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広 域 行 政 調 査 特 別 委 員 会 記 録広 域 行 政 調 査 特 別 委 員 会 記 録広 域 行 政 調 査 特 別 委 員 会 記 録広 域 行 政 調 査 特 別 委 員 会 記 録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２３年１１月２４日（木） １３：０２～１４：５４平成２３年１１月２４日（木） １３：０２～１４：５４平成２３年１１月２４日（木） １３：０２～１４：５４平成２３年１１月２４日（木） １３：０２～１４：５４

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 ９名９名９名９名

井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長

今井 光子 副委員長今井 光子 副委員長今井 光子 副委員長今井 光子 副委員長

小林 茂樹 委員小林 茂樹 委員小林 茂樹 委員小林 茂樹 委員

尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員

藤野 良次 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員

畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員

奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員

新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員

梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 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 松谷 知事公室長松谷 知事公室長松谷 知事公室長松谷 知事公室長

田中 地域振興部長 ほか、関係職員田中 地域振興部長 ほか、関係職員田中 地域振興部長 ほか、関係職員田中 地域振興部長 ほか、関係職員

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

（１）第９１回近畿ブロック知事会議の概要について（１）第９１回近畿ブロック知事会議の概要について（１）第９１回近畿ブロック知事会議の概要について（１）第９１回近畿ブロック知事会議の概要について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ただいまの報告、その他の事項を含めて、質疑等があればご発言願います。ただいまの報告、その他の事項を含めて、質疑等があればご発言願います。ただいまの報告、その他の事項を含めて、質疑等があればご発言願います。ただいまの報告、その他の事項を含めて、質疑等があればご発言願います。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 基本的なことですけれど、近畿ブロック知事会議の概要と書いてありますけ基本的なことですけれど、近畿ブロック知事会議の概要と書いてありますけ基本的なことですけれど、近畿ブロック知事会議の概要と書いてありますけ基本的なことですけれど、近畿ブロック知事会議の概要と書いてありますけ

れど、近畿ブロックという言い方ですれば、この知事会には徳島県と鳥取県は関係がないれど、近畿ブロックという言い方ですれば、この知事会には徳島県と鳥取県は関係がないれど、近畿ブロックという言い方ですれば、この知事会には徳島県と鳥取県は関係がないれど、近畿ブロックという言い方ですれば、この知事会には徳島県と鳥取県は関係がない

のですか。のですか。のですか。のですか。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 近畿ブロック知事会でも正式メンバーとして鳥取県も徳島県も入っ近畿ブロック知事会でも正式メンバーとして鳥取県も徳島県も入っ近畿ブロック知事会でも正式メンバーとして鳥取県も徳島県も入っ近畿ブロック知事会でも正式メンバーとして鳥取県も徳島県も入っ

ておられます。ておられます。ておられます。ておられます。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 それは従来からそういうことですか。それは従来からそういうことですか。それは従来からそういうことですか。それは従来からそういうことですか。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 はい。年度は今すぐ出てきませんが、後から参加されておられます。はい。年度は今すぐ出てきませんが、後から参加されておられます。はい。年度は今すぐ出てきませんが、後から参加されておられます。はい。年度は今すぐ出てきませんが、後から参加されておられます。

正式なメンバーとして、今回、近畿ブロック知事会議ご参加いただいております。正式なメンバーとして、今回、近畿ブロック知事会議ご参加いただいております。正式なメンバーとして、今回、近畿ブロック知事会議ご参加いただいております。正式なメンバーとして、今回、近畿ブロック知事会議ご参加いただいております。
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○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 ＴＰＰの問題、今、いよいよ政府は参加の方向で表明されました。近畿ブロＴＰＰの問題、今、いよいよ政府は参加の方向で表明されました。近畿ブロＴＰＰの問題、今、いよいよ政府は参加の方向で表明されました。近畿ブロＴＰＰの問題、今、いよいよ政府は参加の方向で表明されました。近畿ブロ

ック知事会が国に対して慎重に対応せよという要望を出してくださったと思うのですが、ック知事会が国に対して慎重に対応せよという要望を出してくださったと思うのですが、ック知事会が国に対して慎重に対応せよという要望を出してくださったと思うのですが、ック知事会が国に対して慎重に対応せよという要望を出してくださったと思うのですが、

そこに出席されていた内容がわかればお教えください。そこに出席されていた内容がわかればお教えください。そこに出席されていた内容がわかればお教えください。そこに出席されていた内容がわかればお教えください。

それから、７、関西広域連合からの情報提供とあるのですが、出先機関対策への取り組それから、７、関西広域連合からの情報提供とあるのですが、出先機関対策への取り組それから、７、関西広域連合からの情報提供とあるのですが、出先機関対策への取り組それから、７、関西広域連合からの情報提供とあるのですが、出先機関対策への取り組

みについての情報提供が議論になったということですね。報告の３ページ。わかりましたみについての情報提供が議論になったということですね。報告の３ページ。わかりましたみについての情報提供が議論になったということですね。報告の３ページ。わかりましたみについての情報提供が議論になったということですね。報告の３ページ。わかりました

ら、この具体的な内容を教えてほしいと思います。ら、この具体的な内容を教えてほしいと思います。ら、この具体的な内容を教えてほしいと思います。ら、この具体的な内容を教えてほしいと思います。

それから、今、梶川委員がおっしゃったことも気になっていたのですが、近畿は２府４それから、今、梶川委員がおっしゃったことも気になっていたのですが、近畿は２府４それから、今、梶川委員がおっしゃったことも気になっていたのですが、近畿は２府４それから、今、梶川委員がおっしゃったことも気になっていたのですが、近畿は２府４

県ということになっているけれど、なぜこの中に三重県が入ったり、徳島県が入ったり、県ということになっているけれど、なぜこの中に三重県が入ったり、徳島県が入ったり、県ということになっているけれど、なぜこの中に三重県が入ったり、徳島県が入ったり、県ということになっているけれど、なぜこの中に三重県が入ったり、徳島県が入ったり、

あるいは鳥取県や福井県が入っているのか。前から入っていたということであれば、近畿あるいは鳥取県や福井県が入っているのか。前から入っていたということであれば、近畿あるいは鳥取県や福井県が入っているのか。前から入っていたということであれば、近畿あるいは鳥取県や福井県が入っているのか。前から入っていたということであれば、近畿

と呼べるのか呼べないのかと気になります。関西広域連合に誘いがかかった１０府県のエと呼べるのか呼べないのかと気になります。関西広域連合に誘いがかかった１０府県のエと呼べるのか呼べないのかと気になります。関西広域連合に誘いがかかった１０府県のエと呼べるのか呼べないのかと気になります。関西広域連合に誘いがかかった１０府県のエ

リアになってしまいますので、果たしてこれが近畿と呼べるのかと心配します。リアになってしまいますので、果たしてこれが近畿と呼べるのかと心配します。リアになってしまいますので、果たしてこれが近畿と呼べるのかと心配します。リアになってしまいますので、果たしてこれが近畿と呼べるのかと心配します。

ＴＰＰの問題は前にも決算審査特別委員会の総括で知事に申し上げましたように、今はＴＰＰの問題は前にも決算審査特別委員会の総括で知事に申し上げましたように、今はＴＰＰの問題は前にも決算審査特別委員会の総括で知事に申し上げましたように、今はＴＰＰの問題は前にも決算審査特別委員会の総括で知事に申し上げましたように、今は

絶対的に反対なのですが、しかし、近畿２府４県も慎重に対応せよという、このメンバー絶対的に反対なのですが、しかし、近畿２府４県も慎重に対応せよという、このメンバー絶対的に反対なのですが、しかし、近畿２府４県も慎重に対応せよという、このメンバー絶対的に反対なのですが、しかし、近畿２府４県も慎重に対応せよという、このメンバー

がそうなると、かなりこれから内容的に入られるかと思うのですが、その内容がわかればがそうなると、かなりこれから内容的に入られるかと思うのですが、その内容がわかればがそうなると、かなりこれから内容的に入られるかと思うのですが、その内容がわかればがそうなると、かなりこれから内容的に入られるかと思うのですが、その内容がわかれば

教えてください。農業だけの問題ではありませんので、経済についても関係しますので、教えてください。農業だけの問題ではありませんので、経済についても関係しますので、教えてください。農業だけの問題ではありませんので、経済についても関係しますので、教えてください。農業だけの問題ではありませんので、経済についても関係しますので、

議論の内容です。議論の内容です。議論の内容です。議論の内容です。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 ＴＰＰにつきましては、各府県の知事に多少温度差がございました。ＴＰＰにつきましては、各府県の知事に多少温度差がございました。ＴＰＰにつきましては、各府県の知事に多少温度差がございました。ＴＰＰにつきましては、各府県の知事に多少温度差がございました。

それは積極的に賛成ということではなくて、どちらかというと慎重にというのと、積極的それは積極的に賛成ということではなくて、どちらかというと慎重にというのと、積極的それは積極的に賛成ということではなくて、どちらかというと慎重にというのと、積極的それは積極的に賛成ということではなくて、どちらかというと慎重にというのと、積極的

に反対とおっしゃる知事もいらっしゃって、結果的には、国への要望については、参加すに反対とおっしゃる知事もいらっしゃって、結果的には、国への要望については、参加すに反対とおっしゃる知事もいらっしゃって、結果的には、国への要望については、参加すに反対とおっしゃる知事もいらっしゃって、結果的には、国への要望については、参加す

るについては慎重にという言葉を入れて対応するようになっております。るについては慎重にという言葉を入れて対応するようになっております。るについては慎重にという言葉を入れて対応するようになっております。るについては慎重にという言葉を入れて対応するようになっております。

それから、府県の構成でございますけれども、少しさかのぼって考えなければなりませそれから、府県の構成でございますけれども、少しさかのぼって考えなければなりませそれから、府県の構成でございますけれども、少しさかのぼって考えなければなりませそれから、府県の構成でございますけれども、少しさかのぼって考えなければなりませ

んが、先ほど政策推んが、先ほど政策推んが、先ほど政策推んが、先ほど政策推進課進課進課進課長も申しておりましたけれど、長も申しておりましたけれど、長も申しておりましたけれど、長も申しておりましたけれど、例例例例えば正えば正えば正えば正確確確確なとこなとこなとこなところろろろはははは了了了了知してお知してお知してお知してお

りませんけれど、２年ぐらい前だったと思いますが、鳥取県が近畿ブロック知事会に入らりませんけれど、２年ぐらい前だったと思いますが、鳥取県が近畿ブロック知事会に入らりませんけれど、２年ぐらい前だったと思いますが、鳥取県が近畿ブロック知事会に入らりませんけれど、２年ぐらい前だったと思いますが、鳥取県が近畿ブロック知事会に入ら

れました。それはれました。それはれました。それはれました。それは交通交通交通交通機関や機関や機関や機関や道路道路道路道路の関係で、従来からの近畿とのつながりがの関係で、従来からの近畿とのつながりがの関係で、従来からの近畿とのつながりがの関係で、従来からの近畿とのつながりが非常非常非常非常にににに強強強強くなくなくなくな

っていて、近畿ブロック知事会にも入っておられるし、中国地方知事会にも入っておられっていて、近畿ブロック知事会にも入っておられるし、中国地方知事会にも入っておられっていて、近畿ブロック知事会にも入っておられるし、中国地方知事会にも入っておられっていて、近畿ブロック知事会にも入っておられるし、中国地方知事会にも入っておられ

ると。徳島県にしてもると。徳島県にしてもると。徳島県にしてもると。徳島県にしても同じ同じ同じ同じです。です。です。です。四四四四国知事会にも入っておられます。三重県にしても、中国知事会にも入っておられます。三重県にしても、中国知事会にも入っておられます。三重県にしても、中国知事会にも入っておられます。三重県にしても、中

部部部部圏圏圏圏知事会にも入っておられるという知事会にも入っておられるという知事会にも入っておられるという知事会にも入っておられるという形形形形にはなっておりますけれども、近畿ブロック知事にはなっておりますけれども、近畿ブロック知事にはなっておりますけれども、近畿ブロック知事にはなっておりますけれども、近畿ブロック知事

会の会員で正式に入会ということで、各県会の会員で正式に入会ということで、各県会の会員で正式に入会ということで、各県会の会員で正式に入会ということで、各県了解了解了解了解して会員となっていただいておるのは事して会員となっていただいておるのは事して会員となっていただいておるのは事して会員となっていただいておるのは事実実実実

でございます。でございます。でございます。でございます。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。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 関西広域連合からの情報提供については。関西広域連合からの情報提供については。関西広域連合からの情報提供については。関西広域連合からの情報提供については。
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○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 あくまで関西広域連合としてこのようなあくまで関西広域連合としてこのようなあくまで関西広域連合としてこのようなあくまで関西広域連合としてこのような活動活動活動活動をしたという経をしたという経をしたという経をしたという経過過過過を報告を報告を報告を報告

いただいただけでございまして、特に議論ということではなかったです。いただいただけでございまして、特に議論ということではなかったです。いただいただけでございまして、特に議論ということではなかったです。いただいただけでございまして、特に議論ということではなかったです。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 内容は。内容は。内容は。内容は。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 内容は、そこに書いておりますように、関西広域連合としてい内容は、そこに書いておりますように、関西広域連合としてい内容は、そこに書いておりますように、関西広域連合としてい内容は、そこに書いておりますように、関西広域連合としていろろろろんなんなんなんな

取組をされておりますので、従来の取組をされておりますので、従来の取組をされておりますので、従来の取組をされておりますので、従来の丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管を含めて、そのような取組を積極的にされを含めて、そのような取組を積極的にされを含めて、そのような取組を積極的にされを含めて、そのような取組を積極的にされ

ているということの報告でございました。ているということの報告でございました。ているということの報告でございました。ているということの報告でございました。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○新谷委員○新谷委員○新谷委員 もっと内容をおっしゃって、わからない。もっと内容をおっしゃって、わからない。もっと内容をおっしゃって、わからない。もっと内容をおっしゃって、わからない。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 もう一度申し上げると、関西広域連合として国にもう一度申し上げると、関西広域連合として国にもう一度申し上げると、関西広域連合として国にもう一度申し上げると、関西広域連合として国に丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管をお願いをお願いをお願いをお願い

していると、その経していると、その経していると、その経していると、その経過過過過を報告されただけですとしか申し上げようがないですけれど。議論を報告されただけですとしか申し上げようがないですけれど。議論を報告されただけですとしか申し上げようがないですけれど。議論を報告されただけですとしか申し上げようがないですけれど。議論

としてではなくて、あくまで報告というとしてではなくて、あくまで報告というとしてではなくて、あくまで報告というとしてではなくて、あくまで報告という形形形形で、情報提供でございます。で、情報提供でございます。で、情報提供でございます。で、情報提供でございます。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 近畿ブロック知事会議というのは、少なくとも近畿２府４県という近畿ブロック知事会議というのは、少なくとも近畿２府４県という近畿ブロック知事会議というのは、少なくとも近畿２府４県という近畿ブロック知事会議というのは、少なくとも近畿２府４県という形形形形ででででずずずずっっっっ

と来ていたと思います。まして今おっしゃった、鳥取県がと来ていたと思います。まして今おっしゃった、鳥取県がと来ていたと思います。まして今おっしゃった、鳥取県がと来ていたと思います。まして今おっしゃった、鳥取県が道路道路道路道路がつながっている、がつながっている、がつながっている、がつながっている、道路道路道路道路はははは

全全全全国どこでもつながっているわけですから、鳥取県が国どこでもつながっているわけですから、鳥取県が国どこでもつながっているわけですから、鳥取県が国どこでもつながっているわけですから、鳥取県が道路道路道路道路がつながっているからここに入がつながっているからここに入がつながっているからここに入がつながっているからここに入

れてくれと２年前から入ったというのだったら、これは果たして近畿と呼べるのか。おかれてくれと２年前から入ったというのだったら、これは果たして近畿と呼べるのか。おかれてくれと２年前から入ったというのだったら、これは果たして近畿と呼べるのか。おかれてくれと２年前から入ったというのだったら、これは果たして近畿と呼べるのか。おか

しいと思うのです。だから、しいと思うのです。だから、しいと思うのです。だから、しいと思うのです。だから、例例例例えば三重県は中部ですか。徳島県はえば三重県は中部ですか。徳島県はえば三重県は中部ですか。徳島県はえば三重県は中部ですか。徳島県は四四四四国でし国でし国でし国でしょょょょう。だから、う。だから、う。だから、う。だから、

そんなことをも考えると、こんなのそんなことをも考えると、こんなのそんなことをも考えると、こんなのそんなことをも考えると、こんなの全全全全く近畿ブロック知事会は関西広域連合の誘いをかけく近畿ブロック知事会は関西広域連合の誘いをかけく近畿ブロック知事会は関西広域連合の誘いをかけく近畿ブロック知事会は関西広域連合の誘いをかけ

た、入る入らないは別にして、メンバーでの会議であったのではないかと思いますので、た、入る入らないは別にして、メンバーでの会議であったのではないかと思いますので、た、入る入らないは別にして、メンバーでの会議であったのではないかと思いますので、た、入る入らないは別にして、メンバーでの会議であったのではないかと思いますので、

知事がおられませんので、その入った内容についてもわかりませんが、一回知事がおられませんので、その入った内容についてもわかりませんが、一回知事がおられませんので、その入った内容についてもわかりませんが、一回知事がおられませんので、その入った内容についてもわかりませんが、一回整理整理整理整理してもらしてもらしてもらしてもら

わないといけない。わないといけない。わないといけない。わないといけない。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 関西広域連合の関西広域連合の関西広域連合の関西広域連合の話話話話と近畿ブロック知事会のと近畿ブロック知事会のと近畿ブロック知事会のと近畿ブロック知事会の話話話話になりましたけれど、もになりましたけれど、もになりましたけれど、もになりましたけれど、も

ともとは関西広域連合をともとは関西広域連合をともとは関西広域連合をともとは関西広域連合を設立設立設立設立するにするにするにするに当当当当たって、たって、たって、たって、準備準備準備準備委員会、知事がい委員会、知事がい委員会、知事がい委員会、知事がいろろろろんなとこんなとこんなとこんなところろろろで関西で関西で関西で関西

広域連合の広域連合の広域連合の広域連合の課課課課題とか問題題とか問題題とか問題題とか問題点点点点を申し上げたを申し上げたを申し上げたを申し上げた場所場所場所場所でございますけれども、それはもともとでございますけれども、それはもともとでございますけれども、それはもともとでございますけれども、それはもともと母母母母体体体体

が近畿ブロック知事会であったわけです。ですので、今おっしゃっていただいているようが近畿ブロック知事会であったわけです。ですので、今おっしゃっていただいているようが近畿ブロック知事会であったわけです。ですので、今おっしゃっていただいているようが近畿ブロック知事会であったわけです。ですので、今おっしゃっていただいているよう

に、徳島県であったり、鳥取県であったり、三重県であったり、福井県であったり、近畿に、徳島県であったり、鳥取県であったり、三重県であったり、福井県であったり、近畿に、徳島県であったり、鳥取県であったり、三重県であったり、福井県であったり、近畿に、徳島県であったり、鳥取県であったり、三重県であったり、福井県であったり、近畿

ブロックをブロックをブロックをブロックを母母母母体として関西広域連合を体として関西広域連合を体として関西広域連合を体として関西広域連合を立立立立ち上げようという議論があったと。そのち上げようという議論があったと。そのち上げようという議論があったと。そのち上げようという議論があったと。その段階段階段階段階で参で参で参で参

加されたということでございます。よ加されたということでございます。よ加されたということでございます。よ加されたということでございます。よろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 その議論はここでしてもその議論はここでしてもその議論はここでしてもその議論はここでしても仕仕仕仕方ないことであって、そういうように関西広域連方ないことであって、そういうように関西広域連方ないことであって、そういうように関西広域連方ないことであって、そういうように関西広域連

合の誘いをかけたとこ合の誘いをかけたとこ合の誘いをかけたとこ合の誘いをかけたところろろろで近畿ブロック会議とで近畿ブロック会議とで近畿ブロック会議とで近畿ブロック会議と銘打銘打銘打銘打ってってってって行行行行われているということです。われているということです。われているということです。われているということです。

それで、さっきも申し上げた、具体的にこれがわかればいいのですが、というのは、具それで、さっきも申し上げた、具体的にこれがわかればいいのですが、というのは、具それで、さっきも申し上げた、具体的にこれがわかればいいのですが、というのは、具それで、さっきも申し上げた、具体的にこれがわかればいいのですが、というのは、具

体的に内容を体的に内容を体的に内容を体的に内容をオオオオーーーーププププンにするわけにはいかないのかもわかりません。しかし、情報提供のンにするわけにはいかないのかもわかりません。しかし、情報提供のンにするわけにはいかないのかもわかりません。しかし、情報提供のンにするわけにはいかないのかもわかりません。しかし、情報提供の
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中で、中で、中で、中で、私私私私がががが仄聞仄聞仄聞仄聞しているとこしているとこしているとこしているところろろろでは、年内、あるいはでは、年内、あるいはでは、年内、あるいはでは、年内、あるいは遅遅遅遅くとも３月、２月ですか、そのくとも３月、２月ですか、そのくとも３月、２月ですか、そのくとも３月、２月ですか、その状状状状

況況況況の中では、出先機関の対策の報告があったということですから、出先機関のの中では、出先機関の対策の報告があったということですから、出先機関のの中では、出先機関の対策の報告があったということですから、出先機関のの中では、出先機関の対策の報告があったということですから、出先機関の移管移管移管移管についについについについ

て、するかしないか、そういう内容について。て、するかしないか、そういう内容について。て、するかしないか、そういう内容について。て、するかしないか、そういう内容について。例例例例えば国えば国えば国えば国土交通省土交通省土交通省土交通省のののの話話話話題が報告の中に出て題が報告の中に出て題が報告の中に出て題が報告の中に出て

いるのか出ていないのか。農林いるのか出ていないのか。農林いるのか出ていないのか。農林いるのか出ていないのか。農林水産省水産省水産省水産省もそうです。まさに関西広域連合というのはどうもそうです。まさに関西広域連合というのはどうもそうです。まさに関西広域連合というのはどうもそうです。まさに関西広域連合というのはどう動動動動

いていくのかわかりません。わかりませんが、出先機関について関西広域連合ではどう考いていくのかわかりません。わかりませんが、出先機関について関西広域連合ではどう考いていくのかわかりません。わかりませんが、出先機関について関西広域連合ではどう考いていくのかわかりません。わかりませんが、出先機関について関西広域連合ではどう考

えているのかということを情報提供されたとするのだったら、それは内容を明らかにしてえているのかということを情報提供されたとするのだったら、それは内容を明らかにしてえているのかということを情報提供されたとするのだったら、それは内容を明らかにしてえているのかということを情報提供されたとするのだったら、それは内容を明らかにして

もらってもいいと思います。もらってもいいと思います。もらってもいいと思います。もらってもいいと思います。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 ままままずずずず、、、、整理整理整理整理しておきたいのですけれども、関西広域連合の取り組み報しておきたいのですけれども、関西広域連合の取り組み報しておきたいのですけれども、関西広域連合の取り組み報しておきたいのですけれども、関西広域連合の取り組み報

告ということでしたので、その中での議論というのは特になかったということだけはご告ということでしたので、その中での議論というのは特になかったということだけはご告ということでしたので、その中での議論というのは特になかったということだけはご告ということでしたので、その中での議論というのは特になかったということだけはご了了了了

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。

ご報告があったのは取り組みご報告があったのは取り組みご報告があったのは取り組みご報告があったのは取り組み状況状況状況状況について、について、について、について、例例例例えば、政府に対してこんな要望えば、政府に対してこんな要望えば、政府に対してこんな要望えば、政府に対してこんな要望活動活動活動活動をしをしをしをし

ましたという報告でありまして、あるましたという報告でありまして、あるましたという報告でありまして、あるましたという報告でありまして、ある意味意味意味意味、関西広域連合として、近畿ブロック知事会と、関西広域連合として、近畿ブロック知事会と、関西広域連合として、近畿ブロック知事会と、関西広域連合として、近畿ブロック知事会と

して重なる部して重なる部して重なる部して重なる部分分分分もありますので、そのもありますので、そのもありますので、そのもありますので、その状況状況状況状況をご報告いただいたということであります。でをご報告いただいたということであります。でをご報告いただいたということであります。でをご報告いただいたということであります。で

すので、新谷委員から、すので、新谷委員から、すので、新谷委員から、すので、新谷委員から、例例例例えば本来でしたら９月えば本来でしたら９月えば本来でしたら９月えば本来でしたら９月末末末末に出てくるであに出てくるであに出てくるであに出てくるであろろろろうううう案案案案がががが延び延び延び延びて年内にて年内にて年内にて年内に

なっているとか、そういうなっているとか、そういうなっているとか、そういうなっているとか、そういう話話話話は具体的にはなかったので。は具体的にはなかったので。は具体的にはなかったので。は具体的にはなかったので。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 その内容を言っているのだよ。それはその内容を言っているのだよ。それはその内容を言っているのだよ。それはその内容を言っているのだよ。それは何何何何の要望をしているの。の要望をしているの。の要望をしているの。の要望をしているの。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 ですから、ですから、ですから、ですから、権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲について、出先機関対策について要望されたといについて、出先機関対策について要望されたといについて、出先機関対策について要望されたといについて、出先機関対策について要望されたとい

うことでございます。うことでございます。うことでございます。うことでございます。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲の、その内容はどうなの、の、その内容はどうなの、の、その内容はどうなの、の、その内容はどうなの、丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管の内容は。の内容は。の内容は。の内容は。例例例例えば今言ったよえば今言ったよえば今言ったよえば今言ったよ

うに国うに国うに国うに国土交通省土交通省土交通省土交通省が入っているのか入っていないのかってあるでしが入っているのか入っていないのかってあるでしが入っているのか入っていないのかってあるでしが入っているのか入っていないのかってあるでしょょょょう、それは出てきてなう、それは出てきてなう、それは出てきてなう、それは出てきてな

いのですか。いのですか。いのですか。いのですか。

それからＴＰＰの問題、それからＴＰＰの問題、それからＴＰＰの問題、それからＴＰＰの問題、大阪大阪大阪大阪府は反対だったのですか。府は反対だったのですか。府は反対だったのですか。府は反対だったのですか。例例例例えばえばえばえば奈奈奈奈良県は経済的なことも良県は経済的なことも良県は経済的なことも良県は経済的なことも

考えて知事は慎重論を考えて知事は慎重論を考えて知事は慎重論を考えて知事は慎重論を唱唱唱唱えてくれている方なのですが、えてくれている方なのですが、えてくれている方なのですが、えてくれている方なのですが、大阪大阪大阪大阪府だったら経済府だったら経済府だったら経済府だったら経済圏圏圏圏で絶対参加で絶対参加で絶対参加で絶対参加

した方がいいではないかというようなした方がいいではないかというようなした方がいいではないかというようなした方がいいではないかというような意見意見意見意見があったのではないかとがあったのではないかとがあったのではないかとがあったのではないかと仄聞仄聞仄聞仄聞をするのですが、をするのですが、をするのですが、をするのですが、

それで反対したとこそれで反対したとこそれで反対したとこそれで反対したところろろろがあったという今のがあったという今のがあったという今のがあったという今の答弁答弁答弁答弁でありましたので、その内容をでありましたので、その内容をでありましたので、その内容をでありましたので、その内容を聞聞聞聞かせてほかせてほかせてほかせてほ

しい。しい。しい。しい。

それから、出先機関については、それから、出先機関については、それから、出先機関については、それから、出先機関については、丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管、３つ言われていると、３つ言われていると、３つ言われていると、３つ言われていると聞聞聞聞いているのです。いているのです。いているのです。いているのです。

提提提提案案案案をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろが３つある、あるいはその内容が出されたのか出されないのかだけが３つある、あるいはその内容が出されたのか出されないのかだけが３つある、あるいはその内容が出されたのか出されないのかだけが３つある、あるいはその内容が出されたのか出されないのかだけ

のののの話話話話なのです。今、具体的に農林なのです。今、具体的に農林なのです。今、具体的に農林なのです。今、具体的に農林水産省水産省水産省水産省はないのかあるのか、その内容をはないのかあるのか、その内容をはないのかあるのか、その内容をはないのかあるのか、その内容を示示示示ささささずずずずにこのまにこのまにこのまにこのま

まで報告されたのか。まで報告されたのか。まで報告されたのか。まで報告されたのか。
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○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 ままままずずずず、ＴＰＰの関係でございますけれども、、ＴＰＰの関係でございますけれども、、ＴＰＰの関係でございますけれども、、ＴＰＰの関係でございますけれども、大阪大阪大阪大阪府は府は府は府は選挙選挙選挙選挙中でござい中でござい中でござい中でござい

まして、副知事がまして、副知事がまして、副知事がまして、副知事が代理代理代理代理で出ておりました。特にＴＰＰに関してはご発言なかったとで出ておりました。特にＴＰＰに関してはご発言なかったとで出ておりました。特にＴＰＰに関してはご発言なかったとで出ておりました。特にＴＰＰに関してはご発言なかったと記憶記憶記憶記憶しししし

ております。近畿ブロック知事会としては、慎重にということで要ております。近畿ブロック知事会としては、慎重にということで要ております。近畿ブロック知事会としては、慎重にということで要ております。近畿ブロック知事会としては、慎重にということで要請請請請をするということでをするということでをするということでをするということで

決まっております。決まっております。決まっております。決まっております。

それから、それから、それから、それから、何何何何度も申し上げておりますけれども、関西広域連合の関係につきましては、度も申し上げておりますけれども、関西広域連合の関係につきましては、度も申し上げておりますけれども、関西広域連合の関係につきましては、度も申し上げておりますけれども、関西広域連合の関係につきましては、

特に特に特に特に資料資料資料資料なしでございまして、なしでございまして、なしでございまして、なしでございまして、口頭口頭口頭口頭でご報告いただいておりましたので、今申し上げたよでご報告いただいておりましたので、今申し上げたよでご報告いただいておりましたので、今申し上げたよでご報告いただいておりましたので、今申し上げたよ

うなことがうなことがうなことがうなことが口頭口頭口頭口頭で申し上げられたということでございます。具体的には、国で申し上げられたということでございます。具体的には、国で申し上げられたということでございます。具体的には、国で申し上げられたということでございます。具体的には、国土交通土交通土交通土交通にどうにどうにどうにどう

したとか、それから農林したとか、それから農林したとか、それから農林したとか、それから農林水産省水産省水産省水産省にどうしたとか、経済にどうしたとか、経済にどうしたとか、経済にどうしたとか、経済産産産産業業業業省省省省にどうしたとかということでにどうしたとかということでにどうしたとかということでにどうしたとかということで

はなかったとはなかったとはなかったとはなかったと記憶記憶記憶記憶しております。しております。しております。しております。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 今申し上げたＴＰＰの問題は、少なくとも地方であっても国今申し上げたＴＰＰの問題は、少なくとも地方であっても国今申し上げたＴＰＰの問題は、少なくとも地方であっても国今申し上げたＴＰＰの問題は、少なくとも地方であっても国民民民民の一の一の一の一人人人人として、として、として、として、

農業がかなり農業がかなり農業がかなり農業がかなり厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況になる、それからあるいは特に林業を含めたいわになる、それからあるいは特に林業を含めたいわになる、それからあるいは特に林業を含めたいわになる、それからあるいは特に林業を含めたいわゆゆゆゆるるるる過疎過疎過疎過疎、へき、へき、へき、へき

