
平成 26年 6月 議会  7月 1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 学研高山地区第 2工区について

京阪神へのアクセスの利便性が高い学研高山地区第 2工区は、リニア中央新

幹線の中間駅の誘致に関わらず整備すべきと考える。また、当地区の 6割を所

有するURがその土地を平成 30年度までに処分すると聞いている。こうした

中、学研高山地区第 2工区について県の所見を伺いたい。

(知 事)

学研高山地区第 2工区につきましては、県はこれまでも、まちづくりの提案

を生駒市及び都市再生機構に対して積極的に行ってまいりました。そして、リ

ニア中央新幹線の中間駅の今、要望も併せて出されておりますが、その中間駅

の設置いかんに関わらず、高山第 2工区の整備が必要であるという考え方は今

も変わっておりません。

議員がしばしばご指摘なされますように学研高山地区はポテンシャルが高い

と思っておりますが、その際、企業立地を中心としたまちづくりの考え方は、

大変有益な考え方のひとつであろうかと思います。

高山第二工区の開発は、奈良県、生駒市、都市再生機構の三者の合意により

構想が始まったものでございます。その事業化におきましても、三者の方向性

の一致が極めて重要であろうと思います。

現時点では三者が同一の方向性に無いことは残念なことと思っております。

高山第二工区のような大規模な開発で、しかも事業の進捗に長期間かかるよう

なプロジェクトにおきましては、開発の方向についての意見の一致と、県と地

元市の協力関係、信頼関係が存在し、具体的な事業の遂行にあたっては、地元

首長のリーダーシップが不可欠であると思っています。

県内でうまくいった例をひとつ挙げてみたいと思いますが、それは、京奈和

自動車道御所インターチェンジ周辺の県の産業集積地の形成事業でございます。

県からの整備計画の提案に対しまして地元御所市及び御所市長のご賛同をいた

だき、市長や市職員の方々が、県の担当者とともに地元自治会や地権者へ何回

もご説明に伺っていただき、ご理解・ご協力を得ました。また、御所市が、都

市計画の変更や上下水道の整備など事業の一部を前向きに負担されるなど、大

変な熱意を持ってご協力をいただいております。

そのおかげで、地権者の反対もあり、困難な事業ではありましたが、本年度

から本格的に着手することとなりました。

規模は違いますが、この事例と同様に、生駒市が高山第二工区の企業立地を



中心とした開発に向けた方向性を明確に示されるとともに、その証として、例

えば、都市再生機構の所有地を購入するなど開発に向けた具体的な熱意を示さ

れるものであれば、県としても相応しい協力を惜しむものではないと考えてお

るところでございます。以上でございます。

(更 問)

これまでの学研高山地区第 2工区の開発整備について、知事には非常に感謝

している。 しか し、平成 30年までにこの問題を解決 しなければな らない。そ

のためには、奈良県 と生駒市の協力・信頼体制が必要なので、過去の経緯がい

ろいろあるのは承知だが、奈良県、生駒市、URの三者で協力していただきたい。

何かありましたら、発言願います。

(知 事 )

高山第 2工区について、かねてか らの粒谷議員の情熱溢れる意欲を改めてお

聞きいたしまして、そ ういえば私も同じような情熱を持っていたときもあった

のだなと感慨深 く思い直させていただきました。プロジェク トの運命はやはり

そのときのいろんなことで決まるようにも思いますが、今の粒谷議員の情熱に

再び接 しますと、一度消えたかもしれないと思った火が実は温存されているこ

ともプロジェク トにはございます。プロジェク トがろうそ くの火のようにふっ

と消えてしまいますので、いつ光輝 くかもわか らないので、カバーをして隠 し

持つようにと職員にも言ってお ります。そ して、高山は火が消えたのかなとふ

と思ったこともありましたが、そのような火をもって運んでお りますと、火が

燃え移るときはプロジェク トはあっという間に大きくなるもので ございますの

で、その時をえて、火が光輝 くようなこともあるのかなという希望を少し改め

て持たせていただくような気持ちでございます。当初の情熱と言いますのは、

URがあれだけの土地を虫食い状態で買ってほったらかしにするのは、大変管理

が難 しかろうということか ら、県 としましては土地区画整理事業を県がやると

いう発想で、数百億円の事業になると思いますが、ある程度の損は覚悟で踏み

出そ うというもので したが、いろんな経緯があって頓挫 したままに至ってお り

ます。またいろんなこの情熱ある意見交換をすることによって、いつかまだ火

が残っていたんだなということが分かる日もくるのかなという気 もいたします。

計つたようにはなかなかうまくいかないのがプロジェク トでございますので、

プロジェク トの運命が好転するように私 も改めて向かいたいというように思い

ます。僅かの時間でございますが、そのように心掛けたいと思います。



(自 席より)

