
平成 25年 12月 議会  12月 10日 粒谷議員 (一般質問)

担当レベルでテープ起こしをしたものであり、正式な議事録ではありません。

1行政改革の推進について

「奈良県新行政経営プログラム」は今年度に最終年度を迎えるが、これまでの取組
状況について伺いたい。また、県は、来年度からの3年間で取り組む「奈良県行政経
営マネジメントプログラム」を公表したが、策定に当たつての考え方を伺いたい。

(知事 )

行政を運営する際に、経営の観点を取 り入れることはとても重要だと認識 し
ています。

奈良県では平成 22年度に「奈良県新行政経営プログラム」を策定いたしまし
た。その基本的な内容は、 1つ 日はPDCAサ イクルを着実に実行 し、歯車を

回していくことです。
2つ 目は組織力を高めることです。県の役割はサッカーで言うミッドフィル

ダーとして、前衛 と後衛の仕事をしやすいようにしていくことが組織の基本的
方向であると思います。

3つ 目は、県が原動力とな り地域の各主体とコラボレーションし、良い影響
を及ばしていくことです。言い換えれば、県民と対話をし、日標を共有するこ

とです。
ヒト 0モ ノ・情報・カネなど県が持っている経営資源の有効的利用、これ ら

をどのように活用するかで行政のレベルが変わると思います。
また、地域の活動主体 との連携・協働とは、県だけではできないことが多く

なっていますので、地域の仲間を作ること。これは、 「世間 (三方)良 し」と
いう商人の発想と同じではないかと思います。

これまでの実績として、住宅供給公社が今年度解散するなど第 3セ クター等
の存廃を含めた抜本的な改革を行いました。奈良県は第 3セ クターの数が少な
い県ですが、住宅供給公社は黒字のうちに解散することとな りました。

また、職員定数の適正化に取 り組んだほか、東京の代官山の未利用地を売却
し、売却益を病院の建設費に充当することができました。

さらに、県 と市町村の役割分担をしようという取組である「奈良モデル」を

推進しました。
PFI手 法の活用では、東京の養徳学舎のケースでは敷地の一部を定期借地

で貸し付けることにより、学生寮の建設費と維持費が無料にな りました。新県
営プールもPFI手 法を採用 しましたが、加えてこちらは国の補助金がありま
したので、県の負担がほとんどかか らなかったという結果となっています。
今般、公表させていただいた「奈良県行政経営マネジメントプログラム」は、

慶應義塾大学の曽根教授など有識者の方か らの意見 を頂きなが ら策定 しまし
た。 「マネジメント」の考え方を全面的に展開するものであり、来年度か らの
3年間で取 り組む 95の項目を掲載 しています。
具体的なマネジメントの項 目としては、庁舎、学校等の建物資産や土地を総

合的に企画・管理 r活用する「ファシリティマネジメント」に加え、道路・橋
梁等のインフラ資産の適正な維持管理や長寿命化等を図る「アセットマネジメ
ント」に積極的に取 り組みます。

また、研修を実施し、人材を育成する「人材・組織マネジメント」、財政健



全化等に資する「財政マネジメント」にも取 り組みたいと思います。
さらに、県庁だけで取 り組むのではなく、市町村や地域におけるNPOや ボ

ランティア等の多様な主体 と連携・協働 していくことにより、地域力を向上さ
せつつ、施策を展開する「エリアマネジメント」の考え方も導入いたしました。

本県を取 り巻 く社会経済環境が変化 していくなか、奈良が遅れを取 らないよ
うに着実に取 り組みを進めるとともに、今後も直面する県政の諸課題に対応す
るために最大限有効に活用 していきたいと思います。

今後このようなマネジメン ト思考を展開することで、県行政の効率性を追求
していくことが重要であると考えています。

2県 有資産の利活用について

(1)県 は、「県有資産の有効活用に関する基本方針」や「奈良県ファシリティマネジ
メント推進基本方針」を策定しているが、これらの方針に基づき、県有資産全

体の利活用を今後どのように進めていくのか。
(2)これまで低・未利用の資産を売却する際には、どのような基準の下、どのような

方法により売却を進めてきたのか伺いたい。

(総務部長 )

