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予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録＜＜＜＜歳入歳入歳入歳入・・・・総務部総務部総務部総務部・・・・教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会＞＞＞＞平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月）））） １０１０１０１０：：：：０２０２０２０２～～～～１２１２１２１２：：：：１６１６１６１６開催日時開催日時開催日時開催日時 第第第第１１１１委員会室委員会室委員会室委員会室開催場所開催場所開催場所開催場所 １０１０１０１０名名名名出席委員出席委員出席委員出席委員 井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員中野 明美 委員中野 明美 委員中野 明美 委員中野 明美 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員山下 力 委員山下 力 委員山下 力 委員山下 力 委員なしなしなしなし欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 稲山 総務部長稲山 総務部長稲山 総務部長稲山 総務部長川端 危機管理監川端 危機管理監川端 危機管理監川端 危機管理監冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長 ほかほかほかほか、、、、関係職員関係職員関係職員関係職員なしなしなしなし傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ９９９９月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案についてについてについてについて議 事議 事議 事議 事＜＜＜＜会議会議会議会議のののの経過経過経過経過＞＞＞＞ただいまからただいまからただいまからただいまから、、、、本日本日本日本日のののの会議会議会議会議をををを開開開開きますきますきますきます。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長初初初初めにめにめにめに、、、、傍聴傍聴傍聴傍聴についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、本委員会本委員会本委員会本委員会はははは本日本日本日本日よりよりよりより３３３３日間開催日間開催日間開催日間開催されますがされますがされますがされますが、、、、傍聴傍聴傍聴傍聴のののの申申申申しししし出出出出があったがあったがあったがあった場合場合場合場合はははは２０２０２０２０名名名名をををを限度限度限度限度にににに許可許可許可許可することにしたいとすることにしたいとすることにしたいとすることにしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。（（（（ 異議異議異議異議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、傍聴傍聴傍聴傍聴のののの申申申申しししし出出出出があったがあったがあったがあった場合場合場合場合はそのようにいたしますはそのようにいたしますはそのようにいたしますはそのようにいたします。。。。次次次次にににに、、、、参考人出席要請参考人出席要請参考人出席要請参考人出席要請のののの件件件件についておについておについておについてお諮諮諮諮りしますりしますりしますりします。。。。
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平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都１３００１３００１３００１３００年祭年祭年祭年祭についてについてについてについて、、、、９９９９月月月月２９２９２９２９日午前日午前日午前日午前のののの部局別審査及部局別審査及部局別審査及部局別審査及びびびび質問質問質問質問があるがあるがあるがある場合場合場合場合にはにはにはには、、、、同日午後同日午後同日午後同日午後のののの総括審査総括審査総括審査総括審査においてにおいてにおいてにおいて、、、、社団法人平城遷都社団法人平城遷都社団法人平城遷都社団法人平城遷都１３００１３００１３００１３００年記念事業協会年記念事業協会年記念事業協会年記念事業協会のののの田中事務局副田中事務局副田中事務局副田中事務局副局長局長局長局長、、、、中芝交通中芝交通中芝交通中芝交通・・・・安全安全安全安全・・・・会場会場会場会場サービスサービスサービスサービス担当次長担当次長担当次長担当次長、、、、中山県内中山県内中山県内中山県内・・・・広域事業担当次長広域事業担当次長広域事業担当次長広域事業担当次長をををを参考人参考人参考人参考人ととととしてしてしてして出席出席出席出席をををを求求求求めめめめ、、、、意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご異議異議異議異議ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。（（（（ 異議異議異議異議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「ごごごご異議異議異議異議なしとなしとなしとなしと認認認認めめめめ、、、、さようにさようにさようにさように決決決決しますしますしますします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、日程日程日程日程にににに従従従従いいいい、、、、歳入歳入歳入歳入、、、、総務部総務部総務部総務部、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会、、、、のののの審査審査審査審査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。議案議案議案議案についてについてについてについて、、、、総務部長総務部長総務部長総務部長、、、、危機管理監危機管理監危機管理監危機管理監のののの順順順順にににに説明願説明願説明願説明願いますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会はははは付託議案付託議案付託議案付託議案がないということですがないということですがないということですがないということです。。。。「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案そのそのそのその他他他他」」」」をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○稲山総務部長稲山総務部長稲山総務部長稲山総務部長１１１１ページページページページ、、、、議第議第議第議第５１５１５１５１号号号号、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算（（（（第第第第１１１１号号号号））））ですがですがですがですが、、、、第第第第１１１１条条条条のののの今回今回今回今回のののの一般会計一般会計一般会計一般会計のののの補正枠補正枠補正枠補正枠はははは２４２４２４２４億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余でありでありでありであり、、、、このこのこのこの結果一般会計結果一般会計結果一般会計結果一般会計のののの総額総額総額総額はははは４４４４，，，，６７７６７７６７７６７７億億億億６６６６，，，，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余となりとなりとなりとなり、、、、当初予算当初予算当初予算当初予算にににに対対対対してしてしてして００００．．．．５５５５％％％％のののの増増増増となりますとなりますとなりますとなります。。。。今回今回今回今回のののの補正予算補正予算補正予算補正予算はははは県経済県経済県経済県経済のののの活性化活性化活性化活性化とととと県民県民県民県民のののの暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの向上向上向上向上のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある産業産業産業産業づづづづくりやくりやくりやくりや観観観観光光光光のののの振興振興振興振興、、、、市町市町市町市町村村村村支援支援支援支援ななななどどどどにににに要要要要するするするする経経経経費等費等費等費等につきましてにつきましてにつきましてにつきまして主主主主要要要要なななな額額額額をををを計上計上計上計上したとこしたとこしたとこしたところろろろですですですです。。。。２２２２ページページページページがががが歳入歳入歳入歳入、、、、３３３３ページページページページからからからから５５５５ページページページページまでがまでがまでがまでが歳出歳出歳出歳出ですがですがですがですが、、、、款項款項款項款項別別別別のののの補正額補正額補正額補正額はははは記記記記載載載載のとのとのとのとおりですおりですおりですおりです。。。。歳入予算歳入予算歳入予算歳入予算とととと総務部総務部総務部総務部にににに関関関関するするするする歳出予算歳出予算歳出予算歳出予算のののの内内内内容容容容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、、、、後後後後ほほほほどどどど別別別別冊冊冊冊のののの「「「「平平平平成成成成２２２２２２２２年度年度年度年度９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のののの概概概概要要要要」」」」によりごによりごによりごによりご説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。またまたまたまた、、、、総務部総務部総務部総務部以外以外以外以外のののの歳出予歳出予歳出予歳出予算算算算のののの内内内内容容容容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、、、、各各各各部局長部局長部局長部局長からごからごからごからご説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。６６６６ページページページページからからからから７７７７ページページページページまではまではまではまでは債債債債務務務務負負負負担行担行担行担行為為為為のののの補正補正補正補正ですがですがですがですが、、、、内内内内容容容容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各各各各部局長部局長部局長部局長からごからごからごからご説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。８８８８ページページページページからからからから１０１０１０１０ページページページページまではまではまではまでは奈良県中奈良県中奈良県中奈良県中小企小企小企小企業業業業振興資金貸振興資金貸振興資金貸振興資金貸付付付付金金金金特別会計補正予算特別会計補正予算特別会計補正予算特別会計補正予算ですですですです。。。。内内内内容容容容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所所所所管部長管部長管部長管部長からごからごからごからご説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。１１１１１１１１ページページページページからからからから条例条例条例条例のののの改改改改正正正正がががが４４４４件件件件ございますがございますがございますがございますが、、、、後後後後ほほほほどどどど「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月県議会提出条月県議会提出条月県議会提出条月県議会提出条例例例例」」」」によりごによりごによりごによりご説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。２２２２２２２２ページページページページからからからから３３３３３３３３ページページページページまではまではまではまでは契約等契約等契約等契約等、、、、諮問諮問諮問諮問、、、、報告報告報告報告にににに関関関関するするするする案件案件案件案件ですですですです。。。。契約等契約等契約等契約等にににに関関関関すすすするるるる案件案件案件案件のうのうのうのうちちちち、、、、総務部総務部総務部総務部にににに関関関関するするするするもももものはのはのはのは２２２２２２２２ページページページページのののの（（（（仮称仮称仮称仮称））））郡郡郡郡山総合山総合山総合山総合庁舎改修工庁舎改修工庁舎改修工庁舎改修工事事事事にににに係係係係るるるるもももものですのですのですのです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、北北北北部部部部地地地地域域域域再配置再配置再配置再配置計計計計画画画画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、旧片桐高校旧片桐高校旧片桐高校旧片桐高校のののの改修工改修工改修工改修工事事事事をををを実実実実施施施施するするするするももももののののでででで、、、、三和三和三和三和・・・・山上特定山上特定山上特定山上特定建設工建設工建設工建設工事事事事共共共共同同同同企企企企業業業業体体体体にににに対対対対しししし、、、、工期工期工期工期はははは契約締契約締契約締契約締結結結結のののの日日日日からからからから平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１１１１１１１１
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月月月月３０３０３０３０日日日日までまでまでまで、、、、契約金契約金契約金契約金額額額額はははは５５５５億億億億９９９９，，，，５２４５２４５２４５２４万万万万３３３３，，，，９５０９５０９５０９５０円円円円でででで請請請請負契約負契約負契約負契約をををを締締締締結結結結するするするするもももものですのですのですのです。。。。３１３１３１３１ページページページページ、、、、地方自治地方自治地方自治地方自治法第法第法第法第１８０１８０１８０１８０条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規規規規定定定定によるによるによるによる専専専専決決決決処分処分処分処分のののの報告報告報告報告ですですですです。。。。このうこのうこのうこのうちちちち総務部総務部総務部総務部にににに関関関関するするするするもももものはのはのはのは奈良県奈良県奈良県奈良県森林環境税森林環境税森林環境税森林環境税条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改改改改正正正正するするするする条例条例条例条例ですですですです。。。。３２３２３２３２ページページページページ、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県森林環境税森林環境税森林環境税森林環境税条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改改改改正正正正するするするする条例条例条例条例ですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは地方税地方税地方税地方税法法法法のののの改改改改正正正正にににに伴伴伴伴いいいい、、、、条条条条文文文文のののの整備整備整備整備をををを行行行行うためのうためのうためのうための所所所所要要要要のののの改改改改正正正正をををを８８８８月月月月２４２４２４２４日付日付日付日付でででで専専専専決決決決したしたしたしたもももものですのですのですのです。。。。「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月県議会提出条例月県議会提出条例月県議会提出条例月県議会提出条例」」」」によりごによりごによりごによりご説明説明説明説明をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。１１１１ページページページページ、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県税税税税条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改改改改正正正正するするするする条例条例条例条例ですがですがですがですが、、、、内内内内容容容容はははは収益収益収益収益事業事業事業事業をををを行行行行ううううＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人でででで社会社会社会社会福祉福祉福祉福祉事業事業事業事業等等等等をををを行行行行ううううもももものにのにのにのに対対対対してしてしてして課課課課するするするする県民県民県民県民税均等割税均等割税均等割税均等割のののの減免制減免制減免制減免制度度度度をををを創設創設創設創設するするするするもももものでのでのでのですすすす。。。。そのそのそのその他他他他所所所所要要要要のののの規規規規定定定定整備整備整備整備をををを行行行行いいいい、、、、公布公布公布公布のののの日日日日からからからから施施施施行行行行することとしておりますすることとしておりますすることとしておりますすることとしております。。。。次次次次にににに 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のののの概概概概要要要要」」」」によりによりによりにより、、、、歳入予算歳入予算歳入予算歳入予算とととと総務部総務部総務部総務部にににに関関関関するするするする歳出予歳出予歳出予歳出予、、、、算算算算のののの内内内内容容容容についてごについてごについてごについてご説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。ままままずずずず、、、、１１１１ページページページページ①①①①のののの歳入予算歳入予算歳入予算歳入予算ですがですがですがですが、、、、特定特定特定特定財源財源財源財源としてとしてとしてとして国国国国庫支庫支庫支庫支出出出出金金金金をををを１１１１億億億億４４４４，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円余余余余、、、、基金繰基金繰基金繰基金繰入入入入金金金金をををを１１１１１１１１億億億億２２２２，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余をををを計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。残残残残余余余余のののの一般一般一般一般財源財源財源財源はははは、、、、繰越繰越繰越繰越金金金金をををを充充充充当当当当していますしていますしていますしています。。。。次次次次にににに、、、、３３３３ページページページページのののの１２１２１２１２のののの中中中中南和南和南和南和・・・・東東東東部部部部地地地地域域域域のののの振興振興振興振興としてとしてとしてとして、、、、携帯電話等携帯電話等携帯電話等携帯電話等エリアエリアエリアエリア整備整備整備整備事業事業事業事業ででででございますがございますがございますがございますが、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの不感地不感地不感地不感地域域域域解消解消解消解消をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした携帯電話用鉄塔携帯電話用鉄塔携帯電話用鉄塔携帯電話用鉄塔をををを整備整備整備整備するするするする、、、、十津十津十津十津川川川川村村村村とととと川上村川上村川上村川上村にににに補補補補助助助助するするするするもももものでのでのでので、、、、５５５５，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円をををを計上計上計上計上していますしていますしていますしています。。。。以以以以上上上上でででで説明説明説明説明をををを終終終終わわわわらせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます。。。。よよよよろろろろしくごしくごしくごしくご審議審議審議審議いただきますようにおいただきますようにおいただきますようにおいただきますようにお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 それではそれではそれではそれでは 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のののの概概概概要要要要」」」」のののの３３３３ページページページページでございでございでございでござい○○○○川端危機管理監川端危機管理監川端危機管理監川端危機管理監 、、、、ますますますます。。。。９９９９のののの安全安全安全安全・・・・安安安安心心心心のののの確保確保確保確保のののの１１１１つつつつ目目目目、、、、消防消防消防消防団員団員団員団員のののの確保確保確保確保対対対対策策策策事業事業事業事業ですですですです。。。。減少減少減少減少をををを続続続続けているけているけているけている消防消防消防消防団員団員団員団員をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために、、、、そのそのそのその原因原因原因原因をををを調調調調査査査査、、、、分析分析分析分析しししし、、、、有効有効有効有効なななな対対対対策策策策をををを検討検討検討検討、、、、実実実実施施施施するととするととするととするととももももにににに、、、、企企企企業業業業へへへへのののの協力協力協力協力をををを依頼依頼依頼依頼するなするなするなするなどどどどのののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを行行行行ううううもももものでのでのでので、、、、１３３１３３１３３１３３万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円をををを計上計上計上計上してしてしてしていますいますいますいます。。。。以以以以上上上上よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明またはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの事事事事項項項項もももも含含含含めてめてめてめて、、、、質質質質疑等疑等疑等疑等があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願願願願いいいい○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長ますますますます。。。。なおなおなおなお、、、、理事者理事者理事者理事者のののの皆皆皆皆さまにはさまにはさまにはさまには、、、、委員委員委員委員のののの質質質質疑等疑等疑等疑等にににに対対対対してしてしてして明明明明確確確確かつかつかつかつ簡潔簡潔簡潔簡潔にににに答弁答弁答弁答弁をおをおをおをお願願願願いしいしいしいしますますますます。。。。 補正予算補正予算補正予算補正予算ですがですがですがですが、、、、一一一一方方方方ではこのではこのではこのではこの経済経済経済経済のののの落落落落ちちちち込込込込みみみみにかかにかかにかかにかかわわわわりりりり、、、、県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員所得所得所得所得がががが大大大大変気変気変気変気になっていますになっていますになっていますになっています。。。。リリリリーーーーマンショックマンショックマンショックマンショックからからからから２２２２年年年年をををを越越越越ええええ、、、、デフレデフレデフレデフレ、、、、円円円円高高高高あるいはあるいはあるいはあるいは
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株株株株安安安安、、、、このようなこのようなこのようなこのような社会社会社会社会的的的的にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題ももももございますございますございますございます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、県県県県税収税収税収税収入入入入のののの落落落落ちちちち込込込込みみみみがががが危危危危惧惧惧惧されるされるされるされるわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県財政財政財政財政のののの根幹根幹根幹根幹ですのでですのでですのでですので、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度とととと比較比較比較比較してしてしてして現現現現時点時点時点時点におけるにおけるにおけるにおける県県県県税税税税収収収収入入入入のののの状況状況状況状況及及及及びびびび今後今後今後今後のののの収収収収入見通入見通入見通入見通しにつきましてしにつきましてしにつきましてしにつきまして、、、、質問質問質問質問をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ももももうううう１１１１点点点点はははは、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年２２２２月議会月議会月議会月議会でででで質問質問質問質問をさせていただきましたをさせていただきましたをさせていただきましたをさせていただきました。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立奈良奈良奈良奈良養護養護養護養護にににに太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電パネルパネルパネルパネルのののの設置設置設置設置計計計計画画画画についてについてについてについて答弁答弁答弁答弁がありましたけれがありましたけれがありましたけれがありましたけれどもどもどもども、、、、学校施設学校施設学校施設学校施設というのはというのはというのはというのは地地地地域域域域住住住住民民民民のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには大大大大変注目変注目変注目変注目をされておりますしをされておりますしをされておりますしをされておりますし、、、、またまたまたまた、、、、環境環境環境環境というというというという観点観点観点観点ででででもももも非常非常非常非常にににに意意意意識啓識啓識啓識啓発発発発のののの重重重重要要要要なななな分分分分野野野野がががが担担担担わわわわれるれるれるれるわわわわけでございますけでございますけでございますけでございます。。。。またまたまたまた、、、、周辺周辺周辺周辺のののの皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、災害時災害時災害時災害時にはにはにはには、、、、公立公立公立公立的的的的なななな施設施設施設施設にににに避難避難避難避難をされることからをされることからをされることからをされることから、、、、やはりやはりやはりやはり電電電電力力力力のののの確保確保確保確保というというというという側面側面側面側面もももも非常非常非常非常にににに重重重重要要要要になってまになってまになってまになってまいりますいりますいりますいります。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立奈良奈良奈良奈良養護学校養護学校養護学校養護学校のののの太陽太陽太陽太陽光光光光パネルパネルパネルパネルをををを設置設置設置設置されたされたされたされた、、、、またまたまたまた、、、、されるされるされるされる今今今今後後後後ののののススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルとそのとそのとそのとその設置設置設置設置されたされたされたされた場合場合場合場合のののの効効効効果果果果についておについておについておについてお尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの奈良県奈良県奈良県奈良県税収税収税収税収入入入入でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、企企企企業業業業のののの業業業業績績績績のののの持持持持ちちちち直直直直しのしのしのしの○○○○松原税務課長松原税務課長松原税務課長松原税務課長動動動動きがきがきがきが一部見一部見一部見一部見られるられるられるられるもももものののののののの、、、、急激急激急激急激なななな円円円円高高高高とかとかとかとかデフレデフレデフレデフレ進進進進行行行行のののの懸懸懸懸念念念念がががが払拭払拭払拭払拭されていないというされていないというされていないというされていないという状況状況状況状況ののののももももとでとでとでとで厳厳厳厳しいしいしいしい税収税収税収税収のののの状況状況状況状況がががが続続続続いているといているといているといていると認認認認識識識識しておりますしておりますしておりますしております。。。。主主主主なななな税目税目税目税目についてについてについてについて申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、前年度前年度前年度前年度とのとのとのとの比較比較比較比較でででで、、、、個個個個人人人人所得所得所得所得のののの減少減少減少減少によりによりによりにより個個個個人県民人県民人県民人県民税税税税のののの減少減少減少減少がががが大大大大きくなってきくなってきくなってきくなっておりますおりますおりますおります。。。。またまたまたまた、、、、法人事業法人事業法人事業法人事業税税税税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、、、、地方地方地方地方法人特別法人特別法人特別法人特別税税税税のののの平年度化平年度化平年度化平年度化のののの影響影響影響影響によりによりによりにより減減減減収収収収となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。それからそれからそれからそれから自動車税自動車税自動車税自動車税、、、、自動車取得税自動車取得税自動車取得税自動車取得税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、、、、課税台数課税台数課税台数課税台数、、、、それそれそれそれからからからからエコカエコカエコカエコカーーーー減税減税減税減税のののの影響影響影響影響をををを受受受受けてけてけてけて減収減収減収減収となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、ほとんほとんほとんほとんどどどどのののの税目税目税目税目でででで前年度実前年度実前年度実前年度実績績績績をををを下回下回下回下回るというるというるというるという厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にございますにございますにございますにございます。。。。ただただただただ、、、、一一一一方方方方でででで、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額とととと昨昨昨昨年度年度年度年度ととととのののの比較比較比較比較におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度のののの１１１１，，，，１４２１４２１４２１４２億円億円億円億円にににに対対対対しししし、、、、８８８８８８８８．．．．１１１１％、％、％、％、１１１１，，，，００６００６００６００６億円億円億円億円のののの当初予算当初予算当初予算当初予算をををを見見見見込込込込んでおりましたがんでおりましたがんでおりましたがんでおりましたが、、、、このこのこのこの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況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８８８８月月月月末末末末現現現現在在在在のののの調調調調定額定額定額定額ベベベベーーーーススススでででで、、、、前年同月前年同月前年同月前年同月比比比比でででで９３９３９３９３．．．．２２２２％％％％のののの減減減減にとにとにとにとどどどどまっておりまっておりまっておりまっており、、、、前年前年前年前年とのとのとのとの比較比較比較比較ではではではでは、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい税収税収税収税収のののの状況状況状況状況ですがですがですがですが、、、、進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを見見見見てますとてますとてますとてますと当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額のののの１１１１，，，，００６００６００６００６億円億円億円億円のののの税収税収税収税収はははは確保確保確保確保したいとしたいとしたいとしたいと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立奈良奈良奈良奈良養護学校養護学校養護学校養護学校ではではではでは、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電パネルパネルパネルパネルにつきましてにつきましてにつきましてにつきまして地球規地球規地球規地球規○○○○植田学校支援課長植田学校支援課長植田学校支援課長植田学校支援課長模模模模のののの環境環境環境環境問問問問題題題題にににに対対対対応応応応するためするためするためするため、、、、学校施設学校施設学校施設学校施設においてにおいてにおいてにおいてもももも環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷のののの低減低減低減低減とかとかとかとか自然自然自然自然とのとのとのとの共生共生共生共生をををを考考考考慮慮慮慮したしたしたした施設整備施設整備施設整備施設整備をををを行行行行いいいい、、、、またまたまたまた児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒へへへへのののの地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題のののの啓発啓発啓発啓発につなにつなにつなにつなげげげげるるるる、、、、そういうことそういうことそういうことそういうことをををを目的目的目的目的にににに、、、、国国国国のののの平成平成平成平成２１２１２１２１年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算、、、、ススススククククーーーールルルルニニニニュュュューーーーデデデディィィィーーーールルルル構想構想構想構想にににに対対対対応応応応しししし、、、、昨昨昨昨年年年年６６６６月月月月のののの補正予算補正予算補正予算補正予算でででで１００１００１００１００キロワキロワキロワキロワッッッットトトトのののの発電規模発電規模発電規模発電規模としてとしてとしてとして予算化予算化予算化予算化をををを認認認認めていただいためていただいためていただいためていただいたもももものですのですのですのです。。。。奈奈奈奈良県良県良県良県立立立立奈良奈良奈良奈良養護学校養護学校養護学校養護学校ではではではでは、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度にににに校舎校舎校舎校舎のののの屋屋屋屋根改修根改修根改修根改修をををを予定予定予定予定しておりましたがしておりましたがしておりましたがしておりましたが、、、、このこのこのこの屋屋屋屋根改修工根改修工根改修工根改修工事事事事にあにあにあにあわわわわせてせてせてせて太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電パネルパネルパネルパネルをををを設置設置設置設置することとしたすることとしたすることとしたすることとしたもももものでございますのでございますのでございますのでございます。。。。しかしかしかしか
