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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６月１９日（火） １３：０２～１４：１０平成２４年６月１９日（火） １３：０２～１４：１０平成２４年６月１９日（火） １３：０２～１４：１０平成２４年６月１９日（火） １３：０２～１４：１０

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 ９名９名９名９名

井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長

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

小林 茂樹 委員小林 茂樹 委員小林 茂樹 委員小林 茂樹 委員

尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員

藤野 良次 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員

畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員

奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員

新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員

梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 松谷 知事公室長松谷 知事公室長松谷 知事公室長松谷 知事公室長

中山 地域振興部長 ほか、関係職員中山 地域振興部長 ほか、関係職員中山 地域振興部長 ほか、関係職員中山 地域振興部長 ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）報告事項（１）報告事項（１）報告事項（１）報告事項

① 国の出先機関の事務・権限の移譲について① 国の出先機関の事務・権限の移譲について① 国の出先機関の事務・権限の移譲について① 国の出先機関の事務・権限の移譲について

② 奈良県の消防広域化の推進について② 奈良県の消防広域化の推進について② 奈良県の消防広域化の推進について② 奈良県の消防広域化の推進について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

〈会議の経過〉〈会議の経過〉〈会議の経過〉〈会議の経過〉

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいまより広域行政調査特別委員会を開会いたします。それでは、ただいまより広域行政調査特別委員会を開会いたします。それでは、ただいまより広域行政調査特別委員会を開会いたします。それでは、ただいまより広域行政調査特別委員会を開会いたします。

本日は、常時出席を求める理事者のほかに、松丸知事公室次長、七尾景観・環境局次長、本日は、常時出席を求める理事者のほかに、松丸知事公室次長、七尾景観・環境局次長、本日は、常時出席を求める理事者のほかに、松丸知事公室次長、七尾景観・環境局次長、本日は、常時出席を求める理事者のほかに、松丸知事公室次長、七尾景観・環境局次長、

村上産業・雇用振興部次長、芝池土木部次長の４名の理事者に出席を求めていますので、村上産業・雇用振興部次長、芝池土木部次長の４名の理事者に出席を求めていますので、村上産業・雇用振興部次長、芝池土木部次長の４名の理事者に出席を求めていますので、村上産業・雇用振興部次長、芝池土木部次長の４名の理事者に出席を求めていますので、

ご了解願います。ご了解願います。ご了解願います。ご了解願います。

報告事項に入ります。松谷知事公室長から国の出先機関の事務・権限の移譲について、報告事項に入ります。松谷知事公室長から国の出先機関の事務・権限の移譲について、報告事項に入ります。松谷知事公室長から国の出先機関の事務・権限の移譲について、報告事項に入ります。松谷知事公室長から国の出先機関の事務・権限の移譲について、

松丸知事公室次長から奈良県の消防広域化の推進について、それぞれ報告したいと申し出松丸知事公室次長から奈良県の消防広域化の推進について、それぞれ報告したいと申し出松丸知事公室次長から奈良県の消防広域化の推進について、それぞれ報告したいと申し出松丸知事公室次長から奈良県の消防広域化の推進について、それぞれ報告したいと申し出

がありましたので、松谷知事公室長、松丸知事公室次長の順に報告願います。がありましたので、松谷知事公室長、松丸知事公室次長の順に報告願います。がありましたので、松谷知事公室長、松丸知事公室次長の順に報告願います。がありましたので、松谷知事公室長、松丸知事公室次長の順に報告願います。



---- 2222 ----

○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 それでは、国の出先機関の事務・権限の移譲についてご報告をさせてそれでは、国の出先機関の事務・権限の移譲についてご報告をさせてそれでは、国の出先機関の事務・権限の移譲についてご報告をさせてそれでは、国の出先機関の事務・権限の移譲についてご報告をさせて

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。

お手元に国の出先機関の事務・権限の移譲についての資料がございますので、ごらんいお手元に国の出先機関の事務・権限の移譲についての資料がございますので、ごらんいお手元に国の出先機関の事務・権限の移譲についての資料がございますので、ごらんいお手元に国の出先機関の事務・権限の移譲についての資料がございますので、ごらんい

ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。

まず、１ページから３ページにつきましては、国の動きについて書いております。３ペまず、１ページから３ページにつきましては、国の動きについて書いております。３ペまず、１ページから３ページにつきましては、国の動きについて書いております。３ペまず、１ページから３ページにつきましては、国の動きについて書いております。３ペ

ージ、平成２４年６月８日の第９回アクション・プラン推進委員会において、国の特定地ージ、平成２４年６月８日の第９回アクション・プラン推進委員会において、国の特定地ージ、平成２４年６月８日の第９回アクション・プラン推進委員会において、国の特定地ージ、平成２４年６月８日の第９回アクション・プラン推進委員会において、国の特定地

方行政機関の事務等の移譲に関する法律案が提示されています。この法律案につきまして方行政機関の事務等の移譲に関する法律案が提示されています。この法律案につきまして方行政機関の事務等の移譲に関する法律案が提示されています。この法律案につきまして方行政機関の事務等の移譲に関する法律案が提示されています。この法律案につきまして

は、後ほどご説明をさせていただきます。は、後ほどご説明をさせていただきます。は、後ほどご説明をさせていただきます。は、後ほどご説明をさせていただきます。

４ページは、関西広域連合の動きについて記載しております。平成２３年５月２６日に４ページは、関西広域連合の動きについて記載しております。平成２３年５月２６日に４ページは、関西広域連合の動きについて記載しております。平成２３年５月２６日に４ページは、関西広域連合の動きについて記載しております。平成２３年５月２６日に

近畿地方整備局、近畿経済産業局、近畿地方環境事務所の３機関の移管を要望されました。近畿地方整備局、近畿経済産業局、近畿地方環境事務所の３機関の移管を要望されました。近畿地方整備局、近畿経済産業局、近畿地方環境事務所の３機関の移管を要望されました。近畿地方整備局、近畿経済産業局、近畿地方環境事務所の３機関の移管を要望されました。

平成２４年６月１３日、政府・民主党に対して国の出先機関の移管推進に関する要請を実平成２４年６月１３日、政府・民主党に対して国の出先機関の移管推進に関する要請を実平成２４年６月１３日、政府・民主党に対して国の出先機関の移管推進に関する要請を実平成２４年６月１３日、政府・民主党に対して国の出先機関の移管推進に関する要請を実

施されております。施されております。施されております。施されております。

次に、５ページは、県の対応についてまとめております。先ほど申し上げました、国の次に、５ページは、県の対応についてまとめております。先ほど申し上げました、国の次に、５ページは、県の対応についてまとめております。先ほど申し上げました、国の次に、５ページは、県の対応についてまとめております。先ほど申し上げました、国の

出先機関原則廃止に向けての閣議決定されたことを受けて、平成２３年５月２６日に関西出先機関原則廃止に向けての閣議決定されたことを受けて、平成２３年５月２６日に関西出先機関原則廃止に向けての閣議決定されたことを受けて、平成２３年５月２６日に関西出先機関原則廃止に向けての閣議決定されたことを受けて、平成２３年５月２６日に関西

広域連合が３機関の移管を要望いたしましたけれども、これに対して奈良県としては、国広域連合が３機関の移管を要望いたしましたけれども、これに対して奈良県としては、国広域連合が３機関の移管を要望いたしましたけれども、これに対して奈良県としては、国広域連合が３機関の移管を要望いたしましたけれども、これに対して奈良県としては、国

の出先機関の丸ごと移管に対する奈良県の考え方として整理しまして、平成２３年７月６の出先機関の丸ごと移管に対する奈良県の考え方として整理しまして、平成２３年７月６の出先機関の丸ごと移管に対する奈良県の考え方として整理しまして、平成２３年７月６の出先機関の丸ごと移管に対する奈良県の考え方として整理しまして、平成２３年７月６

日、２２日、２８日の３回にわたりまして国土交通省、総務省、内閣府地域主権戦略室日、２２日、２８日の３回にわたりまして国土交通省、総務省、内閣府地域主権戦略室日、２２日、２８日の３回にわたりまして国土交通省、総務省、内閣府地域主権戦略室日、２２日、２８日の３回にわたりまして国土交通省、総務省、内閣府地域主権戦略室及及及及

びびびび関西広域連合に知事等から説明をいたしております。関西広域連合に知事等から説明をいたしております。関西広域連合に知事等から説明をいたしております。関西広域連合に知事等から説明をいたしております。

その内その内その内その内容容容容につきましては、１つにつきましては、１つにつきましては、１つにつきましては、１つ目目目目は関西広域連合は関西広域連合は関西広域連合は関西広域連合構構構構成府県の成府県の成府県の成府県の区区区区域に係る国の権限の関西域に係る国の権限の関西域に係る国の権限の関西域に係る国の権限の関西

広域連合広域連合広域連合広域連合へへへへの移譲についてはの移譲についてはの移譲についてはの移譲については異論異論異論異論がない。２つがない。２つがない。２つがない。２つ目目目目は、国出先機関の権限を地方に移譲するは、国出先機関の権限を地方に移譲するは、国出先機関の権限を地方に移譲するは、国出先機関の権限を地方に移譲する

場場場場合、奈良県に係る権限は奈良県に移譲するよ合、奈良県に係る権限は奈良県に移譲するよ合、奈良県に係る権限は奈良県に移譲するよ合、奈良県に係る権限は奈良県に移譲するよううううにお願いをしております。にお願いをしております。にお願いをしております。にお願いをしております。

それから、平成２４年３月２６日と平成２４年４月１１日には、内閣府地域主権戦略室それから、平成２４年３月２６日と平成２４年４月１１日には、内閣府地域主権戦略室それから、平成２４年３月２６日と平成２４年４月１１日には、内閣府地域主権戦略室それから、平成２４年３月２６日と平成２４年４月１１日には、内閣府地域主権戦略室

に対しまして、国の出先機関の地方移管に対する奈良県の考え方について公に対しまして、国の出先機関の地方移管に対する奈良県の考え方について公に対しまして、国の出先機関の地方移管に対する奈良県の考え方について公に対しまして、国の出先機関の地方移管に対する奈良県の考え方について公式式式式のののの意見陳述意見陳述意見陳述意見陳述

のののの場場場場をををを設設設設定することを要請をしております。定することを要請をしております。定することを要請をしております。定することを要請をしております。

６ページは、県内６ページは、県内６ページは、県内６ページは、県内市町市町市町市町村の動きでございます。平成２３年１２月２１日、平成２４年２村の動きでございます。平成２３年１２月２１日、平成２４年２村の動きでございます。平成２３年１２月２１日、平成２４年２村の動きでございます。平成２３年１２月２１日、平成２４年２

月２１日に月２１日に月２１日に月２１日に五條市五條市五條市五條市、、、、十津十津十津十津川村、野川村、野川村、野川村、野迫迫迫迫川村、上川村、上川村、上川村、上北北北北山村、山村、山村、山村、下北下北下北下北山村の１山村の１山村の１山村の１市市市市４村が地方整備局等４村が地方整備局等４村が地方整備局等４村が地方整備局等

出先機関の移管に出先機関の移管に出先機関の移管に出先機関の移管に反反反反対する要望書等を提出されております。対する要望書等を提出されております。対する要望書等を提出されております。対する要望書等を提出されております。

７ページは、７ページは、７ページは、７ページは、全全全全国国国国市市市市長会等の動きでございます。平成２４年３月２６日に長会等の動きでございます。平成２４年３月２６日に長会等の動きでございます。平成２４年３月２６日に長会等の動きでございます。平成２４年３月２６日に全全全全国国国国市市市市長会か長会か長会か長会か

らららら基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体のののの意見意見意見意見をををを十分踏十分踏十分踏十分踏まえるよまえるよまえるよまえるよう慎重う慎重う慎重う慎重な対応を求める国の出先機関な対応を求める国の出先機関な対応を求める国の出先機関な対応を求める国の出先機関改革改革改革改革についてのについてのについてのについての

意見意見意見意見が提出され、６月６日にはが提出され、６月６日にはが提出され、６月６日にはが提出され、６月６日には基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体とととと十分十分十分十分なななな協協協協議を行い、議を行い、議を行い、議を行い、拙速拙速拙速拙速に進めることのないに進めることのないに進めることのないに進めることのない
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よよよようううう要請する国の出先機関要請する国の出先機関要請する国の出先機関要請する国の出先機関改革改革改革改革に関する決議がに関する決議がに関する決議がに関する決議が採択採択採択採択をされています。をされています。をされています。をされています。昨昨昨昨日には、日には、日には、日には、意見意見意見意見書が書が書が書が

出されており、移管する事務の出されており、移管する事務の出されており、移管する事務の出されており、移管する事務の範囲や財源範囲や財源範囲や財源範囲や財源等の明等の明等の明等の明確確確確化、さらには広域連合が化、さらには広域連合が化、さらには広域連合が化、さらには広域連合が市町市町市町市町村などと村などと村などと村などと

意見意見意見意見をををを取取取取り入れるり入れるり入れるり入れる協協協協議の議の議の議の場場場場を法を法を法を法制制制制化してほしいとい化してほしいとい化してほしいとい化してほしいという意見う意見う意見う意見書が提出されております。書が提出されております。書が提出されております。書が提出されております。

８ページは、８ページは、８ページは、８ページは、全全全全国国国国市町市町市町市町村会等の動きでございます。村会等の動きでございます。村会等の動きでございます。村会等の動きでございます。全全全全国の５０２国の５０２国の５０２国の５０２市町市町市町市町村が平成２４年３村が平成２４年３村が平成２４年３村が平成２４年３

月３日に地方を月３日に地方を月３日に地方を月３日に地方を守守守守る会総会において、る会総会において、る会総会において、る会総会において、拙速拙速拙速拙速に国の出先機関廃止を進めないよに国の出先機関廃止を進めないよに国の出先機関廃止を進めないよに国の出先機関廃止を進めないようううう要望する決要望する決要望する決要望する決

議が議が議が議が採択採択採択採択をされております。をされております。をされております。をされております。

９ページは、９ページは、９ページは、９ページは、全全全全国国国国市市市市長会、長会、長会、長会、全全全全国国国国町町町町村会における、上村会における、上村会における、上村会における、上田大和郡田大和郡田大和郡田大和郡山山山山市市市市長、小長、小長、小長、小城斑鳩町城斑鳩町城斑鳩町城斑鳩町長の長の長の長の発発発発

言言言言を記載しております。主なを記載しております。主なを記載しております。主なを記載しております。主な発言発言発言発言要要要要旨旨旨旨は、１は、１は、１は、１点目点目点目点目は出先機関は出先機関は出先機関は出先機関改革改革改革改革のののの検討検討検討検討にににに当当当当たたたたっっっっては、地ては、地ては、地ては、地

域主権を域主権を域主権を域主権を着着着着実に進めるためにも実に進めるためにも実に進めるためにも実に進めるためにも拙速拙速拙速拙速に進めることなに進めることなに進めることなに進めることなくくくく、、、、基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体のののの意見意見意見意見もももも十分十分十分十分にににに反映反映反映反映すすすす

ることをることをることをることを強く強く強く強く求めておられますし、２求めておられますし、２求めておられますし、２求めておられますし、２点目点目点目点目ではではではでは市町市町市町市町村の方村の方村の方村の方 々々々々はははは全く何全く何全く何全く何も知らされていない、も知らされていない、も知らされていない、も知らされていない、

説明がおそいのではないかとい説明がおそいのではないかとい説明がおそいのではないかとい説明がおそいのではないかという発言う発言う発言う発言をされております。をされております。をされております。をされております。

１０ページは、平成２４年６月８日の第９回アクション・プラン推進委員会で提示され１０ページは、平成２４年６月８日の第９回アクション・プラン推進委員会で提示され１０ページは、平成２４年６月８日の第９回アクション・プラン推進委員会で提示され１０ページは、平成２４年６月８日の第９回アクション・プラン推進委員会で提示され

ました、国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案のました、国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案のました、国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案のました、国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案のポイポイポイポインンンントトトトについて説明をについて説明をについて説明をについて説明を

させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

①では、①では、①では、①では、制度制度制度制度をををを利利利利用できる主用できる主用できる主用できる主体体体体については、２については、２については、２については、２以以以以上の上の上の上の都道都道都道都道府県が府県が府県が府県が加加加加入する広域連合であ入する広域連合であ入する広域連合であ入する広域連合であ

っっっって、これをて、これをて、これをて、これを組織組織組織組織するするするする都道都道都道都道府県の府県の府県の府県の区区区区域を合わせた域を合わせた域を合わせた域を合わせた区区区区域が移譲対域が移譲対域が移譲対域が移譲対象象象象特定地方行政機関の管特定地方行政機関の管特定地方行政機関の管特定地方行政機関の管轄轄轄轄

区区区区域（域（域（域（当該当該当該当該管管管管轄区轄区轄区轄区域に域に域に域に含含含含まれないこととすることについてまれないこととすることについてまれないこととすることについてまれないこととすることについて相当相当相当相当の合理の合理の合理の合理性性性性がががが認認認認められるものめられるものめられるものめられるもの

として政として政として政として政令令令令で定めるで定めるで定めるで定める区区区区域を域を域を域を除く除く除く除く）を）を）を）を包括包括包括包括するものとされております。このするものとされております。このするものとされております。このするものとされております。この文言文言文言文言だけをだけをだけをだけを見見見見まままま

すと、奈良県を関西広域連合の行政事務のすと、奈良県を関西広域連合の行政事務のすと、奈良県を関西広域連合の行政事務のすと、奈良県を関西広域連合の行政事務の区区区区域に国が域に国が域に国が域に国が強制的強制的強制的強制的に入れてしまい、奈良県内のに入れてしまい、奈良県内のに入れてしまい、奈良県内のに入れてしまい、奈良県内の

行政事務を行政事務を行政事務を行政事務を当該当該当該当該地域の地域の地域の地域の意意意意向に向に向に向に反反反反して、他の地方行政して、他の地方行政して、他の地方行政して、他の地方行政組織組織組織組織が行が行が行が行う可能性う可能性う可能性う可能性があり、地方があり、地方があり、地方があり、地方自治自治自治自治のののの

本本本本旨旨旨旨にににに反反反反するのではないかといするのではないかといするのではないかといするのではないかという懸念う懸念う懸念う懸念があります。管があります。管があります。管があります。管轄区轄区轄区轄区域に域に域に域に含含含含まれないことについてまれないことについてまれないことについてまれないことについて相相相相

当当当当の合理の合理の合理の合理性性性性がががが認認認認められるめられるめられるめられる区区区区域は、今後政域は、今後政域は、今後政域は、今後政令令令令で定められるで定められるで定められるで定められる予予予予定です。定です。定です。定です。

②では、移譲対②では、移譲対②では、移譲対②では、移譲対象象象象となる事務は、経済産業局、地方整備局、地方環境事務所に関するもとなる事務は、経済産業局、地方整備局、地方環境事務所に関するもとなる事務は、経済産業局、地方整備局、地方環境事務所に関するもとなる事務は、経済産業局、地方整備局、地方環境事務所に関するも

