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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２３年６月１５日（水） １３：０２～１５：２２平成２３年６月１５日（水） １３：０２～１５：２２平成２３年６月１５日（水） １３：０２～１５：２２平成２３年６月１５日（水） １３：０２～１５：２２

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

田中 地域振興部長 ほか、関係職員田中 地域振興部長 ほか、関係職員田中 地域振興部長 ほか、関係職員田中 地域振興部長 ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ２名２名２名２名

議 事議 事議 事議 事

（１）平成２３年度主要施策の概要について（１）平成２３年度主要施策の概要について（１）平成２３年度主要施策の概要について（１）平成２３年度主要施策の概要について

（２）県内の広域行政について（２）県内の広域行政について（２）県内の広域行政について（２）県内の広域行政について

（３）関西広域連合の設立経緯等について（３）関西広域連合の設立経緯等について（３）関西広域連合の設立経緯等について（３）関西広域連合の設立経緯等について

（４）近畿等各府県の被災地への人的支援状況について（４）近畿等各府県の被災地への人的支援状況について（４）近畿等各府県の被災地への人的支援状況について（４）近畿等各府県の被災地への人的支援状況について

（５）その他（５）その他（５）その他（５）その他

〈会議の経過〉〈会議の経過〉〈会議の経過〉〈会議の経過〉

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

本日、当委員会に対して２名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めることと本日、当委員会に対して２名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めることと本日、当委員会に対して２名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めることと本日、当委員会に対して２名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めることと

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

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

またその後の申し出についても、さきの方を含め２０名を限度にすることにしたいと思またその後の申し出についても、さきの方を含め２０名を限度にすることにしたいと思またその後の申し出についても、さきの方を含め２０名を限度にすることにしたいと思またその後の申し出についても、さきの方を含め２０名を限度にすることにしたいと思

いますが、よろしいでしょうか。いますが、よろしいでしょうか。いますが、よろしいでしょうか。いますが、よろしいでしょうか。
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（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

それでは、認めることにいたします。それでは、認めることにいたします。それでは、認めることにいたします。それでは、認めることにいたします。

議事に先立ち、一言ごあいさつ申し上げます。議事に先立ち、一言ごあいさつ申し上げます。議事に先立ち、一言ごあいさつ申し上げます。議事に先立ち、一言ごあいさつ申し上げます。

本日は、何かとご多忙のところご出席いただきましてありがとうございます。私と今井本日は、何かとご多忙のところご出席いただきましてありがとうございます。私と今井本日は、何かとご多忙のところご出席いただきましてありがとうございます。私と今井本日は、何かとご多忙のところご出席いただきましてありがとうございます。私と今井

議員が、さきの５月臨時県議会におきまして正副委員長に選任されました。今後、委員各議員が、さきの５月臨時県議会におきまして正副委員長に選任されました。今後、委員各議員が、さきの５月臨時県議会におきまして正副委員長に選任されました。今後、委員各議員が、さきの５月臨時県議会におきまして正副委員長に選任されました。今後、委員各

位並びに理事者のご協力、ご支援を得て、円滑な委員会運営に努めてまいりたいと存じま位並びに理事者のご協力、ご支援を得て、円滑な委員会運営に努めてまいりたいと存じま位並びに理事者のご協力、ご支援を得て、円滑な委員会運営に努めてまいりたいと存じま位並びに理事者のご協力、ご支援を得て、円滑な委員会運営に努めてまいりたいと存じま

すので、よろしくお願いします。すので、よろしくお願いします。すので、よろしくお願いします。すので、よろしくお願いします。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 本日の委員会において、写真、テレビ撮影による取材の申し入れがまいっ本日の委員会において、写真、テレビ撮影による取材の申し入れがまいっ本日の委員会において、写真、テレビ撮影による取材の申し入れがまいっ本日の委員会において、写真、テレビ撮影による取材の申し入れがまいっ

ております。委員会等に関する申し合わせ事項では、記者席以外の場所からの写真、テレております。委員会等に関する申し合わせ事項では、記者席以外の場所からの写真、テレております。委員会等に関する申し合わせ事項では、記者席以外の場所からの写真、テレております。委員会等に関する申し合わせ事項では、記者席以外の場所からの写真、テレ

ビ撮影については事前に承認を得ることになっておりますので、お諮りします。ビ撮影については事前に承認を得ることになっておりますので、お諮りします。ビ撮影については事前に承認を得ることになっておりますので、お諮りします。ビ撮影については事前に承認を得ることになっておりますので、お諮りします。

委員会の審議に支障のないように行っていただくことで許可してよろしいでしょうか。委員会の審議に支障のないように行っていただくことで許可してよろしいでしょうか。委員会の審議に支障のないように行っていただくことで許可してよろしいでしょうか。委員会の審議に支障のないように行っていただくことで許可してよろしいでしょうか。

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

それでは、写真、テレビ撮影による取材を許可することといたします。それでは、写真、テレビ撮影による取材を許可することといたします。それでは、写真、テレビ撮影による取材を許可することといたします。それでは、写真、テレビ撮影による取材を許可することといたします。

それでは、委員会構成がなされて初めての委員会ですので、委員より自己紹介をお願いそれでは、委員会構成がなされて初めての委員会ですので、委員より自己紹介をお願いそれでは、委員会構成がなされて初めての委員会ですので、委員より自己紹介をお願いそれでは、委員会構成がなされて初めての委員会ですので、委員より自己紹介をお願い

します。します。します。します。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 委員の新谷です。どうぞよろしくお願いします。委員の新谷です。どうぞよろしくお願いします。委員の新谷です。どうぞよろしくお願いします。委員の新谷です。どうぞよろしくお願いします。

○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員 委員の小林でございます。よろしくお願いいたします。委員の小林でございます。よろしくお願いいたします。委員の小林でございます。よろしくお願いいたします。委員の小林でございます。よろしくお願いいたします。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 奥山でございます。よろしくお願いいたします。奥山でございます。よろしくお願いいたします。奥山でございます。よろしくお願いいたします。奥山でございます。よろしくお願いいたします。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 梶川です。よろしくお願いします。梶川です。よろしくお願いします。梶川です。よろしくお願いします。梶川です。よろしくお願いします。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 藤野でございます。よろしくお願いいたします。藤野でございます。よろしくお願いいたします。藤野でございます。よろしくお願いいたします。藤野でございます。よろしくお願いいたします。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 尾﨑です。よろしくお願いします。尾﨑です。よろしくお願いします。尾﨑です。よろしくお願いします。尾﨑です。よろしくお願いします。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 畭でございます。畭でございます。畭でございます。畭でございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 本日、オブザーバーとして、議長のかわりに浅川副議長が来られておりま本日、オブザーバーとして、議長のかわりに浅川副議長が来られておりま本日、オブザーバーとして、議長のかわりに浅川副議長が来られておりま本日、オブザーバーとして、議長のかわりに浅川副議長が来られておりま

す。す。す。す。

次に、事務局の紹介をさせます。事務局長の自己紹介の後、担当書記のご紹介をお願い次に、事務局の紹介をさせます。事務局長の自己紹介の後、担当書記のご紹介をお願い次に、事務局の紹介をさせます。事務局長の自己紹介の後、担当書記のご紹介をお願い次に、事務局の紹介をさせます。事務局長の自己紹介の後、担当書記のご紹介をお願い

します。します。します。します。

○森村事務局長○森村事務局長○森村事務局長○森村事務局長 事務局長の森村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。事務局長の森村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。事務局長の森村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。事務局長の森村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

なお、この委員会を担当いたします書記でございます。まず、議事課松岡課長でございなお、この委員会を担当いたします書記でございます。まず、議事課松岡課長でございなお、この委員会を担当いたします書記でございます。まず、議事課松岡課長でございなお、この委員会を担当いたします書記でございます。まず、議事課松岡課長でござい

ます。ます。ます。ます。
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○松岡書記○松岡書記○松岡書記○松岡書記 松岡です。よろしくお願いします。松岡です。よろしくお願いします。松岡です。よろしくお願いします。松岡です。よろしくお願いします。

○森村事務局長○森村事務局長○森村事務局長○森村事務局長 調査課、山下課長補調査課、山下課長補調査課、山下課長補調査課、山下課長補佐佐佐佐でございます。でございます。でございます。でございます。

○山下書記○山下書記○山下書記○山下書記 山下でございます。よろしくお願いします。山下でございます。よろしくお願いします。山下でございます。よろしくお願いします。山下でございます。よろしくお願いします。

○森村事務局長○森村事務局長○森村事務局長○森村事務局長 同同同同じく調査課、小林書記でございます。じく調査課、小林書記でございます。じく調査課、小林書記でございます。じく調査課、小林書記でございます。

○小林書記○小林書記○小林書記○小林書記 どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 続続続続いて、本日出席の理事者の紹介をお願いします。知事公室長、地域振興いて、本日出席の理事者の紹介をお願いします。知事公室長、地域振興いて、本日出席の理事者の紹介をお願いします。知事公室長、地域振興いて、本日出席の理事者の紹介をお願いします。知事公室長、地域振興

部長の部長の部長の部長の順順順順に、自己紹介並びに関係次長、課長を紹介いただき、に、自己紹介並びに関係次長、課長を紹介いただき、に、自己紹介並びに関係次長、課長を紹介いただき、に、自己紹介並びに関係次長、課長を紹介いただき、最最最最後に人事課長から後に人事課長から後に人事課長から後に人事課長から順順順順に自に自に自に自

己紹介願います。己紹介願います。己紹介願います。己紹介願います。

○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 知事公室長の松谷でございます。よろしくお願いいたします。知事公室長の松谷でございます。よろしくお願いいたします。知事公室長の松谷でございます。よろしくお願いいたします。知事公室長の松谷でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、本日出席の職員を紹介させていただきます。政策それでは、本日出席の職員を紹介させていただきます。政策それでは、本日出席の職員を紹介させていただきます。政策それでは、本日出席の職員を紹介させていただきます。政策推進推進推進推進課長の課長の課長の課長の青青青青山でございま山でございま山でございま山でございま

す。す。す。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 青青青青山でございます。よろしくお願いいたします。山でございます。よろしくお願いいたします。山でございます。よろしくお願いいたします。山でございます。よろしくお願いいたします。

○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 行政経営課長の林でございます。行政経営課長の林でございます。行政経営課長の林でございます。行政経営課長の林でございます。

○林行政経営課長○林行政経営課長○林行政経営課長○林行政経営課長 林でございます。よろしくお願いいたします。林でございます。よろしくお願いいたします。林でございます。よろしくお願いいたします。林でございます。よろしくお願いいたします。

○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 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 地域振興部長の田中でございます。どうぞよろしくお願いします。地域振興部長の田中でございます。どうぞよろしくお願いします。地域振興部長の田中でございます。どうぞよろしくお願いします。地域振興部長の田中でございます。どうぞよろしくお願いします。

本日出席させていただいております、私どもの職員を紹介させていただきます。地域振本日出席させていただいております、私どもの職員を紹介させていただきます。地域振本日出席させていただいております、私どもの職員を紹介させていただきます。地域振本日出席させていただいております、私どもの職員を紹介させていただきます。地域振

興部次長興部次長興部次長興部次長兼企画管兼企画管兼企画管兼企画管理室長事務取理室長事務取理室長事務取理室長事務取扱扱扱扱の村井でございます。の村井でございます。の村井でございます。の村井でございます。

○村井地域振興部次長企画管理室長事務取扱○村井地域振興部次長企画管理室長事務取扱○村井地域振興部次長企画管理室長事務取扱○村井地域振興部次長企画管理室長事務取扱 村井でございます。よろしくお願いいたし村井でございます。よろしくお願いいたし村井でございます。よろしくお願いいたし村井でございます。よろしくお願いいたし

ます。ます。ます。ます。

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 市町市町市町市町村振興課長の村振興課長の村振興課長の村振興課長の髙髙髙髙野でございます。野でございます。野でございます。野でございます。

○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長 髙髙髙髙野でございます。よろしくお願いいたします。野でございます。よろしくお願いいたします。野でございます。よろしくお願いいたします。野でございます。よろしくお願いいたします。

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。

○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱 人事課長事務取人事課長事務取人事課長事務取人事課長事務取扱扱扱扱をいたしております、をいたしております、をいたしております、をいたしております、総総総総務部次長の務部次長の務部次長の務部次長の

中でございます。よろしくお願いいたします。中でございます。よろしくお願いいたします。中でございます。よろしくお願いいたします。中でございます。よろしくお願いいたします。

○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長 防防防防災災災災統括統括統括統括室長の松山です。よろしくお願いします。室長の松山です。よろしくお願いします。室長の松山です。よろしくお願いします。室長の松山です。よろしくお願いします。

○村上ならの魅力創造課長○村上ならの魅力創造課長○村上ならの魅力創造課長○村上ならの魅力創造課長 ならのならのならのならの魅魅魅魅力力力力創造創造創造創造課長の村上でございます。よろしくお願いし課長の村上でございます。よろしくお願いし課長の村上でございます。よろしくお願いし課長の村上でございます。よろしくお願いし

ます。ます。ます。ます。

○中村国際観光課長○中村国際観光課長○中村国際観光課長○中村国際観光課長 国際観国際観国際観国際観光課長の中村でございます。よろしくお願いいたします。光課長の中村でございます。よろしくお願いいたします。光課長の中村でございます。よろしくお願いいたします。光課長の中村でございます。よろしくお願いいたします。

○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長○中川地域医療連携課長 地域地域地域地域医療医療医療医療連連連連携携携携課長をしております中川でございます。どうぞよ課長をしております中川でございます。どうぞよ課長をしております中川でございます。どうぞよ課長をしております中川でございます。どうぞよ
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ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長 環境環境環境環境政策課長の政策課長の政策課長の政策課長の有埜有埜有埜有埜でございます。どうぞよろしくお願いします。でございます。どうぞよろしくお願いします。でございます。どうぞよろしくお願いします。でございます。どうぞよろしくお願いします。