地のとこ地のとこ地のとこ地のところろろろについては、については、については、については、諸諸諸諸対策を対策を対策を対策を講じ講じ講じ講じないで、このまま議論に入ってしまって、参加してないで、このまま議論に入ってしまって、参加してないで、このまま議論に入ってしまって、参加してないで、このまま議論に入ってしまって、参加して

しまった後のしまった後のしまった後のしまった後の話話話話になってしまうとになってしまうとになってしまうとになってしまうと困困困困るので、るので、るので、るので、私自身私自身私自身私自身としては、できるだけ議論をして、心としては、できるだけ議論をして、心としては、できるだけ議論をして、心としては、できるだけ議論をして、心

配されることが、配されることが、配されることが、配されることが、想定想定想定想定されることがあるわけですから、そのされることがあるわけですから、そのされることがあるわけですから、そのされることがあるわけですから、その想定想定想定想定されることのされることのされることのされることの諸諸諸諸対策を対策を対策を対策を講講講講

じじじじないで参加するというのは、ないで参加するというのは、ないで参加するというのは、ないで参加するというのは、私私私私は慎重論がは慎重論がは慎重論がは慎重論が当然当然当然当然だと思いますので、またこれは知事の方だと思いますので、またこれは知事の方だと思いますので、またこれは知事の方だと思いますので、またこれは知事の方

でできるだけ、でできるだけ、でできるだけ、でできるだけ、例例例例えばそういうことがえばそういうことがえばそういうことがえばそういうことが想定想定想定想定されると、経済されると、経済されると、経済されると、経済効効効効果はこういう果はこういう果はこういう果はこういう効効効効果があると、果があると、果があると、果があると、

そんなことを国そんなことを国そんなことを国そんなことを国民民民民にきっちりにきっちりにきっちりにきっちり示示示示して、やっして、やっして、やっして、やっぱぱぱぱり議論をしながらやっていかなかったら、参り議論をしながらやっていかなかったら、参り議論をしながらやっていかなかったら、参り議論をしながらやっていかなかったら、参

加してしまうわ、後から加してしまうわ、後から加してしまうわ、後から加してしまうわ、後から抜抜抜抜けるわ、けるわ、けるわ、けるわ、抜抜抜抜けないわというけないわというけないわというけないわという話話話話にまでなってしまって、それが議にまでなってしまって、それが議にまでなってしまって、それが議にまでなってしまって、それが議

論になってしまって、論になってしまって、論になってしまって、論になってしまって、実際実際実際実際の内容というのがの内容というのがの内容というのがの内容というのが生生生生まれてこない。だから、反対は反対なのでまれてこない。だから、反対は反対なのでまれてこない。だから、反対は反対なのでまれてこない。だから、反対は反対なので

すけれど、慎重論は慎重論なのですが、経済的なすけれど、慎重論は慎重論なのですが、経済的なすけれど、慎重論は慎重論なのですが、経済的なすけれど、慎重論は慎重論なのですが、経済的な効効効効果も国としてはやっ果も国としてはやっ果も国としてはやっ果も国としてはやっぱぱぱぱり考えていかなり考えていかなり考えていかなり考えていかな

いといけないことは事いといけないことは事いといけないことは事いといけないことは事実実実実なのです。とこなのです。とこなのです。とこなのです。ところろろろが、農業対策はこうだと言います。が、農業対策はこうだと言います。が、農業対策はこうだと言います。が、農業対策はこうだと言います。

だから、だから、だから、だから、例例例例えばおえばおえばおえばお米米米米なんか７なんか７なんか７なんか７，，，，００００００００００００円円円円、、、、８，８，８，８，００００００００００００円円円円で農で農で農で農協協協協を中心にを中心にを中心にを中心に売買売買売買売買されていまされていまされていまされていま

す。それが３す。それが３す。それが３す。それが３分分分分の１ぐらいで、の１ぐらいで、の１ぐらいで、の１ぐらいで、カカカカリリリリフォルニフォルニフォルニフォルニアアアア米米米米なんかは３０なんかは３０なんかは３０なんかは３０キキキキロロロログラムグラムグラムグラムが１が１が１が１，，，，５００５００５００５００円円円円

から２から２から２から２，，，，００００００００００００円円円円になってしまうとなったら、になってしまうとなったら、になってしまうとなったら、になってしまうとなったら、我我我我が国の農業は、１００が国の農業は、１００が国の農業は、１００が国の農業は、１００町歩町歩町歩町歩、２００、２００、２００、２００町歩町歩町歩町歩

つくっているとこつくっているとこつくっているとこつくっているところろろろはどうかわかりませんが、はどうかわかりませんが、はどうかわかりませんが、はどうかわかりませんが、奈奈奈奈良県の農業なんていうのは成り良県の農業なんていうのは成り良県の農業なんていうのは成り良県の農業なんていうのは成り立立立立ちませちませちませちませ

んし、そして国んし、そして国んし、そして国んし、そして国土保全土保全土保全土保全から考えたら、そんなおから考えたら、そんなおから考えたら、そんなおから考えたら、そんなお米米米米をつくっているとこをつくっているとこをつくっているとこをつくっているところろろろがががが全全全全部ア部ア部ア部アウトウトウトウトになになになにな

ってしまったら、ってしまったら、ってしまったら、ってしまったら、保有米保有米保有米保有米はつくるかわかりませんが、はつくるかわかりませんが、はつくるかわかりませんが、はつくるかわかりませんが、古古古古い農機具があって、い農機具があって、い農機具があって、い農機具があって、故障故障故障故障するまでするまでするまでするまで

はと。しかし、国はと。しかし、国はと。しかし、国はと。しかし、国土保全土保全土保全土保全やいわやいわやいわやいわゆゆゆゆる山る山る山る山間間間間へき地にはへき地にはへき地にはへき地には住住住住んでられないということまで、教んでられないということまで、教んでられないということまで、教んでられないということまで、教育育育育、、、、

福福福福祉祉祉祉、、、、医療医療医療医療の問題まで関係してくると思いますので、の問題まで関係してくると思いますので、の問題まで関係してくると思いますので、の問題まで関係してくると思いますので、想定想定想定想定されることの議論をやっされることの議論をやっされることの議論をやっされることの議論をやっぱぱぱぱりりりり煮煮煮煮

詰詰詰詰めて、そしてその対策をこうしてめて、そしてその対策をこうしてめて、そしてその対策をこうしてめて、そしてその対策をこうして講じ講じ講じ講じるよという具体策を内政としてやってほしいと思るよという具体策を内政としてやってほしいと思るよという具体策を内政としてやってほしいと思るよという具体策を内政としてやってほしいと思
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いますので、知事に反対のいますので、知事に反対のいますので、知事に反対のいますので、知事に反対の理由理由理由理由もしっかりもしっかりもしっかりもしっかり踏踏踏踏まえていただいているとは思うのですが、こまえていただいているとは思うのですが、こまえていただいているとは思うのですが、こまえていただいているとは思うのですが、こ

れはれはれはれは強強強強く言っておいてほしいと思います。く言っておいてほしいと思います。く言っておいてほしいと思います。く言っておいてほしいと思います。

いいいいろろろろいいいいろろろろ関西広域連合でしきりに言われているのは、関西広域連合でしきりに言われているのは、関西広域連合でしきりに言われているのは、関西広域連合でしきりに言われているのは、大阪大阪大阪大阪府の府の府の府の橋下橋下橋下橋下知事が知事でなくな知事が知事でなくな知事が知事でなくな知事が知事でなくな

ったから、あるいはったから、あるいはったから、あるいはったから、あるいは例例例例えば政えば政えば政えば政令都市令都市令都市令都市が入るとか入らないとか、こんな議論をされておりまが入るとか入らないとか、こんな議論をされておりまが入るとか入らないとか、こんな議論をされておりまが入るとか入らないとか、こんな議論をされておりま

す。知事がどなたであす。知事がどなたであす。知事がどなたであす。知事がどなたであろろろろうと、また先ほど申し上げましたように、このエリアの問題も疑うと、また先ほど申し上げましたように、このエリアの問題も疑うと、また先ほど申し上げましたように、このエリアの問題も疑うと、また先ほど申し上げましたように、このエリアの問題も疑

問に問に問に問に感じ感じ感じ感じます。それから、ます。それから、ます。それから、ます。それから、我々我々我々我々は４７は４７は４７は４７都道都道都道都道府県のおつき合いをしています。そんなことを府県のおつき合いをしています。そんなことを府県のおつき合いをしています。そんなことを府県のおつき合いをしています。そんなことを

考えると、なぜ政考えると、なぜ政考えると、なぜ政考えると、なぜ政令都市令都市令都市令都市がここにかんでくるのか。がここにかんでくるのか。がここにかんでくるのか。がここにかんでくるのか。権限権限権限権限はあったとしても、はあったとしても、はあったとしても、はあったとしても、私私私私どもは４７どもは４７どもは４７どもは４７

都道都道都道都道府県とも府県とも府県とも府県とも大大大大事ですから、そういう事ですから、そういう事ですから、そういう事ですから、そういう交通整理交通整理交通整理交通整理をきちっとしなくてはならない部をきちっとしなくてはならない部をきちっとしなくてはならない部をきちっとしなくてはならない部分分分分があるがあるがあるがある

と思うのです。と思うのです。と思うのです。と思うのです。

だから、梶川委員おっしゃったことも関連しますし、それから今、だから、梶川委員おっしゃったことも関連しますし、それから今、だから、梶川委員おっしゃったことも関連しますし、それから今、だから、梶川委員おっしゃったことも関連しますし、それから今、答答答答えようとしませんえようとしませんえようとしませんえようとしません

ので内容が出てなかったかどうかわかりませんが、ので内容が出てなかったかどうかわかりませんが、ので内容が出てなかったかどうかわかりませんが、ので内容が出てなかったかどうかわかりませんが、世世世世論で言われてるのは、論で言われてるのは、論で言われてるのは、論で言われてるのは、大大大大きな３つのきな３つのきな３つのきな３つの

出先機関が出先機関が出先機関が出先機関が例例例例えばえばえばえば移管移管移管移管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、奈奈奈奈良県は国良県は国良県は国良県は国土交通省土交通省土交通省土交通省の関係は中部にの関係は中部にの関係は中部にの関係は中部に行行行行ってしってしってしってし

まったらいいのではないかという議論まで、一部で言われているみたいです。そんなことまったらいいのではないかという議論まで、一部で言われているみたいです。そんなことまったらいいのではないかという議論まで、一部で言われているみたいです。そんなことまったらいいのではないかという議論まで、一部で言われているみたいです。そんなこと

になってしまうと、だから、そんなことがここで、議論をしているということは、になってしまうと、だから、そんなことがここで、議論をしているということは、になってしまうと、だから、そんなことがここで、議論をしているということは、になってしまうと、だから、そんなことがここで、議論をしているということは、奈奈奈奈良県良県良県良県

としてはとしてはとしてはとしては既得権既得権既得権既得権があるわけですから、農林があるわけですから、農林があるわけですから、農林があるわけですから、農林水産省水産省水産省水産省、国、国、国、国土交通省土交通省土交通省土交通省の出先機関もこちらにあるの出先機関もこちらにあるの出先機関もこちらにあるの出先機関もこちらにある

わけですから、だからそういう議論が、近畿ブロック知事会議ですから、わけですから、だからそういう議論が、近畿ブロック知事会議ですから、わけですから、だからそういう議論が、近畿ブロック知事会議ですから、わけですから、だからそういう議論が、近畿ブロック知事会議ですから、堂々堂々堂々堂々と議論できと議論できと議論できと議論でき

るるるる立場立場立場立場であります。関西広域連合の会合に入ったのだったら、であります。関西広域連合の会合に入ったのだったら、であります。関西広域連合の会合に入ったのだったら、であります。関西広域連合の会合に入ったのだったら、オオオオブブブブザザザザーバーでーバーでーバーでーバーで終終終終わります。わります。わります。わります。

だから、そのことの議論をだから、そのことの議論をだから、そのことの議論をだから、そのことの議論を遠慮遠慮遠慮遠慮せせせせずずずずにににに堂々堂々堂々堂々とやってもらったらいいと思いますので、内容とやってもらったらいいと思いますので、内容とやってもらったらいいと思いますので、内容とやってもらったらいいと思いますので、内容

もできたらもできたらもできたらもできたらオオオオーーーーププププンにして、そして県ンにして、そして県ンにして、そして県ンにして、そして県益益益益のためにどういう方向のためにどういう方向のためにどういう方向のためにどういう方向づづづづけがいいのかということけがいいのかということけがいいのかということけがいいのかということ

も議論すべきだと思いますので、報告されましたことについて、今、質問があればというも議論すべきだと思いますので、報告されましたことについて、今、質問があればというも議論すべきだと思いますので、報告されましたことについて、今、質問があればというも議論すべきだと思いますので、報告されましたことについて、今、質問があればという

ことでしたので、知事はことでしたので、知事はことでしたので、知事はことでしたので、知事は判断判断判断判断しているわけですが、そのことも含めて、これから情報をきしているわけですが、そのことも含めて、これから情報をきしているわけですが、そのことも含めて、これから情報をきしているわけですが、そのことも含めて、これから情報をき

ちっと知事部ちっと知事部ちっと知事部ちっと知事部局局局局の方でも入れてもらって、この対応はしてほしいと思いますので、あえての方でも入れてもらって、この対応はしてほしいと思いますので、あえての方でも入れてもらって、この対応はしてほしいと思いますので、あえての方でも入れてもらって、この対応はしてほしいと思いますので、あえて

申し上げておきます。申し上げておきます。申し上げておきます。申し上げておきます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりでございまして、今後、近畿ブロック知事会議のご報のとおりでございまして、今後、近畿ブロック知事会議のご報のとおりでございまして、今後、近畿ブロック知事会議のご報のとおりでございまして、今後、近畿ブロック知事会議のご報

告を告を告を告を随時随時随時随時この機会をこの機会をこの機会をこの機会を通じ通じ通じ通じてさせていただきたいと思います。てさせていただきたいと思います。てさせていただきたいと思います。てさせていただきたいと思います。

なお、議論につきましては、知事会はなお、議論につきましては、知事会はなお、議論につきましては、知事会はなお、議論につきましては、知事会はフルオフルオフルオフルオーーーーププププンになっていまして、報ンになっていまして、報ンになっていまして、報ンになっていまして、報道道道道もももも全全全全部入っ部入っ部入っ部入っ

ておりましたので、ておりましたので、ておりましたので、ておりましたので、マスコミマスコミマスコミマスコミをををを通じ通じ通じ通じて報て報て報て報道道道道されているものでありますし、今申し上げた内されているものでありますし、今申し上げた内されているものでありますし、今申し上げた内されているものでありますし、今申し上げた内

容については、その容については、その容については、その容については、その範囲範囲範囲範囲でしか議論されていないと考えておりますので、ごでしか議論されていないと考えておりますので、ごでしか議論されていないと考えておりますので、ごでしか議論されていないと考えておりますので、ご了承了承了承了承いただきいただきいただきいただき

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。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 ９１回９１回９１回９１回目目目目の近畿ブロックの知事会議ということですけれども、これはの近畿ブロックの知事会議ということですけれども、これはの近畿ブロックの知事会議ということですけれども、これはの近畿ブロックの知事会議ということですけれども、これは頻頻頻頻
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度としてはどれぐらいの度としてはどれぐらいの度としてはどれぐらいの度としてはどれぐらいの割割割割合で合で合で合で開開開開かれているものかというのをおかれているものかというのをおかれているものかというのをおかれているものかというのをお尋尋尋尋ねをしたいと思います。ねをしたいと思います。ねをしたいと思います。ねをしたいと思います。

それと、この中でさまざまな議題がされておりますが、そのそれと、この中でさまざまな議題がされておりますが、そのそれと、この中でさまざまな議題がされておりますが、そのそれと、この中でさまざまな議題がされておりますが、その調整調整調整調整とか、この会議をとか、この会議をとか、この会議をとか、この会議を開開開開くにくにくにくに

当当当当たっての事たっての事たっての事たっての事務局務局務局務局的な的な的な的な役割役割役割役割というのはどのようにというのはどのようにというのはどのようにというのはどのように分担分担分担分担されているのかをおされているのかをおされているのかをおされているのかをお尋尋尋尋ねしたいと思ねしたいと思ねしたいと思ねしたいと思

います。います。います。います。

それともう１それともう１それともう１それともう１点点点点は、関西広域連合ができまして、４は、関西広域連合ができまして、４は、関西広域連合ができまして、４は、関西広域連合ができまして、４８番目８番目８番目８番目のののの自治自治自治自治体だと言われておりま体だと言われておりま体だと言われておりま体だと言われておりま

すけれども、そうであるならば、この近畿ブロック知事会議での関西広域連合のすけれども、そうであるならば、この近畿ブロック知事会議での関西広域連合のすけれども、そうであるならば、この近畿ブロック知事会議での関西広域連合のすけれども、そうであるならば、この近畿ブロック知事会議での関西広域連合の位置づ位置づ位置づ位置づけけけけ

というのはどんなというのはどんなというのはどんなというのはどんなふふふふうに考えておられるのか、そのうに考えておられるのか、そのうに考えておられるのか、そのうに考えておられるのか、その点点点点をおをおをおをお尋尋尋尋ねしたいと思います。ねしたいと思います。ねしたいと思います。ねしたいと思います。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 ままままずずずず、、、、頻頻頻頻度でございますけれども、度でございますけれども、度でございますけれども、度でございますけれども、大大大大体年２回、体年２回、体年２回、体年２回、春春春春とととと秋秋秋秋にににに開催開催開催開催をしをしをしをし

ております。それから、事ております。それから、事ております。それから、事ております。それから、事務局務局務局務局のことでございますけれども、今まではのことでございますけれども、今まではのことでございますけれども、今まではのことでございますけれども、今までは毎毎毎毎年の年の年の年の開催開催開催開催がががが持持持持ちちちち

回りになっておりましたので、事回りになっておりましたので、事回りになっておりましたので、事回りになっておりましたので、事務局務局務局務局もももも順番順番順番順番にににに持持持持ち回っておりましたが、ことしのち回っておりましたが、ことしのち回っておりましたが、ことしのち回っておりましたが、ことしの６６６６月の月の月の月の

近畿ブロック知事会で、近畿ブロック知事会で、近畿ブロック知事会で、近畿ブロック知事会で、効率化効率化効率化効率化するために関西広域連合に事するために関西広域連合に事するために関西広域連合に事するために関西広域連合に事務局務局務局務局をををを置置置置くということに決まくということに決まくということに決まくということに決ま

りましたので、今りましたので、今りましたので、今りましたので、今現在現在現在現在、関西広域連合の中に近畿ブロック知事会の事、関西広域連合の中に近畿ブロック知事会の事、関西広域連合の中に近畿ブロック知事会の事、関西広域連合の中に近畿ブロック知事会の事務局務局務局務局がございます。がございます。がございます。がございます。

それから、関西広域連合と近畿ブロック知事会の関係をおそれから、関西広域連合と近畿ブロック知事会の関係をおそれから、関西広域連合と近畿ブロック知事会の関係をおそれから、関西広域連合と近畿ブロック知事会の関係をお尋尋尋尋ねでございますけれども、ねでございますけれども、ねでございますけれども、ねでございますけれども、

あくまでも関西広域連合は関西広域連合として、７つのあくまでも関西広域連合は関西広域連合として、７つのあくまでも関西広域連合は関西広域連合として、７つのあくまでも関西広域連合は関西広域連合として、７つの分分分分野についてそれ野についてそれ野についてそれ野についてそれぞぞぞぞれで組れで組れで組れで組織織織織としとしとしとし

てご議論されていると。近畿ブロック知事会は、あくまでもそれてご議論されていると。近畿ブロック知事会は、あくまでもそれてご議論されていると。近畿ブロック知事会は、あくまでもそれてご議論されていると。近畿ブロック知事会は、あくまでもそれぞぞぞぞれが構成される府県のれが構成される府県のれが構成される府県のれが構成される府県の

知事の知事の知事の知事の集集集集まりで、広域的な議題について議論をして、まりで、広域的な議題について議論をして、まりで、広域的な議題について議論をして、まりで、広域的な議題について議論をして、例例例例えばいえばいえばいえばいろろろろんなんなんなんな調整調整調整調整をしたり、連をしたり、連をしたり、連をしたり、連携携携携

をしたり、国への要望をしたり、そういうをしたり、国への要望をしたり、そういうをしたり、国への要望をしたり、そういうをしたり、国への要望をしたり、そういう活動活動活動活動をしております。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。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにご発言ございませんか。ほかにご発言ございませんか。ほかにご発言ございませんか。ほかにご発言ございませんか。

なければこれで質疑をなければこれで質疑をなければこれで質疑をなければこれで質疑を終終終終わります。委員わります。委員わります。委員わります。委員間討間討間討間討議、それから先議、それから先議、それから先議、それから先般般般般、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県、県、県、県、京都京都京都京都府、府、府、府、和歌和歌和歌和歌

山県に山県に山県に山県に調調調調査へ査へ査へ査へ行行行行った報告をさせていただきたいと思いますので、委員会のった報告をさせていただきたいと思いますので、委員会のった報告をさせていただきたいと思いますので、委員会のった報告をさせていただきたいと思いますので、委員会の途途途途中ではありま中ではありま中ではありま中ではありま

すけれどもすけれどもすけれどもすけれども休憩休憩休憩休憩します。します。します。します。

委員の方はお委員の方はお委員の方はお委員の方はお残残残残りください。りください。りください。りください。理理理理事事事事者者者者はははは退退退退席願います。席願います。席願います。席願います。

１３：２１３：２１３：２１３：２６分 休憩６分 休憩６分 休憩６分 休憩

１３：２９１３：２９１３：２９１３：２９分 再開分 再開分 再開分 再開

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、会議をそれでは、会議をそれでは、会議をそれでは、会議を再開再開再開再開したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

これからは広域連合について委員これからは広域連合について委員これからは広域連合について委員これからは広域連合について委員間討間討間討間討議を中心に議を中心に議を中心に議を中心に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。

委員委員委員委員間間間間のののの討討討討議を議を議を議を円滑円滑円滑円滑かつかつかつかつ効効効効果的に果的に果的に果的に進進進進めるため、知事公室長、政策推めるため、知事公室長、政策推めるため、知事公室長、政策推めるため、知事公室長、政策推進課進課進課進課長に長に長に長に同同同同席させ、席させ、席させ、席させ、

理理理理事事事事者者者者の発言については、委員長のの発言については、委員長のの発言については、委員長のの発言については、委員長の指指指指名により名により名により名により許可許可許可許可することにしてよすることにしてよすることにしてよすることにしてよろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」と呼と呼と呼と呼ぶ者ぶ者ぶ者ぶ者あり）あり）あり）あり）

はい、わかりました。そうさせていただきます。はい、わかりました。そうさせていただきます。はい、わかりました。そうさせていただきます。はい、わかりました。そうさせていただきます。
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それでははそれでははそれでははそれでははじじじじめに、先めに、先めに、先めに、先般般般般、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県、県、県、県、京都京都京都京都府、府、府、府、和歌和歌和歌和歌山県の各府県議会に委員を山県の各府県議会に委員を山県の各府県議会に委員を山県の各府県議会に委員を派遣派遣派遣派遣し、連し、連し、連し、連

合議会議員や特別委員会の関係の方合議会議員や特別委員会の関係の方合議会議員や特別委員会の関係の方合議会議員や特別委員会の関係の方 々々々々とととと意見交換意見交換意見交換意見交換をしていただきました。その結果を報告をしていただきました。その結果を報告をしていただきました。その結果を報告をしていただきました。その結果を報告

していただきます。していただきます。していただきます。していただきます。

ままままず滋賀ず滋賀ず滋賀ず滋賀県は、県は、県は、県は、私私私私から報告させていただきます。なお、から報告させていただきます。なお、から報告させていただきます。なお、から報告させていただきます。なお、京都京都京都京都府は尾﨑委員、府は尾﨑委員、府は尾﨑委員、府は尾﨑委員、和歌和歌和歌和歌山県は山県は山県は山県は

小林（茂）委員から報告していただきます。出席されたその他の方からも後ほど発言をお小林（茂）委員から報告していただきます。出席されたその他の方からも後ほど発言をお小林（茂）委員から報告していただきます。出席されたその他の方からも後ほど発言をお小林（茂）委員から報告していただきます。出席されたその他の方からも後ほど発言をお

願いしますので、よ願いしますので、よ願いしますので、よ願いしますので、よろろろ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。

それでは、それでは、それでは、それでは、私私私私の方から報告させていただきます。の方から報告させていただきます。の方から報告させていただきます。の方から報告させていただきます。

滋賀滋賀滋賀滋賀県の県議会議員であり、広域連合議会議員であります県の県議会議員であり、広域連合議会議員であります県の県議会議員であり、広域連合議会議員であります県の県議会議員であり、広域連合議会議員であります自由民主党自由民主党自由民主党自由民主党のののの吉吉吉吉田議員と田議員と田議員と田議員と民主民主民主民主

党党党党のののの大大大大井議員に井議員に井議員に井議員に意見意見意見意見をををを聞聞聞聞かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。

広域広域広域広域行行行行政政政政調調調調査特別委員会の構成府県査特別委員会の構成府県査特別委員会の構成府県査特別委員会の構成府県調調調調査に係る質問事項を事前に各府県議会に提出して査に係る質問事項を事前に各府県議会に提出して査に係る質問事項を事前に各府県議会に提出して査に係る質問事項を事前に各府県議会に提出して

おります。質問事項に対する回おります。質問事項に対する回おります。質問事項に対する回おります。質問事項に対する回答答答答について、について、について、について、滋賀滋賀滋賀滋賀県議会では県議会では県議会では県議会では文文文文書にて提出されました。こ書にて提出されました。こ書にて提出されました。こ書にて提出されました。こ

れについては結構れについては結構れについては結構れについては結構詳詳詳詳しいとこしいとこしいとこしいところろろろまで書いておりますので、まで書いておりますので、まで書いておりますので、まで書いておりますので、大大大大体の概体の概体の概体の概略略略略、、、、聴聴聴聴取の内容だけを取の内容だけを取の内容だけを取の内容だけを

説説説説明させていただきたいと思います。明させていただきたいと思います。明させていただきたいと思います。明させていただきたいと思います。

ままままずずずず、関西広域連合に関して２年近く取り組んできて、、関西広域連合に関して２年近く取り組んできて、、関西広域連合に関して２年近く取り組んできて、、関西広域連合に関して２年近く取り組んできて、奈奈奈奈良県は良県は良県は良県は賢賢賢賢いいいい選択選択選択選択をしているとをしているとをしているとをしていると

いうことを言われまして、いうことを言われまして、いうことを言われまして、いうことを言われまして、奈奈奈奈良県がいくら入りたいと言っても、良県がいくら入りたいと言っても、良県がいくら入りたいと言っても、良県がいくら入りたいと言っても、我々我々我々我々がががが了解了解了解了解しなければ入しなければ入しなければ入しなければ入

れないということを言われました。れないということを言われました。れないということを言われました。れないということを言われました。

それから、それから、それから、それから、東東東東日本日本日本日本大震災大震災大震災大震災においては、においては、においては、においては、宮城宮城宮城宮城県、県、県、県、岩手岩手岩手岩手県、福島県を県、福島県を県、福島県を県、福島県をカウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト方式方式方式方式

でででで支援支援支援支援したいと言っているが、関西広域連合がなくても、したいと言っているが、関西広域連合がなくても、したいと言っているが、関西広域連合がなくても、したいと言っているが、関西広域連合がなくても、昔昔昔昔からもからもからもからも震災震災震災震災のののの支援支援支援支援はははは行行行行ってきってきってきってき

た。関西広域連合の発表にた。関西広域連合の発表にた。関西広域連合の発表にた。関西広域連合の発表にマスコミマスコミマスコミマスコミもももも踊踊踊踊らされているだけということでございました。らされているだけということでございました。らされているだけということでございました。らされているだけということでございました。

そして、関西広域連合にはそして、関西広域連合にはそして、関西広域連合にはそして、関西広域連合には予予予予算がない、算がない、算がない、算がない、人人人人員もない、それで４員もない、それで４員もない、それで４員もない、それで４８番目８番目８番目８番目のののの自治自治自治自治体というの体というの体というの体というの

はおかしいではないか。そんなとこはおかしいではないか。そんなとこはおかしいではないか。そんなとこはおかしいではないか。そんなところろろろに国の出先機関のに国の出先機関のに国の出先機関のに国の出先機関の丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管はできないと国は言っはできないと国は言っはできないと国は言っはできないと国は言っ

ている。また、４ている。また、４ている。また、４ている。また、４８番目８番目８番目８番目のののの自治自治自治自治体というのであれば、二体というのであれば、二体というのであれば、二体というのであれば、二元元元元代代代代表表表表制制制制がががが動動動動かないといけないが、かないといけないが、かないといけないが、かないといけないが、

全然動全然動全然動全然動いていない。連合委員会は機いていない。連合委員会は機いていない。連合委員会は機いていない。連合委員会は機能能能能していると思うが、知事たちのしていると思うが、知事たちのしていると思うが、知事たちのしていると思うが、知事たちのパフォパフォパフォパフォーーーーママママンンンンススススのののの場場場場。。。。

関西広域連合は地方関西広域連合は地方関西広域連合は地方関西広域連合は地方自治自治自治自治法法法法にににに沿沿沿沿っているからといったら中っているからといったら中っているからといったら中っているからといったら中途途途途半端半端半端半端だ。だ。だ。だ。滋賀滋賀滋賀滋賀県も県も県も県も道道道道州制州制州制州制にはにはにはには

反対。しかし、反対。しかし、反対。しかし、反対。しかし、道道道道州制州制州制州制にせにせにせにせずずずずして関西広域連合というような組して関西広域連合というような組して関西広域連合というような組して関西広域連合というような組織織織織でやっていこうというのでやっていこうというのでやっていこうというのでやっていこうというの

は、組は、組は、組は、組織織織織運営運営運営運営上に上に上に上に無無無無理理理理がある。７がある。７がある。７がある。７分分分分野に含まれないような事項について、議会に野に含まれないような事項について、議会に野に含まれないような事項について、議会に野に含まれないような事項について、議会に諮諮諮諮ることることることること

なく取り組まれている。関西広域連合なく取り組まれている。関西広域連合なく取り組まれている。関西広域連合なく取り組まれている。関西広域連合規約規約規約規約第４第４第４第４条条条条第１項９第１項９第１項９第１項９号号号号、、、、企画及企画及企画及企画及び調整び調整び調整び調整という言葉でという言葉でという言葉でという言葉で

何何何何もかも取り決めるというようなもかも取り決めるというようなもかも取り決めるというようなもかも取り決めるというような答弁答弁答弁答弁がなされたというのは、がなされたというのは、がなされたというのは、がなされたというのは、非常非常非常非常にににに遺憾遺憾遺憾遺憾に思っているとに思っているとに思っているとに思っていると

