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それではそれではそれではそれでは、、、、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田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員はおくれるとのはおくれるとのはおくれるとのはおくれるとの連絡連絡連絡連絡をををを受受受受けておりますのでけておりますのでけておりますのでけておりますので、、、、ごごごご了解願了解願了解願了解願いますいますいますいます。。。。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、、、、くらしくらしくらしくらし創造部創造部創造部創造部、、、、景観景観景観景観・・・・環境局環境局環境局環境局、、、、産業産業産業産業・・・・雇用振興部雇用振興部雇用振興部雇用振興部、、、、警察本部警察本部警察本部警察本部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、、、、くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長、、、、産業産業産業産業・・・・雇用振興部長雇用振興部長雇用振興部長雇用振興部長、、、、警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長のののの順順順順にににに説明説明説明説明をををを願願願願いますいますいますいます。。。。 くらしくらしくらしくらし創造部創造部創造部創造部、、、、景観景観景観景観・・・・環境局環境局環境局環境局にににに関関関関するするするする提出議案提出議案提出議案提出議案○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長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いたしますいたしますいたしますいたします。。。。おおおお手元手元手元手元のののの「「「「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要概要概要概要」」」」のののの３３３３ページページページページ、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計補正予算案年度一般会計補正予算案年度一般会計補正予算案年度一般会計補正予算案についてでございますについてでございますについてでございますについてでございます。。。。くらしくらしくらしくらし創造部創造部創造部創造部、、、、景観景観景観景観・・・・環境局環境局環境局環境局ににににおきましてはおきましてはおきましてはおきましては、、、、公募公募公募公募によるによるによるによるＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯからのからのからのからの提案提案提案提案をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用再生特別基金雇用再生特別基金雇用再生特別基金雇用再生特別基金をををを活用活用活用活用したしたしたした４４４４事業事業事業事業、、、、計計計計１１１１，，，，９６６９６６９６６９６６万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円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。。。。４４４４事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、いずれいずれいずれいずれもももも平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度にまたがるにまたがるにまたがるにまたがる事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度債務負担行為補正年度債務負担行為補正年度債務負担行為補正年度債務負担行為補正もももも計上計上計上計上いたしておいたしておいたしておいたしておりますりますりますります。。。。事業事業事業事業のののの内容内容内容内容といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、まずまずまずまず、、、、８８８８、、、、教育教育教育教育のののの充実充実充実充実のうちのうちのうちのうち、、、、農林業農林業農林業農林業をををを通通通通したしたしたした自立支援自立支援自立支援自立支援事業事業事業事業、、、、補正額補正額補正額補正額３５０３５０３５０３５０万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円でございますでございますでございますでございます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、不登校不登校不登校不登校、、、、引引引引きこもりきこもりきこもりきこもり、、、、ニートニートニートニートなどのなどのなどのなどの青少年青少年青少年青少年のののの自立自立自立自立をををを支援支援支援支援するためするためするためするため、、、、共同生活体験共同生活体験共同生活体験共同生活体験のののの場場場場をををを設置設置設置設置してしてしてして、、、、農林業農林業農林業農林業にににに係係係係るるるる共同作共同作共同作共同作業業業業のののの実施実施実施実施をををを通通通通しましてしましてしましてしまして、、、、生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの改善改善改善改善やややや就業意欲就業意欲就業意欲就業意欲のののの向上向上向上向上をををを図図図図りますりますりますります。。。。次次次次にににに、、、、１０１０１０１０、、、、くらしやすいまちづくりについてでございますくらしやすいまちづくりについてでございますくらしやすいまちづくりについてでございますくらしやすいまちづくりについてでございます。。。。人権研修人権研修人権研修人権研修のののの教材等開発事教材等開発事教材等開発事教材等開発事業業業業、、、、補正額補正額補正額補正額２０４２０４２０４２０４万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円でございますでございますでございますでございます。。。。だれもがだれもがだれもがだれもが暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい社会社会社会社会のののの実実実実現現現現のためのためのためのため、、、、人人人人それそれそれそれぞぞぞぞれがれがれがれが違違違違うことをうことをうことをうことを認認認認めめめめ合合合合うううう多様性尊重多様性尊重多様性尊重多様性尊重、、、、皆皆皆皆でででで多様性多様性多様性多様性をををを生生生生かしかしかしかし合合合合うううう多様性多様性多様性多様性活用活用活用活用のののの態態態態度度度度がががが身身身身につけられるようなにつけられるようなにつけられるようなにつけられるような体験体験体験体験型型型型のののの人権研修人権研修人権研修人権研修プログラムプログラムプログラムプログラムをををを作成作成作成作成しししし、、、、自自自自治治治治会会会会ややややＰＰＰＰＴＡＴＡＴＡＴＡ、、、、企企企企業業業業ななななどどどどへへへへのののの普及普及普及普及をををを図図図図りますりますりますります。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、自自自自然学然学然学然学習習習習型型型型環境教育環境教育環境教育環境教育推進推進推進推進事業事業事業事業、、、、補正額補正額補正額補正額６０６０６０６０７７７７万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円でございますでございますでございますでございます。。。。地球温暖化防止対策地球温暖化防止対策地球温暖化防止対策地球温暖化防止対策のののの推進推進推進推進のためのためのためのため、、、、本県本県本県本県のののの豊富豊富豊富豊富なななな森森森森林林林林資源資源資源資源をををを主題主題主題主題としてとしてとしてとして、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２ のののの排排排排出出出出量削減量削減量削減量削減のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを紹介紹介紹介紹介するするするする環境教育環境教育環境教育環境教育のののの教材教材教材教材をををを作成作成作成作成しししし、、、、環境教育環境教育環境教育環境教育をををを実施実施実施実施いたしますいたしますいたしますいたします。。。。最後最後最後最後にににに、、、、１１１１１１１１のののの市町市町市町市町村支援村支援村支援村支援及及及及びびびび協働協働協働協働のののの推進推進推進推進としてとしてとしてとしてＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ活活活活動強化動強化動強化動強化支援事業支援事業支援事業支援事業、、、、補正額補正額補正額補正額８０８０８０８０４４４４万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円でございますでございますでございますでございます。。。。県内県内県内県内ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯがががが置置置置かれているかれているかれているかれている現況現況現況現況やややや直面直面直面直面しているしているしているしている課題課題課題課題などなどなどなどについてのについてのについてのについての実実実実態調態調態調態調査査査査をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、活活活活動強化動強化動強化動強化のののの目目目目安安安安となるとなるとなるとなる自自自自己評価己評価己評価己評価基基基基準準準準をををを作成作成作成作成、、、、普及普及普及普及するするするするとともにとともにとともにとともに、、、、基基基基準準準準をををを活用活用活用活用したしたしたした指導指導指導指導をををを行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯのののの活活活活動強化動強化動強化動強化をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、４４４４ページページページページ、、、、今今今今、、、、説明説明説明説明いたしましたいたしましたいたしましたいたしました農林業農林業農林業農林業をををを通通通通したしたしたした自立支援事業自立支援事業自立支援事業自立支援事業ほかほかほかほか３３３３事業事業事業事業
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についてのについてのについてのについての債務負担行為補正債務負担行為補正債務負担行為補正債務負担行為補正のののの内容内容内容内容でございますでございますでございますでございます。。。。いずれもふるさといずれもふるさといずれもふるさといずれもふるさと雇用再生特別雇用再生特別雇用再生特別雇用再生特別対策対策対策対策事事事事業業業業としてとしてとしてとして実施実施実施実施することからすることからすることからすることから、、、、制制制制度度度度のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にのにのにのにのっっっっとりとりとりとり、、、、長長長長期期期期ににににわわわわたるたるたるたる雇用雇用雇用雇用確保確保確保確保のののの事業事業事業事業にするにするにするにするためためためため、、、、債務負担行為補正債務負担行為補正債務負担行為補正債務負担行為補正をををを計上計上計上計上するものでございますするものでございますするものでございますするものでございます。。。。債務負担行為額債務負担行為額債務負担行為額債務負担行為額はははは記載記載記載記載のとおりでのとおりでのとおりでのとおりでございますございますございますございます。。。。事業実施事業実施事業実施事業実施期間期間期間期間としてはとしてはとしてはとしては、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１０１０１０１０月月月月よりよりよりより平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月をををを予予予予定定定定しておりますしておりますしておりますしております。。。。以以以以上上上上がくらしがくらしがくらしがくらし創造部創造部創造部創造部、、、、景観景観景観景観・・・・環境局環境局環境局環境局にににに関関関関しますしますしますします提出議案提出議案提出議案提出議案のののの概要概要概要概要でございますでございますでございますでございます。。。。よよよよろろろろしくしくしくしくごごごご審議審議審議審議おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、９９９９月定例県議会月定例県議会月定例県議会月定例県議会のののの提出議案提出議案提出議案提出議案のうちのうちのうちのうち、、、、当当当当部部部部所管所管所管所管のののの議議議議○○○○福田産業福田産業福田産業福田産業・・・・雇用振興部長雇用振興部長雇用振興部長雇用振興部長案案案案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申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。最初最初最初最初にににに、、、、予算予算予算予算以外以外以外以外のののの議案議案議案議案につきましてごにつきましてごにつきましてごにつきましてご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげたたたた後後後後、、、、補正予算補正予算補正予算補正予算につきましてごにつきましてごにつきましてごにつきましてご説説説説明明明明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」」」」のののの２６２６２６２６ページページページページ、、、、議第議第議第議第６６６６、、、、３３３３号号号号、、、、住民訴訟住民訴訟住民訴訟住民訴訟にかかるにかかるにかかるにかかる弁護士報酬弁護士報酬弁護士報酬弁護士報酬のののの負担負担負担負担についてでございますについてでございますについてでございますについてでございます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、住民訴訟住民訴訟住民訴訟住民訴訟におにおにおにおきましてきましてきましてきまして個個個個人人人人被告被告被告被告となりましたとなりましたとなりましたとなりました当時当時当時当時のののの県職員県職員県職員県職員がががが支支支支払払払払いましたいましたいましたいました弁護士報酬弁護士報酬弁護士報酬弁護士報酬につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、高高高高等等等等裁判所裁判所裁判所裁判所でででで勝訴勝訴勝訴勝訴がががが確確確確定定定定いたしましたことからいたしましたことからいたしましたことからいたしましたことから県県県県がががが負担負担負担負担するものでするものでするものでするもので、、、、地方地方地方地方自自自自治法治法治法治法のののの規規規規定定定定によによによによりりりり、、、、議会議会議会議会のののの議議議議決決決決をををを求求求求めるものでございますめるものでございますめるものでございますめるものでございます。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、２２２２７７７７ページページページページ、、、、諮諮諮諮第第第第１１１１号号号号、、、、行行行行政財政財政財政財産産産産をををを使使使使用用用用するするするする権権権権利利利利にににに関関関関するするするする処分処分処分処分にににに対対対対するするするする異異異異議議議議申申申申立立立立てについてでございますてについてでございますてについてでございますてについてでございます。。。。本本本本件件件件はははは、、、、記載記載記載記載のようにのようにのようにのように、、、、知事知事知事知事がががが平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日付付付付奈奈奈奈良県良県良県良県指令指令指令指令雇雇雇雇労労労労第第第第７７７７２９２９２９２９号号号号によりによりによりにより、、、、異異異異議議議議申申申申立人立人立人立人、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県労働組合労働組合労働組合労働組合連連連連合合合合会議長会議長会議長会議長、、、、井井井井ノノノノ尾寛利尾寛利尾寛利尾寛利にににに対対対対してしてしてして行行行行っっっったたたた奈奈奈奈良良良良労働労働労働労働会会会会館館館館のののの使使使使用不用不用不用不許可処分許可処分許可処分許可処分につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日付付付付でででで次次次次のようなのようなのようなのような理由理由理由理由によるによるによるによる異異異異議議議議申申申申しししし立立立立てがなされたものでございますてがなされたものでございますてがなされたものでございますてがなされたものでございます。。。。このこのこのこの理由理由理由理由とそれにとそれにとそれにとそれに対対対対するそれするそれするそれするそれぞぞぞぞれのれのれのれの県県県県のののの見見見見解解解解につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、簡単簡単簡単簡単にごにごにごにご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。まずまずまずまず理由理由理由理由でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、４４４４のののの異異異異議議議議申申申申しししし立立立立てのてのてのての理由理由理由理由というとこというとこというとこという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。。。。（（（（１１１１））））でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、奈労奈労奈労奈労連連連連にはにはにはには事務事務事務事務所所所所としてとしてとしてとして貸与貸与貸与貸与できないとするできないとするできないとするできないとする理由理由理由理由がががが十分十分十分十分にににに説明説明説明説明されていないされていないされていないされていない。。。。またまたまたまた、、、、目的外貸与可能目的外貸与可能目的外貸与可能目的外貸与可能ななななススススペーペーペーペーススススをいつをいつをいつをいつ、、、、どういうどういうどういうどういう基基基基準準準準でででで決決決決めたのかめたのかめたのかめたのかもももも明明明明らかにされていないとのらかにされていないとのらかにされていないとのらかにされていないとの主張主張主張主張でございますでございますでございますでございます。。。。これにこれにこれにこれに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては、、、、５５５５のののの異異異異議議議議申申申申しししし立立立立ててててにににに対対対対するするするする見見見見解解解解のののの（（（（１１１１））））でございますでございますでございますでございます。。。。そのそのそのその３３３３行行行行目目目目からですけれどもからですけれどもからですけれどもからですけれども、、、、目的外使目的外使目的外使目的外使用用用用にににに供供供供するするするする部部部部分分分分はははは、、、、本本本本来来来来のののの用用用用途途途途またはまたはまたはまたは目的目的目的目的をををを阻害阻害阻害阻害しないしないしないしない範囲範囲範囲範囲でででで、、、、使使使使用用用用状況状況状況状況等等等等をををを勘勘勘勘案案案案してしてしてして、、、、目的外使目的外使目的外使目的外使用用用用にににに供供供供するするするする範囲範囲範囲範囲、、、、面積面積面積面積をををを決決決決定定定定しているしているしているしている。。。。そしてそしてそしてそして、、、、審査要審査要審査要審査要綱綱綱綱にににに基基基基づきづきづきづき審査審査審査審査をををを実施実施実施実施しししし、、、、目的外使目的外使目的外使目的外使用用用用をををを許可許可許可許可するするするする団団団団体体体体をををを決決決決定定定定したものでしたものでしたものでしたものであああありりりり、、、、このこのこのこの点点点点でででで事実事実事実事実のののの評価評価評価評価にににに誤誤誤誤りがりがりがりがああああるとるとるとると解解解解せせせせられまられまられまられま
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すすすす。。。。次次次次にににに、、、、２２２２７７７７ページページページページ、、、、理由理由理由理由のののの（（（（２２２２））））でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、貸与貸与貸与貸与がががが可能可能可能可能ななななススススペーペーペーペーススススについについについについてはてはてはては申請者申請者申請者申請者とととと調整調整調整調整すすすす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申申申申しししし入入入入れたがれたがれたがれたが、、、、労働団労働団労働団労働団体体体体間間間間のののの調整調整調整調整のののの機機機機会会会会をこれまでをこれまでをこれまでをこれまで一一一一切切切切設設設設けられてこなかけられてこなかけられてこなかけられてこなかっっっったたたた。。。。またまたまたまた、、、、連連連連合奈合奈合奈合奈良良良良とととと奈労奈労奈労奈労連連連連というというというという２２２２つのつのつのつの団団団団体体体体をををを労働団労働団労働団労働団体体体体ののののロロロローーーーカルセンタカルセンタカルセンタカルセンターーーーとととと認認認認めているというがめているというがめているというがめているというが、、、、２２２２団団団団体体体体間間間間のののの調整調整調整調整もしたことがないとのもしたことがないとのもしたことがないとのもしたことがないとの主張主張主張主張でございでございでございでございますますますます。。。。これにこれにこれにこれに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては、、、、２８２８２８２８ページページページページのののの（（（（２２２２））））でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、行行行行政財政財政財政財産産産産のののの管理管理管理管理者者者者ででででああああるるるる知事知事知事知事のののの権権権権限限限限をををを適適適適正正正正にににに執執執執行行行行するためするためするためするため、、、、審査要審査要審査要審査要綱綱綱綱にににに基基基基づきづきづきづき優先優先優先優先順順順順位位位位をををを決決決決定定定定してしてしてして許可許可許可許可をををを行行行行っっっっておりておりておりており、、、、このこのこのこの点点点点でででで事実事実事実事実のののの評価評価評価評価にににに誤誤誤誤りがりがりがりがああああるとるとるとると解解解解せせせせられますられますられますられます。。。。２２２２７７７７ページページページページにおにおにおにお戻戻戻戻りいただきましてりいただきましてりいただきましてりいただきまして、、、、理由理由理由理由のののの（（（（３３３３））））でございますでございますでございますでございます。。。。貸与許可貸与許可貸与許可貸与許可はははは連連連連合奈合奈合奈合奈良良良良ののののみみみみというというというという結論結論結論結論がががが先先先先ににににああああるものとるものとるものとるものと考考考考えられるとのえられるとのえられるとのえられるとの主張主張主張主張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、、、、これにこれにこれにこれに対対対対しましてしましてしましてしましてはははは、、、、２８２８２８２８ページページページページのののの（（（（３３３３））））のののの審査要審査要審査要審査要綱綱綱綱にににに基基基基づきづきづきづき審査審査審査審査をををを実施実施実施実施しししし、、、、客客客客観観観観的的的的にににに判断判断判断判断してしてしてして、、、、目的外使目的外使目的外使目的外使用用用用をををを許可許可許可許可するするするする団団団団体体体体をををを決決決決定定定定しておりしておりしておりしており、、、、主張主張主張主張はははは事実事実事実事実誤認誤認誤認誤認にににに基基基基づくものでづくものでづくものでづくものでああああるとるとるとると解解解解せせせせられますられますられますられます。。。。再再再再びびびび２２２２７７７７ページページページページのののの（（（（４４４４））））でございますでございますでございますでございます。。。。県県県県にににに設置設置設置設置されたされたされたされた各種各種各種各種委員会委員会委員会委員会、、、、懇談懇談懇談懇談会会会会においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、労働団労働団労働団労働団体体体体代表代表代表代表がががが参加参加参加参加するするするする委員会委員会委員会委員会、、、、審議会審議会審議会審議会もももも連連連連合奈合奈合奈合奈良良良良からのからのからのからの選選選選出委員出委員出委員出委員ののののみみみみでででであああありりりり、、、、今今今今回回回回のののの不不不不貸与貸与貸与貸与もももも貸与貸与貸与貸与手手手手続続続続をををを合理化合理化合理化合理化するものでするものでするものでするものでああああるとのるとのるとのるとの主張主張主張主張ですがですがですがですが、、、、これにこれにこれにこれに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては、、、、２８２８２８２８ペーペーペーページジジジのののの（（（（４４４４））））のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、審査要審査要審査要審査要綱綱綱綱にににに基基基基づいてづいてづいてづいて客客客客観観観観的的的的にににに判断判断判断判断していることでしていることでしていることでしていることであああありりりり、、、、そのそのそのその結果結果結果結果ととととしてしてしてして異異異異議議議議申申申申立人立人立人立人にににに目的外使目的外使目的外使目的外使用用用用をををを許可許可許可許可しないとしたものでしないとしたものでしないとしたものでしないとしたものであっあっあっあってててて、、、、事実事実事実事実のののの評価評価評価評価にににに誤誤誤誤りがりがりがりがああああるるるるとととと解解解解せせせせられますられますられますられます。。。。異異異異議議議議申申申申しししし立立立立てのてのてのての理由理由理由理由とこれらにとこれらにとこれらにとこれらに対対対対しますしますしますします見見見見解解解解はははは以以以以上上上上のとおりでのとおりでのとおりでのとおりであああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、本本本本件異件異件異件異議議議議申申申申しししし立立立立てにつきましてはてにつきましてはてにつきましてはてにつきましては棄却棄却棄却棄却すすすすべべべべきものときものときものときものと考考考考えるとこえるとこえるとこえるところろろろ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、、、、地方地方地方地方自自自自治法治法治法治法第第第第２２２２３８３８３８３８条条条条のののの７７７７第第第第４４４４項項項項のののの規規規規定定定定によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、議会議会議会議会にににに諮問諮問諮問諮問するするするする次第次第次第次第でございますでございますでございますでございます。。。。次次次次にににに、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計補正予算案年度一般会計補正予算案年度一般会計補正予算案年度一般会計補正予算案にににに係係係係るるるる議案議案議案議案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。。。。「「「「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要概要概要概要」」」」のののの１１１１ページページページページ、、、、②②②②歳歳歳歳出予算出予算出予算出予算のののの概要概要概要概要のののの１１１１のののの活力活力活力活力ああああるるるる産産産産業業業業づくりではづくりではづくりではづくりでは、、、、デザインデザインデザインデザインをををを活用活用活用活用したしたしたした販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓支援事業支援事業支援事業支援事業としてとしてとしてとして、、、、国内国内国内国内外外外外のののの消費市消費市消費市消費市場場場場へへへへのののの販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓をををを考考考考えていますえていますえていますえています県内県内県内県内企企企企業等業等業等業等にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、デザイナデザイナデザイナデザイナーーーーをををを活用活用活用活用したしたしたしたデザインデザインデザインデザイン開発開発開発開発、、、、改良改良改良改良、、、、ああああるいはるいはるいはるいはパッケパッケパッケパッケージージージージ制制制制作作作作などになどになどになどに対対対対しましてしましてしましてしまして支援支援支援支援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考考考考えるとこえるとこえるとこえるところろろろでございまでございまでございまでございますすすす。。。。またまたまたまた、、、、県内県内県内県内工工工工業業業業団地団地団地団地活活活活性化推進性化推進性化推進性化推進事業事業事業事業ではではではでは、、、、緊急緊急緊急緊急雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業臨時臨時臨時臨時特例基金特例基金特例基金特例基金をををを活用活用活用活用いたしいたしいたしいたしましてましてましてまして、、、、県内県内県内県内工工工工業業業業団地団地団地団地活活活活性化性化性化性化のためにのためにのためにのために立立立立地企地企地企地企業業業業のののの実実実実態調態調態調態調査査査査をををを行行行行いますとともにいますとともにいますとともにいますとともに、、、、工工工工業業業業団地団地団地団地をををを紹介紹介紹介紹介するするするするホホホホーーーームムムムページページページページやややや冊冊冊冊子子子子のののの制制制制作作作作などをなどをなどをなどを行行行行いいいい、、、、工工工工業業業業団地団地団地団地のののの情報情報情報情報発発発発信信信信力力力力をををを高高高高めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組
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みみみみをををを行行行行っっっってまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。今今今今回回回回、、、、生生生生駒市駒市駒市駒市のののの北北北北田田田田原工原工原工原工業業業業団地団地団地団地をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして実施実施実施実施をいたすものでをいたすものでをいたすものでをいたすものでございますございますございますございます。。。。２２２２のののの観光観光観光観光のののの振興振興振興振興のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設デザインデザインデザインデザイン制制制制作事業作事業作事業作事業といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、これはこれはこれはこれは緊急緊急緊急緊急雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業臨時臨時臨時臨時特例基金特例基金特例基金特例基金をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、県内県内県内県内各地各地各地各地へへへへのののの宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設誘致誘致誘致誘致のののの強化強化強化強化をををを図図図図りますためりますためりますためりますため、、、、候候候候補補補補地域地域地域地域ににににマッチマッチマッチマッチしたしたしたした魅魅魅魅力力力力的的的的なななな宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設ののののイメイメイメイメージージージージパパパパーーーースススス、、、、ああああるいはるいはるいはるいは俯瞰俯瞰俯瞰俯瞰図図図図などをなどをなどをなどを作成作成作成作成することですることですることですることで、、、、県県県県のののの主主主主体体体体的的的的かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的なななな誘致誘致誘致誘致活活活活動動動動のののの一一一一助助助助としてとしてとしてとして本県本県本県本県のののの宿泊宿泊宿泊宿泊力力力力のののの強化強化強化強化につなにつなにつなにつなげげげげてまいりたいてまいりたいてまいりたいてまいりたいとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまた、、、、次次次次のならののならののならののならの宿泊宿泊宿泊宿泊力力力力強化強化強化強化事業事業事業事業ではではではでは、、、、県県県県営営営営ププププーーーールルルル跡跡跡跡地地地地ににににホホホホテテテテルルルルをををを核核核核とするにとするにとするにとするにぎぎぎぎわわわわいといといといと交交交交流流流流のののの拠拠拠拠点整点整点整点整備備備備をををを推進推進推進推進しているとこしているとこしているとこしているところろろろでご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、、、、文文文文化財化財化財化財のののの試掘試掘試掘試掘調調調調査査査査をををを実施実施実施実施するものするものするものするものでございますでございますでございますでございます。。。。３３３３のののの雇用雇用雇用雇用対策対策対策対策でございますでございますでございますでございます。。。。ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用再生特別雇用再生特別雇用再生特別雇用再生特別対策対策対策対策事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用再生雇用再生雇用再生雇用再生特別基金特別基金特別基金特別基金をををを活用活用活用活用してしてしてして地域地域地域地域のののの求求求求職職職職者者者者等等等等をををを雇雇雇雇いいいい入入入入れてれてれてれて、、、、安定安定安定安定的的的的なななな雇用雇用雇用雇用機機機機会会会会をををを創出創出創出創出するためにするためにするためにするために、、、、県事業県事業県事業県事業としてとしてとしてとして１１１１１１１１事業事業事業事業、、、、具具具具体体体体的的的的なななな各各各各事業事業事業事業のののの内容内容内容内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、、、、各所管各所管各所管各所管部局部局部局部局からからからから説明説明説明説明をさをさをさをさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。またまたまたまた、、、、市町市町市町市町村村村村がががが実施実施実施実施するするするする事業事業事業事業にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、４４４４市町市町市町市町４４４４事業事業事業事業、、、、記載記載記載記載のののの人人人人数数数数をををを予定予定予定予定しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ市町市町市町市町村村村村にににに対対対対してしてしてして支援支援支援支援をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。それからそれからそれからそれから緊急緊急緊急緊急雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業ではではではでは、、、、こちらはこちらはこちらはこちらは緊急緊急緊急緊急雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業臨時臨時臨時臨時特例基金特例基金特例基金特例基金をををを活用活用活用活用いたしいたしいたしいたしましてましてましてまして、、、、臨時的臨時的臨時的臨時的なななな雇用就業雇用就業雇用就業雇用就業機機機機会会会会のののの提提提提供供供供をををを行行行行うためにうためにうためにうために、、、、県事業県事業県事業県事業としてはとしてはとしてはとしては９９９９事業事業事業事業、、、、こちらにつこちらにつこちらにつこちらにつきましてもきましてもきましてもきましても、、、、各各各各事業事業事業事業のののの内容内容内容内容はははは各所管各所管各所管各所管部局部局部局部局からからからから説明説明説明説明をさをさをさをさせせせせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。またまたまたまた、、、、市市市市町町町町村村村村がががが実施実施実施実施するするするする事業事業事業事業としてとしてとしてとして１６１６１６１６市町市町市町市町村村村村６５６５６５６５事業事業事業事業をををを支援支援支援支援いたしますいたしますいたしますいたします。。。。高高高高等等等等技術専門技術専門技術専門技術専門校校校校訓練訓練訓練訓練生就職支援事業生就職支援事業生就職支援事業生就職支援事業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、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ただいまごただいまごただいまごただいまご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました緊急緊急緊急緊急雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業のうちのうちのうちのうち、、、、当当当当部部部部にににに係係係係りますりますりますります事業事業事業事業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、、、、高高高高等等等等技術専門技術専門技術専門技術専門校校校校にににに就職支援員就職支援員就職支援員就職支援員をををを追追追追加加加加配配配配置置置置いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、訓練訓練訓練訓練生生生生のうちのうちのうちのうち就職就職就職就職がががが困難困難困難困難なななな高高高高齢齢齢齢者者者者やややや障障障障害者害者害者害者にににに関関関関してしてしてしてのののの求求求求人人人人求求求求職職職職情報情報情報情報のののの収集収集収集収集やややや就職就職就職就職先先先先のののの開開開開拓拓拓拓等等等等をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、就職支援就職支援就職支援就職支援のののの強化強化強化強化をををを図図図図ろろろろうとするものうとするものうとするものうとするもの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、、、、今今今今回回回回のののの補正予算補正予算補正予算補正予算におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用雇用雇用雇用及及及及びびびび緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用、、、、ただいただいただいただいまごまごまごまご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました全体全体全体全体でででで、、、、合合合合計計計計でででで約約約約３１０３１０３１０３１０名名名名のののの雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出をををを行行行行うううう予定予定予定予定となとなとなとなっっっっておりまておりまておりまておりますすすす。。。。以以以以上上上上でででで産業産業産業産業・・・・雇用振興部雇用振興部雇用振興部雇用振興部のののの平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算にににに係係係係るるるる説明説明説明説明をををを終終終終わわわわららららせせせせていたていたていたていただきますだきますだきますだきます。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、４４４４ページページページページのののの２２２２、、、、奈奈奈奈良県中良県中良県中良県中小小小小企企企企業振興業振興業振興業振興資資資資金金金金貸付貸付貸付貸付金特別会計金特別会計金特別会計金特別会計のののの補正予算案補正予算案補正予算案補正予算案でごでごでごでございますざいますざいますざいます。。。。内容内容内容内容はははは、、、、住民訴訟弁護士報酬住民訴訟弁護士報酬住民訴訟弁護士報酬住民訴訟弁護士報酬負担負担負担負担でございますでございますでございますでございます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほどほどほどほど予算予算予算予算外外外外議案議案議案議案とととと
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してごしてごしてごしてご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました案案案案件件件件ととととセッセッセッセットトトトになになになになっっっったものでございましてたものでございましてたものでございましてたものでございまして、、、、中中中中小小小小企企企企業業業業高高高高度度度度化資化資化資化資金金金金のののの貸付貸付貸付貸付にににに係係係係りますりますりますります住民訴訟住民訴訟住民訴訟住民訴訟におきましてにおきましてにおきましてにおきまして被告被告被告被告となりましたとなりましたとなりましたとなりました県職員県職員県職員県職員がががが支支支支払払払払っっっったたたた弁護士報酬弁護士報酬弁護士報酬弁護士報酬につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、地方地方地方地方自自自自治法治法治法治法のののの規規規規定定定定によりによりによりにより県県県県がががが負担負担負担負担すすすすべべべべくくくく５２５２５２５２万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円のののの補正補正補正補正をおをおをおをお願願願願いするものでございますいするものでございますいするものでございますいするものでございます。。。。以以以以上上上上でででで産業産業産業産業・・・・雇用振興部雇用振興部雇用振興部雇用振興部のののの平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度奈奈奈奈良県中良県中良県中良県中小小小小企企企企業振興業振興業振興業振興資資資資金金金金貸付貸付貸付貸付金特別会計補正予金特別会計補正予金特別会計補正予金特別会計補正予算算算算にににに係係係係るるるる説明説明説明説明をををを終終終終わわわわららららせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。ごごごご審議審議審議審議のほどよのほどよのほどよのほどよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。警察本部警察本部警察本部警察本部所管所管所管所管のののの提出議案提出議案提出議案提出議案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いたしますいたしますいたしますいたします。。。。○○○○和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長おおおお手元手元手元手元のののの「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月県議会提出月県議会提出月県議会提出月県議会提出条条条条例例例例」」」」のののの５５５５ページページページページ、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県風俗営風俗営風俗営風俗営業等業等業等業等のののの規制及規制及規制及規制及びびびび業務業務業務業務のののの適適適適正正正正化化化化等等等等にににに関関関関するするするする条条条条例例例例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条条条条例例例例でででであああありますりますりますります。。。。風俗営風俗営風俗営風俗営業等業等業等業等のののの規制及規制及規制及規制及びびびび業業業業務務務務のののの適適適適正正正正化化化化等等等等にににに関関関関するするするする法法法法律律律律施行施行施行施行令令令令のののの改正改正改正改正にににに伴伴伴伴いいいい、、、、新新新新たにたにたにたに店舗店舗店舗店舗型性型性型性型性風俗風俗風俗風俗特特特特殊営殊営殊営殊営業業業業としてとしてとしてとして規制規制規制規制されることとなるされることとなるされることとなるされることとなる営営営営業業業業のののの禁禁禁禁止地域止地域止地域止地域をををを定定定定めるためめるためめるためめるため、、、、所所所所要要要要のののの改正改正改正改正をしようとするものでをしようとするものでをしようとするものでをしようとするものであああありまりまりまりますすすす。。。。なおなおなおなお、、、、要要要要旨旨旨旨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資資資資料料料料記載記載記載記載のとおりでございますがのとおりでございますがのとおりでございますがのとおりでございますが、、、、施行施行施行施行はははは来来来来年年年年、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１１１１月月月月１１１１日日日日からをからをからをからを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。以以以以上上上上がががが警察本部警察本部警察本部警察本部所管所管所管所管のののの提出議案提出議案提出議案提出議案のののの概要概要概要概要でございますでございますでございますでございます。。。。ごごごご審議審議審議審議のほどよのほどよのほどよのほどよろろろろしくおしくおしくおしく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。。。。 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、、、、質疑質疑質疑質疑等等等等ががががああああれれれればばばばごごごご発発発発言言言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。。。。だれかだれかだれかだれか。。。。 今今今今ごごごご説明説明説明説明ににににあああありましたりましたりましたりました中中中中ににににあああありますりますりますりますＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯにににに関連関連関連関連してですけれどもしてですけれどもしてですけれどもしてですけれども、、、、○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの活活活活動強化動強化動強化動強化支援事業支援事業支援事業支援事業ということでということでということでということで、、、、県内県内県内県内ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの実実実実態調態調態調態調査査査査をををを行行行行っっっってててて活活活活動強化動強化動強化動強化のののの目目目目安安安安となるとなるとなるとなる自自自自己評価己評価己評価己評価基基基基準準準準をををを作成作成作成作成、、、、普及普及普及普及するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、活活活活動強化動強化動強化動強化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支援支援支援支援するするするするというのがというのがというのがというのがあああありますりますりますります。。。。委委委委託託託託先先先先ににににＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人、、、、大和大和大和大和まほまほまほまほろろろろばばばばＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯセンタセンタセンタセンターーーーとしているとしているとしているとしているわわわわけけけけですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このこのこのこのＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、所所所所定定定定のののの書類書類書類書類がががが整整整整っっっっていれていれていれていればばばば奈奈奈奈良県知事良県知事良県知事良県知事のののの認認認認証証証証をををを受受受受けてけてけてけて法法法法人人人人格格格格をををを得得得得ることができるとることができるとることができるとることができると、、、、そしてそしてそしてそして特定特定特定特定のののの非営非営非営非営利利利利活活活活動動動動をををを行行行行うことをうことをうことをうことを主主主主たるたるたるたる目的目的目的目的ににににしてしてしてして活活活活動動動動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とととと理理理理解解解解するするするするわわわわけなのですけれどもけなのですけれどもけなのですけれどもけなのですけれども、、、、実実実実際際際際のとこのとこのとこのところろろろ、、、、県県県県はははは出出出出されたされたされたされたペーペーペーペーパパパパーーーーでででで判断判断判断判断してしてしてして法法法法人人人人格格格格をををを与与与与えているということでえているということでえているということでえているということであああありますからりますからりますからりますから、、、、実実実実態調態調態調態調査査査査をををを行行行行うというというというということになりますとうことになりますとうことになりますとうことになりますと、、、、本本本本来来来来、、、、行行行行政政政政がやるがやるがやるがやる仕仕仕仕事事事事ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えるえるえるえるわわわわけですけですけですけです。。。。今度出今度出今度出今度出されてされてされてされておりますおりますおりますおります県県県県税税税税条条条条例例例例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条条条条例例例例もももも、、、、これらにこれらにこれらにこれらに対対対対してしてしてして、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ法法法法人人人人にににに対対対対してしてしてして県県県県民民民民税税税税のののの減減減減免免免免をするをするをするをする、、、、そういうそういうそういうそういう応応応応援援援援するするするする仕仕仕仕組組組組みみみみになになになになっっっっておりますからておりますからておりますからておりますから、、、、なおのことそれなおのことそれなおのことそれなおのことそれぞぞぞぞれれれれああああるるるるＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの実実実実態態態態がどうながどうながどうながどうなっっっっているのかということはているのかということはているのかということはているのかということは県県県県がやるがやるがやるがやる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考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、このこのこのこの点点点点おおおお聞聞聞聞かかかかせせせせ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。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの実実実実態調態調態調態調査査査査をするとなをするとなをするとなをするとなっっっっておりますけておりますけておりますけておりますけ
