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決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜歳入、総務部、警察本部＞＜歳入、総務部、警察本部＞＜歳入、総務部、警察本部＞＜歳入、総務部、警察本部＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２３年１０月１４日（金） １０：０３～１３：０２平成２３年１０月１４日（金） １０：０３～１３：０２平成２３年１０月１４日（金） １０：０３～１３：０２平成２３年１０月１４日（金） １０：０３～１３：０２

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 １１名１１名１１名１１名

新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長

尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長

井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員

小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員

川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事

平井 会計管理者・会計局長平井 会計管理者・会計局長平井 会計管理者・会計局長平井 会計管理者・会計局長

林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監

杉田 総務部長杉田 総務部長杉田 総務部長杉田 総務部長

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

幡谷 警務部長幡谷 警務部長幡谷 警務部長幡谷 警務部長

安道 生活安全部長安道 生活安全部長安道 生活安全部長安道 生活安全部長

福井 刑事部長福井 刑事部長福井 刑事部長福井 刑事部長

松本 交通部長松本 交通部長松本 交通部長松本 交通部長

平城 警備部長平城 警備部長平城 警備部長平城 警備部長

・・・・野 代表監査委員野 代表監査委員野 代表監査委員野 代表監査委員

竹内 監査委員事務局長竹内 監査委員事務局長竹内 監査委員事務局長竹内 監査委員事務局長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員
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傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事 議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について

報第２５号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２５号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２５号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２５号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 おはようございます。では、皆さん、ご苦労さんでございます。おはようございます。では、皆さん、ご苦労さんでございます。おはようございます。では、皆さん、ご苦労さんでございます。おはようございます。では、皆さん、ご苦労さんでございます。

ただいまから、決算審査特別委員会を開会いたします。ただいまから、決算審査特別委員会を開会いたします。ただいまから、決算審査特別委員会を開会いたします。ただいまから、決算審査特別委員会を開会いたします。

なお、川口委員が少しおくれるとのことでございますので、ご了承願いたいと思います。なお、川口委員が少しおくれるとのことでございますので、ご了承願いたいと思います。なお、川口委員が少しおくれるとのことでございますので、ご了承願いたいと思います。なお、川口委員が少しおくれるとのことでございますので、ご了承願いたいと思います。

初めに、傍聴についてでございますが、本委員会は本日より４日間開催されますが、傍初めに、傍聴についてでございますが、本委員会は本日より４日間開催されますが、傍初めに、傍聴についてでございますが、本委員会は本日より４日間開催されますが、傍初めに、傍聴についてでございますが、本委員会は本日より４日間開催されますが、傍

聴の申し出があった場合、２０名を限度として許可することといたしたいと思いますが、聴の申し出があった場合、２０名を限度として許可することといたしたいと思いますが、聴の申し出があった場合、２０名を限度として許可することといたしたいと思いますが、聴の申し出があった場合、２０名を限度として許可することといたしたいと思いますが、

よろしゅうございますか。よろしゅうございますか。よろしゅうございますか。よろしゅうございますか。

（（（（「「「「異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）

では、そのようにいたします。では、そのようにいたします。では、そのようにいたします。では、そのようにいたします。

それでは、傍聴の許可があった場合は、よろしく事務局の方、お願いしておきます。それでは、傍聴の許可があった場合は、よろしく事務局の方、お願いしておきます。それでは、傍聴の許可があった場合は、よろしく事務局の方、お願いしておきます。それでは、傍聴の許可があった場合は、よろしく事務局の方、お願いしておきます。

議案に入ります前にご報告いたします。さきの会議でご提案がありました正副委員長に議案に入ります前にご報告いたします。さきの会議でご提案がありました正副委員長に議案に入ります前にご報告いたします。さきの会議でご提案がありました正副委員長に議案に入ります前にご報告いたします。さきの会議でご提案がありました正副委員長に

一任をいただいております監査委員の出席についてでございますが、廣野代表監査委員に一任をいただいております監査委員の出席についてでございますが、廣野代表監査委員に一任をいただいております監査委員の出席についてでございますが、廣野代表監査委員に一任をいただいております監査委員の出席についてでございますが、廣野代表監査委員に

お願いすることとなり、本日出席いただいております。ご苦労さんでございます。お願いすることとなり、本日出席いただいております。ご苦労さんでございます。お願いすることとなり、本日出席いただいております。ご苦労さんでございます。お願いすることとなり、本日出席いただいております。ご苦労さんでございます。

それでは、日程に従い、歳入、総務部、警察本部の審査を行います。それでは、日程に従い、歳入、総務部、警察本部の審査を行います。それでは、日程に従い、歳入、総務部、警察本部の審査を行います。それでは、日程に従い、歳入、総務部、警察本部の審査を行います。

それでは、審査日程に従い、初めに会計管理者から平成２２年度決算の概要等の説明、それでは、審査日程に従い、初めに会計管理者から平成２２年度決算の概要等の説明、それでは、審査日程に従い、初めに会計管理者から平成２２年度決算の概要等の説明、それでは、審査日程に従い、初めに会計管理者から平成２２年度決算の概要等の説明、

引き続き総務部長から収支の状況及び健全化判断比率等の説明をお願いいたします。引き続き総務部長から収支の状況及び健全化判断比率等の説明をお願いいたします。引き続き総務部長から収支の状況及び健全化判断比率等の説明をお願いいたします。引き続き総務部長から収支の状況及び健全化判断比率等の説明をお願いいたします。

○平井会計管理者・会計局長○平井会計管理者・会計局長○平井会計管理者・会計局長○平井会計管理者・会計局長 それでは、平成２２年度の決算の概要につきましてご説明それでは、平成２２年度の決算の概要につきましてご説明それでは、平成２２年度の決算の概要につきましてご説明それでは、平成２２年度の決算の概要につきましてご説明

を申し上げますを申し上げますを申し上げますを申し上げます。。。。「平成２２年度一般会計決算の概要」をごらんいただきたいと思います「平成２２年度一般会計決算の概要」をごらんいただきたいと思います「平成２２年度一般会計決算の概要」をごらんいただきたいと思います「平成２２年度一般会計決算の概要」をごらんいただきたいと思います。。。。

１ページ、一般会計の決算の全体像でございます。歳入歳出の規模でございますが、歳１ページ、一般会計の決算の全体像でございます。歳入歳出の規模でございますが、歳１ページ、一般会計の決算の全体像でございます。歳入歳出の規模でございますが、歳１ページ、一般会計の決算の全体像でございます。歳入歳出の規模でございますが、歳

入決算額Ｂ欄でございます。４，８４１億６，０００万円、１８６億５，５００万円の対入決算額Ｂ欄でございます。４，８４１億６，０００万円、１８６億５，５００万円の対入決算額Ｂ欄でございます。４，８４１億６，０００万円、１８６億５，５００万円の対入決算額Ｂ欄でございます。４，８４１億６，０００万円、１８６億５，５００万円の対

前年減、３．７％の減でございます。それから、歳出でございますが、Ｃ欄、４，７４６前年減、３．７％の減でございます。それから、歳出でございますが、Ｃ欄、４，７４６前年減、３．７％の減でございます。それから、歳出でございますが、Ｃ欄、４，７４６前年減、３．７％の減でございます。それから、歳出でございますが、Ｃ欄、４，７４６

億１００万円で２３０億８，９００万円、４．６％の減となってございます。歳入歳出と億１００万円で２３０億８，９００万円、４．６％の減となってございます。歳入歳出と億１００万円で２３０億８，９００万円、４．６％の減となってございます。歳入歳出と億１００万円で２３０億８，９００万円、４．６％の減となってございます。歳入歳出と

も規模につきましては減となっておりますが、これは平成２１年度におきまして、国の経も規模につきましては減となっておりますが、これは平成２１年度におきまして、国の経も規模につきましては減となっておりますが、これは平成２１年度におきまして、国の経も規模につきましては減となっておりますが、これは平成２１年度におきまして、国の経

済危機対策等による済危機対策等による済危機対策等による済危機対策等による補補補補正正正正予予予予算を活算を活算を活算を活用用用用いたしましたいたしましたいたしましたいたしました基基基基金事金事金事金事業業業業等がございました。そのため、等がございました。そのため、等がございました。そのため、等がございました。そのため、

対前年度で規模対前年度で規模対前年度で規模対前年度で規模的的的的には減となっているものでございます。には減となっているものでございます。には減となっているものでございます。には減となっているものでございます。

表の中に表の中に表の中に表の中に戻戻戻戻っていただきまして、っていただきまして、っていただきまして、っていただきまして、ＤＤＤＤ欄、収支の欄、収支の欄、収支の欄、収支の差差差差し引き額、いし引き額、いし引き額、いし引き額、いわゆわゆわゆわゆるるるる形式形式形式形式収支でござい収支でござい収支でござい収支でござい

ますが９５億５，９００万円、このますが９５億５，９００万円、このますが９５億５，９００万円、このますが９５億５，９００万円、このＤＤＤＤ欄の額から欄の額から欄の額から欄の額から翌翌翌翌年度年度年度年度へ繰へ繰へ繰へ繰りりりり越越越越すすすすべべべべきききき財源財源財源財源、、、、ＦＦＦＦ欄を欄を欄を欄を控除控除控除控除
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いたしましていたしましていたしましていたしまして実質実質実質実質収支、収支、収支、収支、ＧＧＧＧ欄でございますが、５２億８，０００万円の欄でございますが、５２億８，０００万円の欄でございますが、５２億８，０００万円の欄でございますが、５２億８，０００万円の黒字黒字黒字黒字ということにということにということにということに

なっております。これにつきましては、なっております。これにつきましては、なっております。これにつきましては、なっております。これにつきましては、予予予予算の算の算の算の効効効効率率率率的的的的なななな執執執執行に行に行に行に努努努努めるとともに、めるとともに、めるとともに、めるとともに、臨時財政臨時財政臨時財政臨時財政

対策対策対策対策債債債債をををを含含含含めましためましためましためました実質的実質的実質的実質的な交な交な交な交付税付税付税付税、、、、地地地地方交方交方交方交付税付税付税付税のののの増増増増によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

２ページ、一般会計の歳入の状況でございますが、２ページ、一般会計の歳入の状況でございますが、２ページ、一般会計の歳入の状況でございますが、２ページ、一般会計の歳入の状況でございますが、款款款款別の内別の内別の内別の内訳訳訳訳あるいは対前年度のあるいは対前年度のあるいは対前年度のあるいは対前年度の増増増増減減減減

を表にを表にを表にを表に示示示示しております。決算総額でございますが、しております。決算総額でございますが、しております。決算総額でございますが、しております。決算総額でございますが、トトトトーーーータルタルタルタルといたしましては４，８４１といたしましては４，８４１といたしましては４，８４１といたしましては４，８４１

億６，０００万円、億６，０００万円、億６，０００万円、億６，０００万円、△△△△３．７％の減でございます。３．７％の減でございます。３．７％の減でございます。３．７％の減でございます。

歳入の歳入の歳入の歳入の主主主主な内な内な内な内訳訳訳訳、、、、下下下下ののののグラフグラフグラフグラフをごらんいただきたいのでございますが、をごらんいただきたいのでございますが、をごらんいただきたいのでございますが、をごらんいただきたいのでございますが、構構構構成比の大きな成比の大きな成比の大きな成比の大きな

ものからいきますと、ものからいきますと、ものからいきますと、ものからいきますと、地地地地方交方交方交方交付税付税付税付税が２９．７％、２が２９．７％、２が２９．７％、２が２９．７％、２番目番目番目番目、県、県、県、県税税税税が２１．７％、県が２１．７％、県が２１．７％、県が２１．７％、県債債債債が３が３が３が３番番番番

目目目目で１７．４％、国で１７．４％、国で１７．４％、国で１７．４％、国庫庫庫庫支出金１５．０％等となっております。支出金１５．０％等となっております。支出金１５．０％等となっております。支出金１５．０％等となっております。

主主主主なななな増増増増減につきまして、３ページ、県減につきまして、３ページ、県減につきまして、３ページ、県減につきまして、３ページ、県税税税税等でございますが、総額といたしましては１７等でございますが、総額といたしましては１７等でございますが、総額といたしましては１７等でございますが、総額といたしましては１７

億３，４００万円、１．２％の億３，４００万円、１．２％の億３，４００万円、１．２％の億３，４００万円、１．２％の増増増増でございますが、表の中、県でございますが、表の中、県でございますが、表の中、県でございますが、表の中、県税税税税の欄をごらんいただきまの欄をごらんいただきまの欄をごらんいただきまの欄をごらんいただきま

す。対前年す。対前年す。対前年す。対前年△△△△５．１％減少しておりますが、これは５．１％減少しておりますが、これは５．１％減少しておりますが、これは５．１％減少しておりますが、これは厳厳厳厳しいしいしいしい景気景気景気景気のののの動向動向動向動向をををを反映反映反映反映いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

個人個人個人個人県県県県民税民税民税民税、、、、自動車取得税自動車取得税自動車取得税自動車取得税をはをはをはをはじじじじめ、大め、大め、大め、大半半半半のののの税目税目税目税目で減少したためでございます。で減少したためでございます。で減少したためでございます。で減少したためでございます。地地地地方方方方譲与譲与譲与譲与

税税税税につきましては９１．３％と大につきましては９１．３％と大につきましては９１．３％と大につきましては９１．３％と大幅幅幅幅にににに伸伸伸伸びておりますが、これはびておりますが、これはびておりますが、これはびておりますが、これは地地地地方方方方法人法人法人法人特別特別特別特別譲与税譲与税譲与税譲与税が平が平が平が平

年度化したためでございます。年度化したためでございます。年度化したためでございます。年度化したためでございます。

地地地地方交方交方交方交付税付税付税付税、、、、臨時財政臨時財政臨時財政臨時財政対策対策対策対策債債債債でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、トトトトーーーータルタルタルタルで２４３億円で２４３億円で２４３億円で２４３億円余余余余り、１３．７％り、１３．７％り、１３．７％り、１３．７％

のののの増増増増でございます。これにつきましては、国のでございます。これにつきましては、国のでございます。これにつきましては、国のでございます。これにつきましては、国の地地地地方方方方財政財政財政財政計計計計画画画画におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、地地地地方交方交方交方交付税付税付税付税がががが

全国で１．１全国で１．１全国で１．１全国で１．１兆兆兆兆円円円円増増増増額ということがございました。それに交額ということがございました。それに交額ということがございました。それに交額ということがございました。それに交付税付税付税付税のののの振振振振りりりり替え替え替え替えでございますでございますでございますでございます

臨時財政臨時財政臨時財政臨時財政対策対策対策対策債債債債をををを含含含含めましためましためましためました実質的実質的実質的実質的な交な交な交な交付税付税付税付税でいいますと２４３億円でいいますと２４３億円でいいますと２４３億円でいいますと２４３億円余余余余り、１３．７％のり、１３．７％のり、１３．７％のり、１３．７％の

増増増増となったものでございます。となったものでございます。となったものでございます。となったものでございます。

４ページ、国４ページ、国４ページ、国４ページ、国庫庫庫庫支出金でございますが、支出金でございますが、支出金でございますが、支出金でございますが、トトトトーーーータルタルタルタルでは３１．４％の減となっております。では３１．４％の減となっております。では３１．４％の減となっております。では３１．４％の減となっております。

これにつきましては、県これにつきましては、県これにつきましては、県これにつきましては、県立学校立学校立学校立学校のののの授業料無償授業料無償授業料無償授業料無償化等に化等に化等に化等に伴伴伴伴います交います交います交います交付付付付金の金の金の金の増増増増、新、新、新、新設設設設ななななどどどどがあっがあっがあっがあっ

たものの、たものの、たものの、たものの、地域地域地域地域活活活活性性性性化・化・化・化・公共投公共投公共投公共投資資資資臨時臨時臨時臨時交交交交付付付付金な金な金な金などどどど、国の経済危機対策等に、国の経済危機対策等に、国の経済危機対策等に、国の経済危機対策等に伴伴伴伴います国います国います国います国庫庫庫庫支支支支

出金が平成２１年度に大出金が平成２１年度に大出金が平成２１年度に大出金が平成２１年度に大幅幅幅幅にあったものでございますから、これの減によるものでございにあったものでございますから、これの減によるものでございにあったものでございますから、これの減によるものでございにあったものでございますから、これの減によるものでござい

ます。ます。ます。ます。

県県県県債債債債につきましては、全体といたしまして２．４％のにつきましては、全体といたしまして２．４％のにつきましては、全体といたしまして２．４％のにつきましては、全体といたしまして２．４％の増増増増、内、内、内、内容的容的容的容的には、通には、通には、通には、通常債常債常債常債は引き続は引き続は引き続は引き続

きききき発発発発行を行を行を行を抑制抑制抑制抑制しておりますが、しておりますが、しておりますが、しておりますが、地地地地方交方交方交方交付税付税付税付税のののの振振振振りりりり替え替え替え替えでございますでございますでございますでございます臨時財政臨時財政臨時財政臨時財政対策対策対策対策債債債債が大が大が大が大幅幅幅幅

にににに増加増加増加増加したことによるものでございます。したことによるものでございます。したことによるものでございます。したことによるものでございます。

繰繰繰繰入金でございますが、４３．４％の大入金でございますが、４３．４％の大入金でございますが、４３．４％の大入金でございますが、４３．４％の大幅増幅増幅増幅増、これにつきましても、これにつきましても、これにつきましても、これにつきましても先先先先ほほほほど来ど来ど来ど来申し上げて申し上げて申し上げて申し上げて

おりますが、平成２１年度の国のおりますが、平成２１年度の国のおりますが、平成２１年度の国のおりますが、平成２１年度の国の補補補補正正正正予予予予算等を活算等を活算等を活算等を活用用用用してしてしてして基基基基金の造成なり、金の造成なり、金の造成なり、金の造成なり、積み増積み増積み増積み増しを行っしを行っしを行っしを行っ
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たものでございます。たものでございます。たものでございます。たものでございます。

５ページ、一般会計、歳出の状況でございます。５ページ、一般会計、歳出の状況でございます。５ページ、一般会計、歳出の状況でございます。５ページ、一般会計、歳出の状況でございます。性質性質性質性質別の内別の内別の内別の内訳訳訳訳を表でを表でを表でを表で示示示示しております。しております。しております。しております。

ままままずずずず、、、、人件費人件費人件費人件費でございますが、対前年０．０％、これにつきましては引き続き職員定でございますが、対前年０．０％、これにつきましては引き続き職員定でございますが、対前年０．０％、これにつきましては引き続き職員定でございますが、対前年０．０％、これにつきましては引き続き職員定数数数数のののの

削削削削減な減な減な減などどどどにににに取取取取りりりり組み組み組み組みましたが、ましたが、ましたが、ましたが、退退退退職職職職手当手当手当手当で１０億円で１０億円で１０億円で１０億円余余余余りりりり増加増加増加増加しておりますため、ほしておりますため、ほしておりますため、ほしておりますため、ほぼぼぼぼ対前対前対前対前

年度と年度と年度と年度と同同同同程度となっております。程度となっております。程度となっております。程度となっております。

それから、それから、それから、それから、公債費公債費公債費公債費でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、繰繰繰繰り上げり上げり上げり上げ償還償還償還償還を行ったこと等によりまして８．０％を行ったこと等によりまして８．０％を行ったこと等によりまして８．０％を行ったこと等によりまして８．０％

のののの伸伸伸伸び。小計欄、び。小計欄、び。小計欄、び。小計欄、義義義義務務務務的的的的経経経経費費費費でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、トトトトーーーータルタルタルタルで２．６％ので２．６％ので２．６％ので２．６％の増増増増となっております。となっております。となっております。となっております。

次次次次に、に、に、に、普普普普通通通通建設建設建設建設事事事事業費業費業費業費でございますが、１０．２％の減となっています。これにつきまでございますが、１０．２％の減となっています。これにつきまでございますが、１０．２％の減となっています。これにつきまでございますが、１０．２％の減となっています。これにつきま

しては、しては、しては、しては、整整整整備備備備効果効果効果効果のののの高高高高い事い事い事い事業業業業でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか緊急性緊急性緊急性緊急性のある事のある事のある事のある事業業業業にににに選択選択選択選択とととと集集集集中ということで中ということで中ということで中ということで

取取取取りりりり組組組組んでおりますが、中んでおりますが、中んでおりますが、中んでおりますが、中身的身的身的身的には中和には中和には中和には中和幹線幹線幹線幹線の道の道の道の道路整路整路整路整備あるいは県備あるいは県備あるいは県備あるいは県立学校立学校立学校立学校のののの耐震耐震耐震耐震化等、県化等、県化等、県化等、県

民民民民の安の安の安の安心心心心のためののためののためののための基盤整基盤整基盤整基盤整備を備を備を備を積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進をいたしましたが、またをいたしましたが、またをいたしましたが、またをいたしましたが、また片片片片方で方で方で方で直轄直轄直轄直轄事事事事業負担業負担業負担業負担金金金金

の減等がございまして、の減等がございまして、の減等がございまして、の減等がございまして、投投投投資資資資的的的的経経経経費費費費といたしましては９．９％の減となっております。といたしましては９．９％の減となっております。といたしましては９．９％の減となっております。といたしましては９．９％の減となっております。

そのそのそのその他他他他の経の経の経の経費費費費につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、積立積立積立積立金が平成２１年度の国の経済対策等に金が平成２１年度の国の経済対策等に金が平成２１年度の国の経済対策等に金が平成２１年度の国の経済対策等に伴伴伴伴いまして平いまして平いまして平いまして平

成２１年度には大成２１年度には大成２１年度には大成２１年度には大幅幅幅幅にににに増増増増額があったものですから、対前年で減となっております。その額があったものですから、対前年で減となっております。その額があったものですから、対前年で減となっております。その額があったものですから、対前年で減となっております。その他他他他

の経の経の経の経費費費費につきましては、対前年１２．５％の減でございます。につきましては、対前年１２．５％の減でございます。につきましては、対前年１２．５％の減でございます。につきましては、対前年１２．５％の減でございます。

６ページ６ページ６ページ６ページ以下以下以下以下にににに性質性質性質性質別の別の別の別の詳詳詳詳しい説明をしい説明をしい説明をしい説明を掲掲掲掲げておりますが、概げておりますが、概げておりますが、概げておりますが、概略略略略説明を申し上げました。説明を申し上げました。説明を申し上げました。説明を申し上げました。

８ページ、８ページ、８ページ、８ページ、目的目的目的目的別の決算額でございます。これにつきましてもごらんをいただ別の決算額でございます。これにつきましてもごらんをいただ別の決算額でございます。これにつきましてもごらんをいただ別の決算額でございます。これにつきましてもごらんをいただけけけけれれれればばばばとととと

思います。思います。思います。思います。

９ページ、収支の状況でございますが、９ページ、収支の状況でございますが、９ページ、収支の状況でございますが、９ページ、収支の状況でございますが、臨時財政臨時財政臨時財政臨時財政対策対策対策対策債債債債をををを含含含含めましためましためましためました実質的実質的実質的実質的な交な交な交な交付税付税付税付税のののの

増増増増ななななどどどどによりまして、によりまして、によりまして、によりまして、実質実質実質実質収支は前年度に比収支は前年度に比収支は前年度に比収支は前年度に比べべべべてててて増加増加増加増加いたしてます。平成２２年度は５２いたしてます。平成２２年度は５２いたしてます。平成２２年度は５２いたしてます。平成２２年度は５２

億８，０００万円、対前年で３０億円億８，０００万円、対前年で３０億円億８，０００万円、対前年で３０億円億８，０００万円、対前年で３０億円余余余余りのりのりのりの増増増増となっております。このとなっております。このとなっております。このとなっております。この実質実質実質実質収支につきま収支につきま収支につきま収支につきま

しては、今しては、今しては、今しては、今後後後後のののの財政負担財政負担財政負担財政負担に備に備に備に備ええええるため、るため、るため、るため、基基基基金金金金へへへへのののの積み立積み立積み立積み立てをてをてをてを予予予予定をいたしております。定をいたしております。定をいたしております。定をいたしております。

次次次次に、１０ページ、特別会計の状況でございますが、１２会計の決算をに、１０ページ、特別会計の状況でございますが、１２会計の決算をに、１０ページ、特別会計の状況でございますが、１２会計の決算をに、１０ページ、特別会計の状況でございますが、１２会計の決算を示示示示しております。しております。しております。しております。

トトトトーーーータルタルタルタルで１，４３７億２，８００万円、対前年３５億円で１，４３７億２，８００万円、対前年３５億円で１，４３７億２，８００万円、対前年３５億円で１，４３７億２，８００万円、対前年３５億円余余余余りのりのりのりの黒字黒字黒字黒字ということになってということになってということになってということになって

おります。おります。おります。おります。

以以以以上が平成２２年度の一般会計及び特別会計の決算の概要でございます。上が平成２２年度の一般会計及び特別会計の決算の概要でございます。上が平成２２年度の一般会計及び特別会計の決算の概要でございます。上が平成２２年度の一般会計及び特別会計の決算の概要でございます。何何何何ととととぞぞぞぞよろしよろしよろしよろし

くご審議の上、ご承認いただくご審議の上、ご承認いただくご審議の上、ご承認いただくご審議の上、ご承認いただけけけけるようよろしくお願いいたします。るようよろしくお願いいたします。るようよろしくお願いいたします。るようよろしくお願いいたします。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ご苦労さんでございました。ご苦労さんでございました。ご苦労さんでございました。ご苦労さんでございました。

○杉田総務部長○杉田総務部長○杉田総務部長○杉田総務部長 続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、「平成２２年度一般会計決算の概要」で、収支の状況と健「平成２２年度一般会計決算の概要」で、収支の状況と健「平成２２年度一般会計決算の概要」で、収支の状況と健「平成２２年度一般会計決算の概要」で、収支の状況と健

全化の全化の全化の全化の指標指標指標指標についてご説明いたします。についてご説明いたします。についてご説明いたします。についてご説明いたします。
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９ページ、収支の状況ですが、９ページ、収支の状況ですが、９ページ、収支の状況ですが、９ページ、収支の状況ですが、先先先先ほほほほどどどど会計管理者・会計局長からお会計管理者・会計局長からお会計管理者・会計局長からお会計管理者・会計局長からお話話話話ありましたように、ありましたように、ありましたように、ありましたように、

昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の実質実質実質実質収支額に比収支額に比収支額に比収支額に比べべべべまして３０億円まして３０億円まして３０億円まして３０億円増増増増の５２億８，０００万円でございます。これの５２億８，０００万円でございます。これの５２億８，０００万円でございます。これの５２億８，０００万円でございます。これ

につきましては、１２月につきましては、１２月につきましては、１２月につきましては、１２月補補補補正で議案としてご審議いただくこととしております。正で議案としてご審議いただくこととしております。正で議案としてご審議いただくこととしております。正で議案としてご審議いただくこととしております。

続きまして、１１ページ、続きまして、１１ページ、続きまして、１１ページ、続きまして、１１ページ、財政財政財政財政状況の状況の状況の状況の指標指標指標指標でございます。ご承知のとおり、平成１９年でございます。ご承知のとおり、平成１９年でございます。ご承知のとおり、平成１９年でございます。ご承知のとおり、平成１９年

度決算から度決算から度決算から度決算から地地地地方方方方公共団公共団公共団公共団体の体の体の体の財政財政財政財政健全化健全化健全化健全化法法法法がががが制制制制定されまして、この定されまして、この定されまして、この定されまして、この財政財政財政財政状況の状況の状況の状況の指標指標指標指標によりによりによりにより地地地地

方方方方公共団公共団公共団公共団体の体の体の体の財政財政財政財政状況を状況を状況を状況をチェックチェックチェックチェックすることとされています。することとされています。することとされています。することとされています。

１２ページ、１２ページ、１２ページ、１２ページ、財政指標財政指標財政指標財政指標のののの考え考え考え考え方が方が方が方が書書書書いてあります。まいてあります。まいてあります。まいてあります。まずずずず、一般会計を中、一般会計を中、一般会計を中、一般会計を中心心心心とするとするとするとする普普普普通会通会通会通会

計につきましては計につきましては計につきましては計につきましては実質赤字実質赤字実質赤字実質赤字をををを見見見見ると、ると、ると、ると、公営企業公営企業公営企業公営企業もあもあもあもあわせわせわせわせましてましてましてまして連結実質赤字連結実質赤字連結実質赤字連結実質赤字をををを見見見見ます。そます。そます。そます。そ

のほか、のほか、のほか、のほか、地地地地方方方方公共団公共団公共団公共団体が体が体が体が負担負担負担負担するするするする公債費公債費公債費公債費、、、、借借借借金を金を金を金を返返返返済する額ですが、それが済する額ですが、それが済する額ですが、それが済する額ですが、それが過過過過大でないか大でないか大でないか大でないか

というというというという実質公債実質公債実質公債実質公債比率を比率を比率を比率を見見見見ます。さらに、ます。さらに、ます。さらに、ます。さらに、最後最後最後最後、第、第、第、第三セクタ三セクタ三セクタ三セクター等もー等もー等もー等も含含含含めましてめましてめましてめまして将来的将来的将来的将来的に一般に一般に一般に一般

会計が会計が会計が会計が負担負担負担負担することになるすることになるすることになるすることになる将来負担将来負担将来負担将来負担比率、これが比率、これが比率、これが比率、これが財政財政財政財政規模に比規模に比規模に比規模に比べべべべててててどどどどうかと、この４つのうかと、この４つのうかと、この４つのうかと、この４つの

指標指標指標指標がございます。がございます。がございます。がございます。

１１ページ、ま１１ページ、ま１１ページ、ま１１ページ、まず実質赤字ず実質赤字ず実質赤字ず実質赤字比率、比率、比率、比率、連結実質赤字連結実質赤字連結実質赤字連結実質赤字比率とも比率とも比率とも比率とも△△△△１．７６％、１．７６％、１．７６％、１．７６％、△△△△７．５９％で７．５９％で７．５９％で７．５９％で

ございますので、すなございますので、すなございますので、すなございますので、すなわち赤字わち赤字わち赤字わち赤字でなくてでなくてでなくてでなくて黒字黒字黒字黒字ということでございます。ということでございます。ということでございます。ということでございます。早期早期早期早期健全化健全化健全化健全化基準基準基準基準、、、、

財政再財政再財政再財政再生生生生基準基準基準基準というのがありますが、というのがありますが、というのがありますが、というのがありますが、早期早期早期早期健全化健全化健全化健全化基準基準基準基準というのは、一定のというのは、一定のというのは、一定のというのは、一定の基準基準基準基準を上を上を上を上回回回回ったったったった

場合に、場合に、場合に、場合に、悪悪悪悪化した場合に化した場合に化した場合に化した場合に自主的自主的自主的自主的なななな改善努力改善努力改善努力改善努力をををを義義義義務務務務づけづけづけづけられるというものでございます。さられるというものでございます。さられるというものでございます。さられるというものでございます。さ

らにらにらにらに悪悪悪悪化しますと、国が化しますと、国が化しますと、国が化しますと、国が強制的強制的強制的強制的に関に関に関に関与与与与してしてしてして財政再建財政再建財政再建財政再建を行うというを行うというを行うというを行うという指標指標指標指標でございます。いでございます。いでございます。いでございます。いずずずず

れも、そのれも、そのれも、そのれも、その範囲範囲範囲範囲のののの基準基準基準基準ははははクリアクリアクリアクリアしております。しております。しております。しております。次次次次に、に、に、に、実質公債実質公債実質公債実質公債比率でございますが、これ比率でございますが、これ比率でございますが、これ比率でございますが、これ

につきましても１１．５％でございます。国のにつきましても１１．５％でございます。国のにつきましても１１．５％でございます。国のにつきましても１１．５％でございます。国の早期早期早期早期健全化健全化健全化健全化基準基準基準基準２５％でございますので、２５％でございますので、２５％でございますので、２５％でございますので、

これにつきましても健全な率をこれにつきましても健全な率をこれにつきましても健全な率をこれにつきましても健全な率を保保保保っております。っております。っております。っております。最後最後最後最後、、、、将来負担将来負担将来負担将来負担比率でございますが、こ比率でございますが、こ比率でございますが、こ比率でございますが、こ

れにつきましてもれにつきましてもれにつきましてもれにつきましても早期早期早期早期健全化健全化健全化健全化基準基準基準基準４００％のところ、本県は２１５．８％ということで、４００％のところ、本県は２１５．８％ということで、４００％のところ、本県は２１５．８％ということで、４００％のところ、本県は２１５．８％ということで、

一定の健全化を一定の健全化を一定の健全化を一定の健全化を保保保保っております。っております。っております。っております。

次次次次に、に、に、に、公営企業公営企業公営企業公営企業の資金不足比率でございます。これは、の資金不足比率でございます。これは、の資金不足比率でございます。これは、の資金不足比率でございます。これは、公営企業公営企業公営企業公営企業でいでいでいでいわばわばわばわば収支が収支が収支が収支が赤字赤字赤字赤字にににに

なっていないかをなっていないかをなっていないかをなっていないかを見見見見るものでございます。るものでございます。るものでございます。るものでございます。プラスプラスプラスプラスがががが赤字赤字赤字赤字でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、水水水水道道道道用水供給用水供給用水供給用水供給事事事事

業業業業、、、、病院病院病院病院事事事事業業業業、、、、流域下水流域下水流域下水流域下水道事道事道事道事業業業業、中、中、中、中央卸売市央卸売市央卸売市央卸売市場事場事場事場事業業業業はいはいはいはいずずずずれもれもれもれも△△△△となっておりまして、資となっておりまして、資となっておりまして、資となっておりまして、資

金金金金剰余剰余剰余剰余という状という状という状という状態態態態になっております。になっております。になっております。になっております。

一般会計決算の概要は一般会計決算の概要は一般会計決算の概要は一般会計決算の概要は以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度重点課題重点課題重点課題重点課題に関するに関するに関するに関する評価評価評価評価（概要（概要（概要（概要版版版版））））」につきましてご説明いた」につきましてご説明いた」につきましてご説明いた」につきましてご説明いた

しますが、１ページ、このしますが、１ページ、このしますが、１ページ、このしますが、１ページ、この重点課題重点課題重点課題重点課題のののの評価評価評価評価につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、財政財政財政財政健全化と健全化と健全化と健全化と必必必必要な要な要な要な施施施施策の策の策の策の実実実実

現現現現にににに向け向け向け向けましてましてましてましてマネマネマネマネジジジジメントサイクルメントサイクルメントサイクルメントサイクルを充を充を充を充実実実実するするするする必必必必要があるということで、要があるということで、要があるということで、要があるということで、ＰＤＰＤＰＤＰＤＣＣＣＣＡＡＡＡをしをしをしをし
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っかりっかりっかりっかりややややっていこうというっていこうというっていこうというっていこうという考え考え考え考え方のもとで方のもとで方のもとで方のもとで作作作作成されております。成されております。成されております。成されております。下下下下のののの図図図図をごらんいただきをごらんいただきをごらんいただきをごらんいただき

ますように、ますように、ますように、ますように、予予予予算に算に算に算に反映反映反映反映するために、平成２４年度でするために、平成２４年度でするために、平成２４年度でするために、平成２４年度で言言言言いますと、平成２２年度のいますと、平成２２年度のいますと、平成２２年度のいますと、平成２２年度の取取取取りりりり組組組組

みみみみの成の成の成の成果果果果のののの評価評価評価評価をいたしまして平成２４年度にをいたしまして平成２４年度にをいたしまして平成２４年度にをいたしまして平成２４年度に向け向け向け向けたたたた課題課題課題課題の明の明の明の明確確確確化をすると、そうした上化をすると、そうした上化をすると、そうした上化をすると、そうした上

でででで施施施施策の策の策の策の見直見直見直見直しをしてしをしてしをしてしをして予予予予算算算算編編編編成に成に成に成に反映反映反映反映ささささせせせせていくということでございます。今年度につきていくということでございます。今年度につきていくということでございます。今年度につきていくということでございます。今年度につき

ましては、行ましては、行ましては、行ましては、行財政運営プラン財政運営プラン財政運営プラン財政運営プラン２０１０で２０１０で２０１０で２０１０で示示示示したしたしたした重点課題重点課題重点課題重点課題とととと主主主主なななな政政政政策策策策集集集集でででで示示示示したしたしたした政政政政策策策策目標目標目標目標、、、、

戦略目標戦略目標戦略目標戦略目標についてについてについてについて分析評価分析評価分析評価分析評価を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。

３ページ、３ページ、３ページ、３ページ、重点課題重点課題重点課題重点課題とととと目指目指目指目指すすすす姿姿姿姿を明を明を明を明示示示示した上で、した上で、した上で、した上で、目標目標目標目標のののの進捗進捗進捗進捗状況、状況、状況、状況、現現現現状状状状分析分析分析分析を行いましを行いましを行いましを行いまし

て、平成２２年度のて、平成２２年度のて、平成２２年度のて、平成２２年度の取取取取りりりり組み組み組み組み成成成成果果果果のののの評価評価評価評価を行って、平成２４年度の方を行って、平成２４年度の方を行って、平成２４年度の方を行って、平成２４年度の方針針針針を定めております。を定めております。を定めております。を定めております。

このようにこのようにこのようにこのようにわわわわかりかりかりかりややややすい資すい資すい資すい資料料料料をををを作作作作成し、県成し、県成し、県成し、県民民民民の方におの方におの方におの方にお伝え伝え伝え伝えすることとしております。することとしております。することとしております。することとしております。

これとあこれとあこれとあこれとあわせわせわせわせまして、まして、まして、まして、主主主主要要要要政政政政策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書をあをあをあをあわせわせわせわせてごらんいただくことでてごらんいただくことでてごらんいただくことでてごらんいただくことで

県県県県政政政政のののの進捗進捗進捗進捗状況、状況、状況、状況、課題課題課題課題等をごらんいただ等をごらんいただ等をごらんいただ等をごらんいただけけけけれれれればばばばと思います。と思います。と思います。と思います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

続きまして、歳入全般、総務部、警察本部の決算審査を行います。続きまして、歳入全般、総務部、警察本部の決算審査を行います。続きまして、歳入全般、総務部、警察本部の決算審査を行います。続きまして、歳入全般、総務部、警察本部の決算審査を行います。

総務部長、県理事兼危機管理監、総務部長、県理事兼危機管理監、総務部長、県理事兼危機管理監、総務部長、県理事兼危機管理監、財財財財務務務務担当担当担当担当総務部総務部総務部総務部次次次次長、行長、行長、行長、行政政政政経経経経営課営課営課営課長、警察本部長の長、警察本部長の長、警察本部長の長、警察本部長の順順順順

にににに簡潔簡潔簡潔簡潔にご説明願います。にご説明願います。にご説明願います。にご説明願います。

○杉田総務部長○杉田総務部長○杉田総務部長○杉田総務部長 それでは、歳入決算全般及び総務部の歳出、この２それでは、歳入決算全般及び総務部の歳出、この２それでは、歳入決算全般及び総務部の歳出、この２それでは、歳入決算全般及び総務部の歳出、この２点点点点についてご説明をについてご説明をについてご説明をについてご説明を

いたします。いたします。いたします。いたします。

ままままずずずず、、、、「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」２ページでございます。歳入全般に」２ページでございます。歳入全般に」２ページでございます。歳入全般に」２ページでございます。歳入全般に

なりますのでなりますのでなりますのでなりますので細細細細かくなりますかくなりますかくなりますかくなりますけけけけれれれれどどどども、ご説明いたします。も、ご説明いたします。も、ご説明いたします。も、ご説明いたします。

ままままずずずず、県、県、県、県税税税税につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、予予予予算算算算現現現現額１，０２６億円に対しまして１，０５０億２，４額１，０２６億円に対しまして１，０５０億２，４額１，０２６億円に対しまして１，０５０億２，４額１，０２６億円に対しまして１，０５０億２，４

００万円００万円００万円００万円余余余余となっております。となっております。となっております。となっております。予予予予算算算算現現現現額と収入済額と収入済額と収入済額と収入済みみみみ額比額比額比額比較較較較しますと、２４億２，４００万しますと、２４億２，４００万しますと、２４億２，４００万しますと、２４億２，４００万

円円円円余余余余のののの増増増増となっており、となっており、となっており、となっており、予予予予算よりも算よりも算よりも算よりも多多多多いということでございます。いということでございます。いということでございます。いということでございます。主主主主なななな増増増増要要要要因因因因としましてとしましてとしましてとしまして

は、４の不は、４の不は、４の不は、４の不動動動動産産産産取得税取得税取得税取得税、これは新、これは新、これは新、これは新築物築物築物築物件件件件のののの増増増増です。県です。県です。県です。県民税民税民税民税、これは、これは、これは、これは利利利利子子子子割割割割ががががふふふふええええたことにたことにたことにたことに

よるものです。そして、よるものです。そして、よるものです。そして、よるものです。そして、軽油軽油軽油軽油引引引引取税取税取税取税、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飲飲飲飲料水料水料水料水等、等、等、等、物物物物流流流流のののの増増増増、、、、自動車税自動車税自動車税自動車税、、、、

これにつきましてもこれにつきましてもこれにつきましてもこれにつきましても販販販販売売売売台台台台数数数数のののの増増増増ということで、ということで、ということで、ということで、予予予予算よりも算よりも算よりも算よりも増増増増ということになっておりまということになっておりまということになっておりまということになっておりま

す。不す。不す。不す。不納欠損納欠損納欠損納欠損額につきましては、２億５，６００万円額につきましては、２億５，６００万円額につきましては、２億５，６００万円額につきましては、２億５，６００万円余余余余となっております。一となっております。一となっております。一となっております。一番番番番大きいの大きいの大きいの大きいの

は県は県は県は県民税民税民税民税、、、、次次次次いでいでいでいで自動車税自動車税自動車税自動車税となっております。引き続きとなっております。引き続きとなっております。引き続きとなっております。引き続き徴徴徴徴収収収収確保確保確保確保にににに努努努努めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

次次次次、、、、地地地地方方方方消消消消費税費税費税費税でございますが、２１６億６，２００万円でございますが、２１６億６，２００万円でございますが、２１６億６，２００万円でございますが、２１６億６，２００万円余余余余に対しまして２１７億円に対しまして２１７億円に対しまして２１７億円に対しまして２１７億円余余余余

となっております。となっております。となっております。となっております。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、地地地地方方方方譲与税譲与税譲与税譲与税でございますが、１４０億５，０００万円でございますが、１４０億５，０００万円でございますが、１４０億５，０００万円でございますが、１４０億５，０００万円余余余余に対しまして１５に対しまして１５に対しまして１５に対しまして１５



---- 7777 ----

５億５，０００万円５億５，０００万円５億５，０００万円５億５，０００万円余余余余となっております。これもとなっております。これもとなっております。これもとなっております。これもプラスプラスプラスプラスですが、これはですが、これはですが、これはですが、これは地地地地方方方方法人法人法人法人特別特別特別特別税税税税がががが

創創創創設設設設されまして、されまして、されまして、されまして、地地地地方方方方法人法人法人法人特別特別特別特別税税税税がががが当当当当初初初初見見見見込込込込みみみみよりもよりもよりもよりも増加増加増加増加したことによるものでございましたことによるものでございましたことによるものでございましたことによるものでございま

す。す。す。す。

次次次次、４、４、４、４番番番番、、、、地地地地方特方特方特方特例例例例交交交交付付付付金、これも金、これも金、これも金、これも当当当当初初初初見見見見込込込込みみみみよりもよりもよりもよりも増増増増となっております。子となっております。子となっております。子となっております。子どどどどもももも手当手当手当手当

制制制制度度度度創創創創設設設設にににに伴伴伴伴いますいますいますいます地地地地方交方交方交方交付付付付金が金が金が金が増加増加増加増加されたことによるされたことによるされたことによるされたことによる増増増増でございます。でございます。でございます。でございます。

続きまして、３ページ、続きまして、３ページ、続きまして、３ページ、続きまして、３ページ、地地地地方交方交方交方交付税付税付税付税でございます。これもでございます。これもでございます。これもでございます。これも予予予予算で算で算で算で見見見見込込込込んだ額よりも算定んだ額よりも算定んだ額よりも算定んだ額よりも算定

結果結果結果結果がががが増加増加増加増加したことによりまして２２億７，９００万円したことによりまして２２億７，９００万円したことによりまして２２億７，９００万円したことによりまして２２億７，９００万円余増余増余増余増となっております。となっております。となっております。となっております。

次次次次いで、７いで、７いで、７いで、７番番番番、、、、分担分担分担分担金及び金及び金及び金及び負担負担負担負担金でございます。これは、金でございます。これは、金でございます。これは、金でございます。これは、予予予予算算算算現現現現額に対しまして５，０額に対しまして５，０額に対しまして５，０額に対しまして５，０

００万円００万円００万円００万円余余余余ののののマイマイマイマイナナナナスススス、不足となっております。これにつきましては、不足となっております。これにつきましては、不足となっております。これにつきましては、不足となっております。これにつきましては児童措置児童措置児童措置児童措置費負担費負担費負担費負担金、金、金、金、

措置措置措置措置者者者者数数数数が減少したこと、そしてが減少したこと、そしてが減少したこと、そしてが減少したこと、そして急急急急傾斜傾斜傾斜傾斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊対策事対策事対策事対策事業業業業が事が事が事が事業費業費業費業費が減ったことによることが減ったことによることが減ったことによることが減ったことによること

がががが主主主主な要な要な要な要因因因因でございます。不でございます。不でございます。不でございます。不納欠損納欠損納欠損納欠損額、収入額、収入額、収入額、収入未未未未済額、い済額、い済額、い済額、いずずずずれもれもれもれも記載記載記載記載の額になっておりますの額になっておりますの額になっておりますの額になっております

が、が、が、が、主主主主な要な要な要な要因因因因としましては、としましては、としましては、としましては、児童措置児童措置児童措置児童措置費負担費負担費負担費負担金がこれらの不金がこれらの不金がこれらの不金がこれらの不納欠損納欠損納欠損納欠損、収入、収入、収入、収入未未未未済の額でござ済の額でござ済の額でござ済の額でござ

います。います。います。います。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、使使使使用料用料用料用料及び及び及び及び手数料手数料手数料手数料でございます。これにつきましては、６０億４，１００でございます。これにつきましては、６０億４，１００でございます。これにつきましては、６０億４，１００でございます。これにつきましては、６０億４，１００

万円万円万円万円余余余余に対しまして、収入済に対しまして、収入済に対しまして、収入済に対しまして、収入済みみみみ額が５７億３，０００万円額が５７億３，０００万円額が５７億３，０００万円額が５７億３，０００万円余余余余となっております。すなとなっております。すなとなっております。すなとなっております。すなわちわちわちわち、、、、

予予予予算算算算現現現現額に対しまして３億１，０００万円減少している額に対しまして３億１，０００万円減少している額に対しまして３億１，０００万円減少している額に対しまして３億１，０００万円減少しているわけわけわけわけでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、主主主主な要な要な要な要因因因因とととと

しましては、しましては、しましては、しましては、使使使使用料用料用料用料１億７，０００万円でございます。要１億７，０００万円でございます。要１億７，０００万円でございます。要１億７，０００万円でございます。要因因因因としましては、県としましては、県としましては、県としましては、県営営営営住宅住宅住宅住宅の入の入の入の入

居居居居者の減、県者の減、県者の減、県者の減、県立立立立大大大大学学学学のののの学学学学生の減が生の減が生の減が生の減が主主主主な要な要な要な要因因因因でございます。でございます。でございます。でございます。手数料手数料手数料手数料は、は、は、は、予予予予算額に対しまして算額に対しまして算額に対しまして算額に対しまして

１億３，９００万円１億３，９００万円１億３，９００万円１億３，９００万円余余余余の減少となっております。これはの減少となっております。これはの減少となっております。これはの減少となっております。これは主主主主な要な要な要な要因因因因としましては、としましては、としましては、としましては、自動車運自動車運自動車運自動車運

転免転免転免転免許者許者許者許者講習講習講習講習手数料手数料手数料手数料のののの受講受講受講受講者者者者数数数数の減がの減がの減がの減が主主主主な要な要な要な要因因因因でございます。不でございます。不でございます。不でございます。不納欠損納欠損納欠損納欠損につきましては３につきましては３につきましては３につきましては３

３５万円３５万円３５万円３５万円余余余余でございます。これもでございます。これもでございます。これもでございます。これも高校授業料高校授業料高校授業料高校授業料がががが主主主主な要な要な要な要因因因因でございます。収入でございます。収入でございます。収入でございます。収入未未未未済額も県済額も県済額も県済額も県営営営営

住宅住宅住宅住宅とととと高校授業料高校授業料高校授業料高校授業料がががが主主主主な要な要な要な要因因因因でございます。これらにつきましても、でございます。これらにつきましても、でございます。これらにつきましても、でございます。これらにつきましても、税税税税とととと同同同同様様様様、、、、徴徴徴徴収の収の収の収の確確確確

保保保保にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

続きまして、国続きまして、国続きまして、国続きまして、国庫庫庫庫支出金でございますが、８６１億８，０００万円支出金でございますが、８６１億８，０００万円支出金でございますが、８６１億８，０００万円支出金でございますが、８６１億８，０００万円余余余余に対しまして７２に対しまして７２に対しまして７２に対しまして７２

４億７，０００万円４億７，０００万円４億７，０００万円４億７，０００万円余余余余、１３７億円の、１３７億円の、１３７億円の、１３７億円の予予予予算に対して算に対して算に対して算に対してマイマイマイマイナナナナススススとなっております。これにつとなっております。これにつとなっております。これにつとなっております。これにつ

きましては、事きましては、事きましては、事きましては、事業業業業のののの繰繰繰繰りりりり越越越越しがしがしがしが主主主主な要な要な要な要因因因因でございます。でございます。でございます。でございます。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、財財財財産産産産収入でございます。収入でございます。収入でございます。収入でございます。財財財財産産産産収入１７億２，５００万円収入１７億２，５００万円収入１７億２，５００万円収入１７億２，５００万円余余余余に対しまして８に対しまして８に対しまして８に対しまして８

億２，２００万円億２，２００万円億２，２００万円億２，２００万円余余余余でございます。９億円のでございます。９億円のでございます。９億円のでございます。９億円のマイマイマイマイナナナナススススでございます。これは、いでございます。これは、いでございます。これは、いでございます。これは、いずずずずれもれもれもれも財財財財

産産産産運用運用運用運用収入、収入、収入、収入、預預預預金金金金利利利利率が率が率が率が低低低低水準水準水準水準でありましたためにでありましたためにでありましたためにでありましたために基基基基金金金金運用運用運用運用収入が減少していることが一収入が減少していることが一収入が減少していることが一収入が減少していることが一

番番番番大きな要大きな要大きな要大きな要因因因因でございます。でございます。でございます。でございます。
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続いて、１１続いて、１１続いて、１１続いて、１１番番番番、、、、寄附寄附寄附寄附金でございます。これも８億２，５００万円に対しまして収入済金でございます。これも８億２，５００万円に対しまして収入済金でございます。これも８億２，５００万円に対しまして収入済金でございます。これも８億２，５００万円に対しまして収入済

みみみみ額が４億９００万円額が４億９００万円額が４億９００万円額が４億９００万円余余余余、４億１，５００万円の、４億１，５００万円の、４億１，５００万円の、４億１，５００万円のマイマイマイマイナナナナススススとなっておりますが、これにつとなっておりますが、これにつとなっておりますが、これにつとなっておりますが、これにつ

きましては、平城きましては、平城きましては、平城きましては、平城遷都遷都遷都遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭のののの寄附寄附寄附寄附金が県経金が県経金が県経金が県経由由由由が一定の額が一定の額が一定の額が一定の額来来来来るだろうということでるだろうということでるだろうということでるだろうということで