のとされております。のとされております。のとされております。のとされております。

１１ページの１１ページの１１ページの１１ページの⑤⑤⑤⑤では、国の関では、国の関では、国の関では、国の関与与与与について記載しておりますが、移譲事務等についてについて記載しておりますが、移譲事務等についてについて記載しておりますが、移譲事務等についてについて記載しておりますが、移譲事務等について必必必必要要要要

があるがあるがあるがある場場場場合には、国の関合には、国の関合には、国の関合には、国の関与与与与を政を政を政を政令令令令で定めることができることになで定めることができることになで定めることができることになで定めることができることになっっっっております。これは、ております。これは、ております。これは、ております。これは、

かつての機関委かつての機関委かつての機関委かつての機関委任任任任の事務のの事務のの事務のの事務の復活復活復活復活ではないかといではないかといではないかといではないかという懸念う懸念う懸念う懸念がされております。がされております。がされております。がされております。

１２ページでは、１２ページでは、１２ページでは、１２ページでは、⑥⑥⑥⑥でででで大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害時の国の時の国の時の国の時の国の協力協力協力協力要請、要請、要請、要請、⑦⑦⑦⑦でででで大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害等の国の等の国の等の国の等の国の必必必必要な要な要な要な指指指指

示について定められておりますが、これは示について定められておりますが、これは示について定められておりますが、これは示について定められておりますが、これは大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害時の国の時の国の時の国の時の国の責任責任責任責任が地方行政が地方行政が地方行政が地方行政組織組織組織組織に移譲に移譲に移譲に移譲

されるとされるとされるとされると十分果十分果十分果十分果たされるかどたされるかどたされるかどたされるかどううううかがかがかがかが多く多く多く多くのののの基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体でででで心配心配心配心配されております。されております。されております。されております。
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１３ページの１３ページの１３ページの１３ページの⑧⑧⑧⑧は、は、は、は、財源財源財源財源についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。財源財源財源財源として、国はとして、国はとして、国はとして、国は基基基基本理本理本理本理念念念念にのにのにのにのっっっっとりとりとりとり

必必必必要な要な要な要な財財財財政上の政上の政上の政上の措置措置措置措置をををを講講講講ずるものとするとなずるものとするとなずるものとするとなずるものとするとなっっっっており、このており、このており、このており、この基基基基本理本理本理本理念念念念は事務等の特定広域は事務等の特定広域は事務等の特定広域は事務等の特定広域

連合等連合等連合等連合等へへへへの移譲は、国の移譲は、国の移譲は、国の移譲は、国及び及び及び及び地方公地方公地方公地方公共団体共団体共団体共団体を通を通を通を通じじじじた行政のた行政のた行政のた行政の効率効率効率効率化に化に化に化に寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを旨旨旨旨としてとしてとしてとして

行わなけれ行わなけれ行わなけれ行わなければばばばならないとなならないとなならないとなならないとなっっっっております。平成２４年５月１５日のております。平成２４年５月１５日のております。平成２４年５月１５日のております。平成２４年５月１５日の当当当当委員会で委員会で委員会で委員会で同志社大学同志社大学同志社大学同志社大学

の新川先の新川先の新川先の新川先生生生生は、は、は、は、恐恐恐恐ららららくくくく今回の移管も今回の移管も今回の移管も今回の移管も三位三位三位三位一一一一体改革体改革体改革体改革をををを有有有有する国のする国のする国のする国の側側側側の今のの今のの今のの今の財財財財政事政事政事政事情情情情をををを反映反映反映反映しししし

た行た行た行た行財財財財政対政対政対政対策策策策になになになになっっっっていていていていくくくくとととと予想予想予想予想されておられます。されておられます。されておられます。されておられます。

以以以以上で、国の出先機関事務権限の移譲についてご説明を上で、国の出先機関事務権限の移譲についてご説明を上で、国の出先機関事務権限の移譲についてご説明を上で、国の出先機関事務権限の移譲についてご説明を終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 消防広域化についてご報告を申し上げます。消防広域化についてご報告を申し上げます。消防広域化についてご報告を申し上げます。消防広域化についてご報告を申し上げます。

奈良県の消防広域化の推進についての資料をお願いいたします。奈良県の消防広域化の推進についての資料をお願いいたします。奈良県の消防広域化の推進についての資料をお願いいたします。奈良県の消防広域化の推進についての資料をお願いいたします。

平成２４年５月１６日に奈良平成２４年５月１６日に奈良平成２４年５月１６日に奈良平成２４年５月１６日に奈良市市市市、、、、生駒市生駒市生駒市生駒市をををを除く除く除く除く３７３７３７３７市町市町市町市町村長が出席されまして、消防広村長が出席されまして、消防広村長が出席されまして、消防広村長が出席されまして、消防広

域化域化域化域化協協協協議会が開議会が開議会が開議会が開催催催催されました。そのときの資料をされました。そのときの資料をされました。そのときの資料をされました。そのときの資料を抜粋抜粋抜粋抜粋し、合し、合し、合し、合意意意意された内された内された内された内容容容容についてご報告についてご報告についてご報告についてご報告

を申し上げます。を申し上げます。を申し上げます。を申し上げます。

まず、１ページ１のまず、１ページ１のまず、１ページ１のまず、１ページ１の目的目的目的目的でございます。でございます。でございます。でございます。大大大大ききききくくくく２２２２点点点点上げております。上げております。上げております。上げております。現場現場現場現場消防消防消防消防力力力力の向上の向上の向上の向上

と、と、と、と、組織全体組織全体組織全体組織全体の合理化です。の合理化です。の合理化です。の合理化です。

次に、２の経次に、２の経次に、２の経次に、２の経緯緯緯緯でございます。でございます。でございます。でございます。昨昨昨昨年４月の年４月の年４月の年４月の協協協協議会総会におきまして、議会総会におきまして、議会総会におきまして、議会総会におきまして、多く多く多く多くのののの市町市町市町市町村長か村長か村長か村長か

ら県のら県のら県のら県の強強強強いいいいリリリリーーーーダダダダーシーシーシーシッッッップで広域化とプで広域化とプで広域化とプで広域化と無線無線無線無線ののののデデデデジジジジタルタルタルタル化を一化を一化を一化を一体的体的体的体的に進めてほしいといに進めてほしいといに進めてほしいといに進めてほしいという意う意う意う意

見見見見がががが多く多く多く多く出されました。その後、県といたしましても出されました。その後、県といたしましても出されました。その後、県といたしましても出されました。その後、県といたしましても段階的統段階的統段階的統段階的統合案を提案するなど、合案を提案するなど、合案を提案するなど、合案を提案するなど、積極積極積極積極

的的的的にかかわにかかわにかかわにかかわっっっってきたとこてきたとこてきたとこてきたところろろろでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、皆様皆様皆様皆様ごごごご承承承承知のとおり本年１月に奈良知のとおり本年１月に奈良知のとおり本年１月に奈良知のとおり本年１月に奈良市市市市、、、、生駒生駒生駒生駒

市市市市がががが協協協協議会から議会から議会から議会から脱退脱退脱退脱退されました。されました。されました。されました。両市両市両市両市のののの離脱離脱離脱離脱を受けまして、本年３月と４月にを受けまして、本年３月と４月にを受けまして、本年３月と４月にを受けまして、本年３月と４月に残残残残る１１消る１１消る１１消る１１消

防の管理者、防の管理者、防の管理者、防の管理者、市町市町市町市町村長から成る小委員会が開村長から成る小委員会が開村長から成る小委員会が開村長から成る小委員会が開催催催催されました。そこで、３７されました。そこで、３７されました。そこで、３７されました。そこで、３７市町市町市町市町村で広域化村で広域化村で広域化村で広域化

を進め、を進め、を進め、を進め、現在現在現在現在の中の中の中の中和和和和広域消防本部に本部と広域消防本部に本部と広域消防本部に本部と広域消防本部に本部と指令セ指令セ指令セ指令センンンンタタタターをーをーをーを置く置く置く置くこと、その他、広域化に係こと、その他、広域化に係こと、その他、広域化に係こと、その他、広域化に係

るるるる基基基基本方本方本方本方針針針針と今後のと今後のと今後のと今後のスケスケスケスケジジジジュュュューーーールルルルについてについてについてについて確認確認確認確認されまして、５月１６日の第７回総会におされまして、５月１６日の第７回総会におされまして、５月１６日の第７回総会におされまして、５月１６日の第７回総会にお

きまして３７きまして３７きまして３７きまして３７市町市町市町市町村で合村で合村で合村で合意意意意されたとこされたとこされたとこされたところろろろでございます。合でございます。合でございます。合でございます。合意意意意内内内内容容容容を説明させていただきまを説明させていただきまを説明させていただきまを説明させていただきま

す。す。す。す。

まず今後のまず今後のまず今後のまず今後のスケスケスケスケジジジジュュュューーーールルルルでございます。広域化後の本部でございます。広域化後の本部でございます。広域化後の本部でございます。広域化後の本部体制や体制や体制や体制や職員職員職員職員配置配置配置配置、、、、財財財財産の産の産の産の取取取取りりりり扱扱扱扱

い、経い、経い、経い、経費負担費負担費負担費負担等を等を等を等を盛盛盛盛りりりり込込込込んだ広域消防んだ広域消防んだ広域消防んだ広域消防運営計画運営計画運営計画運営計画をををを策策策策定いたしまして、平成２４年１２月の定いたしまして、平成２４年１２月の定いたしまして、平成２４年１２月の定いたしまして、平成２４年１２月の

総会で総会で総会で総会で承認承認承認承認を受けて、３７を受けて、３７を受けて、３７を受けて、３７市町市町市町市町村長で村長で村長で村長で協協協協定書に調定書に調定書に調定書に調印印印印する。そして、平成２５年３月の総会する。そして、平成２５年３月の総会する。そして、平成２５年３月の総会する。そして、平成２５年３月の総会

で、一部事務で、一部事務で、一部事務で、一部事務組組組組合の合の合の合の規約規約規約規約をををを承認承認承認承認いただきまして６月にいただきまして６月にいただきまして６月にいただきまして６月に市町市町市町市町村のそれぞれの議会で村のそれぞれの議会で村のそれぞれの議会で村のそれぞれの議会で規約規約規約規約の議の議の議の議

決をいただいて、平成２５年９月決をいただいて、平成２５年９月決をいただいて、平成２５年９月決をいただいて、平成２５年９月設立設立設立設立といといといというスケうスケうスケうスケジジジジュュュューーーールルルルで進めていで進めていで進めていで進めていくくくくことをことをことをことを確認確認確認確認されまされまされまされま

した。した。した。した。
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次に、２ページは、消防広域化にかかわる次に、２ページは、消防広域化にかかわる次に、２ページは、消防広域化にかかわる次に、２ページは、消防広域化にかかわる基基基基本本本本的的的的事項でございます。１事項でございます。１事項でございます。１事項でございます。１点目点目点目点目は、は、は、は、段階的段階的段階的段階的

統統統統合でございます。平成２５年９月に１１消防を合でございます。平成２５年９月に１１消防を合でございます。平成２５年９月に１１消防を合でございます。平成２５年９月に１１消防を統統統統一し、一部事務一し、一部事務一し、一部事務一し、一部事務組組組組合を合を合を合を設立設立設立設立するわけでするわけでするわけでするわけで

ございますが、ございますが、ございますが、ございますが、運営形態運営形態運営形態運営形態として、まずは総務部として、まずは総務部として、まずは総務部として、まずは総務部門門門門を平成２５年にを平成２５年にを平成２５年にを平成２５年に統統統統合して、平成２７年に合して、平成２７年に合して、平成２７年に合して、平成２７年に

無線無線無線無線ののののデデデデジジジジタルタルタルタル化化化化工工工工事を事を事を事を完完完完成させて、通成させて、通成させて、通成させて、通信信信信機機機機能能能能を一元化させた上で、平成２８年を一元化させた上で、平成２８年を一元化させた上で、平成２８年を一元化させた上で、平成２８年度度度度に通に通に通に通信信信信

部部部部門門門門をををを統統統統合する。そして、その後、平成３３年に合する。そして、その後、平成３３年に合する。そして、その後、平成３３年に合する。そして、その後、平成３３年に現場現場現場現場部部部部門門門門、、、、署署署署所等を所等を所等を所等を統統統統合するとい合するとい合するとい合するといううううよよよようううう

に、に、に、に、現場現場現場現場のののの混乱混乱混乱混乱をををを招招招招かないよかないよかないよかないよううううにににに徐々徐々徐々徐々にににに統統統統合して進めてい合して進めてい合して進めてい合して進めていくくくくといといといといううううことでございます。ことでございます。ことでございます。ことでございます。

②、２②、２②、２②、２点目点目点目点目はははは体制体制体制体制でございます。２ページにでございます。２ページにでございます。２ページにでございます。２ページに統統統統合後の合後の合後の合後のイメイメイメイメージをつけておりますが、ージをつけておりますが、ージをつけておりますが、ージをつけておりますが、左左左左

が中が中が中が中和和和和広域消防本部の広域消防本部の広域消防本部の広域消防本部の写写写写真でございます。ここに真でございます。ここに真でございます。ここに真でございます。ここに統統統統合後の消防本部と合後の消防本部と合後の消防本部と合後の消防本部と指令セ指令セ指令セ指令センンンンタタタターをーをーをーを置く置く置く置く

こととし、そして、こととし、そして、こととし、そして、こととし、そして、現在現在現在現在の消防本部は、あの消防本部は、あの消防本部は、あの消防本部は、あくくくくまでもまでもまでもまでも仮称仮称仮称仮称でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、代表代表代表代表消防消防消防消防署署署署といといといとい

たしまして、消防たしまして、消防たしまして、消防たしまして、消防署署署署、、、、分署分署分署分署などはなどはなどはなどは現在現在現在現在のままのままのままのまま運運運運用するとい用するとい用するとい用するといううううことでございます。ことでございます。ことでございます。ことでございます。

消防本部の消防本部の消防本部の消防本部の現在現在現在現在の職員の職員の職員の職員数数数数は、１１消防本部で１は、１１消防本部で１は、１１消防本部で１は、１１消防本部で１，，，，２８３名でございます。２８３名でございます。２８３名でございます。２８３名でございます。全体統全体統全体統全体統合後、合後、合後、合後、

平成３３年には１平成３３年には１平成３３年には１平成３３年には１，，，，２００名２００名２００名２００名程度程度程度程度のののの体制体制体制体制を考えています。内を考えています。内を考えています。内を考えています。内訳訳訳訳といたしまして、１１本部といたしまして、１１本部といたしまして、１１本部といたしまして、１１本部

を１本部にを１本部にを１本部にを１本部に統統統統合することで本部員２７６名を１２０名、それから通合することで本部員２７６名を１２０名、それから通合することで本部員２７６名を１２０名、それから通合することで本部員２７６名を１２０名、それから通信信信信員９４名を４０名、員９４名を４０名、員９４名を４０名、員９４名を４０名、

これでこれでこれでこれで大体大体大体大体２１０名２１０名２１０名２１０名程度削減程度削減程度削減程度削減できます。そして、できます。そして、できます。そして、できます。そして、削減削減削減削減した２１０名のした２１０名のした２１０名のした２１０名のうちうちうちうち１３０１３０１３０１３０数数数数名を名を名を名を現現現現

場場場場の消防の消防の消防の消防署署署署所に所に所に所に配置配置配置配置をする。これでをする。これでをする。これでをする。これで全体全体全体全体の職員の職員の職員の職員数数数数を７６名を７６名を７６名を７６名程度削減程度削減程度削減程度削減することとしておりますることとしておりますることとしておりますることとしておりま

して、して、して、して、約約約約６６６６億円程度億円程度億円程度億円程度の経常経の経常経の経常経の経常経費費費費のののの削減削減削減削減がががが図図図図られるとられるとられるとられると見込見込見込見込んでおります。このよんでおります。このよんでおります。このよんでおります。このよううううに、に、に、に、現場現場現場現場

の消防の消防の消防の消防力力力力をををを強強強強化するとともに、あわせて化するとともに、あわせて化するとともに、あわせて化するとともに、あわせて組織組織組織組織を合理化することによを合理化することによを合理化することによを合理化することによっっっってててて市町市町市町市町村の村の村の村の負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減

をををを図図図図ることとしております。ることとしております。ることとしております。ることとしております。

次に、３ページ次に、３ページ次に、３ページ次に、３ページ③③③③、３、３、３、３点目点目点目点目は通は通は通は通信信信信施施施施設設設設の整備に係るの整備に係るの整備に係るの整備に係る費費費費用の用の用の用の試試試試案でございます。案でございます。案でございます。案でございます。左左左左のののの表表表表は、は、は、は、

１１消防本部がそれぞれ１１消防本部がそれぞれ１１消防本部がそれぞれ１１消防本部がそれぞれ単独単独単独単独で整備するで整備するで整備するで整備する場場場場合の合の合の合の費費費費用でございます。用でございます。用でございます。用でございます。右右右右のののの表表表表は、広域化によは、広域化によは、広域化によは、広域化によ

っっっって一て一て一て一体的体的体的体的に整備するに整備するに整備するに整備する場場場場合の合の合の合の費費費費用でございます。用でございます。用でございます。用でございます。単独単独単独単独で整備すると、で整備すると、で整備すると、で整備すると、指令セ指令セ指令セ指令センンンンタタタターが１１ーが１１ーが１１ーが１１

カカカカ所、所、所、所、基基基基地局も２４地局も２４地局も２４地局も２４カカカカ所所所所必必必必要となります。総事業要となります。総事業要となります。総事業要となります。総事業費費費費が９５が９５が９５が９５億円億円億円億円。地方。地方。地方。地方債債債債を充を充を充を充当当当当することですることですることですることで

４２４２４２４２億円億円億円億円の交の交の交の交付税付税付税付税が入が入が入が入っっっってまいります。しかしながら、５３てまいります。しかしながら、５３てまいります。しかしながら、５３てまいります。しかしながら、５３億円億円億円億円の実の実の実の実質負担質負担質負担質負担となります。となります。となります。となります。

これを一これを一これを一これを一体的体的体的体的に整備すると、に整備すると、に整備すると、に整備すると、右右右右のののの表表表表になります。になります。になります。になります。指令セ指令セ指令セ指令センンンンタタタターが１ーが１ーが１ーが１カカカカ所で済所で済所で済所で済みみみみ、、、、基基基基地局も地局も地局も地局も

山上山上山上山上基基基基地局で、山の上から地局で、山の上から地局で、山の上から地局で、山の上から照照照照らしますので７らしますので７らしますので７らしますので７カカカカ所で済所で済所で済所で済みみみみ、総事業、総事業、総事業、総事業費費費費が４７が４７が４７が４７億円億円億円億円、実、実、実、実質負担質負担質負担質負担