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れどもれどもれどもれども、、、、対象対象対象対象ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人はははは一体一体一体一体どれだけのどれだけのどれだけのどれだけの数数数数になるのかおになるのかおになるのかおになるのかお聞聞聞聞かかかかせせせせ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いいいますますますます。。。。 ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ活活活活動強化動強化動強化動強化支援事業支援事業支援事業支援事業についてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋ねねねねでございますでございますでございますでございます。。。。○○○○上山協働推進課長上山協働推進課長上山協働推進課長上山協働推進課長ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人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、、、、新新新新たなたなたなたな公共公共公共公共のののの担担担担いいいい手手手手としてとしてとしてとして期期期期待待待待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ございますでございますでございますでございますがががが、、、、組組組組織運営織運営織運営織運営、、、、ママママネネネネジジジジメンメンメンメントトトト、、、、活活活活動動動動ののののメンメンメンメンババババーーーーのののの確保確保確保確保、、、、育成育成育成育成、、、、またまたまたまた資資資資金活金活金活金活動動動動のののの確保確保確保確保などになどになどになどにつきつきつきつき、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな課題課題課題課題をををを抱抱抱抱えているのがえているのがえているのがえているのが現状現状現状現状でございますでございますでございますでございます。。。。こうしたことからこうしたことからこうしたことからこうしたことから、、、、今般今般今般今般、、、、ここここののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ活活活活動動動動のののの課題課題課題課題をををを明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした上上上上でででで活活活活動動動動のののの促促促促進進進進をををを図図図図るるるる必必必必要要要要ががががああああることからることからることからることから、、、、本事業本事業本事業本事業をををを計計計計画画画画いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。実施実施実施実施にににに当当当当たりましてはたりましてはたりましてはたりましては、、、、中中中中間間間間支援支援支援支援ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯとしてとしてとしてとして活活活活動動動動しておられるしておられるしておられるしておられるＮＰＮＰＮＰＮＰＯＯＯＯ法法法法人大和人大和人大和人大和まほまほまほまほろろろろばばばばＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯセンタセンタセンタセンターーーーにににに委委委委託託託託をををを予定予定予定予定してございますしてございますしてございますしてございます。。。。当法当法当法当法人人人人はこれまでもはこれまでもはこれまでもはこれまでもＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯのののの労働労働労働労働環境実環境実環境実環境実態調態調態調態調査等査等査等査等をををを行行行行うなどのうなどのうなどのうなどの実実実実績績績績がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、事業委事業委事業委事業委託託託託先先先先としてはとしてはとしてはとしては適当適当適当適当かかかかとととと考考考考えてございますえてございますえてございますえてございます。。。。今今今今回回回回、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ活活活活動動動動支援支援支援支援強化強化強化強化事業事業事業事業ではではではでは３３３３段階段階段階段階のののの手順手順手順手順をををを考考考考えておりますがえておりますがえておりますがえておりますが、、、、具具具具体体体体的的的的にはにはにはには、、、、第第第第１１１１段階段階段階段階としてとしてとしてとして、、、、県内県内県内県内でででで活活活活動動動動するすするすするすするすべべべべてのてのてのてのＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした実実実実態調態調態調態調査査査査をををを行行行行いたいといたいといたいといたいと考考考考えてございますえてございますえてございますえてございます。。。。８８８８月月月月末末末末現現現現在在在在でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、現現現現在在在在、、、、県県県県認認認認証証証証ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人はははは３５３３５３３５３３５３、、、、国国国国認認認認証証証証法法法法人人人人がががが６５６５６５６５、、、、合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして４１８４１８４１８４１８のののの奈奈奈奈良県良県良県良県にににに関係関係関係関係しますしますしますしますＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人がございますがございますがございますがございます。。。。こういこういこういこういっっっったたたた法法法法人人人人のすのすのすのすべべべべてをてをてをてを対象対象対象対象としたとしたとしたとした実実実実態調態調態調態調査査査査をををを行行行行いたいいたいいたいいたい。。。。そのそのそのその中中中中ででででＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの抱抱抱抱えているえているえているえている課題課題課題課題をををを明明明明らかにしながららかにしながららかにしながららかにしながら、、、、支援支援支援支援がががが必必必必要要要要ななななポポポポインインインイントトトトをををを把握把握把握把握するするするする、、、、これがこれがこれがこれが第第第第１１１１段階段階段階段階でございまでございまでございまでございますすすす。。。。第第第第２２２２段階段階段階段階といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、実実実実態調態調態調態調査査査査のののの結果結果結果結果とととと事例事例事例事例をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ活活活活動強化動強化動強化動強化のののの目目目目安安安安になになになになるるるる基基基基準準準準をつくをつくをつくをつくっっっってまいりたいてまいりたいてまいりたいてまいりたい。。。。このこのこのこの基基基基準準準準とととと申申申申しますのはしますのはしますのはしますのは、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ自自自自身身身身をををを選選選選別別別別するというこするというこするというこするということがとがとがとが目的目的目的目的ではございまではございまではございまではございませせせせんんんん。ＮＰＯ。ＮＰＯ。ＮＰＯ。ＮＰＯがよりよいがよりよいがよりよいがよりよい活活活活動動動動をしていくためのをしていくためのをしていくためのをしていくための目目目目標標標標、、、、目当目当目当目当てといてといてといてといっっっったものをたものをたものをたものを明明明明確確確確にするといにするといにするといにするといっっっったたたた意意意意味味味味でのでのでのでの基基基基準準準準でございますでございますでございますでございます。。。。第第第第３３３３段階段階段階段階といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、作成作成作成作成をされたをされたをされたをされた基基基基準準準準のののの普及普及普及普及をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、基基基基準準準準をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯにににに対対対対しししし適切適切適切適切ななななアドバアドバアドバアドバイスイスイスイスをををを行行行行っっっってまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考えてございますえてございますえてございますえてございます。。。。県県県県ではではではでは、、、、このこのこのこの事業成事業成事業成事業成果果果果のののの普及普及普及普及をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな、、、、例例例例ええええばばばば奈奈奈奈良良良良ボボボボランランランランティアネティアネティアネティアネッッッットトトト等等等等をををを通通通通じじじじたたたた情報情報情報情報発発発発信信信信、、、、支援支援支援支援セセセセミミミミナナナナーーーーのののの開開開開催催催催、、、、それからまたそれからまたそれからまたそれからまた地域地域地域地域活活活活動助動助動助動助成金成金成金成金やややや地域地域地域地域貢献貢献貢献貢献活活活活動動動動サポサポサポサポートートートート基金基金基金基金によるによるによるによる活活活活動助動助動助動助成成成成などなどなどなど、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯをはをはをはをはじじじじめとするさまざまなめとするさまざまなめとするさまざまなめとするさまざまな地域地域地域地域活活活活動動動動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考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。今今今今おおおお答答答答えになえになえになえになっっっったたたた中中中中でででで、、、、何何何何でででで県県県県がががが直直直直接接接接できないのかということをおできないのかということをおできないのかということをおできないのかということをお聞聞聞聞○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員きしたのですけれどきしたのですけれどきしたのですけれどきしたのですけれど、、、、そこのとこそこのとこそこのとこそこのところろろろはどのようにおはどのようにおはどのようにおはどのようにお考考考考えになえになえになえになっっっっているのかているのかているのかているのか。。。。



---- 8888 ----

認認認認証証証証事務事務事務事務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、、、、県県県県がががが行行行行うこととなうこととなうこととなうこととなっっっってございますてございますてございますてございます。。。。今今今今回回回回、、、、○○○○上山協働推進課長上山協働推進課長上山協働推進課長上山協働推進課長このこのこのこの事業事業事業事業ををををＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人のののの大和大和大和大和まほまほまほまほろろろろばばばばＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯセンタセンタセンタセンターーーーにににに委委委委託託託託ささささせせせせていただきましたのはていただきましたのはていただきましたのはていただきましたのは、、、、先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申しましたとおりしましたとおりしましたとおりしましたとおり、、、、これまでもこういこれまでもこういこれまでもこういこれまでもこういっっっったたたた実実実実態調態調態調態調査査査査のののの経経経経験験験験がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、適適適適当当当当かとかとかとかと考考考考えているとこえているとこえているとこえ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。ＮＰＯ。ＮＰＯ。ＮＰＯ。ＮＰＯ法法法法人人人人のののの法法法法律律律律のののの趣旨趣旨趣旨趣旨からからからから申申申申しししし上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、でででできるだけきるだけきるだけきるだけ所管所管所管所管庁庁庁庁といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、直直直直接接接接的的的的なななな内容内容内容内容につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、監督監督監督監督権権権権限限限限のののの業業業業者者者者はははは限限限限定定定定的的的的なもなもなもなものになのになのになのになっっっってございますてございますてございますてございます。。。。そういそういそういそういっっっったこともございましてたこともございましてたこともございましてたこともございまして、、、、法法法法人人人人のののの自自自自主性主性主性主性、、、、権権権権利保護利保護利保護利保護をををを配慮配慮配慮配慮したようなしたようなしたようなしたような法法法法律律律律のののの体体体体系系系系になになになになっっっっておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、県県県県もももも直直直直接接接接、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな形形形形でのでのでのでの指導指導指導指導はさはさはさはさせせせせていていていていただくただくただくただくわわわわけでございますけれどけでございますけれどけでございますけれどけでございますけれど、、、、今今今今回回回回のののの事業事業事業事業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、、、、このこのこのこのＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人ののののノノノノウハウウハウウハウウハウをおかりしてをおかりしてをおかりしてをおかりして県内県内県内県内ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの現状現状現状現状をををを把握把握把握把握してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと、、、、こうこうこうこう考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでござでござでござでございますいますいますいます。。。。 今今今今おおおお答答答答えになえになえになえになっっっったたたた中中中中でででで、、、、県県県県がががが直直直直接接接接指導指導指導指導するするするする、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも可能可能可能可能だとだとだとだと○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員いうことがいうことがいうことがいうことが、、、、できるということでできるということでできるということでできるということで理理理理解解解解してよしてよしてよしてよろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょうかうかうかうか。。。。確認確認確認確認のためにのためにのためにのために伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。運営運営運営運営ののののあああありりりり方方方方等等等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、、、、自自自自主性主性主性主性をまずをまずをまずをまず尊重尊重尊重尊重するということがするということがするということがするということが○○○○上山協働推進課長上山協働推進課長上山協働推進課長上山協働推進課長前前前前提提提提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、、、、アドバアドバアドバアドバイスイスイスイス等等等等はできるものとはできるものとはできるものとはできるものと考考考考えてございますえてございますえてございますえてございます。。。。何何何何でこういうことをでこういうことをでこういうことをでこういうことを聞聞聞聞いたかといたかといたかといたかと言言言言いますといますといますといますと、、、、関連関連関連関連してですがしてですがしてですがしてですが、、、、奈奈奈奈良良良良市市市市○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員にございますにございますにございますにございます、、、、ああああるるるるＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人のののの生生生生駒駒駒駒寮寮寮寮がががが生生生生駒市駒市駒市駒市内内内内ににににあああありますりますりますります。。。。このこのこのこの法法法法人人人人のののの目的目的目的目的はははは何何何何かとかとかとかということをいうことをいうことをいうことを調調調調べべべべますとますとますとますと、、、、１１１１つはつはつはつは高高高高齢齢齢齢者者者者のののの生活生活生活生活困窮困窮困窮困窮者者者者にににに対対対対してしてしてして生活支援生活支援生活支援生活支援、、、、安定安定安定安定のためにのためにのためにのために住住住住宅宅宅宅確保確保確保確保やややや食食食食事事事事のののの確保確保確保確保、、、、２２２２つつつつ目目目目にににに高高高高齢齢齢齢者者者者のののの自立生活自立生活自立生活自立生活をををを送送送送るためのるためのるためのるための仕仕仕仕事事事事のののの提提提提供供供供事業事業事業事業ということをということをということをということを掲掲掲掲げげげげておられるておられるておられるておられるＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人ですですですです。。。。実実実実はははは、、、、このこのこのこの生生生生駒市駒市駒市駒市ににににああああるるるる場場場場所所所所をおをおをおをお訪訪訪訪ねねねねしましたしましたしましたしました。。。。実実実実際際際際おおおおられるられるられるられる方方方方とおとおとおとお話話話話をしてをしてをしてをしてびっびっびっびっくりしたくりしたくりしたくりしたわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、そのそのそのその方方方方はははは大大大大阪阪阪阪でででで路路路路上生活上生活上生活上生活をしておをしておをしておをしておられましてられましてられましてられまして、、、、住住住住むむむむとことことこところろろろをををを生生生生駒駒駒駒にににに来来来来たらたらたらたら世話世話世話世話をしてをしてをしてをしてあげあげあげあげるとるとるとると声声声声をかけられてをかけられてをかけられてをかけられて、、、、生生生生駒市駒市駒市駒市でででで生生生生活活活活保護申請保護申請保護申請保護申請をしてもらをしてもらをしてもらをしてもらっっっってててて、、、、このこのこのこの生生生生駒駒駒駒寮寮寮寮とととと言言言言わわわわれるとこれるとこれるとこれるところろろろにににに住住住住んんんんでおられるでおられるでおられるでおられるわわわわけなのですけなのですけなのですけなのです。。。。おおおお部部部部屋屋屋屋をををを見見見見せせせせてもらいますとてもらいますとてもらいますとてもらいますと、、、、そこはそこはそこはそこは本本本本当当当当にににに水道水道水道水道ももももトトトトイイイイレレレレもももも何何何何もないというもないというもないというもないという状態状態状態状態でででで、、、、３３３３畳畳畳畳ほどのほどのほどのほどの暗暗暗暗いいいい、、、、何何何何かかかかＰＰＰＰタイルタイルタイルタイルをををを張張張張っっっっているようなとこているようなとこているようなとこているようなところろろろでしたでしたでしたでした。。。。そのようなおそのようなおそのようなおそのようなお部部部部屋屋屋屋がががが１１１１階階階階にににに６６６６つつつつ、、、、２２２２階階階階にににに６６６６つつつつあああありましてりましてりましてりまして、、、、もうもうもうもう一一一一つのとこつのとこつのとこつのところろろろがががが洗洗洗洗面所面所面所面所になになになになっっっっているとているとているとていると。。。。裏裏裏裏にににに回回回回っっっってててて共共共共同同同同トトトトイイイイレレレレというというというという形形形形になになになになっっっっているとこているとこているとこているところろろろだだだだっっっったのですたのですたのですたのです。。。。そのそのそのその方方方方にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろおおおお話話話話をををを聞聞聞聞いておりますといておりますといておりますといておりますと、、、、水道水道水道水道もももも台台台台所所所所施設施設施設施設もももも何何何何もないもないもないもない、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに３３３３畳畳畳畳のののの部部部部屋屋屋屋だけなのですだけなのですだけなのですだけなのです。。。。そこでそこでそこでそこで家賃家賃家賃家賃としてとしてとしてとして３３３３万万万万９９９９，，，，８００８００８００８００円円円円をををを払払払払っっっっているとているとているとていると。。。。共共共共益益益益費費費費としとしとしとしてててて５５５５，，，，５００５００５００５００円円円円をををを払払払払っっっっているとているとているとていると。。。。運営維持運営維持運営維持運営維持費費費費ということでということでということでということで、、、、昼昼昼昼とととと夜夜夜夜、、、、おおおお弁当弁当弁当弁当がががが月月月月曜曜曜曜からからからから土土土土曜曜曜曜までまでまでまで届届届届けられてけられてけられてけられて、、、、日日日日曜曜曜曜日日日日はははは飲飲飲飲みみみみ物物物物ととととブドウブドウブドウブドウパンパンパンパン１１１１袋届袋届袋届袋届けられてけられてけられてけられて３３３３万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円をををを払払払払っっっっ
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ているとているとているとていると。。。。そのそのそのその他他他他光光光光熱熱熱熱費費費費あわせあわせあわせあわせてててて９９９９万円万円万円万円をををを払払払払っっっっているということなのですているということなのですているということなのですているということなのです。。。。生活生活生活生活保護費保護費保護費保護費はははは直直直直接接接接本人本人本人本人にににに支支支支払払払払うとなうとなうとなうとなっっっっておりますからておりますからておりますからておりますから、、、、生生生生駒市駒市駒市駒市役役役役所所所所でででで生活生活生活生活保護費保護費保護費保護費１１１１１１１１万円万円万円万円をもらうとをもらうとをもらうとをもらうと、、、、生生生生駒市駒市駒市駒市役役役役所所所所のののの駐車駐車駐車駐車場場場場でででで事務事務事務事務所所所所のののの方方方方がががが待待待待っっっっておられてておられてておられてておられて、、、、そのそのそのその場場場場でででで９９９９万円万円万円万円をををを渡渡渡渡すのですのですのですので、、、、手元手元手元手元ににににはははは２２２２万円万円万円万円しかしかしかしか残残残残らないというおらないというおらないというおらないというお話話話話をされていたのですをされていたのですをされていたのですをされていたのです。。。。生生生生駒市駒市駒市駒市内内内内でもでもでもでもアアアアパパパパートートートートなどなどなどなど見見見見ましましましましたらたらたらたら、、、、３３３３万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円でででで入入入入居居居居できるとこできるとこできるとこできるところろろろががががああああるのでするのでするのでするのです。。。。このこのこのこの実実実実態態態態をををを知知知知っっっっておられるておられるておられるておられる人人人人はははは、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ法法法法人人人人がががが県知事県知事県知事県知事のののの認認認認証証証証をもらをもらをもらをもらっっっっているとこているとこているとこているところろろろだとだとだとだと。。。。いやいやいやいや、、、、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がこがこがこがこんんんんななななひひひひどいことをやどいことをやどいことをやどいことをやっっっっているのかとているのかとているのかとているのかと、、、、県県県県はははは何何何何をしているのだということでをしているのだということでをしているのだということでをしているのだということで、、、、実実実実はははは私私私私もももも怒怒怒怒られられられられたたたたわわわわけなのですけなのですけなのですけなのです。。。。そのそのそのその場場場場をををを見見見見たたたた方方方方はははは、、、、ほほほほんんんんとうにことうにことうにことうにこんんんんなことをなことをなことをなことをＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人のののの名名名名前前前前でやるこでやるこでやるこでやることなのかとだれもがとなのかとだれもがとなのかとだれもがとなのかとだれもが思思思思うことなのですうことなのですうことなのですうことなのです。。。。今度今度今度今度これをこれをこれをこれを見見見見ましたらましたらましたらましたら、、、、実実実実態調態調態調態調査査査査とととと書書書書かれていまかれていまかれていまかれていましたしたしたした。。。。実実実実際際際際にににに県県県県はははは役役役役員員員員がががが何何何何人人人人とかとかとかとか、、、、事務事務事務事務所所所所がどがどがどがどんんんんなのでどういうなのでどういうなのでどういうなのでどういう目的目的目的目的でやるというでやるというでやるというでやるという形形形形のののの整整整整っっっっているているているている書類書類書類書類がががが出出出出てきたらてきたらてきたらてきたら、、、、一一一一応応応応見見見見てててて、、、、受受受受理理理理をしてをしてをしてをして認認認認証証証証をするというをするというをするというをするという、、、、後後後後はははは自自自自主的主的主的主的にやにやにやにやっっっってもらうということでてもらうということでてもらうということでてもらうということで、、、、そういうことになそういうことになそういうことになそういうことになっっっっているとおているとおているとおているとお聞聞聞聞きしているのですきしているのですきしているのですきしているのです。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、実実実実際際際際のやのやのやのやっっっっているているているている中中中中身身身身がこういうがこういうがこういうがこういう中中中中身身身身だというのはほだというのはほだというのはほだというのはほんんんんとうにとうにとうにとうにわわわわかかかかっっっっているのかとているのかとているのかとているのかと疑疑疑疑問問問問ががががああああるのでするのでするのでするのです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、実実実実態調態調態調態調査査査査をををを県県県県がやるがやるがやるがや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いますのはいますのはいますのはいますのは、、、、こういうこともしこういうこともしこういうこともしこういうこともしっっっっかかかかりりりり調調調調べべべべてててて、、、、本本本本来来来来ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人というのはもうけというのはもうけというのはもうけというのはもうけ本本本本位位位位ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、非営非営非営非営利利利利活活活活動動動動でででで社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献するとするとするとすると。。。。先先先先ほどほどほどほど言言言言っっっったたたた、、、、このこのこのこの目的目的目的目的ににににああああるるるる高高高高齢齢齢齢者者者者のののの人人人人たちのたちのたちのたちの住住住住居居居居とかとかとかとか暮暮暮暮らしとかというらしとかというらしとかというらしとかという場場場場をををを提提提提供供供供するとかするとかするとかするとか、、、、そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕事事事事をすることでをすることでをすることでをすることであっあっあっあってててて、、、、解解解解散散散散するときにするときにするときにするときに、、、、残残残残っっっったおたおたおたお金金金金はははは自自自自分分分分のののの懐懐懐懐にににに入入入入れたらだめだとなれたらだめだとなれたらだめだとなれたらだめだとなっっっっているのですているのですているのですているのです。。。。もうけもうけもうけもうけ本本本本位位位位のののの仕仕仕仕事事事事やややや活活活活動動動動ではないというではないというではないというではないという位位位位置置置置づづづづけでけでけでけでああああるからるからるからるから、、、、今今今今回条回条回条回条例例例例でででで、、、、こういうこういうこういうこういう活活活活動動動動をされているをされているをされているをされている非営非営非営非営利利利利ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人にににに対対対対してしてしてして県県県県民民民民税税税税をををを減減減減免免免免していきまししていきまししていきまししていきましょょょょうということがうということがうということがうということが出出出出されているとされているとされているとされていると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。とことことこところろろろがががが一一一一方方方方でででで、、、、実実実実際際際際にこういうことがにこういうことがにこういうことがにこういうことが行行行行わわわわれているということにれているということにれているということにれているということに対対対対してどうなのかというしてどうなのかというしてどうなのかというしてどうなのかという思思思思いがすごくいがすごくいがすごくいがすごくああああるるるるのですのですのですのです。。。。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ででで、、、、やはりやはりやはりやはり県県県県がががが実実実実態調態調態調態調査査査査をすをすをすをす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うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、このことにこのことにこのことにこのことに対対対対してどのようにしてどのようにしてどのようにしてどのように考考考考えていらえていらえていらえていらっっっっししししゃゃゃゃるかるかるかるか、、、、おおおお聞聞聞聞きをいたしたいときをいたしたいときをいたしたいときをいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今、、、、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、、、、特定特定特定特定非営非営非営非営利利利利活活活活動動動動ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人のののの設立設立設立設立認可認可認可認可にににに○○○○上山協働推進課長上山協働推進課長上山協働推進課長上山協働推進課長関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ法法法法にににに定定定定められためられためられためられた書書書書面面面面のののの審査審査審査審査によりによりによりにより判断判断判断判断をするというをするというをするというをするという比較比較比較比較的簡単的簡単的簡単的簡単なななな手手手手続続続続でででであっあっあっあってててて、、、、法法法法人人人人化化化化がががが可能可能可能可能となとなとなとなっっっってございますてございますてございますてございます。。。。一一一一方方方方、、、、このこのこのこの制制制制度度度度がががが悪悪悪悪用用用用されないようされないようされないようされないよう、、、、活活活活動動動動内容内容内容内容のののの情報情報情報情報公開公開公開公開をををを積積積積極極極極的的的的にににに行行行行うことにようことにようことにようことによっっっってててて、、、、そのそのそのその活活活活動動動動のののの是非是非是非是非をををを市民市民市民市民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方がががが判断判断判断判断ししししていただくとていただくとていただくとていただくと、、、、こういうこういうこういうこういう全体全体全体全体のののの仕仕仕仕組組組組みみみみとなとなとなとなっっっってございますてございますてございますてございます。。。。事業事業事業事業のののの違法性違法性違法性違法性がががが疑疑疑疑わわわわれるれるれるれる等等等等のののの情報情報情報情報がががが寄寄寄寄せせせせられたられたられたられた場場場場合合合合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、、、、これまでもこれまでもこれまでもこれまでも任任任任意意意意でででで
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のののの聞聞聞聞きききき取取取取りのりのりのりの調調調調査等査等査等査等はははは行行行行っっっってまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。ただしただしただしただし、、、、法令違法令違法令違法令違反反反反のののの事実等事実等事実等事実等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、、、、担担担担当当当当部局部局部局部局がががが法令法令法令法令にににに従従従従っっっってててて対対対対応応応応をををを判断判断判断判断するというするというするというするという基本基本基本基本的的的的なななな考考考考えでございますえでございますえでございますえでございます。。。。委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべののののようにようにようにように、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな事例事例事例事例ががががああああるるるる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、、、、事業事業事業事業にににに違法性違法性違法性違法性がががが疑疑疑疑わわわわれるようなれるようなれるようなれるような情報情報情報情報ががががあっあっあっあったたたた場場場場合合合合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、、、、関係部局関係部局関係部局関係部局とのとのとのとの情報情報情報情報共共共共有有有有をををを図図図図りながらりながらりながらりながら対対対対応応応応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ているとこえているとこえているとこえ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。。。。特定特定特定特定非営非営非営非営利利利利活活活活動動動動促促促促進法進法進法進法をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、所所所所轄庁轄庁轄庁轄庁はははは法法法法人人人人のののの事務事務事務事務所所所所がががが所所所所在在在在するするするする○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員都道府都道府都道府都道府県知事県知事県知事県知事となとなとなとなっっっっていますからていますからていますからていますから、、、、先先先先ほどおほどおほどおほどお述述述述べべべべになになになになっっっったようにたようにたようにたように、、、、県県県県がががが直直直直接接接接指導指導指導指導、、、、ああああるいるいるいるいはははは運営運営運営運営ののののあああありりりり方方方方、、、、物物物物をををを言言言言うことができるとなうことができるとなうことができるとなうことができるとなっっっっているのですているのですているのですているのです。。。。第第第第５５５５節節節節のとこのとこのとこのところろろろでででで、、、、監督監督監督監督ののののことにことにことにことに対対対対してもしてもしてもしても改善改善改善改善命命命命令令令令などなどなどなど、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ出出出出せせせせ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、、、、県県県県ががががＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯにににに対対対対してしてしてして、、、、自自自自主主主主的的的的なななな活活活活動動動動だからだからだからだから、、、、ああああれこれれこれれこれれこれ細細細細かくかくかくかく口出口出口出口出すことはならないというすことはならないというすことはならないというすことはならないという、、、、そういうそういうそういうそういう法法法法律律律律になになになになっっっっていていていているということもるということもるということもるということも理理理理解解解解できるできるできるできるわわわわけなのですけれどもけなのですけれどもけなのですけれどもけなのですけれども、、、、やはりやはりやはりやはり一一一一つつつつ、、、、こういうこういうこういうこういう監督監督監督監督ということということということということのののの部部部部門門門門もちもちもちもちゃんゃんゃんゃんとうたとうたとうたとうたわわわわれているれているれているれているわわわわけなのですからけなのですからけなのですからけなのですから。。。。なおのことなおのことなおのことなおのこと、、、、今度今度今度今度のこういうことものこういうことものこういうことものこういうことも含含含含めたらめたらめたらめたら、、、、実実実実態調態調態調態調査査査査をしてをしてをしてをして、、、、本本本本来来来来ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの活活活活動動動動をもをもをもをもっっっっとととと進進進進めてもらうためにめてもらうためにめてもらうためにめてもらうために大和大和大和大和まほまほまほまほろろろろばばばばＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯセンタセンタセンタセンターーーーにににに依頼依頼依頼依頼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出出出出されているされているされているされているわわわわけなのですけなのですけなのですけなのです。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、同同同同じじじじＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人同人同人同人同士士士士ですですですです。。。。それがそれがそれがそれが本本本本当当当当にこのようなにこのようなにこのようなにこのような実実実実態態態態をををを正正正正確確確確につかにつかにつかにつかんんんんでででで、、、、本本本本来来来来のののの役割役割役割役割をををを果果果果たたたたせせせせるようにそこがちるようにそこがちるようにそこがちるようにそこがちゃんゃんゃんゃんとできるのかどうかととできるのかどうかととできるのかどうかととできるのかどうかと考考考考えたえたえたえた場場場場合合合合、、、、疑疑疑疑問問問問にににに思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そのそのそのその点点点点、、、、委委委委託託託託してそのことをちしてそのことをちしてそのことをちしてそのことをちゃんゃんゃんゃんとやらとやらとやらとやらせせせせることができるとることができるとることができるとることができると、、、、可能可能可能可能だとおだとおだとおだとお考考考考えになえになえになえになっっっっているのかているのかているのかているのかどうかおどうかおどうかおどうかお聞聞聞聞かかかかせせせせ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。。。。先先先先ほどほどほどほど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、、、、今今今今回回回回のこののこののこののこのＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ活活活活動強化動強化動強化動強化支援事業支援事業支援事業支援事業につにつにつにつ○○○○上山協働推進課長上山協働推進課長上山協働推進課長上山協働推進課長きましてはきましてはきましてはきましては、、、、このこのこのこの実実実実態調態調態調態調査査査査をををを反映反映反映反映をしてをしてをしてをして、、、、現現現現在在在在奈奈奈奈良県内良県内良県内良県内でででで活活活活動動動動をををを行行行行っっっっておられるておられるておられるておられるＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ自自自自身身身身がががが活活活活動強化動強化動強化動強化していくためのしていくためのしていくためのしていくための目目目目安安安安となるとなるとなるとなる基基基基準準準準をををを作成作成作成作成していこうというものでございますしていこうというものでございますしていこうというものでございますしていこうというものでございます。。。。それをつくるそれをつくるそれをつくるそれをつくる段階段階段階段階においてにおいてにおいてにおいて、、、、県内県内県内県内ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯがどういうがどういうがどういうがどういう活活活活動動動動をしているのかということををしているのかということををしているのかということををしているのかということを詳詳詳詳しくしくしくしく調調調調べべべべるるるる必必必必要要要要ががががああああ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、、、、３３３３段階段階段階段階のののの手順手順手順手順をををを今今今今考考考考えてございますえてございますえてございますえてございます。。。。そのそのそのその中中中中でもさでもさでもさでもさまざまなまざまなまざまなまざまな実実実実態態態態把握把握把握把握ができることがができることがができることがができることがああああるでしるでしるでしるでしょょょょうしうしうしうし、、、、そこでそこでそこでそこで得得得得られたられたられたられた情報情報情報情報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県県県県としてとしてとしてとして対対対対応応応応ささささせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと考考考考えますえますえますえます。。。。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、、、、本本本本来来来来ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人というのはというのはというのはというのは本本本本当当当当にににに非営非営非営非営利利利利活活活活動動動動でででで、、、、○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献しようということでしようということでしようということでしようということで自自自自主的主的主的主的にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方たちがたちがたちがたちが活活活活動動動動されているとこされているとこされているとこされているところろろろ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。。。。とことことこところろろろがががが、、、、今今今今言言言言っっっったようなたようなたようなたような事例事例事例事例ががががあああありましたらりましたらりましたらりましたら、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり県県県県民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの信信信信頼頼頼頼をををを裏裏裏裏切切切切るるるる、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯにににに対対対対してのしてのしてのしての信信信信頼頼頼頼をををを崩崩崩崩していくしていくしていくしていく、、、、そういうことにもなるとそういうことにもなるとそういうことにもなるとそういうことにもな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、、、、やはりこういうやはりこういうやはりこういうやはりこういう事例事例事例事例にににに対対対対してはしてはしてはしては県県県県がががが、、、、自自自自主的主的主的主的やからやからやからやからああああんんんんまりまりまりまり物物物物がががが言言言言えまえまえまえませせせせんんんんというというというという形形形形でででで置置置置
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いておくのではなくいておくのではなくいておくのではなくいておくのではなく、、、、具具具具体体体体的的的的にににに働働働働きかけてきかけてきかけてきかけて、、、、本本本本来来来来ののののああああるるるるべべべべきききき姿姿姿姿にににに正正正正していくというしていくというしていくというしていくという姿勢姿勢姿勢姿勢もももも示示示示さなかさなかさなかさなかっっっったらたらたらたら、、、、今今今今ちまたでちまたでちまたでちまたで貧困貧困貧困貧困ビビビビジジジジネネネネススススがいがいがいがいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでででで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。。。。こうこうこうこういうとこいうとこいうとこいうところろろろにににに食食食食いいいい物物物物にされないためにもにされないためにもにされないためにもにされないためにも、、、、ししししっっっっかりとかりとかりとかりと所所所所轄庁轄庁轄庁轄庁のののの県県県県がががが目目目目をををを光光光光らすということらすということらすということらすということもやらないとだめだともやらないとだめだともやらないとだめだともやらないとだめ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、、、、実実実実態調態調態調態調査査査査ということではということではということではということでは、、、、大和大和大和大和まほまほまほまほろろろろばばばばＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯセンセンセンセンタタタターーーーにもやはりにもやはりにもやはりにもやはり直直直直接接接接出出出出かけてかけてかけてかけて、、、、そのそのそのその事業事業事業事業がががが実実実実際際際際にどういうことをやにどういうことをやにどういうことをやにどういうことをやっっっっているのかているのかているのかているのか、、、、自自自自分分分分のののの目目目目でででで確確確確かめてかめてかめてかめて、、、、把握把握把握把握していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその中中中中でででで問題問題問題問題ののののああああるとこるとこるとこるところろろろはははは県県県県がしがしがしがしっっっっかりかりかりかりとととと乗乗乗乗りりりり出出出出してしてしてして正正正正していくというしていくというしていくというしていくという対処対処対処対処をしていかなかをしていかなかをしていかなかをしていかなかっっっったらたらたらたら、、、、せっせっせっせっかくかくかくかく皆皆皆皆ささささんんんんのいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな思思思思いでいでいでいでＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人をををを育育育育ててきてててきてててきてててきて、、、、これからやこれからやこれからやこれからやっっっっていこうとすることをていこうとすることをていこうとすることをていこうとすることを、、、、県県県県みみみみずからのずからのずからのずからの手手手手でででで崩崩崩崩すということにもなりかすということにもなりかすということにもなりかすということにもなりかねねねねまままませせせせんんんんのでのでのでので、、、、ここのとこここのとこここのとこここのところろろろはしはしはしはしっっっっかりとかりとかりとかりと実実実実態調態調態調態調査査査査をやをやをやをやっっっっていていていていただきたいただきたいただきたいただきたい。。。。このこのこのこの事例事例事例事例についてはについてはについてはについては、、、、県県県県がしがしがしがしっっっっかりとかりとかりとかりと対対対対応応応応していただきたいということをしていただきたいということをしていただきたいということをしていただきたいということを強強強強くくくく求求求求めておきたいとめておきたいとめておきたいとめておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長及及及及びびびび関係部長関係部長関係部長関係部長にににに４４４４点点点点ほどごほどごほどごほどご質質質質問問問問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。。。。○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長和田警察本部長はははは、、、、就就就就任任任任以来以来以来以来、、、、精精精精力力力力的的的的にごにごにごにご活活活活躍躍躍躍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。。。。県県県県民民民民のののの一人一人一人一人としとしとしとしてててて感謝感謝感謝感謝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。。。。記者記者記者記者会会会会見見見見でででで、、、、検挙率検挙率検挙率検挙率１００１００１００１００％％％％をををを目指目指目指目指しししし、、、、必必必必ずずずず信信信信頼頼頼頼されるされるされるされる奈奈奈奈良県警良県警良県警良県警察察察察をををを目指目指目指目指すとすとすとすと力力力力強強強強くおくおくおくおっっっっししししゃゃゃゃっっっっておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、被害者被害者被害者被害者のののの無念無念無念無念をををを忘忘忘忘れずれずれずれず、、、、ともにともにともにともに泣泣泣泣いていていていて犯犯犯犯人人人人をををを検挙検挙検挙検挙することがすることがすることがすることが信信信信念念念念だともだともだともだとも申申申申されているされているされているされているわわわわけですけですけですけです。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、まずまずまずまず１１１１点目点目点目点目におにおにおにお聞聞聞聞きをしたいのはきをしたいのはきをしたいのはきをしたいのは、、、、たたたたびびびびたたたたびびびび繰繰繰繰りりりり返返返返されるされるされるされる警察警察警察警察官官官官のののの不不不不祥祥祥祥事事事事でででであああありますりますりますります。。。。今年今年今年今年のののの５５５５月月月月２２２２２２２２日日日日にはにはにはには、、、、暴暴暴暴力力力力団組団組団組団組長長長長とのとのとのとの関係関係関係関係をををを含含含含めめめめ、、、、不不不不適切適切適切適切なななな交交交交際際際際でででで警察警察警察警察官官官官２２２２名名名名がががが懲戒免懲戒免懲戒免懲戒免職職職職処分処分処分処分になになになになっっっっているているているているわわわわけで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。。。。警察警察警察警察官官官官のののの不不不不祥祥祥祥事事事事、、、、今今今今までもまでもまでもまでも長年長年長年長年おおおおりますがりますがりますがりますが、、、、さまざまなことがございましたさまざまなことがございましたさまざまなことがございましたさまざまなことがございました。。。。かつてはかつてはかつてはかつては警察本部長警察本部長警察本部長警察本部長がががが警察警察警察警察官官官官一人一人一人一人一人一人一人一人にににに手手手手紙紙紙紙をおをおをおをお出出出出しになしになしになしになっっっってててて、、、、警察警察警察警察官官官官のののの心構心構心構心構えなりえなりえなりえなり、、、、二二二二度度度度とこういうことがないようにととこういうことがないようにととこういうことがないようにととこういうことがないようにと、、、、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ででで警察警察警察警察官官官官にににに対対対対するするするする要要要要望望望望等等等等 々々々々をされてまいをされてまいをされてまいをされてまいっっっったたたた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。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、着着着着任早任早任早任早々々々々大大大大変変変変なななな事事事事件件件件にににに遭遇遭遇遭遇遭遇されているされているされているされている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、、、、ピピピピスススストトトトルルルルのののの発発発発砲砲砲砲事事事事件件件件等等等等、、、、それもそれもそれもそれもおおおお宮宮宮宮入入入入りになりになりになりになっっっっているているているている事事事事件件件件ががががああああるるるるわわわわけですけですけですけです。。。。特特特特にににに、、、、暴暴暴暴力力力力団団団団とのとのとのとの関係関係関係関係はははは戒戒戒戒めなけれめなけれめなけれめなければばばばならなならなならなならないいいい。。。。大大大大相撲相撲相撲相撲においてもにおいてもにおいてもにおいても昨昨昨昨今今今今叫叫叫叫ばばばばれているれているれているれているわわわわけでけでけでけで、、、、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してしてして、、、、５５５５月月月月２２２２２２２２日日日日以来以来以来以来、、、、今日今日今日今日までまでまでまで県警察県警察県警察県警察がどういうことをがどういうことをがどういうことをがどういうことを現現現現実実実実にやにやにやにやっっっってててて、、、、成成成成果果果果がががが上上上上ががががっっっっているのかどうかているのかどうかているのかどうかているのかどうか、、、、このここのここのここのことについておとについておとについておとについてお尋尋尋尋ねねねねをいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。２２２２点目点目点目点目はははは、、、、ＡＡＡＡＰＰＰＰＥＥＥＥＣＣＣＣ観光大観光大観光大観光大臣臣臣臣等等等等 々々々々、、、、このこのこのこの間間間間もももも本本本本当当当当にににに、、、、１１１１，，，，００００００００００００人人人人以以以以上上上上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がががが、、、、空前空前空前空前のののの警備警備警備警備をされをされをされをされ、、、、問題問題問題問題なくなくなくなく推推推推移移移移したしたしたしたわわわわけですけですけですけです。。。。またまたまたまた、、、、天皇陛天皇陛天皇陛天皇陛下下下下がががが今度今度今度今度はおはおはおはお越越越越しになしになしになしになられるられるられるられるわわわわけでけでけでけで、、、、もうもうもうもう警備警備警備警備、、、、本本本本当当当当にごにごにごにご苦苦苦苦労労労労ささささんんんんでございますでございますでございますでございます。。。。警備警備警備警備のののの万全万全万全万全はははは非常非常非常非常ににににあああありがたりがたりがたりがた
