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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２４年２月１３日（月） １４：０４～１６：５３平成２４年２月１３日（月） １４：０４～１６：５３平成２４年２月１３日（月） １４：０４～１６：５３平成２４年２月１３日（月） １４：０４～１６：５３

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 ２名２名２名２名

議 事議 事議 事議 事

（１）有識者からの意見聴取（１）有識者からの意見聴取（１）有識者からの意見聴取（１）有識者からの意見聴取

（２）委員間討議（２）委員間討議（２）委員間討議（２）委員間討議

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいまから広域行政調査特別委員会を開会させていただきまそれでは、ただいまから広域行政調査特別委員会を開会させていただきまそれでは、ただいまから広域行政調査特別委員会を開会させていただきまそれでは、ただいまから広域行政調査特別委員会を開会させていただきま

す。す。す。す。

本日、当委員会に対し、２名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めることと本日、当委員会に対し、２名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めることと本日、当委員会に対し、２名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めることと本日、当委員会に対し、２名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めることと

してよろしいでしょうか。してよろしいでしょうか。してよろしいでしょうか。してよろしいでしょうか。

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

それでは、認めさせていただきます。それでは、認めさせていただきます。それでは、認めさせていただきます。それでは、認めさせていただきます。

また、その後の申し出についても、さきの方を含め２０人を限度に許可することにしたまた、その後の申し出についても、さきの方を含め２０人を限度に許可することにしたまた、その後の申し出についても、さきの方を含め２０人を限度に許可することにしたまた、その後の申し出についても、さきの方を含め２０人を限度に許可することにした

いと思いますが、よろしいですか。いと思いますが、よろしいですか。いと思いますが、よろしいですか。いと思いますが、よろしいですか。

（（（（「「「「異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）
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それでは、認めることにいたします。それでは、認めることにいたします。それでは、認めることにいたします。それでは、認めることにいたします。

初めに、本委員会の進め方についてご説明させていただきます。初めに、本委員会の進め方についてご説明させていただきます。初めに、本委員会の進め方についてご説明させていただきます。初めに、本委員会の進め方についてご説明させていただきます。

本日は、立命館大学政策科学部、森裕之教授をお迎えし、奈良県という地域に合った地本日は、立命館大学政策科学部、森裕之教授をお迎えし、奈良県という地域に合った地本日は、立命館大学政策科学部、森裕之教授をお迎えし、奈良県という地域に合った地本日は、立命館大学政策科学部、森裕之教授をお迎えし、奈良県という地域に合った地

方行政のあり方についてお話をしていただきます。方行政のあり方についてお話をしていただきます。方行政のあり方についてお話をしていただきます。方行政のあり方についてお話をしていただきます。

せっかくの機会ですので、議員の皆様方に傍聴していただいております。委員以外の議せっかくの機会ですので、議員の皆様方に傍聴していただいております。委員以外の議せっかくの機会ですので、議員の皆様方に傍聴していただいております。委員以外の議せっかくの機会ですので、議員の皆様方に傍聴していただいております。委員以外の議

員の方々にも質疑の時間を設けたいと思っております。員の方々にも質疑の時間を設けたいと思っております。員の方々にも質疑の時間を設けたいと思っております。員の方々にも質疑の時間を設けたいと思っております。

そして、質疑応答が終わりましたら、一たん休憩しまして、委員間討議の時間とさせてそして、質疑応答が終わりましたら、一たん休憩しまして、委員間討議の時間とさせてそして、質疑応答が終わりましたら、一たん休憩しまして、委員間討議の時間とさせてそして、質疑応答が終わりましたら、一たん休憩しまして、委員間討議の時間とさせて

いただきたいと思ってます。そのときには、森先生にもオブザーバーとして参加していたいただきたいと思ってます。そのときには、森先生にもオブザーバーとして参加していたいただきたいと思ってます。そのときには、森先生にもオブザーバーとして参加していたいただきたいと思ってます。そのときには、森先生にもオブザーバーとして参加していた

だきます。そのときも、議員の方々、それから一般の方々に傍聴していただいても結構でだきます。そのときも、議員の方々、それから一般の方々に傍聴していただいても結構でだきます。そのときも、議員の方々、それから一般の方々に傍聴していただいても結構でだきます。そのときも、議員の方々、それから一般の方々に傍聴していただいても結構で

ございます。ございます。ございます。ございます。

それでは、始めさせていただきたいと思います。それでは、始めさせていただきたいと思います。それでは、始めさせていただきたいと思います。それでは、始めさせていただきたいと思います。

きょうは、森先生、ありがとうございます。森先生は、財政学と都市経済論を専門分野きょうは、森先生、ありがとうございます。森先生は、財政学と都市経済論を専門分野きょうは、森先生、ありがとうございます。森先生は、財政学と都市経済論を専門分野きょうは、森先生、ありがとうございます。森先生は、財政学と都市経済論を専門分野

とされまして、広域自治制度への見識も高いことから、当委員会が調査する広域行政に関とされまして、広域自治制度への見識も高いことから、当委員会が調査する広域行政に関とされまして、広域自治制度への見識も高いことから、当委員会が調査する広域行政に関とされまして、広域自治制度への見識も高いことから、当委員会が調査する広域行政に関

して、貴重なお話が伺えるものと期待しております。して、貴重なお話が伺えるものと期待しております。して、貴重なお話が伺えるものと期待しております。して、貴重なお話が伺えるものと期待しております。

それでは、森先生、よろしくお願い申し上げます。それでは、森先生、よろしくお願い申し上げます。それでは、森先生、よろしくお願い申し上げます。それでは、森先生、よろしくお願い申し上げます。

○森教授○森教授○森教授○森教授 ただいま紹介していただきました立命館大学の森と申します。きょうは大体４ただいま紹介していただきました立命館大学の森と申します。きょうは大体４ただいま紹介していただきました立命館大学の森と申します。きょうは大体４ただいま紹介していただきました立命館大学の森と申します。きょうは大体４

０分ぐらいの時間をいただきまして、関西広域連合と奈良県のあり方ということで、私の０分ぐらいの時間をいただきまして、関西広域連合と奈良県のあり方ということで、私の０分ぐらいの時間をいただきまして、関西広域連合と奈良県のあり方ということで、私の０分ぐらいの時間をいただきまして、関西広域連合と奈良県のあり方ということで、私の

考えていることについて、皆様方の参考になればという思いでお話しさせていただければ考えていることについて、皆様方の参考になればという思いでお話しさせていただければ考えていることについて、皆様方の参考になればという思いでお話しさせていただければ考えていることについて、皆様方の参考になればという思いでお話しさせていただければ

と思います。パソコンの操作の関係ありますので、座ってお話しさせていただければと思と思います。パソコンの操作の関係ありますので、座ってお話しさせていただければと思と思います。パソコンの操作の関係ありますので、座ってお話しさせていただければと思と思います。パソコンの操作の関係ありますので、座ってお話しさせていただければと思

います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。

お手元に用意させていただきました、関西広域連合と奈良県のあり方というタイトお手元に用意させていただきました、関西広域連合と奈良県のあり方というタイトお手元に用意させていただきました、関西広域連合と奈良県のあり方というタイトお手元に用意させていただきました、関西広域連合と奈良県のあり方というタイトルルルルのののの

パパパパワワワワーーーーポポポポイントのイントのイントのイントのシシシシート、２６ート、２６ート、２６ート、２６ペペペペーーーージジジジにににに沿沿沿沿ってお話しさせていただきたいと思います。ってお話しさせていただきたいと思います。ってお話しさせていただきたいと思います。ってお話しさせていただきたいと思います。前前前前

ののののスクリスクリスクリスクリーンとーンとーンとーンと同じ同じ同じ同じものですので、ものですので、ものですので、ものですので、どちどちどちどちらを見ていただいても結構かと思います。らを見ていただいても結構かと思います。らを見ていただいても結構かと思います。らを見ていただいても結構かと思います。

関西広域連合については、連日とまでは関西広域連合については、連日とまでは関西広域連合については、連日とまでは関西広域連合については、連日とまでは言言言言いませんけれいませんけれいませんけれいませんけれどどどども、新も、新も、新も、新聞紙聞紙聞紙聞紙上でも取り上げら上でも取り上げら上でも取り上げら上でも取り上げら

れる日がれる日がれる日がれる日が多多多多いわけです。そういった中で、この関西広域連合を一体いわけです。そういった中で、この関西広域連合を一体いわけです。そういった中で、この関西広域連合を一体いわけです。そういった中で、この関西広域連合を一体どどどどういうういうういうういう視点視点視点視点でとらえでとらえでとらえでとらえ

ればいいのかをまればいいのかをまればいいのかをまればいいのかをまずずずず考えていきたいと思うのです。広域連合は、ご考えていきたいと思うのです。広域連合は、ご考えていきたいと思うのです。広域連合は、ご考えていきたいと思うのです。広域連合は、ご承承承承知のように９０年知のように９０年知のように９０年知のように９０年代代代代

につくられたにつくられたにつくられたにつくられた国国国国の制度でありまして、市の制度でありまして、市の制度でありまして、市の制度でありまして、市町村同士町村同士町村同士町村同士でも構わないし、関西広域連合のようにでも構わないし、関西広域連合のようにでも構わないし、関西広域連合のようにでも構わないし、関西広域連合のように

府府府府県県県県同士同士同士同士でも構わないし、または県と市でも構わないし、または県と市でも構わないし、または県と市でも構わないし、または県と市町村町村町村町村が一が一が一が一緒緒緒緒になってつくっても構わない、そういになってつくっても構わない、そういになってつくっても構わない、そういになってつくっても構わない、そうい

うううう既存既存既存既存のののの普通普通普通普通地方公地方公地方公地方公共団共団共団共団体体体体同士同士同士同士がががが何何何何かかかか業務業務業務業務をををを共通共通共通共通ででででややややろうとするろうとするろうとするろうとする場場場場合につくる新たな自治合につくる新たな自治合につくる新たな自治合につくる新たな自治

体ということになるわけです。その体ということになるわけです。その体ということになるわけです。その体ということになるわけです。その場場場場合は、合は、合は、合は、基基基基本になるのは、本になるのは、本になるのは、本になるのは、普通普通普通普通地方公地方公地方公地方公共団共団共団共団体、つまり体、つまり体、つまり体、つまり
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市市市市町村町村町村町村と都と都と都と都道府道府道府道府県が県が県が県がどどどどういうういうういうういう役割役割役割役割をををを果果果果たしていて、その上に広域連合、一部事たしていて、その上に広域連合、一部事たしていて、その上に広域連合、一部事たしていて、その上に広域連合、一部事務組務組務組務組合とか合とか合とか合とか

他他他他の自治体もそうですけれの自治体もそうですけれの自治体もそうですけれの自治体もそうですけれどどどども、それも、それも、それも、それぞぞぞぞれがれがれがれが役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたすべべべべきだと考えるのがきだと考えるのがきだと考えるのがきだと考えるのが基基基基本だと思本だと思本だと思本だと思

うのです。うのです。うのです。うのです。

そこで、ここでいう地方自治体はそこで、ここでいう地方自治体はそこで、ここでいう地方自治体はそこで、ここでいう地方自治体は普通普通普通普通地方公地方公地方公地方公共団共団共団共団体を体を体を体を指指指指していますけれしていますけれしていますけれしていますけれどどどども、それにつも、それにつも、それにつも、それにつ

いて、まいて、まいて、まいて、まず確ず確ず確ず確認しておく認しておく認しておく認しておく必要必要必要必要があるかと思うのです。そのがあるかと思うのです。そのがあるかと思うのです。そのがあるかと思うのです。その住民住民住民住民、すなわ、すなわ、すなわ、すなわちちちち奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の場場場場合、合、合、合、

奈良県奈良県奈良県奈良県民民民民ということであり、それということであり、それということであり、それということであり、それぞぞぞぞれの奈良県れの奈良県れの奈良県れの奈良県内内内内の市の市の市の市町村民町村民町村民町村民ということになります。ということになります。ということになります。ということになります。住民住民住民住民

の方にとっての方にとっての方にとっての方にとって最最最最もももも身近身近身近身近で、で、で、で、最最最最もそういう意もそういう意もそういう意もそういう意味味味味では重では重では重では重要要要要な自治体というのは市な自治体というのは市な自治体というのは市な自治体というのは市町村町村町村町村、つまり、つまり、つまり、つまり

基礎基礎基礎基礎自治体ということになります。この自治体ということになります。この自治体ということになります。この自治体ということになります。この基礎基礎基礎基礎自治体というのは、当自治体というのは、当自治体というのは、当自治体というのは、当然然然然ながらながらながらながら住民サ住民サ住民サ住民サーーーービスビスビスビス

のののの主要主要主要主要なななな担担担担い手ということでありますし、またい手ということでありますし、またい手ということでありますし、またい手ということでありますし、また住民住民住民住民から見ると、から見ると、から見ると、から見ると、近近近近いほいほいほいほどどどどよいと。よいと。よいと。よいと。近近近近いほいほいほいほ

どサどサどサどサーーーービスビスビスビスをををを受受受受ける上でも、また自分たける上でも、また自分たける上でも、また自分たける上でも、また自分たちちちちが参加するが参加するが参加するが参加する場場場場合でも、合でも、合でも、合でも、望望望望ましいということで、ましいということで、ましいということで、ましいということで、

近接性近接性近接性近接性であったり、もしくはその市であったり、もしくはその市であったり、もしくはその市であったり、もしくはその市町村町村町村町村でできないことは都でできないことは都でできないことは都でできないことは都道府道府道府道府県が県が県が県がややややり、都り、都り、都り、都道府道府道府道府県がで県がで県がで県がで

きないことはきないことはきないことはきないことは国国国国ががががややややるという、るという、るという、るという、補完性補完性補完性補完性のののの原則原則原則原則というのが、これは地方自治というのが、これは地方自治というのが、これは地方自治というのが、これは地方自治法法法法がががが原理原則原理原則原理原則原理原則とととと

してあるわけです。そういった意してあるわけです。そういった意してあるわけです。そういった意してあるわけです。そういった意味味味味では、市では、市では、市では、市町村町村町村町村がががが起点起点起点起点になって、になって、になって、になって、住民サ住民サ住民サ住民サーーーービスビスビスビスが、そのが、そのが、そのが、その

先の都先の都先の都先の都道府道府道府道府県であり、県であり、県であり、県であり、国国国国がそれを重がそれを重がそれを重がそれを重層的層的層的層的にににに支支支支えるというえるというえるというえるという仕組み仕組み仕組み仕組みがあるがあるがあるがあるべべべべきききき姿姿姿姿だということだということだということだということ

になるわけです。になるわけです。になるわけです。になるわけです。

近近近近年の地方分年の地方分年の地方分年の地方分権改革権改革権改革権改革でも、よくでも、よくでも、よくでも、よく国国国国と地方とと地方とと地方とと地方と言言言言いますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、中も、中も、中も、中心心心心にににに置置置置かれてきたのは、かれてきたのは、かれてきたのは、かれてきたのは、

この市この市この市この市町村町村町村町村だったわけです。だったわけです。だったわけです。だったわけです。例例例例えば、平成の合えば、平成の合えば、平成の合えば、平成の合併併併併がございましたけれがございましたけれがございましたけれがございましたけれどどどども、これは市も、これは市も、これは市も、これは市町村町村町村町村

の合の合の合の合併併併併、特に、特に、特に、特に町村町村町村町村の合の合の合の合併併併併だったわけですけれだったわけですけれだったわけですけれだったわけですけれどどどども、なも、なも、なも、なぜ町村ぜ町村ぜ町村ぜ町村の合の合の合の合併併併併が重が重が重が重視視視視されたかというされたかというされたかというされたかという

と、地方分と、地方分と、地方分と、地方分権権権権のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割が期待されたということがあったわけです。また、が期待されたということがあったわけです。また、が期待されたということがあったわけです。また、が期待されたということがあったわけです。また、現現現現

在在在在のののの民主党民主党民主党民主党政政政政権下権下権下権下で地域で地域で地域で地域主権改革主権改革主権改革主権改革とととと言言言言われているものの中われているものの中われているものの中われているものの中身身身身は、市は、市は、市は、市町村町村町村町村が中が中が中が中心心心心になっていになっていになっていになってい

るということがるということがるということがるということが示示示示されているわけで、この市されているわけで、この市されているわけで、この市されているわけで、この市町村町村町村町村のののの役割役割役割役割というのが、分というのが、分というのが、分というのが、分権改革権改革権改革権改革にとってにとってにとってにとって最最最最

も重も重も重も重要要要要である。である。である。である。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、総総総総合行政体ということです。市合行政体ということです。市合行政体ということです。市合行政体ということです。市町村町村町村町村がががが役場役場役場役場として機として機として機として機能能能能するためにするためにするためにするために何何何何がががが要要要要るるるる

のかという、のかという、のかという、のかという、根根根根本本本本的的的的なななな問問問問いかけにもなるわけですけれいかけにもなるわけですけれいかけにもなるわけですけれいかけにもなるわけですけれどどどども、一応日本のも、一応日本のも、一応日本のも、一応日本の場場場場合、その部分部合、その部分部合、その部分部合、その部分部

分で分で分で分で担担担担うもの、うもの、うもの、うもの、例例例例えば一部事えば一部事えば一部事えば一部事務組務組務組務組合とか、合とか、合とか、合とか、例例例例えばえばえばえば消防消防消防消防だけだけだけだけややややっていますとか、っていますとか、っていますとか、っていますとか、水道水道水道水道だけだけだけだけやややや

っていますとか、そういう自治体もありますけれっていますとか、そういう自治体もありますけれっていますとか、そういう自治体もありますけれっていますとか、そういう自治体もありますけれどどどども、市も、市も、市も、市町村町村町村町村のののの場場場場合は、合は、合は、合は、福祉福祉福祉福祉であれ地域であれ地域であれ地域であれ地域

の教の教の教の教育育育育であれ、であれ、であれ、であれ、総総総総合合合合的的的的に行政に行政に行政に行政ササササーーーービスビスビスビスをををを担担担担うということで、うということで、うということで、うということで、総総総総合行政体としての合行政体としての合行政体としての合行政体としての役割役割役割役割が期が期が期が期

待されているということがあるわけです。待されているということがあるわけです。待されているということがあるわけです。待されているということがあるわけです。

その市その市その市その市町村町村町村町村をををを包摂包摂包摂包摂する広域自治体であるする広域自治体であるする広域自治体であるする広域自治体である府府府府県は県は県は県はどどどどういうういうういうういう役割役割役割役割をををを担担担担っているのかという話っているのかという話っているのかという話っているのかという話

をををを少少少少しししし確確確確認しておきたいと思います。地方自治認しておきたいと思います。地方自治認しておきたいと思います。地方自治認しておきたいと思います。地方自治法法法法上、この広域自治体の上、この広域自治体の上、この広域自治体の上、この広域自治体の役割役割役割役割というのは、というのは、というのは、というのは、
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広域広域広域広域的的的的なこと、つまりなこと、つまりなこと、つまりなこと、つまり府府府府県域にまたがるような県域にまたがるような県域にまたがるような県域にまたがるようなササササーーーービスビスビスビス、また連、また連、また連、また連絡絡絡絡調調調調整整整整です。連です。連です。連です。連絡絡絡絡調調調調整整整整とととと

いうのはいうのはいうのはいうのは何何何何かかかか簡単簡単簡単簡単にににに聞聞聞聞こえますが、これはこえますが、これはこえますが、これはこえますが、これは非常非常非常非常に大に大に大に大変変変変なななな業務業務業務業務だということは、議員の皆様だということは、議員の皆様だということは、議員の皆様だということは、議員の皆様

方も日々ご経方も日々ご経方も日々ご経方も日々ご経験験験験されていることだと思いますけれされていることだと思いますけれされていることだと思いますけれされていることだと思いますけれどどどども、これが広域自治体のも、これが広域自治体のも、これが広域自治体のも、これが広域自治体の役割役割役割役割とする部とする部とする部とする部

分ということ。あと、分ということ。あと、分ということ。あと、分ということ。あと、統統統統一一一一的的的的に行うということもに行うということもに行うということもに行うということも少少少少し加えておきましたけれし加えておきましたけれし加えておきましたけれし加えておきましたけれどどどども、も、も、も、府府府府県県県県全全全全

体で体で体で体で統統統統一しなければならないような一しなければならないような一しなければならないような一しなければならないような業務業務業務業務についても広域自治体のについても広域自治体のについても広域自治体のについても広域自治体の役割役割役割役割としてあるわけです。としてあるわけです。としてあるわけです。としてあるわけです。

あと、あと、あと、あと、補完補完補完補完です。市です。市です。市です。市町村町村町村町村がががが住民サ住民サ住民サ住民サーーーービスビスビスビスをををを純然純然純然純然にににに担担担担えないようなえないようなえないようなえないようなケケケケーーーーススススがががが起起起起こってくる。こってくる。こってくる。こってくる。

そのそのそのその場場場場合に、それを合に、それを合に、それを合に、それをカカカカバーしてバーしてバーしてバーしてややややる、る、る、る、補完補完補完補完してしてしてしてややややるるるる役割役割役割役割が、が、が、が、府府府府県の県の県の県の非常非常非常非常に重に重に重に重要要要要な、大な、大な、大な、大切切切切なななな

機機機機能能能能としてとしてとしてとして位置づ位置づ位置づ位置づけられているわけです。市けられているわけです。市けられているわけです。市けられているわけです。市町村町村町村町村、特に、特に、特に、特に農村農村農村農村部を部を部を部を抱抱抱抱えて、人えて、人えて、人えて、人口口口口がががが少少少少なくて、なくて、なくて、なくて、

産業産業産業産業がががが余余余余りなくて、財政りなくて、財政りなくて、財政りなくて、財政力力力力もないというような市もないというような市もないというような市もないというような市町村町村町村町村をををを抱抱抱抱えている都えている都えている都えている都道府道府道府道府県、県、県、県、実実実実はこういはこういはこういはこうい

うところの方がうところの方がうところの方がうところの方が圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的に日本ではに日本ではに日本ではに日本では多多多多いわけです。そういうところほいわけです。そういうところほいわけです。そういうところほいわけです。そういうところほど府ど府ど府ど府県の県の県の県の役割役割役割役割は大きいは大きいは大きいは大きい

と思っております。それはなと思っております。それはなと思っております。それはなと思っております。それはなぜぜぜぜかというと、そういった地域のかというと、そういった地域のかというと、そういった地域のかというと、そういった地域の暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えるために、えるために、えるために、えるために、府府府府

県が県が県が県が徹底徹底徹底徹底してそういった財政してそういった財政してそういった財政してそういった財政力力力力のののの弱弱弱弱い自治体、その自治体の中にある地域をい自治体、その自治体の中にある地域をい自治体、その自治体の中にある地域をい自治体、その自治体の中にある地域を補完補完補完補完してしてしてしてややややるるるる

ことがことがことがことが必要必要必要必要であり、その地域の自治をであり、その地域の自治をであり、その地域の自治をであり、その地域の自治を支援支援支援支援してしてしてしてややややるというるというるというるという役割役割役割役割をををを持持持持っているからだと思っっているからだと思っっているからだと思っっているからだと思っ

ているのです。ているのです。ているのです。ているのです。

もう一つ、これも先ほもう一つ、これも先ほもう一つ、これも先ほもう一つ、これも先ほどどどどの市の市の市の市町村町村町村町村とととと同じ同じ同じ同じことですけれことですけれことですけれことですけれどどどども、も、も、も、府府府府県も県も県も県もややややはりはりはりはり総総総総合行政体な合行政体な合行政体な合行政体な

のです。のです。のです。のです。例例例例えば、えば、えば、えば、何何何何かかかか災害災害災害災害がががが起起起起こったというこったというこったというこったという場場場場合に、合に、合に、合に、災害災害災害災害対策本部がつくられます。これ対策本部がつくられます。これ対策本部がつくられます。これ対策本部がつくられます。これ

ははははどどどどこの都この都この都この都道府道府道府道府県もつくられますけれ県もつくられますけれ県もつくられますけれ県もつくられますけれどどどども、そのときに、も、そのときに、も、そのときに、も、そのときに、例例例例えばえばえばえば土木土木土木土木部部部部局局局局だけが行って、だけが行って、だけが行って、だけが行って、

災害災害災害災害対策本部ができるわけがなくて、対策本部ができるわけがなくて、対策本部ができるわけがなくて、対策本部ができるわけがなくて、福祉福祉福祉福祉であれであれであれであれ医療医療医療医療であれ教であれ教であれ教であれ教育育育育であれ、あらであれ、あらであれ、あらであれ、あらゆゆゆゆる部る部る部る部局局局局がががが

協力協力協力協力してしてしてして災害災害災害災害対策本部をつくる。な対策本部をつくる。な対策本部をつくる。な対策本部をつくる。なぜぜぜぜかというと、地域をかというと、地域をかというと、地域をかというと、地域を復旧復旧復旧復旧するというのは、まさにするというのは、まさにするというのは、まさにするというのは、まさに総総総総

合行政として合行政として合行政として合行政としてややややらないと、インらないと、インらないと、インらないと、インフラフラフラフラだけがだけがだけがだけが復旧復旧復旧復旧しましたでは、しましたでは、しましたでは、しましたでは、災害災害災害災害対策にならないもので対策にならないもので対策にならないもので対策にならないもので

す。そういうす。そういうす。そういうす。そういう観点観点観点観点から、から、から、から、防災防災防災防災一つとっても、一つとっても、一つとっても、一つとっても、総総総総合行政体であるということは合行政体であるということは合行政体であるということは合行政体であるということは欠欠欠欠かせないわかせないわかせないわかせないわ

けです。そういう機けです。そういう機けです。そういう機けです。そういう機能能能能が、が、が、が、実実実実はははは府府府府県にはあるということなのです。県にはあるということなのです。県にはあるということなのです。県にはあるということなのです。

奈良県奈良県奈良県奈良県内内内内の市の市の市の市町村町村町村町村の特の特の特の特徴徴徴徴を見てを見てを見てを見てみみみみますと、人ますと、人ますと、人ますと、人口口口口が１が１が１が１万万万万人人人人未満未満未満未満のののの町村町村町村町村が１が１が１が１８８８８ございまして、ございまして、ございまして、ございまして、

これはこれはこれはこれは全国全国全国全国平平平平均均均均よりもかなりよりもかなりよりもかなりよりもかなり多多多多いいいい割割割割合を合を合を合を示示示示しているわけです。つまり、人しているわけです。つまり、人しているわけです。つまり、人しているわけです。つまり、人口口口口がががが少少少少なくて、なくて、なくて、なくて、

経済経済経済経済力力力力も小さくて、財政も小さくて、財政も小さくて、財政も小さくて、財政力力力力も高くないも高くないも高くないも高くない町村町村町村町村がががが多多多多いということです。それ自いということです。それ自いということです。それ自いということです。それ自身身身身がががが問題問題問題問題だとかだとかだとかだとか

そんなことをそんなことをそんなことをそんなことを言言言言っているわけではございません。私自っているわけではございません。私自っているわけではございません。私自っているわけではございません。私自身身身身は、小さな自治というのは大は、小さな自治というのは大は、小さな自治というのは大は、小さな自治というのは大変変変変重重重重

要要要要なものだと思っておりまして、そういった自治体が機なものだと思っておりまして、そういった自治体が機なものだと思っておりまして、そういった自治体が機なものだと思っておりまして、そういった自治体が機能能能能できるようにするできるようにするできるようにするできるようにする役割役割役割役割を奈良県を奈良県を奈良県を奈良県

はははは持持持持っているのだということがここでっているのだということがここでっているのだということがここでっているのだということがここで確確確確認したいことでございます。認したいことでございます。認したいことでございます。認したいことでございます。

県県県県内内内内で見ると、県ので見ると、県ので見ると、県ので見ると、県の北北北北部は奈良市だとか生部は奈良市だとか生部は奈良市だとか生部は奈良市だとか生駒駒駒駒市だとか。市だとか。市だとか。市だとか。南南南南部は広大な山部は広大な山部は広大な山部は広大な山岳岳岳岳地地地地帯帯帯帯が広がるが広がるが広がるが広がる

わけですけれわけですけれわけですけれわけですけれどどどども、こういった地域間のも、こういった地域間のも、こういった地域間のも、こういった地域間の格差格差格差格差が大が大が大が大変変変変大きいという特大きいという特大きいという特大きいという特徴徴徴徴がございます。がございます。がございます。がございます。
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一方で、市一方で、市一方で、市一方で、市町村町村町村町村の財政の財政の財政の財政状況状況状況状況はははは全国全国全国全国でもでもでもでも最最最最もももも悪悪悪悪いいいい指標指標指標指標がある。がある。がある。がある。例例例例えば、経えば、経えば、経えば、経常収支比率常収支比率常収支比率常収支比率は、は、は、は、

自治体の自治体の自治体の自治体の運転資金運転資金運転資金運転資金のののの運運運運用用用用状況状況状況状況を見る上では一を見る上では一を見る上では一を見る上では一番番番番わかりわかりわかりわかりややややすいわけです。これなすいわけです。これなすいわけです。これなすいわけです。これなどどどどもももも全国全国全国全国でででで

最最最最もももも悪悪悪悪いいいい状況状況状況状況だということで、財政だということで、財政だということで、財政だということで、財政力力力力もももも弱弱弱弱い市い市い市い市町村町村町村町村がががが多多多多いということです。職員のいということです。職員のいということです。職員のいということです。職員の数数数数も大も大も大も大

変減変減変減変減らされてきていますので、地域をらされてきていますので、地域をらされてきていますので、地域をらされてきていますので、地域を支支支支える市える市える市える市町村町村町村町村のののの力力力力というのが、以というのが、以というのが、以というのが、以前前前前にににに比べ比べ比べ比べるとるとるとると弱弱弱弱まままま

ってきているのではないかというってきているのではないかというってきているのではないかというってきているのではないかという気気気気がします。そういった市がします。そういった市がします。そういった市がします。そういった市町村町村町村町村のののの抱抱抱抱えているえているえているえている状況状況状況状況の中で、の中で、の中で、の中で、

奈良県が奈良県が奈良県が奈良県がどどどどういうういうういうういう役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたすべべべべきなのかというきなのかというきなのかというきなのかという視点視点視点視点が、この関西広域連合のが、この関西広域連合のが、この関西広域連合のが、この関西広域連合の問題問題問題問題を考えを考えを考えを考え

る上でも、まる上でも、まる上でも、まる上でも、まずベずベずベずベーーーーススススにににに置置置置かれなければならない話だろうと思っています。かれなければならない話だろうと思っています。かれなければならない話だろうと思っています。かれなければならない話だろうと思っています。

そこで、これまで奈良県が取りそこで、これまで奈良県が取りそこで、これまで奈良県が取りそこで、これまで奈良県が取り組組組組まれてきた県のまれてきた県のまれてきた県のまれてきた県の果果果果たすたすたすたすべべべべきききき役割役割役割役割を見させていただきまを見させていただきまを見させていただきまを見させていただきま

すと、奈良すと、奈良すと、奈良すと、奈良モデルモデルモデルモデルとととと銘打銘打銘打銘打たれている取りたれている取りたれている取りたれている取り組み組み組み組みがございます。これは県がございます。これは県がございます。これは県がございます。これは県内内内内市市市市町村町村町村町村のののの多多多多様な自様な自様な自様な自

治を治を治を治を支援支援支援支援するするするする仕組み仕組み仕組み仕組みだろうと私自だろうと私自だろうと私自だろうと私自身身身身はははは読み読み読み読み取りました。取りました。取りました。取りました。具具具具体体体体的的的的には３つに、これは県自には３つに、これは県自には３つに、これは県自には３つに、これは県自身身身身

が分が分が分が分類類類類されていますけれされていますけれされていますけれされていますけれどどどども、先ほも、先ほも、先ほも、先ほどどどどのののの徹底徹底徹底徹底したしたしたした補完補完補完補完ををををややややっていこうというっていこうというっていこうというっていこうという内容内容内容内容でございでございでございでござい

まして、１つは、まして、１つは、まして、１つは、まして、１つは、垂直補完垂直補完垂直補完垂直補完と県は呼んでますけれと県は呼んでますけれと県は呼んでますけれと県は呼んでますけれどどどども、これは市も、これは市も、これは市も、これは市町村町村町村町村から、これはもうから、これはもうから、これはもうから、これはもうちちちち

ょっとできないので県がょっとできないので県がょっとできないので県がょっとできないので県がややややってください、ってください、ってください、ってください、ややややってもらえないかというってもらえないかというってもらえないかというってもらえないかという形形形形で、県へで、県へで、県へで、県へ移譲移譲移譲移譲されされされされ

てくる。それによって、市てくる。それによって、市てくる。それによって、市てくる。それによって、市町村町村町村町村が自立が自立が自立が自立的的的的に機に機に機に機能能能能するだけのするだけのするだけのするだけの力力力力をををを維持維持維持維持するといいますか、そするといいますか、そするといいますか、そするといいますか、そ

ういうういうういうういう形形形形をををを補完補完補完補完というものをというものをというものをというものを掲掲掲掲げられている。また、げられている。また、げられている。また、げられている。また、逆権逆権逆権逆権限限限限移譲移譲移譲移譲というのも含めて構わなというのも含めて構わなというのも含めて構わなというのも含めて構わな

いと思うのですが、そのほかにも県の市いと思うのですが、そのほかにも県の市いと思うのですが、そのほかにも県の市いと思うのですが、そのほかにも県の市町村支援町村支援町村支援町村支援というのも行っていることによって、いというのも行っていることによって、いというのも行っていることによって、いというのも行っていることによって、い

ろんな市ろんな市ろんな市ろんな市町村町村町村町村をををを支支支支えていこうというえていこうというえていこうというえていこうという姿勢姿勢姿勢姿勢があるということです。また、これはがあるということです。また、これはがあるということです。また、これはがあるということです。また、これは水水水水平平平平補完補完補完補完とととと

呼ばれてますけれ呼ばれてますけれ呼ばれてますけれ呼ばれてますけれどどどども、市も、市も、市も、市町村同士町村同士町村同士町村同士で連で連で連で連携携携携してうまくしてうまくしてうまくしてうまくややややってくれと。ってくれと。ってくれと。ってくれと。例例例例えば、市えば、市えば、市えば、市町村同士町村同士町村同士町村同士

で広域連合をつくるのもそうだし、で広域連合をつくるのもそうだし、で広域連合をつくるのもそうだし、で広域連合をつくるのもそうだし、何何何何か連か連か連か連携携携携するのもそうだし、するのもそうだし、するのもそうだし、するのもそうだし、組組組組合方合方合方合方式式式式で事で事で事で事業業業業のののの負担負担負担負担をををを

軽軽軽軽くするのもそうだし、それに対して県がくするのもそうだし、それに対して県がくするのもそうだし、それに対して県がくするのもそうだし、それに対して県が積極的積極的積極的積極的に関に関に関に関与与与与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で、で、で、で、基基基基本本本本的的的的にはにはにはには

市市市市町村同士町村同士町村同士町村同士の連の連の連の連携携携携を進めるを進めるを進めるを進める水水水水平平平平補完補完補完補完というものの考え方として上げられているわけです。というものの考え方として上げられているわけです。というものの考え方として上げられているわけです。というものの考え方として上げられているわけです。

さらに、県から市さらに、県から市さらに、県から市さらに、県から市町村町村町村町村へへへへ権権権権限を限を限を限を移譲移譲移譲移譲するという、これは分するという、これは分するという、これは分するという、これは分権改革権改革権改革権改革にににに沿沿沿沿ったったったった流流流流れですけれれですけれれですけれれですけれどどどど

も、こういうも、こういうも、こういうも、こういう形形形形で事で事で事で事務務務務事事事事業業業業をををを非常非常非常非常にににに細細細細かくかくかくかく整理整理整理整理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モデルモデルモデルモデルがございます。がございます。がございます。がございます。

これは、奈良県のように、都市とのこれは、奈良県のように、都市とのこれは、奈良県のように、都市とのこれは、奈良県のように、都市との格差格差格差格差が大きい地域をが大きい地域をが大きい地域をが大きい地域を統統統統治する治する治する治する府府府府県の県の県の県の役割役割役割役割としては、としては、としては、としては、

極極極極めてめてめてめて適切適切適切適切な考え方ではないかと考えているのです。な考え方ではないかと考えているのです。な考え方ではないかと考えているのです。な考え方ではないかと考えているのです。

同じ同じ同じ同じようなようなようなような実実実実は考え方をとってきていたのが長野県でございまして、長野県もこの奈良は考え方をとってきていたのが長野県でございまして、長野県もこの奈良は考え方をとってきていたのが長野県でございまして、長野県もこの奈良は考え方をとってきていたのが長野県でございまして、長野県もこの奈良

モデルモデルモデルモデルとととと非常非常非常非常にににに近近近近いいいいモデルモデルモデルモデルというのをつくられてきていました。２００４年に「というのをつくられてきていました。２００４年に「というのをつくられてきていました。２００４年に「というのをつくられてきていました。２００４年に「未来未来未来未来へのへのへのへの

提言提言提言提言」という、これは長野県の」という、これは長野県の」という、これは長野県の」という、これは長野県の総総総総合合合合計画審計画審計画審計画審議会の議会の議会の議会の最最最最終答申のタイト終答申のタイト終答申のタイト終答申のタイトルルルルですけれですけれですけれですけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その

副副副副題題題題に「コに「コに「コに「コモモモモンンンンズズズズからはからはからはからはじじじじまる、まる、まる、まる、信州ルネッサ信州ルネッサ信州ルネッサ信州ルネッサンンンンス革ス革ス革ス革命」という副命」という副命」という副命」という副題題題題がつけられていると。がつけられていると。がつけられていると。がつけられていると。

このコこのコこのコこのコモモモモンンンンズズズズというのはというのはというのはというのは何何何何かということで、このかということで、このかということで、このかということで、この言葉言葉言葉言葉自自自自身身身身はははは非常非常非常非常にににに多義的多義的多義的多義的で、人によってで、人によってで、人によってで、人によって
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解釈解釈解釈解釈もももも違違違違うし、うし、うし、うし、幾幾幾幾ららららどどどどうううう言言言言っても、だれからもわからないとっても、だれからもわからないとっても、だれからもわからないとっても、だれからもわからないと言言言言われるわれるわれるわれる言葉言葉言葉言葉なのですけれなのですけれなのですけれなのですけれどどどど

も、私自も、私自も、私自も、私自身身身身、この、この、この、この言葉言葉言葉言葉というのは、コというのは、コというのは、コというのは、コミュニティミュニティミュニティミュニティーのことだとーのことだとーのことだとーのことだと解釈解釈解釈解釈しております。一応長しております。一応長しております。一応長しております。一応長

野県の説明によると、それ野県の説明によると、それ野県の説明によると、それ野県の説明によると、それぞぞぞぞれの地域、その地域でれの地域、その地域でれの地域、その地域でれの地域、その地域で暮暮暮暮らし、その地域をつくっていく人間らし、その地域をつくっていく人間らし、その地域をつくっていく人間らし、その地域をつくっていく人間

的的的的なきなきなきなきずずずずなを意なを意なを意なを意味味味味するするするするキキキキーーーーワワワワーーーードドドド、これはよくわかりませんけれ、これはよくわかりませんけれ、これはよくわかりませんけれ、これはよくわかりませんけれどどどども、もも、もも、もも、もややややっと地域のっと地域のっと地域のっと地域の暮暮暮暮

らしらしらしらしやややや人々のことを人々のことを人々のことを人々のことを指指指指しているなと、そのつながりをしているなと、そのつながりをしているなと、そのつながりをしているなと、そのつながりを指指指指しているなということはしているなということはしているなということはしているなということは読み読み読み読み取る取る取る取る

ことができるわけです。また、別のことができるわけです。また、別のことができるわけです。また、別のことができるわけです。また、別の箇所箇所箇所箇所では、このコでは、このコでは、このコでは、このコモモモモンンンンズズズズというのは、というのは、というのは、というのは、豊豊豊豊かなかなかなかな社社社社会に会に会に会に必必必必

要要要要な大な大な大な大切切切切なものです。これはなものです。これはなものです。これはなものです。これは社社社社会会会会的共通資的共通資的共通資的共通資本と本と本と本と書書書書きましたけれきましたけれきましたけれきましたけれどどどども、これは地域も、これは地域も、これは地域も、これは地域社社社社会であ会であ会であ会であ

ったり自ったり自ったり自ったり自然然然然であったり、であったり、であったり、であったり、文化文化文化文化、教、教、教、教育育育育、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、医療医療医療医療、またその、またその、またその、またその農村農村農村農村そのものです、そのものです、そのものです、そのものです、景観景観景観景観とかとかとかとか

も含も含も含も含みみみみます、そういったものをます、そういったものをます、そういったものをます、そういったものをみずみずみずみずからの思いのものに生からの思いのものに生からの思いのものに生からの思いのものに生みみみみ出し、はぐく出し、はぐく出し、はぐく出し、はぐくみみみみ、あるいはそ、あるいはそ、あるいはそ、あるいはそ

の機の機の機の機能能能能がががが十十十十分に生かせるように分に生かせるように分に生かせるように分に生かせるように管理・維持管理・維持管理・維持管理・維持し、それし、それし、それし、それぞぞぞぞれの地域れの地域れの地域れの地域的的的的、、、、文化的環境文化的環境文化的環境文化的環境に応に応に応に応じじじじて、て、て、て、

市市市市民民民民の生の生の生の生活活活活にににに最最最最もももも適適適適したしたしたした形形形形にするためのにするためのにするためのにするための協協協協働働働働のののの仕組み仕組み仕組み仕組み、市、市、市、市民民民民がががが協協協協働働働働でつくっていくものででつくっていくものででつくっていくものででつくっていくもので

あるということなのです。この意あるということなのです。この意あるということなのです。この意あるということなのです。この意味味味味合いというのは、地域の人た合いというのは、地域の人た合いというのは、地域の人た合いというのは、地域の人たちちちちが元が元が元が元気気気気に、自分たに、自分たに、自分たに、自分たちちちちのののの

地域地域地域地域社社社社会を会を会を会を守守守守っていく取りっていく取りっていく取りっていく取り組み組み組み組みを行うことが大事です。それを市を行うことが大事です。それを市を行うことが大事です。それを市を行うことが大事です。それを市町村町村町村町村、そして広域自治体、そして広域自治体、そして広域自治体、そして広域自治体

であるであるであるである府府府府県が県が県が県が支支支支えていくという取りえていくという取りえていくという取りえていくという取り組み組み組み組みがががが必要必要必要必要なのだという、そういうなのだという、そういうなのだという、そういうなのだという、そういうメメメメッッッッセセセセーーーージジジジをををを発発発発しししし

ていたものなのです。ていたものなのです。ていたものなのです。ていたものなのです。

具具具具体体体体的的的的ににににどどどどういうことを長野県が考えていたのかというのが次のういうことを長野県が考えていたのかというのが次のういうことを長野県が考えていたのかというのが次のういうことを長野県が考えていたのかというのが次の図図図図ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、例例例例ええええ

ば、特ば、特ば、特ば、特定定定定事事事事務受務受務受務受託託託託とあります。これは特に小さなとあります。これは特に小さなとあります。これは特に小さなとあります。これは特に小さな町や村町や村町や村町や村でできないでできないでできないでできない仕仕仕仕事を事を事を事を引引引引きききき受受受受けるといけるといけるといけるとい

うことで、奈良県のうことで、奈良県のうことで、奈良県のうことで、奈良県の権権権権限の限の限の限の逆移譲逆移譲逆移譲逆移譲とととと似似似似たようなものをたようなものをたようなものをたようなものを指指指指しているわけです。また、県からしているわけです。また、県からしているわけです。また、県からしているわけです。また、県から

市市市市町村町村町村町村へのへのへのへの支援支援支援支援ということでは、人ということでは、人ということでは、人ということでは、人的的的的なななな支援支援支援支援ををををどどどどんんんんどどどどんしていく中で、地域の財政なり、んしていく中で、地域の財政なり、んしていく中で、地域の財政なり、んしていく中で、地域の財政なり、

産業産業産業産業のののの育育育育成なり、そういったものを成なり、そういったものを成なり、そういったものを成なり、そういったものを支支支支えていくというような取りえていくというような取りえていくというような取りえていくというような取り組み組み組み組みがされているわけでがされているわけでがされているわけでがされているわけで

す。また、市す。また、市す。また、市す。また、市町村町村町村町村の自の自の自の自発発発発的的的的な取りな取りな取りな取り組み組み組み組み、つまり奈良、つまり奈良、つまり奈良、つまり奈良モデルモデルモデルモデルでいうとでいうとでいうとでいうと水水水水平平平平補完補完補完補完という考え方という考え方という考え方という考え方

です。これについては、です。これについては、です。これについては、です。これについては、例例例例えば広域連合、市えば広域連合、市えば広域連合、市えば広域連合、市町村町村町村町村間の広域連合、これも間の広域連合、これも間の広域連合、これも間の広域連合、これも実実実実際際際際できてるわけできてるわけできてるわけできてるわけ

ですけれですけれですけれですけれどどどども、をも、をも、をも、を活活活活用していくとか、広域連合では用していくとか、広域連合では用していくとか、広域連合では用していくとか、広域連合ではカカカカバーしバーしバーしバーし切切切切れないれないれないれない町村町村町村町村独独独独自の行政自の行政自の行政自の行政需需需需要要要要

にこたえるために、にこたえるために、にこたえるために、にこたえるために、町村町村町村町村連合というものをつくっていくようなことも考えられるのではな連合というものをつくっていくようなことも考えられるのではな連合というものをつくっていくようなことも考えられるのではな連合というものをつくっていくようなことも考えられるのではな

いですかと。そのために、職員いですかと。そのために、職員いですかと。そのために、職員いですかと。そのために、職員や権や権や権や権限の限の限の限の移譲移譲移譲移譲というのもしていてはというのもしていてはというのもしていてはというのもしていてはどどどどうでしょうかといううでしょうかといううでしょうかといううでしょうかという

ようなものをようなものをようなものをようなものを抱抱抱抱いているわけです。いているわけです。いているわけです。いているわけです。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県のモデルモデルモデルモデルにしろ、この長野県のにしろ、この長野県のにしろ、この長野県のにしろ、この長野県のモデルモデルモデルモデルにしろ、大都市というのは人にしろ、大都市というのは人にしろ、大都市というのは人にしろ、大都市というのは人口口口口３０３０３０３０万万万万人、人、人、人、

４０４０４０４０万万万万人ぐらいの都市から、人人ぐらいの都市から、人人ぐらいの都市から、人人ぐらいの都市から、人口口口口１１１１，，，，０００人に０００人に０００人に０００人に満満満満たないようなたないようなたないようなたないような町村町村町村町村をををを抱抱抱抱えている自治体えている自治体えている自治体えている自治体

まで含めて、まで含めて、まで含めて、まで含めて、同じ同じ同じ同じ県県県県民民民民のののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えていく、県えていく、県えていく、県えていく、県民民民民が元が元が元が元気気気気になるような取りになるような取りになるような取りになるような取り組み組み組み組みをををを支援支援支援支援しししし

ていくという思いというのはていくという思いというのはていくという思いというのはていくという思いというのは同じ同じ同じ同じだと思っています。だと思っています。だと思っています。だと思っています。府府府府県という意県という意県という意県という意味味味味での広域自治体のでの広域自治体のでの広域自治体のでの広域自治体の最最最最
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も重も重も重も重要要要要な機な機な機な機能能能能はここにあると思っております。はここにあると思っております。はここにあると思っております。はここにあると思っております。

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問題問題問題問題を考えるときにも、そのを考えるときにも、そのを考えるときにも、そのを考えるときにも、その視点視点視点視点というのは、一というのは、一というのは、一というのは、一番番番番大大大大切切切切にしてほしいとにしてほしいとにしてほしいとにしてほしいと

思っているところなのです。関西広域連合は、思っているところなのです。関西広域連合は、思っているところなのです。関西広域連合は、思っているところなのです。関西広域連合は、府府府府県の事県の事県の事県の事務務務務のののの持ち持ち持ち持ち寄寄寄寄りなので、りなので、りなので、りなので、どどどどうしてもうしてもうしてもうしても

そこのところがそこのところがそこのところがそこのところが抜抜抜抜けがけがけがけがちちちちになってしまいます。になってしまいます。になってしまいます。になってしまいます。例例例例えば、えば、えば、えば、京京京京都都都都府府府府でも、市でも、市でも、市でも、市町村町村町村町村から関西広域から関西広域から関西広域から関西広域

連合について話を連合について話を連合について話を連合について話を聞聞聞聞きたいといっても、それについては、市きたいといっても、それについては、市きたいといっても、それについては、市きたいといっても、それについては、市町村町村町村町村には関係がないというには関係がないというには関係がないというには関係がないという形形形形

でででで無無無無視視視視されたというされたというされたというされたというケケケケーーーーススススもあったわけです。しかし、本当に関係がないのかもあったわけです。しかし、本当に関係がないのかもあったわけです。しかし、本当に関係がないのかもあったわけです。しかし、本当に関係がないのかどどどどうかというかというかというかとい

うのは、そううのは、そううのは、そううのは、そう簡単簡単簡単簡単にににに決決決決めれる話ではないのであって、しかも地方自治体がめれる話ではないのであって、しかも地方自治体がめれる話ではないのであって、しかも地方自治体がめれる話ではないのであって、しかも地方自治体が何何何何をををを最最最最終終終終的的的的にはにはにはには

目目目目的的的的にしてるかというと、にしてるかというと、にしてるかというと、にしてるかというと、住民サ住民サ住民サ住民サーーーービスビスビスビスをををを支支支支えるということですから、そういうことを考えるということですから、そういうことを考えるということですから、そういうことを考えるということですから、そういうことを考

