてくれているのですけれども、そういうはしてくれているのですけれども、そういう点点点点

でででで頑張っ頑張っ頑張っ頑張ってほしいなと。知事からもてほしいなと。知事からもてほしいなと。知事からもてほしいなと。知事からも下へ下へ下へ下へ、、、、指示指示指示指示を出してほしいという思いでごを出してほしいという思いでごを出してほしいという思いでごを出してほしいという思いでござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、県に、県に、県に、県立立立立３病院の３病院の３病院の３病院の工工工工事事事事契約契約契約契約について、武末医療政策部長にも言について、武末医療政策部長にも言について、武末医療政策部長にも言について、武末医療政策部長にも言っっっっていたのですが、監ていたのですが、監ていたのですが、監ていたのですが、監

査委員からも査委員からも査委員からも査委員からも随意契約随意契約随意契約随意契約がががが多多多多いといといといと指摘指摘指摘指摘されていて、また年度末にされていて、また年度末にされていて、また年度末にされていて、また年度末に慌慌慌慌てててててててて買っ買っ買っ買っているているているている状況状況状況状況もあもあもあもあ

るし、るし、るし、るし、確確確確かに病院は特かに病院は特かに病院は特かに病院は特殊や殊や殊や殊やから、３月、４月前からそうしなければならないことがあるのから、３月、４月前からそうしなければならないことがあるのから、３月、４月前からそうしなければならないことがあるのから、３月、４月前からそうしなければならないことがあるの

ですが、ですが、ですが、ですが、公共公共公共公共性、性、性、性、公公公公平性から言平性から言平性から言平性から言っっっって、て、て、て、随意契約随意契約随意契約随意契約ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、見積見積見積見積もりをとる、あるいはもりをとる、あるいはもりをとる、あるいはもりをとる、あるいは競競競競

争争争争入入入入札札札札をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという改善改善改善改善を知事からを知事からを知事からを知事から指摘指摘指摘指摘をして、をして、をして、をして、指示指示指示指示をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。

３つ３つ３つ３つ目目目目は、は、は、は、競輪競輪競輪競輪事業の事業の事業の事業の話話話話が出たのですが、２年連が出たのですが、２年連が出たのですが、２年連が出たのですが、２年連続続続続のののの赤字赤字赤字赤字となとなとなとなっっっって、１て、１て、１て、１億億億億３３３３，，，，００００００００００００万万万万

円円円円のののの赤字赤字赤字赤字になになになになっっっっているているているているわわわわけです。県議会議員けです。県議会議員けです。県議会議員けです。県議会議員やややや県の職員が、あんまり行かないからだとい県の職員が、あんまり行かないからだとい県の職員が、あんまり行かないからだとい県の職員が、あんまり行かないからだとい

う、う、う、う、むむむむちちちちゃゃゃゃくちくちくちくちゃゃゃゃなななな冗談冗談冗談冗談を言を言を言を言っっっっていたのですが、今ていたのですが、今ていたのですが、今ていたのですが、今後後後後のあり方についてものあり方についてものあり方についてものあり方についてもメリットメリットメリットメリット、、、、デメデメデメデメ

リットリットリットリットもあるのですけれど、思いもあるのですけれど、思いもあるのですけれど、思いもあるのですけれど、思い切っ切っ切っ切っててててやめやめやめやめることによることによることによることによっっっって、３００て、３００て、３００て、３００人人人人の雇用がの雇用がの雇用がの雇用が飛飛飛飛んでしんでしんでしんでし

まうこともかまうこともかまうこともかまうこともかわわわわいそうないそうないそうないそうな状況状況状況状況になるのですけれども、そういうになるのですけれども、そういうになるのですけれども、そういうになるのですけれども、そういう点点点点で、どういう方で、どういう方で、どういう方で、どういう方向向向向にににに持っ持っ持っ持っ

ていきたいのかという知事の思いをていきたいのかという知事の思いをていきたいのかという知事の思いをていきたいのかという知事の思いを聞聞聞聞かかかかせせせせていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

それから、県産それから、県産それから、県産それから、県産材材材材、、、、吉野吉野吉野吉野を中心とした県の木を中心とした県の木を中心とした県の木を中心とした県の木材材材材がかなり出ていますが、県産がかなり出ていますが、県産がかなり出ていますが、県産がかなり出ていますが、県産材材材材のののの需要拡需要拡需要拡需要拡

大がまだまだ不大がまだまだ不大がまだまだ不大がまだまだ不十分十分十分十分と思うのです。特に大と思うのです。特に大と思うのです。特に大と思うのです。特に大手メーカー手メーカー手メーカー手メーカーの大和の大和の大和の大和ハウスや住友ハウスや住友ハウスや住友ハウスや住友林業林業林業林業やややや、大、大、大、大手メ手メ手メ手メ

ーカーーカーーカーーカー４４４４社社社社、５、５、５、５社社社社が、県産が、県産が、県産が、県産材材材材を全部を全部を全部を全部使使使使うと言うと言うと言うと言っっっっているのです。そしてているのです。そしてているのです。そしてているのです。そして注文注文注文注文をしたらをしたらをしたらをしたら森森森森林林林林組組組組

合合合合等等等等 々々々々がとても用がとても用がとても用がとても用意意意意できまできまできまできませせせせんと言んと言んと言んと言っっっって断るて断るて断るて断る話話話話があるのです。そういうがあるのです。そういうがあるのです。そういうがあるのです。そういう点点点点で、で、で、で、森森森森林林林林組合組合組合組合にににに

対して一度知事が対して一度知事が対して一度知事が対して一度知事が乗乗乗乗り出してもらり出してもらり出してもらり出してもらっっっって県産て県産て県産て県産材材材材の供給をの供給をの供給をの供給を高め高め高め高めていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア

とかとかとかとかアジアアジアアジアアジアのののの外外外外国からどんどん木国からどんどん木国からどんどん木国からどんどん木材材材材をををを購購購購入している入している入している入しているわわわわけす。決して奈良県の木けす。決して奈良県の木けす。決して奈良県の木けす。決して奈良県の木材材材材がががが高高高高くてくてくてくて

悪悪悪悪いことではないのです。大いことではないのです。大いことではないのです。大いことではないのです。大手メーカー手メーカー手メーカー手メーカーも全部も全部も全部も全部使使使使います。それだけいます。それだけいます。それだけいます。それだけ注文注文注文注文したらそしたらそしたらそしたらそろえろえろえろえてくてくてくてく

れますかと言れますかと言れますかと言れますかと言っっっったら、そたら、そたら、そたら、そろえろえろえろえられないというのがられないというのがられないというのがられないというのが組合組合組合組合のののの状況状況状況状況です。そういうです。そういうです。そういうです。そういう点点点点ももももやっぱやっぱやっぱやっぱりりりり

改革改革改革改革をして。をして。をして。をして。

議員にな議員にな議員にな議員になっっっってもう１４～５年になるのですが、てもう１４～５年になるのですが、てもう１４～５年になるのですが、てもう１４～５年になるのですが、多多多多いときでいときでいときでいときで７７７７００００億円億円億円億円、、、、少少少少ないときでも今ないときでも今ないときでも今ないときでも今

回回回回５２５２５２５２億円億円億円億円の農林のの農林のの農林のの農林の予予予予算を算を算を算を組組組組んでいるんでいるんでいるんでいるわわわわけです。杉田総務部長、けです。杉田総務部長、けです。杉田総務部長、けです。杉田総務部長、聞聞聞聞いていてほしいのです。いていてほしいのです。いていてほしいのです。いていてほしいのです。

とことことこところろろろが県産が県産が県産が県産材材材材を、を、を、を、森森森森林林林林組合組合組合組合中心に県の木中心に県の木中心に県の木中心に県の木材材材材をををを売っ売っ売っ売っている、供給しているというのは５０ている、供給しているというのは５０ている、供給しているというのは５０ている、供給しているというのは５０
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億円億円億円億円～～～～６６６６００００億円億円億円億円。５０。５０。５０。５０億円億円億円億円を出して５００を出して５００を出して５００を出して５００億円売億円売億円売億円売れているのだれているのだれているのだれているのだっっっったらいいけれども、５２たらいいけれども、５２たらいいけれども、５２たらいいけれども、５２

億円億円億円億円出して５０出して５０出して５０出して５０億円億円億円億円～～～～６６６６００００億円億円億円億円しか木しか木しか木しか木材売材売材売材売れていない。行政れていない。行政れていない。行政れていない。行政効果効果効果効果のないというのか、これのないというのか、これのないというのか、これのないというのか、これ

ははははややややりりりり切っ切っ切っ切ってもらてもらてもらてもらわわわわないと。年間ないと。年間ないと。年間ないと。年間多多多多いときでいときでいときでいときで７７７７００００億円億円億円億円～８０～８０～８０～８０億円億円億円億円つつつつぎ込ぎ込ぎ込ぎ込んできたこともあんできたこともあんできたこともあんできたこともあ

るのです。ことしの決算でも５２るのです。ことしの決算でも５２るのです。ことしの決算でも５２るのです。ことしの決算でも５２億円億円億円億円つつつつぎ込ぎ込ぎ込ぎ込んでいるのです。そういうんでいるのです。そういうんでいるのです。そういうんでいるのです。そういう点点点点で、知事もこれで、知事もこれで、知事もこれで、知事もこれ

ににににメスメスメスメスを入れてを入れてを入れてを入れて頑張っ頑張っ頑張っ頑張っていただきたいということで、知事の方ていただきたいということで、知事の方ていただきたいということで、知事の方ていただきたいということで、知事の方向向向向性も性も性も性も聞聞聞聞きたいと思きたいと思きたいと思きたいと思っっっっておておておてお

ります。ります。ります。ります。

それから、それから、それから、それから、台風台風台風台風１２号についてです。明１２号についてです。明１２号についてです。明１２号についてです。明治治治治２２年の２２年の２２年の２２年の十津十津十津十津川村の大水川村の大水川村の大水川村の大水害害害害が、１２０年前にが、１２０年前にが、１２０年前にが、１２０年前に

ああああっっっったのですが、このときに１たのですが、このときに１たのですが、このときに１たのですが、このときに１６６６６８８８８人人人人がががが死亡死亡死亡死亡しているのです。これが国道１しているのです。これが国道１しているのです。これが国道１しているのです。これが国道１６６６６８号という８号という８号という８号という

名前にな名前にな名前にな名前になっっっったらしいです。そういうことを地たらしいです。そういうことを地たらしいです。そういうことを地たらしいです。そういうことを地元元元元議員から議員から議員から議員から聞聞聞聞いたのですがいたのですがいたのですがいたのですが……………………。。。。

（（（（「「「「みみみみんな知んな知んな知んな知っっっってるてるてるてるわわわわ、もう、もう、もう、もう」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ああ、そうですか。ああ、そうですか。ああ、そうですか。ああ、そうですか。僕僕僕僕は知らなかは知らなかは知らなかは知らなかっっっって、て、て、て、初め初め初め初めてててて聞聞聞聞いてびいてびいてびいてびっっっっくりしているのですが、土くりしているのですが、土くりしているのですが、土くりしているのですが、土砂砂砂砂

ダムダムダムダムが３３が３３が３３が３３カ所カ所カ所カ所発発発発生生生生し、そのうち２４し、そのうち２４し、そのうち２４し、そのうち２４カ所カ所カ所カ所は大は大は大は大雨雨雨雨で１で１で１で１カカカカ月月月月以以以以内に決内に決内に決内に決壊壊壊壊している、そういうしている、そういうしている、そういうしている、そういう

点点点点で、この土で、この土で、この土で、この土砂ダム砂ダム砂ダム砂ダムがががが現在現在現在現在できていますが、この決できていますが、この決できていますが、この決できていますが、この決壊壊壊壊の危の危の危の危険険険険性はどうか、性はどうか、性はどうか、性はどうか、油油油油断したらいけ断したらいけ断したらいけ断したらいけ

ないないないない状況状況状況状況にあるのですけれど、いかがなにあるのですけれど、いかがなにあるのですけれど、いかがなにあるのですけれど、いかがな状況状況状況状況かと。かと。かと。かと。

もう一つは、今もう一つは、今もう一つは、今もう一つは、今回回回回のののの災害災害災害災害でででで深層崩壊深層崩壊深層崩壊深層崩壊がががが多数多数多数多数発発発発生生生生したと言したと言したと言したと言わわわわれていますが、今れていますが、今れていますが、今れていますが、今後後後後どういうどういうどういうどういう

方方方方向向向向性を対策として出されるのか。性を対策として出されるのか。性を対策として出されるのか。性を対策として出されるのか。

それからそれからそれからそれから最後最後最後最後に、これはに、これはに、これはに、これは要望要望要望要望ですが、ですが、ですが、ですが、仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅のののの建設建設建設建設について、について、について、について、野迫野迫野迫野迫川村川村川村川村へへへへ行行行行っっっった時に、た時に、た時に、た時に、

来来来来月につく月につく月につく月につくっっっってもらてもらてもらてもらええええると、あと一月ると、あと一月ると、あと一月ると、あと一月半ぐ半ぐ半ぐ半ぐらいしたら入れると、らいしたら入れると、らいしたら入れると、らいしたら入れると、野迫野迫野迫野迫川村の川村の川村の川村の人々人々人々人々がががが喜喜喜喜んでんでんでんで

おられました。そのときに、おられました。そのときに、おられました。そのときに、おられました。そのときに、高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の冷暖房設備冷暖房設備冷暖房設備冷暖房設備のことのことのことのことやややや、、、、近所や近所や近所や近所や知り知り知り知り合合合合いでつながりのいでつながりのいでつながりのいでつながりの

深深深深いいいい人人人人とととと横並横並横並横並びでびでびでびで住住住住まままませせせせてあげるとか、そういうてあげるとか、そういうてあげるとか、そういうてあげるとか、そういう声声声声をををを十分聞十分聞十分聞十分聞いていていていて建設建設建設建設してあげてほしいとしてあげてほしいとしてあげてほしいとしてあげてほしいと

思います。これは思います。これは思います。これは思います。これは要望要望要望要望です。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 藤本委員には、か藤本委員には、か藤本委員には、か藤本委員には、かねねねねてからてからてからてから財財財財政問題に政問題に政問題に政問題に適切適切適切適切なごなごなごなご指摘指摘指摘指摘、ご、ご、ご、ご意見意見意見意見をををを賜っ賜っ賜っ賜っておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。感謝感謝感謝感謝を申し上げます。また、今を申し上げます。また、今を申し上げます。また、今を申し上げます。また、今回回回回の決算審査特別委員会でも各委員、の決算審査特別委員会でも各委員、の決算審査特別委員会でも各委員、の決算審査特別委員会でも各委員、非常非常非常非常にににに詳細詳細詳細詳細なごなごなごなご

質問をいただきまして、職員が一質問をいただきまして、職員が一質問をいただきまして、職員が一質問をいただきまして、職員が一生懸命生懸命生懸命生懸命答答答答ええええささささせせせせていただきました。決算、とても大事だていただきました。決算、とても大事だていただきました。決算、とても大事だていただきました。決算、とても大事だ

と思と思と思と思っっっっておりますので、今ておりますので、今ておりますので、今ておりますので、今後後後後ともよともよともよとも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。

ご質問にお答ご質問にお答ご質問にお答ご質問にお答ええええささささせせせせていただきます。まていただきます。まていただきます。まていただきます。まずずずず、、、、財財財財政の政の政の政の債権債権債権債権、委員がもうか、委員がもうか、委員がもうか、委員がもうかねねねねてからてからてからてからずっずっずっずっとととと

注目注目注目注目されております県されております県されております県されております県債債債債残残残残高高高高でごでごでごでござざざざいますが、県いますが、県いますが、県いますが、県債債債債残残残残高高高高がががが臨臨臨臨時時時時財財財財政対策政対策政対策政対策債債債債がががが最近ふえ最近ふえ最近ふえ最近ふえてくてくてくてく

るるるる傾向傾向傾向傾向で、県で、県で、県で、県債債債債残残残残高高高高全全全全体体体体ががががふえふえふえふえておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、交付税措置交付税措置交付税措置交付税措置のない県がのない県がのない県がのない県がみずみずみずみずからからからから返返返返さないとさないとさないとさないと

いけないいけないいけないいけない債権債権債権債権は一は一は一は一番重要番重要番重要番重要と思いまして、そのと思いまして、そのと思いまして、そのと思いまして、その点点点点にににに注目注目注目注目してしてしてしてやっやっやっやっております。４ております。４ております。４ております。４，，，，３９０３９０３９０３９０億億億億

円円円円はははは交付税措置交付税措置交付税措置交付税措置がなく、がなく、がなく、がなく、自自自自前の前の前の前の財源財源財源財源でででで返返返返さないといけない。これは一さないといけない。これは一さないといけない。これは一さないといけない。これは一番番番番大事なことだと思大事なことだと思大事なことだと思大事なことだと思
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います。県います。県います。県います。県債債債債のののの抑制抑制抑制抑制、全、全、全、全体体体体のののの抑制抑制抑制抑制のたのたのたのためめめめには、には、には、には、わずわずわずわずかでごかでごかでごかでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩでででで養養養養徳徳徳徳学舎学舎学舎学舎

のののの東京東京東京東京のののの古古古古いいいい宿舎宿舎宿舎宿舎をををを建建建建てててて替え替え替え替えるときに、るときに、るときに、るときに、建建建建てててて替え替え替え替えますと５ますと５ますと５ますと５億円ぐ億円ぐ億円ぐ億円ぐらいかからいかからいかからいかかっっっったたたたわわわわけですが、けですが、けですが、けですが、

空空空空きききき敷敷敷敷地を定地を定地を定地を定期借期借期借期借地地地地権権権権でででで譲っ譲っ譲っ譲って、て、て、て、単純単純単純単純ななななＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩでごでごでごでござざざざいますが、その定いますが、その定いますが、その定いますが、その定期借期借期借期借地地地地権権権権の内の内の内の内容容容容でででで

５０５０５０５０戸戸戸戸のののの学生宿舎学生宿舎学生宿舎学生宿舎と３０年の管理費をと３０年の管理費をと３０年の管理費をと３０年の管理費を捻捻捻捻出できたという、県出できたという、県出できたという、県出できたという、県債債債債のののの抑制抑制抑制抑制につながにつながにつながにつながっっっったたたた例例例例がごがごがごがご

ざざざざいます。そのようないます。そのようないます。そのようないます。そのような効果効果効果効果もあるもあるもあるもあるＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩでごでごでごでござざざざいます。今います。今います。今います。今回回回回のののの災害災害災害災害復旧復旧復旧復旧でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろな歳出な歳出な歳出な歳出

ががががふえふえふえふえると思いますが、ると思いますが、ると思いますが、ると思いますが、交付税措置交付税措置交付税措置交付税措置のののの高高高高い県い県い県い県債債債債も今も今も今も今回回回回は大は大は大は大分分分分出ると思いますので、そのよ出ると思いますので、そのよ出ると思いますので、そのよ出ると思いますので、そのよ

うな県うな県うな県うな県債債債債のののの活活活活用をしていきたいと思います。用をしていきたいと思います。用をしていきたいと思います。用をしていきたいと思います。

今度は、県今度は、県今度は、県今度は、県債債債債のののの抑制抑制抑制抑制とともにとともにとともにとともに財源財源財源財源でごでごでごでござざざざいますが、４いますが、４いますが、４いますが、４，，，，３９０３９０３９０３９０億円億円億円億円を、を、を、を、何何何何とかとかとかとか自自自自前の前の前の前の財財財財

源源源源で、年間ので、年間ので、年間ので、年間の自自自自前の前の前の前の税源税源税源税源が１が１が１が１，，，，００００００００００００億円億円億円億円ちちちちょょょょっっっっととととぐぐぐぐらいでごらいでごらいでごらいでござざざざいますので、これをいますので、これをいますので、これをいますので、これをふやふやふやふや

していかないといけないと思います。そのしていかないといけないと思います。そのしていかないといけないと思います。そのしていかないといけないと思います。その自自自自前の前の前の前の財源財源財源財源には、には、には、には、経済経済経済経済のののの活活活活性化、雇用による性化、雇用による性化、雇用による性化、雇用による所所所所

得得得得税税税税、、、、消消消消費の費の費の費の涵涵涵涵養養養養ががががぜひぜひぜひぜひともともともとも重要重要重要重要で、一で、一で、一で、一朝朝朝朝一一一一夕夕夕夕ではいきまではいきまではいきまではいきませせせせんが、県政のんが、県政のんが、県政のんが、県政の向向向向かう方かう方かう方かう方向向向向は県は県は県は県

内内内内経済経済経済経済のののの活活活活性化だと思います。それとともに、国から性化だと思います。それとともに、国から性化だと思います。それとともに、国から性化だと思います。それとともに、国から配配配配分分分分されるされるされるされる額額額額がががが交付税交付税交付税交付税のように大のように大のように大のように大変変変変

下下下下ががががっっっったこともありますが、あと、たこともありますが、あと、たこともありますが、あと、たこともありますが、あと、配配配配分分分分のののの格格格格差差差差に奈良県はに奈良県はに奈良県はに奈良県は注目注目注目注目して、地域して、地域して、地域して、地域格格格格差差差差がががが起起起起こらなこらなこらなこらな

いようにという申し入れを行いようにという申し入れを行いようにという申し入れを行いようにという申し入れ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。

法法法法人税人税人税人税のののの例例例例をををを挙挙挙挙げますと、１げますと、１げますと、１げますと、１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの法法法法人税額人税額人税額人税額はははは東京東京東京東京都都都都の５０の５０の５０の５０分分分分の１でごの１でごの１でごの１でござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、

大大大大阪府阪府阪府阪府の１８の１８の１８の１８分分分分の１でごの１でごの１でごの１でござざざざいます、全います、全います、全います、全体体体体でです。県でです。県でです。県でです。県民民民民１１１１人人人人当当当当たりではたりではたりではたりでは東京東京東京東京都都都都のののの６分６分６分６分の１、の１、の１、の１、

大大大大阪府阪府阪府阪府の３の３の３の３分分分分の１でごの１でごの１でごの１でござざざざいます。これを地方います。これを地方います。これを地方います。これを地方法法法法人人人人特別特別特別特別譲譲譲譲与与与与税税税税で、国でで、国でで、国でで、国で配配配配分分分分基準基準基準基準を決を決を決を決めめめめててててやややや

っっっって、て、て、て、格格格格差差差差をををを是是是是正してもらうように県が率正してもらうように県が率正してもらうように県が率正してもらうように県が率先先先先してしてしてして要望要望要望要望いたしました。そのいたしました。そのいたしました。そのいたしました。その結結結結果果果果、、、、格格格格差差差差はまはまはまはま

だ残だ残だ残だ残っっっっておりますが、３ておりますが、３ておりますが、３ておりますが、３分分分分の１までの１までの１までの１まで縮縮縮縮まりました。奈良県はまりました。奈良県はまりました。奈良県はまりました。奈良県は非常非常非常非常にににに格格格格差差差差の一の一の一の一番番番番大きい方で大きい方で大きい方で大きい方で

ごごごござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、格格格格差差差差がががが縮縮縮縮ままままっっっった、これはた、これはた、これはた、これは法法法法人税人税人税人税のののの収収収収入が入が入が入が少少少少ないことをないことをないことをないことを反映反映反映反映してるしてるしてるしてるわわわわけでごけでごけでごけでご

ざざざざいますが、いますが、いますが、いますが、譲譲譲譲与与与与税税税税でででで配配配配分分分分していただくにはしていただくにはしていただくにはしていただくには格格格格差差差差是是是是正の方正の方正の方正の方向向向向でしてほしいということでごでしてほしいということでごでしてほしいということでごでしてほしいということでご

ざざざざいます。います。います。います。

もう一つ、歳出をもう一つ、歳出をもう一つ、歳出をもう一つ、歳出を押押押押ささささええええるというるというるというるという点点点点では、第では、第では、第では、第三セクタ三セクタ三セクタ三セクターーーーとかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろなななな箱物箱物箱物箱物で各県ので各県ので各県ので各県の財財財財

政は政は政は政は債権債権債権債権が残が残が残が残っっっっていることも、奈良県ではていることも、奈良県ではていることも、奈良県ではていることも、奈良県では市町市町市町市町村がそういう村がそういう村がそういう村がそういう状況状況状況状況でありますが、奈良県はでありますが、奈良県はでありますが、奈良県はでありますが、奈良県は

第第第第三セクタ三セクタ三セクタ三セクターーーーのののの保有保有保有保有は全国一は全国一は全国一は全国一少少少少ないないないない面面面面がごがごがごがござざざざいます。これはいます。これはいます。これはいます。これは歴歴歴歴代ずっ代ずっ代ずっ代ずっと第と第と第と第三セクタ三セクタ三セクタ三セクターーーーのののの設設設設

立立立立をををを抑制抑制抑制抑制してきたしてきたしてきたしてきた結結結結果果果果でごでごでごでござざざざいます。これはいいいます。これはいいいます。これはいいいます。これはいい面面面面であであであであろろろろうと。総括うと。総括うと。総括うと。総括的的的的に言うと、に言うと、に言うと、に言うと、支支支支出の出の出の出の

抑制抑制抑制抑制、、、、財財財財政政政政規律規律規律規律を、委員がごを、委員がごを、委員がごを、委員がご指摘指摘指摘指摘をををを随分随分随分随分されているされているされているされている結結結結果果果果かとも思いますが、かとも思いますが、かとも思いますが、かとも思いますが、財財財財政政政政規律規律規律規律をををを重重重重

視視視視した県であした県であした県であした県であろろろろうと思いますが、ただ、うと思いますが、ただ、うと思いますが、ただ、うと思いますが、ただ、財財財財政の政の政の政の状況状況状況状況は委員ごは委員ごは委員ごは委員ご指摘指摘指摘指摘のように、今また申し上のように、今また申し上のように、今また申し上のように、今また申し上

げましたように、決していいげましたように、決していいげましたように、決していいげましたように、決していい状況状況状況状況ではごではごではごではござざざざいまいまいまいませせせせんので、今んので、今んので、今んので、今後後後後ともともともとも財財財財政政政政規律規律規律規律、、、、財財財財政の政の政の政のバラバラバラバラ

ンスンスンスンスというのはというのはというのはというのは気気気気をつけなければいけないと思います。をつけなければいけないと思います。をつけなければいけないと思います。をつけなければいけないと思います。わずわずわずわずかのことでごかのことでごかのことでごかのことでござざざざいますが、県いますが、県いますが、県いますが、県
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のののの段階段階段階段階でできることは県でできることは県でできることは県でできることは県有有有有資産が県内に９００資産が県内に９００資産が県内に９００資産が県内に９００施施施施設近設近設近設近くごくごくごくござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、未未未未利利利利用のものは用のものは用のものは用のものは有有有有

効効効効利利利利用するとか用するとか用するとか用するとか売売売売却却却却するとかと、それから質問にもありましたように、するとかと、それから質問にもありましたように、するとかと、それから質問にもありましたように、するとかと、それから質問にもありましたように、未収未収未収未収金対策の金対策の金対策の金対策の強強強強化、化、化、化、

人人人人件件件件費の費の費の費の抑制抑制抑制抑制、事業の、事業の、事業の、事業の見見見見直直直直しなどはしなどはしなどはしなどは引引引引きききき続続続続きききき頑張っ頑張っ頑張っ頑張っていかないといけないと思ていかないといけないと思ていかないといけないと思ていかないといけないと思っっっっておりまておりまておりまておりま

す。今す。今す。今す。今後後後後ともともともとも財財財財政政政政規律規律規律規律のののの面面面面にはごにはごにはごにはご指指指指導導導導、、、、引引引引きききき続続続続きききき賜賜賜賜りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

次次次次に、そのに、そのに、そのに、その財財財財政問題の２つ政問題の２つ政問題の２つ政問題の２つ目目目目でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、未収未収未収未収金、金、金、金、収収収収入入入入未未未未済済済済金をほう金をほう金をほう金をほうっっっっておくのはておくのはておくのはておくのは

いかにももいかにももいかにももいかにももっっっったいない、たいない、たいない、たいない、損損損損なことでごなことでごなことでごなことでござざざざいますし、いますし、いますし、いますし、財財財財政の政の政の政の公公公公平上も問題でご平上も問題でご平上も問題でご平上も問題でござざざざいます。います。います。います。収収収収

入入入入未未未未済済済済金のうち金のうち金のうち金のうち最最最最も大きいのはも大きいのはも大きいのはも大きいのは個人個人個人個人県県県県民税民税民税民税でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、収収収収入入入入未未未未済済済済金のうちの３金のうちの３金のうちの３金のうちの３分分分分の２の２の２の２

をををを占占占占めめめめております、３１ております、３１ております、３１ております、３１億円億円億円億円ごごごござざざざいますいますいますいます個人個人個人個人県県県県民税民税民税民税のののの徴収徴収徴収徴収は大きなは大きなは大きなは大きな課課課課題でご題でご題でご題でござざざざいます。います。います。います。個個個個

人人人人県県県県民税民税民税民税がががが税源税源税源税源移移移移譲譲譲譲で地方で地方で地方で地方へへへへ移移移移りましたことにより、このりましたことにより、このりましたことにより、このりましたことにより、この収収収収入入入入未未未未済済済済金も金も金も金もふえふえふえふえたということたということたということたということ

でもごでもごでもごでもござざざざいますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その逆逆逆逆にににに収収収収入の入の入の入の基盤基盤基盤基盤ももももふえふえふえふえておりますので、このておりますので、このておりますので、このておりますので、この辺辺辺辺のののの徴収徴収徴収徴収強強強強化は大事化は大事化は大事化は大事

でごでごでごでござざざざいます。平成２１年度よりいます。平成２１年度よりいます。平成２１年度よりいます。平成２１年度より個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税滞納整滞納整滞納整滞納整理室を県として理室を県として理室を県として理室を県として設置設置設置設置して、県職員として、県職員として、県職員として、県職員と市市市市

町町町町村職員を総村職員を総村職員を総村職員を総合合合合編編編編入して、入して、入して、入して、共同共同共同共同型型型型でででで徴収徴収徴収徴収にににに走走走走っっっっております。と言いますのは、県ております。と言いますのは、県ております。と言いますのは、県ております。と言いますのは、県民税民税民税民税はははは市市市市

町町町町村に村に村に村に賦課賦課賦課賦課徴収徴収徴収徴収を委を委を委を委任任任任していますので、していますので、していますので、していますので、市町市町市町市町村が村が村が村が頑張っ頑張っ頑張っ頑張ってもらてもらてもらてもらわわわわないとないとないとないと未未未未済済済済額額額額圧縮圧縮圧縮圧縮にはつにはつにはつにはつ

ながらないながらないながらないながらない現現現現実実実実の事の事の事の事情情情情がごがごがごがござざざざいます。いいます。いいます。いいます。いろろろろいいいいろ努力ろ努力ろ努力ろ努力して、して、して、して、協協協協力力力力していただいているしていただいているしていただいているしていただいている市町市町市町市町村村村村

もごもごもごもござざざざいました。これはいました。これはいました。これはいました。これは市町市町市町市町村の村の村の村の徴税徴税徴税徴税率率率率強強強強化にもつなが化にもつなが化にもつなが化にもつながっっっっているているているているわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、個個個個

人人人人県県県県民税民税民税民税のののの徴収徴収徴収徴収率は平成２２年度は、その１０年前の平成１２年度は全国で３率は平成２２年度は、その１０年前の平成１２年度は全国で３率は平成２２年度は、その１０年前の平成１２年度は全国で３率は平成２２年度は、その１０年前の平成１２年度は全国で３６６６６位位位位でごでごでごでござざざざ

いました。あのいました。あのいました。あのいました。あの徴収徴収徴収徴収率が大率が大率が大率が大変低変低変低変低いものでごいものでごいものでごいものでござざざざいましたが、１０年間のいましたが、１０年間のいましたが、１０年間のいましたが、１０年間の努力努力努力努力で全国で全国で全国で全国順位順位順位順位がががが６６６６

位位位位まで上まで上まで上まで上昇昇昇昇いたしました。これは一つの成いたしました。これは一つの成いたしました。これは一つの成いたしました。これは一つの成果果果果だと思い、まだだと思い、まだだと思い、まだだと思い、まだ収収収収入入入入未未未未済済済済額額額額が残が残が残が残っっっっておりますておりますておりますております

のでのでのでので完璧完璧完璧完璧ではごではごではごではござざざざいまいまいまいませせせせんが、んが、んが、んが、個人個人個人個人県県県県民税民税民税民税のののの徴収徴収徴収徴収率が全国率が全国率が全国率が全国順位順位順位順位６６６６位位位位まで上がまで上がまで上がまで上がっっっったのは成たのは成たのは成たのは成果果果果

であであであであろろろろうと。ただ、うと。ただ、うと。ただ、うと。ただ、徴収徴収徴収徴収率はそれでも９３率はそれでも９３率はそれでも９３率はそれでも９３．．．．６６６６％％％％ということでごということでごということでごということでござざざざいます。全国平います。全国平います。全国平います。全国平均均均均を１を１を１を１．．．．

８８８８ポポポポイントイントイントイント上上上上回っ回っ回っ回っておりますが、これはておりますが、これはておりますが、これはておりますが、これはわずわずわずわずかでごかでごかでごかでござざざざいます。います。います。います。努力努力努力努力をすればをすればをすればをすれば順位順位順位順位は上がりは上がりは上がりは上がり

ますが、全ますが、全ますが、全ますが、全体体体体のののの額額額額としてはまだ、としてはまだ、としてはまだ、としてはまだ、先先先先ほどのご質問にもありましたように、３１ほどのご質問にもありましたように、３１ほどのご質問にもありましたように、３１ほどのご質問にもありましたように、３１億億億億４４４４，６，６，６，６００００

００００万円万円万円万円がまだ残がまだ残がまだ残がまだ残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、今申し上げましたように、また、今申し上げましたように、また、今申し上げましたように、また、今申し上げましたように、個人個人個人個人県県県県民税民税民税民税はははは市町市町市町市町村に村に村に村に賦課賦課賦課賦課徴収徴収徴収徴収を委を委を委を委任任任任しておりますのしておりますのしておりますのしておりますの

で、どので、どので、どので、どの市市市市のののの滞納整滞納整滞納整滞納整理が残理が残理が残理が残っっっっているかがているかがているかがているかが重要重要重要重要でごでごでごでござざざざいますが、特にいますが、特にいますが、特にいますが、特に多多多多いのは奈良いのは奈良いのは奈良いのは奈良市市市市でごでごでごでござざざざ

います。奈良います。奈良います。奈良います。奈良市市市市がががが約約約約１０１０１０１０億円億円億円億円残残残残っっっっております。ております。ております。ております。生生生生駒駒駒駒市市市市がががが約約約約４４４４億円億円億円億円でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。橿原橿原橿原橿原市市市市がががが

約約約約２２２２億６，億６，億６，億６，００００００００００００万円万円万円万円残残残残っっっっておりまして、３０ておりまして、３０ておりまして、３０ておりまして、３０億円億円億円億円のうち、この３のうち、この３のうち、この３のうち、この３市市市市でででで約約約約１１１１６億６億６億６億８８８８，，，，００００００００

００００万円万円万円万円で、大きなで、大きなで、大きなで、大きな額額額額をををを占占占占めめめめております。ております。ております。ております。都都都都市市市市部全部全部全部全体体体体をををを合わせ合わせ合わせ合わせますと、ますと、ますと、ますと、収収収収入入入入未未未未済済済済額額額額は全は全は全は全体体体体のののの

半分以半分以半分以半分以上を上を上を上を占占占占めめめめております。ております。ております。ております。郡郡郡郡部、田部、田部、田部、田舎舎舎舎のののの人人人人はははは税税税税金をち金をち金をち金をちゃゃゃゃんとんとんとんと納納納納めめめめてもらてもらてもらてもらっっっっているので、ているので、ているので、ているので、

都都都都市市市市部の部の部の部の人人人人はははは納納納納めめめめていただけないのは一つの不ていただけないのは一つの不ていただけないのは一つの不ていただけないのは一つの不公公公公平でもご平でもご平でもご平でもござざざざいますので、このようないますので、このようないますので、このようないますので、このような市市市市のののの
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債権徴収債権徴収債権徴収債権徴収にもにもにもにも頑張頑張頑張頑張ららららせせせせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

次次次次に、県に、県に、県に、県立立立立病院の病院の病院の病院の随意契約随意契約随意契約随意契約についてのごについてのごについてのごについてのご指摘指摘指摘指摘がごがごがごがござざざざいました。いました。いました。いました。随意契約随意契約随意契約随意契約につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

奈良県奈良県奈良県奈良県契約契約契約契約規則規則規則規則によりまして２５０によりまして２５０によりまして２５０によりまして２５０万円以下万円以下万円以下万円以下を３者を３者を３者を３者以以以以上から上から上から上から相相相相見積見積見積見積をとをとをとをとっっっってててて随意契約随意契約随意契約随意契約によによによによ

り業者り業者り業者り業者選選選選定をしていいとな定をしていいとな定をしていいとな定をしていいとな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、緊急緊急緊急緊急をををを要要要要するするするする工工工工事につきましては、入事につきましては、入事につきましては、入事につきましては、入札札札札

手続手続手続手続に時間をに時間をに時間をに時間を要要要要したり、医療したり、医療したり、医療したり、医療安安安安全全全全やややや療療療療養養養養環境に環境に環境に環境に支障支障支障支障をををを来来来来すすすす懸懸懸懸念念念念があることから、があることから、があることから、があることから、随意契約随意契約随意契約随意契約

をしているをしているをしているをしている工工工工事もあると事もあると事もあると事もあると聞聞聞聞いております。ただし、このような観いております。ただし、このような観いております。ただし、このような観いております。ただし、このような観点点点点がごがごがごがござざざざいましても、いましても、いましても、いましても、後後後後

でででで見見見見るとるとるとると随意契約随意契約随意契約随意契約でなくてもよかでなくてもよかでなくてもよかでなくてもよかっっっったのではないかとたのではないかとたのではないかとたのではないかと見え見え見え見えるるるる場場場場合合合合がないかどうかは、がないかどうかは、がないかどうかは、がないかどうかは、ややややはははは

りりりり我我我我 々々々々調調調調査をして、査をして、査をして、査をして、評価評価評価評価をしないといけないと思います。各病院に対して、そのようなもをしないといけないと思います。各病院に対して、そのようなもをしないといけないと思います。各病院に対して、そのようなもをしないといけないと思います。各病院に対して、そのようなも

のがないかどうかをのがないかどうかをのがないかどうかをのがないかどうかを調調調調査をして、その査をして、その査をして、その査をして、その随意契約随意契約随意契約随意契約したときにもしたときにもしたときにもしたときにも安易安易安易安易にににに随意契約随意契約随意契約随意契約していないかしていないかしていないかしていないか

どうかをどうかをどうかをどうかを調調調調査を査を査を査を指示指示指示指示していきたいと思していきたいと思していきたいと思していきたいと思っっっっております。ております。ております。ております。

県県県県営営営営競輪競輪競輪競輪場場場場についてのごについてのごについてのごについてのご意見意見意見意見がごがごがごがござざざざいました。県いました。県いました。県いました。県営営営営競輪競輪競輪競輪はなかなか議員もはなかなか議員もはなかなか議員もはなかなか議員もメリットメリットメリットメリットととととデデデデ

メリットメリットメリットメリットがあるとおがあるとおがあるとおがあるとおっっっっししししゃゃゃゃいましたように、今いましたように、今いましたように、今いましたように、今後後後後のののの身身身身の振り方、なかなかの振り方、なかなかの振り方、なかなかの振り方、なかなか難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろがががが

ごごごござざざざいます。これまでは大います。これまでは大います。これまでは大います。これまでは大変功変功変功変功労労労労があがあがあがあっっっった、た、た、た、功績功績功績功績があがあがあがあっっっった事業でごた事業でごた事業でごた事業でござざざざいます。これまで一います。これまで一います。これまで一います。これまで一

般般般般会計に３１８会計に３１８会計に３１８会計に３１８億円億円億円億円ものものものもの繰繰繰繰り出しを行り出しを行り出しを行り出しを行っっっっていただきました。奈良県ていただきました。奈良県ていただきました。奈良県ていただきました。奈良県財財財財政に大きく政に大きく政に大きく政に大きく貢献貢献貢献貢献してしてしてして

いただいたと思いますし、その間、従業員の雇用いただいたと思いますし、その間、従業員の雇用いただいたと思いますし、その間、従業員の雇用いただいたと思いますし、その間、従業員の雇用やややや委委委委託託託託業者の雇用、地域業者の雇用、地域業者の雇用、地域業者の雇用、地域経済経済経済経済へへへへの影の影の影の影響響響響なななな

ど、ど、ど、ど、プラプラプラプラススススのののの面面面面がががが多多多多かかかかっっっったと思います。しかし、たと思います。しかし、たと思います。しかし、たと思います。しかし、最近最近最近最近のののの急激急激急激急激ななななギャギャギャギャンンンンブル熱ブル熱ブル熱ブル熱のののの減少減少減少減少で２年で２年で２年で２年

連連連連続続続続のののの赤字赤字赤字赤字となとなとなとなっっっっております。今ております。今ております。今ております。今後後後後、どのようになるかは、、どのようになるかは、、どのようになるかは、、どのようになるかは、ＶＶＶＶ字回字回字回字回復復復復というのはなかなかというのはなかなかというのはなかなかというのはなかなか

期期期期待待待待されないように思されないように思されないように思されないように思ええええます。全国ます。全国ます。全国ます。全国的的的的なななな車券車券車券車券のののの売売売売上上上上減少減少減少減少がががが続続続続いておるようにいておるようにいておるようにいておるように聞聞聞聞いておりまいておりまいておりまいておりま

す。国としてもす。国としてもす。国としてもす。国としても経営経営経営経営改善改善改善改善にににに向向向向けた報告がけた報告がけた報告がけた報告が取取取取りまとりまとりまとりまとめめめめられているとられているとられているとられていると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。

そのような中で、県でも奈良県そのような中で、県でも奈良県そのような中で、県でも奈良県そのような中で、県でも奈良県営営営営競輪競輪競輪競輪経営検討経営検討経営検討経営検討委員会で議委員会で議委員会で議委員会で議論論論論をしていただいております。をしていただいております。をしていただいております。をしていただいております。

経営経営経営経営改善改善改善改善をして、をして、をして、をして、経営経営経営経営をよくするのはをよくするのはをよくするのはをよくするのは基基基基本でご本でご本でご本でござざざざいますが、よくしてももつのかどうかいますが、よくしてももつのかどうかいますが、よくしてももつのかどうかいますが、よくしてももつのかどうか究究究究

極極極極のとこのとこのとこのところろろろの判断がそのうち出てくるの判断がそのうち出てくるの判断がそのうち出てくるの判断がそのうち出てくる可能可能可能可能性がご性がご性がご性がござざざざいます。今のいます。今のいます。今のいます。今の段階段階段階段階でどちらとも申し上でどちらとも申し上でどちらとも申し上でどちらとも申し上

げるほどの定げるほどの定げるほどの定げるほどの定見見見見をををを持っ持っ持っ持っているているているているわわわわけではごけではごけではごけではござざざざいまいまいまいませせせせん。委員もん。委員もん。委員もん。委員もデメリットデメリットデメリットデメリットととととメリットメリットメリットメリットと、進と、進と、進と、進

むむむむにしにしにしにしろろろろ撤退撤退撤退撤退するにしするにしするにしするにしろろろろ両両両両方あるので、というご方あるので、というご方あるので、というご方あるので、というご指摘指摘指摘指摘の中での中での中での中で慎慎慎慎重重重重に判断しないといけないに判断しないといけないに判断しないといけないに判断しないといけない

面面面面があがあがあがあろろろろうかと思います。このうかと思います。このうかと思います。このうかと思います。この検討検討検討検討委員会のご委員会のご委員会のご委員会のご意見意見意見意見、間もなく、間もなく、間もなく、間もなく最近最近最近最近のごのごのごのご意見意見意見意見をいただけるをいただけるをいただけるをいただける

ようにようにようにように聞聞聞聞いておりますので、それもよく判断をして、これからのことについても委員の皆いておりますので、それもよく判断をして、これからのことについても委員の皆いておりますので、それもよく判断をして、これからのことについても委員の皆いておりますので、それもよく判断をして、これからのことについても委員の皆

様様様様ともよくごともよくごともよくごともよくご相相相相談談談談して、判断をして、判断をして、判断をして、判断を慎慎慎慎重重重重にしていきたいと思にしていきたいと思にしていきたいと思にしていきたいと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。

県産県産県産県産材材材材のののの需要拡需要拡需要拡需要拡大についてのご大についてのご大についてのご大についてのご意見意見意見意見がごがごがごがござざざざいました。いました。いました。いました。適切適切適切適切なななな至当至当至当至当なごなごなごなご意見意見意見意見だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

県産木県産木県産木県産木材材材材をををを販販販販売売売売のたのたのたのためめめめに大に大に大に大手ハウスメーカー手ハウスメーカー手ハウスメーカー手ハウスメーカーにもにもにもにもっっっっとととと売売売売りりりり込め込め込め込めないものかどうかでごないものかどうかでごないものかどうかでごないものかどうかでござざざざいいいい

ます。木造ます。木造ます。木造ます。木造住宅住宅住宅住宅はははは数多数多数多数多くくくく販販販販売売売売されておりますが、大されておりますが、大されておりますが、大されておりますが、大手ハウスメーカー手ハウスメーカー手ハウスメーカー手ハウスメーカーは、そのは、そのは、そのは、その品品品品質と質と質と質とロロロロッッッッ
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トトトトといいますか、といいますか、といいますか、といいますか、安安安安定供給の定供給の定供給の定供給の量量量量とととと価格価格価格価格をををを重重重重視視視視されております。されております。されております。されております。気気気気ままままぐぐぐぐれに出すだけではなれに出すだけではなれに出すだけではなれに出すだけではな

かなか行かない、かなか行かない、かなか行かない、かなか行かない、安安安安定した定した定した定した品品品品質のものを質のものを質のものを質のものを廉価廉価廉価廉価で出さないといけないことでごで出さないといけないことでごで出さないといけないことでごで出さないといけないことでござざざざいます。そいます。そいます。そいます。そ

のののの点点点点、奈良県の木、奈良県の木、奈良県の木、奈良県の木材材材材はははは高高高高いいいい値段値段値段値段がついてるとがついてるとがついてるとがついてると聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

具具具具体的体的体的体的にににに聞聞聞聞きますと、きますと、きますと、きますと、立立立立方方方方メートメートメートメートル当ル当ル当ル当たりのたりのたりのたりの集集集集成成成成材材材材、、、、海海海海外外外外産では５産では５産では５産では５万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円だそだそだそだそ

うでごうでごうでごうでござざざざいます。います。います。います。他他他他県の県産県の県産県の県産県の県産材材材材、国産、国産、国産、国産材材材材九州九州九州九州産の杉の産の杉の産の杉の産の杉の集集集集成成成成材材材材でありますと、これはでありますと、これはでありますと、これはでありますと、これは海海海海外外外外産産産産

ともともともとも相当相当相当相当近近近近づいておりまして、５づいておりまして、５づいておりまして、５づいておりまして、５万６，万６，万６，万６，００００００００００００円円円円、、、、立立立立方方方方メートメートメートメートル当ル当ル当ル当たりでごたりでごたりでごたりでござざざざいます。一います。一います。一います。一

方、奈良県産杉方、奈良県産杉方、奈良県産杉方、奈良県産杉集集集集成成成成材材材材はははは６万６万６万６万２２２２，，，，００００００００００００円円円円でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。割割割割合合合合にしたら１にしたら１にしたら１にしたら１割割割割か２か２か２か２割割割割ぐぐぐぐらいらいらいらい

でごでごでごでござざざざいますが、大いますが、大いますが、大いますが、大量量量量にににに販販販販売売売売される大される大される大される大手ハウスメーカー手ハウスメーカー手ハウスメーカー手ハウスメーカーといたしましては、この１といたしましては、この１といたしましては、この１といたしましては、この１割割割割からからからから

２２２２割割割割高高高高いものをいものをいものをいものを使使使使うというのはなかなかうというのはなかなかうというのはなかなかうというのはなかなか難難難難しいというのをしいというのをしいというのをしいというのをママママーーーーケケケケットットットットからからからから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。

したがしたがしたがしたがっっっって、て、て、て、品品品品質の質の質の質の安安安安定したものを、この定したものを、この定したものを、この定したものを、このママママーーーーケケケケットットットットのののの値段値段値段値段にににに合合合合うように、大うように、大うように、大うように、大量量量量にににに安安安安定し定し定し定し

