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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９月１３日（木） １０：０３～１１：１９平成２４年９月１３日（木） １０：０３～１１：１９平成２４年９月１３日（木） １０：０３～１１：１９平成２４年９月１３日（木） １０：０３～１１：１９

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

（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 ただいまから広域行政調査特別委員会を開催いたします。ただいまから広域行政調査特別委員会を開催いたします。ただいまから広域行政調査特別委員会を開催いたします。ただいまから広域行政調査特別委員会を開催いたします。

本日は、常時出席を求める理事者のほかに、南部振興課山本課長に出席を求めています本日は、常時出席を求める理事者のほかに、南部振興課山本課長に出席を求めています本日は、常時出席を求める理事者のほかに、南部振興課山本課長に出席を求めています本日は、常時出席を求める理事者のほかに、南部振興課山本課長に出席を求めています

ので、ご了解をお願いします。ので、ご了解をお願いします。ので、ご了解をお願いします。ので、ご了解をお願いします。

それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。

ふるさと知事ネットワークについて、国出先機関の地方移管に関する動きを知事公室長ふるさと知事ネットワークについて、国出先機関の地方移管に関する動きを知事公室長ふるさと知事ネットワークについて、国出先機関の地方移管に関する動きを知事公室長ふるさと知事ネットワークについて、国出先機関の地方移管に関する動きを知事公室長

から、紀伊半島知事会議についてを南部振興課長から順に報告願います。から、紀伊半島知事会議についてを南部振興課長から順に報告願います。から、紀伊半島知事会議についてを南部振興課長から順に報告願います。から、紀伊半島知事会議についてを南部振興課長から順に報告願います。

○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 自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワークの概要、国出先自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワークの概要、国出先自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワークの概要、国出先自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワークの概要、国出先

機関の地方移管に関する動き、この２点についてご報告を申し上げたいと思います。機関の地方移管に関する動き、この２点についてご報告を申し上げたいと思います。機関の地方移管に関する動き、この２点についてご報告を申し上げたいと思います。機関の地方移管に関する動き、この２点についてご報告を申し上げたいと思います。

まず最初に、自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワークの概要について申しまず最初に、自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワークの概要について申しまず最初に、自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワークの概要について申しまず最初に、自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワークの概要について申し
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上げます。上げます。上げます。上げます。

１ページには、ふるさと知事ネットワークの基本的な考え方を整理しております。ふる１ページには、ふるさと知事ネットワークの基本的な考え方を整理しております。ふる１ページには、ふるさと知事ネットワークの基本的な考え方を整理しております。ふる１ページには、ふるさと知事ネットワークの基本的な考え方を整理しております。ふる

さと知事ネットワークは、西川福井県知事の呼びかけによりまして、平成２２年１月に９さと知事ネットワークは、西川福井県知事の呼びかけによりまして、平成２２年１月に９さと知事ネットワークは、西川福井県知事の呼びかけによりまして、平成２２年１月に９さと知事ネットワークは、西川福井県知事の呼びかけによりまして、平成２２年１月に９

つの県で設立されたものでございまして、奈良県は当初から参加しております。現在は、つの県で設立されたものでございまして、奈良県は当初から参加しております。現在は、つの県で設立されたものでございまして、奈良県は当初から参加しております。現在は、つの県で設立されたものでございまして、奈良県は当初から参加しております。現在は、

１３県の知事がメンバーとなっております。基本的な考え方は、自立と分散・連携による１３県の知事がメンバーとなっております。基本的な考え方は、自立と分散・連携による１３県の知事がメンバーとなっております。基本的な考え方は、自立と分散・連携による１３県の知事がメンバーとなっております。基本的な考え方は、自立と分散・連携による

地方主導の改革を推進し、そのために必要な政策の転換を国に提案していこうとするもの地方主導の改革を推進し、そのために必要な政策の転換を国に提案していこうとするもの地方主導の改革を推進し、そのために必要な政策の転換を国に提案していこうとするもの地方主導の改革を推進し、そのために必要な政策の転換を国に提案していこうとするもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

２ページ、具体的な活動の第１の柱は、政策提案でございます。設立以来、これまで５２ページ、具体的な活動の第１の柱は、政策提案でございます。設立以来、これまで５２ページ、具体的な活動の第１の柱は、政策提案でございます。設立以来、これまで５２ページ、具体的な活動の第１の柱は、政策提案でございます。設立以来、これまで５

回にわたる知事会議を開催しておりまして、第３回知事会合では、企業や大学の地方分散回にわたる知事会議を開催しておりまして、第３回知事会合では、企業や大学の地方分散回にわたる知事会議を開催しておりまして、第３回知事会合では、企業や大学の地方分散回にわたる知事会議を開催しておりまして、第３回知事会合では、企業や大学の地方分散

による大都市の過密と少子化を改善するなど、自立と分散で国や大都市の課題を解決し、による大都市の過密と少子化を改善するなど、自立と分散で国や大都市の課題を解決し、による大都市の過密と少子化を改善するなど、自立と分散で国や大都市の課題を解決し、による大都市の過密と少子化を改善するなど、自立と分散で国や大都市の課題を解決し、

豊かな日本とする政策を提案し、公表いたしました。豊かな日本とする政策を提案し、公表いたしました。豊かな日本とする政策を提案し、公表いたしました。豊かな日本とする政策を提案し、公表いたしました。

また、東京都以外で初めて開催地となりました奈良県での第４回知事会合では、将来をまた、東京都以外で初めて開催地となりました奈良県での第４回知事会合では、将来をまた、東京都以外で初めて開催地となりました奈良県での第４回知事会合では、将来をまた、東京都以外で初めて開催地となりました奈良県での第４回知事会合では、将来を

見通した新しい日本の国づくりに向けて提言を行うとともに、地方みずからが行動するこ見通した新しい日本の国づくりに向けて提言を行うとともに、地方みずからが行動するこ見通した新しい日本の国づくりに向けて提言を行うとともに、地方みずからが行動するこ見通した新しい日本の国づくりに向けて提言を行うとともに、地方みずからが行動するこ

とを宣言する新しい国づくりに関する共同宣言、いわゆる奈良宣言を決議しました。とを宣言する新しい国づくりに関する共同宣言、いわゆる奈良宣言を決議しました。とを宣言する新しい国づくりに関する共同宣言、いわゆる奈良宣言を決議しました。とを宣言する新しい国づくりに関する共同宣言、いわゆる奈良宣言を決議しました。

さらに２３年１１月には、東日本大さらに２３年１１月には、東日本大さらに２３年１１月には、東日本大さらに２３年１１月には、東日本大震災震災震災震災のののの経験経験経験経験に基づき、過に基づき、過に基づき、過に基づき、過度度度度に一に一に一に一極極極極にににに集集集集中する行政機中する行政機中する行政機中する行政機

能能能能やややや我我我我が国のが国のが国のが国の経済社経済社経済社経済社会を会を会を会を支支支支える企業、える企業、える企業、える企業、人材人材人材人材を分散さを分散さを分散さを分散させせせせることがることがることがることが不可欠不可欠不可欠不可欠ででででああああるなど、るなど、るなど、るなど、災害災害災害災害にににに

強強強強い国づくりに関して、当時のい国づくりに関して、当時のい国づくりに関して、当時のい国づくりに関して、当時の前田前田前田前田国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省大大大大臣臣臣臣に提言をしております。に提言をしております。に提言をしております。に提言をしております。

３ページ、特に３ページ、特に３ページ、特に３ページ、特に税制税制税制税制に関しては、過密や過に関しては、過密や過に関しては、過密や過に関しては、過密や過疎疎疎疎の解決など、都市と地方がバの解決など、都市と地方がバの解決など、都市と地方がバの解決など、都市と地方がバラララランンンンススススよくよくよくよく発発発発

展展展展するための政策提案を具現化するために、新たなするための政策提案を具現化するために、新たなするための政策提案を具現化するために、新たなするための政策提案を具現化するために、新たな税制税制税制税制をををを検討検討検討検討するするするする場場場場として平成２３年１として平成２３年１として平成２３年１として平成２３年１

２月に新たな国づくり２月に新たな国づくり２月に新たな国づくり２月に新たな国づくり税制税制税制税制調査会を設調査会を設調査会を設調査会を設置置置置し、平成２４年５月にし、平成２４年５月にし、平成２４年５月にし、平成２４年５月に検討結果検討結果検討結果検討結果をををを取取取取りまとめて、りまとめて、りまとめて、りまとめて、

７７７７月には奈良県知事を月には奈良県知事を月には奈良県知事を月には奈良県知事を含む含む含む含む４知事が政４知事が政４知事が政４知事が政府税制府税制府税制府税制調査会、調査会、調査会、調査会、財務省財務省財務省財務省などなどなどなどへへへへの提言活動を行っておの提言活動を行っておの提言活動を行っておの提言活動を行ってお

ります。ります。ります。ります。

４ページ、具体的な活動の第２の柱は、共同４ページ、具体的な活動の第２の柱は、共同４ページ、具体的な活動の第２の柱は、共同４ページ、具体的な活動の第２の柱は、共同研究研究研究研究でございます。設立以来、でございます。設立以来、でございます。設立以来、でございます。設立以来、各各各各県の県の県の県の担担担担当当当当

職員が共同職員が共同職員が共同職員が共同研究研究研究研究活動を活動を活動を活動を実施実施実施実施しており、現在はしており、現在はしており、現在はしており、現在は記載記載記載記載のような１０ののような１０ののような１０ののような１０の研究研究研究研究活動が進行中でござ活動が進行中でござ活動が進行中でござ活動が進行中でござ

います。また、います。また、います。また、います。また、若手若手若手若手政策政策政策政策塾塾塾塾では、では、では、では、各各各各県の県の県の県の若手若手若手若手職員による職員による職員による職員による意意意意見見見見交交交交換や合同換や合同換や合同換や合同研修研修研修研修をををを８８８８つのつのつのつのテテテテーーーー

ママママで開催しており、奈良県でも平成２４年９月５日からで開催しており、奈良県でも平成２４年９月５日からで開催しており、奈良県でも平成２４年９月５日からで開催しており、奈良県でも平成２４年９月５日から７７７７日までの３日日までの３日日までの３日日までの３日間間間間、、、、ＰＤＣＡマＰＤＣＡマＰＤＣＡマＰＤＣＡマネネネネ

ジメントジメントジメントジメントサイサイサイサイククククルルルルををををテテテテーーーーママママに職員に職員に職員に職員研修研修研修研修をををを実施実施実施実施し、奈良県からは１０名のし、奈良県からは１０名のし、奈良県からは１０名のし、奈良県からは１０名の若手若手若手若手職員が参加し、職員が参加し、職員が参加し、職員が参加し、

熱心熱心熱心熱心に議に議に議に議論論論論が行われたとこが行われたとこが行われたとこが行わ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。

５ページ、具体的な活動の第３の柱は、新たな連携でございます。５ページ、具体的な活動の第３の柱は、新たな連携でございます。５ページ、具体的な活動の第３の柱は、新たな連携でございます。５ページ、具体的な活動の第３の柱は、新たな連携でございます。産産産産・学・・学・・学・・学・官官官官ががががロロロローーーーカカカカ

ルルルル・・・・アアアアンンンンドドドド・・・・ロロロローーーーカルカルカルカル、地方同、地方同、地方同、地方同士士士士、地方、地方、地方、地方間間間間でででで記載記載記載記載のようなのようなのようなのような多種多様多種多様多種多様多種多様な連携を行っておりまな連携を行っておりまな連携を行っておりまな連携を行っておりま
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す。す。す。す。

以上でふるさと知事ネットワークについてのご報告を以上でふるさと知事ネットワークについてのご報告を以上でふるさと知事ネットワークについてのご報告を以上でふるさと知事ネットワークについてのご報告を終終終終わらわらわらわらせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

続続続続いて、国出先機関の地方移管に関する動きについてご報告を申し上げます。いて、国出先機関の地方移管に関する動きについてご報告を申し上げます。いて、国出先機関の地方移管に関する動きについてご報告を申し上げます。いて、国出先機関の地方移管に関する動きについてご報告を申し上げます。

当委員会が開催された当委員会が開催された当委員会が開催された当委員会が開催された６６６６月１９日以月１９日以月１９日以月１９日以降降降降の動きについて申し上げます。国出先機関の地方の動きについて申し上げます。国出先機関の地方の動きについて申し上げます。国出先機関の地方の動きについて申し上げます。国出先機関の地方

移管に関しては、平成２４年移管に関しては、平成２４年移管に関しては、平成２４年移管に関しては、平成２４年６６６６月月月月８８８８日第９回日第９回日第９回日第９回アアアアククククショショショション・ン・ン・ン・プラプラプラプラン推進委員会において、国ン推進委員会において、国ン推進委員会において、国ン推進委員会において、国

の特の特の特の特定定定定地方行政機関の事地方行政機関の事地方行政機関の事地方行政機関の事務等務等務等務等の移の移の移の移譲譲譲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が提案が提案が提案が提示示示示されましたが、されましたが、されましたが、されましたが、閣閣閣閣議決議決議決議決定定定定もなく、もなく、もなく、もなく、

第１第１第１第１８８８８０回通常国会の０回通常国会の０回通常国会の０回通常国会の法法法法案提出が見案提出が見案提出が見案提出が見送送送送られたとこられたとこられたとこら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。内閣府内閣府内閣府内閣府特特特特命担命担命担命担当大当大当大当大臣臣臣臣でででで

ああああります地域主ります地域主ります地域主ります地域主権担権担権担権担当の当の当の当の発発発発言では、次言では、次言では、次言では、次期期期期国会国会国会国会へへへへの提出をの提出をの提出をの提出を目指目指目指目指しておられるということでごしておられるということでごしておられるということでごしておられるということでご

ざいます。県のざいます。県のざいます。県のざいます。県の対応等対応等対応等対応等についてはについてはについてはについては記載記載記載記載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

以上で国出先機関地方移管に関する動きの報告を以上で国出先機関地方移管に関する動きの報告を以上で国出先機関地方移管に関する動きの報告を以上で国出先機関地方移管に関する動きの報告を終終終終わらわらわらわらせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

○山本南部振興課長○山本南部振興課長○山本南部振興課長○山本南部振興課長 紀伊半島知事会議につきましてご報告申し上げます。紀伊半島知事紀伊半島知事会議につきましてご報告申し上げます。紀伊半島知事紀伊半島知事会議につきましてご報告申し上げます。紀伊半島知事紀伊半島知事会議につきましてご報告申し上げます。紀伊半島知事

会議についてという会議についてという会議についてという会議についてという資料資料資料資料をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

紀伊半島知事会議につきましては、紀伊半島知事会議につきましては、紀伊半島知事会議につきましては、紀伊半島知事会議につきましては、三重三重三重三重県、奈良県、県、奈良県、県、奈良県、県、奈良県、和歌和歌和歌和歌山県の３県知事が半島振興な山県の３県知事が半島振興な山県の３県知事が半島振興な山県の３県知事が半島振興な

ど３県の共通課題についてど３県の共通課題についてど３県の共通課題についてど３県の共通課題について討討討討議しまして、議しまして、議しまして、議しまして、施施施施策の一体的かつ策の一体的かつ策の一体的かつ策の一体的かつ総総総総合的な合的な合的な合的な展展展展開を開を開を開を図図図図ることをることをることをることを目目目目

的に開催されております。的に開催されております。的に開催されております。的に開催されております。昭和昭和昭和昭和５５５５６６６６年年年年度度度度より開催されておりまして、平成より開催されておりまして、平成より開催されておりまして、平成より開催されておりまして、平成８８８８年年年年度度度度よりはよりはよりはよりは毎毎毎毎

年年年年度度度度１回開催することとなっております。１回開催することとなっております。１回開催することとなっております。１回開催することとなっております。

近近近近年開催されました会議につきまして、具体の年開催されました会議につきまして、具体の年開催されました会議につきまして、具体の年開催されました会議につきまして、具体の内容内容内容内容をごをごをごをご説明説明説明説明申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。

第２１回、平成２２年第２１回、平成２２年第２１回、平成２２年第２１回、平成２２年度度度度は奈良市で開催されております。まず、は奈良市で開催されております。まず、は奈良市で開催されております。まず、は奈良市で開催されております。まず、①世界遺産①世界遺産①世界遺産①世界遺産のののの保全保全保全保全と活と活と活と活

用用用用に関する連携というに関する連携というに関する連携というに関する連携というテテテテーーーーママママでででで討討討討議しまして、そのときは議しまして、そのときは議しまして、そのときは議しまして、そのときは吉吉吉吉野・野・野・野・高高高高野・野・野・野・熊熊熊熊野の国を野の国を野の国を野の国を建建建建国し国し国し国し

ております。ております。ております。ております。

以以以以後後後後、平成２２年、平成２２年、平成２２年、平成２２年度度度度から３県が連携いたしまして、から３県が連携いたしまして、から３県が連携いたしまして、から３県が連携いたしまして、ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ、、、、ママママッッッッププププ、、、、パパパパンンンンフレフレフレフレットットットット等等等等のののの

作作作作成、都市成、都市成、都市成、都市圏圏圏圏でのでのでのでのＰＲイベＰＲイベＰＲイベＰＲイベントントントント等等等等の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しております。しております。しております。しております。

２ページ、平成２２年の第２点２ページ、平成２２年の第２点２ページ、平成２２年の第２点２ページ、平成２２年の第２点目目目目の議題は、の議題は、の議題は、の議題は、②幹線道路網②幹線道路網②幹線道路網②幹線道路網の整の整の整の整備促備促備促備促進で進で進で進であああありまして、こりまして、こりまして、こりまして、こ

れにつきましては３県知事が連名で国れにつきましては３県知事が連名で国れにつきましては３県知事が連名で国れにつきましては３県知事が連名で国へへへへの提案活動を行っております。の提案活動を行っております。の提案活動を行っております。の提案活動を行っております。

第２２回は第２２回は第２２回は第２２回は和歌和歌和歌和歌山県で開催でございました。山県で開催でございました。山県で開催でございました。山県で開催でございました。①①①①のののの防災防災防災防災・・・・減災対減災対減災対減災対策で策で策で策であああありますとか、りますとか、りますとか、りますとか、②②②②のののの

観観観観光振興のための光振興のための光振興のための光振興のための交交交交通通通通アアアアククククセスセスセスセスについて議について議について議について議論論論論されました。また、されました。また、されました。また、されました。また、③スポ③スポ③スポ③スポーーーーツツツツの振興に関しの振興に関しの振興に関しの振興に関し

ましては、クましては、クましては、クましては、クラブチラブチラブチラブチーーーームムムムの大会を３県で開催することが合の大会を３県で開催することが合の大会を３県で開催することが合の大会を３県で開催することが合意意意意されまして、今年されまして、今年されまして、今年されまして、今年度度度度ははははレスリレスリレスリレスリ

ンンンンググググを本県を本県を本県を本県橿原橿原橿原橿原市で、市で、市で、市で、ササササッッッッカカカカーをーをーをーを和歌和歌和歌和歌山県で、山県で、山県で、山県で、三重三重三重三重県でな県でな県でな県でなぎぎぎぎなたが開催されることとなっなたが開催されることとなっなたが開催されることとなっなたが開催されることとなっ

ております。ております。ております。ております。

また、第２２回また、第２２回また、第２２回また、第２２回世界世界世界世界少年野少年野少年野少年野球球球球大会につきましても３県が連携して大会につきましても３県が連携して大会につきましても３県が連携して大会につきましても３県が連携して対応対応対応対応いたしました。本いたしました。本いたしました。本いたしました。本
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県では県では県では県では下北下北下北下北山山山山スポスポスポスポーーーーツツツツ公公公公園園園園が会が会が会が会場場場場となっております。となっております。となっております。となっております。

本年本年本年本年度度度度の第２３回につきましては、の第２３回につきましては、の第２３回につきましては、の第２３回につきましては、三重三重三重三重県で開催しました。議事は、１点県で開催しました。議事は、１点県で開催しました。議事は、１点県で開催しました。議事は、１点目目目目が紀伊半島が紀伊半島が紀伊半島が紀伊半島

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・・・・復復復復興でございます。興でございます。興でございます。興でございます。復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興に係る興に係る興に係る興に係る法令等法令等法令等法令等に関しまして、改善がに関しまして、改善がに関しまして、改善がに関しまして、改善が望望望望

ましいと思われる事項につき国にましいと思われる事項につき国にましいと思われる事項につき国にましいと思われる事項につき国に適切適切適切適切なななな措置措置措置措置をををを講じ講じ講じ講じるよう３県知事連名で提案いたしておるよう３県知事連名で提案いたしておるよう３県知事連名で提案いたしておるよう３県知事連名で提案いたしてお

ります。ります。ります。ります。

４ページ、２点４ページ、２点４ページ、２点４ページ、２点目目目目のののの道路道路道路道路・・・・交交交交通につきましては、紀伊半島通につきましては、紀伊半島通につきましては、紀伊半島通につきましては、紀伊半島アアアアンンンンカカカカーーーールルルルートのートのートのートの早期早期早期早期整整整整備備備備、、、、

それからそれからそれからそれからリニアリニアリニアリニア中中中中央央央央新新新新幹線建幹線建幹線建幹線建設設設設促促促促進紀伊半島進紀伊半島進紀伊半島進紀伊半島三三三三県県県県アピアピアピアピーーーールルルルを３県知事が連名で国に提案しを３県知事が連名で国に提案しを３県知事が連名で国に提案しを３県知事が連名で国に提案し

ております。ております。ております。ております。

また、３点また、３点また、３点また、３点目目目目のののの観観観観光振興でございますが、平成２４年から平成２光振興でございますが、平成２４年から平成２光振興でございますが、平成２４年から平成２光振興でございますが、平成２４年から平成２７７７７年まで、３県におき年まで、３県におき年まで、３県におき年まで、３県におき

