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ごあいさつ
あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、
健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申しあげます。
昨年は台風による甚大な被害があり、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申しあげます。
私も微力ながら、災害状況を視察し復旧の申し入れなどを行っておりましたが、昨年の12月議会で、県民皆様の生活への影響を
最小限にとどめるため、災害復旧事業に係る補正予算が可決され、順次復旧作業が進められる予定です。
さて、
今年は県議会議員として県政に送っていただいてから４年目を迎える年となります。
かねてよりスポーツ・文化・教育の振興に力を注ぎ、橿原市・高市郡を含めた南部東部地域の発展、
そして、奈良県の発展のため
日々活動しております。
特にスポーツが果たす役割は、青少年の健全育成・感謝の気持ち・相手を思いやる気持ち・強い精神力を養う教育的要素が
あり、いろいろな分野に活用することができるツールだと思います。スポーツを活用しての観光振興やまちおこしなどの地域振興など、
“スポーツと観光振興”で地域活性化・地方創生ができるよう取り組んでまいります。
本年も変わらぬご支援、
ご協力を賜りますようお願い申しあげますとともに、皆様にとりまして素晴らしい一年となりますよう心よりご祈念
申しあげます。
かめだ 忠 彦
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18日／畝傍地区自治会文化祭
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12日／第44回明日香村苺立毛
3日／明日香蹴鞠会 品評会表彰式
（高松塚古墳公園） （明日香村健康福祉センター）

23日／第26回橿原市武道合同演武大会
（橿原市中央体育館）
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月

3日／拉致問題に係る自民党青年局
全国一斉街頭演説（八木駅前）

20日／奈良県虫霊法要（久米寺）

9

2日／第32回国民文化祭・なら2017／
第17回全国障害者芸術・文化祭なら大会
総合フェスティバルオープニング開会式

月

5

月

月

1日／自由民主党橿原市支部総会
（講師 衆議院議員 中山泰秀氏と）

9日／観光振興対策特別委員会県内調査
30日／総務警察委員会県内調査
（高畑町裁判所跡地、桜井市役所・大神神社） （旧奈良監獄、奈良県広域消防組合本部）

10日／「奈良マラソン2017」スタートセレモニー

5日／飛鳥RUN×2リレーマラソン2017開会式
（橿原運動公園）

ごあいさつ

かめだ忠彦後援会
会長 小 泉 良 道
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月

月

謹んで新年のお慶びを申しあげます。
旧年中は、県議会議員かめだ忠彦並びにかめだ忠彦
後援会に、ご支援とご協力を賜り厚く御礼申しあげ
ます。
今後もかめだ忠彦の活動をしっかりと支えてまいり
ますので、引き続きご支援ご協力を賜りますよう
お願い申しあげます。
皆様にとって新しい年がより佳き年に
なりますよう心よりお祈り
申しあげます。

雲梯町・田中町の河川被害現場

月

活動 報告
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台風による災害・復旧状況視察

20日／自衛隊家族会中和支部協議会総会
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15日／高取町敬老会
（高取町リベルテホール）

22日／県議会傍聴（議会棟前）

月

9日〜10日／総務警察委員会県外調査（福岡県消防学校、福岡県議会他）

〈かめだ忠彦プロフィール〉

1972年９月26日生まれ 45歳
学歴 平成7年3月 天理大学体育学部体育学科卒業
職歴 平成7年4月〜平成10年3月
奈良県内高等学校・中学校 保健体育講師
平成10年4月〜平成26年12月
衆議院議員 田野瀬良太郎、
衆議院議員 田野瀬太道 公設第一秘書
平成27年4月
奈良県議会議員（橿原市・高市郡選挙区）
現在の所属委員会他
議会運営委員会
総務警察委員会
観光振興対策特別委員会
自由民主党橿原市支部支部長
橿原市サッカー協会副会長