て出て出て出て出せせせせるようにというのがるようにというのがるようにというのがるようにというのがママママーーーーケケケケットットットットにこたにこたにこたにこたええええる大る大る大る大手ハウスメーカー手ハウスメーカー手ハウスメーカー手ハウスメーカーの受の受の受の受注注注注をいただくをいただくをいただくをいただく基基基基

本本本本的的的的なななな要要要要素素素素だと思います。さて、そのようなことができるのかどうかというのが奈良県木だと思います。さて、そのようなことができるのかどうかというのが奈良県木だと思います。さて、そのようなことができるのかどうかというのが奈良県木だと思います。さて、そのようなことができるのかどうかというのが奈良県木

材材材材製製製製造業の造業の造業の造業の最最最最大の大の大の大の課課課課題だと思います。そのた題だと思います。そのた題だと思います。そのた題だと思います。そのためめめめにににに少少少少なくともなくともなくともなくとも安安安安定供給、また、供給の定供給、また、供給の定供給、また、供給の定供給、また、供給の搬搬搬搬出出出出

の費用をの費用をの費用をの費用を減減減減らすたらすたらすたらすためめめめにいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなことをしてきておりますが、委員ご承知のことだと思いなことをしてきておりますが、委員ご承知のことだと思いなことをしてきておりますが、委員ご承知のことだと思いなことをしてきておりますが、委員ご承知のことだと思い

ますが、奈良県のますが、奈良県のますが、奈良県のますが、奈良県の作作作作業道は、業道は、業道は、業道は、急峻急峻急峻急峻なななな場場場場所所所所でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、搬搬搬搬出の費用を出の費用を出の費用を出の費用を減減減減らそうかとしらそうかとしらそうかとしらそうかとし

ております。ております。ております。ております。

そのような川上のそのような川上のそのような川上のそのような川上の努力努力努力努力とともに、大とともに、大とともに、大とともに、大手ハウスメーカー手ハウスメーカー手ハウスメーカー手ハウスメーカーでなくても、もうでなくても、もうでなくても、もうでなくても、もう少少少少し中小のし中小のし中小のし中小のハウハウハウハウ

スメーカースメーカースメーカースメーカーが県産が県産が県産が県産材材材材を県を県を県を県下下下下でででで使っ使っ使っ使ってもらてもらてもらてもらわわわわなければと、なければと、なければと、なければと、住宅住宅住宅住宅エコポエコポエコポエコポイントイントイントイントとかとかとかとか助助助助成を成を成を成を講講講講じじじじ

ているのはここ２年ほどているのはここ２年ほどているのはここ２年ほどているのはここ２年ほど続続続続けております。けております。けております。けております。多少多少多少多少のののの販販販販売売売売のののの向向向向上には上には上には上には役役役役立っ立っ立っ立っておりますが、大ておりますが、大ておりますが、大ておりますが、大

きなきなきなきな販販販販売売売売量量量量ではごではごではごではござざざざいまいまいまいませせせせん。ただ、そのように県産ん。ただ、そのように県産ん。ただ、そのように県産ん。ただ、そのように県産材材材材のののの利利利利用が用が用が用が通通通通常常常常のののの形形形形で進で進で進で進むむむむことによことによことによことによ

っっっってなてなてなてなじじじじんでもらうんでもらうんでもらうんでもらう効果効果効果効果はあるように思います。そのようなはあるように思います。そのようなはあるように思います。そのようなはあるように思います。そのような弾弾弾弾みみみみもももも含含含含めめめめて、これからは大て、これからは大て、これからは大て、これからは大

手住宅メーカー手住宅メーカー手住宅メーカー手住宅メーカーをををを含含含含めめめめたたたた需要需要需要需要者者者者側側側側とととと製製製製材材材材関係が川上、川関係が川上、川関係が川上、川関係が川上、川下下下下といいますか、供給とといいますか、供給とといいますか、供給とといいますか、供給と需要需要需要需要をもをもをもをも

っっっっととととコミュニケコミュニケコミュニケコミュニケーシーシーシーショョョョンンンンができるように県としてができるように県としてができるように県としてができるように県として取取取取りりりり組組組組んでいきたいと思んでいきたいと思んでいきたいと思んでいきたいと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。

具具具具体的体的体的体的にはにはにはには協協協協議会をつく議会をつく議会をつく議会をつくっっっって、そこで県産て、そこで県産て、そこで県産て、そこで県産材材材材のののの値段値段値段値段、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは品品品品質等を理質等を理質等を理質等を理解解解解してもらうしてもらうしてもらうしてもらう動動動動

きを県としてもしていきたいと思きを県としてもしていきたいと思きを県としてもしていきたいと思きを県としてもしていきたいと思っっっっ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でごでごでござざざざいます。います。います。います。

台風台風台風台風１２号についてのお１２号についてのお１２号についてのお１２号についてのお話話話話がごがごがごがござざざざいました。今いました。今いました。今いました。今後後後後の決の決の決の決壊壊壊壊のののの可能可能可能可能性、特に土性、特に土性、特に土性、特に土砂ダム砂ダム砂ダム砂ダムにつきにつきにつきにつき

ましてでごましてでごましてでごましてでござざざざいます。います。います。います。現在現在現在現在、４、４、４、４カ所カ所カ所カ所で大きな土で大きな土で大きな土で大きな土砂ダム砂ダム砂ダム砂ダムがががが形形形形成されております。成されております。成されております。成されております。雨雨雨雨のときにのときにのときにのときに

はははは緊緊緊緊張張張張をもをもをもをもっっっって監て監て監て監視視視視をしております。国土をしております。国土をしております。国土をしております。国土交交交交通省通省通省通省によによによによっっっって、水があて、水があて、水があて、水があふふふふれると土を一れると土を一れると土を一れると土を一緒緒緒緒にににに引引引引

っ張っっ張っっ張っっ張って土て土て土て土砂砂砂砂流流流流としてとしてとしてとして下下下下流流流流にににに流流流流れる危れる危れる危れる危険険険険があるということでごがあるということでごがあるということでごがあるということでござざざざいますので、水をたいますので、水をたいますので、水をたいますので、水をためめめめなななな

いようにしていただいておりますが、いようにしていただいておりますが、いようにしていただいておりますが、いようにしていただいておりますが、恒久恒久恒久恒久的的的的な対策はどうなるのかと、１２２年前も３９な対策はどうなるのかと、１２２年前も３９な対策はどうなるのかと、１２２年前も３９な対策はどうなるのかと、１２２年前も３９
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以以以以上の土上の土上の土上の土砂ダム砂ダム砂ダム砂ダム、新、新、新、新湖湖湖湖ができましたが、そのができましたが、そのができましたが、そのができましたが、その後後後後、、、、数数数数年で年で年で年で崩壊崩壊崩壊崩壊したしたしたしたダムダムダムダムがががが多多多多かかかかっっっったたたたわわわわけでごけでごけでごけでご

ざざざざいます。これからどのようになるかいます。これからどのようになるかいます。これからどのようになるかいます。これからどのようになるか多少目多少目多少目多少目にににに見え見え見え見えないとこないとこないとこないところろろろがあるのですが、大きな土があるのですが、大きな土があるのですが、大きな土があるのですが、大きな土

砂ダム砂ダム砂ダム砂ダムについては国がについては国がについては国がについては国が積積積積極極極極的的的的に対策をに対策をに対策をに対策を練練練練ると前田国土ると前田国土ると前田国土ると前田国土交交交交通通通通大大大大臣臣臣臣がががが来来来来られたときにも言られたときにも言られたときにも言られたときにも言っっっってててて

いただいておりますので、大きないただいておりますので、大きないただいておりますので、大きないただいておりますので、大きなダムダムダムダムについては国と一については国と一については国と一については国と一緒緒緒緒になになになになっっっってててて恒久恒久恒久恒久対策対策対策対策工工工工事をしてい事をしてい事をしてい事をしてい

ただきたいと思ただきたいと思ただきたいと思ただきたいと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、また、また、また、深層崩壊深層崩壊深層崩壊深層崩壊がががが起起起起ここここっっっったと、１２２年前とたと、１２２年前とたと、１２２年前とたと、１２２年前と同じ同じ同じ同じようなようなようなような場場場場所所所所でででで起起起起ここここっっっっていることがごていることがごていることがごていることがござざざざ

います。今います。今います。今います。今後後後後起起起起こらないようにするには、また、こらないようにするには、また、こらないようにするには、また、こらないようにするには、また、起起起起ここここっっっったたたた場場場場合合合合でもでもでもでも被被被被害害害害が及ばないようにが及ばないようにが及ばないようにが及ばないように

するにはどうすればいいか、これは大きなするにはどうすればいいか、これは大きなするにはどうすればいいか、これは大きなするにはどうすればいいか、これは大きな研究研究研究研究になると思いますが、これについてはになると思いますが、これについてはになると思いますが、これについてはになると思いますが、これについては近々近々近々近々

深層崩壊深層崩壊深層崩壊深層崩壊ののののメカメカメカメカニズニズニズニズムムムムのののの研究研究研究研究会を県が会を県が会を県が会を県がむむむむししししろろろろ主導主導主導主導してしてしてして立立立立ち上げて、国にち上げて、国にち上げて、国にち上げて、国に協協協協力力力力をしていただをしていただをしていただをしていただ

くくくく形形形形にしていきたいと思います。奈良県が一にしていきたいと思います。奈良県が一にしていきたいと思います。奈良県が一にしていきたいと思います。奈良県が一番多番多番多番多い土い土い土い土砂ダム砂ダム砂ダム砂ダムの発の発の発の発生生生生県でご県でご県でご県でござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、

前田国土前田国土前田国土前田国土交交交交通通通通大大大大臣臣臣臣もそのもそのもそのもその協協協協力力力力についてはについてはについてはについては快快快快くおくおくおくお約約約約束束束束をしていただいたことでごをしていただいたことでごをしていただいたことでごをしていただいたことでござざざざいます。います。います。います。

そのようなそのようなそのようなそのようなメカメカメカメカニズニズニズニズムムムムのののの研究研究研究研究をををを踏踏踏踏ままままええええながら、警ながら、警ながら、警ながら、警戒戒戒戒、、、、避難避難避難避難をどうするかにもつなげていきをどうするかにもつなげていきをどうするかにもつなげていきをどうするかにもつなげていき

たいと思たいと思たいと思たいと思っっっっ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でごでごでござざざざいます。います。います。います。

応急応急応急応急仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅についてのご質問でごについてのご質問でごについてのご質問でごについてのご質問でござざざざいました。いました。いました。いました。親親親親切切切切につくにつくにつくにつくっっっってあげなさいというごてあげなさいというごてあげなさいというごてあげなさいというご指指指指

摘摘摘摘であであであであろろろろうかと思います。うかと思います。うかと思います。うかと思います。五條五條五條五條市市市市、、、、野迫野迫野迫野迫川村、川村、川村、川村、十津十津十津十津川村から川村から川村から川村から要望要望要望要望が出てきて、が出てきて、が出てきて、が出てきて、戸数戸数戸数戸数とととと建設建設建設建設

地については地については地については地については確確確確定いたしました。１１４定いたしました。１１４定いたしました。１１４定いたしました。１１４戸戸戸戸のののの応急応急応急応急仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅のののの建設建設建設建設をををを始始始始めめめめております。１１ております。１１ております。１１ております。１１

月中月中月中月中旬旬旬旬には、には、には、には、冬場冬場冬場冬場をををを迎迎迎迎ええええる前にする前にする前にする前にすべべべべてがてがてがてが完完完完成すると思います。成すると思います。成すると思います。成すると思います。仕様仕様仕様仕様でごでごでごでござざざざいますが、県といますが、県といますが、県といますが、県と

いたしましてもいたしましてもいたしましてもいたしましても寒寒寒寒さ対策としてさ対策としてさ対策としてさ対策として二二二二重重重重ササササッシッシッシッシとか断とか断とか断とか断熱熱熱熱工工工工事、事、事、事、ババババリアリアリアリアフフフフリーリーリーリー、それから地域、それから地域、それから地域、それから地域ココココ

ミュニティミュニティミュニティミュニティーーーーのののの確確確確保保保保のたのたのたのためめめめのののの集集集集会会会会所所所所、、、、渡渡渡渡りりりり廊廊廊廊下下下下のののの設置設置設置設置など、今までのなど、今までのなど、今までのなど、今までの仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅にないにないにないにない仕様仕様仕様仕様

を県として申しを県として申しを県として申しを県として申し込込込込んで、んで、んで、んで、住民住民住民住民のののの人人人人にににに説説説説明をしております。大明をしております。大明をしております。大明をしております。大変変変変喜喜喜喜んでいただけるんでいただけるんでいただけるんでいただける仕様仕様仕様仕様になになになにな

っっっっております。ております。ております。ております。

一方、それを一方、それを一方、それを一方、それを超超超超ええええる入る入る入る入居居居居者の者の者の者の要望要望要望要望もあるもあるもあるもある可能可能可能可能性もご性もご性もご性もござざざざいましたので、いましたので、いましたので、いましたので、直接直接直接直接意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くよくよくよくよ

うにということで、県の職員、うにということで、県の職員、うにということで、県の職員、うにということで、県の職員、住宅住宅住宅住宅課課課課を中心にを中心にを中心にを中心に意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きに行きに行きに行きに行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。五條五條五條五條

市市市市、、、、野迫野迫野迫野迫川村については川村については川村については川村については直接直接直接直接ののののミミミミーーーーティティティティンンンンググググはははは実施済実施済実施済実施済みみみみでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。十津十津十津十津川村について川村について川村について川村について

は１０月２３日には１０月２３日には１０月２３日には１０月２３日に実施実施実施実施するするするする予予予予定でご定でご定でご定でござざざざいます。います。います。います。めめめめどがどがどがどが立っ立っ立っ立ったことが大たことが大たことが大たことが大変変変変ありがたいというありがたいというありがたいというありがたいという

ごごごご意見意見意見意見、それから、それから、それから、それから渡渡渡渡りりりり廊廊廊廊下下下下にはにはにはにはコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティーーーーのののの雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気はあるのがありがたいというはあるのがありがたいというはあるのがありがたいというはあるのがありがたいという評価評価評価評価

をいただいております。をいただいております。をいただいております。をいただいております。寒寒寒寒さ対策の充さ対策の充さ対策の充さ対策の充実実実実やややや畳畳畳畳敷敷敷敷きにしてほしいというきにしてほしいというきにしてほしいというきにしてほしいという要望要望要望要望も出てきておりも出てきておりも出てきておりも出てきており

ます。できるだけごます。できるだけごます。できるだけごます。できるだけご要望要望要望要望にこたにこたにこたにこたええええていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思ていきたいと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。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいました。いました。いました。いました。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 丁寧丁寧丁寧丁寧にありがとうごにありがとうごにありがとうごにありがとうござざざざいます。あと、皆さん方が質問されるので、もうこれいます。あと、皆さん方が質問されるので、もうこれいます。あと、皆さん方が質問されるので、もうこれいます。あと、皆さん方が質問されるので、もうこれ

くらいでくらいでくらいでくらいで終終終終わっわっわっわっておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。
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一つは、行一つは、行一つは、行一つは、行財財財財政政政政改革改革改革改革をさらに進をさらに進をさらに進をさらに進めめめめてもらてもらてもらてもらっっっって、そういうて、そういうて、そういうて、そういう交付税交付税交付税交付税のつく県のつく県のつく県のつく県債債債債というか、というか、というか、というか、ＰＰＰＰ

ＦＩＦＩＦＩＦＩの方も進の方も進の方も進の方も進めめめめていただきたい。この３１ていただきたい。この３１ていただきたい。この３１ていただきたい。この３１億円余億円余億円余億円余しの県しの県しの県しの県民税民税民税民税のののの未収未収未収未収です、奈良です、奈良です、奈良です、奈良市市市市とととと生生生生駒駒駒駒市市市市

等等等等主主主主要要要要なとこなとこなとこなところろろろと、連と、連と、連と、連携携携携をとをとをとをとっっっって、て、て、て、差差差差しししし押押押押ささささええええもももも含含含含めめめめてててて厳厳厳厳しくしくしくしくやっやっやっやっていただくことをていただくことをていただくことをていただくことを望望望望んんんん

でおきます。でおきます。でおきます。でおきます。

県県県県立立立立３病院については、監査委員からも３病院については、監査委員からも３病院については、監査委員からも３病院については、監査委員からも指摘指摘指摘指摘をををを厳厳厳厳しくしくしくしくやっやっやっやっていますので、武末医療政策ていますので、武末医療政策ていますので、武末医療政策ていますので、武末医療政策

部長にも言部長にも言部長にも言部長にも言っっっっておきましたので、これもておきましたので、これもておきましたので、これもておきましたので、これも努力努力努力努力していただくようにお願いして、していただくようにお願いして、していただくようにお願いして、していただくようにお願いして、来来来来年の決算年の決算年の決算年の決算

ししししっっっっかりかりかりかり見見見見ささささせせせせてもらいます。てもらいます。てもらいます。てもらいます。

それから、県それから、県それから、県それから、県営営営営競輪競輪競輪競輪場場場場の方はの方はの方はの方は同じ同じ同じ同じような思いでごような思いでごような思いでごような思いでござざざざいます。います。います。います。

それから、県産それから、県産それから、県産それから、県産材材材材のののの件件件件ですが、知事、ですが、知事、ですが、知事、ですが、知事、安安安安定供給の関係で言定供給の関係で言定供給の関係で言定供給の関係で言っっっったらたらたらたら森森森森林林林林組合組合組合組合がばらばらとがばらばらとがばらばらとがばらばらと

いうか、いうか、いうか、いうか、気持気持気持気持ちを一つにできていない。そうだから、ちを一つにできていない。そうだから、ちを一つにできていない。そうだから、ちを一つにできていない。そうだから、先先先先ほどおほどおほどおほどおっっっっししししゃっゃっゃっゃってもらてもらてもらてもらっっっったたたた協協協協議会議会議会議会

でもつくでもつくでもつくでもつくっっっっていただいて、そして県も入りていただいて、そして県も入りていただいて、そして県も入りていただいて、そして県も入り込込込込んでんでんでんで組合組合組合組合とととと話話話話しして、しして、しして、しして、メーカーメーカーメーカーメーカーもももも来来来来てもらい、てもらい、てもらい、てもらい、

メーカーメーカーメーカーメーカーが２が２が２が２割割割割高高高高いといういといういといういという話話話話も、そうしたら２も、そうしたら２も、そうしたら２も、そうしたら２割割割割のうち２のうち２のうち２のうち２割割割割、県が出してあげたら、県が出してあげたら、県が出してあげたら、県が出してあげたら物物物物すごすごすごすご

くくくく売売売売れるのとちがうか、５５０れるのとちがうか、５５０れるのとちがうか、５５０れるのとちがうか、５５０億円ぐ億円ぐ億円ぐ億円ぐらいらいらいらい売売売売れるのとちがうか、その５２れるのとちがうか、その５２れるのとちがうか、その５２れるのとちがうか、その５２億円億円億円億円のお金をつのお金をつのお金をつのお金をつ

ぎ込ぎ込ぎ込ぎ込んで１０んで１０んで１０んで１０倍倍倍倍売売売売れる、５００れる、５００れる、５００れる、５００億円ぐ億円ぐ億円ぐ億円ぐらいの県産らいの県産らいの県産らいの県産材材材材がががが売売売売れるようなれるようなれるようなれるような効果効果効果効果のある金ののある金ののある金ののある金の使使使使い方い方い方い方

もももも協協協協議して、議して、議して、議して、考考考考ええええてほしいと思います。これもてほしいと思います。これもてほしいと思います。これもてほしいと思います。これも要望要望要望要望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それから、それから、それから、それから、台風台風台風台風の方も一の方も一の方も一の方も一生懸命やっ生懸命やっ生懸命やっ生懸命やってもらてもらてもらてもらっっっってててて喜喜喜喜んでいるんでいるんでいるんでいるわわわわけですが、けですが、けですが、けですが、私私私私もまた２もまた２もまた２もまた２７７７７日日日日

にににに十津十津十津十津川村川村川村川村へみへみへみへみんなで行くようになんなで行くようになんなで行くようになんなで行くようにな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。そういう現現現現場場場場のののの声声声声をををを聞聞聞聞きながら、きながら、きながら、きながら、住民住民住民住民

のののの声声声声をををを聞聞聞聞きながら対策をさらにきながら対策をさらにきながら対策をさらにきながら対策をさらに強強強強めめめめてててて頑張っ頑張っ頑張っ頑張っててててやっやっやっやっていただくことをていただくことをていただくことをていただくことを要望要望要望要望して、もう答弁して、もう答弁して、もう答弁して、もう答弁

結構結構結構結構です。ありがとうごです。ありがとうごです。ありがとうごです。ありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 知事は、大きな会知事は、大きな会知事は、大きな会知事は、大きな会派派派派だからだからだからだから懇懇懇懇切切切切丁寧丁寧丁寧丁寧にお答にお答にお答にお答ええええされたんだされたんだされたんだされたんだろろろろうとは思いますが、うとは思いますが、うとは思いますが、うとは思いますが、

私私私私どもは、小さな会どもは、小さな会どもは、小さな会どもは、小さな会派派派派でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、端端端端的的的的、、、、適適適適正によ正によ正によ正によろろろろしくお願いしたいと思うのでしくお願いしたいと思うのでしくお願いしたいと思うのでしくお願いしたいと思うので

す。す。す。す。皮肉皮肉皮肉皮肉を言を言を言を言っっっっているのとているのとているのとているのと違違違違います。お願いしてますから、はい。一度申し上げたらいます。お願いしてますから、はい。一度申し上げたらいます。お願いしてますから、はい。一度申し上げたらいます。お願いしてますから、はい。一度申し上げたら聞聞聞聞いいいい

ておりますよとなておりますよとなておりますよとなておりますよとなろろろろうかと思いますが、知事のうかと思いますが、知事のうかと思いますが、知事のうかと思いますが、知事の耳耳耳耳に入に入に入に入っっっっているだているだているだているだろろろろうとは思いますけれどうとは思いますけれどうとは思いますけれどうとは思いますけれど

も、も、も、も、耳耳耳耳をかしていただきたいと思うのです。をかしていただきたいと思うのです。をかしていただきたいと思うのです。をかしていただきたいと思うのです。

ままままずずずずは、は、は、は、順序順序順序順序を間を間を間を間違違違違ええええましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、台風台風台風台風１２号にかか１２号にかか１２号にかか１２号にかかわっわっわっわっていていていていろろろろいいいいろろろろごごごご苦苦苦苦心、ご心、ご心、ご心、ご尽尽尽尽

力力力力を大を大を大を大変変変変ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。います。います。います。引引引引きききき続続続続いてまたいてまたいてまたいてまた苦労苦労苦労苦労をかけますけれども、よをかけますけれども、よをかけますけれども、よをかけますけれども、よろろろろしくお願しくお願しくお願しくお願

いしたいと思うのです。いしたいと思うのです。いしたいと思うのです。いしたいと思うのです。加加加加ええええて、て、て、て、先先先先年新年新年新年新潟潟潟潟地地地地震震震震がががが起起起起こりました。あの山こりました。あの山こりました。あの山こりました。あの山古古古古志村志村志村志村へへへへ、、、、当当当当時、時、時、時、

岩田岩田岩田岩田建設建設建設建設委員長時委員長時委員長時委員長時代代代代ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、視視視視察に参りました。その察に参りました。その察に参りました。その察に参りました。その後後後後のののの経緯経緯経緯経緯などもなどもなどもなども耳耳耳耳にいたしてにいたしてにいたしてにいたして

おりますが、今度のおりますが、今度のおりますが、今度のおりますが、今度の台風台風台風台風１２号とのかか１２号とのかか１２号とのかか１２号とのかかわわわわりりりり合合合合いにも、そのいにも、そのいにも、そのいにも、その後後後後のあそこの対策が参のあそこの対策が参のあそこの対策が参のあそこの対策が参考考考考になになになにな

るのではないかと思います。るのではないかと思います。るのではないかと思います。るのではないかと思います。改改改改良良良良住宅住宅住宅住宅でででで応急応急応急応急住宅住宅住宅住宅、、、、仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅にににに引引引引きききき続続続続いてのいてのいてのいての二二二二次的次的次的次的な、な、な、な、恒恒恒恒
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久久久久的的的的な対な対な対な対応応応応のたのたのたのためめめめに大いに参に大いに参に大いに参に大いに参考考考考にしていただきたい。にしていただきたい。にしていただきたい。にしていただきたい。聞聞聞聞くとこくとこくとこくところろろろによりますと、長岡によりますと、長岡によりますと、長岡によりますと、長岡市市市市かかかか

らも国土らも国土らも国土らも国土交交交交通省通省通省通省にににに要要要要請請請請が出されて、いいが出されて、いいが出されて、いいが出されて、いい返返返返事が事が事が事が返っ返っ返っ返ってきているとてきているとてきているとてきていると聞聞聞聞いておりますので、ちいておりますので、ちいておりますので、ちいておりますので、ち

ょょょょうど国土うど国土うど国土うど国土交交交交通通通通大大大大臣臣臣臣も奈良県の出も奈良県の出も奈良県の出も奈良県の出身身身身者でご者でご者でご者でござざざざいますし、ごいますし、ごいますし、ごいますし、ご苦労苦労苦労苦労いただくようにお願いをしいただくようにお願いをしいただくようにお願いをしいただくようにお願いをし

ていただきたいと思うていただきたいと思うていただきたいと思うていただきたいと思うわわわわけです。けです。けです。けです。

それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点、、、、ずっずっずっずっと決算審査特別委員会のと決算審査特別委員会のと決算審査特別委員会のと決算審査特別委員会の初初初初日から日から日から日から同じ同じ同じ同じことをことをことをことを繰繰繰繰りりりり返返返返しておりましておりましておりましておりま

す。す。す。す。税税税税務務務務課課課課、、、、市町市町市町市町村振興村振興村振興村振興課課課課、あるいはまた警察本部等、また、きのうも申し上げました、、あるいはまた警察本部等、また、きのうも申し上げました、、あるいはまた警察本部等、また、きのうも申し上げました、、あるいはまた警察本部等、また、きのうも申し上げました、

要要要要は決算というのは大事な問題だと、大事な事業だと、こう思は決算というのは大事な問題だと、大事な事業だと、こう思は決算というのは大事な問題だと、大事な事業だと、こう思は決算というのは大事な問題だと、大事な事業だと、こう思っっっっておるておるておるておるわわわわけ。け。け。け。企企企企業の業の業の業の場場場場合合合合

は監査委員のは監査委員のは監査委員のは監査委員の意見意見意見意見書書書書がまがまがまがまずずずず前前前前面面面面に出るに出るに出るに出るわわわわけです、けです、けです、けです、企企企企業の業の業の業の場場場場合合合合、、、、法法法法人人人人のののの場場場場合合合合。この監査報告。この監査報告。この監査報告。この監査報告

がきちんとなされないとがきちんとなされないとがきちんとなされないとがきちんとなされないと株主株主株主株主総会は決総会は決総会は決総会は決着着着着しないのです。行政のしないのです。行政のしないのです。行政のしないのです。行政の場場場場合合合合は、監査委員のは、監査委員のは、監査委員のは、監査委員の意見意見意見意見とととと

いうのはいうのはいうのはいうのは余余余余りりりり表表表表に出てこない。に出てこない。に出てこない。に出てこない。書類書類書類書類には出てますよとなるけれども、ここのとこには出てますよとなるけれども、ここのとこには出てますよとなるけれども、ここのとこには出てますよとなるけれども、ここのところろろろがががが余余余余りりりり

出てこない。きのう申し上げましたが、出てこない。きのう申し上げましたが、出てこない。きのう申し上げましたが、出てこない。きのう申し上げましたが、自治体自治体自治体自治体は大は大は大は大体予体予体予体予算を中心に算を中心に算を中心に算を中心に物物物物事が事が事が事が動動動動いておる。いておる。いておる。いておる。企企企企

業の業の業の業の場場場場合合合合は決算が中心で事業がおさは決算が中心で事業がおさは決算が中心で事業がおさは決算が中心で事業がおさめめめめられるられるられるられるわわわわけでありますが、けでありますが、けでありますが、けでありますが、予予予予算も大事なら決算も大算も大事なら決算も大算も大事なら決算も大算も大事なら決算も大

事だと思事だと思事だと思事だと思っっっっているているているているわわわわけです。そういうけです。そういうけです。そういうけです。そういう意意意意味味味味で、この決算審査特別委員会には、で、この決算審査特別委員会には、で、この決算審査特別委員会には、で、この決算審査特別委員会には、予予予予算をどの算をどの算をどの算をどの

ようにようにようにように使わ使わ使わ使われたか、つまりれたか、つまりれたか、つまりれたか、つまり効果的効果的効果的効果的にににに使わ使わ使わ使われたのかどうなのか、れたのかどうなのか、れたのかどうなのか、れたのかどうなのか、誤誤誤誤りがなかりがなかりがなかりがなかっっっったのかというたのかというたのかというたのかという

ことが中心にことが中心にことが中心にことが中心に論論論論議をされる議をされる議をされる議をされる向向向向きがきがきがきが強強強強いといといといと見見見見ているているているているわわわわけです。けれども、けです。けれども、けです。けれども、けです。けれども、集集集集めめめめるるるるべべべべきものはきものはきものはきものは

きちきちきちきちっっっっとととと集集集集ままままっっっっているのかどうなのか。これはきちんとしないといけない。こういうことているのかどうなのか。これはきちんとしないといけない。こういうことているのかどうなのか。これはきちんとしないといけない。こういうことているのかどうなのか。これはきちんとしないといけない。こういうこと

で、で、で、で、税収税収税収税収にかかにかかにかかにかかわっわっわっわって問題のて問題のて問題のて問題の提起提起提起提起をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。先先先先ほど、藤本委員からも出されましたほど、藤本委員からも出されましたほど、藤本委員からも出されましたほど、藤本委員からも出されました

が、この県が、この県が、この県が、この県民税民税民税民税は県は県は県は県直接直接直接直接の関係だの関係だの関係だの関係だろろろろうと思いますけれども、荒井知事になうと思いますけれども、荒井知事になうと思いますけれども、荒井知事になうと思いますけれども、荒井知事になっっっってからはてからはてからはてからは市町市町市町市町

村の村の村の村の税収税収税収税収のののの奨励奨励奨励奨励ということでということでということでということで体制体制体制体制をおつくりになをおつくりになをおつくりになをおつくりになっっっった、いいことだと思うた、いいことだと思うた、いいことだと思うた、いいことだと思うわわわわけです。さらけです。さらけです。さらけです。さら

にににに強強強強化をしてもらいたい思いでありますが、化をしてもらいたい思いでありますが、化をしてもらいたい思いでありますが、化をしてもらいたい思いでありますが、ずっずっずっずっと言と言と言と言っっっってきているてきているてきているてきているわわわわけです。つまり、本けです。つまり、本けです。つまり、本けです。つまり、本

税税税税よりもよりもよりもよりも延延延延滞滞滞滞税税税税がががが多多多多いと、こんないと、こんないと、こんないと、こんなケケケケースースースースはははは市町市町市町市町村にある村にある村にある村にあるわわわわけです。県けです。県けです。県けです。県民税民税民税民税はははは余余余余りりりり目立目立目立目立たなたなたなたな

いと思います。あるいはいと思います。あるいはいと思います。あるいはいと思います。あるいは市町市町市町市町村村村村民税民税民税民税はははは余余余余りりりり目立目立目立目立たない、たない、たない、たない、市町市町市町市町村では村では村では村では目立っ目立っ目立っ目立っているのだているのだているのだているのだろろろろうううう

と思います。知事、と思います。知事、と思います。知事、と思います。知事、先先先先ほどご答弁のように、ほどご答弁のように、ほどご答弁のように、ほどご答弁のように、市町市町市町市町村村村村民税民税民税民税、県、県、県、県民税民税民税民税はははは市町市町市町市町村の村の村の村の主主主主務にな務にな務にな務になっっっってててて

いる、業務の中心にないる、業務の中心にないる、業務の中心にないる、業務の中心になっっっっていると。県はこれから、今日おていると。県はこれから、今日おていると。県はこれから、今日おていると。県はこれから、今日お助助助助けをしながらけをしながらけをしながらけをしながら指指指指導導導導しようといしようといしようといしようとい

うことですから、そのうことですから、そのうことですから、そのうことですから、その体制体制体制体制はははは強強強強めめめめてもらてもらてもらてもらわわわわないといけないないといけないないといけないないといけないわわわわけでありますが、けでありますが、けでありますが、けでありますが、少少少少なくともなくともなくともなくとも

５年たてば、５年前の５年たてば、５年前の５年たてば、５年前の５年たてば、５年前の課課課課税税税税は全部は全部は全部は全部自自自自動動動動的的的的にににに消消消消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じ感じ感じ感じです。だから、です。だから、です。だから、です。だから、納納納納めめめめたたたた

いけれどもいけれどもいけれどもいけれども納納納納めめめめられないというられないというられないというられないという人人人人たちと、たちと、たちと、たちと、納納納納めめめめればればればれば納納納納めめめめられるではないかという、られるではないかという、られるではないかという、られるではないかという、やっぱやっぱやっぱやっぱ

りりりり悪悪悪悪質者もいると思うのです。だから、質者もいると思うのです。だから、質者もいると思うのです。だから、質者もいると思うのです。だから、主主主主にかさのにかさのにかさのにかさの高高高高いのはいのはいのはいのは固固固固定資産定資産定資産定資産税税税税だと思います。そだと思います。そだと思います。そだと思います。そ

れらもれらもれらもれらも含含含含めめめめて総て総て総て総体的体的体的体的なななな徴収徴収徴収徴収、、、、徴税徴税徴税徴税にかかにかかにかかにかかわっわっわっわって、て、て、て、積積積積極極極極的的的的なななな徴税徴税徴税徴税のののの指指指指導導導導、また、また、また、また措置措置措置措置というもというもというもというも

のものものものも含含含含めめめめたたたた体制体制体制体制をつくをつくをつくをつくっっっっていただきたいと思うのです。ていただきたいと思うのです。ていただきたいと思うのです。ていただきたいと思うのです。
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私私私私ははははずっずっずっずっとしとしとしとしゃゃゃゃべべべべっっっっていますから、ていますから、ていますから、ていますから、電話電話電話電話でですけれど、でですけれど、でですけれど、でですけれど、先先先先生生生生、そこまで言、そこまで言、そこまで言、そこまで言っっっったのだからたのだからたのだからたのだから

数字数字数字数字まで言いなはれよというまで言いなはれよというまで言いなはれよというまで言いなはれよという話話話話。。。。余余余余り言うと警察がまたいり言うと警察がまたいり言うと警察がまたいり言うと警察がまたいろろろろいいいいろろろろ任任任任務が務が務が務がふえふえふえふえますから、今ますから、今ますから、今ますから、今

のとこのとこのとこのところろろろは警察のは警察のは警察のは警察のタタタタッッッッチチチチすすすすべべべべきききき領領領領域ではないと思いますが、あ域ではないと思いますが、あ域ではないと思いますが、あ域ではないと思いますが、あええええて申し上げるて申し上げるて申し上げるて申し上げるわわわわけでありけでありけでありけであり

ますが、ますが、ますが、ますが、延延延延滞滞滞滞税税税税が１４が１４が１４が１４．．．．６６６６％％％％ですですですですねねねね。本。本。本。本来来来来は５年たは５年たは５年たは５年たっっっったらたらたらたら消え消え消え消えるようですけれど、るようですけれど、るようですけれど、るようですけれど、延延延延滞滞滞滞税税税税

は残るようです。この本は残るようです。この本は残るようです。この本は残るようです。この本税税税税よりよりよりより延延延延滞滞滞滞税税税税がががが多多多多いということは、もういということは、もういということは、もういということは、もう延延延延滞滞滞滞をををを始始始始めめめめてからてからてからてから７７７７年も年も年も年も

８年もなる８年もなる８年もなる８年もなるわわわわけです。けです。けです。けです。延延延延べべべべで言で言で言で言っっっったら大たら大たら大たら大体体体体１０年１０年１０年１０年ぐぐぐぐらいにはなると思う。これはらいにはなると思う。これはらいにはなると思う。これはらいにはなると思う。これは固固固固定資産定資産定資産定資産

税税税税も、県も、県も、県も、県民税民税民税民税もももも市町市町市町市町村村村村民税民税民税民税もももも混混混混じっじっじっじっていると思うのです。ていると思うのです。ていると思うのです。ていると思うのです。トートートートータルタルタルタルとしてとしてとしてとしてやっぱやっぱやっぱやっぱりりりり見見見見ないないないない

といけない。といけない。といけない。といけない。

１１１１億円億円億円億円をををを超超超超ええええているているているている延延延延滞滞滞滞税税税税のののの滞納滞納滞納滞納者もいるようであります。者もいるようであります。者もいるようであります。者もいるようであります。数数数数件件件件ありました。１ありました。１ありました。１ありました。１億円億円億円億円前前前前

後後後後のののの人人人人もおります。きもおります。きもおります。きもおります。きょょょょううううママママススススコミコミコミコミもいらもいらもいらもいらっっっっししししゃゃゃゃるから、るから、るから、るから、記記記記事にしていただいたら大事にしていただいたら大事にしていただいたら大事にしていただいたら大変変変変うううう

れしいなと思うのです。そのれしいなと思うのです。そのれしいなと思うのです。そのれしいなと思うのです。その延延延延滞滞滞滞の業者は、の業者は、の業者は、の業者は、人人人人は、不は、不は、不は、不動動動動産と産と産と産とママママススススコミコミコミコミの関係者、奈良の関係者、奈良の関係者、奈良の関係者、奈良市市市市。。。。

問題問題問題問題提起提起提起提起しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。数字数字数字数字まで入れて、名前言いままで入れて、名前言いままで入れて、名前言いままで入れて、名前言いませせせせんけれど、本んけれど、本んけれど、本んけれど、本税税税税がががが６，６，６，６，００００００００００００万円万円万円万円

余余余余り、り、り、り、延延延延滞滞滞滞税税税税がががが７，７，７，７，４００４００４００４００万円余万円余万円余万円余り。このり。このり。このり。この数字数字数字数字をををを見見見見て、おおよそ１０年前からて、おおよそ１０年前からて、おおよそ１０年前からて、おおよそ１０年前から延延延延滞滞滞滞。。。。６，６，６，６，

００００００００００００万円万円万円万円ということは、５年で１年ということは、５年で１年ということは、５年で１年ということは、５年で１年ずずずずつつつつ消え消え消え消えますから、大ますから、大ますから、大ますから、大体体体体１１１１，，，，２００２００２００２００万円ず万円ず万円ず万円ずつつつつ毎毎毎毎年年年年消消消消

ええええるるるるわわわわけです。けです。けです。けです。毎毎毎毎年年年年税税税税金が金が金が金が消え消え消え消えていくていくていくていくわわわわけ。け。け。け。納納納納税税税税すすすすべべべべきききき延延延延滞滞滞滞、、、、６，６，６，６，００００００００００００万円万円万円万円からからからからふえふえふえふえなななな

い、５年たてばい、５年たてばい、５年たてばい、５年たてば消え消え消え消えますから。本ますから。本ますから。本ますから。本税税税税は残る、本は残る、本は残る、本は残る、本税税税税ははははずっずっずっずっと。と。と。と。最初最初最初最初は１は１は１は１，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円、２、２、２、２，，，，

４００４００４００４００万円万円万円万円、３、３、３、３，６，６，６，６００００００００万円万円万円万円、４、４、４、４，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円、、、、６，６，６，６，００００００００００００万円万円万円万円と、こうなると、こうなると、こうなると、こうなるわわわわけです。けです。けです。けです。

それがそれがそれがそれが６，６，６，６，００００００００００００万円万円万円万円からからからからふえふえふえふえない、大ない、大ない、大ない、大体体体体。１年。１年。１年。１年分ふえ分ふえ分ふえ分ふえるけれど、１年るけれど、１年るけれど、１年るけれど、１年分減分減分減分減るるるるわわわわけだから。けだから。けだから。けだから。

今もうす今もうす今もうす今もうすぐぐぐぐに皆さんおに皆さんおに皆さんおに皆さんおわわわわかりだと思いますけれどかりだと思いますけれどかりだと思いますけれどかりだと思いますけれどねねねね。大。大。大。大体体体体１０年前から１０年前から１０年前から１０年前から滞納滞納滞納滞納しているといしているといしているといしているとい

うことです。これからうことです。これからうことです。これからうことです。これから延延延延滞滞滞滞税税税税がどんどんがどんどんがどんどんがどんどんふえふえふえふえます。ます。ます。ます。

こういうようなこういうようなこういうようなこういうような悪悪悪悪質者に対して、質者に対して、質者に対して、質者に対して、少少少少なくとも、これはなくとも、これはなくとも、これはなくとも、これは困困困困りますよと。奈良りますよと。奈良りますよと。奈良りますよと。奈良市市市市ではではではでは差差差差しししし押押押押

ささささええええしているしているしているしている納納納納税税税税者と者と者と者と差差差差しししし押押押押ささささええええしていないしていないしていないしていない納納納納税税税税者がある者がある者がある者があるわわわわけです。それでまた問題がけです。それでまた問題がけです。それでまた問題がけです。それでまた問題が起起起起

ここここっっっっているているているているわわわわけ。１０年もたてば、いけ。１０年もたてば、いけ。１０年もたてば、いけ。１０年もたてば、いろろろろいいいいろろろろ職員もあれ職員もあれ職員もあれ職員もあれややややこれこれこれこれやややや、こんなこと、こんなこと、こんなこと、こんなことっっっっていうこていうこていうこていうこ

とで口もとで口もとで口もとで口も苦苦苦苦情情情情も出ますよ。これ、言うたらこうなるの、言うたらこうなるのです。それ、も出ますよ。これ、言うたらこうなるの、言うたらこうなるのです。それ、も出ますよ。これ、言うたらこうなるの、言うたらこうなるのです。それ、も出ますよ。これ、言うたらこうなるの、言うたらこうなるのです。それ、

ううううわわわわさが広がります。川口の言うとるさが広がります。川口の言うとるさが広がります。川口の言うとるさが広がります。川口の言うとるややややつ、そんなものでたらつ、そんなものでたらつ、そんなものでたらつ、そんなものでたらめめめめ言うなよ、言うなよ、言うなよ、言うなよ、風聞風聞風聞風聞を・・・。を・・・。を・・・。を・・・。

これはこれはこれはこれは帳簿帳簿帳簿帳簿をををを調べ調べ調べ調べてください。そして、てください。そして、てください。そして、てください。そして、わわわわたしがうそを言うとるようだたしがうそを言うとるようだたしがうそを言うとるようだたしがうそを言うとるようだっっっったら、警察本部たら、警察本部たら、警察本部たら、警察本部

長、こうしてください。こういうような、長、こうしてください。こういうような、長、こうしてください。こういうような、長、こうしてください。こういうような、やっぱやっぱやっぱやっぱりいりいりいりいろろろろんなんなんなんな手手手手だてをだてをだてをだてをややややらないことには歳らないことには歳らないことには歳らないことには歳

入にかか入にかか入にかか入にかかわっわっわっわっていいていいていいていい奨励奨励奨励奨励にならない、にならない、にならない、にならない、啓啓啓啓発にはならない。発にはならない。発にはならない。発にはならない。悪悪悪悪質者一質者一質者一質者一掃掃掃掃と、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

す。これをかたがたお願いをしておきたいと、こう思います。す。これをかたがたお願いをしておきたいと、こう思います。す。これをかたがたお願いをしておきたいと、こう思います。す。これをかたがたお願いをしておきたいと、こう思います。

そこでそこでそこでそこで私私私私は、きは、きは、きは、きょょょょう監査委員が出ていますか。委員長、監査委員というのは、決算で大う監査委員が出ていますか。委員長、監査委員というのは、決算で大う監査委員が出ていますか。委員長、監査委員というのは、決算で大う監査委員が出ていますか。委員長、監査委員というのは、決算で大
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事な職務です。前にも、事な職務です。前にも、事な職務です。前にも、事な職務です。前にも、人人人人事委員会の委員長に出てもら事委員会の委員長に出てもら事委員会の委員長に出てもら事委員会の委員長に出てもらっっっった。監査委員が出ていないと、た。監査委員が出ていないと、た。監査委員が出ていないと、た。監査委員が出ていないと、

事務局は出ているけれど、事務局は出ているけれど、事務局は出ているけれど、事務局は出ているけれど、せめせめせめせめてててて私私私私が申し上げていること、あなたが言うていることがが申し上げていること、あなたが言うていることがが申し上げていること、あなたが言うていることがが申し上げていること、あなたが言うていることがわわわわ

からないということでは、からないということでは、からないということでは、からないということでは、私私私私が答が答が答が答ええええますけれど、知事、ますけれど、知事、ますけれど、知事、ますけれど、知事、私私私私のののの話話話話をををを聞聞聞聞いといてください。いといてください。いといてください。いといてください。細細細細

かいかいかいかい話話話話だから。監査委員のだから。監査委員のだから。監査委員のだから。監査委員の仕仕仕仕事だ、これは。事だ、これは。事だ、これは。事だ、これは。

監査委員事務局長、監査委員事務局長、監査委員事務局長、監査委員事務局長、私私私私がががが何何何何回回回回もあなたとこのもあなたとこのもあなたとこのもあなたとこの話話話話、川口のお、川口のお、川口のお、川口のおっっっっさんしつこいなさんしつこいなさんしつこいなさんしつこいなっっっってあなたてあなたてあなたてあなた

思思思思っっっっているんだと思うけれど、ているんだと思うけれど、ているんだと思うけれど、ているんだと思うけれど、私私私私のののの話話話話をどのように受けとをどのように受けとをどのように受けとをどのように受けとめめめめていただいているのか、ごていただいているのか、ごていただいているのか、ごていただいているのか、ご意意意意

見見見見を承を承を承を承っっっっておきたいと思う。ておきたいと思う。ておきたいと思う。ておきたいと思う。

○杉田総務部長○杉田総務部長○杉田総務部長○杉田総務部長 技術技術技術技術的的的的なことですので、なことですので、なことですので、なことですので、私私私私からお答からお答からお答からお答ええええしますけれど、本しますけれど、本しますけれど、本しますけれど、本税税税税がががが自自自自動動動動的的的的にににに消消消消

ええええてててて延延延延滞滞滞滞金が残るというのは、金が残るというのは、金が残るというのは、金が残るというのは、税税税税務行政上務行政上務行政上務行政上極極極極めめめめてててて考考考考ええええられないことです。られないことです。られないことです。られないことです。通通通通常常常常、きちんと、きちんと、きちんと、きちんと

督促督促督促督促しますので、時しますので、時しますので、時しますので、時効効効効にかかることはないはにかかることはないはにかかることはないはにかかることはないはずずずずですので、本ですので、本ですので、本ですので、本税税税税が残が残が残が残っっっってててて延延延延滞滞滞滞税税税税も残ると。も残ると。も残ると。も残ると。

ただ、本ただ、本ただ、本ただ、本税税税税がががが完納完納完納完納されて、しかもされて、しかもされて、しかもされて、しかも延延延延滞滞滞滞金の金の金の金のみみみみ残残残残っっっって、それも時て、それも時て、それも時て、それも時効消効消効消効消滅滅滅滅するするするする場場場場合合合合もありますもありますもありますもあります

けれども、一けれども、一けれども、一けれども、一般般般般的的的的にににに考考考考ええええてててて余余余余りありりありりありりあり得得得得ないのですけれども、委員がおないのですけれども、委員がおないのですけれども、委員がおないのですけれども、委員がおっっっっししししゃっゃっゃっゃっている、どている、どている、どている、ど

こかの、奈良県内のこかの、奈良県内のこかの、奈良県内のこかの、奈良県内の市町市町市町市町村の村の村の村のケケケケースースースースのことだと思います。のことだと思います。のことだと思います。のことだと思います。

今今今今回回回回の奈良の奈良の奈良の奈良市市市市のののの徴収徴収徴収徴収金不正事金不正事金不正事金不正事件件件件がありますけれども、奈良県の職員を奈良がありますけれども、奈良県の職員を奈良がありますけれども、奈良県の職員を奈良がありますけれども、奈良県の職員を奈良市市市市にににに派派派派遣遣遣遣したしたしたした