まして、まして、まして、まして、歴史歴史歴史歴史的な的な的な的な記念記念記念記念行事が行事が行事が行事が毎毎毎毎年年年年続続続続くことをくことをくことをくことを受受受受けまして、紀伊半島けまして、紀伊半島けまして、紀伊半島けまして、紀伊半島全全全全域で域で域で域で誘客誘客誘客誘客につなげてにつなげてにつなげてにつなげて

いけるよう、広域いけるよう、広域いけるよう、広域いけるよう、広域観観観観光連携に光連携に光連携に光連携に取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいくことで合でいくことで合でいくことで合でいくことで合意意意意しております。以上でございます。しております。以上でございます。しております。以上でございます。しております。以上でございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 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まして、めまして、めまして、めまして、質疑等質疑等質疑等質疑等ががががああああれれれればばばば

ごごごご発発発発言願いたいと思います。この今の件に関して言願いたいと思います。この今の件に関して言願いたいと思います。この今の件に関して言願いたいと思います。この今の件に関して何何何何かございまかございまかございまかございませんせんせんせんでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

ほかにございまほかにございまほかにございまほかにございませんせんせんせんか。ほかになけれか。ほかになけれか。ほかになけれか。ほかになければばばば、これで、これで、これで、これで質疑等質疑等質疑等質疑等をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

１０：１２分１０：１２分１０：１２分１０：１２分 休憩休憩休憩休憩

１０：１２分１０：１２分１０：１２分１０：１２分 再再再再開開開開

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、会議をそれでは、会議をそれでは、会議をそれでは、会議を引引引引きききき続続続続きききき再再再再開してまいります。開してまいります。開してまいります。開してまいります。

本日の委員会を本日の委員会を本日の委員会を本日の委員会を受受受受けまして、委員けまして、委員けまして、委員けまして、委員間討間討間討間討議を行いたいと思います。議を行いたいと思います。議を行いたいと思います。議を行いたいと思います。

本日出席の理事者の同席を求めておりますけれども、よ本日出席の理事者の同席を求めておりますけれども、よ本日出席の理事者の同席を求めておりますけれども、よ本日出席の理事者の同席を求めておりますけれども、よろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」と呼と呼と呼と呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

まず、おまず、おまず、おまず、お手元手元手元手元に、９月４日に行いました初に、９月４日に行いました初に、９月４日に行いました初に、９月４日に行いました初度度度度委員会委員会委員会委員会及及及及び県び県び県び県内内内内調査の調査の調査の調査の結果結果結果結果概要と今概要と今概要と今概要と今後後後後の議の議の議の議

論論論論の方向についてと題したの方向についてと題したの方向についてと題したの方向についてと題した資料資料資料資料をををを配付配付配付配付しております。９月４日の初しております。９月４日の初しております。９月４日の初しております。９月４日の初度度度度委員会の委員会の委員会の委員会の質問質問質問質問にににに対対対対すすすす

るるるる追追追追加加加加資料資料資料資料についてはおについてはおについてはおについてはお配配配配りしたとおりでございました。りしたとおりでございました。りしたとおりでございました。りしたとおりでございました。

今今今今後後後後の委員の委員の委員の委員間討間討間討間討議におきまして、議議におきまして、議議におきまして、議議におきまして、議論論論論をををを深深深深めていただいためていただいためていただいためていただいた内容内容内容内容を委員長報告としてを委員長報告としてを委員長報告としてを委員長報告として取取取取りりりり

まとめていきたいと考えております。つきましては、委員のまとめていきたいと考えております。つきましては、委員のまとめていきたいと考えております。つきましては、委員のまとめていきたいと考えております。つきましては、委員の皆皆皆皆ささささんんんんにはにはにはには積極積極積極積極的な的な的な的な発発発発言をお言をお言をお言をお

願いしたいと思います。願いしたいと思います。願いしたいと思います。願いしたいと思います。

議議議議論論論論の方向についてですけれどもの方向についてですけれどもの方向についてですけれどもの方向についてですけれども、、、、「「「「今今今今後後後後の議の議の議の議論論論論の方向の方向の方向の方向」」」」というというというという資料資料資料資料をごらをごらをごらをごらんんんんくださいくださいくださいください。。。。

中中中中間間間間報告の報告の報告の報告の内容内容内容内容となっております。中となっております。中となっております。中となっております。中間間間間報告の報告の報告の報告の内容内容内容内容をををを箇条書箇条書箇条書箇条書きにしてきにしてきにしてきにして書書書書いたものでございいたものでございいたものでございいたものでござい

ます。本日は１、２、３の項ます。本日は１、２、３の項ます。本日は１、２、３の項ます。本日は１、２、３の項目目目目について順に議について順に議について順に議について順に議論論論論を行うこととしてよを行うこととしてよを行うこととしてよを行うこととしてよろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」と呼と呼と呼と呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）



---- 5555 ----

１の県１の県１の県１の県内内内内広域行政について県広域行政について県広域行政について県広域行政について県内内内内調査を行いましたので、議調査を行いましたので、議調査を行いましたので、議調査を行いましたので、議論論論論を行いたいと思います。を行いたいと思います。を行いたいと思います。を行いたいと思います。

まず、本県の奈良まず、本県の奈良まず、本県の奈良まず、本県の奈良モデルモデルモデルモデルの推進が県の推進が県の推進が県の推進が県内内内内市市市市町村町村町村町村のののの実情実情実情実情にににに沿沿沿沿って、その自立をって、その自立をって、その自立をって、その自立を高高高高める方向でめる方向でめる方向でめる方向で

行われているが、行われているが、行われているが、行われているが、引引引引きききき続続続続きききき各取各取各取各取りりりり組組組組みの進みの進みの進みの進捗状況捗状況捗状況捗状況をををを検証検証検証検証するということですけれども、こするということですけれども、こするということですけれども、こするということですけれども、こ

の進の進の進の進捗状況捗状況捗状況捗状況についてどう考えるか。９月４日の初についてどう考えるか。９月４日の初についてどう考えるか。９月４日の初についてどう考えるか。９月４日の初度度度度委員会・県委員会・県委員会・県委員会・県内内内内調査について調査について調査について調査について所感所感所感所感をををを述べ述べ述べ述べ

ていただきたいと思います。市ていただきたいと思います。市ていただきたいと思います。市ていただきたいと思います。市町村町村町村町村のののの税収強税収強税収強税収強化、化、化、化、水道運営水道運営水道運営水道運営の連携、の連携、の連携、の連携、図書館図書館図書館図書館管理管理管理管理運営運営運営運営の連携、の連携、の連携、の連携、

市市市市町村町村町村町村国国国国民健民健民健民健康康康康保険保険保険保険ののののああああり方、市り方、市り方、市り方、市町村町村町村町村公公公公営住宅等営住宅等営住宅等営住宅等の管理の共同化、自の管理の共同化、自の管理の共同化、自の管理の共同化、自治治治治体ク体ク体ク体クラウドラウドラウドラウド、市、市、市、市町町町町

村橋梁村橋梁村橋梁村橋梁の長の長の長の長寿命寿命寿命寿命化化化化対対対対策について、奈良策について、奈良策について、奈良策について、奈良モデルモデルモデルモデルのののの全全全全体についてどう考えるか、今体についてどう考えるか、今体についてどう考えるか、今体についてどう考えるか、今後後後後委員会と委員会と委員会と委員会と

してどういう議してどういう議してどういう議してどういう議論論論論が必要か議が必要か議が必要か議が必要か議論論論論をしたいと思っておりますけれども、をしたいと思っておりますけれども、をしたいと思っておりますけれども、をしたいと思っておりますけれども、何何何何かごかごかごかご意意意意見ございま見ございま見ございま見ございま

せんせんせんせんでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

もしなけれもしなけれもしなけれもしなければばばば次回までに整理しておいていただけますか。いきなり方向次回までに整理しておいていただけますか。いきなり方向次回までに整理しておいていただけますか。いきなり方向次回までに整理しておいていただけますか。いきなり方向性性性性を出し議を出し議を出し議を出し議論論論論がががが

進進進進んんんんでいないようなので、本県の広域行政の体でいないようなので、本県の広域行政の体でいないようなので、本県の広域行政の体でいないようなので、本県の広域行政の体制制制制のののの取取取取りりりり組組組組みについては、次回までにみについては、次回までにみについては、次回までにみについては、次回までに研究研究研究研究、、、、

検討検討検討検討しておいてください。それでよしておいてください。それでよしておいてください。それでよしておいてください。それで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。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」と呼と呼と呼と呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 皆皆皆皆ささささんんんんからからからから意意意意見が出なかったので、県見が出なかったので、県見が出なかったので、県見が出なかったので、県内内内内調査に行か調査に行か調査に行か調査に行かせせせせていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、

郡郡郡郡山山山山土土土土木事木事木事木事務所務所務所務所でででで老朽老朽老朽老朽化の化の化の化の橋橋橋橋をををを直直直直すというすというすというすという話話話話をををを聞聞聞聞かかかかせせせせていただいたのですけれども、ていただいたのですけれども、ていただいたのですけれども、ていただいたのですけれども、非非非非常常常常

にににに人人人人的体的体的体的体制制制制にににに無無無無理が理が理が理がああああるるるる印象印象印象印象をををを受受受受けました。けました。けました。けました。計画計画計画計画をつくるとこをつくるとこをつくるとこをつくるところろろろぐぐぐぐらいまではらいまではらいまではらいまでは何何何何とかとかとかとかああああれれれれ

でいくのかというでいくのかというでいくのかというでいくのかという気気気気はしたのですけれども、はしたのですけれども、はしたのですけれども、はしたのですけれども、実実実実際際際際に、それに合わに、それに合わに、それに合わに、それに合わせせせせて具体的にて具体的にて具体的にて具体的に老朽老朽老朽老朽化した化した化した化した

骨骨骨骨を改善していこうとなりましたら、それなりに体を改善していこうとなりましたら、それなりに体を改善していこうとなりましたら、それなりに体を改善していこうとなりましたら、それなりに体制制制制がなけれがなけれがなけれがなければばばば進進進進んんんんでいかないのではなでいかないのではなでいかないのではなでいかないのではな

いかといういかといういかといういかという印象印象印象印象をををを非非非非常に常に常に常に受受受受けたとこけたとこけたとこけたところろろろででででああああります。ります。ります。ります。

それで、今回の大それで、今回の大それで、今回の大それで、今回の大水害水害水害水害にににに対対対対しまして、市しまして、市しまして、市しまして、市町村町村町村町村にににに災害復旧支災害復旧支災害復旧支災害復旧支援援援援員という２０名の新たな員という２０名の新たな員という２０名の新たな員という２０名の新たな制制制制

度度度度を設けられているのですけれども、まだを設けられているのですけれども、まだを設けられているのですけれども、まだを設けられているのですけれども、まだ人人人人がががが足足足足らないとらないとらないとらないと伺伺伺伺っているわけですが、これかっているわけですが、これかっているわけですが、これかっているわけですが、これか

ら過ら過ら過ら過疎疎疎疎やややや実実実実際際際際にににに被被被被害害害害をををを受受受受けた自けた自けた自けた自治治治治体が自立していく上で、体が自立していく上で、体が自立していく上で、体が自立していく上で、非非非非常に大きな常に大きな常に大きな常に大きなキキキキーーーーパパパパーーーーソソソソンになンになンになンにな

っていくっていくっていくっていく存存存存在で在で在で在でああああるとるとるとると感じ感じ感じ感じてはいるのですけれども、なてはいるのですけれども、なてはいるのですけれども、なてはいるのですけれども、なぜぜぜぜそのそのそのその人手人手人手人手がががが十十十十分に分に分に分に補補補補充されてい充されてい充されてい充されてい

ないのか、そのないのか、そのないのか、そのないのか、そのああああたりの見通しや現たりの見通しや現たりの見通しや現たりの見通しや現状状状状をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせをいただけたらと思っているのですけれをいただけたらと思っているのですけれをいただけたらと思っているのですけれをいただけたらと思っているのですけれ

ども。ども。ども。ども。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 もしもしもしもし答答答答えられるえられるえられるえられる範囲範囲範囲範囲でよけれでよけれでよけれでよければばばば、、、、芝池芝池芝池芝池次長。次長。次長。次長。

○芝池土木部次長企画管理室長事務取扱○芝池土木部次長企画管理室長事務取扱○芝池土木部次長企画管理室長事務取扱○芝池土木部次長企画管理室長事務取扱 確確確確かにかにかにかに土土土土木職員がかなり木職員がかなり木職員がかなり木職員がかなり減減減減ってございます。そってございます。そってございます。そってございます。そ

のためにたくさのためにたくさのためにたくさのためにたくさん人ん人ん人ん人を入れることで、今年を入れることで、今年を入れることで、今年を入れることで、今年度度度度もももも採採採採用用用用試試試試験験験験をやってございますが、をやってございますが、をやってございますが、をやってございますが、土土土土木職は木職は木職は木職は

余余余余りりりり人人人人気気気気がないようでして、がないようでして、がないようでして、がないようでして、人人人人がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか集集集集まりづらいのと、また、まりづらいのと、また、まりづらいのと、また、まりづらいのと、また、辞退辞退辞退辞退者も出るという者も出るという者も出るという者も出るという

ことで、今ことで、今ことで、今ことで、今後リ後リ後リ後リククククルルルルートをートをートをートを強強強強化して化して化して化して人材人材人材人材をををを集集集集めたいと思ってございます。めたいと思ってございます。めたいと思ってございます。めたいと思ってございます。
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それと、それと、それと、それと、不不不不足足足足する分につきましては業する分につきましては業する分につきましては業する分につきましては業務務務務補助補助補助補助というというというという形形形形で外部委で外部委で外部委で外部委託託託託等等等等をやっていきたい。をやっていきたい。をやっていきたい。をやっていきたい。

現にやってございますが、さらにそれを現にやってございますが、さらにそれを現にやってございますが、さらにそれを現にやってございますが、さらにそれを強強強強化していくことを今、考えておりまして、今化していくことを今、考えておりまして、今化していくことを今、考えておりまして、今化していくことを今、考えておりまして、今後後後後

も特にも特にも特にも特に土土土土木木木木技術技術技術技術者の職員の者の職員の者の職員の者の職員の採採採採用用用用についてはについてはについてはについては土土土土木部として木部として木部として木部として強強強強化を化を化を化を図図図図っていきたいと考えてごっていきたいと考えてごっていきたいと考えてごっていきたいと考えてご

ざいます。以上です。ざいます。以上です。ざいます。以上です。ざいます。以上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 現現現現実実実実にににに土土土土木木木木技術技術技術技術者の者の者の者の募募募募集集集集をしてもをしてもをしてもをしても集集集集まらないというのが現まらないというのが現まらないというのが現まらないというのが現状状状状のようです。のようです。のようです。のようです。

現在現在現在現在定定定定員を員を員を員を割割割割っていますよっていますよっていますよっていますよねねねね。。。。

○芝池土木部次長企画管理室長事務取扱○芝池土木部次長企画管理室長事務取扱○芝池土木部次長企画管理室長事務取扱○芝池土木部次長企画管理室長事務取扱 はい。はい。はい。はい。実実実実際際際際にににに試試試試験験験験を通られる方のを通られる方のを通られる方のを通られる方の試試試試験験験験が、１次が、１次が、１次が、１次

試試試試験験験験が通らずにが通らずにが通らずにが通らずに定定定定員が員が員が員が割割割割れているのが現れているのが現れているのが現れているのが現状状状状でございます。その中でまたでございます。その中でまたでございます。その中でまたでございます。その中でまた辞退辞退辞退辞退者も出るとい者も出るとい者も出るとい者も出るとい

うこともうこともうこともうこともあああありますので、りますので、りますので、りますので、我我我我 々々々々としては先ほど申しましたように、県職員でそれとしては先ほど申しましたように、県職員でそれとしては先ほど申しましたように、県職員でそれとしては先ほど申しましたように、県職員でそれぞぞぞぞれの大学れの大学れの大学れの大学

の方にしっかりとの方にしっかりとの方にしっかりとの方にしっかりとリリリリククククルルルルートをしに行って、いいートをしに行って、いいートをしに行って、いいートをしに行って、いい人材人材人材人材をできるだけ奈良県にをできるだけ奈良県にをできるだけ奈良県にをできるだけ奈良県に集集集集めるようなめるようなめるようなめるような

活動も活動も活動も活動も強強強強化して、現化して、現化して、現化して、現実実実実にやっておりますから、さらににやっておりますから、さらににやっておりますから、さらににやっておりますから、さらに強強強強化していって、少なくとも化していって、少なくとも化していって、少なくとも化していって、少なくとも募募募募集人集人集人集人

員が員が員が員が満満満満つるつるつるつるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの人材人材人材人材をををを集集集集めたいと思ってございます。以上です。めたいと思ってございます。以上です。めたいと思ってございます。以上です。めたいと思ってございます。以上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 現現現現実実実実にににに全全全全国の国の国の国の土土土土木関係の大学の木関係の大学の木関係の大学の木関係の大学の定定定定員もふえていない員もふえていない員もふえていない員もふえていない状況状況状況状況でででであああありまして、市りまして、市りまして、市りまして、市

町村町村町村町村もももも取取取取り合いみたいなり合いみたいなり合いみたいなり合いみたいな形形形形になっていて、これがになっていて、これがになっていて、これがになっていて、これが数数数数年年年年前前前前からからからから続続続続いておりまして、いておりまして、いておりまして、いておりまして、余余余余り知らり知らり知らり知ら

れていないれていないれていないれていない話話話話ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、非非非非常に常に常に常に土土土土木木木木技術技術技術技術職員の新職員の新職員の新職員の新規採規採規採規採用用用用がとれないがとれないがとれないがとれない状況状況状況状況です。です。です。です。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 土土土土木木木木技術技術技術技術職の職の職の職の人手人手人手人手が大変だということはわかったのですけれども、先日が大変だということはわかったのですけれども、先日が大変だということはわかったのですけれども、先日が大変だということはわかったのですけれども、先日

新新新新聞聞聞聞を見てましたら、を見てましたら、を見てましたら、を見てましたら、台風台風台風台風１２１２１２１２号号号号のののの災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧工工工工事で県事で県事で県事で県内内内内で行ったで行ったで行ったで行った工工工工事３１事３１事３１事３１カ所カ所カ所カ所のうのうのうのうちちちち２３２３２３２３

カ所カ所カ所カ所でででで違反違反違反違反ががががああああって、って、って、って、違反率違反率違反率違反率がががが７７７７４４４４．．．．２２２２％％％％と出ていまして、きっと出ていまして、きっと出ていまして、きっと出ていまして、きっちちちちりと県として管理できりと県として管理できりと県として管理できりと県として管理でき

ていない体ていない体ていない体ていない体制制制制がががが問問問問題ではないかと題ではないかと題ではないかと題ではないかと非非非非常に常に常に常に感じ感じ感じ感じました。ですから、ました。ですから、ました。ですから、ました。ですから、垂垂垂垂直支直支直支直支援援援援、、、、水水水水平平平平補完補完補完補完といといといとい

うううう視視視視点はいいのですけれども、それに見合うだけの体点はいいのですけれども、それに見合うだけの体点はいいのですけれども、それに見合うだけの体点はいいのですけれども、それに見合うだけの体制制制制をとらないとかけをとらないとかけをとらないとかけをとらないとかけ声声声声だけにだけにだけにだけに終終終終わるわるわるわる

のではないかというのではないかというのではないかというのではないかという印象印象印象印象をををを受受受受けましたので、言っておきたいと思います。けましたので、言っておきたいと思います。けましたので、言っておきたいと思います。けましたので、言っておきたいと思います。

それと、それと、それと、それと、支支支支援援援援員のことですけれども、員のことですけれども、員のことですけれども、員のことですけれども、支支支支援援援援員の員の員の員の募募募募集集集集を見ましたら、１日を見ましたら、１日を見ましたら、１日を見ましたら、１日７７７７，，，，１４０１４０１４０１４０円円円円でででで

４日４日４日４日間間間間のののの仕仕仕仕事という事という事という事という募募募募集内容集内容集内容集内容になってました。それで、になってました。それで、になってました。それで、になってました。それで、健健健健康康康康保険保険保険保険とかとかとかとか社社社社会会会会保険料保険料保険料保険料とかをとかをとかをとかを納納納納

めるということで、めるということで、めるということで、めるということで、計算計算計算計算したら大体３したら大体３したら大体３したら大体３割ぐ割ぐ割ぐ割ぐらいらいらいらい払払払払わなけれわなけれわなけれわなければばばばいけないということなので、いけないということなので、いけないということなので、いけないということなので、

１１１１１１１１万円ぐ万円ぐ万円ぐ万円ぐらいのらいのらいのらいの給給給給料料料料がががが８８８８万円ぐ万円ぐ万円ぐ万円ぐらいなのです。そこで本当にらいなのです。そこで本当にらいなのです。そこで本当にらいなのです。そこで本当に支支支支援援援援、、、、支支支支えていけるだけのえていけるだけのえていけるだけのえていけるだけの

人手人手人手人手がががが確確確確保保保保できるのかというできるのかというできるのかというできるのかという感じ感じ感じ感じをををを持持持持ったのですけれども、ったのですけれども、ったのですけれども、ったのですけれども、支支支支援援援援員が見つかっていないと員が見つかっていないと員が見つかっていないと員が見つかっていないと

いうとこいうとこいうとこいうところろろろの現の現の現の現状状状状はどういうとこはどういうとこはどういうとこはどういうところろろろにににに問問問問題が題が題が題がああああるのか、もし考えていることがるのか、もし考えていることがるのか、もし考えていることがるのか、もし考えていることがあああありましたりましたりましたりました

らおらおらおらお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○山本南部振興課長○山本南部振興課長○山本南部振興課長○山本南部振興課長 ふるさとふるさとふるさとふるさと復復復復興興興興協力隊協力隊協力隊協力隊のののの採採採採用用用用をををを担担担担当さ当さ当さ当させせせせていただいてますので、おていただいてますので、おていただいてますので、おていただいてますので、お答答答答

えさえさえさえさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。
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ごごごご質問質問質問質問のとおり、ふるさとのとおり、ふるさとのとおり、ふるさとのとおり、ふるさと復復復復興興興興協力隊協力隊協力隊協力隊につきましては２０名のにつきましては２０名のにつきましては２０名のにつきましては２０名の予算枠予算枠予算枠予算枠をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、

現在、１３名を現在、１３名を現在、１３名を現在、１３名を配置済配置済配置済配置済みでございます。みでございます。みでございます。みでございます。残残残残りの２名につきましては調整中でございまして、りの２名につきましては調整中でございまして、りの２名につきましては調整中でございまして、りの２名につきましては調整中でございまして、

近近近近 々々々々１５名になると。１５名になると。１５名になると。１５名になると。残残残残る５名ですが、業る５名ですが、業る５名ですが、業る５名ですが、業務内容務内容務内容務内容がががが農農農農業とか林業とか、そういう業業とか林業とか、そういう業業とか林業とか、そういう業業とか林業とか、そういう業務務務務にににに従従従従

事するとこ事するとこ事するとこ事するところろろろが中が中が中が中心心心心にににに不不不不足足足足しているのが現しているのが現しているのが現しているのが現状状状状でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、観観観観光分野では光分野では光分野では光分野では比較比較比較比較的的的的埋埋埋埋まりまりまりまり

やすいやすいやすいやすい状状状状態態態態になっています。になっています。になっています。になっています。

それと、それと、それと、それと、週週週週４日の４日の４日の４日の勤勤勤勤務務務務の件でございますが、これはの件でございますが、これはの件でございますが、これはの件でございますが、これは週週週週４日を県の４日を県の４日を県の４日を県の仕仕仕仕事に事に事に事に従従従従事していただ事していただ事していただ事していただ

いて、いて、いて、いて、残残残残り１日を３年り１日を３年り１日を３年り１日を３年間間間間のののの間間間間にその地域でのにその地域でのにその地域でのにその地域での生生生生業をご自業をご自業をご自業をご自身身身身で見つけていただく、で見つけていただく、で見つけていただく、で見つけていただく、種種種種をまいをまいをまいをまい

ていただくのがていただくのがていただくのがていただくのが趣旨趣旨趣旨趣旨でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、ああああえてえてえてえて週週週週４日という４日という４日という４日という形形形形でででで抑抑抑抑えさえさえさえさせせせせていただいておりていただいておりていただいておりていただいており

ます。ます。ます。ます。

それから、時それから、時それから、時それから、時間間間間単価単価単価単価につきましては県のにつきましては県のにつきましては県のにつきましては県の嘱託嘱託嘱託嘱託職員の報職員の報職員の報職員の報償費償費償費償費をををを８８８８時時時時間間間間でででで割割割割りりりり戻戻戻戻したしたしたした形形形形になになになにな

っております。以上でございます。っております。以上でございます。っております。以上でございます。っております。以上でございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 今今今今後後後後またまたまたまた何何何何か変わったことがございましたら、ご報告を願いたいと思いまか変わったことがございましたら、ご報告を願いたいと思いまか変わったことがございましたら、ご報告を願いたいと思いまか変わったことがございましたら、ご報告を願いたいと思いま

す。す。す。す。

それでは次に、関西広域連合のそれでは次に、関西広域連合のそれでは次に、関西広域連合のそれでは次に、関西広域連合の対応対応対応対応について議について議について議について議論論論論をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

資料「資料「資料「資料「関西広域連合の最関西広域連合の最関西広域連合の最関西広域連合の最近近近近の動き、平成２４年の動き、平成２４年の動き、平成２４年の動き、平成２４年７７７７月から平成２４年月から平成２４年月から平成２４年月から平成２４年８８８８月月月月」」」」について、主について、主について、主について、主

なことは京都市となことは京都市となことは京都市となことは京都市と神戸神戸神戸神戸市が関西広域連合に加入されて市が関西広域連合に加入されて市が関西広域連合に加入されて市が関西広域連合に加入されて総務総務総務総務大大大大臣臣臣臣のののの認認認認可可可可をををを受受受受けられたことと、けられたことと、けられたことと、けられたことと、

それから、国出先機関の改革についてそれから、国出先機関の改革についてそれから、国出先機関の改革についてそれから、国出先機関の改革についてココココメントをメントをメントをメントを発発発発表されておりますけども、表されておりますけども、表されておりますけども、表されておりますけども、結結結結局局局局、今回、今回、今回、今回

の国会ではの国会ではの国会ではの国会では内閣府内閣府内閣府内閣府の提出議案は議の提出議案は議の提出議案は議の提出議案は議論論論論されないままされないままされないままされないまま法法法法案が通らなかったとなっております。案が通らなかったとなっております。案が通らなかったとなっております。案が通らなかったとなっております。

それから９月それから９月それから９月それから９月７７７７日に大日に大日に大日に大飯飯飯飯原原原原子子子子力力力力発発発発電電電電所所所所に関するに関するに関するに関する適切適切適切適切なななな取取取取りりりり組組組組みを求める申し入れを提出さみを求める申し入れを提出さみを求める申し入れを提出さみを求める申し入れを提出さ

れました。これはれました。これはれました。これはれました。これは再再再再審審審審査をするという、していただきたいという査をするという、していただきたいという査をするという、していただきたいという査をするという、していただきたいという内容じ内容じ内容じ内容じゃゃゃゃなくて、なくて、なくて、なくて、比較比較比較比較的的的的

強制強制強制強制力力力力がないようながないようながないようながないような内容内容内容内容に、申し入れに変わっていったと思っております。それから、９に、申し入れに変わっていったと思っております。それから、９に、申し入れに変わっていったと思っております。それから、９に、申し入れに変わっていったと思っております。それから、９

月１月１月１月１７７７７日、日、日、日、近近近近畿畿畿畿市長会と市長会と市長会と市長会と近近近近畿畿畿畿府府府府県県県県町村町村町村町村会長との会長との会長との会長との意意意意見見見見交交交交換会がございます。換会がございます。換会がございます。換会がございます。

それで、それで、それで、それで、８８８８月に連合委員会と委員が開催されています。その中で、広域月に連合委員会と委員が開催されています。その中で、広域月に連合委員会と委員が開催されています。その中で、広域月に連合委員会と委員が開催されています。その中で、広域計画計画計画計画の改の改の改の改定定定定の進の進の進の進

め方の案などをめ方の案などをめ方の案などをめ方の案などを示示示示されています。まず、これらについてされています。まず、これらについてされています。まず、これらについてされています。まず、これらについて各各各各分野の分野の分野の分野の取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの評価評価評価評価をどう考をどう考をどう考をどう考

えておられるのか、えておられるのか、えておられるのか、えておられるのか、意意意意見をいただきたいと思っております。見をいただきたいと思っております。見をいただきたいと思っております。見をいただきたいと思っております。７７７７分野について現在、分野について現在、分野について現在、分野について現在、取取取取りりりり組組組組

みを進めていただいておりますけども、まだみを進めていただいておりますけども、まだみを進めていただいておりますけども、まだみを進めていただいておりますけども、まだ目目目目に見えるものはいっに見えるものはいっに見えるものはいっに見えるものはいっぱぱぱぱいいいいあああありまりまりまりませんせんせんせんけれどけれどけれどけれど

も、平成２３年も、平成２３年も、平成２３年も、平成２３年度度度度の主なの主なの主なの主な施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果が出ております。これ以が出ております。これ以が出ております。これ以が出ております。これ以降降降降、まだ、まだ、まだ、まだ収集収集収集収集、分、分、分、分析析析析というというというという段段段段

階階階階ですけども、この動きをどう思われるか、どう考えておられるか、ですけども、この動きをどう思われるか、どう考えておられるか、ですけども、この動きをどう思われるか、どう考えておられるか、ですけども、この動きをどう思われるか、どう考えておられるか、何何何何かかかか意意意意見がございま見がございま見がございま見がございま

したら。したら。したら。したら。

例例例例ええええばドばドばドばドククククタタタターーーーヘヘヘヘリリリリについてはについてはについてはについては兵庫兵庫兵庫兵庫県、京都県、京都県、京都県、京都府府府府、、、、鳥鳥鳥鳥取取取取県の３県の３県の３県の３府府府府県で県で県で県でドドドドククククタタタターーーーヘヘヘヘリリリリ事業を事業を事業を事業を
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しておられるとか、それから基地しておられるとか、それから基地しておられるとか、それから基地しておられるとか、それから基地病院病院病院病院でででであああある公立豊岡る公立豊岡る公立豊岡る公立豊岡病院病院病院病院へへへへのののの補助金補助金補助金補助金のののの交付交付交付交付、それから大、それから大、それから大、それから大

阪阪阪阪ドドドドククククタタタターーーーヘヘヘヘリリリリの京都の京都の京都の京都府府府府南部南部南部南部へへへへのののの運運運運航拡航拡航拡航拡大などを広域大などを広域大などを広域大などを広域医療医療医療医療ではされておられます。ではされておられます。ではされておられます。ではされておられます。

それから、広域それから、広域それから、広域それから、広域観観観観光・光・光・光・文文文文化振興では、化振興では、化振興では、化振興では、海海海海外外外外プロモプロモプロモプロモーーーーショショショションについてやられておられます。ンについてやられておられます。ンについてやられておられます。ンについてやられておられます。

一一一一昨昨昨昨日も日も日も日も何何何何か一か一か一か一緒緒緒緒にされたようににされたようににされたようににされたように聞聞聞聞いています。今いています。今いています。今いています。今後後後後、次は３年、次は３年、次は３年、次は３年間間間間でででで取取取取りりりり組む組む組む組む企企企企画画画画調整事調整事調整事調整事

務務務務を広げようとされておられますけれども、一つはを広げようとされておられますけれども、一つはを広げようとされておられますけれども、一つはを広げようとされておられますけれども、一つはエエエエネネネネルルルルギギギギー関係、広域ー関係、広域ー関係、広域ー関係、広域イイイインンンンフラフラフラフラ関係、関係、関係、関係、

関西関西関西関西イイイイノノノノベベベベーーーーショショショション国ン国ン国ン国際戦略際戦略際戦略際戦略総総総総合特合特合特合特区区区区、、、、首首首首都中都中都中都中枢枢枢枢機機機機能能能能バックバックバックバックアアアアッッッッププププに係る具体的な事に係る具体的な事に係る具体的な事に係る具体的な事務務務務なななな

どが提案されている事どが提案されている事どが提案されている事どが提案されている事態態態態、まだその、まだその、まだその、まだその状状状状態態態態でございます。でございます。でございます。でございます。７７７７分野から分野から分野から分野からちちちちょょょょっと広げていこうっと広げていこうっと広げていこうっと広げていこう

かということも考えておられますけども、まだ合かということも考えておられますけども、まだ合かということも考えておられますけども、まだ合かということも考えておられますけども、まだ合意意意意にはにはにはには至至至至ってないし、まだ提案だけのってないし、まだ提案だけのってないし、まだ提案だけのってないし、まだ提案だけの話話話話

です。です。です。です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 議議議議論論論論ががががむむむむずかしいようにずかしいようにずかしいようにずかしいように感じ感じ感じ感じます。今まで関西広域連合は奈良県は加入してます。今まで関西広域連合は奈良県は加入してます。今まで関西広域連合は奈良県は加入してます。今まで関西広域連合は奈良県は加入して

いないということで来ているわけですが、今ここいないということで来ているわけですが、今ここいないということで来ているわけですが、今ここいないということで来ているわけですが、今ここへへへへ来て、大来て、大来て、大来て、大阪阪阪阪でででで維維維維新の会が政新の会が政新の会が政新の会が政権権権権に、国政に、国政に、国政に、国政

レベルレベルレベルレベルに出ていくというに出ていくというに出ていくというに出ていくという旗旗旗旗上げをなさっています。そこで、上げをなさっています。そこで、上げをなさっています。そこで、上げをなさっています。そこで、維維維維新の会の、いわゆる新の会の、いわゆる新の会の、いわゆる新の会の、いわゆる選挙圧選挙圧選挙圧選挙圧

迫迫迫迫ではなしに、ではなしに、ではなしに、ではなしに、維維維維新新新新八八八八策を特別策を特別策を特別策を特別研究研究研究研究しているわけではないのですけれど、しているわけではないのですけれど、しているわけではないのですけれど、しているわけではないのですけれど、道道道道州州州州制制制制を導入しを導入しを導入しを導入し

ていくというていくというていくというていくという話話話話になってくるので、将来になってくるので、将来になってくるので、将来になってくるので、将来道道道道州州州州制問制問制問制問題が出てくることで、知事はどうお思い題が出てくることで、知事はどうお思い題が出てくることで、知事はどうお思い題が出てくることで、知事はどうお思い

なのかわからないですけれども、広域連合に入るのは少し時なのかわからないですけれども、広域連合に入るのは少し時なのかわからないですけれども、広域連合に入るのは少し時なのかわからないですけれども、広域連合に入るのは少し時期期期期尚尚尚尚早早早早という思いで来たわけという思いで来たわけという思いで来たわけという思いで来たわけ

ですが、今ここですが、今ここですが、今ここですが、今ここへへへへ来て来て来て来て道道道道州州州州制制制制を導入するという、を導入するという、を導入するという、を導入するという、橋下橋下橋下橋下大大大大阪阪阪阪市長の思市長の思市長の思市長の思惑惑惑惑がががが前前前前面面面面に出てきていに出てきていに出てきていに出てきてい

るように思うのですが、その点を奈良県知事としては、知事がおいでになられないのならるように思うのですが、その点を奈良県知事としては、知事がおいでになられないのならるように思うのですが、その点を奈良県知事としては、知事がおいでになられないのならるように思うのですが、その点を奈良県知事としては、知事がおいでになられないのなら

職員の職員の職員の職員の皆皆皆皆ささささんんんんとしては、一としては、一としては、一としては、一応応応応こういうこういうこういうこういう形形形形でででで様様様様子を見ておいたのがよかったのかどうか、ど子を見ておいたのがよかったのかどうか、ど子を見ておいたのがよかったのかどうか、ど子を見ておいたのがよかったのかどうか、ど

のように今のように今のように今のように今感じ感じ感じ感じておるのかておるのかておるのかておるのか聞聞聞聞かかかかせせせせてほしい。てほしい。てほしい。てほしい。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 関西広域連合が設立されて１年半たつわけでございますけれども、先関西広域連合が設立されて１年半たつわけでございますけれども、先関西広域連合が設立されて１年半たつわけでございますけれども、先関西広域連合が設立されて１年半たつわけでございますけれども、先

ほど委員長からもほど委員長からもほど委員長からもほど委員長からも話話話話ががががあああありましたけれども具体的な成りましたけれども具体的な成りましたけれども具体的な成りましたけれども具体的な成果果果果というのも、というのも、というのも、というのも、非非非非常に見えにくい部常に見えにくい部常に見えにくい部常に見えにくい部

分が分が分が分がああああって、今、って、今、って、今、って、今、私私私私どもとしては最初のどもとしては最初のどもとしては最初のどもとしては最初の判断判断判断判断、つまり関西広域連合がどういうものになっ、つまり関西広域連合がどういうものになっ、つまり関西広域連合がどういうものになっ、つまり関西広域連合がどういうものになっ

ていて、どういう事ていて、どういう事ていて、どういう事ていて、どういう事務務務務をやっていくのかがをやっていくのかがをやっていくのかがをやっていくのかが明明明明確確確確になっていないことを申し上げてきましたになっていないことを申し上げてきましたになっていないことを申し上げてきましたになっていないことを申し上げてきました

けれども、そのことがけれども、そのことがけれども、そのことがけれども、そのことが間間間間違違違違っていなかったと思っております。っていなかったと思っております。っていなかったと思っております。っていなかったと思っております。

道道道道州州州州制制制制の議の議の議の議論論論論ももももあああありますけれども、関西広域連合とはりますけれども、関西広域連合とはりますけれども、関西広域連合とはりますけれども、関西広域連合とは道道道道州州州州制制制制の議の議の議の議論論論論をしないをしないをしないをしない前前前前提で今の提で今の提で今の提で今の

とことことこところろろろ進進進進んんんんでおりますし、今でおりますし、今でおりますし、今でおりますし、今後後後後どのように議どのように議どのように議どのように議論論論論されるかはされるかはされるかはされるかは注視注視注視注視していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。

以上でございます。以上でございます。以上でございます。以上でございます。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 関西広域連合を関西広域連合を関西広域連合を関西広域連合を結結結結成されてから、もう１年たつ成されてから、もう１年たつ成されてから、もう１年たつ成されてから、もう１年たつぐぐぐぐらいになる、今もどういうらいになる、今もどういうらいになる、今もどういうらいになる、今もどういう

人人人人事がなされているのかよくわからないことですけれども、なるほど事がなされているのかよくわからないことですけれども、なるほど事がなされているのかよくわからないことですけれども、なるほど事がなされているのかよくわからないことですけれども、なるほど結結結結成されて、それも成されて、それも成されて、それも成されて、それも

東日本大東日本大東日本大東日本大震災震災震災震災ががががああああったときにったときにったときにったときにカウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパート方ート方ート方ート方式式式式でででで即座即座即座即座のののの対応対応対応対応ができたのはができたのはができたのはができたのは局局局局部的には部的には部的には部的には
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ああああるわけですけれど、本来、関西広域連合がるわけですけれど、本来、関西広域連合がるわけですけれど、本来、関西広域連合がるわけですけれど、本来、関西広域連合が近近近近畿畿畿畿一一一一円円円円の県をの県をの県をの県を集集集集めてめてめてめて何何何何をしようとしたのか、をしようとしたのか、をしようとしたのか、をしようとしたのか、

それがはっきり言ってよく見えてこない。それで、そういう中にそれがはっきり言ってよく見えてこない。それで、そういう中にそれがはっきり言ってよく見えてこない。それで、そういう中にそれがはっきり言ってよく見えてこない。それで、そういう中にああああって県って県って県って県民民民民はそれらのこはそれらのこはそれらのこはそれらのこ

とはとはとはとは余余余余りわからずにりわからずにりわからずにりわからずにマスマスマスマスコミコミコミコミの報の報の報の報道等道等道等道等をををを聞聞聞聞いて奈良県が入っていないことだけいて奈良県が入っていないことだけいて奈良県が入っていないことだけいて奈良県が入っていないことだけ聞聞聞聞かれるかかれるかかれるかかれるか

ら、ら、ら、ら、何何何何で入らないのかとで入らないのかとで入らないのかとで入らないのかと聞聞聞聞かれるわけですけれど、かれるわけですけれど、かれるわけですけれど、かれるわけですけれど、実実実実際際際際、奈良県として入っておいたらよ、奈良県として入っておいたらよ、奈良県として入っておいたらよ、奈良県として入っておいたらよ

かったというような具体的な事案はかったというような具体的な事案はかったというような具体的な事案はかったというような具体的な事案は感じ感じ感じ感じているのかどうか、ているのかどうか、ているのかどうか、ているのかどうか、専門専門専門専門でででで仕仕仕仕事をしている事をしている事をしている事をしている皆皆皆皆ささささんんんん

はどうはどうはどうはどう感じ感じ感じ感じておられるのか、ておられるのか、ておられるのか、ておられるのか、聞聞聞聞かかかかせせせせていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 梶川委員から入っていたらよかったと梶川委員から入っていたらよかったと梶川委員から入っていたらよかったと梶川委員から入っていたらよかったと感じ感じ感じ感じるかということですけれどるかということですけれどるかということですけれどるかということですけれど

も、入っていなくてよかったと思っています。も、入っていなくてよかったと思っています。も、入っていなくてよかったと思っています。も、入っていなくてよかったと思っています。

私個私個私個私個人人人人としては、具体的にとしては、具体的にとしては、具体的にとしては、具体的に例例例例ええええばばばば今お今お今お今お話話話話しいただいたように、しいただいたように、しいただいたように、しいただいたように、カウカウカウカウンンンンタタタターーーーパパパパート方ート方ート方ート方式式式式とととと

いう、みいう、みいう、みいう、みんんんんながながながなが反反反反対対対対することのないものが当することのないものが当することのないものが当することのないものが当然然然然に合議されて、に合議されて、に合議されて、に合議されて、速速速速やかにされるのは、別にやかにされるのは、別にやかにされるのは、別にやかにされるのは、別に

関西広域連合だからなされたものではないと思うのです。関西広域連合だからなされたものではないと思うのです。関西広域連合だからなされたものではないと思うのです。関西広域連合だからなされたものではないと思うのです。例例例例ええええば近ば近ば近ば近畿畿畿畿ブロブロブロブロック知事会で、ック知事会で、ック知事会で、ック知事会で、

もしもそのもしもそのもしもそのもしもその協力協力協力協力をををを協協協協議すれ議すれ議すれ議すればばばば速速速速やかに決やかに決やかに決やかに決定定定定されただされただされただされただろろろろうし、そのようなやり方ができただうし、そのようなやり方ができただうし、そのようなやり方ができただうし、そのようなやり方ができただ

ろろろろうと思います。関西広域連合という特別な地方自うと思います。関西広域連合という特別な地方自うと思います。関西広域連合という特別な地方自うと思います。関西広域連合という特別な地方自治治治治体としての機体としての機体としての機体としての機能能能能をもってやらなけれをもってやらなけれをもってやらなけれをもってやらなけれ

ばばばばならないことがならないことがならないことがならないことが示示示示されていないと、別にわざわざ関西広域連合でやらなけれされていないと、別にわざわざ関西広域連合でやらなけれされていないと、別にわざわざ関西広域連合でやらなけれされていないと、別にわざわざ関西広域連合でやらなければばばばないものないものないものないもの