○大隅工業振興課長○大隅工業振興課長○大隅工業振興課長○大隅工業振興課長 工業工業工業工業振興課長の振興課長の振興課長の振興課長の大隅大隅大隅大隅でございます。よろしくお願いいたします。でございます。よろしくお願いいたします。でございます。よろしくお願いいたします。でございます。よろしくお願いいたします。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それではそれではそれではそれでは案件案件案件案件に入ります前に、当委員会の運営についてごに入ります前に、当委員会の運営についてごに入ります前に、当委員会の運営についてごに入ります前に、当委員会の運営についてご説明説明説明説明申し上げま申し上げま申し上げま申し上げま

す。す。す。す。

広域調査特別委員会広域調査特別委員会広域調査特別委員会広域調査特別委員会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。当委員会は広域行政の調査に関することをください。当委員会は広域行政の調査に関することをください。当委員会は広域行政の調査に関することをください。当委員会は広域行政の調査に関することを

所所所所管管管管事項として、５月臨時県議会において設事項として、５月臨時県議会において設事項として、５月臨時県議会において設事項として、５月臨時県議会において設置置置置されました。されました。されました。されました。奈奈奈奈良県という地域に合った地良県という地域に合った地良県という地域に合った地良県という地域に合った地

方行政のあり方について、県内の広域行政と県域を方行政のあり方について、県内の広域行政と県域を方行政のあり方について、県内の広域行政と県域を方行政のあり方について、県内の広域行政と県域を越え越え越え越えた広域行政という２つのた広域行政という２つのた広域行政という２つのた広域行政という２つの視点視点視点視点から、から、から、から、

調査並びに審査していくことになります。調査並びに審査していくことになります。調査並びに審査していくことになります。調査並びに審査していくことになります。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、当委員会の所、当委員会の所、当委員会の所、当委員会の所管管管管事項事項事項事項及及及及び出席をび出席をび出席をび出席を求求求求める理事者については、５月２める理事者については、５月２める理事者については、５月２める理事者については、５月２７７７７日の正副日の正副日の正副日の正副

委員長会議で（１）のとおり委員長会議で（１）のとおり委員長会議で（１）のとおり委員長会議で（１）のとおり決定決定決定決定されています。されています。されています。されています。

なお、本日は、関西広域連合設立当初のなお、本日は、関西広域連合設立当初のなお、本日は、関西広域連合設立当初のなお、本日は、関西広域連合設立当初の７分７分７分７分野の事務に関係する課長にも出席を野の事務に関係する課長にも出席を野の事務に関係する課長にも出席を野の事務に関係する課長にも出席を求求求求めてめてめてめて

います。います。います。います。

次に、委員会の運営については、お次に、委員会の運営については、お次に、委員会の運営については、お次に、委員会の運営については、お手元手元手元手元に特別委員会の設に特別委員会の設に特別委員会の設に特別委員会の設置置置置等に関する申し合わせも等に関する申し合わせも等に関する申し合わせも等に関する申し合わせも配配配配

付付付付しておりますが、調査しておりますが、調査しておりますが、調査しておりますが、調査期間終了期間終了期間終了期間終了時に、その成時に、その成時に、その成時に、その成果果果果を本会議でを本会議でを本会議でを本会議で報告報告報告報告すること、委員すること、委員すること、委員すること、委員相互間相互間相互間相互間のののの

討討討討議による議議による議議による議議による議論論論論を行うこととなっておりますので、を行うこととなっておりますので、を行うこととなっておりますので、を行うこととなっておりますので、効率効率効率効率的な運営に努めてまいりますので、的な運営に努めてまいりますので、的な運営に努めてまいりますので、的な運営に努めてまいりますので、

ご協力をよろしくお願いします。ご協力をよろしくお願いします。ご協力をよろしくお願いします。ご協力をよろしくお願いします。

なお、３なお、３なお、３なお、３ペペペペーーーージジジジに当に当に当に当面面面面ののののスケジュスケジュスケジュスケジューーーールルルルをををを示示示示しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、参考参考参考参考にしていただきたいにしていただきたいにしていただきたいにしていただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

なお、関西広域連合事務局にも後日またなお、関西広域連合事務局にも後日またなお、関西広域連合事務局にも後日またなお、関西広域連合事務局にも後日また視察視察視察視察に行くに行くに行くに行く予定予定予定予定をしております。をしております。をしております。をしております。

以上、申し以上、申し以上、申し以上、申し述べ述べ述べ述べましたましたましたました点点点点について、について、について、について、意見意見意見意見がありましたらお願いします。がありましたらお願いします。がありましたらお願いします。がありましたらお願いします。

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

それでは、そのようにそれでは、そのようにそれでは、そのようにそれでは、そのように進進進進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。

次に、事務次に、事務次に、事務次に、事務分掌表分掌表分掌表分掌表をおをおをおをお手元手元手元手元にににに配付配付配付配付しておきましたので、しておきましたので、しておきましたので、しておきましたので、参考参考参考参考にしていただきたいと存じにしていただきたいと存じにしていただきたいと存じにしていただきたいと存じ

ます。ます。ます。ます。

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

平成２３年度主要施策の概要について、地域振興部長からご平成２３年度主要施策の概要について、地域振興部長からご平成２３年度主要施策の概要について、地域振興部長からご平成２３年度主要施策の概要について、地域振興部長からご説明説明説明説明願います。またあわせ願います。またあわせ願います。またあわせ願います。またあわせ

て、県内の広域行政についてもごて、県内の広域行政についてもごて、県内の広域行政についてもごて、県内の広域行政についてもご説明説明説明説明願います。願います。願います。願います。

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 それでは、平成２３年度地域振興部所それでは、平成２３年度地域振興部所それでは、平成２３年度地域振興部所それでは、平成２３年度地域振興部所管管管管の主要施策の概要につきまの主要施策の概要につきまの主要施策の概要につきまの主要施策の概要につきま

して、本日のして、本日のして、本日のして、本日の案件案件案件案件をををを抜粋抜粋抜粋抜粋して、３して、３して、３して、３枚枚枚枚にまとめております。そちらをごらにまとめております。そちらをごらにまとめております。そちらをごらにまとめております。そちらをごらんんんんいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと
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思います。まず、思います。まず、思います。まず、思います。まず、奈奈奈奈良県良県良県良県版役割分版役割分版役割分版役割分担担担担実現実現実現実現事事事事業業業業でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、市町市町市町市町村との村との村との村との役割分役割分役割分役割分担を担を担を担を踏踏踏踏まままま

ええええまして連まして連まして連まして連携携携携のののの推進推進推進推進、これは、これは、これは、これは通称奈通称奈通称奈通称奈良良良良モデルモデルモデルモデルと呼と呼と呼と呼んんんんでおります。でおります。でおります。でおります。奈奈奈奈良県に良県に良県に良県に最適最適最適最適な地方行政な地方行政な地方行政な地方行政

のののの仕組み仕組み仕組み仕組みを平成２１年度を平成２１年度を平成２１年度を平成２１年度末末末末に取りまとめました。そのに取りまとめました。そのに取りまとめました。そのに取りまとめました。その実現実現実現実現にににに向け向け向け向けまして、まして、まして、まして、引引引引きききき続続続続きそのきそのきそのきその具具具具

体体体体的な的な的な的な検討検討検討検討をををを市町市町市町市町村とともに村とともに村とともに村とともに実実実実施してまいりたいと思います。施してまいりたいと思います。施してまいりたいと思います。施してまいりたいと思います。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、市町市町市町市町村村村村税税収強化税税収強化税税収強化税税収強化事事事事業業業業でございます。でございます。でございます。でございます。市町市町市町市町村村村村税税税税のののの税収強化税収強化税収強化税収強化のために、のために、のために、のために、共通共通共通共通のののの

課課課課題題題題をををを克服克服克服克服すすすすべべべべくくくく共同化推進組織共同化推進組織共同化推進組織共同化推進組織の設の設の設の設置置置置にににに向け準備向け準備向け準備向け準備を行うなど、県、を行うなど、県、を行うなど、県、を行うなど、県、市町市町市町市町村が連村が連村が連村が連携携携携してしてしてして徴徴徴徴

収収収収のののの強化強化強化強化をををを推進推進推進推進いたします。いたします。いたします。いたします。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、地域主、地域主、地域主、地域主権戦略大綱権戦略大綱権戦略大綱権戦略大綱対対対対応応応応事事事事業業業業でございます。でございます。でございます。でございます。国国国国におきましては、平成２２年６におきましては、平成２２年６におきましては、平成２２年６におきましては、平成２２年６

月に月に月に月に閣閣閣閣議議議議決定決定決定決定されました地域主されました地域主されました地域主されました地域主権戦略大綱権戦略大綱権戦略大綱権戦略大綱にににに基づ基づ基づ基づきまして、今年度、きまして、今年度、きまして、今年度、きまして、今年度、法制化法制化法制化法制化がががが予定予定予定予定されてされてされてされて

おります。おります。おります。おります。市町市町市町市町村への村への村への村への権権権権限限限限移譲や義移譲や義移譲や義移譲や義務務務務づけづけづけづけのののの見直見直見直見直し等につきまして、各し等につきまして、各し等につきまして、各し等につきまして、各市町市町市町市町村が的村が的村が的村が的確確確確に対に対に対に対

応応応応できるよう、県も支援を行ってまいりたいと思っております。できるよう、県も支援を行ってまいりたいと思っております。できるよう、県も支援を行ってまいりたいと思っております。できるよう、県も支援を行ってまいりたいと思っております。

以上、以上、以上、以上、諸諸諸諸施策をご施策をご施策をご施策をご説明説明説明説明申し上げました申し上げました申し上げました申し上げましたけけけけれども、それられども、それられども、それられども、それら諸諸諸諸施策を施策を施策を施策を具体具体具体具体的に的に的に的に推進推進推進推進するため、するため、するため、するため、

本６月議会に補正本６月議会に補正本６月議会に補正本６月議会に補正予算予算予算予算を上を上を上を上程程程程しております。そちらの方もごしております。そちらの方もごしております。そちらの方もごしております。そちらの方もご説明説明説明説明したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

平成２３年度６月補正平成２３年度６月補正平成２３年度６月補正平成２３年度６月補正予算案予算案予算案予算案の概要をごらの概要をごらの概要をごらの概要をごらんんんんをいただきたいと思います。１５をいただきたいと思います。１５をいただきたいと思います。１５をいただきたいと思います。１５ペペペペーーーージジジジ、、、、

奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルをををを推進推進推進推進するための補するための補するための補するための補助金助金助金助金でございます。でございます。でございます。でございます。奈奈奈奈良県に良県に良県に良県に最適最適最適最適な県とな県とな県とな県と市町市町市町市町村の村の村の村の役割分役割分役割分役割分担担担担

をををを実現実現実現実現するため、するため、するため、するため、市町市町市町市町村村村村間間間間の連の連の連の連携携携携事事事事業業業業に係ります一時的な経に係ります一時的な経に係ります一時的な経に係ります一時的な経費費費費への補への補への補への補助助助助を今年度から新たを今年度から新たを今年度から新たを今年度から新た

に行うものでございます。補正に行うものでございます。補正に行うものでございます。補正に行うものでございます。補正予算予算予算予算につきましては以上でございます。につきましては以上でございます。につきましては以上でございます。につきましては以上でございます。

続続続続きまして、県内の広域行政につきましてきまして、県内の広域行政につきましてきまして、県内の広域行政につきましてきまして、県内の広域行政につきまして現現現現状を取りまとめましたので、お時状を取りまとめましたので、お時状を取りまとめましたので、お時状を取りまとめましたので、お時間間間間をおかをおかをおかをおか

りしましてごりしましてごりしましてごりしましてご説明説明説明説明申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。

県内の広域行政について、本県につきましては県内の広域行政について、本県につきましては県内の広域行政について、本県につきましては県内の広域行政について、本県につきましては市町市町市町市町村合村合村合村合併併併併、広域行政、県からの、広域行政、県からの、広域行政、県からの、広域行政、県からの市町市町市町市町村村村村

へのへのへのへの権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲など、いずれもなど、いずれもなど、いずれもなど、いずれも進ん進ん進ん進んでおらないというのがでおらないというのがでおらないというのがでおらないというのが現現現現状でございます。これらの状でございます。これらの状でございます。これらの状でございます。これらの現現現現状状状状

を的を的を的を的確確確確に私たちもに私たちもに私たちもに私たちも把握把握把握把握したいと思います。さらに地方したいと思います。さらに地方したいと思います。さらに地方したいと思います。さらに地方制制制制度の度の度の度の見直見直見直見直しが行われる中で、地域しが行われる中で、地域しが行われる中で、地域しが行われる中で、地域

に合った県とに合った県とに合った県とに合った県と市町市町市町市町村のあり方を県と村のあり方を県と村のあり方を県と村のあり方を県と市町市町市町市町村で真村で真村で真村で真剣剣剣剣に議に議に議に議論論論論していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必必必必要であるという要であるという要であるという要であるという

考え考え考え考え方から、平成２０年１０月に県、方から、平成２０年１０月に県、方から、平成２０年１０月に県、方から、平成２０年１０月に県、市町市町市町市町村の村の村の村の役割分役割分役割分役割分担担担担検討検討検討検討協議会を立ち上げ、協議会を立ち上げ、協議会を立ち上げ、協議会を立ち上げ、検討検討検討検討を開を開を開を開

始始始始いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、検討検討検討検討をををを始始始始めました平成２０年度のめました平成２０年度のめました平成２０年度のめました平成２０年度の奈奈奈奈良県の状況でございます良県の状況でございます良県の状況でございます良県の状況でございますけけけけれども、先ほれども、先ほれども、先ほれども、先ほ