本県の県有資産は、議員もお述べになりましたが、道路や河川などインフラ
と言われるものを除いて、約 800の 施設やその敷地があり、その他にも約 1

70の土地資産を保有 しています。しかし、施設全体の 5割以上が築後 30年
以上経過してお り、さらに 10年後には 7割までに拡大する見込みであり、施
設の維持管理に多額の修繕等の経費が必要となってくると見込まれる状況にあ
ります。
昨今、ファシリティマネジメントという考え方が自治体の間で全国的な広が

りをみせつつありますが、本県では、平成 20年 10月 に「県有資産の有効活
用に関する基本方針」を策定 し、県有資産の統合、売却及び廃止など有効活用
を積極的に推進 してきたところです。

さらに、県有資産の総量適正化・有効利活用・長寿命化の推進を 3つ の柱と
した具体的な取組施策の方向性を示 した 「奈良県ファシリティマネジメント推
進基本方針」を本年 1月 に策定し、現在、順次資産評価を行っているところで
す。今後は、個別の計画やプロジェク ト等も勘案 しなが ら、施設所管部局との

調整を行い、各施設のあり方について全庁的な合意形成を図っていくとともに、
具体的な利活用方策を検討していきたいと考えてお ります。

低・未利用と整理された県有資産につきましては、維持管理費用の抑制を図
るとともに、用途の廃止されたものは早期に利活用を図るという観点か ら、積
極的に売却・貸付等を行い、県の自主財源の確保につなげていきます。

整理された資産の利活用については、第一に公的な活用を最優先としてお り
ます。先ず、県 自らが活用できないか全庁的な検討を行い、県 として活用がな
い場合には、地元市町村に活用の意向を確認しているところです。

これ ら公共における利活用が考えられない場合については、民間による資産
の有効活用に向けて、一般競争入札による売却を進めているところです。

平成 20年度以降、代官山 iス タジオをはじめ 8物件を売却 し、約 53億円
の収入を確保 したところです。



今後 とも県有資産のよリー層の利活用は必要であり公的活用を最優先としな
が ら、売却促進による自主財源の確保や貴重な県有資産の有効活用に努めてま
いります。
(更 問)

県有資産は公的活用を最優先とし、一般競争入札で売却するとのことである
が、平成 24年 に売却された東生駒の旧生駒保健センターは、現在転売されて
いる状況である。生駒市は用途変更を認め、葬儀場が建設されるとのことであ
る。

今後、県有地を民間に売却する際には、地元住民の要望をしっか り把握 し、
地域の要望に即 した用途に制限することが必要と考えるが、如何か。

(総務部長 )

県有資産を売却する場合、その用途については、風俗営業をはじめとした「公
序良俗に反するもの」について制限しているほか、都市計画等の関連法令に基
づいた利活用とな ります。その上で、さらに、限定 した用途指定を入札条件と
することは、民間事業者の創意工夫や経済活動を制約する可能性もあることか
ら、それ以上の制限を課す ことは慎重に検討しなければならないと考えていま
す。

県有資産の用途を指定して、または、制限を加えて民間に売却するには、明
確な行政目的を持った公益性の高い利活用が必要と考えています。

例えば、地域福祉や地域医療に関連 した施設の用途指定、また、地元市町村
のまちづくり計画を推進するための用途制限などが考えられます。このような
明確な行政目的を持ち、かつ、地元市町村から強い要望や意見があれば一定の
用途制限や指定は可能でないかと思ってお ります。この場合、当然、地元市町
村 と活用条件や売却手法などを協議することとな り、地域住民の方々の意見も
反映されたものになります。

このため、早い段階から地元市町村に必要な情報を提供するとともに、県有
資産の利活用に向けた協議を実施することが必要であると認識 してお ります。
また、用途を指定、もしくは、制限を加えた民間事業者への売却を行う場合は、
価格競争だけではなく、その企画等を総合的に評価することができる公募型プ
ロポーザル方式も可能でないかと考えており、このための実施スキームを研究
していきたいと思います。
繰 り返 しにな りますが、行政目的を持たない県有資産売却の場合では、用途