えると、市えると、市えると、市えると、市町村町村町村町村をををを無無無無視視視視するというのはありするというのはありするというのはありするというのはあり得得得得ない話なのであって、そういう意ない話なのであって、そういう意ない話なのであって、そういう意ない話なのであって、そういう意味味味味では、奈では、奈では、奈では、奈

良県がこれまで取り良県がこれまで取り良県がこれまで取り良県がこれまで取り組組組組まれてきたというのは、関西広域連合に加まれてきたというのは、関西広域連合に加まれてきたというのは、関西広域連合に加まれてきたというのは、関西広域連合に加入入入入するかするかするかするかどどどどうかというこうかというこうかというこうかというこ

とを考える上では重とを考える上では重とを考える上では重とを考える上では重要要要要なななな視視視視座を座を座を座を与与与与えているものであって、そのえているものであって、そのえているものであって、そのえているものであって、その視点視点視点視点というのは大事にしてというのは大事にしてというのは大事にしてというのは大事にして

ほしいと思っております。ほしいと思っております。ほしいと思っております。ほしいと思っております。

では、関西広域連合の話についてでは、関西広域連合の話についてでは、関西広域連合の話についてでは、関西広域連合の話について入入入入っていきたいと思います。これはこの委員会でも、っていきたいと思います。これはこの委員会でも、っていきたいと思います。これはこの委員会でも、っていきたいと思います。これはこの委員会でも、

恐恐恐恐らく議会の本会議らく議会の本会議らく議会の本会議らく議会の本会議等等等等でも議論されてきたことだと思いますので、でも議論されてきたことだと思いますので、でも議論されてきたことだと思いますので、でも議論されてきたことだと思いますので、簡単簡単簡単簡単に見ていきたいとに見ていきたいとに見ていきたいとに見ていきたいと

思います。できたのは２０１０年１２月、構成思います。できたのは２０１０年１２月、構成思います。できたのは２０１０年１２月、構成思います。できたのは２０１０年１２月、構成団団団団体は体は体は体は７７７７つのつのつのつの府府府府県です。連県です。連県です。連県です。連携団携団携団携団体が３県あ体が３県あ体が３県あ体が３県あ

ります。そのうります。そのうります。そのうります。そのうちちちちの一つとして、奈良県が今あるわけです。４つの政の一つとして、奈良県が今あるわけです。４つの政の一つとして、奈良県が今あるわけです。４つの政の一つとして、奈良県が今あるわけです。４つの政令令令令指指指指定定定定都市が連都市が連都市が連都市が連携団携団携団携団

体になっていますけれ体になっていますけれ体になっていますけれ体になっていますけれどどどども、これが今度、構成も、これが今度、構成も、これが今度、構成も、これが今度、構成団団団団体に体に体に体に入入入入っていくというっていくというっていくというっていくという流流流流れになっているれになっているれになっているれになっている

わけです。わけです。わけです。わけです。

関西広域連合の事関西広域連合の事関西広域連合の事関西広域連合の事務務務務の分野ですけれの分野ですけれの分野ですけれの分野ですけれどどどども、も、も、も、７７７７つあるわけです。広域つあるわけです。広域つあるわけです。広域つあるわけです。広域防災防災防災防災、広域、広域、広域、広域観観観観光光光光・文・文・文・文

化化化化振興、広域振興、広域振興、広域振興、広域産業産業産業産業振興、広域振興、広域振興、広域振興、広域医療医療医療医療、広域、広域、広域、広域環境環境環境環境保保保保全全全全、、、、資格資格資格資格試試試試験・験・験・験・免免免免許許許許等等等等、広域職員、広域職員、広域職員、広域職員研修研修研修研修といといといとい

うことになっているわけで、それうことになっているわけで、それうことになっているわけで、それうことになっているわけで、それぞぞぞぞれのれのれのれの府府府府県が分県が分県が分県が分担担担担して事して事して事して事務局務局務局務局をををを置置置置くという体制になってくという体制になってくという体制になってくという体制になって

おるわけでございます。２つおるわけでございます。２つおるわけでございます。２つおるわけでございます。２つ目目目目の大きなものが、の大きなものが、の大きなものが、の大きなものが、国国国国の出先機関からの事の出先機関からの事の出先機関からの事の出先機関からの事務権務権務権務権限の限の限の限の移譲移譲移譲移譲、こ、こ、こ、こ

のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿になるということです。になるということです。になるということです。になるということです。将将将将来的来的来的来的には、上には、上には、上には、上記記記記のののの７７７７分野の事分野の事分野の事分野の事務務務務のののの拡拡拡拡充、この中充、この中充、この中充、この中身身身身を大を大を大を大

きくしていくということと、あと新たな分野の事きくしていくということと、あと新たな分野の事きくしていくということと、あと新たな分野の事きくしていくということと、あと新たな分野の事務務務務をつけ加えていくということが、方をつけ加えていくということが、方をつけ加えていくということが、方をつけ加えていくということが、方向向向向

性性性性としてはとしてはとしてはとしては掲掲掲掲げられているということです。関西広域連合はこれからげられているということです。関西広域連合はこれからげられているということです。関西広域連合はこれからげられているということです。関西広域連合はこれからどどどどんんんんどどどどんそのんそのんそのんその役割役割役割役割がががが

大きくなっていくということが大きくなっていくということが大きくなっていくということが大きくなっていくということが読み読み読み読み取ることができるわけです。取ることができるわけです。取ることができるわけです。取ることができるわけです。

関西広域連合の設立の関西広域連合の設立の関西広域連合の設立の関西広域連合の設立のねねねねらいは、関西広域連合自らいは、関西広域連合自らいは、関西広域連合自らいは、関西広域連合自身身身身が出しているものですけれが出しているものですけれが出しているものですけれが出しているものですけれどどどども、３も、３も、３も、３

つつつつ掲掲掲掲げられております。１つげられております。１つげられております。１つげられております。１つ目目目目は分は分は分は分権権権権型型型型社社社社会の会の会の会の実現実現実現実現です。意です。意です。意です。意味味味味ががががちちちちょっとわかりにくいでょっとわかりにくいでょっとわかりにくいでょっとわかりにくいで

すけれすけれすけれすけれどどどど、分、分、分、分権権権権型型型型社社社社会の会の会の会の実現実現実現実現。２つ。２つ。２つ。２つ目目目目が関西が関西が関西が関西全全全全体の広域行政を体の広域行政を体の広域行政を体の広域行政を担担担担うううう責任責任責任責任主主主主体、３つ体、３つ体、３つ体、３つ目目目目はははは国国国国

の地方の地方の地方の地方支支支支分部分部分部分部局局局局、これは出先機関の事、これは出先機関の事、これは出先機関の事、これは出先機関の事務務務務のののの受受受受けけけけ皿づ皿づ皿づ皿づくりということで、くりということで、くりということで、くりということで、恐恐恐恐らく分らく分らく分らく分権権権権型型型型社社社社会会会会
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のののの実現実現実現実現と３つと３つと３つと３つ目目目目の出先機関の事の出先機関の事の出先機関の事の出先機関の事務務務務のののの受受受受けけけけ皿づ皿づ皿づ皿づくりというのは、くりというのは、くりというのは、くりというのは、団団団団体自治の体自治の体自治の体自治の強強強強化化化化という意という意という意という意味味味味

ではではではでは同じ同じ同じ同じことをことをことをことを指指指指していると思いますので、大きく分けると２つなのかなという、つまりしていると思いますので、大きく分けると２つなのかなという、つまりしていると思いますので、大きく分けると２つなのかなという、つまりしていると思いますので、大きく分けると２つなのかなという、つまり

受受受受けけけけ皿づ皿づ皿づ皿づくりと広域行政をきくりと広域行政をきくりと広域行政をきくりと広域行政をきちちちちっとっとっとっとややややっていくっていくっていくっていく責任責任責任責任主主主主体体体体づづづづくり、この２つが大きなくり、この２つが大きなくり、この２つが大きなくり、この２つが大きな目目目目的的的的にににに

なっているのだろうと思います。なっているのだろうと思います。なっているのだろうと思います。なっているのだろうと思います。

この関西広域連合を考える上で重この関西広域連合を考える上で重この関西広域連合を考える上で重この関西広域連合を考える上で重要要要要なのが、なのが、なのが、なのが、道州道州道州道州制との関係です。制との関係です。制との関係です。制との関係です。道州道州道州道州制というのは制というのは制というのは制というのは形形形形

態態態態としてとしてとしてとしてどどどどういうものにするのかわかりません。ういうものにするのかわかりません。ういうものにするのかわかりません。ういうものにするのかわかりません。単単単単にににに府府府府県を県を県を県を統統統統合するものになるのか、合するものになるのか、合するものになるのか、合するものになるのか、州州州州

ごとがごとがごとがごとが独独独独自の自の自の自の憲憲憲憲法法法法をををを持持持持って、いわば連って、いわば連って、いわば連って、いわば連邦邦邦邦制のようなものにするのかという、それが制のようなものにするのかという、それが制のようなものにするのかという、それが制のようなものにするのかという、それが将将将将来来来来像像像像

としてわからないわけですけれとしてわからないわけですけれとしてわからないわけですけれとしてわからないわけですけれどどどど、、、、共通共通共通共通しているのは、しているのは、しているのは、しているのは、現在現在現在現在のののの府府府府県がなくなるということ県がなくなるということ県がなくなるということ県がなくなるということ

です。ここは間です。ここは間です。ここは間です。ここは間違違違違いないわけです。関西広域連合をつくるときに、いないわけです。関西広域連合をつくるときに、いないわけです。関西広域連合をつくるときに、いないわけです。関西広域連合をつくるときに、道州道州道州道州制の制の制の制の布石布石布石布石にはしなにはしなにはしなにはしな

いという、いという、いという、いという、布石布石布石布石にするのだったら、にするのだったら、にするのだったら、にするのだったら、府府府府県知事は県知事は県知事は県知事はみずみずみずみずからのからのからのからの府府府府県なくすと県なくすと県なくすと県なくすと言言言言うことになるわうことになるわうことになるわうことになるわ

けですから。それはできないということで、そこはけですから。それはできないということで、そこはけですから。それはできないということで、そこはけですから。それはできないということで、そこは確確確確認されていることなのです。関西広認されていることなのです。関西広認されていることなのです。関西広認されていることなのです。関西広

域連合の方でも、広域連合というのはあくまで域連合の方でも、広域連合というのはあくまで域連合の方でも、広域連合というのはあくまで域連合の方でも、広域連合というのはあくまで府府府府県との県との県との県との併存併存併存併存をををを前提前提前提前提としたとしたとしたとした組組組組織織織織であり、広であり、広であり、広であり、広

域連合がそのまま域連合がそのまま域連合がそのまま域連合がそのまま道州道州道州道州制に制に制に制に転転転転嫁嫁嫁嫁するものではないということをするものではないということをするものではないということをするものではないということを言言言言っているわけです。っているわけです。っているわけです。っているわけです。道州道州道州道州

制は制は制は制は府府府府県制度の県制度の県制度の県制度の廃止廃止廃止廃止がががが前提前提前提前提だということをだということをだということをだということを言言言言われているわけです。ただ、われているわけです。ただ、われているわけです。ただ、われているわけです。ただ、道州道州道州道州制について制について制について制について

は、今後、関西広域連合のは、今後、関西広域連合のは、今後、関西広域連合のは、今後、関西広域連合の活動活動活動活動実実実実績績績績をををを積み積み積み積み重重重重ねねねねた上で、関西た上で、関西た上で、関西た上で、関西みずみずみずみずからがからがからがからが評価評価評価評価しししし検検検検討してい討してい討してい討してい

くくくく課課課課題題題題というようなというようなというようなというような言言言言い方はしているということなのです。一応、い方はしているということなのです。一応、い方はしているということなのです。一応、い方はしているということなのです。一応、視視視視座としてはそこまで座としてはそこまで座としてはそこまで座としてはそこまで

見ておく見ておく見ておく見ておく必要必要必要必要もあるのかと思っております。もあるのかと思っております。もあるのかと思っております。もあるのかと思っております。

このこのこのこの道州道州道州道州制に制に制に制に最最最最もももも熱熱熱熱心心心心なのが、関西でなのが、関西でなのが、関西でなのが、関西で恐恐恐恐らく大らく大らく大らく大阪阪阪阪府府府府です。その紹介もしておきたいと思です。その紹介もしておきたいと思です。その紹介もしておきたいと思です。その紹介もしておきたいと思

いますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、も、も、も、府府府府県の知事がたくさんいると、当県の知事がたくさんいると、当県の知事がたくさんいると、当県の知事がたくさんいると、当然然然然そのそのそのその府府府府県の県の県の県の将将将将来来来来であったり、であったり、であったり、であったり、道州道州道州道州制制制制

のののの将将将将来来来来だったり、考え方が異なるのは当だったり、考え方が異なるのは当だったり、考え方が異なるのは当だったり、考え方が異なるのは当然然然然なのです。なのです。なのです。なのです。例例例例えば大えば大えば大えば大阪阪阪阪府府府府ははははどどどどう考えているのかう考えているのかう考えているのかう考えているのか

ということを見ると、２００９年３月のということを見ると、２００９年３月のということを見ると、２００９年３月のということを見ると、２００９年３月の段階段階段階段階で、大で、大で、大で、大阪阪阪阪府府府府が出している「大が出している「大が出している「大が出している「大阪発“阪発“阪発“阪発“地方分地方分地方分地方分権権権権

改革改革改革改革””””ビジビジビジビジョョョョン」という中のン」という中のン」という中のン」という中の図図図図を見ていただくと、を見ていただくと、を見ていただくと、を見ていただくと、集集集集権権権権という部分がございまして、関西という部分がございまして、関西という部分がございまして、関西という部分がございまして、関西

広域連合が設広域連合が設広域連合が設広域連合が設置置置置される、される、される、される、国国国国の出先機関が見の出先機関が見の出先機関が見の出先機関が見直直直直されるということで、ここに進んでるわけでされるということで、ここに進んでるわけでされるということで、ここに進んでるわけでされるということで、ここに進んでるわけで

す。これが第１す。これが第１す。これが第１す。これが第１フフフフェェェェーーーーズズズズとととと言言言言われているわけですが、その後、関西広域連合がわれているわけですが、その後、関西広域連合がわれているわけですが、その後、関西広域連合がわれているわけですが、その後、関西広域連合が拡拡拡拡充されま充されま充されま充されま

す。す。す。す。国国国国の出先機関のの出先機関のの出先機関のの出先機関の権権権権限、財限、財限、財限、財源源源源が広域連合にが広域連合にが広域連合にが広域連合に移譲移譲移譲移譲される。さらに、される。さらに、される。さらに、される。さらに、府府府府県県県県業務業務業務業務をををを集約集約集約集約されて、されて、されて、されて、

どどどどんんんんどどどどん出してくるだろうということになるわけです。その後、大ん出してくるだろうということになるわけです。その後、大ん出してくるだろうということになるわけです。その後、大ん出してくるだろうということになるわけです。その後、大阪阪阪阪府府府府では、では、では、では、遅遅遅遅くとも平くとも平くとも平くとも平

成３０年には関西成３０年には関西成３０年には関西成３０年には関西州州州州がががが実現実現実現実現すると。当すると。当すると。当すると。当然然然然、関西広域連合は、関西広域連合は、関西広域連合は、関西広域連合は解消解消解消解消されるということになるわされるということになるわされるということになるわされるということになるわ

けです。けです。けです。けです。

ちちちちななななみみみみに、大に、大に、大に、大阪阪阪阪府府府府のののの場場場場合、これにあわせて合、これにあわせて合、これにあわせて合、これにあわせて府内府内府内府内の市の市の市の市町村町村町村町村はすはすはすはすべべべべて中て中て中て中核核核核市にすると。中市にすると。中市にすると。中市にすると。中核核核核

市は人市は人市は人市は人口口口口３０３０３０３０万万万万人以上を人人以上を人人以上を人人以上を人口要口要口要口要件件件件にしていますけれにしていますけれにしていますけれにしていますけれどどどども、合も、合も、合も、合併併併併していくということがしていくということがしていくということがしていくということが想定想定想定想定
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されているのだろうと思います。つまり、されているのだろうと思います。つまり、されているのだろうと思います。つまり、されているのだろうと思います。つまり、府内府内府内府内の市の市の市の市町村町村町村町村がすがすがすがすべべべべて中て中て中て中核核核核市になれば、大市になれば、大市になれば、大市になれば、大阪阪阪阪府府府府

のののの業務業務業務業務はかなりはかなりはかなりはかなり軽軽軽軽くなるはくなるはくなるはくなるはずずずずなのです。だから、なのです。だから、なのです。だから、なのです。だから、どどどどんんんんどどどどんんんん業務業務業務業務を外へ出していって、関西を外へ出していって、関西を外へ出していって、関西を外へ出していって、関西

州州州州にしてしまってもいいのではないかという考え方になるのですけれにしてしまってもいいのではないかという考え方になるのですけれにしてしまってもいいのではないかという考え方になるのですけれにしてしまってもいいのではないかという考え方になるのですけれどどどど、こういう、こういう、こういう、こういう状況状況状況状況と、と、と、と、

例例例例えば奈良県だとかえば奈良県だとかえば奈良県だとかえば奈良県だとか和歌和歌和歌和歌山県だとか、中山間地域をたくさん山県だとか、中山間地域をたくさん山県だとか、中山間地域をたくさん山県だとか、中山間地域をたくさん抱抱抱抱えているえているえているえている府府府府県の県の県の県の状況状況状況状況とはとはとはとは多多多多

分分分分違違違違うだろうと思うのです。うだろうと思うのです。うだろうと思うのです。うだろうと思うのです。

これは大これは大これは大これは大阪阪阪阪維維維維新の会が、２０１１年９月３０日に、大新の会が、２０１１年９月３０日に、大新の会が、２０１１年９月３０日に、大新の会が、２０１１年９月３０日に、大阪阪阪阪府府府府議会がかなり議会がかなり議会がかなり議会がかなり熱熱熱熱心心心心に議論されに議論されに議論されに議論され

ていて、ていて、ていて、ていて、報告報告報告報告書書書書を出されてる、その一部なのですけれを出されてる、その一部なのですけれを出されてる、その一部なのですけれを出されてる、その一部なのですけれどどどども、も、も、も、ややややはりはりはりはり同じ同じ同じ同じような考え方をとような考え方をとような考え方をとような考え方をと

られているのです。大られているのです。大られているのです。大られているのです。大阪阪阪阪府府府府と大と大と大と大阪阪阪阪市が真ん中にあります。その上に関西広域連合がござい市が真ん中にあります。その上に関西広域連合がござい市が真ん中にあります。その上に関西広域連合がござい市が真ん中にあります。その上に関西広域連合がござい

ますけれますけれますけれますけれどどどども、そこに、今度も、そこに、今度も、そこに、今度も、そこに、今度予定予定予定予定されている大されている大されている大されている大阪阪阪阪都というものができても、都というものができても、都というものができても、都というものができても、どどどどんんんんどどどどん関西ん関西ん関西ん関西

広域連合に広域連合に広域連合に広域連合に仕仕仕仕事を事を事を事を回回回回していきましょうということです。その後、大していきましょうということです。その後、大していきましょうということです。その後、大していきましょうということです。その後、大阪阪阪阪都というのも都というのも都というのも都というのも解消解消解消解消しししし

てしまって、つまり今の大てしまって、つまり今の大てしまって、つまり今の大てしまって、つまり今の大阪阪阪阪府府府府というものをというものをというものをというものを解消解消解消解消してしまって、関西広域連合もしてしまって、関西広域連合もしてしまって、関西広域連合もしてしまって、関西広域連合も解消解消解消解消してしてしてして

しまって、関西しまって、関西しまって、関西しまって、関西州州州州というものにしてしまいましょうと、こういうというものにしてしまいましょうと、こういうというものにしてしまいましょうと、こういうというものにしてしまいましょうと、こういう流流流流れになっていくというれになっていくというれになっていくというれになっていくという

ことです。だから、関西広域連合というのは、ことです。だから、関西広域連合というのは、ことです。だから、関西広域連合というのは、ことです。だから、関西広域連合というのは、府府府府県の知事によって、もしくは知事という県の知事によって、もしくは知事という県の知事によって、もしくは知事という県の知事によって、もしくは知事という

か、か、か、か、府府府府県ごとによって思いが県ごとによって思いが県ごとによって思いが県ごとによって思いが違違違違うかもしれないのですけれうかもしれないのですけれうかもしれないのですけれうかもしれないのですけれどどどども、関西も、関西も、関西も、関西州州州州をををを想定想定想定想定したしたしたした府府府府県も県も県も県も

あるということは、一あるということは、一あるということは、一あるということは、一定頭定頭定頭定頭のののの隅隅隅隅にににに置置置置いていただいていいのかと思います。いていただいていいのかと思います。いていただいていいのかと思います。いていただいていいのかと思います。

将将将将来来来来の話もあるのですけれの話もあるのですけれの話もあるのですけれの話もあるのですけれどどどども、も、も、も、現在現在現在現在、関西広域連合は、関西広域連合は、関西広域連合は、関西広域連合はどどどどういう事ういう事ういう事ういう事務務務務をしているのかとをしているのかとをしているのかとをしているのかと

いうところに話をいうところに話をいうところに話をいうところに話を移移移移していきたいと思います。これは、関西広域連合が、紹介のところでしていきたいと思います。これは、関西広域連合が、紹介のところでしていきたいと思います。これは、関西広域連合が、紹介のところでしていきたいと思います。これは、関西広域連合が、紹介のところで

書書書書いているいているいているいている内容内容内容内容なので、ざっと見ていきたいと思います。なので、ざっと見ていきたいと思います。なので、ざっと見ていきたいと思います。なので、ざっと見ていきたいと思います。７７７７分野ごとに分野ごとに分野ごとに分野ごとに記述記述記述記述していますけしていますけしていますけしていますけ

れれれれどどどども、広域も、広域も、広域も、広域防災防災防災防災につきましては、広域につきましては、広域につきましては、広域につきましては、広域防災計画防災計画防災計画防災計画を策を策を策を策定定定定すると。地方自治すると。地方自治すると。地方自治すると。地方自治法法法法上、広域連合上、広域連合上、広域連合上、広域連合

というのは、広域というのは、広域というのは、広域というのは、広域計画計画計画計画をつくることがをつくることがをつくることがをつくることが求求求求められているわけです。ですから、関西広域連合められているわけです。ですから、関西広域連合められているわけです。ですから、関西広域連合められているわけです。ですから、関西広域連合

でも広域でも広域でも広域でも広域計画計画計画計画をつくって、それを分野ごとにをつくって、それを分野ごとにをつくって、それを分野ごとにをつくって、それを分野ごとに落落落落としとしとしとし込込込込んでいくという作んでいくという作んでいくという作んでいくという作業業業業がががが必要必要必要必要になる。になる。になる。になる。

そのそのそのその防災防災防災防災上の上の上の上の計画計画計画計画がこの関西広域がこの関西広域がこの関西広域がこの関西広域防災計画防災計画防災計画防災計画になるわけです。あと、そのになるわけです。あと、そのになるわけです。あと、そのになるわけです。あと、その実実実実施施施施要要要要領領領領であったであったであったであった

り、り、り、り、訓練訓練訓練訓練のののの実実実実施施施施、人、人、人、人材材材材育育育育成、成、成、成、救救救救援援援援物物物物資資資資のののの備蓄等備蓄等備蓄等備蓄等、調査、調査、調査、調査研究研究研究研究、こういったものが広域、こういったものが広域、こういったものが広域、こういったものが広域防災防災防災防災にににに

はある。広域はある。広域はある。広域はある。広域観観観観光光光光・文化・文化・文化・文化振興も振興も振興も振興も同じ同じ同じ同じでありまして、関西でありまして、関西でありまして、関西でありまして、関西観観観観光光光光・文化・文化・文化・文化振興振興振興振興計画計画計画計画を策を策を策を策定定定定する。する。する。する。

あと、あと、あと、あと、観観観観光光光光プロプロプロプロモモモモーーーーシシシショョョョンをンをンをンを実実実実施施施施したり、したり、したり、したり、案案案案内内内内表表表表示示示示をををを統統統統一するとかということを上げられ一するとかということを上げられ一するとかということを上げられ一するとかということを上げられ

ています。ています。ています。ています。産業産業産業産業振興についても、関西振興についても、関西振興についても、関西振興についても、関西産業ビジ産業ビジ産業ビジ産業ビジョョョョンという、広域のンという、広域のンという、広域のンという、広域の産業ビジ産業ビジ産業ビジ産業ビジョョョョンをつくるンをつくるンをつくるンをつくる

と。あと、公設と。あと、公設と。あと、公設と。あと、公設試試試試験験験験研究研究研究研究機関を連機関を連機関を連機関を連携携携携させていくとか、させていくとか、させていくとか、させていくとか、プロプロプロプロモモモモーーーーシシシショョョョンとかンとかンとかンとかビジネスビジネスビジネスビジネスママママッッッッチチチチ

ンンンンググググとかを行っていきます。広域とかを行っていきます。広域とかを行っていきます。広域とかを行っていきます。広域医療医療医療医療についても、関西広域についても、関西広域についても、関西広域についても、関西広域緊急緊急緊急緊急医療医療医療医療連連連連携計画携計画携計画携計画を策を策を策を策定定定定して、して、して、して、

あとあとあとあとドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリのののの配配配配置置置置、、、、運運運運航航航航を行っていく。広域を行っていく。広域を行っていく。広域を行っていく。広域環境環境環境環境保保保保全全全全についても、関西広域についても、関西広域についても、関西広域についても、関西広域環境環境環境環境保保保保

全計画全計画全計画全計画を策を策を策を策定定定定すると。関西すると。関西すると。関西すると。関西ススススタイタイタイタイルルルルののののエエエエココココポポポポイントのイントのイントのイントの試試試試行事行事行事行事業業業業だとか、だとか、だとか、だとか、電電電電気気気気自自自自動車動車動車動車のののの普普普普及及及及
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促促促促進のための取り進のための取り進のための取り進のための取り組み組み組み組み等等等等、、、、例例例例えば充えば充えば充えば充電電電電するためのするためのするためのするための施施施施設が設が設が設がどどどどこにあるかとか、そういうこにあるかとか、そういうこにあるかとか、そういうこにあるかとか、そういう統統統統一一一一

的的的的な地な地な地な地図図図図をつくるという話です。また、をつくるという話です。また、をつくるという話です。また、をつくるという話です。また、府府府府県を県を県を県を超超超超えたえたえたえた鳥獣保護鳥獣保護鳥獣保護鳥獣保護管理管理管理管理を取りを取りを取りを取り組組組組むむむむということということということということ

で、で、で、で、カワカワカワカワウウウウ対策を対策を対策を対策を具具具具体体体体的的的的に上げられています。に上げられています。に上げられています。に上げられています。資格資格資格資格試試試試験・験・験・験・免免免免許許許許等等等等では、調では、調では、調では、調理理理理師師師師だとかだとかだとかだとか製菓製菓製菓製菓

衛衛衛衛生生生生師師師師だとか、それだとか、それだとか、それだとか、それぞぞぞぞれのれのれのれの府府府府県県県県単位単位単位単位ででででややややっていたものをっていたものをっていたものをっていたものを共同共同共同共同ででででややややろうという取りろうという取りろうという取りろうという取り組み組み組み組みで、で、で、で、

それによって、それによって、それによって、それによって、規模規模規模規模の経済の経済の経済の経済性性性性をををを働働働働かせてコかせてコかせてコかせてコスススストをトをトをトを下下下下げていきましょうと。職員のげていきましょうと。職員のげていきましょうと。職員のげていきましょうと。職員の研修研修研修研修を一を一を一を一

緒緒緒緒ににににややややっていきましょうというようなことです。っていきましょうというようなことです。っていきましょうというようなことです。っていきましょうというようなことです。

７７７７分野以外のもう一つの大きな分野以外のもう一つの大きな分野以外のもう一つの大きな分野以外のもう一つの大きな柱柱柱柱としてとしてとしてとして国国国国の出先機関の事の出先機関の事の出先機関の事の出先機関の事務・権務・権務・権務・権限の限の限の限の移譲移譲移譲移譲ということでということでということでということで

すけれすけれすけれすけれどどどども、今、関西広域連合でも、今、関西広域連合でも、今、関西広域連合でも、今、関西広域連合でどどどどう考えているかというと、う考えているかというと、う考えているかというと、う考えているかというと、国国国国の出先機関がの出先機関がの出先機関がの出先機関が実実実実施施施施していしていしていしてい

る事る事る事る事務務務務のうのうのうのうちちちち、本、本、本、本省省省省、本、本、本、本省省省省というのはというのはというのはというのは国土国土国土国土交交交交通通通通省省省省とかとかとかとか環境環境環境環境省省省省とかです。本とかです。本とかです。本とかです。本省省省省においてにおいてにおいてにおいて実実実実施施施施

すすすすべべべべきものきものきものきものや府や府や府や府県、政県、政県、政県、政令令令令市において市において市において市において国国国国から事から事から事から事務移譲務移譲務移譲務移譲をををを受受受受けてけてけてけて実実実実施施施施するものをするものをするものをするものを除除除除き、関西のき、関西のき、関西のき、関西の

広域広域広域広域課課課課題題題題のののの解解解解決決決決にににに資資資資するするするする府府府府県域を県域を県域を県域を超超超超える事える事える事える事務務務務について、について、について、について、国国国国から事から事から事から事務移譲務移譲務移譲務移譲をををを受受受受けて一元けて一元けて一元けて一元的的的的にににに

処処処処理理理理することにより、することにより、することにより、することにより、国国国国と地方の二重行政をと地方の二重行政をと地方の二重行政をと地方の二重行政を解消解消解消解消すると。すると。すると。すると。

今、ざっと見ていただいた関西広域連合の一部の特今、ざっと見ていただいた関西広域連合の一部の特今、ざっと見ていただいた関西広域連合の一部の特今、ざっと見ていただいた関西広域連合の一部の特徴徴徴徴ですけれですけれですけれですけれどどどども、大きく３つにまとも、大きく３つにまとも、大きく３つにまとも、大きく３つにまと

められるかと思っております。１つめられるかと思っております。１つめられるかと思っております。１つめられるかと思っております。１つ目目目目は、先ほは、先ほは、先ほは、先ほどどどど申しましたように、申しましたように、申しましたように、申しましたように、各種各種各種各種の広域の広域の広域の広域計画計画計画計画の策の策の策の策

定定定定作作作作業業業業が大きなが大きなが大きなが大きな役割役割役割役割としてある。２つとしてある。２つとしてある。２つとしてある。２つ目目目目が、が、が、が、規模規模規模規模の経済の経済の経済の経済性性性性がががが働働働働く。く。く。く。例例例例えば、えば、えば、えば、免免免免許の許の許の許の試試試試験験験験、、、、

資格資格資格資格試試試試験験験験等等等等をををを共同共同共同共同ででででややややるとかというのは典るとかというのは典るとかというのは典るとかというのは典型型型型になりますけれになりますけれになりますけれになりますけれどどどども、そういった事も、そういった事も、そういった事も、そういった事務務務務のののの共同共同共同共同

実実実実施施施施。３つ。３つ。３つ。３つ目目目目が、が、が、が、国国国国出先機関の出先機関の出先機関の出先機関の権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ準備準備準備準備ということです。これらをまとめということです。これらをまとめということです。これらをまとめということです。これらをまとめ

ててててみみみみると、これまでは財政ると、これまでは財政ると、これまでは財政ると、これまでは財政的負担的負担的負担的負担がががが非常非常非常非常に小さいのです。に小さいのです。に小さいのです。に小さいのです。計画計画計画計画をつくったり、調査をつくったり、調査をつくったり、調査をつくったり、調査研究研究研究研究をををを

ややややっていくというのは、それほっていくというのは、それほっていくというのは、それほっていくというのは、それほどどどど財政財政財政財政負担負担負担負担がかかるものではないのです。その財政がかかるものではないのです。その財政がかかるものではないのです。その財政がかかるものではないのです。その財政負担負担負担負担がががが

かかるものは、これまでかかるものは、これまでかかるものは、これまでかかるものは、これまで少少少少なかったけれなかったけれなかったけれなかったけれどどどども、も、も、も、どどどどういうういうういうういう内容内容内容内容のののの計画計画計画計画をこれからつくられてをこれからつくられてをこれからつくられてをこれからつくられて

いくのか、またこれからいくのか、またこれからいくのか、またこれからいくのか、またこれから拡拡拡拡充していくと関西広域連合で充していくと関西広域連合で充していくと関西広域連合で充していくと関西広域連合で言言言言ってますけれってますけれってますけれってますけれどどどども、も、も、も、どどどどれぐらいれぐらいれぐらいれぐらい

の、の、の、の、どどどどういったういったういったういった内容内容内容内容をををを拡拡拡拡充されていくのかわからないわけです。それによって、当充されていくのかわからないわけです。それによって、当充されていくのかわからないわけです。それによって、当充されていくのかわからないわけです。それによって、当然然然然、、、、府府府府

県の財県の財県の財県の財源源源源的的的的なななな負担負担負担負担というのもというのもというのもというのも求求求求められてくるということになるということなのです。そこめられてくるということになるということなのです。そこめられてくるということになるということなのです。そこめられてくるということになるということなのです。そこ

が今のが今のが今のが今の段階段階段階段階では見えないところがあるわけです。いでは見えないところがあるわけです。いでは見えないところがあるわけです。いでは見えないところがあるわけです。いずずずずれにせよ、れにせよ、れにせよ、れにせよ、押押押押さえておかないといけさえておかないといけさえておかないといけさえておかないといけ

ないのは、今までのところは、財政ないのは、今までのところは、財政ないのは、今までのところは、財政ないのは、今までのところは、財政負担負担負担負担がそんなにかかっていないものが中がそんなにかかっていないものが中がそんなにかかっていないものが中がそんなにかかっていないものが中心心心心だったけれだったけれだったけれだったけれ

どどどども、これからも、これからも、これからも、これからどどどどうなっていくかわからない、そういう地うなっていくかわからない、そういう地うなっていくかわからない、そういう地うなっていくかわからない、そういう地点点点点に今立っているということなに今立っているということなに今立っているということなに今立っているということな

のです。のです。のです。のです。

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組組組組織織織織ですけれですけれですけれですけれどどどども、これはもう皆さんもよくごも、これはもう皆さんもよくごも、これはもう皆さんもよくごも、これはもう皆さんもよくご存じ存じ存じ存じのことなのでのことなのでのことなのでのことなので簡単簡単簡単簡単にににに

ですけれですけれですけれですけれどどどども、二元も、二元も、二元も、二元代代代代表表表表制をとっていて大きく２つあるわけです。１つは、広域連合委員制をとっていて大きく２つあるわけです。１つは、広域連合委員制をとっていて大きく２つあるわけです。１つは、広域連合委員制をとっていて大きく２つあるわけです。１つは、広域連合委員

会、ここに連会、ここに連会、ここに連会、ここに連携団携団携団携団体の長が出体の長が出体の長が出体の長が出席席席席し、意見をし、意見をし、意見をし、意見を述述述述べべべべることができるということがあります。まることができるということがあります。まることができるということがあります。まることができるということがあります。ま



---- 11111111 ----

た、た、た、た、各種各種各種各種のののの検検検検討会、討会、討会、討会、例例例例えば、えば、えば、えば、現在現在現在現在でいうとでいうとでいうとでいうとエエエエネルネルネルネルギギギギーのーのーのーの検検検検討委員会だとか、そういったも討委員会だとか、そういったも討委員会だとか、そういったも討委員会だとか、そういったも

のものものものも附属附属附属附属しています。二元しています。二元しています。二元しています。二元代代代代表表表表制のもう一つの制のもう一つの制のもう一つの制のもう一つの柱柱柱柱である広域連合議会というものがありまである広域連合議会というものがありまである広域連合議会というものがありまである広域連合議会というものがありま

す。さらに、この広域連合委員会のもとにこの広域連合す。さらに、この広域連合委員会のもとにこの広域連合す。さらに、この広域連合委員会のもとにこの広域連合す。さらに、この広域連合委員会のもとにこの広域連合協協協協議会というのがありまして、こ議会というのがありまして、こ議会というのがありまして、こ議会というのがありまして、こ

れがれがれがれが住民住民住民住民等等等等から意見を聴取することをから意見を聴取することをから意見を聴取することをから意見を聴取することを目目目目的的的的としてとしてとしてとして言言言言われますけれわれますけれわれますけれわれますけれどどどども、ここにもオブザーも、ここにもオブザーも、ここにもオブザーも、ここにもオブザー

バーとして連バーとして連バーとして連バーとして連携団携団携団携団体が含まれているということなのです。あとは事体が含まれているということなのです。あとは事体が含まれているということなのです。あとは事体が含まれているということなのです。あとは事務局務局務局務局があるというがあるというがあるというがあるという形形形形にににに

なっています。なっています。なっています。なっています。

まだ設立されてまだ設立されてまだ設立されてまだ設立されて約約約約２年ですけれ２年ですけれ２年ですけれ２年ですけれどどどども、設立後、も、設立後、も、設立後、も、設立後、どどどどういうういうういうういうふふふふうなうなうなうな動動動動きになってきたのかときになってきたのかときになってきたのかときになってきたのかと

いうのを見たいと思います。関西広域連合の財政いうのを見たいと思います。関西広域連合の財政いうのを見たいと思います。関西広域連合の財政いうのを見たいと思います。関西広域連合の財政面面面面ですけれですけれですけれですけれどどどども、大体年間５も、大体年間５も、大体年間５も、大体年間５億円億円億円億円ぐらいぐらいぐらいぐらい

です。だから、です。だから、です。だから、です。だから、府府府府県の財政県の財政県の財政県の財政規模規模規模規模からすると、からすると、からすると、からすると、非常非常非常非常にににに何何何何というのでしょう、というのでしょう、というのでしょう、というのでしょう、安安安安いというか、いというか、いというか、いというか、

少少少少ない財ない財ない財ない財源源源源ででででややややっている。それは先ほっている。それは先ほっている。それは先ほっている。それは先ほどどどど見てきたように、その見てきたように、その見てきたように、その見てきたように、その業務業務業務業務自自自自身身身身がそれほがそれほがそれほがそれほどどどどおおおお金金金金かかかか

かるものではないということからかるものではないということからかるものではないということからかるものではないということから来来来来ているのです。関西広域連合自体がているのです。関西広域連合自体がているのです。関西広域連合自体がているのです。関西広域連合自体が徴徴徴徴税税税税業務業務業務業務ををををややややってってってって

いませんので、いませんので、いませんので、いませんので、府府府府県のお県のお県のお県のお金金金金のののの持ち持ち持ち持ち出し、分出し、分出し、分出し、分賦賦賦賦金金金金でででで基基基基本本本本的的的的には成り立っているわけですけれには成り立っているわけですけれには成り立っているわけですけれには成り立っているわけですけれ

どどどども、それが大体４も、それが大体４も、それが大体４も、それが大体４億円億円億円億円ぐらいあるということです。ぐらいあるということです。ぐらいあるということです。ぐらいあるということです。ドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリの分だけの分だけの分だけの分だけ補補補補助助助助金金金金がががが来来来来てててて

ますけれますけれますけれますけれどどどども、分も、分も、分も、分賦賦賦賦金金金金自体は４自体は４自体は４自体は４億円億円億円億円ぐらい。それをぐらい。それをぐらい。それをぐらい。それを各各各各府府府府県で県で県で県で割割割割り振っているわけですけれり振っているわけですけれり振っているわけですけれり振っているわけですけれ

どどどども、大体、大も、大体、大も、大体、大も、大体、大阪阪阪阪府府府府、、、、京京京京都都都都府府府府、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫県は県は県は県は多多多多いですけれいですけれいですけれいですけれどどどども、大体１も、大体１も、大体１も、大体１億円億円億円億円ぐらいですけれぐらいですけれぐらいですけれぐらいですけれどどどど

も、ほかの自治体は３も、ほかの自治体は３も、ほかの自治体は３も、ほかの自治体は３，，，，００００００００００００万万万万円円円円とか、そういうオーとか、そういうオーとか、そういうオーとか、そういうオーダダダダーのーのーのーの負担負担負担負担になっていると。これになっていると。これになっていると。これになっていると。これ

は人は人は人は人口割口割口割口割とかとかとかとか均均均均等等等等割割割割とか、そのとか、そのとか、そのとか、その費目費目費目費目によってによってによってによって細細細細かく関西広域連合のかく関西広域連合のかく関西広域連合のかく関西広域連合の規約規約規約規約にににに載載載載っているので、っているので、っているので、っているので、

そこからそこからそこからそこから算算算算出されているものなのです。これぐらいの出されているものなのです。これぐらいの出されているものなのです。これぐらいの出されているものなのです。これぐらいの負担負担負担負担でしかないとでしかないとでしかないとでしかないと言言言言ったらあれですったらあれですったらあれですったらあれです

けれけれけれけれどどどど、これぐらいの、これぐらいの、これぐらいの、これぐらいの負担負担負担負担になっているということです。になっているということです。になっているということです。になっているということです。

関西広域連合が設立されてから、では関西広域連合が設立されてから、では関西広域連合が設立されてから、では関西広域連合が設立されてから、ではどどどどういったことをういったことをういったことをういったことをややややってきたのかということを、ってきたのかということを、ってきたのかということを、ってきたのかということを、

主主主主立ったものをまとめて立ったものをまとめて立ったものをまとめて立ったものをまとめてみみみみますと、連合委員会をますと、連合委員会をますと、連合委員会をますと、連合委員会をややややっているわけで、っているわけで、っているわけで、っているわけで、計計計計１６１６１６１６回回回回、、、、毎毎毎毎月１月１月１月１回回回回

ぐらいぐらいぐらいぐらいややややっていると。連合議会も開っていると。連合議会も開っていると。連合議会も開っていると。連合議会も開催催催催する。あと、関西広域連合のする。あと、関西広域連合のする。あと、関西広域連合のする。あと、関西広域連合のプレゼプレゼプレゼプレゼンンンンススススがわっと高がわっと高がわっと高がわっと高

まったのが、まったのが、まったのが、まったのが、東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災への対応です。これは、への対応です。これは、への対応です。これは、への対応です。これは、カカカカウウウウンターパート方ンターパート方ンターパート方ンターパート方式式式式ということで、ということで、ということで、ということで、

例例例例えばえばえばえば福福福福島島島島県は県は県は県は京京京京都都都都府府府府とととと滋賀滋賀滋賀滋賀県が行くという県が行くという県が行くという県が行くという形形形形で、対応するところをで、対応するところをで、対応するところをで、対応するところを決決決決めてめてめてめてややややっていくとっていくとっていくとっていくと

いうことで、これが新いうことで、これが新いうことで、これが新いうことで、これが新聞やテ聞やテ聞やテ聞やテレレレレビビビビでもかなり取り上げられたということだったのです。でもかなり取り上げられたということだったのです。でもかなり取り上げられたということだったのです。でもかなり取り上げられたということだったのです。通通通通

常常常常は、は、は、は、例例例例えば知事会はえば知事会はえば知事会はえば知事会は全国全国全国全国知事会もあれば、ブ知事会もあれば、ブ知事会もあれば、ブ知事会もあれば、ブロロロロックックックック知事会もございます。そういったと知事会もございます。そういったと知事会もございます。そういったと知事会もございます。そういったと

ころでころでころでころでややややった方がいいのではないかというような考え方も成り立つと思います。ただ、よった方がいいのではないかというような考え方も成り立つと思います。ただ、よった方がいいのではないかというような考え方も成り立つと思います。ただ、よった方がいいのではないかというような考え方も成り立つと思います。ただ、よ

くくくく言言言言われるのは、われるのは、われるのは、われるのは、早早早早かったとかったとかったとかったと言言言言われるのです、われるのです、われるのです、われるのです、動動動動きがきがきがきが非常非常非常非常にににに早早早早かったと。当日、知事はかったと。当日、知事はかったと。当日、知事はかったと。当日、知事は忙忙忙忙

しくて、しくて、しくて、しくて、土土土土日も分日も分日も分日も分刻刻刻刻みみみみででででスケジュスケジュスケジュスケジューーーールルルル入入入入っていますけれっていますけれっていますけれっていますけれどどどども、関西広域連合の知事たも、関西広域連合の知事たも、関西広域連合の知事たも、関西広域連合の知事たちちちちはははは

みみみみんなんなんなんなスケジュスケジュスケジュスケジューーーール全ル全ル全ル全部部部部キキキキャャャャンンンンセセセセルルルルしてしてしてして集集集集まって、すぐまって、すぐまって、すぐまって、すぐ決決決決めたとめたとめたとめたと言言言言われていて、われていて、われていて、われていて、早早早早かったかったかったかった
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とととと言言言言われていますけれわれていますけれわれていますけれわれていますけれどどどども、これが知事会でできないかも、これが知事会でできないかも、これが知事会でできないかも、これが知事会でできないかどどどどうかということは私にはわかりうかということは私にはわかりうかということは私にはわかりうかということは私にはわかり

ません。知事会ではほんとうにできないのかません。知事会ではほんとうにできないのかません。知事会ではほんとうにできないのかません。知事会ではほんとうにできないのかどどどどうかというのは、私にはわからないです。うかというのは、私にはわからないです。うかというのは、私にはわからないです。うかというのは、私にはわからないです。

ただ、これをただ、これをただ、これをただ、これを利利利利用したというのは間用したというのは間用したというのは間用したというのは間違違違違いないわけです。関西広域連合をいないわけです。関西広域連合をいないわけです。関西広域連合をいないわけです。関西広域連合を利利利利用して用して用して用して早早早早く対応く対応く対応く対応

したというのは間したというのは間したというのは間したというのは間違違違違いないです。あるものをいないです。あるものをいないです。あるものをいないです。あるものを利利利利用するというのは当用するというのは当用するというのは当用するというのは当然然然然のののの姿勢姿勢姿勢姿勢でありまして、でありまして、でありまして、でありまして、

しかもしかもしかもしかも危危危危機対応のときは、機対応のときは、機対応のときは、機対応のときは、摩擦摩擦摩擦摩擦がががが起起起起こらない限りは重こらない限りは重こらない限りは重こらない限りは重層層層層して構わないと私自して構わないと私自して構わないと私自して構わないと私自身身身身思いますの思いますの思いますの思いますの

で、そういった意で、そういった意で、そういった意で、そういった意味味味味では、これ自体はでは、これ自体はでは、これ自体はでは、これ自体は否定否定否定否定されるされるされるされるべべべべきことではなかっただろうと思っておきことではなかっただろうと思っておきことではなかっただろうと思っておきことではなかっただろうと思ってお

ります。ります。ります。ります。

ちちちちななななみみみみに、に、に、に、水道水道水道水道だとかだとかだとかだとか消防消防消防消防のののの場場場場合も合も合も合も全国全国全国全国でもそういうことができていますので、でもそういうことができていますので、でもそういうことができていますので、でもそういうことができていますので、全国水全国水全国水全国水

道協道協道協道協会とか、会とか、会とか、会とか、消防組消防組消防組消防組合とかというのは、もう合とかというのは、もう合とかというのは、もう合とかというのは、もう全国単位全国単位全国単位全国単位でででで動動動動いていますので、いていますので、いていますので、いていますので、何何何何かあったとかあったとかあったとかあったと

きは、すぐあそこ行けとかここへ行けというきは、すぐあそこ行けとかここへ行けというきは、すぐあそこ行けとかここへ行けというきは、すぐあそこ行けとかここへ行けという形形形形でででで独独独独立して立して立して立して動動動動くということですので、都くということですので、都くということですので、都くということですので、都道道道道

府府府府県県県県単位単位単位単位でもでもでもでも全国的全国的全国的全国的な対応できないのかなというのが、な対応できないのかなというのが、な対応できないのかなというのが、な対応できないのかなというのが、実実実実は私の思いでもあるのですけれは私の思いでもあるのですけれは私の思いでもあるのですけれは私の思いでもあるのですけれ

どどどども、関西広域連合もこういう方も、関西広域連合もこういう方も、関西広域連合もこういう方も、関西広域連合もこういう方式式式式をとられたということです。をとられたということです。をとられたということです。をとられたということです。

あと、あと、あと、あと、震震震震災災災災をををを受受受受けて、けて、けて、けて、首首首首都機都機都機都機能能能能のバのバのバのバックックックックアアアアッッッッププププがががが要要要要るのではないかということでるのではないかということでるのではないかということでるのではないかということで提言提言提言提言をををを

出されているわけです。出先機関出されているわけです。出先機関出されているわけです。出先機関出されているわけです。出先機関丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管についても、経済についても、経済についても、経済についても、経済産業局産業局産業局産業局と地方と地方と地方と地方整整整整備備備備局局局局と地方と地方と地方と地方

環境環境環境環境事事事事務所務所務所務所の３つをとりあえの３つをとりあえの３つをとりあえの３つをとりあえずずずず丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管してくださいというしてくださいというしてくださいというしてくださいという形形形形のものを出しておるわけのものを出しておるわけのものを出しておるわけのものを出しておるわけ

です。これはです。これはです。これはです。これは九九九九州州州州知事会とともに出しているということなのです。知事会とともに出しているということなのです。知事会とともに出しているということなのです。知事会とともに出しているということなのです。九九九九州州州州のののの場場場場合は、広域連合は、広域連合は、広域連合は、広域連

合をつくるということではなくて、つまり自治体をつくらなくて、機構という合をつくるということではなくて、つまり自治体をつくらなくて、機構という合をつくるということではなくて、つまり自治体をつくらなくて、機構という合をつくるということではなくて、つまり自治体をつくらなくて、機構という形形形形でつくっでつくっでつくっでつくっ