いうことです。いうことです。いうことです。いうことです。

補足補足補足補足しますと、特に新しますと、特に新しますと、特に新しますと、特に新幹線幹線幹線幹線のののの北陸北陸北陸北陸ルルルルーーーートトトト、それから、それから、それから、それから京都京都京都京都にににに至至至至る福知山る福知山る福知山る福知山ルルルルーーーートトトト、それから、それから、それから、それから
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福井県は福井県は福井県は福井県は北陸北陸北陸北陸新新新新幹線幹線幹線幹線をををを米米米米原原原原につないでくれと言っておりますけども、につないでくれと言っておりますけども、につないでくれと言っておりますけども、につないでくれと言っておりますけども、米米米米原原原原につなぐことすにつなぐことすにつなぐことすにつなぐことす

らららら滋賀滋賀滋賀滋賀県は決めていないということを先に関西広域連合の委員会で知事県は決めていないということを先に関西広域連合の委員会で知事県は決めていないということを先に関西広域連合の委員会で知事県は決めていないということを先に関西広域連合の委員会で知事同同同同士士士士がががが話話話話しをするしをするしをするしをする

のはいかがなものかということで、かなり言われておられました。のはいかがなものかということで、かなり言われておられました。のはいかがなものかということで、かなり言われておられました。のはいかがなものかということで、かなり言われておられました。

それから、７それから、７それから、７それから、７分分分分野の広域野の広域野の広域野の広域計画計画計画計画が決まれば、広域連合の事が決まれば、広域連合の事が決まれば、広域連合の事が決まれば、広域連合の事務務務務がどれだけのがどれだけのがどれだけのがどれだけのボボボボリリリリュュュューーーームムムムになになになにな

るのかわかる。本会議の回るのかわかる。本会議の回るのかわかる。本会議の回るのかわかる。本会議の回数数数数をどうするのか。をどうするのか。をどうするのか。をどうするのか。常常常常任任任任委員会を、今は総委員会を、今は総委員会を、今は総委員会を、今は総務務務務委員会だけですけ委員会だけですけ委員会だけですけ委員会だけですけ

れども、れども、れども、れども、ふふふふやすのか。議会議員のやすのか。議会議員のやすのか。議会議員のやすのか。議会議員の定定定定数数数数も考えないといけない。議長も１年にするのか２年も考えないといけない。議長も１年にするのか２年も考えないといけない。議長も１年にするのか２年も考えないといけない。議長も１年にするのか２年

にするのか決まっていない。申し合わせ事項もにするのか決まっていない。申し合わせ事項もにするのか決まっていない。申し合わせ事項もにするのか決まっていない。申し合わせ事項も何何何何もない。それから、連合長を出しているもない。それから、連合長を出しているもない。それから、連合長を出しているもない。それから、連合長を出している

兵庫兵庫兵庫兵庫県議会は、広域連合に県議会は、広域連合に県議会は、広域連合に県議会は、広域連合に好好好好意意意意的な的な的な的な見見見見方をしているのは方をしているのは方をしているのは方をしているのは確確確確かであるが、あとの府議会はかであるが、あとの府議会はかであるが、あとの府議会はかであるが、あとの府議会は似似似似

たりたりたりたり寄寄寄寄ったりだと思う。ったりだと思う。ったりだと思う。ったりだと思う。滋賀滋賀滋賀滋賀県議会が一県議会が一県議会が一県議会が一番番番番きついかもしれない。きついかもしれない。きついかもしれない。きついかもしれない。滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県市市市市長会が関西広域長会が関西広域長会が関西広域長会が関西広域

連合への参加について連合への参加について連合への参加について連合への参加について再再再再検検検検討討討討してはどうかという要望をされているということでした。してはどうかという要望をされているということでした。してはどうかという要望をされているということでした。してはどうかという要望をされているということでした。

そして、７つのそして、７つのそして、７つのそして、７つの分分分分野があるものの、国の出先機関の野があるものの、国の出先機関の野があるものの、国の出先機関の野があるものの、国の出先機関の受受受受けけけけ皿皿皿皿というのがというのがというのがというのが大大大大きなきなきなきな柱柱柱柱だった、だった、だった、だった、

このためにつくった組このためにつくった組このためにつくった組このためにつくった組織織織織だとだとだとだと強強強強くくくく強調強調強調強調されていました。この国の出先機関がされていました。この国の出先機関がされていました。この国の出先機関がされていました。この国の出先機関が受受受受けけけけ皿皿皿皿になるになるになるになる

ということだったので、広域連合をつくったというのがここの一ということだったので、広域連合をつくったというのがここの一ということだったので、広域連合をつくったというのがここの一ということだったので、広域連合をつくったというのがここの一番番番番のののの理由理由理由理由であったと言わであったと言わであったと言わであったと言わ

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。

連合議会議員として、連合議会議員として、連合議会議員として、連合議会議員として、滋賀滋賀滋賀滋賀県の県の県の県の状況状況状況状況や県議会、や県議会、や県議会、や県議会、所所所所属属属属する会する会する会する会派派派派のののの意意意意向等は向等は向等は向等は尊尊尊尊重するも、議重するも、議重するも、議重するも、議

会の総会の総会の総会の総意意意意をををを代代代代表するものではないと表するものではないと表するものではないと表するものではないと認識認識認識認識している。それから、二している。それから、二している。それから、二している。それから、二元元元元代代代代表表表表制制制制のののの面面面面から、広域から、広域から、広域から、広域

連合議会が連合議会が連合議会が連合議会が意意意意思決思決思決思決定定定定機関としての機関としての機関としての機関としての役割役割役割役割を果たせるよう、を果たせるよう、を果たせるよう、を果たせるよう、十十十十分分分分な審議体な審議体な審議体な審議体制制制制をををを確保確保確保確保し、し、し、し、個個個個別具別具別具別具

体的な体的な体的な体的な案案案案件件件件に対する政策決に対する政策決に対する政策決に対する政策決定定定定とととと監視評価監視評価監視評価監視評価をををを行行行行っていくのが重要ということで、特に二っていくのが重要ということで、特に二っていくのが重要ということで、特に二っていくのが重要ということで、特に二元元元元代代代代

表表表表制制制制が機が機が機が機能能能能をまだしていない、知事の委員会の議論ばかりがをまだしていない、知事の委員会の議論ばかりがをまだしていない、知事の委員会の議論ばかりがをまだしていない、知事の委員会の議論ばかりが進進進進んでおって、議会のんでおって、議会のんでおって、議会のんでおって、議会の仕仕仕仕組み組み組み組み

がまだできていないということを言われておりました。がまだできていないということを言われておりました。がまだできていないということを言われておりました。がまだできていないということを言われておりました。

決して決して決して決して私見私見私見私見ではございません。議員２ではございません。議員２ではございません。議員２ではございません。議員２人人人人から一方的に言われまして、から一方的に言われまして、から一方的に言われまして、から一方的に言われまして、私私私私らはらはらはらは聞聞聞聞きききき役役役役に回に回に回に回

ったぐらいでございます。ったぐらいでございます。ったぐらいでございます。ったぐらいでございます。

以以以以上でありますけれども、今回、今井副委員長、それから梶川委員からも出席していた上でありますけれども、今回、今井副委員長、それから梶川委員からも出席していた上でありますけれども、今回、今井副委員長、それから梶川委員からも出席していた上でありますけれども、今回、今井副委員長、それから梶川委員からも出席していた

だきましたが、だきましたが、だきましたが、だきましたが、補足補足補足補足することはございますでしすることはございますでしすることはございますでしすることはございますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 大大大大体委員長が言われたとおりなのですけれども、体委員長が言われたとおりなのですけれども、体委員長が言われたとおりなのですけれども、体委員長が言われたとおりなのですけれども、市市市市長会から広域連合の長会から広域連合の長会から広域連合の長会から広域連合の

加入の加入の加入の加入の見見見見直直直直しのしのしのしの意見意見意見意見が出ているが出ているが出ているが出ている理由理由理由理由は、基は、基は、基は、基礎礎礎礎的的的的自治自治自治自治体の体の体の体の意見意見意見意見を反を反を反を反映映映映させるさせるさせるさせるシシシシスススステテテテムムムムがないがないがないがない

ということをということをということをということを理由理由理由理由として出されておりました。それから、今年度中に７つのとして出されておりました。それから、今年度中に７つのとして出されておりました。それから、今年度中に７つのとして出されておりました。それから、今年度中に７つの分分分分野の野の野の野の計画計画計画計画をををを

出すことになっているのですが、その出すことになっているのですが、その出すことになっているのですが、その出すことになっているのですが、その計画計画計画計画は平成２は平成２は平成２は平成２６６６６年までの年までの年までの年までの計画計画計画計画ということで、そうしということで、そうしということで、そうしということで、そうし

たらたらたらたら滋賀滋賀滋賀滋賀県の議会にかかるのかということを質問させてもらったのですけれども、それ県の議会にかかるのかということを質問させてもらったのですけれども、それ県の議会にかかるのかということを質問させてもらったのですけれども、それ県の議会にかかるのかということを質問させてもらったのですけれども、それぞぞぞぞ

れの議会にかかることにはなっていないということで、れの議会にかかることにはなっていないということで、れの議会にかかることにはなっていないということで、れの議会にかかることにはなっていないということで、聞聞聞聞かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは次に、それでは次に、それでは次に、それでは次に、京都京都京都京都府議会議員の府議会議員の府議会議員の府議会議員の面談面談面談面談について、尾﨑委員から報告をお願について、尾﨑委員から報告をお願について、尾﨑委員から報告をお願について、尾﨑委員から報告をお願

いします。いします。いします。いします。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 京都京都京都京都府議会からは３名の関西広域連合議会の議員に出ていただきました。府議会からは３名の関西広域連合議会の議員に出ていただきました。府議会からは３名の関西広域連合議会の議員に出ていただきました。府議会からは３名の関西広域連合議会の議員に出ていただきました。自自自自

民党民党民党民党、、、、民主党民主党民主党民主党、公明、公明、公明、公明党党党党と、３名バと、３名バと、３名バと、３名バラララランンンンススススよく参加されているようでございます。それよく参加されているようでございます。それよく参加されているようでございます。それよく参加されているようでございます。それぞぞぞぞれれれれ

のののの意見意見意見意見をいただきましたが、かなりをいただきましたが、かなりをいただきましたが、かなりをいただきましたが、かなり膨膨膨膨大大大大なななな資料資料資料資料になりますので、になりますので、になりますので、になりますので、大大大大事なとこ事なとこ事なとこ事なところろろろををををポイポイポイポインンンントトトト

だけをだけをだけをだけを整理整理整理整理してしてしてして説説説説明させてもらいます。明させてもらいます。明させてもらいます。明させてもらいます。

冒冒冒冒頭頭頭頭、あいさつとして、関西広域連合は、あいさつとして、関西広域連合は、あいさつとして、関西広域連合は、あいさつとして、関西広域連合は昨昨昨昨年１２月に発年１２月に発年１２月に発年１２月に発足足足足して、本して、本して、本して、本格格格格的に的に的に的に動動動動き出したのき出したのき出したのき出したの

は４月は４月は４月は４月以以以以降降降降、議会も二、議会も二、議会も二、議会も二元元元元代代代代表表表表制制制制の中での中での中での中で住民自治住民自治住民自治住民自治をををを担保担保担保担保していこうと、していこうと、していこうと、していこうと、ガガガガババババナナナナンンンンススススのののの強化強化強化強化なななな

どいどいどいどいろろろろいいいいろろろろな取り組みをしているとこな取り組みをしているとこな取り組みをしているとこな取り組みをしているところろろろ。７。７。７。７分分分分野の広域野の広域野の広域野の広域計画計画計画計画を策を策を策を策定定定定中であり、先中であり、先中であり、先中であり、先般般般般、中、中、中、中間間間間

案案案案が公表され、連合議会において、来年２月の提が公表され、連合議会において、来年２月の提が公表され、連合議会において、来年２月の提が公表され、連合議会において、来年２月の提案案案案に向けて議論をに向けて議論をに向けて議論をに向けて議論を行行行行っているとこっているとこっているとこっているところろろろと。と。と。と。

奈奈奈奈良県も良県も良県も良県も幅幅幅幅広い議論を広い議論を広い議論を広い議論を通通通通して結論を出されると思うが、して結論を出されると思うが、して結論を出されると思うが、して結論を出されると思うが、忌憚忌憚忌憚忌憚のないのないのないのない話話話話をををを聞聞聞聞きたいというこきたいというこきたいというこきたいというこ

とでございました。とでございました。とでございました。とでございました。

特別委員会を事前に特別委員会を事前に特別委員会を事前に特別委員会を事前に設設設設け、議論をされました。広域連合け、議論をされました。広域連合け、議論をされました。広域連合け、議論をされました。広域連合設立以設立以設立以設立以前の前の前の前の懸念懸念懸念懸念ということで、ということで、ということで、ということで、

財界財界財界財界主主主主導導導導である、である、である、である、道道道道州制州制州制州制へのへのへのへの不安不安不安不安、連、連、連、連携携携携でででで十十十十分分分分ではないか、ではないか、ではないか、ではないか、住民住民住民住民参加のメリッ参加のメリッ参加のメリッ参加のメリットトトトや参や参や参や参画画画画のののの

担保担保担保担保がががが見見見見えない、えない、えない、えない、屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋になるのではないかということを、参加するになるのではないかということを、参加するになるのではないかということを、参加するになるのではないかということを、参加する以以以以前に前に前に前に懸念懸念懸念懸念をををを持持持持ちなちなちなちな

がら、それをがら、それをがら、それをがら、それを附帯附帯附帯附帯決議として決議として決議として決議として形形形形にににに残残残残されたようです。７されたようです。７されたようです。７されたようです。７分分分分野については、ある野については、ある野については、ある野については、ある程程程程度広域連度広域連度広域連度広域連

携携携携でもできるが、国の出先機関をとりにいくことにでもできるが、国の出先機関をとりにいくことにでもできるが、国の出先機関をとりにいくことにでもできるが、国の出先機関をとりにいくことに異異異異論は出なかったなどの議論があり、論は出なかったなどの議論があり、論は出なかったなどの議論があり、論は出なかったなどの議論があり、

問題問題問題問題点点点点をををを認識認識認識認識しつつも、それをしつつも、それをしつつも、それをしつつも、それを乗乗乗乗りりりり越越越越えてえてえてえて京都京都京都京都府議会は参加を決府議会は参加を決府議会は参加を決府議会は参加を決意意意意したということでした。したということでした。したということでした。したということでした。

現在現在現在現在も特別委員会をも特別委員会をも特別委員会をも特別委員会を残残残残して３名の連合議員が入り、委員の質問をして３名の連合議員が入り、委員の質問をして３名の連合議員が入り、委員の質問をして３名の連合議員が入り、委員の質問を受受受受けるけるけるける形形形形で関西広域連で関西広域連で関西広域連で関西広域連

合に対応している。関西広域連合については、合に対応している。関西広域連合については、合に対応している。関西広域連合については、合に対応している。関西広域連合については、防防防防災災災災やややや節電節電節電節電の対応ではの対応ではの対応ではの対応では役割役割役割役割を果たせた。７を果たせた。７を果たせた。７を果たせた。７

分分分分野も野も野も野も大大大大切切切切だが、国の出先機関のだが、国の出先機関のだが、国の出先機関のだが、国の出先機関の丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管がががが最最最最も重要であるのに、国はも重要であるのに、国はも重要であるのに、国はも重要であるのに、国は難癖難癖難癖難癖をつけてくをつけてくをつけてくをつけてく

る。そのる。そのる。そのる。その際際際際、、、、奈奈奈奈良県が入っていないことを良県が入っていないことを良県が入っていないことを良県が入っていないことを理由理由理由理由の一つにするの一つにするの一つにするの一つにする懸念懸念懸念懸念がある。１年たっていながある。１年たっていながある。１年たっていながある。１年たっていな

いが、思ったいが、思ったいが、思ったいが、思った以以以以上に機上に機上に機上に機能能能能した。した。した。した。奈奈奈奈良県は、良県は、良県は、良県は、防防防防災災災災連連連連携携携携をををを強化強化強化強化するするするする意味意味意味意味でも、関西広域連合にでも、関西広域連合にでも、関西広域連合にでも、関西広域連合に

参加してはどうか。知事と議会の連参加してはどうか。知事と議会の連参加してはどうか。知事と議会の連参加してはどうか。知事と議会の連携強化携強化携強化携強化や情報のや情報のや情報のや情報の共共共共有有有有がががが不不不不可可可可欠欠欠欠であり、それをであり、それをであり、それをであり、それを進進進進めていめていめていめてい

るとこるとこるとこるところろろろである。関西広域連合は、である。関西広域連合は、である。関西広域連合は、である。関西広域連合は、大災大災大災大災害害害害対応の報対応の報対応の報対応の報道道道道により府により府により府により府民民民民にににに認認認認知されてきた。知されてきた。知されてきた。知されてきた。

いいいいろろろろんなんなんなんな意見意見意見意見が出ました。７が出ました。７が出ました。７が出ました。７分分分分野野野野以以以以外外外外へのへのへのへの拡拡拡拡大大大大も、関西広域連合に対するも、関西広域連合に対するも、関西広域連合に対するも、関西広域連合に対する企画企画企画企画調整調整調整調整がががが認認認認

められている項められている項められている項められている項目目目目をををを利用利用利用利用して、多して、多して、多して、多様様様様なななな課課課課題に取り組んでいる。少し取り題に取り組んでいる。少し取り題に取り組んでいる。少し取り題に取り組んでいる。少し取り残残残残されたされたされたされた感感感感はあっはあっはあっはあっ

たが、議会もたが、議会もたが、議会もたが、議会も仕仕仕仕事ができつつある。事ができつつある。事ができつつある。事ができつつある。荒荒荒荒井知事の井知事の井知事の井知事の見見見見識識識識はははは認認認認めつつも、めつつも、めつつも、めつつも、奈奈奈奈良県も連合に参加し良県も連合に参加し良県も連合に参加し良県も連合に参加し

てほしい。徳島県はてほしい。徳島県はてほしい。徳島県はてほしい。徳島県は全分全分全分全分野の参加を表明し、鳥取県も野の参加を表明し、鳥取県も野の参加を表明し、鳥取県も野の参加を表明し、鳥取県も現在現在現在現在１１１１分分分分野から３野から３野から３野から３分分分分野の参加を決め野の参加を決め野の参加を決め野の参加を決め

たとこたとこたとこたところろろろである。である。である。である。両両両両県ともに県ともに県ともに県ともに危危危危機機機機感感感感をををを持持持持ち、関西広域連合にち、関西広域連合にち、関西広域連合にち、関西広域連合に大大大大きくきくきくきく期待期待期待期待をしている。連合をしている。連合をしている。連合をしている。連合
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と連と連と連と連携携携携では国に対する重みがあり、では国に対する重みがあり、では国に対する重みがあり、では国に対する重みがあり、大大大大きなきなきなきな違違違違いがある。関西広域連合にはいがある。関西広域連合にはいがある。関西広域連合にはいがある。関西広域連合には足足足足りない部りない部りない部りない部分分分分がががが

あるが、７あるが、７あるが、７あるが、７人人人人の知事と議会が一の知事と議会が一の知事と議会が一の知事と議会が一緒緒緒緒にににに育育育育てていこうとしている。今までの中てていこうとしている。今までの中てていこうとしている。今までの中てていこうとしている。今までの中央央央央集権集権集権集権体体体体制制制制でででで奈奈奈奈

良県がうまくいっているならよいが、そうでないのであれば、少しでも近い関西にま良県がうまくいっているならよいが、そうでないのであれば、少しでも近い関西にま良県がうまくいっているならよいが、そうでないのであれば、少しでも近い関西にま良県がうまくいっているならよいが、そうでないのであれば、少しでも近い関西にまずずずずはははは

権限権限権限権限をををを持持持持ってくるべきである。連ってくるべきである。連ってくるべきである。連ってくるべきである。連携携携携のののの時代時代時代時代では考えられないでは考えられないでは考えられないでは考えられない速速速速さでさでさでさで東東東東日本日本日本日本大震災大震災大震災大震災の対応がの対応がの対応がの対応が

できた。関西広域連合の成果である。できた。関西広域連合の成果である。できた。関西広域連合の成果である。できた。関西広域連合の成果である。屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋にならないようにすることやにならないようにすることやにならないようにすることやにならないようにすることや道道道道州制州制州制州制にににに走走走走らならならならな

いことをいことをいことをいことを我々我々我々我々がががが努力努力努力努力するするするする義義義義務務務務があるという。連合があるのだから、連があるという。連合があるのだから、連があるという。連合があるのだから、連があるという。連合があるのだから、連携携携携ではなく、ぜではなく、ぜではなく、ぜではなく、ぜひひひひ奈奈奈奈

良県も参加してほしいということでありました。良県も参加してほしいということでありました。良県も参加してほしいということでありました。良県も参加してほしいということでありました。

おおおおおおおおむむむむね先ほどのね先ほどのね先ほどのね先ほどの滋賀滋賀滋賀滋賀県の県の県の県の話話話話とはとはとはとは全全全全くくくく違違違違いまして、積極的にいまして、積極的にいまして、積極的にいまして、積極的に何何何何とかしてこの関西広域連とかしてこの関西広域連とかしてこの関西広域連とかしてこの関西広域連

合というものを成合というものを成合というものを成合というものを成功功功功させようというさせようというさせようというさせようという何何何何か気概みたいなものをか気概みたいなものをか気概みたいなものをか気概みたいなものを感じ感じ感じ感じました。ました。ました。ました。以以以以上です。上です。上です。上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにほかにほかにほかに京都京都京都京都府議会に府議会に府議会に府議会に行行行行かれた委員からかれた委員からかれた委員からかれた委員から補足補足補足補足していただくことはありますでしていただくことはありますでしていただくことはありますでしていただくことはありますで

ししししょょょょうか。また、うか。また、うか。また、うか。また、感想感想感想感想などがありましたらご発言願いたいと思います。などがありましたらご発言願いたいと思います。などがありましたらご発言願いたいと思います。などがありましたらご発言願いたいと思います。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 京都京都京都京都府議会へ府議会へ府議会へ府議会へ行行行行かせていただきました。尾﨑委員からの報告のとおりです。重かせていただきました。尾﨑委員からの報告のとおりです。重かせていただきました。尾﨑委員からの報告のとおりです。重かせていただきました。尾﨑委員からの報告のとおりです。重

ねてのねてのねてのねての話話話話になるかもわかりませんが、連合議会議員２０名のうち、３になるかもわかりませんが、連合議会議員２０名のうち、３になるかもわかりませんが、連合議会議員２０名のうち、３になるかもわかりませんが、連合議会議員２０名のうち、３人人人人とも一とも一とも一とも一番番番番若若若若い年い年い年い年齢齢齢齢

だそうで、ですから、先のことについてははっきり言ってだそうで、ですから、先のことについてははっきり言ってだそうで、ですから、先のことについてははっきり言ってだそうで、ですから、先のことについてははっきり言って何何何何も決まっていないと、これかも決まっていないと、これかも決まっていないと、これかも決まっていないと、これか

らららら私私私私たちでつくっていくのだという、そういう前向きなごたちでつくっていくのだという、そういう前向きなごたちでつくっていくのだという、そういう前向きなごたちでつくっていくのだという、そういう前向きなご意見意見意見意見でございました。そういうでございました。そういうでございました。そういうでございました。そういう

ことが特にことが特にことが特にことが特に印象印象印象印象にににに残残残残りました。りました。りました。りました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。

議員３議員３議員３議員３人人人人若若若若くて、一くて、一くて、一くて、一番番番番勉勉勉勉強強強強されておられると。関西広域連合に入ってどうにか議会としされておられると。関西広域連合に入ってどうにか議会としされておられると。関西広域連合に入ってどうにか議会としされておられると。関西広域連合に入ってどうにか議会とし

ててててガガガガババババナナナナンンンンススススを機を機を機を機能能能能させていこうという気概は一させていこうという気概は一させていこうという気概は一させていこうという気概は一番持番持番持番持っていた議会でした。っていた議会でした。っていた議会でした。っていた議会でした。

続続続続いて、いて、いて、いて、和歌和歌和歌和歌山県議会との山県議会との山県議会との山県議会との面談面談面談面談結果について、小林（茂）委員からの報告をお願いしま結果について、小林（茂）委員からの報告をお願いしま結果について、小林（茂）委員からの報告をお願いしま結果について、小林（茂）委員からの報告をお願いしま

す。す。す。す。

○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員 １１月１１月１１月１１月８８８８日ですので、２日ですので、２日ですので、２日ですので、２週週週週間間間間ちちちちょょょょっとぐらいになりますけども、っとぐらいになりますけども、っとぐらいになりますけども、っとぐらいになりますけども、和歌和歌和歌和歌

山県議会に山県議会に山県議会に山県議会に行行行行きました。先方、４名の方がおられまして、４名きました。先方、４名の方がおられまして、４名きました。先方、４名の方がおられまして、４名きました。先方、４名の方がおられまして、４名全全全全員員員員自民党自民党自民党自民党でございました。でございました。でございました。でございました。

相相相相当当当当期数期数期数期数も重ねたも重ねたも重ねたも重ねたベテベテベテベテラララランの方ンの方ンの方ンの方 々々々々でして、いでして、いでして、いでして、いろろろろんな質問にんな質問にんな質問にんな質問に答答答答えていただきました。えていただきました。えていただきました。えていただきました。時間時間時間時間とととと

してはちしてはちしてはちしてはちょょょょうど１うど１うど１うど１時間時間時間時間ぐらいぐらいぐらいぐらい話話話話をしておりまして、会議室というよりも、応をしておりまして、会議室というよりも、応をしておりまして、会議室というよりも、応をしておりまして、会議室というよりも、応接接接接のようなとのようなとのようなとのようなと

こここころろろろで、で、で、で、低低低低いいすにいいすにいいすにいいすに座座座座ってってってって和和和和やかにやかにやかにやかに歓談歓談歓談歓談をしたという、そんなをしたという、そんなをしたという、そんなをしたという、そんな雰雰雰雰囲囲囲囲気でした。気でした。気でした。気でした。

事前に質問項事前に質問項事前に質問項事前に質問項目目目目を提出していたので、それに対するを提出していたので、それに対するを提出していたので、それに対するを提出していたので、それに対する答答答答えと、それから後えと、それから後えと、それから後えと、それから後半半半半がががが自由意見交自由意見交自由意見交自由意見交

換換換換ということでした。ということでした。ということでした。ということでした。

ままままずずずず、先方の回、先方の回、先方の回、先方の回答答答答ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、幾幾幾幾つか申し上げますと、つか申し上げますと、つか申し上げますと、つか申し上げますと、和歌和歌和歌和歌山県知事がこの関西広域山県知事がこの関西広域山県知事がこの関西広域山県知事がこの関西広域

連合については積極的な推連合については積極的な推連合については積極的な推連合については積極的な推進派進派進派進派であったということ。そのであったということ。そのであったということ。そのであったということ。その理由理由理由理由は、は、は、は、和歌和歌和歌和歌山県も関西の一員山県も関西の一員山県も関西の一員山県も関西の一員
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だと、関西が発だと、関西が発だと、関西が発だと、関西が発展展展展する中でする中でする中でする中で和歌和歌和歌和歌山県としての県山県としての県山県としての県山県としての県益益益益をををを探探探探すべきではないかという、そういうすべきではないかという、そういうすべきではないかという、そういうすべきではないかという、そういう

ごごごご持持持持論だったようです。そして論だったようです。そして論だったようです。そして論だったようです。そして道道道道州制州制州制州制にはつながらないというにはつながらないというにはつながらないというにはつながらないという附帯附帯附帯附帯決議をつけたというこ決議をつけたというこ決議をつけたというこ決議をつけたというこ

とです。とです。とです。とです。

次に、次に、次に、次に、和歌和歌和歌和歌山県議会としての山県議会としての山県議会としての山県議会としての感想感想感想感想ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、奈奈奈奈良県はやはり近畿の中の、地良県はやはり近畿の中の、地良県はやはり近畿の中の、地良県はやはり近畿の中の、地理理理理的な的な的な的な

意味意味意味意味もあると思いますけれど、近畿の中心ではないのかと。その中心であるもあると思いますけれど、近畿の中心ではないのかと。その中心であるもあると思いますけれど、近畿の中心ではないのかと。その中心であるもあると思いますけれど、近畿の中心ではないのかと。その中心である奈奈奈奈良県にぜ良県にぜ良県にぜ良県にぜひひひひ

入ってもらって、この地方入ってもらって、この地方入ってもらって、この地方入ってもらって、この地方分権分権分権分権のののの流流流流れに、れに、れに、れに、奈奈奈奈良県がリー良県がリー良県がリー良県がリードドドドしていってほしいということでしていってほしいということでしていってほしいということでしていってほしいということで

した。それから、一部の知事によるした。それから、一部の知事によるした。それから、一部の知事によるした。それから、一部の知事による話話話話などがなどがなどがなどがマスコミマスコミマスコミマスコミ等の前等の前等の前等の前面面面面に出ているということで、に出ているということで、に出ているということで、に出ているということで、

先ほどから先ほどから先ほどから先ほどからパフォパフォパフォパフォーーーーママママンンンンススススという言葉がありましたけれども、そういった部という言葉がありましたけれども、そういった部という言葉がありましたけれども、そういった部という言葉がありましたけれども、そういった部分分分分がががが当当当当初初初初はははは目目目目

立立立立っていたと。ただし、そういう方向からっていたと。ただし、そういう方向からっていたと。ただし、そういう方向からっていたと。ただし、そういう方向から自分自分自分自分たちもたちもたちもたちも意見意見意見意見を出していって、を出していって、を出していって、を出していって、和歌和歌和歌和歌山県とし山県とし山県とし山県とし

てのてのてのての意見意見意見意見も連合議会をも連合議会をも連合議会をも連合議会を通じ通じ通じ通じてててて意見意見意見意見表明をしていこうとしている表明をしていこうとしている表明をしていこうとしている表明をしていこうとしている過過過過程程程程にあるいうにあるいうにあるいうにあるいう話話話話でした。でした。でした。でした。

和歌和歌和歌和歌山県議会の回山県議会の回山県議会の回山県議会の回答答答答はそういうことで、その後にはそういうことで、その後にはそういうことで、その後にはそういうことで、その後に我々我々我々我々がががが自由自由自由自由なななな意見意見意見意見をををを述述述述べて、いべて、いべて、いべて、いろろろろんなんなんなんな

懇談懇談懇談懇談をしてまいりましたが、をしてまいりましたが、をしてまいりましたが、をしてまいりましたが、奈奈奈奈良県が良県が良県が良県が主主主主張張張張しているしているしているしている屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋というというというという話話話話ですが、これは、ですが、これは、ですが、これは、ですが、これは、屋屋屋屋上上上上

屋屋屋屋というというというという指摘指摘指摘指摘もあると思いますが、もあると思いますが、もあると思いますが、もあると思いますが、目目目目くくくくじじじじらをらをらをらを立立立立てることもないだてることもないだてることもないだてることもないだろろろろう、少しでもそこにう、少しでもそこにう、少しでもそこにう、少しでもそこに

参加していって、県参加していって、県参加していって、県参加していって、県益益益益になればという思いがあって参加をしたのだということ。次に、一になればという思いがあって参加をしたのだということ。次に、一になればという思いがあって参加をしたのだということ。次に、一になればという思いがあって参加をしたのだということ。次に、一