ございましたが、ございましたが、ございましたが、ございましたが、直直直直接協接協接協接協会に会に会に会に寄附寄附寄附寄附されたことによりまして減となっております。されたことによりまして減となっております。されたことによりまして減となっております。されたことによりまして減となっております。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、繰繰繰繰入金１８９億８，０００万円入金１８９億８，０００万円入金１８９億８，０００万円入金１８９億８，０００万円余余余余に対しまして、に対しまして、に対しまして、に対しまして、マイマイマイマイナナナナスススス３３億円３３億円３３億円３３億円余余余余の１の１の１の１

５６億７，０００万円５６億７，０００万円５６億７，０００万円５６億７，０００万円余余余余となっております。これにつきましては、となっております。これにつきましては、となっております。これにつきましては、となっております。これにつきましては、主主主主な要な要な要な要因因因因としましては、としましては、としましては、としましては、

基基基基金金金金繰繰繰繰入金、入金、入金、入金、先先先先ほほほほどどどどのののの補補補補正で行いました正で行いました正で行いました正で行いましたふふふふるさとるさとるさとるさと雇雇雇雇用再用再用再用再生特別生特別生特別生特別基基基基金を初めとする金を初めとする金を初めとする金を初めとする基基基基金から金から金から金から

のののの繰繰繰繰入金の減、事入金の減、事入金の減、事入金の減、事業業業業の減少にの減少にの減少にの減少に伴伴伴伴う減でございます。う減でございます。う減でございます。う減でございます。

次次次次いで、４ページ、いで、４ページ、いで、４ページ、いで、４ページ、繰越繰越繰越繰越金でございますが、これにつきましては金でございますが、これにつきましては金でございますが、これにつきましては金でございますが、これにつきましては予予予予算算算算現現現現額、収入済額、収入済額、収入済額、収入済みみみみ額額額額

ともともともとも増増増増額となっております。額となっております。額となっております。額となっております。

続いて、続いて、続いて、続いて、諸諸諸諸収入でございます。１２１億６，０００万円収入でございます。１２１億６，０００万円収入でございます。１２１億６，０００万円収入でございます。１２１億６，０００万円余余余余に対しまして９８億９，００に対しまして９８億９，００に対しまして９８億９，００に対しまして９８億９，００

０万円０万円０万円０万円余余余余となっております。となっております。となっております。となっております。予予予予算額に対しまして２２億７，０００万円算額に対しまして２２億７，０００万円算額に対しまして２２億７，０００万円算額に対しまして２２億７，０００万円余余余余ののののマイマイマイマイナナナナススススとなとなとなとな

っております。これはっております。これはっております。これはっております。これは主主主主な要な要な要な要因因因因としましては、３、としましては、３、としましては、３、としましては、３、貸貸貸貸付付付付金金金金元利元利元利元利収入８億１，８００万円収入８億１，８００万円収入８億１，８００万円収入８億１，８００万円余余余余

ののののマイマイマイマイナナナナススススでございます。これはでございます。これはでございます。これはでございます。これは地域地域地域地域総合総合総合総合整整整整備資金備資金備資金備資金貸貸貸貸付付付付金が金が金が金が償還償還償還償還されるだろうということされるだろうということされるだろうということされるだろうということ

でででで元元元元金収入が入ってくることで金収入が入ってくることで金収入が入ってくることで金収入が入ってくることで見見見見込込込込んでおりましたが、んでおりましたが、んでおりましたが、んでおりましたが、償還償還償還償還がががが低低低低かったということでござかったということでござかったということでござかったということでござ

います。います。います。います。

次次次次いで、いで、いで、いで、受託受託受託受託事事事事業業業業収入が１３億２，６００万円収入が１３億２，６００万円収入が１３億２，６００万円収入が１３億２，６００万円余余余余ののののマイマイマイマイナナナナススススとなっております。これは、となっております。これは、となっております。これは、となっております。これは、

文文文文化化化化財財財財修修修修理等の県が理等の県が理等の県が理等の県が受託受託受託受託する事する事する事する事業業業業量量量量が減ったことによるものでございます。が減ったことによるものでございます。が減ったことによるものでございます。が減ったことによるものでございます。次次次次いで、不いで、不いで、不いで、不納納納納

欠損欠損欠損欠損額が額が額が額が諸諸諸諸収入で１，３００万円収入で１，３００万円収入で１，３００万円収入で１，３００万円余余余余ございます。これのございます。これのございます。これのございます。これの主主主主な要な要な要な要因因因因としましては、としましては、としましては、としましては、税税税税のののの重加重加重加重加

算金、これが算金、これが算金、これが算金、これが時効時効時効時効となりましたことがとなりましたことがとなりましたことがとなりましたことが主主主主な要な要な要な要因因因因でございます。収入でございます。収入でございます。収入でございます。収入未未未未済額１９億６，００済額１９億６，００済額１９億６，００済額１９億６，００

０万円０万円０万円０万円余余余余でございます。これのでございます。これのでございます。これのでございます。これの主主主主な要な要な要な要因因因因としましては、としましては、としましては、としましては、高校高校高校高校奨奨奨奨学学学学資金の資金の資金の資金の貸貸貸貸付付付付金の金の金の金の元元元元金と大金と大金と大金と大

学学学学奨奨奨奨学学学学資金の資金の資金の資金の貸貸貸貸付付付付金の金の金の金の元元元元金、これが金、これが金、これが金、これが主主主主たる要たる要たる要たる要因因因因で収入で収入で収入で収入未未未未済となっております。済となっております。済となっております。済となっております。

最後最後最後最後、１５、１５、１５、１５番番番番、県、県、県、県債債債債でございます。県でございます。県でございます。県でございます。県債債債債収入は、９８３億円収入は、９８３億円収入は、９８３億円収入は、９８３億円余余余余に対しまして８４５億１，に対しまして８４５億１，に対しまして８４５億１，に対しまして８４５億１，

０００万円０００万円０００万円０００万円余余余余となっております。これにつきましては、事となっております。これにつきましては、事となっております。これにつきましては、事となっております。これにつきましては、事業業業業のののの繰繰繰繰りりりり越越越越しをしをしをしを主主主主な要な要な要な要因因因因としまとしまとしまとしま

してしてしてして予予予予算から減額しているものでございます。算から減額しているものでございます。算から減額しているものでございます。算から減額しているものでございます。

続きまして、歳出でございます。歳出、議会続きまして、歳出でございます。歳出、議会続きまして、歳出でございます。歳出、議会続きまして、歳出でございます。歳出、議会費費費費でございます。不でございます。不でございます。不でございます。不用用用用額が２，２００万円額が２，２００万円額が２，２００万円額が２，２００万円

余余余余となっております。これは、となっております。これは、となっております。これは、となっております。これは、調調調調査査査査研究研究研究研究事事事事業費業費業費業費の減がの減がの減がの減が主主主主な要な要な要な要因因因因でございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次、総務、総務、総務、総務費費費費でございます。総務でございます。総務でございます。総務でございます。総務費費費費全体で２０億３，０００万円全体で２０億３，０００万円全体で２０億３，０００万円全体で２０億３，０００万円余余余余の不の不の不の不用用用用額が生額が生額が生額が生じじじじておりておりておりており

ます。これのます。これのます。これのます。これの主主主主な要な要な要な要因因因因としましては、総務管理としましては、総務管理としましては、総務管理としましては、総務管理費費費費が１５億円が１５億円が１５億円が１５億円余余余余不不不不用用用用を生を生を生を生じじじじておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、

主主主主なものとしましては、なものとしましては、なものとしましては、なものとしましては、統統統統合合合合財財財財務務務務シシシシスススステムテムテムテムの開の開の開の開発発発発の入の入の入の入札札札札減、あと減、あと減、あと減、あと退退退退職職職職手当手当手当手当平平平平準準準準化化化化基基基基金金金金積立積立積立積立
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金の金の金の金の運用運用運用運用収入の減、そのほか一般職収入の減、そのほか一般職収入の減、そのほか一般職収入の減、そのほか一般職退退退退職職職職手当手当手当手当、、、、退退退退職者職者職者職者数数数数の減による減がの減による減がの減による減がの減による減が主主主主な要な要な要な要因因因因でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。次次次次いで大きいのが４いで大きいのが４いで大きいのが４いで大きいのが４番番番番、、、、徴徴徴徴税費税費税費税費でございます。でございます。でございます。でございます。徴徴徴徴税費税費税費税費不不不不用用用用額１億６，０００万円額１億６，０００万円額１億６，０００万円額１億６，０００万円余余余余

計上しておりますが、計上しておりますが、計上しておりますが、計上しておりますが、主主主主な要な要な要な要因因因因としましては、職員のとしましては、職員のとしましては、職員のとしましては、職員の給与給与給与給与がががが当当当当初初初初見見見見込込込込みみみみよりも減だというよりも減だというよりも減だというよりも減だという

ことと、あとことと、あとことと、あとことと、あと還付加還付加還付加還付加算金が算金が算金が算金が当当当当初よりも不初よりも不初よりも不初よりも不用用用用に生に生に生に生じじじじたということでございます。たということでございます。たということでございます。たということでございます。

次次次次いで、８ページ、１４いで、８ページ、１４いで、８ページ、１４いで、８ページ、１４款公債費款公債費款公債費款公債費でございます。でございます。でございます。でございます。予予予予算算算算現現現現額に対しまして１億１，０００額に対しまして１億１，０００額に対しまして１億１，０００額に対しまして１億１，０００

万円万円万円万円余余余余の不の不の不の不用用用用額が生額が生額が生額が生じじじじております。これは、県ております。これは、県ております。これは、県ております。これは、県債債債債のののの借借借借入入入入利利利利率が率が率が率が低低低低下下下下したことと、一したことと、一したことと、一したことと、一時借時借時借時借入入入入

金が減少したことによりまして不金が減少したことによりまして不金が減少したことによりまして不金が減少したことによりまして不用用用用額が生額が生額が生額が生じじじじたものでございます。たものでございます。たものでございます。たものでございます。

そして、１５のそして、１５のそして、１５のそして、１５の諸諸諸諸支出金でございますが、１億円支出金でございますが、１億円支出金でございますが、１億円支出金でございますが、１億円余余余余の不の不の不の不用用用用が生が生が生が生じじじじておりますが、これはておりますが、これはておりますが、これはておりますが、これは

水水水水道道道道用水供給用水供給用水供給用水供給事事事事業業業業に対する事に対する事に対する事に対する事業業業業量量量量の減による出資金の減がの減による出資金の減がの減による出資金の減がの減による出資金の減が主主主主な要な要な要な要因因因因でございます。でございます。でございます。でございます。

続きまして、総務部続きまして、総務部続きまして、総務部続きまして、総務部所所所所管の特別会計、２２ページ、管の特別会計、２２ページ、管の特別会計、２２ページ、管の特別会計、２２ページ、証紙証紙証紙証紙収入特別会計でございます。ご収入特別会計でございます。ご収入特別会計でございます。ご収入特別会計でございます。ご

承知のとおり、承知のとおり、承知のとおり、承知のとおり、証紙証紙証紙証紙につきましては、この特別会計の歳出からにつきましては、この特別会計の歳出からにつきましては、この特別会計の歳出からにつきましては、この特別会計の歳出から各各各各一般会計の歳入一般会計の歳入一般会計の歳入一般会計の歳入科科科科目目目目にににに振振振振

りりりり替え替え替え替えるるるる手手手手続を行っております。収入済続を行っております。収入済続を行っております。収入済続を行っております。収入済みみみみ額、歳入で４９億１，０００万円額、歳入で４９億１，０００万円額、歳入で４９億１，０００万円額、歳入で４９億１，０００万円余余余余に対しましに対しましに対しましに対しまし

て、支出済て、支出済て、支出済て、支出済みみみみ額４７億２，０００万円額４７億２，０００万円額４７億２，０００万円額４７億２，０００万円余余余余になっております。になっております。になっております。になっております。

さらに、３０ページ、さらに、３０ページ、さらに、３０ページ、さらに、３０ページ、公債公債公債公債管理特別会計の歳入歳出決算でございます。これにつきまし管理特別会計の歳入歳出決算でございます。これにつきまし管理特別会計の歳入歳出決算でございます。これにつきまし管理特別会計の歳入歳出決算でございます。これにつきまし

ては、歳入歳出とも１，０１７億５，０００万円ては、歳入歳出とも１，０１７億５，０００万円ては、歳入歳出とも１，０１７億５，０００万円ては、歳入歳出とも１，０１７億５，０００万円余余余余、歳入歳出、歳入歳出、歳入歳出、歳入歳出同同同同額となっております。歳額となっております。歳額となっております。歳額となっております。歳

出不出不出不出不用用用用額は２６億９，０００万円額は２６億９，０００万円額は２６億９，０００万円額は２６億９，０００万円余余余余となっておりますが、これにつきましては、県となっておりますが、これにつきましては、県となっておりますが、これにつきましては、県となっておりますが、これにつきましては、県債債債債のののの借借借借

入入入入利利利利率が率が率が率が低低低低下下下下したことによる歳出の減によるものでございます。したことによる歳出の減によるものでございます。したことによる歳出の減によるものでございます。したことによる歳出の減によるものでございます。

以以以以上が「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告上が「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告上が「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告上が「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」でございまして、続いて」でございまして、続いて」でございまして、続いて」でございまして、続いて、、、、「平成２「平成２「平成２「平成２

２年度２年度２年度２年度主主主主要要要要施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」におきまして」におきまして」におきまして」におきまして簡潔簡潔簡潔簡潔に総務部のに総務部のに総務部のに総務部の政政政政策ついて策ついて策ついて策ついて施施施施策の成策の成策の成策の成

果果果果についてご報告いたします。についてご報告いたします。についてご報告いたします。についてご報告いたします。

資資資資料料料料の８ページ、総務の８ページ、総務の８ページ、総務の８ページ、総務費費費費でございます。総務部におきましては、行でございます。総務部におきましては、行でございます。総務部におきましては、行でございます。総務部におきましては、行政運営政運営政運営政運営のののの効効効効率化と率化と率化と率化と財財財財

政政政政の健全化にの健全化にの健全化にの健全化に努努努努めております。めております。めております。めております。

ままままずずずず、１、１、１、１番番番番、県、県、県、県民民民民ニニニニーーーーズズズズのののの把握把握把握把握を行いますため、県を行いますため、県を行いますため、県を行いますため、県民アン民アン民アン民アンケケケケーーーートトトトを平成２２年度もを平成２２年度もを平成２２年度もを平成２２年度も実施実施実施実施

しております。平成２２年度のしております。平成２２年度のしております。平成２２年度のしております。平成２２年度のテテテテーーーーママママは、は、は、は、買買買買いいいい物物物物、、、、ササササーーーービビビビスススス、健、健、健、健康康康康づづづづくり、生くり、生くり、生くり、生涯涯涯涯学学学学習習習習等を等を等を等を

実施実施実施実施しております。しております。しております。しております。

次次次次いで、２いで、２いで、２いで、２番番番番、行、行、行、行政評価政評価政評価政評価等の等の等の等のマネマネマネマネジジジジメント力メント力メント力メント力のののの強強強強化でございますが、特に化でございますが、特に化でございますが、特に化でございますが、特に先先先先ほほほほどどどどご説明ご説明ご説明ご説明

しましたしましたしましたしました重点課題評価重点課題評価重点課題評価重点課題評価を行を行を行を行政評価政評価政評価政評価としてとしてとしてとして実施実施実施実施するとともに、行するとともに、行するとともに、行するとともに、行政政政政経経経経営プ営プ営プ営プロロロログラグラグラグラムムムムのののの推進推進推進推進、、、、

そして新行そして新行そして新行そして新行政政政政経経経経営プ営プ営プ営プロロロログラグラグラグラムムムムの策定となっております。の策定となっております。の策定となっております。の策定となっております。

次次次次いで、９ページ、そのほか行いで、９ページ、そのほか行いで、９ページ、そのほか行いで、９ページ、そのほか行政政政政のののの効効効効率化に率化に率化に率化に向け向け向け向けましてましてましてまして公公公公社社社社、事、事、事、事業団業団業団業団ののののわわわわかりかりかりかりややややすいすいすいすい連連連連

結財結財結財結財務務務務諸諸諸諸表を表を表を表を公公公公表しましたほか、表しましたほか、表しましたほか、表しましたほか、公公公公のののの施設施設施設施設、、、、公公公公社社社社、事、事、事、事業団業団業団業団ののののマネマネマネマネジジジジメントメントメントメントのののの改善改善改善改善にににに努努努努めてめてめてめて
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おります。おります。おります。おります。

次次次次いで、４いで、４いで、４いで、４番番番番、、、、自主財源自主財源自主財源自主財源のののの確保確保確保確保でございます。でございます。でございます。でございます。ネネネネーーーーミミミミングライングライングライングライツツツツのののの導導導導入としまして、平入としまして、平入としまして、平入としまして、平

成２２年度から成２２年度から成２２年度から成２２年度から橿原橿原橿原橿原公公公公苑苑苑苑野野野野球球球球場の場の場の場の愛称愛称愛称愛称をををを佐佐佐佐藤藤藤藤薬品薬品薬品薬品スタスタスタスタジジジジアアアアムムムムとしまして、年間５００万円としまして、年間５００万円としまして、年間５００万円としまして、年間５００万円

の収入をの収入をの収入をの収入を確保確保確保確保しております。しております。しております。しております。

次次次次いで、１０ページ、７いで、１０ページ、７いで、１０ページ、７いで、１０ページ、７番番番番、、、、人人人人材養材養材養材養成でございますが、成でございますが、成でございますが、成でございますが、公公公公務員務員務員務員制制制制度度度度改改改改革革革革のののの推進推進推進推進事事事事業業業業としとしとしとし

ましてましてましてまして人人人人事事事事評価評価評価評価、特別、特別、特別、特別研修研修研修研修等を等を等を等を実施実施実施実施しております。しております。しております。しております。

また、８また、８また、８また、８番番番番にありますように、にありますように、にありますように、にありますように、分分分分散型散型散型散型ではなく、総務事務につきましてはではなく、総務事務につきましてはではなく、総務事務につきましてはではなく、総務事務につきましては集集集集中するとい中するとい中するとい中するとい

うことで総務事務うことで総務事務うことで総務事務うことで総務事務シシシシスススステムテムテムテムのののの再構再構再構再構築築築築事事事事業業業業をををを実施実施実施実施しております。しております。しております。しております。

９９９９番番番番、、、、戦略的戦略的戦略的戦略的なななな人人人人材養材養材養材養成としまして、成としまして、成としまして、成としまして、自自自自治研修所治研修所治研修所治研修所でででで記載記載記載記載のとおりののとおりののとおりののとおりの研修研修研修研修を充を充を充を充実実実実しておりしておりしておりしており

ますほか、ますほか、ますほか、ますほか、民民民民間間間間企業へ企業へ企業へ企業へのののの派遣派遣派遣派遣としまして、としまして、としまして、としまして、民民民民間間間間企業企業企業企業４名、４名、４名、４名、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人１名の１名の１名の１名の派遣派遣派遣派遣を行ってを行ってを行ってを行って

おります。おります。おります。おります。

また、１１ページ、また、１１ページ、また、１１ページ、また、１１ページ、刊刊刊刊行行行行物物物物による県による県による県による県政政政政広報としまして、県広報としまして、県広報としまして、県広報としまして、県政政政政だより等をだより等をだより等をだより等を記載記載記載記載の部の部の部の部数発数発数発数発行行行行

しております。しております。しております。しております。

そのほか、１２ページ、県そのほか、１２ページ、県そのほか、１２ページ、県そのほか、１２ページ、県民へ民へ民へ民へ県県県県政政政政のののの課題課題課題課題ををををわわわわかりかりかりかりややややすくおすくおすくおすくお伝え伝え伝え伝えするためにするためにするためにするために、、、、「奈良「奈良「奈良「奈良！！！！

そこが知りたい」というのを月１そこが知りたい」というのを月１そこが知りたい」というのを月１そこが知りたい」というのを月１回回回回土曜土曜土曜土曜日に日に日に日に放放放放映映映映しております。しております。しております。しております。

また、１３ページ、１１また、１３ページ、１１また、１３ページ、１１また、１３ページ、１１番番番番にありますように、県にありますように、県にありますように、県にありますように、県民民民民ニニニニーーーーズズズズをををを把握把握把握把握するため総合するため総合するため総合するため総合的的的的なななな相談相談相談相談

を行いますを行いますを行いますを行います相談相談相談相談ならならならならダダダダイイイイヤヤヤヤルルルルをををを設設設設置置置置しております。平成２２年度からしております。平成２２年度からしております。平成２２年度からしております。平成２２年度から実施実施実施実施しましたが、１，しましたが、１，しましたが、１，しましたが、１，

４００４００４００４００件余件余件余件余のののの相談相談相談相談がございました。がございました。がございました。がございました。

また、１３ページ、県また、１３ページ、県また、１３ページ、県また、１３ページ、県有有有有財財財財産産産産のののの有有有有効効効効活活活活用用用用でございます。平成２２年度にでございます。平成２２年度にでございます。平成２２年度にでございます。平成２２年度に実施実施実施実施いたしましいたしましいたしましいたしまし

たのは、たのは、たのは、たのは、旧旧旧旧片片片片桐桐桐桐高校高校高校高校、、、、法法法法蓮庁舎蓮庁舎蓮庁舎蓮庁舎のののの改改改改修工修工修工修工事、そして事、そして事、そして事、そして保保保保健健健健環境研究環境研究環境研究環境研究センタセンタセンタセンターのーのーのーの基基基基本本本本実施設実施設実施設実施設計、計、計、計、

そして大和そして大和そして大和そして大和郡郡郡郡山山山山市市市市筒筒筒筒井井井井町町町町の県の県の県の県有有有有地地地地のののの売売売売却却却却、、、、耳耳耳耳成成成成高校運動高校運動高校運動高校運動場の場の場の場の貸貸貸貸しししし付け付け付け付けのののの公公公公募募募募事事事事業業業業等を等を等を等を実施実施実施実施

しております。しております。しております。しております。

次次次次いで、１４ページ、いで、１４ページ、いで、１４ページ、いで、１４ページ、過過過過疎疎疎疎地域地域地域地域におにおにおにおけけけけるるるる情情情情報化の報化の報化の報化の推進推進推進推進ということで、まということで、まということで、まということで、まずずずずケケケケーーーーブブブブルルルルテレテレテレテレ

ビビビビにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、既既既既に事に事に事に事業業業業をををを実施実施実施実施したしたしたした宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市、、、、吉吉吉吉野野野野町町町町、、、、下市下市下市下市町町町町に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして償還償還償還償還助助助助成を成を成を成を

行っております。また、行っております。また、行っております。また、行っております。また、携帯電携帯電携帯電携帯電話話話話ののののエエエエリア整リア整リア整リア整備としまして、備としまして、備としまして、備としまして、記載記載記載記載のののの市市市市町町町町村に対しまして事村に対しまして事村に対しまして事村に対しまして事

業実施業実施業実施業実施年度の年度の年度の年度の現現現現年年年年分補分補分補分補助助助助とととと償還償還償還償還助助助助成を行っております。成を行っております。成を行っております。成を行っております。

また、また、また、また、情情情情報関係としまして、１５ページ、行報関係としまして、１５ページ、行報関係としまして、１５ページ、行報関係としまして、１５ページ、行政政政政のののの効効効効率化に資する率化に資する率化に資する率化に資する統統統統合合合合財財財財務務務務シシシシスススステムテムテムテムといといといとい

うのを開うのを開うのを開うのを開発発発発しております。これは平成２４年３月からしております。これは平成２４年３月からしております。これは平成２４年３月からしております。これは平成２４年３月から運用運用運用運用開開開開始始始始予予予予定でございます。定でございます。定でございます。定でございます。

なお、１５ページ、なお、１５ページ、なお、１５ページ、なお、１５ページ、私私私私学学学学のののの振振振振興興興興につきましては、本年度からにつきましては、本年度からにつきましては、本年度からにつきましては、本年度から地域振地域振地域振地域振興興興興部に部に部に部に移移移移管しており管しており管しており管しており

ます。ます。ます。ます。
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次次次次、１７ページ、、１７ページ、、１７ページ、、１７ページ、自主財源自主財源自主財源自主財源のののの確保確保確保確保でございます。でございます。でございます。でございます。徴徴徴徴税税税税のののの確保確保確保確保につきましては、従前からにつきましては、従前からにつきましては、従前からにつきましては、従前から

努努努努めておるところでございますが、県めておるところでございますが、県めておるところでございますが、県めておるところでございますが、県民民民民のののの利便利便利便利便性性性性をををを向向向向上するために、上するために、上するために、上するために、ココココンンンンビニビニビニビニでの収での収での収での収納納納納税税税税

目目目目のののの拡拡拡拡大、そして大、そして大、そして大、そしてマルチマルチマルチマルチペペペペイメントネットイメントネットイメントネットイメントネットワワワワーーーーククククシシシシスススステムテムテムテムの活の活の活の活用用用用、そして、そして、そして、そしてククククレレレレジジジジットットットットカカカカーーーー

ド払ド払ド払ド払いでのいでのいでのいでの自動車税自動車税自動車税自動車税のののの納納納納付付付付等等等等多様多様多様多様なななな徴徴徴徴税確保税確保税確保税確保策を策を策を策を実施実施実施実施したところでございます。したところでございます。したところでございます。したところでございます。

以以以以上が上が上が上が所所所所管でございまして、管でございまして、管でございまして、管でございまして、以下以下以下以下１８ページからは危機管理監からご説明いたします。１８ページからは危機管理監からご説明いたします。１８ページからは危機管理監からご説明いたします。１８ページからは危機管理監からご説明いたします。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監 それでは、引き続きまして、１８ページをお願いいたしまそれでは、引き続きまして、１８ページをお願いいたしまそれでは、引き続きまして、１８ページをお願いいたしまそれでは、引き続きまして、１８ページをお願いいたしま

す。す。す。す。

安全・安安全・安安全・安安全・安心心心心のののの確保確保確保確保、、、、防災防災防災防災危機管理の危機管理の危機管理の危機管理の強強強強化、その１化、その１化、その１化、その１番目番目番目番目のののの地域地域地域地域のののの防災防災防災防災力力力力のののの向向向向上の上の上の上の地震地震地震地震防災防災防災防災

対策対策対策対策アクアクアクアクショショショションプンプンプンプロロロログラグラグラグラムムムム推進推進推進推進事事事事業業業業ですですですですけけけけれれれれどどどども、県のも、県のも、県のも、県の地域地域地域地域防災防災防災防災計計計計画画画画をもとにをもとにをもとにをもとに地震版地震版地震版地震版のののの実実実実

施施施施計計計計画画画画ということで平成１７年度に策定をしたということで平成１７年度に策定をしたということで平成１７年度に策定をしたということで平成１７年度に策定をしたアクアクアクアクショショショションプンプンプンプロロロログラグラグラグラムムムムにつきまして、につきまして、につきまして、につきまして、学学学学識識識識

経経経経験験験験者から成る委員会の者から成る委員会の者から成る委員会の者から成る委員会の意意意意見見見見もももも聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら推進推進推進推進をををを図図図図っております。また、っております。また、っております。また、っております。また、市市市市町町町町村に対しま村に対しま村に対しま村に対しま

しても、しても、しても、しても、アクアクアクアクショショショションプンプンプンプロロロログラグラグラグラムムムムを策定いただくよう引き続き支を策定いただくよう引き続き支を策定いただくよう引き続き支を策定いただくよう引き続き支援援援援を行っております。さらを行っております。さらを行っております。さらを行っております。さら

に、管理職職員に、管理職職員に、管理職職員に、管理職職員防災研修防災研修防災研修防災研修会を開催しまして、会を開催しまして、会を開催しまして、会を開催しまして、石石石石川県の川県の川県の川県の能登能登能登能登半半半半島島島島地震地震地震地震についてのについてのについてのについての講演講演講演講演、、、、演習演習演習演習

を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。

防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練事事事事業業業業につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、記載記載記載記載のとおり、８月に大のとおり、８月に大のとおり、８月に大のとおり、８月に大淀町淀町淀町淀町でででで防災防災防災防災総合総合総合総合訓練訓練訓練訓練、１０月に、１０月に、１０月に、１０月に

宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市で林野で林野で林野で林野火災消火訓練火災消火訓練火災消火訓練火災消火訓練、１２月には県、１２月には県、１２月には県、１２月には県庁庁庁庁でででで地震発地震発地震発地震発生を生を生を生を想想想想定した定した定した定した図図図図上上上上訓練訓練訓練訓練をををを実施実施実施実施しておしておしておしてお

ります。ります。ります。ります。

震震震震度度度度情情情情報報報報ネットネットネットネットワワワワーーーーククククシシシシスススステム更テム更テム更テム更新新新新工工工工事につきましては、県内の全事につきましては、県内の全事につきましては、県内の全事につきましては、県内の全市市市市町町町町村に村に村に村に震震震震度計を度計を度計を度計を設設設設

けけけけまして、まして、まして、まして、震震震震度度度度情情情情報を収報を収報を収報を収集集集集、提、提、提、提供供供供するするするするシシシシスススステムテムテムテムの機の機の機の機器器器器のののの更更更更新を行っております。新を行っております。新を行っております。新を行っております。

１９ページ、国１９ページ、国１９ページ、国１９ページ、国民保民保民保民保護護護護法法法法体体体体制整制整制整制整備備備備推進推進推進推進事事事事業業業業ですですですですけけけけれれれれどどどども、全国も、全国も、全国も、全国瞬瞬瞬瞬時時時時警報警報警報警報シシシシスススステムテムテムテム整整整整備事備事備事備事

業業業業、、、、Ｊ－Ｊ－Ｊ－Ｊ－ＡＡＡＡＬＥＲＴＬＥＲＴＬＥＲＴＬＥＲＴとしまして、としまして、としまして、としまして、シシシシスススステムテムテムテムのののの改改改改修修修修、、、、附属附属附属附属機機機機器器器器のののの追追追追加整加整加整加整備、そして全備、そして全備、そして全備、そして全市市市市町町町町村村村村

へへへへの新規の新規の新規の新規設設設設置置置置を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。

そのそのそのその次次次次のののの消防防災ヘ消防防災ヘ消防防災ヘ消防防災ヘリリリリココココプタプタプタプターーーー運運運運航航航航管理事管理事管理事管理事業業業業につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、防災ヘ防災ヘ防災ヘ防災ヘリリリリのののの運運運運航航航航管理な管理な管理な管理などどどど

を行っているものでありまして、を行っているものでありまして、を行っているものでありまして、を行っているものでありまして、昨昨昨昨年度は、本年３月の年度は、本年３月の年度は、本年３月の年度は、本年３月の東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災ななななどへどへどへどへの広の広の広の広域域域域応援応援応援応援をををを

ははははじじじじめとしまして８１めとしまして８１めとしまして８１めとしまして８１件件件件のののの緊急運緊急運緊急運緊急運航航航航をしております。をしております。をしております。をしております。

続きまして、２続きまして、２続きまして、２続きまして、２番目番目番目番目のののの消防消防消防消防力力力力の充の充の充の充実強実強実強実強化に化に化に化に参参参参りまして、まりまして、まりまして、まりまして、まずずずず救救救救急急急急搬送受搬送受搬送受搬送受けけけけ入れ入れ入れ入れ実施基準実施基準実施基準実施基準

策定事策定事策定事策定事業業業業につきましては、県としてにつきましては、県としてにつきましては、県としてにつきましては、県として記載記載記載記載のののの協協協協議会を議会を議会を議会を設設設設置置置置、開催しまして、奈良県、開催しまして、奈良県、開催しまして、奈良県、開催しまして、奈良県傷傷傷傷病病病病者の者の者の者の

搬送受搬送受搬送受搬送受けけけけ入れの入れの入れの入れの実施実施実施実施に関するに関するに関するに関する基準基準基準基準を策定し、本年の１月３１日よりを策定し、本年の１月３１日よりを策定し、本年の１月３１日よりを策定し、本年の１月３１日より運用運用運用運用をいたしておりまをいたしておりまをいたしておりまをいたしておりま
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す。す。す。す。

それから、全国それから、全国それから、全国それから、全国女女女女性性性性消防消防消防消防団団団団員活員活員活員活性性性性化大会化大会化大会化大会推進推進推進推進事事事事業業業業としまして、本県で開催されましたことしまして、本県で開催されましたことしまして、本県で開催されましたことしまして、本県で開催されましたこ

の大会に対しての大会に対しての大会に対しての大会に対して記載記載記載記載のののの負担負担負担負担を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。

消防消防消防消防力強力強力強力強化支化支化支化支援援援援事事事事業業業業につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、市市市市町町町町村の村の村の村の消防消防消防消防施設設施設設施設設施設設備の備の備の備の整整整整備に対する県備に対する県備に対する県備に対する県単独単独単独単独のののの補補補補

助助助助事事事事業業業業でありまして、でありまして、でありまして、でありまして、記載記載記載記載の支の支の支の支援援援援を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。

市市市市町町町町村村村村消防消防消防消防広広広広域域域域化化化化推進推進推進推進事事事事業業業業につきましては、奈良県につきましては、奈良県につきましては、奈良県につきましては、奈良県消防消防消防消防広広広広域域域域化化化化協協協協議会に対しまして議会に対しまして議会に対しまして議会に対しまして補補補補助助助助

を行っておりまして、平成２５年の広を行っておりまして、平成２５年の広を行っておりまして、平成２５年の広を行っておりまして、平成２５年の広域域域域化化化化実現実現実現実現にににに向け向け向け向けて引き続き支て引き続き支て引き続き支て引き続き支援援援援を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

２０ページ、３２０ページ、３２０ページ、３２０ページ、３番目番目番目番目の安全・安の安全・安の安全・安の安全・安心心心心ままままちづちづちづちづくりのくりのくりのくりの推進推進推進推進でございますが、までございますが、までございますが、までございますが、まずずずず安全・安安全・安安全・安安全・安心心心心まままま

ちづちづちづちづくりくりくりくり推進推進推進推進事事事事業業業業としまして、としまして、としまして、としまして、地域地域地域地域におにおにおにおけけけけるるるる自主自主自主自主防犯防犯防犯防犯、、、、防災防災防災防災組組組組織織織織のののの組組組組織織織織化、活化、活化、活化、活性性性性化を化を化を化を推進推進推進推進

するため、するため、するため、するため、ババババスススス広告、広告、広告、広告、講演講演講演講演会、県会、県会、県会、県民民民民大会の開催、大会の開催、大会の開催、大会の開催、リリリリーーーーダダダダーーーー研修研修研修研修のののの実施実施実施実施、、、、アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーのーのーのーの派派派派

遣遣遣遣、さらに、さらに、さらに、さらに自主自主自主自主防災防災防災防災組組組組織織織織のののの結結結結成に対する成に対する成に対する成に対する補補補補助助助助を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。ちちちちななななみみみみに、に、に、に、暫暫暫暫定定定定値値値値になりになりになりになり

ますますますますけけけけれれれれどどどども、本年４月も、本年４月も、本年４月も、本年４月現現現現在在在在、、、、自主自主自主自主防災防災防災防災組組組組織織織織７７．５％の７７．５％の７７．５％の７７．５％の組組組組織織織織率となっております。引き率となっております。引き率となっております。引き率となっております。引き

続きまして続きまして続きまして続きまして推進推進推進推進をををを図図図図ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

それから、交通安全対策それから、交通安全対策それから、交通安全対策それから、交通安全対策推進推進推進推進事事事事業業業業としましては、としましては、としましては、としましては、春春春春の交通安全県の交通安全県の交通安全県の交通安全県民民民民大会、大会、大会、大会、記載記載記載記載のようにのようにのようにのように

実施実施実施実施をしております。をしております。をしております。をしております。

そして、第９そして、第９そして、第９そして、第９次次次次奈良県交通安全計奈良県交通安全計奈良県交通安全計奈良県交通安全計画画画画策定事策定事策定事策定事業業業業につきましては、計につきましては、計につきましては、計につきましては、計画画画画の策定にの策定にの策定にの策定に当当当当たりましたりましたりましたりまし

て、日て、日て、日て、日々雇々雇々雇々雇用用用用職員の方１名を職員の方１名を職員の方１名を職員の方１名を緊急緊急緊急緊急雇雇雇雇用用用用いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

私私私私からはからはからはからは以以以以上でございます。よろしくお願いいたします。上でございます。よろしくお願いいたします。上でございます。よろしくお願いいたします。上でございます。よろしくお願いいたします。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

○辻本総務部次長○辻本総務部次長○辻本総務部次長○辻本総務部次長 それでは、奈良県のそれでは、奈良県のそれでは、奈良県のそれでは、奈良県の財財財財務務務務諸諸諸諸表について説明さ表について説明さ表について説明さ表について説明させせせせていただきます。資ていただきます。資ていただきます。資ていただきます。資料料料料

は「平成２２年度奈良県は「平成２２年度奈良県は「平成２２年度奈良県は「平成２２年度奈良県財財財財務務務務諸諸諸諸表の表の表の表のポポポポイントイントイントイント」と」と」と」と、、、、「奈良県「奈良県「奈良県「奈良県財財財財務務務務諸諸諸諸表表表表［［［［概要概要概要概要版版版版］］］］」と、それ」と、それ」と、それ」と、それ

から「奈良県のから「奈良県のから「奈良県のから「奈良県の財財財財務務務務諸諸諸諸表」があるのですが表」があるのですが表」があるのですが表」があるのですが、、、、「奈良県「奈良県「奈良県「奈良県財財財財務務務務諸諸諸諸表表表表［［［［概要概要概要概要版版版版］］］］」を」を」を」を使使使使わせわせわせわ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。

それでは、１ページ、それでは、１ページ、それでは、１ページ、それでは、１ページ、財財財財務務務務諸諸諸諸表につきましては、県表につきましては、県表につきましては、県表につきましては、県民民民民の皆の皆の皆の皆様様様様に本に本に本に本件件件件のののの財財財財務状況をより務状況をより務状況をより務状況をより詳詳詳詳

しくお知らしくお知らしくお知らしくお知らせせせせし、し、し、し、次次次次いで理いで理いで理いで理解解解解をををを深深深深めていただくということで、従めていただくということで、従めていただくということで、従めていただくということで、従来来来来の決算の決算の決算の決算書書書書類類類類にににに加え加え加え加えましましましまし

て、て、て、て、貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表な表な表な表など企業ど企業ど企業ど企業会計会計会計会計的的的的なななな指標指標指標指標によるによるによるによる財財財財務務務務諸諸諸諸表を表を表を表を作作作作成して成して成して成して公公公公表しているところでご表しているところでご表しているところでご表しているところでご

ざいます。そのざいます。そのざいます。そのざいます。その種類種類種類種類としましては、としましては、としましては、としましては、貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表、表、表、表、ババババランスランスランスランスシシシシーーーートトトトのほかにのほかにのほかにのほかに民民民民間間間間企業企業企業企業のののの損益損益損益損益

計算計算計算計算書書書書にににに相相相相当当当当します行します行します行します行政政政政ココココストストストスト計算計算計算計算書書書書、それからそれ、それからそれ、それからそれ、それからそれぞぞぞぞれの１年間のれの１年間のれの１年間のれの１年間の変変変変動動動動を一部を一部を一部を一部示示示示しますしますしますします

純純純純資資資資産変産変産変産変動動動動計算計算計算計算書書書書と、それから資金収支計算と、それから資金収支計算と、それから資金収支計算と、それから資金収支計算書書書書、その４、その４、その４、その４種類種類種類種類をもってをもってをもってをもって構構構構成しております。成しております。成しております。成しております。

作作作作成成成成基準基準基準基準につきましては、本県をにつきましては、本県をにつきましては、本県をにつきましては、本県を含含含含めまして４１の道めまして４１の道めまして４１の道めまして４１の道府府府府県が県が県が県が採採採採用用用用しております総務しております総務しております総務しております総務省省省省方方方方式式式式
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改改改改訂モデ訂モデ訂モデ訂モデルルルルというのによっているところでございます。というのによっているところでございます。というのによっているところでございます。というのによっているところでございます。

２ページ、２ページ、２ページ、２ページ、貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表でございまして、平成２２年度表でございまして、平成２２年度表でございまして、平成２２年度表でございまして、平成２２年度末末末末におにおにおにおけけけけます県のます県のます県のます県の普普普普通会計の通会計の通会計の通会計の貸貸貸貸借借借借

対対対対照照照照表となっております。県表となっております。県表となっております。県表となっております。県民民民民１１１１人当人当人当人当たりの資たりの資たりの資たりの資産産産産は１８３万円、は１８３万円、は１８３万円、は１８３万円、負債負債負債負債は８８万円となっては８８万円となっては８８万円となっては８８万円となって

おりまして、それおりまして、それおりまして、それおりまして、それぞぞぞぞれれれれ昨昨昨昨年度年度年度年度末末末末に比に比に比に比べべべべまして１万円まして１万円まして１万円まして１万円ずずずずつつつつ増加増加増加増加しております。それから、しております。それから、しております。それから、しております。それから、公公公公

共共共共資資資資産産産産２２２２兆兆兆兆２，７４０億円、２，７４０億円、２，７４０億円、２，７４０億円、純純純純資資資資産産産産１１１１兆兆兆兆３，３７２億円を比３，３７２億円を比３，３７２億円を比３，３７２億円を比べべべべまして、これが大体まして、これが大体まして、これが大体まして、これが大体公共公共公共公共資資資資

産産産産の５９％程度、６の５９％程度、６の５９％程度、６の５９％程度、６割割割割程度になっております。これがこれまでの程度になっております。これがこれまでの程度になっております。これがこれまでの程度になっております。これがこれまでの世世世世代によって代によって代によって代によって公共公共公共公共資資資資産産産産のののの

形形形形成、成、成、成、負担負担負担負担をしていると、そういうとこがをしていると、そういうとこがをしていると、そういうとこがをしていると、そういうとこがわわわわかることになっております。かることになっております。かることになっております。かることになっております。

次次次次、３ページ、行、３ページ、行、３ページ、行、３ページ、行政政政政ココココストストストスト決算決算決算決算書書書書でございます。これは平成２２年度１年間の県のでございます。これは平成２２年度１年間の県のでございます。これは平成２２年度１年間の県のでございます。これは平成２２年度１年間の県の普普普普通通通通

会計の会計の会計の会計のココココストストストストについてあらについてあらについてあらについてあらわわわわしたものでございます。県したものでございます。県したものでございます。県したものでございます。県民民民民１１１１人当人当人当人当たりの経たりの経たりの経たりの経常常常常行行行行政政政政ココココストストストストはははは

２７万円になっております。行２７万円になっております。行２７万円になっております。行２７万円になっております。行政政政政ココココストストストストの内の内の内の内訳訳訳訳としては、としては、としては、としては、人人人人に係るに係るに係るに係るココココストストストストがががが約約約約４１％と４１％と４１％と４１％と最最最最

もももも多多多多くをくをくをくを占占占占めていたことになります。めていたことになります。めていたことになります。めていたことになります。

４ページは、４ページは、４ページは、４ページは、純純純純資資資資産変産変産変産変動動動動計算計算計算計算書書書書と資金収支計算と資金収支計算と資金収支計算と資金収支計算書書書書になっております。になっております。になっております。になっております。純純純純資資資資産変産変産変産変動動動動計算計算計算計算書書書書

は、は、は、は、先先先先ほほほほど見ど見ど見ど見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けけけけれれれれどどどども、２ページのも、２ページのも、２ページのも、２ページの貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表の表の表の表の純純純純資資資資産産産産の１年間のの１年間のの１年間のの１年間の変変変変動動動動

をををを示示示示すものです。平成２１年度すものです。平成２１年度すものです。平成２１年度すものです。平成２１年度末末末末に比に比に比に比べべべべまして１０２億円減少しております。まして１０２億円減少しております。まして１０２億円減少しております。まして１０２億円減少しております。

それから、資金収支計算それから、資金収支計算それから、資金収支計算それから、資金収支計算書書書書につきましては、経につきましては、経につきましては、経につきましては、経常的常的常的常的収支、収支、収支、収支、公共公共公共公共資資資資産産産産整整整整備収支、備収支、備収支、備収支、投投投投資・資・資・資・財財財財

務務務務的的的的収支のそれ収支のそれ収支のそれ収支のそれぞぞぞぞれの収支をあられの収支をあられの収支をあられの収支をあらわわわわしております。経しております。経しております。経しております。経常的常的常的常的収支の収支収支の収支収支の収支収支の収支差差差差１，００９億円の１，００９億円の１，００９億円の１，００９億円の

プラスプラスプラスプラスですですですですけけけけれれれれどどどども、その収支も、その収支も、その収支も、その収支差差差差でもってでもってでもってでもって他他他他の２つの収支不足をの２つの収支不足をの２つの収支不足をの２つの収支不足を補補補補てんするという関係にてんするという関係にてんするという関係にてんするという関係に

なっております。なっております。なっております。なっております。

５ページ、奈良県の５ページ、奈良県の５ページ、奈良県の５ページ、奈良県の連結財連結財連結財連結財務務務務諸諸諸諸表ということで、今まで申し上げたのは表ということで、今まで申し上げたのは表ということで、今まで申し上げたのは表ということで、今まで申し上げたのは普普普普通会計のもの通会計のもの通会計のもの通会計のもの

ですですですですけけけけれれれれどどどども、奈良県のも、奈良県のも、奈良県のも、奈良県の普普普普通会計と通会計と通会計と通会計と連結連結連結連結してあらしてあらしてあらしてあらわわわわ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。連結連結連結連結対対対対象象象象としとしとしとし

ましては、ましては、ましては、ましては、普普普普通会計のほかに通会計のほかに通会計のほかに通会計のほかに記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております公営公営公営公営事事事事業業業業会計６、それから会計６、それから会計６、それから会計６、それから地地地地方方方方独独独独立立立立行行行行政法政法政法政法

人人人人でありますでありますでありますであります医科医科医科医科大大大大学学学学、それから３、それから３、それから３、それから３公公公公社社社社、それから県からの出資比率が２５％、それから県からの出資比率が２５％、それから県からの出資比率が２５％、それから県からの出資比率が２５％以以以以上の１２上の１２上の１２上の１２

団団団団体、これを体、これを体、これを体、これを連結連結連結連結して１つのものとしてあらして１つのものとしてあらして１つのものとしてあらして１つのものとしてあらわわわわしております。しております。しております。しております。各各各各会計、それから会計、それから会計、それから会計、それから団団団団体間の体間の体間の体間の

出し入れを出し入れを出し入れを出し入れを相殺相殺相殺相殺したしたしたした結果結果結果結果の資の資の資の資産産産産合計３合計３合計３合計３兆兆兆兆４２９億円になっております４２９億円になっております４２９億円になっております４２９億円になっておりますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、普普普普通会計通会計通会計通会計

の２の２の２の２兆兆兆兆５，７９４億円に比５，７９４億円に比５，７９４億円に比５，７９４億円に比べべべべますと大体ますと大体ますと大体ますと大体約約約約１．５１．５１．５１．５倍倍倍倍になっております。になっております。になっております。になっております。

以以以以上が平成２２年度決算に係る奈良県の上が平成２２年度決算に係る奈良県の上が平成２２年度決算に係る奈良県の上が平成２２年度決算に係る奈良県の財財財財務務務務諸諸諸諸表の概要でございます。表の概要でございます。表の概要でございます。表の概要でございます。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

○林行政経営課長○林行政経営課長○林行政経営課長○林行政経営課長 それでは、平成２２年度のそれでは、平成２２年度のそれでは、平成２２年度のそれでは、平成２２年度の公公公公のののの施設施設施設施設ののののババババランスランスランスランスシシシシーーーートトトト、行、行、行、行政政政政ココココストストストスト計計計計

算算算算書書書書につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、簡簡簡簡単単単単にご説明を申し上げます。にご説明を申し上げます。にご説明を申し上げます。にご説明を申し上げます。

おおおお手手手手元元元元にににに配配配配付付付付しております「しております「しております「しております「公公公公のののの施設施設施設施設ババババランスランスランスランスシシシシーーーートトトト一一一一覧覧覧覧表」をごらんいただきたいと表」をごらんいただきたいと表」をごらんいただきたいと表」をごらんいただきたいと
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思います。この資思います。この資思います。この資思います。この資料料料料は、県がは、県がは、県がは、県が設設設設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公公公公のののの施設施設施設施設のうのうのうのうちちちち、、、、使使使使用料用料用料用料をををを徴徴徴徴収し、収し、収し、収し、多多多多くのくのくのくの

県県県県民民民民の皆の皆の皆の皆様様様様にごにごにごにご利利利利用用用用をいただいております２５のをいただいております２５のをいただいております２５のをいただいております２５の施設施設施設施設につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、企業企業企業企業会計会計会計会計的的的的なななな手法手法手法手法でででで

経経経経営営営営状況を状況を状況を状況を把握把握把握把握するためのものでございます。するためのものでございます。するためのものでございます。するためのものでございます。

１１１１枚枚枚枚目目目目ががががババババランスランスランスランスシシシシーーーートトトトで、で、で、で、施設施設施設施設ごとに資ごとに資ごとに資ごとに資産産産産、、、、負債負債負債負債等の状況を等の状況を等の状況を等の状況を示示示示しておりますしておりますしておりますしておりますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、

施設施設施設施設のののの運営運営運営運営状況を状況を状況を状況を見見見見るるるる際際際際のののの視視視視点点点点といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、施設施設施設施設の概要の欄中のの概要の欄中のの概要の欄中のの概要の欄中の利利利利用用用用状況というとこ状況というとこ状況というとこ状況というとこ

ろで、平成２２年度と平成２１年度のろで、平成２２年度と平成２１年度のろで、平成２２年度と平成２１年度のろで、平成２２年度と平成２１年度の利利利利用用用用者の者の者の者の数数数数を比を比を比を比較較較較しております。しております。しております。しております。利利利利用用用用者が者が者が者が増加増加増加増加したしたしたした

ものにつきましては、ものにつきましては、ものにつきましては、ものにつきましては、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園館園館園館園館がががが緑緑緑緑化化化化フェアフェアフェアフェアの開催によりまして、またの開催によりまして、またの開催によりまして、またの開催によりまして、また美術館美術館美術館美術館、そ、そ、そ、そ

れから万れから万れから万れから万葉文葉文葉文葉文化化化化館館館館、、、、橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究所附属研究所附属研究所附属研究所附属博博博博物館物館物館物館がががが各種各種各種各種の特別の特別の特別の特別展展展展のののの実施実施実施実施によりましてによりましてによりましてによりまして増加増加増加増加

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。逆逆逆逆に、に、に、に、利利利利用用用用者が減少したものといたしましては、野者が減少したものといたしましては、野者が減少したものといたしましては、野者が減少したものといたしましては、野外外外外活活活活動センタ動センタ動センタ動センターがーがーがーが例例例例

年年年年利利利利用用用用していただいておりました大きいしていただいておりました大きいしていただいておりました大きいしていただいておりました大きい民民民民間間間間団団団団体の体の体の体の利利利利用用用用がなかったということで減少をしがなかったということで減少をしがなかったということで減少をしがなかったということで減少をし

ております。ております。ております。ております。現現現現行行行行料料料料金と行金と行金と行金と行政政政政ココココストストストストのののの割割割割合を合を合を合を示示示示しております。１００をしております。１００をしております。１００をしております。１００を超超超超ええええているもの、ているもの、ているもの、ているもの、

浄浄浄浄化化化化センタセンタセンタセンターーーー公公公公園園園園ププププーーーールルルルと、それからと、それからと、それからと、それから観観観観光光光光自動車自動車自動車自動車駐駐駐駐車車車車場です場です場です場ですけけけけれれれれどどどども、これらのものにつも、これらのものにつも、これらのものにつも、これらのものにつ

きましてはきましてはきましてはきましてはココココスト以スト以スト以スト以上の上の上の上の使使使使用料用料用料用料をををを得得得得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示示示示しております。しております。しております。しております。