て、そこもて、そこもて、そこもて、そこも丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿にしてくれというにしてくれというにしてくれというにしてくれという形形形形でででで国国国国にににに言言言言っているわけです。そういうっているわけです。そういうっているわけです。そういうっているわけです。そういう

形形形形の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みををををややややっているところもあるということです。っているところもあるということです。っているところもあるということです。っているところもあるということです。

あとはあとはあとはあとは書書書書かれているとおりで、さっきのかれているとおりで、さっきのかれているとおりで、さっきのかれているとおりで、さっきのカカカカウウウウンターパート方ンターパート方ンターパート方ンターパート方式式式式でいうと、でいうと、でいうと、でいうと、九九九九州州州州の知事会の知事会の知事会の知事会

との間でとの間でとの間でとの間で災害災害災害災害時の時の時の時の相互相互相互相互応応応応援協援協援協援協定定定定と、これもと、これもと、これもと、これもカカカカウウウウンターパート方ンターパート方ンターパート方ンターパート方式式式式ででででややややっているわけで、知っているわけで、知っているわけで、知っているわけで、知

事会事会事会事会レレレレベルベルベルベルでもいけるのではないかというでもいけるのではないかというでもいけるのではないかというでもいけるのではないかという気気気気がしますけれがしますけれがしますけれがしますけれどどどども、そういうようなも、そういうようなも、そういうようなも、そういうような協協協協定定定定を結を結を結を結

んだりもしています。あとんだりもしています。あとんだりもしています。あとんだりもしています。あと、、、、「「「「ＫＡＮＳＡＩＫＡＮＳＡＩＫＡＮＳＡＩＫＡＮＳＡＩ」という」という」という」という形形形形で、で、で、で、全全全全体のパイを大きくしたブ体のパイを大きくしたブ体のパイを大きくしたブ体のパイを大きくしたブララララ

ンンンンドドドドのののの売売売売りりりり込込込込みみみみ戦略戦略戦略戦略ををををややややると。ると。ると。ると。

長長長長所所所所、、、、短短短短所所所所ということで、これまだ、ということで、これまだ、ということで、これまだ、ということで、これまだ、不足不足不足不足している部分もあるかもしれませんけれしている部分もあるかもしれませんけれしている部分もあるかもしれませんけれしている部分もあるかもしれませんけれどどどども、も、も、も、

少少少少し私なりに今まで見たところでまとめておきました。１つは、関西広域連合というのは、し私なりに今まで見たところでまとめておきました。１つは、関西広域連合というのは、し私なりに今まで見たところでまとめておきました。１つは、関西広域連合というのは、し私なりに今まで見たところでまとめておきました。１つは、関西広域連合というのは、

当当当当然然然然広域の行政事広域の行政事広域の行政事広域の行政事務務務務ががががややややりりりりややややすくなりますから、すくなりますから、すくなりますから、すくなりますから、防災防災防災防災なんか典なんか典なんか典なんか典型型型型ですけれですけれですけれですけれどどどども、そういっも、そういっも、そういっも、そういっ

た事た事た事た事業業業業のののの実実実実施施施施ををををややややるということは、るということは、るということは、るということは、府府府府県域を県域を県域を県域を超超超超えるえるえるえるメメメメリッリッリッリットとしてはトとしてはトとしてはトとしては想定想定想定想定しししし得得得得るだろうとるだろうとるだろうとるだろうと

思います。また、こ思います。また、こ思います。また、こ思います。また、こちちちちらの方が大きいと思うのですけれらの方が大きいと思うのですけれらの方が大きいと思うのですけれらの方が大きいと思うのですけれどどどども、も、も、も、組組組組織織織織が大きくなることによが大きくなることによが大きくなることによが大きくなることによ

って、対外って、対外って、対外って、対外的的的的なななな圧力圧力圧力圧力をををを強強強強くすることができる。くすることができる。くすることができる。くすることができる。例例例例えばえばえばえば企企企企業業業業とかのとかのとかのとかのプロプロプロプロモモモモーーーーシシシショョョョンのンのンのンの場場場場合で、合で、合で、合で、
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大大大大阪阪阪阪府府府府だけがだけがだけがだけがややややるとかるとかるとかるとか兵庫兵庫兵庫兵庫県だけが県だけが県だけが県だけがややややるとか奈良県だけがるとか奈良県だけがるとか奈良県だけがるとか奈良県だけがややややるというよりは、関西広域連るというよりは、関西広域連るというよりは、関西広域連るというよりは、関西広域連

合という合という合という合という府府府府県の連合体として県の連合体として県の連合体として県の連合体としてややややる方が、当る方が、当る方が、当る方が、当然力然力然力然力にはなるわけです。にはなるわけです。にはなるわけです。にはなるわけです。国国国国に対してもそうです。に対してもそうです。に対してもそうです。に対してもそうです。

奈良県が奈良県が奈良県が奈良県が国国国国にににに要望要望要望要望したといっても、したといっても、したといっても、したといっても、びびびびくともしなくても、知事会だったらなくともしなくても、知事会だったらなくともしなくても、知事会だったらなくともしなくても、知事会だったらなぜぜぜぜだめなのかだめなのかだめなのかだめなのか

というのは疑というのは疑というのは疑というのは疑問問問問としてはとしてはとしてはとしては残残残残るわけですけれるわけですけれるわけですけれるわけですけれどどどども、いも、いも、いも、いずずずずれにしてもその関西広域連合というれにしてもその関西広域連合というれにしてもその関西広域連合というれにしてもその関西広域連合という

府府府府県の連合体として、県の連合体として、県の連合体として、県の連合体として、国国国国にににに圧力圧力圧力圧力かける方が当かける方が当かける方が当かける方が当然国然国然国然国もももも襟襟襟襟を正してきを正してきを正してきを正してきちちちちっと対応しないといけっと対応しないといけっと対応しないといけっと対応しないといけ

ないと思うだろうというないと思うだろうというないと思うだろうというないと思うだろうという気気気気がするのです。また、がするのです。また、がするのです。また、がするのです。また、海海海海外に対しても、外に対しても、外に対しても、外に対しても、どどどどこかのこかのこかのこかの府府府府県が１つ行県が１つ行県が１つ行県が１つ行

くよりも、もう関西くよりも、もう関西くよりも、もう関西くよりも、もう関西全全全全体で体で体で体で来来来来ましたという方がましたという方がましたという方がましたという方が力力力力になるところがあるのだろうということになるところがあるのだろうということになるところがあるのだろうということになるところがあるのだろうということ

です。また、知事会というのはです。また、知事会というのはです。また、知事会というのはです。また、知事会というのは緩緩緩緩ややややかなかなかなかな組組組組織織織織ですので、その一方で、広域連合というのはですので、その一方で、広域連合というのはですので、その一方で、広域連合というのはですので、その一方で、広域連合というのは

自治体ですから、意思自治体ですから、意思自治体ですから、意思自治体ですから、意思決定決定決定決定とととと実実実実行行行行責任責任責任責任がががが担担担担保保保保されるというされるというされるというされるという面面面面もあるのだろうなと思います。もあるのだろうなと思います。もあるのだろうなと思います。もあるのだろうなと思います。

あと、先ほあと、先ほあと、先ほあと、先ほどどどど、、、、免免免免許の許の許の許の試試試試験験験験をををを共通共通共通共通ででででややややるとか、そういった意るとか、そういった意るとか、そういった意るとか、そういった意味味味味では、では、では、では、安安安安くできるというくできるというくできるというくできるという規規規規

模模模模の経済の経済の経済の経済性性性性という意という意という意という意味味味味も当も当も当も当然然然然あるだろうと思います。あるだろうと思います。あるだろうと思います。あるだろうと思います。

一方で、今のところ一方で、今のところ一方で、今のところ一方で、今のところ短短短短所所所所として考えられるのは、加として考えられるのは、加として考えられるのは、加として考えられるのは、加入入入入団団団団体体体体やややや事事事事業業業業とか財とか財とか財とか財源源源源、これ、、これ、、これ、、これ、持ち持ち持ち持ち

寄寄寄寄りになりますので、りになりますので、りになりますので、りになりますので、脆脆脆脆弱弱弱弱というのはというのはというのはというのはどどどどうしてもあるわけです。うしてもあるわけです。うしてもあるわけです。うしてもあるわけです。例例例例えば、関西広域連合にえば、関西広域連合にえば、関西広域連合にえば、関西広域連合に

これからこれからこれからこれからどどどどんんんんどどどどんんんん仕仕仕仕事が事が事が事が多多多多くなっていったと。当くなっていったと。当くなっていったと。当くなっていったと。当然然然然、分、分、分、分賦賦賦賦金金金金はははは各各各各府府府府県が県が県が県が持ち持ち持ち持ち寄寄寄寄らないといらないといらないといらないとい

けないわけですから、けないわけですから、けないわけですから、けないわけですから、府府府府県で、い県で、い県で、い県で、いやややや、今度こういう事、今度こういう事、今度こういう事、今度こういう事務務務務ををををややややるので、これぐらいおるので、これぐらいおるので、これぐらいおるので、これぐらいお金金金金がががが要要要要

るのだと。だから、奈良県からこれだけ出したいとるのだと。だから、奈良県からこれだけ出したいとるのだと。だから、奈良県からこれだけ出したいとるのだと。だから、奈良県からこれだけ出したいと言言言言っても、っても、っても、っても、ちちちちょっと待ってくれと。そょっと待ってくれと。そょっと待ってくれと。そょっと待ってくれと。そ

れだったら、たしか事れだったら、たしか事れだったら、たしか事れだったら、たしか事務務務務の一部は行くかもしれないけれの一部は行くかもしれないけれの一部は行くかもしれないけれの一部は行くかもしれないけれどどどど、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県内内内内のこれだけのこれだけのこれだけのこれだけややややらないらないらないらない

といけないことがある中で、それだけ財といけないことがある中で、それだけ財といけないことがある中で、それだけ財といけないことがある中で、それだけ財源源源源をををを持持持持っていかれたら、県っていかれたら、県っていかれたら、県っていかれたら、県内内内内の行政がの行政がの行政がの行政が空洞空洞空洞空洞化化化化してしてしてして

しまうではないかの議論がしまうではないかの議論がしまうではないかの議論がしまうではないかの議論が起起起起こりこりこりこり得得得得るわけです。そういったときに、るわけです。そういったときに、るわけです。そういったときに、るわけです。そういったときに、例例例例えば議会がえば議会がえば議会がえば議会が反反反反対し対し対し対し

たたたた場場場場合、広域連合という合、広域連合という合、広域連合という合、広域連合という組組組組織織織織の財政というのはの財政というのはの財政というのはの財政というのは非常非常非常非常にににに不安定不安定不安定不安定なわけです。そういった事なわけです。そういった事なわけです。そういった事なわけです。そういった事態態態態

ををををずずずずっとっとっとっと抱抱抱抱ええええ続続続続けるということになります。そういった事けるということになります。そういった事けるということになります。そういった事けるということになります。そういった事態態態態をををを毎毎毎毎年度年度年度年度抱抱抱抱ええええ続続続続けていくといけていくといけていくといけていくとい

うことになります。そういった意うことになります。そういった意うことになります。そういった意うことになります。そういった意味味味味のののの脆脆脆脆弱弱弱弱さというのはさというのはさというのはさというのはぬぬぬぬぐいぐいぐいぐい切切切切れないものとしてあるだれないものとしてあるだれないものとしてあるだれないものとしてあるだ

ろうと思います。ろうと思います。ろうと思います。ろうと思います。逆逆逆逆に、関西広域連合がに、関西広域連合がに、関西広域連合がに、関西広域連合が決決決決めたのだから、もうそれもめたのだから、もうそれもめたのだから、もうそれもめたのだから、もうそれも従従従従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

みみみみたいなたいなたいなたいなムムムムーーーードドドドがつくられてきたときは、都がつくられてきたときは、都がつくられてきたときは、都がつくられてきたときは、都道府道府道府道府県の自県の自県の自県の自律律律律性性性性のののの問題問題問題問題というのが、今度というのが、今度というのが、今度というのが、今度逆逆逆逆にににに

問問問問われてくることになってくるわけです。われてくることになってくるわけです。われてくることになってくるわけです。われてくることになってくるわけです。

また、関西広域連合というのは、また、関西広域連合というのは、また、関西広域連合というのは、また、関西広域連合というのは、どどどどうしてもうしてもうしてもうしても住民住民住民住民からからからから遠遠遠遠いです。市いです。市いです。市いです。市町村町村町村町村からもからもからもからも遠遠遠遠いです。いです。いです。いです。

遠遠遠遠いから、意思いから、意思いから、意思いから、意思決定決定決定決定の経の経の経の経緯緯緯緯とか、そのとか、そのとか、そのとか、その内容内容内容内容のののの透透透透明明明明性性性性という意という意という意という意味味味味では、市では、市では、市では、市町村町村町村町村であったり都であったり都であったり都であったり都

道府道府道府道府県に県に県に県に比べ比べ比べ比べると、ると、ると、ると、どどどどうしてもうしてもうしてもうしても劣劣劣劣っているところがあります。っているところがあります。っているところがあります。っているところがあります。どどどどうしてもうしてもうしてもうしても劣劣劣劣っているとこっているとこっているとこっているとこ

ろがあるので、当ろがあるので、当ろがあるので、当ろがあるので、当然然然然そういったそういったそういったそういった点点点点は、は、は、は、どどどどうしてもうしてもうしてもうしてもぬぬぬぬぐいぐいぐいぐい去去去去れないれないれないれない短短短短所所所所なんだろうと思いまなんだろうと思いまなんだろうと思いまなんだろうと思いま

す。今、申し上げたことですけれす。今、申し上げたことですけれす。今、申し上げたことですけれす。今、申し上げたことですけれどどどども、市も、市も、市も、市町村町村町村町村からは、都からは、都からは、都からは、都道府道府道府道府県があり、またその上にあ県があり、またその上にあ県があり、またその上にあ県があり、またその上にあ
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るわけですから、市るわけですから、市るわけですから、市るわけですから、市町村町村町村町村からはからはからはからは遠遠遠遠い。い。い。い。住民住民住民住民からはもっとからはもっとからはもっとからはもっと遠遠遠遠いということになります。そこいということになります。そこいということになります。そこいということになります。そこ

のののの業務業務業務業務が大きくなっていけばいくほが大きくなっていけばいくほが大きくなっていけばいくほが大きくなっていけばいくほどどどど、、、、住民住民住民住民自治という自治という自治という自治という観点観点観点観点からはからはからはからは弱弱弱弱まってこざるをまってこざるをまってこざるをまってこざるを得得得得なななな

いといったいといったいといったいといった問題点問題点問題点問題点というのはというのはというのはというのは統統統統治機構としては治機構としては治機構としては治機構としては存在存在存在存在するわけです。するわけです。するわけです。するわけです。

関西広域連合と市関西広域連合と市関西広域連合と市関西広域連合と市町村町村町村町村ということで、市ということで、市ということで、市ということで、市町村町村町村町村はははは無無無無関係なのかということなのですけれ関係なのかということなのですけれ関係なのかということなのですけれ関係なのかということなのですけれどどどど

も、関西広域連合では、広域連合のも、関西広域連合では、広域連合のも、関西広域連合では、広域連合のも、関西広域連合では、広域連合の業務業務業務業務というのはというのはというのはというのは府府府府県の県の県の県の業務業務業務業務をををを持ち持ち持ち持ち寄寄寄寄るものだから、市るものだから、市るものだから、市るものだから、市

町村町村町村町村にににに影響影響影響影響がないというがないというがないというがないという言言言言い方をされています。しかし、市い方をされています。しかし、市い方をされています。しかし、市い方をされています。しかし、市町村町村町村町村からすると、からすると、からすると、からすると、防災防災防災防災とかとかとかとか観観観観

光光光光文化文化文化文化、、、、産業産業産業産業、、、、環境環境環境環境、、、、医療医療医療医療、こういったものは、こういったものは、こういったものは、こういったものは基礎基礎基礎基礎自治体が自治体が自治体が自治体が担担担担っているっているっているっている業務業務業務業務と一体と一体と一体と一体性性性性がががが強強強強

いといういといういといういという主主主主張張張張をされているわけです。をされているわけです。をされているわけです。をされているわけです。

滋賀滋賀滋賀滋賀県の市長会が県の市長会が県の市長会が県の市長会が昨昨昨昨年１０月に、年１０月に、年１０月に、年１０月に、端端端端的的的的にににに言言言言うと、うと、うと、うと、滋賀滋賀滋賀滋賀県に関西広域連合から県に関西広域連合から県に関西広域連合から県に関西広域連合から抜抜抜抜けてはけてはけてはけてはどどどど

うだといううだといううだといううだという批判批判批判批判を出しています。こういうことを出しています。こういうことを出しています。こういうことを出しています。こういうこと書書書書いているのです。平成２２年１２月１日いているのです。平成２２年１２月１日いているのです。平成２２年１２月１日いているのです。平成２２年１２月１日

にににに発足発足発足発足した関西広域連合について、本県においては、した関西広域連合について、本県においては、した関西広域連合について、本県においては、した関西広域連合について、本県においては、基礎的基礎的基礎的基礎的自治体にとり、その設立自治体にとり、その設立自治体にとり、その設立自治体にとり、その設立過程過程過程過程

についてについてについてについて不透不透不透不透明であり、明であり、明であり、明であり、基礎的基礎的基礎的基礎的自治体との対話と自治体との対話と自治体との対話と自治体との対話と共共共共感感感感の上で参加がの上で参加がの上で参加がの上で参加が決定決定決定決定されたものではなされたものではなされたものではなされたものではな

いこと、また、今日まで県いこと、また、今日まで県いこと、また、今日まで県いこと、また、今日まで県側側側側から奈良県のから奈良県のから奈良県のから奈良県の不不不不参加参加参加参加や基礎的や基礎的や基礎的や基礎的自治体の意見を自治体の意見を自治体の意見を自治体の意見を反映反映反映反映する制度がする制度がする制度がする制度が

ないことなないことなないことなないことなどどどどのののの課課課課題題題題をををを指指指指摘摘摘摘したことから、したことから、したことから、したことから、住民住民住民住民にににに直直直直結する結する結する結する基礎的基礎的基礎的基礎的自治体に対して自治体に対して自治体に対して自治体に対して十十十十分に分に分に分に納納納納

得得得得できる説明が可できる説明が可できる説明が可できる説明が可能能能能になるまで、関西広域連合への参加についてはになるまで、関西広域連合への参加についてはになるまで、関西広域連合への参加についてはになるまで、関西広域連合への参加については再検再検再検再検討願いたいという討願いたいという討願いたいという討願いたいという

ことを県にはことを県にはことを県にはことを県には提提提提出されているわけです。これは出されているわけです。これは出されているわけです。これは出されているわけです。これはややややはりはりはりはり基礎基礎基礎基礎自治体から見ると、自治体から見ると、自治体から見ると、自治体から見ると、滋賀滋賀滋賀滋賀県との県との県との県との

関係ですけれ関係ですけれ関係ですけれ関係ですけれどどどど、、、、非常非常非常非常にににに不不不不信信信信感感感感があるということをがあるということをがあるということをがあるということを言言言言われているわけです。われているわけです。われているわけです。われているわけです。

これまで、これまで、これまで、これまで、滋賀滋賀滋賀滋賀県もそうだし県もそうだし県もそうだし県もそうだし京京京京都都都都府府府府もそうなのですけれもそうなのですけれもそうなのですけれもそうなのですけれどどどども、関西の中における市も、関西の中における市も、関西の中における市も、関西の中における市町村町村町村町村

のののの位置づ位置づ位置づ位置づけけけけや役割や役割や役割や役割、つまり、つまり、つまり、つまりどどどどういうういうういうういう協力協力協力協力をををを依頼依頼依頼依頼するのかというするのかというするのかというするのかという観点観点観点観点とか、そういったものとか、そういったものとか、そういったものとか、そういったもの

から見たから見たから見たから見た場場場場合、広域連合の中で、事合、広域連合の中で、事合、広域連合の中で、事合、広域連合の中で、事実実実実上その上その上その上その視視視視野の外に野の外に野の外に野の外に置置置置かれていたと思います。そうすかれていたと思います。そうすかれていたと思います。そうすかれていたと思います。そうす

ると、ると、ると、ると、住民住民住民住民にとって一にとって一にとって一にとって一番番番番わかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすい役場役場役場役場というのは市というのは市というのは市というのは市町村役場町村役場町村役場町村役場ですから、ですから、ですから、ですから、住民住民住民住民から見てから見てから見てから見て

も、この関西広域連合はも、この関西広域連合はも、この関西広域連合はも、この関西広域連合は何何何何かというイかというイかというイかというイメメメメーーーージジジジがわからないのです。ではがわからないのです。ではがわからないのです。ではがわからないのです。では何何何何がががが起起起起こっているこっているこっているこっている

かというと、新かというと、新かというと、新かというと、新聞聞聞聞等等等等が、関西広域連合はこんなことをが、関西広域連合はこんなことをが、関西広域連合はこんなことをが、関西広域連合はこんなことをややややりますとか、りますとか、りますとか、りますとか、カカカカウウウウンターパートンターパートンターパートンターパート式式式式

でこんなことをでこんなことをでこんなことをでこんなことをややややりましたという、りましたという、りましたという、りましたという、何何何何かすごいことをかすごいことをかすごいことをかすごいことをやややや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印象印象印象印象だけはだけはだけはだけは植植植植えつえつえつえつ

けられるわけです。だから、イけられるわけです。だから、イけられるわけです。だから、イけられるわけです。だから、イメメメメーーーージジジジの先行の先行の先行の先行感感感感がががが非常非常非常非常にににに強強強強いです。私もいです。私もいです。私もいです。私も何何何何人かの奈良県の人かの奈良県の人かの奈良県の人かの奈良県の

方とお話し方とお話し方とお話し方とお話し、、、、（一般の（一般の（一般の（一般の住民住民住民住民の方ですがの方ですがの方ですがの方ですが））））、する機会があったのですけれ、する機会があったのですけれ、する機会があったのですけれ、する機会があったのですけれどどどども、関西広域連合も、関西広域連合も、関西広域連合も、関西広域連合

はこんなすごいことをたくさんはこんなすごいことをたくさんはこんなすごいことをたくさんはこんなすごいことをたくさんややややっているのに、奈良県が参加しないってっているのに、奈良県が参加しないってっているのに、奈良県が参加しないってっているのに、奈良県が参加しないってどどどどういうことだういうことだういうことだういうことだ

みみみみたいなことでたいなことでたいなことでたいなことで憤慨憤慨憤慨憤慨されているのです。それなんかは、イされているのです。それなんかは、イされているのです。それなんかは、イされているのです。それなんかは、イメメメメーーーージジジジの先行がの先行がの先行がの先行が非常非常非常非常にににに強強強強いといいといいといいとい

うううう気気気気がするのです。そういった中で、がするのです。そういった中で、がするのです。そういった中で、がするのです。そういった中で、ムムムムーーーードドドドだけで議論を進めていくだけで議論を進めていくだけで議論を進めていくだけで議論を進めていくべべべべきではないと思っきではないと思っきではないと思っきではないと思っ

ていました。そういう意ていました。そういう意ていました。そういう意ていました。そういう意味味味味では、奈良県ではこういうでは、奈良県ではこういうでは、奈良県ではこういうでは、奈良県ではこういう形形形形できできできできちちちちっと議論されているというっと議論されているというっと議論されているというっと議論されているという
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のはのはのはのは非常非常非常非常に大に大に大に大切切切切なことだと、参加するしないは別にして、議論をきなことだと、参加するしないは別にして、議論をきなことだと、参加するしないは別にして、議論をきなことだと、参加するしないは別にして、議論をきちちちちっとっとっとっと踏踏踏踏まえていくとまえていくとまえていくとまえていくと

いうのはすごく大いうのはすごく大いうのはすごく大いうのはすごく大切切切切なことだと思っているのです。なことだと思っているのです。なことだと思っているのです。なことだと思っているのです。

あと、あと、あと、あと、丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管についてですけれについてですけれについてですけれについてですけれどどどども、２つの方も、２つの方も、２つの方も、２つの方式式式式があるのです。１つが、広域連合があるのです。１つが、広域連合があるのです。１つが、広域連合があるのです。１つが、広域連合

等等等等に出先機関をに出先機関をに出先機関をに出先機関を丸丸丸丸 々々々々移管移管移管移管するということ。もう一つは、都するということ。もう一つは、都するということ。もう一つは、都するということ。もう一つは、都道府道府道府道府県ごとに県ごとに県ごとに県ごとに個個個個別の別の別の別の業務業務業務業務をををを移管移管移管移管

するという２つのするという２つのするという２つのするという２つのややややり方があるのです。出先機関がり方があるのです。出先機関がり方があるのです。出先機関がり方があるのです。出先機関が移管移管移管移管されると、そのされると、そのされると、そのされると、その業務業務業務業務が自治体にが自治体にが自治体にが自治体に直直直直

結できるという意結できるという意結できるという意結できるという意味味味味では、では、では、では、メメメメリッリッリッリットとしては当トとしては当トとしては当トとしては当然然然然考えられるということになるわけです。考えられるということになるわけです。考えられるということになるわけです。考えられるということになるわけです。

では、関西広域連合はでは、関西広域連合はでは、関西広域連合はでは、関西広域連合は丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管ををををどどどどう考えているのかということなのですけれう考えているのかということなのですけれう考えているのかということなのですけれう考えているのかということなのですけれどどどども、関も、関も、関も、関

西広域連合が今考えいてるのは、一たん出先機関を西広域連合が今考えいてるのは、一たん出先機関を西広域連合が今考えいてるのは、一たん出先機関を西広域連合が今考えいてるのは、一たん出先機関を丸丸丸丸ごとごとごとごと引引引引きききき受受受受けて、けて、けて、けて、引引引引きききき受受受受けた中から、けた中から、けた中から、けた中から、

各各各各府府府府県に県に県に県に回回回回すものを考えていく。すものを考えていく。すものを考えていく。すものを考えていく。残残残残ったものを広域連合でったものを広域連合でったものを広域連合でったものを広域連合でややややると、こういうると、こういうると、こういうると、こういう形形形形で考えてはで考えてはで考えてはで考えては

いるのです。新いるのです。新いるのです。新いるのです。新聞聞聞聞に出てくるそのに出てくるそのに出てくるそのに出てくるその理理理理事会制です。つまり事会制です。つまり事会制です。つまり事会制です。つまり全全全全員一員一員一員一致致致致でなくてでなくてでなくてでなくて多数多数多数多数決決決決でででで決決決決めるめるめるめる

というのは、というのは、というのは、というのは、丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管に合わせて、に合わせて、に合わせて、に合わせて、多数多数多数多数決決決決でででで決決決決めるめるめるめる形形形形にした方がいいのではないかといにした方がいいのではないかといにした方がいいのではないかといにした方がいいのではないかとい

うううう案案案案が上げられているというものなのです。これによって、が上げられているというものなのです。これによって、が上げられているというものなのです。これによって、が上げられているというものなのです。これによって、国国国国にににに残残残残るるるる業務業務業務業務、、、、府府府府県に県に県に県に配配配配分さ分さ分さ分さ

れるれるれるれる業務業務業務業務、広域連合に、広域連合に、広域連合に、広域連合に配配配配分される分される分される分される業務業務業務業務というものが分かれてくるわけですが、それについというものが分かれてくるわけですが、それについというものが分かれてくるわけですが、それについというものが分かれてくるわけですが、それについ

てはてはてはては全全全全くくくく未未未未定定定定だということです。だということです。だということです。だということです。

ただ、私がただ、私がただ、私がただ、私が非常非常非常非常にににに懸念懸念懸念懸念するのは、するのは、するのは、するのは、権権権権限と財限と財限と財限と財源源源源が、特に財が、特に財が、特に財が、特に財源源源源ですが、ですが、ですが、ですが、どどどどれだけ地方にれだけ地方にれだけ地方にれだけ地方に移譲移譲移譲移譲

されるのかと、されるのかと、されるのかと、されるのかと、非常非常非常非常にににに不透不透不透不透明です。今の明です。今の明です。今の明です。今の国国国国の財政の財政の財政の財政危危危危機に対する対応は機に対する対応は機に対する対応は機に対する対応は相相相相当当当当厳厳厳厳しいものがあしいものがあしいものがあしいものがあ

ります。これまでないぐらいります。これまでないぐらいります。これまでないぐらいります。これまでないぐらい厳厳厳厳しいです。そんな中で、出先機関をしいです。そんな中で、出先機関をしいです。そんな中で、出先機関をしいです。そんな中で、出先機関を丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管しますと、しますと、しますと、しますと、

財財財財源源源源もきもきもきもきちちちちっとそれをっとそれをっとそれをっとそれを支支支支えられるだけあげますというえられるだけあげますというえられるだけあげますというえられるだけあげますという形形形形になるのかということを考えたになるのかということを考えたになるのかということを考えたになるのかということを考えた場場場場

合、合、合、合、物物物物すごい大きなすごい大きなすごい大きなすごい大きな不安不安不安不安があります。これはもうがあります。これはもうがあります。これはもうがあります。これはもう国国国国とのとのとのとの折衝折衝折衝折衝の話ということになってくるの話ということになってくるの話ということになってくるの話ということになってくる

かもしれませんけれかもしれませんけれかもしれませんけれかもしれませんけれどどどど。そんな。そんな。そんな。そんな甘甘甘甘くないというくないというくないというくないという状況状況状況状況にあるのは間にあるのは間にあるのは間にあるのは間違違違違いないです。それと、いないです。それと、いないです。それと、いないです。それと、

広域連合に広域連合に広域連合に広域連合に配配配配分されて分されて分されて分されて府府府府県に行かなかった県に行かなかった県に行かなかった県に行かなかった場場場場合、これまで公合、これまで公合、これまで公合、これまで公共共共共事事事事業業業業というのはそのというのはそのというのはそのというのはその箇所づ箇所づ箇所づ箇所づ

けとともにけとともにけとともにけとともに予算配予算配予算配予算配分があったわけですけれ分があったわけですけれ分があったわけですけれ分があったわけですけれどどどど、これを広域連合で調、これを広域連合で調、これを広域連合で調、これを広域連合で調整整整整するのはするのはするのはするのは相相相相当大当大当大当大変変変変だだだだ

ろうなと思います。ろうなと思います。ろうなと思います。ろうなと思います。物物物物すごいすごいすごいすごい血血血血みどみどみどみどろのろのろのろの争争争争いがいがいがいが繰繰繰繰り広げられていくのだろうと思います。り広げられていくのだろうと思います。り広げられていくのだろうと思います。り広げられていくのだろうと思います。

そうなったときに、このそうなったときに、このそうなったときに、このそうなったときに、この多数多数多数多数決決決決ででででややややらないといけない話が出てきたり、また広域連合といらないといけない話が出てきたり、また広域連合といらないといけない話が出てきたり、また広域連合といらないといけない話が出てきたり、また広域連合とい

うううう組組組組織織織織そのものをもう一つの自治体にして、つまり関西そのものをもう一つの自治体にして、つまり関西そのものをもう一つの自治体にして、つまり関西そのものをもう一つの自治体にして、つまり関西州み州み州み州みたいなものにしていくというたいなものにしていくというたいなものにしていくというたいなものにしていくという

議論が議論が議論が議論が恐恐恐恐らく出てくるのだろうと思います。らく出てくるのだろうと思います。らく出てくるのだろうと思います。らく出てくるのだろうと思います。

これからのこれからのこれからのこれからの課課課課題題題題ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、これまでは関西広域連合のしになりますが、これまでは関西広域連合のしになりますが、これまでは関西広域連合のしになりますが、これまでは関西広域連合の仕仕仕仕事事事事

は財政は財政は財政は財政負担負担負担負担がががが少少少少ないものだったわけです。構成ないものだったわけです。構成ないものだったわけです。構成ないものだったわけです。構成団団団団体の関係者、できる限り関西広域連合が体の関係者、できる限り関西広域連合が体の関係者、できる限り関西広域連合が体の関係者、できる限り関西広域連合が

あるから、それをあるから、それをあるから、それをあるから、それを通じ通じ通じ通じてててて仕仕仕仕事事事事ややややろうというろうというろうというろうという形形形形ででででややややってきた。それをってきた。それをってきた。それをってきた。それをママママススススココココミミミミが取り上げてが取り上げてが取り上げてが取り上げて

きて、関西広域連合のイきて、関西広域連合のイきて、関西広域連合のイきて、関西広域連合のイメメメメーーーージジジジがつくられてきたというのがあります。ただ、一方で、広がつくられてきたというのがあります。ただ、一方で、広がつくられてきたというのがあります。ただ、一方で、広がつくられてきたというのがあります。ただ、一方で、広
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域の域の域の域の組組組組織織織織体としての体としての体としての体としての役割役割役割役割も大きいのがあったと思います。も大きいのがあったと思います。も大きいのがあったと思います。も大きいのがあったと思います。ママママススススココココミミミミのののの注目注目注目注目度も高い、一方度も高い、一方度も高い、一方度も高い、一方

で、そのイで、そのイで、そのイで、そのイメメメメーーーージジジジの先行というのはかなり進んだということです。の先行というのはかなり進んだということです。の先行というのはかなり進んだということです。の先行というのはかなり進んだということです。

これからはこれからはこれからはこれからは業務業務業務業務のののの内容内容内容内容がががが拡拡拡拡充されていきます。充されていきます。充されていきます。充されていきます。府府府府県県県県業務業務業務業務ががががどどどどんんんんどどどどん上へん上へん上へん上へ持持持持っていかざるっていかざるっていかざるっていかざる

をををを得得得得ないことになるでしょうし、また、今ないことになるでしょうし、また、今ないことになるでしょうし、また、今ないことになるでしょうし、また、今持持持持っている分もっている分もっている分もっている分もどどどどんんんんどどどどんんんん拡拡拡拡充されていくと。そ充されていくと。そ充されていくと。そ充されていくと。そ

うすると、うすると、うすると、うすると、負担金負担金負担金負担金で成り立っている財政で成り立っている財政で成り立っている財政で成り立っている財政運運運運営営営営がががが各各各各府府府府県の県の県の県の負担負担負担負担にさらになってくるだろうとにさらになってくるだろうとにさらになってくるだろうとにさらになってくるだろうと

思います。そういう意思います。そういう意思います。そういう意思います。そういう意味味味味では、加では、加では、加では、加入入入入自治体の対応もこれから自治体の対応もこれから自治体の対応もこれから自治体の対応もこれから難難難難しくなってくると思うのでしくなってくると思うのでしくなってくると思うのでしくなってくると思うので

す。す。す。す。丸丸丸丸ごとごとごとごと移譲移譲移譲移譲にしても、今後、事にしても、今後、事にしても、今後、事にしても、今後、事務務務務、財、財、財、財源源源源、人員の、人員の、人員の、人員の配配配配分分分分問題問題問題問題というのがというのがというのがというのが恐恐恐恐らく行われてらく行われてらく行われてらく行われて

くるだろうと。くるだろうと。くるだろうと。くるだろうと。

奈良県に対して思っていることを奈良県に対して思っていることを奈良県に対して思っていることを奈良県に対して思っていることを最最最最後申し上げますが、１つは、これまで論後申し上げますが、１つは、これまで論後申し上げますが、１つは、これまで論後申し上げますが、１つは、これまで論理理理理をををを通通通通してしてしてして

この関西広域連合へ加この関西広域連合へ加この関西広域連合へ加この関西広域連合へ加入入入入するかするかするかするかどどどどうかということを考えて、今までまだ加うかということを考えて、今までまだ加うかということを考えて、今までまだ加うかということを考えて、今までまだ加入入入入をををを決定決定決定決定してなしてなしてなしてな

いといういといういといういという慎慎慎慎重な重な重な重な姿勢姿勢姿勢姿勢自体は、自体は、自体は、自体は、非常非常非常非常にににに評価評価評価評価されるされるされるされるべべべべきだと私は思うのです。もう一つ、議事きだと私は思うのです。もう一つ、議事きだと私は思うのです。もう一つ、議事きだと私は思うのです。もう一つ、議事

録録録録もすもすもすもすべべべべてててて読読読読ませていただきましたけれませていただきましたけれませていただきましたけれませていただきましたけれどどどども、これだけも、これだけも、これだけも、これだけ包包包包括括括括的的的的にににに審審審審議を進めてきた自治体議を進めてきた自治体議を進めてきた自治体議を進めてきた自治体

というのはというのはというのはというのは多多多多分ないだろうと思います。分ないだろうと思います。分ないだろうと思います。分ないだろうと思います。

奈良県がこれから関西広域連合との関係で奈良県がこれから関西広域連合との関係で奈良県がこれから関西広域連合との関係で奈良県がこれから関西広域連合との関係でどどどどう考えていったらいいのかと、私自う考えていったらいいのかと、私自う考えていったらいいのかと、私自う考えていったらいいのかと、私自身身身身のののの希希希希

望望望望なのですけれなのですけれなのですけれなのですけれどどどども、一つは、も、一つは、も、一つは、も、一つは、冒頭冒頭冒頭冒頭のののの問題問題問題問題ですけれですけれですけれですけれどどどども、あくまで行政のも、あくまで行政のも、あくまで行政のも、あくまで行政の仕仕仕仕事は地域の事は地域の事は地域の事は地域の暮暮暮暮

らしをらしをらしをらしを支支支支えることなのです。そのえることなのです。そのえることなのです。そのえることなのです。その観点観点観点観点から、奈良県が取りから、奈良県が取りから、奈良県が取りから、奈良県が取り組組組組まれてきたこと、特に奈良まれてきたこと、特に奈良まれてきたこと、特に奈良まれてきたこと、特に奈良モモモモ

デルデルデルデルと関西広域連合との関係を考えていただきたいということなのです。これは議事と関西広域連合との関係を考えていただきたいということなのです。これは議事と関西広域連合との関係を考えていただきたいということなのです。これは議事と関西広域連合との関係を考えていただきたいということなのです。これは議事録録録録のののの

中でもほとん中でもほとん中でもほとん中でもほとんどどどど触触触触れられてなかったと思うのです。関係がないのだったら、本当に関係がれられてなかったと思うのです。関係がないのだったら、本当に関係がれられてなかったと思うのです。関係がないのだったら、本当に関係がれられてなかったと思うのです。関係がないのだったら、本当に関係が

ないのかないのかないのかないのかどどどどうかというのは、うかというのは、うかというのは、うかというのは、恐恐恐恐らく奈良県がらく奈良県がらく奈良県がらく奈良県が断定断定断定断定できる話しではないと思いますので、できる話しではないと思いますので、できる話しではないと思いますので、できる話しではないと思いますので、ぜぜぜぜ

ひひひひ市市市市町村町村町村町村との対話というものをとの対話というものをとの対話というものをとの対話というものをややややっていってほしいと思います。それと、っていってほしいと思います。それと、っていってほしいと思います。それと、っていってほしいと思います。それと、各各各各市市市市町村町村町村町村のののの住民住民住民住民

との対話です。これを関西広域連合の加との対話です。これを関西広域連合の加との対話です。これを関西広域連合の加との対話です。これを関西広域連合の加入入入入問題問題問題問題についても、についても、についても、についても、ぜぜぜぜひひひひ積み積み積み積み重重重重ねねねねていってほしいていってほしいていってほしいていってほしい

と思います。そうして出てきた結論というのが、奈良県のと思います。そうして出てきた結論というのが、奈良県のと思います。そうして出てきた結論というのが、奈良県のと思います。そうして出てきた結論というのが、奈良県の決定決定決定決定としてとしてとしてとして最最最最も合も合も合も合理的理的理的理的なものななものななものななものな

のだろうと思いますし、それがのだろうと思いますし、それがのだろうと思いますし、それがのだろうと思いますし、それが滋賀滋賀滋賀滋賀県だとか県だとか県だとか県だとか京京京京都都都都府み府み府み府みたいな対立を生またいな対立を生またいな対立を生またいな対立を生まずずずずに、県に、県に、県に、県全全全全体とし体とし体とし体とし

て広域行政についてて広域行政についてて広域行政についてて広域行政についてどどどどう考えるかということを結論う考えるかということを結論う考えるかということを結論う考えるかということを結論づづづづけていく、そのけていく、そのけていく、そのけていく、その到達到達到達到達になっていくのになっていくのになっていくのになっていくの

だろうと思っております。だろうと思っております。だろうと思っております。だろうと思っております。

オオオオププププシシシショョョョンとしては３つございますけれンとしては３つございますけれンとしては３つございますけれンとしては３つございますけれどどどど、これはもう、これはもう、これはもう、これはもう普通普通普通普通のオのオのオのオププププシシシショョョョンですので、結ンですので、結ンですので、結ンですので、結

論としてまた議会で論としてまた議会で論としてまた議会で論としてまた議会で審審審審議の上、議の上、議の上、議の上、最最最最終終終終的的的的にににに決定決定決定決定していただければいいかなと思います。していただければいいかなと思います。していただければいいかなと思います。していただければいいかなと思います。

少少少少し長くなりましたが、これで終わりたいと思います。ごし長くなりましたが、これで終わりたいと思います。ごし長くなりましたが、これで終わりたいと思います。ごし長くなりましたが、これで終わりたいと思います。ご清清清清聴ありがとうございました。聴ありがとうございました。聴ありがとうございました。聴ありがとうございました。

（（（（拍拍拍拍手）手）手）手）

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 森先生、ありがとうございました。森先生、ありがとうございました。森先生、ありがとうございました。森先生、ありがとうございました。
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それでは、森先生のただいまのそれでは、森先生のただいまのそれでは、森先生のただいまのそれでは、森先生のただいまの発発発発言言言言に対しまして、質疑があればごに対しまして、質疑があればごに対しまして、質疑があればごに対しまして、質疑があればご発発発発言言言言願います。委員願います。委員願います。委員願います。委員

会の会の会の会のメメメメンバーの方々は、後でまた委員会がございますので、委員外議員、ンバーの方々は、後でまた委員会がございますので、委員外議員、ンバーの方々は、後でまた委員会がございますので、委員外議員、ンバーの方々は、後でまた委員会がございますので、委員外議員、理理理理事者から事者から事者から事者からぜぜぜぜひひひひ

ともともともとも発発発発言言言言をお願いしたいと思いますので、をお願いしたいと思いますので、をお願いしたいと思いますので、をお願いしたいと思いますので、発発発発言言言言のある方はのある方はのある方はのある方は挙挙挙挙手をお願いしたいと思います。手をお願いしたいと思います。手をお願いしたいと思います。手をお願いしたいと思います。

だれかおられませんか。だれかおられませんか。だれかおられませんか。だれかおられませんか。

○川口議員○川口議員○川口議員○川口議員 これから考えていく上においてのこれから考えていく上においてのこれから考えていく上においてのこれから考えていく上においての示示示示唆唆唆唆をいただいたということで、ありがとをいただいたということで、ありがとをいただいたということで、ありがとをいただいたということで、ありがと

うございました。うございました。うございました。うございました。

先生は先生は先生は先生は提提提提案案案案者でもないのでわからない部分があるのではないかと思いますが、私もわか者でもないのでわからない部分があるのではないかと思いますが、私もわか者でもないのでわからない部分があるのではないかと思いますが、私もわか者でもないのでわからない部分があるのではないかと思いますが、私もわか

らないことばかりでありますが、らないことばかりでありますが、らないことばかりでありますが、らないことばかりでありますが、ひひひひとつだけ教えてもらいたい。とつだけ教えてもらいたい。とつだけ教えてもらいたい。とつだけ教えてもらいたい。

ややややがてこの関西広域連合ががてこの関西広域連合ががてこの関西広域連合ががてこの関西広域連合が道州道州道州道州制に制に制に制に向向向向かおうという一つのかおうという一つのかおうという一つのかおうという一つの筋筋筋筋道道道道、コー、コー、コー、コーススススもあろうというもあろうというもあろうというもあろうという

ことのことのことのことの提起提起提起提起をいただいたわけですが、それがありとするならば、をいただいたわけですが、それがありとするならば、をいただいたわけですが、それがありとするならば、をいただいたわけですが、それがありとするならば、道州道州道州道州制は制は制は制は従従従従前前前前のののの近近近近畿畿畿畿地方地方地方地方

だとか中だとか中だとか中だとか中国国国国地方だとか地方だとか地方だとか地方だとか四四四四国国国国地方だとか地方だとか地方だとか地方だとか九九九九州州州州地方だとか、そういうような地方だとか、そういうような地方だとか、そういうような地方だとか、そういうような概概概概念念念念があると思うがあると思うがあると思うがあると思う

のです。ついては、関西広域連合は今、加のです。ついては、関西広域連合は今、加のです。ついては、関西広域連合は今、加のです。ついては、関西広域連合は今、加入入入入構成構成構成構成団団団団体が体が体が体が近近近近畿畿畿畿は奈良県がまだは奈良県がまだは奈良県がまだは奈良県がまだ入入入入っていない。っていない。っていない。っていない。

しかし、中しかし、中しかし、中しかし、中国国国国地方の地方の地方の地方の鳥鳥鳥鳥取県と取県と取県と取県と四四四四国国国国の徳の徳の徳の徳島島島島県が県が県が県が入入入入っておる。これらの県が、っておる。これらの県が、っておる。これらの県が、っておる。これらの県が、ややややがてがてがてがて道州道州道州道州制と制と制と制と

いうようなかかわり合いになってくると、一体これがいうようなかかわり合いになってくると、一体これがいうようなかかわり合いになってくると、一体これがいうようなかかわり合いになってくると、一体これがどどどどういう方ういう方ういう方ういう方向向向向になるのか。つまりになるのか。つまりになるのか。つまりになるのか。つまり道道道道

州州州州制にかかわる地域制にかかわる地域制にかかわる地域制にかかわる地域性ど性ど性ど性どういうういうういうういう想定想定想定想定の上に立っているのか。もしおわかりであれば、教えの上に立っているのか。もしおわかりであれば、教えの上に立っているのか。もしおわかりであれば、教えの上に立っているのか。もしおわかりであれば、教え

てください。てください。てください。てください。

○森教授○森教授○森教授○森教授 どどどどうもありがとうございます。うもありがとうございます。うもありがとうございます。うもありがとうございます。

道州道州道州道州制が制が制が制がどどどどういうういうういうういうふふふふうなうなうなうな形形形形で意思で意思で意思で意思決定決定決定決定されていくかというのは、まだされていくかというのは、まだされていくかというのは、まだされていくかというのは、まだ全全全全くくくく案案案案もももも示示示示されてされてされてされて

ないのですけれないのですけれないのですけれないのですけれどどどども、も、も、も、基基基基本本本本的的的的にはにはにはには府府府府県の意思が一県の意思が一県の意思が一県の意思が一番番番番大事ですので、そこを大事ですので、そこを大事ですので、そこを大事ですので、そこを無無無無視視視視して、して、して、して、国国国国はははは

モデルモデルモデルモデルとして出すかもしれませんが、として出すかもしれませんが、として出すかもしれませんが、として出すかもしれませんが、勝勝勝勝手におまえのところはここの手におまえのところはここの手におまえのところはここの手におまえのところはここの州州州州だというだというだというだという形形形形にはなにはなにはなにはな

らないのです。ですから、らないのです。ですから、らないのです。ですから、らないのです。ですから、例例例例えば徳えば徳えば徳えば徳島島島島県が、自分は関西の中に県が、自分は関西の中に県が、自分は関西の中に県が、自分は関西の中に入入入入りたいと思うのか、中りたいと思うのか、中りたいと思うのか、中りたいと思うのか、中四四四四

国国国国の中にいたいと思うのか、の中にいたいと思うのか、の中にいたいと思うのか、の中にいたいと思うのか、鳥鳥鳥鳥取県もそうです、取県もそうです、取県もそうです、取県もそうです、どどどどう思うのかは、それう思うのかは、それう思うのかは、それう思うのかは、それぞぞぞぞれの県がおれの県がおれの県がおれの県がお決決決決めめめめ

になる話だと思うのです。そのになる話だと思うのです。そのになる話だと思うのです。そのになる話だと思うのです。その際際際際に、関西広域連合にに、関西広域連合にに、関西広域連合にに、関西広域連合に入入入入っておられて、っておられて、っておられて、っておられて、どどどどうおうおうおうお感感感感じじじじになるになるになるになる

かということがかということがかということがかということが影響影響影響影響していくのだろうと思いますので、県によっては、していくのだろうと思いますので、県によっては、していくのだろうと思いますので、県によっては、していくのだろうと思いますので、県によっては、ひひひひょっとしたら分ょっとしたら分ょっとしたら分ょっとしたら分

割割割割というところも出てくるかもしれません。というところも出てくるかもしれません。というところも出てくるかもしれません。というところも出てくるかもしれません。例例例例えばえばえばえば南北南北南北南北でででで非常非常非常非常に長いところで、に長いところで、に長いところで、に長いところで、文化文化文化文化圏圏圏圏がががが

違違違違うところというのはございます。もしくはうところというのはございます。もしくはうところというのはございます。もしくはうところというのはございます。もしくは東東東東西で西で西で西で全然文化全然文化全然文化全然文化圏圏圏圏がががが違違違違うところがあります。うところがあります。うところがあります。うところがあります。

そういうところは、分かれてそういうところは、分かれてそういうところは、分かれてそういうところは、分かれてどどどどこかのこかのこかのこかの州州州州にににに入入入入りたいとか、そういうところも出てくるかもりたいとか、そういうところも出てくるかもりたいとか、そういうところも出てくるかもりたいとか、そういうところも出てくるかも

しれません。いしれません。いしれません。いしれません。いずずずずれにせよ、それれにせよ、それれにせよ、それれにせよ、それぞぞぞぞれのれのれのれの府府府府県ないし地域が県ないし地域が県ないし地域が県ないし地域がどどどどうお考えになるかとによって、うお考えになるかとによって、うお考えになるかとによって、うお考えになるかとによって、

