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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２４日（金） １３：０３～１４：４５平成２４年２月２４日（金） １３：０３～１４：４５平成２４年２月２４日（金） １３：０３～１４：４５平成２４年２月２４日（金） １３：０３～１４：４５

開催場所開催場所開催場所開催場所 第２委員会室第２委員会室第２委員会室第２委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８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

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 １名１名１名１名

梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員

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

傍聴者なし傍聴者なし傍聴者なし傍聴者なし

議 事議 事議 事議 事

（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいまの説明、その他の事項も含めまして、理事者への質疑それでは、ただいまの説明、その他の事項も含めまして、理事者への質疑それでは、ただいまの説明、その他の事項も含めまして、理事者への質疑それでは、ただいまの説明、その他の事項も含めまして、理事者への質疑

があればご発言願います。があればご発言願います。があればご発言願います。があればご発言願います。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 先ほど説明をいただきました奈良モデル、水平・垂直補完ということで以前先ほど説明をいただきました奈良モデル、水平・垂直補完ということで以前先ほど説明をいただきました奈良モデル、水平・垂直補完ということで以前先ほど説明をいただきました奈良モデル、水平・垂直補完ということで以前

から取り組まれておられ、かなり周りからも評価が高いということもお聞きしておりますから取り組まれておられ、かなり周りからも評価が高いということもお聞きしておりますから取り組まれておられ、かなり周りからも評価が高いということもお聞きしておりますから取り組まれておられ、かなり周りからも評価が高いということもお聞きしております

けれども、今おっしゃられました具体的な取り組み、内容を、もう少しお聞かせいただきけれども、今おっしゃられました具体的な取り組み、内容を、もう少しお聞かせいただきけれども、今おっしゃられました具体的な取り組み、内容を、もう少しお聞かせいただきけれども、今おっしゃられました具体的な取り組み、内容を、もう少しお聞かせいただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長 現在、検討中の項目ですけれども、作業部会を開催しまして、そ現在、検討中の項目ですけれども、作業部会を開催しまして、そ現在、検討中の項目ですけれども、作業部会を開催しまして、そ現在、検討中の項目ですけれども、作業部会を開催しまして、そ

の中で検討しているものとしまして、現在設置しておりますのが市町村税の税収強化、市の中で検討しているものとしまして、現在設置しておりますのが市町村税の税収強化、市の中で検討しているものとしまして、現在設置しておりますのが市町村税の税収強化、市の中で検討しているものとしまして、現在設置しておりますのが市町村税の税収強化、市
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町村国民健康保険のあり方、水道運営の連携、図書館管理運営の連携、史跡等整備活用検町村国民健康保険のあり方、水道運営の連携、図書館管理運営の連携、史跡等整備活用検町村国民健康保険のあり方、水道運営の連携、図書館管理運営の連携、史跡等整備活用検町村国民健康保険のあり方、水道運営の連携、図書館管理運営の連携、史跡等整備活用検

討会議、安定的な一般廃棄物処理の継続、それから市町村公営住宅の管理の７つの作業部討会議、安定的な一般廃棄物処理の継続、それから市町村公営住宅の管理の７つの作業部討会議、安定的な一般廃棄物処理の継続、それから市町村公営住宅の管理の７つの作業部討会議、安定的な一般廃棄物処理の継続、それから市町村公営住宅の管理の７つの作業部

会を置いて検討しておるところでございます。会を置いて検討しておるところでございます。会を置いて検討しておるところでございます。会を置いて検討しておるところでございます。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 それで、市町村連携というのは具体的にどのような取り組みなのですか。市それで、市町村連携というのは具体的にどのような取り組みなのですか。市それで、市町村連携というのは具体的にどのような取り組みなのですか。市それで、市町村連携というのは具体的にどのような取り組みなのですか。市

町村間の連携とは、水平連携。町村間の連携とは、水平連携。町村間の連携とは、水平連携。町村間の連携とは、水平連携。

○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長 今申し上げました検討部会の中で、市町村同士での連携というこ今申し上げました検討部会の中で、市町村同士での連携というこ今申し上げました検討部会の中で、市町村同士での連携というこ今申し上げました検討部会の中で、市町村同士での連携というこ

とでいきますと、一般廃棄物処理の件は市町村のみということになっております。ほかはとでいきますと、一般廃棄物処理の件は市町村のみということになっております。ほかはとでいきますと、一般廃棄物処理の件は市町村のみということになっております。ほかはとでいきますと、一般廃棄物処理の件は市町村のみということになっております。ほかは

税収強化、それから図書館運営、そういったほかの件につきましては県も参画して一緒に税収強化、それから図書館運営、そういったほかの件につきましては県も参画して一緒に税収強化、それから図書館運営、そういったほかの件につきましては県も参画して一緒に税収強化、それから図書館運営、そういったほかの件につきましては県も参画して一緒に

検討しているというものでございます。検討しているというものでございます。検討しているというものでございます。検討しているというものでございます。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 ありがとうございます。当然、一般廃棄物というのは市町村連携をしながらありがとうございます。当然、一般廃棄物というのは市町村連携をしながらありがとうございます。当然、一般廃棄物というのは市町村連携をしながらありがとうございます。当然、一般廃棄物というのは市町村連携をしながら

鋭意取り組んでいかなくてはならない内容でございます。そのとおりだと思うのですけれ鋭意取り組んでいかなくてはならない内容でございます。そのとおりだと思うのですけれ鋭意取り組んでいかなくてはならない内容でございます。そのとおりだと思うのですけれ鋭意取り組んでいかなくてはならない内容でございます。そのとおりだと思うのですけれ

ども、例えばおっしゃったのは図書館とか、公営住宅も含め、市町村連携の、評価というども、例えばおっしゃったのは図書館とか、公営住宅も含め、市町村連携の、評価というども、例えばおっしゃったのは図書館とか、公営住宅も含め、市町村連携の、評価というども、例えばおっしゃったのは図書館とか、公営住宅も含め、市町村連携の、評価という

のがなかなかわかりにくい。県と市町村との垂直ならば、結構理解しやすいのですけれどのがなかなかわかりにくい。県と市町村との垂直ならば、結構理解しやすいのですけれどのがなかなかわかりにくい。県と市町村との垂直ならば、結構理解しやすいのですけれどのがなかなかわかりにくい。県と市町村との垂直ならば、結構理解しやすいのですけれど

も、水平連携というのはなかなか目に見えてこないと思うのです、そういうところもできも、水平連携というのはなかなか目に見えてこないと思うのです、そういうところもできも、水平連携というのはなかなか目に見えてこないと思うのです、そういうところもできも、水平連携というのはなかなか目に見えてこないと思うのです、そういうところもでき

たら広報というか、大きく県民の方に、そういった市町村間の連携というのはこういうこたら広報というか、大きく県民の方に、そういった市町村間の連携というのはこういうこたら広報というか、大きく県民の方に、そういった市町村間の連携というのはこういうこたら広報というか、大きく県民の方に、そういった市町村間の連携というのはこういうこ

とがあるのですと県がリーダーシップをとってやっているのですよということを、僕らにとがあるのですと県がリーダーシップをとってやっているのですよということを、僕らにとがあるのですと県がリーダーシップをとってやっているのですよということを、僕らにとがあるのですと県がリーダーシップをとってやっているのですよということを、僕らに

もまた、あるいは県民の方にも見ていただくことはもまた、あるいは県民の方にも見ていただくことはもまた、あるいは県民の方にも見ていただくことはもまた、あるいは県民の方にも見ていただくことは非常非常非常非常に大事なことではないかと、一つに大事なことではないかと、一つに大事なことではないかと、一つに大事なことではないかと、一つ

意見として言わせていただきます。意見として言わせていただきます。意見として言わせていただきます。意見として言わせていただきます。

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 １１１１点点点点だけわかりやすい例を申し上げます。だけわかりやすい例を申し上げます。だけわかりやすい例を申し上げます。だけわかりやすい例を申し上げます。

図書館の図書館の図書館の図書館のスクラムネスクラムネスクラムネスクラムネッッッットワトワトワトワーーーーククククというのがあるのですけれども、今まで県の図書というのがあるのですけれども、今まで県の図書というのがあるのですけれども、今まで県の図書というのがあるのですけれども、今まで県の図書情情情情報館報館報館報館

ををををハブハブハブハブにして市町村間のにして市町村間のにして市町村間のにして市町村間の貸貸貸貸し出し、例えば広し出し、例えば広し出し、例えば広し出し、例えば広陵陵陵陵町とか町とか町とか町とか河合河合河合河合町間で連携をするにしても県を町間で連携をするにしても県を町間で連携をするにしても県を町間で連携をするにしても県を

ハブハブハブハブにしていたのです。それを直にしていたのです。それを直にしていたのです。それを直にしていたのです。それを直接接接接できるようなシできるようなシできるようなシできるようなシステムステムステムステムにににに進進進進めていくというようにしまめていくというようにしまめていくというようにしまめていくというようにしま

す。そうなると市町村間の連携ということになります。今は水平なのですけれど一たんす。そうなると市町村間の連携ということになります。今は水平なのですけれど一たんす。そうなると市町村間の連携ということになります。今は水平なのですけれど一たんす。そうなると市町村間の連携ということになります。今は水平なのですけれど一たんハハハハ

ブブブブでやっていたのです。だから１でやっていたのです。だから１でやっていたのです。だから１でやっていたのです。だから１週週週週間間間間ぐぐぐぐらいおくれるのです。そういうおくれのないようらいおくれるのです。そういうおくれのないようらいおくれるのです。そういうおくれのないようらいおくれるのです。そういうおくれのないよう

な連携をする、そこまでな連携をする、そこまでな連携をする、そこまでな連携をする、そこまで進進進進めていこうというようなことを県からめていこうというようなことを県からめていこうというようなことを県からめていこうというようなことを県から指導指導指導指導をしたりしておりまをしたりしておりまをしたりしておりまをしたりしておりま

す。これはす。これはす。これはす。これは端端端端的にわかりやすい例ですけれども、以上でございます。的にわかりやすい例ですけれども、以上でございます。的にわかりやすい例ですけれども、以上でございます。的にわかりやすい例ですけれども、以上でございます。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 今今今今回回回回予予予予算算算算化を化を化を化をさささされている、れている、れている、れている、６６６６つあります。どのつあります。どのつあります。どのつあります。どの費費費費用につきましても奈良県の用につきましても奈良県の用につきましても奈良県の用につきましても奈良県の

３３３３９９９９ある市町村、ある市町村、ある市町村、ある市町村、横横横横の連の連の連の連絡絡絡絡をををを密密密密にしながら、そしておにしながら、そしておにしながら、そしておにしながら、そしてお互互互互い、い、い、い、特特特特にににに隣接隣接隣接隣接するところになるとするところになるとするところになるとするところになると

思うのですけれど、いろんな思うのですけれど、いろんな思うのですけれど、いろんな思うのですけれど、いろんな面面面面でででで助助助助けけけけ合合合合っていくことは大っていくことは大っていくことは大っていくことは大変変変変いいことだと思いますので、いいことだと思いますので、いいことだと思いますので、いいことだと思いますので、

以前にも提案があったときに以前にも提案があったときに以前にも提案があったときに以前にも提案があったときに協力協力協力協力にににに進進進進めてと、めてと、めてと、めてと、話話話話ををををささささせていただいたところですが、今、せていただいたところですが、今、せていただいたところですが、今、せていただいたところですが、今、
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委員からもありましたように、この１委員からもありましたように、この１委員からもありましたように、この１委員からもありましたように、この１億円億円億円億円という事業が具体化しています。そうしたら、という事業が具体化しています。そうしたら、という事業が具体化しています。そうしたら、という事業が具体化しています。そうしたら、

ざっと１ざっと１ざっと１ざっと１億円ぐ億円ぐ億円ぐ億円ぐらい上げておこうかということではなくて、きらい上げておこうかということではなくて、きらい上げておこうかということではなくて、きらい上げておこうかということではなくて、きちちちちっと項目を上げて予っと項目を上げて予っと項目を上げて予っと項目を上げて予算算算算化化化化

すすすすべべべべきであろうと思いますので、きであろうと思いますので、きであろうと思いますので、きであろうと思いますので、ソフトソフトソフトソフト事業とか、事業とか、事業とか、事業とか、施施施施設となってきたら、これは完設となってきたら、これは完設となってきたら、これは完設となってきたら、これは完全全全全に具に具に具に具

体的なことがあって体的なことがあって体的なことがあって体的なことがあって積積積積み上げた２み上げた２み上げた２み上げた２分分分分の１、４の１、４の１、４の１、４，，，，００００００００００００万円限度万円限度万円限度万円限度だったら、８だったら、８だったら、８だったら、８，，，，００００００００００００万円万円万円万円

になります。そういうところはきになります。そういうところはきになります。そういうところはきになります。そういうところはきちちちちっとやって上げてほしいと思いますので、具体例があっとやって上げてほしいと思いますので、具体例があっとやって上げてほしいと思いますので、具体例があっとやって上げてほしいと思いますので、具体例があ

ればもうればもうればもうればもうちょちょちょちょっとわかりやすく、あまりわかりやすくなかったように思いますので。っとわかりやすく、あまりわかりやすくなかったように思いますので。っとわかりやすく、あまりわかりやすくなかったように思いますので。っとわかりやすく、あまりわかりやすくなかったように思いますので。

それから、それから、それから、それから、総務警察総務警察総務警察総務警察委員会でも委員会でも委員会でも委員会でも話題話題話題話題になっていました。ここにになっていました。ここにになっていました。ここにになっていました。ここ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

が、広域が、広域が、広域が、広域消防消防消防消防のののの問題問題問題問題、、、、総務警察総務警察総務警察総務警察委員会で意見が出ていたので、ここにも一部関係するのか委員会で意見が出ていたので、ここにも一部関係するのか委員会で意見が出ていたので、ここにも一部関係するのか委員会で意見が出ていたので、ここにも一部関係するのか

な、これはな、これはな、これはな、これは入入入入っていますっていますっていますっていますねねねね。。。。

（（（（「「「「関連します関連します関連します関連します」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

そういうことですので、そういうことですので、そういうことですので、そういうことですので、生駒生駒生駒生駒市の市の市の市の人口人口人口人口は１２は１２は１２は１２万人ぐ万人ぐ万人ぐ万人ぐらいありましたか、奈良市のらいありましたか、奈良市のらいありましたか、奈良市のらいありましたか、奈良市の約約約約３７３７３７３７

万人万人万人万人と一緒になりましたら、５０と一緒になりましたら、５０と一緒になりましたら、５０と一緒になりましたら、５０万人万人万人万人ということは、３ということは、３ということは、３ということは、３分分分分の１の１の１の１ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの人口人口人口人口をををを持持持持っているっているっているっている

２つのところが広域２つのところが広域２つのところが広域２つのところが広域消防消防消防消防にににに入入入入らないということになってくると、いろんならないということになってくると、いろんならないということになってくると、いろんならないということになってくると、いろんな災害災害災害災害があったり、があったり、があったり、があったり、

あるいはいろんな事あるいはいろんな事あるいはいろんな事あるいはいろんな事故故故故があったり、もがあったり、もがあったり、もがあったり、もちちちちろんろんろんろん消防消防消防消防ですのでですのでですのでですので防災防災防災防災、あるいはそういうときが、あるいはそういうときが、あるいはそういうときが、あるいはそういうときが

あるときにはあるときにはあるときにはあるときには共共共共同で同で同で同で動動動動いていていていて頑張頑張頑張頑張ってくれるってくれるってくれるってくれる精神精神精神精神のののの醸醸醸醸成ということも大成ということも大成ということも大成ということも大変変変変大事なことであろ大事なことであろ大事なことであろ大事なことであろ

うと思いますので、このうと思いますので、このうと思いますので、このうと思いますので、この預預預預かりをどのようにしていくのかながかりをどのようにしていくのかながかりをどのようにしていくのかながかりをどのようにしていくのかなが気気気気になります。一になります。一になります。一になります。一本本本本にやっにやっにやっにやっ

てててて初初初初めてめてめてめて効果効果効果効果があると思いますので、があると思いますので、があると思いますので、があると思いますので、総務警察総務警察総務警察総務警察委員会でも出ていたのですが、お聞かせく委員会でも出ていたのですが、お聞かせく委員会でも出ていたのですが、お聞かせく委員会でも出ていたのですが、お聞かせく

だだだだささささい。い。い。い。

ほか、この事業、ほか、この事業、ほか、この事業、ほか、この事業、隣隣隣隣は知らないということではなく、は知らないということではなく、は知らないということではなく、は知らないということではなく、密密密密にしながらやってもらうことはにしながらやってもらうことはにしながらやってもらうことはにしながらやってもらうことは

いいことだと思いますので、それいいことだと思いますので、それいいことだと思いますので、それいいことだと思いますので、それぞぞぞぞれの事業を強れの事業を強れの事業を強れの事業を強力力力力にににに進進進進めてほしいと思います。めてほしいと思います。めてほしいと思います。めてほしいと思います。

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、だけ、だけ、だけ、気気気気になりましたのは、高になりましたのは、高になりましたのは、高になりましたのは、高齢齢齢齢者者者者医療医療医療医療の広域化というのは、これの広域化というのは、これの広域化というのは、これの広域化というのは、これ

は保険も含めてです。は保険も含めてです。は保険も含めてです。は保険も含めてです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 どどどどちちちちらですか、らですか、らですか、らですか、後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者者者者医療医療医療医療、国民健康保険ですか。、国民健康保険ですか。、国民健康保険ですか。、国民健康保険ですか。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者、それから３者、それから３者、それから３者、それから３番番番番目、４目、４目、４目、４番番番番目も含めて、国民健康保険です目も含めて、国民健康保険です目も含めて、国民健康保険です目も含めて、国民健康保険ですねねねね。これ、。これ、。これ、。これ、

掛掛掛掛け金はけ金はけ金はけ金は全全全全部それ部それ部それ部それぞぞぞぞれ市町村でれ市町村でれ市町村でれ市町村で違違違違いましたいましたいましたいましたねねねね、国民健康保険は。、国民健康保険は。、国民健康保険は。、国民健康保険は。

（（（（「「「「違違違違いますいますいますいます」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

違違違違いますいますいますいますねねねね。そうしたら、そんなところはかなり。そうしたら、そんなところはかなり。そうしたら、そんなところはかなり。そうしたら、そんなところはかなり難難難難しいしいしいしい問題問題問題問題が出てくるのではないか。が出てくるのではないか。が出てくるのではないか。が出てくるのではないか。

調調調調整も大整も大整も大整も大変苦労変苦労変苦労変苦労かけると思うのですが、どんなかけると思うのですが、どんなかけると思うのですが、どんなかけると思うのですが、どんな考考考考えをえをえをえを持持持持っておられるのかお聞きしておきっておられるのかお聞きしておきっておられるのかお聞きしておきっておられるのかお聞きしておき

ます。ます。ます。ます。

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 消防消防消防消防の連携のの連携のの連携のの連携の話話話話ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、担担担担当部当部当部当部局局局局が出ておらないので、どうが出ておらないので、どうが出ておらないので、どうが出ておらないので、どう
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いたしましいたしましいたしましいたしましょょょょう。う。う。う。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 今今今今回回回回、委員会が、委員会が、委員会が、委員会が重重重重なりましたんで、一なりましたんで、一なりましたんで、一なりましたんで、一応応応応はははは要請要請要請要請はしたのですが。はしたのですが。はしたのですが。はしたのですが。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 いなかったら構わない。いなかったら構わない。いなかったら構わない。いなかったら構わない。総務警察総務警察総務警察総務警察委員会でやっていたから関係すると思った委員会でやっていたから関係すると思った委員会でやっていたから関係すると思った委員会でやっていたから関係すると思った

ので、ので、ので、ので、気気気気になったので、わかるになったので、わかるになったので、わかるになったので、わかる範囲範囲範囲範囲で。で。で。で。抜抜抜抜けたことは事けたことは事けたことは事けたことは事実実実実だから。だから。だから。だから。

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 具体的に具体的に具体的に具体的に推進さ推進さ推進さ推進されるということで補れるということで補れるということで補れるということで補助助助助金等の活用等の金等の活用等の金等の活用等の金等の活用等の話話話話があればがあればがあればがあれば積積積積

極極極極的に的に的に的に対応対応対応対応していきたいと、思います。以上でございます。していきたいと、思います。以上でございます。していきたいと、思います。以上でございます。していきたいと、思います。以上でございます。

○榎原保険指導課長○榎原保険指導課長○榎原保険指導課長○榎原保険指導課長 国民健康保険と国民健康保険と国民健康保険と国民健康保険と後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者者者者医療医療医療医療のおのおのおのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

ままままずずずず国民健康保険でございますけれども、これはお国民健康保険でございますけれども、これはお国民健康保険でございますけれども、これはお国民健康保険でございますけれども、これはお述べ述べ述べ述べのとおり、市町村ごとで保険者のとおり、市町村ごとで保険者のとおり、市町村ごとで保険者のとおり、市町村ごとで保険者

はやっておりますので、保険はやっておりますので、保険はやっておりますので、保険はやっておりますので、保険料料料料はばらばら。２はばらばら。２はばらばら。２はばらばら。２．．．．３３３３倍ぐ倍ぐ倍ぐ倍ぐらいの保険らいの保険らいの保険らいの保険料格差料格差料格差料格差があるというがあるというがあるというがあるという状状状状

況況況況でございます。これをでございます。これをでございます。これをでございます。これを都都都都道道道道府府府府県県県県単位単位単位単位化することになれば、保険化することになれば、保険化することになれば、保険化することになれば、保険料料料料をををを統統統統一する、１一する、１一する、１一する、１本本本本にすにすにすにす

るるるる標準標準標準標準保険保険保険保険料料料料を設定することがどうしてもを設定することがどうしてもを設定することがどうしてもを設定することがどうしても避避避避けられないけられないけられないけられない必要必要必要必要なことでございます。なことでございます。なことでございます。なことでございます。

先ほども申し上げましたが、そういうものをつくるために先ほども申し上げましたが、そういうものをつくるために先ほども申し上げましたが、そういうものをつくるために先ほども申し上げましたが、そういうものをつくるために昨昨昨昨年年年年度度度度から２から２から２から２カカカカ年かかって市年かかって市年かかって市年かかって市

町村と検討会をやってまいりました。県としましては町村と検討会をやってまいりました。県としましては町村と検討会をやってまいりました。県としましては町村と検討会をやってまいりました。県としましては幾幾幾幾つかのいろんなつかのいろんなつかのいろんなつかのいろんなパタパタパタパターーーーンンンンでシでシでシでシミュミュミュミュ

レレレレーシーシーシーションョンョンョンをやってまいりました。をやってまいりました。をやってまいりました。をやってまいりました。応能割応能割応能割応能割とととと応益割応益割応益割応益割と２つございます、大きくと２つございます、大きくと２つございます、大きくと２つございます、大きく分分分分けますと。けますと。けますと。けますと。

応能応能応能応能というのはというのはというのはというのは所得所得所得所得にににに応じ応じ応じ応じて保険て保険て保険て保険料料料料をををを納納納納めてもらうと。もう一つ、めてもらうと。もう一つ、めてもらうと。もう一つ、めてもらうと。もう一つ、応益応益応益応益というのは、というのは、というのは、というのは、頭割頭割頭割頭割

りでりでりでりで払払払払っていただくこと、大きくっていただくこと、大きくっていただくこと、大きくっていただくこと、大きく分分分分けてこの２つがございまして、どれけてこの２つがございまして、どれけてこの２つがございまして、どれけてこの２つがございまして、どれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの割合割合割合割合で保で保で保で保

険険険険料料料料を設定すればいいのかという、そのを設定すればいいのかという、そのを設定すればいいのかという、そのを設定すればいいのかという、その割合割合割合割合を、これは一つ大きなを、これは一つ大きなを、これは一つ大きなを、これは一つ大きな問題問題問題問題になりますので、になりますので、になりますので、になりますので、

それのシそれのシそれのシそれのシミュレミュレミュレミュレーシーシーシーションョンョンョンをやってまいりまして、今現をやってまいりまして、今現をやってまいりまして、今現をやってまいりまして、今現時点時点時点時点でおよそでおよそでおよそでおよそ若干応能割若干応能割若干応能割若干応能割、その、その、その、その所得所得所得所得

割割割割が少ない方が現在のが少ない方が現在のが少ない方が現在のが少ない方が現在の低所得低所得低所得低所得者を中者を中者を中者を中心心心心にしたにしたにしたにした被被被被保険者の方保険者の方保険者の方保険者の方 々々々々にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響は少ないのではは少ないのではは少ないのではは少ないのでは

ないかというところまで、今年ないかというところまで、今年ないかというところまで、今年ないかというところまで、今年度度度度まででまででまででまでで分析分析分析分析をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

来来来来年年年年度度度度はそれをはそれをはそれをはそれを踏踏踏踏まえて、平成２７年まえて、平成２７年まえて、平成２７年まえて、平成２７年度度度度からからからから支支支支出の部出の部出の部出の部分分分分だけは１だけは１だけは１だけは１本本本本にするということでにするということでにするということでにするということで

国が国が国が国が考考考考えておりますが、それにえておりますが、それにえておりますが、それにえておりますが、それに向向向向けまして、それまでの３けまして、それまでの３けまして、それまでの３けまして、それまでの３カカカカ年の間に、そういう年の間に、そういう年の間に、そういう年の間に、そういう標準標準標準標準保険保険保険保険

料料料料というものが設定できるようにというものが設定できるようにというものが設定できるようにというものが設定できるように将来推計将来推計将来推計将来推計も含めても含めても含めても含めて分析分析分析分析をして、をして、をして、をして、各各各各市町村の市町村の市町村の市町村の了了了了解をとれる解をとれる解をとれる解をとれる

ところまでところまでところまでところまで持持持持っていきたいと思っているところです。っていきたいと思っているところです。っていきたいと思っているところです。っていきたいと思っているところです。

もう一つつけもう一つつけもう一つつけもう一つつけ加加加加えて申し上げますと、今、山間の村を中えて申し上げますと、今、山間の村を中えて申し上げますと、今、山間の村を中えて申し上げますと、今、山間の村を中心心心心にしてにしてにしてにして相相相相当保険当保険当保険当保険料料料料がががが低低低低いいいい状況状況状況状況

でございます。でございます。でございます。でございます。標準標準標準標準保険保険保険保険料料料料を設定したを設定したを設定したを設定した場合場合場合場合にはにはにはには相相相相当保険当保険当保険当保険料料料料が上がってくるだろうというこが上がってくるだろうというこが上がってくるだろうというこが上がってくるだろうというこ

とがこれまでのシとがこれまでのシとがこれまでのシとがこれまでのシミュレミュレミュレミュレーシーシーシーションョンョンョンでわかってまいりましたので、そういったでわかってまいりましたので、そういったでわかってまいりましたので、そういったでわかってまいりましたので、そういった急激急激急激急激に保険に保険に保険に保険料料料料

が上がるようなところにが上がるようなところにが上がるようなところにが上がるようなところに対対対対して、して、して、して、経過措経過措経過措経過措置も含めてどうしていったらいいのかというとこ置も含めてどうしていったらいいのかというとこ置も含めてどうしていったらいいのかというとこ置も含めてどうしていったらいいのかというとこ

ろも含めてろも含めてろも含めてろも含めて支援支援支援支援してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えておるところでございます。それが国民健康保険でえておるところでございます。それが国民健康保険でえておるところでございます。それが国民健康保険でえておるところでございます。それが国民健康保険で

ございます。ございます。ございます。ございます。



---- 5555 ----

それから、それから、それから、それから、後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者者者者医療制度医療制度医療制度医療制度でございます。これはでございます。これはでございます。これはでございます。これは既既既既に広域連に広域連に広域連に広域連合合合合というというというという形形形形で県で県で県で県単位単位単位単位化化化化