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いことですいことですいことですいことです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、警備警備警備警備をするについてはをするについてはをするについてはをするについては本本本本来来来来、、、、他他他他府府府府県県県県からからからから応応応応援援援援をををを求求求求めるめるめるめる、、、、ああああるいはるいはるいはるいは自自自自前前前前のののの職員職員職員職員ででででやるやるやるやる、、、、このこのこのこの２２２２つのつのつのつの方法方法方法方法ががががああああるとるとるとると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そういたしますとそういたしますとそういたしますとそういたしますと、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県のののの限限限限られたられたられたられた警察警察警察警察官官官官のののの中中中中でででで空前空前空前空前のののの警備警備警備警備をするをするをするをする場場場場合合合合にににに、、、、各各各各警察警察警察警察署署署署、、、、ああああるいはるいはるいはるいは警察本部警察本部警察本部警察本部のののの職員職員職員職員をををを、、、、本本本本来来来来のののの業務業務業務業務をさをさをさをされているれているれているれている方方方方をををを引引引引きききき抜抜抜抜いていていていて警備担警備担警備担警備担当当当当でででで当当当当たらたらたらたらせせせせなけれなけれなけれなければばばば万全万全万全万全なななな警備警備警備警備はできないはできないはできないはできない。。。。そういたしそういたしそういたしそういたしますとますとますとますと、、、、本本本本来来来来のののの警察警察警察警察官官官官のののの業務業務業務業務にににに支支支支障障障障がないのかどうかがないのかどうかがないのかどうかがないのかどうか。。。。このこともこのこともこのこともこのことも含含含含めてめてめてめて、、、、現状現状現状現状のののの警察警察警察警察官官官官のののの人員人員人員人員でででで県県県県民民民民のののの安安安安心心心心とととと暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを守守守守るるるる体体体体制制制制ができているのかができているのかができているのかができているのか、、、、このことについておこのことについておこのことについておこのことについてお聞聞聞聞きをしきをしきをしきをし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。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、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ますとえますとえますとえますと、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが日日日日常常常常生活生活生活生活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いでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな事事事事案案案案がががが起起起起ここここっっっっているているているているわわわわけですけですけですけです。。。。強強強強盗殺盗殺盗殺盗殺人事人事人事人事件件件件とかとかとかとか大大大大きなきなきなきな事事事事件件件件はははは当然当然当然当然でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの身身身身のののの回回回回りでりでりでりで、、、、例例例例ええええばばばば侵侵侵侵入強入強入強入強盗盗盗盗、、、、路路路路上上上上強強強強盗盗盗盗、、、、強制強制強制強制わわわわいいいいせせせせつつつつ、、、、ああああるいはるいはるいはるいはひひひひっっっったくりたくりたくりたくり、、、、住住住住宅宅宅宅対象対象対象対象侵侵侵侵入入入入窃盗窃盗窃盗窃盗、、、、事務事務事務事務所所所所等等等等のののの侵侵侵侵入入入入、、、、振振振振りりりり込込込込めめめめサギサギサギサギ、、、、車車車車上部上部上部上部品品品品ねねねねらいらいらいらい、、、、自自自自動動動動車車車車強強強強盗盗盗盗、、、、オオオオートートートートババババイイイイ・・・・自自自自転車盗転車盗転車盗転車盗、、、、自自自自動販動販動販動販売売売売機機機機ねねねねらいらいらいらい、、、、こういうこういうこういうこういう身身身身近近近近なななな事事事事件件件件がががが日日日日常常常常本本本本当当当当にににに起起起起ここここっっっっているているているているわわわわけけけけですですですです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、これらのこれらのこれらのこれらの事案事案事案事案のののの中中中中でででで、、、、警察警察警察警察にににに届届届届けけけけ出出出出ががががあっあっあっあったたたた、、、、ああああるいはるいはるいはるいは警察警察警察警察がががが確認確認確認確認したしたしたした件件件件数数数数とととと実実実実際際際際にににに警察警察警察警察がががが検挙検挙検挙検挙をしたをしたをしたをしたデデデデーーーータタタタをををを確認確認確認確認をするとをするとをするとをすると、、、、現現現現在在在在のののの我我我我々々々々のののの周辺周辺周辺周辺でででで起起起起ここここっっっっているているているている実実実実態態態態がががが浮浮浮浮きききき彫彫彫彫りになるとりになるとりになるとりになると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、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実実実実態態態態をををを調調調調べべべべたたたたわわわわけですけですけですけです。。。。そういたしますとそういたしますとそういたしますとそういたしますと、、、、こういうことになるのですこういうことになるのですこういうことになるのですこういうことになるのです。。。。侵侵侵侵入強入強入強入強盗盗盗盗、、、、路路路路上上上上強強強強盗盗盗盗はははは、、、、このこのこのこの７７７７月月月月末末末末現現現現在在在在でででで発生発生発生発生件件件件数数数数はははは１４１４１４１４件件件件、、、、それでそれでそれでそれで１２１２１２１２件件件件をををを検挙検挙検挙検挙しておられるしておられるしておられるしておられる。。。。もうもうもうもう非常非常非常非常にににに警察警察警察警察がががが頑頑頑頑張張張張っっっってもらてもらてもらてもらっっっ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。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ずずずずっっっっとととと言言言言っっっっていきますとていきますとていきますとていきますと、、、、強制強制強制強制わわわわいいいいせせせせつつつつ、、、、ここここれもれもれもれも２９２９２９２９件件件件起起起起ここここっっっってててて１１１１７７７７件件件件がががが検挙検挙検挙検挙されているされているされているされている。。。。ひひひひっっっったくりになりますとたくりになりますとたくりになりますとたくりになりますと、、、、１０６１０６１０６１０６件件件件がががが起起起起ここここっっっってててて３１３１３１３１件件件件がががが検挙検挙検挙検挙されているのですされているのですされているのですされているのです。。。。住住住住宅宅宅宅対象対象対象対象侵侵侵侵入入入入窃盗窃盗窃盗窃盗、、、、住住住住宅宅宅宅にににに空空空空きききき巣巣巣巣にににに入入入入るるるる、、、、これはこれはこれはこれは４４４４３９３９３９３９件件件件起起起起ここここっっっってててて１８２１８２１８２１８２件件件件がががが検挙検挙検挙検挙されているされているされているされているわわわわけですけですけですけです。。。。今今今今言言言言わわわわれているれているれているれている車車車車上上上上のののの部部部部品品品品ねねねねらいらいらいらい、、、、これはこれはこれはこれは１１１１，，，，３１３１３１３１７７７７件件件件起起起起ここここっっっってててて８５９８５９８５９８５９件件件件がががが検挙検挙検挙検挙されているされているされているされている。。。。自自自自動動動動車車車車のののの窃盗窃盗窃盗窃盗、、、、車車車車をををを盗盗盗盗むむむむ、、、、これこれこれこれはははは１２４１２４１２４１２４件件件件起起起起ここここっっっってててて３２３２３２３２件件件件がががが検挙検挙検挙検挙されているされているされているされている。。。。自自自自動販動販動販動販売売売売機機機機ねねねねらいもらいもらいもらいも、、、、１１６１１６１１６１１６件件件件起起起起ここここっっっってててて１１１１６６６６件件件件検挙検挙検挙検挙されているとされているとされているとされていると、、、、こういうことなのですこういうことなのですこういうことなのですこういうことなのです。。。。このこのこのこの検挙率検挙率検挙率検挙率がががが上上上上ががががっっっっているということでているということでているということでているということで４０４０４０４０％％％％とととと言言言言っっっ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。。。。このこのこのこの４０４０４０４０％％％％はははは、、、、現現現現在在在在のののの警察警察警察警察官官官官のののの数数数数からからからから考考考考えるとどのようなえるとどのようなえるとどのようなえるとどのようなものかということをものかということをものかということをものかということを考考考考えざるをえざるをえざるをえざるを得得得得ないないないないわわわわけですけですけですけです。。。。警察警察警察警察官官官官のののの職員職員職員職員のののの採採採採用用用用。。。。これでもこれでもこれでもこれでも平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年はははは２２２２，，，，３９３３９３３９３３９３人人人人、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年はははは２２２２，，，，３９３３９３３９３３９３人人人人、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年はははは２２２２，，，，４０９４０９４０９４０９人人人人、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年はははは２２２２，，，，４１３４１３４１３４１３人人人人となとなとなとなっっっ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。。。。このこのこのこの人人人人数数数数でででで、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました我我我我々々々々のののの身身身身のののの回回回回りでりでりでりで



---- 11113333 ----

起起起起ここここっっっってててて検挙率検挙率検挙率検挙率をををを４０４０４０４０％％％％とととと言言言言うているこのうているこのうているこのうているこの実実実実態態態態をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか。。。。これでこれでこれでこれで、、、、県県県県民民民民のののの暮暮暮暮らしとらしとらしとらしと安全安全安全安全をををを守守守守るるるる警察警察警察警察としてとしてとしてとして盤石盤石盤石盤石なものでなものでなものでなものでああああるのかるのかるのかるのか。。。。警察警察警察警察官官官官のののの絶絶絶絶対対対対数数数数、、、、近近近近畿畿畿畿２２２２府府府府４４４４県県県県のののの中中中中でもでもでもでも、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県のののの警察警察警察警察官官官官がががが一一一一番番番番少少少少ないないないないわわわわけなのですけなのですけなのですけなのです。。。。奈奈奈奈良県良県良県良県のののの警察警察警察警察官官官官はははは１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり、、、、たしかたしかたしかたしか県県県県民民民民５３９５３９５３９５３９人人人人だだだだっっっったですかたですかたですかたですか。。。。それそれそれそれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの比率比率比率比率でででで活活活活動動動動しておられるしておられるしておられるしておられるわわわわけですけですけですけです。。。。だかだかだかだからららら、、、、国国国国にににに対対対対してしてしてして、、、、警察警察警察警察庁庁庁庁にににに対対対対してしてしてして今今今今までまでまでまで、、、、こういうこういうこういうこういう人員人員人員人員のことにのことにのことにのことに対対対対してしてしてして、、、、配配配配備備備備にににに対対対対してどしてどしてどしてどのようにのようにのようにのように警察警察警察警察はははは提提提提言言言言をしてをしてをしてをして、、、、本本本本当当当当にににに県県県県民民民民をををを守守守守れるれるれるれる体体体体制制制制ででででああああるのかどうかるのかどうかるのかどうかるのかどうか、、、、このことをおこのことをおこのことをおこのことをお聞聞聞聞きをしたいときをしたいときをしたいときをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。４４４４点目点目点目点目はははは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ日日日日常常常常、、、、各地域各地域各地域各地域のののの警察警察警察警察でごでごでごでご苦苦苦苦労労労労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わわわわけですけですけですけです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、次次次次からからからから次次次次、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな相相相相談談談談事事事事、、、、民民民民事事事事介入介入介入介入もももも含含含含めてめてめてめて警察警察警察警察のののの範囲範囲範囲範囲がががが広広広広ががががっっっっておりますておりますておりますております。。。。だからだからだからだから、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな制制制制度等度等度等度等 々々々々もおつくりいただいてもおつくりいただいてもおつくりいただいてもおつくりいただいて、、、、非常非常非常非常ににににああああがりたいがりたいがりたいがりたいわわわわけなのですけなのですけなのですけなのです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、日日日日常我常我常我常我々々々々がががが一一一一番番番番かかかかかかかかわわわわりのりのりのりのああああるのがるのがるのがるのが交交交交番番番番ですですですです。。。。交交交交番番番番相相相相談談談談員員員員をををを配配配配置置置置していただいているのですしていただいているのですしていただいているのですしていただいているのですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、交交交交番番番番にににに行行行行けけけけばばばばおおおおわわわわかりのようにかりのようにかりのようにかりのように、、、、交交交交番番番番相相相相談談談談員員員員をををを余余余余りりりり見見見見かけまかけまかけまかけませせせせんんんん。。。。だからだからだからだから、、、、交交交交番番番番相相相相談談談談員員員員はははは、、、、実実実実際際際際にどのようなおにどのようなおにどのようなおにどのようなお仕仕仕仕事事事事をやをやをやをやっっっってててて、、、、交交交交番番番番でどのようなでどのようなでどのようなでどのような権権権権限限限限をををを持持持持っっっってやてやてやてやっっっっていていていているのかとるのかとるのかとるのかと。。。。強制強制強制強制権権権権はないはないはないはない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、、、、奈奈奈奈良県下良県下良県下良県下のののの交交交交番番番番相相相相談談談談員員員員がががが今今今今何何何何名名名名おおおおっっっってててて、、、、これこれこれこれがががが本本本本当当当当にににに地域地域地域地域のののの住民住民住民住民のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな困困困困りりりり事事事事をををを含含含含めてめてめてめて吸吸吸吸収収収収しているのかどうかしているのかどうかしているのかどうかしているのかどうか。。。。もうもうもうもう少少少少しししし強化強化強化強化をしなけれをしなけれをしなけれをし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っっっているているているている者者者者のののの一人一人一人一人なのですけれどもなのですけれどもなのですけれどもなのですけれども、、、、県警察県警察県警察県警察のののの見見見見解解解解はどうなのはどうなのはどうなのはどうなのかかかか。。。。そこでもうそこでもうそこでもうそこでもう一一一一つはつはつはつは、、、、今度今度今度今度はははは防防防防犯犯犯犯アドバアドバアドバアドバイザイザイザイザーーーー、、、、こういうこういうこういうこういう制制制制度度度度もおつくりになもおつくりになもおつくりになもおつくりになっっっってててて、、、、地地地地域域域域のののの市民市民市民市民のののの安全安全安全安全をををを守守守守っっっっていただいているていただいているていただいているていただいているわわわわけですけですけですけです。。。。あああありがたいことですりがたいことですりがたいことですりがたいことです。。。。しかししかししかししかし、、、、これもこれもこれもこれも実実実実際際際際問題問題問題問題、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの距離距離距離距離がどのがどのがどのがどの程度程度程度程度なのかというのがなのかというのがなのかというのがなのかというのが見見見見えてこないえてこないえてこないえてこない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、、、、今今今今のののの陣陣陣陣容容容容がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいでどういうおらいでどういうおらいでどういうおらいでどういうお仕仕仕仕事事事事をしているのかをしているのかをしているのかをしているのか。。。。それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つはつはつはつは、、、、警察安全警察安全警察安全警察安全相相相相談談談談員員員員、、、、こういうこういうこういうこういう制制制制度度度度もおつくりになもおつくりになもおつくりになもおつくりになっっっっているのですているのですているのですているのです。。。。これがこれがこれがこれが実実実実際何際何際何際何名名名名配配配配置置置置してしてしてして、、、、どういうどういうどういうどういう活活活活動動動動をしているのかをしているのかをしているのかをしているのか。。。。これもこれもこれもこれもあわせあわせあわせあわせておておておてお答答答答えをえをえをえを願願願願いますいますいますいます。。。。以以以以上上上上、、、、４４４４点点点点ですですですです。。。。中村委員中村委員中村委員中村委員のごのごのごのご質質質質問問問問におにおにおにお答答答答えいたしますえいたしますえいたしますえいたします。。。。○○○○幡谷警務部長幡谷警務部長幡谷警務部長幡谷警務部長１１１１つはつはつはつは、、、、本年本年本年本年のののの不不不不祥祥祥祥事案事案事案事案のののの後後後後のののの県警察県警察県警察県警察としてのとしてのとしてのとしての再発再発再発再発防止対策防止対策防止対策防止対策についていかがかというこについていかがかというこについていかがかというこについていかがかということですけれどもとですけれどもとですけれどもとですけれども、、、、このおこのおこのおこのお尋尋尋尋ねねねねのののの事案事案事案事案につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年からからからから平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて発生発生発生発生したしたしたした事案事案事案事案でででであああありますがりますがりますがりますが、、、、昨昨昨昨年年年年にににに引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして懲戒免懲戒免懲戒免懲戒免職職職職処分処分処分処分をををを行行行行うというというというといっっっったたたた事事事事態態態態になになになになっっっったことについてはたことについてはたことについてはたことについては、、、、県警察県警察県警察県警察としてとしてとしてとして真摯真摯真摯真摯にににに受受受受けとめているとこけとめているとこけとめているとこけとめているところろろろでででであああありますりますりますります。。。。県警察県警察県警察県警察としとしとしとしましてはましてはましてはましては、、、、昨昨昨昨年年年年、、、、再発再発再発再発防止対策防止対策防止対策防止対策をををを策策策策定定定定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、、、、それにはそれにはそれにはそれには、、、、部部部部外者外者外者外者とのとのとのとの節節節節度度度度ああああるるるる交交交交際際際際についてのについてのについてのについての指導指導指導指導をををを徹底徹底徹底徹底するとするとするとすると。。。。警部警部警部警部以以以以上上上上のののの幹幹幹幹部部部部によるによるによるによる私私私私生活生活生活生活をををを含含含含めためためためた個個個個人人人人のののの身身身身のののの上上上上にににに関関関関
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するするするする事事事事項項項項のののの把握把握把握把握とそれにとそれにとそれにとそれに応応応応じじじじたたたた指導指導指導指導のののの徹底徹底徹底徹底、、、、部下職員部下職員部下職員部下職員のののの業務業務業務業務のののの把握把握把握把握とととと具具具具体体体体的的的的なななな業務業務業務業務指導指導指導指導のののの徹底徹底徹底徹底、、、、さらにはさらにはさらにはさらには警察警察警察警察官官官官としてのとしてのとしてのとしての倫倫倫倫理理理理観観観観をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための教教教教養養養養のののの強化強化強化強化とととと、、、、こういこういこういこういっっっったたたた４４４４点点点点をををを推推推推進進進進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ででであああありますりますりますります。。。。さらにさらにさらにさらに本年本年本年本年はそれらにはそれらにはそれらにはそれらに加加加加えましてえましてえましてえまして、、、、私私私私みみみみずからやずからやずからやずからや首席首席首席首席監監監監察察察察官官官官がががが各所各所各所各所属属属属をををを巡巡巡巡回回回回してしてしてして、、、、捜捜捜捜査員査員査員査員ででででああああることのることのることのることの誇誇誇誇りやりやりやりや使使使使命感命感命感命感をををを醸醸醸醸成成成成ささささせせせせるといるといるといるといっっっったたたた意意意意識識識識改改改改革革革革のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる徹底徹底徹底徹底ですとかですとかですとかですとか、、、、警部警部警部警部以以以以上上上上のののの幹幹幹幹部部部部をををを含含含含めためためためた複複複複数数数数幹幹幹幹部部部部によによによによっっっってててて、、、、部下部下部下部下にににに個個個個 々々々々面面面面接接接接をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、再発再発再発再発防止策防止策防止策防止策をををを一一一一層層層層強強強強力力力力にににに推進推進推進推進してしてしてして、、、、非非非非違違違違事案事案事案事案のののの未未未未然防止然防止然防止然防止にににに努努努努めているとこめているとこめているとこめているところろろろででででございますございますございますございます。。。。今今今今後後後後ともともともとも、、、、県警察一県警察一県警察一県警察一丸丸丸丸となとなとなとなっっっってててて厳厳厳厳正正正正なななな規規規規律律律律のののの保保保保持持持持とととと再発再発再発再発防止対策防止対策防止対策防止対策のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、県県県県民民民民のののの期期期期待待待待とととと信信信信頼頼頼頼にこたえるにこたえるにこたえるにこたえる警察活警察活警察活警察活動動動動をををを推進推進推進推進してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思っっっっておりまておりまておりまておりますすすす。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点についてですけれどもについてですけれどもについてですけれどもについてですけれども、、、、国国国国、、、、警察警察警察警察庁庁庁庁にににに対対対対してしてしてして警察警察警察警察官官官官のののの増増増増員要員要員要員要求求求求をしているのかをしているのかをしているのかをしているのかというごというごというごというご質質質質問問問問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。。。。地方地方地方地方警察警察警察警察官官官官のののの定定定定数数数数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、、、、警察警察警察警察法法法法施行施行施行施行令令令令というというというという政令政令政令政令でででで定定定定められためられためられためられた基基基基準準準準にににに従従従従いまいまいまいましてしてしてして条条条条例例例例でででで規規規規定定定定されているとこされているとこされているとこされ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。。。。県警察県警察県警察県警察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、、、、県県県県をををを通通通通じじじじ、、、、政政政政府府府府、、、、警察警察警察警察庁庁庁庁にににに対対対対してしてしてして政政政政府府府府予算予算予算予算編編編編成成成成にににに対対対対するするするする提案提案提案提案、、、、要要要要望望望望というというというという形形形形のののの中中中中でででで、、、、治治治治安基安基安基安基盤盤盤盤のののの一一一一層層層層のののの充実充実充実充実のためののためののためののための一一一一方策方策方策方策といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、警察警察警察警察官官官官のののの増増増増員員員員をををを要要要要望望望望しているとこしているとこしているとこしているところろろろでご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。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、中村委員中村委員中村委員中村委員おおおお尋尋尋尋ねねねねのののの２２２２件件件件、、、、１１１１つつつつ目目目目ははははＡＡＡＡＰＰＰＰＥＥＥＥＣＣＣＣのののの警備警備警備警備のののの関係関係関係関係○○○○井岡生活安全部長井岡生活安全部長井岡生活安全部長井岡生活安全部長でででで、、、、大大大大規規規規模模模模警備警備警備警備非常非常非常非常にごにごにごにご苦苦苦苦労労労労ややややっっっったということでおたということでおたということでおたということでお褒褒褒褒めいただきましためいただきましためいただきましためいただきました。。。。そそそそんんんんなななな中中中中でででで、、、、後後後後方治方治方治方治安安安安、、、、一般一般一般一般治治治治安安安安対策対策対策対策はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているのかというおているのかというおているのかというおているのかというお尋尋尋尋ねねねねでででであああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、おおおお答答答答ええええ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。大大大大規規規規模模模模警備警備警備警備のののの実施実施実施実施時時時時におけますにおけますにおけますにおけます治治治治安安安安対策対策対策対策についてはについてはについてはについては、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの警備警備警備警備情情情情勢勢勢勢、、、、ああああるいはまるいはまるいはまるいはまたたたた警備警備警備警備にににに必必必必要要要要なななな期間期間期間期間、、、、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた規規規規模模模模にににに応応応応じじじじましてましてましてまして所所所所要要要要のののの対策対策対策対策をとをとをとをとっっっっておりますけれどておりますけれどておりますけれどておりますけれどもももも、、、、警察警察警察警察署署署署のののの一般一般一般一般治治治治安安安安対策対策対策対策についてもについてもについてもについても、、、、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、、、、間間間間隙隙隙隙がががが生生生生じじじじないようにないようにないようにないように配配配配しししし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ででであああありますりますりますります。。。。特特特特にににに、、、、今今今今回回回回ののののＡＡＡＡＰＰＰＰＥＥＥＥＣＣＣＣ警備警備警備警備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、、、、国国国国際際際際テテテテロロロロ情情情情勢勢勢勢、、、、ああああるいはるいはるいはるいは多多多多数数数数のののの要人要人要人要人のののの来来来来県県県県などなどなどなど、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい警備警備警備警備情情情情勢勢勢勢下下下下ににににあああありましたりましたりましたりました。。。。県警察県警察県警察県警察といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、最最最最大大大大時時時時にににに約約約約１１１１，，，，００００００００００００人人人人のののの警備体警備体警備体警備体制制制制をとりましたけれどもをとりましたけれどもをとりましたけれどもをとりましたけれども、、、、県内県内県内県内のののの各各各各警察警察警察警察署署署署においてもにおいてもにおいてもにおいても一一一一般般般般治治治治安安安安対策対策対策対策にににに間間間間隙隙隙隙がががが生生生生じじじじないようないようないようないよう、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの署署署署情情情情にににに応応応応じじじじましてましてましてまして勤勤勤勤務体務体務体務体制制制制のののの変変変変更更更更、、、、ああああるいるいるいるいはまたはまたはまたはまた当直当直当直当直体体体体制制制制のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うなどしてうなどしてうなどしてうなどして、、、、勤勤勤勤務員務員務員務員のののの確保確保確保確保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。。。。以以以以上上上上がががが警備警備警備警備のののの治治治治安安安安対策対策対策対策のののの関係関係関係関係でででであああありますりますりますります。。。。最後最後最後最後のののの点点点点でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、交交交交番番番番相相相相談談談談員員員員、、、、防防防防犯犯犯犯アドバアドバアドバアドバイザイザイザイザーーーー、、、、警察警察警察警察相相相相談談談談安全員安全員安全員安全員のののの具具具具体体体体
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的的的的なななな活活活活動動動動とととと県警察県警察県警察県警察としてのとしてのとしてのとしての今今今今後後後後ののののあああありりりり方方方方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、、、、ごごごご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。まずまずまずまず、、、、交交交交番番番番相相相相談談談談員員員員はははは、、、、交交交交番番番番がががが不不不不在在在在とならないようにするためにとならないようにするためにとならないようにするためにとならないようにするために、、、、またまたまたまた、、、、交交交交番番番番のののの警察警察警察警察官官官官ががががパパパパトトトトロロロローーーールルルル時間時間時間時間をををを確保確保確保確保しししし、、、、街頭街頭街頭街頭活活活活動動動動をををを行行行行えるようにするためにえるようにするためにえるようにするためにえるようにするために配配配配置置置置しておりますしておりますしておりますしております。。。。交交交交番番番番相相相相談談談談員員員員のののの具具具具体体体体的的的的なななな活活活活動動動動はははは、、、、一一一一番番番番大大大大きくきくきくきく占占占占めますのがめますのがめますのがめますのが地理地理地理地理案内案内案内案内、、、、それからそれからそれからそれから遺失遺失遺失遺失届届届届、、、、拾拾拾拾得物得物得物得物のののの受受受受理理理理等等等等がががが主主主主たるものではございますたるものではございますたるものではございますたるものではございます。。。。そのほかそのほかそのほかそのほか、、、、住民住民住民住民のののの困困困困りりりり事事事事、、、、意意意意見見見見、、、、要要要要望望望望等等等等のののの聴聴聴聴取及取及取及取及びびびび免免免免許許許許証証証証のののの更更更更新新新新手手手手続続続続ですとかですとかですとかですとか行行行行政政政政関係関係関係関係のののの窓窓窓窓口口口口ががががわわわわからないからからないからからないからからないから教教教教えてくれというえてくれというえてくれというえてくれという、、、、このこのこのこの案内案内案内案内ななななどのどのどのどの活活活活動動動動をををを行行行行っっっっておりますておりますておりますております。。。。次次次次にににに、、、、防防防防犯犯犯犯アドバアドバアドバアドバイザイザイザイザーーーーでございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民にににに対対対対するするするする情報情報情報情報発発発発信信信信、、、、防防防防犯犯犯犯ボボボボラララランンンンティアティアティアティアのののの支援支援支援支援などをなどをなどをなどを行行行行うためうためうためうため、、、、県下県下県下県下でででで比較比較比較比較的的的的刑刑刑刑法法法法犯犯犯犯のののの認認認認知知知知件件件件数数数数がががが多多多多いいいい警察警察警察警察署署署署にににに配配配配置置置置してしてしてしているとこいるとこいるとこ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。。。。具具具具体体体体的的的的なななな活活活活動動動動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、、、、防防防防犯犯犯犯ボボボボランランランランティアティアティアティアとのとのとのとの連連連連携携携携強化強化強化強化によりますによりますによりますによります合合合合同同同同パパパパトトトトロロロローーーールルルルのののの実施実施実施実施、、、、防防防防犯犯犯犯教室教室教室教室のののの開開開開催催催催、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな犯犯犯犯罪罪罪罪情報情報情報情報のののの発発発発信信信信などでごなどでごなどでごなどでございましてざいましてざいましてざいまして、、、、これらによりこれらによりこれらによりこれらにより、、、、県県県県民民民民のののの防防防防犯犯犯犯意意意意識識識識のののの高高高高揚揚揚揚にににに努努努努めますとともにめますとともにめますとともにめますとともに、、、、地域地域地域地域のきずなをのきずなをのきずなをのきずなを醸醸醸醸成成成成しししし、、、、犯犯犯犯罪罪罪罪がががが起起起起きにくいきにくいきにくいきにくい地域地域地域地域をつくるためのをつくるためのをつくるためのをつくるための支援活支援活支援活支援活動動動動をををを行行行行っっっっておりますておりますておりますております。。。。最後最後最後最後のののの警察安全警察安全警察安全警察安全相相相相談談談談員員員員でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、困困困困りりりり事事事事などでなどでなどでなどで警察警察警察警察署署署署へへへへ訪訪訪訪れるれるれるれる方方方方 々々々々のののの対対対対応応応応でででですとかすとかすとかすとか、、、、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた電電電電話話話話によるによるによるによる相相相相談談談談をををを受受受受けるためにけるためにけるためにけるために配配配配置置置置しておりますしておりますしておりますしております。。。。具具具具体体体体的的的的なななな活活活活動動動動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、、、、相相相相談談談談のののの内容内容内容内容にににに応応応応じじじじたたたた防防防防犯犯犯犯上上上上ののののアドバアドバアドバアドバイスイスイスイスですとかですとかですとかですとか専門専門専門専門機機機機関関関関のののの紹介紹介紹介紹介などなどなどなど、、、、問問問問題題題題解解解解決決決決にににに向向向向けたけたけたけた助助助助言言言言、、、、指導指導指導指導をををを行行行行っっっっておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、聴聴聴聴取取取取によりましてはによりましてはによりましてはによりましては、、、、相相相相談談談談ではなくではなくではなくではなくてててて即即即即犯犯犯犯罪罪罪罪をををを認認認認知知知知するするするする場場場場合合合合もございますのでもございますのでもございますのでもございますので、、、、そういそういそういそういっっっったたたた場場場場合合合合はははは、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに事事事事件主管課件主管課件主管課件主管課へへへへのののの引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎなどもなどもなどもなども行行行行っっっっておりますておりますておりますております。。。。これらこれらこれらこれら交交交交番番番番相相相相談談談談員員員員などのなどのなどのなどの嘱嘱嘱嘱託託託託職員職員職員職員のののの配配配配置置置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、、、、県県県県民民民民のののの安全安全安全安全・・・・安安安安心心心心へへへへのののの要要要要望望望望ににににこたえるこたえるこたえるこたえる有有有有効効効効なななな制制制制度度度度とととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。今今今今後後後後ともそのともそのともそのともその効果効果効果効果をををを検証検証検証検証しつつしつつしつつしつつ、、、、さらにさらにさらにさらに配配配配置置置置がががが必必必必要要要要とととと認認認認められるめられるめられるめられる交交交交番番番番、、、、警察警察警察警察署署署署についてについてについてについて検検検検討討討討をををを行行行行いいいい、、、、よりよりよりより一一一一層層層層のののの充実充実充実充実強化強化強化強化をををを図図図図っっっってまいりたてまいりたてまいりたてまいりたいといといといと、、、、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ておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。大体大体大体大体わわわわかかかかっっっったのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、まずまずまずまず第第第第１１１１点点点点、、、、警察警察警察警察官官官官のののの人人人人がががが、、、、現状現状現状現状のののの警察警察警察警察官官官官のののの○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員定員総定員総定員総定員総数数数数がががが、、、、採採採採用用用用でもでもでもでも、、、、ことしでことしでことしでことしで９３９３９３９３人人人人ですですですです。。。。去去去去年年年年でででで１１４１１４１１４１１４人人人人、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年でででで１０３１０３１０３１０３人人人人。。。。どどどどんんんんどどどどんんんん警察警察警察警察官官官官のののの採採採採用用用用もももも減減減減っっっってきているてきているてきているてきているわわわわけですけですけですけです。。。。だからだからだからだから、、、、毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年警察年警察年警察年警察庁庁庁庁にににに県警本部県警本部県警本部県警本部ははははどれどれどれどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの定定定定数数数数をををを、、、、増増増増員要員要員要員要請請請請をしているのかどうかをしているのかどうかをしているのかどうかをしているのかどうか。。。。毎毎毎毎年年年年どれどれどれどれぐぐぐぐらいをやらいをやらいをやらいをやっっっっているのかているのかているのかているのかどうかどうかどうかどうか、、、、それそれそれそれ答答答答えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。それともうそれともうそれともうそれともう１１１１点点点点はははは、、、、今今今今のののの、、、、先先先先ほどるるほどるるほどるるほどるる述述述述べべべべましたましたましたましたひひひひっっっったくりとかたくりとかたくりとかたくりとか車車車車上上上上ねねねねらいとからいとからいとからいとか、、、、これこれこれこれらにらにらにらに対対対対するするするする対対対対応応応応でででで、、、、現況現況現況現況のののの警察警察警察警察官官官官のののの数数数数でででで県県県県民民民民のののの暮暮暮暮らしとらしとらしとらしと安全安全安全安全をををを守守守守れるのかどうかれるのかどうかれるのかどうかれるのかどうか、、、、そのこそのこそのこそのこ
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とですとですとですとです。。。。今今今今のののの数数数数がががが理理理理想想想想のののの数数数数、、、、検挙率検挙率検挙率検挙率１００１００１００１００％％％％をををを目指目指目指目指すすすす県警本部長県警本部長県警本部長県警本部長のののの会会会会見見見見でのでのでのでの力力力力強強強強いごいごいごいご発発発発言言言言、、、、これをこれをこれをこれを実実実実現現現現するためにするためにするためにするために、、、、我我我我々々々々のののの身身身身のののの回回回回りでりでりでりで非常非常非常非常にににに起起起起ここここっっっっているているているているわわわわけですけですけですけです。。。。だからだからだからだから、、、、これらこれらこれらこれらをををを少少少少しでもしでもしでもしでも検挙検挙検挙検挙をするためにをするためにをするためにをするために、、、、それではそれではそれではそれでは今今今今のののの奈奈奈奈良県警良県警良県警良県警はははは何何何何人人人人のののの警察警察警察警察官官官官がおれがおれがおれがおればばばばそこそこそこそこそこそこそこそこ頑頑頑頑張張張張れるのだというれるのだというれるのだというれるのだという定定定定数数数数目目目目標標標標をををを一体一体一体一体どのどのどのどの程度程度程度程度にににに考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか。。。。今今今今のののの数数数数でいいのかでいいのかでいいのかでいいのか、、、、いやいやいやいや、、、、県警察県警察県警察県警察はこうはこうはこうはこう考考考考えているのだけれどもというえているのだけれどもというえているのだけれどもというえているのだけれどもという、、、、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。。。。それともうそれともうそれともうそれともう１１１１点点点点はははは、、、、国国国国費費費費国国国国費費費費とととと言言言言うけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、大大大大阪府阪府阪府阪府でもよくでもよくでもよくでもよく県県県県費費費費職員職員職員職員がいるがいるがいるがいるわわわわけですけですけですけです。。。。県県県県費費費費でででで警察警察警察警察官官官官をををを採採採採用用用用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。。。。これはこれはこれはこれは財政課財政課財政課財政課のののの話話話話ですけれどですけれどですけれどですけれど。。。。財政課財政課財政課財政課とどのようとどのようとどのようとどのようなななな話話話話しをしているのかということですしをしているのかということですしをしているのかということですしをしているのかということです。。。。もしもしもしもし現況現況現況現況のののの職員職員職員職員でちでちでちでちょょょょっっっっとととと不不不不足足足足しているのだしているのだしているのだしているのだっっっったたたたらららら、、、、県県県県費費費費職員職員職員職員をををを獲獲獲獲得得得得するようなするようなするようなするような働働働働きをきをきをきを財政課財政課財政課財政課とおやりになとおやりになとおやりになとおやりになっっっっているのかどうかているのかどうかているのかどうかているのかどうか。。。。これはまこれはまこれはまこれはまたたたたああああすすすす知事知事知事知事にににに聞聞聞聞きますけれどもきますけれどもきますけれどもきますけれども、、、、県県県県費費費費職員職員職員職員というというというという手手手手ががががああああるるるるわわわわけですけですけですけです。。。。各各各各県警察県警察県警察県警察、、、、全部全部全部全部がやがやがやがやっっっっているているているているわわわわけですからけですからけですからけですから。。。。これをこれをこれをこれを使使使使うようなうようなうようなうような、、、、県警察県警察県警察県警察はそういうはそういうはそういうはそういう方方方方針針針針ががががああああるのかないのかるのかないのかるのかないのかるのかないのか。。。。これがこれがこれがこれが第第第第１１１１点点点点、、、、おおおお聞聞聞聞きしたいことですきしたいことですきしたいことですきしたいことです。。。。それとそれとそれとそれと、、、、警察安全警察安全警察安全警察安全相相相相談談談談員員員員ですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、これはたしかこれはたしかこれはたしかこれはたしか、、、、奈奈奈奈良良良良署署署署とととと橿橿橿橿原原原原署署署署だけにしかだけにしかだけにしかだけにしか置置置置いていていていていないいないいないいないわわわわけですけですけですけです。。。。このこのこのこの警察安全警察安全警察安全警察安全相相相相談談談談員員員員のののの役割役割役割役割、、、、まだはまだはまだはまだはっっっっきりおきりおきりおきりおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていないけれどもていないけれどもていないけれどもていないけれども、、、、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思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、奈奈奈奈良良良良署署署署やややや橿橿橿橿原原原原署署署署ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、よそのよそのよそのよその警察警察警察警察署署署署でもでもでもでも必必必必要要要要としているのですとしているのですとしているのですとしているのです。。。。こういうとここういうとここういうとここういうところろろろにどうしてにどうしてにどうしてにどうして配配配配置置置置しないのですかしないのですかしないのですかしないのですか。。。。ききききょょょょうはまだまうはまだまうはまだまうはまだまだだだだ意意意意見見見見がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、もうもうもうもう言言言言いまいまいまいませせせせんんんんがががが、、、、このこのこのこの警察安全警察安全警察安全警察安全相相相相談談談談員員員員、、、、何何何何でででで奈奈奈奈良良良良署署署署とととと橿橿橿橿原者原者原者原者だけなのですかだけなのですかだけなのですかだけなのですか。。。。ももももっっっっとほかのとほかのとほかのとほかの警察警察警察警察でででで配配配配置置置置をすをすをすをすべべべべきだときだときだときだと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、このことにつこのことにつこのことにつこのことについておいておいておいてお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。それとそれとそれとそれと、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、ババババイイイイククククとかとかとかとか自自自自転車転車転車転車とかとかとかとか車車車車上上上上ねねねねらいとからいとからいとからいとか部部部部品品品品ねねねねららららいとかいとかいとかいとか一般一般一般一般のののの空空空空きききき巣巣巣巣とかはとかはとかはとかは、、、、我我我我々々々々生活生活生活生活しているしているしているしている者者者者にはにはにはには毎毎毎毎日日日日毎毎毎毎日日日日のことでのことでのことでのことで、、、、もうもうもうもう一一一一番気番気番気番気にしにしにしにしているているているているわわわわけなのですけなのですけなのですけなのです。。。。不安不安不安不安なのですなのですなのですなのです。。。。大大大大きなきなきなきな事事事事件件件件のののの逮捕逮捕逮捕逮捕、、、、検挙検挙検挙検挙、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう当然当然当然当然ですですですです。。。。ししししかしながらかしながらかしながらかしながら、、、、日日日日常常常常茶飯茶飯茶飯茶飯事事事事でででで起起起起ここここっっっってててて新聞紙新聞紙新聞紙新聞紙上上上上にもにもにもにも出出出出ないないないない事事事事件件件件がががが非常非常非常非常にににに多多多多いいいいわわわわけなのですけなのですけなのですけなのです。。。。それらをそれらをそれらをそれらを守守守守るためにはるためにはるためにはるためには、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり赤色灯赤色灯赤色灯赤色灯、、、、パパパパトトトトカカカカーーーー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。。。。パパパパトトトトカカカカーーーーがががが四六四六四六四六時時時時中中中中、、、、自自自自分分分分らのらのらのらの周周周周りをりをりをりを２４２４２４２４時間時間時間時間中中中中巡巡巡巡回回回回してもらしてもらしてもらしてもらっっっったらたらたらたら、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに効果効果効果効果ががががああああるのでするのでするのでするのです。。。。そうすそうすそうすそうするとるとるとると、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県ののののパパパパトトトトカカカカーーーーのののの台数台数台数台数全部全部全部全部でででで１１１１，，，，０１１０１１０１１０１１台台台台ということなのですということなのですということなのですということなのです。。。。四輪四輪四輪四輪車車車車がががが６８６６８６６８６６８６台台台台、、、、白白白白ババババイイイイがががが３１３１３１３１台台台台、、、、自自自自動動動動２２２２輪輪輪輪車車車車がががが２５２５２５２５台台台台、、、、原動機付原動機付原動機付原動機付自自自自転車転車転車転車がががが２６９２６９２６９２６９台台台台とととと、、、、このこのこのこの広広広広いいいい奈奈奈奈良良良良県県県県のののの県県県県土土土土全部全部全部全部をををを。。。。今今今今、、、、警察警察警察警察のののの合合合合併併併併問題問題問題問題がががが５５５５年年年年後後後後にはもうにはもうにはもうにはもう来来来来るるるるわわわわけですけですけですけです。。。。このこのこのこの程度程度程度程度のののの台数台数台数台数でででで、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげましたいましたいましたいましたいろろろろいいいいろろろろなななな身身身身のののの回回回回りでりでりでりで起起起起ここここっっっっているているているている犯犯犯犯罪罪罪罪のののの予予予予防防防防、、、、検挙検挙検挙検挙とともにとともにとともにとともに予予予予防防防防。。。。ここここののののパパパパトトトトカカカカーーーーがががが一一一一番番番番効果効果効果効果ああああるとるとるとる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、、、、このこのこのこの程度程度程度程度のののの四輪四輪四輪四輪車車車車がががが６８６６８６６８６６８６台台台台でででで。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、
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乗乗乗乗務員務員務員務員のののの数数数数からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろとととと見見見見たらたらたらたら、、、、非常非常非常非常にににに要要要要るるるるわわわわけですよけですよけですよけですよ。。。。これでこれでこれでこれで果果果果たしてたしてたしてたして、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげたたたた、、、、こういうさまざまなこういうさまざまなこういうさまざまなこういうさまざまな事事事事件件件件にににに対対対対してしてしてして対対対対応応応応しししし切切切切れているのかどうかれているのかどうかれているのかどうかれているのかどうか。。。。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所所所所見見見見ががががああああれれれればばばば、、、、おおおお答答答答えをえをえをえを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。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。中村委員中村委員中村委員中村委員のごのごのごのご質質質質問問問問におにおにおにお答答答答えいたしますえいたしますえいたしますえいたします。。。。○○○○幡谷警務部長幡谷警務部長幡谷警務部長幡谷警務部長採採採採用用用用数数数数についてについてについてについて、、、、ここここここここ何何何何年年年年かでかでかでかで減減減減っっっっているではないかということでございますけれどもているではないかということでございますけれどもているではないかということでございますけれどもているではないかということでございますけれども、、、、それにつきましてはそれにつきましてはそれにつきましてはそれにつきましては、、、、毎毎毎毎年年年年退退退退職職職職者者者者がおりましてがおりましてがおりましてがおりまして、、、、そのそのそのその定定定定数数数数とととと退退退退職職職職者者者者とのとのとのとの差差差差をををを補充補充補充補充するといするといするといするというううう意意意意味味味味でででで、、、、２２２２～～～～３３３３年年年年前前前前はははは多多多多かかかかっっっったけれどもたけれどもたけれどもたけれども、、、、昨昨昨昨年年年年よりよりよりより採採採採用用用用者者者者がががが若干若干若干若干少少少少なくななくななくななくなっっっっ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。。。。ああああとととと、、、、毎毎毎毎年年年年どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいの数数数数をををを国国国国にににに要要要要望望望望しているのかということでございますけれどもしているのかということでございますけれどもしているのかということでございますけれどもしているのかということでございますけれども、、、、現現現現在在在在、、、、手元手元手元手元にそういにそういにそういにそういっっっったたたた資資資資料料料料がございまがございまがございまがございませせせせんんんんのでのでのでので、、、、別別別別途途途途ごごごご報告報告報告報告するようにしたいとするようにしたいとするようにしたいとするようにしたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。ああああとととと、、、、県県県県費費費費のののの職員職員職員職員のののの関係関係関係関係ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、私私私私どもではどもではどもではどもでは他他他他府府府府県警察県警察県警察県警察のののの例例例例まではまではまではまでは承承承承知知知知しておらしておらしておらしておらなかなかなかなかっっっったのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、県警察県警察県警察県警察としてはとしてはとしてはとしては、、、、運営運営運営運営方方方方針針針針、、、、運営運営運営運営指指指指針針針針としてとしてとしてとして掲掲掲掲げげげげておりますておりますておりますております安安安安全全全全でででで安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮ららららせせせせるるるる地域地域地域地域社会社会社会社会のののの実実実実現現現現にににに向向向向けましてけましてけましてけまして、、、、これまでこれまでこれまでこれまで業務業務業務業務のののの合理化合理化合理化合理化、、、、人員人員人員人員のののの効効効効率率率率的的的的なななな配配配配置置置置といといといといっっっったたたた面面面面でででで、、、、自自自自助助助助努努努努力力力力をしてきたとこをしてきたとこをしてきたとこをしてきた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。。。。今今今今後後後後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もももも研研研研究究究究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っっっ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。。。。中村委員中村委員中村委員中村委員おおおお述述述述べべべべのののの警察安全警察安全警察安全警察安全相相相相談談談談員員員員がががが奈奈奈奈良良良良署署署署、、、、橿橿橿橿原原原原署署署署だけとおだけとおだけとおだけとおっっっっししししゃゃゃゃ○○○○井岡生活安全部長井岡生活安全部長井岡生活安全部長井岡生活安全部長いますけれどいますけれどいますけれどいますけれど、、、、防防防防犯犯犯犯アドバアドバアドバアドバイザイザイザイザーーーーがががが奈奈奈奈良良良良署署署署とととと橿橿橿橿原原原原署署署署だけということでございますのでだけということでございますのでだけということでございますのでだけということでございますので、、、、いいいいずれにいたしましてもずれにいたしましてもずれにいたしましてもずれにいたしましても、、、、奈奈奈奈良良良良署署署署、、、、橿橿橿橿原原原原署署署署だけでだけでだけでだけで大大大大丈夫丈夫丈夫丈夫かとかとかとかと、、、、よそのよそのよそのよその警察警察警察警察署署署署もももも必必必必要要要要というこというこというこということはとはとはとは、、、、当然当然当然当然そのようになそのようになそのようになそのようになろろろろうとうとうとうと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。これをこれをこれをこれを補補補補完完完完するするするする意意意意味味味味でででで、、、、防防防防犯犯犯犯アドバアドバアドバアドバイザイザイザイザーーーー以外以外以外以外にもにもにもにも交交交交番番番番相相相相談談談談員員員員、、、、それからそれからそれからそれから署署署署のののの相相相相談談談談員員員員、、、、ススススククククーーーールルルルサポサポサポサポーーーータタタターーーー等等等等 々々々々、、、、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ででで知知知知識識識識とととと経経経経験験験験をををを持持持持っっっったたたた警察警察警察警察官官官官ＯＯＯＯＢＢＢＢをををを今今今今現現現現在配在配在配在配置置置置しているとこしているとこしているとこしているところろろろでご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、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ民間民間民間民間のののの方方方方 々々々々のののの支援支援支援支援をいただくのもをいただくのもをいただくのもをいただくのも非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なことですのでなことですのでなことですのでなことですので、、、、ごごごご協協協協力願力願力願力願うううう防防防防犯犯犯犯ボボボボランランランランテテテティアィアィアィア団団団団体体体体ですとかですとかですとかですとか民間民間民間民間のののの活力活力活力活力のののの力力力力もおかりしたいともおかりしたいともおかりしたいともおかりしたいと、、、、そういうようなことでそういうようなことでそういうようなことでそういうようなことで併併併併用用用用しつつしつつしつつしつつ、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのののの身身身身近近近近なななな犯犯犯犯罪罪罪罪、、、、そそそそんんんんなななな大大大大きいきいきいきい犯犯犯犯罪罪罪罪だけとだけとだけとだけと違違違違うやないかとうやないかとうやないかとうやないかと、、、、小小小小さいさいさいさい犯犯犯犯罪罪罪罪にもにもにもにも、、、、今今今今身身身身近近近近でででで起起起起ここここっっっっているているているている体体体体感感感感治治治治安安安安のののの犯犯犯犯罪罪罪罪にににに目目目目をををを向向向向けよとけよとけよとけよと、、、、こういうことはもうこういうことはもうこういうことはもうこういうことはもう当然当然当然当然承承承承知知知知しておしておしておしておりますのでりますのでりますのでりますので、、、、そういそういそういそういっっっったたたた形形形形でででで、、、、今今今今ああああるるるる人員人員人員人員勢勢勢勢力力力力とととと、、、、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた一般一般一般一般のののの方方方方 々々々々にごにごにごにご協協協協力力力力をををを求求求求めてめてめてめて併併併併用用用用しししし、、、、両輪両輪両輪両輪のようにのようにのようにのように力力力力をををを結結結結集集集集してしてしてして地域地域地域地域のののの安全安全安全安全をををを今今今今後後後後ともともともとも守守守守っっっってまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、最後最後最後最後ののののパパパパトトトトカカカカーーーーのののの台数台数台数台数にににに絡絡絡絡んんんんでででで、、、、非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい提提提提言言言言をいただいたをいただいたをいただいたをいただいたわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれ
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どもどもどもども、、、、一一一一番番番番効果効果効果効果ががががあああありますのはりますのはりますのはりますのは、、、、昔昔昔昔からからからから警察警察警察警察官官官官のののの制制制制服服服服をををを見見見見たらたらたらたら盗盗盗盗人人人人がもうやめたというこがもうやめたというこがもうやめたというこがもうやめたということでございますのでとでございますのでとでございますのでとでございますので、、、、このこのこのこの制制制制服服服服警察警察警察警察官官官官のののの姿姿姿姿をををを見見見見せせせせるということとるということとるということとるということと、、、、赤色灯赤色灯赤色灯赤色灯をつけてをつけてをつけてをつけてパパパパトトトトカカカカーーーーでででで回回回回るというのもるというのもるというのもるというのも大事大事大事大事なことでなことでなことでなことで、、、、これがこれがこれがこれが警察警察警察警察のののの表表表表看板看板看板看板のののの仕仕仕仕事事事事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、、、、街頭街頭街頭街頭活活活活動動動動のののの強化強化強化強化ということでございますのでということでございますのでということでございますのでということでございますので、、、、少少少少ないないないない台数台数台数台数のののの中中中中からからからから有有有有効効効効にににに機能機能機能機能できるようにできるようにできるようにできるように、、、、発生発生発生発生のののの時間時間時間時間帯帯帯帯、、、、地域地域地域地域、、、、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた住民住民住民住民ののののニーニーニーニーズズズズ、、、、これらをこれらをこれらをこれらを総総総総合的合的合的合的にににに勘勘勘勘案案案案してしてしてして、、、、少少少少ないないないない車車車車両両両両かかかからららら最最最最大大大大のののの効果効果効果効果、、、、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた犯犯犯犯罪抑罪抑罪抑罪抑止止止止ができますようにができますようにができますようにができますように頑頑頑頑張張張張っっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、どうかごどうかごどうかごどうかご理理理理解願解願解願解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。。。。今今今今後後後後ともともともとも、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのののの犯犯犯犯罪抑罪抑罪抑罪抑止止止止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、、、、全体全体全体全体的的的的なななな数数数数はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、小小小小さなさなさなさな犯犯犯犯罪罪罪罪にもにもにもにも目目目目をををを向向向向けましてけましてけましてけまして努努努努力力力力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しくしくしくおおお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。。。。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。。。。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でででで大体大体大体大体わわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員おおおお答答答答えもえもえもえも、、、、今今今今のののの現況現況現況現況のののの警察警察警察警察官数官数官数官数がいいのかどうかがいいのかどうかがいいのかどうかがいいのかどうか、、、、県警察県警察県警察県警察としてのとしてのとしてのとしての見見見見解解解解がががが聞聞聞聞けなかけなかけなかけなかっっっったたたたわわわわけですけですけですけです、、、、今今今今のののの定定定定数数数数でででで満足満足満足満足しているのかどうかしているのかどうかしているのかどうかしているのかどうか。。。。例例例例ええええばばばば、、、、今今今今、、、、井岡生活安全部長井岡生活安全部長井岡生活安全部長井岡生活安全部長からもからもからもからも話話話話ががががあっあっあっあったたたたパパパパトトトトカカカカーーーーのののの台数台数台数台数がががが果果果果たしてたしてたしてたして多多多多発発発発するするするする事事事事件件件件にににに対対対対応応応応できるできるできるできる理理理理想想想想のものなのかのものなのかのものなのかのものなのか、、、、ああああるいるいるいるいはははは中中中中ぐぐぐぐらいのものなのかというらいのものなのかというらいのものなのかというらいのものなのかという現況現況現況現況のののの警察警察警察警察のののの体体体体制制制制、、、、人員人員人員人員、、、、車車車車両両両両もももも含含含含めてめてめてめて、、、、果果果果たしていいのたしていいのたしていいのたしていいのかどうかということはかどうかということはかどうかということはかどうかということは聞聞聞聞けなかけなかけなかけなかっっっったたたたわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、これはこれでこれはこれでこれはこれでこれはこれで頑頑頑頑張張張張っっっっていただきたていただきたていただきたていただきたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ１１１１点点点点、、、、ここにここにここにここに副知事副知事副知事副知事もいるもいるもいるもいるわわわわけでけでけでけで、、、、県県県県費費費費職員職員職員職員のことについてのことについてのことについてのことについて警察本部警察本部警察本部警察本部はどうはどうはどうはどう考考考考えてえてえてえているのかいるのかいるのかいるのか。。。。国国国国にににに増増増増員要員要員要員要求求求求をしてもをしてもをしてもをしても却却却却下下下下されるとされるとされるとされると、、、、今今今今現況現況現況現況のののの、、、、しかしこれはしかしこれはしかしこれはしかしこれは欠欠欠欠けているとけているとけているとけていると、、、、そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、これをこれをこれをこれを補補補補うためにはうためにはうためにはうためには、、、、他他他他府府府府県県県県でもでもでもでも県県県県費費費費のののの警察警察警察警察官官官官のののの予算予算予算予算がついているからがついているからがついているからがついているから、、、、財財財財政課政課政課政課にににに県県県県費費費費のののの職員職員職員職員をををを何何何何とかおとかおとかおとかお願願願願いできまいできまいできまいできませせせせんんんんかとかとかとかと、、、、こういうこういうこういうこういう話話話話になになになになっっっっているのかいないのているのかいないのているのかいないのているのかいないのかかかか、、、、言言言言うたこともないのかうたこともないのかうたこともないのかうたこともないのか、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろをををを聞聞聞聞きたかきたかきたかきたかっっっったたたた、、、、こういうこういうこういうこういう話話話話をしているをしているをしているをしているわわわわけですけですけですけです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、またまたまたまた次次次次回回回回のののの委員会委員会委員会委員会にににに置置置置きましてきましてきましてきまして、、、、私私私私のののの質質質質問問問問をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、大大大大きくきくきくきく５５５５点点点点ほどほどほどほど質質質質問問問問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。。。。○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員１１１１つはつはつはつは、、、、警察警察警察警察のののの関係関係関係関係ですですですです。。。。大大大大型量販型量販型量販型量販店店店店ができてまいりましてができてまいりましてができてまいりましてができてまいりまして、、、、先先先先日日日日もももも万引万引万引万引きのことできのことできのことできのことで相相相相談談談談ががががあっあっあっあったたたたわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、このこのこのこの大大大大型型型型店店店店とととと万引万引万引万引きききき。。。。そうしたそうしたそうしたそうした今今今今、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県でどでどでどでどんんんんなななな実実実実態態態態ににににななななっっっっているのかているのかているのかているのか、、、、そしてどそしてどそしてどそしてどんんんんなななな対策対策対策対策をとをとをとをとっっっっておられるのかておられるのかておられるのかておられるのか、、、、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県警察県警察県警察県警察におにおにおに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っっっっておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーーのののの問題問題問題問題ですですですです。。。。これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては、、、、議会議会議会議会でもいでもいでもいでもいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論がががが行行行行わわわわれているれているれているれているわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーーののののホホホホーーーームムムムページページページページをををを見見見見ておりましたとておりましたとておりましたとておりましたとこここころろろろ、、、、８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日付付付付でででで、、、、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のののの奈奈奈奈良県立野良県立野良県立野良県立野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーーのののの利利利利用用用用についてのについてのについてのについての
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おおおお知知知知ららららせせせせというというというという文文文文章章章章をををを見見見見つけましたつけましたつけましたつけました。。。。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、、、、本本本本センタセンタセンタセンターーーーはははは野野野野外外外外活活活活動動動動のののの目的目的目的目的にににに沿沿沿沿っっっったたたた形形形形でででで、、、、自自自自然然然然のののの中中中中でででで自自自自炊炊炊炊をををを基本基本基本基本としとしとしとし、、、、機能機能機能機能をををを集集集集中特中特中特中特化化化化してしてしてして存存存存続続続続していくことになりましていくことになりましていくことになりましていくことになりますすすす。。。。このためこのためこのためこのため、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり利利利利用用用用方法方法方法方法がががが変変変変更更更更されますというされますというされますというされますという、、、、第第第第１１１１センタセンタセンタセンターーーー、、、、ロッロッロッロッジジジジ、、、、テテテテンンンントトトトのののの改修改修改修改修をををを行行行行うためにうためにうためにうために、、、、工工工工事事事事期間期間期間期間中中中中、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１０１０１０１０月月月月からからからから平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月まではまではまではまでは施設施設施設施設のののの利利利利用用用用はできまはできまはできまはできませせせせんんんん。。。。それからそれからそれからそれから、、、、本本本本館宿泊館宿泊館宿泊館宿泊はははは閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖しますしますしますします。。。。ロッロッロッロッジジジジ、、、、テテテテンンンントトトトだけのだけのだけのだけの宿泊宿泊宿泊宿泊となりとなりとなりとなりますとかいますとかいますとかいますとかいろろろろいいいいろろろろ案内案内案内案内がががが書書書書かれているかれているかれているかれているわわわわけですけですけですけです。。。。私私私私のののの理理理理解解解解といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、このこのこのこの野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーーについてはについてはについてはについては条条条条例例例例などもなどもなどもなどもあああありましてりましてりましてりまして、、、、ここにはここにはここにはここには宿泊宿泊宿泊宿泊室室室室のののの使使使使用用用用料料料料とかそうしたこととかそうしたこととかそうしたこととかそうしたこともももも定定定定められているめられているめられているめられているわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、議会議会議会議会でででで一度一度一度一度もこのもこのもこのもこの野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーーのののの料料料料金金金金、、、、これはこれはこれはこれは無料無料無料無料になりますとかになりますとかになりますとかになりますとか書書書書いていていていてあああありますがりますがりますがりますが、、、、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議議議議決決決決とかとかとかとか、、、、提案提案提案提案されていないされていないされていないされていない中中中中身身身身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のですうのですうのですうのです。。。。それがこういうそれがこういうそれがこういうそれがこういう形形形形でででで出出出出ているということにているということにているということにているということに非常非常非常非常にににに疑疑疑疑問問問問をををを感感感感じじじじまままましてしてしてして、、、、そしてそしてそしてそして、、、、あああありりりり方懇談方懇談方懇談方懇談会会会会でででで議事議事議事議事録録録録もいただきましたけれどももいただきましたけれどももいただきましたけれどももいただきましたけれども、、、、１０１０１０１０月月月月１０１０１０１０日日日日、、、、１２１２１２１２月月月月１２１２１２１２日日日日、、、、それからそれからそれからそれから３３３３月月月月１２１２１２１２日日日日とととと３３３３回回回回ののののあああありりりり方方方方検検検検討討討討会会会会でででで、、、、どうやどうやどうやどうやっっっってこのてこのてこのてこの施設施設施設施設をやをやをやをやっっっっていくていくていくていくのがのがのがのが一一一一番番番番いいのかといういいのかといういいのかといういいのかという本本本本当当当当にににに真剣真剣真剣真剣なななな議議議議論論論論がががが、、、、関係関係関係関係者者者者のののの方方方方のののの意意意意見見見見がががが出出出出ておりますておりますておりますております。。。。このこのこのこの最最最最後後後後のとこのとこのとこのところろろろでくらしでくらしでくらしでくらし創造部長創造部長創造部長創造部長がががが、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度このこのこのこの検検検検討討討討会会会会をををを行行行行いたいというようないたいというようないたいというようないたいというような意意意意見見見見がががが出出出出てててているいるいるいるわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、これをこれをこれをこれを決決決決めるまでのめるまでのめるまでのめるまでの間間間間にどこかでにどこかでにどこかでにどこかで検検検検討討討討会会会会がががが開開開開かれたのかどうかかれたのかどうかかれたのかどうかかれたのかどうか、、、、そのそのそのそのああああたりをおたりをおたりをおたりを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。。。。ちちちちょょょょっっっっとととと野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーー、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろになりまになりまになりまになりますのですのですのですので、、、、一一一一問問問問一一一一答答答答でまずでまずでまずでまず、、、、とりとりとりとりああああえずそれでおえずそれでおえずそれでおえずそれでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。今井委員今井委員今井委員今井委員からからからから、、、、大大大大型量販型量販型量販型量販店店店店におけますにおけますにおけますにおけます万引万引万引万引きききき対策対策対策対策等等等等含含含含めためためためた犯犯犯犯罪抑罪抑罪抑罪抑止止止止○○○○井岡生活安全部長井岡生活安全部長井岡生活安全部長井岡生活安全部長対策対策対策対策というごというごというごというご質質質質問問問問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、、、、おおおお答答答答えしたいとえしたいとえしたいとえしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、県下県下県下県下におけますにおけますにおけますにおけます本年本年本年本年、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年８８８８月月月月末末末末のののの全刑全刑全刑全刑法法法法犯犯犯犯のののの認認認認知知知知件件件件数数数数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９９９９，，，，６０６０６０６０７７７７件件件件、、、、昨昨昨昨年同年同年同年同期期期期にににに比比比比べべべべましてましてましてましてマイナスマイナスマイナスマイナス８９９８９９８９９８９９件件件件、、、、率率率率にしてにしてにしてにして８８８８．．．．６６６６％％％％のののの減減減減少少少少ととととななななっっっっておりますておりますておりますております。。。。このうちこのうちこのうちこのうち万引万引万引万引きにつきましてはきにつきましてはきにつきましてはきにつきましては１１１１，，，，０５８０５８０５８０５８件件件件でででで、、、、全体全体全体全体のののの約約約約１１１１１１１１％％％％をををを占占占占めめめめておりますておりますておりますております。。。。全刑全刑全刑全刑法法法法犯犯犯犯のののの認認認認知知知知件件件件数数数数がががが減減減減少少少少傾傾傾傾向向向向ににににああああるるるる中中中中でででで、、、、万引万引万引万引きにつきましてはきにつきましてはきにつきましてはきにつきましては高高高高どまりどまりどまりどまりでででで推推推推移移移移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、、、、被被被被疑疑疑疑者者者者はははは少年少年少年少年からからからから高高高高齢齢齢齢者者者者までまでまでまで幅広幅広幅広幅広いいいい年年年年齢齢齢齢層層層層ででででああああるのがこのるのがこのるのがこのるのがこの万引万引万引万引ききききのののの特特特特徴徴徴徴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尋尋尋尋ねねねねのののの大大大大型量販型量販型量販型量販店店店店におけるにおけるにおけるにおける万引万引万引万引きなどのきなどのきなどのきなどの犯犯犯犯罪抑罪抑罪抑罪抑止対策止対策止対策止対策についてでございますがについてでございますがについてでございますがについてでございますが、、、、大大大大型量販型量販型量販型量販店店店店におけるにおけるにおけるにおける犯犯犯犯罪罪罪罪といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、店店店店内内内内でのでのでのでの万引万引万引万引きがきがきがきが一一一一番番番番多多多多くくくく、、、、ほかではほかではほかではほかでは自自自自転車転車転車転車盗盗盗盗、、、、オオオオートートートートババババイイイイ盗盗盗盗、、、、車車車車上上上上ねねねねらいなどがらいなどがらいなどがらいなどが発生発生発生発生しておりますしておりますしておりますしております。。。。これらのこれらのこれらのこれらの犯犯犯犯罪罪罪罪にににに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては、、、、警察警察警察警察ではではではでは万引万引万引万引きをきをきをきを許許許許さないさないさないさない社会社会社会社会機機機機運運運運のののの醸醸醸醸成成成成、、、、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた規範規範規範規範意意意意識識識識のののの向上向上向上向上をををを図図図図ることがることがることがることが非非非非常常常常にににに重重重重要要要要ででででああああるとるとるとると考考考考えておりますことからえておりますことからえておりますことからえておりますことから、、、、店舗店舗店舗店舗内内内内においてにおいてにおいてにおいて万引万引万引万引きをきをきをきを認認認認知知知知したしたしたした場場場場合合合合にはにはにはには警警警警
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察察察察にににに直直直直ちにちにちにちに通通通通報報報報していただくことのおしていただくことのおしていただくことのおしていただくことのお願願願願いいいい、、、、またまたまたまた警察警察警察警察官官官官によるによるによるによる立立立立ちちちち寄寄寄寄りやりやりやりやパパパパトトトトロロロローーーールルルル警警警警戒戒戒戒活活活活動動動動をををを強化強化強化強化しておりますしておりますしておりますしております。。。。他方他方他方他方、、、、店店店店側側側側にににに対対対対しましてもしましてもしましてもしましても、、、、万引万引万引万引きをさきをさきをさきをさせせせせないないないない環境環境環境環境をつくりをつくりをつくりをつくり出出出出すということからすということからすということからすということから、、、、１１１１つはつはつはつは死角死角死角死角のないのないのないのない商商商商品品品品陳列陳列陳列陳列のののの方法方法方法方法のののの改善改善改善改善、、、、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた防防防防犯犯犯犯カメラカメラカメラカメラのののの設置設置設置設置、、、、増増増増設設設設をおをおをおをお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております。。。。またまたまたまた、、、、自自自自転車転車転車転車などのなどのなどのなどの盗難盗難盗難盗難をををを防止防止防止防止するためするためするためするため、、、、例例例例ええええばばばば鉄鉄鉄鉄ささささくとくとくとくとチチチチェェェェーーーーンロッンロッンロッンロッククククのののの結結結結束束束束によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、確確確確実実実実にににに自自自自転車転車転車転車などをなどをなどをなどを固固固固定定定定、、、、施施施施錠錠錠錠できるできるできるできる駐駐駐駐輪輪輪輪場場場場のののの整整整整備備備備などもおなどもおなどもおなどもお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております。。。。そのほかそのほかそのほかそのほか、、、、警備員警備員警備員警備員のののの方方方方 々々々々にはにはにはには、、、、犯犯犯犯罪罪罪罪のののの発生発生発生発生状況状況状況状況ですとかですとかですとかですとか対処方法対処方法対処方法対処方法などもなどもなどもなども教育教育教育教育、、、、指導指導指導指導しししし、、、、的確的確的確的確なななな防防防防犯犯犯犯対策対策対策対策がががが行行行行わわわわれるようおれるようおれるようおれるようお願願願願いしているとこいしているとこいしているとこいしているところろろろでごでごでごでございますざいますざいますざいます。。。。なおなおなおなお、、、、来来来来るるるる１０１０１０１０月月月月２０２０２０２０日日日日、、、、県下県下県下県下のののの大大大大型量販型量販型量販型量販店店店店などのなどのなどのなどの防防防防犯犯犯犯責責責責任任任任者者者者によりますによりますによりますによります万引万引万引万引きききき防止対防止対防止対防止対策協策協策協策協議会議会議会議会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげるるるる予定予定予定予定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、、、、あわせあわせあわせあわせてててて大大大大型量販型量販型量販型量販店店店店などのなどのなどのなどの防防防防犯犯犯犯責責責責任任任任者者者者によるによるによるによる協協協協議会議会議会議会、、、、またまたまたまた万引万引万引万引きききき防止防止防止防止ののののキャキャキャキャンンンンペーペーペーペーンンンン、、、、これらをこれらをこれらをこれらを県下全県下全県下全県下全域域域域でででで実施実施実施実施してしてしてして、、、、大大大大型量販型量販型量販型量販店店店店などなどなどなどにににに対対対対するするするする犯犯犯犯罪罪罪罪のののの抑抑抑抑止対策止対策止対策止対策をををを官官官官民民民民一体一体一体一体となとなとなとなっっっってててて総総総総合的合的合的合的にににに実施実施実施実施していくこととしておりますしていくこととしておりますしていくこととしておりますしていくこととしております。。。。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。。。。 今井委員今井委員今井委員今井委員のごのごのごのご質質質質問問問問におにおにおにお答答答答えをいたしますえをいたしますえをいたしますえをいたします。。。。今井委員今井委員今井委員今井委員からからからから、、、、○○○○金澤青少年金澤青少年金澤青少年金澤青少年・・・・生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長大大大大きくきくきくきく２２２２つごつごつごつご質質質質問問問問ががががあっあっあっあったとたとたとたと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーーからからからから利利利利用用用用者者者者のののの皆様皆様皆様皆様におにおにおにお知知知知ららららせせせせのののの文書文書文書文書をををを出出出出しているしているしているしている中中中中でででで、、、、使使使使用用用用料料料料のののの無料無料無料無料化化化化についてのについてのについてのについての表現表現表現表現ががががあっあっあっあったということについてですがたということについてですがたということについてですがたということについてですが、、、、まずこれにつきましてまずこれにつきましてまずこれにつきましてまずこれにつきまして、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーーからからからから主主主主なななな利利利利用用用用者者者者のののの方方方方へへへへおおおお知知知知ららららせせせせのののの文書文書文書文書をををを発行発行発行発行いたしておりますのはいたしておりますのはいたしておりますのはいたしておりますのは、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーーのののの利利利利用用用用申申申申しししし込込込込みみみみがががが使使使使用用用用されるされるされるされる半半半半年年年年ほどほどほどほど前前前前、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度からのごからのごからのごからのご利利利利用用用用でしでしでしでしたらたらたらたら、、、、ことしのことしのことしのことしの１０１０１０１０月月月月からからからから受受受受けけけけ付付付付けておりますのでけておりますのでけておりますのでけておりますので、、、、来来来来年年年年からのからのからのからの利利利利用用用用のののの運運運運用用用用方法方法方法方法、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる本本本本館館館館をををを閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖したしたしたした上上上上でででで、、、、ロッロッロッロッジジジジ・・・・テテテテンンンントトトトササササイイイイトトトトにににに特特特特化化化化してしてしてして運営運営運営運営をさをさをさをさせせせせていただくというのていただくというのていただくというのていただくというのをををを広広広広くくくく皆様皆様皆様皆様にごにごにごにご承承承承知知知知おきいただくためにおきいただくためにおきいただくためにおきいただくために発行発行発行発行したものでございますしたものでございますしたものでございますしたものでございます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、ごごごご利利利利用用用用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、、、、例例例例ええええばばばば、、、、利利利利用日用日用日用日がががが重重重重複複複複するするするする点点点点でしたらでしたらでしたらでしたら、、、、調整調整調整調整をさをさをさをさせせせせていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、できるできるできるできるだけたくさだけたくさだけたくさだけたくさんんんんのののの方方方方にごにごにごにご利利利利用用用用いただけるようにといただけるようにといただけるようにといただけるようにと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。使使使使用用用用料料料料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、、、、５５５５月県議会月県議会月県議会月県議会にににに知事知事知事知事がががが一般一般一般一般質質質質問問問問でおでおでおでお答答答答えをさえをさえをさえをさせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきましたときにときにときにときに、、、、そういうそういうそういうそういう運運運運用用用用方法方法方法方法もももも変変変変更更更更していくしていくしていくしていく中中中中でででで、、、、使使使使用用用用料料料料についてはについてはについてはについては無料無料無料無料をををを検検検検討討討討していくとしていくとしていくとしていくということをいうことをいうことをいうことを発発発発言言言言いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、当然当然当然当然、、、、使使使使用用用用料料料料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条条条条例例例例でででで決決決決ままままっっっっておりますものておりますものておりますものておりますものでででで、、、、議会議会議会議会におにおにおにお諮諮諮諮りをいただいてりをいただいてりをいただいてりをいただいて決決決決ままままっっっっていくものでございますのでていくものでございますのでていくものでございますのでていくものでございますので、、、、当方当方当方当方といたしましてといたしましてといたしましてといたしましてはははは、、、、２２２２月県議会月県議会月県議会月県議会にごにごにごにご提案提案提案提案をさをさをさをさせせせせていただくていただくていただくていただく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。。。。ただただただただ、、、、皆様皆様皆様皆様にこういうにこういうにこういうにこういう予予予予定定定定でございますということでおでございますということでおでございますということでおでございますということでお知知知知ららららせせせせをしたいということでをしたいということでをしたいということでをしたいということで、、、、そういうそういうそういうそういう表現表現表現表現をさをさをさをさせせせせていたていたていたていた
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だきましただきましただきましただきました。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点、、、、庁庁庁庁内内内内のののの関係関係関係関係課課課課長長長長でででで構構構構成成成成いたしますいたしますいたしますいたしますあああありりりり方方方方検検検検討討討討委員会委員会委員会委員会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、、、、これにこれにこれにこれ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、、、、今今今今、、、、具具具具体体体体的的的的なななな新新新新しいしいしいしい野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーーのののの整整整整備計備計備計備計画画画画、、、、管理管理管理管理棟棟棟棟のののの整整整整備備備備ででででああああるとるとるとるとかをかをかをかを検検検検討討討討いたしておりますのでいたしておりますのでいたしておりますのでいたしておりますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺がもうがもうがもうがもう少少少少しししし具具具具体体体体的的的的にににに整整整整備計備計備計備計画画画画がががが出出出出てきたてきたてきたてきた段階段階段階段階でででで集集集集ままままっっっっていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、おおおお諮諮諮諮りをしてりをしてりをしてりをして、、、、さまざまなごさまざまなごさまざまなごさまざまなご意意意意見見見見をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、今今今今後後後後開開開開くくくく予定予定予定予定ではではではではあああありますがりますがりますがりますが、、、、具具具具体体体体的的的的にいつということはにいつということはにいつということはにいつということは決決決決ままままっっっっておりておりておりておりまままませせせせんんんんのでのでのでので、、、、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。。。。理理理理事事事事者者者者のののの方方方方にににに、、、、答答答答弁弁弁弁ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、正正正正確確確確かつかつかつかつ簡簡簡簡潔潔潔潔におにおにおに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いまいまいま○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長すすすす。。。。 万引万引万引万引きのきのきのきの問題問題問題問題ですですですです。。。。あああありがとうございましたりがとうございましたりがとうございましたりがとうございました。。。。万引万引万引万引きはきはきはきは高高高高どまりということどまりということどまりということどまりということ○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員でででで、、、、全体全体全体全体がががが少少少少ないないないない中中中中でででで万引万引万引万引きがきがきがきが青少年青少年青少年青少年からからからから高高高高齢齢齢齢者者者者にににに至至至至るまでるまでるまでるまで広広広広ががががっっっっているということをているということをているということをているということを教教教教えていただいたのですけれどもえていただいたのですけれどもえていただいたのですけれどもえていただいたのですけれども、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者でででで寂寂寂寂しいためにしいためにしいためにしいために万引万引万引万引きというきというきというきという行行行行動動動動をとるのがをとるのがをとるのがをとるのが、、、、ここここのののの間調間調間調間調べべべべててててみみみみましたらそういうのがましたらそういうのがましたらそういうのがましたらそういうのがあああありましたりましたりましたりました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ああああるるるる調調調調査査査査でででで、、、、万引万引万引万引きをしたきをしたきをしたきをした高高高高齢齢齢齢者者者者にににに、、、、どどどどんんんんなななな対策対策対策対策ががががあっあっあっあったらたらたらたら万引万引万引万引きをやめるかということをきをやめるかということをきをやめるかということをきをやめるかということを聞聞聞聞いているいているいているいているわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、防防防防犯犯犯犯カメラカメラカメラカメラをををを設置設置設置設置したらしたらしたらしたら万引万引万引万引きをやめるかということをきをやめるかということをきをやめるかということをきをやめるかということを聞聞聞聞きましたらきましたらきましたらきましたら、、、、それでやめるといそれでやめるといそれでやめるといそれでやめるというのはうのはうのはうのは２２２２％％％％ですですですです。。。。けれどもけれどもけれどもけれども、、、、店店店店員員員員ささささんんんんがががが声声声声をかけたらをかけたらをかけたらをかけたら万引万引万引万引きをやめるかといきをやめるかといきをやめるかといきをやめるかといっっっったらたらたらたら、、、、それそれそれそれだだだだっっっったらやめるということでたらやめるということでたらやめるということでたらやめるということで、、、、非常非常非常非常にににに寂寂寂寂しいがためにしいがためにしいがためにしいがために、、、、人人人人とのとのとのとの交交交交流流流流をををを求求求求めているというのめているというのめているというのめているというのがそのがそのがそのがその一一一一面面面面ににににああああるとるとるとると思思思思っっっったのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ対策対策対策対策をされていただいておりますがをされていただいておりますがをされていただいておりますがをされていただいておりますが、、、、大大大大型量販型量販型量販型量販店店店店のののの場場場場合合合合はどうしてもはどうしてもはどうしてもはどうしても店店店店員員員員ささささんんんんのののの数数数数もももも少少少少ないというようなないというようなないというようなないというような状況状況状況状況ががががあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、ぜぜぜぜひひひひおおおお年年年年寄寄寄寄りがりがりがりが不審不審不審不審なななな状態状態状態状態でうでうでうでうろろろろううううろろろろしていましたらしていましたらしていましたらしていましたら声声声声をかけてをかけてをかけてをかけて、、、、先先先先 々々々々にしてにしてにしてにしてあげあげあげあげるといるといるといるということがうことがうことがうことが対策対策対策対策のののの一一一一つになるとつになるとつになるとつにな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、、、、そそそそんんんんなななな意意意意見見見見をををを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。。。。それからそれからそれからそれから、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーーのののの問題問題問題問題ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、またまたまたまた近近近近々々々々開開開開くということでくということでくということでくということで言言言言わわわわれてれてれてれておりますがおりますがおりますがおりますが、、、、本本本本館館館館廃廃廃廃止止止止がががが前前前前提提提提になになになになっっっっているとているとているとていると思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの本本本本館館館館のののの問題問題問題問題ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、知知知知事事事事がどこかのがどこかのがどこかのがどこかの外外外外国国国国にににに行行行行きましたときにきましたときにきましたときにきましたときに、、、、そこでそこでそこでそこで、、、、キャキャキャキャンプンプンプンプとかとかとかとかテテテテンンンントトトトとかとかとかとかロッロッロッロッジジジジをををを中中中中心心心心のののの本本本本来来来来のののの野野野野外外外外活活活活動動動動ででででああああるるるるべべべべきだというきだというきだというきだという意意意意見見見見がががが宮本議員宮本議員宮本議員宮本議員とのやりとりのとのやりとりのとのやりとりのとのやりとりの中中中中でででで出出出出されたとされたとされたとされたと思思思思うのうのうのうのですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーーをををを見見見見ますとますとますとますと、、、、別別別別にににに野野野野外外外外だからだからだからだからテテテテンンンントトトト、、、、ロッロッロッロッジジジジをををを中中中中心心心心といといといといううううわわわわけではないというのがけではないというのがけではないというのがけではないというのが、、、、国立国立国立国立曽爾曽爾曽爾曽爾青少年自青少年自青少年自青少年自然然然然のののの家家家家でもでもでもでも５２５２５２５２室室室室４００４００４００４００人人人人のののの宿泊宿泊宿泊宿泊棟棟棟棟ががががあああありりりりますしますしますしますし、、、、今今今今回回回回、、、、大大大大阪阪阪阪のののの能能能能勢勢勢勢のののの野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーー廃廃廃廃止止止止のののの方方方方向向向向でででで吉吉吉吉野野野野町町町町宮宮宮宮滝滝滝滝のののの野野野野外学外学外学外学校校校校ができができができができましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、ああああそこもそこもそこもそこも小小小小学学学学校校校校のののの中中中中でででで宿泊宿泊宿泊宿泊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１２０１２０１２０１２０人人人人のののの宿泊宿泊宿泊宿泊となとなとなとなっっっっておておておておりますりますりますります。。。。本本本本来来来来、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動はどうかというとこはどうかというとこはどうかというとこはどうかというところろろろのののの問題問題問題問題ははははあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、大大大大勢勢勢勢のののの子子子子供供供供たたたた
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ちをちをちをちを連連連連れていくれていくれていくれていく場場場場合合合合にににに、、、、テテテテンンンントトトトとかとかとかとかロッロッロッロッジジジジをををを中中中中心心心心としたものしかなけれとしたものしかなけれとしたものしかなけれとしたものしかなければばばば、、、、分分分分散散散散してしてしてして泊泊泊泊ままままることになりましてることになりましてることになりましてることになりまして、、、、大大大大変変変変目目目目がががが行行行行きききき届届届届きにくくなるきにくくなるきにくくなるきにくくなる。。。。たくさたくさたくさたくさんんんんのののの指導者指導者指導者指導者のののの方方方方とかそういうとかそういうとかそういうとかそういう人人人人たちがたちがたちがたちが十分十分十分十分にいるのでにいるのでにいるのでにいるのでああああれれれればばばばまたまたまたまた別別別別なのですけれどもなのですけれどもなのですけれどもなのですけれども、、、、限限限限られたられたられたられた人人人人数数数数のののの中中中中でたくさでたくさでたくさでたくさんんんんのののの集集集集団団団団をををを連連連連れていこうとれていこうとれていこうとれていこうと思思思思いますといますといますといますと、、、、非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい面面面面がががが出出出出てくるのではないかなとてくるのではないかなとてくるのではないかなとてくるのではないかなと思思思思ううううわわわわけけけけですですですです。。。。今今今今、、、、奈奈奈奈良県野良県野良県野良県野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーー、、、、これがこれがこれがこれが大体大体大体大体３３３３分分分分のののの１１１１のののの学学学学校校校校のののの子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが利利利利用用用用しているとしているとしているとしているといういういういう状況状況状況状況ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、私私私私もももも資資資資料料料料でででで見見見見ましたらましたらましたらましたら、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年ではではではでは小小小小・・・・中中中中学学学学校校校校、、、、高高高高校校校校合合合合わせわせわせわせてててて１２１１２１１２１１２１のののの学学学学校校校校がががが利利利利用用用用されておりますされておりますされておりますされております。。。。本本本本館館館館にににに泊泊泊泊ままままっっっっているているているている学学学学校校校校がががが３９３９３９３９校校校校あああありましてりましてりましてりまして、、、、そそそそのうちのうちのうちのうち１００１００１００１００人人人人をををを超超超超えるえるえるえる規規規規模模模模でででで利利利利用用用用しているしているしているしている学学学学校校校校がががが１１１１７７７７校校校校あああありましたりましたりましたりました。。。。同同同同じじじじ日日日日にににに複複複複数数数数のののの学学学学校校校校がががが利利利利用用用用していることがしていることがしていることがしていることがああああるのですけれどもるのですけれどもるのですけれどもるのですけれども、、、、昨昨昨昨年年年年のののの５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日、、、、２１２１２１２１日日日日のののの宿泊宿泊宿泊宿泊はははは４４４４校校校校がががが利利利利用用用用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、、、、１２０１２０１２０１２０人人人人ですですですです。。。。さらにさらにさらにさらに２１２１２１２１日日日日からからからから５０５０５０５０人人人人のののの方方方方がががが、、、、またまたまたまた別別別別のののの学学学学校校校校がががが入入入入っっっってくるということになりますのでてくるということになりますのでてくるということになりますのでてくるということになりますので、、、、一一一一時時時時、、、、そこのそこのそこのそこの施設施設施設施設ではではではでは２１０２１０２１０２１０人人人人、、、、５５５５校校校校のののの子子子子供供供供たちがたちがたちがたちがそこにそこにそこにそこに集集集集ままままっっっってててて、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような形形形形でででで利利利利用用用用するというようなするというようなするというようなするというような状況状況状況状況になになになになっっっっているているているているわわわわけですけけですけけですけけですけれどもれどもれどもれども、、、、そうなそうなそうなそうなっっっってまいりますとてまいりますとてまいりますとてまいりますと、、、、雨雨雨雨天天天天のときとかのときとかのときとかのときとか、、、、本本本本当当当当にににに今今今今検検検検討討討討していただいているとしていただいているとしていただいているとしていただいているといういういういう、、、、そうしたそうしたそうしたそうした中中中中身身身身でででで今今今今のののの奈奈奈奈良県良県良県良県のののの利利利利用用用用のののの目的目的目的目的とととと十分十分十分十分にいけるのかどうかというにいけるのかどうかというにいけるのかどうかというにいけるのかどうかという大大大大変変変変不安不安不安不安ももももああああるるるるわわわわけですけですけですけです。。。。おふおふおふおふろろろろにつきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、シャワシャワシャワシャワーーーーということになということになということになということになっっっっておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども、、、、何何何何ででででシャワシャワシャワシャワーーーーかということなのですけれどかということなのですけれどかということなのですけれどかということなのですけれど。。。。おおおお風風風風呂呂呂呂のののの文文文文化化化化研研研研究究究究会会会会のののの調調調調査査査査をををを見見見見ましたらましたらましたらましたら、、、、１０１０１０１０代代代代でおふでおふでおふでおふろろろろにににに入入入入るるるる時間時間時間時間のののの平平平平均均均均はははは大体大体大体大体７７７７．．．．４４４４分分分分ですですですです。。。。シャワシャワシャワシャワーーーーのののの入入入入浴浴浴浴ではではではでは１０１０１０１０．．．．８８８８分分分分ということでということでということでということで、、、、シシシシャワャワャワャワーーーーをををを使使使使うううう方方方方がおふがおふがおふがおふろろろろをををを利利利利用用用用するよりもするよりもするよりもするよりも３３３３．．．．４４４４分分分分長長長長いということになるいということになるいということになるいということになるわわわわけですけですけですけです。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、大大大大勢勢勢勢、、、、１００１００１００１００人人人人以以以以上上上上ものものものもの子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが順順順順番番番番ににににシャワシャワシャワシャワーーーーをををを使使使使っっっっていていていていっっっったらたらたらたら、、、、例例例例ええええばばばば１１１１６０６０６０６０人人人人がががが泊泊泊泊まるとなりますとまるとなりますとまるとなりますとまるとなりますと、、、、何何何何基基基基ぐぐぐぐらいらいらいらいシャワシャワシャワシャワーーーーつけるのかちつけるのかちつけるのかちつけるのかちょょょょっっっっととととわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんけれけれけれけれどもどもどもども、、、、１０１０１０１０基程度基程度基程度基程度シャワシャワシャワシャワーーーーをつけるとしたらをつけるとしたらをつけるとしたらをつけるとしたら、、、、１１１１７７７７２２２２．．．．８８８８分分分分というようなことですしというようなことですしというようなことですしというようなことですし、、、、３３３３００００人人人人のおふのおふのおふのおふろろろろだだだだっっっったらたらたらたら４４４４４４４４．．．．４４４４分分分分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、、、、時間時間時間時間がががが４４４４倍倍倍倍違違違違うというようなことうというようなことうというようなことうというようなことになりますになりますになりますになります。。。。本本本本当当当当にそういうようなことにそういうようなことにそういうようなことにそういうようなこと一一一一つつつつ一一一一つがつがつがつが、、、、現現現現場場場場でででで使使使使うううう人人人人のののの身身身身になになになになっっっってててて新新新新しいしいしいしい計計計計画画画画がされているのかどうかというのががされているのかどうかというのががされているのかどうかというのががされているのかどうかというのが一一一一つつつつ一一一一つつつつ大大大大変疑変疑変疑変疑問問問問ががががあああありましてりましてりましてりまして、、、、１１１１万万万万７７７７，，，，００００００００００００人人人人近近近近いいいい方方方方がががが従従従従来来来来どおりどおりどおりどおり残残残残してくれとしてくれとしてくれとしてくれと、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ行行行行政政政政のののの施設施設施設施設、、、、ああああれがれがれがれがむむむむだではないかだではないかだではないかだではないか、、、、これがこれがこれがこれがむむむむだではないかというようなだではないかというようなだではないかというようなだではないかというような時代時代時代時代にににに、、、、ここここんんんんないいないいないいないい施設施設施設施設はははは残残残残してくれということをしてくれということをしてくれということをしてくれということを皆皆皆皆ささささんんんんがががが言言言言っっっっておられるておられるておられるておられる。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、大体年大体年大体年大体年間間間間３３３３万人万人万人万人でででで４０４０４０４０年年年年間使間使間使間使っっっってきておりますのでてきておりますのでてきておりますのでてきておりますので、、、、１２０１２０１２０１２０万万万万人人人人のののの人人人人たちがこのたちがこのたちがこのたちがこの施設施設施設施設をををを利利利利用用用用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。。。。さらにさらにさらにさらに今今今今後後後後どれどれどれどれぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、またまたまたまた４０４０４０４０年年年年となとなとなとな