知事、一度燃え尽きた火を燃やそ うと言うことに関し、市と県のパイプとな

ることが私の役割ですので、私もしっか り汗を流 します。この事業は最初、元々

をいえば 3者でやる事業で したか ら、生駒市はこの事業をしなかったというこ

とになれば、これは信義則違反、いわゆる損害賠償請求にあたるのではないか

とまで話をしたことがあります。私は、生駒市長にもこれか ら色々と提言もし、

県 には知事にもお願いし、この事業はなんとしてでも完成させたいという思い

ですので、これか らも機会ある毎にお願いします。ご対応、よろしくお願いし

ます。

2 辻町 lCの整備について

阪奈道路と国道 168号 の交差部にある辻町 ICは、道路交通上、非常に重

要であるため、早期にフルランプ化すべきと考えるがどうか。

(県土マネジメン ト部長 )

議員 ご指摘のとお り、辻町インターチェンジには、奈良市方向への出入 口が

ございません。このため、奈良市方面へ向か う利用者の方々に、ご不便をかけ

た り、あるいは周辺道路の交通混雑を招いた り、そのような状態にあると承知

をしています。

辻町インターチェンジに奈良市方向の出入 口を設けることは、こうした課題

を解決するとともに、既存ス トックの有効活用を図る「マネジメン ト」の観点

か らも大変重要であると考えてお り、今議会に提案をさせていただいてお りま

す 「奈良県道路整備基本計画」におきましても、事業化に向けた検討箇所 とい

たしましてお示 しをさせていただいてお ります。

現地におきましては、昨年の秋に、生駒市において、説明会を開催いただき

まして、地元の地域の皆さま方か ら、交通安全対策、あるいは歩行者の動線確

保につきまして、ご心配あるいはご意見を頂戴 したところでございます。

現在、これ らにつきまして、生駒市 とも協力をしなが ら検討を進めていると

ころで ございます。県 といたしましても、できるだけ早 く、地域の皆さま方に

直接ご説明をできるよう取 り組んで参 ります。

また、議員ご承知のとおり、阪奈道路の桁下空間が、ずいぶんと制約のある

中での複雑な交差点処理となりますので、交通の安全性あるいは円滑性の確保

に向けましては、技術的な課題も少なからずあるわけですが、生駒市のまちづ

くりとも連携を図りつつ、地元の地域の皆さま方ともよく調整を重ね、いい解

決策を見いだしていきたいというふうに考えています。



(要 望 )

前の大庭部長には、最初の 12月 議会の時に、私はこの場でひどく怒 りました。

「なんていう答弁をするのだ」 と。その時か ら、大庭部長は、現場に何回も足

運んだようで、その後、行 く度に報告をくれました。そ して、「あそ こへ行けば

行 くほど、フルランプがないのはおかしい。なぜ大阪行きしかないのだろう。

奈良行きはないのだろう。あの交差点は非常に変則な交差点なので、構造上は

難 しいけれども、これ絶対に改良せねばならないという思いです。」と大庭部長

はおっしゃり、また、「県事業の 1丁 目 1番地」という言葉を使われました。

このような経緯があったので、加藤部長はもうあと何年お られるか知 りません

が、「私の在籍中には、なんとか見える形にする。」というようなことを、一度

御答弁いただければ大変ありがたいと思います。

この問題については、知事には敢えて質問しませんでしたが、本当は知事に質

問したかった。敢えて言わなかったのは、名阪のスマー トインターの例があり

ます。 このスマー トインターは、知事が手を挙げて 6年 も経たないうちに完成

されました。なかなか目に見える執行権 という形で非常に評価が高いです。や

っばり経済効果もあります。

そのような こと思えば、辻町ランプウェイもそれに負けないくらいの経済効果

を発揮できると思います。私の要望ですが、部長の尻たたいて、早くせよと、

とにかくお願いしたい。これだけは、方々お願いしておきます。

(知 事 )

辻町のことも、部長の尻を叩けということですが、何ヶ月か前、若 しくは一

年以上か前かもしれませんが、ここで先生が情熱を吐露されました。 ここでお

聞きさせていただいた直後に、辻町をそつと見に行きました6

辻町の北と南とに側道がありますが、南の方が難 しいのかなという感 じを持っ

て帰 りました。現場を知事が見るのは、職員に刺激にな りますので、現場を見

て、そ こはどうだった、こうだった、粒谷先生が言っていたのはこういうこと

ではないかということを、現場視察を密かにした後、職員にちょっとうんちく

を傾けるのが 1つ の手でございました。

議員の先生に叱 られるか ら、もっとしっか りしなければと思いがちですが、ど

うも叱 られ慣れているのか、あんまり効かない場合もあります。大変失礼なこ

とを申し上げましたが、地図を見てあれはどうだ、これはどうだ、ということ

よりも、現場に行けばす ぐ分か りますので、先生がおっしゃいましたように、

とにか く現場に行かないと話にな らないというのは、本当にその通 りでござい

ます。私も地図はよく見ますが、現場に行って見ると一 目瞭然ということは、

非常にありますので、辻町も行って、そのように議論を職員 と大庭部長とした

こともございます。



新 しい部長にも知事は現場をたくさん知っているぞと言って、ちょっと喧伝す

ると、いや新 しく良くなったのはまだ知 らんでしょと時々言い返されます。

国道 168号 もございます し、いろんなところたくさんございますので、ここ

でお聞きするのはたいへんありがたいご質問だと思っています。前回の先生が

ご質問されるまで、辻町問題というのは私の耳に入つてきませんで した。先生

のご質問というのはありがたいなあ、先生のご質問があれば知事に報告が届 く

からなあと、冷やか しているようなことでございます。

恥ずかしい話も申し述べましたが、そのような刺激をいただきつつ、いろんな

現場の事例が改善するように努めていきたいと思っております。

(県土マネジメント部長)