になってございます。県になってございます。県になってございます。県になってございます。県単位単位単位単位化になって４年を化になって４年を化になって４年を化になって４年を経過経過経過経過いたしておりますけれども、今いたしておりますけれども、今いたしておりますけれども、今いたしておりますけれども、今後後後後、ど、ど、ど、ど

んどんこの高んどんこの高んどんこの高んどんこの高齢齢齢齢者の方の者の方の者の方の者の方の数数数数ははははふふふふえてくる、えてくる、えてくる、えてくる、逆逆逆逆に言いますとに言いますとに言いますとに言いますと医療費医療費医療費医療費がががが膨膨膨膨らんでくるというらんでくるというらんでくるというらんでくるという状状状状

況況況況がございますので、そういったものに備えてがございますので、そういったものに備えてがございますので、そういったものに備えてがございますので、そういったものに備えて皆さ皆さ皆さ皆さんができるだけ健康で長んができるだけ健康で長んができるだけ健康で長んができるだけ健康で長生生生生きしていたきしていたきしていたきしていた

だく健康だく健康だく健康だく健康づづづづくりというものを、県も一緒にくりというものを、県も一緒にくりというものを、県も一緒にくりというものを、県も一緒に支援支援支援支援をしながらをしながらをしながらをしながら進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えているえているえているえている

のがこの５つ目の事業でございます。以上でございます。のがこの５つ目の事業でございます。以上でございます。のがこの５つ目の事業でございます。以上でございます。のがこの５つ目の事業でございます。以上でございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 具体的に具体的に具体的に具体的に後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者の保険者の保険者の保険者の保険料料料料は、現在の、山は、現在の、山は、現在の、山は、現在の、山添添添添村が一村が一村が一村が一番番番番安かったと思いま安かったと思いま安かったと思いま安かったと思いま

すけれども、わかるすけれども、わかるすけれども、わかるすけれども、わかる範囲範囲範囲範囲で４で４で４で４段階ぐ段階ぐ段階ぐ段階ぐらいありますよらいありますよらいありますよらいありますよねねねね、保険、保険、保険、保険料料料料。。。。

○榎原保険指導課長○榎原保険指導課長○榎原保険指導課長○榎原保険指導課長 今、委員長お今、委員長お今、委員長お今、委員長お述べ述べ述べ述べのように、４つの村だけがのように、４つの村だけがのように、４つの村だけがのように、４つの村だけが後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者保険者保険者保険者保険料料料料が、が、が、が、

平成２０年平成２０年平成２０年平成２０年度度度度にににに制度制度制度制度が発が発が発が発足足足足するするするする時点時点時点時点でででで低低低低かったので、かったので、かったので、かったので、暫暫暫暫定定定定措措措措置でそこだけ置でそこだけ置でそこだけ置でそこだけ低低低低く保険く保険く保険く保険料料料料を設を設を設を設

定しています。これも定しています。これも定しています。これも定しています。これも暫暫暫暫定的に定的に定的に定的に何何何何年かたったら同年かたったら同年かたったら同年かたったら同じじじじ保険保険保険保険料料料料になるようなになるようなになるようなになるような措措措措置を今置を今置を今置を今既既既既にににに講じ講じ講じ講じ

ていて、ていて、ていて、ていて、残残残残りは同りは同りは同りは同じじじじ保険保険保険保険料料料料をををを払払払払ってもらっているってもらっているってもらっているってもらっている状況状況状況状況になってます。になってます。になってます。になってます。

○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長 平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年度度度度見見見見込込込込み、ごみ、ごみ、ごみ、ご相談相談相談相談をををを受受受受けているけているけているけている状況状況状況状況ですけれども、具ですけれども、具ですけれども、具ですけれども、具

体的に申し上げますと、例えば体的に申し上げますと、例えば体的に申し上げますと、例えば体的に申し上げますと、例えば戸籍戸籍戸籍戸籍事事事事務務務務とか、図書館、それから地理とか、図書館、それから地理とか、図書館、それから地理とか、図書館、それから地理情情情情報シ報シ報シ報システムステムステムステムといっといっといっといっ

た市町村のシた市町村のシた市町村のシた市町村のシステムステムステムステム関係を関係を関係を関係を共共共共同でやっていこうということに同でやっていこうということに同でやっていこうということに同でやっていこうということに向向向向けましたシけましたシけましたシけましたシステムステムステムステムのののの改修改修改修改修のののの

設設設設計計計計の委の委の委の委託料託料託料託料といったものであるとか、それからごみの広域化をするときに、広域でやるといったものであるとか、それからごみの広域化をするときに、広域でやるといったものであるとか、それからごみの広域化をするときに、広域でやるといったものであるとか、それからごみの広域化をするときに、広域でやる

ためにためにためにために若干若干若干若干処理処理処理処理場場場場がががが遠遠遠遠くなりますので、そこへごみを運んでいく大くなりますので、そこへごみを運んでいく大くなりますので、そこへごみを運んでいく大くなりますので、そこへごみを運んでいく大型型型型ののののパパパパッッッッカカカカーーーー車車車車といっといっといっといっ

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使使使使えないかということでごえないかということでごえないかということでごえないかということでご相談相談相談相談をををを受受受受けておるところでございます。けておるところでございます。けておるところでございます。けておるところでございます。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 今のごみなんかは今のごみなんかは今のごみなんかは今のごみなんかはハハハハーーーード面ド面ド面ド面にににに入入入入るのかな。るのかな。るのかな。るのかな。

○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長 パパパパッッッッカカカカーーーー車車車車にはにはにはには入入入入ります。ります。ります。ります。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 そうですそうですそうですそうですねねねね、そういうのがこの２、そういうのがこの２、そういうのがこの２、そういうのがこの２分分分分の１のところにの１のところにの１のところにの１のところに入入入入っているということでっているということでっているということでっているということで

すか。今申し上げましたように、１すか。今申し上げましたように、１すか。今申し上げましたように、１すか。今申し上げましたように、１億円億円億円億円みてあるわけですので、みてあるわけですので、みてあるわけですので、みてあるわけですので、ソフト面ソフト面ソフト面ソフト面でそれだけかかでそれだけかかでそれだけかかでそれだけかか

るのかかからないのかわかりませんが、しかし具体的に今るのかかからないのかわかりませんが、しかし具体的に今るのかかからないのかわかりませんが、しかし具体的に今るのかかからないのかわかりませんが、しかし具体的に今厳厳厳厳しいしいしいしい財政財政財政財政の中での中での中での中で進進進進めることはめることはめることはめることは

いいことですので、もったいないいいことですので、もったいないいいことですので、もったいないいいことですので、もったいない使使使使い方のないようにしながらい方のないようにしながらい方のないようにしながらい方のないようにしながら進進進進めていただいたらありがめていただいたらありがめていただいたらありがめていただいたらありが

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

それから、市町村それから、市町村それから、市町村それから、市町村合併合併合併合併のときにかなり議のときにかなり議のときにかなり議のときにかなり議論論論論をををを呼呼呼呼んだのが、国民健康保険のんだのが、国民健康保険のんだのが、国民健康保険のんだのが、国民健康保険の負担負担負担負担だったとだったとだったとだったと

思うのです。だから、思うのです。だから、思うのです。だから、思うのです。だから、隣隣隣隣の市町村との市町村との市町村との市町村と合併合併合併合併したときに、７したときに、７したときに、７したときに、７万円万円万円万円やったか８やったか８やったか８やったか８万円万円万円万円やったか、うやったか、うやったか、うやったか、う

ちちちちは５は５は５は５万円万円万円万円かいくらでかいくらでかいくらでかいくらで済む済む済む済むのになのになのになのになぜぜぜぜだとかいう意見がいっだとかいう意見がいっだとかいう意見がいっだとかいう意見がいっぱぱぱぱい出てたと思いますので、こい出てたと思いますので、こい出てたと思いますので、こい出てたと思いますので、こ

れはかなり国民健康保険についてはなかなかれはかなり国民健康保険についてはなかなかれはかなり国民健康保険についてはなかなかれはかなり国民健康保険についてはなかなか難難難難しいしいしいしい問題問題問題問題が出てくる思います。そして、そが出てくる思います。そして、そが出てくる思います。そして、そが出てくる思います。そして、そ

れがれがれがれがネネネネッッッッククククになってできないことになったらになってできないことになったらになってできないことになったらになってできないことになったら困困困困りますので、一りますので、一りますので、一りますので、一時時時時的なものではなくして、的なものではなくして、的なものではなくして、的なものではなくして、



---- 6666 ----

２２２２．．．．３３３３倍倍倍倍のののの差差差差があるということですから、かなり大きながあるということですから、かなり大きながあるということですから、かなり大きながあるということですから、かなり大きな差差差差が出てきておりますので、そのが出てきておりますので、そのが出てきておりますので、そのが出てきておりますので、その

内容をよく内容をよく内容をよく内容をよく調査調査調査調査してもらって、なしてもらって、なしてもらって、なしてもらって、なぜ多ぜ多ぜ多ぜ多いのかないのかないのかないのかなぜぜぜぜ少なくて少なくて少なくて少なくて済む済む済む済むのかということ、それからのかということ、それからのかということ、それからのかということ、それから

高高高高齢齢齢齢者が者が者が者が多多多多いところであるにもかかわらいところであるにもかかわらいところであるにもかかわらいところであるにもかかわらずずずず少ないということはどうなのかというようなこ少ないということはどうなのかというようなこ少ないということはどうなのかというようなこ少ないということはどうなのかというようなこ

との検討をいただいてとの検討をいただいてとの検討をいただいてとの検討をいただいて進進進進められたらと思いますので、あえて今予められたらと思いますので、あえて今予められたらと思いますので、あえて今予められたらと思いますので、あえて今予算算算算化化化化さささされましたので、どれましたので、どれましたので、どれましたので、ど

ううううぞぞぞぞこの提案をこの提案をこの提案をこの提案をさささされたことをれたことをれたことをれたことを効果効果効果効果のあるようにのあるようにのあるようにのあるように進進進進めてくれるようにお願いしておきます。めてくれるようにお願いしておきます。めてくれるようにお願いしておきます。めてくれるようにお願いしておきます。

以上です。以上です。以上です。以上です。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 国民健康保険の国民健康保険の国民健康保険の国民健康保険の問題問題問題問題なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、命命命命をををを守守守守るるるる最後最後最後最後ののののセセセセーーーーフティフティフティフティーーーーネネネネ

ッッッットトトトというというというという非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな役割役割役割役割があると思うのですが、つい先日もがあると思うのですが、つい先日もがあると思うのですが、つい先日もがあると思うのですが、つい先日も全全全全国で国民健康保険国で国民健康保険国で国民健康保険国で国民健康保険証証証証がががが

なくてなくてなくてなくて６６６６７７７７人人人人のののの人人人人がががが手手手手おくれでおくれでおくれでおくれで亡亡亡亡くなったというくなったというくなったというくなったという衝撃衝撃衝撃衝撃的な報道が的な報道が的な報道が的な報道がさささされておりまして、奈良れておりまして、奈良れておりまして、奈良れておりまして、奈良

県でも１例その中に含まれているということになっております。ですから、もともと国民県でも１例その中に含まれているということになっております。ですから、もともと国民県でも１例その中に含まれているということになっております。ですから、もともと国民県でも１例その中に含まれているということになっております。ですから、もともと国民

健康保険が市町村で健康保険が市町村で健康保険が市町村で健康保険が市町村で始始始始まったというのは、まったというのは、まったというのは、まったというのは、医療医療医療医療のののの供給供給供給供給体体体体制制制制がががが非常非常非常非常にばらつきがあると、だにばらつきがあると、だにばらつきがあると、だにばらつきがあると、だ

からからからから医療医療医療医療の充の充の充の充実実実実しているところとしているところとしているところとしているところと全全全全くくくく医療機医療機医療機医療機関のないところで同関のないところで同関のないところで同関のないところで同じじじじ保険保険保険保険料料料料はおかしいといはおかしいといはおかしいといはおかしいとい

うところからうところからうところからうところから始始始始まったと聞いておりまして、広域で検討していくときには、あくまでもまったと聞いておりまして、広域で検討していくときには、あくまでもまったと聞いておりまして、広域で検討していくときには、あくまでもまったと聞いておりまして、広域で検討していくときには、あくまでもセセセセ

ーーーーフティフティフティフティーーーーネネネネッッッットトトトとであるというとであるというとであるというとであるという視点視点視点視点をををを押さ押さ押さ押さえた上でえた上でえた上でえた上で進進進進んでいくんでいくんでいくんでいくべべべべきではないかと思いまきではないかと思いまきではないかと思いまきではないかと思いま

すので、意見を申し上げておきたいと思っております。すので、意見を申し上げておきたいと思っております。すので、意見を申し上げておきたいと思っております。すので、意見を申し上げておきたいと思っております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ほかにございませんか。それでは、ほかにございませんか。それでは、ほかにございませんか。それでは、ほかにございませんか。

（（（（「「「「なしなしなしなし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 なければ、これで質疑をなければ、これで質疑をなければ、これで質疑をなければ、これで質疑を終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。

委員会の委員会の委員会の委員会の途途途途中でありますけれども、しばらく中でありますけれども、しばらく中でありますけれども、しばらく中でありますけれども、しばらく休休休休憩憩憩憩したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

１３：２７１３：２７１３：２７１３：２７分 休分 休分 休分 休憩憩憩憩

１３：３５１３：３５１３：３５１３：３５分分分分 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。これからは委員間討議を中開します。これからは委員間討議を中開します。これからは委員間討議を中開します。これからは委員間討議を中心心心心にににに進進進進めめめめささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

本本本本日の委員間討議は関日の委員間討議は関日の委員間討議は関日の委員間討議は関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合ををををテテテテーーーーママママとしてとしてとしてとして実施実施実施実施したいので、委員間の討議をしたいので、委員間の討議をしたいので、委員間の討議をしたいので、委員間の討議を円円円円滑滑滑滑

かつかつかつかつ効果効果効果効果的に的に的に的に進進進進めていただくため、知事公室長、めていただくため、知事公室長、めていただくため、知事公室長、めていただくため、知事公室長、政政政政策策策策推進推進推進推進課課課課長に同長に同長に同長に同席席席席ささささせ、理事者の発言せ、理事者の発言せ、理事者の発言せ、理事者の発言

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名により名により名により許可許可許可許可することとしてよろしいですか。することとしてよろしいですか。することとしてよろしいですか。することとしてよろしいですか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、そうそれでは、そうそれでは、そうそれでは、そうささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

それでは、前それでは、前それでは、前それでは、前回回回回２月１３日に２月１３日に２月１３日に２月１３日に実施実施実施実施したしたしたした有識有識有識有識者からの意見聴取を者からの意見聴取を者からの意見聴取を者からの意見聴取を踏踏踏踏まえ、委員から意見をまえ、委員から意見をまえ、委員から意見をまえ、委員から意見を

いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。
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なお、なお、なお、なお、本本本本日日日日欠席欠席欠席欠席の梶川委員からは書の梶川委員からは書の梶川委員からは書の梶川委員からは書面面面面で意見をいただいております。おで意見をいただいております。おで意見をいただいております。おで意見をいただいております。お手手手手元元元元にににに配付配付配付配付してしてしてして

おりますので、ごおりますので、ごおりますので、ごおりますので、ご確認確認確認確認を願いたいと思います。を願いたいと思います。を願いたいと思います。を願いたいと思います。

それでは、議それでは、議それでは、議それでは、議論論論論ののののポイポイポイポイントントントントをををを別紙別紙別紙別紙でででで配配配配らせていただいております。まらせていただいております。まらせていただいております。まらせていただいております。まずずずず１１１１点点点点目の広域目の広域目の広域目の広域自自自自

治治治治体と体と体と体と基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体のあり方で、体のあり方で、体のあり方で、体のあり方で、基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体のことに体のことに体のことに体のことに対対対対して具体的に３つほど例を出して具体的に３つほど例を出して具体的に３つほど例を出して具体的に３つほど例を出ささささせてせてせてせて

いただいておりますけれども、まいただいておりますけれども、まいただいておりますけれども、まいただいておりますけれども、まずずずずこれについて、梶川委員のご意見としてまとめこれについて、梶川委員のご意見としてまとめこれについて、梶川委員のご意見としてまとめこれについて、梶川委員のご意見としてまとめささささせてせてせてせて

いただきますと、関いただきますと、関いただきますと、関いただきますと、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合が取り組が取り組が取り組が取り組むむむむ、７、７、７、７分分分分野の野の野の野の行行行行政政政政課課課課題題題題は住民のは住民のは住民のは住民のニニニニーーーーズズズズをををを集集集集約約約約したしたしたした

ものなのかというのにものなのかというのにものなのかというのにものなのかというのに対対対対し、梶川委員の意見は、７し、梶川委員の意見は、７し、梶川委員の意見は、７し、梶川委員の意見は、７分分分分野の野の野の野の課課課課題題題題がつくられたが、これにがつくられたが、これにがつくられたが、これにがつくられたが、これに基基基基

づづづづいていていていて各府各府各府各府県が県が県が県が共共共共同して事業をするために事業項目、同して事業をするために事業項目、同して事業をするために事業項目、同して事業をするために事業項目、資資資資金を金を金を金を持ち持ち持ち持ち寄寄寄寄るのか、このるのか、このるのか、このるのか、この課課課課題題題題に書に書に書に書

かれていることをかれていることをかれていることをかれていることを礎礎礎礎にににに各府各府各府各府県がめいめいに事業をするのでし県がめいめいに事業をするのでし県がめいめいに事業をするのでし県がめいめいに事業をするのでしょょょょうか、それからうか、それからうか、それからうか、それからドクタドクタドクタドクターーーーヘヘヘヘ

リはわかりやすい、リはわかりやすい、リはわかりやすい、リはわかりやすい、ヘヘヘヘリリリリココココププププタタタターとーとーとーと医医医医師師師師にににに要要要要するお金を出せばよいのですから、するお金を出せばよいのですから、するお金を出せばよいのですから、するお金を出せばよいのですから、課課課課題題題題に書に書に書に書

かれているかれているかれているかれている紙紙紙紙数数数数もももも多多多多いということを言われておりました。いということを言われておりました。いということを言われておりました。いということを言われておりました。

１１１１人ず人ず人ず人ずつつつつ何何何何かご意見ございましたら、意見を言っていただきたいと思っておりますけれかご意見ございましたら、意見を言っていただきたいと思っておりますけれかご意見ございましたら、意見を言っていただきたいと思っておりますけれかご意見ございましたら、意見を言っていただきたいと思っておりますけれ

ども。ども。ども。ども。

基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体を中体を中体を中体を中心心心心として地域のことは地域に住として地域のことは地域に住として地域のことは地域に住として地域のことは地域に住むむむむ住民み住民み住民み住民みずずずずからがからがからがからが責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって決決決決める住める住める住める住

民民民民自治自治自治自治が強くが強くが強くが強く期期期期待待待待さささされる中にあって、関れる中にあって、関れる中にあって、関れる中にあって、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合の取り組みは真に住民の取り組みは真に住民の取り組みは真に住民の取り組みは真に住民ササササーーーービビビビススススのののの向向向向上上上上

につながるのかというにつながるのかというにつながるのかというにつながるのかという課課課課題題題題ですが。ですが。ですが。ですが。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 関関関関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合は、は、は、は、多多多多様様様様なななな行行行行政政政政課課課課題題題題や住民のや住民のや住民のや住民のニニニニーーーーズズズズにににに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応できるできるできるできる行行行行政政政政組組組組

織織織織と言えるのかというと言えるのかというと言えるのかというと言えるのかという問題問題問題問題提提提提起起起起ですが、これはですが、これはですが、これはですが、これは私私私私の意見ですけれど、道の意見ですけれど、道の意見ですけれど、道の意見ですけれど、道州州州州制制制制が良いが良いが良いが良い悪悪悪悪いのいのいのいの

議議議議論論論論ははははささささておいて、関ておいて、関ておいて、関ておいて、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合というのは奈良県がなくなる道というのは奈良県がなくなる道というのは奈良県がなくなる道というのは奈良県がなくなる道州州州州制制制制とはとはとはとは違違違違いますので、いますので、いますので、いますので、

奈良県が奈良県が奈良県が奈良県が残残残残って、中って、中って、中って、中央央央央からからからから権権権権限限限限が関が関が関が関西西西西にににに来来来来る。住民る。住民る。住民る。住民ニニニニーーーーズズズズのことなのですけれども、出先のことなのですけれども、出先のことなのですけれども、出先のことなのですけれども、出先

機機機機関は関関は関関は関関は関西西西西にありますが、そのにありますが、そのにありますが、そのにありますが、その司令塔司令塔司令塔司令塔はははは東京東京東京東京にあって地域のにあって地域のにあって地域のにあって地域のニニニニーーーーズズズズはとらえられているのはとらえられているのはとらえられているのはとらえられているの

か、もか、もか、もか、もちちちちろん報ろん報ろん報ろん報告告告告はあるのですけれど、はあるのですけれど、はあるのですけれど、はあるのですけれど、決決決決定定定定権権権権がせめて関がせめて関がせめて関がせめて関西西西西にににに来来来来ることをることをることをることを獲獲獲獲得得得得するためにするためにするためにするために

は、この関は、この関は、この関は、この関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合というというというという受受受受けけけけ皿皿皿皿で、で、で、で、ニニニニーーーーズズズズにににに近近近近いものに、一つでもいものに、一つでもいものに、一つでもいものに、一つでも分分分分権権権権をををを進進進進めることめることめることめること

にはなるとにはなるとにはなるとにはなると考考考考えてます。えてます。えてます。えてます。

それと、７それと、７それと、７それと、７分分分分野の野の野の野の行行行行政政政政課課課課題題題題は住民のは住民のは住民のは住民のニニニニーーーーズズズズがががが集集集集約さ約さ約さ約されたものになるのかについては、少れたものになるのかについては、少れたものになるのかについては、少れたものになるのかについては、少

なくとも知事はなくとも知事はなくとも知事はなくとも知事は選挙選挙選挙選挙でででで選選選選ばれておられる住民のばれておられる住民のばれておられる住民のばれておられる住民のニニニニーーーーズズズズというのですか、というのですか、というのですか、というのですか、代弁代弁代弁代弁者として者として者として者として選選選選ばばばば

れた知事のれた知事のれた知事のれた知事の皆さ皆さ皆さ皆さまがまがまがまが入入入入られているということをられているということをられているということをられているということを踏踏踏踏まえると、まえると、まえると、まえると、基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体の意見は体の意見は体の意見は体の意見はささささまざままざままざままざま

あるのはあるのはあるのはあるのは存存存存じじじじ上げていますが、住民の上げていますが、住民の上げていますが、住民の上げていますが、住民のニニニニーーーーズズズズをををを受受受受けれるように、今けれるように、今けれるように、今けれるように、今後後後後課課課課題題題題を解を解を解を解決決決決していっしていっしていっしていっ

ていただけるのかと思っています。ていただけるのかと思っています。ていただけるのかと思っています。ていただけるのかと思っています。

多多多多様様様様なななな自治自治自治自治をををを支援支援支援支援する奈良モデルはこの間の委員会のときにもほめられていましたし、する奈良モデルはこの間の委員会のときにもほめられていましたし、する奈良モデルはこの間の委員会のときにもほめられていましたし、する奈良モデルはこの間の委員会のときにもほめられていましたし、
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先ほどの報先ほどの報先ほどの報先ほどの報告告告告でも思いました。具体的にでも思いました。具体的にでも思いました。具体的にでも思いました。具体的に何何何何かをかをかをかを進進進進めていこうとこれからやっていこうとめていこうとこれからやっていこうとめていこうとこれからやっていこうとめていこうとこれからやっていこうとささささ

れていると思っていますし、これはどんどんれていると思っていますし、これはどんどんれていると思っていますし、これはどんどんれていると思っていますし、これはどんどん頑張頑張頑張頑張っていただいたらいいと思いますし、広っていただいたらいいと思いますし、広っていただいたらいいと思いますし、広っていただいたらいいと思いますし、広

域域域域自治自治自治自治体のあり方は関体のあり方は関体のあり方は関体のあり方は関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合とのあり方というとのあり方というとのあり方というとのあり方という問題問題問題問題提提提提起起起起なのです。先ほど言いましたなのです。先ほど言いましたなのです。先ほど言いましたなのです。先ほど言いました

ように、中ように、中ように、中ように、中央央央央、、、、東京東京東京東京にいては地域のにいては地域のにいては地域のにいては地域のニニニニーーーーズズズズはとらえにくいというはとらえにくいというはとらえにくいというはとらえにくいという観観観観点点点点からも、関からも、関からも、関からも、関西西西西広域連広域連広域連広域連

合合合合に奈良県も、このに奈良県も、このに奈良県も、このに奈良県も、この課課課課題題題題でもでもでもでも入入入入った方がった方がった方がった方がニニニニーーーーズズズズはとらえていけると思います。はとらえていけると思います。はとらえていけると思います。はとらえていけると思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それは、道それは、道それは、道それは、道州州州州制制制制にににに移行移行移行移行しないという前提の発言ですしないという前提の発言ですしないという前提の発言ですしないという前提の発言ですねねねね。。。。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 これは関これは関これは関これは関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに加加加加盟盟盟盟するかという一つのするかという一つのするかという一つのするかという一つのテテテテーーーーママママのように思ったので、のように思ったので、のように思ったので、のように思ったので、

道道道道州州州州制制制制の議の議の議の議論論論論ははははささささておいて。ておいて。ておいて。ておいて。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 県が県が県が県が存存存存在した在した在した在した場合場合場合場合の。の。の。の。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 関関関関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合ののののススススキキキキーーーームムムムは県が明らかには県が明らかには県が明らかには県が明らかに存存存存在しますから、それは県がしっか在しますから、それは県がしっか在しますから、それは県がしっか在しますから、それは県がしっか

りとりとりとりと機能機能機能機能してあげれば、そのしてあげれば、そのしてあげれば、そのしてあげれば、その点点点点ははははフフフフォロォロォロォローできると。ーできると。ーできると。ーできると。将来将来将来将来的なことはわかりませんけれど。的なことはわかりませんけれど。的なことはわかりませんけれど。的なことはわかりませんけれど。

○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 奈良県が奈良県が奈良県が奈良県が残残残残ることと、それから事ることと、それから事ることと、それから事ることと、それから事務務務務がががが持ち持ち持ち持ち寄寄寄寄りになっていることの関りになっていることの関りになっていることの関りになっていることの関

係について、尾係について、尾係について、尾係について、尾崎崎崎崎委員のご理解がある委員のご理解がある委員のご理解がある委員のご理解がある分分分分をご説明いただけたらと思うのですが、よろしいをご説明いただけたらと思うのですが、よろしいをご説明いただけたらと思うのですが、よろしいをご説明いただけたらと思うのですが、よろしい

でしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 何度何度何度何度も言いますが、も言いますが、も言いますが、も言いますが、東京東京東京東京都都都都にににに司令塔司令塔司令塔司令塔がある、その出先がある、その出先がある、その出先がある、その出先機機機機関があるよりも、よ関があるよりも、よ関があるよりも、よ関があるよりも、よ

りりりり近近近近い関い関い関い関西西西西にににに司令塔司令塔司令塔司令塔ミミミミッッッッドフィドフィドフィドフィルダーをルダーをルダーをルダーを持持持持つとつとつとつと……………………。。。。

○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 司令塔司令塔司令塔司令塔のののの話話話話ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、最初最初最初最初におっしゃった奈良県がにおっしゃった奈良県がにおっしゃった奈良県がにおっしゃった奈良県が残残残残ることと広域ることと広域ることと広域ることと広域

連連連連合合合合に事に事に事に事務務務務がががが行行行行くことの関係はどのように解くことの関係はどのように解くことの関係はどのように解くことの関係はどのように解釈釈釈釈さささされているかということです。れているかということです。れているかということです。れているかということです。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 今、奈良県内でも、広域でやる方がいいものは広域でやろうと、市町村でや今、奈良県内でも、広域でやる方がいいものは広域でやろうと、市町村でや今、奈良県内でも、広域でやる方がいいものは広域でやろうと、市町村でや今、奈良県内でも、広域でやる方がいいものは広域でやろうと、市町村でや

