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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１１月２６日（月） １３：０２～１３：５８平成２４年１１月２６日（月） １３：０２～１３：５８平成２４年１１月２６日（月） １３：０２～１３：５８平成２４年１１月２６日（月） １３：０２～１３：５８

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 ７名７名７名７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

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

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 １名１名１名１名

新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員

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

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

なお、本日の欠席は新谷委員です。畭委員は少しおくれられると連絡を受けておりますなお、本日の欠席は新谷委員です。畭委員は少しおくれられると連絡を受けておりますなお、本日の欠席は新谷委員です。畭委員は少しおくれられると連絡を受けておりますなお、本日の欠席は新谷委員です。畭委員は少しおくれられると連絡を受けております

ので、ご了解願います。ので、ご了解願います。ので、ご了解願います。ので、ご了解願います。

本日は、常時出席を求める理事者のほかに、松丸知事公室次長、それから中澤防災統括本日は、常時出席を求める理事者のほかに、松丸知事公室次長、それから中澤防災統括本日は、常時出席を求める理事者のほかに、松丸知事公室次長、それから中澤防災統括本日は、常時出席を求める理事者のほかに、松丸知事公室次長、それから中澤防災統括

室長、枡井税務課長、馬場林業振興課長に出席を求めておりますので、ご了解願います。室長、枡井税務課長、馬場林業振興課長に出席を求めておりますので、ご了解願います。室長、枡井税務課長、馬場林業振興課長に出席を求めておりますので、ご了解願います。室長、枡井税務課長、馬場林業振興課長に出席を求めておりますので、ご了解願います。

それでは案件に入ります。関西広域連合の最近の議論、第９３回近畿ブロック知事会議それでは案件に入ります。関西広域連合の最近の議論、第９３回近畿ブロック知事会議それでは案件に入ります。関西広域連合の最近の議論、第９３回近畿ブロック知事会議それでは案件に入ります。関西広域連合の最近の議論、第９３回近畿ブロック知事会議

について、国出先機関の地方移管に関する動きについて知事公室長からご報告を願います。について、国出先機関の地方移管に関する動きについて知事公室長からご報告を願います。について、国出先機関の地方移管に関する動きについて知事公室長からご報告を願います。について、国出先機関の地方移管に関する動きについて知事公室長からご報告を願います。

○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 それでは、お手元に配付しております広域行政調査特別委員会資料にそれでは、お手元に配付しております広域行政調査特別委員会資料にそれでは、お手元に配付しております広域行政調査特別委員会資料にそれでは、お手元に配付しております広域行政調査特別委員会資料に

基づきまして３点、関西広域連合委員会の最近の議論、第９３回近畿ブロック知事会議の基づきまして３点、関西広域連合委員会の最近の議論、第９３回近畿ブロック知事会議の基づきまして３点、関西広域連合委員会の最近の議論、第９３回近畿ブロック知事会議の基づきまして３点、関西広域連合委員会の最近の議論、第９３回近畿ブロック知事会議の

概要、国出先機関の地方移管に関する動きについて、ご説明を申し上げたいと思います。概要、国出先機関の地方移管に関する動きについて、ご説明を申し上げたいと思います。概要、国出先機関の地方移管に関する動きについて、ご説明を申し上げたいと思います。概要、国出先機関の地方移管に関する動きについて、ご説明を申し上げたいと思います。
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まず、お手元の資料の１ページ、関西広域連合委員会の最近の議論ですが、第２６回関まず、お手元の資料の１ページ、関西広域連合委員会の最近の議論ですが、第２６回関まず、お手元の資料の１ページ、関西広域連合委員会の最近の議論ですが、第２６回関まず、お手元の資料の１ページ、関西広域連合委員会の最近の議論ですが、第２６回関

西広域連合委員会は平成２４年１０月２１日に開催されて、この冬の電力需要等について西広域連合委員会は平成２４年１０月２１日に開催されて、この冬の電力需要等について西広域連合委員会は平成２４年１０月２１日に開催されて、この冬の電力需要等について西広域連合委員会は平成２４年１０月２１日に開催されて、この冬の電力需要等について

議論されました。この連合委員会での議論を受けて、関西広域連合ではこの冬の電力需要議論されました。この連合委員会での議論を受けて、関西広域連合ではこの冬の電力需要議論されました。この連合委員会での議論を受けて、関西広域連合ではこの冬の電力需要議論されました。この連合委員会での議論を受けて、関西広域連合ではこの冬の電力需要

対策として、平成２２年度の冬と比較して６％を目安とし定着した節電の着実な実行を呼対策として、平成２２年度の冬と比較して６％を目安とし定着した節電の着実な実行を呼対策として、平成２２年度の冬と比較して６％を目安とし定着した節電の着実な実行を呼対策として、平成２２年度の冬と比較して６％を目安とし定着した節電の着実な実行を呼

びかけることを決定されました。また、原子力防災と電力供給に関して政府、関係省庁にびかけることを決定されました。また、原子力防災と電力供給に関して政府、関係省庁にびかけることを決定されました。また、原子力防災と電力供給に関して政府、関係省庁にびかけることを決定されました。また、原子力防災と電力供給に関して政府、関係省庁に

申し入れを行われました。申し入れを行われました。申し入れを行われました。申し入れを行われました。

次に、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定の締結については、関西広域連合次に、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定の締結については、関西広域連合次に、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定の締結については、関西広域連合次に、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定の締結については、関西広域連合

と各府県の間で協定を結び網羅的な防災連携体制にするため、関西広域連合と関西の府県と各府県の間で協定を結び網羅的な防災連携体制にするため、関西広域連合と関西の府県と各府県の間で協定を結び網羅的な防災連携体制にするため、関西広域連合と関西の府県と各府県の間で協定を結び網羅的な防災連携体制にするため、関西広域連合と関西の府県

との間で基本協定を締結することについて、平成２４年１０月２５日の近畿ブロック知事との間で基本協定を締結することについて、平成２４年１０月２５日の近畿ブロック知事との間で基本協定を締結することについて、平成２４年１０月２５日の近畿ブロック知事との間で基本協定を締結することについて、平成２４年１０月２５日の近畿ブロック知事

会議に諮るとされました。近畿ブロック知事会議の内容については後ほど説明をさせてい会議に諮るとされました。近畿ブロック知事会議の内容については後ほど説明をさせてい会議に諮るとされました。近畿ブロック知事会議の内容については後ほど説明をさせてい会議に諮るとされました。近畿ブロック知事会議の内容については後ほど説明をさせてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。

そのほか記載の事項について協議、報告がありました。そのほか記載の事項について協議、報告がありました。そのほか記載の事項について協議、報告がありました。そのほか記載の事項について協議、報告がありました。

２ページでは、先週木曜日に開催された第２７回関西広域連合委員会について説明をい２ページでは、先週木曜日に開催された第２７回関西広域連合委員会について説明をい２ページでは、先週木曜日に開催された第２７回関西広域連合委員会について説明をい２ページでは、先週木曜日に開催された第２７回関西広域連合委員会について説明をい

たします。関西広域連合委員会では、初めに国出先機関対策についての協議をされました。たします。関西広域連合委員会では、初めに国出先機関対策についての協議をされました。たします。関西広域連合委員会では、初めに国出先機関対策についての協議をされました。たします。関西広域連合委員会では、初めに国出先機関対策についての協議をされました。

井戸関西広域連合長から国の特定地方行政機関の事務等の移井戸関西広域連合長から国の特定地方行政機関の事務等の移井戸関西広域連合長から国の特定地方行政機関の事務等の移井戸関西広域連合長から国の特定地方行政機関の事務等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について報案について報案について報案について報

告があり、告があり、告があり、告があり、衆衆衆衆議議議議院院院院議員議員議員議員選挙選挙選挙選挙において国出先機関の地方移管を政策としてにおいて国出先機関の地方移管を政策としてにおいて国出先機関の地方移管を政策としてにおいて国出先機関の地方移管を政策として位置位置位置位置づけ、づけ、づけ、づけ、推進推進推進推進すすすす

ることを各政ることを各政ることを各政ることを各政党党党党に求めるに求めるに求めるに求める声声声声明を発出することが明を発出することが明を発出することが明を発出することが提提提提案されました。案されました。案されました。案されました。

次に、平成２５年度次に、平成２５年度次に、平成２５年度次に、平成２５年度主主主主要事業、要事業、要事業、要事業、予算予算予算予算についてについてについてについて担当担当担当担当委員、事務委員、事務委員、事務委員、事務局局局局から説明がありました。から説明がありました。から説明がありました。から説明がありました。

さらに関西広域連合長のさらに関西広域連合長のさらに関西広域連合長のさらに関西広域連合長の選挙選挙選挙選挙については、については、については、については、兵庫兵庫兵庫兵庫県知事の県知事の県知事の県知事の任期任期任期任期がががが終終終終わるわるわるわる来来来来年７月までにな年７月までにな年７月までにな年７月までにな

りますが、井戸連合長がりますが、井戸連合長がりますが、井戸連合長がりますが、井戸連合長が再選再選再選再選されることになりました。されることになりました。されることになりました。されることになりました。

それでは、第９３回近畿ブロック知事会議の概要について３ページをごらそれでは、第９３回近畿ブロック知事会議の概要について３ページをごらそれでは、第９３回近畿ブロック知事会議の概要について３ページをごらそれでは、第９３回近畿ブロック知事会議の概要について３ページをごらんんんんいただきたいただきたいただきたいただきた

いと思います。第９３回近畿ブロック知事会議は、平成２４年１０月２５日にいと思います。第９３回近畿ブロック知事会議は、平成２４年１０月２５日にいと思います。第９３回近畿ブロック知事会議は、平成２４年１０月２５日にいと思います。第９３回近畿ブロック知事会議は、平成２４年１０月２５日に福福福福井県で開井県で開井県で開井県で開

催されております。会長県である催されております。会長県である催されております。会長県である催されております。会長県である福福福福井県で行われた第９３回目の議井県で行われた第９３回目の議井県で行われた第９３回目の議井県で行われた第９３回目の議題題題題はははは、、、、（１）防災対策（１）防災対策（１）防災対策（１）防災対策

及及及及び広域び広域び広域び広域インフラインフラインフラインフラのののの整備促進整備促進整備促進整備促進からからからから、、、、（３）その他、（３）その他、（３）その他、（３）その他、森森森森林林林林・・・・林業林業林業林業再再再再生のための新たな生のための新たな生のための新たな生のための新たな支支支支援策援策援策援策

についてまでであり、についてまでであり、についてまでであり、についてまでであり、幅幅幅幅広い広い広い広いテテテテーーーーママママ、、、、分分分分野について議論が行われました。野について議論が行われました。野について議論が行われました。野について議論が行われました。

まず、第１の議まず、第１の議まず、第１の議まず、第１の議題題題題は防災対策は防災対策は防災対策は防災対策及及及及び広域び広域び広域び広域インフラインフラインフラインフラのののの整備促進整備促進整備促進整備促進についてでしたが、についてでしたが、についてでしたが、についてでしたが、南海トラ南海トラ南海トラ南海トラ

フ巨大フ巨大フ巨大フ巨大地地地地震震震震対策の対策の対策の対策の強化強化強化強化についてとして、についてとして、についてとして、についてとして、南海トラフ巨大南海トラフ巨大南海トラフ巨大南海トラフ巨大地地地地震震震震にににによよよよるるるる被害想被害想被害想被害想定地域を対定地域を対定地域を対定地域を対象象象象とととと

したしたしたした法律法律法律法律のののの早期早期早期早期制定の制定の制定の制定の必必必必要要要要性性性性などについて議論され、近畿ブロック知事会議として国などについて議論され、近畿ブロック知事会議として国などについて議論され、近畿ブロック知事会議として国などについて議論され、近畿ブロック知事会議として国へへへへ要要要要

望望望望することが合することが合することが合することが合意意意意されました。されました。されました。されました。

また、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定については、案のとおり協定を締また、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定については、案のとおり協定を締また、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定については、案のとおり協定を締また、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定については、案のとおり協定を締
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結することが合結することが合結することが合結することが合意意意意されました。これについては、後ほど防災統括室長されました。これについては、後ほど防災統括室長されました。これについては、後ほど防災統括室長されました。これについては、後ほど防災統括室長よよよよりご説明があるとりご説明があるとりご説明があるとりご説明があると

思います。思います。思います。思います。

次に、広域的な次に、広域的な次に、広域的な次に、広域的な交通交通交通交通ののののリダンダンシリダンダンシリダンダンシリダンダンシーのーのーのーの確保確保確保確保についてとして、についてとして、についてとして、についてとして、南海トラフ巨大南海トラフ巨大南海トラフ巨大南海トラフ巨大地地地地震震震震にににによよよよ

るるるる甚大甚大甚大甚大なななな被害被害被害被害がががが想想想想定される近畿圏域の知事会として国定される近畿圏域の知事会として国定される近畿圏域の知事会として国定される近畿圏域の知事会として国へへへへ要要要要望望望望することが合することが合することが合することが合意意意意されておりまされておりまされておりまされておりま

す。す。す。す。

４ページ、ここでは、災４ページ、ここでは、災４ページ、ここでは、災４ページ、ここでは、災害害害害時における時における時における時におけるリダンダンシリダンダンシリダンダンシリダンダンシーのーのーのーの確保確保確保確保のののの観観観観点から、点から、点から、点から、ミミミミッッッッシングリシングリシングリシングリ

ンンンンクとなクとなクとなクとなっっっっている新名ている新名ている新名ている新名神高速道路及神高速道路及神高速道路及神高速道路及び近畿び近畿び近畿び近畿自自自自動動動動車道紀勢線車道紀勢線車道紀勢線車道紀勢線のののの早期整備早期整備早期整備早期整備について国について国について国について国へへへへ要要要要望望望望すすすす

ることが合ることが合ることが合ることが合意意意意されました。また、今年度でされました。また、今年度でされました。また、今年度でされました。また、今年度で終終終終了了了了予予予予定の地方特定定の地方特定定の地方特定定の地方特定道路整備道路整備道路整備道路整備事業事業事業事業及及及及び地方び地方び地方び地方道路道路道路道路

整備臨整備臨整備臨整備臨時時時時貸貸貸貸付付付付金金金金の制度の制度の制度の制度延延延延長については、一括長については、一括長については、一括長については、一括交交交交付付付付金も含金も含金も含金も含めためためためた道路整備全道路整備全道路整備全道路整備全体の体の体の体の財源確保財源確保財源確保財源確保といといといとい

う当う当う当う当日の議論を日の議論を日の議論を日の議論を踏踏踏踏ままままええええて国に要て国に要て国に要て国に要望望望望することとされました。またさらに、近畿することとされました。またさらに、近畿することとされました。またさらに、近畿することとされました。またさらに、近畿北北北北部における部における部における部における

高速道路ネ高速道路ネ高速道路ネ高速道路ネッッッットワトワトワトワークのークのークのークの活用活用活用活用についてについてについてについても提も提も提も提案した案した案した案した福福福福井県の井県の井県の井県の趣旨趣旨趣旨趣旨をををを確認確認確認確認し、了し、了し、了し、了承承承承されていまされていまされていまされていま

す。す。す。す。

第２の議第２の議第２の議第２の議題題題題は、は、は、は、文化文化文化文化事業等の事業等の事業等の事業等の推進推進推進推進についてでした。まず、についてでした。まず、についてでした。まず、についてでした。まず、文化首都文化首都文化首都文化首都関西の関西の関西の関西の魅魅魅魅力発力発力発力発信信信信につにつにつにつ

いてとして、各府県で実いてとして、各府県で実いてとして、各府県で実いてとして、各府県で実施施施施するするするする文化文化文化文化的的的的イベントイベントイベントイベントと連携してと連携してと連携してと連携して取取取取りりりり組む組む組む組むことがことがことがことが確認確認確認確認されておりされておりされておりされており