ども申し上げましたが、ども申し上げましたが、ども申し上げましたが、ども申し上げましたが、市町市町市町市町村合村合村合村合併併併併が思うようにが思うようにが思うようにが思うように進み進み進み進みませませませませんんんん。そして広域行政、それから。そして広域行政、それから。そして広域行政、それから。そして広域行政、それから

県から県から県から県から市町市町市町市町村への村への村への村への権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲はははは全国全国全国全国的に的に的に的に比べ比べ比べ比べましてましてましてまして非常非常非常非常にににに低低低低い水い水い水い水準準準準にございます。にございます。にございます。にございます。市町市町市町市町村の村の村の村の

財財財財政状況につきましては公政状況につきましては公政状況につきましては公政状況につきましては公債費債費債費債費と人と人と人と人件費件費件費件費により経により経により経により経常収常収常収常収支が支が支が支が悪化悪化悪化悪化しており、平成１しており、平成１しており、平成１しており、平成１８８８８年度、年度、年度、年度、

平成１９年度、２年連平成１９年度、２年連平成１９年度、２年連平成１９年度、２年連続続続続してしてしてして全国ワ全国ワ全国ワ全国ワーーーーストストストスト１位など、１位など、１位など、１位など、資料資料資料資料に記に記に記に記載載載載の状況でございました。の状況でございました。の状況でございました。の状況でございました。
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このような状況のもと、このような状況のもと、このような状況のもと、このような状況のもと、奈奈奈奈良県という地域に合った地方行政を良県という地域に合った地方行政を良県という地域に合った地方行政を良県という地域に合った地方行政を検討検討検討検討するため、するため、するため、するため、奈奈奈奈良県はご良県はご良県はご良県はご

存じのように存じのように存じのように存じのように約７割約７割約７割約７割が山が山が山が山間間間間部という特部という特部という特部という特異異異異なななな条件条件条件条件がございます。それらのがございます。それらのがございます。それらのがございます。それらの条件条件条件条件をををを加味加味加味加味しながしながしながしなが

ら、ら、ら、ら、市町市町市町市町村行政の村行政の村行政の村行政の実情実情実情実情にににに応応応応じた多じた多じた多じた多様様様様な選な選な選な選択肢択肢択肢択肢でありますとか、小でありますとか、小でありますとか、小でありますとか、小規模町規模町規模町規模町村に対する県の支村に対する県の支村に対する県の支村に対する県の支

援、それから県と援、それから県と援、それから県と援、それから県と市町市町市町市町村、村、村、村、市町市町市町市町村村村村間間間間の連の連の連の連携携携携などがなどがなどがなどが必必必必要であると要であると要であると要であると考え考え考え考えました。それらのました。それらのました。それらのました。それらの考え考え考え考え

のもとに、のもとに、のもとに、のもとに、既既既既存の存の存の存の考え考え考え考え方にはとらわれず、地域の方にはとらわれず、地域の方にはとらわれず、地域の方にはとらわれず、地域の実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじた最適最適最適最適な地方行政のあり方をな地方行政のあり方をな地方行政のあり方をな地方行政のあり方を

目指目指目指目指すこと、そしてすこと、そしてすこと、そしてすこと、そして市町市町市町市町村村村村住民住民住民住民、、、、イコイコイコイコーーーールルルル県県県県民民民民でございますでございますでございますでございますけけけけれども、県れども、県れども、県れども、県民民民民に対して行政に対して行政に対して行政に対して行政

ササササービービービービススススのののの維持向維持向維持向維持向上を上を上を上を図図図図るためるためるためるため仕組み仕組み仕組み仕組みをををを模索模索模索模索する、県とする、県とする、県とする、県と市町市町市町市町村の村の村の村の持持持持つ人的つ人的つ人的つ人的資源資源資源資源でありますでありますでありますであります

とかとかとかとか財源財源財源財源、公、公、公、公共共共共施設等の行政施設等の行政施設等の行政施設等の行政資産資産資産資産等を県等を県等を県等を県全体全体全体全体としてとしてとしてとして有効有効有効有効にににに活用活用活用活用できるよう、できるよう、できるよう、できるよう、市町市町市町市町村が村が村が村が実実実実施施施施

すすすすべべべべき事務を県が支援するき事務を県が支援するき事務を県が支援するき事務を県が支援する垂直垂直垂直垂直補補補補完完完完でありますとか、県がでありますとか、県がでありますとか、県がでありますとか、県が積極積極積極積極的に関的に関的に関的に関与与与与するするするする市町市町市町市町村の連村の連村の連村の連携携携携

であります水平補であります水平補であります水平補であります水平補完完完完、県から、県から、県から、県から市町市町市町市町村への村への村への村への権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲、これら３つを、これら３つを、これら３つを、これら３つを大大大大きなきなきなきな柱柱柱柱として方として方として方として方向性向性向性向性をををを

整整整整理いたしました。理いたしました。理いたしました。理いたしました。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、そういった、そういった、そういった、そういった基基基基本的な本的な本的な本的な考え考え考え考え方に方に方に方に基づ基づ基づ基づきまして、県ときまして、県ときまして、県ときまして、県と市町市町市町市町村の事務を村の事務を村の事務を村の事務を網羅網羅網羅網羅的に的に的に的に分分分分

析析析析をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、役割分役割分役割分役割分担の担の担の担の見直見直見直見直しをする対しをする対しをする対しをする対象象象象としましてとしましてとしましてとしまして７７７７３３３３業業業業務を平成２１年度に務を平成２１年度に務を平成２１年度に務を平成２１年度に奈奈奈奈

良良良良モデルモデルモデルモデルとしてとしてとしてとして整整整整理いたしました。それが２理いたしました。それが２理いたしました。それが２理いたしました。それが２ペペペペーーーージジジジでございます。でございます。でございます。でございます。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、この、この、この、この奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルのののの７７７７３３３３業業業業務の務の務の務の例示例示例示例示をををを具体具体具体具体的に３的に３的に３的に３ペペペペーーーージジジジにはにはにはには提示提示提示提示しておりますしておりますしておりますしております

が、このが、このが、このが、この全体全体全体全体のののの最適化最適化最適化最適化として事として事として事として事業業業業のあり方をのあり方をのあり方をのあり方を検討検討検討検討するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。例えば住民税例えば住民税例えば住民税例えば住民税のののの

シスシスシスシステテテテムムムム、、、、技術技術技術技術支援するもの、それから地域支援するもの、それから地域支援するもの、それから地域支援するもの、それから地域間間間間連連連連携携携携をするもの、をするもの、をするもの、をするもの、情報シス情報シス情報シス情報システテテテムムムムについてについてについてについて検検検検

討討討討するもの、するもの、するもの、するもの、権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲するもの、これらを各テーするもの、これらを各テーするもの、これらを各テーするもの、これらを各テーママママごとに取りまとめたのが記ごとに取りまとめたのが記ごとに取りまとめたのが記ごとに取りまとめたのが記載載載載のとおりのとおりのとおりのとおり

でございます。今後はこのでございます。今後はこのでございます。今後はこのでございます。今後はこの７７７７３３３３業業業業務につきまして務につきまして務につきまして務につきまして具体化具体化具体化具体化をををを図図図図るためるためるためるため市町市町市町市町村と県が協議をし村と県が協議をし村と県が協議をし村と県が協議をし

て、て、て、て、市町市町市町市町村の要村の要村の要村の要望望望望のののの強強強強いもの、いもの、いもの、いもの、効果効果効果効果のののの高高高高いものからいものからいものからいものから順順順順次次次次詳細検討詳細検討詳細検討詳細検討を行って、取りを行って、取りを行って、取りを行って、取り組み組み組み組みが可が可が可が可

能能能能なものから、まずできることからなものから、まずできることからなものから、まずできることからなものから、まずできることから順順順順次次次次実実実実施していくこと、これらを施していくこと、これらを施していくこと、これらを施していくこと、これらを奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルのテーのテーのテーのテーママママ

としましてとしましてとしましてとしまして市町市町市町市町村と村と村と村と共同共同共同共同して協議をして協議をして協議をして協議を進進進進めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。

４４４４ペペペペーーーージジジジ、、、、参考資料参考資料参考資料参考資料としまして、平成２３年４月１日としまして、平成２３年４月１日としまして、平成２３年４月１日としまして、平成２３年４月１日現在現在現在現在の県内広域連合、一部事務の県内広域連合、一部事務の県内広域連合、一部事務の県内広域連合、一部事務組組組組

合をまとめております。広域連合は、合をまとめております。広域連合は、合をまとめております。広域連合は、合をまとめております。広域連合は、例えば桜例えば桜例えば桜例えば桜井井井井宇陀宇陀宇陀宇陀とととと奈奈奈奈良県後良県後良県後良県後期高齢期高齢期高齢期高齢者者者者医療医療医療医療の２の２の２の２団体団体団体団体でででで

ございます。一部事務ございます。一部事務ございます。一部事務ございます。一部事務組組組組合は山合は山合は山合は山辺辺辺辺広域行政事務広域行政事務広域行政事務広域行政事務組組組組合など、合など、合など、合など、奈奈奈奈良県良県良県良県全体全体全体全体で３０で３０で３０で３０団体団体団体団体ございまございまございまございま

す。す。す。す。引引引引きききき続続続続きまして、これらのきまして、これらのきまして、これらのきまして、これらの団体団体団体団体とも協議をしながら、とも協議をしながら、とも協議をしながら、とも協議をしながら、市町市町市町市町村長が一村長が一村長が一村長が一堂堂堂堂に会するに会するに会するに会する市町市町市町市町村村村村

サミットサミットサミットサミットを開を開を開を開催催催催するなど、県とするなど、県とするなど、県とするなど、県と市町市町市町市町村ができるだ村ができるだ村ができるだ村ができるだけ速やけ速やけ速やけ速やかに課かに課かに課かに課題題題題のののの情報共有情報共有情報共有情報共有をするような、をするような、をするような、をするような、

そういうそういうそういうそういう諸諸諸諸施策を施策を施策を施策を実実実実施してまいりたいと施してまいりたいと施してまいりたいと施し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。市町市町市町市町村の広域連村の広域連村の広域連村の広域連携携携携の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みをををを

できるだできるだできるだできるだけけけけ県が県が県が県が積極積極積極積極的に支援してまいりたいと思っておりますので、的に支援してまいりたいと思っておりますので、的に支援してまいりたいと思っておりますので、的に支援してまいりたいと思っておりますので、皆様皆様皆様皆様方のご協力もよ方のご協力もよ方のご協力もよ方のご協力もよ

ろしくお願いいたします。私からは以上でございます。どうもありがとうございました。ろしくお願いいたします。私からは以上でございます。どうもありがとうございました。ろしくお願いいたします。私からは以上でございます。どうもありがとうございました。ろしくお願いいたします。私からは以上でございます。どうもありがとうございました。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、関西広域連合の設立経緯等について、知事公室長からご次に、関西広域連合の設立経緯等について、知事公室長からご次に、関西広域連合の設立経緯等について、知事公室長からご次に、関西広域連合の設立経緯等について、知事公室長からご説明説明説明説明願いま願いま願いま願いま

す。す。す。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 おおおお手元手元手元手元にににに配付配付配付配付しております関西広域連合の設立経緯等についてというしております関西広域連合の設立経緯等についてというしております関西広域連合の設立経緯等についてというしております関西広域連合の設立経緯等についてという

資料資料資料資料にににに従従従従ってごってごってごってご説明説明説明説明を申し上げたいと思います。を申し上げたいと思います。を申し上げたいと思います。を申し上げたいと思います。

本日は、広域連合本日は、広域連合本日は、広域連合本日は、広域連合制制制制度の設立までの経緯、それから関西広域連合の設立の経緯、それか度の設立までの経緯、それから関西広域連合の設立の経緯、それか度の設立までの経緯、それから関西広域連合の設立の経緯、それか度の設立までの経緯、それから関西広域連合の設立の経緯、それか

ら関西広域連合の概要、関西広域連合設立当初の事務とら関西広域連合の概要、関西広域連合設立当初の事務とら関西広域連合の概要、関西広域連合設立当初の事務とら関西広域連合の概要、関西広域連合設立当初の事務と組織組織組織組織等について、等について、等について、等について、ポイントポイントポイントポイントをををを絞絞絞絞っっっっ

てごてごてごてご説明説明説明説明を申し上げたいと思います。を申し上げたいと思います。を申し上げたいと思います。を申し上げたいと思います。

１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、我我我我がががが国国国国の行政の行政の行政の行政組織組織組織組織について書いておりますについて書いておりますについて書いておりますについて書いておりますけけけけれども、れども、れども、れども、現在現在現在現在、、、、我我我我がががが国国国国の行政の行政の行政の行政組組組組

織織織織としてはとしてはとしてはとしては国国国国、県、、県、、県、、県、市町市町市町市町村の３村の３村の３村の３層制層制層制層制になっております。これは、になっております。これは、になっております。これは、になっております。これは、昭和昭和昭和昭和３１年に地方自３１年に地方自３１年に地方自３１年に地方自治法治法治法治法

がががが改改改改正されて、正されて、正されて、正されて、市町市町市町市町村が村が村が村が基礎基礎基礎基礎的地方公的地方公的地方公的地方公共団体共団体共団体共団体と位と位と位と位置づけ置づけ置づけ置づけられて、地域におられて、地域におられて、地域におられて、地域におけけけける事務のる事務のる事務のる事務の処処処処理理理理

を任務とされたところでございます。一方、を任務とされたところでございます。一方、を任務とされたところでございます。一方、を任務とされたところでございます。一方、都道都道都道都道府県ではございますが、府県ではございますが、府県ではございますが、府県ではございますが、国国国国とととと市町市町市町市町村の中村の中村の中村の中