るよりも広域でやる、県るよりも広域でやる、県るよりも広域でやる、県るよりも広域でやる、県単単単単でやった方がいいという議でやった方がいいという議でやった方がいいという議でやった方がいいという議論論論論になっていると思うので、それはになっていると思うので、それはになっていると思うので、それはになっていると思うので、それは

整理をして関整理をして関整理をして関整理をして関西西西西全全全全体で、体で、体で、体で、産産産産業の業の業の業の育育育育成とかも含めて、そういうものは成とかも含めて、そういうものは成とかも含めて、そういうものは成とかも含めて、そういうものは持持持持っていった方が、いっていった方が、いっていった方が、いっていった方が、い

ろんな議ろんな議ろんな議ろんな議論論論論はあるとは思うのですが、その議はあるとは思うのですが、その議はあるとは思うのですが、その議はあるとは思うのですが、その議論論論論を今を今を今を今始始始始めているところなので、めているところなので、めているところなので、めているところなので、基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体体体体

がやるがやるがやるがやるべべべべきもの、広域でやるきもの、広域でやるきもの、広域でやるきもの、広域でやるべべべべきものというのは今きものというのは今きものというのは今きものというのは今後後後後整理整理整理整理さささされていくれていくれていくれていくべべべべきで。きで。きで。きで。

○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 制度制度制度制度からいうと、関からいうと、関からいうと、関からいうと、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに行行行行った事った事った事った事務務務務について、奈良県がについて、奈良県がについて、奈良県がについて、奈良県が何何何何らららら

かの意見を言うとか、それから奈良県議会がかの意見を言うとか、それから奈良県議会がかの意見を言うとか、それから奈良県議会がかの意見を言うとか、それから奈良県議会が何何何何らかの意見を言うというらかの意見を言うというらかの意見を言うというらかの意見を言うという機機機機会を、ある意会を、ある意会を、ある意会を、ある意味味味味

でいうと関でいうと関でいうと関でいうと関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合のののの場場場場にしかないわけで、奈良県の中で議にしかないわけで、奈良県の中で議にしかないわけで、奈良県の中で議にしかないわけで、奈良県の中で議論論論論するとか、奈良県議会がするとか、奈良県議会がするとか、奈良県議会がするとか、奈良県議会が

具体的に具体的に具体的に具体的に賛否賛否賛否賛否をそれについてをそれについてをそれについてをそれについて問問問問うということはないわけです。だから、奈良県がうということはないわけです。だから、奈良県がうということはないわけです。だから、奈良県がうということはないわけです。だから、奈良県が残残残残っていっていっていってい

るからその事るからその事るからその事るからその事務務務務も同も同も同も同じじじじように奈良県にように奈良県にように奈良県にように奈良県に残残残残っているのではなくて、っているのではなくて、っているのではなくて、っているのではなくて、行行行行った事った事った事った事務務務務については関については関については関については関

西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合の事の事の事の事務務務務になってしまうわけで、そこをよく整理しておきたいのです。になってしまうわけで、そこをよく整理しておきたいのです。になってしまうわけで、そこをよく整理しておきたいのです。になってしまうわけで、そこをよく整理しておきたいのです。

だから、例えば関だから、例えば関だから、例えば関だから、例えば関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合でででで決決決決まったことについて議会でまったことについて議会でまったことについて議会でまったことについて議会で反反反反対対対対意見を申し出ても、そ意見を申し出ても、そ意見を申し出ても、そ意見を申し出ても、そ
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れは関れは関れは関れは関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合でででで決決決決まった以上、奈良県でまった以上、奈良県でまった以上、奈良県でまった以上、奈良県で粛粛粛粛 々々々々とやっていくことになることはとやっていくことになることはとやっていくことになることはとやっていくことになることは否否否否めない。めない。めない。めない。

それで、それで、それで、それで、幾幾幾幾ら奈良県議会がら奈良県議会がら奈良県議会がら奈良県議会が反反反反対対対対したり奈良県したり奈良県したり奈良県したり奈良県庁庁庁庁がががが反反反反対対対対しても、それは関しても、それは関しても、それは関しても、それは関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合の事の事の事の事務務務務

ですので、おっしゃっているように、どんどん関ですので、おっしゃっているように、どんどん関ですので、おっしゃっているように、どんどん関ですので、おっしゃっているように、どんどん関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合の事の事の事の事務務務務がががが膨膨膨膨らんでいくというらんでいくというらんでいくというらんでいくという

ことはどんどん奈良県の事ことはどんどん奈良県の事ことはどんどん奈良県の事ことはどんどん奈良県の事務務務務がががが減減減減っていき、奈良県が意見を言うっていき、奈良県が意見を言うっていき、奈良県が意見を言うっていき、奈良県が意見を言う機機機機会がどんどん会がどんどん会がどんどん会がどんどん減減減減っていっていっていってい

くことになることもご理解いただきたい。くことになることもご理解いただきたい。くことになることもご理解いただきたい。くことになることもご理解いただきたい。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 いわいわいわいわゆゆゆゆるすみるすみるすみるすみ分分分分けのけのけのけの話話話話だと、広域でやる方がいいと、今、奈良県はだと、広域でやる方がいいと、今、奈良県はだと、広域でやる方がいいと、今、奈良県はだと、広域でやる方がいいと、今、奈良県は不幸不幸不幸不幸にしにしにしにし

てててて入入入入っていないのですけれども、っていないのですけれども、っていないのですけれども、っていないのですけれども、入入入入っていればその議っていればその議っていればその議っていればその議論論論論も、これは広域でやった方がいいも、これは広域でやった方がいいも、これは広域でやった方がいいも、これは広域でやった方がいい

じじじじゃないかと、ゃないかと、ゃないかと、ゃないかと、丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管の管の管の管の話話話話も、まも、まも、まも、まずずずずは関は関は関は関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合でででで受受受受けるのだけれども、ほとんどけるのだけれども、ほとんどけるのだけれども、ほとんどけるのだけれども、ほとんど

のものに関しては地域にのものに関しては地域にのものに関しては地域にのものに関しては地域に投投投投げることも広域連げることも広域連げることも広域連げることも広域連合合合合長はおっしゃっていますし、今長はおっしゃっていますし、今長はおっしゃっていますし、今長はおっしゃっていますし、今後後後後のののの話話話話としとしとしとし

て広域でやるて広域でやるて広域でやるて広域でやるべべべべきものときものときものときものと決決決決めたものに関しては広域でやった方がめたものに関しては広域でやった方がめたものに関しては広域でやった方がめたものに関しては広域でやった方が利利利利するものがある、地域するものがある、地域するものがある、地域するものがある、地域

でやるものは地域でやる、でやるものは地域でやる、でやるものは地域でやる、でやるものは地域でやる、要要要要するにそのするにそのするにそのするにそのススススキキキキーーーームムムムをををを決決決決めるめるめるめる段階段階段階段階で議で議で議で議論論論論はははは進進進進んでいくはんでいくはんでいくはんでいくはずずずずなななな

ので、広域にので、広域にので、広域にので、広域に適適適適したものは広域でやった方がいいのではないでししたものは広域でやった方がいいのではないでししたものは広域でやった方がいいのではないでししたものは広域でやった方がいいのではないでしょょょょうか、地域でやるものうか、地域でやるものうか、地域でやるものうか、地域でやるもの

は地域でやった方がいいということをまは地域でやった方がいいということをまは地域でやった方がいいということをまは地域でやった方がいいということをまず最初ず最初ず最初ず最初にににに決決決決めるわけですから。めるわけですから。めるわけですから。めるわけですから。

○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 広域でやった方がいいか地域でやった方がいいかということはも広域でやった方がいいか地域でやった方がいいかということはも広域でやった方がいいか地域でやった方がいいかということはも広域でやった方がいいか地域でやった方がいいかということはもちちちちろろろろ

んわかっているわけですけれども、その事んわかっているわけですけれども、その事んわかっているわけですけれども、その事んわかっているわけですけれども、その事務務務務としてとしてとしてとして既既既既にそのにそのにそのにその権権権権限限限限は、は、は、は、絶絶絶絶ええええずずずず申し上げてい申し上げてい申し上げてい申し上げてい

るように関るように関るように関るように関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに行行行行くわけですから、奈良県がくわけですから、奈良県がくわけですから、奈良県がくわけですから、奈良県が何何何何らかのことを申し上げることはらかのことを申し上げることはらかのことを申し上げることはらかのことを申し上げることは権権権権

限限限限としてはとしてはとしてはとしては存存存存在しないわけですし、つまり、在しないわけですし、つまり、在しないわけですし、つまり、在しないわけですし、つまり、基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体が意思体が意思体が意思体が意思表示表示表示表示をし、をし、をし、をし、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形で関で関で関で関

西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに反映反映反映反映ささささせていくというせていくというせていくというせていくという手段手段手段手段も今ないわけで、そこにも今ないわけで、そこにも今ないわけで、そこにも今ないわけで、そこに問題問題問題問題があります。広域でがあります。広域でがあります。広域でがあります。広域で

やったらいいですよやったらいいですよやったらいいですよやったらいいですよねねねねとおっしゃいますけれども、とおっしゃいますけれども、とおっしゃいますけれども、とおっしゃいますけれども、基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体が体が体が体が何何何何らかのらかのらかのらかの反反反反対対対対をしたり、をしたり、をしたり、をしたり、

それからその意見を県議会議員のそれからその意見を県議会議員のそれからその意見を県議会議員のそれからその意見を県議会議員の皆皆皆皆様様様様方が方が方が方が反映反映反映反映しようとしても、広域連しようとしても、広域連しようとしても、広域連しようとしても、広域連合合合合でででで決決決決まった以上まった以上まった以上まった以上

はそれにはそれにはそれにはそれに反反反反対対対対することはできないわけですので、もすることはできないわけですので、もすることはできないわけですので、もすることはできないわけですので、もちちちちろんそのおっしゃっていただいていろんそのおっしゃっていただいていろんそのおっしゃっていただいていろんそのおっしゃっていただいてい

る事る事る事る事務務務務についてはについてはについてはについては慎慎慎慎重重重重に議に議に議に議論論論論をしていかないと、つまりもっと言うと、をしていかないと、つまりもっと言うと、をしていかないと、つまりもっと言うと、をしていかないと、つまりもっと言うと、基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体の体の体の体の皆さ皆さ皆さ皆さ

んのご意見をんのご意見をんのご意見をんのご意見を反映反映反映反映ささささせられるものになっていないせられるものになっていないせられるものになっていないせられるものになっていない制度制度制度制度というのはおかしいでしというのはおかしいでしというのはおかしいでしというのはおかしいでしょょょょうといううといううといううという

ことを申し上げているので、奈良県があるからいいということを申し上げているので、奈良県があるからいいということを申し上げているので、奈良県があるからいいということを申し上げているので、奈良県があるからいいという問題問題問題問題ではないということをご理ではないということをご理ではないということをご理ではないということをご理

解いただきたい。解いただきたい。解いただきたい。解いただきたい。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 そんな安直なそんな安直なそんな安直なそんな安直な気持ち気持ち気持ち気持ちでは言っていなくて、おっしゃっているのはよくわかりでは言っていなくて、おっしゃっているのはよくわかりでは言っていなくて、おっしゃっているのはよくわかりでは言っていなくて、おっしゃっているのはよくわかり

ますが、奈良県知事が今ますが、奈良県知事が今ますが、奈良県知事が今ますが、奈良県知事が今入入入入っておられて、これは、例えばっておられて、これは、例えばっておられて、これは、例えばっておられて、これは、例えば消防消防消防消防に例えますとに例えますとに例えますとに例えますと香芝香芝香芝香芝市だった市だった市だった市だった

らららら香芝香芝香芝香芝・広・広・広・広陵消防陵消防陵消防陵消防組組組組合合合合でやっている方がいいのか広域でやる方がいいのかという議でやっている方がいいのか広域でやる方がいいのかという議でやっている方がいいのか広域でやる方がいいのかという議でやっている方がいいのか広域でやる方がいいのかという議論論論論と同と同と同と同

じじじじで、で、で、で、荒荒荒荒井知事が井知事が井知事が井知事が入入入入って、これは広域でやった方がって、これは広域でやった方がって、これは広域でやった方がって、これは広域でやった方が効果効果効果効果があるという意見を言いながら関があるという意見を言いながら関があるという意見を言いながら関があるという意見を言いながら関

西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合でやる方がいいとでやる方がいいとでやる方がいいとでやる方がいいと判断判断判断判断をしていくのをこれからをしていくのをこれからをしていくのをこれからをしていくのをこれから決決決決めていくことで、それがめていくことで、それがめていくことで、それがめていくことで、それが……………………。。。。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 例えば例えば例えば例えばドクタドクタドクタドクターーーーヘヘヘヘリにリにリにリに対対対対してしてしてして和歌和歌和歌和歌山県は山県は山県は山県は……………………。。。。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 委員長が説明するのではなくて意見を聞きな委員長が説明するのではなくて意見を聞きな委員長が説明するのではなくて意見を聞きな委員長が説明するのではなくて意見を聞きなささささい。い。い。い。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 意見ではなくて、意見ではなくて、意見ではなくて、意見ではなくて、別別別別の議の議の議の議論論論論をした方がいいのではないかかということを。をした方がいいのではないかかということを。をした方がいいのではないかかということを。をした方がいいのではないかかということを。

○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 そこで少し関そこで少し関そこで少し関そこで少し関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合と、今、奈良県がと、今、奈良県がと、今、奈良県がと、今、奈良県が入入入入っている広域連携のっている広域連携のっている広域連携のっている広域連携の違違違違いいいい

をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり区別区別区別区別しておきたいのですけど、知事も申していますけれど、関しておきたいのですけど、知事も申していますけれど、関しておきたいのですけど、知事も申していますけれど、関しておきたいのですけど、知事も申していますけれど、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合で今で今で今で今

７７７７分分分分野やりますと言っていますけれど、今一野やりますと言っていますけれど、今一野やりますと言っていますけれど、今一野やりますと言っていますけれど、今一生生生生懸懸懸懸命命命命広域広域広域広域計計計計画をつくってやる、どんなこと画をつくってやる、どんなこと画をつくってやる、どんなこと画をつくってやる、どんなこと

をやろうとをやろうとをやろうとをやろうと相談相談相談相談しておられます。奈良県が今しておられます。奈良県が今しておられます。奈良県が今しておられます。奈良県が今入入入入ろうとしているのは一定の目的、事ろうとしているのは一定の目的、事ろうとしているのは一定の目的、事ろうとしているのは一定の目的、事務務務務はははは何何何何

をするか、例えばをするか、例えばをするか、例えばをするか、例えば後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者者者者医療医療医療医療であったり国民健康保険であったりというはっきりしたであったり国民健康保険であったりというはっきりしたであったり国民健康保険であったりというはっきりしたであったり国民健康保険であったりというはっきりした

目的があって事目的があって事目的があって事目的があって事務務務務をやっているわけです。だから、そこは広域という名前で一緒のようにをやっているわけです。だから、そこは広域という名前で一緒のようにをやっているわけです。だから、そこは広域という名前で一緒のようにをやっているわけです。だから、そこは広域という名前で一緒のように

見られますけれども、奈良県の取り組んでいる見られますけれども、奈良県の取り組んでいる見られますけれども、奈良県の取り組んでいる見られますけれども、奈良県の取り組んでいる手手手手法法法法はそこをはそこをはそこをはそこをちちちちゃんとゃんとゃんとゃんと仕仕仕仕分分分分けて、つまり一けて、つまり一けて、つまり一けて、つまり一

つのつのつのつの単単単単体の事体の事体の事体の事務務務務として取り組として取り組として取り組として取り組むむむむ目目目目標標標標があるものについてやっていこうということでがあるものについてやっていこうということでがあるものについてやっていこうということでがあるものについてやっていこうということで入入入入ってってってって

いるわけで、いるわけで、いるわけで、いるわけで、抽象抽象抽象抽象的に的に的に的に何何何何をこれから事をこれから事をこれから事をこれから事務務務務ががががふふふふえますとか、こんなことやるからこれからはえますとか、こんなことやるからこれからはえますとか、こんなことやるからこれからはえますとか、こんなことやるからこれからは

広域的に広域的に広域的に広域的に考考考考えますと言うてるようなものには、今のところは事えますと言うてるようなものには、今のところは事えますと言うてるようなものには、今のところは事えますと言うてるようなものには、今のところは事務務務務ははっきりしないははっきりしないははっきりしないははっきりしない限限限限りはりはりはりは

入入入入らないと申し上げるわけで、そこは一緒にしないでくだらないと申し上げるわけで、そこは一緒にしないでくだらないと申し上げるわけで、そこは一緒にしないでくだらないと申し上げるわけで、そこは一緒にしないでくだささささい。い。い。い。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 私私私私もももも入入入入って議って議って議って議論論論論して、知事の意見で、関して、知事の意見で、関して、知事の意見で、関して、知事の意見で、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合のののの役割役割役割役割をををを決決決決めていただいめていただいめていただいめていただい

たらいいと思いますので、これは一たらいいと思いますので、これは一たらいいと思いますので、これは一たらいいと思いますので、これは一応応応応そういうことです。意見がそういうことです。意見がそういうことです。意見がそういうことです。意見が違違違違うだけで。うだけで。うだけで。うだけで。ちちちちゃんとゃんとゃんとゃんと決決決決

まらないとまらないとまらないとまらないと入入入入れなというのと、れなというのと、れなというのと、れなというのと、入入入入ってしっかり議ってしっかり議ってしっかり議ってしっかり議論論論論して奈良県のことをして奈良県のことをして奈良県のことをして奈良県のことを考考考考えながらやっえながらやっえながらやっえながらやっぱぱぱぱ

り議り議り議り議論論論論ををををさささされる、れる、れる、れる、詰詰詰詰めとかをめとかをめとかをめとかをさささされるということだと思います。れるということだと思います。れるということだと思います。れるということだと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管の件に関しては、また管の件に関しては、また管の件に関しては、また管の件に関しては、また後後後後で議で議で議で議論論論論しますので、７しますので、７しますので、７しますので、７分分分分野の中でも、野の中でも、野の中でも、野の中でも、

事事事事務務務務の置き方がおのおのの置き方がおのおのの置き方がおのおのの置き方がおのおの違違違違うだろうし、うだろうし、うだろうし、うだろうし、決決決決定定定定権権権権ももももちょちょちょちょっとっとっとっと違違違違うように思いますので、このうように思いますので、このうように思いますので、このうように思いますので、この

件に関してはほかにも議件に関してはほかにも議件に関してはほかにも議件に関してはほかにも議論論論論をしていただきたいと思いますけれど。をしていただきたいと思いますけれど。をしていただきたいと思いますけれど。をしていただきたいと思いますけれど。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 今、現今、現今、現今、現実実実実に市町村があって、そして県があって、奈良県はに市町村があって、そして県があって、奈良県はに市町村があって、そして県があって、奈良県はに市町村があって、そして県があって、奈良県は入入入入っておりませんっておりませんっておりませんっておりません

が関が関が関が関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合があるというのが、これはそれがあるというのが、これはそれがあるというのが、これはそれがあるというのが、これはそれぞぞぞぞれのれのれのれの役割分担役割分担役割分担役割分担ではないかと思っておりまではないかと思っておりまではないかと思っておりまではないかと思っておりま

す。住民によりす。住民によりす。住民によりす。住民により身近身近身近身近ななななササササーーーービビビビススススをやはり取り組んでいかなければならないのは市町村であをやはり取り組んでいかなければならないのは市町村であをやはり取り組んでいかなければならないのは市町村であをやはり取り組んでいかなければならないのは市町村であ

りますし、また今、奈良モデルとして県がやっている垂直、あるいは水平、先ほど説明りますし、また今、奈良モデルとして県がやっている垂直、あるいは水平、先ほど説明りますし、また今、奈良モデルとして県がやっている垂直、あるいは水平、先ほど説明りますし、また今、奈良モデルとして県がやっている垂直、あるいは水平、先ほど説明ささささ

れた、そのような県れた、そのような県れた、そのような県れた、そのような県全全全全体の広域的な体の広域的な体の広域的な体の広域的な行行行行政政政政をををを行行行行っていくのが奈良県であると。また、今現っていくのが奈良県であると。また、今現っていくのが奈良県であると。また、今現っていくのが奈良県であると。また、今現時時時時

点点点点ではではではではささささまざまなまざまなまざまなまざまな課課課課題題題題がががが生じ生じ生じ生じているているているている医療医療医療医療のののの問題問題問題問題、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは防災防災防災防災のののの問題問題問題問題、そして、そして、そして、そして観観観観光、それ光、それ光、それ光、それ

ぞぞぞぞれ７れ７れ７れ７分分分分野の中のう野の中のう野の中のう野の中のうちちちちの例えばその３つですけれども、これは広域にこれからどんどん取の例えばその３つですけれども、これは広域にこれからどんどん取の例えばその３つですけれども、これは広域にこれからどんどん取の例えばその３つですけれども、これは広域にこれからどんどん取

り組んで関り組んで関り組んで関り組んで関西西西西全全全全体で体で体で体で盛盛盛盛り上げて、奈良県もり上げて、奈良県もり上げて、奈良県もり上げて、奈良県も盛盛盛盛り上げていかなければならないという、そうり上げていかなければならないという、そうり上げていかなければならないという、そうり上げていかなければならないという、そう

いういういういう観観観観点点点点で取り組で取り組で取り組で取り組むむむむのが関のが関のが関のが関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合ではないかと、理解をいたしております。ではないかと、理解をいたしております。ではないかと、理解をいたしております。ではないかと、理解をいたしております。
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ですから、ですから、ですから、ですから、多多多多様様様様なななな行行行行政政政政課課課課題題題題というのは、市町村もというのは、市町村もというのは、市町村もというのは、市町村も対応対応対応対応しなければなりませんし県もしなければなりませんし県もしなければなりませんし県もしなければなりませんし県も対応対応対応対応

しなければなりませんし関しなければなりませんし関しなければなりませんし関しなければなりませんし関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合もももも対応対応対応対応しなければならないということにおいては奈しなければならないということにおいては奈しなければならないということにおいては奈しなければならないということにおいては奈

良県も良県も良県も良県もぜぜぜぜひひひひそのそのそのその役割役割役割役割の一員となって活の一員となって活の一員となって活の一員となって活動動動動しなければならないのではないかなと。しなければならないのではないかなと。しなければならないのではないかなと。しなければならないのではないかなと。端端端端的に申的に申的に申的に申

し上げたらそのように思います。し上げたらそのように思います。し上げたらそのように思います。し上げたらそのように思います。

また、住民また、住民また、住民また、住民ニニニニーーーーズズズズがががが集集集集約さ約さ約さ約されたものなのかということですけれども、これも間れたものなのかということですけれども、これも間れたものなのかということですけれども、これも間れたものなのかということですけれども、これも間接接接接的に的に的に的に必必必必

ずずずずつながってくるわけでございまして、つながってくるわけでございまして、つながってくるわけでございまして、つながってくるわけでございまして、特特特特にににに医療医療医療医療のののの問題問題問題問題は広域でどんどんは広域でどんどんは広域でどんどんは広域でどんどんレレレレベベベベルルルルアアアアップしップしップしップし

ていかなければならない部ていかなければならない部ていかなければならない部ていかなければならない部分分分分においてはにおいてはにおいてはにおいては必ず必ず必ず必ず反映反映反映反映するものがあると、思っております。こするものがあると、思っております。こするものがあると、思っております。こするものがあると、思っております。こ

れは意見として。れは意見として。れは意見として。れは意見として。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 今の藤野委員のはわかりやすかったのですけれど、今、奈良県が連携で今の藤野委員のはわかりやすかったのですけれど、今、奈良県が連携で今の藤野委員のはわかりやすかったのですけれど、今、奈良県が連携で今の藤野委員のはわかりやすかったのですけれど、今、奈良県が連携で十十十十分分分分だだだだ

とおっしゃっているところは関とおっしゃっているところは関とおっしゃっているところは関とおっしゃっているところは関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合とのかかわり、取っかかりかと思っているのでとのかかわり、取っかかりかと思っているのでとのかかわり、取っかかりかと思っているのでとのかかわり、取っかかりかと思っているので

す。す。す。す。ドクタドクタドクタドクターーーーヘヘヘヘリとかリとかリとかリとか防災防災防災防災とか、あとは７とか、あとは７とか、あとは７とか、あとは７分分分分野の野の野の野の計計計計画が今検討画が今検討画が今検討画が今検討さささされているところですので、れているところですので、れているところですので、れているところですので、

私私私私たたたたちちちちどんなどんなどんなどんな計計計計画が画が画が画がさささされているのか、それができ上がったときに、ここだけかかわりたい、れているのか、それができ上がったときに、ここだけかかわりたい、れているのか、それができ上がったときに、ここだけかかわりたい、れているのか、それができ上がったときに、ここだけかかわりたい、

連携したいと言って連携したいと言って連携したいと言って連携したいと言って入入入入れるのかどうかわかりませんけれど、連携だと言ってれるのかどうかわかりませんけれど、連携だと言ってれるのかどうかわかりませんけれど、連携だと言ってれるのかどうかわかりませんけれど、連携だと言って最初入最初入最初入最初入っていっていっていってい

くのかどうか知りませんけども、関くのかどうか知りませんけども、関くのかどうか知りませんけども、関くのかどうか知りませんけども、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合との、今の藤野委員のとの、今の藤野委員のとの、今の藤野委員のとの、今の藤野委員の話話話話からいくと、それからいくと、それからいくと、それからいくと、それ

ぞぞぞぞれれれれ役割分担役割分担役割分担役割分担があるとも思ったりしましたが、先ほど知事公室長がおっしゃっていた、があるとも思ったりしましたが、先ほど知事公室長がおっしゃっていた、があるとも思ったりしましたが、先ほど知事公室長がおっしゃっていた、があるとも思ったりしましたが、先ほど知事公室長がおっしゃっていた、自自自自

治治治治体からの体からの体からの体からの声声声声をどこがどうをどこがどうをどこがどうをどこがどう受受受受けるのかという、シけるのかという、シけるのかという、シけるのかという、システムステムステムステムというのは今参というのは今参というのは今参というのは今参加さ加さ加さ加されている県でれている県でれている県でれている県で

もそういうシもそういうシもそういうシもそういうシステムステムステムステムはないのではないかと思うのですが、そういう質はないのではないかと思うのですが、そういう質はないのではないかと思うのですが、そういう質はないのではないかと思うのですが、そういう質問問問問ををををぶぶぶぶつけたときに、つけたときに、つけたときに、つけたときに、

関関関関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合はこれからですよと、だからはこれからですよと、だからはこれからですよと、だからはこれからですよと、だから私私私私たたたたちちちちでででで考考考考えていくのですと広域連えていくのですと広域連えていくのですと広域連えていくのですと広域連合合合合議員がお議員がお議員がお議員がお

っしゃっていました。大っしゃっていました。大っしゃっていました。大っしゃっていました。大変変変変だ思ったのですが、だ思ったのですが、だ思ったのですが、だ思ったのですが、何何何何一つでき上がったところに一つでき上がったところに一つでき上がったところに一つでき上がったところに乗乗乗乗っかっていっかっていっかっていっかってい

るわけではなく、るわけではなく、るわけではなく、るわけではなく、何何何何もないところから、もないところから、もないところから、もないところから、ゼロゼロゼロゼロから一から組みから一から組みから一から組みから一から組み立立立立てていますので、そういうてていますので、そういうてていますので、そういうてていますので、そういう

問題問題問題問題が出てくればが出てくればが出てくればが出てくれば私私私私たたたたちちちちでまた議でまた議でまた議でまた議論論論論して組みして組みして組みして組み立立立立てていくしかないですとおっしゃっていたてていくしかないですとおっしゃっていたてていくしかないですとおっしゃっていたてていくしかないですとおっしゃっていた