ときに、ときに、ときに、ときに、税税税税務行政上、務行政上、務行政上、務行政上、多々多々多々多々疑問に疑問に疑問に疑問に感じ感じ感じ感じるとこるとこるとこるところろろろがありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、先先先先ほど知事が申し上げほど知事が申し上げほど知事が申し上げほど知事が申し上げ

ましたましたましたました延延延延滞滞滞滞金の金の金の金の徴収徴収徴収徴収強強強強化の一化の一化の一化の一貫貫貫貫で、そういう問題で、そういう問題で、そういう問題で、そういう問題意意意意識識識識はははは持っ持っ持っ持っていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。

○竹内監査委員事務局長○竹内監査委員事務局長○竹内監査委員事務局長○竹内監査委員事務局長 県県県県税税税税をををを含含含含む未収む未収む未収む未収金につきましては、各委員のお金につきましては、各委員のお金につきましては、各委員のお金につきましては、各委員のお手元手元手元手元に行に行に行に行っっっってまてまてまてま

す奈良県歳入歳出決算す奈良県歳入歳出決算す奈良県歳入歳出決算す奈良県歳入歳出決算並並並並びにびにびにびに基基基基金の金の金の金の運運運運用に関する審査用に関する審査用に関する審査用に関する審査意見意見意見意見書書書書のののの７７７７ペペペページ以ージ以ージ以ージ以降降降降にににに詳細詳細詳細詳細に監査に監査に監査に監査

委員として委員として委員として委員として意見意見意見意見されたとこされたとこされたとこされたところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

一一一一般般般般会計のうち、会計のうち、会計のうち、会計のうち、約７約７約７約７００００億円未収億円未収億円未収億円未収金ご金ご金ご金ござざざざいますけれども、そのうち県いますけれども、そのうち県いますけれども、そのうち県いますけれども、そのうち県税税税税が４８が４８が４８が４８億円億円億円億円をををを占占占占

めめめめていると、ていると、ていると、ていると、約７約７約７約７割割割割でごでごでごでござざざざいます。そういういます。そういういます。そういういます。そういう点点点点から、監査委員といたしましては、この県から、監査委員といたしましては、この県から、監査委員といたしましては、この県から、監査委員といたしましては、この県

税税税税をををを初め初め初め初めとするとするとするとする未収未収未収未収金につきまして、県としてさま金につきまして、県としてさま金につきまして、県としてさま金につきまして、県としてさまざざざざまなまなまなまな収収収収納納納納対策に対策に対策に対策に努め努め努め努めておられるとこておられるとこておられるとこておられるとこ

ろろろろは承知しておりますけれども、は承知しておりますけれども、は承知しておりますけれども、は承知しておりますけれども、依然依然依然依然非常非常非常非常にににに多額多額多額多額でごでごでごでござざざざいまして、かいまして、かいまして、かいまして、かねねねねてから申し上げたてから申し上げたてから申し上げたてから申し上げた

とおり、今年度においてもそのとおり、今年度においてもそのとおり、今年度においてもそのとおり、今年度においてもその縮縮縮縮減減減減にににに向向向向けて全けて全けて全けて全庁庁庁庁的的的的にににに引引引引きききき続続続続きききき適切適切適切適切なななな収収収収納納納納対策の推進に対策の推進に対策の推進に対策の推進に努努努努

めめめめられたいとられたいとられたいとられたいと意見意見意見意見しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 つまり５年つまり５年つまり５年つまり５年以以以以上も上も上も上も延延延延滞滞滞滞税税税税が本が本が本が本税税税税よりよりよりより多多多多くなるくなるくなるくなる現現現現象象象象があがあがあがあっっっっても、なおかつても、なおかつても、なおかつても、なおかつ適切適切適切適切

に業務をに業務をに業務をに業務をやっやっやっやっている、一ている、一ている、一ている、一生懸命やっ生懸命やっ生懸命やっ生懸命やっていることはていることはていることはていることはわわわわかる。一かる。一かる。一かる。一生懸命やっ生懸命やっ生懸命やっ生懸命やっているけど、ているけど、ているけど、ているけど、悪悪悪悪質質質質

者対策を者対策を者対策を者対策をややややるるるるべべべべきだときだときだときだと指摘指摘指摘指摘しているんですよ。一しているんですよ。一しているんですよ。一しているんですよ。一般論般論般論般論を言を言を言を言っっっっているのとているのとているのとているのと違違違違うんうんうんうんやややや。。。。悪悪悪悪質者質者質者質者

対策のた対策のた対策のた対策のためめめめに、監査委員はどういうに、監査委員はどういうに、監査委員はどういうに、監査委員はどういう役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたすべべべべきなのかということきなのかということきなのかということきなのかということやややや。職員は。職員は。職員は。職員は悪悪悪悪いこいこいこいこ

とととと何何何何もしていないよ、一もしていないよ、一もしていないよ、一もしていないよ、一生懸命やっ生懸命やっ生懸命やっ生懸命やっているのですよ、だけれどているのですよ、だけれどているのですよ、だけれどているのですよ、だけれど手手手手が出が出が出が出せせせせない。ない。ない。ない。手手手手が出が出が出が出せせせせなななな
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いというのはいというのはいというのはいというのは変変変変な言い方だけど、な言い方だけど、な言い方だけど、な言い方だけど、踏み込踏み込踏み込踏み込んでんでんでんで仕仕仕仕事ができないと。事ができないと。事ができないと。事ができないと。踏み込踏み込踏み込踏み込んでんでんでんで仕仕仕仕事ができる事ができる事ができる事ができる

ようにするには、どのようなようにするには、どのようなようにするには、どのようなようにするには、どのような体制や体制や体制や体制やどのようなどのようなどのようなどのような条条条条件件件件、環境が、環境が、環境が、環境が必必必必要要要要なのかなのかなのかなのか追跡追跡追跡追跡をするをするをするをする必必必必要要要要がががが

あるのではないですか。これがあるのではないですか。これがあるのではないですか。これがあるのではないですか。これが課課課課題なのですよ。題なのですよ。題なのですよ。題なのですよ。課課課課題の題の題の題の提起提起提起提起を言を言を言を言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。

だから、だから、だから、だから、目目目目のつけどこのつけどこのつけどこのつけどころろろろをしをしをしをしっっっっかりしなさいよと、こういうことなのです、かりしなさいよと、こういうことなのです、かりしなさいよと、こういうことなのです、かりしなさいよと、こういうことなのです、私私私私が申し上が申し上が申し上が申し上

げているのは。あなた不げているのは。あなた不げているのは。あなた不げているのは。あなた不満満満満だだだだろろろろうけれどさ、県うけれどさ、県うけれどさ、県うけれどさ、県民民民民のののの立立立立場場場場にににに立っ立っ立っ立ってててて物物物物を言を言を言を言っっっっているんですよ。ているんですよ。ているんですよ。ているんですよ。

ままままじめじめじめじめなななな人人人人を、一を、一を、一を、一生懸命生懸命生懸命生懸命またまたまたまた苦苦苦苦しくてもしくてもしくてもしくても苦苦苦苦しくてもしくてもしくてもしくてもやっぱやっぱやっぱやっぱりりりり納納納納税税税税は大事だと。は大事だと。は大事だと。は大事だと。税税税税こそ政こそ政こそ政こそ政治治治治

なのです。政なのです。政なのです。政なのです。政治治治治はははは税税税税にあるのですよ。こんなにあるのですよ。こんなにあるのですよ。こんなにあるのですよ。こんな論論論論議はまだまだ議はまだまだ議はまだまだ議はまだまだ続続続続いてもいてもいてもいても果果果果てしないと思いまてしないと思いまてしないと思いまてしないと思いま

すので、すので、すので、すので、私私私私はははは終終終終わわわわりますけれども、もしごりますけれども、もしごりますけれども、もしごりますけれども、もしご意見意見意見意見があがあがあがあっっっったら言うてください。たら言うてください。たら言うてください。たら言うてください。

○竹内監査委員事務局長○竹内監査委員事務局長○竹内監査委員事務局長○竹内監査委員事務局長 県の監査につきまして、監査委員につきましては県の監査全県の監査につきまして、監査委員につきましては県の監査全県の監査につきまして、監査委員につきましては県の監査全県の監査につきまして、監査委員につきましては県の監査全般般般般

におきまして、委員おにおきまして、委員おにおきまして、委員おにおきまして、委員おっっっっししししゃゃゃゃる県る県る県る県民民民民のののの目目目目線線線線にににに立っ立っ立っ立ったたたた効果的効果的効果的効果的な監査をな監査をな監査をな監査を目指目指目指目指して今して今して今して今後後後後ともともともとも精励精励精励精励

してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 大きくは２大きくは２大きくは２大きくは２点点点点ほど質問さほど質問さほど質問さほど質問させせせせていただきたいと思います。まていただきたいと思います。まていただきたいと思います。まていただきたいと思います。まずずずず、、、、先先先先ほど藤本委ほど藤本委ほど藤本委ほど藤本委

員も言員も言員も言員も言わわわわれましたけれどもれましたけれどもれましたけれどもれましたけれども財財財財政政政政運運運運営営営営と、病院のこれから、その資金のこともと、病院のこれから、その資金のこともと、病院のこれから、その資金のこともと、病院のこれから、その資金のことも含含含含めめめめ、質問を、質問を、質問を、質問を

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

三位三位三位三位一一一一体体体体のののの改革改革改革改革からからからから交付税交付税交付税交付税、特別地方、特別地方、特別地方、特別地方交付税交付税交付税交付税がががが絞絞絞絞られて、そこから健全化にられて、そこから健全化にられて、そこから健全化にられて、そこから健全化に努め努め努め努められまられまられまられま

したけれども、ここ２～３年間、したけれども、ここ２～３年間、したけれども、ここ２～３年間、したけれども、ここ２～３年間、民民民民主主主主党党党党政政政政権権権権にかにかにかにかわわわわりましてからかなりりましてからかなりりましてからかなりりましてからかなりふえふえふえふえてきておりまてきておりまてきておりまてきておりま

す。そんな中で、す。そんな中で、す。そんな中で、す。そんな中で、市町市町市町市町村も村も村も村も結構結構結構結構ふえふえふえふえてきて、てきて、てきて、てきて、交付交付交付交付金の今年度の決算でも金の今年度の決算でも金の今年度の決算でも金の今年度の決算でも結構結構結構結構剰剰剰剰余余余余金が出て金が出て金が出て金が出て

るとるとるとると聞聞聞聞いております。しかしながら、いております。しかしながら、いております。しかしながら、いております。しかしながら、依然依然依然依然財財財財政政政政状状状状態態態態はははは厳厳厳厳しいのは奈良県でもしいのは奈良県でもしいのは奈良県でもしいのは奈良県でも同じ同じ同じ同じだと思いだと思いだと思いだと思い

ます。今ます。今ます。今ます。今後後後後、また、また、また、また震震震震災災災災関連で関連で関連で関連で来来来来年度年度年度年度以以以以降降降降はははは当当当当然然然然交付税交付税交付税交付税もももも減減減減らされるであらされるであらされるであらされるであろろろろう。福祉、医療う。福祉、医療う。福祉、医療う。福祉、医療

関係は関係は関係は関係はふえふえふえふえていく一方ですけれども、あとていく一方ですけれども、あとていく一方ですけれども、あとていく一方ですけれども、あと絞絞絞絞るとしたらるとしたらるとしたらるとしたら交付税交付税交付税交付税がががが絞絞絞絞られるであられるであられるであられるであろろろろうと思うと思うと思うと思っっっっ

ております。ております。ております。ております。

そんな中で、県そんな中で、県そんな中で、県そんな中で、県立立立立奈良病院、県奈良病院、県奈良病院、県奈良病院、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの移移移移転転転転、南和の３病院など、知事におかれま、南和の３病院など、知事におかれま、南和の３病院など、知事におかれま、南和の３病院など、知事におかれま

しては県しては県しては県しては県立立立立奈良病院、県奈良病院、県奈良病院、県奈良病院、県立立立立医大と２５医大と２５医大と２５医大と２５億円億円億円億円、２５、２５、２５、２５億円億円億円億円、そして南和５０、そして南和５０、そして南和５０、そして南和５０億円億円億円億円とお金をとお金をとお金をとお金を引引引引っっっっ

張っ張っ張っ張ってきていただいて、まことにてきていただいて、まことにてきていただいて、まことにてきていただいて、まことに感謝感謝感謝感謝しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。反面反面反面反面、今、今、今、今回回回回１１１１６６６６００００億億億億

円円円円のののの文文文文化化化化施施施施設設設設等等等等整整整整備備備備基基基基金も金も金も金も崩崩崩崩された。今された。今された。今された。今後後後後、かなり医療の関係に、病院の関係にも費用が、かなり医療の関係に、病院の関係にも費用が、かなり医療の関係に、病院の関係にも費用が、かなり医療の関係に、病院の関係にも費用が

要要要要ることと思いますので、一定のることと思いますので、一定のることと思いますので、一定のることと思いますので、一定の歯歯歯歯どどどどめめめめもももも必必必必要要要要ではないかと思ではないかと思ではないかと思ではないかと思っっっっております。そんな中で、ております。そんな中で、ております。そんな中で、ております。そんな中で、

それが１それが１それが１それが１点点点点と、今と、今と、今と、今後後後後のののの財財財財政政政政運運運運営営営営についてはどうについてはどうについてはどうについてはどう考考考考ええええておられるのか、特に医療関係もておられるのか、特に医療関係もておられるのか、特に医療関係もておられるのか、特に医療関係も含含含含めめめめ

て資金をどうて資金をどうて資金をどうて資金をどう捻捻捻捻出されるのかと思出されるのかと思出されるのかと思出されるのかと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。

確確確確かにかにかにかに先先先先ほど県ほど県ほど県ほど県債債債債のことを言のことを言のことを言のことを言わわわわれましたけども、れましたけども、れましたけども、れましたけども、臨臨臨臨時時時時財財財財政対策政対策政対策政対策債債債債とかとかとかとか返っ返っ返っ返ってくる、てくる、てくる、てくる、交付交付交付交付

税税税税算入されるお金と、それと算入されるお金と、それと算入されるお金と、それと算入されるお金と、それと建設建設建設建設費は資産でご費は資産でご費は資産でご費は資産でござざざざいますので、決していますので、決していますので、決していますので、決して借借借借金をしても資産計金をしても資産計金をしても資産計金をしても資産計
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上されるので上されるので上されるので上されるので余余余余り問題はないとは思います。り問題はないとは思います。り問題はないとは思います。り問題はないとは思います。貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表表表表でも、でも、でも、でも、借借借借金をしても資産が出てく金をしても資産が出てく金をしても資産が出てく金をしても資産が出てく

ると、別にそれは大きなると、別にそれは大きなると、別にそれは大きなると、別にそれは大きな負負負負債じゃ債じゃ債じゃ債じゃないと思ないと思ないと思ないと思っっっっております。ただ、正ております。ただ、正ております。ただ、正ております。ただ、正味味味味のののの負負負負債債債債は大は大は大は大変変変変、、、、社社社社会会会会

福祉、それから医療費は、これは福祉、それから医療費は、これは福祉、それから医療費は、これは福祉、それから医療費は、これは完完完完全に費用でご全に費用でご全に費用でご全に費用でござざざざいますので、すいますので、すいますので、すいますので、すぐぐぐぐなくななくななくななくなっっっっていくお金ていくお金ていくお金ていくお金

でごでごでごでござざざざいます。それらをいます。それらをいます。それらをいます。それらを含含含含めめめめて、て、て、て、公公公公平な観平な観平な観平な観点点点点から県から県から県から県債債債債もももも見見見見ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思っっっっておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。

とことことこところろろろで、その新県で、その新県で、その新県で、その新県立立立立奈良病院ですけれども、今奈良病院ですけれども、今奈良病院ですけれども、今奈良病院ですけれども、今後後後後これからこれからこれからこれから予予予予算総算総算総算総額額額額も決まも決まも決まも決まっっっっていきまていきまていきまていきま

すが、すが、すが、すが、二二二二次次次次、、、、三三三三次次次次に特化すに特化すに特化すに特化すべべべべきではないかというきではないかというきではないかというきではないかという私私私私のののの意見意見意見意見でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。周周周周辺辺辺辺の病院もの病院もの病院もの病院も結結結結

構構構構多多多多いですし、そして県いですし、そして県いですし、そして県いですし、そして県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの例例例例をををを挙挙挙挙げますと、げますと、げますと、げますと、７７７７割割割割がががが橿原橿原橿原橿原市民市民市民市民がががが利利利利用されている用されている用されている用されている

現状現状現状現状をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、公立公立公立公立病院、病院、病院、病院、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市、、、、天天天天理理理理市市市市、大和、大和、大和、大和高高高高田田田田市市市市、それから田、それから田、それから田、それから田原原原原本本本本町町町町の国の国の国の国保保保保病院、病院、病院、病院、

それからそれからそれからそれから済済済済生生生生会、それから大和会、それから大和会、それから大和会、それから大和郡郡郡郡山山山山市市市市のののの社社社社会会会会保保保保険険険険病院もご病院もご病院もご病院もござざざざいますし、そういうとこいますし、そういうとこいますし、そういうとこいますし、そういうところろろろはははは

資金は資金は資金は資金は余余余余り県から出ておりまり県から出ておりまり県から出ておりまり県から出ておりませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、公公公公平な観平な観平な観平な観点点点点から、病院のお金もから、病院のお金もから、病院のお金もから、病院のお金も使っ使っ使っ使っていただていただていただていただ

きたい、そういうことで言きたい、そういうことで言きたい、そういうことで言きたい、そういうことで言わせわせわせわせていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思っっっっております。それで、県ております。それで、県ております。それで、県ております。それで、県立立立立奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院

のことにはのことにはのことにはのことには二二二二次次次次、、、、三三三三次次次次に特化する。に特化する。に特化する。に特化する。

そしてそしてそしてそして橿原橿原橿原橿原市市市市は、県は、県は、県は、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学はははは独独独独立立立立行政行政行政行政法法法法人人人人なので、県はなので、県はなので、県はなので、県は建建建建物物物物を資本金として出してを資本金として出してを資本金として出してを資本金として出して

おりますし、おりますし、おりますし、おりますし、毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年、年、年、年、運運運運営営営営交付交付交付交付金を金を金を金を支支支支払払払払っっっっております。そんな中で、ております。そんな中で、ております。そんな中で、ております。そんな中で、橿原橿原橿原橿原市市市市のののの利利利利用が用が用が用が多多多多

いということで、県いということで、県いということで、県いということで、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学がまだ決まがまだ決まがまだ決まがまだ決まっっっっていないとはていないとはていないとはていないとは聞聞聞聞いておりますが、いておりますが、いておりますが、いておりますが、橿原橿原橿原橿原市市市市にさにさにさにさ

れるのであれば、今れるのであれば、今れるのであれば、今れるのであれば、今後後後後、、、、駅駅駅駅前の前の前の前の整整整整備備備備、、、、都都都都市市市市計計計計画画画画、、、、近近近近鉄鉄鉄鉄のののの交交交交渉渉渉渉、す、す、す、すべべべべてててて橿原橿原橿原橿原市市市市ががががやっやっやっやっていたていたていたていた

だかなければならない事業がだかなければならない事業がだかなければならない事業がだかなければならない事業が多多多多いと思います。そのいと思います。そのいと思います。そのいと思います。その辺辺辺辺の部の部の部の部分分分分をををを考考考考ええええながら、またこの県ながら、またこの県ながら、またこの県ながら、またこの県立立立立

奈良病院も奈良病院も奈良病院も奈良病院も考考考考ええええていただきたいと、ある程度、ていただきたいと、ある程度、ていただきたいと、ある程度、ていただきたいと、ある程度、橿原橿原橿原橿原市市市市にににに協協協協力力力力もしていただかもしていただかもしていただかもしていただかねねねねばならないばならないばならないばならない

ことを申し上げたいと思ことを申し上げたいと思ことを申し上げたいと思ことを申し上げたいと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。

それからそれからそれからそれから次次次次に、この間土木部長に質問をさに、この間土木部長に質問をさに、この間土木部長に質問をさに、この間土木部長に質問をさせせせせていただきました。今ていただきました。今ていただきました。今ていただきました。今般般般般のののの災害災害災害災害で、県の南で、県の南で、県の南で、県の南

部の国部の国部の国部の国直直直直轄轄轄轄の道の道の道の道路路路路上上上上北北北北山道山道山道山道路路路路と、それからと、それからと、それからと、それから十津十津十津十津川道川道川道川道路路路路でごでごでごでござざざざいます。国にいます。国にいます。国にいます。国に直直直直轄轄轄轄と認定してと認定してと認定してと認定して

いただきますと県のいただきますと県のいただきますと県のいただきますと県の負担負担負担負担がかなりがかなりがかなりがかなり安安安安くなる。特に知事くなる。特に知事くなる。特に知事くなる。特に知事就就就就任任任任された平成１９年４月にされた平成１９年４月にされた平成１９年４月にされた平成１９年４月に起起起起こりこりこりこり

ました上ました上ました上ました上北北北北山道山道山道山道路路路路のののの崩崩崩崩落落落落で、で、で、で、６カ６カ６カ６カ月で新月で新月で新月で新規規規規事業に認定していただきました。これは大事業に認定していただきました。これは大事業に認定していただきました。これは大事業に認定していただきました。これは大変変変変すすすす

ばらしい、ばらしい、ばらしい、ばらしい、意意意意思決定が思決定が思決定が思決定が早早早早いことは大いことは大いことは大いことは大変評価変評価変評価変評価しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざいます。また、います。また、います。また、います。また、工工工工事もこ事もこ事もこ事もこ

としでとしでとしでとしで完完完完成することで、ほ成することで、ほ成することで、ほ成することで、ほぼぼぼぼ５年でされることで、大５年でされることで、大５年でされることで、大５年でされることで、大変変変変うれしいことでごうれしいことでごうれしいことでごうれしいことでござざざざいます。県がいます。県がいます。県がいます。県が

補補補補助助助助金もら金もら金もら金もらっっっっててててややややると、ると、ると、ると、負担負担負担負担金は大きい、金は大きい、金は大きい、金は大きい、暇暇暇暇はかかる、大はかかる、大はかかる、大はかかる、大変変変変財財財財政もしんどいのでご政もしんどいのでご政もしんどいのでご政もしんどいのでござざざざいまいまいまいま

す。今す。今す。今す。今後後後後、この、この、この、この十津十津十津十津川道川道川道川道路路路路をさらに、今は小をさらに、今は小をさらに、今は小をさらに、今は小原原原原地地地地区区区区から今から今から今から今戸戸戸戸出入口まで出入口まで出入口まで出入口まで完完完完成しております成しております成しております成しております

が、今が、今が、今が、今後後後後、、、、豆豆豆豆市市市市出入口まで出入口まで出入口まで出入口まで延延延延長されるということですけれども、今長されるということですけれども、今長されるということですけれども、今長されるということですけれども、今回回回回こういうこういうこういうこういう災害災害災害災害がががが起起起起ここここ

りましたので、りましたので、りましたので、りましたので、トンネトンネトンネトンネルルルルとかとかとかとか多額多額多額多額の事業費がの事業費がの事業費がの事業費が要要要要りますので、りますので、りますので、りますので、ぜひぜひぜひぜひともこのともこのともこのともこの直直直直轄轄轄轄道道道道路路路路をもをもをもをもっっっっ
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とととと延延延延ばして申ばして申ばして申ばして申請請請請していただきたいと思していただきたいと思していただきたいと思していただきたいと思っっっっています。そしてまた、国道１ています。そしてまた、国道１ています。そしてまた、国道１ています。そしてまた、国道１６６６６９号でも９号でも９号でも９号でも迫迫迫迫地地地地区区区区

が地が地が地が地崩崩崩崩れをれをれをれを起起起起こしました。大こしました。大こしました。大こしました。大滝滝滝滝ダムダムダムダムに土が入に土が入に土が入に土が入っっっったということでごたということでごたということでごたということでござざざざいますので、大いますので、大いますので、大いますので、大滝滝滝滝ダムダムダムダム、、、、

国土国土国土国土交交交交通省通省通省通省のののの直直直直轄轄轄轄でごでごでごでござざざざいますので、それ絡いますので、それ絡いますので、それ絡いますので、それ絡みみみみでお願いをしていただきたいと。そして新でお願いをしていただきたいと。そして新でお願いをしていただきたいと。そして新でお願いをしていただきたいと。そして新

伯母峯伯母峯伯母峯伯母峯トンネトンネトンネトンネルルルル、、、、規格規格規格規格が大が大が大が大変変変変昔昔昔昔のののの規格規格規格規格でありますので大でありますので大でありますので大でありますので大型車両型車両型車両型車両がががが相相相相互互互互通通通通行できないという、行できないという、行できないという、行できないという、

一一一一番番番番あそこあそこあそこあそこ弱弱弱弱点点点点でごでごでごでござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。その辺辺辺辺もできれば申もできれば申もできれば申もできれば申請請請請していただいたら、お願いしていたしていただいたら、お願いしていたしていただいたら、お願いしていたしていただいたら、お願いしていた

だいたら県のだいたら県のだいたら県のだいたら県の負担負担負担負担もももも助助助助かるし、一かるし、一かるし、一かるし、一挙挙挙挙にこのにこのにこのにこの交交交交通通通通が、が、が、が、熊熊熊熊野野野野まで行く道が大まで行く道が大まで行く道が大まで行く道が大変変変変よくなるのではよくなるのではよくなるのではよくなるのでは

ないかと思ないかと思ないかと思ないかと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。

それともう一つはそれともう一つはそれともう一つはそれともう一つは河河河河川ですが、川ですが、川ですが、川ですが、河河河河川が川が川が川が紀紀紀紀の川の川の川の川ダムダムダムダム統統統統合合合合管理事務管理事務管理事務管理事務所所所所のののの直直直直轄轄轄轄のののの区区区区間は、本間は、本間は、本間は、本当当当当

のののの下下下下のののの熊熊熊熊野野野野川の一部川の一部川の一部川の一部分分分分でごでごでごでござざざざいます。これは県境より奈良県域まで入います。これは県境より奈良県域まで入います。これは県境より奈良県域まで入います。これは県境より奈良県域まで入っっっって、どういうて、どういうて、どういうて、どういう経緯経緯経緯経緯

でここがでここがでここがでここが直直直直轄轄轄轄になになになになっっっったのかたのかたのかたのかわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、通通通通常常常常、大和川、それから、大和川、それから、大和川、それから、大和川、それから紀紀紀紀の川とか、の川とか、の川とか、の川とか、

府府府府県にまたがる県にまたがる県にまたがる県にまたがる場場場場合合合合とか、それからとか、それからとか、それからとか、それから工工工工事上事上事上事上技術技術技術技術的的的的なとなとなとなとっっっっても大ても大ても大ても大変難変難変難変難しいとこしいとこしいとこしいところろろろはははは直直直直轄轄轄轄にすにすにすにす

るということでした。このるということでした。このるということでした。このるということでした。この件件件件に関しては、この３県が一に関しては、この３県が一に関しては、この３県が一に関しては、この３県が一緒緒緒緒にならないとどうしてもにならないとどうしてもにならないとどうしてもにならないとどうしても災害災害災害災害とととと

いうのはいうのはいうのはいうのは防防防防げないし、またげないし、またげないし、またげないし、また復旧復旧復旧復旧もももも復復復復興もできないと思興もできないと思興もできないと思興もできないと思っっっっております。そんな中で、できれております。そんな中で、できれております。そんな中で、できれております。そんな中で、できれ

ば奈良県ば奈良県ば奈良県ば奈良県側側側側までまでまでまで直直直直轄轄轄轄で上がで上がで上がで上がっっっっていただいたらと、そんなこともていただいたらと、そんなこともていただいたらと、そんなこともていただいたらと、そんなことも考考考考ええええながら、ながら、ながら、ながら、何何何何とか国におとか国におとか国におとか国にお

願いして、できるだけ願いして、できるだけ願いして、できるだけ願いして、できるだけ直直直直轄轄轄轄ををををふやふやふやふやしていただけたら、たまたま今していただけたら、たまたま今していただけたら、たまたま今していただけたら、たまたま今回回回回は国土は国土は国土は国土交交交交通通通通大大大大臣臣臣臣も奈良も奈良も奈良も奈良

県出県出県出県出身身身身でごでごでごでござざざざいますので、その方をお願いしたいと思いますので、ご答弁を願いたいと思いますので、その方をお願いしたいと思いますので、ご答弁を願いたいと思いますので、その方をお願いしたいと思いますので、ご答弁を願いたいと思いますので、その方をお願いしたいと思いますので、ご答弁を願いたいと思

います。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 幾幾幾幾つかの大事なつかの大事なつかの大事なつかの大事な点点点点がごがごがごがご指摘指摘指摘指摘のありましたのありましたのありましたのありました基基基基本本本本的的的的なななな点点点点で、で、で、で、財財財財政の藤本委員のご政の藤本委員のご政の藤本委員のご政の藤本委員のご

質問とも質問とも質問とも質問とも同同同同種種種種のののの面面面面もあもあもあもあろろろろうかと思いますが、奈良県のようなうかと思いますが、奈良県のようなうかと思いますが、奈良県のようなうかと思いますが、奈良県のような財財財財政政政政状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますと、あいますと、あいますと、あいますと、あ

るるるる面面面面、、、、債債債債券券券券の発行での発行での発行での発行で支支支支払払払払いを長いを長いを長いを長期期期期化する、特に化する、特に化する、特に化する、特にインインインインフラフラフラフラにおきましては。その県におきましては。その県におきましては。その県におきましては。その県債債債債の発行の発行の発行の発行

の中で、の中で、の中で、の中で、交付税措置交付税措置交付税措置交付税措置ががががやっぱやっぱやっぱやっぱりりりり何割何割何割何割かあるかあるかあるかある面面面面がごがごがごがござざざざいますので、それをいますので、それをいますので、それをいますので、それを利利利利用するという用するという用するという用するというやややや

りくりでりくりでりくりでりくりでやっやっやっやってきたてきたてきたてきた面面面面がごがごがごがござざざざいますし、そのいますし、そのいますし、そのいますし、その面面面面は今は今は今は今後後後後ともともともとも活活活活用していきたいと思いますが、用していきたいと思いますが、用していきたいと思いますが、用していきたいと思いますが、

しかし、どのようなしかし、どのようなしかし、どのようなしかし、どのような債債債債券券券券、あるいは国、あるいは国、あるいは国、あるいは国庫補庫補庫補庫補助助助助でもでもでもでも自自自自己負担己負担己負担己負担がががが必必必必ずずずずあるあるあるあるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますのいますのいますのいますの

で、そので、そので、そので、その自自自自己負担己負担己負担己負担をどうするか、県のをどうするか、県のをどうするか、県のをどうするか、県の財財財財政政政政基盤基盤基盤基盤をををを強強強強化していかないといけない。化していかないといけない。化していかないといけない。化していかないといけない。先先先先ほどのほどのほどのほどの

藤本委員のご質問と藤本委員のご質問と藤本委員のご質問と藤本委員のご質問と同じ同じ同じ同じようなようなようなような考考考考ええええ方にな方にな方にな方になろろろろうかと思います。うかと思います。うかと思います。うかと思います。

県の今の県の今の県の今の県の今の現現現現時時時時点点点点でのでのでのでの財財財財政政政政状況状況状況状況、それと、病院を、それと、病院を、それと、病院を、それと、病院を例例例例にとられましたのでにとられましたのでにとられましたのでにとられましたので施施施施策の策の策の策の実情実情実情実情をををを見見見見まままま

すと、奈良県のすと、奈良県のすと、奈良県のすと、奈良県の財財財財政には、病院が一つの政には、病院が一つの政には、病院が一つの政には、病院が一つの例例例例かもしれまかもしれまかもしれまかもしれませせせせん、ん、ん、ん、投投投投資を資を資を資を控控控控ええええてててて財財財財政政政政規律規律規律規律をををを優優優優先先先先

してきたというしてきたというしてきたというしてきたという分野分野分野分野がががが幾幾幾幾つも残つも残つも残つも残っっっっております。ております。ております。ております。施施施施設設設設が本が本が本が本当当当当にににに古古古古びるまでほうびるまでほうびるまでほうびるまでほうっっっっておいたとておいたとておいたとておいたと

いういういういう批批批批判を判を判を判を何何何何度も度も度も度も聞聞聞聞くくくく分野分野分野分野がごがごがごがござざざざいます。これはいます。これはいます。これはいます。これは財財財財政政政政やむやむやむやむをををを得得得得ないからなとおないからなとおないからなとおないからなとおっっっっししししゃっゃっゃっゃってててて

いただくんですけども、そのいただくんですけども、そのいただくんですけども、そのいただくんですけども、その都都都都度、機会あるごとに、県度、機会あるごとに、県度、機会あるごとに、県度、機会あるごとに、県有施有施有施有施設設設設であればであればであればであれば更更更更新をしていかな新をしていかな新をしていかな新をしていかな
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いといけないいといけないいといけないいといけない施施施施設設設設がががが数多数多数多数多くあるくあるくあるくあるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。病院もそのいます。病院もそのいます。病院もそのいます。病院もその施施施施設設設設であであであであっっっったかと思いますたかと思いますたかと思いますたかと思います

が、病院のが、病院のが、病院のが、病院の投投投投資を資を資を資を多少多少多少多少控控控控ええええたがたたがたたがたたがためめめめにいにいにいにいろろろろいいいいろろろろな事な事な事な事故故故故がががが起起起起ここここっっっったかなとたかなとたかなとたかなと感じ感じ感じ感じたりして、一たりして、一たりして、一たりして、一

生懸命生懸命生懸命生懸命になになになになっっっったたたた面面面面もごもごもごもござざざざいます。これからああいう事います。これからああいう事います。これからああいう事います。これからああいう事故故故故がががが起起起起こらないように、こらないように、こらないように、こらないように、投投投投資はし資はし資はし資はしっっっっ

かりしないといけない。南和の病院は、そういう議かりしないといけない。南和の病院は、そういう議かりしないといけない。南和の病院は、そういう議かりしないといけない。南和の病院は、そういう議論論論論を２年間、議長になを２年間、議長になを２年間、議長になを２年間、議長になっっっってててて再再再再編編編編しようしようしようしよう

と言と言と言と言っっっっていたそのときに国ていたそのときに国ていたそのときに国ていたそのときに国庫補庫補庫補庫補助助助助が出るということで、できるだけたくさんが出るということで、できるだけたくさんが出るということで、できるだけたくさんが出るということで、できるだけたくさん欲欲欲欲しかしかしかしかっっっったのたのたのたの

でごでごでごでござざざざいますけれども、全国からたくさんのいますけれども、全国からたくさんのいますけれども、全国からたくさんのいますけれども、全国からたくさんの応応応応募募募募がありましてがありましてがありましてがありまして満満満満額額額額はははは取取取取れまれまれまれませせせせんでしたが、んでしたが、んでしたが、んでしたが、

地地地地元元元元に対して県がに対して県がに対して県がに対して県が負担負担負担負担するするするする意気込み意気込み意気込み意気込みをををを持っ持っ持っ持って対て対て対て対応応応応したいと思したいと思したいと思したいと思っっっっております。決算審査特別ております。決算審査特別ております。決算審査特別ております。決算審査特別

委員会で申し上げる委員会で申し上げる委員会で申し上げる委員会で申し上げる話話話話ではないかもしれまではないかもしれまではないかもしれまではないかもしれませせせせんが、んが、んが、んが、代代代代官官官官山の地山の地山の地山の地面面面面がががが売売売売れたら南和の病院のれたら南和の病院のれたら南和の病院のれたら南和の病院の

基基基基金にもしたいと内金にもしたいと内金にもしたいと内金にもしたいと内 々々々々思思思思っっっっているほどでごているほどでごているほどでごているほどでござざざざいますので、県がいますので、県がいますので、県がいますので、県が財財財財政政政政的的的的にもにもにもにも力力力力を入れていきを入れていきを入れていきを入れていき

たいと思たいと思たいと思たいと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。

そのような中で、今そのような中で、今そのような中で、今そのような中で、今後後後後は大は大は大は大丈丈丈丈夫かということではご夫かということではご夫かということではご夫かということではござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ややややはりはりはりはり財財財財政政政政規律規律規律規律でできでできでできででき

ることは一ることは一ることは一ることは一生懸命生懸命生懸命生懸命しないといけないと思います。しないといけないと思います。しないといけないと思います。しないといけないと思います。先先先先ほどのほどのほどのほどの税税税税のののの徴収徴収徴収徴収対策も、できることの対策も、できることの対策も、できることの対策も、できることの

範範範範囲囲囲囲でごでごでごでござざざざいます。不います。不います。不います。不要要要要な県な県な県な県有有有有資産の資産の資産の資産の売売売売却却却却もそうでごもそうでごもそうでごもそうでござざざざいます。職員定います。職員定います。職員定います。職員定数数数数をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけふふふふ

ややややさないようにする、これにもさないようにする、これにもさないようにする、これにもさないようにする、これにも限界限界限界限界があると思いますが、それと給があると思いますが、それと給があると思いますが、それと給があると思いますが、それと給与与与与ということもあということもあということもあということもあろろろろうううう

かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。投投投投資の資の資の資の経経経経費が費が費が費が減っ減っ減っ減っておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、当面選当面選当面選当面選択択択択をしていかないといけないとをしていかないといけないとをしていかないといけないとをしていかないといけないと

思います。不思います。不思います。不思います。不要要要要ななななトンネトンネトンネトンネルルルルのののの着着着着工工工工はははは見合わせ見合わせ見合わせ見合わせることもることもることもることも先先先先のののの話話話話でごでごでごでござざざざいますが、できることいますが、できることいますが、できることいますが、できること

を、すを、すを、すを、すべべべべきことをきことをきことをきことを早早早早くしないといけないと思います。くしないといけないと思います。くしないといけないと思います。くしないといけないと思います。後後後後で道で道で道で道路路路路のののの話話話話が出てくると思いますが出てくると思いますが出てくると思いますが出てくると思います

が。が。が。が。

県県県県立立立立病院の病院の病院の病院の整整整整備備備備にににに当当当当たたたたっっっってのてのてのての役割役割役割役割と、県と、県と、県と、県立立立立病院は病院は病院は病院は必必必必要要要要かと思いますが、かと思いますが、かと思いますが、かと思いますが、役割役割役割役割をよく認をよく認をよく認をよく認識識識識

してしてしてしてややややるようにというごるようにというごるようにというごるようにというご指摘指摘指摘指摘だと思います。委員ごだと思います。委員ごだと思います。委員ごだと思います。委員ご指摘指摘指摘指摘のように、のように、のように、のように、橿原橿原橿原橿原市市市市の県の県の県の県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学

でも県でも県でも県でも県立立立立奈良病院でも、奈良病院でも、奈良病院でも、奈良病院でも、市民市民市民市民病院として病院として病院として病院として愛愛愛愛されているというか、地されているというか、地されているというか、地されているというか、地元元元元のののの人人人人にににに利利利利用されてき用されてき用されてき用されてき

た。ほかのた。ほかのた。ほかのた。ほかの市民市民市民市民病院と病院と病院と病院と変変変変わわわわらないらないらないらない外来外来外来外来がががが多多多多い病院でごい病院でごい病院でごい病院でござざざざいます。県の病院としては、できいます。県の病院としては、できいます。県の病院としては、できいます。県の病院としては、でき

るだけ広くるだけ広くるだけ広くるだけ広く効果効果効果効果が広がるようにと。ということは、今まで県が広がるようにと。ということは、今まで県が広がるようにと。ということは、今まで県が広がるようにと。ということは、今まで県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の教育の中にも病の教育の中にも病の教育の中にも病の教育の中にも病

院の院の院の院の経営経営経営経営の中にも、地域医療のの中にも、地域医療のの中にも、地域医療のの中にも、地域医療の核核核核になる発になる発になる発になる発想想想想が全くありまが全くありまが全くありまが全くありませせせせんでした。これは問題だといんでした。これは問題だといんでした。これは問題だといんでした。これは問題だとい

っっっってててて追追追追及してきた、ここ３年及してきた、ここ３年及してきた、ここ３年及してきた、ここ３年やっやっやっやってきたように思います。地域医療のたてきたように思います。地域医療のたてきたように思います。地域医療のたてきたように思います。地域医療のためめめめにににに役役役役立立立立つなら県つなら県つなら県つなら県

はははは投投投投資の資の資の資の値値値値打打打打ちがありますよと、病院を新しくしますよ、地域医療ちがありますよと、病院を新しくしますよ、地域医療ちがありますよと、病院を新しくしますよ、地域医療ちがありますよと、病院を新しくしますよ、地域医療講講講講座座座座をつくりますよとをつくりますよとをつくりますよとをつくりますよと

いいいいっっっったこと、たこと、たこと、たこと、やっやっやっやっと県と県と県と県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの先先先先生生生生方もそれに方もそれに方もそれに方もそれに動動動動き出していただいた。今度は新県き出していただいた。今度は新県き出していただいた。今度は新県き出していただいた。今度は新県立立立立

病院をつく病院をつく病院をつく病院をつくっっっったときも、たときも、たときも、たときも、経営経営経営経営陣陣陣陣が地域の医療のたが地域の医療のたが地域の医療のたが地域の医療のためめめめにににに役役役役立立立立つようにつくるんだということつようにつくるんだということつようにつくるんだということつようにつくるんだということ

をををを熱熱熱熱心にな心にな心にな心になっっっってもらてもらてもらてもらええええるかどうかが大きなるかどうかが大きなるかどうかが大きなるかどうかが大きな課課課課題でご題でご題でご題でござざざざいます。南和３病院もいます。南和３病院もいます。南和３病院もいます。南和３病院も経営経営経営経営陣陣陣陣が南和が南和が南和が南和

全全全全体体体体をををを支支支支ええええる病院る病院る病院る病院組組組組織織織織にするのだということが大きなことでごにするのだということが大きなことでごにするのだということが大きなことでごにするのだということが大きなことでござざざざいます。これはいます。これはいます。これはいます。これは経営経営経営経営は県は県は県は県
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がががが直接直接直接直接いたしまいたしまいたしまいたしませせせせんが、そのようなんが、そのようなんが、そのようなんが、そのような経営経営経営経営組組組組織織織織に病院がなるようにということはに病院がなるようにということはに病院がなるようにということはに病院がなるようにということは投投投投資ととも資ととも資ととも資ととも

にににに必必必必要要要要なことだと思なことだと思なことだと思なことだと思っっっっております。そのようなことを心がけて、ております。そのようなことを心がけて、ております。そのようなことを心がけて、ております。そのようなことを心がけて、市民市民市民市民病院で病院で病院で病院で近所近所近所近所のののの人人人人はおはおはおはお

んんんんぶぶぶぶにだにだにだにだっっっっこでこでこでこで自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの町町町町だけの病院だと、もだけの病院だと、もだけの病院だと、もだけの病院だと、もっっっっと広く県と広く県と広く県と広く県民民民民の病院だというの病院だというの病院だというの病院だという意意意意識識識識になになになになっっっっ

ていただくように、県としてはていただくように、県としてはていただくように、県としてはていただくように、県としては努力努力努力努力をしていきたいと思をしていきたいと思をしていきたいと思をしていきたいと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。

台風台風台風台風１２号の関係で、道１２号の関係で、道１２号の関係で、道１２号の関係で、道路路路路のことをおのことをおのことをおのことをおっっっっししししゃゃゃゃいました。いました。いました。いました。直直直直轄轄轄轄施施施施工工工工で行うようにというごで行うようにというごで行うようにというごで行うようにというご

意見意見意見意見で、そのとおりだと思います。上で、そのとおりだと思います。上で、そのとおりだと思います。上で、そのとおりだと思います。上北北北北山道山道山道山道路路路路のののの直直直直轄轄轄轄施施施施工工工工を申しを申しを申しを申し込み込み込み込みに行きましたときは、に行きましたときは、に行きましたときは、に行きましたときは、

既既既既に国道１に国道１に国道１に国道１６６６６８号を８号を８号を８号を直直直直轄轄轄轄施施施施工工工工が進んでおりましたので、１県に２つのが進んでおりましたので、１県に２つのが進んでおりましたので、１県に２つのが進んでおりましたので、１県に２つの直直直直轄轄轄轄施施施施工工工工はははは例例例例がないがないがないがない

んだと言んだと言んだと言んだと言わわわわれました。そこをれました。そこをれました。そこをれました。そこを何何何何とか、いとか、いとか、いとか、いろろろろいいいいろねじ込ろねじ込ろねじ込ろねじ込んだんだんだんだ経緯経緯経緯経緯がごがごがごがござざざざいますが、それほどいますが、それほどいますが、それほどいますが、それほど

直直直直轄轄轄轄施施施施工工工工はははは難難難難しいしいしいしい案案案案件件件件で、で、で、で、財財財財務務務務省主省主省主省主計局の計局の計局の計局の主主主主査が査が査が査が念念念念入りに入りに入りに入りに吟吟吟吟味味味味をいたします。今をいたします。今をいたします。今をいたします。今回回回回の土の土の土の土砂砂砂砂

ダムダムダムダムのののの直直直直轄轄轄轄施施施施工工工工がががが多少手多少手多少手多少手間間間間取取取取っっっったたたた面面面面があるのですけれども、これはがあるのですけれども、これはがあるのですけれども、これはがあるのですけれども、これは財財財財務務務務省省省省ののののチェチェチェチェッッッッククククが入が入が入が入

っっっっているなとはているなとはているなとはているなとは感じ感じ感じ感じて、て、て、て、結結結結果的果的果的果的には、４には、４には、４には、４ダムダムダムダムともすともすともすともすべべべべてててて直直直直轄轄轄轄施施施施工工工工にににに動動動動き出していただきまき出していただきまき出していただきまき出していただきま

した。した。した。した。

今今今今後後後後、道、道、道、道路路路路ということでごということでごということでごということでござざざざいますが、大きなもくいますが、大きなもくいますが、大きなもくいますが、大きなもくろみろみろみろみとしては、国道１としては、国道１としては、国道１としては、国道１６６６６８、１８、１８、１８、１６６６６９９９９

号の号の号の号のアンカーアンカーアンカーアンカールルルルートートートートは全は全は全は全面直面直面直面直轄轄轄轄施施施施工工工工と、と、と、と、直直直直轄轄轄轄道道道道路路路路となれば大となれば大となれば大となれば大変変変変うれしいなと正うれしいなと正うれしいなと正うれしいなと正直直直直思う思う思う思うわわわわけけけけ

でごでごでごでござざざざいます。そのようなこともいます。そのようなこともいます。そのようなこともいます。そのようなことも多少多少多少多少、前田国土、前田国土、前田国土、前田国土交交交交通通通通大大大大臣臣臣臣に申し上げましたが、これは国に申し上げましたが、これは国に申し上げましたが、これは国に申し上げましたが、これは国

のののの制制制制度の成り度の成り度の成り度の成り立立立立ちからいけば、とてもなかなかないことでごちからいけば、とてもなかなかないことでごちからいけば、とてもなかなかないことでごちからいけば、とてもなかなかないことでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、せめせめせめせめてててて直直直直轄轄轄轄施施施施

工工工工区区区区間をたくさん間をたくさん間をたくさん間をたくさんふやふやふやふやすことによすことによすことによすことによっっっって、て、て、て、実実実実質それに質それに質それに質それに近近近近づくようにづくようにづくようにづくように努力努力努力努力をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

委員の皆委員の皆委員の皆委員の皆様様様様のご理のご理のご理のご理解解解解もももも得得得得たい、一たい、一たい、一たい、一緒緒緒緒にににに応応応応援援援援していただきたいと思うしていただきたいと思うしていただきたいと思うしていただきたいと思う分野分野分野分野でごでごでごでござざざざいます。そいます。そいます。そいます。そ

のような中で、のような中で、のような中で、のような中で、具具具具体的体的体的体的なことも申し上げております。国道１なことも申し上げております。国道１なことも申し上げております。国道１なことも申し上げております。国道１６６６６８号で大８号で大８号で大８号で大変変変変崩崩崩崩れたとこれたとこれたとこれたところろろろをををを

中心に中心に中心に中心に直直直直轄轄轄轄施施施施工工工工をお願いしたいと思いますが、国道１をお願いしたいと思いますが、国道１をお願いしたいと思いますが、国道１をお願いしたいと思いますが、国道１６６６６９号も９号も９号も９号も迫迫迫迫地地地地区区区区をどうするのか、そをどうするのか、そをどうするのか、そをどうするのか、そ