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しししし、、、、国国国国におきましてにおきましてにおきましてにおきまして国補正予算全般国補正予算全般国補正予算全般国補正予算全般にににに対対対対するするするする執執執執行行行行凍凍凍凍結結結結というというというという選選選選定定定定作作作作業業業業がありましてがありましてがありましてがありまして繰繰繰繰りりりり越越越越しとなったしとなったしとなったしとなったもももものでございますがのでございますがのでございますがのでございますが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年５５５５月月月月３０３０３０３０日日日日にはにはにはには設設設設計計計計がががが完完完完成成成成しておりますしておりますしておりますしております。。。。ここここれをれをれをれを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、またまたまたまた全国全国全国全国的的的的にににに太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電パネルパネルパネルパネル設置設置設置設置のののの要要要要望望望望がががが多多多多かったことかったことかったことかったことももももありありありあり、、、、補補補補助助助助単価単価単価単価のののの減減減減がありましたがありましたがありましたがありましたもももものでございますがのでございますがのでございますがのでございますが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年８８８８月月月月にににに工工工工事事事事発注発注発注発注のののの公告公告公告公告をををを行行行行ったとったとったとったとこここころろろろでございますでございますでございますでございます。。。。なおなおなおなお、、、、このこのこのこの工工工工事事事事のののの契約契約契約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、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１０１０１０１０月月月月にはにはにはには締締締締結結結結でででできるきるきるきる予定予定予定予定であるとであるとであるとであ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。。。。工工工工事事事事のののの実実実実施施施施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、、、、冬休冬休冬休冬休みみみみをををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした期期期期間間間間にににに行行行行うううう予定予定予定予定としておりとしておりとしておりとしており、、、、完完完完成成成成はははは平平平平成成成成２３２３２３２３年年年年３３３３月月月月末末末末ごごごごろろろろになるになるになるになる見見見見込込込込みみみみでございますでございますでございますでございます。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電のののの稼働稼働稼働稼働はははは平平平平成成成成２３２３２３２３年度年度年度年度からになるからになるからになるからになる予定予定予定予定でございますでございますでございますでございます。。。。このこのこのこの太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電がががが稼働稼働稼働稼働することによりましてすることによりましてすることによりましてすることによりまして、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立奈良奈良奈良奈良養護学校養護学校養護学校養護学校でのでのでのでの年間年間年間年間消費電消費電消費電消費電力力力力のののの約約約約６１６１６１６１％％％％をををを補補補補うことができるとうことができるとうことができるとうことができると見見見見込込込込んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員県県県県税収税収税収税収入入入入のののの落落落落ちちちち込込込込みみみみがががが予予予予測測測測はされておるはされておるはされておるはされておるわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、今後今後今後今後もももも厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況はははは続続続続くことでごくことでごくことでごくことでございますざいますざいますざいます。。。。今回今回今回今回のののの補正予算補正予算補正予算補正予算、、、、緊緊緊緊急急急急経済対経済対経済対経済対策的策的策的策的なななな予算予算予算予算もももも入入入入っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、側面側面側面側面ではではではでは今回今回今回今回のののの補正予算補正予算補正予算補正予算のののの中中中中ででででもももも必必必必要要要要なななな部部部部分分分分があるとがあるとがあるとがあると承承承承知知知知をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでございましてでございましてでございましてでございまして、、、、奈良県全奈良県全奈良県全奈良県全体体体体としてとしてとしてとして将来将来将来将来、、、、今後今後今後今後もももも見見見見据据据据ええええたたたた上上上上でのでのでのでの予算予算予算予算編編編編成成成成がががが重重重重要要要要になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、県県県県税税税税のののの確保等確保等確保等確保等もももも含含含含めてめてめてめて、、、、あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる側面側面側面側面からごからごからごからご努努努努力力力力をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電パネルパネルパネルパネルのののの設置設置設置設置につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては今今今今ごごごご説明説明説明説明がございましたとおりがございましたとおりがございましたとおりがございましたとおり、、、、ももももうううう既既既既にににに、、、、県内県内県内県内各市町各市町各市町各市町村村村村にににに設置設置設置設置をされているをされているをされているをされている事例事例事例事例もももも聞聞聞聞かせていただいておりかせていただいておりかせていただいておりかせていただいており、、、、今回国今回国今回国今回国がががが１０１０１０１０分分分分のののの１０１０１０１０でででで持持持持っていただいておりますのでっていただいておりますのでっていただいておりますのでっていただいておりますので、、、、地地地地域域域域のののの方方方方 々々々々もももも喜喜喜喜んでおられるしんでおられるしんでおられるしんでおられるし、、、、このこのこのこの電気消費電気消費電気消費電気消費量量量量がががが減減減減ったというったというったというったという状況状況状況状況もももも聞聞聞聞かせていただいておりますかせていただいておりますかせていただいておりますかせていただいております。。。。またまたまたまた、、、、防災防災防災防災教育上教育上教育上教育上効効効効果果果果がががが高高高高いといういといういといういということことことことももももありありありあり、、、、そのそのそのそのもももものののの自体自体自体自体をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒ににににもももも見見見見せていくせていくせていくせていく、、、、またそういうまたそういうまたそういうまたそういう機会機会機会機会ががががふふふふええええれれれればばばば地地地地域域域域のののの方方方方もももも一一一一緒緒緒緒にににに、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育的的的的なななな、、、、生生生生涯涯涯涯教育教育教育教育的的的的なななな役役役役割割割割もももも果果果果たすのではないかとたすのではないかとたすのではないかとたすのではないかと、、、、ここここのようにのようにのようにのように大大大大いにいにいにいに期期期期待待待待をしておりますのでよをしておりますのでよをしておりますのでよをしておりますのでよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ももももうううう１１１１点点点点、、、、意見意見意見意見としてとしてとしてとして申申申申しししし上上上上げげげげますがますがますがますが、、、、今回今回今回今回のののの意見意見意見意見書書書書ににににもももも出出出出ておりましたがておりましたがておりましたがておりましたが、、、、近近近近年年年年のののの地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、連連連連日日日日のののの気気気気温温温温のののの上上上上昇昇昇昇がございましたがございましたがございましたがございました。。。。そのそのそのその中中中中でででで児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒がががが空空空空調設備調設備調設備調設備のないとこのないとこのないとこのないところろろろでででで授授授授業業業業をされているとをされているとをされているとをされていると、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方 々々々々からからからからもももも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、、、、空空空空調設備調設備調設備調設備をををを設設設設置置置置することはすることはすることはすることは非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なななな一一一一つのつのつのつの視視視視点点点点かかかかもわもわもわもわかりませんがかりませんがかりませんがかりませんが、、、、全国全国全国全国的的的的ににににももももいいいいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題ががががありありありあり、、、、緑緑緑緑ののののカカカカーーーーテテテテンンンンであったりであったりであったりであったり、、、、時時時時にはにはにはには消防車消防車消防車消防車がががが学校学校学校学校にににに散水散水散水散水をしにくるとかをしにくるとかをしにくるとかをしにくるとか極極極極端端端端なそういなそういなそういなそういうううう事例事例事例事例ももももあるようでございますがあるようでございますがあるようでございますがあるようでございますが、、、、生生生生徒徒徒徒、、、、子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちににににもももも考考考考ええええるるるる機会機会機会機会をををを少少少少しししし提提提提供供供供してしてしてして、、、、一一一一緒緒緒緒にこのにこのにこのにこの暑暑暑暑ささささ対対対対策策策策ををををどどどどうしていくのかということうしていくのかということうしていくのかということうしていくのかということもももも非常非常非常非常にににに重重重重要要要要になってくるのではとになってくるのではとになってくるのではとになってくるのではと思思思思いいいい
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ますますますます。。。。ククククーーーーララララーーーーをををを設置設置設置設置すれすれすれすればばばばそれでそれでそれでそれで済済済済むむむむというというというという問問問問題題題題ででででももももなかなかなかなかろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。子子子子どもどもどもどもさんさんさんさんたたたたちちちちのののの中中中中ではではではでは、、、、体調体調体調体調管理管理管理管理あるいはあるいはあるいはあるいは女女女女のののの子子子子はははは冷冷冷冷ええええ症症症症のののの問問問問題題題題、、、、設置設置設置設置をされているをされているをされているをされている都都都都道府道府道府道府県県県県のののの事事事事例例例例をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、そういったそういったそういったそういった課題課題課題課題がががが出出出出てきているようでございますのでてきているようでございますのでてきているようでございますのでてきているようでございますので、、、、今後今後今後今後もももも検討検討検討検討していしていしていしていただいてただいてただいてただいて、、、、教育教育教育教育環境環境環境環境のののの整備整備整備整備がががが必必必必要要要要になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、このこのこのこの事例事例事例事例をををを勉強勉強勉強勉強させていさせていさせていさせていただいてただいてただいてただいて、、、、機会機会機会機会ごとにまたごとにまたごとにまたごとにまた質問質問質問質問させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしたいしたいしたいしたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。 片桐高等学校片桐高等学校片桐高等学校片桐高等学校跡跡跡跡地地地地にににに奈良総合奈良総合奈良総合奈良総合庁舎庁舎庁舎庁舎のののの一部一部一部一部やややや郡郡郡郡山山山山土木土木土木土木事務事務事務事務所所所所、、、、郡郡郡郡山山山山保保保保健健健健○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員所所所所ななななどどどどをををを移転移転移転移転させてさせてさせてさせて （（（（仮称仮称仮称仮称））））郡郡郡郡山総合山総合山総合山総合庁舎庁舎庁舎庁舎にするということでにするということでにするということでにするということで、、、、今回今回今回今回改修改修改修改修のののの契約契約契約契約がががが出出出出ささささ、、、、れていますがれていますがれていますがれていますが、、、、保保保保健健健健所所所所をををを利利利利用用用用されているされているされているされている方方方方たたたたちちちちからからからから、、、、このこのこのこの場場場場所所所所にににに移移移移るるるる場合場合場合場合、、、、交通交通交通交通アクアクアクアクセセセセススススのののの利便利便利便利便性性性性のののの声声声声がががが出出出出ていますていますていますています。。。。またまたまたまた、、、、働働働働くくくく職員職員職員職員のののの人人人人たたたたちもちもちもちも公共公共公共公共交通機関交通機関交通機関交通機関をををを使使使使ってってってって通通通通勤勤勤勤をされをされをされをされるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、どどどどのようにのようにのようにのように公共公共公共公共アクアクアクアクセセセセススススのののの利便利便利便利便性性性性をををを改改改改善善善善しようとされていくのかしようとされていくのかしようとされていくのかしようとされていくのか、、、、またまたまたまた、、、、こここここでこでこでこで勤勤勤勤務務務務されるされるされるされる職員職員職員職員数数数数はははは何何何何名名名名ぐぐぐぐらいになるのかおらいになるのかおらいになるのかおらいになるのかお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの周辺周辺周辺周辺はははは田田田田んんんんぼぼぼぼでででで、、、、食食食食事事事事するするするする場場場場所所所所、、、、銀銀銀銀行行行行ののののＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭももももないということでないということでないということでないということで、、、、職員職員職員職員のののの方方方方たたたたちちちちのののの声声声声としてとしてとしてとして売店売店売店売店やややや食堂食堂食堂食堂、、、、職員職員職員職員のののの休憩休憩休憩休憩場場場場所所所所のののの確保確保確保確保もももも含含含含めてめてめてめて環境整備環境整備環境整備環境整備をををを整整整整ええええてほしいとてほしいとてほしいとてほしいといういういういう声声声声もももも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。。。。工工工工事事事事契約期契約期契約期契約期間間間間はははは、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日までとなっていますまでとなっていますまでとなっていますまでとなっていますからからからから、、、、これらのこれらのこれらのこれらの問問問問題題題題についてについてについてについて検討検討検討検討、、、、改改改改善善善善していくしていくしていくしていく時時時時間間間間はあるとはあるとはあるとはあると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ここのとこここのとこここのとこここのところろろろをおをおをおをお聞聞聞聞きいたしたいときいたしたいときいたしたいときいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ももももうううう１１１１点点点点はははは教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省のののの中中中中央央央央教育審議会教育審議会教育審議会教育審議会のののの分分分分科科科科会会会会がががが学学学学級級級級規規規規模模模模のののの引引引引きききき下下下下げげげげをををを求求求求めるめるめるめる提提提提言言言言をををを発発発発表表表表しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、都都都都道府道府道府道府県県県県独独独独自自自自のののの少少少少人人人人数学数学数学数学級級級級のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをすることによりをすることによりをすることによりをすることにより、、、、不不不不登登登登校校校校のののの児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒のののの割割割割合合合合、、、、欠欠欠欠席席席席するするするする児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒のののの割割割割合合合合がががが低低低低下下下下したとしたとしたとしたとかかかか、、、、学学学学力力力力調調調調査査査査のののの成成成成績績績績がががが向上向上向上向上したなしたなしたなしたなどどどど述述述述べべべべられておりますがられておりますがられておりますがられておりますが、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会としてとしてとしてとして少少少少人人人人数学数学数学数学級級級級、、、、どどどどのようにのようにのようにのように評価評価評価評価をされているのかをされているのかをされているのかをされているのか、、、、おおおお聞聞聞聞きいたしたいときいたしたいときいたしたいときいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。既既既既にににに奈良奈良奈良奈良市市市市とととと生生生生駒駒駒駒市市市市ではではではでは、、、、３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級にににに踏踏踏踏みみみみ出出出出しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、奈良県下奈良県下奈良県下奈良県下のののの小学校小学校小学校小学校、、、、中中中中学校学校学校学校のののの３０３０３０３０人人人人以以以以下下下下のののの学学学学級級級級ははははどどどどのようなのようなのようなのような状況状況状況状況なのかなのかなのかなのか、、、、おおおお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ままままずずずず交通交通交通交通のののの便便便便についてについてについてについて、、、、北北北北部部部部地地地地域域域域のののの拠拠拠拠点施設点施設点施設点施設となりますとなりますとなりますとなります旧片桐高等学校旧片桐高等学校旧片桐高等学校旧片桐高等学校○○○○芝池管財課長芝池管財課長芝池管財課長芝池管財課長へへへへはははは、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲ大大大大和小和小和小和小泉駅泉駅泉駅泉駅、、、、またはまたはまたはまたは近近近近鉄郡鉄郡鉄郡鉄郡山山山山駅駅駅駅からからからからババババススススをををを利利利利用用用用していただくことになりますしていただくことになりますしていただくことになりますしていただくことになります。。。。最寄最寄最寄最寄りのりのりのりのババババスススス停停停停はははは片桐小学校片桐小学校片桐小学校片桐小学校でででで、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲ大大大大和小和小和小和小泉駅泉駅泉駅泉駅からはからはからはからは約約約約５５５５分分分分、、、、近近近近鉄郡鉄郡鉄郡鉄郡山山山山駅駅駅駅からはからはからはからは２２２２系統系統系統系統ありありありあり、、、、約約約約１０１０１０１０分分分分程度程度程度程度でででで到着到着到着到着するするするする路線路線路線路線とととと約約約約３０３０３０３０分分分分要要要要しますしますしますします路線路線路線路線がございますがございますがございますがございます。。。。そしてそしてそしてそして片桐小片桐小片桐小片桐小学校学校学校学校ババババスススス停停停停からはからはからはからは庁舎庁舎庁舎庁舎へへへへはははは徒歩徒歩徒歩徒歩５５５５分分分分程度程度程度程度でででで行行行行くことができますのでくことができますのでくことができますのでくことができますので、、、、旧片桐高等学校旧片桐高等学校旧片桐高等学校旧片桐高等学校へへへへのののの移転移転移転移転でででで不不不不便便便便になることにはならないのではとになることにはならないのではとになることにはならないのではとになることにはならないのではと考考考考えええ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、、、、移転移転移転移転後後後後来来来来庁庁庁庁者者者者のののの方方方方 々々々々のののの状状状状
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況況況況もももも踏踏踏踏ままままええええたたたた上上上上でででで、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる対対対対策策策策がががが必必必必要要要要になれになれになれになればばばば、、、、公共公共公共公共交通機関交通機関交通機関交通機関へへへへのののの働働働働きかけなきかけなきかけなきかけなどどどどをををを行行行行っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろですですですです。。。。一一一一方方方方、、、、車車車車でででで来来来来庁庁庁庁されるされるされるされる方方方方はははは、、、、旧片桐高等学校旧片桐高等学校旧片桐高等学校旧片桐高等学校がががが大大大大和和和和中中中中央道路沿線央道路沿線央道路沿線央道路沿線にありにありにありにあり、、、、大大大大和和和和中中中中央道央道央道央道かかかからのらのらのらの進進進進入入入入ももももしやすくなるようしやすくなるようしやすくなるようしやすくなるよう改改改改良計良計良計良計画画画画をををを行行行行うなうなうなうなどどどど、、、、またまたまたまた周辺周辺周辺周辺道路道路道路道路のののの整備整備整備整備もももも行行行行うううう予定予定予定予定ですのですのですのですのでででで、、、、利便利便利便利便性性性性はははは高高高高まるとまるとまるとまると考考考考ええええていますていますていますています。。。。またまたまたまた、、、、来来来来庁庁庁庁者者者者のののの多多多多くはくはくはくは車車車車でででで来来来来られるとられるとられるとられると考考考考ええええておりておりておりており、、、、旧片桐高等学校旧片桐高等学校旧片桐高等学校旧片桐高等学校のののの改修改修改修改修にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、敷敷敷敷地地地地をををを有効有効有効有効にににに活活活活用用用用しししし、、、、来来来来庁庁庁庁者者者者用用用用のののの駐駐駐駐車車車車場場場場をできるをできるをできるをできる限限限限りりりり多多多多くくくく確保確保確保確保するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。次次次次にににに、、、、職員職員職員職員数数数数ですがですがですがですが、、、、約約約約２００２００２００２００名程度名程度名程度名程度になるというになるというになるというになるという予定予定予定予定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。。。。それとそれとそれとそれと、、、、食堂食堂食堂食堂にににに関関関関してですがしてですがしてですがしてですが、、、、入入入入居居居居予定予定予定予定でございますでございますでございますでございます社会社会社会社会福祉福祉福祉福祉法人法人法人法人がががが食堂食堂食堂食堂をされるとをされるとをされるとをされると聞聞聞聞いておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、それをそれをそれをそれを利利利利用用用用できるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭのののの設置設置設置設置につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、業務業務業務業務とのとのとのとの関係関係関係関係でででで必必必必要性要性要性要性がががが高高高高いということになれいということになれいということになれいということになればばばば、、、、今後関係機関今後関係機関今後関係機関今後関係機関にににに申申申申しししし入入入入れてれてれてれて協議協議協議協議したいとしたいとしたいとしたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以以以以上上上上でございますでございますでございますでございます。。。。１１１１点目点目点目点目はははは県下県下県下県下のののの少少少少人人人人数学数学数学数学級級級級のののの状況状況状況状況、、、、２２２２点目点目点目点目はははは少少少少人人人人数学数学数学数学級級級級ををををどどどどうううう評価評価評価評価○○○○久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長するのかというごするのかというごするのかというごするのかというご質問質問質問質問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。。。。奈良県下奈良県下奈良県下奈良県下のののの状況状況状況状況ですがですがですがですが、、、、現現現現在在在在県内県内県内県内のののの３５３５３５３５人人人人学学学学級級級級あるいはあるいはあるいはあるいは３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級のののの現現現現状状状状ですですですです。。。。ままままずずずず、、、、３５３５３５３５人人人人学学学学級級級級はははは、、、、小学校小学校小学校小学校でででで達達達達成成成成率率率率９２９２９２９２．．．．３３３３％、％、％、％、中中中中学校学校学校学校でででで６３６３６３６３．．．．４４４４％％％％ですですですです。。。。次次次次にににに、、、、３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級はははは、、、、小学校小学校小学校小学校でででで６８６８６８６８．．．．００００％、％、％、％、中中中中学校学校学校学校はははは２６２６２６２６．．．．７７７７％％％％ですですですです。。。。これらのこれらのこれらのこれらの数数数数字字字字はははは、、、、今年度今年度今年度今年度はははは少少少少人人人人数数数数加加加加配配配配総総総総数数数数４５５４５５４５５４５５名名名名のうのうのうのうちちちち１６５１６５１６５１６５名名名名をををを小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校のののの少少少少人人人人数学数学数学数学級編級編級編級編制制制制にににに活活活活用用用用してしてしてして、、、、これらをこれらをこれらをこれらを実現実現実現実現していますしていますしていますしています。。。。２２２２点目点目点目点目ののののどどどどうううう評価評価評価評価するかというごするかというごするかというごするかというご質問質問質問質問ですですですです。。。。委員委員委員委員ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月２６２６２６２６日日日日にににに中中中中央央央央教育審議会教育審議会教育審議会教育審議会にににに提提提提言言言言されたされたされたされた学学学学級編級編級編級編制基制基制基制基準準準準のののの引引引引きききき下下下下げげげげについてはについてはについてはについては、、、、新新新新学学学学習指導習指導習指導習指導要要要要領領領領のののの円円円円滑滑滑滑なななな推推推推進進進進、、、、それからそれからそれからそれから生生生生徒指導徒指導徒指導徒指導面面面面のののの課題等課題等課題等課題等へへへへのののの対対対対応応応応、、、、それからそれからそれからそれから学学学学級級級級経経経経営営営営のののの確立確立確立確立、、、、さらにはさらにはさらにはさらには子子子子どもどもどもどもとととと向向向向きききき合合合合うううう時時時時間間間間のののの確保等確保等確保等確保等のののの観点観点観点観点からからからから提提提提言言言言されたされたされたされたもももものとのとのとのと考考考考ええええておりておりておりており、、、、すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた資資資資質質質質をををを有有有有するするするする教員教員教員教員がががが子子子子どもどもどもども一人一人一人一人ひひひひとりにきめとりにきめとりにきめとりにきめ細細細細かくかくかくかく目目目目をををを配配配配りりりり、、、、適適適適時時時時適切適切適切適切なななな指導指導指導指導ができるができるができるができる仕仕仕仕組組組組みへみへみへみへとととと改改改改善善善善されていくということはされていくということはされていくということはされていくということは非常非常非常非常にににに意意意意義義義義のあることでありのあることでありのあることでありのあることであり、、、、こうしたことはこうしたことはこうしたことはこうしたことは学校学校学校学校運営運営運営運営上上上上、、、、教員教員教員教員ににににもももも子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちににににもももも意意意意義義義義あるあるあるあるもももものとのとのとのと評価評価評価評価をしていますをしていますをしていますをしています。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員（（（（仮称仮称仮称仮称））））郡郡郡郡山総合山総合山総合山総合庁舎庁舎庁舎庁舎のことですがのことですがのことですがのことですが、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲ大大大大和小和小和小和小泉駅泉駅泉駅泉駅からからからから出出出出るるるるババババススススはははは１１１１時時時時間間間間にににに１１１１本本本本とととと聞聞聞聞いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、自動車自動車自動車自動車でででで来来来来るるるる方方方方ばばばばかりではなくかりではなくかりではなくかりではなく、、、、今今今今地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの中中中中、、、、いかにいかにいかにいかに公共公共公共公共交通機関交通機関交通機関交通機関をををを利利利利用用用用していくかしていくかしていくかしていくか、、、、このことがこのことがこのことがこのことが求求求求められているのでめられているのでめられているのでめられているので、、、、公共公共公共公共交通機関交通機関交通機関交通機関のののの整備整備整備整備をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき
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たいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。職員職員職員職員のののの方方方方たたたたちもちもちもちも、、、、自動車自動車自動車自動車でででで来来来来られるられるられるられる人人人人ばばばばかりではないのでかりではないのでかりではないのでかりではないので、、、、アンケアンケアンケアンケーーーートトトト調調調調査査査査ななななどどどどしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭ設置設置設置設置についてはについてはについてはについては、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関とととと協議協議協議協議してしてしてして、、、、具具具具体的体的体的体的にににに進進進進めていただきたいとめていただきたいとめていただきたいとめていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。職員職員職員職員数数数数はははは、、、、２００２００２００２００人人人人ぐぐぐぐらいだらいだらいだらいだろろろろうということですがうということですがうということですがうということですが、、、、奈良県内奈良県内奈良県内奈良県内のののの事業事業事業事業所所所所をををを見見見見ましてましてましてましてもももも、、、、１１１１カカカカ所所所所のとこのとこのとこのところろろろでででで２００２００２００２００人人人人のののの方方方方がががが働働働働いているとこいているとこいているとこいているところろろろはあまりないとはあまりないとはあまりないとはあまりないと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。働働働働いていいていいていいているるるる人人人人たたたたちちちちのののの職場職場職場職場環境環境環境環境をよくすることはをよくすることはをよくすることはをよくすることは大事大事大事大事なことでありなことでありなことでありなことであり、、、、今今今今うつうつうつうつ病病病病のののの発発発発症症症症とかとかとかとか、、、、公公公公務務務務労働労働労働労働だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく民間民間民間民間ででででももももありますしありますしありますしありますし、、、、休休休休みみみみ時時時時間間間間、、、、気持気持気持気持ちちちちのののの上上上上ででででもももも休憩休憩休憩休憩ができるができるができるができる場場場場所所所所もももも必必必必要要要要とととと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、職員職員職員職員のののの職場職場職場職場環境整備環境整備環境整備環境整備をををを同同同同時時時時にににに進進進進めていただきたいとめていただきたいとめていただきたいとめていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。現現現現在在在在、、、、奈良総合奈良総合奈良総合奈良総合庁舎庁舎庁舎庁舎のののの中中中中にににに住住住住宅供給宅供給宅供給宅供給公公公公社社社社がありますががありますががありますががありますが、、、、対対対対象象象象となるとなるとなるとなる県県県県営営営営住住住住宅宅宅宅のののの多多多多くがくがくがくが奈奈奈奈良良良良市市市市内内内内にあるのですにあるのですにあるのですにあるのです。。。。これがこれがこれがこれが（（（（仮称仮称仮称仮称））））郡郡郡郡山総合山総合山総合山総合庁舎庁舎庁舎庁舎にににに移移移移ることになるとることになるとることになるとることになると、、、、入入入入居居居居者者者者たたたたちちちち、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの方方方方たたたたちもちもちもちも多多多多いですがいですがいですがいですが、、、、用用用用事事事事があってがあってがあってがあって（（（（仮称仮称仮称仮称））））郡郡郡郡山総合山総合山総合山総合庁舎庁舎庁舎庁舎にににに行行行行くのはくのはくのはくのは難難難難しいしいしいしい面面面面ももももああああるとるとるとると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、住住住住民民民民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方からからからから本本本本庁庁庁庁かそのかそのかそのかその他他他他のののの奈良奈良奈良奈良市市市市内内内内ででででもももも対対対対応応応応できるできるできるできる場場場場所所所所をつをつをつをつくってほしいくってほしいくってほしいくってほしい、、、、このようなこのようなこのようなこのような利利利利用用用用者者者者のののの声声声声もももも聞聞聞聞いておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、具具具具体的体的体的体的なななな検討検討検討検討をををを要要要要望望望望しておしておしておしておきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会ですがですがですがですが、、、、今今今今おおおお答答答答ええええがありましたようにがありましたようにがありましたようにがありましたように、、、、欧米欧米欧米欧米をををを見見見見ましてましてましてましてもももも１１１１学学学学級級級級３０３０３０３０人人人人以以以以下下下下、、、、これがこれがこれがこれがももももうううう当当当当たりたりたりたり前前前前になっているのですになっているのですになっているのですになっているのです。。。。２００４２００４２００４２００４年度年度年度年度ののののＯＯＯＯＥＣＤＥＣＤＥＣＤＥＣＤのののの国国国国際際際際学学学学力力力力比比比比較調較調較調較調査査査査、、、、ここでここでここでここで日本日本日本日本のののの学学学学力力力力がががが世界世界世界世界ののののトトトトッッッッププププからからからから転転転転落落落落したいうことがしたいうことがしたいうことがしたいうことが新新新新聞聞聞聞各各各各紙紙紙紙でででで報報報報じじじじられてられてられてられて大大大大きなきなきなきな話題話題話題話題になりましたになりましたになりましたになりました。。。。そのときそのときそのときそのとき、、、、総合総合総合総合１１１１位位位位ののののフフフフィィィィンンンンラララランンンンドドドドはははは全全全全学学学学年年年年でででで基基基基本本本本的的的的にはにはにはには２４２４２４２４人人人人以以以以下下下下のののの学学学学級編級編級編級編制制制制になっているになっているになっているになっている。。。。このことはこのことはこのことはこのことは文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省のののの意見意見意見意見募集募集募集募集をををを見見見見ててててもももも、、、、８８８８割以割以割以割以上上上上のののの人人人人がががが学学学学級級級級規模規模規模規模はははは３０３０３０３０人人人人以以以以下下下下がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと述述述述べべべべていますていますていますています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、奈良県民奈良県民奈良県民奈良県民にとってにとってにとってにとってもももも３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級はははは強強強強いいいい子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちをををを育育育育てるてるてるてる教育教育教育教育環境環境環境環境をををを整整整整ええええていくていくていくていく上上上上ででででもももも必必必必要要要要があるのですがあるのですがあるのですがあるのです。。。。おおおお答答答答ええええいたいたいたいたいたいたいたいた小学校小学校小学校小学校でででで３０３０３０３０人人人人以以以以下下下下のののの学学学学級級級級がががが６８６８６８６８％、％、％、％、中中中中学校学校学校学校でででで２６２６２６２６．．．．７７７７％％％％ですがですがですがですが、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県でででで３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級をををを実現実現実現実現しようとしようとしようとしようと思思思思えばえばえばえば、、、、教員教員教員教員はあとはあとはあとはあと何何何何人人人人必必必必要要要要となるのかとなるのかとなるのかとなるのか教教教教ええええてくださいてくださいてくださいてください。。。。先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたたたた数数数数字字字字はははは、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年５５５５月月月月１１１１日現日現日現日現在在在在のののの児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒数数数数にににに○○○○久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長基基基基づきづきづきづき、、、、すすすすべべべべてのてのてのての学学学学級級級級でででで３５３５３５３５人人人人学学学学級級級級あるいはあるいはあるいはあるいは３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級をををを実現実現実現実現すれすれすれすればどばどばどばどうなるかといううなるかといううなるかといううなるかという数数数数値値値値ですですですです。。。。例例例例えばえばえばえばすすすすべべべべてのてのてのての学学学学級級級級でででで３５３５３５３５人人人人学学学学級級級級をををを実現実現実現実現することになるとすることになるとすることになるとすることになると、、、、４４８４４８４４８４４８人人人人のののの教員教員教員教員がががが必必必必要要要要となりますとなりますとなりますとなります。。。。現現現現在在在在のののの少少少少人人人人数数数数加加加加配数配数配数配数がががが４５５４５５４５５４５５人人人人でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、そのそのそのその数数数数をををを３５３５３５３５人人人人学学学学級級級級にににに当当当当てはめますとてはめますとてはめますとてはめますと、、、、現現現現状状状状におきましてのにおきましてのにおきましてのにおきましての実現実現実現実現はははは可可可可能能能能というというというという数数数数字字字字になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、さらにさらにさらにさらに３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級のののの実現実現実現実現にはにはにはには９２９９２９９２９９２９人人人人のののの教員教員教員教員がががが必必必必要要要要となりとなりとなりとなり、、、、同同同同様様様様にににに現現現現在在在在のののの少少少少人人人人数数数数加加加加配数配数配数配数をををを３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級にににに充充充充てるとしててるとしててるとしててるとしてもももも、、、、さらにさらにさらにさらに４７４４７４４７４４７４人人人人のののの教員教員教員教員がががが必必必必要要要要となりますとなりますとなりますとなります。。。。しかししかししかししかし、、、、これらのこれらのこれらのこれらの人人人人数数数数はあくはあくはあくはあく