を制限することは難 しいと考えます。しかしなが ら、入札に関して地元市町村
と協議を行 うとともに、地域住民の方々に資産の売却にあたっての情報を事前
に提供し、頂いたご意見については、入札手続きを進めるなかで、入札参加者
にも情報を提供していきたいと考えています。

(再々間)

土地を売却 した以上、県にも責任がある。生駒市とともに行政の法的責任以
上のものを負うべきだと思う。このままであれば私でも憤 りを感 じる。

ミスマッチなまちづくりが現実となった原因は県の売却方法である。
県も一度、この事業者と話 し合うとか、何 らかの対応を取るべきではないか。

(総務部長 )

ご指摘の旧生駒保健センターにつきましては、平成 20年度か ら入札を4回
実施 しています。第 4回 目の平成 24年度末に落札者が出たという状況であり、



再度確認しますが、この間、生駒市や隣接の地権者に説明、意見等を伺った結
果、特段に意見等はなかったと聞いています。

再度、このことが十分であったかどうかということも含めて検証し、今後そ
のことを踏まえて県有資産の売却の方法について考えていきます。

3特 別養護老人ホームの整備について

特養について、現在の待機者の状況、将来の高齢者人口の推移の見込み及び国
の制度改正の議論の動向を踏まえ、どのように整備を図つていくのか。

(健康福祉部長 )

特養の整備にあたっては、平成 24～ 26年度の 3カ 年を実施期間とする第
5期奈良県介護保険事業支援計画において 701床 の新・増設を行うものとし、
計画的に整備を進めているところ。整備計画床数、つまリベッド数の策定にあ
たっては、介護保険の保険者である各市町村において、高齢者人口の推移や要
介護者のサービスの利用状況等を踏まえて推計されたものを集計したものであ
り、ニーズを適切に推計し反映したものであると認識。
なお、現在国で審議されている特養入所者の基準の重点化については、一律

に要介護 3以上とするのではなく、要介護 1あ るいは 2であっても、家族によ
るサポー トが期待できず、また、現に地域での介護サービスや生活支援の供給
が十分でないと認められる場合等の入所は認められる方向であり、引き続き制
度改正の内容を適確に把握 していく。

また、平成 25年 4月 1日 現在の県全体の特養入所待機者は 6, 817人 お
られるという調査結果になっている。この中には、現時点では在宅で生活でき
ているが将来に備えて予約的に入所申込みされてる方も相当数含まれていると
思われ、真に特養入所が必要と考えられる「要介護 3以上で 1年以上自宅で待
機」 している要介護者は 942人 となっている。これは前年度の 998人 から
56人の減少となっているが、この 1年間で新規に開所 した特養が 360床 あ
ることから、実質的には待機者が増加 しているのではないかと推測。

これ らの状況を踏まえて、次期の第 6期介護保険事業支援計画の策定にあた
つては、国の制度改正の動向を把握 し、市町村との意見交換を十分に行 うこと
等により、実施期間である平成 27～ 29年度の 3カ 年のみならず、団塊の世
代が後期高齢者となる 2025年 を視野に入れた段階的な基盤整備を進める観
点から、特養整備必要数の増加要素、減少要素を適切に反映してまいりたいと
考えている。

(更 問)

私の母も特養に入居 しているが、要介護になった時に、特養等に入居するば
か りではなく住み慣れた地域で暮 らし続けることができる「地域包括ケア」体
制の構築では、地域や住民のことを良く把握している市町村の役割は非常に大
きい。県 としても市町村の取 り組みを支援 していただきたいと考えるが、県の

取 り組み方針について、健康福祉部長の所見を伺いたい。

(健康福祉部長 )