も２６も２６も２６も２６億円億円億円億円とととと半減半減半減半減できます。さらに、県といたしましてもできます。さらに、県といたしましてもできます。さらに、県といたしましてもできます。さらに、県といたしましても参加参加参加参加するするするする市町市町市町市町村が広域化に向け村が広域化に向け村が広域化に向け村が広域化に向け

てててて多大多大多大多大なななな努力努力努力努力をされるといをされるといをされるといをされるといううううことで、ことで、ことで、ことで、市町市町市町市町村が村が村が村が返返返返済される済される済される済される起債起債起債起債のののの償還金償還金償還金償還金に対して２に対して２に対して２に対して２分分分分の１の１の１の１

助助助助成を成を成を成を検討検討検討検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

続続続続きまして、広域消防きまして、広域消防きまして、広域消防きまして、広域消防運営計画運営計画運営計画運営計画でございます。広域化後のでございます。広域化後のでございます。広域化後のでございます。広域化後の運営運営運営運営に係るに係るに係るに係る計画計画計画計画ののののポイポイポイポインンンントトトトをををを

上げております。上げております。上げております。上げております。



---- 6666 ----

②の②の②の②の組織組織組織組織、、、、人人人人員、業務員、業務員、業務員、業務体制体制体制体制でございます。でございます。でございます。でございます。現在現在現在現在の消防本部の年の消防本部の年の消防本部の年の消防本部の年齢齢齢齢別の職員別の職員別の職員別の職員構構構構成成成成やややや定年者定年者定年者定年者

の動向、それから新の動向、それから新の動向、それから新の動向、それから新規採規採規採規採用用用用計画計画計画計画など、こなど、こなど、こなど、こうううういいいいっっっった要た要た要た要素素素素をををを勘勘勘勘案して案して案して案して現在現在現在現在各各各各消防本部と消防本部と消防本部と消防本部と人人人人員員員員配配配配

置置置置について調整を行について調整を行について調整を行について調整を行っっっっております。平成２５年、２８年、３３年のそれぞれの時ております。平成２５年、２８年、３３年のそれぞれの時ております。平成２５年、２８年、３３年のそれぞれの時ております。平成２５年、２８年、３３年のそれぞれの時点点点点のののの人人人人員員員員

配置計画配置計画配置計画配置計画をつをつをつをつくくくくりまして、このりまして、このりまして、このりまして、この計画計画計画計画の中に載せていこの中に載せていこの中に載せていこの中に載せていこううううといといといといううううことでございます。ことでございます。ことでございます。ことでございます。

それから、それから、それから、それから、③③③③のののの勤勤勤勤務務務務体制及び体制及び体制及び体制及び給給給給与与与与調整でございます。調整でございます。調整でございます。調整でございます。給給給給与与与与はははは統統統統一した一した一した一した給給給給与体与体与体与体系系系系をををを策策策策定い定い定い定い

たしますが、たしますが、たしますが、たしますが、現現現現行職員は行職員は行職員は行職員は当当当当面面面面はははは現現現現給保障給保障給保障給保障とし、平成２８年の通とし、平成２８年の通とし、平成２８年の通とし、平成２８年の通信信信信部部部部門統門統門統門統合後、できるだけ合後、できるだけ合後、できるだけ合後、できるだけ

早早早早い時い時い時い時期期期期に一元化していに一元化していに一元化していに一元化していくくくくことにしております。ことにしております。ことにしております。ことにしております。

④④④④の経の経の経の経費負担費負担費負担費負担でございます。でございます。でございます。でございます。人人人人件件件件費及び署費及び署費及び署費及び署所の経所の経所の経所の経費費費費は、は、は、は、現現現現行本部行本部行本部行本部単位単位単位単位でのでのでのでの自自自自賄賄賄賄い方い方い方い方式式式式をををを

基基基基本とし、本とし、本とし、本とし、人人人人件件件件費以費以費以費以外外外外の消防本部経の消防本部経の消防本部経の消防本部経費費費費、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆる事務経る事務経る事務経る事務経費費費費はははは按按按按分分分分し、なお、し、なお、し、なお、し、なお、全体統全体統全体統全体統合後の合後の合後の合後の

経経経経費負担費負担費負担費負担のののの割割割割合は、職員合は、職員合は、職員合は、職員配置配置配置配置割割割割り等の案り等の案り等の案り等の案分分分分方法を方法を方法を方法を使使使使いましていましていましていましてババババランランランランススススのとれたのとれたのとれたのとれた負担負担負担負担方法を方法を方法を方法を

提示してい提示してい提示してい提示していくくくくことにしています。ことにしています。ことにしています。ことにしています。

それから、それから、それから、それから、⑤⑤⑤⑤のののの財財財財産の産の産の産の取取取取りりりり扱扱扱扱いでございます。土地はいでございます。土地はいでございます。土地はいでございます。土地は無償無償無償無償貸貸貸貸与与与与、、、、建物建物建物建物、、、、車車車車両両両両等は等は等は等は無償無償無償無償譲譲譲譲

与与与与によるによるによるによる持持持持ち寄ち寄ち寄ち寄り方り方り方り方式式式式で、で、で、で、債債債債務務務務残残残残高高高高はこれまでどおりはこれまでどおりはこれまでどおりはこれまでどおり市町市町市町市町村に村に村に村に負担負担負担負担いただいただいただいただくくくく。新。新。新。新規規規規の施の施の施の施設設設設

整備は、整備は、整備は、整備は、自自自自賄賄賄賄い方い方い方い方式式式式をををを基基基基本とした方向本とした方向本とした方向本とした方向性性性性を提示していきたいと考えております。を提示していきたいと考えております。を提示していきたいと考えております。を提示していきたいと考えております。

⑥⑥⑥⑥の消防の消防の消防の消防署署署署所の所の所の所の再編再編再編再編（（（（統統統統廃合）でございますが、地元との調整が廃合）でございますが、地元との調整が廃合）でございますが、地元との調整が廃合）でございますが、地元との調整が必必必必要で要で要で要で十分十分十分十分なななな検討検討検討検討期間期間期間期間

を要することから、を要することから、を要することから、を要することから、統統統統合後の合後の合後の合後の検討検討検討検討課題課題課題課題といといといといううううことでことでことでことで据据据据ええええ置置置置いております。いております。いております。いております。以以以以上の上の上の上の点点点点をををを基基基基本本本本

といたしまして、広域消防といたしまして、広域消防といたしまして、広域消防といたしまして、広域消防運営計画運営計画運営計画運営計画をををを策策策策定するとい定するとい定するとい定するといううううことで総会でことで総会でことで総会でことで総会で基基基基本合本合本合本合意意意意がされたとこがされたとこがされたとこがされたとこ

ろろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

４ページは、消防広域化の４ページは、消防広域化の４ページは、消防広域化の４ページは、消防広域化の必必必必要要要要性性性性ととととメリットメリットメリットメリットについてです。についてです。についてです。についてです。救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送のののの増増増増加や大規模加や大規模加や大規模加や大規模化化化化

するするするする災害災害災害災害等、環境の等、環境の等、環境の等、環境の変変変変化に化に化に化に的確的確的確的確に対応していに対応していに対応していに対応していくくくくためには広域化して消防ためには広域化して消防ためには広域化して消防ためには広域化して消防基基基基盤盤盤盤をををを強強強強化してい化してい化してい化してい

く必く必く必く必要がございます。また、広域化によ要がございます。また、広域化によ要がございます。また、広域化によ要がございます。また、広域化によっっっって、て、て、て、初初初初動動動動体制体制体制体制のののの強強強強化化化化や現場や現場や現場や現場到到到到着着着着時時時時間間間間のののの短縮短縮短縮短縮などなどなどなど

大大大大きなきなきなきなメリットメリットメリットメリットがががが得得得得られます。こられます。こられます。こられます。こうううういいいいっっっったことを、平成２４年５月１６日の奈良県消防広たことを、平成２４年５月１６日の奈良県消防広たことを、平成２４年５月１６日の奈良県消防広たことを、平成２４年５月１６日の奈良県消防広

域化域化域化域化協協協協議会総会で議会総会で議会総会で議会総会で改改改改めてめてめてめて確認確認確認確認されたとこされたとこされたとこされたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

報告は報告は報告は報告は以以以以上でございます。今後も上でございます。今後も上でございます。今後も上でございます。今後も引引引引きききき続続続続き広域化の実き広域化の実き広域化の実き広域化の実現現現現に向けて、に向けて、に向けて、に向けて、積極的積極的積極的積極的に県としてに県としてに県としてに県としてリリリリ

ーーーードドドドしていきたいと考えております。していきたいと考えております。していきたいと考えております。していきたいと考えております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいまの報告、その他の事項もそれでは、ただいまの報告、その他の事項もそれでは、ただいまの報告、その他の事項もそれでは、ただいまの報告、その他の事項も含含含含めてめてめてめて質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願願願願

います。います。います。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 関西広域連合の関係と、消防の関係でお関西広域連合の関係と、消防の関係でお関西広域連合の関係と、消防の関係でお関西広域連合の関係と、消防の関係でお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。関西広したいと思います。関西広したいと思います。関西広したいと思います。関西広

域連合の関係ですが、今の説明で域連合の関係ですが、今の説明で域連合の関係ですが、今の説明で域連合の関係ですが、今の説明で財源財源財源財源についてについてについてについて言言言言われておりましたけれども、われておりましたけれども、われておりましたけれども、われておりましたけれども、基基基基本理本理本理本理念念念念とととと

してはしてはしてはしては効率効率効率効率化に化に化に化に寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを旨旨旨旨として行わなけれとして行わなけれとして行わなけれとして行わなければばばばならないと書かれているわけですが、ならないと書かれているわけですが、ならないと書かれているわけですが、ならないと書かれているわけですが、
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今、関西広域連合はそれぞれの今、関西広域連合はそれぞれの今、関西広域連合はそれぞれの今、関西広域連合はそれぞれの都道都道都道都道府県の府県の府県の府県の持持持持ち寄ち寄ち寄ち寄りでりでりでりで財源財源財源財源がががが組組組組まれていまして、事務局にまれていまして、事務局にまれていまして、事務局にまれていまして、事務局に

もこのもこのもこのもこの間聞間聞間聞間聞きましたら、それぞれの県の職員で、きましたら、それぞれの県の職員で、きましたら、それぞれの県の職員で、きましたら、それぞれの県の職員で、給給給給与体与体与体与体系系系系も今も今も今も今ばばばばららららばばばばらだといらだといらだといらだといううううおおおお話話話話でしでしでしでし

た。た。た。た。

それで、もし関西広域連合として、それで、もし関西広域連合として、それで、もし関西広域連合として、それで、もし関西広域連合として、例例例例ええええばばばば企企企企業を業を業を業を誘致誘致誘致誘致したしたしたした場場場場合に、合に、合に、合に、誘致誘致誘致誘致したしたしたした企企企企業が業が業が業が大大大大阪阪阪阪

にににに来来来来たたたた場場場場合、合、合、合、大大大大阪阪阪阪はははは企企企企業から業から業から業から税税税税収収収収が上がるけれども関西広域連合にはが上がるけれども関西広域連合にはが上がるけれども関西広域連合にはが上がるけれども関西広域連合には税税税税収収収収が入が入が入が入っっっってこない。てこない。てこない。てこない。

そそそそううううしたしたしたした場場場場合の合の合の合の課課課課税税税税権のよ権のよ権のよ権のよううううな考え方についてどのよな考え方についてどのよな考え方についてどのよな考え方についてどのよううううに考えておられるのか、そのに考えておられるのか、そのに考えておられるのか、そのに考えておられるのか、その点点点点をををを

おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

それから、消防の関係も一それから、消防の関係も一それから、消防の関係も一それから、消防の関係も一緒緒緒緒でいいですか。でいいですか。でいいですか。でいいですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい。はい。はい。はい。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 消防の広域化の消防の広域化の消防の広域化の消防の広域化の件件件件ですけれども、消防の広域化につきましてはですけれども、消防の広域化につきましてはですけれども、消防の広域化につきましてはですけれども、消防の広域化につきましては人人人人はははは減減減減らららら

すがすがすがすが現場現場現場現場のとこのとこのとこのところろろろを手を手を手を手厚厚厚厚くくくくして、そしてして、そしてして、そしてして、そして財財財財政の政の政の政の負担負担負担負担もももも軽く軽く軽く軽くしてと、この説明だけならしてと、この説明だけならしてと、この説明だけならしてと、この説明だけなら非非非非常常常常

にいい方向になるよにいい方向になるよにいい方向になるよにいい方向になるよううううにご説明をされているのですけれども、にご説明をされているのですけれども、にご説明をされているのですけれども、にご説明をされているのですけれども、心配心配心配心配しておりますのは、しておりますのは、しておりますのは、しておりますのは、東東東東

日本日本日本日本大大大大震震震震災災災災で消防で消防で消防で消防団団団団の方がの方がの方がの方が随随随随分分分分おおおお亡亡亡亡くくくくなりになり、消防なりになり、消防なりになり、消防なりになり、消防団団団団に入るに入るに入るに入る人人人人が今、が今、が今、が今、非非非非常に常に常に常に減っ減っ減っ減ってきてきてきてき

ているといているといているといているといううううよよよよううううにににに言言言言われております。われております。われております。われております。阪神阪神阪神阪神・・・・淡路淡路淡路淡路大大大大震震震震災災災災の後で、の後で、の後で、の後で、大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害のときに常のときに常のときに常のときに常

備消防の限備消防の限備消防の限備消防の限界界界界があるといがあるといがあるといがあるといううううのを日本消防のを日本消防のを日本消防のを日本消防協協協協会で会で会で会で研究研究研究研究されていた資料があるのですけれども、されていた資料があるのですけれども、されていた資料があるのですけれども、されていた資料があるのですけれども、

地地地地震震震震発生発生発生発生直直直直後に火後に火後に火後に火災災災災が５８が５８が５８が５８カカカカ所で所で所で所で同同同同時時時時多発多発多発多発し、し、し、し、午前午前午前午前７時ご７時ご７時ご７時ごろろろろからからからから参参参参集集集集職員によ職員によ職員によ職員によっっっってててて隊隊隊隊をををを構構構構

成して出動しています。一成して出動しています。一成して出動しています。一成して出動しています。一番最初番最初番最初番最初にににに到到到到着着着着したのがしたのがしたのがしたのが三田市三田市三田市三田市の消防本部です。そして、地の消防本部です。そして、地の消防本部です。そして、地の消防本部です。そして、地震震震震発発発発

生生生生とととと同同同同時に奈良の消防で、時に奈良の消防で、時に奈良の消防で、時に奈良の消防で、発生発生発生発生した１９した１９した１９した１９件件件件の火の火の火の火災災災災について、について、について、について、初期初期初期初期から消火から消火から消火から消火活活活活動ができたの動ができたの動ができたの動ができたの

は４は４は４は４件件件件にすにすにすにすぎぎぎぎない。地ない。地ない。地ない。地震震震震発生発生発生発生の６時の６時の６時の６時台台台台では、では、では、では、兵庫兵庫兵庫兵庫消防管内の消防管内の消防管内の消防管内の各各各各所で火所で火所で火所で火災災災災、、、、炎炎炎炎上が上が上が上が発生発生発生発生してしてしてして

いるいるいるいる状状状状態態態態がががが無線無線無線無線にどんどん入にどんどん入にどんどん入にどんどん入っっっっててててくくくくるのですけれども、するのですけれども、するのですけれども、するのですけれども、すべべべべての部ての部ての部ての部隊隊隊隊が出動していたためが出動していたためが出動していたためが出動していたため

に出動できる部に出動できる部に出動できる部に出動できる部隊隊隊隊がががが残っ残っ残っ残っていないといていないといていないといていないというううう、これは、これは、これは、これは阪神阪神阪神阪神・・・・淡路淡路淡路淡路大大大大震震震震災災災災のときののときののときののときの教訓教訓教訓教訓のよのよのよのよううううにににに

言言言言われておりまして、そのときに地元でわれておりまして、そのときに地元でわれておりまして、そのときに地元でわれておりまして、そのときに地元で活活活活動するのが消防動するのが消防動するのが消防動するのが消防団団団団だと思だと思だと思だと思ううううのです。奈良県でも、のです。奈良県でも、のです。奈良県でも、のです。奈良県でも、

第一第一第一第一線線線線の消防の消防の消防の消防団団団団が今、が今、が今、が今、非非非非常に常に常に常に減っ減っ減っ減ってきている。そてきている。そてきている。そてきている。そうううういいいいうううう中で、一本化して広域化してい中で、一本化して広域化してい中で、一本化して広域化してい中で、一本化して広域化していっっっっ

たときに、消防本たときに、消防本たときに、消防本たときに、消防本来来来来のののの住住住住民の民の民の民の命命命命とととと財財財財産を産を産を産を守守守守るるるる点点点点から考えたときにから考えたときにから考えたときにから考えたときに非非非非常に常に常に常に不安不安不安不安があるわけでがあるわけでがあるわけでがあるわけで

すが、そのすが、そのすが、そのすが、その点点点点はどのよはどのよはどのよはどのよううううに考えておられるのかおに考えておられるのかおに考えておられるのかおに考えておられるのかお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 １１１１点目点目点目点目のののの企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致の関係のの関係のの関係のの関係の課課課課税税税税権についてのご権についてのご権についてのご権についてのご質質質質問問問問でございますけでございますけでございますけでございますけ

れども、関西広域連合は地方公れども、関西広域連合は地方公れども、関西広域連合は地方公れども、関西広域連合は地方公共団体共団体共団体共団体としては中としては中としては中としては中途途途途半半半半端端端端なななな組織組織組織組織でででで課課課課税税税税権はございません。権はございません。権はございません。権はございません。

ですから、今井副委員長がおですから、今井副委員長がおですから、今井副委員長がおですから、今井副委員長がおっっっっししししゃゃゃゃいましたよいましたよいましたよいましたよううううに、に、に、に、例例例例ええええばばばば企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致にかかわる経にかかわる経にかかわる経にかかわる経費費費費はそはそはそはそ

れぞれのれぞれのれぞれのれぞれの構構構構成成成成団体団体団体団体がががが負担負担負担負担することになすることになすることになすることになろうろうろうろうかと思います。それでかと思います。それでかと思います。それでかと思います。それで例例例例ええええば大ば大ば大ば大阪阪阪阪にににに立立立立地にな地にな地にな地になっっっっ

たたたた場場場場合は合は合は合は大大大大阪阪阪阪にににに税税税税収収収収なり雇用が上がなり雇用が上がなり雇用が上がなり雇用が上がっっっっててててくくくくるよるよるよるよううううになになになになっっっっております。ております。ております。ております。



---- 8888 ----

平成２４年２月の平成２４年２月の平成２４年２月の平成２４年２月の森教授森教授森教授森教授のおのおのおのお話話話話でもありましたよでもありましたよでもありましたよでもありましたよううううに、に、に、に、現在現在現在現在はははは企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致にににに必必必必要な経要な経要な経要な経費費費費はははは