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までまでまでまでもももも理理理理論論論論上上上上のののの試試試試算算算算値値値値ですのでですのでですのでですので、、、、将来将来将来将来的的的的なななな児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒数数数数のののの動動動動向向向向もももも影響影響影響影響することになるとすることになるとすることになるとすることになると思思思思いいいいますますますます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 他他他他のののの国国国国 々々々々とととと、、、、教育問教育問教育問教育問題題題題、、、、学学学学力力力力のののの問問問問題題題題がががが比較比較比較比較されるのですがされるのですがされるのですがされるのですが、、、、日本人日本人日本人日本人はははは○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員自分自分自分自分のののの頭頭頭頭でででで考考考考ええええてててて意見意見意見意見をををを表表表表明明明明するのがするのがするのがするのが苦手苦手苦手苦手だとだとだとだと言言言言わわわわれておりますれておりますれておりますれております。。。。ななななぜぜぜぜなのかなのかなのかなのか考考考考ええええますとますとますとますと、、、、以以以以前前前前ににににススススウェウェウェウェーーーーデンデンデンデンのののの小学校小学校小学校小学校をををを訪訪訪訪れるれるれるれる機会機会機会機会がございましたがございましたがございましたがございました。。。。少少少少人人人人数数数数ののののククククララララススススでででで子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちがががが先先先先生生生生のののの質問質問質問質問にににに対対対対してそれしてそれしてそれしてそれぞぞぞぞれれれれ意見意見意見意見をををを表表表表明明明明してしてしてして学学学学んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。あるあるあるある本本本本ににににフフフフィィィィンンンンラララランンンンドドドドのののの教育教育教育教育についてについてについてについて紹介紹介紹介紹介がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、わわわわかるかるかるかる子子子子どもどもどもどもがまだがまだがまだがまだ理理理理解解解解できていないできていないできていないできていない子子子子どもどもどもどもをををを助助助助けてけてけてけて、、、、ククククララララスススス全員全員全員全員がそのがそのがそのがその問問問問題題題題をををを理理理理解解解解することがすることがすることがすることが喜喜喜喜びとなっているとびとなっているとびとなっているとびとなっていると書書書書かれておりましたかれておりましたかれておりましたかれておりました。。。。３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級になれになれになれになればばばばということでそのということでそのということでそのということでその評価評価評価評価のことでおのことでおのことでおのことでお聞聞聞聞きしたときにきしたときにきしたときにきしたときに、、、、きめきめきめきめ細細細細かくかくかくかく先先先先生生生生もももも目配目配目配目配りりりりができるのだというおができるのだというおができるのだというおができるのだというお答答答答ええええをいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級以以以以下下下下となるととなるととなるととなると先先先先生生生生ももももゆゆゆゆとりがとりがとりがとりが持持持持てるしてるしてるしてるし、、、、子子子子どもどもどもども一人一人一人一人ひひひひとりがとりがとりがとりがどどどどういうとこういうとこういうとこういうところろろろでででで学学学学習習習習がつまがつまがつまがつまずずずずいているのかいているのかいているのかいているのか丁寧丁寧丁寧丁寧にににに指導指導指導指導するするするすることができますことができますことができますことができます。。。。子子子子どもどもどもどもにとってにとってにとってにとってもももも一人一人一人一人一人一人一人一人がががが授授授授業中業中業中業中発言発言発言発言するするするする機会機会機会機会もももも多多多多くなりますくなりますくなりますくなります。。。。子子子子どどどどももももたたたたちちちちがががが自分自分自分自分をををを出出出出せるせるせるせる場場場場がががが学校学校学校学校のののの中中中中でででで広広広広がっているがっているがっているがっている、、、、こういうことになってくるとこういうことになってくるとこういうことになってくるとこういうことになってくると思思思思うのうのうのうのですですですです。。。。このようなこのようなこのようなこのような積積積積みみみみ重重重重ねねねねのののの中中中中でででで討討討討論論論論をしてをしてをしてをして学学学学ぶぶぶぶ、、、、またまたまたまた具具具具体的体的体的体的にににに理理理理科科科科のののの実実実実験験験験ななななどどどどをををを通通通通じじじじてててて物物物物事事事事をををを深深深深くくくく理理理理解解解解するなするなするなするなどどどど、、、、今日今日今日今日にににに求求求求められているめられているめられているめられている学学学学習習習習をををを進進進進めていくめていくめていくめていく上上上上におきましてにおきましてにおきましてにおきましてもももも、、、、少少少少人人人人数学数学数学数学級級級級、、、、これはこれはこれはこれは欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない条件条件条件条件になっているとになっているとになっているとになっていると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。貧困貧困貧困貧困とととと富裕層富裕層富裕層富裕層のののの格差格差格差格差がががが広広広広ががががっていてっていてっていてっていて、、、、親親親親のののの収収収収入入入入がががが子子子子どもどもどもどものののの教育教育教育教育ににににもももも影響影響影響影響をををを与与与与ええええているのだとているのだとているのだとているのだと言言言言わわわわれておりますがれておりますがれておりますがれておりますが、、、、子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちがががが健健健健やかにやかにやかにやかに、、、、だれだれだれだれももももがががが等等等等しくしくしくしく教育教育教育教育をををを受受受受けることをけることをけることをけることを実現実現実現実現することがすることがすることがすることが、、、、今今今今ほほほほどどどど求求求求めらめらめらめられているときはないのだとれているときはないのだとれているときはないのだとれているときはないのだと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省もももも３０３０３０３０人人人人からからからから３５３５３５３５人人人人学学学学級級級級でででで概概概概算要求算要求算要求算要求ををををしていくことがしていくことがしていくことがしていくことが新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道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、、、、今今今今おおおお答答答答ええええのようにのようにのようにのように、、、、３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級にしようとにしようとにしようとにしようと思思思思えばえばえばえば、、、、理理理理論論論論上上上上のののの数数数数だとだとだとだと説明説明説明説明されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、さらにさらにさらにさらに４７４４７４４７４４７４人人人人のののの先先先先生生生生がいたらがいたらがいたらがいたら実現可実現可実現可実現可能能能能だとだとだとだというおいうおいうおいうお答答答答ええええをされましたをされましたをされましたをされました。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県独独独独自自自自でででで、、、、３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級実現実現実現実現のためにのためにのためにのために努努努努力力力力をするをするをするをするべべべべきではなきではなきではなきではないかといかといかといかと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、おおおお考考考考ええええをおをおをおをお聞聞聞聞かせいただけたらとかせいただけたらとかせいただけたらとかせいただけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月のののの中中中中央央央央教育審議会教育審議会教育審議会教育審議会のののの答答答答申申申申にににに基基基基づきづきづきづき、、、、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省ででででもももも○○○○久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長新新新新しいしいしいしい計計計計画画画画をををを策策策策定定定定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すですですです。。。。今後今後今後今後、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度末末末末にににに向向向向けてけてけてけて財政的財政的財政的財政的なななな面面面面からからからからももももいいいいろろろろいいいいろろろろなななな角角角角度度度度からからからから検討検討検討検討をををを加加加加ええええられるられるられるられる予定予定予定予定ですですですです。。。。委員委員委員委員ももももごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、現実現実現実現実にはにはにはには３５３５３５３５人人人人学学学学級級級級、、、、３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級のののの実現実現実現実現になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人、、、、すなすなすなすなわちわちわちわち教職員教職員教職員教職員とそれからとそれからとそれからとそれから経経経経費費費費、、、、主主主主にはにはにはには人件人件人件人件費費費費がががが必必必必要要要要となりますとなりますとなりますとなります。。。。またまたまたまた、、、、学学学学級級級級増増増増にににに伴伴伴伴ううううハハハハーーーードドドド面面面面のののの整備整備整備整備もももも必必必必要要要要となるとなるとなるとなる場合場合場合場合があるということですがあるということですがあるということですがあるということです。。。。実現実現実現実現するとなりましてするとなりましてするとなりましてするとなりましてもももも、、、、ここここれはれはれはれは計計計計画的画的画的画的にににに進進進進めていかなけれめていかなけれめていかなけれめていかなければばばばならないことであるとならないことであるとならないことであるとならないことであると考考考考ええええますますますます。。。。中中中中央央央央教育審議会教育審議会教育審議会教育審議会のののの答答答答申申申申
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をををを受受受受けてけてけてけて、、、、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省のののの教職員定教職員定教職員定教職員定数改数改数改数改善善善善計計計計画画画画案案案案についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度末末末末にににに向向向向けてけてけてけて国国国国をををを中中中中心心心心にににに財政面財政面財政面財政面からからからからもももも活活活活発発発発なななな議議議議論論論論がががが予予予予想想想想されることからされることからされることからされることから、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県としてとしてとしてとしてもももも国国国国のののの動動動動きをきをきをきを注注注注視視視視しなしなしなしながらがらがらがら、、、、地方地方地方地方のののの立立立立場場場場としてとしてとしてとしてもももも意見意見意見意見をををを申申申申しししし上上上上げげげげていくていくていくていく所所所所存存存存でございますでございますでございますでございます。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後もももも推移推移推移推移をををを見見見見守守守守りながらりながらりながらりながら、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの対対対対応応応応計計計計画画画画についてについてについてについてもももも適適適適時修時修時修時修正正正正をををを加加加加ええええていくていくていくていく必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると考考考考ええええていていていているとこるとこるとこるところろろろですですですです。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県ででででもももも、、、、教員教員教員教員のののの非非非非正正正正規規規規率率率率がががが高高高高くなっているとくなっているとくなっているとくなっ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。。。。経経経経○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員費費費費とととと人人人人のののの問問問問題題題題がががが大大大大きいとおきいとおきいとおきいとお話話話話しされましたがしされましたがしされましたがしされましたが、、、、３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級がががが実現実現実現実現することによりすることによりすることによりすることにより、、、、先先先先生生生生にににになりたいとなりたいとなりたいとなりたいと学学学学んでいるんでいるんでいるんでいる方方方方やややや、、、、講師講師講師講師としてとしてとしてとして何何何何年年年年もももも不不不不安定安定安定安定なななな状況状況状況状況でででで働働働働いているいているいているいている方方方方ももももおられますおられますおられますおられます。。。。３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級をををを実現実現実現実現することによりすることによりすることによりすることにより、、、、若若若若者者者者のののの雇雇雇雇用用用用ををををふふふふやすことができるしやすことができるしやすことができるしやすことができるし、、、、あるあるあるある意意意意味景味景味景味景気気気気対対対対策策策策としてとしてとしてとしてもももも大大大大変有効変有効変有効変有効なななな政策政策政策政策ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。子子子子どもどもどもどもはははは、、、、日本日本日本日本のののの将来将来将来将来をををを担担担担うううう社会全社会全社会全社会全体体体体のののの宝宝宝宝ですですですです。。。。豊豊豊豊かなかなかなかな教育条件教育条件教育条件教育条件をををを準準準準備備備備することによりすることによりすることによりすることにより、、、、未来未来未来未来をををを築築築築いていくといていくといていくといていくと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党はははは、、、、３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級をををを実現実現実現実現していくためにしていくためにしていくためにしていくために、、、、小学小学小学小学校校校校１１１１年年年年生生生生からからからから順順順順番番番番ににににふふふふやしていきやしていきやしていきやしていき６６６６年年年年がかりでがかりでがかりでがかりで３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級をををを実現実現実現実現していくしていくしていくしていく政策政策政策政策をををを持持持持っていっていっていっていますますますます。。。。ほかのほかのほかのほかの政政政政党党党党のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方もももも同同同同じじじじようなようなようなような政策政策政策政策をををを持持持持っておられるとっておられるとっておられるとっておられると思思思思いますいますいますいます。。。。親御親御親御親御さんさんさんさんもももも３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級をををを実現実現実現実現してほしいしてほしいしてほしいしてほしい願願願願いをいをいをいを持持持持っておられますのでっておられますのでっておられますのでっておられますので、、、、国国国国にににに３０３０３０３０人人人人学学学学級級級級のののの実現実現実現実現をををを求求求求めめめめるとるとるとると同同同同時時時時にににに、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県独独独独自自自自ででででもももも取取取取りりりり組組組組んでいただけるようんでいただけるようんでいただけるようんでいただけるよう努努努努力力力力をしていただきたいことををしていただきたいことををしていただきたいことををしていただきたいことを言言言言っておきっておきっておきっておき終終終終わわわわらせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のののの概概概概要要要要」」」」のののの３３３３ページページページページのののの消防消防消防消防団員団員団員団員確保確保確保確保対対対対策策策策○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員事業事業事業事業緊緊緊緊急急急急雇雇雇雇用用用用ですがですがですがですが、、、、現現現現在在在在のののの消防消防消防消防団員団員団員団員はかなりはかなりはかなりはかなり厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にににに置置置置かれていることはかれていることはかれていることはかれていることは、、、、ごごごご認認認認識識識識いただいているといただいているといただいているといただいていると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。どどどどういうことかとういうことかとういうことかとういうことかと言言言言いますといますといますといますと、、、、ごごごご自自自自身身身身がががが事業事業事業事業をしておられをしておられをしておられをしておられてててて、、、、何何何何かのかのかのかの時時時時にはにはにはには事業事業事業事業をををを休休休休んでんでんでんで消防消防消防消防団活団活団活団活動動動動にににに走走走走っていかれるっていかれるっていかれるっていかれる方方方方 々々々々はははは随随随随分分分分とおられるのですとおられるのですとおられるのですとおられるのですがががが、、、、従業員従業員従業員従業員としてとしてとしてとして工工工工場場場場勤勤勤勤めをしながらめをしながらめをしながらめをしながら消防消防消防消防団員団員団員団員であるであるであるである立立立立場場場場のののの人人人人にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、ササササイイイイレンレンレンレンがががが鳴鳴鳴鳴ってってってってももももすすすすぐぐぐぐにににに動動動動けないけないけないけないもどもどもどもどかしさかしさかしさかしさももももあれあれあれあればばばば挫折挫折挫折挫折感感感感をををを感感感感じじじじておられるておられるておられるておられる団員団員団員団員のののの方方方方もももも随随随随分分分分とおらとおらとおらとおられるとれるとれるとれると伺伺伺伺っておりますっておりますっておりますっております。。。。現現現現状状状状のののの団員団員団員団員数数数数とととと実実実実際際際際のののの状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、どどどどのようなのようなのようなのような分析分析分析分析をををを持持持持っていたっていたっていたっていただいているのかだいているのかだいているのかだいているのか、、、、またこのまたこのまたこのまたこの予算予算予算予算ででででどどどどのののの程度程度程度程度をををを考考考考ええええようとしておられるのかようとしておられるのかようとしておられるのかようとしておられるのか、、、、ももももうううう少少少少しししし詳詳詳詳ししししくごくごくごくご説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。既既既既にににに、、、、山間部山間部山間部山間部ででででもももも登録登録登録登録はしているけれはしているけれはしているけれはしているけれどもどもどもども、、、、実実実実はははは他他他他のののの市町市町市町市町村村村村にににに勤勤勤勤務務務務をしていてをしていてをしていてをしていて団活団活団活団活動動動動ががががなかなかできないなかなかできないなかなかできないなかなかできない方方方方ももももおられますおられますおられますおられます。。。。それをそれをそれをそれをどどどどのようにのようにのようにのように充充充充実実実実していくのかということはしていくのかということはしていくのかということはしていくのかということは大大大大切切切切なななな課題課題課題課題であるとであるとであるとであると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、おおおお教教教教ええええいただけれいただけれいただけれいただければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会におにおにおにお尋尋尋尋ねねねねをしたいのですがをしたいのですがをしたいのですがをしたいのですが、、、、先先先先般般般般、、、、一般質問一般質問一般質問一般質問でででで高校生高校生高校生高校生のののの就就就就職職職職についてについてについてについて
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のののの質問質問質問質問をしておられましたをしておられましたをしておられましたをしておられました。。。。そのそのそのその答弁答弁答弁答弁内内内内容容容容ををををももももうううう少少少少しししし詳詳詳詳しくごしくごしくごしくご説明願説明願説明願説明願いたいといたいといたいといたいと思思思思うのですうのですうのですうのですがががが、、、、４４４４校校校校ほほほほどどどど求人求人求人求人のののの少少少少ないないないない学校学校学校学校があるとおがあるとおがあるとおがあるとお話話話話しをされましたしをされましたしをされましたしをされました。。。。就就就就職職職職ををををササササポポポポーーーートトトトをするをするをするをする方方方方をををを派遣派遣派遣派遣しているというおしているというおしているというおしているというお答答答答ええええをされましたをされましたをされましたをされました。。。。４４４４校校校校なのかなのかなのかなのか５５５５校校校校なのかはなのかはなのかはなのかはわわわわかりませんがかりませんがかりませんがかりませんが、、、、恒恒恒恒常常常常的的的的にそのにそのにそのにその学校学校学校学校がそういうがそういうがそういうがそういう状況状況状況状況になっているのかになっているのかになっているのかになっているのか、、、、どどどどのののの程度程度程度程度ののののササササポポポポーーーートトトトができているのかおができているのかおができているのかおができているのかお教教教教ええええいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年８８８８月月月月４４４４日日日日、、、、行行行行政政政政経経経経営営営営にににに関関関関するするするする有識有識有識有識者会議者会議者会議者会議がががが開開開開かれましたかれましたかれましたかれました。。。。そのそのそのその中中中中でででで教教教教育育育育にににに関関関関してのしてのしてのしての権権権権限限限限とととと役役役役割割割割についてのについてのについてのについての現現現現状等状等状等状等をごをごをごをご説明説明説明説明されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、国国国国でででで教育教育教育教育のののの分分分分権権権権化化化化といといといということをうことをうことをうことを何何何何年年年年かかかか前前前前からおからおからおからお話話話話になっておられますになっておられますになっておられますになっておられます。。。。特特特特にににに教員教員教員教員のののの問問問問題題題題についておについておについておについてお尋尋尋尋ねねねねをしたいをしたいをしたいをしたいのですがのですがのですがのですが、、、、人事異人事異人事異人事異動動動動やややや職員職員職員職員採採採採用等用等用等用等をををを、、、、県県県県ではなくではなくではなくではなく各市町各市町各市町各市町村村村村にににに分分分分権権権権していくのだというしていくのだというしていくのだというしていくのだという方方方方向向向向性性性性をおをおをおをお示示示示しになっておられるようにしになっておられるようにしになっておられるようにしになっておられるように思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私のののの出出出出身身身身地地地地のののの宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市をををを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、、、、市市市市町町町町村村村村にににに権権権権限限限限をををを移譲移譲移譲移譲するのだといったときにするのだといったときにするのだといったときにするのだといったときに、、、、村村村村とかでとかでとかでとかで教員教員教員教員のののの人事異人事異人事異人事異動動動動やややや採採採採用用用用ななななどどどどがががが果果果果たしたしたしたしてててて実実実実施施施施できるのかできるのかできるのかできるのかどどどどうかうかうかうか、、、、大大大大いにいにいにいに疑疑疑疑問問問問がありますがありますがありますがあります。。。。それでそれでそれでそれで、、、、国国国国のとおりにのとおりにのとおりにのとおりに我我我我がががが奈良県奈良県奈良県奈良県としとしとしとしてててて進進進進めていくのがいいのかめていくのがいいのかめていくのがいいのかめていくのがいいのかどどどどうかについてはうかについてはうかについてはうかについては、、、、疑疑疑疑問問問問をををを抱抱抱抱いているのですがいているのですがいているのですがいているのですが、、、、それについてそれについてそれについてそれについてのごのごのごのご所所所所見見見見があれがあれがあれがあればばばばおおおお聞聞聞聞かせかせかせかせ願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ままままずずずず、、、、課題課題課題課題のののの分析分析分析分析ついてですがついてですがついてですがついてですが、、、、消防消防消防消防団員団員団員団員はははは委員委員委員委員ごごごご承承承承知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり減減減減○○○○岡田消防救急課長岡田消防救急課長岡田消防救急課長岡田消防救急課長ってきておりますってきておりますってきておりますってきております。。。。昭昭昭昭和和和和５０５０５０５０年年年年にににに奈良県奈良県奈良県奈良県ではではではでは１１１１万万万万２２２２，，，，３００３００３００３００人人人人ほほほほどどどどおられましたがおられましたがおられましたがおられましたが、、、、平成平成平成平成元元元元年年年年にはにはにはには１１１１万万万万２００２００２００２００人程度人程度人程度人程度、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度ではではではでは８８８８，，，，９４９９４９９４９９４９人人人人とととと徐徐徐徐々々々々にににに減減減減ってきていますってきていますってきていますってきています。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県でのでのでのでの条例定条例定条例定条例定数数数数がががが９９９９，，，，３５４３５４３５４３５４人人人人、、、、それがそれがそれがそれが平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度ではではではでは８８８８，，，，９４９９４９９４９９４９人人人人ということでということでということでということで条例定条例定条例定条例定数数数数ににににもももも満満満満たしてないということになっておりますたしてないということになっておりますたしてないということになっておりますたしてないということになっております。。。。またまたまたまた、、、、消防消防消防消防団員団員団員団員のののの高高高高年年年年齢齢齢齢化化化化もももも進進進進みみみみ現現現現在在在在、、、、平平平平均均均均年年年年齢齢齢齢がががが４１４１４１４１．．．．８８８８歳歳歳歳となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。次次次次にににに、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のののの件件件件ですがですがですがですが、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、企企企企業業業業にににに勤勤勤勤めておらめておらめておらめておられるれるれるれる方方方方がががが多多多多いということいということいということいということももももありありありあり、、、、経済団経済団経済団経済団体体体体やややや、、、、企企企企業業業業等等等等へへへへのののの協力協力協力協力依頼等依頼等依頼等依頼等をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。またまたまたまた、、、、今回今回今回今回ははははアンケアンケアンケアンケーーーートトトト調調調調査査査査等等等等をををを行行行行いいいい、、、、どどどどういうことをすれういうことをすれういうことをすれういうことをすればばばばよいのかということよいのかということよいのかということよいのかということもももも検検検検討討討討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。高校生高校生高校生高校生のののの来春卒来春卒来春卒来春卒業予定者業予定者業予定者業予定者のののの就就就就職職職職のののの状況状況状況状況についてについてについてについて少少少少しししし詳詳詳詳しくというこしくというこしくというこしくというこ○○○○吉田学校教育課長吉田学校教育課長吉田学校教育課長吉田学校教育課長とですとですとですとです。。。。厚厚厚厚生生生生労働省労働省労働省労働省がががが新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道しましてしましてしましてしまして、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月末末末末現現現現在在在在のののの調調調調査査査査ですがですがですがですが、、、、就就就就職職職職希望希望希望希望者者者者数数数数はははは前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべてててて２３７２３７２３７２３７人増人増人増人増加加加加しておりしておりしておりしており、、、、１１１１，，，，４８３４８３４８３４８３人人人人となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ハロハロハロハローーーーワワワワーーーーククククでででで確確確確認認認認できるできるできるできる県内事業県内事業県内事業県内事業所所所所のののの高等学校高等学校高等学校高等学校新新新新規規規規卒卒卒卒業者業者業者業者のののの求人求人求人求人数数数数ですがですがですがですが、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度にににに
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比比比比べべべべてててて１０３１０３１０３１０３人人人人減減減減のののの８２８８２８８２８８２８人人人人でしたでしたでしたでした。。。。県内県内県内県内高校生高校生高校生高校生のののの求人求人求人求人倍率倍率倍率倍率がががが平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度はははは００００．．．．７５７５７５７５倍倍倍倍でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度はははは００００．．．．１９１９１９１９ポイポイポイポインンンントトトト落落落落ちちちちてててて、、、、００００．．．．５６５６５６５６倍倍倍倍となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。このここのここのここのことをとをとをとを受受受受けてけてけてけて、、、、奈良県教育委員会奈良県教育委員会奈良県教育委員会奈良県教育委員会ではではではでは県県県県立高等学校立高等学校立高等学校立高等学校にににに対対対対してしてしてして、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１１１１日現日現日現日現在在在在でででで独独独独自自自自のののの調調調調査査査査をををを実実実実施施施施しましてしましてしましてしまして、、、、県県県県立高等学校立高等学校立高等学校立高等学校のののの就就就就職職職職希望希望希望希望者者者者数数数数はははは１１１１，，，，２５９２５９２５９２５９人人人人、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして各各各各校校校校にににに提出提出提出提出されているされているされているされている、、、、県内県内県内県内、、、、県県県県外企外企外企外企業業業業をををを含含含含めためためためた求人総求人総求人総求人総数数数数延延延延べべべべ数数数数はははは平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度にににに比比比比べべべべてててて３３３３２３２３２３２３人人人人減少減少減少減少してしてしてして、、、、合計合計合計合計４４４４，，，，５０８５０８５０８５０８人人人人となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日からからからから就就就就職職職職試験試験試験試験ががががススススタタタターーーートトトトしておりしておりしておりしており、、、、今後今後今後今後就就就就職職職職のののの内定内定内定内定率率率率がががが出出出出てまいてまいてまいてまいりますりますりますります。。。。そのそのそのその内定内定内定内定率率率率にににに注注注注視視視視しながらしながらしながらしながら奈良奈良奈良奈良労働労働労働労働局局局局、、、、雇雇雇雇用用用用労労労労政課政課政課政課、、、、学校学校学校学校関係者関係者関係者関係者ななななどどどどとととと連連連連携携携携をををを深深深深めてめてめてめて、、、、就就就就職職職職のののの支援支援支援支援をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。次次次次にににに、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのののの学校学校学校学校ササササポポポポーーーータタタターーーーのののの件件件件ですがですがですがですが、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度からからからから就就就就職職職職のののの内定内定内定内定状況状況状況状況がががが芳芳芳芳しくないしくないしくないしくない４４４４校校校校にににに配置配置配置配置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。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度もももも引引引引きききき続続続続きききき配置配置配置配置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。。。。奈良奈良奈良奈良県全県全県全県全体体体体としてはとしてはとしてはとしては、、、、就就就就職職職職率率率率がががが００００．．．．９９９９ポイポイポイポインンンントトトト上上上上昇昇昇昇しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、配置配置配置配置したしたしたした学校学校学校学校ではではではでは２２２２．．．．００００ポイポイポイポインンンントトトトぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの上上上上昇昇昇昇になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。以以以以上上上上でございますでございますでございますでございます。。。。委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのののの地地地地域域域域主主主主権権権権戦略戦略戦略戦略大大大大綱綱綱綱はははは、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月２２２２２２２２日付日付日付日付のののの閣閣閣閣議議議議○○○○久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長決定決定決定決定ですですですです、、、、このこのこのこの中中中中にににに広域広域広域広域でのでのでのでの人事人事人事人事調整調整調整調整のののの仕仕仕仕組組組組みもみもみもみも配慮配慮配慮配慮したしたしたした上上上上でででで都都都都道府道府道府道府県県県県からからからから中中中中核核核核市市市市にににに権権権権限限限限をををを移譲移譲移譲移譲するするするする方方方方向向向向でででで検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、小規模市町小規模市町小規模市町小規模市町村村村村をををを含含含含めためためためた関係者関係者関係者関係者のののの理理理理解解解解をををを得得得得てててて、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度以以以以降降降降結結結結論論論論のののの得得得得られたられたられたられたもももものからのからのからのから順次実順次実順次実順次実施施施施するするするする中中中中にににに、、、、教職員教職員教職員教職員のののの採採採採用用用用をををを含含含含むむむむ人事人事人事人事権権権権のののの移譲移譲移譲移譲がががが含含含含ままままれていることはれていることはれていることはれていることは承承承承知知知知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すですですです。。。。教職員教職員教職員教職員のののの採採採採用用用用をををを含含含含むむむむ人事人事人事人事権権権権のののの移譲移譲移譲移譲についてはについてはについてはについては、、、、例例例例えばえばえばえば大大大大阪阪阪阪府府府府のののの北北北北摂摂摂摂６６６６市市市市がががが協議協議協議協議にににに入入入入っていることはっていることはっていることはっていることは承承承承知知知知していますしていますしていますしています。。。。北北北北摂摂摂摂６６６６市市市市のようにのようにのようにのように、、、、都都都都市市市市部部部部であってであってであってであって、、、、ほほほほぼぼぼぼ同同同同じじじじ勤勤勤勤務条件務条件務条件務条件がががが可可可可能能能能なななな地地地地域域域域とはとはとはとは異異異異なりなりなりなり、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のようにのようにのようにのように過疎過疎過疎過疎地地地地域域域域もももも含含含含まれるまれるまれるまれる場合場合場合場合にににに、、、、同同同同様様様様のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを始始始始めるとなりますとめるとなりますとめるとなりますとめるとなりますと、、、、克服克服克服克服しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないならないならないならない課題課題課題課題がががが大大大大きくきくきくきく、、、、早早早早急急急急にににに取取取取りりりり入入入入れることはれることはれることはれることは現現現現時点時点時点時点ではではではでは否否否否定定定定的的的的にににに考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろですですですです。。。。具具具具体的体的体的体的なななな例例例例をををを申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、連連連連携携携携するするするする広域広域広域広域市町市町市町市町村村村村単位単位単位単位、、、、これをこれをこれをこれをブブブブロロロロックックックックとととと呼呼呼呼ぶとしまぶとしまぶとしまぶとしますとすとすとすと、、、、このこのこのこのブブブブロロロロックックックック単位単位単位単位でででで人事人事人事人事のののの囲囲囲囲いいいい込込込込みみみみがががが起起起起こりこりこりこり、、、、ブブブブロロロロックックックック外外外外へへへへのののの人事人事人事人事がががが困困困困難難難難になるとになるとになるとになるとことがことがことがことが想想想想定定定定できますできますできますできます。。。。すなすなすなすなわちわちわちわち、、、、都都都都市市市市ブブブブロロロロックックックックとととと過疎過疎過疎過疎ブブブブロロロロックックックック間間間間のののの人事交人事交人事交人事交流流流流がががが困困困困難難難難になるになるになるになることやことやことやことや、、、、都都都都市市市市ブブブブロロロロックックックック内内内内ででででもももも大大大大規模規模規模規模都都都都市市市市とととと小規模町小規模町小規模町小規模町村村村村のののの人事交人事交人事交人事交流流流流がががが困困困困難難難難となることでとなることでとなることでとなることで、、、、広広広広域域域域的的的的なななな人事交人事交人事交人事交流流流流がががが停停停停滞滞滞滞するとするとするとすると懸懸懸懸念念念念されるとこされるとこされるとこされるところろろろですですですです。。。。現現現現時点時点時点時点ではではではでは、、、、奈良県内奈良県内奈良県内奈良県内市町市町市町市町村村村村からからからから人事人事人事人事権移譲権移譲権移譲権移譲をををを強強強強くくくく求求求求めるとこめるとこめるとこめるところろろろはなくはなくはなくはなく、、、、奈良県内奈良県内奈良県内奈良県内市町市町市町市町村村村村もももも同同同同様様様様のののの考考考考ええええであるとであるとであるとであると認認認認識識識識していますしていますしていますしています。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県としてはとしてはとしてはとしては、、、、国国国国やややや他他他他府府府府県県県県のののの動動動動向向向向にににに注注注注視視視視しなしなしなしながらがらがらがら、、、、実質実質実質実質的的的的ななななメメメメリッリッリッリットトトト、、、、デデデデメメメメリッリッリッリットトトトをををを見見見見ききききわわわわめたいとめたいとめたいとめたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。地地地地域域域域主主主主権権権権戦略戦略戦略戦略大大大大
