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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２８日（木） １６：０１～１６：４８平成２４年６月２８日（木） １６：０１～１６：４８平成２４年６月２８日（木） １６：０１～１６：４８平成２４年６月２８日（木） １６：０１～１６：４８

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

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

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）中間報告案について（１）中間報告案について（１）中間報告案について（１）中間報告案について

（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 特別委員会を開会いたします。特別委員会を開会いたします。特別委員会を開会いたします。特別委員会を開会いたします。

新谷委員はおくれるとの連絡を受けていますのでご了解願います。新谷委員はおくれるとの連絡を受けていますのでご了解願います。新谷委員はおくれるとの連絡を受けていますのでご了解願います。新谷委員はおくれるとの連絡を受けていますのでご了解願います。

委員間討議を円滑かつ効果的に進めるため、理事者は知事公室長、政策推進課長に同席委員間討議を円滑かつ効果的に進めるため、理事者は知事公室長、政策推進課長に同席委員間討議を円滑かつ効果的に進めるため、理事者は知事公室長、政策推進課長に同席委員間討議を円滑かつ効果的に進めるため、理事者は知事公室長、政策推進課長に同席

させています。なお、理事者の発言については、委員長の指名により許可することとしてさせています。なお、理事者の発言については、委員長の指名により許可することとしてさせています。なお、理事者の発言については、委員長の指名により許可することとしてさせています。なお、理事者の発言については、委員長の指名により許可することとして

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

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。

本日は、当委員会の中間報告をどうまとめていくかということで委員間討議を行いたい本日は、当委員会の中間報告をどうまとめていくかということで委員間討議を行いたい本日は、当委員会の中間報告をどうまとめていくかということで委員間討議を行いたい本日は、当委員会の中間報告をどうまとめていくかということで委員間討議を行いたい

と思います。と思います。と思います。と思います。
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６月１９日の当委員会の後、中間報告試案を事前に配付しておりました。その後、いた６月１９日の当委員会の後、中間報告試案を事前に配付しておりました。その後、いた６月１９日の当委員会の後、中間報告試案を事前に配付しておりました。その後、いた６月１９日の当委員会の後、中間報告試案を事前に配付しておりました。その後、いた

だいた意見を資料として本日配付いたしました。いただいた追加意見につきまして、提出だいた意見を資料として本日配付いたしました。いただいた追加意見につきまして、提出だいた意見を資料として本日配付いたしました。いただいた追加意見につきまして、提出だいた意見を資料として本日配付いたしました。いただいた追加意見につきまして、提出

委員から順にご説明を願います。委員から順にご説明を願います。委員から順にご説明を願います。委員から順にご説明を願います。

それでは、尾﨑委員から。それでは、尾﨑委員から。それでは、尾﨑委員から。それでは、尾﨑委員から。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 まず、案Ａを提案させてもらっています。それは２ページ目の「まず１点目まず、案Ａを提案させてもらっています。それは２ページ目の「まず１点目まず、案Ａを提案させてもらっています。それは２ページ目の「まず１点目まず、案Ａを提案させてもらっています。それは２ページ目の「まず１点目

は」のくだりで、前半には関西広域連合が広域連合議会の機能強化など、一定の改善が図は」のくだりで、前半には関西広域連合が広域連合議会の機能強化など、一定の改善が図は」のくだりで、前半には関西広域連合が広域連合議会の機能強化など、一定の改善が図は」のくだりで、前半には関西広域連合が広域連合議会の機能強化など、一定の改善が図

られるという趣旨の組織論の中での肯定的な部分がこの２行ほどで終わっていて、後半にられるという趣旨の組織論の中での肯定的な部分がこの２行ほどで終わっていて、後半にられるという趣旨の組織論の中での肯定的な部分がこの２行ほどで終わっていて、後半にられるという趣旨の組織論の中での肯定的な部分がこの２行ほどで終わっていて、後半に

は、問題点が列挙されているということで、ちょっとバランスを欠いてるということで、は、問題点が列挙されているということで、ちょっとバランスを欠いてるということで、は、問題点が列挙されているということで、ちょっとバランスを欠いてるということで、は、問題点が列挙されているということで、ちょっとバランスを欠いてるということで、

「広域連合議会の機能強化など、一定の改善が図られる」の後に、この案Ａ「さらに７分「広域連合議会の機能強化など、一定の改善が図られる」の後に、この案Ａ「さらに７分「広域連合議会の機能強化など、一定の改善が図られる」の後に、この案Ａ「さらに７分「広域連合議会の機能強化など、一定の改善が図られる」の後に、この案Ａ「さらに７分

野の事務では、産業支援ではビジネスマッチングを行ったり、防災分野では、東日本大震野の事務では、産業支援ではビジネスマッチングを行ったり、防災分野では、東日本大震野の事務では、産業支援ではビジネスマッチングを行ったり、防災分野では、東日本大震野の事務では、産業支援ではビジネスマッチングを行ったり、防災分野では、東日本大震

災の際にカウンターパート方式での迅速な対応を図られた」という文言を入れていただい災の際にカウンターパート方式での迅速な対応を図られた」という文言を入れていただい災の際にカウンターパート方式での迅速な対応を図られた」という文言を入れていただい災の際にカウンターパート方式での迅速な対応を図られた」という文言を入れていただい

て、全体のバランスを保っていただきたいと思いました。て、全体のバランスを保っていただきたいと思いました。て、全体のバランスを保っていただきたいと思いました。て、全体のバランスを保っていただきたいと思いました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次、案Ｂ行ってください。次、案Ｂ行ってください。次、案Ｂ行ってください。次、案Ｂ行ってください。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 案Ｂですが、リニア中央新幹線や原子案Ｂですが、リニア中央新幹線や原子案Ｂですが、リニア中央新幹線や原子案Ｂですが、リニア中央新幹線や原子力力力力発発発発電所電所電所電所のののの再稼働再稼働再稼働再稼働問題についてですが、問題についてですが、問題についてですが、問題についてですが、

このことについては、このことについては、このことについては、このことについては、要要要要するに、こういうことをするに、こういうことをするに、こういうことをするに、こういうことを話話話話されたことされたことされたことされたこと自自自自体は関西広域連合の体は関西広域連合の体は関西広域連合の体は関西広域連合の主主主主なななな

議題というか、議題というか、議題というか、議題というか、余談余談余談余談の部分であったと理解しておりまして、その部分については、それをの部分であったと理解しておりまして、その部分については、それをの部分であったと理解しておりまして、その部分については、それをの部分であったと理解しておりまして、その部分については、それを

もって事務のもって事務のもって事務のもって事務の範囲範囲範囲範囲が明が明が明が明確確確確でないとならないように理解しておりますのででないとならないように理解しておりますのででないとならないように理解しておりますのででないとならないように理解しておりますので削除削除削除削除をお願いしたをお願いしたをお願いしたをお願いした

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次、案次、案次、案次、案ＣＣＣＣですですですですねねねね。。。。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 案案案案ＣＣＣＣは、２点目、関西広域連合は、２点目、関西広域連合は、２点目、関西広域連合は、２点目、関西広域連合へへへへの対応の方の対応の方の対応の方の対応の方向向向向についてのについてのについてのについての内容内容内容内容で「これまでで「これまでで「これまでで「これまで

の連の連の連の連携携携携関関関関係係係係がががが継続継続継続継続されるかどうかされるかどうかされるかどうかされるかどうか不安不安不安不安であるとの意見」の後に「関西であるとの意見」の後に「関西であるとの意見」の後に「関西であるとの意見」の後に「関西復権復権復権復権をかけるというをかけるというをかけるというをかけるという

関西広域連合の目的があるので、東関西広域連合の目的があるので、東関西広域連合の目的があるので、東関西広域連合の目的があるので、東京京京京とととと匹敵匹敵匹敵匹敵するような関西するような関西するような関西するような関西圏圏圏圏をつくりたいというをつくりたいというをつくりたいというをつくりたいという視視視視点に点に点に点に

立立立立って」という文言を追加していただきたいと思います。って」という文言を追加していただきたいと思います。って」という文言を追加していただきたいと思います。って」という文言を追加していただきたいと思います。

続続続続いて案いて案いて案いて案ＤＤＤＤですが「加入して議論するのがですが「加入して議論するのがですが「加入して議論するのがですが「加入して議論するのが自然自然自然自然なななな流流流流れである」の後に「関西れである」の後に「関西れである」の後に「関西れである」の後に「関西府県府県府県府県間で間で間で間で企企企企

業業業業誘致誘致誘致誘致合合合合戦戦戦戦などのなどのなどのなどの過度過度過度過度なななな競争競争競争競争をををを排除排除排除排除し、し、し、し、府県相互府県相互府県相互府県相互のののの疲弊疲弊疲弊疲弊を防を防を防を防ぐぐぐぐためにも、産業ためにも、産業ためにも、産業ためにも、産業振興振興振興振興など、など、など、など、

関西広域連合でやる関西広域連合でやる関西広域連合でやる関西広域連合でやるべべべべきことがある」という文言を追加していただきたい。関西広域連合きことがある」という文言を追加していただきたい。関西広域連合きことがある」という文言を追加していただきたい。関西広域連合きことがある」という文言を追加していただきたい。関西広域連合

へへへへの加入により、の加入により、の加入により、の加入により、府県府県府県府県同同同同士士士士のののの立場立場立場立場だけでだけでだけでだけで主張主張主張主張し合う連し合う連し合う連し合う連携携携携から、一体的から、一体的から、一体的から、一体的・相互協調・相互協調・相互協調・相互協調的に議論的に議論的に議論的に議論

を進めようとすることはを進めようとすることはを進めようとすることはを進めようとすることは互互互互いのいのいのいの利害利害利害利害をををを調整調整調整調整し、対し、対し、対し、対立立立立をををを緩和緩和緩和緩和するものとして大きなするものとして大きなするものとして大きなするものとして大きなメメメメリットリットリットリット

があるという意見もがあるという意見もがあるという意見もがあるという意見も私私私私はははは述べ述べ述べ述べさせていただいたと思いますので、追加していただきたいとさせていただいたと思いますので、追加していただきたいとさせていただいたと思いますので、追加していただきたいとさせていただいたと思いますので、追加していただきたいと

いうことです。その後に、案いうことです。その後に、案いうことです。その後に、案いうことです。その後に、案ＥＥＥＥのののの場所場所場所場所「意見が「意見が「意見が「意見が示示示示されました」の後に、新川されました」の後に、新川されました」の後に、新川されました」の後に、新川教授教授教授教授から指から指から指から指摘摘摘摘
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があったがあったがあったがあった内容内容内容内容、、、、要要要要するにするにするにするに学識経験学識経験学識経験学識経験者からの案者からの案者からの案者からの案内内内内があった部分を入れていただきたい。それがあった部分を入れていただきたい。それがあった部分を入れていただきたい。それがあった部分を入れていただきたい。それ

は、今後、広域連合が機能を発は、今後、広域連合が機能を発は、今後、広域連合が機能を発は、今後、広域連合が機能を発揮揮揮揮するのは、するのは、するのは、するのは、国国国国からのからのからのからの権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲後のことになる。さらに、後のことになる。さらに、後のことになる。さらに、後のことになる。さらに、

国国国国とととと地地地地方の関方の関方の関方の関係係係係は今後大きくは今後大きくは今後大きくは今後大きく変変変変化していき、化していき、化していき、化していき、基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体が大きなウ体が大きなウ体が大きなウ体が大きなウエイエイエイエイトをトをトをトを占占占占めるため、めるため、めるため、めるため、

将来将来将来将来にににに向向向向け、広域連合はけ、広域連合はけ、広域連合はけ、広域連合は国国国国からからからから府県へ府県へ府県へ府県へのののの権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲ののののククククッッッッショショショションンンン役役役役となり、その果たすとなり、その果たすとなり、その果たすとなり、その果たすべべべべきききき

役割役割役割役割はははは非常非常非常非常に大きい。こういう発言をに大きい。こういう発言をに大きい。こういう発言をに大きい。こういう発言を勉勉勉勉強のときに強のときに強のときに強のときに教え教え教え教えていただけたと思います。その後、ていただけたと思います。その後、ていただけたと思います。その後、ていただけたと思います。その後、

案案案案ＦＦＦＦです。です。です。です。県内市町村県内市町村県内市町村県内市町村や、や、や、や、経済界経済界経済界経済界の意見をの意見をの意見をの意見を聞聞聞聞くということをここにくということをここにくということをここにくということをここに書書書書いてあるのですが、いてあるのですが、いてあるのですが、いてあるのですが、

藤野委員と畭委員が、前藤野委員と畭委員が、前藤野委員と畭委員が、前藤野委員と畭委員が、前回回回回のこの委員会の中で意見を言っていただいたことで、あのときのこの委員会の中で意見を言っていただいたことで、あのときのこの委員会の中で意見を言っていただいたことで、あのときのこの委員会の中で意見を言っていただいたことで、あのとき

の議論を正の議論を正の議論を正の議論を正確確確確にににに覚え覚え覚え覚えているのですが、ているのですが、ているのですが、ているのですが、要要要要するに、するに、するに、するに、情情情情報報報報交換交換交換交換して意見を出し合うというようして意見を出し合うというようして意見を出し合うというようして意見を出し合うというよう

な趣旨で、藤野委員も畭委員も言っておられたように思いましたので、文言をかな趣旨で、藤野委員も畭委員も言っておられたように思いましたので、文言をかな趣旨で、藤野委員も畭委員も言っておられたように思いましたので、文言をかな趣旨で、藤野委員も畭委員も言っておられたように思いましたので、文言をかええええていたていたていたていた

だきました。だきました。だきました。だきました。情情情情報を報を報を報を共有共有共有共有し、議論をし、議論をし、議論をし、議論を深深深深めていくというのが大めていくというのが大めていくというのが大めていくというのが大切切切切。一方的に意見を。一方的に意見を。一方的に意見を。一方的に意見を聞聞聞聞くといくといくといくとい