負担負担負担負担することになるけれども、することになるけれども、することになるけれども、することになるけれども、誘致誘致誘致誘致が行われなかが行われなかが行われなかが行われなかっっっったとこたとこたとこたところろろろにはあまりにはあまりにはあまりにはあまり恩恵恩恵恩恵恩恵がないと先がないと先がないと先がないと先生生生生

はおはおはおはおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていました。ていました。ていました。ていました。現在現在現在現在、、、、規約規約規約規約の中では広域連合の経の中では広域連合の経の中では広域連合の経の中では広域連合の経費費費費はははは構構構構成成成成団体団体団体団体のののの負担金負担金負担金負担金と、主と、主と、主と、主

に事業に事業に事業に事業収収収収入で入で入で入で賄賄賄賄ううううことになことになことになことになっっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、規約規約規約規約の中ではの中ではの中ではの中では立立立立地が行われたとしてもそれ地が行われたとしてもそれ地が行われたとしてもそれ地が行われたとしてもそれ

にににに見見見見合合合合う形う形う形う形でのでのでのでの負担負担負担負担割割割割合をど合をど合をど合をどううううするかまではするかまではするかまではするかまでは触触触触れられておりませんので、れられておりませんので、れられておりませんので、れられておりませんので、現現現現状状状状としてはそとしてはそとしてはそとしてはそ

うううういいいいううううことがことがことがことが起起起起ここここっっっったたたた場場場場合にど合にど合にど合にどううううされるかといされるかといされるかといされるかといううううのは、のは、のは、のは、現現現現時時時時点点点点ではわからないといではわからないといではわからないといではわからないといううううことことことこと

でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 消防消防消防消防団団団団と常備消防との連と常備消防との連と常備消防との連と常備消防との連携携携携、それと消防、それと消防、それと消防、それと消防団団団団のののの

消防消防消防消防団団団団員員員員数数数数がががが激激激激減減減減してきているといしてきているといしてきているといしてきているといううううことでございます。ことでございます。ことでございます。ことでございます。昭昭昭昭和和和和２３年に消防２３年に消防２３年に消防２３年に消防団団団団員が２員が２員が２員が２万万万万４４４４，，，，

００００００００００００人人人人おりました。それが、平成２３年で８おりました。それが、平成２３年で８おりました。それが、平成２３年で８おりました。それが、平成２３年で８，，，，７００７００７００７００人人人人、平成２４年になりますと８、平成２４年になりますと８、平成２４年になりますと８、平成２４年になりますと８，，，，

６００６００６００６００人人人人になになになになっっっっております。ております。ております。ております。確確確確かにかにかにかに高高高高齢齢齢齢化、化、化、化、過疎過疎過疎過疎化等によりまして、消防化等によりまして、消防化等によりまして、消防化等によりまして、消防団団団団員が員が員が員が非非非非常に常に常に常に減減減減

っっっってきております。県としては、出てきております。県としては、出てきております。県としては、出てきております。県としては、出初初初初めめめめ式や式や式や式や消防消防消防消防操操操操法法法法大大大大会、消防会、消防会、消防会、消防団団団団のののの幹幹幹幹部部部部大大大大会、い会、い会、い会、いろろろろいいいいろろろろ

なななな大大大大会等で消防会等で消防会等で消防会等で消防協協協協会、会、会、会、各各各各消防本部、消防本部、消防本部、消防本部、市町市町市町市町村と一村と一村と一村と一緒緒緒緒になになになになっっっって事業を推進し、消防て事業を推進し、消防て事業を推進し、消防て事業を推進し、消防団団団団のののの啓啓啓啓発発発発にににに

努努努努めてきたとこめてきたとこめてきたとこめてきたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

消防消防消防消防団団団団のののの活活活活動ですが、そもそも消防動ですが、そもそも消防動ですが、そもそも消防動ですが、そもそも消防団団団団員は員は員は員は市町市町市町市町村が村が村が村が条例条例条例条例や規や規や規や規則等で定則等で定則等で定則等で定数数数数、それから、それから、それから、それから処遇処遇処遇処遇

を決めておりまして、それにを決めておりまして、それにを決めておりまして、それにを決めておりまして、それに沿沿沿沿ううううよよよよううううにににに各各各各市町市町市町市町村で村で村で村で確確確確保保保保しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

かなりかなりかなりかなり減っ減っ減っ減ってきているのは事実でございます。広域化いたしましても消防てきているのは事実でございます。広域化いたしましても消防てきているのは事実でございます。広域化いたしましても消防てきているのは事実でございます。広域化いたしましても消防団団団団との連との連との連との連携携携携は、は、は、は、

それぞれの消防それぞれの消防それぞれの消防それぞれの消防署署署署、それから、消防本部が、それから、消防本部が、それから、消防本部が、それから、消防本部が代表代表代表代表消防消防消防消防署署署署といといといという形う形う形う形でででで残残残残りますので、これまでりますので、これまでりますので、これまでりますので、これまで

とととと変変変変わりないよわりないよわりないよわりないよううううに連に連に連に連携携携携していしていしていしていくくくくことでことでことでことで災害災害災害災害等に対応していきたいと考えています。等に対応していきたいと考えています。等に対応していきたいと考えています。等に対応していきたいと考えています。以以以以上上上上

の説明でよの説明でよの説明でよの説明でよろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょううううか。か。か。か。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 課課課課税税税税権の権の権の権の問題問題問題問題ですけれども、これは、別に国から、ですけれども、これは、別に国から、ですけれども、これは、別に国から、ですけれども、これは、別に国から、何何何何かかかか具具具具体的体的体的体的に示されに示されに示されに示され

ているといているといているといているといううううよよよよううううなものは、今のとこなものは、今のとこなものは、今のとこなものは、今のところろろろ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うううか。か。か。か。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 現現現現時時時時点点点点で、特にで、特にで、特にで、特に何何何何も示されているものはございません。も示されているものはございません。も示されているものはございません。も示されているものはございません。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 広域消防の関係ですけれども、連広域消防の関係ですけれども、連広域消防の関係ですけれども、連広域消防の関係ですけれども、連携携携携をしていただをしていただをしていただをしていただくくくくといといといといううううことで、それことで、それことで、それことで、それ

はもはもはもはもちろちろちろちろんんんんやっやっやっやっていただていただていただていただくくくくといといといといううううことを思ことを思ことを思ことを思ううううわけですが、わけですが、わけですが、わけですが、例例例例ええええば北ば北ば北ば北葛葛葛葛城郡城郡城郡城郡でででで住宅住宅住宅住宅がががが密集密集密集密集しししし

ている地域があるのですけれども、今、消防の消火ている地域があるのですけれども、今、消防の消火ている地域があるのですけれども、今、消防の消火ている地域があるのですけれども、今、消防の消火栓栓栓栓のののの基基基基準準準準は６５は６５は６５は６５ミミミミリリリリにになにになにになにになっっっっているよているよているよているよ

ううううですが、その地域は４０ですが、その地域は４０ですが、その地域は４０ですが、その地域は４０ミミミミリリリリの消火の消火の消火の消火栓栓栓栓のものしかなのものしかなのものしかなのものしかなくくくく、その、その、その、その辺辺辺辺のことは地元の方は知のことは地元の方は知のことは地元の方は知のことは地元の方は知っっっっ

ているのです。常備消防といているのです。常備消防といているのです。常備消防といているのです。常備消防といううううか、そか、そか、そか、そうううういいいいう人う人う人う人たたたたちちちちは知は知は知は知っっっっているのですけれども、知ているのですけれども、知ているのですけれども、知ているのですけれども、知っっっってててて

いるいるいるいる人人人人がががが昼間昼間昼間昼間ほとんどいないといほとんどいないといほとんどいないといほとんどいないという現う現う現う現状状状状がありまして、本がありまして、本がありまして、本がありまして、本当当当当に地元に地元に地元に地元密密密密着着着着型型型型のとこのとこのとこのところろろろで対応で対応で対応で対応

を求められているとこを求められているとこを求められているとこを求められているところろろろは、広域化のシは、広域化のシは、広域化のシは、広域化のシスススステムテムテムテムに、に、に、に、非非非非常に常に常に常に不安不安不安不安をををを感感感感じじじじております。ております。ております。ております。
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通通通通信信信信部部部部門門門門を一を一を一を一体体体体化して化して化して化して人人人人をををを削減削減削減削減するといするといするといするといううううことになことになことになことになっっっっておりますが、奈良県の２０１１ておりますが、奈良県の２０１１ておりますが、奈良県の２０１１ておりますが、奈良県の２０１１

年の実年の実年の実年の実績績績績を調を調を調を調べべべべましたら、これは奈良ましたら、これは奈良ましたら、これは奈良ましたら、これは奈良市市市市とととと生駒市生駒市生駒市生駒市も入も入も入も入っっっってのてのてのての状状状状態態態態ですが５ですが５ですが５ですが５万万万万２２２２，，，，４３３４３３４３３４３３件件件件

の通報が入の通報が入の通報が入の通報が入っっっっていまして、１時ていまして、１時ていまして、１時ていまして、１時間間間間当当当当たり５たり５たり５たり５．．．．９９９９件件件件ですから１０ですから１０ですから１０ですから１０分分分分間間間間に１に１に１に１件件件件通報が入通報が入通報が入通報が入っっっっていていていてい

ます。３６５日ます。３６５日ます。３６５日ます。３６５日満遍満遍満遍満遍ななななくくくく行け行け行け行けばばばばそそそそうううういいいいううううことですけれども、ことですけれども、ことですけれども、ことですけれども、ややややはりはりはりはり集集集集中したりするときに中したりするときに中したりするときに中したりするときに

住住住住民の民の民の民の側側側側からは、なかなかつながらないといからは、なかなかつながらないといからは、なかなかつながらないといからは、なかなかつながらないといううううことがことがことがことが起起起起こりこりこりこり得得得得るのではないかとかもるのではないかとかもるのではないかとかもるのではないかとかも心配心配心配心配

してるのですけれども、そのよしてるのですけれども、そのよしてるのですけれども、そのよしてるのですけれども、そのよううううなとこなとこなとこなところろろろは、は、は、は、人人人人をををを減減減減らしたらしたらしたらした基基基基準準準準はどのよはどのよはどのよはどのよううううに考えておらに考えておらに考えておらに考えておら

れるのかと思います。れるのかと思います。れるのかと思います。れるのかと思います。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 本部本部本部本部及び及び及び及び通通通通信信信信部部部部門門門門の職員のの職員のの職員のの職員の配置配置配置配置でございますでございますでございますでございます

が、広域化すれが、広域化すれが、広域化すれが、広域化すればばばば９０９０９０９０万万万万人人人人口口口口を管を管を管を管轄轄轄轄する消防本部ができるわけでございます。する消防本部ができるわけでございます。する消防本部ができるわけでございます。する消防本部ができるわけでございます。規模規模規模規模等を等を等を等を見見見見

まして、まして、まして、まして、全全全全国の国の国の国の組織組織組織組織をずをずをずをずっっっっと調と調と調と調べべべべましてましてましてまして指指指指定定定定都市都市都市都市のののの状況状況状況状況も調も調も調も調べべべべて、それとて、それとて、それとて、それと大体大体大体大体比較比較比較比較しながしながしながしなが

ら、なお奈良県は地域が広いので、ら、なお奈良県は地域が広いので、ら、なお奈良県は地域が広いので、ら、なお奈良県は地域が広いので、指指指指定定定定都市都市都市都市よりもさらにもよりもさらにもよりもさらにもよりもさらにもうううう少少少少し手し手し手し手厚厚厚厚く見く見く見く見るるるる必必必必要がある要がある要がある要がある

といといといといううううことで、通ことで、通ことで、通ことで、通信信信信員は４０名で考えております。員は４０名で考えております。員は４０名で考えております。員は４０名で考えております。

確確確確かに、３部かに、３部かに、３部かに、３部体制体制体制体制等をとりますと３等をとりますと３等をとりますと３等をとりますと３分分分分の１といの１といの１といの１といううううことで１０ことで１０ことで１０ことで１０数人数人数人数人が１回で対応します。が１回で対応します。が１回で対応します。が１回で対応します。

通通通通信信信信の機の機の機の機器器器器等を等を等を等を置置置置きまして、きまして、きまして、きまして、専専専専門門門門の業者等にもの業者等にもの業者等にもの業者等にも確認確認確認確認しながら進めておりますので、今しながら進めておりますので、今しながら進めておりますので、今しながら進めておりますので、今現在現在現在現在

４０名で４０名で４０名で４０名で十分十分十分十分いけるといけるといけるといけると見込見込見込見込んでおります。平成２８年に一応通んでおります。平成２８年に一応通んでおります。平成２８年に一応通んでおります。平成２８年に一応通信信信信機機機機器器器器、通、通、通、通信統信統信統信統一しますの一しますの一しますの一しますの

で、で、で、で、発発発発足足足足当当当当初初初初よりそれまでのよりそれまでのよりそれまでのよりそれまでの間間間間にににに十分十分十分十分準準準準備をいたしまして備をいたしまして備をいたしまして備をいたしまして異論異論異論異論のないよのないよのないよのないよううううに対応していきに対応していきに対応していきに対応していき

たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 よよよよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

ほかにごほかにごほかにごほかにご意見意見意見意見ございますか。ございますか。ございますか。ございますか。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合へへへへの対応については、の対応については、の対応については、の対応については、現現現現状状状状をををを支持支持支持支持していますが、丸ごと移管のしていますが、丸ごと移管のしていますが、丸ごと移管のしていますが、丸ごと移管の

話話話話で、奈良県が入で、奈良県が入で、奈良県が入で、奈良県が入っっっっていないから丸ごと移管がていないから丸ごと移管がていないから丸ごと移管がていないから丸ごと移管が難難難難しいといしいといしいといしいといううううよよよよううううに、もに、もに、もに、もっっっっとととと言言言言ええええばばばば官僚官僚官僚官僚のののの

抵抗抵抗抵抗抵抗にににに使使使使われているよわれているよわれているよわれているよううううな向きもあな向きもあな向きもあな向きもあっっっってててて少少少少しししし心心心心外外外外なななな気持気持気持気持ちちちちをををを持持持持っっっっているわけですが、ているわけですが、ているわけですが、ているわけですが、逆逆逆逆にににに

翻翻翻翻っっっっててててみみみみますと、今の関西広域連合は、ますと、今の関西広域連合は、ますと、今の関西広域連合は、ますと、今の関西広域連合は、例例例例ええええばばばば福福福福井県とか井県とか井県とか井県とか三重三重三重三重県は入る県は入る県は入る県は入るエエエエリリリリア、どこが決ア、どこが決ア、どこが決ア、どこが決

めるのか、連合で決めて、今回、こめるのか、連合で決めて、今回、こめるのか、連合で決めて、今回、こめるのか、連合で決めて、今回、こっちっちっちっちも入も入も入も入っっっってもらおてもらおてもらおてもらおううううといといといという形う形う形う形で決めるのかどで決めるのかどで決めるのかどで決めるのかどううううか知か知か知か知

りませんけど、りませんけど、りませんけど、りませんけど、福福福福井県井県井県井県や三重や三重や三重や三重県は入県は入県は入県は入っっっっていない。そこにていない。そこにていない。そこにていない。そこに来来来来て、て、て、て、鳥鳥鳥鳥取取取取県県県県やややや、徳、徳、徳、徳島島島島県は入県は入県は入県は入っっっってててて

います。います。います。います。例例例例ええええばばばば奈良県が入奈良県が入奈良県が入奈良県が入っっっっていたとていたとていたとていたと仮仮仮仮定してもいいですが、丸ごと移管した定してもいいですが、丸ごと移管した定してもいいですが、丸ごと移管した定してもいいですが、丸ごと移管した場場場場合に合に合に合に鳥鳥鳥鳥取取取取

県県県県やややや徳徳徳徳島島島島県は事務の中では県は事務の中では県は事務の中では県は事務の中ではちちちちょょょょっっっっとととと邪魔邪魔邪魔邪魔になるとになるとになるとになると言う言う言う言うか、先ほど今井副委員長がか、先ほど今井副委員長がか、先ほど今井副委員長がか、先ほど今井副委員長が質質質質問問問問したしたしたした

中で中で中で中で費費費費用は用は用は用はみみみみんなんなんなんな持持持持ち寄っち寄っち寄っち寄っているけれど、あなたの県だけは入ているけれど、あなたの県だけは入ているけれど、あなたの県だけは入ているけれど、あなたの県だけは入っっっっていないし移管されてなていないし移管されてなていないし移管されてなていないし移管されてな

いから、こいから、こいから、こいから、こちちちちらでらでらでらで仕仕仕仕事しますからとい事しますからとい事しますからとい事しますからというううう、、、、細細細細かいかいかいかい費費費費用の用の用の用の負担負担負担負担按按按按分分分分をしないといけないのか、をしないといけないのか、をしないといけないのか、をしないといけないのか、

奈良県は関西広域連合に入奈良県は関西広域連合に入奈良県は関西広域連合に入奈良県は関西広域連合に入っっっっていないのでわかりませんが、そのあたりにも奈良県が入ていないのでわかりませんが、そのあたりにも奈良県が入ていないのでわかりませんが、そのあたりにも奈良県が入ていないのでわかりませんが、そのあたりにも奈良県が入っっっっ
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ていないていないていないていない以以以以上に上に上に上に問題問題問題問題があるよがあるよがあるよがあるよううううに思に思に思に思ううううのですけれど、そのよのですけれど、そのよのですけれど、そのよのですけれど、そのよううううなことは丸ごと移管されたなことは丸ごと移管されたなことは丸ごと移管されたなことは丸ごと移管された

場場場場合、合、合、合、問題問題問題問題にならないのでしにならないのでしにならないのでしにならないのでしょょょょううううか。か。か。か。

それから、消防のそれから、消防のそれから、消防のそれから、消防の件件件件は、は、は、は、反反反反対でもな対でもな対でもな対でもなくくくく賛賛賛賛成です。戦後できた新消防成です。戦後できた新消防成です。戦後できた新消防成です。戦後できた新消防体制体制体制体制、消防、消防、消防、消防団団団団もももも含含含含めめめめ

て、時て、時て、時て、時代代代代とともにいとともにいとともにいとともにいろろろろいいいいろろろろなことがなことがなことがなことが起起起起ここここっっっっていますし、１回つていますし、１回つていますし、１回つていますし、１回つくっくっくっくったたたた組織組織組織組織を、もを、もを、もを、もうううう一一一一切切切切見見見見

直直直直してはいけないといしてはいけないといしてはいけないといしてはいけないといううううことではなことではなことではなことではなくくくく、、、、ややややはりはりはりはり絶絶絶絶えずえずえずえず見見見見直直直直して、事があして、事があして、事があして、事があっっっったときにはこたときにはこたときにはこたときにはこちちちち

らの村から行らの村から行らの村から行らの村から行くくくくよりあよりあよりあよりあちちちちらの村から行らの村から行らの村から行らの村から行っっっった方がた方がた方がた方が便便便便利利利利がいいといがいいといがいいといがいいという場う場う場う場合だ合だ合だ合だっっっってあるわけだかてあるわけだかてあるわけだかてあるわけだか