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綱綱綱綱のののの具具具具体体体体化化化化にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県としてとしてとしてとしてもももも、、、、このようなこのようなこのようなこのような実実実実情情情情をををを説明説明説明説明していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならなならなならなならないといといといと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろですですですです。。。。消防消防消防消防団員団員団員団員のののの問問問問題題題題はははは、、、、かなりかなりかなりかなり深深深深刻刻刻刻なななな課題課題課題課題だとだとだとだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、できることできることできることできること○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員ならならならならアンケアンケアンケアンケーーーートトトト調調調調査査査査だけではなしにだけではなしにだけではなしにだけではなしに、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか決決決決められないのかめられないのかめられないのかめられないのかもわもわもわもわかりませんがかりませんがかりませんがかりませんが、、、、目目目目標標標標をつくってでをつくってでをつくってでをつくってでもももも進進進進めるめるめるめるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの決意決意決意決意をををを持持持持ってないとってないとってないとってないと問問問問題題題題のののの解解解解決決決決にはつながらないのではなにはつながらないのではなにはつながらないのではなにはつながらないのではないかなといかなといかなといかなと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ごごごご検討検討検討検討をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、高等学校高等学校高等学校高等学校のののの、、、、就就就就職職職職ササササポポポポーーーータタタターーーーのののの役役役役割割割割についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明がなかったようにがなかったようにがなかったようにがなかったように思思思思いますのいますのいますのいますのでででで、、、、そのそのそのその点点点点についてについてについてについてももももうううう一度一度一度一度おおおお聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、このこのこのこの４４４４校校校校がががが恒恒恒恒常的常的常的常的であれであれであれであればばばば、、、、どどどどこにこにこにこにどどどどんなんなんなんな原因原因原因原因があるのかということがあるのかということがあるのかということがあるのかということもももも分析分析分析分析ををををしておられるのでしたらしておられるのでしたらしておられるのでしたらしておられるのでしたら、、、、おおおお答答答答ええええいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。校校校校名名名名までまでまでまで聞聞聞聞かせてほしいとはかせてほしいとはかせてほしいとはかせてほしいとは申申申申しませんのでしませんのでしませんのでしませんので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの内内内内容容容容についてのごについてのごについてのごについてのご説明説明説明説明をいただけれをいただけれをいただけれをいただければばばばありがたいですありがたいですありがたいですありがたいです。。。。学校学校学校学校ササササポポポポーーーータタタターーーーのののの職務職務職務職務ですがですがですがですが、、、、各学校各学校各学校各学校のののの就就就就職職職職をををを主主主主担当担当担当担当していただいしていただいしていただいしていただい○○○○吉田学校教育課長吉田学校教育課長吉田学校教育課長吉田学校教育課長ているているているている進進進進路指導路指導路指導路指導主主主主事事事事、、、、主主主主担当教員担当教員担当教員担当教員ですがですがですがですが、、、、学校学校学校学校ササササポポポポーーーータタタターーーーはそのはそのはそのはその事務事務事務事務をををを補補補補助助助助していただいしていただいしていただいしていただいてててて、、、、進進進進路指導路指導路指導路指導のののの担当者担当者担当者担当者がががが生生生生徒徒徒徒へへへへのののの個個個個別別別別のののの面面面面接接接接をををを丁寧丁寧丁寧丁寧にしていただくにしていただくにしていただくにしていただく、、、、それからそれからそれからそれから求人求人求人求人のののの開開開開拓拓拓拓、、、、そういったそういったそういったそういったももももののののもももも行行行行いやすいようないやすいようないやすいようないやすいような補補補補助助助助をしていただいているということですをしていただいているということですをしていただいているということですをしていただいているということです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、４４４４校校校校についてはについてはについてはについては、、、、恒恒恒恒常的常的常的常的にににに内定内定内定内定率率率率がががが低低低低いからいからいからいから配置配置配置配置をしたをしたをしたをしたわわわわけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度やややや平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のののの内定内定内定内定率率率率をををを見見見見ながらながらながらながら配置配置配置配置をしたということですのでをしたということですのでをしたということですのでをしたということですので、、、、就就就就職職職職状況状況状況状況がががが恒恒恒恒常的常的常的常的にににに低低低低いいいい学校学校学校学校にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、現現現現在分析在分析在分析在分析はできておりませんはできておりませんはできておりませんはできておりません。。。。今後今後今後今後、、、、必必必必要要要要ならしていきたならしていきたならしていきたならしていきたいといといといと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。以以以以上上上上でございますでございますでございますでございます。。。。歳入関係歳入関係歳入関係歳入関係でででで、、、、県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院のののの建建建建てかてかてかてかええええ、、、、県県県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転移転移転移転整備整備整備整備、、、、県県県県営営営営ププププーーーー○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員ルルルルのののの建設建設建設建設やややや警察署警察署警察署警察署のののの移転移転移転移転問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの事業事業事業事業がががが計計計計画画画画をされているをされているをされているをされているわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、奈良奈良奈良奈良県県県県のののの借借借借金金金金がががが１１１１兆兆兆兆円円円円をををを超超超超ええええるるるる状況状況状況状況になってきましたになってきましたになってきましたになってきました。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県はこのはこのはこのはこの財政財政財政財政のののの裏裏裏裏づけをづけをづけをづけをどどどどのようのようのようのようにににに考考考考ええええているのかているのかているのかているのか、、、、おおおお尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは意見意見意見意見なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、関関関関西西西西広域広域広域広域連連連連合合合合のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年８８８８月月月月２７２７２７２７日日日日、、、、京京京京都都都都府府府府、、、、大大大大阪阪阪阪府府府府、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県、、、、兵兵兵兵庫庫庫庫県県県県、、、、和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県、、、、鳥鳥鳥鳥取取取取県県県県、、、、徳徳徳徳島島島島県県県県、、、、このこのこのこの２２２２府府府府５５５５県県県県でででで関関関関西西西西広域広域広域広域連連連連合合合合にににに向向向向けけけけてててて平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月議会月議会月議会月議会にににに提案提案提案提案をするということををするということををするということををするということを受受受受けてけてけてけて、、、、各各各各府府府府県県県県のののの共共共共産産産産党党党党議員議員議員議員がががが集集集集まってまってまってまって話話話話しししし合合合合いをいをいをいを持持持持つつつつ機会機会機会機会がありましたがありましたがありましたがありました。。。。どどどどこでこでこでこでもももも具具具具体的体的体的体的ななななメメメメリッリッリッリットトトトががががどどどどうかというようなことうかというようなことうかというようなことうかというようなことがががが議会議会議会議会のののの中中中中でででで議議議議論論論論をされておりますをされておりますをされておりますをされております。。。。関関関関西西西西広域広域広域広域連連連連合合合合とととと関関関関西州西州西州西州のののの関係関係関係関係ななななどもどもどもども、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの県県県県のののの意見意見意見意見ががががばばばばららららばばばばらになっていることとからになっていることとからになっていることとからになっていることとか、、、、またまたまたまた住住住住民民民民やややや議会議会議会議会がががが置置置置きききき去去去去りにされていることやりにされていることやりにされていることやりにされていることや、、、、ななななぜぜぜぜ平成平成平成平成２２２２２２２２年度中年度中年度中年度中にににに設立設立設立設立決定決定決定決定をするのかをするのかをするのかをするのか、、、、そういうそういうそういうそういうススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルまでまでまでまで決決決決めるのかというめるのかというめるのかというめるのかという
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非常非常非常非常にににに乱暴乱暴乱暴乱暴なやりなやりなやりなやり方方方方でででで進進進進められているというめられているというめられているというめられているという意見意見意見意見がががが多多多多かったかったかったかったわわわわけですけですけですけです。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県ははははどどどどうかとうかとうかとうかと尋尋尋尋ねねねねられたのでられたのでられたのでられたので、、、、奈良県知事奈良県知事奈良県知事奈良県知事がががが議員議員議員議員にににに対対対対してしてしてして説明会説明会説明会説明会をされたときのことををされたときのことををされたときのことををされたときのことを紹介紹介紹介紹介をしましたをしましたをしましたをしました。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県はははは過去過去過去過去、、、、堺堺堺堺県県県県のののの時時時時代代代代にににに大大大大災害災害災害災害があってがあってがあってがあって、、、、そのそのそのその時時時時にににに一一一一切切切切支援支援支援支援をしてをしてをしてをしてももももららららええええなかったなかったなかったなかったことことことこと。。。。だからだからだからだから奈良県奈良県奈良県奈良県がががが独独独独立立立立をしようというをしようというをしようというをしようという運運運運動動動動でででで今今今今のののの奈良県奈良県奈良県奈良県になったこととかになったこととかになったこととかになったこととか、、、、屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋をををを重重重重ねねねねるるるる問問問問題題題題、、、、意思決定意思決定意思決定意思決定のおくれののおくれののおくれののおくれの問問問問題題題題、、、、ココココスススストトトトのののの問問問問題題題題とかとかとかとか今今今今のののの状況状況状況状況ででででももももやれるというようやれるというようやれるというようやれるというようなことをなことをなことをなことを紹介紹介紹介紹介しましたらしましたらしましたらしましたら、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの知事知事知事知事のののの意見意見意見意見はとてはとてはとてはとてもわもわもわもわかりやすいとかりやすいとかりやすいとかりやすいと大大大大変変変変好好好好評評評評だったのだったのだったのだったのですですですです。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県からからからから国国国国土土土土交通大交通大交通大交通大臣臣臣臣がががが起起起起用用用用されされされされ、、、、国国国国からからからから圧圧圧圧力力力力ななななどどどどかかるかかるかかるかかる可可可可能能能能性性性性があるかがあるかがあるかがあるかももももしれしれしれしれませんがませんがませんがませんが、、、、知事知事知事知事がががが本会議本会議本会議本会議ででででもももも言言言言わわわわれたようにれたようにれたようにれたように、、、、筋筋筋筋をををを通通通通してしてしてして、、、、県県県県政政政政をををを守守守守るるるる立立立立場場場場でででで頑張頑張頑張頑張っていっていっていっていただきたいことをただきたいことをただきたいことをただきたいことを、、、、意見意見意見意見としてとしてとしてとして申申申申しししし上上上上げげげげておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、行行行行政政政政委員委員委員委員のののの日当日当日当日当のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県はははは職員職員職員職員のののの人件人件人件人件費費費費のののの削削削削減減減減とかとかとかとか給与給与給与給与のののの引引引引きききき下下下下げげげげやややや、、、、民間委託民間委託民間委託民間委託でででで物物物物件件件件費費費費にににに人件人件人件人件費費費費をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んでいくようなんでいくようなんでいくようなんでいくような、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でのでのでのでの行行行行財政財政財政財政運営運営運営運営をををを行行行行っっっっていますがていますがていますがていますが、、、、行行行行政政政政委員委員委員委員のののの報報報報酬酬酬酬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、、、、実実実実際際際際にはにはにはにはわずわずわずわずかしかかしかかしかかしか出席出席出席出席をしないのにをしないのにをしないのにをしないのに月月月月給給給給でででで報報報報酬酬酬酬がががが払払払払わわわわれていることでれていることでれていることでれていることで、、、、このこのこのこの点点点点をををを問問問問題題題題にしたことがありましたにしたことがありましたにしたことがありましたにしたことがありました。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、労働労働労働労働委員会委員会委員会委員会ではではではでは、、、、公益公益公益公益委員委員委員委員、、、、労働労働労働労働者委員者委員者委員者委員、、、、使使使使用用用用者委員者委員者委員者委員それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ５５５５名名名名でででで合計合計合計合計１５１５１５１５名名名名。。。。会長会長会長会長でででで毎毎毎毎月月月月２１２１２１２１万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円、、、、公益公益公益公益委員委員委員委員がががが２０２０２０２０万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円、、、、そのそのそのその他他他他のののの委員委員委員委員がががが１１１１９９９９万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円ですのでですのでですのでですので、、、、このこのこのこの労働労働労働労働委員会委員会委員会委員会にににに係係係係るるるる年間年間年間年間のののの委員委員委員委員報報報報酬酬酬酬はははは３３３３，，，，５５２５５２５５２５５２万円万円万円万円かかかかかかかかっているっているっているっているわわわわけですけですけですけです。。。。平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年のののの相談相談相談相談件件件件数数数数はははは１１１１１１１１件件件件、、、、採採採採決決決決をしたのがをしたのがをしたのがをしたのが６６６６件件件件、、、、５５５５件件件件はははは継継継継続続続続ととととなっておりなっておりなっておりなっており、、、、これがこれがこれがこれが３３３３，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円にににに見合見合見合見合うのかうのかうのかうのかどどどどうかをうかをうかをうかを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、日当日当日当日当制制制制にににに変変変変ええええるるるる方方方方がいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかと思思思思ううううわわわわけですけですけですけです。。。。収用収用収用収用委員会委員会委員会委員会ななななどどどどはははは具具具具体的体的体的体的なななな内内内内容容容容までまでまでまで載載載載っておりませっておりませっておりませっておりませんでしたのでんでしたのでんでしたのでんでしたので実実実実態態態態はよくはよくはよくはよくわわわわかりませんがかりませんがかりませんがかりませんが、、、、現現現現状状状状ははははどどどどのようになっているのかのようになっているのかのようになっているのかのようになっているのか、、、、またまたまたまた奈良県奈良県奈良県奈良県ははははどどどどのようにのようにのようにのように考考考考ええええているのかおているのかおているのかおているのかお尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会にににに質問質問質問質問しますがしますがしますがしますが、、、、教員教員教員教員採採採採用用用用のののの問問問問題題題題でででで平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度はははは団団団団塊塊塊塊世世世世代代代代のののの大大大大量量量量退退退退職職職職をををを受受受受けてけてけてけて、、、、採採採採用用用用試験試験試験試験にににに４６１４６１４６１４６１人合人合人合人合格格格格となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。例年例年例年例年にににに比比比比べべべべてててて多多多多いといといといと思思思思っていますっていますっていますっていますがががが、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年４４４４月月月月のののの時点時点時点時点でででで定年定年定年定年退退退退職職職職以外以外以外以外にににに早早早早期期期期にににに退退退退職職職職されるされるされるされる方方方方やややや、、、、またまたまたまた合合合合格格格格者者者者のののの中中中中ででででもももも全員全員全員全員がががが奈良県奈良県奈良県奈良県にににに就就就就職職職職してくれるしてくれるしてくれるしてくれる状況状況状況状況とはとはとはとは限限限限らないとらないとらないとらないと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年にににに、、、、新新新新１１１１学学学学期期期期になってになってになってになってもももも担担担担任任任任のののの先先先先生生生生がががが決決決決まっていないまっていないまっていないまっていない問問問問題題題題がありましたがありましたがありましたがありました。。。。こうしたこうしたこうしたこうした問問問問題題題題がががが起起起起こるのでこるのでこるのでこるのではないかとはないかとはないかとはないかと心配心配心配心配をしますがをしますがをしますがをしますが、、、、採採採採用用用用者者者者数数数数がががが不不不不足足足足にならないためににならないためににならないためににならないために、、、、どどどどういうういうういうういう見通見通見通見通しをしをしをしを立立立立てててててててているのかいるのかいるのかいるのか伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、採採採採用用用用者者者者数数数数がががが少少少少ないとないとないとないとわわわわかれかれかれかればばばば、、、、追追追追加加加加でででで採採採採用用用用試験試験試験試験をををを行行行行ええええるるるる仕仕仕仕組組組組みみみみつくってつくってつくってつくって、、、、正正正正規規規規職員職員職員職員でででで雇雇雇雇ううううべべべべきだときだときだときだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのその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尋尋尋尋ねねねねをしますをしますをしますをします。。。。
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次次次次にににに、、、、学校学校学校学校ののののククククーーーーララララーーーーのののの問問問問題題題題ですですですです。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年８８８８月月月月のののの奈良県奈良県奈良県奈良県のののの平平平平均気均気均気均気温温温温がががが２８２８２８２８．．．．８８８８度度度度、、、、平年平年平年平年のののの２６２６２６２６．．．．６６６６度度度度とととと比比比比べべべべてててて２２２２．．．．２２２２度度度度もももも高高高高いといういといういといういという現現現現状状状状ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、奈良奈良奈良奈良地方気地方気地方気地方気象象象象台台台台がががが観観観観測測測測をををを始始始始めためためためた１９５３１９５３１９５３１９５３年年年年以以以以降降降降でででで最最最最もももも暑暑暑暑かったかったかったかった年年年年になりましたになりましたになりましたになりました。。。。最最最最高気高気高気高気温温温温がががが３５３５３５３５度度度度をををを超超超超ええええるるるる猛猛猛猛暑暑暑暑日日日日をををを観観観観測測測測したのがしたのがしたのがしたのが１８１８１８１８日日日日、、、、平平平平均均均均毎毎毎毎年年年年５５５５．．．．９９９９日日日日ということですのでということですのでということですのでということですので、、、、ことしのことしのことしのことしの夏夏夏夏がいかにがいかにがいかにがいかに暑暑暑暑かったかということではないかとかったかということではないかとかったかということではないかとかったかということではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。学校環境学校環境学校環境学校環境衛衛衛衛生基生基生基生基準準準準によりますとによりますとによりますとによりますと、、、、学校学校学校学校のののの温温温温度度度度はははは冬冬冬冬場場場場はははは１８１８１８１８度度度度からからからから２０２０２０２０度度度度、、、、夏夏夏夏場場場場ではではではでは２５２５２５２５度度度度からからからから２８２８２８２８度度度度であることがであることがであることがであることが望望望望ましくましくましくましく、、、、最最最最低低低低ででででもももも冬冬冬冬はははは１０１０１０１０度度度度以以以以上上上上、、、、最最最最高高高高でででで夏夏夏夏はははは３０３０３０３０度度度度以以以以下下下下がががが望望望望ましいとなっていますましいとなっていますましいとなっていますましいとなっています。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県ではではではでは学校学校学校学校ののののククククーーーーララララーーーーのののの設置設置設置設置につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、職員室職員室職員室職員室とかとかとかとか保保保保健健健健室室室室とかとかとかとかコンコンコンコンピピピピュュュューーーータタタターーーー室室室室ななななどどどど、、、、こうしたとここうしたとここうしたとここうしたところろろろがががが中中中中心心心心でででで、、、、子子子子どもどもどもどもさんがさんがさんがさんが使使使使うううう普普普普通教室通教室通教室通教室はははは非常非常非常非常にににに設置設置設置設置率率率率がががが少少少少ないないないないというというというという状況状況状況状況ですがですがですがですが、、、、今今今今、、、、各各各各家庭家庭家庭家庭ではではではではククククーーーーララララーーーーのののの中中中中でででで子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちがががが生生生生活活活活するというのがするというのがするというのがするというのが当当当当たたたたりりりり前前前前になっているとになっているとになっているとになっていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そこでそこでそこでそこで学校学校学校学校にににに行行行行ったらったらったらったらククククーーーーララララーーーーがないがないがないがない、、、、しかしかしかしかもももも３０３０３０３０度度度度以以以以下下下下がががが望望望望ましいというましいというましいというましいという夏夏夏夏場場場場、、、、３５３５３５３５度度度度というというというという中中中中でででで子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちがががが一日一日一日一日過過過過ごさなくてはいけないとごさなくてはいけないとごさなくてはいけないとごさなくてはいけないというのはいうのはいうのはいうのは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは児童児童児童児童虐虐虐虐待待待待ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思ううううわわわわけですけですけですけです。。。。文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省のののの学校環境学校環境学校環境学校環境衛衛衛衛生生生生基基基基準準準準によりますとによりますとによりますとによりますと、、、、これにこれにこれにこれに適適適適合合合合しないしないしないしない場合場合場合場合はははは、、、、冬冬冬冬場場場場のののの場合場合場合場合ではではではでは冬冬冬冬季季季季にににに１０１０１０１０度度度度以以以以下下下下がががが続続続続くくくく場場場場合合合合はははは採暖採暖採暖採暖できるようにするできるようにするできるようにするできるようにする対対対対策策策策がありますがありますがありますがあります。。。。夏夏夏夏場場場場についてのについてのについてのについての対対対対策策策策はありませんでしたのではありませんでしたのではありませんでしたのではありませんでしたので、、、、国国国国にににに対対対対してしてしてして、、、、冷冷冷冷房房房房のののの対対対対策策策策ができるようにするができるようにするができるようにするができるようにするべべべべきだときだときだときだと思思思思いますいますいますいます。。。。鳥鳥鳥鳥取取取取県県県県ではではではでは県県県県立高等学校立高等学校立高等学校立高等学校はすはすはすはすべべべべててててククククーーーーララララーーーーがついているとかがついているとかがついているとかがついているとか、、、、京京京京都都都都府府府府ではではではでは小学校小学校小学校小学校はついているということをはついているということをはついているということをはついているということを聞聞聞聞いていていていておりますおりますおりますおります。。。。子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちがががが快快快快適適適適なななな環境環境環境環境でででで勉強勉強勉強勉強するためにするためにするためにするためにもももも、、、、ククククーーーーララララーーーーをををを設置設置設置設置するするするするべべべべきだときだときだときだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの点点点点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をおをおをおをお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。１１１１点目点目点目点目はははは、、、、県県県県税収税収税収税収入入入入とそれとそれとそれとそれ以外以外以外以外のののの財源財源財源財源ということになりますとということになりますとということになりますとということになりますと、、、、今年度今年度今年度今年度○○○○村井財政課長村井財政課長村井財政課長村井財政課長地方地方地方地方交付交付交付交付税等税等税等税等大大大大幅幅幅幅にににに増額増額増額増額いただいているいただいているいただいているいただいている経経経経緯緯緯緯がありますがありますがありますがあります。。。。県県県県税収税収税収税収入入入入とととと地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税とそのとそのとそのとその振振振振りかりかりかりかええええでございますでございますでございますでございます臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策債策債策債策債のののの合計額合計額合計額合計額、、、、当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額のののの１１１１，，，，９３８９３８９３８９３８億円億円億円億円はははは今今今今のとこのとこのとこのところろろろ確保確保確保確保できるできるできるできる見見見見込込込込みみみみですですですです。。。。２２２２点目点目点目点目はははは、、、、県県県県債残高債残高債残高債残高がががが１１１１兆兆兆兆円円円円をををを超超超超ええええたおたおたおたお話話話話ですがですがですがですが、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度末末末末でででで１１１１兆兆兆兆１３４１３４１３４１３４億円億円億円億円のののの残高残高残高残高でございますでございますでございますでございます。。。。このこのこのこの中中中中でででで国国国国のののの政政政政府府府府資金資金資金資金によりますによりますによりますによります、、、、地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税のののの振振振振りかりかりかりかええええとしてとしてとしてとして発発発発行行行行しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、全額交付全額交付全額交付全額交付税税税税算入算入算入算入されるされるされるされる臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策債策債策債策債、、、、これがこれがこれがこれが２２２２，，，，２００２００２００２００億円億円億円億円ほほほほどどどど含含含含ままままれておりますれておりますれておりますれております。。。。これがこれがこれがこれが最近最近最近最近のののの、、、、県県県県債残高債残高債残高債残高のののの増増増増のののの極極極極めてめてめてめて大大大大きなきなきなきな要要要要因因因因となってございますとなってございますとなってございますとなってございます。。。。ここここれれれれ以外以外以外以外のののの通通通通常債常債常債常債、、、、これはこれはこれはこれは県県県県としてあるとしてあるとしてあるとしてある程度程度程度程度削削削削減減減減努努努努力力力力ができるができるができるができるもももものでありますがのでありますがのでありますがのでありますが、、、、平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年ををををピピピピーーーーククククにににに残高残高残高残高はははは減少減少減少減少にににに転転転転じじじじておるというておるというておるというておるという状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。