高齢となっても特養に入所するのではなく、住み慣れた地域で住まい続ける



ことを実現するための地域包括ケアシステムの構築は、議員お述べのとおり、
重要と認識している。県では県立奈良病院の跡地でのプロジェク トの推進によ
リモデルを示すことと併せて、市町村に対しては「高齢者を支える多職種協働
によるネットワークづくりの場である『地域ケア会議』の開催に対する支援」
や「住民による支え合いの仕組みづくりに対する支援」などにより、取 り組み
を積極的に支援 してまいりたいと考えている。

4辻 町ICの早期整備について

阪奈道路の辻町ICに奈良方面へのランプが設置されていないため、奈良方面から
国道 168号に直接乗り入れできず、地域の道路が非常に混雑している状況である。

さらに、大型商業店舗等が立地すると、地域の道路が一層混雑すると考えられる。
このようなことから、辻町ICを早期に整備すべきと考えるがどうか。

(大庭部長 )

辻町インターチェンジは、阪奈道路と国道 168号 の交差部に位置してお り、
4車線を有 し、県土の骨格を形成する重要な幹線道路であることから、北西部
の道路交通の要衝の一つと認識しています。

フルランプ化することは、これまでの幹線道路ネットワークの整備効果を高
め、また周辺道路の渋滞緩和や住民の利便性の向上を図る上で、大変大きな効
果があると考えています。

そのため、今年 7月 の 6月 議会の際にも答弁させていただいたとお り、県と
しては、生駒市と連携 しなが ら、フルランプ化に向けた事業化の可能性を探っ
ていくこととしています。

最近の進捗でございますが、生駒市では、 10月 中旬に、関係自治会長に対
し、これまでの経緯やフルランプ化の必要性についての説明会を開催されまし
た。その情報も逐一交換 していますが、住民側か らは、賛成意見のほか、生活
環境の悪化を懸念する意見や、慎重な検討を求める意見なども出されたと聞い
ています。

市では、引き続き住民側とのコミュニケーションを図りつつ、今後、市とし
てのまちづくり上の課題を整理 0検討していくと聞いています。

一方、県 としても、市による検討と連携しつつ、具体化に向けた様々な検討
を行っていきたいと考えています。具体的には、
・周辺道路との複雑な交差形状や、現交通を通しなが らの施工方法といった、

技術的課題への対応
・道路ネットワークとしての広域的な効果など、事業効果の正確な把握

などを、検討する必要があると考えています。
今後、生駒市による地元機運の醸成の取 り組みとも連携 しつつ、事業化に向

けた検討を進めて参る所存です。

(更  問)

辻町 ICの整備に向け、県土マネジメント部長の意気込みを伺いたい。

(大庭部長 )

県土マネジメント部になったのだからというお話を頂きましたが、知事の答



弁がありましたように、計画性やコス ト意識を持ってしっか りと進めていきた
いと考えています。この辻町 ICに ついても状況変化を見なが ら先を見越 し、や
っていきたいと考えています。

本件につきましては、生駒市と連携 して取 り組ませて頂いてお ります。
過去の反対があり、断念せざるをえなかった経緯もありましたが、今は先ほ

ど申しましたように、市のほうで地元へ入 り、状況を把握 していただいている
ところであります。
地元との協議の中で、県 と協議を進めるとともに、市としての次国の開催時