私も現地の方を見させていただきました。せっかく阪奈道路がございますの

に、国道 168号から奈良の方面に行けないというのは大変残念なことだとい

うように見て参りました。有料道路という制約は、もう過去のものになってい

るので、地元のご理解を得て、また技術的な課題もしっかり克服しながら、既

存ストックを賢く使うというマネジメントにしっかり取り組んで参りたいとい

うように思います。

(自 席より)

イレギュラーで知事に御答弁いただき、申し訳ない。

現場へ行ってきたと知事がおっしゃった。やはリトップの知事が見ている。知

事が 1回行 くということは、部長が 100回 行 くようなものです。ですか ら、

現場によく行っていただき、私も地元なので、地元の自治会の皆様方に、汗流

してお願いしています。この事業が必要 ということで、地権者の皆様方や周辺

の皆様方に、私な りの努力をしています。そ こで、部長には負けないくらい私

もしっか り足運びますので、是非協力していただきたいと思います。

3 教職員の質の確保について

(1)こ こ数年の教職員の退職者や採用者の状況を踏まえた上で、ベテラン教

職員が持っている教育課題への対応技術等を着手教職員に継承していくため、

どのように取り組んでいるのか伺いたい。

(2)教職員の採用においても経験と熱意があり、昨今の教育課題の対応がで

きる人を採用するために人物重視の試験とするような工夫も必要と考えるがど



うか。

(教育長 )

粒谷議員には激励のお言葉たいへんありがとうございます。

身の引き締まる思いで質問にお答えいたします。

私には教職員の質の確保について 2点いただいてお り、続けてお答えさせて

いただきます。

ここ3年間の教員の退職者数は、平成 23年度が 507名 、平成 24年度が

606名 、平成 25年度は475名 です。一方、採用者数は、平成 24年度が

517名 、平成 25年度が 513名 、平成 26年度が 443名 と大量退職・大

量採用が続いています。

大きな世代交代の中、豊かな教職経験を有するベテラン教職員の知識や技能

等の継承に加え、今 日的な課題や新 しい教育観・指導技術等を習得 し、学校運

営を支える役割を担う人材、いわゆるミ ドル リーダーの育成を図つています。

具体的には、県立高等学校においてミ ドル リーダーを計画的に育成するため、

中堅教員を教務部長等の校内での主要な役割へ積極的に登用するとともに、ベ

テラン教員を中堅教員の支援にあたらせる取 り組みを進めています。また、平

成 24年度か ら市町村教育長や県立学校長よ り推薦を受けた者を対象に、ミ ド

ル リーダー養成研修講座を開講 し、 2年間で 10回のゼミ方式の研修で養成に

努めているところです。

採用試験においては、求める教員像の一番に 「使命感や情熱にあふれ、愛情

をもって児童・生徒との信頼関係が築ける人」を掲げ、経験と熱意のある人材

の確保に取 り組んでいます:そのため、教諭等の経験を有する者については、

受験年齢の上限を44歳まで引き上げるとともに、本県の採用者数が少なかっ

た時代に他府県の教員に採用された方等に、本県教員になる機会を与えるため、

現職教諭特別選考を実施 しています。さらに、民間企業等に勤務 した者を対象

に社会人特別選考 も実施 し、多様な人材の採用に努めているところです。

また、試験の方法においても、 1次、 2次試験 とも面接試験を実施するとと

もに、面接の配点を重 くし、人物重視の採用に努めています。加えて、高等学

校工業科等においては企業経営者等に面接に参画 していただく工夫 もしている

ところです。

今後 も引き続き、教育に対する情熱にあふれ、専門的な知識に基づいた的確



な指導ができる教員の育成、採用に努めてまいります。

(更 問)

採用試験において筆記試験重視ではなく、内面を重視した選考方法に工夫はな

いか、例えばスポーツに熱心に取り組んできた人を確保するなどの方法が考え

られないかと思うがどうか。

(教育長 )

私は教育委員会に入 りまして、いろいろな事業を考える際に最低 2つか、 3

つの案を考えた り、場合によりましては極端な案 も考えた りしましたが、採用

試験で筆記試験をな くして面接だけにするという発想はあまり思いつきません

でした。

現在の採用試験は 1次試験の中にも面接試験を入れてお り、面接試験を 5割

以上の配点で行っています。議員の発想は熱意のある、よい教員を採用せよと

いう受け止めだと思ってお ります。

今後も引き続き、人物重視の採用に努めてまいりたい。