部事部事部事部事務務務務組合と広域連合の組合と広域連合の組合と広域連合の組合と広域連合の違違違違いがあって、国がいがあって、国がいがあって、国がいがあって、国が持持持持っているっているっているっている権限権限権限権限で、本来国がやらなくてもで、本来国がやらなくてもで、本来国がやらなくてもで、本来国がやらなくても都都都都

道道道道府県なりに府県なりに府県なりに府県なりに我々我々我々我々のののの意見意見意見意見がががが通通通通るようなとこるようなとこるようなとこるようなところろろろにににに意意意意思決思決思決思決定定定定をををを持持持持ってきてもらうようなことがってきてもらうようなことがってきてもらうようなことがってきてもらうようなことが

関西広域連合で関西広域連合で関西広域連合で関西広域連合で可可可可能能能能であれば、ぜであれば、ぜであれば、ぜであれば、ぜひひひひやってもらいたいということ。次に、やってもらいたいということ。次に、やってもらいたいということ。次に、やってもらいたいということ。次に、和歌和歌和歌和歌山県はこの山県はこの山県はこの山県はこの

東東東東日本日本日本日本震災震災震災震災のののの支援支援支援支援のののの直接直接直接直接のののの相相相相手手手手として、として、として、として、岩手岩手岩手岩手県を中心に県を中心に県を中心に県を中心に支援支援支援支援をしたということでした。こをしたということでした。こをしたということでした。こをしたということでした。こ

ののののカウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト方式が方式が方式が方式が非常非常非常非常によかったというによかったというによかったというによかったという感想感想感想感想をををを持持持持っておられます。っておられます。っておられます。っておられます。

大大大大体そういうことでしたけども、体そういうことでしたけども、体そういうことでしたけども、体そういうことでしたけども、印象印象印象印象にににに残残残残った言葉が、もしった言葉が、もしった言葉が、もしった言葉が、もし奈奈奈奈良県が入ったら良県が入ったら良県が入ったら良県が入ったら歓迎歓迎歓迎歓迎はすはすはすはす

る。る。る。る。歓迎歓迎歓迎歓迎するけれども、あくまでも慎重にされたらどうですかと、決めるのはするけれども、あくまでも慎重にされたらどうですかと、決めるのはするけれども、あくまでも慎重にされたらどうですかと、決めるのはするけれども、あくまでも慎重にされたらどうですかと、決めるのは奈奈奈奈良県だか良県だか良県だか良県だか

らという表らという表らという表らという表現現現現をされていまして、かみしもををされていまして、かみしもををされていまして、かみしもををされていまして、かみしもを脱脱脱脱いで、いで、いで、いで、物物物物をををを深深深深く考えく考えく考えく考え過過過過ぎぎぎぎではないかというではないかというではないかというではないかという

ふふふふうに、うに、うに、うに、和歌和歌和歌和歌山県議会としては山県議会としては山県議会としては山県議会としては感想感想感想感想をおをおをおをお持持持持ちになっていました。そのようなことでございちになっていました。そのようなことでございちになっていました。そのようなことでございちになっていました。そのようなことでござい

ます。ます。ます。ます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにほかにほかにほかに和歌和歌和歌和歌山県議会に山県議会に山県議会に山県議会に行行行行かれた委員からかれた委員からかれた委員からかれた委員から補足補足補足補足していただくことはありまししていただくことはありまししていただくことはありまししていただくことはありまし

ょょょょうか。うか。うか。うか。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 今、今、今、今、最最最最後に小林（茂）委員の方からおっしゃったように、後に小林（茂）委員の方からおっしゃったように、後に小林（茂）委員の方からおっしゃったように、後に小林（茂）委員の方からおっしゃったように、例例例例えばえばえばえば奈奈奈奈良県では良県では良県では良県では

知事知事知事知事選選選選のときにのときにのときにのときに争争争争点点点点になったようなになったようなになったようなになったような話話話話があるけれども、があるけれども、があるけれども、があるけれども、争争争争点点点点にするような組にするような組にするような組にするような組織織織織ではないとではないとではないとではないと

思うとおっしゃったのも思うとおっしゃったのも思うとおっしゃったのも思うとおっしゃったのも印象印象印象印象にににに残残残残ったのです。それと、わかりやすいったのです。それと、わかりやすいったのです。それと、わかりやすいったのです。それと、わかりやすい話話話話でいえばでいえばでいえばでいえばドドドドククククタタタターーーー

ヘヘヘヘリが関西広域連合の中でかなり、リが関西広域連合の中でかなり、リが関西広域連合の中でかなり、リが関西広域連合の中でかなり、我々奈我々奈我々奈我々奈良県良県良県良県民民民民からからからから見見見見ても、ても、ても、ても、ドドドドククククタタタターーーーヘヘヘヘリのリのリのリの仲仲仲仲間間間間に入れに入れに入れに入れ
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てもらえないようになるのかという心配があるというてもらえないようになるのかという心配があるというてもらえないようになるのかという心配があるというてもらえないようになるのかという心配があるという話話話話に対しては、に対しては、に対しては、に対しては、和歌和歌和歌和歌山県は、山県は、山県は、山県は、ドドドドククククタタタタ

ーーーーヘヘヘヘリを関西広域連合にリを関西広域連合にリを関西広域連合にリを関西広域連合に持持持持っていかれたらっていかれたらっていかれたらっていかれたら困困困困るんだと。るんだと。るんだと。るんだと。弱弱弱弱小県で一小県で一小県で一小県で一生生生生懸命懸命懸命懸命やってやってやってやってドドドドククククタタタターーーー

ヘヘヘヘリをしているのを、今度は関西広域連合にリをしているのを、今度は関西広域連合にリをしているのを、今度は関西広域連合にリをしているのを、今度は関西広域連合に持持持持っていって、そこでっていって、そこでっていって、そこでっていって、そこで縦横無尽縦横無尽縦横無尽縦横無尽にににに使使使使われて、われて、われて、われて、

肝肝肝肝心の心の心の心の和歌和歌和歌和歌山県が山県が山県が山県が使使使使おう思うときにはほかへ出ているというようになったらおう思うときにはほかへ出ているというようになったらおう思うときにはほかへ出ているというようになったらおう思うときにはほかへ出ているというようになったら困困困困るから、あるから、あるから、あるから、あ

れを関西広域連合にれを関西広域連合にれを関西広域連合にれを関西広域連合に持持持持っていかれるのは反対だと言われていました。そんなことがあったっていかれるのは反対だと言われていました。そんなことがあったっていかれるのは反対だと言われていました。そんなことがあったっていかれるのは反対だと言われていました。そんなことがあった

りして、入るりして、入るりして、入るりして、入る時時時時期期期期もこれは、もこれは、もこれは、もこれは、滋賀滋賀滋賀滋賀県でおっしゃったかわからないけれど、もし県でおっしゃったかわからないけれど、もし県でおっしゃったかわからないけれど、もし県でおっしゃったかわからないけれど、もし奈奈奈奈良県が入良県が入良県が入良県が入

るとすれば、そのるとすれば、そのるとすれば、そのるとすれば、その丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管とかいうようなとかいうようなとかいうようなとかいうような移管移管移管移管がされるときに考えたらいいのではないがされるときに考えたらいいのではないがされるときに考えたらいいのではないがされるときに考えたらいいのではない

ですかいうようなですかいうようなですかいうようなですかいうような話話話話もももも聞聞聞聞こえたりして、こえたりして、こえたりして、こえたりして、奈奈奈奈良県では良県では良県では良県ではセセセセンンンンセセセセーーーーショナショナショナショナルルルルに県に県に県に県民民民民からからからから何何何何で入らで入らで入らで入ら

ないのかということで、ないのかということで、ないのかということで、ないのかということで、非常非常非常非常に関西広域連合には、そういうに関西広域連合には、そういうに関西広域連合には、そういうに関西広域連合には、そういう意味意味意味意味での関心はあるけれど、での関心はあるけれど、での関心はあるけれど、での関心はあるけれど、

滋賀滋賀滋賀滋賀県とか県とか県とか県とか和歌和歌和歌和歌山県で、その山県で、その山県で、その山県で、その辺辺辺辺はどうですかとはどうですかとはどうですかとはどうですかと聞聞聞聞いたら、いや、いたら、いや、いたら、いや、いたら、いや、全全全全く県く県く県く県民民民民は関心がないとは関心がないとは関心がないとは関心がないと

いういういういう返返返返事で言われて、総事で言われて、総事で言われて、総事で言われて、総じじじじてそういうてそういうてそういうてそういう話話話話がががが耳耳耳耳にににに残残残残るようなるようなるようなるような調調調調査になったと思っております。査になったと思っております。査になったと思っております。査になったと思っております。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 畭委員、畭委員、畭委員、畭委員、何何何何かございませんか。かございませんか。かございませんか。かございませんか。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 知事が積極的にこれを考えておられたということで、知事が積極的にこれを考えておられたということで、知事が積極的にこれを考えておられたということで、知事が積極的にこれを考えておられたということで、和歌和歌和歌和歌山県は関西の一員だ山県は関西の一員だ山県は関西の一員だ山県は関西の一員だ

と、関西が発と、関西が発と、関西が発と、関西が発展展展展する中でする中でする中でする中で和歌和歌和歌和歌山県の発山県の発山県の発山県の発展展展展も考えるべきだという知事の積極的な考えがあっも考えるべきだという知事の積極的な考えがあっも考えるべきだという知事の積極的な考えがあっも考えるべきだという知事の積極的な考えがあっ

た、推た、推た、推た、推進派進派進派進派だったというのがだったというのがだったというのがだったというのが和歌和歌和歌和歌山県を一山県を一山県を一山県を一番番番番象徴象徴象徴象徴しているおしているおしているおしているお話話話話かなと思いました。かなと思いました。かなと思いました。かなと思いました。

自民党自民党自民党自民党の議員４の議員４の議員４の議員４人人人人が出てくださったのですが、地方が出てくださったのですが、地方が出てくださったのですが、地方が出てくださったのですが、地方分権分権分権分権ということをしきりにおっしゃということをしきりにおっしゃということをしきりにおっしゃということをしきりにおっしゃ

っていた議員がいらしたのですが、っていた議員がいらしたのですが、っていた議員がいらしたのですが、っていた議員がいらしたのですが、予予予予算も算も算も算も権限権限権限権限もたくさん関西広域連合にもたくさん関西広域連合にもたくさん関西広域連合にもたくさん関西広域連合に渡渡渡渡しているわけしているわけしているわけしているわけ

ではない。ではない。ではない。ではない。分権分権分権分権をををを進進進進めていくためのめていくためのめていくためのめていくための社社社社会会会会実実実実験験験験ぐらいだと思っているということで、広域連ぐらいだと思っているということで、広域連ぐらいだと思っているということで、広域連ぐらいだと思っているということで、広域連

合に入ることを賛成しながらも、それでよしとはしていらっしゃらないとこ合に入ることを賛成しながらも、それでよしとはしていらっしゃらないとこ合に入ることを賛成しながらも、それでよしとはしていらっしゃらないとこ合に入ることを賛成しながらも、それでよしとはしていらっしゃらないところろろろもあるようもあるようもあるようもあるよう

なななな感じ感じ感じ感じで、結で、結で、結で、結局局局局ドドドドククククタタタターーーーヘヘヘヘリはリはリはリは最最最最たるもので、関西広域連合でたるもので、関西広域連合でたるもので、関西広域連合でたるもので、関西広域連合で使使使使われたらわれたらわれたらわれたら和歌和歌和歌和歌山県は山県は山県は山県は困困困困るるるる

と、それはもうと、それはもうと、それはもうと、それはもう強強強強いいいい口調口調口調口調でおっしゃっていました。地でおっしゃっていました。地でおっしゃっていました。地でおっしゃっていました。地理理理理上、上、上、上、南北南北南北南北に長い県ですから、だかに長い県ですから、だかに長い県ですから、だかに長い県ですから、だか

らこそらこそらこそらこそ和歌和歌和歌和歌山県に山県に山県に山県に導導導導入したということですので、その入したということですので、その入したということですので、その入したということですので、その辺辺辺辺のののの利害利害利害利害がががが絡む絡む絡む絡むことになるとかなりことになるとかなりことになるとかなりことになるとかなり

強強強強烈烈烈烈に反対をされているとこに反対をされているとこに反対をされているとこに反対をされているところろろろもありましたし、もありましたし、もありましたし、もありましたし、逆逆逆逆にににに北陸北陸北陸北陸新新新新幹線幹線幹線幹線はあんまり関係ないといはあんまり関係ないといはあんまり関係ないといはあんまり関係ないとい

うううう話話話話をされてましたから、やっをされてましたから、やっをされてましたから、やっをされてましたから、やっぱぱぱぱりこのりこのりこのりこの辺辺辺辺が、が、が、が、同じ同じ同じ同じテテテテーーーーママママで関西広域連合に参加しているで関西広域連合に参加しているで関西広域連合に参加しているで関西広域連合に参加している

議員が議員が議員が議員が話話話話し合うというのはし合うというのはし合うというのはし合うというのは難難難難しいとしいとしいとしいと実感実感実感実感したとこしたとこしたとこしたところろろろです。です。です。です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 補足補足補足補足しますと、しますと、しますと、しますと、和歌和歌和歌和歌山県が山県が山県が山県が奈奈奈奈良県に入っていただきたいという良県に入っていただきたいという良県に入っていただきたいという良県に入っていただきたいという理由理由理由理由の一つの一つの一つの一つ

に、ほとんどに、ほとんどに、ほとんどに、ほとんど北北北北部の、部の、部の、部の、京阪京阪京阪京阪神神神神のののの話話話話ばかりで、もっとばかりで、もっとばかりで、もっとばかりで、もっと南南南南部の部の部の部の意見意見意見意見を一を一を一を一緒緒緒緒に言ってほしいから、に言ってほしいから、に言ってほしいから、に言ってほしいから、

意見意見意見意見を言いたいということで、やっを言いたいということで、やっを言いたいということで、やっを言いたいということで、やっぱぱぱぱりりりり奈奈奈奈良県が良県が良県が良県が抜抜抜抜けていると、なかなかそういうけていると、なかなかそういうけていると、なかなかそういうけていると、なかなかそういう意見意見意見意見がががが

言いにくいと、ほとんど３府県中心になってしまっているということ。それから、国の出言いにくいと、ほとんど３府県中心になってしまっているということ。それから、国の出言いにくいと、ほとんど３府県中心になってしまっているということ。それから、国の出言いにくいと、ほとんど３府県中心になってしまっているということ。それから、国の出
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先機関の先機関の先機関の先機関の移管移管移管移管については疑問だと、これはについては疑問だと、これはについては疑問だと、これはについては疑問だと、これは滋賀滋賀滋賀滋賀県と県と県と県と大分大分大分大分違違違違うとこうとこうとこうところろろろですけれども、できたですけれども、できたですけれども、できたですけれども、できた

らできたでいいではないか、多らできたでいいではないか、多らできたでいいではないか、多らできたでいいではないか、多分分分分できないだできないだできないだできないだろろろろうと、だけど、うと、だけど、うと、だけど、うと、だけど、仲仲仲仲よしクよしクよしクよしクララララブではないけれブではないけれブではないけれブではないけれ

ども、一ども、一ども、一ども、一緒緒緒緒に近畿のために入ったらどうですかという、そういうようなに近畿のために入ったらどうですかという、そういうようなに近畿のために入ったらどうですかという、そういうようなに近畿のために入ったらどうですかという、そういうようなニニニニュュュュアンアンアンアンススススでござでござでござでござ

いました。それといました。それといました。それといました。それと和歌和歌和歌和歌山県は知事と議会が山県は知事と議会が山県は知事と議会が山県は知事と議会が常常常常にににに話話話話し合っておられまして、知事がし合っておられまして、知事がし合っておられまして、知事がし合っておられまして、知事が余計余計余計余計な発な発な発な発

言を、議会を言を、議会を言を、議会を言を、議会を跳跳跳跳びびびび越越越越えてするような発言をしてはならないという、えてするような発言をしてはならないという、えてするような発言をしてはならないという、えてするような発言をしてはならないという、常常常常に出ておられる議員に出ておられる議員に出ておられる議員に出ておられる議員

と知事とがと知事とがと知事とがと知事とが話話話話し合って、広域連合委員会でもし合って、広域連合委員会でもし合って、広域連合委員会でもし合って、広域連合委員会でも和歌和歌和歌和歌山県知事は発言しておられるということ山県知事は発言しておられるということ山県知事は発言しておられるということ山県知事は発言しておられるということ

で、で、で、で、大大大大変緊密変緊密変緊密変緊密にやっておられます。にやっておられます。にやっておられます。にやっておられます。

それと、一それと、一それと、一それと、一番番番番言われた中で言われた中で言われた中で言われた中で印象印象印象印象にににに残残残残りましたのは、知事会、それから議長会が別りましたのは、知事会、それから議長会が別りましたのは、知事会、それから議長会が別りましたのは、知事会、それから議長会が別 々々々々にあにあにあにあ

るけれども、これはるけれども、これはるけれども、これはるけれども、これはガガガガババババナナナナンンンンススススができていない。関西広域連合で特別地方ができていない。関西広域連合で特別地方ができていない。関西広域連合で特別地方ができていない。関西広域連合で特別地方自治自治自治自治体となると、体となると、体となると、体となると、

議会の議会の議会の議会の監視監視監視監視機機機機能能能能もあるから、広域連合でする方が二もあるから、広域連合でする方が二もあるから、広域連合でする方が二もあるから、広域連合でする方が二元元元元代代代代表表表表制制制制ののののガガガガババババナナナナンンンンススススをつくっていけをつくっていけをつくっていけをつくっていけ

るのではないかというのはるのではないかというのはるのではないかというのはるのではないかというのは非常非常非常非常にににに印象印象印象印象にににに残残残残りました。ただ、具体については、先日、徳島りました。ただ、具体については、先日、徳島りました。ただ、具体については、先日、徳島りました。ただ、具体については、先日、徳島

県へ県へ県へ県へ行行行行ったときの徳島県知事のったときの徳島県知事のったときの徳島県知事のったときの徳島県知事のココココメンメンメンメントトトトで、で、で、で、ドドドドククククタタタターーーーヘヘヘヘリのリのリのリの共共共共同同同同運航運航運航運航を関西広域連合がやを関西広域連合がやを関西広域連合がやを関西広域連合がや

りたいという、徳島県もしますということでしたけれども、りたいという、徳島県もしますということでしたけれども、りたいという、徳島県もしますということでしたけれども、りたいという、徳島県もしますということでしたけれども、途途途途中から中から中から中からトトトトーンーンーンーンダダダダウウウウンしたのンしたのンしたのンしたの

は、は、は、は、和歌和歌和歌和歌山県へ山県へ山県へ山県へ行行行行ったときに、ったときに、ったときに、ったときに、共共共共同同同同運航運航運航運航するのは反対だというするのは反対だというするのは反対だというするのは反対だという非常非常非常非常にににに強強強強いいいい意見意見意見意見を言われてを言われてを言われてを言われて

おられました。そういう具体論となると、そういうおられました。そういう具体論となると、そういうおられました。そういう具体論となると、そういうおられました。そういう具体論となると、そういう利害利害利害利害関係があるのかなと思っておりま関係があるのかなと思っておりま関係があるのかなと思っておりま関係があるのかなと思っておりま

した。した。した。した。

以以以以上、そのような上、そのような上、そのような上、そのような感想感想感想感想でございました。でございました。でございました。でございました。

それでは、それでは、それでは、それでは、以以以以上のように上のように上のように上のように滋賀滋賀滋賀滋賀県、県、県、県、京都京都京都京都府、府、府、府、和歌和歌和歌和歌山県の府県議会議員からお山県の府県議会議員からお山県の府県議会議員からお山県の府県議会議員からお話話話話をををを伺伺伺伺いましいましいましいまし

たので、その内容をたので、その内容をたので、その内容をたので、その内容を受受受受けて議論をしていきたいと思います。けて議論をしていきたいと思います。けて議論をしていきたいと思います。けて議論をしていきたいと思います。

ままままずずずず、議論の、議論の、議論の、議論のポイポイポイポインンンントトトトをををを絞絞絞絞って議論をしていきたいと思っております。その中で、委員って議論をしていきたいと思っております。その中で、委員って議論をしていきたいと思っております。その中で、委員って議論をしていきたいと思っております。その中で、委員

からごからごからごからご意見意見意見意見があれば言っていただきたいと思います。があれば言っていただきたいと思います。があれば言っていただきたいと思います。があれば言っていただきたいと思います。

ままままずずずず、関西広域連合の、関西広域連合の、関西広域連合の、関西広域連合の意意意意思決思決思決思決定定定定については、連合委員である知事については、連合委員である知事については、連合委員である知事については、連合委員である知事全全全全員の合員の合員の合員の合意意意意をををを原則原則原則原則としとしとしとし

ている一方で、連合委員会が知事のている一方で、連合委員会が知事のている一方で、連合委員会が知事のている一方で、連合委員会が知事のパフォパフォパフォパフォーーーーママママンンンンススススのののの場場場場になっているというになっているというになっているというになっているという滋賀滋賀滋賀滋賀県と県と県と県と和歌和歌和歌和歌

山県の発言がありました。そして、連合議会は二山県の発言がありました。そして、連合議会は二山県の発言がありました。そして、連合議会は二山県の発言がありました。そして、連合議会は二元元元元代代代代表表表表制制制制が機が機が機が機能能能能していないことをしていないことをしていないことをしていないことを踏踏踏踏まえ、まえ、まえ、まえ、

常常常常任任任任委員会の委員会の委員会の委員会の開催理開催理開催理開催理事会の事会の事会の事会の設置設置設置設置など、議会のなど、議会のなど、議会のなど、議会の強化強化強化強化に取り組まれていました。に取り組まれていました。に取り組まれていました。に取り組まれていました。

それから、連合議会議員としてのそれから、連合議会議員としてのそれから、連合議会議員としてのそれから、連合議会議員としての活動活動活動活動をされている各府県議会議員の方をされている各府県議会議員の方をされている各府県議会議員の方をされている各府県議会議員の方 々々々々からは、からは、からは、からは、京都京都京都京都

府では特別委員会での審議、府では特別委員会での審議、府では特別委員会での審議、府では特別委員会での審議、滋賀滋賀滋賀滋賀県では県議会の県では県議会の県では県議会の県では県議会の所所所所属属属属会会会会派派派派等の等の等の等の意意意意向を向を向を向を踏踏踏踏まえ、府県議会のまえ、府県議会のまえ、府県議会のまえ、府県議会の

意見意見意見意見を、連合議会にを、連合議会にを、連合議会にを、連合議会に伝伝伝伝えているというおえているというおえているというおえているというお話話話話もももも伺伺伺伺いました。この連合委員会と連合議会の関いました。この連合委員会と連合議会の関いました。この連合委員会と連合議会の関いました。この連合委員会と連合議会の関

係、それから連合議会と構成府県議会との連係、それから連合議会と構成府県議会との連係、それから連合議会と構成府県議会との連係、それから連合議会と構成府県議会との連携携携携、組、組、組、組織織織織、それから、それから、それから、それからガガガガババババナナナナンンンンススススについて委員について委員について委員について委員

のごのごのごのご意見意見意見意見をおをおをおをお尋尋尋尋ねしたいと思います。ねしたいと思います。ねしたいと思います。ねしたいと思います。
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○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 報告で報告で報告で報告で述述述述べたように、べたように、べたように、べたように、未完未完未完未完成なものを成なものを成なものを成なものを何何何何とかとかとかとか育育育育てていこうというてていこうというてていこうというてていこうという京都京都京都京都府の府の府の府の姿姿姿姿

勢勢勢勢の中にもあらわれていたのですけれども、特別委員会を事前にこしらえて、それを今もの中にもあらわれていたのですけれども、特別委員会を事前にこしらえて、それを今もの中にもあらわれていたのですけれども、特別委員会を事前にこしらえて、それを今もの中にもあらわれていたのですけれども、特別委員会を事前にこしらえて、それを今も

持持持持続続続続しながら、関西広域連合議会の議員がしながら、関西広域連合議会の議員がしながら、関西広域連合議会の議員がしながら、関西広域連合議会の議員が執執執執行行行行部部部部側側側側にににに立立立立って、他の委員の質問をって、他の委員の質問をって、他の委員の質問をって、他の委員の質問を受受受受けるとけるとけるとけると

いういういういう形形形形で議論をで議論をで議論をで議論を進進進進めておられるそうです。それとめておられるそうです。それとめておられるそうです。それとめておられるそうです。それと京都京都京都京都府知事とその議員が府知事とその議員が府知事とその議員が府知事とその議員が常常常常に連に連に連に連携携携携をしてをしてをしてをして

意見交換意見交換意見交換意見交換をしながらやっていく、それはをしながらやっていく、それはをしながらやっていく、それはをしながらやっていく、それは和歌和歌和歌和歌山県もそうみたいですけれど、その山県もそうみたいですけれど、その山県もそうみたいですけれど、その山県もそうみたいですけれど、その辺辺辺辺をしっをしっをしっをしっ

かりとかりとかりとかりと担保担保担保担保をしていこうとしておられるようでした。をしていこうとしておられるようでした。をしていこうとしておられるようでした。をしていこうとしておられるようでした。

あとは、関西広域連合の議会あとは、関西広域連合の議会あとは、関西広域連合の議会あとは、関西広域連合の議会自自自自体は後発です。まだどちらにしても関西広域連合体は後発です。まだどちらにしても関西広域連合体は後発です。まだどちらにしても関西広域連合体は後発です。まだどちらにしても関西広域連合自自自自体は体は体は体は

１年しかたっていませんし、後発でつくられて、年２回から１年しかたっていませんし、後発でつくられて、年２回から１年しかたっていませんし、後発でつくられて、年２回から１年しかたっていませんし、後発でつくられて、年２回から始始始始まったようにまったようにまったようにまったように聞聞聞聞いていますいていますいていますいています

が、広域連合議会の中に総が、広域連合議会の中に総が、広域連合議会の中に総が、広域連合議会の中に総務常務常務常務常任任任任委員会をつくって、委員会をつくって、委員会をつくって、委員会をつくって、徐徐徐徐 々々々々にそのにそのにそのにそのガガガガババババナナナナンンンンススススもつくっていもつくっていもつくっていもつくってい

くということと、それとあと、近畿ブロック知事会などとくということと、それとあと、近畿ブロック知事会などとくということと、それとあと、近畿ブロック知事会などとくということと、それとあと、近畿ブロック知事会などと大大大大きくきくきくきく違違違違うのは、うのは、うのは、うのは、法律法律法律法律でででで認認認認めらめらめらめら

れたものがつくられている、重みがあるということが一れたものがつくられている、重みがあるということが一れたものがつくられている、重みがあるということが一れたものがつくられている、重みがあるということが一番番番番ではないかということで、いわではないかということで、いわではないかということで、いわではないかということで、いわ

ゆゆゆゆるるるるガガガガババババナナナナンンンンススススがないとかあるとかという議論よりも、一がないとかあるとかという議論よりも、一がないとかあるとかという議論よりも、一がないとかあるとかという議論よりも、一番番番番このこのこのこの形形形形ががががガガガガババババナナナナンンンンススススが少しでが少しでが少しでが少しで

もももも働働働働くのではないかということだと思います。くのではないかということだと思います。くのではないかということだと思います。くのではないかということだと思います。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 意意意意思決思決思決思決定定定定についてですけれども、一つ気になるとこについてですけれども、一つ気になるとこについてですけれども、一つ気になるとこについてですけれども、一つ気になるところろろろがあるのは、７があるのは、７があるのは、７があるのは、７分分分分野に野に野に野に

含まれないような事項について、これは含まれないような事項について、これは含まれないような事項について、これは含まれないような事項について、これは規約規約規約規約の第４の第４の第４の第４条条条条第１項９第１項９第１項９第１項９号号号号のののの企画及企画及企画及企画及び調整び調整び調整び調整の中で取の中で取の中で取の中で取

り組んでいるということですけれども、これはやはりそのそれり組んでいるということですけれども、これはやはりそのそれり組んでいるということですけれども、これはやはりそのそれり組んでいるということですけれども、これはやはりそのそれぞぞぞぞれの議会とのれの議会とのれの議会とのれの議会との調整調整調整調整というというというという

か、か、か、か、何何何何も知らないとこも知らないとこも知らないとこも知らないところろろろででででひひひひとりとりとりとり歩歩歩歩きしていて、それこそ知事のきしていて、それこそ知事のきしていて、それこそ知事のきしていて、それこそ知事のパフォパフォパフォパフォーーーーママママンンンンススススにににに使使使使われわれわれわれ

ているというか、ているというか、ているというか、ているというか、暴走ぎ暴走ぎ暴走ぎ暴走ぎみな部みな部みな部みな部分分分分もなきにしもあらもなきにしもあらもなきにしもあらもなきにしもあらずずずずと思ったのですけれども、そのと思ったのですけれども、そのと思ったのですけれども、そのと思ったのですけれども、その辺辺辺辺がががが

ガガガガババババナナナナンンンンススススの問題でもの問題でもの問題でもの問題でも整理整理整理整理をしなければならない部をしなければならない部をしなければならない部をしなければならない部分分分分かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

それと、この関西広域連合の連合議会議員は、それそれと、この関西広域連合の連合議会議員は、それそれと、この関西広域連合の連合議会議員は、それそれと、この関西広域連合の連合議会議員は、それぞぞぞぞれの府県のれの府県のれの府県のれの府県の代代代代表として出ていると表として出ていると表として出ていると表として出ていると

いうことを思うならば、事前に、それいうことを思うならば、事前に、それいうことを思うならば、事前に、それいうことを思うならば、事前に、それぞぞぞぞれの府県の考えとか、あるいは府県議会の考えとれの府県の考えとか、あるいは府県議会の考えとれの府県の考えとか、あるいは府県議会の考えとれの府県の考えとか、あるいは府県議会の考えと

か取り組みとか思いとか、そういうものをか取り組みとか思いとか、そういうものをか取り組みとか思いとか、そういうものをか取り組みとか思いとか、そういうものを尊尊尊尊重しながら議会に重しながら議会に重しながら議会に重しながら議会に臨む臨む臨む臨む、あるいは、いやいや、、あるいは、いやいや、、あるいは、いやいや、、あるいは、いやいや、

そこはもうそこはもうそこはもうそこはもう許許許許容容容容範囲範囲範囲範囲として、その出られておられる議員にあるとして、その出られておられる議員にあるとして、その出られておられる議員にあるとして、その出られておられる議員にある程程程程度度度度任任任任すという方向の中ですという方向の中ですという方向の中ですという方向の中で

それをそれをそれをそれを持持持持ってってってって帰帰帰帰るとか、それはそれるとか、それはそれるとか、それはそれるとか、それはそれぞぞぞぞれの府県はどのような体れの府県はどのような体れの府県はどのような体れの府県はどのような体制制制制だったのかおだったのかおだったのかおだったのかお聞聞聞聞きしたい。きしたい。きしたい。きしたい。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 例例例例えば知事がそのえば知事がそのえば知事がそのえば知事がその何何何何かの事かの事かの事かの事案案案案をををを持持持持っていって出したと、そこで合っていって出したと、そこで合っていって出したと、そこで合っていって出したと、そこで合意意意意をををを得得得得たと。たと。たと。たと。

とことことこところろろろが、が、が、が、奈奈奈奈良県なら良県なら良県なら良県なら奈奈奈奈良県の議員が良県の議員が良県の議員が良県の議員が行行行行って、いや、それはって、いや、それはって、いや、それはって、いや、それは違違違違うと反対するうと反対するうと反対するうと反対する場場場場面面面面は考えらは考えらは考えらは考えら