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このようなこのようなこのようなこのような中中中中でででで、、、、各各各各般般般般のののの財政財政財政財政事業事業事業事業にににに対対対対応応応応していくことがございますのでしていくことがございますのでしていくことがございますのでしていくことがございますので、、、、１１１１つはつはつはつは国国国国へへへへのののの地方地方地方地方一般一般一般一般財源確保財源確保財源確保財源確保のののの地地地地道道道道なななな要請要請要請要請をすることをすることをすることをすることもももも１１１１つでございますつでございますつでございますつでございます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、税源税源税源税源回回回回復復復復のたのたのたのためのめのめのめの施策施策施策施策やややや経済対経済対経済対経済対策策策策ももももききききちちちちっとやっていくことっとやっていくことっとやっていくことっとやっていくこと、、、、これらをこれらをこれらをこれらを勘勘勘勘案案案案していくしていくしていくしていく必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。 奈良県奈良県奈良県奈良県のののの行行行行政政政政委員会委員会委員会委員会のののの委員委員委員委員報報報報酬酬酬酬はははは、、、、委員会委員会委員会委員会のののの委員委員委員委員、、、、そのそのそのその他特別職他特別職他特別職他特別職のののの職員職員職員職員のののの○○○○中人事課長中人事課長中人事課長中人事課長給与給与給与給与等等等等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの定定定定めるとこめるとこめるとこめるところろろろによりによりによりにより、、、、月額月額月額月額でででで支支支支給給給給をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろですですですです。。。。行行行行政政政政委員委員委員委員のののの月額月額月額月額報報報報酬酬酬酬のののの違違違違法性法性法性法性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、、、、全国全国全国全国的的的的ににににもももも係係係係争争争争中中中中であるとこであるとこであるとこであるところもろもろもろもありますありますありますあります。。。。滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県におけるにおけるにおけるにおける大大大大阪阪阪阪高等高等高等高等裁判裁判裁判裁判所所所所のののの判断判断判断判断ではではではでは県県県県側側側側がががが敗訴敗訴敗訴敗訴していますしていますしていますしています。。。。大大大大阪阪阪阪高等高等高等高等裁判裁判裁判裁判所所所所のののの判判判判決決決決以以以以降降降降、、、、兵兵兵兵庫庫庫庫県県県県姫姫姫姫路路路路市等市等市等市等におけるにおけるにおけるにおける訴訟訴訟訴訟訴訟ではではではでは、、、、各地方各地方各地方各地方裁判裁判裁判裁判所所所所においてにおいてにおいてにおいて自治体側自治体側自治体側自治体側勝訴勝訴勝訴勝訴のののの判判判判決決決決がががが出出出出されたされたされたされたとことことこところろろろですですですです。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県ででででもももも平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年７７７７月月月月にににに公金支公金支公金支公金支給差給差給差給差しししし止止止止めめめめ請求請求請求請求訴訟訴訟訴訟訴訟がががが提提提提起起起起されされされされ、、、、現現現現在在在在係係係係争争争争中中中中ですですですです。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県としましてとしましてとしましてとしましてもももも月額月額月額月額報報報報酬酬酬酬のののの支支支支給給給給はははは適適適適法法法法であるとであるとであるとであると主主主主張張張張をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。委員委員委員委員おおおお尋尋尋尋ねねねねのののの日額日額日額日額制制制制へへへへのののの変変変変更更更更はははは、、、、他他他他府府府府県県県県のののの状況状況状況状況をををを情情情情報収報収報収報収集集集集しておりますしておりますしておりますしております。。。。中中中中にはにはにはには変変変変更更更更ししししたたたた県県県県ももももありますしありますしありますしありますし、、、、一部月額一部月額一部月額一部月額制制制制とととと日額日額日額日額制制制制をををを併併併併用用用用しておられるしておられるしておられるしておられる県県県県ももももありますありますありますあります。。。。行行行行政政政政委員委員委員委員のののの委委委委員員員員報報報報酬酬酬酬はははは、、、、全国全国全国全国的的的的なななな課題課題課題課題であるとであるとであるとであると認認認認識識識識しておりしておりしておりしており、、、、係係係係争争争争中中中中のののの裁判裁判裁判裁判におけるにおけるにおけるにおける判判判判決内決内決内決内容容容容もももも含含含含めてめてめてめて、、、、行行行行政政政政委員委員委員委員のののの活活活活動動動動実実実実態態態態、、、、全国全国全国全国のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい状況状況状況状況をををを十分十分十分十分見見見見ききききわわわわめながらめながらめながらめながら適切適切適切適切にににに対対対対応応応応したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。 毎毎毎毎年度教員年度教員年度教員年度教員をををを採採採採用用用用するにするにするにするに際際際際してしてしてして、、、、当当当当該該該該年度年度年度年度のののの退退退退職者職者職者職者数数数数、、、、今後今後今後今後のののの児童児童児童児童○○○○久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長生生生生徒徒徒徒数数数数のののの変変変変化化化化、、、、教職員教職員教職員教職員のののの年年年年齢構齢構齢構齢構成成成成等等等等をををを勘勘勘勘案案案案しながらしながらしながらしながら採採採採用用用用者者者者数数数数をををを決定決定決定決定していますしていますしていますしています。。。。そのうそのうそのうそのうちちちち、、、、大大大大きなきなきなきな要要要要因因因因はははは退退退退職者職者職者職者のののの中中中中ででででもももも、、、、定年前定年前定年前定年前にににに退退退退職職職職されるされるされるされる方方方方をををを予予予予測測測測するのがするのがするのがするのが非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい状況状況状況状況がががが続続続続いておりいておりいておりいており、、、、予予予予想想想想をををを上回上回上回上回るるるる定年前定年前定年前定年前のののの退退退退職職職職がががが出出出出ているというのがているというのがているというのがているというのが現現現現状状状状ですですですです。。。。奈良県教育委員会奈良県教育委員会奈良県教育委員会奈良県教育委員会としてはとしてはとしてはとしては、、、、このこのこのこの数数数数字字字字をををを早早早早くくくく正正正正確確確確につかにつかにつかにつかみみみみたいということでたいということでたいということでたいということで、、、、毎毎毎毎年度下年度下年度下年度下半半半半期期期期にににに市町市町市町市町村教育委員会村教育委員会村教育委員会村教育委員会をををを通通通通じじじじてててて詳細詳細詳細詳細なななな調調調調査査査査をををを実実実実施施施施していますしていますしていますしています。。。。例例例例えばえばえばえば平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度末末末末のののの退退退退職者職者職者職者数数数数はははは定年定年定年定年退退退退職者職者職者職者数数数数がががが１６８１６８１６８１６８名名名名、、、、定年前定年前定年前定年前のののの退退退退職職職職がががが２１２２１２２１２２１２名名名名でありでありでありであり、、、、このようにこのようにこのようにこのように定年定年定年定年退退退退職者職者職者職者数数数数をををを上回上回上回上回るるるる状況状況状況状況がががが続続続続いていますいていますいていますいています。。。。退退退退職者職者職者職者数数数数がががが固固固固まるのはまるのはまるのはまるのは、、、、現現現現状状状状ではではではでは３３３３月上月上月上月上旬旬旬旬からからからから中中中中旬旬旬旬となっていましてとなっていましてとなっていましてとなっていまして、、、、このこのこのこの時点時点時点時点でででで新新新新たにたにたにたに採採採採用用用用試験試験試験試験のののの実実実実施施施施やややや、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは追追追追加加加加合合合合格格格格をををを出出出出すというすというすというすということはことはことはことは、、、、タタタタイイイイムムムムリリリリミミミミッッッットトトトはははは諸諸諸諸作作作作業業業業をををを考考考考ええええますとますとますとますと１２１２１２１２月月月月のののの上上上上旬旬旬旬であるとであるとであるとであると考考考考ええええていますていますていますています。。。。ではではではでは、、、、今後今後今後今後どどどどのようにすれのようにすれのようにすれのようにすればばばばいいかということいいかということいいかということいいかということもももも踏踏踏踏ままままええええてててて、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度はははは余余余余裕裕裕裕をををを持持持持ってってってって４６１４６１４６１４６１名名名名のののの採採採採用用用用をしましたをしましたをしましたをしました。。。。４６１４６１４６１４６１名名名名のうのうのうのうちちちち奈良奈良奈良奈良市市市市とととと大大大大和高和高和高和高田田田田市市市市をををを除除除除きますときますときますときますと、、、、４５６４５６４５６４５６名名名名のののの採採採採用用用用をしてをしてをしてをして若若若若干干干干余余余余裕裕裕裕をををを持持持持たせていますたせていますたせていますたせています。。。。今後今後今後今後、、、、こういうこういうこういうこういう採採採採用用用用をしをしをしをしばばばばらくらくらくらく続続続続けていくけていくけていくけていく必必必必要要要要があるがあるがあるがあるとととと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。



---- 11117777 ----

学校学校学校学校へへへへのののの冷冷冷冷房房房房設備設備設備設備のののの設置設置設置設置についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度にににに文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省がががが実実実実○○○○植田学校支援課長植田学校支援課長植田学校支援課長植田学校支援課長施施施施しましたしましたしましたしました公立学校施設公立学校施設公立学校施設公立学校施設のののの空空空空調調調調、、、、主主主主にににに冷冷冷冷房房房房ですがですがですがですが、、、、設備設備設備設備のののの設置状況調設置状況調設置状況調設置状況調査査査査によりますとによりますとによりますとによりますと、、、、空空空空調設備調設備調設備調設備のののの設置設置設置設置率率率率はははは小学校小学校小学校小学校でででで２０２０２０２０．．．．６６６６％、％、％、％、中中中中学校学校学校学校でででで２１２１２１２１．．．．６６６６％、％、％、％、高等学校高等学校高等学校高等学校でででで２３２３２３２３．．．．５５５５％、％、％、％、特特特特別別別別支援校支援校支援校支援校でででで６９６９６９６９．．．．７７７７％％％％となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。そのそのそのその内内内内訳訳訳訳はははは、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのようにのようにのようにのように、、、、音楽音楽音楽音楽室室室室等等等等のののの特特特特別教室別教室別教室別教室とかとかとかとか職員室職員室職員室職員室がががが主主主主になっていますになっていますになっていますになっています。。。。これらこれらこれらこれら公立小公立小公立小公立小・・・・中中中中学校学校学校学校のののの空空空空調設備調設備調設備調設備にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、国国国国のののの補補補補助制助制助制助制度度度度がございますがございますがございますがございます。。。。従従従従来来来来、、、、新築新築新築新築、、、、増増増増改改改改築築築築やややや大大大大規模改規模改規模改規模改造造造造、、、、そういったときにそういったときにそういったときにそういったときに設置設置設置設置するするするする場合場合場合場合にににに、、、、特別教室特別教室特別教室特別教室であれであれであれであればばばば補補補補助助助助対対対対象象象象となっていましたがとなっていましたがとなっていましたがとなっていましたが、、、、平成平成平成平成１５１５１５１５年度年度年度年度からはからはからはからは普普普普通教室通教室通教室通教室もももも補補補補助助助助対対対対象象象象になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。公立公立公立公立のののの小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校へへへへのののの空空空空調設備調設備調設備調設備のののの導導導導入入入入にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、地地地地域域域域性性性性とかとかとかとか市町市町市町市町村村村村のののの財政状況財政状況財政状況財政状況ももももさまざまであることからさまざまであることからさまざまであることからさまざまであることから、、、、設置主体設置主体設置主体設置主体であるであるであるである市町市町市町市町村教育委員会村教育委員会村教育委員会村教育委員会がががが第一第一第一第一義義義義的的的的にににに判断判断判断判断されるされるされるされるもももものとのとのとのと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろですがですがですがですが、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県としてとしてとしてとしてもももも、、、、今後今後今後今後市町市町市町市町村村村村よりよりよりより空空空空調設備調設備調設備調設備のののの設置設置設置設置についてのごについてのごについてのごについてのご相談相談相談相談がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら、、、、補補補補助制助制助制助制度度度度ななななどどどどのののの情情情情報等報等報等報等、、、、そういったそういったそういったそういった支援支援支援支援をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。一一一一方方方方、、、、県県県県立高等学校立高等学校立高等学校立高等学校はははは、、、、近近近近年年年年夏夏夏夏のののの暑暑暑暑さがさがさがさが厳厳厳厳しくなっていることにしくなっていることにしくなっていることにしくなっていることに加加加加ええええてててて、、、、夏季夏季夏季夏季休休休休業業業業期期期期間間間間のののの短縮短縮短縮短縮、、、、補補補補習授習授習授習授業業業業のののの実実実実施施施施によりによりによりにより実質実質実質実質的的的的なななな夏季夏季夏季夏季休休休休業業業業期期期期間間間間がががが減少減少減少減少していることしていることしていることしていること等等等等をををを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、生生生生徒徒徒徒のののの快快快快適適適適なななな学学学学習習習習環境環境環境環境をををを確保確保確保確保するためにはするためにはするためにはするためには、、、、県県県県立高等学校立高等学校立高等学校立高等学校のののの教室教室教室教室ででででももももエアコンエアコンエアコンエアコンのののの導導導導入入入入をををを検検検検討討討討することがすることがすることがすることが必必必必要要要要とととと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろですですですです。。。。ただしただしただしただし、、、、学校施設整備学校施設整備学校施設整備学校施設整備のののの当当当当面面面面のののの重重重重要要要要課題課題課題課題としてとしてとしてとして、、、、現現現現在在在在はははは耐震耐震耐震耐震化化化化をををを重点的重点的重点的重点的にににに進進進進めているとめているとめているとめているとこここころろろろですのでですのでですのでですので、、、、ままままずずずず耐震耐震耐震耐震化化化化をををを推推推推進進進進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考考考考ええええていますていますていますています。。。。またまたまたまた特別特別特別特別支援学校支援学校支援学校支援学校ではではではでは、、、、体体体体温温温温調整調整調整調整のののの困困困困難難難難なななな児童児童児童児童がいるがいるがいるがいる場合場合場合場合、、、、必必必必要要要要にににに応応応応じじじじてててて個個個個別別別別にににに空空空空調設備調設備調設備調設備をををを設設設設けていますけていますけていますけています。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員歳入歳入歳入歳入のののの点点点点ではではではでは、、、、税収税収税収税収ををををふふふふやすのがやすのがやすのがやすのが一一一一番番番番のののの対対対対策策策策だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。今回今回今回今回、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島のののの問問問問題題題題でででで中中中中国国国国とのとのとのとの関係関係関係関係がががが言言言言わわわわれるようになりれるようになりれるようになりれるようになり、、、、中国中国中国中国のののの人人人人たたたたちちちちににににどどどどうううう来来来来ててててももももらおうとからおうとからおうとからおうとか、、、、依依依依存存存存的的的的なななな形形形形のののの対対対対策策策策がががが多多多多いといといといと感感感感じじじじますがますがますがますが、、、、内内内内需需需需をををを拡拡拡拡大大大大してしてしてして国内国内国内国内のののの中中中中でででで税収税収税収税収がががが賄賄賄賄ええええるるるる仕仕仕仕組組組組みみみみがががが大事大事大事大事ではないではないではないではないかとかとかとかと考考考考ええええていますていますていますています。。。。これについてはこれについてはこれについてはこれについては議議議議論論論論がががが尽尽尽尽きないとこきないとこきないとこきないところろろろですがですがですがですが、、、、無尽蔵無尽蔵無尽蔵無尽蔵にににに財源財源財源財源があるがあるがあるがあるわわわわけではないけではないけではないけではない中中中中でででで、、、、必必必必要要要要なとこなとこなとこなところろろろからからからから進進進進めていただきたいということをめていただきたいということをめていただきたいということをめていただきたいということを意見意見意見意見としてとしてとしてとして申申申申しししし上上上上げげげげておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、行行行行政政政政委員委員委員委員のののの問問問問題題題題ですがですがですがですが、、、、行行行行政政政政委員会委員会委員会委員会のののの開催開催開催開催状況状況状況状況についておについておについておについてお尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。またまたまたまた、、、、教員教員教員教員のののの採採採採用用用用のののの問問問問題題題題ですがですがですがですが、、、、時期的時期的時期的時期的なことでなことでなことでなことで追追追追加試験加試験加試験加試験がががが困困困困難難難難なななな問問問問題題題題はあるかはあるかはあるかはあるかももももしれしれしれしれませんがませんがませんがませんが、、、、実実実実際際際際にはそうしたにはそうしたにはそうしたにはそうした場合場合場合場合にににに奈良県奈良県奈良県奈良県にににに先先先先生生生生がががが来来来来てくれるのかというとてくれるのかというとてくれるのかというとてくれるのかというと難難難難しいしいしいしい。。。。給与給与給与給与



---- 11118888 ----

一一一一つをとりましてつをとりましてつをとりましてつをとりましてもももも、、、、おおおお隣隣隣隣のののの大大大大阪阪阪阪府府府府とととと奈良県奈良県奈良県奈良県のののの違違違違いとかいとかいとかいとか難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題ななななどどどどがあるとがあるとがあるとがあると思思思思うのでうのでうのでうのですがすがすがすが、、、、正正正正規規規規採採採採用用用用するとなれするとなれするとなれするとなればばばば来来来来てくれるてくれるてくれるてくれる方方方方ももももあるのではないかとあるのではないかとあるのではないかとあるのではないかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、このこのこのこの点点点点ににににつきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、正正正正規規規規雇雇雇雇用用用用でででで職員職員職員職員がががが採採採採用用用用されるようにおされるようにおされるようにおされるようにお願願願願いをしておきたいといをしておきたいといをしておきたいといをしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、ククククーーーーララララーーーーのののの問問問問題題題題ですですですです。。。。ククククーーーーララララーーーーのののの問問問問題題題題はははは平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年からからからから普普普普通教室通教室通教室通教室もももも補補補補助助助助対対対対象象象象になになになになるというのはるというのはるというのはるというのは初初初初めてめてめてめて知知知知ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、どどどどれれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの補補補補助助助助をしてをしてをしてをしてももももららららええええるのかるのかるのかるのか、、、、ももももうううう少少少少しししし詳詳詳詳しくしくしくしく教教教教ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。行行行行政政政政委員会委員会委員会委員会、、、、全部全部全部全部わわわわかりますかかりますかかりますかかりますか。。。。わわわわからなけれからなけれからなけれからなければばばば後日後日後日後日資資資資料料料料をおをおをおをお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたし○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長ますますますます。。。。 公立小公立小公立小公立小・・・・中中中中学校学校学校学校へへへへのののの冷冷冷冷房房房房施設施設施設施設のののの補補補補助割助割助割助割合合合合ですがですがですがですが、、、、補補補補助割助割助割助割合合合合はははは３３３３分分分分のののの○○○○植田学校支援課長植田学校支援課長植田学校支援課長植田学校支援課長１１１１となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。ただしただしただしただし、、、、下限額下限額下限額下限額がががが４００４００４００４００万円万円万円万円でそれでそれでそれでそれ以以以以上上上上でなけれでなけれでなけれでなければばばばだめだとなっていだめだとなっていだめだとなっていだめだとなっていますますますます。。。。 ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員相談相談相談相談があれがあれがあれがあればばばば、、、、紹介紹介紹介紹介するということですがするということですがするということですがするということですが、、、、ままままずずずず情情情情報報報報をををを先先先先にににに紹介紹介紹介紹介していただきたいといしていただきたいといしていただきたいといしていただきたいというおうおうおうお願願願願いしておきたいといしておきたいといしておきたいといしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。広広広広陵陵陵陵町町町町にににに申申申申しししし入入入入れさせていただきましたられさせていただきましたられさせていただきましたられさせていただきましたら、、、、１１１１教室教室教室教室１１１１１０１０１０１０万円万円万円万円かかるというようなかかるというようなかかるというようなかかるというような試試試試算算算算をされていたのですがをされていたのですがをされていたのですがをされていたのですが、、、、そこにはそこにはそこにはそこには補補補補助助助助のこととかがのこととかがのこととかがのこととかが入入入入っっっっていなかったのではないかとていなかったのではないかとていなかったのではないかとていなかったのではないかと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先般般般般、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市がががが各各各各種種種種団団団団体体体体へへへへのののの負負負負担担担担金金金金についてについてについてについて４０４０４０４０団団団団体体体体からからからから脱脱脱脱会会会会をするというをするというをするというをするという○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員ようなようなようなような報報報報道道道道がございましたがございましたがございましたがございました。。。。生生生生駒駒駒駒市市市市でででで４０４０４０４０団団団団体体体体もももも脱脱脱脱会会会会することですからすることですからすることですからすることですから、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県ももももかなりかなりかなりかなりのののの件件件件数数数数のののの負負負負担担担担金金金金をおをおをおをお支払支払支払支払いだといだといだといだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、どどどどれれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの件件件件数数数数ででででどどどどれれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの金金金金額額額額なのかなのかなのかなのかおおおお示示示示ししていただきたいとししていただきたいとししていただきたいとししていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県のののの各各各各種種種種団団団団体体体体にににに参参参参加加加加しているしているしているしている負負負負担担担担金金金金についてのおについてのおについてのおについてのお問問問問いいいい合合合合わわわわせですがせですがせですがせですが、、、、○○○○稲山総務部長稲山総務部長稲山総務部長稲山総務部長財政課財政課財政課財政課とととと行行行行政政政政経経経経営営営営課課課課にまたがりますのでにまたがりますのでにまたがりますのでにまたがりますので、、、、私私私私からからからから説明説明説明説明をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。このこのこのこの各各各各種種種種団団団団体体体体のののの負負負負担担担担金金金金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もももも生生生生駒駒駒駒市市市市のようなのようなのようなのようなわわわわけではありませんがけではありませんがけではありませんがけではありませんが、、、、これまでかこれまでかこれまでかこれまでからららら他他他他のののの事業事業事業事業とととと同同同同様様様様でありでありでありであり、、、、事業事業事業事業目的目的目的目的やややや効効効効果果果果、、、、そのそのそのその必必必必要性要性要性要性についてについてについてについて予算予算予算予算編編編編成成成成時時時時においてにおいてにおいてにおいて検検検検証証証証をををを行行行行いいいい、、、、見見見見直直直直しにしにしにしに努努努努めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。このこのこのこの５５５５年間年間年間年間でででで申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、例例例例えばえばえばえば平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年度度度度でででで２１０２１０２１０２１０事業事業事業事業、、、、２２２２億億億億３３３３，，，，６００６００６００６００万円余万円余万円余万円余りがりがりがりが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度でででで１７８１７８１７８１７８事業事業事業事業、、、、２２２２億億億億１１１１，，，，１０１０１０１０００００万円万円万円万円。。。。事業事業事業事業数数数数でででで３２３２３２３２事業事業事業事業、、、、でででで約約約約２２２２，，，，４００４００４００４００万円余万円余万円余万円余りのりのりのりの削削削削減減減減をををを行行行行ってきたとこってきたとこってきたとこってきたところろろろですですですです。。。。このこのこのこの負負負負担担担担金金金金のののの見見見見直直直直しついてはしついてはしついてはしついては、、、、ごごごご努努努努力力力力されているおされているおされているおされているお話話話話がございましたががございましたががございましたががございましたが、、、、ここここ○○○○粒谷委員粒谷委員粒谷委員粒谷委員れはれはれはれは各所各所各所各所管管管管、、、、部局部局部局部局横断横断横断横断的的的的ににににわわわわたっているたっているたっているたっているわわわわけですけですけですけです。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの部局部局部局部局でででで費用費用費用費用対対対対効効効効果果果果だけをだけをだけをだけを判断判断判断判断するのではなくしてするのではなくしてするのではなくしてするのではなくして、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県としてとしてとしてとしてプロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトチチチチーーーームムムムをををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて検検検検
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証証証証するするするする時期時期時期時期なのではないのですかなのではないのですかなのではないのですかなのではないのですか。。。。今今今今のおのおのおのお話話話話しのようにしのようにしのようにしのように、、、、おつきおつきおつきおつき合合合合いいいい程度程度程度程度のののの費用費用費用費用対対対対効効効効果果果果ののののないないないない部部部部分分分分についてはについてはについてはについては、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい財政財政財政財政のののの中中中中ですからですからですからですから、、、、思思思思いいいい切切切切ってってってって取取取取りりりり上上上上げげげげていくていくていくていくべべべべきではないきではないきではないきではないのかとのかとのかとのかと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。生生生生駒駒駒駒市市市市がこのようながこのようながこのようながこのような発発発発表表表表をされましたがをされましたがをされましたがをされましたが、、、、方方方方法法法法論論論論がががが正正正正しいのかしいのかしいのかしいのかどどどどうかうかうかうかははははわわわわかりませんがかりませんがかりませんがかりませんが、、、、このようなことはこのようなことはこのようなことはこのようなことは、、、、例例例例えばえばえばえば市市市市長会長会長会長会ででででもももも十十十十二二二二分分分分にににに議議議議論論論論されたのかされたのかされたのかされたのか。。。。例例例例ええええばばばば奈良県奈良県奈良県奈良県のののの場合場合場合場合ですとですとですとですと、、、、独独独独自自自自でででで負負負負担担担担金金金金のののの大大大大幅幅幅幅ななななカッカッカッカットトトトをされるとをされるとをされるとをされると、、、、他他他他のののの都都都都道府道府道府道府県県県県とのとのとのとの関関関関連連連連ももももございますございますございますございます。。。。本本本本来来来来このようなことはこのようなことはこのようなことはこのようなことは、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県ででででプロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトチチチチーーーームムムムをををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて、、、、必必必必要要要要ななななもももものののの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは不不不不必必必必要要要要ななななもももものをのをのをのを、、、、知事会知事会知事会知事会でごでごでごでご提案提案提案提案さるさるさるさるべべべべきではないのかときではないのかときではないのかときではないのかと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、方方方方法法法法論論論論としてはそのとしてはそのとしてはそのとしてはその点点点点ははははどどどどうなのでしうなのでしうなのでしうなのでしょょょょうかうかうかうか。。。。プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトチチチチーーーームムムムももももつくってつくってつくってつくって、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは全国知事会全国知事会全国知事会全国知事会でででで申申申申しししし上上上上げげげげてといてといてといてとい○○○○稲山総務部長稲山総務部長稲山総務部長稲山総務部長うごうごうごうご意見意見意見意見をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。確確確確かにこのかにこのかにこのかにこの負負負負担担担担金金金金、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ担当担当担当担当課課課課においてにおいてにおいてにおいて検討検討検討検討ももももしていますがしていますがしていますがしていますが、、、、三三三三位位位位一一一一体改体改体改体改革革革革のときのときのときのとき、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの財政財政財政財政もももも大大大大変厳変厳変厳変厳しくなるというときにしくなるというときにしくなるというときにしくなるというときに、、、、平成平成平成平成１６１６１６１６年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度のののの４４４４年間年間年間年間にににに財政財政財政財政特別特別特別特別点検点検点検点検というのをというのをというのをというのを財政課財政課財政課財政課がががが中中中中心心心心になってしましたになってしましたになってしましたになってしました。。。。このときにこのときにこのときにこのときに、、、、負負負負担担担担金金金金につきましにつきましにつきましにつきましててててもももも俎俎俎俎上上上上にのせてにのせてにのせてにのせて全部全部全部全部検討検討検討検討ももももしましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果がががが先先先先ほほほほどどどどのののの数数数数字字字字になっているとになっているとになっているとになっていると思思思思いますいますいますいます。。。。いいいいずずずずれにしましてれにしましてれにしましてれにしましてもももも、、、、貴貴貴貴重重重重なごなごなごなご意見意見意見意見をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。我我我我々々々々もももも負負負負担担担担金金金金ですからですからですからですから別別別別にににに見見見見逃逃逃逃ししししているているているているわわわわけではありませんがけではありませんがけではありませんがけではありませんが、、、、これまでからいこれまでからいこれまでからいこれまでからいろろろろいいいいろろろろとととと検討検討検討検討ももももしてまいりましたがしてまいりましたがしてまいりましたがしてまいりましたが、、、、ただただただただ過去過去過去過去のののの点検点検点検点検からしてからしてからしてからしてもももも、、、、このこのこのこの負負負負担担担担金金金金、、、、各各各各種種種種団団団団体体体体にににに加加加加入入入入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。。。。委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのようのようのようのようなおつきなおつきなおつきなおつき合合合合いがあるのかといういがあるのかといういがあるのかといういがあるのかという話話話話ももももされましたがされましたがされましたがされましたが、、、、見見見見直直直直したしたしたした結果結果結果結果ですのでですのでですのでですので、、、、我我我我々々々々としてはとしてはとしてはとしては業務上業務上業務上業務上必必必必要要要要なななな分分分分とととと認認認認識識識識をしておりますがをしておりますがをしておりますがをしておりますが、、、、それでそれでそれでそれでもももも大大大大変財政状況厳変財政状況厳変財政状況厳変財政状況厳しいしいしいしい中中中中でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、改改改改めてこのめてこのめてこのめてこの見見見見直直直直しにはしにはしにはしには取取取取りりりり組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ＰＰＰＰＤＣＡＤＣＡＤＣＡＤＣＡササササイイイイクルクルクルクルのののの中中中中ででででどどどどういういういういうううう形形形形ができるのかということができるのかということができるのかということができるのかということもももも考考考考ええええていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、知事会知事会知事会知事会のののの話話話話がございましたがございましたがございましたがございました。。。。以以以以前知事会前知事会前知事会前知事会はははは、、、、国国国国にににに関係関係関係関係するするするする団団団団体体体体へへへへのののの負負負負担担担担金金金金にににについてついてついてついて少少少少しししし調調調調査査査査があったようにがあったようにがあったようにがあったように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。。。。結果結果結果結果はははは記記記記憶憶憶憶にございませんがにございませんがにございませんがにございませんが、、、、必必必必要要要要であであであであれれれればばばばしていかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないのかとならないのかとならないのかとならないのかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。いいいいずずずずれにしましてれにしましてれにしましてれにしましてもももも、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの財政財政財政財政予算予算予算予算編編編編成成成成のののの中中中中ででででもももも引引引引きききき続続続続いていていていて取取取取りりりり組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。２２２２点点点点ばばばばかりかりかりかり質問質問質問質問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員ままままずずずず１１１１点目点目点目点目はははは、、、、学校支援地学校支援地学校支援地学校支援地域本部事業域本部事業域本部事業域本部事業についてでありますについてでありますについてでありますについてであります。。。。これはこれはこれはこれは大大大大変興変興変興変興味味味味のあるのあるのあるのある、、、、意意意意義深義深義深義深いいいい事業事業事業事業だとだとだとだと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、今年度今年度今年度今年度までにまでにまでにまでに３０３０３０３０市町市町市町市町村村村村、、、、６８６８６８６８カカカカ所所所所でででで設置設置設置設置できたとできたとできたとできたと報告報告報告報告ががががありますありますありますあります。。。。平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度からからからから３３３３年間年間年間年間でででで設設設設定定定定されたされたされたされた事業事業事業事業でででで、、、、１００１００１００１００％％％％国国国国のののの財政負財政負財政負財政負担担担担でででで展展展展開開開開さささされてきましたれてきましたれてきましたれてきました。。。。だからだからだからだから急急急急速速速速にこれにこれにこれにこれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの体制体制体制体制ができたとができたとができたとができたと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。ただただただただ、、、、このこのこのこの間間間間、、、、