ら、そら、そら、そら、そうううういいいいう組織う組織う組織う組織のののの見見見見直直直直しはしはしはしは絶絶絶絶えずしてほしい。そのことによえずしてほしい。そのことによえずしてほしい。そのことによえずしてほしい。そのことによっっっってててて人人人人にににに余剰余剰余剰余剰が出るが出るが出るが出る場場場場合も、合も、合も、合も、

当当当当然然然然あると思いますから、あると思いますから、あると思いますから、あると思いますから、ぜひぜひぜひぜひそそそそうううういいいいう見う見う見う見方で新しい方で新しい方で新しい方で新しい組織組織組織組織になになになになっっっってからもきてからもきてからもきてからもきちちちちんとんとんとんと見見見見ていていていてい

かないと、１回つかないと、１回つかないと、１回つかないと、１回つくっくっくっくったらもたらもたらもたらもううううずずずずっっっっとそのままでいいとか、職員にもとそのままでいいとか、職員にもとそのままでいいとか、職員にもとそのままでいいとか、職員にも労働労働労働労働負担負担負担負担を、を、を、を、強く強く強く強くかかかか

けてはいけないといけてはいけないといけてはいけないといけてはいけないといううううことではなことではなことではなことではなくくくくて、て、て、て、場場場場合により合により合により合により兼兼兼兼務してもら務してもら務してもら務してもらっっっってててて効率効率効率効率よよよよくくくくいいいいくくくくよよよよううううにににに

してほしい。事があしてほしい。事があしてほしい。事があしてほしい。事があっっっったときはたときはたときはたときは大大大大変変変変だけど、だけど、だけど、だけど、震震震震災災災災とかとかとかとか大大大大きいきいきいきい災害災害災害災害のときには、どのときには、どのときには、どのときには、どううううしてもしてもしてもしても

ボボボボランランランランティティティティアなどのアなどのアなどのアなどの力力力力をかりないと、消防をかりないと、消防をかりないと、消防をかりないと、消防団や団や団や団や消防消防消防消防署署署署、あるいは職員だけでできないです、あるいは職員だけでできないです、あるいは職員だけでできないです、あるいは職員だけでできないです

から、そから、そから、そから、そうううういいいいっっっったものもたものもたものもたものも絶絶絶絶えずえずえずえず大大大大きなきなきなきな災害災害災害災害のときに備えてのときに備えてのときに備えてのときに備えて人人人人をたをたをたをたくくくくさん、さん、さん、さん、余剰余剰余剰余剰人人人人員も員も員も員も含含含含めめめめ

てててて置置置置いておいておいておいておくくくくといといといといううううことにはならない。ことにはならない。ことにはならない。ことにはならない。ややややはり、はり、はり、はり、大大大大きいきいきいきい災害災害災害災害のときはのときはのときはのときはみみみみんなで、んなで、んなで、んなで、ボボボボランランランランテテテテ

ィィィィアもアもアもアも利利利利用して用して用して用してやっやっやっやっていていていていくくくくこともこともこともことも必必必必要ですから、要ですから、要ですから、要ですから、訓練訓練訓練訓練といといといといううううか日常から、国民のか日常から、国民のか日常から、国民のか日常から、国民の協力協力協力協力もももも必必必必

要ではないか。そ要ではないか。そ要ではないか。そ要ではないか。そうううういいいいう立場う立場う立場う立場で、で、で、で、ぜひぜひぜひぜひ効率効率効率効率よよよよくくくく進めていただきたいと思います。進めていただきたいと思います。進めていただきたいと思います。進めていただきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 丸ごと移管が丸ごと移管が丸ごと移管が丸ごと移管が起起起起ここここっっっったたたた場場場場合に、合に、合に、合に、費費費費用用用用負担負担負担負担の関係とかでよりの関係とかでよりの関係とかでよりの関係とかでよりややややややややこしこしこしこし

くくくくならないのかといならないのかといならないのかといならないのかといううううことですが、ことですが、ことですが、ことですが、例例例例ええええばばばば、近畿地方整備局の権限が丸ごと移管された、近畿地方整備局の権限が丸ごと移管された、近畿地方整備局の権限が丸ごと移管された、近畿地方整備局の権限が丸ごと移管された場場場場

合、近畿地方整備局の管合、近畿地方整備局の管合、近畿地方整備局の管合、近畿地方整備局の管轄轄轄轄は近畿２府４県プラは近畿２府４県プラは近畿２府４県プラは近畿２府４県プラスススス福福福福井県とい井県とい井県とい井県といううううことになことになことになことになっっっっておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、

今今今今現在現在現在現在ですと先ほど梶川委員がおですと先ほど梶川委員がおですと先ほど梶川委員がおですと先ほど梶川委員がおっっっっししししゃゃゃゃいましたよいましたよいましたよいましたよううううにににに鳥鳥鳥鳥取取取取県と徳県と徳県と徳県と徳島島島島県は管県は管県は管県は管轄轄轄轄外外外外になになになになっっっってててて

しまいます。それで、しまいます。それで、しまいます。それで、しまいます。それで、現現現現行の近畿地方整備局管内で行の近畿地方整備局管内で行の近畿地方整備局管内で行の近畿地方整備局管内で道道道道路路路路事業とか事業とか事業とか事業とか河河河河川事業を川事業を川事業を川事業をやっやっやっやったたたた場場場場合に、合に、合に、合に、

どどどどうううういいいいう形う形う形う形でででで費費費費用用用用負担負担負担負担していしていしていしていくくくくか。か。か。か。例例例例ええええばばばば、、、、道道道道路路路路をつをつをつをつくくくくるにしましてもるにしましてもるにしましてもるにしましても直直直直轄轄轄轄ででででややややるよるよるよるよううううなななな

道道道道路路路路ですから、広域ですから、広域ですから、広域ですから、広域的的的的ななななネネネネットットットットワワワワークークークークづづづづくくくくりといりといりといりといううううことになるかと思いますけれども、そことになるかと思いますけれども、そことになるかと思いますけれども、そことになるかと思いますけれども、そ

れが一れが一れが一れが一体体体体どこまで受どこまで受どこまで受どこまで受益益益益があるのかをきがあるのかをきがあるのかをきがあるのかをきっちっちっちっちりとりとりとりと算算算算定するとい定するとい定するとい定するといううううのはなかなかのはなかなかのはなかなかのはなかなか難難難難しい部しい部しい部しい部分分分分がががが

ああああろうろうろうろうかと思います。かと思います。かと思います。かと思います。基基基基本本本本的的的的に、に、に、に、構構構構成成成成団体団体団体団体のののの負担負担負担負担原則は、き原則は、き原則は、き原則は、きっちっちっちっちりしないで行われておりりしないで行われておりりしないで行われておりりしないで行われており

ますので、受ますので、受ますので、受ますので、受益益益益とととと負担負担負担負担の関係はかなりの関係はかなりの関係はかなりの関係はかなり不不不不明明明明確確確確なななな状状状状態態態態になるのではないかと考えております。になるのではないかと考えております。になるのではないかと考えております。になるのではないかと考えております。

それから、奈良県が入それから、奈良県が入それから、奈良県が入それから、奈良県が入っっっっていないからといていないからといていないからといていないからといううううことでおことでおことでおことでおっっっっししししゃゃゃゃいましたけれども、先ほどいましたけれども、先ほどいましたけれども、先ほどいましたけれども、先ほど

の説明の中で法律案のの説明の中で法律案のの説明の中で法律案のの説明の中で法律案のポイポイポイポインンンントトトトで、今で、今で、今で、今現現現現行ど行ど行ど行どううううなるかはまだわかりませんけれども、なるかはまだわかりませんけれども、なるかはまだわかりませんけれども、なるかはまだわかりませんけれども、当該当該当該当該

管管管管轄区轄区轄区轄区域に域に域に域に含含含含まれないこととすることについてまれないこととすることについてまれないこととすることについてまれないこととすることについて相当相当相当相当の合理の合理の合理の合理性性性性がががが認認認認められるものとして政められるものとして政められるものとして政められるものとして政令令令令

で定めるで定めるで定めるで定める区区区区域を域を域を域を除く除く除く除くといといといといううううことになことになことになことになっっっっておりますので、今後、奈良県がどておりますので、今後、奈良県がどておりますので、今後、奈良県がどておりますので、今後、奈良県がどうううういいいいう形う形う形う形になるになるになるになる
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のかわかりませんけれども、その政のかわかりませんけれども、その政のかわかりませんけれども、その政のかわかりませんけれども、その政令令令令によることになるかと思います。によることになるかと思います。によることになるかと思います。によることになるかと思います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ももももううううよよよよろろろろしいですしいですしいですしいですねねねね。。。。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 はい。はい。はい。はい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかに。ほかに。ほかに。ほかに。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 １１１１点点点点だけおだけおだけおだけお聞聞聞聞きいたします。きいたします。きいたします。きいたします。市市市市長会、長会、長会、長会、町町町町村会の動きですけども、資料９ペー村会の動きですけども、資料９ペー村会の動きですけども、資料９ペー村会の動きですけども、資料９ペー

ジには上ジには上ジには上ジには上田大和郡田大和郡田大和郡田大和郡山山山山市市市市長、小長、小長、小長、小城斑鳩町城斑鳩町城斑鳩町城斑鳩町長の長の長の長の発言発言発言発言が載が載が載が載っっっっているわけでございますが、きているわけでございますが、きているわけでございますが、きているわけでございますが、きょょょょうううう

現在現在現在現在、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の市市市市長会あるいは長会あるいは長会あるいは長会あるいは町町町町村会、またはおのおのの議長から、関西広域連合につい村会、またはおのおのの議長から、関西広域連合につい村会、またはおのおのの議長から、関西広域連合につい村会、またはおのおのの議長から、関西広域連合につい

ててててやややや、丸ごと移管に対する、丸ごと移管に対する、丸ごと移管に対する、丸ごと移管に対する見見見見解など、解など、解など、解など、趣趣趣趣旨的旨的旨的旨的な要請な要請な要請な要請活活活活動等は県にあ動等は県にあ動等は県にあ動等は県にあっっっったのでしたのでしたのでしたのでしょょょょううううか。きか。きか。きか。き

ょょょょう現在う現在う現在う現在でででで結結結結構構構構です。です。です。です。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 県内の県内の県内の県内の市市市市長会、長会、長会、長会、町町町町村会からでございますけれども、県に対してとい村会からでございますけれども、県に対してとい村会からでございますけれども、県に対してとい村会からでございますけれども、県に対してとい

ううううことでございましたら県に対しては特にことでございましたら県に対しては特にことでございましたら県に対しては特にことでございましたら県に対しては特に現現現現時時時時点点点点ではございません。ではございません。ではございません。ではございません。

先ほどの説明の中で、先ほどの説明の中で、先ほどの説明の中で、先ほどの説明の中で、過去過去過去過去の部の部の部の部分分分分になりますけれども、１になりますけれども、１になりますけれども、１になりますけれども、１市市市市４村の４村の４村の４村の五條市五條市五條市五條市、その他４村、その他４村、その他４村、その他４村

が国に対して国の整備局等の出先機関の移管にが国に対して国の整備局等の出先機関の移管にが国に対して国の整備局等の出先機関の移管にが国に対して国の整備局等の出先機関の移管に反反反反対する要望書等を提出されたとい対する要望書等を提出されたとい対する要望書等を提出されたとい対する要望書等を提出されたというううう動き動き動き動き

はございます。はございます。はございます。はございます。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 荒荒荒荒井知事が、関西広域連合には井知事が、関西広域連合には井知事が、関西広域連合には井知事が、関西広域連合には参加参加参加参加をしないとをしないとをしないとをしないと表表表表明をされてから、奈良県が明をされてから、奈良県が明をされてから、奈良県が明をされてから、奈良県が

参加参加参加参加するしないは、するしないは、するしないは、するしないは、荒荒荒荒井知事の権限なのですけれども、それに対して井知事の権限なのですけれども、それに対して井知事の権限なのですけれども、それに対して井知事の権限なのですけれども、それに対して市市市市長会、長会、長会、長会、町町町町村会が村会が村会が村会が何何何何

らかのらかのらかのらかの意見意見意見意見を申し出たといを申し出たといを申し出たといを申し出たといううううことはないのですか。ことはないのですか。ことはないのですか。ことはないのですか。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 先ほど県内先ほど県内先ほど県内先ほど県内市町市町市町市町村とい村とい村とい村といううううことで、上ことで、上ことで、上ことで、上北北北北山村、山村、山村、山村、下北下北下北下北山村の山村の山村の山村の吉吉吉吉野野野野郡郡郡郡のののの団体団体団体団体

が、近畿整備局の権限移譲にが、近畿整備局の権限移譲にが、近畿整備局の権限移譲にが、近畿整備局の権限移譲に反反反反対されたときに、あわせて関西広域連合に対されたときに、あわせて関西広域連合に対されたときに、あわせて関西広域連合に対されたときに、あわせて関西広域連合に参加参加参加参加するのもするのもするのもするのも反反反反

対とい対とい対とい対という意う意う意う意思思思思表表表表明をしていただいております。明をしていただいております。明をしていただいております。明をしていただいております。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 県から県から県から県から逆逆逆逆に、県からに、県からに、県からに、県から積極的積極的積極的積極的に関西広域連合にこに関西広域連合にこに関西広域連合にこに関西広域連合にこうううういいいいうううう理理理理由由由由で、あるいはこで、あるいはこで、あるいはこで、あるいはこうううう

いいいいううううよよよよううううなもとではなもとではなもとではなもとでは参加参加参加参加しない、しない、しない、しない、参加参加参加参加できないといできないといできないといできないといううううことをことをことをことを逆逆逆逆にににに投投投投げかけて、げかけて、げかけて、げかけて、市市市市長会なり長会なり長会なり長会なり

町町町町村会での議村会での議村会での議村会での議論論論論のののの場場場場面面面面は今まであは今まであは今まであは今まであっっっったのですか。特に、たのですか。特に、たのですか。特に、たのですか。特に、市町市町市町市町村村村村サミサミサミサミットットットットを開かれていますを開かれていますを開かれていますを開かれています

が、が、が、が、市町市町市町市町村村村村サミサミサミサミットットットットとのとのとのとの趣趣趣趣旨旨旨旨とはとはとはとは違違違違ううううとは思とは思とは思とは思ううううのですけれども、のですけれども、のですけれども、のですけれども、何何何何らかのらかのらかのらかの投投投投げかけをしてげかけをしてげかけをしてげかけをして

いる議いる議いる議いる議論論論論といといといといううううのはのはのはのは過去過去過去過去にあにあにあにあっっっったのでしたのでしたのでしたのでしょょょょううううか。か。か。か。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 市町市町市町市町村村村村サミサミサミサミットットットット等では、そ等では、そ等では、そ等では、そうううういいいいうううう議議議議論論論論にはなにはなにはなにはなっっっっていないとていないとていないとていないと聞聞聞聞いておいておいておいてお

ります。それから、県からります。それから、県からります。それから、県からります。それから、県から参加参加参加参加できないといできないといできないといできないという形う形う形う形で、で、で、で、市市市市長会、長会、長会、長会、町町町町村会に村会に村会に村会に意見意見意見意見を申し入れたを申し入れたを申し入れたを申し入れた

り、そり、そり、そり、そうううういいいいううううことで議ことで議ことで議ことで議論論論論をさせていただいたことは今までございません。をさせていただいたことは今までございません。をさせていただいたことは今までございません。をさせていただいたことは今までございません。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 おおおお互互互互いに今、そのことについていに今、そのことについていに今、そのことについていに今、そのことについてテテテテーーーーママママをををを絞絞絞絞っっっっての議ての議ての議ての議論論論論はなされていないといはなされていないといはなされていないといはなされていないとい

ううううことです。今後そことです。今後そことです。今後そことです。今後そうううういいいいううううことの議ことの議ことの議ことの議論論論論を、を、を、を、市町市町市町市町村村村村サミサミサミサミットットットットでもでもでもでも結結結結構構構構ですが、どこかのですが、どこかのですが、どこかのですが、どこかの場場場場面面面面
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でされるでされるでされるでされる予予予予定はあるのでし定はあるのでし定はあるのでし定はあるのでしょょょょううううか。か。か。か。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 市町市町市町市町村村村村サミサミサミサミットットットット等でとい等でとい等でとい等でといううううことでございますけれどもことでございますけれどもことでございますけれどもことでございますけれども……………………。。。。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 それそれそれそれ以以以以外外外外でも。でも。でも。でも。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 県から、い県から、い県から、い県から、いろろろろいいいいろろろろなななな場場場場面面面面を通を通を通を通じじじじて県民の方て県民の方て県民の方て県民の方 々々々々に対しては県の考え方に対しては県の考え方に対しては県の考え方に対しては県の考え方

などを、などを、などを、などを、例例例例ええええばばばばホホホホーーーームムムムページなり出ページなり出ページなり出ページなり出前前前前トトトトークではお知らせさせていただいておりますけれークではお知らせさせていただいておりますけれークではお知らせさせていただいておりますけれークではお知らせさせていただいておりますけれ

ども、ども、ども、ども、市市市市長会長会長会長会や町や町や町や町村会に対して、今後、県の村会に対して、今後、県の村会に対して、今後、県の村会に対して、今後、県の意見意見意見意見を申し上げて議を申し上げて議を申し上げて議を申し上げて議論論論論していしていしていしていく予く予く予く予定は、今定は、今定は、今定は、今現現現現

時時時時点点点点では特に考えてはおりません。では特に考えてはおりません。では特に考えてはおりません。では特に考えてはおりません。

○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 認認認認識識識識が、が、が、が、多多多多少私少私少私少私どもの中でそごをきたしますのでどもの中でそごをきたしますのでどもの中でそごをきたしますのでどもの中でそごをきたしますので統統統統一しておきたいの一しておきたいの一しておきたいの一しておきたいの

ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、過去過去過去過去においてにおいてにおいてにおいて市町市町市町市町村村村村サミサミサミサミットットットットで知事が関西広域連合についてで知事が関西広域連合についてで知事が関西広域連合についてで知事が関西広域連合について発言発言発言発言をしておをしておをしておをしてお

ります。ただ、時ります。ただ、時ります。ただ、時ります。ただ、時期期期期的的的的なこともありましたし、なこともありましたし、なこともありましたし、なこともありましたし、状況状況状況状況として関西広域連合にとして関西広域連合にとして関西広域連合にとして関西広域連合に加加加加入するかど入するかど入するかど入するかどうううう

かといかといかといかといううううことについて、ことについて、ことについて、ことについて、市町市町市町市町村の村の村の村の皆様皆様皆様皆様方が方が方が方が直接直接直接直接的的的的におにおにおにお話話話話しになるといしになるといしになるといしになるといううううこともこともこともことも少少少少ないないないない状況状況状況状況