うのではちょっとうのではちょっとうのではちょっとうのではちょっと違違違違ったかなということでごったかなということでごったかなということでごったかなということでござざざざいます。います。います。います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 続続続続けて案けて案けて案けて案ＧＧＧＧ行ってください。行ってください。行ってください。行ってください。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 案案案案ＧＧＧＧは、は、は、は、３３３３点目の点目の点目の点目の国国国国の出の出の出の出先先先先機関の事務の機関の事務の機関の事務の機関の事務の権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管の部の部の部の部

分ですが分ですが分ですが分ですが、、、、「関西という「関西という「関西という「関西という地地地地域全体を域全体を域全体を域全体を向上向上向上向上させることになる」の後に、させることになる」の後に、させることになる」の後に、させることになる」の後に、現在現在現在現在、政、政、政、政府・与党府・与党府・与党府・与党でででで

検検検検討されている討されている討されている討されている法法法法案では、案では、案では、案では、移譲移譲移譲移譲対対対対象象象象として２として２として２として２以上以上以上以上のののの都道府県都道府県都道府県都道府県が加入する広域連合であって、が加入する広域連合であって、が加入する広域連合であって、が加入する広域連合であって、

そのそのそのその区区区区域が域が域が域が移譲移譲移譲移譲対対対対象象象象であるであるであるである国国国国のののの地地地地方行政機関の方行政機関の方行政機関の方行政機関の管轄区管轄区管轄区管轄区域を域を域を域を包括包括包括包括するものとなっている。するものとなっている。するものとなっている。するものとなっている。国国国国

のののの地地地地方行政機関の方行政機関の方行政機関の方行政機関の管轄区管轄区管轄区管轄区域は、その域は、その域は、その域は、その管轄区管轄区管轄区管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の合理当の合理当の合理当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除除除くことができるとされている。これについて、くことができるとされている。これについて、くことができるとされている。これについて、くことができるとされている。これについて、

現在現在現在現在の広域連合のの広域連合のの広域連合のの広域連合の区区区区域には域には域には域には奈奈奈奈良良良良県県県県のののの区区区区域が域が域が域が含含含含まれていないため、まれていないため、まれていないため、まれていないため、社社社社会会会会通念上通念上通念上通念上、、、、奈奈奈奈良良良良県県県県のののの区区区区

域がこの政域がこの政域がこの政域がこの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とは域とは域とは域とは認認認認められないと解されるとめられないと解されるとめられないと解されるとめられないと解されると考え考え考え考えられ、そのられ、そのられ、そのられ、その結結結結果、関西広域果、関西広域果、関西広域果、関西広域

連合が連合が連合が連合が移譲移譲移譲移譲対対対対象象象象としてとしてとしてとして認認認認められないめられないめられないめられない場場場場合は、合は、合は、合は、奈奈奈奈良良良良県県県県が加入していない事が加入していない事が加入していない事が加入していない事実実実実がががが権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲のののの弊弊弊弊

害害害害になりになりになりになり得得得得るという発言をさせていただいているのだと思います。るという発言をさせていただいているのだと思います。るという発言をさせていただいているのだと思います。るという発言をさせていただいているのだと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次、案次、案次、案次、案ＨＨＨＨがありますが、これは後にがありますが、これは後にがありますが、これは後にがありますが、これは後に回回回回したいと思います。これは別に、今したいと思います。これは別に、今したいと思います。これは別に、今したいと思います。これは別に、今

のののの現実現実現実現実のののの法律法律法律法律のののの上程上程上程上程とかいろいろ別とかいろいろ別とかいろいろ別とかいろいろ別添添添添資料でまた説明させていただきたいと思います。資料でまた説明させていただきたいと思います。資料でまた説明させていただきたいと思います。資料でまた説明させていただきたいと思います。

それでは、案それでは、案それでは、案それでは、案ＩＩＩＩの小林（茂）委員。の小林（茂）委員。の小林（茂）委員。の小林（茂）委員。

○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員 少少少少し言し言し言し言葉葉葉葉がががが短短短短いのですけれども、つけ加いのですけれども、つけ加いのですけれども、つけ加いのですけれども、つけ加ええええますと、広域行政のあり方、ますと、広域行政のあり方、ますと、広域行政のあり方、ますと、広域行政のあり方、

広域行政は関西広域連合に広域行政は関西広域連合に広域行政は関西広域連合に広域行政は関西広域連合に限限限限らずに、らずに、らずに、らずに、例えば例えば例えば例えば、、、、紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水害水害水害水害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧、、、、復興復興復興復興を目指しを目指しを目指しを目指し

ていくていくていくていく紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島のののの和歌和歌和歌和歌山山山山県県県県、、、、奈奈奈奈良良良良県県県県、、、、三重県三重県三重県三重県、これらの、これらの、これらの、これらの共通共通共通共通の課題をの課題をの課題をの課題を抱え抱え抱え抱えた他のた他のた他のた他の県県県県同同同同士士士士で、で、で、で、

さらに新しいさらに新しいさらに新しいさらに新しい枠枠枠枠組組組組みみみみで連絡をで連絡をで連絡をで連絡を密密密密にしていくこともにしていくこともにしていくこともにしていくことも必要必要必要必要ではないかと。そういう意ではないかと。そういう意ではないかと。そういう意ではないかと。そういう意味味味味合いの合いの合いの合いの

ことをつけ加ことをつけ加ことをつけ加ことをつけ加ええええていただいたらと思います。また、さらに、ていただいたらと思います。また、さらに、ていただいたらと思います。また、さらに、ていただいたらと思います。また、さらに、ふふふふるさとネットるさとネットるさとネットるさとネットワワワワーーーーククククを知事を知事を知事を知事
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が提が提が提が提唱唱唱唱されていますけれども、こういうされていますけれども、こういうされていますけれども、こういうされていますけれども、こういう内容内容内容内容も議会として理解、も議会として理解、も議会として理解、も議会として理解、研究研究研究研究してしてしてしてみみみみたらどうかとたらどうかとたらどうかとたらどうかと

も思います。も思います。も思います。も思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、案それでは、案それでは、案それでは、案ＪＪＪＪ、新谷委員お願いします、新谷委員お願いします、新谷委員お願いします、新谷委員お願いします。。。。（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）

後でちょっと追加になりまして。後でちょっと追加になりまして。後でちょっと追加になりまして。後でちょっと追加になりまして。

（（（（「「「「締締締締めめめめ切切切切り後だろう」と呼ぶ者あり）り後だろう」と呼ぶ者あり）り後だろう」と呼ぶ者あり）り後だろう」と呼ぶ者あり）

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 今日議論するのでしょう。あ今日議論するのでしょう。あ今日議論するのでしょう。あ今日議論するのでしょう。あんんんんな意見が出たけれど、もう言ったらだめなのな意見が出たけれど、もう言ったらだめなのな意見が出たけれど、もう言ったらだめなのな意見が出たけれど、もう言ったらだめなの

か。か。か。か。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 いや、言ってください。いや、言ってください。いや、言ってください。いや、言ってください。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 いや、それならそれでもう、言わない。いや、それならそれでもう、言わない。いや、それならそれでもう、言わない。いや、それならそれでもう、言わない。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 僕僕僕僕らはそれを見ながららはそれを見ながららはそれを見ながららはそれを見ながら検検検検討してきているのだから。討してきているのだから。討してきているのだから。討してきているのだから。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 だから、それどうなの。だから、それどうなの。だから、それどうなの。だから、それどうなの。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 そのそのそのその辺辺辺辺は委員長のは委員長のは委員長のは委員長の采采采采配でしょう。配でしょう。配でしょう。配でしょう。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 ここで議論するのでしょう。ここで議論するのでしょう。ここで議論するのでしょう。ここで議論するのでしょう。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 意見として、それでは言っていただけますか。意見として、それでは言っていただけますか。意見として、それでは言っていただけますか。意見として、それでは言っていただけますか。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 では、それできょうに間に合うようにそこでは、それできょうに間に合うようにそこでは、それできょうに間に合うようにそこでは、それできょうに間に合うようにそこへへへへ入れさせてもらったのですが、入れさせてもらったのですが、入れさせてもらったのですが、入れさせてもらったのですが、

この議論は関西広域連合この議論は関西広域連合この議論は関西広域連合この議論は関西広域連合ばばばばかりではないです。だから、かりではないです。だから、かりではないです。だから、かりではないです。だから、申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたように、一つは、ましたように、一つは、ましたように、一つは、ましたように、一つは、

県内県内県内県内広域行政についてというのがあるのですが、その中で、広域広域行政についてというのがあるのですが、その中で、広域広域行政についてというのがあるのですが、その中で、広域広域行政についてというのがあるのですが、その中で、広域消消消消防化について防化について防化について防化について生駒市生駒市生駒市生駒市、、、、

奈奈奈奈良良良良市市市市が入らないことについては、そのが入らないことについては、そのが入らないことについては、そのが入らないことについては、その境境境境のところで、どちらかの方が災のところで、どちらかの方が災のところで、どちらかの方が災のところで、どちらかの方が災害害害害、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは火火火火

災があったときに、その災があったときに、その災があったときに、その災があったときに、その隣隣隣隣同同同同士士士士の連の連の連の連携携携携をきっちりしておいてもらわないと、をきっちりしておいてもらわないと、をきっちりしておいてもらわないと、をきっちりしておいてもらわないと、例えば例えば例えば例えば、月、月、月、月ヶヶヶヶ

瀬瀬瀬瀬とか、大とか、大とか、大とか、大和高和高和高和高原の中の原の中の原の中の原の中の旧都祁村旧都祁村旧都祁村旧都祁村というのは、というのは、というのは、というのは、奈奈奈奈良良良良市市市市に入ってくる。それで、に入ってくる。それで、に入ってくる。それで、に入ってくる。それで、以以以以前に前に前に前に申申申申しししし

上げ上げ上げ上げましたように、月ましたように、月ましたように、月ましたように、月ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬でででで火火火火災があって、山災があって、山災があって、山災があって、山添村添村添村添村のののの消消消消防から防から防から防から走走走走った方がよかったけれど、った方がよかったけれど、った方がよかったけれど、った方がよかったけれど、

広域広域広域広域消消消消防防防防等等等等でけがでもしたでけがでもしたでけがでもしたでけがでもした場場場場合に、合に、合に、合に、身身身身分の保分の保分の保分の保障障障障など、など、など、など、勝手勝手勝手勝手に行ったではないかというように行ったではないかというように行ったではないかというように行ったではないかというよう

になりかになりかになりかになりかねねねねないので、そうした連絡をないので、そうした連絡をないので、そうした連絡をないので、そうした連絡を密密密密にしておいて、この２つのにしておいて、この２つのにしておいて、この２つのにしておいて、この２つの市市市市も入るも入るも入るも入るべべべべきだと思っきだと思っきだと思っきだと思っ

たので、入らないとするのだったら、そういうところをきっちり迅速にたので、入らないとするのだったら、そういうところをきっちり迅速にたので、入らないとするのだったら、そういうところをきっちり迅速にたので、入らないとするのだったら、そういうところをきっちり迅速に初動初動初動初動対応できるよ対応できるよ対応できるよ対応できるよ

うにうにうにうに整え整え整え整えてほしいなというのが、この１てほしいなというのが、この１てほしいなというのが、この１てほしいなというのが、この１番番番番です。この文言がいいのかどうかは、また委員です。この文言がいいのかどうかは、また委員です。この文言がいいのかどうかは、また委員です。この文言がいいのかどうかは、また委員

長、長、長、長、諮諮諮諮ってってってってみみみみてください。その意てください。その意てください。その意てください。その意味味味味ですので。ですので。ですので。ですので。

○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。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 それから今おっしそれから今おっしそれから今おっしそれから今おっしゃゃゃゃっていた、関西広域連合については、文化というのがあっていた、関西広域連合については、文化というのがあっていた、関西広域連合については、文化というのがあっていた、関西広域連合については、文化というのがあ

ります。ります。ります。ります。観観観観光に文化というのが入っていませ光に文化というのが入っていませ光に文化というのが入っていませ光に文化というのが入っていませんんんんので、文言の中に文化を入れて、やはりそので、文言の中に文化を入れて、やはりそので、文言の中に文化を入れて、やはりそので、文言の中に文化を入れて、やはりそ

ういう部分加入でもういう部分加入でもういう部分加入でもういう部分加入でもオオオオーーーーケケケケーだから部分加入でもしたらどうかという提案をーだから部分加入でもしたらどうかという提案をーだから部分加入でもしたらどうかという提案をーだから部分加入でもしたらどうかという提案を何回何回何回何回かこのかこのかこのかこの場場場場
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でしてきました。そしてまた、文言に出ていませでしてきました。そしてまた、文言に出ていませでしてきました。そしてまた、文言に出ていませでしてきました。そしてまた、文言に出ていませんんんんが、中に入って議論をする。が、中に入って議論をする。が、中に入って議論をする。が、中に入って議論をする。外外外外から言から言から言から言

っていたらっていたらっていたらっていたらひひひひががががみみみみになりますから、中に入っておつき合いをしながらそういう議論をしてになりますから、中に入っておつき合いをしながらそういう議論をしてになりますから、中に入っておつき合いをしながらそういう議論をしてになりますから、中に入っておつき合いをしながらそういう議論をして

いくというのは、広域連合はどっちいくというのは、広域連合はどっちいくというのは、広域連合はどっちいくというのは、広域連合はどっち向向向向いているかわからないようないているかわからないようないているかわからないようないているかわからないような状況状況状況状況ではあるのですが、ではあるのですが、ではあるのですが、ではあるのですが、

知事の知事の知事の知事の持持持持っているっているっているっている奈奈奈奈良良良良県県県県のののの置置置置かれているかれているかれているかれているノノノノウウウウハハハハウというものも、関西全体、ウというものも、関西全体、ウというものも、関西全体、ウというものも、関西全体、近畿近畿近畿近畿全体の全体の全体の全体の浮浮浮浮