２２２２枚枚枚枚目目目目にににに参参参参りまして、行りまして、行りまして、行りまして、行政政政政ココココストストストスト計算計算計算計算書書書書でございますが、ここでは通でございますが、ここでは通でございますが、ここでは通でございますが、ここでは通常常常常のののの官官官官庁庁庁庁会計では会計では会計では会計では

あらあらあらあらわわわわれてこない減れてこない減れてこない減れてこない減価償価償価償価償却却却却費費費費等を計上いたしまして、等を計上いたしまして、等を計上いたしまして、等を計上いたしまして、各各各各施設施設施設施設で平成２２年度に要した経で平成２２年度に要した経で平成２２年度に要した経で平成２２年度に要した経費費費費

及び及び及び及び使使使使用料用料用料用料収入等の状況を収入等の状況を収入等の状況を収入等の状況を示示示示しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、右端右端右端右端はその行はその行はその行はその行政政政政ココココストストストストから収入をから収入をから収入をから収入を差差差差し引いし引いし引いし引い

た額、つまり県からのた額、つまり県からのた額、つまり県からのた額、つまり県からの持持持持ちちちち出し出し出し出し分分分分をををを示示示示しております。しております。しております。しております。図書図書図書図書情情情情報報報報館館館館やややや橿原橿原橿原橿原公公公公苑苑苑苑等が等が等が等が施設施設施設施設の減の減の減の減

価償価償価償価償却却却却費費費費等によりまして県の等によりまして県の等によりまして県の等によりまして県の負担負担負担負担が大きくなっている状況でございます。が大きくなっている状況でございます。が大きくなっている状況でございます。が大きくなっている状況でございます。

こうしたこうしたこうしたこうした指標や数指標や数指標や数指標や数値値値値をををを参参参参考考考考にしながら、引き続きにしながら、引き続きにしながら、引き続きにしながら、引き続きココココストストストスト意識意識意識意識をををを持持持持ってってってって公公公公のののの施設施設施設施設のののの運営運営運営運営のののの

効効効効率化に率化に率化に率化に取取取取りりりり組組組組んでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

以以以以上、上、上、上、簡簡簡簡単単単単ではございますが、説明をではございますが、説明をではございますが、説明をではございますが、説明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。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ご苦労さんでございました。ご苦労さんでございました。ご苦労さんでございました。ご苦労さんでございました。

○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 警察本部警察本部警察本部警察本部所所所所管の平成２２年度の歳出決算についてご説明いたします。管の平成２２年度の歳出決算についてご説明いたします。管の平成２２年度の歳出決算についてご説明いたします。管の平成２２年度の歳出決算についてご説明いたします。

「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」７ページ、第１１」７ページ、第１１」７ページ、第１１」７ページ、第１１款款款款警察警察警察警察費費費費でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

決算額、支出済額でございます決算額、支出済額でございます決算額、支出済額でございます決算額、支出済額でございますけけけけれれれれどどどども、それも、それも、それも、それぞぞぞぞれ資れ資れ資れ資料料料料にににに記載記載記載記載のとおりでございます。なのとおりでございます。なのとおりでございます。なのとおりでございます。な

お、このうお、このうお、このうお、このうちちちち、第１、第１、第１、第１項項項項の警察管理の警察管理の警察管理の警察管理費費費費のののの翌翌翌翌年度年度年度年度繰越繰越繰越繰越額につきましては、県の額につきましては、県の額につきましては、県の額につきましては、県の補補補補正正正正予予予予算に算に算に算に伴伴伴伴うううう

地域地域地域地域活活活活性性性性化交化交化交化交付付付付金の活金の活金の活金の活用用用用によります警察によります警察によります警察によります警察施設整施設整施設整施設整備事備事備事備事業業業業でございまして、平成２２年度２月でございまして、平成２２年度２月でございまして、平成２２年度２月でございまして、平成２２年度２月

補補補補正正正正予予予予算に計上し、全額算に計上し、全額算に計上し、全額算に計上し、全額繰繰繰繰りりりり越越越越したものでございます。また、不したものでございます。また、不したものでございます。また、不したものでございます。また、不用用用用額については、額については、額については、額については、主主主主に警に警に警に警

察職員の察職員の察職員の察職員の給料給料給料給料ななななど人件費ど人件費ど人件費ど人件費の減少によるものでございます。の減少によるものでございます。の減少によるものでございます。の減少によるものでございます。

続きまして、第２続きまして、第２続きまして、第２続きまして、第２項項項項の警察活の警察活の警察活の警察活動費動費動費動費のののの翌翌翌翌年度年度年度年度繰越繰越繰越繰越額につきましても、国の額につきましても、国の額につきましても、国の額につきましても、国の補補補補正正正正予予予予算に算に算に算に伴伴伴伴いいいい
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ますますますます地域地域地域地域活活活活性性性性化交化交化交化交付付付付金の活金の活金の活金の活用用用用によるもので、によるもので、によるもので、によるもので、記載記載記載記載ございまございまございまございませせせせんんんんけけけけれれれれどどどども、交通安全も、交通安全も、交通安全も、交通安全施設施設施設施設のののの

老朽老朽老朽老朽化対策事化対策事化対策事化対策事業業業業といたしまして２億９，７２４万３，０００円、といたしまして２億９，７２４万３，０００円、といたしまして２億９，７２４万３，０００円、といたしまして２億９，７２４万３，０００円、犯犯犯犯罪被害罪被害罪被害罪被害者支者支者支者支援援援援対策対策対策対策強強強強化化化化

事事事事業業業業として７４万円の計２億９，７９８万３，０００円を平成２２年度２月として７４万円の計２億９，７９８万３，０００円を平成２２年度２月として７４万円の計２億９，７９８万３，０００円を平成２２年度２月として７４万円の計２億９，７９８万３，０００円を平成２２年度２月補補補補正正正正予予予予算に計算に計算に計算に計

上し、全額上し、全額上し、全額上し、全額繰繰繰繰りりりり越越越越したものでございます。また、不したものでございます。また、不したものでございます。また、不したものでございます。また、不用用用用額につきましても、額につきましても、額につきましても、額につきましても、主主主主に交通安全に交通安全に交通安全に交通安全施施施施

設設設設等等等等整整整整備事備事備事備事業費業費業費業費の減でございまして、の減でございまして、の減でございまして、の減でございまして、具具具具体体体体的的的的には入には入には入には入札札札札差差差差金によって生金によって生金によって生金によって生じじじじたものでございまたものでございまたものでございまたものでございま

す。す。す。す。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、執執執執行いたしました行いたしました行いたしました行いたしました主主主主な事な事な事な事業業業業について説明をいたしますについて説明をいたしますについて説明をいたしますについて説明をいたします。。。。「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度主主主主

要要要要施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」の１７８ページ、本県警察の」の１７８ページ、本県警察の」の１７８ページ、本県警察の」の１７８ページ、本県警察の人人人人員でございます員でございます員でございます員でございますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、

人的基盤整人的基盤整人的基盤整人的基盤整備に関する備に関する備に関する備に関する参参参参考指標考指標考指標考指標にににに記載記載記載記載のとおり、平成２２年４月１日ののとおり、平成２２年４月１日ののとおり、平成２２年４月１日ののとおり、平成２２年４月１日の現現現現在在在在で申しますと、で申しますと、で申しますと、で申しますと、

警察警察警察警察官官官官２，４１３名、職員３４６名の計２，７５９名でございます。２，４１３名、職員３４６名の計２，７５９名でございます。２，４１３名、職員３４６名の計２，７５９名でございます。２，４１３名、職員３４６名の計２，７５９名でございます。

次次次次の少年の少年の少年の少年ササササポポポポーーーートセンタトセンタトセンタトセンター活ー活ー活ー活動動動動の充の充の充の充実実実実では、では、では、では、嘱嘱嘱嘱託託託託職員を１名を、職員を１名を、職員を１名を、職員を１名を、防犯防犯防犯防犯アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーのーのーのーの配配配配

置置置置ではではではでは嘱嘱嘱嘱託託託託職員２名を、それから交職員２名を、それから交職員２名を、それから交職員２名を、それから交番番番番相談相談相談相談員の員の員の員の配置配置配置配置につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前交前交前交前交番番番番ほほほほ

か２６交か２６交か２６交か２６交番番番番の計２７名を、警察安全の計２７名を、警察安全の計２７名を、警察安全の計２７名を、警察安全相談相談相談相談員の員の員の員の配置配置配置配置では、では、では、では、嘱嘱嘱嘱託託託託職員合職員合職員合職員合わせわせわせわせて９名をそれて９名をそれて９名をそれて９名をそれぞぞぞぞれれれれ

継継継継続続続続配置配置配置配置いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、スクスクスクスクーーーールサルサルサルサポポポポーーーータタタターのーのーのーの配置配置配置配置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嘱嘱嘱嘱託託託託職員３名を職員３名を職員３名を職員３名を

記載記載記載記載してございます警察してございます警察してございます警察してございます警察署署署署に新規に新規に新規に新規配置配置配置配置いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

また、警察また、警察また、警察また、警察署署署署再編整再編整再編整再編整備備備備実施実施実施実施にににに伴伴伴伴います経います経います経います経費費費費といたしましては、警察といたしましては、警察といたしましては、警察といたしましては、警察署署署署のあり方をのあり方をのあり方をのあり方を考え考え考え考えるるるる

懇懇懇懇話話話話会を開催するとともに、会を開催するとともに、会を開催するとともに、会を開催するとともに、再編整再編整再編整再編整備の第２備の第２備の第２備の第２段階段階段階段階の計の計の計の計画画画画をををを公公公公表さ表さ表さ表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。

次次次次の１７９ページ、警察の１７９ページ、警察の１７９ページ、警察の１７９ページ、警察施設施設施設施設のののの数数数数につきましては、警察につきましては、警察につきましては、警察につきましては、警察施設整施設整施設整施設整備に関する備に関する備に関する備に関する参参参参考指標考指標考指標考指標にににに記記記記

載載載載してございますとおり、平成２３年３月３１日してございますとおり、平成２３年３月３１日してございますとおり、平成２３年３月３１日してございますとおり、平成２３年３月３１日現現現現在在在在で総で総で総で総箇箇箇箇所所所所数数数数２１４２１４２１４２１４カ所カ所カ所カ所、前年度と、前年度と、前年度と、前年度と変変変変

更更更更はございまはございまはございまはございませせせせん。ん。ん。ん。

次次次次の警察の警察の警察の警察署署署署施設施設施設施設のののの整整整整備でございますが、備でございますが、備でございますが、備でございますが、建建建建築築築築後後後後４０年を経４０年を経４０年を経４０年を経過過過過いたしました奈良警察いたしました奈良警察いたしました奈良警察いたしました奈良警察署署署署のののの

移転移転移転移転改改改改築築築築のためののためののためののための実施設実施設実施設実施設計を計を計を計を実施実施実施実施いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、次次次次の安全、安の安全、安の安全、安の安全、安心心心心のののの確保確保確保確保、、、、防災防災防災防災危機危機危機危機

管理の管理の管理の管理の強強強強化の関係でございます化の関係でございます化の関係でございます化の関係でございますけけけけれれれれどどどども、奈良県も、奈良県も、奈良県も、奈良県耐震改耐震改耐震改耐震改修修修修促促促促進進進進計計計計画画画画にににに基づ基づ基づ基づきまして、きまして、きまして、きまして、庁舎庁舎庁舎庁舎

等の等の等の等の耐震耐震耐震耐震対策を計対策を計対策を計対策を計画的画的画的画的にににに実施実施実施実施するものでございまして、するものでございまして、するものでございまして、するものでございまして、記載記載記載記載どどどどおり交通管おり交通管おり交通管おり交通管制センタ制センタ制センタ制センター、交ー、交ー、交ー、交

通通通通反反反反則則則則通告通告通告通告センタセンタセンタセンター、ー、ー、ー、運運運運転免転免転免転免許許許許課課課課安全安全安全安全運運運運転転転転学校学校学校学校、生、生、生、生駒待駒待駒待駒待機機機機宿宿宿宿舎舎舎舎、、、、辻辻辻辻町町町町公公公公舎舎舎舎、、、、橿原橿原橿原橿原公公公公舎舎舎舎１号１号１号１号

棟棟棟棟、２号、２号、２号、２号棟棟棟棟、、、、都都都都南南南南校校校校舎舎舎舎１号１号１号１号棟棟棟棟、２号、２号、２号、２号棟棟棟棟の計９の計９の計９の計９棟棟棟棟のののの耐震耐震耐震耐震審査を審査を審査を審査を実施実施実施実施するとともに、警察本部するとともに、警察本部するとともに、警察本部するとともに、警察本部

の第２の第２の第２の第２庁舎庁舎庁舎庁舎のののの耐震改耐震改耐震改耐震改修修修修のののの設設設設計委計委計委計委託託託託をををを実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次次次次に、に、に、に、犯犯犯犯罪罪罪罪に関するに関するに関するに関する参参参参考考考考資資資資料料料料、、、、昨昨昨昨年の刑年の刑年の刑年の刑法法法法犯犯犯犯認知認知認知認知件数件数件数件数でございますが、一でございますが、一でございますが、一でございますが、一昨昨昨昨年に引き続年に引き続年に引き続年に引き続

きましてきましてきましてきまして組組組組織織織織をををを挙挙挙挙げたげたげたげた取取取取りりりり組み組み組み組みによりまして、によりまして、によりまして、によりまして、戦後最戦後最戦後最戦後最多多多多でございました平成１４年のでございました平成１４年のでございました平成１４年のでございました平成１４年の半数半数半数半数

以下以下以下以下になります１万４，４４４になります１万４，４４４になります１万４，４４４になります１万４，４４４件件件件まで減少さまで減少さまで減少さまで減少させせせせることができました。一方、ることができました。一方、ることができました。一方、ることができました。一方、検挙検挙検挙検挙率につき率につき率につき率につき
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ましては、平成１４年ましては、平成１４年ましては、平成１４年ましては、平成１４年当時当時当時当時のののの約約約約２．５２．５２．５２．５倍倍倍倍にににに当当当当たります５２．６％と、たります５２．６％と、たります５２．６％と、たります５２．６％と、数数数数値値値値的的的的にはにはにはには着着着着実実実実に成に成に成に成

果果果果を上げているとを上げているとを上げているとを上げていると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

次次次次に、交通事に、交通事に、交通事に、交通事故故故故状況に関する状況に関する状況に関する状況に関する参参参参考考考考資資資資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、記載記載記載記載してございますとおり、してございますとおり、してございますとおり、してございますとおり、昨昨昨昨

年の交通事年の交通事年の交通事年の交通事故死故死故死故死者者者者数数数数は４５は４５は４５は４５人人人人、お、お、お、お亡亡亡亡くなりになった方は４５名で、平成２５年の４０名にくなりになった方は４５名で、平成２５年の４０名にくなりになった方は４５名で、平成２５年の４０名にくなりになった方は４５名で、平成２５年の４０名に

次次次次いでいでいでいで戦後戦後戦後戦後２２２２番目番目番目番目に少なく、に少なく、に少なく、に少なく、過過過過去去去去最悪最悪最悪最悪でございました昭和４５年の１５６でございました昭和４５年の１５６でございました昭和４５年の１５６でございました昭和４５年の１５６人人人人と比と比と比と比べべべべると大ると大ると大ると大

きく減少しておるところでございます。平成２２年のきく減少しておるところでございます。平成２２年のきく減少しておるところでございます。平成２２年のきく減少しておるところでございます。平成２２年の人身人身人身人身事事事事故故故故件数件数件数件数につきましては６，５につきましては６，５につきましては６，５につきましては６，５

１５１５１５１５件件件件と、平成５年と、平成５年と、平成５年と、平成５年以以以以降降降降ではではではでは最最最最も少ないも少ないも少ないも少ない件数件数件数件数でございました。でございました。でございました。でございました。

続きまして、１８０ページ、続きまして、１８０ページ、続きまして、１８０ページ、続きまして、１８０ページ、犯犯犯犯罪罪罪罪抑抑抑抑止止止止総合対策の総合対策の総合対策の総合対策の推進推進推進推進でございますが、初でございますが、初でございますが、初でございますが、初動動動動警察の警察の警察の警察の刷刷刷刷新新新新

強強強強化化化化推進推進推進推進事事事事業業業業、、、、記載記載記載記載のとおり、少年のとおり、少年のとおり、少年のとおり、少年非非非非行行行行防防防防止止止止等総合対策等総合対策等総合対策等総合対策推進推進推進推進事事事事業や業や業や業や被害被害被害被害者対策の充者対策の充者対策の充者対策の充実実実実の事の事の事の事

業業業業をををを継継継継続続続続実施実施実施実施いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、犯犯犯犯罪被害罪被害罪被害罪被害者等支者等支者等支者等支援援援援体体体体制制制制のののの整整整整備につきましても、備につきましても、備につきましても、備につきましても、犯犯犯犯罪被罪被罪被罪被

害害害害者の方者の方者の方者の方 々々々々からのからのからのからの電電電電話話話話相談相談相談相談業業業業務を務を務を務を社社社社団法人団法人団法人団法人ならならならなら犯犯犯犯罪被害罪被害罪被害罪被害者支者支者支者支援援援援センタセンタセンタセンターーーーへへへへ委委委委託託託託いたしましいたしましいたしましいたしまし

てててて実施実施実施実施したところでございます。また、資したところでございます。また、資したところでございます。また、資したところでございます。また、資料料料料記載記載記載記載のののの地域地域地域地域安全総合安全総合安全総合安全総合ササササポポポポーーーートトトトシシシシスススステムテムテムテムのののの整整整整備備備備

をををを図図図図りました。りました。りました。りました。

次次次次のページ、１８１ページ、交通事のページ、１８１ページ、交通事のページ、１８１ページ、交通事のページ、１８１ページ、交通事故故故故のののの抑抑抑抑止止止止対策でございます。対策でございます。対策でございます。対策でございます。違違違違法法法法駐駐駐駐車車車車対策の関対策の関対策の関対策の関連連連連事事事事

業業業業、交通安全、交通安全、交通安全、交通安全施設施設施設施設等の等の等の等の整整整整備及び備及び備及び備及びママママナナナナーーーーアップアップアップアップ大和大和大和大和路路路路２１の２１の２１の２１の各各各各事事事事業業業業をををを実施実施実施実施いたしました。こいたしました。こいたしました。こいたしました。こ

のうのうのうのうちちちち、交通安全、交通安全、交通安全、交通安全施設施設施設施設等等等等整整整整備につきましては、交通の安全を備につきましては、交通の安全を備につきましては、交通の安全を備につきましては、交通の安全を確保確保確保確保するため、するため、するため、するため、毎毎毎毎年年年年継継継継続して続して続して続して

実施実施実施実施しております安全対策のための事しております安全対策のための事しております安全対策のための事しております安全対策のための事業業業業といたしまして、交通管といたしまして、交通管といたしまして、交通管といたしまして、交通管制集制集制集制集中中中中制制制制御御御御機の１６機の１６機の１６機の１６基基基基のののの

更更更更新新新新やややや信信信信号機の新号機の新号機の新号機の新設改設改設改設改良な良な良な良などどどど、資、資、資、資料料料料記載記載記載記載してございますとおりの事してございますとおりの事してございますとおりの事してございますとおりの事業業業業をををを推進推進推進推進いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

また、道また、道また、道また、道路路路路管理者の皆管理者の皆管理者の皆管理者の皆様様様様と一体となりましたと一体となりましたと一体となりましたと一体となりました渋滞渋滞渋滞渋滞対策のため、円対策のため、円対策のため、円対策のため、円滑滑滑滑化対策の事化対策の事化対策の事化対策の事業業業業といたしといたしといたしといたし

まして、まして、まして、まして、灯灯灯灯火火火火標標標標識識識識ななななどどどど９９９９基基基基のののの整整整整備、備、備、備、信信信信号機の新号機の新号機の新号機の新設改設改設改設改良、また良、また良、また良、また渋滞渋滞渋滞渋滞対策の事対策の事対策の事対策の事業業業業としてのとしてのとしてのとしての信信信信号号号号

機の機の機の機の改改改改良４５良４５良４５良４５基基基基ななななどどどど、資、資、資、資料料料料にににに記載記載記載記載してございますとおりの事してございますとおりの事してございますとおりの事してございますとおりの事業業業業をををを実施実施実施実施いたしたところでごいたしたところでごいたしたところでごいたしたところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

次次次次のページ、１８２ページ、のページ、１８２ページ、のページ、１８２ページ、のページ、１８２ページ、装装装装備資機備資機備資機備資機材材材材のののの整整整整備充備充備充備充実実実実でございます。警察でございます。警察でございます。警察でございます。警察航航航航空空空空機の機機の機機の機機の機種更種更種更種更

新事新事新事新事業業業業といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、ヘヘヘヘリリリリココココプタプタプタプターーーー維持維持維持維持経経経経費費費費にににに伴伴伴伴う部う部う部う部品品品品のののの購購購購入、入、入、入、航航航航空空空空法法法法にににに基づ基づ基づ基づきますきますきますきます航航航航

空空空空耐耐耐耐空検空検空検空検査を査を査を査を実施実施実施実施したところでございます。したところでございます。したところでございます。したところでございます。

次次次次の第一の第一の第一の第一線線線線警察活警察活警察活警察活動動動動装装装装備資機備資機備資機備資機材材材材のののの近近近近代化及び警察機代化及び警察機代化及び警察機代化及び警察機動力動力動力動力のののの整整整整備充備充備充備充実実実実では、では、では、では、毎毎毎毎年計年計年計年計画的画的画的画的にににに

実施実施実施実施してるとこでございますしてるとこでございますしてるとこでございますしてるとこでございますけけけけれれれれどどどども、資も、資も、資も、資料料料料記載記載記載記載の資機の資機の資機の資機材材材材のののの整整整整備備備備やややや二輪二輪二輪二輪車車車車のののの更更更更新新新新整整整整備を備を備を備を実実実実

施施施施したところでございます。したところでございます。したところでございます。したところでございます。

以以以以上、上、上、上、駆駆駆駆けけけけ足でございましたが、警察本部足でございましたが、警察本部足でございましたが、警察本部足でございましたが、警察本部所所所所管の平成２２年度の歳出決算及び管の平成２２年度の歳出決算及び管の平成２２年度の歳出決算及び管の平成２２年度の歳出決算及び主主主主な事な事な事な事業業業業

の概要でございます。ご審議のほの概要でございます。ご審議のほの概要でございます。ご審議のほの概要でございます。ご審議のほどどどどよろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。
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○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ご苦労さんでございました。ご苦労さんでございました。ご苦労さんでございました。ご苦労さんでございました。

次次次次に、に、に、に、台台台台風風風風１２号１２号１２号１２号被害被害被害被害状況につきまして、林県理事兼危機管理監から報告を行いたいと状況につきまして、林県理事兼危機管理監から報告を行いたいと状況につきまして、林県理事兼危機管理監から報告を行いたいと状況につきまして、林県理事兼危機管理監から報告を行いたいと

の申し出がありましたので、ご報告お願いいたします。の申し出がありましたので、ご報告お願いいたします。の申し出がありましたので、ご報告お願いいたします。の申し出がありましたので、ご報告お願いいたします。

○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監 それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お手手手手元元元元に「に「に「に「台台台台風風風風１２号の１２号の１２号の１２号の被害被害被害被害状況」をお状況」をお状況」をお状況」をお配配配配りしりしりしりし

ておりますので、それをごらんいただきたいと思います。ておりますので、それをごらんいただきたいと思います。ておりますので、それをごらんいただきたいと思います。ておりますので、それをごらんいただきたいと思います。現時点現時点現時点現時点でのでのでのでの被害被害被害被害状況等について状況等について状況等について状況等について

簡潔簡潔簡潔簡潔に申し上げます。に申し上げます。に申し上げます。に申し上げます。

ままままずずずず、１ページ、、１ページ、、１ページ、、１ページ、人的人的人的人的被害被害被害被害としまして、としまして、としまして、としまして、死死死死者の方１１名、行方不明の方が１３名、者の方１１名、行方不明の方が１３名、者の方１１名、行方不明の方が１３名、者の方１１名、行方不明の方が１３名、建建建建物物物物

被害被害被害被害として、全として、全として、全として、全壊壊壊壊が５３が５３が５３が５３件件件件ななななどどどどとなっております。それから、となっております。それから、となっております。それから、となっております。それから、避難避難避難避難、道、道、道、道路路路路通行規通行規通行規通行規制制制制の状況の状況の状況の状況

等につきましては、等につきましては、等につきましては、等につきましては、ポポポポイント的イント的イント的イント的なところを別なところを別なところを別なところを別紙紙紙紙でこのでこのでこのでこの後後後後申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。土土土土砂砂砂砂災災災災

害害害害のののの発発発発生につきましては、生につきましては、生につきましては、生につきましては、主主主主なななな箇箇箇箇所所所所が３６が３６が３６が３６カ所カ所カ所カ所となっております。となっております。となっております。となっております。河河河河道道道道閉塞閉塞閉塞閉塞、、、、土土土土砂砂砂砂ダムダムダムダムのののの

発発発発生につきましては、生につきましては、生につきましては、生につきましては、赤赤赤赤谷、長谷、長谷、長谷、長殿殿殿殿、、、、栗栗栗栗平、平、平、平、北股北股北股北股ななななどどどど１６１６１６１６カ所カ所カ所カ所でででで起起起起こっておりまして、こっておりまして、こっておりまして、こっておりまして、赤赤赤赤谷、谷、谷、谷、

北股北股北股北股ななななどどどどのののの地地地地区区区区につきましては、これは国の方ですにつきましては、これは国の方ですにつきましては、これは国の方ですにつきましては、これは国の方ですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、緊急緊急緊急緊急対策対策対策対策工工工工事に入っており事に入っており事に入っており事に入っており

ます。ます。ます。ます。

２ページ、２ページ、２ページ、２ページ、ライフラインライフラインライフラインライフラインの関係ですの関係ですの関係ですの関係ですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、電電電電気気気気、それから、それから、それから、それから電電電電話話話話をはをはをはをはじじじじめとしまして、めとしまして、めとしまして、めとしまして、

現時点現時点現時点現時点ではではではでは避難避難避難避難の対の対の対の対象象象象のののの地域以地域以地域以地域以外外外外につきましてはほにつきましてはほにつきましてはほにつきましてはほぼぼぼぼ復復復復旧旧旧旧という状況になっております。という状況になっております。という状況になっております。という状況になっております。

それから、それから、それから、それから、農農農農林林林林業業業業被害被害被害被害をはをはをはをはじじじじめとしまして、めとしまして、めとしまして、めとしまして、企業企業企業企業ななななどどどど記載記載記載記載のとおりとなっております。のとおりとなっております。のとおりとなっております。のとおりとなっております。

３ページ、３ページ、３ページ、３ページ、避難避難避難避難の状況を表にの状況を表にの状況を表にの状況を表に整整整整理しております理しております理しております理しておりますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、記載記載記載記載の４の４の４の４市市市市町町町町村におきまして村におきまして村におきまして村におきまして

警警警警戒区戒区戒区戒区域域域域、これはす、これはす、これはす、これはすべべべべてててて避難避難避難避難指示指示指示指示となっておりますが、それから警となっておりますが、それから警となっておりますが、それから警となっておりますが、それから警戒区戒区戒区戒区域以域以域以域以外外外外でのでのでのでの避難避難避難避難指指指指

示示示示、、、、避難勧避難勧避難勧避難勧告、告、告、告、自主自主自主自主避難避難避難避難、合、合、合、合わせわせわせわせましてましてましてまして避難避難避難避難者者者者数数数数合計で１８４合計で１８４合計で１８４合計で１８４世帯世帯世帯世帯、３６６名の方が、３６６名の方が、３６６名の方が、３６６名の方が現現現現在在在在

避難避難避難避難をされておられます。そのうをされておられます。そのうをされておられます。そのうをされておられます。そのうちちちち、、、、避難避難避難避難所所所所におられる方が５７におられる方が５７におられる方が５７におられる方が５７世帯世帯世帯世帯、１２０、１２０、１２０、１２０人人人人となってとなってとなってとなって

おりまして、おりまして、おりまして、おりまして、具具具具体体体体的的的的なななな避難避難避難避難所所所所名については名については名については名については右側右側右側右側にににに記載記載記載記載のとおりとなっております。さらに、のとおりとなっております。さらに、のとおりとなっております。さらに、のとおりとなっております。さらに、

それそれそれそれ以以以以外外外外の方は１２７の方は１２７の方は１２７の方は１２７世帯世帯世帯世帯、２４６名おられますが、、２４６名おられますが、、２４６名おられますが、、２４６名おられますが、親戚親戚親戚親戚、知、知、知、知人人人人宅宅宅宅ななななどへどへどへどへ避難避難避難避難をされておをされておをされておをされてお

ります。それから、一ります。それから、一ります。それから、一ります。それから、一時時時時帰帰帰帰宅宅宅宅のののの実施実施実施実施状況を状況を状況を状況を記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしておりますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、五條五條五條五條市市市市、野、野、野、野迫迫迫迫川村、川村、川村、川村、

十津十津十津十津川村の１川村の１川村の１川村の１市市市市２村でそれ２村でそれ２村でそれ２村でそれぞぞぞぞれれれれ記載記載記載記載のとおり一のとおり一のとおり一のとおり一時時時時帰帰帰帰宅宅宅宅が行が行が行が行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。

そのそのそのその次次次次の４ページ、の４ページ、の４ページ、の４ページ、幹線幹線幹線幹線道道道道路路路路であります国道１６８号、１６９号等の通行状況というこであります国道１６８号、１６９号等の通行状況というこであります国道１６８号、１６９号等の通行状況というこであります国道１６８号、１６９号等の通行状況というこ

とですが、とですが、とですが、とですが、現時点現時点現時点現時点では１６８号につきまして、では１６８号につきまして、では１６８号につきまして、では１６８号につきまして、辻堂辻堂辻堂辻堂、それから長、それから長、それから長、それから長殿殿殿殿、さらに国道４２５号、さらに国道４２５号、さらに国道４２５号、さらに国道４２５号

のののの記載記載記載記載のののの区区区区間において間において間において間において緊急車緊急車緊急車緊急車両両両両ののののみみみみの通行と、の通行と、の通行と、の通行と、残残残残りにつきましてはりにつきましてはりにつきましてはりにつきましては十津十津十津十津川村の川村の川村の川村の南側南側南側南側のののの折折折折立立立立、、、、

桑畑桑畑桑畑桑畑をはをはをはをはじじじじめとしまして、一般めとしまして、一般めとしまして、一般めとしまして、一般車車車車両両両両の通行可という状の通行可という状の通行可という状の通行可という状態態態態になっております。になっております。になっております。になっております。

５ページ、県をは５ページ、県をは５ページ、県をは５ページ、県をはじじじじめとして、これまでのめとして、これまでのめとして、これまでのめとして、これまでの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを改改改改めてめてめてめて整整整整理をいたしております理をいたしております理をいたしております理をいたしておりますけけけけ

どどどども、まも、まも、まも、まずずずず県の県の県の県の主主主主なななな取取取取りりりり組み組み組み組みとしましては、としましては、としましては、としましては、記載記載記載記載のような体のような体のような体のような体制制制制をとってをとってをとってをとって臨臨臨臨んでまいりましんでまいりましんでまいりましんでまいりまし



---- 11118888 ----

た。そして、た。そして、た。そして、た。そして、五條五條五條五條市市市市、、、、十津十津十津十津川村、野川村、野川村、野川村、野迫迫迫迫川村に対して川村に対して川村に対して川村に対して記載記載記載記載のようなのようなのようなのような人的人的人的人的支支支支援援援援、さらには、さらには、さらには、さらには医医医医療療療療

救護救護救護救護班班班班のののの派遣派遣派遣派遣、そして、そして、そして、そして十津十津十津十津川、野川、野川、野川、野迫迫迫迫川川川川両両両両村に対して村に対して村に対して村に対して緊急緊急緊急緊急物物物物資の資の資の資の搬送搬送搬送搬送、さらには９月４日か、さらには９月４日か、さらには９月４日か、さらには９月４日か

らららら防災ヘ防災ヘ防災ヘ防災ヘリリリリによりますによりますによりますによります救助救助救助救助活活活活動動動動、そして、そして、そして、そして応応応応急急急急仮仮仮仮設設設設住宅住宅住宅住宅のののの建設建設建設建設、さらにそれらに対しまして、さらにそれらに対しまして、さらにそれらに対しまして、さらにそれらに対しまして

のののの予予予予算算算算措置措置措置措置、９月、９月、９月、９月補補補補正、正、正、正、記載記載記載記載のとおり行ってまいっております。のとおり行ってまいっております。のとおり行ってまいっております。のとおり行ってまいっております。

自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊につきましては、９月４日から、本日につきましては、９月４日から、本日につきましては、９月４日から、本日につきましては、９月４日から、本日離離離離任ということですので、任ということですので、任ということですので、任ということですので、昨昨昨昨日までの日までの日までの日までの段階段階段階段階

でででで延延延延べべべべ１万１，０００１万１，０００１万１，０００１万１，０００人余人余人余人余の方に従事をしていただきまして、の方に従事をしていただきまして、の方に従事をしていただきまして、の方に従事をしていただきまして、記載記載記載記載のような活のような活のような活のような活動動動動を行ってを行ってを行ってを行って

いただいております。いただいております。いただいております。いただいております。

国関係機関の活国関係機関の活国関係機関の活国関係機関の活動動動動につきましては、国につきましては、国につきましては、国につきましては、国土土土土交通交通交通交通省省省省のののの連連連連絡絡絡絡調調調調整整整整員の員の員の員の派遣派遣派遣派遣をはをはをはをはじじじじめとしまして、めとしまして、めとしまして、めとしまして、

記載記載記載記載のとおりとなっております。関のとおりとなっております。関のとおりとなっております。関のとおりとなっております。関西西西西広広広広域連域連域連域連合、福井県からも合、福井県からも合、福井県からも合、福井県からも記載記載記載記載のようなのようなのようなのような人的人的人的人的派遣派遣派遣派遣ななななどどどど

をいただいております。そのほか、日をいただいております。そのほか、日をいただいております。そのほか、日をいただいております。そのほか、日赤赤赤赤あるいはあるいはあるいはあるいはトラックトラックトラックトラック協協協協会、会、会、会、物物物物資の資の資の資の搬送搬送搬送搬送でおでおでおでお力力力力添添添添ええええをををを

いただいております。いただいております。いただいております。いただいております。

１０月７日に１０月７日に１０月７日に１０月７日に復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興興興興推進推進推進推進本部本部本部本部立ち立ち立ち立ち上がりました上がりました上がりました上がりましたけけけけれれれれどどどども、も、も、も、現現現現在在在在、、、、災災災災害害害害対策本部とし対策本部とし対策本部とし対策本部とし

ましては、行方不明者の方ましては、行方不明者の方ましては、行方不明者の方ましては、行方不明者の方 々々々々のののの捜索捜索捜索捜索とともに、２とともに、２とともに、２とともに、２次次次次災災災災害害害害防防防防止止止止ということで、ということで、ということで、ということで、土土土土砂砂砂砂ダムダムダムダム等に等に等に等に

おいて監おいて監おいて監おいて監視視視視、警、警、警、警戒戒戒戒、、、、避難避難避難避難、そういったことを、そういったことを、そういったことを、そういったことを柱柱柱柱として引き続きとして引き続きとして引き続きとして引き続き取取取取りりりり組み組み組み組みを行っております。を行っております。を行っております。を行っております。

以以以以上でございます。よろしくお願いします。上でございます。よろしくお願いします。上でございます。よろしくお願いします。上でございます。よろしくお願いします。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ご苦労さんでございました。ご苦労さんでございました。ご苦労さんでございました。ご苦労さんでございました。

それでは、ただいまの説明それでは、ただいまの説明それでは、ただいまの説明それでは、ただいまの説明並並並並びに報告、そのびに報告、そのびに報告、そのびに報告、その他他他他の事の事の事の事項項項項もももも含含含含めましてめましてめましてめまして質質質質疑疑疑疑を行いたいと思を行いたいと思を行いたいと思を行いたいと思

います。います。います。います。

なお、委員なお、委員なお、委員なお、委員各各各各位位位位もそうでございますが、特に理事者の皆さんには、委員のもそうでございますが、特に理事者の皆さんには、委員のもそうでございますが、特に理事者の皆さんには、委員のもそうでございますが、特に理事者の皆さんには、委員の質質質質疑疑疑疑につきまにつきまにつきまにつきま

しては明しては明しては明しては明確確確確かつかつかつかつ簡潔簡潔簡潔簡潔にごにごにごにご答弁答弁答弁答弁願いたいと願いたいと願いたいと願いたいと存存存存じじじじます。ます。ます。ます。

それでは、委員の皆それでは、委員の皆それでは、委員の皆それでは、委員の皆様様様様方。方。方。方。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 一つだ一つだ一つだ一つだけ簡け簡け簡け簡単単単単なことをおなことをおなことをおなことをお伺伺伺伺いしたいのですいしたいのですいしたいのですいしたいのですけどけどけどけども、危機管理監になるのだろも、危機管理監になるのだろも、危機管理監になるのだろも、危機管理監になるのだろ

うと思うのですうと思うのですうと思うのですうと思うのですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、昨昨昨昨年の決算の中で、年の決算の中で、年の決算の中で、年の決算の中で、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市でのでのでのでの防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練を催していただいたこを催していただいたこを催していただいたこを催していただいたこ

とがございました。あれはとがございました。あれはとがございました。あれはとがございました。あれは非非非非常常常常にににに意意意意味味味味があったと思うのですがあったと思うのですがあったと思うのですがあったと思うのですけけけけれれれれどどどども、あれをも、あれをも、あれをも、あれをややややったったったった根拠根拠根拠根拠

ははははどどどどういうところにあるのか、たしか奈良県だういうところにあるのか、たしか奈良県だういうところにあるのか、たしか奈良県だういうところにあるのか、たしか奈良県だけけけけではなしにではなしにではなしにではなしに他他他他府府府府県からも、県からも、県からも、県からも、自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊からもからもからもからも

応援応援応援応援がががが来来来来ていただいていたと思うのですていただいていたと思うのですていただいていたと思うのですていただいていたと思うのですけけけけれれれれどどどども、そのも、そのも、そのも、その辺辺辺辺のところをのところをのところをのところをどどどどなたからでもなたからでもなたからでもなたからでも結構結構結構結構

ですので、おですので、おですので、おですので、お答答答答ええええいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長 防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練の方は、奈良県が定めておりますの方は、奈良県が定めておりますの方は、奈良県が定めておりますの方は、奈良県が定めております地域地域地域地域防災防災防災防災計計計計画画画画の中で関係の中で関係の中で関係の中で関係

機関が機関が機関が機関が集集集集まってまってまってまって訓練訓練訓練訓練を行うとを行うとを行うとを行うと……………………。。。。宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市で行で行で行で行わわわわれました林野れました林野れました林野れました林野火災訓練火災訓練火災訓練火災訓練で、これもで、これもで、これもで、これも地域地域地域地域防防防防

災災災災計計計計画画画画の中で関係機関とともにの中で関係機関とともにの中で関係機関とともにの中で関係機関とともに訓練訓練訓練訓練をするというところををするというところををするというところををするというところを根拠根拠根拠根拠としてとしてとしてとしてややややっております。っております。っております。っております。
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○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいのは、たしか和したいのは、たしか和したいのは、たしか和したいのは、たしか和歌歌歌歌山県も山県も山県も山県も三重三重三重三重県もお県もお県もお県もお越越越越しいただいていたと思うしいただいていたと思うしいただいていたと思うしいただいていたと思う

のですのですのですのですけけけけれれれれどどどども、林野も、林野も、林野も、林野火災訓練火災訓練火災訓練火災訓練においてもにおいてもにおいてもにおいても協協協協定か定か定か定か何何何何か、そういうものをきか、そういうものをきか、そういうものをきか、そういうものをきちちちちっとっとっとっと結結結結んでいんでいんでいんでい

ただいているからこそただいているからこそただいているからこそただいているからこそ来来来来ていただていただていただていただけけけけたのだろうと思うのですが、関たのだろうと思うのですが、関たのだろうと思うのですが、関たのだろうと思うのですが、関西西西西広広広広域連域連域連域連合との合との合との合との絡絡絡絡みみみみにににに

おいてそういうものがおいてそういうものがおいてそういうものがおいてそういうものが有有有有効効効効に生きているというか、そういうことに生きているというか、そういうことに生きているというか、そういうことに生きているというか、そういうことじじじじゃゃゃゃないかと思って関ないかと思って関ないかと思って関ないかと思って関心心心心

をををを持持持持ってってってって見見見見ていたのですていたのですていたのですていたのですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、私私私私は特別に関は特別に関は特別に関は特別に関西西西西広広広広域連域連域連域連合に合に合に合に急急急急いで入らなくてもいいのいで入らなくてもいいのいで入らなくてもいいのいで入らなくてもいいの

じじじじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかという気気気気持持持持ちちちちがそこにあるものですから、あがそこにあるものですから、あがそこにあるものですから、あがそこにあるものですから、あええええてそのてそのてそのてその辺辺辺辺のところをのところをのところをのところを協協協協定を定を定を定を結結結結んんんん

であるのかないのかとかいう部であるのかないのかとかいう部であるのかないのかとかいう部であるのかないのかとかいう部分分分分をおをおをおをお答答答答ええええいただいただいただいただけけけけれれれればばばば非非非非常常常常ににににわわわわかりかりかりかりややややすいと思っているすいと思っているすいと思っているすいと思っている

のですのですのですのですけけけけれれれれどどどど。。。。

○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長 防災ヘ防災ヘ防災ヘ防災ヘリリリリココココプタプタプタプターの総合ーの総合ーの総合ーの総合協協協協定等を定等を定等を定等を結結結結んでおりますんでおりますんでおりますんでおります三重三重三重三重県、和県、和県、和県、和歌歌歌歌山県山県山県山県

等は、こういう林野等は、こういう林野等は、こういう林野等は、こういう林野火災訓練火災訓練火災訓練火災訓練を行うときにはを行うときにはを行うときにはを行うときには必ず必必ず必必ず必必ず必要になりますので、奈良県から要になりますので、奈良県から要になりますので、奈良県から要になりますので、奈良県から訓練訓練訓練訓練をををを

いついついついついついついついつ幾幾幾幾日するから日するから日するから日するから参参参参加加加加していただきたい、もしくはしていただきたい、もしくはしていただきたい、もしくはしていただきたい、もしくは三重三重三重三重県、和県、和県、和県、和歌歌歌歌山県で山県で山県で山県でややややられるときられるときられるときられるとき

にはにはにはには向向向向こうの方からこうの方からこうの方からこうの方から参参参参加加加加していただきたいというごしていただきたいというごしていただきたいというごしていただきたいというご招待招待招待招待があったりして、があったりして、があったりして、があったりして、協協協協定を定を定を定を結結結結んでいんでいんでいんでい

る中ではる中ではる中ではる中では相相相相互互互互ににににややややっております。っております。っております。っております。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 総総総総括括括括にもまたにもまたにもまたにもまたちちちちょょょょっと、っと、っと、っと、準準準準備していただいて、その備していただいて、その備していただいて、その備していただいて、その辺辺辺辺のところをもう少しのところをもう少しのところをもう少しのところをもう少し詳詳詳詳

しくしくしくしく教教教教ええええていただていただていただていただけけけけたらと思いますので、きたらと思いますので、きたらと思いますので、きたらと思いますので、きょょょょうはこれでうはこれでうはこれでうはこれで終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。

ほか、委員の皆さん方。ほか、委員の皆さん方。ほか、委員の皆さん方。ほか、委員の皆さん方。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 ままままずずずず、１２号、１２号、１２号、１２号台台台台風並風並風並風並びに１４号、１５号にかかびに１４号、１５号にかかびに１４号、１５号にかかびに１４号、１５号にかかわわわわってのってのってのっての災災災災害害害害にかかにかかにかかにかかわわわわって、って、って、って、

本本本本当当当当に皆さんご苦労かに皆さんご苦労かに皆さんご苦労かに皆さんご苦労かけけけけていること、まていること、まていること、まていること、まずずずずはははは御礼御礼御礼御礼を申し上げときたいと思うのです。を申し上げときたいと思うのです。を申し上げときたいと思うのです。を申し上げときたいと思うのです。私私私私どどどど

もならもならもならもなら元元元元気クラ気クラ気クラ気クラブブブブとととと自自自自由由由由民主民主民主民主党党党党「「「「未未未未来来来来」の」の」の」のメンメンメンメンババババーと、ーと、ーと、ーと、最最最最近近近近ですですですですけけけけれれれれどどどども、２も、２も、２も、２班班班班にににに分分分分かれかれかれかれ

ましてましてましてまして現地現地現地現地に入ってまいりました。に入ってまいりました。に入ってまいりました。に入ってまいりました。百百百百聞聞聞聞は一は一は一は一見見見見にしかにしかにしかにしかずずずずと、それはものすごいと、それはものすごいと、それはものすごいと、それはものすごいねねねね、、、、崩崩崩崩れたれたれたれた

土土土土砂砂砂砂ををををどどどどうするのかもうするのかもうするのかもうするのかも含含含含めて、大めて、大めて、大めて、大変変変変な状況をな状況をな状況をな状況を見見見見てまいりました。それてまいりました。それてまいりました。それてまいりました。それぞぞぞぞれのれのれのれのセクセクセクセクショショショションンンンでででで

またまたまたまた問問問問題題題題を提を提を提を提起起起起したいと思いますがしたいと思いますがしたいと思いますがしたいと思いますがねねねね。。。。何何何何はともあれ、皆さんのご苦労にはともあれ、皆さんのご苦労にはともあれ、皆さんのご苦労にはともあれ、皆さんのご苦労に感謝感謝感謝感謝を申し上げを申し上げを申し上げを申し上げ

ながら、ながら、ながら、ながら、加え加え加え加えてててて私私私私どどどどもももも各町各町各町各町村の村の村の村の担当担当担当担当者もお者もお者もお者もお迎迎迎迎ええええいただいたいただいたいただいたいただいたわけわけわけわけでありますが、でありますが、でありますが、でありますが、消防消防消防消防団団団団がががが常常常常

ににににややややっっっっぱぱぱぱりかかりかかりかかりかかわわわわっていただいていると、こういうことで、大っていただいていると、こういうことで、大っていただいていると、こういうことで、大っていただいていると、こういうことで、大変変変変苦労か苦労か苦労か苦労かけけけけておるなと思い、ておるなと思い、ておるなと思い、ておるなと思い、

私私私私ちちちちょょょょっと思いっと思いっと思いっと思い起起起起こしたこしたこしたこしたわけわけわけわけですですですですけけけけれれれれどどどども、お願いしときたいも、お願いしときたいも、お願いしときたいも、お願いしときたいわけわけわけわけですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、消防協消防協消防協消防協

会の事務会の事務会の事務会の事務所所所所は２は２は２は２階階階階にあります。にあります。にあります。にあります。言わば言わば言わば言わば、危機管理監を中、危機管理監を中、危機管理監を中、危機管理監を中心心心心として危機管理については体として危機管理については体として危機管理については体として危機管理については体制制制制

をををを整え整え整え整えてご苦労をかてご苦労をかてご苦労をかてご苦労をかけけけけているているているているわけわけわけわけでありますが、こういうときはでありますが、こういうときはでありますが、こういうときはでありますが、こういうときはややややっっっっぱぱぱぱりりりり消防消防消防消防団団団団の出の出の出の出動動動動はははは

大大大大変変変変だと思うのです。あのだと思うのです。あのだと思うのです。あのだと思うのです。あの狭狭狭狭い部い部い部い部屋屋屋屋で、で、で、で、私私私私が行っても、が行っても、が行っても、が行っても、どどどどなたが行かれてもなたが行かれてもなたが行かれてもなたが行かれても恐恐恐恐らくらくらくらく立ち話立ち話立ち話立ち話

しかできないような部しかできないような部しかできないような部しかできないような部屋屋屋屋です。危機管理体です。危機管理体です。危機管理体です。危機管理体制制制制のののの連連連連携携携携、、、、連連連連帯帯帯帯ののののププププレレレレーのためにもーのためにもーのためにもーのためにもややややっっっっぱぱぱぱりありありありあ
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の事務室ではいかがなものかと、もっとの事務室ではいかがなものかと、もっとの事務室ではいかがなものかと、もっとの事務室ではいかがなものかと、もっと配配配配慮慮慮慮すすすすべべべべきではないのかと。いつきではないのかと。いつきではないのかと。いつきではないのかと。いつぞやぞやぞやぞや危機管理監危機管理監危機管理監危機管理監

に申し上げたこともあったと思いますがに申し上げたこともあったと思いますがに申し上げたこともあったと思いますがに申し上げたこともあったと思いますがねねねね、この、この、この、この際際際際、、、、ひひひひとつとつとつとつ見直見直見直見直すすすすべべべべきであろうというこきであろうというこきであろうというこきであろうというこ

とだとだとだとだけけけけ申し申し申し申し添添添添ええええておきたいと、このように思うておきたいと、このように思うておきたいと、このように思うておきたいと、このように思うわけわけわけわけです。それが１です。それが１です。それが１です。それが１点点点点。。。。

それから、それから、それから、それから、私私私私はきはきはきはきょょょょうは県うは県うは県うは県税税税税にかかにかかにかかにかかわわわわって、って、って、って、ちちちちょょょょっとっとっとっと尋ね尋ね尋ね尋ねたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

先先先先ほほほほどどどどの説明での説明での説明での説明で、、、、「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」では、歳入の２ページ、」では、歳入の２ページ、」では、歳入の２ページ、」では、歳入の２ページ、

３ページ、４ページか３ページ、４ページか３ページ、４ページか３ページ、４ページかけけけけてててて示示示示されておりますしされておりますしされておりますしされておりますし、、、、「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度「平成２２年度主主主主要要要要施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果に関するに関するに関するに関する

報告報告報告報告書書書書」では、１７ページですか、ご苦労か」では、１７ページですか、ご苦労か」では、１７ページですか、ご苦労か」では、１７ページですか、ご苦労かけけけけて体て体て体て体制づ制づ制づ制づくりを、体くりを、体くりを、体くりを、体制制制制のののの強強強強化ということで化ということで化ということで化ということで

示示示示されておりますが、されておりますが、されておりますが、されておりますが、先先先先般般般般私私私私はははは税税税税務務務務課課課課の方に資の方に資の方に資の方に資料料料料をつくっといてくれと申し上げましたをつくっといてくれと申し上げましたをつくっといてくれと申し上げましたをつくっといてくれと申し上げましたけけけけ

どどどども、できてますか、資も、できてますか、資も、できてますか、資も、できてますか、資料料料料。あれは、。あれは、。あれは、。あれは、私私私私だだだだけけけけもらっておってもだめだから、委員の皆さんもらっておってもだめだから、委員の皆さんもらっておってもだめだから、委員の皆さんもらっておってもだめだから、委員の皆さん

におにおにおにお渡渡渡渡ししてください。できてますか。ししてください。できてますか。ししてください。できてますか。ししてください。できてますか。

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 市市市市町町町町村ごとの村ごとの村ごとの村ごとの個人個人個人個人県県県県民税民税民税民税のののの徴徴徴徴収の収の収の収の実実実実績績績績の表につきまして、今、の表につきまして、今、の表につきまして、今、の表につきまして、今、私私私私のののの手手手手元元元元

にあるんですにあるんですにあるんですにあるんですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、ちちちちょょょょっと部っと部っと部っと部数数数数がががが……………………。。。。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 それで、あれそれで、あれそれで、あれそれで、あればばばば、す、す、す、すぐぐぐぐココココピピピピーできる、ーできる、ーできる、ーできる、私私私私だだだだけけけけししししゃゃゃゃべべべべっとったんでは、おっさっとったんでは、おっさっとったんでは、おっさっとったんでは、おっさ