が具体的に今、が具体的に今、が具体的に今、が具体的に今、目目目目のののの前前前前にないので、別におにないので、別におにないので、別におにないので、別にお金金金金をををを使使使使って入らなくてもって入らなくてもって入らなくてもって入らなくても十十十十分に分に分に分に支支支支障障障障を来すようを来すようを来すようを来すよう

なことはないと、今のとこなことはないと、今のとこなことはないと、今のとこなことはないと、今のところろろろはははは私私私私自自自自身身身身は考えています。以上でございます。は考えています。以上でございます。は考えています。以上でございます。は考えています。以上でございます。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。結結結結構構構構です。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 この関西広域連合議会の平成２４年この関西広域連合議会の平成２４年この関西広域連合議会の平成２４年この関西広域連合議会の平成２４年８８８８月２３日の月２３日の月２３日の月２３日の定定定定例例例例会の会の会の会の質問質問質問質問でございまでございまでございまでございま

すけれども、この中のすけれども、この中のすけれども、この中のすけれども、この中の道道道道州州州州制制制制についてについてについてについて質問質問質問質問をされておられますけれども、をされておられますけれども、をされておられますけれども、をされておられますけれども、答弁答弁答弁答弁として、として、として、として、橋橋橋橋

下下下下大大大大阪阪阪阪市長は、関西広域連合が市長は、関西広域連合が市長は、関西広域連合が市長は、関西広域連合が道道道道州州州州制制制制に移行することを考えていない、に移行することを考えていない、に移行することを考えていない、に移行することを考えていない、意図意図意図意図もももも持持持持っていなっていなっていなっていな

いと言っておられながら、今のいと言っておられながら、今のいと言っておられながら、今のいと言っておられながら、今の形形形形をををを崩崩崩崩して政して政して政して政令令令令市も知事も市も知事も市も知事も市も知事も皆皆皆皆身身身身分を分を分を分を返返返返上して新しい国に進上して新しい国に進上して新しい国に進上して新しい国に進

んんんんでいきたいと思っておりますというでいきたいと思っておりますというでいきたいと思っておりますというでいきたいと思っておりますという意意意意見を見を見を見を述べ述べ述べ述べられておりますし、井られておりますし、井られておりますし、井られておりますし、井戸戸戸戸知事においては、知事においては、知事においては、知事においては、

道道道道州州州州制制制制はははは府府府府県つ県つ県つ県つぶぶぶぶししししイイイイココココーーーール道ル道ル道ル道州州州州制制制制という見方がという見方がという見方がという見方が否否否否めまめまめまめませんせんせんせんという、また言い方変えておという、また言い方変えておという、また言い方変えておという、また言い方変えてお

りますし、それから、二りますし、それから、二りますし、それから、二りますし、それから、二条条条条城城城城宣言では、４つの政宣言では、４つの政宣言では、４つの政宣言では、４つの政令指定令指定令指定令指定都市都市都市都市等等等等はははは道道道道州州州州制制制制の導入も見の導入も見の導入も見の導入も見据据据据えとえとえとえと

いうことで、いうことで、いうことで、いうことで、道道道道州州州州制制制制のののの意意意意向を向を向を向を示示示示されておりまして、されておりまして、されておりまして、されておりまして、結結結結構構構構そういうそういうそういうそういう意意意意見がこれに見がこれに見がこれに見がこれに載載載載っておりっておりっておりっており

ますので、ますので、ますので、ますので、ぜひぜひぜひぜひともまたともまたともまたともまた詳詳詳詳しくしくしくしく読読読読んんんんでおいてください。でおいてください。でおいてください。でおいてください。

何何何何かございまかございまかございまかございませんせんせんせんか。か。か。か。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 この関西広域連合のこの関西広域連合のこの関西広域連合のこの関西広域連合の定定定定例例例例会会会会質問質問質問質問について、について、について、について、冒頭冒頭冒頭冒頭のののの気気気気になるとこになるとこになるとこになるところろろろは、この関は、この関は、この関は、この関

西広域連合議会議員の中で、いわゆる西広域連合議会議員の中で、いわゆる西広域連合議会議員の中で、いわゆる西広域連合議会議員の中で、いわゆる丸丸丸丸ごと移管が奈良県が入らないためにごと移管が奈良県が入らないためにごと移管が奈良県が入らないためにごと移管が奈良県が入らないために阻阻阻阻害害害害されていされていされていされてい

るという、そういう主なことで、この関西広域連合から県るという、そういう主なことで、この関西広域連合から県るという、そういう主なことで、この関西広域連合から県るという、そういう主なことで、この関西広域連合から県民民民民にににに対対対対してしてしてして直直直直接接接接アピアピアピアピーーーールルルル活動を活動を活動を活動を
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しようというしようというしようというしようという質問質問質問質問かと。それにかと。それにかと。それにかと。それに対対対対して、井して、井して、井して、井戸戸戸戸連合長は連合長は連合長は連合長はああああくまで常くまで常くまで常くまで常識識識識的な的な的な的な判断判断判断判断でででで返返返返しておらしておらしておらしておら

れると思っているのですけれども、こういうことだけは関西広域連合にれると思っているのですけれども、こういうことだけは関西広域連合にれると思っているのですけれども、こういうことだけは関西広域連合にれると思っているのですけれども、こういうことだけは関西広域連合に対対対対してはしてはしてはしてはちちちちょょょょっとっとっとっと

くくくくぎぎぎぎをををを刺刺刺刺しておかないといけないのではないかと。しておかないといけないのではないかと。しておかないといけないのではないかと。しておかないといけないのではないかと。余余余余りにも関西広域連合自体が県りにも関西広域連合自体が県りにも関西広域連合自体が県りにも関西広域連合自体が県民民民民にににに直直直直

接接接接ににににアピアピアピアピーーーールルルル活動をするようなというのはと活動をするようなというのはと活動をするようなというのはと活動をするようなというのはとんんんんでもないでもないでもないでもない話話話話かなというのは、かなというのは、かなというのは、かなというのは、ぱぱぱぱっとっとっとっと読読読読んんんんでででで

こう思ったのですけれども、委員長としてどう考えておられるのか、おこう思ったのですけれども、委員長としてどう考えておられるのか、おこう思ったのですけれども、委員長としてどう考えておられるのか、おこう思ったのですけれども、委員長としてどう考えておられるのか、お聞聞聞聞きしたいと。きしたいと。きしたいと。きしたいと。

○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……………………。。。。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 いいのですか。別にいいのですか。別にいいのですか。別にいいのですか。別に……………………。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにご意意意意見ございますか、見ございますか、見ございますか、見ございますか、何何何何か今のか今のか今のか今の意意意意見に関して。見に関して。見に関して。見に関して。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 これは決議これは決議これは決議これは決議等等等等がなされたら別として、この会議の中のがなされたら別として、この会議の中のがなされたら別として、この会議の中のがなされたら別として、この会議の中の質問質問質問質問ででででああああり、り、り、り、答弁答弁答弁答弁ででででああああ

り、り、り、り、返答返答返答返答をわざわざしてくれているのだから、この委員会で議をわざわざしてくれているのだから、この委員会で議をわざわざしてくれているのだから、この委員会で議をわざわざしてくれているのだから、この委員会で議論論論論するのはいいけれども、するのはいいけれども、するのはいいけれども、するのはいいけれども、

改めて関西広域連合議会の中で、先ほどから改めて関西広域連合議会の中で、先ほどから改めて関西広域連合議会の中で、先ほどから改めて関西広域連合議会の中で、先ほどから気気気気になっていましたが、こういうになっていましたが、こういうになっていましたが、こういうになっていましたが、こういう感感感感覚覚覚覚のののの人人人人がががが

おられるのだと思って見ていて、これが決議されて奈良県おられるのだと思って見ていて、これが決議されて奈良県おられるのだと思って見ていて、これが決議されて奈良県おられるのだと思って見ていて、これが決議されて奈良県民民民民に言いに行かないいといけなに言いに行かないいといけなに言いに行かないいといけなに言いに行かないいといけな

いとかいうような決議をされたら、いとかいうような決議をされたら、いとかいうような決議をされたら、いとかいうような決議をされたら、ちちちちょょょょっとっとっとっと待待待待てよとなるけれども、連合議会でてよとなるけれども、連合議会でてよとなるけれども、連合議会でてよとなるけれども、連合議会で強強強強烈烈烈烈に思に思に思に思

っておられる中議員がっておられる中議員がっておられる中議員がっておられる中議員が質問質問質問質問をされてのをされてのをされてのをされての答弁答弁答弁答弁の議事の議事の議事の議事録録録録だから、それはそれでこだから、それはそれでこだから、それはそれでこだから、それはそれでこんんんんなななな人人人人もおらもおらもおらもおら

れるのだなれるのだなれるのだなれるのだなああああということでいいと思うのだけれど。ということでいいと思うのだけれど。ということでいいと思うのだけれど。ということでいいと思うのだけれど。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 いやいや、それはわかる。委員長はそういうふうにおっしいやいや、それはわかる。委員長はそういうふうにおっしいやいや、それはわかる。委員長はそういうふうにおっしいやいや、それはわかる。委員長はそういうふうにおっしゃゃゃゃったから、いったから、いったから、いったから、い

やいや、でもやいや、でもやいや、でもやいや、でも万万万万が一こういうが一こういうが一こういうが一こういう形形形形で、連合議会として動くとなったら、奈良県としてはで、連合議会として動くとなったら、奈良県としてはで、連合議会として動くとなったら、奈良県としてはで、連合議会として動くとなったら、奈良県としては違違違違うううう

のではないかと。決議なり、決議がなかったとしても関西広域連合にのではないかと。決議なり、決議がなかったとしても関西広域連合にのではないかと。決議なり、決議がなかったとしても関西広域連合にのではないかと。決議なり、決議がなかったとしても関西広域連合に対対対対して、関西広域連して、関西広域連して、関西広域連して、関西広域連

合がこういう活動をされるというような部分が合がこういう活動をされるというような部分が合がこういう活動をされるというような部分が合がこういう活動をされるというような部分がああああれれれればばばば、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと違違違違うのではないかと。うのではないかと。うのではないかと。うのではないかと。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 井井井井戸戸戸戸連合長の連合長の連合長の連合長の答弁答弁答弁答弁では、今はでは、今はでは、今はでは、今は控控控控えた方がいいといったえた方がいいといったえた方がいいといったえた方がいいといった非非非非常に常に常に常に冷静冷静冷静冷静なななな答弁答弁答弁答弁がががが

された。そしたらそこでされた。そしたらそこでされた。そしたらそこでされた。そしたらそこで終終終終わっているのだから、これは参考にはさわっているのだから、これは参考にはさわっているのだから、これは参考にはさわっているのだから、これは参考にはさせせせせてもらわないといけてもらわないといけてもらわないといけてもらわないといけ

ないとは思いながら、ないとは思いながら、ないとは思いながら、ないとは思いながら、目目目目くくくくじじじじら立てることもないと。これにら立てることもないと。これにら立てることもないと。これにら立てることもないと。これに目目目目くくくくじじじじら立てていたら向こうら立てていたら向こうら立てていたら向こうら立てていたら向こう

の思うつの思うつの思うつの思うつぼぼぼぼになる。藤野委員を思うつになる。藤野委員を思うつになる。藤野委員を思うつになる。藤野委員を思うつぼぼぼぼにさにさにさにさせせせせようと思っているのではないか。ようと思っているのではないか。ようと思っているのではないか。ようと思っているのではないか。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 委員長にそういう思いを言っていただいたら良い委員長にそういう思いを言っていただいたら良い委員長にそういう思いを言っていただいたら良い委員長にそういう思いを言っていただいたら良い話話話話ででででああああって。って。って。って。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 委員長は委員長は委員長は委員長は皆皆皆皆ささささんんんんのののの意意意意見をまとめるということなので。見をまとめるということなので。見をまとめるということなので。見をまとめるということなので。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 委員長にというのはおかしい。議事進行というのならわかるけど。委員長にというのはおかしい。議事進行というのならわかるけど。委員長にというのはおかしい。議事進行というのならわかるけど。委員長にというのはおかしい。議事進行というのならわかるけど。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 そういうごそういうごそういうごそういうご意意意意見もいただいたいうことで、今見もいただいたいうことで、今見もいただいたいうことで、今見もいただいたいうことで、今後後後後そういうそういうそういうそういうアアアアククククショショショションがンがンがンがああああれれれれ

ばばばば、そのときにまた議、そのときにまた議、そのときにまた議、そのときにまた議論論論論してしてしてして対応対応対応対応していきたいと思っております。以上でよしていきたいと思っております。以上でよしていきたいと思っております。以上でよしていきたいと思っております。以上で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。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」と呼と呼と呼と呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

ほかにほかにほかにほかに何何何何かございまかございまかございまかございませんせんせんせんでしでしでしでしょょょょうか。この関西広域連合についてのうか。この関西広域連合についてのうか。この関西広域連合についてのうか。この関西広域連合についての対応対応対応対応の件です。まだの件です。まだの件です。まだの件です。まだ
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国の出先機関は、次また議国の出先機関は、次また議国の出先機関は、次また議国の出先機関は、次また議論論論論しますので。しますので。しますので。しますので。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 大きな動きがなくてこの議大きな動きがなくてこの議大きな動きがなくてこの議大きな動きがなくてこの議論論論論がががが始始始始まらないのだと思いますし、このまらないのだと思いますし、このまらないのだと思いますし、このまらないのだと思いますし、この辺辺辺辺についについについについ

てはてはてはては様様様様子を見ながらまた議子を見ながらまた議子を見ながらまた議子を見ながらまた議論論論論を、動きがを、動きがを、動きがを、動きがああああれれれればばばば、国の方の、国の方の、国の方の、国の方の法法法法案も動きが出ていないことも案も動きが出ていないことも案も動きが出ていないことも案も動きが出ていないことも

含含含含めて、関西広域連合もそれをめて、関西広域連合もそれをめて、関西広域連合もそれをめて、関西広域連合もそれを突突突突くというくというくというくという姿勢姿勢姿勢姿勢ではではではでは何何何何か特別動けないようなか特別動けないようなか特別動けないようなか特別動けないような状況状況状況状況なのかと、なのかと、なのかと、なのかと、

理解しているのです。理解しているのです。理解しているのです。理解しているのです。

それと、１点それと、１点それと、１点それと、１点確認確認確認確認をしたいのですが、いつのをしたいのですが、いつのをしたいのですが、いつのをしたいのですが、いつの間間間間にか地方をにか地方をにか地方をにか地方を守守守守る会というのができているる会というのができているる会というのができているる会というのができている

のですのですのですのですねねねね。知らなかったので、どういう。知らなかったので、どういう。知らなかったので、どういう。知らなかったので、どういう構構構構成でどういう成でどういう成でどういう成でどういう団団団団体なのか体なのか体なのか体なのか教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

○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 地方を地方を地方を地方を守守守守る会は、る会は、る会は、る会は、意意意意見見見見書書書書を出された時点で、を出された時点で、を出された時点で、を出された時点で、全全全全国国国国各各各各市市市市町村町村町村町村の中で５の中で５の中で５の中で５

００００７７７７市市市市町村町村町村町村が今、加入をされておられまして、が今、加入をされておられまして、が今、加入をされておられまして、が今、加入をされておられまして、例例例例ええええばばばば地方整地方整地方整地方整備備備備局局局局の移管にの移管にの移管にの移管に対対対対してしてしてして反反反反対対対対のののの意意意意

見を見を見を見を述べ述べ述べ述べられているということになってます。られているということになってます。られているということになってます。られているということになってます。全全全全国で１国で１国で１国で１，，，，７７７７４０４０４０４０ぐぐぐぐらいの市らいの市らいの市らいの市町村町村町村町村がございがございがございがござい

ますので、３ますので、３ますので、３ますので、３割ぐ割ぐ割ぐ割ぐらいの市らいの市らいの市らいの市町村町村町村町村がそういう決議をされたということでございます。がそういう決議をされたということでございます。がそういう決議をされたということでございます。がそういう決議をされたということでございます。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 資料資料資料資料としますので、としますので、としますので、としますので、構構構構成について成について成について成について何何何何かかかかああああれれれればばばば議会の方に。議会の方に。議会の方に。議会の方に。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 はい、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。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 後後後後にににに資料資料資料資料提出をお願いします。提出をお願いします。提出をお願いします。提出をお願いします。

ほかにございまほかにございまほかにございまほかにございませんせんせんせんか。か。か。か。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 今、政今、政今、政今、政令指定令指定令指定令指定都市は関西広域連合に都市は関西広域連合に都市は関西広域連合に都市は関西広域連合に全全全全部入ってしまったということです部入ってしまったということです部入ってしまったということです部入ってしまったということですねねねね。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、入りました。はい、入りました。はい、入りました。はい、入りました。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 最最最最終終終終的に、いつ入ったのか。的に、いつ入ったのか。的に、いつ入ったのか。的に、いつ入ったのか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ８８８８月。月。月。月。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 奈良県が入っていないのだから、この議奈良県が入っていないのだから、この議奈良県が入っていないのだから、この議奈良県が入っていないのだから、この議論論論論をしてもをしてもをしてもをしても仕仕仕仕方がない。こ方がない。こ方がない。こ方がない。こんんんんなの。なの。なの。なの。

勝勝勝勝手手手手に入ってと言っても外からのに入ってと言っても外からのに入ってと言っても外からのに入ってと言っても外からの話話話話だから、議だから、議だから、議だから、議論論論論がかみ合わないから、このがかみ合わないから、このがかみ合わないから、このがかみ合わないから、この問問問問題について題について題について題について

は４は４は４は４７７７７都都都都道府道府道府道府県のつき県のつき県のつき県のつきああああいだから政いだから政いだから政いだから政令指定令指定令指定令指定都市が入ることは都市が入ることは都市が入ることは都市が入ることは異異異異論論論論をををを唱唱唱唱えていのだけれど、えていのだけれど、えていのだけれど、えていのだけれど、

入ってしまったのだから。入ってしまって、奈良県が入っていたのだったら中で議入ってしまったのだから。入ってしまって、奈良県が入っていたのだったら中で議入ってしまったのだから。入ってしまって、奈良県が入っていたのだったら中で議入ってしまったのだから。入ってしまって、奈良県が入っていたのだったら中で議論論論論してしてしてして

もいい、していけるけれども、この議もいい、していけるけれども、この議もいい、していけるけれども、この議もいい、していけるけれども、この議論論論論はははは仕仕仕仕方ない。だから、これは方ない。だから、これは方ない。だから、これは方ない。だから、これは異異異異論論論論をををを唱唱唱唱えながらもえながらもえながらもえながらも

政政政政令指定令指定令指定令指定都市の加入は都市の加入は都市の加入は都市の加入は全全全全部入ってしまった部入ってしまった部入ってしまった部入ってしまった状況状況状況状況で、で、で、で、神戸神戸神戸神戸市が入り、大市が入り、大市が入り、大市が入り、大阪阪阪阪市、市、市、市、堺堺堺堺市が入り、市が入り、市が入り、市が入り、

京都市が入ったのでし京都市が入ったのでし京都市が入ったのでし京都市が入ったのでしょょょょう。だから、その動きについてはできるだけどういうう。だから、その動きについてはできるだけどういうう。だから、その動きについてはできるだけどういうう。だから、その動きについてはできるだけどういう役役役役目目目目をををを果果果果たたたた

し、し、し、し、何何何何をなさっているのか、もう一をなさっているのか、もう一をなさっているのか、もう一をなさっているのか、もう一度研究度研究度研究度研究をしたらいいと思うのと、をしたらいいと思うのと、をしたらいいと思うのと、をしたらいいと思うのと、四四四四国や国や国や国や九州九州九州九州の動きにの動きにの動きにの動きに

ついて、今どういうついて、今どういうついて、今どういうついて、今どういう状況状況状況状況になってきているのかということ、それから今、知事公室長からになってきているのかということ、それから今、知事公室長からになってきているのかということ、それから今、知事公室長からになってきているのかということ、それから今、知事公室長から

言われましたように、言われましたように、言われましたように、言われましたように、私私私私の考えとはの考えとはの考えとはの考えとは視視視視点が点が点が点が違違違違うから、外から考えてうから、外から考えてうから、外から考えてうから、外から考えて何何何何も、そも、そも、そも、そんんんんなことを言なことを言なことを言なことを言

うために中に入って、そういう議うために中に入って、そういう議うために中に入って、そういう議うために中に入って、そういう議論論論論をするをするをするをする権権権権利利利利をををを持持持持って、部分加入でもして、そして今のって、部分加入でもして、そして今のって、部分加入でもして、そして今のって、部分加入でもして、そして今の
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問問問問題点を題点を題点を題点を指指指指摘摘摘摘していったらしていったらしていったらしていったら筋筋筋筋が通るけれど、が通るけれど、が通るけれど、が通るけれど、オオオオブブブブザザザザーバで行っていてもこーバで行っていてもこーバで行っていてもこーバで行っていてもこんんんんなの関係がななの関係がななの関係がななの関係がな

い。い。い。い。権権権権限限限限移移移移譲譲譲譲についてもそうなのです。についてもそうなのです。についてもそうなのです。についてもそうなのです。権権権権限限限限移移移移譲譲譲譲は今まで奈良県がは今まで奈良県がは今まで奈良県がは今まで奈良県が持持持持っている、４っている、４っている、４っている、４７７７７都都都都道道道道

府府府府県の県の県の県の持持持持っているっているっているっている権権権権限限限限はははは堂々堂々堂々堂々と主と主と主と主張張張張したらいいわけで、関西広域連合の将来のしたらいいわけで、関西広域連合の将来のしたらいいわけで、関西広域連合の将来のしたらいいわけで、関西広域連合の将来のああああり方はどり方はどり方はどり方はど

うなのかということのうなのかということのうなのかということのうなのかということの話話話話だから、関西広域連合をだから、関西広域連合をだから、関西広域連合をだから、関西広域連合を認認認認めていないのだから、めていないのだから、めていないのだから、めていないのだから、認認認認めないというめないというめないというめないという