れるのでしれるのでしれるのでしれるのでしょょょょうかと言ったら、それには明うかと言ったら、それには明うかと言ったら、それには明うかと言ったら、それには明確確確確な回な回な回な回答答答答はなかったけれど、いや、今、この連はなかったけれど、いや、今、この連はなかったけれど、いや、今、この連はなかったけれど、いや、今、この連

合というのは、別に合というのは、別に合というのは、別に合というのは、別に予予予予算を算を算を算を持持持持っているわけではないから、っているわけではないから、っているわけではないから、っているわけではないから、何何何何にも議決するものありませんにも議決するものありませんにも議決するものありませんにも議決するものありません

と言われて、さっといなされたと言われて、さっといなされたと言われて、さっといなされたと言われて、さっといなされた感じ感じ感じ感じで、だから、今のとこで、だから、今のとこで、だから、今のとこで、だから、今のところろろろ事業をするような事業をするような事業をするような事業をするような予予予予算は算は算は算は全然全然全然全然
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ないから、そんな議決するようなないから、そんな議決するようなないから、そんな議決するようなないから、そんな議決するような場場場場面面面面が、議員がここでが、議員がここでが、議員がここでが、議員がここで意見意見意見意見を言うて、反対やらを言うて、反対やらを言うて、反対やらを言うて、反対やら何何何何やら言やら言やら言やら言

うようなうようなうようなうような場場場場面面面面はありませんと言われたので、まだはありませんと言われたので、まだはありませんと言われたので、まだはありませんと言われたので、まだ緒緒緒緒についていないというか、についていないというか、についていないというか、についていないというか、将将将将来来来来像像像像はそはそはそはそ

んなんなんなんな形形形形になるのかというのを、知事がになるのかというのを、知事がになるのかというのを、知事がになるのかというのを、知事が持持持持っていって出したものを地っていって出したものを地っていって出したものを地っていって出したものを地元元元元の議員が反対するとの議員が反対するとの議員が反対するとの議員が反対すると

いうのは考えられない。いうのは考えられない。いうのは考えられない。いうのは考えられない。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 その反その反その反その反面面面面、、、、京都京都京都京都府では連府では連府では連府では連携携携携とととと自治自治自治自治体という組体という組体という組体という組織織織織のののの大大大大きなきなきなきな違違違違いは、いは、いは、いは、行行行行政体とし政体とし政体とし政体とし

てててて権限権限権限権限をををを持持持持ってできるということだと思うと。だからこそってできるということだと思うと。だからこそってできるということだと思うと。だからこそってできるということだと思うと。だからこそガガガガババババナナナナンンンンススススがきくのは広域連合がきくのは広域連合がきくのは広域連合がきくのは広域連合

なんだという発言もあるのですが。ただ、そのなんだという発言もあるのですが。ただ、そのなんだという発言もあるのですが。ただ、そのなんだという発言もあるのですが。ただ、その辺辺辺辺が、今参加されている連合議会議員のが、今参加されている連合議会議員のが、今参加されている連合議会議員のが、今参加されている連合議会議員の認認認認

識識識識がばらばらなのではないかとがばらばらなのではないかとがばらばらなのではないかとがばらばらなのではないかと感じ感じ感じ感じたのです。たのです。たのです。たのです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 梶川委員が言われたのは、梶川委員が言われたのは、梶川委員が言われたのは、梶川委員が言われたのは、滋賀滋賀滋賀滋賀県の県の県の県の話話話話だったと思いますけれども、だったと思いますけれども、だったと思いますけれども、だったと思いますけれども、確確確確かにかにかにかに

今、総今、総今、総今、総務務務務のののの予予予予算しかございません。これから７算しかございません。これから７算しかございません。これから７算しかございません。これから７分分分分野の野の野の野の計画計画計画計画をををを立立立立てて、そのてて、そのてて、そのてて、その計画計画計画計画をををを立立立立てたとてたとてたとてたと

こここころろろろからからからから予予予予算をつけていくと、算をつけていくと、算をつけていくと、算をつけていくと、予予予予算の算の算の算の分担分担分担分担方方方方法法法法もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろあるけれど、これから議論するあるけれど、これから議論するあるけれど、これから議論するあるけれど、これから議論する

過過過過程程程程なので、まだ総なので、まだ総なので、まだ総なので、まだ総務務務務のののの予予予予算しかできないので、この７算しかできないので、この７算しかできないので、この７算しかできないので、この７分分分分野の野の野の野の計画計画計画計画も３年になっていて議も３年になっていて議も３年になっていて議も３年になっていて議

決決決決案案案案件件件件ではないのです。これはではないのです。これはではないのです。これはではないのです。これは指摘指摘指摘指摘しましたけれども、これから総しましたけれども、これから総しましたけれども、これから総しましたけれども、これから総務常務常務常務常任任任任委員会の中で議委員会の中で議委員会の中で議委員会の中で議

論していくと言われるけれども、ほとんど知事の中で決められるということです。論していくと言われるけれども、ほとんど知事の中で決められるということです。論していくと言われるけれども、ほとんど知事の中で決められるということです。論していくと言われるけれども、ほとんど知事の中で決められるということです。

それと、一それと、一それと、一それと、一番番番番批批批批判判判判されていたのは、やっされていたのは、やっされていたのは、やっされていたのは、やっぱぱぱぱり７り７り７り７分分分分野野野野以以以以外外外外のののの分分分分野で発言が多野で発言が多野で発言が多野で発言が多過過過過ぎぎぎぎると。そると。そると。そると。そ

れがれがれがれがひひひひとりとりとりとり歩歩歩歩きしている。特にきしている。特にきしている。特にきしている。特に滋賀滋賀滋賀滋賀県は知事と議会が県は知事と議会が県は知事と議会が県は知事と議会が全全全全くくくく話話話話し合っていないので、新し合っていないので、新し合っていないので、新し合っていないので、新幹線幹線幹線幹線

のののの話話話話がいきなり出るということはがいきなり出るということはがいきなり出るということはがいきなり出るということは滋賀滋賀滋賀滋賀県は言われておられましたけれども、県は言われておられましたけれども、県は言われておられましたけれども、県は言われておられましたけれども、京都京都京都京都府に関し府に関し府に関し府に関し

ては、そのときは知事と議会がては、そのときは知事と議会がては、そのときは知事と議会がては、そのときは知事と議会が話話話話していることはないけれども、議会がこれから広域連合していることはないけれども、議会がこれから広域連合していることはないけれども、議会がこれから広域連合していることはないけれども、議会がこれから広域連合

の中に入って、議会としてのの中に入って、議会としてのの中に入って、議会としてのの中に入って、議会としての仕仕仕仕組みをちゃんとつくっていこうという気概があったのは事組みをちゃんとつくっていこうという気概があったのは事組みをちゃんとつくっていこうという気概があったのは事組みをちゃんとつくっていこうという気概があったのは事

実実実実です。です。です。です。和歌和歌和歌和歌山県はまた山県はまた山県はまた山県はまた全然全然全然全然そのそのそのその感感感感覚覚覚覚がががが違違違違いますけれども。いますけれども。いますけれども。いますけれども。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 県県県県益益益益にこだわっているのですけれど、関西広域連合となれば県にこだわっているのですけれど、関西広域連合となれば県にこだわっているのですけれど、関西広域連合となれば県にこだわっているのですけれど、関西広域連合となれば県益益益益を考えを考えを考えを考え過過過過ぎぎぎぎ

るとなかなかるとなかなかるとなかなかるとなかなか存存存存在在在在できないのではないかということをおっしゃったように思います。特にできないのではないかということをおっしゃったように思います。特にできないのではないかということをおっしゃったように思います。特にできないのではないかということをおっしゃったように思います。特に

関西広域連合議会関西広域連合議会関西広域連合議会関西広域連合議会自自自自体は、それこそ県からの体は、それこそ県からの体は、それこそ県からの体は、それこそ県からの代代代代表ではあるのだけれども、関西表ではあるのだけれども、関西表ではあるのだけれども、関西表ではあるのだけれども、関西全全全全体の公体の公体の公体の公益益益益

性性性性、、、、全全全全体が体が体が体が押押押押し上がるようなことの議論をしないといけないということはおっしゃっていし上がるようなことの議論をしないといけないということはおっしゃっていし上がるようなことの議論をしないといけないということはおっしゃっていし上がるようなことの議論をしないといけないということはおっしゃってい

た。それがた。それがた。それがた。それがガガガガババババナナナナンンンンススススなのかもしれないです。なのかもしれないです。なのかもしれないです。なのかもしれないです。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 道道道道州制州制州制州制には反対だけれど、この組には反対だけれど、この組には反対だけれど、この組には反対だけれど、この組織織織織はははは橋下橋下橋下橋下さんが、これはさんが、これはさんが、これはさんが、これはパフォパフォパフォパフォーーーーママママンンンンススススもももも

含めて、含めて、含めて、含めて、道道道道州制州制州制州制をにらんだをにらんだをにらんだをにらんだ形形形形での組での組での組での組織織織織の提の提の提の提起起起起だと思うのです。それで、そうすればこれはだと思うのです。それで、そうすればこれはだと思うのです。それで、そうすればこれはだと思うのです。それで、そうすればこれは

道道道道州制州制州制州制を一つのを一つのを一つのを一つの大大大大きなきなきなきな目目目目標標標標にしないとにしないとにしないとにしないと存存存存在在在在価値価値価値価値がないのです。とこがないのです。とこがないのです。とこがないのです。ところろろろが、今ここに入ってが、今ここに入ってが、今ここに入ってが、今ここに入って

いる県は、いる県は、いる県は、いる県は、皆皆皆皆どの県もどの県もどの県もどの県も道道道道州制州制州制州制は反対と言って入っているわけです、は反対と言って入っているわけです、は反対と言って入っているわけです、は反対と言って入っているわけです、付帯付帯付帯付帯決議までして。だ決議までして。だ決議までして。だ決議までして。だ

から、から、から、から、何何何何かかかか意味意味意味意味がないと。がないと。がないと。がないと。道道道道州制州制州制州制をををを目目目目標標標標にしなさいとは言わないけれど、にしなさいとは言わないけれど、にしなさいとは言わないけれど、にしなさいとは言わないけれど、僕僕僕僕は反対だから、は反対だから、は反対だから、は反対だから、
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言わないけれども、しかし、やっ言わないけれども、しかし、やっ言わないけれども、しかし、やっ言わないけれども、しかし、やっぱぱぱぱりその組りその組りその組りその組織織織織のののの存存存存在在在在価値価値価値価値をををを見見見見たら、たら、たら、たら、道道道道州制州制州制州制でも前にでも前にでも前にでも前に進進進進めめめめ

ていかないと、なかなかしゃきっとしたものになれない。だから、今のていかないと、なかなかしゃきっとしたものになれない。だから、今のていかないと、なかなかしゃきっとしたものになれない。だから、今のていかないと、なかなかしゃきっとしたものになれない。だから、今の話話話話ででででずずずずうっといくうっといくうっといくうっといく

感じ感じ感じ感じだね。だね。だね。だね。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 近畿近畿近畿近畿６６６６府県の議員府県の議員府県の議員府県の議員交交交交流流流流フォフォフォフォーーーーラムラムラムラムはははは毎毎毎毎年１回あるのですが、今年１回あるのですが、今年１回あるのですが、今年１回あるのですが、今週週週週、、、、京都京都京都京都府議府議府議府議

会に会に会に会に朝朝朝朝から夕方までおりました。今回、地方から夕方までおりました。今回、地方から夕方までおりました。今回、地方から夕方までおりました。今回、地方自治自治自治自治２という２という２という２という分分分分科科科科会では、関西広域連合、そ会では、関西広域連合、そ会では、関西広域連合、そ会では、関西広域連合、そ

して広域連して広域連して広域連して広域連携携携携、基、基、基、基礎礎礎礎自治自治自治自治体についてやるということで、入ってきました。体についてやるということで、入ってきました。体についてやるということで、入ってきました。体についてやるということで、入ってきました。

奈奈奈奈良県議会では、良県議会では、良県議会では、良県議会では、私私私私とととと猪猪猪猪奥議員と奥議員と奥議員と奥議員と森森森森山議員、３山議員、３山議員、３山議員、３人人人人が入っていました。各府県の方が入っが入っていました。各府県の方が入っが入っていました。各府県の方が入っが入っていました。各府県の方が入っ

ていて、ていて、ていて、ていて、滋賀滋賀滋賀滋賀県、県、県、県、和歌和歌和歌和歌山県、山県、山県、山県、京都京都京都京都府、メンバーは府、メンバーは府、メンバーは府、メンバーは違違違違うかわかりませんが、うかわかりませんが、うかわかりませんが、うかわかりませんが、京都京都京都京都府議会は近府議会は近府議会は近府議会は近

藤議長が藤議長が藤議長が藤議長が僕僕僕僕のちのちのちのちょょょょうどうどうどうど横横横横に来られていました。いに来られていました。いに来られていました。いに来られていました。いろろろろいいいいろろろろごごごご意見意見意見意見をををを聞聞聞聞かせていただいて、まかせていただいて、まかせていただいて、まかせていただいて、ま

ずずずず司司司司会が会が会が会が佐佐佐佐藤教藤教藤教藤教授授授授ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、冒冒冒冒頭頭頭頭から、関西広域連合に入っておられないのはから、関西広域連合に入っておられないのはから、関西広域連合に入っておられないのはから、関西広域連合に入っておられないのは奈奈奈奈良県良県良県良県

だけでしたねからだけでしたねからだけでしたねからだけでしたねから始始始始まって、まって、まって、まって、非常非常非常非常にににに和和和和気あいあいとしていたと思います。気あいあいとしていたと思います。気あいあいとしていたと思います。気あいあいとしていたと思います。

広域連合にほとんどの広域連合にほとんどの広域連合にほとんどの広域連合にほとんどの時間時間時間時間をををを割割割割きました。特に基きました。特に基きました。特に基きました。特に基礎礎礎礎自治自治自治自治体を中心とした体を中心とした体を中心とした体を中心とした話話話話が出て、一が出て、一が出て、一が出て、一番番番番

おもしおもしおもしおもしろろろろいいいい話話話話が、基が、基が、基が、基礎礎礎礎自治自治自治自治体がもっと体体がもっと体体がもっと体体がもっと体力力力力をををを持持持持っていかないといけない、っていかないといけない、っていかないといけない、っていかないといけない、市町市町市町市町村村村村合合合合併併併併が一が一が一が一

番番番番少ない少ない少ない少ない奈奈奈奈良県から良県から良県から良県から感想感想感想感想をどうをどうをどうをどうぞぞぞぞからからからからスタスタスタスターーーートトトトです、このです、このです、このです、この分分分分科科科科会が。会が。会が。会が。奈奈奈奈良県は良県は良県は良県は全全全全国でも国でも国でも国でも数数数数

少ない合少ない合少ない合少ない合併併併併が少なかったとこが少なかったとこが少なかったとこが少なかったところろろろですと。これは総論賛成、各論反対でうまくいかなかったですと。これは総論賛成、各論反対でうまくいかなかったですと。これは総論賛成、各論反対でうまくいかなかったですと。これは総論賛成、各論反対でうまくいかなかった

けれども、けれども、けれども、けれども、奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の場場場場合は特に合は特に合は特に合は特に南北南北南北南北のののの格格格格差があるので、基差があるので、基差があるので、基差があるので、基礎礎礎礎自治自治自治自治体の体体の体体の体体の体力力力力をつけなくてはをつけなくてはをつけなくてはをつけなくては

いけないということも含めて、今、いけないということも含めて、今、いけないということも含めて、今、いけないということも含めて、今、奈奈奈奈良県を良県を良県を良県を挙挙挙挙げてげてげてげて南南南南部振興部振興部振興部振興監監監監というようなことまでやっというようなことまでやっというようなことまでやっというようなことまでやっ

てててて力力力力を入れてますとを入れてますとを入れてますとを入れてますと説説説説明しました。明しました。明しました。明しました。大阪大阪大阪大阪府は議長と議員と２府は議長と議員と２府は議長と議員と２府は議長と議員と２人人人人出られたけれど、２出られたけれど、２出られたけれど、２出られたけれど、２人人人人ともともともとも

大阪大阪大阪大阪維維維維新の会でして、１新の会でして、１新の会でして、１新の会でして、１人人人人はははは若若若若いいいい人人人人でしたからでしたからでしたからでしたから黙黙黙黙って、議長がよくしゃべられました。たって、議長がよくしゃべられました。たって、議長がよくしゃべられました。たって、議長がよくしゃべられました。た

だ言われることは、もうだ言われることは、もうだ言われることは、もうだ言われることは、もう道道道道州制州制州制州制ばかりです。あのばかりです。あのばかりです。あのばかりです。あの大阪大阪大阪大阪維維維維新の会の新の会の新の会の新の会の代代代代表の方は、もう表の方は、もう表の方は、もう表の方は、もう道道道道州制州制州制州制

に結に結に結に結びびびびつけてつけてつけてつけて全全全全部部部部話話話話しをするものだから、ほかのしをするものだから、ほかのしをするものだから、ほかのしをするものだから、ほかの和歌和歌和歌和歌山県、山県、山県、山県、滋賀滋賀滋賀滋賀県、県、県、県、京都京都京都京都府、府、府、府、同じ同じ同じ同じ広域連広域連広域連広域連

合に入っていても、もう合に入っていても、もう合に入っていても、もう合に入っていても、もう最最最最終終終終的には的には的には的には意見意見意見意見が合わが合わが合わが合わずずずず、奥山議員のとこ、奥山議員のとこ、奥山議員のとこ、奥山議員のところろろろがやっがやっがやっがやっぱぱぱぱり一り一り一り一番賢番賢番賢番賢明明明明

ですねとなったわけです、結論は。というのは、ですねとなったわけです、結論は。というのは、ですねとなったわけです、結論は。というのは、ですねとなったわけです、結論は。というのは、最最最最終終終終これは本これは本これは本これは本当当当当にもう、県議会議員、府にもう、県議会議員、府にもう、県議会議員、府にもう、県議会議員、府

議会議員というのはもう要りませんなというような議会議員というのはもう要りませんなというような議会議員というのはもう要りませんなというような議会議員というのはもう要りませんなというような意見意見意見意見まで出まで出まで出まで出始始始始めたのです。基めたのです。基めたのです。基めたのです。基礎礎礎礎自治自治自治自治体体体体

をきちっとしたものをつくったら、各をきちっとしたものをつくったら、各をきちっとしたものをつくったら、各をきちっとしたものをつくったら、各首首首首長が長が長が長が直接直接直接直接もう対応できるではないかと。そうしたもう対応できるではないかと。そうしたもう対応できるではないかと。そうしたもう対応できるではないかと。そうした

ら、府議会議員、県議会議員というのは要らないのではないかと。ら、府議会議員、県議会議員というのは要らないのではないかと。ら、府議会議員、県議会議員というのは要らないのではないかと。ら、府議会議員、県議会議員というのは要らないのではないかと。当然町当然町当然町当然町村村村村議員は要りま議員は要りま議員は要りま議員は要りま

すよと、こういうようなすよと、こういうようなすよと、こういうようなすよと、こういうような話話話話から、そしてから、そしてから、そしてから、そして何何何何かわあっとかわあっとかわあっとかわあっと盛盛盛盛り上がった中で、り上がった中で、り上がった中で、り上がった中で、森森森森山議員が、そ山議員が、そ山議員が、そ山議員が、そ

の知事の知事の知事の知事選選選選のののの話話話話をしたわけです、をしたわけです、をしたわけです、をしたわけです、奈奈奈奈良県知事良県知事良県知事良県知事選選選選のののの話話話話。関西広域連合の。関西広域連合の。関西広域連合の。関西広域連合の話話話話題一つで、題一つで、題一つで、題一つで、僅僅僅僅差で差で差で差で負負負負

けましたけれどというけましたけれどというけましたけれどというけましたけれどという話話話話になったから、もうちになったから、もうちになったから、もうちになったから、もうちょょょょっとっとっとっと確確確確認認認認してからここで言わないと、議してからここで言わないと、議してからここで言わないと、議してからここで言わないと、議

事事事事録録録録とられているでと、とられているでと、とられているでと、とられているでと、私私私私、、、、冗談冗談冗談冗談を言っていました。を言っていました。を言っていました。を言っていました。
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その中で、その中で、その中で、その中で、司司司司会の会の会の会の佐佐佐佐藤先藤先藤先藤先生生生生が、いや、その知事が、いや、その知事が、いや、その知事が、いや、その知事選選選選のことをのことをのことをのことを聞聞聞聞いているのといているのといているのといているのと違違違違いますと。いますと。いますと。いますと。

奈奈奈奈良県が関西広域連合にまだ入っていないことについての議論はどうですかということを良県が関西広域連合にまだ入っていないことについての議論はどうですかということを良県が関西広域連合にまだ入っていないことについての議論はどうですかということを良県が関西広域連合にまだ入っていないことについての議論はどうですかということを

おおおお尋尋尋尋ねしたいということだったから、ねしたいということだったから、ねしたいということだったから、ねしたいということだったから、私私私私が明が明が明が明治治治治のののの話話話話を、いや、もう今のを、いや、もう今のを、いや、もう今のを、いや、もう今の時代時代時代時代ではこのではこのではこのではこの話話話話はははは

時代時代時代時代がががが違違違違うから、でも、県うから、でも、県うから、でも、県うから、でも、県民民民民のののの意意意意識識識識としては、そういう明としては、そういう明としては、そういう明としては、そういう明治時代治時代治時代治時代のののの堺堺堺堺県、県、県、県、大阪大阪大阪大阪府に府に府に府に吸収吸収吸収吸収ささささ

れたときのことも含めたれたときのことも含めたれたときのことも含めたれたときのことも含めた感感感感情を情を情を情を持持持持っておられる方も中にはおられますと言いながら、きっておられる方も中にはおられますと言いながら、きっておられる方も中にはおられますと言いながら、きっておられる方も中にはおられますと言いながら、きょょょょ

うはうはうはうは私私私私もももも勉勉勉勉強強強強しに来ましたので、教えてくださいと。広域連合と連しに来ましたので、教えてくださいと。広域連合と連しに来ましたので、教えてくださいと。広域連合と連しに来ましたので、教えてくださいと。広域連合と連携携携携のののの説説説説明だけしてくだ明だけしてくだ明だけしてくだ明だけしてくだ

さい、さい、さい、さい、大阪大阪大阪大阪府から府から府から府から順番順番順番順番にと言ったら、結にと言ったら、結にと言ったら、結にと言ったら、結局局局局だれもだれもだれもだれも答答答答えられなかった。えられなかった。えられなかった。えられなかった。何何何何で連で連で連で連携携携携だったらだだったらだだったらだだったらだ

めなのですか、めなのですか、めなのですか、めなのですか、何何何何で広域連合でないとだめなのですかと、この質問をさせてもらったのでで広域連合でないとだめなのですかと、この質問をさせてもらったのでで広域連合でないとだめなのですかと、この質問をさせてもらったのでで広域連合でないとだめなのですかと、この質問をさせてもらったので

す。す。す。す。

私私私私は県議会議員をもう長いは県議会議員をもう長いは県議会議員をもう長いは県議会議員をもう長い間間間間やらせてもらっていますが、やらせてもらっていますが、やらせてもらっていますが、やらせてもらっていますが、確確確確かに近畿地方かに近畿地方かに近畿地方かに近畿地方整備局整備局整備局整備局の問題の問題の問題の問題

については、国の出先機関はもうちについては、国の出先機関はもうちについては、国の出先機関はもうちについては、国の出先機関はもうちょょょょっとっとっとっと臨臨臨臨機応機応機応機応変変変変にににに動動動動いてほしいということを考えていいてほしいということを考えていいてほしいということを考えていいてほしいということを考えてい

て、だから、近畿地方て、だから、近畿地方て、だから、近畿地方て、だから、近畿地方整備局整備局整備局整備局などのなどのなどのなどの権限権限権限権限もももも予予予予算もということについては、いいことだと算もということについては、いいことだと算もということについては、いいことだと算もということについては、いいことだと実実実実

は思っているのですと。は思っているのですと。は思っているのですと。は思っているのですと。

ただ、関西広域連合は、ただ、関西広域連合は、ただ、関西広域連合は、ただ、関西広域連合は、権限権限権限権限とととと責任責任責任責任ということについて、これはということについて、これはということについて、これはということについて、これは荒荒荒荒井知事もよく言うの井知事もよく言うの井知事もよく言うの井知事もよく言うの

ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、私私私私は別のは別のは別のは別の観観観観点点点点で、で、で、で、大阪大阪大阪大阪府と府と府と府と奈奈奈奈良県の一つの良県の一つの良県の一つの良県の一つの道路道路道路道路でででで大大大大きな事きな事きな事きな事故故故故、事、事、事、事件件件件があった。があった。があった。があった。

これに対してこれに対してこれに対してこれに対して訴訟訴訟訴訟訴訟ができた。そうしたら、広域連合でどう対ができた。そうしたら、広域連合でどう対ができた。そうしたら、広域連合でどう対ができた。そうしたら、広域連合でどう対処処処処できるのかと。連できるのかと。連できるのかと。連できるのかと。連携携携携であれであれであれであれ

ば、ば、ば、ば、奈奈奈奈良県議会の議員が良県議会の議員が良県議会の議員が良県議会の議員が了解了解了解了解しなかったら知事はできないはしなかったら知事はできないはしなかったら知事はできないはしなかったら知事はできないはずずずずだと。ただ、広域連合は、だと。ただ、広域連合は、だと。ただ、広域連合は、だと。ただ、広域連合は、

奈奈奈奈良県議会の議員が、広域連合の議員２～３良県議会の議員が、広域連合の議員２～３良県議会の議員が、広域連合の議員２～３良県議会の議員が、広域連合の議員２～３人人人人か４か４か４か４人人人人ほどおられるとこほどおられるとこほどおられるとこほどおられるところろろろで決めたことにで決めたことにで決めたことにで決めたことに

ついて言えないのとついて言えないのとついて言えないのとついて言えないのと違違違違いますかと、いますかと、いますかと、いますかと、私私私私はははは勉勉勉勉強強強強不足不足不足不足でわからないけれど、もう一回でわからないけれど、もう一回でわからないけれど、もう一回でわからないけれど、もう一回説説説説明して明して明して明して

くださいというくださいというくださいというくださいという話話話話をしたら、本をしたら、本をしたら、本をしたら、本当当当当に申しわけないけれど、そうだな、連に申しわけないけれど、そうだな、連に申しわけないけれど、そうだな、連に申しわけないけれど、そうだな、連携携携携でもいいのかとでもいいのかとでもいいのかとでもいいのかと

いういういういう人人人人もおられました。で、もおられました。で、もおられました。で、もおられました。で、違違違違いはだれもいはだれもいはだれもいはだれも答答答答えてくれなかった。えてくれなかった。えてくれなかった。えてくれなかった。

そういうことでざわざわして、これはこのそういうことでざわざわして、これはこのそういうことでざわざわして、これはこのそういうことでざわざわして、これはこの話話話話だけでだけでだけでだけで終終終終わったらいけないので、わったらいけないので、わったらいけないので、わったらいけないので、奈奈奈奈良県は良県は良県は良県は

今、特別委員会も今、特別委員会も今、特別委員会も今、特別委員会も設置設置設置設置して、して、して、して、和歌和歌和歌和歌山県、山県、山県、山県、滋賀滋賀滋賀滋賀県、県、県、県、京都京都京都京都府へ委員が府へ委員が府へ委員が府へ委員が行行行行っていっていっていっていろろろろいいいいろろろろ勉勉勉勉強強強強させさせさせさせ

てもらっいますので、そこは今しっかりと県議会議員がてもらっいますので、そこは今しっかりと県議会議員がてもらっいますので、そこは今しっかりと県議会議員がてもらっいますので、そこは今しっかりと県議会議員が勉勉勉勉強強強強して、この広域連合に対応しして、この広域連合に対応しして、この広域連合に対応しして、この広域連合に対応し

たいと思っていますので、きたいと思っていますので、きたいと思っていますので、きたいと思っていますので、きょょょょうはもうここまでにしてください言ったら、もうそれでうはもうここまでにしてください言ったら、もうそれでうはもうここまでにしてください言ったら、もうそれでうはもうここまでにしてください言ったら、もうそれで終終終終

わりました。わりました。わりました。わりました。

あとはもうあとはもうあとはもうあとはもう皆皆皆皆さん、さん、さん、さん、大阪大阪大阪大阪府府府府以以以以外外外外は、は、は、は、奈奈奈奈良県さん、入りなさいと言って、良県さん、入りなさいと言って、良県さん、入りなさいと言って、良県さん、入りなさいと言って、友達友達友達友達感感感感覚覚覚覚で言っで言っで言っで言っ

てくれたのは、てくれたのは、てくれたのは、てくれたのは、非常非常非常非常にうれしかったです。だから、広域にうれしかったです。だから、広域にうれしかったです。だから、広域にうれしかったです。だから、広域行行行行政政政政調調調調査特別委員会が今こうして査特別委員会が今こうして査特別委員会が今こうして査特別委員会が今こうして

やっていることについてのやっていることについてのやっていることについてのやっていることについての評価評価評価評価はははは物物物物すごくすごくすごくすごく高高高高かった。かった。かった。かった。滋賀滋賀滋賀滋賀県も、県も、県も、県も、非常非常非常非常にににに評価評価評価評価しますので、しますので、しますので、しますので、

ぜぜぜぜひひひひともしっかりともしっかりともしっかりともしっかり勉勉勉勉強強強強してくださいということでした。だから、この広域してくださいということでした。だから、この広域してくださいということでした。だから、この広域してくださいということでした。だから、この広域行行行行政政政政調調調調査特別委査特別委査特別委査特別委
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員会では、もっと員会では、もっと員会では、もっと員会では、もっと奈奈奈奈良県内の広域良県内の広域良県内の広域良県内の広域行行行行政の政の政の政の話話話話がしたいのだけれども、きがしたいのだけれども、きがしたいのだけれども、きがしたいのだけれども、きょょょょうは関西広域連合うは関西広域連合うは関西広域連合うは関西広域連合

について、先日について、先日について、先日について、先日行行行行ったったったった話話話話をさせてもらいました。をさせてもらいました。をさせてもらいました。をさせてもらいました。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 井井井井戸戸戸戸知事にも前に知事にも前に知事にも前に知事にも前に聞聞聞聞かせていただいたのですが、関西というのはどういかせていただいたのですが、関西というのはどういかせていただいたのですが、関西というのはどういかせていただいたのですが、関西というのはどうい

うエリアをうエリアをうエリアをうエリアを指指指指すのかということをすのかということをすのかということをすのかということを聞聞聞聞きましたら、それはきましたら、それはきましたら、それはきましたら、それはフフフファァァァジーだと言われておりまして、ジーだと言われておりまして、ジーだと言われておりまして、ジーだと言われておりまして、

そうしたら一体そうしたら一体そうしたら一体そうしたら一体何何何何を議題にするのか、７つを議題にするのか、７つを議題にするのか、７つを議題にするのか、７つ以以以以外外外外にににに何何何何でもでもでもでも自由自由自由自由に入れられると、に入れられると、に入れられると、に入れられると、非常非常非常非常ににににフフフファァァァ