んんんん何何何何ししししゃゃゃゃべべべべってんということになるといかんから。ってんということになるといかんから。ってんということになるといかんから。ってんということになるといかんから。

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 ちちちちょょょょっと事務局の方とっと事務局の方とっと事務局の方とっと事務局の方と……………………。。。。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 ココココピピピピーーーーねねねね。。。。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ココココピピピピーーーーややややろう、ろう、ろう、ろう、ココココピピピピーとってくれる。では、お願いします。ーとってくれる。では、お願いします。ーとってくれる。では、お願いします。ーとってくれる。では、お願いします。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 ココココピピピピーしていただいている間に、関係しながらーしていただいている間に、関係しながらーしていただいている間に、関係しながらーしていただいている間に、関係しながら尋ね尋ね尋ね尋ねたいのですが、たいのですが、たいのですが、たいのですが、後後後後で皆さで皆さで皆さで皆さ

ん資ん資ん資ん資料料料料をををを見見見見られたらられたらられたらられたらわわわわかると思いますかると思いますかると思いますかると思いますけけけけれれれれどどどども、県で一生も、県で一生も、県で一生も、県で一生懸命懸命懸命懸命にににに徴徴徴徴税税税税対策を対策を対策を対策を講講講講じじじじていただていただていただていただ

いて、苦労をかいて、苦労をかいて、苦労をかいて、苦労をかけけけけておりまするが、今日の経済事ておりまするが、今日の経済事ておりまするが、今日の経済事ておりまするが、今日の経済事情情情情あるいはさまざまなあるいはさまざまなあるいはさまざまなあるいはさまざまな災災災災害害害害等等等等 々々々々のかかのかかのかかのかかわわわわ

り合いもあって、り合いもあって、り合いもあって、り合いもあって、納納納納税税税税の内の内の内の内容容容容はははは必ず必ず必ず必ずしも平年しも平年しも平年しも平年並並並並みみみみではなかろうと、苦労をなさって一生ではなかろうと、苦労をなさって一生ではなかろうと、苦労をなさって一生ではなかろうと、苦労をなさって一生懸懸懸懸

命命命命にににに徴徴徴徴税税税税していただいてるしていただいてるしていただいてるしていただいてるわけわけわけわけでありますから、でありますから、でありますから、でありますから、徴徴徴徴税税税税にかかにかかにかかにかかわわわわってのってのってのっての基基基基本本本本的的的的な概な概な概な概念念念念、これ、これ、これ、これ

をををを教教教教ええええてもらいたいてもらいたいてもらいたいてもらいたいわけわけわけわけですが。ですが。ですが。ですが。予予予予算額があります算額があります算額があります算額がありますねねねね、、、、調調調調定額ってあるでし定額ってあるでし定額ってあるでし定額ってあるでしょょょょう、それかう、それかう、それかう、それか

ら収入額、そして不ら収入額、そして不ら収入額、そして不ら収入額、そして不納欠損納欠損納欠損納欠損額、こういうことになる額、こういうことになる額、こういうことになる額、こういうことになるわけわけわけわけだだだだけどけどけどけども、も、も、も、予予予予算があって算があって算があって算があって調調調調定があ定があ定があ定があ

る、そのる、そのる、そのる、その調調調調定額というのは一体定額というのは一体定額というのは一体定額というのは一体何何何何なのかと、あるいはまた不なのかと、あるいはまた不なのかと、あるいはまた不なのかと、あるいはまた不納欠損納欠損納欠損納欠損額とこうありますが、額とこうありますが、額とこうありますが、額とこうありますが、

不不不不納欠損納欠損納欠損納欠損額は額は額は額は何何何何なのか、これをなのか、これをなのか、これをなのか、これを基基基基本本本本的的的的にまにまにまにまずずずず聞聞聞聞いておきたいと思うのです。いておきたいと思うのです。いておきたいと思うのです。いておきたいと思うのです。

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 予予予予算額につきましては、平成２２年度であれ算額につきましては、平成２２年度であれ算額につきましては、平成２２年度であれ算額につきましては、平成２２年度であればばばばその年のその年のその年のその年の税税税税収の収の収の収の見見見見込込込込みみみみをををを

立立立立てまして、てまして、てまして、てまして、予予予予算という算という算という算という形形形形で計上さで計上さで計上さで計上させせせせていただくと。不ていただくと。不ていただくと。不ていただくと。不納欠損納欠損納欠損納欠損でございますでございますでございますでございますけけけけれれれれどどどども、不も、不も、不も、不

納欠損納欠損納欠損納欠損の中の中の中の中身身身身につきましてはいろいろございますにつきましてはいろいろございますにつきましてはいろいろございますにつきましてはいろいろございますけけけけれれれれどどどども、大きくも、大きくも、大きくも、大きく分け分け分け分けまして、ままして、ままして、ままして、まずずずずはははは賦賦賦賦

課課課課したしたしたした……………………。済。済。済。済みみみみまままませせせせん。ん。ん。ん。先先先先にににに調調調調定額です定額です定額です定額ですねねねね。。。。調調調調定額につきましては、定額につきましては、定額につきましては、定額につきましては、税税税税のののの賦賦賦賦課課課課した額とした額とした額とした額と
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いうことでご理いうことでご理いうことでご理いうことでご理解解解解をいただをいただをいただをいただけけけけれれれればばばばと思います。と思います。と思います。と思います。

あと、不あと、不あと、不あと、不納欠損納欠損納欠損納欠損額につきましては、大きく３つほ額につきましては、大きく３つほ額につきましては、大きく３つほ額につきましては、大きく３つほどどどどございまして、まございまして、まございまして、まございまして、まず税ず税ず税ず税をををを滞滞滞滞納納納納されてされてされてされて

いて、いて、いて、いて、納納納納税税税税者の方の資者の方の資者の方の資者の方の資力力力力がないということでがないということでがないということでがないということで執執執執行を行を行を行を停止停止停止停止をしている場合と、あるいはをしている場合と、あるいはをしている場合と、あるいはをしている場合と、あるいは納納納納税税税税

者の方、これが全く者の方、これが全く者の方、これが全く者の方、これが全く例例例例えばえばえばえば会会会会社社社社がががが解散解散解散解散をされたとか、そうしたような事をされたとか、そうしたような事をされたとか、そうしたような事をされたとか、そうしたような事情情情情でででで徴徴徴徴収不収不収不収不能能能能なこなこなこなこ

とが明らかである場合と、もう一つがとが明らかである場合と、もう一つがとが明らかである場合と、もう一つがとが明らかである場合と、もう一つが法法法法定定定定納納納納期期期期限の限の限の限の翌翌翌翌日から日から日から日から起起起起算をして５年間行算をして５年間行算をして５年間行算をして５年間行使使使使しないしないしないしない

でででで時効時効時効時効がががが完完完完成した場合と大きく３通りに成した場合と大きく３通りに成した場合と大きく３通りに成した場合と大きく３通りに分分分分かれますかれますかれますかれますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、賦賦賦賦課課課課したしたしたした税税税税につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、

調調調調定があった定があった定があった定があった税税税税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これ以以以以上上上上取取取取ることができない、入ってこないということが不ることができない、入ってこないということが不ることができない、入ってこないということが不ることができない、入ってこないということが不

納欠損納欠損納欠損納欠損額でございます。額でございます。額でございます。額でございます。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 それはそれはそれはそれはわわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

そこで、そこで、そこで、そこで、尋ね尋ね尋ね尋ねたいのは、今ご説明いただいたように、たいのは、今ご説明いただいたように、たいのは、今ご説明いただいたように、たいのは、今ご説明いただいたように、納納納納めたいめたいめたいめたいけけけけれれれれどどどど納納納納められないめられないめられないめられない困窮困窮困窮困窮

者、者、者、者、納納納納められるのにめられるのにめられるのにめられるのに納納納納めないめないめないめない悪質悪質悪質悪質者、ないとは者、ないとは者、ないとは者、ないとは言言言言いいいい切切切切れないと思う。だから、不れないと思う。だから、不れないと思う。だから、不れないと思う。だから、不納欠損納欠損納欠損納欠損とととと

いういういういう数字数字数字数字にににに当当当当てはめるについて、これはもうしようがない、てはめるについて、これはもうしようがない、てはめるについて、これはもうしようがない、てはめるについて、これはもうしようがない、ややややむむむむをををを得得得得ないなあというようないなあというようないなあというようないなあというよう

にこれを査定をなさる、その機にこれを査定をなさる、その機にこれを査定をなさる、その機にこれを査定をなさる、その機能能能能ははははどどどどういうういうういうういう形形形形でででで働働働働いているのか、これを知りたいいているのか、これを知りたいいているのか、これを知りたいいているのか、これを知りたいわけわけわけわけなななな

のです。のです。のです。のです。

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 滞滞滞滞納納納納があった場合ですがあった場合ですがあった場合ですがあった場合ですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、実実実実務務務務的的的的にはにはにはには文文文文書や書や書や書や納納納納税税税税により、まにより、まにより、まにより、まずずずず納納納納

税税税税処処処処理を行うことと理を行うことと理を行うことと理を行うことと並並並並行しまして、ここが行しまして、ここが行しまして、ここが行しまして、ここが重重重重要ではございます要ではございます要ではございます要ではございますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、財財財財産調産調産調産調査を行い査を行い査を行い査を行い

ます。それで、ます。それで、ます。それで、ます。それで、財財財財産調産調産調産調査を行った査を行った査を行った査を行った結果結果結果結果、資、資、資、資力力力力がありながらがありながらがありながらがありながら自主的自主的自主的自主的にににに納納納納付付付付していないようなしていないようなしていないようなしていないような

悪質悪質悪質悪質なななな滞滞滞滞納納納納者につきましては、者につきましては、者につきましては、者につきましては、滞滞滞滞納納納納額に額に額に額に見見見見合う合う合う合う財財財財産産産産をををを差差差差しししし押押押押ささささええええることになります。ることになります。ることになります。ることになります。差差差差しししし

押押押押ささささええええのののの財財財財産産産産といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、預預預預貯貯貯貯金ですとか金ですとか金ですとか金ですとか給与給与給与給与ななななどどどどのののの債債債債権権権権ですとか、あるいはですとか、あるいはですとか、あるいはですとか、あるいは自動自動自動自動

車車車車、不、不、不、不動動動動産産産産、、、、絵絵絵絵画画画画ななななどどどどのののの動動動動産産産産、こうしたものを、こうしたものを、こうしたものを、こうしたものを差差差差しししし押押押押ささささええええることになります。ることになります。ることになります。ることになります。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 そこで、もう一つそこで、もう一つそこで、もう一つそこで、もう一つ聞聞聞聞いておきたいのは、大体５年間はいておきたいのは、大体５年間はいておきたいのは、大体５年間はいておきたいのは、大体５年間は帳簿帳簿帳簿帳簿には、には、には、には、原原原原簿簿簿簿にはにはにはには残残残残

っているっているっているっているけどけどけどけども、５年経つとも、５年経つとも、５年経つとも、５年経つと自動的自動的自動的自動的に不に不に不に不納欠損納欠損納欠損納欠損にににに落落落落としてしまいますというようなことをとしてしまいますというようなことをとしてしまいますというようなことをとしてしまいますというようなことを

耳耳耳耳にするにするにするにするわけわけわけわけです。それはいかがなものかと思いますが、そのです。それはいかがなものかと思いますが、そのです。それはいかがなものかと思いますが、そのです。それはいかがなものかと思いますが、その点点点点ははははどどどどうですか。うですか。うですか。うですか。

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 委員ご委員ご委員ご委員ご指指指指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、地地地地方方方方税法税法税法税法の規定によりまして、５年間たの規定によりまして、５年間たの規定によりまして、５年間たの規定によりまして、５年間たちちちちますとますとますとますと

時効時効時効時効欠損欠損欠損欠損ということになりますということになりますということになりますということになりますけけけけれれれれどどどども、このも、このも、このも、この時効時効時効時効欠損欠損欠損欠損の額をできる限り少なくするといの額をできる限り少なくするといの額をできる限り少なくするといの額をできる限り少なくするとい

うことでございまして、うことでございまして、うことでございまして、うことでございまして、実実実実際際際際にはにはにはには財財財財産調産調産調産調査を行いまして、査を行いまして、査を行いまして、査を行いまして、実実実実際際際際にににに財財財財産産産産があると、資があると、資があると、資があると、資力力力力があがあがあがあ

ると判明した方についてはると判明した方についてはると判明した方についてはると判明した方については差差差差しししし押押押押ささささええええを行っております。すなを行っております。すなを行っております。すなを行っております。すなわちわちわちわち、、、、財財財財産調産調産調産調査を行って資査を行って資査を行って資査を行って資

力力力力があるとがあるとがあるとがあるとわわわわかっているのにもかかかっているのにもかかかっているのにもかかかっているのにもかかわわわわららららず差ず差ず差ず差しししし押押押押ささささええええをしないと、そのままをしないと、そのままをしないと、そのままをしないと、そのまま時効時効時効時効をををを迎迎迎迎ええええるるるる

ことはさことはさことはさことはさせせせせないというないというないというないという毅然毅然毅然毅然とした対とした対とした対とした対応応応応をとっております。をとっております。をとっております。をとっております。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 ききききょょょょうは、今、資うは、今、資うは、今、資うは、今、資料料料料をおをおをおをお配配配配り、それり、それり、それり、それぞぞぞぞれのれのれのれの市市市市町町町町村ごとの村ごとの村ごとの村ごとの実実実実績績績績をこれも出してをこれも出してをこれも出してをこれも出して
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もらったもらったもらったもらったわけわけわけわけですですですですけどけどけどけども、本も、本も、本も、本当当当当にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれのれのれのれの市市市市町町町町村でき村でき村でき村できちちちちっと、今、奈良っと、今、奈良っと、今、奈良っと、今、奈良税税税税務務務務課課課課長がおっ長がおっ長がおっ長がおっ

ししししゃゃゃゃるような体るような体るような体るような体制制制制をとっているのかをとっているのかをとっているのかをとっているのかどどどどうなのか。とっているうなのか。とっているうなのか。とっているうなのか。とっているけけけけれれれれどどどどももうこれはももうこれはももうこれはももうこれは時効時効時効時効だと、だと、だと、だと、

納納納納税税税税者は者は者は者は滞滞滞滞納納納納なさっているなさっているなさっているなさっているけけけけれれれれどどどどもなかなかうるさいもなかなかうるさいもなかなかうるさいもなかなかうるさい人や人や人や人やというような、というような、というような、というような、私私私私はははは露骨露骨露骨露骨な表な表な表な表現現現現

をいたしますが、もうこれはかかをいたしますが、もうこれはかかをいたしますが、もうこれはかかをいたしますが、もうこれはかかわわわわらない方がいいと、こういうことらない方がいいと、こういうことらない方がいいと、こういうことらない方がいいと、こういうことねねねね。大体。大体。大体。大体市市市市町町町町村の職村の職村の職村の職

員はそれ員はそれ員はそれ員はそれぞぞぞぞれのれのれのれの同じ地域同じ地域同じ地域同じ地域のののの人人人人ですですですですねねねね。今では。今では。今では。今では他市他市他市他市町町町町村から通っておられる村から通っておられる村から通っておられる村から通っておられる人人人人も職員にはおも職員にはおも職員にはおも職員にはお

られるられるられるられるけけけけれれれれどどどども、大体も、大体も、大体も、大体顔顔顔顔見見見見知りの知りの知りの知りの人人人人なのですなのですなのですなのですねねねね。なかなか。なかなか。なかなか。なかなか徴徴徴徴収には行き収には行き収には行き収には行きづづづづらい、行ったとらい、行ったとらい、行ったとらい、行ったと

してもしてもしてもしても物物物物をををを言言言言いいいいづづづづらい、そのらい、そのらい、そのらい、その現実現実現実現実があろうと思うのです。そのがあろうと思うのです。そのがあろうと思うのです。そのがあろうと思うのです。その現実現実現実現実をうまくをうまくをうまくをうまく処処処処理できてい理できてい理できてい理できてい

るのかるのかるのかるのかどどどどうなのか、うなのか、うなのか、うなのか、課題課題課題課題はないのかはないのかはないのかはないのかどどどどうなのか、これをしっかりうなのか、これをしっかりうなのか、これをしっかりうなのか、これをしっかり抑え抑え抑え抑えられるられるられるられるべべべべきであろうきであろうきであろうきであろう

と思うのです。と思うのです。と思うのです。と思うのです。

いいいいわばわばわばわば県県県県民税民税民税民税とととと市市市市町町町町村村村村民税民税民税民税は一は一は一は一緒緒緒緒にににに徴徴徴徴収をなさる、県収をなさる、県収をなさる、県収をなさる、県税税税税の関係はの関係はの関係はの関係は固固固固定資定資定資定資産産産産税税税税は関係ありは関係ありは関係ありは関係あり

まままませせせせんんんんけどけどけどけども、いも、いも、いも、いわば市わば市わば市わば市町町町町村村村村民税民税民税民税の関係ではこれらのの関係ではこれらのの関係ではこれらのの関係ではこれらの住住住住民税民税民税民税あるいはあるいはあるいはあるいは固固固固定資定資定資定資産産産産税税税税、さらに、さらに、さらに、さらに

は国は国は国は国民民民民健健健健康康康康保保保保険険険険税税税税等等等等 々々々々まだそのまだそのまだそのまだその他数他数他数他数多多多多いいいいややややっっっっぱぱぱぱりりりり徴徴徴徴収をなされておろうと思うのです。特収をなされておろうと思うのです。特収をなされておろうと思うのです。特収をなされておろうと思うのです。特

に国に国に国に国民民民民健健健健康康康康保保保保険険険険税税税税なんかはなんかはなんかはなんかは非非非非常常常常にににに滞滞滞滞納納納納ががががひひひひどどどどいということで、国いということで、国いということで、国いということで、国民民民民健健健健康康康康保保保保険険険険そのもののそのもののそのもののそのものの運運運運

営営営営にかかにかかにかかにかかわわわわっておっておっておってお手手手手上げ状上げ状上げ状上げ状態態態態になってるになってるになってるになってるわけわけわけわけですが、いですが、いですが、いですが、いずずずずれにしてもれにしてもれにしてもれにしても徴徴徴徴収、収、収、収、徴徴徴徴税税税税というのというのというのというの

はははは極極極極めてめてめてめて困難困難困難困難をををを来来来来していると、こういうようなしていると、こういうようなしていると、こういうようなしていると、こういうような実実実実情情情情はははは否否否否めないと思うめないと思うめないと思うめないと思うわけわけわけわけです。です。です。です。

そこで、そこで、そこで、そこで、悪質悪質悪質悪質者は者は者は者はややややっっっっぱぱぱぱりなくすようにしていかんことには、りなくすようにしていかんことには、りなくすようにしていかんことには、りなくすようにしていかんことには、私私私私たたたたちちちちががががどどどどんなに苦労しんなに苦労しんなに苦労しんなに苦労し

たって、あのたって、あのたって、あのたって、あの人人人人はいつもはいつもはいつもはいつも常連常連常連常連ですがな、ですがな、ですがな、ですがな、滞滞滞滞納納納納常連常連常連常連というようなというようなというようなというような風潮風潮風潮風潮ささささええええあるあるあるある地域地域地域地域があるこがあるこがあるこがあるこ

とだとだとだとだけけけけはははは私私私私はははは耳耳耳耳にしておりますし、にしておりますし、にしておりますし、にしておりますし、私私私私自身自身自身自身ももももわわわわかっております。ご苦労だなあと、かっております。ご苦労だなあと、かっております。ご苦労だなあと、かっております。ご苦労だなあと、何何何何かいかいかいかい

いいいい手手手手だて、対策がないのかということをだて、対策がないのかということをだて、対策がないのかということをだて、対策がないのかということをややややっっっっぱぱぱぱりりりり追追追追跡跡跡跡をされるをされるをされるをされる必必必必要があろうと、このよう要があろうと、このよう要があろうと、このよう要があろうと、このよう

に思うに思うに思うに思うわけわけわけわけです。です。です。です。毎毎毎毎年これ年これ年これ年これ考え考え考え考えててててみみみみりれりれりれりればばばば、、、、現現現現年度年度年度年度分分分分とととと過過過過年度年度年度年度分分分分、つまり、つまり、つまり、つまり滞滞滞滞納納納納分分分分とのかかとのかかとのかかとのかか

わわわわり合いで、り合いで、り合いで、り合いで、滞滞滞滞納納納納繰繰繰繰りりりり越越越越しにかかしにかかしにかかしにかかわわわわっての、っての、っての、っての、過過過過年度年度年度年度分分分分にかかにかかにかかにかかわわわわってのってのってのっての繰繰繰繰りりりり越越越越しはしはしはしは徴徴徴徴収率が収率が収率が収率が

悪悪悪悪いと、いと、いと、いと、徴徴徴徴収率が収率が収率が収率が悪悪悪悪い。５年たてい。５年たてい。５年たてい。５年たてばばばば皆皆皆皆消消消消していくと、こういうことになるしていくと、こういうことになるしていくと、こういうことになるしていくと、こういうことになるわけわけわけわけですですですですねねねね。。。。毎毎毎毎

年、だからそういう年、だからそういう年、だからそういう年、だからそういう意意意意味味味味では不では不では不では不納欠損納欠損納欠損納欠損額の１億２，１４４万５，０００円ですか、これに額の１億２，１４４万５，０００円ですか、これに額の１億２，１４４万５，０００円ですか、これに額の１億２，１４４万５，０００円ですか、これに

値値値値するするするする数字数字数字数字がががが毎毎毎毎年出てくるのです年出てくるのです年出てくるのです年出てくるのですねねねね。。。。若干若干若干若干のののの違違違違いはあろういはあろういはあろういはあろうけどけどけどけど、、、、毎毎毎毎年こう年こう年こう年こうややややって出てくるって出てくるって出てくるって出てくる

ということになりますな。そういうことでは、県ということになりますな。そういうことでは、県ということになりますな。そういうことでは、県ということになりますな。そういうことでは、県税税税税でこうですから、でこうですから、でこうですから、でこうですから、市市市市町町町町村村村村民税民税民税民税はさらにはさらにはさらにはさらに

同じ同じ同じ同じ額が大体出てくるということになりますから大額が大体出てくるということになりますから大額が大体出てくるということになりますから大額が大体出てくるということになりますから大変変変変なことではないかと思う。だから、なことではないかと思う。だから、なことではないかと思う。だから、なことではないかと思う。だから、

真剣真剣真剣真剣にににに徴徴徴徴収をされるような収をされるような収をされるような収をされるような展展展展開をしていただきたいと思う。開をしていただきたいと思う。開をしていただきたいと思う。開をしていただきたいと思う。

そこで、そこで、そこで、そこで、滞滞滞滞納納納納件数件数件数件数ありますが、ありますが、ありますが、ありますが、現現現現年度年度年度年度分分分分合計で２万２，８５３合計で２万２，８５３合計で２万２，８５３合計で２万２，８５３件件件件と出ていますと出ていますと出ていますと出ていますねねねね。それ。それ。それ。それ

から、から、から、から、繰繰繰繰りりりり越越越越しししし分分分分、、、、過過過過年度年度年度年度分分分分５万６，０１０５万６，０１０５万６，０１０５万６，０１０件件件件ということです。そしてまた、この５万６，ということです。そしてまた、この５万６，ということです。そしてまた、この５万６，ということです。そしてまた、この５万６，

０１００１００１００１０件件件件に新しく２万２，０００に新しく２万２，０００に新しく２万２，０００に新しく２万２，０００件件件件ふふふふええええるのではなしにるのではなしにるのではなしにるのではなしに重重重重なるでしなるでしなるでしなるでしょょょょう、これは。２万２，う、これは。２万２，う、これは。２万２，う、これは。２万２，
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００００００００００００件件件件のうのうのうのうち何件ち何件ち何件ち何件かは、かは、かは、かは、何何何何割割割割かはかはかはかはずずずずうっとうっとうっとうっと毎毎毎毎年年年年滞滞滞滞納納納納なさっているということになりますなさっているということになりますなさっているということになりますなさっているということになります

からからからからねねねね、足して７万、足して７万、足して７万、足して７万件件件件ということになりまということになりまということになりまということになりませせせせん。ん。ん。ん。複複複複合するから。しかし、い合するから。しかし、い合するから。しかし、い合するから。しかし、いずずずずれにしても、れにしても、れにしても、れにしても、

先先先先ほほほほど言ど言ど言ど言いましたように、いましたように、いましたように、いましたように、納納納納めたくてもめたくてもめたくてもめたくても納納納納められないめられないめられないめられない困窮困窮困窮困窮者と者と者と者と納納納納められるのにめられるのにめられるのにめられるのに納納納納めないめないめないめない悪悪悪悪

質質質質者、その者、その者、その者、その分分分分類類類類はははは単純単純単純単純にはできないにはできないにはできないにはできないけどけどけどけども、この中にも、この中にも、この中にも、この中に均均均均等等等等割割割割のののの人人人人ががががどどどどれれれれぐぐぐぐらいあって、そらいあって、そらいあって、そらいあって、そ

してまた５年間してまた５年間してまた５年間してまた５年間ずずずずうっと引き続きうっと引き続きうっと引き続きうっと引き続き滞滞滞滞納納納納者は者は者は者は何件何件何件何件か、これか、これか、これか、これぐぐぐぐらいことはらいことはらいことはらいことはややややっっっっぱぱぱぱり今り今り今り今後後後後調調調調べべべべらららら

れるれるれるれる必必必必要があると思う。今、資要があると思う。今、資要があると思う。今、資要があると思う。今、資料料料料おおおお持持持持ちちちちだろうと思うだろうと思うだろうと思うだろうと思うけけけけれれれれどどどど、、、、調調調調べべべべてますか。てますか。てますか。てますか。

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 この中でこの中でこの中でこの中で均均均均等等等等割割割割ののののみみみみ滞滞滞滞納納納納されている方がされている方がされている方がされている方がどどどどれくらいかということに関しれくらいかということに関しれくらいかということに関しれくらいかということに関し

ましては、これはましては、これはましては、これはましては、これは住住住住民税民税民税民税につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては市市市市町町町町村が村が村が村が賦賦賦賦課課課課徴徴徴徴収をしているということで、内収をしているということで、内収をしているということで、内収をしているということで、内訳訳訳訳

についてはよくについてはよくについてはよくについてはよくわわわわかっておりまかっておりまかっておりまかっておりませせせせん。あと、この中で、ん。あと、この中で、ん。あと、この中で、ん。あと、この中で、若干ベ若干ベ若干ベ若干ベーーーーススススはははは違違違違うんですうんですうんですうんですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、

例例例例えばえばえばえばでございますでございますでございますでございますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、先先先先ほほほほどどどど資資資資力力力力のある方に対してはのある方に対してはのある方に対してはのある方に対しては差差差差しししし押押押押ささささええええを行うとご説明を行うとご説明を行うとご説明を行うとご説明

を申し上げましたを申し上げましたを申し上げましたを申し上げましたけけけけれれれれどどどども、も、も、も、例例例例えばえばえばえば平成２２年度平成２２年度平成２２年度平成２２年度末末末末でででで滞滞滞滞納納納納繰繰繰繰りりりり越越越越しになっているようなしになっているようなしになっているようなしになっているような未未未未

納納納納分分分分のうのうのうのうちちちち、、、、差差差差しししし押押押押ささささええええななななどどどどを行ったものについてはを行ったものについてはを行ったものについてはを行ったものについては滞滞滞滞納納納納件数件数件数件数ががががちちちちょょょょっとこれとはっとこれとはっとこれとはっとこれとはベベベベーーーースススス

がががが若干違若干違若干違若干違うんですが、２万７８うんですが、２万７８うんですが、２万７８うんですが、２万７８件件件件のうのうのうのうちちちち１，９１３１，９１３１，９１３１，９１３件件件件となっておりまして、あとこれは金となっておりまして、あとこれは金となっておりまして、あとこれは金となっておりまして、あとこれは金

額額額額ベベベベーーーーススススでは３では３では３では３割割割割近近近近くとなっております。今申し上げたくとなっております。今申し上げたくとなっております。今申し上げたくとなっております。今申し上げた数字数字数字数字につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、個人個人個人個人住住住住民税民税民税民税

ベベベベーーーーススススではないのでではないのでではないのでではないので若干ベ若干ベ若干ベ若干ベーーーーススススはははは違違違違うものの、うものの、うものの、うものの、約約約約その程度のその程度のその程度のその程度の数字数字数字数字だとご理だとご理だとご理だとご理解解解解をいただをいただをいただをいただけけけけれれれれ

ばばばばと思います。と思います。と思います。と思います。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 細細細細かくかくかくかく追追追追及をしても及をしても及をしても及をしてもどどどどうしようもないうしようもないうしようもないうしようもない問問問問題題題題だと思いますが、いだと思いますが、いだと思いますが、いだと思いますが、いずずずずれにしたっれにしたっれにしたっれにしたっ

てててて私私私私が今提が今提が今提が今提起起起起をしてる内をしてる内をしてる内をしてる内容容容容にかかにかかにかかにかかわわわわってってってって課題課題課題課題と思と思と思と思わわわわれるものを、いれるものを、いれるものを、いれるものを、いわばわばわばわば追追追追跡跡跡跡をするようなをするようなをするようなをするような

体体体体制制制制ををををややややっっっっぱぱぱぱりりりり確立確立確立確立をしてもらいたいと、そのように思うをしてもらいたいと、そのように思うをしてもらいたいと、そのように思うをしてもらいたいと、そのように思うわけわけわけわけです。県はです。県はです。県はです。県は個人個人個人個人住住住住民税民税民税民税滞滞滞滞納納納納

整整整整理室を理室を理室を理室を設設設設置置置置し、だから県し、だから県し、だから県し、だから県民税民税民税民税だだだだけけけけではないとではないとではないとではないと私私私私は思うからは思うからは思うからは思うからねねねね、、、、市市市市町町町町村村村村住住住住民税民税民税民税を合を合を合を合わせわせわせわせてててて

だだだだけどけどけどけども、も、も、も、言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように固固固固定資定資定資定資産産産産税税税税のののの問問問問題題題題があり、そのがあり、そのがあり、そのがあり、その他市他市他市他市町町町町村村村村民税民税民税民税にかかにかかにかかにかかわわわわってのってのってのっての

内内内内容容容容もあり、あるいはまた国もあり、あるいはまた国もあり、あるいはまた国もあり、あるいはまた国民民民民健健健健康康康康保保保保険険険険税税税税等等等等 々々々々にかかにかかにかかにかかわわわわって全体のって全体のって全体のって全体の徴徴徴徴収体収体収体収体制制制制にかかにかかにかかにかかわわわわってってってって

ややややっっっっぱぱぱぱりりりり課題課題課題課題をををを見見見見つつつつけけけけるるるるべべべべきだと思う、体きだと思う、体きだと思う、体きだと思う、体制制制制をををを整え整え整え整えるるるるべべべべきだと思うきだと思うきだと思うきだと思うわけわけわけわけです。そのことをです。そのことをです。そのことをです。そのことを

要要要要望望望望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

そこで、警察本部長にそこで、警察本部長にそこで、警察本部長にそこで、警察本部長に尋ね尋ね尋ね尋ねるのですが、るのですが、るのですが、るのですが、実実実実はこれはもう、きはこれはもう、きはこれはもう、きはこれはもう、きょょょょうは代表監査委員が出席うは代表監査委員が出席うは代表監査委員が出席うは代表監査委員が出席

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。私私私私は県議会議員の監査委員にきは県議会議員の監査委員にきは県議会議員の監査委員にきは県議会議員の監査委員にきょょょょう出席してもらいたいと要う出席してもらいたいと要う出席してもらいたいと要う出席してもらいたいと要望望望望しておしておしておしてお

いたいたいたいたわけわけわけわけです。委員長、副委員長のです。委員長、副委員長のです。委員長、副委員長のです。委員長、副委員長の裁裁裁裁量量量量なのかなのかなのかなのか配配配配慮慮慮慮なのか、代表監査委員がお出ましいたなのか、代表監査委員がお出ましいたなのか、代表監査委員がお出ましいたなのか、代表監査委員がお出ましいた

だいているだいているだいているだいているわけわけわけわけですがですがですがですがねねねね。。。。私私私私は、は、は、は、倫倫倫倫理理理理観観観観というというというというややややつをつをつをつをややややっっっっぱぱぱぱりりりりねねねね、というのはこの間、一、というのはこの間、一、というのはこの間、一、というのはこの間、一

般般般般質質質質問問問問でででで荒荒荒荒井知事に井知事に井知事に井知事に質質質質問問問問なさったなさったなさったなさった人人人人がおるがおるがおるがおるわけやわけやわけやわけや。というのは、。というのは、。というのは、。というのは、リリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線を提を提を提を提起起起起

したしたしたした人人人人は、新谷は、新谷は、新谷は、新谷寅寅寅寅三三三三郎郎郎郎先先先先生だと、こういうことで生だと、こういうことで生だと、こういうことで生だと、こういうことでねねねね、この、この、この、この人人人人をををを忘忘忘忘れてはいかんれてはいかんれてはいかんれてはいかんややややないかとないかとないかとないかと
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いういういういう意意意意味味味味もももも含含含含めてめてめてめて歴史歴史歴史歴史をたをたをたをたどどどどりながらおりながらおりながらおりながらお話話話話をなさった。そのことでをなさった。そのことでをなさった。そのことでをなさった。そのことでややややっと思い出したっと思い出したっと思い出したっと思い出したわけわけわけわけ

ですですですですけどけどけどけどねねねね。そして、しかも、。そして、しかも、。そして、しかも、。そして、しかも、同同同同僚僚僚僚の皆さんの皆さんの皆さんの皆さんカムバカムバカムバカムバックックックックしてきたんでまたおしてきたんでまたおしてきたんでまたおしてきたんでまたお教教教教ええええをいただをいただをいただをいただ

きたいときたいときたいときたいと私私私私やじやじやじやじりました。りました。りました。りました。むむむむしろ国会議員もなさったしろ国会議員もなさったしろ国会議員もなさったしろ国会議員もなさったわけわけわけわけで、で、で、で、わわわわしらもしらもしらもしらも教教教教ええええてもらいたいてもらいたいてもらいたいてもらいたい

と申し上げた、と申し上げた、と申し上げた、と申し上げた、露骨露骨露骨露骨にににに言言言言いますいますいますいますけけけけれれれれどどどどねねねね。。。。税税税税にかかにかかにかかにかかわわわわって、って、って、って、税税税税金、こんな金、こんな金、こんな金、こんな偉偉偉偉いいいい人人人人がががが納納納納まっまっまっまっ

ててててへへへへんんんんややややないか、ないか、ないか、ないか、風風風風評評評評として、それがとして、それがとして、それがとして、それが現実現実現実現実明る明る明る明るみみみみに出た。そのことについてに出た。そのことについてに出た。そのことについてに出た。そのことについて守秘守秘守秘守秘義義義義務を務を務を務を侵侵侵侵

したと、こういうことでしたと、こういうことでしたと、こういうことでしたと、こういうことでねねねね。もう。もう。もう。もう既既既既に、そのに、そのに、そのに、その以以以以前から前から前から前から風風風風評評評評が広がった。だから、そのが広がった。だから、そのが広がった。だから、そのが広がった。だから、その人人人人はははは

もうはっきりしとる、もうはっきりしとる、もうはっきりしとる、もうはっきりしとる、元元元元奈良奈良奈良奈良市市市市長長長長ややややから。から。から。から。鍵鍵鍵鍵田さんですな、田さんですな、田さんですな、田さんですな、鍵鍵鍵鍵田さん、名前が。これは別田さん、名前が。これは別田さん、名前が。これは別田さん、名前が。これは別

にににに何何何何もももも隠隠隠隠さんでもよろしいよ、事さんでもよろしいよ、事さんでもよろしいよ、事さんでもよろしいよ、事実や実や実や実やから。だから、から。だから、から。だから、から。だから、書書書書類類類類をもらったをもらったをもらったをもらった人人人人がががが犯犯犯犯罪罪罪罪者者者者扱扱扱扱いにないにないにないにな

ってはる、ってはる、ってはる、ってはる、納納納納税税税税をしなかったをしなかったをしなかったをしなかった人人人人がががが犯犯犯犯罪罪罪罪者でなかった、こういうことになった者でなかった、こういうことになった者でなかった、こういうことになった者でなかった、こういうことになったわけわけわけわけです。今です。今です。今です。今

もまたこれにかかもまたこれにかかもまたこれにかかもまたこれにかかわわわわって、って、って、って、私私私私のところのところのところのところへへへへあるあるあるある種種種種の資の資の資の資料料料料がががが届届届届いています。前いています。前いています。前いています。前回回回回もももも何や何や何や何やらららら私私私私のののの

名前が出たようです、警察の名前が出たようです、警察の名前が出たようです、警察の名前が出たようです、警察の取取取取りりりり調調調調べべべべの中に、このの中に、このの中に、このの中に、この裏裏裏裏には川口さんがついているには川口さんがついているには川口さんがついているには川口さんがついているややややろといろといろといろとい

うようなうようなうようなうような話話話話もももも含含含含めて出たこと、めて出たこと、めて出たこと、めて出たこと、聞聞聞聞いてるいてるいてるいてるわけやわけやわけやわけや。。。。何何何何関係あんの関係あんの関係あんの関係あんのややややと、と、と、と、人人人人間関係はあるか間関係はあるか間関係はあるか間関係はあるかわわわわ

からんからんからんからんけどけどけどけども、奈良も、奈良も、奈良も、奈良市市市市のことまでのことまでのことまでのことまで何何何何関係あんの関係あんの関係あんの関係あんのややややとととと言言言言うたことがあるうたことがあるうたことがあるうたことがあるわけやわけやわけやわけや。しかし、一。しかし、一。しかし、一。しかし、一

応応応応刑も刑も刑も刑も終終終終ええええ、、、、執執執執行行行行猶猶猶猶予予予予もももも外外外外れた、れた、れた、れた、私私私私のののの友友友友人人人人ですですですですけどけどけどけど、、、、亡亡亡亡くなりました、くなりました、くなりました、くなりました、みみみみんなんなんなんな亡亡亡亡くなりまくなりまくなりまくなりま

した。した。した。した。

だだだだけどけどけどけど、こういう事、こういう事、こういう事、こういう事柄柄柄柄について、またについて、またについて、またについて、また問問問問題題題題をををを突突突突き出したら、き出したら、き出したら、き出したら、どどどどっからっからっからっから漏漏漏漏れてきたかれてきたかれてきたかれてきたかわわわわかかかか

らんらんらんらんけどけどけどけども、も、も、も、漏漏漏漏らしたところをらしたところをらしたところをらしたところを追追追追跡跡跡跡をするという、そういうようなことになったら大をするという、そういうようなことになったら大をするという、そういうようなことになったら大をするという、そういうようなことになったら大変変変変だだだだ

なあと。なあと。なあと。なあと。納納納納税税税税意意意意欲欲欲欲をををを高高高高める、そういう方める、そういう方める、そういう方める、そういう方向向向向でなでなでなでなけけけけりりりりゃゃゃゃならんのではないかというのが、ならんのではないかというのが、ならんのではないかというのが、ならんのではないかというのが、私私私私

はこれからのはこれからのはこれからのはこれからの教育教育教育教育ももももねねねね。あるいはまた、これからあるような。あるいはまた、これからあるような。あるいはまた、これからあるような。あるいはまた、これからあるような基基基基本本本本的的的的な行な行な行な行政政政政のののの姿姿姿姿であるであるであるであるべべべべきききき

だと思うだと思うだと思うだと思うわけわけわけわけです。そういうです。そういうです。そういうです。そういう意意意意味味味味で、あで、あで、あで、あええええて申し上げるて申し上げるて申し上げるて申し上げるわけわけわけわけですですですですけけけけれれれれどどどども、本も、本も、本も、本税税税税よりよりよりより延滞延滞延滞延滞

税税税税の額の方がの額の方がの額の方がの額の方が多多多多いという、これは長くいという、これは長くいという、これは長くいという、これは長く滞滞滞滞納納納納しているということですしているということですしているということですしているということですわわわわ。不。不。不。不動動動動産産産産やマスやマスやマスやマスコミコミコミコミ

関係、ここまで関係、ここまで関係、ここまで関係、ここまで言えば言えば言えば言えば大体大体大体大体ぴぴぴぴんとくるんとくるんとくるんとくる人人人人もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃると思いますると思いますると思いますると思いますけどけどけどけど、その、その、その、その必必必必要ある、要ある、要ある、要ある、

わわわわしのとこにしのとこにしのとこにしのとこにメメメメモモモモがががが舞舞舞舞いいいい込込込込んできた、そこまで申し上げておきますが。いんできた、そこまで申し上げておきますが。いんできた、そこまで申し上げておきますが。いんできた、そこまで申し上げておきますが。いずずずずれにいたしまれにいたしまれにいたしまれにいたしま

しても、しても、しても、しても、納納納納税税税税意意意意欲欲欲欲ががががややややっっっっぱぱぱぱり広がるようにしてもらいたい。り広がるようにしてもらいたい。り広がるようにしてもらいたい。り広がるようにしてもらいたい。

だから、だから、だから、だから、ひょひょひょひょっとしたら、っとしたら、っとしたら、っとしたら、風風風風評評評評があってがあってがあってがあって私私私私のとこにのとこにのとこにのとこに届届届届いたんですよ。だから、警察は前いたんですよ。だから、警察は前いたんですよ。だから、警察は前いたんですよ。だから、警察は前

回回回回、、、、私私私私のののの友友友友人人人人がこうなりました、がこうなりました、がこうなりました、がこうなりました、亡亡亡亡くなりました。だから、くなりました。だから、くなりました。だから、くなりました。だから、滞滞滞滞納納納納もももも納納納納税税税税促促促促進進進進の方の方の方の方向向向向が大事が大事が大事が大事

なのか、なのか、なのか、なのか、守秘守秘守秘守秘義義義義務、つまり務、つまり務、つまり務、つまり強強強強い者、い者、い者、い者、強強強強がっている者ががっている者ががっている者ががっている者が何何何何をしてもをしてもをしてもをしてもええええええええというようなことでというようなことでというようなことでというようなことで

世世世世の中がいいのかの中がいいのかの中がいいのかの中がいいのかどどどどうなのか。うなのか。うなのか。うなのか。漏漏漏漏らすことは大らすことは大らすことは大らすことは大変変変変ですよ、こんなあくですよ、こんなあくですよ、こんなあくですよ、こんなあくどどどどいことはいかがないことはいかがないことはいかがないことはいかがな

ものかということのものかということのものかということのものかということのややややっっっっぱぱぱぱりりりり気気気気持持持持ちちちちだだだだけけけけは大事にしたい。５年たったらは大事にしたい。５年たったらは大事にしたい。５年たったらは大事にしたい。５年たったら滞滞滞滞納納納納がががが抹抹抹抹消消消消される、される、される、される、

あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは情情情情状状状状酌酌酌酌量量量量です。です。です。です。守秘守秘守秘守秘義義義義務を務を務を務を守守守守れなかったら、これはれなかったら、これはれなかったら、これはれなかったら、これは罪罪罪罪だと、だと、だと、だと、罪罪罪罪にはにはにはには違違違違いない。いない。いない。いない。
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情情情情状状状状酌酌酌酌量量量量という本という本という本という本末転末転末転末転倒倒倒倒のののの世世世世の中にならないように、の中にならないように、の中にならないように、の中にならないように、ややややっっっっぱぱぱぱり願いたいもんだなあと、本り願いたいもんだなあと、本り願いたいもんだなあと、本り願いたいもんだなあと、本

税税税税よりもよりもよりもよりも延滞延滞延滞延滞税税税税のがのがのがのが多多多多いという、これ奈良いという、これ奈良いという、これ奈良いという、これ奈良市市市市です、奈良です、奈良です、奈良です、奈良市市市市、、、、問問問問題題題題を出しておきたいと、警を出しておきたいと、警を出しておきたいと、警を出しておきたいと、警

察本部長、察本部長、察本部長、察本部長、何何何何かかかか感感感感想想想想がおありならがおありならがおありならがおありならばばばば述述述述べべべべていただきたいし、ていただきたいし、ていただきたいし、ていただきたいし、無言無言無言無言でもでもでもでも結構結構結構結構だと思いますが、だと思いますが、だと思いますが、だと思いますが、

想想想想定定定定問答問答問答問答はできないとおっしはできないとおっしはできないとおっしはできないとおっしゃゃゃゃるかるかるかるかわわわわからないからないからないからないけどけどけどけど、、、、想想想想定定定定外外外外でもないうでもないうでもないうでもないうわわわわさでない、さでない、さでない、さでない、私私私私がががが

いただいたのはいただいたのはいただいたのはいただいたのはガガガガセネタセネタセネタセネタでもないと思います。でもないと思います。でもないと思います。でもないと思います。

○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 若干専門外若干専門外若干専門外若干専門外の部の部の部の部門門門門ではございますではございますではございますではございますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、納納納納税税税税というのはというのはというのはというのは憲憲憲憲法法法法でもでもでもでも

国国国国民民民民のののの義義義義務とされておりますし、ほとん務とされておりますし、ほとん務とされておりますし、ほとん務とされておりますし、ほとんどどどどのののの納納納納税税税税者の方は者の方は者の方は者の方は適適適適正に正に正に正に税税税税金を金を金を金を納納納納めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃ

るとるとるとると考え考え考え考えておりますておりますておりますておりますけけけけれれれれどどどども、一方で、ただいまの資も、一方で、ただいまの資も、一方で、ただいまの資も、一方で、ただいまの資料料料料もももも拝拝拝拝見見見見いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたけけけけれれれれどどどども、も、も、も、税税税税

のののの滞滞滞滞納納納納があるということもがあるということもがあるということもがあるということも聞聞聞聞き及んでおります。委員もごき及んでおります。委員もごき及んでおります。委員もごき及んでおります。委員もご指指指指摘摘摘摘になっておりましたになっておりましたになっておりましたになっておりましたけけけけれれれれどどどど

も、も、も、も、滞滞滞滞納納納納にににに至至至至る理る理る理る理由由由由というのは、それというのは、それというのは、それというのは、それぞぞぞぞれさまざまな１れさまざまな１れさまざまな１れさまざまな１件件件件ごとに理ごとに理ごとに理ごとに理由由由由があるんだろうとはがあるんだろうとはがあるんだろうとはがあるんだろうとは

推推推推察いたします察いたします察いたします察いたしますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、ややややはりはりはりはり税税税税金の金の金の金の制制制制度というものは度というものは度というものは度というものは賦賦賦賦課課課課のののの点点点点でも、またでも、またでも、またでも、また徴徴徴徴収の収の収の収の点点点点でででで

もももも公公公公正、平等に行正、平等に行正、平等に行正、平等に行わわわわれるということはれるということはれるということはれるということは非非非非常常常常に大事だろうと思いますし、一般のに大事だろうと思いますし、一般のに大事だろうと思いますし、一般のに大事だろうと思いますし、一般の納納納納税税税税者の方者の方者の方者の方

が不が不が不が不公公公公平だなということを平だなということを平だなということを平だなということを感感感感じじじじることがないようにしていくことが大ることがないようにしていくことが大ることがないようにしていくことが大ることがないようにしていくことが大切切切切だろうと思いますだろうと思いますだろうと思いますだろうと思います

し、そういったし、そういったし、そういったし、そういった意意意意味味味味合いから、合いから、合いから、合いから、税税税税務務務務当当当当局においても局においても局においても局においても公公公公正正正正適適適適正な正な正な正な課税課税課税課税とととと徴徴徴徴収が行収が行収が行収が行わわわわれるようれるようれるようれるよう

にににに努力努力努力努力されてるんだろうと思います。されてるんだろうと思います。されてるんだろうと思います。されてるんだろうと思います。

ごごごご存存存存じじじじのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、私私私私どどどども警察のも警察のも警察のも警察の仕仕仕仕事といいますのは、国事といいますのは、国事といいますのは、国事といいますのは、国民民民民の生の生の生の生命命命命、、、、身身身身体、体、体、体、財財財財産産産産のののの保保保保護護護護をををを

するために、するために、するために、するために、犯犯犯犯罪罪罪罪がある場合はそのがある場合はそのがある場合はそのがある場合はその犯犯犯犯罪罪罪罪のののの予予予予防防防防だとか、あるいはだとか、あるいはだとか、あるいはだとか、あるいは鎮圧鎮圧鎮圧鎮圧、、、、捜捜捜捜査な査な査な査などどどどを行うこを行うこを行うこを行うこ

とがとがとがとが我我我我 々々々々のののの責責責責務でございます。務でございます。務でございます。務でございます。税税税税金が金が金が金が納納納納められていないことそれめられていないことそれめられていないことそれめられていないことそれ自自自自体は体は体は体は直ち直ち直ち直ちに刑に刑に刑に刑罰罰罰罰法法法法令令令令にににに

触触触触れるとはれるとはれるとはれるとは私私私私は理は理は理は理解解解解はしておりまはしておりまはしておりまはしておりませせせせんんんんけけけけれれれれどどどども、も、も、も、滞滞滞滞納納納納のののの過過過過程で、程で、程で、程で、仮仮仮仮にですにですにですにですけけけけれれれれどどどども、刑も、刑も、刑も、刑罰罰罰罰

法法法法令令令令にににに触触触触れるような行れるような行れるような行れるような行為為為為が認められる場合であれが認められる場合であれが認められる場合であれが認められる場合であればばばば、関係部局と、関係部局と、関係部局と、関係部局と連連連連携携携携をををを密密密密にしながらではにしながらではにしながらではにしながらでは

ございますございますございますございますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、法法法法律律律律と、またと、またと、またと、また証証証証拠拠拠拠にににに照照照照らして、きらして、きらして、きらして、きちちちちんと対んと対んと対んと対処処処処していくしていくしていくしていくべべべべきもんだろきもんだろきもんだろきもんだろ

うとうとうとうと私私私私自身自身自身自身はははは考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 悪悪悪悪いことをしながら、そのいことをしながら、そのいことをしながら、そのいことをしながら、その腹腹腹腹いいいいせせせせで、で、で、で、悪悪悪悪い、つまりい、つまりい、つまりい、つまり犯犯犯犯罪罪罪罪をををを暴暴暴暴くくくく気気気気持持持持ちちちちが生が生が生が生じじじじ

ているのだろうと思いますているのだろうと思いますているのだろうと思いますているのだろうと思いますけどけどけどけども、も、も、も、納納納納税税税税にかかにかかにかかにかかわわわわって奈良って奈良って奈良って奈良市市市市役役役役所所所所ではではではでは徴徴徴徴収員が収員が収員が収員が着服着服着服着服をしてをしてをしてをして

おったというおったというおったというおったという問問問問題題題題がががが起起起起こっております。そういうかかこっております。そういうかかこっております。そういうかかこっております。そういうかかわわわわり合いの中から、おれもり合いの中から、おれもり合いの中から、おれもり合いの中から、おれも悪悪悪悪いいいいけどけどけどけど

もっともっともっともっと悪悪悪悪いことしているいことしているいことしているいことしているややややないかと、億の金、ないかと、億の金、ないかと、億の金、ないかと、億の金、税税税税金金金金納納納納めていない、あのめていない、あのめていない、あのめていない、あの連連連連中は中は中は中はどどどどないするないするないするないする

んんんんややややと、こういうようなと、こういうようなと、こういうようなと、こういうようなふふふふんまんんまんんまんんまんややややる方ないる方ないる方ないる方ない感感感感情情情情がこれまた広がってるということも事がこれまた広がってるということも事がこれまた広がってるということも事がこれまた広がってるということも事実実実実