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りますとりますとりますとりますと、、、、知事知事知事知事はははは４４４４億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円というというというという金額金額金額金額をををを言言言言っっっっておりましたけれどもておりましたけれどもておりましたけれどもておりましたけれども、、、、４４４４億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円をかけてもをかけてもをかけてもをかけても投投投投資効果資効果資効果資効果としてはとしてはとしてはとしては問題問題問題問題がないのではないかとがないのではないかとがないのではないかとがないのではないかと。。。。さらにさらにさらにさらに森森森森林環境教育林環境教育林環境教育林環境教育についてはについてはについてはについては非常非常非常非常にににに高高高高いいいいレレレレベベベベルルルルでででで、、、、全国全国全国全国でもでもでもでも優優優優秀秀秀秀なななな、、、、有数有数有数有数なななな内容内容内容内容をををを誇誇誇誇っっっっているとなているとなているとなているとなっっっってまいてまいてまいてまいりましたらりましたらりましたらりましたら、、、、ただこのただこのただこのただこのテテテテンンンントトトトととととロッロッロッロッジジジジだけのだけのだけのだけの中中中中身身身身にしましたらにしましたらにしましたらにしましたら、、、、一般一般一般一般ののののキャキャキャキャンプンプンプンプ場場場場とととと変変変変わわわわらなくならなくならなくならなくなっっっってしまてしまてしまてしまっっっってててて、、、、だだだだんんんんだだだだんんんん利利利利用用用用がががが減減減減っっっってしまうてしまうてしまうてしまう。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの勉勉勉勉強強強強するするするする場場場場がなくながなくながなくながなくなっっっってしまうのではないかとてしまうのではないかとてしまうのではないかとてしまうのではないかと心配心配心配心配をするをするをするをするわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、そのそのそのその点点点点でどでどでどでどんんんんなふうになふうになふうになふうに考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか、、、、再度再度再度再度そのそのそのその点点点点をおをおをおを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。。。。今井委員今井委員今井委員今井委員のごのごのごのご質質質質問問問問におにおにおにお答答答答えをいたしますえをいたしますえをいたしますえをいたします。。。。○○○○金澤青少年金澤青少年金澤青少年金澤青少年・・・・生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長まずまずまずまず収収収収容人員容人員容人員容人員のののの問題問題問題問題ですがですがですがですが、、、、確確確確かにかにかにかに現現現現行行行行ではではではでは、、、、本本本本館館館館、、、、ロッロッロッロッジジジジ・・・・テテテテンンンントトトトササササイイイイトトトト、、、、すすすすべべべべてをてをてをてを含含含含めますとめますとめますとめますと全体全体全体全体でででで５６０５６０５６０５６０人人人人となりますとなりますとなりますとなります。。。。これがこれがこれがこれが平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度からはからはからはからは３３３３７７７７２２２２人人人人とととと、、、、本本本本館館館館部部部部分分分分がががが減減減減っっっってくるてくるてくるてくる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、、、、例例例例ええええばばばば、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの利利利利用実用実用実用実績績績績をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、学学学学校校校校などのなどのなどのなどの利利利利用用用用がががが集集集集中中中中いたしますいたしますいたしますいたします５５５５月月月月、、、、６６６６月月月月でしたらでしたらでしたらでしたら、、、、１１１１日平日平日平日平均均均均でででで１３８１３８１３８１３８人人人人のののの宿泊利宿泊利宿泊利宿泊利用用用用がございますがございますがございますがございます。。。。３００３００３００３００名名名名をををを超超超超えるえるえるえる日日日日はははは１１１１日日日日だけでございましただけでございましただけでございましただけでございました。。。。またまたまたまた、、、、小小小小グルグルグルグルーーーーププププのののの利利利利用用用用がががが多多多多くなりますくなりますくなりますくなります７７７７月月月月からからからから９９９９月月月月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、、、、１１１１日平日平日平日平均均均均１１５１１５１１５１１５名名名名となとなとなとなっっっっておりますておりますておりますております。。。。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、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度でもでもでもでも２２２２度度度度ほどはほどはほどはほどは、、、、そのままでしたらそのままでしたらそのままでしたらそのままでしたら収収収収容容容容しししし切切切切れないというれないというれないというれないというケケケケーーーーススススががががああああるるるるわわわわけけけけなのですなのですなのですなのです。。。。先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、利利利利用日用日用日用日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第第第第３３３３希希希希望望望望日日日日までまでまでまで希希希希望望望望をいをいをいをいただいてただいてただいてただいて、、、、日程日程日程日程調整調整調整調整をさをさをさをさせせせせていただいておりますのでていただいておりますのでていただいておりますのでていただいておりますので、、、、そのそのそのその中中中中でででで十分皆様十分皆様十分皆様十分皆様のごのごのごのご利利利利用用用用はいたはいたはいたはいただけるものとだけるものとだけるものとだけるものと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまた、、、、おふおふおふおふろろろろ時間時間時間時間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、、、、委員委員委員委員おおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっっておられますのはておられますのはておられますのはておられますのは承承承承知知知知はしておらなはしておらなはしておらなはしておらないのですがいのですがいのですがいのですが、、、、例例例例ええええばばばば宮宮宮宮滝滝滝滝のののの、、、、先先先先ほどおほどおほどおほどお話話話話がががが出出出出ましたましたましたました、、、、新新新新しくしくしくしく廃廃廃廃校校校校をををを利利利利用用用用したしたしたした野野野野外外外外活活活活動動動動センセンセンセンタタタターーーーのののの運営運営運営運営者者者者のおのおのおのお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きしましてもきしましてもきしましてもきしましても、、、、おふおふおふおふろろろろはははは必必必必要要要要ないとおないとおないとおないとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっておられましたておられましたておられましたておられました。。。。そこもそこもそこもそこもシャワシャワシャワシャワーーーーだけでございますだけでございますだけでございますだけでございます。。。。シャワシャワシャワシャワーーーーのののの方方方方がががが流水流水流水流水というというというという形形形形でででで、、、、衛衛衛衛生生生生的的的的にはいいのかにはいいのかにはいいのかにはいいのかなともなともなともなとも考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。ただただただただ、、、、シャワシャワシャワシャワーーーーのののの個個個個数数数数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、、、、利利利利用用用用者者者者にににに余余余余りりりり長長長長時間時間時間時間かかかかかかかからないようにうまくらないようにうまくらないようにうまくらないようにうまくロロロローーーーテテテテーーーーショショショションンンンしておしておしておしてお使使使使いいただけるよういいただけるよういいただけるよういいただけるよう検検検検討討討討はしてまいりたいとはしてまいりたいとはしてまいりたいとはしてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。分分分分散散散散してのしてのしてのしての宿泊宿泊宿泊宿泊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、、、、必必必必ずずずず、、、、うちのうちのうちのうちの子子子子ははははテテテテンンンントトトトにににに泊泊泊泊ままままっっっっ○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員たとかたとかたとかたとか、、、、うちのうちのうちのうちの子子子子ははははロッロッロッロッジジジジだだだだっっっったとかたとかたとかたとか、、、、そういうようなことはそういうようなことはそういうようなことはそういうようなことは出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。ややややはりはりはりはり基本基本基本基本的的的的なとこなとこなとこなところろろろのののの宿泊宿泊宿泊宿泊をよくをよくをよくをよく現現現現場場場場のののの意意意意見見見見などもなどもなどもなども聞聞聞聞きましてきましてきましてきまして、、、、それをそれをそれをそれを廃廃廃廃止止止止をするとをするとをするとをすると言言言言わわわわれておりますけれどもれておりますけれどもれておりますけれどもれておりますけれども、、、、そのそのそのその点点点点はははは十分十分十分十分にににに実実実実態態態態にににに合合合合うようなうようなうようなうような形形形形でででで存存存存続続続続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いうことをおいうことをおいうことをおいうことを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ううううわわわわけですけですけですけです。。。。
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初初初初めにめにめにめに、、、、先先先先 々々々々のののの予予予予約約約約ががががああああるのでるのでるのでるので、、、、もうもうもうもう既既既既にこれはおにこれはおにこれはおにこれはお知知知知ららららせせせせをしているということなのでをしているということなのでをしているということなのでをしているということなのですがすがすがすが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな問題問題問題問題がそうなのですけれどもがそうなのですけれどもがそうなのですけれどもがそうなのですけれども、、、、県県県県民民民民のののの人人人人たちがたちがたちがたちが今今今今までまでまでまで大事大事大事大事にににに大事大事大事大事にににに使使使使っっっってきたもののてきたもののてきたもののてきたものの廃廃廃廃止止止止をををを決決決決めるのがめるのがめるのがめるのが非常非常非常非常にににに早早早早いのですいのですいのですいのです。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のののの十分十分十分十分なななな手手手手続続続続がおくれたがおくれたがおくれたがおくれた形形形形でいでいでいでいっっっっているのではないかとているのではないかとているのではないかとているのではないかと今今今今思思思思っっっっておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度これはこれはこれはこれは検検検検討討討討していただくというこしていただくというこしていただくというこしていただくということですのでとですのでとですのでとですので、、、、今今今今のようなのようなのようなのような意意意意見見見見ももももあっあっあっあったということもたということもたということもたということも含含含含めてめてめてめて、、、、ぜぜぜぜひひひひ検検検検討討討討をしていただきたいをしていただきたいをしていただきたいをしていただきたいということをおということをおということをおということを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。。。。それからそれからそれからそれから、、、、行行行行政財政財政財政財産産産産のののの処分処分処分処分のののの関係関係関係関係でででで質質質質問問問問しますしますしますします。。。。行行行行政財政財政財政財産産産産のののの処分処分処分処分のののの問題問題問題問題はもうはもうはもうはもう、、、、毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年出年出年出年出てきておりましててきておりましててきておりましててきておりまして、、、、本本本本当当当当にににに何何何何回回回回もももも何何何何回回回回もももも繰繰繰繰りりりり返返返返されているされているされているされている中中中中身身身身ででででああああるとるとるとる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、、、、結結結結局局局局、、、、県県県県のののの主張主張主張主張をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、客客客客観観観観的的的的にににに判断判断判断判断をしをしをしをしているとているとているとていると。。。。そしてそしてそしてそして、、、、労働労働労働労働会会会会館館館館のののの目的外使目的外使目的外使目的外使用用用用許可許可許可許可にににに係係係係るるるる審査要審査要審査要審査要綱綱綱綱にににに基基基基づいてづいてづいてづいて審査審査審査審査をををを実施実施実施実施したしたしたしたとととと言言言言わわわわれているれているれているれているわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、いついついついつ、、、、だれがだれがだれがだれが、、、、どどどどんんんんなななな内容内容内容内容でででで審査審査審査審査しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、どどどどういうういうういうういう議議議議論論論論をなされているのかをなされているのかをなされているのかをなされているのか、、、、ぜぜぜぜひひひひそれのそれのそれのそれの議事議事議事議事録録録録のののの提示提示提示提示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うのですけうのですけうのですけうのですけれどもれどもれどもれども、、、、そのそのそのその点点点点ではいかがでしではいかがでしではいかがでしではいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。毎毎毎毎年年年年、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県労働組合労働組合労働組合労働組合連連連連合合合合会会会会からからからから出出出出していただいておりますしていただいておりますしていただいておりますしていただいております行行行行政財政財政財政財○○○○佐古雇用労政課長佐古雇用労政課長佐古雇用労政課長佐古雇用労政課長産産産産目的外使目的外使目的外使目的外使用用用用許可申請許可申請許可申請許可申請がございますがございますがございますがございます。。。。審査要審査要審査要審査要綱綱綱綱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設設設設けておりましてけておりましてけておりましてけておりまして、、、、これはこれはこれはこれは公開公開公開公開ささささせせせせていただいておりますけれどもていただいておりますけれどもていただいておりますけれどもていただいておりますけれども、、、、議事議事議事議事録録録録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、、、、特特特特にににに議事議事議事議事録録録録ということということということということではつくではつくではつくではつくっっっっておりまておりまておりまておりませせせせんんんん。。。。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。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、県県県県のののの側側側側はははは客客客客観観観観的的的的にににに判断判断判断判断してとしてとしてとしてと書書書書いていていていてああああるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、どうどうどうどう議議議議論論論論ささささ○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員れたのかがれたのかがれたのかがれたのかがわわわわからないとからないとからないとからないと、、、、客客客客観観観観的的的的にににに判断判断判断判断しているのかどうかしているのかどうかしているのかどうかしているのかどうかっっっっというのがというのがというのがというのがわわわわからないとからないとからないとからないと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。先先先先日日日日、、、、ああああるるるる方方方方がががが労働労働労働労働相相相相談談談談にににに行行行行きたいということできたいということできたいということできたいということで奈労奈労奈労奈労連連連連をををを訪訪訪訪ねねねねていくのにていくのにていくのにていくのにわわわわかかかからなくてらなくてらなくてらなくて、、、、このこのこのこのエエエエルルルルトトトトピアピアピアピアのとこのとこのとこのところろろろにににに行行行行きましたときにきましたときにきましたときにきましたときに、、、、奈労奈労奈労奈労連連連連はどこですかということはどこですかということはどこですかということはどこですかということをををを聞聞聞聞きましたらきましたらきましたらきましたら、、、、余余余余りそちらにはりそちらにはりそちらにはりそちらには行行行行かないかないかないかない方方方方がいいというようながいいというようながいいというようながいいというような発発発発言言言言をされたということをされたということをされたということをされたということがががが実実実実際際際際にににに行行行行かれたかれたかれたかれた方方方方からおからおからおからお話話話話をををを聞聞聞聞きましたのできましたのできましたのできましたので、、、、そうなそうなそうなそうなんんんんだだだだろろろろうとうとうとうと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そそそそういうことがういうことがういうことがういうことがあああありましたりましたりましたりました。。。。本本本本来来来来、、、、労働労働労働労働会会会会館館館館ででででああああれれれればばばば、、、、県県県県ももももロロロローーーーカルセンタカルセンタカルセンタカルセンターーーー、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県にににに連連連連合奈合奈合奈合奈良良良良ももももああああるるるる、、、、奈労奈労奈労奈労連連連連ももももああああ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認認認認めているめているめているめているわわわわけですのでけですのでけですのでけですので、、、、限限限限られたられたられたられたススススペーペーペーペーススススししししかなけれかなけれかなけれかなければばばば、、、、例例例例ええええばばばば、、、、それをそれをそれをそれをああああるるるる程度程度程度程度分分分分けてけてけてけて相相相相談談談談ココココーーーーナナナナーーーー、、、、ああああちらでもこちらでもちらでもこちらでもちらでもこちらでもちらでもこちらでも労働者労働者労働者労働者のののの方方方方がががが納納納納得得得得できるようなできるようなできるようなできるような相相相相談談談談にのにのにのにのっっっっていただくというようなていただくというようなていただくというようなていただくというような場場場場所所所所ががががあっあっあっあってもいいのではなてもいいのではなてもいいのではなてもいいのではないかといかといかといかと思思思思ううううわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、このこのこのこの点点点点ではどではどではどではどんんんんなふうになふうになふうになふうに考考考考えておられるのかえておられるのかえておられるのかえておられるのか、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度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。。。。労働労働労働労働会会会会館館館館のののの中中中中をををを分分分分けてというおけてというおけてというおけてというお話話話話でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○佐古雇用労政課長佐古雇用労政課長佐古雇用労政課長佐古雇用労政課長
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奈奈奈奈良良良良労働労働労働労働会会会会館館館館のののの中中中中でででで分分分分割割割割してしてしてして使使使使用用用用許可許可許可許可をををを行行行行うことにつきましてはうことにつきましてはうことにつきましてはうことにつきましては、、、、本本本本来来来来のののの目的使目的使目的使目的使用用用用でででであああありますしごとりますしごとりますしごとりますしごとｉｉｉｉセンタセンタセンタセンターーーー、、、、またならまたならまたならまたならジジジジョョョョブブブブカカカカフェフェフェフェ、、、、またまたまたまた、、、、貸貸貸貸しししし会議室等会議室等会議室等会議室等をををを除除除除くくくく目的外使目的外使目的外使目的外使用用用用としてとしてとしてとして使使使使用用用用できるできるできるできる場場場場所所所所がががが限限限限られてございますられてございますられてございますられてございます。。。。目的外使目的外使目的外使目的外使用用用用許可申請許可申請許可申請許可申請がががが競競競競合合合合したしたしたした場場場場合合合合にはにはにはには、、、、先先先先ほどほどほどほど委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのののの審査要審査要審査要審査要綱綱綱綱によりましてによりましてによりましてによりまして審査審査審査審査をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、順順順順位位位位のののの高高高高いいいい目的外使目的外使目的外使目的外使用用用用申請申請申請申請者者者者、、、、このこのこのこの場場場場合合合合はははは連連連連合奈合奈合奈合奈良良良良でございましたがでございましたがでございましたがでございましたが、、、、連連連連合奈合奈合奈合奈良良良良のののの職員職員職員職員数数数数、、、、活活活活動動動動内容等内容等内容等内容等からからからから当当当当該該該該団団団団体体体体のののの事務室事務室事務室事務室としてとしてとしてとして必必必必要要要要なななな面積面積面積面積をををを検検検検討討討討しししし、、、、適当適当適当適当ででででああああるとるとるとる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ございますでございますでございますでございます。。。。ここここのことからのことからのことからのことから、、、、分分分分割割割割してしてしてして使使使使用用用用許可許可許可許可することはすることはすることはすることは困難困難困難困難ででででああああるとるとるとると、、、、そのようにそのようにそのようにそのように考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。このこのこのこの問題問題問題問題ではではではでは、、、、１９８９１９８９１９８９１９８９年年年年にににに奈労奈労奈労奈労連連連連がががが結結結結成成成成されましてからされましてからされましてからされましてから毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年年年年、、、、事務事務事務事務所所所所○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員をををを貸貸貸貸していただきたいということをもうしていただきたいということをもうしていただきたいということをもうしていただきたいということをもう２０２０２０２０年年年年もやもやもやもやっっっ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。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、余余余余りにもりにもりにもりにもそうしたことをそうしたことをそうしたことをそうしたことを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす中中中中でででで、、、、平成平成平成平成１３１３１３１３年年年年にににに裁判裁判裁判裁判までまでまでまで起起起起こしましてこしましてこしましてこしまして、、、、行行行行政財政財政財政財産産産産をををを公平公平公平公平的的的的にににに使使使使わせわせわせわせるるるるべべべべきだというきだというきだというきだという裁判裁判裁判裁判をををを行行行行いましたときにいましたときにいましたときにいましたときに、、、、そのそのそのその判決判決判決判決のののの中中中中ではではではでは、、、、今今今今後後後後こういうこういうこういうこういう扱扱扱扱いがいがいがいが繰繰繰繰りりりり返返返返されるとすれされるとすれされるとすれされるとすればばばば、、、、差差差差別別別別しているものになるというものでしているものになるというものでしているものになるというものでしているものになるというものでああああるというようなことがるというようなことがるというようなことがるというようなことが判判判判決決決決のののの中中中中にににに出出出出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。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに県県県県はははは審査要審査要審査要審査要綱綱綱綱をををを決決決決めましてめましてめましてめまして、、、、別別別別にににに差差差差別別別別しているしているしているしているわわわわけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて客客客客観観観観的的的的にににに判断判断判断判断をしておりますということををしておりますということををしておりますということををしておりますということを言言言言ううううわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、客客客客観観観観的的的的にににに判断判断判断判断、、、、どどどどんんんんなふうにそうしたらなふうにそうしたらなふうにそうしたらなふうにそうしたら話話話話をしていますかをしていますかをしていますかをしていますか、、、、議事議事議事議事録録録録をををを出出出出してくださいといしてくださいといしてくださいといしてくださいといっっっったらたらたらたら、、、、それはそれはそれはそれは出出出出していないということでしていないということでしていないということでしていないということであああありますとりますとりますとりますと、、、、客客客客観観観観的的的的にににに判断判断判断判断しているのかどうなのかよくしているのかどうなのかよくしているのかどうなのかよくしているのかどうなのかよくわわわわからからからからないとないとないとないと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。本本本本当当当当にこれはにこれはにこれはにこれは、、、、もうもうもうもう毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年年年年繰繰繰繰りりりり返返返返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、、、、総務大総務大総務大総務大臣臣臣臣にまでにまでにまでにまで申申申申しししし立立立立てをしているのですてをしているのですてをしているのですてをしているのです、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県のののの行行行行政財政財政財政財産産産産、、、、ここここんんんんなふうななふうななふうななふうな扱扱扱扱いをしているのだといういをしているのだといういをしているのだといういをしているのだという。。。。原原原原口総務大口総務大口総務大口総務大臣臣臣臣にににに昨昨昨昨年年年年のののの１１１１１１１１月月月月にもこれをにもこれをにもこれをにもこれを出出出出しているのですけれどもしているのですけれどもしているのですけれどもしているのですけれども、、、、こちらもまたこちらもまたこちらもまたこちらもまた何何何何のののの音音音音沙汰沙汰沙汰沙汰もないもないもないもない、、、、ううううんんんんともすともすともすともすんんんんともともともとも言言言言っっっってこないというてこないというてこないというてこないという無無無無視視視視されたようなされたようなされたようなされたような状態状態状態状態になになになになっっっっているているているているわわわわけですけですけですけです。。。。だからだからだからだから、、、、このこのこのこの問題問題問題問題、、、、毎毎毎毎年年年年これからずこれからずこれからずこれからずっっっっとそういうことをとそういうことをとそういうことをとそういうことを繰繰繰繰りりりり返返返返していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、ああああるるるる程度程度程度程度限限限限られたられたられたられたススススペーペーペーペーススススででででああああるならるならるならるならばばばば、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに一度一度一度一度テテテテーーーーブブブブルルルルにににに着着着着いていていていて、、、、県県県県がががが間間間間にににに入入入入っっっってててて協協協協議議議議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場場場場をををを設設設設けてもいいのではないかとけてもいいのではないかとけてもいいのではないかとけてもいいのではないかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そ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はどはどはどはどんんんんなふうになふうになふうになふうに考考考考えますかえますかえますかえますか。。。。先先先先ほどおほどおほどおほどお述述述述べべべべのののの総務大総務大総務大総務大臣臣臣臣のののの方方方方のことはのことはのことはのことは承承承承知知知知しておりましておりましておりましておりませせせせんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、○○○○佐古雇用労政課長佐古雇用労政課長佐古雇用労政課長佐古雇用労政課長客客客客観観観観的的的的にににに判断判断判断判断ということでということでということでということで毎毎毎毎年年年年やらやらやらやらせせせせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。行行行行政財政財政財政財産産産産目的外使目的外使目的外使目的外使用用用用許可申許可申許可申許可申請請請請がががが出出出出てきたてきたてきたてきた都都都都度度度度にににに、、、、そのそのそのその年年年年そのそのそのその年年年年にににに客客客客観観観観的判断的判断的判断的判断をさをさをさをさせせせせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。またまたまたまた、、、、申申申申請者請者請者請者同同同同士士士士のののの話話話話しししし合合合合いということもおいということもおいということもおいということもおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていただきましたけれどもていただきましたけれどもていただきましたけれどもていただきましたけれども、、、、ききききょょょょうううう提出提出提出提出ささささせせせせていただいたていただいたていただいたていただいた諮諮諮諮第第第第１１１１号号号号でででで、、、、異異異異議議議議申申申申しししし立立立立てにつきましててにつきましててにつきましててにつきまして棄却棄却棄却棄却をおをおをおをお願願願願いしているいしているいしているいしている分分分分のとこのとこのとこのところろろろでででで
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県県県県のののの見見見見解解解解をををを述述述述べべべべささささせせせせていただいているとおりていただいているとおりていただいているとおりていただいているとおり、、、、このこのこのこの審査要審査要審査要審査要綱綱綱綱にににに基基基基づいてづいてづいてづいて知事知事知事知事のののの裁量裁量裁量裁量権権権権としとしとしとしてててて判断判断判断判断ささささせせせせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。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。。。。これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては納納納納得得得得できまできまできまできませせせせんんんんのでのでのでので、、、、またまたまたまた反反反反対対対対ささささせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員っっっっておりますておりますておりますております。。。。知事知事知事知事にもうにもうにもうにもう一度一度一度一度確認確認確認確認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、、、、野野野野外外外外活活活活動動動動センタセンタセンタセンターーーーとととと。。。。そしたらそしたらそしたらそしたら、、、、２２２２つですつですつですつですねねねね。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長それからそれからそれからそれから、、、、住民訴訟住民訴訟住民訴訟住民訴訟にににに係係係係るるるる弁護士費弁護士費弁護士費弁護士費用用用用のののの負担負担負担負担のののの問題問題問題問題でででで今今今今回回回回出出出出されているされているされているされているわわわわけけけけ○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これはこれはこれはこれは、、、、３３３３名名名名のののの元元元元商商商商工労働工労働工労働工労働部長部長部長部長にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、１１１１人人人人１１１１７７７７万万万万４４４４，，，，６００６００６００６００円円円円とととといういういういう金額金額金額金額がががが弁護士費弁護士費弁護士費弁護士費用用用用としてとしてとしてとして払払払払うといううといううといううという中中中中身身身身になになになになっっっっているとているとているとていると思思思思いますいますいますいます。。。。これにつきましてこれにつきましてこれにつきましてこれにつきましてはははは、、、、もうもうもうもう裁判裁判裁判裁判がががが終終終終わっわっわっわったからたからたからたから払払払払いいいい戻戻戻戻しをしてくれというようなことでこういうことになしをしてくれというようなことでこういうことになしをしてくれというようなことでこういうことになしをしてくれというようなことでこういうことになっっっっているのかているのかているのかているのか。。。。またまたまたまた、、、、知事知事知事知事もももも含含含含めてこのめてこのめてこのめてこの裁判裁判裁判裁判のののの訴訟訴訟訴訟訴訟のののの相相相相手手手手ということでということでということでということで指指指指定定定定しているしているしているしているわわわわけでけでけでけですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、４４４４人人人人分分分分のうちののうちののうちののうちの３３３３人人人人分分分分のののの金額金額金額金額になるのかになるのかになるのかになるのか。。。。そのそのそのそのああああたりたりたりたり、、、、どうこれをどうこれをどうこれをどうこれを理理理理解解解解してしてしてしていいのかいいのかいいのかいいのか、、、、そのそのそのその点点点点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。。。。住民訴訟住民訴訟住民訴訟住民訴訟にににに関関関関しましてのしましてのしましてのしましての個個個個人人人人被告被告被告被告になりましたになりましたになりましたになりました弁護士報酬弁護士報酬弁護士報酬弁護士報酬のののの負担負担負担負担についについについについ○○○○江畑商工課長江畑商工課長江畑商工課長江畑商工課長てのおてのおてのおてのお尋尋尋尋ねねねねでございますでございますでございますでございます。。。。今今今今回回回回、、、、議案議案議案議案でででで上程上程上程上程ささささせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました３３３３名名名名のののの元元元元商商商商工労働工労働工労働工労働部長部長部長部長についてのについてのについてのについての弁護士報酬弁護士報酬弁護士報酬弁護士報酬のののの負担負担負担負担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、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ３３３３名名名名のののの方方方方 々々々々がががが個個個個別別別別にににに弁護士弁護士弁護士弁護士事務事務事務事務所所所所とととと委委委委任任任任契契契契約約約約をををを結結結結んんんんでおりでおりでおりでおりましてましてましてまして、、、、そのそのそのその契契契契約約約約時時時時にににに定定定定められためられためられためられた着着着着手金手金手金手金とととと、、、、それからそれからそれからそれから裁判裁判裁判裁判終終終終結後結後結後結後にににに個個個個別別別別協協協協議議議議によりによりによりにより確確確確定定定定いいいいたしましたたしましたたしましたたしました成成成成功功功功報酬報酬報酬報酬をををを支支支支払払払払っっっっておられるとこておられるとこておられるとこておられるところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。今今今今回回回回のののの裁判裁判裁判裁判のののの勝訴確勝訴確勝訴確勝訴確定定定定によによによによりましてりましてりましてりまして、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士のののの着着着着手金手金手金手金、、、、それからそれからそれからそれから成成成成功功功功報酬報酬報酬報酬、、、、そのそのそのその合合合合算額算額算額算額をををを最最最最終終終終的的的的にににに支支支支払払払払わわわわれたのがれたのがれたのがれたのが６６６６月月月月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、、、、そのそのそのその合合合合算額算額算額算額をををを、、、、過去過去過去過去のののの事例事例事例事例にににに即即即即してしてしてして、、、、そのそのそのその全額全額全額全額、、、、相相相相当当当当のののの範囲範囲範囲範囲とととと認認認認めめめめられるられるられるられる弁護士費弁護士費弁護士費弁護士費用用用用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、、、、これをこれをこれをこれを今今今今回回回回議案議案議案議案としてとしてとしてとして上程上程上程上程ささささせせせせていただいたとこていただいたとこていただいたとこていただいた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。。。。２０２０２０２０億億億億円円円円のおのおのおのお金金金金をををを県県県県がががが貸貸貸貸しましてしましてしましてしまして、、、、返返返返済済済済がががが六千六千六千六千数数数数百百百百万円万円万円万円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの今今今今、、、、返返返返済済済済かかかか○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員とととと思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、このこのこのこの返返返返済済済済がががが実施実施実施実施されてきたというのはされてきたというのはされてきたというのはされてきたというのは、、、、住民住民住民住民のののの人人人人たちがこうやたちがこうやたちがこうやたちがこうやっっっってててて訴訴訴訴えてくるえてくるえてくるえてくる中中中中でででで返返返返済済済済がされたことでがされたことでがされたことでがされたことであああありましてりましてりましてりまして、、、、本本本本来裁判来裁判来裁判来裁判のののの判決判決判決判決としてはとしてはとしてはとしては、、、、県県県県がががが請求請求請求請求をををを怠怠怠怠っっっったのはたのはたのはたのは違法違法違法違法ででででああああるというるというるというるという判決判決判決判決がこのがこのがこのがこの裁判裁判裁判裁判のののの中中中中ではではではでは下下下下っっっっているているているているわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、県県県県がががが違法違法違法違法ででででああああるというるというるというるという中中中中でででで、、、、県県県県というのはというのはというのはというのは一体一体一体一体何何何何をををを指指指指すのかということがすのかということがすのかということがすのかということが問問問問わわわわれておりましてれておりましてれておりましてれておりまして、、、、今今今今、、、、前前前前のののの知事知事知事知事のののの責責責責任任任任をををを問問問問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最高裁最高裁最高裁最高裁にににに提提提提訴訴訴訴をさをさをさをさせせせせていただいているていただいているていただいているていただいているわわわわけなのでけなのでけなのでけなのですすすす。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの元元元元商商商商工労働工労働工労働工労働部長部長部長部長のののの方方方方 々々々々とととと、、、、役割役割役割役割といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、知事知事知事知事がすがすがすがすべべべべてをてをてをてを、、、、全県全県全県全県のののの仕仕仕仕事事事事をををを、、、、責責責責任任任任ははははあああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、実実実実際際際際のののの仕仕仕仕事事事事というのはというのはというのはというのは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの担担担担当当当当担担担担当当当当のののの部部部部署署署署
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のののの部長部長部長部長のののの方方方方がかかがかかがかかがかかわわわわるるるる中中中中身身身身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れどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、そのそのそのその請求請求請求請求をををを怠怠怠怠っっっっていたとていたとていたとていたといういうのがいういうのがいういうのがいういうのが事実事実事実事実でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、まだこのまだこのまだこのまだこの裁判裁判裁判裁判をやをやをやをやっっっってもてもてもても、、、、実実実実際際際際にはほとにはほとにはほとにはほとんんんんどどどど返返返返っっっっていなていなていなていないのがいのがいのがいのが実実実実態態態態ででででああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの弁護士弁護士弁護士弁護士のののの費費費費用用用用、、、、このこのこのこの金額金額金額金額でででであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、当然当然当然当然ルルルルーーーールルルルからしましたらからしましたらからしましたらからしましたら、、、、裁判裁判裁判裁判がががが終終終終わっわっわっわってててて、、、、それにそれにそれにそれに係係係係るものはるものはるものはるものは返返返返済済済済するのはするのはするのはするのはルルルルーーーールルルルとしてはとしてはとしてはとしては認認認認めるめるめるめるわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、私私私私はははは責責責責任任任任というものがというものがというものがというものがああああるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと感感感感じじじじておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、もしもしもしもし県県県県ががががこれをこれをこれをこれを返返返返したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、私私私私はははは自自自自主主主主返返返返済済済済をするをするをするをするぐぐぐぐらいのことがらいのことがらいのことがらいのことがあっあっあっあってもいいのではないかとてもいいのではないかとてもいいのではないかとてもいいのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの点点点点についてについてについてについて意意意意見見見見をををを申申申申しししし上上上上げげげげるるるるわわわわけでございますけれどもけでございますけれどもけでございますけれどもけでございますけれども、、、、もしもしもしもし住民裁判住民裁判住民裁判住民裁判ががががなかなかなかなかっっっったらたらたらたら返返返返済済済済はされていなかはされていなかはされていなかはされていなかっっっったのではないかとたのではないかとたのではないかとたのではないかと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ではどではどではどではどんんんんなふうになふうになふうになふうに考考考考えるかえるかえるかえるか、、、、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。。。。自自自自主主主主返返返返済済済済をををを行行行行わわわわれなかれなかれなかれなかっっっったということですかたということですかたということですかたということですかねねねね、、、、弁護士報酬弁護士報酬弁護士報酬弁護士報酬についてのについてのについてのについての。。。。○○○○江畑商工課長江畑商工課長江畑商工課長江畑商工課長いやいやいやいや、、、、裁判裁判裁判裁判ががががあっあっあっあったからおたからおたからおたからお金金金金がいくらかがいくらかがいくらかがいくらか、、、、６６６６，，，，００００００００００００万円万円万円万円でもでもでもでも返返返返っっっってきていてきていてきていてきてい○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員るのでるのでるのでるので、、、、裁判裁判裁判裁判がなかがなかがなかがなかっっっったらたらたらたら返返返返せせせせなかなかなかなかっっっったのではないかということたのではないかということたのではないかということたのではないかということ。。。。これまでもこれまでもこれまでもこれまでも知事知事知事知事がががが、、、、このこのこのこのヤヤヤヤママママトトトトハハハハイイイイミミミミーーーールルルル食品食品食品食品協協協協業業業業組合組合組合組合にににに対対対対するするするする貸貸貸貸しししし付付付付○○○○江畑商工課長江畑商工課長江畑商工課長江畑商工課長けにつきましてはけにつきましてはけにつきましてはけにつきましては、、、、当時当時当時当時のののの中中中中小小小小企企企企業事業業事業業事業業事業団団団団がががが審査審査審査審査しししし、、、、適適適適正正正正なななな貸貸貸貸しししし付付付付けけけけ実行実行実行実行がなされたといがなされたといがなされたといがなされたということでうことでうことでうことで答答答答弁弁弁弁しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、そのそのそのその内容内容内容内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、、、、監監監監査査査査委員委員委員委員ですとかですとかですとかですとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは会計会計会計会計検検検検査査査査院院院院のののの検検検検査査査査もなされもなされもなされもなされ、、、、ともにともにともにともに問題問題問題問題なしとなしとなしとなしと判断判断判断判断がががが下下下下されておされておされておされておりましてりましてりましてりまして、、、、やはりやはりやはりやはり適適適適正正正正なななな実行実行実行実行だということをだということをだということをだということを改改改改めてめてめてめて認認認認識識識識しているとしているとしているとしていると答答答答弁弁弁弁なされているとこなされているとこなされているとこなされ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。。。。残念残念残念残念ながらながらながらながら、、、、業業業業界界界界をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく業業業業況況況況がががが非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しくてしくてしくてしくて組合組合組合組合がががが破綻破綻破綻破綻、、、、そしてそしてそしてそして、、、、県県県県につきましてはそのにつきましてはそのにつきましてはそのにつきましてはその後後後後、、、、法的法的法的法的措措措措置置置置もももも含含含含めましてめましてめましてめまして厳厳厳厳正正正正にににに債権債権債権債権管理管理管理管理にににに取取取取りりりり組組組組んんんんできたとこできたとこできたとこできた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、、、、そのそのそのその結果結果結果結果、、、、２０２０２０２０億億億億円円円円にににに対対対対してはしてはしてはしては若干若干若干若干、、、、些些些些少少少少ではございますがではございますがではございますがではございますが、、、、債権債権債権債権回回回回収収収収がなされたとがなされたとがなされたとがなされたと、、、、このようにこのようにこのようにこのように解解解解釈釈釈釈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すでございますでございますでございます。。。。言言言言っっっっておりますのはておりますのはておりますのはておりますのは、、、、住民住民住民住民がががが黙黙黙黙っっっっていたらていたらていたらていたら、、、、結結結結局県局県局県局県はははは請求請求請求請求をしなかをしなかをしなかをしなかっっっったのでたのでたのでたので○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員はないかとはないかとはないかとはないかと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。請求請求請求請求をしなかをしなかをしなかをしなかっっっったのはたのはたのはたのは違法違法違法違法だというのがだというのがだというのがだというのが判決判決判決判決のののの中中中中身身身身としてとしてとしてとして出出出出されされされされたたたたわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、そのそのそのその点点点点でででで、、、、当時当時当時当時そこにそこにそこにそこにああああるるるる立場立場立場立場ににににあっあっあっあったたたた方方方方 々々々々のののの裁判裁判裁判裁判のののの費費費費用用用用をををを県県県県がががが支支支支払払払払うといううといううといううという、、、、裁判裁判裁判裁判ではではではでは個個個個人人人人のののの責責責責任任任任のとこのとこのとこのところろろろはははは問問問問わわわわないということですのでないということですのでないということですのでないということですので、、、、そこのそこのそこのそこの部部部部分分分分がががが出出出出ているているているているわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、道道道道義義義義的的的的にににに考考考考えましたらえましたらえましたらえましたら、、、、これこれこれこれぐぐぐぐらいのおらいのおらいのおらいのお金金金金はははは自自自自主主主主返返返返済済済済していしていしていしていただいてもいいのではないかとただいてもいいのではないかとただいてもいいのではないかとただいてもいいのではないかと今今今今、、、、思思思思ううううわわわわけですけですけですけです。。。。去去去去年年年年、、、、１１１１億億億億５５５５，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円のののの県県県県のののの裏裏裏裏金金金金のののの問題問題問題問題ががががあああありましてりましてりましてりまして、、、、会計会計会計会計検検検検査査査査院院院院からからからから指指指指摘摘摘摘されたことがされたことがされたことがされたことがあああありましてりましてりましてりまして、、、、当時当時当時当時役役役役職職職職者者者者のののの方方方方がががが皆皆皆皆ささささんんんんでででで分分分分担担担担してしてしてして、、、、県県県県のののの財政財政財政財政のののの補補補補ててててんんんんをしたというようないきさつがをしたというようないきさつがをしたというようないきさつがをしたというようないきさつがああああるるるるわわわわけですけですけですけです。。。。後後後後からからからから就就就就任任任任したしたしたした人人人人にまでにまでにまでにまで、、、、それはそれはそれはそれは関係関係関係関係ないとこないとこないとこないところろろろまでまでまでまで負担負担負担負担をさをさをさをさせせせせられたというようないきさつがられたというようないきさつがられたというようないきさつがられたというようないきさつが