奈良県は
もっと輝ける。

平成29年9月議会での一般質問（抜粋）
Q 障害者アスリートの発掘・育成について
2020年の東京オリンピック・パラリンピックがいよいよ近
づいてまいりました。昨年夏に開催されたブラジル・リオデジャ
ネイロでのオリンピック・パラリンピック大会では、過去最多
のメダル獲得数となるなど、日本選手団の大活躍で日本中が大
いに盛り上がりました。こういった国民的な盛り上がりを
2020年の東京大会につなげる必要があると考えているところ
です。そのためには、性別、年齢、障害の有無にかかわらず、
スポーツによる健康増進や地域活性化の取り組みを実施し、ス
ポーツをする・見る・支える人々の増加につなげていくことが
大切であると考えております。そして、障害者スポーツの推進
は、障害者の生きがいづくりや自立、社会参加を促進するだけ
でなく、障害のある人とない人が一緒になり、スポーツ活動を
実施することにより、相互の交流を深め、共生社会の実現にも
つながります。
さまざまな障害のあるアスリートたちが創意工夫を凝らして
限界に挑むパラリンピックは、県民が多様性と調和の重要性を
改めて認識し、共生社会を育む契機となると考えますが、県と
して、障害者アスリートの発掘・育成にどのように取り組もう
とされているのでしょうか、ご所見をお伺いいたします。
答弁 −荒井知事−
奈良県では、障害者アスリートの発掘・育成を図る
ため、平成27年度から、日本身体障がい者水泳連盟や日本パ
ラ陸上競技連盟と連携いたしまして、障害者アスリート発掘イ
ベントを開催しております。有望な選手を選抜するとともに、
専門コーチによる技術指導に取り組んでおります。これまで、
陸上20人、水泳９人の有望選手を発掘・育成しております。
このうち、水泳で３名が日本身体障がい者水泳連盟の強化育成
選手に選ばれております。陸上では、やり投げと砲丸投げで一
人の選手が日本記録を更新するなど、東京パラリンピックでの
活躍が大いに期待されるところでございます。また、今年度か
ら日本体育協会が、東京オリンピック・パラリンピックの有望
なアスリートを発掘・育成する、ジャパン・ライジング・スター・
プロジェクトと呼ばれるものをスタートさせておりますが、こ
のプロジェクトにおきまして、まほろば健康パークのプール、
スイムピア奈良が障害者水泳の強化拠点に選ばれております。
この11月下旬より、全国から選抜された選手が集まり、強化
合宿がまほろば健康パーク・スイムピア奈良で始まる予定でご
ざいます。引き続き、本県といたしましても、関係団体などと
連携して、障害者アスリートの発掘・育成に努めたいと思って
おります。

A

Q 歴史的建造物を生かしたまちづくりについて

奈良県は、歴史的に価値の高い史跡や建造物などが多くある
ことは広く知られているところでございます。そのような歴史
的に価値の高い史跡や寺社仏閣、建造物などを活用し、観光振
興につなげていく取り組みは、県内各地で見られています。特
に、私の選挙区であります橿原市、高取町、明日香村を中心と
した県南部地域、東部地域の歴史的遺産を活用した、一年を通
じて切れ目のない、そして、宿泊してゆっくりと観光していた
だける観光振興への取り組みを一層進めていただきたいと思い
ます。
さて、その中で今回は、250年から300年前に建てられた建
造物群の保存・整備、観光振興に向けた取り組みについてお聞
きしたいと思います。代表的なものは、私の選挙区でもありま
す橿原市今井町の重要伝統的建造物群保存地区に指定された
500軒にも上る町屋があります。先日も民放テレビで取り上げ
られるなど、全国的に見てもほかに類のない大規模な重要伝統
的建造物群保存地区となっております。さて、今回の質問にお
いては、奈良市の奈良町都市景観形成地区に指定されているな
らまち等の町屋についてお聞きしたいと思います。ならまちは、
町屋の外観を保ちながら、現代風に改装された飲食店や雑貨店、
ギャラリー、ゲストハウス等が各地に点在することから、奈良
の新たな観光スポットとして注目を集め、細かく入り組んだ路
地を歩きながら歴史的風情を楽しむ観光客でにぎわっておりま
す。今回の第32回国民文化祭・なら2017、第17回全国障害者
芸術・文化祭なら大会の公式ポスターの原画を作成された絹谷
幸二氏は、ならまちにある元林院町の生まれであります。世界
的に活躍の奈良県出身の芸術家である絹谷氏の作品を展示し、
そこに宿泊し、直接芸術に触れる空間の整備に向けた寄附金集
めの声が絹谷氏に近い関係者から上がっていると聞いておりま
す。大芸術家として活躍の絹谷幸二氏のご自宅がこのように整
備されると同時に、元林院町周辺の電線地中化や石畳の歩道の
整備などのまちづくりをさらに進めれば、より多くの観光客を
引き込むことができると思います。
このように貴重な町屋空間の広がりを持った、ならまちのさ
らなる景観を生かしたまちづくりを、県と市で力を合わせて進
めていただきたいと考えておりますが、今後どのように取り組
んでいかれるのか、お聞かせください。