道州道州道州道州制のあり方は制のあり方は制のあり方は制のあり方は決決決決まってくるのだろうと思っております。まってくるのだろうと思っております。まってくるのだろうと思っております。まってくるのだろうと思っております。

○山下議員○山下議員○山下議員○山下議員 このこのこのこの道州道州道州道州制で一制で一制で一制で一番番番番関関関関心心心心があるのは、があるのは、があるのは、があるのは、例例例例えば、えば、えば、えば、府府府府県の県の県の県のレレレレベルベルベルベルでも市でも市でも市でも市町村町村町村町村ののののレレレレベベベベ
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ルルルルでも、でも、でも、でも、産業産業産業産業についてについてについてについて効効効効果的果的果的果的なななな施施施施策が策が策が策が打ち打ち打ち打ち出せていません。奈良県も知事は、出せていません。奈良県も知事は、出せていません。奈良県も知事は、出せていません。奈良県も知事は、企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致とととと

雇雇雇雇用の用の用の用の拡拡拡拡大ということで、大ということで、大ということで、大ということで、喫喫喫喫緊緊緊緊の行政の大きなの行政の大きなの行政の大きなの行政の大きなテテテテーーーーママママに上げられましたけれに上げられましたけれに上げられましたけれに上げられましたけれどどどども、たしかも、たしかも、たしかも、たしか

いろんないろんないろんないろんな優遇優遇優遇優遇政策を政策を政策を政策を駆使駆使駆使駆使して、４年間で１００にして、４年間で１００にして、４年間で１００にして、４年間で１００に近近近近いいいい企企企企業業業業をををを誘誘誘誘致致致致なさいました。それによなさいました。それによなさいました。それによなさいました。それによ

ってってってってどどどどれだけのれだけのれだけのれだけの雇雇雇雇用が用が用が用がふふふふえたかというと、１００人えたかというと、１００人えたかというと、１００人えたかというと、１００人未満未満未満未満です。そういうことではです。そういうことではです。そういうことではです。そういうことでは効効効効果果果果がながながながな

い。特にい。特にい。特にい。特に産業産業産業産業対策を考えるときには、対策を考えるときには、対策を考えるときには、対策を考えるときには、少少少少なくとも関西広域連合で一なくとも関西広域連合で一なくとも関西広域連合で一なくとも関西広域連合で一緒緒緒緒になって考えていくになって考えていくになって考えていくになって考えていく

べべべべきではないかと。奈良県は特に、きではないかと。奈良県は特に、きではないかと。奈良県は特に、きではないかと。奈良県は特に、道道道道路路路路にしてもにしてもにしてもにしても鉄路鉄路鉄路鉄路にしても、大にしても、大にしても、大にしても、大阪阪阪阪にににに向向向向いていていていて利利利利便便便便性性性性を高を高を高を高

めていくことにめていくことにめていくことにめていくことに留留留留意してきました。今も県外で意してきました。今も県外で意してきました。今も県外で意してきました。今も県外で就労就労就労就労している人がたくさんある、日本一している人がたくさんある、日本一している人がたくさんある、日本一している人がたくさんある、日本一多多多多

い県でございますし、い県でございますし、い県でございますし、い県でございますし、商商商商売売売売するするするする場場場場合に、大合に、大合に、大合に、大阪阪阪阪、、、、京京京京都、都、都、都、神戸神戸神戸神戸という大きなという大きなという大きなという大きな消消消消費費費費地域をター地域をター地域をター地域をターゲゲゲゲ

ッッッットとした、そういうトとした、そういうトとした、そういうトとした、そういう商商商商いをいをいをいをややややってきたわけであります。ですから、私はってきたわけであります。ですから、私はってきたわけであります。ですから、私はってきたわけであります。ですから、私は産業産業産業産業対策を、対策を、対策を、対策を、少少少少

なくとも広域連合の中で奈良県はなくとも広域連合の中で奈良県はなくとも広域連合の中で奈良県はなくとも広域連合の中で奈良県は同じ同じ同じ同じ立立立立場場場場に立って進めていくに立って進めていくに立って進めていくに立って進めていくべべべべきだと考えている次第できだと考えている次第できだと考えている次第できだと考えている次第で

す。す。す。す。

先生は、広域連合のこれまでの取り先生は、広域連合のこれまでの取り先生は、広域連合のこれまでの取り先生は、広域連合のこれまでの取り組み組み組み組みで、で、で、で、防災防災防災防災対策という部分に対策という部分に対策という部分に対策という部分に注目注目注目注目されておりますされておりますされておりますされております

けれけれけれけれどどどども、も、も、も、むむむむしろしろしろしろ産業産業産業産業対策の対策の対策の対策の拠拠拠拠点点点点として、大きなとして、大きなとして、大きなとして、大きな役割役割役割役割をををを担担担担ううううべべべべきではないのかと思うのできではないのかと思うのできではないのかと思うのできではないのかと思うので

すけれすけれすけれすけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その辺辺辺辺の考え方はいかがでしょうか。の考え方はいかがでしょうか。の考え方はいかがでしょうか。の考え方はいかがでしょうか。

○森教授○森教授○森教授○森教授 そうですそうですそうですそうですねねねね、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか難難難難しいです。自治体がしいです。自治体がしいです。自治体がしいです。自治体が産業産業産業産業政策に政策に政策に政策にどどどどれだけ有れだけ有れだけ有れだけ有効効効効なななな役割役割役割役割をををを

果果果果たしたしたしたし得得得得るのかと、なかなかるのかと、なかなかるのかと、なかなかるのかと、なかなか難難難難しいしいしいしい問題問題問題問題だと思っているのです。だと思っているのです。だと思っているのです。だと思っているのです。例例例例えば、今えば、今えば、今えば、今言言言言われたわれたわれたわれた企企企企業業業業

誘誘誘誘致致致致、奈良県もあったと。、奈良県もあったと。、奈良県もあったと。、奈良県もあったと。どどどどこの都この都この都この都道府道府道府道府県でも、県でも、県でも、県でも、税税税税のののの減減減減免免免免であったり、そのであったり、そのであったり、そのであったり、その補補補補助助助助金金金金のののの支支支支出出出出

であったりと、であったりと、であったりと、であったりと、言葉言葉言葉言葉はははは悪悪悪悪いですけれいですけれいですけれいですけれどどどどもももも誘誘誘誘致致致致合合合合戦戦戦戦ををををややややってきたという経ってきたという経ってきたという経ってきたという経緯緯緯緯がございます。がございます。がございます。がございます。

でも、今おっしでも、今おっしでも、今おっしでも、今おっしゃゃゃゃられたように、られたように、られたように、られたように、工工工工場場場場はははは来来来来たけれたけれたけれたけれどどどども、も、も、も、雇雇雇雇用があんまり用があんまり用があんまり用があんまりふふふふえない。えない。えない。えない。ふふふふえてえてえてえて

も、も、も、も、非非非非正正正正規規規規雇雇雇雇用が用が用が用が多多多多い。日本い。日本い。日本い。日本全全全全体で大体４体で大体４体で大体４体で大体４割割割割ですからですからですからですからねねねね、、、、非非非非正正正正規規規規雇雇雇雇用が用が用が用が多多多多いと。当いと。当いと。当いと。当然然然然、地、地、地、地

域域域域内内内内にににに所所所所得得得得も上がらないわけです。も上がらないわけです。も上がらないわけです。も上がらないわけです。労労労労働働働働市市市市場場場場がそういうがそういうがそういうがそういう状状状状態態態態ですから、上がらないわけでですから、上がらないわけでですから、上がらないわけでですから、上がらないわけで

す。では、す。では、す。では、す。では、どどどどうしたらいいのかという、これをうしたらいいのかという、これをうしたらいいのかという、これをうしたらいいのかという、これを各各各各自治体ごとでできるのか自治体ごとでできるのか自治体ごとでできるのか自治体ごとでできるのかどどどどうかというとうかというとうかというとうかというと

ころで、もっところで、もっところで、もっところで、もっとナナナナシシシショョョョナナナナルルルルなななな課課課課題題題題だと思っている。だと思っている。だと思っている。だと思っている。国全国全国全国全体の体の体の体の課課課課題題題題と思っているのです。と思っているのです。と思っているのです。と思っているのです。国国国国

全全全全体の体の体の体の労労労労働働働働市市市市場場場場のののの規規規規制の制の制の制の問題問題問題問題ではないかと思っているということです。ではないかと思っているということです。ではないかと思っているということです。ではないかと思っているということです。

もう一つ、もう一つ、もう一つ、もう一つ、産業産業産業産業政策自体を関西という政策自体を関西という政策自体を関西という政策自体を関西というエエエエリリリリアアアアで考えてはで考えてはで考えてはで考えてはどどどどうかと。これは、関西で考えうかと。これは、関西で考えうかと。これは、関西で考えうかと。これは、関西で考え

るるるるべべべべきことは考えていいと思うのです。きことは考えていいと思うのです。きことは考えていいと思うのです。きことは考えていいと思うのです。現現現現に、これ関西広域連合とは関係がに、これ関西広域連合とは関係がに、これ関西広域連合とは関係がに、これ関西広域連合とは関係が直接直接直接直接はないのはないのはないのはないの

ですけれですけれですけれですけれどどどども、特も、特も、特も、特区区区区との関係で、関西との関係で、関西との関係で、関西との関係で、関西医療産業医療産業医療産業医療産業都市ということで、大都市ということで、大都市ということで、大都市ということで、大阪阪阪阪市と市と市と市と京京京京都市と都市と都市と都市と神戸神戸神戸神戸

市が中市が中市が中市が中心心心心になって、このになって、このになって、このになって、この前前前前採択採択採択採択されました。ああいうようなされました。ああいうようなされました。ああいうようなされました。ああいうような得得得得意わざを生かして、意わざを生かして、意わざを生かして、意わざを生かして、例例例例えばえばえばえば

大大大大阪阪阪阪市はもともと市はもともと市はもともと市はもともと製製製製薬薬薬薬会会会会社社社社がががが非常非常非常非常にににに強強強強かった。かった。かった。かった。京京京京都市は都市は都市は都市は医療医療医療医療機機機機器器器器のののの非常非常非常非常にすぐれたにすぐれたにすぐれたにすぐれたメメメメーーーーカカカカ

ーがある。ーがある。ーがある。ーがある。神戸神戸神戸神戸市の市の市の市の場場場場合、合、合、合、医療産業医療産業医療産業医療産業といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、理化理化理化理化学学学学研究研究研究研究所所所所等等等等も含めても含めても含めても含めて集集集集積積積積しているしているしているしている
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という、それを連という、それを連という、それを連という、それを連携携携携させて、させて、させて、させて、全全全全体としての体としての体としての体としての医療産業医療産業医療産業医療産業のパのパのパのパワワワワーーーーアアアアッッッッププププををををややややると。こういう連ると。こういう連ると。こういう連ると。こういう連

携携携携というのは当というのは当というのは当というのは当然然然然あると思うのです。しかし、それは別に関西広域連合であると思うのです。しかし、それは別に関西広域連合であると思うのです。しかし、それは別に関西広域連合であると思うのです。しかし、それは別に関西広域連合でややややったわけではったわけではったわけではったわけでは

実実実実はなかったわけです。はなかったわけです。はなかったわけです。はなかったわけです。むむむむしろ関西広域連合というしろ関西広域連合というしろ関西広域連合というしろ関西広域連合という枠枠枠枠組み組み組み組みででででややややっても構わないとは思いまっても構わないとは思いまっても構わないとは思いまっても構わないとは思いま

す。ただ、関西広域連合であれば、す。ただ、関西広域連合であれば、す。ただ、関西広域連合であれば、す。ただ、関西広域連合であれば、何何何何かできると、かできると、かできると、かできると、単純単純単純単純にそんなにそんなにそんなにそんなふふふふうには私自うには私自うには私自うには私自身身身身は思えなは思えなは思えなは思えな

いところがあります。いところがあります。いところがあります。いところがあります。

むむむむしろ、奈良県で有しろ、奈良県で有しろ、奈良県で有しろ、奈良県で有効効効効なななな産業産業産業産業政策を自治体です政策を自治体です政策を自治体です政策を自治体ですべべべべきであるというのであれば、奈良県できであるというのであれば、奈良県できであるというのであれば、奈良県できであるというのであれば、奈良県で

ききききちちちちっと考えられるっと考えられるっと考えられるっと考えられる産業産業産業産業政策、２１政策、２１政策、２１政策、２１世紀世紀世紀世紀、これからの、これからの、これからの、これからの未来未来未来未来を見を見を見を見据据据据えた、奈良県のえた、奈良県のえた、奈良県のえた、奈良県の産業産業産業産業構構構構造造造造

のあり方というのを考えるのあり方というのを考えるのあり方というのを考えるのあり方というのを考えるべべべべきだと思います。それができないから、関西きだと思います。それができないから、関西きだと思います。それができないから、関西きだと思います。それができないから、関西全全全全体でというの体でというの体でというの体でというの

は、は、は、は、ちちちちょっと論ょっと論ょっと論ょっと論理的理的理的理的ににににどどどどうなのかといううなのかといううなのかといううなのかという気気気気はするのですけれはするのですけれはするのですけれはするのですけれどどどど。。。。

○山下議員○山下議員○山下議員○山下議員 もっとも、経済のもっとも、経済のもっとも、経済のもっとも、経済の問題問題問題問題については、関西では関西経済連合会なについては、関西では関西経済連合会なについては、関西では関西経済連合会なについては、関西では関西経済連合会などどどどが中が中が中が中心心心心になになになにな

ってってってってややややっていくと、それは当たりっていくと、それは当たりっていくと、それは当たりっていくと、それは当たり前前前前の話でございまして、ただ、インの話でございまして、ただ、インの話でございまして、ただ、インの話でございまして、ただ、インフラフラフラフラのののの整整整整備等備等備等備等を含めを含めを含めを含め

まして、一まして、一まして、一まして、一緒緒緒緒に考えていく。これまでそうしたに考えていく。これまでそうしたに考えていく。これまでそうしたに考えていく。これまでそうした具具具具体体体体的的的的連連連連携携携携としてはなかったとしても、奈としてはなかったとしても、奈としてはなかったとしても、奈としてはなかったとしても、奈

良県の行政は、明治以良県の行政は、明治以良県の行政は、明治以良県の行政は、明治以来来来来、西に、西に、西に、西に向向向向いて、いて、いて、いて、道道道道路路路路をつけ、をつけ、をつけ、をつけ、鉄路鉄路鉄路鉄路をつけていった。をつけていった。をつけていった。をつけていった。要要要要するに、するに、するに、するに、働働働働

くくくく場所場所場所場所をををを求求求求めて、奈良県めて、奈良県めて、奈良県めて、奈良県民民民民の生の生の生の生活活活活のののの基基基基盤盤盤盤ををををどどどどうするのかということを大うするのかということを大うするのかということを大うするのかということを大阪阪阪阪府府府府と一と一と一と一緒緒緒緒に考えに考えに考えに考え

てきた。こういう経てきた。こういう経てきた。こういう経てきた。こういう経緯緯緯緯はあると思います。ですから、はあると思います。ですから、はあると思います。ですから、はあると思います。ですから、道道道道路路路路にしろにしろにしろにしろ鉄路鉄路鉄路鉄路にしろ、さまざまなにしろ、さまざまなにしろ、さまざまなにしろ、さまざまな

インインインインフラ整フラ整フラ整フラ整備備備備も含めまして、今、関西経済連合会が中も含めまして、今、関西経済連合会が中も含めまして、今、関西経済連合会が中も含めまして、今、関西経済連合会が中心心心心にににに何何何何ををををややややろうとしているのかといろうとしているのかといろうとしているのかといろうとしているのかとい

うことも含めて、行政もタイうことも含めて、行政もタイうことも含めて、行政もタイうことも含めて、行政もタイアアアアッッッッププププしながら、一しながら、一しながら、一しながら、一緒緒緒緒に考えていくというに考えていくというに考えていくというに考えていくという視視視視野が野が野が野が必要必要必要必要ではなではなではなではな

いかと。そうした中で、県がいかと。そうした中で、県がいかと。そうした中で、県がいかと。そうした中で、県が確確確確かなかなかなかな筋筋筋筋道道道道をををを示示示示しながら、市しながら、市しながら、市しながら、市町村町村町村町村ををををリリリリーーーードドドドしていくことがしていくことがしていくことがしていくことが極極極極

めて大めて大めて大めて大切切切切ではないかと思うのです。私の意見ですけれではないかと思うのです。私の意見ですけれではないかと思うのです。私の意見ですけれではないかと思うのです。私の意見ですけれどどどども。も。も。も。

○森教授○森教授○森教授○森教授 おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていることは、私もそのとおりだと思います。ただ、それと広域連っていることは、私もそのとおりだと思います。ただ、それと広域連っていることは、私もそのとおりだと思います。ただ、それと広域連っていることは、私もそのとおりだと思います。ただ、それと広域連

合との話とのつながりというのが、私の中では、もう合との話とのつながりというのが、私の中では、もう合との話とのつながりというのが、私の中では、もう合との話とのつながりというのが、私の中では、もうひひひひとつとつとつとつ心心心心の中にの中にの中にの中に落落落落ちちちちないところがあないところがあないところがあないところがあ

るということなのです。行政と経済るということなのです。行政と経済るということなのです。行政と経済るということなのです。行政と経済界界界界、一、一、一、一緒緒緒緒に考えていかないといけないというのはもうに考えていかないといけないというのはもうに考えていかないといけないというのはもうに考えていかないといけないというのはもう

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおりだと思います。るとおりだと思います。るとおりだと思います。るとおりだと思います。

○岡議員○岡議員○岡議員○岡議員 きょうはきょうはきょうはきょうはどどどどうもありがとうございました。うもありがとうございました。うもありがとうございました。うもありがとうございました。

きょうのお話をきょうのお話をきょうのお話をきょうのお話を聞聞聞聞いておりますと、先生のお話のいておりますと、先生のお話のいておりますと、先生のお話のいておりますと、先生のお話の主主主主眼眼眼眼は、この広域連合と地方の市は、この広域連合と地方の市は、この広域連合と地方の市は、この広域連合と地方の市町村町村町村町村

との関係について、との関係について、との関係について、との関係について、どちどちどちどちらかというと市らかというと市らかというと市らかというと市町村町村町村町村がががが蚊帳蚊帳蚊帳蚊帳の外にの外にの外にの外に置置置置かれているということのかれているということのかれているということのかれているということの危危危危惧惧惧惧

をおっしをおっしをおっしをおっしゃゃゃゃっていました。これはっていました。これはっていました。これはっていました。これは同同同同感感感感でございます。ある意でございます。ある意でございます。ある意でございます。ある意味味味味でもっとでもっとでもっとでもっと言言言言えば、今、自治えば、今、自治えば、今、自治えば、今、自治

会が成り立たないところがたくさんあります。それから奈良県では限会が成り立たないところがたくさんあります。それから奈良県では限会が成り立たないところがたくさんあります。それから奈良県では限会が成り立たないところがたくさんあります。それから奈良県では限界界界界集落集落集落集落もあります。もあります。もあります。もあります。

これはこれはこれはこれはややややっっっっぱぱぱぱりだれが見ても、りだれが見ても、りだれが見ても、りだれが見ても、解消解消解消解消していかないとだめだと。自治のしていかないとだめだと。自治のしていかないとだめだと。自治のしていかないとだめだと。自治の基基基基本は本は本は本は住民住民住民住民のののの組組組組織織織織かかかか

ら始まるのですから。そういう意ら始まるのですから。そういう意ら始まるのですから。そういう意ら始まるのですから。そういう意味味味味で、異論をで、異論をで、異論をで、異論を唱唱唱唱えるわけではないのですけれえるわけではないのですけれえるわけではないのですけれえるわけではないのですけれどどどども、一方、も、一方、も、一方、も、一方、
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この関西広域連合という議論がこの関西広域連合という議論がこの関西広域連合という議論がこの関西広域連合という議論が起起起起こったこったこったこった背背背背景景景景を考えますと、を考えますと、を考えますと、を考えますと、ややややはり地方分はり地方分はり地方分はり地方分権権権権というところというところというところというところ

からからからから来来来来ているわけです。中ているわけです。中ているわけです。中ているわけです。中央央央央のののの権権権権限と、限と、限と、限と、要要要要するに財政とか含めてするに財政とか含めてするに財政とか含めてするに財政とか含めて全全全全部これをできるだけ、部これをできるだけ、部これをできるだけ、部これをできるだけ、

国国国国がすがすがすがすべべべべきものと地方がすきものと地方がすきものと地方がすきものと地方がすべべべべきものとをきものとをきものとをきものとを仕仕仕仕分けして、地方に分けして、地方に分けして、地方に分けして、地方に移管移管移管移管できるものはしていこうできるものはしていこうできるものはしていこうできるものはしていこう

というところから始まった一つのというところから始まった一つのというところから始まった一つのというところから始まった一つの受受受受けけけけ皿皿皿皿として、私はこの関西広域連合の考え方が一つあとして、私はこの関西広域連合の考え方が一つあとして、私はこの関西広域連合の考え方が一つあとして、私はこの関西広域連合の考え方が一つあ

ると思うのです。また、今のると思うのです。また、今のると思うのです。また、今のると思うのです。また、今の九九九九州州州州にににに起起起起こっていることとこっていることとこっていることとこっていることと同じ同じ同じ同じだと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。

そういう意そういう意そういう意そういう意味味味味では、一つおでは、一つおでは、一つおでは、一つお尋尋尋尋ねねねねしたいのは、したいのは、したいのは、したいのは、我我我我がががが国国国国におけるこの今の行政におけるこの今の行政におけるこの今の行政におけるこの今の行政組組組組織織織織、、、、システシステシステシステ

ムムムムが今が今が今が今疲弊疲弊疲弊疲弊してきていると。ある意してきていると。ある意してきていると。ある意してきていると。ある意味味味味においては、特ににおいては、特ににおいては、特ににおいては、特に膨膨膨膨大なコ大なコ大なコ大なコスススストがかかっています。トがかかっています。トがかかっています。トがかかっています。

特に二重行政、大特に二重行政、大特に二重行政、大特に二重行政、大阪阪阪阪府府府府にににに象象象象徴徴徴徴されるような、ああいうことが今、されるような、ああいうことが今、されるような、ああいうことが今、されるような、ああいうことが今、世世世世論でも取り上げられて、論でも取り上げられて、論でも取り上げられて、論でも取り上げられて、

大大大大阪阪阪阪都構都構都構都構想想想想がががが起起起起こったのもそのこったのもそのこったのもそのこったのもその背背背背景景景景だと思うのですけれだと思うのですけれだと思うのですけれだと思うのですけれどどどども。奈良県においても、大きいも。奈良県においても、大きいも。奈良県においても、大きいも。奈良県においても、大きい

問題問題問題問題ではないかもしれませんが、ではないかもしれませんが、ではないかもしれませんが、ではないかもしれませんが、例例例例えば中えば中えば中えば中核核核核市の奈良市と県との関係においても、この二市の奈良市と県との関係においても、この二市の奈良市と県との関係においても、この二市の奈良市と県との関係においても、この二

重行政はあるのです。そういうところを考えていくと、重行政はあるのです。そういうところを考えていくと、重行政はあるのです。そういうところを考えていくと、重行政はあるのです。そういうところを考えていくと、将将将将来的来的来的来的に、一つの考えとしては、に、一つの考えとしては、に、一つの考えとしては、に、一つの考えとしては、

道州道州道州道州制が行政の制が行政の制が行政の制が行政の形形形形としてはありとしてはありとしてはありとしてはあり得得得得るのかと。そういうことをるのかと。そういうことをるのかと。そういうことをるのかと。そういうことを視視視視野に野に野に野に入入入入れながら、この今のれながら、この今のれながら、この今のれながら、この今の

システシステシステシステムムムムををををどどどどうすればいいのか。うすればいいのか。うすればいいのか。うすればいいのか。

今のお話はよくわかったのですけれ今のお話はよくわかったのですけれ今のお話はよくわかったのですけれ今のお話はよくわかったのですけれどどどども、では、こういうも、では、こういうも、では、こういうも、では、こういうテテテテーーーーママママについて、について、について、について、どどどどのようなのようなのようなのような

行政行政行政行政組組組組織織織織がががが将将将将来的来的来的来的に考えられるのか。また、に考えられるのか。また、に考えられるのか。また、に考えられるのか。また、どどどどの方の方の方の方向向向向にににに持持持持っていかなければならないとおっていかなければならないとおっていかなければならないとおっていかなければならないとお

考えになっているのか、考えになっているのか、考えになっているのか、考えになっているのか、聞聞聞聞きたいです。きたいです。きたいです。きたいです。

○森教授○森教授○森教授○森教授 今の今の今の今の府府府府県域を県域を県域を県域をベベベベーーーーススススに広域行政を考えるに広域行政を考えるに広域行政を考えるに広域行政を考えるべべべべきではないかという思いなのです。きではないかという思いなのです。きではないかという思いなのです。きではないかという思いなのです。

では、では、では、では、道州道州道州道州制にすれば、制にすれば、制にすれば、制にすれば、何何何何ががががどどどどううまくいくのかというのは、わかりにくいところがあるううまくいくのかというのは、わかりにくいところがあるううまくいくのかというのは、わかりにくいところがあるううまくいくのかというのは、わかりにくいところがある

のです。私がのです。私がのです。私がのです。私が道州道州道州道州制について制について制について制について懐懐懐懐疑疑疑疑的的的的なななな理理理理由由由由の一つは、地域間のの一つは、地域間のの一つは、地域間のの一つは、地域間の格差格差格差格差がすごくがすごくがすごくがすごく強強強強まるのではまるのではまるのではまるのでは

ないかと思っているのです。つまり、ないかと思っているのです。つまり、ないかと思っているのです。つまり、ないかと思っているのです。つまり、例例例例えばえばえばえば道州道州道州道州制にした方がいいという、制にした方がいいという、制にした方がいいという、制にした方がいいという、非常非常非常非常に説に説に説に説得得得得的的的的

な議論の一つは、今、な議論の一つは、今、な議論の一つは、今、な議論の一つは、今、各各各各府府府府県に財県に財県に財県に財源源源源が、が、が、が、国国国国の財政調の財政調の財政調の財政調整整整整制度の中で、平制度の中で、平制度の中で、平制度の中で、平等等等等で公平なで公平なで公平なで公平な形形形形でででで再再再再分分分分

配配配配されています。されています。されています。されています。

例例例例えばえばえばえば港港港港をををを例例例例にとると、大にとると、大にとると、大にとると、大阪阪阪阪府府府府には大には大には大には大阪阪阪阪市が市が市が市が管管管管轄轄轄轄するするするする港港港港があり、大があり、大があり、大があり、大阪阪阪阪府府府府がががが管管管管轄轄轄轄するするするする港港港港がががが

あり、あり、あり、あり、兵庫兵庫兵庫兵庫県には県には県には県には神戸神戸神戸神戸市が市が市が市が管管管管轄轄轄轄するするするする港港港港があり、があり、があり、があり、兵庫兵庫兵庫兵庫県が県が県が県が管管管管轄轄轄轄するするするする港港港港があり、があり、があり、があり、京京京京都都都都府府府府にもにもにもにも舞舞舞舞

鶴鶴鶴鶴というというというという港港港港、、、、京京京京都都都都府府府府がががが管管管管轄轄轄轄しているしているしているしている港港港港があります。そういうばらばらに中があります。そういうばらばらに中があります。そういうばらばらに中があります。そういうばらばらに中規模規模規模規模のインのインのインのインフラフラフラフラ

整整整整備備備備をするとインをするとインをするとインをするとインフラフラフラフラのののの力力力力というのは分というのは分というのは分というのは分散散散散されてしまうので、大きくまとめて、大されてしまうので、大きくまとめて、大されてしまうので、大きくまとめて、大されてしまうので、大きくまとめて、大阪阪阪阪府府府府にににに

どどどどんと大きなんと大きなんと大きなんと大きな港港港港をつくった方が、をつくった方が、をつくった方が、をつくった方が、アアアアジジジジアアアアののののハハハハブブブブ港港港港になるとかいう議論は当になるとかいう議論は当になるとかいう議論は当になるとかいう議論は当然然然然あるわけです。あるわけです。あるわけです。あるわけです。

それによって関西の経済それによって関西の経済それによって関西の経済それによって関西の経済全全全全体が体が体が体が浮揚浮揚浮揚浮揚するからいいんだという議論があります。しかし、そするからいいんだという議論があります。しかし、そするからいいんだという議論があります。しかし、そするからいいんだという議論があります。しかし、そ

うしたうしたうしたうした場場場場合、合、合、合、何何何何がががが起起起起こるかというと、それまでこるかというと、それまでこるかというと、それまでこるかというと、それまで営営営営まれてきたそれまれてきたそれまれてきたそれまれてきたそれぞぞぞぞれの地域のれの地域のれの地域のれの地域の港湾港湾港湾港湾行政は行政は行政は行政は

衰退衰退衰退衰退し、それによってし、それによってし、それによってし、それによって支支支支えられてきたえられてきたえられてきたえられてきた例例例例えばえばえばえば漁漁漁漁業業業業なりなりなりなり観観観観光光光光業業業業なりというものがなりというものがなりというものがなりというものが衰退衰退衰退衰退していしていしていしてい
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くのではないかと。当くのではないかと。当くのではないかと。当くのではないかと。当然然然然、そういう、そういう、そういう、そういう懸念懸念懸念懸念がががが起起起起こってくるわけです。こってくるわけです。こってくるわけです。こってくるわけです。

道州道州道州道州制は、そういう地域間の制は、そういう地域間の制は、そういう地域間の制は、そういう地域間の格差格差格差格差をををを非常非常非常非常にににに強強強強めるものではないかと私自めるものではないかと私自めるものではないかと私自めるものではないかと私自身身身身思っているの思っているの思っているの思っているの

です。それをです。それをです。それをです。それを避避避避けながら、地域経済をけながら、地域経済をけながら、地域経済をけながら、地域経済を活活活活性化性化性化性化していくためには、今までのしていくためには、今までのしていくためには、今までのしていくためには、今までの府府府府県と市県と市県と市県と市町村町村町村町村のののの

枠枠枠枠組み組み組み組みをできる限り生かしたをできる限り生かしたをできる限り生かしたをできる限り生かした形形形形で、それこそさっきで、それこそさっきで、それこそさっきで、それこそさっき言言言言われたわれたわれたわれた実実実実の上がるの上がるの上がるの上がる産業産業産業産業政策というの政策というの政策というの政策というの

を考えていく以外にないのではないかと思っております。そういった意を考えていく以外にないのではないかと思っております。そういった意を考えていく以外にないのではないかと思っております。そういった意を考えていく以外にないのではないかと思っております。そういった意味味味味では、かなりでは、かなりでは、かなりでは、かなり保保保保

守守守守的的的的な意見にはなるわけですけれな意見にはなるわけですけれな意見にはなるわけですけれな意見にはなるわけですけれどどどども、都市機構のも、都市機構のも、都市機構のも、都市機構の再再再再編編編編によって、日本経済がによって、日本経済がによって、日本経済がによって、日本経済が再再再再浮浮浮浮上する上する上する上する

というというというという道道道道筋筋筋筋がそんなに明がそんなに明がそんなに明がそんなに明確確確確に見えるわけでもありませんので、それを考えると、に見えるわけでもありませんので、それを考えると、に見えるわけでもありませんので、それを考えると、に見えるわけでもありませんので、それを考えると、むむむむしろしろしろしろ安安安安

定定定定的的的的に行政といいますか、に行政といいますか、に行政といいますか、に行政といいますか、社社社社会を会を会を会を前前前前進進進進的的的的に進めていくためには、今のに進めていくためには、今のに進めていくためには、今のに進めていくためには、今の府府府府県域を県域を県域を県域を前提前提前提前提にににに施施施施策策策策

をををを打打打打っていくっていくっていくっていくべべべべきではないかと思っているのです。きではないかと思っているのです。きではないかと思っているのです。きではないかと思っているのです。

○岡議員○岡議員○岡議員○岡議員 意見として申し上げたいのは、今の意見として申し上げたいのは、今の意見として申し上げたいのは、今の意見として申し上げたいのは、今の国国国国のののの組組組組織織織織が大きが大きが大きが大き過過過過ぎぎぎぎると。県とると。県とると。県とると。県とダダダダブっていブっていブっていブってい

るところがたくさんある。るところがたくさんある。るところがたくさんある。るところがたくさんある。極極極極端端端端なななな例例例例をををを言言言言えば、県をなくすか、えば、県をなくすか、えば、県をなくすか、えば、県をなくすか、国国国国をなくすかです。をなくすかです。をなくすかです。をなくすかです。極極極極端端端端にににに

言言言言えば、二重行政、えば、二重行政、えば、二重行政、えば、二重行政、三三三三重行政が重行政が重行政が重行政が全国全国全国全国にたくさんあるではないですかということの一つの考にたくさんあるではないですかということの一つの考にたくさんあるではないですかということの一つの考にたくさんあるではないですかということの一つの考

え方としてのえ方としてのえ方としてのえ方としてのアアアアイイイイデデデデアアアアとしてとしてとしてとして起起起起こったのが、この関西広域連合も一つの考えだと思うのでこったのが、この関西広域連合も一つの考えだと思うのでこったのが、この関西広域連合も一つの考えだと思うのでこったのが、この関西広域連合も一つの考えだと思うので

す。先生がおっしす。先生がおっしす。先生がおっしす。先生がおっしゃゃゃゃることはよくわかります。それはさっきもることはよくわかります。それはさっきもることはよくわかります。それはさっきもることはよくわかります。それはさっきも言言言言ったように、自治というったように、自治というったように、自治というったように、自治という

のは、のは、のは、のは、住民住民住民住民自治が自治が自治が自治が基基基基本にき本にき本にき本にきちちちちっとできてなければ、っとできてなければ、っとできてなければ、っとできてなければ、国民国民国民国民のののの権権権権利利利利もももも守守守守れませんし、生れませんし、生れませんし、生れませんし、生活活活活もももも守守守守

れません。そういう意れません。そういう意れません。そういう意れません。そういう意味味味味において、私は今の都において、私は今の都において、私は今の都において、私は今の都道府道府道府道府県でくくって、市県でくくって、市県でくくって、市県でくくって、市町村町村町村町村で連で連で連で連携携携携しながらしながらしながらしながら

ややややっていくという、これは財政とっていくという、これは財政とっていくという、これは財政とっていくという、これは財政と権権権権限の限の限の限の問題問題問題問題はあるにしても、地方にきめはあるにしても、地方にきめはあるにしても、地方にきめはあるにしても、地方にきめ細細細細かいかいかいかい目配目配目配目配りをりをりをりを

しながら行政をしていくことが、今まで以上にしながら行政をしていくことが、今まで以上にしながら行政をしていくことが、今まで以上にしながら行政をしていくことが、今まで以上に実実実実は大な時は大な時は大な時は大な時代代代代にににに入入入入っていると思うのです、っていると思うのです、っていると思うのです、っていると思うのです、

今は。これは私も今は。これは私も今は。これは私も今は。これは私も同同同同感感感感でございます。そのことと、今でございます。そのことと、今でございます。そのことと、今でございます。そのことと、今言言言言ったように、行政のったように、行政のったように、行政のったように、行政のスリスリスリスリムムムム化化化化といといといとい

うことをうことをうことをうことを両両両両方、方、方、方、両両両両立するような考え方をしていこうと思えば、今の立するような考え方をしていこうと思えば、今の立するような考え方をしていこうと思えば、今の立するような考え方をしていこうと思えば、今の国国国国のあり方、都のあり方、都のあり方、都のあり方、都道府道府道府道府県県県県

のあり方、市のあり方、市のあり方、市のあり方、市町村町村町村町村のあり方のままで、日本の行政がこれからものあり方のままで、日本の行政がこれからものあり方のままで、日本の行政がこれからものあり方のままで、日本の行政がこれからも効効効効率的率的率的率的な行政ができるかとな行政ができるかとな行政ができるかとな行政ができるかと

いうと、私は疑いうと、私は疑いうと、私は疑いうと、私は疑問問問問をををを持持持持ってます。ってます。ってます。ってます。

ですから、先生のおっしですから、先生のおっしですから、先生のおっしですから、先生のおっしゃゃゃゃることもよくわかりますけれることもよくわかりますけれることもよくわかりますけれることもよくわかりますけれどどどども、も、も、も、どどどどこでそれをこでそれをこでそれをこでそれをどどどどのようにのようにのようにのように

整理整理整理整理をして、あるをして、あるをして、あるをして、あるべべべべきききき将将将将来来来来の行政の行政の行政の行政システシステシステシステムムムムを考えるかということが今を考えるかということが今を考えるかということが今を考えるかということが今問問問問われているんのでわれているんのでわれているんのでわれているんので

はないかと、私の意見でございますけれはないかと、私の意見でございますけれはないかと、私の意見でございますけれはないかと、私の意見でございますけれどどどども、申し上げておきます。以上です。も、申し上げておきます。以上です。も、申し上げておきます。以上です。も、申し上げておきます。以上です。

○森川議員○森川議員○森川議員○森川議員 きょう、いろいろお話をきょう、いろいろお話をきょう、いろいろお話をきょう、いろいろお話を聞聞聞聞かせていただいて、政治かせていただいて、政治かせていただいて、政治かせていただいて、政治的的的的な長な長な長な長所・所・所・所・短短短短所所所所という中という中という中という中

で、この関西広域連合がで、この関西広域連合がで、この関西広域連合がで、この関西広域連合が順順順順調に調に調に調に協協協協議をされていく中で、議をされていく中で、議をされていく中で、議をされていく中で、企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致とかさまざまなとかさまざまなとかさまざまなとかさまざまな国国国国の行政の行政の行政の行政

のののの移管移管移管移管をされるようにしていかれるという中で、おをされるようにしていかれるという中で、おをされるようにしていかれるという中で、おをされるようにしていかれるという中で、お聞聞聞聞きしたいのは、広域連合できしたいのは、広域連合できしたいのは、広域連合できしたいのは、広域連合で企企企企業業業業をををを誘誘誘誘

致致致致するときに、するときに、するときに、するときに、税税税税制の制の制の制の問題問題問題問題が出てくると思うのですけれが出てくると思うのですけれが出てくると思うのですけれが出てくると思うのですけれどどどども、も、も、も、誘誘誘誘致致致致するにしても、そのするにしても、そのするにしても、そのするにしても、その誘誘誘誘

致致致致した先のした先のした先のした先の工工工工場場場場ないしはないしはないしはないしは利利利利益益益益、そういう部分について、、そういう部分について、、そういう部分について、、そういう部分について、どどどどのように広域に参加されたとこのように広域に参加されたとこのように広域に参加されたとこのように広域に参加されたとこ
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ろにろにろにろに予算予算予算予算のののの配配配配分をされるのか、それとも分をされるのか、それとも分をされるのか、それとも分をされるのか、それとも各各各各市市市市町村町村町村町村とととと府府府府県の中で、自分のところだけが県の中で、自分のところだけが県の中で、自分のところだけが県の中で、自分のところだけが工工工工業業業業

誘誘誘誘致致致致したら、そこにしたら、そこにしたら、そこにしたら、そこに税税税税制がお制がお制がお制がおちちちちるからそれでいいというような、るからそれでいいというような、るからそれでいいというような、るからそれでいいというような、各各各各行政行政行政行政区区区区間で間で間で間で税税税税制の論議制の論議制の論議制の論議

が出てくると思うのですけれが出てくると思うのですけれが出てくると思うのですけれが出てくると思うのですけれどどどど、今後、広域連合の参加に当たって、、今後、広域連合の参加に当たって、、今後、広域連合の参加に当たって、、今後、広域連合の参加に当たって、どどどどういうういうういうういう感感感感じじじじになっになっになっになっ

ていくか、もしていくか、もしていくか、もしていくか、もし予予予予測測測測があれば、教えていただきたいと思うのですけれがあれば、教えていただきたいと思うのですけれがあれば、教えていただきたいと思うのですけれがあれば、教えていただきたいと思うのですけれどどどども。も。も。も。

○森教授○森教授○森教授○森教授 今のところ、広域連合に今のところ、広域連合に今のところ、広域連合に今のところ、広域連合に各各各各加加加加入入入入団団団団体が体が体が体がどどどどれだけおれだけおれだけおれだけお金金金金をををを拠拠拠拠出するかというのは、出するかというのは、出するかというのは、出するかというのは、

もうもうもうもう基基基基本本本本的的的的には人には人には人には人口口口口です。です。です。です。基基基基本本本本的的的的には人には人には人には人口割口割口割口割になっているのです。広域連合になっているのです。広域連合になっているのです。広域連合になっているのです。広域連合全全全全体として、体として、体として、体として、

企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致ををををややややりましたと。関西にりましたと。関西にりましたと。関西にりましたと。関西に来来来来てくれます。では、関西のてくれます。では、関西のてくれます。では、関西のてくれます。では、関西のどどどどこだと。こだと。こだと。こだと。例例例例えば、えば、えば、えば、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県

に行きましたと。奈良県もあれだけ一生に行きましたと。奈良県もあれだけ一生に行きましたと。奈良県もあれだけ一生に行きましたと。奈良県もあれだけ一生懸懸懸懸命に命に命に命にややややって呼って呼って呼って呼び込び込び込び込んだのに、一んだのに、一んだのに、一んだのに、一個個個個もももも恩恵恩恵恩恵恩恵なかっなかっなかっなかっ

たと。しかし、たと。しかし、たと。しかし、たと。しかし、何何何何ていうのですか、ていうのですか、ていうのですか、ていうのですか、必要必要必要必要な経な経な経な経費費費費というのはというのはというのはというのは規定規定規定規定どどどどおりに分おりに分おりに分おりに分賦賦賦賦金金金金で出したまで出したまで出したまで出したま

まですという話です。こういうものって今後まですという話です。こういうものって今後まですという話です。こういうものって今後まですという話です。こういうものって今後起起起起こってくると思います。だから、それはもこってくると思います。だから、それはもこってくると思います。だから、それはもこってくると思います。だから、それはも

う関西広域連合でう関西広域連合でう関西広域連合でう関西広域連合でどどどどういう議論されるのかという話ですけれういう議論されるのかという話ですけれういう議論されるのかという話ですけれういう議論されるのかという話ですけれどどどど。。。。全全全全体として体として体として体として企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致がががが何何何何

か大きなところがか大きなところがか大きなところがか大きなところが幾幾幾幾つかあったと。ところが、つかあったと。ところが、つかあったと。ところが、つかあったと。ところが、具具具具体体体体的的的的にはにはにはにはどどどどこかのこかのこかのこかの府府府府県に行きますと。そ県に行きますと。そ県に行きますと。そ県に行きますと。そ

こはいろんなこはいろんなこはいろんなこはいろんな税税税税収収収収ががががふふふふえたりとか、先ほえたりとか、先ほえたりとか、先ほえたりとか、先ほどどどどもあったもあったもあったもあった雇雇雇雇用が用が用が用がふふふふえたりとかいうえたりとかいうえたりとかいうえたりとかいう形形形形ののののメメメメリッリッリッリットトトト

あるけれあるけれあるけれあるけれどどどども、それ以外のところは一も、それ以外のところは一も、それ以外のところは一も、それ以外のところは一緒緒緒緒にににに頑頑頑頑張張張張ったのにったのにったのにったのに恩恵恩恵恩恵恩恵がないというときに、特別のがないというときに、特別のがないというときに、特別のがないというときに、特別の

負担金負担金負担金負担金をもらうをもらうをもらうをもらうべべべべきではないかとか、そういう議論はこれからのきではないかとか、そういう議論はこれからのきではないかとか、そういう議論はこれからのきではないかとか、そういう議論はこれからの課課課課題題題題、これから、これから、これから、これから具具具具体体体体的的的的にににに

そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが起起起起こってきたときのこってきたときのこってきたときのこってきたときの課課課課題題題題としては出てくるだろうと思います。としては出てくるだろうと思います。としては出てくるだろうと思います。としては出てくるだろうと思います。現現現現段階段階段階段階では、では、では、では、

もし今の制度がそのままいけば、もし今の制度がそのままいけば、もし今の制度がそのままいけば、もし今の制度がそのままいけば、来来来来なかったところはなかったところはなかったところはなかったところは頑頑頑頑張張張張っただけということにならざるっただけということにならざるっただけということにならざるっただけということにならざる

をををを得得得得ないということです。ないということです。ないということです。ないということです。

○森川議員○森川議員○森川議員○森川議員 わかりました。これからの議論ということで。わかりました。これからの議論ということで。わかりました。これからの議論ということで。わかりました。これからの議論ということで。

○森教授○森教授○森教授○森教授 そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。

○森川議員○森川議員○森川議員○森川議員 先ほ先ほ先ほ先ほどどどどのののの道州道州道州道州制と広域連合の中でも制と広域連合の中でも制と広域連合の中でも制と広域連合の中でも同じ同じ同じ同じようなようなようなような問題問題問題問題がががが起起起起きてくる可きてくる可きてくる可きてくる可能性能性能性能性が大が大が大が大

きいと思うのですけれきいと思うのですけれきいと思うのですけれきいと思うのですけれどどどども、広域行政の中でも、も、広域行政の中でも、も、広域行政の中でも、も、広域行政の中でも、国国国国の事の事の事の事務移管務移管務移管務移管をしたときに、をしたときに、をしたときに、をしたときに、同じ同じ同じ同じようなようなようなような

原原原原因因因因が出てくるかもわからないですけれが出てくるかもわからないですけれが出てくるかもわからないですけれが出てくるかもわからないですけれどどどども、も、も、も、道州道州道州道州制と広域連合とでは制と広域連合とでは制と広域連合とでは制と広域連合とではどどどどうううう違違違違いが出るのいが出るのいが出るのいが出るの

かというのが疑かというのが疑かというのが疑かというのが疑問問問問なので。なので。なので。なので。

○森教授○森教授○森教授○森教授 道州道州道州道州制は、もう制は、もう制は、もう制は、もう府府府府県がなくなるということです。県がなくなるということです。県がなくなるということです。県がなくなるということです。府府府府県がなくなって、奈良県は県がなくなって、奈良県は県がなくなって、奈良県は県がなくなって、奈良県は

なくなるのです。奈良県がなくなって、関西なくなるのです。奈良県がなくなって、関西なくなるのです。奈良県がなくなって、関西なくなるのです。奈良県がなくなって、関西州州州州政政政政府府府府ができるのです。ができるのです。ができるのです。ができるのです。州州州州政政政政府府府府ができて、あができて、あができて、あができて、あ

とは市とは市とは市とは市町村町村町村町村があるだけなわけです。だから、今おっしがあるだけなわけです。だから、今おっしがあるだけなわけです。だから、今おっしがあるだけなわけです。だから、今おっしゃゃゃゃられたようなられたようなられたようなられたような旧旧旧旧のののの滋賀滋賀滋賀滋賀県域に行っ県域に行っ県域に行っ県域に行っ

たからといって、関西たからといって、関西たからといって、関西たからといって、関西州州州州になったときに、そういうになったときに、そういうになったときに、そういうになったときに、そういう問題問題問題問題はははは起起起起こりません。もうそもそも構こりません。もうそもそも構こりません。もうそもそも構こりません。もうそもそも構

成自治体がありませんので。そういうことも成自治体がありませんので。そういうことも成自治体がありませんので。そういうことも成自治体がありませんので。そういうことも起起起起こらないけれこらないけれこらないけれこらないけれどどどども、も、も、も、実実実実態態態態としてはとしてはとしてはとしては同じ同じ同じ同じことことことこと

がががが起起起起こっています。こっています。こっています。こっています。形式的形式的形式的形式的にはにはにはには問題問題問題問題がなくなるのだけれがなくなるのだけれがなくなるのだけれがなくなるのだけれどどどども、も、も、も、実実実実際際際際的的的的にはにはにはには問題問題問題問題がががが残残残残ったまったまったまったま
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まということです。広域連合のまということです。広域連合のまということです。広域連合のまということです。広域連合の場場場場合は合は合は合は府府府府県が県が県が県が残残残残ったままなので、先ほったままなので、先ほったままなので、先ほったままなので、先ほどどどどおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃられたよられたよられたよられたよ

うに、うに、うに、うに、具具具具体体体体的的的的なななな問題問題問題問題としてとしてとしてとして残残残残ります。ります。ります。ります。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 時時時時刻刻刻刻もももも少少少少なくなるので、あと１名だけごなくなるので、あと１名だけごなくなるので、あと１名だけごなくなるので、あと１名だけご発発発発言言言言ございましたら、質ございましたら、質ございましたら、質ございましたら、質問問問問ありまありまありまありま

せんか。せんか。せんか。せんか。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 先ほ先ほ先ほ先ほどどどど岡議員が質岡議員が質岡議員が質岡議員が質問問問問された、それに関連してということになるかもわかりまされた、それに関連してということになるかもわかりまされた、それに関連してということになるかもわかりまされた、それに関連してということになるかもわかりま

せんが、せんが、せんが、せんが、確確確確かに先生がおっしかに先生がおっしかに先生がおっしかに先生がおっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、基礎基礎基礎基礎自治体はまさしく自治体はまさしく自治体はまさしく自治体はまさしく住民住民住民住民にににに密着密着密着密着した大した大した大した大変変変変重重重重要要要要

なものであるし、いなものであるし、いなものであるし、いなものであるし、いずずずずれにしてもさまざまな議論がある中、れにしてもさまざまな議論がある中、れにしてもさまざまな議論がある中、れにしてもさまざまな議論がある中、基礎基礎基礎基礎自治体はなくなるわけで自治体はなくなるわけで自治体はなくなるわけで自治体はなくなるわけで