上上上上を図ったときにを図ったときにを図ったときにを図ったときに必要必要必要必要ではないかという議論をさせてもらってきましたから、その点をではないかという議論をさせてもらってきましたから、その点をではないかという議論をさせてもらってきましたから、その点をではないかという議論をさせてもらってきましたから、その点を挿挿挿挿

入してもらったらありがたいなと思います。入してもらったらありがたいなと思います。入してもらったらありがたいなと思います。入してもらったらありがたいなと思います。

それから問題点で、政それから問題点で、政それから問題点で、政それから問題点で、政令令令令指定指定指定指定都市都市都市都市は入るは入るは入るは入るべべべべきではないと。４７きではないと。４７きではないと。４７きではないと。４７都道府県都道府県都道府県都道府県で、で、で、で、我々我々我々我々小さい小さい小さい小さい

県県県県でもおつき合いしていると。それなのに、政でもおつき合いしていると。それなのに、政でもおつき合いしていると。それなのに、政でもおつき合いしていると。それなのに、政令令令令指定指定指定指定都市都市都市都市がいよいよ、正式にはまだでしがいよいよ、正式にはまだでしがいよいよ、正式にはまだでしがいよいよ、正式にはまだでし

たかたかたかたかねねねね。６月の。６月の。６月の。６月の末末末末と言ったけれど。と言ったけれど。と言ったけれど。と言ったけれど。

（（（（「「「「入っている」と呼ぶ者あり）入っている」と呼ぶ者あり）入っている」と呼ぶ者あり）入っている」と呼ぶ者あり）

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ２つ入っています。あと２つが６月。２つ入っています。あと２つが６月。２つ入っています。あと２つが６月。２つ入っています。あと２つが６月。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 ６月。今月いっ６月。今月いっ６月。今月いっ６月。今月いっぱぱぱぱいかな。それをいかな。それをいかな。それをいかな。それを具具具具体化してきましたので、これを体化してきましたので、これを体化してきましたので、これを体化してきましたので、これを奈奈奈奈良良良良県県県県とととと

して、政して、政して、政して、政令令令令指定指定指定指定都市都市都市都市のないのないのないのない県県県県については、組織的にについては、組織的にについては、組織的にについては、組織的に都道府県都道府県都道府県都道府県のおつき合いだから、いかにのおつき合いだから、いかにのおつき合いだから、いかにのおつき合いだから、いかに

その政その政その政その政令令令令指定指定指定指定都市都市都市都市にににに権限権限権限権限があったとしても、ながあったとしても、ながあったとしても、ながあったとしても、なぜぜぜぜそういうことになるのかなというのは、そういうことになるのかなというのは、そういうことになるのかなというのは、そういうことになるのかなというのは、

弱弱弱弱小小小小県県県県で政で政で政で政令令令令指定指定指定指定都市都市都市都市をををを持持持持っていないっていないっていないっていない奈奈奈奈良良良良県県県県としては、としては、としては、としては、私私私私の意見としては、前の意見としては、前の意見としては、前の意見としては、前裁裁裁裁きをしてきをしてきをしてきをして

おいてほしいと思っていたのですが、今、中に入って議論されていないので。そういうこおいてほしいと思っていたのですが、今、中に入って議論されていないので。そういうこおいてほしいと思っていたのですが、今、中に入って議論されていないので。そういうこおいてほしいと思っていたのですが、今、中に入って議論されていないので。そういうこ

との問題提との問題提との問題提との問題提起起起起をしていたと思うのですが、それをしていたと思うのですが、それをしていたと思うのですが、それをしていたと思うのですが、それ書書書書きましたか。きましたか。きましたか。きましたか。書書書書いていませいていませいていませいていませんんんんか。か。か。か。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 この議論は後に。この議論は後に。この議論は後に。この議論は後に。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 はい、すはい、すはい、すはい、すみみみみませませませませんんんん。。。。書書書書いていない部分については、そういうことでごいていない部分については、そういうことでごいていない部分については、そういうことでごいていない部分については、そういうことでござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。

それから、東それから、東それから、東それから、東京京京京一一一一極集極集極集極集中とあわせて、中央中とあわせて、中央中とあわせて、中央中とあわせて、中央集権集権集権集権が果たしてきたが果たしてきたが果たしてきたが果たしてきた役割役割役割役割と、そうでない部分。と、そうでない部分。と、そうでない部分。と、そうでない部分。

全全全全国国国国の行政の行政の行政の行政ササササービスのービスのービスのービスの水準水準水準水準をををを維持維持維持維持しようと、しようと、しようと、しようと、交交交交付付付付税税税税、、、、交交交交付付付付金金金金というものがあるのですが、というものがあるのですが、というものがあるのですが、というものがあるのですが、

地地地地方の関西広域連合的なものが、方の関西広域連合的なものが、方の関西広域連合的なものが、方の関西広域連合的なものが、例えば例えば例えば例えば東東東東京京京京でででで集集集集めためためためた３３３３分の１、４分の１の分の１、４分の１の分の１、４分の１の分の１、４分の１の税金税金税金税金をををを集集集集めるめるめるめる

ということになったら、その東ということになったら、その東ということになったら、その東ということになったら、その東京京京京でででで集集集集めためためためた税金税金税金税金を関西広域連合という行政を関西広域連合という行政を関西広域連合という行政を関西広域連合という行政区区区区がががが財財財財政として、政として、政として、政として、

そこから受けることができるそこから受けることができるそこから受けることができるそこから受けることができるシシシシスススステムテムテムテムというのは、やはり中央というのは、やはり中央というのは、やはり中央というのは、やはり中央集権集権集権集権的な政的な政的な政的な政府府府府がそこにきちがそこにきちがそこにきちがそこにきち

っと関っと関っと関っと関与与与与しないと、しないと、しないと、しないと、自主財自主財自主財自主財源源源源のののの確確確確保になってしまったら、保になってしまったら、保になってしまったら、保になってしまったら、地地地地方の方の方の方の四四四四国国国国もくくったり、もくくったり、もくくったり、もくくったり、九州九州九州九州

が入ってくると、そこでが入ってくると、そこでが入ってくると、そこでが入ってくると、そこで自主財自主財自主財自主財源源源源をををを集集集集めて、めて、めて、めて、勝手勝手勝手勝手にやれということになってしまうと、にやれということになってしまうと、にやれということになってしまうと、にやれということになってしまうと、財財財財

政的に政的に政的に政的に裏づ裏づ裏づ裏づけをけをけをけを持持持持っての対応ができなくなる可能っての対応ができなくなる可能っての対応ができなくなる可能っての対応ができなくなる可能性性性性があります。そがあります。そがあります。そがあります。そんんんんなことのなことのなことのなことの整整整整理も、関理も、関理も、関理も、関

西広域連合としては西広域連合としては西広域連合としては西広域連合としては動動動動いているわけですので、もういているわけですので、もういているわけですので、もういているわけですので、もう認認認認められたわけですので、どう対応すめられたわけですので、どう対応すめられたわけですので、どう対応すめられたわけですので、どう対応す

るのかが大きな問題点、るのかが大きな問題点、るのかが大きな問題点、るのかが大きな問題点、財財財財政的な政的な政的な政的な裏づ裏づ裏づ裏づけというか、けというか、けというか、けというか、法法法法的にもきちっとやっておかないとい的にもきちっとやっておかないとい的にもきちっとやっておかないとい的にもきちっとやっておかないとい
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けないのではないかという意見をここでけないのではないかという意見をここでけないのではないかという意見をここでけないのではないかという意見をここで申申申申しししし上げ上げ上げ上げてきましたので、そてきましたので、そてきましたので、そてきましたので、そんんんんなことのなことのなことのなことの整整整整理を事理を事理を事理を事

務務務務局局局局でしてほしかったわけですが、でしてほしかったわけですが、でしてほしかったわけですが、でしてほしかったわけですが、上上上上がってきていなかったのでがってきていなかったのでがってきていなかったのでがってきていなかったので申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきたいと思ておきたいと思ておきたいと思ておきたいと思

います。います。います。います。

それから、なそれから、なそれから、なそれから、なぜぜぜぜ農農農農林林林林水水水水産産産産省省省省が入らないのか。順次やっていくかわかりませが入らないのか。順次やっていくかわかりませが入らないのか。順次やっていくかわかりませが入らないのか。順次やっていくかわかりませんんんんが、が、が、が、国国国国土土土土交交交交

通通通通省省省省やややや環環環環境境境境省省省省、それから、それから、それから、それから経済経済経済経済産業産業産業産業省省省省あたりが入ってきてとか、大きなウあたりが入ってきてとか、大きなウあたりが入ってきてとか、大きなウあたりが入ってきてとか、大きなウエイエイエイエイトをトをトをトを占占占占めていめていめていめてい

るるるる近畿近畿近畿近畿農農農農政政政政局局局局は、は、は、は、丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管のところに入っていない。これらも、入るのか入らないのかのところに入っていない。これらも、入るのか入らないのかのところに入っていない。これらも、入るのか入らないのかのところに入っていない。これらも、入るのか入らないのか

別にして別にして別にして別にして検検検検討す討す討す討すべべべべきだと思います。問題提きだと思います。問題提きだと思います。問題提きだと思います。問題提起起起起とそれから、いいものをつくっていって関西とそれから、いいものをつくっていって関西とそれから、いいものをつくっていって関西とそれから、いいものをつくっていって関西

をををを元気元気元気元気出そうということには、出そうということには、出そうということには、出そうということには、私私私私はははは異異異異論はないのですが、しかし、今論はないのですが、しかし、今論はないのですが、しかし、今論はないのですが、しかし、今申申申申しししし上げ上げ上げ上げたいろいろたいろいろたいろいろたいろいろ

な問題の提な問題の提な問題の提な問題の提起起起起は、ここで議論されたことは委員長報告に入れてほしいなと思ったので、は、ここで議論されたことは委員長報告に入れてほしいなと思ったので、は、ここで議論されたことは委員長報告に入れてほしいなと思ったので、は、ここで議論されたことは委員長報告に入れてほしいなと思ったので、申申申申

しししし上げ上げ上げ上げました。ました。ました。ました。以上以上以上以上です。です。です。です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 新谷委員の意見をまとめますと、新谷委員の意見をまとめますと、新谷委員の意見をまとめますと、新谷委員の意見をまとめますと、県内県内県内県内の広域行政については、１ページ目の広域行政については、１ページ目の広域行政については、１ページ目の広域行政については、１ページ目

の特にこういうのを入れられるの特にこういうのを入れられるの特にこういうのを入れられるの特にこういうのを入れられる限限限限り入れていただきたいということと、それと、次の部分り入れていただきたいということと、それと、次の部分り入れていただきたいということと、それと、次の部分り入れていただきたいということと、それと、次の部分

参参参参加の分については、２ページ目の加の分については、２ページ目の加の分については、２ページ目の加の分については、２ページ目の下下下下から２行目に「部分加入すから２行目に「部分加入すから２行目に「部分加入すから２行目に「部分加入すべべべべきとの意見がきとの意見がきとの意見がきとの意見が示示示示されまされまされまされま

した」の前の、防災やした」の前の、防災やした」の前の、防災やした」の前の、防災や観観観観光についてのところに、防災、光についてのところに、防災、光についてのところに、防災、光についてのところに、防災、へへへへきききき地地地地医療医療医療医療、、、、観観観観光についてはとい光についてはとい光についてはとい光についてはとい

うことを入れていただきたいということですうことを入れていただきたいということですうことを入れていただきたいということですうことを入れていただきたいということですねねねね。。。。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 観観観観光光光光・・・・文化。文化。文化。文化。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 観観観観光光光光・・・・文化。文化。文化。文化。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 外外外外せないことだ。せないことだ。せないことだ。せないことだ。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 観観観観光光光光・・・・文化を。文化を。文化を。文化を。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 奈奈奈奈良良良良県県県県のののの独独独独自自自自の文化がごの文化がごの文化がごの文化がござざざざいますから。いますから。いますから。いますから。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それから、それから、それから、それから、道道道道州制州制州制州制については、また後で議論したいと。については、また後で議論したいと。については、また後で議論したいと。については、また後で議論したいと。

○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、これは議論の対、これは議論の対、これは議論の対、これは議論の対象象象象にならないと思うのです。にならないと思うのです。にならないと思うのです。にならないと思うのです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 財財財財源源源源のののの確確確確保だけどこか保だけどこか保だけどこか保だけどこかへへへへ入れてくれということです入れてくれということです入れてくれということです入れてくれということですねねねね。それと、。それと、。それと、。それと、丸丸丸丸ごとごとごとごと移移移移

管管管管についてはについてはについてはについては農農農農林林林林水水水水産産産産省省省省などの議論が、これはなどの議論が、これはなどの議論が、これはなどの議論が、これは私私私私からからからから最最最最後に説明させていただきます。後に説明させていただきます。後に説明させていただきます。後に説明させていただきます。

私私私私ののののＨＨＨＨの案が中の案が中の案が中の案が中途途途途半半半半端端端端になっておりますけれども、別になっておりますけれども、別になっておりますけれども、別になっておりますけれども、別添添添添で、で、で、で、国国国国のののの現状現状現状現状を報告させていたを報告させていたを報告させていたを報告させていた

だきたいと思います。別だきたいと思います。別だきたいと思います。別だきたいと思います。別添添添添でででで裏表裏表裏表裏表ごごごござざざざいます。います。います。います。

まず、まず、まず、まず、国国国国の特定の特定の特定の特定地地地地方行政機関の事務方行政機関の事務方行政機関の事務方行政機関の事務移譲移譲移譲移譲に関するに関するに関するに関する法律法律法律法律案、これは、案、これは、案、これは、案、これは、丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管するのにするのにするのにするのに