ます。ます。ます。ます。

５ページ、議５ページ、議５ページ、議５ページ、議題題題題２の２の２の２の文化文化文化文化事業等の事業等の事業等の事業等の推進推進推進推進の２点目として、の２点目として、の２点目として、の２点目として、文化文化文化文化振興を振興を振興を振興を図図図図るためのるためのるためのるための古古古古典の日典の日典の日典の日

のののの推進推進推進推進などについてなどについてなどについてなどについて活活活活発な議論が行われました。また、発な議論が行われました。また、発な議論が行われました。また、発な議論が行われました。また、当当当当県からは県からは県からは県からは東ア東ア東ア東アジジジジアアアア地域との連携地域との連携地域との連携地域との連携

促進促進促進促進についてとして、についてとして、についてとして、についてとして、東ア東ア東ア東アジジジジアアアア地方政府会合地方政府会合地方政府会合地方政府会合や東アや東アや東アや東アジジジジアサマアサマアサマアサマーーーーススススクークークークールルルルについて報告をし、について報告をし、について報告をし、について報告をし、

各府県の各府県の各府県の各府県の積極積極積極積極的な的な的な的な参加参加参加参加を要を要を要を要請請請請いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

最後に、資料の５から６ページにわたる、議最後に、資料の５から６ページにわたる、議最後に、資料の５から６ページにわたる、議最後に、資料の５から６ページにわたる、議題題題題３のその他では、地方税体３のその他では、地方税体３のその他では、地方税体３のその他では、地方税体系系系系の充実の充実の充実の充実強化強化強化強化

など近畿府県がなど近畿府県がなど近畿府県がなど近畿府県が抱え抱え抱え抱える５つの議る５つの議る５つの議る５つの議題題題題について議論され、いずれについて議論され、いずれについて議論され、いずれについて議論され、いずれもももも近畿ブロック知事会として近畿ブロック知事会として近畿ブロック知事会として近畿ブロック知事会として

国に要国に要国に要国に要望望望望することとなりました。することとなりました。することとなりました。することとなりました。

奈奈奈奈良県としては、今後と良県としては、今後と良県としては、今後と良県としては、今後とももももこのこのこのこのようようようような近畿ブロック知事会のな近畿ブロック知事会のな近畿ブロック知事会のな近畿ブロック知事会の活活活活動を動を動を動を通じ通じ通じ通じて近畿府県とのて近畿府県とのて近畿府県とのて近畿府県との

円滑円滑円滑円滑な連携をな連携をな連携をな連携を図っ図っ図っ図ってまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

それでは、１１ページをごらそれでは、１１ページをごらそれでは、１１ページをごらそれでは、１１ページをごらんんんんください。ください。ください。ください。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 先に、先に、先に、先に、リダンダンシリダンダンシリダンダンシリダンダンシーのーのーのーの確保確保確保確保のののの観観観観点から点から点から点からミミミミッッッッシングリンシングリンシングリンシングリンクとなクとなクとなクとなっっっっていると、ていると、ていると、ていると、

これを説明していただけますか。これを説明していただけますか。これを説明していただけますか。これを説明していただけますか。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 後で後で後で後でよろよろよろよろしいですか。説明がしいですか。説明がしいですか。説明がしいですか。説明が終終終終わわわわっっっったらといたらといたらといたらといううううことで。ことで。ことで。ことで。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、後で。はい、後で。はい、後で。はい、後で。

○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 国出先機関の地方移管に関する動きですが、平成２４年１１月に入国出先機関の地方移管に関する動きですが、平成２４年１１月に入国出先機関の地方移管に関する動きですが、平成２４年１１月に入国出先機関の地方移管に関する動きですが、平成２４年１１月に入っっっっ
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てから、てから、てから、てから、慌慌慌慌ただしく地域ただしく地域ただしく地域ただしく地域主権戦略主権戦略主権戦略主権戦略会議会議会議会議及及及及びびびびアアアアククククション・プラン推進ション・プラン推進ション・プラン推進ション・プラン推進委員会が開催され、１委員会が開催され、１委員会が開催され、１委員会が開催され、１

１月１５日、国の特定地方行政機関の事務等の移１月１５日、国の特定地方行政機関の事務等の移１月１５日、国の特定地方行政機関の事務等の移１月１５日、国の特定地方行政機関の事務等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案案案及及及及び国の出先機関の事び国の出先機関の事び国の出先機関の事び国の出先機関の事

務務務務・権限・権限・権限・権限のブロックのブロックのブロックのブロック単位単位単位単位での移での移での移での移譲譲譲譲についてがについてがについてがについてが閣閣閣閣議決定されました。新たな対応として、こ議決定されました。新たな対応として、こ議決定されました。新たな対応として、こ議決定されました。新たな対応として、こ

のののの法律枠法律枠法律枠法律枠においてにおいてにおいてにおいて大規模大規模大規模大規模災災災災害害害害等においては、等においては、等においては、等においては、大臣大臣大臣大臣から特定広域連合の長から特定広域連合の長から特定広域連合の長から特定広域連合の長へへへへのののの指示指示指示指示があがあがあがあっっっったたたた

場合は場合は場合は場合は直ち直ち直ち直ちにににに当該指示当該指示当該指示当該指示に関するに関するに関するに関する措置措置措置措置をとらなけれをとらなけれをとらなけれをとらなければばばばならないならないならないならない旨旨旨旨の対応の対応の対応の対応義義義義務が務が務が務が法法法法案に案に案に案に追加追加追加追加ささささ

れました。また、国出先機関の地方移管にれました。また、国出先機関の地方移管にれました。また、国出先機関の地方移管にれました。また、国出先機関の地方移管に当当当当たたたたっっっっては、できるては、できるては、できるては、できる限限限限りりりり市町村市町村市町村市町村のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映ささささ

せるといせるといせるといせるといっっっった一定のた一定のた一定のた一定の責責責責務務務務規規規規定が定が定が定が追加追加追加追加されております。されております。されております。されております。閣閣閣閣議決定はされましたが、議決定はされましたが、議決定はされましたが、議決定はされましたが、臨臨臨臨時国会時国会時国会時国会

へへへへのののの法法法法案の案の案の案の提提提提出は出は出は出は見送見送見送見送られております。られております。られております。られております。

１２ページ、１２ページ、１２ページ、１２ページ、閣閣閣閣議決定を受けて議決定を受けて議決定を受けて議決定を受けて全全全全国国国国市市市市長会、長会、長会、長会、全全全全国国国国町村町村町村町村会では、会では、会では、会では、遺憾遺憾遺憾遺憾であるとのであるとのであるとのであるとの声声声声明が発明が発明が発明が発

表表表表されております。また、されております。また、されております。また、されております。また、全全全全国知事会、関西広域連合では国知事会、関西広域連合では国知事会、関西広域連合では国知事会、関西広域連合では閣閣閣閣議決定を議決定を議決定を議決定を評価評価評価評価するするするする声声声声明を発明を発明を発明を発表表表表

しておられます。しておられます。しておられます。しておられます。

以以以以上、国出先機関の地方移管に関する動きについて説明を上、国出先機関の地方移管に関する動きについて説明を上、国出先機関の地方移管に関する動きについて説明を上、国出先機関の地方移管に関する動きについて説明を終終終終わります。わります。わります。わります。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 では、では、では、では、リダンダンシリダンダンシリダンダンシリダンダンシーとは。ーとは。ーとは。ーとは。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 簡単簡単簡単簡単に申し上げると、に申し上げると、に申し上げると、に申し上げると、リダンダンシリダンダンシリダンダンシリダンダンシーといーといーといーといううううのは、要するに、のは、要するに、のは、要するに、のは、要するに、例えば例えば例えば例えば

東海道東海道東海道東海道新新新新幹線幹線幹線幹線が今が今が今が今走っ走っ走っ走っておりますけれどておりますけれどておりますけれどておりますけれどもももも、、、、東海道東海道東海道東海道新新新新幹線幹線幹線幹線に災に災に災に災害害害害がががが起起起起こるといこるといこるといこるといっっっった場合、た場合、た場合、た場合、

東海道東海道東海道東海道新新新新幹線幹線幹線幹線にににに沿っ沿っ沿っ沿ってててて幹線鉄道も幹線鉄道も幹線鉄道も幹線鉄道もつくるとつくるとつくるとつくると同じよう同じよう同じよう同じようにににに被害被害被害被害を受けるので、その地域と一定を受けるので、その地域と一定を受けるので、その地域と一定を受けるので、その地域と一定

のののの距離距離距離距離をををを置置置置いて、新たないて、新たないて、新たないて、新たな幹線幹線幹線幹線をつくることにをつくることにをつくることにをつくることによっよっよっよってててて被害被害被害被害をををを避避避避けられるといけられるといけられるといけられるといううううのがのがのがのがリダンダリダンダリダンダリダンダ

ンシンシンシンシーのーのーのーの考え考え考え考え方です。方です。方です。方です。

それから、それから、それから、それから、ミミミミッッッッシングリンシングリンシングリンシングリンクといクといクといクといううううのは、要するにそれがのは、要するにそれがのは、要するにそれがのは、要するにそれがちゃんちゃんちゃんちゃんとつながとつながとつながとつながっっっっていないとていないとていないとていないと

いいいいううううことです。つなげたいのにつながことです。つなげたいのにつながことです。つなげたいのにつながことです。つなげたいのにつながっっっっていないといていないといていないといていないといううううことを今この要ことを今この要ことを今この要ことを今この要望望望望の中では申し上の中では申し上の中では申し上の中では申し上

げているげているげているげている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。よろよろよろよろしいでししいでししいでししいでしょうょうょうょうか。か。か。か。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 これは、新名これは、新名これは、新名これは、新名神高速道路神高速道路神高速道路神高速道路と近畿と近畿と近畿と近畿自自自自動動動動車道車道車道車道とのことをとのことをとのことをとのことを書書書書いているだけで、新いているだけで、新いているだけで、新いているだけで、新

幹線幹線幹線幹線にはにはにはには話題話題話題話題が出なかが出なかが出なかが出なかっっっったとたとたとたと……………………。。。。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 そのそのそのその話話話話を、今わかりを、今わかりを、今わかりを、今わかりややややすく申し上げただけで、すく申し上げただけで、すく申し上げただけで、すく申し上げただけで、道路も同じ状況道路も同じ状況道路も同じ状況道路も同じ状況だといだといだといだとい

ううううことです。ことです。ことです。ことです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 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幹線幹線幹線はははは話話話話に出なかに出なかに出なかに出なかっっっったわけですか。たわけですか。たわけですか。たわけですか。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 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幹線幹線幹線は出ていませは出ていませは出ていませは出ていませんんんん。。。。（発（発（発（発言言言言する者あり）する者あり）する者あり）する者あり）ミミミミッッッッシングリシングリシングリシングリ

ンンンンクですか、クですか、クですか、クですか、リダンダンシリダンダンシリダンダンシリダンダンシー。ー。ー。ー。英語英語英語英語と理解しております。今と理解しております。今と理解しております。今と理解しております。今言っ言っ言っ言ったたたたようようようように、に、に、に、迂迂迂迂回とか回回とか回回とか回回とか回避避避避

といといといといっっっったたたた意味意味意味意味だと思います、調だと思います、調だと思います、調だと思います、調べべべべておきますておきますておきますておきます。。。。（発（発（発（発言言言言する者あり）名する者あり）名する者あり）名する者あり）名詞詞詞詞かかかか形形形形容容容容詞詞詞詞かかかかもももも調調調調べべべべ

ておきます。ておきます。ておきます。ておきます。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ではまた後でではまた後でではまた後でではまた後でよろよろよろよろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

次に、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定を防災統括室長からご報告願いま次に、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定を防災統括室長からご報告願いま次に、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定を防災統括室長からご報告願いま次に、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定を防災統括室長からご報告願いま

す。す。す。す。

○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長 近畿圏の危機発生時の相互応援に関する基本協定についてご説明を近畿圏の危機発生時の相互応援に関する基本協定についてご説明を近畿圏の危機発生時の相互応援に関する基本協定についてご説明を近畿圏の危機発生時の相互応援に関する基本協定についてご説明を

いたします。いたします。いたします。いたします。

先ほど先ほど先ほど先ほど見見見見ていただいた広域行政調査特別委員会資料の７ページに基本協定案がついておていただいた広域行政調査特別委員会資料の７ページに基本協定案がついておていただいた広域行政調査特別委員会資料の７ページに基本協定案がついておていただいた広域行政調査特別委員会資料の７ページに基本協定案がついてお

りますので、ごらりますので、ごらりますので、ごらりますので、ごらんんんんいただきながらと思います。いただきながらと思います。いただきながらと思います。いただきながらと思います。経緯経緯経緯経緯を申しますと、まず、近畿圏の災を申しますと、まず、近畿圏の災を申しますと、まず、近畿圏の災を申しますと、まず、近畿圏の災害害害害

時等におきます相互応援でご時等におきます相互応援でご時等におきます相互応援でご時等におきます相互応援でござざざざいますが、平成７年に発生いたしましたいますが、平成７年に発生いたしましたいますが、平成７年に発生いたしましたいますが、平成７年に発生いたしました阪神・淡路大震阪神・淡路大震阪神・淡路大震阪神・淡路大震災災災災

を受けて平成８年２月に近畿２府７県で、を受けて平成８年２月に近畿２府７県で、を受けて平成８年２月に近畿２府７県で、を受けて平成８年２月に近畿２府７県で、震震震震災時の相互応援に関する基本協定が締結され災時の相互応援に関する基本協定が締結され災時の相互応援に関する基本協定が締結され災時の相互応援に関する基本協定が締結され

て、それがて、それがて、それがて、それがももももとになとになとになとになっっっっております。その後、平成１８年に地ております。その後、平成１８年に地ております。その後、平成１８年に地ております。その後、平成１８年に地震震震震だけでなく危機管理だけでなく危機管理だけでなく危機管理だけでなく危機管理全般全般全般全般をををを

対対対対象象象象とするといとするといとするといとするという改う改う改う改定がなされまして、定がなされまして、定がなされまして、定がなされまして、現在も現在も現在も現在も平成１８年に締結した近畿２府７県の危機平成１８年に締結した近畿２府７県の危機平成１８年に締結した近畿２府７県の危機平成１８年に締結した近畿２府７県の危機

発生時の相互応援に関する基本協定で発生時の相互応援に関する基本協定で発生時の相互応援に関する基本協定で発生時の相互応援に関する基本協定でもっもっもっもって、近畿圏の府県の相互応援を実て、近畿圏の府県の相互応援を実て、近畿圏の府県の相互応援を実て、近畿圏の府県の相互応援を実施施施施しているとしているとしているとしていると

こここころろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

今今今今般般般般、知事会で合、知事会で合、知事会で合、知事会で合意意意意されましたのは、この協定に関西広域連合がされましたのは、この協定に関西広域連合がされましたのは、この協定に関西広域連合がされましたのは、この協定に関西広域連合が加加加加わるといわるといわるといわるという形う形う形う形でででで見直見直見直見直

しをされるしをされるしをされるしをされるもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。７ページですが、まず、います。７ページですが、まず、います。７ページですが、まず、います。７ページですが、まず、前文前文前文前文のとこのとこのとこのところろろろで、協定で、協定で、協定で、協定当当当当事者、事者、事者、事者、従従従従

前前前前の近畿２府７県に関西広域連合が新たにの近畿２府７県に関西広域連合が新たにの近畿２府７県に関西広域連合が新たにの近畿２府７県に関西広域連合が新たに加加加加わるといわるといわるといわるという改う改う改う改正がなされています。正がなされています。正がなされています。正がなされています。