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ああああるるるるわわわわけですのでけですのでけですのでけですので、、、、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自自自自主主主主返返返返済済済済をををを要要要要望望望望しておきたいとしておきたいとしておきたいとしてお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、、、、最後最後最後最後ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、人権研修人権研修人権研修人権研修のののの教材教材教材教材ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯへへへへのののの委委委委託託託託のののの問題問題問題問題ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これはこれはこれはこれは、、、、具具具具体体体体的的的的にはどういうようなにはどういうようなにはどういうようなにはどういうような内容内容内容内容になになになになっっっっているのかているのかているのかているのか、、、、そのそのそのその点点点点おおお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いまいまいますすすす。。。。 今井委員今井委員今井委員今井委員からのごからのごからのごからのご質質質質問問問問におにおにおにお答答答答えしたいとえしたいとえしたいとえしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。○○○○楢人権施策課長楢人権施策課長楢人権施策課長楢人権施策課長人権研修人権研修人権研修人権研修のののの教材開発事業教材開発事業教材開発事業教材開発事業でございますでございますでございますでございます。。。。このこのこのこの事業事業事業事業のののの趣旨趣旨趣旨趣旨はははは、、、、多様性多様性多様性多様性をををを切切切切りりりり口口口口といたしまといたしまといたしまといたしましてしてしてして、、、、主主主主にににに企企企企業業業業、、、、そしてそしてそしてそして地域地域地域地域向向向向けのけのけのけの人権研修人権研修人権研修人権研修のののの指導者指導者指導者指導者用用用用ののののプログラムプログラムプログラムプログラム、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる講講講講習会習会習会習会ののののテテテテキキキキスススストトトトをををを作成作成作成作成しようとするものでございますしようとするものでございますしようとするものでございますしようとするものでございます。。。。これまでこれまでこれまでこれまで、、、、企企企企業業業業、、、、地域地域地域地域でででで実施実施実施実施しますしますしますします人権人権人権人権研修研修研修研修のののの教材教材教材教材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、、、、統統統統一一一一的的的的なものはなものはなものはなものは余余余余りりりり作成作成作成作成、、、、活用活用活用活用されてこなかされてこなかされてこなかされてこなかっっっったというたというたというたという経経経経緯緯緯緯がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、このこのこのこの教材教材教材教材をををを作成作成作成作成、、、、活用活用活用活用をするをするをするをする当当当当該該該該事業事業事業事業はははは県県県県のののの施施施施策策策策にににに合致合致合致合致するものとするものとするものとするものと認認認認めめめめておりますておりますておりますております。。。。このこのこのこの事業事業事業事業ののののテテテテーーーーママママはははは多様性多様性多様性多様性のののの尊重尊重尊重尊重活用活用活用活用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、、、、これはこれはこれはこれは、、、、奈奈奈奈良県人権良県人権良県人権良県人権施施施施策策策策にににに関関関関するするするする基本計基本計基本計基本計画画画画でもでもでもでも、、、、基本基本基本基本理理理理念念念念のののの３３３３つのつのつのつの柱柱柱柱のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、違違違違いをいをいをいを豊豊豊豊かさとしてかさとしてかさとしてかさとして認認認認めめめめ合合合合うううう共生共生共生共生のののの社会社会社会社会づくりとづくりとづくりとづくりと位位位位置置置置づけられているづけられているづけられているづけられている人権人権人権人権のののの普普普普遍遍遍遍的的的的なななな理理理理念念念念のののの一一一一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。。。。ここここののののプログラムプログラムプログラムプログラム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、、、、企企企企業向業向業向業向けとけとけとけと家家家家庭庭庭庭、、、、地域地域地域地域向向向向けのけのけのけの２２２２種種種種類類類類をををを計計計計画画画画しているとこしているとこしているとこしているところろろろでご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、、、、企企企企業向業向業向業向けのけのけのけのプログラムプログラムプログラムプログラム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、、、、多様性多様性多様性多様性をををを尊重尊重尊重尊重することがすることがすることがすることが組組組組織織織織のののの活活活活性化性化性化性化につながることやにつながることやにつながることやにつながることや、、、、人権人権人権人権にににに取取取取りりりり組組組組みみみみますことがますことがますことがますことが企企企企業業業業のののの社会社会社会社会的的的的イメイメイメイメージージージージのののの向上向上向上向上につなにつなにつなにつながることをがることをがることをがることを啓啓啓啓発発発発するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、そのそのそのその具具具具体体体体的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ事例事例事例事例をををを例示例示例示例示するするするする内容内容内容内容にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、家家家家庭庭庭庭、、、、地域地域地域地域向向向向けのけのけのけのプログラムプログラムプログラムプログラム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、、、、従従従従来来来来のしてはいけなのしてはいけなのしてはいけなのしてはいけないいいい、、、、しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないというものではなくてならないというものではなくてならないというものではなくてならないというものではなくて、、、、地域地域地域地域でででで多様性多様性多様性多様性のののの尊重尊重尊重尊重にににに取取取取りりりり組組組組めますめますめますめます実実実実践践践践例例例例などをなどをなどをなどを示示示示してしてしてして、、、、人権人権人権人権をををを身身身身近近近近にににに考考考考えてもらえるえてもらえるえてもらえるえてもらえる内容内容内容内容をををを目指目指目指目指しておりますしておりますしておりますしております。。。。このこのこのこのプログラムプログラムプログラムプログラムのののの作成作成作成作成にににに当当当当たりましてはたりましてはたりましてはたりましては、、、、外外外外国人向国人向国人向国人向けのけのけのけの夜夜夜夜間間間間中中中中学学学学校校校校などなどなどなど地域地域地域地域でででで多多多多文文文文化化化化共生共生共生共生のののの実実実実践践践践にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでおられますでおられますでおられますでおられます人人人人 々々々々やややや企企企企業業業業のののの人権担人権担人権担人権担当者当者当者当者、、、、そしてそしてそしてそして有有有有識識識識者者者者などなどなどなど、、、、多様多様多様多様なななな人材人材人材人材でででで構構構構成成成成しますしますしますします検検検検討討討討委員会委員会委員会委員会をををを設置設置設置設置していくしていくしていくしていく予定予定予定予定でおりますでおりますでおりますでおります。。。。なおなおなおなお、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度にはにはにはには、、、、このこのこのこの委委委委託託託託先先先先がこのがこのがこのがこのププププログラムログラムログラムログラムをををを活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら研修研修研修研修をををを各企各企各企各企業業業業ややややＰＰＰＰＴＡＴＡＴＡＴＡやややや地域地域地域地域などでなどでなどでなどで実施実施実施実施していこうというしていこうというしていこうというしていこうという内容内容内容内容ででででございますございますございますございます。。。。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。。。。今今今今、、、、非常非常非常非常にににに多多多多くのくのくのくの県県県県民民民民のののの方方方方がががが長引長引長引長引くくくく不不不不況況況況とかとかとかとかリリリリスススストトトトララララ、、、、倒倒倒倒産産産産、、、、深刻深刻深刻深刻なななな格格格格差差差差とととと○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員貧困貧困貧困貧困がががが押押押押しつけられしつけられしつけられしつけられ、、、、さまざまなとこさまざまなとこさまざまなとこさまざまなところろろろでででで耐耐耐耐えがたいえがたいえがたいえがたい人権人権人権人権侵侵侵侵害害害害をををを受受受受けているとけているとけているとけていると思思思思いますいますいますいます。。。。それにもかかそれにもかかそれにもかかそれにもかかわわわわらずにらずにらずにらずに、、、、人権人権人権人権啓啓啓啓発発発発のためにのためにのためにのために教材作成教材作成教材作成教材作成ををををＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯにににに委委委委託託託託をしてをしてをしてをして、、、、自自自自治治治治会会会会、Ｐ、Ｐ、Ｐ、ＰＴＴＴＴＡＡＡＡ、、、、企企企企業業業業などになどになどになどに普及普及普及普及するということはするということはするということはするということは、、、、これまでやこれまでやこれまでやこれまでやっっっってきたてきたてきたてきた同和教育同和教育同和教育同和教育をををを人権人権人権人権にににに置置置置きかえてきかえてきかえてきかえて社会社会社会社会的的的的なななな権力権力権力権力とととと行行行行政政政政権力権力権力権力によるによるによるによる人権人権人権人権侵侵侵侵害害害害のののの目目目目隠隠隠隠しのしのしのしの役割役割役割役割をををを担担担担っっっっていることになるのではなていることになるのではなていることになるのではなていることになるのではな
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いかといかといかといかと思思思思いますいますいますいます。。。。県県県県民民民民のののの基本基本基本基本的的的的人権人権人権人権をををを守守守守りりりり、、、、生生生生かすためにはかすためにはかすためにはかすためには、、、、憲憲憲憲法法法法がががが保保保保障障障障しておりますしておりますしておりますしております人人人人権権権権規規規規定定定定をををを公公公公的機的機的機的機関関関関、、、、それからそれからそれからそれから企企企企業業業業にににに定定定定着着着着をさをさをさをさせせせせてててて、、、、条件整条件整条件整条件整備備備備をしをしをしをしっっっっかりかりかりかり進進進進めるめるめるめる、、、、そういうそういうそういうそういう前前前前提提提提でこそでこそでこそでこそ県県県県民民民民のののの本本本本当当当当のののの人権意人権意人権意人権意識識識識がががが築築築築くことができるのではないかとくことができるのではないかとくことができるのではないかとくことができるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。もちもちもちもちろろろろんんんん個個個個人人人人のののの人人人人間間間間のののの権権権権利利利利のののの侵侵侵侵害害害害、、、、個個個個人人人人個個個個人人人人のののの間間間間でのでのでのでの無無無無視視視視できないできないできないできない問題問題問題問題などもございますけれどもなどもございますけれどもなどもございますけれどもなどもございますけれども、、、、こうしたこうしたこうしたこうした公権力公権力公権力公権力のののの人権人権人権人権侵侵侵侵害害害害をををを不不不不問問問問にしたままでにしたままでにしたままでにしたままで、、、、行行行行政政政政からからからから委委委委託託託託をををを受受受受けたけたけたけたＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯがががが、、、、本本本本来来来来ははははそのようにそのようにそのようにそのようにああああるるるるべべべべきだというきだというきだというきだという、、、、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誤誤誤誤りだとかということをりだとかということをりだとかということをりだとかということを言言言言いましてもいましてもいましてもいましても、、、、人人人人権権権権にににに対対対対するするするする正正正正しいしいしいしい理理理理解解解解をををを妨妨妨妨げげげげてててて、、、、国国国国民民民民同同同同士士士士のののの対対対対立立立立になりかになりかになりかになりかねねねねないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。民間民間民間民間がががが勝勝勝勝手手手手につくるならにつくるならにつくるならにつくるなら口出口出口出口出しをするものではしをするものではしをするものではしをするものではあああありまりまりまりませせせせんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、公公公公費費費費をををを出出出出してしてしてして委委委委託託託託するするするするべべべべきものきものきものきものではないとではないとではないとではないと。。。。つくるのでつくるのでつくるのでつくるのでああああれれれればばばば、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの行行行行政財政財政財政財産産産産のののの差差差差別別別別的的的的なななな扱扱扱扱いでいでいでいで使使使使わせわせわせわせてもらえないてもらえないてもらえないてもらえないとかとかとかとか、、、、国国国国やややや地方地方地方地方自自自自治治治治体体体体、、、、大大大大企企企企業業業業のそうしたのそうしたのそうしたのそうした権権権権利利利利侵侵侵侵害害害害をををを告告告告発発発発をするというようなものをつくをするというようなものをつくをするというようなものをつくをするというようなものをつくっっっったらどうかとたらどうかとたらどうかとたらどうかと意意意意見見見見をををを申申申申しししし上上上上げげげげてててて、、、、私私私私のののの質質質質問問問問をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、警察本部警察本部警察本部警察本部にににに対対対対してしてしてして１１１１点点点点のののの質質質質問問問問をさをさをさをさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員委員長委員長委員長委員長、、、、おおおお許許許許しをいただきたいとしをいただきたいとしをいただきたいとしをいただきたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、私私私私がががが質質質質問問問問するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり資資資資料料料料をつくをつくをつくをつくりましたりましたりましたりました。。。。これはこれはこれはこれは風俗営風俗営風俗営風俗営業等業等業等業等のののの規制及規制及規制及規制及びびびび業務業務業務業務のののの適適適適正正正正化化化化等等等等にににに関関関関するするするする法法法法律律律律等等等等のののの解解解解釈釈釈釈運運運運用基用基用基用基準準準準にににについてのついてのついてのついてのペーペーペーペーパパパパーーーーがががが２２２２枚枚枚枚とととと、、、、それとそれとそれとそれと某某某某パチンパチンパチンパチンココココ店店店店がががが現現現現在在在在計計計計画画画画をしているそのをしているそのをしているそのをしているその事業計事業計事業計事業計画画画画のののの平平平平面面面面図図図図でででであああありますりますりますります。。。。これをこれをこれをこれを皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお手元手元手元手元にににに配配配配りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、おおおお許許許許しいただけますかしいただけますかしいただけますかしいただけますか。。。。配配配配付付付付をををを認認認認めますのでめますのでめますのでめますので。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長今今今今おおおお配配配配りしているりしているりしているりしている資資資資料料料料はははは、、、、現現現現在在在在、、、、奈奈奈奈良良良良市市市市八八八八条町条町条町条町にににに計計計計画画画画されておりますされておりますされておりますされております某某某某パチパチパチパチ○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員ンンンンココココ店店店店のののの出出出出店店店店についてでについてでについてでについてであああありますりますりますります。。。。以以以以前前前前、、、、日本共産日本共産日本共産日本共産党党党党からもいからもいからもいからもいろろろろいいいいろろろろ質質質質問問問問されたされたされたされた件件件件でござでござでござでございますがいますがいますがいますが、、、、まずまずまずまず最初最初最初最初のこののこののこののこの２２２２枚枚枚枚にはにはにはには、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、風俗営風俗営風俗営風俗営業等業等業等業等のののの規制及規制及規制及規制及びびびび業業業業務務務務のののの適適適適正正正正化化化化等等等等にににに関関関関するするするする法法法法律律律律等等等等のののの解解解解釈釈釈釈運運運運用基用基用基用基準準準準についてでについてでについてでについてであああありますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、以以以以前前前前のののの局長通局長通局長通局長通達達達達といといといといわわわわれるものだとれるものだとれるものだとれるものだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、風俗営風俗営風俗営風俗営業等業等業等業等のののの規制及規制及規制及規制及びびびび業務業務業務業務のののの適適適適正正正正化化化化等等等等にににに関関関関するするするする法法法法律律律律のののの円円円円滑滑滑滑かつかつかつかつ適切適切適切適切なななな施行施行施行施行をををを図図図図るためるためるためるため、、、、風俗営風俗営風俗営風俗営業等業等業等業等のののの規制及規制及規制及規制及びびびび業務業務業務業務のののの適適適適正正正正化化化化等等等等にににに関関関関するするするする法法法法律律律律等等等等のののの解解解解釈釈釈釈運運運運用基用基用基用基準準準準についてについてについてについて、、、、必必必必要事要事要事要事項項項項をををを加加加加ええええ新新新新たにたにたにたに別別別別添添添添のとおりのとおりのとおりのとおり定定定定めたのでめたのでめたのでめたので、、、、部内部内部内部内はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、営営営営業業業業者者者者等等等等にもにもにもにも周周周周知知知知のののの上上上上、、、、同同同同法法法法のののの解解解解釈釈釈釈及及及及びびびび運運運運用用用用にににに遺憾遺憾遺憾遺憾のないようにされたいというものがのないようにされたいというものがのないようにされたいというものがのないようにされたいというものが、、、、警察警察警察警察庁庁庁庁生活安全局長生活安全局長生活安全局長生活安全局長からからからから各地方機各地方機各地方機各地方機関関関関のののの長長長長、、、、並並並並びびびびにににに各各各各都道府都道府都道府都道府県警察県警察県警察県警察のののの長長長長にににに出出出出されたものでごされたものでごされたものでごされたものでございますざいますざいますざいます。。。。２２２２枚枚枚枚目目目目、、、、そのそのそのその内容内容内容内容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、、、、第第第第１１１１１１１１条条条条のののの２２２２項項項項でございますでございますでございますでございます、、、、１１１１１１１１条条条条のののの２２２２項項項項。。。。ここここここここにはにはにはには、、、、営営営営業業業業所所所所のののの意意意意義義義義というものがというものがというものがというものが書書書書かれておりますかれておりますかれておりますかれております。。。。営営営営業業業業所所所所とはとはとはとは、、、、客客客客室室室室のほかのほかのほかのほか、、、、専専専専らららら当当当当該該該該営営営営業業業業のののの用用用用にににに供供供供するするするする調理調理調理調理室室室室、、、、ククククロロロローーーークククク、、、、廊廊廊廊下下下下、、、、洗洗洗洗面所面所面所面所、、、、従業員従業員従業員従業員のののの更衣更衣更衣更衣室等室等室等室等をををを構構構構成成成成するするするする建建建建物物物物、、、、
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そのそのそのその他他他他のののの施設施設施設施設のことをのことをのことをのことを言言言言いいいい、、、、駐車駐車駐車駐車場場場場、、、、庭庭庭庭等等等等でででであっあっあっあってもてもてもても、、、、社会通社会通社会通社会通念念念念上上上上、、、、当当当当該建該建該建該建物物物物とととと一体一体一体一体とととと見見見見られられられられ、、、、専専専専らららら当当当当該該該該営営営営業業業業のののの用用用用にににに供供供供されるされるされるされる施設施設施設施設ででででああああれれれればばばば、、、、営営営営業業業業所所所所にににに含含含含まれるものとまれるものとまれるものとまれるものと解解解解するするするする。。。。いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる、、、、専専専専らというらというらというらという言言言言葉葉葉葉、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論されておされておされておされておっっっったとたとたとたと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、駐車駐車駐車駐車場場場場、、、、庭庭庭庭等等等等でででであっあっあっあっててててもももも、、、、社会通社会通社会通社会通念念念念上上上上、、、、当当当当該建該建該建該建物物物物とととと一体一体一体一体とととと見見見見られられられられ、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる常常常常識識識識論論論論とととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、営営営営業業業業のののの用用用用にににに供供供供されるされるされるされる施設施設施設施設ででででああああれれれればばばば営営営営業業業業所所所所にににに含含含含まれるものとまれるものとまれるものとまれるものと解解解解するするするする、、、、そうしなさいということがこそうしなさいということがこそうしなさいということがこそうしなさいということがここにこにこにこに書書書書かれているかれているかれているかれているわわわわけでけでけでけであああありますりますりますります。。。。次次次次のののの資資資資料料料料でございますでございますでございますでございます。。。。これがこれがこれがこれが平平平平面面面面図図図図ですですですです。。。。これがこれがこれがこれが今今今今、、、、某某某某パチンパチンパチンパチンココココ店店店店がががが出出出出店店店店しようとしようとしようとしようと計計計計画画画画されているされているされているされている平平平平面面面面図図図図でででであああありますりますりますります。。。。これのこれのこれのこれの左片左片左片左片隅隅隅隅のののの方方方方にににに、、、、ここここのののの部部部部分分分分がががが道道道道路路路路でででであああありましてりましてりましてりまして、、、、このこのこのこの先先先先のののの部部部部分分分分がががが駐車駐車駐車駐車場場場場でででであああありますりますりますります。。。。このこのこのこの駐車駐車駐車駐車場場場場のののの端端端端、、、、これはこれはこれはこれは実実実実はははは済済済済生会生会生会生会病院病院病院病院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、、、、このこのこのこの地地地地区区区区はどこかとはどこかとはどこかとはどこかと言言言言いますといますといますといますと、、、、奈奈奈奈良良良良市市市市のののの方方方方はよくごはよくごはよくごはよくご存存存存じじじじだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。ほかのほかのほかのほかの委員委員委員委員もももも今説明今説明今説明今説明しますとしますとしますとしますと、、、、国国国国道道道道２４２４２４２４号号号号、、、、ああああのののの栢木栢木栢木栢木ババババイパスイパスイパスイパスでででで、、、、ドドドドンンンンキキキキホホホホーーーーテテテテとかとかとかとかああああるるるるああああのののの柏木柏木柏木柏木交交交交差差差差点点点点。。。。柏木柏木柏木柏木交交交交差差差差点点点点からからからから西西西西にににに向向向向かかかかっっっってててて入入入入るるるる、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど済済済済生会生会生会生会病病病病院院院院がございますがございますがございますがございます。。。。そのそのそのその先先先先にはにはにはにはＪＲＪＲＪＲＪＲがございますがございますがございますがございます。。。。先先先先般般般般、、、、一般一般一般一般質質質質問問問問でさでさでさでさせせせせていただいたていただいたていただいたていただいたＪＲＪＲＪＲＪＲのののの駅駅駅駅のののの新新新新設設設設をををを知事知事知事知事におにおにおにお願願願願いしたとこいしたとこいしたとこいしたところろろろ、、、、ちちちちょょょょうどまさしくそのうどまさしくそのうどまさしくそのうどまさしくその地域地域地域地域でございますでございますでございますでございます。。。。そのそのそのその済済済済生会生会生会生会病院病院病院病院のののの駐車駐車駐車駐車場場場場のののの端端端端、、、、そこをそこをそこをそこを起起起起点点点点にこのにこのにこのにこの半半半半円円円円がかかれているがかかれているがかかれているがかかれているわわわわけですけですけですけです。。。。でででで、、、、１００１００１００１００メメメメーーーートトトトルルルルにかかるにかかるにかかるにかかる、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる風俗営風俗営風俗営風俗営業業業業法法法法にににに係係係係るるるる営営営営業業業業というものはというものはというものはというものは認認認認めないということがめないということがめないということがめないということが奈奈奈奈良県良県良県良県条条条条例例例例でででで取取取取りりりり決決決決めされているめされているめされているめされているわわわわけでけでけでけであああありますりますりますります。。。。このこのこのこの平平平平面面面面図図図図をををを見見見見てててて、、、、皆皆皆皆ささささんんんんはどうはどうはどうはどう思思思思わわわわれるかれるかれるかれるかとととと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。まずこのまずこのまずこのまずこの店舗店舗店舗店舗、、、、確確確確かにかにかにかに店舗店舗店舗店舗はこのはこのはこのはこの１００１００１００１００メメメメートートートートルルルルをををを避避避避けてけてけてけて計計計計画画画画されていまされていまされていまされていますすすす。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう紛紛紛紛れもないれもないれもないれもない、、、、１００１００１００１００メメメメートートートートルルルル離離離離れているれているれているれているわわわわけですけですけですけです。。。。でででで、、、、このこのこのこの店舗店舗店舗店舗のののの駐車駐車駐車駐車場場場場ががががわわわわずかずかずかずか３０３０３０３０台台台台程度程度程度程度ですですですです。。。。それにそれにそれにそれにプラスプラスプラスプラス、、、、このこのこのこの左側左側左側左側にににに駐車駐車駐車駐車場場場場をををを新新新新たにたにたにたに設設設設けようとしているけようとしているけようとしているけようとしている。。。。これはどういうことかとこれはどういうことかとこれはどういうことかとこれはど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、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、このこのこのこの某某某某パチンパチンパチンパチンココココ店店店店はははは裏裏裏裏わわわわざをざをざをざを使使使使っっっってきてきてきてきたとたとたとた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、、、、当然当然当然当然このこのこのこのパチンパチンパチンパチンココココ店店店店、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる郊郊郊郊外型外型外型外型ののののパチンパチンパチンパチンココココ店店店店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。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう間違間違間違間違いないといないといないといないと思思思思いますいますいますいます。。。。繁華街繁華街繁華街繁華街ににににああああるようなるようなるようなるようなパチンパチンパチンパチンココココ店店店店ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、郊郊郊郊外型外型外型外型ののののパチンパチンパチンパチンココココ店店店店。。。。いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる駐車駐車駐車駐車場場場場がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん必必必必要要要要とされるとされるとされるとされるわわわわけですけですけですけです。。。。残念残念残念残念なことになことになことになことに、、、、風営風営風営風営法法法法でででではははは駐車駐車駐車駐車場場場場のののの規規規規定定定定というのはというのはというのはというのは設設設設けられていないのでけられていないのでけられていないのでけられていないのであああありますりますりますります。。。。ということではということではということではということではあああありますがりますがりますがりますが、、、、実実実実際際際際、、、、駐車駐車駐車駐車場場場場をこのをこのをこのをこの店舗店舗店舗店舗はははは相相相相当当当当数必数必数必数必要要要要とするはずでとするはずでとするはずでとするはずであああありますりますりますります。。。。とことことこところろろろがががが、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど真真真真んんんん中中中中のこののこののこののこの部部部部分分分分、、、、大大大大きくきくきくきく駐車駐車駐車駐車場場場場をとをとをとをとっっっっているているているている部部部部分分分分、、、、これはこれはこれはこれは、、、、別名別名別名別名義義義義によによによによっっっってこのてこのてこのてこの駐車駐車駐車駐車場場場場をををを、、、、パパパパチンチンチンチンココココ店店店店がそこをがそこをがそこをがそこを使使使使用用用用ささささせせせせてもらうということになるようでてもらうということになるようでてもらうということになるようでてもらうということになるようで、、、、名名名名義義義義がががが違違違違うのですうのですうのですうのです。。。。そういそういそういそういうううう方法方法方法方法をををを使使使使っっっってこられたてこられたてこられたてこられたわわわわけでけでけでけであああありますりますりますります。。。。果果果果たしてこれがたしてこれがたしてこれがたしてこれが許許許許されるのかどうかとされるのかどうかとされるのかどうかとされるのかどうかと。。。。幾幾幾幾らららら法法法法律律律律上上上上のののの話話話話とはとはとはとは言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、このようなこのようなこのようなこのような裏裏裏裏わわわわざをざをざをざを使使使使わわわわれるということなられるということなられるということなられるということなら、、、、果果果果たしてたしてたしてたして県県県県民民民民がががが納納納納得得得得できるのかどうかできるのかどうかできるのかどうかできるのかどうか。。。。大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな疑疑疑疑問問問問をををを持持持持つつつつ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。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、答答答答えられるえられるえられるえられる範範範範
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囲囲囲囲でででで結結結結構構構構でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、警察本部警察本部警察本部警察本部としてこのとしてこのとしてこのとしてこの辺辺辺辺をどのようにおをどのようにおをどのようにおをどのようにお考考考考えになえになえになえになっっっっているているているているのかのかのかのか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの所所所所感感感感についてまずおについてまずおについてまずおについてまず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。。。。浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員からからからから、、、、パチンパチンパチンパチンココココ店店店店のののの出出出出店店店店にににに伴伴伴伴いますいますいますいます営営営営業業業業所所所所とととと駐車駐車駐車駐車場場場場のののの関係関係関係関係○○○○井岡生活安全部長井岡生活安全部長井岡生活安全部長井岡生活安全部長等等等等、、、、おおおお尋尋尋尋ねねねねががががあああありましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、おおおお答答答答えしたいとえしたいとえしたいとえしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。具具具具体体体体的的的的ななななケケケケーーーースススス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、、、、風俗営風俗営風俗営風俗営業業業業のののの許可申請許可申請許可申請許可申請のののの内容内容内容内容によりによりによりにより異異異異なりますのでなりますのでなりますのでなりますので、、、、一一一一般般般般論論論論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ますますます。。。。風俗営風俗営風俗営風俗営業業業業のののの許可申請許可申請許可申請許可申請がなされたがなされたがなされたがなされた場場場場合合合合、、、、風俗営風俗営風俗営風俗営業等業等業等業等のののの規制及規制及規制及規制及びびびび業務業務業務業務のののの適適適適正正正正化化化化等等等等にににに関関関関するするするする法法法法律律律律、、、、同施行同施行同施行同施行令令令令、、、、同同同同規規規規則則則則及及及及びびびび奈奈奈奈良県良県良県良県風俗営風俗営風俗営風俗営業等業等業等業等のののの規制及規制及規制及規制及びびびび業務業務業務業務のののの適適適適正正正正化化化化等等等等にににに関関関関するするするする条条条条例例例例にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして、、、、奈奈奈奈良県公安委員会良県公安委員会良県公安委員会良県公安委員会においてにおいてにおいてにおいて適適適適正正正正にににに判断判断判断判断されるものされるものされるものされるものとととと承承承承知知知知しておりますしておりますしておりますしております。。。。なおなおなおなお、、、、営営営営業業業業所所所所とととと駐車駐車駐車駐車場場場場のののの関係関係関係関係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、、、、先先先先ほどほどほどほどあああありましたけりましたけりましたけりましたけれどもれどもれどもれども、、、、社会通社会通社会通社会通念念念念上上上上、、、、当当当当該建該建該建該建物物物物とととと一体一体一体一体とととと見見見見られられられられ、、、、専専専専らららら当当当当該該該該営営営営業業業業のののの用用用用にににに供供供供されるされるされるされる駐車駐車駐車駐車場場場場ででででああああれれれればばばば営営営営業業業業所所所所にににに含含含含まれるものとまれるものとまれるものとまれるものと解解解解釈釈釈釈されておりますされておりますされておりますされております。。。。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。。。。このこのこのこの店舗店舗店舗店舗はははは、、、、聞聞聞聞くとこくとこくとこくところろろろによるとによるとによるとによると、、、、パチンパチンパチンパチンココココ台数台数台数台数がががが六百六百六百六百数数数数十十十十台台台台ああああるとるとるとると、、、、計計計計画画画画○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員されているそうでされているそうでされているそうでされているそうであああありますりますりますります。。。。六百六百六百六百数数数数十十十十台台台台ということになるとということになるとということになるとということになると、、、、余余余余りりりりパチンパチンパチンパチンココココにににに行行行行かないのかないのかないのかないのでででで、、、、よくよくよくよく知知知知りまりまりまりませせせせんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、４４４４人人人人でででで一一一一緒緒緒緒にににに行行行行こうかというのもこうかというのもこうかというのもこうかというのも、、、、ゴゴゴゴルルルルフフフフでもないしでもないしでもないしでもないし、、、、そそそそんんんんなことはないとなことはないとなことはないとなことはないと思思思思いますいますいますいます。。。。１１１１人人人人１１１１台台台台、、、、通通通通常常常常考考考考えるとえるとえるとえると。。。。ではではではでは、、、、ここのここのここのここのパチンパチンパチンパチンココココ店店店店がががが満満満満室室室室にににになるとなるとなるとなると、、、、満満満満室室室室というのがというのがというのがというのが、、、、機機機機械械械械にににに全部全部全部全部埋埋埋埋まるとするならまるとするならまるとするならまるとするならばばばば、、、、六百六百六百六百数数数数十十十十台台台台のののの駐車駐車駐車駐車場場場場がががが通通通通常必常必常必常必要要要要だだだだ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。。。。実実実実際際際際、、、、駐車駐車駐車駐車場場場場のののの台数台数台数台数、、、、これはこれはこれはこれは平平平平面面面面ででででカカカカウウウウンンンントトトトしますとしますとしますとしますと、、、、ざざざざっっっっとととと調調調調べべべべていまていまていまていませせせせんんんんけれどけれどけれどけれど、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり百百百百数数数数十十十十台台台台。。。。これはこれはこれはこれは、、、、２２２２層層層層にされるのかにされるのかにされるのかにされるのか３３３３層層層層にされるのかにされるのかにされるのかにされるのか、、、、４４４４層層層層にされるのかにされるのかにされるのかにされるのか５５５５層層層層にされるのかにされるのかにされるのかにされるのか、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの計計計計画画画画もももも実実実実際際際際ききききっっっっちりちりちりちり聞聞聞聞いてはおりまいてはおりまいてはおりまいてはおりませせせせんんんんけれけれけれけれどもどもどもども、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、このこのこのこのパチンパチンパチンパチンココココ店店店店、、、、必必必必ずずずず駐車駐車駐車駐車場場場場はははは必必必必要要要要ななななパチンパチンパチンパチンココココ店店店店ででででああああるはずでるはずでるはずでるはずであああありますりますりますります。。。。法法法法律律律律がどうでがどうでがどうでがどうでああああれれれれ、、、、そういうそういうそういうそういうパチンパチンパチンパチンココココ店店店店ででででああああるるるる以以以以上上上上、、、、社会通社会通社会通社会通念念念念上上上上はこれははこれははこれははこれは一体一体一体一体ととととみみみみなすというのがなすというのがなすというのがなすというのが適当適当適当適当だとだとだとだと、、、、適切適切適切適切なはずとなはずとなはずとなはずと確信確信確信確信しているのですしているのですしているのですしているのです。。。。そこのとこそこのとこそこのとこそこのところろろろがががが納納納納得得得得できできできできないことにはないことにはないことにはないことには、、、、すすすすべべべべてのてのてのての県県県県民民民民はははは私私私私とととと同同同同じじじじようにようにようにように納納納納得得得得、、、、どなたもされないどなたもされないどなたもされないどなたもされない。。。。現現現現実実実実、、、、地域地域地域地域のののの方方方方 々々々々はははは相相相相当当当当なななな反反反反対対対対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けでけでけであああありますりますりますります。。。。だからだからだからだから、、、、そのそのそのその辺辺辺辺についてはについてはについてはについては公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会がががが協協協協議権議権議権議権をををを持持持持っっっっているているているているわわわわけですからけですからけですからけですから、、、、そうしたそうしたそうしたそうした公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会でででで、、、、本本本本当当当当にににに適切適切適切適切なななな判断判断判断判断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うとこうとこうとこうところろろろでございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、そこでそこでそこでそこで委員長委員長委員長委員長、、、、総総総総括括括括ののののときにときにときにときに、、、、公安委員会公安委員会公安委員会公安委員会からからからから出出出出席席席席いただくということをいただくということをいただくということをいただくということを要要要要請請請請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うのですけうのですけうのですけうのですけれどもれどもれどもれども、、、、そういうことそういうことそういうことそういうこと要要要要請請請請していただけますかしていただけますかしていただけますかしていただけますか。。。。どうですかどうですかどうですかどうですか。。。。３３３３名名名名おられますおられますおられますおられます。。。。３３３３名名名名のののの中中中中でででで、、、、出出出出席席席席できるようにできるようにできるようにできるように調整調整調整調整していしていしていしてい○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長ただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よよよよろろろろしいですかしいですかしいですかしいですか。。。。
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そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長ぜぜぜぜひひひひともそういうことでともそういうことでともそういうことでともそういうことで、、、、総総総総括括括括のときにまたのときにまたのときにまたのときにまた、、、、このこのこのこの思思思思いをいをいをいを伝伝伝伝えたいとえたいとえたいとえたいと思思思思いまいまいまいま○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員すのですのですのですので、、、、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いたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。もうおもうおもうおもうお昼昼昼昼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、、、、端端端端的的的的にににに質質質質問問問問をさをさをさをさせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員本会議本会議本会議本会議でもでもでもでも触触触触れましたけれどもれましたけれどもれましたけれどもれましたけれども、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興、、、、知事知事知事知事がががが掲掲掲掲げげげげるるるる５５５５つのつのつのつの構構構構想想想想案案案案につきましにつきましにつきましにつきましておておてお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。。。。最初最初最初最初にににに、、、、去去去去るるるる２６２６２６２６日日日日にににに第第第第６５６５６５６５回回回回ののののゆゆゆゆめめめめ半島千葉半島千葉半島千葉半島千葉国国国国民民民民体育大会体育大会体育大会体育大会でででで自自自自転車転車転車転車競競競競技技技技レレレレーーーーススススにおきにおきにおきにおきましてましてましてまして、、、、県立県立県立県立のののの榛榛榛榛生生生生昇陽昇陽昇陽昇陽高高高高校校校校のののの中井中井中井中井選選選選手手手手がががが優勝優勝優勝優勝したということでしたということでしたということでしたということで、、、、大大大大変変変変うれしいうれしいうれしいうれしいニニニニュュュューーーーススススもももも飛飛飛飛びびびび込込込込んんんんできておりますできておりますできておりますできております。。。。心心心心からおからおからおからお祝祝祝祝いをいをいをいを申申申申しししし上上上上げげげげ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。。。。またまたまたまた、、、、成人成人成人成人のののの部部部部ででででもももも野口野口野口野口ささささんんんんがががが３３３３位位位位にににに入入入入賞賞賞賞されたとされたとされたとされたと、、、、自自自自転車転車転車転車競競競競技技技技もももも、、、、奈奈奈奈良良良良もそういもそういもそういもそういっっっったたたたアアアアススススリリリリートートートートがいらがいらがいらがいらっっっっししししゃゃゃゃ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、、、、非常非常非常非常にうれしいにうれしいにうれしいにうれしい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。。。。本会議本会議本会議本会議でもでもでもでも少少少少しししし触触触触れましたがれましたがれましたがれましたが、、、、総総総総合型地域合型地域合型地域合型地域ススススポポポポーーーーツクツクツクツクララララブブブブ、、、、山下委員山下委員山下委員山下委員もおもおもおもお述述述述べべべべになりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれども、、、、私私私私もももも大大大大分分分分県県県県にににに視視視視察察察察をさをさをさをさせせせせていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、非常非常非常非常にそのにそのにそのにその効果効果効果効果というものがというものがというものがというものが広広広広いいいい。。。。加加加加えてえてえてえて、、、、知事知事知事知事がおがおがおがおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていていていているるるる健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生きるということにもきるということにもきるということにもきるということにも非常非常非常非常につながるものがにつながるものがにつながるものがにつながるものがああああ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、、、、大大大大いにいにいにいに推進推進推進推進すすすするるるる立場立場立場立場からからからから質質質質問問問問ささささせせせせていただいたのですけれどもていただいたのですけれどもていただいたのですけれどもていただいたのですけれども、、、、改改改改めてこのめてこのめてこのめてこの総総総総合型地域合型地域合型地域合型地域ススススポポポポーーーーツクツクツクツクララララブブブブのののの推進推進推進推進につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、今今今今後後後後どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んんんんでいかれるのかということをでいかれるのかということをでいかれるのかということをでいかれるのかということを１１１１点点点点おおおお尋尋尋尋ねねねねをををを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。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点はははは、、、、このこのこのこのススススポポポポーーーーツクツクツクツクララララブブブブがががが進進進進んんんんでまいりますとでまいりますとでまいりますとでまいりますと、、、、もちもちもちもちろろろろんんんん幅広幅広幅広幅広くくくく、、、、いつでもだいつでもだいつでもだいつでもだれでもできるようなれでもできるようなれでもできるようなれでもできるようなススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいかれるとでいかれるとでいかれるとでいかれると思思思思いますいますいますいます。。。。加加加加えてえてえてえて、、、、今今今今、、、、奈奈奈奈良良良良がががが観光観光観光観光、、、、ああああるいはいるいはいるいはいるいはいろろろろいいいいろろろろなななな意意意意味味味味でででで、、、、平平平平城遷城遷城遷城遷都都都都１３００１３００１３００１３００年年年年祭祭祭祭もそうですけれどももそうですけれどももそうですけれどももそうですけれども、、、、自自自自転車転車転車転車をををを推進推進推進推進するというするというするというするという取取取取りりりり組組組組みみみみもされておりますもされておりますもされておりますもされております。。。。自自自自転車道転車道転車道転車道もかなりもかなりもかなりもかなり整整整整備備備備をされてまいりましたをされてまいりましたをされてまいりましたをされてまいりましたしししし、、、、観光観光観光観光、、、、ああああるいはるいはるいはるいは健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり等等等等もももも含含含含めてめてめてめて、、、、非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なななな分分分分野野野野とととと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。それでそれでそれでそれで、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました総総総総合型地域合型地域合型地域合型地域ススススポポポポーーーーツクツクツクツクララララブブブブもももも、、、、やはりやはりやはりやはり進進進進めるめるめるめる人人人人とととと、、、、それからそれからそれからそれから拠拠拠拠点点点点がががが重重重重要要要要だということもだということもだということもだということも学学学学んんんんでででで帰帰帰帰っっっってまいりましたけれどもてまいりましたけれどもてまいりましたけれどもてまいりましたけれども、、、、このこのこのこの自自自自転車転車転車転車振興振興振興振興をををを進進進進めるにめるにめるにめるに当当当当たたたたりましてりましてりましてりまして、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな問題問題問題問題がががが出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、道道道道路路路路をつくりましたからをつくりましたからをつくりましたからをつくりましたから使使使使っっっってくてくてくてくださいということだけではなくてださいということだけではなくてださいということだけではなくてださいということだけではなくて、、、、ああああるるるる意意意意味味味味、、、、拠拠拠拠点点点点がががが要要要要るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、奈奈奈奈良県内良県内良県内良県内、、、、自自自自転車転車転車転車のののの拠拠拠拠点点点点というというというというイメイメイメイメージージージージになりますとになりますとになりますとになりますと、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが住住住住んんんんでおりまでおりまでおりまでおりますすすす地地地地元元元元のののの競輪競輪競輪競輪場場場場がががが何何何何かおかおかおかお役役役役にににに立立立立つつつつ役割役割役割役割がががが果果果果たたたたせせせせないのかとないのかとないのかとないのかと思思思思っっっっておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、ききききょょょょうううう、、、、産産産産業業業業・・・・雇用振興部雇用振興部雇用振興部雇用振興部もももも出出出出席席席席をされておりますのでをされておりますのでをされておりますのでをされておりますので、、、、競輪競輪競輪競輪場場場場をををを使使使使っっっったたたた自自自自転車転車転車転車振興振興振興振興、、、、拠拠拠拠点点点点というというというという考考考考えはないのかどうかということをおえはないのかどうかということをおえはないのかどうかということをおえはないのかどうかということを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。。。。