当たって、特定広域連合をつくるという当たって、特定広域連合をつくるという当たって、特定広域連合をつくるという当たって、特定広域連合をつくるという法律法律法律法律です。これはまだです。これはまだです。これはまだです。これはまだ法法法法案提出も案提出も案提出も案提出も閣閣閣閣議議議議決決決決定もされ定もされ定もされ定もされ

ておりませておりませておりませておりませんんんん。その中で、理事会。その中で、理事会。その中で、理事会。その中で、理事会規規規規定。理事会定。理事会定。理事会定。理事会規規規規定というのは、知事と政定というのは、知事と政定というのは、知事と政定というのは、知事と政令市令市令市令市長とが長とが長とが長とが寄寄寄寄っっっっ

た、その政た、その政た、その政た、その政令市令市令市令市長も入るかどうかわかりませ長も入るかどうかわかりませ長も入るかどうかわかりませ長も入るかどうかわかりませんんんんけれども、今のけれども、今のけれども、今のけれども、今の現状現状現状現状の関西広域連合では政の関西広域連合では政の関西広域連合では政の関西広域連合では政
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令令令令指定指定指定指定都市都市都市都市も入った委員会でも入った委員会でも入った委員会でも入った委員会で多数決多数決多数決多数決によってによってによってによって決決決決めるというのが理事会めるというのが理事会めるというのが理事会めるというのが理事会制制制制度度度度でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

現在現在現在現在は、この理事会は、この理事会は、この理事会は、この理事会制制制制度度度度、、、、地地地地方方方方自治法自治法自治法自治法の中では、改正案を今、の中では、改正案を今、の中では、改正案を今、の中では、改正案を今、国国国国会に提案されております。会に提案されております。会に提案されております。会に提案されております。

今までは理事会を今までは理事会を今までは理事会を今までは理事会を置置置置くことができない、今くことができない、今くことができない、今くことができない、今現在現在現在現在はははは独任制独任制独任制独任制といいますか、全会一といいますか、全会一といいますか、全会一といいますか、全会一致致致致の原の原の原の原則則則則でででで

ありましたけれども、今ありましたけれども、今ありましたけれども、今ありましたけれども、今度度度度は理事会をは理事会をは理事会をは理事会を置置置置くことができるということを、今、くことができるということを、今、くことができるということを、今、くことができるということを、今、地地地地方方方方自治法自治法自治法自治法のののの

改正で改正で改正で改正で先先先先にまずされておられます。それで、これがにまずされておられます。それで、これがにまずされておられます。それで、これがにまずされておられます。それで、これが通通通通ってしまいますと、理事会もできるってしまいますと、理事会もできるってしまいますと、理事会もできるってしまいますと、理事会もできる

こともこともこともことも選選選選べべべべるし、それから、全会一るし、それから、全会一るし、それから、全会一るし、それから、全会一致致致致のののの独任制独任制独任制独任制もももも選選選選べべべべるというるというるというるという選択制選択制選択制選択制にににに地地地地方方方方自治法自治法自治法自治法が改正が改正が改正が改正

される案文が今出ておりますので、本される案文が今出ておりますので、本される案文が今出ておりますので、本される案文が今出ておりますので、本国国国国会で会で会で会で通通通通るかるかるかるか通通通通らないかわからないけれども、かならないかわからないけれども、かならないかわからないけれども、かならないかわからないけれども、かな

り進り進り進り進んんんんでいることはでいることはでいることはでいることは確確確確かです。その後で、かです。その後で、かです。その後で、かです。その後で、丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管については、特定広域連合をについては、特定広域連合をについては、特定広域連合をについては、特定広域連合を近畿近畿近畿近畿だだだだ

ったら２ったら２ったら２ったら２府府府府４４４４県県県県でつくりなさいよ、その中にでつくりなさいよ、その中にでつくりなさいよ、その中にでつくりなさいよ、その中に丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管としますということになっていまとしますということになっていまとしますということになっていまとしますということになっていま

すけれども、その特定広域連合は理事会すけれども、その特定広域連合は理事会すけれども、その特定広域連合は理事会すけれども、その特定広域連合は理事会制制制制度度度度はははは適用適用適用適用をををを除外除外除外除外するということを今言われていするということを今言われていするということを今言われていするということを今言われてい

ますけれども、今後どうなるかわかりませますけれども、今後どうなるかわかりませますけれども、今後どうなるかわかりませますけれども、今後どうなるかわかりませんんんん。。。。

それで、それで、それで、それで、国国国国の出の出の出の出先先先先機関の関機関の関機関の関機関の関係係係係のない事務分野での関西広域連合がのない事務分野での関西広域連合がのない事務分野での関西広域連合がのない事務分野での関西広域連合が残残残残るるるる場場場場合において、と合において、と合において、と合において、と

いうことは、特定広域連合が関西広域連合の中でつくられるのか。もしくは別に特定広域いうことは、特定広域連合が関西広域連合の中でつくられるのか。もしくは別に特定広域いうことは、特定広域連合が関西広域連合の中でつくられるのか。もしくは別に特定広域いうことは、特定広域連合が関西広域連合の中でつくられるのか。もしくは別に特定広域

連合が２連合が２連合が２連合が２府府府府４４４４県県県県でできるのかというのもまだわかっておりませでできるのかというのもまだわかっておりませでできるのかというのもまだわかっておりませでできるのかというのもまだわかっておりませんんんん。。。。例えば例えば例えば例えば、もしその特定、もしその特定、もしその特定、もしその特定

広域連合ができて広域連合ができて広域連合ができて広域連合ができて残残残残った事務分野で関西広域連合がった事務分野で関西広域連合がった事務分野で関西広域連合がった事務分野で関西広域連合が残残残残るるるる場場場場合において理事会が合において理事会が合において理事会が合において理事会が適用適用適用適用されるされるされるされる

と、政と、政と、政と、政令令令令指定指定指定指定都市都市都市都市をををを抱え抱え抱え抱えている大ている大ている大ている大阪阪阪阪府府府府、、、、京都府京都府京都府京都府、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県のののの首首首首長が７長が７長が７長が７人人人人となるため、となるため、となるため、となるため、数数数数のののの上上上上

ではではではでは奈奈奈奈良良良良県県県県はははは不利不利不利不利となり、政となり、政となり、政となり、政令令令令指定指定指定指定都市都市都市都市がないがないがないがない奈奈奈奈良良良良県県県県、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県、、、、和歌和歌和歌和歌山の意見が山の意見が山の意見が山の意見が反映反映反映反映しにしにしにしに

くくなると思われる。このくくなると思われる。このくくなると思われる。このくくなると思われる。この場場場場合、合、合、合、現在現在現在現在のののの制制制制度度度度では合意機関である広域連合委員会は全会一では合意機関である広域連合委員会は全会一では合意機関である広域連合委員会は全会一では合意機関である広域連合委員会は全会一

致致致致の原の原の原の原則則則則であるが、理事会をであるが、理事会をであるが、理事会をであるが、理事会を適用適用適用適用されるとされるとされるとされると多数決多数決多数決多数決のののの決決決決定となるため、定となるため、定となるため、定となるため、奈奈奈奈良良良良県県県県にとってはにとってはにとってはにとっては不不不不

利利利利となる。したがって、となる。したがって、となる。したがって、となる。したがって、現現現現時時時時点では関西広域連合に点では関西広域連合に点では関西広域連合に点では関西広域連合に国国国国の出の出の出の出先先先先機関が機関が機関が機関が丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管されることされることされることされること

も可能ですが、関西広域連合も可能ですが、関西広域連合も可能ですが、関西広域連合も可能ですが、関西広域連合自自自自体が特定広域連合になるのか、体が特定広域連合になるのか、体が特定広域連合になるのか、体が特定広域連合になるのか、国国国国の出の出の出の出先先先先機関の受け機関の受け機関の受け機関の受け皿皿皿皿だけだけだけだけ

で２で２で２で２府府府府４４４４県県県県の特定広域連合を新たにつくるのか、まだ今の特定広域連合を新たにつくるのか、まだ今の特定広域連合を新たにつくるのか、まだ今の特定広域連合を新たにつくるのか、まだ今現在現在現在現在わからないわからないわからないわからない状況状況状況状況であります。であります。であります。であります。

わかりますか。わかりますか。わかりますか。わかりますか。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 はい、わかります。はい、わかります。はい、わかります。はい、わかります。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 なお、なお、なお、なお、裏面裏面裏面裏面にににに書書書書いていますいていますいていますいています記記記記事ですけれども、関西広域連合の事ですけれども、関西広域連合の事ですけれども、関西広域連合の事ですけれども、関西広域連合の構構構構成成成成県県県県の徳の徳の徳の徳

島県島県島県島県が入っているが入っているが入っているが入っている四四四四国国国国広域連合や、広域連合や、広域連合や、広域連合や、鳥取鳥取鳥取鳥取県県県県が入っている中が入っている中が入っている中が入っている中国地国地国地国地方広域連合では、方広域連合では、方広域連合では、方広域連合では、国国国国土土土土交通交通交通交通

省省省省のののの地地地地方方方方整整整整備局備局備局備局のののの移管移管移管移管にににに慎慎慎慎重重重重論があり、まず論があり、まず論があり、まず論があり、まず経済経済経済経済産業産業産業産業省省省省からからからから先先先先行行行行移譲移譲移譲移譲をすると言われていをすると言われていをすると言われていをすると言われてい

ます。というのは、ます。というのは、ます。というのは、ます。というのは、四四四四国国国国ではではではでは３３３３連連連連動動動動のののの地地地地震が震が震が震が起起起起きたときに、うちだけではきたときに、うちだけではきたときに、うちだけではきたときに、うちだけでは無無無無理だと、理だと、理だと、理だと、移管移管移管移管

されるのはされるのはされるのはされるのは困困困困る、る、る、る、国国国国でしっかりとでしっかりとでしっかりとでしっかりと面倒面倒面倒面倒見てくれという見てくれという見てくれという見てくれという異異異異論の意見が出ているのと。論の意見が出ているのと。論の意見が出ているのと。論の意見が出ているのと。

それともう一つ、それともう一つ、それともう一つ、それともう一つ、先先先先ほど新谷委員が言われましたほど新谷委員が言われましたほど新谷委員が言われましたほど新谷委員が言われました農農農農林林林林水水水水産産産産省省省省のののの管轄管轄管轄管轄ですけれども、中ですけれども、中ですけれども、中ですけれども、中国国国国
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地地地地方と方と方と方と四四四四国地国地国地国地方は、出方は、出方は、出方は、出先先先先機関が別ではなくて１つで、一機関が別ではなくて１つで、一機関が別ではなくて１つで、一機関が別ではなくて１つで、一緒緒緒緒になっているわけです。そのになっているわけです。そのになっているわけです。そのになっているわけです。その辺辺辺辺

はまだどうもはまだどうもはまだどうもはまだどうも決決決決まっていないということです。今、まっていないということです。今、まっていないということです。今、まっていないということです。今、私私私私は意見ではなくてこういうは意見ではなくてこういうは意見ではなくてこういうは意見ではなくてこういう現状現状現状現状があがあがあがあ

るという今のるという今のるという今のるという今の動動動動きを、加入する、しないは別にして、きを、加入する、しないは別にして、きを、加入する、しないは別にして、きを、加入する、しないは別にして、仮仮仮仮に加入したに加入したに加入したに加入した場場場場合、合、合、合、現在現在現在現在、こういう、こういう、こういう、こういう

問題があるということ、だから今後もう問題があるということ、だから今後もう問題があるということ、だから今後もう問題があるということ、だから今後もう少少少少しししし検検検検討する討する討する討する必要必要必要必要があるのではないかという意見があるのではないかという意見があるのではないかという意見があるのではないかという意見

だけを入れさせていただきます。加入する、しないは別として。だけを入れさせていただきます。加入する、しないは別として。だけを入れさせていただきます。加入する、しないは別として。だけを入れさせていただきます。加入する、しないは別として。以上以上以上以上です。です。です。です。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 特定広域連合、特定広域連合、特定広域連合、特定広域連合、上上上上の方ですの方ですの方ですの方ですねねねね、、、、５段５段５段５段目。特定広域連合については、理事会目。特定広域連合については、理事会目。特定広域連合については、理事会目。特定広域連合については、理事会制制制制

のののの規規規規定を定を定を定を適用適用適用適用除外除外除外除外するとある。理事会するとある。理事会するとある。理事会するとある。理事会制制制制のののの規規規規定というのは定というのは定というのは定というのは……………………。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 理事会理事会理事会理事会制制制制はできない。はできない。はできない。はできない。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 理事会理事会理事会理事会制制制制はできないということをはできないということをはできないということをはできないということを適用適用適用適用除外除外除外除外ですか。ですか。ですか。ですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 いやいや理事会いやいや理事会いやいや理事会いやいや理事会制制制制をとられないということです。をとられないということです。をとられないということです。をとられないということです。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 理事会理事会理事会理事会制制制制をををを放棄放棄放棄放棄しなさいと、しなさいと、しなさいと、しなさいと、要要要要するに。するに。するに。するに。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 理事会理事会理事会理事会制制制制もももも適用適用適用適用できないということ。できないということ。できないということ。できないということ。地地地地方方方方自治法自治法自治法自治法はははは先先先先に改正されるから、に改正されるから、に改正されるから、に改正されるから、

そこでそこでそこでそこで選選選選べべべべるということになるからるということになるからるということになるからるということになるから……………………。。。。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 改正される前提で、この特定広域連合については、理事会改正される前提で、この特定広域連合については、理事会改正される前提で、この特定広域連合については、理事会改正される前提で、この特定広域連合については、理事会制制制制をををを適用適用適用適用してはいしてはいしてはいしてはい

けないと。けないと。けないと。けないと。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 そうそう。ただ一つ問題は、大そうそう。ただ一つ問題は、大そうそう。ただ一つ問題は、大そうそう。ただ一つ問題は、大阪阪阪阪のののの府府府府とかとかとかとか府府府府知事とか知事とか、大知事とか知事とか、大知事とか知事とか、大知事とか知事とか、大阪阪阪阪へへへへ行行行行