間間間間でででで市町市町市町市町村を村を村を村を包括包括包括包括する広域する広域する広域する広域団体団体団体団体に位に位に位に位置づけ置づけ置づけ置づけられておりまして、広域行政事務、られておりまして、広域行政事務、られておりまして、広域行政事務、られておりまして、広域行政事務、統統統統一行政事一行政事一行政事一行政事

務と補務と補務と補務と補完完完完行政事務を任務とされているところでございます。行政事務を任務とされているところでございます。行政事務を任務とされているところでございます。行政事務を任務とされているところでございます。

なお、なお、なお、なお、奈奈奈奈良県につきましては、良県につきましては、良県につきましては、良県につきましては、明治明治明治明治４年に設４年に設４年に設４年に設置置置置されておりますが、されておりますが、されておりますが、されておりますが、明治明治明治明治９年に９年に９年に９年に堺堺堺堺県、並県、並県、並県、並

びにびにびにびに明治明治明治明治１４年には１４年には１４年には１４年には大阪大阪大阪大阪府に合府に合府に合府に合併併併併され、その後され、その後され、その後され、その後明治明治明治明治２０年に県２０年に県２０年に県２０年に県民民民民のののの強強強強い要い要い要い要望活動望活動望活動望活動にににに従従従従ってってってって

大阪大阪大阪大阪府から府から府から府から分分分分離離離離してしてしてして奈奈奈奈良県として良県として良県として良県として再再再再設設設設置置置置されています。ちなされています。ちなされています。ちなされています。ちなみみみみにににに奈奈奈奈良県では、良県では、良県では、良県では、明治明治明治明治２１年２１年２１年２１年

には１には１には１には１，，，，５９４５９４５９４５９４市町市町市町市町村ございましたが、村ございましたが、村ございましたが、村ございましたが、現在現在現在現在３９３９３９３９市町市町市町市町村となっております。村となっております。村となっております。村となっております。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、広域行政の中で一つ、広域行政の中で一つ、広域行政の中で一つ、広域行政の中で一つ大大大大きな要きな要きな要きな要素素素素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大都市制大都市制大都市制大都市制度について度について度について度について整整整整理し理し理し理し

ております。ております。ております。ております。大都市制大都市制大都市制大都市制度は度は度は度は都市都市都市都市行政の特行政の特行政の特行政の特殊殊殊殊性性性性に対に対に対に対応応応応するために設するために設するために設するために設けけけけられたられたられたられた制制制制度でございま度でございま度でございま度でございま

すすすすけけけけれども、政れども、政れども、政れども、政令令令令指定都市指定都市指定都市指定都市、中、中、中、中核核核核市市市市、特、特、特、特例市例市例市例市の３つがございます。まず、政の３つがございます。まず、政の３つがございます。まず、政の３つがございます。まず、政令令令令指定都市指定都市指定都市指定都市でででで

ございますが、人ございますが、人ございますが、人ございますが、人口口口口５０５０５０５０万万万万人以上で政人以上で政人以上で政人以上で政令令令令でででで指定指定指定指定されたされたされたされた都市都市都市都市でございます。ことしの４月でございます。ことしの４月でございます。ことしの４月でございます。ことしの４月現現現現

在在在在で、で、で、で、全国全国全国全国で１９で１９で１９で１９都市都市都市都市がございます。次に、中がございます。次に、中がございます。次に、中がございます。次に、中核核核核市市市市でございますが、中でございますが、中でございますが、中でございますが、中核核核核市市市市は人は人は人は人口口口口３０３０３０３０万万万万

人以上で政人以上で政人以上で政人以上で政令令令令でででで指定指定指定指定されるされるされるされる都市都市都市都市でございます。ことし４月ででございます。ことし４月ででございます。ことし４月ででございます。ことし４月で全国全国全国全国で４１、で４１、で４１、で４１、奈奈奈奈良県内では良県内では良県内では良県内では奈奈奈奈

良良良良市市市市がががが指定指定指定指定をををを受受受受けけけけております。ております。ております。ております。最最最最後に特後に特後に特後に特例市例市例市例市でございますでございますでございますでございますけけけけれども、人れども、人れども、人れども、人口口口口２０２０２０２０万万万万人以上で、人以上で、人以上で、人以上で、

これも政これも政これも政これも政令令令令でででで指定指定指定指定されたされたされたされた都市都市都市都市でございますでございますでございますでございますけけけけれども、ことし４月れども、ことし４月れども、ことし４月れども、ことし４月現在現在現在現在でででで全国全国全国全国で４０というで４０というで４０というで４０という

ことでございますが、ことでございますが、ことでございますが、ことでございますが、奈奈奈奈良県にはございませ良県にはございませ良県にはございませ良県にはございませんんんん。。。。

３３３３ペペペペーーーージジジジは、合は、合は、合は、合併併併併のののの動動動動きということできということできということできということで整整整整理して書いております。合理して書いております。合理して書いております。合理して書いております。合併併併併のののの契機契機契機契機としてとしてとしてとして考え考え考え考え

られるのは、次の３つがあろうかとられるのは、次の３つがあろうかとられるのは、次の３つがあろうかとられるのは、次の３つがあろうかと整整整整理しております。１つは理しております。１つは理しております。１つは理しております。１つは財財財財政力の政力の政力の政力の強化強化強化強化、それから広、それから広、それから広、それから広

域的な域的な域的な域的な観点観点観点観点からの地域からの地域からの地域からの地域づづづづくり、まちくり、まちくり、まちくり、まちづづづづくりのくりのくりのくりの展展展展開、さらには開、さらには開、さらには開、さらには専門専門専門専門職の職の職の職の採採採採用用用用等による等による等による等による住民サ住民サ住民サ住民サ

ービービービービススススのののの維持向維持向維持向維持向上を上を上を上を図図図図ろうということがろうということがろうということがろうということが契機契機契機契機ではないかとではないかとではないかとではないか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。
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市町市町市町市町村合村合村合村合併併併併につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、過去過去過去過去をををを大大大大きくきくきくきく分け分け分け分けて３つの合て３つの合て３つの合て３つの合併併併併の時の時の時の時期期期期がございました。まがございました。まがございました。まがございました。ま

ずはずはずはずは明治明治明治明治のののの大大大大合合合合併併併併でございますでございますでございますでございますけけけけれども、これは近れども、これは近れども、これは近れども、これは近代代代代的な地方自的な地方自的な地方自的な地方自治治治治行政を行政を行政を行政を実現実現実現実現するためにするためにするためにするために

基基基基盤盤盤盤をををを強化強化強化強化するということをするということをするということをするということを目目目目的として、小的として、小的として、小的として、小学校学校学校学校やややや戸籍戸籍戸籍戸籍の事務の事務の事務の事務処処処処理を行うために、おお理を行うために、おお理を行うために、おお理を行うために、おおむむむむ

ねねねね３００から５００３００から５００３００から５００３００から５００戸戸戸戸をををを標標標標準準準準としてとしてとしてとして町町町町村を合村を合村を合村を合併併併併したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。奈奈奈奈良県では１良県では１良県では１良県では１，，，，５５５５

９４９４９４９４町町町町村ありましたが、１６２村ありましたが、１６２村ありましたが、１６２村ありましたが、１６２町町町町村に合村に合村に合村に合併併併併されております。されております。されております。されております。

次に、次に、次に、次に、昭和昭和昭和昭和のののの大大大大合合合合併併併併であります。これはであります。これはであります。これはであります。これは戦戦戦戦後の地方自後の地方自後の地方自後の地方自治治治治、特に、特に、特に、特に市町市町市町市町村の村の村の村の役割役割役割役割をををを強化強化強化強化するするするする

というというというという目目目目的で、中的で、中的で、中的で、中学校学校学校学校１１１１校校校校をををを効率効率効率効率的に設的に設的に設的に設置置置置しようということで、人しようということで、人しようということで、人しようということで、人口口口口規模８規模８規模８規模８，，，，０００人を０００人を０００人を０００人を

標標標標準準準準として合として合として合として合併併併併をををを図図図図られたものでございます。この時られたものでございます。この時られたものでございます。この時られたものでございます。この時点点点点ではではではでは奈奈奈奈良県では１３良県では１３良県では１３良県では１３８町８町８町８町村ありま村ありま村ありま村ありま

したしたしたしたけけけけれども、４れども、４れども、４れども、４８市町８市町８市町８市町村に合村に合村に合村に合併併併併がががが進ん進ん進ん進んでおります。でおります。でおります。でおります。

４４４４ペペペペーーーージジジジ、、、、最最最最後に平成の後に平成の後に平成の後に平成の大大大大合合合合併併併併でございます。これは、地方でございます。これは、地方でございます。これは、地方でございます。これは、地方分権分権分権分権の担いの担いの担いの担い手手手手となるとなるとなるとなる基礎基礎基礎基礎自自自自

治体治体治体治体ににににふふふふさわしい行さわしい行さわしい行さわしい行財財財財政政政政基基基基盤盤盤盤のののの確確確確立を立を立を立を目目目目的として的として的として的として市町市町市町市町村合村合村合村合併併併併されたことが主なされたことが主なされたことが主なされたことが主な目目目目的ではご的ではご的ではご的ではご

ざいますが、この合ざいますが、この合ざいますが、この合ざいますが、この合併併併併によりによりによりにより市町市町市町市町村村村村数数数数はははは全国全国全国全国で３で３で３で３，，，，２２９から１２２９から１２２９から１２２９から１，，，，８８８８２１へ、２１へ、２１へ、２１へ、奈奈奈奈良県では良県では良県では良県では

４４４４７７７７から３９にから３９にから３９にから３９に減少減少減少減少しましたが、しましたが、しましたが、しましたが、全国全国全国全国からからからから比べ比べ比べ比べますとますとますとますと奈奈奈奈良県では良県では良県では良県では市町市町市町市町村合村合村合村合併併併併がががが余余余余りりりり進進進進まなまなまなまな

かったというかったというかったというかったという現実現実現実現実がございます。がございます。がございます。がございます。

次に、次に、次に、次に、都道都道都道都道府県の合府県の合府県の合府県の合併併併併のののの動動動動きについてきについてきについてきについて説明説明説明説明をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。都道都道都道都道府県の合府県の合府県の合府県の合併併併併につにつにつにつ

きましては、きましては、きましては、きましては、昭和昭和昭和昭和４０年に第１０次地方４０年に第１０次地方４０年に第１０次地方４０年に第１０次地方制制制制度調査会の度調査会の度調査会の度調査会の答答答答申がございます。この申がございます。この申がございます。この申がございます。この答答答答申に申に申に申に基づ基づ基づ基づ

いて特いて特いて特いて特例法例法例法例法のののの制定制定制定制定をををを目指目指目指目指して「府県合して「府県合して「府県合して「府県合併併併併に関するに関するに関するに関する答答答答申」が行われまして、申」が行われまして、申」が行われまして、申」が行われまして、昭和昭和昭和昭和４１年に４１年に４１年に４１年に都都都都

道道道道府県合府県合府県合府県合併併併併特特特特例法案例法案例法案例法案がががが国国国国会に会に会に会に提提提提出されております出されております出されております出されておりますけけけけれども、れども、れども、れども、反反反反対対対対意見意見意見意見が多くが多くが多くが多く廃廃廃廃案案案案になってになってになってになって

おります。おります。おります。おります。

次に、行政次に、行政次に、行政次に、行政組織組織組織組織の広域の広域の広域の広域化化化化のののの動動動動きについてでございます。広域きについてでございます。広域きについてでございます。広域きについてでございます。広域化化化化のののの契機契機契機契機として５として５として５として５点点点点上げさ上げさ上げさ上げさ

せていただいております。１せていただいております。１せていただいております。１せていただいております。１点目点目点目点目はははは生生生生活活活活・・・・通通通通勤・商勤・商勤・商勤・商業業業業・・・・経経経経済圏済圏済圏済圏のののの拡拡拡拡大大大大、２、２、２、２点目点目点目点目ははははスケスケスケスケーーーールルルル

メリメリメリメリットットットットをををを生生生生かしたかしたかしたかした重重重重点点点点投投投投資資資資、３、３、３、３点目点目点目点目はははは市町市町市町市町村、村、村、村、都道都道都道都道府県、府県、府県、府県、国国国国の二の二の二の二重重重重行政、二行政、二行政、二行政、二重投重投重投重投資資資資へのへのへのへの

対対対対応応応応、４、４、４、４点目点目点目点目はははは国国国国、地方の、地方の、地方の、地方の財財財財政政政政悪化悪化悪化悪化、５、５、５、５点目点目点目点目がががが規制規制規制規制緩緩緩緩和和和和ということでございます。ということでございます。ということでございます。ということでございます。

これらをこれらをこれらをこれらを契機契機契機契機にしてにしてにしてにして道道道道州州州州制制制制へのへのへのへの動動動動きがありましたが、地方きがありましたが、地方きがありましたが、地方きがありましたが、地方制制制制度調査会から２つの度調査会から２つの度調査会から２つの度調査会から２つの大大大大きなきなきなきな

答答答答申がされております。申がされております。申がされております。申がされております。

１つ１つ１つ１つ目目目目は、かなりは、かなりは、かなりは、かなり有有有有名な名な名な名な答答答答申ではございます申ではございます申ではございます申ではございますけけけけれども、れども、れども、れども、昭和昭和昭和昭和３２年の第４次地方３２年の第４次地方３２年の第４次地方３２年の第４次地方制制制制度調度調度調度調

査会から出された「地方査会から出された「地方査会から出された「地方査会から出された「地方制制制制度の度の度の度の改改改改革革革革に関するに関するに関するに関する答答答答申」でございます。主な内申」でございます。主な内申」でございます。主な内申」でございます。主な内容容容容は、１は、１は、１は、１点目点目点目点目はははは