今の今の今の今の発発発発言だから。言だから。言だから。言だから。示示示示されてないとかそういうどこされてないとかそういうどこされてないとかそういうどこされてないとかそういうどころろろろではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、示示示示されることにされることにされることにされることに対対対対して、して、して、して、

ななななぜぜぜぜ示示示示されないのか、されないのか、されないのか、されないのか、ああああるいはなるいはなるいはなるいはなぜぜぜぜ政政政政令指定令指定令指定令指定都市が入ったのか、この中に入っての議都市が入ったのか、この中に入っての議都市が入ったのか、この中に入っての議都市が入ったのか、この中に入っての議論論論論をををを

しないと、外部から言ったってどうしようもないと。だから、知事公室長にこれをしないと、外部から言ったってどうしようもないと。だから、知事公室長にこれをしないと、外部から言ったってどうしようもないと。だから、知事公室長にこれをしないと、外部から言ったってどうしようもないと。だから、知事公室長にこれを質問質問質問質問しししし

たってたってたってたって意意意意味味味味がない。がない。がない。がない。

それから、この次に進それから、この次に進それから、この次に進それから、この次に進んんんんでででで悪悪悪悪いのですけれど、国の出先機関のいのですけれど、国の出先機関のいのですけれど、国の出先機関のいのですけれど、国の出先機関の権権権権限限限限ついて中に入ってのついて中に入ってのついて中に入ってのついて中に入っての

議議議議論論論論をををを深深深深めれめれめれめればばばばいいけれど、外からだったらいいけれど、外からだったらいいけれど、外からだったらいいけれど、外からだったら批判批判批判批判ばばばばかりになってしまう。いわゆる東京一かりになってしまう。いわゆる東京一かりになってしまう。いわゆる東京一かりになってしまう。いわゆる東京一

極集極集極集極集中を中を中を中を排除排除排除排除するというするというするというするという原原原原点に点に点に点に返返返返って、地方主って、地方主って、地方主って、地方主権権権権、地方分、地方分、地方分、地方分権権権権というのだったら、いというのだったら、いというのだったら、いというのだったら、いろんろんろんろんなななな

議議議議論論論論をされていた中で、今トーンをされていた中で、今トーンをされていた中で、今トーンをされていた中で、今トーンダダダダウウウウンするンするンするンする可能性可能性可能性可能性ももももああああるのですが、やはり地方が主るのですが、やはり地方が主るのですが、やはり地方が主るのですが、やはり地方が主権権権権をををを

持持持持ってってってって頑張頑張頑張頑張っていこうというっていこうというっていこうというっていこうという組組組組織織織織づくりをするづくりをするづくりをするづくりをする受受受受けけけけ皿皿皿皿はどこなのかといった。今のはどこなのかといった。今のはどこなのかといった。今のはどこなのかといった。今の状況状況状況状況でででで

はないわけですので、はないわけですので、はないわけですので、はないわけですので、モデルモデルモデルモデル事業として関西広域連合というものが立事業として関西広域連合というものが立事業として関西広域連合というものが立事業として関西広域連合というものが立ちちちち上がって、国が行上がって、国が行上がって、国が行上がって、国が行

政体として政体として政体として政体として認認認認めたわけですから、その中に部分加入でもしてめたわけですから、その中に部分加入でもしてめたわけですから、その中に部分加入でもしてめたわけですから、その中に部分加入でもして堂々堂々堂々堂々とととと発発発発言をする機会、それ言をする機会、それ言をする機会、それ言をする機会、それ

で知事がで知事がで知事がで知事が持持持持っている、奈良県がっている、奈良県がっている、奈良県がっている、奈良県が持持持持っているっているっているっているノノノノウウウウハハハハウウウウというものをその中にというものをその中にというものをその中にというものをその中に示示示示して、そしてして、そしてして、そしてして、そして

関西広域連合が成り立っていくのか成り立っていかないのか、そういうことの議関西広域連合が成り立っていくのか成り立っていかないのか、そういうことの議関西広域連合が成り立っていくのか成り立っていかないのか、そういうことの議関西広域連合が成り立っていくのか成り立っていかないのか、そういうことの議論論論論をしなをしなをしなをしな

いとだめです。いとだめです。いとだめです。いとだめです。

それから今、梶川委員がおっしそれから今、梶川委員がおっしそれから今、梶川委員がおっしそれから今、梶川委員がおっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、橋下橋下橋下橋下大大大大阪阪阪阪市長がやっている日本市長がやっている日本市長がやっている日本市長がやっている日本維維維維新の会新の会新の会新の会

のののの話話話話が出たのですが、議が出たのですが、議が出たのですが、議が出たのですが、議論論論論は別になるかわかりまは別になるかわかりまは別になるかわかりまは別になるかわかりませんせんせんせんけれど、けれど、けれど、けれど、財財財財政の政の政の政の問問問問題、これは題、これは題、これは題、これは消費消費消費消費税税税税

のののの問問問問題がやかましく言われているのですが、関西広域連合はどう題がやかましく言われているのですが、関西広域連合はどう題がやかましく言われているのですが、関西広域連合はどう題がやかましく言われているのですが、関西広域連合はどう財財財財政をつくり上げていく政をつくり上げていく政をつくり上げていく政をつくり上げていく

のか。いわゆるのか。いわゆるのか。いわゆるのか。いわゆる交付税交付税交付税交付税、、、、交付交付交付交付金金金金的な、日本の的な、日本の的な、日本の的な、日本の端々端々端々端々まで東京がまで東京がまで東京がまで東京があああある。わかりやすく言える。わかりやすく言える。わかりやすく言える。わかりやすく言えばばばば、、、、

東京で東京で東京で東京で集集集集めためためためた税収税収税収税収を日本国を日本国を日本国を日本国土土土土の４の４の４の４７７７７都都都都道府道府道府道府県に県に県に県にああああるるるる程程程程度度度度、最、最、最、最低低低低国国国国民民民民がががが受受受受けなけれけなけれけなけれけなければばばばならなならなならなならな

い行政い行政い行政い行政ササササーーーービビビビススススの調整機の調整機の調整機の調整機能能能能というのをというのをというのをというのを果果果果たしてきたけれども、たしてきたけれども、たしてきたけれども、たしてきたけれども、橋下橋下橋下橋下市長が市長が市長が市長が例例例例ええええばばばば言ってい言ってい言ってい言ってい

るのは、るのは、るのは、るのは、消費消費消費消費税税税税は地方には地方には地方には地方にああああるるるる程程程程度度度度いったら、奈良県のようなとこいったら、奈良県のようなとこいったら、奈良県のようなとこいったら、奈良県のようなところろろろ、そうなってしまった、そうなってしまった、そうなってしまった、そうなってしまった

らとてもらとてもらとてもらとても道道道道州州州州制制制制を導入したって同を導入したって同を導入したって同を導入したって同じじじじことなのです。それはとてもなことなのです。それはとてもなことなのです。それはとてもなことなのです。それはとてもなじじじじまない。奈良県は大まない。奈良県は大まない。奈良県は大まない。奈良県は大

きなきなきなきなマイマイマイマイナナナナススススになる。だったらそういう調整機になる。だったらそういう調整機になる。だったらそういう調整機になる。だったらそういう調整機能能能能をををを果果果果たしながら、では関西広域連合をどたしながら、では関西広域連合をどたしながら、では関西広域連合をどたしながら、では関西広域連合をど

うううう育育育育てていくのか。一てていくのか。一てていくのか。一てていくのか。一生懸生懸生懸生懸命命命命やったけれども、やっやったけれども、やっやったけれども、やっやったけれども、やっぱぱぱぱり成り立たなかったのか、こういうり成り立たなかったのか、こういうり成り立たなかったのか、こういうり成り立たなかったのか、こういう

議議議議論論論論を中に入ってしないと、を中に入ってしないと、を中に入ってしないと、を中に入ってしないと、全全全全然然然然今の今の今の今の話話話話をしていたのではかみ合いまをしていたのではかみ合いまをしていたのではかみ合いまをしていたのではかみ合いませんせんせんせん、いくら言って、いくら言って、いくら言って、いくら言って

も。部分加入して議も。部分加入して議も。部分加入して議も。部分加入して議論論論論を進めていくとこを進めていくとこを進めていくとこを進めていくところろろろではないか。そうでないとではないか。そうでないとではないか。そうでないとではないか。そうでないと批判批判批判批判ばばばばかりになって、かりになって、かりになって、かりになって、
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今の知事公室長の今の知事公室長の今の知事公室長の今の知事公室長の答弁答弁答弁答弁のとおりになってしまう。そのとおりで、知事が言っているのにのとおりになってしまう。そのとおりで、知事が言っているのにのとおりになってしまう。そのとおりで、知事が言っているのにのとおりになってしまう。そのとおりで、知事が言っているのに性性性性

急急急急なななな判断判断判断判断はできないから。はできないから。はできないから。はできないから。範囲範囲範囲範囲内内内内でしかできないから、それでいいのですけれど。でしかできないから、それでいいのですけれど。でしかできないから、それでいいのですけれど。でしかできないから、それでいいのですけれど。

以上の以上の以上の以上の答弁答弁答弁答弁はははは構構構構いまいまいまいませんせんせんせんので考え方だけ申し上げておきます。きっので考え方だけ申し上げておきます。きっので考え方だけ申し上げておきます。きっので考え方だけ申し上げておきます。きっちちちちり地方分り地方分り地方分り地方分権権権権というというというという

ものを進めていく、地方主ものを進めていく、地方主ものを進めていく、地方主ものを進めていく、地方主権権権権を進めていくための関西広域連合という立を進めていくための関西広域連合という立を進めていくための関西広域連合という立を進めていくための関西広域連合という立ちちちち上げで上げで上げで上げでああああったとったとったとったと

するのだったら、奈良県はするのだったら、奈良県はするのだったら、奈良県はするのだったら、奈良県は堂々堂々堂々堂々とととと発発発発言をして、奈良県の言をして、奈良県の言をして、奈良県の言をして、奈良県の持持持持っているっているっているっているノノノノウウウウハハハハウウウウなり、奈良県なり、奈良県なり、奈良県なり、奈良県

のののの持持持持っているっているっているっている観観観観光、光、光、光、文文文文化、化、化、化、歴史歴史歴史歴史というようなものも、というようなものも、というようなものも、というようなものも、ああああるいはるいはるいはるいは防災防災防災防災というものも、というものも、というものも、というものも、堂々堂々堂々堂々とととと

その中で奈良県のその中で奈良県のその中で奈良県のその中で奈良県のああああり方を主り方を主り方を主り方を主張張張張しないとと思います。これはまたもとにしないとと思います。これはまたもとにしないとと思います。これはまたもとにしないとと思います。これはまたもとに戻戻戻戻っていしまうけっていしまうけっていしまうけっていしまうけ

れど。だから、そういうことですので、れど。だから、そういうことですので、れど。だから、そういうことですので、れど。だから、そういうことですので、答弁答弁答弁答弁はよはよはよはよろろろろしいですけど、言い出したらしいですけど、言い出したらしいですけど、言い出したらしいですけど、言い出したら切切切切りがりがりがりがああああ

りまりまりまりませんせんせんせん。かみ合っていかない。以上、申し上げておきます。。かみ合っていかない。以上、申し上げておきます。。かみ合っていかない。以上、申し上げておきます。。かみ合っていかない。以上、申し上げておきます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次の、国の出先機関に進ま次の、国の出先機関に進ま次の、国の出先機関に進ま次の、国の出先機関に進ませせせせてもらってよてもらってよてもらってよてもらって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。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」と呼と呼と呼と呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

今、新谷委員から今、新谷委員から今、新谷委員から今、新谷委員から答弁答弁答弁答弁は要らないと言われましたけども、は要らないと言われましたけども、は要らないと言われましたけども、は要らないと言われましたけども、四四四四国と中国の国と中国の国と中国の国と中国の状況状況状況状況をををを教教教教えていえていえていえてい

ただけますか。国の出先機関の部分ですけども。ただけますか。国の出先機関の部分ですけども。ただけますか。国の出先機関の部分ですけども。ただけますか。国の出先機関の部分ですけども。九州九州九州九州もももも含含含含めて。めて。めて。めて。

○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 九州九州九州九州とととと四四四四国の動きでございますけれども、国の動きでございますけれども、国の動きでございますけれども、国の動きでございますけれども、直近直近直近直近の、今どこまで動いの、今どこまで動いの、今どこまで動いの、今どこまで動い

ておられるかまでは、今ておられるかまでは、今ておられるかまでは、今ておられるかまでは、今把握把握把握把握ができておりまができておりまができておりまができておりませんせんせんせん。。。。

もともとはもともとはもともとはもともとは九州九州九州九州も関西広域連合と同も関西広域連合と同も関西広域連合と同も関西広域連合と同じじじじようなようなようなような形形形形で３つの機関が連携しながら、地方整で３つの機関が連携しながら、地方整で３つの機関が連携しながら、地方整で３つの機関が連携しながら、地方整備備備備

局局局局、、、、経済産経済産経済産経済産業業業業局局局局と地方と地方と地方と地方環境環境環境環境事事事事務所務所務所務所を移管してほしいということで、を移管してほしいということで、を移管してほしいということで、を移管してほしいということで、形態形態形態形態はははは違違違違いますけれどいますけれどいますけれどいますけれど

も、も、も、も、九州九州九州九州広域行政機広域行政機広域行政機広域行政機構構構構という別の新しいという別の新しいという別の新しいという別の新しい組組組組織織織織をつくって移管を要をつくって移管を要をつくって移管を要をつくって移管を要望望望望しておられました。しておられました。しておられました。しておられました。

四四四四国は、国は、国は、国は、経済産経済産経済産経済産業業業業局局局局のみの移管を要のみの移管を要のみの移管を要のみの移管を要望望望望されておられるされておられるされておられるされておられる状況状況状況状況でございます。地方整でございます。地方整でございます。地方整でございます。地方整備備備備局局局局にににに

つきましては、今かなりつきましては、今かなりつきましては、今かなりつきましては、今かなり四四四四国で国で国で国でイイイインンンンフラフラフラフラ整整整整備備備備がおくれているとか、地方がおくれているとか、地方がおくれているとか、地方がおくれているとか、地方環境環境環境環境事事事事務所務所務所務所についについについについ

ては管ては管ては管ては管轄区轄区轄区轄区域の域の域の域の問問問問題などがございまして、題などがございまして、題などがございまして、題などがございまして、経済産経済産経済産経済産業業業業局局局局のみ移管をのみ移管をのみ移管をのみ移管を目指目指目指目指してしてしてして検討検討検討検討されているされているされているされている

というとこというとこというとこというところろろろまでまでまでまで認識認識認識認識しておりますけれども、しておりますけれども、しておりますけれども、しておりますけれども、直近直近直近直近はわかりまはわかりまはわかりまはわかりませんせんせんせんので、またご報告さので、またご報告さので、またご報告さので、またご報告させせせせ

ていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 たしかたしかたしかたしか四四四四国は中国地方と国は中国地方と国は中国地方と国は中国地方と農農農農政政政政局局局局の管の管の管の管轄轄轄轄が一が一が一が一緒緒緒緒ですですですですねねねね。地方。地方。地方。地方環境環境環境環境事事事事務所務所務所務所も、も、も、も、

中国地方と一中国地方と一中国地方と一中国地方と一緒緒緒緒ですですですですねねねね。。。。

今、現今、現今、現今、現状状状状のそういう報告でございますけども、この出先機関についてのそういう報告でございますけども、この出先機関についてのそういう報告でございますけども、この出先機関についてのそういう報告でございますけども、この出先機関について何何何何かごかごかごかご意意意意見ござい見ござい見ござい見ござい

まままませんせんせんせんか。か。か。か。

先ほど中に入っての議先ほど中に入っての議先ほど中に入っての議先ほど中に入っての議論論論論と外からの議と外からの議と外からの議と外からの議論論論論と言われると、なかなかと言われると、なかなかと言われると、なかなかと言われると、なかなか発発発発言しにくい言しにくい言しにくい言しにくい面面面面はござはござはござはござ

いますけども、いますけども、いますけども、いますけども、何何何何かかかか意意意意見ございましたら。見ございましたら。見ございましたら。見ございましたら。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 そそそそんんんんなの。部分加入しないのだから、このなの。部分加入しないのだから、このなの。部分加入しないのだから、このなの。部分加入しないのだから、この状況状況状況状況では言うことがない。では言うことがない。では言うことがない。では言うことがない。
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委員長、また整理して委員委員長、また整理して委員委員長、また整理して委員委員長、また整理して委員間間間間で議で議で議で議論論論論するとか、するとか、するとか、するとか、ああああるいはるいはるいはるいは視察視察視察視察に行って、本当にこのに行って、本当にこのに行って、本当にこのに行って、本当にこの九州九州九州九州

やややや各省各省各省各省庁庁庁庁がそのがそのがそのがその辺辺辺辺を考えているのか、それを考えているのか、それを考えているのか、それを考えているのか、それぞぞぞぞれのれのれのれの意意意意見は見は見は見は聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。聞聞聞聞いてますけれどいてますけれどいてますけれどいてますけれど

も、そういうようなことのも、そういうようなことのも、そういうようなことのも、そういうようなことの勉勉勉勉強強強強をやったり、出かけてでもやるをやったり、出かけてでもやるをやったり、出かけてでもやるをやったり、出かけてでもやるべべべべきだ。そきだ。そきだ。そきだ。そんんんんなこともなこともなこともなことも含含含含めめめめ

て、中て、中て、中て、中央央央央はどう考えてるのか、それからもしはどう考えてるのか、それからもしはどう考えてるのか、それからもしはどう考えてるのか、それからもし丸丸丸丸ごと移管やったら、奈良県で国ごと移管やったら、奈良県で国ごと移管やったら、奈良県で国ごと移管やったら、奈良県で国土交土交土交土交通通通通省省省省がががが

立立立立派派派派なものを当なものを当なものを当なものを当面面面面立ててます立ててます立ててます立ててますねねねね、こ、こ、こ、こんんんんなものをどうするのか。いなものをどうするのか。いなものをどうするのか。いなものをどうするのか。いろろろろいいいいろあろあろあろあると思うのです。ると思うのです。ると思うのです。ると思うのです。

基本的なものが政基本的なものが政基本的なものが政基本的なものが政府府府府の方の方の方の方針針針針によって、によって、によって、によって、ああああるいは政るいは政るいは政るいは政治治治治がどう動くことによって変わっていくがどう動くことによって変わっていくがどう動くことによって変わっていくがどう動くことによって変わっていく

というのもおかしい。基本的なものはきっというのもおかしい。基本的なものはきっというのもおかしい。基本的なものはきっというのもおかしい。基本的なものはきっちちちちりしておかないといけないと思うので、これりしておかないといけないと思うので、これりしておかないといけないと思うので、これりしておかないといけないと思うので、これ

からどう、こういう、わかりまからどう、こういう、わかりまからどう、こういう、わかりまからどう、こういう、わかりませんせんせんせん、わからないけれど。、わからないけれど。、わからないけれど。、わからないけれど。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 確確確確かにかにかにかに法法法法案もおくれていますし、それから地方自案もおくれていますし、それから地方自案もおくれていますし、それから地方自案もおくれていますし、それから地方自治法治法治法治法改正で一つ改正で一つ改正で一つ改正で一つ気気気気になっになっになっになっ

たのが、これはたのが、これはたのが、これはたのが、これは法律法律法律法律が通りましたけども、広域連合は理事会が通りましたけども、広域連合は理事会が通りましたけども、広域連合は理事会が通りましたけども、広域連合は理事会制制制制をををを認認認認めることができるといめることができるといめることができるといめることができるとい

うのに変わりました。そやけど、関西広域連合はうのに変わりました。そやけど、関西広域連合はうのに変わりました。そやけど、関西広域連合はうのに変わりました。そやけど、関西広域連合は独任独任独任独任制制制制のののの形形形形でしたかな、そのままになっでしたかな、そのままになっでしたかな、そのままになっでしたかな、そのままになっ

てます。てます。てます。てます。

それと、事それと、事それと、事それと、事務組務組務組務組合は２年合は２年合は２年合は２年前前前前に通告すれに通告すれに通告すれに通告すればばばば脱退脱退脱退脱退できるとなっていましたけれども、それはできるとなっていましたけれども、それはできるとなっていましたけれども、それはできるとなっていましたけれども、それは

事事事事務組務組務組務組合だけで広域連合は合だけで広域連合は合だけで広域連合は合だけで広域連合は含含含含まれていないということが地方自まれていないということが地方自まれていないということが地方自まれていないということが地方自治法治法治法治法の改正にの改正にの改正にの改正にあああありましたけりましたけりましたけりましたけ

れども、れども、れども、れども、意意意意味味味味がわかりまがわかりまがわかりまがわかりませんせんせんせん。事。事。事。事務組務組務組務組合は２年先に合は２年先に合は２年先に合は２年先に離離離離れていいと、広域連合は一れていいと、広域連合は一れていいと、広域連合は一れていいと、広域連合は一度度度度入った入った入った入った

らららら離離離離れるのに連合議会の議決をもらわないといけないけれど、事れるのに連合議会の議決をもらわないといけないけれど、事れるのに連合議会の議決をもらわないといけないけれど、事れるのに連合議会の議決をもらわないといけないけれど、事務組務組務組務組合の合の合の合の場場場場合は自分のと合は自分のと合は自分のと合は自分のと

こここころろろろの議会のの議会のの議会のの議会の意意意意思で思で思で思で離離離離れることもできるというれることもできるというれることもできるというれることもできるという法法法法改正になっております。改正になっております。改正になっております。改正になっております。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 財財財財政、いわゆる政、いわゆる政、いわゆる政、いわゆる税税税税金金金金、今言われている、今言われている、今言われている、今言われている交付税交付税交付税交付税、、、、交付交付交付交付金金金金的なもので的なもので的なもので的なものでタタタタイイイイトトトトルルルルはははは