でしたので、そのままになでしたので、そのままになでしたので、そのままになでしたので、そのままになっっっっております。ただ、議ております。ただ、議ております。ただ、議ております。ただ、議論論論論していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないのは、関ならないのは、関ならないのは、関ならないのは、関

西広域連合に入ることも西広域連合に入ることも西広域連合に入ることも西広域連合に入ることも大大大大切切切切ですけれども、関西広域連合、今のですけれども、関西広域連合、今のですけれども、関西広域連合、今のですけれども、関西広域連合、今の場場場場合は特定広域連合にな合は特定広域連合にな合は特定広域連合にな合は特定広域連合にな

ると思いますけれど、広域ると思いますけれど、広域ると思いますけれど、広域ると思いますけれど、広域的的的的なななな組織組織組織組織ができてそこに権限移譲されることで、ができてそこに権限移譲されることで、ができてそこに権限移譲されることで、ができてそこに権限移譲されることで、市町市町市町市町村がどの村がどの村がどの村がどの

よよよよううううなななな影響影響影響影響を受けるのかといを受けるのかといを受けるのかといを受けるのかというううう状況状況状況状況が、が、が、が、最最最最もももも重重重重要な要な要な要な問題問題問題問題であります。つまり、権限移譲はであります。つまり、権限移譲はであります。つまり、権限移譲はであります。つまり、権限移譲は

本本本本来来来来はははは市町市町市町市町村村村村やややや県にされなけれ県にされなけれ県にされなけれ県にされなければばばばならないのに、その権限移譲が広域連合で受けとめられならないのに、その権限移譲が広域連合で受けとめられならないのに、その権限移譲が広域連合で受けとめられならないのに、その権限移譲が広域連合で受けとめられ

てしまてしまてしまてしまううううといといといといううううことのことのことのことの影響影響影響影響について、本について、本について、本について、本来来来来は議は議は議は議論論論論していしていしていしていくくくくべべべべきだきだきだきだろうろうろうろうと思います。と思います。と思います。と思います。

それに関連して、それに関連して、それに関連して、それに関連して、例例例例ええええばばばば今、小今、小今、小今、小城斑鳩町城斑鳩町城斑鳩町城斑鳩町長なり、上長なり、上長なり、上長なり、上田大和郡田大和郡田大和郡田大和郡山山山山市市市市長がお長がお長がお長がお話話話話をいただをいただをいただをいただくくくくここここ

とについて、とについて、とについて、とについて、市町市町市町市町村会での村会での村会での村会での代表代表代表代表としておとしておとしておとしてお話話話話をされていますので、をされていますので、をされていますので、をされていますので、市町市町市町市町村会でど村会でど村会でど村会でどうううういいいいうううう議議議議論論論論

をされたかをされたかをされたかをされたか存存存存じじじじませんけれども、ませんけれども、ませんけれども、ませんけれども、当当当当然然然然それらの中でそれらの中でそれらの中でそれらの中で個個個個人人人人としておとしておとしておとしてお話話話話しされているわけではしされているわけではしされているわけではしされているわけでは

ななななくくくく、、、、市町市町市町市町村会の村会の村会の村会の代表代表代表代表としておとしておとしておとしてお話話話話しされているわけですので、関西広域連合に関して議しされているわけですので、関西広域連合に関して議しされているわけですので、関西広域連合に関して議しされているわけですので、関西広域連合に関して議論論論論

されているものと理解しております。されているものと理解しております。されているものと理解しております。されているものと理解しております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 上上上上田大和郡田大和郡田大和郡田大和郡山山山山市市市市長は今、近畿長は今、近畿長は今、近畿長は今、近畿市市市市長会の会長ですし、また小長会の会長ですし、また小長会の会長ですし、また小長会の会長ですし、また小城斑鳩町城斑鳩町城斑鳩町城斑鳩町長は県の長は県の長は県の長は県の

町町町町村会の会長です。その村会の会長です。その村会の会長です。その村会の会長です。その立場立場立場立場で、で、で、で、当当当当然然然然、、、、代表代表代表代表してのしてのしてのしての発言発言発言発言をされておられるといをされておられるといをされておられるといをされておられるという認う認う認う認識識識識をしをしをしをし

ているのですけれども、いわているのですけれども、いわているのですけれども、いわているのですけれども、いわゆゆゆゆる丸ごと移管については、る丸ごと移管については、る丸ごと移管については、る丸ごと移管については、当当当当然然然然、国に対して国の考え方、国に対して国の考え方、国に対して国の考え方、国に対して国の考え方やややや

見見見見識識識識を、それぞれのを、それぞれのを、それぞれのを、それぞれの立場立場立場立場でででで聞聞聞聞かれておられるといかれておられるといかれておられるといかれておられるというううう理解はしているのですけども、理解はしているのですけども、理解はしているのですけども、理解はしているのですけども、現現現現実、実、実、実、

今、奈良県は関西広域連合には今、奈良県は関西広域連合には今、奈良県は関西広域連合には今、奈良県は関西広域連合には参加参加参加参加をしておりませんので、いわをしておりませんので、いわをしておりませんので、いわをしておりませんので、いわゆゆゆゆる丸ごと移管についてる丸ごと移管についてる丸ごと移管についてる丸ごと移管について

奈良県はどのよ奈良県はどのよ奈良県はどのよ奈良県はどのよううううな対応になるのかといな対応になるのかといな対応になるのかといな対応になるのかというううう関関関関心心心心事もあります。だからこそ、県内の事もあります。だからこそ、県内の事もあります。だからこそ、県内の事もあります。だからこそ、県内の市市市市長長長長並並並並

びびびびにににに町町町町村長の中でも、い村長の中でも、い村長の中でも、い村長の中でも、いやややや、それだ、それだ、それだ、それだっっっったら奈良県もたら奈良県もたら奈良県もたら奈良県も積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加をして、そこで丸ごと移をして、そこで丸ごと移をして、そこで丸ごと移をして、そこで丸ごと移

管の受け管の受け管の受け管の受け皿皿皿皿としての対応をすとしての対応をすとしての対応をすとしての対応をすべべべべきではないかといきではないかといきではないかといきではないかというううう思いを思いを思いを思いを持持持持っっっっているているているている市市市市長も長も長も長も町町町町村長もおら村長もおら村長もおら村長もおら
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れるのではないかといれるのではないかといれるのではないかといれるのではないかというううう思いで、知事とそ思いで、知事とそ思いで、知事とそ思いで、知事とそうううういいいいう論う論う論う論議をされていないのかとい議をされていないのかとい議をされていないのかとい議をされていないのかというううう疑問疑問疑問疑問をををを質質質質

問問問問させていただいた次第です。させていただいた次第です。させていただいた次第です。させていただいた次第です。以以以以上です。上です。上です。上です。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 今の藤野委員の今の藤野委員の今の藤野委員の今の藤野委員の質質質質問問問問に関連してですけれども、に関連してですけれども、に関連してですけれども、に関連してですけれども、首首首首長さんの長さんの長さんの長さんの発言発言発言発言に対してに対してに対してに対してふふふふとそとそとそとそ

うううう思いました。思いました。思いました。思いました。ややややはり、入る入らないのはり、入る入らないのはり、入る入らないのはり、入る入らないの結結結結論論論論をすをすをすをすぐぐぐぐに出すに出すに出すに出す前前前前に、いに、いに、いに、いろろろろいいいいろろろろと議と議と議と議論論論論することすることすることすること

はははは必必必必要だと思います。ですから、ここの小要だと思います。ですから、ここの小要だと思います。ですから、ここの小要だと思います。ですから、ここの小城斑鳩町城斑鳩町城斑鳩町城斑鳩町長の長の長の長の発言発言発言発言も奈良県が入らなかも奈良県が入らなかも奈良県が入らなかも奈良県が入らなかっっっったらどたらどたらどたらど

ううううなるのかとなるのかとなるのかとなるのかと伺伺伺伺いたいと、入る入らないよりも入らなかいたいと、入る入らないよりも入らなかいたいと、入る入らないよりも入らなかいたいと、入る入らないよりも入らなかっっっったらどたらどたらどたらどううううなるのかといなるのかといなるのかといなるのかといううううことだことだことだことだ

と思います。と思います。と思います。と思います。ややややはり、はり、はり、はり、市町市町市町市町村長さん、い村長さん、い村長さん、い村長さん、いろろろろいいいいろろろろと思と思と思と思っっっっていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃると思いますので、いると思いますので、いると思いますので、いると思いますので、い

ろろろろいいいいろろろろな機会にこのよな機会にこのよな機会にこのよな機会にこのよううううななななテテテテーーーーママママも入れていただいて議も入れていただいて議も入れていただいて議も入れていただいて議論論論論していしていしていしていくくくくことは、今後ことは、今後ことは、今後ことは、今後大大大大事な要事な要事な要事な要

素素素素かと思いますので、かと思いますので、かと思いますので、かと思いますので、市町市町市町市町村長が村長が村長が村長が集集集集まられた機会に、まられた機会に、まられた機会に、まられた機会に、ぜひぜひぜひぜひ議議議議論論論論をしていただきたいと思いをしていただきたいと思いをしていただきたいと思いをしていただきたいと思い

ましたのでお願いをしたい。ましたのでお願いをしたい。ましたのでお願いをしたい。ましたのでお願いをしたい。

それと、奈良県の経済それと、奈良県の経済それと、奈良県の経済それと、奈良県の経済界界界界の方たの方たの方たの方たちちちちは、この関西広域連合に奈良県が今は、この関西広域連合に奈良県が今は、この関西広域連合に奈良県が今は、この関西広域連合に奈良県が今現在参加現在参加現在参加現在参加してないしてないしてないしてない

といといといといううううことに対して、どのよことに対して、どのよことに対して、どのよことに対して、どのよううううに思に思に思に思っっっっていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃるのか、県としてはどのよるのか、県としてはどのよるのか、県としてはどのよるのか、県としてはどのよううううにににに認認認認識識識識しししし

ていますか。ていますか。ていますか。ていますか。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 直接直接直接直接的的的的に経済に経済に経済に経済界界界界からごからごからごからご意見意見意見意見をおをおをおをお伺伺伺伺いしたといいしたといいしたといいしたというううう機会がございません機会がございません機会がございません機会がございません

が、知事からが、知事からが、知事からが、知事から講講講講演演演演のののの場場場場を通を通を通を通じじじじて経済て経済て経済て経済界界界界の方の方の方の方 々々々々に対して関西広域連合についての考え方をに対して関西広域連合についての考え方をに対して関西広域連合についての考え方をに対して関西広域連合についての考え方を講講講講

演演演演をさせていただいたことが平成２３年をさせていただいたことが平成２３年をさせていただいたことが平成２３年をさせていただいたことが平成２３年度度度度に１に１に１に１度度度度ございます。それに対して、入らなけれございます。それに対して、入らなけれございます。それに対して、入らなけれございます。それに対して、入らなけれ

ばばばばいけないとか入らないけないとか入らないけないとか入らないけないとか入らなくくくくていいとかいていいとかいていいとかいていいとかいううううごごごご意見意見意見意見までをいただいていたわけではございませまでをいただいていたわけではございませまでをいただいていたわけではございませまでをいただいていたわけではございませ

んので、経済会んので、経済会んので、経済会んので、経済会全体全体全体全体としてどとしてどとしてどとしてどうううういいいいう形う形う形う形でででで認認認認識識識識されておられるかといされておられるかといされておられるかといされておられるかといううううとことことこところろろろまでは、までは、までは、までは、把握把握把握把握

はできていないといはできていないといはできていないといはできていないというううう状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 ですから、経済ですから、経済ですから、経済ですから、経済界界界界とも関係することですので、とも関係することですので、とも関係することですので、とも関係することですので、多分多分多分多分、ご、ご、ご、ご遠慮遠慮遠慮遠慮しておしておしておしておっっっっししししゃゃゃゃらならならならな

いのだいのだいのだいのだろうろうろうろうと思いますので、経済と思いますので、経済と思いますので、経済と思いますので、経済界界界界にとにとにとにとっっっっては県境はないと思います。しかし、奈良県のては県境はないと思います。しかし、奈良県のては県境はないと思います。しかし、奈良県のては県境はないと思います。しかし、奈良県の

経済を経済を経済を経済を支支支支えていらえていらえていらえていらっっっっししししゃゃゃゃる方る方る方る方 々々々々が、どのよが、どのよが、どのよが、どのよううううに思に思に思に思っっっってらてらてらてらっっっっししししゃゃゃゃるのか、どのよるのか、どのよるのか、どのよるのか、どのよううううなななな意見意見意見意見をををを

おおおお持持持持ちちちちなのか、そなのか、そなのか、そなのか、そうううういいいいっっっったこともこれまで知事から説明をされた機会はあたこともこれまで知事から説明をされた機会はあたこともこれまで知事から説明をされた機会はあたこともこれまで知事から説明をされた機会はあっっっったと思いますたと思いますたと思いますたと思います

が、入る入らないはが、入る入らないはが、入る入らないはが、入る入らないは即即即即ではなではなではなではなくくくく、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろと議と議と議と議論論論論してしてしてして意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく、こ、こ、こ、こうううういいいいっっっったたたた場場場場も県としも県としも県としも県とし

てててて設設設設けていただきたいと思います。そもそも経済けていただきたいと思います。そもそも経済けていただきたいと思います。そもそも経済けていただきたいと思います。そもそも経済界界界界の方たの方たの方たの方たちちちちからからからから発生発生発生発生した関西広域連合のした関西広域連合のした関西広域連合のした関西広域連合の

設立設立設立設立ですので、ですので、ですので、ですので、当当当当然然然然、奈良県の経済、奈良県の経済、奈良県の経済、奈良県の経済界界界界の方たの方たの方たの方たちちちちもももも強強強強いいいい意見意見意見意見をををを持持持持っっっっていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃると思いまると思いまると思いまると思いま

すので、奈良県にとすので、奈良県にとすので、奈良県にとすので、奈良県にとっっっってもてもてもてもメリットメリットメリットメリットの部の部の部の部分分分分が出てが出てが出てが出てくくくくるかもしれない、またそるかもしれない、またそるかもしれない、またそるかもしれない、またそうううういいいいうううう違違違違う立う立う立う立

場場場場の方の方の方の方 々々々々からのからのからのからの意見意見意見意見もももも聞聞聞聞いていいていいていいていく必く必く必く必要があるのかなと思要があるのかなと思要があるのかなと思要があるのかなと思っっっっておりますが、いかがでございておりますが、いかがでございておりますが、いかがでございておりますが、いかがでござい

ますか。ますか。ますか。ますか。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 まず、まず、まず、まず、市町市町市町市町村につきましては、こ村につきましては、こ村につきましては、こ村につきましては、こちちちちらのほらのほらのほらのほううううからからからから市町市町市町市町村会に対して、村会に対して、村会に対して、村会に対して、
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県から一県から一県から一県から一度度度度ご説明のご説明のご説明のご説明の必必必必要があるかど要があるかど要があるかど要があるかどううううかかかか働働働働きかけてきかけてきかけてきかけてみみみみたいとも思います。たいとも思います。たいとも思います。たいとも思います。

それから、経済それから、経済それから、経済それから、経済界界界界につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては直接窓口直接窓口直接窓口直接窓口をををを持持持持っっっっておりませんけれども、今、ておりませんけれども、今、ておりませんけれども、今、ておりませんけれども、今、青青青青山政山政山政山政策策策策

推進推進推進推進課課課課長が申しましたとおり長が申しましたとおり長が申しましたとおり長が申しましたとおり直接直接直接直接的的的的に関西広域連合に入に関西広域連合に入に関西広域連合に入に関西広域連合に入っっっっていないことでこんなことになていないことでこんなことになていないことでこんなことになていないことでこんなことにな

っっっっているのだとか、関西広域連合にているのだとか、関西広域連合にているのだとか、関西広域連合にているのだとか、関西広域連合に参加参加参加参加してほしいといしてほしいといしてほしいといしてほしいというううう話話話話は、は、は、は、直接直接直接直接県に県に県に県に来来来来ていません。ていません。ていません。ていません。

そのそのそのその辺辺辺辺もももも含含含含めて、どのよめて、どのよめて、どのよめて、どのよううううなななな状況状況状況状況になになになになっっっっているか関ているか関ているか関ているか関心心心心をををを持持持持っっっってててて見見見見ててててみみみみたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。以以以以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 そそそそうううういいいいっっっったものも議たものも議たものも議たものも議論論論論するよするよするよするようううう働働働働きかけたいとおきかけたいとおきかけたいとおきかけたいとおっっっっししししゃゃゃゃいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、市町市町市町市町村長村長村長村長

さんにさんにさんにさんに直接直接直接直接かかわかかわかかわかかわっっっっててててくくくくることですから、ることですから、ることですから、ることですから、ややややはり今はり今はり今はり今現在現在現在現在の関西広域連合の、せめて県がつの関西広域連合の、せめて県がつの関西広域連合の、せめて県がつの関西広域連合の、せめて県がつ

かんでいる動き、かんでいる動き、かんでいる動き、かんでいる動き、状況状況状況状況、、、、現現現現状状状状などの報告だけでもしていなどの報告だけでもしていなどの報告だけでもしていなどの報告だけでもしていく必く必く必く必要があるのでは。それによ要があるのでは。それによ要があるのでは。それによ要があるのでは。それによっっっっ

てそれぞれてそれぞれてそれぞれてそれぞれ市町市町市町市町村から村から村から村から意見意見意見意見があるかもしれないし、があるかもしれないし、があるかもしれないし、があるかもしれないし、同同同同時時時時並並並並行で行行で行行で行行で行く必く必く必く必要があると思います要があると思います要があると思います要があると思います

ので、ので、ので、ので、前前前前向きにお願いしたいと思います。向きにお願いしたいと思います。向きにお願いしたいと思います。向きにお願いしたいと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 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。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 再再再再確認確認確認確認をしたいことがあります。資料の１０ページですが、国の特定地方行をしたいことがあります。資料の１０ページですが、国の特定地方行をしたいことがあります。資料の１０ページですが、国の特定地方行をしたいことがあります。資料の１０ページですが、国の特定地方行

政機関の事務等の移譲に関する法律案の政機関の事務等の移譲に関する法律案の政機関の事務等の移譲に関する法律案の政機関の事務等の移譲に関する法律案のポイポイポイポインンンントトトトで、１で、１で、１で、１番番番番目目目目のののの制度制度制度制度をををを利利利利用できる主用できる主用できる主用できる主体体体体の中の中の中の中

で、で、で、で、例外例外例外例外規規規規定として定として定として定として相当相当相当相当の合理の合理の合理の合理性性性性がががが認認認認められるめられるめられるめられる場場場場合は合は合は合は外外外外れてもいいと、れてもいいと、れてもいいと、れてもいいと、除除除除外外外外規規規規定があるの定があるの定があるの定があるの