それから、第１それから、第１それから、第１それから、第１条条条条ですが、ここは特にですが、ここは特にですが、ここは特にですが、ここは特に変変変変わわわわっっっっているとこているとこているとこているところろろろはごはごはごはござざざざいませいませいませいませんんんんが、対が、対が、対が、対象象象象とすとすとすとす

る災る災る災る災害害害害は災は災は災は災害害害害対策基本対策基本対策基本対策基本法法法法に定める災に定める災に定める災に定める災害害害害のほかに、国のほかに、国のほかに、国のほかに、国民保護民保護民保護民保護事案事案事案事案やややや、その他、その他、その他、その他緊急緊急緊急緊急事事事事態態態態に対応に対応に対応に対応

していこしていこしていこしていこううううといといといといううううことで、このあたりはことで、このあたりはことで、このあたりはことで、このあたりは従前従前従前従前とととと同様同様同様同様でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

それから、それから、それから、それから、大大大大きくきくきくきく変変変変わわわわっっっった点は、第２た点は、第２た点は、第２た点は、第２条条条条で、関西広域連合がで、関西広域連合がで、関西広域連合がで、関西広域連合が福福福福井県、井県、井県、井県、三重三重三重三重県、県、県、県、奈奈奈奈良県と良県と良県と良県と

協議をいたしまして、その協議を協議をいたしまして、その協議を協議をいたしまして、その協議を協議をいたしまして、その協議を踏踏踏踏ままままええええて応援、受援、府県間の調て応援、受援、府県間の調て応援、受援、府県間の調て応援、受援、府県間の調整整整整を行を行を行を行ううううことになことになことになことになっっっってててて

おります。おります。おります。おります。従来従来従来従来は府県ごとには府県ごとには府県ごとには府県ごとに担当担当担当担当する応援する応援する応援する応援主主主主管府県が決ま管府県が決ま管府県が決ま管府県が決まっっっっておりまして、そこが調ておりまして、そこが調ておりまして、そこが調ておりまして、そこが調整整整整をををを

行行行行ううううことになことになことになことになっっっっておりましたが、この調ておりましたが、この調ておりましたが、この調ておりましたが、この調整整整整機機機機能能能能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つつつつ形形形形になになになになっっっっております。ております。ております。ております。

それから、第１１それから、第１１それから、第１１それから、第１１条条条条、第１２、第１２、第１２、第１２条条条条のとこのとこのとこのところろろろで、平常時には防災で、平常時には防災で、平常時には防災で、平常時には防災訓練訓練訓練訓練を実を実を実を実施施施施しますといしますといしますといしますという規う規う規う規

定ですとか、このあたり定ですとか、このあたり定ですとか、このあたり定ですとか、このあたり従前従前従前従前とととと同じ同じ同じ同じですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、従前従前従前従前、近畿圏で、近畿圏で、近畿圏で、近畿圏で持っ持っ持っ持っておりました協議会ておりました協議会ておりました協議会ておりました協議会

にかにかにかにかええええてててて意見交換意見交換意見交換意見交換の場として連絡会議をの場として連絡会議をの場として連絡会議をの場として連絡会議を設置設置設置設置して開催することが、して開催することが、して開催することが、して開催することが、規規規規定されております。定されております。定されております。定されております。

関西広域連合の関西広域連合の関西広域連合の関西広域連合の役割役割役割役割でごでごでごでござざざざいますけれど、先ほどいますけれど、先ほどいますけれど、先ほどいますけれど、先ほどもももも申しました申しました申しました申しましたようようようようにににに被被被被災県に対します災県に対します災県に対します災県に対します

広域応援に関する調広域応援に関する調広域応援に関する調広域応援に関する調整整整整を行を行を行を行ううううといといといというううう機機機機能能能能でごでごでごでござざざざいまして、広域連合はこの調いまして、広域連合はこの調いまして、広域連合はこの調いまして、広域連合はこの調整整整整を行を行を行を行ううううにににに際際際際

しましては、連携県でありますしましては、連携県でありますしましては、連携県でありますしましては、連携県であります福福福福井県、井県、井県、井県、三重三重三重三重県、県、県、県、奈奈奈奈良県の３県とまず協議を行良県の３県とまず協議を行良県の３県とまず協議を行良県の３県とまず協議を行ううううと、そのと、そのと、そのと、その

協議を協議を協議を協議を踏踏踏踏ままままええええて調て調て調て調整整整整を行を行を行を行ううううといといといという規う規う規う規定にな定にな定にな定になっっっっております。なお、実ております。なお、実ております。なお、実ております。なお、実際際際際の応援の応援の応援の応援活活活活動は動は動は動は従前従前従前従前とととと
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同様同様同様同様、各府県が行、各府県が行、各府県が行、各府県が行う形う形う形う形の協定でごの協定でごの協定でごの協定でござざざざいます。府県間の連携につきましては、これまでいます。府県間の連携につきましては、これまでいます。府県間の連携につきましては、これまでいます。府県間の連携につきましては、これまでも積も積も積も積

み重ねみ重ねみ重ねみ重ねてきた協力関係といてきた協力関係といてきた協力関係といてきた協力関係というもうもうもうものをのをのをのを踏踏踏踏ままままええええまして、今後まして、今後まして、今後まして、今後も引も引も引も引きききき続続続続きききき維持維持維持維持されるされるされるされるもももものとのとのとのと考え考え考え考え

ております。ております。ております。ております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。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 リダンダンシリダンダンシリダンダンシリダンダンシーとはーとはーとはーとは英語英語英語英語で、名で、名で、名で、名詞詞詞詞でごでごでごでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの訳訳訳訳はありはありはありはあり

ますけれど、ますけれど、ますけれど、ますけれど、代代代代理機理機理機理機能性能性能性能性といといといといううううのがこれにのがこれにのがこれにのがこれにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい訳訳訳訳かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。よろよろよろよろしいでししいでししいでししいでしょうょうょうょう

か。か。か。か。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、次に、次に、次に、奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の消消消消防広域防広域防広域防広域化化化化のののの推進推進推進推進について、知事公室次長からご報告願いについて、知事公室次長からご報告願いについて、知事公室次長からご報告願いについて、知事公室次長からご報告願い

ます。ます。ます。ます。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 それでは、それでは、それでは、それでは、消消消消防の広域防の広域防の広域防の広域化化化化のののの取取取取りりりり組み状況組み状況組み状況組み状況につにつにつにつ

いてご報告を申し上げます。資料いてご報告を申し上げます。資料いてご報告を申し上げます。資料いてご報告を申し上げます。資料「奈「奈「奈「奈良県の良県の良県の良県の消消消消防広域防広域防広域防広域化化化化のののの推進推進推進推進についてについてについてについて」」」」をお願いいたしをお願いいたしをお願いいたしをお願いいたし

ます。ます。ます。ます。

まず、１の目的はまず、１の目的はまず、１の目的はまず、１の目的は変変変変わわわわっっっっておりませておりませておりませておりませんんんん。地。地。地。地震震震震、、、、台風台風台風台風などなどなどなど大規模化大規模化大規模化大規模化する災する災する災する災害害害害、、、、救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送のののの

増加増加増加増加などに対応していくため、などに対応していくため、などに対応していくため、などに対応していくため、総総総総務務務務・通信・通信・通信・通信部部部部門門門門の一元の一元の一元の一元化・スリ化・スリ化・スリ化・スリムムムム化化化化にににによっよっよっよってててて現現現現場部場部場部場部門門門門のののの人人人人

員配員配員配員配置置置置を手を手を手を手厚厚厚厚くする。あわせてくする。あわせてくする。あわせてくする。あわせて組組組組織織織織全全全全体の合理体の合理体の合理体の合理化化化化をををを図っ図っ図っ図っていくことを目的としております。ていくことを目的としております。ていくことを目的としております。ていくことを目的としております。

２の２の２の２の経緯経緯経緯経緯でごでごでごでござざざざいます。平成２４年５月１６日の第７回のいます。平成２４年５月１６日の第７回のいます。平成２４年５月１６日の第７回のいます。平成２４年５月１６日の第７回の総総総総会におきまして、会におきまして、会におきまして、会におきまして、奈奈奈奈良良良良市市市市、、、、

生生生生駒駒駒駒市市市市をををを除除除除く３７く３７く３７く３７市町村市町村市町村市町村でででで消消消消防広域防広域防広域防広域化化化化とととと無無無無線線線線ののののデデデデジジジジタタタタル化ル化ル化ル化ををををセセセセッッッットトトトでででで推進推進推進推進していくこと。していくこと。していくこと。していくこと。

それから２つ目、中それから２つ目、中それから２つ目、中それから２つ目、中和和和和広域広域広域広域消消消消防防防防組組組組合合合合消消消消防本部に本部防本部に本部防本部に本部防本部に本部及及及及びびびび指指指指令セ令セ令セ令センンンンタタタターをーをーをーを置置置置く。それから３く。それから３く。それから３く。それから３

つ目、広域つ目、広域つ目、広域つ目、広域化化化化に係る基本方に係る基本方に係る基本方に係る基本方針針針針、今後の、今後の、今後の、今後のススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルについて、３７のについて、３７のについて、３７のについて、３７の市町村市町村市町村市町村長で基本合長で基本合長で基本合長で基本合意意意意

がなされました。これをがなされました。これをがなされました。これをがなされました。これをももももとに新とに新とに新とに新消消消消防本部の体制、職員配防本部の体制、職員配防本部の体制、職員配防本部の体制、職員配置置置置計画計画計画計画、、、、経経経経費負費負費負費負担担担担等、広域等、広域等、広域等、広域消消消消防防防防

運営計画運営計画運営計画運営計画策定に策定に策定に策定に必必必必要な事項につきまして、その後、１１要な事項につきまして、その後、１１要な事項につきまして、その後、１１要な事項につきまして、その後、１１消消消消防本部、事務防本部、事務防本部、事務防本部、事務局局局局、、、、市町村市町村市町村市町村に、県に、県に、県に、県

も加も加も加も加わわわわっっっって協議をて協議をて協議をて協議を重ね重ね重ね重ねてまいりました。そして、１１月１２日、１１てまいりました。そして、１１月１２日、１１てまいりました。そして、１１月１２日、１１てまいりました。そして、１１月１２日、１１消消消消防本部の管理者の防本部の管理者の防本部の管理者の防本部の管理者の

会である会である会である会である小小小小委員会におきまして委員会におきまして委員会におきまして委員会におきまして計画計画計画計画案と案と案と案とススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルがががが確認確認確認確認、合、合、合、合意意意意されたとこされたとこされたとこされたところろろろでごでごでごでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

それで、今後のそれで、今後のそれで、今後のそれで、今後のススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルですが。平成２４年１２月２５日に開催ですが。平成２４年１２月２５日に開催ですが。平成２４年１２月２５日に開催ですが。平成２４年１２月２５日に開催予予予予定の定の定の定の総総総総会におき会におき会におき会におき

まして、広域まして、広域まして、広域まして、広域消消消消防防防防運営計画運営計画運営計画運営計画案につきまして案につきまして案につきまして案につきまして承認承認承認承認をいただいた後、平成２５年３月のをいただいた後、平成２５年３月のをいただいた後、平成２５年３月のをいただいた後、平成２５年３月の総総総総会に会に会に会に

おきましておきましておきましておきまして組組組組合合合合規規規規約約約約の合の合の合の合意意意意、そして、６月に各、そして、６月に各、そして、６月に各、そして、６月に各市町村市町村市町村市町村議会で議会で議会で議会で規規規規約約約約の議決をいただく、そしの議決をいただく、そしの議決をいただく、そしの議決をいただく、そし

て、７月に協定て、７月に協定て、７月に協定て、７月に協定書書書書の調の調の調の調印印印印と、そして知事と、そして知事と、そして知事と、そして知事許可許可許可許可をいたしまして、９月にをいたしまして、９月にをいたしまして、９月にをいたしまして、９月に組組組組合合合合設設設設立立立立といといといといっっっったたたたスススス

ケケケケジジジジュュュューーーールルルルでででで進進進進めていこめていこめていこめていこううううといといといといううううことでことでことでことで確認確認確認確認がなされております。がなされております。がなされております。がなされております。

２ページ、２ページ、２ページ、２ページ、消消消消防広域防広域防広域防広域化化化化に係る基本的な事項でごに係る基本的な事項でごに係る基本的な事項でごに係る基本的な事項でござざざざいます。います。います。います。運営計画運営計画運営計画運営計画の中にのせます基本の中にのせます基本の中にのせます基本の中にのせます基本

的な事項でご的な事項でご的な事項でご的な事項でござざざざいます。います。います。います。①段階①段階①段階①段階的統合でご的統合でご的統合でご的統合でござざざざいます。平成２５年９月には、一部事務います。平成２５年９月には、一部事務います。平成２５年９月には、一部事務います。平成２５年９月には、一部事務組組組組合合合合
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としてとしてとしてとして組組組組合を合を合を合を設設設設立立立立するわけでごするわけでごするわけでごするわけでござざざざいますが、すいますが、すいますが、すいますが、すべべべべての部ての部ての部ての部門門門門を一度に統合するとを一度に統合するとを一度に統合するとを一度に統合すると現現現現場の場の場の場の混乱混乱混乱混乱

をををを招招招招くおそれがごくおそれがごくおそれがごくおそれがござざざざいます。したがいます。したがいます。したがいます。したがっっっってててて段階段階段階段階的に統合していくこととしております。まず、的に統合していくこととしております。まず、的に統合していくこととしております。まず、的に統合していくこととしております。まず、

平成２５年に平成２５年に平成２５年に平成２５年に消消消消防本部の防本部の防本部の防本部の総総総総務部務部務部務部門門門門を統合いたします。次に、を統合いたします。次に、を統合いたします。次に、を統合いたします。次に、通信通信通信通信部部部部門門門門、この、この、この、この通信通信通信通信部部部部門門門門につにつにつにつ

きましては、きましては、きましては、きましては、無無無無線線線線ののののデデデデジジジジタタタタル化ル化ル化ル化のののの期限期限期限期限が平成２８年５月となが平成２８年５月となが平成２８年５月となが平成２８年５月となっっっっております。ております。ております。ております。現在現在現在現在、今年度、今年度、今年度、今年度

中に実中に実中に実中に実施設施設施設施設計計計計をををを終え終え終え終えまして平成２５年度からまして平成２５年度からまして平成２５年度からまして平成２５年度から工工工工事を開事を開事を開事を開始始始始、そして平成２７年度、そして平成２７年度、そして平成２７年度、そして平成２７年度末末末末ををををもっもっもっもってててて

工工工工事を事を事を事を完完完完了させます。そして平成２８年に了させます。そして平成２８年に了させます。そして平成２８年に了させます。そして平成２８年に通信通信通信通信部部部部門門門門をくをくをくをくっっっっつけていくこととしています。つけていくこととしています。つけていくこととしています。つけていくこととしています。

その５年後の平成３３年にその５年後の平成３３年にその５年後の平成３３年にその５年後の平成３３年に現現現現場部場部場部場部門門門門といといといという形う形う形う形でででで組組組組合は１つになりますが、合は１つになりますが、合は１つになりますが、合は１つになりますが、段階段階段階段階的に統合を的に統合を的に統合を的に統合を

行行行行っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

２つ目、２つ目、２つ目、２つ目、②②②②組組組組合の合の合の合の組組組組織織織織でごでごでごでござざざざいます。管理者それから副管理者２名、知事にはいます。管理者それから副管理者２名、知事にはいます。管理者それから副管理者２名、知事にはいます。管理者それから副管理者２名、知事には顧問顧問顧問顧問としとしとしとし