いいいいろろろろいいいいろろろろ変わってきていると思うのです。そして地方がいわゆる変わってきていると思うのです。そして地方がいわゆる変わってきていると思うのです。そして地方がいわゆる変わってきていると思うのです。そして地方がいわゆる消費消費消費消費税税税税を充てるとかややを充てるとかややを充てるとかややを充てるとかやや

こしく言っているけれど、これは関西広域連合の、こしく言っているけれど、これは関西広域連合の、こしく言っているけれど、これは関西広域連合の、こしく言っているけれど、これは関西広域連合の、勉勉勉勉強強強強しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないというのは、いけないというのは、いけないというのは、いけないというのは、

税税税税金金金金で動かしていくということになってくると、それをどう中で動かしていくということになってくると、それをどう中で動かしていくということになってくると、それをどう中で動かしていくということになってくると、それをどう中央央央央で動いているのか、こので動いているのか、こので動いているのか、こので動いているのか、この

主主主主張張張張もわかっていてわからないとこもわかっていてわからないとこもわかっていてわからないとこもわかっていてわからないところろろろががががああああるでしるでしるでしるでしょょょょう、まだ関西広域連合がしっかりしてう、まだ関西広域連合がしっかりしてう、まだ関西広域連合がしっかりしてう、まだ関西広域連合がしっかりして

いないから。いないから。いないから。いないから。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ここのここのここのここの答弁答弁答弁答弁の中で、知事会長の山の中で、知事会長の山の中で、知事会長の山の中で、知事会長の山田田田田会長に会長に会長に会長に財財財財政調整政調整政調整政調整制度制度制度制度をしっかりつくっをしっかりつくっをしっかりつくっをしっかりつくっ

てもらえてもらえてもらえてもらえばばばばいいという案がいいという案がいいという案がいいという案がああああるのかどうかるのかどうかるのかどうかるのかどうか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 それはここで議それはここで議それはここで議それはここで議論論論論するのもするのもするのもするのも何何何何だけれど、国との関係が今だけれど、国との関係が今だけれど、国との関係が今だけれど、国との関係が今あああありますから。りますから。りますから。りますから。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 全全全全国知事会の会長なので、一国知事会の会長なので、一国知事会の会長なので、一国知事会の会長なので、一応応応応それをそれをそれをそれを確認確認確認確認してしてしてしてねねねね。。。。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 また理事者の方でもまた理事者の方でもまた理事者の方でもまた理事者の方でも勉勉勉勉強強強強してください、してください、してください、してください、教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。予算予算予算予算というのは行というのは行というのは行というのは行

政政政政ササササーーーービビビビススススの大事なことだから。の大事なことだから。の大事なことだから。の大事なことだから。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 どういうどういうどういうどういう発発発発言をしたらいいのかが言をしたらいいのかが言をしたらいいのかが言をしたらいいのかが難難難難しいのですけれども、関西広域連合しいのですけれども、関西広域連合しいのですけれども、関西広域連合しいのですけれども、関西広域連合
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に政に政に政に政令指定令指定令指定令指定市が入るかどうかということが議市が入るかどうかということが議市が入るかどうかということが議市が入るかどうかということが議論論論論になりまして、政になりまして、政になりまして、政になりまして、政令指定令指定令指定令指定都市が一都市が一都市が一都市が一応応応応みみみみんんんんなななな

入ったという。そうした入ったという。そうした入ったという。そうした入ったという。そうした段階段階段階段階で、今で、今で、今で、今度度度度は大は大は大は大阪阪阪阪都都都都法法法法（大都市地域における地方公共（大都市地域における地方公共（大都市地域における地方公共（大都市地域における地方公共団団団団体の設体の設体の設体の設

置置置置に関する特に関する特に関する特に関する特例例例例法法法法案）というのが国会で一案）というのが国会で一案）というのが国会で一案）というのが国会で一応応応応成立したという成立したという成立したという成立したという形形形形になっているになっているになっているになっているんんんんですが、大ですが、大ですが、大ですが、大

阪阪阪阪都になりますと、政都になりますと、政都になりますと、政都になりますと、政令指定令指定令指定令指定都市で都市で都市で都市であああある大る大る大る大阪阪阪阪市、それから市、それから市、それから市、それから堺堺堺堺市などは市などは市などは市などは廃止廃止廃止廃止されていくといされていくといされていくといされていくとい

う方向の中で、つくりながらつう方向の中で、つくりながらつう方向の中で、つくりながらつう方向の中で、つくりながらつぶぶぶぶしていっているというしていっているというしていっているというしていっているという印象印象印象印象で、一体その先にで、一体その先にで、一体その先にで、一体その先に何何何何ががががああああるのるのるのるの

かというのがかというのがかというのがかというのが非非非非常に常に常に常に不不不不透透透透明明明明なななな感じ感じ感じ感じをしています。をしています。をしています。をしています。

その行き先がわからないとこその行き先がわからないとこその行き先がわからないとこその行き先がわからないところろろろに一に一に一に一緒緒緒緒にということでにということでにということでにということで乗乗乗乗って議って議って議って議論論論論をするというのは、をするというのは、をするというのは、をするというのは、非非非非

常に常に常に常に危危危危険険険険ではないかと思っています。ではないかと思っています。ではないかと思っています。ではないかと思っています。例例例例ええええばばばば東京都ですけれども、東京都の東京都ですけれども、東京都の東京都ですけれども、東京都の東京都ですけれども、東京都の場場場場合、合、合、合、税収税収税収税収でででで

いきますと、いきますと、いきますと、いきますと、法人法人法人法人市市市市民税民税民税民税、、、、固固固固定資産税定資産税定資産税定資産税、特別興業、特別興業、特別興業、特別興業保保保保有有有有税税税税、調整、調整、調整、調整三税三税三税三税、こうしたものは都、こうしたものは都、こうしたものは都、こうしたものは都税税税税

としてとしてとしてとして集集集集めているということです。だから、都が４５めているということです。だから、都が４５めているということです。だから、都が４５めているということです。だから、都が４５％％％％、特別、特別、特別、特別区区区区が５５が５５が５５が５５％％％％というというというという割割割割合で合で合で合で徴徴徴徴

収収収収しているようなのですけれども、大しているようなのですけれども、大しているようなのですけれども、大しているようなのですけれども、大阪阪阪阪都の都の都の都の場場場場合、合、合、合、堺堺堺堺市で市で市で市で集集集集めているめているめているめている法人法人法人法人市市市市民税民税民税民税、、、、固固固固定資定資定資定資

産税産税産税産税、都市、都市、都市、都市計画計画計画計画税税税税、こうした、こうした、こうした、こうした堺堺堺堺市が市が市が市が独独独独自で自で自で自で集集集集めていたものが大めていたものが大めていたものが大めていたものが大阪阪阪阪都の都の都の都の税収税収税収税収に移管するといに移管するといに移管するといに移管するとい

うことになると、大体うことになると、大体うことになると、大体うことになると、大体７７７７７７７７３３３３億億億億円円円円、これは平成２０年の、これは平成２０年の、これは平成２０年の、これは平成２０年の段階段階段階段階でそれでそれでそれでそれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの税収税収税収税収らしいのらしいのらしいのらしいの

ですが、それが大ですが、それが大ですが、それが大ですが、それが大阪阪阪阪都に行って、地都に行って、地都に行って、地都に行って、地元元元元にはにはにはには実実実実際際際際今までやってきた分が今までやってきた分が今までやってきた分が今までやってきた分がマイマイマイマイナナナナススススになると。になると。になると。になると。

マイマイマイマイナナナナススススになれになれになれになればばばば、それはどこからか、それはどこからか、それはどこからか、それはどこからか補補補補ててててんんんんしなくてはならないということになれしなくてはならないということになれしなくてはならないということになれしなくてはならないということになればばばば、、、、住住住住

民民民民のののの人人人人たたたたちちちちからのからのからのからの増増増増税税税税というというというという形形形形でなけれでなけれでなけれでなければばばば補補補補ててててんんんんができないのではないかなというができないのではないかなというができないのではないかなというができないのではないかなという感じ感じ感じ感じをををを

受受受受けます。けます。けます。けます。

そして、大そして、大そして、大そして、大阪阪阪阪都の方は、都の方は、都の方は、都の方は、集集集集めた大きなめた大きなめた大きなめた大きな税税税税金金金金をををを何何何何にににに使使使使うかといえうかといえうかといえうかといえばばばば、、、、ベイベイベイベイエエエエリアリアリアリアの開の開の開の開発発発発とととと

かいかいかいかいろろろろいいいいろろろろそうした大そうした大そうした大そうした大型型型型のののの巨巨巨巨大開大開大開大開発発発発にそれをにそれをにそれをにそれを使使使使っていくと。そして、っていくと。そして、っていくと。そして、っていくと。そして、実実実実際際際際その大その大その大その大阪阪阪阪都の都の都の都の構構構構

想想想想のときにも大のときにも大のときにも大のときにも大阪阪阪阪市会議員、それから大市会議員、それから大市会議員、それから大市会議員、それから大阪阪阪阪府府府府議会議員が議会議員が議会議員が議会議員が反反反反対対対対をしたということが報をしたということが報をしたということが報をしたということが報道道道道されされされされ

ておりましたけれども、一ておりましたけれども、一ておりましたけれども、一ておりましたけれども、一番肝番肝番肝番肝心心心心の地の地の地の地元元元元のののの人人人人たたたたちちちちがそれをがそれをがそれをがそれを歓迎歓迎歓迎歓迎しない中で、しない中で、しない中で、しない中で、足足足足元元元元をををを根差根差根差根差ささささ

ずにふわふわと向かっていくということが、ずにふわふわと向かっていくということが、ずにふわふわと向かっていくということが、ずにふわふわと向かっていくということが、非非非非常に常に常に常に問問問問題ではないかという題ではないかという題ではないかという題ではないかという感じ感じ感じ感じをををを受受受受けます。けます。けます。けます。

今、奈良県がやっている自立と分散で日本を変えるという、そうした地今、奈良県がやっている自立と分散で日本を変えるという、そうした地今、奈良県がやっている自立と分散で日本を変えるという、そうした地今、奈良県がやっている自立と分散で日本を変えるという、そうした地元元元元にきにきにきにきちちちちんんんんとととと根根根根

をををを張張張張って、そこのって、そこのって、そこのって、そこの人人人人たたたたちちちちのののの生生生生活を活を活を活を支支支支えるという、そういう立えるという、そういう立えるという、そういう立えるという、そういう立場場場場をやっをやっをやっをやっぱぱぱぱりりりり堅堅堅堅持持持持していくとしていくとしていくとしていくと

いうのがいいのではないかなと思っておりますので、いうのがいいのではないかなと思っておりますので、いうのがいいのではないかなと思っておりますので、いうのがいいのではないかなと思っておりますので、意意意意見として言っておきたいと思いま見として言っておきたいと思いま見として言っておきたいと思いま見として言っておきたいと思いま

す。す。す。す。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 今今今今後後後後の方向の方向の方向の方向性性性性として、関西広域連合とこの出先機関というのは国の動きをとして、関西広域連合とこの出先機関というのは国の動きをとして、関西広域連合とこの出先機関というのは国の動きをとして、関西広域連合とこの出先機関というのは国の動きを

見ながらしか見ながらしか見ながらしか見ながらしか発展発展発展発展もしにくいし、今、もしにくいし、今、もしにくいし、今、もしにくいし、今、実実実実際際際際、、、、ああああまり動いていないまり動いていないまり動いていないまり動いていない状状状状態態態態なので議なので議なので議なので議論論論論が進まなが進まなが進まなが進まな

いかと思いますので、新谷委員が言われましたいかと思いますので、新谷委員が言われましたいかと思いますので、新谷委員が言われましたいかと思いますので、新谷委員が言われました税税税税ののののああああり方、今井委員からも言われましたり方、今井委員からも言われましたり方、今井委員からも言われましたり方、今井委員からも言われました

けども、けども、けども、けども、法人税法人税法人税法人税、、、、贈与贈与贈与贈与税税税税、、、、譲譲譲譲与与与与税税税税の動き、東京都がの動き、東京都がの動き、東京都がの動き、東京都が反反反反対対対対しているという動きもしているという動きもしているという動きもしているという動きも含含含含めて、山めて、山めて、山めて、山
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田全田全田全田全国知事会会長が国知事会会長が国知事会会長が国知事会会長が全全全全国にどういうふうに公平に国にどういうふうに公平に国にどういうふうに公平に国にどういうふうに公平にばばばばらまくかというのをらまくかというのをらまくかというのをらまくかというのを含含含含めて、そめて、そめて、そめて、そちちちちらのらのらのらの

方も方も方も方も研究研究研究研究をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。

道道道道州州州州制制制制も一も一も一も一応応応応議議議議論論論論にににに含む含む含む含むということになっておりますので、ということになっておりますので、ということになっておりますので、ということになっておりますので、道道道道州州州州制制制制、、、、是是是是かかかか非非非非かは別にしかは別にしかは別にしかは別にし

て、て、て、て、税税税税のののの配配配配分も次回から分も次回から分も次回から分も次回から研究研究研究研究したいと思いますので、おしたいと思いますので、おしたいと思いますので、おしたいと思いますので、お互互互互いいいい情情情情報共報共報共報共有有有有をしたいと思っておをしたいと思っておをしたいと思っておをしたいと思ってお

ります。ります。ります。ります。

ほかにほかにほかにほかに何何何何かございますか。かございますか。かございますか。かございますか。

方向方向方向方向性性性性として、関西広域連合については、として、関西広域連合については、として、関西広域連合については、として、関西広域連合については、確確確確かになかなか進まないかになかなか進まないかになかなか進まないかになかなか進まない状況状況状況状況でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、

実実実実際際際際、、、、去去去去年の年の年の年の末末末末にににに閣閣閣閣議決議決議決議決定定定定をすると言われてから１年をすると言われてから１年をすると言われてから１年をすると言われてから１年近近近近くたくたくたくたちちちちます。ます。ます。ます。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 今、それこそ関西広域連合に参加した方がいいというメンバーと、知事がと今、それこそ関西広域連合に参加した方がいいというメンバーと、知事がと今、それこそ関西広域連合に参加した方がいいというメンバーと、知事がと今、それこそ関西広域連合に参加した方がいいというメンバーと、知事がと

っているっているっているっている対応対応対応対応がいいと言ってるメンバーがこの委員会にはがいいと言ってるメンバーがこの委員会にはがいいと言ってるメンバーがこの委員会にはがいいと言ってるメンバーがこの委員会には存存存存在しているわけです。在しているわけです。在しているわけです。在しているわけです。

例例例例ええええばばばばここここんんんんなななな条条条条件がク件がク件がク件がクリアリアリアリアされれされれされれされればばばば、課題がいっ、課題がいっ、課題がいっ、課題がいっぱぱぱぱいいいいあああある、そのことも理解していまする、そのことも理解していまする、そのことも理解していまする、そのことも理解しています

し、こし、こし、こし、こんんんんなななな条条条条件がク件がク件がク件がクリアリアリアリアしたならしたならしたならしたならばばばば、、、、例例例例ええええばばばば、こ、こ、こ、こんんんんなななな条条条条件がク件がク件がク件がクリアリアリアリアしたならしたならしたならしたならばばばば、この委員、この委員、この委員、この委員

会で関西広域連合というのを会で関西広域連合というのを会で関西広域連合というのを会で関西広域連合というのを積極積極積極積極的に考えてみてはどうだ的に考えてみてはどうだ的に考えてみてはどうだ的に考えてみてはどうだろろろろうということというのは議うということというのは議うということというのは議うということというのは議論論論論

できないのでしできないのでしできないのでしできないのでしょょょょうか。課題はたくさうか。課題はたくさうか。課題はたくさうか。課題はたくさんあんあんあんあって、今のって、今のって、今のって、今の税税税税金金金金のののの再再再再分分分分配配配配のののの話話話話だと思うのですが、だと思うのですが、だと思うのですが、だと思うのですが、

消費消費消費消費税税税税を都市部にだけ分を都市部にだけ分を都市部にだけ分を都市部にだけ分配配配配するというのはとするというのはとするというのはとするというのはとんんんんでもないでもないでもないでもない話話話話で、そで、そで、そで、そんんんんなことはなことはなことはなことは絶絶絶絶対対対対ないとないとないとないと個個個個

人人人人的には思っているのですけれども、だけどそういうことを地方分的には思っているのですけれども、だけどそういうことを地方分的には思っているのですけれども、だけどそういうことを地方分的には思っているのですけれども、だけどそういうことを地方分権権権権を推進する、を推進する、を推進する、を推進する、多多多多分地分地分地分地

方分方分方分方分権権権権なり地域主なり地域主なり地域主なり地域主権権権権を推進するいを推進するいを推進するいを推進するいろろろろいいいいろろろろなやり方はなやり方はなやり方はなやり方はああああると思うけれど、そのことについてると思うけれど、そのことについてると思うけれど、そのことについてると思うけれど、そのことについて

多多多多分思いっきり分思いっきり分思いっきり分思いっきり反反反反対対対対だという方はいらっしだという方はいらっしだという方はいらっしだという方はいらっしゃゃゃゃらないようならないようならないようならないような気気気気はははは勝勝勝勝手手手手にしているのですが、にしているのですが、にしているのですが、にしているのですが、

そのそのそのその辺辺辺辺もももも含含含含めてめてめてめて何何何何か、当初、今か、当初、今か、当初、今か、当初、今後後後後の議の議の議の議論論論論の中で提案をすると。の中で提案をすると。の中で提案をすると。の中で提案をすると。逆逆逆逆提案です提案です提案です提案ですねねねね、関西広域連、関西広域連、関西広域連、関西広域連

合に合に合に合に対対対対して、こういうものにして、こういうものにして、こういうものにして、こういうものにああああなたなりなさいよというようななたなりなさいよというようななたなりなさいよというようななたなりなさいよというような切切切切りりりり口口口口で議で議で議で議論論論論をできないのをできないのをできないのをできないの

かと思います。そうでなけれかと思います。そうでなけれかと思います。そうでなけれかと思います。そうでなければ多ば多ば多ば多分この議分この議分この議分この議論論論論も、委員長おっしも、委員長おっしも、委員長おっしも、委員長おっしゃゃゃゃったように国の動きったように国の動きったように国の動きったように国の動き待ち待ち待ち待ち

だったり、関西広域連合自体もだったり、関西広域連合自体もだったり、関西広域連合自体もだったり、関西広域連合自体も多多多多分国の動き分国の動き分国の動き分国の動き待ち待ち待ち待ちで、なかなか同で、なかなか同で、なかなか同で、なかなか同じじじじような議ような議ような議ような議論論論論をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし

ているようにしかているようにしかているようにしかているようにしか感じ感じ感じ感じていないのです。そういうことをていないのです。そういうことをていないのです。そういうことをていないのです。そういうことを含含含含めて、こめて、こめて、こめて、こんんんんな関西広域連合ならな関西広域連合ならな関西広域連合ならな関西広域連合なら

奈良県は入る奈良県は入る奈良県は入る奈良県は入るべべべべきだという、ここで特きだという、ここで特きだという、ここで特きだという、ここで特異異異異な議な議な議な議論論論論をするをするをするをする形形形形でででであああありますが。りますが。りますが。りますが。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 税税税税についてはについてはについてはについては道道道道州州州州制制制制の方に入るので、国のの方に入るので、国のの方に入るので、国のの方に入るので、国の形形形形に入るので、関西広域連合はに入るので、関西広域連合はに入るので、関西広域連合はに入るので、関西広域連合は

課課課課税権税権税権税権がないからがないからがないからがないから税税税税は別だと思いますけれども。それから、その関西広域連合のこういうは別だと思いますけれども。それから、その関西広域連合のこういうは別だと思いますけれども。それから、その関西広域連合のこういうは別だと思いますけれども。それから、その関西広域連合のこういう

ことがクことがクことがクことがクリアリアリアリアできれできれできれできればばばば入るというその具体的な案を議入るというその具体的な案を議入るというその具体的な案を議入るというその具体的な案を議論論論論しししし示せ示せ示せ示せということですか。ということですか。ということですか。ということですか。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 たたたたぶんぶんぶんぶん、こ、こ、こ、こんんんんな課題がな課題がな課題がな課題があああある、こる、こる、こる、こんんんんな課題がな課題がな課題がな課題があああある、こる、こる、こる、こんんんんな課題がな課題がな課題がな課題があああある、だからる、だからる、だからる、だから

入らないのだということなので、その課題をク入らないのだということなので、その課題をク入らないのだということなので、その課題をク入らないのだということなので、その課題をクリアリアリアリアしたら知事も入られるのかということしたら知事も入られるのかということしたら知事も入られるのかということしたら知事も入られるのかということ

もももも含含含含めて。というより、知事のことはさておいて、めて。というより、知事のことはさておいて、めて。というより、知事のことはさておいて、めて。というより、知事のことはさておいて、我我我我 々々々々ならこういう関西広域連合なら参ならこういう関西広域連合なら参ならこういう関西広域連合なら参ならこういう関西広域連合なら参
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加す加す加す加すべべべべきなのかというきなのかというきなのかというきなのかというぐぐぐぐらいの提案の議らいの提案の議らいの提案の議らいの提案の議論論論論をしていくと、をしていくと、をしていくと、をしていくと、何何何何かいい知かいい知かいい知かいい知恵恵恵恵が出てくるのか、が出てくるのか、が出てくるのか、が出てくるのか、

勉勉勉勉強強強強にもなるのかという思いがしました。以上です。にもなるのかという思いがしました。以上です。にもなるのかという思いがしました。以上です。にもなるのかという思いがしました。以上です。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 たまたま２たまたま２たまたま２たまたま２週週週週間間間間ほどほどほどほど前前前前に、に、に、に、堺堺堺堺市の市の市の市の竹竹竹竹山市長と会う機会が山市長と会う機会が山市長と会う機会が山市長と会う機会がああああって、って、って、って、力力力力強強強強い、い、い、い、ちちちち