して、して、して、して、崩崩崩崩れていまれていまれていまれていませせせせんが、新んが、新んが、新んが、新伯母峯伯母峯伯母峯伯母峯トンネトンネトンネトンネルルルルもももも視視視視野野野野に入れたに入れたに入れたに入れた直直直直轄轄轄轄施施施施工工工工のお願いをしていきのお願いをしていきのお願いをしていきのお願いをしていき

たいと思たいと思たいと思たいと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。

直直直直轄轄轄轄工工工工事でも地事でも地事でも地事でも地元元元元負担負担負担負担は３は３は３は３分分分分の１ごの１ごの１ごの１ござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、先先先先ほどのほどのほどのほどの財財財財政政政政規律規律規律規律とまたとまたとまたとまた裏腹裏腹裏腹裏腹になるになるになるになる

わわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、不いますが、不いますが、不いますが、不要要要要不不不不急急急急のものはのものはのものはのものは節約節約節約節約したいと思いますが、このような大事なことしたいと思いますが、このような大事なことしたいと思いますが、このような大事なことしたいと思いますが、このような大事なこと

は、は、は、は、財財財財政政政政規律規律規律規律もももも念念念念頭頭頭頭にににに置置置置きながら、このようなきながら、このようなきながら、このようなきながら、このような災害災害災害災害のときには、できるだけのときには、できるだけのときには、できるだけのときには、できるだけ安安安安全全全全安安安安心な心な心な心な紀紀紀紀

伊伊伊伊半半半半島島島島アンカーアンカーアンカーアンカールルルルートートートートにににに向向向向かかかかっっっってお願いをしていけたらなと。いてお願いをしていけたらなと。いてお願いをしていけたらなと。いてお願いをしていけたらなと。いろろろろいいいいろろろろなごなごなごなご意見意見意見意見ああああろろろろうとうとうとうと

思いますが、思いますが、思いますが、思いますが、余余余余りりりり工工工工事をしてはいけないという政事をしてはいけないという政事をしてはいけないという政事をしてはいけないという政党党党党もごもごもごもござざざざいますし、いますし、いますし、いますし、財財財財政政政政規律規律規律規律の問題もあの問題もあの問題もあの問題もあ

りますが、このりますが、このりますが、このりますが、この際際際際は大事な道は大事な道は大事な道は大事な道路路路路だと思だと思だと思だと思っっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、ぜひぜひぜひぜひ県議会でも一県議会でも一県議会でも一県議会でも一致致致致したごしたごしたごしたご支支支支援援援援

をををを賜賜賜賜れたらと思うれたらと思うれたらと思うれたらと思う分野分野分野分野でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

河河河河川についての川についての川についての川についての直直直直轄轄轄轄、川の、川の、川の、川の直直直直轄区轄区轄区轄区間化、奈良県は間化、奈良県は間化、奈良県は間化、奈良県は河河河河川の川の川の川の直直直直轄区轄区轄区轄区間はご間はご間はご間はござざざざいまいまいまいませせせせんが、んが、んが、んが、熊熊熊熊
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野野野野川は和川は和川は和川は和歌歌歌歌山県に山県に山県に山県に多少多少多少多少ごごごござざざざいます。います。います。います。熊熊熊熊野野野野川は１８３川は１８３川は１８３川は１８３キキキキロロロロメートメートメートメートルルルルという全国で１４という全国で１４という全国で１４という全国で１４番目番目番目番目にににに

長い長い長い長い河河河河川でご川でご川でご川でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、急流急流急流急流度は中等でご度は中等でご度は中等でご度は中等でござざざざいます。このようないます。このようないます。このようないます。このような災害災害災害災害がががが起起起起こりましたのこりましたのこりましたのこりましたの

で、また、で、また、で、また、で、また、利利利利水水水水ダムダムダムダムがありますので、がありますので、がありますので、がありますので、ダムダムダムダムの管理ということもありできれば和の管理ということもありできれば和の管理ということもありできれば和の管理ということもありできれば和歌歌歌歌山県、奈山県、奈山県、奈山県、奈

良県、また国が一良県、また国が一良県、また国が一良県、また国が一緒緒緒緒になになになになっっっって、２県、国て、２県、国て、２県、国て、２県、国合同合同合同合同のののの直直直直轄河轄河轄河轄河川という新しいことにならないか。川という新しいことにならないか。川という新しいことにならないか。川という新しいことにならないか。

大和川を奈良、大大和川を奈良、大大和川を奈良、大大和川を奈良、大阪阪阪阪、国の、国の、国の、国の直直直直轄河轄河轄河轄河川にならないかと川にならないかと川にならないかと川にならないかと提提提提唱唱唱唱をしているのとをしているのとをしているのとをしているのと同じ同じ同じ同じ発発発発想想想想で、で、で、で、熊熊熊熊野野野野

川広域連川広域連川広域連川広域連合合合合という発という発という発という発想想想想もあるのかなと思います。もあるのかなと思います。もあるのかなと思います。もあるのかなと思います。熊熊熊熊野野野野川をどのような管理の川をどのような管理の川をどのような管理の川をどのような管理の体体体体系系系系にするか、にするか、にするか、にするか、

委員のご委員のご委員のご委員のご指摘指摘指摘指摘は大は大は大は大変変変変重要重要重要重要でででで適切適切適切適切なごなごなごなご指摘指摘指摘指摘だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、直直直直轄区轄区轄区轄区間の間の間の間の増増増増加加加加をまをまをまをまず目ず目ず目ず目標標標標でででで

ごごごござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、将将将将来来来来のののの姿姿姿姿、土、土、土、土砂ダム砂ダム砂ダム砂ダムのののの防止防止防止防止措置措置措置措置、それと、、それと、、それと、、それと、ダムダムダムダムの管理等の管理等の管理等の管理等 々々々々をををを含含含含めめめめてててて検討検討検討検討をををを

進進進進めめめめささささせせせせていただきたいと思います。議会のごていただきたいと思います。議会のごていただきたいと思います。議会のごていただきたいと思います。議会のご支支支支援援援援もよもよもよもよろろろろしくお願いを申し上げます。しくお願いを申し上げます。しくお願いを申し上げます。しくお願いを申し上げます。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 ままままずずずず前前前前段段段段のののの財財財財政政政政規律規律規律規律と医療のことですけれど、と医療のことですけれど、と医療のことですけれど、と医療のことですけれど、確確確確かに今までは道かに今までは道かに今までは道かに今までは道路路路路よりよりよりより下下下下水水水水

道、そして医療の道、そして医療の道、そして医療の道、そして医療の投投投投資も資も資も資も控控控控ええええていたのは、これはていたのは、これはていたのは、これはていたのは、これは現現現現実実実実でよく理でよく理でよく理でよく理解解解解しております。その中でしております。その中でしております。その中でしております。その中で

先先先先ほど言ほど言ほど言ほど言わわわわれました広く県れました広く県れました広く県れました広く県民民民民の病院をの病院をの病院をの病院を考考考考ええええててててやっやっやっやっていただくことをていただくことをていただくことをていただくことを再再再再度お願いをしておき度お願いをしておき度お願いをしておき度お願いをしておき

たいと思います。もしたいと思います。もしたいと思います。もしたいと思います。もし市市市市も率も率も率も率先先先先してしてしてしてやっやっやっやっていただかなければ計ていただかなければ計ていただかなければ計ていただかなければ計画画画画も前も前も前も前向向向向いて行きまいて行きまいて行きまいて行きませせせせん。ん。ん。ん。

もしもしもしもし市市市市があかんのだがあかんのだがあかんのだがあかんのだっっっったら、またたら、またたら、またたら、また私私私私のののの町町町町もごもごもごもござざざざいますし、いますし、いますし、いますし、分分分分散散散散もももも考考考考ええええていていていていっっっっていただきたていただきたていただきたていただきた

いと思いと思いと思いと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。

道道道道路路路路のことですけれども、のことですけれども、のことですけれども、のことですけれども、先先先先ほど言いましたが道ほど言いましたが道ほど言いましたが道ほど言いましたが道路路路路、、、、トンネトンネトンネトンネルルルルをつくをつくをつくをつくっっっって資産でごて資産でごて資産でごて資産でござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。借借借借金をしても金をしても金をしても金をしても減減減減価価価価償償償償却却却却をををを毎毎毎毎年してい年してい年してい年していっっっったら資産に残るのでごたら資産に残るのでごたら資産に残るのでごたら資産に残るのでござざざざいます。います。います。います。トンネトンネトンネトンネルルルル、、、、

道道道道路路路路はははは命命命命の道の道の道の道路路路路でごでごでごでござざざざいます、います、います、います、ぜひぜひぜひぜひともつくともつくともつくともつくっっっっていただきたい。特にていただきたい。特にていただきたい。特にていただきたい。特に直直直直轄轄轄轄のののの場場場場合合合合なら３なら３なら３なら３分分分分

の１での１での１での１で済済済済みみみみますが、県からますが、県からますが、県からますが、県から補補補補助助助助金を上げると１０金を上げると１０金を上げると１０金を上げると１０分分分分の４の４の４の４．．．．５ですか５ですか５ですか５ですか要要要要ります。ります。ります。ります。ぜひぜひぜひぜひともともともとも直直直直

轄轄轄轄にお願いしたいと思にお願いしたいと思にお願いしたいと思にお願いしたいと思っっっっておりますし、また、ておりますし、また、ておりますし、また、ておりますし、また、我我我我 々々々々もそういうもそういうもそういうもそういう支支支支援援援援をしたいと思をしたいと思をしたいと思をしたいと思っっっっておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

ダムダムダムダムは、は、は、は、電源電源電源電源開発と開発と開発と開発と直直直直轄轄轄轄が１つごが１つごが１つごが１つござざざざいます。います。います。います。下下下下にそのにそのにそのにその直直直直轄轄轄轄のののの河河河河川事務川事務川事務川事務所所所所があがあがあがあっっっって、県管て、県管て、県管て、県管

理の川があ理の川があ理の川があ理の川があっっっって、たしか土て、たしか土て、たしか土て、たしか土砂ダム砂ダム砂ダム砂ダムのとこのとこのとこのところろろろは県管理でもない川だとは県管理でもない川だとは県管理でもない川だとは県管理でもない川だと聞聞聞聞いております。そんいております。そんいております。そんいております。そん

な中で、な中で、な中で、な中で、権権権権限限限限があいまいというのか、いがあいまいというのか、いがあいまいというのか、いがあいまいというのか、いろろろろいいいいろろろろごごごござざざざいます。その中で一つにまといます。その中で一つにまといます。その中で一つにまといます。その中で一つにまとめめめめていたていたていたていた

だいて、３県、だいて、３県、だいて、３県、だいて、３県、三三三三重重重重県、和県、和県、和県、和歌歌歌歌山県、奈良県と、関西広域連山県、奈良県と、関西広域連山県、奈良県と、関西広域連山県、奈良県と、関西広域連合合合合には２つは入には２つは入には２つは入には２つは入っっっっていまていまていまていませせせせんけんけんけんけ

れども、その３つの県と、それと国とれども、その３つの県と、それと国とれども、その３つの県と、それと国とれども、その３つの県と、それと国と力力力力をををを合わせ合わせ合わせ合わせててててやっやっやっやっていただきたい。大和川も、それていただきたい。大和川も、それていただきたい。大和川も、それていただきたい。大和川も、それ

からからからから紀紀紀紀の川もそうですが、の川もそうですが、の川もそうですが、の川もそうですが、淀淀淀淀川水川水川水川水系系系系は川上は川上は川上は川上ダムダムダムダムがががが撤退撤退撤退撤退しましたので、しましたので、しましたので、しましたので、余余余余りさほど影りさほど影りさほど影りさほど影響響響響はなはなはなはな

いと思いますけれども、そのいと思いますけれども、そのいと思いますけれども、そのいと思いますけれども、その辺辺辺辺もももも含含含含めめめめて国にて国にて国にて国に要望要望要望要望していしていしていしていっっっっていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思っっっっておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。

もう時間ごもう時間ごもう時間ごもう時間ござざざざいまいまいまいませせせせんので、んので、んので、んので、以以以以上とさ上とさ上とさ上とさせせせせていただきます。よていただきます。よていただきます。よていただきます。よろろろろしくお願いします。ありしくお願いします。ありしくお願いします。ありしくお願いします。あり
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がとうごがとうごがとうごがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 それでは、質問さそれでは、質問さそれでは、質問さそれでは、質問させせせせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

きのうも質問さきのうも質問さきのうも質問さきのうも質問させせせせていただきましたが、奈良県がていただきましたが、奈良県がていただきましたが、奈良県がていただきましたが、奈良県が貸貸貸貸した中小した中小した中小した中小企企企企業業業業高高高高度化資金の問題と、度化資金の問題と、度化資金の問題と、度化資金の問題と、

食食食食肉流通セ肉流通セ肉流通セ肉流通センンンンタタタターーーーとととと非常非常非常非常にににに深深深深いかかいかかいかかいかかわわわわりがある問題をりがある問題をりがある問題をりがある問題を取取取取り上げさり上げさり上げさり上げさせせせせていただきました。こていただきました。こていただきました。こていただきました。こ

のののの点点点点に関しましては、県がお金をに関しましては、県がお金をに関しましては、県がお金をに関しましては、県がお金を貸貸貸貸したのにしたのにしたのにしたのに請請請請求求求求していないということで、この間、していないということで、この間、していないということで、この間、していないということで、この間、住民住民住民住民

監査監査監査監査請請請請求求求求からからからから始始始始まりまして、奈良地方まりまして、奈良地方まりまして、奈良地方まりまして、奈良地方裁裁裁裁判判判判所所所所、それから大、それから大、それから大、それから大阪阪阪阪高高高高等等等等裁裁裁裁判判判判所所所所、そして、そして、そして、そして最高裁最高裁最高裁最高裁判判判判

所所所所で判決が出されてまいりまして、で判決が出されてまいりまして、で判決が出されてまいりまして、で判決が出されてまいりまして、６６６６月２８日に月２８日に月２８日に月２８日に最高裁最高裁最高裁最高裁判判判判所所所所で判決が出ております。で判決が出ております。で判決が出ております。で判決が出ております。結結結結果果果果

といたしましては、上告のといたしましては、上告のといたしましては、上告のといたしましては、上告の棄棄棄棄却却却却という、そういうような中という、そういうような中という、そういうような中という、そういうような中身身身身の判決となの判決となの判決となの判決となっっっっているているているているわわわわけでごけでごけでごけでご

ざざざざいます。この理います。この理います。この理います。この理由由由由の中に事の中に事の中に事の中に事実誤実誤実誤実誤認ということが認ということが認ということが認ということが主主主主張張張張されているということが明されているということが明されているということが明されているということが明文文文文化をさ化をさ化をさ化をさ

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があります。それで、事があります。それで、事があります。それで、事があります。それで、事実誤実誤実誤実誤認ということで言いますと、認ということで言いますと、認ということで言いますと、認ということで言いますと、昨昨昨昨年１２月１１年１２月１１年１２月１１年１２月１１

日に日に日に日にＴＢＳＴＢＳＴＢＳＴＢＳの報道特の報道特の報道特の報道特集集集集で、こので、こので、こので、このヤヤヤヤママママトハイトハイトハイトハイミミミミーーーールルルルのことにかかのことにかかのことにかかのことにかかわわわわりまして、ある日りまして、ある日りまして、ある日りまして、ある日突然突然突然突然身身身身

にににに覚覚覚覚ええええのない２０のない２０のない２０のない２０億円億円億円億円のののの返返返返済請済請済請済請求求求求がががが届届届届いたという奈良県でいたという奈良県でいたという奈良県でいたという奈良県で起起起起きたきたきたきた話話話話です、そうしたことでです、そうしたことでです、そうしたことでです、そうしたことで

のののの番組番組番組番組の報道がなされたの報道がなされたの報道がなされたの報道がなされたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。これに関しまして、きのういます。これに関しまして、きのういます。これに関しまして、きのういます。これに関しまして、きのう聞聞聞聞きましたら１３きましたら１３きましたら１３きましたら１３

件件件件の県に対して問いの県に対して問いの県に対して問いの県に対して問い合わせ合わせ合わせ合わせがあがあがあがあっっっったというおたというおたというおたというお話話話話でごでごでごでござざざざいます。この問題ですけれども、もいます。この問題ですけれども、もいます。この問題ですけれども、もいます。この問題ですけれども、も

ともとともとともとともと住民住民住民住民監査監査監査監査請請請請求求求求をををを起起起起こしましたときには、こしましたときには、こしましたときには、こしましたときには、貸貸貸貸しししし付付付付けそのものがおかしいのではないかけそのものがおかしいのではないかけそのものがおかしいのではないかけそのものがおかしいのではないか

というというというという点点点点が１が１が１が１点点点点と、それから県がお金をと、それから県がお金をと、それから県がお金をと、それから県がお金を貸貸貸貸したのにしたのにしたのにしたのに請請請請求求求求していないという２つのしていないという２つのしていないという２つのしていないという２つの点点点点でででで住民住民住民住民

監査監査監査監査請請請請求求求求がががが起起起起こりました。そのもともとのこりました。そのもともとのこりました。そのもともとのこりました。そのもともとの貸貸貸貸しししし付付付付けがおかしいのではないかというけがおかしいのではないかというけがおかしいのではないかというけがおかしいのではないかという点点点点につにつにつにつ

きましては、もう１０年たきましては、もう１０年たきましては、もう１０年たきましては、もう１０年たっっっっているので、これはているので、これはているので、これはているので、これは最初最初最初最初からからからから門門門門前前前前払払払払いでいでいでいで却却却却下下下下というというというという扱扱扱扱いにないにないにないにな

りましたので、りましたので、りましたので、りましたので、住民住民住民住民のののの裁裁裁裁判はお金を判はお金を判はお金を判はお金を貸貸貸貸したのにしたのにしたのにしたのに返返返返していないという方でのしていないという方でのしていないという方でのしていないという方での裁裁裁裁判を行いまし判を行いまし判を行いまし判を行いまし

て、て、て、て、最最最最終終終終的的的的なななな結論結論結論結論がこのようにながこのようにながこのようにながこのようになっっっっているているているているわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。

私私私私は、そのそもそものとこは、そのそもそものとこは、そのそもそものとこは、そのそもそものところろろろが問題があるとしたら、きちんとそこのとこが問題があるとしたら、きちんとそこのとこが問題があるとしたら、きちんとそこのとこが問題があるとしたら、きちんとそこのところろろろは明らかには明らかには明らかには明らかに

しておくしておくしておくしておく必必必必要要要要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと考考考考ええええるるるるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。そして、それと関連して、います。そして、それと関連して、います。そして、それと関連して、います。そして、それと関連して、

ここの中小ここの中小ここの中小ここの中小企企企企業業業業高高高高度化資金は、これまで奈良県度化資金は、これまで奈良県度化資金は、これまで奈良県度化資金は、これまで奈良県下下下下にありました小さなにありました小さなにありました小さなにありました小さな屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場のののの横横横横にありまにありまにありまにありま

した化成業をした化成業をした化成業をした化成業を集集集集約約約約化をすることでの化をすることでの化をすることでの化をすることでの貸貸貸貸付付付付資金でご資金でご資金でご資金でござざざざいますけれども、この奈良県のいますけれども、この奈良県のいますけれども、この奈良県のいますけれども、この奈良県の食食食食肉流肉流肉流肉流

通セ通セ通セ通センンンンタタタターーーー、今県でもあり方を、今県でもあり方を、今県でもあり方を、今県でもあり方を検討検討検討検討しているときでごしているときでごしているときでごしているときでござざざざいますが、このいますが、このいますが、このいますが、この食食食食肉流通セ肉流通セ肉流通セ肉流通センンンンタタタターーーー

のあり方について、そうしたらのあり方について、そうしたらのあり方について、そうしたらのあり方について、そうしたら食食食食肉流通セ肉流通セ肉流通セ肉流通センンンンタタタターーーーはもともとどんな計はもともとどんな計はもともとどんな計はもともとどんな計画画画画のもとにつくられのもとにつくられのもとにつくられのもとにつくられ

たのかということで、これにつきましても県に資たのかということで、これにつきましても県に資たのかということで、これにつきましても県に資たのかということで、これにつきましても県に資料料料料請請請請求求求求などをこの間しているなどをこの間しているなどをこの間しているなどをこの間しているわわわわけでごけでごけでごけでござざざざ

いますが、このもともとの計いますが、このもともとの計いますが、このもともとの計いますが、このもともとの計画画画画がないと、ないというか、きのうもがないと、ないというか、きのうもがないと、ないというか、きのうもがないと、ないというか、きのうも探探探探していますというごしていますというごしていますというごしていますというご

返返返返事だ事だ事だ事だっっっったのですけれども、それはたのですけれども、それはたのですけれども、それはたのですけれども、それは余余余余りにもりにもりにもりにもずずずずさんではないのかなと思います。さんではないのかなと思います。さんではないのかなと思います。さんではないのかなと思います。永永永永久保久保久保久保存存存存

文文文文書書書書ということで、ということで、ということで、ということで、インインインインタタタターネットーネットーネットーネット調べ調べ調べ調べましたら、ましたら、ましたら、ましたら、経営経営経営経営計計計計画画画画に関するに関するに関するに関する重要重要重要重要なななな文文文文書書書書はははは永永永永久保久保久保久保
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存存存存文文文文書書書書とととと書書書書かれておりまして、本かれておりまして、本かれておりまして、本かれておりまして、本来来来来であればまだであればまだであればまだであればまだ運運運運営営営営しておりますしておりますしておりますしております食食食食肉流通セ肉流通セ肉流通セ肉流通センンンンタタタターーーーで、で、で、で、

そのときのそのときのそのときのそのときの文文文文書書書書がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと保保保保管されていてしかる管されていてしかる管されていてしかる管されていてしかるべべべべきだと思います。とにかくこのそもそきだと思います。とにかくこのそもそきだと思います。とにかくこのそもそきだと思います。とにかくこのそもそ

ものとこものとこものとこものところろろろがががが非常非常非常非常に不に不に不に不透透透透明なままで今日明なままで今日明なままで今日明なままで今日来来来来ているという問題がありますので、ているという問題がありますので、ているという問題がありますので、ているという問題がありますので、私私私私はははは改め改め改め改めて、て、て、て、

このそもそもどうだこのそもそもどうだこのそもそもどうだこのそもそもどうだっっっったのかをたのかをたのかをたのかを調調調調査する査する査する査する必必必必要要要要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと考考考考ええええております。そのております。そのております。そのております。その

点点点点で、知事のおで、知事のおで、知事のおで、知事のお考考考考ええええをおをおをおをお尋尋尋尋ねねねねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 ヤヤヤヤママママトハイトハイトハイトハイミミミミーーーールルルルについてのお問いについてのお問いについてのお問いについてのお問い合わせ合わせ合わせ合わせでごでごでごでござざざざいますが、まいますが、まいますが、まいますが、まず最初ず最初ず最初ず最初に、いに、いに、いに、い

ろろろろんなことをおんなことをおんなことをおんなことをおっっっっししししゃっゃっゃっゃったように思いますが、たように思いますが、たように思いますが、たように思いますが、確確確確認、認、認、認、確確確確定をさ定をさ定をさ定をさせせせせていただきたいと思いまていただきたいと思いまていただきたいと思いまていただきたいと思いま

す。ます。ます。ます。まず最高裁ず最高裁ず最高裁ず最高裁判判判判所所所所で事で事で事で事実誤実誤実誤実誤認という認という認という認という文文文文言が出ておりますが、これは上告理言が出ておりますが、これは上告理言が出ておりますが、これは上告理言が出ておりますが、これは上告理由由由由の中で事の中で事の中で事の中で事実実実実

誤誤誤誤認があると認があると認があると認があると主主主主張張張張されているということをされているということをされているということをされているということを最高裁最高裁最高裁最高裁判判判判所所所所が言が言が言が言っっっっているだけでごているだけでごているだけでごているだけでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、

事事事事実誤実誤実誤実誤認を認を認を認を最高裁最高裁最高裁最高裁判判判判所所所所が認が認が認が認めめめめているているているているわわわわけではありまけではありまけではありまけではありませせせせん。これはご承知のことだと思いまん。これはご承知のことだと思いまん。これはご承知のことだと思いまん。これはご承知のことだと思いま

す。それと、す。それと、す。それと、す。それと、ＴＢＳＴＢＳＴＢＳＴＢＳのののの話話話話は、このは、このは、このは、この話話話話ではなしに、ちではなしに、ちではなしに、ちではなしに、ちょょょょっっっっと今と今と今と今聞聞聞聞いたばかりですが、連いたばかりですが、連いたばかりですが、連いたばかりですが、連帯帯帯帯保保保保

証証証証のののの有有有有無無無無かどうかということではないでしかどうかということではないでしかどうかということではないでしかどうかということではないでしょょょょうか。ある日うか。ある日うか。ある日うか。ある日突然突然突然突然連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人であであであであっっっったかどうたかどうたかどうたかどう

かということではないでしかということではないでしかということではないでしかということではないでしょょょょうか。それは、うか。それは、うか。それは、うか。それは、ヤヤヤヤママママトハイトハイトハイトハイミミミミーーーールルルルの連の連の連の連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人が不が不が不が不存存存存在在在在を県を県を県を県

にににに訴え訴え訴え訴えられたられたられたられた訴訴訴訴訟訟訟訟がごがごがごがござざざざいましたが、平成２２年１月に連いましたが、平成２２年１月に連いましたが、平成２２年１月に連いましたが、平成２２年１月に連帯帯帯帯保保保保証証証証債債債債務は務は務は務は真真真真正なものである正なものである正なものである正なものである

として判決がとして判決がとして判決がとして判決が確確確確定しております。これはご本定しております。これはご本定しております。これはご本定しております。これはご本人人人人がががが寝寝寝寝耳耳耳耳に水とに水とに水とに水とテテテテレビレビレビレビでおでおでおでおっっっっししししゃろゃろゃろゃろうと、うと、うと、うと、裁裁裁裁

判判判判所所所所がそのがそのがそのがその通通通通りだと言りだと言りだと言りだと言っっっっていることをていることをていることをていることを確確確確認さ認さ認さ認させせせせていただきたいと思うていただきたいと思うていただきたいと思うていただきたいと思う次次次次第でご第でご第でご第でござざざざいます。います。います。います。

何何何何よりも大事なよりも大事なよりも大事なよりも大事な点点点点だと思います。そこからだと思います。そこからだと思います。そこからだと思います。そこからヤヤヤヤママママトハイトハイトハイトハイミミミミーーーールルルルについて、について、について、について、貸貸貸貸しししし付付付付けはおかしけはおかしけはおかしけはおかし

かかかかっっっったのではないかということと、たのではないかということと、たのではないかということと、たのではないかということと、催促催促催促催促をしなかをしなかをしなかをしなかっっっったのはおかしかたのはおかしかたのはおかしかたのはおかしかっっっったので、２つのたので、２つのたので、２つのたので、２つの点点点点がががが

あるとおあるとおあるとおあるとおっっっっししししゃゃゃゃる、る、る、る、争点争点争点争点といたしまして、これはそのとおりだと思います。といたしまして、これはそのとおりだと思います。といたしまして、これはそのとおりだと思います。といたしまして、これはそのとおりだと思います。

ままままずずずず貸貸貸貸しししし付付付付けがおかしかけがおかしかけがおかしかけがおかしかっっっったというのは、おかしかたというのは、おかしかたというのは、おかしかたというのは、おかしかっっっったというのをどのようにとらたというのをどのようにとらたというのをどのようにとらたというのをどのようにとらええええるるるる

べべべべきかということでごきかということでごきかということでごきかということでござざざざいますが、県のいますが、県のいますが、県のいますが、県の支支支支出でご出でご出でご出でござざざざいますので、会計いますので、会計いますので、会計いますので、会計検検検検査とか査とか査とか査とか支支支支出の出の出の出の合合合合規規規規

性がま性がま性がま性がまずずずず問問問問わわわわれますが、その中で、不れますが、その中で、不れますが、その中で、不れますが、その中で、不法法法法か不か不か不か不当当当当かということが監査の対かということが監査の対かということが監査の対かということが監査の対象象象象になります。になります。になります。になります。貸貸貸貸

しししし付付付付けのけのけのけの翌翌翌翌年度に監査委員による監査を受けておりますし、国の会計年度に監査委員による監査を受けておりますし、国の会計年度に監査委員による監査を受けておりますし、国の会計年度に監査委員による監査を受けておりますし、国の会計検検検検査院による査院による査院による査院による検検検検査も査も査も査も

平成２年と平成平成２年と平成平成２年と平成平成２年と平成６６６６年に年に年に年に実施実施実施実施されております。監査委員による監査及び国の会計されております。監査委員による監査及び国の会計されております。監査委員による監査及び国の会計されております。監査委員による監査及び国の会計検検検検査院によ査院によ査院によ査院によ

るるるる検検検検査も、い査も、い査も、い査も、いずずずずれも問題なしとされており、れも問題なしとされており、れも問題なしとされており、れも問題なしとされており、適適適適正に正に正に正に貸貸貸貸しししし付付付付けたものと認定されたとけたものと認定されたとけたものと認定されたとけたものと認定されたと聞聞聞聞いていていていて

おります。これはおります。これはおります。これはおります。これは確確確確実実実実なことでごなことでごなことでごなことでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、合合合合規規規規性があるかどうか、不性があるかどうか、不性があるかどうか、不性があるかどうか、不法法法法であであであであっっっったかたかたかたか

どうか、不どうか、不どうか、不どうか、不合合合合理であ理であ理であ理であっっっったかどうか、不たかどうか、不たかどうか、不たかどうか、不当当当当であであであであっっっったかどうかということは、不たかどうかということは、不たかどうかということは、不たかどうかということは、不合合合合理ではない理ではない理ではない理ではない

というとこというとこというとこというところろろろまでまでまでまで確確確確定していると思います。定していると思います。定していると思います。定していると思います。

しかし、その政策しかし、その政策しかし、その政策しかし、その政策的的的的におかしかにおかしかにおかしかにおかしかっっっったのではないかというたのではないかというたのではないかというたのではないかという論論論論点点点点は、いは、いは、いは、いずずずずれにしても、いつれにしても、いつれにしても、いつれにしても、いつ

までも残るまでも残るまでも残るまでも残るわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その点点点点をもしをもしをもしをもし論論論論争争争争になれば、これはこの事になれば、これはこの事になれば、これはこの事になれば、これはこの事項項項項についてについてについてについて
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はははは合合合合規規規規性であるということを前性であるということを前性であるということを前性であるということを前提提提提にして、これからこういうことはどうすにして、これからこういうことはどうすにして、これからこういうことはどうすにして、これからこういうことはどうすべべべべきかという政きかという政きかという政きかという政

策策策策論論論論争争争争になるになるになるになるべべべべきものだと思いますので、きものだと思いますので、きものだと思いますので、きものだと思いますので、合合合合規規規規性の性の性の性の話話話話と政策と政策と政策と政策論論論論争争争争、おかしか、おかしか、おかしか、おかしかっっっったというのたというのたというのたというの

はははは両両両両方入方入方入方入っっっってくるように思いますので、てくるように思いますので、てくるように思いますので、てくるように思いますので、両両両両方を一方を一方を一方を一緒緒緒緒くたにしないでくたにしないでくたにしないでくたにしないで分分分分けて判断すけて判断すけて判断すけて判断すべべべべきだときだときだときだと

思います。その中で、これからの政策思います。その中で、これからの政策思います。その中で、これからの政策思います。その中で、これからの政策論論論論争争争争にとにとにとにとっっっって、て、て、て、当当当当時の判断はどうだ時の判断はどうだ時の判断はどうだ時の判断はどうだっっっったのかというたのかというたのかというたのかという

ことをことをことをことを証証証証明するた明するた明するた明するためめめめに資に資に資に資料料料料はははは要要要要るではないかということであれば、るではないかということであれば、るではないかということであれば、るではないかということであれば、貴貴貴貴重重重重な資な資な資な資料料料料のののの収収収収集集集集だとだとだとだと

いうことになると思いますので、そういう資いうことになると思いますので、そういう資いうことになると思いますので、そういう資いうことになると思いますので、そういう資料料料料がどの程度までがどの程度までがどの程度までがどの程度まで保保保保存義存義存義存義務があるとか、どう務があるとか、どう務があるとか、どう務があるとか、どう

いう観いう観いう観いう観点点点点で資で資で資で資料料料料がががが要要要要るのかということでごるのかということでごるのかということでごるのかということでござざざざいます。います。います。います。

裁裁裁裁判にかかりますと、あら判にかかりますと、あら判にかかりますと、あら判にかかりますと、あらゆゆゆゆる資る資る資る資料料料料はははは捜捜捜捜査の対査の対査の対査の対象象象象になりますので、になりますので、になりますので、になりますので、当当当当然然然然出さないといけ出さないといけ出さないといけ出さないといけ

ないないないないわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、捜捜捜捜査については査については査については査については最高裁最高裁最高裁最高裁判判判判所所所所までまでまでまで確確確確定した判決が出ております定した判決が出ております定した判決が出ております定した判決が出ております

ので、それをので、それをので、それをので、それを覆覆覆覆すすすす権権権権限限限限をををを持っ持っ持っ持っておられるておられるておられるておられる組組組組織織織織は日本国は日本国は日本国は日本国じじじじゅゅゅゅう、う、う、う、世界世界世界世界じじじじゅゅゅゅうどこもないと、うどこもないと、うどこもないと、うどこもないと、

このこのこのこの点点点点については思います。ただ、政策については思います。ただ、政策については思います。ただ、政策については思います。ただ、政策論論論論議はいつでも議はいつでも議はいつでも議はいつでも続続続続きますので、そのたきますので、そのたきますので、そのたきますので、そのためめめめにどういにどういにどういにどうい

う政策う政策う政策う政策論論論論議があ議があ議があ議があろろろろうかということについては、うかということについては、うかということについては、うかということについては、引引引引きききき続続続続き問題になるき問題になるき問題になるき問題になる面面面面があがあがあがあろろろろうかと思ううかと思ううかと思ううかと思う次次次次

第でご第でご第でご第でござざざざいます。います。います。います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 知事の言知事の言知事の言知事の言わわわわれていることは、もれていることは、もれていることは、もれていることは、もっっっっともなことだとすともなことだとすともなことだとすともなことだとすべべべべて思います。もて思います。もて思います。もて思います。もっっっっともともともとも

なことだと思うなことだと思うなことだと思うなことだと思うわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますけれども、このいますけれども、このいますけれども、このいますけれども、この経緯経緯経緯経緯とかにかかとかにかかとかにかかとかにかかわわわわりながら、りながら、りながら、りながら、非常非常非常非常にににに通通通通常常常常

ではありではありではありではあり得得得得ない、ない、ない、ない、融融融融資一つにいたしましても本資一つにいたしましても本資一つにいたしましても本資一つにいたしましても本来来来来はははは担担担担保保保保をををを先先先先にとにとにとにとっっっって、そしてお金がて、そしてお金がて、そしてお金がて、そしてお金が実実実実行行行行

されるというされるというされるというされるという順順順順番番番番がありますが、それが全くがありますが、それが全くがありますが、それが全くがありますが、それが全く逆逆逆逆に、に、に、に、先先先先にお金がにお金がにお金がにお金が実実実実行されて、行されて、行されて、行されて、後後後後からからからから担担担担保保保保がががが

とられている。いとられている。いとられている。いとられている。いろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろで、で、で、で、通通通通常常常常ではないとではないとではないとではないと感じ感じ感じ感じる部る部る部る部分分分分がががが多々多々多々多々ありました。そうありました。そうありました。そうありました。そう

したこともありまして、今したこともありまして、今したこともありまして、今したこともありまして、今回回回回のののの保保保保証証証証人人人人の方のの方のの方のの方の話話話話なども出てまいりましたので、この間のなども出てまいりましたので、この間のなども出てまいりましたので、この間のなども出てまいりましたので、この間の経経経経

緯緯緯緯からいたしましたら、そうしたこともありからいたしましたら、そうしたこともありからいたしましたら、そうしたこともありからいたしましたら、そうしたこともあり得得得得るかなと、るかなと、るかなと、るかなと、私私私私は思うようなは思うようなは思うようなは思うような状況状況状況状況がこのがこのがこのがこの融融融融資資資資

に関してはあに関してはあに関してはあに関してはあっっっったということがごたということがごたということがごたということがござざざざいます。います。います。います。

裁裁裁裁判といたしましては、もうこれで判といたしましては、もうこれで判といたしましては、もうこれで判といたしましては、もうこれで終終終終了ということになりますけれども、この了ということになりますけれども、この了ということになりますけれども、この了ということになりますけれども、この融融融融資に関資に関資に関資に関

しましては、しましては、しましては、しましては、ややややはりもう一度、教はりもう一度、教はりもう一度、教はりもう一度、教訓訓訓訓としてしとしてしとしてしとしてしっっっっかり県が承知しておかなくてはいけないだかり県が承知しておかなくてはいけないだかり県が承知しておかなくてはいけないだかり県が承知しておかなくてはいけないだ

ろろろろうと思ううと思ううと思ううと思うわわわわけです。中小けです。中小けです。中小けです。中小企企企企業業業業高高高高度化資金の度化資金の度化資金の度化資金の滞納滞納滞納滞納状況状況状況状況などもなどもなどもなども見見見見ましても、３３ましても、３３ましても、３３ましても、３３億円億円億円億円というというというという

滞納滞納滞納滞納状況状況状況状況がいまだにごがいまだにごがいまだにごがいまだにござざざざいますし、いますし、いますし、いますし、見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、古古古古いいいい融融融融資で昭和４２年に資で昭和４２年に資で昭和４２年に資で昭和４２年に貸貸貸貸しししし付付付付けてけてけてけて最最最最終終終終期期期期

限限限限が５５年というものもまだが５５年というものもまだが５５年というものもまだが５５年というものもまだ滞納滞納滞納滞納で残で残で残で残っっっっているているているている状況状況状況状況がごがごがごがござざざざいまして、こうしたものを一いまして、こうしたものを一いまして、こうしたものを一いまして、こうしたものを一体体体体

どうするのかというどうするのかというどうするのかというどうするのかという課課課課題などもあ題などもあ題などもあ題などもあろろろろうかと思います。うかと思います。うかと思います。うかと思います。

それから、それから、それから、それから、先先先先ほどのほどのほどのほどの文文文文書書書書の管理の問題ですけれども、奈良県のの管理の問題ですけれども、奈良県のの管理の問題ですけれども、奈良県のの管理の問題ですけれども、奈良県の文文文文書書書書管理管理管理管理規規規規程を程を程を程を見見見見ましたましたましたました

ら、ら、ら、ら、最最最最長３０年までの長３０年までの長３０年までの長３０年までの文文文文書書書書の管理の管理の管理の管理規規規規定しかありま定しかありま定しかありま定しかありませせせせんで、んで、んで、んで、永永永永久保久保久保久保存存存存はなかはなかはなかはなかっっっったたたたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざ

いますけれども、そうしたものに対しましても、もう一いますけれども、そうしたものに対しましても、もう一いますけれども、そうしたものに対しましても、もう一いますけれども、そうしたものに対しましても、もう一回回回回、その奈良県の、その奈良県の、その奈良県の、その奈良県の文文文文書書書書の管理のあの管理のあの管理のあの管理のあ
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り方をり方をり方をり方を考考考考ええええるるるる必必必必要要要要があるのではないかと思があるのではないかと思があるのではないかと思があるのではないかと思っっっっております。そのております。そのております。そのております。その点点点点で、知事でで、知事でで、知事でで、知事で何何何何かおかおかおかお考考考考ええええがががが

ありましたら、おありましたら、おありましたら、おありましたら、お尋尋尋尋ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 今井委員から今井委員から今井委員から今井委員から見見見見られると、言られると、言られると、言られると、言っっっっててててみみみみれば疑れば疑れば疑れば疑惑惑惑惑のののの貸貸貸貸しししし付付付付けではないかという思けではないかという思けではないかという思けではないかという思

いにいにいにいに至至至至っっっったと、こういうことでごたと、こういうことでごたと、こういうことでごたと、こういうことでござざざざいますが、こう言いますが、こう言いますが、こう言いますが、こう言っっっったらたらたらたら失礼失礼失礼失礼でごでごでごでござざざざいますが、疑いますが、疑いますが、疑いますが、疑惑惑惑惑だだだだ

けでなかなか、政策けでなかなか、政策けでなかなか、政策けでなかなか、政策論論論論議はできま議はできま議はできま議はできませせせせん。ん。ん。ん。裁裁裁裁判に判に判に判に任任任任すということになすということになすということになすということになっっっったと思いますが、今たと思いますが、今たと思いますが、今たと思いますが、今

後後後後の、このの、このの、このの、この融融融融資についての教資についての教資についての教資についての教訓訓訓訓にににに役役役役立立立立てるとこてるとこてるとこてるところろろろがあるのではないかというごがあるのではないかというごがあるのではないかというごがあるのではないかというご指摘指摘指摘指摘もありもありもありもあり

ます。そのようなことであれば、疑ます。そのようなことであれば、疑ます。そのようなことであれば、疑ます。そのようなことであれば、疑惑惑惑惑というのはどういうというのはどういうというのはどういうというのはどういうふふふふうに発うに発うに発うに発生生生生して、して、して、して、昔昔昔昔の疑の疑の疑の疑惑惑惑惑と今と今と今と今

の疑の疑の疑の疑惑惑惑惑と質がと質がと質がと質が違違違違っっっってくるてくるてくるてくる可能可能可能可能性もありますが、そういうことがないようにするのが大事だ性もありますが、そういうことがないようにするのが大事だ性もありますが、そういうことがないようにするのが大事だ性もありますが、そういうことがないようにするのが大事だ

と思いますので、と思いますので、と思いますので、と思いますので、融融融融資の資の資の資の公公公公正さ、正さ、正さ、正さ、手続手続手続手続のののの公公公公正さ等については、いま一度、し正さ等については、いま一度、し正さ等については、いま一度、し正さ等については、いま一度、しっっっっかりとかりとかりとかりと考考考考ええええ

ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。

それと、それと、それと、それと、公文公文公文公文書書書書の管理というのは、の管理というのは、の管理というのは、の管理というのは、具具具具体的体的体的体的にどのにどのにどのにどの文文文文書書書書をどの程度残すかは、それをどの程度残すかは、それをどの程度残すかは、それをどの程度残すかは、それぞぞぞぞれれれれ細細細細

則則則則になると思いますが、になると思いますが、になると思いますが、になると思いますが、公文公文公文公文書書書書の管理はとても大事なことだと思の管理はとても大事なことだと思の管理はとても大事なことだと思の管理はとても大事なことだと思っっっっております。奈良県のております。奈良県のております。奈良県のております。奈良県の

公文公文公文公文書書書書管理管理管理管理規則規則規則規則は、そうしは、そうしは、そうしは、そうしっっっっかりしたものかどうかはかりしたものかどうかはかりしたものかどうかはかりしたものかどうかはわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんが、この１２２年のんが、この１２２年のんが、この１２２年のんが、この１２２年の災災災災

害害害害をををを踏踏踏踏ままままええええまして、そのまして、そのまして、そのまして、その記録記録記録記録のののの保保保保存存存存ということを一ということを一ということを一ということを一生懸命生懸命生懸命生懸命、理、理、理、理念念念念は全くは全くは全くは全く違違違違いますが、これいますが、これいますが、これいますが、これ

はははは後後後後世世世世に残すに残すに残すに残すべべべべきききき記録記録記録記録であるであるであるであるべべべべきだという観きだという観きだという観きだという観点点点点から、から、から、から、公文公文公文公文書書書書としてとしてとしてとして記録記録記録記録を残すを残すを残すを残すべべべべきだといきだといきだといきだとい

うことを一うことを一うことを一うことを一生懸命生懸命生懸命生懸命言言言言っっっっております。ております。ております。ております。公文公文公文公文書書書書のののの保保保保存存存存、管理は関心のある、管理は関心のある、管理は関心のある、管理は関心のある分野分野分野分野でごでごでごでござざざざいますのいますのいますのいますの

で、そので、そので、そので、その点点点点について、どのについて、どのについて、どのについて、どの文文文文書書書書をどうだこうだというのは中のをどうだこうだというのは中のをどうだこうだというのは中のをどうだこうだというのは中の検討検討検討検討の対の対の対の対象象象象でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、

公文公文公文公文書書書書の管理、の管理、の管理、の管理、保保保保存存存存についてのについてのについてのについての検討検討検討検討はははは深め深め深め深めたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 疑疑疑疑惑惑惑惑というというというという点点点点では、では、では、では、私私私私自自自自身身身身の中ではの中ではの中ではの中では消え消え消え消えておりまておりまておりまておりませせせせんけれども、またこれにんけれども、またこれにんけれども、またこれにんけれども、またこれに

つきましては議会でもつきましては議会でもつきましては議会でもつきましては議会でも証証証証人人人人喚喚喚喚問などができるのかどうか、そうしたことも今問などができるのかどうか、そうしたことも今問などができるのかどうか、そうしたことも今問などができるのかどうか、そうしたことも今後後後後求求求求めめめめていきていきていきていき

たいと思たいと思たいと思たいと思っっっっております。長い間のております。長い間のております。長い間のております。長い間の住民住民住民住民の皆さんがの皆さんがの皆さんがの皆さんが取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた裁裁裁裁判が一判が一判が一判が一応応応応これでこれでこれでこれで終終終終わっわっわっわっ

たことになたことになたことになたことになっっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、十分十分十分十分に県としてもその教に県としてもその教に県としてもその教に県としてもその教訓訓訓訓をををを生生生生かしていただきまして、今かしていただきまして、今かしていただきまして、今かしていただきまして、今

後後後後こうしたことのないように、こうしたことのないように、こうしたことのないように、こうしたことのないように、ぜひぜひぜひぜひ対対対対応応応応していただきたいということをしていただきたいということをしていただきたいということをしていただきたいということを要望要望要望要望しておきたいしておきたいしておきたいしておきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 私私私私は１は１は１は１点点点点だけ、知事に質問というよりも知事のだけ、知事に質問というよりも知事のだけ、知事に質問というよりも知事のだけ、知事に質問というよりも知事の見見見見解解解解をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいと思いまきしたいと思いまきしたいと思いまきしたいと思いま

して、おして、おして、おして、お尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。私私私私の質問はの質問はの質問はの質問はリリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線の関係でごの関係でごの関係でごの関係でござざざざいます。この問題は、います。この問題は、います。この問題は、います。この問題は、代代代代

表表表表質問の中でも質問の中でも質問の中でも質問の中でも要望要望要望要望として大和として大和として大和として大和郡郡郡郡山山山山市市市市のののの筒筒筒筒井地井地井地井地区区区区のとこのとこのとこのところろろろに、に、に、に、ＪＲＪＲＪＲＪＲとととと近近近近鉄鉄鉄鉄がががが交差交差交差交差するとこするとこするとこするとこ

ろろろろににににリリリリニニニニアアアア駅駅駅駅をををを持っ持っ持っ持ってきてはどうかというてきてはどうかというてきてはどうかというてきてはどうかという要望要望要望要望だけをさだけをさだけをさだけをさせせせせていただきました。知事もまたていただきました。知事もまたていただきました。知事もまたていただきました。知事もまた

ひひひひとつご認とつご認とつご認とつご認識識識識のほどをよのほどをよのほどをよのほどをよろろろろしくお願いしときたいと思うしくお願いしときたいと思うしくお願いしときたいと思うしくお願いしときたいと思うわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。

それで、一それで、一それで、一それで、一番番番番これから奈良これから奈良これから奈良これから奈良駅駅駅駅をををを設置設置設置設置するにするにするにするに当当当当たたたたっっっって出てくるのはて出てくるのはて出てくるのはて出てくるのは何何何何かといいますと、費かといいますと、費かといいますと、費かといいますと、費
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用用用用負担負担負担負担の問題だと思うのです。の問題だと思うのです。の問題だと思うのです。の問題だと思うのです。過過過過日、１０月１４日の日、１０月１４日の日、１０月１４日の日、１０月１４日の朝朝朝朝日新日新日新日新聞聞聞聞に、に、に、に、リリリリニニニニアアアア駅駅駅駅のののの負担負担負担負担をををを見見見見直直直直

しということで、ちしということで、ちしということで、ちしということで、ちょょょょっっっっとだけ言とだけ言とだけ言とだけ言わわわわささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。ＪＲＪＲＪＲＪＲ東東東東海海海海は１３日、２０２は１３日、２０２は１３日、２０２は１３日、２０２７７７７年年年年