期を改めて調整するということを地元の自治会に連絡されていると聞いており
ます。
県 といたしましても、先ほどお話ししましたような技術的な検討や、効果を

しっか りと検討してまいりたいと考えてお ります。
また、新たな開発のお話についても、勉強させていただきたいと考えてお り

ます。

5渋 滞対策の進め方について

特に観光シーズンを踏まえて、渋滞対策は大きな課題であるが、渋滞対策につ

いて、どのように進めようとしているのか。

(大庭部長)   i
渋滞対策は、 「道づくり重点戦略」にも位置づけている重要な政策課題であ

り、県では、国や警察など関係機関と連携 して、「渋滞解消プラン」を策定 し、

総合的な対策を実施 しています。
具体的には、対策が必要な箇所を交通データに基づき選定 した上で、各箇所

について、幹線道路ネットワークの整備や、ボ トルネック対策や現況幅員の中
での空間再配分などの局部的な対策を実施しています。

更に、ご指摘の観光交通に対 しては、ピーク時対策として、ぐるっとバスの

運行や、パークアンドライ ドといつたソフト対策を、併せて実施 しているとこ

ろです。
このように、ハー ド・ソフ トを組合せながら総合的な取組を実施 していると

ころですが、効果が確認できた箇所もある一方で、全ての渋滞の解消には至っ
ていないことも事実です。そのため、引き続き、交通流の変化や渋滞状況の把
握を行いつつ、必要に応 じ対策を見直しながらt継続的な取組を進めて参 りま

す。
議員お述べの西の京付近は、渋滞プランにおいても要対策箇所に選定されて

います。また、ご指摘のような周辺市道の整備による交通量の増加も確認して
います。

そのため、県 としては、今年 3月 に、薬師寺東口交差点について、現況幅員
の中で、新たに右折溜まりを 30m確 保する工事を実施 したところです。これ
により、一定ではありますが、渋滞長が緩和されるなど、効果が確認されてい

ます。
引き続き、当該箇所の更なる抜本的な対策として、国による大和北道路や、

県による西九条佐保線などの平行する幹線道路整備による効果や、ソフ ト施策
の効果、交通状況の変化を見極めながら、検討して参 りたいと考えています。



(要 望 )

奈良大和郡山斑鳩線の右折車線について、 3月 に 30m確保 したと言ったが幅
が狭く、観光バスが止まれば、右折溜まりは効果なく、直進出来ない。

用地買収に大変苦労をかけるが、再度右折車線の買収をお願いする。

6地 域の防犯力向上について

県では、地域の防犯力を向上させるために、今年度から防犯カメラの導入も含む
「地域防犯重点モデル地区事業」を立ち上げたと聞いている。現在の取組状況及
び今後の展開について、所見を伺いたい。

(県理事兼危機管理監 )

議員もお述べのように、地域の安全・安心には、犯罪、中でも万引きや 自
転車窃盗など軽い気持ちで引き起 こされる入日の犯罪の抑止につながるよう
な、地域防犯の取組が大切と考えている。このため、地域住民が規範意識を
持って防犯活動を行 うとともに、県、市町村、警察が密接に連携 し、犯罪者
を生み出さない、寄せ付けない、地域の防犯環境を整備 していくことが重要
と認識している。
県ではこうした認識のもと、今年度 「地域防犯重点モデル地区事業」をスタ
ー トさせ、 4つ の市と町、 5地区で取組を進めている。モデル地区では、地
元住民が主体 となって地区防犯協議会を立ち上げ、地域の危険箇所を示 した

防犯マップの作成、防犯パ トロールなどの活動に取 り組まれている。また、

防犯カメラ等の設備も効果的であることから、これ らの設置も併せてソフ ト
・ハー ド両面で防犯環境の向上に努めていただいている。
最初に取 り組まれた天理市では、モデル地区にある前栽駐輪場での二輪車盗
難被害が事業開始の 7月 以降、大きく減少するという成果が出ている。駐輪
場に設置された 9台の防犯カメラに対 しても、高い評価をいただいていると
ころ。
本事業に対 しては、他の市町村や地域からも関心が寄せ られている。県 と

しては、本事業をモデルとして地域の防犯力向上に、これからも努めていく。

(要 望 )

防犯カメラ導入については、いわゆる犯罪の抑止力、さらに犯罪の検挙と
いうことで非常に効果があると思っている。天理で効果があったとご答弁さ
れたが、本来自治会で導入するとなると、今の予算は最高 200万 円となって
るが、この金額では面のネットをカバーできない。地域によっては広いとこ

ろがある。これは要望としておくが、本当にこの事業が効果があるのであれ
ば、もう少 し助成の率を上げて、どの自治会も導入できるかたちというのが

当然あつていいと思っているので、来年の予算に反映をお願いしておきたい。