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高高高高度経済成長度経済成長度経済成長度経済成長以以以以降降降降、、、、家族家族家族家族ががががばばばばららららばばばばらになりらになりらになりらになり、、、、地地地地域域域域ががががばばばばららららばばばばらにされてまいりましたらにされてまいりましたらにされてまいりましたらにされてまいりました。。。。地地地地域域域域共共共共同同同同体体体体ををををどどどどうううう再生再生再生再生していくのかにとってしていくのかにとってしていくのかにとってしていくのかにとって、、、、このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みみみみはははは非常非常非常非常にににに興興興興味深味深味深味深くくくく意意意意義義義義のあるのあるのあるのあるももももののののだとだとだとだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。問問問問題題題題はははは、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく３３３３カカカカ年間実年間実年間実年間実施施施施してきているしてきているしてきているしてきている３０３０３０３０市町市町市町市町村村村村、、、、６８６８６８６８カカカカ所所所所とととといういういういう報告報告報告報告がががが出出出出ているのですがているのですがているのですがているのですが、、、、奈良県教育委員会奈良県教育委員会奈良県教育委員会奈良県教育委員会のののの目目目目標標標標ははははどどどどうだったのかうだったのかうだったのかうだったのか。。。。それにそれにそれにそれに比比比比べべべべてててて目目目目標標標標にににに到達到達到達到達しているのかしているのかしているのかしているのか到達到達到達到達していないのかしていないのかしていないのかしていないのかもももも含含含含めてめてめてめて、、、、ひひひひとつごとつごとつごとつご返返返返事事事事くださいくださいくださいください。。。。それからそれからそれからそれから、、、、来来来来年度年度年度年度からからからからどどどどうするのかうするのかうするのかうするのか。。。。おおおおおおおおむむむむねねねね国国国国がががが３３３３分分分分のののの１１１１、、、、県県県県がががが３３３３分分分分のののの１１１１、、、、市町市町市町市町村村村村がががが３３３３分分分分のののの１１１１でででで同同同同じじじじようなようなようなような事業事業事業事業をををを実実実実施施施施していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと、、、、これはこれはこれはこれは今年度今年度今年度今年度のののの予算予算予算予算がががが１１１１億円億円億円億円をををを超超超超ええええてててて１１１１億億億億３３３３，，，，４８０４８０４８０４８０万円万円万円万円ですですですです。。。。このこのこのこの間間間間、、、、市町市町市町市町村村村村のののの財政財政財政財政がががが破綻破綻破綻破綻いたしましたいたしましたいたしましたいたしました、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは破綻寸破綻寸破綻寸破綻寸前前前前のとこのとこのとこのところろろろがががが多多多多くなりましたくなりましたくなりましたくなりました。。。。これまでやってきたこれまでやってきたこれまでやってきたこれまでやってきた催催催催しししし事事事事にににに対対対対するするするする補補補補助金助金助金助金ををををカッカッカッカットトトトしてまいしてまいしてまいしてまいりましたりましたりましたりました。。。。要要要要するにするにするにするに地地地地域域域域がががが崩壊崩壊崩壊崩壊しているしているしているしている、、、、地地地地域域域域のののの共共共共同同同同体体体体意意意意識識識識ががががばばばばららららばばばばらになってらになってらになってらになって崩壊崩壊崩壊崩壊せんせんせんせんとするときにとするときにとするときにとするときに、、、、今今今今までのまでのまでのまでの地地地地域域域域のののの辛辛辛辛ううううじじじじてててて共共共共通通通通のかなめのかなめのかなめのかなめ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは団結団結団結団結のののの一一一一つのあかしであつのあかしであつのあかしであつのあかしであったったったった催催催催しししし事事事事、、、、盆踊盆踊盆踊盆踊りりりりももももなくなりましたなくなりましたなくなりましたなくなりました。。。。秋秋秋秋祭祭祭祭りすらりすらりすらりすらももももうなくなるとこうなくなるとこうなくなるとこうなくなるところろろろがががが多多多多くなっていまくなっていまくなっていまくなっていますすすす。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、こういうこういうこういうこういう地地地地域域域域共共共共同同同同体体体体ををををどどどどうううう再生再生再生再生していくのかでしていくのかでしていくのかでしていくのかで、、、、重重重重要要要要ですけれですけれですけれですけれどどどど、、、、市町市町市町市町村村村村のののの財政財政財政財政がががが疲弊疲弊疲弊疲弊しているときにしているときにしているときにしているときに、、、、３３３３分分分分のののの１１１１をををを市町市町市町市町村村村村にににに負負負負担担担担をををを強強強強いてこのいてこのいてこのいてこの事業事業事業事業がががが継継継継続続続続でででできるのかきるのかきるのかきるのかどどどどうかうかうかうか不不不不安安安安がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその辺辺辺辺についてについてについてについて、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のことですからのことですからのことですからのことですから、、、、市町市町市町市町村教村教村教村教育委員会育委員会育委員会育委員会とととと十分十分十分十分にににに相談相談相談相談のののの上上上上、、、、３３３３分分分分のののの１１１１、、、、３３３３分分分分のののの１１１１、、、、３３３３分分分分のののの１１１１でででで継継継継続続続続できるというごできるというごできるというごできるというご相談相談相談相談ををををされているのでしされているのでしされているのでしされているのでしょょょょうがうがうがうが、、、、そのそのそのその見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて教教教教ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。学校支援地学校支援地学校支援地学校支援地域本部事業域本部事業域本部事業域本部事業においてにおいてにおいてにおいて３０３０３０３０市町市町市町市町村村村村、、、、６８６８６８６８本部本部本部本部をををを設置設置設置設置○○○○福田人権福田人権福田人権福田人権・・・・社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長しているしているしているしているわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、このこのこのこの３３３３年間年間年間年間をををを通通通通してそのしてそのしてそのしてその成果成果成果成果はということがはということがはということがはということが１１１１点点点点とととと、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度にににに向向向向けてけてけてけてどどどどういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに采采采采配配配配していくのかということでございますしていくのかということでございますしていくのかということでございますしていくのかということでございます。。。。ままままずずずず最最最最初初初初のごのごのごのご質問質問質問質問ですがですがですがですが、、、、現現現現在在在在３０３０３０３０市町市町市町市町村村村村、、、、６８６８６８６８学校支援地学校支援地学校支援地学校支援地域本部域本部域本部域本部をををを設置設置設置設置していただいしていただいしていただいしていただいてててて、、、、国国国国からのからのからのからの委託委託委託委託をををを受受受受けてけてけてけて地地地地域域域域ぐぐぐぐるるるるみみみみでででで子子子子どもどもどもどもをををを育育育育てていくてていくてていくてていく体制体制体制体制づくりをづくりをづくりをづくりを実実実実施施施施してしてしてしてももももらっらっらっらっていますていますていますています。。。。６８６８６８６８カカカカ所所所所、、、、３０３０３０３０市町市町市町市町村村村村をををを見見見見ててててみみみみますとますとますとますと、、、、山間部山間部山間部山間部にありますにありますにありますにあります１１１１町町町町村村村村１１１１小小小小１１１１中中中中のとのとのとのとこここころろろろをををを除除除除いていていていて、、、、おおおおおおおおむむむむねねねね取取取取りりりり組組組組んでいただいているとこんでいただいているとこんでいただいているとこんでいただいているところろろろですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、２２２２点目点目点目点目ですがですがですがですが、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度にかかにかかにかかにかかわわわわりましてはりましてはりましてはりましては、、、、新新新新たなたなたなたな事業事業事業事業再再再再編編編編にににに向向向向けてけてけてけて、、、、各学校地各学校地各学校地各学校地域域域域支援支援支援支援本部本部本部本部のののの意見意見意見意見をををを聴聴聴聴取取取取したしたしたした上上上上でででで、、、、全全全全体体体体経経経経費費費費のののの中中中中でででで賄賄賄賄ええええるのかるのかるのかるのかもももも含含含含めてめてめてめて検討検討検討検討してしてしてしてまいりたいとまいりたいとまいりたいとまいりたいと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。３９３９３９３９市町市町市町市町村村村村があったのではないでしがあったのではないでしがあったのではないでしがあったのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。どどどどういうとこういうとこういうとこういうところろろろがががが欠欠欠欠落落落落しているしているしているしている○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員のかのかのかのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは小学校小学校小学校小学校区区区区単位単位単位単位でででで目目目目標標標標としてきたのかとしてきたのかとしてきたのかとしてきたのか、、、、中中中中学校学校学校学校区区区区単位単位単位単位でででで目目目目標標標標としてきたのかとしてきたのかとしてきたのかとしてきたのか、、、、そのことそのことそのことそのこともももも教教教教ええええてくださいてくださいてくださいてください。。。。
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基基基基本本本本的的的的にはにはにはには中中中中学校学校学校学校単位単位単位単位でででで実実実実施施施施をしていただくをしていただくをしていただくをしていただく形形形形でしたでしたでしたでした。。。。○○○○福田人権福田人権福田人権福田人権・・・・社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長３９３９３９３９市町市町市町市町村中村中村中村中３０３０３０３０市町市町市町市町村村村村、、、、６８６８６８６８カカカカ所所所所ということでということでということでということで、、、、３９３９３９３９市町市町市町市町村村村村のののの中中中中のののの残残残残りのりのりのりの９９９９町町町町村村村村につにつにつにつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、１１１１町町町町１１１１村村村村１１１１小小小小１１１１中中中中的的的的なとこなとこなとこなところろろろではではではでは、、、、ももももうううう既既既既にににに学校学校学校学校のののの中中中中にににに地地地地域域域域のののの方方方方 々々々々がががが入入入入ってってってってこられてこられてこられてこられて、、、、子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちのののの行事行事行事行事等等等等についてについてについてについて支援支援支援支援していただいておりしていただいておりしていただいておりしていただいており、、、、そのそのそのその趣旨趣旨趣旨趣旨についてはについてはについてはについては十十十十分分分分行行行行っていただいているのではないかとっていただいているのではないかとっていただいているのではないかとっていただいているのではないかと判断判断判断判断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すですですです。。。。これはこれはこれはこれは教育長教育長教育長教育長ににににももももおおおお尋尋尋尋ねねねねをしておきたいとをしておきたいとをしておきたいとをしておきたいと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、地地地地域域域域共共共共同同同同体体体体のののの再生再生再生再生○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員のののの一一一一つのつのつのつの有有有有力力力力なななな舞舞舞舞台台台台になるというになるというになるというになるという期期期期待待待待をををを持持持持っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、それはそれはそれはそれは私私私私のののの片片片片思思思思いなのかいなのかいなのかいなのかどどどどうかうかうかうか。。。。そうとするならそうとするならそうとするならそうとするならばばばば、、、、小学校小学校小学校小学校単位単位単位単位でででで設置設置設置設置するのがするのがするのがするのが一一一一番望番望番望番望ましいのではないかましいのではないかましいのではないかましいのではないか。。。。特特特特にこにこにこにこのののの具具具具体的体的体的体的なななな事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、公公公公民民民民館館館館等等等等をををを使使使使ってのってのってのっての合合合合宿宿宿宿やややや、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは３３３３泊泊泊泊４４４４日日日日ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで合合合合宿宿宿宿してしてしてして登登登登下下下下校校校校するようなするようなするようなするような計計計計画画画画もももも目目目目玉玉玉玉としてあるのですからとしてあるのですからとしてあるのですからとしてあるのですから、、、、地地地地域域域域共共共共同同同同体体体体のののの再生再生再生再生というというというという思思思思いからすいからすいからすいからするならるならるならるならばばばば、、、、ももももうううう少少少少しししし縮縮縮縮めてめてめてめて小学校小学校小学校小学校単位単位単位単位をををを目目目目標標標標にしていくにしていくにしていくにしていくべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思っているのでっているのでっているのでっているのですがすがすがすが、、、、教育長教育長教育長教育長いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。ままままずずずず、、、、国国国国のののの事業事業事業事業でででで３３３３年間年間年間年間、、、、基基基基本本本本がががが中中中中学校学校学校学校となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。小学校小学校小学校小学校ででででどどどどうううう○○○○冨岡教育長冨岡教育長冨岡教育長冨岡教育長してしてしてしてももももできないかというできないかというできないかというできないかという相談相談相談相談をををを受受受受けたけたけたけた市町市町市町市町村村村村がありますががありますががありますががありますが、、、、中中中中学校学校学校学校でしていただくようにでしていただくようにでしていただくようにでしていただくようにおおおお願願願願いをしていをしていをしていをして、、、、国国国国ににににももももそのそのそのその旨旨旨旨をおをおをおをお話話話話しをしてしをしてしをしてしをして一定一定一定一定了了了了解解解解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進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのようにのようにのようにのように地地地地域域域域共共共共同同同同体体体体のののの再生再生再生再生のののの一一一一助助助助になるということでありますになるということでありますになるということでありますになるということであります。。。。このこのこのこの事業事業事業事業はははは、、、、ままままずずずず学校学校学校学校へへへへ地地地地域域域域のののの人人人人にににに来来来来ていただいてということなのですがていただいてということなのですがていただいてということなのですがていただいてということなのですが、、、、目的目的目的目的はははは先先先先生生生生がががが生生生生徒徒徒徒とととと接接接接するするするする時時時時間間間間をををを多多多多くしてあくしてあくしてあくしてあげげげげたいたいたいたい。。。。雑雑雑雑務務務務等等等等にににに忙殺忙殺忙殺忙殺されているされているされているされている部部部部分分分分があるからがあるからがあるからがあるから、、、、こういこういこういこういうううう事業事業事業事業をやっていこうとをやっていこうとをやっていこうとをやっていこうとススススタタタターーーートトトトしましたがしましたがしましたがしましたが、、、、内内内内容的容的容的容的にはにはにはには地地地地域域域域のののの人人人人たたたたちちちちにににに入入入入っていただいっていただいっていただいっていただいてててて、、、、環境整備等環境整備等環境整備等環境整備等あるいはあるいはあるいはあるいは送送送送りりりり迎迎迎迎ええええ等等等等でしっかりやっていただいておりますのででしっかりやっていただいておりますのででしっかりやっていただいておりますのででしっかりやっていただいておりますので、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのようなのようなのようなのような形形形形になっていっておりますになっていっておりますになっていっておりますになっていっております。。。。一一一一方地方地方地方地域域域域共共共共同同同同体体体体、、、、ココココミミミミュュュュニティニティニティニティーーーーのののの再生再生再生再生というというというという部部部部分分分分ももももあるだあるだあるだあるだろろろろうしうしうしうし、、、、学校学校学校学校をををを助助助助けるといけるといけるといけるといってってってってもももも、、、、逆逆逆逆にににに地地地地域域域域のののの方方方方からそういうからそういうからそういうからそういう機機機機運運運運がががが出出出出てくるてくるてくるてくる必必必必要要要要があるだがあるだがあるだがあるだろろろろうとうとうとうと。。。。くらしくらしくらしくらし創創創創造造造造部部部部でででですがすがすがすが、、、、知事部局知事部局知事部局知事部局でででで参参参参加加加加いただきいただきいただきいただき、、、、通通通通学学学学合合合合宿宿宿宿がことしされておりますがことしされておりますがことしされておりますがことしされております。。。。これからまだこれからまだこれからまだこれからまだ通通通通学学学学合合合合宿宿宿宿をををを行行行行っていくっていくっていくっていく市町市町市町市町村村村村ももももあるとあるとあるとあ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。。。。そんなそんなそんなそんな形形形形でででで相相相相まってまってまってまって、、、、ココココミミミミュュュュニティニティニティニティーーーーのののの再生再生再生再生ということにということにということにということにもももも非常非常非常非常にににに効効効効果果果果があるのかなとがあるのかなとがあるのかなとがあるのかなと、、、、そのようなそのようなそのようなそのような思思思思いはありますがいはありますがいはありますがいはありますが、、、、あくまであくまであくまであくまでもももも国国国国のののの事業事業事業事業自体自体自体自体はそういうはそういうはそういうはそういうススススタタタターーーートトトトでございますでございますでございますでございます。。。。国国国国のののの思思思思いがいいがいいがいいがいずずずずこにあるのかこにあるのかこにあるのかこにあるのか知知知知りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、地地地地域域域域がががが欲欲欲欲求求求求しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、地地地地域域域域○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員共共共共同同同同体体体体のののの問問問問題題題題、、、、地地地地域域域域のののの人人人人 々々々々がががが気気気気軽軽軽軽にににに声声声声かけしかけしかけしかけし合合合合ええええるるるる子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちとのとのとのとの関係関係関係関係、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは教教教教師師師師たたたたちちちちのののの関係関係関係関係だとだとだとだと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。地地地地域域域域共共共共同同同同体体体体のののの再生再生再生再生、、、、そこにそこにそこにそこに焦焦焦焦点点点点をををを当当当当てながらてながらてながらてながら、、、、このこのこのこの事業事業事業事業をををを伸伸伸伸ばばばば
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していってしていってしていってしていってももももらいたいとらいたいとらいたいとらいたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。２２２２つつつつ目目目目のののの質問質問質問質問にににに入入入入りますりますりますります。。。。過過過過日日日日、、、、教職員教職員教職員教職員課課課課長長長長にににに、、、、磯磯磯磯城城城城郡郡郡郡のののの某某某某小学校小学校小学校小学校のののの校校校校長長長長ののののパパパパワハラワハラワハラワハラにににについてついてついてついて問問問問題題題題提提提提起起起起をしましたをしましたをしましたをしました。。。。具具具具体的体的体的体的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、このこのこのこの校校校校長長長長はははは自分自分自分自分のののの自自自自宅宅宅宅からからからから学校学校学校学校へへへへのののの送送送送りりりり迎迎迎迎ええええにににに教教教教師師師師をををを呼呼呼呼んでんでんでんで送送送送りりりり迎迎迎迎ええええをさせているをさせているをさせているをさせている。。。。今日今日今日今日のののの段階段階段階段階ではかなりではかなりではかなりではかなり珍珍珍珍しいしいしいしいパパパパワハラワハラワハラワハラだとだとだとだと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、このこのこのこの校校校校長長長長ははははパパパパチチチチンコンコンコンコがががが好好好好きなようできなようできなようできなようで、、、、自分自分自分自分のののの学校学校学校学校のののの部下部下部下部下のののの教教教教師師師師にににに、、、、パパパパチチチチンコンコンコンコをををを強引強引強引強引にににに誘誘誘誘うううう。。。。時時時時にはにはにはには特定特定特定特定ののののパパパパチチチチンコンコンコンコ屋屋屋屋さんのさんのさんのさんの特定特定特定特定のののの台台台台をををを、、、、おまおまおまおまええええ先先先先にににに行行行行ってってってって取取取取っておいてくれとっておいてくれとっておいてくれとっておいてくれと、、、、こういうおこういうおこういうおこういうお誘誘誘誘いをなされるいをなされるいをなされるいをなされる。。。。これはいかがなこれはいかがなこれはいかがなこれはいかがなもももものかとのかとのかとのかと提提提提起起起起がありましがありましがありましがありましたたたた。。。。あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた、、、、自分自分自分自分のののの田田田田んんんんぼぼぼぼのののの農繁農繁農繁農繁期期期期のののの仕仕仕仕事事事事をををを手手手手伝伝伝伝わわわわせるということせるということせるということせるということももももですですですです。。。。これはこれはこれはこれは昔昔昔昔はよくあったのですはよくあったのですはよくあったのですはよくあったのです。。。。昔昔昔昔のののの校校校校長長長長先先先先生生生生とととと新新新新任任任任のののの若若若若いいいい先先先先生方生方生方生方のののの間間間間であったことをであったことをであったことをであったことを、、、、私私私私ももももかいかいかいかいまままま見見見見てきましたがてきましたがてきましたがてきましたが、、、、今日今日今日今日のののの段階段階段階段階ではではではでは珍珍珍珍しいのかとしいのかとしいのかとしいのかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、このこのこのこの先先先先生生生生はははは、、、、自分自分自分自分のののの指指指指示示示示したことをしたことをしたことをしたことを守守守守れないれないれないれない教員教員教員教員ななななどどどどがおりますとがおりますとがおりますとがおりますと、、、、御御御御所市所市所市所市へへへへ飛飛飛飛ばばばばすすすすぞぞぞぞとととと冗談半冗談半冗談半冗談半分分分分でででで言言言言わわわわれるそうですれるそうですれるそうですれるそうです。。。。私私私私のののの友人友人友人友人のののの御御御御所市所市所市所市教育長教育長教育長教育長ななななどどどどにににに聞聞聞聞ここここええええてててて、、、、勝勝勝勝手手手手にけんかでにけんかでにけんかでにけんかでももももされたらされたらされたらされたら困困困困るのですがるのですがるのですがるのですが、、、、例例例例えばえばえばえばそういうそういうそういうそういう御御御御所市所市所市所市へへへへ飛飛飛飛ばばばばすすすすぞぞぞぞとととと。。。。多多多多分分分分、、、、このこのこのこの校校校校長長長長はははは自自自自身身身身がががが御御御御所市所市所市所市内内内内でででで校校校校長長長長をされておられたというをされておられたというをされておられたというをされておられたという経経経経験験験験があるのだとがあるのだとがあるのだとがあるのだと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、このこのこのこの校校校校長長長長はははは学校学校学校学校教育教育教育教育課課課課におられたのですにおられたのですにおられたのですにおられたのです。。。。御御御御所市所市所市所市内内内内にはにはにはには、、、、率率率率直直直直にににに言言言言ってってってって教育教育教育教育困困困困難校難校難校難校がかながかながかながかなりあることりあることりあることりあることもももも承承承承知知知知のののの上上上上でこんなでこんなでこんなでこんな冗談冗談冗談冗談をををを言言言言っておられるのだとっておられるのだとっておられるのだとっておられるのだと思思思思いますいますいますいます。。。。実実実実際際際際にそういうことをなされたかにそういうことをなされたかにそういうことをなされたかにそういうことをなされたかどどどどうかはうかはうかはうかは定定定定かではないのですがかではないのですがかではないのですがかではないのですが、、、、少少少少なくとなくとなくとなくとももももそういうそういうそういうそういう冗談冗談冗談冗談がががが飛飛飛飛びびびび交交交交うううう環境環境環境環境のののの中中中中でででで、、、、このこのこのこのパパパパワハラワハラワハラワハラがががが提提提提起起起起されたのかとされたのかとされたのかとされたのかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。率率率率直直直直にににに、、、、教職員教職員教職員教職員課課課課長長長長にににに調調調調査査査査のののの必必必必要要要要があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、教職員教職員教職員教職員課課課課長長長長ははははみずみずみずみずからからからから乗乗乗乗りりりり出出出出してしてしてして調調調調査査査査してしてしてしてくれましたのでくれましたのでくれましたのでくれましたので報告報告報告報告していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ただいまただいまただいまただいま委員委員委員委員からおからおからおからお話話話話のありましたのありましたのありましたのありました小学校小学校小学校小学校のののの校校校校長長長長につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、パパパパ○○○○久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長ワハラワハラワハラワハラのののの疑疑疑疑いがあるというごいがあるというごいがあるというごいがあるというご指摘指摘指摘指摘いただきいただきいただきいただき、、、、教職員教職員教職員教職員課課課課としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその翌翌翌翌日日日日からからからから関係者関係者関係者関係者のののの事事事事情情情情聴聴聴聴取取取取をををを順次行順次行順次行順次行いいいい、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれにつきましてれにつきましてれにつきましてれにつきまして事実事実事実事実確確確確認認認認にににに努努努努めたとこめたとこめたとこめたところろろろですですですです。。。。ままままずずずず、、、、委員委員委員委員にににに情情情情報報報報提提提提供供供供をしたとされるをしたとされるをしたとされるをしたとされる教職員教職員教職員教職員にににに面面面面談談談談をしてをしてをしてをして、、、、被被被被害害害害にににに遭遭遭遭ったったったった疑疑疑疑いのあるいのあるいのあるいのある５５５５名名名名のののの教教教教諭諭諭諭、、、、それからそれからそれからそれから講師講師講師講師にににに対対対対してしてしてして、、、、個個個個別別別別にににに状況確状況確状況確状況確認認認認をしましたをしましたをしましたをしました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、並並並並行行行行してしてしてして当当当当該該該該校校校校長長長長からからからからもももも事事事事情情情情聴聴聴聴取取取取をををを行行行行ったとこったとこったとこったところろろろですですですです。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、ごごご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校校校校長長長長、、、、それからそれからそれからそれから被被被被害害害害者者者者とされるとされるとされるとされる５５５５名名名名のののの双双双双方方方方とととともももも、、、、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個個個個別別別別のののの事事事事象象象象についてについてについてについて、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれにれにれにれにパパパパワワワワハラハラハラハラのののの事実事実事実事実をををを否否否否定定定定したとこしたとこしたとこしたところろろろですですですです。。。。またまたまたまた、、、、直直直直接接接接にににに面面面面談談談談をををを行行行行いましたいましたいましたいました当当当当課課課課職員職員職員職員、、、、面面面面談談談談はははは当当当当然然然然複複複複数数数数でででで行行行行っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、パパパパワハラワハラワハラワハラとととと断断断断定定定定できるにできるにできるにできるに至至至至らなかったというらなかったというらなかったというらなかったという状況状況状況状況ですですですです。。。。被被被被害害害害にににに遭遭遭遭ったとされるったとされるったとされるったとされる教員教員教員教員がががが受受受受けとったけとったけとったけとった感感感感じじじじとととと、、、、情情情情報報報報提提提提供供供供したしたしたした教職員教職員教職員教職員がががが受受受受けとったけとったけとったけとった感感感感じじじじにににに少少少少しししし感感感感
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じじじじ方方方方のののの相違相違相違相違、、、、開開開開きがあったのではないかというきがあったのではないかというきがあったのではないかというきがあったのではないかという結結結結論論論論にににに達達達達したとこしたとこしたとこしたところろろろですですですです。。。。このこのこのこの結果結果結果結果はははは、、、、過過過過日日日日、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月８８８８日日日日にににに委員委員委員委員ににににもももも報告報告報告報告をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、同同同同様様様様にににに情情情情報報報報提提提提供供供供されたとされるされたとされるされたとされるされたとされる教職教職教職教職員員員員にににに対対対対しましてしましてしましてしましてもももも平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日にににに結果結果結果結果報告報告報告報告をををを行行行行ったとこったとこったとこったところろろろですですですです。。。。本件本件本件本件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、、、、このようなこのようなこのようなこのような結結結結論論論論にににに達達達達したとこしたとこしたとこしたところろろろですがですがですがですが、、、、パパパパワハラワハラワハラワハラのののの取取取取りりりり組組組組みみみみとしとしとしとしましてはましてはましてはましては、、、、奈良県教育委員会奈良県教育委員会奈良県教育委員会奈良県教育委員会としてとしてとしてとしてパパパパワハラワハラワハラワハラのののの防防防防止止止止策策策策としましてとしましてとしましてとしまして、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日付付付付ででででパパパパワハラワハラワハラワハラのののの防防防防止止止止等等等等にににに関関関関するするするする指指指指針針針針をををを策策策策定定定定しししし、、、、ままままずずずず奈良県奈良県奈良県奈良県がががが服服服服務務務務をををを直直直直接接接接担当担当担当担当するするするする県県県県立高等立高等立高等立高等学校学校学校学校長長長長にににに対対対対してしてしてして通知通知通知通知するととするととするととするととももももにににに、、、、義義義義務教育務教育務教育務教育にににに携携携携わわわわるるるる教職員教職員教職員教職員のののの服服服服務務務務をををを担当担当担当担当しますしますしますします市町市町市町市町村教村教村教村教育委員会育委員会育委員会育委員会にににに対対対対してしてしてしてもももも、、、、同同同同様様様様のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを行行行行うよううよううよううよう通知通知通知通知したとこしたとこしたとこしたところろろろですですですです。。。。今回今回今回今回のことをのことをのことをのことを受受受受けけけけてててて、、、、さらにさらにさらにさらに平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１５１５１５１５日付日付日付日付でででで市町市町市町市町村教育委員会村教育委員会村教育委員会村教育委員会にににに対対対対してしてしてして、、、、パパパパワハラワハラワハラワハラ防防防防止止止止にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみをををを行行行行うよううよううよううよう、、、、再再再再度通知度通知度通知度通知したとこしたとこしたとこしたところろろろですですですです。。。。パパパパワハラワハラワハラワハラについてはについてはについてはについては、、、、受受受受けるけるけるける方方方方もももも、、、、それからそれからそれからそれからパパパパワハラワハラワハラワハラをするをするをするをする方方方方ももももまだまだまだまだまだまだまだまだ認認認認識識識識がががが薄薄薄薄くくくく、、、、またまたまたまた相談相談相談相談をををを受受受受けるけるけるける人事管理担当人事管理担当人事管理担当人事管理担当のののの私私私私たたたたちもちもちもちも勉強勉強勉強勉強不不不不足足足足のとこのとこのとこのところろろろがございますがございますがございますがございます。。。。これをこれをこれをこれを契契契契機機機機ととととしましてしましてしましてしまして、、、、意意意意識識識識醸醸醸醸成成成成ににににもももも努努努努めめめめ、、、、さらにさらにさらにさらに適適適適正正正正なななな人事管理人事管理人事管理人事管理にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考ええええているとているとているとているとこここころろろろでございますでございますでございますでございます。。。。以以以以上上上上でございますでございますでございますでございます。。。。調調調調査査査査ごごごご苦労苦労苦労苦労さまでしたさまでしたさまでしたさまでした。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員ただただただただ、、、、事実事実事実事実はははは事実事実事実事実としてとしてとしてとして言言言言っておきますがっておきますがっておきますがっておきますが、、、、このこのこのこの校校校校長長長長はははは間間間間ももももなくなくなくなく某某某某町町町町のののの教育長教育長教育長教育長になるになるになるになる予予予予定定定定でありでありでありであり、、、、そのそのそのその事実事実事実事実をををを知知知知ってからのってからのってからのってからの事事事事情情情情聴聴聴聴取取取取、、、、しかしかしかしかももももこのこのこのこのパパパパワハラワハラワハラワハラをををを受受受受けてけてけてけて難難難難儀儀儀儀だとだとだとだと思思思思いいいい、、、、あるあるあるある教員教員教員教員にににに相談相談相談相談したしたしたした。。。。そのそのそのその人人人人たたたたちちちちのうのうのうのうちちちち２２２２名名名名はははは講師講師講師講師ですですですです。。。。さらにさらにさらにさらに１１１１名名名名はははは支援支援支援支援教育教育教育教育のののの支援支援支援支援員員員員ですですですです。。。。校校校校長長長長にににに対対対対してしてしてしてどどどどんなんなんなんな関係関係関係関係にあったのかにあったのかにあったのかにあったのか、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる力関係力関係力関係力関係でででで圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに弱弱弱弱いいいい立立立立場場場場にあるにあるにあるにある人人人人ですですですです。。。。念念念念のためにのためにのためにのために言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの小学校小学校小学校小学校ではではではでは平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年にににに５５５５年年年年生生生生のののの女女女女子子子子児童児童児童児童がががが約約約約１１１１年間年間年間年間いいいいじじじじめにめにめにめに遭遭遭遭ってってってって困困困困りましたりましたりましたりました。。。。このこのこのこの問問問問題題題題はははは率率率率直直直直にににに私私私私はははは学校学校学校学校教育教育教育教育課課課課長長長長ににににもももも相談相談相談相談しましたしましたしましたしました。。。。学校学校学校学校教育教育教育教育課課課課長長長長はさまざまなはさまざまなはさまざまなはさまざまな対対対対応応応応をしてくれましたをしてくれましたをしてくれましたをしてくれました。。。。私私私私ににににパパパパワハラワハラワハラワハラをををを提提提提起起起起したそのしたそのしたそのしたその人人人人がががが、、、、そのそのそのその小学校小学校小学校小学校のののの人人人人権権権権担当担当担当担当のののの教教教教師師師師なのですなのですなのですなのです。。。。そのそのそのその人人人人権権権権担当担当担当担当のののの教教教教師師師師にににに、、、、そのそのそのその５５５５年年年年生生生生のののの女女女女子子子子児童児童児童児童がいがいがいがいじじじじめにめにめにめに遭遭遭遭っているっているっているっている事実事実事実事実についてについてについてについて１１１１回回回回もももも相談相談相談相談しししし、、、、会議会議会議会議ににににももももかけなかったかけなかったかけなかったかけなかった。。。。そのそのそのその彼彼彼彼女女女女がががが人人人人権権権権担当担当担当担当をおをおをおをおろろろろしてしてしてしてももももらいたいというらいたいというらいたいというらいたいという相談相談相談相談をををを持持持持ちちちちかけたときにかけたときにかけたときにかけたときに校校校校長長長長はははは何何何何をををを言言言言ったのかったのかったのかったのか。。。。人人人人権権権権教育教育教育教育、、、、先先先先生生生生いいいいいかいかいかいかげげげげんにしていたらよんにしていたらよんにしていたらよんにしていたらよろろろろしいですしいですしいですしいです。。。。そんなそんなそんなそんな対対対対応応応応をするをするをするをする教教教教師師師師なのですなのですなのですなのです。。。。そういうそういうそういうそういう人人人人がかつがかつがかつがかつてててて学校学校学校学校教育教育教育教育課課課課におりにおりにおりにおり、、、、小学校小学校小学校小学校のののの校校校校長長長長になりになりになりになり、、、、今度今度今度今度はははは某某某某町町町町のののの教育長教育長教育長教育長にごにごにごにご栄栄栄栄転転転転にとにとにとにと。。。。そのそのそのその力関力関力関力関係係係係のののの中中中中でででで講師講師講師講師たたたたちちちちにににに、、、、採採採採用用用用試験試験試験試験をををを受受受受けたのかけたのかけたのかけたのか聞聞聞聞いたとこいたとこいたとこいたところろろろ受受受受けたとけたとけたとけたと言言言言っていましたっていましたっていましたっていました。。。。しかしかしかしかしししし、、、、合合合合格格格格していないのですしていないのですしていないのですしていないのです。。。。自分自分自分自分のののの身身身身分分分分もももも含含含含めてめてめてめて不不不不安定安定安定安定なななな状況状況状況状況なのですなのですなのですなのです。。。。そういうそういうそういうそういう関係関係関係関係のののの