てててて就就就就任任任任いただくといいただくといいただくといいただくといううううことです。また、ことです。また、ことです。また、ことです。また、組組組組合の合の合の合の組組組組織運営織運営織運営織運営に関する合議機関といたしまして、に関する合議機関といたしまして、に関する合議機関といたしまして、に関する合議機関といたしまして、

現現現現行の１１本部の行の１１本部の行の１１本部の行の１１本部の代表代表代表代表者で者で者で者で構構構構成する成する成する成する運営運営運営運営協議会を協議会を協議会を協議会を設置設置設置設置することとしております。また、することとしております。また、することとしております。また、することとしております。また、消消消消

防本部は４部１室体制、課は１０課を防本部は４部１室体制、課は１０課を防本部は４部１室体制、課は１０課を防本部は４部１室体制、課は１０課を予予予予定しております。４部１室１０課体制といたしま定しております。４部１室１０課体制といたしま定しております。４部１室１０課体制といたしま定しております。４部１室１０課体制といたしま

して、して、して、して、組組組組合議会は定合議会は定合議会は定合議会は定数数数数を２５名を２５名を２５名を２５名程程程程度とし、度とし、度とし、度とし、市町村市町村市町村市町村の長の長の長の長及及及及び議会議員び議会議員び議会議員び議会議員よよよよりりりり輪番輪番輪番輪番でででで選選選選出するこ出するこ出するこ出するこ

ととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

３つ目、３つ目、３つ目、３つ目、③③③③体制でご体制でご体制でご体制でござざざざいます。います。います。います。消消消消防本部の防本部の防本部の防本部の現現現現行体制は１行体制は１行体制は１行体制は１，，，，２８９名でご２８９名でご２８９名でご２８９名でござざざざいます。これいます。これいます。これいます。これ

は広域は広域は広域は広域化化化化後、平成３３年には１後、平成３３年には１後、平成３３年には１後、平成３３年には１，，，，２２６名２２６名２２６名２２６名程程程程度を度を度を度を考え考え考え考えております。内ております。内ております。内ております。内訳訳訳訳として、として、として、として、現現現現行１１行１１行１１行１１

本部にある本部にある本部にある本部にある総総総総務部務部務部務部門門門門、これを１本部にすることで２７６名から１２０名に、、これを１本部にすることで２７６名から１２０名に、、これを１本部にすることで２７６名から１２０名に、、これを１本部にすることで２７６名から１２０名に、通信通信通信通信部部部部門門門門はははは現現現現

行９４名を４０名に、合行９４名を４０名に、合行９４名を４０名に、合行９４名を４０名に、合計計計計２１０名の２１０名の２１０名の２１０名の削減削減削減削減をををを考え考え考え考えております。ております。ております。ております。削減削減削減削減した２１０名のした２１０名のした２１０名のした２１０名のうちうちうちうち１１１１

４７名を４７名を４７名を４７名を現現現現場の場の場の場の消消消消防防防防署所署所署所署所へへへへ配配配配置置置置する。これにする。これにする。これにする。これによっよっよっよってててて現現現現場の場の場の場の消消消消防力を防力を防力を防力を強化強化強化強化していく。あわせしていく。あわせしていく。あわせしていく。あわせ

て６３名て６３名て６３名て６３名削減削減削減削減をいたしまして、４をいたしまして、４をいたしまして、４をいたしまして、４億億億億円円円円程程程程度の度の度の度の費費費費用用用用のののの削減削減削減削減をををを見見見見込込込込んんんんでおります。でおります。でおります。でおります。市町村市町村市町村市町村のののの負負負負

担担担担軽減軽減軽減軽減につながるにつながるにつながるにつながるもももものとのとのとのと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

３ページ、統合後の３ページ、統合後の３ページ、統合後の３ページ、統合後のイイイイメメメメージージージージ図図図図でごでごでごでござざざざいます。新います。新います。新います。新消消消消防本部を防本部を防本部を防本部を予予予予定しております、中定しております、中定しております、中定しております、中和和和和広広広広

域域域域消消消消防本部の防本部の防本部の防本部の写写写写真でご真でご真でご真でござざざざいます。中います。中います。中います。中和和和和をををを除除除除くくくく現在現在現在現在のののの消消消消防本部を、防本部を、防本部を、防本部を、仮称仮称仮称仮称ではごではごではごではござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、

代表消代表消代表消代表消防防防防署署署署といたしまして、そのほかのといたしまして、そのほかのといたしまして、そのほかのといたしまして、そのほかの消消消消防防防防署署署署、、、、分分分分署署署署、出、出、出、出張所張所張所張所などはなどはなどはなどは現現現現行のままでご行のままでご行のままでご行のままでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、⑤⑤⑤⑤消消消消防防防防通信施設整備通信施設整備通信施設整備通信施設整備についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。これは１１本部がいます。これは１１本部がいます。これは１１本部がいます。これは１１本部が単単単単独独独独でででで整備整備整備整備

した場合、した場合、した場合、した場合、指指指指令セ令セ令セ令センンンンタタタターを１１ーを１１ーを１１ーを１１カ所カ所カ所カ所整備整備整備整備するするするする必必必必要がご要がご要がご要がござざざざいます。基地います。基地います。基地います。基地局も局も局も局も２４２４２４２４カ所カ所カ所カ所がががが必必必必要要要要

となります。となります。となります。となります。総総総総事業事業事業事業費費費費が３８が３８が３８が３８億億億億円円円円と５０と５０と５０と５０億億億億円円円円で８８で８８で８８で８８億億億億円円円円、、、、財源財源財源財源として地方として地方として地方として地方債債債債を充を充を充を充当当当当するこするこするこするこ

とにとにとにとによっよっよっよって、３９て、３９て、３９て、３９億億億億円円円円のののの交交交交付税が入付税が入付税が入付税が入っっっってまいります。これをてまいります。これをてまいります。これをてまいります。これを差差差差しししし引引引引きしまして４９きしまして４９きしまして４９きしまして４９億億億億円も円も円も円も

の実の実の実の実質負質負質負質負担担担担となります。しかし、広域となります。しかし、広域となります。しかし、広域となります。しかし、広域化化化化にににによよよよりますと、りますと、りますと、りますと、指指指指令セ令セ令セ令センンンンタタタターは１ーは１ーは１ーは１カ所カ所カ所カ所でででで済済済済みみみみます。ます。ます。ます。
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基地基地基地基地局も局も局も局も１０１０１０１０カ所程カ所程カ所程カ所程度で対応できます。こ度で対応できます。こ度で対応できます。こ度で対応できます。こうううういいいいっっっったことでたことでたことでたことで総総総総事業事業事業事業費費費費が４７が４７が４７が４７億億億億円円円円、地方、地方、地方、地方債債債債をををを

充てますと地方充てますと地方充てますと地方充てますと地方交交交交付税が２１付税が２１付税が２１付税が２１億億億億円円円円入入入入っっっってまいりまして、実てまいりまして、実てまいりまして、実てまいりまして、実質負質負質負質負担担担担が２６が２６が２６が２６億億億億円円円円と、と、と、と、約半約半約半約半分分分分ぐぐぐぐ

らいの事業らいの事業らいの事業らいの事業費費費費でおさまります。それで、各でおさまります。それで、各でおさまります。それで、各でおさまります。それで、各市町村市町村市町村市町村が広域が広域が広域が広域化化化化にににに向向向向けてけてけてけて努努努努力されているとい力されているとい力されているとい力されているというううう

ことで、県といたしましてことで、県といたしましてことで、県といたしましてことで、県といたしましても市町村も市町村も市町村も市町村が１０年間が１０年間が１０年間が１０年間返済返済返済返済されるされるされるされる起起起起債償還債償還債償還債償還金金金金に対して２に対して２に対して２に対して２分分分分の１のの１のの１のの１の

助助助助成を成を成を成を検討検討検討検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざいます。また、あわせて８月と今月の１４、１５日に国います。また、あわせて８月と今月の１４、１５日に国います。また、あわせて８月と今月の１４、１５日に国います。また、あわせて８月と今月の１４、１５日に国

ににににもももも広域広域広域広域化化化化に対するに対するに対するに対する支支支支援について、援について、援について、援について、強強強強く要く要く要く要望望望望を行を行を行を行っっっってきたとこてきたとこてきたとこてきたところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

次の４ページ、広域次の４ページ、広域次の４ページ、広域次の４ページ、広域消消消消防防防防運営計画運営計画運営計画運営計画の案のの案のの案のの案の骨骨骨骨子でご子でご子でご子でござざざざいます。います。います。います。①①①①消消消消防本部防本部防本部防本部・指・指・指・指令セ令セ令セ令センンンンタタタターーーー

は、先ほど申しましたは、先ほど申しましたは、先ほど申しましたは、先ほど申しましたようようようように中に中に中に中和和和和に本部をに本部をに本部をに本部を置置置置きます。それから、きます。それから、きます。それから、きます。それから、組組組組織織織織・・・・人人人人員体制は先ほど員体制は先ほど員体制は先ほど員体制は先ほど

申し上げたとおりでご申し上げたとおりでご申し上げたとおりでご申し上げたとおりでござざざざいます。次に、います。次に、います。次に、います。次に、勤勤勤勤務体制務体制務体制務体制及及及及び給び給び給び給与与与与調調調調整整整整でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。署所署所署所署所のののの勤勤勤勤務務務務

体制は体制は体制は体制は現現現現場が場が場が場が混乱混乱混乱混乱しないしないしないしないようようようようにににに当当当当面面面面、、、、現現現現行体制を行体制を行体制を行体制を維持維持維持維持します。します。します。します。全全全全体統合後には統一した体統合後には統一した体統合後には統一した体統合後には統一した勤勤勤勤

務体制を務体制を務体制を務体制を構築構築構築構築します。それから、給料します。それから、給料します。それから、給料します。それから、給料表表表表はははは現在現在現在現在、１１本部す、１１本部す、１１本部す、１１本部すべべべべてが国の行政職給料てが国の行政職給料てが国の行政職給料てが国の行政職給料表表表表の６の６の６の６

～８～８～８～８級級級級制を制を制を制を採採採採用用用用しております。したがいまして広域しております。したがいまして広域しております。したがいまして広域しております。したがいまして広域化化化化後は８後は８後は８後は８級級級級制で統一をいたしまして、制で統一をいたしまして、制で統一をいたしまして、制で統一をいたしまして、

平成２５年度の発平成２５年度の発平成２５年度の発平成２５年度の発足足足足当当当当初初初初よよよより給り給り給り給与与与与を一元を一元を一元を一元化化化化してまいります。また、新してまいります。また、新してまいります。また、新してまいります。また、新組組組組織織織織におけるにおけるにおけるにおける階級階級階級階級、、、、

職務職務職務職務級級級級に基づく定に基づく定に基づく定に基づく定数数数数管理など管理など管理など管理などもももも行行行行っっっってまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

それから、それから、それから、それから、経経経経費負費負費負費負担担担担でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。人人人人件件件件費費費費、、、、署所署所署所署所のののの経経経経費費費費はははは現現現現行行行行消消消消防本部防本部防本部防本部単位単位単位単位でのでのでのでの自自自自賄賄賄賄いいいい

方方方方式式式式を基本とし、を基本とし、を基本とし、を基本とし、人人人人件件件件費費費費以以以以外外外外のののの消消消消防本部防本部防本部防本部経経経経費費費費、事務、事務、事務、事務経経経経費費費費等につきましては、基等につきましては、基等につきましては、基等につきましては、基準準準準財財財財政需要政需要政需要政需要

額額額額割割割割等に等に等に等によっよっよっよってててて按按按按分分分分にします。それから、初にします。それから、初にします。それから、初にします。それから、初期期期期費費費費用用用用、、、、イニシイニシイニシイニシャャャャルルルルココココストストストスト、これは給、これは給、これは給、これは給与与与与シスシスシスシス

テテテテムムムムや財や財や財や財務務務務システシステシステシステムムムムの統一の統一の統一の統一費費費費用用用用、これがかなり、これがかなり、これがかなり、これがかなり大大大大きなきなきなきな金金金金額額額額です。合わせてです。合わせてです。合わせてです。合わせて看板看板看板看板のつけかのつけかのつけかのつけかええええ

等、２等、２等、２等、２億億億億円円円円程程程程度かかると度かかると度かかると度かかると見見見見込込込込んんんんでいますが、これについては基でいますが、これについては基でいますが、これについては基でいますが、これについては基準準準準財財財財政需要政需要政需要政需要額額額額割割割割を基本としを基本としを基本としを基本とし

てててて按按按按分分分分してまいります。それから、してまいります。それから、してまいります。それから、してまいります。それから、全全全全体統合後には、体統合後には、体統合後には、体統合後には、経経経経費負費負費負費負担担担担はははは消消消消防本部防本部防本部防本部単位単位単位単位を基本とすを基本とすを基本とすを基本とす

る職員配る職員配る職員配る職員配置割置割置割置割、これが一、これが一、これが一、これが一番番番番自自自自賄賄賄賄いに近いいに近いいに近いいに近い形形形形でごでごでごでござざざざいますので、職員配いますので、職員配いますので、職員配いますので、職員配置割置割置割置割数数数数でででで按按按按分分分分するとするとするとすると

いいいいううううこと基本とするとしております。こと基本とするとしております。こと基本とするとしております。こと基本とするとしております。

次に、次に、次に、次に、財財財財産産産産のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いでごいでごいでごいでござざざざいます。います。います。います。土土土土地、地、地、地、建物建物建物建物・車・車・車・車両両両両等は等は等は等は無償無償無償無償でででで持ち持ち持ち持ち寄寄寄寄り方り方り方り方式式式式で行で行で行で行うううう。。。。

債債債債務務務務ももももそのままそのままそのままそのまま市町村市町村市町村市町村にににに帰属帰属帰属帰属していく。それから、新していく。それから、新していく。それから、新していく。それから、新規規規規のののの施設整備施設整備施設整備施設整備、これは、これは、これは、これは既既既既にににに計画計画計画計画されされされされ

ているとこているとこているとこているところろろろは２は２は２は２カ所カ所カ所カ所ごごごござざざざいます。こいます。こいます。こいます。こうううういいいいっっっったとこたとこたとこたところも自ろも自ろも自ろも自賄賄賄賄い方い方い方い方式式式式を基本としてを基本としてを基本としてを基本として負負負負担担担担してしてしてして

いただく。いただく。いただく。いただく。

消消消消防防防防署所署所署所署所のののの再再再再編編編編、これは新、これは新、これは新、これは新組組組組織織織織のののの設設設設立立立立にににに際際際際しては、しては、しては、しては、署所署所署所署所のののの再再再再編編編編、統、統、統、統廃廃廃廃合は行わないこと合は行わないこと合は行わないこと合は行わないこと

としております。としております。としております。としております。

以以以以上が広域上が広域上が広域上が広域消消消消防防防防運営計画運営計画運営計画運営計画案の案の案の案の骨骨骨骨子でご子でご子でご子でござざざざいます。います。います。います。

５ページ、５ページ、５ページ、５ページ、消消消消防広域防広域防広域防広域化化化化のののの必必必必要要要要性性性性ととととメメメメリリリリッッッットトトトははははススススケケケケーーーールルルルメメメメリリリリッッッットトトトがごがごがごがござざざざいます。災います。災います。災います。災害害害害時の時の時の時の
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初動、初動、初動、初動、増増増増援体制の援体制の援体制の援体制の強化強化強化強化、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは現現現現場場場場到到到到着時間の着時間の着時間の着時間の短縮短縮短縮短縮など、など、など、など、住住住住民サ民サ民サ民サーーーービビビビススススのののの向向向向上に上に上に上に向向向向けたけたけたけた

広域広域広域広域化化化化ののののメメメメリリリリッッッットトトトををををううううたたたたっっっっております。この資料は平成２４年５月１６日の協議会ております。この資料は平成２４年５月１６日の協議会ております。この資料は平成２４年５月１６日の協議会ております。この資料は平成２４年５月１６日の協議会総総総総会に会に会に会に