ように思うので、ように思うので、ように思うので、ように思うので、基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体から体から体から体から声声声声を聞くというシを聞くというシを聞くというシを聞くというシステムステムステムステムも今も今も今も今後後後後そういうことかと思ったそういうことかと思ったそういうことかと思ったそういうことかと思った

りします。りします。りします。りします。

奈良モデルは、あまり奈良モデルは、あまり奈良モデルは、あまり奈良モデルは、あまり詳詳詳詳しくわかっていないのですが、水平・垂直で市町村を奈良県としくわかっていないのですが、水平・垂直で市町村を奈良県としくわかっていないのですが、水平・垂直で市町村を奈良県としくわかっていないのですが、水平・垂直で市町村を奈良県と

してしてしてして応援応援応援応援していらっしゃるという、していらっしゃるという、していらっしゃるという、していらっしゃるという、応援応援応援応援しなければいけないというしなければいけないというしなければいけないというしなければいけないというぐぐぐぐらい奈良県のらい奈良県のらい奈良県のらい奈良県の場合場合場合場合はははは

大大大大変変変変な市町村がな市町村がな市町村がな市町村が多多多多いわけでしいわけでしいわけでしいわけでしょょょょう、市町村のう、市町村のう、市町村のう、市町村の合併合併合併合併もももも進進進進みませんでしたから、そういう意みませんでしたから、そういう意みませんでしたから、そういう意みませんでしたから、そういう意味味味味

ではではではでは基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体、体、体、体、要要要要するにするにするにするに自自自自力力力力でやっていけるようなそういうでやっていけるようなそういうでやっていけるようなそういうでやっていけるようなそういう基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体に体に体に体に将来将来将来将来的にはし的にはし的にはし的にはし

ていかなければというところも、一方、なかなか一ていかなければというところも、一方、なかなか一ていかなければというところも、一方、なかなか一ていかなければというところも、一方、なかなか一度度度度にににに難難難難しいので、同しいので、同しいので、同しいので、同時時時時に、上は上でまに、上は上でまに、上は上でまに、上は上でま

た関た関た関た関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合としてとしてとしてとして経済経済経済経済の活の活の活の活性性性性化を化を化を化をささささせていくためにどうしたらいいかということを一せていくためにどうしたらいいかということを一せていくためにどうしたらいいかということを一せていくためにどうしたらいいかということを一

方で方で方で方で進進進進める部める部める部める部分分分分ではいろいろとではいろいろとではいろいろとではいろいろと考考考考えていかないといけないと、そのようにえていかないといけないと、そのようにえていかないといけないと、そのようにえていかないといけないと、そのように感感感感じじじじました。ました。ました。ました。
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○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 よろしいですか。ほかのことはよろしいですか。ほかのことはよろしいですか。ほかのことはよろしいですか。ほかのことは別別別別にして、奈良モデルですが、これ奈良県内にして、奈良モデルですが、これ奈良県内にして、奈良モデルですが、これ奈良県内にして、奈良モデルですが、これ奈良県内

で３で３で３で３９９９９の市町村にの市町村にの市町村にの市町村に実施実施実施実施して、そしてして、そしてして、そしてして、そして横横横横の連携をしながら県との関係、これはの連携をしながら県との関係、これはの連携をしながら県との関係、これはの連携をしながら県との関係、これは消防消防消防消防にすればにすればにすればにすれば

わかりやすいと思うのですが、広域連携わかりやすいと思うのですが、広域連携わかりやすいと思うのですが、広域連携わかりやすいと思うのですが、広域連携消防消防消防消防組組組組合合合合というのがあって、県との関係というよというのがあって、県との関係というよというのがあって、県との関係というよというのがあって、県との関係というよ

うなうなうなうな形形形形をつくろうとしているのか、関をつくろうとしているのか、関をつくろうとしているのか、関をつくろうとしているのか、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合とのつながりをどうとのつながりをどうとのつながりをどうとのつながりをどう持持持持っていこうとしてっていこうとしてっていこうとしてっていこうとして

いるのか、ということはいるのか、ということはいるのか、ということはいるのか、ということは近畿近畿近畿近畿のののの府府府府県との関係です。この奈良モデルは県内そのものの意県との関係です。この奈良モデルは県内そのものの意県との関係です。この奈良モデルは県内そのものの意県との関係です。この奈良モデルは県内そのものの意味味味味

だけでしだけでしだけでしだけでしょょょょう。この間のう。この間のう。この間のう。この間の森森森森先先先先生生生生は、は、は、は、混混混混同していると思ったのは、奈良モデルが関同していると思ったのは、奈良モデルが関同していると思ったのは、奈良モデルが関同していると思ったのは、奈良モデルが関西西西西広域連広域連広域連広域連

合合合合と一緒になったようなと一緒になったようなと一緒になったようなと一緒になったような感感感感じじじじで、奈良モデルがあるから関で、奈良モデルがあるから関で、奈良モデルがあるから関で、奈良モデルがあるから関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに入入入入らない方がいいらない方がいいらない方がいいらない方がいい

ではないかというではないかというではないかというではないかという考考考考え方もできると、奈良モデルの方がいいではないかというような物のえ方もできると、奈良モデルの方がいいではないかというような物のえ方もできると、奈良モデルの方がいいではないかというような物のえ方もできると、奈良モデルの方がいいではないかというような物の

言い方をしておられたと思うけれど。奈良モデルというのはどういうものなの。言い方をしておられたと思うけれど。奈良モデルというのはどういうものなの。言い方をしておられたと思うけれど。奈良モデルというのはどういうものなの。言い方をしておられたと思うけれど。奈良モデルというのはどういうものなの。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 奈良県の現奈良県の現奈良県の現奈良県の現状状状状をををを考考考考えたときに、先ほどえたときに、先ほどえたときに、先ほどえたときに、先ほど皆さ皆さ皆さ皆さんもごんもごんもごんもご認識認識認識認識あったと思いまあったと思いまあったと思いまあったと思いま

すけれど、奈良県の市町村はあまりすけれど、奈良県の市町村はあまりすけれど、奈良県の市町村はあまりすけれど、奈良県の市町村はあまり合併合併合併合併がががが進進進進まないまないまないまない状況状況状況状況の中で今現在あるわけで、しかもの中で今現在あるわけで、しかもの中で今現在あるわけで、しかもの中で今現在あるわけで、しかも

それこそ１０００それこそ１０００それこそ１０００それこそ１０００人人人人以以以以下下下下の村もたくの村もたくの村もたくの村もたくささささんあるわけでして、一つの村として、んあるわけでして、一つの村として、んあるわけでして、一つの村として、んあるわけでして、一つの村として、自治自治自治自治体として体として体として体として

十十十十分分分分にににに機能機能機能機能していく部していく部していく部していく部分分分分がががが全全全全部できるかというのは疑部できるかというのは疑部できるかというのは疑部できるかというのは疑問問問問なのです。そういう意なのです。そういう意なのです。そういう意なのです。そういう意味味味味でいうと、でいうと、でいうと、でいうと、

奈良県がそういう部奈良県がそういう部奈良県がそういう部奈良県がそういう部分分分分でででで応援応援応援応援していかなければならないだろうというのはこの垂直補完にしていかなければならないだろうというのはこの垂直補完にしていかなければならないだろうというのはこの垂直補完にしていかなければならないだろうというのはこの垂直補完に

なると思います。なると思います。なると思います。なると思います。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 なら、今までと一緒だ。なら、今までと一緒だ。なら、今までと一緒だ。なら、今までと一緒だ。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 ですので、そこに水平補完というのがあって、ですので、そこに水平補完というのがあって、ですので、そこに水平補完というのがあって、ですので、そこに水平補完というのがあって、単単単単体の村ではやれない体の村ではやれない体の村ではやれない体の村ではやれない

ものを市町村間でものを市町村間でものを市町村間でものを市町村間で協力協力協力協力しししし合合合合って、って、って、って、助助助助けけけけ合合合合って、それは水平補完をやっている。だから、水って、それは水平補完をやっている。だから、水って、それは水平補完をやっている。だから、水って、それは水平補完をやっている。だから、水

平補完だけでやれるものは水平補完で、先ほど平補完だけでやれるものは水平補完で、先ほど平補完だけでやれるものは水平補完で、先ほど平補完だけでやれるものは水平補完で、先ほど話話話話がありましたけれど、市町村同士でがありましたけれど、市町村同士でがありましたけれど、市町村同士でがありましたけれど、市町村同士で助助助助けけけけ

られるものとしてやられるものについて、また業られるものとしてやられるものについて、また業られるものとしてやられるものについて、また業られるものとしてやられるものについて、また業務務務務のののの性性性性格格格格上、そうせざるを上、そうせざるを上、そうせざるを上、そうせざるを得得得得ないものにないものにないものにないものに

ついては水平補完でついては水平補完でついては水平補完でついては水平補完で助助助助けけけけ合合合合っていきましっていきましっていきましっていきましょょょょうと。県がうと。県がうと。県がうと。県が手手手手を出した方がいい事を出した方がいい事を出した方がいい事を出した方がいい事務務務務についてはについてはについてはについては

県が事県が事県が事県が事務務務務の一部をの一部をの一部をの一部を担担担担うとか、例えばうとか、例えばうとか、例えばうとか、例えば橋橋橋橋とかとかとかとか何何何何かのかのかのかの工工工工事をするについて事をするについて事をするについて事をするについて技術技術技術技術者がいないとい者がいないとい者がいないとい者がいないとい

うことであれば県がお金はもらうけれどもかわりにやるとか、それはある意うことであれば県がお金はもらうけれどもかわりにやるとか、それはある意うことであれば県がお金はもらうけれどもかわりにやるとか、それはある意うことであれば県がお金はもらうけれどもかわりにやるとか、それはある意味味味味でいえば垂でいえば垂でいえば垂でいえば垂

直補完になると思います。そのことはある意直補完になると思います。そのことはある意直補完になると思います。そのことはある意直補完になると思います。そのことはある意味味味味でいうと、新谷委員がおっしゃったように、でいうと、新谷委員がおっしゃったように、でいうと、新谷委員がおっしゃったように、でいうと、新谷委員がおっしゃったように、

県内の市町村、今県内の市町村、今県内の市町村、今県内の市町村、今合併合併合併合併ができていないことによってができていないことによってができていないことによってができていないことによって財政力財政力財政力財政力もももも脆弱脆弱脆弱脆弱ですし、それからいろんですし、それからいろんですし、それからいろんですし、それからいろん

なななな行行行行政政政政をををを行行行行っていくっていくっていくっていく力力力力もももも脆弱脆弱脆弱脆弱ということにということにということにということに伴伴伴伴ってってってって支援支援支援支援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奈良モデルといで奈良モデルといで奈良モデルといで奈良モデルとい

うのがうのがうのがうのが存存存存在していると在していると在していると在していると私私私私は理解しています。は理解しています。は理解しています。は理解しています。

ですので、あのときもですので、あのときもですので、あのときもですので、あのときも森森森森先先先先生生生生は、まは、まは、まは、まずずずずはははは基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体の体の体の体の話話話話ををををさささされておって、れておって、れておって、れておって、基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体に体に体に体に

対対対対してどうしてどうしてどうしてどうアアアアププププロロロローーーーチチチチしていくかが中していくかが中していくかが中していくかが中心心心心のおのおのおのお話話話話であったと思います。ですので、関であったと思います。ですので、関であったと思います。ですので、関であったと思います。ですので、関西西西西広域広域広域広域

連連連連合合合合が、そうしたらが、そうしたらが、そうしたらが、そうしたら基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体にどんな体にどんな体にどんな体にどんなふふふふうにやっていけるのかという議うにやっていけるのかという議うにやっていけるのかという議うにやっていけるのかという議論論論論があったときがあったときがあったときがあったとき
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に、それはなかなかに、それはなかなかに、それはなかなかに、それはなかなか制度制度制度制度的に的に的に的に難難難難しいだろうというおしいだろうというおしいだろうというおしいだろうというお話話話話ををををさささされた。まれた。まれた。まれた。まずずずず基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体が大体が大体が大体が大切切切切なななな

のだというのだというのだというのだという話話話話と、県がやっていくこととはと、県がやっていくこととはと、県がやっていくこととはと、県がやっていくこととは別別別別のののの話話話話として、として、として、として、基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体をしっかりやってい体をしっかりやってい体をしっかりやってい体をしっかりやってい

くについて関くについて関くについて関くについて関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合がががが細細細細かく目がかく目がかく目がかく目が届届届届くかというと、なかなかくかというと、なかなかくかというと、なかなかくかというと、なかなか難難難難しいだろうと、その事しいだろうと、その事しいだろうと、その事しいだろうと、その事

務務務務について、関について、関について、関について、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合で７で７で７で７分分分分野野野野引引引引きききき受受受受けてしまったときに、という整理だったと理解けてしまったときに、という整理だったと理解けてしまったときに、という整理だったと理解けてしまったときに、という整理だったと理解

してます。してます。してます。してます。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 あんまりそれやったら今までとあんまりそれやったら今までとあんまりそれやったら今までとあんまりそれやったら今までと変変変変わらないけれど。わらないけれど。わらないけれど。わらないけれど。

○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 それ、それ、それ、それ、全全全全然然然然変変変変わるわけであってわるわけであってわるわけであってわるわけであって……………………。。。。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 県と市町村の関係について県と市町村の関係について県と市町村の関係について県と市町村の関係について……………………。。。。

○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 だから、今は、関だから、今は、関だから、今は、関だから、今は、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合に奈良県がに奈良県がに奈良県がに奈良県が入入入入っていないのでっていないのでっていないのでっていないので実実実実感感感感としてとしてとしてとして

はそんなにはそんなにはそんなにはそんなに変変変変わらないかもしれませんけれども、先ほどわらないかもしれませんけれども、先ほどわらないかもしれませんけれども、先ほどわらないかもしれませんけれども、先ほど丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管の管の管の管の話話話話になって、例えばになって、例えばになって、例えばになって、例えば

補補補補助助助助金の金の金の金の分分分分配配配配等をは等をは等をは等をはじじじじめとして、事めとして、事めとして、事めとして、事務務務務が関が関が関が関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに行行行行ったったったった段階段階段階段階で、そうしたら市町村で、そうしたら市町村で、そうしたら市町村で、そうしたら市町村

にににに対対対対してどれだけ目のしてどれだけ目のしてどれだけ目のしてどれだけ目の行行行行きききき届届届届いたいたいたいた行行行行政政政政ができるのかということになったときに、先ほど申ができるのかということになったときに、先ほど申ができるのかということになったときに、先ほど申ができるのかということになったときに、先ほど申

し上げたように垂直補完という事し上げたように垂直補完という事し上げたように垂直補完という事し上げたように垂直補完という事務務務務が関が関が関が関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに引引引引きききき揚揚揚揚げられてしまったら県はげられてしまったら県はげられてしまったら県はげられてしまったら県は手手手手がががが

出せません。そうしたら関出せません。そうしたら関出せません。そうしたら関出せません。そうしたら関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合がその垂直補完をやってくれるのかということにながその垂直補完をやってくれるのかということにながその垂直補完をやってくれるのかということにながその垂直補完をやってくれるのかということにな

ると、これはると、これはると、これはると、これはちょちょちょちょっと疑っと疑っと疑っと疑問問問問ではないかというのがではないかというのがではないかというのがではないかというのが森森森森先先先先生生生生のおっしゃっていた意見だと理解のおっしゃっていた意見だと理解のおっしゃっていた意見だと理解のおっしゃっていた意見だと理解

しております。しております。しております。しております。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体は、しっかりそれ体は、しっかりそれ体は、しっかりそれ体は、しっかりそれぞぞぞぞれのれのれのれの独自性独自性独自性独自性をををを持持持持ってやっているわけでしってやっているわけでしってやっているわけでしってやっているわけでしょょょょう。う。う。う。

それは県であろうと関それは県であろうと関それは県であろうと関それは県であろうと関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合であろうと、県がどれだけのものをであろうと、県がどれだけのものをであろうと、県がどれだけのものをであろうと、県がどれだけのものを吸吸吸吸い上げるかというい上げるかというい上げるかというい上げるかという

ことになってきたら、事ことになってきたら、事ことになってきたら、事ことになってきたら、事務務務務を県へを県へを県へを県へ任任任任せてしまったから市町村は知りませんとか、例えばのせてしまったから市町村は知りませんとか、例えばのせてしまったから市町村は知りませんとか、例えばのせてしまったから市町村は知りませんとか、例えばの

話話話話、関、関、関、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合へへへへ任任任任せてしまったから、市町村のせてしまったから、市町村のせてしまったから、市町村のせてしまったから、市町村の考考考考え方が関え方が関え方が関え方が関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にらにらにらにら届届届届かないとかないとかないとかないと

いうことにするのだったら、県がいるわけだから、関いうことにするのだったら、県がいるわけだから、関いうことにするのだったら、県がいるわけだから、関いうことにするのだったら、県がいるわけだから、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合は奈良県は奈良県は奈良県は奈良県庁庁庁庁がががが存存存存在するわ在するわ在するわ在するわ

けですから、その意けですから、その意けですから、その意けですから、その意味味味味もももも飛飛飛飛んでいってしまったたらだめなので。んでいってしまったたらだめなので。んでいってしまったたらだめなので。んでいってしまったたらだめなので。

（（（（「「「「前提が前提が前提が前提が違違違違うううう」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○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 前提というか前提というか前提というか前提というか……………………。。。。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 違違違違うのか、そうだろう。うのか、そうだろう。うのか、そうだろう。うのか、そうだろう。

○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 そこをよくご理解いただきたいと思うのは、一定の事そこをよくご理解いただきたいと思うのは、一定の事そこをよくご理解いただきたいと思うのは、一定の事そこをよくご理解いただきたいと思うのは、一定の事務務務務について、そについて、そについて、そについて、そ

うしたら奈良県議会からうしたら奈良県議会からうしたら奈良県議会からうしたら奈良県議会から代表代表代表代表して広域連して広域連して広域連して広域連合合合合議会に出られると、この方が奈良県の、ある意議会に出られると、この方が奈良県の、ある意議会に出られると、この方が奈良県の、ある意議会に出られると、この方が奈良県の、ある意

味味味味でいえばでいえばでいえばでいえば利利利利益益益益をををを代表代表代表代表しておっしゃっていただくわけです。これはそこでしか言えないわしておっしゃっていただくわけです。これはそこでしか言えないわしておっしゃっていただくわけです。これはそこでしか言えないわしておっしゃっていただくわけです。これはそこでしか言えないわ

けであって、例えば補けであって、例えば補けであって、例えば補けであって、例えば補助助助助金の金の金の金の分分分分配配配配のののの話話話話がわかりやすいのでがわかりやすいのでがわかりやすいのでがわかりやすいので……………………。。。。

（（（（「「「「ほんとうにわかりやすいだろうなほんとうにわかりやすいだろうなほんとうにわかりやすいだろうなほんとうにわかりやすいだろうな」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）
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例えば例えば例えば例えば何々何々何々何々町にその町にその町にその町にその橋橋橋橋はははは絶絶絶絶対必要対必要対必要対必要だと奈良県議会が思っても、だと奈良県議会が思っても、だと奈良県議会が思っても、だと奈良県議会が思っても、分分分分配権配権配権配権限限限限がもしも関がもしも関がもしも関がもしも関西西西西広広広広

域連域連域連域連合合合合にあれば、それは奈良県がにあれば、それは奈良県がにあれば、それは奈良県がにあれば、それは奈良県が幾幾幾幾らにしてやってくれと言っても、広域連らにしてやってくれと言っても、広域連らにしてやってくれと言っても、広域連らにしてやってくれと言っても、広域連合合合合議会なり、議会なり、議会なり、議会なり、

それから委員会でしか物が言えないわけです。だから、それから委員会でしか物が言えないわけです。だから、それから委員会でしか物が言えないわけです。だから、それから委員会でしか物が言えないわけです。だから、幾幾幾幾ら奈良県議会がら奈良県議会がら奈良県議会がら奈良県議会が反反反反対対対対だどうだとだどうだとだどうだとだどうだと

言っても、どうにもならないということです。言っても、どうにもならないということです。言っても、どうにもならないということです。言っても、どうにもならないということです。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 それはそうだけれど、それはそうだけれど、それはそうだけれど、それはそうだけれど、基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体は体は体は体は存存存存在しているわけだから、市町村道にか在しているわけだから、市町村道にか在しているわけだから、市町村道にか在しているわけだから、市町村道にか

かるかるかるかる橋橋橋橋、例えば、例えば、例えば、例えば橋橋橋橋とおっしゃったから、それは市町村がとおっしゃったから、それは市町村がとおっしゃったから、それは市町村がとおっしゃったから、それは市町村が主主主主体でやるわけです。体でやるわけです。体でやるわけです。体でやるわけです。

○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 市町村市町村市町村市町村分分分分は。は。は。は。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 やるわけです。だから、そんなことはまかせるはやるわけです。だから、そんなことはまかせるはやるわけです。だから、そんなことはまかせるはやるわけです。だから、そんなことはまかせるはずずずずがない。がない。がない。がない。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 いや、補いや、補いや、補いや、補助助助助金の金の金の金の話話話話をしているのです。をしているのです。をしているのです。をしているのです。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 補補補補助助助助金であっても、それは市町村で金であっても、それは市町村で金であっても、それは市町村で金であっても、それは市町村でパパパパーーーーセントセントセントセント決決決決めてあるわけだから。めてあるわけだから。めてあるわけだから。めてあるわけだから。

○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 例えば２例えば２例えば２例えば２分分分分の１の補の１の補の１の補の１の補助助助助率率率率があったとしても、そこに補があったとしても、そこに補があったとしても、そこに補があったとしても、そこに補助助助助金をつけるか金をつけるか金をつけるか金をつけるか

どうかのどうかのどうかのどうかの判断判断判断判断を言っているわけで。を言っているわけで。を言っているわけで。を言っているわけで。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 それは県がいるわけだから。それは県がいるわけだから。それは県がいるわけだから。それは県がいるわけだから。

○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 いや、県はできないです。いや、県はできないです。いや、県はできないです。いや、県はできないです。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 できないことはない、今だって、そうしたら県は関できないことはない、今だって、そうしたら県は関できないことはない、今だって、そうしたら県は関できないことはない、今だって、そうしたら県は関与与与与できない、市町村は。できない、市町村は。できない、市町村は。できない、市町村は。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 いや、今おっしゃっているのは、例えば、奈良県がもしも広域連いや、今おっしゃっているのは、例えば、奈良県がもしも広域連いや、今おっしゃっているのは、例えば、奈良県がもしも広域連いや、今おっしゃっているのは、例えば、奈良県がもしも広域連合合合合にににに

参参参参加加加加すれば、先ほどの尾﨑委員の言すれば、先ほどの尾﨑委員の言すれば、先ほどの尾﨑委員の言すれば、先ほどの尾﨑委員の言葉葉葉葉をかりれば、出先をかりれば、出先をかりれば、出先をかりれば、出先機機機機関が関関が関関が関関が関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にあるから、にあるから、にあるから、にあるから、

実情実情実情実情としてはとしてはとしてはとしては東京東京東京東京にあるよりもにあるよりもにあるよりもにあるよりもずずずずっとっとっとっと実情実情実情実情がわかっていただけると、ですので、よりそのがわかっていただけると、ですので、よりそのがわかっていただけると、ですので、よりそのがわかっていただけると、ですので、よりその

実情実情実情実情をををを反映反映反映反映したしたしたした形形形形で補で補で補で補助助助助金がつくだろうとおっしゃっているわけですけれど、金がつくだろうとおっしゃっているわけですけれど、金がつくだろうとおっしゃっているわけですけれど、金がつくだろうとおっしゃっているわけですけれど、必ず必ず必ず必ずしもそしもそしもそしもそ

うはならないというのが今うはならないというのが今うはならないというのが今うはならないというのが今私私私私の申し上げたの申し上げたの申し上げたの申し上げた……………………。。。。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 ならないかなるかはならないかなるかはならないかなるかはならないかなるかはちょちょちょちょっと前提のっと前提のっと前提のっと前提の仕仕仕仕方で方で方で方で変変変変わっているだけで、わっているだけで、わっているだけで、わっているだけで、基基基基本本本本的には的には的には的には

なってしまうのだから。なってしまうのだから。なってしまうのだから。なってしまうのだから。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 そんなことで、この奈良モデルは関そんなことで、この奈良モデルは関そんなことで、この奈良モデルは関そんなことで、この奈良モデルは関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに絡絡絡絡んでんでんでんでひひひひとりとりとりとり歩歩歩歩きしていたきしていたきしていたきしていた

り、それからり、それからり、それからり、それからひひひひょょょょっとしたらあまりにも県というものをほっといてのっとしたらあまりにも県というものをほっといてのっとしたらあまりにも県というものをほっといてのっとしたらあまりにも県というものをほっといての話話話話になってしまってになってしまってになってしまってになってしまって

いるいるいるいる感感感感じじじじがするので、きがするので、きがするので、きがするので、きちちちちっとこの奈良モデルのっとこの奈良モデルのっとこの奈良モデルのっとこの奈良モデルの及及及及ぶぶぶぶ聖聖聖聖域はどこなのかと、奈良県で思っ域はどこなのかと、奈良県で思っ域はどこなのかと、奈良県で思っ域はどこなのかと、奈良県で思っ

ているような奈良モデルというのはどうなのか、きっているような奈良モデルというのはどうなのか、きっているような奈良モデルというのはどうなのか、きっているような奈良モデルというのはどうなのか、きっちちちちりしてもらった方がいいと思ったりしてもらった方がいいと思ったりしてもらった方がいいと思ったりしてもらった方がいいと思った

ので、この間のので、この間のので、この間のので、この間の森森森森先先先先生生生生のののの話話話話を聞いてたら、そういうを聞いてたら、そういうを聞いてたら、そういうを聞いてたら、そういう感感感感じじじじをををを持持持持たなかったなら、関たなかったなら、関たなかったなら、関たなかったなら、関西西西西広域連広域連広域連広域連

合合合合と市町村のと市町村のと市町村のと市町村の基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体の関係は体の関係は体の関係は体の関係は変変変変えてしまったのでは意思はえてしまったのでは意思はえてしまったのでは意思はえてしまったのでは意思は通通通通じじじじないというようなないというようなないというようなないというような感覚感覚感覚感覚

で説明で説明で説明で説明さささされたようにとれたから、そのれたようにとれたから、そのれたようにとれたから、そのれたようにとれたから、その点点点点きっきっきっきっちちちちりしておいた方がいいと思います。やっりしておいた方がいいと思います。やっりしておいた方がいいと思います。やっりしておいた方がいいと思います。やっぱぱぱぱ

りそれりそれりそれりそれぞぞぞぞれのれのれのれの役割役割役割役割があるわけだから、そして道があるわけだから、そして道があるわけだから、そして道があるわけだから、そして道州州州州制制制制のののの問題問題問題問題を言っているけど、これははっを言っているけど、これははっを言っているけど、これははっを言っているけど、これははっ
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きりと道きりと道きりと道きりと道州州州州制制制制にはにはにはには移行移行移行移行しないと言っている。この間もしないと言っている。この間もしないと言っている。この間もしないと言っている。この間もちょちょちょちょっと言ったように、っと言ったように、っと言ったように、っと言ったように、私私私私は道は道は道は道州州州州制制制制

反反反反対対対対なのです。やっなのです。やっなのです。やっなのです。やっぱぱぱぱり奈良という、議り奈良という、議り奈良という、議り奈良という、議論論論論すすすすべべべべきではないと言いながらも、きではないと言いながらも、きではないと言いながらも、きではないと言いながらも、橋下橋下橋下橋下大大大大阪阪阪阪市長市長市長市長