ジーだという、そういうようなもので、果たしてそのジーだという、そういうようなもので、果たしてそのジーだという、そういうようなもので、果たしてそのジーだという、そういうようなもので、果たしてそのガガガガババババナナナナンンンンススススと言えるのかどうかといと言えるのかどうかといと言えるのかどうかといと言えるのかどうかとい

う、まだう、まだう、まだう、まだ準備準備準備準備のののの段階段階段階段階でででで何何何何かかかかスタスタスタスターーーートトトトをををを切切切切ってしまっているような、そんなってしまっているような、そんなってしまっているような、そんなってしまっているような、そんな印象印象印象印象をををを持持持持ちましちましちましちまし

た。た。た。た。

それで、今のそれで、今のそれで、今のそれで、今の段階段階段階段階では、各府県が事では、各府県が事では、各府県が事では、各府県が事務務務務経経経経費費費費をををを持持持持ちちちち寄寄寄寄って、事って、事って、事って、事務局務局務局務局をををを置置置置いてやっているいてやっているいてやっているいてやっている程程程程

度の度の度の度の話話話話なのでこれで済んでいるかもしれないのですけれども、なのでこれで済んでいるかもしれないのですけれども、なのでこれで済んでいるかもしれないのですけれども、なのでこれで済んでいるかもしれないのですけれども、仮仮仮仮に１に１に１に１兆兆兆兆３３３３，，，，００００００００００００億億億億円円円円とととと

いう国の出先機関のいう国の出先機関のいう国の出先機関のいう国の出先機関の予予予予算が算が算が算が権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲で来たときに、果たしてそれで来たときに、果たしてそれで来たときに、果たしてそれで来たときに、果たしてそれぞぞぞぞれのれのれのれの都道都道都道都道府県の県府県の県府県の県府県の県益益益益をををを

残残残残してそのしてそのしてそのしてその運営運営運営運営ができるのかと思ったら、そうなったときにはやっができるのかと思ったら、そうなったときにはやっができるのかと思ったら、そうなったときにはやっができるのかと思ったら、そうなったときにはやっぱぱぱぱりりりり道道道道州制州制州制州制でないとでないとでないとでないと受受受受

け入れとしてはけ入れとしてはけ入れとしてはけ入れとしては難難難難しいのではないかという思いをしました。だから、これからしいのではないかという思いをしました。だから、これからしいのではないかという思いをしました。だから、これからしいのではないかという思いをしました。だから、これから進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく

上で上で上で上で非常非常非常非常にににに矛盾矛盾矛盾矛盾がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのとこれのとこれのとこれのところろろろで発で発で発で発生生生生してくるのではないかと。それで、近畿経済してくるのではないかと。それで、近畿経済してくるのではないかと。それで、近畿経済してくるのではないかと。それで、近畿経済産産産産

業業業業局局局局をををを移管移管移管移管するにしても、するにしても、するにしても、するにしても、四四四四国は国は国は国は四四四四国経済国経済国経済国経済産産産産業業業業局局局局、中国は中国経済、中国は中国経済、中国は中国経済、中国は中国経済産産産産業業業業局局局局ですので、鳥取ですので、鳥取ですので、鳥取ですので、鳥取

県や徳島県もありますし、近畿経済県や徳島県もありますし、近畿経済県や徳島県もありますし、近畿経済県や徳島県もありますし、近畿経済産産産産業業業業局局局局にはにはにはには奈奈奈奈良県、福井県なども入っています。そう良県、福井県なども入っています。そう良県、福井県なども入っています。そう良県、福井県なども入っています。そう

したとこしたとこしたとこしたところろろろから一つ一つ、から一つ一つ、から一つ一つ、から一つ一つ、話話話話を具体的にを具体的にを具体的にを具体的に聞聞聞聞けばけばけばけば聞聞聞聞くほど、これはくほど、これはくほど、これはくほど、これは非常非常非常非常にににに複雑怪奇複雑怪奇複雑怪奇複雑怪奇でややこでややこでややこでややこ

しいというしいというしいというしいという印象印象印象印象です。です。です。です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 今は、広域連合の組今は、広域連合の組今は、広域連合の組今は、広域連合の組織織織織・運営・運営・運営・運営、それから構成府県の議会と広域連合の関係、それから構成府県の議会と広域連合の関係、それから構成府県の議会と広域連合の関係、それから構成府県の議会と広域連合の関係

も含めて議論したいと思います。それから、関西広域連合で取り組まれておりますも含めて議論したいと思います。それから、関西広域連合で取り組まれておりますも含めて議論したいと思います。それから、関西広域連合で取り組まれておりますも含めて議論したいと思います。それから、関西広域連合で取り組まれております東東東東日本日本日本日本

大震災大震災大震災大震災のののの被被被被災災災災地地地地支援支援支援支援、それから出先機関の事、それから出先機関の事、それから出先機関の事、それから出先機関の事務務務務・・・・権限権限権限権限のののの移管移管移管移管について、それともう一つ、について、それともう一つ、について、それともう一つ、について、それともう一つ、

先ほど出ました先ほど出ました先ほど出ました先ほど出ましたドドドドククククタタタターーーーヘヘヘヘリのリのリのリの共共共共同同同同運航運航運航運航、この具体的な取り組みをまた後で議論したいと、この具体的な取り組みをまた後で議論したいと、この具体的な取り組みをまた後で議論したいと、この具体的な取り組みをまた後で議論したいと

思います。ま思います。ま思います。ま思います。まずずずず連合議会と連合委員会、そして府県議会との関係について議論があれば。連合議会と連合委員会、そして府県議会との関係について議論があれば。連合議会と連合委員会、そして府県議会との関係について議論があれば。連合議会と連合委員会、そして府県議会との関係について議論があれば。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 奥山委員から、この奥山委員から、この奥山委員から、この奥山委員から、この間間間間議員議員議員議員交交交交流流流流フォフォフォフォーーーーラムラムラムラムで議論をされたということで、で議論をされたということで、で議論をされたということで、で議論をされたということで、私私私私

がいたら明がいたら明がいたら明がいたら明確確確確にににに答答答答えていると思うので、えていると思うので、えていると思うので、えていると思うので、答答答答えさせていただきたいのですが、関西広域連合えさせていただきたいのですが、関西広域連合えさせていただきたいのですが、関西広域連合えさせていただきたいのですが、関西広域連合

のののの固固固固有有有有の特の特の特の特徴徴徴徴の中で、の中で、の中で、の中で、奈奈奈奈良県が良県が良県が良県が主主主主張張張張されているみたいに、されているみたいに、されているみたいに、されているみたいに、責任責任責任責任のののの所在所在所在所在が、だれがが、だれがが、だれがが、だれが訴訟訴訟訴訟訴訟の対の対の対の対

象象象象になるのだというのは、になるのだというのは、になるのだというのは、になるのだというのは、私私私私がががが調調調調べたべたべたべた範囲範囲範囲範囲では、あくまでもでは、あくまでもでは、あくまでもでは、あくまでも行行行行政政政政執執執執行行行行に係るに係るに係るに係る最最最最終終終終的な的な的な的な責任責任責任責任

のののの所在所在所在所在は広域連合であって、いわは広域連合であって、いわは広域連合であって、いわは広域連合であって、いわゆゆゆゆる広域連合長がる広域連合長がる広域連合長がる広域連合長が訴訟訴訟訴訟訴訟をををを受受受受けると明けると明けると明けると明確確確確にににに答答答答えておられまえておられまえておられまえておられま

した。した。した。した。

それと連それと連それと連それと連携携携携と連合のと連合のと連合のと連合の……………………。。。。
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（（（（「「「「だれがだれがだれがだれが答答答答えたえたえたえた」」」」と呼と呼と呼と呼ぶ者ぶ者ぶ者ぶ者あり）あり）あり）あり）

関西広域連合の関西広域連合の関西広域連合の関西広域連合の立場立場立場立場の方に取の方に取の方に取の方に取材材材材にににに行行行行ったらそう言ってました。ったらそう言ってました。ったらそう言ってました。ったらそう言ってました。

（（（（「「「「どこのどこのどこのどこの人」人」人」人」と呼と呼と呼と呼ぶ者ぶ者ぶ者ぶ者あり）あり）あり）あり）

関西広域連合事関西広域連合事関西広域連合事関西広域連合事務局務局務局務局です。です。です。です。

（（（（「「「「事事事事務局務局務局務局だなだなだなだな」」」」と呼と呼と呼と呼ぶ者ぶ者ぶ者ぶ者あり）あり）あり）あり）

はい。それとあと、連はい。それとあと、連はい。それとあと、連はい。それとあと、連携携携携と広域連合のと広域連合のと広域連合のと広域連合の違違違違いですけれども、あくまで連いですけれども、あくまで連いですけれども、あくまで連いですけれども、あくまで連携携携携というのは、こというのは、こというのは、こというのは、こ

れはれはれはれは私私私私の考えですけど、連の考えですけど、連の考えですけど、連の考えですけど、連携携携携というのは、それというのは、それというのは、それというのは、それぞぞぞぞれのれのれのれの都道都道都道都道府県の府県の府県の府県の利利利利益益益益をををを守守守守る、知事会もそる、知事会もそる、知事会もそる、知事会もそ

うですけれど、うですけれど、うですけれど、うですけれど、利利利利益益益益をををを守守守守ってってってって代代代代表して出てくるという表して出てくるという表して出てくるという表して出てくるという立場立場立場立場になるのですが、広域連合になになるのですが、広域連合になになるのですが、広域連合になになるのですが、広域連合にな

ると、ると、ると、ると、全全全全体の体の体の体の利利利利益益益益がまがまがまがまずずずず第一第一第一第一番番番番。。。。奈奈奈奈良県が良県が良県が良県が奈奈奈奈良県、良県、良県、良県、和歌和歌和歌和歌山県の県山県の県山県の県山県の県益益益益がということを議論しがということを議論しがということを議論しがということを議論し

ていると、成りていると、成りていると、成りていると、成り立立立立ちにくくなってしまうとちにくくなってしまうとちにくくなってしまうとちにくくなってしまうと理解理解理解理解しております。しております。しております。しております。全全全全くくくく違違違違うものだと考えておうものだと考えておうものだと考えておうものだと考えてお

ります。連ります。連ります。連ります。連携携携携だとそれだとそれだとそれだとそれぞぞぞぞれ、れ、れ、れ、奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の立場立場立場立場をどうしてくれるのだという議論がまをどうしてくれるのだという議論がまをどうしてくれるのだという議論がまをどうしてくれるのだという議論がまず主ず主ず主ず主体に体に体に体に

なるのですけれども、広域連合というのはあくまで関西広域連合なるのですけれども、広域連合というのはあくまで関西広域連合なるのですけれども、広域連合というのはあくまで関西広域連合なるのですけれども、広域連合というのはあくまで関西広域連合全全全全体の体の体の体の圏益圏益圏益圏益をまをまをまをまずずずず考えよ考えよ考えよ考えよ

うとするということで、基本的なうとするということで、基本的なうとするということで、基本的なうとするということで、基本的なスタスタスタスタンンンンススススがががが違違違違うように思います。うように思います。うように思います。うように思います。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 連合の連合の連合の連合の意味意味意味意味はそんなのとはそんなのとはそんなのとはそんなのと違違違違うだうだうだうだろろろろう。それだったらう。それだったらう。それだったらう。それだったら民主党民主党民主党民主党のののの支持支持支持支持団団団団体の連合体の連合体の連合体の連合

なんかいっなんかいっなんかいっなんかいっぱぱぱぱいあるのではないか。各いあるのではないか。各いあるのではないか。各いあるのではないか。各単単単単体の連合もある体の連合もある体の連合もある体の連合もある。。。。（発言する（発言する（発言する（発言する者者者者あり）いや、あり）いや、あり）いや、あり）いや、違違違違うううう

違違違違う、本う、本う、本う、本当当当当に。その連合というに。その連合というに。その連合というに。その連合という使使使使い方というのはい方というのはい方というのはい方というのは大大大大事。よく、い事。よく、い事。よく、い事。よく、いろろろろんなんなんなんな団団団団体があったとき体があったとき体があったとき体があったとき

に、ＰＴに、ＰＴに、ＰＴに、ＰＴＡＡＡＡも連合会があるわけ。では連合会というのは、うちは要らんからと言ってあるも連合会があるわけ。では連合会というのは、うちは要らんからと言ってあるも連合会があるわけ。では連合会というのは、うちは要らんからと言ってあるも連合会があるわけ。では連合会というのは、うちは要らんからと言ってある

小小小小学校学校学校学校のＰＴのＰＴのＰＴのＰＴＡＡＡＡは参加しなくてもいい、それが連合会。でも、は参加しなくてもいい、それが連合会。でも、は参加しなくてもいい、それが連合会。でも、は参加しなくてもいい、それが連合会。でも、協協協協議会と言ったら、みんな議会と言ったら、みんな議会と言ったら、みんな議会と言ったら、みんな

でででで話話話話し合って決めたことにはみんな参加する、このし合って決めたことにはみんな参加する、このし合って決めたことにはみんな参加する、このし合って決めたことにはみんな参加する、この協協協協議会のことで議会のことで議会のことで議会のことで協協協協力力力力しようというのが、しようというのが、しようというのが、しようというのが、

協協協協議会のは議会のは議会のは議会のはずずずず。連合というのは、その各。連合というのは、その各。連合というのは、その各。連合というのは、その各単単単単体のとこ体のとこ体のとこ体のところろろろが反対したら、ああ、それは連合でが反対したら、ああ、それは連合でが反対したら、ああ、それは連合でが反対したら、ああ、それは連合で

したらよしたらよしたらよしたらよろろろろしいと。でもうちは入っているけれども、これについては参加しませんと言えしいと。でもうちは入っているけれども、これについては参加しませんと言えしいと。でもうちは入っているけれども、これについては参加しませんと言えしいと。でもうちは入っているけれども、これについては参加しませんと言え

るのが連合のはるのが連合のはるのが連合のはるのが連合のはずずずずだと。だと。だと。だと。

それとあと、それとあと、それとあと、それとあと、責任責任責任責任のののの所在所在所在所在。連合長がそんな。連合長がそんな。連合長がそんな。連合長がそんな訴訟訴訟訴訟訴訟はははは全全全全部するのか。部するのか。部するのか。部するのか。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 少し少し少し少し団団団団体が体が体が体が違違違違うので、うので、うので、うので、整理整理整理整理しておきたいのですけれども、しておきたいのですけれども、しておきたいのですけれども、しておきたいのですけれども、例例例例えば今、えば今、えば今、えば今、

災災災災害害害害派遣派遣派遣派遣がされております。がされております。がされております。がされております。例例例例えば、先ほどおっしゃっていただいたように、えば、先ほどおっしゃっていただいたように、えば、先ほどおっしゃっていただいたように、えば、先ほどおっしゃっていただいたように、カウカウカウカウンンンンタタタターーーー

パパパパーーーートトトト方式で方式で方式で方式で派遣派遣派遣派遣していました。しかし、そのしていました。しかし、そのしていました。しかし、そのしていました。しかし、その人人人人のののの身分身分身分身分というのは各府県にあって、というのは各府県にあって、というのは各府県にあって、というのは各府県にあって、例例例例ええええ

ばばばば大阪大阪大阪大阪府職員として府職員として府職員として府職員として派遣派遣派遣派遣されているのですけれど、表されているのですけれど、表されているのですけれど、表されているのですけれど、表札札札札だけは関西広域連合からだけは関西広域連合からだけは関西広域連合からだけは関西広域連合から行行行行っていっていっていってい

るというるというるというるという形形形形になります。ですので、そのになります。ですので、そのになります。ですので、そのになります。ですので、その形形形形で連合長がで連合長がで連合長がで連合長が訴訴訴訴えられても、その職員のえられても、その職員のえられても、その職員のえられても、その職員の身分身分身分身分はあはあはあはあ

くまでも府職員ですので、連合長は対応がしくまでも府職員ですので、連合長は対応がしくまでも府職員ですので、連合長は対応がしくまでも府職員ですので、連合長は対応がし切切切切れないのです。れないのです。れないのです。れないのです。例例例例えば府職員がけがをしたえば府職員がけがをしたえば府職員がけがをしたえば府職員がけがをした

と。このことをだれにと。このことをだれにと。このことをだれにと。このことをだれに責任責任責任責任をををを追追追追及及及及するかということになれば、するかということになれば、するかということになれば、するかということになれば、普普普普通通通通はははは大阪大阪大阪大阪府知事なり、そ府知事なり、そ府知事なり、そ府知事なり、そ
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のののの原原原原因因因因をををを追追追追及及及及すべきすべきすべきすべき相相相相手手手手にするのがにするのがにするのがにするのが普普普普通通通通だだだだろろろろうと思います。うと思います。うと思います。うと思います。恐恐恐恐らく広域連合というのがらく広域連合というのがらく広域連合というのがらく広域連合というのが完完完完

璧璧璧璧にできて、にできて、にできて、にできて、予予予予算もあり、議会もあり、一つの組算もあり、議会もあり、一つの組算もあり、議会もあり、一つの組算もあり、議会もあり、一つの組織織織織として、として、として、として、行行行行政体として政体として政体として政体として完完完完璧璧璧璧になったになったになったになった場場場場

合、そういうことにな合、そういうことにな合、そういうことにな合、そういうことになろろろろうかとは思いますけれども、今のうかとは思いますけれども、今のうかとは思いますけれども、今のうかとは思いますけれども、今の状況状況状況状況ではそうはなりではそうはなりではそうはなりではそうはなり得得得得ないと考ないと考ないと考ないと考

えています。えています。えています。えています。

それで、広域連合と連それで、広域連合と連それで、広域連合と連それで、広域連合と連携携携携のののの違違違違いについては、いについては、いについては、いについては、私私私私どものどものどものどもの見解見解見解見解としては、一つはとしては、一つはとしては、一つはとしては、一つは行行行行政組政組政組政組織織織織体体体体

であるかどうかというであるかどうかというであるかどうかというであるかどうかという判断判断判断判断をしています。それは、関西広域連合は議会もあり、をしています。それは、関西広域連合は議会もあり、をしています。それは、関西広域連合は議会もあり、をしています。それは、関西広域連合は議会もあり、意意意意思決思決思決思決定定定定

を一を一を一を一定定定定の連合委員会というとこの連合委員会というとこの連合委員会というとこの連合委員会というところろろろでしますので、それは関西広域連合というでしますので、それは関西広域連合というでしますので、それは関西広域連合というでしますので、それは関西広域連合という行行行行政組政組政組政組織織織織体。体。体。体。

連連連連携携携携は、そのは、そのは、そのは、その行行行行政組政組政組政組織織織織体というよりは、体というよりは、体というよりは、体というよりは、大大大大まかで広域的に事業を、先ほどおっしゃっていまかで広域的に事業を、先ほどおっしゃっていまかで広域的に事業を、先ほどおっしゃっていまかで広域的に事業を、先ほどおっしゃってい

ただいたように、それただいたように、それただいたように、それただいたように、それぞぞぞぞれがれがれがれが独独独独立立立立したしたしたした形形形形でででで判断判断判断判断をし、をし、をし、をし、執執執執行行行行していくというしていくというしていくというしていくという形形形形になになになになろろろろうと思うと思うと思うと思

います。います。います。います。

ですので、今、関西広域連合のですので、今、関西広域連合のですので、今、関西広域連合のですので、今、関西広域連合の形形形形が先ほど来議論されているように、総が先ほど来議論されているように、総が先ほど来議論されているように、総が先ほど来議論されているように、総務務務務関係の経関係の経関係の経関係の経費費費費しししし

かないので、ほかのかないので、ほかのかないので、ほかのかないので、ほかの予予予予算というのはそれ算というのはそれ算というのはそれ算というのはそれぞぞぞぞれ、れ、れ、れ、例例例例えば、えば、えば、えば、災災災災害害害害派遣派遣派遣派遣されているのでも、各府されているのでも、各府されているのでも、各府されているのでも、各府

県の県の県の県の予予予予算で算で算で算で執執執執行行行行されているということになると、これは関西広域連合というされているということになると、これは関西広域連合というされているということになると、これは関西広域連合というされているということになると、これは関西広域連合という看板看板看板看板はついてはついてはついてはついて

いるけれども、いるけれども、いるけれども、いるけれども、実際実際実際実際にはその府県の職員がにはその府県の職員がにはその府県の職員がにはその府県の職員が派遣派遣派遣派遣されているというされているというされているというされているという形形形形になっているとごになっているとごになっているとごになっているとご理解理解理解理解

いただいたらいいと思います。いただいたらいいと思います。いただいたらいいと思います。いただいたらいいと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 関西広域連合事関西広域連合事関西広域連合事関西広域連合事務局務局務局務局にににに責任責任責任責任のののの所在所在所在所在について質問をしていただけませんでしについて質問をしていただけませんでしについて質問をしていただけませんでしについて質問をしていただけませんでし

ょょょょうか。後日で結構ですので。うか。後日で結構ですので。うか。後日で結構ですので。うか。後日で結構ですので。

（（（（「「「「はい、わかりましたはい、わかりましたはい、わかりましたはい、わかりました」」」」と呼と呼と呼と呼ぶ者ぶ者ぶ者ぶ者あり）あり）あり）あり）

はい。一はい。一はい。一はい。一番大番大番大番大事なことなので、正式な回事なことなので、正式な回事なことなので、正式な回事なことなので、正式な回答答答答をををを求求求求めたいと思いますので、よめたいと思いますので、よめたいと思いますので、よめたいと思いますので、よろろろろしくお願いしくお願いしくお願いしくお願い

します。します。します。します。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 委員長、先ほどおっしゃっていた委員長、先ほどおっしゃっていた委員長、先ほどおっしゃっていた委員長、先ほどおっしゃっていた件件件件です。連合委員会と連合議会、そしてまた、です。連合委員会と連合議会、そしてまた、です。連合委員会と連合議会、そしてまた、です。連合委員会と連合議会、そしてまた、

それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの都道都道都道都道府県との関係、まさに府県との関係、まさに府県との関係、まさに府県との関係、まさに奈奈奈奈良県が良県が良県が良県が課課課課題としている問題の一つ、二重題としている問題の一つ、二重題としている問題の一つ、二重題としている問題の一つ、二重行行行行政とい政とい政とい政とい

うことかと思うのですけれど、そこは、３府県へうことかと思うのですけれど、そこは、３府県へうことかと思うのですけれど、そこは、３府県へうことかと思うのですけれど、そこは、３府県へ行行行行かせていただいて、それかせていただいて、それかせていただいて、それかせていただいて、それぞぞぞぞれ方れ方れ方れ方法法法法がががが違違違違

うようでした。うようでした。うようでした。うようでした。和歌和歌和歌和歌山県などは知事と連合議会の議員が山県などは知事と連合議会の議員が山県などは知事と連合議会の議員が山県などは知事と連合議会の議員が常常常常に連に連に連に連携携携携をとって、知事の考えてをとって、知事の考えてをとって、知事の考えてをとって、知事の考えて

いることをいることをいることをいることを常常常常ににににキキキキャャャャッッッッチチチチしているということをおっしゃっていましたし、しているということをおっしゃっていましたし、しているということをおっしゃっていましたし、しているということをおっしゃっていましたし、京都京都京都京都府の府の府の府の場場場場合は、合は、合は、合は、

特別委員会を広域連合に参加する前から特別委員会を広域連合に参加する前から特別委員会を広域連合に参加する前から特別委員会を広域連合に参加する前から引引引引きききき続続続続いて、そういう機会をいて、そういう機会をいて、そういう機会をいて、そういう機会を通じ通じ通じ通じて、府議会議員て、府議会議員て、府議会議員て、府議会議員

に報告なり、またに報告なり、またに報告なり、またに報告なり、また意見意見意見意見をををを吸吸吸吸い上げたりしていらっしゃるということでした。い上げたりしていらっしゃるということでした。い上げたりしていらっしゃるということでした。い上げたりしていらっしゃるということでした。奈奈奈奈良県は後で良県は後で良県は後で良県は後で

参加されるので、い参加されるので、い参加されるので、い参加されるので、いろろろろいいいいろろろろ情報が多いですねと、どこへ情報が多いですねと、どこへ情報が多いですねと、どこへ情報が多いですねと、どこへ行行行行っても言われました。っても言われました。っても言われました。っても言われました。最初最初最初最初、、、、何何何何

にもにもにもにも判断判断判断判断材材材材料料料料がないとこがないとこがないとこがないところろろろでそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれの府県はれの府県はれの府県はれの府県は判断判断判断判断をされて参加されたのですが、をされて参加されたのですが、をされて参加されたのですが、をされて参加されたのですが、動動動動き出き出き出き出

して１年、今のして１年、今のして１年、今のして１年、今の状況状況状況状況もわかるでしもわかるでしもわかるでしもわかるでしょょょょうし、うし、うし、うし、材材材材料料料料もたくさんあるから、そうおっしゃったのもたくさんあるから、そうおっしゃったのもたくさんあるから、そうおっしゃったのもたくさんあるから、そうおっしゃったの
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で、いで、いで、いで、いろろろろいいいいろ行ろ行ろ行ろ行かせていただいて、それをいかせていただいて、それをいかせていただいて、それをいかせていただいて、それをいろろろろいいいいろろろろ参考にしながら、参考にしながら、参考にしながら、参考にしながら、例例例例えばそのえばそのえばそのえばその辺辺辺辺の連の連の連の連携携携携

ををををスムスムスムスムーーーーズズズズにするためににするためににするためににするために奈奈奈奈良県としてはどうしていけばいいのかということは、良県としてはどうしていけばいいのかということは、良県としてはどうしていけばいいのかということは、良県としてはどうしていけばいいのかということは、奈奈奈奈良県と良県と良県と良県と

して考えていけばいいことかと思ったりしているのです。して考えていけばいいことかと思ったりしているのです。して考えていけばいいことかと思ったりしているのです。して考えていけばいいことかと思ったりしているのです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それに関係してですけれども、それに関係してですけれども、それに関係してですけれども、それに関係してですけれども、京都京都京都京都府議会は特別委員会がしっかりしてい府議会は特別委員会がしっかりしてい府議会は特別委員会がしっかりしてい府議会は特別委員会がしっかりしてい

る。だから、会る。だから、会る。だから、会る。だから、会派派派派が結構ばらばらに、が結構ばらばらに、が結構ばらばらに、が結構ばらばらに、民主民主民主民主、公明、、公明、、公明、、公明、共共共共産産産産もももも自民自民自民自民もございますし、そんな中もございますし、そんな中もございますし、そんな中もございますし、そんな中

で、議会としてで、議会としてで、議会としてで、議会としてふふふふだんから会だんから会だんから会だんから会派間派間派間派間で結構議論されているみたいなので、ああいうで結構議論されているみたいなので、ああいうで結構議論されているみたいなので、ああいうで結構議論されているみたいなので、ああいう形形形形をとっをとっをとっをとっ

ておられる。それからておられる。それからておられる。それからておられる。それから和歌和歌和歌和歌山県議会の山県議会の山県議会の山県議会の場場場場合は合は合は合は半数半数半数半数以以以以上を上を上を上を自民党自民党自民党自民党がががが占占占占められておりますので、められておりますので、められておりますので、められておりますので、

自民党自民党自民党自民党から関西広域連合の議員が２から関西広域連合の議員が２から関西広域連合の議員が２から関西広域連合の議員が２人人人人出ても、知事と出ても、知事と出ても、知事と出ても、知事と話話話話しがしやすいということで、しがしやすいということで、しがしやすいということで、しがしやすいということで、常常常常にににに

話話話話ししておられる。ししておられる。ししておられる。ししておられる。

滋賀滋賀滋賀滋賀県議会が県議会が県議会が県議会が複雑複雑複雑複雑でありまして、今まではでありまして、今まではでありまして、今まではでありまして、今までは嘉嘉嘉嘉田知事田知事田知事田知事系系系系がががが何人何人何人何人かおられたみたいですけれかおられたみたいですけれかおられたみたいですけれかおられたみたいですけれ

ども、この４月の県議会議員ども、この４月の県議会議員ども、この４月の県議会議員ども、この４月の県議会議員選挙選挙選挙選挙でででで自民自民自民自民がががが過過過過半数半数半数半数以以以以上を上を上を上を占占占占めて、そこにめて、そこにめて、そこにめて、そこに民主民主民主民主とか、とか、とか、とか、嘉嘉嘉嘉田知田知田知田知

事と事と事と事と仲仲仲仲がいいことはないのです。それがこの４月でがいいことはないのです。それがこの４月でがいいことはないのです。それがこの４月でがいいことはないのです。それがこの４月で逆逆逆逆転転転転したので、かなり政したので、かなり政したので、かなり政したので、かなり政治治治治的に的に的に的に嘉嘉嘉嘉田知田知田知田知

事の事の事の事の批批批批判判判判というのか、というのか、というのか、というのか、橋下大阪橋下大阪橋下大阪橋下大阪府知事と府知事と府知事と府知事と余余余余りにもりにもりにもりにもパフォパフォパフォパフォーーーーママママンンンンススススをしをしをしをし過過過過ぎぎぎぎるということをるということをるということをるということを

言われておられました。各府県で、政言われておられました。各府県で、政言われておられました。各府県で、政言われておられました。各府県で、政治治治治的なこともあるし、会的なこともあるし、会的なこともあるし、会的なこともあるし、会派間派間派間派間のこともあるので、やのこともあるので、やのこともあるので、やのこともあるので、や

っっっっぱぱぱぱり各県り各県り各県り各県違違違違うのかなと思っておりました。うのかなと思っておりました。うのかなと思っておりました。うのかなと思っておりました。

ほかに、この議会の関係とかについてほかに、この議会の関係とかについてほかに、この議会の関係とかについてほかに、この議会の関係とかについて何何何何かございませんか。かございませんか。かございませんか。かございませんか。

なければ次の議論になければ次の議論になければ次の議論になければ次の議論に移移移移らさせていただきたいと思います。らさせていただきたいと思います。らさせていただきたいと思います。らさせていただきたいと思います。

次の議論の次の議論の次の議論の次の議論のポイポイポイポインンンントトトトとしまして、関西広域連合の取り組み、先ほど言いました３としまして、関西広域連合の取り組み、先ほど言いました３としまして、関西広域連合の取り組み、先ほど言いました３としまして、関西広域連合の取り組み、先ほど言いました３点点点点につにつにつにつ

いて、まいて、まいて、まいて、まず東ず東ず東ず東日本日本日本日本大震災大震災大震災大震災のののの被被被被災災災災地地地地支援支援支援支援、、、、カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト方式のことですけれども、これ方式のことですけれども、これ方式のことですけれども、これ方式のことですけれども、これ

を含めて、各県でを含めて、各県でを含めて、各県でを含めて、各県で意見意見意見意見がががが違違違違いました。いました。いました。いました。滋賀滋賀滋賀滋賀県では、広域連合がなくても県では、広域連合がなくても県では、広域連合がなくても県では、広域連合がなくても支援支援支援支援はできると、はできると、はできると、はできると、

京都京都京都京都府の府の府の府の場場場場合は、合は、合は、合は、東東東東日本日本日本日本大震災大震災大震災大震災がががが起起起起こってすぐこってすぐこってすぐこってすぐカウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトトを決めて、３日後に知事を決めて、３日後に知事を決めて、３日後に知事を決めて、３日後に知事