おいておいておいておいて確認確認確認確認されたされたされたされたもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。参考参考参考参考としてとしてとしてとして添添添添付させていただいております。付させていただいております。付させていただいております。付させていただいております。

県といたしましては、今後県といたしましては、今後県といたしましては、今後県といたしましては、今後もももも広域広域広域広域化化化化実実実実現現現現にににに向向向向けてけてけてけて積極積極積極積極的に的に的に的に市町村市町村市町村市町村ををををリリリリーーーードドドドしてまいりたしてまいりたしてまいりたしてまいりた

いと思いと思いと思いと思っっっっております。ごております。ごております。ごております。ご支支支支援いただきます援いただきます援いただきます援いただきますようようようよう、ど、ど、ど、どううううぞぞぞぞよろよろよろよろしくお願いをいたします。しくお願いをいたします。しくお願いをいたします。しくお願いをいたします。以以以以

上でご上でご上でご上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 次に、次に、次に、次に、ふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワーク、ーク、ーク、ーク、Ｊ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲ制度の税制上の制度の税制上の制度の税制上の制度の税制上の優遇優遇優遇優遇措置措置措置措置にににに

ついて、林業振興課長からご報告願います。ついて、林業振興課長からご報告願います。ついて、林業振興課長からご報告願います。ついて、林業振興課長からご報告願います。

○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長 それでは、ご説明させていただきます。資料それでは、ご説明させていただきます。資料それでは、ご説明させていただきます。資料それでは、ご説明させていただきます。資料「「「「Ｊ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲ制度の税制度の税制度の税制度の税

制上の制上の制上の制上の優遇優遇優遇優遇措置措置措置措置についてについてについてについて」」」」をお手元にお出しください。をお手元にお出しください。をお手元にお出しください。をお手元にお出しください。ふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワークのークのークのークの活活活活動動動動

成成成成果果果果としてとしてとしてとしてＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲ制度の税制上の制度の税制上の制度の税制上の制度の税制上の優遇優遇優遇優遇措置措置措置措置の実の実の実の実現現現現についてご説明いたします。についてご説明いたします。についてご説明いたします。についてご説明いたします。

資料の１ページ、資料の１ページ、資料の１ページ、資料の１ページ、自自自自立立立立とととと分分分分散散散散で日本をで日本をで日本をで日本を変え変え変え変えるるるるふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワークでは、ークでは、ークでは、ークでは、共共共共同同同同研究研究研究研究

ププププロジロジロジロジェェェェククククトトトトとして、平成２２年５月からとして、平成２２年５月からとして、平成２２年５月からとして、平成２２年５月から森森森森林林林林吸収量吸収量吸収量吸収量市市市市場場場場取引取引取引取引制度制度制度制度研究研究研究研究ププププロジロジロジロジェェェェククククトトトトをををを立立立立

ちちちち上げまして、国内林業の上げまして、国内林業の上げまして、国内林業の上げまして、国内林業の活性化活性化活性化活性化と地と地と地と地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化対策としての対策としての対策としての対策としての森森森森林林林林整備・保全整備・保全整備・保全整備・保全のために、のために、のために、のために、よよよよ

りりりり多多多多くの資くの資くの資くの資金金金金がががが還流還流還流還流されるされるされるされる仕仕仕仕組み組み組み組みとしてとしてとしてとしてＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲ制度を調査制度を調査制度を調査制度を調査研究研究研究研究してまいりました。してまいりました。してまいりました。してまいりました。

資料２ページ、資料２ページ、資料２ページ、資料２ページ、Ｊ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲ制度とは、制度とは、制度とは、制度とは、カカカカーーーーボボボボン・ン・ン・ン・オオオオフフフフセセセセッッッットトトトのののの普普普普及及及及のため、国内ののため、国内ののため、国内ののため、国内の森森森森林林林林

整備整備整備整備にににによっよっよっよって生て生て生て生じじじじたたたた森森森森林林林林吸収量吸収量吸収量吸収量等を等を等を等を認認認認証証証証する制度としてする制度としてする制度としてする制度として環境環境環境環境省が平成２０年に省が平成２０年に省が平成２０年に省が平成２０年に創創創創設設設設したしたしたしたもももも

ので、ので、ので、ので、例えば森例えば森例えば森例えば森林林林林所有所有所有所有者等が行者等が行者等が行者等が行うううう間間間間伐伐伐伐、、、、植植植植林などの林などの林などの林などの森森森森林林林林整備整備整備整備にににによよよよる二る二る二る二酸酸酸酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの吸収量吸収量吸収量吸収量をををを

認認認認証証証証しましてクしましてクしましてクしましてクレレレレジッジッジッジットトトトとしてとしてとしてとして企企企企業に業に業に業に売却売却売却売却することで、することで、することで、することで、森森森森林林林林整備整備整備整備にににに必必必必要な資要な資要な資要な資金金金金の供給を受の供給を受の供給を受の供給を受

けるけるけるけるもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

３ページ、３ページ、３ページ、３ページ、森森森森林林林林吸収量吸収量吸収量吸収量市市市市場場場場取引取引取引取引制度制度制度制度研究研究研究研究ププププロジロジロジロジェェェェククククトトトトのののの研究研究研究研究成成成成果果果果をををを踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、ふふふふるるるる

さと知事さと知事さと知事さと知事ネネネネッッッットワトワトワトワーク内にーク内にーク内にーク内に設置設置設置設置する新たな国づくり税制調査会において、する新たな国づくり税制調査会において、する新たな国づくり税制調査会において、する新たな国づくり税制調査会において、Ｊ－ＶＥＲ購Ｊ－ＶＥＲ購Ｊ－ＶＥＲ購Ｊ－ＶＥＲ購入入入入

経経経経費費費費をををを法法法法人人人人のののの損損損損金金金金対対対対象象象象とする税制とする税制とする税制とする税制提言提言提言提言をををを含む含む含む含む新たな国づくりのための税制を平成２４年５新たな国づくりのための税制を平成２４年５新たな国づくりのための税制を平成２４年５新たな国づくりのための税制を平成２４年５

月に月に月に月に取取取取りまとめました。りまとめました。りまとめました。りまとめました。同同同同年７月に年７月に年７月に年７月に奈奈奈奈良県、良県、良県、良県、福福福福井県、井県、井県、井県、鳥鳥鳥鳥取取取取県、県、県、県、島根島根島根島根県の４知事が県の４知事が県の４知事が県の４知事が環境環境環境環境省ほ省ほ省ほ省ほ

か関係機関に対してか関係機関に対してか関係機関に対してか関係機関に対して提言活提言活提言活提言活動を実動を実動を実動を実施施施施したとこしたとこしたとこしたところろろろ、１０月には、１０月には、１０月には、１０月には環境環境環境環境省と国税庁との協議の結省と国税庁との協議の結省と国税庁との協議の結省と国税庁との協議の結

果果果果、、、、Ｊ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲをををを償却償却償却償却した場合に国等に対するした場合に国等に対するした場合に国等に対するした場合に国等に対する寄附寄附寄附寄附金金金金としてとしてとしてとして損損損損金金金金のののの額額額額にににに算算算算入することが入することが入することが入することが認認認認

められることになりました。これにめられることになりました。これにめられることになりました。これにめられることになりました。これによよよよりりりりＪ－ＶＥＲ購Ｊ－ＶＥＲ購Ｊ－ＶＥＲ購Ｊ－ＶＥＲ購入の動機づけにつながり入の動機づけにつながり入の動機づけにつながり入の動機づけにつながり森森森森林林林林整備整備整備整備にににに

必必必必要な資要な資要な資要な資金金金金が供給され、地域にが供給され、地域にが供給され、地域にが供給され、地域に優優優優しいしいしいしいふふふふるさとのるさとのるさとのるさとの森森森森づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進がががが期期期期待待待待されるとこされるとこされるとこされるところろろろでごでごでごでご

ざざざざいます。います。います。います。

以以以以上で、上で、上で、上で、Ｊ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲ制度の税制上の制度の税制上の制度の税制上の制度の税制上の優遇優遇優遇優遇措置措置措置措置の実の実の実の実現現現現についてのご説明をについてのご説明をについてのご説明をについてのご説明を終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていた
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だきます。だきます。だきます。だきます。

○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、その他の事項それでは、ただいまの報告、その他の事項それでは、ただいまの報告、その他の事項それでは、ただいまの報告、その他の事項も含も含も含も含めまして、めまして、めまして、めまして、質疑質疑質疑質疑等があれ等があれ等があれ等があればばばば

ご発ご発ご発ご発言言言言願います。願います。願います。願います。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 ３点３点３点３点質問質問質問質問させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

まず、初めに広域行政調査特別委員会資料の、２ページ、第２７回関西広域連合委員会まず、初めに広域行政調査特別委員会資料の、２ページ、第２７回関西広域連合委員会まず、初めに広域行政調査特別委員会資料の、２ページ、第２７回関西広域連合委員会まず、初めに広域行政調査特別委員会資料の、２ページ、第２７回関西広域連合委員会

の内容ですが、その他にの内容ですが、その他にの内容ですが、その他にの内容ですが、その他に首都首都首都首都機機機機能能能能ババババックックックックアアアアッッッッププププ構造構造構造構造のののの構築構築構築構築に関するに関するに関するに関する取取取取りりりり組み組み組み組みといといといというううう報告が報告が報告が報告が

あるので、資料がありましたらあるので、資料がありましたらあるので、資料がありましたらあるので、資料がありましたら詳細詳細詳細詳細を報告いただきたいと思います。を報告いただきたいと思います。を報告いただきたいと思います。を報告いただきたいと思います。

それと、第９３回近畿ブロック知事会議の概要の中で、５ページのその他、地方税体それと、第９３回近畿ブロック知事会議の概要の中で、５ページのその他、地方税体それと、第９３回近畿ブロック知事会議の概要の中で、５ページのその他、地方税体それと、第９３回近畿ブロック知事会議の概要の中で、５ページのその他、地方税体系系系系

の充実の充実の充実の充実強化強化強化強化についてといについてといについてといについてといううううことで、ことで、ことで、ことで、主主主主な議論の中でな議論の中でな議論の中でな議論の中で大阪大阪大阪大阪府が地方府が地方府が地方府が地方法法法法人人人人特別税の特別税の特別税の特別税の維持維持維持維持についについについについ

てはてはてはては反反反反対の対の対の対の立立立立場であるとい場であるとい場であるとい場であるといううううことが記載されているのですが、ことが記載されているのですが、ことが記載されているのですが、ことが記載されているのですが、詳細詳細詳細詳細についておについておについておについてお尋尋尋尋ねねねねしたい。したい。したい。したい。

３３３３番番番番目には、国の出先機関に関することで、これは関西広域連合委員会では議論がなさ目には、国の出先機関に関することで、これは関西広域連合委員会では議論がなさ目には、国の出先機関に関することで、これは関西広域連合委員会では議論がなさ目には、国の出先機関に関することで、これは関西広域連合委員会では議論がなさ

れているとこれているとこれているとこれているところろろろでごでごでごでござざざざ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、知事会では、この国の出先機関についての議論は、知事会では、この国の出先機関についての議論は、知事会では、この国の出先機関についての議論は、知事会では、この国の出先機関についての議論は

現在現在現在現在されておられるのでしされておられるのでしされておられるのでしされておられるのでしょうょうょうょうか、その点について、３点だけおか、その点について、３点だけおか、その点について、３点だけおか、その点について、３点だけお聞聞聞聞きいたします。きいたします。きいたします。きいたします。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 知事会とい知事会とい知事会とい知事会といううううのはのはのはのは全全全全国知事会、それと国知事会、それと国知事会、それと国知事会、それともももも近畿だけですか。近畿だけですか。近畿だけですか。近畿だけですか。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 近畿です。近畿です。近畿です。近畿です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 首都首都首都首都機機機機能能能能と地方税。と地方税。と地方税。と地方税。

○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 首都首都首都首都機機機機能能能能ババババックックックックアアアアッッッッププププ構造構造構造構造に関するに関するに関するに関する取取取取りりりり組み組み組み組みについてといについてといについてといについてといううううことで、ことで、ことで、ことで、

平成２４年１１月２２日に関西広域連合委員会で平成２４年１１月２２日に関西広域連合委員会で平成２４年１１月２２日に関西広域連合委員会で平成２４年１１月２２日に関西広域連合委員会で話話話話し合われておられます。資料として出し合われておられます。資料として出し合われておられます。資料として出し合われておられます。資料として出

ておりますのは、平成２４年度のておりますのは、平成２４年度のておりますのは、平成２４年度のておりますのは、平成２４年度の取取取取りりりり組み状況組み状況組み状況組み状況といといといといううううことでことでことでことで経経経経済界済界済界済界との連名で、関西でのとの連名で、関西でのとの連名で、関西でのとの連名で、関西での

首都首都首都首都機機機機能能能能ババババックックックックアアアアッッッッププププ構造構造構造構造のののの構築構築構築構築に関するに関するに関するに関する意見意見意見意見のののの提提提提出を平成２４年６月にされたとい出を平成２４年６月にされたとい出を平成２４年６月にされたとい出を平成２４年６月にされたといううううここここ

とです。それから、とです。それから、とです。それから、とです。それから、首都首都首都首都機機機機能能能能ババババックックックックアアアアッッッッププププ構造構造構造構造のののの構築構築構築構築に関する調査の実に関する調査の実に関する調査の実に関する調査の実施施施施といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、

関西関西関西関西経経経経済済済済連合会とか連合会とか連合会とか連合会とか大阪大阪大阪大阪湾湾湾湾ベイベイベイベイエエエエリアリアリアリア開発開発開発開発推進推進推進推進機機機機構構構構と連携して調査を行と連携して調査を行と連携して調査を行と連携して調査を行っっっっているといているといているといているといううううここここ

とでごとでごとでごとでござざざざいます。その調査の内容としては、委います。その調査の内容としては、委います。その調査の内容としては、委います。その調査の内容としては、委託託託託をされましてをされましてをされましてをされましてババババックックックックアアアアッッッッププププすすすすべべべべき業務のき業務のき業務のき業務の

範囲範囲範囲範囲のののの整整整整理理理理やややや、、、、ババババックックックックアアアアッッッッププププすすすすべべべべき業務の実き業務の実き業務の実き業務の実施施施施にににに必必必必要な資要な資要な資要な資源源源源の調査のの調査のの調査のの調査の検討検討検討検討、要、要、要、要因因因因や施設や施設や施設や施設をををを

調査されているとい調査されているとい調査されているとい調査されているというううう報告をされておられます。今後の報告をされておられます。今後の報告をされておられます。今後の報告をされておられます。今後のススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、広域、広域、広域、広域

連合委員会の資料では、平成２５年２月中に国連合委員会の資料では、平成２５年２月中に国連合委員会の資料では、平成２５年２月中に国連合委員会の資料では、平成２５年２月中に国へへへへのののの提提提提案をして３月の広域連合委員会でそ案をして３月の広域連合委員会でそ案をして３月の広域連合委員会でそ案をして３月の広域連合委員会でそ

のののの検討検討検討検討結結結結果果果果の報告をされるといの報告をされるといの報告をされるといの報告をされるといううううことです。ことです。ことです。ことです。

それから、地方それから、地方それから、地方それから、地方法法法法人人人人特別税の関係ですけれど特別税の関係ですけれど特別税の関係ですけれど特別税の関係ですけれどもももも、内容としましては今の地方、内容としましては今の地方、内容としましては今の地方、内容としましては今の地方法法法法人人人人特別課特別課特別課特別課