って意見って意見って意見って意見交換交換交換交換しましたしましたしましたしましたねねねね。そこでは、関西広域連合は理事会に。そこでは、関西広域連合は理事会に。そこでは、関西広域連合は理事会に。そこでは、関西広域連合は理事会に移移移移行したいとか、それから行したいとか、それから行したいとか、それから行したいとか、それから

広域連合の広域連合の広域連合の広域連合の仕仕仕仕組組組組みみみみについては、については、については、については、国国国国でこういうでこういうでこういうでこういう法律法律法律法律でででで縛縛縛縛らないでらないでらないでらないで自自自自分たちで分たちで分たちで分たちで自自自自由由由由にさせてくにさせてくにさせてくにさせてく

れとかいうのをどれとかいうのをどれとかいうのをどれとかいうのをどんんんんどどどどんんんんとととと国国国国に対して言っているわけです。に対して言っているわけです。に対して言っているわけです。に対して言っているわけです。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 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 だから、行くだから、行くだから、行くだから、行く先先先先がまだがまだがまだがまだ不不不不透透透透明だということを、明だということを、明だということを、明だということを、最最最最近近近近この事この事この事この事例例例例をををを内内内内閣閣閣閣府府府府、そ、そ、そ、そ

れかられかられかられから総総総総務務務務省省省省にににに聞聞聞聞いて、ちょうどいて、ちょうどいて、ちょうどいて、ちょうど国国国国会で議論になってる会で議論になってる会で議論になってる会で議論になってる最最最最中ですのでお知らせした次第で中ですのでお知らせした次第で中ですのでお知らせした次第で中ですのでお知らせした次第で

ごごごござざざざいます。います。います。います。

それでは、今のそれでは、今のそれでは、今のそれでは、今の件件件件わかりましたでしょうか。わかりましたでしょうか。わかりましたでしょうか。わかりましたでしょうか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

それでは、１つ目のところからそれでは、１つ目のところからそれでは、１つ目のところからそれでは、１つ目のところから皆皆皆皆ささささんんんんの意見をの意見をの意見をの意見を聞聞聞聞きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

まず、案Ａの７分野の事務では、産業支援、ビジネスマッチングを行ったりという、こまず、案Ａの７分野の事務では、産業支援、ビジネスマッチングを行ったりという、こまず、案Ａの７分野の事務では、産業支援、ビジネスマッチングを行ったりという、こまず、案Ａの７分野の事務では、産業支援、ビジネスマッチングを行ったりという、こ

の案Ａを入れるかどうかをご意見ごの案Ａを入れるかどうかをご意見ごの案Ａを入れるかどうかをご意見ごの案Ａを入れるかどうかをご意見ござざざざいますか。いますか。いますか。いますか。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 よろしいですか。きょうは中間報告のよろしいですか。きょうは中間報告のよろしいですか。きょうは中間報告のよろしいですか。きょうは中間報告の最最最最終まとめで、新谷委員に言ったのは、終まとめで、新谷委員に言ったのは、終まとめで、新谷委員に言ったのは、終まとめで、新谷委員に言ったのは、

私私私私がががが聞聞聞聞いたのは、６月２いたのは、６月２いたのは、６月２いたのは、６月２５５５５日の９日の９日の９日の９時時時時１１１１５５５５分までに意見があったら出してくださいと。分までに意見があったら出してくださいと。分までに意見があったら出してくださいと。分までに意見があったら出してくださいと。私私私私はははは
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試案で試案で試案で試案で結結結結構構構構ですからということを言いました。ということで、それとですからということを言いました。ということで、それとですからということを言いました。ということで、それとですからということを言いました。ということで、それと比較比較比較比較したものがしたものがしたものがしたものが私私私私のののの

手手手手元元元元にその後出てきたから、それをにその後出てきたから、それをにその後出てきたから、それをにその後出てきたから、それを私私私私なりにチなりにチなりにチなりにチェェェェッッッッククククしてやっていたのに、きょう追加がしてやっていたのに、きょう追加がしてやっていたのに、きょう追加がしてやっていたのに、きょう追加が

出てきたから出てきたから出てきたから出てきたから先程先程先程先程そのそのそのその話話話話をしたのです。をしたのです。をしたのです。をしたのです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 進め方ですけれども、ずっと１進め方ですけれども、ずっと１進め方ですけれども、ずっと１進め方ですけれども、ずっと１個個個個ずつをしていなくて、全体的に中間報告でずつをしていなくて、全体的に中間報告でずつをしていなくて、全体的に中間報告でずつをしていなくて、全体的に中間報告で

すからということで「中間報告案に対する委員からの意見」を配付してもらっていますすからということで「中間報告案に対する委員からの意見」を配付してもらっていますすからということで「中間報告案に対する委員からの意見」を配付してもらっていますすからということで「中間報告案に対する委員からの意見」を配付してもらっていますねねねね。。。。

これについて意見があるこれについて意見があるこれについて意見があるこれについて意見がある人人人人ということでということでということでということで求求求求めていただく方がスめていただく方がスめていただく方がスめていただく方がスムムムムーーーーズズズズかなと。議事進行のかなと。議事進行のかなと。議事進行のかなと。議事進行の

ことでことでことでことで申申申申しししし訳訳訳訳ないのですけれども。よろしいですか。ないのですけれども。よろしいですか。ないのですけれども。よろしいですか。ないのですけれども。よろしいですか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 すすすすべべべべて言ってください。て言ってください。て言ってください。て言ってください。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 案Ａ、これは６月１９日までの行政委員会の中間報告という前提で、その後案Ａ、これは６月１９日までの行政委員会の中間報告という前提で、その後案Ａ、これは６月１９日までの行政委員会の中間報告という前提で、その後案Ａ、これは６月１９日までの行政委員会の中間報告という前提で、その後

のののの国国国国のののの動動動動きは関きは関きは関きは関係係係係ないと思っています。案Ａについては、これはないと思っています。案Ａについては、これはないと思っています。案Ａについては、これはないと思っています。案Ａについては、これは奈奈奈奈良良良良県県県県もももも荒荒荒荒井知事も井知事も井知事も井知事も独独独独自自自自

で迅速に対応したことはで迅速に対応したことはで迅速に対応したことはで迅速に対応したことは盛盛盛盛んんんんに言われているけれど、たまたまマスに言われているけれど、たまたまマスに言われているけれど、たまたまマスに言われているけれど、たまたまマスコミコミコミコミがカウンターパーがカウンターパーがカウンターパーがカウンターパー

ト方式でということをどト方式でということをどト方式でということをどト方式でということをどんんんんどどどどんんんん出したものだから、こういう出したものだから、こういう出したものだから、こういう出したものだから、こういうふふふふうに入れたくなるというのうに入れたくなるというのうに入れたくなるというのうに入れたくなるというの

はわかるのだけれども、はわかるのだけれども、はわかるのだけれども、はわかるのだけれども、私私私私はこれは入れない方がいいという意見です。はこれは入れない方がいいという意見です。はこれは入れない方がいいという意見です。はこれは入れない方がいいという意見です。

２２２２番番番番目、案Ｂは、目、案Ｂは、目、案Ｂは、目、案Ｂは、規約規約規約規約上上上上の７組合の事務の７組合の事務の７組合の事務の７組合の事務以外以外以外以外、これは入れていただいて、これは入れていただいて、これは入れていただいて、これは入れていただいて結結結結構構構構です。ただです。ただです。ただです。ただ

し、特にリニア中央新幹線や原子し、特にリニア中央新幹線や原子し、特にリニア中央新幹線や原子し、特にリニア中央新幹線や原子力力力力発発発発電所電所電所電所にににに勝手勝手勝手勝手に意見を言って、いやに意見を言って、いやに意見を言って、いやに意見を言って、いや負負負負けましたというけましたというけましたというけましたという

ようなことがどようなことがどようなことがどようなことがどんんんんどどどどんんんん広域連合で言われていますので、この広域連合で言われていますので、この広域連合で言われていますので、この広域連合で言われていますので、この規約規約規約規約上上上上の７分野の事務の７分野の事務の７分野の事務の７分野の事務以外以外以外以外とととと

いうのは、これは入れてもらっていいいうのは、これは入れてもらっていいいうのは、これは入れてもらっていいいうのは、これは入れてもらっていいんんんんですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、以外以外以外以外のリニア中央新幹線のリニア中央新幹線のリニア中央新幹線のリニア中央新幹線及び及び及び及び原子原子原子原子

力力力力発発発発電所電所電所電所の論議がされている事務のの論議がされている事務のの論議がされている事務のの論議がされている事務の範囲範囲範囲範囲が明が明が明が明確確確確でないということまで入れていただいたら、でないということまで入れていただいたら、でないということまで入れていただいたら、でないということまで入れていただいたら、

規約規約規約規約上上上上の７分野の事務の７分野の事務の７分野の事務の７分野の事務以外以外以外以外というものを入れていただいてもというものを入れていただいてもというものを入れていただいてもというものを入れていただいても結結結結構構構構です。です。です。です。

案案案案ＣＣＣＣはははは削除削除削除削除。。。。

案案案案ＤＤＤＤは入れていただいてもは入れていただいてもは入れていただいてもは入れていただいても結結結結構構構構です。です。です。です。

案案案案ＥＥＥＥ、１、１、１、１教授教授教授教授の意見を中間報告で入れるの意見を中間報告で入れるの意見を中間報告で入れるの意見を中間報告で入れるべべべべきではないと。そうすると、いろきではないと。そうすると、いろきではないと。そうすると、いろきではないと。そうすると、いろんんんんなななな人人人人がががが来来来来

ていただいたら、ていただいたら、ていただいたら、ていただいたら、反反反反対は対は対は対は反反反反対、対、対、対、賛賛賛賛成は成は成は成は賛賛賛賛成の成の成の成の教授ば教授ば教授ば教授ばかりかりかりかり専門家専門家専門家専門家がががが来来来来ていただいてそれを中ていただいてそれを中ていただいてそれを中ていただいてそれを中

間報告に入れること間報告に入れること間報告に入れること間報告に入れること自自自自体がおかしいと思うので、案体がおかしいと思うので、案体がおかしいと思うので、案体がおかしいと思うので、案ＥＥＥＥはははは削除削除削除削除すすすすべべべべきです。きです。きです。きです。

案案案案ＦＦＦＦ、これは入れていただいたら、これは入れていただいたら、これは入れていただいたら、これは入れていただいたら結結結結構構構構かと、こう思っております。かと、こう思っております。かと、こう思っております。かと、こう思っております。

案案案案ＧＧＧＧについては、これはについては、これはについては、これはについては、これは代表質代表質代表質代表質問でも尾﨑委員が言われていたような中問でも尾﨑委員が言われていたような中問でも尾﨑委員が言われていたような中問でも尾﨑委員が言われていたような中身身身身になっているになっているになっているになっている

のだけれども、しょせのだけれども、しょせのだけれども、しょせのだけれども、しょせんんんん今今今今審審審審議中だということで、議中だということで、議中だということで、議中だということで、削除削除削除削除したらいいと思っております。したらいいと思っております。したらいいと思っております。したらいいと思っております。

案案案案ＨＨＨＨは、入れていただいていいと思います。は、入れていただいていいと思います。は、入れていただいていいと思います。は、入れていただいていいと思います。

案案案案ＩＩＩＩはこれではこれではこれではこれで結結結結構構構構です。というのがです。というのがです。というのがです。というのが私私私私の意見です。の意見です。の意見です。の意見です。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。

次に、ほかにご次に、ほかにご次に、ほかにご次に、ほかにござざざざいませいませいませいませんんんんか。か。か。か。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 反反反反論あり。論あり。論あり。論あり。

○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、反反反反論どう論どう論どう論どうぞぞぞぞ。。。。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 まず、前提がですまず、前提がですまず、前提がですまず、前提がですねねねね、これまでの、これまでの、これまでの、これまでの各般各般各般各般のののの調調調調査査査査過程過程過程過程において、委員から次の点において、委員から次の点において、委員から次の点において、委員から次の点

についての意見があったということなので、についての意見があったということなので、についての意見があったということなので、についての意見があったということなので、両両両両論論論論併記併記併記併記ということでバランスをということでバランスをということでバランスをということでバランスを担担担担保すると保すると保すると保すると

いうことにいうことにいうことにいうことに私私私私がいろいろな意見を入れさせてもらっているということなので、がいろいろな意見を入れさせてもらっているということなので、がいろいろな意見を入れさせてもらっているということなので、がいろいろな意見を入れさせてもらっているということなので、異異異異論があっ論があっ論があっ論があっ

たり、議論がされてきたことは事たり、議論がされてきたことは事たり、議論がされてきたことは事たり、議論がされてきたことは事実実実実で、で、で、で、参参参参加す加す加す加すべべべべきだという意見と、きだという意見と、きだという意見と、きだという意見と、参参参参加す加す加す加すべべべべきでないときでないときでないときでないと

いう意見という意見という意見という意見と両両両両論を論を論を論を併記併記併記併記してもらうのにバランスをしてもらうのにバランスをしてもらうのにバランスをしてもらうのにバランスを担担担担保するために言った、そういう意保するために言った、そういう意保するために言った、そういう意保するために言った、そういう意味味味味合合合合

いのことをいのことをいのことをいのことを伝伝伝伝ええええたことについてたことについてたことについてたことについて載載載載せてもらうということなので、せてもらうということなので、せてもらうということなので、せてもらうということなので、ぜひぜひぜひぜひともそういう趣旨かともそういう趣旨かともそういう趣旨かともそういう趣旨か

らららら残残残残していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにほかにほかにほかに何何何何かかかか。。。。（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 すすすすべべべべてがバランスよくということてがバランスよくということてがバランスよくということてがバランスよくということ自自自自体が、体が、体が、体が、基基基基本的におかしいと思うのです。本的におかしいと思うのです。本的におかしいと思うのです。本的におかしいと思うのです。