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中中中中ででででパパパパワハラワハラワハラワハラはははは生生生生じじじじてくるてくるてくるてくる。。。。人人人人権権権権教育教育教育教育はははは嫌嫌嫌嫌いいいい、、、、言言言言うことうことうことうこと聞聞聞聞かなけれかなけれかなけれかなければばばば御御御御所市所市所市所市へへへへ飛飛飛飛ばばばばすすすすぞぞぞぞ、、、、そんなそんなそんなそんな冗談冗談冗談冗談がががが言言言言ええええるとこるとこるとこるところろろろについてについてについてについて、、、、同同同同和和和和教育教育教育教育やややや人人人人権権権権教育教育教育教育をををを奈良県奈良県奈良県奈良県のののの教育教育教育教育方方方方針針針針のかなめにのかなめにのかなめにのかなめにしておられたはしておられたはしておられたはしておられたはずずずずなのですがなのですがなのですがなのですが、、、、そういうことはそういうことはそういうことはそういうことは今今今今はないのかはないのかはないのかはないのかどどどどうかうかうかうか、、、、教育長教育長教育長教育長におにおにおにお尋尋尋尋ねねねねしたしたしたしたいいいい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ここのここのここのここの小学校小学校小学校小学校でででで、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは町町町町教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会にににに奈良県教育委員会奈良県教育委員会奈良県教育委員会奈良県教育委員会がががが出出出出したしたしたした平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１６１６１６１６日付日付日付日付ののののパパパパワハラワハラワハラワハラ通通通通達達達達についてについてについてについて、、、、どどどどういうういうういうういう扱扱扱扱いであったのかいであったのかいであったのかいであったのか、、、、紹介紹介紹介紹介してくださしてくださしてくださしてくださいいいい。。。。 このこのこのこの件件件件にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、私私私私もももも聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。教職員教職員教職員教職員課課課課でしっかりでしっかりでしっかりでしっかり調調調調べべべべることることることること○○○○冨岡教育長冨岡教育長冨岡教育長冨岡教育長をををを指指指指示示示示しましたしましたしましたしました。。。。結果結果結果結果としてこういうことでございましたのでとしてこういうことでございましたのでとしてこういうことでございましたのでとしてこういうことでございましたので、、、、これこれこれこれ以以以以上上上上のこののこののこののこの件件件件にににに関関関関ししししましてのましてのましてのましての追追追追及及及及はははは難難難難しいかとしいかとしいかとしいかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そんなそんなそんなそんな発言発言発言発言ががががももももししししももももであれであれであれであればばばば、、、、これはかなりこれはかなりこれはかなりこれはかなり問問問問題題題題だとだとだとだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、さらにさらにさらにさらに人人人人権権権権教育教育教育教育ににににもももも力力力力をををを入入入入れていかなけれれていかなけれれていかなけれれていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思っているとっているとっているとっているとこここころろろろでございますでございますでございますでございます。。。。 平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１６１６１６１６日付日付日付日付でででで出出出出したしたしたした文文文文書書書書はははは、、、、当当当当然公文然公文然公文然公文書書書書ですのでですのでですのでですので、、、、適適適適○○○○久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長久保田教職員課長正正正正にににに受受受受理理理理されされされされ、、、、検討検討検討検討いただいたいただいたいただいたいただいたもももものであるとのであるとのであるとのであると現現現現段階段階段階段階でででで推推推推定定定定しますしますしますします。。。。現現現現状状状状におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、同同同同様様様様にににに市町市町市町市町村村村村ででででパパパパワハラワハラワハラワハラのののの指指指指針針針針をつくっていただいているとこをつくっていただいているとこをつくっていただいているとこをつくっていただいているところろろろはははは、、、、２２２２市市市市１１１１村村村村にとにとにとにとどどどどまってまってまってまっているといういるといういるといういるという現現現現状状状状をををを踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして、、、、我我我我々々々々としましてとしましてとしましてとしましてもももも取取取取りりりり組組組組みみみみをさらにをさらにをさらにをさらに強強強強固固固固にしていかなけにしていかなけにしていかなけにしていかなけれれれればばばばならないとならないとならないとならないと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。以以以以上上上上でございますでございますでございますでございます。。。。あのあのあのあの通通通通達達達達にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、パパパパワハラワハラワハラワハラをしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと受受受受けとめようというけとめようというけとめようというけとめようという市町市町市町市町村村村村はははは２２２２○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員市市市市１１１１町町町町にとにとにとにとどどどどまっているまっているまっているまっている。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県はははは人人人人権権権権問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んできたとんできたとんできたとんできたと言言言言うけれうけれうけれうけれどもどもどもども、、、、こんなとこんなとこんなとこんなとこここころろろろですですですです。。。。私私私私はははは講師講師講師講師たたたたちちちちのののの今後今後今後今後のののの身身身身分分分分のののの問問問問題題題題ももももありありありあり、、、、このこのこのこの案件案件案件案件についてについてについてについてパパパパワハラワハラワハラワハラだだだだ、、、、どどどどううううのこうのということについてのこうのということについてのこうのということについてのこうのということについてどどどどうかとうかとうかとうかと今後今後今後今後追追追追及及及及するつするつするつするつももももりはありませんがりはありませんがりはありませんがりはありませんが、、、、彼彼彼彼がががが当当当当然然然然教育教育教育教育長長長長になるであになるであになるであになるであろろろろうううう、、、、そのそのそのその教育行教育行教育行教育行政政政政をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと私私私私自自自自身身身身もももも見見見見守守守守ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと思思思思っていまっていまっていまっていますすすす。。。。このこのこのこの問問問問題題題題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総括総括総括総括のときのときのときのときもももも出出出出したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。終終終終わわわわりますりますりますります。。。。１１１１つつつつ目目目目はははは市町市町市町市町村村村村振興振興振興振興臨臨臨臨時時時時交付交付交付交付金金金金のののの件件件件でございますでございますでございますでございます。。。。このこのこのこの部部部部分分分分につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員本会議本会議本会議本会議ででででもももも申申申申しししし上上上上げげげげたたたたわわわわけでございますけれけでございますけれけでございますけれけでございますけれどもどもどもども、、、、答弁答弁答弁答弁はははは結結結結論論論論的的的的にいいますとにいいますとにいいますとにいいますと、、、、臨臨臨臨時的時的時的時的なななな取取取取りりりり扱扱扱扱いとしていとしていとしていとして奈良県奈良県奈良県奈良県によるによるによるによる初初初初めてのめてのめてのめての支援支援支援支援措措措措置置置置をををを講講講講じじじじたたたたもももものであるということとのであるということとのであるということとのであるということと、、、、ももももうううう一一一一つはつはつはつは、、、、今後県今後県今後県今後県とととと市町市町市町市町村村村村ではではではでは率率率率直直直直なななな意見交意見交意見交意見交換換換換をしてをしてをしてをして市町市町市町市町村村村村のののの問問問問題解題解題解題解決決決決にににに当当当当たりたいとたりたいとたりたいとたりたいと、、、、こうこうこうこういういういういう回回回回答答答答であったであったであったであったわわわわけでありますけでありますけでありますけであります。。。。本会議本会議本会議本会議ででででもももも申申申申しししし上上上上げげげげましたがましたがましたがましたが、、、、竹竹竹竹下下下下さんのさんのさんのさんの１１１１億円億円億円億円ののののふふふふるさとるさとるさとるさと創生資金創生資金創生資金創生資金、、、、このことこのことこのことこのことももももやはやはやはやはりりりり不不不不評評評評でございましたでございましたでございましたでございました。。。。そしてそしてそしてそして今現今現今現今現在市町在市町在市町在市町村村村村がががが悩悩悩悩んでいるんでいるんでいるんでいる、、、、特特特特にににに今回今回今回今回２７２７２７２７市町市町市町市町村村村村にこういにこういにこういにこうい



---- 22225555 ----

うううう措措措措置置置置をされたをされたをされたをされたわわわわけでございますがけでございますがけでございますがけでございますが、、、、平平平平均均均均してしてしてして４４４４，，，，００００００００００００万円程度万円程度万円程度万円程度だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。そんなそんなそんなそんな中中中中でででで、、、、市町市町市町市町村村村村がががが現実現実現実現実にににに、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども少少少少しししし話話話話がございましたががございましたががございましたががございましたが、、、、細細細細かいことをかいことをかいことをかいことを申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、老老老老人会人会人会人会のののの補補補補助金助金助金助金、、、、村村村村、、、、町町町町のののの祭祭祭祭りのりのりのりの補補補補助金助金助金助金、、、、老老老老人会人会人会人会のののの補補補補助金助金助金助金、、、、ほとんほとんほとんほとんどどどどカッカッカッカットトトト、、、、カッカッカッカットトトト、、、、カカカカッッッットトトトでででで自主的自主的自主的自主的なななな事業事業事業事業ができないようなができないようなができないようなができないような状況状況状況状況がががが市町市町市町市町村村村村のののの現現現現状状状状ですですですです。。。。そのそのそのその中中中中でででで最最最最たるたるたるたるもももものがのがのがのが赤赤赤赤字字字字再建再建再建再建団団団団体体体体にににに直面直面直面直面しているしているしているしている市町市町市町市町村村村村ももももあるということであるということであるということであるということで、、、、やはりいやはりいやはりいやはりいろろろろんなんなんなんな政策課題政策課題政策課題政策課題がありまがありまがありまがありますがすがすがすが、、、、市町市町市町市町村村村村がががが足腰足腰足腰足腰がががが、、、、体体体体力力力力がががが強強強強くないことにはくないことにはくないことにはくないことには、、、、県県県県政政政政のいのいのいのいろろろろんなんなんなんな重重重重要要要要課題課題課題課題をををを実現実現実現実現していしていしていしていくためにはくためにはくためにはくためには強強強強くならなけれくならなけれくならなけれくならなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。これはこれはこれはこれはももももうううう自自自自明明明明のののの理理理理だとだとだとだと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そういうこそういうこそういうこそういうことをとをとをとを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、今回今回今回今回のののの黒黒黒黒字字字字決算決算決算決算ということでということでということでということで、、、、そのそのそのその剰剰剰剰余余余余金金金金のののの一部一部一部一部をををを市町市町市町市町村村村村にににに回回回回すというすというすというすということはことはことはことは、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にいいことだとにいいことだとにいいことだとにいいことだと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。ただただただただ、、、、そのそのそのその効効効効果果果果をををを考考考考ええええますとますとますとますと、、、、１１１１年年年年きりきりきりきりでいいのかでいいのかでいいのかでいいのかどどどどうかうかうかうか。。。。このことについてこのことについてこのことについてこのことについて奈良県奈良県奈良県奈良県はははは私私私私のののの質問質問質問質問にににに答答答答ええええておらないておらないておらないておらない。。。。市町市町市町市町村村村村とととと協議協議協議協議をするということだけなのですをするということだけなのですをするということだけなのですをするということだけなのです。。。。ここでここでここでここで、、、、本当本当本当本当にににに市町市町市町市町村村村村がががが体体体体力力力力をつけるためにはをつけるためにはをつけるためにはをつけるためには、、、、県県県県のののの予予予予算算算算がががが単単単単年度年度年度年度黒黒黒黒字字字字であれであれであれであればばばば、、、、そのそのそのその剰剰剰剰余余余余金金金金のののの今回今回今回今回２２２２分分分分のののの１１１１でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、当当当当然然然然２２２２分分分分のののの１１１１程度程度程度程度はははは市町市町市町市町村村村村のののの財政財政財政財政、、、、苦苦苦苦しんでおるしんでおるしんでおるしんでおる市町市町市町市町村村村村もももも含含含含めめめめ、、、、支援支援支援支援をするということはこれからをするということはこれからをするということはこれからをするということはこれから非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だとだとだとだと、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考ええええていますていますていますています。。。。そのことについてそのことについてそのことについてそのことについて、、、、どどどどのようにのようにのようにのように思思思思っておるのかっておるのかっておるのかっておるのか。。。。それとそれとそれとそれとももももうううう一一一一つはつはつはつは、、、、市町市町市町市町村村村村もももも過疎過疎過疎過疎のののの村村村村ももももあれあれあれあればばばば過密過密過密過密のののの町町町町ももももあるあるあるあるわわわわけですけですけですけです。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろ施政施政施政施政のののの課題課題課題課題はございますはございますはございますはございます。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、県県県県政政政政とのかかとのかかとのかかとのかかわわわわりでいきますとりでいきますとりでいきますとりでいきますと、、、、ままままずずずず第第第第１１１１点目点目点目点目にはにはにはには生生生生産活産活産活産活動動動動をすれをすれをすれをすればばばば産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。条例条例条例条例ではではではでは県県県県のののの産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物条例条例条例条例があるがあるがあるがあるわわわわけですけですけですけです。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、最最最最終処分終処分終処分終処分場場場場をををを立地立地立地立地しておるしておるしておるしておる市町市町市町市町村村村村にににに対対対対するするするする奈良県奈良県奈良県奈良県のののの助助助助成成成成策策策策はははは、、、、条例条例条例条例によりによりによりによりももももうできないことになっているうできないことになっているうできないことになっているうできないことになっているわわわわけですけですけですけです。。。。こういうことはこういうことはこういうことはこういうことは市町市町市町市町村村村村支援支援支援支援のののの大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題ではなではなではなではないかいかいかいか。。。。だからだからだからだから、、、、こういうことにこういうことにこういうことにこういうことに対対対対してはこういうしてはこういうしてはこういうしてはこういう支援金支援金支援金支援金をををを、、、、産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物立地立地立地立地のののの市町市町市町市町村村村村にににに援援援援助助助助をするをするをするをする。。。。例例例例えばえばえばえば今今今今、、、、３３３３年間年間年間年間のののの時時時時限限限限立立立立法法法法でででで１１１１万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円、、、、福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設にににに働働働働くくくく看看看看護護護護職員職員職員職員にににに対対対対してしてしてして、、、、限定限定限定限定３３３３年年年年のののの職員補職員補職員補職員補助助助助があるがあるがあるがあるわわわわけですけですけですけです。。。。しかししかししかししかし、、、、３３３３年年年年過過過過ぎぎぎぎれれれればばばばまたまたまたまた看看看看護護護護職員職員職員職員のののの給給給給料料料料がががが減減減減るるるる。。。。最最最最もももも大事大事大事大事なななな、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん高高高高齢齢齢齢化化化化がががが進進進進みみみみ、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん介介介介護護護護をををを必必必必要要要要とするとするとするとする人人人人ががががふふふふええええておるておるておるておる。。。。そしたそしたそしたそしたらららら、、、、福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設でででで働働働働くくくく立地立地立地立地をするをするをするをする市町市町市町市町村村村村にににに看看看看護護護護職員職員職員職員のののの給与給与給与給与のののの助助助助成成成成にににに伴伴伴伴うううう費用負費用負費用負費用負担担担担をををを県県県県がこのがこのがこのがこの資金資金資金資金をををを使使使使ってやるってやるってやるってやる。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境がががが今今今今非常非常非常非常にににに混迷混迷混迷混迷をきをきをきをきわわわわめているめているめているめているわわわわけですけですけですけです。。。。山山山山のののの値値値値打打打打ちちちちはははは、、、、森林森林森林森林のののの持持持持つつつつ機機機機能能能能はははは、、、、水水水水源源源源のののの涵涵涵涵養養養養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るあるあるあるわわわわけですけですけですけです。。。。そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろでででで、、、、森林環境税森林環境税森林環境税森林環境税がががが、、、、条例条例条例条例化化化化されたされたされたされたわわわわけですけですけですけです。。。。しかしながらなかなかしかしながらなかなかしかしながらなかなかしかしながらなかなか進進進進まないまないまないまない。。。。だからだからだからだから、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろににににももももやはりやはりやはりやはり使使使使ううううべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。
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消防消防消防消防団員団員団員団員のののの問問問問題題題題はははは、、、、大事大事大事大事なことなのですなことなのですなことなのですなことなのです。。。。定定定定数数数数とととと実実実実数数数数はははは乖離乖離乖離乖離してきているしてきているしてきているしてきているわわわわけですけですけですけです。。。。入入入入るるるる人人人人がいないがいないがいないがいない。。。。定定定定数数数数ににににもももも本当本当本当本当にににに満満満満たないたないたないたないわわわわけですけですけですけです。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、消防消防消防消防団員団員団員団員のののの危危危危険険険険性性性性とかとかとかとか含含含含めてめてめてめて、、、、このこのこのこの処処処処遇遇遇遇をををを改改改改善善善善してあしてあしてあしてあげげげげないないないない限限限限りますますりますますりますますりますます減減減減っていくっていくっていくっていくわわわわけですけですけですけです。。。。中国中国中国中国とのとのとのとの尖閣諸尖閣諸尖閣諸尖閣諸島島島島にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる漁船漁船漁船漁船のののの問問問問題題題題ででででもももも、、、、我我我我々々々々がががが有有有有限限限限のののの一一一一生生生生をををを生生生生きていくきていくきていくきていく間間間間にはにはにはには安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる、、、、命命命命とととと暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる世世世世のののの中中中中がががが大事大事大事大事なのですなのですなのですなのです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、そのそのそのその世世世世のののの中中中中をををを構築構築構築構築すすすするのにるのにるのにるのに、、、、何何何何かとかとかとかと言言言言えばえばえばえばやはりやはりやはりやはり国国国国にあってはにあってはにあってはにあっては自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊、、、、我我我我々々々々のののの県民県民県民県民生生生生活活活活においてはにおいてはにおいてはにおいては警察警察警察警察のののの治治治治安安安安ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、市市市市民民民民的的的的にいにいにいにいえばえばえばえば日日日日 々々々々起起起起こるこるこるこる災害災害災害災害なりなりなりなり火火火火災災災災からからからから我我我我々々々々をををを守守守守っていただくっていただくっていただくっていただく消防消防消防消防ななななのですのですのですのです。。。。自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊、、、、警察警察警察警察、、、、消防消防消防消防、、、、これらがきこれらがきこれらがきこれらがきちちちちっとしないっとしないっとしないっとしない限限限限りりりり、、、、我我我我々々々々のののの安安安安心心心心なななな暮暮暮暮らしというらしというらしというらしというのはのはのはのは保保保保証証証証されないされないされないされないわわわわけですけですけですけです。。。。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考考考考ええええますとますとますとますと、、、、消防消防消防消防団団団団のののの処処処処遇遇遇遇のののの改改改改善善善善、、、、消防消防消防消防職員職員職員職員のののの処処処処遇遇遇遇のののの改改改改善善善善はははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なことなのですなことなのですなことなのですなことなのです。。。。市町市町市町市町村村村村ではできないとこではできないとこではできないとこではできないところろろろにににに、、、、県県県県がががが補補補補助金助金助金助金をををを出出出出すことはすことはすことはすことは大事大事大事大事なのですなのですなのですなのです。。。。いいい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申申申申しししし上上上上げげげげたいのですがたいのですがたいのですがたいのですが、、、、有害有害有害有害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣ももももそうですそうですそうですそうです。。。。全国全国全国全国のののの市町市町市町市町村村村村ででででイイイイノノノノシシシシシシシシのののの被被被被害害害害とかとかとかとか猿猿猿猿のののの被被被被害害害害額額額額ががががばばばばかにならないのですかにならないのですかにならないのですかにならないのです。。。。それはそれはそれはそれは市町市町市町市町村村村村がががが出出出出さないのですさないのですさないのですさないのです。。。。そういそういそういそういうううう県民県民県民県民のののの即即即即物物物物的的的的なななな関関関関心心心心があるがあるがあるがある事事事事象象象象にににに対対対対してしてしてして、、、、やはりやはりやはりやはり臨臨臨臨機機機機応変応変応変応変にににに出出出出動動動動していくしていくしていくしていく、、、、臨臨臨臨時時時時措措措措置的置的置的置的ではなくてではなくてではなくてではなくて継継継継続続続続してしてしてして、、、、数数数数年度年度年度年度ににににわわわわたってたってたってたって、、、、このこのこのこの資金資金資金資金をををを生生生生かしていくかしていくかしていくかしていく考考考考ええええがあるのかがあるのかがあるのかがあるのかどどどどうかうかうかうかこれがこれがこれがこれが第第第第１１１１点点点点ですですですです。。。。２２２２点目点目点目点目はははは、、、、本会議本会議本会議本会議でででで知事知事知事知事はははは、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所とととと観観観観光案内光案内光案内光案内所所所所にににに関関関関するするするする拠拠拠拠点施設点施設点施設点施設をををを旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高等学校高等学校高等学校高等学校跡跡跡跡地地地地にににに設設設設けるけるけるける話話話話がありましたがありましたがありましたがありました。。。。南南南南部部部部振興策振興策振興策振興策もももも含含含含めてめてめてめて結結結結構構構構なことでなことでなことでなことで大大大大いにいにいにいに賛賛賛賛成成成成するするするするわわわわけですけですけですけです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、高等学校高等学校高等学校高等学校のののの統統統統廃廃廃廃合合合合もももも含含含含めてめてめてめて、、、、薬薬薬薬業会業会業会業会館館館館、、、、薬薬薬薬のののの関係関係関係関係をををを旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高等学校高等学校高等学校高等学校跡跡跡跡地地地地にににに持持持持っっっっていきなさいとかをていきなさいとかをていきなさいとかをていきなさいとかを提案提案提案提案してきたしてきたしてきたしてきたわわわわけですけですけですけです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、統統統統合合合合したしたしたした高等学校高等学校高等学校高等学校のののの空空空空きききき地地地地利利利利用用用用はははは一一一一体体体体どどどどのようになっていてのようになっていてのようになっていてのようになっていて、、、、またまたまたまた旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高等学校高等学校高等学校高等学校跡跡跡跡地地地地がががが唐突唐突唐突唐突にににに出出出出てきたのかてきたのかてきたのかてきたのか。。。。県県県県のののの重重重重要要要要なななな政政政政策策策策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、、、、普普普普通通通通、、、、我我我我々々々々ににににもももも大大大大体体体体漏漏漏漏れなくれなくれなくれなく聞聞聞聞くくくくわわわわけなのですがけなのですがけなのですがけなのですが本会議本会議本会議本会議でででで唐突唐突唐突唐突にににに出出出出ててててきたきたきたきたわわわわけですけですけですけです。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、ききききょょょょうはそのことについてうはそのことについてうはそのことについてうはそのことについて、、、、管管管管財課財課財課財課がががが所所所所管管管管するするするする普普普普通通通通財財財財産産産産、、、、これはこれはこれはこれは、、、、未利未利未利未利用地用地用地用地のののの利利利利用用用用なりなりなりなり、、、、県県県県警警警警のののの宿宿宿宿舎舎舎舎、、、、教職員教職員教職員教職員住住住住宅宅宅宅、、、、職員職員職員職員住住住住宅宅宅宅をををを含含含含めてめてめてめて奈良県奈良県奈良県奈良県がががが不用不用不用不用になったになったになったになった公有財公有財公有財公有財産産産産、、、、普普普普通通通通財財財財産産産産をををを今今今今まではまではまではまでは売売売売るということでるということでるということでるということで売売売売ってきたりってきたりってきたりってきたり、、、、廃止廃止廃止廃止するするするするもももものはのはのはのは廃止廃止廃止廃止してしてしてして売売売売るるるる、、、、あるあるあるあるいはいはいはいは利利利利活活活活用用用用するということでするということでするということでするということで進進進進めてきたけれめてきたけれめてきたけれめてきたけれどもどもどもども、、、、このこのこのこの最近最近最近最近、、、、２２２２～～～～３３３３年年年年はははは奈良県奈良県奈良県奈良県のののの公共財公共財公共財公共財産産産産のののの売売売売りりりりぐぐぐぐあいあいあいあいもももも含含含含めてめてめてめて停停停停滞滞滞滞しておりますしておりますしておりますしております。。。。経済経済経済経済がががが悪悪悪悪化化化化してきたのでしてきたのでしてきたのでしてきたので売売売売れませんというこれませんというこれませんというこれませんということですがとですがとですがとですが、、、、それだったらそれだったらそれだったらそれだったら簿簿簿簿価価価価をををを割割割割ってでってでってでってでもももも売売売売るるるるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの努努努努力力力力をしてをしてをしてをして、、、、要要要要らないらないらないらないもももものをのをのをのを２０２０２０２０
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年年年年もももも３０３０３０３０年年年年もももも持持持持っておることはいかがなっておることはいかがなっておることはいかがなっておることはいかがなもももものかなとのかなとのかなとのかなと。。。。このことについてこのことについてこのことについてこのことについて、、、、県県県県立高等学校立高等学校立高等学校立高等学校のののの跡跡跡跡地地地地及及及及びびびび県県県県のののの普普普普通通通通財財財財産産産産についてについてについてについて、、、、現現現現在在在在のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況なりなりなりなり、、、、実実実実際際際際ににににどどどどうしようとうしようとうしようとうしようと考考考考ええええておられておられておられておられるのかをおるのかをおるのかをおるのかをお聞聞聞聞きしたいのですきしたいのですきしたいのですきしたいのです。。。。ももももうううう１１１１点点点点はははは農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。基基基基本本本本的的的的なななな立立立立場場場場をををを聞聞聞聞きたいのはきたいのはきたいのはきたいのは、、、、あそこにあそこにあそこにあそこに農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所をやりたいをやりたいをやりたいをやりたい。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県ではではではでは平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年からからからから２４２４２４２４カカカカ所所所所のののの協定協定協定協定直直直直売売売売所所所所、、、、来来来来年年年年はまたはまたはまたはまた１００１００１００１００カカカカ所所所所ぐぐぐぐらいにしようとされていますがらいにしようとされていますがらいにしようとされていますがらいにしようとされていますが、、、、これはこれはこれはこれはＪＡＪＡＪＡＪＡとかはとかはとかはとかは関関関関心心心心がありがありがありがあり、、、、県産県産県産県産のののの野野野野菜菜菜菜をををを農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所でででで販販販販売売売売をするをするをするをする、、、、こういうこういうこういうこういう動動動動きできできできでふふふふやそうとしているやそうとしているやそうとしているやそうとしているわわわわけですけですけですけです。。。。そうすれそうすれそうすれそうすればばばば、、、、本会議本会議本会議本会議でのでのでのでの答弁答弁答弁答弁ではではではでは、、、、ここのここのここのここの農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所ををををプロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルルルルでするというでするというでするというでするという回回回回答答答答なのですなのですなのですなのです。。。。プロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルルルルでやるのだったらでやるのだったらでやるのだったらでやるのだったら、、、、コンコンコンコンビビビビニニニニももももあれあれあれあればばばばスースースースーパパパパーーーーママママーーーーケッケッケッケットトトトももももあるあるあるある。。。。２４２４２４２４カカカカ所所所所ののののＪＡＪＡＪＡＪＡももももあれあれあれあればばばば、、、、直直直直営営営営販販販販売売売売所所所所ももももあるあるあるあるわわわわけですけですけですけです。。。。これらこれらこれらこれらももももプロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルルルルのののの対対対対象象象象にするにするにするにする。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると競競競競合合合合するするするするわわわわけですけですけですけです。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、これがこれがこれがこれが果果果果たしてたしてたしてたして旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高等学校高等学校高等学校高等学校のののの跡跡跡跡地地地地へへへへ置置置置くくくく農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所がががが中中中中核核核核施設施設施設施設としてのとしてのとしてのとしての役役役役割割割割をををを担担担担うのかうのかうのかうのかどどどどうかうかうかうか。。。。さらにさらにさらにさらに言言言言えばえばえばえば、、、、あのあのあのあの敷敷敷敷地地地地のののの中中中中でででで農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所をををを一一一一体体体体どどどどれれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの面面面面積積積積でででで、、、、このこのこのこの土土土土地地地地をををを売売売売るのかるのかるのかるのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはリリリリースースースースをしてやっていくのかをしてやっていくのかをしてやっていくのかをしてやっていくのか、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな問問問問題題題題、、、、希望希望希望希望がががが含含含含んでいるんでいるんでいるんでいるわわわわけけけけですですですです。。。。それをそれをそれをそれをぽぽぽぽんとんとんとんと唐突唐突唐突唐突にににに農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所にするとにするとにするとにすると。。。。そういうそういうそういうそういう施策施策施策施策、、、、具具具具体的体的体的体的ななななママママススススタタタターーーープラプラプラプランンンンがあるのかがあるのかがあるのかがあるのかどどどどうかうかうかうか。。。。観観観観光案内光案内光案内光案内所的所的所的所的ななななもももものをするとのをするとのをするとのをすると言言言言っているけれっているけれっているけれっているけれどもどもどもども、、、、平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都１３００１３００１３００１３００年祭年祭年祭年祭がががが奈良奈良奈良奈良市市市市をををを中中中中心心心心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すけですけですけです。。。。南南南南部部部部にににに持持持持ってきていただいたらってきていただいたらってきていただいたらってきていただいたら非常非常非常非常によによによによろろろろしいしいしいしい。。。。しかししかししかししかし、、、、実実実実際際際際ににににどどどどういうういうういうういう観観観観光案内光案内光案内光案内所所所所をををを想想想想定定定定してしてしてして、、、、農農農農業業業業とととと観観観観光案内光案内光案内光案内所所所所、、、、全全全全然然然然異質異質異質異質ののののもももものですのですのですのです。。。。あのあのあのあの敷敷敷敷地地地地内内内内にににに進進進進入入入入道路道路道路道路もももも含含含含めてめてめてめて、、、、実実実実際際際際にそこににそこににそこににそこに並並並並立立立立してそのようなしてそのようなしてそのようなしてそのようなもももものができるのかのができるのかのができるのかのができるのかどどどどうかうかうかうか。。。。次次次次にににに、、、、ホホホホテテテテルルルルをををを誘致誘致誘致誘致することですることですることですることで奈良県奈良県奈良県奈良県営営営営ププププーーーールルルルをすをすをすをすぐぐぐぐにににに取取取取りりりり壊壊壊壊しましたしましたしましたしました。。。。経済経済経済経済情勢情勢情勢情勢ももももああああるけれるけれるけれるけれどもどもどもども非常非常非常非常にににに努努努努力力力力していただいているがしていただいているがしていただいているがしていただいているが、、、、ききききょょょょうううう現現現現在在在在、、、、まだまだまだまだ見通見通見通見通しがついていないしがついていないしがついていないしがついていないわわわわけですけですけですけです。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、近近近近鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前前前前のののの屋屋屋屋根根根根ですですですです。。。。あるあるあるある日日日日突突突突然然然然出出出出てきたてきたてきたてきた屋屋屋屋根根根根のののの問問問問題題題題もももも停停停停滞滞滞滞しているしているしているしているわわわわけけけけですがですがですがですが、、、、どどどどうするのですかうするのですかうするのですかうするのですか。。。。奈良県奈良県奈良県奈良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転移転移転移転についてについてについてについて、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市にににに移移移移すということでしたがすということでしたがすということでしたがすということでしたが、、、、最近最近最近最近のののの議会議会議会議会答弁答弁答弁答弁ではではではでは医医医医科科科科大大大大学学学学のののの候候候候補補補補地地地地としないというとしないというとしないというとしないという言言言言いいいい方方方方をされているをされているをされているをされているわわわわけですけですけですけです。。。。だからだからだからだから、、、、心配心配心配心配していしていしていしているのはるのはるのはるのは、、、、知事知事知事知事のののの熱熱熱熱意意意意なりなりなりなり意意意意欲欲欲欲なりはなりはなりはなりは本当本当本当本当ににににももももうううう敬敬敬敬服服服服にににに値値値値しますしますしますします。。。。しかししかししかししかし、、、、ホホホホテテテテルルルル誘致誘致誘致誘致、、、、医医医医科科科科大大大大学学学学のののの移転移転移転移転ももももあれあれあれあればばばば、、、、近近近近鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前前前前のののの屋屋屋屋根根根根のののの問問問問題題題題をををを含含含含めたらめたらめたらめたら、、、、今回今回今回今回のこののこののこののこの農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所やややや観観観観光案内光案内光案内光案内所所所所のののの計計計計画画画画のののの答弁答弁答弁答弁はははは、、、、本当本当本当本当ににににどどどどこまでこまでこまでこまで考考考考ええええててててどどどどれれれれぐぐぐぐらいらいらいらい事業計事業計事業計事業計画画画画はははは具具具具体体体体化化化化していしていしていしてい