税の税の税の税の分分分分で、地方税であるで、地方税であるで、地方税であるで、地方税である法法法法人人人人事業税を、その一部を一た事業税を、その一部を一た事業税を、その一部を一た事業税を、その一部を一たんんんん国に国に国に国に吸吸吸吸い上げて、それをい上げて、それをい上げて、それをい上げて、それを例えば例えば例えば例えば

人口人口人口人口等の比等の比等の比等の比率率率率で配で配で配で配分分分分をしているといをしているといをしているといをしているといううううことになことになことになことになっっっっているのですけれどているのですけれどているのですけれどているのですけれどもももも、、、、大都市大都市大都市大都市圏域の方圏域の方圏域の方圏域の方
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は、結は、結は、結は、結果果果果とすると地方とすると地方とすると地方とすると地方法法法法人人人人特別税を国税としてとられていますので、本特別税を国税としてとられていますので、本特別税を国税としてとられていますので、本特別税を国税としてとられていますので、本来来来来、地方に入る税、地方に入る税、地方に入る税、地方に入る税

金金金金からからからから考え考え考え考えるとるとるとると大都市大都市大都市大都市地域は税地域は税地域は税地域は税金金金金がががが減減減減っっっってしまてしまてしまてしまううううといといといといううううことです。国ことです。国ことです。国ことです。国へへへへ納納納納められためられためられためられた法法法法人人人人特特特特

別税は別税は別税は別税は譲譲譲譲与与与与税として配税として配税として配税として配分分分分されることになされることになされることになされることになっっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、大都市大都市大都市大都市圏域圏域圏域圏域以以以以外外外外のとこのとこのとこのところろろろは、は、は、は、

税税税税収収収収がそのがそのがそのがその分分分分だけだけだけだけふえふえふえふえることになることになることになることになっっっっています。今、ています。今、ています。今、ています。今、法法法法人人人人事業税などは事業税などは事業税などは事業税などは大都市大都市大都市大都市圏域と、地方圏域と、地方圏域と、地方圏域と、地方

の部の部の部の部分分分分でででで格差格差格差格差がかなりありますので、そのがかなりありますので、そのがかなりありますので、そのがかなりありますので、その格差是格差是格差是格差是正のためにされていることにな正のためにされていることにな正のためにされていることにな正のためにされていることになっっっっているているているている

のですけれどのですけれどのですけれどのですけれどもももも、、、、大阪や東大阪や東大阪や東大阪や東京京京京などのなどのなどのなどの大都市大都市大都市大都市の方は、それについてはの方は、それについてはの方は、それについてはの方は、それについてはややややはりどはりどはりどはりどちちちちらかといらかといらかといらかというううう

とととと反反反反対の対の対の対の立立立立場です。ただ場です。ただ場です。ただ場です。ただ全全全全国の知事会などでは、国の知事会などでは、国の知事会などでは、国の知事会などでは、格差是格差是格差是格差是正がき正がき正がき正がきちんちんちんちんとなされるまでの間はとなされるまでの間はとなされるまでの間はとなされるまでの間は

その部その部その部その部分分分分についてはについてはについてはについては維持維持維持維持をしてほしいといをしてほしいといをしてほしいといをしてほしいという言う言う言う言い方をされています。い方をされています。い方をされています。い方をされています。

それから、それから、それから、それから、もうもうもうもう１点の、近畿ブロック知事会では国の出先機関の議論とい１点の、近畿ブロック知事会では国の出先機関の議論とい１点の、近畿ブロック知事会では国の出先機関の議論とい１点の、近畿ブロック知事会では国の出先機関の議論といううううのは特にさのは特にさのは特にさのは特にさ

れておりませれておりませれておりませれておりませんんんん。。。。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 １点目の１点目の１点目の１点目の首都首都首都首都機機機機能能能能ババババックックックックアアアアッッッッププププ構造構造構造構造のののの構築構築構築構築に関するに関するに関するに関する取取取取りりりり組み組み組み組みについては、まについては、まについては、まについては、ま

た後でそれに関する資料をいただきたいと思います。た後でそれに関する資料をいただきたいと思います。た後でそれに関する資料をいただきたいと思います。た後でそれに関する資料をいただきたいと思います。よろよろよろよろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

それと、地方それと、地方それと、地方それと、地方法法法法人人人人特別税の特別税の特別税の特別税の維持維持維持維持についてについてについてについて反反反反対の対の対の対の立立立立場で、場で、場で、場で、大阪大阪大阪大阪府が地方税体府が地方税体府が地方税体府が地方税体系系系系の充実の充実の充実の充実強化強化強化強化

についてについてについてについてややややられるといられるといられるといられるといううううことで、ことで、ことで、ことで、大都市大都市大都市大都市としてのとしてのとしてのとしての立立立立場でお場でお場でお場でおっっっっししししゃっゃっゃっゃっておられると理解をしておられると理解をしておられると理解をしておられると理解をし

ていますけれどていますけれどていますけれどていますけれどもももも、ここは、ここは、ここは、ここは我々我々我々我々、、、、奈奈奈奈良県の思いと良県の思いと良県の思いと良県の思いと大阪大阪大阪大阪府は府は府は府は違違違違ううううなとなとなとなと確認確認確認確認をさせていただいをさせていただいをさせていただいをさせていただい

た次第です。た次第です。た次第です。た次第です。

最後に、国の出先機関について、これは最後に、国の出先機関について、これは最後に、国の出先機関について、これは最後に、国の出先機関について、これは全全全全国知事会で国知事会で国知事会で国知事会でもももも特にこの特にこの特にこの特にこのようようようような議論はなされてな議論はなされてな議論はなされてな議論はなされて

いないといいないといいないといいないといううううことですか。それことですか。それことですか。それことですか。それも確認も確認も確認も確認したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 国の出先機関の関係は国の出先機関の関係は国の出先機関の関係は国の出先機関の関係は全全全全国知事会では、先ほど知事公室長から説明国知事会では、先ほど知事公室長から説明国知事会では、先ほど知事公室長から説明国知事会では、先ほど知事公室長から説明

のありましたとおり、国の特定地方行政機関の事務等の移のありましたとおり、国の特定地方行政機関の事務等の移のありましたとおり、国の特定地方行政機関の事務等の移のありましたとおり、国の特定地方行政機関の事務等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の案の案の案の閣閣閣閣議決定を議決定を議決定を議決定を

受けてとい受けてとい受けてとい受けてといううううことで、ことで、ことで、ことで、声声声声明を出されておられます。明を出されておられます。明を出されておられます。明を出されておられます。全全全全国知事会の中では地方国知事会の中では地方国知事会の中では地方国知事会の中では地方分権分権分権分権はははは確確確確かにかにかにかに

必必必必要であるとい要であるとい要であるとい要であるといううううことでことでことでことで言っ言っ言っ言っています。その一連のています。その一連のています。その一連のています。その一連の流流流流れの中で国の出先機関の関係の議論れの中で国の出先機関の関係の議論れの中で国の出先機関の関係の議論れの中で国の出先機関の関係の議論

もももも出てきておりますけれど出てきておりますけれど出てきておりますけれど出てきておりますけれどもももも、ただ、い、ただ、い、ただ、い、ただ、いろろろろいいいいろろろろな地方、それな地方、それな地方、それな地方、それぞぞぞぞれの地域、地域で、れの地域、地域で、れの地域、地域で、れの地域、地域で、例えば例えば例えば例えば

今ですと今ですと今ですと今ですと四四四四国国国国やややや九州九州九州九州、中国地方であ、中国地方であ、中国地方であ、中国地方であっっっったり、そこの中での知事会といたり、そこの中での知事会といたり、そこの中での知事会といたり、そこの中での知事会といううううのは、のは、のは、のは、確確確確かに国のかに国のかに国のかに国の

出先機関の関係の議論はなされておられますけれど出先機関の関係の議論はなされておられますけれど出先機関の関係の議論はなされておられますけれど出先機関の関係の議論はなされておられますけれどもももも、、、、被被被被災されている災されている災されている災されている東北東北東北東北地方などそ地方などそ地方などそ地方などそうううう

いいいいううううとことことこところろろろではどではどではどではどちちちちらかといらかといらかといらかといううううとととと慎慎慎慎重重重重なごなごなごなご意見も持っ意見も持っ意見も持っ意見も持っておられるといておられるといておられるといておられるといううううことになことになことになことになっっっっておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 最後に、最後に、最後に、最後に、参考参考参考参考におにおにおにお聞聞聞聞きしたいので、わかるきしたいので、わかるきしたいので、わかるきしたいので、わかる範囲範囲範囲範囲で結で結で結で結構構構構でごでごでごでござざざざいますけれど、いますけれど、いますけれど、いますけれど、

今の知事会今の知事会今の知事会今の知事会以以以以外外外外の地方の地方の地方の地方六団六団六団六団体の出先機関に関する議論はなされておられるのでし体の出先機関に関する議論はなされておられるのでし体の出先機関に関する議論はなされておられるのでし体の出先機関に関する議論はなされておられるのでしょうょうょうょうか。か。か。か。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 地方地方地方地方六団六団六団六団体の中で、知事会、県議会議長会、体の中で、知事会、県議会議長会、体の中で、知事会、県議会議長会、体の中で、知事会、県議会議長会、市市市市長会、長会、長会、長会、町村町村町村町村会、それ会、それ会、それ会、それ
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ぞぞぞぞれの機関について、議会の方の動きまではれの機関について、議会の方の動きまではれの機関について、議会の方の動きまではれの機関について、議会の方の動きまでは把握把握把握把握しておりませしておりませしておりませしておりませんんんんけれどけれどけれどけれどもももも、、、、市市市市長会、長会、長会、長会、町村町村町村町村

会の中ではかなり議論はされてると会の中ではかなり議論はされてると会の中ではかなり議論はされてると会の中ではかなり議論はされてると聞聞聞聞いております。今のいております。今のいております。今のいております。今の声声声声明で明で明で明でも例えば全も例えば全も例えば全も例えば全国国国国市市市市長会では、長会では、長会では、長会では、

今の今の今の今の閣閣閣閣議決定がされたときに、議決定がされたときに、議決定がされたときに、議決定がされたときに、例えば大規模例えば大規模例えば大規模例えば大規模災災災災害害害害時の時の時の時の緊急緊急緊急緊急時における危機管理体制時における危機管理体制時における危機管理体制時における危機管理体制やややや迅迅迅迅速速速速

なななな復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興をは興をは興をは興をはじじじじめとする機動的な対応がめとする機動的な対応がめとする機動的な対応がめとする機動的な対応がううううまくできないのではないかとか、移まくできないのではないかとか、移まくできないのではないかとか、移まくできないのではないかとか、移譲譲譲譲対対対対象象象象

事務の事務の事務の事務の範囲範囲範囲範囲についてについてについてについて法律法律法律法律上明上明上明上明確確確確にすにすにすにすべべべべきであるにきであるにきであるにきであるにももももかかわらず、そのかかわらず、そのかかわらず、そのかかわらず、その全全全全体体体体像像像像が明らかでなが明らかでなが明らかでなが明らかでな

いとか、いとか、いとか、いとか、具具具具体的な体的な体的な体的な財源措置財源措置財源措置財源措置のあり方などがまだはのあり方などがまだはのあり方などがまだはのあり方などがまだはっっっっきりしてないのではないかとか、管きりしてないのではないかとか、管きりしてないのではないかとか、管きりしてないのではないかとか、管轄轄轄轄

区区区区域の域の域の域の整整整整理、統合理、統合理、統合理、統合やややや国の関国の関国の関国の関与与与与のののの重重重重要事項について要事項について要事項について要事項について示示示示されてないといされてないといされてないといされてないといううううことで、いことで、いことで、いことで、いろろろろいいいいろろろろとととと

問問問問題題題題をををを指指指指摘摘摘摘されておられるとこされておられるとこされておられるとこされておられるところろろろであります。であります。であります。であります。

それから、それから、それから、それから、全全全全国国国国町村町村町村町村会で会で会で会でもももも災災災災害害害害時の危機管理体制等が時の危機管理体制等が時の危機管理体制等が時の危機管理体制等が現現現現実に機実に機実に機実に機能能能能するかするかするかするか懸念懸念懸念懸念されているされているされているされている

とか、手とか、手とか、手とか、手挙挙挙挙げ方げ方げ方げ方式式式式で一つの国の中で特定広域連合がで一つの国の中で特定広域連合がで一つの国の中で特定広域連合がで一つの国の中で特定広域連合が担う担う担う担う地域と、地域と、地域と、地域と、引引引引きききき続続続続き国がき国がき国がき国が担う担う担う担う地域と地域と地域と地域と

がががが混混混混在在在在しますので、しますので、しますので、しますので、強強強強力な体制が力な体制が力な体制が力な体制が維持維持維持維持できるのかといできるのかといできるのかといできるのかというううう十十十十分分分分なななな検証検証検証検証がががが必必必必要であるとか、特要であるとか、特要であるとか、特要であるとか、特

定広域連合内の定広域連合内の定広域連合内の定広域連合内のインフラ整備インフラ整備インフラ整備インフラ整備等の等の等の等の利利利利害害害害調調調調整整整整ががががううううまくいくのかまくいくのかまくいくのかまくいくのか疑問疑問疑問疑問がががが残残残残るといるといるといるというううう懸念懸念懸念懸念ももももごごごござざざざ

いまして、先ほど知事公室長が申し上げましたとおりいまして、先ほど知事公室長が申し上げましたとおりいまして、先ほど知事公室長が申し上げましたとおりいまして、先ほど知事公室長が申し上げましたとおり閣閣閣閣議決定がされた日に、まことに議決定がされた日に、まことに議決定がされた日に、まことに議決定がされた日に、まことに遺遺遺遺

憾憾憾憾であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、極極極極めてめてめてめて遺憾遺憾遺憾遺憾であるといであるといであるといであるという声う声う声う声明を出されています。明を出されています。明を出されています。明を出されています。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 消消消消防の広域防の広域防の広域防の広域化化化化のののの問問問問題題題題についておについておについておについてお尋尋尋尋ねねねねしたいのですけれどしたいのですけれどしたいのですけれどしたいのですけれどもももも、、、、前前前前回に回に回に回に示示示示しししし

ていただいたていただいたていただいたていただいたもももものが平成２４年１２月に各のが平成２４年１２月に各のが平成２４年１２月に各のが平成２４年１２月に各市町村市町村市町村市町村の調の調の調の調印印印印を行を行を行を行ううううといといといというスうスうスうスケケケケジジジジュュュューーーールルルルで、議で、議で、議で、議

会の議決が後になるとい会の議決が後になるとい会の議決が後になるとい会の議決が後になるといううううことで、ことで、ことで、ことで、私私私私はははは順番順番順番順番がががが違違違違ううううのではないかといのではないかといのではないかといのではないかといううううことをことをことをことを取取取取り上げさり上げさり上げさり上げさ

せてせてせてせてももももららららっっっったのですが、その後、各議会とかたのですが、その後、各議会とかたのですが、その後、各議会とかたのですが、その後、各議会とか自自自自治治治治体に説明に行くと体に説明に行くと体に説明に行くと体に説明に行くと言言言言われておりまして、われておりまして、われておりまして、われておりまして、

説明に行かれてどの説明に行かれてどの説明に行かれてどの説明に行かれてどのようようようようなななな意見意見意見意見が出ているのかをおが出ているのかをおが出ているのかをおが出ているのかをお伺伺伺伺いしたいと思います。それで、資料いしたいと思います。それで、資料いしたいと思います。それで、資料いしたいと思います。それで、資料

をををを見見見見ましたら、協定ましたら、協定ましたら、協定ましたら、協定書書書書の調の調の調の調印印印印が平成２５年７月といが平成２５年７月といが平成２５年７月といが平成２５年７月といううううことで７ことで７ことで７ことで７カカカカ月ほど先にな月ほど先にな月ほど先にな月ほど先になっっっったのですたのですたのですたのです