反反反反対、対、対、対、賛賛賛賛成でバランスよく。全くの成でバランスよく。全くの成でバランスよく。全くの成でバランスよく。全くの賛賛賛賛成意見成意見成意見成意見ばばばばかりだったり、かりだったり、かりだったり、かりだったり、反反反反対意見対意見対意見対意見ばばばばかりというのはかりというのはかりというのはかりというのは

いけないと思いますけれども。いけないと思いますけれども。いけないと思いますけれども。いけないと思いますけれども。何何何何でもこれでバランスよくというようなまとめ方だったら、でもこれでバランスよくというようなまとめ方だったら、でもこれでバランスよくというようなまとめ方だったら、でもこれでバランスよくというようなまとめ方だったら、

もう議事もう議事もう議事もう議事録録録録を全部を全部を全部を全部印刷印刷印刷印刷して出したらいい。して出したらいい。して出したらいい。して出したらいい。

（（（（「「「「現現現現時時時時点で点で点で点で結結結結論を出してないということで」と呼ぶ者あり）論を出してないということで」と呼ぶ者あり）論を出してないということで」と呼ぶ者あり）論を出してないということで」と呼ぶ者あり）

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 これは委員会として委員の意見ですから、今までのこれは委員会として委員の意見ですから、今までのこれは委員会として委員の意見ですから、今までのこれは委員会として委員の意見ですから、今までの経過経過経過経過なり、対なり、対なり、対なり、対外外外外的にどう的にどう的にどう的にどう

だということは関だということは関だということは関だということは関係係係係がないので、その委員会で発言されたことを委員長ががないので、その委員会で発言されたことを委員長ががないので、その委員会で発言されたことを委員長ががないので、その委員会で発言されたことを委員長が整整整整理をして、そ理をして、そ理をして、そ理をして、そ

れを今おっしれを今おっしれを今おっしれを今おっしゃゃゃゃるように、こういう意見があり、こういう意見がありというのは、るように、こういう意見があり、こういう意見がありというのは、るように、こういう意見があり、こういう意見がありというのは、るように、こういう意見があり、こういう意見がありというのは、貴貴貴貴重重重重なななな

意見だったらそれ意見だったらそれ意見だったらそれ意見だったらそれぞぞぞぞれれれれ賛賛賛賛成、成、成、成、反反反反対は別にして。２年間の対は別にして。２年間の対は別にして。２年間の対は別にして。２年間の調調調調査期査期査期査期間がありますので、今間がありますので、今間がありますので、今間がありますので、今回回回回はははは

中間報告で中間報告で中間報告で中間報告で賛否賛否賛否賛否をとっていませをとっていませをとっていませをとっていませんんんんからからからから決決決決定したことではないのですよ。こういう意見があ定したことではないのですよ。こういう意見があ定したことではないのですよ。こういう意見があ定したことではないのですよ。こういう意見があ

ってこういうってこういうってこういうってこういう視視視視点ではこういう意見があった、こういう点ではこういう意見があった、こういう点ではこういう意見があった、こういう点ではこういう意見があった、こういう視視視視点ではこういう意見があったと点ではこういう意見があったと点ではこういう意見があったと点ではこういう意見があったと

いうことのいうことのいうことのいうことの整整整整理をして、それの発言は理をして、それの発言は理をして、それの発言は理をして、それの発言は重視重視重視重視している。だから、さきほど事務している。だから、さきほど事務している。だから、さきほど事務している。だから、さきほど事務局局局局にににに整整整整理して理して理して理して

よと言ったのはそれだったのです。だから、対よと言ったのはそれだったのです。だから、対よと言ったのはそれだったのです。だから、対よと言ったのはそれだったのです。だから、対外外外外的な的な的な的な調調調調査査査査に行ったこと、あるいはあちこに行ったこと、あるいはあちこに行ったこと、あるいはあちこに行ったこと、あるいはあちこ

ち行ったことをここで発言してあるからということは、それは関ち行ったことをここで発言してあるからということは、それは関ち行ったことをここで発言してあるからということは、それは関ち行ったことをここで発言してあるからということは、それは関係係係係ない。本会議で言ったない。本会議で言ったない。本会議で言ったない。本会議で言った

って、ここでのって、ここでのって、ここでのって、ここでの話話話話だから。ここでの委員の発言だから。委員会だから。ここでの委員の発言だから。委員会だから。ここでの委員の発言だから。委員会だから。ここでの委員の発言だから。委員会整整整整理だから理だから理だから理だからねねねね。本会議でこ。本会議でこ。本会議でこ。本会議でこ

う言ったからではないです。だから、正式に行ったう言ったからではないです。だから、正式に行ったう言ったからではないです。だから、正式に行ったう言ったからではないです。だから、正式に行った兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県なり、正式に委員会として行っなり、正式に委員会として行っなり、正式に委員会として行っなり、正式に委員会として行っ

たそこの発言とたそこの発言とたそこの発言とたそこの発言と調調調調査査査査内容内容内容内容、この間、、この間、、この間、、この間、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県がががが来来来来たのは正式にたのは正式にたのは正式にたのは正式に取取取取りりりり上げ上げ上げ上げるのかるのかるのかるのか取取取取りりりり上げ上げ上げ上げないないないない

のか、そういうようなことものか、そういうようなことものか、そういうようなことものか、そういうようなことも含含含含めて、めて、めて、めて、整整整整理だけしておいてください。２年間の理だけしておいてください。２年間の理だけしておいてください。２年間の理だけしておいてください。２年間の調調調調査査査査の中間の中間の中間の中間
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発発発発表表表表ですので、ですので、ですので、ですので、決決決決定事定事定事定事項項項項ではないので発言があってもいいのではないですか。だから、そではないので発言があってもいいのではないですか。だから、そではないので発言があってもいいのではないですか。だから、そではないので発言があってもいいのではないですか。だから、そ

ういう点でもう委員長にういう点でもう委員長にういう点でもう委員長にういう点でもう委員長に任任任任せますけれど。それが一せますけれど。それが一せますけれど。それが一せますけれど。それが一番番番番いいのかどうかということです。いいのかどうかということです。いいのかどうかということです。いいのかどうかということです。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 バランスという言バランスという言バランスという言バランスという言葉葉葉葉がおかしかったのかわかりませがおかしかったのかわかりませがおかしかったのかわかりませがおかしかったのかわかりませんんんんけれども。今おっしけれども。今おっしけれども。今おっしけれども。今おっしゃゃゃゃ

る中間報告ですから、る中間報告ですから、る中間報告ですから、る中間報告ですから、例えば例えば例えば例えば、委員が発言した、委員が発言した、委員が発言した、委員が発言した内容内容内容内容、これは、これは、これは、これはぜひぜひぜひぜひともともともとも載載載載せていただきたいせていただきたいせていただきたいせていただきたい

ということなら、ということなら、ということなら、ということなら、基基基基本的には本的には本的には本的には載載載載せてあせてあせてあせてあげげげげるるるるべべべべきではないかと。でも、こきではないかと。でも、こきではないかと。でも、こきではないかと。でも、こんんんんなになになになに詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは載載載載

せられないと、もうせられないと、もうせられないと、もうせられないと、もう少少少少しししし簡略簡略簡略簡略化して化して化して化して簡素簡素簡素簡素化して化して化して化して載載載載せるという、ここはもう委員長なり事務せるという、ここはもう委員長なり事務せるという、ここはもう委員長なり事務せるという、ここはもう委員長なり事務

局局局局におにおにおにお任任任任せしたいと思っています。せしたいと思っています。せしたいと思っています。せしたいと思っています。以上以上以上以上です。です。です。です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 やはりバランスをとるというのはおかしいです。やはりバランスをとるというのはおかしいです。やはりバランスをとるというのはおかしいです。やはりバランスをとるというのはおかしいです。確確確確かに、このように言ったかに、このように言ったかに、このように言ったかに、このように言った

のにのにのにのに書書書書いていないというのは、いていないというのは、いていないというのは、いていないというのは、個個個個 々々々々で見たらで見たらで見たらで見たら皆皆皆皆ささささん少ん少ん少ん少しずつあると思う。それを、事務しずつあると思う。それを、事務しずつあると思う。それを、事務しずつあると思う。それを、事務局局局局

なり委員長がなり委員長がなり委員長がなり委員長が客客客客観観観観的にバランスをとりながら的にバランスをとりながら的にバランスをとりながら的にバランスをとりながら書書書書いた文いた文いた文いた文章章章章もももも含含含含めて、それに一方的にこれをめて、それに一方的にこれをめて、それに一方的にこれをめて、それに一方的にこれを

入れるとか言い出したらまとまらないと思う。これでいいと思う。それらも入れるとか言い出したらまとまらないと思う。これでいいと思う。それらも入れるとか言い出したらまとまらないと思う。これでいいと思う。それらも入れるとか言い出したらまとまらないと思う。これでいいと思う。それらも含含含含ませて入っませて入っませて入っませて入っ

ているわけです。ているわけです。ているわけです。ているわけです。最最最最初初初初にでたカウンターパート方式は、本にでたカウンターパート方式は、本にでたカウンターパート方式は、本にでたカウンターパート方式は、本来来来来の関西広域連合のの関西広域連合のの関西広域連合のの関西広域連合の仕仕仕仕事ではな事ではな事ではな事ではな

い。あれはたまたま震災がい。あれはたまたま震災がい。あれはたまたま震災がい。あれはたまたま震災が起起起起こって、それをこって、それをこって、それをこって、それを手手手手早早早早くやっのだろうけれど、われわれくやっのだろうけれど、われわれくやっのだろうけれど、われわれくやっのだろうけれど、われわれ奈奈奈奈良良良良県県県県

もももも遅遅遅遅れをとらずやっている。だから、あれがれをとらずやっている。だから、あれがれをとらずやっている。だから、あれがれをとらずやっている。だから、あれが書書書書いていない、これがいていない、これがいていない、これがいていない、これが書書書書いていないと言い出いていないと言い出いていないと言い出いていないと言い出

したらまとまりつかないので、したらまとまりつかないので、したらまとまりつかないので、したらまとまりつかないので、客客客客観観観観的に事務的に事務的に事務的に事務局局局局がまとめたらいいと思う。がまとめたらいいと思う。がまとめたらいいと思う。がまとめたらいいと思う。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 やはり発言したことだから、ここでやはり発言したことだから、ここでやはり発言したことだから、ここでやはり発言したことだから、ここで集集集集約約約約ではなくて発言したことのではなくて発言したことのではなくて発言したことのではなくて発言したことの整整整整理をし理をし理をし理をし

て、今これを中間報告ですよということだから。だから、梶川委員がおっして、今これを中間報告ですよということだから。だから、梶川委員がおっして、今これを中間報告ですよということだから。だから、梶川委員がおっして、今これを中間報告ですよということだから。だから、梶川委員がおっしゃゃゃゃる意る意る意る意味味味味もわもわもわもわ

かるのですが、発言した委員が、かるのですが、発言した委員が、かるのですが、発言した委員が、かるのですが、発言した委員が、僕僕僕僕がががが私私私私が発言してあるから入れてよということがあれが発言してあるから入れてよということがあれが発言してあるから入れてよということがあれが発言してあるから入れてよということがあればばばば

列挙してもいい。こういう意見があった、しかし、列挙してもいい。こういう意見があった、しかし、列挙してもいい。こういう意見があった、しかし、列挙してもいい。こういう意見があった、しかし、調調調調査査査査のののの必要必要必要必要があるから、もちろがあるから、もちろがあるから、もちろがあるから、もちろんんんんいいいいいいいい

改改改改革革革革してくれたと思うのですが、２年間というしてくれたと思うのですが、２年間というしてくれたと思うのですが、２年間というしてくれたと思うのですが、２年間という調調調調査期査期査期査期間があって委員長はこのまま間があって委員長はこのまま間があって委員長はこのまま間があって委員長はこのまま置置置置いていていていて

おくということだから、中間報告でこれからまた議論しますでいい。おっしおくということだから、中間報告でこれからまた議論しますでいい。おっしおくということだから、中間報告でこれからまた議論しますでいい。おっしおくということだから、中間報告でこれからまた議論しますでいい。おっしゃゃゃゃるとおり言るとおり言るとおり言るとおり言

い出したらい出したらい出したらい出したら切切切切りがないから。委員長、りがないから。委員長、りがないから。委員長、りがないから。委員長、踏踏踏踏ままままええええてまとめてください。てまとめてください。てまとめてください。てまとめてください。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 意見なのですが、中間報告なので、その案に対して意見なのですが、中間報告なので、その案に対して意見なのですが、中間報告なので、その案に対して意見なのですが、中間報告なので、その案に対して皆皆皆皆ささささんんんんごらごらごらごらんんんんになってそれになってそれになってそれになってそれ

ぞぞぞぞれのご意見を言われたわけですので、これを全部れのご意見を言われたわけですので、これを全部れのご意見を言われたわけですので、これを全部れのご意見を言われたわけですので、これを全部含含含含めるとかどうとかいうのはめるとかどうとかいうのはめるとかどうとかいうのはめるとかどうとかいうのは最最最最終、委終、委終、委終、委

員長にお員長にお員長にお員長にお任任任任せしますので、こういった付せしますので、こういった付せしますので、こういった付せしますので、こういった付随随随随する意見をする意見をする意見をする意見を含含含含めてめてめてめて記載記載記載記載してまとめてくれたらとしてまとめてくれたらとしてまとめてくれたらとしてまとめてくれたらと

思います。思います。思います。思います。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 発言していないことをここで発言したから入れよというのと発言していないことをここで発言したから入れよというのと発言していないことをここで発言したから入れよというのと発言していないことをここで発言したから入れよというのと違違違違うのだから、うのだから、うのだから、うのだから、