がががが集集集集まったが、あれは連まったが、あれは連まったが、あれは連まったが、あれは連携携携携ではできなかったということをではできなかったということをではできなかったということをではできなかったということを評価評価評価評価されておりました。それかされておりました。それかされておりました。それかされておりました。それか

らららら和歌和歌和歌和歌山県議会においては、山県議会においては、山県議会においては、山県議会においては、カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト方式は、方式は、方式は、方式は、支援支援支援支援地域が明地域が明地域が明地域が明確確確確になったからになったからになったからになったから評価評価評価評価

できたということを言われています。できたということを言われています。できたということを言われています。できたということを言われています。奈奈奈奈良県議会は、平成２３年良県議会は、平成２３年良県議会は、平成２３年良県議会は、平成２３年６６６６月月月月定例定例定例定例会の会の会の会の米米米米田議員の田議員の田議員の田議員の

代代代代表質問に対する表質問に対する表質問に対する表質問に対する答弁答弁答弁答弁として、として、として、として、大大大大規規規規模模模模災災災災害害害害が発が発が発が発生生生生したしたしたした場場場場合は、これまで構合は、これまで構合は、これまで構合は、これまで構築築築築した府県のした府県のした府県のした府県の相相相相

互互互互応応応応援援援援でででで十十十十分分分分に対応していけると思っておりますと。に対応していけると思っておりますと。に対応していけると思っておりますと。に対応していけると思っておりますと。意見意見意見意見がいがいがいがいろろろろいいいいろ分ろ分ろ分ろ分かれております。かれております。かれております。かれております。

このこのこのこの件件件件に関して、に関して、に関して、に関して、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見がございましたら。がございましたら。がございましたら。がございましたら。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 実実実実は藤野委員と一は藤野委員と一は藤野委員と一は藤野委員と一緒緒緒緒に先ほどに先ほどに先ほどに先ほど宮城宮城宮城宮城県から県から県から県から帰帰帰帰ってきたとこってきたとこってきたとこってきたところろろろで、１２で、１２で、１２で、１２時過時過時過時過ぎぎぎぎにににに

着着着着きまして、向こうの議員の方ともきまして、向こうの議員の方ともきまして、向こうの議員の方ともきまして、向こうの議員の方とも交交交交流流流流をさせていただいて、いをさせていただいて、いをさせていただいて、いをさせていただいて、いろろろろんなんなんなんな話話話話をををを聞聞聞聞いたのですいたのですいたのですいたのです

が、が、が、が、カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト方式方式方式方式自自自自体はやっ体はやっ体はやっ体はやっぱぱぱぱりりりり評価評価評価評価して、して、して、して、感感感感謝謝謝謝しておられました。というのは、しておられました。というのは、しておられました。というのは、しておられました。というのは、
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奈奈奈奈良県だと、どうしても良県だと、どうしても良県だと、どうしても良県だと、どうしても宮城宮城宮城宮城県にバ県にバ県にバ県にバススススででででボボボボラララランンンンテテテティィィィアを出して、次はアを出して、次はアを出して、次はアを出して、次は違違違違う地域にう地域にう地域にう地域に行行行行って、って、って、って、

いいいいろろろろんなとこんなとこんなとこんなところろろろを回られたとを回られたとを回られたとを回られたと聞聞聞聞いております。それがいております。それがいております。それがいております。それが京都京都京都京都府だったら、多府だったら、多府だったら、多府だったら、多分同じ場所分同じ場所分同じ場所分同じ場所に、に、に、に、

カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトトで決まっていますから、で決まっていますから、で決まっていますから、で決まっていますから、同じ場所同じ場所同じ場所同じ場所にににに行行行行って、それをって、それをって、それをって、それを何何何何度も度も度も度も繰繰繰繰りりりり返返返返していしていしていしてい

るうちに気心が知れて、るうちに気心が知れて、るうちに気心が知れて、るうちに気心が知れて、非常非常非常非常にににに効率効率効率効率的になったり、的になったり、的になったり、的になったり、例例例例えば福島県からえば福島県からえば福島県からえば福島県から帰帰帰帰りのバりのバりのバりのバススススで、で、で、で、乗乗乗乗っっっっ

てててて帰帰帰帰ったというようなったというようなったというようなったというような例例例例もあったりということで、また次いつ来てくれるのかということもあったりということで、また次いつ来てくれるのかということもあったりということで、また次いつ来てくれるのかということもあったりということで、また次いつ来てくれるのかということ

も含めて、一回も含めて、一回も含めて、一回も含めて、一回行行行行くとくとくとくとニニニニーーーーズズズズがわかって、次にがわかって、次にがわかって、次にがわかって、次に行行行行くとまたさらに次のくとまたさらに次のくとまたさらに次のくとまたさらに次のニニニニーーーーズズズズがわかって、がわかって、がわかって、がわかって、

例例例例えば今はもうえば今はもうえば今はもうえば今はもうトトトトイイイイレレレレッッッットトトトペーペーペーペーパパパパーは要らないよとーは要らないよとーは要らないよとーは要らないよと忌憚忌憚忌憚忌憚なく言えるような関係になったりなく言えるような関係になったりなく言えるような関係になったりなく言えるような関係になったり

ということがあって、そのということがあって、そのということがあって、そのということがあって、その辺辺辺辺はははは非常非常非常非常にににに評価評価評価評価されているようなされているようなされているようなされているような話話話話をををを聞聞聞聞かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。

それぐらいです。それぐらいです。それぐらいです。それぐらいです。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトトを別にを別にを別にを別に否否否否定定定定するわけではないけれど、いや、するわけではないけれど、いや、するわけではないけれど、いや、するわけではないけれど、いや、逆逆逆逆に、近畿にに、近畿にに、近畿にに、近畿に

関西広域連合があって、それで新関西広域連合があって、それで新関西広域連合があって、それで新関西広域連合があって、それで新聞聞聞聞ににににカウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトトだ、広域連合だと書きだ、広域連合だと書きだ、広域連合だと書きだ、広域連合だと書き立立立立てるからてるからてるからてるから

なのですけれど、他の地域でも知事会かなのですけれど、他の地域でも知事会かなのですけれど、他の地域でも知事会かなのですけれど、他の地域でも知事会か何何何何かがかがかがかが音音音音頭頭頭頭とってやっているのに、近畿しか応とってやっているのに、近畿しか応とってやっているのに、近畿しか応とってやっているのに、近畿しか応援援援援

にににに行行行行かなかったわけではないと思います。かなかったわけではないと思います。かなかったわけではないと思います。かなかったわけではないと思います。九九九九州州州州やいやいやいやいろろろろんなとこんなとこんなとこんなところろろろがががが皆皆皆皆行行行行っていると思う。っていると思う。っていると思う。っていると思う。

そこはそうしたらどうなっているのか、そこはそうしたらどうなっているのか、そこはそうしたらどうなっているのか、そこはそうしたらどうなっているのか、我々我々我々我々には他の地域の情報はないから、には他の地域の情報はないから、には他の地域の情報はないから、には他の地域の情報はないから、カウカウカウカウンンンンタタタターーーー

パパパパーーーートトトトを一を一を一を一種種種種評価評価評価評価するように言うけれど、みんなそれするように言うけれど、みんなそれするように言うけれど、みんなそれするように言うけれど、みんなそれぞぞぞぞれれれれ助助助助けにけにけにけに行行行行っていると思う。そうっていると思う。そうっていると思う。そうっていると思う。そう

いう気がする。それできのう、西いう気がする。それできのう、西いう気がする。それできのう、西いう気がする。それできのう、西和和和和広域７広域７広域７広域７町町町町ののののシシシシンンンンポポポポジジジジウムウムウムウムがあって、そこでがあって、そこでがあって、そこでがあって、そこで災災災災害害害害のののの話話話話がががが

出て、出て、出て、出て、ココココーーーーディネディネディネディネーーーータタタターが各ーが各ーが各ーが各町町町町長に、長に、長に、長に、防防防防災協定災協定災協定災協定をしてますかとをしてますかとをしてますかとをしてますかと聞聞聞聞いたら、どのいたら、どのいたら、どのいたら、どの町町町町長もいや、長もいや、長もいや、長もいや、

やっていませんと。それでやっていませんと。それでやっていませんと。それでやっていませんと。それで最最最最後後後後閉閉閉閉めるときに、やる気がありますかめるときに、やる気がありますかめるときに、やる気がありますかめるときに、やる気がありますか聞聞聞聞いたら、いや、特にいたら、いや、特にいたら、いや、特にいたら、いや、特に

ありませんと言う。あんまり近くばかりだから、ありませんと言う。あんまり近くばかりだから、ありませんと言う。あんまり近くばかりだから、ありませんと言う。あんまり近くばかりだから、大大大大雨雨雨雨がががが降降降降るときには一るときには一るときには一るときには一緒緒緒緒にににに降降降降るから、よるから、よるから、よるから、よ

そのそのそのその町町町町にににに行行行行っているようなっているようなっているようなっているような余余余余裕裕裕裕なんてないから、なんてないから、なんてないから、なんてないから、実際実際実際実際にににに協定協定協定協定するといっても、さあするといっても、さあするといっても、さあするといっても、さあ何何何何をををを協協協協

定定定定するんだするんだするんだするんだろろろろうと思ったら、なかなかうと思ったら、なかなかうと思ったら、なかなかうと思ったら、なかなか難難難難しい。しい。しい。しい。口口口口では、では、では、では、防防防防災協定災協定災協定災協定は広域でやれというけれは広域でやれというけれは広域でやれというけれは広域でやれというけれ

ど。ど。ど。ど。

訓練訓練訓練訓練はしたらいいけれども、はしたらいいけれども、はしたらいいけれども、はしたらいいけれども、協定協定協定協定というのはというのはというのはというのは何何何何ができるか。そのときに、ができるか。そのときに、ができるか。そのときに、ができるか。そのときに、安安安安堵堵堵堵町町町町長は、長は、長は、長は、

いや、いや、いや、いや、協定協定協定協定は特にしてないけれども、は特にしてないけれども、は特にしてないけれども、は特にしてないけれども、境境境境界界界界のとこのとこのとこのところろろろでででで安安安安堵堵堵堵町町町町のののの避避避避難難難難所所所所がすぐそばにあったがすぐそばにあったがすぐそばにあったがすぐそばにあった

ら、そこへら、そこへら、そこへら、そこへ斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町のののの人人人人が来てくれても構いませんよ。こんなことは、が来てくれても構いませんよ。こんなことは、が来てくれても構いませんよ。こんなことは、が来てくれても構いませんよ。こんなことは、協定協定協定協定はしてないけれはしてないけれはしてないけれはしてないけれ

ど、そう思ってますと言いなさったけれども、なかなか、ど、そう思ってますと言いなさったけれども、なかなか、ど、そう思ってますと言いなさったけれども、なかなか、ど、そう思ってますと言いなさったけれども、なかなか、防防防防災協定災協定災協定災協定と一と一と一と一口口口口に言うけれど、に言うけれど、に言うけれど、に言うけれど、

何何何何をどうするのかということになると、やはりをどうするのかということになると、やはりをどうするのかということになると、やはりをどうするのかということになると、やはり物物物物資資資資を供を供を供を供給給給給するとかなんとかというのはあするとかなんとかというのはあするとかなんとかというのはあするとかなんとかというのはあ

るにしても、それはるにしても、それはるにしても、それはるにしても、それは遠遠遠遠くにくにくにくに離離離離れているものれているものれているものれているもの同同同同士士士士がするならいいけれど、がするならいいけれど、がするならいいけれど、がするならいいけれど、同じ同じ同じ同じ地域ではなか地域ではなか地域ではなか地域ではなか

なか、なか、なか、なか、災災災災害害害害というのは県というのは県というのは県というのは県界界界界をををを境境境境に来るものとに来るものとに来るものとに来るものと違違違違うから、うから、うから、うから、難難難難しい問題だと思いながらしい問題だと思いながらしい問題だと思いながらしい問題だと思いながら聞聞聞聞いていていていて

いました。いました。いました。いました。
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それなので、よその地域が、少なくともよその地方がどうなっているのかという情報をそれなので、よその地域が、少なくともよその地方がどうなっているのかという情報をそれなので、よその地域が、少なくともよその地方がどうなっているのかという情報をそれなので、よその地域が、少なくともよその地方がどうなっているのかという情報を

我々我々我々我々も知って、も知って、も知って、も知って、カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトトのののの評価評価評価評価を、関西広域連合にだけしかできなかったというを、関西広域連合にだけしかできなかったというを、関西広域連合にだけしかできなかったというを、関西広域連合にだけしかできなかったという

ことだったら、それはことだったら、それはことだったら、それはことだったら、それは評価評価評価評価すべきだと思う。ほかはどうなのですか、知っていますか。すべきだと思う。ほかはどうなのですか、知っていますか。すべきだと思う。ほかはどうなのですか、知っていますか。すべきだと思う。ほかはどうなのですか、知っていますか。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 基本的に先ほど梶川委員がおっしゃったように、基本的に先ほど梶川委員がおっしゃったように、基本的に先ほど梶川委員がおっしゃったように、基本的に先ほど梶川委員がおっしゃったように、全全全全国知事会を国知事会を国知事会を国知事会を通じ通じ通じ通じてててて

東東東東日本日本日本日本大震災大震災大震災大震災に応に応に応に応援援援援にににに行行行行っているということはっているということはっているということはっているということは存存存存じじじじています。ただ、そのています。ただ、そのています。ただ、そのています。ただ、そのカウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーー

トトトト方式をとられたのは、関西広域連合がとられているのだと思いますけれども、どちらか方式をとられたのは、関西広域連合がとられているのだと思いますけれども、どちらか方式をとられたのは、関西広域連合がとられているのだと思いますけれども、どちらか方式をとられたのは、関西広域連合がとられているのだと思いますけれども、どちらか

というと広域的に連というと広域的に連というと広域的に連というと広域的に連携携携携したしたしたした相相相相互互互互応応応応援援援援体体体体制制制制で連で連で連で連携携携携しているとこしているとこしているとこしているところろろろがあったりもしますので、があったりもしますので、があったりもしますので、があったりもしますので、

そこへは連そこへは連そこへは連そこへは連携携携携をををを約約約約束束束束していますので、各府県も応していますので、各府県も応していますので、各府県も応していますので、各府県も応援援援援にににに行行行行ったりするというったりするというったりするというったりするという形形形形にはなっていにはなっていにはなっていにはなってい

るようにはるようにはるようにはるようには聞聞聞聞いております。ただ、その連いております。ただ、その連いております。ただ、その連いております。ただ、その連携携携携のないとこのないとこのないとこのないところろろろでどんなでどんなでどんなでどんなふふふふうな応うな応うな応うな応援援援援のののの仕仕仕仕方をし方をし方をし方をし

ているのかというのは、申しわけございません、ているのかというのは、申しわけございません、ているのかというのは、申しわけございません、ているのかというのは、申しわけございません、私私私私のののの段階段階段階段階ではではではでは存存存存じじじじていませんが、わかれていませんが、わかれていませんが、わかれていませんが、わかれ

ばまたご報告をさせていただきたいと思います。ばまたご報告をさせていただきたいと思います。ばまたご報告をさせていただきたいと思います。ばまたご報告をさせていただきたいと思います。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト方式、あるいは方式、あるいは方式、あるいは方式、あるいは協定協定協定協定云云云云 々々々々というというというという話話話話は別にしたとしても、いは別にしたとしても、いは別にしたとしても、いは別にしたとしても、い

わわわわゆゆゆゆる広域連合とそうでない連る広域連合とそうでない連る広域連合とそうでない連る広域連合とそうでない連携携携携とのとのとのとの違違違違いにおいては、井いにおいては、井いにおいては、井いにおいては、井戸戸戸戸連合長がおっしゃっておられ連合長がおっしゃっておられ連合長がおっしゃっておられ連合長がおっしゃっておられ

るのは、いわるのは、いわるのは、いわるのは、いわゆゆゆゆる連る連る連る連携携携携となるととなるととなるととなると調整調整調整調整にににに手間手間手間手間取ると、ここが一つの取ると、ここが一つの取ると、ここが一つの取ると、ここが一つのデデデデメリッメリッメリッメリットトトトなのかと思いなのかと思いなのかと思いなのかと思い

ます。広域連合となると、いわます。広域連合となると、いわます。広域連合となると、いわます。広域連合となると、いわゆゆゆゆるリーるリーるリーるリーダダダダーーーーシシシシッッッッププププの発の発の発の発揮揮揮揮というか、連合長がというか、連合長がというか、連合長がというか、連合長が大大大大体もう決体もう決体もう決体もう決

めて、それをめて、それをめて、それをめて、それを皆皆皆皆さん方がその方さん方がその方さん方がその方さん方がその方針針針針に従っているという。本に従っているという。本に従っているという。本に従っているという。本当当当当にににに災災災災害害害害となったら、一となったら、一となったら、一となったら、一分分分分一一一一秒秒秒秒

でもその対応というのがでもその対応というのがでもその対応というのがでもその対応というのが急急急急がれるわけであって、そういったがれるわけであって、そういったがれるわけであって、そういったがれるわけであって、そういった意味意味意味意味では、広域連合というのでは、広域連合というのでは、広域連合というのでは、広域連合というの

はははは非常非常非常非常にににに意味意味意味意味深深深深いものがあったのかなといものがあったのかなといものがあったのかなといものがあったのかなと私自身私自身私自身私自身はとらえています。はとらえています。はとらえています。はとらえています。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト方式は、井方式は、井方式は、井方式は、井戸戸戸戸知事が中心になってやってらっしゃる新たな方知事が中心になってやってらっしゃる新たな方知事が中心になってやってらっしゃる新たな方知事が中心になってやってらっしゃる新たな方

式で、方式としてはいい方式だと思っているのです。それで、今回の式で、方式としてはいい方式だと思っているのです。それで、今回の式で、方式としてはいい方式だと思っているのです。それで、今回の式で、方式としてはいい方式だと思っているのです。それで、今回の東東東東日本日本日本日本大震災大震災大震災大震災のようのようのようのよう

に、に、に、に、役場役場役場役場そのものがなくなったり、書そのものがなくなったり、書そのものがなくなったり、書そのものがなくなったり、書類類類類がなくなったり、職員もがなくなったり、職員もがなくなったり、職員もがなくなったり、職員も亡亡亡亡くなられたりという中くなられたりという中くなられたりという中くなられたりという中

で、こういう連で、こういう連で、こういう連で、こういう連携携携携のないとこのないとこのないとこのないところろろろに職員がに職員がに職員がに職員が派遣派遣派遣派遣されて、されて、されて、されて、常常常常駐駐駐駐してしてしてして支援支援支援支援をするというのは、こをするというのは、こをするというのは、こをするというのは、こ

れは本れは本れは本れは本当当当当にににに何何何何か新しい方式かと。連か新しい方式かと。連か新しい方式かと。連か新しい方式かと。連携携携携のあるのあるのあるのある市町市町市町市町村村村村同同同同士士士士、また要、また要、また要、また要請請請請をををを受受受受けてけてけてけて行行行行くというのくというのくというのくというの

は、これは従来からのやり方だと思うのです。は、これは従来からのやり方だと思うのです。は、これは従来からのやり方だと思うのです。は、これは従来からのやり方だと思うのです。何何何何もなくなったとこもなくなったとこもなくなったとこもなくなったところろろろ、今回のように、今回のように、今回のように、今回のように自治自治自治自治

体職員がいなくなったとこ体職員がいなくなったとこ体職員がいなくなったとこ体職員がいなくなったところろろろについては、これは本については、これは本については、これは本については、これは本当当当当に来ていただいてに来ていただいてに来ていただいてに来ていただいて喜喜喜喜ばれているのでばれているのでばれているのでばれているので

はないかなと、はないかなと、はないかなと、はないかなと、私私私私、、、、現場現場現場現場にににに行行行行ってってってって聞聞聞聞いてきたわけではないのですが、そのようにいてきたわけではないのですが、そのようにいてきたわけではないのですが、そのようにいてきたわけではないのですが、そのようにカウカウカウカウンンンンタタタタ

ーーーーパパパパーーーートトトト方式の方式の方式の方式の何何何何かすばらしさをかすばらしさをかすばらしさをかすばらしさを感じ感じ感じ感じるのです。るのです。るのです。るのです。

ですから、こういったことも、今後、ですから、こういったことも、今後、ですから、こういったことも、今後、ですから、こういったことも、今後、何何何何か連か連か連か連携携携携できればいいかと思っています。できればいいかと思っています。できればいいかと思っています。できればいいかと思っています。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにこのほかにこのほかにこのほかにこの件件件件に関しては。に関しては。に関しては。に関しては。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト方式は、広域連合が方式は、広域連合が方式は、広域連合が方式は、広域連合が初初初初めてめてめてめて編編編編み出したものではないとみ出したものではないとみ出したものではないとみ出したものではないと
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いうようにいうようにいうようにいうように聞聞聞聞いているのですけれども、そのいているのですけれども、そのいているのですけれども、そのいているのですけれども、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろはどうなのでしはどうなのでしはどうなのでしはどうなのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト方式と広域連合とごっちゃになっているので、議論方式と広域連合とごっちゃになっているので、議論方式と広域連合とごっちゃになっているので、議論方式と広域連合とごっちゃになっているので、議論

をををを整理整理整理整理していただきたいのですけれど、今井委員がおっしゃったように、していただきたいのですけれど、今井委員がおっしゃったように、していただきたいのですけれど、今井委員がおっしゃったように、していただきたいのですけれど、今井委員がおっしゃったように、カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーー

トトトト方式というのはやり方であって、関西広域連合の組方式というのはやり方であって、関西広域連合の組方式というのはやり方であって、関西広域連合の組方式というのはやり方であって、関西広域連合の組織織織織のありようとは別の議論であって、のありようとは別の議論であって、のありようとは別の議論であって、のありようとは別の議論であって、

たまたま、たまたま、たまたま、たまたま、率率率率直直直直に申し上げて、これだけのに申し上げて、これだけのに申し上げて、これだけのに申し上げて、これだけの災災災災害害害害がががが起起起起こって、応こって、応こって、応こって、応援援援援にににに行行行行くのがくのがくのがくのが嫌嫌嫌嫌だというだというだというだという首首首首

長がいるわけはなくて、要は長がいるわけはなくて、要は長がいるわけはなくて、要は長がいるわけはなくて、要は瞬瞬瞬瞬間間間間的に応的に応的に応的に応援援援援にににに行行行行きましきましきましきましょょょょうということになるのはうということになるのはうということになるのはうということになるのは間間間間違違違違いないないないな

いわけであります。関西広域連合があったかなかったかというとこいわけであります。関西広域連合があったかなかったかというとこいわけであります。関西広域連合があったかなかったかというとこいわけであります。関西広域連合があったかなかったかというところろろろでいえば、でいえば、でいえば、でいえば、例例例例えばえばえばえば滋滋滋滋

賀賀賀賀県がおっしゃっているようなこともあ県がおっしゃっているようなこともあ県がおっしゃっているようなこともあ県がおっしゃっているようなこともあろろろろうかと思いますけれど、おっしゃったその一つうかと思いますけれど、おっしゃったその一つうかと思いますけれど、おっしゃったその一つうかと思いますけれど、おっしゃったその一つ

の、の、の、の、兵庫兵庫兵庫兵庫県の井県の井県の井県の井戸戸戸戸知事が、要するに関西広域連合の事知事が、要するに関西広域連合の事知事が、要するに関西広域連合の事知事が、要するに関西広域連合の事務局務局務局務局が一括的にここへが一括的にここへが一括的にここへが一括的にここへ行行行行ってくれ、ってくれ、ってくれ、ってくれ、

どこへどこへどこへどこへ行行行行ってくれとごってくれとごってくれとごってくれとご指示指示指示指示なさって、なさって、なさって、なさって、カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト方式と方式と方式と方式と称称称称していらっしゃるやり方していらっしゃるやり方していらっしゃるやり方していらっしゃるやり方

は、一は、一は、一は、一定定定定のののの評価評価評価評価をされていいものではないかと思いますけれども。ただ、をされていいものではないかと思いますけれども。ただ、をされていいものではないかと思いますけれども。ただ、をされていいものではないかと思いますけれども。ただ、何何何何度も申し上げ度も申し上げ度も申し上げ度も申し上げ

ますけど、関西広域連合があったからますけど、関西広域連合があったからますけど、関西広域連合があったからますけど、関西広域連合があったからカウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト方式があったということにはなら方式があったということにはなら方式があったということにはなら方式があったということにはなら

ないとは思いますので、おっしゃっているとおりと考えていますが。ないとは思いますので、おっしゃっているとおりと考えていますが。ないとは思いますので、おっしゃっているとおりと考えていますが。ないとは思いますので、おっしゃっているとおりと考えていますが。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 このこのこのこの辺辺辺辺で、で、で、で、大大大大体体体体意見意見意見意見は出していただきましたので、この議論はは出していただきましたので、この議論はは出していただきましたので、この議論はは出していただきましたので、この議論は終終終終わらせてわらせてわらせてわらせて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。

次に、国の出先機関の事次に、国の出先機関の事次に、国の出先機関の事次に、国の出先機関の事務務務務のののの移管移管移管移管、、、、権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲についてですけれども、まについてですけれども、まについてですけれども、まについてですけれども、まず滋賀ず滋賀ず滋賀ず滋賀県におい県におい県におい県におい

ては、関西広域連合はては、関西広域連合はては、関西広域連合はては、関西広域連合は受受受受けけけけ皿皿皿皿のためにつくった組のためにつくった組のためにつくった組のためにつくった組織織織織であると、これが一であると、これが一であると、これが一であると、これが一番番番番だから参加した。だから参加した。だから参加した。だから参加した。

ただ、国の出先機関のただ、国の出先機関のただ、国の出先機関のただ、国の出先機関の移管移管移管移管はははは進進進進みにくいみにくいみにくいみにくい状況状況状況状況であるということが出ていました。であるということが出ていました。であるということが出ていました。であるということが出ていました。京都京都京都京都府に府に府に府に

おいては、国の出先機関のおいては、国の出先機関のおいては、国の出先機関のおいては、国の出先機関の移管移管移管移管がががが大大大大きなきなきなきな目目目目標標標標であるので、ぜであるので、ぜであるので、ぜであるので、ぜひひひひともともともとも奈奈奈奈良県も入っていただ良県も入っていただ良県も入っていただ良県も入っていただ

きたいと、これに向かって関西広域連合はきたいと、これに向かって関西広域連合はきたいと、これに向かって関西広域連合はきたいと、これに向かって関西広域連合は進進進進んでいきたいということでした。んでいきたいということでした。んでいきたいということでした。んでいきたいということでした。和歌和歌和歌和歌山県に山県に山県に山県に

関して、近畿地方というまとまりの中で関して、近畿地方というまとまりの中で関して、近畿地方というまとまりの中で関して、近畿地方というまとまりの中で分権分権分権分権がががが進進進進められていけばよいので、められていけばよいので、められていけばよいので、められていけばよいので、将将将将来的に国の来的に国の来的に国の来的に国の

権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲をををを受受受受けられるだけのけられるだけのけられるだけのけられるだけの実実実実力力力力をつけることになればいいということで、すぐにはをつけることになればいいということで、すぐにはをつけることになればいいということで、すぐにはをつけることになればいいということで、すぐには無無無無理理理理

だだだだろろろろうと、そこまで、そういううと、そこまで、そういううと、そこまで、そういううと、そこまで、そういう分権分権分権分権がががが進進進進められた方がいいのではないかというようなめられた方がいいのではないかというようなめられた方がいいのではないかというようなめられた方がいいのではないかというような意見意見意見意見

でありました。出先機関のでありました。出先機関のでありました。出先機関のでありました。出先機関の移管移管移管移管はははは半半半半ばあきらめばあきらめばあきらめばあきらめぎぎぎぎみといいますか、まだちみといいますか、まだちみといいますか、まだちみといいますか、まだちょょょょっと先だといっと先だといっと先だといっと先だとい

うような考えでおられたと思います。うような考えでおられたと思います。うような考えでおられたと思います。うような考えでおられたと思います。奈奈奈奈良県におきましては、広域連合委員会で連良県におきましては、広域連合委員会で連良県におきましては、広域連合委員会で連良県におきましては、広域連合委員会で連携携携携団団団団体体体体

として知事が発言されて、地方として知事が発言されて、地方として知事が発言されて、地方として知事が発言されて、地方分権分権分権分権はははは必必必必要ですし、国の要ですし、国の要ですし、国の要ですし、国の権限権限権限権限事事事事務務務務は積極的には積極的には積極的には積極的に受受受受け入れる。け入れる。け入れる。け入れる。

ただし、ただし、ただし、ただし、余計余計余計余計な国のな国のな国のな国の人人人人員を員を員を員を受受受受け入れるけ入れるけ入れるけ入れる余余余余裕裕裕裕はないと。そしてまた、地方事はないと。そしてまた、地方事はないと。そしてまた、地方事はないと。そしてまた、地方事務務務務官官官官のののの復復復復活活活活はははは困困困困

ると。ると。ると。ると。採採採採用用用用は県は県は県は県独独独独自自自自でででで行行行行う。国の地方機関のう。国の地方機関のう。国の地方機関のう。国の地方機関の移管移管移管移管は、国のは、国のは、国のは、国の権限権限権限権限を地方のを地方のを地方のを地方の権限権限権限権限として、地方として、地方として、地方として、地方

行行行行政組政組政組政組織織織織がががが移譲移譲移譲移譲することが基本であって、地方することが基本であって、地方することが基本であって、地方することが基本であって、地方行行行行政組政組政組政組織織織織が国のが国のが国のが国の権限権限権限権限をををを代行代行代行代行するものであっするものであっするものであっするものであっ

てはならないという、このてはならないという、このてはならないという、このてはならないという、この件件件件に関してはに関してはに関してはに関しては非常非常非常非常にににに強強強強いいいい意見意見意見意見を知事はを知事はを知事はを知事は持持持持っておられます。っておられます。っておられます。っておられます。
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このこのこのこの件件件件についてについてについてについて何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見があればお願いしたいと思います。があればお願いしたいと思います。があればお願いしたいと思います。があればお願いしたいと思います。

経済経済経済経済産産産産業業業業省省省省の出先機関、それから地方の出先機関、それから地方の出先機関、それから地方の出先機関、それから地方環境環境環境環境事事事事務所務所務所務所、地方、地方、地方、地方整備局整備局整備局整備局です。国です。国です。国です。国立立立立公公公公園園園園についてについてについてについて

は、このは、このは、このは、この間間間間、、、、細細細細野野野野環境環境環境環境大大大大臣臣臣臣が国でが国でが国でが国で行行行行うと言われましたけども、うと言われましたけども、うと言われましたけども、うと言われましたけども、奈奈奈奈良県においては良県においては良県においては良県においては河河河河川、川、川、川、道道道道

路路路路、それから国、それから国、それから国、それから国営営営営公公公公園園園園ですね、ですね、ですね、ですね、飛飛飛飛鳥と平鳥と平鳥と平鳥と平城京城京城京城京、これは１００、これは１００、これは１００、これは１００％％％％国の国の国の国の財財財財源源源源でいただいているでいただいているでいただいているでいただいている