けれどけれどけれどけれどもももも、この、この、この、このようようようようになになになになっっっったたたた経緯経緯経緯経緯についておについておについておについてお尋尋尋尋ねねねね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。

それとそれとそれとそれともうもうもうもう一つは、関西広域連合の関係ですけれど一つは、関西広域連合の関係ですけれど一つは、関西広域連合の関係ですけれど一つは、関西広域連合の関係ですけれどもももも、、、、衆衆衆衆議議議議院院院院の内の内の内の内閣閣閣閣委員会で、委員会で、委員会で、委員会で、奈奈奈奈良県良県良県良県

がががが不不不不参加参加参加参加の関西広域連合が国に出先機関の移の関西広域連合が国に出先機関の移の関西広域連合が国に出先機関の移の関西広域連合が国に出先機関の移譲譲譲譲を求めていることについて、を求めていることについて、を求めていることについて、を求めていることについて、奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の加加加加入入入入

がががが前提前提前提前提といといといというよううよううよううようなななな認認認認識識識識をををを樽床樽床樽床樽床総総総総務務務務大臣大臣大臣大臣がががが言言言言われたといわれたといわれたといわれたといううううことが新ことが新ことが新ことが新聞聞聞聞等で報等で報等で報等で報道道道道をされておをされておをされておをされてお

りますけれどりますけれどりますけれどりますけれどもももも、そのことで県に、そのことで県に、そのことで県に、そのことで県に何何何何かかかか具具具具体的に体的に体的に体的に総総総総務省から務省から務省から務省から話話話話がががが来来来来ているのかどているのかどているのかどているのかどううううか、そのか、そのか、そのか、その

点をお点をお点をお点をお尋尋尋尋ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 １点目、調１点目、調１点目、調１点目、調印印印印については、平成２４年６月議については、平成２４年６月議については、平成２４年６月議については、平成２４年６月議

会の広域行政調査特別委員会のときに、１２月の会の広域行政調査特別委員会のときに、１２月の会の広域行政調査特別委員会のときに、１２月の会の広域行政調査特別委員会のときに、１２月の総総総総会で会で会で会で計画計画計画計画のののの承認承認承認承認をいただいて、その後をいただいて、その後をいただいて、その後をいただいて、その後

調調調調印印印印といといといという形う形う形う形ででででススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルをををを組ん組ん組ん組んでおられました。とこでおられました。とこでおられました。とこでおられました。ところろろろがいがいがいがいろろろろいいいいろろろろなななな市町村市町村市町村市町村から、から、から、から、やややや

はり議会にきはり議会にきはり議会にきはり議会にきちっちっちっちっと説明して議会の理解をと説明して議会の理解をと説明して議会の理解をと説明して議会の理解を得得得得た上で調た上で調た上で調た上で調印印印印といといといという形う形う形う形をとをとをとをとっっっった方がいいといた方がいいといた方がいいといた方がいいというううう
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ごごごご意見意見意見意見がががが多数多数多数多数出まして、平成２４年１１月１２日の出まして、平成２４年１１月１２日の出まして、平成２４年１１月１２日の出まして、平成２４年１１月１２日の小小小小委員会の中で委員会の中で委員会の中で委員会の中でススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルをををを変変変変更更更更しししし

てといてといてといてという形う形う形う形で、平成２５年６月ので、平成２５年６月ので、平成２５年６月ので、平成２５年６月の市町村市町村市町村市町村議会で議会で議会で議会で規規規規約約約約の議決をいただいた後で調の議決をいただいた後で調の議決をいただいた後で調の議決をいただいた後で調印印印印した方がした方がした方がした方が

いいといいいといいいといいいという意見う意見う意見う意見がごがごがごがござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルのののの変変変変更更更更がなされたがなされたがなされたがなされたもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

それと、それと、それと、それと、私私私私も前も前も前も前の委員会のときにそれの委員会のときにそれの委員会のときにそれの委員会のときにそれぞぞぞぞれのれのれのれの市町村市町村市町村市町村を回を回を回を回っっっってといてといてといてといううううことことことこともももも説明させてい説明させてい説明させてい説明させてい

ただきました。平成２４年１１月１２日のただきました。平成２４年１１月１２日のただきました。平成２４年１１月１２日のただきました。平成２４年１１月１２日の小小小小委員会を受けまして、委員会を受けまして、委員会を受けまして、委員会を受けまして、計画計画計画計画合合合合意意意意をををを得得得得ましたのましたのましたのましたの

で、それをで、それをで、それをで、それをももももとにとにとにとに現在現在現在現在、先週から、先週から、先週から、先週から市町村市町村市町村市町村に説明に入に説明に入に説明に入に説明に入っっっっております。協議会の事務ております。協議会の事務ております。協議会の事務ております。協議会の事務局局局局と、県と、県と、県と、県

もももも入りまして、３７入りまして、３７入りまして、３７入りまして、３７市町村市町村市町村市町村のののの首首首首長、それから長、それから長、それから長、それから総総総総務部長務部長務部長務部長もももも入入入入っっっっていただいて、事務ていただいて、事務ていただいて、事務ていただいて、事務当局も当局も当局も当局も入入入入

っっっって、説明に回て、説明に回て、説明に回て、説明に回っっっっているとこているとこているとこているところろろろでごでごでごでござざざざいます。できましたら１２月の議会までにすいます。できましたら１２月の議会までにすいます。できましたら１２月の議会までにすいます。できましたら１２月の議会までにすべべべべて３て３て３て３

７７７７市町村市町村市町村市町村回回回回っっっっていきたい、このていきたい、このていきたい、このていきたい、このようようようようにににに考え考え考え考えています。したがています。したがています。したがています。したがっっっって、どて、どて、どて、どうううういいいいっっっったたたた意見意見意見意見が出てが出てが出てが出て

いるかについては、まだ説明してご理解をいただいているとこいるかについては、まだ説明してご理解をいただいているとこいるかについては、まだ説明してご理解をいただいているとこいるかについては、まだ説明してご理解をいただいているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でご

ざざざざいます。います。います。います。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 今井委員のご今井委員のご今井委員のご今井委員のご質問質問質問質問ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、樽床樽床樽床樽床総総総総務務務務大臣大臣大臣大臣のご発のご発のご発のご発言言言言ですが、そですが、そですが、そですが、そ

れに関しましては、特にれに関しましては、特にれに関しましては、特にれに関しましては、特に総総総総務省の方からは務省の方からは務省の方からは務省の方からは何何何何もももも照照照照会等は会等は会等は会等は来来来来ておりませておりませておりませておりませんんんん。。。。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 ふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワーク、さきほどーク、さきほどーク、さきほどーク、さきほど青青青青山政策山政策山政策山政策推進推進推進推進課長に関西広域連合に対課長に関西広域連合に対課長に関西広域連合に対課長に関西広域連合に対

してしてしてしてふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワークといークといークといークといううううのはのはのはのは何何何何をするのですかといをするのですかといをするのですかといをするのですかというううう質問質問質問質問をしたいと思をしたいと思をしたいと思をしたいと思っっっったたたた

のですが、今ここにのですが、今ここにのですが、今ここにのですが、今ここに来来来来たらこたらこたらこたらこうううういいいいううううのが出ているからこれはこれでいいのですけれど、のが出ているからこれはこれでいいのですけれど、のが出ているからこれはこれでいいのですけれど、のが出ているからこれはこれでいいのですけれど、リリリリ

ーーーーダダダダー県、ー県、ー県、ー県、鳥鳥鳥鳥取取取取県の県の県の県の下下下下でででで共共共共同同同同研究研究研究研究ププププロジロジロジロジェェェェククククトトトト、、、、森森森森林林林林吸収量吸収量吸収量吸収量市市市市場場場場取引取引取引取引制度とあるのですけ制度とあるのですけ制度とあるのですけ制度とあるのですけ

れど、れど、れど、れど、幾幾幾幾つかつかつかつかテテテテーーーーママママが決められて、今回はたまたまが決められて、今回はたまたまが決められて、今回はたまたまが決められて、今回はたまたま鳥鳥鳥鳥取取取取県が新年度に県が新年度に県が新年度に県が新年度に向向向向けてけてけてけて何何何何か要か要か要か要望望望望なさなさなさなさ

るといるといるといるというよううよううよううようなことなのか。そなことなのか。そなことなのか。そなことなのか。そうううういいいいうテうテうテうテーーーーママママといといといといううううのはどのはどのはどのはどんんんんななななもももものがあるのですか。のがあるのですか。のがあるのですか。のがあるのですか。僕僕僕僕はははは

これはこれはこれはこれは難難難難しいとは思しいとは思しいとは思しいとは思ううううのだけれど、こののだけれど、こののだけれど、こののだけれど、この前前前前の決の決の決の決算算算算審審審審査特別委員会で査特別委員会で査特別委員会で査特別委員会でもももも、、、、例えば例えば例えば例えばオオオオスプスプスプスプレレレレイイイイ

配配配配備備備備などに、少しなどに、少しなどに、少しなどに、少し物物物物をををを言っ言っ言っ言ってきたらどてきたらどてきたらどてきたらどううううですかと、ですかと、ですかと、ですかと、荒荒荒荒井知事がいら井知事がいら井知事がいら井知事がいらっっっっししししゃっゃっゃっゃった時にた時にた時にた時に言っ言っ言っ言ったたたた

のだけれど、それは、知事はのだけれど、それは、知事はのだけれど、それは、知事はのだけれど、それは、知事は昔昔昔昔、、、、運輸運輸運輸運輸省にいたときの省にいたときの省にいたときの省にいたときの話話話話をなさをなさをなさをなさっっっっていたけれどていたけれどていたけれどていたけれどもももも、これだ、これだ、これだ、これだ

けのけのけのけの面々面々面々面々がががが集集集集ままままっっっったたたたププププロジロジロジロジェェェェククククトトトトですから、そですから、そですから、そですから、そうううういいいいうテうテうテうテーーーーママママをなさをなさをなさをなさっっっったらいいと思たらいいと思たらいいと思たらいいと思ううううのでのでのでので

すが、とりあすが、とりあすが、とりあすが、とりあええええず今、ず今、ず今、ず今、当当当当面面面面はこれだけがはこれだけがはこれだけがはこれだけがテテテテーーーーママママなのか、なのか、なのか、なのか、幾幾幾幾つかつかつかつか検討検討検討検討されいているされいているされいているされいているもももものがあのがあのがあのがあ

るのかどるのかどるのかどるのかどううううか、今ここでいきなり出されてか、今ここでいきなり出されてか、今ここでいきなり出されてか、今ここでいきなり出されてもちょっもちょっもちょっもちょっとととと読読読読んんんんだだけではすだだけではすだだけではすだだけではすぐぐぐぐ理解できないの理解できないの理解できないの理解できないの

だけれど、その点だけれど、その点だけれど、その点だけれど、その点ふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワークがークがークがークが何何何何をなさをなさをなさをなさろうろうろうろうとしておるのか、としておるのか、としておるのか、としておるのか、奈奈奈奈良県はは良県はは良県はは良県はは

関西広域連合に入関西広域連合に入関西広域連合に入関西広域連合に入っっっっていないですけれどていないですけれどていないですけれどていないですけれどもももも、こ、こ、こ、こっちっちっちっちに入に入に入に入っっっっているといているといているといているといううううことで、その点今ことで、その点今ことで、その点今ことで、その点今

上が上が上が上がっっっっているているているているテテテテーーーーママママがあれがあれがあれがあればばばば聞聞聞聞かせてほしいし、かせてほしいし、かせてほしいし、かせてほしいし、何何何何をしをしをしをしようようようようとしているのかといとしているのかといとしているのかといとしているのかといっっっったらたらたらたら何何何何

ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、一応、一応、一応、一応ふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワークークークークもももも存存存存在価在価在価在価値値値値をををを示示示示さないといけないと思さないといけないと思さないといけないと思さないといけないと思ううううのののの

でででで聞聞聞聞きたいです。きたいです。きたいです。きたいです。以以以以上です。上です。上です。上です。
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○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 ふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワークでごークでごークでごークでござざざざ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、梶川委員がお、梶川委員がお、梶川委員がお、梶川委員がおっっっっ

ししししゃっゃっゃっゃっていただきましたとおり１３県知事でていただきましたとおり１３県知事でていただきましたとおり１３県知事でていただきましたとおり１３県知事で構構構構成されております。成されております。成されております。成されております。福福福福井県知事の井県知事の井県知事の井県知事のよよよよびかけびかけびかけびかけ

にににによよよより平成２２年１月にり平成２２年１月にり平成２２年１月にり平成２２年１月に設設設設立立立立をしております。をしております。をしております。をしております。ふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワークはどのークはどのークはどのークはどのようようようようなこなこなこなこ

とをとをとをとをやっやっやっやっているのかごているのかごているのかごているのかご紹介紹介紹介紹介させていただくと、政策させていただくと、政策させていただくと、政策させていただくと、政策提提提提案、案、案、案、提言提言提言提言をしていこをしていこをしていこをしていこううううといといといという考えう考えう考えう考え方方方方

で、たとで、たとで、たとで、たとえば提えば提えば提えば提案、案、案、案、提言提言提言提言としましては平成２３年８月にとしましては平成２３年８月にとしましては平成２３年８月にとしましては平成２３年８月に奈奈奈奈良県で良県で良県で良県でふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワーーーー

クを開催しましたが、その時には新しい国づくりに関するクを開催しましたが、その時には新しい国づくりに関するクを開催しましたが、その時には新しい国づくりに関するクを開催しましたが、その時には新しい国づくりに関する共共共共同同同同宣宣宣宣言言言言、、、、奈奈奈奈良良良良宣宣宣宣言言言言といといといといっっっっておておておてお

りますが、りますが、りますが、りますが、東東東東日本日本日本日本大震大震大震大震災の関係で災の関係で災の関係で災の関係で被被被被災された方災された方災された方災された方 々々々々がががが将将将将来来来来にににに向向向向かかかかっっっって安て安て安て安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる社社社社会会会会

のののの構築構築構築構築をめをめをめをめざざざざすといすといすといすというううう共共共共同同同同宣宣宣宣言言言言をををを採択採択採択採択しました。今成しました。今成しました。今成しました。今成果果果果で説明させていただきました、新で説明させていただきました、新で説明させていただきました、新で説明させていただきました、新

たな国づくりのための税制調査会をたな国づくりのための税制調査会をたな国づくりのための税制調査会をたな国づくりのための税制調査会を設置設置設置設置しております。今年の７月にしております。今年の７月にしております。今年の７月にしております。今年の７月に奈奈奈奈良県、良県、良県、良県、福福福福井県、井県、井県、井県、鳥鳥鳥鳥

取取取取県、県、県、県、島根島根島根島根県の４県の知事が政府税制調査会とか各省に税制の県の４県の知事が政府税制調査会とか各省に税制の県の４県の知事が政府税制調査会とか各省に税制の県の４県の知事が政府税制調査会とか各省に税制の提言提言提言提言について説明をしていについて説明をしていについて説明をしていについて説明をしてい

ます。ます。ます。ます。

たとたとたとたとえばえばえばえば産産産産業の業の業の業の空洞空洞空洞空洞化化化化の防の防の防の防止止止止やややや少子少子少子少子高高高高齢齢齢齢化化化化問問問問題題題題の解決といの解決といの解決といの解決といううううことで、ことで、ことで、ことで、企企企企業の国内業の国内業の国内業の国内分分分分散散散散をををを促促促促