なのですなのですなのですなのですねねねね。このことも、い。このことも、い。このことも、い。このことも、いわばわばわばわば、だから、だから、だから、だから犯犯犯犯罪罪罪罪者が者が者が者が犯犯犯犯罪罪罪罪をををを暴暴暴暴いたとしても、いたとしても、いたとしても、いたとしても、犯犯犯犯罪罪罪罪ははははややややっっっっぱぱぱぱ

りりりり取取取取りりりり締締締締まらないかん。まらないかん。まらないかん。まらないかん。犯犯犯犯罪罪罪罪にににに似似似似た、事た、事た、事た、事実実実実犯犯犯犯罪罪罪罪だとだとだとだと私私私私は思いますは思いますは思いますは思いますけどけどけどけどねねねね、しかもさらに奈、しかもさらに奈、しかもさらに奈、しかもさらに奈

良良良良市市市市のののの問問問問題題題題ですですですですけどけどけどけども、県も、県も、県も、県税税税税にも関係すると思うのです、にも関係すると思うのです、にも関係すると思うのです、にも関係すると思うのです、滞滞滞滞納納納納ややややからからからからねねねね。いろいろ。いろいろ。いろいろ。いろいろ言わ言わ言わ言われれれれ
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ているているているているわけわけわけわけです。です。です。です。どどどどういうういうういうういう問問問問題題題題かといいますと、あるかといいますと、あるかといいますと、あるかといいますと、ある滞滞滞滞納納納納者には者には者には者には差差差差しししし押押押押ささささええええの、の、の、の、多多多多額額額額納納納納税税税税

者ですよ、そういうい者ですよ、そういうい者ですよ、そういうい者ですよ、そういういわばわばわばわば内内内内容容容容もももも私私私私どどどどもにもにもにもに届届届届いているいているいているいているわけわけわけわけです。こういう不です。こういう不です。こういう不です。こういう不公公公公平、これは平、これは平、これは平、これは

奈良奈良奈良奈良市市市市のののの問問問問題題題題だとは思うだとは思うだとは思うだとは思うけけけけれれれれどどどども、県も、県も、県も、県税税税税ともかかともかかともかかともかかわわわわり合いをり合いをり合いをり合いを持持持持ってる。しかし、ってる。しかし、ってる。しかし、ってる。しかし、残念残念残念残念ながながながなが

らららら個個個個別の名前は出別の名前は出別の名前は出別の名前は出せせせせない。だない。だない。だない。だけど個けど個けど個けど個別の内別の内別の内別の内容容容容、広まってる、広まってる、広まってる、広まってるわけわけわけわけです。これらのです。これらのです。これらのです。これらの問問問問題題題題についについについについ

てててて聞聞聞聞きききき流流流流しでいいのかしでいいのかしでいいのかしでいいのかどどどどうなのか。これをうなのか。これをうなのか。これをうなのか。これを私私私私は知りたいは知りたいは知りたいは知りたいわけわけわけわけ、、、、聞聞聞聞きききき流流流流していいのかしていいのかしていいのかしていいのかどどどどうか。うか。うか。うか。

これは警察本部長にもこれは警察本部長にもこれは警察本部長にもこれは警察本部長にも聞聞聞聞きたいし、きたいし、きたいし、きたいし、税税税税務務務務課課課課長にも長にも長にも長にも聞聞聞聞きたい。きたい。きたい。きたい。

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 一般一般一般一般的的的的なななな回回回回答答答答になりますになりますになりますになりますけけけけれれれれどどどども、委員おっしも、委員おっしも、委員おっしも、委員おっしゃゃゃゃるとおり、本るとおり、本るとおり、本るとおり、本当当当当にににに公公公公平、平、平、平、

公公公公正な正な正な正な税税税税ということでということでということでということで納納納納税税税税秩序秩序秩序秩序というのをというのをというのをというのを維持維持維持維持するのはするのはするのはするのは非非非非常常常常にににに重重重重要なことだと要なことだと要なことだと要なことだと考え考え考え考えておりておりておりており

ますし、ますし、ますし、ますし、租租租租税税税税、、、、せせせせっかくのっかくのっかくのっかくの債債債債権権権権がががが消消消消滅滅滅滅時効時効時効時効の５年にかかることのないように、の５年にかかることのないように、の５年にかかることのないように、の５年にかかることのないように、我我我我 々々々々としてとしてとしてとして

はしっかり対はしっかり対はしっかり対はしっかり対応応応応していくことがしていくことがしていくことがしていくことが非非非非常常常常にににに重重重重要であると要であると要であると要であると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。市市市市町町町町村村村村税税税税につきましにつきましにつきましにつきまし

てもてもてもても例例例例えばえばえばえば今、今、今、今、個人個人個人個人住住住住民税民税民税民税滞滞滞滞納納納納整整整整理室で理室で理室で理室で市市市市町町町町村と村と村と村と協協協協力力力力しながらしながらしながらしながら住住住住民税民税民税民税のののの徴徴徴徴収収収収強強強強化に化に化に化に努努努努めてめてめてめて

おりますし、またおりますし、またおりますし、またおりますし、また市市市市町町町町村村村村税税税税単独単独単独単独のののの税目税目税目税目であってもであってもであってもであっても市市市市町町町町村に対して間村に対して間村に対して間村に対して間接接接接的的的的に支に支に支に支援援援援を行うといを行うといを行うといを行うとい

ったことで、県ったことで、県ったことで、県ったことで、県税税税税、、、、市市市市町町町町村村村村税税税税問問問問わずわずわずわず全体として全体として全体として全体として徴徴徴徴収率が上がるように県収率が上がるように県収率が上がるように県収率が上がるように県税サイ税サイ税サイ税サイドドドドとしてもとしてもとしてもとしても

最最最最大限大限大限大限努力努力努力努力してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。

○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 ただいま奈良ただいま奈良ただいま奈良ただいま奈良税税税税務務務務課課課課長からのご長からのご長からのご長からのご答弁答弁答弁答弁ございましたございましたございましたございましたけけけけれれれれどどどども、も、も、も、ややややはりはりはりはり先先先先

ほほほほどどどども申しましたも申しましたも申しましたも申しましたけけけけれれれれどどどども、一般の方が不も、一般の方が不も、一般の方が不も、一般の方が不公公公公平だなと思うような、平だなと思うような、平だなと思うような、平だなと思うような、ややややっっっっぱぱぱぱしそういうしそういうしそういうしそういう社社社社会会会会

はよろしくないと、はよろしくないと、はよろしくないと、はよろしくないと、私私私私自身自身自身自身はそのようにはそのようにはそのようにはそのように考え考え考え考えております。警察としてております。警察としてております。警察としてております。警察としてどどどどうするかというこうするかというこうするかというこうするかというこ

とにつきましては、それは事案ごとによってさまざまになってまいりましとにつきましては、それは事案ごとによってさまざまになってまいりましとにつきましては、それは事案ごとによってさまざまになってまいりましとにつきましては、それは事案ごとによってさまざまになってまいりましょょょょうし、うし、うし、うし、税法税法税法税法のののの

違違違違反反反反の事案はそれなりのの事案はそれなりのの事案はそれなりのの事案はそれなりの手順手順手順手順をををを踏踏踏踏んでんでんでんでややややることがることがることがることが法法法法律律律律上定められておりますので、上定められておりますので、上定められておりますので、上定められておりますので、税税税税務務務務当当当当

局からの局からの局からの局からの連連連連携携携携の中で警察としての中で警察としての中で警察としての中で警察としてややややるるるるべべべべきことがある場合には、それはもきことがある場合には、それはもきことがある場合には、それはもきことがある場合には、それはもちちちちろんろんろんろんややややっていくっていくっていくっていく

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考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 税税税税のののの問問問問題題題題はこのはこのはこのはこの辺辺辺辺にしてお願いをしときます、お願いをにしてお願いをしときます、お願いをにしてお願いをしときます、お願いをにしてお願いをしときます、お願いをねねねね。。。。

それから警察本部長、これもお願いですそれから警察本部長、これもお願いですそれから警察本部長、これもお願いですそれから警察本部長、これもお願いですけけけけれれれれどどどど。この３月に。この３月に。この３月に。この３月に私私私私はははは質質質質問問問問して関して関して関して関連連連連になるになるになるになるわわわわ

けけけけですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、私私私私どどどどものものものもの水水水水平平平平社社社社博博博博物館物館物館物館前で前で前で前で右翼右翼右翼右翼、、、、在在在在特会の特会の特会の特会のメンメンメンメンババババーがーがーがーが差差差差別別別別アアアアジをジをジをジをややややったったったった

ということについて、告ということについて、告ということについて、告ということについて、告訴訴訴訴いたしました。それはそれといたしまして、いたしました。それはそれといたしまして、いたしました。それはそれといたしまして、いたしました。それはそれといたしまして、ユユユユーーーーチチチチュュュューーーーブブブブ、、、、イイイイ

ンタンタンタンターーーーネットネットネットネットですですですですねねねね。あれに一。あれに一。あれに一。あれに一旦旦旦旦映映映映し出されたらなかなかし出されたらなかなかし出されたらなかなかし出されたらなかなか消消消消ええええないのです。ないのです。ないのです。ないのです。消消消消してくれとしてくれとしてくれとしてくれと

いってもいってもいってもいっても消消消消してくれない。してくれない。してくれない。してくれない。消消消消す方す方す方す方法法法法をををを追追追追跡跡跡跡をしてもらいたい。この間、新谷委員長もをしてもらいたい。この間、新谷委員長もをしてもらいたい。この間、新谷委員長もをしてもらいたい。この間、新谷委員長も民主民主民主民主

党党党党の前田国会議員との前田国会議員との前田国会議員との前田国会議員とセットセットセットセットででででユユユユーーーーチチチチュュュューーーーブブブブに出てますに出てますに出てますに出てますわわわわな。これとてもな。これとてもな。これとてもな。これとてもややややっっっっぱぱぱぱりりりり迷惑迷惑迷惑迷惑なななな話話話話、、、、

いいいいずずずずれにしても。本れにしても。本れにしても。本れにしても。本当当当当なのか不なのか不なのか不なのか不実実実実なのか。これが事なのか。これが事なのか。これが事なのか。これが事実実実実であれであれであれであればばばば大大大大変変変変なななな犯犯犯犯罪罪罪罪です。です。です。です。どどどどうしまうしまうしまうしま

すすすすねねねねんとんとんとんと聞聞聞聞きとうなるきとうなるきとうなるきとうなるわわわわ、あれ。だから警察に、あれ。だから警察に、あれ。だから警察に、あれ。だから警察に訴訴訴訴ええええなくても対なくても対なくても対なくても対応応応応してもらしてもらしてもらしてもらええええるものとるものとるものとるものと訴訴訴訴ええええ
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なくても対なくても対なくても対なくても対応応応応されてるものとありますな。ここのところのされてるものとありますな。ここのところのされてるものとありますな。ここのところのされてるものとありますな。ここのところのややややっっっっぱぱぱぱりりりり線線線線引きもいかがなもの引きもいかがなもの引きもいかがなもの引きもいかがなもの

かと思うかと思うかと思うかと思うわけわけわけわけです。これです。これです。これです。これ以以以以上申し上げま上申し上げま上申し上げま上申し上げませせせせんんんんけけけけれれれれどどどども、このことをも、このことをも、このことをも、このことをひひひひとつ要とつ要とつ要とつ要望望望望しておきましておきましておきましておきま

す。す。す。す。終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ほかございまほかございまほかございまほかございませせせせんか。んか。んか。んか。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 今、今、今、今、個人個人個人個人住住住住民税民税民税民税のののの徴徴徴徴収収収収強強強強化事化事化事化事業業業業、大、大、大、大分分分分、川口委員が、川口委員が、川口委員が、川口委員がややややられましたので、一られましたので、一られましたので、一られましたので、一言言言言

だだだだけけけけですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、実実実実際際際際にこの事にこの事にこの事にこの事業業業業によってによってによってによってどどどどれれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの税税税税金の金の金の金の徴徴徴徴収があったのか。福岡収があったのか。福岡収があったのか。福岡収があったのか。福岡

県な県な県な県などどどどのののの例例例例ではそうした事ではそうした事ではそうした事ではそうした事業業業業ををををややややりまして一定それで成りまして一定それで成りまして一定それで成りまして一定それで成果果果果があるのですがあるのですがあるのですがあるのですけけけけれれれれどどどども、新たなも、新たなも、新たなも、新たな

滞滞滞滞納納納納がががが発発発発生するために、生するために、生するために、生するために、徴徴徴徴収率を上げても収入収率を上げても収入収率を上げても収入収率を上げても収入未未未未済額が済額が済額が済額が累累累累積増加積増加積増加積増加しているようなことがあしているようなことがあしているようなことがあしているようなことがあ

りますので、奈良県のりますので、奈良県のりますので、奈良県のりますので、奈良県の実態実態実態実態ががががどどどどうなのかを１うなのかを１うなのかを１うなのかを１点点点点おおおお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

それから、それから、それから、それから、能能能能率の上がらない職員の率の上がらない職員の率の上がらない職員の率の上がらない職員の研修研修研修研修というのが事というのが事というのが事というのが事業業業業にににに組組組組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けけけけれれれれどどどども、も、も、も、

このこのこのこの実実実実績績績績ななななどどどどははははどどどどうかというのをおうかというのをおうかというのをおうかというのをお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

行行行行政政政政ココココストストストストの決算の決算の決算の決算書書書書のところにのところにのところにのところに人人人人にかかるにかかるにかかるにかかるココココストストストストで５２億円がで５２億円がで５２億円がで５２億円がマイマイマイマイナナナナスススス、、、、物物物物にかかるにかかるにかかるにかかるココココ

ストストストストで２５億円がで２５億円がで２５億円がで２５億円がプラスプラスプラスプラスとなっておりましたとなっておりましたとなっておりましたとなっておりましたけけけけれれれれどどどども、このも、このも、このも、この物物物物にかかるにかかるにかかるにかかるココココストストストストの中での中での中での中で人件人件人件人件

費費費費にににに当当当当たるような部たるような部たるような部たるような部分分分分ははははどどどどんな状況かというのがんな状況かというのがんな状況かというのがんな状況かというのがわわわわかりましたらかりましたらかりましたらかりましたら教教教教ええええていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思

います。います。います。います。

それから総務部の関係でそれから総務部の関係でそれから総務部の関係でそれから総務部の関係で防災防災防災防災の関係です。初の関係です。初の関係です。初の関係です。初動動動動体体体体制制制制のことが９月の議会で議のことが９月の議会で議のことが９月の議会で議のことが９月の議会で議論論論論になりまになりまになりまになりま

して、して、して、して、十津十津十津十津川村の川村の川村の川村の自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊の出の出の出の出動動動動要要要要請請請請が４日の２が４日の２が４日の２が４日の２時時時時４５４５４５４５分分分分に村からに村からに村からに村から依頼依頼依頼依頼され、県からは３され、県からは３され、県からは３され、県からは３時時時時

１５１５１５１５分分分分に要に要に要に要請請請請をしたということで、その日のをしたということで、その日のをしたということで、その日のをしたということで、その日の防災防災防災防災対策本部の対策本部の対策本部の対策本部の設設設設置置置置がそのがそのがそのがその朝朝朝朝の８の８の８の８時半時半時半時半というというというという

ので、ので、ので、ので、私私私私どどどどもはこれは初もはこれは初もはこれは初もはこれは初動動動動の体の体の体の体制制制制がががが遅遅遅遅いんいんいんいんじじじじゃゃゃゃないかということを本会議でもないかということを本会議でもないかということを本会議でもないかということを本会議でも言わせ言わせ言わせ言わせていていていてい

ただいたのですが、初ただいたのですが、初ただいたのですが、初ただいたのですが、初動動動動体体体体制制制制に３０に３０に３０に３０分分分分というというというという時時時時間は、間は、間は、間は、素素素素人人人人からからからから考え考え考え考えたら３０たら３０たら３０たら３０分分分分あれあれあれあれば何ば何ば何ば何かかかか

事が事が事が事が終終終終わわわわってしまうってしまうってしまうってしまう時時時時間ではないかと思ったのです間ではないかと思ったのです間ではないかと思ったのです間ではないかと思ったのですけけけけれれれれどどどども、県はも、県はも、県はも、県は順順順順調調調調というか、というか、というか、というか、非非非非常常常常にににに

素素素素早早早早い対い対い対い対応応応応だったという認だったという認だったという認だったという認識識識識をされておりました。をされておりました。をされておりました。をされておりました。

それでそれでそれでそれで私私私私は和は和は和は和歌歌歌歌山県も山県も山県も山県も調調調調べべべべましたら、和ましたら、和ましたら、和ましたら、和歌歌歌歌山県はもっと奈良県よりも山県はもっと奈良県よりも山県はもっと奈良県よりも山県はもっと奈良県よりも時時時時間がかかってお間がかかってお間がかかってお間がかかってお

りまして、それからの比りまして、それからの比りまして、それからの比りまして、それからの比較較較較をすれをすれをすれをすればばばば奈良県は奈良県は奈良県は奈良県は早早早早かったのかなと思ったかったのかなと思ったかったのかなと思ったかったのかなと思ったわけわけわけわけですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、

ただ、このときのただ、このときのただ、このときのただ、このときのややややりとりで、このりとりで、このりとりで、このりとりで、この自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊の出の出の出の出動動動動要要要要請請請請の関係での関係での関係での関係で私私私私はははは自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊法法法法からも、それからも、それからも、それからも、それ

から奈良県のから奈良県のから奈良県のから奈良県の防災防災防災防災計計計計画画画画からもからもからもからも自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊の要の要の要の要請請請請は知事が行うとなっているのに、危機管理監がは知事が行うとなっているのに、危機管理監がは知事が行うとなっているのに、危機管理監がは知事が行うとなっているのに、危機管理監が

実実実実際際際際にはにはにはには連連連連絡絡絡絡をしたということを本会議場で知事がをしたということを本会議場で知事がをしたということを本会議場で知事がをしたということを本会議場で知事が言わ言わ言わ言われておりましたれておりましたれておりましたれておりましたけけけけれれれれどどどども、このも、このも、このも、この点点点点

で知事が行うとで知事が行うとで知事が行うとで知事が行うと言わ言わ言わ言われております中れております中れております中れております中身身身身、それで知事が行、それで知事が行、それで知事が行、それで知事が行ええええない場合というのはない場合というのはない場合というのはない場合というのは何何何何か事か事か事か事故故故故がががが

あった場合と思うあった場合と思うあった場合と思うあった場合と思うわけわけわけわけですが、特に事ですが、特に事ですが、特に事ですが、特に事故故故故があったという中があったという中があったという中があったという中身身身身でもないと。それを危機管理でもないと。それを危機管理でもないと。それを危機管理でもないと。それを危機管理

監が監が監が監が依頼依頼依頼依頼をしたということで、をしたということで、をしたということで、をしたということで、十津十津十津十津川村からの要川村からの要川村からの要川村からの要請請請請がある前に知事はがある前に知事はがある前に知事はがある前に知事は準準準準備をしておくよう備をしておくよう備をしておくよう備をしておくよう
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にににに依頼依頼依頼依頼をしていたということはをしていたということはをしていたということはをしていたということは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けけけけれれれれどどどども、も、も、も、十津十津十津十津川村からの要川村からの要川村からの要川村からの要請請請請があって、があって、があって、があって、

知事の知事の知事の知事の指示指示指示指示というのですか、２というのですか、２というのですか、２というのですか、２時時時時４５４５４５４５分分分分から３から３から３から３時時時時１５１５１５１５分分分分の間にもう１の間にもう１の間にもう１の間にもう１回回回回知事に知事に知事に知事に確確確確認をして、認をして、認をして、認をして、

知事の決定知事の決定知事の決定知事の決定権権権権というのですか、というのですか、というのですか、というのですか、指示み指示み指示み指示みたいなたいなたいなたいなややややりとりがあったのか、そのあたりのところりとりがあったのか、そのあたりのところりとりがあったのか、そのあたりのところりとりがあったのか、そのあたりのところ

ががががどどどどうなのかをおうなのかをおうなのかをおうなのかをお聞聞聞聞かかかかせせせせをいただきたいと思っております。をいただきたいと思っております。をいただきたいと思っております。をいただきたいと思っております。

警察の警察の警察の警察の問問問問題題題題はそのはそのはそのはその後後後後でさでさでさで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。

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 個人個人個人個人住住住住民税民税民税民税滞滞滞滞納納納納整整整整理室の理室の理室の理室の実実実実績績績績でございますでございますでございますでございますけけけけれれれれどどどども、平成２２年度、も、平成２２年度、も、平成２２年度、も、平成２２年度、昨昨昨昨

年度は年度は年度は年度は御御御御所所所所市市市市に１年間、上に１年間、上に１年間、上に１年間、上牧牧牧牧町町町町に上に上に上に上半期半期半期半期６６６６カカカカ月、大和月、大和月、大和月、大和高高高高田田田田市市市市にににに下半期下半期下半期下半期６６６６カカカカ月、月、月、月、共同共同共同共同徴徴徴徴収収収収チチチチ

ーーーームムムムをををを派遣派遣派遣派遣をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、滞滞滞滞納納納納整整整整理の理の理の理の実実実実績績績績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個人個人個人個人住住住住民税民税民税民税で２億５，３００で２億５，３００で２億５，３００で２億５，３００

万円万円万円万円余余余余り、そのうり、そのうり、そのうり、そのうちちちち徴徴徴徴収額は９，４００万円収額は９，４００万円収額は９，４００万円収額は９，４００万円余余余余りでございます。りでございます。りでございます。りでございます。

そのそのそのその結果結果結果結果といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、個人個人個人個人県県県県民税民税民税民税のののの徴徴徴徴収率でございますが、これ収率でございますが、これ収率でございますが、これ収率でございますが、これ御御御御所所所所市市市市におきましにおきましにおきましにおきまし

ては、これては、これては、これては、これ滞滞滞滞納納納納繰繰繰繰りりりり越越越越しししし分分分分で１２．４％と大で１２．４％と大で１２．４％と大で１２．４％と大幅幅幅幅なななな徴徴徴徴収率の収率の収率の収率のアップアップアップアップにつながったほか、上につながったほか、上につながったほか、上につながったほか、上牧牧牧牧

町町町町でででで滞滞滞滞納納納納繰繰繰繰りりりり越越越越しししし分分分分で３．９％、大和で３．９％、大和で３．９％、大和で３．９％、大和高高高高田田田田市市市市でででで滞滞滞滞納納納納繰繰繰繰りりりり越越越越しししし分分分分３．９％、それ３．９％、それ３．９％、それ３．９％、それぞぞぞぞれれれれ徴徴徴徴収率収率収率収率

がががが改善改善改善改善をされております。をされております。をされております。をされております。

県全体におきましても、平成２２年度の県全体におきましても、平成２２年度の県全体におきましても、平成２２年度の県全体におきましても、平成２２年度の個人個人個人個人県県県県民税民税民税民税のののの徴徴徴徴収率は全国平収率は全国平収率は全国平収率は全国平均均均均を１．８％上を１．８％上を１．８％上を１．８％上回回回回

る９３．６％ということで、平成１２年度、１０年前の３６る９３．６％ということで、平成１２年度、１０年前の３６る９３．６％ということで、平成１２年度、１０年前の３６る９３．６％ということで、平成１２年度、１０年前の３６位位位位と全国と全国と全国と全国順順順順位位位位低低低低迷迷迷迷しておったしておったしておったしておった

のですのですのですのですけけけけれれれれどどどども、これが全国も、これが全国も、これが全国も、これが全国順順順順位位位位６６６６位位位位とととと非非非非常常常常にににに飛躍飛躍飛躍飛躍的的的的にににに改善改善改善改善をされておるということでごをされておるということでごをされておるということでごをされておるということでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

ごごごご指指指指摘摘摘摘のありましたのありましたのありましたのありました未未未未済額につきましても、済額につきましても、済額につきましても、済額につきましても、確確確確かに平成１９年度にかに平成１９年度にかに平成１９年度にかに平成１９年度に税源税源税源税源移移移移譲譲譲譲が行が行が行が行わわわわれまれまれまれま

して、して、して、して、所所所所得税得税得税得税からのからのからのからの住住住住民税へ民税へ民税へ民税へのののの税源税源税源税源移移移移譲譲譲譲でございますでございますでございますでございますけけけけれれれれどどどども、全体としても、全体としても、全体としても、全体として課税課税課税課税額が額が額が額が増加増加増加増加

しましたので、しましたので、しましたので、しましたので、未未未未済額は一済額は一済額は一済額は一時的時的時的時的にににに増加増加増加増加をしておりました。これは全国をしておりました。これは全国をしておりました。これは全国をしておりました。これは全国的的的的にににに制制制制度度度度改改改改正による正による正による正による

現現現現象象象象でございますでございますでございますでございますけけけけれれれれどどどども、ただし、平成２２年度につきましては、平成２１年度と比も、ただし、平成２２年度につきましては、平成２１年度と比も、ただし、平成２２年度につきましては、平成２１年度と比も、ただし、平成２２年度につきましては、平成２１年度と比較較較較

しましてしましてしましてしまして未未未未済額が済額が済額が済額が圧圧圧圧縮縮縮縮をされておりまして、平成２１年度３１億７，６００万円のをされておりまして、平成２１年度３１億７，６００万円のをされておりまして、平成２１年度３１億７，６００万円のをされておりまして、平成２１年度３１億７，６００万円の未未未未済額済額済額済額

に対しまして、平成２２年度は３１億４，６００万円でに対しまして、平成２２年度は３１億４，６００万円でに対しまして、平成２２年度は３１億４，６００万円でに対しまして、平成２２年度は３１億４，６００万円で未未未未済額を済額を済額を済額を圧圧圧圧縮縮縮縮しております。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

でございます。でございます。でございます。でございます。

○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱 仕仕仕仕事の成事の成事の成事の成果果果果の上がらない職員のの上がらない職員のの上がらない職員のの上がらない職員の実実実実績績績績ははははどどどどうかというごうかというごうかというごうかというご

質質質質問問問問をいただきました。これにつきましては、をいただきました。これにつきましては、をいただきました。これにつきましては、をいただきました。これにつきましては、仕仕仕仕事の成事の成事の成事の成果果果果の上がらない職員に対する特別の上がらない職員に対する特別の上がらない職員に対する特別の上がらない職員に対する特別

研修研修研修研修をををを実施実施実施実施するということで、平成１７年に要するということで、平成１７年に要するということで、平成１７年に要するということで、平成１７年に要綱綱綱綱を定めまして、を定めまして、を定めまして、を定めまして、具具具具体体体体的的的的にはにはにはには仕仕仕仕事の成事の成事の成事の成果果果果のののの

上がらない職員という定上がらない職員という定上がらない職員という定上がらない職員という定義義義義といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、仕仕仕仕事に対する事に対する事に対する事に対する意意意意欲欲欲欲やややや職務職務職務職務遂遂遂遂行行行行能能能能力力力力の不足、の不足、の不足、の不足、勤勤勤勤

務務務務態態態態度の不良、職務に対する度の不良、職務に対する度の不良、職務に対する度の不良、職務に対する適適適適格格格格性性性性のののの欠欠欠欠如如如如、その、その、その、その他他他他の理の理の理の理由由由由によりまして、本によりまして、本によりまして、本によりまして、本来来来来求求求求められてめられてめられてめられて

いる職務上の成いる職務上の成いる職務上の成いる職務上の成果果果果を上げることができを上げることができを上げることができを上げることができずずずず、、、、他他他他の職員のの職員のの職員のの職員の士士士士気気気気にににに悪悪悪悪影響影響影響影響を及を及を及を及ぼぼぼぼしたり、またしたり、またしたり、またしたり、また他他他他
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の職員のの職員のの職員のの職員の負担負担負担負担になるなになるなになるなになるなどどどど、職場、職場、職場、職場環境環境環境環境のののの悪悪悪悪化をもたらし、化をもたらし、化をもたらし、化をもたらし、効果的効果的効果的効果的かつかつかつかつ能能能能率率率率的的的的な事務な事務な事務な事務執執執執行に支行に支行に支行に支

障障障障が生が生が生が生じじじじている職員と、こういう定ている職員と、こういう定ている職員と、こういう定ている職員と、こういう定義義義義のもとで、一のもとで、一のもとで、一のもとで、一旦旦旦旦はははは所属所属所属所属からからからから注注注注意意意意なりなりなりなり注注注注意意意意喚喚喚喚起起起起を行っを行っを行っを行っ

てててて指指指指導導導導をしておるのですが、それでもなおかつをしておるのですが、それでもなおかつをしておるのですが、それでもなおかつをしておるのですが、それでもなおかつ改善改善改善改善されない職員に対しまして、特別されない職員に対しまして、特別されない職員に対しまして、特別されない職員に対しまして、特別研修研修研修研修

をををを実施実施実施実施するというするというするというするというススススキキキキーーーームムムムでこの職員に対する対でこの職員に対する対でこの職員に対する対でこの職員に対する対応応応応をしております。をしております。をしております。をしております。

特別特別特別特別研修研修研修研修の内の内の内の内容容容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、集集集集合特別合特別合特別合特別研修研修研修研修、それから、それから、それから、それから所属所属所属所属個個個個別別別別研修研修研修研修、、、、公公公公務務務務能能能能力向力向力向力向

上特別上特別上特別上特別研修研修研修研修と、こういったと、こういったと、こういったと、こういった段階段階段階段階を経て、職員に対してのを経て、職員に対してのを経て、職員に対してのを経て、職員に対しての指指指指導導導導をををを徹底徹底徹底徹底しておるところでござしておるところでござしておるところでござしておるところでござ

います。います。います。います。

それで今申し上げましたそれで今申し上げましたそれで今申し上げましたそれで今申し上げました集集集集合特別合特別合特別合特別研修研修研修研修ということで、平成１７年度から平成２２年度まということで、平成１７年度から平成２２年度まということで、平成１７年度から平成２２年度まということで、平成１７年度から平成２２年度ま

でのでのでのでの研修研修研修研修にににに参参参参加加加加したしたしたした実実実実績績績績は５１名でございます。そのうは５１名でございます。そのうは５１名でございます。そのうは５１名でございます。そのうちちちち所属所属所属所属でででで個個個個別に別に別に別に研修研修研修研修を行っておりを行っておりを行っておりを行っており

ますのが２４名、それからますのが２４名、それからますのが２４名、それからますのが２４名、それから公公公公務務務務能能能能力向力向力向力向上特別上特別上特別上特別研修研修研修研修、これは、これは、これは、これは自自自自治研修所治研修所治研修所治研修所の方での方での方での方で集集集集中して中して中して中して研修研修研修研修

を行を行を行を行わせわせわせわせておりますのが２５名です。平成１７年から平成２２年度まで、そういうておりますのが２５名です。平成１７年から平成２２年度まで、そういうておりますのが２５名です。平成１７年から平成２２年度まで、そういうておりますのが２５名です。平成１７年から平成２２年度まで、そういう研修研修研修研修をををを

実施実施実施実施しておるところで、しておるところで、しておるところで、しておるところで、以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長 行行行行政政政政ココココストストストスト計算計算計算計算書書書書についてごについてごについてごについてご質質質質問問問問ございました。ございました。ございました。ございました。先先先先ほほほほどどどど辻辻辻辻本総務部本総務部本総務部本総務部次次次次長長長長

が説明しました行が説明しました行が説明しました行が説明しました行政政政政ココココストストストスト計算計算計算計算書書書書の３ページにの３ページにの３ページにの３ページに書書書書いておりますいておりますいておりますいております物物物物にかかるにかかるにかかるにかかるココココストストストストのうのうのうのうちちちち、、、、

どどどどの程度の程度の程度の程度人件費人件費人件費人件費がががが含含含含まれてるのかというごまれてるのかというごまれてるのかというごまれてるのかというご質質質質疑疑疑疑でございますが、ものにかかるでございますが、ものにかかるでございますが、ものにかかるでございますが、ものにかかるココココストストストストにつにつにつにつ

きましては、そこにきましては、そこにきましては、そこにきましては、そこに記載記載記載記載しておりますようにしておりますようにしておりますようにしておりますように物物物物件費件費件費件費とととと維持維持維持維持補補補補修修修修費費費費と減と減と減と減価償価償価償価償却却却却費費費費になっておになっておになっておになってお

りまして、委員のごりまして、委員のごりまして、委員のごりまして、委員のご質質質質問問問問はこのはこのはこのはこの物物物物件費件費件費件費のうのうのうのうちちちちの委の委の委の委託託託託料料料料ににににどどどどの程度のの程度のの程度のの程度の人人人人にかかるにかかるにかかるにかかるココココストストストストが入が入が入が入

ってるかというごってるかというごってるかというごってるかというご趣旨趣旨趣旨趣旨だと思いますが、それはだと思いますが、それはだと思いますが、それはだと思いますが、それは物物物物件費件費件費件費としてとしてとしてとして整整整整理しております委理しております委理しております委理しております委託託託託料料料料の全の全の全の全

支出の委支出の委支出の委支出の委託託託託の内の内の内の内訳訳訳訳、すな、すな、すな、すなわちわちわちわち委委委委託託託託先先先先でそのうでそのうでそのうでそのうちどちどちどちどの程度の程度の程度の程度人件費人件費人件費人件費にににに使使使使わわわわれているかを全部足れているかを全部足れているかを全部足れているかを全部足

し上げないといし上げないといし上げないといし上げないといけけけけないことになります。この行ないことになります。この行ないことになります。この行ないことになります。この行政政政政ココココストストストスト計算計算計算計算書書書書をををを作作作作成する成する成する成する過過過過程ではそのよ程ではそのよ程ではそのよ程ではそのよ

うなうなうなうな数字数字数字数字のののの把握把握把握把握は行っておりまは行っておりまは行っておりまは行っておりませせせせんので、そういうことでご理んので、そういうことでご理んので、そういうことでご理んので、そういうことでご理解解解解いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監 台台台台風風風風へへへへの対の対の対の対応応応応ですですですですけけけけれれれれどどどども、９月３日のも、９月３日のも、９月３日のも、９月３日の夜夜夜夜に知事の方からに知事の方からに知事の方からに知事の方から

指示指示指示指示をいただきまして、知事のをいただきまして、知事のをいただきまして、知事のをいただきまして、知事の指指指指揮揮揮揮下下下下でのでのでのでの災災災災害害害害対対対対応応応応を行っておったを行っておったを行っておったを行っておったわけわけわけわけですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、自自自自

衛隊衛隊衛隊衛隊のののの災災災災害害害害派遣派遣派遣派遣要要要要請請請請もももも含含含含めて３日のめて３日のめて３日のめて３日の夜夜夜夜にににに指示指示指示指示をををを受受受受けけけけております。そしてこれは大ております。そしてこれは大ております。そしてこれは大ております。そしてこれは大原原原原則則則則がががが市市市市

町町町町村から県に村から県に村から県に村から県に派遣派遣派遣派遣要要要要請請請請のののの求求求求めがあって、知事の名前で県としてめがあって、知事の名前で県としてめがあって、知事の名前で県としてめがあって、知事の名前で県として自自自自衛隊側衛隊側衛隊側衛隊側に要に要に要に要請請請請をするといをするといをするといをするとい

うううう流流流流れになりますので、れになりますので、れになりますので、れになりますので、派遣派遣派遣派遣要要要要請請請請のののの心づ心づ心づ心づもりといいますか、もりといいますか、もりといいますか、もりといいますか、意識意識意識意識をををを持持持持ってってってって臨臨臨臨んでおりましんでおりましんでおりましんでおりまし

た。た。た。た。自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊ともともともとも連連連連絡絡絡絡をとり合ったりしてをとり合ったりしてをとり合ったりしてをとり合ったりして下準下準下準下準備といいますか、そういうようなことも入っ備といいますか、そういうようなことも入っ備といいますか、そういうようなことも入っ備といいますか、そういうようなことも入っ

ておりました。ておりました。ておりました。ておりました。

十津十津十津十津川村から川村から川村から川村から派遣派遣派遣派遣要要要要請請請請があったがあったがあったがあった際際際際にもそういうこともあって、３０にもそういうこともあって、３０にもそういうこともあって、３０にもそういうこともあって、３０分分分分ををををどどどどうううう評価評価評価評価するかするかするかするか
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ですが、ですが、ですが、ですが、私私私私どどどどもとしては比もとしては比もとしては比もとしては比較較較較的的的的に、かなりに、かなりに、かなりに、かなりススススムムムムーーーーズズズズにににに迅速迅速迅速迅速なななな処処処処理ができたのではないかと理ができたのではないかと理ができたのではないかと理ができたのではないかと

思っております。それは思っております。それは思っております。それは思っております。それは背背背背景景景景として今申し上げたこともあったのではないかととして今申し上げたこともあったのではないかととして今申し上げたこともあったのではないかととして今申し上げたこともあったのではないかと考え考え考え考えておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

それから知事は、それから知事は、それから知事は、それから知事は、当当当当然然然然といといといといえば当えば当えば当えば当然然然然のことだと思いますが、のことだと思いますが、のことだと思いますが、のことだと思いますが、意意意意思決定者、思決定者、思決定者、思決定者、デデデディィィィシシシシジジジジョョョョンンンン

メメメメーーーーカカカカーというーというーというーという立立立立場だと思います。それを場だと思います。それを場だと思います。それを場だと思います。それを受受受受けけけけてててて実実実実際際際際の事務の事務の事務の事務処処処処理を理を理を理をどどどどうするのかについてうするのかについてうするのかについてうするのかについて

は、それは事務方が行っていくのはは、それは事務方が行っていくのはは、それは事務方が行っていくのはは、それは事務方が行っていくのは当当当当然然然然といといといといえば当えば当えば当えば当然然然然のことではないかと、そう認のことではないかと、そう認のことではないかと、そう認のことではないかと、そう認識識識識をしをしをしをし

ております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

個人個人個人個人住住住住民税民税民税民税のののの強強強強化で奈良県がかなり全国化で奈良県がかなり全国化で奈良県がかなり全国化で奈良県がかなり全国的的的的にもにもにもにも高高高高い率になっているという報告をいただい率になっているという報告をいただい率になっているという報告をいただい率になっているという報告をいただ

きました。きました。きました。きました。市市市市町町町町村とかいろいろ村とかいろいろ村とかいろいろ村とかいろいろ住住住住民民民民の方からいろいろの方からいろいろの方からいろいろの方からいろいろ話話話話がががが来来来来ることがあります。そのときることがあります。そのときることがあります。そのときることがあります。そのとき

に認に認に認に認識識識識といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、市市市市町町町町村の村の村の村の段階段階段階段階であれであれであれであれば分ば分ば分ば分納納納納とか、そういうようなとか、そういうようなとか、そういうようなとか、そういうような個個個個別のことを別のことを別のことを別のことを

聞聞聞聞いてもらいてもらいてもらいてもらええええるるるるけけけけれれれれどどどども、このも、このも、このも、この滞滞滞滞納納納納のところに行ったらもうのところに行ったらもうのところに行ったらもうのところに行ったらもう容容容容赦赦赦赦がないんだというようながないんだというようながないんだというようながないんだというような

認認認認識識識識をよくをよくをよくをよく言わ言わ言わ言われているところがあるのですが、そのれているところがあるのですが、そのれているところがあるのですが、そのれているところがあるのですが、その辺辺辺辺はははは十十十十分分分分にににに聞聞聞聞いて対いて対いて対いて対応応応応をしていただをしていただをしていただをしていただ

きたいと思いますし、きたいと思いますし、きたいと思いますし、きたいと思いますし、先先先先ほほほほどどどど川口委員が川口委員が川口委員が川口委員が言わ言わ言わ言われておりましたれておりましたれておりましたれておりました延滞延滞延滞延滞金の金の金の金の問問問問題題題題でもかなりの、でもかなりの、でもかなりの、でもかなりの、

延滞延滞延滞延滞金の方が金の方が金の方が金の方が多多多多いというようなのもいというようなのもいというようなのもいというようなのも実実実実際際際際にはたくさんあると思います。このにはたくさんあると思います。このにはたくさんあると思います。このにはたくさんあると思います。この延滞延滞延滞延滞金の金の金の金の問問問問題題題題

では、奈良では、奈良では、奈良では、奈良市市市市の職員がの職員がの職員がの職員が市税市税市税市税のののの延滞延滞延滞延滞金金金金着服着服着服着服をしてをしてをしてをして懲懲懲懲戒戒戒戒免免免免職になったというような事職になったというような事職になったというような事職になったというような事件件件件ななななどどどどもももも

発発発発生をしております生をしております生をしております生をしておりますけけけけれれれれどどどども、こうしたも、こうしたも、こうしたも、こうした延滞延滞延滞延滞金については金については金については金については何何何何かかかか相談相談相談相談をすれをすれをすれをすればばばば、大、大、大、大変変変変困困困困ってってってって

いるとか、生活いるとか、生活いるとか、生活いるとか、生活困窮困窮困窮困窮だというようなことがだというようなことがだというようなことがだというようなことが確確確確認されれ認されれ認されれ認されればばばば、それについては一定、それについては一定、それについては一定、それについては一定考考考考慮慮慮慮してもしてもしてもしても

ららららええええるようなるようなるようなるような手手手手だてがあるのかだてがあるのかだてがあるのかだてがあるのかどどどどうか。そのあたりをもう一度おうか。そのあたりをもう一度おうか。そのあたりをもう一度おうか。そのあたりをもう一度お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

それからそれからそれからそれから仕仕仕仕事の成事の成事の成事の成果果果果の上がらないということでの上がらないということでの上がらないということでの上がらないということで人数人数人数人数をををを教教教教ええええ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けけけけれれれれどどどども、も、も、も、

そうしたそうしたそうしたそうした研修研修研修研修をををを受受受受けけけけられて職場で今られて職場で今られて職場で今られて職場で今頑張頑張頑張頑張ってるという状ってるという状ってるという状ってるという状態態態態なのか、そういうなのか、そういうなのか、そういうなのか、そういう研修研修研修研修をををを受受受受けけけけて、て、て、て、

もうもうもうもう嫌嫌嫌嫌になってになってになってになってややややめてしまったのか、そのあたりのめてしまったのか、そのあたりのめてしまったのか、そのあたりのめてしまったのか、そのあたりの結果的結果的結果的結果的ははははどどどどうなのか、もう一度おうなのか、もう一度おうなのか、もう一度おうなのか、もう一度お尋ね尋ね尋ね尋ね

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

それとそれとそれとそれと物物物物にかかるにかかるにかかるにかかるココココストストストストのののの問問問問題題題題ですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、私私私私の思いといたしましては、の思いといたしましては、の思いといたしましては、の思いといたしましては、ややややはりはりはりはり物物物物件件件件

費費費費の中の委の中の委の中の委の中の委託託託託費費費費にかなりのにかなりのにかなりのにかなりの人件費人件費人件費人件費がががが実実実実際際際際にはにはにはには含含含含まれていると思っておりまして、これはまれていると思っておりまして、これはまれていると思っておりまして、これはまれていると思っておりまして、これはやややや

はり県としてもつかはり県としてもつかはり県としてもつかはり県としてもつかむむむむ必必必必要があるのではないかと思っております。要があるのではないかと思っております。要があるのではないかと思っております。要があるのではないかと思っております。公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例の関係なの関係なの関係なの関係などどどど

もあると思いますもあると思いますもあると思いますもあると思いますけけけけれれれれどどどども、これについては要も、これについては要も、これについては要も、これについては要望望望望にしておきたいと思います。にしておきたいと思います。にしておきたいと思います。にしておきたいと思います。

それから知事の初それから知事の初それから知事の初それから知事の初期期期期の対の対の対の対応応応応のののの件件件件でございますでございますでございますでございますけけけけれれれれどどどども、事務も、事務も、事務も、事務的的的的にににに見見見見ましたら別にましたら別にましたら別にましたら別に問問問問題題題題はははは

ないのだろうと思います。知事がないのだろうと思います。知事がないのだろうと思います。知事がないのだろうと思います。知事が意意意意思決定をして、危機管理監が要思決定をして、危機管理監が要思決定をして、危機管理監が要思決定をして、危機管理監が要請請請請したというのはしたというのはしたというのはしたというのは問問問問題題題題

はないだろうと思いますはないだろうと思いますはないだろうと思いますはないだろうと思いますけけけけれれれれどどどども、県も、県も、県も、県庁庁庁庁のすのすのすのすぐぐぐぐ横横横横に知事に知事に知事に知事公公公公舎舎舎舎があるということは、があるということは、があるということは、があるということは、何何何何かあかあかあかあ
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ったときには知事がったときには知事がったときには知事がったときには知事がややややはりすはりすはりすはりすぐぐぐぐにににに駆駆駆駆けけけけつつつつけけけけられるということであろうと思うられるということであろうと思うられるということであろうと思うられるということであろうと思うわけわけわけわけですが、ですが、ですが、ですが、

自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊に要に要に要に要請請請請をするというのは、をするというのは、をするというのは、をするというのは、私私私私も議員になっていろいろかかも議員になっていろいろかかも議員になっていろいろかかも議員になっていろいろかかわわわわっていながら初めてのっていながら初めてのっていながら初めてのっていながら初めての

経経経経験験験験でありますし、これはまさに奈良県の大でありますし、これはまさに奈良県の大でありますし、これはまさに奈良県の大でありますし、これはまさに奈良県の大変変変変な危機な危機な危機な危機的的的的な状況だったと思います。そのとな状況だったと思います。そのとな状況だったと思います。そのとな状況だったと思います。そのと

ききききややややはり知事がそこではり知事がそこではり知事がそこではり知事がそこで直直直直接接接接指示指示指示指示を出すを出すを出すを出すべべべべきではなかったかと思いますので、議きではなかったかと思いますので、議きではなかったかと思いますので、議きではなかったかと思いますので、議論論論論してもなしてもなしてもなしてもな

かなか平行かなか平行かなか平行かなか平行線線線線になりますになりますになりますになりますけけけけれれれれどどどども、そのように思っていることだも、そのように思っていることだも、そのように思っていることだも、そのように思っていることだけけけけおおおお伝え伝え伝え伝えをしたいと思いをしたいと思いをしたいと思いをしたいと思い

ます。ます。ます。ます。

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 滞滞滞滞納納納納者の資者の資者の資者の資力力力力のない場合、のない場合、のない場合、のない場合、払払払払いたいのにいたいのにいたいのにいたいのに払払払払ええええないような方に対する対ないような方に対する対ないような方に対する対ないような方に対する対応応応応

ということかとということかとということかとということかと存存存存じじじじますますますますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、滞滞滞滞納納納納整整整整理を理を理を理を進進進進めるにめるにめるにめる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、例例例例えばえばえばえば滞滞滞滞納納納納者の者の者の者の

資資資資力力力力あるいはあるいはあるいはあるいは財財財財産産産産といったものをといったものをといったものをといったものを調調調調査しまして、査しまして、査しまして、査しまして、納納納納税税税税のののの能能能能力力力力が本が本が本が本当当当当にあるのにもかかにあるのにもかかにあるのにもかかにあるのにもかかわわわわらららら

ずずずず納納納納付付付付しないようなしないようなしないようなしないような悪質悪質悪質悪質なななな滞滞滞滞納納納納者に対しては、者に対しては、者に対しては、者に対しては、財財財財産産産産をををを差差差差しししし押押押押ささささええええをするなをするなをするなをするなどどどどのののの厳厳厳厳格格格格な対な対な対な対応応応応

を行うと。ただし、一方でを行うと。ただし、一方でを行うと。ただし、一方でを行うと。ただし、一方で納納納納税税税税意意意意思はあるものの、思はあるものの、思はあるものの、思はあるものの、納納納納税税税税者ご本者ご本者ご本者ご本人人人人ですとか、あるいは生活ですとか、あるいは生活ですとか、あるいは生活ですとか、あるいは生活

をともにされているごをともにされているごをともにされているごをともにされているご家族家族家族家族がががが例例例例えば病気えば病気えば病気えば病気にかかったりとか、あるいは事にかかったりとか、あるいは事にかかったりとか、あるいは事にかかったりとか、あるいは事業業業業についてについてについてについて非非非非常常常常にににに

著著著著しいしいしいしい損損損損失失失失をををを受受受受けけけけたり、あるいはたり、あるいはたり、あるいはたり、あるいは廃廃廃廃業業業業したりといったような、一定の事したりといったような、一定の事したりといったような、一定の事したりといったような、一定の事由由由由がある場合におがある場合におがある場合におがある場合にお

きましては、きましては、きましては、きましては、地地地地方方方方税法税法税法税法に定められているに定められているに定められているに定められている徴徴徴徴収収収収猶猶猶猶予予予予ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、換換換換価価価価、、、、公売公売公売公売のののの猶猶猶猶予予予予といったよといったよといったよといったよ

うな規定をうな規定をうな規定をうな規定を適切適切適切適切にににに適適適適用用用用しまして、しまして、しまして、しまして、徴徴徴徴収を一収を一収を一収を一時時時時猶猶猶猶予予予予したり、あるいはしたり、あるいはしたり、あるいはしたり、あるいは税税税税のののの分分分分納納納納を認めるなを認めるなを認めるなを認めるなどどどど、、、、

納納納納税税税税者の者の者の者の実実実実情情情情にににに応応応応じじじじた対た対た対た対応応応応を行っているところでございます。を行っているところでございます。を行っているところでございます。を行っているところでございます。

いいいいずずずずれにしましても、れにしましても、れにしましても、れにしましても、法や法や法や法や条条条条例例例例の規定にの規定にの規定にの規定に基づ基づ基づ基づき、今き、今き、今き、今後後後後ともともともとも適切適切適切適切な対な対な対な対応応応応にににに努努努努めてまいりためてまいりためてまいりためてまいりた

いといといといと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

もう１もう１もう１もう１点点点点、県、県、県、県税税税税のののの延滞延滞延滞延滞金の金の金の金の取取取取りりりり扱扱扱扱いでございますいでございますいでございますいでございますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、基基基基本本本本的的的的に本に本に本に本税税税税がががが納納納納期期期期限内に限内に限内に限内に

完完完完納納納納されない場合は、ペされない場合は、ペされない場合は、ペされない場合は、ペナナナナルルルルテテテティィィィーとしてーとしてーとしてーとして延滞延滞延滞延滞金が金が金が金が課課課課されると。これはもともとされると。これはもともとされると。これはもともとされると。これはもともと期期期期限内に限内に限内に限内に

納納納納めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃる方とのる方とのる方とのる方との公公公公平平平平性性性性をををを図図図図るためにるためにるためにるために厳厳厳厳格格格格にににに運用運用運用運用しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

ただし、ただし、ただし、ただし、納納納納税税税税者が本者が本者が本者が本税税税税をををを納納納納期期期期限まで限まで限まで限まで納納納納付付付付しなかったことについて、しなかったことについて、しなかったことについて、しなかったことについて、ややややむむむむをををを得得得得ない理ない理ない理ない理由由由由があがあがあがあ

ると認められる場合については、そのると認められる場合については、そのると認められる場合については、そのると認められる場合については、その延滞延滞延滞延滞金の金の金の金の納納納納付義付義付義付義務を減務を減務を減務を減免免免免できるとされていることかできるとされていることかできるとされていることかできるとされていることか

ら、ら、ら、ら、延滞延滞延滞延滞金の減金の減金の減金の減免免免免事事事事由由由由のののの該該該該当当当当者には者には者には者には延滞延滞延滞延滞金の減金の減金の減金の減免免免免申申申申請請請請書書書書を提出さを提出さを提出さを提出させせせせると。そうしてると。そうしてると。そうしてると。そうして適切適切適切適切なななな

対対対対応応応応をををを図図図図っているということでございます。っているということでございます。っているということでございます。っているということでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱 特別特別特別特別研修研修研修研修をををを受講受講受講受講された５１名のうされた５１名のうされた５１名のうされた５１名のうちちちち、２５名が、２５名が、２５名が、２５名が既既既既にににに退退退退