答弁 −荒井知事−
今井町のことについても言及されましたが、ならま
ちをどのように発展させるのかというご質問でございます。
ならまちは、元興寺の近所にございますし、近所には、東大寺、
春日大社、興福寺等の有名な大社寺が存在している、古い歴史
のある町でございます。社寺の町でございましたが、商工業の
町、また今では観光の町へと発展してきております。各時代の
特徴が積み重なった町でございます。現在は大変にぎわうよう
になってまいりました。地元の方々や奈良市のご努力により、
昔の風情ある町並みやたたずまいが受け継がれております。
奈良県といたしましては、平成27年に奈良市とまちづくり
に関する包括協定を締結しておりますが、その中で、ならまち
の玄関口であります猿沢池を中心に、外国人観光客交流館、猿
沢インやウッドデッキ広場などを整備してまいりました。
奈良市が推進されております新奈良町にぎわい構想との連携協
力、また、地元の方々が大変熱心に活動されている地域でござ
いますので、地元の方々ともしっかりと連携協力して、いい奈
良の新観光名所になるならまちづくりを進めてまいりたいと
思っております。

A

Q 奥大和地域におけるサテライトオフィスの誘致について

奥大和地域では過疎化、高齢化が進展し、非常に厳しい状況
にあります。奥大和地域内の事業所数につきましても、五年間
で15％の減となっており、産業の衰退も顕著になっておりま
す。こうした現状を踏まえ、県が平成27年３月に策定した南
部振興基本計画、東部振興基本計画では、農産物等のブランド
化・生産拡大、林業・木材産業の振興、漢方のメッカ推進、企
業誘致の推進、地域の産業おこしに取り組むこととされており
ます。私といたしましても、奥大和地域に住み続けるためには、
基幹産業である林業・木材産業の振興が重要であることはもと
より、起業や新たな雇用の創出は非常に重要な取り組みであり、
そのための拠点整備や企業誘致を積極的に推進すべきと考えて
おります。
このたび、補正予算を提案され、都市部の企業などを対象に、
サテライトオフィスの誘致の推進に取り組もうとされています
が、具体的にはどのようなものか、お聞かせください。
答弁 −山本南部東部振興監−
今議会で補正予算をお願いしております雇用創造促
進事業は、都市部の企業などをターゲットにいたしましてサテ
ライトオフィスを誘致し、新たな雇用の創出、移住の促進を目
指すものでございます。具体的には、県が整備の支援を行いま
した東吉野村のオフィスキャンプ東吉野、五條市のＧＯＪＯ
チャレンジ、下北山村のＢＩＹＯＲＩ、天川村のシェアオフィ
ス西友に加えまして、吉野町のゲストハウスであります三奇楼
の計五カ所の施設を、サテライトオフィスの設置に興味を持っ
ておられる企業に紹介いたしまして、これらの施設への誘致に
取り組むものでございます。そのため、本年度は、企業への個
別訪問と都市部での説明会の開催によります誘致活動、誘致に
向けたパンフレットの作成、ホームページやＳＮＳを活用した
ＰＲ、企業向けのモニターツアーやアンケート調査の実施、テ
レワーク環境を整えるためのＩＣＴ機器などの設置、これらの
取り組みを踏まえた誘致戦略の策定を行うこととしておりま
す。さまざまな事業者の方にお声がけすることとしておりまし
て、サテライトオフィス設置によります地元宿泊業や飲食業な
どへの直接的な経済効果のほか、オフィス設置事業者と地元事
業者との連携によります新たな事業の創出、地域の魅力を生か
した新商品の開発などの波及的な経済効果も期待しておるとこ
ろでございます。また、あわせまして、オフィス設置事業者に
よりますコミュニティビジネスの展開によりまして、地域課題
であります高齢者の方々への生活支援などの課題解決も図って
まいりたいと考えております。

A

Q 京奈和自動車道の橿原北インターチェンジから
橿原高田インターチェンジ区間の整備について

京奈和自動車道は、京都、奈良、和歌山をつなぐ全長約120
キロメートルの計画で進められており、県内の京奈和自動車道
が平成18年に開通して以降、立地環境に恵まれた沿線を中心
に企業立地が進み、昨年には32件の立地件数があり、全国十
二位と好調となっております。特に道路整備がおくれている奈
良県にとっては、東西南北にわたり高速道路や幹線道路が整備
されることにより、企業誘致が進み、快適な住環境が形成され
ることによる地域の魅力向上につながると予想されます。未整
備区間の整備として、現在、橿原北インターチェンジから橿原
高田インターチェンジ間が整備されていない状況において、頻
繁に大渋滞が発生しております。企業誘致における経済効果が
期待されるのと同時に、大渋滞を起こすこのような状況をでき
るだけ早く解消することなど、この区間の早期の整備が期待さ
れるところでございます。
京奈和自動車道橿原北インターチェンジから橿原高田イン
ターチェンジ区間の整備についての現在の状況と、今後の予定