は今も言っているから。ところがは今も言っているから。ところがは今も言っているから。ところがは今も言っているから。ところが橋下橋下橋下橋下ささささんは大んは大んは大んは大阪阪阪阪市長になった、市長になったけれども、市長になった、市長になったけれども、市長になった、市長になったけれども、市長になった、市長になったけれども、

あの方はあの方はあの方はあの方は勝勝勝勝手手手手にものを言いにものを言いにものを言いにものを言い過過過過ぎぎぎぎると思いますのは、それはると思いますのは、それはると思いますのは、それはると思いますのは、それはパワパワパワパワーがあっていいとは思うのーがあっていいとは思うのーがあっていいとは思うのーがあっていいとは思うの

ですけれど、あまりにも構えがですけれど、あまりにも構えがですけれど、あまりにも構えがですけれど、あまりにも構えが過過過過ぎぎぎぎるがために、この関るがために、この関るがために、この関るがために、この関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合は道は道は道は道州州州州制制制制にににに移行移行移行移行するとするとするとすると

ニニニニュュュュアアアアンスンスンスンスで今は聞こえています。で今は聞こえています。で今は聞こえています。で今は聞こえています。ひひひひょょょょっとすれば県会議員の方にもおられるかわからなっとすれば県会議員の方にもおられるかわからなっとすれば県会議員の方にもおられるかわからなっとすれば県会議員の方にもおられるかわからな

い。だから、これはきっい。だから、これはきっい。だから、これはきっい。だから、これはきっちちちちり物を言っておかないと、関り物を言っておかないと、関り物を言っておかないと、関り物を言っておかないと、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合というものをもうというものをもうというものをもうというものをもうちょちょちょちょ

っとどういうものなのかっとどういうものなのかっとどういうものなのかっとどういうものなのか勉勉勉勉強しておかないと強しておかないと強しておかないと強しておかないと判断判断判断判断をををを誤誤誤誤ると思う。そういうると思う。そういうると思う。そういうると思う。そういう感感感感じじじじでとられてでとられてでとられてでとられて

いますから、道いますから、道いますから、道いますから、道州州州州制制制制にににに移行移行移行移行するのだとするのだとするのだとするのだと彼彼彼彼は言いは言いは言いは言い切切切切っているから。だから、あのっているから。だから、あのっているから。だから、あのっているから。だから、あの人人人人が言ってが言ってが言ってが言って

いるのだからそうなるのといるのだからそうなるのといるのだからそうなるのといるのだからそうなるのと違違違違うかと、そんなものに奈良県もついてしまって。例えば僕のうかと、そんなものに奈良県もついてしまって。例えば僕のうかと、そんなものに奈良県もついてしまって。例えば僕のうかと、そんなものに奈良県もついてしまって。例えば僕の

視点視点視点視点でいえば、それやったらそんなものおかしいと、そうなるのです。そうだけれど、議でいえば、それやったらそんなものおかしいと、そうなるのです。そうだけれど、議でいえば、それやったらそんなものおかしいと、そうなるのです。そうだけれど、議でいえば、それやったらそんなものおかしいと、そうなるのです。そうだけれど、議

論論論論としてはかみとしてはかみとしてはかみとしてはかみ合合合合わないのです、道わないのです、道わないのです、道わないのです、道州州州州制制制制にならないと言っているものをここににならないと言っているものをここににならないと言っているものをここににならないと言っているものをここに入入入入りりりり込込込込んでんでんでんで

きているようなきているようなきているようなきているような嫌嫌嫌嫌いがある。あの方が言っている、いわいがある。あの方が言っている、いわいがある。あの方が言っている、いわいがある。あの方が言っている、いわゆゆゆゆる組る組る組る組織織織織のののの問題問題問題問題です。です。です。です。政政政政令令令令指指指指定定定定都都都都

市を市を市を市を入入入入れるかれるかれるかれるか入入入入れないか、れないか、れないか、れないか、政政政政令令令令指指指指定定定定都都都都市みたいな中市みたいな中市みたいな中市みたいな中途途途途半半半半端端端端なおかしな組なおかしな組なおかしな組なおかしな組織織織織はだめだと言っはだめだと言っはだめだと言っはだめだと言っ

ている、ている、ている、ている、彼彼彼彼は。それなのにまたは。それなのにまたは。それなのにまたは。それなのにまた入入入入ってきている、ここへ。だからってきている、ここへ。だからってきている、ここへ。だからってきている、ここへ。だから政政政政令令令令都都都都市は市は市は市は入入入入るるるるべべべべきではきではきではきでは

ないと、４７ないと、４７ないと、４７ないと、４７都都都都道道道道府府府府県のおつき県のおつき県のおつき県のおつき合合合合いやから。そして、いやから。そして、いやから。そして、いやから。そして、都都都都道道道道府府府府県があってす県があってす県があってす県があってすべべべべて一て一て一て一任任任任するのするのするのするの

とととと違違違違って、って、って、って、任任任任したら、あるいは、これは広域連したら、あるいは、これは広域連したら、あるいは、これは広域連したら、あるいは、これは広域連合合合合でやった方がいいというものをでやった方がいいというものをでやった方がいいというものをでやった方がいいというものを皆さ皆さ皆さ皆さんのんのんのんの

議議議議論論論論をををを得得得得ながらそこに参ながらそこに参ながらそこに参ながらそこに参加加加加したとしても、もし市町村のことであれば市町村はしたとしても、もし市町村のことであれば市町村はしたとしても、もし市町村のことであれば市町村はしたとしても、もし市町村のことであれば市町村は基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体体体体

ですから発言ですから発言ですから発言ですから発言権権権権限限限限はあるわけですし、そこらのところは発言はあるわけですし、そこらのところは発言はあるわけですし、そこらのところは発言はあるわけですし、そこらのところは発言権権権権がないのとがないのとがないのとがないのと違違違違いますいますいますいますねねねね。議。議。議。議

会で発言すると言っているけれど、それは、もとが会で発言すると言っているけれど、それは、もとが会で発言すると言っているけれど、それは、もとが会で発言すると言っているけれど、それは、もとが起起起起案するわけですから。奈良県が案するわけですから。奈良県が案するわけですから。奈良県が案するわけですから。奈良県が起起起起案案案案

したものをほかに議したものをほかに議したものをほかに議したものをほかに議論さ論さ論さ論されて、それに予れて、それに予れて、それに予れて、それに予算算算算がつかないというのはそこの議がつかないというのはそこの議がつかないというのはそこの議がつかないというのはそこの議論論論論のののの分分分分かれ道にかれ道にかれ道にかれ道に

なるだろうと、なるだろうと、なるだろうと、なるだろうと、考考考考え方をえ方をえ方をえ方を持持持持ってうってうってうってうちちちちの県はどうしたい、うの県はどうしたい、うの県はどうしたい、うの県はどうしたい、うちちちちの市町村はこうしたいというの市町村はこうしたいというの市町村はこうしたいというの市町村はこうしたいという

のは、それは市町村長がいたり町村議会があったり、ものは、それは市町村長がいたり町村議会があったり、ものは、それは市町村長がいたり町村議会があったり、ものは、それは市町村長がいたり町村議会があったり、もちちちちろんろんろんろん都都都都道道道道府府府府県があってそこでや県があってそこでや県があってそこでや県があってそこでや

るわけですから、そこにするわけですから、そこにするわけですから、そこにするわけですから、そこにすべべべべてててて丸投丸投丸投丸投げしてしまうわけではないですから。だから、そこのげしてしまうわけではないですから。だから、そこのげしてしまうわけではないですから。だから、そこのげしてしまうわけではないですから。だから、そこの

ところ県民が案ところ県民が案ところ県民が案ところ県民が案外外外外わかりにくくて、道わかりにくくて、道わかりにくくて、道わかりにくくて、道州州州州制制制制にににに移行移行移行移行すると言ってしまったら、奈良県がすると言ってしまったら、奈良県がすると言ってしまったら、奈良県がすると言ってしまったら、奈良県が消消消消ええええ

てしまうようなてしまうようなてしまうようなてしまうような感覚感覚感覚感覚で今もいることは事で今もいることは事で今もいることは事で今もいることは事実実実実です。県民のです。県民のです。県民のです。県民の多多多多くは。まして関係するくは。まして関係するくは。まして関係するくは。まして関係する人人人人ですらですらですらですら

そういうそういうそういうそういう感覚感覚感覚感覚で物を言っていると。大で物を言っていると。大で物を言っていると。大で物を言っていると。大阪阪阪阪市長の発言が大きくなるために、その市長の発言が大きくなるために、その市長の発言が大きくなるために、その市長の発言が大きくなるために、その感覚感覚感覚感覚で道で道で道で道州州州州

制制制制にやっにやっにやっにやっぱぱぱぱりりりり移行移行移行移行するのだというような物の見方をしているのがするのだというような物の見方をしているのがするのだというような物の見方をしているのがするのだというような物の見方をしているのが多多多多い。今聞こえてきていい。今聞こえてきていい。今聞こえてきていい。今聞こえてきてい

るのはそんなものがるのはそんなものがるのはそんなものがるのはそんなものが多多多多い。道い。道い。道い。道州州州州にはにはにはには移行移行移行移行しないというのは前提になっているわけですから、しないというのは前提になっているわけですから、しないというのは前提になっているわけですから、しないというのは前提になっているわけですから、

それはそれはそれはそれは別別別別のののの視点視点視点視点でででで話話話話をしないとややこしくなると思う。をしないとややこしくなると思う。をしないとややこしくなると思う。をしないとややこしくなると思う。
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それで、この中へそれで、この中へそれで、この中へそれで、この中へ入入入入っていかれますのでっていかれますのでっていかれますのでっていかれますので後後後後はもうはもうはもうはもう戻戻戻戻りも申し上げませんが、知事公室長りも申し上げませんが、知事公室長りも申し上げませんが、知事公室長りも申し上げませんが、知事公室長

が言ったように、部が言ったように、部が言ったように、部が言ったように、部分分分分参参参参加加加加もいいと言っているわけです。だから、そんなこととか、部もいいと言っているわけです。だから、そんなこととか、部もいいと言っているわけです。だから、そんなこととか、部もいいと言っているわけです。だから、そんなこととか、部分分分分

参参参参加加加加と言っていることとか、知事会は、この間も説明を聞いたように、と言っていることとか、知事会は、この間も説明を聞いたように、と言っていることとか、知事会は、この間も説明を聞いたように、と言っていることとか、知事会は、この間も説明を聞いたように、誘誘誘誘いをかけた１０いをかけた１０いをかけた１０いをかけた１０

府府府府県が知事会としての会県が知事会としての会県が知事会としての会県が知事会としての会合合合合をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれの、例えば徳れの、例えば徳れの、例えば徳れの、例えば徳島島島島県、あるいは県、あるいは県、あるいは県、あるいは三三三三重重重重県、あるいは県、あるいは県、あるいは県、あるいは福福福福井井井井

県が県が県が県が入入入入ってきてる中には、この部ってきてる中には、この部ってきてる中には、この部ってきてる中には、この部分分分分はもう参はもう参はもう参はもう参加加加加しませんよというしませんよというしませんよというしませんよという何何何何か申しか申しか申しか申し合合合合わせのうようわせのうようわせのうようわせのうよう

なのがありました。すなのがありました。すなのがありました。すなのがありました。すべべべべて同て同て同て同格格格格ではなかったではなかったではなかったではなかった記憶記憶記憶記憶がある。がある。がある。がある。何何何何かありましたかありましたかありましたかありましたねねねね。。。。

（（（（「「「「鳥鳥鳥鳥取県だけです取県だけです取県だけです取県だけです」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

鳥鳥鳥鳥取県だけでしたか。だけれどそこのところへ取県だけでしたか。だけれどそこのところへ取県だけでしたか。だけれどそこのところへ取県だけでしたか。だけれどそこのところへ誘誘誘誘いをかけられて、この関いをかけられて、この関いをかけられて、この関いをかけられて、この関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合とととと

いうのはいうのはいうのはいうのは動動動動いてきているわけですが、知事会もそうなのですが、いてきているわけですが、知事会もそうなのですが、いてきているわけですが、知事会もそうなのですが、いてきているわけですが、知事会もそうなのですが、近畿近畿近畿近畿２２２２府府府府４県でかなり４県でかなり４県でかなり４県でかなり財財財財

政政政政的にも的にも的にも的にも人口人口人口人口的にも的にも的にも的にも多多多多い方ではない奈良県は議い方ではない奈良県は議い方ではない奈良県は議い方ではない奈良県は議論論論論の中にの中にの中にの中に入入入入って、そして、これはって、そして、これはって、そして、これはって、そして、これは抜抜抜抜ける、ける、ける、ける、

これもこれもこれもこれも抜抜抜抜ける、この部ける、この部ける、この部ける、この部分分分分だけ参だけ参だけ参だけ参加加加加というようなことはというようなことはというようなことはというようなことは可可可可能能能能だから、だから、だから、だから、動動動動いていく今のいていく今のいていく今のいていく今の状況状況状況状況のののの

中に中に中に中に入入入入って議って議って議って議論論論論にににに加加加加わって、そしてわって、そしてわって、そしてわって、そして堂堂堂堂 々々々々と奈良県のと奈良県のと奈良県のと奈良県の考考考考え方を言うえ方を言うえ方を言うえ方を言うべべべべきであると思うのです。きであると思うのです。きであると思うのです。きであると思うのです。

ところが今はところが今はところが今はところが今は入入入入らないらないらないらないスタンススタンススタンススタンスで、ここでで、ここでで、ここでで、ここで入入入入れれれれ入入入入らないの議らないの議らないの議らないの議論論論論ではできませんから、してではできませんから、してではできませんから、してではできませんから、して

もらもらもらもらちちちちが明かないわけだから、もう少し関が明かないわけだから、もう少し関が明かないわけだから、もう少し関が明かないわけだから、もう少し関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合の現の現の現の現状状状状をををを勉勉勉勉強するということで、こ強するということで、こ強するということで、こ強するということで、こ

の間のの間のの間のの間の講講講講師師師師もいい、しかしまたもいい、しかしまたもいい、しかしまたもいい、しかしまた別別別別のののの視点視点視点視点でのでのでのでの講講講講師師師師もももも招招招招いていていていて我我我我 々々々々もももも勉勉勉勉強したらいいのですが、強したらいいのですが、強したらいいのですが、強したらいいのですが、

それからいろんなそれからいろんなそれからいろんなそれからいろんな形形形形で一緒にで一緒にで一緒にで一緒に勉勉勉勉強していくのはいいと思うのです。僕らが強していくのはいいと思うのです。僕らが強していくのはいいと思うのです。僕らが強していくのはいいと思うのです。僕らが勉勉勉勉強するだけで強するだけで強するだけで強するだけで

はなく、大事なことですから、４３名の議員がはなく、大事なことですから、４３名の議員がはなく、大事なことですから、４３名の議員がはなく、大事なことですから、４３名の議員がひひひひとしく同としく同としく同としく同じテじテじテじテーーーーブブブブルでこの間の先ルでこの間の先ルでこの間の先ルでこの間の先生生生生の意の意の意の意

見なり、あるいは見なり、あるいは見なり、あるいは見なり、あるいは別別別別の先の先の先の先生生生生の意見なり、例えば、ああいうことをの意見なり、例えば、ああいうことをの意見なり、例えば、ああいうことをの意見なり、例えば、ああいうことを共共共共通通通通でででで認識認識認識認識をををを基基基基本本本本的なも的なも的なも的なも

のをのをのをのを持持持持たなかったら、たなかったら、たなかったら、たなかったら、感感感感情情情情的になってしまって、知事が的になってしまって、知事が的になってしまって、知事が的になってしまって、知事が入入入入るかるかるかるか入入入入らないかという、けんからないかという、けんからないかという、けんからないかという、けんか

になることはないとは思うのですが、こんなことで。しかし県になることはないとは思うのですが、こんなことで。しかし県になることはないとは思うのですが、こんなことで。しかし県になることはないとは思うのですが、こんなことで。しかし県益益益益のためにどうあるのためにどうあるのためにどうあるのためにどうあるべべべべきかきかきかきか

をををを考考考考えるとしたえるとしたえるとしたえるとした場合場合場合場合、、、、考考考考えなければならないわけですから。そういうえなければならないわけですから。そういうえなければならないわけですから。そういうえなければならないわけですから。そういう視点視点視点視点で、参で、参で、参で、参加加加加して物して物して物して物

を言っていった方がいいと、そしてその中でを言っていった方がいいと、そしてその中でを言っていった方がいいと、そしてその中でを言っていった方がいいと、そしてその中で堂堂堂堂 々々々々とこの部とこの部とこの部とこの部分分分分については奈良県はについては奈良県はについては奈良県はについては奈良県は抜抜抜抜けるよけるよけるよけるよ

と、この部と、この部と、この部と、この部分分分分についてはこうだよと。それは物を言えないわけではないし、奈良県というについてはこうだよと。それは物を言えないわけではないし、奈良県というについてはこうだよと。それは物を言えないわけではないし、奈良県というについてはこうだよと。それは物を言えないわけではないし、奈良県という

のはのはのはのは残残残残るわけですから。それがいいのではないかと思ったるわけですから。それがいいのではないかと思ったるわけですから。それがいいのではないかと思ったるわけですから。それがいいのではないかと思った考考考考えをえをえをえを持持持持っている者として、委っている者として、委っている者として、委っている者として、委

員長、そういう員長、そういう員長、そういう員長、そういう機機機機会をつくってもらったら。会をつくってもらったら。会をつくってもらったら。会をつくってもらったら。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 またこのまたこのまたこのまたこの後後後後、関、関、関、関西西西西広域連広域連広域連広域連合協合協合協合協議会の関係の議会の関係の議会の関係の議会の関係の教授教授教授教授の意見を聞こうとの意見を聞こうとの意見を聞こうとの意見を聞こうと協協協協議議議議ささささせせせせ

てもらおうと思ってました。てもらおうと思ってました。てもらおうと思ってました。てもらおうと思ってました。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 それはそれでいいと思う。それはそれでいいと思う。それはそれでいいと思う。それはそれでいいと思う。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 そのそのそのその後後後後またまたまたまた協協協協議しないといけませんが、もう１議しないといけませんが、もう１議しないといけませんが、もう１議しないといけませんが、もう１回回回回か２か２か２か２回ぐ回ぐ回ぐ回ぐらい委員会を開らい委員会を開らい委員会を開らい委員会を開

いて、今言われていた７いて、今言われていた７いて、今言われていた７いて、今言われていた７分分分分野に関しての議野に関しての議野に関しての議野に関しての議論論論論、部、部、部、部分分分分参参参参加加加加でいくのかとか、それからでいくのかとか、それからでいくのかとか、それからでいくのかとか、それから政政政政令令令令指指指指



---- 11117777 ----

定定定定都都都都市市市市加入加入加入加入について、そのについて、そのについて、そのについて、その時分時分時分時分になったらまたになったらまたになったらまたになったらまた滋賀滋賀滋賀滋賀県の県の県の県の動向動向動向動向もわかるだろうし、そのもわかるだろうし、そのもわかるだろうし、そのもわかるだろうし、その辺辺辺辺のののの

ポイポイポイポイントントントントもももも違違違違うううう視点視点視点視点でまた、でまた、でまた、でまた、講講講講師師師師の意見を聞いたの意見を聞いたの意見を聞いたの意見を聞いた後後後後でまたしようかと思っております。でまたしようかと思っております。でまたしようかと思っております。でまたしようかと思っております。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 関関関関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合のののの場合場合場合場合、その７つの、その７つの、その７つの、その７つの分分分分野で広域野で広域野で広域野で広域計計計計画をつくったら、画をつくったら、画をつくったら、画をつくったら、都都都都道道道道府府府府

県の県県の県県の県県の県益益益益や、そこで広域や、そこで広域や、そこで広域や、そこで広域計計計計画が画が画が画が優優優優先先先先さささされてれてれてれて都都都都道道道道府府府府県が県が県が県が入入入入るるるる余余余余地がなくなるというのが地がなくなるというのが地がなくなるというのが地がなくなるというのが規規規規約約約約

の中に定められてまして、この前のときに質の中に定められてまして、この前のときに質の中に定められてまして、この前のときに質の中に定められてまして、この前のときに質問問問問で出しましたのが、で出しましたのが、で出しましたのが、で出しましたのが、和歌和歌和歌和歌山県が山県が山県が山県がドクタドクタドクタドクターーーーヘヘヘヘ

リのリのリのリの問題問題問題問題で関で関で関で関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに入入入入ったったったった後後後後からからからからドクタドクタドクタドクターーーーヘヘヘヘリはリはリはリは和歌和歌和歌和歌山県山県山県山県独自独自独自独自でしてくれという意でしてくれという意でしてくれという意でしてくれという意

見を上げたのが、見を上げたのが、見を上げたのが、見を上げたのが、初初初初めからそれは言えないものだとわかっているのにおかしいという思いめからそれは言えないものだとわかっているのにおかしいという思いめからそれは言えないものだとわかっているのにおかしいという思いめからそれは言えないものだとわかっているのにおかしいという思い

がありまして、関がありまして、関がありまして、関がありまして、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合がそれにがそれにがそれにがそれに対対対対してどうしてどうしてどうしてどう扱扱扱扱うかと思ったら、そうしたらうかと思ったら、そうしたらうかと思ったら、そうしたらうかと思ったら、そうしたら和歌和歌和歌和歌山県山県山県山県

はははは抜抜抜抜けていいですという、それだったら関けていいですという、それだったら関けていいですという、それだったら関けていいですという、それだったら関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合のののの規規規規約約約約は一体は一体は一体は一体何何何何だったのだろう、だったのだろう、だったのだろう、だったのだろう、非非非非

常常常常ににににフフフファジァジァジァジーというのか、ーというのか、ーというのか、ーというのか、骨骨骨骨格格格格自自自自体が体が体が体が非常非常非常非常ににににぐぐぐぐらついているというのをこの間のらついているというのをこの間のらついているというのをこの間のらついているというのをこの間の動動動動きの中きの中きの中きの中

でででで感感感感じじじじてきております。市町村の関係では、てきております。市町村の関係では、てきております。市町村の関係では、てきております。市町村の関係では、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自自自自分分分分たたたたちちちちの意見を言うの意見を言うの意見を言うの意見を言う場場場場がががが

ないということで、ないということで、ないということで、ないということで、統統統統一的に一的に一的に一的に滋賀滋賀滋賀滋賀県の知事に県の知事に県の知事に県の知事に対対対対して関して関して関して関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合へのへのへのへの加入加入加入加入を見直ししてくを見直ししてくを見直ししてくを見直ししてく

れという意見が上がっていたこともありますし、れという意見が上がっていたこともありますし、れという意見が上がっていたこともありますし、れという意見が上がっていたこともありますし、基礎基礎基礎基礎的的的的自治自治自治自治体の住民の体の住民の体の住民の体の住民の人人人人たたたたちちちちが関が関が関が関西西西西広域広域広域広域

連連連連合合合合のののの人人人人員を員を員を員を選選選選ぶぶぶぶ、そういうような、そういうような、そういうような、そういうような選挙権選挙権選挙権選挙権をををを持持持持っているというわけでもありませんし、やっているというわけでもありませんし、やっているというわけでもありませんし、やっているというわけでもありませんし、や

はりはりはりはり基礎基礎基礎基礎的な的な的な的な自治自治自治自治体というか、住民の体というか、住民の体というか、住民の体というか、住民の人人人人たたたたちちちちからしたらからしたらからしたらからしたら非常非常非常非常にににに遠遠遠遠いいいい存存存存在に関在に関在に関在に関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合がががが

置かれているのを、この間のいろいろ置かれているのを、この間のいろいろ置かれているのを、この間のいろいろ置かれているのを、この間のいろいろ勉勉勉勉強したりしながら、強したりしながら、強したりしながら、強したりしながら、私自身私自身私自身私自身はそんなはそんなはそんなはそんなふふふふうにうにうにうに感感感感じじじじてててて

いるところです。いるところです。いるところです。いるところです。

道道道道州州州州制制制制のことまで書いていないのですけれども、国の補のことまで書いていないのですけれども、国の補のことまで書いていないのですけれども、国の補のことまで書いていないのですけれども、国の補助助助助金がどうかということで、こ金がどうかということで、こ金がどうかということで、こ金がどうかということで、こ

の間の間の間の間森森森森先先先先生生生生におにおにおにお伺伺伺伺いしてたのですが、結いしてたのですが、結いしてたのですが、結いしてたのですが、結局局局局関関関関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合の予の予の予の予算算算算を見ますと、を見ますと、を見ますと、を見ますと、都都都都道道道道府府府府県の、県の、県の、県の、

人口割人口割人口割人口割からどういうからどういうからどういうからどういう基基基基準準準準で用いるか、新しいで用いるか、新しいで用いるか、新しいで用いるか、新しい計算計算計算計算方方方方法法法法はわかりませんが、はわかりませんが、はわかりませんが、はわかりませんが、持ち持ち持ち持ち寄寄寄寄りのりのりのりの分分分分と、と、と、と、

あとはあとはあとはあとは特特特特定事業定事業定事業定事業費費費費にににに対対対対する補する補する補する補助助助助なのですが、なのですが、なのですが、なのですが、特特特特定事業定事業定事業定事業費費費費の補の補の補の補助助助助ははははドクタドクタドクタドクターーーーヘヘヘヘリのリのリのリの分分分分しかしかしかしか入入入入

ってないのです。そのってないのです。そのってないのです。そのってないのです。そのドクタドクタドクタドクターーーーヘヘヘヘリの部リの部リの部リの部分分分分は一つのは一つのは一つのは一つの自治自治自治自治体が関体が関体が関体が関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合という新しいという新しいという新しいという新しい自自自自

治治治治体が体が体が体が誕誕誕誕生生生生しているので、しているので、しているので、しているので、何何何何かかかか特特特特別別別別なななな形形形形での補での補での補での補助助助助金かと思っておりましたら、結金かと思っておりましたら、結金かと思っておりましたら、結金かと思っておりましたら、結局局局局それそれそれそれぞぞぞぞ

れのれのれのれの持持持持っているところのっているところのっているところのっているところのドクタドクタドクタドクターーーーヘヘヘヘリの補リの補リの補リの補助助助助金の金の金の金の寄寄寄寄せせせせ集集集集めというのがこの関めというのがこの関めというのがこの関めというのがこの関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合のののの

補補補補助助助助金になっているということで、国はそうしたら一つの金になっているということで、国はそうしたら一つの金になっているということで、国はそうしたら一つの金になっているということで、国はそうしたら一つの自治自治自治自治体が体が体が体が誕誕誕誕生生生生したというしたというしたというしたというふふふふうなうなうなうな

法法法法的には的には的には的には位位位位置置置置づづづづけになっていますが、けになっていますが、けになっていますが、けになっていますが、扱扱扱扱いとしては今までのいとしては今までのいとしては今までのいとしては今までの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れのれのれの都都都都道道道道府府府府県に県に県に県に

対対対対する補する補する補する補助助助助とととと何何何何らららら変変変変わっていないという、わっていないという、わっていないという、わっていないという、感想感想感想感想をををを持持持持っていたというのが。っていたというのが。っていたというのが。っていたというのが。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 小林（茂）委員、小林（茂）委員、小林（茂）委員、小林（茂）委員、何何何何かございますか、市町村の関係も含めて。かございますか、市町村の関係も含めて。かございますか、市町村の関係も含めて。かございますか、市町村の関係も含めて。

○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員 市町村の意見を市町村の意見を市町村の意見を市町村の意見を反映反映反映反映するするするする仕仕仕仕組みはあるのか、組みはあるのか、組みはあるのか、組みはあるのか、滋賀滋賀滋賀滋賀県でいうと県でいうと県でいうと県でいうと仕仕仕仕組みが組みが組みが組みが