---- 33333333 ----

総総総総合型地域合型地域合型地域合型地域ススススポポポポーーーーツクツクツクツクララララブブブブをどのようにをどのようにをどのようにをどのように進進進進めていくのかというめていくのかというめていくのかというめていくのかという○○○○吉田吉田吉田吉田スポーツスポーツスポーツスポーツ振興課長振興課長振興課長振興課長ごごごご質質質質問問問問でございますでございますでございますでございます。。。。総総総総合型地域合型地域合型地域合型地域ススススポポポポーーーーツクツクツクツクララララブブブブはははは現現現現在在在在、、、、１６１６１６１６のののの市町市町市町市町村村村村でででで２６２６２６２６ののののククククララララブブブブがががが活活活活動動動動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、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度までにまでにまでにまでに全全全全市町市町市町市町村村村村ででででククククララララブブブブをををを設立設立設立設立することがすることがすることがすることが当面当面当面当面のののの目目目目標標標標としてとしてとしてとして現現現現在在在在進進進進めているめているめているめているとことことこ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。。。。このためこのためこのためこのため、、、、総総総総合型地域合型地域合型地域合型地域ススススポポポポーーーーツクツクツクツクララララブブブブのののの設立設立設立設立、、、、育成育成育成育成にににに関関関関してしてしてして、、、、設立設立設立設立予定予定予定予定ののののククククララララブブブブでででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、活活活活動動動動中中中中ののののククククララララブブブブ、、、、市町市町市町市町村村村村ややややああああるいはるいはるいはるいは市町市町市町市町村村村村のののの体育体育体育体育指導指導指導指導員員員員ななななどをはどをはどをはどをはじじじじめとするめとするめとするめとする地域地域地域地域ののののキキキキーーーーパパパパーーーーソソソソンンンン、、、、ああああるいはるいはるいはるいは実務実務実務実務者者者者レレレレベベベベルルルル、、、、そういそういそういそういっっっったたたた関係関係関係関係者者者者によりによりによりによりますますますます総総総総合型地域合型地域合型地域合型地域ススススポポポポーーーーツクツクツクツクララララブブブブ推進協推進協推進協推進協議会議会議会議会をををを１０１０１０１０月月月月にににに設置設置設置設置するするするする予定予定予定予定でででで現現現現在在在在取取取取りりりり組組組組んんんんでおりでおりでおりでおりますますますます。。。。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、、、、総総総総合型地域合型地域合型地域合型地域ススススポポポポーーーーツクツクツクツクララララブブブブはははは地域地域地域地域ののののススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興、、、、健康健康健康健康増増増増進進進進にににに大大大大いにいにいにいに有有有有効効効効ででででああああるというようなるというようなるというようなるというような先進先進先進先進事例事例事例事例のののの報告報告報告報告ががががあああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、こういこういこういこういっっっったたたた総総総総合型地域合型地域合型地域合型地域ススススポポポポーーーーツクツクツクツクララララブブブブ推進協推進協推進協推進協議会議会議会議会によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、ククククララララブブブブ設立設立設立設立やややや運営運営運営運営上上上上のののの諸諸諸諸課題課題課題課題をををを整理整理整理整理、、、、検検検検討討討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ておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまた、、、、あわせあわせあわせあわせてててて総総総総合型地域合型地域合型地域合型地域ススススポポポポーーーーツクツクツクツクララララブブブブのののの設立設立設立設立、、、、育成育成育成育成ののののためにためにためにために、、、、本年本年本年本年４４４４月月月月にににに奈奈奈奈良県良県良県良県ススススポポポポーーーーツツツツ支援支援支援支援センタセンタセンタセンターーーーをををを設置設置設置設置いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ククククララララブブブブのののの普及普及普及普及啓啓啓啓発発発発、、、、ああああるいはるいはるいはるいはキキキキーーーーパパパパーーーーソソソソンンンンとなるとなるとなるとなる人材発人材発人材発人材発掘掘掘掘にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるとこでいるとこでいるとこで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、、、、今今今今後後後後もももも鋭鋭鋭鋭意意意意進進進進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ておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。ススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興にににに係係係係りましてりましてりましてりまして、、、、競輪競輪競輪競輪場場場場をををを自自自自転車転車転車転車振興振興振興振興のののの拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして活用活用活用活用してしてしてして○○○○江畑商工課長江畑商工課長江畑商工課長江畑商工課長はいかがかというはいかがかというはいかがかというはいかがかという委員委員委員委員のごのごのごのご質質質質問問問問でございますでございますでございますでございます。。。。競輪競輪競輪競輪場場場場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２１２１２１２１年度年度年度年度でででで競輪競輪競輪競輪場場場場でのでのでのでのレレレレーーーースススス開開開開催催催催日日日日がががが５８５８５８５８日日日日、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、他他他他場場場場のののの開開開開催催催催にににに合合合合わせわせわせわせましたましたましたました場場場場外外外外車車車車券券券券発発発発売売売売がががが２６０２６０２６０２６０日日日日ということでということでということでということで、、、、競輪競輪競輪競輪場本場本場本場本来来来来のののの活用活用活用活用がががが年年年年間間間間３１８３１８３１８３１８日日日日にににに及及及及んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。このうちこのうちこのうちこのうち、、、、奈奈奈奈良良良良競輪競輪競輪競輪ののののレレレレーーーースススス開開開開催催催催日日日日以外以外以外以外ではではではでは高高高高等等等等学学学学校総校総校総校総合合合合体育大会体育大会体育大会体育大会のののの会場会場会場会場としてとしてとしてとして昨昨昨昨年活用年活用年活用年活用ささささせせせせ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し、、、、日日日日ごごごごろろろろ、、、、新新新新人人人人プロプロプロプロ選選選選手手手手のののの練練練練習習習習、、、、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた奈奈奈奈良県自良県自良県自良県自転車転車転車転車競競競競技技技技連連連連盟盟盟盟等等等等アアアアマチマチマチマチュュュュアアアア団団団団体体体体のののの練練練練習場習場習場習場としてとしてとしてとして、、、、スケスケスケスケジジジジュュュューーーールルルルのののの許許許許すすすす限限限限りりりりババババンンンンクククク提提提提供供供供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。。。。このこのこのこの日日日日数数数数をををを合合合合計計計計いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、平成平成平成平成２２２２１１１１年度年度年度年度ではではではでは７７７７８８８８日日日日にににに及及及及んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。またまたまたまた、、、、競輪競輪競輪競輪フフフファァァァンンンンのののの拡拡拡拡大大大大のためのためのためのため、、、、レレレレーーーースススス開開開開催催催催日日日日にはにはにはにはササササイイイイククククルチルチルチルチャャャャレレレレンンンンジジジジゲゲゲゲーーーームムムム、、、、これはこれはこれはこれは競競競競技技技技用用用用のののの自自自自転車転車転車転車をををを使使使使っっっってのてのてのての疑疑疑疑似似似似体験体験体験体験ののののタイムタイムタイムタイムトトトトライライライライアアアアルルルルみみみみたいなものでございますたいなものでございますたいなものでございますたいなものでございます。。。。ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまたＢＢＢＢＭＸＭＸＭＸＭＸののののデデデデモモモモンスンスンスンストトトトレレレレーーーーショショショションンンン、、、、これはこれはこれはこれはタイタイタイタイヤヤヤヤのののの小小小小さなさなさなさな自自自自転車転車転車転車をををを使使使使っっっったたたた曲曲曲曲乗乗乗乗りのようなものでございますがりのようなものでございますがりのようなものでございますがりのようなものでございますが、、、、こういこういこういこういっっっったさまざまなたさまざまなたさまざまなたさまざまなイイイイベベベベンンンントトトトをををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、場場場場外外外外車車車車券券券券発発発発売売売売日日日日にはにはにはには、、、、自自自自転車転車転車転車利利利利用用用用促促促促進進進進のためのためのためのため、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度、、、、奈奈奈奈良良良良ササササイイイイククククルルルルフェフェフェフェスタスタスタスタ０９０９０９０９をををを開開開開催催催催いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、当当当当日日日日使使使使用用用用していないしていないしていないしていないババババンンンンクククク等等等等をををを使使使使っっっったたたた自自自自転車転車転車転車教室教室教室教室、、、、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまたトトトトラッラッラッラックコクコクコクコーーーースススス体験体験体験体験試乗試乗試乗試乗等等等等をををを行行行行っっっったほかたほかたほかたほか、、、、場内場内場内場内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、、、、自自自自転車転車転車転車点点点点検検検検
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整整整整備備備備、、、、高機能高機能高機能高機能自自自自転車転車転車転車、、、、ああああるいはるいはるいはるいは自自自自転車転車転車転車関連関連関連関連グッグッグッグッズズズズのののの展展展展示等示等示等示等もももも行行行行っっっったとこたとこたとこた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。。。。ごごごご指指指指摘摘摘摘のようにのようにのようにのように、、、、自自自自転車転車転車転車振興振興振興振興のためのさまざまなのためのさまざまなのためのさまざまなのためのさまざまなイイイイベベベベンンンントトトト、、、、競輪競輪競輪競輪場場場場のののの活用活用活用活用というものはというものはというものはというものは、、、、所管所管所管所管でででであああありますりますりますります競輪競輪競輪競輪理理理理解解解解にもにもにもにも大大大大変変変変一一一一助助助助となるとことなるとことなるとことな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。。。。有有有有意意意意義義義義なごなごなごなご指指指指摘摘摘摘とととと考考考考ええええるとこるとこるとこ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。。。。県県県県営営営営競輪競輪競輪競輪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、、、、ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、大大大大変変変変厳厳厳厳しいしいしいしい経営経営経営経営状況状況状況状況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、、、、一一一一層層層層のののの収収収収入確保入確保入確保入確保、、、、経経経経費削減費削減費削減費削減等等等等がががが求求求求められているとこめられているとこめられているとこめられているところろろろ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、、、、関係関係関係関係団団団団体体体体ともともともとも連連連連携携携携ししししながらながらながらながら、、、、知知知知恵恵恵恵をををを絞絞絞絞りながらりながらりながらりながら自自自自転車転車転車転車振興振興振興振興にににに係係係係るるるる情報情報情報情報発発発発信信信信、、、、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた活活活活動動動動拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして活用活用活用活用方策方策方策方策についてについてについてについて検検検検討討討討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えるとこえるとこえるとこえ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。。。。総総総総合型地域合型地域合型地域合型地域ススススポポポポーーーーツクツクツクツクララララブブブブ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、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員非常非常非常非常にこれからのにこれからのにこれからのにこれからの奈奈奈奈良良良良ののののココココミミミミュュュュニニニニティティティティーーーーやややや、、、、そのそのそのその地域地域地域地域ののののココココミミミミュュュュニニニニティティティティーーーー、、、、ああああるいはるいはるいはるいは健康健康健康健康づづづづくりくりくりくり等等等等 々々々々、、、、さまざまにいさまざまにいさまざまにいさまざまにいろろろろいいいいろろろろなななな効果効果効果効果がががが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、、、、そういそういそういそういっっっったこともたこともたこともたことも含含含含めてしめてしめてしめてしっっっっかりとかりとかりとかりと推進推進推進推進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。。。。ただただただただ、、、、このこのこのこの競輪競輪競輪競輪場場場場、、、、一一一一点点点点集集集集中中中中でででで今今今今おおおお聞聞聞聞きをさきをさきをさきをさせせせせていただいていますけれどもていただいていますけれどもていただいていますけれどもていただいていますけれども、、、、競輪競輪競輪競輪場場場場、、、、場場場場外外外外車車車車券券券券をををを売売売売っっっっておられるておられるておられるておられる。。。。大大大大変変変変、、、、連日連日連日連日のようにのようにのようにのように車車車車がたまがたまがたまがたまっっっっていますていますていますています。。。。そのことはもうそのことはもうそのことはもうそのことはもう十十十十分分分分承承承承知知知知をしてをしてをしてをして質質質質問問問問をさをさをさをさせせせせていただいていますけれどもていただいていますけれどもていただいていますけれどもていただいていますけれども、、、、間間間間もなくもなくもなくもなくモモモモーーーータタタターーーーフェフェフェフェアアアアもやられもやられもやられもやられ……………………（（（（ もうもうもうもう、、、、終終終終わわわわりましたりましたりましたりました」」」」とととと発発発発言言言言するするするする者者者者あああありりりり））））「「「「もうもうもうもう、、、、終終終終わわわわりましたかりましたかりましたかりましたか。。。。そうですそうですそうですそうですねねねね、、、、いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい飛飛飛飛ばばばばしていましたしていましたしていましたしていました。。。。やられましたしやられましたしやられましたしやられましたし、、、、年年年年間間間間行事行事行事行事としてとしてとしてとして何何何何かやることはかやることはかやることはかやることは可能可能可能可能ででででああああるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。競輪競輪競輪競輪場場場場にはにはにはにはココココミミミミュュュュニニニニティティティティーーーーホホホホーーーールルルルとかとかとかとか、、、、またまたまたまた古古古古いいいいテテテテニニニニススススココココートートートートももももあああありますしりますしりますしりますし、、、、春春春春にはにはにはには桜桜桜桜のののの花花花花見見見見ののののススススポポポポッッッットトトトにもなりますしにもなりますしにもなりますしにもなりますし、、、、さまざさまざさまざさまざまにまにまにまに憩憩憩憩いのいのいのいの場場場場としてもとしてもとしてもとしても使使使使えるしえるしえるしえるし、、、、自自自自転車転車転車転車でででで競輪競輪競輪競輪場場場場にににに親親親親子連子連子連子連れでもれでもれでもれでも来来来来ていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、そういそういそういそういうふうなうふうなうふうなうふうな自自自自転車転車転車転車をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための何何何何かかかか催催催催しししし物物物物等等等等もももも含含含含めてめてめてめて考考考考えられないかとえられないかとえられないかとえられないかと。。。。昼昼昼昼からからからから、、、、例例例例ええええばばばば御陵御陵御陵御陵をををを回回回回っっっってててて自自自自転車道転車道転車道転車道にににに出出出出てててて、、、、西西西西のののの京京京京、、、、それからそれからそれからそれから斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩方面方面方面方面というというというというココココーーーーススススもできるもできるもできるもできるわわわわけでけでけでけであああありましてりましてりましてりまして、、、、一体一体一体一体的的的的にそういにそういにそういにそういっっっったたたた計計計計画画画画をををを産業産業産業産業・・・・雇用振興部雇用振興部雇用振興部雇用振興部だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくてススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興課課課課、、、、ああああるいはるいはるいはるいは所管所管所管所管のののの課課課課もももも含含含含めてめてめてめて検検検検討討討討をすをすをすをす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っっっておりますておりますておりますております。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつ大事大事大事大事なななな視視視視点点点点はははは、、、、今今今今ふえておりますふえておりますふえておりますふえております自自自自転車転車転車転車とととと歩歩歩歩行行行行者者者者のののの事事事事故故故故、、、、自自自自転車転車転車転車同同同同士士士士のののの事事事事故故故故とととといういういういう側側側側面面面面ももももあああありますりますりますります。。。。これからこれからこれからこれから進進進進めていくめていくめていくめていく上上上上でででで、、、、総総総総合的合的合的合的にこういにこういにこういにこういっっっったたたた事事事事故故故故防止防止防止防止のののの啓啓啓啓発発発発もももも考考考考えていかなくてはなりまえていかなくてはなりまえていかなくてはなりまえていかなくてはなりませせせせんんんんのでのでのでので、、、、ぜぜぜぜひひひひともそういうともそういうともそういうともそういう所管所管所管所管もももも含含含含めてめてめてめて、、、、自自自自転車転車転車転車振興振興振興振興というもというもというもというものをどうしていくのだというのをどうしていくのだというのをどうしていくのだというのをどうしていくのだという総総総総合的合的合的合的なななな協協協協議議議議がががが必必必必要要要要とととと思思思思っっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、ちちちちょょょょっっっっとこれとこれとこれとこれ、、、、知事知事知事知事のののの５５５５つのつのつのつの構構構構想想想想案案案案もももも含含含含んんんんでおりますのででおりますのででおりますのででおりますので、、、、総総総総括括括括のときにのときにのときにのときに聞聞聞聞いていていていてみみみみたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております
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のでのでのでので、、、、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。。。。このこのこのこの先先先先はははは総総総総括括括括でででで知事知事知事知事にににに質質質質問問問問をさをさをさをさせせせせていただきまていただきまていただきまていただきますすすす。。。。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。。。。１１１１つはつはつはつは人権人権人権人権のののの問題問題問題問題でででで、、、、さまざまさまざまさまざまさまざま知事知事知事知事にににに尋尋尋尋ねねねねたいたいたいたい問題問題問題問題ががががあああありますりますりますります。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員ききききょょょょうはうはうはうは、、、、人権人権人権人権パパパパートートートートナナナナーーーー養養養養成成成成・・・・活用事業活用事業活用事業活用事業がががが当初当初当初当初予算予算予算予算でででで組組組組まれとるまれとるまれとるまれとるわわわわけですけですけですけです。。。。人権人権人権人権指導指導指導指導者者者者ののののババババンンンンククククへへへへのののの登登登登録録録録とととと活用活用活用活用がががが目的目的目的目的だそうですけれどもだそうですけれどもだそうですけれどもだそうですけれども、、、、実実実実際際際際にににに登登登登録録録録人員人員人員人員はははは何何何何人人人人いるのかいるのかいるのかいるのか。。。。活用活用活用活用というものはどういうとこというものはどういうとこというものはどういうとこというものはどういうところろろろでででで活用活用活用活用しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、今今今今激激激激増増増増しているしているしているしている児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待ややややＤＶＤＶＤＶＤＶへへへへのののの活用活用活用活用はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているのかているのかているのかているのか。。。。そこそこそこそこへへへへのかかのかかのかかのかかわわわわりはどうなりはどうなりはどうなりはどうなっっっっているのかているのかているのかているのか。。。。そのそのそのその数数数数字字字字をまとめておいてくださいをまとめておいてくださいをまとめておいてくださいをまとめておいてください。。。。今今今今わわわわかるのだかるのだかるのだかるのだっっっったらたらたらたら言言言言っっっってくださいてくださいてくださいてください。。。。それとそれとそれとそれと２２２２つつつつ目目目目はははは、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ支援支援支援支援センタセンタセンタセンターーーー設置事業設置事業設置事業設置事業のことですのことですのことですのことです。。。。多分多分多分多分、、、、旧耳旧耳旧耳旧耳成成成成高高高高校校校校のののの運運運運動動動動場等場等場等場等のののの使使使使用用用用のののの問題問題問題問題もももも含含含含めてめてめてめて協協協協議議議議になるとになるとになるとになると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、旧志貴旧志貴旧志貴旧志貴高高高高校校校校ののののグラグラグラグラウウウウンンンンドドドドががががササササッカッカッカッカーーーー協協協協会会会会にににに売売売売却却却却されたされたされたされた。。。。実実実実際際際際のののの話話話話ですですですです。。。。プロプロプロプロののののククククララララブブブブをつくるのだとをつくるのだとをつくるのだとをつくるのだと。。。。そしたらそしたらそしたらそしたら、、、、このこのこのこのススススポポポポーーーーツツツツ支援支援支援支援センタセンタセンタセンターーーー設置事業設置事業設置事業設置事業のののの中中中中にににに、、、、例例例例ええええばばばばササササッカッカッカッカーーーーででででアアアアマチマチマチマチュュュュアアアアもももも含含含含めてめてめてめて養養養養成成成成しながらしながらしながらしながら、、、、初初初初心心心心者者者者からからからから高高高高齢齢齢齢者者者者までまでまでまで、、、、ああああるいはるいはるいはるいは中中中中にはにはにはにはプロプロプロプロをををを目指目指目指目指すすすす人人人人たちもたちもたちもたちも養養養養成成成成するというようなことにするというようなことにするというようなことにするというようなことになれなれなれなればばばば、、、、ああああののののササササッカッカッカッカーーーー場場場場をををを通通通通してどういうしてどういうしてどういうしてどういう企企企企画画画画がなされるのかとがなされるのかとがなされるのかとがなされるのかと待待待待っっっっているのですけれどているのですけれどているのですけれどているのですけれどもももも、、、、今今今今、、、、ああああのののの横横横横のののの空空空空きききき地地地地をををを使使使使っっっっててててササササッカッカッカッカーーーーをしたいというをしたいというをしたいというをしたいという少年少年少年少年ククククララララブブブブのののの人人人人たちのたちのたちのたちの要要要要望望望望がががが非非非非常常常常にににに強強強強いいいいわわわわけですけですけですけです。。。。目目目目のののの前前前前でででで自自自自分分分分たちがもうたちがもうたちがもうたちがもう、、、、ササササッカッカッカッカーーーーのののの練練練練習習習習もももも試試試試合合合合もももも十分十分十分十分できないようできないようできないようできないようなななな状態状態状態状態ががががあっあっあっあってててて、、、、ああああののののササササッカッカッカッカーーーー場場場場がきれいにがきれいにがきれいにがきれいに整整整整備備備備されたしされたしされたしされたし、、、、そしてそしてそしてそして地地地地元元元元のののの者者者者がががが全全全全くくくく手手手手もももも足足足足もももも出出出出ないようなないようなないようなないような状態状態状態状態でででで置置置置かれているかれているかれているかれている問題問題問題問題ととととススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興がどうかかがどうかかがどうかかがどうかかわわわわるかとるかとるかとるかと、、、、それについそれについそれについそれについてててて知事知事知事知事にににに聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致にににに当初当初当初当初予算予算予算予算でででで１０１０１０１０億億億億円円円円をををを組組組組んんんんでででで頑頑頑頑張張張張っっっっていただいてまいりましたていただいてまいりましたていただいてまいりましたていただいてまいりました。。。。目目目目標標標標のののの４４４４年年年年間間間間でででで１００１００１００１００社社社社にににに届届届届きそうなきそうなきそうなきそうなんんんんですがですがですがですが、、、、ぜぜぜぜひひひひともそのともそのともそのともその集約集約集約集約をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。特特特特にににに誘致政策誘致政策誘致政策誘致政策にににに上上上上げげげげられているさまざまなられているさまざまなられているさまざまなられているさまざまな施施施施策策策策をををを利利利利用用用用したことがどれしたことがどれしたことがどれしたことがどれぐぐぐぐらいらいらいらいああああるのかるのかるのかるのか。。。。ああああるいるいるいるいはははは、、、、地域的地域的地域的地域的にににに西西西西和和和和、、、、中和中和中和中和、、、、南南南南和和和和へへへへのののの企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致１００１００１００１００社社社社のののの配配配配置置置置をををを誘致誘致誘致誘致できたのかできたのかできたのかできたのか。。。。さらにまさらにまさらにまさらにまたたたた、、、、県内県内県内県内のののの工工工工業業業業団地団地団地団地がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんああああるるるるわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、ああああきがきがきがきが目目目目立立立立ちますちますちますちます。。。。そのそのそのその空空空空きききき地地地地、、、、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた県県県県所所所所有有有有のののの未未未未利利利利用用用用地地地地、、、、そこらのこともそこらのこともそこらのこともそこらのことも情報情報情報情報としてとしてとしてとして上上上上げげげげながらやながらやながらやながらやっっっっておられるとておられるとておられるとておられると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、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立立立立地地地地したしたしたした企企企企業業業業ががががああああるのかどうかるのかどうかるのかどうかるのかどうか。。。。それもそれもそれもそれも調調調調べべべべてもらいたいてもらいたいてもらいたいてもらいたい思思思思いますいますいますいます。。。。これもこれもこれもこれも数数数数字字字字でくださいでくださいでくださいでください。。。。知事知事知事知事におにおにおに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。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業、、、、これはこれはこれはこれは国国国国のののの対策対策対策対策なのですけれどもなのですけれどもなのですけれどもなのですけれども、、、、これにこれにこれにこれに２０２０２０２０億億億億円円円円、、、、ああああるいはるいはるいはるいは緊急緊急緊急緊急雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業にににに３０３０３０３０億億億億円円円円というというというという膨膨膨膨大大大大なななな予算予算予算予算をををを組組組組んんんんでいるでいるでいるでいるわわわわけでけでけでけであああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、、、、さらにさらにさらにさらに同同同同じじじじようなようなようなような予算予算予算予算がががが補正予算補正予算補正予算補正予算にににに上上上上げげげげられていますられていますられていますられています。。。。補正予算補正予算補正予算補正予算ではではではでは目目目目標標標標のののの数数数数字字字字がががが
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大体大体大体大体書書書書いていていていてああああるのですけれどもるのですけれどもるのですけれどもるのですけれども、、、、ではではではでは、、、、今今今今までまでまでまで当初当初当初当初予算予算予算予算でやでやでやでやっっっってきたてきたてきたてきた。。。。もうもうもうもう常常常常識識識識からいいからいいからいいからいいええええばばばば、、、、当初当初当初当初予算予算予算予算でででで足足足足りないからりないからりないからりないから補正予算補正予算補正予算補正予算をををを組組組組んんんんでいるでしでいるでしでいるでしでいるでしょょょょうからうからうからうから、、、、当初当初当初当初予算予算予算予算でどのようでどのようでどのようでどのようなななな雇用雇用雇用雇用をををを創出創出創出創出してきたのかしてきたのかしてきたのかしてきたのか。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれでれでれでれで何何何何人創出人創出人創出人創出してきたのかということをしてきたのかということをしてきたのかということをしてきたのかということを数数数数字字字字でででで示示示示してしてしてしてもらいたいともらいたいともらいたいともらい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。。。。山下委員山下委員山下委員山下委員からからからから、、、、人権人権人権人権パパパパートートートートナナナナーーーーババババンンンンククククのののの登登登登録録録録状況状況状況状況とととと活用活用活用活用についてといについてといについてといについてとい○○○○楢人権施策課長楢人権施策課長楢人権施策課長楢人権施策課長うおうおうおうお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせでございますでございますでございますでございます。。。。人権人権人権人権パパパパートートートートナナナナーーーーババババンンンンククククはははは、、、、人権人権人権人権にににに関関関関しますしますしますします指導者指導者指導者指導者、、、、リリリリーーーーダダダダーーーーをををを育成育成育成育成するためにするためにするためにするために、、、、県県県県民民民民向向向向けのけのけのけの人権人権人権人権啓啓啓啓発発発発指導者指導者指導者指導者養養養養成成成成講講講講座座座座やややや人権人権人権人権パパパパートートートートナナナナーーーー養養養養成成成成講講講講座座座座をををを実施実施実施実施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、、、、これこれこれこれらのらのらのらの修了修了修了修了、、、、終終終終わわわわられたられたられたられた方方方方 々々々々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、、、、十分十分十分十分なななな活用活用活用活用がされてこなかがされてこなかがされてこなかがされてこなかっっっったいうたいうたいうたいう経経経経緯緯緯緯がごがごがごがございますざいますざいますざいます。。。。これらのこれらのこれらのこれらの人材人材人材人材をををを活用活用活用活用するためにするためにするためにするために、、、、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新新新新たにたにたにたにスタスタスタスタートートートートしたとこしたとこしたとこした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。。。。今年度今年度今年度今年度はははは、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度までにまでにまでにまでに講講講講座座座座をををを修了修了修了修了されましたされましたされましたされました方方方方 々々々々をををを対象対象対象対象にににに、、、、人権人権人権人権パパパパートートートートナナナナーーーーババババンンンンクククク登登登登録録録録につきましてにつきましてにつきましてにつきまして意向意向意向意向確認確認確認確認をさをさをさをさせせせせていただきましてていただきましてていただきましてていただきまして、、、、応応応応募用募用募用募用紙紙紙紙をををを送送送送付付付付しましたとこしましたとこしましたとこしましたところろろろ、、、、２０２０２０２０名名名名のののの方方方方 々々々々からからからから登登登登録録録録というというというという回回回回答答答答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。。。。これはこれはこれはこれは、、、、８８８８月月月月のののの時点時点時点時点でございますでございますでございますでございます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、８８８８月月月月にににに集集集集めましためましためましためました２０２０２０２０名名名名につきましてのにつきましてのにつきましてのにつきましてのリリリリスススストトトトをををを、、、、各市町各市町各市町各市町村村村村でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、市町市町市町市町村村村村からからからから成成成成りますりますりますります奈奈奈奈良県良県良県良県市町市町市町市町村人権村人権村人権村人権・・・・同和同和同和同和問題問題問題問題啓啓啓啓発活発活発活発活動推進動推進動推進動推進本部連絡本部連絡本部連絡本部連絡協協協協議会等議会等議会等議会等 々々々々にににに資資資資料料料料提提提提供供供供しましたとこしましたとこしましたとこしましたところろろろ、、、、今今今今、、、、３３３３カカカカ所所所所からからからから照照照照会会会会がございましがございましがございましがございましてててて、、、、派遣派遣派遣派遣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ておりますえておりますえておりますえております。。。。それからそれからそれからそれからああああとととと、、、、これこれこれこれ多様化多様化多様化多様化されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが、、、、人権人権人権人権問題問題問題問題はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろなななな分分分分野野野野でででで惹惹惹惹起起起起されてされてされてされておりますおりますおりますおります。。。。これらにつきましてもこれらにつきましてもこれらにつきましてもこれらにつきましても、、、、養養養養成成成成講講講講座座座座のののの中中中中でででで充実充実充実充実ささささせせせせながらながらながらながら、、、、新新新新たなたなたなたなリリリリーーーーダダダダーーーーをををを養養養養成成成成してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。以以以以上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。。。。ススススポポポポーーーーツツツツ支援支援支援支援センタセンタセンタセンターーーーのののの設置事業設置事業設置事業設置事業とととと、、、、それからそれからそれからそれから旧志貴旧志貴旧志貴旧志貴高高高高校校校校のののの跡跡跡跡○○○○吉田吉田吉田吉田スポーツスポーツスポーツスポーツ振興課長振興課長振興課長振興課長地地地地につくりましたにつくりましたにつくりましたにつくりましたササササッカッカッカッカーーーー場場場場のことについてのおのことについてのおのことについてのおのことについてのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせでございますでございますでございますでございます。。。。ススススポポポポーーーーツツツツ支援支援支援支援センタセンタセンタセンターーーーはははは、、、、先先先先ほどもほどもほどもほども少少少少しししし申申申申しししし上上上上げげげげましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、総総総総合型地域合型地域合型地域合型地域ススススポポポポーーーーツツツツククククララララブブブブのののの設立設立設立設立、、、、育成育成育成育成をするためにをするためにをするためにをするために、、、、本年本年本年本年４４４４月月月月にににに設置設置設置設置したものでございましてしたものでございましてしたものでございましてしたものでございまして、、、、担担担担当当当当職員職員職員職員３３３３名名名名をををを配配配配置置置置しているものでございますしているものでございますしているものでございますしているものでございます。。。。主主主主なななな業務業務業務業務といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申しししし上上上上げげげげましましましましたようにたようにたようにたように、、、、普及普及普及普及啓啓啓啓発発発発でででであああありますとかりますとかりますとかりますとかキキキキーーーーパパパパーーーーソソソソンンンンとなるとなるとなるとなる人材発人材発人材発人材発掘掘掘掘、、、、ああああるいはるいはるいはるいは管理管理管理管理運営運営運営運営者者者者のののの育成等育成等育成等育成等 々々々々にににに努努努努めているとこめているとこめているとこめ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、、、、既既既既にににに４４４４月月月月以以以以降降降降にににに全全全全市町市町市町市町村村村村をををを訪訪訪訪問問問問済済済済みみみみでござでござでござでござ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旧志貴旧志貴旧志貴旧志貴高高高高校校校校のののの跡跡跡跡地地地地ににににあああありますりますりますりますササササッカッカッカッカーーーー場場場場でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、これはこれはこれはこれは社社社社団法団法団法団法人人人人奈奈奈奈良県良県良県良県ササササッカッカッカッカーーーー協協協協会会会会がががが行行行行いますいますいますいます人人人人工工工工芝芝芝芝ののののササササッカッカッカッカーーーー場場場場のののの整整整整備備備備にににに対対対対しましてしましてしましてしまして県県県県もももも事業事業事業事業費費費費のののの一一一一
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部部部部をををを負担負担負担負担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、、、、整整整整備備備備後後後後はははは、、、、ことしのことしのことしのことしの３３３３月月月月ににににオオオオーーーープンプンプンプンしているしているしているしているわわわわけではございまけではございまけではございまけではございますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、施設施設施設施設のののの維持維持維持維持管理管理管理管理、、、、運営運営運営運営はははは奈奈奈奈良県良県良県良県ササササッカッカッカッカーーーー協協協協会会会会がががが行行行行っっっっておられるものでございておられるものでございておられるものでございておられるものでございましてましてましてまして、、、、多目的多目的多目的多目的なななな利利利利用用用用もももも可能可能可能可能ととと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。。。。またまたまたまた、、、、ササササッカッカッカッカーーーー協協協協会自会自会自会自身身身身のののの事業事業事業事業としてそとしてそとしてそとしてそこをこをこをこを使使使使っっっったたたたササササッカッカッカッカーーーー教室教室教室教室などもなどもなどもなども行行行行わわわわれているとれているとれているとれていると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。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。。。。企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致のののの関係関係関係関係のごのごのごのご質質質質問問問問でございますでございますでございますでございます。。。。何何何何点点点点かいただきましたかいただきましたかいただきましたかいただきました。。。。○○○○森田企業立地推進課長森田企業立地推進課長森田企業立地推進課長森田企業立地推進課長まずまずまずまず、、、、企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致施施施施策策策策のののの利利利利用用用用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。。。。補補補補助助助助金金金金誘致制誘致制誘致制誘致制度度度度、、、、それからそれからそれからそれから優優優優遇税遇税遇税遇税制制制制等等等等をををを用意用意用意用意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、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち補補補補助助助助金金金金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、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度以以以以降降降降充実充実充実充実いたしましいたしましいたしましいたしましてててて、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度、、、、中中中中規規規規模模模模立立立立地地地地向向向向けのけのけのけの補補補補助助助助金金金金でででで１１１１件件件件、、、、大和大和大和大和郡郡郡郡山山山山市市市市ののののククククボボボボタタタタ松松松松下下下下電電電電工工工工にににに１１１１件件件件活用活用活用活用をいただいたとこをいただいたとこをいただいたとこをいただいた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。。。。それそれそれそれ以外以外以外以外はははは現時点現時点現時点現時点ではまだではまだではまだではまだ具具具具体体体体化化化化はしてはしてはしてはしておりまおりまおりまおりませせせせんんんんがががが、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、今今今今ごごごご相相相相談談談談をををを受受受受けているというけているというけているというけているというレレレレベベベベルルルルでででで数数数数件件件件、、、、活用活用活用活用にににに向向向向けてごけてごけてごけてご相相相相談談談談をををを続続続続けているけているけているけている状態状態状態状態でございますでございますでございますでございます。。。。それそれそれそれ以外以外以外以外にににに、、、、融融融融資制資制資制資制度度度度ということでということでということでということで企企企企業立業立業立業立地地地地促促促促進法進法進法進法といといといというううう法法法法律律律律がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、それにそれにそれにそれに基基基基づくづくづくづく優優優優遇遇遇遇制制制制度度度度をををを活用活用活用活用いただくためにいただくためにいただくためにいただくために県内県内県内県内企企企企業業業業、、、、県県県県外企外企外企外企業業業業もももも含含含含めてめてめてめて、、、、企企企企業立業立業立業立地地地地計計計計画画画画をををを１４１４１４１４件件件件、、、、それからそれからそれからそれから事業事業事業事業高高高高度度度度化化化化計計計計画画画画７７７７件件件件、、、、合合合合計計計計２１２１２１２１件件件件承承承承認認認認しておしておしておしておりましてりましてりましてりまして、、、、そのそのそのその計計計計画画画画にににに基基基基づいてづいてづいてづいて低低低低利利利利融融融融資制資制資制資制度度度度、、、、ああああるいはるいはるいはるいは税税税税制制制制関係関係関係関係のののの優優優優遇遇遇遇措措措措置置置置をごをごをごをご活用活用活用活用いたいたいたいただいているとこだいているとこだいているとこだい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。。。。優優優優遇遇遇遇制制制制度度度度のののの活用活用活用活用状況状況状況状況はははは以以以以上上上上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、、、、引引引引きききき続続続続きききき融融融融資制資制資制資制度度度度、、、、優優優優遇税遇税遇税遇税制制制制のののの方方方方もももも何何何何件件件件かごかごかごかご相相相相談談談談をちをちをちをちょょょょうだいしておりますのでうだいしておりますのでうだいしておりますのでうだいしておりますので、、、、ことしことしことしことし、、、、年度年度年度年度いいいいっっっっぱぱぱぱいではもういではもういではもういではもう少少少少しししし実実実実績績績績がががが上上上上ががががっっっってくるとてくるとてくるとてくると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。それからもうそれからもうそれからもうそれからもう１１１１点点点点、、、、企企企企業立業立業立業立地地地地のののの県内県内県内県内のののの分分分分布布布布のおのおのおのお尋尋尋尋ねねねねでございますでございますでございますでございます。。。。実実実実はははは、、、、このこのこのこの調調調調査査査査、、、、個個個個 々々々々のののの企企企企業業業業のののの個個個個別別別別情報情報情報情報はははは公開公開公開公開されておりまされておりまされておりまされておりませせせせんんんんのでのでのでので控控控控えたいとえたいとえたいとえたいと思思思思いまいまいまいますがすがすがすが、、、、ただただただただ、、、、我我我我々々々々がががが把握把握把握把握しているしているしているしている範囲範囲範囲範囲でででで、、、、奈奈奈奈良良良良市市市市からからからから御御御御所市所市所市所市、、、、五條五條五條五條市市市市のののの中中中中南南南南和和和和地域地域地域地域でででで、、、、ほほほほぼぼぼぼ満遍満遍満遍満遍なくなくなくなく立立立立地地地地をいただいているをいただいているをいただいているをいただいている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。。。。それからもうそれからもうそれからもうそれからもう１１１１点点点点、、、、工工工工業業業業団地団地団地団地のののの空空空空きがきがきがきが存存存存在在在在するというごするというごするというごするというご指指指指摘摘摘摘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、、、、確確確確かにかにかにかに県県県県内内内内のののの工工工工業業業業団地団地団地団地、、、、大和大和大和大和郡郡郡郡山山山山市市市市のののの昭和昭和昭和昭和工工工工業業業業団地団地団地団地をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、幾幾幾幾つかございますつかございますつかございますつかございます中中中中でででで、、、、工工工工業業業業団地団地団地団地にににによよよよっっっってててて空空空空きのきのきのきの状況状況状況状況がまちまちですががまちまちですががまちまちですががまちまちですが、、、、少少少少しずつしずつしずつしずつ空空空空きがきがきがきがああああることはることはることはることは事実事実事実事実でございますでございますでございますでございます。。。。ただただただただしししし大和大和大和大和郡郡郡郡山山山山市市市市のののの昭和昭和昭和昭和工工工工業業業業団地団地団地団地、、、、それからそれからそれからそれから五條五條五條五條市市市市ののののテテテテククククノパノパノパノパーーーーククククならならならなら、、、、このこのこのこのああああたりはたりはたりはたりは空空空空きがきがきがきが出出出出ましてもましてもましてもましても、、、、結結結結構構構構時間時間時間時間をををを置置置置かずにかずにかずにかずに引引引引きききき合合合合いがございましていがございましていがございましていがございまして、、、、今今今今現現現現在空在空在空在空いているといたしまいているといたしまいているといたしまいているといたしましてもしてもしてもしても、、、、１１１１件件件件、、、、１１１１カカカカ所所所所、、、、２２２２カカカカ所所所所程度程度程度程度のことでございますのことでございますのことでございますのことでございます。。。。一一一一方方方方でででで、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの県県県県有有有有地地地地、、、、例例例例ええええばばばば、、、、五條五條五條五條市市市市でででで土土土土地地地地開発公社開発公社開発公社開発公社がががが保保保保有有有有されておりますされておりますされておりますされております県県県県有有有有地地地地ででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、そういうそういうそういうそういう工工工工業業業業地地地地ででででまとままとままとままとまっっっってててて空空空空いているいているいているいている、、、、数数数数件件件件まだまだまだまだ空空空空きがきがきがきがああああるとこるとこるとこるところろろろ、、、、ああああるいはるいはるいはるいは、、、、民間民間民間民間のののの事業事業事業事業者者者者がががが開開開開かれたかれたかれたかれた工工工工業業業業団地団地団地団地でまとまでまとまでまとまでまとまっっっってててて空空空空きがきがきがきがああああるとこるとこるとこるところろろろはははは確確確確かにございますかにございますかにございますかにございます。。。。そのそのそのそのああああたりにたりにたりにたりに関関関関してはしてはしてはしては、、、、今今今今



---- 33338888 ----