全文はホームページでご覧になれます

をお聞かせください。
答弁 −山田県土マネジメント部長−
京奈和自動車道につきましては、11月19日に、御所
南インターチェンジから五条北インターチェンジ間の7.2キロ
メートルが開通したことによりまして、奈良県内の供用延長は
約31キロメートル、整備率は65％まで到達いたしました。橿
原北インターチェンジから橿原高田インターチェンジ間の橿原
市域と大和高田市域にまたがります4.4キロメートルでござい
ますが、現在、国のほうで整備を進められているところでござ
います。用地買収については、面積ベースで９割以上の進捗と
なってございます。事業を進めるのに、用地買収を早期に完了
させることが必要でございますので、奈良県といたしましても、
昨年10月に用地を担当する職員を増員いたしまして、国や橿
原市、大和高田市とともに積極的に用地交渉を進めている状況
でございます。また、用地買収を終えている箇所につきまして、
例えば橿原市域で埋蔵文化財調査を始めましたり、京奈和自動
車道の御所から大和高田バイパスの大阪方面へのアクセスとな
るランプ橋の橋脚工事も着手いたしました。また、この区間は、
慢性的な渋滞が発生してございますので、例えば、平成27年
には橿原北インターチェンジの流入部分を改善いたしました。
また、平成29年２月に、国、県、警察などで構成する奈良県
渋滞対策協議会の中でこの区間の速効対策を検討してございま
す。例えば、土橋町南交差点で国道24号北側の左折レーンを
つけたり、新堂ランプ交差点北側の右折レーンの延伸など、連
携して取り組んでいくようにしてございます。いずれにしまし
ても、この区間の早期完成は本県にとって最重要課題でござい
ますので、今後も、政府要望などを通じて整備促進を国土交通
省に働きかけますとともに、用地交渉には積極的に協力して、
着実な事業推進に向けて取り組んでいきたいと考えておりま
す。

A

Q 国道165号畝傍駅前通り線の歩道整備について

ＪＲ畝傍駅から西へ、橿原神宮までの参道並びに歩道や参道
周辺を整備することで、建国の地であることの雰囲気を高める
ことができないかと考えております。さらに、参道の歩道上に
等間隔に街路灯を設置すれば、防犯上の効果も上がります。将
来、橿原公苑内のスポーツ施設が再整備され、多くの方が近鉄
大和八木駅や近鉄橿原神宮前駅から参道を通り、スポーツ観戦
に、また、橿原神宮や神武天皇陵への参拝に来ていただければ、
さながら明治神宮における原宿や表参道のようなにぎわいのあ
る拠点になっていくのではないかと思っております。現在、国
道165号畝傍駅前通り線の街路整備については、平成24年度よ
り着手されております。この街路は、橿原市内の幹線道路であ
る国道二四号と国道165号バイパスをつなぐ重要な路線です
が、車道が狭い上に歩道も設置されておらず、早期に整備する
必要があると考えております。この街路整備とあわせて、
ＪＲ
畝傍駅から西側、橿原郵便局前交差点までの歩道上に、景観に
配慮された街路灯を設置し、そこにバナー広告を吊り下げる
ポールを試験的に取りつけることはできないでしょうか。
国道165号畝傍駅前通り線の現在の進捗状況とともに、先ほ
ど申しました街路灯やバナーに関し、その実現に向けた取り組
みについてご所見をお聞きしたいと思います。
答弁 −金剛まちづくり推進局長−
都市計画道路畝傍駅前通り線は、橿原市内の幹線道
路であります国道24号と国道165号バイパスを東西につなぐ街
路事業として、平成24年度に着手いたしました。この事業では、
車道を十メートルに広げ、また、両側に三メートルの歩道を設
置する計画としております。これまでＪＲ畝傍駅の西側区間に
おきまして重点的に用地取得に努めてまいりましたが、おおむ
ね買収が完了したことから、今年度より一部区間で水路設置な
どを行う工事に着手するところでございます。畝傍駅前通り線
は、橿原市の中心市街地を通り、その沿道では、橿原市により
市庁舎の建てかえが計画されていることなどから、市のまちづ
くりを支えるインフラとしてこの街路の整備を進めてまいりま
す。計画では、電線類を地中化し、歩道を美装化することとし
ております。道路照明につきましては、既に設計が完了してお
りますが、バナーの取りつけという今回のご提案も踏まえまし
て、橿原市を代表する街路にふさわしい道路景観となるよう検
討してまいりたいと思います。
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12月議会決定事項
平成29年度奈良県一般会計補正予算が決まりま
した。

総額約93.8億円のうち、台風21号等による災害への
対応予算として約71.2億円で可決されました。

県立高等学校への空調設備設置に関する請願書
が採択されました。

これにより、県内県立高等学校のうち空調設備未設
置の高等学校に順次、空調設備が設置されることにな
ります。