の開業をの開業をの開業をの開業を目指目指目指目指しているしているしているしているリリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線の中間の中間の中間の中間駅駅駅駅のののの建設建設建設建設について、について、について、について、沿線沿線沿線沿線各県に全各県に全各県に全各県に全額額額額負担負担負担負担をををを

求求求求めめめめる方る方る方る方針針針針をををを見見見見直直直直すすすす考考考考ええええをををを示示示示した。した。した。した。駅駅駅駅建設建設建設建設の一部をの一部をの一部をの一部を自社自社自社自社負担負担負担負担にし、県にし、県にし、県にし、県側側側側のののの負担負担負担負担額額額額をををを減減減減らすらすらすらす

可能可能可能可能性は性は性は性は示示示示唆唆唆唆したものだと、年内には各県とのしたものだと、年内には各県とのしたものだと、年内には各県とのしたものだと、年内には各県との協協協協議の議の議の議の場場場場をををを設設設設け、け、け、け、具具具具体的体的体的体的なななな負担負担負担負担額額額額をををを示示示示したしたしたした

いという新いという新いという新いという新聞聞聞聞記記記記事が出ておりまして、事が出ておりまして、事が出ておりまして、事が出ておりまして、ＪＲＪＲＪＲＪＲ東東東東海海海海も中間も中間も中間も中間駅駅駅駅は地は地は地は地元元元元の県に全の県に全の県に全の県に全額額額額負担負担負担負担するんだとするんだとするんだとするんだと

いう方いう方いう方いう方向向向向がががが変変変変わっわっわっわったんだなと理たんだなと理たんだなと理たんだなと理解解解解をいたしたをいたしたをいたしたをいたしたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。その以以以以前の土木関係のと前の土木関係のと前の土木関係のと前の土木関係のと

こここころろろろでででで聞聞聞聞きますと、いきますと、いきますと、いきますと、いやややや、まあそれは、まだ、まあそれは、まだ、まあそれは、まだ、まあそれは、まだ聞聞聞聞いていないんだと、それはいていないんだと、それはいていないんだと、それはいていないんだと、それは社社社社長だけの長だけの長だけの長だけの見見見見解解解解

ではないかというではないかというではないかというではないかという話話話話があがあがあがあっっっったのですけれども、もしも知事の方でたのですけれども、もしも知事の方でたのですけれども、もしも知事の方でたのですけれども、もしも知事の方で何何何何かのかのかのかの情情情情報を報を報を報を得得得得られていられていられていられてい

るようでしたら、お教るようでしたら、お教るようでしたら、お教るようでしたら、お教ええええ願いたいというのが一つでご願いたいというのが一つでご願いたいというのが一つでご願いたいというのが一つでござざざざいます。います。います。います。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、代表代表代表代表質問とか一質問とか一質問とか一質問とか一般般般般質問で質問で質問で質問でリリリリニニニニアアアアの問題が出ましたときに、の問題が出ましたときに、の問題が出ましたときに、の問題が出ましたときに、駅駅駅駅のののの負担負担負担負担についについについについ

ては、いては、いては、いては、いわわわわゆゆゆゆるるるる駅駅駅駅のののの整整整整備備備備にににに伴伴伴伴い、地域に発い、地域に発い、地域に発い、地域に発生生生生する受する受する受する受益益益益のののの範範範範囲囲囲囲内とすると言内とすると言内とすると言内とすると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。

国土国土国土国土交交交交通省通省通省通省に対してもそういうことをに対してもそういうことをに対してもそういうことをに対してもそういうことを述述述述べべべべられているられているられているられているわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいまして、この理いまして、この理いまして、この理いまして、この理解解解解は、は、は、は、

県が言県が言県が言県が言わわわわれているこの受れているこの受れているこの受れているこの受益益益益のののの範範範範囲囲囲囲内というのは一内というのは一内というのは一内というのは一体体体体どういうことなのかを教どういうことなのかを教どういうことなのかを教どういうことなのかを教ええええていただけていただけていただけていただけ

たらありがたいと思うたらありがたいと思うたらありがたいと思うたらありがたいと思うわわわわけです。と言いますのは、けです。と言いますのは、けです。と言いますのは、けです。と言いますのは、リリリリニニニニアアアアのののの駅駅駅駅はいいけれども、はいいけれども、はいいけれども、はいいけれども、負担負担負担負担額額額額がががが

高高高高かかかかっっっったら大たら大たら大たら大変変変変ややややないかと、こういうようなないかと、こういうようなないかと、こういうようなないかと、こういうような声声声声が一部にあるが一部にあるが一部にあるが一部にあるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますので、そこいますので、そこいますので、そこいますので、そこ

らららら辺辺辺辺ははははひひひひとつ明とつ明とつ明とつ明確確確確にしていただきながら、にしていただきながら、にしていただきながら、にしていただきながら、リリリリニニニニアアアアのののの建設建設建設建設そのもののそのもののそのもののそのものの誘致誘致誘致誘致について、について、について、について、我我我我々自々自々自々自

身身身身もももも含含含含めめめめてててて取取取取りりりり組組組組んでいきたいと、こう思んでいきたいと、こう思んでいきたいと、こう思んでいきたいと、こう思っっっっておりますので、よておりますので、よておりますので、よておりますので、よろろろろしくお願いしたいと思しくお願いしたいと思しくお願いしたいと思しくお願いしたいと思

います。います。います。います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 ＪＲＪＲＪＲＪＲ東東東東海海海海が全が全が全が全額自額自額自額自己負担己負担己負担己負担ででででリリリリニニニニアアアア新新新新幹線幹線幹線幹線をつくる。しかし、その中で中間をつくる。しかし、その中で中間をつくる。しかし、その中で中間をつくる。しかし、その中で中間駅駅駅駅

は全は全は全は全額額額額地地地地元元元元負担負担負担負担と、と、と、と、タタタターーーーミミミミナナナナルルルル駅駅駅駅は全は全は全は全額自分額自分額自分額自分でつくると、こう言でつくると、こう言でつくると、こう言でつくると、こう言っっっって、今そのままなて、今そのままなて、今そのままなて、今そのままなっっっってててて

おります。これはおります。これはおります。これはおります。これはＪＲＪＲＪＲＪＲ東東東東海海海海のののの立立立立場場場場からからからから見見見見たたたた主主主主張張張張で、で、で、で、リリリリニニニニアアアアはははは航航航航空空空空のおのおのおのお客客客客さんをとるんだかさんをとるんだかさんをとるんだかさんをとるんだか

ら、ら、ら、ら、タタタターーーーミミミミナナナナルルルル駅駅駅駅あればあればあればあればリリリリニニニニアアアアはははは十分十分十分十分だと、あとはついでにつくだと、あとはついでにつくだと、あとはついでにつくだと、あとはついでにつくっっっっててててややややるんだと、こういるんだと、こういるんだと、こういるんだと、こうい

う発う発う発う発想想想想がががが多少感じ多少感じ多少感じ多少感じられてられてられてられて猛然猛然猛然猛然とととと反反反反発をしているものでご発をしているものでご発をしているものでご発をしているものでござざざざいます。います。います。います。ＪＲＪＲＪＲＪＲのののの世界世界世界世界には、には、には、には、請請請請願願願願

駅駅駅駅というというというという概概概概念念念念がががが昔昔昔昔からありまして、からありまして、からありまして、からありまして、請請請請願をして全願をして全願をして全願をして全額額額額出すならつく出すならつく出すならつく出すならつくっっっっててててややややる、る、る、る、東東東東海海海海道新道新道新道新幹線幹線幹線幹線、、、、

掛掛掛掛川川川川駅駅駅駅がそうでごがそうでごがそうでごがそうでござざざざいました。そのようないました。そのようないました。そのようないました。そのような経緯経緯経緯経緯がありますので、がありますので、がありますので、がありますので、後後後後発者発者発者発者負担負担負担負担というのは全というのは全というのは全というのは全

額持額持額持額持ち出しだと、ち出しだと、ち出しだと、ち出しだと、橿原橿原橿原橿原市市市市の医大前のの医大前のの医大前のの医大前の駅駅駅駅もももも近近近近鉄鉄鉄鉄もそのようなことを言い出すかもしれまもそのようなことを言い出すかもしれまもそのようなことを言い出すかもしれまもそのようなことを言い出すかもしれませせせせん。ん。ん。ん。

鉄鉄鉄鉄道の中で道の中で道の中で道の中で割割割割りとりとりとりと古古古古くからある発くからある発くからある発くからある発想想想想でごでごでごでござざざざいます。ただ、それは今の時います。ただ、それは今の時います。ただ、それは今の時います。ただ、それは今の時代代代代にそにそにそにそぐぐぐぐうかどううかどううかどううかどう

かはあかはあかはあかはあややややしいと思います。また、不しいと思います。また、不しいと思います。また、不しいと思います。また、不公公公公正正正正感感感感がががが随分随分随分随分あると思います。それで、受あると思います。それで、受あると思います。それで、受あると思います。それで、受益益益益のののの範範範範囲囲囲囲とととと

いう、いう、いう、いう、タタタターーーーミミミミナナナナル終着ル終着ル終着ル終着駅駅駅駅も受も受も受も受益益益益があるではないかということを、があるではないかということを、があるではないかということを、があるではないかということを、裏裏裏裏返返返返しにはその言しにはその言しにはその言しにはその言葉葉葉葉の中の中の中の中
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に入に入に入に入っっっってるものでごてるものでごてるものでごてるものでござざざざいます。います。います。います。

ままままずずずず、第１問、第１問、第１問、第１問目目目目の、の、の、の、見見見見直直直直しが、しが、しが、しが、動動動動きがきがきがきが耳耳耳耳にににに達達達達しているかどうかという、しているかどうかという、しているかどうかという、しているかどうかという、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには達達達達しししし

ておりまておりまておりまておりませせせせん。ただ、ん。ただ、ん。ただ、ん。ただ、私私私私のののの所所所所論論論論をををを何何何何度となく国土度となく国土度となく国土度となく国土交交交交通省通省通省通省及び及び及び及びＪＲＪＲＪＲＪＲのののの社社社社長さんにも長さんにも長さんにも長さんにもじじじじかにはかにはかにはかには

申し上げておりますので、ただ申し上げておりますので、ただ申し上げておりますので、ただ申し上げておりますので、ただ単単単単にににに聞聞聞聞いていただいているというだけですが、いていただいているというだけですが、いていただいているというだけですが、いていただいているというだけですが、ＪＲＪＲＪＲＪＲ東東東東海海海海のののの

中の中の中の中の意意意意思決定の思決定の思決定の思決定の仕仕仕仕方はまだまだ方はまだまだ方はまだまだ方はまだまだ多少多少多少多少複雑複雑複雑複雑なとこなとこなとこなところろろろがありますので、すがありますので、すがありますので、すがありますので、すぐぐぐぐにはにはにはには意見意見意見意見が出てこが出てこが出てこが出てこ

ないと思いますけれども、ないと思いますけれども、ないと思いますけれども、ないと思いますけれども、粘粘粘粘りりりり強強強強く、理く、理く、理く、理屈屈屈屈のあるのあるのあるのある主主主主張張張張をををを繰繰繰繰りりりり返返返返していきたいと思していきたいと思していきたいと思していきたいと思っっっっておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

そのそのそのその際際際際、奈良県が、奈良県が、奈良県が、奈良県が駅駅駅駅に発に発に発に発生生生生する受する受する受する受益益益益のののの範範範範囲囲囲囲でででで負担負担負担負担をしてもいいと申し上げましたのは、をしてもいいと申し上げましたのは、をしてもいいと申し上げましたのは、をしてもいいと申し上げましたのは、

三三三三重重重重県のように全県のように全県のように全県のように全額額額額、国、国、国、国庫庫庫庫プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトだから国がだから国がだから国がだから国がややややるるるるべべべべき、あるいはき、あるいはき、あるいはき、あるいはＪＲＪＲＪＲＪＲががががややややるるるるべべべべき、き、き、き、

これは国これは国これは国これは国庫庫庫庫のあれですが、のあれですが、のあれですが、のあれですが、ＪＲＪＲＪＲＪＲのののの施施施施設設設設ですので、ですので、ですので、ですので、ＪＲＪＲＪＲＪＲがががが負担負担負担負担ししししろろろろというのはちというのはちというのはちというのはちょょょょっっっっと言いと言いと言いと言い

過過過過ぎぎぎぎかと思かと思かと思かと思ええええ、国の、国の、国の、国の駅駅駅駅、、、、線路線路線路線路であれば、国はであれば、国はであれば、国はであれば、国は駅駅駅駅をををを適切適切適切適切ににににやっやっやっやってててて負担負担負担負担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、整整整整備備備備

新新新新幹線幹線幹線幹線でそのような判断をいたしました。でそのような判断をいたしました。でそのような判断をいたしました。でそのような判断をいたしました。整整整整備備備備新新新新幹線幹線幹線幹線のときは、もう簡のときは、もう簡のときは、もう簡のときは、もう簡単単単単にいたしますが、にいたしますが、にいたしますが、にいたしますが、

国と地方で全部つくる、国と地方で全部つくる、国と地方で全部つくる、国と地方で全部つくる、ＪＲＪＲＪＲＪＲは受は受は受は受益益益益のののの範範範範囲囲囲囲でででで負担負担負担負担しなさいということで、受しなさいということで、受しなさいということで、受しなさいということで、受益益益益がとてもがとてもがとてもがとても薄薄薄薄

いと、ほとんどいと、ほとんどいと、ほとんどいと、ほとんどゼゼゼゼロロロロにににに近近近近いということで、それでもいということで、それでもいということで、それでもいということで、それでも負担負担負担負担はすることにはすることにはすることにはすることに九州九州九州九州新新新新幹線幹線幹線幹線でもでもでもでも北陸北陸北陸北陸

新新新新幹線幹線幹線幹線でもなでもなでもなでもなっっっっております。受ております。受ております。受ております。受益益益益のののの多多多多いのはいのはいのはいのは軽軽軽軽井井井井沢沢沢沢まで行まで行まで行まで行っっっった長た長た長た長野野野野新新新新幹線幹線幹線幹線でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、

山山山山形形形形に行に行に行に行っっっったたたたミニミニミニミニ新新新新幹線幹線幹線幹線も受も受も受も受益益益益のののの範範範範囲囲囲囲ででででＪＲＪＲＪＲＪＲにににに負担負担負担負担をををを求求求求めめめめる。受る。受る。受る。受益益益益のののの範範範範囲囲囲囲は計算をして、は計算をして、は計算をして、は計算をして、

例例例例ええええば３０年間、ば３０年間、ば３０年間、ば３０年間、毎毎毎毎年これこれの年これこれの年これこれの年これこれの額額額額をををを負担負担負担負担する、これが受する、これが受する、これが受する、これが受益益益益だとだとだとだと最最最最終終終終的的的的にはにはにはにはネネネネゴ(ゴ(ゴ(ゴ(交交交交渉)渉)渉)渉)でででで

確確確確定するものでご定するものでご定するものでご定するものでござざざざいます。います。います。います。確確確確定定定定額額額額で受で受で受で受益益益益のののの範範範範囲囲囲囲をこう決をこう決をこう決をこう決めめめめようと、ようと、ようと、ようと、概概概概念念念念としては受としては受としては受としては受益益益益だだだだ

と。それは、とまると。それは、とまると。それは、とまると。それは、とまる列列列列車車車車の本の本の本の本数数数数とか、とか、とか、とか、旅客旅客旅客旅客数数数数でありますとか、そのようなことから判断すでありますとか、そのようなことから判断すでありますとか、そのようなことから判断すでありますとか、そのようなことから判断す

るものでごるものでごるものでごるものでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、現現現現実実実実的的的的なななな案案案案が出てくると、受が出てくると、受が出てくると、受が出てくると、受益益益益のののの範範範範囲囲囲囲はもうはもうはもうはもう少少少少し出てくると思し出てくると思し出てくると思し出てくると思

います。定います。定います。定います。定額額額額でででで確確確確定するようなものでご定するようなものでご定するようなものでご定するようなものでござざざざいます。そのような受います。そのような受います。そのような受います。そのような受益益益益額額額額というものをというものをというものをというものを想想想想定し定し定し定し

ております。どのような計算ております。どのような計算ております。どのような計算ております。どのような計算式式式式になるのかは、それになるのかは、それになるのかは、それになるのかは、それぞぞぞぞれのれのれのれの駅駅駅駅の性の性の性の性格格格格とか、とか、とか、とか、鉄鉄鉄鉄道の道の道の道の線路線路線路線路の性の性の性の性

格格格格によによによによっっっってててて随分随分随分随分違違違違うと思います。うと思います。うと思います。うと思います。交交交交渉渉渉渉のののの額額額額はははは最初最初最初最初からからからから随分随分随分随分違違違違うかもしれまうかもしれまうかもしれまうかもしれませせせせん。これはん。これはん。これはん。これは建建建建

設設設設費用ではご費用ではご費用ではご費用ではござざざざいまいまいまいませせせせん。ん。ん。ん。建設建設建設建設費用は費用は費用は費用は幾幾幾幾らかからかからかからかかっっっっても受ても受ても受ても受益益益益のののの額額額額はそうはそうはそうはそう変変変変わわわわらないというこらないというこらないというこらないというこ

とでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。建設額建設額建設額建設額ががががふえふえふえふえたから、そのたから、そのたから、そのたから、その何割何割何割何割負担負担負担負担するというするというするというするという概概概概念念念念ではごではごではごではござざざざいまいまいまいませせせせん。ん。ん。ん。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 私私私私の認の認の認の認識識識識と大と大と大と大丈丈丈丈夫夫夫夫違違違違うような、うような、うような、うような、駅駅駅駅のののの建設建設建設建設費用に対してかなと思費用に対してかなと思費用に対してかなと思費用に対してかなと思っっっったらたらたらたら違違違違うのうのうのうの

ですですですですねねねね。受。受。受。受益益益益というそのというそのというそのというその概概概概念念念念をををを初め初め初め初めて知らさて知らさて知らさて知らさせせせせていただいたていただいたていただいたていただいたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、

それはそれで理それはそれで理それはそれで理それはそれで理解解解解をさをさをさをさせせせせていただきますので、これはていただきますので、これはていただきますので、これはていただきますので、これは遠遠遠遠いいいい将将将将来来来来のののの話話話話でごでごでごでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、

それそれそれそれぞぞぞぞれ奈良にれ奈良にれ奈良にれ奈良に駅駅駅駅ができるように、ができるように、ができるように、ができるように、頑張っ頑張っ頑張っ頑張っておておておてお互互互互いにいきたいと思いますので、よいにいきたいと思いますので、よいにいきたいと思いますので、よいにいきたいと思いますので、よろろろろしくしくしくしく

お願い申し上げまして質問をお願い申し上げまして質問をお願い申し上げまして質問をお願い申し上げまして質問を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。
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○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 １～２１～２１～２１～２点点点点、、、、代表代表代表代表質問でもさ質問でもさ質問でもさ質問でもさせせせせていただきましたが、南部地域ていただきましたが、南部地域ていただきましたが、南部地域ていただきましたが、南部地域へへへへのののの自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊のののの誘誘誘誘

致致致致のののの件件件件ですけれども、このですけれども、このですけれども、このですけれども、この自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊の質問をさの質問をさの質問をさの質問をさせせせせていただいたのは、ていただいたのは、ていただいたのは、ていただいたのは、代表代表代表代表質問でも言いまし質問でも言いまし質問でも言いまし質問でも言いまし

たが、たが、たが、たが、６６６６月に南月に南月に南月に南三三三三陸陸陸陸町へ町へ町へ町へ行か行か行か行かせせせせていただいたときに、ていただいたときに、ていただいたときに、ていただいたときに、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ンンンティティティティアアアアをしている道をしている道をしている道をしている道

中、中、中、中、私私私私１１１１人気人気人気人気仙沼仙沼仙沼仙沼からからからから陸陸陸陸前前前前高高高高田まで田まで田まで田までずっずっずっずっと行かと行かと行かと行かせせせせていただいたのですが、そのとき、南ていただいたのですが、そのとき、南ていただいたのですが、そのとき、南ていただいたのですが、そのとき、南三三三三

陸陸陸陸町町町町のののの仮仮仮仮役場役場役場役場のののの横横横横がががが自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊のののの基基基基地でありました。そのとき、地でありました。そのとき、地でありました。そのとき、地でありました。そのとき、見見見見たことのないような機たことのないような機たことのないような機たことのないような機材材材材がががが

ずずずずららららっっっっとととと並並並並んでいました。そしてんでいました。そしてんでいました。そしてんでいました。そして町町町町の中での中での中での中で作作作作業しておられる業しておられる業しておられる業しておられる姿姿姿姿をををを見見見見て、本て、本て、本て、本当当当当にににに自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊といといといとい

うのはうのはうのはうのは助助助助かるなと、本かるなと、本かるなと、本かるなと、本当当当当にににに必必必必要要要要だなというような思いをだなというような思いをだなというような思いをだなというような思いを６６６６月から、月から、月から、月から、６６６６月議会でだれかが質月議会でだれかが質月議会でだれかが質月議会でだれかが質

問されるのかなと思問されるのかなと思問されるのかなと思問されるのかなと思っっっっていたのですけれど、ていたのですけれど、ていたのですけれど、ていたのですけれど、６６６６月にはだれもされなか月にはだれもされなか月にはだれもされなか月にはだれもされなかっっっった。そんな中で９た。そんな中で９た。そんな中で９た。そんな中で９

月の質問が決ま月の質問が決ま月の質問が決ま月の質問が決まっっっっておりましたので、９月にさておりましたので、９月にさておりましたので、９月にさておりましたので、９月にさせせせせていただこうと思ていただこうと思ていただこうと思ていただこうと思っっっっていたら、ていたら、ていたら、ていたら、台風台風台風台風１２１２１２１２

号が号が号が号が来来来来ました。そして新ました。そして新ました。そして新ました。そして新聞聞聞聞紙紙紙紙上、また上、また上、また上、また私私私私もももも現現現現地に行か地に行か地に行か地に行かせせせせていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、ややややはりはりはりはり自自自自衛衛衛衛

隊隊隊隊のののの人人人人、警察の方、警察の方、警察の方、警察の方 々々々々、、、、消消消消防団防団防団防団、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろの方がの方がの方がの方が復旧復旧復旧復旧、また、また、また、また手手手手助助助助けをしておられました。答けをしておられました。答けをしておられました。答けをしておられました。答

弁で知事の決弁で知事の決弁で知事の決弁で知事の決意意意意もももも聞聞聞聞きましたが、この質問するまで、４きましたが、この質問するまで、４きましたが、この質問するまで、４きましたが、この質問するまで、４７７７７都都都都道道道道府府府府県で奈良県１県だけ県で奈良県１県だけ県で奈良県１県だけ県で奈良県１県だけ駐屯駐屯駐屯駐屯

地がないと、地がないと、地がないと、地がないと、私私私私自自自自身身身身もももも恥恥恥恥ずずずずかしいけれどかしいけれどかしいけれどかしいけれど初め初め初め初めて知りました。また地て知りました。また地て知りました。また地て知りました。また地元へ元へ元へ元へ帰帰帰帰っっっったらたらたらたらみみみみんなもんなもんなもんなも

４４４４７７７７都都都都道道道道府府府府県で奈良県だけ県で奈良県だけ県で奈良県だけ県で奈良県だけ駐屯駐屯駐屯駐屯地がないということを地がないということを地がないということを地がないということを初め初め初め初めて知て知て知て知っっっったと言たと言たと言たと言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。

そんなこともある中で、そんなこともある中で、そんなこともある中で、そんなこともある中で、ぜひぜひぜひぜひとも知事にはそのとも知事にはそのとも知事にはそのとも知事にはその誘致誘致誘致誘致に対しての決に対しての決に対しての決に対しての決意意意意をもう一度をもう一度をもう一度をもう一度述述述述べべべべていたていたていたていた

だきたいというのが１だきたいというのが１だきたいというのが１だきたいというのが１点点点点。。。。

それと、土地開発それと、土地開発それと、土地開発それと、土地開発公社公社公社公社のことです。これはのことです。これはのことです。これはのことです。これは要望要望要望要望ですけれど、今、ですけれど、今、ですけれど、今、ですけれど、今、天天天天理理理理市市市市でもう長い間大でもう長い間大でもう長い間大でもう長い間大

手手手手の会の会の会の会社社社社がががが即即即即工工工工場場場場でもできるよう造成をしたでもできるよう造成をしたでもできるよう造成をしたでもできるよう造成をした後後後後、、、、ずっずっずっずっとととと放放放放置置置置されておりましたが、されておりましたが、されておりましたが、されておりましたが、最近最近最近最近伝伝伝伝

わっわっわっわってきたとこてきたとこてきたとこてきたところろろろによりますと、によりますと、によりますと、によりますと、売買売買売買売買ができたようです。その会ができたようです。その会ができたようです。その会ができたようです。その会社社社社はははは製製製製造業のようです。造業のようです。造業のようです。造業のようです。

私私私私もこのもこのもこのもこの製製製製造業、いつ造業、いつ造業、いつ造業、いつ工工工工事を事を事を事を着着着着工工工工して、いつからして、いつからして、いつからして、いつから稼働稼働稼働稼働するのか、するのか、するのか、するのか、稼働稼働稼働稼働すれば地すれば地すれば地すれば地元元元元のののの人人人人をををを最最最最

優優優優先先先先に雇用していただきたいと、今からに雇用していただきたいと、今からに雇用していただきたいと、今からに雇用していただきたいと、今から楽楽楽楽ししししみみみみにしているにしているにしているにしているわわわわけであります。不景けであります。不景けであります。不景けであります。不景気気気気と言いと言いと言いと言い

ますけれど、ますけれど、ますけれど、ますけれど、少少少少ししししずずずずつ、ちまたではつ、ちまたではつ、ちまたではつ、ちまたでは動動動動いているように思います。特に知事の答弁で、県のいているように思います。特に知事の答弁で、県のいているように思います。特に知事の答弁で、県のいているように思います。特に知事の答弁で、県の

土地開発土地開発土地開発土地開発公社公社公社公社の土地５３の土地５３の土地５３の土地５３ヘヘヘヘクタクタクタクターーーールルルル持っ持っ持っ持っている中で出ている中で出ている中で出ている中で出せせせせるものはどんどん出していくことるものはどんどん出していくことるものはどんどん出していくことるものはどんどん出していくこと

もももも聞聞聞聞きましたが、きましたが、きましたが、きましたが、市町市町市町市町村の土地開発村の土地開発村の土地開発村の土地開発公社公社公社公社は県の３は県の３は県の３は県の３倍倍倍倍ぐぐぐぐらい、１らい、１らい、１らい、１７７７７８８８８ヘヘヘヘクタクタクタクターーーールルルル持っ持っ持っ持っているているているている

わわわわけですけれど、けですけれど、けですけれど、けですけれど、先先先先行行行行取得取得取得取得ですから、計ですから、計ですから、計ですから、計画画画画にににに使使使使おうとしてもおうとしてもおうとしてもおうとしてもポポポポシシシシャャャャっっっった問題、た問題、た問題、た問題、物件物件物件物件とかいとかいとかいとかい

ろろろろいいいいろろろろあります。全部があります。全部があります。全部があります。全部が市市市市場場場場へへへへは出は出は出は出せせせせるるるるわわわわけではないですけれど、けではないですけれど、けではないですけれど、けではないですけれど、抱抱抱抱いておいておいておいておっっっっても、こうても、こうても、こうても、こう

いう言い方したらいう言い方したらいう言い方したらいう言い方したら失礼失礼失礼失礼ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、銀銀銀銀行が行が行が行が喜喜喜喜んでいるだけのんでいるだけのんでいるだけのんでいるだけの話話話話で、１００で、１００で、１００で、１００万円万円万円万円でででで買っ買っ買っ買った土た土た土た土

地を１０地を１０地を１０地を１０万円万円万円万円で出しても、で出しても、で出しても、で出しても、市市市市場場場場へへへへ出たらその出たらその出たらその出たらその場場場場所所所所によによによによっっっってはてはてはては住宅住宅住宅住宅がががが建建建建つなり、また、つなり、また、つなり、また、つなり、また、工工工工場場場場

がががが来来来来るなり、るなり、るなり、るなり、何何何何かのかのかのかの形形形形でででで必必必必ずずずず戻戻戻戻っっっってくると思う。だけれど、てくると思う。だけれど、てくると思う。だけれど、てくると思う。だけれど、公社公社公社公社ががががずっずっずっずっとととと抱抱抱抱いていても本いていても本いていても本いていても本

当当当当に金に金に金に金利利利利をををを渡渡渡渡すだけですから、できれば上すだけですから、できれば上すだけですから、できれば上すだけですから、できれば上級官庁級官庁級官庁級官庁として、この２２のとして、この２２のとして、この２２のとして、この２２の市町市町市町市町村の土地開発村の土地開発村の土地開発村の土地開発公公公公
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社社社社の方の方の方の方 々々々々にそういうにそういうにそういうにそういう指指指指導導導導をしていただきたいな。をしていただきたいな。をしていただきたいな。をしていただきたいな。私私私私がががが聞聞聞聞いているのは、もういているのは、もういているのは、もういているのは、もう相当相当相当相当前に総務前に総務前に総務前に総務

省省省省からも、からも、からも、からも、簿簿簿簿価価価価をををを割割割割っっっっても、ても、ても、ても、ポポポポシシシシャャャャっっっったものに対してはたものに対してはたものに対してはたものに対しては早早早早くくくく処処処処分分分分しなさいよということもしなさいよということもしなさいよということもしなさいよということも

通通通通達達達達されたようにされたようにされたようにされたように聞聞聞聞いておりますが、なかなかそういう方いておりますが、なかなかそういう方いておりますが、なかなかそういう方いておりますが、なかなかそういう方向向向向に行に行に行に行っっっっていないていないていないていないみみみみたいですのたいですのたいですのたいですの

で、これはそういうで、これはそういうで、これはそういうで、これはそういう指指指指導導導導をしていただきたいというをしていただきたいというをしていただきたいというをしていただきたいという要望要望要望要望をしておきます。をしておきます。をしておきます。をしておきます。

１１１１点目点目点目点目のののの自自自自衛隊誘致衛隊誘致衛隊誘致衛隊誘致についての知事の決についての知事の決についての知事の決についての知事の決意意意意をもう一度お願いします。をもう一度お願いします。をもう一度お願いします。をもう一度お願いします。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 さきの本議会で岩田委員からさきの本議会で岩田委員からさきの本議会で岩田委員からさきの本議会で岩田委員から自自自自衛隊誘致衛隊誘致衛隊誘致衛隊誘致についてのご質問がごについてのご質問がごについてのご質問がごについてのご質問がござざざざいました。いました。いました。いました。

奈良県が奈良県が奈良県が奈良県が最後最後最後最後にににに取取取取り残された県でごり残された県でごり残された県でごり残された県でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊のののの基基基基地が地が地が地が北北北北海海海海道から西部の方道から西部の方道から西部の方道から西部の方へへへへ移移移移

動動動動するするするする過過過過程でい程でい程でい程でいろろろろんなとこんなとこんなとこんなところろろろに部に部に部に部隊隊隊隊をををを配配配配置置置置しようというしようというしようというしようという動動動動きがあきがあきがあきがあっっっったようでごたようでごたようでごたようでござざざざいます。います。います。います。

奈良県はどうしてかそういう奈良県はどうしてかそういう奈良県はどうしてかそういう奈良県はどうしてかそういう動動動動きにきにきにきに乗乗乗乗らなからなからなからなかっっっった。た。た。た。私私私私からすればからすればからすればからすれば陳陳陳陳情書情書情書情書一つ出しておけば一つ出しておけば一つ出しておけば一つ出しておけば

ララララストストストストでもでもでもでも乗っ乗っ乗っ乗っていたのにとていたのにとていたのにとていたのにと悔悔悔悔しい思いをいたします。参議院議員のときにしい思いをいたします。参議院議員のときにしい思いをいたします。参議院議員のときにしい思いをいたします。参議院議員のときに隣隣隣隣の徳の徳の徳の徳島島島島県県県県選選選選

出の小出の小出の小出の小池池池池議員が、奈良県議員が、奈良県議員が、奈良県議員が、奈良県最後最後最後最後になりました、徳になりました、徳になりました、徳になりました、徳島島島島県は県は県は県はブブブブーーーービビビビーメーカーーメーカーーメーカーーメーカーになりました。になりました。になりました。になりました。何何何何

のののの話話話話かと思かと思かと思かと思っっっったら、小たら、小たら、小たら、小松島松島松島松島市市市市にににに基基基基地ができると、あとは奈良県だけですよと、決ま地ができると、あとは奈良県だけですよと、決ま地ができると、あとは奈良県だけですよと、決ま地ができると、あとは奈良県だけですよと、決まっっっってかてかてかてか

ららららわざわざわざわざと教と教と教と教ええええられた。これはかなられた。これはかなられた。これはかなられた。これはかなわわわわんと思んと思んと思んと思っっっって、議員のて、議員のて、議員のて、議員の身身身身分分分分でででで当当当当時の時の時の時の防衛庁防衛庁防衛庁防衛庁、、、、官官官官房房房房長のと長のと長のと長のと

こここころへねじ込ろへねじ込ろへねじ込ろへねじ込んで、これはどういうんで、これはどういうんで、これはどういうんで、これはどういうわわわわけだと。そこはけだと。そこはけだと。そこはけだと。そこは個人個人個人個人として、議員としてとして、議員としてとして、議員としてとして、議員として陳陳陳陳情情情情をいたをいたをいたをいた

しました。しかし、しました。しかし、しました。しかし、しました。しかし、場場場場所所所所がどこだと言がどこだと言がどこだと言がどこだと言わわわわれてもないことであれば、奈良県のどこかというれてもないことであれば、奈良県のどこかというれてもないことであれば、奈良県のどこかというれてもないことであれば、奈良県のどこかという

わわわわけにもいかないままで、一けにもいかないままで、一けにもいかないままで、一けにもいかないままで、一応応応応のののの陳陳陳陳情情情情を口を口を口を口頭頭頭頭でしたのがきでしたのがきでしたのがきでしたのがきっっっっかけでごかけでごかけでごかけでござざざざいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、防衛防衛防衛防衛

省省省省はそのはそのはそのはその後後後後、知、知、知、知っっっった大た大た大た大臣臣臣臣もたくさんおられてもたくさんおられてもたくさんおられてもたくさんおられて親親親親切切切切ではごではごではごではござざざざいましたが、その全いましたが、その全いましたが、その全いましたが、その全体体体体のののの北北北北海海海海道道道道

からからからから展展展展開する中で一開する中で一開する中で一開する中で一区区区区切切切切りの部りの部りの部りの部隊再隊再隊再隊再編編編編がががが終終終終わっわっわっわって、て、て、て、閉閉閉閉め切っめ切っめ切っめ切ったたたた後後後後のののの陳陳陳陳情情情情だと、こういうこだと、こういうこだと、こういうこだと、こういうこ

とでごとでごとでごとでござざざざいました。いました。いました。いました。重ね重ね重ね重ね重ね重ね重ね重ね残残残残念念念念でごでごでごでござざざざいましたが、今度またいましたが、今度またいましたが、今度またいましたが、今度また再再再再編編編編のきのきのきのきっっっっかけがあればかけがあればかけがあればかけがあればぜぜぜぜ

ひひひひ奈良県を奈良県を奈良県を奈良県を筆頭筆頭筆頭筆頭にということで、かくかくしていたにということで、かくかくしていたにということで、かくかくしていたにということで、かくかくしていた五條五條五條五條市市市市が地が地が地が地元元元元でででで持っ持っ持っ持ってきてもらてきてもらてきてもらてきてもらっっっっていていていてい

いといういといういといういという陳陳陳陳情情情情が出てきましたので、県としてもそのようなが出てきましたので、県としてもそのようなが出てきましたので、県としてもそのようなが出てきましたので、県としてもそのような陳陳陳陳情情情情をををを防衛防衛防衛防衛大大大大臣臣臣臣にするようになにするようになにするようになにするようにな

っっっったたたた経緯経緯経緯経緯でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

委員委員委員委員指摘指摘指摘指摘のように、このたびののように、このたびののように、このたびののように、このたびの震震震震災災災災があれば、があれば、があれば、があれば、五條五條五條五條市市市市のののの駐屯駐屯駐屯駐屯というのは、まさにというのは、まさにというのは、まさにというのは、まさに意意意意味味味味がががが

大大大大変変変変大きなことでご大きなことでご大きなことでご大きなことでござざざざいます。います。います。います。五條五條五條五條市市市市でででで駐屯駐屯駐屯駐屯してればしてればしてればしてれば早早早早い警い警い警い警戒戒戒戒ができたと思いますし、こができたと思いますし、こができたと思いますし、こができたと思いますし、こ

れから和れから和れから和れから和歌歌歌歌山県山県山県山県へへへへのしのしのしのしっっっっかりとした道ができれば、南かりとした道ができれば、南かりとした道ができれば、南かりとした道ができれば、南海海海海、、、、東東東東南南南南海海海海地地地地震震震震のとき、あるいはのとき、あるいはのとき、あるいはのとき、あるいは津津津津

波波波波がががが来来来来たときにたときにたときにたときに救救救救難難難難に行ける。に行ける。に行ける。に行ける。紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島の南のの南のの南のの南の救救救救難難難難体制体制体制体制はははは実実実実にににに脆弱脆弱脆弱脆弱、、、、陸陸陸陸のののの急急急急なななな脆弱脆弱脆弱脆弱でごでごでごでござざざざ

いますので、その国道１いますので、その国道１いますので、その国道１いますので、その国道１６６６６８号８号８号８号ルルルルートートートートでででで救救救救難難難難救救救救助助助助に行けるに行けるに行けるに行ける可能可能可能可能性もあると思性もあると思性もあると思性もあると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。

自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊はははは救救救救難難難難救救救救助助助助のたのたのたのためめめめだけにあるだけにあるだけにあるだけにあるわわわわけけけけじゃじゃじゃじゃないとないとないとないと聞聞聞聞いておりますが、奈良県にないのはいておりますが、奈良県にないのはいておりますが、奈良県にないのはいておりますが、奈良県にないのは

ややややはり残はり残はり残はり残念念念念でごでごでごでござざざざいますので、そのようないますので、そのようないますので、そのようないますので、そのような運運運運動動動動をををを続続続続けていきたいと思います。けていきたいと思います。けていきたいと思います。けていきたいと思います。

十津十津十津十津川村の方は川村の方は川村の方は川村の方は尊皇精神尊皇精神尊皇精神尊皇精神がががが旺盛旺盛旺盛旺盛でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、皇皇皇皇宮宮宮宮警察には警察には警察には警察には随分随分随分随分奉奉奉奉職をされてきて職をされてきて職をされてきて職をされてきて
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おります。おります。おります。おります。自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊の職員のの職員のの職員のの職員の数数数数は全国で一は全国で一は全国で一は全国で一番少番少番少番少ないのが奈良県でごないのが奈良県でごないのが奈良県でごないのが奈良県でござざざざいます。１います。１います。１います。１，，，，００００００００００００人人人人

をををを切っ切っ切っ切っている、ている、ている、ている、リリリリクルクルクルクルートートートートはははは少少少少ない。これは部ない。これは部ない。これは部ない。これは部隊隊隊隊がないからだといがないからだといがないからだといがないからだといっっっってててて自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊のののの幹幹幹幹部には部には部には部には

言言言言っっっっているのですけれども、どているのですけれども、どているのですけれども、どているのですけれども、どっっっっちがちがちがちが先先先先かかかかわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんが、んが、んが、んが、尊尊尊尊王王王王精神精神精神精神はあるのにはあるのにはあるのにはあるのに自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊のののの

数数数数はははは少少少少ないというような地域でごないというような地域でごないというような地域でごないというような地域でござざざざいます。います。います。います。災害災害災害災害のことをのことをのことをのことを考考考考ええええますと、ますと、ますと、ますと、自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊の部の部の部の部隊隊隊隊のののの設設設設

置置置置についてはまたについてはまたについてはまたについてはまた改め改め改め改めてててて気気気気をををを取取取取りりりり直直直直してしてしてして頑張っ頑張っ頑張っ頑張っていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。

土地のことについて、ご土地のことについて、ご土地のことについて、ご土地のことについて、ご要望要望要望要望ということでごということでごということでごということでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、市市市市の土地も、県もの土地も、県もの土地も、県もの土地も、県も気気気気にしないにしないにしないにしない

わわわわけでもごけでもごけでもごけでもござざざざいまいまいまいませせせせん。県も土地が５０ん。県も土地が５０ん。県も土地が５０ん。県も土地が５０ヘヘヘヘクタクタクタクターーーールルルルぐぐぐぐらいごらいごらいごらいござざざざいますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その処処処処分分分分といといといとい

うものも大事でごうものも大事でごうものも大事でごうものも大事でござざざざいますが、どうも、いい土地であればいますが、どうも、いい土地であればいますが、どうも、いい土地であればいますが、どうも、いい土地であれば処処処処分分分分もできるのですが、もできるのですが、もできるのですが、もできるのですが、市市市市長さ長さ長さ長さ

んにんにんにんに工工工工場場場場誘致誘致誘致誘致したいなと言うと土地はありますよと言うけれど、大したいなと言うと土地はありますよと言うけれど、大したいなと言うと土地はありますよと言うけれど、大したいなと言うと土地はありますよと言うけれど、大変変変変問題になるような土問題になるような土問題になるような土問題になるような土

地が地が地が地が多多多多うごうごうごうござざざざいまして、すいまして、すいまして、すいまして、すぐぐぐぐにににに乗乗乗乗れないことも今までの会れないことも今までの会れないことも今までの会れないことも今までの会話話話話の中ではありましたが、いの中ではありましたが、いの中ではありましたが、いの中ではありましたが、いろろろろ

んなんなんなんな工工工工夫の中でいい土地に夫の中でいい土地に夫の中でいい土地に夫の中でいい土地に変変変変化する化する化する化する可能可能可能可能性もあればいいかと思性もあればいいかと思性もあればいいかと思性もあればいいかと思っっっっております。なお、ております。なお、ております。なお、ております。なお、天天天天理理理理

市市市市に今度に今度に今度に今度来来来来ていただく会ていただく会ていただく会ていただく会社社社社は、は、は、は、私私私私も会も会も会も会わせわせわせわせていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、立立立立派派派派な会な会な会な会社社社社でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

すごくすごくすごくすごく立立立立派派派派な会な会な会な会社社社社が、が、が、が、積積積積水化水化水化水化学学学学のごのごのごのご縁縁縁縁でででで来来来来ていただくということで、県としても定ていただくということで、県としても定ていただくということで、県としても定ていただくということで、県としても定着着着着にににに向向向向

けてごけてごけてごけてご支支支支援援援援申し上げたいと思申し上げたいと思申し上げたいと思申し上げたいと思っっっっ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でごでごでござざざざいます。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 今、知事のお今、知事のお今、知事のお今、知事のお考考考考ええええをををを聞聞聞聞きました。きました。きました。きました。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ます。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 では、長時間になでは、長時間になでは、長時間になでは、長時間になっっっっておりますけれども、よておりますけれども、よておりますけれども、よておりますけれども、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。

台風台風台風台風１２号関係、知事は１２号関係、知事は１２号関係、知事は１２号関係、知事はじめじめじめじめ理事者の皆さんには、連日大理事者の皆さんには、連日大理事者の皆さんには、連日大理事者の皆さんには、連日大変変変変ごごごご尽尽尽尽力力力力をいただいておりまをいただいておりまをいただいておりまをいただいておりま

すことを、このすことを、このすことを、このすことを、この場場場場をおかりをいたしましてをおかりをいたしましてをおかりをいたしましてをおかりをいたしまして感謝感謝感謝感謝を申し上げたいと思います。を申し上げたいと思います。を申し上げたいと思います。を申し上げたいと思います。引引引引きききき続続続続きよきよきよきよろろろろ

しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。

それでは、それでは、それでは、それでは、私私私私は１は１は１は１点点点点だけ、だけ、だけ、だけ、角角角角度を度を度を度を変変変変ええええまして質問さまして質問さまして質問さまして質問させせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。私私私私もももも常々常々常々常々から奈から奈から奈から奈

良に良に良に良に住住住住んでよかんでよかんでよかんでよかっっっった、これからも奈良にた、これからも奈良にた、これからも奈良にた、これからも奈良に住み続住み続住み続住み続けたい、そういけたい、そういけたい、そういけたい、そういっっっった県づくりをどのようにた県づくりをどのようにた県づくりをどのようにた県づくりをどのように

すればできるのかいすればできるのかいすればできるのかいすればできるのかいろろろろいいいいろろろろ考考考考ええええてまいりましたけれども、その中で今、県がてまいりましたけれども、その中で今、県がてまいりましたけれども、その中で今、県がてまいりましたけれども、その中で今、県が目指目指目指目指しておりしておりしておりしており

ます健ます健ます健ます健ややややかにかにかにかに生生生生きるきるきるきる構構構構想想想想、５つの、５つの、５つの、５つの構構構構想案想案想案想案の中で、地域の中で、地域の中で、地域の中で、地域ぐぐぐぐるるるるみみみみの健康づくりのの健康づくりのの健康づくりのの健康づくりの取取取取りりりり組み組み組み組みが県が県が県が県

内内内内市町市町市町市町村で村で村で村で展展展展開され、１０年開され、１０年開され、１０年開され、１０年後後後後には日本一の健康長には日本一の健康長には日本一の健康長には日本一の健康長寿寿寿寿県を県を県を県を目指目指目指目指しますと明しますと明しますと明しますと明記記記記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。非常非常非常非常に大事なことだと、そのたに大事なことだと、そのたに大事なことだと、そのたに大事なことだと、そのためめめめにはにはにはには何何何何をすればいいのかをすればいいのかをすればいいのかをすればいいのかずっずっずっずっとととと考考考考ええええておりました。ておりました。ておりました。ておりました。

もちもちもちもちろろろろん健康づくりにつきましては、医療ん健康づくりにつきましては、医療ん健康づくりにつきましては、医療ん健康づくりにつきましては、医療ややややその中での健その中での健その中での健その中での健診診診診、また、また、また、また食食食食事、さま事、さま事、さま事、さまざざざざまにまにまにまに必必必必要要要要

なななな要要要要素素素素はあはあはあはあろろろろうかと思いますけれども、うかと思いますけれども、うかと思いますけれども、うかと思いますけれども、私私私私は１は１は１は１点点点点、、、、運運運運動動動動、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはススススポポポポーーーーツツツツもかかもかかもかかもかかわわわわるかるかるかるか

ももももわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんが、そういんが、そういんが、そういんが、そういっっっったたたた体力体力体力体力面面面面について質問をさについて質問をさについて質問をさについて質問をさせせせせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

ことしの８月に発ことしの８月に発ことしの８月に発ことしの８月に発表表表表されました平成２３年度県されました平成２３年度県されました平成２３年度県されました平成２３年度県民アン民アン民アン民アンケケケケートートートート調調調調査におきまして、県査におきまして、県査におきまして、県査におきまして、県民民民民のののの

皆さんの日皆さんの日皆さんの日皆さんの日常生常生常生常生活活活活でででで悩悩悩悩みやみやみやみや不不不不安安安安の内の内の内の内容容容容の上の上の上の上位位位位の中に、２の中に、２の中に、２の中に、２番番番番と４と４と４と４番番番番にににに自分自分自分自分の健康、あるいはの健康、あるいはの健康、あるいはの健康、あるいは
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家族家族家族家族の健康が心の健康が心の健康が心の健康が心配配配配だと、健康にだと、健康にだと、健康にだと、健康に非常非常非常非常に不に不に不に不安安安安をおをおをおをお持持持持ちであるというちであるというちであるというちであるという結結結結果果果果が出ておりました。が出ておりました。が出ておりました。が出ておりました。

それともう一方では、県が策定をされました、ならそれともう一方では、県が策定をされました、ならそれともう一方では、県が策定をされました、ならそれともう一方では、県が策定をされました、なら運運運運動動動動・・・・ススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興プラプラプラプランンンンの中には、の中には、の中には、の中には、

運運運運動動動動習慣習慣習慣習慣のあるのあるのあるのある人人人人が３０が３０が３０が３０％％％％前前前前後後後後であると。しかし、もであると。しかし、もであると。しかし、もであると。しかし、もっっっっととととススススポポポポーーーーツツツツがしたい、がしたい、がしたい、がしたい、運運運運動動動動したいしたいしたいしたい