県を県を県を県を廃止廃止廃止廃止して、して、して、して、全国全国全国全国をををを７７７７つから９つのブつから９つのブつから９つのブつから９つのブロロロロッッッッククククにする、いわにする、いわにする、いわにする、いわゆゆゆゆる地方という名る地方という名る地方という名る地方という名称称称称でここででここででここででここで

は呼は呼は呼は呼んんんんでおりますが、今の概でおりますが、今の概でおりますが、今の概でおりますが、今の概念念念念でいでいでいでいえば道えば道えば道えば道州州州州ということになろうかと思います。２ということになろうかと思います。２ということになろうかと思います。２ということになろうかと思います。２点目点目点目点目は、は、は、は、

長は内長は内長は内長は内閣総閣総閣総閣総理理理理大大大大臣臣臣臣が任が任が任が任命命命命するということで、するということで、するということで、するということで、国国国国の影の影の影の影響響響響力を力を力を力を維持維持維持維持するというするというするというするという形形形形で、あるで、あるで、あるで、ある意味意味意味意味、、、、



---- 9999 ----

不不不不完全完全完全完全自自自自治体治体治体治体の方の方の方の方向向向向がががが提提提提言されているという内言されているという内言されているという内言されているという内容容容容になろうかと思います。になろうかと思います。になろうかと思います。になろうかと思います。

５５５５ペペペペーーーージジジジでは、平成１では、平成１では、平成１では、平成１８８８８年の第２年の第２年の第２年の第２８８８８次地方次地方次地方次地方制制制制度調査会では「度調査会では「度調査会では「度調査会では「道道道道州州州州制制制制のあり方に関するのあり方に関するのあり方に関するのあり方に関する答答答答

申」がされています。内申」がされています。内申」がされています。内申」がされています。内容容容容としては、府県をとしては、府県をとしては、府県をとしては、府県を廃止廃止廃止廃止してしてしてして全国全国全国全国を９、１１、１３を９、１１、１３を９、１１、１３を９、１１、１３道道道道州州州州にする３にする３にする３にする３

つのつのつのつの例例例例をををを挙挙挙挙げてげてげてげて提示提示提示提示されております。それから、ここでされております。それから、ここでされております。それから、ここでされております。それから、ここで大大大大きなきなきなきな違違違違いがありますが、いがありますが、いがありますが、いがありますが、町町町町につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては道道道道州州州州のののの住民住民住民住民がががが直直直直接接接接選選選選挙挙挙挙するということのするということのするということのするということの提案提案提案提案がされております。ここでは、がされております。ここでは、がされております。ここでは、がされております。ここでは、国国国国と地と地と地と地

方方方方及及及及び広域自び広域自び広域自び広域自治体治体治体治体と、それからと、それからと、それからと、それから基礎基礎基礎基礎自自自自治体治体治体治体のののの役割役割役割役割のののの分分分分担を担を担を担を見直見直見直見直して、これにして、これにして、これにして、これに従従従従ってってってって権権権権限の限の限の限の

再再再再配分配分配分配分、、、、組織組織組織組織のののの再編再編再編再編、それに、それに、それに、それにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい税財税財税財税財政政政政制制制制度の度の度の度の実現実現実現実現とととと具体具体具体具体策が策が策が策が道道道道州州州州のののの導導導導入について入について入について入について

記されております。この記されております。この記されております。この記されております。この答答答答申を申を申を申を受受受受けけけけまして、政府においてもまして、政府においてもまして、政府においてもまして、政府においても道道道道州州州州制制制制担当担当担当担当大大大大臣臣臣臣がががが置置置置かれましかれましかれましかれまし

て、平成１９年にて、平成１９年にて、平成１９年にて、平成１９年に道道道道州州州州制制制制ビビビビジジジジョョョョンンンン懇談懇談懇談懇談会というのが設会というのが設会というのが設会というのが設置置置置されております。平成２０年に中されております。平成２０年に中されております。平成２０年に中されております。平成２０年に中

間報告間報告間報告間報告がなされておりますが、平成２２年にがなされておりますが、平成２２年にがなされておりますが、平成２２年にがなされておりますが、平成２２年に道道道道州州州州制制制制ビビビビジジジジョョョョンンンン懇談懇談懇談懇談会は会は会は会は廃止廃止廃止廃止となっておりまとなっておりまとなっておりまとなっておりま

す。す。す。す。

ここで、広域行政の議ここで、広域行政の議ここで、広域行政の議ここで、広域行政の議論論論論をするときにをするときにをするときにをするときに大大大大きな要きな要きな要きな要素素素素であります、であります、であります、であります、規制規制規制規制緩緩緩緩和和和和と地方と地方と地方と地方分権分権分権分権の関の関の関の関

係について係について係について係について整整整整理させていただきたいと思います。理させていただきたいと思います。理させていただきたいと思います。理させていただきたいと思います。

規制規制規制規制緩緩緩緩和和和和とは、とは、とは、とは、産業や産業や産業や産業や事事事事業業業業へのへのへのへの参参参参入入入入・退・退・退・退出出出出規制規制規制規制、、、、価格価格価格価格規制規制規制規制、、、、消消消消費費費費者者者者保護保護保護保護規制規制規制規制等という政等という政等という政等という政

府の府の府の府の規制規制規制規制をををを縮縮縮縮小しようということでありますが、これは行政と小しようということでありますが、これは行政と小しようということでありますが、これは行政と小しようということでありますが、これは行政と市市市市場との関係を場との関係を場との関係を場との関係を意味意味意味意味するもするもするもするも

のでありまして、のでありまして、のでありまして、のでありまして、通常通常通常通常経経経経済界済界済界済界の中の中の中の中心心心心的な関的な関的な関的な関心心心心分分分分野ということになろうと野ということになろうと野ということになろうと野ということになろう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。

一方、地方一方、地方一方、地方一方、地方分権分権分権分権というのはというのはというのはというのは国国国国と地方のと地方のと地方のと地方の役割分役割分役割分役割分担の担の担の担の明確化明確化明確化明確化で、地方にできることは地方にで、地方にできることは地方にで、地方にできることは地方にで、地方にできることは地方に

任せようという、これは行政事務を任せようという、これは行政事務を任せようという、これは行政事務を任せようという、これは行政事務を国国国国と地方でどのようにと地方でどのようにと地方でどのようにと地方でどのように分分分分担するのかという担するのかという担するのかという担するのかという統治統治統治統治機機機機構の構の構の構の

あり方についての議あり方についての議あり方についての議あり方についての議論論論論でありますので、本来政でありますので、本来政でありますので、本来政でありますので、本来政治治治治の中の中の中の中心心心心的な関的な関的な関的な関心心心心分分分分野ではないかと野ではないかと野ではないかと野ではないかと考え考え考え考えまままま

す。このようなす。このようなす。このようなす。このような規制規制規制規制緩緩緩緩和和和和と地方と地方と地方と地方分権分権分権分権のののの観点観点観点観点というのは、というのは、というのは、というのは、ええええてして一てして一てして一てして一緒緒緒緒に議に議に議に議論論論論されがちではされがちではされがちではされがちでは

ございますが、ここではございますが、ここではございますが、ここではございますが、ここでは区区区区別をしていただくのがよろしいのではないかということで別をしていただくのがよろしいのではないかということで別をしていただくのがよろしいのではないかということで別をしていただくのがよろしいのではないかということで整整整整理理理理

させていただいております。させていただいております。させていただいております。させていただいております。

６６６６ペペペペーーーージジジジには、広域連合には、広域連合には、広域連合には、広域連合制制制制度について記度について記度について記度について記載載載載しております。平成５年の第２３次地方しております。平成５年の第２３次地方しております。平成５年の第２３次地方しております。平成５年の第２３次地方制制制制度度度度

調査会で「広域連合調査会で「広域連合調査会で「広域連合調査会で「広域連合及及及及び中び中び中び中核核核核市市市市に関するに関するに関するに関する答答答答申」が出されています。それを申」が出されています。それを申」が出されています。それを申」が出されています。それを受受受受けけけけまして、平まして、平まして、平まして、平

成６年に地方自成６年に地方自成６年に地方自成６年に地方自治法治法治法治法がががが改改改改正されまして、一部事務正されまして、一部事務正されまして、一部事務正されまして、一部事務組組組組合の合の合の合の枠枠枠枠内で広域連合内で広域連合内で広域連合内で広域連合制制制制度が度が度が度が創創創創設されて設されて設されて設されて

います。経います。経います。経います。経済界済界済界済界においても、平成１５年に関西経においても、平成１５年に関西経においても、平成１５年に関西経においても、平成１５年に関西経済済済済連合会が連合会が連合会が連合会が将将将将来の来の来の来の道道道道州州州州制実現制実現制実現制実現にににに向け向け向け向けて広て広て広て広

域連合域連合域連合域連合制制制制度を度を度を度を使使使使った広域連合関西った広域連合関西った広域連合関西った広域連合関西州州州州というというというという提案提案提案提案をされております。平成２２年には、をされております。平成２２年には、をされております。平成２２年には、をされております。平成２２年には、都道都道都道都道

府県の広域連合として府県の広域連合として府県の広域連合として府県の広域連合として全国全国全国全国初となります関西広域連合が設立されております。初となります関西広域連合が設立されております。初となります関西広域連合が設立されております。初となります関西広域連合が設立されております。

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同様同様同様同様にににに国国国国からのからのからのからの権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲をををを目指目指目指目指し、し、し、し、九州九州九州九州地方知事会において、地方知事会において、地方知事会において、地方知事会において、九州九州九州九州広域広域広域広域

行政行政行政行政機機機機構の設立を構の設立を構の設立を構の設立を目指目指目指目指してしてしてして活動活動活動活動されているところでございます。されているところでございます。されているところでございます。されているところでございます。九州九州九州九州広域行政広域行政広域行政広域行政機機機機構の特構の特構の特構の特徴徴徴徴
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についてについてについてについて触触触触れておきますと、れておきますと、れておきますと、れておきますと、国国国国の出先の出先の出先の出先機機機機関の事務、関の事務、関の事務、関の事務、権権権権限、人員、限、人員、限、人員、限、人員、財源財源財源財源すすすすべべべべてのてのてのての受受受受けけけけ皿皿皿皿としとしとしとし

ようということでございますし、構成ようということでございますし、構成ようということでございますし、構成ようということでございますし、構成団体団体団体団体の事務もの事務もの事務もの事務も持持持持ちちちち寄寄寄寄りではございませりではございませりではございませりではございませんんんん。ただし、。ただし、。ただし、。ただし、

このままでは設立はできなくて、新たなこのままでは設立はできなくて、新たなこのままでは設立はできなくて、新たなこのままでは設立はできなくて、新たな法法法法律律律律がががが必必必必要ということでございます。広域連合で要ということでございます。広域連合で要ということでございます。広域連合で要ということでございます。広域連合で

はなくて、新たなはなくて、新たなはなくて、新たなはなくて、新たな組織組織組織組織の設立をの設立をの設立をの設立を目指目指目指目指しておられるというところでございます。しておられるというところでございます。しておられるというところでございます。しておられるというところでございます。

ここで、広域連合の特ここで、広域連合の特ここで、広域連合の特ここで、広域連合の特徴徴徴徴をををを整整整整理させていただいております。一部事務理させていただいております。一部事務理させていただいております。一部事務理させていただいております。一部事務組組組組合とほ合とほ合とほ合とほぼぼぼぼ同同同同じでじでじでじで

ございますございますございますございますけけけけれども、１つれども、１つれども、１つれども、１つ目目目目は課は課は課は課税権税権税権税権がない、２つがない、２つがない、２つがない、２つ目目目目は事務はは事務はは事務はは事務は持持持持ちちちち寄寄寄寄りである、それからりである、それからりである、それからりである、それから

３つ３つ３つ３つ目目目目は事務は事務は事務は事務移譲移譲移譲移譲後は構成後は構成後は構成後は構成団体団体団体団体はそのはそのはそのはその権能権能権能権能をををを失失失失うということでございます。うということでございます。うということでございます。うということでございます。

７ペ７ペ７ペ７ペーーーージジジジには、広域地方行政には、広域地方行政には、広域地方行政には、広域地方行政組織組織組織組織をををを比比比比較較較較できるようにできるようにできるようにできるように整整整整理しております。特にここで理しております。特にここで理しております。特にここで理しております。特にここで見見見見

ていただきたいのは、広域連合は一部事務ていただきたいのは、広域連合は一部事務ていただきたいのは、広域連合は一部事務ていただきたいのは、広域連合は一部事務組組組組合の合の合の合の枠枠枠枠組み組み組み組みでででで整整整整理されているというところで理されているというところで理されているというところで理されているというところで

ごらごらごらごらんんんんいただきたいと思います。先ほど申し上げましたいただきたいと思います。先ほど申し上げましたいただきたいと思います。先ほど申し上げましたいただきたいと思います。先ほど申し上げましたけけけけれども、課れども、課れども、課れども、課税権税権税権税権がなく、がなく、がなく、がなく、権権権権限は限は限は限は

府県からの事務の府県からの事務の府県からの事務の府県からの事務の持持持持ちちちち寄寄寄寄り、それからり、それからり、それからり、それから国国国国からのからのからのからの権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲があった場合は、府県はがあった場合は、府県はがあった場合は、府県はがあった場合は、府県は相相相相変変変変わらわらわらわら

ず存ず存ず存ず存続続続続ということでありまして、ということでありまして、ということでありまして、ということでありまして、変則変則変則変則的な的な的な的な組織組織組織組織となっております。となっております。となっております。となっております。

次に、次に、次に、次に、８ペ８ペ８ペ８ペーーーージジジジ、ここからは関西広域連合設立の経緯についてお、ここからは関西広域連合設立の経緯についてお、ここからは関西広域連合設立の経緯についてお、ここからは関西広域連合設立の経緯についてお話話話話をさせていただきたをさせていただきたをさせていただきたをさせていただきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