ですが、これは奈良県のですが、これは奈良県のですが、これは奈良県のですが、これは奈良県の場場場場合、それに合、それに合、それに合、それに当当当当たると考えておられますか。たると考えておられますか。たると考えておられますか。たると考えておられますか。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 このこのこのこの規規規規定につきましては、国でも議定につきましては、国でも議定につきましては、国でも議定につきましては、国でも議論論論論がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、相当相当相当相当の合理の合理の合理の合理性性性性とととと

いいいいううううのはのはのはのは何何何何かといかといかといかといううううことです。それについてはことです。それについてはことです。それについてはことです。それについては具具具具体的体的体的体的に政に政に政に政令令令令で定めるとされておりますので定めるとされておりますので定めるとされておりますので定めるとされておりますの

で、奈良県がで、奈良県がで、奈良県がで、奈良県が該当該当該当該当しているのかどしているのかどしているのかどしているのかどううううかは今かは今かは今かは今現在現在現在現在わかりません。わかりません。わかりません。わかりません。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 了解しました。了解しました。了解しました。了解しました。

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

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 関西広域連合の関西広域連合の関西広域連合の関西広域連合の問題問題問題問題は、いは、いは、いは、いろろろろいいいいろろろろ出出出出尽尽尽尽くくくくしていますので、さししていますので、さししていますので、さししていますので、さしひひひひかえたいとかえたいとかえたいとかえたいと

思思思思ううううのですが、行政のですが、行政のですが、行政のですが、行政ササササーーーービビビビススススを実施している３９を実施している３９を実施している３９を実施している３９市町市町市町市町村の村の村の村の意見意見意見意見、、、、当当当当然然然然今出ていた産業今出ていた産業今出ていた産業今出ていた産業界界界界もももも

すすすすべべべべて関係しますので、そて関係しますので、そて関係しますので、そて関係しますので、そうううういいいいううううすすすすべべべべての関係のての関係のての関係のての関係の皆皆皆皆さん方との議さん方との議さん方との議さん方との議論論論論をををを高高高高める、める、める、める、意見意見意見意見交交交交換換換換をををを

するといするといするといするといううううのはのはのはのは大大大大変変変変大大大大事だと思事だと思事だと思事だと思ううううのです。だから、そのです。だから、そのです。だから、そのです。だから、そうううういいいいうううう方向で進めてもら方向で進めてもら方向で進めてもら方向で進めてもらっっっって、今、て、今、て、今、て、今、

知事は入らないと知事は入らないと知事は入らないと知事は入らないと言っ言っ言っ言っているわけですから、そのているわけですから、そのているわけですから、そのているわけですから、そのスタスタスタスタンンンンススススははははスタスタスタスタンンンンススススとして、として、として、として、将来将来将来将来の近畿、の近畿、の近畿、の近畿、

関西が元関西が元関西が元関西が元気気気気を出していを出していを出していを出していくくくくためにも、あるいは奈良県のためにも、あるいは奈良県のためにも、あるいは奈良県のためにも、あるいは奈良県の現現現現状状状状を考えたらどを考えたらどを考えたらどを考えたらどううううあるあるあるあるべべべべきだといきだといきだといきだとい

ううううことの議ことの議ことの議ことの議論論論論は、もは、もは、もは、もっっっっとととと深深深深めるめるめるめるべべべべきかと思いますのでお願いします。きかと思いますのでお願いします。きかと思いますのでお願いします。きかと思いますのでお願いします。

それで、奈良県の広域行政を進めるといそれで、奈良県の広域行政を進めるといそれで、奈良県の広域行政を進めるといそれで、奈良県の広域行政を進めるというううう原原原原点点点点にににに立ち立ち立ち立ちまして１つ思いますのは、奈良県まして１つ思いますのは、奈良県まして１つ思いますのは、奈良県まして１つ思いますのは、奈良県

の総合の総合の総合の総合力力力力、、、、安安安安全全全全ををををキキキキープし、そして元ープし、そして元ープし、そして元ープし、そして元気気気気を出し、経済を出し、経済を出し、経済を出し、経済界界界界的的的的にもにもにもにも頑張頑張頑張頑張っっっっていこていこていこていこううううと、３７と、３７と、３７と、３７市市市市
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町町町町村と一村と一村と一村と一緒緒緒緒に奈良県が広域行政化をに奈良県が広域行政化をに奈良県が広域行政化をに奈良県が広域行政化を図図図図るのだといるのだといるのだといるのだというううう考え方が、考え方が、考え方が、考え方が、大大大大変変変変大大大大事だと思います。説事だと思います。説事だと思います。説事だと思います。説

明のあ明のあ明のあ明のあっっっった消防、防た消防、防た消防、防た消防、防災災災災のののの面面面面ののののみみみみならず、ほかのならず、ほかのならず、ほかのならず、ほかの分分分分野も野も野も野も積極的積極的積極的積極的に進めてほしいと思に進めてほしいと思に進めてほしいと思に進めてほしいと思っっっっておりておりておりており

ますので、ますので、ますので、ますので、現現現現状状状状の考えがあれの考えがあれの考えがあれの考えがあればばばばおおおお聞聞聞聞かせかせかせかせくくくください。ださい。ださい。ださい。

それから、今の説明にありました防それから、今の説明にありました防それから、今の説明にありました防それから、今の説明にありました防災災災災広域化の推進についてとい広域化の推進についてとい広域化の推進についてとい広域化の推進についてといううううとことことこところろろろですが、どですが、どですが、どですが、どうううう

も消防といも消防といも消防といも消防というううう原原原原点点点点がががが忘忘忘忘れられているよれられているよれられているよれられているよううううなななな感感感感じじじじがいたします。といいますのは、地がいたします。といいますのは、地がいたします。といいますのは、地がいたします。といいますのは、地震震震震、、、、台台台台

風風風風等の等の等の等の大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害、、、、高高高高齢齢齢齢化に化に化に化に伴伴伴伴うううう救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送のののの増増増増加加加加等に等に等に等に的確的確的確的確にと、資料に出ているのですが、にと、資料に出ているのですが、にと、資料に出ているのですが、にと、資料に出ているのですが、

これのもとの、これのもとの、これのもとの、これのもとの、私私私私は消防は消防は消防は消防団団団団に入に入に入に入っっっっていましたから、防火、防ていましたから、防火、防ていましたから、防火、防ていましたから、防火、防災災災災も入も入も入も入っっっっているのですけれど、ているのですけれど、ているのですけれど、ているのですけれど、

火火火火災災災災があがあがあがあっっっったときのたときのたときのたときの初初初初動動動動体制体制体制体制、これがお、これがお、これがお、これがおくくくくれたら、今のれたら、今のれたら、今のれたら、今の情情情情勢勢勢勢、こんなに、こんなに、こんなに、こんなに雨雨雨雨がががが続続続続いていたらいていたらいていたらいていたら

そそそそうじうじうじうじゃゃゃゃないのですが、ないのですが、ないのですが、ないのですが、乾燥乾燥乾燥乾燥している時している時している時している時期期期期に火に火に火に火災災災災がががが起起起起ここここっっっったたたた場場場場合、合、合、合、最初最初最初最初の５の５の５の５分分分分１０１０１０１０分分分分をををを争争争争

ううううわけです。消防広域化は、今説明のあわけです。消防広域化は、今説明のあわけです。消防広域化は、今説明のあわけです。消防広域化は、今説明のあっっっったとおり進めてほしいのですが、このたとおり進めてほしいのですが、このたとおり進めてほしいのですが、このたとおり進めてほしいのですが、このスケスケスケスケーーーールルルル

メリットメリットメリットメリットの中の、の中の、の中の、の中の、災害災害災害災害時における時における時における時における初初初初動動動動体制や体制や体制や体制や増援増援増援増援体制体制体制体制の充実化といの充実化といの充実化といの充実化といううううのがありますが、広のがありますが、広のがありますが、広のがありますが、広

域化の中での域化の中での域化の中での域化の中での初初初初動動動動体制体制体制体制が、が、が、が、例例例例ええええばばばば火火火火災災災災のののの場場場場合お合お合お合おくくくくれるよれるよれるよれるよううううな行政な行政な行政な行政ササササーーーービビビビススススシシシシスススステムテムテムテム、、、、メリメリメリメリ

ットットットットとあわせて今とあわせて今とあわせて今とあわせて今度度度度ははははデメリットデメリットデメリットデメリットになるのではないかといになるのではないかといになるのではないかといになるのではないかといううううことをことをことをことを逆逆逆逆にににに心配心配心配心配しています。しています。しています。しています。

今、それぞれの行政事務今、それぞれの行政事務今、それぞれの行政事務今、それぞれの行政事務組組組組合で合で合で合でやっやっやっやっている消防ている消防ている消防ている消防組組組組合は、合は、合は、合は、現場現場現場現場の近の近の近の近くくくくでででで頑張頑張頑張頑張っっっっていただいてていただいてていただいてていただいて

いますので、このいますので、このいますので、このいますので、この現場現場現場現場にににに何何何何かあかあかあかあっっっったとき、特に、火たとき、特に、火たとき、特に、火たとき、特に、火災災災災があがあがあがあっっっったときのたときのたときのたときの初初初初動動動動体制体制体制体制は整は整は整は整っっっっていていていてい

ます。ます。ます。ます。災害災害災害災害のときには時のときには時のときには時のときには時間間間間がががが大大大大事なので、広域化がいい事なので、広域化がいい事なので、広域化がいい事なので、広域化がいい役役役役目目目目をををを果果果果たしてもらたしてもらたしてもらたしてもらううううと思と思と思と思ううううんでんでんでんで

すが、すが、すが、すが、ひょひょひょひょっっっっとしたら火としたら火としたら火としたら火災災災災のときのことをのときのことをのときのことをのときのことを忘忘忘忘れられがれられがれられがれられがちちちちになるよになるよになるよになるよううううなななな感感感感じじじじをををを持持持持ちちちちましたのましたのましたのましたの

で、今で、今で、今で、今度度度度、会議等があれ、会議等があれ、会議等があれ、会議等があればばばば、このよ、このよ、このよ、このよううううなことのないよなことのないよなことのないよなことのないよううううに対応をに対応をに対応をに対応を図っ図っ図っ図っててててくくくください。ださい。ださい。ださい。現現現現状維状維状維状維

持持持持、あるいはなおそれを後、あるいはなおそれを後、あるいはなおそれを後、あるいはなおそれを後退退退退することのないよすることのないよすることのないよすることのないよううううにににに安安安安全全全全・・・・安安安安心心心心ををををキキキキープできるよープできるよープできるよープできるよううううなななな初初初初動動動動

体制体制体制体制といといといといううううのは一のは一のは一のは一番番番番大大大大事だと思いますが、この事だと思いますが、この事だと思いますが、この事だと思いますが、この文文文文面面面面の中にはそれがの中にはそれがの中にはそれがの中にはそれが抜抜抜抜けてるよけてるよけてるよけてるよううううな、おな、おな、おな、おろろろろ

そかにされているよそかにされているよそかにされているよそかにされているよううううなななな感感感感じじじじを受けましたので、よを受けましたので、よを受けましたので、よを受けましたので、よろろろろししししくくくくお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

それから、それから、それから、それから、ややややはり奈良はり奈良はり奈良はり奈良市市市市とととと生駒市生駒市生駒市生駒市にも入にも入にも入にも入っっっってもらてもらてもらてもらっっっったらいいのにといたらいいのにといたらいいのにといたらいいのにといううううのがのがのがのが私私私私の考え方の考え方の考え方の考え方

です。奈良です。奈良です。奈良です。奈良市市市市のののの人人人人口口口口はははは約約約約３７３７３７３７万万万万人人人人、、、、生駒市生駒市生駒市生駒市のののの人人人人口口口口は１０は１０は１０は１０万万万万人人人人です。奈良県の３です。奈良県の３です。奈良県の３です。奈良県の３分分分分の１のの１のの１のの１の人人人人

口口口口をををを持持持持っっっっているとこているとこているとこているところろろろが、このが、このが、このが、この体制体制体制体制に入り、防火、防に入り、防火、防に入り、防火、防に入り、防火、防災災災災のののの初初初初動出動の動出動の動出動の動出動のみみみみならずならずならずならず災害災害災害災害時の連時の連時の連時の連

係プ係プ係プ係プレレレレーをもーをもーをもーをもっっっってきてきてきてきっちっちっちっちりと奈良県のりと奈良県のりと奈良県のりと奈良県の安安安安全全全全ををををキキキキープしープしープしープし安安安安心心心心してしてしてして生活生活生活生活できるできるできるできる体制体制体制体制を整えるたを整えるたを整えるたを整えるた

めには入めには入めには入めには入っっっってもらてもらてもらてもらっっっった方がいいのではないかとた方がいいのではないかとた方がいいのではないかとた方がいいのではないかと感感感感じじじじます。今は入ます。今は入ます。今は入ます。今は入っっっっておられないておられないておられないておられない体制体制体制体制をとをとをとをと

られていますが、られていますが、られていますが、られていますが、逆逆逆逆におにおにおにお誘誘誘誘いできるよいできるよいできるよいできるよううううな、２な、２な、２な、２市市市市をををを除除除除いた良い広域防いた良い広域防いた良い広域防いた良い広域防災災災災行政シ行政シ行政シ行政シスススステムテムテムテムはははは大大大大

事だと思いますので、し事だと思いますので、し事だと思いますので、し事だと思いますので、しっっっっかりかりかりかりやっやっやっやってほしい。考えがあれてほしい。考えがあれてほしい。考えがあれてほしい。考えがあればばばばおおおお聞聞聞聞かせかせかせかせくくくください。ださい。ださい。ださい。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 新谷委員のお新谷委員のお新谷委員のお新谷委員のおっっっっししししゃゃゃゃるとおり、るとおり、るとおり、るとおり、初初初初動動動動体制体制体制体制は一は一は一は一

番番番番大大大大事な事な事な事な点点点点でございます。広域化すれでございます。広域化すれでございます。広域化すれでございます。広域化すればばばば一一一一番番番番どこがいいのかといどこがいいのかといどこがいいのかといどこがいいのかといううううことなのですけれども、ことなのですけれども、ことなのですけれども、ことなのですけれども、
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ややややはり通はり通はり通はり通信信信信機機機機能能能能が一元化されるといが一元化されるといが一元化されるといが一元化されるといううううとことことこところろろろにあります。資料４ページに書いていますよにあります。資料４ページに書いていますよにあります。資料４ページに書いていますよにあります。資料４ページに書いていますよ

ううううに、もしに、もしに、もしに、もし大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害等が等が等が等が起起起起これこれこれこればばばば周辺周辺周辺周辺からのからのからのからの増援増援増援増援は応は応は応は応援援援援要請とい要請とい要請とい要請という形う形う形う形になります。まず、になります。まず、になります。まず、になります。まず、

自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろの資機の資機の資機の資機材材材材、、、、人人人人材材材材でもでもでもでもっっっって対応するといて対応するといて対応するといて対応するといううううことが一ことが一ことが一ことが一番番番番で、それでで、それでで、それでで、それで不足不足不足不足があれがあれがあれがあればばばば

応応応応援援援援要請するとい要請するとい要請するとい要請するといううううことになるわけですけれども、となれことになるわけですけれども、となれことになるわけですけれども、となれことになるわけですけれども、となればばばば応応応応援援援援要請は要請は要請は要請は若干遅若干遅若干遅若干遅くくくくなります。なります。なります。なります。

それが、通それが、通それが、通それが、通信信信信機機機機能能能能が一つになれが一つになれが一つになれが一つになればばばば、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと何何何何隊送隊送隊送隊送りなさいといりなさいといりなさいといりなさいといううううことで、ことで、ことで、ことで、

指指指指揮命揮命揮命揮命令令令令が一が一が一が一直直直直線線線線におりますので、におりますので、におりますので、におりますので、非非非非常に常に常に常に早早早早くくくく初初初初動動動動体制体制体制体制がとれるとこがとれるとこがとれるとこがとれるところろろろがががが非非非非常に常に常に常に大大大大きなきなきなきなメメメメ

リットリットリットリットでございます。でございます。でございます。でございます。

それと、管それと、管それと、管それと、管轄区轄区轄区轄区域があ域があ域があ域があっっっって、本て、本て、本て、本当当当当はこの消防はこの消防はこの消防はこの消防署署署署から行けから行けから行けから行けばばばば近いのだけど、管近いのだけど、管近いのだけど、管近いのだけど、管轄区轄区轄区轄区域があ域があ域があ域があ

っっっってほかのてほかのてほかのてほかの区区区区域だからなかなかここからは行けな域だからなかなかここからは行けな域だからなかなかここからは行けな域だからなかなかここからは行けなくくくくて、て、て、て、遠遠遠遠いとこから行かないといけないいとこから行かないといけないいとこから行かないといけないいとこから行かないといけない

といといといといううううとことことこところろろろもあります。そもあります。そもあります。そもあります。そうううういいいいっっっったことで、一元化されれたことで、一元化されれたことで、一元化されれたことで、一元化されれば現場ば現場ば現場ば現場に近いとこに近いとこに近いとこに近いところろろろからからからから早早早早くくくく

行けるとい行けるとい行けるとい行けるといううううことがことがことがことが非非非非常に常に常に常に大大大大きなきなきなきなメリットメリットメリットメリットでもあるといでもあるといでもあるといでもあるといううううことを、資料の中には示しておことを、資料の中には示しておことを、資料の中には示しておことを、資料の中には示してお

ります。ります。ります。ります。

そそそそうううういいいいううううことで、新谷委員がおことで、新谷委員がおことで、新谷委員がおことで、新谷委員がおっっっっししししゃゃゃゃっっっったよたよたよたよううううに、に、に、に、確確確確かに一かに一かに一かに一番番番番大大大大事なとこ事なとこ事なとこ事なところろろろはははは初初初初動だと動だと動だと動だと

思思思思っっっっています。これは、県もています。これは、県もています。これは、県もています。これは、県も協協協協議に入議に入議に入議に入っっっっておりますので、そこはておりますので、そこはておりますので、そこはておりますので、そこは絶絶絶絶対に対に対に対に忘忘忘忘れない、ここをれない、ここをれない、ここをれない、ここを

一一一一番番番番大大大大事にしたいと思事にしたいと思事にしたいと思事にしたいと思っっっっております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 わかります。火わかります。火わかります。火わかります。火災災災災のときの防のときの防のときの防のときの防災災災災、、、、災害災害災害災害もももも大大大大事なのですけれども、火事なのですけれども、火事なのですけれども、火事なのですけれども、火災災災災のときのときのときのとき

のののの初初初初動が動が動が動が大大大大事と事と事と事と言言言言いますのは、月いますのは、月いますのは、月いますのは、月ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬は奈良は奈良は奈良は奈良市市市市です。とこです。とこです。とこです。ところろろろが、月が、月が、月が、月ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬で火で火で火で火災災災災があがあがあがあっっっって、て、て、て、

広域消防で行け広域消防で行け広域消防で行け広域消防で行けばばばば早早早早かかかかっっっったのに、火たのに、火たのに、火たのに、火災災災災のとき奈良のとき奈良のとき奈良のとき奈良市市市市からわざわざからわざわざからわざわざからわざわざ来来来来てててて大大大大変変変変なななな大災害大災害大災害大災害になになになになっっっっ