ょょょょうどうどうどうどシシシシャャャャーーーーププププの関係での関係での関係での関係でホホホホンンンンハハハハイイイイ（（（（台台台台湾湾湾湾のののの鴻鴻鴻鴻海海海海精精精精密密密密工工工工業）の会長が来られいて、す業）の会長が来られいて、す業）の会長が来られいて、す業）の会長が来られいて、すぐぐぐぐにににに帰帰帰帰

ってしまったけれど、来られたってしまったけれど、来られたってしまったけれど、来られたってしまったけれど、来られたちちちちょょょょうどうどうどうど後後後後にににに竹竹竹竹山市長とたまたま会う機会が山市長とたまたま会う機会が山市長とたまたま会う機会が山市長とたまたま会う機会がああああって、どうって、どうって、どうって、どう

してもしてもしてもしても堺堺堺堺市という政市という政市という政市という政令指定令指定令指定令指定都市の都市の都市の都市の住民住民住民住民のためにものためにものためにものためにもシシシシャャャャーーーーププププを、まずを、まずを、まずを、まず税税税税の関係でしっかりとの関係でしっかりとの関係でしっかりとの関係でしっかりと

かたいかたいかたいかたい約束約束約束約束でと言っておられたでと言っておられたでと言っておられたでと言っておられた割割割割にはすにはすにはすにはすぐぐぐぐ帰帰帰帰られたから、どうされたのかと。られたから、どうされたのかと。られたから、どうされたのかと。られたから、どうされたのかと。

ただ、そのときのただ、そのときのただ、そのときのただ、そのときの話話話話で一つで一つで一つで一つ気気気気になったのが、になったのが、になったのが、になったのが、確確確確かにかにかにかに堺堺堺堺市は関西広域連合に入っています。市は関西広域連合に入っています。市は関西広域連合に入っています。市は関西広域連合に入っています。

とことことこところろろろが、が、が、が、話話話話の中の中の中の中身身身身は、もう一は、もう一は、もう一は、もう一生懸生懸生懸生懸命命命命、、、、堺堺堺堺市は１００市は１００市は１００市は１００万万万万人近人近人近人近くのくのくのくの人人人人口口口口をををを持持持持ってるとこってるとこってるとこってるところろろろでででで

すと。このすと。このすと。このすと。この堺堺堺堺市をしっかりと、これは市をしっかりと、これは市をしっかりと、これは市をしっかりと、これは橋下橋下橋下橋下市長に市長に市長に市長に対対対対抗抗抗抗して言っておられるのかとして言っておられるのかとして言っておられるのかとして言っておられるのかと聞聞聞聞こないこないこないこない

でもなかったのだけれども、関西広域連合には入ったけれども、でもなかったのだけれども、関西広域連合には入ったけれども、でもなかったのだけれども、関西広域連合には入ったけれども、でもなかったのだけれども、関西広域連合には入ったけれども、堺堺堺堺市長は市長は市長は市長は道道道道州州州州制制制制というこというこというこというこ

とはとはとはとは全全全全然然然然考えておられない。だから、大考えておられない。だから、大考えておられない。だから、大考えておられない。だから、大阪阪阪阪都の中に入るような都の中に入るような都の中に入るような都の中に入るような気気気気はははは全全全全然然然然ないとないとないとないと断断断断言されて言されて言されて言されて

いた。そのいた。そのいた。そのいた。その話話話話をされたをされたをされたをされた堺堺堺堺市長の考えは、こういうことで今、進市長の考えは、こういうことで今、進市長の考えは、こういうことで今、進市長の考えは、こういうことで今、進んんんんでおられると。でおられると。でおられると。でおられると。

今、尾﨑委員がおっし今、尾﨑委員がおっし今、尾﨑委員がおっし今、尾﨑委員がおっしゃゃゃゃっていたのだけれども、日本っていたのだけれども、日本っていたのだけれども、日本っていたのだけれども、日本維維維維新の会はきのうの新の会はきのうの新の会はきのうの新の会はきのうのパパパパーーーーテテテティィィィーのーのーのーの

雰雰雰雰囲気囲気囲気囲気からからからから選挙選挙選挙選挙もももも含含含含めて、これで今わめて、これで今わめて、これで今わめて、これで今わああああっとなっていくので、国もいっとなっていくので、国もいっとなっていくので、国もいっとなっていくので、国もいろろろろいいいいろ法ろ法ろ法ろ法案も案も案も案も含含含含めてめてめてめて

とまっている中、関西広域連合のこれからのとまっている中、関西広域連合のこれからのとまっている中、関西広域連合のこれからのとまっている中、関西広域連合のこれからのステステステステッッッッププププも、も、も、も、橋下橋下橋下橋下大大大大阪阪阪阪市長の動向でご市長の動向でご市長の動向でご市長の動向でごろろろろごごごごろろろろ

変わるなと。今尾﨑委員が言われるような奈良県が別に変わるなと。今尾﨑委員が言われるような奈良県が別に変わるなと。今尾﨑委員が言われるような奈良県が別に変わるなと。今尾﨑委員が言われるような奈良県が別に条条条条件件件件闘争闘争闘争闘争するまでのするまでのするまでのするまでの話話話話ではないなではないなではないなではないな

と思ったのです。これをしてくれたら入るというと思ったのです。これをしてくれたら入るというと思ったのです。これをしてくれたら入るというと思ったのです。これをしてくれたら入るという状況状況状況状況ではまだないという、この委員会でではまだないという、この委員会でではまだないという、この委員会でではまだないという、この委員会で

いいいいろろろろいいいいろろろろなななな意意意意見を見を見を見を聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら勉勉勉勉強強強強ささささせせせせてもらっているとこてもらっているとこてもらっているとこてもらっているところろろろだから、今言われるような考だから、今言われるような考だから、今言われるような考だから、今言われるような考

えもえもえもえもああああるだるだるだるだろろろろうけれども、まだそうけれども、まだそうけれども、まだそうけれども、まだそんんんんなにこれとこれとこれさえクなにこれとこれとこれさえクなにこれとこれとこれさえクなにこれとこれとこれさえクリアリアリアリアしたらいけるのではしたらいけるのではしたらいけるのではしたらいけるのでは

という、という、という、という、防災防災防災防災とととと医療ぐ医療ぐ医療ぐ医療ぐらいは入ったらという思いはらいは入ったらという思いはらいは入ったらという思いはらいは入ったらという思いはちちちちょょょょっとっとっとっとああああるのだけれども、るのだけれども、るのだけれども、るのだけれども、ああああともうともうともうともう

少し少し少し少し勉勉勉勉強強強強しないといけないし、国の関係と日本しないといけないし、国の関係と日本しないといけないし、国の関係と日本しないといけないし、国の関係と日本維維維維新の会の関係とでこ新の会の関係とでこ新の会の関係とでこ新の会の関係とでころろろろこここころろろろ変わるような変わるような変わるような変わるような

気気気気がするのです。出先機関の関係、国の関係、きっがするのです。出先機関の関係、国の関係、きっがするのです。出先機関の関係、国の関係、きっがするのです。出先機関の関係、国の関係、きっちちちちりしたものをしないとだめだけれどりしたものをしないとだめだけれどりしたものをしないとだめだけれどりしたものをしないとだめだけれど

も、これもも、これもも、これもも、これも選挙選挙選挙選挙が変わってきたら国はごが変わってきたら国はごが変わってきたら国はごが変わってきたら国はごろろろろごごごごろろろろ変わる変わる変わる変わる可能性可能性可能性可能性ががががああああるのだから。るのだから。るのだから。るのだから。

だからまだ見だからまだ見だからまだ見だからまだ見守守守守っていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばならないし、まだ入るならないし、まだ入るならないし、まだ入るならないし、まだ入る条条条条件とかいうような件とかいうような件とかいうような件とかいうような段階段階段階段階では、では、では、では、

実実実実はないと。ただ、もっといはないと。ただ、もっといはないと。ただ、もっといはないと。ただ、もっといろろろろいいいいろろろろなななな意意意意見は見は見は見は情情情情報として報として報として報として聞聞聞聞かかかかせせせせてほしいなというのが、今てほしいなというのが、今てほしいなというのが、今てほしいなというのが、今

の広域行政の中の一つの関西広域連合の案件かととらえております。の広域行政の中の一つの関西広域連合の案件かととらえております。の広域行政の中の一つの関西広域連合の案件かととらえております。の広域行政の中の一つの関西広域連合の案件かととらえております。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 尾﨑委員が言いましたけれども、地方を尾﨑委員が言いましたけれども、地方を尾﨑委員が言いましたけれども、地方を尾﨑委員が言いましたけれども、地方を守守守守る会の動きの中の、この決議のる会の動きの中の、この決議のる会の動きの中の、この決議のる会の動きの中の、この決議の内内内内

容容容容というのはどういうというのはどういうというのはどういうというのはどういう内容内容内容内容ですか。ですか。ですか。ですか。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 一部の一部の一部の一部の権権権権限限限限だけを中だけを中だけを中だけを中三三三三階階階階に移管するのはに移管するのはに移管するのはに移管するのは不不不不自自自自然然然然という、今はという、今はという、今はという、今は三重三重三重三重のののの
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権権権権力構力構力構力構造造造造だけれども、新たに中だけれども、新たに中だけれども、新たに中だけれども、新たに中三三三三階階階階をつくることになり、をつくることになり、をつくることになり、をつくることになり、屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋をつくるだけではないか。をつくるだけではないか。をつくるだけではないか。をつくるだけではないか。

他都他都他都他都道府道府道府道府県の県の県の県の代代代代表に表に表に表に危危危危機管理を機管理を機管理を機管理を依頼依頼依頼依頼するのにはするのにはするのにはするのには違違違違和感和感和感和感ががががあああある。る。る。る。慎慎慎慎重重重重なななな制度制度制度制度設設設設計計計計と基と基と基と基礎礎礎礎自自自自治治治治

体体体体側側側側と合と合と合と合意意意意形形形形成が必要だが、成が必要だが、成が必要だが、成が必要だが、拙拙拙拙速速速速に過に過に過に過ぎぎぎぎないか。ないか。ないか。ないか。希希希希望望望望するするするするブロブロブロブロックから移管することにックから移管することにックから移管することにックから移管することに問問問問

題はないかということで、１国２題はないかということで、１国２題はないかということで、１国２題はないかということで、１国２制度制度制度制度になってしまう。地域主になってしまう。地域主になってしまう。地域主になってしまう。地域主権権権権のののの担担担担いいいい手手手手はははは直直直直接接接接国国国国民民民民の、の、の、の、

住民住民住民住民のののの生生生生活に活に活に活に面面面面している基している基している基している基礎礎礎礎自自自自治治治治体のはずで体のはずで体のはずで体のはずであああある。大る。大る。大る。大規規規規模模模模震災震災震災震災において国において国において国において国民民民民のののの生生生生命命命命をををを守守守守るるるる

べべべべき最き最き最き最終終終終責責責責任任任任は国では国では国では国でああああるけれども、るけれども、るけれども、るけれども、対対対対策策策策実施実施実施実施地のほと地のほと地のほと地のほとんんんんどは基どは基どは基どは基礎礎礎礎自自自自治治治治体が行うので体が行うので体が行うので体が行うのでああああって、って、って、って、

都都都都道府道府道府道府県ではない。東日本大県ではない。東日本大県ではない。東日本大県ではない。東日本大震災震災震災震災ではまさにそうでではまさにそうでではまさにそうでではまさにそうでああああった。った。った。った。

以上のようなことが以上のようなことが以上のようなことが以上のようなことがああああるので、新たな国のるので、新たな国のるので、新たな国のるので、新たな国の形形形形のつくりかえをするというなら、のつくりかえをするというなら、のつくりかえをするというなら、のつくりかえをするというなら、十十十十分な議分な議分な議分な議

論論論論とととと効効効効果果果果のののの検証検証検証検証のもとにすのもとにすのもとにすのもとにすべべべべき。現在のき。現在のき。現在のき。現在の流流流流れはれはれはれは拙拙拙拙速速速速に過に過に過に過ぎぎぎぎるという、そういうるという、そういうるという、そういうるという、そういう内容内容内容内容でござでござでござでござ

います。以上。います。以上。います。以上。います。以上。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 何何何何百百百百団団団団体でしたか。体でしたか。体でしたか。体でしたか。

○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 ５０５０５０５０７７７７団団団団体。体。体。体。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 それは市それは市それは市それは市町村町村町村町村も入ってる。も入ってる。も入ってる。も入ってる。

○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 ええ、そうです。ええ、そうです。ええ、そうです。ええ、そうです。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 台風台風台風台風１２１２１２１２号号号号に関係する中で、に関係する中で、に関係する中で、に関係する中で、吉吉吉吉野野野野郡郡郡郡方方方方面面面面のののの町村町村町村町村からも移管に関するからも移管に関するからも移管に関するからも移管に関する反反反反対対対対といといといとい

うのは、以うのは、以うのは、以うのは、以前前前前ににににあああありましたりましたりましたりましたねねねね。。。。

各各各各市市市市町村町村町村町村からも関西広域連合という、広域連合というからも関西広域連合という、広域連合というからも関西広域連合という、広域連合というからも関西広域連合という、広域連合という実実実実態態態態がががが皆皆皆皆ささささんんんん余余余余りわかっておられりわかっておられりわかっておられりわかっておられ

ないし、ないし、ないし、ないし、勉勉勉勉強不強不強不強不足足足足で申しわけないのですけども、いわゆるで申しわけないのですけども、いわゆるで申しわけないのですけども、いわゆるで申しわけないのですけども、いわゆる丸丸丸丸ごと移管をされた広域連合のごと移管をされた広域連合のごと移管をされた広域連合のごと移管をされた広域連合の

体体体体制制制制づくりとかづくりとかづくりとかづくりとかシステムシステムシステムシステムというのは、もう一つよくわからないという部分もというのは、もう一つよくわからないという部分もというのは、もう一つよくわからないという部分もというのは、もう一つよくわからないという部分も実実実実際際際際にににに持持持持ってってってって

ます。それで、そういう市ます。それで、そういう市ます。それで、そういう市ます。それで、そういう市町村町村町村町村のののの不不不不平平平平不不不不満満満満が出ないような体が出ないような体が出ないような体が出ないような体制制制制を本当にを本当にを本当にを本当に持持持持たれるかどうかたれるかどうかたれるかどうかたれるかどうか

というのも、今というのも、今というのも、今というのも、今後後後後恐恐恐恐らく関西広域連合でそれをらく関西広域連合でそれをらく関西広域連合でそれをらく関西広域連合でそれを構構構構築築築築されるのだされるのだされるのだされるのだろろろろうと思うのですけども、うと思うのですけども、うと思うのですけども、うと思うのですけども、

そういうことも今そういうことも今そういうことも今そういうことも今後後後後、この委員会で、この委員会で、この委員会で、この委員会で勉勉勉勉強強強強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かと。関西広域連合のならないかと。関西広域連合のならないかと。関西広域連合のならないかと。関西広域連合の

議会議会議会議会ああああるいは連合体とるいは連合体とるいは連合体とるいは連合体と意意意意見見見見交交交交換しながらそういう知換しながらそういう知換しながらそういう知換しながらそういう知識識識識を入れていかないといけないのではを入れていかないといけないのではを入れていかないといけないのではを入れていかないといけないのでは

ないかと思うのです。ないかと思うのです。ないかと思うのです。ないかと思うのです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 その出先機関についてのその出先機関についてのその出先機関についてのその出先機関についての受受受受けけけけ皿皿皿皿。。。。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 出先機関を出先機関を出先機関を出先機関を受受受受ける関西広域連合のける関西広域連合のける関西広域連合のける関西広域連合のああああり方というか体り方というか体り方というか体り方というか体制制制制づくりというか。どのづくりというか。どのづくりというか。どのづくりというか。どの

ようにようにようにように構構構構築築築築していこうと考えておられるのかということですしていこうと考えておられるのかということですしていこうと考えておられるのかということですしていこうと考えておられるのかということですねねねね。。。。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それに関しては、連合議会のほかの議員のそれに関しては、連合議会のほかの議員のそれに関しては、連合議会のほかの議員のそれに関しては、連合議会のほかの議員の意意意意見を見を見を見を聞聞聞聞きましても、本当にきましても、本当にきましても、本当にきましても、本当にああああ

まりわかっていないまりわかっていないまりわかっていないまりわかっていないケケケケーーーーススススがががが多多多多いみたい。いみたい。いみたい。いみたい。実実実実際際際際、関西広域連合事、関西広域連合事、関西広域連合事、関西広域連合事務務務務局局局局にににに聞聞聞聞く方がまだわかく方がまだわかく方がまだわかく方がまだわか

っていると思いますけれども、まだ大っていると思いますけれども、まだ大っていると思いますけれども、まだ大っていると思いますけれども、まだ大枠枠枠枠しか決まっていないです。しか決まっていないです。しか決まっていないです。しか決まっていないです。
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何何何何かございますか、知っているがことかございますか、知っているがことかございますか、知っているがことかございますか、知っているがことああああれれれればばばば。。。。

○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 藤野委員からもお藤野委員からもお藤野委員からもお藤野委員からもお話話話話ががががあああありましたけれども、いわゆる出先機関のりましたけれども、いわゆる出先機関のりましたけれども、いわゆる出先機関のりましたけれども、いわゆる出先機関の廃止廃止廃止廃止

をををを伴伴伴伴ってってってって権権権権限限限限移移移移譲譲譲譲するについて一するについて一するについて一するについて一番番番番問問問問題になっているのは、今、題になっているのは、今、題になっているのは、今、題になっているのは、今、青青青青山政策推進課長からも山政策推進課長からも山政策推進課長からも山政策推進課長からも

話話話話ががががあああありましたけれど、市りましたけれど、市りましたけれど、市りましたけれど、市町村町村町村町村のののの意意意意見をいかに関西広域連合が見をいかに関西広域連合が見をいかに関西広域連合が見をいかに関西広域連合が反反反反映映映映できるか、できるか、できるか、できるか、住民住民住民住民のののの声声声声をををを

直直直直接接接接的にどれ的にどれ的にどれ的にどれぐぐぐぐらいらいらいらい反反反反映映映映できるかというのが一できるかというのが一できるかというのが一できるかというのが一番番番番ネックになっているのではないかと思いネックになっているのではないかと思いネックになっているのではないかと思いネックになっているのではないかと思い

ます。だからそのます。だからそのます。だからそのます。だからその辺辺辺辺のののの制度制度制度制度を関西広域連合がを関西広域連合がを関西広域連合がを関西広域連合が持持持持って、現在は関西広域連合自って、現在は関西広域連合自って、現在は関西広域連合自って、現在は関西広域連合自身身身身としてはとしてはとしてはとしては聞聞聞聞

くくくく努努努努力力力力をされている動きをされておりますけれども、地方ををされている動きをされておりますけれども、地方ををされている動きをされておりますけれども、地方ををされている動きをされておりますけれども、地方を守守守守る会の中で考えておられるる会の中で考えておられるる会の中で考えておられるる会の中で考えておられる

範囲範囲範囲範囲では、では、では、では、十十十十分機分機分機分機能能能能されていないというされていないというされていないというされていないという認識認識認識認識で動いているというで動いているというで動いているというで動いているという気気気気がします。ですから、がします。ですから、がします。ですから、がします。ですから、

まずそこからまずそこからまずそこからまずそこから問問問問題だ題だ題だ題だろろろろうと。うと。うと。うと。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 民民民民主主主主党党党党地域主地域主地域主地域主権権権権調査会における奈良県知事の調査会における奈良県知事の調査会における奈良県知事の調査会における奈良県知事の意意意意見について以見について以見について以見について以前資料前資料前資料前資料をもらったをもらったをもらったをもらった

のですが、ここに奈良県が関西広域連合に加入していない理のですが、ここに奈良県が関西広域連合に加入していない理のですが、ここに奈良県が関西広域連合に加入していない理のですが、ここに奈良県が関西広域連合に加入していない理由由由由がががが７７７７点点点点書書書書いていていていてああああるのです。るのです。るのです。るのです。

だから、これが関西広域連合に向けての、要するに加入できてない理だから、これが関西広域連合に向けての、要するに加入できてない理だから、これが関西広域連合に向けての、要するに加入できてない理だから、これが関西広域連合に向けての、要するに加入できてない理由由由由ということになるということになるということになるということになる

かと思うので、これがクかと思うので、これがクかと思うので、これがクかと思うので、これがクリアリアリアリアできたら奈良県としては関西広域連合に加入されるのかと思できたら奈良県としては関西広域連合に加入されるのかと思できたら奈良県としては関西広域連合に加入されるのかと思できたら奈良県としては関西広域連合に加入されるのかと思

っていたので。っていたので。っていたので。っていたので。資料資料資料資料の最の最の最の最後後後後にまとめで国のにまとめで国のにまとめで国のにまとめで国の形形形形というのがというのがというのがというのがああああるのですが、これを見ていたら、るのですが、これを見ていたら、るのですが、これを見ていたら、るのですが、これを見ていたら、

自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク、これの自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク、これの自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク、これの自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク、これの内容内容内容内容というか、求めていらというか、求めていらというか、求めていらというか、求めていら

っしっしっしっしゃゃゃゃるものにるものにるものにるものに近近近近いと思って見ていたのですが、このふるさと知事ネットワークの中にはいと思って見ていたのですが、このふるさと知事ネットワークの中にはいと思って見ていたのですが、このふるさと知事ネットワークの中にはいと思って見ていたのですが、このふるさと知事ネットワークの中には