とことことこところろろろで、で、で、で、道路道路道路道路については、については、については、については、京奈和自動京奈和自動京奈和自動京奈和自動車車車車道道道道が近畿府県の中でも一が近畿府県の中でも一が近畿府県の中でも一が近畿府県の中でも一番道路番道路番道路番道路予予予予算が多かった算が多かった算が多かった算が多かった

とことことこところろろろです。ここは国です。ここは国です。ここは国です。ここは国直直直直轄轄轄轄事業で県は３事業で県は３事業で県は３事業で県は３分分分分の１の１の１の１負負負負担担担担です。それから、です。それから、です。それから、です。それから、河河河河川については４川については４川については４川については４水水水水

系系系系ございます。新ございます。新ございます。新ございます。新宮宮宮宮川の一川の一川の一川の一番下番下番下番下の方は、の方は、の方は、の方は、和歌和歌和歌和歌山県の一部だけであって、上の山県の一部だけであって、上の山県の一部だけであって、上の山県の一部だけであって、上の水水水水系系系系は、は、は、は、奈奈奈奈良良良良

県は国の県は国の県は国の県は国の管管管管轄轄轄轄ではないです。ではないです。ではないです。ではないです。紀紀紀紀の川はの川はの川はの川は御御御御所市所市所市所市のくみ上げるとこのくみ上げるとこのくみ上げるとこのくみ上げるところろろろまででしたか、たしか。まででしたか、たしか。まででしたか、たしか。まででしたか、たしか。

大和大和大和大和川は第一川は第一川は第一川は第一浄浄浄浄化化化化セセセセンンンンタタタターの５００メーーの５００メーーの５００メーーの５００メートルトルトルトルぐらい上までです。それから、もう一つのぐらい上までです。それから、もう一つのぐらい上までです。それから、もう一つのぐらい上までです。それから、もう一つの淀淀淀淀

川川川川水水水水系系系系は、前に川上は、前に川上は、前に川上は、前に川上ダダダダムムムムはははは権権権権利利利利放棄放棄放棄放棄しましたけれども、三重県とのしましたけれども、三重県とのしましたけれども、三重県とのしましたけれども、三重県との境境境境に一部に一部に一部に一部水水水水系系系系がございがございがございがござい

ます。ます。ます。ます。

何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見ございませんでしございませんでしございませんでしございませんでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 関西広域連合の中で議論され、総関西広域連合の中で議論され、総関西広域連合の中で議論され、総関西広域連合の中で議論され、総じじじじてててて皆皆皆皆さんがおっしゃるのは、さんがおっしゃるのは、さんがおっしゃるのは、さんがおっしゃるのは、例例例例えばえばえばえば人人人人はははは

要らないとか、これは国ですべきだとか、これは要らないとか、これは国ですべきだとか、これは要らないとか、これは国ですべきだとか、これは要らないとか、これは国ですべきだとか、これは市町市町市町市町村村村村だとか、そういうだとか、そういうだとか、そういうだとか、そういう仕分仕分仕分仕分けの議論をけの議論をけの議論をけの議論を

先にしていて、この先にしていて、この先にしていて、この先にしていて、この何何何何十十十十年年年年間分権間分権間分権間分権がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか進進進進まなかったというような経まなかったというような経まなかったというような経まなかったというような経緯緯緯緯があるので、があるので、があるので、があるので、

丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管というのをというのをというのをというのを選択選択選択選択して、地方して、地方して、地方して、地方分権分権分権分権改革改革改革改革がががが進進進進むむむむようなようなようなような選択選択選択選択肢肢肢肢をとったというのをあをとったというのをあをとったというのをあをとったというのをあ

ちこちでおっしゃっていました。ちこちでおっしゃっていました。ちこちでおっしゃっていました。ちこちでおっしゃっていました。

それでそれでそれでそれで確確確確認認認認をしたいのですが、国のをしたいのですが、国のをしたいのですが、国のをしたいのですが、国の丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管であであであであろろろろうと、国の出先機関のうと、国の出先機関のうと、国の出先機関のうと、国の出先機関の移管移管移管移管についについについについ

ては、知事も、それはては、知事も、それはては、知事も、それはては、知事も、それは奈奈奈奈良県の方は良県の方は良県の方は良県の方は奈奈奈奈良県で良県で良県で良県で受受受受けるということを含めて賛成をされているけるということを含めて賛成をされているけるということを含めて賛成をされているけるということを含めて賛成をされている

ようなのですが、委員は、基本的には地方ようなのですが、委員は、基本的には地方ようなのですが、委員は、基本的には地方ようなのですが、委員は、基本的には地方分権分権分権分権なりそういう国の出先機関のなりそういう国の出先機関のなりそういう国の出先機関のなりそういう国の出先機関の移管移管移管移管についてについてについてについて

はどのように考えておられるのか、はどのように考えておられるのか、はどのように考えておられるのか、はどのように考えておられるのか、私私私私はもちはもちはもちはもちろろろろん賛成なのですけれども、ん賛成なのですけれども、ん賛成なのですけれども、ん賛成なのですけれども、聞聞聞聞いておきたいいておきたいいておきたいいておきたい

と思いました。と思いました。と思いました。と思いました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 だれかだれかだれかだれか意見意見意見意見ございませんか。小林（茂）委員、ございませんか。小林（茂）委員、ございませんか。小林（茂）委員、ございませんか。小林（茂）委員、何何何何か。か。か。か。

○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員 近畿経済近畿経済近畿経済近畿経済産産産産業業業業局局局局とか地方とか地方とか地方とか地方整備局整備局整備局整備局とかとかとかとか財財財財務局務局務局務局とかとかとかとか幾幾幾幾つかあります。つかあります。つかあります。つかあります。私私私私がががが

あるあるあるある程程程程度度度度イイイイメージできるのは、近畿地方メージできるのは、近畿地方メージできるのは、近畿地方メージできるのは、近畿地方整備局整備局整備局整備局ははははイイイイメージできますけれども、国メージできますけれども、国メージできますけれども、国メージできますけれども、国道道道道事事事事務所務所務所務所

もありますし、もありますし、もありますし、もありますし、整備局整備局整備局整備局の中の中の中の中枢枢枢枢は、合は、合は、合は、合同同同同庁舎庁舎庁舎庁舎の中に入っているのですけれども、このあいだの中に入っているのですけれども、このあいだの中に入っているのですけれども、このあいだの中に入っているのですけれども、このあいだ

のようなのようなのようなのような大大大大きなきなきなきな災災災災害害害害があったがあったがあったがあった直直直直後に思いますのは、国後に思いますのは、国後に思いますのは、国後に思いますのは、国家家家家公公公公務務務務員であるからこその員であるからこその員であるからこその員であるからこその高高高高度な度な度な度な技技技技

術術術術とかそういう組とかそういう組とかそういう組とかそういう組織織織織力力力力とかをとかをとかをとかを生生生生かせるのではないかと、そのときは思いました。ですから、かせるのではないかと、そのときは思いました。ですから、かせるのではないかと、そのときは思いました。ですから、かせるのではないかと、そのときは思いました。ですから、

何何何何とも言えないですけれども、それでは地方でとも言えないですけれども、それでは地方でとも言えないですけれども、それでは地方でとも言えないですけれども、それでは地方で受受受受けるべきだということがもけるべきだということがもけるべきだということがもけるべきだということがもろ手ろ手ろ手ろ手をををを挙挙挙挙げてげてげてげて

賛成かというと、そうとも思えないなと思います。賛成かというと、そうとも思えないなと思います。賛成かというと、そうとも思えないなと思います。賛成かというと、そうとも思えないなと思います。



---- 22227777 ----

京都京都京都京都府議会へ府議会へ府議会へ府議会へ意見交換意見交換意見交換意見交換にににに行行行行ったときには、この出先機関のったときには、この出先機関のったときには、この出先機関のったときには、この出先機関の移管移管移管移管のののの話話話話が出ましたけれども、が出ましたけれども、が出ましたけれども、が出ましたけれども、

移管移管移管移管するしないはまるで子どものようなするしないはまるで子どものようなするしないはまるで子どものようなするしないはまるで子どものような話話話話をしていると言っていましたが、子どものようをしていると言っていましたが、子どものようをしていると言っていましたが、子どものようをしていると言っていましたが、子どものよう

なななな話話話話というか、子どものけんかのようなというか、子どものけんかのようなというか、子どものけんかのようなというか、子どものけんかのような話話話話をしていると、たしか言っていたと思いますけをしていると、たしか言っていたと思いますけをしていると、たしか言っていたと思いますけをしていると、たしか言っていたと思いますけ

れども、れども、れども、れども、何何何何かかかか行行行行きつきつきつきつ戻戻戻戻りつみたいなことにりつみたいなことにりつみたいなことにりつみたいなことに将将将将来は、この来は、この来は、この来は、この話話話話をををを進進進進めても、なるのかなと思うめても、なるのかなと思うめても、なるのかなと思うめても、なるのかなと思う

のです。のです。のです。のです。答答答答えになっているのかどうかわかりませんが、えになっているのかどうかわかりませんが、えになっているのかどうかわかりませんが、えになっているのかどうかわかりませんが、以以以以上です。上です。上です。上です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 もうもうもうもう時間時間時間時間ないから結論だけ言うけれど、今の関西広域連合では、ないから結論だけ言うけれど、今の関西広域連合では、ないから結論だけ言うけれど、今の関西広域連合では、ないから結論だけ言うけれど、今の関西広域連合では、奈奈奈奈良県が入良県が入良県が入良県が入

ろろろろうが入るまいが、国は絶対うが入るまいが、国は絶対うが入るまいが、国は絶対うが入るまいが、国は絶対監視監視監視監視できないと思う。できないと思う。できないと思う。できないと思う。道道道道州制州制州制州制でもしいてでもしいてでもしいてでもしいて道道道道かかかか州州州州かになったら、かになったら、かになったら、かになったら、

それはそういうそれはそういうそれはそういうそれはそういう動動動動きの中で国も考えるから、きの中で国も考えるから、きの中で国も考えるから、きの中で国も考えるから、道道道道州制州制州制州制になるわけだから。だけど今の関西広になるわけだから。だけど今の関西広になるわけだから。だけど今の関西広になるわけだから。だけど今の関西広

域連合のままでもらい域連合のままでもらい域連合のままでもらい域連合のままでもらい受受受受けても、職員は、それこそこの１０けても、職員は、それこそこの１０けても、職員は、それこそこの１０けても、職員は、それこそこの１０人人人人はははは奈奈奈奈良県、この１０良県、この１０良県、この１０良県、この１０人人人人はははは兵兵兵兵

庫庫庫庫県という県という県という県という分分分分け方をするのか、け方をするのか、け方をするのか、け方をするのか、複雑複雑複雑複雑になってきますから、今のままでは絶対と言ったってになってきますから、今のままでは絶対と言ったってになってきますから、今のままでは絶対と言ったってになってきますから、今のままでは絶対と言ったって

移管移管移管移管しないと思う。しないと思う。しないと思う。しないと思う。奈奈奈奈良県が入る入らないは関係なしに。それはだから、良県が入る入らないは関係なしに。それはだから、良県が入る入らないは関係なしに。それはだから、良県が入る入らないは関係なしに。それはだから、我々我々我々我々としては、としては、としては、としては、

例例例例えばえばえばえば道道道道州制州制州制州制にでもなったとにでもなったとにでもなったとにでもなったと仮仮仮仮定定定定して、それでして、それでして、それでして、それで移管移管移管移管されたらされたらされたらされたら大大大大いにいにいにいに受受受受けるべきだと思う。けるべきだと思う。けるべきだと思う。けるべきだと思う。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 そう言ってしまわれたら議論はそう言ってしまわれたら議論はそう言ってしまわれたら議論はそう言ってしまわれたら議論は終終終終わりなので、関西広域連合のわりなので、関西広域連合のわりなので、関西広域連合のわりなので、関西広域連合の焦焦焦焦点点点点が２つとが２つとが２つとが２つと

言っておられていて、ま言っておられていて、ま言っておられていて、ま言っておられていて、まずずずず一つは、先ほど尾﨑委員がちらっと言いましたように、関西一つは、先ほど尾﨑委員がちらっと言いましたように、関西一つは、先ほど尾﨑委員がちらっと言いましたように、関西一つは、先ほど尾﨑委員がちらっと言いましたように、関西全全全全

体の体の体の体の利利利利益益益益をををを高高高高めていく、その中でそれめていく、その中でそれめていく、その中でそれめていく、その中でそれぞぞぞぞれの府県の県れの府県の県れの府県の県れの府県の県益益益益をよりをよりをよりをより深深深深めていくということと、めていくということと、めていくということと、めていくということと、

もう一つは中もう一つは中もう一つは中もう一つは中央央央央集権集権集権集権から地方から地方から地方から地方分権分権分権分権へということで、関西広域連合がへということで、関西広域連合がへということで、関西広域連合がへということで、関西広域連合が受受受受けけけけ皿皿皿皿となって、国のとなって、国のとなって、国のとなって、国の

出先機関を出先機関を出先機関を出先機関を受受受受けけけけ持持持持つ、その中でその地域の事情等つ、その中でその地域の事情等つ、その中でその地域の事情等つ、その中でその地域の事情等 々々々々をかんがみて、それをかんがみて、それをかんがみて、それをかんがみて、それぞぞぞぞれのその地域のれのその地域のれのその地域のれのその地域の

恒恒恒恒常常常常性性性性をよりをよりをよりをよりススススピピピピーーーーディディディディーにーにーにーに高高高高めていくということであるとめていくということであるとめていくということであるとめていくということであると理解理解理解理解しておりますので、これしておりますので、これしておりますので、これしておりますので、これ

はははは大大大大いに県としても、あるいは議会としてもどんどん推いに県としても、あるいは議会としてもどんどん推いに県としても、あるいは議会としてもどんどん推いに県としても、あるいは議会としてもどんどん推進進進進していかなければならないと。していかなければならないと。していかなければならないと。していかなければならないと。

ただ、梶川委員がおっしゃるように、国はまだそこは先だただ、梶川委員がおっしゃるように、国はまだそこは先だただ、梶川委員がおっしゃるように、国はまだそこは先だただ、梶川委員がおっしゃるように、国はまだそこは先だろろろろうということは、まだ少しうということは、まだ少しうということは、まだ少しうということは、まだ少し様様様様

子を子を子を子を見見見見てみなきゃならないかなと。てみなきゃならないかなと。てみなきゃならないかなと。てみなきゃならないかなと。以以以以上です。上です。上です。上です。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 今、地方今、地方今、地方今、地方分権分権分権分権の具体的なことをの具体的なことをの具体的なことをの具体的なことを見見見見ておりますと、国が本来やるべきことておりますと、国が本来やるべきことておりますと、国が本来やるべきことておりますと、国が本来やるべきこと

をををを放棄放棄放棄放棄をして、をして、をして、をして、例例例例えば教えば教えば教えば教育育育育とか福とか福とか福とか福祉祉祉祉とかそうしたとかそうしたとかそうしたとかそうした分分分分野の、国の基野の、国の基野の、国の基野の、国の基準準準準をををを外外外外してしてしてして自由自由自由自由にいにいにいにいろろろろいいいい

ろろろろ採採採採用用用用できるとか、そのできるとか、そのできるとか、そのできるとか、その分分分分のののの予予予予算を算を算を算を削削削削ったりというような、そうしたったりというような、そうしたったりというような、そうしたったりというような、そうした流流流流れの中で、れの中で、れの中で、れの中で、同じ同じ同じ同じ流流流流

れの中でこの国のれの中でこの国のれの中でこの国のれの中でこの国の移管移管移管移管というのを考えるとするならば、これは、というのを考えるとするならば、これは、というのを考えるとするならば、これは、というのを考えるとするならば、これは、荷荷荷荷物物物物だけもらって、これだけもらって、これだけもらって、これだけもらって、これ

までやってきたことすらできなくなるのではないかという、そうしたまでやってきたことすらできなくなるのではないかという、そうしたまでやってきたことすらできなくなるのではないかという、そうしたまでやってきたことすらできなくなるのではないかという、そうした危危危危惧惧惧惧をををを感じ感じ感じ感じています。ています。ています。ています。

関西の関西の関西の関西の圏益圏益圏益圏益というのはどんなというのはどんなというのはどんなというのはどんなふふふふうに考えているのか、うに考えているのか、うに考えているのか、うに考えているのか、逆逆逆逆にににに聞聞聞聞きたいと思うのですけれど。きたいと思うのですけれど。きたいと思うのですけれど。きたいと思うのですけれど。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 そんな各論でのそんな各論でのそんな各論でのそんな各論での話話話話をしているつもりではなくて、関西をしているつもりではなくて、関西をしているつもりではなくて、関西をしているつもりではなくて、関西全全全全体の体の体の体の浮浮浮浮上が、それが上が、それが上が、それが上が、それが

奈奈奈奈良県の県良県の県良県の県良県の県益益益益になるというになるというになるというになるという意味意味意味意味ではではではでは非常非常非常非常にににに理解理解理解理解できると思っていますし、とにかく中できると思っていますし、とにかく中できると思っていますし、とにかく中できると思っていますし、とにかく中央央央央かかかか

らまらまらまらまずずずずは、は、は、は、財財財財源源源源も含めましても含めましても含めましても含めまして権限権限権限権限をををを離離離離してもらわないと地方してもらわないと地方してもらわないと地方してもらわないと地方分権分権分権分権はまはまはまはまず進ず進ず進ず進みませんので、みませんので、みませんので、みませんので、
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第１第１第１第１段階段階段階段階としてとしてとしてとして離離離離していただいて、そこから、していただいて、そこから、していただいて、そこから、していただいて、そこから、奈奈奈奈良県良県良県良県固固固固有有有有のものはのものはのものはのものは奈奈奈奈良県が、良県が、良県が、良県が、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県固固固固有有有有

のものはのものはのものはのものは滋賀滋賀滋賀滋賀県が、広域のものは広域連合でやっていくというような、もち県が、広域のものは広域連合でやっていくというような、もち県が、広域のものは広域連合でやっていくというような、もち県が、広域のものは広域連合でやっていくというような、もちろろろろんんんん市町市町市町市町村村村村にににに

もももも落落落落としていただくというような考えですので、それが関西としていただくというような考えですので、それが関西としていただくというような考えですので、それが関西としていただくというような考えですので、それが関西全全全全体、もち体、もち体、もち体、もちろろろろん徳島県や鳥取ん徳島県や鳥取ん徳島県や鳥取ん徳島県や鳥取

県も入っている県も入っている県も入っている県も入っている状状状状態態態態で、で、で、で、全全全全体の体の体の体の利利利利益益益益になっていって、地域のことは地域で決めていくといになっていって、地域のことは地域で決めていくといになっていって、地域のことは地域で決めていくといになっていって、地域のことは地域で決めていくとい

うようなこと、うようなこと、うようなこと、うようなこと、税金税金税金税金のののの使使使使い方もそのようにしていくことが、またい方もそのようにしていくことが、またい方もそのようにしていくことが、またい方もそのようにしていくことが、またひひひひいては日本いては日本いては日本いては日本全全全全体の総体の総体の総体の総和和和和

になるというになるというになるというになるというイイイイメージです。メージです。メージです。メージです。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 論論論論点整理点整理点整理点整理させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

一つは、関西広域連合で議論されている一つは、関西広域連合で議論されている一つは、関西広域連合で議論されている一つは、関西広域連合で議論されている丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管をどう思うのかというのと、地方をどう思うのかというのと、地方をどう思うのかというのと、地方をどう思うのかというのと、地方分分分分

権権権権のののの権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲をどう思うのかというのはをどう思うのかというのはをどう思うのかというのはをどう思うのかというのは分分分分けて考えていただきたいと思うのです。でないけて考えていただきたいと思うのです。でないけて考えていただきたいと思うのです。でないけて考えていただきたいと思うのです。でない

と、と、と、と、恐恐恐恐らくはほとんどの方はらくはほとんどの方はらくはほとんどの方はらくはほとんどの方は権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲については反対されるわけではないので、については反対されるわけではないので、については反対されるわけではないので、については反対されるわけではないので、丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移

管管管管をどうをどうをどうをどう評価評価評価評価するかと、あのやり方がいいのかどうか、おっしゃっていることをもう一度するかと、あのやり方がいいのかどうか、おっしゃっていることをもう一度するかと、あのやり方がいいのかどうか、おっしゃっていることをもう一度するかと、あのやり方がいいのかどうか、おっしゃっていることをもう一度

検検検検証証証証していただきたいと思いますし、先ほどしていただきたいと思いますし、先ほどしていただきたいと思いますし、先ほどしていただきたいと思いますし、先ほど話話話話がありましたけれども、がありましたけれども、がありましたけれども、がありましたけれども、全全全全体をもらうこと体をもらうこと体をもらうこと体をもらうこと

をまをまをまをまず目ず目ず目ず目標標標標にされておられますけれども、そうしたらそこにはにされておられますけれども、そうしたらそこにはにされておられますけれども、そうしたらそこにはにされておられますけれども、そうしたらそこには市町市町市町市町村村村村の事の事の事の事務務務務であったり、であったり、であったり、であったり、

国の事国の事国の事国の事務務務務であったりというのがであったりというのがであったりというのがであったりというのが混混混混在在在在するわけで、そうしたら関西広域連合でするわけで、そうしたら関西広域連合でするわけで、そうしたら関西広域連合でするわけで、そうしたら関西広域連合で市町市町市町市町村村村村の事の事の事の事務務務務

をやるのか、関西広域連合で国の事をやるのか、関西広域連合で国の事をやるのか、関西広域連合で国の事をやるのか、関西広域連合で国の事務務務務をやるのか、をやるのか、をやるのか、をやるのか、当当当当面面面面はそういうことをやっていかなけはそういうことをやっていかなけはそういうことをやっていかなけはそういうことをやっていかなけ

ればならない中で、本ればならない中で、本ればならない中で、本ればならない中で、本当当当当にそのにそのにそのにその丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管がいいのかというがいいのかというがいいのかというがいいのかという判断判断判断判断を少し議論していただくを少し議論していただくを少し議論していただくを少し議論していただく

こともこともこともことも必必必必要かと思いますので、よ要かと思いますので、よ要かと思いますので、よ要かと思いますので、よろろろ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。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 この問題については、後日また議論したいと思います。この問題については、後日また議論したいと思います。この問題については、後日また議論したいと思います。この問題については、後日また議論したいと思います。

私私私私のののの意見意見意見意見ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、奈奈奈奈良県の県良県の県良県の県良県の県益益益益にとって、やはりにとって、やはりにとって、やはりにとって、やはり水水水水利利利利、川上であって、川上であって、川上であって、川上であって余余余余りにもりにもりにもりにも水水水水

系系系系が多いというのと、それとが多いというのと、それとが多いというのと、それとが多いというのと、それと道路道路道路道路にしても、今度、にしても、今度、にしても、今度、にしても、今度、香芝香芝香芝香芝市市市市でもまたでもまたでもまたでもまた直直直直轄轄轄轄でででで認認認認めてもらうかめてもらうかめてもらうかめてもらうか

わからないし、それから今、わからないし、それから今、わからないし、それから今、わからないし、それから今、災災災災害害害害がががが起起起起こったこったこったこった十十十十津津津津川川川川村村村村もももも直直直直轄轄轄轄ですし、国ですし、国ですし、国ですし、国道道道道１１１１６８６８６８６８号号号号もももも直直直直轄轄轄轄

ですし、ですし、ですし、ですし、京奈和自動京奈和自動京奈和自動京奈和自動車車車車道道道道もももも直直直直轄轄轄轄。。。。予予予予算の算の算の算の比比比比重が重が重が重が権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲してもしてもしてもしても大大大大きいですから、きいですから、きいですから、きいですから、手手手手法法法法がいがいがいがい

ろろろろいいいいろろろろ違違違違うと思います。うと思います。うと思います。うと思います。昔昔昔昔からからからから水水水水系系系系でもでもでもでも和歌和歌和歌和歌山県は、山県は、山県は、山県は、大阪大阪大阪大阪府は川府は川府は川府は川下下下下でででで強強強強いですので、いですので、いですので、いですので、水水水水利利利利

権権権権の問題もあるし、の問題もあるし、の問題もあるし、の問題もあるし、個個個個 々々々々具体の具体の具体の具体の例例例例になるとなかなか前向いていかないとこになるとなかなか前向いていかないとこになるとなかなか前向いていかないとこになるとなかなか前向いていかないところろろろがあります。があります。があります。があります。

それとやっそれとやっそれとやっそれとやっぱぱぱぱり一り一り一り一番大番大番大番大きいのは、また今度議論したいのですけれども、政きいのは、また今度議論したいのですけれども、政きいのは、また今度議論したいのですけれども、政きいのは、また今度議論したいのですけれども、政令市令市令市令市の関係で、の関係で、の関係で、の関係で、

港湾港湾港湾港湾のののの予予予予算は、算は、算は、算は、神戸神戸神戸神戸市市市市、、、、大阪市大阪市大阪市大阪市、今は、今は、今は、今は堺堺堺堺市市市市になりましたけれども、になりましたけれども、になりましたけれども、になりましたけれども、港湾港湾港湾港湾はははは市市市市のののの権限権限権限権限ですのですのですのですの

で、これと政で、これと政で、これと政で、これと政令市令市令市令市とがとがとがとが権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲しないとどうしようもないです。だからしないとどうしようもないです。だからしないとどうしようもないです。だからしないとどうしようもないです。だから大阪大阪大阪大阪府は、府は、府は、府は、港湾港湾港湾港湾にににに

関してはもうち関してはもうち関してはもうち関してはもうちょょょょっとしかないし、っとしかないし、っとしかないし、っとしかないし、和歌和歌和歌和歌山県は山県は山県は山県は全全全全部ありますけれども、この部ありますけれども、この部ありますけれども、この部ありますけれども、この整理整理整理整理が一が一が一が一番大番大番大番大

事かなと。事かなと。事かなと。事かなと。予予予予算的にもかなりの算的にもかなりの算的にもかなりの算的にもかなりの予予予予算がございますので、これは政算がございますので、これは政算がございますので、これは政算がございますので、これは政令市令市令市令市の関係についてはまの関係についてはまの関係についてはまの関係についてはま

た後日議論したいと思っております。た後日議論したいと思っております。た後日議論したいと思っております。た後日議論したいと思っております。
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このこのこのこの辺辺辺辺の議論はこのの議論はこのの議論はこのの議論はこの辺辺辺辺にさせていただいて、にさせていただいて、にさせていただいて、にさせていただいて、最最最最後にもう１後にもう１後にもう１後にもう１点点点点だけ、だけ、だけ、だけ、ドドドドククククタタタターーーーヘヘヘヘリのリのリのリの話話話話でででで

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、和歌和歌和歌和歌山県議会では山県議会では山県議会では山県議会ではドドドドククククタタタターーーーヘヘヘヘリのリのリのリの共共共共同同同同運航運航運航運航については反対とのについては反対とのについては反対とのについては反対との意見意見意見意見をををを述述述述べらべらべらべら

れました。徳島県においては、先ほど言いましたようにれました。徳島県においては、先ほど言いましたようにれました。徳島県においては、先ほど言いましたようにれました。徳島県においては、先ほど言いましたように共共共共同同同同運航運航運航運航をしたいということで、をしたいということで、をしたいということで、をしたいということで、

徳島県がま徳島県がま徳島県がま徳島県がまずずずずヘヘヘヘリをリをリをリを単独単独単独単独ですると、これでですると、これでですると、これでですると、これで和歌和歌和歌和歌山県と徳島県と山県と徳島県と山県と徳島県と山県と徳島県と大阪大阪大阪大阪府の３つでエリアで府の３つでエリアで府の３つでエリアで府の３つでエリアで共共共共

同同同同運航運航運航運航するということで、するということで、するということで、するということで、和歌和歌和歌和歌山県は、山県は、山県は、山県は、単独単独単独単独で小さい県でやっているのに、で小さい県でやっているのに、で小さい県でやっているのに、で小さい県でやっているのに、共共共共同同同同にしてもにしてもにしてもにしても

らったららったららったららったら困困困困るというるというるというるという意見意見意見意見がございましたけれども、がございましたけれども、がございましたけれども、がございましたけれども、奈奈奈奈良県については良県については良県については良県については大阪大阪大阪大阪府と府と府と府と和歌和歌和歌和歌山県と山県と山県と山県と

協定協定協定協定を結んでいますが、このを結んでいますが、このを結んでいますが、このを結んでいますが、この件件件件についてごについてごについてごについてご意見意見意見意見があれば。なければまた後日させていただがあれば。なければまた後日させていただがあれば。なければまた後日させていただがあれば。なければまた後日させていただ

きます。きます。きます。きます。

（（（（「「「「なしなしなしなし」」」」と呼と呼と呼と呼ぶ者ぶ者ぶ者ぶ者あり）あり）あり）あり）

それではまた経それではまた経それではまた経それではまた経緯緯緯緯をををを見見見見ながら議論をさせていただきたいと思います。ながら議論をさせていただきたいと思います。ながら議論をさせていただきたいと思います。ながら議論をさせていただきたいと思います。

ほかにご発言なければ、これで委員ほかにご発言なければ、これで委員ほかにご発言なければ、これで委員ほかにご発言なければ、これで委員間討間討間討間討議を議を議を議を終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。

次回は、次回は、次回は、次回は、立立立立命命命命館館館館大大大大学学学学政策政策政策政策科科科科学学学学部の部の部の部の森森森森裕之裕之裕之裕之教教教教授授授授におにおにおにお越越越越しをいただき、しをいただき、しをいただき、しをいただき、意見意見意見意見をををを伺伺伺伺います。います。います。います。

なお、なお、なお、なお、講講講講師師師師のののの都都都都合が合えば、１月中合が合えば、１月中合が合えば、１月中合が合えば、１月中旬旬旬旬からからからから下下下下旬旬旬旬のののの間間間間に委員会をに委員会をに委員会をに委員会を開催開催開催開催し、もしし、もしし、もしし、もし調整調整調整調整できなできなできなできな

かったかったかったかった場場場場合は、２月の事前委員会にお願いしたいと考えております。日合は、２月の事前委員会にお願いしたいと考えております。日合は、２月の事前委員会にお願いしたいと考えております。日合は、２月の事前委員会にお願いしたいと考えております。日程程程程、、、、詳詳詳詳細細細細等が決ま等が決ま等が決ま等が決ま

りましたら事りましたら事りましたら事りましたら事務局務局務局務局から連から連から連から連絡絡絡絡させていただきますので、よさせていただきますので、よさせていただきますので、よさせていただきますので、よろろろ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。

これで委員会をこれで委員会をこれで委員会をこれで委員会を終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。

それからそれからそれからそれからススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルを参考配を参考配を参考配を参考配付付付付しています。しています。しています。しています。６６６６月までには中月までには中月までには中月までには中間間間間またはまたはまたはまたは最最最最終終終終報告となっ報告となっ報告となっ報告となっ

てますけれども、これからの関西広域連合のてますけれども、これからの関西広域連合のてますけれども、これからの関西広域連合のてますけれども、これからの関西広域連合の動動動動きをきをきをきを見見見見ながら決めていきたいと思っておりながら決めていきたいと思っておりながら決めていきたいと思っておりながら決めていきたいと思っており

ますので、よますので、よますので、よますので、よろろろ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。

それでは、これをもちまして、本日の委員会をそれでは、これをもちまして、本日の委員会をそれでは、これをもちまして、本日の委員会をそれでは、これをもちまして、本日の委員会を終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。