ないとおっしゃってきているので、奈良県のないとおっしゃってきているので、奈良県のないとおっしゃってきているので、奈良県のないとおっしゃってきているので、奈良県の場合場合場合場合もないと言わざるをもないと言わざるをもないと言わざるをもないと言わざるを得得得得ないのでしないのでしないのでしないのでしょょょょうか。うか。うか。うか。
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それらをくみ取りながら、連それらをくみ取りながら、連それらをくみ取りながら、連それらをくみ取りながら、連合合合合議会に出ていく議会に出ていく議会に出ていく議会に出ていく人人人人がおられればがおられればがおられればがおられれば可可可可能能能能なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうけれども、うけれども、うけれども、うけれども、

例えば奈良県の例えば奈良県の例えば奈良県の例えば奈良県の場合場合場合場合だとこの間までは２だとこの間までは２だとこの間までは２だとこの間までは２人人人人だったので、その２だったので、その２だったので、その２だったので、その２人人人人がどういう地域からがどういう地域からがどういう地域からがどういう地域から選選選選ばばばば

れるかによって３れるかによって３れるかによって３れるかによって３９９９９市町村のどの部市町村のどの部市町村のどの部市町村のどの部分分分分をどうをどうをどうをどう反映反映反映反映するのかっていうことを、するのかっていうことを、するのかっていうことを、するのかっていうことを、本本本本当にどうな当にどうな当にどうな当にどうな

るかそのるかそのるかそのるかその人人人人次第みたいなところもありますし、どの次第みたいなところもありますし、どの次第みたいなところもありますし、どの次第みたいなところもありますし、どの党党党党がががが行行行行くのかによってもくのかによってもくのかによってもくのかによっても違違違違いますし、いますし、いますし、いますし、

和歌和歌和歌和歌山県でしたら２山県でしたら２山県でしたら２山県でしたら２人人人人ともともともとも自由自由自由自由民民民民主党主党主党主党でしたし。この１つ目を見ると、でしたし。この１つ目を見ると、でしたし。この１つ目を見ると、でしたし。この１つ目を見ると、仕仕仕仕組みはあるのか、組みはあるのか、組みはあるのか、組みはあるのか、

現現現現状状状状はないと言わざるをはないと言わざるをはないと言わざるをはないと言わざるを得得得得ないと思います。ないと思います。ないと思います。ないと思います。

住民や市町村にとってどういう住民や市町村にとってどういう住民や市町村にとってどういう住民や市町村にとってどういう役割役割役割役割なのか、住民や市町村の方にとって関なのか、住民や市町村の方にとって関なのか、住民や市町村の方にとって関なのか、住民や市町村の方にとって関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合がががが

どんな組どんな組どんな組どんな組織織織織になっているのかということについては、になっているのかということについては、になっているのかということについては、になっているのかということについては、多分多分多分多分細細細細かくは関かくは関かくは関かくは関心心心心がないのではないがないのではないがないのではないがないのではない

ですか。ただ、その大ですか。ただ、その大ですか。ただ、その大ですか。ただ、その大都都都都市市市市主義主義主義主義という、という、という、という、東京東京東京東京に一に一に一に一極極極極集集集集中になってきたと、そして関中になってきたと、そして関中になってきたと、そして関中になってきたと、そして関西西西西をををを復復復復

権権権権しようというしようというしようというしようという考考考考え方があってえ方があってえ方があってえ方があって経済経済経済経済界界界界を中を中を中を中心心心心に関に関に関に関西西西西広域広域広域広域機機機機構（構（構（構（ＫＵＫＵＫＵＫＵ）ができた、その）ができた、その）ができた、その）ができた、そのＫＵＫＵＫＵＫＵ

のののの延延延延長長長長線線線線上で今の関上で今の関上で今の関上で今の関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合ができているということをができているということをができているということをができているということを考考考考えたら、今の関えたら、今の関えたら、今の関えたら、今の関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合はははは

大大大大都都都都市の市の市の市の考考考考え方にえ方にえ方にえ方に立立立立っているのではないかと思います。つまり大っているのではないかと思います。つまり大っているのではないかと思います。つまり大っているのではないかと思います。つまり大阪阪阪阪、、、、京京京京都都都都、、、、神戸神戸神戸神戸という３という３という３という３

つの大つの大つの大つの大都都都都市市市市及び及び及び及び大大大大都都都都市を中市を中市を中市を中心心心心とするとするとするとする府府府府県の意見が強くなっていっているのではないかと、県の意見が強くなっていっているのではないかと、県の意見が強くなっていっているのではないかと、県の意見が強くなっていっているのではないかと、

この２つをこの２つをこの２つをこの２つを読読読読んでいて思うので、住民や市町村にとってという言い方をすれば、これはんでいて思うので、住民や市町村にとってという言い方をすれば、これはんでいて思うので、住民や市町村にとってという言い方をすれば、これはんでいて思うので、住民や市町村にとってという言い方をすれば、これは多多多多

分分分分２２２２府府府府４県、４県、４県、４県、従従従従来来来来の関の関の関の関西西西西でいう２でいう２でいう２でいう２府府府府４県だと、大４県だと、大４県だと、大４県だと、大都都都都市を含んでいる市を含んでいる市を含んでいる市を含んでいる京京京京都府都府都府都府、大、大、大、大阪阪阪阪府府府府、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫

県の３つと、それ以県の３つと、それ以県の３つと、それ以県の３つと、それ以外外外外のののの滋賀滋賀滋賀滋賀県、奈良県、県、奈良県、県、奈良県、県、奈良県、和歌和歌和歌和歌山県という３つの山県という３つの山県という３つの山県という３つの何何何何かせめかせめかせめかせめぎぎぎぎ合合合合いみたいないみたいないみたいないみたいな

構図に今なっているのではないかと、構図に今なっているのではないかと、構図に今なっているのではないかと、構図に今なっているのではないかと、歴歴歴歴史的な史的な史的な史的な経経経経緯緯緯緯を含めてを含めてを含めてを含めて考考考考えると、ここの２つのえると、ここの２つのえると、ここの２つのえると、ここの２つのポイポイポイポイ

ントントントントは、そういう見方をしているので、住民とは、そういう見方をしているので、住民とは、そういう見方をしているので、住民とは、そういう見方をしているので、住民と感覚感覚感覚感覚的には的には的には的には乖離乖離乖離乖離した関した関した関した関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合に今はなに今はなに今はなに今はな

ってきているのかと思います。関ってきているのかと思います。関ってきているのかと思います。関ってきているのかと思います。関西西西西広域広域広域広域機機機機構ができたときに、例えば奈良県の構ができたときに、例えば奈良県の構ができたときに、例えば奈良県の構ができたときに、例えば奈良県の経済経済経済経済界界界界がどがどがどがど

んな意見をんな意見をんな意見をんな意見を述べ述べ述べ述べてきたのかということはわかりませんが、てきたのかということはわかりませんが、てきたのかということはわかりませんが、てきたのかということはわかりませんが、恐恐恐恐らくらくらくらく追随追随追随追随をしていただけなのをしていただけなのをしていただけなのをしていただけなの

かもしれないなと思うので、ここの部かもしれないなと思うので、ここの部かもしれないなと思うので、ここの部かもしれないなと思うので、ここの部分分分分はそう思います。はそう思います。はそう思います。はそう思います。

これと少し関連するのかこれと少し関連するのかこれと少し関連するのかこれと少し関連するのか離離離離れるのかわかりませんが、どういうれるのかわかりませんが、どういうれるのかわかりませんが、どういうれるのかわかりませんが、どういう判断判断判断判断で、で、で、で、滋賀滋賀滋賀滋賀県、県、県、県、和歌和歌和歌和歌山山山山

県は県は県は県は加入加入加入加入したのか、したのか、したのか、したのか、滋賀滋賀滋賀滋賀県は県は県は県は行行行行きませんでしたが、きませんでしたが、きませんでしたが、きませんでしたが、和歌和歌和歌和歌山県に山県に山県に山県に視察視察視察視察にににに行行行行ってわかったことってわかったことってわかったことってわかったこと

は、は、は、は、入入入入ってから議ってから議ってから議ってから議論論論論しようという、しようという、しようという、しようという、何何何何名かの方はおっしゃっていますけれど、名かの方はおっしゃっていますけれど、名かの方はおっしゃっていますけれど、名かの方はおっしゃっていますけれど、入入入入ってからってからってからってから

議議議議論論論論をしようというをしようというをしようというをしようという判断判断判断判断だったのか。それはどだったのか。それはどだったのか。それはどだったのか。それはどちちちちらとも言えると、よくなるまではらとも言えると、よくなるまではらとも言えると、よくなるまではらとも言えると、よくなるまでは入入入入らならならならな

いといういといういといういという考考考考えか、えか、えか、えか、入入入入ってからってからってからってから考考考考えるという議えるという議えるという議えるという議論論論論とは、どっとは、どっとは、どっとは、どっちちちちもももも何何何何かかかか似似似似たようなことで、どたようなことで、どたようなことで、どたようなことで、ど

っっっっちちちちかがどっかがどっかがどっかがどっちちちちかを、それは間かを、それは間かを、それは間かを、それは間違違違違ってると言いってると言いってると言いってると言い切切切切れないように思います。れないように思います。れないように思います。れないように思います。

それと、それと、それと、それと、京京京京都府都府都府都府にににに視察視察視察視察にににに行行行行って思ったのですが、って思ったのですが、って思ったのですが、って思ったのですが、京京京京都府都府都府都府もももも和歌和歌和歌和歌山県も結山県も結山県も結山県も結局局局局のところはかのところはかのところはかのところはか

なりなりなりなり早早早早期期期期にににに立立立立ちちちち上がったときに結上がったときに結上がったときに結上がったときに結論論論論を出していたので、いわを出していたので、いわを出していたので、いわを出していたので、いわゆゆゆゆるるるる狭義狭義狭義狭義のののの政政政政治治治治的的的的判断判断判断判断をしたをしたをしたをした

理解と思います。そうすると、奈良県がやっているのは、広理解と思います。そうすると、奈良県がやっているのは、広理解と思います。そうすると、奈良県がやっているのは、広理解と思います。そうすると、奈良県がやっているのは、広義義義義のののの政政政政治治治治的的的的判断判断判断判断を今やっていを今やっていを今やっていを今やってい
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るるるる過過過過程程程程にあるのかなと思います。にあるのかなと思います。にあるのかなと思います。にあるのかなと思います。雑感雑感雑感雑感みたいなところもありますけれど、この２みたいなところもありますけれど、この２みたいなところもありますけれど、この２みたいなところもありますけれど、この２番番番番目のと目のと目のと目のと

ころを見て思ったのは、結ころを見て思ったのは、結ころを見て思ったのは、結ころを見て思ったのは、結局局局局大大大大都都都都市市市市対対対対地方という構図がこの関地方という構図がこの関地方という構図がこの関地方という構図がこの関西西西西においてもにおいてもにおいてもにおいても繰繰繰繰り広げられり広げられり広げられり広げられ

ているというているというているというているという感想感想感想感想をををを持持持持ってます。ってます。ってます。ってます。ママママル、ル、ル、ル、ペケペケペケペケ、、、、三角三角三角三角のののの表表表表現にはなっていないかもしれませ現にはなっていないかもしれませ現にはなっていないかもしれませ現にはなっていないかもしれませ

んけれど、そういう意見も、委員間討議ですから、こういうんけれど、そういう意見も、委員間討議ですから、こういうんけれど、そういう意見も、委員間討議ですから、こういうんけれど、そういう意見も、委員間討議ですから、こういう話話話話がががが何何何何らかのらかのらかのらかの効果効果効果効果をどなたかをどなたかをどなたかをどなたか

にににに与与与与えられたらという思いでおえられたらという思いでおえられたらという思いでおえられたらという思いでお話話話話ししました。以上です。ししました。以上です。ししました。以上です。ししました。以上です。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 今、整理しますと、市町村の意見が関今、整理しますと、市町村の意見が関今、整理しますと、市町村の意見が関今、整理しますと、市町村の意見が関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに反映反映反映反映するするするする仕仕仕仕組みはあるよ組みはあるよ組みはあるよ組みはあるよ

うにはうにはうにはうには実実実実は思っていないのです。つくらないといけないし、つくったらいいと思っていまは思っていないのです。つくらないといけないし、つくったらいいと思っていまは思っていないのです。つくらないといけないし、つくったらいいと思っていまは思っていないのです。つくらないといけないし、つくったらいいと思っていま

す、まだ関す、まだ関す、まだ関す、まだ関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合は１は１は１は１歳歳歳歳そこそこのこれからそこそこのこれからそこそこのこれからそこそこのこれから育育育育っていく子どもでありますので、一般っていく子どもでありますので、一般っていく子どもでありますので、一般っていく子どもでありますので、一般

質質質質問問問問で言ったようにはで言ったようにはで言ったようにはで言ったようにはぐぐぐぐくんでいかなければいけないというくんでいかなければいけないというくんでいかなければいけないというくんでいかなければいけないという立立立立場場場場です。です。です。です。

それと、もう一方では、市町村が今国にそれと、もう一方では、市町村が今国にそれと、もう一方では、市町村が今国にそれと、もう一方では、市町村が今国に対対対対してそういう意見をしてそういう意見をしてそういう意見をしてそういう意見を反映反映反映反映するするするする仕仕仕仕組みが充組みが充組みが充組みが充実実実実しししし

ているかといえばそんなことはないわけで、国と地方のているかといえばそんなことはないわけで、国と地方のているかといえばそんなことはないわけで、国と地方のているかといえばそんなことはないわけで、国と地方の協協協協議の議の議の議の場場場場もようやくもようやくもようやくもようやく進進進進みかけとるみかけとるみかけとるみかけとる

ようなようなようなような状況状況状況状況です、です、です、です、ススススキキキキーーーームムムムをををを覚覚覚覚えていないですが、市町村長がそのえていないですが、市町村長がそのえていないですが、市町村長がそのえていないですが、市町村長がその場場場場にににに行行行行くというようなくというようなくというようなくというような

ことはことはことはことは多分多分多分多分ほほほほぼぼぼぼ難難難難しいのではないのか、知事がしいのではないのか、知事がしいのではないのか、知事がしいのではないのか、知事が行行行行くということ、だったように思いますし、くということ、だったように思いますし、くということ、だったように思いますし、くということ、だったように思いますし、

今現在より今現在より今現在より今現在より悪悪悪悪くなることはくなることはくなることはくなることは絶絶絶絶対対対対ないと思いますし、これが、ないと思いますし、これが、ないと思いますし、これが、ないと思いますし、これが、ささささっきも言いましたけどっきも言いましたけどっきも言いましたけどっきも言いましたけど近近近近場場場場

にににに来来来来る、る、る、る、ミミミミッッッッドフィドフィドフィドフィルダーがルダーがルダーがルダーが近近近近くにくにくにくに来来来来てくれててくれててくれててくれて司令塔司令塔司令塔司令塔となってくれると理解しています。となってくれると理解しています。となってくれると理解しています。となってくれると理解しています。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 今現今現今現今現時点時点時点時点でででで滋賀滋賀滋賀滋賀県を例えると、県を例えると、県を例えると、県を例えると、滋賀滋賀滋賀滋賀県の知事と市町村会、市町村会は県の知事と市町村会、市町村会は県の知事と市町村会、市町村会は県の知事と市町村会、市町村会は何何何何か関か関か関か関

西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合についてはについてはについてはについては否否否否定的な見方をしているみたいです。議会との関係もどうなのかと定的な見方をしているみたいです。議会との関係もどうなのかと定的な見方をしているみたいです。議会との関係もどうなのかと定的な見方をしているみたいです。議会との関係もどうなのかと

思うのですけれども、ここは思うのですけれども、ここは思うのですけれども、ここは思うのですけれども、ここは冷静冷静冷静冷静にににに客観客観客観客観的に見ていかなければならないのではないかと思的に見ていかなければならないのではないかと思的に見ていかなければならないのではないかと思的に見ていかなければならないのではないかと思

っておりまして、いわっておりまして、いわっておりまして、いわっておりまして、いわゆゆゆゆる知事と市町村長のる知事と市町村長のる知事と市町村長のる知事と市町村長の風通風通風通風通しがしがしがしが悪悪悪悪い、あるいは知事と議会とのい、あるいは知事と議会とのい、あるいは知事と議会とのい、あるいは知事と議会との風通風通風通風通

しがしがしがしが悪悪悪悪いと。いと。いと。いと。風通風通風通風通しがしがしがしが悪悪悪悪くなれば、いわくなれば、いわくなれば、いわくなれば、いわゆゆゆゆる関る関る関る関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合においてその意見がにおいてその意見がにおいてその意見がにおいてその意見が反映反映反映反映できなできなできなできな

いと、これはいと、これはいと、これはいと、これは違違違違うように思います。そうすれば、いわうように思います。そうすれば、いわうように思います。そうすれば、いわうように思います。そうすれば、いわゆゆゆゆる県と市町村のる県と市町村のる県と市町村のる県と市町村の風通風通風通風通しもしもしもしも悪悪悪悪くなるくなるくなるくなる

という意という意という意という意味味味味ですから、ここはですから、ここはですから、ここはですから、ここは冷静冷静冷静冷静にににに判断判断判断判断して、物事をその部して、物事をその部して、物事をその部して、物事をその部分分分分は置いておかなければいかは置いておかなければいかは置いておかなければいかは置いておかなければいか

んのかなと思っておりまして、現んのかなと思っておりまして、現んのかなと思っておりまして、現んのかなと思っておりまして、現実実実実の市町村の意見をの市町村の意見をの市町村の意見をの市町村の意見を反映反映反映反映するというのは、知事がその関するというのは、知事がその関するというのは、知事がその関するというのは、知事がその関

西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合における理事として出ていくわけであります。また県議会議員が、における理事として出ていくわけであります。また県議会議員が、における理事として出ていくわけであります。また県議会議員が、における理事として出ていくわけであります。また県議会議員が、人数人数人数人数は２名は２名は２名は２名

か、その県議会議員が県をか、その県議会議員が県をか、その県議会議員が県をか、その県議会議員が県を代表代表代表代表して議員として関して議員として関して議員として関して議員として関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに行行行行ってるわけですから、そってるわけですから、そってるわけですから、そってるわけですから、そ

こでこでこでこでささささまざまな市町村、あるいは奈良県のまざまな市町村、あるいは奈良県のまざまな市町村、あるいは奈良県のまざまな市町村、あるいは奈良県の利利利利益益益益なりをなりをなりをなりを代弁代弁代弁代弁するするするする形形形形で関で関で関で関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに対対対対してしてしてして

言うわけです。その関言うわけです。その関言うわけです。その関言うわけです。その関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合に言うに言うに言うに言うべべべべき内容も、広域的な中で奈良県の、関き内容も、広域的な中で奈良県の、関き内容も、広域的な中で奈良県の、関き内容も、広域的な中で奈良県の、関西西西西全全全全体の体の体の体の

利利利利益益益益とともに奈良県のとともに奈良県のとともに奈良県のとともに奈良県の利利利利益益益益をそこにをそこにをそこにをそこに求求求求めていくということでありますから、その市町村のめていくということでありますから、その市町村のめていくということでありますから、その市町村のめていくということでありますから、その市町村の

意見を意見を意見を意見を反映反映反映反映できるできるできるできる仕仕仕仕組みはないのではないかという、議組みはないのではないかという、議組みはないのではないかという、議組みはないのではないかという、議論論論論はどうなのかなというはどうなのかなというはどうなのかなというはどうなのかなというふふふふうに思うに思うに思うに思

ってます。ただし、次のってます。ただし、次のってます。ただし、次のってます。ただし、次の丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管についての議管についての議管についての議管についての議論論論論にににに入入入入っていくと、先ほど知事公室長がっていくと、先ほど知事公室長がっていくと、先ほど知事公室長がっていくと、先ほど知事公室長が
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おっしゃられましたように、補おっしゃられましたように、補おっしゃられましたように、補おっしゃられましたように、補助助助助金等金等金等金等 々々々々のののの分分分分配配配配については議会のについては議会のについては議会のについては議会の人数人数人数人数が、議が、議が、議が、議席席席席が少なけれが少なけれが少なけれが少なけれ

ばという、そういう部ばという、そういう部ばという、そういう部ばという、そういう部分分分分もつながっていくおそれもありますので、ここはもう一もつながっていくおそれもありますので、ここはもう一もつながっていくおそれもありますので、ここはもう一もつながっていくおそれもありますので、ここはもう一度何度何度何度何らからからからか

のののの仕仕仕仕組みはつくる組みはつくる組みはつくる組みはつくるべべべべきと思います。きと思います。きと思います。きと思います。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 少し少し少し少し私私私私どもからどもからどもからどもから分分分分けておけておけておけてお話話話話ををををささささせていただきたいのですけれども、せていただきたいのですけれども、せていただきたいのですけれども、せていただきたいのですけれども、権権権権

限限限限移譲移譲移譲移譲とととと丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管というのは国の出先管というのは国の出先管というのは国の出先管というのは国の出先機機機機関の議関の議関の議関の議論論論論になると思います。だから、になると思います。だから、になると思います。だから、になると思います。だから、丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移

管、国の出先管、国の出先管、国の出先管、国の出先機機機機関と関関と関関と関関と関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合がどうなのかという議がどうなのかという議がどうなのかという議がどうなのかという議論論論論、、、、果果果果たしているたしているたしているたしている役割役割役割役割を見を見を見を見比比比比べべべべるるるる

のかと。一方、のかと。一方、のかと。一方、のかと。一方、権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲については、それこそ奈良県もそうですけれども、どこのについては、それこそ奈良県もそうですけれども、どこのについては、それこそ奈良県もそうですけれども、どこのについては、それこそ奈良県もそうですけれども、どこの府府府府県も県も県も県も

反反反反対対対対していることはないのであって、国の出先していることはないのであって、国の出先していることはないのであって、国の出先していることはないのであって、国の出先機機機機関がなくなることに関がなくなることに関がなくなることに関がなくなることに対対対対してしてしてして反反反反対対対対しているしているしているしている

滋賀滋賀滋賀滋賀県市町村会、それから奈良県でいえば３市村、県市町村会、それから奈良県でいえば３市村、県市町村会、それから奈良県でいえば３市村、県市町村会、それから奈良県でいえば３市村、十津十津十津十津川村、野川村、野川村、野川村、野迫迫迫迫川村、川村、川村、川村、五條五條五條五條市が同市が同市が同市が同様様様様のののの

意見をお意見をお意見をお意見をお持ち持ち持ち持ちであるわけです。ですので、そこを少しであるわけです。ですので、そこを少しであるわけです。ですので、そこを少しであるわけです。ですので、そこを少し私私私私らもらもらもらも考考考考えるときに整理しておかなえるときに整理しておかなえるときに整理しておかなえるときに整理しておかな

ければならないと思います。だから、国の出先ければならないと思います。だから、国の出先ければならないと思います。だから、国の出先ければならないと思います。だから、国の出先機機機機関がなくなることが、先ほど尾﨑委員も関がなくなることが、先ほど尾﨑委員も関がなくなることが、先ほど尾﨑委員も関がなくなることが、先ほど尾﨑委員も

おっしゃってましたけれども、関おっしゃってましたけれども、関おっしゃってましたけれども、関おっしゃってましたけれども、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに移移移移る方がよりよいのであるという議る方がよりよいのであるという議る方がよりよいのであるという議る方がよりよいのであるという議論論論論にににに限限限限

定して提定して提定して提定して提示示示示しないとといかんと思うのです。しないとといかんと思うのです。しないとといかんと思うのです。しないとといかんと思うのです。権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲はははは基基基基本本本本的には僕らは的には僕らは的には僕らは的には僕らは反反反反対対対対しているわしているわしているわしているわ

けではないので、そこを整理して議けではないので、そこを整理して議けではないので、そこを整理して議けではないので、そこを整理して議論さ論さ論さ論させていただくとすれば、せていただくとすれば、せていただくとすれば、せていただくとすれば、滋賀滋賀滋賀滋賀県もも県もも県もも県ももちちちちろんですけろんですけろんですけろんですけ

ども、奈良県の３ども、奈良県の３ども、奈良県の３ども、奈良県の３団団団団体の体の体の体の皆さ皆さ皆さ皆さんがんがんがんが心心心心配配配配さささされているのは、関れているのは、関れているのは、関れているのは、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合ではそこで意見がではそこで意見がではそこで意見がではそこで意見が変変変変

わるわけですけれども、住民のわるわけですけれども、住民のわるわけですけれども、住民のわるわけですけれども、住民の基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体というか、意見がなかなか出先体というか、意見がなかなか出先体というか、意見がなかなか出先体というか、意見がなかなか出先機機機機関よりも関よりも関よりも関よりも反映反映反映反映

さささされにくいのではないかとおれにくいのではないかとおれにくいのではないかとおれにくいのではないかとお考考考考えであるということを申し上げたいと思います。ですから、えであるということを申し上げたいと思います。ですから、えであるということを申し上げたいと思います。ですから、えであるということを申し上げたいと思います。ですから、

特特特特に地方整備に地方整備に地方整備に地方整備局局局局ですけれど、出先ですけれど、出先ですけれど、出先ですけれど、出先機機機機関の関の関の関の権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲をすることにをすることにをすることにをすることに対対対対してしてしてして反反反反対さ対さ対さ対されているのだれているのだれているのだれているのだ

と思います。と思います。と思います。と思います。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 このこのこのこの丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管の管の管の管の問題問題問題問題ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、実実実実は野は野は野は野迫迫迫迫川村に川村に川村に川村に行行行行ってってってって私私私私たたたたちちちち仮仮仮仮設住設住設住設住

宅の住民の宅の住民の宅の住民の宅の住民の人人人人たたたたちちちちとととと懇懇懇懇談談談談会をやりましたときに村長会をやりましたときに村長会をやりましたときに村長会をやりましたときに村長ささささんも出てきてくれましていろいろおんも出てきてくれましていろいろおんも出てきてくれましていろいろおんも出てきてくれましていろいろお

話話話話を聞かせてもらったのですが、あれだけのを聞かせてもらったのですが、あれだけのを聞かせてもらったのですが、あれだけのを聞かせてもらったのですが、あれだけの災害災害災害災害でででで人口人口人口人口が少ない村で３０が少ない村で３０が少ない村で３０が少ない村で３０人人人人ほどしかほどしかほどしかほどしか役場役場役場役場

の職員がいないと、そのの職員がいないと、そのの職員がいないと、そのの職員がいないと、その手手手手いっいっいっいっぱぱぱぱいの中でいの中でいの中でいの中で近畿近畿近畿近畿地方整備地方整備地方整備地方整備局局局局のののの人人人人たたたたちちちちがががが来来来来て、あのて、あのて、あのて、あの災害災害災害災害のいのいのいのい

ろいろろいろろいろろいろ調査調査調査調査とかいろいろとかいろいろとかいろいろとかいろいろ応援応援応援応援してくれたということにものすごくしてくれたということにものすごくしてくれたということにものすごくしてくれたということにものすごく感謝感謝感謝感謝ををををさささされておりました。れておりました。れておりました。れておりました。

もし関もし関もし関もし関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに行行行行ったときに、ったときに、ったときに、ったときに、和歌和歌和歌和歌山県も大山県も大山県も大山県も大変変変変なななな災害災害災害災害が出ている、奈良県もが出ている、奈良県もが出ている、奈良県もが出ている、奈良県も災害災害災害災害が出が出が出が出

ている、あっている、あっている、あっている、あっちちちちこっこっこっこっちちちちに出たときにこんな小に出たときにこんな小に出たときにこんな小に出たときにこんな小ささささな村までな村までな村までな村まで来来来来てもらえたかどうかとてもらえたかどうかとてもらえたかどうかとてもらえたかどうかと非常非常非常非常に言に言に言に言

っておりまして、っておりまして、っておりまして、っておりまして、近畿近畿近畿近畿地方整備地方整備地方整備地方整備局局局局をををを丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管ということではなくて、管ということではなくて、管ということではなくて、管ということではなくて、ぜぜぜぜひひひひ残残残残してほしいしてほしいしてほしいしてほしい