もももも何何何何でもなくて、この質を高めるということは大でもなくて、この質を高めるということは大でもなくて、この質を高めるということは大でもなくて、この質を高めるということは大変変変変重重重重要要要要なことだと思うのです。それで、なことだと思うのです。それで、なことだと思うのです。それで、なことだと思うのです。それで、

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の役割役割役割役割として、として、として、として、弱弱弱弱小の市小の市小の市小の市町村町村町村町村をををを補完補完補完補完することが大することが大することが大することが大変変変変重重重重要要要要なななな役役役役目目目目だとおっしだとおっしだとおっしだとおっしゃゃゃゃいましいましいましいまし

た。私も今のた。私も今のた。私も今のた。私も今の統統統統治治治治システシステシステシステムムムムではではではでは確確確確かにそのとおりだと思いますが、かにそのとおりだと思いますが、かにそのとおりだと思いますが、かにそのとおりだと思いますが、反面反面反面反面、奈良県にも奈良、奈良県にも奈良、奈良県にも奈良、奈良県にも奈良

市という中市という中市という中市という中核核核核市があるのです。私は奈良市市があるのです。私は奈良市市があるのです。私は奈良市市があるのです。私は奈良市選選選選出の県議会議員でありますけれ出の県議会議員でありますけれ出の県議会議員でありますけれ出の県議会議員でありますけれどどどども、も、も、も、実実実実際際際際県県県県

議会議員を議会議員を議会議員を議会議員をややややっておりますと、この二重行政といいますか、本当に奈良市にとって奈良県っておりますと、この二重行政といいますか、本当に奈良市にとって奈良県っておりますと、この二重行政といいますか、本当に奈良市にとって奈良県っておりますと、この二重行政といいますか、本当に奈良市にとって奈良県

ははははどどどどれほれほれほれほど必要ど必要ど必要ど必要なのか。なのか。なのか。なのか。例例例例えば奈良市えば奈良市えば奈良市えば奈良市民民民民にとっても、広域行政、にとっても、広域行政、にとっても、広域行政、にとっても、広域行政、例例例例えば関西広域連合はえば関西広域連合はえば関西広域連合はえば関西広域連合は非非非非

常常常常にににに遠遠遠遠いいいい存在存在存在存在とととと言言言言われましたが、われましたが、われましたが、われましたが、実実実実際際際際に奈良市に奈良市に奈良市に奈良市民民民民にとって、県にとって、県にとって、県にとって、県庁庁庁庁は大は大は大は大変変変変遠遠遠遠いいいい存在存在存在存在でもあるでもあるでもあるでもある

ように思うのです。まように思うのです。まように思うのです。まように思うのです。まずずずず県県県県庁庁庁庁にににに来来来来ることはないのです。することはないのです。することはないのです。することはないのです。すべべべべては奈良市で済ては奈良市で済ては奈良市で済ては奈良市で済むむむむ話ですから。話ですから。話ですから。話ですから。

この二重行政のこの二重行政のこの二重行政のこの二重行政の解消解消解消解消については、先生はについては、先生はについては、先生はについては、先生はどどどどのようにお考えでしょうか。先ほのようにお考えでしょうか。先ほのようにお考えでしょうか。先ほのようにお考えでしょうか。先ほど言ど言ど言ど言われたわれたわれたわれた例例例例

えばえばえばえば港港港港にしてもにしてもにしてもにしても空空空空港港港港にしても、それにしても、それにしても、それにしても、それぞぞぞぞれのれのれのれの府府府府県が政県が政県が政県が政府府府府にににに陳情陳情陳情陳情して、それして、それして、それして、それぞぞぞぞれのれのれのれの府府府府県につく県につく県につく県につく

ってしまった。それで分ってしまった。それで分ってしまった。それで分ってしまった。それで分散散散散してしまい、その経済のしてしまい、その経済のしてしまい、その経済のしてしまい、その経済の発発発発展展展展というというというという観点観点観点観点からすると、からすると、からすると、からすると、余余余余りにもりにもりにもりにも

分分分分散散散散してしまったということで、してしまったということで、してしまったということで、してしまったということで、諸諸諸諸外外外外国国国国にににに負負負負けてしまうような、そういう事けてしまうような、そういう事けてしまうような、そういう事けてしまうような、そういう事態態態態にもあるわにもあるわにもあるわにもあるわ

けです。けです。けです。けです。

一一一一番問題番問題番問題番問題は、行財政は、行財政は、行財政は、行財政改革改革改革改革を行う中で、二重行政が今、できることの一を行う中で、二重行政が今、できることの一を行う中で、二重行政が今、できることの一を行う中で、二重行政が今、できることの一番番番番大事な一つでは大事な一つでは大事な一つでは大事な一つでは

ないかなと思っているのですけれないかなと思っているのですけれないかなと思っているのですけれないかなと思っているのですけれどどどども、この二重行政、も、この二重行政、も、この二重行政、も、この二重行政、三三三三重行政については重行政については重行政については重行政についてはどどどどのようにおのようにおのようにおのようにお

考えですか。考えですか。考えですか。考えですか。

○森教授○森教授○森教授○森教授 二重行政の二重行政の二重行政の二重行政の具具具具体体体体的的的的なななな内容内容内容内容をおっしをおっしをおっしをおっしゃゃゃゃっていただければと思うのですけれっていただければと思うのですけれっていただければと思うのですけれっていただければと思うのですけれどどどども。も。も。も。

○浅川議員○浅川議員○浅川議員○浅川議員 例例例例えば奈良市で、こういう話がありました。えば奈良市で、こういう話がありました。えば奈良市で、こういう話がありました。えば奈良市で、こういう話がありました。近近近近鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅のののの駅駅駅駅前前前前に大に大に大に大屋屋屋屋根根根根をつをつをつをつ

けるという話があるのです。これは県がけるという話があるのです。これは県がけるという話があるのです。これは県がけるという話があるのです。これは県がややややりたいということで今進めているのです。とこりたいということで今進めているのです。とこりたいということで今進めているのです。とこりたいということで今進めているのです。とこ

ろがその地ろがその地ろがその地ろがその地盤盤盤盤は市にありまして、市は、あまりそういうは市にありまして、市は、あまりそういうは市にありまして、市は、あまりそういうは市にありまして、市は、あまりそういう要望要望要望要望はしてないようなはしてないようなはしてないようなはしてないような感感感感じじじじがするがするがするがする

のです。そういうところはもう以のです。そういうところはもう以のです。そういうところはもう以のです。そういうところはもう以前前前前から私はから私はから私はから私は違違違違うと思うし、奈良市うと思うし、奈良市うと思うし、奈良市うと思うし、奈良市民民民民もさまざまな意見がもさまざまな意見がもさまざまな意見がもさまざまな意見が

ありますし、こういうところが対立してるということが１つありますし、ありますし、こういうところが対立してるということが１つありますし、ありますし、こういうところが対立してるということが１つありますし、ありますし、こういうところが対立してるということが１つありますし、例例例例えば県えば県えば県えば県道道道道、市、市、市、市

道道道道においても、生においても、生においても、生においても、生活活活活道道道道路路路路を県を県を県を県民民民民の皆さん、市の皆さん、市の皆さん、市の皆さん、市民民民民の皆さんにとっては、県の皆さんにとっては、県の皆さんにとっては、県の皆さんにとっては、県道道道道、市、市、市、市道道道道のののの果果果果たしたしたしたし
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てててて区区区区別があるのか別があるのか別があるのか別があるのかどどどどうか、これもうほとんうか、これもうほとんうか、これもうほとんうか、これもうほとんどどどどないのです。皆さんおわかりではない。ないのです。皆さんおわかりではない。ないのです。皆さんおわかりではない。ないのです。皆さんおわかりではない。例例例例ええええ

ばばばば河河河河川にしてもそうなのです。川にしてもそうなのです。川にしてもそうなのです。川にしてもそうなのです。河河河河川は一川は一川は一川は一級河級河級河級河川、ほとん川、ほとん川、ほとん川、ほとんどどどど県の県の県の県の管管管管轄轄轄轄とととと言言言言いながら、そのいながら、そのいながら、そのいながら、その堤堤堤堤

防防防防でででで走走走走っているっているっているっている道道道道路路路路はほとんはほとんはほとんはほとんどどどどが市が市が市が市道道道道なのです。こういうところがなのです。こういうところがなのです。こういうところがなのです。こういうところが非常非常非常非常にわかりにくいとにわかりにくいとにわかりにくいとにわかりにくいと

いうことがあると思うのです。奈良市へすいうことがあると思うのです。奈良市へすいうことがあると思うのです。奈良市へすいうことがあると思うのです。奈良市へすべべべべてのてのてのての権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲がされていますから、奈良市でがされていますから、奈良市でがされていますから、奈良市でがされていますから、奈良市で

ややややればいいことであって、ればいいことであって、ればいいことであって、ればいいことであって、弱弱弱弱小の市小の市小の市小の市町村町村町村町村がなるがなるがなるがなるべべべべくくくく補完補完補完補完しなくてはならないとしなくてはならないとしなくてはならないとしなくてはならないと言言言言われていわれていわれていわれてい

ますけれますけれますけれますけれどどどど、そういう、そういう、そういう、そういう基礎基礎基礎基礎自治体の自立を自治体の自立を自治体の自立を自治体の自立をむむむむしろしろしろしろ促促促促すすすすべべべべきであって、もともと奈良県がきであって、もともと奈良県がきであって、もともと奈良県がきであって、もともと奈良県が補補補補

完完完完するというのは、するというのは、するというのは、するというのは、実実実実はははは目目目目指指指指すすすすべべべべき方き方き方き方向向向向ではないのではないかと思うのです。ではないのではないかと思うのです。ではないのではないかと思うのです。ではないのではないかと思うのです。

もう１もう１もう１もう１点点点点、、、、最近最近最近最近疑疑疑疑問問問問に思っていることは、奈良県に思っていることは、奈良県に思っていることは、奈良県に思っていることは、奈良県南南南南部地域で大部地域で大部地域で大部地域で大水害水害水害水害があったのです。があったのです。があったのです。があったのです。南南南南

部地域は小さな市部地域は小さな市部地域は小さな市部地域は小さな市町村町村町村町村で構成されています。そこで、今後で構成されています。そこで、今後で構成されています。そこで、今後で構成されています。そこで、今後どどどどのようにのようにのようにのように復復復復興を興を興を興を図図図図るかというるかというるかというるかという

ことですが、そもそもそのことですが、そもそもそのことですが、そもそもそのことですが、そもそもその復復復復興興興興計画計画計画計画は、そのは、そのは、そのは、その町村町村町村町村からまからまからまからまずずずず出る出る出る出るべべべべきだと思うのです。きだと思うのです。きだと思うのです。きだと思うのです。町村町村町村町村

から出てきて、それをでは県がから出てきて、それをでは県がから出てきて、それをでは県がから出てきて、それをでは県がどどどどのようにのようにのようにのように補完補完補完補完していくのかという、これを県が先にしていくのかという、これを県が先にしていくのかという、これを県が先にしていくのかという、これを県が先に計画計画計画計画

を立ててを立ててを立ててを立ててどどどどうするのかと思っております。うするのかと思っております。うするのかと思っております。うするのかと思っております。むむむむしろしろしろしろ町村町村町村町村、その人た、その人た、その人た、その人たちちちちが自分たが自分たが自分たが自分たちちちちででででどどどどのようのようのようのよう

なまなまなまなまちづちづちづちづくりするかということをきっくりするかということをきっくりするかということをきっくりするかということをきっちちちちりとりとりとりと決決決決めて、それがありきではないかと思っていめて、それがありきではないかと思っていめて、それがありきではないかと思っていめて、それがありきではないかと思ってい

ます。だから、今のそのます。だから、今のそのます。だから、今のそのます。だから、今のその統統統統治治治治システシステシステシステムムムムということ自体が、ということ自体が、ということ自体が、ということ自体が、実実実実は私はもともとは私はもともとは私はもともとは私はもともと道州道州道州道州制論者で制論者で制論者で制論者で

すから、そのすから、そのすから、そのすから、その統統統統治治治治システシステシステシステムムムムを見を見を見を見直直直直すすすす必要必要必要必要があるのではないかと思っているのです。一があるのではないかと思っているのです。一があるのではないかと思っているのです。一があるのではないかと思っているのです。一番番番番大大大大

きなのはこの二重行政だと思うのです。きなのはこの二重行政だと思うのです。きなのはこの二重行政だと思うのです。きなのはこの二重行政だと思うのです。

○森教授○森教授○森教授○森教授 今おっし今おっし今おっし今おっしゃゃゃゃられた二重行政の話ですけれられた二重行政の話ですけれられた二重行政の話ですけれられた二重行政の話ですけれどどどど、私自、私自、私自、私自身身身身はこういう考え方なのです。はこういう考え方なのです。はこういう考え方なのです。はこういう考え方なのです。

私も私も私も私も基礎基礎基礎基礎自治体中自治体中自治体中自治体中心心心心というのは、というのは、というのは、というのは、同じ同じ同じ同じ立立立立場場場場です。奈良市がです。奈良市がです。奈良市がです。奈良市が通常通常通常通常の市から中の市から中の市から中の市から中核核核核市になったと。市になったと。市になったと。市になったと。

将将将将来来来来、政、政、政、政令令令令指指指指定定定定都市になるかわかりませんけれ都市になるかわかりませんけれ都市になるかわかりませんけれ都市になるかわかりませんけれどどどど。そういう。そういう。そういう。そういう形形形形で市ので市ので市ので市の役割役割役割役割が大きくなってが大きくなってが大きくなってが大きくなって

いったら、それに応いったら、それに応いったら、それに応いったら、それに応じじじじて県のて県のて県のて県の役割役割役割役割が小さくなるが小さくなるが小さくなるが小さくなるべべべべきだと思っているのです。だから、今おきだと思っているのです。だから、今おきだと思っているのです。だから、今おきだと思っているのです。だから、今お

っしっしっしっしゃゃゃゃられた中で、られた中で、られた中で、られた中で、例例例例えば、えば、えば、えば、道道道道路路路路のののの問題問題問題問題であったり、都市であったり、都市であったり、都市であったり、都市計画計画計画計画のののの問題問題問題問題であったり、であったり、であったり、であったり、河河河河川の川の川の川の

問題問題問題問題でも、市でできるでも、市でできるでも、市でできるでも、市でできる権権権権限も財限も財限も財限も財源源源源もあるのだったら、もあるのだったら、もあるのだったら、もあるのだったら、積極的積極的積極的積極的に県が市へに県が市へに県が市へに県が市へ移管移管移管移管していくしていくしていくしていくべべべべきききき

だという立だという立だという立だという立場場場場なのです。それがうまくいっていないというなのです。それがうまくいっていないというなのです。それがうまくいっていないというなのです。それがうまくいっていないという問題問題問題問題はあるのだろうと思うのではあるのだろうと思うのではあるのだろうと思うのではあるのだろうと思うので

す、す、す、す、実実実実際際際際上は。上は。上は。上は。原理原則原理原則原理原則原理原則としては、市としては、市としては、市としては、市町村町村町村町村がががが力力力力をををを持持持持てば、そてば、そてば、そてば、そちちちちらの方へらの方へらの方へらの方へ権権権権限も財限も財限も財限も財源源源源もももも移譲移譲移譲移譲

していくというのがしていくというのがしていくというのがしていくというのが基基基基本本本本的的的的な考え方だろうと思うのです。な考え方だろうと思うのです。な考え方だろうと思うのです。な考え方だろうと思うのです。

（（（（「「「「法法法法律律律律をををを変変変変えないと。政えないと。政えないと。政えないと。政令令令令都市と中都市と中都市と中都市と中核核核核市と市と市と市と違違違違うだろう」と呼ぶ者あり）うだろう」と呼ぶ者あり）うだろう」と呼ぶ者あり）うだろう」と呼ぶ者あり）

いいいいやややや、、、、確確確確かに都市かに都市かに都市かに都市計画計画計画計画は政は政は政は政令令令令都市と中都市と中都市と中都市と中核核核核市とは市とは市とは市とは違違違違うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどど。そこはそのとおりな。そこはそのとおりな。そこはそのとおりな。そこはそのとおりな

のですけれのですけれのですけれのですけれどどどども、も、も、も、法法法法律律律律があるからがあるからがあるからがあるから解消解消解消解消しないとしないとしないとしないと言言言言うなら、それはもううなら、それはもううなら、それはもううなら、それはもう法法法法律律律律をををを変変変変えるしかなえるしかなえるしかなえるしかな

いという話で終わってしまいますので。いという話で終わってしまいますので。いという話で終わってしまいますので。いという話で終わってしまいますので。

（（（（「「「「変変変変えていったらいい、えていったらいい、えていったらいい、えていったらいい、変変変変えるなら」と呼ぶ者あり）えるなら」と呼ぶ者あり）えるなら」と呼ぶ者あり）えるなら」と呼ぶ者あり）
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まあ、そうですけれまあ、そうですけれまあ、そうですけれまあ、そうですけれどどどど。。。。町村町村町村町村の自立が先だという話なのですけれの自立が先だという話なのですけれの自立が先だという話なのですけれの自立が先だという話なのですけれどどどど、、、、町村町村町村町村によってによってによってによって力力力力がががが

あるところ、ないところはあると思うのです。それによって、広域自治体があるところ、ないところはあると思うのです。それによって、広域自治体があるところ、ないところはあると思うのです。それによって、広域自治体があるところ、ないところはあると思うのです。それによって、広域自治体がどどどどういう対応ういう対応ういう対応ういう対応

をすをすをすをすべべべべきかは、きかは、きかは、きかは、変変変変わってわってわってわって来来来来ざるをざるをざるをざるを得得得得ないかと。ないかと。ないかと。ないかと。原理原則原理原則原理原則原理原則としては、今おっしとしては、今おっしとしては、今おっしとしては、今おっしゃゃゃゃられたようられたようられたようられたよう

に、自分のところのに、自分のところのに、自分のところのに、自分のところの復復復復興興興興計画計画計画計画だから、自分のところがまだから、自分のところがまだから、自分のところがまだから、自分のところがまずずずずつくれという、それに対して県つくれという、それに対して県つくれという、それに対して県つくれという、それに対して県

ににににどどどどういうういうういうういう要望要望要望要望があるか出してこいというのはがあるか出してこいというのはがあるか出してこいというのはがあるか出してこいというのは基基基基本だと思うのです。でも、そういう本だと思うのです。でも、そういう本だと思うのです。でも、そういう本だと思うのです。でも、そういう力力力力がががが

ないないないない場場場場合に、県は合に、県は合に、県は合に、県はどどどどうするのかというときに、上からはだめだと思います。こうしなさいうするのかというときに、上からはだめだと思います。こうしなさいうするのかというときに、上からはだめだと思います。こうしなさいうするのかというときに、上からはだめだと思います。こうしなさい

というのはだめだと思うのですけれというのはだめだと思うのですけれというのはだめだと思うのですけれというのはだめだと思うのですけれどどどども、も、も、も、協力協力協力協力して一して一して一して一緒緒緒緒につくっていくというのは、につくっていくというのは、につくっていくというのは、につくっていくというのは、積極積極積極積極

的的的的ににににややややっていくっていくっていくっていくべべべべきではないかと思っているのです。きではないかと思っているのです。きではないかと思っているのです。きではないかと思っているのです。

○浅川議員○浅川議員○浅川議員○浅川議員 市市市市町村町村町村町村合合合合併併併併の話になるかよくわからないけれの話になるかよくわからないけれの話になるかよくわからないけれの話になるかよくわからないけれどどどど、、、、町村町村町村町村の広域連合体をつくるの広域連合体をつくるの広域連合体をつくるの広域連合体をつくる

とととと言言言言われてました。そういう方われてました。そういう方われてました。そういう方われてました。そういう方法法法法もあるのではないか。私は、本当にもあるのではないか。私は、本当にもあるのではないか。私は、本当にもあるのではないか。私は、本当に賛賛賛賛成なのです。それ成なのです。それ成なのです。それ成なのです。それ

によって、ではその先はによって、ではその先はによって、ではその先はによって、ではその先は何何何何かということになってくると、市かということになってくると、市かということになってくると、市かということになってくると、市町村町村町村町村合合合合併併併併ということになるかということになるかということになるかということになるか

もわからないです。もわからないです。もわからないです。もわからないです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ありがとうございました。もう時間もありがとうございました。もう時間もありがとうございました。もう時間もありがとうございました。もう時間も近づ近づ近づ近づいてまいりましたので、ここでいてまいりましたので、ここでいてまいりましたので、ここでいてまいりましたので、ここで

一たん休憩をさせていただきたい。後、また委員会を一たん休憩をさせていただきたい。後、また委員会を一たん休憩をさせていただきたい。後、また委員会を一たん休憩をさせていただきたい。後、また委員会を再再再再開いたします。開いたします。開いたします。開いたします。再再再再開は３時４５分開は３時４５分開は３時４５分開は３時４５分

でお願いいたします。でお願いいたします。でお願いいたします。でお願いいたします。

１５：３１分 休憩１５：３１分 休憩１５：３１分 休憩１５：３１分 休憩

１５：４６分１５：４６分１５：４６分１５：４６分 再再再再開開開開

○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、会議を再再再再開します。開します。開します。開します。

これから、森先生にもオブザーバーとしてご出これから、森先生にもオブザーバーとしてご出これから、森先生にもオブザーバーとしてご出これから、森先生にもオブザーバーとしてご出席席席席いただきまして、委員間討議を中いただきまして、委員間討議を中いただきまして、委員間討議を中いただきまして、委員間討議を中心心心心にににに

進めていきたいと思っております。進めていきたいと思っております。進めていきたいと思っております。進めていきたいと思っております。

委員間討議を委員間討議を委員間討議を委員間討議を円円円円滑滑滑滑かつかつかつかつ効効効効果的果的果的果的に進めるため、に進めるため、に進めるため、に進めるため、理理理理事者に事者に事者に事者に同同同同席席席席させています。なお、させています。なお、させています。なお、させています。なお、理理理理事者事者事者事者

のののの発発発発言言言言については、委員長のについては、委員長のについては、委員長のについては、委員長の指指指指名により許可することとしてよろしいでしょうか。名により許可することとしてよろしいでしょうか。名により許可することとしてよろしいでしょうか。名により許可することとしてよろしいでしょうか。

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

それでは、よろしくお願いします。それでは、よろしくお願いします。それでは、よろしくお願いします。それでは、よろしくお願いします。

ままままずずずず、私の方から、私の方から、私の方から、私の方から報告報告報告報告をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

一一一一昨昨昨昨日の日の日の日の土土土土曜曜曜曜日に広域連合議会の日に広域連合議会の日に広域連合議会の日に広域連合議会の総務常総務常総務常総務常任任任任委員会がございまして、傍聴に行ってまいり委員会がございまして、傍聴に行ってまいり委員会がございまして、傍聴に行ってまいり委員会がございまして、傍聴に行ってまいり

ました。まました。まました。まました。まずずずず、今、、今、、今、、今、資資資資料料料料配配配配付付付付させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております規約規約規約規約改改改改正の正の正の正の案案案案が出てきました。大が出てきました。大が出てきました。大が出てきました。大

阪阪阪阪市、市、市、市、堺堺堺堺市の加市の加市の加市の加入入入入にににに伴伴伴伴う議会議員のう議会議員のう議会議員のう議会議員の数数数数ですけれですけれですけれですけれどどどども、４月中に大も、４月中に大も、４月中に大も、４月中に大阪阪阪阪市、市、市、市、堺堺堺堺市が加市が加市が加市が加入入入入されまされまされまされま

す。それから、５月以す。それから、５月以す。それから、５月以す。それから、５月以降降降降にににに京京京京都市、都市、都市、都市、神戸神戸神戸神戸市が加市が加市が加市が加入予定入予定入予定入予定となっております。まとなっております。まとなっております。まとなっております。まずずずず、この大、この大、この大、この大阪阪阪阪

市、市、市、市、堺堺堺堺市の加市の加市の加市の加入入入入により、議員のにより、議員のにより、議員のにより、議員の定定定定数数数数のののの改改改改正正正正案案案案がありました。ただし、これはまだがありました。ただし、これはまだがありました。ただし、これはまだがありました。ただし、これはまだ現現現現段階段階段階段階でででで
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はははは決決決決まっておりません。まっておりません。まっておりません。まっておりません。配配配配分が大分が大分が大分が大阪阪阪阪府府府府５、５、５、５、兵庫兵庫兵庫兵庫県４、県４、県４、県４、京京京京都都都都府府府府３、ほかの３、ほかの３、ほかの３、ほかの府府府府県は２となって県は２となって県は２となって県は２となって

おりますけれおりますけれおりますけれおりますけれどどどども、新たに大も、新たに大も、新たに大も、新たに大阪阪阪阪府府府府の５名にの５名にの５名にの５名にププププラスラスラスラス堺堺堺堺市１、大市１、大市１、大市１、大阪阪阪阪市２、市２、市２、市２、兵庫兵庫兵庫兵庫県の４名県の４名県の４名県の４名ププププラスラスラスラス

神戸神戸神戸神戸市の１、市の１、市の１、市の１、京京京京都都都都府府府府の３名の３名の３名の３名ププププラスラスラスラス京京京京都市の１とされてまして、その都市の１とされてまして、その都市の１とされてまして、その都市の１とされてまして、その他他他他２、ほかの２、ほかの２、ほかの２、ほかの府府府府県につ県につ県につ県につ

いては２いては２いては２いては２ププププラスラスラスラス１という議員の１という議員の１という議員の１という議員の数数数数にににに割割割割り振られましたけれり振られましたけれり振られましたけれり振られましたけれどどどども、も、も、も、滋賀滋賀滋賀滋賀県から、大県から、大県から、大県から、大阪阪阪阪府府府府の中の中の中の中

に大に大に大に大阪阪阪阪市、市、市、市、堺堺堺堺市を市を市を市をカカカカウウウウントするのがおかしい、大ントするのがおかしい、大ントするのがおかしい、大ントするのがおかしい、大阪阪阪阪市だけで分市だけで分市だけで分市だけで分母母母母としてとしてとしてとして計計計計算算算算するするするするべべべべきだときだときだときだと

いう異論が出まして、一いう異論が出まして、一いう異論が出まして、一いう異論が出まして、一昨昨昨昨日の日の日の日の総務常総務常総務常総務常任任任任委員会ではもめまして、１６日に連合議会議長が委員会ではもめまして、１６日に連合議会議長が委員会ではもめまして、１６日に連合議会議長が委員会ではもめまして、１６日に連合議会議長が

滋賀滋賀滋賀滋賀県に行って、県に行って、県に行って、県に行って、規約規約規約規約改改改改正をお願いに行くということで、それ以正をお願いに行くということで、それ以正をお願いに行くということで、それ以正をお願いに行くということで、それ以降降降降にににに決決決決めていくというこめていくというこめていくというこめていくというこ

とで、３月３日の本会議に上とで、３月３日の本会議に上とで、３月３日の本会議に上とで、３月３日の本会議に上程程程程されることにしています。なお、広域連合ですので、されることにしています。なお、広域連合ですので、されることにしています。なお、広域連合ですので、されることにしています。なお、広域連合ですので、各各各各都都都都

道府道府道府道府県がす県がす県がす県がすべべべべてててて規約規約規約規約改改改改正に議正に議正に議正に議決決決決しなければ成立しませんので、こういう手しなければ成立しませんので、こういう手しなければ成立しませんので、こういう手しなければ成立しませんので、こういう手法法法法がとられたとがとられたとがとられたとがとられたと

ころであります。ころであります。ころであります。ころであります。

それから、それから、それから、それから、予算予算予算予算はははは暫暫暫暫定予算定予算定予算定予算でなくて、大でなくて、大でなくて、大でなくて、大阪阪阪阪府府府府が大が大が大が大阪阪阪阪市と市と市と市と堺堺堺堺市が市が市が市が入入入入らないらないらないらない場場場場合の合の合の合の予算予算予算予算がががが発発発発

表表表表になっております。になっております。になっております。になっております。前前前前年度１６年度１６年度１６年度１６．．．．７７７７％％％％の６の６の６の６億億億億５５５５，，，，４００４００４００４００万万万万円円円円になっておりますと。になっておりますと。になっておりますと。になっておりますと。主主主主にににに

ふふふふえておりますのは、えておりますのは、えておりますのは、えておりますのは、ドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリのののの共同運共同運共同運共同運航航航航ですけれですけれですけれですけれどどどども、これもも、これもも、これもも、これも和歌和歌和歌和歌山県は山県は山県は山県はドクドクドクドクターターターター

ヘヘヘヘリリリリのののの共同運共同運共同運共同運航航航航にはにはにはには反反反反対されておりましたので、対されておりましたので、対されておりましたので、対されておりましたので、和歌和歌和歌和歌山県は山県は山県は山県は独独独独自で自で自で自でドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリのののの運運運運航航航航を、を、を、を、

そしてほかのそしてほかのそしてほかのそしてほかの府府府府県は、県は、県は、県は、ドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリをををを共同運共同運共同運共同運航航航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とそのほかの山県とそのほかの山県とそのほかの山県とそのほかの

府府府府県との県との県との県との共同運共同運共同運共同運航航航航はなくなりまして、連はなくなりまして、連はなくなりまして、連はなくなりまして、連携携携携するということにするということにするということにするということに落落落落ちちちちついた次第であります。ついた次第であります。ついた次第であります。ついた次第であります。

それから、それから、それから、それから、国国国国の出先機関のの出先機関のの出先機関のの出先機関の廃止廃止廃止廃止による意見がによる意見がによる意見がによる意見が多多多多く出ておりまして、特に先ほく出ておりまして、特に先ほく出ておりまして、特に先ほく出ておりまして、特に先ほどどどど先生が先生が先生が先生が言言言言

っておられました、っておられました、っておられました、っておられました、東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災のおかれたのおかれたのおかれたのおかれた被被被被災災災災地の地の地の地の基礎基礎基礎基礎自治体からとか、それから自治体からとか、それから自治体からとか、それから自治体からとか、それから国国国国会会会会

議員、そして奈良県でも、議員、そして奈良県でも、議員、そして奈良県でも、議員、そして奈良県でも、十十十十津津津津川川川川村村村村長、野長、野長、野長、野迫迫迫迫川川川川村村村村長、長、長、長、五條五條五條五條市長から、出先機関の市長から、出先機関の市長から、出先機関の市長から、出先機関の移管移管移管移管にににに反反反反

対する対する対する対する要望書要望書要望書要望書が出てきております。その中で、関西広域連合への奈良県の参加については、が出てきております。その中で、関西広域連合への奈良県の参加については、が出てきております。その中で、関西広域連合への奈良県の参加については、が出てきております。その中で、関西広域連合への奈良県の参加については、

反反反反対であるという対であるという対であるという対であるという要望書要望書要望書要望書がががが現在現在現在現在届届届届いている次第でございます。そんな中で、あいている次第でございます。そんな中で、あいている次第でございます。そんな中で、あいている次第でございます。そんな中で、あちちちちここここちちちちでそでそでそでそ

ういうことがございますので、これから市ういうことがございますので、これから市ういうことがございますので、これから市ういうことがございますので、これから市町村町村町村町村に対してもに対してもに対してもに対してもＰＲＰＲＰＲＰＲ、それから説明会をしてい、それから説明会をしてい、それから説明会をしてい、それから説明会をしてい

きたいということをきたいということをきたいということをきたいということを言言言言っておられました。ほか、いろいろ議論が出てましたけれっておられました。ほか、いろいろ議論が出てましたけれっておられました。ほか、いろいろ議論が出てましたけれっておられました。ほか、いろいろ議論が出てましたけれどどどども、も、も、も、主主主主

にそういうことでございます。にそういうことでございます。にそういうことでございます。にそういうことでございます。

広域広域広域広域計画計画計画計画については、議論はもうについては、議論はもうについては、議論はもうについては、議論はもう既既既既に終わっておりましたので、これがに終わっておりましたので、これがに終わっておりましたので、これがに終わっておりましたので、これが最最最最終終終終案案案案となってとなってとなってとなって

おりますので、このおりますので、このおりますので、このおりますので、この概概概概要要要要版版版版は後ほは後ほは後ほは後ほどどどどごらんになっていただきたいと思います。ごらんになっていただきたいと思います。ごらんになっていただきたいと思います。ごらんになっていただきたいと思います。

以上で以上で以上で以上で報告報告報告報告を終わらせていただきます。を終わらせていただきます。を終わらせていただきます。を終わらせていただきます。

それでは、議論にそれでは、議論にそれでは、議論にそれでは、議論に入入入入らせていただきたいと思います。らせていただきたいと思います。らせていただきたいと思います。らせていただきたいと思います。

ままままずずずず、先ほ、先ほ、先ほ、先ほどどどど、森先生の意見の中で、、森先生の意見の中で、、森先生の意見の中で、、森先生の意見の中で、基礎基礎基礎基礎自治体のこととか、自治体のこととか、自治体のこととか、自治体のこととか、国国国国と市と市と市と市町村町村町村町村との関係に関との関係に関との関係に関との関係に関

することとか、そのほかのことについて、またご意見ございましらいただきたいと思いますることとか、そのほかのことについて、またご意見ございましらいただきたいと思いますることとか、そのほかのことについて、またご意見ございましらいただきたいと思いますることとか、そのほかのことについて、またご意見ございましらいただきたいと思いま
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すけれすけれすけれすけれどどどども、だれかございませんか。も、だれかございませんか。も、だれかございませんか。も、だれかございませんか。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 きょうはきょうはきょうはきょうはどどどどうもありがとうございました。うもありがとうございました。うもありがとうございました。うもありがとうございました。

お話をさせていただきたいことがあるのですが、いろいろきょうの先生のお話をおお話をさせていただきたいことがあるのですが、いろいろきょうの先生のお話をおお話をさせていただきたいことがあるのですが、いろいろきょうの先生のお話をおお話をさせていただきたいことがあるのですが、いろいろきょうの先生のお話をお聞聞聞聞きききき

いたしますと、いたしますと、いたしますと、いたしますと、現現現現時時時時点点点点での市での市での市での市町村町村町村町村というというというという形形形形であるならば、今の県の行政であるならば、今の県の行政であるならば、今の県の行政であるならば、今の県の行政運運運運営営営営でででで十十十十分事分事分事分事足足足足りりりり

るというお話とともに、関西広域連合としてのるというお話とともに、関西広域連合としてのるというお話とともに、関西広域連合としてのるというお話とともに、関西広域連合としての活動活動活動活動を取りを取りを取りを取り組組組組むむむむというのが、今のというのが、今のというのが、今のというのが、今の７７７７つの分つの分つの分つの分

野での取り野での取り野での取り野での取り組み組み組み組み。これ以上、。これ以上、。これ以上、。これ以上、例例例例えばえばえばえば国国国国の出先機関をの出先機関をの出先機関をの出先機関を移管移管移管移管されると、さまざまなされると、さまざまなされると、さまざまなされると、さまざまな不不不不公平公平公平公平感感感感がががが

生生生生じじじじてくる。これは議会のてくる。これは議会のてくる。これは議会のてくる。これは議会の数数数数のののの問題問題問題問題もありますし、それもありますし、それもありますし、それもありますし、それぞぞぞぞれのれのれのれの府府府府県の大きさという部分も県の大きさという部分も県の大きさという部分も県の大きさという部分も

あるでしょうけれあるでしょうけれあるでしょうけれあるでしょうけれどどどども、そういうも、そういうも、そういうも、そういう問題問題問題問題、、、、課課課課題題題題も生も生も生も生じじじじてくると。とすれば、今のてくると。とすれば、今のてくると。とすれば、今のてくると。とすれば、今の現状現状現状現状のままのままのままのまま

の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みということで、ということで、ということで、ということで、十十十十分こと分こと分こと分こと足足足足りるのではないかというお考えととらえたのですが、りるのではないかというお考えととらえたのですが、りるのではないかというお考えととらえたのですが、りるのではないかというお考えととらえたのですが、

もう一度もう一度もう一度もう一度確確確確認させていただきたいと思って、もし先生のお考えがありましたらよろしくお認させていただきたいと思って、もし先生のお考えがありましたらよろしくお認させていただきたいと思って、もし先生のお考えがありましたらよろしくお認させていただきたいと思って、もし先生のお考えがありましたらよろしくお

願いします。願いします。願いします。願いします。

○森教授○森教授○森教授○森教授 これから、関西広域連合はもう広域これから、関西広域連合はもう広域これから、関西広域連合はもう広域これから、関西広域連合はもう広域計画計画計画計画ができて、ができて、ができて、ができて、どどどどういうういうういうういう業務業務業務業務を充を充を充を充実実実実させてさせてさせてさせて

いくかということが見えない中で、今のいくかということが見えない中で、今のいくかということが見えない中で、今のいくかということが見えない中で、今の段階段階段階段階で、奈良県がで、奈良県がで、奈良県がで、奈良県が入入入入らないといけないらないといけないらないといけないらないといけない必然性必然性必然性必然性といといといとい

うのはうのはうのはうのは感感感感じじじじないということです。ないということです。ないということです。ないということです。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 今今今今現現現現時時時時点点点点での参加へのでの参加へのでの参加へのでの参加への必然性必然性必然性必然性はははは感感感感じじじじられないということでございますけれられないということでございますけれられないということでございますけれられないということでございますけれどどどど

も、もうも、もうも、もうも、もう既既既既に奈良県の、に奈良県の、に奈良県の、に奈良県の、例例例例えばえばえばえば道道道道路路路路行政は行政は行政は行政は顕著顕著顕著顕著なものなのですけれなものなのですけれなものなのですけれなものなのですけれどどどども、おくれも生も、おくれも生も、おくれも生も、おくれも生じじじじてててて

いる中で、いる中で、いる中で、いる中で、国国国国に対してのさまざまなに対してのさまざまなに対してのさまざまなに対してのさまざまな陳情陳情陳情陳情要望要望要望要望も県行政としてはも県行政としてはも県行政としてはも県行政としては繰繰繰繰りりりり返返返返し行われているといし行われているといし行われているといし行われているとい

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。受受受受けけけけ皿皿皿皿というというというという観点観点観点観点から考えますと、から考えますと、から考えますと、から考えますと、住民住民住民住民から見ると、市から見ると、市から見ると、市から見ると、市町村町村町村町村、県、、県、、県、、県、

国国国国というものよりは、関西広域連合がというものよりは、関西広域連合がというものよりは、関西広域連合がというものよりは、関西広域連合が受受受受けけけけ皿皿皿皿としてさまざまな事としてさまざまな事としてさまざまな事としてさまざまな事業業業業なりをなりをなりをなりを抱抱抱抱えると、えると、えると、えると、逆逆逆逆にににに

近近近近くなるのではないか。今くなるのではないか。今くなるのではないか。今くなるのではないか。今現現現現時時時時点点点点では、奈良県はでは、奈良県はでは、奈良県はでは、奈良県は入入入入っておらないと。さまざまな出先機関っておらないと。さまざまな出先機関っておらないと。さまざまな出先機関っておらないと。さまざまな出先機関

が関西広域連合をが関西広域連合をが関西広域連合をが関西広域連合を受受受受けけけけ皿皿皿皿としてなったなら、関西広域連合をとしてなったなら、関西広域連合をとしてなったなら、関西広域連合をとしてなったなら、関西広域連合を通じ通じ通じ通じて、今度は、県というて、今度は、県というて、今度は、県というて、今度は、県という形形形形

になるのですけれになるのですけれになるのですけれになるのですけれどどどども、そこはも、そこはも、そこはも、そこは逆逆逆逆にそういうにそういうにそういうにそういう流流流流れになっていくのかというのが、そっれになっていくのかというのが、そっれになっていくのかというのが、そっれになっていくのかというのが、そっちちちちのののの

方が方が方が方が不安不安不安不安に思うわけですけれに思うわけですけれに思うわけですけれに思うわけですけれどどどども、今のも、今のも、今のも、今の必然性必然性必然性必然性と私のと私のと私のと私の不安不安不安不安とが対立しているようにとが対立しているようにとが対立しているようにとが対立しているように感感感感じじじじるるるる

のですけれのですけれのですけれのですけれどどどど、その、その、その、その辺辺辺辺もしお考えがあったら、おもしお考えがあったら、おもしお考えがあったら、おもしお考えがあったら、お聞聞聞聞きしたい。きしたい。きしたい。きしたい。

○森教授○森教授○森教授○森教授 関西広域連合が関西広域連合が関西広域連合が関西広域連合がどどどどのののの程程程程度のものとして度のものとして度のものとして度のものとして住民住民住民住民に認識されるかということになるとに認識されるかということになるとに認識されるかということになるとに認識されるかということになると

思うのです。関西広域連合が市思うのです。関西広域連合が市思うのです。関西広域連合が市思うのです。関西広域連合が市町村町村町村町村、都、都、都、都道府道府道府道府県と県と県と県と並並並並び得び得び得び得る自治体であるという、自分たる自治体であるという、自分たる自治体であるという、自分たる自治体であるという、自分たちちちち

の意思が間の意思が間の意思が間の意思が間接的接的接的接的ではあれきではあれきではあれきではあれきちちちちんとんとんとんと反映反映反映反映される自治体であるという、そこまでの意識というされる自治体であるという、そこまでの意識というされる自治体であるという、そこまでの意識というされる自治体であるという、そこまでの意識という

ものをそのものをそのものをそのものをその住民住民住民住民の方がの方がの方がの方が持持持持たれるたれるたれるたれる段階段階段階段階になったときに、今おっしになったときに、今おっしになったときに、今おっしになったときに、今おっしゃゃゃゃられたように、られたように、られたように、られたように、国国国国よりはよりはよりはよりは

近近近近いものだろうということになるのかとは思うのです。ただ、関西広域連合は今、いものだろうということになるのかとは思うのです。ただ、関西広域連合は今、いものだろうということになるのかとは思うのです。ただ、関西広域連合は今、いものだろうということになるのかとは思うのです。ただ、関西広域連合は今、何何何何かとかとかとかと

わかっていないわけで、自治体でさえあるかわからないし、だれが構成員かもわからないわかっていないわけで、自治体でさえあるかわからないし、だれが構成員かもわからないわかっていないわけで、自治体でさえあるかわからないし、だれが構成員かもわからないわかっていないわけで、自治体でさえあるかわからないし、だれが構成員かもわからない



---- 22228888 ----

しというようなしというようなしというようなしというような段階段階段階段階の中で、そこにの中で、そこにの中で、そこにの中で、そこに移管移管移管移管されたから、されたから、されたから、されたから、住民住民住民住民からからからから近近近近いいいい存在存在存在存在になったというのになったというのになったというのになったというの

は、行政として、関西にあるからは、行政として、関西にあるからは、行政として、関西にあるからは、行政として、関西にあるから近近近近くなったという、そういうくなったという、そういうくなったという、そういうくなったという、そういう感感感感覚覚覚覚、、、、東京東京東京東京よりもよりもよりもよりも近近近近いいいいみみみみたたたた

いないないないな距離距離距離距離的的的的なななな感感感感覚覚覚覚は当は当は当は当然然然然あるかもしれないけれあるかもしれないけれあるかもしれないけれあるかもしれないけれどどどど、行政体として見た、行政体として見た、行政体として見た、行政体として見た場場場場合、そこまでの合、そこまでの合、そこまでの合、そこまでの近近近近

いいいい距離距離距離距離感感感感覚覚覚覚は本当には本当には本当には本当に持持持持つのかなというのが、今のつのかなというのが、今のつのかなというのが、今のつのかなというのが、今の段階段階段階段階では疑では疑では疑では疑問問問問だということがあるのです。だということがあるのです。だということがあるのです。だということがあるのです。

そして、もう１そして、もう１そして、もう１そして、もう１点点点点なのですが、おっしなのですが、おっしなのですが、おっしなのですが、おっしゃゃゃゃるとおりに、これがるとおりに、これがるとおりに、これがるとおりに、これが国国国国からからからから丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管されましされましされましされまし

たと。関西広域連合は、一応今のたと。関西広域連合は、一応今のたと。関西広域連合は、一応今のたと。関西広域連合は、一応今の段階段階段階段階で、そこからで、そこからで、そこからで、そこから府府府府県にき県にき県にき県にきちちちちっと振るとっと振るとっと振るとっと振ると言言言言っているわけっているわけっているわけっているわけ

です、です、です、です、府府府府県に振れるものは振ると。県に振れるものは振ると。県に振れるものは振ると。県に振れるものは振ると。残残残残りりりり物物物物ををををややややるという、そういうるという、そういうるという、そういうるという、そういうススススタンタンタンタンススススなのです。たなのです。たなのです。たなのです。た

だ、おっしだ、おっしだ、おっしだ、おっしゃゃゃゃるとおり、ほんとうにるとおり、ほんとうにるとおり、ほんとうにるとおり、ほんとうに来来来来るのかと。るのかと。るのかと。るのかと。全全全全部部部部丸丸丸丸投投投投げして、後、げして、後、げして、後、げして、後、何何何何かそのかそのかそのかその多数多数多数多数決決決決のののの

論論論論理理理理で、で、で、で、箇所づ箇所づ箇所づ箇所づけからけからけからけから予算予算予算予算からからからから決決決決まっていくのではないかというまっていくのではないかというまっていくのではないかというまっていくのではないかという懸念懸念懸念懸念はははは残残残残ります。そこはります。そこはります。そこはります。そこは

今の今の今の今の段階段階段階段階でででで確確確確定定定定的的的的なことはなことはなことはなことは言言言言えないけれえないけれえないけれえないけれどどどども、ただ、も、ただ、も、ただ、も、ただ、国国国国としても、方としても、方としても、方としても、方式式式式としてはとしてはとしてはとしては府府府府県に県に県に県に業業業業

務務務務ごとに委ごとに委ごとに委ごとに委託託託託するというするというするというするという形形形形ははははメメメメニュニュニュニューとしてーとしてーとしてーとして示示示示しているわけですから、本しているわけですから、本しているわけですから、本しているわけですから、本来的来的来的来的にはにはにはには府府府府県に県に県に県に

振る振る振る振るべべべべきものは振るというのがもう大きものは振るというのがもう大きものは振るというのがもう大きものは振るというのがもう大原則原則原則原則だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 もうこれ以上は先生のお考えもわかりますので、あえておもうこれ以上は先生のお考えもわかりますので、あえておもうこれ以上は先生のお考えもわかりますので、あえておもうこれ以上は先生のお考えもわかりますので、あえてお聞聞聞聞きしませんけれきしませんけれきしませんけれきしませんけれ

どどどども、そういう意も、そういう意も、そういう意も、そういう意味味味味では、先生の今のおっしでは、先生の今のおっしでは、先生の今のおっしでは、先生の今のおっしゃゃゃゃる意る意る意る意味味味味では、参加して、中から議論をすれでは、参加して、中から議論をすれでは、参加して、中から議論をすれでは、参加して、中から議論をすれ

ばいいのではないかと思うのですければいいのではないかと思うのですければいいのではないかと思うのですければいいのではないかと思うのですけれどどどど、そこは手、そこは手、そこは手、そこは手法法法法のののの違違違違いだけなのかと思っていますけいだけなのかと思っていますけいだけなのかと思っていますけいだけなのかと思っていますけ

れれれれどどどども。ただ、委員長には、今、さまざまなも。ただ、委員長には、今、さまざまなも。ただ、委員長には、今、さまざまなも。ただ、委員長には、今、さまざまな課課課課題題題題も見えてきましたので、そのも見えてきましたので、そのも見えてきましたので、そのも見えてきましたので、その課課課課題題題題についについについについ

てもさまざまな意見聴取なり議論をしていただきたいと思っております。以上です。てもさまざまな意見聴取なり議論をしていただきたいと思っております。以上です。てもさまざまな意見聴取なり議論をしていただきたいと思っております。以上です。てもさまざまな意見聴取なり議論をしていただきたいと思っております。以上です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 関西広域連合は、関西広域連合は、関西広域連合は、関西広域連合は、ママママススススココココミミミミで取り上げられて、いろいろで取り上げられて、いろいろで取り上げられて、いろいろで取り上げられて、いろいろ宣伝宣伝宣伝宣伝されると。そこされると。そこされると。そこされると。そこ

にににに我我我我々県々県々県々県民民民民が、なが、なが、なが、なぜぜぜぜ奈良県だけが奈良県だけが奈良県だけが奈良県だけが入入入入らないのかという思いがあるわけです。そんな中、らないのかという思いがあるわけです。そんな中、らないのかという思いがあるわけです。そんな中、らないのかという思いがあるわけです。そんな中、東東東東

日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災があり、そこへ人をがあり、そこへ人をがあり、そこへ人をがあり、そこへ人を派遣派遣派遣派遣することになり、関西広域連合はすることになり、関西広域連合はすることになり、関西広域連合はすることになり、関西広域連合はカカカカウウウウンターパート方ンターパート方ンターパート方ンターパート方

式式式式ででででややややった。県った。県った。県った。県民民民民から見たら、奈良県はから見たら、奈良県はから見たら、奈良県はから見たら、奈良県は東東東東北北北北へへへへ救救救救済に行っていないのかというような話ま済に行っていないのかというような話ま済に行っていないのかというような話ま済に行っていないのかというような話ま

で出てくるのです。だから、で出てくるのです。だから、で出てくるのです。だから、で出てくるのです。だから、研究研究研究研究されていてされていてされていてされていて聞聞聞聞きたいのは、きたいのは、きたいのは、きたいのは、多少多少多少多少触触触触れられましたけれれられましたけれれられましたけれれられましたけれどどどど、、、、