てしまてしまてしまてしまっっっったのがたのがたのがたのが数数数数年年年年前前前前のののの話話話話なのです。管なのです。管なのです。管なのです。管轄轄轄轄があがあがあがあっっっって行けないといて行けないといて行けないといて行けないといううううことがありますので、ことがありますので、ことがありますので、ことがありますので、

どどどどううううぞ申し上げましたよぞ申し上げましたよぞ申し上げましたよぞ申し上げましたよううううに奈良に奈良に奈良に奈良市市市市が入が入が入が入っっっっていない、あるいはていない、あるいはていない、あるいはていない、あるいは生駒市生駒市生駒市生駒市が入が入が入が入っっっっていない。でていない。でていない。でていない。で

は、そのは、そのは、そのは、その隣接隣接隣接隣接するとこするとこするとこするところろろろで、で、で、で、逆逆逆逆にこのにこのにこのにこの体制体制体制体制は入は入は入は入っっっっているとこているとこているとこているところろろろからよりも入からよりも入からよりも入からよりも入っっっってないとこてないとこてないとこてないとこ

ろへ指ろへ指ろへ指ろへ指示示示示命命命命令令令令系系系系統統統統がががが下下下下せるのかせるのかせるのかせるのか下下下下せないのか。そんなことも考え合わせましたら、今のきせないのか。そんなことも考え合わせましたら、今のきせないのか。そんなことも考え合わせましたら、今のきせないのか。そんなことも考え合わせましたら、今のき

めめめめ細細細細かかかかくくくく行われている県内の消防行われている県内の消防行われている県内の消防行われている県内の消防組組組組合のこれが合のこれが合のこれが合のこれが逆逆逆逆に、だんだんに、だんだんに、だんだんに、だんだん薄薄薄薄くくくくななななっっっっていていていていっっっったら、さらたら、さらたら、さらたら、さら

にににに大大大大きな事きな事きな事きな事故故故故、、、、災害災害災害災害になになになになっっっってしまいますので、その連てしまいますので、その連てしまいますので、その連てしまいますので、その連携携携携もあわせてもあわせてもあわせてもあわせてやっやっやっやってほしいと思いまてほしいと思いまてほしいと思いまてほしいと思いま

すので、進めてもらすので、進めてもらすので、進めてもらすので、進めてもらううううことにはことにはことにはことには反反反反対ではないのですが、お対ではないのですが、お対ではないのですが、お対ではないのですが、おろろろろそかにならないよそかにならないよそかにならないよそかにならないよううううに対応しに対応しに対応しに対応し

てほしい。てほしい。てほしい。てほしい。大大大大変変変変だだだだっっっったのですよ、たのですよ、たのですよ、たのですよ、ぱぱぱぱっっっっと行と行と行と行っっっったらたらたらたら早早早早かかかかっっっったのに管たのに管たのに管たのに管轄轄轄轄外外外外だだだだっっっったのでたのでたのでたので命命命命令令令令がかがかがかがか

からない。もし事からない。もし事からない。もし事からない。もし事故故故故があがあがあがあっっっったらだれがたらだれがたらだれがたらだれが責任責任責任責任をををを持持持持つのか。いつのか。いつのか。いつのか。いやややや奈良から奈良から奈良から奈良から命命命命令令令令がががが来来来来ていないのていないのていないのていないの

にににに勝勝勝勝手にい手にい手にい手にいっっっったといたといたといたといううううことにする。かなり議ことにする。かなり議ことにする。かなり議ことにする。かなり議論論論論があがあがあがあっっっったと思たと思たと思たと思ううううのですが、そのですが、そのですが、そのですが、そうううういいいいううううことが、ことが、ことが、ことが、

３～４年３～４年３～４年３～４年前前前前ああああっっっったのです。そたのです。そたのです。そたのです。そうううういいいいううううことのないよことのないよことのないよことのないよううううなななな体制体制体制体制を、入らないとこを、入らないとこを、入らないとこを、入らないところろろろは入らないは入らないは入らないは入らない

として、入として、入として、入として、入っっっってほしいんですけども入らないとこてほしいんですけども入らないとこてほしいんですけども入らないとこてほしいんですけども入らないところろろろがあがあがあがあっっっったら、そのたら、そのたら、そのたら、その辺辺辺辺をきをきをきをきちちちちんとんとんとんと密密密密にしにしにしにし
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て、奈良県としてもて、奈良県としてもて、奈良県としてもて、奈良県としてもややややるるるるべべべべきだと思きだと思きだと思きだと思ううううんです。お願いします。んです。お願いします。んです。お願いします。んです。お願いします。ぜひぜひぜひぜひおおおお答答答答ええええくくくください。ださい。ださい。ださい。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 １つの消防の中では１つの消防の中では１つの消防の中では１つの消防の中では非非非非常に常に常に常に早早早早くくくく対応が対応が対応が対応が可能可能可能可能にににに

なるといなるといなるといなるといううううことです。ことです。ことです。ことです。確確確確かに、奈良かに、奈良かに、奈良かに、奈良市市市市、、、、生駒市生駒市生駒市生駒市は入は入は入は入っっっっておりませんので、ておりませんので、ておりませんので、ておりませんので、相相相相互互互互応応応応援援援援協協協協定を定を定を定を

ももももっっっって対応していて対応していて対応していて対応していくくくくしかないわけでございます。しかないわけでございます。しかないわけでございます。しかないわけでございます。ややややはり、本部がはり、本部がはり、本部がはり、本部が違違違違ううううのにこのにこのにこのにこちちちちらから要請らから要請らから要請らから要請

もないのに行もないのに行もないのに行もないのに行くくくくことはできませんので、ことはできませんので、ことはできませんので、ことはできませんので、何何何何かかかか大大大大きなきなきなきな災害災害災害災害とかとかとかとか大大大大きな事きな事きな事きな事故故故故とか火とか火とか火とか火災災災災とかがあとかがあとかがあとかがあ

れれれればばばば、、、、当当当当然然然然のことながらのことながらのことながらのことながら周辺周辺周辺周辺から応から応から応から応援援援援に入る、応に入る、応に入る、応に入る、応援援援援協協協協定を定を定を定を締結締結締結締結しておりますので、３消防しておりますので、３消防しておりますので、３消防しておりますので、３消防

本部に本部に本部に本部に分分分分かれますけれど、また応かれますけれど、また応かれますけれど、また応かれますけれど、また応援援援援協協協協定を定を定を定を結結結結んできんできんできんできちちちちんとんとんとんとフォロフォロフォロフォローしていーしていーしていーしていくくくくといといといといううううことにことにことにことに

なります。それは、県も入なります。それは、県も入なります。それは、県も入なります。それは、県も入っっっってきてきてきてきちちちちんと調整をしていきたいと思んと調整をしていきたいと思んと調整をしていきたいと思んと調整をしていきたいと思っっっっております。ております。ております。ております。以以以以上でご上でご上でご上でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 この委員会は特に、ほかの行政この委員会は特に、ほかの行政この委員会は特に、ほかの行政この委員会は特に、ほかの行政ササササーーーービビビビススススとか、このとか、このとか、このとか、この問題問題問題問題ののののみみみみならず広域行政ならず広域行政ならず広域行政ならず広域行政

として進めるのがとして進めるのがとして進めるのがとして進めるのが基基基基本ですので、これからほかの本ですので、これからほかの本ですので、これからほかの本ですので、これからほかの分分分分野においても平等に進めて野においても平等に進めて野においても平等に進めて野においても平等に進めてくくくください。ださい。ださい。ださい。

そして、入らないとこそして、入らないとこそして、入らないとこそして、入らないところろろろのののの隣接隣接隣接隣接関係での関係での関係での関係でのデメリットデメリットデメリットデメリットのないよのないよのないよのないよううううに、もしに、もしに、もしに、もし何何何何かあかあかあかあっっっったときにたときにたときにたときに

は連は連は連は連携携携携をををを密密密密にするよにするよにするよにするよううううな方法を考えてほしいと思いますので、先ほどおな方法を考えてほしいと思いますので、先ほどおな方法を考えてほしいと思いますので、先ほどおな方法を考えてほしいと思いますので、先ほどおっっっっししししゃゃゃゃっっっったとおりたとおりたとおりたとおり

でででで遺漏遺漏遺漏遺漏のないよのないよのないよのないよううううにきにきにきにきちちちちんとしてんとしてんとしてんとしてくくくください。ださい。ださい。ださい。

○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。

なけれなけれなけれなければばばば、これをも、これをも、これをも、これをもちちちちましてましてましてまして質質質質疑疑疑疑をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

一一一一言言言言ごあいさつ申し上げます。ごあいさつ申し上げます。ごあいさつ申し上げます。ごあいさつ申し上げます。

当当当当委員会は委員会は委員会は委員会は引引引引きききき続続続続き調査き調査き調査き調査並並並並びびびびにににに審審審審査を行査を行査を行査を行っっっってまいりますが、特別委員会のてまいりますが、特別委員会のてまいりますが、特別委員会のてまいりますが、特別委員会の設置設置設置設置等に関す等に関す等に関す等に関す

る申し合わせにより委員のる申し合わせにより委員のる申し合わせにより委員のる申し合わせにより委員の任任任任期期期期は２年ですけれども、正副委員長のは２年ですけれども、正副委員長のは２年ですけれども、正副委員長のは２年ですけれども、正副委員長の任任任任期期期期は１年となは１年となは１年となは１年となっっっっておておておてお

ります。特別な事ります。特別な事ります。特別な事ります。特別な事情情情情がががが生じ生じ生じ生じない限り、本日の委員会をもない限り、本日の委員会をもない限り、本日の委員会をもない限り、本日の委員会をもっっっってててて最最最最終終終終になるかと思います。になるかと思います。になるかと思います。になるかと思います。

昨昨昨昨年５月より、委員年５月より、委員年５月より、委員年５月より、委員各各各各位位位位にはにはにはには当当当当委員会所管事項であります、県内の広域行政、県域を委員会所管事項であります、県内の広域行政、県域を委員会所管事項であります、県内の広域行政、県域を委員会所管事項であります、県内の広域行政、県域を越越越越

えた広域行政につきましてえた広域行政につきましてえた広域行政につきましてえた広域行政につきまして終終終終始熱始熱始熱始熱心心心心にごにごにごにご審審審審議いただきました。議いただきました。議いただきました。議いただきました。

また、理事者におかれましても、また、理事者におかれましても、また、理事者におかれましても、また、理事者におかれましても、数々数々数々数々のののの問題問題問題問題にににに取取取取りりりり組組組組んでいただきました。おかげさまんでいただきました。おかげさまんでいただきました。おかげさまんでいただきました。おかげさま

をもをもをもをもちちちちまして、まして、まして、まして、無無無無事事事事任任任任務を務を務を務を果果果果たすことができましたことを委員たすことができましたことを委員たすことができましたことを委員たすことができましたことを委員各各各各位位位位並並並並びびびび理事者の理事者の理事者の理事者の皆様皆様皆様皆様にににに厚厚厚厚

くくくく感感感感謝謝謝謝を申し上げ、を申し上げ、を申し上げ、を申し上げ、簡簡簡簡単単単単ではございますが正副委員長のあいさつとさせていただきます。ではございますが正副委員長のあいさつとさせていただきます。ではございますが正副委員長のあいさつとさせていただきます。ではございますが正副委員長のあいさつとさせていただきます。

ありがとありがとありがとありがとううううございましたございましたございましたございました。。。。（（（（拍拍拍拍手）手）手）手）

（（（（「「「「ごごごご苦苦苦苦労労労労さんでしたさんでしたさんでしたさんでした。。。。」」」」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 次に、６月定次に、６月定次に、６月定次に、６月定例例例例会会会会閉閉閉閉会日に行会日に行会日に行会日に行うううう中中中中間間間間報告について報告について報告について報告について概概概概略だけ略だけ略だけ略だけ読読読読みみみみ上げさせて上げさせて上げさせて上げさせて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。

中中中中間間間間報告の内報告の内報告の内報告の内容容容容については、次のよについては、次のよについては、次のよについては、次のよううううな内な内な内な内容容容容でででで取取取取りまとめたいと考えております。１、りまとめたいと考えております。１、りまとめたいと考えております。１、りまとめたいと考えております。１、
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これまでのこれまでのこれまでのこれまでの活活活活動の経動の経動の経動の経過過過過。２、県内広域行政、いわ。２、県内広域行政、いわ。２、県内広域行政、いわ。２、県内広域行政、いわゆゆゆゆる奈良る奈良る奈良る奈良モモモモデルデルデルデルについて、県がについて、県がについて、県がについて、県がリリリリーーーーダダダダーーーー

シシシシッッッップをとプをとプをとプをとっっっってててて市町市町市町市町村の村の村の村の支援支援支援支援をををを強強強強化されること、国民化されること、国民化されること、国民化されること、国民健健健健康康康康保保保保険険険険の広域化についてはの広域化についてはの広域化についてはの広域化についてはセセセセーーーーフフフフ

ティティティティーーーーネネネネットットットットのののの視視視視点点点点をををを持持持持つこと、消防広域化については、県民がつこと、消防広域化については、県民がつこと、消防広域化については、県民がつこと、消防広域化については、県民が安安安安心心心心できるできるできるできる体制体制体制体制づづづづくくくくりをりをりをりを

検討検討検討検討されることとされることとされることとされることと意見意見意見意見がございました。がございました。がございました。がございました。

それから、３、関西広域連合については、それから、３、関西広域連合については、それから、３、関西広域連合については、それから、３、関西広域連合については、組織組織組織組織のあり方、事務内のあり方、事務内のあり方、事務内のあり方、事務内容容容容について委員会で出について委員会で出について委員会で出について委員会で出

されたされたされたされた意見意見意見意見として、事務のとして、事務のとして、事務のとして、事務の範囲範囲範囲範囲がはがはがはがはっっっっきりしないこと、きりしないこと、きりしないこと、きりしないこと、住住住住民民民民や基礎自治体や基礎自治体や基礎自治体や基礎自治体のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映すすすす

るるるる仕仕仕仕組み組み組み組みがないこと、がないこと、がないこと、がないこと、財源財源財源財源とととと構構構構成成成成団体団体団体団体のののの負担負担負担負担と受と受と受と受益益益益の関係がの関係がの関係がの関係が不不不不明明明明確確確確になること。になること。になること。になること。

また、関西広域連合また、関西広域連合また、関西広域連合また、関西広域連合へへへへの対応の方向についての対応の方向についての対応の方向についての対応の方向について当当当当委員会で出された委員会で出された委員会で出された委員会で出された意見意見意見意見として、連合でなとして、連合でなとして、連合でなとして、連合でな

くくくく連連連連携携携携の手法での手法での手法での手法で十分可能十分可能十分可能十分可能であるのでは、またこれとであるのでは、またこれとであるのでは、またこれとであるのでは、またこれと反反反反対に関西対に関西対に関西対に関西全全全全域の域の域の域の発発発発展展展展にににに寄与寄与寄与寄与するため、するため、するため、するため、

広域連合が広域連合が広域連合が広域連合が発発発発足足足足したしたしたした以以以以上、上、上、上、加加加加入するのが入するのが入するのが入するのが自自自自然然然然であること、またであること、またであること、またであること、また医療医療医療医療、防、防、防、防災災災災、観光において、観光において、観光において、観光において

部部部部分加分加分加分加入の入の入の入の検討検討検討検討をしてはどをしてはどをしてはどをしてはどううううかとのかとのかとのかとの意見意見意見意見がございました。がございました。がございました。がございました。

また、国の出先機関の事務権限移譲についても、まだ閣議決定、そして法案提出もされまた、国の出先機関の事務権限移譲についても、まだ閣議決定、そして法案提出もされまた、国の出先機関の事務権限移譲についても、まだ閣議決定、そして法案提出もされまた、国の出先機関の事務権限移譲についても、まだ閣議決定、そして法案提出もされ

ておりません。その中で、今後も関西広域連合のておりません。その中で、今後も関西広域連合のておりません。その中で、今後も関西広域連合のておりません。その中で、今後も関西広域連合の組織組織組織組織・事業の・事業の・事業の・事業の効果効果効果効果についてさらに調査をについてさらに調査をについてさらに調査をについてさらに調査を

深深深深め、関西広域連合のめ、関西広域連合のめ、関西広域連合のめ、関西広域連合の加加加加入、入、入、入、不不不不加加加加入を入を入を入を見見見見きわめていきわめていきわめていきわめていく必く必く必く必要があると思要があると思要があると思要があると思っっっっております。ております。ております。ております。

そしてそしてそしてそして最最最最後に、本委員会の後に、本委員会の後に、本委員会の後に、本委員会の課題課題課題課題であります県内の広域行政のあり方もであります県内の広域行政のあり方もであります県内の広域行政のあり方もであります県内の広域行政のあり方も含含含含め、奈良県内のめ、奈良県内のめ、奈良県内のめ、奈良県内の

地域特地域特地域特地域特性性性性ににににふふふふさわしい地方行政のあり方について、今後も調査さわしい地方行政のあり方について、今後も調査さわしい地方行政のあり方について、今後も調査さわしい地方行政のあり方について、今後も調査研究研究研究研究することをすることをすることをすることを述述述述べべべべたいとたいとたいとたいと

考えています。考えています。考えています。考えています。

以以以以上のよ上のよ上のよ上のよううううな内な内な内な内容容容容に、国の出先機関の事務、権限の移譲の法案の動向をに、国の出先機関の事務、権限の移譲の法案の動向をに、国の出先機関の事務、権限の移譲の法案の動向をに、国の出先機関の事務、権限の移譲の法案の動向を注視注視注視注視しつつ、本しつつ、本しつつ、本しつつ、本

日議日議日議日議論論論論された内された内された内された内容容容容をををを盛盛盛盛りりりり込み込み込み込みましてましてましてまして作作作作成したいと考えております。つきましては、成したいと考えております。つきましては、成したいと考えております。つきましては、成したいと考えております。つきましては、作作作作成に成に成に成に

おいてはおいてはおいてはおいては各各各各委員に委員に委員に委員に試試試試案を示した上で調整させていただきますので、その後、それを案を示した上で調整させていただきますので、その後、それを案を示した上で調整させていただきますので、その後、それを案を示した上で調整させていただきますので、その後、それを踏踏踏踏まえまえまえまえ

て正副委員長にご一て正副委員長にご一て正副委員長にご一て正副委員長にご一任任任任願えますでし願えますでし願えますでし願えますでしょょょょううううか。か。か。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、そのよそれでは、そのよそれでは、そのよそれでは、そのよううううにいたしたいと思います。にいたしたいと思います。にいたしたいと思います。にいたしたいと思います。

これで、本日の委員会はこれで、本日の委員会はこれで、本日の委員会はこれで、本日の委員会は終終終終わります。わります。わります。わります。