---- 22228888 ----

るのかるのかるのかるのか、、、、以以以以上上上上２２２２点点点点教教教教ええええてくださいてくださいてくださいてください。。。。１１１１件件件件目目目目はははは地地地地域域域域振興振興振興振興部部部部にまたがりますのでにまたがりますのでにまたがりますのでにまたがりますので、、、、財政側財政側財政側財政側のののの観点観点観点観点からからからから答弁答弁答弁答弁をおをおをおをお願願願願いいいい○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長しますしますしますします。。。。 ままままずずずず、、、、最最最最初初初初のののの市町市町市町市町村村村村振興振興振興振興臨臨臨臨時時時時交付交付交付交付金金金金でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどもどもどもども、、、、先先先先ほほほほどどどど委員委員委員委員○○○○稲山総務部長稲山総務部長稲山総務部長稲山総務部長長長長長からおからおからおからお話話話話ございましたようにございましたようにございましたようにございましたように、、、、基基基基本本本本的的的的なななな部部部部分分分分はははは地地地地域域域域振興振興振興振興部部部部でおでおでおでお答答答答ええええすることになるとすることになるとすることになるとすることになると思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、１１１１年年年年でいいのかといったことでいいのかといったことでいいのかといったことでいいのかといったことももももおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。このこのこのこの辺辺辺辺はまだはまだはまだはまだ明明明明確確確確ににににおおおお答答答答ええええすることはできませんけれすることはできませんけれすることはできませんけれすることはできませんけれどもどもどもども、、、、今回今回今回今回このこのこのこの市町市町市町市町村村村村振興振興振興振興臨臨臨臨時時時時交付交付交付交付金金金金をををを設設設設けたのはけたのはけたのはけたのは、、、、委委委委員員員員ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように例年例年例年例年よりよりよりよりもももも少少少少しししし多多多多くくくく剰剰剰剰余余余余金金金金がががが残残残残りましたりましたりましたりました。。。。残残残残ったったったった原因原因原因原因というのはいというのはいというのはいというのはいろろろろいいいいろろろろありますけれありますけれありますけれありますけれどもどもどもども、、、、一一一一つはつはつはつは歳出歳出歳出歳出のののの削削削削減減減減努努努努力力力力ももももしてまいりましたししてまいりましたししてまいりましたししてまいりましたし、、、、一一一一方方方方ではではではでは地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税がががが思思思思ったよりったよりったよりったよりももももたくさんたくさんたくさんたくさん来来来来たということたということたということたということももももあってあってあってあって、、、、剰剰剰剰余余余余金金金金がががが少少少少しししし余余余余ったのでったのでったのでったので、、、、それをそれをそれをそれを利利利利用用用用させていただこうということでさせていただきましたさせていただこうということでさせていただきましたさせていただこうということでさせていただきましたさせていただこうということでさせていただきました。。。。このこのこのこの市町市町市町市町村村村村振興振興振興振興臨臨臨臨時時時時交付交付交付交付金金金金のののの条件条件条件条件はははは、、、、ももももうううう蛇蛇蛇蛇足足足足になりますけれになりますけれになりますけれになりますけれどもどもどもども、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県ではなかなではなかなではなかなではなかなかかかか市町市町市町市町村合村合村合村合併併併併がががが大大大大きくきくきくきく進進進進ままままずずずず、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして小規模小規模小規模小規模なななな町町町町村村村村ももももたくさんたくさんたくさんたくさん残残残残っておりますっておりますっておりますっております。。。。そうそうそうそういういういういう中中中中でででで、、、、財政財政財政財政力力力力もももも大大大大変厳変厳変厳変厳しいしいしいしい町町町町村村村村がががが多多多多うございますのでうございますのでうございますのでうございますので、、、、財政状況財政状況財政状況財政状況のののの改改改改善善善善にににに向向向向けてけてけてけて努努努努力力力力されておられるとこされておられるとこされておられるとこされておられるところろろろとかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは条件条件条件条件不不不不利利利利地地地地域域域域、、、、こういったとここういったとここういったとここういったところろろろをををを対対対対象象象象としてとしてとしてとして交付交付交付交付金金金金をををを出出出出させていただこうということでさせていただこうということでさせていただこうということでさせていただこうということで、、、、事業事業事業事業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各市町各市町各市町各市町村村村村においてにおいてにおいてにおいて十分十分十分十分考考考考ええええたたたた上上上上でででで検討検討検討検討、、、、よくよくよくよく調整調整調整調整をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと考考考考ええええておるとこておるとこておるとこておるところろろろでありますでありますでありますであります。。。。このこのこのこの後後後後、、、、平成平成平成平成２２２２３３３３年年年年もももも続続続続くのかくのかくのかくのかどどどどうかにつきましてはうかにつきましてはうかにつきましてはうかにつきましては、、、、今回今回今回今回ははははちちちちょょょょっとっとっとっと控控控控ええええさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ももももうううう１１１１点点点点、、、、旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高等学校高等学校高等学校高等学校跡跡跡跡地地地地でのでのでのでの農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所、、、、観観観観光案内光案内光案内光案内所所所所についてのごについてのごについてのごについてのご質問質問質問質問でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、委員委員委員委員からからからから大大大大いにいにいにいに賛賛賛賛成成成成であるというようにおっしであるというようにおっしであるというようにおっしであるというようにおっしゃゃゃゃっていただいたことっていただいたことっていただいたことっていただいたことはははは大大大大変変変変ありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと思思思思っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、一一一一方方方方でででで、、、、ななななぜぜぜぜこのこのこのこの時期時期時期時期にににに突突突突然急然急然急然急にににに話話話話がががが出出出出てきたのてきたのてきたのてきたのかということかということかということかということもももも多多多多分分分分おおおお述述述述べべべべになられていましたのでになられていましたのでになられていましたのでになられていましたので、、、、少少少少しこのとこしこのとこしこのとこしこのところろろろについておについておについておについてお答答答答ええええをさをさをさをさせていただきますとせていただきますとせていただきますとせていただきますと、、、、旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高等学校高等学校高等学校高等学校跡跡跡跡地地地地もももも含含含含めましてめましてめましてめまして県県県県立高等学校立高等学校立高等学校立高等学校のののの統統統統廃廃廃廃合合合合をしたとこをしたとこをしたとこをしたところろろろにつきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとそのとそのとそのとその利利利利用用用用をををを検討検討検討検討してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。そのそのそのその１１１１つがつがつがつが旧片桐高等学旧片桐高等学旧片桐高等学旧片桐高等学校校校校でありますしでありますしでありますしでありますし、、、、ももももうううう一一一一つがつがつがつが旧旧旧旧志志志志貴貴貴貴高等学校高等学校高等学校高等学校でありますでありますでありますであります。。。。これがこれがこれがこれが今今今今３３３３つつつつ目目目目でありますしでありますしでありますしでありますし、、、、ほかのほかのほかのほかの統統統統廃廃廃廃合合合合したしたしたした高等学校高等学校高等学校高等学校につきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ個個個個別別別別にはにはにはには検討検討検討検討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はあではあではあではありますがりますがりますがりますが、、、、まだまだまだまだ具具具具体的体的体的体的なななな方方方方向向向向はははは出出出出ておりませんておりませんておりませんておりません。。。。今回今回今回今回、、、、このこのこのこの旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高等学校高等学校高等学校高等学校跡跡跡跡地地地地がこういうがこういうがこういうがこういう形形形形でででで発発発発表表表表させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた経経経経緯緯緯緯をををを申申申申しししし上上上上げげげげまままますとすとすとすと、、、、委員委員委員委員ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、中中中中和幹和幹和幹和幹線線線線にににに面面面面しておりますししておりますししておりますししておりますし、、、、南北幹南北幹南北幹南北幹線線線線でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと国国国国道道道道２２２２
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４４４４号号号号、、、、国国国国道道道道１６９１６９１６９１６９号号号号ももももありありありあり、、、、地地地地理理理理的的的的にはにはにはには非常非常非常非常にいいとこにいいとこにいいとこにいいところろろろにあるとにあるとにあるとにあると思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そうそうそうそういういういういう意意意意味味味味でででで、、、、かかかかねねねねてからそのてからそのてからそのてからその活活活活用用用用にににに当当当当たってはたってはたってはたっては必必必必ずずずずししししもももも県県県県としてとしてとしてとして利利利利用用用用するだけではなくするだけではなくするだけではなくするだけではなく、、、、民間民間民間民間によるによるによるによる利利利利用用用用ももももあるのではないかというようなことはあるのではないかというようなことはあるのではないかというようなことはあるのではないかというようなことはずずずずっとっとっとっと考考考考ええええ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。。。。これこれこれこれもももも県県県県有資有資有資有資産産産産のののの有効有効有効有効活活活活用用用用にににに関関関関するするするする基基基基本本本本方方方方針針針針のののの中中中中でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろとととと考考考考ええええてきたてきたてきたてきたわわわわけでありまけでありまけでありまけでありますけれすけれすけれすけれどもどもどもども、、、、ただただただただ表表表表になかなかになかなかになかなかになかなか出出出出てこなかったというのはてこなかったというのはてこなかったというのはてこなかったというのは、、、、一一一一つはつはつはつは平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年にににに全国全国全国全国高等高等高等高等学校学校学校学校総合総合総合総合体体体体育大会育大会育大会育大会のののの事務局事務局事務局事務局としてここをとしてここをとしてここをとしてここを使使使使っておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。そういうことそういうことそういうことそういうことももももありますしありますしありますしありますし、、、、それからこのそれからこのそれからこのそれからこの場場場場所所所所はははは市市市市街街街街化化化化調整調整調整調整区区区区域域域域にありますにありますにありますにあります。。。。どどどどういうういうういうういう形形形形でででで市市市市街街街街化化化化区区区区域域域域にににに編編編編入入入入されるのされるのされるのされるのかかかか、、、、用用用用途途途途がががが何何何何かというのかというのかというのかというのもももも明明明明確確確確ではなかったのでではなかったのでではなかったのでではなかったので、、、、内部内部内部内部ではいではいではいではいろろろろいいいいろろろろ検討検討検討検討しながらしながらしながらしながらもずもずもずもずっっっっとととと置置置置いていたいていたいていたいていた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、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年８８８８月月月月にににに都都都都市市市市計計計計画画画画区区区区域域域域にににに係係係係るるるる奈良県奈良県奈良県奈良県のののの原原原原案案案案がががが示示示示されましたされましたされましたされました。。。。そのそのそのその中中中中でこでこでこでこちちちちらがらがらがらが準準準準住住住住居居居居となりましたのでとなりましたのでとなりましたのでとなりましたので、、、、これであれこれであれこれであれこれであればばばば民間民間民間民間のののの企企企企業業業業がががが来来来来らららられてれてれてれて、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの活活活活用用用用もももも可可可可能能能能であるということでであるということでであるということでであるということでももももってってってって、、、、さらにさらにさらにさらに検討検討検討検討をををを深深深深めたとこめたとこめたとこめたところろろろでありでありでありでありましてましてましてまして、、、、今回今回今回今回こういうこういうこういうこういう形形形形でででで発発発発表表表表をさせていただきましたをさせていただきましたをさせていただきましたをさせていただきました。。。。それがそれがそれがそれが結果結果結果結果的的的的にはにはにはには平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月になってからでありましてになってからでありましてになってからでありましてになってからでありまして、、、、大大大大変変変変、、、、そこはそこはそこはそこは唐突唐突唐突唐突ではないかとではないかとではないかとではないかと言言言言わわわわれたらそうであるかれたらそうであるかれたらそうであるかれたらそうであるかももももしれませんがしれませんがしれませんがしれませんが、、、、我我我我々々々々としてはとしてはとしてはとしては平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年あたりからあたりからあたりからあたりからずずずずっとっとっとっと内部内部内部内部ではではではでは検討検討検討検討してきたとこしてきたとこしてきたとこしてきたところろろろででででありますありますありますあります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、プロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルルルルであるということであるということであるということであるということもももも本会議本会議本会議本会議でででで知事知事知事知事からからからから答弁答弁答弁答弁していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。。。。そのそのそのその中中中中身身身身としてとしてとしてとして、、、、例例例例えばえばえばえば農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所なりなりなりなり観観観観光案内光案内光案内光案内所所所所ががががももももうううう具具具具体体体体にににに決決決決まっているのかといまっているのかといまっているのかといまっているのかということでありますがうことでありますがうことでありますがうことでありますが、、、、まだまだまだまだ具具具具体的体的体的体的にはにはにはには中中中中身身身身はそんなにはそんなにはそんなにはそんなに細細細細かいかいかいかいもももものではございませんのではございませんのではございませんのではございません。。。。ただただただただ、、、、あのとこあのとこあのとこあのところろろろででででササササンンンンププププルルルルのののの農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所、、、、それからそれからそれからそれから観観観観光案内光案内光案内光案内所所所所、、、、ここらはここらはここらはここらは、、、、中中中中南和地南和地南和地南和地域域域域のののの振振振振興興興興にににに資資資資するするするするもももものができるであのができるであのができるであのができるであろろろろ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考考考考ええええておりますしておりますしておりますしておりますし、、、、場合場合場合場合によったらによったらによったらによったら地地地地場産場産場産場産品品品品のののの販販販販売売売売所所所所ももももできるのではないかということできるのではないかということできるのではないかということできるのではないかということもももも考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ななななぜぜぜぜそこまでできるのかということですけれそこまでできるのかということですけれそこまでできるのかということですけれそこまでできるのかということですけれどもどもどもども、、、、運運運運動動動動場場場場のののの面面面面積積積積がががが約約約約２２２２ヘヘヘヘククククタタタターーーールルルルほほほほどどどどございますございますございますございます。。。。今今今今のとこのとこのとこのところろろろはははは１１１１．．．．８８８８ヘヘヘヘククククタタタターーーールルルルぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは使使使使ええええるのではないかといるのではないかといるのではないかといるのではないかということをうことをうことをうことを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、、、、ほかのいほかのいほかのいほかのいろろろろいいいいろろろろこういうこういうこういうこういう農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所のあるとこのあるとこのあるとこのあるところろろろをををを見見見見ててててもももも、、、、このくらいであれこのくらいであれこのくらいであれこのくらいであればばばば、、、、このくらいのこのくらいのこのくらいのこのくらいの面面面面積積積積があれがあれがあれがあればばばばできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでありますでありますでありますであります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、リリリリースースースースかかかか売売売売却却却却するかというごするかというごするかというごするかというご質問質問質問質問がございましたががございましたががございましたががございましたが、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろではではではではリリリリースースースースにしようかとにしようかとにしようかとにしようかと。。。。それはそれはそれはそれは民間民間民間民間のののの企企企企業業業業もももも来来来来られるにられるにられるにられるに当当当当たってたってたってたって、、、、土土土土地地地地をををを買買買買うとなれうとなれうとなれうとなればばばばかなりかなりかなりかなり初初初初期期期期投投投投資資資資もももも要要要要るであるであるであるであろろろろうとうとうとうと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、定定定定期期期期借借借借地地地地というようなというようなというようなというような形形形形ででででリリリリースースースースでいこうかとでいこうかとでいこうかとでいこうかと。。。。ままままだだだだ詳細詳細詳細詳細までまでまでまで決決決決めためためためたわわわわけではけではけではけではもちろもちろもちろもちろんございませんんございませんんございませんんございません。。。。方方方方針針針針としてとしてとしてとして、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方針針針針であるといであるといであるといであるとい
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うことでごうことでごうことでごうことでご理理理理解解解解をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども申申申申しししし上上上上げげげげましたほかのましたほかのましたほかのましたほかの県県県県立高等学校立高等学校立高等学校立高等学校跡跡跡跡地地地地についてについてについてについてもももも１１１１つつつつずずずずつつつつ考考考考ええええてててているとこいるとこいるとこいるところろろろでありましてでありましてでありましてでありまして、、、、地地地地価価価価のののの状況状況状況状況がががが大大大大変変変変悪悪悪悪いいいい中中中中でででで県県県県がががが持持持持っているっているっているっている、、、、たとたとたとたとええええ使使使使わわわわないないないない土土土土地地地地であったとしてであったとしてであったとしてであったとしてももももなかなかなかなかなかなかなかなか安安安安いいいい中中中中でででで売売売売るということはるということはるということはるということは、、、、県民県民県民県民のののの資資資資産産産産ですのでですのでですのでですので、、、、そこはなそこはなそこはなそこはなかなかそれでいこうとかなかそれでいこうとかなかそれでいこうとかなかそれでいこうと踏踏踏踏みみみみ切切切切れないとこれないとこれないとこれないところもろもろもろもありますありますありますあります。。。。ですからですからですからですから、、、、地地地地価価価価のののの状況状況状況状況につきましにつきましにつきましにつきましてはてはてはては、、、、まだまだまだまだ今今今今のとこのとこのとこのところろろろ、、、、このこのこのこの先先先先のののの状況状況状況状況をををを見見見見届届届届けていきたいとけていきたいとけていきたいとけていきたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。私私私私はははは都都都都市市市市計計計計画画画画審議会審議会審議会審議会のののの委員委員委員委員ももももしていたしていたしていたしていたわわわわけですけですけですけです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると出出出出てくるてくるてくるてくる案件案件案件案件にににに○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員はははは、、、、市市市市街街街街化化化化調整調整調整調整区区区区域域域域、、、、市市市市街街街街化化化化区区区区域域域域のののの線引線引線引線引ききききもももも、、、、市町市町市町市町村村村村をををを含含含含めてめてめてめて、、、、そこのそこのそこのそこの市町市町市町市町村村村村でででで線引線引線引線引きをきをきをきを変変変変更更更更するときにはするときにはするときにはするときには何何何何にににに使使使使うかということうかということうかということうかということもももも含含含含めてめてめてめて線引線引線引線引きをするきをするきをするきをするわわわわけですけですけですけです。。。。ということはということはということはということは、、、、ももももうううう既既既既にににに旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高等学校高等学校高等学校高等学校跡跡跡跡地地地地もももも何何何何にににに使使使使うかというのはうかというのはうかというのはうかというのは平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度にににに決決決決まるまるまるまるわわわわけですけですけですけです。。。。当当当当然然然然、、、、使使使使いいいい道道道道もももも含含含含めてめてめてめてわわわわかっているかっているかっているかっているわわわわけですけですけですけです。。。。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言言言言うとうとうとうと時期的時期的時期的時期的にににに見見見見ててててもももも、、、、今今今今のののの総務部長総務部長総務部長総務部長のののの答弁答弁答弁答弁、、、、精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいのいのいのいの答弁答弁答弁答弁だとだとだとだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、またまたまたまた知事知事知事知事におにおにおにお聞聞聞聞きをしますがきをしますがきをしますがきをしますが、、、、そそそそれれれれもももも含含含含めてめてめてめて、、、、今今今今のののの答弁答弁答弁答弁をををを聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、何何何何かやっかやっかやっかやっぱぱぱぱりりりり唐突唐突唐突唐突にににに、、、、知事知事知事知事のののの勇勇勇勇みみみみ足足足足というかというかというかというか、、、、思思思思いつきいつきいつきいつきといといといといえばえばえばえば非常非常非常非常にににに申申申申ししししわわわわけないがけないがけないがけないが、、、、あるあるあるある日日日日突突突突然然然然、、、、農農農農産産産産物物物物直直直直売売売売所所所所でありでありでありであり観観観観光案内光案内光案内光案内所所所所がががが出出出出てきたてきたてきたてきたのではないかというのではないかというのではないかというのではないかという危危危危惧惧惧惧をををを持持持持っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、これはこれはこれはこれは最最最最終終終終日日日日にににに知事知事知事知事にににに承承承承りますりますりますります。。。。それとそれとそれとそれと、、、、市町市町市町市町村村村村振興振興振興振興臨臨臨臨時時時時交付交付交付交付金金金金ですがですがですがですが、、、、一一一一番番番番聞聞聞聞きたかったのはきたかったのはきたかったのはきたかったのは、、、、市町市町市町市町村村村村にににに交付交付交付交付金的金的金的金的ななななもももものをのをのをのを、、、、今今今今まではいまではいまではいまではいろろろろんなんなんなんな事業事業事業事業、、、、今今今今これこれこれこれふふふふるさとるさとるさとるさと再生再生再生再生事業事業事業事業やややや、、、、ほとんほとんほとんほとんどどどど国国国国費費費費１００１００１００１００％％％％のののの事業事業事業事業をををを使使使使ってこのってこのってこのってこの１１１１～～～～２２２２年年年年しているしているしているしているわわわわけですけですけですけです。。。。県県県県はほとんはほとんはほとんはほとんどどどど国国国国におんぶにだっこでそれをやっにおんぶにだっこでそれをやっにおんぶにだっこでそれをやっにおんぶにだっこでそれをやっているているているているわわわわけですけですけですけです。。。。県県県県負負負負担担担担というというというという京京京京奈奈奈奈和自動車和自動車和自動車和自動車道道道道ももももそうですそうですそうですそうです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、ここにここにここにここに地方地方地方地方交付交付交付交付金金金金というというというというもももものがのがのがのが出出出出てきたてきたてきたてきた、、、、このこのこのこの考考考考ええええ方方方方はははは県県県県がががが主体的主体的主体的主体的になってになってになってになって市町市町市町市町村村村村をををを助助助助けないとけないとけないとけないと、、、、これかこれかこれかこれからはやっていけないらはやっていけないらはやっていけないらはやっていけない。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、今今今今言言言言わわわわれたけれれたけれれたけれれたけれどもどもどもども、、、、地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税がががが平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年はははは少少少少しししし多多多多かかかかったからったからったからったから、、、、単単単単年度年度年度年度収支収支収支収支がががが黒黒黒黒字字字字になったになったになったになった。。。。地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税がががが多多多多くなかったらくなかったらくなかったらくなかったら、、、、これはできなかっこれはできなかっこれはできなかっこれはできなかったとたとたとたと、、、、裏裏裏裏をををを返返返返したらそうしたらそうしたらそうしたらそう言言言言っているっているっているっているわわわわけですけですけですけです。。。。そのそのそのその程度程度程度程度のののの性性性性格格格格のののの市町市町市町市町村村村村振興振興振興振興臨臨臨臨時時時時交付交付交付交付税税税税でででであるのかあるのかあるのかあるのか、、、、県県県県がががが助助助助けてあけてあけてあけてあげげげげないとないとないとないと市町市町市町市町村村村村はやっていけないとはやっていけないとはやっていけないとはやっていけないと、、、、ここはここはここはここは県県県県のののの出出出出番番番番だというだというだというだという思思思思いでいでいでいで、、、、このこのこのこの市町市町市町市町村村村村振興振興振興振興臨臨臨臨時時時時交付交付交付交付金金金金がががが出出出出てきたとてきたとてきたとてきたと思思思思ったったったったわわわわけですけですけですけです。。。。だからだからだからだから、、、、当当当当然然然然これからこれからこれからこれからもももも、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度もももも平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度もももも、、、、少少少少ないないないない予算予算予算予算をををを工面工面工面工面しがらしがらしがらしがらもももも市町市町市町市町村村村村にににに交付交付交付交付をををを継継継継続続続続をするこをするこをするこをすることがとがとがとが大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、、、、意見意見意見意見がなけれがなけれがなけれがなければばばば知事知事知事知事にまたにまたにまたにまた聞聞聞聞きますきますきますきます。。。。確確確確かにかにかにかに委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税がががが来来来来たのたのたのたのもももも確確確確かでありますからかでありますからかでありますからかでありますから、、、、○○○○稲山総務部長稲山総務部長稲山総務部長稲山総務部長それをそれをそれをそれをどどどどうううう活活活活用用用用するかというのがするかというのがするかというのがするかというのが、、、、ままままずずずず第一第一第一第一のののの課題課題課題課題としてとしてとしてとして考考考考ええええてててて、、、、それならこれまでからそれならこれまでからそれならこれまでからそれならこれまでから知事知事知事知事がががが説明説明説明説明しているようにしているようにしているようにしているように、、、、市町市町市町市町村村村村へへへへのののの水水水水平補平補平補平補完完完完、、、、垂垂垂垂直直直直補補補補完完完完とかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろ連連連連携携携携をしてやっをしてやっをしてやっをしてやっ
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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、、、、有有有有意意意意義義義義にににに使使使使ええええるとこるとこるとこるところろろろにににに使使使使ってってってってももももららららええええれれれればばばばいいではないかというのでいいではないかというのでいいではないかというのでいいではないかというので説説説説明明明明させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。そしたらそしたらそしたらそしたら、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年以以以以降降降降ははははどどどどうするのかうするのかうするのかうするのか。。。。これはまたこれはまたこれはまたこれはまた一一一一からからからから考考考考ええええるるるるべべべべきことでありまきことでありまきことでありまきことでありましてしてしてして、、、、継継継継続的続的続的続的にににに必必必必要要要要であれであれであれであればばばば当初予算当初予算当初予算当初予算にににに計上計上計上計上していくしていくしていくしていく必必必必要要要要ももももあるのでしあるのでしあるのでしあるのでしょょょょうしうしうしうし、、、、内内内内容容容容につにつにつにつきましてきましてきましてきましてもももも、、、、このままでいいのかということこのままでいいのかということこのままでいいのかということこのままでいいのかということももももよくよくよくよく考考考考ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思いまいまいまいますのですのですのですので、、、、そこはまたそこはまたそこはまたそこはまた改改改改めてめてめてめて地地地地域域域域振興振興振興振興部部部部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をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ほかにほかにほかにほかに質質質質疑疑疑疑ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長なけれなけれなけれなければばばば、、、、これをこれをこれをこれをももももってってってって歳入歳入歳入歳入、、、、総務部総務部総務部総務部、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの審査審査審査審査をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。午後午後午後午後１１１１時時時時１５１５１５１５分分分分よりよりよりより、、、、農農農農林林林林部部部部、、、、土木土木土木土木部部部部、、、、ままままちちちちづくりづくりづくりづくり推推推推進進進進局局局局、、、、水道水道水道水道局局局局のののの審査審査審査審査をををを行行行行いますのいますのいますのいますのでででで、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。ししししばばばばらくらくらくらく休憩休憩休憩休憩しますしますしますします。。。。