今の広域連合のない今の広域連合のない今の広域連合のない今の広域連合のない府府府府県は、県は、県は、県は、どどどどういうういうういうういう形形形形でででで救救救救済に行ったのか。広域連合のあるこの関西と、済に行ったのか。広域連合のあるこの関西と、済に行ったのか。広域連合のあるこの関西と、済に行ったのか。広域連合のあるこの関西と、

ないないないない九九九九州や州や州や州やいろんなところ、中いろんなところ、中いろんなところ、中いろんなところ、中国国国国地方の広地方の広地方の広地方の広島島島島県な県な県な県などどどどは関西広域連合のは関西広域連合のは関西広域連合のは関西広域連合のカカカカウウウウンターパート方ンターパート方ンターパート方ンターパート方

式式式式で行ったところとで行ったところとで行ったところとで行ったところと同じ役割同じ役割同じ役割同じ役割をををを果果果果たしているのかたしているのかたしているのかたしているのかどどどどうか、まうか、まうか、まうか、まず聞ず聞ず聞ず聞きたいのです。きたいのです。きたいのです。きたいのです。

それと、きょうは知事部それと、きょうは知事部それと、きょうは知事部それと、きょうは知事部局局局局も出ているからも出ているからも出ているからも出ているから聞聞聞聞きたいのですけれきたいのですけれきたいのですけれきたいのですけれどどどど、、、、我我我我々には、県々には、県々には、県々には、県民民民民からからからから

何何何何でででで入入入入らないのかというのはらないのかというのはらないのかというのはらないのかというのは聞聞聞聞こえてくるけれこえてくるけれこえてくるけれこえてくるけれどどどど、市、市、市、市町村町村町村町村は知事さんのおっしは知事さんのおっしは知事さんのおっしは知事さんのおっしゃゃゃゃることることることることやややや

からからからから黙黙黙黙っているのか、いろんな意見がきているのかっているのか、いろんな意見がきているのかっているのか、いろんな意見がきているのかっているのか、いろんな意見がきているのかどどどどうか、そのうか、そのうか、そのうか、その辺辺辺辺があったらがあったらがあったらがあったら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。

一つ、先生に一つ、先生に一つ、先生に一つ、先生に訴訴訴訴えたいのは、関西広域連合は、もう一つえたいのは、関西広域連合は、もう一つえたいのは、関西広域連合は、もう一つえたいのは、関西広域連合は、もう一つ性格性格性格性格がよくわからない。がよくわからない。がよくわからない。がよくわからない。我我我我々に々に々に々に
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もももも何何何何をするのだろうというのがよくわからない。それは当をするのだろうというのがよくわからない。それは当をするのだろうというのがよくわからない。それは当をするのだろうというのがよくわからない。それは当局局局局がわかっていたら教えてほしがわかっていたら教えてほしがわかっていたら教えてほしがわかっていたら教えてほし

いけれいけれいけれいけれどどどども、よくわからない。なも、よくわからない。なも、よくわからない。なも、よくわからない。なぜぜぜぜかといったら、かといったら、かといったら、かといったら、むむむむしろこの関西広域連合がしろこの関西広域連合がしろこの関西広域連合がしろこの関西広域連合が道州道州道州道州制を制を制を制を模模模模

索索索索しますと、大しますと、大しますと、大しますと、大阪阪阪阪府府府府知事はそんなことを知事はそんなことを知事はそんなことを知事はそんなことを言言言言っていたけれっていたけれっていたけれっていたけれどどどど、今の大、今の大、今の大、今の大阪阪阪阪市長は市長は市長は市長は言言言言っていたけっていたけっていたけっていたけ

れれれれどどどども、そこをも、そこをも、そこをも、そこをぱぱぱぱちちちちっとっとっとっと言言言言えば、これでえば、これでえば、これでえば、これで性格性格性格性格がはっきりするのに、がはっきりするのに、がはっきりするのに、がはっきりするのに、僕僕僕僕らはらはらはらは道州道州道州道州制制制制反反反反対です対です対です対です

から、から、から、から、反反反反対はしますけれ対はしますけれ対はしますけれ対はしますけれどどどども、関西広域連合がも、関西広域連合がも、関西広域連合がも、関西広域連合が何何何何をしようとしているのかという意をしようとしているのかという意をしようとしているのかという意をしようとしているのかという意味味味味では、では、では、では、

道州道州道州道州制を制を制を制を将将将将来来来来模模模模索索索索していくということを出していった方がはっきりするけれしていくということを出していった方がはっきりするけれしていくということを出していった方がはっきりするけれしていくということを出していった方がはっきりするけれどどどど。そうした。そうした。そうした。そうした

ら、ら、ら、ら、逆逆逆逆にににに抜抜抜抜けていく人がいるかわからない。たいがいのけていく人がいるかわからない。たいがいのけていく人がいるかわからない。たいがいのけていく人がいるかわからない。たいがいの府府府府県、関西広域連合は県、関西広域連合は県、関西広域連合は県、関西広域連合は何何何何かかかか道州道州道州道州制制制制

をををを模模模模索索索索しないというしないというしないというしないという決決決決議までしているわけですから、皆が議までしているわけですから、皆が議までしているわけですから、皆が議までしているわけですから、皆が抜抜抜抜けるかもわからないし、こうけるかもわからないし、こうけるかもわからないし、こうけるかもわからないし、こう

いうオブいうオブいうオブいうオブララララートにートにートにートに包包包包まれていたからしかたないということになるかもわからないけれまれていたからしかたないということになるかもわからないけれまれていたからしかたないということになるかもわからないけれまれていたからしかたないということになるかもわからないけれどどどど、、、、

そこがそこがそこがそこが全然性格全然性格全然性格全然性格がはっきりしないのは、本がはっきりしないのは、本がはっきりしないのは、本がはっきりしないのは、本来来来来は、このは、このは、このは、この組組組組織織織織はははは道州道州道州道州制を制を制を制を模模模模索索索索することをはっすることをはっすることをはっすることをはっ

きりきりきりきり言言言言って、そうしたら、って、そうしたら、って、そうしたら、って、そうしたら、性格性格性格性格がわかりがわかりがわかりがわかりややややすい。けれすい。けれすい。けれすい。けれどどどども、も、も、も、どどどどういうういうういうういう形形形形でででで何何何何をするのわかをするのわかをするのわかをするのわか

らない、わからないまま、らない、わからないまま、らない、わからないまま、らない、わからないまま、ママママススススココココミミミミにににに宣伝宣伝宣伝宣伝されて、それでされて、それでされて、それでされて、それで我我我我々は々は々は々は逆逆逆逆にににに何何何何しているのだとしているのだとしているのだとしているのだと言言言言

われるのですけれわれるのですけれわれるのですけれわれるのですけれどどどど。その。その。その。その点点点点についての先生のお考えについての先生のお考えについての先生のお考えについての先生のお考えやややや、当、当、当、当局局局局は市は市は市は市町村町村町村町村のののの声声声声をををを聞聞聞聞かせてほかせてほかせてほかせてほ

しいと思います。以上です。しいと思います。以上です。しいと思います。以上です。しいと思います。以上です。

○森教授○森教授○森教授○森教授 カカカカウウウウンターパート方ンターパート方ンターパート方ンターパート方式式式式は、広域連合をは、広域連合をは、広域連合をは、広域連合を利利利利用して用して用して用して何何何何ができるかと。関係されたができるかと。関係されたができるかと。関係されたができるかと。関係された府府府府

県の方に県の方に県の方に県の方に聞聞聞聞くと、くと、くと、くと、どどどどこをこをこをこを支援支援支援支援したらいいかというしたらいいかというしたらいいかというしたらいいかという役割役割役割役割分分分分担担担担が明が明が明が明確確確確になったので、それはになったので、それはになったので、それはになったので、それは助助助助

かったとかったとかったとかったと言言言言われるのです。われるのです。われるのです。われるのです。例例例例えば奈良県もえば奈良県もえば奈良県もえば奈良県も支援支援支援支援に行かれていると思いますけれに行かれていると思いますけれに行かれていると思いますけれに行かれていると思いますけれどどどど、あんな、あんな、あんな、あんな

に広域のとき、に広域のとき、に広域のとき、に広域のとき、どどどどこへ行くというときに、それだけで時間がたっていくし、こへ行くというときに、それだけで時間がたっていくし、こへ行くというときに、それだけで時間がたっていくし、こへ行くというときに、それだけで時間がたっていくし、力力力力も分も分も分も分散散散散されされされされ

る。ところが、ここへ行ったらいいということをる。ところが、ここへ行ったらいいということをる。ところが、ここへ行ったらいいということをる。ところが、ここへ行ったらいいということを決決決決められると、もうそこへめられると、もうそこへめられると、もうそこへめられると、もうそこへ集集集集中中中中的的的的に行けに行けに行けに行け

るわけです。それはるわけです。それはるわけです。それはるわけです。それは助助助助かったとかったとかったとかったと言言言言われます。意思われます。意思われます。意思われます。意思決定決定決定決定もももも早早早早かったとかったとかったとかったと言言言言われているのです。われているのです。われているのです。われているのです。

ただ、ただ、ただ、ただ、全国全国全国全国知事会では知事会では知事会では知事会では実実実実はそうはそうはそうはそうややややっているのです。ただ、関西広域連合の方にっているのです。ただ、関西広域連合の方にっているのです。ただ、関西広域連合の方にっているのです。ただ、関西広域連合の方に言言言言わせると、わせると、わせると、わせると、

例例例例えばえばえばえば近近近近畿畿畿畿のブのブのブのブロロロロックックックック知事会だったらあんなに知事会だったらあんなに知事会だったらあんなに知事会だったらあんなに早早早早くはできなかったとはくはできなかったとはくはできなかったとはくはできなかったとは言言言言われます。では、われます。では、われます。では、われます。では、

それが知事会がそれが知事会がそれが知事会がそれが知事会が持持持持っているっているっているっている組組組組織織織織上の上の上の上の根根根根源源源源的的的的なななな問題問題問題問題なのか、それともそういうなのか、それともそういうなのか、それともそういうなのか、それともそういう仕組み仕組み仕組み仕組みがなかがなかがなかがなか

ったことの、ったことの、ったことの、ったことの、仕組み仕組み仕組み仕組みというのは意思というのは意思というのは意思というのは意思決定決定決定決定しようという、しようという、しようという、しようという、規約規約規約規約ではないけれではないけれではないけれではないけれどどどども、そういうも、そういうも、そういうも、そういう

ものがなかったことがものがなかったことがものがなかったことがものがなかったことが問題問題問題問題なのか、そこのところはわからないということです。ただ、関なのか、そこのところはわからないということです。ただ、関なのか、そこのところはわからないということです。ただ、関なのか、そこのところはわからないということです。ただ、関

西広域連合に加西広域連合に加西広域連合に加西広域連合に加入入入入されているされているされているされている団団団団体は、それを体は、それを体は、それを体は、それを利利利利用されて今用されて今用されて今用されて今回回回回されたと。しかもそのされたと。しかもそのされたと。しかもそのされたと。しかもその個個個個別だ別だ別だ別だ

ったから、それはありがたかったと、ったから、それはありがたかったと、ったから、それはありがたかったと、ったから、それはありがたかったと、力力力力が分が分が分が分散散散散しなくて済んだという事しなくて済んだという事しなくて済んだという事しなくて済んだという事実実実実はあるというこはあるというこはあるというこはあるというこ

となのです。私はそれは別にとなのです。私はそれは別にとなのです。私はそれは別にとなのです。私はそれは別に悪悪悪悪かったことではかったことではかったことではかったことでは全全全全くなくて、くなくて、くなくて、くなくて、利利利利用できるものをきっ用できるものをきっ用できるものをきっ用できるものをきっちちちちりりりり利利利利

用して対応されたということでは用して対応されたということでは用して対応されたということでは用して対応されたということではププププラスラスラスラスだったと思っております。だったと思っております。だったと思っております。だったと思っております。

○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 県県県県内内内内の市の市の市の市町村町村町村町村の意見については、先ほの意見については、先ほの意見については、先ほの意見については、先ほどどどど委員長からもお話がありまし委員長からもお話がありまし委員長からもお話がありまし委員長からもお話がありまし
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たけれたけれたけれたけれどどどども、も、も、も、十十十十津津津津川川川川村村村村、野、野、野、野迫迫迫迫川川川川村村村村、、、、五條五條五條五條市につきましては、市につきましては、市につきましては、市につきましては、権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲にもにもにもにも反反反反対されていま対されていま対されていま対されていま

すし、先ほすし、先ほすし、先ほすし、先ほどどどどお話がありました、お話がありました、お話がありました、お話がありました、基礎基礎基礎基礎自治体の意見を自治体の意見を自治体の意見を自治体の意見を聞聞聞聞いていない関西広域連合についていていない関西広域連合についていていない関西広域連合についていていない関西広域連合について

の参加もの参加もの参加もの参加も反反反反対されているという対されているという対されているという対されているという状況状況状況状況です。それから、１月３０日ですか、です。それから、１月３０日ですか、です。それから、１月３０日ですか、です。それから、１月３０日ですか、内内内内閣閣閣閣府府府府の地域の地域の地域の地域戦戦戦戦

略略略略室から、室から、室から、室から、近近近近畿畿畿畿の市長会に対して意見聴取を行っております。それにつきまして、大の市長会に対して意見聴取を行っております。それにつきまして、大の市長会に対して意見聴取を行っております。それにつきまして、大の市長会に対して意見聴取を行っております。それにつきまして、大和和和和郡郡郡郡

山市長が意見を申しておりますので、その議事山市長が意見を申しておりますので、その議事山市長が意見を申しておりますので、その議事山市長が意見を申しておりますので、その議事録録録録がありますので、政策がありますので、政策がありますので、政策がありますので、政策推推推推進進進進課課課課長から、そ長から、そ長から、そ長から、そ

のののの要要要要約約約約というか、結論というか、結論というか、結論というか、結論的的的的なことをなことをなことをなことを読み読み読み読み出していただきます。出していただきます。出していただきます。出していただきます。

○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 近近近近畿畿畿畿の市長会も広域連合の市長会も広域連合の市長会も広域連合の市長会も広域連合協協協協議会議会議会議会等等等等にににに入入入入れということで、れということで、れということで、れということで、働働働働きかけがきかけがきかけがきかけが

きております。こういうのは、つき合いもあるが、きております。こういうのは、つき合いもあるが、きております。こういうのは、つき合いもあるが、きております。こういうのは、つき合いもあるが、入入入入るるるる入入入入らないの大議論になっているとらないの大議論になっているとらないの大議論になっているとらないの大議論になっていると

いうこともございます。関西、一いうこともございます。関西、一いうこともございます。関西、一いうこともございます。関西、一枚岩枚岩枚岩枚岩ということでということでということでということで掲掲掲掲げられておりますけれげられておりますけれげられておりますけれげられておりますけれどどどども、も、も、も、複雑複雑複雑複雑なななな

思いを思いを思いを思いを持持持持っておるということでおっしっておるということでおっしっておるということでおっしっておるということでおっしゃゃゃゃっておられまして、っておられまして、っておられまして、っておられまして、各各各各県の市長会もそう思ってお県の市長会もそう思ってお県の市長会もそう思ってお県の市長会もそう思ってお

られるというられるというられるというられるという感触感触感触感触をををを持持持持っていると。っていると。っていると。っていると。幾幾幾幾つかの市長会からは、もうつかの市長会からは、もうつかの市長会からは、もうつかの市長会からは、もう少少少少し考えてくれとの意見し考えてくれとの意見し考えてくれとの意見し考えてくれとの意見

が出てるのも事が出てるのも事が出てるのも事が出てるのも事実実実実ですし、ですし、ですし、ですし、慎慎慎慎重な議論を重な議論を重な議論を重な議論を求求求求めたいと。地方分めたいと。地方分めたいと。地方分めたいと。地方分権改革権改革権改革権改革についてについてについてについて反反反反対というわ対というわ対というわ対というわ

けではないが、けではないが、けではないが、けではないが、慎慎慎慎重な対応を重な対応を重な対応を重な対応を求求求求めたいと、そういうご意見をおっしめたいと、そういうご意見をおっしめたいと、そういうご意見をおっしめたいと、そういうご意見をおっしゃゃゃゃっていました。以上っていました。以上っていました。以上っていました。以上

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 大大大大和和和和郡郡郡郡山市長の山市長の山市長の山市長の発発発発言言言言については、またについては、またについては、またについては、また配配配配付付付付したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。各各各各都都都都道府道府道府道府県県県県

からからからから何何何何名かの方のご意見が出ておりますので。名かの方のご意見が出ておりますので。名かの方のご意見が出ておりますので。名かの方のご意見が出ておりますので。

（（（（「「「「近近近近畿畿畿畿市長会でしょう」と呼ぶ者あり）市長会でしょう」と呼ぶ者あり）市長会でしょう」と呼ぶ者あり）市長会でしょう」と呼ぶ者あり）

○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 内内内内閣閣閣閣府府府府の地域の地域の地域の地域主権主権主権主権戦略戦略戦略戦略室へ室へ室へ室へ７７７７市市市市町町町町が行かれておりまして、こが行かれておりまして、こが行かれておりまして、こが行かれておりまして、こちちちちらのらのらのらの

ほうからほうからほうからほうから近近近近畿畿畿畿市長会の市長会の市長会の市長会の代代代代表表表表というというというという形形形形で、大で、大で、大で、大和和和和郡郡郡郡山市長が行かれたと。山市長が行かれたと。山市長が行かれたと。山市長が行かれたと。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 資資資資料料料料２の２に、出先機関の事２の２に、出先機関の事２の２に、出先機関の事２の２に、出先機関の事務・権務・権務・権務・権限のブ限のブ限のブ限のブロロロロック単位ック単位ック単位ック単位でのでのでのでの移譲移譲移譲移譲にかかる関にかかる関にかかる関にかかる関

係者（市係者（市係者（市係者（市町村町村町村町村）の意見聴取のところに）の意見聴取のところに）の意見聴取のところに）の意見聴取のところに書書書書いています。ここにいています。ここにいています。ここにいています。ここに７７７７市市市市町町町町から意見が出ておりまから意見が出ておりまから意見が出ておりまから意見が出ておりま

して、またごらんください。して、またごらんください。して、またごらんください。して、またごらんください。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 先ほ先ほ先ほ先ほどどどどから、広域連合がから、広域連合がから、広域連合がから、広域連合が近近近近いかいかいかいか遠遠遠遠いかという話がありましたが、いかという話がありましたが、いかという話がありましたが、いかという話がありましたが、前前前前にも、県にも、県にも、県にも、県

民民民民、、、、国民国民国民国民のののの国国国国会議員会議員会議員会議員ややややあるいは市あるいは市あるいは市あるいは市町村町村町村町村議会議員議会議員議会議員議会議員やややや県議会議員の県議会議員の県議会議員の県議会議員の選挙選挙選挙選挙とかいろんな日とかいろんな日とかいろんな日とかいろんな日常常常常のののの活活活活

動動動動の関の関の関の関心心心心度でいろいろ度でいろいろ度でいろいろ度でいろいろ僕僕僕僕はははは僕僕僕僕なりになりになりになりに持持持持論を論を論を論を持持持持っているのですけれっているのですけれっているのですけれっているのですけれどどどど、今の広域連合という、今の広域連合という、今の広域連合という、今の広域連合という

のは、県議議会でも、県のは、県議議会でも、県のは、県議議会でも、県のは、県議議会でも、県民民民民から見たら、もう一つよくわからないから見たら、もう一つよくわからないから見たら、もう一つよくわからないから見たら、もう一つよくわからない組組組組織織織織で、県会議員はで、県会議員はで、県会議員はで、県会議員は何何何何をををを

ややややっているのだろうという認識があるのです。それで、そこへっているのだろうという認識があるのです。それで、そこへっているのだろうという認識があるのです。それで、そこへっているのだろうという認識があるのです。それで、そこへ持持持持ってきて、またもう一つ、ってきて、またもう一つ、ってきて、またもう一つ、ってきて、またもう一つ、

この広域連合というこの広域連合というこの広域連合というこの広域連合という屋屋屋屋根根根根をつくったら、をつくったら、をつくったら、をつくったら、屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋を重を重を重を重ねねねねるし、しかもるし、しかもるし、しかもるし、しかも確確確確かに傍聴かに傍聴かに傍聴かに傍聴席席席席もあるのもあるのもあるのもあるの

です。ところが、この県議会でも傍聴者はそうです。ところが、この県議会でも傍聴者はそうです。ところが、この県議会でも傍聴者はそうです。ところが、この県議会でも傍聴者はそう多多多多くはない。議員が自分が質くはない。議員が自分が質くはない。議員が自分が質くはない。議員が自分が質問問問問するときにするときにするときにするときに

はははは動動動動員するところもあるし、いろいろな員するところもあるし、いろいろな員するところもあるし、いろいろな員するところもあるし、いろいろな形形形形で県政に関で県政に関で県政に関で県政に関心心心心をををを持持持持ってほしいというってほしいというってほしいというってほしいという努努努努力力力力はそれはそれはそれはそれ
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ぞぞぞぞれがれがれがれがややややっているわけですけれっているわけですけれっているわけですけれっているわけですけれどどどども、広域連合ができて、そこへ一般県も、広域連合ができて、そこへ一般県も、広域連合ができて、そこへ一般県も、広域連合ができて、そこへ一般県民民民民が傍聴に行くとが傍聴に行くとが傍聴に行くとが傍聴に行くと

いうのは、考えられないのです。それで、たまにきょうはここでこういう連合議会があるいうのは、考えられないのです。それで、たまにきょうはここでこういう連合議会があるいうのは、考えられないのです。それで、たまにきょうはここでこういう連合議会があるいうのは、考えられないのです。それで、たまにきょうはここでこういう連合議会がある

から、奈良県もだれか行ってくれというから、奈良県もだれか行ってくれというから、奈良県もだれか行ってくれというから、奈良県もだれか行ってくれという声声声声がかかった議員は２～３人行くとかいうのはがかかった議員は２～３人行くとかいうのはがかかった議員は２～３人行くとかいうのはがかかった議員は２～３人行くとかいうのは起起起起

こるかもわからないですけれこるかもわからないですけれこるかもわからないですけれこるかもわからないですけれどどどど、一般県、一般県、一般県、一般県民民民民がそこへわざわざ傍聴に行くいうのは、がそこへわざわざ傍聴に行くいうのは、がそこへわざわざ傍聴に行くいうのは、がそこへわざわざ傍聴に行くいうのは、恐恐恐恐らくらくらくらく

考えられない。まだ、奈良県ぐらいは考えられない。まだ、奈良県ぐらいは考えられない。まだ、奈良県ぐらいは考えられない。まだ、奈良県ぐらいは近近近近いからいいけれいからいいけれいからいいけれいからいいけれどどどども、も、も、も、例例例例えば徳えば徳えば徳えば徳島島島島県県県県やややや鳥鳥鳥鳥取県は取県は取県は取県はどどどど

うかわからないにしても、そこらから県うかわからないにしても、そこらから県うかわからないにしても、そこらから県うかわからないにしても、そこらから県民民民民が傍聴にが傍聴にが傍聴にが傍聴に来来来来ることはないし、そういう意ることはないし、そういう意ることはないし、そういう意ることはないし、そういう意味味味味ではではではでは

非常非常非常非常にににに遠遠遠遠いいいい組組組組織織織織になるし、になるし、になるし、になるし、屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋を重を重を重を重ねねねねることにもならないかなと。ることにもならないかなと。ることにもならないかなと。ることにもならないかなと。僕僕僕僕はこの関西広域連はこの関西広域連はこの関西広域連はこの関西広域連

合に合に合に合に入入入入るのは、もうるのは、もうるのは、もうるのは、もう少少少少し意し意し意し意味味味味がわかってからであるがわかってからであるがわかってからであるがわかってからであるべべべべきだと思っているわけです。以上。きだと思っているわけです。以上。きだと思っているわけです。以上。きだと思っているわけです。以上。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 きょう、先生におきょう、先生におきょう、先生におきょう、先生にお入入入入りいただいて、こういう委員会で議論するというのはりいただいて、こういう委員会で議論するというのはりいただいて、こういう委員会で議論するというのはりいただいて、こういう委員会で議論するというのは過過過過

去去去去になかったことであって、委員長のになかったことであって、委員長のになかったことであって、委員長のになかったことであって、委員長の判断判断判断判断はいいことであったと思っております。はいいことであったと思っております。はいいことであったと思っております。はいいことであったと思っております。

それから、それから、それから、それから、実実実実は一つの考えをは一つの考えをは一つの考えをは一つの考えを持持持持っている者の一人なのですが、っている者の一人なのですが、っている者の一人なのですが、っている者の一人なのですが、どどどどう見ても、う見ても、う見ても、う見ても、我我我我がががが国国国国の今の今の今の今

の行政の行政の行政の行政システシステシステシステムムムムを考え合わせたときに、あるいはを考え合わせたときに、あるいはを考え合わせたときに、あるいはを考え合わせたときに、あるいは現実現実現実現実を見たときに、を見たときに、を見たときに、を見たときに、東京東京東京東京一一一一極極極極集集集集中が加中が加中が加中が加速速速速

し、すし、すし、すし、すべべべべての分野、政治もそうなのですが、ての分野、政治もそうなのですが、ての分野、政治もそうなのですが、ての分野、政治もそうなのですが、産業産業産業産業もそうなのですが、あるいはもそうなのですが、あるいはもそうなのですが、あるいはもそうなのですが、あるいは文化文化文化文化もすもすもすもすべべべべ

てててて東京東京東京東京都に都に都に都に相相相相談談談談しなかったら、しなかったら、しなかったら、しなかったら、我我我我がががが国国国国はははは動動動動かないようなかないようなかないようなかないような状況状況状況状況に今なりつつあります。そうに今なりつつあります。そうに今なりつつあります。そうに今なりつつあります。そう

いう意いう意いう意いう意味味味味からしたら、からしたら、からしたら、からしたら、橋橋橋橋下下下下大大大大阪阪阪阪市長な市長な市長な市長などどどどが、あるいは関西広域連合がが、あるいは関西広域連合がが、あるいは関西広域連合がが、あるいは関西広域連合が目目目目指指指指しているしているしているしている基基基基本本本本的的的的

なものの一つの中に、関西元なものの一つの中に、関西元なものの一つの中に、関西元なものの一つの中に、関西元気気気気出そうよと、出そうよと、出そうよと、出そうよと、東京東京東京東京にににに匹敵匹敵匹敵匹敵するぐらいの、するぐらいの、するぐらいの、するぐらいの、災害災害災害災害等等等等も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、

日本の日本の日本の日本の国国国国のののの全全全全体の体の体の体の発発発発展展展展を考えたら、今のあのパを考えたら、今のあのパを考えたら、今のあのパを考えたら、今のあのパワワワワーというのは、すごくーというのは、すごくーというのは、すごくーというのは、すごく買買買買ううううべべべべきだろうときだろうときだろうときだろうと

思うのです。ただ、そのときの知事が思うのです。ただ、そのときの知事が思うのです。ただ、そのときの知事が思うのです。ただ、そのときの知事が勝勝勝勝手に手に手に手に発発発発言言言言しししし提言提言提言提言したことが、それがそのときの人したことが、それがそのときの人したことが、それがそのときの人したことが、それがそのときの人

気気気気によってによってによってによって動動動動いていくという政治は、これは今の時いていくという政治は、これは今の時いていくという政治は、これは今の時いていくという政治は、これは今の時代代代代、、、、往往往往々にしてあることであって、私々にしてあることであって、私々にしてあることであって、私々にしてあることであって、私

はそれをはそれをはそれをはそれを求求求求めるめるめるめるべべべべきものではない。きものではない。きものではない。きものではない。

将将将将来来来来あるあるあるある我我我我がががが国国国国のののの状況状況状況状況、、、、東京東京東京東京と関西というもの、もと関西というもの、もと関西というもの、もと関西というもの、もちちちちろんろんろんろん全国全国全国全国いろいろなブいろいろなブいろいろなブいろいろなブロロロロックックックックがあがあがあがあ

るのですが、そういうものを含めて考えなければならないと、そう思うのですけれるのですが、そういうものを含めて考えなければならないと、そう思うのですけれるのですが、そういうものを含めて考えなければならないと、そう思うのですけれるのですが、そういうものを含めて考えなければならないと、そう思うのですけれどどどども、も、も、も、

その中にあって、その中にあって、その中にあって、その中にあって、橋橋橋橋下下下下大大大大阪阪阪阪市長のパ市長のパ市長のパ市長のパワワワワーというのは、今のーというのは、今のーというのは、今のーというのは、今の閉塞閉塞閉塞閉塞感感感感がががが漂漂漂漂い、あるいはあってい、あるいはあってい、あるいはあってい、あるいはあって

はならないはならないはならないはならない災害災害災害災害があって、特にまた奈良県でも、があって、特にまた奈良県でも、があって、特にまた奈良県でも、があって、特にまた奈良県でも、紀伊半紀伊半紀伊半紀伊半島島島島大大大大風風風風水害水害水害水害があったがあったがあったがあった状況状況状況状況ななななどどどどからからからから

考え合わせましたときに、元考え合わせましたときに、元考え合わせましたときに、元考え合わせましたときに、元気気気気を出してを出してを出してを出して復復復復興もしっかり興もしっかり興もしっかり興もしっかりややややっていきたいというのは、っていきたいというのは、っていきたいというのは、っていきたいというのは、国民国民国民国民

ひひひひとしく願ってるところであろうと思います。としく願ってるところであろうと思います。としく願ってるところであろうと思います。としく願ってるところであろうと思います。東京東京東京東京一一一一極極極極集集集集中を中を中を中を排排排排除除除除し、関西元し、関西元し、関西元し、関西元気気気気出そうと出そうと出そうと出そうと

いうことには大いうことには大いうことには大いうことには大変変変変いいのですが、ただ、この関西広域連合のできていないいいのですが、ただ、この関西広域連合のできていないいいのですが、ただ、この関西広域連合のできていないいいのですが、ただ、この関西広域連合のできていない前前前前さばきがいっさばきがいっさばきがいっさばきがいっ

ぱぱぱぱいあって、小さな奈良県でも、いあって、小さな奈良県でも、いあって、小さな奈良県でも、いあって、小さな奈良県でも、全国全国全国全国４４４４７７７７都都都都道府道府道府道府県のおつき合いを県のおつき合いを県のおつき合いを県のおつき合いを我我我我々させてもらってい々させてもらってい々させてもらってい々させてもらってい

る。そうすると、先ほる。そうすると、先ほる。そうすると、先ほる。そうすると、先ほどどどど議論ありましたように、政議論ありましたように、政議論ありましたように、政議論ありましたように、政令令令令指指指指定定定定都市であっても、都市であっても、都市であっても、都市であっても、例例例例えば大えば大えば大えば大阪阪阪阪府府府府

のののの堺堺堺堺市市市市やややや大大大大阪阪阪阪市は奈良県と市は奈良県と市は奈良県と市は奈良県と同じ同じ同じ同じぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの権権権権限を限を限を限を持持持持ってってってって頑頑頑頑張張張張っている政っている政っている政っている政令令令令指指指指定定定定都市、都市、都市、都市、神戸神戸神戸神戸市市市市
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もそうなのです、もそうなのです、もそうなのです、もそうなのです、京京京京都市もそうだと思います。そういう都市もそうだと思います。そういう都市もそうだと思います。そういう都市もそうだと思います。そういう状況状況状況状況を考え合わせてを考え合わせてを考え合わせてを考え合わせてみみみみたときに、たときに、たときに、たときに、

権権権権限からすればそうなのですが、４限からすればそうなのですが、４限からすればそうなのですが、４限からすればそうなのですが、４７７７７の都の都の都の都道府道府道府道府県のおつき合いは、私は奈良県としてのお県のおつき合いは、私は奈良県としてのお県のおつき合いは、私は奈良県としてのお県のおつき合いは、私は奈良県としてのお

つき合いであって、大つき合いであって、大つき合いであって、大つき合いであって、大阪阪阪阪府府府府が２つの政が２つの政が２つの政が２つの政令令令令指指指指定定定定都市をかましてくるというのはおかしいと。都市をかましてくるというのはおかしいと。都市をかましてくるというのはおかしいと。都市をかましてくるというのはおかしいと。

あるいはあるいはあるいはあるいは神戸神戸神戸神戸市市市市ややややそれからそれからそれからそれから京京京京都市が都市が都市が都市がどどどどういうういうういうういう動動動動くのかわかりませんが、それは私は本当はくのかわかりませんが、それは私は本当はくのかわかりませんが、それは私は本当はくのかわかりませんが、それは私は本当は

前前前前さばきの中でさばきの中でさばきの中でさばきの中でややややるるるるべべべべきであると、こういう考えをきであると、こういう考えをきであると、こういう考えをきであると、こういう考えを持持持持っている者の一人でありますので、っている者の一人でありますので、っている者の一人でありますので、っている者の一人でありますので、

いかにいかにいかにいかに権権権権限があっても、しかし限があっても、しかし限があっても、しかし限があっても、しかし現実現実現実現実は、そういうことでは、そういうことでは、そういうことでは、そういうことで動動動動いてきた。加えて、１年いてきた。加えて、１年いてきた。加えて、１年いてきた。加えて、１年数カ数カ数カ数カ月月月月

前前前前に、一に、一に、一に、一昨昨昨昨年の１２月１日でしたか、年の１２月１日でしたか、年の１２月１日でしたか、年の１２月１日でしたか、具具具具体体体体的的的的にににに内内内内閣閣閣閣府府府府で行政で行政で行政で行政区区区区が認められたわけですから、が認められたわけですから、が認められたわけですから、が認められたわけですから、

たとえたとえたとえたとえモデルモデルモデルモデル事事事事業業業業であったとしても、こんなことはなかなかないわけでありますので、こであったとしても、こんなことはなかなかないわけでありますので、こであったとしても、こんなことはなかなかないわけでありますので、こであったとしても、こんなことはなかなかないわけでありますので、こ

の関西広域連合がの関西広域連合がの関西広域連合がの関西広域連合が現実現実現実現実ににににどどどどうううう動動動動いていくのか、そして奈良県いていくのか、そして奈良県いていくのか、そして奈良県いていくのか、そして奈良県益益益益のために、のために、のために、のために、我我我我々議員ですか々議員ですか々議員ですか々議員ですか

ら、奈良県がら、奈良県がら、奈良県がら、奈良県がどどどどうその中でうその中でうその中でうその中で独独独独自自自自性性性性をををを発発発発揮揮揮揮して、県して、県して、県して、県民民民民のののの将将将将来来来来を考えたを考えたを考えたを考えた組組組組織織織織づづづづくりの中にくりの中にくりの中にくりの中に入入入入っっっっ

ていくのかていくのかていくのかていくのか入入入入っていかないのか、これが今、奈良県としてっていかないのか、これが今、奈良県としてっていかないのか、これが今、奈良県としてっていかないのか、これが今、奈良県として問問問問われていることであろうと思われていることであろうと思われていることであろうと思われていることであろうと思

います。一つはいます。一つはいます。一つはいます。一つはエエエエリリリリアアアアのののの問題問題問題問題、一つは、一つは、一つは、一つは入入入入れていいのかれていいのかれていいのかれていいのか悪悪悪悪いのか。政いのか。政いのか。政いのか。政令令令令指指指指定定定定都市は都市は都市は都市は入入入入れるれるれるれるべべべべ

きでない。きでない。きでない。きでない。例例例例にににに挙挙挙挙げたげたげたげた橋橋橋橋下下下下市長は、政市長は、政市長は、政市長は、政令令令令指指指指定定定定都市都市都市都市みみみみたいな中たいな中たいな中たいな中途半途半途半途半端端端端なななな組組組組織織織織というのはなくというのはなくというのはなくというのはなく

していけというような考え方を公していけというような考え方を公していけというような考え方を公していけというような考え方を公表表表表されています。そんなことされています。そんなことされています。そんなことされています。そんなこと言言言言うのだったら、まして奈うのだったら、まして奈うのだったら、まして奈うのだったら、まして奈

良の中良の中良の中良の中核核核核市というのは、もう一つ中市というのは、もう一つ中市というのは、もう一つ中市というのは、もう一つ中途半途半途半途半端端端端なのです。これは人なのです。これは人なのです。これは人なのです。これは人口口口口からからからから来来来来てますから、あるてますから、あるてますから、あるてますから、ある

意意意意味味味味では。だから、そんなことも考え合わせますと、この政では。だから、そんなことも考え合わせますと、この政では。だから、そんなことも考え合わせますと、この政では。だから、そんなことも考え合わせますと、この政令令令令指指指指定定定定都市をかますかませな都市をかますかませな都市をかますかませな都市をかますかませな

いの議論というのは、いの議論というのは、いの議論というのは、いの議論というのは、我我我我々議員で々議員で々議員で々議員でややややっていてもっていてもっていてもっていても仕仕仕仕方ないし、方ないし、方ないし、方ないし、理理理理事者に事者に事者に事者に言言言言っても、知事は今っても、知事は今っても、知事は今っても、知事は今

のところのところのところのところ入入入入らないとらないとらないとらないと表表表表明してますから、その答えしか明してますから、その答えしか明してますから、その答えしか明してますから、その答えしか返返返返ってきませんから、政治ってきませんから、政治ってきませんから、政治ってきませんから、政治的的的的なななな判断判断判断判断

だけでだけでだけでだけで動動動動いているわけですから、きょう出いているわけですから、きょう出いているわけですから、きょう出いているわけですから、きょう出席席席席しているしているしているしている理理理理事者に答事者に答事者に答事者に答弁弁弁弁をををを求求求求めるというのはめるというのはめるというのはめるというのは酷酷酷酷

な話だとは思います。先生、考えあれば、政な話だとは思います。先生、考えあれば、政な話だとは思います。先生、考えあれば、政な話だとは思います。先生、考えあれば、政令令令令指指指指定定定定都市を都市を都市を都市を入入入入れていくかれていくかれていくかれていくか入入入入れないのか、れないのか、れないのか、れないのか、入入入入

れるような方れるような方れるような方れるような方向向向向でででで動動動動いている関西広域連合ですが、しかし、私はいている関西広域連合ですが、しかし、私はいている関西広域連合ですが、しかし、私はいている関西広域連合ですが、しかし、私は入入入入れるれるれるれるべべべべきでないというきでないというきでないというきでないという

考え考え考え考え持持持持ってる者の一人として、ってる者の一人として、ってる者の一人として、ってる者の一人として、どどどどのようにお考えなっているか。４のようにお考えなっているか。４のようにお考えなっているか。４のようにお考えなっているか。４７７７７都都都都道府道府道府道府県のおつき合県のおつき合県のおつき合県のおつき合

いはいはいはいは我我我我々は々は々は々はややややってきた。これからもその行政ってきた。これからもその行政ってきた。これからもその行政ってきた。これからもその行政区区区区という思いもという思いもという思いもという思いも残残残残ってる限り、そうってる限り、そうってる限り、そうってる限り、そうややややりたいりたいりたいりたい

と思っています。関西広域連合はそういうと思っています。関西広域連合はそういうと思っています。関西広域連合はそういうと思っています。関西広域連合はそういう形形形形ででででややややってほしい。ってほしい。ってほしい。ってほしい。

もう一つもう一つもう一つもう一つエエエエリリリリアアアアのののの問題問題問題問題で、知事会は先般ここで明らかになったのですが、で、知事会は先般ここで明らかになったのですが、で、知事会は先般ここで明らかになったのですが、で、知事会は先般ここで明らかになったのですが、我我我我々の々の々の々の勉勉勉勉強不強不強不強不

足足足足がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいあったのですが、いあったのですが、いあったのですが、いあったのですが、近近近近畿畿畿畿知事会といえば、知事会といえば、知事会といえば、知事会といえば、近近近近畿畿畿畿２２２２府府府府４県ではないのです、４県ではないのです、４県ではないのです、４県ではないのです、近近近近畿畿畿畿

知事会というのは。先生はご知事会というのは。先生はご知事会というのは。先生はご知事会というのは。先生はご存じ存じ存じ存じかと思いますが。かと思いますが。かと思いますが。かと思いますが。福福福福井県、井県、井県、井県、三三三三重県あるいは徳重県あるいは徳重県あるいは徳重県あるいは徳島島島島県も県も県も県も鳥鳥鳥鳥取取取取

県も県も県も県も入入入入れた１０れた１０れた１０れた１０府府府府県が県が県が県が近近近近畿畿畿畿知事会として知事会として知事会として知事会として定定定定例例例例の知事会が開かれている。そこに関西広域連の知事会が開かれている。そこに関西広域連の知事会が開かれている。そこに関西広域連の知事会が開かれている。そこに関西広域連

合を合を合を合をややややろうというろうというろうというろうという誘誘誘誘いをかけたということなのです。だから、そんなことの意いをかけたということなのです。だから、そんなことの意いをかけたということなのです。だから、そんなことの意いをかけたということなのです。だから、そんなことの意味味味味をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ

て見たときに、そのて見たときに、そのて見たときに、そのて見たときに、そのエエエエリリリリアアアアも、も、も、も、例例例例えばえばえばえば丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管ををををややややろうとしている。ろうとしている。ろうとしている。ろうとしている。我我我我々は、々は、々は、々は、例例例例えばえばえばえば国国国国
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土土土土交交交交通通通通省省省省の出先機関は、の出先機関は、の出先機関は、の出先機関は、近近近近畿畿畿畿地方地方地方地方整整整整備備備備局局局局なのです、大なのです、大なのです、大なのです、大阪阪阪阪にある。ところが、にある。ところが、にある。ところが、にある。ところが、三三三三重県も、も重県も、も重県も、も重県も、も

ちちちちろん中ろん中ろん中ろん中国国国国地方の地方の地方の地方の鳥鳥鳥鳥取県も、別なのです。だから、取県も、別なのです。だから、取県も、別なのです。だから、取県も、別なのです。だから、丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管とととと言言言言いながら、いながら、いながら、いながら、どどどどうううう移管移管移管移管しししし

ててててどどどどういうさばきをするのかとういうさばきをするのかとういうさばきをするのかとういうさばきをするのかと言言言言うううう心心心心配配配配があるのです。そして、今があるのです。そして、今があるのです。そして、今があるのです。そして、今言言言言っている１０っている１０っている１０っている１０府府府府県が県が県が県が

おおおお入入入入りいただいてる中で、先ほりいただいてる中で、先ほりいただいてる中で、先ほりいただいてる中で、先ほどどどどの政の政の政の政令令令令指指指指定定定定都市ではないけれ都市ではないけれ都市ではないけれ都市ではないけれどどどども、そういう知事会からも、そういう知事会からも、そういう知事会からも、そういう知事会から

すれば、今すれば、今すれば、今すれば、今理解理解理解理解できたのは、それでもいいのかという考えをできたのは、それでもいいのかという考えをできたのは、それでもいいのかという考えをできたのは、それでもいいのかという考えを持持持持っています。っています。っています。っています。持持持持っていますっていますっていますっています

が、そこにが、そこにが、そこにが、そこに丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管との関係をとの関係をとの関係をとの関係をどどどどうお考えになられるのか。今、先生におうお考えになられるのか。今、先生におうお考えになられるのか。今、先生におうお考えになられるのか。今、先生にお入入入入りいただいりいただいりいただいりいただい

ていますので、おていますので、おていますので、おていますので、お聞聞聞聞きをしておきたいと考えているところでございます。きをしておきたいと考えているところでございます。きをしておきたいと考えているところでございます。きをしておきたいと考えているところでございます。

それから、もう１それから、もう１それから、もう１それから、もう１点点点点だけ。今、先生、この事のだけ。今、先生、この事のだけ。今、先生、この事のだけ。今、先生、この事の起起起起こりは、自こりは、自こりは、自こりは、自由由由由民主党民主党民主党民主党の時の時の時の時代代代代も今のも今のも今のも今の民主民主民主民主

党党党党の政の政の政の政権権権権もそうなのですけれもそうなのですけれもそうなのですけれもそうなのですけれどどどども、地方分も、地方分も、地方分も、地方分権権権権だとだとだとだと言言言言いながら、地方いながら、地方いながら、地方いながら、地方主権主権主権主権ということをまということをまということをまということをまずずずず

言言言言われている。それをでは、われている。それをでは、われている。それをでは、われている。それをでは、近近近近畿畿畿畿地方地方地方地方整整整整備備備備局局局局というというというという国国国国の機関をなくすよ。なくして、の機関をなくすよ。なくして、の機関をなくすよ。なくして、の機関をなくすよ。なくして、丸丸丸丸ごごごご

とととと移管移管移管移管しますとなったときに、しますとなったときに、しますとなったときに、しますとなったときに、受受受受けけけけ皿皿皿皿ははははどどどどこなのと。こなのと。こなのと。こなのと。受受受受けけけけ皿皿皿皿はないわけです。今までの都はないわけです。今までの都はないわけです。今までの都はないわけです。今までの都

道府道府道府道府県で県で県で県でややややるのだったら、今までるのだったら、今までるのだったら、今までるのだったら、今までどどどどおりのおりのおりのおりの近近近近畿畿畿畿地方地方地方地方整整整整備備備備局局局局はそこではそこではそこではそこでややややらないとらないとらないとらないと仕仕仕仕方ないわ方ないわ方ないわ方ないわ

けですから。だから、けですから。だから、けですから。だから、けですから。だから、受受受受けけけけ皿皿皿皿としてとしてとしてとして動動動動いたわけですので、地方分いたわけですので、地方分いたわけですので、地方分いたわけですので、地方分権権権権、地方、地方、地方、地方主権主権主権主権を考えたら、を考えたら、を考えたら、を考えたら、

関西広域連合というものを関西広域連合というものを関西広域連合というものを関西広域連合というものを発足発足発足発足した意した意した意した意義義義義は、いろんなは、いろんなは、いろんなは、いろんな波紋波紋波紋波紋はははは波波波波及及及及していることは事していることは事していることは事していることは事実実実実なのなのなのなの

ですが、これは大きないいですが、これは大きないいですが、これは大きないいですが、これは大きないい点点点点ではないかと思うのです。地方分ではないかと思うのです。地方分ではないかと思うのです。地方分ではないかと思うのです。地方分権権権権を考え、地方を考え、地方を考え、地方を考え、地方主権主権主権主権を考えを考えを考えを考え

ててててややややろうとしていることはろうとしていることはろうとしていることはろうとしていることは悪悪悪悪いことではないと思っています。だから、そんなことを考えいことではないと思っています。だから、そんなことを考えいことではないと思っています。だから、そんなことを考えいことではないと思っています。だから、そんなことを考え

合わせましたときに、先生は、これからの地方分合わせましたときに、先生は、これからの地方分合わせましたときに、先生は、これからの地方分合わせましたときに、先生は、これからの地方分権権権権、地方が、地方が、地方が、地方が頑頑頑頑張張張張ってってってって権権権権限も限も限も限も金金金金もももも移譲移譲移譲移譲するするするする

とととと言言言言っているわけですから、っているわけですから、っているわけですから、っているわけですから、具具具具体体体体的的的的にはもっと、奈良県だけがにはもっと、奈良県だけがにはもっと、奈良県だけがにはもっと、奈良県だけが抜抜抜抜けて、けて、けて、けて、近近近近畿畿畿畿地方地方地方地方整整整整備備備備局局局局、、、、

ではではではでは予算予算予算予算どどどどうするということになってくるのですが、その議論は別にして、今申し上げたうするということになってくるのですが、その議論は別にして、今申し上げたうするということになってくるのですが、その議論は別にして、今申し上げたうするということになってくるのですが、その議論は別にして、今申し上げた

ような考え方で、先生はような考え方で、先生はような考え方で、先生はような考え方で、先生はどどどどうお考えになられるのか。このまま関西がうお考えになられるのか。このまま関西がうお考えになられるのか。このまま関西がうお考えになられるのか。このまま関西がややややるのだったら、るのだったら、るのだったら、るのだったら、国国国国

の今までのの今までのの今までのの今までの組組組組織織織織というものが今度はというものが今度はというものが今度はというものが今度は変変変変わってきます。いわってきます。いわってきます。いわってきます。いややややいいいいややややその部分だけは徳その部分だけは徳その部分だけは徳その部分だけは徳島島島島県も県も県も県も鳥鳥鳥鳥

取県も取県も取県も取県も抜抜抜抜けますよ、けますよ、けますよ、けますよ、三三三三重県も重県も重県も重県も福福福福井県も、これ、井県も、これ、井県も、これ、井県も、これ、入入入入ってませんが、ってませんが、ってませんが、ってませんが、東海東海東海東海ならならならなら東海東海東海東海ですか。そですか。そですか。そですか。そ

れはれはれはれは省省省省きますということに、きますということに、きますということに、きますということに、農農農農政政政政局局局局もそうなのですが、そういうことにしてのもそうなのですが、そういうことにしてのもそうなのですが、そういうことにしてのもそうなのですが、そういうことにしての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ややややっていくのか。奈良県は、今はっていくのか。奈良県は、今はっていくのか。奈良県は、今はっていくのか。奈良県は、今は縦縦縦縦割割割割りできているから、りできているから、りできているから、りできているから、抜抜抜抜けていたって、けていたって、けていたって、けていたって、農農農農

林林林林水産水産水産水産省省省省あるいはあるいはあるいはあるいは近近近近畿畿畿畿地方地方地方地方整整整整備備備備局局局局との関係がとの関係がとの関係がとの関係が深深深深いから、そのまま別でいから、そのまま別でいから、そのまま別でいから、そのまま別で来来来来るではないかとるではないかとるではないかとるではないかと言言言言

うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、ひひひひょっとしてょっとしてょっとしてょっとして丸丸丸丸ごとでごとでごとでごとで来来来来て、広域連合からて、広域連合からて、広域連合からて、広域連合から逆逆逆逆に分に分に分に分配配配配されるようなされるようなされるようなされるような形形形形になるのになるのになるのになるの