と言と言と言と言わわわわれる方が２０れる方が２０れる方が２０れる方が２０％プラ％プラ％プラ％プラスススス、行いたいができないという方も、行いたいができないという方も、行いたいができないという方も、行いたいができないという方も含含含含めめめめてててて７７７７７７７７％％％％。。。。非常非常非常非常にににに高高高高いいいい

率で、率で、率で、率で、何何何何とかとかとかとか自分自分自分自分の健康をの健康をの健康をの健康を維維維維持持持持したいというごしたいというごしたいというごしたいというご意意意意志が志が志が志が読読読読みみみみ取取取取れるれるれるれるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。そんいます。そんいます。そんいます。そん

な中でな中でな中でな中で社社社社団団団団法法法法人人人人日本日本日本日本公公公公園緑園緑園緑園緑地地地地協協協協会が発会が発会が発会が発表表表表した、２０１０年した、２０１０年した、２０１０年した、２０１０年去去去去年の、年の、年の、年の、公公公公園園園園をををを活活活活用したすこ用したすこ用したすこ用したすこやややや

か健康づくり推進事業か健康づくり推進事業か健康づくり推進事業か健康づくり推進事業調調調調査というものがありました。この中では、これまでの査というものがありました。この中では、これまでの査というものがありました。この中では、これまでの査というものがありました。この中では、これまでの公公公公園園園園のののの使使使使いいいい

方が大きく方が大きく方が大きく方が大きく変変変変わっわっわっわってきているというてきているというてきているというてきているという結結結結果果果果内内内内容容容容でごでごでごでござざざざいまして、これからはいまして、これからはいまして、これからはいまして、これからはトトトトレレレレーーーーニニニニンンンンググググ、、、、

あるいはあるいはあるいはあるいは介護介護介護介護予予予予防防防防、さま、さま、さま、さまざざざざまにこのまにこのまにこのまにこの公公公公園園園園でででで楽楽楽楽しい会しい会しい会しい会話話話話もできて、もできて、もできて、もできて、疾疾疾疾病等にも、また病等にも、また病等にも、また病等にも、また介護介護介護介護予予予予

防防防防にも大きなにも大きなにも大きなにも大きな効果効果効果効果をもたらすという報告が出ております。をもたらすという報告が出ております。をもたらすという報告が出ております。をもたらすという報告が出ております。

その中に、その中に、その中に、その中に、少少少少しししし注目注目注目注目して申し上げますと、して申し上げますと、して申し上げますと、して申し上げますと、例例例例ええええばこういうばこういうばこういうばこういう結結結結果果果果も出ておりました。も出ておりました。も出ておりました。も出ておりました。運運運運動動動動

にににに支障支障支障支障のない４０からのない４０からのない４０からのない４０から７７７７９歳の日本９歳の日本９歳の日本９歳の日本人人人人のののの男男男男女２女２女２女２万７，万７，万７，万７，４３１４３１４３１４３１人人人人を対を対を対を対象象象象として、として、として、として、例例例例ええええばばばばウウウウオオオオ

ーーーーキキキキンンンンググググによる医療費による医療費による医療費による医療費削削削削減減減減のののの効果効果効果効果についてについてについてについて調調調調査をされました。その査をされました。その査をされました。その査をされました。その結結結結果果果果、１時間、１時間、１時間、１時間未未未未満満満満ののののウウウウ

オオオオーーーーキキキキンンンンググググを行う者の医療費は平を行う者の医療費は平を行う者の医療費は平を行う者の医療費は平均均均均１１１１万万万万９９９９，７，７，７，７８２８２８２８２円円円円、これ月、これ月、これ月、これ月額額額額でごでごでごでござざざざいますが、１時間いますが、１時間いますが、１時間いますが、１時間

以以以以上の上の上の上のウウウウオオオオーーーーキキキキンンンンググググを行う者の医療費は平を行う者の医療費は平を行う者の医療費は平を行う者の医療費は平均均均均１１１１万７，万７，万７，万７，５１４５１４５１４５１４円円円円、これも月、これも月、これも月、これも月額額額額でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

１時間１時間１時間１時間以以以以上の上の上の上のウウウウオオオオーーーーキキキキンンンンググググは１時間は１時間は１時間は１時間未未未未満満満満に比に比に比に比べべべべて平て平て平て平均均均均２２２２，，，，２２２２６６６６８８８８円円円円、、、、約約約約１２１２１２１２％％％％の医療費の医療費の医療費の医療費削削削削

減減減減のののの効果効果効果効果があると認があると認があると認があると認めめめめられたというられたというられたというられたという具具具具体的体的体的体的な報告であるとか、また、１００な報告であるとか、また、１００な報告であるとか、また、１００な報告であるとか、また、１００％％％％にににに近近近近い方がい方がい方がい方が

何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形で健康ので健康ので健康ので健康の改善改善改善改善ができた、ができた、ができた、ができた、ウウウウオオオオーーーーキキキキンンンンググググやややや、あるいはさま、あるいはさま、あるいはさま、あるいはさまざざざざまにまにまにまに体体体体操操操操等も等も等も等も含含含含めめめめてててて

簡簡簡簡単単単単な健康づくりのな健康づくりのな健康づくりのな健康づくりの体体体体操操操操でででで改善改善改善改善されたという報告がごされたという報告がごされたという報告がごされたという報告がござざざざいました。いました。いました。いました。

そこで、そこで、そこで、そこで、先先先先ほどほどほどほど冒冒冒冒頭頭頭頭に申し上げました奈良県が健に申し上げました奈良県が健に申し上げました奈良県が健に申し上げました奈良県が健ややややかにかにかにかに生生生生きるきるきるきる構構構構想想想想の中で、の中で、の中で、の中で、例例例例ええええば長ば長ば長ば長寿寿寿寿

公公公公園園園園というというというという記記記記載載載載がごがごがごがござざざざいます。これは奈良県います。これは奈良県います。これは奈良県います。これは奈良県版版版版長長長長寿寿寿寿公公公公園園園園の全県の全県の全県の全県展展展展開と開と開と開と書書書書かれておりますけかれておりますけかれておりますけかれておりますけ

れども、こういうれども、こういうれども、こういうれども、こういう具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みというのはというのはというのはというのは非常非常非常非常に大事かと、に大事かと、に大事かと、に大事かと、改め改め改め改めてててて何何何何かをつくるといかをつくるといかをつくるといかをつくるとい

うよりも、あるものをいかにうよりも、あるものをいかにうよりも、あるものをいかにうよりも、あるものをいかに生生生生かしていくか。もちかしていくか。もちかしていくか。もちかしていくか。もちろろろろん今、各地域でそういん今、各地域でそういん今、各地域でそういん今、各地域で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

がありますけれども、そういがありますけれども、そういがありますけれども、そういがありますけれども、そういっっっった方もた方もた方もた方も含含含含めめめめて健康長て健康長て健康長て健康長寿寿寿寿の県をの県をの県をの県を目指目指目指目指すのであれば、すのであれば、すのであれば、すのであれば、底底底底辺辺辺辺をしをしをしをし

っっっっかりと上げていくようなかりと上げていくようなかりと上げていくようなかりと上げていくような取取取取りりりり組み組み組み組みが、が、が、が、情情情情報の報の報の報の共共共共有有有有化も化も化も化も含含含含めめめめて、こういうて、こういうて、こういうて、こういう取取取取りりりり組み組み組み組みををををやっやっやっやっ

てますよ、こういうてますよ、こういうてますよ、こういうてますよ、こういう効果効果効果効果がありましたよ、また、がありましたよ、また、がありましたよ、また、がありましたよ、また、テテテテレビレビレビレビもももも見見見見ておりますと、ごておりますと、ごておりますと、ごておりますと、ご当当当当地地地地体体体体操操操操とととと

いうものもできているようでごいうものもできているようでごいうものもできているようでごいうものもできているようでござざざざいます。そういいます。そういいます。そういいます。そういっっっったたたた意意意意味味味味からは、からは、からは、からは、身身身身近近近近なとこなとこなとこなところろろろでででで気気気気軽軽軽軽にににに

健康づくりに健康づくりに健康づくりに健康づくりに励励励励んでいただけることが健康長んでいただけることが健康長んでいただけることが健康長んでいただけることが健康長寿寿寿寿の県をの県をの県をの県を目指目指目指目指す、その一つになるのではないす、その一つになるのではないす、その一つになるのではないす、その一つになるのではない

かとかとかとか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、ぜひぜひぜひぜひとも、これは知事にご答弁いただければと思いまして、総括とも、これは知事にご答弁いただければと思いまして、総括とも、これは知事にご答弁いただければと思いまして、総括とも、これは知事にご答弁いただければと思いまして、総括

でこの質問をさでこの質問をさでこの質問をさでこの質問をさせせせせていただいたていただいたていただいたていただいたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。知事のおいます。知事のおいます。知事のおいます。知事のお考考考考ええええ、あるいはい、あるいはい、あるいはい、あるいはいろろろろんなんなんなんなアイアイアイアイ
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デアデアデアデア等もあると思いますけれども、ご答弁をいただければと思います。よ等もあると思いますけれども、ご答弁をいただければと思います。よ等もあると思いますけれども、ご答弁をいただければと思います。よ等もあると思いますけれども、ご答弁をいただければと思います。よろろろろしくお願いししくお願いししくお願いししくお願いし

ます。ます。ます。ます。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 公公公公園園園園ははははじめじめじめじめ、、、、身身身身近近近近なななな空空空空間を間を間を間を利利利利用して用して用して用して運運運運動動動動する環境づくりというのは前する環境づくりというのは前する環境づくりというのは前する環境づくりというのは前回回回回の知の知の知の知

事事事事就就就就任任任任のときから関心があのときから関心があのときから関心があのときから関心があっっっって、そのように申しておりました。て、そのように申しておりました。て、そのように申しておりました。て、そのように申しておりました。身身身身近近近近な健康づくりというな健康づくりというな健康づくりというな健康づくりという

ことで、健康ことで、健康ことで、健康ことで、健康遊遊遊遊具具具具やややや壁壁壁壁打打打打ちちちちボボボボードードードードのようなものは大のようなものは大のようなものは大のようなものは大都都都都市市市市ではではではでは少少少少しありますが、奈良県のよしありますが、奈良県のよしありますが、奈良県のよしありますが、奈良県のよ

うなとこうなとこうなとこうなところろろろ、ほとんど、ほとんど、ほとんど、ほとんど見見見見かけないと思かけないと思かけないと思かけないと思っっっって、そのて、そのて、そのて、その補補補補助助助助金をつく金をつく金をつく金をつく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。昨昨昨昨年年年年

度は奈良度は奈良度は奈良度は奈良市市市市、大和、大和、大和、大和郡郡郡郡山山山山市市市市、、、、桜桜桜桜井井井井市市市市、平、平、平、平群群群群町町町町、広、広、広、広陵陵陵陵町町町町にににに補補補補助助助助を行うことができました。を行うことができました。を行うことができました。を行うことができました。わずわずわずわず

かなお金でごかなお金でごかなお金でごかなお金でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、身身身身近近近近なものができるように、これは県なものができるように、これは県なものができるように、これは県なものができるように、これは県営営営営運運運運動具動具動具動具というよりも、というよりも、というよりも、というよりも、

市町市町市町市町村が村が村が村が熱熱熱熱心にな心にな心にな心になっっっってもらてもらてもらてもらっっっって県がて県がて県がて県が助助助助成するとい成するとい成するとい成するといっっっったたたたタタタタイイイイププププだと思います。お子さんのだと思います。お子さんのだと思います。お子さんのだと思います。お子さんの運運運運

動動動動環境、子どもさんの環境、子どもさんの環境、子どもさんの環境、子どもさんの体力体力体力体力が奈良県がが奈良県がが奈良県がが奈良県が劣劣劣劣っっっっているというているというているというているという指指指指標標標標が出ましたので、が出ましたので、が出ましたので、が出ましたので、芝芝芝芝生生生生のののの運運運運動動動動

場場場場があるのとないのと、があるのとないのと、があるのとないのと、があるのとないのと、随分随分随分随分運運運運動動動動のののの量量量量がががが違違違違うということもうということもうということもうということも聞聞聞聞きましたので、きましたので、きましたので、きましたので、運運運運動動動動芝芝芝芝生生生生化の化の化の化の

補補補補助助助助も県はつけさも県はつけさも県はつけさも県はつけさせせせせていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、市町市町市町市町村長の理村長の理村長の理村長の理解解解解はははは必必必必ずずずずしも進まなくて、すしも進まなくて、すしも進まなくて、すしも進まなくて、すぐぐぐぐにににに

はなかなかできなかはなかなかできなかはなかなかできなかはなかなかできなかっっっったですが、たですが、たですが、たですが、徐徐徐徐 々々々々にそういう理にそういう理にそういう理にそういう理解解解解が進んできているように思が進んできているように思が進んできているように思が進んできているように思っっっっておりておりておりており

ます。ましてます。ましてます。ましてます。ましてやややや、、、、公公公公園園園園のような大きなのような大きなのような大きなのような大きな空空空空間ある間ある間ある間ある場場場場所所所所ではではではでは運運運運動動動動のののの場場場場所所所所にもなるのではないかにもなるのではないかにもなるのではないかにもなるのではないか

と、特に奈良県にとりましてはと、特に奈良県にとりましてはと、特に奈良県にとりましてはと、特に奈良県にとりましては橿原橿原橿原橿原公公公公苑苑苑苑がそのような明がそのような明がそのような明がそのような明治外治外治外治外苑苑苑苑にもにもにもにも匹敵匹敵匹敵匹敵するようなするようなするようなするような立立立立派派派派なななな

とことことこところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。多少多少多少多少、、、、運運運運動動動動にににに利利利利用されている方おられますが、用されている方おられますが、用されている方おられますが、用されている方おられますが、夜夜夜夜はははは多少多少多少多少暗暗暗暗くてくてくてくて怖怖怖怖いいいい

し、日ごし、日ごし、日ごし、日ごろろろろもももも雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気がががが少少少少しないということでごしないということでごしないということでごしないということでござざざざいましたので、いましたので、いましたので、いましたので、ジジジジョギョギョギョギンンンンググググをするをするをするをする人人人人のののの着着着着

ががががえ所スえ所スえ所スえ所ステテテテーシーシーシーショョョョンンンンをつくることを県のをつくることを県のをつくることを県のをつくることを県の施施施施設設設設として発として発として発として発想想想想して、して、して、して、身身身身近近近近なななな運運運運動施動施動施動施設設設設としてとしてとしてとして活活活活用用用用

できるようにいたしましたし、できるようにいたしましたし、できるようにいたしましたし、できるようにいたしましたし、夜夜夜夜のののの照照照照明もつけると明もつけると明もつけると明もつけるとナナナナイトイトイトイトラララランンンンが大が大が大が大変変変変できてきたと、できてきたと、できてきたと、できてきたと、橿原橿原橿原橿原

ででででナナナナイトイトイトイトラララランンンンができると、奈良でもができると、奈良でもができると、奈良でもができると、奈良でもナナナナイトイトイトイトラララランンンンをしようか、あるいはほかのをしようか、あるいはほかのをしようか、あるいはほかのをしようか、あるいはほかの馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵でもでもでもでも

ナナナナイトイトイトイトラララランンンンができないか、いができないか、いができないか、いができないか、いろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでそのようなでそのようなでそのようなでそのような試試試試みみみみが出てくるように思が出てくるように思が出てくるように思が出てくるように思っっっっておておておてお

ります。県としては、そのような発ります。県としては、そのような発ります。県としては、そのような発ります。県としては、そのような発想想想想が地につくようなことを地道にが地につくようなことを地道にが地につくようなことを地道にが地につくようなことを地道に着実着実着実着実にしていきたいにしていきたいにしていきたいにしていきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

そのような中で、そのような中で、そのような中で、そのような中で、組組組組織織織織は総は総は総は総合合合合型型型型地域地域地域地域ススススポポポポーーーーツツツツクラブクラブクラブクラブがそのようながそのようながそのようながそのような競競競競技技技技ススススポポポポーーーーツツツツだけでなだけでなだけでなだけでな

くくくく身身身身近近近近ななななススススポポポポーーーーツツツツをををを誘誘誘誘っっっって、て、て、て、町町町町のお子さんたち、中年の方たちものお子さんたち、中年の方たちものお子さんたち、中年の方たちものお子さんたち、中年の方たちも誘誘誘誘っっっってしていただくようてしていただくようてしていただくようてしていただくよう

にできたらと思います。総にできたらと思います。総にできたらと思います。総にできたらと思います。総合合合合型型型型地域地域地域地域ススススポポポポーーーーツツツツクラブクラブクラブクラブがががが急急急急速速速速ににににふえふえふえふえてきております。これはてきております。これはてきております。これはてきております。これは

リーダーリーダーリーダーリーダーのおかげだと思いますが、奈良県は大のおかげだと思いますが、奈良県は大のおかげだと思いますが、奈良県は大のおかげだと思いますが、奈良県は大変変変変おくれた県でごおくれた県でごおくれた県でごおくれた県でござざざざいましたが、大いましたが、大いましたが、大いましたが、大変変変変伸伸伸伸びびびび

ているているているている分野分野分野分野だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、施施施施設設設設がなくてもがなくてもがなくてもがなくてもススススポポポポーーーーツツツツはできるというはできるというはできるというはできるという活動型活動型活動型活動型ののののクラブクラブクラブクラブでででで

ごごごござざざざいますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その設立設立設立設立、育成に県は、育成に県は、育成に県は、育成に県は音音音音頭頭頭頭をとをとをとをとっっっってててて積積積積極極極極的的的的にしております。また、奈良にしております。また、奈良にしております。また、奈良にしております。また、奈良

のののの近近近近郊郊郊郊でもでもでもでも夕夕夕夕方川方川方川方川辺辺辺辺を一を一を一を一生懸命生懸命生懸命生懸命散散散散歩歩歩歩される方たちとか、いされる方たちとか、いされる方たちとか、いされる方たちとか、いろろろろんな方がいい環境でんな方がいい環境でんな方がいい環境でんな方がいい環境で利利利利用され用され用され用され
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ております。川ております。川ております。川ております。川辺辺辺辺ももももひひひひとつ大きなとつ大きなとつ大きなとつ大きな運運運運動動動動のののの場場場場所所所所だと思いますので、川だと思いますので、川だと思いますので、川だと思いますので、川辺辺辺辺のののの整整整整備備備備というのも一というのも一というのも一というのも一

つつつつ頭頭頭頭に入れていることで、に入れていることで、に入れていることで、に入れていることで、施施施施設設設設のののの整整整整備備備備、そこから、そこから、そこから、そこから運運運運動動動動体体体体のののの呼呼呼呼びかけ、びかけ、びかけ、びかけ、組組組組織織織織化、それと全化、それと全化、それと全化、それと全体体体体

のののの雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気をををを盛盛盛盛り上げるり上げるり上げるり上げるイイイイベベベベントントントントなどをなどをなどをなどを手手手手がけております事業をさらに充がけております事業をさらに充がけております事業をさらに充がけております事業をさらに充実実実実ささささせせせせていただきていただきていただきていただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 特に特に特に特に先先先先ほどご答弁ありました健康ほどご答弁ありました健康ほどご答弁ありました健康ほどご答弁ありました健康遊遊遊遊具具具具、県内５、県内５、県内５、県内５カ所カ所カ所カ所つけていただいておりまつけていただいておりまつけていただいておりまつけていただいておりま

すけれども、まだまだすけれども、まだまだすけれども、まだまだすけれども、まだまだ生生生生かしかしかしかし切切切切れていないというのがれていないというのがれていないというのがれていないというのが現状現状現状現状だと思います。まだまだ県の健だと思います。まだまだ県の健だと思います。まだまだ県の健だと思います。まだまだ県の健

康づくり、長康づくり、長康づくり、長康づくり、長寿寿寿寿県日本一を県日本一を県日本一を県日本一を目指目指目指目指すのだという、このすのだという、このすのだという、このすのだという、この辺辺辺辺のののの温温温温度度度度差差差差がががが市町市町市町市町村とはあるのかな、村とはあるのかな、村とはあるのかな、村とはあるのかな、

そのようにそのようにそのようにそのように感じ感じ感じ感じております。ております。ております。ております。何何何何か、県が言か、県が言か、県が言か、県が言っっっってきたからつけていますてきたからつけていますてきたからつけていますてきたからつけています的的的的なとこなとこなとこなところろろろもももも見見見見受け受け受け受け

られるとこられるとこられるとこられるところろろろもありますので、このもありますので、このもありますので、このもありますので、この辺辺辺辺のののの温温温温度度度度差差差差をどう一をどう一をどう一をどう一緒緒緒緒にににに引引引引き上げていくのかというこき上げていくのかというこき上げていくのかというこき上げていくのかというこ

ともともともとも非常非常非常非常に大事かと思います。に大事かと思います。に大事かと思います。に大事かと思います。市町市町市町市町村との連村との連村との連村との連携携携携もももも見見見見据据据据ええええた上で、た上で、た上で、た上で、先先先先ほども申し上げましたほども申し上げましたほども申し上げましたほども申し上げました

ように、日ごように、日ごように、日ごように、日ごろろろろからからからから運運運運動動動動されている方にされている方にされている方にされている方にプラプラプラプラススススもう一もう一もう一もう一歩歩歩歩何何何何かを、そのかを、そのかを、そのかを、その仕仕仕仕組み組み組み組みをつくれば参をつくれば参をつくれば参をつくれば参

加加加加できる方のできる方のできる方のできる方の層層層層をいかにをいかにをいかにをいかに引引引引き上げていくかというのもき上げていくかというのもき上げていくかというのもき上げていくかというのも非常非常非常非常に大事かと思います。そのたに大事かと思います。そのたに大事かと思います。そのたに大事かと思います。そのためめめめ

には、には、には、には、先先先先ほど申し上げました地域のもほど申し上げました地域のもほど申し上げました地域のもほど申し上げました地域のもっっっっとととと身身身身近近近近なななな公公公公園園園園、これはもう、これはもう、これはもう、これはもう市町市町市町市町村とも連村とも連村とも連村とも連携携携携しなくしなくしなくしなく

てはできまてはできまてはできまてはできませせせせんけれども、こういんけれども、こういんけれども、こういんけれども、こういっっっったたたた仕仕仕仕組み組み組み組みづくりを県がづくりを県がづくりを県がづくりを県がリードリードリードリードしてしてしてして音音音音頭頭頭頭をとることも、をとることも、をとることも、をとることも、

この県の健この県の健この県の健この県の健ややややかにかにかにかに生生生生きる、きる、きる、きる、暮暮暮暮らすという、このらすという、このらすという、このらすという、この指指指指標標標標からすると、そのからすると、そのからすると、そのからすると、その役割役割役割役割はははは非常非常非常非常に県が大に県が大に県が大に県が大

事な事な事な事な分野分野分野分野かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。先先先先ほど申し上げました長ほど申し上げました長ほど申し上げました長ほど申し上げました長寿寿寿寿公公公公園園園園がありますけれど、なかなかこのがありますけれど、なかなかこのがありますけれど、なかなかこのがありますけれど、なかなかこの

言言言言葉葉葉葉自体自体自体自体はここにははここにははここにははここには読読読読みみみみ取取取取れるのですけれど、では、それはどんなものなんだというのがれるのですけれど、では、それはどんなものなんだというのがれるのですけれど、では、それはどんなものなんだというのがれるのですけれど、では、それはどんなものなんだというのが

現現現現場場場場にはなかなかにはなかなかにはなかなかにはなかなか伝伝伝伝わっわっわっわってこないのはてこないのはてこないのはてこないのは現現現現実実実実だだだだろろろろうと思います。うと思います。うと思います。うと思います。実実実実際際際際、健康、健康、健康、健康遊遊遊遊具具具具がついていがついていがついていがついてい

る地域の方でも、る地域の方でも、る地域の方でも、る地域の方でも、何何何何かつけはかつけはかつけはかつけはっっっったなたなたなたな的的的的な、な、な、な、最初最初最初最初はそんなはそんなはそんなはそんな感感感感想想想想でごでごでごでござざざざいましたので、いましたので、いましたので、いましたので、非常非常非常非常にににに

ももももっっっったいないなというのが正たいないなというのが正たいないなというのが正たいないなというのが正直直直直なななな感感感感想想想想でごでごでごでござざざざいました。より一いました。より一いました。より一いました。より一層層層層、もう、もう、もう、もう来来来来年度の年度の年度の年度の予予予予算等も算等も算等も算等も

含含含含めめめめて、もうて、もうて、もうて、もう少少少少しししし踏み込踏み込踏み込踏み込んだ健康づくり、んだ健康づくり、んだ健康づくり、んだ健康づくり、幅幅幅幅広い健康づくりで県が広い健康づくりで県が広い健康づくりで県が広い健康づくりで県が音音音音頭頭頭頭をとをとをとをとっっっっててててやっやっやっやっていていていてい

ると、もると、もると、もると、もっっっっと言と言と言と言ええええば健康づくりの日ば健康づくりの日ば健康づくりの日ば健康づくりの日的的的的なものも、あるなものも、あるなものも、あるなものも、ある意意意意味考味考味考味考ええええて、そんなて、そんなて、そんなて、そんな取取取取りりりり組み組み組み組みもももも必必必必要要要要

かと思いますので、そのかと思いますので、そのかと思いますので、そのかと思いますので、その点点点点はははは要望要望要望要望しておきたいと思います。ありがとうごしておきたいと思います。ありがとうごしておきたいと思います。ありがとうごしておきたいと思います。ありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、知事におそれでは、知事におそれでは、知事におそれでは、知事にお伺伺伺伺いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

最初最初最初最初にまにまにまにまずずずず、、、、近近近近鉄鉄鉄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屋根屋根屋根の問題について質問したいと思います。この間、の問題について質問したいと思います。この間、の問題について質問したいと思います。この間、の問題について質問したいと思います。この間、東東東東

日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災、、、、台風台風台風台風１２号の大１２号の大１２号の大１２号の大災害災害災害災害と大と大と大と大変変変変深深深深刻刻刻刻なななな被被被被害害害害がががが続続続続いております。いております。いております。いております。私私私私もほんのもほんのもほんのもほんの少少少少しでしでしでしで

はごはごはごはござざざざいますけれども、福いますけれども、福いますけれども、福いますけれども、福島島島島県い県い県い県いわわわわきききき市市市市にににに救援救援救援救援ののののボボボボラララランンンンティティティティアアアアに行かに行かに行かに行かせせせせていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。

そのときには、そのときには、そのときには、そのときには、津津津津波波波波にさらにさらにさらにさらわわわわれましたれましたれましたれました瓦瓦瓦瓦れきのれきのれきのれきの町町町町というものをというものをというものをというものを目目目目のののの当当当当たりにいたしまして、たりにいたしまして、たりにいたしまして、たりにいたしまして、

本本本本当当当当ににににシシシショョョョッッッッキキキキンンンンググググな光景でありました。また、な光景でありました。また、な光景でありました。また、な光景でありました。また、台風台風台風台風１２号につきましても、１２号につきましても、１２号につきましても、１２号につきましても、十津十津十津十津川村、川村、川村、川村、

野迫野迫野迫野迫川村、川村、川村、川村、五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町町町町、、、、天天天天川村など、川村など、川村など、川村など、被被被被災災災災地を地を地を地を訪訪訪訪問さ問さ問さ問させせせせていただきまして、村長さんていただきまして、村長さんていただきまして、村長さんていただきまして、村長さんやややや
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住民住民住民住民の方の方の方の方 々々々々からおからおからおからお話話話話をををを伺伺伺伺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。巨巨巨巨大な大な大な大な深層崩壊深層崩壊深層崩壊深層崩壊のののの復旧復旧復旧復旧、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは安安安安全な村全な村全な村全な村やややや

川を川を川を川を取取取取りりりり戻戻戻戻すということでいいますと、すということでいいますと、すということでいいますと、すということでいいますと、相当相当相当相当の時間の時間の時間の時間やややや費用がかかることだと思いました。費用がかかることだと思いました。費用がかかることだと思いました。費用がかかることだと思いました。

長年長年長年長年住住住住んできた村を本んできた村を本んできた村を本んできた村を本当当当当にににに何何何何とかとかとかとか立立立立てててて直直直直していきたいと、していきたいと、していきたいと、していきたいと、希希希希望望望望のののの持持持持てる村にしたいというてる村にしたいというてる村にしたいというてる村にしたいという

切切切切実実実実なななな声声声声をおをおをおをお聞聞聞聞きをいたしまして、今きをいたしまして、今きをいたしまして、今きをいたしまして、今何何何何よりも、よりも、よりも、よりも、力力力力をををを合わせ合わせ合わせ合わせてててて復旧復復旧復復旧復復旧復興に興に興に興に取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく

ことが第一のことが第一のことが第一のことが第一の課課課課題ではないかと思いました。こういう題ではないかと思いました。こういう題ではないかと思いました。こういう題ではないかと思いました。こういう状況状況状況状況にあるときに、にあるときに、にあるときに、にあるときに、公共公共公共公共事業の進事業の進事業の進事業の進めめめめ

方、方、方、方、税税税税金の金の金の金の使使使使い方について、県としてもい方について、県としてもい方について、県としてもい方について、県としても考考考考ええええるるるる必必必必要要要要があるのではないかと思があるのではないかと思があるのではないかと思があるのではないかと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。

とりとりとりとりわわわわけけけけ近近近近鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前の行前の行前の行前の行基基基基広広広広場場場場へへへへ大大大大屋根屋根屋根屋根をををを建設建設建設建設するするするする案案案案がごがごがごがござざざざいます。これはいます。これはいます。これはいます。これはＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢ、、、、

ＣＣＣＣとさまとさまとさまとさまざざざざまなまなまなまな案案案案があるそうですが、１があるそうですが、１があるそうですが、１があるそうですが、１億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円とも２とも２とも２とも２億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円とも言とも言とも言とも言

わわわわれております。これにつきましてはれております。これにつきましてはれております。これにつきましてはれております。これにつきましては賛否賛否賛否賛否がががが分分分分かれておりまして、かれておりまして、かれておりまして、かれておりまして、青青青青空空空空がががが見え見え見え見える方がいいる方がいいる方がいいる方がいい

とととと反反反反対される方、対される方、対される方、対される方、雨雨雨雨をよけるたをよけるたをよけるたをよけるためめめめにはあにはあにはあにはあっっっった方がいいという方もおられます。しかし、あた方がいいという方もおられます。しかし、あた方がいいという方もおられます。しかし、あた方がいいという方もおられます。しかし、あ

っっっったらたらたらたら便便便便利利利利という方の中でも、今すという方の中でも、今すという方の中でも、今すという方の中でも、今すぐぐぐぐ必必必必要要要要ではないので、こういうとき、まではないので、こういうとき、まではないので、こういうとき、まではないので、こういうとき、まず災害ず災害ず災害ず災害復旧復旧復旧復旧をををを

最最最最優優優優先先先先にすにすにすにすべべべべきではないかというきではないかというきではないかというきではないかという声声声声がががが寄寄寄寄せせせせられました。これはられました。これはられました。これはられました。これは当当当当然然然然のののの声声声声だと思だと思だと思だと思っっっっておりまておりまておりまておりま

す。不す。不す。不す。不要要要要不不不不急急急急というものは、このというものは、このというものは、このというものは、この際際際際後回後回後回後回しにすしにすしにすしにすべべべべきだと思うのですけれども、いかがでしきだと思うのですけれども、いかがでしきだと思うのですけれども、いかがでしきだと思うのですけれども、いかがでし

ょょょょうか。うか。うか。うか。

また、また、また、また、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動車動車動車動車道道道道路路路路の大和の大和の大和の大和北北北北道道道道路路路路のののの建設建設建設建設についてですけれども、今、事業化されてについてですけれども、今、事業化されてについてですけれども、今、事業化されてについてですけれども、今、事業化されて

おりますのはおりますのはおりますのはおりますのは郡郡郡郡山山山山ジジジジャャャャンンンンククククシシシショョョョンンンンから奈良から奈良から奈良から奈良インインインインタタタターーーーチェチェチェチェンジンジンジンジまでのまでのまでのまでの整整整整備備備備ということで、費ということで、費ということで、費ということで、費

用は８５０用は８５０用は８５０用は８５０億円億円億円億円とととと聞聞聞聞いております。しかし、これは奈良いております。しかし、これは奈良いております。しかし、これは奈良いております。しかし、これは奈良インインインインタタタターーーーチェチェチェチェンジンジンジンジまでで一までで一までで一までで一応応応応とまとまとまとま

ることになります。このることになります。このることになります。このることになります。この先先先先、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市内内内内へへへへのののの取取取取りつけ道りつけ道りつけ道りつけ道路路路路にににに接接接接続続続続をすることになりますので、をすることになりますので、をすることになりますので、をすることになりますので、

地地地地元元元元の方の方の方の方 々々々々からはからはからはからは自自自自動車動車動車動車のののの流流流流入が入が入が入がふえふえふえふえて環境て環境て環境て環境悪悪悪悪化が大化が大化が大化が大変変変変心心心心配配配配だというだというだというだという声や声や声や声や、また、、また、、また、、また、市市市市内内内内へへへへ

入入入入っっっってこられましてもてこられましてもてこられましてもてこられましても駐駐駐駐車場車場車場車場にににに限限限限りがあることでりがあることでりがあることでりがあることで渋渋渋渋滞滞滞滞をををを呼呼呼呼びびびび込む込む込む込むことになるのではないかことになるのではないかことになるのではないかことになるのではないか

という、こんなという、こんなという、こんなという、こんな数多数多数多数多くのくのくのくの意見意見意見意見もももも寄寄寄寄せせせせられております。られております。られております。られております。整整整整備備備備のもともとののもともとののもともとののもともとの目的目的目的目的は国道２４号は国道２４号は国道２４号は国道２４号

のののの渋渋渋渋滞解滞解滞解滞解消消消消、それから、、それから、、それから、、それから、周周周周辺辺辺辺道道道道路路路路のののの交交交交通通通通事事事事故故故故をををを減少減少減少減少する、そういうする、そういうする、そういうする、そういう効果効果効果効果をををを目指目指目指目指すことであすことであすことであすことであ

りました。しかし、りました。しかし、りました。しかし、りました。しかし、渋渋渋渋滞滞滞滞対策としての対策としての対策としての対策としての効果効果効果効果で言いますと、国道２４号でこので言いますと、国道２４号でこので言いますと、国道２４号でこので言いますと、国道２４号でこの整整整整備備備備をしたとをしたとをしたとをしたと

しても、２しても、２しても、２しても、２分分分分のののの通通通通行時間行時間行時間行時間短短短短縮縮縮縮にしかならないと、これは国土にしかならないと、これは国土にしかならないと、これは国土にしかならないと、これは国土交交交交通省通省通省通省ののののデーデーデーデータタタタです。です。です。です。交交交交通通通通事事事事

故故故故についてのについてのについてのについての効果効果効果効果をおをおをおをお尋尋尋尋ねねねねいたしましたけれども、国土いたしましたけれども、国土いたしましたけれども、国土いたしましたけれども、国土交交交交通省通省通省通省よりのよりのよりのよりの回回回回答はありま答はありま答はありま答はありませせせせんでんでんでんで

した。こういうものでありますから、今、した。こういうものでありますから、今、した。こういうものでありますから、今、した。こういうものでありますから、今、急急急急いでいでいでいでややややらなくてもよい事業であると思います。らなくてもよい事業であると思います。らなくてもよい事業であると思います。らなくてもよい事業であると思います。

このこのこのこの東東東東北北北北の大の大の大の大震震震震災災災災のののの復旧復旧復旧復旧というのがというのがというのがというのが喫喫喫喫緊緊緊緊のののの課課課課題にな題にな題にな題になっっっっているときに、国に対して、一たんているときに、国に対して、一たんているときに、国に対して、一たんているときに、国に対して、一たん

中中中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ではないかと思いますけれども、そのきではないかと思いますけれども、そのきではないかと思いますけれども、そのきではないかと思いますけれども、その点点点点についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいと思いまいしたいと思いまいしたいと思いまいしたいと思いま

す。す。す。す。

そして、そして、そして、そして、次次次次にもう１にもう１にもう１にもう１点点点点、県、県、県、県営プ営プ営プ営プーーーールルルルのののの跡跡跡跡地での地での地での地でのホホホホテルテルテルテル誘致誘致誘致誘致事業について事業について事業について事業について伺伺伺伺いたいと思いいたいと思いいたいと思いいたいと思い
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ます。この県ます。この県ます。この県ます。この県営プ営プ営プ営プーーーールルルルがががが突然突然突然突然撤撤撤撤去去去去されることにつきましては、そのされることにつきましては、そのされることにつきましては、そのされることにつきましては、その当当当当時、時、時、時、多多多多くのくのくのくの市民や市民や市民や市民や県県県県

民民民民の皆さんからの皆さんからの皆さんからの皆さんから驚驚驚驚ききききやややや怒怒怒怒りのりのりのりの声声声声がががが次々次々次々次々とととと寄寄寄寄せせせせられておりました。この計られておりました。この計られておりました。この計られておりました。この計画画画画がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました

のは、平のは、平のは、平のは、平城遷城遷城遷城遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭でででで世界世界世界世界から奈良観光にから奈良観光にから奈良観光にから奈良観光に訪訪訪訪れる方れる方れる方れる方 々々々々をおをおをおをお迎迎迎迎ええええするするするする高高高高級級級級ななななホホホホテルテルテルテル

をををを建建建建てたいという知事の思いから出発したものであります。しかし、今日いまだにてたいという知事の思いから出発したものであります。しかし、今日いまだにてたいという知事の思いから出発したものであります。しかし、今日いまだにてたいという知事の思いから出発したものであります。しかし、今日いまだに誘致誘致誘致誘致のののの

めめめめどがどがどがどが立っ立っ立っ立っておりまておりまておりまておりませせせせん。もう平ん。もう平ん。もう平ん。もう平城遷城遷城遷城遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭もももも終終終終わわわわりまして、りまして、りまして、りまして、当当当当時のに時のに時のに時のにぎわぎわぎわぎわいがいがいがいが

今に今に今に今に続続続続かないかないかないかない状況状況状況状況になになになになっっっっている中であります。いつまでもこのている中であります。いつまでもこのている中であります。いつまでもこのている中であります。いつまでもこの見見見見通通通通しのない事業を、あれしのない事業を、あれしのない事業を、あれしのない事業を、あれ

これこれこれこれ続続続続けるのはけるのはけるのはけるのは見見見見直直直直すすすすべべべべきではないかと、今の時きではないかと、今の時きではないかと、今の時きではないかと、今の時点点点点でこのでこのでこのでこのホホホホテルテルテルテル誘致誘致誘致誘致を中心とする開発計を中心とする開発計を中心とする開発計を中心とする開発計

画画画画は一たん中は一たん中は一たん中は一たん中止止止止をいたしまして、奈良をいたしまして、奈良をいたしまして、奈良をいたしまして、奈良市市市市のまちづくりの一環として、この土地をどのようのまちづくりの一環として、この土地をどのようのまちづくりの一環として、この土地をどのようのまちづくりの一環として、この土地をどのよう

にににに活活活活用していくのか、用していくのか、用していくのか、用していくのか、市民や市民や市民や市民や商商商商業観光関係者、また業観光関係者、また業観光関係者、また業観光関係者、また専専専専門門門門家家家家も入れて知も入れて知も入れて知も入れて知恵恵恵恵をををを結集結集結集結集して、して、して、して、古古古古都都都都

奈良に本奈良に本奈良に本奈良に本当当当当ににににふふふふささささわわわわしい計しい計しい計しい計画画画画をををを市民市民市民市民中心につく中心につく中心につく中心につくっっっっていくことをていくことをていくことをていくことを提提提提案案案案していきたいと思うのしていきたいと思うのしていきたいと思うのしていきたいと思うの

ですけれども、このですけれども、このですけれども、このですけれども、この点点点点について知事のおについて知事のおについて知事のおについて知事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思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 ままままずずずず、、、、インインインインフラフラフラフラのおのおのおのお話話話話がごがごがごがござざざざいました。道いました。道いました。道いました。道路路路路についてと、についてと、についてと、についてと、近近近近鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅の大の大の大の大屋屋屋屋

根根根根でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、災害災害災害災害にににに当当当当たたたたっっっっての道ての道ての道ての道路路路路をををを考考考考ええええますと、南の方の方は、道ますと、南の方の方は、道ますと、南の方の方は、道ますと、南の方の方は、道路路路路のののの復旧復旧復旧復旧をををを何何何何

よりもよりもよりもよりも望望望望んでおられます。どの地域も道んでおられます。どの地域も道んでおられます。どの地域も道んでおられます。どの地域も道路路路路は大事だということであは大事だということであは大事だということであは大事だということであろろろろうかと思います。うかと思います。うかと思います。うかと思います。命命命命

の道との道との道との道と十津十津十津十津川村の村長が言川村の村長が言川村の村長が言川村の村長が言っっっっておられる。これは山間地であておられる。これは山間地であておられる。これは山間地であておられる。これは山間地であろろろろうと平うと平うと平うと平野野野野であであであであろろろろうとうとうとうと変変変変わわわわらららら

ないと思います。とりないと思います。とりないと思います。とりないと思います。とりわわわわけ奈良の道け奈良の道け奈良の道け奈良の道路路路路、今ご、今ご、今ご、今ご指摘指摘指摘指摘のありました大和のありました大和のありました大和のありました大和北北北北道道道道路路路路のののの高高高高速速速速化が化が化が化が必必必必要要要要

かどうかについては、これはかどうかについては、これはかどうかについては、これはかどうかについては、これは経済経済経済経済の発の発の発の発展展展展とととと考考考考ええええててててみみみみますと、ますと、ますと、ますと、高高高高規格規格規格規格幹線幹線幹線幹線道道道道路路路路の奈良県内のの奈良県内のの奈良県内のの奈良県内の

延延延延長長長長区区区区間は間は間は間は７７７７４４４４．．．．５５５５キキキキロロロロメートメートメートメートルルルルでごでごでごでござざざざいます。これは一います。これは一います。これは一います。これは一番番番番短短短短いいいい沖縄沖縄沖縄沖縄がががが６６６６９９９９．．．．４４４４キキキキロロロロメーメーメーメー

トトトトルルルルとととと似似似似たようなたようなたようなたようなレレレレベベベベルルルルでごでごでごでござざざざいます。もいます。もいます。もいます。もっっっっと山間がと山間がと山間がと山間が多多多多いから平地がいから平地がいから平地がいから平地が少少少少ないといないといないといないといっっっっても、ても、ても、ても、

沖縄沖縄沖縄沖縄のののの島島島島であるとこであるとこであるとこであるところろろろでも南でも南でも南でも南北北北北にににに立立立立派派派派なななな高高高高規格規格規格規格道道道道路路路路ができて、ができて、ができて、ができて、経済経済経済経済のののの活活活活性化に性化に性化に性化に役役役役にににに立っ立っ立っ立ってててて

おります。奈良のおります。奈良のおります。奈良のおります。奈良の経済経済経済経済がががが活活活活性化しなか性化しなか性化しなか性化しなかっっっったのは、たのは、たのは、たのは、高高高高速速速速道道道道路路路路ができなかができなかができなかができなかっっっったからだとたからだとたからだとたからだと極極極極言し言し言し言し

ても、いいと思います。なても、いいと思います。なても、いいと思います。なても、いいと思います。なぜぜぜぜ、このようなことをは、このようなことをは、このようなことをは、このようなことをはっっっっきり言きり言きり言きり言ええええるかといいますと、１０年るかといいますと、１０年るかといいますと、１０年るかといいますと、１０年

前に奈良県と前に奈良県と前に奈良県と前に奈良県と同じ同じ同じ同じようなようなようなような経済規経済規経済規経済規模模模模でごでごでごでござざざざいましたいましたいましたいました滋賀滋賀滋賀滋賀県でご県でご県でご県でござざざざいますとか、奈良県よりもいますとか、奈良県よりもいますとか、奈良県よりもいますとか、奈良県よりも

経済規経済規経済規経済規模模模模がががが少少少少なかなかなかなかっっっった山た山た山た山梨梨梨梨県などは、中県などは、中県などは、中県などは、中央央央央自自自自動車動車動車動車道、あるいは名道、あるいは名道、あるいは名道、あるいは名神神神神高高高高速速速速道道道道路路路路、、、、京京京京滋滋滋滋ババババイイイイパパパパ

ススススなどができて、などができて、などができて、などができて、経済規経済規経済規経済規模模模模がががが圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的にににに差差差差がついたがついたがついたがついたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。京京京京都都都都との関係も新との関係も新との関係も新との関係も新幹幹幹幹

線線線線ができ、ができ、ができ、ができ、京京京京阪阪阪阪道道道道路路路路ができて、ますますができて、ますますができて、ますますができて、ますます差差差差がついてきているがついてきているがついてきているがついてきている実情実情実情実情でごでごでごでござざざざいます。国土います。国土います。国土います。国土軸軸軸軸かかかか

らららら離離離離れても、そのれても、そのれても、そのれても、その縦軸縦軸縦軸縦軸がががが整整整整備備備備されたらされたらされたらされたら経済経済経済経済はははは十分十分十分十分発発発発展展展展する。特に奈良のようなとこする。特に奈良のようなとこする。特に奈良のようなとこする。特に奈良のようなところろろろは、は、は、は、

関西の中で道関西の中で道関西の中で道関西の中で道路路路路がうまくつくれば発がうまくつくれば発がうまくつくれば発がうまくつくれば発展展展展するするするする余余余余地があ地があ地があ地があっっっったと思います。たと思います。たと思います。たと思います。

そのそのそのその結結結結果果果果、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの財財財財政問題でもご政問題でもご政問題でもご政問題でもご指摘指摘指摘指摘のありますように、のありますように、のありますように、のありますように、自自自自己己己己財源財源財源財源がががが極極極極めめめめてててて低低低低い地域い地域い地域い地域

になになになになっっっってきているてきているてきているてきているわわわわけで、けで、けで、けで、個人個人個人個人県県県県民税民税民税民税にににに偏偏偏偏っっっったたたた税源税源税源税源になになになになっっっっております。県ております。県ております。県ております。県民税民税民税民税はははは豊豊豊豊かな県かな県かな県かな県
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民民民民がおられる間はいいがおられる間はいいがおられる間はいいがおられる間はいいわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、これからいますが、これからいますが、これからいますが、これから必必必必ずずずずしもそうでないことでしもそうでないことでしもそうでないことでしもそうでないことで考考考考ええええますますますます

と、奈良で雇用が発と、奈良で雇用が発と、奈良で雇用が発と、奈良で雇用が発生生生生し、し、し、し、経済経済経済経済がががが活活活活性化するとい性化するとい性化するとい性化するといっっっったことで、奈良の道たことで、奈良の道たことで、奈良の道たことで、奈良の道路路路路はますますはますますはますますはますます重要重要重要重要

だと思います。また、だと思います。また、だと思います。また、だと思います。また、災害災害災害災害においても、南の方のにおいても、南の方のにおいても、南の方のにおいても、南の方の災害災害災害災害にににに駆駆駆駆けつけてくれたけつけてくれたけつけてくれたけつけてくれた自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊は、は、は、は、京京京京都都都都

府府府府の大の大の大の大久保久保久保久保からこの国道２４号をからこの国道２４号をからこの国道２４号をからこの国道２４号を通通通通っっっっていちていちていちていち早早早早くくくく駆駆駆駆けつけてきてくれたけつけてきてくれたけつけてきてくれたけつけてきてくれたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。

国道２４号が国道２４号が国道２４号が国道２４号が十分十分十分十分整整整整備備備備されてなければ、あるいはされてなければ、あるいはされてなければ、あるいはされてなければ、あるいは北北北北部の地部の地部の地部の地震震震震で道で道で道で道路路路路が開が開が開が開通通通通していなければ、していなければ、していなければ、していなければ、

南南南南北北北北にににに代替代替代替代替する大きな道する大きな道する大きな道する大きな道路路路路は奈良にないは奈良にないは奈良にないは奈良にない状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますので、これはいますので、これはいますので、これはいますので、これは極極極極めめめめて問題になて問題になて問題になて問題になっっっっ

ていたかと思います。大和ていたかと思います。大和ていたかと思います。大和ていたかと思います。大和北北北北道道道道路路路路の開の開の開の開通通通通は大は大は大は大変変変変重要重要重要重要なことだと思います。なことだと思います。なことだと思います。なことだと思います。