発言してきたことの発言してきたことの発言してきたことの発言してきたことの整整整整理だから、それを理だから、それを理だから、それを理だから、それを踏踏踏踏ままままええええないといけない。ないといけない。ないといけない。ないといけない。

○○○○畭委員 それ畭委員 それ畭委員 それ畭委員 それぞぞぞぞれ委員が今まで言ってきたことは大事、入れてほしいという思いですのれ委員が今まで言ってきたことは大事、入れてほしいという思いですのれ委員が今まで言ってきたことは大事、入れてほしいという思いですのれ委員が今まで言ってきたことは大事、入れてほしいという思いですの

で、それを受けて中間報告をまとめてほしい。で、それを受けて中間報告をまとめてほしい。で、それを受けて中間報告をまとめてほしい。で、それを受けて中間報告をまとめてほしい。
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○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 私私私私もこれでもこれでもこれでもこれで基基基基本的にいいだろうと思って、特に意見を言わなかったので本的にいいだろうと思って、特に意見を言わなかったので本的にいいだろうと思って、特に意見を言わなかったので本的にいいだろうと思って、特に意見を言わなかったので

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、皆様皆様皆様皆様の出していただいたのを見て、の出していただいたのを見て、の出していただいたのを見て、の出していただいたのを見て、先先先先ほど言われました案Ｂのところで、こほど言われました案Ｂのところで、こほど言われました案Ｂのところで、こほど言われました案Ｂのところで、こ

れはれはれはれは並並並並列な列な列な列な形形形形でででで規約規約規約規約上上上上の７分野の事務の７分野の事務の７分野の事務の７分野の事務以外以外以外以外というのも入れてどうかと思いました。というのも入れてどうかと思いました。というのも入れてどうかと思いました。というのも入れてどうかと思いました。

（（（（「「「「並並並並列」と呼ぶ者あり）列」と呼ぶ者あり）列」と呼ぶ者あり）列」と呼ぶ者あり）

削除削除削除削除をしてをしてをしてをして変変変変更更更更というというというというふふふふうに尾﨑委員の提案になっておりますけれども、うに尾﨑委員の提案になっておりますけれども、うに尾﨑委員の提案になっておりますけれども、うに尾﨑委員の提案になっておりますけれども、並並並並列の列の列の列の形形形形で入で入で入で入

れたらどうかと思います。れたらどうかと思います。れたらどうかと思います。れたらどうかと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 案案案案ＤＤＤＤですか。ですか。ですか。ですか。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 案Ｂです案Ｂです案Ｂです案Ｂですねねねね。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 案Ｂ。案Ｂ。案Ｂ。案Ｂ。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 案Ｂのリニア中央新幹線や原子案Ｂのリニア中央新幹線や原子案Ｂのリニア中央新幹線や原子案Ｂのリニア中央新幹線や原子力力力力発発発発電所電所電所電所のののの再稼働再稼働再稼働再稼働のことについて。それのことについて。それのことについて。それのことについて。それ

と、案と、案と、案と、案ＦＦＦＦのののの項項項項目です目です目です目ですねねねね。これは入れたらいいのではないかと思います。それから、。これは入れたらいいのではないかと思います。それから、。これは入れたらいいのではないかと思います。それから、。これは入れたらいいのではないかと思います。それから、圏圏圏圏域を域を域を域を

超超超超ええええた行政た行政た行政た行政じじじじゃゃゃゃないかという小林委員の案ないかという小林委員の案ないかという小林委員の案ないかという小林委員の案ＩＩＩＩですが、これも入れたらどうかと思います。ですが、これも入れたらどうかと思います。ですが、これも入れたらどうかと思います。ですが、これも入れたらどうかと思います。

それで、事それで、事それで、事それで、事実実実実関関関関係係係係のところで、２ページ目の一のところで、２ページ目の一のところで、２ページ目の一のところで、２ページ目の一番上番上番上番上のののの段落段落段落段落のところに、関西広域連合議会のところに、関西広域連合議会のところに、関西広域連合議会のところに、関西広域連合議会

議員と、と議員と、と議員と、と議員と、と書書書書いていますが、議会議員いていますが、議会議員いていますが、議会議員いていますが、議会議員及び及び及び及び事務事務事務事務局局局局、そして、そして、そして、そして滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県議会、広域連合委員会、議会、広域連合委員会、議会、広域連合委員会、議会、広域連合委員会、

滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県議会のこの間議会のこの間議会のこの間議会のこの間来来来来られた方られた方られた方られた方 々々々々とのとのとのとの懇懇懇懇談談談談もしましたので、その事もしましたので、その事もしましたので、その事もしましたので、その事実実実実だけはだけはだけはだけは足足足足しておいたしておいたしておいたしておいた

方がいいかなと思いました。方がいいかなと思いました。方がいいかなと思いました。方がいいかなと思いました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 これをもうこれをもうこれをもうこれをもう少少少少しししし詳詳詳詳しくしくしくしく書書書書くということですくということですくということですくということですねねねね。。。。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 はい、はい、はい、はい、実実実実際お際お際お際お話話話話し合いをしたところを全部。し合いをしたところを全部。し合いをしたところを全部。し合いをしたところを全部。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それなら、それなら、それなら、それなら、例えば例えば例えば例えばこの関西広域連合議会議員、大この関西広域連合議会議員、大この関西広域連合議会議員、大この関西広域連合議会議員、大阪阪阪阪府府府府、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県をををを

除除除除くですけれども、そこくですけれども、そこくですけれども、そこくですけれども、そこへへへへ入れさせてもらってよろしいか。大入れさせてもらってよろしいか。大入れさせてもらってよろしいか。大入れさせてもらってよろしいか。大阪阪阪阪府府府府とととと兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県と意見と意見と意見と意見聞聞聞聞いていていていて

いないというのはおかしいと思われたらいけないので、この広域連合議会に大いないというのはおかしいと思われたらいけないので、この広域連合議会に大いないというのはおかしいと思われたらいけないので、この広域連合議会に大いないというのはおかしいと思われたらいけないので、この広域連合議会に大阪阪阪阪府府府府とととと兵庫兵庫兵庫兵庫

県県県県の委員が全員出てきてくれましたので。それを入れさせていただいてよろしいですか。の委員が全員出てきてくれましたので。それを入れさせていただいてよろしいですか。の委員が全員出てきてくれましたので。それを入れさせていただいてよろしいですか。の委員が全員出てきてくれましたので。それを入れさせていただいてよろしいですか。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 事事事事実実実実だから事だから事だから事だから事実実実実できっちりとして。できっちりとして。できっちりとして。できっちりとして。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、今の意見をそれでは、今の意見をそれでは、今の意見をそれでは、今の意見を聞聞聞聞きまして、きまして、きまして、きまして、先先先先に意見をに意見をに意見をに意見を聞聞聞聞きたいのですけれども。きたいのですけれども。きたいのですけれども。きたいのですけれども。

案Ａについては、この産業支援のビジネスマッチング、これはもう案Ａについては、この産業支援のビジネスマッチング、これはもう案Ａについては、この産業支援のビジネスマッチング、これはもう案Ａについては、この産業支援のビジネスマッチング、これはもう少少少少し文し文し文し文章章章章をををを短短短短くして入くして入くして入くして入

れたらなと。カウンターパート方式を入れたいということなので、迅速をれたらなと。カウンターパート方式を入れたいということなので、迅速をれたらなと。カウンターパート方式を入れたいということなので、迅速をれたらなと。カウンターパート方式を入れたいということなので、迅速を抜抜抜抜いたりとか、いたりとか、いたりとか、いたりとか、

そのそのそのその辺辺辺辺をおをおをおをお任任任任せいただけますかせいただけますかせいただけますかせいただけますか。。。。（発言する者あり）案Ａ、もう（発言する者あり）案Ａ、もう（発言する者あり）案Ａ、もう（発言する者あり）案Ａ、もう少少少少し文し文し文し文章章章章をををを短短短短くしたい。くしたい。くしたい。くしたい。

それと、案Ｂですけれど、関西広域連合では７分野の事務それと、案Ｂですけれど、関西広域連合では７分野の事務それと、案Ｂですけれど、関西広域連合では７分野の事務それと、案Ｂですけれど、関西広域連合では７分野の事務以外以外以外以外とは言われていないわけでとは言われていないわけでとは言われていないわけでとは言われていないわけで

す。リニア中央新幹線も原子す。リニア中央新幹線も原子す。リニア中央新幹線も原子す。リニア中央新幹線も原子力力力力発発発発電所電所電所電所のののの再稼働再稼働再稼働再稼働も７分野の中だというのを委員会で言われも７分野の中だというのを委員会で言われも７分野の中だというのを委員会で言われも７分野の中だというのを委員会で言われ

ていますのでていますのでていますのでていますので。。。。（発言する者あり）そうです（発言する者あり）そうです（発言する者あり）そうです（発言する者あり）そうですねねねね。。。。並並並並列はできないのです。だから、このリ列はできないのです。だから、このリ列はできないのです。だから、このリ列はできないのです。だから、このリ
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ニア中央新幹線や原子ニア中央新幹線や原子ニア中央新幹線や原子ニア中央新幹線や原子力力力力発発発発電所電所電所電所のののの再稼働再稼働再稼働再稼働についても、議論がなされ事務のについても、議論がなされ事務のについても、議論がなされ事務のについても、議論がなされ事務の範囲範囲範囲範囲が明が明が明が明確確確確でなでなでなでな

いことというのをここで入れていますので、これは事いことというのをここで入れていますので、これは事いことというのをここで入れていますので、これは事いことというのをここで入れていますので、これは事実実実実とととと違違違違うと思いますので、原案のまうと思いますので、原案のまうと思いますので、原案のまうと思いますので、原案のま

まにいきたいと思いますけれども。まにいきたいと思いますけれども。まにいきたいと思いますけれども。まにいきたいと思いますけれども。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 発言したことだろう。発言したことだろう。発言したことだろう。発言したことだろう。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 事務事務事務事務以外以外以外以外ではないという。ではないという。ではないという。ではないという。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 だから、それは。だから、それは。だから、それは。だから、それは。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 入っているという入っているという入っているという入っているという主張主張主張主張です。です。です。です。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 だれかこれを言ったのか。だれかこれを言ったのか。だれかこれを言ったのか。だれかこれを言ったのか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 いや、いや、いや、いや、現実現実現実現実のののの話話話話です。です。です。です。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 いや、それは議論したことでないといけないので、委員会で議論していないいや、それは議論したことでないといけないので、委員会で議論していないいや、それは議論したことでないといけないので、委員会で議論していないいや、それは議論したことでないといけないので、委員会で議論していない

ことはいけない。このことはいけない。このことはいけない。このことはいけない。この話話話話はははは外外外外してしましてしましてしましてしまえばえばえばえばよい。ここで議論をしたのか。よい。ここで議論をしたのか。よい。ここで議論をしたのか。よい。ここで議論をしたのか。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 そそそそんんんんな問題を議論されたな問題を議論されたな問題を議論されたな問題を議論された記憶記憶記憶記憶がないようながないようながないようながないような気気気気がします。がします。がします。がします。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 なかったか。なかったか。なかったか。なかったか。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 ない。そない。そない。そない。そんんんんなもの。なもの。なもの。なもの。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 議事議事議事議事録録録録にににに残残残残っていないのか。っていないのか。っていないのか。っていないのか。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 ないものは入れてはいけない。議論したことでも、委員の議論だからないものは入れてはいけない。議論したことでも、委員の議論だからないものは入れてはいけない。議論したことでも、委員の議論だからないものは入れてはいけない。議論したことでも、委員の議論だから考え考え考え考え方方方方

を入れたらいけない。それは、言を入れたらいけない。それは、言を入れたらいけない。それは、言を入れたらいけない。それは、言葉葉葉葉ではあったかもしれないが、ではあったかもしれないが、ではあったかもしれないが、ではあったかもしれないが、個人個人個人個人の議論はの議論はの議論はの議論は載載載載せては、せては、せては、せては、

趣旨を間趣旨を間趣旨を間趣旨を間違違違違ってはいけない。ってはいけない。ってはいけない。ってはいけない。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 この委員会ではなくて、関西広域連合議会と意見この委員会ではなくて、関西広域連合議会と意見この委員会ではなくて、関西広域連合議会と意見この委員会ではなくて、関西広域連合議会と意見交換交換交換交換したときにこの意見したときにこの意見したときにこの意見したときにこの意見

が出ました。が出ました。が出ました。が出ました。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 それで、それで、それで、それで、調調調調査査査査の課の課の課の課程程程程においてということなので、他においてということなので、他においてということなので、他においてということなので、他県県県県でのでのでのでの調調調調査査査査においてといにおいてといにおいてといにおいてとい

うことですか。うことですか。うことですか。うことですか。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 それならよいけれど。それならよいけれど。それならよいけれど。それならよいけれど。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 これは、もう一これは、もう一これは、もう一これは、もう一度度度度事事事事実実実実をををを確認確認確認確認します。します。します。します。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 委員会の議論で、正式な委員会で議論したことか。委員会の議論で、正式な委員会で議論したことか。委員会の議論で、正式な委員会で議論したことか。委員会の議論で、正式な委員会で議論したことか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 これはこれはこれはこれは多多多多分、分、分、分、調調調調査査査査に行ったときにこの議論が出たと思いますので。というに行ったときにこの議論が出たと思いますので。というに行ったときにこの議論が出たと思いますので。というに行ったときにこの議論が出たと思いますので。という