かならないのか。かならないのか。かならないのか。かならないのか。想定想定想定想定はできませんけれはできませんけれはできませんけれはできませんけれどどどど、その後の、その後の、その後の、その後の心心心心配配配配もありますので、もありますので、もありますので、もありますので、ちちちちょっと先生ょっと先生ょっと先生ょっと先生

におにおにおにお入入入入りいただいてますので、今、りいただいてますので、今、りいただいてますので、今、りいただいてますので、今、何点何点何点何点か申し上げましたが、よろしくお願いしておきたか申し上げましたが、よろしくお願いしておきたか申し上げましたが、よろしくお願いしておきたか申し上げましたが、よろしくお願いしておきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

それから委員会と関係ないかわかりませんが、先般、それから委員会と関係ないかわかりませんが、先般、それから委員会と関係ないかわかりませんが、先般、それから委員会と関係ないかわかりませんが、先般、京京京京都都都都府府府府知事が知事が知事が知事がリニリニリニリニアアアア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線、、、、
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いよいよ名いよいよ名いよいよ名いよいよ名乗乗乗乗りを本当に上げた。今までは財りを本当に上げた。今までは財りを本当に上げた。今までは財りを本当に上げた。今までは財界界界界が２が２が２が２，，，，２００２００２００２００億円億円億円億円の地の地の地の地下下下下駅駅駅駅の時にもその名の時にもその名の時にもその名の時にもその名

乗乗乗乗りを上げていたけれりを上げていたけれりを上げていたけれりを上げていたけれどどどども、知事がああいうも、知事がああいうも、知事がああいうも、知事がああいう発発発発言言言言をするということは、をするということは、をするということは、をするということは、どどどどうお考えにならうお考えにならうお考えにならうお考えになら

れているのか、関西広域連合とのかかわり合いの中で、私は３れているのか、関西広域連合とのかかわり合いの中で、私は３れているのか、関西広域連合とのかかわり合いの中で、私は３れているのか、関西広域連合とのかかわり合いの中で、私は３８８８８年年年年前前前前に、奈良市だってうに、奈良市だってうに、奈良市だってうに、奈良市だってう

たっていたのは、ここ５年、１０年たっていたのは、ここ５年、１０年たっていたのは、ここ５年、１０年たっていたのは、ここ５年、１０年前前前前から奈良市から奈良市から奈良市から奈良市付付付付近近近近にににに変変変変わってきて、これけしからんとわってきて、これけしからんとわってきて、これけしからんとわってきて、これけしからんと

思っています。事の思っています。事の思っています。事の思っています。事の起起起起こりは、奈良市にこりは、奈良市にこりは、奈良市にこりは、奈良市に駅駅駅駅をつくるんだ、奈良県ををつくるんだ、奈良県ををつくるんだ、奈良県ををつくるんだ、奈良県を通通通通過過過過するというのがするというのがするというのがするというのがリリリリ

ニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線の始まりですから。初めは３の始まりですから。初めは３の始まりですから。初めは３の始まりですから。初めは３兆兆兆兆円円円円ぐらいぐらいぐらいぐらい７７７７～～～～８８８８年で、この年で、この年で、この年で、この工工工工事は事は事は事は東京東京東京東京からからからから

大大大大阪阪阪阪ででででややややるというようなことだったのですが、そんなるというようなことだったのですが、そんなるというようなことだったのですが、そんなるというようなことだったのですが、そんな声声声声も公にオーも公にオーも公にオーも公にオーププププンにされましたから、ンにされましたから、ンにされましたから、ンにされましたから、

あえてこれはあえてこれはあえてこれはあえてこれは負負負負けてはならないと、奈良県のけてはならないと、奈良県のけてはならないと、奈良県のけてはならないと、奈良県の将将将将来来来来に、に、に、に、リニリニリニリニアアアア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線は、は、は、は、どどどどんなことがんなことがんなことがんなことが

あっても奈良県をあっても奈良県をあっても奈良県をあっても奈良県を通通通通して、地して、地して、地して、地下下下下駅駅駅駅であろうが地上であろうが地上であろうが地上であろうが地上駅駅駅駅であろうが、であろうが、であろうが、であろうが、駅駅駅駅は奈良市は奈良市は奈良市は奈良市内内内内になるのかになるのかになるのかになるのか

大大大大和和和和郡郡郡郡山市になるのかわかりませんが、山市になるのかわかりませんが、山市になるのかわかりませんが、山市になるのかわかりませんが、ぜぜぜぜひひひひとも奈良県に、立体とも奈良県に、立体とも奈良県に、立体とも奈良県に、立体的的的的なななな道道道道路路路路でもでもでもでも交交交交差点差点差点差点になになになにな

るのかるのかるのかるのかどどどどうかについてでも、うかについてでも、うかについてでも、うかについてでも、総総総総合合合合駅駅駅駅にしてでも、立地させるにしてでも、立地させるにしてでも、立地させるにしてでも、立地させるべべべべきだと考えておりますので、きだと考えておりますので、きだと考えておりますので、きだと考えておりますので、

気気気気になったのです、いろいろな議論ある中で山田になったのです、いろいろな議論ある中で山田になったのです、いろいろな議論ある中で山田になったのです、いろいろな議論ある中で山田京京京京都都都都府府府府知事があんなこと知事があんなこと知事があんなこと知事があんなこと言言言言われるというわれるというわれるというわれるという

のは、私はけしからんと思うのですけれのは、私はけしからんと思うのですけれのは、私はけしからんと思うのですけれのは、私はけしからんと思うのですけれどどどど、しっかり、しっかり、しっかり、しっかりややややっていかければならないと思いまっていかければならないと思いまっていかければならないと思いまっていかければならないと思いま

すので、すので、すので、すので、負負負負けないように、けないように、けないように、けないように、ぜぜぜぜひひひひともともともとも同じ同じ同じ同じ古古古古都でありながら、都でありながら、都でありながら、都でありながら、京京京京都都都都府府府府にいろんなにいろんなにいろんなにいろんな面面面面で財政で財政で財政で財政的的的的

にもにもにもにも産業産業産業産業の立地についても、いろいろおくれをとっている奈良県を考えたら、おの立地についても、いろいろおくれをとっている奈良県を考えたら、おの立地についても、いろいろおくれをとっている奈良県を考えたら、おの立地についても、いろいろおくれをとっている奈良県を考えたら、お隣隣隣隣であるであるであるである

のですが、一のですが、一のですが、一のですが、一緒緒緒緒にににに仲仲仲仲よくしながら、よくしながら、よくしながら、よくしながら、京京京京都都都都府府府府にににに匹敵匹敵匹敵匹敵するしっかりしたするしっかりしたするしっかりしたするしっかりした潤潤潤潤いのある奈良県をついのある奈良県をついのある奈良県をついのある奈良県をつ

くりたいと思っていますので、今すぐではないのですが、くりたいと思っていますので、今すぐではないのですが、くりたいと思っていますので、今すぐではないのですが、くりたいと思っていますので、今すぐではないのですが、リニリニリニリニアアアア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線のののの駅駅駅駅をつくるをつくるをつくるをつくる

ことだと思いますので、ことだと思いますので、ことだと思いますので、ことだと思いますので、聞聞聞聞いておきます。以上です。いておきます。以上です。いておきます。以上です。いておきます。以上です。

○森教授○森教授○森教授○森教授 ままままずずずず、政、政、政、政令令令令指指指指定定定定都市が関西広域連合に都市が関西広域連合に都市が関西広域連合に都市が関西広域連合に入入入入れるれるれるれるべべべべきかきかきかきかどどどどうかという話、おっしうかという話、おっしうかという話、おっしうかという話、おっしゃゃゃゃ

る立る立る立る立場場場場によってによってによってによって違違違違うと思うのです。政うと思うのです。政うと思うのです。政うと思うのです。政令令令令市を市を市を市を抱抱抱抱えているえているえているえている府府府府県で、かつ一県で、かつ一県で、かつ一県で、かつ一緒緒緒緒ににににややややっていかなっていかなっていかなっていかな

いといけないと思っているいといけないと思っているいといけないと思っているいといけないと思っている府府府府県の県の県の県の場場場場合は、当合は、当合は、当合は、当然然然然入入入入るるるるべべべべきだと思う。政きだと思う。政きだと思う。政きだと思う。政令令令令市でよく二重行政、市でよく二重行政、市でよく二重行政、市でよく二重行政、

さっきも出てましたけれさっきも出てましたけれさっきも出てましたけれさっきも出てましたけれどどどども、大も、大も、大も、大阪阪阪阪府府府府でも二元行政だと。つまりもう大でも二元行政だと。つまりもう大でも二元行政だと。つまりもう大でも二元行政だと。つまりもう大阪阪阪阪市とそれ以外と市とそれ以外と市とそれ以外と市とそれ以外と

いういういういう形形形形になっているぐらい、になっているぐらい、になっているぐらい、になっているぐらい、むむむむしろもっとしろもっとしろもっとしろもっと言言言言うと、大うと、大うと、大うと、大阪阪阪阪市の方が市の方が市の方が市の方が力力力力強強強強いと大いと大いと大いと大阪阪阪阪市は思って市は思って市は思って市は思って

いるのです。そういう中で、大いるのです。そういう中で、大いるのです。そういう中で、大いるのです。そういう中で、大阪阪阪阪府府府府というのは、大というのは、大というのは、大というのは、大阪阪阪阪市が一市が一市が一市が一番番番番大事、大事と大事、大事と大事、大事と大事、大事と言言言言ったらあれったらあれったらあれったらあれ

ですけれですけれですけれですけれどどどど、一、一、一、一番番番番経済経済経済経済力力力力も人も人も人も人口口口口もももも集集集集まってるとか、まってるとか、まってるとか、まってるとか、空洞空洞空洞空洞化化化化したままで、広域行政をしたままで、広域行政をしたままで、広域行政をしたままで、広域行政を動動動動かすかすかすかす

というのはできないだろうという考え方があると思うのです。そうすれば、当というのはできないだろうという考え方があると思うのです。そうすれば、当というのはできないだろうという考え方があると思うのです。そうすれば、当というのはできないだろうという考え方があると思うのです。そうすれば、当然然然然政政政政令令令令指指指指定定定定

都市には都市には都市には都市には入入入入ってもらわないかんだろうということになるだろうと。ってもらわないかんだろうということになるだろうと。ってもらわないかんだろうということになるだろうと。ってもらわないかんだろうということになるだろうと。京京京京都都都都府府府府でも、でも、でも、でも、京京京京都都都都府府府府なななな

んかもっとんかもっとんかもっとんかもっと激激激激しいです。しいです。しいです。しいです。集集集集中度というのは。人中度というのは。人中度というのは。人中度というのは。人口口口口のののの半半半半分が分が分が分が京京京京都市、都市、都市、都市、京京京京都都都都府府府府税税税税の６の６の６の６割割割割がもうがもうがもうがもう

京京京京都市域から出てますから、それぐらいもう都市域から出てますから、それぐらいもう都市域から出てますから、それぐらいもう都市域から出てますから、それぐらいもう激激激激しいので、しいので、しいので、しいので、京京京京都市が都市が都市が都市が動動動動かなかったら、もうかなかったら、もうかなかったら、もうかなかったら、もう

どどどどうしようもないという考え方にうしようもないという考え方にうしようもないという考え方にうしようもないという考え方に恐恐恐恐らくなるだろうと。そうすれば、らくなるだろうと。そうすれば、らくなるだろうと。そうすれば、らくなるだろうと。そうすれば、入入入入ってもらわないとってもらわないとってもらわないとってもらわないと
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困困困困るという話になる。ところが、政るという話になる。ところが、政るという話になる。ところが、政るという話になる。ところが、政令令令令市を市を市を市を抱抱抱抱えていていないところは、それはおかしいのえていていないところは、それはおかしいのえていていないところは、それはおかしいのえていていないところは、それはおかしいの

ではないかという話になると思うのです。つまり、ではないかという話になると思うのです。つまり、ではないかという話になると思うのです。つまり、ではないかという話になると思うのです。つまり、利利利利害害害害一一一一致致致致するところが政するところが政するところが政するところが政令令令令指指指指定定定定都市と都市と都市と都市と

それをそれをそれをそれを抱抱抱抱えるえるえるえる府府府府県の中でも県の中でも県の中でも県の中でも発発発発生しますから、当生しますから、当生しますから、当生しますから、当然同じ然同じ然同じ然同じ加加加加入入入入団団団団体なのだから、議員の体なのだから、議員の体なのだから、議員の体なのだから、議員の割割割割り当り当り当り当

てだとかてだとかてだとかてだとか票票票票数数数数だとかもそのだとかもそのだとかもそのだとかもその割割割割り当ては当り当ては当り当ては当り当ては当然然然然あるということになりますので、当あるということになりますので、当あるということになりますので、当あるということになりますので、当然然然然そこのそこのそこのそこの権権権権

力力力力というのがというのがというのがというのが必然的必然的必然的必然的にににに強強強強くなるということにならざるをくなるということにならざるをくなるということにならざるをくなるということにならざるを得得得得ないです。それはおかしいのでないです。それはおかしいのでないです。それはおかしいのでないです。それはおかしいので

はないかという考え方になると思います。はないかという考え方になると思います。はないかという考え方になると思います。はないかという考え方になると思います。

それは、それは、それは、それは、恐恐恐恐らく政らく政らく政らく政令令令令指指指指定定定定都市が都市が都市が都市が持持持持っている制度のっている制度のっている制度のっている制度の問題問題問題問題というのが、関西広域連合の加というのが、関西広域連合の加というのが、関西広域連合の加というのが、関西広域連合の加入入入入

問題問題問題問題一つにもあらわれているということだと思うのです。さっきおっし一つにもあらわれているということだと思うのです。さっきおっし一つにもあらわれているということだと思うのです。さっきおっし一つにもあらわれているということだと思うのです。さっきおっしゃゃゃゃられたように、られたように、られたように、られたように、

中中中中核核核核市も、政市も、政市も、政市も、政令令令令指指指指定定定定都市も、都市も、都市も、都市も、国国国国の方がほったらかしにしてきたというの方がほったらかしにしてきたというの方がほったらかしにしてきたというの方がほったらかしにしてきたという歴史歴史歴史歴史があるわけです。があるわけです。があるわけです。があるわけです。

例例例例えば政えば政えば政えば政令令令令指指指指定定定定都市、今はもう１９ですか、今度、２０になるのですか。政都市、今はもう１９ですか、今度、２０になるのですか。政都市、今はもう１９ですか、今度、２０になるのですか。政都市、今はもう１９ですか、今度、２０になるのですか。政令令令令指指指指定定定定都市、都市、都市、都市、

得得得得体の知れない、体の知れない、体の知れない、体の知れない、得得得得体の知れないと体の知れないと体の知れないと体の知れないと言言言言ったらあれだけれったらあれだけれったらあれだけれったらあれだけれどどどど、、、、例例例例えば大えば大えば大えば大阪阪阪阪市とか市とか市とか市とか横浜横浜横浜横浜市市市市みみみみたたたた

いにしにせの政いにしにせの政いにしにせの政いにしにせの政令令令令指指指指定定定定都市もあれば、新都市もあれば、新都市もあれば、新都市もあれば、新潟潟潟潟市は、市は、市は、市は、農業農業農業農業県新県新県新県新潟潟潟潟の６の６の６の６割割割割のののの農業農業農業農業生生生生産力産力産力産力は新は新は新は新潟潟潟潟市市市市

がががが持持持持っているのです。これが政っているのです。これが政っているのです。これが政っているのです。これが政令令令令市なのです。そういう政市なのです。そういう政市なのです。そういう政市なのです。そういう政令令令令市もあるわけです。市もあるわけです。市もあるわけです。市もあるわけです。国国国国の方も、の方も、の方も、の方も、

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおり人るとおり人るとおり人るとおり人口要口要口要口要件件件件だけでだけでだけでだけでややややっていますので、県との関係はっていますので、県との関係はっていますので、県との関係はっていますので、県との関係はどどどどうしたらいいのかとうしたらいいのかとうしたらいいのかとうしたらいいのかと

いう考え方ができていないのです。中いう考え方ができていないのです。中いう考え方ができていないのです。中いう考え方ができていないのです。中核核核核市もつくり、特市もつくり、特市もつくり、特市もつくり、特例例例例市もつくりという市もつくりという市もつくりという市もつくりという形形形形で、大都市で、大都市で、大都市で、大都市

の人の人の人の人口要口要口要口要件件件件の制度だけをつくりましたから、これが県との制度だけをつくりましたから、これが県との制度だけをつくりましたから、これが県との制度だけをつくりましたから、これが県と各各各各自治体の自治体の自治体の自治体の権能権能権能権能の中で、ものすごの中で、ものすごの中で、ものすごの中で、ものすご

いいいい複雑複雑複雑複雑な関係をつくっていて、な関係をつくっていて、な関係をつくっていて、な関係をつくっていて、整理整理整理整理すすすすべべべべきときにきときにきときにきときに来来来来ているのは間ているのは間ているのは間ているのは間違違違違いないと思います。そいないと思います。そいないと思います。そいないと思います。そ

ういうういうういうういう問題点問題点問題点問題点が関西広域連合の中にもあらわれていて、特に政が関西広域連合の中にもあらわれていて、特に政が関西広域連合の中にもあらわれていて、特に政が関西広域連合の中にもあらわれていて、特に政令令令令市の加市の加市の加市の加入入入入がががが問題問題問題問題になってになってになってになって

いるということだと思います。奈良県の立いるということだと思います。奈良県の立いるということだと思います。奈良県の立いるということだと思います。奈良県の立場場場場からすると、からすると、からすると、からすると、恐恐恐恐らくらくらくらく反反反反対にならざるを対にならざるを対にならざるを対にならざるを得得得得ないないないない

だろうなというだろうなというだろうなというだろうなという気気気気はします。はします。はします。はします。

それと、それと、それと、それと、丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管の話ですけれの話ですけれの話ですけれの話ですけれどどどども、これも、も、これも、も、これも、も、これも、国国国国の方がの方がの方がの方が何何何何を考えているのかというのを考えているのかというのを考えているのかというのを考えているのかというの

があるのです。つまり、出先機関をがあるのです。つまり、出先機関をがあるのです。つまり、出先機関をがあるのです。つまり、出先機関を移管移管移管移管しますといって、しますといって、しますといって、しますといって、受受受受けけけけ皿皿皿皿がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったようになったようになったようになったようにな

いわけ。いわけ。いわけ。いわけ。

（（（（「「「「ないわけ、ないわけ」と呼ぶ者あり）ないわけ、ないわけ」と呼ぶ者あり）ないわけ、ないわけ」と呼ぶ者あり）ないわけ、ないわけ」と呼ぶ者あり）

ないでしょう。だから、当ないでしょう。だから、当ないでしょう。だから、当ないでしょう。だから、当然然然然、、、、受受受受けけけけ皿皿皿皿としてまとしてまとしてまとしてまず最ず最ず最ず最初に初に初に初に想定想定想定想定されるのはされるのはされるのはされるのは府府府府県なのです。県なのです。県なのです。県なのです。

府府府府県の県の県の県の役割役割役割役割としてとしてとしてとして移管移管移管移管すすすすべべべべきものはきものはきものはきものは何何何何なのかと、なのかと、なのかと、なのかと、どどどどんなものがあるのかという、まんなものがあるのかという、まんなものがあるのかという、まんなものがあるのかという、まず国ず国ず国ず国のののの

方で方で方で方で整理整理整理整理されないといけないです、本されないといけないです、本されないといけないです、本されないといけないです、本来的来的来的来的には。には。には。には。

（（（（「「「「認めたんのだから、もう、認めたんのだから、もう、認めたんのだから、もう、認めたんのだから、もう、内内内内閣閣閣閣府府府府でででで。。。。」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）

それがまそれがまそれがまそれがまずずずずないといけないと思うのだけれないといけないと思うのだけれないといけないと思うのだけれないといけないと思うのだけれどどどども、いけないし、では、も、いけないし、では、も、いけないし、では、も、いけないし、では、府府府府県に県に県に県に移管移管移管移管できなできなできなできな

い部分はい部分はい部分はい部分はどどどどうするのかというところについても、うするのかというところについても、うするのかというところについても、うするのかというところについても、国国国国がががが何何何何か本当は見せないといけないはか本当は見せないといけないはか本当は見せないといけないはか本当は見せないといけないはずずずず
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なのです。でないと、なのです。でないと、なのです。でないと、なのです。でないと、全国全国全国全国に広域連合をつくれという話に、新しい自治体をつくれという、に広域連合をつくれという話に、新しい自治体をつくれという、に広域連合をつくれという話に、新しい自治体をつくれという、に広域連合をつくれという話に、新しい自治体をつくれという、

何何何何ていうのでしょう、ていうのでしょう、ていうのでしょう、ていうのでしょう、強引強引強引強引な手な手な手な手法法法法でででで受受受受けけけけ皿皿皿皿をつくらざるををつくらざるををつくらざるををつくらざるを得得得得なくなってしまいますので、なくなってしまいますので、なくなってしまいますので、なくなってしまいますので、

そこまで考えているのかそこまで考えているのかそこまで考えているのかそこまで考えているのかどどどどうかというのは、本当、うかというのは、本当、うかというのは、本当、うかというのは、本当、国国国国が考えないといけない話です。だかが考えないといけない話です。だかが考えないといけない話です。だかが考えないといけない話です。だか

ら、ら、ら、ら、原則原則原則原則としては、としては、としては、としては、府府府府県で県で県で県で何何何何をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれるべべべべきなのかと、きなのかと、きなのかと、きなのかと、受受受受けけけけ入入入入れないれないれないれないべべべべきなのかというきなのかというきなのかというきなのかという

判断判断判断判断が、まが、まが、まが、まずベずベずベずベーーーーススススにあるにあるにあるにあるべべべべきだと思うのです。関西を見たら、関西広域連合が、きだと思うのです。関西を見たら、関西広域連合が、きだと思うのです。関西を見たら、関西広域連合が、きだと思うのです。関西を見たら、関西広域連合が、府府府府県域県域県域県域

をををを超超超超える広域自治体がありますえる広域自治体がありますえる広域自治体がありますえる広域自治体がありますねねねねと。そこにこれはと。そこにこれはと。そこにこれはと。そこにこれは移管移管移管移管してもらった方がいいのではないしてもらった方がいいのではないしてもらった方がいいのではないしてもらった方がいいのではない

か、か、か、か、移管移管移管移管すすすすべべべべきではなのではないかという議論が次にはあるきではなのではないかという議論が次にはあるきではなのではないかという議論が次にはあるきではなのではないかという議論が次にはあるべべべべきでないかというのが私のきでないかというのが私のきでないかというのが私のきでないかというのが私の

考え方なのです。考え方なのです。考え方なのです。考え方なのです。

いいいいずずずずれにせよ別にれにせよ別にれにせよ別にれにせよ別に国国国国にににに責任責任責任責任をををを押押押押しつけるわけではないですけれしつけるわけではないですけれしつけるわけではないですけれしつけるわけではないですけれどどどど、論、論、論、論理的理的理的理的に見て、に見て、に見て、に見て、余余余余りりりり

にににに無責任無責任無責任無責任な対応が、出先機関のな対応が、出先機関のな対応が、出先機関のな対応が、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についてもあるというのは、この間、についてもあるというのは、この間、についてもあるというのは、この間、についてもあるというのは、この間、痛痛痛痛切切切切に思に思に思に思

ってきたことなのです。ってきたことなのです。ってきたことなのです。ってきたことなのです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 補補補補足足足足ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、国国国国の出先機関のの出先機関のの出先機関のの出先機関の丸丸丸丸ごとごとごとごと移譲移譲移譲移譲のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてですけれけてですけれけてですけれけてですけれどどどど

も、も、も、も、九九九九州州州州地方知事会の考え方としては、政地方知事会の考え方としては、政地方知事会の考え方としては、政地方知事会の考え方としては、政令令令令市の加市の加市の加市の加入入入入をををを促促促促進することを進することを進することを進することを義務づ義務づ義務づ義務づけるようなけるようなけるようなけるような

取り取り取り取り扱扱扱扱いをすいをすいをすいをすべべべべきでないというのがでております。きでないというのがでております。きでないというのがでております。きでないというのがでております。

それと、おとついに出先機関のそれと、おとついに出先機関のそれと、おとついに出先機関のそれと、おとついに出先機関の移譲移譲移譲移譲について徳について徳について徳について徳島島島島県の議論が出まして、県の議論が出まして、県の議論が出まして、県の議論が出まして、四四四四国国国国４県は出先４県は出先４県は出先４県は出先

機関の機関の機関の機関の移譲移譲移譲移譲ははははちちちちょっとょっとょっとょっとややややめておこうという方めておこうという方めておこうという方めておこうという方向向向向できているらしいです。ほかのところは広できているらしいです。ほかのところは広できているらしいです。ほかのところは広できているらしいです。ほかのところは広

域連合にするけれ域連合にするけれ域連合にするけれ域連合にするけれどどどども、特にも、特にも、特にも、特に国土国土国土国土交交交交通通通通省省省省ののの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不不不不要要要要だという意見になっておりまだという意見になっておりまだという意見になっておりまだという意見になっておりま

したので、これに対して、徳したので、これに対して、徳したので、これに対して、徳したので、これに対して、徳島島島島県から意見が出ました。そして、その中で、井県から意見が出ました。そして、その中で、井県から意見が出ました。そして、その中で、井県から意見が出ました。そして、その中で、井戸戸戸戸連合長が連合長が連合長が連合長が

言言言言われたのは、われたのは、われたのは、われたのは、受受受受けけけけ皿皿皿皿としての地方のとしての地方のとしての地方のとしての地方の足足足足並並並並みみみみがそろっていないのががそろっていないのががそろっていないのががそろっていないのが最最最最大の大の大の大の問題問題問題問題だとだとだとだと国国国国はははは言言言言

っているということをっているということをっているということをっているということを言言言言われておりました。以上です。われておりました。以上です。われておりました。以上です。われておりました。以上です。

○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 直接的直接的直接的直接的にはにはにはにはリニリニリニリニアアアア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線の関係、ここではということですけれの関係、ここではということですけれの関係、ここではということですけれの関係、ここではということですけれどどどど、、、、

非常非常非常非常に重に重に重に重要要要要なことですので、私からお答えをさせていただきたいと思います。なことですので、私からお答えをさせていただきたいと思います。なことですので、私からお答えをさせていただきたいと思います。なことですので、私からお答えをさせていただきたいと思います。

このことは、知事もこのことは、知事もこのことは、知事もこのことは、知事も何何何何度も度も度も度も記記記記者会見でも話しておりますけれ者会見でも話しておりますけれ者会見でも話しておりますけれ者会見でも話しておりますけれどどどども、大きなも、大きなも、大きなも、大きな基基基基盤盤盤盤、、、、国国国国家家家家的的的的

なななな基基基基盤盤盤盤のののの整整整整備備備備には一には一には一には一定定定定ののののルルルルーーーールルルルがあって、それから長い経があって、それから長い経があって、それから長い経があって、それから長い経過過過過の中での中での中での中で建建建建設をされてくると。設をされてくると。設をされてくると。設をされてくると。

名名名名古屋古屋古屋古屋までまでまでまで整整整整備備備備されるということになりました。ただ、奈良県としては、大されるということになりました。ただ、奈良県としては、大されるということになりました。ただ、奈良県としては、大されるということになりました。ただ、奈良県としては、大阪阪阪阪までのまでのまでのまでの区区区区間、間、間、間、

名名名名古屋古屋古屋古屋までと一体までと一体までと一体までと一体的的的的にににに同同同同時に時に時に時に着工着工着工着工してくれるようにというお願いをしているしてくれるようにというお願いをしているしてくれるようにというお願いをしているしてくれるようにというお願いをしている最最最最中でもあり中でもあり中でもあり中でもあり

ます。ただ、ます。ただ、ます。ただ、ます。ただ、京京京京都都都都府府府府としては、そういうとしては、そういうとしては、そういうとしては、そういうルルルルーーーールルルルというか、今までの経というか、今までの経というか、今までの経というか、今までの経過過過過をををを無無無無視視視視してしてしてして要望要望要望要望ささささ

れているれているれているれている状況状況状況状況であると思います。ただ、奈良県としては、当であると思います。ただ、奈良県としては、当であると思います。ただ、奈良県としては、当であると思います。ただ、奈良県としては、当然然然然今までの経今までの経今までの経今までの経過過過過もありますし、もありますし、もありますし、もありますし、

具具具具体体体体的的的的に奈良市に奈良市に奈良市に奈良市付付付付近近近近にというにというにというにという計画計画計画計画も、も、も、も、ＪＲＪＲＪＲＪＲ東海東海東海東海、、、、国国国国からからからから示示示示されておりますので、そのことされておりますので、そのことされておりますので、そのことされておりますので、そのこと

の長い経の長い経の長い経の長い経過過過過をををを無無無無視視視視してしてしてして変変変変更更更更されるということはまされるということはまされるということはまされるということはまずずずずないと考えておりますけれないと考えておりますけれないと考えておりますけれないと考えておりますけれどどどども、新谷も、新谷も、新谷も、新谷
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委員おっし委員おっし委員おっし委員おっしゃゃゃゃるとおり、るとおり、るとおり、るとおり、非常非常非常非常に重に重に重に重要要要要なことですので、県としてもなことですので、県としてもなことですので、県としてもなことですので、県としても積極的積極的積極的積極的にそういうことのにそういうことのにそういうことのにそういうことの

ないようにないようにないようにないように注注注注視視視視していきたいと考えていることは事していきたいと考えていることは事していきたいと考えていることは事していきたいと考えていることは事実実実実であります。であります。であります。であります。

ですので、そんなことはまですので、そんなことはまですので、そんなことはまですので、そんなことはまずずずずないと考えておりますけれないと考えておりますけれないと考えておりますけれないと考えておりますけれどどどども。も。も。も。

（（（（「「「「ないないないないねねねねんな」と呼ぶ者あり）んな」と呼ぶ者あり）んな」と呼ぶ者あり）んな」と呼ぶ者あり）

ないと考えておりますけれないと考えておりますけれないと考えておりますけれないと考えておりますけれどどどども、そういうことがも、そういうことがも、そういうことがも、そういうことが起起起起こりこりこりこり得得得得るかるかるかるかどどどどうかということについうかということについうかということについうかということについ

て、て、て、て、京京京京都都都都府府府府のののの動向動向動向動向についてはについてはについてはについては十十十十分に分に分に分に注注注注意をしていきたいと思います。意をしていきたいと思います。意をしていきたいと思います。意をしていきたいと思います。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおり、るとおり、るとおり、るとおり、リニリニリニリニアアアア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線については、地については、地については、地については、地下下下下駅駅駅駅の２の２の２の２，，，，２００２００２００２００億円億円億円億円

という大きなという大きなという大きなという大きな負担金負担金負担金負担金ははははＪＲＪＲＪＲＪＲ東海東海東海東海がががが持持持持つつつつべべべべきだと、きだと、きだと、きだと、僕僕僕僕は３は３は３は３回回回回ほほほほどどどど質質質質問問問問しました。ようしました。ようしました。ようしました。よう持持持持たんたんたんたん

のだったら、のだったら、のだったら、のだったら、持持持持つつつつややややないかというようなないかというようなないかというようなないかというようなニュニュニュニュアアアアンンンンススススは財は財は財は財界界界界がががが言言言言っていた、っていた、っていた、っていた、京京京京都の。ところ都の。ところ都の。ところ都の。ところ

が、いよいよが、いよいよが、いよいよが、いよいよＪＲＪＲＪＲＪＲ東海東海東海東海がががが持持持持つとなったつとなったつとなったつとなった途途途途端端端端に、に、に、に、ひひひひきょうきょうきょうきょうやややや、知事今ごろから手を、知事今ごろから手を、知事今ごろから手を、知事今ごろから手を挙挙挙挙げて。げて。げて。げて。

だから、そういうところはきだから、そういうところはきだから、そういうところはきだから、そういうところはきちちちちっとつくっとつくっとつくっとつくべべべべきところはついてもらって、これはきところはついてもらって、これはきところはついてもらって、これはきところはついてもらって、これは将将将将来来来来の奈良の奈良の奈良の奈良

県県県県民民民民のために、のために、のために、のために、ぜぜぜぜひひひひとも奈良をとも奈良をとも奈良をとも奈良を通通通通過過過過するするするする駅駅駅駅をつくるをつくるをつくるをつくるべべべべきだと思いますので、別にいきさつきだと思いますので、別にいきさつきだと思いますので、別にいきさつきだと思いますので、別にいきさつ

はははは最近言最近言最近言最近言われわれわれわれずずずずに、そういうところでこのきょうの議論とかに、そういうところでこのきょうの議論とかに、そういうところでこのきょうの議論とかに、そういうところでこのきょうの議論とかみみみみ合わされたら、けしからん合わされたら、けしからん合わされたら、けしからん合わされたら、けしからん

と思いますので、きと思いますので、きと思いますので、きと思いますので、きちちちちっとっとっとっとややややっておかないといけないと思いますのでよろしくお願いしてっておかないといけないと思いますのでよろしくお願いしてっておかないといけないと思いますのでよろしくお願いしてっておかないといけないと思いますのでよろしくお願いして

おきます。おきます。おきます。おきます。

それから、先ほそれから、先ほそれから、先ほそれから、先ほどどどどおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃった、もうここで議論はいたしませんが、った、もうここで議論はいたしませんが、った、もうここで議論はいたしませんが、った、もうここで議論はいたしませんが、ぜぜぜぜひひひひとも今申し上とも今申し上とも今申し上とも今申し上

げたげたげたげた前前前前さばきをきっさばきをきっさばきをきっさばきをきっちちちちりりりりややややってもらいたいということと、それから申し上げていましたよってもらいたいということと、それから申し上げていましたよってもらいたいということと、それから申し上げていましたよってもらいたいということと、それから申し上げていましたよ

うに、うに、うに、うに、エエエエリリリリアアアアのののの問題問題問題問題は、ほかの県、今、委員長からその話があったのですが、きのう、きは、ほかの県、今、委員長からその話があったのですが、きのう、きは、ほかの県、今、委員長からその話があったのですが、きのう、きは、ほかの県、今、委員長からその話があったのですが、きのう、き

ょう、おとついぐらいの話なのですけれょう、おとついぐらいの話なのですけれょう、おとついぐらいの話なのですけれょう、おとついぐらいの話なのですけれどどどど、、、、前前前前さばきをさばきをさばきをさばきをちちちちゃゃゃゃんとせなあかんということはんとせなあかんということはんとせなあかんということはんとせなあかんということは

言言言言いいいい続続続続けてきた一人なのです。しかし、関西広域連合は、梶川委員もおっしけてきた一人なのです。しかし、関西広域連合は、梶川委員もおっしけてきた一人なのです。しかし、関西広域連合は、梶川委員もおっしけてきた一人なのです。しかし、関西広域連合は、梶川委員もおっしゃゃゃゃったけれったけれったけれったけれどどどど

も、も、も、も、道州道州道州道州制には制には制には制には移移移移行しないのだから。一行しないのだから。一行しないのだから。一行しないのだから。一切移切移切移切移行しないという行しないという行しないという行しないという附附附附帯帯帯帯決決決決議まで議まで議まで議までややややっているのだっているのだっているのだっているのだ

から、その議論は終わっているはから、その議論は終わっているはから、その議論は終わっているはから、その議論は終わっているはずずずずだから。ところが県だから。ところが県だから。ところが県だから。ところが県民民民民はそれを知らない、県はそれを知らない、県はそれを知らない、県はそれを知らない、県民民民民は知らは知らは知らは知ら

ない。ない。ない。ない。道州道州道州道州制に制に制に制に移移移移行するかわからないというのは、今も思っています、行するかわからないというのは、今も思っています、行するかわからないというのは、今も思っています、行するかわからないというのは、今も思っています、半半半半分ぐらい。だか分ぐらい。だか分ぐらい。だか分ぐらい。だか

ら、知事部ら、知事部ら、知事部ら、知事部局局局局としても、これをとしても、これをとしても、これをとしても、これをＰＲＰＲＰＲＰＲすすすすべべべべき、そういう意き、そういう意き、そういう意き、そういう意味味味味で。それによってで。それによってで。それによってで。それによって左右左右左右左右されるこされるこされるこされるこ

とはある。私はあえてとはある。私はあえてとはある。私はあえてとはある。私はあえて反反反反対とも対とも対とも対とも賛賛賛賛成とも成とも成とも成とも言言言言ったら関西広域連合イコーったら関西広域連合イコーったら関西広域連合イコーったら関西広域連合イコール道州ル道州ル道州ル道州制にならない。制にならない。制にならない。制にならない。

奈良県という行政を奈良県という行政を奈良県という行政を奈良県という行政を残残残残すという考えからすれば、関西広域連合はおつき合いとしてでもすという考えからすれば、関西広域連合はおつき合いとしてでもすという考えからすれば、関西広域連合はおつき合いとしてでもすという考えからすれば、関西広域連合はおつき合いとしてでも入入入入

っておいたほうがいいではないかという考えをっておいたほうがいいではないかという考えをっておいたほうがいいではないかという考えをっておいたほうがいいではないかという考えを持持持持っているのです。っているのです。っているのです。っているのです。持持持持っていますけれっていますけれっていますけれっていますけれどどどども、も、も、も、

今申し上げた、き今申し上げた、き今申し上げた、き今申し上げた、きちちちちっとしたっとしたっとしたっとした前前前前さばきだけさばきだけさばきだけさばきだけややややっておいてほしいと思いますので、特にそのっておいてほしいと思いますので、特にそのっておいてほしいと思いますので、特にそのっておいてほしいと思いますので、特にその

点点点点、お願いしておきたいと思います。、お願いしておきたいと思います。、お願いしておきたいと思います。、お願いしておきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、橋橋橋橋下下下下市長のパ市長のパ市長のパ市長のパフフフフォォォォーーーーママママンンンンススススがきついので、がきついので、がきついので、がきついので、どどどどうも振りうも振りうも振りうも振り回回回回されている可されている可されている可されている可能性能性能性能性がががが
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ある。だから、よくある。だから、よくある。だから、よくある。だから、よく足足足足元を見元を見元を見元を見詰詰詰詰めて、市長になられたとしても、まだまだあの方のめて、市長になられたとしても、まだまだあの方のめて、市長になられたとしても、まだまだあの方のめて、市長になられたとしても、まだまだあの方の発発発発言言言言、、、、

これは私はパこれは私はパこれは私はパこれは私はパワワワワーとしては大ーとしては大ーとしては大ーとしては大変変変変評価評価評価評価いたしますが、しかし、このいたしますが、しかし、このいたしますが、しかし、このいたしますが、しかし、この道州道州道州道州制に制に制に制に移移移移行したいとい行したいとい行したいとい行したいとい

う考え方には大う考え方には大う考え方には大う考え方には大反反反反対ですので、自対ですので、自対ですので、自対ですので、自由由由由民主党民主党民主党民主党はははは道州道州道州道州制制制制移移移移行するから、行するから、行するから、行するから、石石石石原原原原幹幹幹幹事長なんかもす事長なんかもす事長なんかもす事長なんかもす

りりりり寄寄寄寄ろうとしている。ああいうことだけですりろうとしている。ああいうことだけですりろうとしている。ああいうことだけですりろうとしている。ああいうことだけですり寄寄寄寄ろうというのはけしからんと思うのです、ろうというのはけしからんと思うのです、ろうというのはけしからんと思うのです、ろうというのはけしからんと思うのです、

席席席席置置置置きながらも。議論は議論として、奈良県きながらも。議論は議論として、奈良県きながらも。議論は議論として、奈良県きながらも。議論は議論として、奈良県民民民民のためのものをのためのものをのためのものをのためのものを言言言言っておかないとだめだとっておかないとだめだとっておかないとだめだとっておかないとだめだと

思いますので。思いますので。思いますので。思いますので。

ぜぜぜぜひひひひとも、今のとも、今のとも、今のとも、今の道州道州道州道州制に制に制に制に入入入入らないということ、それはらないということ、それはらないということ、それはらないということ、それは道州道州道州道州制は制は制は制は既既既既にもう１５年にもう１５年にもう１５年にもう１５年前前前前にににに僕僕僕僕らららら

もかなり議論をもかなり議論をもかなり議論をもかなり議論をややややりました。知事会もそれからはりました。知事会もそれからはりました。知事会もそれからはりました。知事会もそれからは全国全国全国全国レレレレベルベルベルベルでもでもでもでも道州道州道州道州制は制は制は制は移移移移行しないとい行しないとい行しないとい行しないとい

うのがうのがうのがうのが決定決定決定決定しています。そして、しています。そして、しています。そして、しています。そして、国国国国からはからはからはからは交交交交付付付付税税税税、、、、交交交交付付付付金金金金がががが流流流流れてきてるから、市れてきてるから、市れてきてるから、市れてきてるから、市町村町村町村町村合合合合

併併併併したらいいではないか。これだったらあめとしたらいいではないか。これだったらあめとしたらいいではないか。これだったらあめとしたらいいではないか。これだったらあめとむむむむちちちちでいけるといってでいけるといってでいけるといってでいけるといってややややったのが、今の市ったのが、今の市ったのが、今の市ったのが、今の市

町村町村町村町村合合合合併併併併、これはうそではないです。あめと、これはうそではないです。あめと、これはうそではないです。あめと、これはうそではないです。あめとむむむむちちちちがあった。そして、それはあるがあった。そして、それはあるがあった。そして、それはあるがあった。そして、それはある程程程程度進ん度進ん度進ん度進ん

だというだというだというだという現実現実現実現実があるわけですから、があるわけですから、があるわけですから、があるわけですから、どどどどううううぞぞぞぞ今、小さい市今、小さい市今、小さい市今、小さい市町村町村町村町村であろうと、であろうと、であろうと、であろうと、残残残残ったところでったところでったところでったところで

あろうと、きょうもこの委員会でも議論されていますように、あろうと、きょうもこの委員会でも議論されていますように、あろうと、きょうもこの委員会でも議論されていますように、あろうと、きょうもこの委員会でも議論されていますように、決決決決して関西広域連合だけのして関西広域連合だけのして関西広域連合だけのして関西広域連合だけの

委員会ではないわけですから、奈良県の中での市委員会ではないわけですから、奈良県の中での市委員会ではないわけですから、奈良県の中での市委員会ではないわけですから、奈良県の中での市町村町村町村町村というのも、というのも、というのも、というのも、どどどどう県と結う県と結う県と結う県と結びびびびつきをつきをつきをつきを密密密密

にして、そしてにして、そしてにして、そしてにして、そして国国国国へへへへどどどどれだけのれだけのれだけのれだけの発発発発言力言力言力言力があるのか、そしてその市があるのか、そしてその市があるのか、そしてその市があるのか、そしてその市町村町村町村町村で生で生で生で生活活活活をしている地をしている地をしている地をしている地

域域域域住民住民住民住民の皆さん方がの皆さん方がの皆さん方がの皆さん方が潤潤潤潤うようなうようなうようなうような形形形形ををををややややろうとろうとろうとろうと言言言言ってるのは、奈良県の中の広域行政の中のってるのは、奈良県の中の広域行政の中のってるのは、奈良県の中の広域行政の中のってるのは、奈良県の中の広域行政の中の

大きな連大きな連大きな連大きな連携携携携であろうと連合であろうと、であろうと連合であろうと、であろうと連合であろうと、であろうと連合であろうと、ややややり方は別にして、り方は別にして、り方は別にして、り方は別にして、基基基基本ですから、この委員会と本ですから、この委員会と本ですから、この委員会と本ですから、この委員会と

しては、それはしては、それはしては、それはしては、それは提提提提案案案案されていますので、これまたされていますので、これまたされていますので、これまたされていますので、これまた強強強強く、それの方はそれの方で進めてくだく、それの方はそれの方で進めてくだく、それの方はそれの方で進めてくだく、それの方はそれの方で進めてくだ

さい。お願いしておきたいと思います。さい。お願いしておきたいと思います。さい。お願いしておきたいと思います。さい。お願いしておきたいと思います。

以上、いろいろ申し上げたいことあるのですが、もう先ほ以上、いろいろ申し上げたいことあるのですが、もう先ほ以上、いろいろ申し上げたいことあるのですが、もう先ほ以上、いろいろ申し上げたいことあるのですが、もう先ほどどどどおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていただいたとっていただいたとっていただいたとっていただいたと

おりですので、知事には、つき合いぐらい、今の議論の中におりですので、知事には、つき合いぐらい、今の議論の中におりですので、知事には、つき合いぐらい、今の議論の中におりですので、知事には、つき合いぐらい、今の議論の中に入入入入ってってってって堂堂堂堂々と々と々と々とややややって、って、って、って、気気気気にににに入入入入

らなかったら出たらいいではないかという考えをらなかったら出たらいいではないかという考えをらなかったら出たらいいではないかという考えをらなかったら出たらいいではないかという考えを持持持持っている一人です。しかし、そのっている一人です。しかし、そのっている一人です。しかし、そのっている一人です。しかし、その前前前前ささささ

ばきを外からばきを外からばきを外からばきを外から言言言言ってもだめのですよってもだめのですよってもだめのですよってもだめのですよねねねね。。。。近近近近畿畿畿畿２２２２府府府府４県あるわけですから、２４県あるわけですから、２４県あるわけですから、２４県あるわけですから、２府府府府４県の中で４県の中で４県の中で４県の中で

議論をする中の一県だけが議論をする中の一県だけが議論をする中の一県だけが議論をする中の一県だけが抜抜抜抜けているというのは、けているというのは、けているというのは、けているというのは、どどどどうもいろんなことでうもいろんなことでうもいろんなことでうもいろんなことで発発発発言権言権言権言権、、、、影響影響影響影響力力力力

が、が、が、が、逆逆逆逆にににに孤孤孤孤立してしまって小さくなるのと立してしまって小さくなるのと立してしまって小さくなるのと立してしまって小さくなるのと違違違違うのかなという思い。しかし、もしこれでいうのかなという思い。しかし、もしこれでいうのかなという思い。しかし、もしこれでいうのかなという思い。しかし、もしこれでい

くのだとするのだったら、くのだとするのだったら、くのだとするのだったら、くのだとするのだったら、入入入入らないでいくのだとするのだったら、らないでいくのだとするのだったら、らないでいくのだとするのだったら、らないでいくのだとするのだったら、強強強強い奈良県というものい奈良県というものい奈良県というものい奈良県というもの

をををを団団団団結して、この奈良県というものを結して、この奈良県というものを結して、この奈良県というものを結して、この奈良県というものを発発発発揮揮揮揮していかなかったら、していかなかったら、していかなかったら、していかなかったら、寂寂寂寂しい思いをしなくてはしい思いをしなくてはしい思いをしなくてはしい思いをしなくては

ならないということになるだろうと思いますので、関西広域連合のならないということになるだろうと思いますので、関西広域連合のならないということになるだろうと思いますので、関西広域連合のならないということになるだろうと思いますので、関西広域連合の問題点問題点問題点問題点ははははどどどどうううう動動動動いていいていいていいてい

くのか関くのか関くのか関くのか関心心心心をををを示示示示しながら、まだまだこれから当委員会としては長い議論、長いしながら、まだまだこれから当委員会としては長い議論、長いしながら、まだまだこれから当委員会としては長い議論、長いしながら、まだまだこれから当委員会としては長い議論、長い目目目目ででででややややってってってって

いったらと思いますので、きょうは先生、ありがとうございました。いったらと思いますので、きょうは先生、ありがとうございました。いったらと思いますので、きょうは先生、ありがとうございました。いったらと思いますので、きょうは先生、ありがとうございました。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 先生も時間がございますので、きょうはできましたら、２４日にまた議員先生も時間がございますので、きょうはできましたら、２４日にまた議員先生も時間がございますので、きょうはできましたら、２４日にまた議員先生も時間がございますので、きょうはできましたら、２４日にまた議員

間討議をさせていただきたいと思いますので、もし今の時間に先生に間討議をさせていただきたいと思いますので、もし今の時間に先生に間討議をさせていただきたいと思いますので、もし今の時間に先生に間討議をさせていただきたいと思いますので、もし今の時間に先生に何何何何かあれば、それだかあれば、それだかあれば、それだかあれば、それだ

けをお願いしたいと思います。けをお願いしたいと思います。けをお願いしたいと思います。けをお願いしたいと思います。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 きょうはいろいろとお話ありがとうございました。きょうはいろいろとお話ありがとうございました。きょうはいろいろとお話ありがとうございました。きょうはいろいろとお話ありがとうございました。

私も先生のお話私も先生のお話私も先生のお話私も先生のお話聞聞聞聞いて、いろいろと長いて、いろいろと長いて、いろいろと長いて、いろいろと長所所所所、、、、短短短短所所所所もございますので、もございますので、もございますので、もございますので、課課課課題題題題、、、、問題問題問題問題等等等等々たく々たく々たく々たく

さんございますのでさんございますのでさんございますのでさんございますので複雑複雑複雑複雑なななな気持ち気持ち気持ち気持ちでございますが、今、新谷委員がでございますが、今、新谷委員がでございますが、今、新谷委員がでございますが、今、新谷委員が言言言言われましたように、われましたように、われましたように、われましたように、

私も参加という立私も参加という立私も参加という立私も参加という立場場場場で、ともかく関西ので、ともかく関西ので、ともかく関西ので、ともかく関西の府府府府県の一員として、県の一員として、県の一員として、県の一員として、同じ土同じ土同じ土同じ土俵俵俵俵に立っていろいろとに立っていろいろとに立っていろいろとに立っていろいろと