職をされていらっし職をされていらっし職をされていらっし職をされていらっしゃゃゃゃいます。これにつきましては、います。これにつきましては、います。これにつきましては、います。これにつきましては、受講受講受講受講のののの研修研修研修研修の内の内の内の内容容容容をををを受受受受けけけけて、そのまて、そのまて、そのまて、そのま

ま職務につくことができないということでま職務につくことができないということでま職務につくことができないということでま職務につくことができないということで自主退自主退自主退自主退職をされていらっし職をされていらっし職をされていらっし職をされていらっしゃゃゃゃいます。そのいます。そのいます。そのいます。その残残残残りりりり

の方につきましては、今の方につきましては、今の方につきましては、今の方につきましては、今現現現現在在在在も職場でも職場でも職場でも職場で頑張頑張頑張頑張ってってってって仕仕仕仕事をしていただいておるところでござい事をしていただいておるところでござい事をしていただいておるところでござい事をしていただいておるところでござい

ます。ます。ます。ます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。
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○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

警察のことを１警察のことを１警察のことを１警察のことを１点点点点ですですですですけけけけれれれれどどどども。ここに「警備も。ここに「警備も。ここに「警備も。ここに「警備情情情情勢勢勢勢をををを顧顧顧顧みみみみて」という警察て」という警察て」という警察て」という警察庁庁庁庁の出しておの出しておの出しておの出してお

ります「ります「ります「ります「焦焦焦焦点点点点」という」という」という」という雑誌雑誌雑誌雑誌があります。ここの中があります。ここの中があります。ここの中があります。ここの中身身身身をををを見見見見てまいりましたら、これは２７９てまいりましたら、これは２７９てまいりましたら、これは２７９てまいりましたら、これは２７９

号ですが、号ですが、号ですが、号ですが、回回回回顧顧顧顧とととと展展展展望望望望ということで特ということで特ということで特ということで特集集集集「「「「インタインタインタインターーーーネットネットネットネットが警備が警備が警備が警備情情情情勢勢勢勢にににに与え与え与え与えるるるる影響影響影響影響」とな」とな」とな」とな

っております。っております。っております。っております。目次目次目次目次は第５は第５は第５は第５章章章章までありまして、１までありまして、１までありまして、１までありまして、１章章章章ははははインタインタインタインターーーーネットネットネットネットがががが与え与え与え与えるるるる影響影響影響影響というというというという

ものの特ものの特ものの特ものの特集集集集、２、２、２、２章章章章は国は国は国は国際テロ情際テロ情際テロ情際テロ情勢勢勢勢、３、３、３、３章章章章はははは外外外外事事事事情情情情勢勢勢勢、４、４、４、４章章章章がががが公公公公安安安安情情情情勢勢勢勢、第５、第５、第５、第５章章章章が警備が警備が警備が警備実施実施実施実施

になっております。になっております。になっております。になっております。

その４その４その４その４章章章章の中に５つに別れておりまして、の中に５つに別れておりまして、の中に５つに別れておりまして、の中に５つに別れておりまして、右翼右翼右翼右翼・・・・右右右右派派派派系系系系市民グル市民グル市民グル市民グルーーーーププププ、、、、過過過過激激激激派派派派、、、、オウオウオウオウムムムム

真真真真理理理理教教教教、その、その、その、その次次次次に日本に日本に日本に日本共共共共産産産産党党党党、、、、最後最後最後最後は大は大は大は大衆衆衆衆運動運動運動運動となっておりまして、この大となっておりまして、この大となっておりまして、この大となっておりまして、この大衆衆衆衆運動運動運動運動の中にの中にの中にの中に

はははは在在在在日米日米日米日米軍軍軍軍再編再編再編再編関関関関連連連連、、、、雇雇雇雇用用用用問問問問題題題題関関関関連連連連となっております。警察となっております。警察となっております。警察となっております。警察庁庁庁庁ののののホホホホーーーームムムムページをページをページをページを見見見見ましたましたましたました

ら、ら、ら、ら、毎毎毎毎年こういう年こういう年こういう年こういう雑誌雑誌雑誌雑誌が出ておりまして、が出ておりまして、が出ておりまして、が出ておりまして、毎毎毎毎年こうした年こうした年こうした年こうした項項項項目目目目でででで区区区区分け分け分け分けしてしてしてして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

けけけけですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、私私私私はこの大はこの大はこの大はこの大衆衆衆衆運動運動運動運動、、、、過過過過去去去去のいろんなのをのいろんなのをのいろんなのをのいろんなのを見見見見ましたら、ましたら、ましたら、ましたら、反反反反貧貧貧貧困困困困ののののネットネットネットネットワワワワ

ーーーーククククだとか、それからだとか、それからだとか、それからだとか、それから反反反反原原原原発発発発、、、、最最最最低低低低賃賃賃賃金な金な金な金などどどどのののの運動運動運動運動、こうしたものを監、こうしたものを監、こうしたものを監、こうしたものを監視視視視の対の対の対の対象象象象にににに置置置置いていていていて

いるというようなことで大いるというようなことで大いるというようなことで大いるというようなことで大変変変変問問問問題題題題ではないかとではないかとではないかとではないかと感感感感じじじじました。ました。ました。ました。

このこのこのこの雑誌雑誌雑誌雑誌につきましては、奈良県で一体につきましては、奈良県で一体につきましては、奈良県で一体につきましては、奈良県で一体何何何何冊冊冊冊ぐぐぐぐらいらいらいらい配配配配布布布布されて、されて、されて、されて、どどどどのように活のように活のように活のように活用用用用されてされてされてされて

いるのか。またいるのか。またいるのか。またいるのか。また費用費用費用費用としてはとしてはとしてはとしてはどどどどれれれれぐぐぐぐらいかかっているのか。このらいかかっているのか。このらいかかっているのか。このらいかかっているのか。この点点点点についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたをしたをしたをした

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

○平城警備部長○平城警備部長○平城警備部長○平城警備部長 今井委員のご今井委員のご今井委員のご今井委員のご質質質質問問問問におにおにおにお答答答答ええええさささ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。

ままままずずずず、これの、これの、これの、これの配配配配布布布布とととと費用費用費用費用、あるいは活、あるいは活、あるいは活、あるいは活用用用用の内の内の内の内容容容容、そういうことであったと思います。こ、そういうことであったと思います。こ、そういうことであったと思います。こ、そういうことであったと思います。こ

れにつきましては、警察れにつきましては、警察れにつきましては、警察れにつきましては、警察庁庁庁庁がががが作作作作成いたしまして、成いたしまして、成いたしまして、成いたしまして、各都各都各都各都道道道道府府府府県に県に県に県に無償無償無償無償でででで配配配配布布布布しているものでしているものでしているものでしているもので

ございます。ございます。ございます。ございます。当当当当県には県には県には県には約約約約１，０００部１，０００部１，０００部１，０００部参参参参っているところでございます。それから活っているところでございます。それから活っているところでございます。それから活っているところでございます。それから活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けけけけれれれれどどどども、広く県も、広く県も、広く県も、広く県民民民民の方の方の方の方 々々々々にににに我我我我が国をが国をが国をが国を取取取取りりりり巻巻巻巻く国く国く国く国際テロ情際テロ情際テロ情際テロ情勢勢勢勢やややや諸諸諸諸外外外外国による国による国による国による

対日対日対日対日有有有有害害害害活活活活動動動動のののの実態実態実態実態、、、、災災災災害害害害警備をは警備をは警備をは警備をはじじじじめとする警備めとする警備めとする警備めとする警備指針指針指針指針ななななどどどどのののの各種各種各種各種取取取取りりりり組み組み組み組みをををを紹介紹介紹介紹介いたしいたしいたしいたし

まして、警備警察活まして、警備警察活まして、警備警察活まして、警備警察活動動動動に対する県に対する県に対する県に対する県民民民民の方の方の方の方 々々々々の理の理の理の理解解解解とととと協協協協力力力力をををを得得得得るるるるべべべべく活く活く活く活用用用用しているところでしているところでしているところでしているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 私私私私はははは非非非非常常常常にににに問問問問題題題題だと思いますのは、だと思いますのは、だと思いますのは、だと思いますのは、ややややはりはりはりはり憲憲憲憲法法法法で第１９で第１９で第１９で第１９条条条条に思に思に思に思想想想想信信信信条条条条のののの自自自自由由由由、、、、

第２１第２１第２１第２１条条条条にはにはにはには集集集集会会会会結結結結社社社社及び及び及び及び言言言言論論論論、表、表、表、表現現現現のののの自自自自由由由由というのがというのがというのがというのが保保保保障障障障されております。それにもかされております。それにもかされております。それにもかされております。それにもか

かかかかわわわわららららず公ず公ず公ず公安警察が安警察が安警察が安警察が政政政政治治治治的的的的なななな主主主主張張張張をををを掲掲掲掲げるげるげるげる団団団団体体体体や個人や個人や個人や個人を監を監を監を監視視視視していることは大していることは大していることは大していることは大問問問問題題題題ではなではなではなではな

いかと思っております。いかと思っております。いかと思っております。いかと思っております。税税税税金を金を金を金を使使使使ってってってって天天天天下下下下のののの公公公公党党党党や民主団や民主団や民主団や民主団体、その体、その体、その体、その運動運動運動運動をををを公公公公安警察の監安警察の監安警察の監安警察の監視視視視

対対対対象象象象にするような広報活にするような広報活にするような広報活にするような広報活動動動動については中については中については中については中止止止止をするをするをするをするべべべべきだと思いますので、このきだと思いますので、このきだと思いますので、このきだと思いますので、この点点点点をををを強強強強く要く要く要く要
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望望望望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 極力簡極力簡極力簡極力簡単単単単に。１つは、杉田総務部長、奥田副知事にもに。１つは、杉田総務部長、奥田副知事にもに。１つは、杉田総務部長、奥田副知事にもに。１つは、杉田総務部長、奥田副知事にも聞聞聞聞きたいのですが、代きたいのですが、代きたいのですが、代きたいのですが、代

表表表表質質質質問問問問でよくでよくでよくでよく言言言言うのですうのですうのですうのですけけけけれれれれどどどど、１、１、１、１兆兆兆兆円を円を円を円を超超超超ええええるるるる公共公共公共公共事事事事業業業業を中を中を中を中心心心心に国のに国のに国のに国の流流流流れの中でれの中でれの中でれの中で多多多多額の額の額の額の

借借借借金をしてきた金をしてきた金をしてきた金をしてきたわけわけわけわけですが、いいですが、いいですが、いいですが、いい公共公共公共公共事事事事業業業業もたくさんあるもたくさんあるもたくさんあるもたくさんあるわけわけわけわけですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、何何何何をををを言言言言いたいたいたいた

いかといかといかといかと言言言言いますと、交いますと、交いますと、交いますと、交付税付税付税付税のののの措置措置措置措置がない４，３９０億円という大きながない４，３９０億円という大きながない４，３９０億円という大きながない４，３９０億円という大きな借借借借金を、行金を、行金を、行金を、行財政改財政改財政改財政改革革革革

の中での中での中での中でどどどどうううう進進進進めていくのかという方めていくのかという方めていくのかという方めていくのかという方向性向性向性向性も、また知事にもも、また知事にもも、また知事にもも、また知事にも聞聞聞聞きますが、総務部長一きますが、総務部長一きますが、総務部長一きますが、総務部長一応応応応答答答答ええええ

といてください。といてください。といてください。といてください。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、は、は、は、先先先先ほほほほどどどど議議議議論論論論されてましたが、県されてましたが、県されてましたが、県されてましたが、県税税税税のののの未納未納未納未納額等額等額等額等 々々々々、県、県、県、県民税や民税や民税や民税や不不不不動動動動産産産産取得税取得税取得税取得税等等等等 々々々々

で４７億円あるで４７億円あるで４７億円あるで４７億円あるわけわけわけわけです。奈良です。奈良です。奈良です。奈良税税税税務務務務課課課課長も長も長も長も努力努力努力努力はされているのですが、はされているのですが、はされているのですが、はされているのですが、厳厳厳厳しくしくしくしく法的法的法的法的なななな裁裁裁裁判判判判

所所所所のののの差差差差しししし押押押押ささささええええもももも含含含含めて、もっとめて、もっとめて、もっとめて、もっと強力強力強力強力ににににややややらないと。一方で職員のらないと。一方で職員のらないと。一方で職員のらないと。一方で職員の給料給料給料給料をををを人人人人勧勧勧勧でででで下下下下げる。げる。げる。げる。

課課課課長が一生長が一生長が一生長が一生懸命懸命懸命懸命人人人人員を減らしていると。議員も６名減らしたり。そういう員を減らしていると。議員も６名減らしたり。そういう員を減らしていると。議員も６名減らしたり。そういう員を減らしていると。議員も６名減らしたり。そういう頑張頑張頑張頑張りをしていりをしていりをしていりをしてい

る、一方でこれをる、一方でこれをる、一方でこれをる、一方でこれを逃逃逃逃していたらいしていたらいしていたらいしていたらいけけけけないと思うのです。ないと思うのです。ないと思うのです。ないと思うのです。確確確確かに今井委員おっしかに今井委員おっしかに今井委員おっしかに今井委員おっしゃゃゃゃった、った、った、った、非非非非

常常常常にににに困困困困っているところは、っているところは、っているところは、っているところは、延滞延滞延滞延滞金とかをま金とかをま金とかをま金とかをまけけけけててててややややったらいいと思うのです。そういうったらいいと思うのです。そういうったらいいと思うのです。そういうったらいいと思うのです。そういう点点点点はははは

あるあるあるあるけけけけれれれれどどどど、、、、税税税税はきはきはきはきちちちちんとんとんとんと取取取取っていくという、っていくという、っていくという、っていくという、両輪両輪両輪両輪のごとくのごとくのごとくのごとく厳厳厳厳しくしくしくしくややややってほしいと思うのってほしいと思うのってほしいと思うのってほしいと思うの

です。そういうです。そういうです。そういうです。そういう点点点点でででで意意意意見見見見だだだだけけけけとして、として、として、として、頑張頑張頑張頑張ってもっとってもっとってもっとってもっとどどどどんんんんどどどどんんんん差差差差しししし押押押押ささささええええして行して行して行して行政執政執政執政執行行行行やややや

ってください、ってください、ってください、ってください、裁裁裁裁判判判判所所所所を通して。を通して。を通して。を通して。

最後最後最後最後にもう１にもう１にもう１にもう１点点点点ですですですですけけけけれれれれどどどども、きも、きも、きも、きょょょょうは廣野代表監査委員もうは廣野代表監査委員もうは廣野代表監査委員もうは廣野代表監査委員も来来来来てくれていますが、監査てくれていますが、監査てくれていますが、監査てくれていますが、監査

結果結果結果結果報告、この７ページを報告、この７ページを報告、この７ページを報告、この７ページを見見見見ますと、総務部がますと、総務部がますと、総務部がますと、総務部がややややっている委っている委っている委っている委託託託託契契契契約約約約、これ一般、これ一般、これ一般、これ一般競争競争競争競争入入入入札札札札じじじじ

ゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて何何何何かかかか偏偏偏偏った１った１った１った１社社社社によるによるによるによる随随随随意意意意契契契契約約約約がががが多多多多いいいいわけわけわけわけです。これはです。これはです。これはです。これは私私私私がががが書書書書いているのではないているのではないているのではないているのではな

いです、監査委員いです、監査委員いです、監査委員いです、監査委員みみみみんなでんなでんなでんなで書書書書いてくれているのです。できる限り可いてくれているのです。できる限り可いてくれているのです。できる限り可いてくれているのです。できる限り可能能能能な限りな限りな限りな限り競争競争競争競争入入入入札札札札すすすすべべべべ

きだと。きだと。きだと。きだと。随随随随意意意意契契契契約約約約はおかしいのではないかと。はおかしいのではないかと。はおかしいのではないかと。はおかしいのではないかと。土土土土木木木木や建や建や建や建築築築築でもでもでもでも建設建設建設建設工工工工事事事事同同同同様様様様なななな指指指指名入名入名入名入札札札札制制制制

度がある度がある度がある度があるわけわけわけわけだから。だから。だから。だから。ププププロポロポロポロポーーーーザザザザル的ル的ル的ル的ななななややややり方をり方をり方をり方を高高高高めるめるめるめ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、何何何何でこんなでこんなでこんなでこんなやややや

り方り方り方り方ばばばばっかりっかりっかりっかりややややっているのということを監査委員がっているのということを監査委員がっているのということを監査委員がっているのということを監査委員が指指指指摘摘摘摘して、して、して、して、私私私私もなるほもなるほもなるほもなるほどどどどと思っていると思っていると思っていると思っている

のです。のです。のです。のです。以以以以上です。上です。上です。上です。

○杉田総務部長○杉田総務部長○杉田総務部長○杉田総務部長 県の県の県の県の財政財政財政財政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けけけけれれれれどどどども、ご承知のとおり奈良県のも、ご承知のとおり奈良県のも、ご承知のとおり奈良県のも、ご承知のとおり奈良県の税税税税収、収、収、収、

今今今今後高後高後高後高齢齢齢齢化に従って化に従って化に従って化に従って厳厳厳厳しくなりますし、歳出しくなりますし、歳出しくなりますし、歳出しくなりますし、歳出面面面面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社社社社会会会会保保保保障障障障関関関関連連連連のののの増増増増というこというこというこというこ

とがございますので、とがございますので、とがございますので、とがございますので、財政財政財政財政については健全化がまだまだについては健全化がまだまだについては健全化がまだまだについては健全化がまだまだ必必必必要です。特にご要です。特にご要です。特にご要です。特に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、

負債負債負債負債、、、、債債債債務の関係につきましては、今務の関係につきましては、今務の関係につきましては、今務の関係につきましては、今後後後後のことをのことをのことをのことを考え考え考え考えますとできるだますとできるだますとできるだますとできるだけけけけ圧圧圧圧縮縮縮縮すると。とりすると。とりすると。とりすると。とり

わけわけわけわけ交交交交付税付税付税付税措置措置措置措置がないものについてはがないものについてはがないものについてはがないものについては自主財源自主財源自主財源自主財源でででで返返返返していくことになりますので、していくことになりますので、していくことになりますので、していくことになりますので、当当当当然圧然圧然圧然圧

縮縮縮縮にににに努努努努めると。めると。めると。めると。具具具具体体体体的的的的にはにはにはには当当当当然然然然必必必必要な事要な事要な事要な事業業業業は行っていくと。そうした上では行っていくと。そうした上では行っていくと。そうした上では行っていくと。そうした上で有利有利有利有利な交な交な交な交付税付税付税付税措措措措
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置置置置つきのつきのつきのつきの地地地地方方方方債債債債をできるだをできるだをできるだをできるだけけけけ活活活活用用用用する、国する、国する、国する、国庫補庫補庫補庫補助助助助金をとりにいく、こういったことで金をとりにいく、こういったことで金をとりにいく、こういったことで金をとりにいく、こういったことで圧圧圧圧縮縮縮縮

にににに努努努努めています。めています。めています。めています。

ただ一方で、もう一つのただ一方で、もう一つのただ一方で、もう一つのただ一方で、もう一つの懸念懸念懸念懸念としましては交としましては交としましては交としましては交付税付税付税付税措置措置措置措置はついているのですが、はついているのですが、はついているのですが、はついているのですが、臨時財政臨時財政臨時財政臨時財政

対策対策対策対策債債債債、国の交、国の交、国の交、国の交付税付税付税付税のののの穴埋穴埋穴埋穴埋めとされているものがめとされているものがめとされているものがめとされているものがふふふふええええてきておりまして、そてきておりまして、そてきておりまして、そてきておりまして、そちちちちらについてらについてらについてらについて

もももも配配配配慮慮慮慮がががが必必必必要と要と要と要と考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○松田総務課長○松田総務課長○松田総務課長○松田総務課長 総務部の委総務部の委総務部の委総務部の委託託託託契契契契約約約約についての監査についての監査についての監査についての監査意意意意見見見見についてのごについてのごについてのごについてのご質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けけけけ

どどどども、も、も、も、確確確確かに総務部は部としてのかに総務部は部としてのかに総務部は部としてのかに総務部は部としての性性性性格格格格上、上、上、上、シシシシスススステムテムテムテムの関係のの関係のの関係のの関係の保保保保守守守守委委委委託託託託契契契契約約約約がががが多多多多いのでいのでいのでいので随随随随意意意意

契契契契約約約約がががが多多多多いということもいということもいということもいということも性性性性格格格格上ございます上ございます上ございます上ございますけけけけれれれれどどどども、この監査も、この監査も、この監査も、この監査意意意意見見見見をををを受受受受けけけけまして、今まして、今まして、今まして、今後後後後のののの

発発発発注注注注に対しましてはに対しましてはに対しましてはに対しましては随随随随意意意意契契契契約約約約をする場合でありましても、をする場合でありましても、をする場合でありましても、をする場合でありましても、真真真真ににににややややむむむむをををを得得得得ないかないかないかないかどどどどうかと、うかと、うかと、うかと、

あるいはあるいはあるいはあるいはププププロポロポロポロポーーーーザザザザルルルル方方方方式式式式のののの導導導導入等によって入等によって入等によって入等によって競争競争競争競争性性性性をををを高高高高めるめるめるめる工工工工夫ができないものか夫ができないものか夫ができないものか夫ができないものかどどどどうかうかうかうか

について、より一について、より一について、より一について、より一層慎層慎層慎層慎重重重重にににに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え考え考え考えております。ております。ております。ております。

そのそのそのその具具具具体体体体的的的的な方な方な方な方法法法法といたしましては、総務部のといたしましては、総務部のといたしましては、総務部のといたしましては、総務部の指指指指名審査会、これは部長と部内名審査会、これは部長と部内名審査会、これは部長と部内名審査会、これは部長と部内課課課課長で長で長で長で構構構構

成いたしますが、そこでこれまでは成いたしますが、そこでこれまでは成いたしますが、そこでこれまでは成いたしますが、そこでこれまでは建設建設建設建設工工工工事の事の事の事の発発発発注注注注ののののみみみみについて審査の対について審査の対について審査の対について審査の対象象象象としておりまとしておりまとしておりまとしておりま

したが、この１０月１日からしたが、この１０月１日からしたが、この１０月１日からしたが、この１０月１日から役役役役務の提務の提務の提務の提供供供供、、、、業業業業務の委務の委務の委務の委託託託託、、、、重重重重要な要な要な要な物品物品物品物品のののの購購購購入等、入等、入等、入等、契契契契約約約約全般に全般に全般に全般に

わわわわたりまして審査の対たりまして審査の対たりまして審査の対たりまして審査の対象象象象といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、発発発発注注注注のののの妥妥妥妥当性当性当性当性についてよりについてよりについてよりについてより十十十十分分分分な審議をな審議をな審議をな審議を加え加え加え加えてててて

いくとなっております。これによりまして総務部のいくとなっております。これによりまして総務部のいくとなっております。これによりまして総務部のいくとなっております。これによりまして総務部の統統統統一一一一的的的的なななな運用運用運用運用、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは透透透透明明明明性性性性、、、、公公公公平平平平

性性性性の一の一の一の一層層層層のののの確保確保確保確保にににに努努努努めてまいりたいとしておるところでございます。めてまいりたいとしておるところでございます。めてまいりたいとしておるところでございます。めてまいりたいとしておるところでございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 松田総務松田総務松田総務松田総務課課課課長、これ監査委員が、県の長、これ監査委員が、県の長、これ監査委員が、県の長、これ監査委員が、県の元元元元部長の部長の部長の部長のＯＯＯＯＢがＢがＢがＢが言言言言っているのだから。っているのだから。っているのだから。っているのだから。

きっきっきっきっちちちちりこれりこれりこれりこれややややるるるる必必必必要がある。これからここら要がある。これからここら要がある。これからここら要がある。これからここらちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと追追追追求求求求しますから。しますから。しますから。しますから。以以以以上で上で上で上で終終終終わわわわりまりまりまりま

す。す。す。す。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 よろしゅうございますか。よろしゅうございますか。よろしゅうございますか。よろしゅうございますか。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 時時時時間が間が間が間が過過過過ぎぎぎぎ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簡潔簡潔簡潔簡潔に３に３に３に３点点点点だだだだけけけけ聞聞聞聞きたいと思っております。きたいと思っております。きたいと思っております。きたいと思っております。

実実実実はきのうはきのうはきのうはきのう私私私私たたたたち自ち自ち自ち自由由由由民主民主民主民主党党党党改改改改革革革革でででで五條五條五條五條市市市市をはをはをはをはじじじじめ、め、め、め、十津十津十津十津川村等、お川村等、お川村等、お川村等、お見見見見舞舞舞舞いもいもいもいも含含含含めてめてめてめて激激激激

励励励励に行ってまいりました。その内に行ってまいりました。その内に行ってまいりました。その内に行ってまいりました。その内容容容容はもうはもうはもうはもう私私私私がががが言わ言わ言わ言わなくてもいろいろと皆さん方もご承知なくてもいろいろと皆さん方もご承知なくてもいろいろと皆さん方もご承知なくてもいろいろと皆さん方もご承知

だし、大だし、大だし、大だし、大変変変変ご苦労いただいていることもよくご苦労いただいていることもよくご苦労いただいていることもよくご苦労いただいていることもよくわわわわかっているかっているかっているかっているわけわけわけわけでございまして、そこで１でございまして、そこで１でございまして、そこで１でございまして、そこで１

点点点点おおおお聞聞聞聞きしたいのは、いろいろあるきしたいのは、いろいろあるきしたいのは、いろいろあるきしたいのは、いろいろあるわけわけわけわけですですですですけけけけれれれれどどどども、今とりあも、今とりあも、今とりあも、今とりあえずえずえずえず危機管理監にお危機管理監にお危機管理監にお危機管理監にお尋ね尋ね尋ね尋ね

したいのは、それしたいのは、それしたいのは、それしたいのは、それぞぞぞぞれ警れ警れ警れ警戒区戒区戒区戒区域域域域とかとかとかとか避難避難避難避難指示指示指示指示とかとかとかとか避難勧避難勧避難勧避難勧告とかいろいろあります告とかいろいろあります告とかいろいろあります告とかいろいろありますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、

これはこれはこれはこれは最最最最終終終終的的的的に一体だれが決めるのかと。あるいはまたに一体だれが決めるのかと。あるいはまたに一体だれが決めるのかと。あるいはまたに一体だれが決めるのかと。あるいはまた解解解解除除除除をするときはだれがをするときはだれがをするときはだれがをするときはだれが最最最最終終終終的的的的決決決決

断を断を断を断を下下下下すのかをすのかをすのかをすのかを教教教教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

２２２２番目番目番目番目のののの問問問問題題題題は、は、は、は、先先先先ほほほほどどどどから県から県から県から県税税税税をはをはをはをはじじじじめ、いろんなめ、いろんなめ、いろんなめ、いろんな税税税税のののの問問問問題題題題で出ておりますで出ておりますで出ておりますで出ておりますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、
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奈良奈良奈良奈良市市市市でででで起起起起こりましたこりましたこりましたこりました延滞延滞延滞延滞金の金の金の金の着服問着服問着服問着服問題題題題。この。この。この。この問問問問題題題題はははは先先先先ほほほほどどどど藤本委員とは異なるんです藤本委員とは異なるんです藤本委員とは異なるんです藤本委員とは異なるんですけけけけ

れれれれどどどども、も、も、も、延滞延滞延滞延滞金を金を金を金を猶猶猶猶予予予予していくようになるとしていくようになるとしていくようになるとしていくようになると非非非非常常常常に不正、に不正、に不正、に不正、腐敗腐敗腐敗腐敗がががが起起起起こっていく可こっていく可こっていく可こっていく可能能能能性性性性があがあがあがあ

るるるるわけわけわけわけでございまして、そういうでございまして、そういうでございまして、そういうでございまして、そういう点点点点ではではではでは徴徴徴徴収金に係る不収金に係る不収金に係る不収金に係る不祥祥祥祥事の事の事の事の防防防防止止止止をいかに県としてはさをいかに県としてはさをいかに県としてはさをいかに県としてはさ

れているのかと。あるいはまた、れているのかと。あるいはまた、れているのかと。あるいはまた、れているのかと。あるいはまた、市市市市町町町町村との関係を村との関係を村との関係を村との関係をどどどどのような関係をのような関係をのような関係をのような関係を持持持持ってってってって助助助助言や言や言や言や協協協協力力力力をををを

しておられるのかについておしておられるのかについておしておられるのかについておしておられるのかについてお尋ね尋ね尋ね尋ねをしておきたいと思います。をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。

もう１もう１もう１もう１点点点点の３の３の３の３点目点目点目点目は、県は、県は、県は、県庁庁庁庁の開の開の開の開放放放放事事事事業業業業というというというという形形形形で、で、で、で、実実実実は議会は議会は議会は議会棟棟棟棟のののの回回回回廊廊廊廊ももももややややられているられているられているられているわわわわ

けけけけでございまして、これはことしのでございまして、これはことしのでございまして、これはことしのでございまして、これはことしの話話話話です、です、です、です、去去去去年ではないです年ではないです年ではないです年ではないですけけけけれれれれどどどども。ことしご承知のも。ことしご承知のも。ことしご承知のも。ことしご承知の

ように、ように、ように、ように、電電電電気気気気をできるだをできるだをできるだをできるだけけけけ節節節節電電電電をしようというをしようというをしようというをしようという話話話話の中で、の中で、の中で、の中で、回回回回廊廊廊廊を開を開を開を開放放放放するときに議会するときに議会するときに議会するときに議会棟棟棟棟はははは

冷房冷房冷房冷房が入っておりまが入っておりまが入っておりまが入っておりませせせせんでした。んでした。んでした。んでした。外外外外はははは非非非非常常常常にににに夜涼夜涼夜涼夜涼しくてよかったのですが、この議会しくてよかったのですが、この議会しくてよかったのですが、この議会しくてよかったのですが、この議会棟棟棟棟へへへへ

来来来来ますとますとますとますと非非非非常常常常にににに暑暑暑暑くて、くて、くて、くて、演演演演奏奏奏奏されている方もされている方もされている方もされている方も汗汗汗汗だくでだくでだくでだくでややややっておられたっておられたっておられたっておられたわけわけわけわけでございまして、でございまして、でございまして、でございまして、

議会の職員が議会の職員が議会の職員が議会の職員が扇扇扇扇風風風風機を機を機を機を回回回回したり、いろいろされていたのですしたり、いろいろされていたのですしたり、いろいろされていたのですしたり、いろいろされていたのですけけけけれれれれどどどども、これはことしだも、これはことしだも、これはことしだも、これはことしだけけけけ

だったのか、だったのか、だったのか、だったのか、来来来来年も引き続き年も引き続き年も引き続き年も引き続きややややられるのか。られるのか。られるのか。られるのか。来来来来られた方もられた方もられた方もられた方も非非非非常常常常にににに暑暑暑暑い、い、い、い、暑暑暑暑いといといといと言言言言って、って、って、って、私私私私

も一も一も一も一緒緒緒緒に大正に大正に大正に大正琴琴琴琴のときにのときにのときにのときに来来来来たのですたのですたのですたのですけけけけれれれれどどどども、うも、うも、うも、うちわちわちわちわををををばばばばあっとあぶりながらあっとあぶりながらあっとあぶりながらあっとあぶりながら聞聞聞聞いているいているいているいている

というような状況だったというような状況だったというような状況だったというような状況だったわけわけわけわけでございますので、そこらでございますので、そこらでございますので、そこらでございますので、そこら辺辺辺辺ははははどどどどういうういうういうういう見見見見通しを通しを通しを通しを持持持持っておらっておらっておらっておら

れるのかをおれるのかをおれるのかをおれるのかをお尋ね尋ね尋ね尋ねしておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 徴徴徴徴収金の収金の収金の収金の厳厳厳厳正な管理ということにつきまして、ま正な管理ということにつきまして、ま正な管理ということにつきまして、ま正な管理ということにつきまして、まずずずず県県県県税税税税ですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、

延滞延滞延滞延滞金も本金も本金も本金も本税税税税とととと同同同同様様様様にににに税税税税務総合務総合務総合務総合シシシシスススステムテムテムテム、この、この、この、このシシシシスススステムテムテムテムで正で正で正で正確確確確な管理を行っております。な管理を行っております。な管理を行っております。な管理を行っております。

例例例例えばえばえばえば本本本本税税税税がががが完完完完納納納納となりましてもとなりましてもとなりましてもとなりましても延滞延滞延滞延滞金が金が金が金が未納未納未納未納でございましたら、でございましたら、でございましたら、でございましたら、翌翌翌翌月の定月の定月の定月の定期期期期処処処処理により理により理により理により

ましてましてましてまして延滞延滞延滞延滞金を対金を対金を対金を対象象象象とした県とした県とした県とした県税税税税事務事務事務事務所所所所長名の催告長名の催告長名の催告長名の催告文文文文書書書書をををを税税税税務務務務課課課課からからからから送送送送付付付付しております。しております。しております。しております。

次次次次に、に、に、に、現現現現金の金の金の金の取取取取りりりり扱扱扱扱いといういといういといういという点点点点でございます。でございます。でございます。でございます。例例例例えばえばえばえば滞滞滞滞納納納納者者者者宅宅宅宅をををを訪訪訪訪問問問問をしてをしてをしてをして徴徴徴徴収する場収する場収する場収する場

合には、県合には、県合には、県合には、県税税税税事務事務事務事務処処処処理要理要理要理要綱綱綱綱にににに基づ基づ基づ基づきましてきましてきましてきまして必ず必ず必ず必ず専専専専用用用用のののの領領領領収収収収書書書書をををを使使使使用用用用しましてしましてしましてしまして徴徴徴徴収すること収すること収すること収すること

としております。県としております。県としております。県としております。県税税税税事務事務事務事務所所所所がががが例例例例えばえばえばえばそのそのそのその持持持持ってってってって帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきた現現現現金を引き金を引き金を引き金を引き継ぐ継ぐ継ぐ継ぐ際際際際にも、にも、にも、にも、訪訪訪訪問問問問

した２名で引きした２名で引きした２名で引きした２名で引き継ぐ継ぐ継ぐ継ぐことにしておりまして、ことにしておりまして、ことにしておりまして、ことにしておりまして、指指指指定した定した定した定した徴徴徴徴収収収収課課課課出出出出納納納納員と員と員と員と徴徴徴徴収収収収課課課課長の２名が長の２名が長の２名が長の２名が徴徴徴徴

収金及び収金及び収金及び収金及び領領領領収収収収書書書書のののの使使使使用用用用状況を状況を状況を状況を十十十十分確分確分確分確認するな認するな認するな認するなどどどど、、、、厳厳厳厳しい監しい監しい監しい監視視視視体体体体制制制制をとっております。をとっております。をとっております。をとっております。

なお、今なお、今なお、今なお、今回回回回の奈良の奈良の奈良の奈良市市市市の事の事の事の事件件件件をををを受受受受けけけけまして、まして、まして、まして、改改改改めて県めて県めて県めて県税税税税徴徴徴徴収金の収金の収金の収金の適適適適正な管理を総務部長名正な管理を総務部長名正な管理を総務部長名正な管理を総務部長名

のののの文文文文書書書書で県で県で県で県税税税税事務事務事務事務所所所所にににに指示指示指示指示をしたところでございます。また、県内のをしたところでございます。また、県内のをしたところでございます。また、県内のをしたところでございます。また、県内の市市市市町町町町村に対しまして村に対しまして村に対しまして村に対しまして

もももも三税三税三税三税協協協協力力力力、これは国、これは国、これは国、これは国税税税税、県、県、県、県税税税税、、、、市市市市町町町町村村村村税税税税ということでございますということでございますということでございますということでございますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、三税三税三税三税協協協協力力力力にににに

基づ基づ基づ基づきまして、今きまして、今きまして、今きまして、今回回回回の事の事の事の事件件件件についてについてについてについて情情情情報提報提報提報提供供供供するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、徴徴徴徴収金の収金の収金の収金の適適適適正管理についてさ正管理についてさ正管理についてさ正管理についてさ

らなるらなるらなるらなる取取取取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進めるよう、めるよう、めるよう、めるよう、同じ同じ同じ同じく総務部長名のく総務部長名のく総務部長名のく総務部長名の文文文文書書書書でででで依頼依頼依頼依頼をいたしました。あと県をいたしました。あと県をいたしました。あと県をいたしました。あと県税税税税

事務事務事務事務所所所所でもでもでもでも働働働働きかきかきかきかけけけけを行っております。今を行っております。今を行っております。今を行っております。今後後後後ともこのようなともこのようなともこのようなともこのような取取取取りりりり組み組み組み組みを通を通を通を通じじじじて、て、て、て、徴徴徴徴収金の収金の収金の収金の
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適適適適正管理に正管理に正管理に正管理に努努努努めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監 避難避難避難避難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ね尋ね尋ね尋ねですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、制制制制度上は度上は度上は度上は市市市市町町町町村長が村長が村長が村長が

決定されることになっております。ただ、県としましても決定されることになっております。ただ、県としましても決定されることになっております。ただ、県としましても決定されることになっております。ただ、県としましても市市市市町町町町村と一体となりまして、村と一体となりまして、村と一体となりまして、村と一体となりまして、市市市市

町町町町村長が村長が村長が村長が適切適切適切適切に判断していただに判断していただに判断していただに判断していただけけけけるように、るように、るように、るように、例例例例えばえばえばえば情情情情報提報提報提報提供供供供するとか、あるいはするとか、あるいはするとか、あるいはするとか、あるいは助助助助言言言言するするするする

とか、そういうとか、そういうとか、そういうとか、そういう努力や取努力や取努力や取努力や取りりりり組み組み組み組みを行っておりまして、できるだを行っておりまして、できるだを行っておりまして、できるだを行っておりまして、できるだけけけけ一体一体一体一体的的的的にににに動動動動いていいていいていいていけけけけれれれればばばば

と認と認と認と認識識識識をしております。をしております。をしております。をしております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○芝池管財課長○芝池管財課長○芝池管財課長○芝池管財課長 先先先先ほほほほどどどど議会議会議会議会棟棟棟棟の開の開の開の開放放放放のののの件件件件でございます。ご承知のとおり、今年度、でございます。ご承知のとおり、今年度、でございます。ご承知のとおり、今年度、でございます。ご承知のとおり、今年度、東東東東北北北北

の大の大の大の大震震震震災災災災がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、原原原原子子子子力発力発力発力発電所電所電所電所等等等等停止停止停止停止いたしまして、関いたしまして、関いたしまして、関いたしまして、関西西西西電電電電力力力力からも１０％からも１０％からも１０％からも１０％削削削削減と減と減と減と

か、そういった要か、そういった要か、そういった要か、そういった要請請請請がございました。今年度に限ってはがございました。今年度に限ってはがございました。今年度に限ってはがございました。今年度に限ってはエエエエアアアアココココンンンンは入れてございまは入れてございまは入れてございまは入れてございませせせせん。ん。ん。ん。

ただ、きただ、きただ、きただ、きょょょょうもうもうもうもニニニニュュュューーーーススススでででで見見見見ておりますとておりますとておりますとておりますと冬冬冬冬もももも電電電電力力力力不足と不足と不足と不足と言わ言わ言わ言われておりまして、正れておりまして、正れておりまして、正れておりまして、正直直直直我我我我 々々々々

県県県県庁庁庁庁ももももどどどどうしようかなとうしようかなとうしようかなとうしようかなと考え考え考え考えておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、原原原原発発発発も今年度中には全部とまってしまうようも今年度中には全部とまってしまうようも今年度中には全部とまってしまうようも今年度中には全部とまってしまうよう

なななな話話話話もありますので、もありますので、もありますので、もありますので、電電電電力力力力需需需需給給給給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非非非非常常常常に不に不に不に不透透透透明でございます。そういうこと明でございます。そういうこと明でございます。そういうこと明でございます。そういうこと

から今すから今すから今すから今すぐぐぐぐどどどどうだという判断はできまうだという判断はできまうだという判断はできまうだという判断はできませせせせんが、状況をんが、状況をんが、状況をんが、状況を見見見見て、て、て、て、非非非非常常常常にににに暑暑暑暑い中、申しい中、申しい中、申しい中、申しわけわけわけわけはなはなはなはな

いのですいのですいのですいのですけけけけれれれれどどどども、そういう状況になる可も、そういう状況になる可も、そういう状況になる可も、そういう状況になる可能能能能性性性性もあろうかともあろうかともあろうかともあろうかと考え考え考え考えてございます。ただ、てございます。ただ、てございます。ただ、てございます。ただ、エエエエ

アアアアココココン自身ン自身ン自身ン自身が県が県が県が県庁庁庁庁と議会と議会と議会と議会棟棟棟棟と一と一と一と一括括括括してのしてのしてのしてのエエエエアアアアココココンンンンになってしまいますので、になってしまいますので、になってしまいますので、になってしまいますので、セセセセパパパパレレレレーーーートトトトにににに

なれなれなれなればばばばそれはそれで対それはそれで対それはそれで対それはそれで対応応応応できるのかとは思うのですが、できるのかとは思うのですが、できるのかとは思うのですが、できるのかとは思うのですが、基基基基本本本本的的的的にはにはにはには節節節節電電電電ということで皆ということで皆ということで皆ということで皆様様様様

にもお願いしております。にもお願いしております。にもお願いしております。にもお願いしております。当当当当然然然然県県県県庁庁庁庁も率も率も率も率先先先先してしてしてしてややややることになろうかと思ってございます。ることになろうかと思ってございます。ることになろうかと思ってございます。ることになろうかと思ってございます。

ですので、今ですので、今ですので、今ですので、今後後後後のののの見見見見通しはまだ不通しはまだ不通しはまだ不通しはまだ不透透透透明ですので、またその明ですので、またその明ですので、またその明ですので、またその時点時点時点時点になったら判断になったら判断になったら判断になったら判断せせせせざるをざるをざるをざるを得得得得

ないかとないかとないかとないかと考え考え考え考えてございます。てございます。てございます。てございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 それそれそれそれぞぞぞぞれごれごれごれご答弁答弁答弁答弁いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。最最最最初には初には初には初には税税税税のののの問問問問題題題題です。です。です。です。

実実実実はもう一つだはもう一つだはもう一つだはもう一つだけちけちけちけちょょょょっとっとっとっと細細細細かいかいかいかい話話話話で申しで申しで申しで申しわけわけわけわけないのですないのですないのですないのですけけけけれれれれどどどども、いも、いも、いも、いわゆわゆわゆわゆる本る本る本る本税税税税をををを納納納納

められてめられてめられてめられて滞滞滞滞納納納納金を金を金を金を残残残残されたと。これはされたと。これはされたと。これはされたと。これは徴徴徴徴収しますよという収しますよという収しますよという収しますよという話話話話ですですですですけけけけれれれれどどどども、これはも、これはも、これはも、これは延滞延滞延滞延滞金金金金

はははは例例例例えばえばえばえば不不不不納欠損納欠損納欠損納欠損のようなのようなのようなのような形形形形に、に、に、に、例例例例えばえばえばえば５年間とかいろんな５年間とかいろんな５年間とかいろんな５年間とかいろんな形形形形でででで消消消消ええええていくものなのか。ていくものなのか。ていくものなのか。ていくものなのか。

あるいはまた、あるいはまた、あるいはまた、あるいはまた、永遠永遠永遠永遠にこのにこのにこのにこの滞滞滞滞納納納納金というのは金というのは金というのは金というのは残残残残っていくもんなのか。そこらっていくもんなのか。そこらっていくもんなのか。そこらっていくもんなのか。そこら辺辺辺辺をおをおをおをお聞聞聞聞きしきしきしきし

ときたいと思うのですときたいと思うのですときたいと思うのですときたいと思うのですけどけどけどけど。本。本。本。本税税税税はははは先先先先ほほほほど言わど言わど言わど言われたように、５年間たっていれたように、５年間たっていれたように、５年間たっていれたように、５年間たっていわゆわゆわゆわゆる支る支る支る支払払払払いいいい

能能能能力力力力があったら引き続きいろいろがあったら引き続きいろいろがあったら引き続きいろいろがあったら引き続きいろいろ押押押押ささささええええててててややややっていくのだというっていくのだというっていくのだというっていくのだという話話話話がありましたがありましたがありましたがありましたけけけけれれれれどどどども、も、も、も、

しかし、そうでない場合、しかし、そうでない場合、しかし、そうでない場合、しかし、そうでない場合、延滞延滞延滞延滞金の場合は金の場合は金の場合は金の場合はどどどどういうういうういうういう処処処処理をされるのかについて理をされるのかについて理をされるのかについて理をされるのかについて教教教教ええええてほしてほしてほしてほし

いということが１つです。いということが１つです。いということが１つです。いということが１つです。

それからそれからそれからそれから避難区避難区避難区避難区域域域域とかとかとかとか指示指示指示指示とかいろんなことはとかいろんなことはとかいろんなことはとかいろんなことは市市市市町町町町村長が判断していくと。しかし、い村長が判断していくと。しかし、い村長が判断していくと。しかし、い村長が判断していくと。しかし、い

ろんな方ろんな方ろんな方ろんな方 々々々々の判断、いろんなの判断、いろんなの判断、いろんなの判断、いろんな意意意意見見見見をををを聞聞聞聞いて決めていくのだといういて決めていくのだといういて決めていくのだといういて決めていくのだという話話話話だったのですだったのですだったのですだったのですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、
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実実実実はきのう行ったところではきのう行ったところではきのう行ったところではきのう行ったところで市市市市町町町町村長が、初めはあなたが決めるんですよというように村長が、初めはあなたが決めるんですよというように村長が、初めはあなたが決めるんですよというように村長が、初めはあなたが決めるんですよというように言わ言わ言わ言わ

れたということです。そう思って一生れたということです。そう思って一生れたということです。そう思って一生れたということです。そう思って一生懸命懸命懸命懸命頑張頑張頑張頑張ってきたってきたってきたってきたけけけけれれれれどどどども、いろんなことがも、いろんなことがも、いろんなことがも、いろんなことが進進進進んでんでんでんで

きますと、国も県も、さらにきますと、国も県も、さらにきますと、国も県も、さらにきますと、国も県も、さらに各種各種各種各種団団団団体のいろんな方も体のいろんな方も体のいろんな方も体のいろんな方も来来来来られて、そこのられて、そこのられて、そこのられて、そこの協協協協議会の中で議会の中で議会の中で議会の中で最最最最終終終終

的的的的に決まっていくようになっていったというに決まっていくようになっていったというに決まっていくようになっていったというに決まっていくようになっていったという話話話話で、で、で、で、どどどどこまでこまでこまでこまで市市市市町町町町村長が村長が村長が村長が権権権権限があるのかと限があるのかと限があるのかと限があるのかと

いうようないうようないうようないうような疑問疑問疑問疑問をををを持持持持っておられたっておられたっておられたっておられたわけわけわけわけでございます。もう少しそこらでございます。もう少しそこらでございます。もう少しそこらでございます。もう少しそこら辺辺辺辺を今を今を今を今どどどどうこうしろうこうしろうこうしろうこうしろ

っていうのではないですっていうのではないですっていうのではないですっていうのではないですけどけどけどけども、も、も、も、整整整整理をしながら、それ理をしながら、それ理をしながら、それ理をしながら、それぞぞぞぞれのれのれのれの責責責責任体任体任体任体制制制制、、、、責責責責任任任任問問問問題題題題を明を明を明を明確確確確

にしながらにしながらにしながらにしながら指指指指揮揮揮揮命令命令命令命令系系系系統統統統等についてはっきりしていっていただいた方がいいのではないか等についてはっきりしていっていただいた方がいいのではないか等についてはっきりしていっていただいた方がいいのではないか等についてはっきりしていっていただいた方がいいのではないか

と、そういうことを要と、そういうことを要と、そういうことを要と、そういうことを要望望望望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

それから３それから３それから３それから３点目点目点目点目のののの問問問問題題題題ですですですですけけけけれれれれどどどども、これはも、これはも、これはも、これは電電電電力力力力関係が関係が関係が関係がわわわわからないのでからないのでからないのでからないので何何何何ともともともとも言え言え言え言えないないないない

ということですということですということですということですけけけけれれれれどどどども、本も、本も、本も、本庁庁庁庁との関係があってここだとの関係があってここだとの関係があってここだとの関係があってここだけけけけ冷房冷房冷房冷房を入れるのはを入れるのはを入れるのはを入れるのは難難難難しいというしいというしいというしいという

ようなようなようなような話話話話でしたが、議会でしたが、議会でしたが、議会でしたが、議会棟棟棟棟もももも含含含含めてたくさんの県めてたくさんの県めてたくさんの県めてたくさんの県民民民民ががががわわわわざざざざわわわわざざざざ来来来来ていただくていただくていただくていただくわけわけわけわけでございでございでございでござい

ますので、そんなに長い間ますので、そんなに長い間ますので、そんなに長い間ますので、そんなに長い間ややややるるるるわけわけわけわけでもでもでもでも何何何何でもないでもないでもないでもないわけわけわけわけでででで適適適適温温温温の２８度にするの２８度にするの２８度にするの２８度にするわけわけわけわけですかですかですかですか

ら、そこらら、そこらら、そこらら、そこら辺辺辺辺はもう少しはもう少しはもう少しはもう少し猶猶猶猶予予予予をををを持持持持ってってってって配配配配慮慮慮慮をしてもいいのではないかと。をしてもいいのではないかと。をしてもいいのではないかと。をしてもいいのではないかと。せせせせっかく県っかく県っかく県っかく県民民民民がががが

来来来来られたときにられたときにられたときにられたときに暑暑暑暑い、い、い、い、暑暑暑暑いというのではなしに、してもらってはいというのではなしに、してもらってはいというのではなしに、してもらってはいというのではなしに、してもらってはどどどどうかなと、これはうかなと、これはうかなと、これはうかなと、これは私私私私のののの

希希希希望望望望をををを述述述述べべべべておきますので、ておきますので、ておきますので、ておきますので、ひひひひとつとつとつとつ検検検検討討討討していただくようによろしくお願い申し上げたいしていただくようによろしくお願い申し上げたいしていただくようによろしくお願い申し上げたいしていただくようによろしくお願い申し上げたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。ひひひひとつとつとつとつ税税税税務務務務課課課課長、よろしくお願いします。長、よろしくお願いします。長、よろしくお願いします。長、よろしくお願いします。

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 延滞延滞延滞延滞金の金の金の金の取取取取りりりり扱扱扱扱いですいですいですいですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、延滞延滞延滞延滞金は本金は本金は本金は本税税税税がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった時点時点時点時点でででで消消消消滅滅滅滅

ということになりますので、ということになりますので、ということになりますので、ということになりますので、延滞延滞延滞延滞金だ金だ金だ金だけけけけがががが延延延延 々々々々とととと残残残残るということがない。したがいまして、るということがない。したがいまして、るということがない。したがいまして、るということがない。したがいまして、

時効時効時効時効で５年にかかることのないように、で５年にかかることのないように、で５年にかかることのないように、で５年にかかることのないように、時効時効時効時効でででで欠損欠損欠損欠損する額をなるする額をなるする額をなるする額をなるべべべべく、できる限りく、できる限りく、できる限りく、できる限り圧圧圧圧縮縮縮縮すすすす

ると、ると、ると、ると、徴徴徴徴収収収収努力努力努力努力を続を続を続を続けけけけ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え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 ちちちちょょょょっと理っと理っと理っと理解解解解しにくいとこがあるのですしにくいとこがあるのですしにくいとこがあるのですしにくいとこがあるのですけけけけれれれれどどどども。いも。いも。いも。いわゆわゆわゆわゆる本る本る本る本税税税税だだだだけけけけ納納納納めらめらめらめら

れてれてれてれて延滞延滞延滞延滞金が金が金が金が残残残残されたら、それはされたら、それはされたら、それはされたら、それは消消消消滅滅滅滅するんですか。今、するんですか。今、するんですか。今、するんですか。今、消消消消滅滅滅滅するっていうするっていうするっていうするっていう話話話話だったので。だったので。だったので。だったので。