という、そういうという、そういうという、そういうという、そういう声声声声を村長を村長を村長を村長ささささんから聞いてきました。んから聞いてきました。んから聞いてきました。んから聞いてきました。十津十津十津十津川村でもそういう同川村でもそういう同川村でもそういう同川村でもそういう同じじじじ声声声声を聞かを聞かを聞かを聞か

せていただきました。せていただきました。せていただきました。せていただきました。被災被災被災被災地の地の地の地の人人人人たたたたちちちちが今が今が今が今回回回回をををを通通通通して、して、して、して、肌身肌身肌身肌身にににに感感感感じじじじたたたた実実実実感感感感だったんだろうだったんだろうだったんだろうだったんだろう

なと思いましたので、そのなと思いましたので、そのなと思いましたので、そのなと思いましたので、その点点点点をつけをつけをつけをつけ加加加加えておきたいな思っております。えておきたいな思っております。えておきたいな思っております。えておきたいな思っております。
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○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 そのことだけなのだけれど、今、たまたまって言ったらそのことだけなのだけれど、今、たまたまって言ったらそのことだけなのだけれど、今、たまたまって言ったらそのことだけなのだけれど、今、たまたまって言ったら語弊語弊語弊語弊があるのですけがあるのですけがあるのですけがあるのですけ

れど、知事は国としっかりとしたれど、知事は国としっかりとしたれど、知事は国としっかりとしたれど、知事は国としっかりとしたパパパパイイイイプをプをプをプを持持持持っておられると見ていますし、っておられると見ていますし、っておられると見ていますし、っておられると見ていますし、十津十津十津十津川村出川村出川村出川村出身身身身

の国の国の国の国土交通省土交通省土交通省土交通省の大の大の大の大臣臣臣臣が今いる、これは今の現が今いる、これは今の現が今いる、これは今の現が今いる、これは今の現状状状状であります。それをであります。それをであります。それをであります。それを加加加加味味味味してこういうものしてこういうものしてこういうものしてこういうもの

も出てきたのではないかと思ったりするし、なれたやり方、今までのも出てきたのではないかと思ったりするし、なれたやり方、今までのも出てきたのではないかと思ったりするし、なれたやり方、今までのも出てきたのではないかと思ったりするし、なれたやり方、今までの従従従従来来来来のやり方では、のやり方では、のやり方では、のやり方では、

これこれこれこれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの効果効果効果効果はははは生生生生まれるし、これまれるし、これまれるし、これまれるし、これぐぐぐぐらいのことはらいのことはらいのことはらいのことは期期期期待待待待できるということができるということができるということができるということが推推推推測測測測しやすしやすしやすしやす

いのですが、いのですが、いのですが、いのですが、私私私私の中では新しい、それがの中では新しい、それがの中では新しい、それがの中では新しい、それが権権権権限限限限が関が関が関が関西西西西におりてきたにおりてきたにおりてきたにおりてきた場合場合場合場合に、広域連に、広域連に、広域連に、広域連合合合合におりにおりにおりにおり

てきたてきたてきたてきた場合場合場合場合にそのにそのにそのにそのササササーーーービビビビススススがががが低低低低下下下下する、そのする、そのする、そのする、その期期期期待待待待がががが裏切裏切裏切裏切られるとられるとられるとられると私私私私は思ってないという前は思ってないという前は思ってないという前は思ってないという前

提なのですけども、新しいやり方に提なのですけども、新しいやり方に提なのですけども、新しいやり方に提なのですけども、新しいやり方に対対対対してしてしてして皆さ皆さ皆さ皆さんがんがんがんが不不不不安を安を安を安を持持持持ってる、だってわからないとってる、だってわからないとってる、だってわからないとってる、だってわからないと

いうことの、先ほどの議いうことの、先ほどの議いうことの、先ほどの議いうことの、先ほどの議論論論論も前提は関も前提は関も前提は関も前提は関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合に国のに国のに国のに国の権権権権限限限限がおりてきたがおりてきたがおりてきたがおりてきた場合場合場合場合にににに悪悪悪悪くなるくなるくなるくなる

んではないかという前提と、いや、そうではなくて、んではないかという前提と、いや、そうではなくて、んではないかという前提と、いや、そうではなくて、んではないかという前提と、いや、そうではなくて、ササササーーーービビビビススススが地域にが地域にが地域にが地域に根根根根差差差差したもので充したもので充したもので充したもので充

実実実実したものになるではないかという意見のしたものになるではないかという意見のしたものになるではないかという意見のしたものになるではないかという意見の相違相違相違相違なのかなと思いました。なのかなと思いました。なのかなと思いました。なのかなと思いました。要要要要するに内するに内するに内するに内吉吉吉吉野の野の野の野の

皆さ皆さ皆さ皆さんは新しいやり方にんは新しいやり方にんは新しいやり方にんは新しいやり方に不不不不安を安を安を安を持持持持っておられるというのが現っておられるというのが現っておられるというのが現っておられるというのが現状状状状であるし、それ以上のものであるし、それ以上のものであるし、それ以上のものであるし、それ以上のもの

ではないのかと思います。ではないのかと思います。ではないのかと思います。ではないのかと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ご意見ございませんか。ご意見ございませんか。ご意見ございませんか。ご意見ございませんか。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管ですけれども、もう少しいろんなお管ですけれども、もう少しいろんなお管ですけれども、もう少しいろんなお管ですけれども、もう少しいろんなお話話話話を聞かせていただいてを聞かせていただいてを聞かせていただいてを聞かせていただいて勉勉勉勉強強強強

ささささせていただきたいと思っております。７つのせていただきたいと思っております。７つのせていただきたいと思っております。７つのせていただきたいと思っております。７つの分分分分野については、もう野については、もう野については、もう野については、もう既既既既にににに我我我我 々々々々ももももささささまざままざままざままざま

な知な知な知な知識識識識も含めてやって、それも含めてやって、それも含めてやって、それも含めてやって、それぞぞぞぞれの結れの結れの結れの結論論論論はははは違違違違いますけども、それいますけども、それいますけども、それいますけども、それぞぞぞぞれでいいご意見があるれでいいご意見があるれでいいご意見があるれでいいご意見がある

かと。かと。かと。かと。丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管で、地方の、管で、地方の、管で、地方の、管で、地方の、特特特特にこの奈良県のにこの奈良県のにこの奈良県のにこの奈良県のささささまざまな取り組みはどのようになってまざまな取り組みはどのようになってまざまな取り組みはどのようになってまざまな取り組みはどのようになって

いくかというのをまだもう少し見えていない部いくかというのをまだもう少し見えていない部いくかというのをまだもう少し見えていない部いくかというのをまだもう少し見えていない部分分分分があるので、このがあるので、このがあるので、このがあるので、この不不不不安もやはり現安もやはり現安もやはり現安もやはり現実実実実にあにあにあにあ

ります。どのようなります。どのようなります。どのようなります。どのような配配配配分分分分をしていくのか、あるいは先ほど知事公室長がおっしゃったようをしていくのか、あるいは先ほど知事公室長がおっしゃったようをしていくのか、あるいは先ほど知事公室長がおっしゃったようをしていくのか、あるいは先ほど知事公室長がおっしゃったよう

な、２つのな、２つのな、２つのな、２つの権権権権限限限限についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような割割割割り当てで奈良県がり当てで奈良県がり当てで奈良県がり当てで奈良県が担担担担当当当当さささされるのかというのも見えにれるのかというのも見えにれるのかというのも見えにれるのかというのも見えに

くい部くい部くい部くい部分分分分があるかなと思うので、もう少しがあるかなと思うので、もう少しがあるかなと思うので、もう少しがあるかなと思うので、もう少し何何何何らかのおらかのおらかのおらかのお話話話話をお聞きをしながらをお聞きをしながらをお聞きをしながらをお聞きをしながら自自自自分分分分の思い、の思い、の思い、の思い、

考考考考え、意見をまとめていきたいなと思います。以上です。え、意見をまとめていきたいなと思います。以上です。え、意見をまとめていきたいなと思います。以上です。え、意見をまとめていきたいなと思います。以上です。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 この国の出先この国の出先この国の出先この国の出先機機機機関の広域連関の広域連関の広域連関の広域連合合合合へのへのへのへの丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管ということですけども、それは管ということですけども、それは管ということですけども、それは管ということですけども、それは十十十十

津津津津川村、野川村、野川村、野川村、野迫迫迫迫川村、川村、川村、川村、五條五條五條五條市から出ているように、今までの方市から出ているように、今までの方市から出ているように、今までの方市から出ているように、今までの方式式式式でででで十十十十分分分分だということでだということでだということでだということで存存存存続、続、続、続、

このままでいいというこのままでいいというこのままでいいというこのままでいいという要要要要望望望望が出ているのですが、だから、この関が出ているのですが、だから、この関が出ているのですが、だから、この関が出ているのですが、だから、この関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合はこれからのはこれからのはこれからのはこれからの

ものですから、ものですから、ものですから、ものですから、全全全全くくくく比較比較比較比較は、は、は、は、比較比較比較比較と言ったらおかしいけれども、まだどういうものになると言ったらおかしいけれども、まだどういうものになると言ったらおかしいけれども、まだどういうものになると言ったらおかしいけれども、まだどういうものになる

のかというものも見えていない中で、どっのかというものも見えていない中で、どっのかというものも見えていない中で、どっのかというものも見えていない中で、どっちちちちがいいと言えるものでもないし、それは今まがいいと言えるものでもないし、それは今まがいいと言えるものでもないし、それは今まがいいと言えるものでもないし、それは今ま

でのでのでのでの経経経経験験験験上、今まで上、今まで上、今まで上、今まで別別別別ににににメメメメリッリッリッリットトトト、デ、デ、デ、デメメメメリッリッリッリットトトトはなかったのでこれまでどおりでいいといはなかったのでこれまでどおりでいいといはなかったのでこれまでどおりでいいといはなかったのでこれまでどおりでいいとい

う国にう国にう国にう国に対対対対するこれまでの方するこれまでの方するこれまでの方するこれまでの方式式式式を今を今を今を今後後後後もももも引引引引き継いでいきたいという意見だとは思うのですけき継いでいきたいという意見だとは思うのですけき継いでいきたいという意見だとは思うのですけき継いでいきたいという意見だとは思うのですけ
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ども、ども、ども、ども、本本本本当にこれからのものですので、一つ奈良県が当にこれからのものですので、一つ奈良県が当にこれからのものですので、一つ奈良県が当にこれからのものですので、一つ奈良県が入入入入っていないことでこの広域連っていないことでこの広域連っていないことでこの広域連っていないことでこの広域連合合合合でででで

国の出先国の出先国の出先国の出先機機機機関を関を関を関を受受受受けたときに、そこで一つのいろいろとけたときに、そこで一つのいろいろとけたときに、そこで一つのいろいろとけたときに、そこで一つのいろいろと欠欠欠欠けるところがあればけるところがあればけるところがあればけるところがあれば難難難難しいでししいでししいでししいでし

ょょょょうしといううしといううしといううしという問題問題問題問題もあるでしもあるでしもあるでしもあるでしょょょょうし、これは今うし、これは今うし、これは今うし、これは今後後後後の成りの成りの成りの成り行行行行きも見ていかなければいけないきも見ていかなければいけないきも見ていかなければいけないきも見ていかなければいけない

とも思っております。とも思っております。とも思っております。とも思っております。ちょちょちょちょっとわかりません。っとわかりません。っとわかりません。っとわかりません。

○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 ３市村の３市村の３市村の３市村の皆さ皆さ皆さ皆さんのあくまでんのあくまでんのあくまでんのあくまで要要要要望望望望書の書の書の書の考考考考え方を補え方を補え方を補え方を補足さ足さ足さ足させていただくと、せていただくと、せていただくと、せていただくと、

誤誤誤誤解があってはいけないのは、今までから解があってはいけないのは、今までから解があってはいけないのは、今までから解があってはいけないのは、今までから変変変変わるのでわるのでわるのでわるので不不不不安があるからというのではなくて、安があるからというのではなくて、安があるからというのではなくて、安があるからというのではなくて、

畭委員がおっしゃったように、これからなるものの体畭委員がおっしゃったように、これからなるものの体畭委員がおっしゃったように、これからなるものの体畭委員がおっしゃったように、これからなるものの体制制制制というのはというのはというのはというのは非常非常非常非常にににに不透不透不透不透明でありま明でありま明でありま明でありま

すし、３市村のすし、３市村のすし、３市村のすし、３市村の皆さ皆さ皆さ皆さんが思っていらっしゃるのは、一つは国という組んが思っていらっしゃるのは、一つは国という組んが思っていらっしゃるのは、一つは国という組んが思っていらっしゃるのは、一つは国という組織織織織の、の、の、の、厚厚厚厚ささささといいまといいまといいまといいま

すか、例えばすか、例えばすか、例えばすか、例えば人人人人材材材材がががが豊富豊富豊富豊富であるとかであるとかであるとかであるとか経経経経験験験験がががが豊富豊富豊富豊富であるとか、知であるとか、知であるとか、知であるとか、知識識識識がががが豊富豊富豊富豊富であるとか、シであるとか、シであるとか、シであるとか、シスススス

テムテムテムテム的にしっかりしているという今あるそういうものを前提にして的にしっかりしているという今あるそういうものを前提にして的にしっかりしているという今あるそういうものを前提にして的にしっかりしているという今あるそういうものを前提にして考考考考えたときに、畭委員えたときに、畭委員えたときに、畭委員えたときに、畭委員

がおっしゃっていました、関がおっしゃっていました、関がおっしゃっていました、関がおっしゃっていました、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合は今からどうなるのかということを含めては今からどうなるのかということを含めては今からどうなるのかということを含めては今からどうなるのかということを含めて企企企企画し画し画し画し

たら、一方的にたら、一方的にたら、一方的にたら、一方的に何何何何も今までどおりだというのではなくて、そういうことをも今までどおりだというのではなくて、そういうことをも今までどおりだというのではなくて、そういうことをも今までどおりだというのではなくて、そういうことを分析分析分析分析材材材材料料料料にしてにしてにしてにして

みたら、みたら、みたら、みたら、従従従従来来来来あるあるあるある近畿近畿近畿近畿整備整備整備整備局局局局があった方がいいのではないかというごがあった方がいいのではないかというごがあった方がいいのではないかというごがあった方がいいのではないかというご判断判断判断判断ををををさささされたのだとれたのだとれたのだとれたのだと

思っているわけです。思っているわけです。思っているわけです。思っているわけです。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管ですけれど、これは、管ですけれど、これは、管ですけれど、これは、管ですけれど、これは、私私私私もわからないところがあるのですが、例もわからないところがあるのですが、例もわからないところがあるのですが、例もわからないところがあるのですが、例

えば国民が地方えば国民が地方えば国民が地方えば国民が地方主権主権主権主権、地方、地方、地方、地方分分分分権権権権ということをやかましく言っていた。そしてそれにということをやかましく言っていた。そしてそれにということをやかましく言っていた。そしてそれにということをやかましく言っていた。そしてそれに対対対対して、して、して、して、

地方の地方の地方の地方の時時時時代代代代があって、国のがあって、国のがあって、国のがあって、国の担担担担当す当す当す当すべべべべきものはきものはきものはきものは防防防防衛衛衛衛とととと外交外交外交外交だと、内だと、内だと、内だと、内政政政政の中にあっての中にあっての中にあっての中にあって各分各分各分各分野に野に野に野に

おけるおけるおけるおける行行行行政政政政ササササーーーービビビビススススは地方は地方は地方は地方主権主権主権主権、地方、地方、地方、地方分分分分権権権権だといってだといってだといってだといって自自自自民民民民党党党党のののの時時時時代代代代から今の民から今の民から今の民から今の民主党主党主党主党政政政政権権権権にににに

なっても言ってきた。その中で、今の４７なっても言ってきた。その中で、今の４７なっても言ってきた。その中で、今の４７なっても言ってきた。その中で、今の４７都都都都道道道道府府府府県に国の出先県に国の出先県に国の出先県に国の出先機機機機関が関が関が関が農農農農林水林水林水林水産省産省産省産省や国や国や国や国土交土交土交土交

通省通省通省通省や、あるいはほかのや、あるいはほかのや、あるいはほかのや、あるいはほかの環境環境環境環境何何何何とか、職業安定とか、職業安定とか、職業安定とか、職業安定所所所所でああいうようなのがあって、でああいうようなのがあって、でああいうようなのがあって、でああいうようなのがあって、受受受受けけけけ皿皿皿皿は、は、は、は、

それそのままそれそのままそれそのままそれそのまま残残残残しておいての４７しておいての４７しておいての４７しておいての４７都都都都道道道道府府府府県ではだめだと、県ではだめだと、県ではだめだと、県ではだめだと、移移移移管できませんというのは国の管できませんというのは国の管できませんというのは国の管できませんというのは国の

今までの今までの今までの今までの考考考考えでしえでしえでしえでしょょょょう。では、う。では、う。では、う。では、受受受受けけけけ皿皿皿皿はどこまでになるのかといったら、モデルはどこまでになるのかといったら、モデルはどこまでになるのかといったら、モデルはどこまでになるのかといったら、モデル都都都都市の関市の関市の関市の関

西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合的なものをつくれば、す的なものをつくれば、す的なものをつくれば、す的なものをつくれば、すぐぐぐぐに地方に地方に地方に地方主権主権主権主権、地方、地方、地方、地方分分分分権権権権のお金ものお金ものお金ものお金も権権権権限限限限もももも移譲移譲移譲移譲しようとしようとしようとしようと

いうのがいうのがいうのがいうのが基基基基本本本本です。そして関です。そして関です。そして関です。そして関西西西西がああいうがああいうがああいうがああいう手手手手をををを挙挙挙挙げた、ならげた、ならげた、ならげた、なら九九九九州州州州は連は連は連は連合合合合なのかなのかなのかなのか何何何何なのかをなのかをなのかをなのかを

やろうとしている。だから、国がやろうとしている。だから、国がやろうとしている。だから、国がやろうとしている。だから、国が行行行行くからではないのですが、国がくからではないのですが、国がくからではないのですが、国がくからではないのですが、国が分担分担分担分担してやるしてやるしてやるしてやるべべべべきききき分分分分野野野野

と、それから地方がと、それから地方がと、それから地方がと、それから地方が分担分担分担分担すすすすべべべべきものというものをもっと明きものというものをもっと明きものというものをもっと明きものというものをもっと明確確確確にして、先ほど申し上げたよにして、先ほど申し上げたよにして、先ほど申し上げたよにして、先ほど申し上げたよ

うに、道うに、道うに、道うに、道州州州州制制制制を国がやろうとしている、を国がやろうとしている、を国がやろうとしている、を国がやろうとしている、反反反反対対対対だと言っているのは、奈良県ではそこにだと言っているのは、奈良県ではそこにだと言っているのは、奈良県ではそこにだと言っているのは、奈良県ではそこに消消消消ええええ

ますから、もし道ますから、もし道ますから、もし道ますから、もし道州州州州制制制制で奈良県がで奈良県がで奈良県がで奈良県が残残残残るとするのだったら道るとするのだったら道るとするのだったら道るとするのだったら道州州州州制制制制のののの値打値打値打値打ちちちちがない。だから、がない。だから、がない。だから、がない。だから、

行行行行政政政政組組組組織織織織はははは重重重重いものですから、今モデルでつくった関いものですから、今モデルでつくった関いものですから、今モデルでつくった関いものですから、今モデルでつくった関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合は、少なくともは、少なくともは、少なくともは、少なくとも災害災害災害災害もももも防防防防

災災災災関係も含めて関係も含めて関係も含めて関係も含めて東京東京東京東京へ一へ一へ一へ一極極極極集集集集中、す中、す中、す中、すべべべべてのてのてのての機能機能機能機能がががが東京東京東京東京に一に一に一に一極極極極集集集集中してて、２５年前にある中してて、２５年前にある中してて、２５年前にある中してて、２５年前にある
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本本本本を出して、そのときには奈良県にを出して、そのときには奈良県にを出して、そのときには奈良県にを出して、そのときには奈良県に都都都都があってがあってがあってがあって京京京京都府都府都府都府へへへへ移移移移り、大り、大り、大り、大阪阪阪阪府府府府にににに移移移移ってってってって江江江江戸戸戸戸へへへへ行行行行っっっっ

てしまったと。そうしたらてしまったと。そうしたらてしまったと。そうしたらてしまったと。そうしたら産産産産業からす業からす業からす業からすべべべべてのてのてのての文文文文化が、化が、化が、化が、東京東京東京東京都都都都にににに相談相談相談相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動動動動かない。かない。かない。かない。

産産産産業は、大業は、大業は、大業は、大阪阪阪阪府府府府であれば藤であれば藤であれば藤であれば藤沢薬品沢薬品沢薬品沢薬品とかとかとかとか武武武武田田田田薬品薬品薬品薬品、、、、全全全全部部部部本本本本社社社社機能機能機能機能をををを向向向向こうへこうへこうへこうへ移移移移してしまう、してしまう、してしまう、してしまう、

そうすると関そうすると関そうすると関そうすると関西西西西はははは疲疲疲疲弊弊弊弊してくる。関してくる。関してくる。関してくる。関西西西西の中の一の中の一の中の一の中の一円円円円の奈良県というのは、一つのの奈良県というのは、一つのの奈良県というのは、一つのの奈良県というのは、一つの行行行行政政政政区区区区としとしとしとし

て２て２て２て２府府府府４県の中であるわけですから、その地方４県の中であるわけですから、その地方４県の中であるわけですから、その地方４県の中であるわけですから、その地方分分分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というものをもというものをもというものをもというものをも

っとっとっとっと政府政府政府政府もきっもきっもきっもきっちちちちりりりり示示示示すすすすべべべべきであって、そしてまたきであって、そしてまたきであって、そしてまたきであって、そしてまた総務総務総務総務省省省省がががが認認認認めた関めた関めた関めた関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合というというというという行行行行

政政政政区区区区、これはう、これはう、これはう、これはうちちちちの知事も含めて、の知事も含めて、の知事も含めて、の知事も含めて、責任責任責任責任はあると思うのです。おれは知らないではいけなはあると思うのです。おれは知らないではいけなはあると思うのです。おれは知らないではいけなはあると思うのです。おれは知らないではいけな

い、やっい、やっい、やっい、やっぱぱぱぱり。２り。２り。２り。２府府府府４県という組４県という組４県という組４県という組織織織織がある中でがある中でがある中でがある中で動動動動いていったいていったいていったいていった近畿近畿近畿近畿２２２２府府府府４県ほかが４県ほかが４県ほかが４県ほかが入入入入ってるってるってるってる

わけですから、わけですから、わけですから、わけですから、入入入入っていないところもっていないところもっていないところもっていないところも入入入入っているところも真っているところも真っているところも真っているところも真剣剣剣剣に議に議に議に議論論論論をして、知らないでをして、知らないでをして、知らないでをして、知らないで

はいけないので、はいけないので、はいけないので、はいけないので、勉勉勉勉強強強強不不不不足足足足もいっもいっもいっもいっぱぱぱぱいあると思う、わからないのが今出ていますから。だいあると思う、わからないのが今出ていますから。だいあると思う、わからないのが今出ていますから。だいあると思う、わからないのが今出ていますから。だ

から、このところの国のから、このところの国のから、このところの国のから、このところの国の政政政政治治治治のののの基基基基本本本本というものをというものをというものをというものを決決決決めながら地方が、あるいはまためながら地方が、あるいはまためながら地方が、あるいはまためながら地方が、あるいはまた私私私私たたたたちちちち

のののの主権主権主権主権にするのかにするのかにするのかにするのか分分分分権権権権にするのかわからないけれども、お金も含め議にするのかわからないけれども、お金も含め議にするのかわからないけれども、お金も含め議にするのかわからないけれども、お金も含め議論論論論もしなければならもしなければならもしなければならもしなければなら

ない。それから、地方ない。それから、地方ない。それから、地方ない。それから、地方交付交付交付交付税、税、税、税、交付交付交付交付金というのがあるのです。地方金というのがあるのです。地方金というのがあるのです。地方金というのがあるのです。地方交付交付交付交付税、税、税、税、交付交付交付交付金という金という金という金という

シシシシステムステムステムステムはごはごはごはご存存存存じじじじだと思うのですが、だと思うのですが、だと思うのですが、だと思うのですが、東京東京東京東京都都都都でででで石原石原石原石原都都都都知事がやかましく言ったのは、おれ知事がやかましく言ったのは、おれ知事がやかましく言ったのは、おれ知事がやかましく言ったのは、おれ

とこがとこがとこがとこが集集集集めた金をおれとこへめた金をおれとこへめた金をおれとこへめた金をおれとこへ全全全全部部部部持持持持ってこいと知事が言い出した。ってこいと知事が言い出した。ってこいと知事が言い出した。ってこいと知事が言い出した。何何何何を言っているのかとを言っているのかとを言っているのかとを言っているのかと

思ったけれども、思ったけれども、思ったけれども、思ったけれども、彼彼彼彼のののの主主主主張張張張は知事としては、は知事としては、は知事としては、は知事としては、東京東京東京東京都都都都民の民の民の民のトトトトップとしては、そのップとしては、そのップとしては、そのップとしては、その考考考考え方はえ方はえ方はえ方は悪悪悪悪

くはない。しかし、国民のすくはない。しかし、国民のすくはない。しかし、国民のすくはない。しかし、国民のすべべべべてのてのてのての権権権権限限限限が３が３が３が３割割割割も４も４も４も４割割割割近近近近くもくもくもくも東京東京東京東京都都都都へへへへ行行行行ってしまったときってしまったときってしまったときってしまったとき

に、それをやってしまったらに、それをやってしまったらに、それをやってしまったらに、それをやってしまったら交付交付交付交付税、税、税、税、交付交付交付交付金は国が金は国が金は国が金は国が分分分分配配配配することはできなくなる。だから、することはできなくなる。だから、することはできなくなる。だから、することはできなくなる。だから、

最低限度最低限度最低限度最低限度４７４７４７４７都都都都道道道道府府府府県、あるいは今であれば２県、あるいは今であれば２県、あるいは今であれば２県、あるいは今であれば２，，，，００００００００００００足足足足ららららずずずずになった市町村の国民がになった市町村の国民がになった市町村の国民がになった市町村の国民がひひひひ

としくとしくとしくとしく受受受受けるけるけるける行行行行政政政政ササササーーーービビビビススススのののの権権権権限限限限はあるわけですから、そういうことをきはあるわけですから、そういうことをきはあるわけですから、そういうことをきはあるわけですから、そういうことをきちちちちっとするためっとするためっとするためっとするため

のののの交付交付交付交付税、税、税、税、交付交付交付交付金というのはあるわけですので、こういうもので国がき金というのはあるわけですので、こういうもので国がき金というのはあるわけですので、こういうもので国がき金というのはあるわけですので、こういうもので国がきちちちちっとっとっとっと基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体体体体

の地方の地方の地方の地方交付交付交付交付税、税、税、税、交付交付交付交付金の金の金の金の分分分分配配配配を、を、を、を、人口人口人口人口とととと面積面積面積面積と地域と地域と地域と地域性性性性をををを持持持持って国をって国をって国をって国を守守守守っているというものっているというものっているというものっているというもの

をきをきをきをきちちちちっとっとっとっとガガガガーーーードドドドしながらしながらしながらしながら政府政府政府政府はやるはやるはやるはやるべべべべきだと思います。だから、そのところのきだと思います。だから、そのところのきだと思います。だから、そのところのきだと思います。だから、そのところの外交外交外交外交とととと防防防防

衛衛衛衛とととと合合合合わせて内わせて内わせて内わせて内政政政政の中の国のの中の国のの中の国のの中の国の分担分担分担分担するするするする分分分分野をき野をき野をき野をきちちちちっとしてなかったら、このままいってこっとしてなかったら、このままいってこっとしてなかったら、このままいってこっとしてなかったら、このままいってこ