関西広域連合設立の経緯についてでございます関西広域連合設立の経緯についてでございます関西広域連合設立の経緯についてでございます関西広域連合設立の経緯についてでございますけけけけれども、先ほどごれども、先ほどごれども、先ほどごれども、先ほどご説明説明説明説明申し上げました申し上げました申し上げました申し上げました

ように、平成６年の地方自ように、平成６年の地方自ように、平成６年の地方自ように、平成６年の地方自治法治法治法治法のののの改改改改正によりまして広域連合正によりまして広域連合正によりまして広域連合正によりまして広域連合制制制制度が新設されました。平成度が新設されました。平成度が新設されました。平成度が新設されました。平成

１９年１９年１９年１９年７７７７月に関西広域月に関西広域月に関西広域月に関西広域機機機機構（構（構（構（ＫＵＫＵＫＵＫＵ）が設立されて、関西広域）が設立されて、関西広域）が設立されて、関西広域）が設立されて、関西広域機機機機構内に構内に構内に構内に分権改分権改分権改分権改革革革革推進推進推進推進本部会本部会本部会本部会

議が設議が設議が設議が設置置置置され、その中で本県も入りまして関西広域連合の設立につきましてされ、その中で本県も入りまして関西広域連合の設立につきましてされ、その中で本県も入りまして関西広域連合の設立につきましてされ、その中で本県も入りまして関西広域連合の設立につきまして継継継継続続続続的に的に的に的に検討検討検討検討

してきたところであります。本部会議は６してきたところであります。本部会議は６してきたところであります。本部会議は６してきたところであります。本部会議は６回回回回、それから、それから、それから、それから幹幹幹幹事会、事会、事会、事会、ワワワワーーーーキキキキンンンンググググ会合について会合について会合について会合について

はははは随随随随時に開時に開時に開時に開催催催催されているところでございます。されているところでございます。されているところでございます。されているところでございます。

９９９９ペペペペーーーージジジジ、この、この、この、この分権改分権改分権改分権改革革革革推進推進推進推進本部会議において、本県として議本部会議において、本県として議本部会議において、本県として議本部会議において、本県として議論論論論した内した内した内した内容容容容を記しておりを記しておりを記しておりを記しており

ます。ます。ます。ます。

１１１１点目点目点目点目は、新たな自は、新たな自は、新たな自は、新たな自治体治体治体治体を自を自を自を自治体治体治体治体の上につくるということはの上につくるということはの上につくるということはの上につくるということは屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋をををを架架架架することにならすることにならすることにならすることになら

ないのか、２ないのか、２ないのか、２ないのか、２点目点目点目点目は、広域連は、広域連は、広域連は、広域連携携携携でででで十十十十分実分実分実分実施可施可施可施可能能能能な事務ではないのか、３な事務ではないのか、３な事務ではないのか、３な事務ではないのか、３点目点目点目点目には、府県かには、府県かには、府県かには、府県か

ら広域連合へら広域連合へら広域連合へら広域連合へ権権権権限を限を限を限を移移移移すことはすことはすことはすことは分権分権分権分権ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、住民住民住民住民からさらにからさらにからさらにからさらに遠遠遠遠ざかっていくようなざかっていくようなざかっていくようなざかっていくような集集集集

権権権権になっているのではないかというになっているのではないかというになっているのではないかというになっているのではないかという指指指指摘摘摘摘をさせていただいておりますが、このをさせていただいておりますが、このをさせていただいておりますが、このをさせていただいておりますが、この組織組織組織組織の中での中での中での中で

はははは組織組織組織組織をつくる議をつくる議をつくる議をつくる議論論論論がががが最最最最優優優優先されておりまして、本県の先されておりまして、本県の先されておりまして、本県の先されておりまして、本県の懸念懸念懸念懸念に対してもに対してもに対してもに対しても十十十十分分分分な議な議な議な議論論論論をされをされをされをされ

ないまま関西広域連合が平成２２年１２月１日にないまま関西広域連合が平成２２年１２月１日にないまま関西広域連合が平成２２年１２月１日にないまま関西広域連合が平成２２年１２月１日に発足発足発足発足した次第でございます。した次第でございます。した次第でございます。した次第でございます。

１０１０１０１０ペペペペーーーージジジジでは、関西広域連合の特では、関西広域連合の特では、関西広域連合の特では、関西広域連合の特徴徴徴徴とととと実実実実績績績績について書かせていただいております。地について書かせていただいております。地について書かせていただいております。地について書かせていただいております。地

方自方自方自方自治法治法治法治法がががが考え考え考え考える広域連合とる広域連合とる広域連合とる広域連合と少少少少しししし違違違違う特う特う特う特徴徴徴徴を関西広域連合はを関西広域連合はを関西広域連合はを関西広域連合は持持持持っておりますので、ここでっておりますので、ここでっておりますので、ここでっておりますので、ここで
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ああああええええてててて整整整整理させていただいております。理させていただいております。理させていただいております。理させていただいております。

関西広域連合の特関西広域連合の特関西広域連合の特関西広域連合の特徴徴徴徴としては、地方自としては、地方自としては、地方自としては、地方自治法治法治法治法上、特に上、特に上、特に上、特に規定規定規定規定のない広域連合委員会がのない広域連合委員会がのない広域連合委員会がのない広域連合委員会が現現現現存し存し存し存し

ております。この委員会は委員であるております。この委員会は委員であるております。この委員会は委員であるております。この委員会は委員である全全全全知事の合知事の合知事の合知事の合意意意意が、が、が、が、全全全全員一員一員一員一致致致致でないとだめだというでないとだめだというでないとだめだというでないとだめだという規規規規

定定定定になっております。したがって、そのになっております。したがって、そのになっております。したがって、そのになっております。したがって、その責責責責任の所任の所任の所任の所在在在在が、関西広域連合で事務をが、関西広域連合で事務をが、関西広域連合で事務をが、関西広域連合で事務を推推推推しししし進進進進めてめてめてめて

いる中ではいる中ではいる中ではいる中では不不不不明確明確明確明確な部な部な部な部分分分分があるのではないかというがあるのではないかというがあるのではないかというがあるのではないかという指指指指摘摘摘摘もされているところでございます。もされているところでございます。もされているところでございます。もされているところでございます。

次に、関西広域連合の次に、関西広域連合の次に、関西広域連合の次に、関西広域連合の実実実実績績績績でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、現在現在現在現在、当初事務の広域、当初事務の広域、当初事務の広域、当初事務の広域計計計計画画画画は各府県は各府県は各府県は各府県分分分分野事野事野事野事

務局で務局で務局で務局で作作作作成中でありまして、事成中でありまして、事成中でありまして、事成中でありまして、事業分業分業分業分野ごとの広域野ごとの広域野ごとの広域野ごとの広域計計計計画画画画にににに基づ基づ基づ基づきますきますきますきます実実実実質質質質的な事的な事的な事的な事業業業業のののの実実実実績績績績はははは

ございませございませございませございませんんんん。。。。

１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジでは、関西広域連合のでは、関西広域連合のでは、関西広域連合のでは、関西広域連合の組織組織組織組織の概要について記しております。設立当初は、の概要について記しております。設立当初は、の概要について記しております。設立当初は、の概要について記しております。設立当初は、防防防防

災、災、災、災、観観観観光光光光・文・文・文・文化化化化、、、、産業産業産業産業振興、振興、振興、振興、医療医療医療医療、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全、、、、資資資資格試験免格試験免格試験免格試験免許、職員許、職員許、職員許、職員研修研修研修研修というというというという７７７７つのつのつのつの分分分分野野野野

についての事務をについての事務をについての事務をについての事務を実実実実施することとされております。地方自施することとされております。地方自施することとされております。地方自施することとされております。地方自治法治法治法治法上設上設上設上設置置置置についてについてについてについて規定規定規定規定のないのないのないのない

広域連合委員会が広域連合委員会が広域連合委員会が広域連合委員会が規約規約規約規約にににに基づ基づ基づ基づき設き設き設き設置置置置されまして、されまして、されまして、されまして、意見意見意見意見がががが全全全全員一員一員一員一致致致致でないとでないとでないとでないと動動動動かないというかないというかないというかないという

形形形形にされておるところでございます。次に、各事務にされておるところでございます。次に、各事務にされておるところでございます。次に、各事務にされておるところでございます。次に、各事務分分分分野ごとの野ごとの野ごとの野ごとの執執執執行行行行責責責責任を担う知事を任を担う知事を任を担う知事を任を担う知事を置置置置いいいい

ておりまして、当ておりまして、当ておりまして、当ておりまして、当該該該該知事の府県に知事の府県に知事の府県に知事の府県に分分分分野事務局が各府県ごとに事務ごとにあるという野事務局が各府県ごとに事務ごとにあるという野事務局が各府県ごとに事務ごとにあるという野事務局が各府県ごとに事務ごとにあるという形形形形であであであであ

りまして、一りまして、一りまして、一りまして、一元元元元的に的に的に的に大阪大阪大阪大阪府にあるというのではございませ府にあるというのではございませ府にあるというのではございませ府にあるというのではございませんんんん。議会についてでございます。議会についてでございます。議会についてでございます。議会についてでございます

けけけけれども、議員れども、議員れども、議員れども、議員定定定定数数数数は２０人とは２０人とは２０人とは２０人と規約規約規約規約でででで定定定定められております。められております。められております。められております。

１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジから１３から１３から１３から１３ペペペペーーーージジジジをごらをごらをごらをごらんんんんいただくと、いただくと、いただくと、いただくと、７分７分７分７分野の事務の内野の事務の内野の事務の内野の事務の内容容容容について記について記について記について記載載載載してしてしてして

おります。おります。おります。おります。

１４１４１４１４ペペペペーーーージジジジでは、先ほど申し上げました関西広域連合議会の構成について記しておりまでは、先ほど申し上げました関西広域連合議会の構成について記しておりまでは、先ほど申し上げました関西広域連合議会の構成について記しておりまでは、先ほど申し上げました関西広域連合議会の構成について記しておりま

す。す。す。す。規約規約規約規約では議員のでは議員のでは議員のでは議員の定定定定数数数数は２０人ということになっておりますが、構成は２０人ということになっておりますが、構成は２０人ということになっておりますが、構成は２０人ということになっておりますが、構成団体団体団体団体のののの割割割割合に合に合に合に従従従従いいいい

ましてましてましてまして割割割割り振りされております。１４り振りされております。１４り振りされております。１４り振りされております。１４ペペペペーーーージジジジのとおりでございます。こののとおりでございます。こののとおりでございます。こののとおりでございます。この計計計計算算算算でいきますでいきますでいきますでいきます

と、と、と、と、奈奈奈奈良県がもしも入るということになれ良県がもしも入るということになれ良県がもしも入るということになれ良県がもしも入るということになればばばば２名になろうかと思います。２名になろうかと思います。２名になろうかと思います。２名になろうかと思います。

１５１５１５１５ペペペペーーーージジジジでは、関西広域連合の経では、関西広域連合の経では、関西広域連合の経では、関西広域連合の経費費費費、それから平成２３年度の、それから平成２３年度の、それから平成２３年度の、それから平成２３年度の予算予算予算予算を記を記を記を記載載載載しておりましておりましておりましておりま

す。す。す。す。総総総総務務務務費費費費につきましては議会につきましては議会につきましては議会につきましては議会費や費や費や費や人人人人件費件費件費件費で、うち人で、うち人で、うち人で、うち人件費件費件費件費は１は１は１は１億億億億２２２２，，，，００００００００００００万万万万円でござい円でござい円でござい円でござい

ます。関西広域連合の職員１３名ます。関西広域連合の職員１３名ます。関西広域連合の職員１３名ます。関西広域連合の職員１３名分分分分がこれの支がこれの支がこれの支がこれの支払払払払いの対いの対いの対いの対象象象象となっております。事となっております。事となっております。事となっております。事業費業費業費業費はははは７７７７

分分分分野のうち各府県が担当する野のうち各府県が担当する野のうち各府県が担当する野のうち各府県が担当する業業業業務に係る経務に係る経務に係る経務に係る経費費費費でございます。さらに特でございます。さらに特でございます。さらに特でございます。さらに特定定定定事事事事業費業費業費業費というのがというのがというのがというのが

ございますございますございますございますけけけけれども、これは平成２３年度かられども、これは平成２３年度かられども、これは平成２３年度かられども、これは平成２３年度からススススタタタターーーートトトトとしますとしますとしますとします兵庫兵庫兵庫兵庫県、県、県、県、京京京京都都都都府、府、府、府、鳥鳥鳥鳥取県取県取県取県

ををををエリアエリアエリアエリアとしますとしますとしますとしますドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリの経の経の経の経費費費費でございます。なお、関西広域連合がでございます。なお、関西広域連合がでございます。なお、関西広域連合がでございます。なお、関西広域連合が実実実実施したとさ施したとさ施したとさ施したとさ

れています災れています災れています災れています災害害害害支援は各府県の支援は各府県の支援は各府県の支援は各府県の予算予算予算予算でででで実実実実施されたものであって、関西広域連合施されたものであって、関西広域連合施されたものであって、関西広域連合施されたものであって、関西広域連合予算予算予算予算でででで執執執執行行行行

されたされたされたされた実実実実績績績績はございませはございませはございませはございませんんんん。以上で、私の方から関西広域連合の設立経緯等につきまして。以上で、私の方から関西広域連合の設立経緯等につきまして。以上で、私の方から関西広域連合の設立経緯等につきまして。以上で、私の方から関西広域連合の設立経緯等につきまして
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のののの説明説明説明説明をををを終終終終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。わらせていただきます。よろしくお願いいたします。わらせていただきます。よろしくお願いいたします。わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、次に、次に、次に、東東東東日本日本日本日本大大大大震震震震災の被災地支援については、災の被災地支援については、災の被災地支援については、災の被災地支援については、早早早早期期期期のののの復復復復興を願う興を願う興を願う興を願う国民国民国民国民の関の関の関の関