進進進進するするするする優遇優遇優遇優遇税制の税制の税制の税制の設設設設立立立立とかとかとかとか三三三三世世世世代同代同代同代同居居居居をををを促進促進促進促進するするするする優遇優遇優遇優遇税制、地方の資税制、地方の資税制、地方の資税制、地方の資源源源源を生かしてを生かしてを生かしてを生かして我我我我が国が国が国が国

のののの環境環境環境環境・・・・エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー問問問問題題題題を解決するための税制といを解決するための税制といを解決するための税制といを解決するための税制といううううことで、今説明させていただきましことで、今説明させていただきましことで、今説明させていただきましことで、今説明させていただきまし

た、た、た、た、Ｊ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲ制度の制度の制度の制度の普普普普及及及及拡拡拡拡大大大大、、、、低燃費産低燃費産低燃費産低燃費産業にするための業にするための業にするための業にするための優遇優遇優遇優遇税制の税制の税制の税制の創創創創設設設設などの税制のなどの税制のなどの税制のなどの税制の提提提提

言言言言ををををやっやっやっやっています。それから、ています。それから、ています。それから、ています。それから、共共共共同同同同研究研究研究研究として平成２２年度から２年間かけて１０のとして平成２２年度から２年間かけて１０のとして平成２２年度から２年間かけて１０のとして平成２２年度から２年間かけて１０の共共共共同同同同

ププププロジロジロジロジェェェェククククトトトトで各府県それで各府県それで各府県それで各府県それぞぞぞぞれがれがれがれが集集集集まり、まり、まり、まり、奈奈奈奈良県でいくと良県でいくと良県でいくと良県でいくと効果効果効果効果的な的な的な的な健健健健康づくりの康づくりの康づくりの康づくりの施施施施策策策策検討検討検討検討

といといといといううううことで、それことで、それことで、それことで、それぞぞぞぞれの県があつまれの県があつまれの県があつまれの県があつまっっっっていていていていろろろろいいいいろろろろなななな施施施施策を策を策を策を考え考え考え考えそれそれそれそれぞぞぞぞれの県で実行してれの県で実行してれの県で実行してれの県で実行して

いくといいくといいくといいくというううう共共共共同同同同研究研究研究研究、また平成２４年度から新たな、また平成２４年度から新たな、また平成２４年度から新たな、また平成２４年度から新たなププププロジロジロジロジェェェェククククトトトトをををを立立立立ちちちち上げ、１０の上げ、１０の上げ、１０の上げ、１０のテテテテーーーー

ママママででででススススタタタターーーートトトトしております。その他のしております。その他のしております。その他のしております。その他の提提提提携事業でいきますと、携事業でいきますと、携事業でいきますと、携事業でいきますと、例えば東例えば東例えば東例えば東京京京京のまほのまほのまほのまほろばろばろばろば館館館館でででで

アンテアンテアンテアンテナナナナショショショショッッッッププププでででで農農農農産物産物産物産物のののの直直直直売売売売、相互、相互、相互、相互販販販販売売売売、、、、首都首都首都首都圏での圏での圏での圏での共共共共同同同同販販販販売売売売をしております。をしております。をしております。をしております。

ふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワークでークでークでークで若若若若手職員が手職員が手職員が手職員が集集集集まりいまりいまりいまりいろろろろいいいいろろろろななななテテテテーーーーママママを定め、本県はを定め、本県はを定め、本県はを定め、本県はＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡ

マネマネマネマネジジジジメメメメントサイントサイントサイントサイククククルルルルををををやっやっやっやったのですが、たのですが、たのですが、たのですが、若若若若手職員が手職員が手職員が手職員が集集集集っっっってててて切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨するするするするもももものをのをのをのをやっやっやっやっておておておてお

りますし、今後ですがりますし、今後ですがりますし、今後ですがりますし、今後ですが商商商商工工工工会議会議会議会議所所所所をとおしての連携ををとおしての連携ををとおしての連携ををとおしての連携をやっやっやっやっていこていこていこていこううううとととと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

ふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワークはークはークはークは単単単単なる国なる国なる国なる国へへへへの要の要の要の要望望望望といといといという形う形う形う形でなく、それでなく、それでなく、それでなく、それぞぞぞぞれの地方の課れの地方の課れの地方の課れの地方の課題題題題をををを

考え考え考え考え、ど、ど、ど、どうやっうやっうやっうやって解決していて解決していて解決していて解決していっっっったらたらたらたらよよよよいかといいかといいかといいかというううう国に対して政策国に対して政策国に対して政策国に対して政策提言提言提言提言をしていこをしていこをしていこをしていこううううといといといというううう

ススススタタタタンスンスンスンスででででふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネネネネッッッットワトワトワトワークをークをークをークを進進進進めていこめていこめていこめていこううううとしているとことしているとことしているとことしているところろろろです。です。です。です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 一一一一通通通通り説明していただきましたので、り説明していただきましたので、り説明していただきましたので、り説明していただきましたので、ぜひぜひぜひぜひ存存存存在価在価在価在価値値値値をををを示示示示しながらししながらししながらししながらしっっっっかりかりかりかりやややや

っっっってほしいと思います。てほしいと思います。てほしいと思います。てほしいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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。
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なけれなけれなけれなければばばば、これで、これで、これで、これで質疑質疑質疑質疑等を等を等を等を終終終終わります。わります。わります。わります。

それでは次に、本日の委員会を受けまして委員間それでは次に、本日の委員会を受けまして委員間それでは次に、本日の委員会を受けまして委員間それでは次に、本日の委員会を受けまして委員間討討討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本日出席の理事者の本日出席の理事者の本日出席の理事者の同同同同席を求めておりますが、席を求めておりますが、席を求めておりますが、席を求めておりますが、よろよろよろよろしいでししいでししいでししいでしょうょうょうょうか。か。か。か。

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

議論の方議論の方議論の方議論の方向向向向についてですけれどについてですけれどについてですけれどについてですけれどもももも、事、事、事、事前前前前に、別にそのに、別にそのに、別にそのに、別にその書書書書類類類類をごらをごらをごらをごらんんんんななななっっっっていただいていていただいていていただいていていただいてい

ます。ます。ます。ます。

まず、別まず、別まず、別まず、別紙紙紙紙の危機発生時の相互応援に関する基本協定について、の危機発生時の相互応援に関する基本協定について、の危機発生時の相互応援に関する基本協定について、の危機発生時の相互応援に関する基本協定について、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見がごがごがごがござざざざいまいまいまいま

したら、いただけませしたら、いただけませしたら、いただけませしたら、いただけませんんんんか。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。

次に、次に、次に、次に、もうもうもうもう一つですけれど一つですけれど一つですけれど一つですけれどもももも、国の出先機関の、国の出先機関の、国の出先機関の、国の出先機関の権限権限権限権限移移移移譲譲譲譲の地方移管についてですけれどの地方移管についてですけれどの地方移管についてですけれどの地方移管についてですけれど

もももも、今回、、今回、、今回、、今回、閣閣閣閣議決定をされたけれど議決定をされたけれど議決定をされたけれど議決定をされたけれどもももも国会国会国会国会へへへへはははは提提提提出されなか出されなか出されなか出されなかっっっったといたといたといたといううううことです。それと、ことです。それと、ことです。それと、ことです。それと、

市町村市町村市町村市町村のののの追加追加追加追加修修修修正がされたとこ正がされたとこ正がされたとこ正がされたところろろろと、それから、今、政と、それから、今、政と、それから、今、政と、それから、今、政党党党党間での間での間での間での争争争争点に点に点に点にももももななななっっっっておりますておりますておりますております

が、これについてが、これについてが、これについてが、これについて何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見ごごご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。選挙選挙選挙選挙中でありまして、中でありまして、中でありまして、中でありまして、自民党自民党自民党自民党が地方移管にが地方移管にが地方移管にが地方移管に

ついてついてついてついて反反反反対されていますので、対されていますので、対されていますので、対されていますので、選挙選挙選挙選挙がががが終終終終わわわわっっっってからといてからといてからといてからといううううことでことでことでことでよろよろよろよろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

（（（（「「「「はい、結はい、結はい、結はい、結構構構構ですですですです」」」」と呼と呼と呼と呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それから、それから、それから、それから、もうもうもうもう一つ一つ一つ一つ道道道道州州州州制についてですけれど制についてですけれど制についてですけれど制についてですけれどもももも、、、、衆衆衆衆議議議議院院院院が解が解が解が解散散散散し、１２月１６日し、１２月１６日し、１２月１６日し、１２月１６日投投投投開開開開

票票票票となとなとなとなっっっっておりますけれどておりますけれどておりますけれどておりますけれどもももも、、、、道道道道州州州州制の実制の実制の実制の実現現現現を公を公を公を公約約約約にににに盛盛盛盛りりりり込込込込むむむむ政政政政党も党も党も党もあり、今後、国におあり、今後、国におあり、今後、国におあり、今後、国にお

いてはいてはいてはいては道道道道州州州州制に関する議論の制に関する議論の制に関する議論の制に関する議論の高高高高まりがまりがまりがまりが予想予想予想予想されます。しかし、関西広域連合ではされます。しかし、関西広域連合ではされます。しかし、関西広域連合ではされます。しかし、関西広域連合では設設設設立立立立にににに当当当当

たたたたっっっってててて道道道道州州州州制に制に制に制に転転転転化化化化しないことを申し合わせております。しかし、４政しないことを申し合わせております。しかし、４政しないことを申し合わせております。しかし、４政しないことを申し合わせております。しかし、４政令令令令市市市市がががが加加加加入しまし入しまし入しまし入しまし

て、４政て、４政て、４政て、４政令令令令市市市市がががが道道道道州州州州制を制を制を制を見見見見据据据据ええええた広域連合をた広域連合をた広域連合をた広域連合を想想想想定しております。二定しております。二定しております。二定しております。二条条条条城城城城宣宣宣宣言言言言といといといといううううのを４のを４のを４のを４

政政政政令令令令市市市市がががが宣宣宣宣言言言言されております。今後、されております。今後、されております。今後、されております。今後、自自自自治治治治体の体の体の体の集集集集合体である関西広域連合と合体である関西広域連合と合体である関西広域連合と合体である関西広域連合と道道道道州州州州制の関係制の関係制の関係制の関係

についてどについてどについてどについてどう考えう考えう考えう考えるかといるかといるかといるかといううううのがのがのがのが重重重重要ではないかと要ではないかと要ではないかと要ではないかと考え考え考え考えておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、何何何何かかかかももももしごしごしごしご意見意見意見意見がががが

ごごごござざざざいましたら、これの議論についてお願いします。いましたら、これの議論についてお願いします。いましたら、これの議論についてお願いします。いましたら、これの議論についてお願いします。

（（（（「「「「議論議論議論議論難難難難しいなしいなしいなしいな」」」」と呼と呼と呼と呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 関西広域連合と関西広域連合と関西広域連合と関西広域連合と道道道道州州州州制を結びつけての議論とい制を結びつけての議論とい制を結びつけての議論とい制を結びつけての議論というううう委員長のお委員長のお委員長のお委員長のお言言言言葉葉葉葉ももももああああっっっったのたのたのたの

ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、決して結びつけるとい、決して結びつけるとい、決して結びつけるとい、決して結びつけるといううううことはことはことはことは必必必必要がないのではないかと思要がないのではないかと思要がないのではないかと思要がないのではないかと思っっっっています。ています。ています。ています。

当当当当然然然然ながら関西広域連合がながら関西広域連合がながら関西広域連合がながら関西広域連合が道道道道州州州州制に制に制に制に向向向向けてといけてといけてといけてというううう動き動き動き動きもももも一部の方はあるか一部の方はあるか一部の方はあるか一部の方はあるかももももわかりませわかりませわかりませわかりませんんんん

けれどけれどけれどけれどもももも、決してそ、決してそ、決してそ、決してそううううではなく、関西広域連合の中で関西ではなく、関西広域連合の中で関西ではなく、関西広域連合の中で関西ではなく、関西広域連合の中で関西全全全全体の発体の発体の発体の発展展展展を議論していくといを議論していくといを議論していくといを議論していくとい

ううううことのことのことのことのみみみみにとどめるといにとどめるといにとどめるといにとどめるといううううことで入ことで入ことで入ことで入っっっっておられる府県ておられる府県ておられる府県ておられる府県ももももあると思いますので、そこはあると思いますので、そこはあると思いますので、そこはあると思いますので、そこは切切切切

りりりり離離離離して行して行して行して行えばえばえばえばいいのでないか。ただしいいのでないか。ただしいいのでないか。ただしいいのでないか。ただし道道道道州州州州制の内容については、それ制の内容については、それ制の内容については、それ制の内容については、それぞぞぞぞれれれれ皆皆皆皆ささささん考えん考えん考えん考えをををを

おおおお持ち持ち持ち持ちでありますので、一度、中でありますので、一度、中でありますので、一度、中でありますので、一度、中立立立立のののの立立立立場の場の場の場のももももとでとでとでとで講師講師講師講師の先生がおられるならの先生がおられるならの先生がおられるならの先生がおられるならばばばば、、、、共共共共通通通通しししし
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たおたおたおたお話話話話をををを皆皆皆皆ささささんんんんおおおお聞聞聞聞きするのきするのきするのきするのもももも一つの方一つの方一つの方一つの方法法法法かなと思います。そかなと思います。そかなと思います。そかなと思います。そううううはいはいはいはいっっっっててててもももも奥山委員お奥山委員お奥山委員お奥山委員おっっっっ

ししししゃゃゃゃるるるるようようようようにににに選挙選挙選挙選挙が近いのが近いのが近いのが近いのもよもよもよもよくわかくわかくわかくわかっっっっています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 よろよろよろよろしいですか、ほかにごしいですか、ほかにごしいですか、ほかにごしいですか、ほかにご意見意見意見意見はありませはありませはありませはありませんんんんか。か。か。か。

確確確確かに関西広域連合とかに関西広域連合とかに関西広域連合とかに関西広域連合と道道道道州州州州制は別と制は別と制は別と制は別と考え考え考え考えて、またて、またて、またて、また道道道道州州州州制のことについて制のことについて制のことについて制のことについてもももも勉勉勉勉強強強強しないとしないとしないとしないと

いけないと思いけないと思いけないと思いけないと思っっっっておりますし、今、関西広域連合のておりますし、今、関西広域連合のておりますし、今、関西広域連合のておりますし、今、関西広域連合の首首首首長さ長さ長さ長さんんんんの中での中での中での中でもももも相相相相反反反反することをいすることをいすることをいすることをいっっっっ

ぱぱぱぱいいいい言言言言われておりますし、政われておりますし、政われておりますし、政われておりますし、政党も分党も分党も分党も分かれるかれるかれるかれるみみみみたいですし、そたいですし、そたいですし、そたいですし、そんんんんな中でな中でな中でな中で流流流流動的なことがご動的なことがご動的なことがご動的なことがござざざざ

いますので、いますので、いますので、いますので、選挙選挙選挙選挙がががが終終終終わわわわっっっってから、関西広域連合と別にてから、関西広域連合と別にてから、関西広域連合と別にてから、関西広域連合と別に道道道道州州州州制とい制とい制とい制というもうもうもうものを今後どのを今後どのを今後どのを今後どう考えう考えう考えう考え

るのかといるのかといるのかといるのかといううううことをことをことをことを勉勉勉勉強強強強したいといしたいといしたいといしたいといううううことをことをことをことを考え考え考え考えさせていただきたいと思います。それでさせていただきたいと思います。それでさせていただきたいと思います。それでさせていただきたいと思います。それで

よろよろよろよろしいですか。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あり）者あり）者あり）者あり）

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、ほかにご意見意見意見意見がないがないがないがないようようようようですので委員間ですので委員間ですので委員間ですので委員間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。

それでは、これをそれでは、これをそれでは、これをそれでは、これをもちもちもちも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ります。わります。わります。わります。