議論をしては議論をしては議論をしては議論をしてはどどどどうかと。うかと。うかと。うかと。反反反反対という立対という立対という立対という立場場場場をををを表表表表明する中で、いろいろ議論すればいいのでは明する中で、いろいろ議論すればいいのでは明する中で、いろいろ議論すればいいのでは明する中で、いろいろ議論すればいいのでは

ないかという立ないかという立ないかという立ないかという立場場場場でございます。先生のでございます。先生のでございます。先生のでございます。先生の最最最最後の奈良として後の奈良として後の奈良として後の奈良として慎慎慎慎重な立重な立重な立重な立場場場場ということをということをということをということを評価評価評価評価しししし

ていただいております。これがていただいております。これがていただいております。これがていただいております。これが現状現状現状現状だと思います。しかし、いろんな参加しただと思います。しかし、いろんな参加しただと思います。しかし、いろんな参加しただと思います。しかし、いろんな参加した府府府府県、県、県、県、滋賀滋賀滋賀滋賀

県でも県でも県でも県でも各各各各市市市市町村町村町村町村から、今、から、今、から、今、から、今、脱退脱退脱退脱退すすすすべべべべきではないかという意見も出ているという中で、いろきではないかという意見も出ているという中で、いろきではないかという意見も出ているという中で、いろきではないかという意見も出ているという中で、いろ

いろと今後、いろと今後、いろと今後、いろと今後、問題問題問題問題があるかなと思っているところでございます。そもそも関西経済連合のがあるかなと思っているところでございます。そもそも関西経済連合のがあるかなと思っているところでございます。そもそも関西経済連合のがあるかなと思っているところでございます。そもそも関西経済連合の

意意意意向向向向をををを受受受受けて、関西広域連合が、一つの自治体としてけて、関西広域連合が、一つの自治体としてけて、関西広域連合が、一つの自治体としてけて、関西広域連合が、一つの自治体として世界世界世界世界にににに通じ通じ通じ通じる一つの大きな都市をる一つの大きな都市をる一つの大きな都市をる一つの大きな都市を目目目目

指指指指そうという中でつくられたものだと、そうという中でつくられたものだと、そうという中でつくられたものだと、そうという中でつくられたものだと、発端発端発端発端は、そういうことだと。２は、そういうことだと。２は、そういうことだと。２は、そういうことだと。２，，，，００００００００００００万万万万人とい人とい人とい人とい

う大きな人う大きな人う大きな人う大きな人口口口口をもつ自治体をもって、をもつ自治体をもって、をもつ自治体をもって、をもつ自治体をもって、世界世界世界世界にににに通じ通じ通じ通じる関西にしていこうということがる関西にしていこうということがる関西にしていこうということがる関西にしていこうということが発端発端発端発端だだだだ

ったかと思います。ったかと思います。ったかと思います。ったかと思います。

そういった中で、いろいろと先生、長そういった中で、いろいろと先生、長そういった中で、いろいろと先生、長そういった中で、いろいろと先生、長所所所所、、、、短短短短所所所所とととと言言言言われているのですが、先ほわれているのですが、先ほわれているのですが、先ほわれているのですが、先ほどちどちどちどちょっょっょっょっ

と出ましたけれと出ましたけれと出ましたけれと出ましたけれどどどども、も、も、も、九九九九州州州州広域機構ということで、広域機構ということで、広域機構ということで、広域機構ということで、各九各九各九各九州州州州の県の県の県の県全全全全部が参加して、今そうい部が参加して、今そうい部が参加して、今そうい部が参加して、今そうい

う方う方う方う方向向向向で進められておりますが、こので進められておりますが、こので進められておりますが、こので進められておりますが、この九九九九州州州州広域機構について、関西広域連合と広域機構について、関西広域連合と広域機構について、関西広域連合と広域機構について、関西広域連合と比比比比較較較較してしてしてしてどどどど

のように思っていらっしのように思っていらっしのように思っていらっしのように思っていらっしゃゃゃゃるのか、ここのるのか、ここのるのか、ここのるのか、ここの九九九九州州州州広域機構の長広域機構の長広域機構の長広域機構の長所所所所とかとかとかとか短短短短所所所所とかをとかをとかをとかをどどどどのようにのようにのようにのように

思ってらっし思ってらっし思ってらっし思ってらっしゃゃゃゃるのかお伺いしたいと。るのかお伺いしたいと。るのかお伺いしたいと。るのかお伺いしたいと。

○森教授○森教授○森教授○森教授 詳詳詳詳しいことをお話はできないのですけれしいことをお話はできないのですけれしいことをお話はできないのですけれしいことをお話はできないのですけれどどどど、機構と広域連合の、機構と広域連合の、機構と広域連合の、機構と広域連合の決定決定決定決定的的的的なななな違違違違いといといといと

いうのは自治体か自治体でないかなのです。当初、いうのは自治体か自治体でないかなのです。当初、いうのは自治体か自治体でないかなのです。当初、いうのは自治体か自治体でないかなのです。当初、国国国国は広域連合をは広域連合をは広域連合をは広域連合を実実実実際際際際つくらないと、出つくらないと、出つくらないと、出つくらないと、出

先機関先機関先機関先機関移管移管移管移管しないとしないとしないとしないと言言言言ったのです。ところが、ったのです。ところが、ったのです。ところが、ったのです。ところが、九九九九州州州州が機構でが機構でが機構でが機構で何何何何とかとかとかとか移管移管移管移管してくれという話してくれという話してくれという話してくれという話

になっていて、今、そこでとまっているはになっていて、今、そこでとまっているはになっていて、今、そこでとまっているはになっていて、今、そこでとまっているはずずずずなのです。なのです。なのです。なのです。九九九九州州州州はははは恐恐恐恐らくらくらくらく緩緩緩緩ややややかな、自治体とかな、自治体とかな、自治体とかな、自治体と

いうパブいうパブいうパブいうパブリックリックリックリックなものをつくるのではなくて、なものをつくるのではなくて、なものをつくるのではなくて、なものをつくるのではなくて、緩緩緩緩ややややかな連合体としてかな連合体としてかな連合体としてかな連合体として運運運運営営営営したいという思したいという思したいという思したいという思

いがいがいがいが多多多多分あったと思うのです。だから、分あったと思うのです。だから、分あったと思うのです。だから、分あったと思うのです。だから、九九九九州州州州広域連合広域連合広域連合広域連合みみみみたいなものをつくらなかった。そたいなものをつくらなかった。そたいなものをつくらなかった。そたいなものをつくらなかった。そ

のかわり機構というものを、のかわり機構というものを、のかわり機構というものを、のかわり機構というものを、宙宙宙宙ぶらりんといえばぶらりんといえばぶらりんといえばぶらりんといえば宙宙宙宙ぶらりんですよぶらりんですよぶらりんですよぶらりんですよねねねね。ですけれ。ですけれ。ですけれ。ですけれどどどども、知も、知も、知も、知

事会ほ事会ほ事会ほ事会ほどどどど緩緩緩緩ややややかなものでもないし、広域連合のようなかかなものでもないし、広域連合のようなかかなものでもないし、広域連合のようなかかなものでもないし、広域連合のようなかちちちちっとしたものでもない機構といっとしたものでもない機構といっとしたものでもない機構といっとしたものでもない機構とい

うもので、それで今、うもので、それで今、うもので、それで今、うもので、それで今、国国国国からからからから移管移管移管移管をををを受受受受けられるかけられるかけられるかけられるかどどどどうかということを見うかということを見うかということを見うかということを見据据据据えているのだとえているのだとえているのだとえているのだと
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思うのです。それは、思うのです。それは、思うのです。それは、思うのです。それは、九九九九州州州州のののの各各各各県がつくり出された県がつくり出された県がつくり出された県がつくり出された案案案案の一つだと思うのです。そのの一つだと思うのです。そのの一つだと思うのです。そのの一つだと思うのです。その件件件件につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは存じ存じ存じ存じ上げていませんけれ上げていませんけれ上げていませんけれ上げていませんけれどどどども、も、も、も、恐恐恐恐らく今申し上げたような自治体をつくららく今申し上げたような自治体をつくららく今申し上げたような自治体をつくららく今申し上げたような自治体をつくら

ないで、ないで、ないで、ないで、何何何何とか地方分とか地方分とか地方分とか地方分権権権権にににに資資資資するようなするようなするようなするような仕組み仕組み仕組み仕組みをつくれないかということでつくられたこをつくれないかということでつくられたこをつくれないかということでつくられたこをつくれないかということでつくられたこ

とだと思うのです。これからです。それで、とだと思うのです。これからです。それで、とだと思うのです。これからです。それで、とだと思うのです。これからです。それで、例例例例えばえばえばえば移管移管移管移管されるとされるとされるとされると決決決決まったと。まったと。まったと。まったと。移管移管移管移管されたされたされたされた

後、後、後、後、どどどどういうういうういうういうふふふふうに、本当にうに、本当にうに、本当にうに、本当に運運運運営営営営していけるのかというのは、していけるのかというのは、していけるのかというのは、していけるのかというのは、多多多多分関西広域連合との分関西広域連合との分関西広域連合との分関西広域連合との違違違違いいいい

が出てくるだろうと思います。が出てくるだろうと思います。が出てくるだろうと思います。が出てくるだろうと思います。評価評価評価評価としてはこれからになると思っています。としてはこれからになると思っています。としてはこれからになると思っています。としてはこれからになると思っています。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。勉勉勉勉強強強強になりました。になりました。になりました。になりました。

先生に質先生に質先生に質先生に質問問問問いろいろあるのですが、いろいろあるのですが、いろいろあるのですが、いろいろあるのですが、ちちちちょっと重ょっと重ょっと重ょっと重複複複複する分もあるので、私の意見なりをする分もあるので、私の意見なりをする分もあるので、私の意見なりをする分もあるので、私の意見なりを述述述述

べべべべさせていただいて、後でご意見いただきたいと思うのですが、今のさせていただいて、後でご意見いただきたいと思うのですが、今のさせていただいて、後でご意見いただきたいと思うのですが、今のさせていただいて、後でご意見いただきたいと思うのですが、今の状状状状態態態態がががが続続続続きますと、きますと、きますと、きますと、

地方分地方分地方分地方分権権権権、地域、地域、地域、地域主権改革主権改革主権改革主権改革というもがなかなか進まないというというもがなかなか進まないというというもがなかなか進まないというというもがなかなか進まないという現状現状現状現状が一つあるように思ってが一つあるように思ってが一つあるように思ってが一つあるように思って

おります。それのためにそれをおります。それのためにそれをおります。それのためにそれをおります。それのためにそれを打打打打破破破破するためにくさするためにくさするためにくさするためにくさびびびびをををを打打打打つという意つという意つという意つという意味味味味でも、関西広域連でも、関西広域連でも、関西広域連でも、関西広域連

合がそういう地方分合がそういう地方分合がそういう地方分合がそういう地方分権権権権を、地域を、地域を、地域を、地域主権改革主権改革主権改革主権改革を進めるために一を進めるために一を進めるために一を進めるために一番番番番大事な大事な大事な大事なポポポポイントで、奈良県がイントで、奈良県がイントで、奈良県がイントで、奈良県が

入入入入っていないことで、一つのっていないことで、一つのっていないことで、一つのっていないことで、一つのデデデデメメメメリッリッリッリットになっている事トになっている事トになっている事トになっている事実実実実があります。があります。があります。があります。

十十十十津津津津川川川川村や村や村や村やそのそのそのその他他他他の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県内内内内の自治体がの自治体がの自治体がの自治体が不安不安不安不安がっているというのはがっているというのはがっているというのはがっているというのは非常非常非常非常によくわかりまによくわかりまによくわかりまによくわかりま

して、して、して、して、理解理解理解理解もできるのですが、今までの中もできるのですが、今までの中もできるのですが、今までの中もできるのですが、今までの中央央央央集集集集権権権権体制といいましょうか、その体制といいましょうか、その体制といいましょうか、その体制といいましょうか、その状状状状態態態態の中で、の中で、の中で、の中で、

ややややり方で、り方で、り方で、り方で、決決決決して奈良県がそういうして奈良県がそういうして奈良県がそういうして奈良県がそういう恩恵恩恵恩恵恩恵をこうをこうをこうをこうむむむむったというったというったというったという記記記記憶憶憶憶がほとんがほとんがほとんがほとんどどどどないのです。ないのです。ないのです。ないのです。

今までの今までの今までの今までの状状状状態態態態がよかった。それはがよかった。それはがよかった。それはがよかった。それはややややっっっっぱぱぱぱりりりり不安感不安感不安感不安感ということが、ということが、ということが、ということが、要望要望要望要望が出ているというのが出ているというのが出ているというのが出ているというの

は、は、は、は、変変変変わってしまったら今よりわってしまったら今よりわってしまったら今よりわってしまったら今より悪悪悪悪くなるのではないかというくなるのではないかというくなるのではないかというくなるのではないかという不安感不安感不安感不安感があるので、それは考があるので、それは考があるので、それは考があるので、それは考

慮慮慮慮すすすすべべべべきかなと思います。きかなと思います。きかなと思います。きかなと思います。

それと、知事会とのそれと、知事会とのそれと、知事会とのそれと、知事会との違違違違いですが、これはいですが、これはいですが、これはいですが、これは根根根根源源源源的的的的にあると思います。というのは、私の意にあると思います。というのは、私の意にあると思います。というのは、私の意にあると思います。というのは、私の意

見ですけれ見ですけれ見ですけれ見ですけれどどどども、知事会というのは、地域のも、知事会というのは、地域のも、知事会というのは、地域のも、知事会というのは、地域の代代代代表表表表として、奈良県だったら奈良県のとして、奈良県だったら奈良県のとして、奈良県だったら奈良県のとして、奈良県だったら奈良県の代代代代表表表表とととと

して、そのして、そのして、そのして、その利利利利益益益益がががが目目目目的的的的になりになりになりになりややややすいといいますか、奈良県のすいといいますか、奈良県のすいといいますか、奈良県のすいといいますか、奈良県の利利利利益益益益をををを獲獲獲獲得得得得するための一つのするための一つのするための一つのするための一つの

それは正それは正それは正それは正義義義義になるようなになるようなになるようなになるような気気気気がしますし、関西広域連合になりますと、関西がしますし、関西広域連合になりますと、関西がしますし、関西広域連合になりますと、関西がしますし、関西広域連合になりますと、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追追追追

求求求求するということをまするということをまするということをまするということをまずずずず一元一元一元一元的的的的にににに掲掲掲掲げて、地域のげて、地域のげて、地域のげて、地域のエエエエゴゴゴゴをををを言言言言うとうとうとうと格格格格好好好好悪悪悪悪いというようなこといというようなこといというようなこといというようなこと

になるので、になるので、になるので、になるので、基基基基本本本本的的的的に知事会と関西広域連合の委員会とはに知事会と関西広域連合の委員会とはに知事会と関西広域連合の委員会とはに知事会と関西広域連合の委員会とは全全全全くくくく違違違違うようなうようなうようなうような気気気気がします。がします。がします。がします。

もう一つは、これは私のもう一つは、これは私のもう一つは、これは私のもう一つは、これは私の持持持持論といいますか、論といいますか、論といいますか、論といいますか、推測推測推測推測ですけれですけれですけれですけれどどどども、政も、政も、政も、政令令令令市だったり、中市だったり、中市だったり、中市だったり、中核核核核

市というのは、市というのは、市というのは、市というのは、国国国国の制度の中で認められてでき上がった経の制度の中で認められてでき上がった経の制度の中で認められてでき上がった経の制度の中で認められてでき上がった経緯緯緯緯があると思うのですけれがあると思うのですけれがあると思うのですけれがあると思うのですけれどどどど、、、、

それはそれはそれはそれはどどどどうも地方のうも地方のうも地方のうも地方の団団団団結を結を結を結を疎疎疎疎外するために中外するために中外するために中外するために中央央央央が考えたのではないかなというぐらいに思が考えたのではないかなというぐらいに思が考えたのではないかなというぐらいに思が考えたのではないかなというぐらいに思

っていまして、奈良市は奈良市の立っていまして、奈良市は奈良市の立っていまして、奈良市は奈良市の立っていまして、奈良市は奈良市の立場場場場で、奈良県がなかってもいいかなと思いますし、奈で、奈良県がなかってもいいかなと思いますし、奈で、奈良県がなかってもいいかなと思いますし、奈で、奈良県がなかってもいいかなと思いますし、奈

良県の立良県の立良県の立良県の立場場場場でいくと、二重行政だから奈良市のでいくと、二重行政だから奈良市のでいくと、二重行政だから奈良市のでいくと、二重行政だから奈良市の権権権権限は特出していると、限は特出していると、限は特出していると、限は特出していると、ちちちちょっとしんょっとしんょっとしんょっとしんどどどどいいいい
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よ、よ、よ、よ、ややややりにくいよということをあおるために、地方分りにくいよということをあおるために、地方分りにくいよということをあおるために、地方分りにくいよということをあおるために、地方分権権権権自体を自体を自体を自体を疎疎疎疎外するために、一つでき外するために、一つでき外するために、一つでき外するために、一つでき

上がってきたものではないかなと思っております。このままでは地方分上がってきたものではないかなと思っております。このままでは地方分上がってきたものではないかなと思っております。このままでは地方分上がってきたものではないかなと思っております。このままでは地方分権権権権が進まないから、が進まないから、が進まないから、が進まないから、

何何何何かの手をかの手をかの手をかの手を打打打打っていくという私の考えにっていくという私の考えにっていくという私の考えにっていくという私の考えに何何何何かご意見をいただけたらと思います。かご意見をいただけたらと思います。かご意見をいただけたらと思います。かご意見をいただけたらと思います。

○森教授○森教授○森教授○森教授 団団団団体自治という体自治という体自治という体自治という観点観点観点観点から地方分から地方分から地方分から地方分権権権権が進まないとおっしが進まないとおっしが進まないとおっしが進まないとおっしゃゃゃゃられたと思います。私られたと思います。私られたと思います。私られたと思います。私

自自自自身身身身は地方分は地方分は地方分は地方分権権権権がががが何何何何かってかってかってかって問問問問われたら、自われたら、自われたら、自われたら、自己己己己決定決定決定決定権権権権のののの拡拡拡拡充と答えるようにしているのです。充と答えるようにしているのです。充と答えるようにしているのです。充と答えるようにしているのです。

それは、それそれは、それそれは、それそれは、それぞぞぞぞれの自治体のれの自治体のれの自治体のれの自治体のレレレレベルベルベルベルが当が当が当が当然然然然あります。市あります。市あります。市あります。市町村町村町村町村の中のの中のの中のの中の町村町村町村町村もあれば、先ほもあれば、先ほもあれば、先ほもあれば、先ほどどどど

言言言言われた政われた政われた政われた政令令令令指指指指定定定定都市都市都市都市みみみみたいなところもあれば、たいなところもあれば、たいなところもあれば、たいなところもあれば、府府府府県もある。それ県もある。それ県もある。それ県もある。それぞぞぞぞれが自れが自れが自れが自己己己己決定決定決定決定をするをするをするをする

仕組み仕組み仕組み仕組みです。それによってです。それによってです。それによってです。それによって暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えていけるえていけるえていけるえていける仕組み仕組み仕組み仕組みをつくっていくのが地方分をつくっていくのが地方分をつくっていくのが地方分をつくっていくのが地方分権権権権だとだとだとだと

思っているのです。その思っているのです。その思っているのです。その思っているのです。その観点観点観点観点からすると、この間、からすると、この間、からすると、この間、からすると、この間、権権権権限は限は限は限は移譲移譲移譲移譲されたものがされたものがされたものがされたものが多多多多かったです。かったです。かったです。かったです。

しかし、財しかし、財しかし、財しかし、財源源源源ははははどどどどんんんんどどどどんんんん切切切切りりりり詰詰詰詰められてきて、地方財政められてきて、地方財政められてきて、地方財政められてきて、地方財政計画計画計画計画もこれからもこれからもこれからもこれからどどどどんんんんどどどどん人ん人ん人ん人件費件費件費件費がががが

引引引引きききき下下下下げられていくというげられていくというげられていくというげられていくという状状状状態態態態になっていく中で、本当にこれで地方行政がもつのかと、になっていく中で、本当にこれで地方行政がもつのかと、になっていく中で、本当にこれで地方行政がもつのかと、になっていく中で、本当にこれで地方行政がもつのかと、

そんな地方分そんな地方分そんな地方分そんな地方分権権権権なんかあるのかと思うわけです。なんかあるのかと思うわけです。なんかあるのかと思うわけです。なんかあるのかと思うわけです。

そういったことを考えたそういったことを考えたそういったことを考えたそういったことを考えた場場場場合に、今の市合に、今の市合に、今の市合に、今の市町村町村町村町村なりなりなりなり府府府府県の財政県の財政県の財政県の財政的的的的なななな苦苦苦苦しさとか、しさとか、しさとか、しさとか、住民サ住民サ住民サ住民サーーーー

ビスビスビスビスへのしわへのしわへのしわへのしわ寄寄寄寄せというのをきせというのをきせというのをきせというのをきちちちちっとっとっとっと評価評価評価評価して、それをして、それをして、それをして、それを国国国国の方もの方もの方もの方も厳厳厳厳しいですよ。もう財しいですよ。もう財しいですよ。もう財しいですよ。もう財務務務務

省省省省ササササイイイイドドドドなんかもなんかもなんかもなんかもどどどどんんんんどどどどんんんん削削削削っていくと。もうっていくと。もうっていくと。もうっていくと。もうややややりたかったらりたかったらりたかったらりたかったら全全全全部部部部課税課税課税課税自自自自主権主権主権主権で自分のとで自分のとで自分のとで自分のと

ころでころでころでころで金金金金を調を調を調を調達達達達せえという話になっていますから。そういうせえという話になっていますから。そういうせえという話になっていますから。そういうせえという話になっていますから。そういう流流流流れというのは、自れというのは、自れというのは、自れというのは、自己己己己決定決定決定決定なななな

のだけれのだけれのだけれのだけれどどどども、それは本当はも、それは本当はも、それは本当はも、それは本当はややややりたくないです。りたくないです。りたくないです。りたくないです。ややややりたくないというか、そんなことりたくないというか、そんなことりたくないというか、そんなことりたくないというか、そんなことややややるるるる

と、財政と、財政と、財政と、財政力力力力の小さいところほの小さいところほの小さいところほの小さいところほどどどどしんしんしんしんどどどどい思いするわけです。ですから、い思いするわけです。ですから、い思いするわけです。ですから、い思いするわけです。ですから、例例例例えば、えば、えば、えば、標標標標準税準税準税準税率率率率

をををを全全全全体として上げて、体として上げて、体として上げて、体として上げて、住民サ住民サ住民サ住民サーーーービスビスビスビスがががが支支支支え合えるようにするとか、もえ合えるようにするとか、もえ合えるようにするとか、もえ合えるようにするとか、もちちちちろんそのろんそのろんそのろんその税源税源税源税源のののの移移移移

譲譲譲譲、、、、国国国国の方は一の方は一の方は一の方は一切言切言切言切言わなくなってますけれわなくなってますけれわなくなってますけれわなくなってますけれどどどども、も、も、も、税源税源税源税源のののの移譲移譲移譲移譲をきをきをきをきちちちちっとっとっとっとややややるとか、るとか、るとか、るとか、社社社社会会会会保保保保

障障障障・・・・税税税税一体一体一体一体改革改革改革改革の中での中での中での中で消消消消費税費税費税費税を上げますと。そのときに、を上げますと。そのときに、を上げますと。そのときに、を上げますと。そのときに、配配配配分上、地方にはこれだけのパ分上、地方にはこれだけのパ分上、地方にはこれだけのパ分上、地方にはこれだけのパ

ーーーーセセセセンンンンテテテテーーーージジジジは行きますよとか、そのときのは行きますよとか、そのときのは行きますよとか、そのときのは行きますよとか、そのときの割割割割り方はこうですよとか、まり方はこうですよとか、まり方はこうですよとか、まり方はこうですよとか、まずずずず税税税税財財財財源源源源のののの移譲移譲移譲移譲

というのが先にあるというのが先にあるというのが先にあるというのが先にあるべべべべきだろうと思うのです。ところが、きだろうと思うのです。ところが、きだろうと思うのです。ところが、きだろうと思うのです。ところが、何何何何ていうかな、ていうかな、ていうかな、ていうかな、国国国国の出先機関のの出先機関のの出先機関のの出先機関の

移譲移譲移譲移譲だとかというのは、それとはだとかというのは、それとはだとかというのは、それとはだとかというのは、それとは違違違違うと思っているのです。うと思っているのです。うと思っているのです。うと思っているのです。むむむむしろしろしろしろ怖怖怖怖いのは、さっきいのは、さっきいのは、さっきいのは、さっき言言言言っっっっ

てましたけれてましたけれてましたけれてましたけれどどどど、出先機関の、出先機関の、出先機関の、出先機関の移譲移譲移譲移譲がされたはいいけれがされたはいいけれがされたはいいけれがされたはいいけれどどどど、財、財、財、財源源源源がありませんということにがありませんということにがありませんということにがありませんということに

なると、これは地方にとってはなると、これは地方にとってはなると、これは地方にとってはなると、これは地方にとっては最最最最もしんもしんもしんもしんどどどどい話になるだろうなと。地方分い話になるだろうなと。地方分い話になるだろうなと。地方分い話になるだろうなと。地方分権権権権のののの御旗御旗御旗御旗のもとのもとのもとのもと

で、結で、結で、結で、結局局局局地方自治体がしん地方自治体がしん地方自治体がしん地方自治体がしんどどどどい思いをさせられるだけになるのではないかというい思いをさせられるだけになるのではないかというい思いをさせられるだけになるのではないかというい思いをさせられるだけになるのではないかという懸念懸念懸念懸念をすをすをすをす

ごくごくごくごく持持持持っているのです。っているのです。っているのです。っているのです。

ですから、ですから、ですから、ですから、確確確確かにかにかにかに団団団団体自治を体自治を体自治を体自治を強強強強化化化化して、そこでして、そこでして、そこでして、そこで直直直直轄轄轄轄でいろいろできますから、これは進でいろいろできますから、これは進でいろいろできますから、これは進でいろいろできますから、これは進

歩歩歩歩だというのはおっしだというのはおっしだというのはおっしだというのはおっしゃゃゃゃるとおりだと思うのですけれるとおりだと思うのですけれるとおりだと思うのですけれるとおりだと思うのですけれどどどども、もっと大事なのは財も、もっと大事なのは財も、もっと大事なのは財も、もっと大事なのは財源源源源がきがきがきがきちちちち
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っとっとっとっと保保保保障障障障される中で、地方が自分のところはこんなこともされる中で、地方が自分のところはこんなこともされる中で、地方が自分のところはこんなこともされる中で、地方が自分のところはこんなこともややややりたいということがきりたいということがきりたいということがきりたいということがきちちちちっとっとっとっと

できるような、そういうできるような、そういうできるような、そういうできるような、そういうシステシステシステシステムムムムをつくってをつくってをつくってをつくってややややることが大事かなと私自ることが大事かなと私自ることが大事かなと私自ることが大事かなと私自身身身身は思っているのは思っているのは思っているのは思っているの

です。です。です。です。

ちちちちょっと話がょっと話がょっと話がょっと話がずずずずれたかもしれませんけれれたかもしれませんけれれたかもしれませんけれれたかもしれませんけれどどどども、私は自も、私は自も、私は自も、私は自己己己己決定決定決定決定を高めてを高めてを高めてを高めてややややるということがるということがるということがるということが

一一一一番番番番大事かなと思っております。大事かなと思っております。大事かなと思っております。大事かなと思っております。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 ご意見ありがとうございました。ご意見ありがとうございました。ご意見ありがとうございました。ご意見ありがとうございました。

このこのこのこのレレレレジュジュジュジュメメメメいただいている中で、行政いただいている中で、行政いただいている中で、行政いただいている中で、行政的・的・的・的・政治政治政治政治的的的的短短短短所所所所の中で、加の中で、加の中で、加の中で、加入入入入団団団団体の事体の事体の事体の事業業業業の財の財の財の財源源源源

のののの持ち持ち持ち持ち寄寄寄寄りによるりによるりによるりによる脆脆脆脆弱弱弱弱さとか、その上の３つに関しては、新谷委員さとか、その上の３つに関しては、新谷委員さとか、その上の３つに関しては、新谷委員さとか、その上の３つに関しては、新谷委員やややや畭委員からもありま畭委員からもありま畭委員からもありま畭委員からもありま

したように、奈良県がしたように、奈良県がしたように、奈良県がしたように、奈良県が入入入入って、知事がって、知事がって、知事がって、知事がみずみずみずみずから、中からから、中からから、中からから、中からちちちちゃゃゃゃんとしっかり議論して意見をんとしっかり議論して意見をんとしっかり議論して意見をんとしっかり議論して意見を

言言言言ってもらってってもらってってもらってってもらって担担担担保保保保していただけたらしていただけたらしていただけたらしていただけたら解解解解決決決決すると私は思っていますし、さらに先ほすると私は思っていますし、さらに先ほすると私は思っていますし、さらに先ほすると私は思っていますし、さらに先ほどどどど藤野藤野藤野藤野

委員からもありましたように、関西広域連合というのは委員からもありましたように、関西広域連合というのは委員からもありましたように、関西広域連合というのは委員からもありましたように、関西広域連合というのは道州道州道州道州制とは制とは制とは制とは全全全全くくくく違違違違いますから、関いますから、関いますから、関いますから、関

西広域連合というのは県行政が西広域連合というのは県行政が西広域連合というのは県行政が西広域連合というのは県行政が残残残残るわけですから、市るわけですから、市るわけですから、市るわけですから、市町村町村町村町村にににに近近近近い、い、い、い、住民住民住民住民にににに近近近近い県行政といい県行政といい県行政といい県行政とい

うことを一つうことを一つうことを一つうことを一つ残残残残したしたしたした状状状状態態態態になるので、私はこれはになるので、私はこれはになるので、私はこれはになるので、私はこれは短短短短所所所所なのかと疑なのかと疑なのかと疑なのかと疑問問問問に思っております。に思っております。に思っております。に思っております。

藤野委員からもありましたように、藤野委員からもありましたように、藤野委員からもありましたように、藤野委員からもありましたように、国国国国から関西への分から関西への分から関西への分から関西への分権権権権が進んだらよりが進んだらよりが進んだらよりが進んだらより近近近近いものになるいものになるいものになるいものになる

と思いますので、そのと思いますので、そのと思いますので、そのと思いますので、その辺辺辺辺はははは短短短短所所所所に当たると思っております。に当たると思っております。に当たると思っております。に当たると思っております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにございますか。ほかにございますか。ほかにございますか。ほかにございますか。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 先生の先生の先生の先生の示示示示していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました歳歳歳歳入入入入歳歳歳歳出の出の出の出の資資資資料料料料をををを拝拝拝拝見いたしましたら、分見いたしましたら、分見いたしましたら、分見いたしましたら、分

担金担金担金担金とととと国国国国のののの補補補補助助助助金金金金ががががドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリのののの支援支援支援支援費費費費だけで今構成されているのですけれだけで今構成されているのですけれだけで今構成されているのですけれだけで今構成されているのですけれどどどども、関西も、関西も、関西も、関西

広域連合という一つの自治体に対する広域連合という一つの自治体に対する広域連合という一つの自治体に対する広域連合という一つの自治体に対する国国国国のののの補補補補助助助助というのか、というのか、というのか、というのか、例例例例えばえばえばえばドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリでありまでありまでありまでありま

したらしたらしたらしたら範囲範囲範囲範囲が広くなっていますので、それが広くなっていますので、それが広くなっていますので、それが広くなっていますので、それぞぞぞぞれのところがれのところがれのところがれのところが単単単単独独独独ででででドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリでででで受受受受けていけていけていけてい

たたたた補補補補助助助助金金金金よりもよりもよりもよりも割割割割りりりり増増増増しになっているのか、そのあたりのことがよくわからなかったのと、しになっているのか、そのあたりのことがよくわからなかったのと、しになっているのか、そのあたりのことがよくわからなかったのと、しになっているのか、そのあたりのことがよくわからなかったのと、

それとそれとそれとそれと和歌和歌和歌和歌山県がこの山県がこの山県がこの山県がこのドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリの事の事の事の事業業業業からからからから抜抜抜抜けたということになっているのですけれけたということになっているのですけれけたということになっているのですけれけたということになっているのですけれ

どどどども、奈良県はも、奈良県はも、奈良県はも、奈良県は和歌和歌和歌和歌山県からいろいろと山県からいろいろと山県からいろいろと山県からいろいろと支援支援支援支援していただいておりますので、奈良県にとっしていただいておりますので、奈良県にとっしていただいておりますので、奈良県にとっしていただいておりますので、奈良県にとっ

ては、その方がありがたいのですが、関西広域連合のては、その方がありがたいのですが、関西広域連合のては、その方がありがたいのですが、関西広域連合のては、その方がありがたいのですが、関西広域連合の規約規約規約規約からしますと、広域からしますと、広域からしますと、広域からしますと、広域医療計画医療計画医療計画医療計画がががが

できたときには、できたときには、できたときには、できたときには、府府府府県の県の県の県の圏圏圏圏域は、域は、域は、域は、全全全全部関西広域連合が部関西広域連合が部関西広域連合が部関西広域連合が判断判断判断判断するということになると思ってするということになると思ってするということになると思ってするということになると思って

いたのですけれいたのですけれいたのですけれいたのですけれどどどども、そうしたしょっも、そうしたしょっも、そうしたしょっも、そうしたしょっぱぱぱぱなからそのなからそのなからそのなからその規約規約規約規約にににに反反反反することが、そういうすることが、そういうすることが、そういうすることが、そういう形形形形で認で認で認で認

められたというのは、今後、そのめられたというのは、今後、そのめられたというのは、今後、そのめられたというのは、今後、その指指指指針針針針がはっきりしないままに、そのときそのときのがはっきりしないままに、そのときそのときのがはっきりしないままに、そのときそのときのがはっきりしないままに、そのときそのときの絵絵絵絵をををを

描描描描いて進んでいくと、そんな思いをしたのですけれいて進んでいくと、そんな思いをしたのですけれいて進んでいくと、そんな思いをしたのですけれいて進んでいくと、そんな思いをしたのですけれどどどども、そこのも、そこのも、そこのも、そこの点点点点についてわかることがについてわかることがについてわかることがについてわかることが

ありましたら。ありましたら。ありましたら。ありましたら。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 詳詳詳詳しいことはしいことはしいことはしいことは僕僕僕僕がががが言言言言います。います。います。います。
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○森教授○森教授○森教授○森教授 それではお願いしたいと思います。それではお願いしたいと思います。それではお願いしたいと思います。それではお願いしたいと思います。

和歌和歌和歌和歌山県は、山県は、山県は、山県は、独独独独自で自で自で自でずずずずっとされてきたということがあって、それがっとされてきたということがあって、それがっとされてきたということがあって、それがっとされてきたということがあって、それが吸吸吸吸い上げられるわけい上げられるわけい上げられるわけい上げられるわけ

です。それについてはです。それについてはです。それについてはです。それについては反反反反対と、私はわかり対と、私はわかり対と、私はわかり対と、私はわかりややややすい話ではあると思うのです。申し上げたよすい話ではあると思うのです。申し上げたよすい話ではあると思うのです。申し上げたよすい話ではあると思うのです。申し上げたよ

うに、関西広域連合というのは、まだうに、関西広域連合というのは、まだうに、関西広域連合というのは、まだうに、関西広域連合というのは、まだ全全全全員一員一員一員一致致致致のののの仕組み仕組み仕組み仕組みをををを持持持持ってますから、ってますから、ってますから、ってますから、各各各各府府府府県がこう県がこう県がこう県がこう

いういういういう理理理理由由由由でででで反反反反対だといって、それが対だといって、それが対だといって、それが対だといって、それが筋筋筋筋がががが通通通通っているのであれば、っているのであれば、っているのであれば、っているのであれば、強引強引強引強引にににに多数多数多数多数決決決決でででで決決決決めるめるめるめるみみみみ

たいなことにはならない。たいなことにはならない。たいなことにはならない。たいなことにはならない。将将将将来来来来はわかりませんよ、はわかりませんよ、はわかりませんよ、はわかりませんよ、将将将将来来来来はわからないけれはわからないけれはわからないけれはわからないけれどどどども、そうならも、そうならも、そうならも、そうなら

ないので、いくらないので、いくらないので、いくらないので、いくら規約規約規約規約がそうなっているといっても、がそうなっているといっても、がそうなっているといっても、がそうなっているといっても、和歌和歌和歌和歌山県が山県が山県が山県が反反反反対だ対だ対だ対だ言言言言ったら、もうそったら、もうそったら、もうそったら、もうそ

こで議論は一たんとまらざるをこで議論は一たんとまらざるをこで議論は一たんとまらざるをこで議論は一たんとまらざるを得得得得ないというところがあります。ないというところがあります。ないというところがあります。ないというところがあります。

だけれだけれだけれだけれどどどど、、、、ドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリについていうと、よく県についていうと、よく県についていうと、よく県についていうと、よく県民民民民の方、関西広域連合にの方、関西広域連合にの方、関西広域連合にの方、関西広域連合に入入入入っていないっていないっていないっていない

ととととドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリ来リ来リ来リ来ないのではないかとか、それはないのではないかとか、それはないのではないかとか、それはないのではないかとか、それは全全全全くないです。関西広域連合でも奈良県くないです。関西広域連合でも奈良県くないです。関西広域連合でも奈良県くないです。関西広域連合でも奈良県

をををを排排排排除除除除するような、そんなするような、そんなするような、そんなするような、そんな排排排排他的他的他的他的なななな変変変変なななな団団団団体ではないです、関西広域連合は、き体ではないです、関西広域連合は、き体ではないです、関西広域連合は、き体ではないです、関西広域連合は、きちちちちっとしっとしっとしっとし

たたたた団団団団体なので。体なので。体なので。体なので。利利利利用用用用料料料料のののの割割割割りりりり増増増増しなしなしなしなどどどどは当は当は当は当然然然然ありますけれありますけれありますけれありますけれどどどども。奈良県についてもきも。奈良県についてもきも。奈良県についてもきも。奈良県についてもきちちちちっっっっ

とととと歓歓歓歓迎するという、そういう迎するという、そういう迎するという、そういう迎するという、そういうススススタンタンタンタンススススはとられています。はとられています。はとられています。はとられています。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 補補補補足足足足しますが、しますが、しますが、しますが、ドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、現在現在現在現在、、、、和歌和歌和歌和歌山県、大山県、大山県、大山県、大阪阪阪阪府府府府、そ、そ、そ、そ

してしてしてして京京京京都都都都府府府府、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫県、県、県、県、鳥鳥鳥鳥取県の３県に取県の３県に取県の３県に取県の３県にヘヘヘヘリリリリがございます。徳がございます。徳がございます。徳がございます。徳島島島島県においては、平成２４年県においては、平成２４年県においては、平成２４年県においては、平成２４年

から徳から徳から徳から徳島島島島県県県県単単単単独独独独で当初はで当初はで当初はで当初は運運運運用されることになっていますけれ用されることになっていますけれ用されることになっていますけれ用されることになっていますけれどどどども、も、も、も、将将将将来来来来は関西広域連合では関西広域連合では関西広域連合では関西広域連合で

ややややりたいということです。りたいということです。りたいということです。りたいということです。和歌和歌和歌和歌山県の山県の山県の山県の場場場場合は、徳合は、徳合は、徳合は、徳島島島島県と大県と大県と大県と大阪阪阪阪府府府府とととと相互相互相互相互応応応応援援援援をこれからもをこれからもをこれからもをこれからもやややや

っていくそうです。大っていくそうです。大っていくそうです。大っていくそうです。大阪阪阪阪府府府府ののののドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリについては、については、については、については、和歌和歌和歌和歌山県、奈良県との山県、奈良県との山県、奈良県との山県、奈良県との共同運共同運共同運共同運航航航航、、、、

それで、それで、それで、それで、滋賀滋賀滋賀滋賀県との県との県との県との共同共同共同共同利利利利用も開始しておりますし、用も開始しておりますし、用も開始しておりますし、用も開始しておりますし、兵庫兵庫兵庫兵庫県、県、県、県、京京京京都都都都府府府府、、、、鳥鳥鳥鳥取県においても、取県においても、取県においても、取県においても、

これはほとんこれはほとんこれはほとんこれはほとんど全ど全ど全ど全区区区区域に域に域に域にドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリをををを運運運運航航航航させていただいております。させていただいております。させていただいております。させていただいております。

後で後で後で後で資資資資料料料料をををを渡渡渡渡しますけれしますけれしますけれしますけれどどどども、も、も、も、和歌和歌和歌和歌山県の出山県の出山県の出山県の出動件動件動件動件数数数数が３５６が３５６が３５６が３５６件件件件、１年で。、１年で。、１年で。、１年で。非常非常非常非常にににに多多多多いのいのいのいの

と、次にと、次にと、次にと、次に兵庫兵庫兵庫兵庫県が６３４県が６３４県が６３４県が６３４件件件件、こっ、こっ、こっ、こっちちちちの方がの方がの方がの方が多多多多いですけれいですけれいですけれいですけれどどどども、そんな中でも、そんな中でも、そんな中でも、そんな中で和歌和歌和歌和歌山県は、１山県は、１山県は、１山県は、１

機だけでも３５６機だけでも３５６機だけでも３５６機だけでも３５６件件件件も出しているのに、よそにも出しているのに、よそにも出しているのに、よそにも出しているのに、よそに助助助助けには行けないというのがけには行けないというのがけには行けないというのがけには行けないというのが和歌和歌和歌和歌山県の山県の山県の山県の理理理理

由由由由でありまして、これが広域でありまして、これが広域でありまして、これが広域でありまして、これが広域計画計画計画計画のののの医療医療医療医療連連連連携計画携計画携計画携計画の中で、の中で、の中で、の中で、前前前前回回回回非常非常非常非常に議論になったところに議論になったところに議論になったところに議論になったところ

で、で、で、で、和歌和歌和歌和歌山県が山県が山県が山県がどどどどうしてもうしてもうしてもうしても譲譲譲譲れないということで、こういう結れないということで、こういう結れないということで、こういう結れないということで、こういう結果果果果になったということでごになったということでごになったということでごになったということでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 聞聞聞聞きたかったのが、自治体ということで今きたかったのが、自治体ということで今きたかったのが、自治体ということで今きたかったのが、自治体ということで今ややややっているわけですので、っているわけですので、っているわけですので、っているわけですので、従従従従

来来来来のそれのそれのそれのそれぞぞぞぞれの都れの都れの都れの都道府道府道府道府県県県県レレレレベルベルベルベルででででややややってきたときのってきたときのってきたときのってきたときのドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリのののの補補補補助助助助金金金金と、関西広域連と、関西広域連と、関西広域連と、関西広域連

合として合として合として合として受受受受けるけるけるけるドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリのののの補補補補助助助助金金金金というのは、というのは、というのは、というのは、何何何何らかのらかのらかのらかの違違違違いがあってもしかるいがあってもしかるいがあってもしかるいがあってもしかるべべべべきできできできで

はないのかと。また、それ以外に、この関西広域連合のはないのかと。また、それ以外に、この関西広域連合のはないのかと。また、それ以外に、この関西広域連合のはないのかと。また、それ以外に、この関西広域連合の運運運運営費営費営費営費の中に、都の中に、都の中に、都の中に、都道府道府道府道府県の県の県の県の持ち持ち持ち持ち出出出出
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しとしとしとしとドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリのののの補補補補助助助助金金金金だけなのですけれだけなのですけれだけなのですけれだけなのですけれどどどども、特にも、特にも、特にも、特にププププラスラスラスラスアアアアルフルフルフルファァァァ、その、その、その、その何何何何らかの自らかの自らかの自らかの自

治体ということの治体ということの治体ということの治体ということの位置づ位置づ位置づ位置づけのけのけのけの何何何何かがあってしかるかがあってしかるかがあってしかるかがあってしかるべべべべきではないかなと思ったのですが、中きではないかなと思ったのですが、中きではないかなと思ったのですが、中きではないかなと思ったのですが、中

身身身身をあけてをあけてをあけてをあけてみみみみましたら、そうでもないのかという、そのあたりを伺います。ましたら、そうでもないのかという、そのあたりを伺います。ましたら、そうでもないのかという、そのあたりを伺います。ましたら、そうでもないのかという、そのあたりを伺います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 また、事また、事また、事また、事務局務局務局務局にににに問問問問い合わせて、い合わせて、い合わせて、い合わせて、補補補補助助助助金金金金の関係をの関係をの関係をの関係を聞聞聞聞かせていただきます。かせていただきます。かせていただきます。かせていただきます。

なお、なお、なお、なお、ドクドクドクドクターターターターヘヘヘヘリリリリのののの来来来来年度の年度の年度の年度の予算予算予算予算ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、京京京京都都都都府府府府とととと兵庫兵庫兵庫兵庫県と県と県と県と鳥鳥鳥鳥取県しか取県しか取県しか取県しか計計計計上さ上さ上さ上さ

れておりません。れておりません。れておりません。れておりません。詳詳詳詳しいことはまた事しいことはまた事しいことはまた事しいことはまた事務局務局務局務局からからからから問問問問い合わせたいと思います。い合わせたいと思います。い合わせたいと思います。い合わせたいと思います。

それでは、もうよろしいですか。それでは、もうよろしいですか。それでは、もうよろしいですか。それでは、もうよろしいですか。

時間となりましたので、また今後、２月２４日に時間となりましたので、また今後、２月２４日に時間となりましたので、また今後、２月２４日に時間となりましたので、また今後、２月２４日に具具具具体の議論の体の議論の体の議論の体の議論のポポポポイントをイントをイントをイントを書書書書面面面面でおでおでおでお示示示示しししし

しまして、一つしまして、一つしまして、一つしまして、一つずずずずつ議論を委員会でつ議論を委員会でつ議論を委員会でつ議論を委員会でややややっていきたいと思います。っていきたいと思います。っていきたいと思います。っていきたいと思います。

最最最最後ですけれ後ですけれ後ですけれ後ですけれどどどど、森先生がこの委員会に対して、今後の議論に期待されることを一、森先生がこの委員会に対して、今後の議論に期待されることを一、森先生がこの委員会に対して、今後の議論に期待されることを一、森先生がこの委員会に対して、今後の議論に期待されることを一言言言言だだだだ

けお話しいただきまして、終わらせていただきたいと思います。けお話しいただきまして、終わらせていただきたいと思います。けお話しいただきまして、終わらせていただきたいと思います。けお話しいただきまして、終わらせていただきたいと思います。

○森教授○森教授○森教授○森教授 関西広域連合に加関西広域連合に加関西広域連合に加関西広域連合に加入入入入されるかされるかされるかされるかどどどどうかというのは、奈良県のごうかというのは、奈良県のごうかというのは、奈良県のごうかというのは、奈良県のご判断判断判断判断でいいと思うでいいと思うでいいと思うでいいと思う

のですけれのですけれのですけれのですけれどどどど、ほかの、ほかの、ほかの、ほかの府府府府県を見てて、議論が県を見てて、議論が県を見てて、議論が県を見てて、議論が煮詰煮詰煮詰煮詰まっていないまま加まっていないまま加まっていないまま加まっていないまま加入入入入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

のは、特に市のは、特に市のは、特に市のは、特に市町村町村町村町村の関係での関係での関係での関係で痛痛痛痛感感感感したのです。それがいまだに尾をしたのです。それがいまだに尾をしたのです。それがいまだに尾をしたのです。それがいまだに尾を引引引引いているといういているといういているといういているという感感感感じじじじがががが

してまして、してまして、してまして、してまして、ややややっっっっぱぱぱぱり大事なのは、県り大事なのは、県り大事なのは、県り大事なのは、県民民民民のためにという、この思い、ここはもう間のためにという、この思い、ここはもう間のためにという、この思い、ここはもう間のためにという、この思い、ここはもう間違違違違いないないないな

いはいはいはいはずずずずですから、それに市ですから、それに市ですから、それに市ですから、それに市町村や町村や町村や町村や地域の方々の意思の地域の方々の意思の地域の方々の意思の地域の方々の意思の総総総総意として意として意として意として入入入入るということがるということがるということがるということが必要必要必要必要にににに

なってくると思うのです。そこになってくると思うのです。そこになってくると思うのです。そこになってくると思うのです。そこに向向向向けた議論というのをした結けた議論というのをした結けた議論というのをした結けた議論というのをした結果果果果として、加として、加として、加として、加入入入入するしないするしないするしないするしない

という結論を出していただければ、それは後という結論を出していただければ、それは後という結論を出していただければ、それは後という結論を出していただければ、それは後世世世世にににに残残残残っていくすごく大きな財っていくすごく大きな財っていくすごく大きな財っていくすごく大きな財産産産産になるのでになるのでになるのでになるので

はないかなと思っています。はないかなと思っています。はないかなと思っています。はないかなと思っています。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 長時間にわたりありがとうございました。いろんな意見をいただきました長時間にわたりありがとうございました。いろんな意見をいただきました長時間にわたりありがとうございました。いろんな意見をいただきました長時間にわたりありがとうございました。いろんな意見をいただきました

けれけれけれけれどどどども、今後の議論の中で、また委員間でも、今後の議論の中で、また委員間でも、今後の議論の中で、また委員間でも、今後の議論の中で、また委員間でややややっていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。

本日は、これで委員会を終わりたいと思います。本日は、これで委員会を終わりたいと思います。本日は、これで委員会を終わりたいと思います。本日は、これで委員会を終わりたいと思います。

次次次次回回回回は、２月２４日１３時からさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしは、２月２４日１３時からさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしは、２月２４日１３時からさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしは、２月２４日１３時からさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。ありがとうございました。ます。ありがとうございました。ます。ありがとうございました。ます。ありがとうございました。