行行行行基基基基広広広広場場場場のののの屋根屋根屋根屋根について、ご質問がごについて、ご質問がごについて、ご質問がごについて、ご質問がござざざざいました。いました。いました。いました。近近近近鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅にはにはにはには昔昔昔昔はははは屋根屋根屋根屋根がごがごがごがござざざざいまいまいまいま

した。した。した。した。私私私私がががが高高高高校校校校時時時時代代代代にににに通通通通っっっっていたときもていたときもていたときもていたときも駅駅駅駅にににに屋根屋根屋根屋根があがあがあがあっっっって、このて、このて、このて、この写写写写真真真真があるのでごらんにがあるのでごらんにがあるのでごらんにがあるのでごらんに

なりますでしなりますでしなりますでしなりますでしょょょょうか、うか、うか、うか、屋根屋根屋根屋根がががが東向東向東向東向まであまであまであまであっっっったのです。たのです。たのです。たのです。

この上の方のこの上の方のこの上の方のこの上の方の屋根屋根屋根屋根は、は、は、は、渡渡渡渡りりりり廊廊廊廊下下下下のようなのようなのようなのような屋根屋根屋根屋根もあもあもあもあっっっったのです。しかも、このたのです。しかも、このたのです。しかも、このたのです。しかも、この屋根屋根屋根屋根のののの下下下下はははは

広広広広場場場場になになになになっっっっていて、ていて、ていて、ていて、駅駅駅駅前広前広前広前広場場場場でででで雨雨雨雨のかからない広のかからない広のかからない広のかからない広場場場場になになになになっっっっておりました。これはておりました。これはておりました。これはておりました。これは修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行

生生生生がががが待待待待合合合合をするような広をするような広をするような広をするような広場場場場にもなにもなにもなにもなっっっっていたていたていたていたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。今のいます。今のいます。今のいます。今のビビビビルルルルの中にそういう広の中にそういう広の中にそういう広の中にそういう広

場場場場があれば別だと思いますが、あれはがあれば別だと思いますが、あれはがあれば別だと思いますが、あれはがあれば別だと思いますが、あれは近近近近鉄ビ鉄ビ鉄ビ鉄ビルルルルになになになになっっっっしましましましまっっっったので、広たので、広たので、広たので、広場場場場がない、全国でがない、全国でがない、全国でがない、全国で

もももも珍珍珍珍しいしいしいしい駅駅駅駅前だと思います。前だと思います。前だと思います。前だと思います。駅駅駅駅前のことを前のことを前のことを前のことを随分随分随分随分関係してきましたが、関係してきましたが、関係してきましたが、関係してきましたが、屋根屋根屋根屋根のない、しかものない、しかものない、しかものない、しかも

広広広広場場場場とは言とは言とは言とは言ええええないあそこでないあそこでないあそこでないあそこで人人人人が、観光が、観光が、観光が、観光客客客客が、が、が、が、待待待待っっっっておられるておられるておられるておられる人人人人をををを見見見見るとるとるとると情情情情けない、けない、けない、けない、恥恥恥恥ずずずずかかかか

しいと県知事として思うしいと県知事として思うしいと県知事として思うしいと県知事として思う次次次次第でご第でご第でご第でござざざざいます。います。います。います。

当当当当時のような、この時のような、この時のような、この時のような、この薄薄薄薄暗暗暗暗いいいい屋根屋根屋根屋根をつくるのではありまをつくるのではありまをつくるのではありまをつくるのではありませせせせん。もん。もん。もん。もっっっっとととと背背背背のののの高高高高いいいい透透透透明性の明性の明性の明性の高高高高

いいいい屋根屋根屋根屋根ができるというができるというができるというができるという話話話話をををを聞聞聞聞いたから、それは本いたから、それは本いたから、それは本いたから、それは本来来来来奈良奈良奈良奈良市市市市がつくがつくがつくがつくっっっってもいいと思いましたてもいいと思いましたてもいいと思いましたてもいいと思いました

が、奈良県がつくるが、奈良県がつくるが、奈良県がつくるが、奈良県がつくるべべべべきだときだときだときだと考考考考ええええたたたたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。なお、この広います。なお、この広います。なお、この広います。なお、この広場場場場をつくるときに、をつくるときに、をつくるときに、をつくるときに、

近近近近隣隣隣隣にもにもにもにもっっっっと大きな広と大きな広と大きな広と大きな広場場場場をつくるをつくるをつくるをつくるべべべべくくくく当当当当時の奈良時の奈良時の奈良時の奈良市市市市長が一長が一長が一長が一生懸命生懸命生懸命生懸命なられたなられたなられたなられたわわわわけですが、こけですが、こけですが、こけですが、こ

のののの周周周周りのりのりのりの商店街商店街商店街商店街の方がなかなか地の方がなかなか地の方がなかなか地の方がなかなか地面面面面をををを売売売売らなからなからなからなかっっっったという、たという、たという、たという、自分自分自分自分の前まで広の前まで広の前まで広の前まで広場場場場にしてくれ、にしてくれ、にしてくれ、にしてくれ、

そこでそこでそこでそこで商商商商売売売売するからと言するからと言するからと言するからと言っっっってててて売売売売られなかられなかられなかられなかっっっったと。たと。たと。たと。当当当当時、奈良時、奈良時、奈良時、奈良市市市市長は長は長は長は怒怒怒怒っっっって、今の行て、今の行て、今の行て、今の行基基基基さんさんさんさん

のののの後ろ後ろ後ろ後ろにあるにあるにあるにある塀塀塀塀をつくをつくをつくをつくっっっって、あの広て、あの広て、あの広て、あの広場場場場ではではではでは商商商商売売売売ささささせせせせないと言ないと言ないと言ないと言っっっってされたという言いてされたという言いてされたという言いてされたという言い伝伝伝伝ええええがががが

残残残残っっっっております。事の定かでは、ております。事の定かでは、ております。事の定かでは、ております。事の定かでは、先先先先ほどの今井委員のほどの今井委員のほどの今井委員のほどの今井委員の検検検検証証証証ししししろろろろと言うなら、またと言うなら、またと言うなら、またと言うなら、また検検検検証証証証したしたしたした

いと思いますが、いと思いますが、いと思いますが、いと思いますが、公文公文公文公文書書書書として残として残として残として残っっっっているかどうかているかどうかているかどうかているかどうかわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんが、それほどこのんが、それほどこのんが、それほどこのんが、それほどこの東向東向東向東向商商商商

店街店街店街店街はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しい地域でごしい地域でごしい地域でごしい地域でござざざざいます。います。います。います。駅駅駅駅には広には広には広には広場場場場、それと、それと、それと、それと屋根屋根屋根屋根はははは必必必必ず要ず要ず要ず要ると思いますると思いますると思いますると思います

ので、このようなので、このようなので、このようなので、このような歴歴歴歴史史史史をををを踏踏踏踏ままままええええて、いまだにて、いまだにて、いまだにて、いまだに駅駅駅駅としてはとしてはとしてはとしては欠陥欠陥欠陥欠陥駅駅駅駅だと思います。できるとだと思います。できるとだと思います。できるとだと思います。できると必必必必

ずずずずいいいいいいいい駅駅駅駅になると思になると思になると思になると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。

県県県県営プ営プ営プ営プーーーールルルルのごのごのごのご提提提提示示示示でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、昨昨昨昨日日日日ミミミミシシシシュラュラュラュランンンンガガガガイドイドイドイドの奈良が発の奈良が発の奈良が発の奈良が発売売売売されました。されました。されました。されました。



---- 33335555 ----

ベベベベルルルルナナナナーーーールルルル・・・・デデデデルマルマルマルマススススというというというというミミミミシシシシュラュラュラュラン社ン社ン社ン社長が、奈良にうまいものなしというのはき長が、奈良にうまいものなしというのはき長が、奈良にうまいものなしというのはき長が、奈良にうまいものなしというのはきょょょょうううう

から言から言から言から言ええええまままませせせせんよということまで言んよということまで言んよということまで言んよということまで言っっっっていただきました。奈良にうまいものなしというのていただきました。奈良にうまいものなしというのていただきました。奈良にうまいものなしというのていただきました。奈良にうまいものなしというの

は、は、は、は、近近近近隣隣隣隣のののの人人人人が奈良にうまいものないからが奈良にうまいものないからが奈良にうまいものないからが奈良にうまいものないから京京京京都都都都へ来へ来へ来へ来いよと、大いよと、大いよと、大いよと、大阪阪阪阪へ来へ来へ来へ来いよと言いよと言いよと言いよと言っっっったことをたことをたことをたことを

宣宣宣宣伝伝伝伝されて、そのされて、そのされて、そのされて、その位位位位のののの低低低低いいいい評評評評判に判に判に判に安安安安住住住住していたのではないかと思います。奈良にもうまいしていたのではないかと思います。奈良にもうまいしていたのではないかと思います。奈良にもうまいしていたのではないかと思います。奈良にもうまい

とことことこところろろろはあると。はあると。はあると。はあると。

もう一つもう一つもう一つもう一つ宿宿宿宿泊泊泊泊でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、宿宿宿宿泊泊泊泊は、こんなに奈良のは、こんなに奈良のは、こんなに奈良のは、こんなに奈良の宿宿宿宿泊泊泊泊力力力力がががが衰衰衰衰ええええたのはたのはたのはたのは京京京京都都都都の新の新の新の新幹幹幹幹

線線線線開業開業開業開業後後後後ではないかと思います。それまでは、ではないかと思います。それまでは、ではないかと思います。それまでは、ではないかと思います。それまでは、修修修修学学学学旅旅旅旅行は行は行は行は京京京京都都都都に１に１に１に１泊泊泊泊、奈良に１、奈良に１、奈良に１、奈良に１泊泊泊泊が定が定が定が定番番番番

でありましたが、でありましたが、でありましたが、でありましたが、京京京京都都都都に１に１に１に１泊泊泊泊はするが、奈良の２はするが、奈良の２はするが、奈良の２はするが、奈良の２泊泊泊泊目目目目はそのうちの１はそのうちの１はそのうちの１はそのうちの１割割割割だそうでごだそうでごだそうでごだそうでござざざざいまいまいまいま

す。今は観光す。今は観光す。今は観光す。今は観光客客客客でにでにでにでにぎわっぎわっぎわっぎわっていますが、大ていますが、大ていますが、大ていますが、大仏仏仏仏前の前の前の前の駐駐駐駐車場車場車場車場へへへへ入る入る入る入るププププレレレレートートートートはははは京京京京都何都何都何都何とかとかとかとか交交交交通通通通、、、、

ヤヤヤヤササササカ交カ交カ交カ交通通通通とか、もうとか、もうとか、もうとか、もう早早早早くくくく帰帰帰帰っっっってくれと言いたくなるような大きなてくれと言いたくなるような大きなてくれと言いたくなるような大きなてくれと言いたくなるような大きなババババススススで、で、で、で、渋渋渋渋滞滞滞滞のののの原原原原因因因因にににに

ななななっっっっています。これは、あそこをています。これは、あそこをています。これは、あそこをています。これは、あそこを歩歩歩歩く道もく道もく道もく道も貧貧貧貧弱弱弱弱でごでごでごでござざざざいます中で、います中で、います中で、います中で、朝朝朝朝おおおおろろろろしてしてしてして夕夕夕夕方とりに方とりに方とりに方とりに

帰帰帰帰るような観光地に成りるような観光地に成りるような観光地に成りるような観光地に成り下下下下ががががっっっったと思います。たと思います。たと思います。たと思います。昔昔昔昔のののの修修修修学学学学旅旅旅旅行の行の行の行の人人人人にも、このにも、このにも、このにも、この駅駅駅駅前でも前でも前でも前でも修修修修学学学学

旅旅旅旅行行行行生生生生がががが待待待待っっっっていたていたていたていたわわわわけでありますので、そのようなことをけでありますので、そのようなことをけでありますので、そのようなことをけでありますので、そのようなことを取取取取りりりり戻戻戻戻したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。修修修修

学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生も奈良にも奈良にも奈良にも奈良に来来来来るるるるべべべべきだと思います。きだと思います。きだと思います。きだと思います。宿宿宿宿泊泊泊泊があれば雇用が発があれば雇用が発があれば雇用が発があれば雇用が発生生生生いたします。うまいもいたします。うまいもいたします。うまいもいたします。うまいも

のがのがのがのがわわわわかりましたので、今度はかりましたので、今度はかりましたので、今度はかりましたので、今度は宿宿宿宿泊泊泊泊だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。宿宿宿宿泊泊泊泊は小さくまとまは小さくまとまは小さくまとまは小さくまとまろろろろうといううといううといううという宿宿宿宿泊泊泊泊業業業業

者の方が者の方が者の方が者の方が排斥排斥排斥排斥してきたしてきたしてきたしてきた経緯経緯経緯経緯もあもあもあもあろろろろうかと思います。それにうかと思います。それにうかと思います。それにうかと思います。それにぜひぜひぜひぜひ賛賛賛賛同同同同しないようにしていたしないようにしていたしないようにしていたしないようにしていた

だきたい。奈良の発だきたい。奈良の発だきたい。奈良の発だきたい。奈良の発展展展展のたのたのたのためめめめにはにはにはには宿宿宿宿泊泊泊泊施施施施設設設設はははは絶絶絶絶対対対対必必必必要要要要ですから、ですから、ですから、ですから、要要要要らないということ、らないということ、らないということ、らないということ、賛賛賛賛

同同同同しないでいただきたいことを県議会の皆しないでいただきたいことを県議会の皆しないでいただきたいことを県議会の皆しないでいただきたいことを県議会の皆様様様様にににに重々重々重々重々お願いをしたいと思います。お願いをしたいと思います。お願いをしたいと思います。お願いをしたいと思います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 知事からご答弁がありました。知事からご答弁がありました。知事からご答弁がありました。知事からご答弁がありました。最初最初最初最初に道に道に道に道路路路路の問題で、知事は道の問題で、知事は道の問題で、知事は道の問題で、知事は道路路路路はははは命命命命の道の道の道の道路路路路

で、で、で、で、非常非常非常非常に大事だとおに大事だとおに大事だとおに大事だとおっっっっししししゃゃゃゃいました。いました。いました。いました。私私私私もそのもそのもそのもその通通通通りだと思りだと思りだと思りだと思っっっっております。特にております。特にております。特にております。特に十津十津十津十津川村川村川村川村

では、今では、今では、今では、今回回回回のような事のような事のような事のような事情情情情になになになになっっっって、本て、本て、本て、本当当当当にににに孤孤孤孤立立立立してしましてしましてしましてしまわわわわれるというれるというれるというれるという状況状況状況状況になりましたのになりましたのになりましたのになりましたの

で、そういうことがないように、おくれた地域でので、そういうことがないように、おくれた地域でので、そういうことがないように、おくれた地域でので、そういうことがないように、おくれた地域での整整整整備備備備というのは、まというのは、まというのは、まというのは、まずずずず優優優優先先先先をして進をして進をして進をして進めめめめ

るるるるべべべべきだと思きだと思きだと思きだと思っっっっております。その道ております。その道ております。その道ております。その道路路路路そのものが全くそのものが全くそのものが全くそのものが全く必必必必要要要要でないなどと思でないなどと思でないなどと思でないなどと思っっっっているているているているわわわわけでけでけでけで

はなくて、このはなくて、このはなくて、このはなくて、この京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動車動車動車動車道につきましても道につきましても道につきましても道につきましても郡郡郡郡山山山山インインインインタタタターーーーチェチェチェチェンジンジンジンジにつながることで、につながることで、につながることで、につながることで、

全国全国全国全国的的的的なななな展展展展開で言いましたら一定の開で言いましたら一定の開で言いましたら一定の開で言いましたら一定の効果効果効果効果が出てくるものだと思います。しかし、今進が出てくるものだと思います。しかし、今進が出てくるものだと思います。しかし、今進が出てくるものだと思います。しかし、今進めめめめてててて

いる大和いる大和いる大和いる大和北北北北道道道道路路路路につきましては、地につきましては、地につきましては、地につきましては、地下トンネ下トンネ下トンネ下トンネルルルルという大問題があるという大問題があるという大問題があるという大問題があるルルルルートートートートで、で、で、で、トンネトンネトンネトンネルルルルのののの

部部部部分分分分は、これまでからは、これまでからは、これまでからは、これまでから私私私私たちもたちもたちもたちも反反反反対をしておりますけれども、そういう地対をしておりますけれども、そういう地対をしておりますけれども、そういう地対をしておりますけれども、そういう地下下下下水の問題水の問題水の問題水の問題並並並並びびびび

にににに巨巨巨巨額額額額のののの投投投投資が資が資が資が必必必必要要要要だということで、だということで、だということで、だということで、当面難当面難当面難当面難しい事しい事しい事しい事情情情情もあります。今すもあります。今すもあります。今すもあります。今すぐぐぐぐ始始始始めめめめたとしても、たとしても、たとしても、たとしても、

でき上がるまでには２０年でき上がるまでには２０年でき上がるまでには２０年でき上がるまでには２０年以以以以上かかるということですから、さらに上かかるということですから、さらに上かかるということですから、さらに上かかるということですから、さらに遅遅遅遅くなくなくなくなっっっってしまう道てしまう道てしまう道てしまう道路路路路

であります。であります。であります。であります。



---- 33336666 ----

そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで考考考考ええええましたら、今一ましたら、今一ましたら、今一ましたら、今一番番番番にににに優優優優先先先先すすすすべべべべきは、これからきは、これからきは、これからきは、これから整整整整備備備備をしていくことでをしていくことでをしていくことでをしていくことで

ありますから、ありますから、ありますから、ありますから、整整整整備備備備をするのだをするのだをするのだをするのだっっっったら、またら、またら、またら、まず十津ず十津ず十津ず十津川村の方、山の方を川村の方、山の方を川村の方、山の方を川村の方、山の方を優優優優先先先先してお金をしてお金をしてお金をしてお金を使っ使っ使っ使っ

てほしいと思うてほしいと思うてほしいと思うてほしいと思うわわわわけです。２０年けです。２０年けです。２０年けです。２０年先先先先にならないとできないこの道にならないとできないこの道にならないとできないこの道にならないとできないこの道路路路路については、本については、本については、本については、本当当当当に今に今に今に今

のあり方でいいのか、のあり方でいいのか、のあり方でいいのか、のあり方でいいのか、整整整整備備備備の中の中の中の中身身身身につきましてもどのようににつきましてもどのようににつきましてもどのようににつきましてもどのように渋渋渋渋滞滞滞滞をををを解解解解消消消消するのか、あるいするのか、あるいするのか、あるいするのか、あるい

はどうはどうはどうはどう京京京京都都都都の方につなげていくのかにつきまして、の方につなげていくのかにつきまして、の方につなげていくのかにつきまして、の方につなげていくのかにつきまして、改め改め改め改めてててて考考考考ええええ直直直直すことは、すことは、すことは、すことは、当当当当然然然然できるできるできるできる話話話話

だと思だと思だと思だと思っっっっております。今、日本でております。今、日本でております。今、日本でております。今、日本で起起起起ここここっっっっている大ている大ている大ている大災害災害災害災害は、本は、本は、本は、本当当当当にににに未未未未曾曾曾曾有有有有のことでありますのことでありますのことでありますのことであります

から、そういう時から、そういう時から、そういう時から、そういう時期期期期に計に計に計に計画画画画があるからそのがあるからそのがあるからそのがあるからその通通通通りではないと思います。そういうりではないと思います。そういうりではないと思います。そういうりではないと思います。そういう意意意意味味味味で、で、で、で、必必必必

要要要要なとこなとこなとこなところろろろをまをまをまをまずずずずちちちちゃゃゃゃんとんとんとんとやっやっやっやってほしいと、てほしいと、てほしいと、てほしいと、優優優優先順位先順位先順位先順位をををを考考考考ええええてくれと申し上げているのでてくれと申し上げているのでてくれと申し上げているのでてくれと申し上げているので

あります。そのあります。そのあります。そのあります。その点点点点について、について、について、について、伺伺伺伺っっっっておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、屋根屋根屋根屋根の問題ですけれども、今こういうの問題ですけれども、今こういうの問題ですけれども、今こういうの問題ですけれども、今こういう写写写写真真真真をををを初め初め初め初めてててて見せ見せ見せ見せていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。

確確確確かに知事がおかに知事がおかに知事がおかに知事がおっっっっししししゃゃゃゃるように、このるように、このるように、このるように、この屋根屋根屋根屋根だともうだともうだともうだともう暗暗暗暗くて、ない方がいいのかなと思いまくて、ない方がいいのかなと思いまくて、ない方がいいのかなと思いまくて、ない方がいいのかなと思いま

す。なくなす。なくなす。なくなす。なくなっっっった理た理た理た理由由由由は、は、は、は、多分多分多分多分これ、これ、これ、これ、青青青青空空空空をということなのかどうか、そこはをということなのかどうか、そこはをということなのかどうか、そこはをということなのかどうか、そこはわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんん

けれども、これをけれども、これをけれども、これをけれども、これを見見見見ただけでそう思います。この大ただけでそう思います。この大ただけでそう思います。この大ただけでそう思います。この大屋根屋根屋根屋根をつくる問題につきまして、をつくる問題につきまして、をつくる問題につきまして、をつくる問題につきまして、反反反反対対対対

をなさをなさをなさをなさっっっっている皆さんのている皆さんのている皆さんのている皆さんの意見意見意見意見をいをいをいをいろろろろいいいいろ聞ろ聞ろ聞ろ聞いておりますけれども、きいておりますけれども、きいておりますけれども、きいておりますけれども、きょょょょうううう毎毎毎毎日新日新日新日新聞聞聞聞にににに寮美寮美寮美寮美

千千千千子さんという方が子さんという方が子さんという方が子さんという方が書書書書かれているのをかれているのをかれているのをかれているのを拝拝拝拝見見見見いたしましたが、この大いたしましたが、この大いたしましたが、この大いたしましたが、この大屋根屋根屋根屋根ができるというこができるというこができるというこができるというこ

とでとでとでとで私私私私は残は残は残は残念念念念でならないと、でならないと、でならないと、でならないと、駅駅駅駅を出ていきなり広がるを出ていきなり広がるを出ていきなり広がるを出ていきなり広がる青青青青空空空空、、、、じじじじかにかにかにかに感ず感ず感ず感ずるるるる風風風風と光、それこと光、それこと光、それこと光、それこ

そが奈良のそが奈良のそが奈良のそが奈良の魅魅魅魅力力力力だとだとだとだと感じ感じ感じ感じていると。ていると。ていると。ていると。旅旅旅旅人人人人として奈良にとして奈良にとして奈良にとして奈良に来来来来ていたこていたこていたこていたころろろろにはようこそと、奈良にはようこそと、奈良にはようこそと、奈良にはようこそと、奈良

にににに住む住む住む住むようになようになようになようになっっっってからはおてからはおてからはおてからはお帰帰帰帰りなさいと、この広りなさいと、この広りなさいと、この広りなさいと、この広場場場場のののの空空空空にににに迎迎迎迎ええええてもらてもらてもらてもらっっっったようなたようなたようなたような気気気気がしがしがしがし

ていると、このていると、このていると、このていると、この青青青青空空空空広広広広場場場場を心のよりどこを心のよりどこを心のよりどこを心のよりどころろろろにしているそういうにしているそういうにしているそういうにしているそういう人人人人もももも多多多多いだいだいだいだろろろろうと言うと言うと言うと言わわわわれてれてれてれて

いるのですが、そういう思いは、県いるのですが、そういう思いは、県いるのですが、そういう思いは、県いるのですが、そういう思いは、県民民民民の中にあることも知事に知の中にあることも知事に知の中にあることも知事に知の中にあることも知事に知っっっっていただきたいと思いていただきたいと思いていただきたいと思いていただきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

確確確確かにかにかにかに鍵鍵鍵鍵田前奈良田前奈良田前奈良田前奈良市市市市長が一長が一長が一長が一生懸命生懸命生懸命生懸命ここに広ここに広ここに広ここに広場場場場をつくるんだとをつくるんだとをつくるんだとをつくるんだと頑張頑張頑張頑張られたというられたというられたというられたという経経経経過過過過があがあがあがあ

ると言ると言ると言ると言わわわわれておりますけれども、そのときにも、奈良にれておりますけれども、そのときにも、奈良にれておりますけれども、そのときにも、奈良にれておりますけれども、そのときにも、奈良に来来来来て地て地て地て地下下下下のののの暗暗暗暗いいいい駅駅駅駅から上に上がから上に上がから上に上がから上に上がっっっっ

て、またすて、またすて、またすて、またすぐアーぐアーぐアーぐアーケケケケードードードードのののの商店街商店街商店街商店街に入るのではに入るのではに入るのではに入るのでは東京東京東京東京などとなどとなどとなどと変変変変わわわわらないと、大らないと、大らないと、大らないと、大阪阪阪阪などとなどとなどとなどと変変変変わわわわ

らない、らない、らない、らない、やっぱやっぱやっぱやっぱりりりり青青青青空空空空のののの見え見え見え見える広る広る広る広場場場場に出て、に出て、に出て、に出て、古古古古都都都都のののの空気空気空気空気をををを味味味味わっわっわっわってもらいたいと言てもらいたいと言てもらいたいと言てもらいたいと言わわわわれてれてれてれて

いたといういたといういたといういたという話話話話でごでごでごでござざざざいます。そういういます。そういういます。そういういます。そういう気持気持気持気持ちを思いますときに、ちを思いますときに、ちを思いますときに、ちを思いますときに、利利利利便便便便でははかれない思いでははかれない思いでははかれない思いでははかれない思い

や気持や気持や気持や気持ちがちがちがちが強強強強くあるのではないかなとくあるのではないかなとくあるのではないかなとくあるのではないかなと感じ感じ感じ感じております。ております。ております。ております。

それほどそれほどそれほどそれほど強強強強い思いがある中い思いがある中い思いがある中い思いがある中身身身身ですし、もちですし、もちですし、もちですし、もちろろろろんあんあんあんあっっっったらよいというたらよいというたらよいというたらよいという意見意見意見意見があることも承があることも承があることも承があることも承

知しております。知事も知しております。知事も知しております。知事も知しております。知事も修修修修学学学学旅旅旅旅行の方が行の方が行の方が行の方が雨雨雨雨ににににぬぬぬぬれるのではなく、奈良にれるのではなく、奈良にれるのではなく、奈良にれるのではなく、奈良に来来来来てもてもてもても雨雨雨雨よけがあよけがあよけがあよけがあ

るるるる形形形形でおでおでおでお迎迎迎迎ええええしたいという思いでつくられることをしたいという思いでつくられることをしたいという思いでつくられることをしたいという思いでつくられることを述述述述べべべべておられますから、その理ておられますから、その理ておられますから、その理ておられますから、その理由由由由ではではではでは
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わわわわかるんだけれども、このかるんだけれども、このかるんだけれども、このかるんだけれども、この賛否賛否賛否賛否がががが分分分分かれている問題で、しかもかれている問題で、しかもかれている問題で、しかもかれている問題で、しかも住民住民住民住民の皆さんの思いは、の皆さんの思いは、の皆さんの思いは、の皆さんの思いは、先先先先

日行日行日行日行わわわわれたれたれたれたパパパパブブブブリッリッリッリックコクコクコクコメントメントメントメントのののの募募募募集集集集でも、県は、でも、県は、でも、県は、でも、県は、建設建設建設建設のののの是是是是非非非非を問うものではなくを問うものではなくを問うものではなくを問うものではなくデデデデザザザザイイイイ

ンンンンをををを選選選選ぶぶぶぶたたたためめめめにににに実施実施実施実施したことで、したことで、したことで、したことで、建設建設建設建設反反反反対の対の対の対の声声声声には全くとりには全くとりには全くとりには全くとり合っ合っ合っ合ってくれなかてくれなかてくれなかてくれなかっっっったと思たと思たと思たと思っっっってててて

おられるおられるおられるおられる状状状状態態態態が今あるが今あるが今あるが今あるわわわわけですから、これはけですから、これはけですから、これはけですから、これは考考考考ええええ直直直直していただきたいと思していただきたいと思していただきたいと思していただきたいと思っっっっております。ております。ております。ております。

こういう思いをどのように受けとこういう思いをどのように受けとこういう思いをどのように受けとこういう思いをどのように受けとめめめめていただいているのかを、おていただいているのかを、おていただいているのかを、おていただいているのかを、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

それから、それから、それから、それから、ホホホホテルテルテルテルにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ホホホホテルテルテルテルはない方がいいとか、はない方がいいとか、はない方がいいとか、はない方がいいとか、ふやふやふやふやさないでくれとか、さないでくれとか、さないでくれとか、さないでくれとか、

そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを頼頼頼頼まれたまれたまれたまれた覚覚覚覚ええええはありまはありまはありまはありませせせせんし、地んし、地んし、地んし、地元元元元の方からそういうことを言の方からそういうことを言の方からそういうことを言の方からそういうことを言っっっっていただていただていただていただ

いたことはありまいたことはありまいたことはありまいたことはありませせせせん。そういうことにん。そういうことにん。そういうことにん。そういうことに耳耳耳耳をかしてをかしてをかしてをかしてホホホホテルテルテルテルもももも来来来来るなとか、そういうことでるなとか、そういうことでるなとか、そういうことでるなとか、そういうことで

言言言言っっっってるつもりは全てるつもりは全てるつもりは全てるつもりは全然然然然ないのです。奈良のないのです。奈良のないのです。奈良のないのです。奈良の宿宿宿宿泊泊泊泊施施施施設設設設がががが少少少少ない事ない事ない事ない事実実実実があることは承知しておがあることは承知しておがあることは承知しておがあることは承知してお

りますし、りますし、りますし、りますし、泊泊泊泊まるまるまるまる人人人人がががが少少少少ないと、そういうことからないと、そういうことからないと、そういうことからないと、そういうことから宿宿宿宿泊泊泊泊観光をも観光をも観光をも観光をもっっっっととととふやふやふやふやさなくてはいけさなくてはいけさなくてはいけさなくてはいけ

ないないないない考考考考ええええも一理はあると思も一理はあると思も一理はあると思も一理はあると思っっっっております。しかし、どうしてそのております。しかし、どうしてそのております。しかし、どうしてそのております。しかし、どうしてその宿宿宿宿泊泊泊泊施施施施設設設設がこれほどがこれほどがこれほどがこれほど少少少少なななな

いのかといういのかといういのかといういのかという点点点点について言いましたら、について言いましたら、について言いましたら、について言いましたら、泊泊泊泊まりたいまりたいまりたいまりたい人人人人がたくさんがたくさんがたくさんがたくさんふえふえふえふえてくると、奈良にとてくると、奈良にとてくると、奈良にとてくると、奈良にと

にかくにかくにかくにかく泊泊泊泊まりたい、まりたい、まりたい、まりたい、泊泊泊泊まりたいとなれば、まりたいとなれば、まりたいとなれば、まりたいとなれば、宿宿宿宿泊泊泊泊業の方が業の方が業の方が業の方が自自自自然然然然と進出をされると思いますし、と進出をされると思いますし、と進出をされると思いますし、と進出をされると思いますし、

業として成り業として成り業として成り業として成り立っ立っ立っ立っていくことになるのではないかと思います。まていくことになるのではないかと思います。まていくことになるのではないかと思います。まていくことになるのではないかと思います。まずずずず、奈良に、奈良に、奈良に、奈良に泊泊泊泊まりたいとまりたいとまりたいとまりたいと

思思思思っっっってもらてもらてもらてもらええええるような、そういう観光地になるというるような、そういう観光地になるというるような、そういう観光地になるというるような、そういう観光地になるという魅魅魅魅力力力力ののののアアアアピピピピーーーールルルルが不が不が不が不可可可可欠欠欠欠ではないかではないかではないかではないか

と思います。そういうと思います。そういうと思います。そういうと思います。そういう点点点点で言いますと、で言いますと、で言いますと、で言いますと、住民住民住民住民がががが主主主主体体体体となとなとなとなっっっってててて考考考考ええええていくことがていくことがていくことがていくことが非常非常非常非常に大事に大事に大事に大事

ではないかと思ではないかと思ではないかと思ではないかと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、県が奈良の今、県が奈良の今、県が奈良の今、県が奈良の魅魅魅魅力力力力をををを掘掘掘掘りりりり起起起起こしていこしていこしていこしていろろろろいいいいろろろろなななな努力努力努力努力をされておりますから、それををされておりますから、それををされておりますから、それををされておりますから、それを生生生生かかかか

していくしていくしていくしていく点点点点でででで考考考考ええええても、ても、ても、ても、住民住民住民住民のののの力力力力をををを生生生生かしたかしたかしたかした取取取取りりりり組み組み組み組みがどうしてもがどうしてもがどうしてもがどうしても必必必必要要要要ではないかと思ではないかと思ではないかと思ではないかと思っっっっ

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。もともとこのププププーーーール撤ル撤ル撤ル撤去去去去のののの跡跡跡跡地に地に地に地にホホホホテルテルテルテルをををを誘致誘致誘致誘致する計する計する計する計画画画画そのものは、知事のそのものは、知事のそのものは、知事のそのものは、知事の

発発発発案案案案でででで始始始始ままままっっっった計た計た計た計画画画画です。そういうです。そういうです。そういうです。そういう点点点点では、では、では、では、住民住民住民住民不不不不在在在在の計の計の計の計画画画画であると思であると思であると思であると思っっっっております。奈ております。奈ております。奈ております。奈

良良良良市市市市役役役役所所所所のののの向向向向かいで奈良かいで奈良かいで奈良かいで奈良市市市市のまちづくりということで言のまちづくりということで言のまちづくりということで言のまちづくりということで言っっっって、本て、本て、本て、本当当当当にこれでいいのかといにこれでいいのかといにこれでいいのかといにこれでいいのかとい

うううう声声声声がたくさん出ていることから、がたくさん出ていることから、がたくさん出ていることから、がたくさん出ていることから、考考考考ええええ直直直直して、いして、いして、いして、いろろろろんなんなんなんな人人人人のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていていていて改め改め改め改めてててて古古古古都都都都奈奈奈奈

良に良に良に良にふふふふささささわわわわしい計しい計しい計しい計画画画画をつくられることがをつくられることがをつくられることがをつくられることが必必必必要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと述述述述べべべべているているているているわわわわけです。その中にけです。その中にけです。その中にけです。その中に

ホホホホテルテルテルテルが全く入らないとか、そういうことを言が全く入らないとか、そういうことを言が全く入らないとか、そういうことを言が全く入らないとか、そういうことを言っっっっているているているているわわわわけではないので、そういう思いけではないので、そういう思いけではないので、そういう思いけではないので、そういう思い

で言で言で言で言っっっっていることなんです。ていることなんです。ていることなんです。ていることなんです。

そのそのそのその点点点点で言うと、今の知事のお答で言うと、今の知事のお答で言うと、今の知事のお答で言うと、今の知事のお答ええええでしたら、でしたら、でしたら、でしたら、ホホホホテルテルテルテルはない方がいいとはない方がいいとはない方がいいとはない方がいいと私私私私がまるで思がまるで思がまるで思がまるで思っっっっ

ているかのようにおているかのようにおているかのようにおているかのようにおっっっっししししゃゃゃゃいましたので、そうではないのですよと、いましたので、そうではないのですよと、いましたので、そうではないのですよと、いましたので、そうではないのですよと、考考考考ええええ方を方を方を方を変変変変ええええてほしてほしてほしてほし

いと申し上げているということです。いと申し上げているということです。いと申し上げているということです。いと申し上げているということです。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 今の山村委員の発言の中で、今の山村委員の発言の中で、今の山村委員の発言の中で、今の山村委員の発言の中で、聞聞聞聞きききき捨捨捨捨てならないてならないてならないてならない文文文文章章章章がありました。知事の発がありました。知事の発がありました。知事の発がありました。知事の発
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案案案案だからだからだからだから住民住民住民住民不不不不在在在在の発の発の発の発案案案案だと、ということは、これ、どういうことでごだと、ということは、これ、どういうことでごだと、ということは、これ、どういうことでごだと、ということは、これ、どういうことでござざざざいますか。いますか。いますか。いますか。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 知事が思知事が思知事が思知事が思っっっっていることは、全部ていることは、全部ていることは、全部ていることは、全部住民住民住民住民不不不不在在在在だとだとだとだと私私私私が思が思が思が思っっっってるてるてるてるわわわわけではありまけではありまけではありまけではありませせせせ

ん。この計ん。この計ん。この計ん。この計画画画画段階段階段階段階から、から、から、から、ホホホホテルテルテルテルをあそこにをあそこにをあそこにをあそこに誘致誘致誘致誘致をする計をする計をする計をする計画画画画をつくをつくをつくをつくっっっったたたた段階段階段階段階から、まから、まから、まから、まずずずずププププーーーー

ルルルルをををを撤撤撤撤去去去去するという問題で、するという問題で、するという問題で、するという問題で、住民住民住民住民の皆さんが、の皆さんが、の皆さんが、の皆さんが、多多多多くの方くの方くの方くの方 々々々々がががが反反反反対の対の対の対の意見意見意見意見を上げられてを上げられてを上げられてを上げられて署署署署名名名名

もももも集集集集めめめめて、て、て、て、考考考考ええええなおしてほしいとなおしてほしいとなおしてほしいとなおしてほしいと訴え訴え訴え訴えもされました。しかし、そういうことには一もされました。しかし、そういうことには一もされました。しかし、そういうことには一もされました。しかし、そういうことには一切切切切耳耳耳耳をををを

かしていただけなかかしていただけなかかしていただけなかかしていただけなかっっっったし、たし、たし、たし、私私私私たちからたちからたちからたちから見見見見れば一方れば一方れば一方れば一方的的的的にその計にその計にその計にその計画画画画が進が進が進が進めめめめられてきたと、そられてきたと、そられてきたと、そられてきたと、そ

ういうういうういうういう点点点点で言いますと、全くので言いますと、全くので言いますと、全くので言いますと、全くの住民住民住民住民不不不不在在在在だとだとだとだと私私私私は思は思は思は思っっっっております。さらに、言います。ております。さらに、言います。ております。さらに、言います。ております。さらに、言います。

（（（（「「「「知事の知事の知事の知事の権権権権限限限限ははははやねやねやねやね、、、、冒涜冒涜冒涜冒涜したらだしたらだしたらだしたらだめめめめだよだよだよだよ」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 知事の知事の知事の知事の権権権権限限限限をををを冒涜冒涜冒涜冒涜しているとか、そういうことではないと思います。しているとか、そういうことではないと思います。しているとか、そういうことではないと思います。しているとか、そういうことではないと思います。住民住民住民住民のののの

思いとして、どうですかと申し上げているということです。思いとして、どうですかと申し上げているということです。思いとして、どうですかと申し上げているということです。思いとして、どうですかと申し上げているということです。

それから、このそれから、このそれから、このそれから、この近近近近鉄鉄鉄鉄の大の大の大の大屋根屋根屋根屋根の問題につきましてもですの問題につきましてもですの問題につきましてもですの問題につきましてもですね……ね……ね……ね……。。。。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 いいいいやややや、大、大、大、大屋根屋根屋根屋根の問題、答弁はまだの問題、答弁はまだの問題、答弁はまだの問題、答弁はまだやややや、それは。、それは。、それは。、それは。先先先先ほど質問した答弁がほど質問した答弁がほど質問した答弁がほど質問した答弁が返っ返っ返っ返っ

ていないから。今の問題だけに関してていないから。今の問題だけに関してていないから。今の問題だけに関してていないから。今の問題だけに関してねねねね。不。不。不。不在在在在のののの話話話話だけ言だけ言だけ言だけ言っっっってもうたらいい。てもうたらいい。てもうたらいい。てもうたらいい。

（（（（「「「「この議この議この議この議論論論論合っ合っ合っ合っててててへへへへんがな、こんなもんんがな、こんなもんんがな、こんなもんんがな、こんなもん」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 よよよよろろろろしいか。しいか。しいか。しいか。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 はい。はい。はい。はい。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 知事の発知事の発知事の発知事の発案案案案だから、だから、だから、だから、住民住民住民住民の不の不の不の不在在在在の発の発の発の発案案案案だということはだということはだということはだということは撤撤撤撤回回回回していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。住民住民住民住民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ていていていろろろろいいいいろろろろ発発発発案案案案して、それにはして、それにはして、それにはして、それには賛否賛否賛否賛否があるのはがあるのはがあるのはがあるのは当当当当然然然然じゃじゃじゃじゃなななな

いですか。いですか。いですか。いですか。賛否賛否賛否賛否があがあがあがあっっっって、いて、いて、いて、いろろろろいいいいろろろろ議会で決議会で決議会で決議会で決めめめめてもらてもらてもらてもらっっっって進て進て進て進むむむむというのが、というのが、というのが、というのが、民民民民主主主主主主主主義義義義であであであであ

りますので、そのりますので、そのりますので、そのりますので、その点点点点はははは補補補補足されるとち足されるとち足されるとち足されるとちょょょょっっっっとととと違違違違うのですけど、そのうのですけど、そのうのですけど、そのうのですけど、その先先先先ほどのほどのほどのほどのフフフフレレレレーーーーズズズズだけだけだけだけ

だと全くだと全くだと全くだと全く冒涜冒涜冒涜冒涜する発言だということを申し上げておきたいと思います。する発言だということを申し上げておきたいと思います。する発言だということを申し上げておきたいと思います。する発言だということを申し上げておきたいと思います。

質問に質問に質問に質問に多少多少多少多少お答お答お答お答ええええいたしますが、いいたしますが、いいたしますが、いいたしますが、いろろろろんなことをんなことをんなことをんなことを聞聞聞聞くように、くように、くように、くように、駅駅駅駅のことについてのことについてのことについてのことについて聞聞聞聞かなかなかなかな

いということ、いということ、いということ、いということ、何何何何度も度も度も度も聞聞聞聞いておりますので、よくいておりますので、よくいておりますので、よくいておりますので、よく駅駅駅駅のことについてはのことについてはのことについてはのことについては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。

（（（（「「「「あんたあんたあんたあんた親親親親切切切切丁寧丁寧丁寧丁寧過過過過ぎぎぎぎる、る、る、る、ぼぼぼぼんと言うたらいいんと言うたらいいんと言うたらいいんと言うたらいい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

いいいいろろろろんなんなんなんな意見意見意見意見がある中でのことでごがある中でのことでごがある中でのことでごがある中でのことでござざざざいますので、一部のいますので、一部のいますので、一部のいますので、一部の意見意見意見意見だけだけだけだけ聞聞聞聞いて、こうだといいて、こうだといいて、こうだといいて、こうだとい

ううううわわわわけにはいかないということを、けにはいかないということを、けにはいかないということを、けにはいかないということを、民民民民主主主主主主主主義義義義でごでごでごでござざざざいますのでご承知おきいただきたいといますのでご承知おきいただきたいといますのでご承知おきいただきたいといますのでご承知おきいただきたいと

思います。思います。思います。思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 私私私私の思いがちの思いがちの思いがちの思いがちゃゃゃゃんとんとんとんと伝伝伝伝わわわわらない発言であらない発言であらない発言であらない発言であっっっったということで、たということで、たということで、たということで、舌舌舌舌足ら足ら足ら足らずずずずな言いな言いな言いな言い

方であ方であ方であ方であっっっったということのたということのたということのたということの点点点点につきましては、間につきましては、間につきましては、間につきましては、間違違違違っっっってたということで、おてたということで、おてたということで、おてたということで、おわわわわびしたいと思びしたいと思びしたいと思びしたいと思

います。ただ、思いといたしましては、知事も理います。ただ、思いといたしましては、知事も理います。ただ、思いといたしましては、知事も理います。ただ、思いといたしましては、知事も理解解解解していただいたと思いますけれども、していただいたと思いますけれども、していただいたと思いますけれども、していただいたと思いますけれども、
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住民住民住民住民不不不不在在在在の計の計の計の計画画画画であるということでのであるということでのであるということでのであるということでの私私私私の思いというのはの思いというのはの思いというのはの思いというのはわわわわかかかかっっっっていただけたのではないていただけたのではないていただけたのではないていただけたのではない

かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

そういうそういうそういうそういう点点点点から、から、から、から、私私私私は奈良県をよくしていきたい知事の思いをは奈良県をよくしていきたい知事の思いをは奈良県をよくしていきたい知事の思いをは奈良県をよくしていきたい知事の思いを否否否否定するつもりはありま定するつもりはありま定するつもりはありま定するつもりはありま

せせせせん。よくしていきたいから、さまん。よくしていきたいから、さまん。よくしていきたいから、さまん。よくしていきたいから、さまざざざざまなことをまなことをまなことをまなことを考考考考ええええていただいているという、そういうていただいているという、そういうていただいているという、そういうていただいているという、そういう

立立立立場場場場にににに立っ立っ立っ立っておられるのだと、そのておられるのだと、そのておられるのだと、そのておられるのだと、その点点点点では思では思では思では思っっっっております。ですから、いております。ですから、いております。ですから、いております。ですから、いろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組

みみみみの中でいいことはいいと思の中でいいことはいいと思の中でいいことはいいと思の中でいいことはいいと思っっっっていますし、ていますし、ていますし、ていますし、賛賛賛賛成する成する成する成する面面面面もたくさんあると思もたくさんあると思もたくさんあると思もたくさんあると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。

ただ、ただ、ただ、ただ、例例例例ええええば今申し上げました不ば今申し上げました不ば今申し上げました不ば今申し上げました不要要要要不不不不急急急急の事業をの事業をの事業をの事業を削削削削っっっって、まて、まて、まて、まず災害最ず災害最ず災害最ず災害最優優優優先先先先ににににやっやっやっやってほしいてほしいてほしいてほしい

というというというという優優優優先順位先順位先順位先順位のののの考考考考ええええ方という方という方という方という点点点点で、で、で、で、私私私私たちはこう思たちはこう思たちはこう思たちはこう思っっっっているということで申し上げましているということで申し上げましているということで申し上げましているということで申し上げまし

た。た。た。た。考考考考ええええ方が方が方が方が違違違違うのはうのはうのはうのは当当当当然然然然のことですから、そういうのことですから、そういうのことですから、そういうのことですから、そういう意見意見意見意見もあることも知もあることも知もあることも知もあることも知っっっっていただくこていただくこていただくこていただくこ

とで、今とで、今とで、今とで、今後後後後考考考考ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。引引引引きききき続続続続き、県き、県き、県き、県民民民民の皆さんとこのの皆さんとこのの皆さんとこのの皆さんとこの点点点点、こういう、こういう、こういう、こういう

ことについて、さらに大きなことについて、さらに大きなことについて、さらに大きなことについて、さらに大きな世世世世論論論論となとなとなとなっっっって県のて県のて県のて県の考考考考ええええがががが変変変変わわわわるような、そういうるような、そういうるような、そういうるような、そういう運運運運動動動動をををを続続続続けけけけ

ていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと私私私私たちは思たちは思たちは思たちは思っっっっております。そのております。そのております。そのております。その点点点点を申し上げておきたいと思います。を申し上げておきたいと思います。を申し上げておきたいと思います。を申し上げておきたいと思います。

このことにつきましてはこのことにつきましてはこのことにつきましてはこのことにつきましては意見意見意見意見がががが違違違違うということでうということでうということでうということで合意合意合意合意にはにはにはには至至至至らないと思いますので、こらないと思いますので、こらないと思いますので、こらないと思いますので、こ

れれれれ以以以以上、申し上げま上、申し上げま上、申し上げま上、申し上げませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、最後最後最後最後に１に１に１に１件件件件要望要望要望要望しておきたいと思います。それは、しておきたいと思います。それは、しておきたいと思います。それは、しておきたいと思います。それは、昨昨昨昨

日日日日ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰの問題で農林部に質問をいたしました。しかし、そのの問題で農林部に質問をいたしました。しかし、そのの問題で農林部に質問をいたしました。しかし、そのの問題で農林部に質問をいたしました。しかし、その回回回回答でいいますと答でいいますと答でいいますと答でいいますと納得納得納得納得できできできでき

るるるる話話話話ではありまではありまではありまではありませせせせんでした。そこで、この問題は奈良県の農業んでした。そこで、この問題は奈良県の農業んでした。そこで、この問題は奈良県の農業んでした。そこで、この問題は奈良県の農業やややや林業にと林業にと林業にと林業にとっっっってててて重重重重大な影大な影大な影大な影響響響響

を及を及を及を及ぼぼぼぼすものだと思すものだと思すものだと思すものだと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。食食食食料料料料の危機、の危機、の危機、の危機、私私私私たちのたちのたちのたちの食食食食料料料料主主主主権権権権の危機ということで、の危機ということで、の危機ということで、の危機ということで、