の体の体の体の体制制制制でいこうと思ったら、これは中でいこうと思ったら、これは中でいこうと思ったら、これは中でいこうと思ったら、これは中央集権央集権央集権央集権、そのまま容、そのまま容、そのまま容、そのまま容認認認認することになってしまう。地することになってしまう。地することになってしまう。地することになってしまう。地

方方方方分分分分権権権権もももも必要必要必要必要ないということになってしまう。この３市村長のおっしゃってるのは、まないということになってしまう。この３市村長のおっしゃってるのは、まないということになってしまう。この３市村長のおっしゃってるのは、まないということになってしまう。この３市村長のおっしゃってるのは、まささささ

にそのとおりなのです。国のにそのとおりなのです。国のにそのとおりなのです。国のにそのとおりなのです。国の果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割は今でいいではないかと言ったら、長い間かかっは今でいいではないかと言ったら、長い間かかっは今でいいではないかと言ったら、長い間かかっは今でいいではないかと言ったら、長い間かかっ

て道て道て道て道州州州州制制制制のののの問題問題問題問題や市町村や市町村や市町村や市町村合併合併合併合併のののの問題問題問題問題をやってきた中からをやってきた中からをやってきた中からをやってきた中から考考考考ええええ合合合合わせるとわせるとわせるとわせると逆逆逆逆行行行行している。だしている。だしている。だしている。だ

から、そこのところの議から、そこのところの議から、そこのところの議から、そこのところの議論論論論を、もっとこの委員会でも真を、もっとこの委員会でも真を、もっとこの委員会でも真を、もっとこの委員会でも真剣剣剣剣にやらなかったら、にやらなかったら、にやらなかったら、にやらなかったら、エエエエララララーのこーのこーのこーのこ

とばっかり言っていたらこうだと、だれが知事だったからではないのです。だから、日とばっかり言っていたらこうだと、だれが知事だったからではないのです。だから、日とばっかり言っていたらこうだと、だれが知事だったからではないのです。だから、日とばっかり言っていたらこうだと、だれが知事だったからではないのです。だから、日本本本本
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の国のあり方と関の国のあり方と関の国のあり方と関の国のあり方と関西西西西のあり方、まだのあり方、まだのあり方、まだのあり方、まだ北海北海北海北海道も道も道も道も沖縄沖縄沖縄沖縄もそうなのですが、あり方をきっもそうなのですが、あり方をきっもそうなのですが、あり方をきっもそうなのですが、あり方をきっちちちちり議り議り議り議

論論論論しながら、せっかくつくった関しながら、せっかくつくった関しながら、せっかくつくった関しながら、せっかくつくった関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合のののの持持持持っていき方をきっっていき方をきっっていき方をきっっていき方をきっちちちちりしなかったら、今りしなかったら、今りしなかったら、今りしなかったら、今

後後後後の国の国の国の国政政政政のののの問題問題問題問題まで、一市長がやかましく言ったから、まで、一市長がやかましく言ったから、まで、一市長がやかましく言ったから、まで、一市長がやかましく言ったから、何何何何やややや義義義義務務務務教育教育教育教育も言っているけれど、も言っているけれど、も言っているけれど、も言っているけれど、

あんなことで振りあんなことで振りあんなことで振りあんなことで振り回さ回さ回さ回される国もおかしいし、あの発言をするのはすごいれる国もおかしいし、あの発言をするのはすごいれる国もおかしいし、あの発言をするのはすごいれる国もおかしいし、あの発言をするのはすごいパワパワパワパワーだと思うのーだと思うのーだと思うのーだと思うの

ですよですよですよですよねねねね。しかし、あの。しかし、あの。しかし、あの。しかし、あのパワパワパワパワーはーはーはーは買買買買いますが、１いますが、１いますが、１いますが、１人人人人のののの人人人人が言ったから、だれが知事だからが言ったから、だれが知事だからが言ったから、だれが知事だからが言ったから、だれが知事だから

知事でないからということでやる知事でないからということでやる知事でないからということでやる知事でないからということでやるべべべべきものではないと思うのです。だからこの議きものではないと思うのです。だからこの議きものではないと思うのです。だからこの議きものではないと思うのです。だからこの議論論論論、こん、こん、こん、こん

なにして、今は知事がなにして、今は知事がなにして、今は知事がなにして、今は知事が入入入入らないということになったがためにいい議らないということになったがためにいい議らないということになったがためにいい議らないということになったがためにいい議論論論論をするをするをするをする機機機機会を会を会を会を与与与与えてえてえてえて

もらったというような、いいと思うのです、これは。だから、委員長、もらったというような、いいと思うのです、これは。だから、委員長、もらったというような、いいと思うのです、これは。だから、委員長、もらったというような、いいと思うのです、これは。だから、委員長、我我我我 々々々々選選選選ばれたばれたばれたばれたメメメメンンンン

ババババー、そうしたことの意ー、そうしたことの意ー、そうしたことの意ー、そうしたことの意味味味味をををを踏踏踏踏まえて、これはまえて、これはまえて、これはまえて、これはひひひひとしく４３の県議会議員のとしく４３の県議会議員のとしく４３の県議会議員のとしく４３の県議会議員の皆さ皆さ皆さ皆さん方に知ん方に知ん方に知ん方に知

らしめないと、らしめないと、らしめないと、らしめないと、細細細細かなことから、かなことから、かなことから、かなことから、災害災害災害災害があったから、今やってしまったからこのがあったから、今やってしまったからこのがあったから、今やってしまったからこのがあったから、今やってしまったからこの行行行行政政政政がやがやがやがや

るとなってしまうと、中るとなってしまうと、中るとなってしまうと、中るとなってしまうと、中央集権央集権央集権央集権化が化が化が化が進進進進んでしまって、そのままんでしまって、そのままんでしまって、そのままんでしまって、そのまま進進進進んでしまうんでしまうんでしまうんでしまう可可可可能能能能性性性性があるがあるがあるがある

し、し、し、し、分分分分権権権権なんてなんてなんてなんて進進進進まない。だからそんなことをまない。だからそんなことをまない。だからそんなことをまない。だからそんなことを合合合合わせてわせてわせてわせて考考考考えるときに、えるときに、えるときに、えるときに、交付交付交付交付税、税、税、税、交付交付交付交付金と金と金と金と

いう金のいう金のいう金のいう金の問題問題問題問題出てきますから、そういうものの、内出てきますから、そういうものの、内出てきますから、そういうものの、内出てきますから、そういうものの、内政政政政の中のの中のの中のの中の交付交付交付交付税、税、税、税、交付交付交付交付金という金という金という金という財政財政財政財政をををを

含めたあり方も、これは議含めたあり方も、これは議含めたあり方も、これは議含めたあり方も、これは議論論論論すすすすべべべべきだと。今関きだと。今関きだと。今関きだと。今関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合がががが行行行行っている、ほかのところはっている、ほかのところはっている、ほかのところはっている、ほかのところは

知らん知らん知らん知らん顔顔顔顔しているかわかりませんが、しているかわかりませんが、しているかわかりませんが、しているかわかりませんが、北海北海北海北海道から道から道から道から東東東東部や中部や部や中部や部や中部や部や中部や四四四四国か国か国か国か九九九九州州州州あるかもしれなあるかもしれなあるかもしれなあるかもしれな

いけれど、そんないけれど、そんないけれど、そんないけれど、そんな感感感感じじじじをををを本本本本当に当に当に当に持持持持っていますので、大事なことと思う。っていますので、大事なことと思う。っていますので、大事なことと思う。っていますので、大事なことと思う。

今の市町村のこういう意見が出てくると、議今の市町村のこういう意見が出てくると、議今の市町村のこういう意見が出てくると、議今の市町村のこういう意見が出てくると、議論論論論がががが分分分分かれてしまって、これは提言かれてしまって、これは提言かれてしまって、これは提言かれてしまって、これは提言権権権権といといといとい

うのは知事が県議会に提案しなければ議うのは知事が県議会に提案しなければ議うのは知事が県議会に提案しなければ議うのは知事が県議会に提案しなければ議題題題題にならない。議員提案の道もあります、しかしにならない。議員提案の道もあります、しかしにならない。議員提案の道もあります、しかしにならない。議員提案の道もあります、しかし

そんなのはそんなのはそんなのはそんなのは数数数数でででで判断判断判断判断すすすすべべべべきものと思わない。きものと思わない。きものと思わない。きものと思わない。入入入入らなかったために議らなかったために議らなかったために議らなかったために議論論論論をするをするをするをする場場場場をををを与与与与えてもえてもえてもえても

らったのだから、らったのだから、らったのだから、らったのだから、早早早早く結く結く結く結論論論論を出すを出すを出すを出すべべべべきものときものときものときものと最初最初最初最初に思って広域に思って広域に思って広域に思って広域行行行行政調査特政調査特政調査特政調査特別別別別委員会をつく委員会をつく委員会をつく委員会をつく

ってくれと言った方なのですが、しかし１年、２年というのは、たまたまってくれと言った方なのですが、しかし１年、２年というのは、たまたまってくれと言った方なのですが、しかし１年、２年というのは、たまたまってくれと言った方なのですが、しかし１年、２年というのは、たまたま入入入入らないためにらないためにらないためにらないために

わからない部わからない部わからない部わからない部分分分分もあるのですが、もあるのですが、もあるのですが、もあるのですが、足足足足りないところもありますのが関りないところもありますのが関りないところもありますのが関りないところもありますのが関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合。だから、。だから、。だから、。だから、

そういうところの組そういうところの組そういうところの組そういうところの組織織織織も含めて、もうも含めて、もうも含めて、もうも含めて、もうちょちょちょちょっとっとっとっと時時時時間をかけて間をかけて間をかけて間をかけて勉勉勉勉強したいと思います。強したいと思います。強したいと思います。強したいと思います。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 一つだけ。新谷委員がおっしゃっていただいているとおりでありまし一つだけ。新谷委員がおっしゃっていただいているとおりでありまし一つだけ。新谷委員がおっしゃっていただいているとおりでありまし一つだけ。新谷委員がおっしゃっていただいているとおりでありまし

て、今、て、今、て、今、て、今、丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管の管の管の管の話話話話をしていただいているので、それとかかわりををしていただいているので、それとかかわりををしていただいているので、それとかかわりををしていただいているので、それとかかわりを持ち持ち持ち持ちながら少し説ながら少し説ながら少し説ながら少し説

明明明明ささささせていただくと、奈良県としてはあくまでも国がやるせていただくと、奈良県としてはあくまでも国がやるせていただくと、奈良県としてはあくまでも国がやるせていただくと、奈良県としてはあくまでも国がやるべべべべきもの、それから地方がやるきもの、それから地方がやるきもの、それから地方がやるきもの、それから地方がやる

べべべべきものというものをしっかりきものというものをしっかりきものというものをしっかりきものというものをしっかり仕仕仕仕分分分分けしていたいだてけしていたいだてけしていたいだてけしていたいだて権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲していただきたいというしていただきたいというしていただきたいというしていただきたいというスススス

タンスタンスタンスタンスでででで従従従従来来来来から申し上げておりますし、このから申し上げておりますし、このから申し上げておりますし、このから申し上げておりますし、この丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管にかかわっても奈良県に管にかかわっても奈良県に管にかかわっても奈良県に管にかかわっても奈良県に権権権権限限限限移移移移

譲譲譲譲さささされるれるれるれる場合場合場合場合であれば、国でやるであれば、国でやるであれば、国でやるであれば、国でやるべべべべきものはきものはきものはきものは仕仕仕仕分分分分けていただいてしっかり国でやっていたけていただいてしっかり国でやっていたけていただいてしっかり国でやっていたけていただいてしっかり国でやっていた

だいて、地方でやるだいて、地方でやるだいて、地方でやるだいて、地方でやるべべべべきものは奈良県にきものは奈良県にきものは奈良県にきものは奈良県に権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲いただきたいといういただきたいといういただきたいといういただきたいという主主主主張張張張ははははささささせていただせていただせていただせていただ
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いておりますので、新谷委員がおっしゃっていただいているようないておりますので、新谷委員がおっしゃっていただいているようないておりますので、新谷委員がおっしゃっていただいているようないておりますので、新谷委員がおっしゃっていただいているような形形形形でででで従従従従来来来来からこのことからこのことからこのことからこのこと

にかかわってはしております。にかかわってはしております。にかかわってはしております。にかかわってはしております。

ただし、広域連ただし、広域連ただし、広域連ただし、広域連合合合合のことに一のことに一のことに一のことに一々口々口々口々口を出すを出すを出すを出す立立立立場場場場ではないのですから、参ではないのですから、参ではないのですから、参ではないのですから、参加加加加していませんのしていませんのしていませんのしていませんの

で。で。で。で。

（（（（「「「「それならそれならそれならそれなら入入入入ってすると言ってってすると言ってってすると言ってってすると言って」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

そこはもともと議そこはもともと議そこはもともと議そこはもともと議論論論論が、それであればが、それであればが、それであればが、それであれば丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管に管に管に管に対対対対して、先ほど新谷委員がおっしゃして、先ほど新谷委員がおっしゃして、先ほど新谷委員がおっしゃして、先ほど新谷委員がおっしゃ

っている議っている議っている議っている議論論論論が出てくることになると思います。が出てくることになると思います。が出てくることになると思います。が出てくることになると思います。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 入入入入っていないということは知事会で議っていないということは知事会で議っていないということは知事会で議っていないということは知事会で議論論論論をやったらいい。をやったらいい。をやったらいい。をやったらいい。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 今の関連なのですが、今の関連なのですが、今の関連なのですが、今の関連なのですが、丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管というもので、その関管というもので、その関管というもので、その関管というもので、その関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合の中の一の中の一の中の一の中の一

つについても、つについても、つについても、つについても、私私私私もそうなのですけれど、もそうなのですけれど、もそうなのですけれど、もそうなのですけれど、推進推進推進推進派派派派のののの人人人人も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管が管が管が管がベベベベストストストストだとだとだとだと

思っている思っている思っている思っている人人人人なんていないのです。先ほど新谷委員が言われたみたいに、今までのやり方なんていないのです。先ほど新谷委員が言われたみたいに、今までのやり方なんていないのです。先ほど新谷委員が言われたみたいに、今までのやり方なんていないのです。先ほど新谷委員が言われたみたいに、今までのやり方

ではではではでは分分分分権権権権がががが進進進進まないから、まないから、まないから、まないから、特特特特にこれは今、知事公室長も言ったのですけども、これは国でにこれは今、知事公室長も言ったのですけども、これは国でにこれは今、知事公室長も言ったのですけども、これは国でにこれは今、知事公室長も言ったのですけども、これは国で

やる、これは県でやる、これは市町村でやるっていう議やる、これは県でやる、これは市町村でやるっていう議やる、これは県でやる、これは市町村でやるっていう議やる、これは県でやる、これは市町村でやるっていう議論論論論をををを多分何多分何多分何多分何十十十十年やっても年やっても年やっても年やっても仕仕仕仕分分分分けはけはけはけは

できないできないできないできない私私私私は思ってます。そういうご意見の方もいらっしゃいまして、そういうは思ってます。そういうご意見の方もいらっしゃいまして、そういうは思ってます。そういうご意見の方もいらっしゃいまして、そういうは思ってます。そういうご意見の方もいらっしゃいまして、そういうポイポイポイポイントントントント

をををを押さ押さ押さ押さえて地方えて地方えて地方えて地方分分分分権権権権をををを進進進進める、める、める、める、特特特特に補完に補完に補完に補完性性性性のののの原原原原理で地域でやれることはなる理で地域でやれることはなる理で地域でやれることはなる理で地域でやれることはなるべべべべく地域でやく地域でやく地域でやく地域でや

る、もる、もる、もる、もちちちちろん県でやれることはなるろん県でやれることはなるろん県でやれることはなるろん県でやれることはなるべべべべく県でやる、関く県でやる、関く県でやる、関く県でやる、関西西西西でやれることは関でやれることは関でやれることは関でやれることは関西西西西でやる、どうでやる、どうでやる、どうでやる、どう

してもできないしてもできないしてもできないしてもできない外交外交外交外交とかとかとかとか防防防防衛衛衛衛だけを国でつかだけを国でつかだけを国でつかだけを国でつかささささどってもらうようなどってもらうようなどってもらうようなどってもらうようなイメイメイメイメーーーージジジジがががが本来本来本来本来の地方の地方の地方の地方

分分分分権権権権のののの姿姿姿姿をををを実実実実現すると書いてますので、そのためには今の現すると書いてますので、そのためには今の現すると書いてますので、そのためには今の現すると書いてますので、そのためには今の丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管を管を管を管を創創創創出するしかない出するしかない出するしかない出するしかない

というというというという判断判断判断判断をしておられました。をしておられました。をしておられました。をしておられました。

それとそれとそれとそれと最後最後最後最後のののの箇箇箇箇所づ所づ所づ所づけのことでありますが、水平なり関けのことでありますが、水平なり関けのことでありますが、水平なり関けのことでありますが、水平なり関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合と奈良県市町村とのと奈良県市町村とのと奈良県市町村とのと奈良県市町村との

垂直の予垂直の予垂直の予垂直の予算算算算配配配配分分分分のあり方ののあり方ののあり方ののあり方の危惧危惧危惧危惧ををををさささされているのですけれども、これも知事がれているのですけれども、これも知事がれているのですけれども、これも知事がれているのですけれども、これも知事が入入入入ってもらっってもらっってもらっってもらっ

てててて和歌和歌和歌和歌山県、山県、山県、山県、滋賀滋賀滋賀滋賀県、奈良県、県、奈良県、県、奈良県、県、奈良県、鳥鳥鳥鳥取県、徳取県、徳取県、徳取県、徳島島島島県で連県で連県で連県で連合合合合を組んで、を組んで、を組んで、を組んで、十津十津十津十津川村や野川村や野川村や野川村や野迫迫迫迫川村や川村や川村や川村や五五五五

條條條條市が市が市が市が埋没埋没埋没埋没してしまわないようにしてしまわないようにしてしまわないようにしてしまわないように入入入入ってってってって戦戦戦戦っていただきたいと強く思っております。以上っていただきたいと強く思っております。以上っていただきたいと強く思っております。以上っていただきたいと強く思っております。以上

です。です。です。です。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。交付交付交付交付税、税、税、税、交付交付交付交付金というものを、これは内金というものを、これは内金というものを、これは内金というものを、これは内政政政政の中でやるの中でやるの中でやるの中でやるべべべべきききき

やと。やと。やと。やと。都都都都道道道道府府府府県が４７あって県が４７あって県が４７あって県が４７あって残残残残すのだったら、すのだったら、すのだったら、すのだったら、東京東京東京東京都都都都だけがだけがだけがだけが優優優優位位位位になることがわかっていになることがわかっていになることがわかっていになることがわかってい

るの、だからそれはるの、だからそれはるの、だからそれはるの、だからそれは調調調調整整整整役役役役というものがきというものがきというものがきというものがきちちちちっと広域連っと広域連っと広域連っと広域連合合合合というものであろうと市町村でというものであろうと市町村でというものであろうと市町村でというものであろうと市町村で

あろうと県であろうと、どういうあろうと県であろうと、どういうあろうと県であろうと、どういうあろうと県であろうと、どういう形形形形であろうと、これは整理するであろうと、これは整理するであろうと、これは整理するであろうと、これは整理する必要必要必要必要がある。そうでないがある。そうでないがある。そうでないがある。そうでない

と、国民１と、国民１と、国民１と、国民１億億億億２７００２７００２７００２７００万人万人万人万人、、、、都都都都道道道道府府府府県によって県によって県によって県によって変変変変わることになる、市町村によってわることになる、市町村によってわることになる、市町村によってわることになる、市町村によって変変変変わるわるわるわる

かもわからないし、それは内かもわからないし、それは内かもわからないし、それは内かもわからないし、それは内政政政政でやるでやるでやるでやるべべべべきと思います。きと思います。きと思います。きと思います。



---- 22226666 ----

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

今今今今後後後後７７７７分分分分野の野の野の野の計計計計画は、３月３日に議画は、３月３日に議画は、３月３日に議画は、３月３日に議決決決決、広域連、広域連、広域連、広域連合合合合議会で議会で議会で議会でさささされます。そのれます。そのれます。そのれます。そのさささされたれたれたれた後後後後、また、また、また、また

できましたら、できましたら、できましたら、できましたら、私私私私の提案ですけれども、関の提案ですけれども、関の提案ですけれども、関の提案ですけれども、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合事事事事務局務局務局務局からこの７からこの７からこの７からこの７分分分分野の野の野の野の計計計計画につい画につい画につい画につい

てまた説明をいただくとか、それから先ほど言っていましたように、もう一つてまた説明をいただくとか、それから先ほど言っていましたように、もう一つてまた説明をいただくとか、それから先ほど言っていましたように、もう一つてまた説明をいただくとか、それから先ほど言っていましたように、もう一つ違違違違う方う方う方う方面面面面かかかか

ら見たら見たら見たら見た教授教授教授教授の方からの意見をいただく。それから国のの方からの意見をいただく。それから国のの方からの意見をいただく。それから国のの方からの意見をいただく。それから国の動向動向動向動向ですけれど、まだですけれど、まだですけれど、まだですけれど、まだ閣閣閣閣議議議議決決決決定もで定もで定もで定もで

きていない、それからきていない、それからきていない、それからきていない、それから丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管もどこまで管もどこまで管もどこまで管もどこまで行行行行くのかまだわからないという、大くのかまだわからないという、大くのかまだわからないという、大くのかまだわからないという、大分分分分、、、、半半半半年年年年

ほどおくれております。それとほどおくれております。それとほどおくれております。それとほどおくれております。それと滋賀滋賀滋賀滋賀県の、議県の、議県の、議県の、議席配席配席配席配分分分分でででで政政政政令令令令指指指指定定定定都都都都市が市が市が市が加入加入加入加入するするするする云云云云 々々々々というというというという

話話話話も、これも３月３日以も、これも３月３日以も、これも３月３日以も、これも３月３日以降降降降にならないとわからないことでございます。にならないとわからないことでございます。にならないとわからないことでございます。にならないとわからないことでございます。特特特特にににに滋賀滋賀滋賀滋賀県の県の県の県の場合場合場合場合

は３は３は３は３政政政政令令令令指指指指定定定定都都都都市に市に市に市に対対対対してしてしてしてランクランクランクランクがががが下下下下にしておとけというような、今の議にしておとけというような、今の議にしておとけというような、今の議にしておとけというような、今の議席席席席数数数数はそのままはそのままはそのままはそのまま

で、４で、４で、４で、４政政政政令令令令市は１議市は１議市は１議市は１議席席席席ずずずずつあげるから、あなたたつあげるから、あなたたつあげるから、あなたたつあげるから、あなたたちちちちはははは私私私私たたたたち府ち府ち府ち府県よりも県よりも県よりも県よりも格格格格下下下下言ったら言ったら言ったら言ったら悪悪悪悪いいいい

けれど、意見を言うのはけれど、意見を言うのはけれど、意見を言うのはけれど、意見を言うのは控控控控えてくだえてくだえてくだえてくだささささいと言うのが一いと言うのが一いと言うのが一いと言うのが一番番番番なのか、なのか、なのか、なのか、滋賀滋賀滋賀滋賀県は理県は理県は理県は理由由由由みたいですみたいですみたいですみたいです

けれども。けれども。けれども。けれども。

（（（（「「「「大大大大阪阪阪阪府府府府は大は大は大は大阪阪阪阪府府府府一つでいいのだから、議一つでいいのだから、議一つでいいのだから、議一つでいいのだから、議論論論論はまたはまたはまたはまた別別別別にしてなにしてなにしてなにしてな」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

というのは、というのは、というのは、というのは、影影影影にはにはにはには橋下橋下橋下橋下大大大大阪阪阪阪市長が出てきて、また市長が出てきて、また市長が出てきて、また市長が出てきて、また云云云云 々々々々というのが一というのが一というのが一というのが一番番番番の、今道の、今道の、今道の、今道州州州州制制制制とととと

言われているので、言われているので、言われているので、言われているので、特特特特にににに滋賀滋賀滋賀滋賀県で県で県で県で問題問題問題問題になっているということは聞いております。そんなになっているということは聞いております。そんなになっているということは聞いております。そんなになっているということは聞いております。そんな

ことから、そのことから、そのことから、そのことから、その辺辺辺辺をまた、またこれをまた、またこれをまた、またこれをまた、またこれ６６６６月に中間報月に中間報月に中間報月に中間報告告告告を出すと言っていますけれども、と議を出すと言っていますけれども、と議を出すと言っていますけれども、と議を出すと言っていますけれども、と議

論論論論しながら、それを出すか出しながら、それを出すか出しながら、それを出すか出しながら、それを出すか出ささささないかというのはもうないかというのはもうないかというのはもうないかというのはもうちょちょちょちょっと委員会をっと委員会をっと委員会をっと委員会を数多数多数多数多く開かせていく開かせていく開かせていく開かせてい

ただいたり、公聴会を開かせていただいて、ただいたり、公聴会を開かせていただいて、ただいたり、公聴会を開かせていただいて、ただいたり、公聴会を開かせていただいて、ぜぜぜぜひひひひとも今とも今とも今とも今度度度度はこういうはこういうはこういうはこういう教授教授教授教授の説明、それかの説明、それかの説明、それかの説明、それか

ら関ら関ら関ら関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合の事の事の事の事務局務局務局務局がががが来来来来たときは４３たときは４３たときは４３たときは４３人人人人の議員にもおいでいただいて、また意見も言の議員にもおいでいただいて、また意見も言の議員にもおいでいただいて、また意見も言の議員にもおいでいただいて、また意見も言

っていただくのも結構かと思っております。それで、今の意見でよろしいでしっていただくのも結構かと思っております。それで、今の意見でよろしいでしっていただくのも結構かと思っております。それで、今の意見でよろしいでしっていただくのも結構かと思っております。それで、今の意見でよろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、そのそれでは、そのそれでは、そのそれでは、その辺辺辺辺のことを今のことを今のことを今のことを今後進後進後進後進めめめめささささせていただきたいと思います。先ほど言いましたせていただきたいと思います。先ほど言いましたせていただきたいと思います。先ほど言いましたせていただきたいと思います。先ほど言いました

ようなことを、７ようなことを、７ようなことを、７ようなことを、７分分分分野の議野の議野の議野の議論論論論、、、、政政政政令令令令都都都都市の市の市の市の加入加入加入加入の議の議の議の議論論論論、、、、丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移管についての議管についての議管についての議管についての議論論論論とかをとかをとかをとかを

具体的に具体的に具体的に具体的に始始始始めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。

今言ったような今言ったような今言ったような今言ったようなススススケジケジケジケジュュュュールでご一ールでご一ールでご一ールでご一任任任任いただいてよろしいでしいただいてよろしいでしいただいてよろしいでしいただいてよろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、また日それでは、また日それでは、また日それでは、また日程程程程等、等、等、等、詳細詳細詳細詳細がががが決決決決まりましたら事まりましたら事まりましたら事まりましたら事務局務局務局務局の方から連の方から連の方から連の方から連絡さ絡さ絡さ絡させていただきますせていただきますせていただきますせていただきます

のでよろしくお願いします。のでよろしくお願いします。のでよろしくお願いします。のでよろしくお願いします。

ということで、中間報ということで、中間報ということで、中間報ということで、中間報告告告告については、きについては、きについては、きについては、きょょょょうは結うは結うは結うは結論論論論をををを控控控控えまして、また議えまして、また議えまして、また議えまして、また議論論論論をををを進進進進めていめていめていめてい

きたいと思っております。きたいと思っております。きたいと思っております。きたいと思っております。



---- 22227777 ----

これでこれでこれでこれで本本本本日の委員会を日の委員会を日の委員会を日の委員会を終終終終わります。よろしくお願いします。ありがとうございました。わります。よろしくお願いします。ありがとうございました。わります。よろしくお願いします。ありがとうございました。わります。よろしくお願いします。ありがとうございました。