関西広域連合に入っている関西広域連合に入っている関西広域連合に入っている関西広域連合に入っている鳥鳥鳥鳥取取取取県の知事もこのネットワークの知事なのです。というとこ県の知事もこのネットワークの知事なのです。というとこ県の知事もこのネットワークの知事なのです。というとこ県の知事もこのネットワークの知事なのです。というとこ

ろろろろで、で、で、で、鳥鳥鳥鳥取取取取県知事は関西広域連合にも入っておられるし、この知事はふるさとネットワー県知事は関西広域連合にも入っておられるし、この知事はふるさとネットワー県知事は関西広域連合にも入っておられるし、この知事はふるさとネットワー県知事は関西広域連合にも入っておられるし、この知事はふるさとネットワー

クに入っておられるのですが、この知事はどクに入っておられるのですが、この知事はどクに入っておられるのですが、この知事はどクに入っておられるのですが、この知事はどんんんんなふうに考えてらっしなふうに考えてらっしなふうに考えてらっしなふうに考えてらっしゃゃゃゃるのか、るのか、るのか、るのか、ああああとととと九州九州九州九州

でもでもでもでも熊熊熊熊本県と本県と本県と本県と宮崎宮崎宮崎宮崎県がこのふるさとネットワークに入っていらっし県がこのふるさとネットワークに入っていらっし県がこのふるさとネットワークに入っていらっし県がこのふるさとネットワークに入っていらっしゃゃゃゃって、かなりって、かなりって、かなりって、かなり強強強強力力力力なななな

ネットワークに入っていらっしネットワークに入っていらっしネットワークに入っていらっしネットワークに入っていらっしゃゃゃゃると思うのですが、ると思うのですが、ると思うのですが、ると思うのですが、九州九州九州九州での新たなでの新たなでの新たなでの新たな九州九州九州九州広域機広域機広域機広域機構構構構が今、が今、が今、が今、

動きつつ動きつつ動きつつ動きつつああああるとこるとこるとこるところろろろで、そで、そで、そで、そちちちちらの２らの２らの２らの２人人人人の知事はどういう考えをの知事はどういう考えをの知事はどういう考えをの知事はどういう考えを持持持持っておられるのでしっておられるのでしっておられるのでしっておられるのでしょょょょうううう

か。奈良県知事はかなりこのふるさとネットワークにはか。奈良県知事はかなりこのふるさとネットワークにはか。奈良県知事はかなりこのふるさとネットワークにはか。奈良県知事はかなりこのふるさとネットワークには力力力力を入れていらっしを入れていらっしを入れていらっしを入れていらっしゃゃゃゃるとこるとこるとこるところろろろで、で、で、で、

この２つに加入していらっしこの２つに加入していらっしこの２つに加入していらっしこの２つに加入していらっしゃゃゃゃる知事さる知事さる知事さる知事さんんんんはどういう方はどういう方はどういう方はどういう方 々々々々なのかなのかなのかなのか聞聞聞聞いてみたいです。いてみたいです。いてみたいです。いてみたいです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 鳥鳥鳥鳥取取取取県と、だれかな。県と、だれかな。県と、だれかな。県と、だれかな。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 鳥鳥鳥鳥取取取取県と県と県と県と宮崎宮崎宮崎宮崎県と県と県と県と熊熊熊熊本県です。本県です。本県です。本県です。四四四四国ができていたとしたら国ができていたとしたら国ができていたとしたら国ができていたとしたら高高高高知県です知県です知県です知県ですねねねね。知事。知事。知事。知事

は広域連合には入らないけど、このふるさと知事ネットワークには、そは広域連合には入らないけど、このふるさと知事ネットワークには、そは広域連合には入らないけど、このふるさと知事ネットワークには、そは広域連合には入らないけど、このふるさと知事ネットワークには、そちちちちらの方にらの方にらの方にらの方に重重重重点を点を点を点を

置置置置いてほかの知事はどういてほかの知事はどういてほかの知事はどういてほかの知事はどう賛賛賛賛成されているのかと思ったので。成されているのかと思ったので。成されているのかと思ったので。成されているのかと思ったので。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ちちちちょょょょっと言いにくいけれど。っと言いにくいけれど。っと言いにくいけれど。っと言いにくいけれど。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 関西広域連合よりもこれとう関西広域連合よりもこれとう関西広域連合よりもこれとう関西広域連合よりもこれとうちちちちの知事はおっしの知事はおっしの知事はおっしの知事はおっしゃゃゃゃっているのです。これとおっっているのです。これとおっっているのです。これとおっっているのです。これとおっ
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ししししゃゃゃゃっているのですけれど。っているのですけれど。っているのですけれど。っているのですけれど。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 資料資料資料資料にもにもにもにも書書書書いていますけれども、いていますけれども、いていますけれども、いていますけれども、キキキキーワーーワーーワーーワードドドドががががああああります。最初にります。最初にります。最初にります。最初にあああありりりり

ますように、自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワークということで、いますように、自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワークということで、いますように、自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワークということで、いますように、自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワークということで、いろろろろいいいい

ろろろろな地方を見ましても、奈良県のな地方を見ましても、奈良県のな地方を見ましても、奈良県のな地方を見ましても、奈良県の場場場場合は大合は大合は大合は大阪阪阪阪にににに依依依依存存存存している部分がしている部分がしている部分がしている部分がああああると思いますが、そると思いますが、そると思いますが、そると思いますが、そ

れがいいのかれがいいのかれがいいのかれがいいのか悪悪悪悪いのかということをいのかということをいのかということをいのかということを評価評価評価評価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し、奈良県としてこれならないし、奈良県としてこれならないし、奈良県としてこれならないし、奈良県としてこれ

からもしっかり自立していこうと考えながら、今行政をやっているのが事からもしっかり自立していこうと考えながら、今行政をやっているのが事からもしっかり自立していこうと考えながら、今行政をやっているのが事からもしっかり自立していこうと考えながら、今行政をやっているのが事実実実実でございます。でございます。でございます。でございます。

ですので、どこかに入る、どこかと連携するといっても、しっかりと奈良県としての考ですので、どこかに入る、どこかと連携するといっても、しっかりと奈良県としての考ですので、どこかに入る、どこかと連携するといっても、しっかりと奈良県としての考ですので、どこかに入る、どこかと連携するといっても、しっかりと奈良県としての考

え方、え方、え方、え方、物物物物の方向の方向の方向の方向性性性性、そして、、そして、、そして、、そして、物物物物を言っていくを言っていくを言っていくを言っていく力力力力をををを持持持持っていくことが大事だっていくことが大事だっていくことが大事だっていくことが大事だろろろろうと思っていうと思っていうと思っていうと思ってい

て、現在はて、現在はて、現在はて、現在は恐恐恐恐らくこの１３県、１つだけではなかなか国にらくこの１３県、１つだけではなかなか国にらくこの１３県、１つだけではなかなか国にらくこの１３県、１つだけではなかなか国に物物物物を申し上げてもを申し上げてもを申し上げてもを申し上げても難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろ

ももももあああありますけれども、それりますけれども、それりますけれども、それりますけれども、それぞぞぞぞれが自れが自れが自れが自身身身身で自立をしながら、それで自立をしながら、それで自立をしながら、それで自立をしながら、それぞぞぞぞれのれのれのれの力力力力を合わを合わを合わを合わせせせせて国のて国のて国のて国の持持持持

つつつつ制度制度制度制度を変えていきたいという思いをを変えていきたいという思いをを変えていきたいという思いをを変えていきたいという思いを結集結集結集結集していきたいということですので、少し関西広していきたいということですので、少し関西広していきたいということですので、少し関西広していきたいということですので、少し関西広

域連合と考え方が域連合と考え方が域連合と考え方が域連合と考え方が違違違違うとご理解いただくのがいいのではないかと思います。うとご理解いただくのがいいのではないかと思います。うとご理解いただくのがいいのではないかと思います。うとご理解いただくのがいいのではないかと思います。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 分散と自立。分散と自立。分散と自立。分散と自立。

○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 資料資料資料資料ににににあああありますように、りますように、りますように、りますように、例例例例ええええばばばば東日本大東日本大東日本大東日本大震災震災震災震災のときでもそうですけれのときでもそうですけれのときでもそうですけれのときでもそうですけれ

ども、ども、ども、ども、物物物物事が事が事が事が集集集集中的にそこに中的にそこに中的にそこに中的にそこにああああれれれればばばば、、、、被被被被害害害害が本当にそこにが本当にそこにが本当にそこにが本当にそこに集集集集中してしまうので、立中してしまうので、立中してしまうので、立中してしまうので、立ちちちち上が上が上が上が

るということになれるということになれるということになれるということになればばばば１つの１つの１つの１つの組組組組織織織織としてはなかなかとしてはなかなかとしてはなかなかとしてはなかなか難難難難しいので、しいので、しいので、しいので、離離離離れてれてれてれてあああある方がそれる方がそれる方がそれる方がそれぞぞぞぞれれれれ

の自立さえしていれの自立さえしていれの自立さえしていれの自立さえしていればばばば、、、、離離離離れてれてれてれて力力力力を合わを合わを合わを合わせせせせながら、まさに連携、ネットワークをすることながら、まさに連携、ネットワークをすることながら、まさに連携、ネットワークをすることながら、まさに連携、ネットワークをすること

で１つので１つので１つので１つの力力力力になりになりになりになり得得得得るということでございます。ですので、自立しているというのがまずるということでございます。ですので、自立しているというのがまずるということでございます。ですので、自立しているというのがまずるということでございます。ですので、自立しているというのがまず

前前前前提に提に提に提にああああります。ります。ります。ります。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 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。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 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 ほかにございまほかにございまほかにございまほかにございませんせんせんせんか。か。か。か。

なけれなけれなけれなければばばば、き、き、き、きょょょょうのうのうのうの意意意意見を整理さ見を整理さ見を整理さ見を整理させせせせていただいて、委員長、副委員長でていただいて、委員長、副委員長でていただいて、委員長、副委員長でていただいて、委員長、副委員長で資料等資料等資料等資料等もももも含含含含めまめまめまめま

して今して今して今して今後後後後の進め方を考えさの進め方を考えさの進め方を考えさの進め方を考えさせせせせていただきたいと思っています。国の動向もていただきたいと思っています。国の動向もていただきたいと思っています。国の動向もていただきたいと思っています。国の動向も非非非非常にご常にご常にご常にごろろろろごごごごろろろろ

変わっているようですし、変わっているようですし、変わっているようですし、変わっているようですし、多多多多分、国の分、国の分、国の分、国の制度制度制度制度、、、、組組組組織織織織論論論論の改革をしたいとの改革をしたいとの改革をしたいとの改革をしたいと選挙選挙選挙選挙結果結果結果結果で振り回さで振り回さで振り回さで振り回さ

れると、れると、れると、れると、恐恐恐恐らくごらくごらくごらくごろろろろごごごごろろろろ変わってくると思っておりますので。変わってくると思っておりますので。変わってくると思っておりますので。変わってくると思っておりますので。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 今今今今後後後後のこの委員会の進め方ですけれど、委員長がおっしのこの委員会の進め方ですけれど、委員長がおっしのこの委員会の進め方ですけれど、委員長がおっしのこの委員会の進め方ですけれど、委員長がおっしゃゃゃゃったように整理しったように整理しったように整理しったように整理し

て、委員長、副委員長でという、て、委員長、副委員長でという、て、委員長、副委員長でという、て、委員長、副委員長でという、余余余余りにも委員長、副委員長にりにも委員長、副委員長にりにも委員長、副委員長にりにも委員長、副委員長に荷荷荷荷をかけ過をかけ過をかけ過をかけ過ぎぎぎぎなのかと。なのかと。なのかと。なのかと。せせせせ

っかくのこの特別委員会で委員として入っているので、それならどう進めたらいいのかとっかくのこの特別委員会で委員として入っているので、それならどう進めたらいいのかとっかくのこの特別委員会で委員として入っているので、それならどう進めたらいいのかとっかくのこの特別委員会で委員として入っているので、それならどう進めたらいいのかと

言われたら、言われたら、言われたら、言われたら、答答答答えが見つからないという部分もえが見つからないという部分もえが見つからないという部分もえが見つからないという部分もああああるので、それるので、それるので、それるので、それぞぞぞぞれ委員もれ委員もれ委員もれ委員も含含含含めて、次の委めて、次の委めて、次の委めて、次の委
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員会、員会、員会、員会、ああああるいはその委員会のるいはその委員会のるいはその委員会のるいはその委員会の前前前前のののの打打打打ちちちち合わ合わ合わ合わせせせせもももも含含含含めて、めて、めて、めて、討討討討議したらどうですか。議したらどうですか。議したらどうですか。議したらどうですか。余余余余りにもりにもりにもりにも

委員長、副委員長に委員長、副委員長に委員長、副委員長に委員長、副委員長に負負負負担担担担がかかる大変がかかる大変がかかる大変がかかる大変難難難難しいしいしいしい運営運営運営運営だと思うので。だと思うので。だと思うので。だと思うので。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 勉勉勉勉強強強強もやったらいい。もやったらいい。もやったらいい。もやったらいい。

（（（（「「「「関西広域連合の議関西広域連合の議関西広域連合の議関西広域連合の議論論論論が大分大変だが大分大変だが大分大変だが大分大変だ。。。。」」」」と呼と呼と呼と呼ぶぶぶぶ者者者者あああありりりり。。。。））））

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 勉勉勉勉強強強強したらよい。したらよい。したらよい。したらよい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 視察視察視察視察もももも含含含含めて。めて。めて。めて。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 そうそう、国の動きも。そうそう、国の動きも。そうそう、国の動きも。そうそう、国の動きも。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 国の動きも一国の動きも一国の動きも一国の動きも一番番番番大事だと思う。大事だと思う。大事だと思う。大事だと思う。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 新谷委員のおっし新谷委員のおっし新谷委員のおっし新谷委員のおっしゃゃゃゃるるるる勉勉勉勉強強強強会ということを、今い会ということを、今い会ということを、今い会ということを、今いろんろんろんろんな方向で、な方向で、な方向で、な方向で、例例例例ええええば道ば道ば道ば道

州州州州制制制制もそれもそれもそれもそれぞぞぞぞれのれのれのれの何何何何かかかか講講講講演演演演とかおとかおとかおとかお話話話話とかとかとかとか聞聞聞聞く中で、く中で、く中で、く中で、研究研究研究研究する中で、そういうのがする中で、そういうのがする中で、そういうのがする中で、そういうのが反反反反対対対対だ、だ、だ、だ、

賛賛賛賛成だというとこ成だというとこ成だというとこ成だというところろろろだけで、だけで、だけで、だけで、結結結結局局局局共通の共通の共通の共通の話話話話ががががああああるるるる人人人人にににに話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて……………………。。。。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 もう政もう政もう政もう政令指定令指定令指定令指定都市を入れたのに、政都市を入れたのに、政都市を入れたのに、政都市を入れたのに、政令令令令都市を入れたのに、そのようなけしか都市を入れたのに、そのようなけしか都市を入れたのに、そのようなけしか都市を入れたのに、そのようなけしか

ららららんんんんというというというという話話話話も、も、も、も、例例例例ええええば総務省ば総務省ば総務省ば総務省に行ってそれをそういうに行ってそれをそういうに行ってそれをそういうに行ってそれをそういう人人人人のののの前前前前でしていかないとだめだ。でしていかないとだめだ。でしていかないとだめだ。でしていかないとだめだ。

省省省省庁庁庁庁や関係部会から。国や関係部会から。国や関係部会から。国や関係部会から。国土交土交土交土交通通通通省省省省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へへへへ丸丸丸丸ごと移管にごと移管にごと移管にごと移管に反反反反対対対対だったかもわからなだったかもわからなだったかもわからなだったかもわからな

いので、当時の連中は。どいので、当時の連中は。どいので、当時の連中は。どいので、当時の連中は。どんんんんな考えでな考えでな考えでな考えで反反反反対対対対なのか、なのか、なのか、なのか、ああああるいはどういうるいはどういうるいはどういうるいはどういうデデデデメメメメリリリリットがットがットがットがああああってってってって

ということを、出かけてやっということを、出かけてやっということを、出かけてやっということを、出かけてやっぱぱぱぱりりりり堂々堂々堂々堂々とととと聞聞聞聞いたらいい。この委員会までつくっているのだいたらいい。この委員会までつくっているのだいたらいい。この委員会までつくっているのだいたらいい。この委員会までつくっているのだ

から。ここで議から。ここで議から。ここで議から。ここで議論論論論していても必要なしていても必要なしていても必要なしていても必要な答弁答弁答弁答弁で決まったのがない。知事が正で決まったのがない。知事が正で決まったのがない。知事が正で決まったのがない。知事が正式式式式にににに判断判断判断判断できてなできてなできてなできてな

いのに、はい、そうやって言い方がないのだから。いのに、はい、そうやって言い方がないのだから。いのに、はい、そうやって言い方がないのだから。いのに、はい、そうやって言い方がないのだから。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 ここの進め方で、ここの進め方で、ここの進め方で、ここの進め方で、例例例例ええええばばばばここで議ここで議ここで議ここで議論論論論していて、していて、していて、していて、執執執執行部の行部の行部の行部の皆皆皆皆ささささんんんんが議が議が議が議論論論論していしていしていしてい

て、それこそここに、て、それこそここに、て、それこそここに、て、それこそここに、仮仮仮仮にです、関西広域連合の事にです、関西広域連合の事にです、関西広域連合の事にです、関西広域連合の事務務務務局局局局の方がいらっしの方がいらっしの方がいらっしの方がいらっしゃゃゃゃったらったらったらったら聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい

ことがたくさことがたくさことがたくさことがたくさんあんあんあんあります。そういう機会をつくっていいのかと。みります。そういう機会をつくっていいのかと。みります。そういう機会をつくっていいのかと。みります。そういう機会をつくっていいのかと。みんんんんなななな聞聞聞聞きたいわけです。きたいわけです。きたいわけです。きたいわけです。

これはどうなるの、これはどうなるのと。これはどうなるの、これはどうなるのと。これはどうなるの、これはどうなるのと。これはどうなるの、これはどうなるのと。

（（（（「「「「いや、いや、いや、いや、聞聞聞聞きたいとは思っていないきたいとは思っていないきたいとは思っていないきたいとは思っていない。。。。」」」」と呼と呼と呼と呼ぶぶぶぶ者者者者あああありりりり。。。。））））

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 思っていないのか。思っていないのか。思っていないのか。思っていないのか。

（（（（「「「「思っていないだ思っていないだ思っていないだ思っていないだろろろろう。入らないのだからう。入らないのだからう。入らないのだからう。入らないのだから。。。。」」」」と呼と呼と呼と呼ぶぶぶぶ者者者者あああありりりり。。。。））））

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 それはわかるのだけれど、それはわかるのだけれど、それはわかるのだけれど、それはわかるのだけれど、オオオオブブブブザザザザーバーということもーバーということもーバーということもーバーということもああああると思うので、いたると思うので、いたると思うので、いたると思うので、いた

ら解決するというか、合っていることも部分的にはら解決するというか、合っていることも部分的にはら解決するというか、合っていることも部分的にはら解決するというか、合っていることも部分的にはああああるのかと思います。一るのかと思います。一るのかと思います。一るのかと思います。一遍遍遍遍検討検討検討検討して。して。して。して。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 関西広域連合事関西広域連合事関西広域連合事関西広域連合事務務務務局局局局を一を一を一を一遍遍遍遍呼呼呼呼んんんんでみると。でみると。でみると。でみると。

○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日もな日もな日もな日もああああってもいいのかと思います。ってもいいのかと思います。ってもいいのかと思います。ってもいいのかと思います。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ただ、ただ、ただ、ただ、総務省総務省総務省総務省の考え方と、の考え方と、の考え方と、の考え方と、内閣府内閣府内閣府内閣府の考え方は大分の考え方は大分の考え方は大分の考え方は大分違違違違うみたいなので。うみたいなので。うみたいなので。うみたいなので。
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○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 だから、だから、だから、だから、違違違違うと言わないで。必要がないのなら行こうと言っているのだから、うと言わないで。必要がないのなら行こうと言っているのだから、うと言わないで。必要がないのなら行こうと言っているのだから、うと言わないで。必要がないのなら行こうと言っているのだから、

行ったらいいのだ。行くのか行かないかを決めたらいい。行ったらいいのだ。行くのか行かないかを決めたらいい。行ったらいいのだ。行くのか行かないかを決めたらいい。行ったらいいのだ。行くのか行かないかを決めたらいい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 そのそのそのその辺辺辺辺も調査にも調査にも調査にも調査に含含含含めて来てもらうか、行くか。めて来てもらうか、行くか。めて来てもらうか、行くか。めて来てもらうか、行くか。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 どどどどちちちちらでもらでもらでもらでも構構構構わない。わない。わない。わない。責責責責任任任任者と者と者と者と試試試試験験験験的にはそうしてもらったらよい。的にはそうしてもらったらよい。的にはそうしてもらったらよい。的にはそうしてもらったらよい。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 そのそのそのその辺辺辺辺まで大きくまで大きくまで大きくまで大きく含含含含めて、調査をさめて、調査をさめて、調査をさめて、調査をさせせせせていただいたらどうでしていただいたらどうでしていただいたらどうでしていただいたらどうでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 文文文文句句句句を言うかもわからない。を言うかもわからない。を言うかもわからない。を言うかもわからない。

○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。

それでは、ほかにごそれでは、ほかにごそれでは、ほかにごそれでは、ほかにご意意意意見はございま見はございま見はございま見はございませんせんせんせんねねねね。。。。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」と呼と呼と呼と呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

ごごごご意意意意見がないようなので、これをも見がないようなので、これをも見がないようなので、これをも見がないようなので、これをもちちちちまして、委員会のまして、委員会のまして、委員会のまして、委員会の討討討討議を議を議を議を終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。

これをもこれをもこれをもこれをもちちちちまして本日の委員会をまして本日の委員会をまして本日の委員会をまして本日の委員会を終終終終わらわらわらわらせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。あああありがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。