心心心心もももも高高高高く、く、く、く、奈奈奈奈良県はもちろ良県はもちろ良県はもちろ良県はもちろんんんん、関西広域連合としての取り、関西広域連合としての取り、関西広域連合としての取り、関西広域連合としての取り組み組み組み組みについてもについてもについてもについても注注注注目目目目をををを集集集集めていめていめていめてい

ることから、近畿等各府県の被災地への人的支援状況について、ることから、近畿等各府県の被災地への人的支援状況について、ることから、近畿等各府県の被災地への人的支援状況について、ることから、近畿等各府県の被災地への人的支援状況について、防防防防災災災災統括統括統括統括室長から室長から室長から室長から説明説明説明説明願願願願

います。います。います。います。

○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長 それではそれではそれではそれでは、、、、「近畿等各府県の被災地への人的支援状況について」ご「近畿等各府県の被災地への人的支援状況について」ご「近畿等各府県の被災地への人的支援状況について」ご「近畿等各府県の被災地への人的支援状況について」ご

説明説明説明説明いたします。いたします。いたします。いたします。

まず、まず、まず、まず、ⅠⅠⅠⅠ、初、初、初、初動活動動活動動活動動活動の開の開の開の開始始始始日、これは連合日、これは連合日、これは連合日、これは連合非参加非参加非参加非参加県と連合県と連合県と連合県と連合参加参加参加参加県の県の県の県の①①①①からからからから⑤⑤⑤⑤まで、いわまで、いわまで、いわまで、いわ

ゆゆゆゆるるるる救急救命救急救命救急救命救急救命活動活動活動活動に当たる部に当たる部に当たる部に当たる部隊隊隊隊の出の出の出の出動動動動した日にちの一した日にちの一した日にちの一した日にちの一覧覧覧覧表表表表です。これらはです。これらはです。これらはです。これらは表表表表のののの右側右側右側右側をををを見見見見てててて

いただいただいただいただけけけけれれれればばばば、要、要、要、要請請請請者、それから者、それから者、それから者、それから派遣派遣派遣派遣者、だれが者、だれが者、だれが者、だれが派遣派遣派遣派遣をををを命命命命じたかということになるのですじたかということになるのですじたかということになるのですじたかということになるのです

が、が、が、が、派遣派遣派遣派遣者は知事または各府県の公者は知事または各府県の公者は知事または各府県の公者は知事または各府県の公安安安安委員長、委員長、委員長、委員長、市町市町市町市町村長であります。初村長であります。初村長であります。初村長であります。初動活動動活動動活動動活動につきましにつきましにつきましにつきまし

ては日時からては日時からては日時からては日時から見見見見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明明明明らかなように、本県はらかなように、本県はらかなように、本県はらかなように、本県は発発発発災日か、その災日か、その災日か、その災日か、その翌翌翌翌日には出日には出日には出日には出動動動動しししし

ており、他の府県とており、他の府県とており、他の府県とており、他の府県と比比比比してもしてもしてもしても迅迅迅迅速速速速な対な対な対な対応応応応をしたところであります。なお、をしたところであります。なお、をしたところであります。なお、をしたところであります。なお、①①①①からからからから⑤⑤⑤⑤につきにつきにつきにつき

ましては、先ほど言いましたが、各府県の知事等がましては、先ほど言いましたが、各府県の知事等がましては、先ほど言いましたが、各府県の知事等がましては、先ほど言いましたが、各府県の知事等が派遣派遣派遣派遣を行ったもので、関西広域連合とを行ったもので、関西広域連合とを行ったもので、関西広域連合とを行ったもので、関西広域連合と

してしてしてして派遣派遣派遣派遣したものではありませしたものではありませしたものではありませしたものではありませんんんん。。。。

次に次に次に次にⅡⅡⅡⅡ、被災者への支援に係る府県職員、被災者への支援に係る府県職員、被災者への支援に係る府県職員、被災者への支援に係る府県職員派遣派遣派遣派遣状況状況状況状況及及及及びびびび派遣派遣派遣派遣開開開開始始始始日の一日の一日の一日の一覧覧覧覧表表表表です。です。です。です。括括括括弧弧弧弧書書書書

きはきはきはきは派遣派遣派遣派遣を開を開を開を開始始始始した一した一した一した一番番番番当初の日にちを書いております。人当初の日にちを書いております。人当初の日にちを書いております。人当初の日にちを書いております。人数数数数はすはすはすはすべべべべてててて延延延延べべべべ人人人人数数数数となってとなってとなってとなって

おります。これは、被災県からの要おります。これは、被災県からの要おります。これは、被災県からの要おります。これは、被災県からの要望望望望をををを国や全国国や全国国や全国国や全国知事会が取りまとめ、知事会が取りまとめ、知事会が取りまとめ、知事会が取りまとめ、全国全国全国全国の各府県に要の各府県に要の各府県に要の各府県に要

請請請請し、各府県とし、各府県とし、各府県とし、各府県とマッマッマッマッチチチチンンンンググググができたものから人員をができたものから人員をができたものから人員をができたものから人員を派遣派遣派遣派遣したものです。本県のしたものです。本県のしたものです。本県のしたものです。本県の派遣派遣派遣派遣状況は、状況は、状況は、状況は、

①①①①からからからから⑤⑤⑤⑤の各の各の各の各分分分分野におきまして野におきまして野におきまして野におきまして迅迅迅迅速性及速性及速性及速性及びその事びその事びその事びその事業業業業内内内内容容容容からからからから見見見見て、他府県とて、他府県とて、他府県とて、他府県と比べ比べ比べ比べてもてもてもても遜色遜色遜色遜色

がないものです。がないものです。がないものです。がないものです。

⑤⑤⑤⑤、その他の項、その他の項、その他の項、その他の項目目目目ですが、本県のですが、本県のですが、本県のですが、本県の派遣派遣派遣派遣人人人人数数数数が他の府県とが他の府県とが他の府県とが他の府県と比比比比してしてしてして少少少少ない、その主な理ない、その主な理ない、その主な理ない、その主な理由由由由は、は、は、は、

避難避難避難避難所運営支援所運営支援所運営支援所運営支援業業業業務に本県は務に本県は務に本県は務に本県は派遣派遣派遣派遣していないことによるものです。していないことによるものです。していないことによるものです。していないことによるものです。避難避難避難避難所運営所運営所運営所運営業業業業務につき務につき務につき務につき

ましてはましてはましてはましては全国全国全国全国知事会から要知事会から要知事会から要知事会から要請請請請があり、本県もがあり、本県もがあり、本県もがあり、本県も派遣派遣派遣派遣可可可可能能能能とととと回答回答回答回答いたしましたが、他のいたしましたが、他のいたしましたが、他のいたしましたが、他の都道都道都道都道府府府府

県で県で県で県で既既既既に充に充に充に充足足足足していたので本県はしていたので本県はしていたので本県はしていたので本県は派遣派遣派遣派遣をををを見見見見合わせたものです。合わせたものです。合わせたものです。合わせたものです。

（３）関西広域連合の職員（３）関西広域連合の職員（３）関西広域連合の職員（３）関西広域連合の職員派遣派遣派遣派遣人人人人数数数数については、については、については、については、ⅡⅡⅡⅡ表表表表のののの右右右右のののの欄欄欄欄にににに参考参考参考参考というところで書というところで書というところで書というところで書

いておりますが、関西広域連合では５いておりますが、関西広域連合では５いておりますが、関西広域連合では５いておりますが、関西広域連合では５８８８８名に対して名に対して名に対して名に対して専属専属専属専属の職員が１３名、それから各府県の職員が１３名、それから各府県の職員が１３名、それから各府県の職員が１３名、それから各府県

の課長等がの課長等がの課長等がの課長等が兼兼兼兼務しているものが４５名、合務しているものが４５名、合務しているものが４５名、合務しているものが４５名、合計計計計で５で５で５で５８８８８名名名名体制体制体制体制であることから、ほとであることから、ほとであることから、ほとであることから、ほとんんんんどのどのどのどの派派派派

遣遣遣遣は関西広域連合としてではなく連合構成府県等から行われているところであります。なは関西広域連合としてではなく連合構成府県等から行われているところであります。なは関西広域連合としてではなく連合構成府県等から行われているところであります。なは関西広域連合としてではなく連合構成府県等から行われているところであります。な

お、お、お、お、大阪大阪大阪大阪府と徳府と徳府と徳府と徳島島島島県につきましては県につきましては県につきましては県につきましてはホホホホーーーームペムペムペムペーーーージジジジ上で上で上で上で派遣延派遣延派遣延派遣延べべべべ人人人人数数数数がががが確確確確認できなかったた認できなかったた認できなかったた認できなかったた
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め、このめ、このめ、このめ、この表表表表の中には記の中には記の中には記の中には記載載載載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。以上です。。以上です。。以上です。。以上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明、その他の事項も含めまして、、その他の事項も含めまして、、その他の事項も含めまして、、その他の事項も含めまして、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ごごご発発発発言願い言願い言願い言願い

ます。ます。ます。ます。

なお、今なお、今なお、今なお、今回回回回は理事者に対してのは理事者に対してのは理事者に対してのは理事者に対しての質問質問質問質問とととと答弁答弁答弁答弁で行わせていただきたいと思います。次で行わせていただきたいと思います。次で行わせていただきたいと思います。次で行わせていただきたいと思います。次回回回回はははは

委員委員委員委員間間間間のののの討討討討議を含めた方議を含めた方議を含めた方議を含めた方法法法法で委員会をで委員会をで委員会をで委員会を進進進進めさせていただきたいと思いますので、よろしくめさせていただきたいと思いますので、よろしくめさせていただきたいと思いますので、よろしくめさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

なお、ただいまのなお、ただいまのなお、ただいまのなお、ただいまの説明説明説明説明は県当局の立場に立ったものであり、次は県当局の立場に立ったものであり、次は県当局の立場に立ったものであり、次は県当局の立場に立ったものであり、次回回回回のののの資料資料資料資料についてはもっについてはもっについてはもっについてはもっ

とととと詳詳詳詳しく議会事務局で内しく議会事務局で内しく議会事務局で内しく議会事務局で内容容容容をををを整整整整理し、理し、理し、理し、提提提提出させていただきたいと思っております。出させていただきたいと思っております。出させていただきたいと思っております。出させていただきたいと思っております。

それでは、ごそれでは、ごそれでは、ごそれでは、ご発発発発言願います。言願います。言願います。言願います。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 それでは、特に今いろいろとそれでは、特に今いろいろとそれでは、特に今いろいろとそれでは、特に今いろいろと述べ述べ述べ述べられました関西広域連合のところでられました関西広域連合のところでられました関西広域連合のところでられました関西広域連合のところで聞聞聞聞きたきたきたきた

いと思います。関西広域連合は、知事はいと思います。関西広域連合は、知事はいと思います。関西広域連合は、知事はいと思います。関西広域連合は、知事は奈奈奈奈良県は良県は良県は良県は加加加加入をとりあ入をとりあ入をとりあ入をとりあええええずしない、した方がいいずしない、した方がいいずしない、した方がいいずしない、した方がいい

という時という時という時という時期期期期が来たら、またそのときはが来たら、またそのときはが来たら、またそのときはが来たら、またそのときは考え考え考え考えるということでるということでるということでるということで加加加加入されていないわ入されていないわ入されていないわ入されていないわけけけけで、それで、それで、それで、それ

を支を支を支を支持持持持する立場でする立場でする立場でする立場で物物物物を言っておきたいと思うのですが、を言っておきたいと思うのですが、を言っておきたいと思うのですが、を言っておきたいと思うのですが、市町市町市町市町村合村合村合村合併併併併、あるいは府県合、あるいは府県合、あるいは府県合、あるいは府県合併併併併、、、、

道道道道州州州州制制制制、これらについて、、これらについて、、これらについて、、これらについて、例えば例えば例えば例えば私は西私は西私は西私は西和和和和地域に地域に地域に地域に住ん住ん住ん住んでいて、でいて、でいて、でいて、７７７７カカカカ町町町町の合の合の合の合併併併併があったのでがあったのでがあったのでがあったので

すが、すが、すが、すが、住民住民住民住民投票投票投票投票してもしてもしてもしても反反反反対でなかなか合対でなかなか合対でなかなか合対でなかなか合併併併併はうまくいかない、はうまくいかない、はうまくいかない、はうまくいかない、ややややっっっっぱぱぱぱり自り自り自り自分分分分たちのたちのたちのたちの手手手手のののの届届届届

くところに行政をくところに行政をくところに行政をくところに行政を置置置置いておきたいという人いておきたいという人いておきたいという人いておきたいという人間間間間のののの心心心心理かと思って、理かと思って、理かと思って、理かと思って、道道道道州州州州制制制制というものについというものについというものについというものについ

ても今のところはても今のところはても今のところはても今のところは頭頭頭頭にあまりないわにあまりないわにあまりないわにあまりないわけけけけです。です。です。です。

そそそそんんんんな中で、な中で、な中で、な中で、古古古古いいいい話話話話ですが、新ですが、新ですが、新ですが、新聞聞聞聞をををを見見見見ていて、これはていて、これはていて、これはていて、これは朝朝朝朝日新日新日新日新聞聞聞聞だったと思うのですが、だったと思うのですが、だったと思うのですが、だったと思うのですが、

あなたはこの議会選あなたはこの議会選あなたはこの議会選あなたはこの議会選挙挙挙挙に関に関に関に関心心心心がありますかというがありますかというがありますかというがありますかという問問問問いに対して、いに対して、いに対して、いに対して、市町市町市町市町村の議員については村の議員については村の議員については村の議員については