のは、案１入れるかわりにＢも入れておいたらどうかという、そういうのは、案１入れるかわりにＢも入れておいたらどうかという、そういうのは、案１入れるかわりにＢも入れておいたらどうかという、そういうのは、案１入れるかわりにＢも入れておいたらどうかという、そういう折衷折衷折衷折衷案ですので。案ですので。案ですので。案ですので。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 いやいや、発言していないことはいけない。いやいや、発言していないことはいけない。いやいや、発言していないことはいけない。いやいや、発言していないことはいけない。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 発言はしていると思いますよ、発言はしていると思いますよ、発言はしていると思いますよ、発言はしていると思いますよ、多多多多分。分。分。分。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 それやったらいいですけれど。それはやったら事それやったらいいですけれど。それはやったら事それやったらいいですけれど。それはやったら事それやったらいいですけれど。それはやったら事実確認実確認実確認実確認を。を。を。を。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 新谷委員が欠席したときだと思います。新谷委員が欠席したときだと思います。新谷委員が欠席したときだと思います。新谷委員が欠席したときだと思います。最最最最後の関西広域連合議会に行った後の関西広域連合議会に行った後の関西広域連合議会に行った後の関西広域連合議会に行った

ときにそのときにそのときにそのときにその話話話話がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん出ました。出ました。出ました。出ました。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 それやったらそれやったらそれやったらそれやったら載載載載せてください。だけれど議論はしていないことをせてください。だけれど議論はしていないことをせてください。だけれど議論はしていないことをせてください。だけれど議論はしていないことを載載載載せるといせるといせるといせるとい

うのはどうか。うのはどうか。うのはどうか。うのはどうか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次の案次の案次の案次の案ＣＣＣＣですけれども、これは、どちらでもいいというのかはあるのですですけれども、これは、どちらでもいいというのかはあるのですですけれども、これは、どちらでもいいというのかはあるのですですけれども、これは、どちらでもいいというのかはあるのです

けれども。けれども。けれども。けれども。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 これはこれはこれはこれは私私私私も言っています。も言っています。も言っています。も言っています。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 言っていますか。言っていますか。言っていますか。言っていますか。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 言っている。言っている。言っている。言っている。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 では、案では、案では、案では、案ＣＣＣＣはははは採用採用採用採用させていただきたいと思います。案させていただきたいと思います。案させていただきたいと思います。案させていただきたいと思います。案ＤＤＤＤについても、についても、についても、についても、少少少少しししし

短短短短くしてくしてくしてくして。。。。（発言する者あり）全体的に文が長いので、（発言する者あり）全体的に文が長いので、（発言する者あり）全体的に文が長いので、（発言する者あり）全体的に文が長いので、少少少少しししし短短短短くさせてもらって。そしてくさせてもらって。そしてくさせてもらって。そしてくさせてもらって。そして、、、、

案案案案ＥＥＥＥですけれども、これはですけれども、これはですけれども、これはですけれども、これは教授教授教授教授の意見は今の意見は今の意見は今の意見は今回回回回はははは外外外外したいと思いますので。それから、案したいと思いますので。それから、案したいと思いますので。それから、案したいと思いますので。それから、案ＦＦＦＦ

についても、このについても、このについても、このについても、この変変変変更更更更案でいいのではないかと思うのですけれども。それから、案案でいいのではないかと思うのですけれども。それから、案案でいいのではないかと思うのですけれども。それから、案案でいいのではないかと思うのですけれども。それから、案ＧＧＧＧと案と案と案と案

ＨＨＨＨについては、尾﨑委員とについては、尾﨑委員とについては、尾﨑委員とについては、尾﨑委員と私私私私とで、とで、とで、とで、私私私私はこれは別に意見ではないのです、はこれは別に意見ではないのです、はこれは別に意見ではないのです、はこれは別に意見ではないのです、現実現実現実現実を言っていを言っていを言っていを言ってい

るだけなので。るだけなので。るだけなので。るだけなので。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 議論を。議論を。議論を。議論を。考え考え考え考えは入れてはいけない。は入れてはいけない。は入れてはいけない。は入れてはいけない。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 考え考え考え考えではないから、この理ではないから、この理ではないから、この理ではないから、この理由由由由としてまだ明としてまだ明としてまだ明としてまだ明確確確確ではない、だからではない、だからではない、だからではない、だから結結結結論は出ま論は出ま論は出ま論は出ま

せせせせんんんんよというよというよというよという最最最最後のくだりにしたらどうかなということ後のくだりにしたらどうかなということ後のくだりにしたらどうかなということ後のくだりにしたらどうかなということ。。。。（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 ではその議論をしたこと、事ではその議論をしたこと、事ではその議論をしたこと、事ではその議論をしたこと、事実実実実をををを書書書書いてもらいてもらいてもらいてもらえばえばえばえばいい。理事者のいい。理事者のいい。理事者のいい。理事者の答弁答弁答弁答弁は別で、は別で、は別で、は別で、

議論したことが大事だから。そういう意見が出たということが。議論したことが大事だから。そういう意見が出たということが。議論したことが大事だから。そういう意見が出たということが。議論したことが大事だから。そういう意見が出たということが。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 だから、この意見も新谷委員が言われただから、この意見も新谷委員が言われただから、この意見も新谷委員が言われただから、この意見も新谷委員が言われた丸丸丸丸ごとごとごとごと移管移管移管移管のところについても、のところについても、のところについても、のところについても、

それからそれからそれからそれから財財財財源源源源確確確確保についても。保についても。保についても。保についても。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 それは、言っていることだから。それは、言っていることだから。それは、言っていることだから。それは、言っていることだから。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それもそれもそれもそれも含含含含めて、まだめて、まだめて、まだめて、まだ不不不不明明明明確確確確だということです。だということです。だということです。だということです。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 入るとか入らないとかは別の入るとか入らないとかは別の入るとか入らないとかは別の入るとか入らないとかは別の話話話話。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 入るとか入らないとかは別です。入るとか入らないとかは別です。入るとか入らないとかは別です。入るとか入らないとかは別です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでこれをまとめていただいたので、それと、新谷委員が言われたそれでこれをまとめていただいたので、それと、新谷委員が言われたそれでこれをまとめていただいたので、それと、新谷委員が言われたそれでこれをまとめていただいたので、それと、新谷委員が言われた消消消消防防防防

広域化について、文言を２ページ目のところに入れたい。広域化について、文言を２ページ目のところに入れたい。広域化について、文言を２ページ目のところに入れたい。広域化について、文言を２ページ目のところに入れたい。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 それは入れてください。それから、それは入れてください。それから、それは入れてください。それから、それは入れてください。それから、奈奈奈奈良良良良県内県内県内県内の広域行政については、の広域行政については、の広域行政については、の広域行政については、積積積積極極極極的的的的

に進めよということを前に進めよということを前に進めよということを前に進めよということを前段段段段でででで私私私私が発言してあるはずです。委員会で発言しています。が発言してあるはずです。委員会で発言しています。が発言してあるはずです。委員会で発言しています。が発言してあるはずです。委員会で発言しています。先先先先般般般般
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のときには、この問題をのときには、この問題をのときには、この問題をのときには、この問題を上げ上げ上げ上げただけで、それを入れてください。関西広域連合だけの議論ただけで、それを入れてください。関西広域連合だけの議論ただけで、それを入れてください。関西広域連合だけの議論ただけで、それを入れてください。関西広域連合だけの議論

の委員会ではないから。知事が出している、の委員会ではないから。知事が出している、の委員会ではないから。知事が出している、の委員会ではないから。知事が出している、奈奈奈奈良良良良県県県県にあるにあるにあるにある３３３３９の９の９の９の市町村市町村市町村市町村との広域、との広域、との広域、との広域、例えば例えば例えば例えば、、、、

広域広域広域広域消消消消防については、それは防については、それは防については、それは防については、それは具具具具体化したことなのですが、ほかのところもいっ体化したことなのですが、ほかのところもいっ体化したことなのですが、ほかのところもいっ体化したことなのですが、ほかのところもいっぱぱぱぱいありまいありまいありまいありま

すから、それはすから、それはすから、それはすから、それは積積積積極極極極的に進めよという意見です。的に進めよという意見です。的に進めよという意見です。的に進めよという意見です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 １ページ目に１ページ目に１ページ目に１ページ目に。。。。（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）

それと、部分それと、部分それと、部分それと、部分参参参参加のとこで、防災、加のとこで、防災、加のとこで、防災、加のとこで、防災、僻僻僻僻地地地地医療医療医療医療、、、、観観観観光光光光……………………。。。。

（（（（「「「「文化」と呼ぶ者あり）文化」と呼ぶ者あり）文化」と呼ぶ者あり）文化」と呼ぶ者あり）

文化を入れさせてもらってよろしいでしょうか。文化を入れさせてもらってよろしいでしょうか。文化を入れさせてもらってよろしいでしょうか。文化を入れさせてもらってよろしいでしょうか。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 意見として言っていますから。意見として言っていますから。意見として言っていますから。意見として言っていますから。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それで大体まとめさせていただいて、それで大体まとめさせていただいて、それで大体まとめさせていただいて、それで大体まとめさせていただいて、最最最最後のことだけ後のことだけ後のことだけ後のことだけ少少少少しししし時時時時間がかかりま間がかかりま間がかかりま間がかかりま

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、協協協協議させていただいてまとめさせていただきたいと思います。今後、委員長議させていただいてまとめさせていただきたいと思います。今後、委員長議させていただいてまとめさせていただきたいと思います。今後、委員長議させていただいてまとめさせていただきたいと思います。今後、委員長

に一に一に一に一任任任任していただいてよろしいですか。していただいてよろしいですか。していただいてよろしいですか。していただいてよろしいですか。

（（（（「「「「結結結結構構構構です」と呼ぶ者あり）です」と呼ぶ者あり）です」と呼ぶ者あり）です」と呼ぶ者あり）

よろしいですか。もうよろしいですか。もうよろしいですか。もうよろしいですか。もう確認確認確認確認していかなくてもよろしいですか。していかなくてもよろしいですか。していかなくてもよろしいですか。していかなくてもよろしいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

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。

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

ほかにほかにほかにほかに何何何何かごかごかごかござざざざいませいませいませいませんんんんか。か。か。か。

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

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ほかに意見がないようなので、これで委員間討議を終わらせてそれでは、ほかに意見がないようなので、これで委員間討議を終わらせてそれでは、ほかに意見がないようなので、これで委員間討議を終わらせてそれでは、ほかに意見がないようなので、これで委員間討議を終わらせて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。

理事者で理事者で理事者で理事者で何何何何かかかか参参参参考考考考意見はご意見はご意見はご意見はござざざざいませいませいませいませんんんんか。意見ではないので、か。意見ではないので、か。意見ではないので、か。意見ではないので、参参参参考考考考意見。意見。意見。意見。

○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 意見を言う意見を言う意見を言う意見を言う立場立場立場立場にないのですけれど、にないのですけれど、にないのですけれど、にないのですけれど、読読読読ませていただいたご意見につませていただいたご意見につませていただいたご意見につませていただいたご意見につ

いて、いて、いて、いて、多多多多少少少少ご意見でおっしご意見でおっしご意見でおっしご意見でおっしゃゃゃゃっている部分と、それから、っている部分と、それから、っている部分と、それから、っている部分と、それから、現実現実現実現実問題そういう問題そういう問題そういう問題そういうふふふふうにおっしうにおっしうにおっしうにおっし

ゃゃゃゃっていることが後でっていることが後でっていることが後でっていることが後でミミミミスリースリースリースリードドドドにならないようにだけというにならないようにだけというにならないようにだけというにならないようにだけという心心心心配もしておりますので、配もしておりますので、配もしておりますので、配もしておりますので、

委員長からご意見いただけたら、また委員長からご意見いただけたら、また委員長からご意見いただけたら、また委員長からご意見いただけたら、また私私私私どもの方でどもの方でどもの方でどもの方で申申申申しししし上げ上げ上げ上げることがありましたらることがありましたらることがありましたらることがありましたら申申申申しししし上上上上

げげげげたいと思いますので、よろしくお願いしたいと。たいと思いますので、よろしくお願いしたいと。たいと思いますので、よろしくお願いしたいと。たいと思いますので、よろしくお願いしたいと。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それなら、事それなら、事それなら、事それなら、事実実実実関関関関係係係係だけ、もし間だけ、もし間だけ、もし間だけ、もし間違え違え違え違えがあってはいけないので。があってはいけないので。があってはいけないので。があってはいけないので。

○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 そういうことで、その部分だけは。そういうことで、その部分だけは。そういうことで、その部分だけは。そういうことで、その部分だけは。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 さっきの７分野の事務さっきの７分野の事務さっきの７分野の事務さっきの７分野の事務以外以外以外以外とか、とか、とか、とか、細細細細かいとこで、もしかいとこで、もしかいとこで、もしかいとこで、もし私私私私がががが聞聞聞聞いている意見いている意見いている意見いている意見
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とか、ここに入っている意見がとか、ここに入っている意見がとか、ここに入っている意見がとか、ここに入っている意見がミミミミスリースリースリースリードドドドしていたしていたしていたしていた場場場場合は、合は、合は、合は、修修修修正させてもらうかわからな正させてもらうかわからな正させてもらうかわからな正させてもらうかわからな

いですけれども、いですけれども、いですけれども、いですけれども、法令法令法令法令審査審査審査審査のようなものをしていただきたいと思います。のようなものをしていただきたいと思います。のようなものをしていただきたいと思います。のようなものをしていただきたいと思います。

○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 いいいいええええいいいいええええ、と、と、と、とんんんんでもないです、そでもないです、そでもないです、そでもないです、そんんんんな能な能な能な能力力力力はないのですけれども。はないのですけれども。はないのですけれども。はないのですけれども。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 委員間の、事委員間の、事委員間の、事委員間の、事実実実実をををを載載載載せるだけだから。せるだけだから。せるだけだから。せるだけだから。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、案のそれでは、案のそれでは、案のそれでは、案の修修修修文については、正副委員長にご一文については、正副委員長にご一文については、正副委員長にご一文については、正副委員長にご一任任任任願います。願います。願います。願います。

本日の委員会は終わりたいと思います。ありがとうご本日の委員会は終わりたいと思います。ありがとうご本日の委員会は終わりたいと思います。ありがとうご本日の委員会は終わりたいと思います。ありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。