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 大大大大変変変変失失失失礼礼礼礼いたしました。本いたしました。本いたしました。本いたしました。本税税税税とととと延滞延滞延滞延滞金がある場合に本金がある場合に本金がある場合に本金がある場合に本税税税税がががが完完完完納納納納になってになってになってになって

もももも延滞延滞延滞延滞金は金は金は金は残残残残ります。済ります。済ります。済ります。済みみみみまままませせせせん、５年間たって本ん、５年間たって本ん、５年間たって本ん、５年間たって本税税税税がががが消消消消滅滅滅滅時効時効時効時効にかかった場合ににかかった場合ににかかった場合ににかかった場合に延滞延滞延滞延滞金金金金

もそのときはあもそのときはあもそのときはあもそのときはあわせわせわせわせてててて消消消消ええええる、１０年とか２０年とかる、１０年とか２０年とかる、１０年とか２０年とかる、１０年とか２０年とか残残残残るるるるわけわけわけわけ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意意意意味味味味で申しで申しで申しで申し

上げました上げました上げました上げましたけけけけれれれれどどどども。本も。本も。本も。本税税税税がががが残残残残ってもってもってもっても延滞延滞延滞延滞金は金は金は金は残残残残ります。済ります。済ります。済ります。済みみみみまままませせせせん。本ん。本ん。本ん。本税税税税をををを納納納納めてもめてもめてもめても延延延延

滞滞滞滞金は金は金は金は残残残残ります。ります。ります。ります。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 聞聞聞聞きたかったのは、きたかったのは、きたかったのは、きたかったのは、延滞延滞延滞延滞金だ金だ金だ金だけけけけ残残残残ったら、ったら、ったら、ったら、ずずずずっとっとっとっと永遠永遠永遠永遠にそれは催にそれは催にそれは催にそれは催促促促促していくしていくしていくしていく
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のか。それとももう一定ののか。それとももう一定ののか。それとももう一定ののか。それとももう一定の期期期期間で、不間で、不間で、不間で、不納欠損納欠損納欠損納欠損でででで消消消消していくのかというところをしていくのかというところをしていくのかというところをしていくのかというところを聞聞聞聞きたかっきたかっきたかっきたかっ

ただただただただけけけけのののの話話話話でございますので。でございますので。でございますので。でございますので。どちどちどちどちらでもらでもらでもらでも結構結構結構結構ですですですですけどけどけどけど。も。も。も。もちちちちろんろんろんろん答答答答ええええがあったらまたがあったらまたがあったらまたがあったらまた教教教教

ええええてください。てください。てください。てください。

（（（（「「「「６年６年６年６年目目目目のののの延滞延滞延滞延滞料料料料はかからんいうことはかからんいうことはかからんいうことはかからんいうことややややろ」と呼ぶ者あり）ろ」と呼ぶ者あり）ろ」と呼ぶ者あり）ろ」と呼ぶ者あり）

○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長○奈良税務課長 本本本本税税税税が５年をが５年をが５年をが５年を過過過過ぎぎぎぎますと、本ますと、本ますと、本ますと、本税税税税とともにとともにとともにとともに延滞延滞延滞延滞金も金も金も金も消消消消滅滅滅滅しますので、６年しますので、６年しますので、６年しますので、６年

目以目以目以目以降降降降はかからないということでございますはかからないということでございますはかからないということでございますはかからないということでございます。。。。（（（（発言発言発言発言する者あり）する者あり）する者あり）する者あり）

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 もうもうもうもうわわわわかった。よろしいか。かった。よろしいか。かった。よろしいか。かった。よろしいか。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 もうもうもうもう時時時時間がないということでございますので、間がないということでございますので、間がないということでございますので、間がないということでございますので、端端端端的的的的にににに質質質質問問問問さささ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。

最最最最初に、初に、初に、初に、台台台台風風風風１２号１２号１２号１２号災災災災害害害害でございますでございますでございますでございますけけけけれれれれどどどども、大も、大も、大も、大変変変変甚甚甚甚大な大な大な大な被害被害被害被害が出て、本会議等でもが出て、本会議等でもが出て、本会議等でもが出て、本会議等でも

議議議議論論論論がございました。これまでがございました。これまでがございました。これまでがございました。これまで荒荒荒荒井知事を井知事を井知事を井知事を先先先先頭頭頭頭にしてにしてにしてにして多多多多くの皆さんに大くの皆さんに大くの皆さんに大くの皆さんに大変変変変ご苦労をいただご苦労をいただご苦労をいただご苦労をいただ

いておりますこと、いておりますこと、いておりますこと、いておりますこと、感謝感謝感謝感謝申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。

その上でその上でその上でその上で私私私私もももも発発発発災災災災当当当当初、４日から定初、４日から定初、４日から定初、４日から定期的期的期的期的にににに五條五條五條五條市市市市をはをはをはをはじじじじめ、め、め、め、十津十津十津十津川村にも足を川村にも足を川村にも足を川村にも足を伸ば伸ば伸ば伸ばしてしてしてして

みみみみたり、たり、たり、たり、天天天天川村、さまざまな川村、さまざまな川村、さまざまな川村、さまざまな地域地域地域地域に行かに行かに行かに行か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けどけどけどけども、そこでも、そこでも、そこでも、そこで感感感感じじじじるのるのるのるの

は大は大は大は大変変変変大きな大きな大きな大きな災災災災害害害害、一村ではもう対、一村ではもう対、一村ではもう対、一村ではもう対応応応応できないできないできないできない災災災災害害害害であった。道中であった。道中であった。道中であった。道中走走走走りながらもうりながらもうりながらもうりながらもう繰繰繰繰りりりり返返返返

しそのことをしそのことをしそのことをしそのことを感感感感じじじじておりました。ておりました。ておりました。ておりました。約約約約１２０年前の明１２０年前の明１２０年前の明１２０年前の明治治治治のののの台台台台風風風風等の等の等の等の災災災災害害害害においても、今なおにおいても、今なおにおいても、今なおにおいても、今なお

土土土土砂砂砂砂ダムダムダムダムがががが残残残残っているような状況があるということで、っているような状況があるということで、っているような状況があるということで、っているような状況があるということで、当時当時当時当時は２７は２７は２７は２７カ所崩カ所崩カ所崩カ所崩落落落落したとしたとしたとしたと言わ言わ言わ言われれれれ

ておりますておりますておりますておりますけけけけれれれれどどどども、そういった中で、も、そういった中で、も、そういった中で、も、そういった中で、昔昔昔昔のののの過過過過去去去去のののの災災災災害害害害のののの教教教教訓訓訓訓がいかに生かされたのかも、がいかに生かされたのかも、がいかに生かされたのかも、がいかに生かされたのかも、

この道中でこの道中でこの道中でこの道中で考え考え考え考えながらながらながらながら走走走走っておったっておったっておったっておったわけわけわけわけでございますでございますでございますでございますけけけけれれれれどどどども、というのはも、というのはも、というのはも、というのは先先先先ほほほほど質ど質ど質ど質問問問問ああああ

りましたように、りましたように、りましたように、りましたように、避難避難避難避難指示指示指示指示、、、、勧勧勧勧告等の告等の告等の告等の発発発発令令令令が出が出が出が出せせせせなかった、出すなかった、出すなかった、出すなかった、出すタイタイタイタイミミミミングングングングがなかなかがなかなかがなかなかがなかなか難難難難

しかった、しかった、しかった、しかった、現現現現場でそのような場でそのような場でそのような場でそのような声声声声をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん私私私私もももも聞聞聞聞かかかかせせせせ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。

例例例例えばえばえばえば降降降降水水水水量量量量が一定のが一定のが一定のが一定の雨雨雨雨量量量量がががが超超超超ええええた場合、あるいはた場合、あるいはた場合、あるいはた場合、あるいは河河河河川の川の川の川の水水水水のののの水水水水量量量量のののの問問問問題題題題等等等等 々々々々、さまざ、さまざ、さまざ、さまざ

まに判断まに判断まに判断まに判断基準基準基準基準はははは多多多多分分分分国とも国とも国とも国とも連連連連携携携携をしながら、あったのだろうと思いますをしながら、あったのだろうと思いますをしながら、あったのだろうと思いますをしながら、あったのだろうと思いますけけけけれれれれどどどども、そのも、そのも、そのも、そのタタタタ

イイイイミミミミングングングングがおくれれがおくれれがおくれれがおくれればばばば、、、、当当当当然避難然避難然避難然避難指示指示指示指示、、、、勧勧勧勧告を出したとしても告を出したとしても告を出したとしても告を出したとしても逆逆逆逆に危ない状況が生まれる、に危ない状況が生まれる、に危ない状況が生まれる、に危ない状況が生まれる、

だから出だから出だから出だから出せせせせないようなないようなないようなないような悪悪悪悪循循循循環環環環も出てまいります。ということで、も出てまいります。ということで、も出てまいります。ということで、も出てまいります。ということで、過過過過去去去去にににに学学学学ぶ、またぶ、またぶ、またぶ、また学学学学んでんでんでんで

いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃったと思いますったと思いますったと思いますったと思いますけどけどけどけども、本も、本も、本も、本当当当当にそのにそのにそのにその教教教教訓訓訓訓が生かされたのかが生かされたのかが生かされたのかが生かされたのかどどどどうか。うか。うか。うか。当時当時当時当時のののの天天天天気気気気

図図図図等も引っ等も引っ等も引っ等も引っ張張張張り出されてり出されてり出されてり出されて検検検検証証証証されているとは思いますされているとは思いますされているとは思いますされているとは思いますけけけけれれれれどどどども、そのも、そのも、そのも、その辺辺辺辺が１が１が１が１点点点点問問問問いたいといたいといたいといたいと

思います。思います。思います。思います。

２２２２点目点目点目点目は、は、は、は、避難避難避難避難所所所所のののの設設設設置置置置場場場場所所所所でございますでございますでございますでございますけけけけれれれれどどどども、大も、大も、大も、大変変変変急急急急傾斜傾斜傾斜傾斜なところにあったり、なところにあったり、なところにあったり、なところにあったり、

また川のまた川のまた川のまた川の近近近近くにくにくにくに避難避難避難避難所所所所的的的的なものがあったり、またなものがあったり、またなものがあったり、またなものがあったり、また避難避難避難避難所所所所でないところにでないところにでないところにでないところに避難避難避難避難されていたり、されていたり、されていたり、されていたり、
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さまざまでございました。さまざまでございました。さまざまでございました。さまざまでございました。先先先先ほほほほどどどどから報告ありますように、から報告ありますように、から報告ありますように、から報告ありますように、自自自自助助助助、、、、公公公公助助助助、、、、共共共共助助助助のうのうのうのうち共ち共ち共ち共助助助助

や公や公や公や公助助助助がががが非非非非常常常常に大事だということもに大事だということもに大事だということもに大事だということもわわわわかりますかりますかりますかりますけけけけれれれれどどどども、もう一つはも、もう一つはも、もう一つはも、もう一つは避難避難避難避難所所所所にににに駆駆駆駆けけけけ込込込込むむむむ住住住住

民民民民のののの意識意識意識意識ををををどどどどう上げていくか。う上げていくか。う上げていくか。う上げていくか。

こんなこんなこんなこんな話話話話をををを聞聞聞聞きました。きました。きました。きました。避難避難避難避難所所所所に行くと、に行くと、に行くと、に行くと、朝朝朝朝方方方方避難避難避難避難ををををせせせせっかくしていたのに、っかくしていたのに、っかくしていたのに、っかくしていたのに、冷蔵冷蔵冷蔵冷蔵庫庫庫庫がががが

心心心心配配配配だから一だから一だから一だから一旦旦旦旦家家家家にににに帰帰帰帰りたいという方がいらっしりたいという方がいらっしりたいという方がいらっしりたいという方がいらっしゃゃゃゃって、って、って、って、止止止止めためためためたけけけけれれれれどどどどもおもおもおもお帰帰帰帰りになった。りになった。りになった。りになった。

電電電電気気気気がががが止止止止まってるからまってるからまってるからまってるから見見見見にににに帰帰帰帰らなあかん。らなあかん。らなあかん。らなあかん。みみみみんな一生んな一生んな一生んな一生懸命止懸命止懸命止懸命止めたのだめたのだめたのだめたのだけけけけれれれれどどどども、も、も、も、帰帰帰帰られた。られた。られた。られた。

もうそのもうそのもうそのもうその避難避難避難避難所所所所にはその方はにはその方はにはその方はにはその方は戻戻戻戻ってこられなかった。そのときにってこられなかった。そのときにってこられなかった。そのときにってこられなかった。そのときに避難避難避難避難を続を続を続を続けけけけておられたら、ておられたら、ておられたら、ておられたら、

その方は今なお行方不明になっているそうですその方は今なお行方不明になっているそうですその方は今なお行方不明になっているそうですその方は今なお行方不明になっているそうですけけけけれれれれどどどども、まだいらっしも、まだいらっしも、まだいらっしも、まだいらっしゃゃゃゃったかもったかもったかもったかもわわわわからからからから

ない。こんなことをもう本ない。こんなことをもう本ない。こんなことをもう本ない。こんなことをもう本当当当当にににに涙涙涙涙ながらにながらにながらにながらに語語語語られてた。もうられてた。もうられてた。もうられてた。もう必必必必至至至至にににに私私私私たたたたちちちちにににに教教教教ええええてくださてくださてくださてくださ

いました。いました。いました。いました。

自自自自助助助助というものが、それはというものが、それはというものが、それはというものが、それは個人個人個人個人のののの問問問問題題題題ですよということではなくて、行ですよということではなくて、行ですよということではなくて、行ですよということではなくて、行政政政政もそういったもそういったもそういったもそういった

自自自自助助助助に対するに対するに対するに対する情情情情報提報提報提報提供や供や供や供や、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは学学学学習習習習をしてもらうような場ををしてもらうような場ををしてもらうような場ををしてもらうような場をどどどどんんんんどどどどんんんんどどどどんんんんどどどどん提ん提ん提ん提供供供供すすすす

ることがることがることがることが欠欠欠欠けけけけているのではないかと思いました。ているのではないかと思いました。ているのではないかと思いました。ているのではないかと思いました。

例例例例えばえばえばえば岐阜岐阜岐阜岐阜県の県の県の県のホホホホーーーームムムムページをページをページをページを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、過過過過去去去去のののの災災災災害害害害ののののデデデデーーーータタタタがすがすがすがすぐぐぐぐにににに見え見え見え見えるようになるようになるようになるようにな

ってます。ってます。ってます。ってます。加え加え加え加えてそのてそのてそのてその当時当時当時当時のののの災災災災害害害害を体を体を体を体験験験験をされた体をされた体をされた体をされた体験談験談験談験談がががが見見見見れるようになってます。また、れるようになってます。また、れるようになってます。また、れるようになってます。また、

そういったところでそういったところでそういったところでそういったところで自自自自助助助助に対するに対するに対するに対する啓啓啓啓発発発発と思いますと思いますと思いますと思いますけどけどけどけども、も、も、も、自自自自助助助助実実実実践践践践２００万２００万２００万２００万人運動人運動人運動人運動とととと題題題題しししし

て、全県て、全県て、全県て、全県民民民民挙挙挙挙げてげてげてげて自自自自助助助助のことをしっかりとのことをしっかりとのことをしっかりとのことをしっかりと底底底底上げしていきまし上げしていきまし上げしていきまし上げしていきましょょょょうよといううよといううよといううよという運動運動運動運動をををを銘打銘打銘打銘打っっっっ

ててててややややられている。このられている。このられている。このられている。こ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見見見見てててて非非非非常常常常にににに感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けけけけました。ました。ました。ました。

先先先先ほほほほどどどどのののの話じ話じ話じ話じゃゃゃゃないですないですないですないですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、心心心心配配配配はあるかもはあるかもはあるかもはあるかもわわわわからないからないからないからないけけけけれれれれどどどども、も、も、も、落落落落ちちちちついてかついてかついてかついてか

らららら戻戻戻戻るるるる選択選択選択選択もあったのになと。だもあったのになと。だもあったのになと。だもあったのになと。だけど戻けど戻けど戻けど戻ってしまった。ごってしまった。ごってしまった。ごってしまった。ご自身自身自身自身のののの意識意識意識意識がががが自分自分自分自分のののの命命命命ももももももももちちちちろろろろ

ん大事だん大事だん大事だん大事だけけけけれれれれどどどども、そっも、そっも、そっも、そっちちちちにいってしまったということをにいってしまったということをにいってしまったということをにいってしまったということを含含含含めると、めると、めると、めると、ややややはりはりはりはり自自自自助助助助に対するに対するに対するに対する

啓啓啓啓発発発発がががが必必必必要ではないかと思いました。要ではないかと思いました。要ではないかと思いました。要ではないかと思いました。

避難避難避難避難所所所所のののの問問問問題題題題とととと先先先先ほほほほどどどど申し上げました申し上げました申し上げました申し上げましたけどけどけどけども、も、も、も、早早早早いいいい段階段階段階段階で安全なところに一で安全なところに一で安全なところに一で安全なところに一旦旦旦旦はははは避難避難避難避難しししし

てもらう。てもらう。てもらう。てもらう。落落落落ちちちちついてからついてからついてからついてから帰帰帰帰れれれればばばばよいことであって、１００よいことであって、１００よいことであって、１００よいことであって、１００回回回回に１に１に１に１回回回回でもそういったでもそういったでもそういったでもそういった命命命命にににに

及ぶような及ぶような及ぶような及ぶような災災災災害害害害がががが来来来来るのであれるのであれるのであれるのであればばばば、安全なところに、安全なところに、安全なところに、安全なところに二二二二、、、、三三三三日は日は日は日は居居居居てもらうような体てもらうような体てもらうような体てもらうような体制制制制もももも必必必必

要ではないか。少し場要ではないか。少し場要ではないか。少し場要ではないか。少し場所所所所がががが離離離離れてても安全なれてても安全なれてても安全なれてても安全な避難避難避難避難所所所所をををを確保確保確保確保するするするする必必必必要があるのではないかと要があるのではないかと要があるのではないかと要があるのではないかと

思いました。あるところを思いました。あるところを思いました。あるところを思いました。あるところを使使使使うのではなくて、安全なうのではなくて、安全なうのではなくて、安全なうのではなくて、安全な避難避難避難避難所所所所をこれからはをこれからはをこれからはをこれからは考え考え考え考えていかなくていかなくていかなくていかなく

てはならないのではないかと思いますので、そのてはならないのではないかと思いますので、そのてはならないのではないかと思いますので、そのてはならないのではないかと思いますので、その点点点点が２が２が２が２点目点目点目点目。。。。

３３３３点目点目点目点目は、和は、和は、和は、和歌歌歌歌山県が山県が山県が山県が移移移移動動動動県県県県庁庁庁庁というものを今年度つくられます。というものを今年度つくられます。というものを今年度つくられます。というものを今年度つくられます。電電電電子子子子媒媒媒媒体を体を体を体を使使使使って、って、って、って、

アイアイアイアイパパパパッッッッドドドドをををを使使使使って、って、って、って、災災災災害害害害がががが起起起起こった。小さな村だこった。小さな村だこった。小さな村だこった。小さな村だけけけけでは対では対では対では対応応応応できない。今できない。今できない。今できない。今回回回回、県の職員、県の職員、県の職員、県の職員
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の皆さんも行っていただいてますの皆さんも行っていただいてますの皆さんも行っていただいてますの皆さんも行っていただいてますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、情情情情報収報収報収報収集集集集とととと言言言言っても、もうっても、もうっても、もうっても、もうばばばばららららばばばばらに入ってらに入ってらに入ってらに入って

きます。和きます。和きます。和きます。和歌歌歌歌山県に山県に山県に山県に聞聞聞聞きますと、きますと、きますと、きますと、移移移移動動動動県県県県庁庁庁庁どどどどうするのですかっていうと、それうするのですかっていうと、それうするのですかっていうと、それうするのですかっていうと、それぞぞぞぞれがれがれがれが持持持持っっっっ

ているているているている情情情情報を県が代報を県が代報を県が代報を県が代わわわわりにそこのりにそこのりにそこのりにそこの地域地域地域地域のののの自自自自治治治治体に代体に代体に代体に代わわわわってってってって外外外外に出してあげる。安に出してあげる。安に出してあげる。安に出してあげる。安否否否否確確確確認も認も認も認も

含含含含めて、また支めて、また支めて、また支めて、また支援物援物援物援物資、こういうもの足りま資、こういうもの足りま資、こういうもの足りま資、こういうもの足りませせせせんよと、こういう状況ですよということをんよと、こういう状況ですよということをんよと、こういう状況ですよということをんよと、こういう状況ですよということを

村の職員に代村の職員に代村の職員に代村の職員に代わわわわって県って県って県って県庁庁庁庁の方が行っての方が行っての方が行っての方が行って外外外外に出してあげるというに出してあげるというに出してあげるというに出してあげるというシシシシスススステムテムテムテムをををを構構構構築築築築したいってしたいってしたいってしたいって

いうことでした。いうことでした。いうことでした。いうことでした。自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊はははは自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊でででで情情情情報を報を報を報を持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃる。る。る。る。地域地域地域地域の方はの方はの方はの方は地域地域地域地域でででで持持持持ってってってって

いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃる。県もる。県もる。県もる。県もばばばばららららばばばばらな状況の中でだれが、らな状況の中でだれが、らな状況の中でだれが、らな状況の中でだれが、じじじじゃゃゃゃあ、まとめるのかということになあ、まとめるのかということになあ、まとめるのかということになあ、まとめるのかということにな

ると、今ると、今ると、今ると、今回回回回のののの反反反反省省省省点点点点ということでそういうということでそういうということでそういうということでそういう移移移移動動動動県県県県庁庁庁庁というというというというアイアイアイアイパパパパッッッッドドドドをををを使使使使ったったったった仕仕仕仕組み組み組み組みをさをさをさをさ

れるとれるとれるとれると聞聞聞聞きました。きました。きました。きました。非非非非常常常常にににに私私私私もももも現現現現場を場を場を場を見見見見た上でそれはた上でそれはた上でそれはた上でそれは必必必必要だなと思いましたので、そうい要だなと思いましたので、そうい要だなと思いましたので、そうい要だなと思いましたので、そうい

ったったったった取取取取りりりり組み組み組み組みについておについておについておについてお考え考え考え考えをををを聞聞聞聞きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

３つ３つ３つ３つ目目目目はもうはもうはもうはもう簡簡簡簡単単単単です。県です。県です。県です。県政政政政だより、今、県のだより、今、県のだより、今、県のだより、今、県のホホホホーーーームムムムページのページのページのページのアクセスアクセスアクセスアクセスが平成２２年度が平成２２年度が平成２２年度が平成２２年度

は３００万は３００万は３００万は３００万件件件件超超超超ええええていると出ていますていると出ていますていると出ていますていると出ていますけけけけれれれれどどどども、今も、今も、今も、今スマスマスマスマーーーートフトフトフトフォォォォンンンンとか、とか、とか、とか、タタタタブレブレブレブレットットットット型型型型のののの

端端端端末末末末がはがはがはがはややややってきました。ってきました。ってきました。ってきました。高高高高齢齢齢齢者の皆さんを者の皆さんを者の皆さんを者の皆さんを含含含含めてだれでもめてだれでもめてだれでもめてだれでも簡簡簡簡単単単単にににに使使使使ええええるようなるようなるようなるような時時時時代に入代に入代に入代に入

りました。県りました。県りました。県りました。県政政政政だよりもだよりもだよりもだよりも届届届届いていないところもたくさんありますので、いていないところもたくさんありますので、いていないところもたくさんありますので、いていないところもたくさんありますので、電電電電子子子子書書書書籍籍籍籍にして、にして、にして、にして、

みみみみんながそういうんながそういうんながそういうんながそういう端端端端末末末末でもいつでもでもいつでもでもいつでもでもいつでも気気気気軽軽軽軽にににに見見見見れるような体れるような体れるような体れるような体制制制制をとったらをとったらをとったらをとったらどどどどうかという提案うかという提案うかという提案うかという提案

でございます。でございます。でございます。でございます。

最後最後最後最後に、に、に、に、救救救救急急急急のののの問問問問題題題題です。です。です。です。妊妊妊妊産産産産婦婦婦婦のたらいのたらいのたらいのたらい回回回回しからしからしからしから救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送ののののルルルルーーーールルルルをつくって、さまをつくって、さまをつくって、さまをつくって、さま

ざまにざまにざまにざまに改善改善改善改善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流流流流れが出てきております。れが出てきております。れが出てきております。れが出てきております。非非非非常常常常に大事なことだと思います。に大事なことだと思います。に大事なことだと思います。に大事なことだと思います。

ことし奈良県ことし奈良県ことし奈良県ことし奈良県傷傷傷傷病病病病者の者の者の者の搬送受搬送受搬送受搬送受けけけけ入れ入れ入れ入れ実施実施実施実施に関するに関するに関するに関するルルルルーーーールルルルをつくられました。もうをつくられました。もうをつくられました。もうをつくられました。もう随随随随分分分分とととと半半半半

年年年年以以以以上経上経上経上経過過過過をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしましたけけけけれれれれどどどども、その状況についておも、その状況についておも、その状況についておも、その状況についてお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。よろをしたいと思います。よろをしたいと思います。よろをしたいと思います。よろ

しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監 私私私私からは２からは２からは２からは２点点点点おおおお答答答答ええええを申し上げさを申し上げさを申し上げさを申し上げ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。

ままままずずずず、、、、過過過過去去去去のののの災災災災害害害害にににに学学学学ぶことの大ぶことの大ぶことの大ぶことの大切切切切さということですさということですさということですさということですけけけけれれれれどどどども、おっしも、おっしも、おっしも、おっしゃゃゃゃったとおりだったとおりだったとおりだったとおりだ

と思います。と思います。と思います。と思います。東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災でも今でも今でも今でも今回回回回のののの台台台台風風風風災災災災害害害害でもでもでもでも改改改改めてそのように認めてそのように認めてそのように認めてそのように認識識識識をしております。をしております。をしております。をしております。

例例例例えばえばえばえば今今今今回回回回のののの台台台台風風風風につきましては、明につきましては、明につきましては、明につきましては、明治治治治２２年の２２年の２２年の２２年の十津十津十津十津川大川大川大川大水水水水害害害害とかなりとかなりとかなりとかなり似似似似通った通った通った通ったココココーーーーススススもももも

たたたたどどどどっております。そしてまた、っております。そしてまた、っております。そしてまた、っております。そしてまた、十津十津十津十津川大川大川大川大水水水水害害害害でででで形形形形成されました大成されました大成されました大成されました大畑畑畑畑瀞瀞瀞瀞というというというという土土土土砂砂砂砂ダムダムダムダム、、、、

現現現現在在在在にもにもにもにも残残残残っておりまして、決してそういったこともっておりまして、決してそういったこともっておりまして、決してそういったこともっておりまして、決してそういったことも忘忘忘忘れるれるれるれるべべべべきではないときではないときではないときではないと改改改改めて認めて認めて認めて認識識識識をををを

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

これまでもそういう経これまでもそういう経これまでもそういう経これまでもそういう経験験験験もももも踏踏踏踏ままままええええながら、ながら、ながら、ながら、水水水水害害害害、、、、土土土土砂砂砂砂災災災災害害害害対策を対策を対策を対策を進捗進捗進捗進捗してきていることしてきていることしてきていることしてきていること

は間は間は間は間違違違違いなくいなくいなくいなく言え言え言え言えるところでするところでするところでするところですけけけけれれれれどどどども、それでも今も、それでも今も、それでも今も、それでも今回回回回のののの台台台台風風風風でででで想想想想定定定定外外外外といいますか、対といいますか、対といいますか、対といいますか、対
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岸岸岸岸がががが崩崩崩崩れて川がれて川がれて川がれて川がせせせせきとめられて、そしてきとめられて、そしてきとめられて、そしてきとめられて、そして反反反反対対対対側側側側、あるいはその上、あるいはその上、あるいはその上、あるいはその上流流流流にににに水水水水ががががどどどどどどどどっとっとっとっと押押押押しししし寄寄寄寄

せせせせたとか、そんなこともたとか、そんなこともたとか、そんなこともたとか、そんなことも起起起起こっているこっているこっているこっているわけわけわけわけですので、そういうですので、そういうですので、そういうですので、そういう意意意意味味味味ではまた新しいではまた新しいではまた新しいではまた新しい教教教教訓訓訓訓がががが

出ているのかと思います。一つ一つき出ているのかと思います。一つ一つき出ているのかと思います。一つ一つき出ているのかと思います。一つ一つきちちちちんとんとんとんと積み重積み重積み重積み重ねねねねて、そしてまたそういうこともきて、そしてまたそういうこともきて、そしてまたそういうこともきて、そしてまたそういうこともきちちちち

んとんとんとんと踏踏踏踏ままままええええて、またて、またて、またて、また記記記記録録録録にもとりながら、これからもにもとりながら、これからもにもとりながら、これからもにもとりながら、これからも防災防災防災防災対策、対策、対策、対策、台台台台風風風風ははははじじじじめ、そういっため、そういっため、そういっため、そういった

ことを続ことを続ことを続ことを続けけけけてまいりたいと思っております。てまいりたいと思っております。てまいりたいと思っております。てまいりたいと思っております。

それからそれからそれからそれから避難避難避難避難場場場場所所所所のののの問問問問題題題題ですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、改改改改めてこれも今めてこれも今めてこれも今めてこれも今回回回回のののの台台台台風風風風災災災災害害害害をををを踏踏踏踏ままままええええて、安全て、安全て、安全て、安全

なななな避難避難避難避難所所所所のののの確保確保確保確保がががが重重重重要と認要と認要と認要と認識識識識しております。ただ、しております。ただ、しております。ただ、しております。ただ、実実実実際際際際問問問問題題題題としては危としては危としては危としては危険険険険性性性性のないのないのないのない避難避難避難避難所所所所

をををを身身身身近近近近なところですなところですなところですなところですぐぐぐぐにににに確保確保確保確保することはもうすることはもうすることはもうすることはもう困難困難困難困難ですので、ですので、ですので、ですので、ややややはりより安全にはりより安全にはりより安全にはりより安全に近近近近づけづけづけづけるるるる工工工工

夫が夫が夫が夫が必必必必要となってまいります。要となってまいります。要となってまいります。要となってまいります。

そうした中で、おっしそうした中で、おっしそうした中で、おっしそうした中で、おっしゃゃゃゃいましたように、特にこれはいましたように、特にこれはいましたように、特にこれはいましたように、特にこれは水水水水害害害害、、、、土土土土砂砂砂砂災災災災害害害害の場合にの場合にの場合にの場合に言え言え言え言えるとるとるとると

思うのです思うのです思うのです思うのですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、遠遠遠遠方の方の方の方の避難避難避難避難所所所所もももも指指指指定の対定の対定の対定の対象象象象にににに含含含含めて、めて、めて、めて、早目早目早目早目にそこに行にそこに行にそこに行にそこに行けけけけるように、るように、るように、るように、

移移移移動時動時動時動時間も間も間も間も考考考考慮慮慮慮してしてしてして早早早早いいいいタイタイタイタイミミミミングングングングでででで避難勧避難勧避難勧避難勧告を告を告を告を発発発発令令令令することも、することも、することも、することも、現実現実現実現実をををを見見見見据据据据ええええるとるとるとると有有有有効効効効

なななな手手手手だてではないかと認だてではないかと認だてではないかと認だてではないかと認識識識識しております。そういったこともしております。そういったこともしております。そういったこともしております。そういったことも防災防災防災防災計計計計画画画画のののの見直見直見直見直しにしにしにしに取取取取り入れり入れり入れり入れ

ながら、前ながら、前ながら、前ながら、前向向向向きにきにきにきに検検検検討討討討をしてまいりたいと思っております。をしてまいりたいと思っております。をしてまいりたいと思っております。をしてまいりたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長 市市市市村に代村に代村に代村に代わわわわって県からって県からって県からって県から情情情情報を報を報を報を早早早早くくくく発発発発信信信信するするするする手手手手だてはだてはだてはだてはどどどどうかというごうかというごうかというごうかというご

質質質質問問問問でした。県ではでした。県ではでした。県ではでした。県では東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災のののの際際際際にににに東東東東日本の日本の日本の日本の被被被被災災災災地へ地へ地へ地へ情情情情報収報収報収報収集集集集のためにのためにのためにのために連連連連絡絡絡絡員を員を員を員を派遣派遣派遣派遣

したという経したという経したという経したという経験験験験がありまして、今がありまして、今がありまして、今がありまして、今回回回回は９月６日には９月６日には９月６日には９月６日に五條五條五條五條市市市市、、、、十津十津十津十津川村に川村に川村に川村に連連連連絡絡絡絡員を員を員を員を派遣派遣派遣派遣しておしておしておしてお

ります。また、ります。また、ります。また、ります。また、後後後後日、野日、野日、野日、野迫迫迫迫川村にも川村にも川村にも川村にも連連連連絡絡絡絡員を員を員を員を派遣派遣派遣派遣しております。しております。しております。しております。発発発発災災災災当時当時当時当時、、、、十津十津十津十津川村にお川村にお川村にお川村にお

きましては、職員のきましては、職員のきましては、職員のきましては、職員の約約約約３３３３分分分分の１の方しかの１の方しかの１の方しかの１の方しか仕仕仕仕事につ事につ事につ事につけけけけなかったというなかったというなかったというなかったという情情情情報も県でとっており報も県でとっており報も県でとっており報も県でとっており

ましたので、そのためには２１ましたので、そのためには２１ましたので、そのためには２１ましたので、そのためには２１人人人人の県の職員もの県の職員もの県の職員もの県の職員も派遣派遣派遣派遣しております。しております。しております。しております。

委員ご委員ご委員ご委員ご指指指指摘摘摘摘のとおり、なかなかのとおり、なかなかのとおり、なかなかのとおり、なかなか市市市市町町町町村においては安村においては安村においては安村においては安否否否否確確確確認、認、認、認、被被被被災災災災者者者者リストリストリストリストのののの作作作作成等も成等も成等も成等も難難難難

しかったようで、しかったようで、しかったようで、しかったようで、十津十津十津十津川村に川村に川村に川村に派遣派遣派遣派遣したしたしたした連連連連絡絡絡絡員にはその員にはその員にはその員にはその業業業業務をま務をま務をま務をまずやずやずやずやれというれというれというれという指示指示指示指示も出しまも出しまも出しまも出しま

して、して、して、して、十津十津十津十津川村ではそういう川村ではそういう川村ではそういう川村ではそういう仕仕仕仕事を事を事を事をややややっていたっていたっていたっていた実実実実績績績績はあります。はあります。はあります。はあります。

今今今今回回回回、こうした、こうした、こうした、こうした連連連連絡絡絡絡調調調調整整整整員、員、員、員、反反反反省省省省点点点点もありますが、なかなかもありますが、なかなかもありますが、なかなかもありますが、なかなか有有有有効効効効であったと県ではであったと県ではであったと県ではであったと県では考え考え考え考え

ておりますので、今ておりますので、今ておりますので、今ておりますので、今後後後後、県、、県、、県、、県、市市市市町町町町村との間で村との間で村との間で村との間で情情情情報のより円報のより円報のより円報のより円滑滑滑滑なななな情情情情報収報収報収報収集集集集シシシシスススステムテムテムテムができるができるができるができる

ようにようにようにように考え考え考え考えていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。

○塩見広報広聴課長○塩見広報広聴課長○塩見広報広聴課長○塩見広報広聴課長 県県県県民民民民だより奈良について、だより奈良について、だより奈良について、だより奈良について、タタタタブレブレブレブレットットットット端端端端末末末末でもでもでもでも見見見見れるようにれるようにれるようにれるように電電電電子子子子書書書書

籍籍籍籍で提で提で提で提供供供供すれすれすれすればどばどばどばどうかといううかといううかといううかという点点点点でございます。でございます。でございます。でございます。

県県県県民民民民だより奈良につきましては、昭和４０年１０月１日からだより奈良につきましては、昭和４０年１０月１日からだより奈良につきましては、昭和４０年１０月１日からだより奈良につきましては、昭和４０年１０月１日から発発発発行しておりまして、行しておりまして、行しておりまして、行しておりまして、現現現現在在在在

５５万１，０００部を県内５５万１，０００部を県内５５万１，０００部を県内５５万１，０００部を県内各世帯各世帯各世帯各世帯にににに配配配配布布布布しております。また、しております。また、しております。また、しております。また、紙紙紙紙ベベベベーーーーススススでのでのでのでの発発発発行に行に行に行に加え加え加え加えまままま
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して、平成１２年度から奈良県のして、平成１２年度から奈良県のして、平成１２年度から奈良県のして、平成１２年度から奈良県のホホホホーーーームムムムページにページにページにページに掲掲掲掲載載載載を行っております。これは１９９０を行っております。これは１９９０を行っております。これは１９９０を行っております。これは１９９０

年代年代年代年代後半後半後半後半からからからからココココンンンンピュピュピュピューーーータタタターがーがーがーが普普普普及しまして、また及しまして、また及しまして、また及しまして、またインタインタインタインターーーーネットネットネットネットをををを利利利利用用用用するするするする環境環境環境環境がががが普普普普及及及及

したこととあしたこととあしたこととあしたこととあわせわせわせわせまして、奈良県でもまして、奈良県でもまして、奈良県でもまして、奈良県でもホホホホーーーームムムムページでページでページでページで掲掲掲掲載載載載を行ったものです。を行ったものです。を行ったものです。を行ったものです。

先先先先月月月月実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたアンアンアンアンケケケケーーーートトトト調調調調査によりますと、県査によりますと、県査によりますと、県査によりますと、県政政政政に関するに関するに関するに関する情情情情報を入報を入報を入報を入手手手手するするするする手手手手段段段段

としまして県としまして県としまして県としまして県民民民民だより奈良が９３％、だより奈良が９３％、だより奈良が９３％、だより奈良が９３％、ホホホホーーーームムムムページにつきましては４２％とのページにつきましては４２％とのページにつきましては４２％とのページにつきましては４２％との結果結果結果結果が出てが出てが出てが出て

おりまして、おりまして、おりまして、おりまして、ややややはり県はり県はり県はり県民民民民だより奈良のだより奈良のだより奈良のだより奈良の利利利利用用用用率が率が率が率が高高高高いいいい結果結果結果結果となっております。また、となっております。また、となっております。また、となっております。また、アンアンアンアンケケケケ

ーーーートトトトのののの自自自自由意由意由意由意見見見見をををを見見見見ておりますと、ておりますと、ておりますと、ておりますと、高高高高齢齢齢齢者におきましては者におきましては者におきましては者におきましては紙紙紙紙媒媒媒媒体での体での体での体での情情情情報提報提報提報提供供供供がががが使使使使いいいいややややすすすす

いといういといういといういという声声声声もいただいているところでございます。もいただいているところでございます。もいただいているところでございます。もいただいているところでございます。

委員ご委員ご委員ご委員ご指指指指摘摘摘摘のののの電電電電子子子子書書書書籍籍籍籍に関しましては、そのに関しましては、そのに関しましては、そのに関しましては、その市市市市場規模が場規模が場規模が場規模が非非非非常常常常にににに拡拡拡拡大しておりまして、２大しておりまして、２大しておりまして、２大しておりまして、２

００２年から２０１０年の間で６５００２年から２０１０年の間で６５００２年から２０１０年の間で６５００２年から２０１０年の間で６５倍倍倍倍、、、、市市市市場規模で１０億円から６５０億円と場規模で１０億円から６５０億円と場規模で１０億円から６５０億円と場規模で１０億円から６５０億円と拡拡拡拡大してお大してお大してお大してお

りまして、りまして、りまして、りまして、現現現現在在在在出出出出版市版市版市版市場の３％の規模でございます。ただ、場の３％の規模でございます。ただ、場の３％の規模でございます。ただ、場の３％の規模でございます。ただ、課題課題課題課題といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、電電電電子子子子

書書書書籍籍籍籍ののののデデデデーーーータタタタををををパソパソパソパソココココンやアインやアインやアインやアイパパパパッッッッドドドド、また、また、また、またアイフアイフアイフアイフォォォォーーーーンンンンななななどどどどのののの端端端端末末末末にににに向け向け向け向けて提て提て提て提供供供供するにするにするにするに

は、それらのは、それらのは、それらのは、それらの端端端端末末末末に合に合に合に合わせわせわせわせた規た規た規た規格格格格がががが必必必必要となっておりまして、要となっておりまして、要となっておりまして、要となっておりまして、現現現現在在在在、総務、総務、総務、総務省省省省を中を中を中を中心心心心に規に規に規に規格格格格

のののの統統統統一に一に一に一に向け向け向け向けたたたた研究研究研究研究が行が行が行が行わわわわれておるところでございます。れておるところでございます。れておるところでございます。れておるところでございます。

情情情情報提報提報提報提供供供供を行うを行うを行うを行うツツツツーーーールルルルのののの拡拡拡拡充という充という充という充という観観観観点点点点からからからから見見見見ますと、委員ごますと、委員ごますと、委員ごますと、委員ご指指指指摘摘摘摘のののの持持持持ち運ち運ち運ち運びできるびできるびできるびできるタタタタ

ブレブレブレブレットットットット端端端端末末末末による県による県による県による県民民民民だより奈良のだより奈良のだより奈良のだより奈良の情情情情報提報提報提報提供供供供については、今については、今については、今については、今後後後後の状況をの状況をの状況をの状況を見見見見ながらながらながらながら検検検検討討討討しししし

ていくていくていくていくべべべべきものだときものだときものだときものだと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 搬送搬送搬送搬送ルルルルーーーールルルルのののの効果効果効果効果と今と今と今と今後後後後のののの進進進進め方についてでめ方についてでめ方についてでめ方についてで

ございます。本県では円ございます。本県では円ございます。本県では円ございます。本県では円滑滑滑滑なななな救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送をををを目指目指目指目指してしてしてして搬送搬送搬送搬送ルルルルーーーールルルルを策定いたしまして、ことしを策定いたしまして、ことしを策定いたしまして、ことしを策定いたしまして、ことし

の１月３１日からの１月３１日からの１月３１日からの１月３１日から運用運用運用運用を開を開を開を開始始始始いたしました。そのいたしました。そのいたしました。そのいたしました。その後後後後の状況でございます。の状況でございます。の状況でございます。の状況でございます。搬送搬送搬送搬送運用後運用後運用後運用後のののの搬搬搬搬

送送送送時時時時間、これは１１９間、これは１１９間、これは１１９間、これは１１９番番番番通報があってから通報があってから通報があってから通報があってから医医医医師師師師に引きに引きに引きに引き渡渡渡渡すまでのすまでのすまでのすまでの時時時時間でございます。その間でございます。その間でございます。その間でございます。その

搬送搬送搬送搬送時時時時間につきましては、間につきましては、間につきましては、間につきましては、当当当当初は初は初は初は運用運用運用運用間もないこともあって一間もないこともあって一間もないこともあって一間もないこともあって一旦旦旦旦ちちちちょょょょっとっとっとっと悪悪悪悪化をいたしま化をいたしま化をいたしま化をいたしま

したが、そのしたが、そのしたが、そのしたが、その後後後後、、、、改善改善改善改善傾傾傾傾向向向向をををを示示示示しております。ただ、大しております。ただ、大しております。ただ、大しております。ただ、大幅幅幅幅にににに改善改善改善改善ということにはということにはということにはということには至至至至っておっておっておってお

りまりまりまりませせせせんでして、まだ大きなんでして、まだ大きなんでして、まだ大きなんでして、まだ大きな目立目立目立目立ったったったった効果効果効果効果はあらはあらはあらはあらわわわわれていないのがれていないのがれていないのがれていないのが現現現現状でございます。状でございます。状でございます。状でございます。

こういったことから県としてはこういったことから県としてはこういったことから県としてはこういったことから県としては医医医医療療療療機関と機関と機関と機関と消防消防消防消防機関の機関の機関の機関の実実実実務者務者務者務者レレレレベベベベルルルルでのでのでのでの意意意意見見見見交交交交換換換換会を会を会を会をやややや

ろうということで、７月６日と８月３０日に開催をいたしました。そしてろうということで、７月６日と８月３０日に開催をいたしました。そしてろうということで、７月６日と８月３０日に開催をいたしました。そしてろうということで、７月６日と８月３０日に開催をいたしました。そして互互互互いにいにいにいに問問問問題点題点題点題点をををを

出し合い、出し合い、出し合い、出し合い、どどどどうしたらいいのか議うしたらいいのか議うしたらいいのか議うしたらいいのか議論論論論し合う、こういうことを２し合う、こういうことを２し合う、こういうことを２し合う、こういうことを２回や回や回や回やりました。今りました。今りました。今りました。今後後後後はさらはさらはさらはさら

にににに具具具具体体体体的的的的にににに遅遅遅遅くなってる事案をとらくなってる事案をとらくなってる事案をとらくなってる事案をとらええええて、て、て、て、どどどどうしてうしてうしてうして遅遅遅遅いことになっているのか、いことになっているのか、いことになっているのか、いことになっているのか、原因追原因追原因追原因追及及及及

すると。その対すると。その対すると。その対すると。その対応応応応策も策も策も策も考え考え考え考えてさらに議てさらに議てさらに議てさらに議論論論論をををを深深深深めていくということでめていくということでめていくということでめていくということで継継継継続続続続的的的的ににににややややっていきたっていきたっていきたっていきた

い、このように思っています。それとあい、このように思っています。それとあい、このように思っています。それとあい、このように思っています。それとあわせわせわせわせて、て、て、て、傷傷傷傷病病病病別に別に別に別に搬送搬送搬送搬送状況を状況を状況を状況を分析分析分析分析をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、
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患患患患者の者の者の者の症症症症状に合った状に合った状に合った状に合った病院病院病院病院にににに運ば運ば運ば運ばれているのかれているのかれているのかれているのかどどどどうか、こういったこともうか、こういったこともうか、こういったこともうか、こういったこともややややはりはりはりはり確確確確認する認する認する認する必必必必

要があるということで、要があるということで、要があるということで、要があるということで、現現現現在デ在デ在デ在デーーーータ分析タ分析タ分析タ分析を行っているところでございます。を行っているところでございます。を行っているところでございます。を行っているところでございます。

さらに、もう１さらに、もう１さらに、もう１さらに、もう１点点点点は、は、は、は、遅遅遅遅くとも１１月にはくとも１１月にはくとも１１月にはくとも１１月には運用運用運用運用したいと思ってるんですが、したいと思ってるんですが、したいと思ってるんですが、したいと思ってるんですが、消防消防消防消防本部と本部と本部と本部と

すすすすべべべべてのてのてのての救救救救急車急車急車急車ににににアイアイアイアイパパパパッッッッドドドドをををを配配配配備をいたしまして、備をいたしまして、備をいたしまして、備をいたしまして、ｅｅｅｅ－－－－ＭＭＭＭＡＡＡＡＴＴＴＴＣＣＣＣＨＨＨＨシシシシスススステムテムテムテムのののの運用運用運用運用を開を開を開を開

始始始始することとしています。また、することとしています。また、することとしています。また、することとしています。また、消防消防消防消防機関だ機関だ機関だ機関だけけけけではなくて、今ではなくて、今ではなくて、今ではなくて、今後後後後、、、、医医医医療療療療機関にも機関にも機関にも機関にも随随随随時時時時導導導導入入入入

をして、をして、をして、をして、双双双双方が方が方が方がリアルタイリアルタイリアルタイリアルタイムムムムなななな情情情情報を報を報を報を共共共共有有有有することがすることがすることがすることが非非非非常常常常にににに効果的効果的効果的効果的と認められますので、と認められますので、と認められますので、と認められますので、

こういったことをこういったことをこういったことをこういったことを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

いいいいずずずずれにしても、れにしても、れにしても、れにしても、医医医医療療療療機関と機関と機関と機関と消防消防消防消防機関が機関が機関が機関が連連連連携協携協携協携協力力力力しないとなかなかもってしないとなかなかもってしないとなかなかもってしないとなかなかもって改善改善改善改善できまできまできまできませせせせ

んので、こういったんので、こういったんので、こういったんので、こういった取取取取りりりり組み組み組み組みをををを継継継継続続続続的的的的ににににややややってってってって改善改善改善改善にににに向向向向かってかってかってかって努努努努めていきたいと思っていめていきたいと思っていめていきたいと思っていめていきたいと思ってい

ます。ます。ます。ます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

台台台台風風風風のののの災災災災害害害害については今ごについては今ごについては今ごについては今ご答弁答弁答弁答弁がございましたがございましたがございましたがございましたけけけけれれれれどどどども、まだまだこれから行方不明のも、まだまだこれから行方不明のも、まだまだこれから行方不明のも、まだまだこれから行方不明の

方を一日でも方を一日でも方を一日でも方を一日でも早早早早くくくく救助救助救助救助するという一するという一するという一するという一番番番番のののの目的目的目的目的もございますし、これから大もございますし、これから大もございますし、これから大もございますし、これから大変変変変寒寒寒寒いいいい冬冬冬冬に入っに入っに入っに入っ

てまいります。てまいります。てまいります。てまいります。取取取取りりりり組組組組んでいただいてる方んでいただいてる方んでいただいてる方んでいただいてる方 々々々々、あるいは今なお、あるいは今なお、あるいは今なお、あるいは今なお避難避難避難避難をされている方をされている方をされている方をされている方 々々々々の健の健の健の健

康康康康状状状状態態態態も大も大も大も大変変変変心心心心配配配配になってまいりますになってまいりますになってまいりますになってまいりますけけけけれれれれどどどども、引き続き県の関係者の皆さん、も、引き続き県の関係者の皆さん、も、引き続き県の関係者の皆さん、も、引き続き県の関係者の皆さん、消防消防消防消防あるあるあるある

いは警察、いは警察、いは警察、いは警察、自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊もももも含含含含めて、対めて、対めて、対めて、対応応応応していただいております。健していただいております。健していただいております。健していただいております。健康康康康にはにはにはには十十十十分分分分ごごごご留留留留意意意意をいただをいただをいただをいただ

きますようお願い申し上げたいと思います。きますようお願い申し上げたいと思います。きますようお願い申し上げたいと思います。きますようお願い申し上げたいと思います。

その上で、１その上で、１その上で、１その上で、１点点点点だだだだけけけけ、これは要、これは要、これは要、これは要望望望望です。です。です。です。災災災災害害害害に対する対に対する対に対する対に対する対応応応応の中で、の中で、の中で、の中で、自自自自助助助助という部という部という部という部分分分分にもにもにもにも

う少しう少しう少しう少し着着着着目目目目をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、先先先先ほほほほどどどど申し上げたように、本申し上げたように、本申し上げたように、本申し上げたように、本当当当当にににに残念残念残念残念なななな結果結果結果結果になった、になった、になった、になった、私私私私

はもうはもうはもうはもう非非非非常常常常にににに重重重重くくくく受受受受けけけけとめておりますとめておりますとめておりますとめておりますけどけどけどけども、こういったことがないようにも、こういったことがないようにも、こういったことがないようにも、こういったことがないように何何何何かかかか取取取取りりりり組み組み組み組み

をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。

それから県それから県それから県それから県政政政政だよりのだよりのだよりのだよりの電電電電子子子子版版版版につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ぜぜぜぜひひひひとももうこれからのとももうこれからのとももうこれからのとももうこれからの時時時時代でございま代でございま代でございま代でございま

すので、一日もすので、一日もすので、一日もすので、一日も早早早早くそういったおくそういったおくそういったおくそういったお取取取取りりりり組み組み組み組みをお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。

最後最後最後最後に、に、に、に、救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送のののの件件件件ですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、ｅｅｅｅ－－－－ＭＭＭＭＡＡＡＡＴＴＴＴＣＣＣＣＨＨＨＨシシシシスススステムテムテムテムについてはについてはについてはについては詳細詳細詳細詳細にご説明にご説明にご説明にご説明