本本本本当当当当に危に危に危に危惧惧惧惧をををを強強強強くくくく持っ持っ持っ持っておりますし、ておりますし、ておりますし、ておりますし、多多多多くの方くの方くの方くの方 々々々々がそのことでがそのことでがそのことでがそのことで声声声声を上げておられるを上げておられるを上げておられるを上げておられる状況状況状況状況がががが

ごごごござざざざいます。奈良県でも、います。奈良県でも、います。奈良県でも、います。奈良県でも、例例例例ええええばばばば永永永永田農田農田農田農協協協協中中中中央央央央会の会長は、日本の農業の会の会長は、日本の農業の会の会長は、日本の農業の会の会長は、日本の農業の崩壊崩壊崩壊崩壊をををを招招招招くだけくだけくだけくだけ

でなく、日本のでなく、日本のでなく、日本のでなく、日本の仕仕仕仕組みや組みや組みや組みや基準基準基準基準が一が一が一が一変変変変しかしかしかしかねねねねないないないない極極極極めめめめて大事な問題だと、このようにて大事な問題だと、このようにて大事な問題だと、このようにて大事な問題だと、このように述述述述べべべべらららら

れておりまして、また、れておりまして、また、れておりまして、また、れておりまして、また、私私私私たちが行いましたこのたちが行いましたこのたちが行いましたこのたちが行いましたこのＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰの問題のの問題のの問題のの問題のシンシンシンシンポポポポジウムジウムジウムジウムでは、農では、農では、農では、農協協協協

だけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、森森森森林林林林組合組合組合組合の会長さんの会長さんの会長さんの会長さんやややや、また医、また医、また医、また医師師師師会の会長さん、あるいは会の会長さん、あるいは会の会長さん、あるいは会の会長さん、あるいは消消消消費者費者費者費者団団団団体体体体の会の会の会の会

長さんも皆さんこ長さんも皆さんこ長さんも皆さんこ長さんも皆さんこぞぞぞぞっっっってててて力力力力をををを合わせ合わせ合わせ合わせてててて何何何何とかとかとかとか阻阻阻阻止止止止をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと表表表表明をなさ明をなさ明をなさ明をなさっっっっております。でております。でております。でております。で

すから、この問題につきまして、本すから、この問題につきまして、本すから、この問題につきまして、本すから、この問題につきまして、本当当当当に県として大に県として大に県として大に県として大切切切切な県な県な県な県民民民民のののの命や命や命や命や県土を県土を県土を県土を守守守守るるるる役割役割役割役割をををを果果果果たたたた

している農業、林業を大している農業、林業を大している農業、林業を大している農業、林業を大切切切切にしていくというにしていくというにしていくというにしていくという立立立立場場場場からも、知事としても政からも、知事としても政からも、知事としても政からも、知事としても政府府府府に対してに対してに対してに対して反反反反対対対対

のののの意見意見意見意見をををを述述述述べべべべていただきたいと、このことをていただきたいと、このことをていただきたいと、このことをていただきたいと、このことを強強強強くくくく要望要望要望要望しておきたいとに思います。しておきたいとに思います。しておきたいとに思います。しておきたいとに思います。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 質問が一質問が一質問が一質問が一巡巡巡巡しまして、しまして、しまして、しまして、私私私私がががが最後最後最後最後でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。要望要望要望要望を２つばかりさを２つばかりさを２つばかりさを２つばかりさせせせせていたていたていたていた

だきます。だきます。だきます。だきます。

今日までの決算審査特別委員会で申し上げる今日までの決算審査特別委員会で申し上げる今日までの決算審査特別委員会で申し上げる今日までの決算審査特別委員会で申し上げるべべべべきことは申し上げたつもりであります。きことは申し上げたつもりであります。きことは申し上げたつもりであります。きことは申し上げたつもりであります。

知事は県政の中心におられて、部知事は県政の中心におられて、部知事は県政の中心におられて、部知事は県政の中心におられて、部下下下下の方の方の方の方 々々々々をををを指指指指導導導導し、し、し、し、命命命命をををを下下下下して前進さして前進さして前進さして前進させせせせるおるおるおるお立立立立場場場場におらにおらにおらにおら
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れますので、今日までの議れますので、今日までの議れますので、今日までの議れますので、今日までの議論論論論についてもについてもについてもについても私私私私ののののみみみみならならならならずずずず委員の方委員の方委員の方委員の方 々々々々のおのおのおのおっっっっししししゃゃゃゃられることはられることはられることはられることは

よくおよくおよくおよくお聞聞聞聞きいただきまして、それで県政の発きいただきまして、それで県政の発きいただきまして、それで県政の発きいただきまして、それで県政の発展展展展のたのたのたのためめめめにににに尽尽尽尽くしていただきたい、このようくしていただきたい、このようくしていただきたい、このようくしていただきたい、このよう

に思います。その中の一つとして、この決算審査特別委員会に出されました資に思います。その中の一つとして、この決算審査特別委員会に出されました資に思います。その中の一つとして、この決算審査特別委員会に出されました資に思います。その中の一つとして、この決算審査特別委員会に出されました資料料料料の中で、の中で、の中で、の中で、

宇陀宇陀宇陀宇陀で広域の山林で広域の山林で広域の山林で広域の山林消消消消防訓防訓防訓防訓練練練練が行が行が行が行わわわわれました。これは３県のれました。これは３県のれました。これは３県のれました。これは３県の協協協協定に定に定に定に基基基基づいてづいてづいてづいてやっやっやっやっていただいていただいていただいていただい

たものでごたものでごたものでごたものでござざざざいまして、和いまして、和いまして、和いまして、和歌歌歌歌山県、山県、山県、山県、三三三三重重重重県も県も県も県も宇陀宇陀宇陀宇陀にお越しいただきました。それににお越しいただきました。それににお越しいただきました。それににお越しいただきました。それに加加加加ええええて、て、て、て、

自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊もももも協協協協力力力力のたのたのたのためめめめのののの活動活動活動活動をされました。こういうをされました。こういうをされました。こういうをされました。こういう活動活動活動活動はははは他府他府他府他府県との県との県との県との協協協協定定定定やややや連連連連携携携携するといするといするといするとい

う事う事う事う事項項項項によによによによっっっって進て進て進て進めめめめられているられているられているられているわわわわけでありますし、けでありますし、けでありますし、けでありますし、私私私私もそのようにされていると認もそのようにされていると認もそのようにされていると認もそのようにされていると認識識識識してしてしてして

おります。そこで、これからのおります。そこで、これからのおります。そこで、これからのおります。そこで、これからの課課課課題としての部題としての部題としての部題としての部分分分分で、で、で、で、ぜひぜひぜひぜひとも知事におとも知事におとも知事におとも知事にお考考考考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

というというというという意意意意味味味味で、今で、今で、今で、今盛盛盛盛んに言んに言んに言んに言わわわわれております関西広域連れております関西広域連れております関西広域連れております関西広域連合合合合につきましては、こうにつきましては、こうにつきましては、こうにつきましては、こうやっやっやっやってててて活動活動活動活動

がががが実実実実質質質質的的的的にできているというにできているというにできているというにできているという実績実績実績実績をををを踏踏踏踏ままままええええて、どうて、どうて、どうて、どうぞぞぞぞ慎慎慎慎重重重重ににににやっやっやっやっていただきたい、関西広ていただきたい、関西広ていただきたい、関西広ていただきたい、関西広

域連域連域連域連合合合合にににに是是是是がががが非非非非でも入れというでも入れというでも入れというでも入れという声声声声の方もおられるのはの方もおられるのはの方もおられるのはの方もおられるのは確確確確かでありますし、かでありますし、かでありますし、かでありますし、我我我我 々々々々ののののメンメンメンメンババババーーーー

の中にもそういう方もおいででごの中にもそういう方もおいででごの中にもそういう方もおいででごの中にもそういう方もおいででござざざざいます。しかしながら、こういます。しかしながら、こういます。しかしながら、こういます。しかしながら、こうやっやっやっやって連係て連係て連係て連係ププププレレレレーーーーができができができができ

るるるる実績実績実績実績がががが既既既既にあるにあるにあるにあるわわわわけですから、けですから、けですから、けですから、必必必必ずずずずしもそんなしもそんなしもそんなしもそんな急急急急いで関西広域連いで関西広域連いで関西広域連いで関西広域連合合合合に入るに入るに入るに入る必必必必要要要要はない、はない、はない、はない、

このように思このように思このように思このように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。

それからもう一つ、それからもう一つ、それからもう一つ、それからもう一つ、台風台風台風台風１２号による１２号による１２号による１２号による被被被被害害害害がががが非常非常非常非常に大きかに大きかに大きかに大きかっっっった、これもた、これもた、これもた、これも未未未未曾曾曾曾有有有有のののの体体体体験験験験でででで

ありました。ありました。ありました。ありました。随分随分随分随分と知事もこのことにと知事もこのことにと知事もこのことにと知事もこのことに頭頭頭頭をををを悩悩悩悩まままませせせせていただきましたし、県ていただきましたし、県ていただきましたし、県ていただきましたし、県庁庁庁庁のののの力力力力をををを挙挙挙挙げてげてげてげて

その対策にその対策にその対策にその対策に携わっ携わっ携わっ携わっていただいた、ていただいた、ていただいた、ていただいた、救援救援救援救援の部の部の部の部分分分分についてもそうしていただいたことは、についてもそうしていただいたことは、についてもそうしていただいたことは、についてもそうしていただいたことは、折折折折にににに

触触触触れ、県れ、県れ、県れ、県民民民民の方のとこの方のとこの方のとこの方のところろろろにににに伝伝伝伝わっわっわっわってきていると思てきていると思てきていると思てきていると思っっっっております。しかし、県議会の中でも、ております。しかし、県議会の中でも、ております。しかし、県議会の中でも、ております。しかし、県議会の中でも、

対県対県対県対県外外外外活動活動活動活動の問題について発言があり、そのの問題について発言があり、そのの問題について発言があり、そのの問題について発言があり、その後後後後、、、、何何何何か知事の方で行か知事の方で行か知事の方で行か知事の方で行動動動動をををを抑制抑制抑制抑制されてきた部されてきた部されてきた部されてきた部

分分分分があるように思があるように思があるように思があるように思ええええてならないのです。事てならないのです。事てならないのです。事てならないのです。事実実実実一つ一つ一つ一つ挙挙挙挙げますと、もちげますと、もちげますと、もちげますと、もちろろろろんんんん十津十津十津十津川村の方もお川村の方もお川村の方もお川村の方もお

いででごいででごいででごいででござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、ふふふふるさと奈良の会がるさと奈良の会がるさと奈良の会がるさと奈良の会が東京東京東京東京であるであるであるである予予予予定でしたけれども、それを定でしたけれども、それを定でしたけれども、それを定でしたけれども、それを

取取取取りりりりやめやめやめやめられました。そういうことをられました。そういうことをられました。そういうことをられました。そういうことを含含含含めめめめていていていていろろろろいいいいろろろろなななな活動活動活動活動をををを抑制抑制抑制抑制されたと思うのですが、されたと思うのですが、されたと思うのですが、されたと思うのですが、

しかし、この間からしかし、この間からしかし、この間からしかし、この間から復旧復復旧復復旧復復旧復興についての興についての興についての興についての組組組組織織織織をををを立立立立ち上げられました。ち上げられました。ち上げられました。ち上げられました。組組組組織織織織ができたができたができたができた以以以以上は、上は、上は、上は、

これからはこれからはこれからはこれからは余余余余り、そのり、そのり、そのり、その外外外外部に部に部に部に向向向向かかかかっっっっての行ての行ての行ての行動動動動をををを抑制抑制抑制抑制するのではなくて、これからは対するのではなくて、これからは対するのではなくて、これからは対するのではなくて、これからは対外外外外活活活活

動動動動をもをもをもをもっっっっとととと積積積積極極極極的的的的ににににやっやっやっやっていただかないといけないと、このように思ていただかないといけないと、このように思ていただかないといけないと、このように思ていただかないといけないと、このように思っっっっています。ています。ています。ています。先先先先ほどほどほどほど

からのからのからのからのリリリリニニニニアアアアの問題もしかりでありますし、いの問題もしかりでありますし、いの問題もしかりでありますし、いの問題もしかりでありますし、いろろろろいいいいろろろろなななな将将将将来来来来にににに向向向向けての大きなけての大きなけての大きなけての大きな課課課課題はまだ題はまだ題はまだ題はまだ

まだ山まだ山まだ山まだ山積積積積していると思うのです。そういうしていると思うのです。そういうしていると思うのです。そういうしていると思うのです。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これから、今ともこれから、今ともこれから、今ともこれから、今後後後後はそういう対はそういう対はそういう対はそういう対外外外外

活動活動活動活動をををを積積積積極極極極的的的的ににににやっやっやっやっていただきたい。また、知事のこのきていただきたい。また、知事のこのきていただきたい。また、知事のこのきていただきたい。また、知事のこのきょょょょうのご答弁のうのご答弁のうのご答弁のうのご答弁の情熱情熱情熱情熱は、県は、県は、県は、県庁庁庁庁のののの

職員の方職員の方職員の方職員の方 々々々々もよく理もよく理もよく理もよく理解解解解していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、同じ同じ同じ同じ情熱情熱情熱情熱でもでもでもでもっっっってててて活動活動活動活動していただきたい、これがしていただきたい、これがしていただきたい、これがしていただきたい、これが

奈良県を前進さ奈良県を前進さ奈良県を前進さ奈良県を前進させせせせる大きなる大きなる大きなる大きな源源源源だと思うのです。そういうだと思うのです。そういうだと思うのです。そういうだと思うのです。そういう意意意意味味味味で、これからので、これからので、これからので、これからの活動活動活動活動ををををぜひぜひぜひぜひとととと
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もよもよもよも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。以以以以上、この２上、この２上、この２上、この２点点点点がががが私私私私のののの要望要望要望要望案案案案件件件件でごでごでごでござざざざいました。いました。いました。いました。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 私私私私も委員としての発言したいと思いますのでよも委員としての発言したいと思いますのでよも委員としての発言したいと思いますのでよも委員としての発言したいと思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。

ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰの問題、の問題、の問題、の問題、ずっずっずっずっといといといといろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論がされてきたのですが、がされてきたのですが、がされてきたのですが、がされてきたのですが、最近最近最近最近政政政政府府府府の方で、そのの方で、そのの方で、そのの方で、その動動動動きききき

が出てきたように思います。本会議で、が出てきたように思います。本会議で、が出てきたように思います。本会議で、が出てきたように思います。本会議で、昨昨昨昨年１２月年１２月年１２月年１２月６６６６日に質問さ日に質問さ日に質問さ日に質問させせせせてもらてもらてもらてもらっっっったように、奈たように、奈たように、奈たように、奈

良県農業のい良県農業のい良県農業のい良県農業のいろろろろいいいいろろろろなななな現状現状現状現状、それから、、それから、、それから、、それから、自自自自給率の問題、国土給率の問題、国土給率の問題、国土給率の問題、国土保保保保全の問題、全の問題、全の問題、全の問題、防防防防災災災災等等等等 々々々々のことのことのことのこと

をををを考考考考ええええて、国で決て、国で決て、国で決て、国で決めめめめることではあるのですが、ることではあるのですが、ることではあるのですが、ることではあるのですが、先先先先ほどほどほどほど要望要望要望要望ありましたけれども、知事のありましたけれども、知事のありましたけれども、知事のありましたけれども、知事の所所所所

見見見見、、、、私私私私はははは慎慎慎慎重重重重ににににややややるるるるべべべべきだと、こう思きだと、こう思きだと、こう思きだと、こう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。諸諸諸諸対策をき対策をき対策をき対策をきっっっっちりちりちりちり講講講講じじじじて、今申し上て、今申し上て、今申し上て、今申し上

げたような問題げたような問題げたような問題げたような問題点点点点を政策で政を政策で政を政策で政を政策で政府府府府がががが示示示示す、そして国す、そして国す、そして国す、そして国民民民民がががが納得納得納得納得すればすればすればすればやぶやぶやぶやぶさかではないと思うさかではないと思うさかではないと思うさかではないと思う

のです。しかし、一たんそれにのです。しかし、一たんそれにのです。しかし、一たんそれにのです。しかし、一たんそれに迎迎迎迎合合合合してしましてしましてしましてしまっっっって、て、て、て、安易安易安易安易に参に参に参に参加加加加をしてしまをしてしまをしてしまをしてしまっっっったたたた場場場場合合合合は、こは、こは、こは、こ

れは大れは大れは大れは大変変変変なことになるのではないかと危なことになるのではないかと危なことになるのではないかと危なことになるのではないかと危惧惧惧惧をををを実実実実はしております。だからはしております。だからはしております。だからはしております。だから条条条条件件件件がががが整整整整ええええば、あば、あば、あば、あ

るいは政策がるいは政策がるいは政策がるいは政策が納得納得納得納得できれば参できれば参できれば参できれば参加加加加してもいいのではないかというしてもいいのではないかというしてもいいのではないかというしてもいいのではないかという考考考考ええええをををを持っ持っ持っ持っておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、

現状現状現状現状では、これはでは、これはでは、これはでは、これは絶絶絶絶対対対対反反反反対。これを対。これを対。これを対。これを表表表表明明明明せざせざせざせざるをるをるをるを得得得得ない、こう思ない、こう思ない、こう思ない、こう思っっっっておりますので、どうておりますので、どうておりますので、どうておりますので、どう

ぞぞぞぞ知事、４知事、４知事、４知事、４７７７７都都都都道道道道府府府府県の知事の中でも県の知事の中でも県の知事の中でも県の知事の中でも反反反反対対対対表表表表明をしておられる方がいると明をしておられる方がいると明をしておられる方がいると明をしておられる方がいると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております

ので、そんなことをので、そんなことをので、そんなことをので、そんなことを含含含含めめめめて知事のて知事のて知事のて知事の所見所見所見所見をおをおをおをお伺伺伺伺いをしておきたいと思います。いをしておきたいと思います。いをしておきたいと思います。いをしておきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、先先先先ほどほどほどほど公共公共公共公共事業と事業と事業と事業と災害災害災害災害対策についての議対策についての議対策についての議対策についての議論論論論がありました。どちらもがありました。どちらもがありました。どちらもがありました。どちらも当当当当然然然然大事大事大事大事

なことです、なことです、なことです、なことです、災害災害災害災害優優優優先先先先、、、、絶絶絶絶対そうなのですが、その対そうなのですが、その対そうなのですが、その対そうなのですが、その点点点点をよくをよくをよくをよくパパパパーーーーセセセセントントントント比率を比率を比率を比率を考考考考え合わせえ合わせえ合わせえ合わせ

ながら、ながら、ながら、ながら、将将将将来来来来に対してに対してに対してに対してずっずっずっずっとととと継継継継続続続続してしてしてしてややややるるるるべべべべきものはきものはきものはきものは続続続続けるけるけるけるべべべべきものであきものであきものであきものであろろろろうと、うと、うと、うと、公共公共公共公共事事事事

業であ業であ業であ業であっっっってもそうするてもそうするてもそうするてもそうするべべべべきであきであきであきであろろろろうと、うと、うと、うと、災害災害災害災害優優優優先先先先はははは最最最最優優優優先先先先ではごではごではごではござざざざいますけれども、そのいますけれども、そのいますけれども、そのいますけれども、その

点点点点をををを考考考考ええええ方だけ申し上げて、お方だけ申し上げて、お方だけ申し上げて、お方だけ申し上げて、お考考考考ええええあればおあればおあればおあればお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。以以以以上です。上です。上です。上です。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰに関するに関するに関するに関する所見所見所見所見ということでごということでごということでごということでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰに入る入らないはに入る入らないはに入る入らないはに入る入らないは外外外外

交交交交交交交交渉渉渉渉でごでごでごでござざざざいますので、いいますので、いいますので、いいますので、いろろろろんなんなんなんな要要要要素素素素が入が入が入が入っっっってくると思いますが、てくると思いますが、てくると思いますが、てくると思いますが、何何何何よりも日本の農業よりも日本の農業よりも日本の農業よりも日本の農業

をどのようにするのかということがをどのようにするのかということがをどのようにするのかということがをどのようにするのかということが基基基基本にならないといけないかと思います。本にならないといけないかと思います。本にならないといけないかと思います。本にならないといけないかと思います。昔昔昔昔、、、、ウウウウルグルグルグルグ

アイアイアイアイララララウンドウンドウンドウンドがあがあがあがあっっっって、開国にて、開国にて、開国にて、開国に多少多少多少多少門門門門戸戸戸戸は開かれた。そのときに国はは開かれた。そのときに国はは開かれた。そのときに国はは開かれた。そのときに国は６兆円６兆円６兆円６兆円ののののウウウウルグルグルグルグアイアイアイアイ

ララララウンド予ウンド予ウンド予ウンド予算を算を算を算を組み組み組み組みましたが、ましたが、ましたが、ましたが、結結結結局は局は局は局は何何何何も残らなかも残らなかも残らなかも残らなかっっっったと思います。各地にたと思います。各地にたと思います。各地にたと思います。各地に６兆円６兆円６兆円６兆円をばらをばらをばらをばら

まいて、どのような農業をつくるのかという議まいて、どのような農業をつくるのかという議まいて、どのような農業をつくるのかという議まいて、どのような農業をつくるのかという議論論論論がががが余余余余りないままりないままりないままりないまま予予予予算が算が算が算が確確確確保保保保されたと思いされたと思いされたと思いされたと思い

ます。ます。ます。ます。ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰもももも同じ同じ同じ同じようなことにならないように、ようなことにならないように、ようなことにならないように、ようなことにならないように、予予予予算がばらまくた算がばらまくた算がばらまくた算がばらまくためめめめの道の道の道の道具具具具にならないにならないにならないにならない

ようにというようにというようにというようにという面面面面が一つ思います。が一つ思います。が一つ思います。が一つ思います。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、ＦＦＦＦＴＴＴＴＡＡＡＡはははは韓韓韓韓国と米国で国と米国で国と米国で国と米国で締締締締結結結結されました。そういたしますと、されました。そういたしますと、されました。そういたしますと、されました。そういたしますと、自自自自動車動車動車動車のののの輸輸輸輸出出出出

について２について２について２について２．．．．４４４４％％％％か、関か、関か、関か、関税税税税ががががアメリカアメリカアメリカアメリカがかけられなくながかけられなくながかけられなくながかけられなくなっっっってててて低低低低くなります。ただ、一方くなります。ただ、一方くなります。ただ、一方くなります。ただ、一方余余余余

り報道されまり報道されまり報道されまり報道されませせせせんが、んが、んが、んが、韓韓韓韓国の農業というのはどのようになるのか、農業を国の農業というのはどのようになるのか、農業を国の農業というのはどのようになるのか、農業を国の農業というのはどのようになるのか、農業を放棄放棄放棄放棄しているのしているのしているのしているの
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か別か別か別か別途途途途の心の心の心の心配配配配をしているをしているをしているをしている面面面面がごがごがごがござざざざいます。日本の国土は農業なしには、あるいは農地なしいます。日本の国土は農業なしには、あるいは農地なしいます。日本の国土は農業なしには、あるいは農地なしいます。日本の国土は農業なしには、あるいは農地なし

では成りでは成りでは成りでは成り立立立立たない国土になたない国土になたない国土になたない国土になっっっっていると思います。日本の農業をどうするかというていると思います。日本の農業をどうするかというていると思います。日本の農業をどうするかというていると思います。日本の農業をどうするかという課課課課題があ題があ題があ題があ

る中で、奈良の農業をどうするかというる中で、奈良の農業をどうするかというる中で、奈良の農業をどうするかというる中で、奈良の農業をどうするかという課課課課題になりますと、題になりますと、題になりますと、題になりますと、食食食食料料料料安安安安全全全全保障保障保障保障という言という言という言という言葉葉葉葉ででででカカカカ

ロロロロリー自リー自リー自リー自給率を上げるというのは、給率を上げるというのは、給率を上げるというのは、給率を上げるというのは、少少少少なくとも奈良の農業にはなくとも奈良の農業にはなくとも奈良の農業にはなくとも奈良の農業にはふふふふささささわわわわしくない。しくない。しくない。しくない。カカカカロロロロリーリーリーリー

のないのないのないのない菊菊菊菊のののの花花花花、お、お、お、お茶茶茶茶、、、、柿柿柿柿をつくをつくをつくをつくっっっったら日本の農業政策にたら日本の農業政策にたら日本の農業政策にたら日本の農業政策に寄寄寄寄与与与与しないことになるしないことになるしないことになるしないことになるわわわわけでありけでありけでありけであり

ますので、それはちますので、それはちますので、それはちますので、それはちょょょょっっっっとおかしいではないかと農林水産とおかしいではないかと農林水産とおかしいではないかと農林水産とおかしいではないかと農林水産省省省省ににににじじじじかにもうはかにもうはかにもうはかにもうはっっっっきりと申しきりと申しきりと申しきりと申し

ております。それに対しては、ております。それに対しては、ております。それに対しては、ております。それに対しては、食食食食料料料料安安安安全全全全保障保障保障保障、、、、カカカカロロロロリー自リー自リー自リー自給率は大きな国給率は大きな国給率は大きな国給率は大きな国是是是是だというのがだというのがだというのがだというのが

農林水産農林水産農林水産農林水産省省省省ののののススススタタタタンスンスンスンスでごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、カカカカロロロロリー自リー自リー自リー自給率を給率を給率を給率を守守守守りながらりながらりながらりながらＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰというのはというのはというのはというのは

とてもとてもとてもとても考考考考ええええられることではごられることではごられることではごられることではござざざざいまいまいまいませせせせん。ん。ん。ん。食食食食料料料料安安安安全全全全保障保障保障保障ももももＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰに入れば、総に入れば、総に入れば、総に入れば、総合的合的合的合的食食食食料料料料安安安安

全全全全保障保障保障保障になりますので、それではどうなのか日本はどう思になりますので、それではどうなのか日本はどう思になりますので、それではどうなのか日本はどう思になりますので、それではどうなのか日本はどう思っっっっているのかと、一国ているのかと、一国ているのかと、一国ているのかと、一国食食食食料料料料安安安安全全全全

保障保障保障保障なのか、総なのか、総なのか、総なのか、総合合合合食食食食料料料料安安安安全全全全保障保障保障保障なのかなのかなのかなのか見見見見ききききわめわめわめわめがつかない日本の農業政策でありますので、がつかない日本の農業政策でありますので、がつかない日本の農業政策でありますので、がつかない日本の農業政策でありますので、

正正正正直情直情直情直情けない日本の農業政策だとけない日本の農業政策だとけない日本の農業政策だとけない日本の農業政策だと多少多少多少多少思うとこ思うとこ思うとこ思うところろろろがあります。このような議があります。このような議があります。このような議があります。このような議論論論論がががが何何何何度も度も度も度も繰繰繰繰

りりりり返返返返されております。されております。されております。されております。

日本の農業を日本の農業を日本の農業を日本の農業を守守守守るといるといるといるといっっっって、て、て、て、結結結結局は農局は農局は農局は農協協協協をををを守守守守っっっってきているのではないか、農地のてきているのではないか、農地のてきているのではないか、農地のてきているのではないか、農地の保保保保存存存存意意意意

欲欲欲欲はははは強強強強いが農業をするいが農業をするいが農業をするいが農業をする意意意意欲欲欲欲はははは薄薄薄薄いというのは奈良県の一つの特いというのは奈良県の一つの特いというのは奈良県の一つの特いというのは奈良県の一つの特徴徴徴徴であります。農業をしなであります。農業をしなであります。農業をしなであります。農業をしな

いならいならいならいなら税税税税金の金の金の金の安安安安い農地をい農地をい農地をい農地を放放放放出してくれと言出してくれと言出してくれと言出してくれと言っっっっても、なかなかても、なかなかても、なかなかても、なかなか放放放放出されま出されま出されま出されませせせせん。また、ん。また、ん。また、ん。また、耕耕耕耕作作作作

放棄放棄放棄放棄地としては地としては地としては地としては多多多多いいいいわわわわけですが、けですが、けですが、けですが、貸貸貸貸すこともされないすこともされないすこともされないすこともされないわわわわけであります。農地の問題がけであります。農地の問題がけであります。農地の問題がけであります。農地の問題が根根根根幹幹幹幹

にあるのではないかというにあるのではないかというにあるのではないかというにあるのではないかという感感感感想想想想をををを持っ持っ持っ持っております。ております。ております。ております。解解解解決策というほどの思決策というほどの思決策というほどの思決策というほどの思考考考考は全くは全くは全くは全く持持持持ちちちち合合合合

わせわせわせわせておりまておりまておりまておりませせせせんが、奈良県の農業をどのように振興するんが、奈良県の農業をどのように振興するんが、奈良県の農業をどのように振興するんが、奈良県の農業をどのように振興するべべべべきか、４５０きか、４５０きか、４５０きか、４５０億円億円億円億円にすにすにすにすぎぎぎぎないないないない

農業産出農業産出農業産出農業産出額額額額でごでごでごでござざざざいますので、奈良は奈良なりの農業を志いますので、奈良は奈良なりの農業を志いますので、奈良は奈良なりの農業を志いますので、奈良は奈良なりの農業を志向向向向すれば、それなりにすれば、それなりにすれば、それなりにすれば、それなりに生生生生きていきていきていきてい

けるのではないかとは思けるのではないかとは思けるのではないかとは思けるのではないかとは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。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 それでは、これをもちまして理事者に対する質疑をそれでは、これをもちまして理事者に対する質疑をそれでは、これをもちまして理事者に対する質疑をそれでは、これをもちまして理事者に対する質疑を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

それでは、それでは、それでは、それでは、付付付付託託託託を受けました各議を受けました各議を受けました各議を受けました各議案案案案につきまして、委員の皆さん方のにつきまして、委員の皆さん方のにつきまして、委員の皆さん方のにつきまして、委員の皆さん方の意見意見意見意見をををを求求求求めめめめたいとたいとたいとたいと

思います。思います。思います。思います。意見意見意見意見ありまありまありまありませせせせんか。んか。んか。んか。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 提提提提出された議出された議出された議出された議案案案案についてのいについてのいについてのいについてのいろろろろいいいいろろろろの議の議の議の議論論論論がごがごがごがござざざざいました。いました。いました。いました。基基基基本本本本的的的的にはにはにはには予予予予算算算算

のののの執執執執行について行について行について行について我我我我 々々々々はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろと質疑をしたと質疑をしたと質疑をしたと質疑をしたわわわわけですけれども、一けですけれども、一けですけれども、一けですけれども、一番番番番知事の答弁が知事の答弁が知事の答弁が知事の答弁が情熱情熱情熱情熱をををを

込め込め込め込めての答弁であての答弁であての答弁であての答弁であっっっったかとは思うのですが、まだまだ政策としてきたかとは思うのですが、まだまだ政策としてきたかとは思うのですが、まだまだ政策としてきたかとは思うのですが、まだまだ政策としてきわめわめわめわ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

いう部いう部いう部いう部分分分分があがあがあがあっっっったこともたこともたこともたことも確確確確かでごかでごかでごかでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、十分十分十分十分に質疑ができ上がに質疑ができ上がに質疑ができ上がに質疑ができ上がっっっった、た、た、た、討論討論討論討論ができたができたができたができた

と思と思と思と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。

賛否賛否賛否賛否については、議第５０号から議第５８号、報第２５号についての議については、議第５０号から議第５８号、報第２５号についての議については、議第５０号から議第５８号、報第２５号についての議については、議第５０号から議第５８号、報第２５号についての議案案案案どおり議決すどおり議決すどおり議決すどおり議決す
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ることにることにることにることに賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 自自自自由由由由民民民民主主主主党党党党改革改革改革改革でごでごでごでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、基基基基本本本本的的的的に、議５８号、平成２２年度に、議５８号、平成２２年度に、議５８号、平成２２年度に、議５８号、平成２２年度

奈良県歳入歳出決算の認定について、また議第５０号、議第５１号、報第２５号、それ奈良県歳入歳出決算の認定について、また議第５０号、議第５１号、報第２５号、それ奈良県歳入歳出決算の認定について、また議第５０号、議第５１号、報第２５号、それ奈良県歳入歳出決算の認定について、また議第５０号、議第５１号、報第２５号、それぞぞぞぞ

れ承認することにれ承認することにれ承認することにれ承認することに賛賛賛賛成をいたします。成をいたします。成をいたします。成をいたします。

とりとりとりとりわわわわけ、平成２２年度は平け、平成２２年度は平け、平成２２年度は平け、平成２２年度は平城遷城遷城遷城遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭をはをはをはをはじめじめじめじめ、大きな、大きな、大きな、大きなイイイイベベベベントントントントもしていたもしていたもしていたもしていた

だきましたし、さらに奈良県のこれからのだきましたし、さらに奈良県のこれからのだきましたし、さらに奈良県のこれからのだきましたし、さらに奈良県のこれからの基盤基盤基盤基盤づくりのたづくりのたづくりのたづくりのためめめめにもにもにもにも非常非常非常非常にににに頑張っ頑張っ頑張っ頑張っていただいていただいていただいていただい

たたたた予予予予算ではなか算ではなか算ではなか算ではなかっっっったかなということでたかなということでたかなということでたかなということで評価評価評価評価をしております。をしております。をしております。をしております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 民民民民主主主主党党党党８名と８名と８名と８名と協協協協議いたしまして、議第５０号、議第５１号、議第５８号、報議いたしまして、議第５０号、議第５１号、議第５８号、報議いたしまして、議第５０号、議第５１号、議第５８号、報議いたしまして、議第５０号、議第５１号、議第５８号、報

第２５号、す第２５号、す第２５号、す第２５号、すべべべべてててて賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。以以以以上です。上です。上です。上です。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 付付付付託託託託されました議第５０号、第５１号、第５８号、報第２５号、いされました議第５０号、第５１号、第５８号、報第２５号、いされました議第５０号、第５１号、第５８号、報第２５号、いされました議第５０号、第５１号、第５８号、報第２５号、いずずずずれもれもれもれも公公公公

明明明明党党党党といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても賛賛賛賛成をいたします。成をいたします。成をいたします。成をいたします。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党のののの意見意見意見意見をををを述述述述べべべべます。ます。ます。ます。

議第５８号、平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定につきまして議第５８号、平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定につきまして議第５８号、平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定につきまして議第５８号、平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定につきまして反反反反対します。対します。対します。対します。

その理その理その理その理由由由由は、平は、平は、平は、平城遷城遷城遷城遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年記記記記念念念念事業が行事業が行事業が行事業が行わわわわれました奈良れました奈良れました奈良れました奈良へへへへたくさんの方がたくさんの方がたくさんの方がたくさんの方が来来来来られられられられ

まして、大まして、大まして、大まして、大変変変変注目注目注目注目されるというされるというされるというされるという効果効果効果効果がごがごがごがござざざざいましたが、一いましたが、一いましたが、一いましたが、一過過過過性のお性のお性のお性のお祭祭祭祭りとしないとうたりとしないとうたりとしないとうたりとしないとうたわわわわ

れておりましたけれども、そのれておりましたけれども、そのれておりましたけれども、そのれておりましたけれども、その効果効果効果効果はははは現状現状現状現状ではではではでは続続続続いているとは言いているとは言いているとは言いているとは言ええええないないないない状況状況状況状況があると思いがあると思いがあると思いがあると思い

ます。また、ます。また、ます。また、ます。また、多額多額多額多額の費用をの費用をの費用をの費用を使っ使っ使っ使ってててて弥勒弥勒弥勒弥勒プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトなどを推進されてまいりましたけれどなどを推進されてまいりましたけれどなどを推進されてまいりましたけれどなどを推進されてまいりましたけれど

も、県も、県も、県も、県民的民的民的民的にはほとんど認知されておらにはほとんど認知されておらにはほとんど認知されておらにはほとんど認知されておらずずずず、県、県、県、県民民民民のののの暮暮暮暮らしとはかけらしとはかけらしとはかけらしとはかけ離離離離れているれているれているれている取取取取りりりり組み組み組み組みでででで

ああああっっっったように思います。また、関西たように思います。また、関西たように思います。また、関西たように思います。また、関西学学学学研研研研第第第第二二二二工工工工区区区区のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり検討検討検討検討が行が行が行が行わわわわれてまいりましれてまいりましれてまいりましれてまいりまし

たが、たが、たが、たが、我我我我がががが党党党党もももも見見見見通通通通しのない開発中しのない開発中しのない開発中しのない開発中止止止止をををを求求求求めめめめてまいりましたけれども、この事業は断てまいりましたけれども、この事業は断てまいりましたけれども、この事業は断てまいりましたけれども、この事業は断念念念念ささささ

れることとなりました。れることとなりました。れることとなりました。れることとなりました。

一方、県一方、県一方、県一方、県民民民民のののの暮暮暮暮らしにつきましてはらしにつきましてはらしにつきましてはらしにつきましては失失失失業が業が業が業が多多多多く、不く、不く、不く、不安安安安定な雇用で定な雇用で定な雇用で定な雇用で多多多多くの方がくの方がくの方がくの方が混混混混乱乱乱乱をををを訴え訴え訴え訴え

ておられます。ておられます。ておられます。ておられます。生生生生活保活保活保活保護護護護受給受給受給受給世帯世帯世帯世帯がががが増増増増加加加加をする、また、国をする、また、国をする、また、国をする、また、国民民民民健康健康健康健康保保保保険料険料険料険料がががが高高高高くてくてくてくて払払払払ええええないないないない

滞納滞納滞納滞納者の者の者の者の世帯世帯世帯世帯、、、、数数数数はははは減少減少減少減少しているといいますけれども、しているといいますけれども、しているといいますけれども、しているといいますけれども、高高高高比率でご比率でご比率でご比率でござざざざいます。特別います。特別います。特別います。特別養養養養護老護老護老護老

人人人人ホホホホームームームーム待待待待機者機者機者機者数数数数もももも約６，約６，約６，約６，００００００００００００人人人人ににににふえふえふえふえているということ、あるいはているということ、あるいはているということ、あるいはているということ、あるいは高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の孤孤孤孤独独独独死死死死なななな

どの問題もどの問題もどの問題もどの問題も課課課課題が大きくあると思題が大きくあると思題が大きくあると思題が大きくあると思っっっっています。ています。ています。ています。暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支ええええるるるる施施施施策というのは、さらなる策というのは、さらなる策というのは、さらなる策というのは、さらなる

充充充充実実実実がががが求求求求めめめめられていると思います。医られていると思います。医られていると思います。医られていると思います。医師師師師やややや看護師看護師看護師看護師のののの確確確確保保保保、あるいは医療の、あるいは医療の、あるいは医療の、あるいは医療の改善改善改善改善などで一定などで一定などで一定などで一定

努力努力努力努力されているされているされているされている点点点点、、、、評価評価評価評価できるできるできるできる点点点点もあると思もあると思もあると思もあると思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、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動車動車動車動車道道道道路路路路のうち、のうち、のうち、のうち、

大和大和大和大和北北北北道道道道路路路路の推進、あるいはの推進、あるいはの推進、あるいはの推進、あるいはリリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線の推進、の推進、の推進、の推進、東東東東部山間広域農道で、不部山間広域農道で、不部山間広域農道で、不部山間広域農道で、不要要要要不不不不急急急急のののの

事業を事業を事業を事業を数多数多数多数多く推進していることもごく推進していることもごく推進していることもごく推進していることもござざざざいます。また、職員定います。また、職員定います。また、職員定います。また、職員定数数数数がががが減減減減らされてまいりまして、らされてまいりまして、らされてまいりまして、らされてまいりまして、
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仕仕仕仕事が大事が大事が大事が大変変変変になになになになっっっっているているているている現状現状現状現状もありますが、もありますが、もありますが、もありますが、外外外外部委部委部委部委託託託託ががががふえふえふえふえておりますが、そのておりますが、そのておりますが、そのておりますが、その実実実実態態態態がががが把把把把

握握握握されていないことも明らかになりました。教職員のされていないことも明らかになりました。教職員のされていないことも明らかになりました。教職員のされていないことも明らかになりました。教職員の非非非非正正正正規規規規雇用の雇用の雇用の雇用の割割割割合合合合はははは非常非常非常非常にににに高高高高くなくなくなくなっっっっ

ておりまして、子どもと教育に大きな影ておりまして、子どもと教育に大きな影ておりまして、子どもと教育に大きな影ておりまして、子どもと教育に大きな影響響響響をををを与与与与ええええるるるる状況状況状況状況もごもごもごもござざざざいます。そういうもとで、います。そういうもとで、います。そういうもとで、います。そういうもとで、

私私私私たちは、これらのたちは、これらのたちは、これらのたちは、これらの点点点点につきましてさらなるにつきましてさらなるにつきましてさらなるにつきましてさらなる取取取取りりりり組み組み組み組みをををを求求求求めめめめたいと思たいと思たいと思たいと思っっっっております。よております。よております。よております。よっっっっ

て、この歳入歳出決算の認定につきましてはて、この歳入歳出決算の認定につきましてはて、この歳入歳出決算の認定につきましてはて、この歳入歳出決算の認定につきましては反反反反対をいたします。対をいたします。対をいたします。対をいたします。

他他他他の議の議の議の議案案案案につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、賛賛賛賛成をいたします。成をいたします。成をいたします。成をいたします。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 ならならならなら元気元気元気元気クラブクラブクラブクラブといたしましては、ちといたしましては、ちといたしましては、ちといたしましては、ちょょょょっっっっと大と大と大と大声声声声でででで私私私私は申し上げましたが、は申し上げましたが、は申し上げましたが、は申し上げましたが、

いいいいろろろろいいいいろろろろ耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けていただいたと思いますし、心にとけていただいたと思いますし、心にとけていただいたと思いますし、心にとけていただいたと思いますし、心にとめめめめていただいたと思いますので、ていただいたと思いますので、ていただいたと思いますので、ていただいたと思いますので、基基基基

本本本本的的的的にはすにはすにはすにはすべべべべての４つの議ての４つの議ての４つの議ての４つの議案案案案、大、大、大、大賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 自民自民自民自民党党党党「未来」「未来」「未来」「未来」でも、でも、でも、でも、付付付付託託託託されました議されました議されました議されました議案案案案４４４４案案案案については、認定さについては、認定さについては、認定さについては、認定させせせせていたていたていたていた

だきます。だきます。だきます。だきます。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

それでは今、議第５８号についてそれでは今、議第５８号についてそれでは今、議第５８号についてそれでは今、議第５８号について反反反反対だという対だという対だという対だという意見意見意見意見がありましたので、今定がありましたので、今定がありましたので、今定がありましたので、今定例例例例県議会で県議会で県議会で県議会で

付付付付託託託託を受けましたを受けましたを受けましたを受けました分分分分の議５８号について、委員の皆さん方のの議５８号について、委員の皆さん方のの議５８号について、委員の皆さん方のの議５８号について、委員の皆さん方の採採採採決をとりたいと思いますの決をとりたいと思いますの決をとりたいと思いますの決をとりたいと思いますの

で、で、で、で、反反反反対の対の対の対の意見意見意見意見がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、原原原原案案案案どおり承認する方のどおり承認する方のどおり承認する方のどおり承認する方の起起起起立立立立をををを求求求求めめめめます。ます。ます。ます。

（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立立立立））））

ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。ごいました。ごいました。ごいました。ご着着着着席席席席ください。ください。ください。ください。

起起起起立多数立多数立多数立多数でありますので、議第５８号は、でありますので、議第５８号は、でありますので、議第５８号は、でありますので、議第５８号は、原原原原案案案案どおりどおりどおりどおり可可可可決することにいたします。決することにいたします。決することにいたします。決することにいたします。

次次次次に、残に、残に、残に、残余余余余の議の議の議の議案案案案につきましては、一括して簡につきましては、一括して簡につきましては、一括して簡につきましては、一括して簡易易易易採採採採決を行いたいと思います。決を行いたいと思います。決を行いたいと思います。決を行いたいと思います。

議第５０号、平成２２年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定について、議議第５０号、平成２２年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定について、議議第５０号、平成２２年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定について、議議第５０号、平成２２年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定について、議

第５１号、平成２２年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について、第５１号、平成２２年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について、第５１号、平成２２年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について、第５１号、平成２２年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について、原原原原案案案案どおり承認どおり承認どおり承認どおり承認

することといたしますので、ごすることといたしますので、ごすることといたしますので、ごすることといたしますので、ご異異異異議ご議ご議ご議ござざざざいまいまいまいませせせせんか。んか。んか。んか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

なお、報第２５号につきましては、報告なお、報第２５号につきましては、報告なお、報第２５号につきましては、報告なお、報第２５号につきましては、報告案案案案件件件件でありますので、理事者よりでありますので、理事者よりでありますので、理事者よりでありますので、理事者より詳細詳細詳細詳細な報告をな報告をな報告をな報告を

受けたこととして受けたこととして受けたこととして受けたこととして処処処処理さ理さ理さ理させせせせていただきますので、よていただきますので、よていただきますので、よていただきますので、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。

これをもちまして、これをもちまして、これをもちまして、これをもちまして、付付付付託託託託議議議議案案案案の審査をの審査をの審査をの審査を終終終終わわわわることにいたします。ることにいたします。ることにいたします。ることにいたします。

次次次次に、委員長報告でごに、委員長報告でごに、委員長報告でごに、委員長報告でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、次次次次の定の定の定の定例例例例本会議で本会議で本会議で本会議で反反反反対対対対討論討論討論討論されるされるされるされる場場場場合合合合は、委員長報は、委員長報は、委員長報は、委員長報

告に告に告に告に反反反反対対対対意見意見意見意見をををを記記記記載載載載しないこととなしないこととなしないこととなしないこととなっっっっておりますが、どうされますか。ておりますが、どうされますか。ておりますが、どうされますか。ておりますが、どうされますか。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 出します。出します。出します。出します。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ややややります。ります。ります。ります。
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○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 はい。はい。はい。はい。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 そういうことでありましたら、今申し上げましたように委員長報告にはそういうことでありましたら、今申し上げましたように委員長報告にはそういうことでありましたら、今申し上げましたように委員長報告にはそういうことでありましたら、今申し上げましたように委員長報告には記記記記

載載載載しましましましませせせせんので、ご了承願いたいと思います。んので、ご了承願いたいと思います。んので、ご了承願いたいと思います。んので、ご了承願いたいと思います。

内内内内容容容容につきましては、皆さん方の委員長報告につきましては正副委員長にご一につきましては、皆さん方の委員長報告につきましては正副委員長にご一につきましては、皆さん方の委員長報告につきましては正副委員長にご一につきましては、皆さん方の委員長報告につきましては正副委員長にご一任任任任いただいただいただいただ

けますか。けますか。けますか。けますか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、ありがとうごそれでは、ありがとうごそれでは、ありがとうごそれでは、ありがとうござざざざいました。一いました。一いました。一いました。一任任任任ささささせせせせていただくとしてていただくとしてていただくとしてていただくとして処処処処理をいたします。理をいたします。理をいたします。理をいたします。

内内内内容容容容につきましては、また定につきましては、また定につきましては、また定につきましては、また定例例例例会までに皆さん方に報告さ会までに皆さん方に報告さ会までに皆さん方に報告さ会までに皆さん方に報告させせせせていただきますので、ご了ていただきますので、ご了ていただきますので、ご了ていただきますので、ご了

承を願いたいと思います。承を願いたいと思います。承を願いたいと思います。承を願いたいと思います。

それでは、それでは、それでは、それでは、去去去去る９月定る９月定る９月定る９月定例例例例県議会で県議会で県議会で県議会で設置設置設置設置されました決算審査特別委員会、委員各されました決算審査特別委員会、委員各されました決算審査特別委員会、委員各されました決算審査特別委員会、委員各位位位位のののの格格格格別別別別

のごのごのごのご支支支支援援援援とごとごとごとご協協協協力力力力をいただきながら、をいただきながら、をいただきながら、をいただきながら、滞滞滞滞りなく全議りなく全議りなく全議りなく全議案案案案、議了することになりました。心か、議了することになりました。心か、議了することになりました。心か、議了することになりました。心か

らららら御御御御礼礼礼礼を申し上げておきたいと思います。長時間ありがとうごを申し上げておきたいと思います。長時間ありがとうごを申し上げておきたいと思います。長時間ありがとうごを申し上げておきたいと思います。長時間ありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

これをもこれをもこれをもこれをもっっっって、会議をて、会議をて、会議をて、会議を終終終終わわわわります。ありがとうごります。ありがとうごります。ありがとうごります。ありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。