そういうそういうそういうそういう所所所所有有有有者者者者のののの方方方方 々々々々ともともともとも協協協協力力力力しながらしながらしながらしながら、、、、鋭鋭鋭鋭意意意意販販販販売売売売できるようにできるようにできるようにできるように、、、、利利利利用向上用向上用向上用向上、、、、作業作業作業作業していしていしていしていただけるようにただけるようにただけるようにただけるように営営営営業活業活業活業活動動動動をををを進進進進めているとこめているとこめているとこめ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。。。。それからそれからそれからそれからああああとととと、、、、１００１００１００１００件件件件へへへへ向向向向けてのまとめとけてのまとめとけてのまとめとけてのまとめと集約集約集約集約をということでございましたがをということでございましたがをということでございましたがをということでございましたが、、、、おかおかおかおかげげげげさまでさまでさまでさまで３３３３年年年年間間間間でででで７７７７４４４４件件件件ということでということでということでということで、、、、知事知事知事知事のののの本会議本会議本会議本会議のののの答答答答弁弁弁弁でもでもでもでもあああありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、順順順順調調調調にこにこにこにここまでこまでこまでこまで推推推推移移移移してきているしてきているしてきているしてきている形形形形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、、、、これはもちこれはもちこれはもちこれはもちろろろろんんんん県県県県としてとしてとしてとして体体体体制制制制をををを整整整整えたりえたりえたりえたり、、、、議議議議会会会会のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方のののの理理理理解解解解をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて優優優優遇遇遇遇制制制制度度度度をををを整整整整えたりえたりえたりえたり、、、、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整整整整えてきているとえてきているとえてきているとえてきていると、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで力力力力をををを入入入入れてきているということのれてきているということのれてきているということのれてきているということの成成成成果果果果でででであああありますとともにりますとともにりますとともにりますとともに、、、、やはりやはりやはりやはり我我我我々々々々もももも日日日日常常常常のののの企企企企業業業業のののの訪訪訪訪問問問問活活活活動動動動のののの中中中中でででで、、、、企企企企業業業業ののののニーニーニーニーズズズズをををを丁寧丁寧丁寧丁寧にににに聞聞聞聞くようなくようなくようなくような努努努努力力力力をををを続続続続けていることけていることけていることけていること、、、、それにそれにそれにそれに関関関関してしてしてして、、、、関係関係関係関係団団団団体体体体、、、、商商商商工工工工会議会議会議会議所所所所、、、、商商商商工工工工会会会会、、、、ああああるいはるいはるいはるいは市町市町市町市町村村村村もももも含含含含めてめてめてめて、、、、皆皆皆皆ささささんんんん方方方方のののの協協協協力力力力をいただけるをいただけるをいただけるをいただける機機機機会会会会もふえてきたこともふえてきたこともふえてきたこともふえてきたこと、、、、さらにさらにさらにさらに加加加加えてえてえてえて、、、、議会議会議会議会のののの議員議員議員議員のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方にもごにもごにもごにもご協協協協力力力力をいただいていることをいただいていることをいただいていることをいただいていること、、、、このこのこのこのああああたりのこともたりのこともたりのこともたりのことも含含含含めてめてめてめて、、、、全員全員全員全員参加型参加型参加型参加型でここまででここまででここまででここまで順順順順調調調調にににに来来来来ていていていているとるとるとると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。今今今今後後後後ともともともとも１００１００１００１００件件件件にににに向向向向けてけてけてけて目目目目標標標標達達達達成成成成できるようにできるようにできるようにできるように、、、、皆皆皆皆ささささんんんん方方方方のごのごのごのご協協協協力力力力のもとにのもとにのもとにのもとに努努努努力力力力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ておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用雇用雇用雇用、、、、並並並並びびびびにににに緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用のののの雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出数数数数でございますでございますでございますでございます。。。。○○○○佐古雇用労政課長佐古雇用労政課長佐古雇用労政課長佐古雇用労政課長まずまずまずまず、、、、事業事業事業事業費費費費もももも含含含含めてごめてごめてごめてご説明説明説明説明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。。。。ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用雇用雇用雇用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２１２１２１２１年度年度年度年度でででで県県県県とととと市町市町市町市町村村村村合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして件件件件数数数数といたしまといたしまといたしまといたしましてはしてはしてはしては６６６６６６６６件件件件、、、、事業事業事業事業費費費費といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては約約約約５５５５億億億億８８８８，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円余余余余りのりのりのりの事業事業事業事業執執執執行行行行によりましによりましによりましによりましてててて、、、、２４２４２４２４７７７７名名名名のののの雇用雇用雇用雇用をををを創出創出創出創出いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。またまたまたまた緊急緊急緊急緊急雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業ではではではでは、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度、、、、県県県県とととと市町市町市町市町村村村村合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして件件件件数数数数ではではではでは２６３２６３２６３２６３件件件件、、、、事業事業事業事業費費費費といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては約約約約１５１５１５１５億億億億７７７７，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円、、、、２２２２，，，，０５５０５５０５５０５５人人人人のののの雇用雇用雇用雇用がががが生生生生まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用雇用雇用雇用、、、、緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用合合合合わわわわせせせせましてましてましてまして２２２２，，，，３０２３０２３０２３０２人人人人のののの雇用雇用雇用雇用がががが生生生生まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。またまたまたまた平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度、、、、今年度今年度今年度今年度でございまでございまでございまでございますがすがすがすが、、、、当初当初当初当初予算計上予算計上予算計上予算計上分分分分とととと今今今今回回回回おおおお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております補正予算補正予算補正予算補正予算分合分合分合分合わせわせわせわせましてましてましてまして、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用雇用雇用雇用ではではではでは県県県県とととと市町市町市町市町村村村村合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして件件件件数数数数でででで１３０１３０１３０１３０件件件件、、、、事業事業事業事業費費費費でででで１９１９１９１９億億億億７７７７，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円余余余余りりりり、、、、雇用雇用雇用雇用総総総総数数数数はははは４９２４９２４９２４９２人人人人となとなとなとなっっっっておりますておりますておりますております。。。。緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用でもでもでもでも、、、、県県県県とととと市町市町市町市町村村村村合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして件件件件数数数数ではではではでは４６４６４６４６６６６６件件件件、、、、事業事業事業事業費費費費ではではではでは３２３２３２３２億億億億２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円のののの事業事業事業事業執執執執行行行行によりましてによりましてによりましてによりまして２２２２，，，，２２２２７７７７５５５５人人人人のののの雇用雇用雇用雇用をををを創創創創出出出出するするするする予定予定予定予定としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用雇用雇用雇用とととと緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用合合合合わせわせわせわせましてましてましてまして２２２２，，，，７７７７６６６６７７７７名名名名のののの雇用創雇用創雇用創雇用創出出出出をををを予定予定予定予定しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございますでございますでございますでございます。。。。今今今今後後後後ともともともとも、、、、円円円円滑滑滑滑なななな事業事業事業事業執執執執行行行行によりによりによりにより、、、、多多多多くのくのくのくの雇用創雇用創雇用創雇用創出出出出にににに向向向向けてけてけてけて引引引引きききき続続続続きききき努努努努力力力力してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。旧志貴旧志貴旧志貴旧志貴高高高高校校校校跡跡跡跡地地地地につくられておりますにつくられておりますにつくられておりますにつくられておりますササササッカッカッカッカーーーー場場場場のののの年年年年間間間間のののの運営運営運営運営計計計計画画画画等等等等 々々々々、、、、書書書書○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員類類類類でででで出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
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それからそれからそれからそれから企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致、、、、先先先先日日日日、、、、予算審査特別委員会予算審査特別委員会予算審査特別委員会予算審査特別委員会がががが始始始始まるまるまるまる前前前前にににに送送送送られてきましたこのられてきましたこのられてきましたこのられてきましたこの評価評価評価評価、、、、このとここのとここのとここのところろろろにににに若干若干若干若干書書書書いていていていてああああるるるるわわわわけでけでけでけであああありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも３３３３年年年年間間間間、、、、ああああるいはるいはるいはるいは今日今日今日今日までのまでのまでのまでの企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致のののの実実実実態態態態、、、、北北北北和和和和何何何何件件件件、、、、何何何何人人人人規規規規模模模模とととと、、、、どこどこのどこどこのどこどこのどこどこの企企企企業名業名業名業名はははは要要要要求求求求していましていましていましていませせせせんんんんかかかからららら、、、、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ででで、、、、今今今今気気気気にしているのはにしているのはにしているのはにしているのは、、、、私私私私のののの意意意意識識識識ににににああああるのはるのはるのはるのは、、、、南南南南部部部部対策対策対策対策でででで、、、、((((仮称仮称仮称仮称))))橿橿橿橿原原原原南南南南・・・・御御御御所所所所インタインタインタインターーーーチチチチェェェェンンンンジジジジ周辺周辺周辺周辺にににに工工工工業業業業団地団地団地団地をまたつくるとをまたつくるとをまたつくるとをまたつくると。。。。工工工工業業業業団地団地団地団地ののののココココンセプンセプンセプンセプトトトトをどをどをどをどうするのかということでうするのかということでうするのかということでうするのかということで非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい現状現状現状現状ににににああああるとるとるとると。。。。そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも含含含含めてめてめてめて、、、、一体一体一体一体的的的的にににに企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致しているしているしているしている、、、、努努努努力力力力していただいているのはよくしていただいているのはよくしていただいているのはよくしていただいているのはよくわわわわかるしかるしかるしかるし、、、、かなりかなりかなりかなり成成成成果果果果がががが上上上上ががががっっっっているているているているのものものものも評価評価評価評価しますしますしますします。。。。ですからですからですからですから、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの３３３３年年年年余余余余りのりのりのりの経経経経過過過過についてについてについてについて、、、、制制制制度度度度利利利利用用用用とととと、、、、そしてそしてそしてそして立立立立地地地地のののの企企企企業業業業、、、、北北北北和和和和、、、、南南南南和和和和、、、、中和中和中和中和、、、、西西西西和和和和、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような分分分分類類類類でまとめたものをでまとめたものをでまとめたものをでまとめたものを数数数数字字字字でででで出出出出してしてしてしてくださいくださいくださいください。。。。おおおお願願願願いしときますいしときますいしときますいしときます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。旧志貴旧志貴旧志貴旧志貴高高高高校校校校ののののササササッカッカッカッカーーーー場場場場はははは奈奈奈奈良県良県良県良県ササササッカッカッカッカーーーー協協協協会会会会○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長がががが管理管理管理管理運営運営運営運営しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、ササササッカッカッカッカーーーー協協協協会会会会におにおにおにお願願願願いしていしていしていしてみみみみますますますます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。資資資資料料料料のののの提出提出提出提出をまたおをまたおをまたおをまたお願願願願いしておきますいしておきますいしておきますいしておきます。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長 できるだけできるだけできるだけできるだけ早早早早くくくく終終終終わわわわるようにいたしまするようにいたしまするようにいたしまするようにいたします。。。。○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員まずはまずはまずはまずは、、、、各各各各委員委員委員委員からからからから警察関係警察関係警察関係警察関係のことでごのことでごのことでごのことでご発発発発言言言言ががががあああありましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、同同同同じじじじこのこのこのこの機機機機会会会会にににに一一一一言言言言、、、、意意意意見見見見だけだけだけだけ申申申申しししし上上上上げげげげささささせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、三三三三位位位位一体一体一体一体のののの改改改改革革革革ということでということでということでということで、、、、大大大大きくきくきくきく中中中中央央央央官庁官庁官庁官庁とそれからとそれからとそれからとそれから各各各各自自自自治治治治体体体体はははは対対対対等等等等だといだといだといだというううう言言言言わわわわれれれれ方方方方をしてをしてをしてをして、、、、行行行行政政政政のののの改改改改革革革革をををを迫迫迫迫られてられてられてられて、、、、なされてきたとこなされてきたとこなされてきたとこなされてきたところろろろではございますがではございますがではございますがではございますが、、、、特特特特にににに先先先先ほどからのほどからのほどからのほどからの論論論論議議議議ががががあああありますようなりますようなりますようなりますような人事人事人事人事でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか、、、、そういうそういうそういうそういう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、、、、警察警察警察警察庁庁庁庁のごのごのごのご意向意向意向意向がかなりというかがかなりというかがかなりというかがかなりというか、、、、もうほともうほともうほともうほとんんんんどどどど１００１００１００１００％％％％従従従従わわわわざるをざるをざるをざるを得得得得ないというないというないというないという現現現現実実実実ににににああああるるるるのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思えますえますえますえます。。。。自自自自治治治治警察警察警察警察でこれだけのでこれだけのでこれだけのでこれだけの地域地域地域地域をどうをどうをどうをどう守守守守っっっっていくのだということのていくのだということのていくのだということのていくのだということの意意意意識識識識とととと説明力説明力説明力説明力をををを持持持持っっっってててて警察警察警察警察庁庁庁庁にににに向向向向かかかかっっっってててて話話話話をしていただくことでをしていただくことでをしていただくことでをしていただくことで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの府府府府県県県県でもでもでもでもっっっってのてのてのての定定定定数数数数をををを認認認認められてしかるめられてしかるめられてしかるめられてしかるべべべべきだとはきだとはきだとはきだとは思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、現状現状現状現状はそうはなかなかいはそうはなかなかいはそうはなかなかいはそうはなかなかいっっっっていなていなていなていないというのがいというのがいというのがいというのが今今今今のののの姿姿姿姿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、、、、そこをそこをそこをそこを多多多多いといといといと思思思思っっっっているのかているのかているのかているのか少少少少ないとないとないとないと思思思思っっっっているているているているのかということののかということののかということののかということの答答答答えはえはえはえは出出出出しにくいとしにくいとしにくいとしにくいと思思思思いますからいますからいますからいますから、、、、こういうこういうこういうこういう意意意意見見見見ががががああああるのだということるのだということるのだということるのだということはははは警察警察警察警察庁庁庁庁にににに向向向向かかかかっっっってはてはてはてはっっっっきりとおきりとおきりとおきりとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの府府府府県県県県のののの府府府府県警察県警察県警察県警察のののの主主主主体体体体をををを認認認認めめめめろろろろとととと、、、、このこのこのこの部部部部分分分分をををを明明明明確確確確にしていただきたいにしていただきたいにしていただきたいにしていただきたい。。。。そういうそういうそういうそういう改改改改革革革革がががが必必必必要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ああああえてえてえてえて意意意意見見見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ますますます。。。。特特特特にににに、、、、新新新新人警察人警察人警察人警察官官官官をををを採採採採用用用用なさるときはなさるときはなさるときはなさるときは、、、、筆筆筆筆記記記記もかなりもかなりもかなりもかなり非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい試試試試験験験験がががが行行行行わわわわれているれているれているれているようでようでようでようであああありますしりますしりますしりますし、、、、加加加加えてえてえてえて体力体力体力体力をををを測測測測定定定定するというかするというかするというかするというか、、、、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部部部部分分分分でもでもでもでも非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しししし
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いいいい採採採採用用用用試試試試験験験験でででであああありますりますりますります。。。。これらのことをこれらのことをこれらのことをこれらのことを厳厳厳厳選選選選されてされてされてされて、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ警察警察警察警察官官官官になりたいとになりたいとになりたいとになりたいと思思思思っっっってててておられるおられるおられるおられる方方方方がががが何何何何年年年年ももももチチチチャャャャレレレレンンンンジジジジをしておられるというをしておられるというをしておられるというをしておられるという姿姿姿姿もももも拝拝拝拝見見見見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、、、、またまたまたまた大大大大いいいいにににに奈奈奈奈良県良県良県良県のののの治治治治安安安安をををを確保確保確保確保するというするというするというするという意意意意味味味味でででで、、、、警察警察警察警察庁庁庁庁からこれだけしかからこれだけしかからこれだけしかからこれだけしか認認認認められないからめられないからめられないからめられないから採採採採用用用用できないのだということではなしにできないのだということではなしにできないのだということではなしにできないのだということではなしに、、、、何何何何とかとかとかとか方法論方法論方法論方法論をおをおをおをお考考考考えいただきたいとえいただきたいとえいただきたいとえいただきたいと思思思思っっっっておりまておりまておりまておりますすすす。。。。それからそれからそれからそれから、、、、観光観光観光観光のののの部部部部分分分分でででで、、、、関関関関西西西西のののの議員連議員連議員連議員連盟盟盟盟でもでもでもでも発発発発言言言言をさをさをさをさせせせせていただいたのですがていただいたのですがていただいたのですがていただいたのですが、、、、観光観光観光観光客客客客がががが安安安安心心心心してしてしてして日本日本日本日本をををを観光観光観光観光できるできるできるできる、、、、奈奈奈奈良良良良へへへへ来来来来たらたらたらたら安安安安心心心心できるできるできるできる、、、、していられるのだというしていられるのだというしていられるのだというしていられるのだという姿姿姿姿をををを、、、、イメイメイメイメージージージージをををを与与与与えることもおもてなしというえることもおもてなしというえることもおもてなしというえることもおもてなしという意意意意味味味味でででで非常非常非常非常にににに大大大大切切切切なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思いますいますいますいます。。。。以以以以前前前前にににに外外外外国国国国視視視視察察察察をさをさをさをさせせせせていただいたときにていただいたときにていただいたときにていただいたときに、、、、このこのこのこの県議会県議会県議会県議会でもでもでもでも報告報告報告報告いたしましたけれどもいたしましたけれどもいたしましたけれどもいたしましたけれども、、、、ここにここにここにここに警察警察警察警察官官官官がいるのだというがいるのだというがいるのだというがいるのだという形形形形でででで警備警備警備警備をすることでをすることでをすることでをすることで、、、、一般一般一般一般のののの方方方方がすりにがすりにがすりにがすりに遭遭遭遭わわわわないとかないとかないとかないとか、、、、安安安安心心心心ししししておれるとかということもておれるとかということもておれるとかということもておれるとかということもああああるとるとるとると現地現地現地現地のののの警察警察警察警察官官官官がおがおがおがおっっっっししししゃゃゃゃっっっっておられましたておられましたておられましたておられました。。。。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ででで、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県ではすりがないよとではすりがないよとではすりがないよとではすりがないよと、、、、置置置置きききき引引引引きもないよときもないよときもないよときもないよと、、、、ほかのほかのほかのほかの府府府府県県県県ではそういうではそういうではそういうではそういう事案事案事案事案ががががあっあっあっあってててて、、、、外外外外国人国人国人国人のすりがのすりがのすりがのすりが横横横横行行行行しているとかしているとかしているとかしているとか置置置置きききき引引引引きがきがきがきが多多多多いとかということもいとかということもいとかということもいとかということもああああるようでするようでするようでするようですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県はははは安安安安心心心心しておられるのだというしておられるのだというしておられるのだというしておられるのだという定定定定着着着着したしたしたしたイメイメイメイメージージージージがががが外外外外国国国国にににに発発発発信信信信されるこされるこされるこされることもともともとも大大大大切切切切なななな観光観光観光観光対策対策対策対策でもでもでもでもあろあろあろあ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、、、、奈奈奈奈良県警察良県警察良県警察良県警察のののの大大大大いなるいなるいなるいなる活活活活躍躍躍躍をををを期期期期待待待待するとするとするとするとこここころろろろですですですです。。。。さてさてさてさて、、、、意意意意見見見見のののの開開開開陳陳陳陳はこのはこのはこのはこのぐぐぐぐらいにさらいにさらいにさらいにさせせせせていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、質質質質問問問問をさをさをさをさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。ことしのことしのことしのことしの予算予算予算予算でもでもでもでもっっっってててて、、、、異異異異例例例例とととと思思思思わわわわれることがれることがれることがれることが行行行行わわわわれましたれましたれましたれました。。。。何何何何かとかとかとかと言言言言いますといますといますといますと、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物対策対策対策対策、、、、多多多多田田田田地地地地区区区区のののの処分処分処分処分場場場場においてにおいてにおいてにおいて、、、、県県県県がががが代執代執代執代執行行行行をするということをしていただいているをするということをしていただいているをするということをしていただいているをするということをしていただいているとことことこところろろろですですですです。。。。処分者処分者処分者処分者がががが倒倒倒倒産産産産したということでしたということでしたということでしたということで、、、、またまたまたまた再再再再建建建建ということでということでということでということで業務業務業務業務がががが行行行行えないえないえないえない、、、、だだだだからからからから県県県県がががが代執代執代執代執行行行行をするのだということのをするのだということのをするのだということのをするのだということの予算予算予算予算をををを通通通通したとこしたとこしたとこしたところろろろでででであああありますしりますしりますしりますし、、、、それがどのよそれがどのよそれがどのよそれがどのようにうにうにうに行行行行わわわわれているのかおれているのかおれているのかおれているのかお聞聞聞聞かかかかせせせせ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。。。。まずまずまずまず１１１１点点点点、、、、それをおそれをおそれをおそれをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員のごのごのごのご質質質質問問問問におにおにおにお答答答答えをいたしますえをいたしますえをいたしますえをいたします。。。。○○○○福谷廃棄物対策課長福谷廃棄物対策課長福谷廃棄物対策課長福谷廃棄物対策課長今今今今あああありましたりましたりましたりました閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖されたされたされたされた最最最最終終終終処分処分処分処分場場場場のののの現状現状現状現状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、、、、今今今今現現現現在在在在、、、、土土土土地地地地につきましてにつきましてにつきましてにつきましてはははは２２２２つのつのつのつの会社会社会社会社がががが最最最最終終終終処分処分処分処分場場場場をををを保保保保有有有有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、、、、そのそのそのその１１１１社社社社がががが破破破破産産産産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。。。。もうもうもうもう１１１１社社社社がががが民民民民事再生事再生事再生事再生のののの手手手手続続続続をををを経経経経てててて、、、、裁判所裁判所裁判所裁判所にそのにそのにそのにその民民民民事再生計事再生計事再生計事再生計画画画画のののの認可認可認可認可をををを受受受受けてけてけてけて、、、、今今今今現現現現在在在在、、、、民民民民事事事事再生中再生中再生中再生中ででででああああるというるというるという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。。。。特特特特にににに、、、、民民民民事再生中事再生中事再生中事再生中のののの事業事業事業事業者者者者がががが今今今今現現現現在在在在、、、、そのそのそのその最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの水水水水処理処理処理処理プランプランプランプラントトトトのののの維持維持維持維持管理管理管理管理をををを行行行行っっっっていただいているとこていただいているとこていただいているとこていただい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。。。。現状現状現状現状がそがそがそがそういうういうういうういう状況状況状況状況になになになになっっっっているとているとているとていると。。。。いずれにしましてもいずれにしましてもいずれにしましてもいずれにしましても、、、、当課当課当課当課といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても、、、、毎毎毎毎日日日日パパパパトトトトロロロローーーールルルルもももも実施実施実施実施をしてをしてをしてをして、、、、そのそのそのその変変変変動動動動等等等等をををを注注注注視視視視しているとこしているとこしているとこしているところろろろでご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。。。。
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地地地地元元元元のののの方方方方 々々々々のごのごのごのご意意意意見見見見をををを承承承承りますとりますとりますとりますと、、、、そこからそこからそこからそこから出出出出てくるてくるてくるてくる水水水水にににに色色色色がついてがついてがついてがついて○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員いるとかいるとかいるとかいるとか、、、、分分分分析析析析はしていないのではしていないのではしていないのではしていないので正正正正確確確確なななな、、、、言言言言っっっったらたらたらたら、、、、陳陳陳陳情情情情ででででああああるのかどうかはるのかどうかはるのかどうかはるのかどうかは定定定定かではかではかではかではあああありまりまりまりませせせせんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、うまくできているのだうまくできているのだうまくできているのだうまくできているのだろろろろうかといううかといううかといううかという疑疑疑疑問問問問のののの声声声声がががが非常非常非常非常にににに聞聞聞聞こえてまいりこえてまいりこえてまいりこえてまいりますますますます。。。。こういうことがほかのこういうことがほかのこういうことがほかのこういうことがほかの企企企企業業業業にににに蔓延蔓延蔓延蔓延するとするとするとすると、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに大大大大変変変変なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思うのですうのですうのですうのですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、このこのこのこの県県県県のののの代執代執代執代執行行行行はかなりはかなりはかなりはかなり厳厳厳厳しくやしくやしくやしくやっっっっているということでているということでているということでているということで安安安安心感心感心感心感をををを与与与与えることもえることもえることもえることも、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げげげげているているているている多多多多田田田田地地地地区区区区のののの人人人人たちだけではなしにたちだけではなしにたちだけではなしにたちだけではなしに、、、、奈奈奈奈良県内良県内良県内良県内にににに幾幾幾幾つもつもつもつも処分地処分地処分地処分地ががががああああるるるるわわわわけけけけですですですです。。。。不安不安不安不安感感感感をををを持持持持っっっってててて県県県県民民民民のののの方方方方 々々々々はそのごはそのごはそのごはそのごみみみみのののの山山山山をををを眺眺眺眺めているとこめているとこめているとこめているところろろろでででであああありますのでりますのでりますのでりますので、、、、そそそそこはこはこはこは県県県県のののの代執代執代執代執行行行行もももも、、、、住民住民住民住民のののの人人人人たちにたちにたちにたちに対対対対してしてしてして安安安安心感心感心感心感をををを与与与与えてもらうえてもらうえてもらうえてもらう必必必必要要要要ががががああああるかとるかとるかとるか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、、、、今今今今後後後後のことについてののことについてののことについてののことについての取取取取りりりり組組組組みみみみはははは何何何何かなさかなさかなさかなさっっっっておられるのかおておられるのかおておられるのかおておられるのかお伺伺伺伺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いまいまいますすすす。。。。 今今今今現現現現在在在在、、、、当地当地当地当地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、、、、本年本年本年本年１１１１月月月月にににに関係関係関係関係者者者者のののの方方方方からからからから専門家専門家専門家専門家○○○○福谷廃棄物対策課長福谷廃棄物対策課長福谷廃棄物対策課長福谷廃棄物対策課長のののの支援支援支援支援チチチチーーーームムムムのののの受受受受けけけけ入入入入れをいたしましてれをいたしましてれをいたしましてれをいたしまして、、、、そのそのそのその助助助助言言言言もももも踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた形形形形のののの中中中中でででで、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのののの、、、、よりよりよりより効果効果効果効果、、、、効効効効率率率率的的的的なななな調調調調査査査査をををを実施実施実施実施をするためのをするためのをするためのをするためのココココンンンンササササルルルルティティティティングングングング業務業務業務業務についてについてについてについて委委委委託託託託をしたとをしたとをしたとをし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。。。。今今今今後後後後、、、、水水水水処理処理処理処理プランプランプランプラントトトトのののの維持維持維持維持管理管理管理管理ができなくなができなくなができなくなができなくなっっっったたたた場場場場合合合合にににに備備備備えてえてえてえて、、、、維維維維持持持持管理管理管理管理のののの継継継継続続続続をををを確保確保確保確保しながらしながらしながらしながら、、、、県県県県においてにおいてにおいてにおいて設置設置設置設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特別特別特別特別対策対策対策対策検検検検討討討討委員会委員会委員会委員会のののの中中中中でででで周辺周辺周辺周辺のののの環境環境環境環境影響影響影響影響調調調調査査査査のののの結果結果結果結果やややや、、、、今今今今後後後後委委委委託託託託をををを実施実施実施実施するするするする予定予定予定予定のののの測測測測量量量量ででででああああるとかるとかるとかるとか、、、、ボボボボリュリュリュリューーーームムムム調調調調査等査等査等査等のののの計計計計画画画画のののの内容内容内容内容についてごについてごについてごについてご意意意意見見見見をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた上上上上でででで、、、、具具具具体体体体的的的的なななな調調調調査査査査をををを今今今今後後後後実施実施実施実施をしていきをしていきをしていきをしていきたいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。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、、、、地地地地元元元元のののの住民住民住民住民のののの方方方方はははは非常非常非常非常にににに心配心配心配心配されているというされているというされているというされているということもこともこともことも、、、、我我我我々々々々意意意意識識識識もももも当然当然当然当然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、、、、そのごそのごそのごそのご心配心配心配心配についてはについてはについてはについては真摯真摯真摯真摯にににに受受受受けとめてけとめてけとめてけとめて、、、、できできできできるだけるだけるだけるだけ早早早早くくくく対対対対応応応応するようにするようにするようにするように心心心心がけていきたいとがけていきたいとがけていきたいとがけていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。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。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、別別別別のののの質質質質問問問問をさをさをさをさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市でででで、、、、うだうだうだうだ・・・・アアアアニニニニマルパマルパマルパマルパーーーーククククをつくをつくをつくをつくっっっっていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。もうもうもうもう既既既既にににに稼稼稼稼働働働働してしてしてして１１１１年年年年以以以以上上上上たたたたっっっっているているているているわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、本本本本来来来来、、、、ななななぜぜぜぜああああそこにつくるようになそこにつくるようになそこにつくるようになそこにつくるようになっっっったかといいますとたかといいますとたかといいますとたかといいますと、、、、橿橿橿橿原市原市原市原市ににににあああありましたりましたりましたりました動動動動物物物物愛愛愛愛護護護護センタセンタセンタセンターーーーがががが、、、、近近近近所所所所までまでまでまで家家家家がががが建建建建っっっってそれでどうしようもないとてそれでどうしようもないとてそれでどうしようもないとてそれでどうしようもないと。。。。どこかにどこかにどこかにどこかに行行行行くとこくとこくとこくところろろろはないかということでさまよはないかということでさまよはないかということでさまよはないかということでさまよっっっってててて、、、、何何何何年年年年もかかもかかもかかもかかっっっってててて宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市にににに設置設置設置設置するするするすることにことにことにことに決決決決ままままっっっったというたというたというたという経経経経過過過過ががががあああありますりますりますります。。。。そのそのそのその当時当時当時当時のののの地地地地元元元元へへへへのののの説明説明説明説明といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、地地地地元元元元のののの方方方方 々々々々とのおとのおとのおとのお約約約約束束束束事事事事のののの中中中中にににに、、、、命命命命というものはというものはというものはというものは大大大大切切切切なものなのだということについてのいなものなのだということについてのいなものなのだということについてのいなものなのだということについての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説明説明説明説明ががががあっあっあっあってててて、、、、これはこれはこれはこれは担担担担当当当当のののの課課課課ののののみみみみならずならずならずならず、、、、ほかのほかのほかのほかの課課課課ももももあわせあわせあわせあわせていていていていろろろろいいいいろろろろなおなおなおなお約約約約束束束束をされてきたとこをされてきたとこをされてきたとこをされてきたところろろろですですですです。。。。とことことこところろろろでででで、、、、動動動動物物物物愛愛愛愛護護護護センタセンタセンタセンターーーーをををを運営運営運営運営しておられるごしておられるごしておられるごしておられるご担担担担当当当当にににに伺伺伺伺いたいのですがいたいのですがいたいのですがいたいのですが、、、、現現現現在在在在のののの処処処処
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分分分分のののの頭頭頭頭数数数数のののの実実実実績績績績とかとかとかとか、、、、それからそれからそれからそれから命命命命をををを大大大大切切切切にするというのはにするというのはにするというのはにするというのは人人人人間間間間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、、、、動動動動物物物物にににに対対対対してもしてもしてもしても命命命命をををを大大大大切切切切にするというにするというにするというにするという意意意意味味味味もももも当然当然当然当然含含含含まれているまれているまれているまれているわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、殺殺殺殺さないということをさないということをさないということをさないということを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、譲譲譲譲渡渡渡渡がががが真剣真剣真剣真剣にににに考考考考えられなけれえられなけれえられなけれえられ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っっっっ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、、、、処分処分処分処分頭頭頭頭数数数数とととと譲譲譲譲渡渡渡渡頭頭頭頭数数数数とどういうとどういうとどういうとどういう現状現状現状現状ででででああああるのかおるのかおるのかおるのかお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。動動動動物物物物愛愛愛愛護護護護センタセンタセンタセンターーーーにおきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、殺殺殺殺処分処分処分処分頭頭頭頭数数数数ををををゼゼゼゼロロロロにににに向向向向けてけてけてけて○○○○山菅消費山菅消費山菅消費山菅消費・・・・生活安全課長生活安全課長生活安全課長生活安全課長取取取取りりりり組組組組むむむむというというというという形形形形でででで、、、、県県県県のののの動動動動物物物物愛愛愛愛護管理推進護管理推進護管理推進護管理推進計計計計画画画画をををを定定定定めましてめましてめましてめまして取取取取りりりり組組組組んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。とりとりとりとりああああえずのえずのえずのえずの目目目目標標標標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１９１９１９１９年度年度年度年度からからからから５５５５年年年年間間間間、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度末末末末までのまでのまでのまでの間間間間でででで半半半半減化減化減化減化をををを目指目指目指目指したいというしたいというしたいというしたいという形形形形でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいるとこでいるとこでいるとこで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。。。。そのそのそのその具具具具体体体体的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみとしましてとしましてとしましてとしまして、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのののの譲譲譲譲渡数渡数渡数渡数をふやすことがをふやすことがをふやすことがをふやすことが１１１１つつつつ、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは引引引引きききき取取取取りりりり数数数数をををを減減減減ららららせせせせないかということがもうないかということがもうないかということがもうないかということがもう一一一一つつつつ、、、、そのためにそのためにそのためにそのために繁繁繁繁殖殖殖殖制限制限制限制限、、、、ああああるいはるいはるいはるいは終終終終生生生生飼飼飼飼養養養養のののの啓啓啓啓発発発発をををを強化強化強化強化しようとしようとしようとしようと。。。。このこのこのこの３３３３つのつのつのつの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを一体一体一体一体的的的的にににに重重重重要要要要とととと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでごでごでごでございますざいますざいますざいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、まずまずまずまず１１１１つつつつ目目目目のののの譲譲譲譲渡渡渡渡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、、、、生生生生存存存存のののの機機機機会会会会をををを与与与与えるだけでなくてえるだけでなくてえるだけでなくてえるだけでなくて、、、、譲譲譲譲渡渡渡渡されたされたされたされた動動動動物物物物のののの適適適適正正正正飼飼飼飼養養養養のののの確保確保確保確保やややや、、、、ああああるいはるいはるいはるいは被害防止被害防止被害防止被害防止、、、、そういそういそういそういっっっったものにもたものにもたものにもたものにも配慮配慮配慮配慮がががが要要要要りまりまりまりますしすしすしすし、、、、譲譲譲譲渡渡渡渡後後後後のののの状態状態状態状態までまでまでまで責責責責任任任任をををを持持持持つといつといつといつといっっっったこともたこともたこともたことも求求求求められるとめられるとめられるとめられると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。そのそのそのその意意意意味味味味でででで、、、、適適適適正正正正なななな動動動動物物物物をををを適適適適正正正正なななな飼飼飼飼いいいい主主主主へへへへということをということをということをということを重重重重要要要要というというというという形形形形でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろででででございましてございましてございましてございまして、、、、若干若干若干若干のののの制制制制約約約約をつけざるををつけざるををつけざるををつけざるを得得得得ないとこないとこないとこないところろろろ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、、、、今年度今年度今年度今年度からからからからインスインスインスインストトトトララララククククタタタターーーー等等等等をををを活用活用活用活用いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、成成成成犬犬犬犬のしつけのしつけのしつけのしつけ直直直直しししし等等等等にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組みみみみましてましてましてまして、、、、候候候候補補補補犬犬犬犬をふをふをふをふやすやすやすやす、、、、さらにさらにさらにさらに譲譲譲譲渡渡渡渡講講講講習会習会習会習会をををを充実充実充実充実してしてしてして譲譲譲譲渡渡渡渡希希希希望望望望者者者者をふやしていくをふやしていくをふやしていくをふやしていく取取取取りりりり組組組組みみみみにににに取取取取りりりり組組組組んんんんでるとでるとでるとで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。。。。実実実実績績績績としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、譲譲譲譲渡渡渡渡実実実実績績績績、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、今今今今現現現現在在在在でででで３３３３７７７７頭頭頭頭というというという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。。。。ああああとととと、、、、引引引引きききき取取取取りりりり頭頭頭頭数数数数をををを減減減減らすらすらすらす取取取取りりりり組組組組みみみみとしましてとしましてとしましてとしまして（（（（ 殺殺殺殺処分処分処分処分総総総総数数数数はははは」」」」とととと発発発発言言言言するするするする者者者者あああありりりり））））「「「「殺殺殺殺処分処分処分処分総総総総数数数数はははは今今今今現現現現在在在在のののの数数数数値値値値がちがちがちがちょょょょっっっっとないのでとないのでとないのでとないので、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度総年度総年度総年度総数数数数というというというという形形形形でででで２２２２，，，，１１１１７７７７８８８８頭頭頭頭というというという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。。。。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。。。。かつてはかつてはかつてはかつては１１１１万万万万頭頭頭頭近近近近くくくく、、、、８８８８，，，，００００００００００００頭頭頭頭ほどほどほどほどあっあっあっあったのでたのでたのでたので、、、、殺殺殺殺処分処分処分処分数数数数もももも少少少少なななな○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員くなくなくなくなっっっっていることもていることもていることもていることも理理理理解解解解はしておりますはしておりますはしておりますはしております。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、このこのこのこの２２２２，，，，１１１１７７７７８８８８頭頭頭頭、、、、そしてそしてそしてそして譲譲譲譲渡渡渡渡がががが３３３３７７７７頭頭頭頭、、、、これはいかにもこれはいかにもこれはいかにもこれはいかにも開開開開きがきがきがきがあああありりりり過過過過ぎぎぎぎるようにるようにるようにるように思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの数数数数字字字字のののの差差差差はははは一体一体一体一体どういどういどういどういうことなのだうことなのだうことなのだうことなのだろろろろうかということをうかということをうかということをうかということを考考考考えたときにはえたときにはえたときにはえたときには、、、、ごごごご担担担担当課当課当課当課だけではとてもだけではとてもだけではとてもだけではとても解解解解決決決決しないしないしないしない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、、、、総総総総括括括括のときにのときにのときにのときに改改改改めてめてめてめて質質質質問問問問をさをさをさをさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。
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ほかほかほかほか、、、、質質質質問問問問ございまございまございまございませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長ほかにほかにほかにほかに質疑質疑質疑質疑がなけれがなけれがなけれがなければばばば、、、、これをもこれをもこれをもこれをもっっっってくらしてくらしてくらしてくらし創造部創造部創造部創造部、、、、景観景観景観景観・・・・環境局環境局環境局環境局、、、、産業産業産業産業・・・・雇用振興部雇用振興部雇用振興部雇用振興部、、、、警察本部警察本部警察本部警察本部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。。。。午午午午後後後後１１１１時時時時４０４０４０４０分分分分よりよりよりより、、、、健康健康健康健康福福福福祉祉祉祉部部部部、、、、こどもこどもこどもこども家家家家庭庭庭庭局局局局、、、、医療医療医療医療政策政策政策政策部部部部のののの審査審査審査審査をををを行行行行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。。。。