もももも受受受受けけけけましたましたましたましたけけけけれれれれどどどども、も、も、も、妊妊妊妊産産産産婦婦婦婦のののの問問問問題題題題もありましたもありましたもありましたもありましたけけけけれれれれどどどども、も、も、も、受受受受けけけけ入れ入れ入れ入れ側側側側のののの問問問問題題題題とそれかとそれかとそれかとそれか

らららら搬送搬送搬送搬送するするするする側側側側ののののマッチングマッチングマッチングマッチングがうまくいっているかがうまくいっているかがうまくいっているかがうまくいっているかどどどどうか。そこにうか。そこにうか。そこにうか。そこに当当当当たるたるたるたる情情情情報が報が報が報がリアルタイリアルタイリアルタイリアルタイ

ムムムムかかかかどどどどうかということでございます。うかということでございます。うかということでございます。うかということでございます。救救救救急車急車急車急車にはそういったにはそういったにはそういったにはそういった情情情情報報報報端端端端末末末末をををを載載載載せせせせるということるということるということるということ

で、あとはで、あとはで、あとはで、あとは病院病院病院病院側側側側のののの問問問問題題題題かと思っています。いまだにかと思っています。いまだにかと思っています。いまだにかと思っています。いまだに紙紙紙紙ベベベベーーーーススススででででややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるといるといるといるとい

うことはあのときのうことはあのときのうことはあのときのうことはあのときの地域地域地域地域医医医医療療療療等対策等対策等対策等対策協協協協議会の中での議議会の中での議議会の中での議議会の中での議論論論論はまだ生かされていないと思ってはまだ生かされていないと思ってはまだ生かされていないと思ってはまだ生かされていないと思って

おりますので、またこれはおりますので、またこれはおりますので、またこれはおりますので、またこれは医医医医療療療療のののの分分分分野でお野でお野でお野でお聞聞聞聞きをしたいと思います。きをしたいと思います。きをしたいと思います。きをしたいと思います。
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もうもうもうもう時時時時間がございま間がございま間がございま間がございませせせせんので、んので、んので、んので、終終終終わわわわります。ありがとうございました。ります。ありがとうございました。ります。ありがとうございました。ります。ありがとうございました。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ごごごご協協協協力力力力ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 ３３３３点点点点おおおお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

ままままず最ず最ず最ず最初に、初に、初に、初に、消防消防消防消防広広広広域域域域化のことです化のことです化のことです化のことですけけけけれれれれどどどども、広も、広も、広も、広域域域域化が化が化が化が推進推進推進推進されておりますが、されておりますが、されておりますが、されておりますが、取取取取りりりり組組組組

みみみみの状況はの状況はの状況はの状況はどどどどうなのかということです。うなのかということです。うなのかということです。うなのかということです。協協協協議会では議会では議会では議会では各各各各市市市市町町町町村から広村から広村から広村から広域域域域化に対しての化に対しての化に対しての化に対してのメリッメリッメリッメリッ

トトトトがががが感感感感じじじじられないというられないというられないというられないという意意意意見見見見が出されているとが出されているとが出されているとが出さ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けけけけれれれれどどどども、も、も、も、具具具具体体体体的的的的にはにはにはにはどどどどうううう

いう内いう内いう内いう内容容容容なのか、おなのか、おなのか、おなのか、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 消防消防消防消防広広広広域域域域化についてのお化についてのお化についてのお化についてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

今の今の今の今の取取取取りりりり組み組み組み組み状況でございますが、広状況でございますが、広状況でございますが、広状況でございますが、広域域域域化化化化協協協協議会が平成２１年４月に議会が平成２１年４月に議会が平成２１年４月に議会が平成２１年４月に設設設設置置置置されまして、そされまして、そされまして、そされまして、そ

のののの後後後後、、、、協協協協議されてまいりました。そして本年４月の議されてまいりました。そして本年４月の議されてまいりました。そして本年４月の議されてまいりました。そして本年４月の協協協協議会総会におきまして経議会総会におきまして経議会総会におきまして経議会総会におきまして経費負担費負担費負担費負担等を等を等を等を

速速速速ややややかにかにかにかに詰詰詰詰めるめるめるめるべべべべきとのきとのきとのきとの意意意意見見見見が出されました。それをが出されました。それをが出されました。それをが出されました。それを受受受受けけけけて、１３て、１３て、１３て、１３消防消防消防消防本部の管理者から本部の管理者から本部の管理者から本部の管理者から

成る、成る、成る、成る、市市市市町町町町村長でございますが、小委員会が７月に村長でございますが、小委員会が７月に村長でございますが、小委員会が７月に村長でございますが、小委員会が７月に設設設設置置置置をされました。そしてをされました。そしてをされました。そしてをされました。そして現現現現在在在在、経、経、経、経費費費費

負担負担負担負担等について等について等について等について具具具具体の体の体の体の検検検検討討討討が行が行が行が行わわわわれてる状況です。れてる状況です。れてる状況です。れてる状況です。

県といたしましては、平成２５年４月に県といたしましては、平成２５年４月に県といたしましては、平成２５年４月に県といたしましては、平成２５年４月に現現現現場部場部場部場部門門門門、、、、完完完完全全全全統統統統合するのはなかなか合するのはなかなか合するのはなかなか合するのはなかなか困難困難困難困難であであであであ

るとの思いから、８月るとの思いから、８月るとの思いから、８月るとの思いから、８月下下下下旬旬旬旬にににに各消防各消防各消防各消防本部の管理者である本部の管理者である本部の管理者である本部の管理者である市市市市町町町町村長に村長に村長に村長に段階段階段階段階的的的的一一一一元元元元化、化、化、化、徐徐徐徐 々々々々にににに

ややややっていってはっていってはっていってはっていってはどどどどうかということを提案いたしました。うかということを提案いたしました。うかということを提案いたしました。うかということを提案いたしました。市市市市町町町町村の村の村の村の財政財政財政財政状況が状況が状況が状況が厳厳厳厳しい中で、しい中で、しい中で、しい中で、

ススススケケケケーーーールメリットルメリットルメリットルメリットを出す、を出す、を出す、を出す、組組組組織織織織の合理化をの合理化をの合理化をの合理化を図図図図りながらりながらりながらりながら現現現現場の要員を場の要員を場の要員を場の要員を増強増強増強増強して、県全体のして、県全体のして、県全体のして、県全体の消消消消

防防防防力力力力を上げるというを上げるというを上げるというを上げるという考え考え考え考え方でございます。方でございます。方でございます。方でございます。

現現現現在在在在の状況は、の状況は、の状況は、の状況は、台台台台風風風風がががが起起起起こりましたので、一こりましたので、一こりましたので、一こりましたので、一時時時時そのそのそのその協協協協議が議が議が議がストップストップストップストップしていたしていたしていたしていたわけわけわけわけでござでござでござでござ

いますいますいますいますけけけけれれれれどどどど、９月、９月、９月、９月下下下下旬旬旬旬からからからから市市市市町町町町村の村の村の村の財政担当財政担当財政担当財政担当職員も職員も職員も職員も含含含含めためためためたワワワワーーーーキキキキングチングチングチングチーーーームムムム、、、、グルグルグルグルーーーーププププ

ができまして、そこで今ができまして、そこで今ができまして、そこで今ができまして、そこで今現現現現在在在在、、、、個個個個別に別に別に別に具具具具体体体体的的的的な経な経な経な経費負担費負担費負担費負担等の議等の議等の議等の議論論論論が行が行が行が行わわわわれております。それております。それております。それております。そ

のののの後後後後、小委員会の、小委員会の、小委員会の、小委員会の協協協協議を経て、年度内には合議を経て、年度内には合議を経て、年度内には合議を経て、年度内には合意意意意形形形形成に成に成に成に持持持持っていくというっていくというっていくというっていくという考え考え考え考え方で方で方で方で進進進進められめられめられめられ

ております。ております。ております。ております。

このこのこのこのメリットメリットメリットメリットがががが感感感感じじじじられないというられないというられないというられないという話話話話は、前は、前は、前は、前回回回回のののの協協協協議会の中ではそういう議会の中ではそういう議会の中ではそういう議会の中ではそういう話話話話ではなしに、ではなしに、ではなしに、ではなしに、

市市市市町町町町村としては村としては村としては村としてはメリットメリットメリットメリットを出してほしいと。を出してほしいと。を出してほしいと。を出してほしいと。当当当当然然然然消防消防消防消防力力力力のののの強強強強化は上げていってほしいと。化は上げていってほしいと。化は上げていってほしいと。化は上げていってほしいと。

当当当当然然然然上げていくのが広上げていくのが広上げていくのが広上げていくのが広域域域域化の化の化の化の目的目的目的目的だだだだけけけけれれれれどどどども、広も、広も、広も、広域域域域化は化は化は化はススススケケケケーーーールメリットルメリットルメリットルメリットがあるだろうと。があるだろうと。があるだろうと。があるだろうと。

合理化合理化合理化合理化メリットメリットメリットメリットを出してほしいというを出してほしいというを出してほしいというを出してほしいという市市市市町町町町村長の村長の村長の村長の意意意意見見見見がありまして、それもがありまして、それもがありまして、それもがありまして、それも含含含含めて今、経めて今、経めて今、経めて今、経

費負担費負担費負担費負担等の中で等の中で等の中で等の中で検検検検討討討討していくことでしていくことでしていくことでしていくことで作業作業作業作業をされている状況でございます。をされている状況でございます。をされている状況でございます。をされている状況でございます。以以以以上でございま上でございま上でございま上でございま

す。す。す。す。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 おおおお伺伺伺伺いいたしましたが、いいたしましたが、いいたしましたが、いいたしましたが、私私私私がががが聞聞聞聞いているいているいているいている話話話話では、では、では、では、メリットメリットメリットメリットがががが感感感感じじじじられないとられないとられないとられないと
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いういういういう声声声声がいろいろ出たとがいろいろ出たとがいろいろ出たとがいろいろ出たと聞聞聞聞いております。全国の状況をおいております。全国の状況をおいております。全国の状況をおいております。全国の状況をお聞聞聞聞きいたしましたら、全県で１きいたしましたら、全県で１きいたしましたら、全県で１きいたしましたら、全県で１

つのつのつのつの消防消防消防消防本部を本部を本部を本部を目指目指目指目指していた県が１３県あったということですしていた県が１３県あったということですしていた県が１３県あったということですしていた県が１３県あったということですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、現現現現状では状では状では状では実現実現実現実現困困困困

難難難難で９県がで９県がで９県がで９県が協協協協議を議を議を議をストップストップストップストップされたと。されたと。されたと。されたと。現現現現在在在在、、、、検検検検討討討討中は中は中は中は栃木栃木栃木栃木県、山県、山県、山県、山梨梨梨梨県、県、県、県、沖縄沖縄沖縄沖縄県、奈良県と県、奈良県と県、奈良県と県、奈良県と

いうことらしいですいうことらしいですいうことらしいですいうことらしいですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、栃木栃木栃木栃木県でも一本化の議県でも一本化の議県でも一本化の議県でも一本化の議論論論論はははは暗礁暗礁暗礁暗礁にににに乗乗乗乗り上げていると。山り上げていると。山り上げていると。山り上げていると。山梨梨梨梨

県は県は県は県は給料や給料や給料や給料や充足率、あるいは充足率、あるいは充足率、あるいは充足率、あるいは施設施設施設施設、、、、車車車車両両両両等の等の等の等の格格格格差差差差をををを是是是是正することが正することが正することが正することが難難難難しいということで、しいということで、しいということで、しいということで、

これがこれがこれがこれが解解解解決できないと。それから決できないと。それから決できないと。それから決できないと。それから沖縄沖縄沖縄沖縄県では県では県では県では既既既既に３に３に３に３市市市市がががが離離離離脱脱脱脱をして、をして、をして、をして、最最最最近近近近那覇那覇那覇那覇市市市市がががが離離離離脱脱脱脱をををを

決めたということでなかなかまとまらないと。お決めたということでなかなかまとまらないと。お決めたということでなかなかまとまらないと。お決めたということでなかなかまとまらないと。お聞聞聞聞きしておりますと、きしておりますと、きしておりますと、きしておりますと、市市市市町町町町村間の村間の村間の村間の格格格格差差差差がががが

大きいところでは大きいところでは大きいところでは大きいところでは是是是是正していくことで正していくことで正していくことで正していくことで非非非非常常常常にににに難難難難しさがあると。特に大きいしさがあると。特に大きいしさがあると。特に大きいしさがあると。特に大きい市市市市でのでのでのでのメリットメリットメリットメリット

がないということががないということががないということががないということがネックネックネックネックになっているように思います。になっているように思います。になっているように思います。になっているように思います。

奈良県におきましても、奈良奈良県におきましても、奈良奈良県におきましても、奈良奈良県におきましても、奈良市市市市とととと他他他他のののの市市市市町町町町村との村との村との村との格格格格差差差差がかなり大きくあります。がかなり大きくあります。がかなり大きくあります。がかなり大きくあります。消防消防消防消防力力力力

の充足率での充足率での充足率での充足率で見見見見ましても平ましても平ましても平ましても平均均均均は６３％でありますが、は６３％でありますが、は６３％でありますが、は６３％でありますが、高高高高いところは８０％、いところは８０％、いところは８０％、いところは８０％、低低低低いところは４いところは４いところは４いところは４

６％で、６％で、６％で、６％で、非非非非常常常常にににに差差差差があります。ですから、県としても今のおがあります。ですから、県としても今のおがあります。ですから、県としても今のおがあります。ですから、県としても今のお話話話話で平成２５年４月にで平成２５年４月にで平成２５年４月にで平成２５年４月に完完完完全一全一全一全一

本化というのは本化というのは本化というのは本化というのは困難困難困難困難だという判断をされたということでありますから、だという判断をされたということでありますから、だという判断をされたということでありますから、だという判断をされたということでありますから、私私私私としてはとしてはとしてはとしては非非非非常常常常にににに

今今今今後後後後もももも難難難難しさがあるのではないかと思っております。しさがあるのではないかと思っております。しさがあるのではないかと思っております。しさがあるのではないかと思っております。

今今今今後後後後のののの見見見見通しということは通しということは通しということは通しということは先先先先ほほほほどどどどおおおお聞聞聞聞きしましたので、あきしましたので、あきしましたので、あきしましたので、あええええてもうてもうてもうてもう聞聞聞聞きまきまきまきませせせせんが、松んが、松んが、松んが、松丸丸丸丸

知事知事知事知事公公公公室室室室次次次次長も長も長も長も言わ言わ言わ言われましたように、れましたように、れましたように、れましたように、消防消防消防消防力力力力のののの強強強強化につながらないとい化につながらないとい化につながらないとい化につながらないといけけけけないということないということないということないということ

はははは当当当当然然然然そのとおりで、知事はこの前、そのとおりで、知事はこの前、そのとおりで、知事はこの前、そのとおりで、知事はこの前、先先先先に一本化してからに一本化してからに一本化してからに一本化してから強強強強化を化を化を化を図図図図るんだとるんだとるんだとるんだと言わ言わ言わ言われましたれましたれましたれました

けけけけれれれれどどどども、それはも、それはも、それはも、それは逆逆逆逆さまで、日さまで、日さまで、日さまで、日常的常的常的常的にににに身身身身近近近近にににに整整整整備していくという備していくという備していくという備していくという強強強強化をま化をま化をま化をまずやずやずやずやっていくこっていくこっていくこっていくこ

とが大事だと思います。大きいところから少ないところとが大事だと思います。大きいところから少ないところとが大事だと思います。大きいところから少ないところとが大事だと思います。大きいところから少ないところへ余へ余へ余へ余裕裕裕裕があれがあれがあれがあれば回ば回ば回ば回していったらいしていったらいしていったらいしていったらい

いと思いますいと思いますいと思いますいと思いますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、現現現現状はそれだ状はそれだ状はそれだ状はそれだけけけけのののの余余余余裕裕裕裕がないがないがないがない実態実態実態実態がありますから、がありますから、がありますから、がありますから、ややややはり今のはり今のはり今のはり今のやややや

り方はり方はり方はり方は考え考え考え考え方そのものを方そのものを方そのものを方そのものを改改改改めるめるめるめるべべべべきだと思います。きだと思います。きだと思います。きだと思います。

それとそれとそれとそれとデデデデジジジジタルタルタルタル化な化な化な化などどどどでででで非非非非常常常常にににに費用費用費用費用がかさがかさがかさがかさむ問む問む問む問題題題題もももも指指指指摘摘摘摘をされておりますをされておりますをされておりますをされておりますけけけけれれれれどどどども、こも、こも、こも、こ

れはれはれはれは消防消防消防消防本部を本部を本部を本部を必ず必ず必ず必ずしも一本にしなくてもしも一本にしなくてもしも一本にしなくてもしも一本にしなくても共同共同共同共同でででで導導導導入するという方入するという方入するという方入するという方法法法法もあるのではないかもあるのではないかもあるのではないかもあるのではないか

と思うのですが、そのと思うのですが、そのと思うのですが、そのと思うのですが、その辺辺辺辺のののの工工工工夫もしていただきたいと思います。夫もしていただきたいと思います。夫もしていただきたいと思います。夫もしていただきたいと思います。

次次次次に、２に、２に、２に、２問問問問目目目目、、、、台台台台風風風風１２号の１２号の１２号の１２号の被被被被災災災災者支者支者支者支援援援援についてです。ようについてです。ようについてです。ようについてです。ようややややくくくく仮仮仮仮設設設設住宅住宅住宅住宅のののの建設建設建設建設がががが始始始始まままま

るということでありますが、かなりるということでありますが、かなりるということでありますが、かなりるということでありますが、かなり時時時時間がたって間がたって間がたって間がたって多多多多くの皆さん、ご苦労なさってらっしくの皆さん、ご苦労なさってらっしくの皆さん、ご苦労なさってらっしくの皆さん、ご苦労なさってらっしゃゃゃゃ

ると思っております。ると思っております。ると思っております。ると思っております。

家家家家屋屋屋屋がががが被被被被災災災災されました皆さんされました皆さんされました皆さんされました皆さんへへへへの対の対の対の対応応応応につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、住宅応住宅応住宅応住宅応急急急急修修修修理理理理制制制制度、あるいは度、あるいは度、あるいは度、あるいは被被被被

災災災災者生活者生活者生活者生活再建再建再建再建支支支支援援援援法法法法によるによるによるによる住宅住宅住宅住宅再建再建再建再建の支の支の支の支援援援援があります。今があります。今があります。今があります。今回回回回のののの災災災災害害害害でででで被被被被災災災災者生活者生活者生活者生活再建再建再建再建支支支支援援援援

法法法法はははは適適適適用用用用要要要要件件件件がががが非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しくて、しくて、しくて、しくて、戸戸戸戸数数数数のののの制制制制限ですとか、いろんな限ですとか、いろんな限ですとか、いろんな限ですとか、いろんな問問問問題題題題がありました。県はがありました。県はがありました。県はがありました。県は
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独独独独自自自自に対策をに対策をに対策をに対策を考え考え考え考えていただくということで、このていただくということで、このていただくということで、このていただくということで、この点点点点については一については一については一については一歩歩歩歩前前前前進進進進だとだとだとだと評価評価評価評価をいたしをいたしをいたしをいたし

ます。ます。ます。ます。

しかし、国のしかし、国のしかし、国のしかし、国の被被被被災災災災者生活支者生活支者生活支者生活支援援援援法法法法がががが適適適適用用用用される場合は、全される場合は、全される場合は、全される場合は、全壊壊壊壊もしくは大規模もしくは大規模もしくは大規模もしくは大規模半半半半壊壊壊壊ののののみみみみといといといとい

うことですから、うことですから、うことですから、うことですから、実実実実際際際際にこれがにこれがにこれがにこれが完完完完全にす全にす全にす全にすべべべべての方にての方にての方にての方に適適適適用用用用できるものなのかなというできるものなのかなというできるものなのかなというできるものなのかなという点点点点でででで問問問問

題題題題があると思っています。があると思っています。があると思っています。があると思っています。

他他他他府府府府県もいろいろ県もいろいろ県もいろいろ県もいろいろ調調調調べべべべてててて見見見見ましたら、国の対ましたら、国の対ましたら、国の対ましたら、国の対象象象象にならないにならないにならないにならない半半半半壊壊壊壊、あるいは一部、あるいは一部、あるいは一部、あるいは一部損壊損壊損壊損壊にににに例例例例

えばえばえばえば上限１００万円の支上限１００万円の支上限１００万円の支上限１００万円の支援援援援を行うですとか、を行うですとか、を行うですとか、を行うですとか、千千千千葉葉葉葉県県県県やややや神神神神奈川県、新奈川県、新奈川県、新奈川県、新潟潟潟潟県、こういうところ県、こういうところ県、こういうところ県、こういうところ

で上で上で上で上乗乗乗乗せせせせ、、、、横横横横出しという出しという出しという出しという独独独独自自自自策を行っておられます。策を行っておられます。策を行っておられます。策を行っておられます。住宅応住宅応住宅応住宅応急急急急修修修修理理理理制制制制度を度を度を度を利利利利用用用用して支して支して支して支援援援援すすすす

る県る県る県る県単独単独単独単独事事事事業業業業も新も新も新も新潟潟潟潟県が県が県が県がややややっておられますが、こういうっておられますが、こういうっておられますが、こういうっておられますが、こういう例例例例がありますから、奈良県としてがありますから、奈良県としてがありますから、奈良県としてがありますから、奈良県として

も今も今も今も今回回回回のののの災災災災害害害害だだだだけけけけではなく、今ではなく、今ではなく、今ではなく、今後後後後も対も対も対も対応応応応できるように支できるように支できるように支できるように支援援援援制制制制度をつくって度をつくって度をつくって度をつくって実施実施実施実施していくしていくしていくしていくべべべべ

きではないかと思うのですが、そのきではないかと思うのですが、そのきではないかと思うのですが、そのきではないかと思うのですが、その点点点点いかがかおいかがかおいかがかおいかがかお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長 平成２３年１０月１４日平成２３年１０月１４日平成２３年１０月１４日平成２３年１０月１４日現現現現在在在在、本日、本日、本日、本日現現現現在在在在、、、、台台台台風風風風１２号に係る１２号に係る１２号に係る１２号に係る被被被被災災災災者者者者

生活生活生活生活再建再建再建再建支支支支援援援援法法法法のののの適適適適用市用市用市用市町町町町村は村は村は村は五條五條五條五條市市市市、、、、十津十津十津十津川村、川村、川村、川村、天天天天川村、野川村、野川村、野川村、野迫迫迫迫川村の１川村の１川村の１川村の１市市市市３村でありま３村でありま３村でありま３村でありま

す。す。す。す。

今今今今回回回回のののの台台台台風風風風１２号におきましては、全１２号におきましては、全１２号におきましては、全１２号におきましては、全壊世帯壊世帯壊世帯壊世帯が１が１が１が１世帯世帯世帯世帯ののののみみみみのののの黒黒黒黒滝滝滝滝村は委員ご村は委員ご村は委員ご村は委員ご指指指指摘摘摘摘のとおのとおのとおのとお

り、国のり、国のり、国のり、国の制制制制度は度は度は度は適適適適用用用用されまされまされまされませせせせんでしたが、んでしたが、んでしたが、んでしたが、台台台台風風風風１２号という１２号という１２号という１２号という同同同同一の一の一の一の災災災災害害害害においてにおいてにおいてにおいて同同同同一に全一に全一に全一に全

壊壊壊壊をしたのに支をしたのに支をしたのに支をしたのに支援援援援されるところとされないところがあると。この支されるところとされないところがあると。この支されるところとされないところがあると。この支されるところとされないところがあると。この支援援援援の不の不の不の不均均均均衡衡衡衡をををを是是是是正する正する正する正する

というというというという観観観観点点点点から、県におきましてはすから、県におきましてはすから、県におきましてはすから、県におきましてはすべべべべてのてのてのての被被被被災災災災地地地地が支が支が支が支援援援援の対の対の対の対象象象象となるようにとなるようにとなるようにとなるように制制制制度度度度改改改改正を正を正を正を

ままままずずずず国に要国に要国に要国に要望望望望していく。また、県でも県していく。また、県でも県していく。また、県でも県していく。また、県でも県単独単独単独単独の支の支の支の支援援援援もももも考え考え考え考え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予予予予算審査特別委算審査特別委算審査特別委算審査特別委

員会でご員会でご員会でご員会でご答弁答弁答弁答弁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。

しかし、しかし、しかし、しかし、現現現現行行行行法法法法の支の支の支の支援援援援対対対対象象象象外外外外のののの被害被害被害被害、全、全、全、全壊壊壊壊、大規模、大規模、大規模、大規模半半半半壊壊壊壊にならないいろんなにならないいろんなにならないいろんなにならないいろんな被害被害被害被害を対を対を対を対象象象象

にすることは、にすることは、にすることは、にすることは、黒黒黒黒滝滝滝滝村の村の村の村のケケケケーーーースススス、、、、同同同同一の一の一の一の災災災災害害害害におにおにおにおけけけける支る支る支る支援援援援の不の不の不の不均均均均衡是衡是衡是衡是正とは異なると正とは異なると正とは異なると正とは異なると考え考え考え考え

ております。ております。ております。ております。半半半半壊壊壊壊に対しても県に対しても県に対しても県に対しても県単独単独単独単独でででで補補補補助助助助制制制制度を度を度を度を持持持持っておられるところは全国で８県、いっておられるところは全国で８県、いっておられるところは全国で８県、いっておられるところは全国で８県、い

ずずずずれもれもれもれも市市市市町町町町村と村と村と村と分担分担分担分担してしてしてして助助助助成しております。成しております。成しております。成しております。どどどどこまでのこまでのこまでのこまでの被害被害被害被害を支を支を支を支援援援援対対対対象象象象とするのか。また、とするのか。また、とするのか。また、とするのか。また、

県と県と県と県と市市市市町町町町村の村の村の村の負担負担負担負担割割割割合等、合等、合等、合等、被害被害被害被害の全の全の全の全貌貌貌貌をできるだをできるだをできるだをできるだけ早け早け早け早くくくく把握把握把握把握し、し、し、し、他他他他県の支県の支県の支県の支援援援援制制制制度も度も度も度も研究研究研究研究しししし

ながら、ながら、ながら、ながら、義義義義援援援援金等、金等、金等、金等、他他他他の支の支の支の支援援援援制制制制度も度も度も度も含含含含めて総合めて総合めて総合めて総合的的的的にににに研究研究研究研究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え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 今今今今後後後後、、、、検検検検討討討討されるということですから、されるということですから、されるということですから、されるということですから、ぜぜぜぜひひひひお願いしたいと思います。お願いしたいと思います。お願いしたいと思います。お願いしたいと思います。住宅住宅住宅住宅

再建再建再建再建について支について支について支について支援援援援をすることがをすることがをすることがをすることが個人的個人的個人的個人的な支な支な支な支援援援援になるのではないかということで、いろいろになるのではないかということで、いろいろになるのではないかということで、いろいろになるのではないかということで、いろいろ

これまでもこれまでもこれまでもこれまでも逡巡逡巡逡巡逡巡がありましたがありましたがありましたがありましたけけけけれれれれどどどども、も、も、も、家家家家がなくてはがなくてはがなくてはがなくては地域地域地域地域ののののコミコミコミコミュュュュニテニテニテニティィィィーとか、あるいーとか、あるいーとか、あるいーとか、あるい

は経済は経済は経済は経済社社社社会を会を会を会を培培培培っていくことのっていくことのっていくことのっていくことの基盤基盤基盤基盤ができないということですから、ができないということですから、ができないということですから、ができないということですから、地域地域地域地域社社社社会全体の会全体の会全体の会全体の問問問問題題題題
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としてとしてとしてとして税税税税金金金金投投投投入ということをす入ということをす入ということをす入ということをすべべべべきではないかというのが、今の国きではないかというのが、今の国きではないかというのが、今の国きではないかというのが、今の国民民民民のののの世世世世論論論論だと思いますだと思いますだと思いますだと思います

ので、ので、ので、ので、ぜぜぜぜひひひひそのそのそのその点点点点をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと検検検検討討討討してしてしてしてややややっていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。

３３３３点目点目点目点目に、職員の定に、職員の定に、職員の定に、職員の定数数数数のののの削削削削減計減計減計減計画画画画についておについておについておについてお伺伺伺伺いいたします。平成１３年から平成２３いいたします。平成１３年から平成２３いいたします。平成１３年から平成２３いいたします。平成１３年から平成２３

年までに県の一般職職員年までに県の一般職職員年までに県の一般職職員年までに県の一般職職員数数数数は１，７５３は１，７５３は１，７５３は１，７５３人人人人減少いたしました。減少いたしました。減少いたしました。減少いたしました。市市市市町町町町村では３，２４０村では３，２４０村では３，２４０村では３，２４０人人人人のののの

減ということで、大減ということで、大減ということで、大減ということで、大幅幅幅幅なななな削削削削減が行減が行減が行減が行わわわわれてまいりました。そのれてまいりました。そのれてまいりました。そのれてまいりました。その結果結果結果結果、、、、どどどどういうことになってういうことになってういうことになってういうことになって

いるのかがいるのかがいるのかがいるのかが問問問問題題題題だと思っています。県はないとだと思っています。県はないとだと思っています。県はないとだと思っています。県はないと言言言言いますいますいますいますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、ササササーーーービビビビスススス残残残残業業業業とおとおとおとおぼぼぼぼしししし

きききき残残残残業業業業が大が大が大が大変変変変蔓蔓蔓蔓延延延延しているしているしているしている現現現現状があると思います。県状があると思います。県状があると思います。県状があると思います。県庁庁庁庁はははは夜遅夜遅夜遅夜遅くまでこうこうとくまでこうこうとくまでこうこうとくまでこうこうと電電電電気気気気がつがつがつがつ

いておりますし、いておりますし、いておりますし、いておりますし、私私私私自身自身自身自身も職員からも職員からも職員からも職員から直直直直接接接接おおおお聞聞聞聞きをいたしましたが、管理職になって１０きをいたしましたが、管理職になって１０きをいたしましたが、管理職になって１０きをいたしましたが、管理職になって１０時時時時

までにまでにまでにまでに家家家家にににに帰帰帰帰ったことは１ったことは１ったことは１ったことは１回回回回もないと。もないと。もないと。もないと。家族家族家族家族とももうほとんとももうほとんとももうほとんとももうほとんどどどど顔顔顔顔を合を合を合を合わせわせわせわせることがないとることがないとることがないとることがないと

いうことでいうことでいうことでいうことで悩悩悩悩んでおられると。１んでおられると。１んでおられると。１んでおられると。１人や人や人や人や２２２２人人人人ではないという状ではないという状ではないという状ではないという状態態態態もございます。もございます。もございます。もございます。実実実実際際際際にににに仕仕仕仕事事事事

が大が大が大が大変変変変きつくなって体きつくなって体きつくなって体きつくなって体調調調調をををを壊壊壊壊す方もす方もす方もす方もふふふふええええているているているている実態実態実態実態がございます。日がございます。日がございます。日がございます。日々雇々雇々雇々雇用用用用職員、職員、職員、職員、常常常常勤勤勤勤、、、、

非非非非常常常常勤勤勤勤合合合合わせわせわせわせて３１４て３１４て３１４て３１４人人人人。。。。嘱嘱嘱嘱託託託託職員が職員が職員が職員が常常常常勤勤勤勤で２５５で２５５で２５５で２５５人人人人で、年で、年で、年で、年 々々々々増加増加増加増加しているしているしているしている実態実態実態実態があるとがあるとがあるとがあると

思っています。思っています。思っています。思っています。

こういうこういうこういうこういう台台台台風風風風災災災災害害害害の中でも明らかになりましたの中でも明らかになりましたの中でも明らかになりましたの中でも明らかになりましたけけけけれれれれどどどども、も、も、も、土土土土木技木技木技木技術術術術職員が５年間で１１職員が５年間で１１職員が５年間で１１職員が５年間で１１

３３３３人人人人も減少しているために、も減少しているために、も減少しているために、も減少しているために、災災災災害復害復害復害復旧旧旧旧のためにのためにのためにのために他他他他府府府府県の県の県の県の技技技技術術術術職員の職員の職員の職員の応援応援応援応援をををを頼頼頼頼むむむむことも明らことも明らことも明らことも明ら

かとなっていることからかとなっていることからかとなっていることからかとなっていることから見見見見ましても、いつまでこのましても、いつまでこのましても、いつまでこのましても、いつまでこの削削削削減を続減を続減を続減を続けけけけていくのか、ていくのか、ていくのか、ていくのか、効効効効率率率率最最最最優優優優先先先先とととと

いうあり方ではなく、いうあり方ではなく、いうあり方ではなく、いうあり方ではなく、人人人人のののの手手手手で本で本で本で本当当当当にににに住住住住民民民民にににに必必必必要な要な要な要なササササーーーービビビビススススができる県ができる県ができる県ができる県庁庁庁庁にすにすにすにすべべべべきだと思きだと思きだと思きだと思

いますので、いますので、いますので、いますので、見直見直見直見直していくしていくしていくしていくべべべべきだと思っておりますきだと思っておりますきだと思っておりますきだと思っておりますけけけけれれれれどどどども、このも、このも、このも、この点ど点ど点ど点どのようにおのようにおのようにおのようにお考え考え考え考えにににに

なっていらっしなっていらっしなっていらっしなっていらっしゃゃゃゃるのか、おるのか、おるのか、おるのか、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱 山村委員から職員定山村委員から職員定山村委員から職員定山村委員から職員定数数数数のののの削削削削減を今減を今減を今減を今後後後後いつまで続いつまで続いつまで続いつまで続けけけけるのるのるのるの

か、か、か、か、見直見直見直見直すすすすべべべべきではないかというごきではないかというごきではないかというごきではないかというご質質質質問問問問をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

委員ご承知のように、本県を委員ご承知のように、本県を委員ご承知のように、本県を委員ご承知のように、本県を取取取取りりりり巻巻巻巻く行く行く行く行財政財政財政財政環境環境環境環境はははは非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいものがございます。ましいものがございます。ましいものがございます。ましいものがございます。ま

た、平成２３年度のた、平成２３年度のた、平成２３年度のた、平成２３年度の当当当当初初初初予予予予算の一般会計の歳出に算の一般会計の歳出に算の一般会計の歳出に算の一般会計の歳出に占占占占めるめるめるめる人件費人件費人件費人件費のののの割割割割合も合も合も合も非非非非常常常常にににに高高高高いのは、いのは、いのは、いのは、

資資資資料料料料等でごらんいただいていると思います。これらの状況を等でごらんいただいていると思います。これらの状況を等でごらんいただいていると思います。これらの状況を等でごらんいただいていると思います。これらの状況を踏踏踏踏ままままええええまして、定員まして、定員まして、定員まして、定員適適適適正化計正化計正化計正化計

画画画画を策定しながら、全を策定しながら、全を策定しながら、全を策定しながら、全庁庁庁庁挙挙挙挙げて事務事げて事務事げて事務事げて事務事業や執業や執業や執業や執行体行体行体行体制制制制のののの見直見直見直見直し、し、し、し、業業業業務務務務処処処処理の理の理の理の効効効効率化を率化を率化を率化を図図図図りなりなりなりな

がら、がら、がら、がら、適適適適正な定員管理に正な定員管理に正な定員管理に正な定員管理に努努努努めてきておるところでございます。めてきておるところでございます。めてきておるところでございます。めてきておるところでございます。

近近近近年、年、年、年、団団団団塊塊塊塊のののの世世世世代の方代の方代の方代の方 々々々々がががが退退退退職をなされております。その職をなされております。その職をなされております。その職をなされております。その見見見見合い合い合い合い分分分分をををを同じ同じ同じ同じように職員ように職員ように職員ように職員採採採採

用用用用いたしますと第２のいたしますと第２のいたしますと第２のいたしますと第２の団団団団塊塊塊塊のののの世世世世代がまたできてしまうと。そういった代がまたできてしまうと。そういった代がまたできてしまうと。そういった代がまたできてしまうと。そういった観観観観点点点点をををを踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、

職員の年職員の年職員の年職員の年齢齢齢齢の平の平の平の平準準準準化を化を化を化を図図図図ってきておるところでございます。そのってきておるところでございます。そのってきておるところでございます。そのってきておるところでございます。その効果効果効果効果として、平成２０年として、平成２０年として、平成２０年として、平成２０年

４月から３年間で県でも２２４名の定員の４月から３年間で県でも２２４名の定員の４月から３年間で県でも２２４名の定員の４月から３年間で県でも２２４名の定員の削削削削減を行ってきたところでございます。減を行ってきたところでございます。減を行ってきたところでございます。減を行ってきたところでございます。
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委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべのように、そののように、そののように、そののように、その見見見見合いで合いで合いで合いで嘱嘱嘱嘱託託託託職員、日職員、日職員、日職員、日々雇々雇々雇々雇用用用用職員が職員が職員が職員がふふふふええええたのではないかといたのではないかといたのではないかといたのではないかとい

うごうごうごうご質質質質問問問問でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、突突突突発的発的発的発的なななな業業業業務とか務とか務とか務とか臨時的臨時的臨時的臨時的なななな業業業業務を行う場合、または務を行う場合、または務を行う場合、または務を行う場合、または期期期期間限定で間限定で間限定で間限定で

行うような場合には行うような場合には行うような場合には行うような場合には非非非非常常常常勤勤勤勤の職員をの職員をの職員をの職員を導導導導入しながら、通入しながら、通入しながら、通入しながら、通常常常常の一般職員のの一般職員のの一般職員のの一般職員の負担負担負担負担をををを軽軽軽軽減するとい減するとい減するとい減するとい

うううう措置措置措置措置をををを講講講講じじじじながらながらながらながら業業業業務に支務に支務に支務に支障障障障が出ないようなが出ないようなが出ないようなが出ないような形形形形でででで進進進進めてきておるところでございます。めてきておるところでございます。めてきておるところでございます。めてきておるところでございます。

今今今今現現現現在在在在は平成２３年４月から３年間で５０名のは平成２３年４月から３年間で５０名のは平成２３年４月から３年間で５０名のは平成２３年４月から３年間で５０名の削削削削減を減を減を減を目標目標目標目標とするとするとするとする適適適適正化計正化計正化計正化計画画画画を策定いたしを策定いたしを策定いたしを策定いたし

ております。それにております。それにております。それにております。それに基づ基づ基づ基づいていていていて粛粛粛粛 々々々々とととと進進進進めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。

委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべのように、定員のように、定員のように、定員のように、定員削削削削減計減計減計減計画画画画はははは基基基基本本本本的的的的に定に定に定に定数数数数をををを単単単単にににに削削削削減することが減することが減することが減することが目的目的目的目的ではござではござではござではござ

いまいまいまいませせせせん。ん。ん。ん。常常常常にににに施施施施策の総合策の総合策の総合策の総合的的的的、機、機、機、機動的動的動的動的なななな執執執執行体行体行体行体制制制制のののの確保確保確保確保にににに配配配配慮慮慮慮しながら、しながら、しながら、しながら、取取取取りりりり組組組組んでいこんでいこんでいこんでいこ

うということのあらうということのあらうということのあらうということのあらわわわわれであると思っております。今般のれであると思っております。今般のれであると思っております。今般のれであると思っております。今般の台台台台風風風風１２号１２号１２号１２号災災災災害害害害のののの復復復復旧旧旧旧、、、、復復復復興興興興がががが

進進進進むむむむような体ような体ような体ような体制づ制づ制づ制づくりにつきましては、関係部局ともくりにつきましては、関係部局ともくりにつきましては、関係部局ともくりにつきましては、関係部局とも十十十十分分分分議議議議論論論論して、して、して、して、必必必必要な要な要な要な専門専門専門専門職の職の職の職の確保確保確保確保

にににに努努努努めながら、めながら、めながら、めながら、選択選択選択選択とととと集集集集中によるい中によるい中によるい中によるいわゆわゆわゆわゆるるるる滅滅滅滅りりりり張張張張りのある行りのある行りのある行りのある行政政政政体体体体制制制制をつくって対をつくって対をつくって対をつくって対応応応応してきしてきしてきしてき

ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 突突突突発的発的発的発的、、、、緊急緊急緊急緊急なななな仕仕仕仕事の事の事の事のみみみみにににに非非非非正規の方が正規の方が正規の方が正規の方が当当当当たるということでありますたるということでありますたるということでありますたるということでありますけけけけれれれれどどどど

も、しかし、日も、しかし、日も、しかし、日も、しかし、日常常常常事務をされておられる事務をされておられる事務をされておられる事務をされておられる実態実態実態実態がががが私私私私はあると思います。はあると思います。はあると思います。はあると思います。

それから今、職員の皆さんがそれから今、職員の皆さんがそれから今、職員の皆さんがそれから今、職員の皆さんが非非非非常常常常にににに努力努力努力努力をなさって、できるだをなさって、できるだをなさって、できるだをなさって、できるだけけけけ県の県の県の県の財政財政財政財政のののの面面面面からもからもからもからも仕仕仕仕

事を事を事を事を効効効効率率率率的的的的にされていこうとにされていこうとにされていこうとにされていこうと努力努力努力努力をなさっていることを全をなさっていることを全をなさっていることを全をなさっていることを全面面面面的的的的にににに否否否否定するつもりはありま定するつもりはありま定するつもりはありま定するつもりはありま

せせせせん。そういうことでん。そういうことでん。そういうことでん。そういうことで頑張頑張頑張頑張っていただいてるということで、っていただいてるということで、っていただいてるということで、っていただいてるということで、非非非非常常常常にご苦労をおかにご苦労をおかにご苦労をおかにご苦労をおかけけけけしていしていしていしてい

ると思っているると思っているると思っているると思っている面面面面ももももももももちちちちろんございます。ろんございます。ろんございます。ろんございます。

しかし、しかし、しかし、しかし、せせせせんだって総務んだって総務んだって総務んだって総務省省省省のののの片片片片山大山大山大山大臣臣臣臣がことしの１月に、がことしの１月に、がことしの１月に、がことしの１月に、法的法的法的法的根拠根拠根拠根拠のないのないのないのない集集集集中中中中改改改改革革革革プラプラプラプラ

ンンンンを全国にを全国にを全国にを全国に強強強強いてきたと。いてきたと。いてきたと。いてきたと。以以以以前から前から前から前から進進進進めてきためてきためてきためてきた集集集集中中中中改改改改革革革革プランプランプランプランにとらにとらにとらにとらわわわわれることなく、れることなく、れることなく、れることなく、業業業業

務と職員の務と職員の務と職員の務と職員のババババランスランスランスランスををををみずみずみずみずからからからから考え考え考え考えてほしいということをてほしいということをてほしいということをてほしいということを述述述述べべべべました。これはました。これはました。これはました。これはどどどどういうこういうこういうこういうこ

とでとでとでとで述述述述べべべべたかといいますと、たかといいますと、たかといいますと、たかといいますと、ココココストストストストカカカカットットットットにににに力点力点力点力点をををを置置置置いて本いて本いて本いて本当当当当は行は行は行は行政サ政サ政サ政サーーーービビビビススススのののの向向向向上を上を上を上を目目目目

指指指指していかないといしていかないといしていかないといしていかないといけけけけないのに、ないのに、ないのに、ないのに、結果結果結果結果としてとしてとしてとして官官官官製製製製ワワワワーーーーキキキキングプアングプアングプアングプアを大を大を大を大量量量量に生んできたといに生んできたといに生んできたといに生んできたとい

うううう反反反反省省省省の上にの上にの上にの上に立立立立ってってってって述述述述べべべべられたということであります。今ごろになってこういうことをられたということであります。今ごろになってこういうことをられたということであります。今ごろになってこういうことをられたということであります。今ごろになってこういうことを言言言言

うことは、うことは、うことは、うことは、私私私私もなかなかもなかなかもなかなかもなかなか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けけけけれれれれどどどども、奈良県もこういう国のも、奈良県もこういう国のも、奈良県もこういう国のも、奈良県もこういう国の集集集集中中中中改改改改革革革革プランプランプランプラン

推進推進推進推進の方の方の方の方向向向向でででで進進進進んできたんできたんできたんできた実態実態実態実態があると思っております。があると思っております。があると思っております。があると思っております。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の各各各各市市市市町町町町村を村を村を村を見見見見ましたら、職員の正規、ましたら、職員の正規、ましたら、職員の正規、ましたら、職員の正規、非非非非正規の正規の正規の正規の割割割割合は、奈良合は、奈良合は、奈良合は、奈良市市市市では３２％まででは３２％まででは３２％まででは３２％まで

非非非非正規になっています。３正規になっています。３正規になっています。３正規になっています。３人人人人に１に１に１に１人人人人が正規ではないと、が正規ではないと、が正規ではないと、が正規ではないと、ワワワワーーーーキキキキングプアングプアングプアングプア状状状状態態態態とととと言わ言わ言わ言われるれるれるれる実実実実

態態態態があるがあるがあるがあるわけわけわけわけです。こういうことで本です。こういうことで本です。こういうことで本です。こういうことで本来来来来のののの住住住住民サ民サ民サ民サーーーービビビビススススにににに影響影響影響影響が出ないのかが出ないのかが出ないのかが出ないのかどどどどうか、このうか、このうか、このうか、この

ことがことがことがことが非非非非常常常常にににに問問問問わわわわれていると思っております。れていると思っております。れていると思っております。れていると思っております。



---- 44449999 ----

県はいろんな県はいろんな県はいろんな県はいろんな施施施施策について策について策について策について評価評価評価評価をされておりまして、今をされておりまして、今をされておりまして、今をされておりまして、今回回回回もももも立立立立派派派派なななな評価評価評価評価のののの冊冊冊冊子をいただ子をいただ子をいただ子をいただ

いております。その中で職員いております。その中で職員いております。その中で職員いております。その中で職員削削削削減が減が減が減がココココスト削スト削スト削スト削減で大きな成減で大きな成減で大きな成減で大きな成果果果果があったというがあったというがあったというがあったという側側側側面面面面だだだだけけけけではではではでは

なくて、減らしたなくて、減らしたなくて、減らしたなくて、減らした結果結果結果結果、、、、仕仕仕仕事の事の事の事の効効効効率がよくなったのか、率がよくなったのか、率がよくなったのか、率がよくなったのか、どどどどういうういうういうういう問問問問題題題題が今あるのか、きが今あるのか、きが今あるのか、きが今あるのか、きちちちち

んとんとんとんと検検検検証証証証していくしていくしていくしていく必必必必要があると思います。要があると思います。要があると思います。要があると思います。現現現現場の職員の場の職員の場の職員の場の職員の声声声声ををををちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと聞聞聞聞いて、このいて、このいて、このいて、この点点点点をしをしをしをし

っかりとっかりとっかりとっかりとややややっていかなっていかなっていかなっていかなけけけけれれれればばばばならないと思っております。今ならないと思っております。今ならないと思っております。今ならないと思っております。今後後後後の職員の職員の職員の職員削削削削減、定減、定減、定減、定数数数数管理の計管理の計管理の計管理の計

画画画画をををを進進進進めていく上ではめていく上ではめていく上ではめていく上では当当当当然然然然そういうものの上にそういうものの上にそういうものの上にそういうものの上に立立立立ってってってって進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが必ず必必ず必必ず必必ず必要であると要であると要であると要であると

思います。思います。思います。思います。

そもそもそもそもそもそもそもそも公公公公務員と務員と務員と務員と言わ言わ言わ言われるのはれるのはれるのはれるのはややややはり国はり国はり国はり国民民民民全体の全体の全体の全体の奉奉奉奉仕仕仕仕者でありまして、その者でありまして、その者でありまして、その者でありまして、その専門専門専門専門性や性や性や性や知知知知

識識識識やややや能能能能力力力力を国を国を国を国民民民民の福の福の福の福祉祉祉祉のののの向向向向上、あるいは国上、あるいは国上、あるいは国上、あるいは国民民民民のののの権権権権利利利利のののの保保保保障障障障のためにのためにのためにのために発発発発揮揮揮揮しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならなならなならなならな

いといういといういといういという責責責責務がありますから、その務がありますから、その務がありますから、その務がありますから、その仕仕仕仕事に事に事に事に邁邁邁邁進進進進していただしていただしていただしていただけけけけるるるる環境環境環境環境をつくらなくてはならをつくらなくてはならをつくらなくてはならをつくらなくてはなら

ないと思っているないと思っているないと思っているないと思っているわけわけわけわけです。ですから、そういうです。ですから、そういうです。ですから、そういうです。ですから、そういう検検検検証証証証をきをきをきをきちちちちんとされるのかんとされるのかんとされるのかんとされるのかどどどどうかをもううかをもううかをもううかをもう

１１１１点点点点おおおお聞聞聞聞きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。きしておきたいと思います。

○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱 今今今今回回回回の定の定の定の定数削数削数削数削減につきましても、職員に対して事務事減につきましても、職員に対して事務事減につきましても、職員に対して事務事減につきましても、職員に対して事務事

業業業業のののの見直見直見直見直しをしをしをしを徹底徹底徹底徹底的的的的に行うと。また、に行うと。また、に行うと。また、に行うと。また、効効効効率率率率的的的的な行な行な行な行政運営政運営政運営政運営をしていくというようなものが県をしていくというようなものが県をしていくというようなものが県をしていくというようなものが県

職員一職員一職員一職員一丸丸丸丸となってとなってとなってとなって取取取取りりりり組組組組んでいこうとんでいこうとんでいこうとんでいこうと周周周周知も知も知も知も図図図図ってきておるところでございます。今、委ってきておるところでございます。今、委ってきておるところでございます。今、委ってきておるところでございます。今、委

員ご員ご員ご員ご指指指指摘摘摘摘のののの検検検検証証証証のののの仕仕仕仕方も方も方も方も非非非非常常常常にににに難難難難しいものがあろうかと思いますが、職員がしいものがあろうかと思いますが、職員がしいものがあろうかと思いますが、職員がしいものがあろうかと思いますが、職員が元元元元気気気気にににに働働働働き続き続き続き続

けけけけられるられるられるられる環境環境環境環境づづづづくりに今くりに今くりに今くりに今後後後後もももも力力力力を入れてまいりたいと思っております。を入れてまいりたいと思っております。を入れてまいりたいと思っております。を入れてまいりたいと思っております。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 検検検検証証証証されるともしないともされるともしないともされるともしないともされるともしないとも言わ言わ言わ言われなかったのですれなかったのですれなかったのですれなかったのですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、私私私私はははは必ず必必ず必必ず必必ず必要だ要だ要だ要だ

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。ややややり方はいろいろあろうかと思いますが、り方はいろいろあろうかと思いますが、り方はいろいろあろうかと思いますが、り方はいろいろあろうかと思いますが、簡簡簡簡単単単単にににに言えば言えば言えば言えば職員に職員に職員に職員に意意意意見見見見をををを

聞聞聞聞くのがくのがくのがくのが早早早早いと思うのですいと思うのですいと思うのですいと思うのですけけけけれれれれどどどども、そういうも、そういうも、そういうも、そういう点点点点もももも含含含含めてめてめてめて指指指指摘摘摘摘をしておきたいと思いますをしておきたいと思いますをしておきたいと思いますをしておきたいと思います

ので、よろしくお願いします。ので、よろしくお願いします。ので、よろしくお願いします。ので、よろしくお願いします。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 これをもこれをもこれをもこれをもちちちちまして歳入、総務部、警察本部の審査をまして歳入、総務部、警察本部の審査をまして歳入、総務部、警察本部の審査をまして歳入、総務部、警察本部の審査を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

午午午午後後後後につきましては１につきましては１につきましては１につきましては１時時時時４５４５４５４５分分分分から、から、から、から、土土土土木木木木部、ま部、ま部、ま部、まちづちづちづちづくりくりくりくり推進推進推進推進局、局、局、局、水水水水道局の審査を行い道局の審査を行い道局の審査を行い道局の審査を行い

ますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。