３３～３４３３～３４３３～３４３３～３４％％％％の方が関の方が関の方が関の方が関心心心心があるとがあるとがあるとがあると答答答答ええええています。ています。ています。ています。国国国国会議員の場合は１６会議員の場合は１６会議員の場合は１６会議員の場合は１６％ぐ％ぐ％ぐ％ぐらいで、県議らいで、県議らいで、県議らいで、県議

会議員には会議員には会議員には会議員には実実実実に５に５に５に５％％％％の関の関の関の関心心心心しかないということがあって、まだそのときは県会議員になっしかないということがあって、まだそのときは県会議員になっしかないということがあって、まだそのときは県会議員になっしかないということがあって、まだそのときは県会議員になっ

たかならないか、あるいはたかならないか、あるいはたかならないか、あるいはたかならないか、あるいは町町町町会議員だったかわからないですが、それを会議員だったかわからないですが、それを会議員だったかわからないですが、それを会議員だったかわからないですが、それを見見見見ててててシシシショョョョッッッッククククをををを受受受受

けけけけました。そました。そました。そました。そんんんんなこともあって、県議会議員に当選してから、自なこともあって、県議会議員に当選してから、自なこともあって、県議会議員に当選してから、自なこともあって、県議会議員に当選してから、自分分分分でいつも議会ででいつも議会ででいつも議会ででいつも議会で発発発発言し言し言し言し

たことをビたことをビたことをビたことをビララララに書いて、に書いて、に書いて、に書いて、皆皆皆皆ささささんんんんに県議会でこに県議会でこに県議会でこに県議会でこんんんんなななな発発発発言をしていますよ、県議会はこ言をしていますよ、県議会はこ言をしていますよ、県議会はこ言をしていますよ、県議会はこんんんんなこなこなこなこ

とをしているのですよということをお知らせして、できるだとをしているのですよということをお知らせして、できるだとをしているのですよということをお知らせして、できるだとをしているのですよということをお知らせして、できるだけけけけ関関関関心心心心をををを持持持持ってもらうようにってもらうようにってもらうようにってもらうように

努力してきたわ努力してきたわ努力してきたわ努力してきたわけけけけです。です。です。です。

県議会議員、県県議会議員、県県議会議員、県県議会議員、県庁庁庁庁も含めて、何をしておるのかよくわからない。わからないというのは、も含めて、何をしておるのかよくわからない。わからないというのは、も含めて、何をしておるのかよくわからない。わからないというのは、も含めて、何をしておるのかよくわからない。わからないというのは、

国国国国があってがあってがあってがあって市町市町市町市町村があって、その中村があって、その中村があって、その中村があって、その中間間間間機機機機関であって、日関であって、日関であって、日関であって、日常常常常的にはあまり県的にはあまり県的にはあまり県的にはあまり県庁庁庁庁にににに用用用用がないかがないかがないかがないか

ら、県議会議員もうろうろしているら、県議会議員もうろうろしているら、県議会議員もうろうろしているら、県議会議員もうろうろしているけけけけれど何をしているのだろうというようなれど何をしているのだろうというようなれど何をしているのだろうというようなれど何をしているのだろうというような目目目目でででで見見見見られられられられ

ているのかと思っていたわているのかと思っていたわているのかと思っていたわているのかと思っていたわけけけけです。そこへ関西広域連合というのが県とです。そこへ関西広域連合というのが県とです。そこへ関西広域連合というのが県とです。そこへ関西広域連合というのが県と国国国国のののの間間間間に入ってきに入ってきに入ってきに入ってき
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たら、たら、たら、たら、結結結結局、局、局、局、屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋をををを重ね重ね重ね重ねるという言るという言るという言るという言葉葉葉葉をををを使使使使われていますわれていますわれていますわれていますけけけけれども、関れども、関れども、関れども、関心心心心のないまま何かのないまま何かのないまま何かのないまま何か

そのそのそのその辺辺辺辺でででで物物物物事が事が事が事が決決決決まっていくということになることにまっていくということになることにまっていくということになることにまっていくということになることに住民住民住民住民はははは危惧危惧危惧危惧するのではないかと。しするのではないかと。しするのではないかと。しするのではないかと。し

たがって、行政たがって、行政たがって、行政たがって、行政効率効率効率効率、あるいは経、あるいは経、あるいは経、あるいは経費費費費的な的な的な的な面面面面も含めて、おも含めて、おも含めて、おも含めて、お役役役役所というのは何を所というのは何を所というのは何を所というのは何を決決決決めたのかよめたのかよめたのかよめたのかよ

くわからないようなときがくわからないようなときがくわからないようなときがくわからないようなときが間間間間 々々々々あるので、そあるので、そあるので、そあるので、そんんんんなななな組織組織組織組織がもう一つできていくのではないかがもう一つできていくのではないかがもう一つできていくのではないかがもう一つできていくのではないか

とととと大大大大変危惧変危惧変危惧変危惧しておりまして、このしておりまして、このしておりまして、このしておりまして、この組織組織組織組織をつくることについて、これに関連することについをつくることについて、これに関連することについをつくることについて、これに関連することについをつくることについて、これに関連することについ

て県知事がて県知事がて県知事がて県知事が判断判断判断判断されたことはされたことはされたことはされたことは妥妥妥妥当であったというように当であったというように当であったというように当であったというように考え考え考え考えておるわておるわておるわておるわけけけけです。そのです。そのです。そのです。その点点点点、県、県、県、県

とととと意見意見意見意見が一が一が一が一致致致致なのか、県はもっとなのか、県はもっとなのか、県はもっとなのか、県はもっと違違違違う立場でう立場でう立場でう立場で加加加加入しないということをお思いなのか、この入しないということをお思いなのか、この入しないということをお思いなのか、この入しないということをお思いなのか、この

辺辺辺辺は県行政をは県行政をは県行政をは県行政をややややっている立場からっている立場からっている立場からっている立場から見見見見てどうおてどうおてどうおてどうお考え考え考え考えか、もしか、もしか、もしか、もし答答答答ええええられたらられたらられたらられたら答答答答ええええてください。てください。てください。てください。

なかったらまた、もう一つなかったらまた、もう一つなかったらまた、もう一つなかったらまた、もう一つ質問質問質問質問します。します。します。します。

○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 梶川委員からご梶川委員からご梶川委員からご梶川委員からご指指指指摘摘摘摘いただきましたいただきましたいただきましたいただきました件件件件につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、全全全全くごくごくごくご指指指指摘摘摘摘の部の部の部の部

分分分分につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては同同同同感感感感でございます。でございます。でございます。でございます。屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋をををを架架架架するという、するという、するという、するという、組織組織組織組織としてとしてとしてとして十十十十分分分分機機機機能能能能し、し、し、し、効効効効

率率率率的に的に的に的に実実実実施されるような施されるような施されるような施されるような組織組織組織組織であれであれであれであればばばば、、、、屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋をををを重ね重ね重ね重ねるというるというるというるという形形形形ではないということになではないということになではないということになではないということにな

るわるわるわるわけけけけですですですですけけけけれども、今のところ、でき上がった経緯からもそうでありますが、一部事務れども、今のところ、でき上がった経緯からもそうでありますが、一部事務れども、今のところ、でき上がった経緯からもそうでありますが、一部事務れども、今のところ、でき上がった経緯からもそうでありますが、一部事務

組組組組合の合の合の合の制制制制度を援度を援度を援度を援用用用用しているしているしているしている形形形形で、どうしてもで、どうしてもで、どうしてもで、どうしても十十十十分分分分なななな活動活動活動活動をしにくいだろうと思っています。をしにくいだろうと思っています。をしにくいだろうと思っています。をしにくいだろうと思っています。

もちろもちろもちろもちろんんんんそこのそこのそこのそこの点点点点にににに尽尽尽尽きるのではなくて、先ほど申し上げましたきるのではなくて、先ほど申し上げましたきるのではなくて、先ほど申し上げましたきるのではなくて、先ほど申し上げましたけけけけれども、れども、れども、れども、組織組織組織組織がががが十十十十分活分活分活分活

動動動動できないのではないかという前できないのではないかという前できないのではないかという前できないのではないかという前提提提提に立っておりますし、その経に立っておりますし、その経に立っておりますし、その経に立っておりますし、その経費費費費のののの問問問問題題題題であったり、そであったり、そであったり、そであったり、そ

れからそのれからそのれからそのれからその組織組織組織組織がどのような方がどのような方がどのような方がどのような方向向向向にににに進進進進むむむむのか、何をするのか、何をするのか、何をするのか、何をする組織組織組織組織なのかがなのかがなのかがなのかが明確明確明確明確にににに打打打打ち出されてち出されてち出されてち出されて

もおりませもおりませもおりませもおりませんんんんし、その中し、その中し、その中し、その中途半端途半端途半端途半端なななな組織組織組織組織にににに加加加加入することについて、今入することについて、今入することについて、今入することについて、今回回回回はごはごはごはご遠慮遠慮遠慮遠慮させていたさせていたさせていたさせていた

だいたということであります。だいたということであります。だいたということであります。だいたということであります。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 今の今の今の今の組織組織組織組織自自自自身身身身が何をするのかどうかを、が何をするのかどうかを、が何をするのかどうかを、が何をするのかどうかを、必必必必ずしもわからないし、先入ずしもわからないし、先入ずしもわからないし、先入ずしもわからないし、先入観観観観でででで物物物物

を言ってもいを言ってもいを言ってもいを言ってもいけけけけないと思うのですが、ないと思うのですが、ないと思うのですが、ないと思うのですが、同同同同時に時に時に時にややややっっっっぱぱぱぱり議員ですし、県り議員ですし、県り議員ですし、県り議員ですし、県民民民民からからからから見見見見てもてもてもても必必必必ずしずしずしずし

もももも物物物物事をよく、そこの事をよく、そこの事をよく、そこの事をよく、そこの組織組織組織組織を知ってを知ってを知ってを知って物物物物をををを見見見見ているわているわているわているわけけけけではないから、ではないから、ではないから、ではないから、例えば例えば例えば例えば王寺周王寺周王寺周王寺周辺７辺７辺７辺７カカカカ

町町町町の合の合の合の合併併併併の場合、合の場合、合の場合、合の場合、合併併併併といったときにはといったときにはといったときにはといったときには必必必必ずずずず反反反反対という対という対という対という住民住民住民住民がある。そのがある。そのがある。そのがある。その住民住民住民住民がこの関西がこの関西がこの関西がこの関西

広域連合には入れ入れと広域連合には入れ入れと広域連合には入れ入れと広域連合には入れ入れと実実実実は言いなさる。そこらが、まだ何をするは言いなさる。そこらが、まだ何をするは言いなさる。そこらが、まだ何をするは言いなさる。そこらが、まだ何をする組織組織組織組織かよくわからないかよくわからないかよくわからないかよくわからない

から、先から、先から、先から、先走走走走ってってってって物物物物を言ってもいを言ってもいを言ってもいを言ってもいけけけけないのですないのですないのですないのですけけけけれども。れども。れども。れども。

例えば例えば例えば例えば、、、、奈奈奈奈良県立良県立良県立良県立医医医医科科科科大大大大学学学学をををを学研学研学研学研都市都市都市都市にににに持持持持っていくという方っていくという方っていくという方っていくという方針針針針を知事がなされた。それを知事がなされた。それを知事がなされた。それを知事がなされた。それ

に対して議会の中でに対して議会の中でに対して議会の中でに対して議会の中で猛反発猛反発猛反発猛反発がががが起起起起こって、もちろこって、もちろこって、もちろこって、もちろんんんん南南南南和和和和地域の行政関係者地域の行政関係者地域の行政関係者地域の行政関係者や住民や住民や住民や住民も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、

これをしたらこれをしたらこれをしたらこれをしたら南南南南和和和和地域は地域は地域は地域は疲弊疲弊疲弊疲弊してしまうではないかと、かなりのしてしまうではないかと、かなりのしてしまうではないかと、かなりのしてしまうではないかと、かなりのエネエネエネエネルルルルギギギギーをーをーをーを費や費や費や費やして、して、して、して、

そしてついに知事もそしてついに知事もそしてついに知事もそしてついに知事も学研学研学研学研都市都市都市都市にににに持持持持っていくことをっていくことをっていくことをっていくことを断念断念断念断念された経された経された経された経過過過過があるのですがあるのですがあるのですがあるのですけけけけれど、関れど、関れど、関れど、関

西広域連合ができたら、そこまで西広域連合ができたら、そこまで西広域連合ができたら、そこまで西広域連合ができたら、そこまで具体具体具体具体的に県の中のことを的に県の中のことを的に県の中のことを的に県の中のことをややややるのかどうかわからないでするのかどうかわからないでするのかどうかわからないでするのかどうかわからないです
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けけけけれども、れども、れども、れども、大阪大阪大阪大阪府の府の府の府の橋橋橋橋下知事のような人が出て、下知事のような人が出て、下知事のような人が出て、下知事のような人が出て、学研学研学研学研都市都市都市都市にににに持持持持っていきましょうとテレビっていきましょうとテレビっていきましょうとテレビっていきましょうとテレビ

で言われたら、そうだそうだというようになって、で言われたら、そうだそうだというようになって、で言われたら、そうだそうだというようになって、で言われたら、そうだそうだというようになって、結結結結局局局局我我我我 々々々々のののの身身身身近なところで行政の施策近なところで行政の施策近なところで行政の施策近なところで行政の施策

がががが決決決決まらなくなっていくのではないかとまらなくなっていくのではないかとまらなくなっていくのではないかとまらなくなっていくのではないかと危惧危惧危惧危惧するわするわするわするわけけけけです。こうなったらたいへです。こうなったらたいへです。こうなったらたいへです。こうなったらたいへんんんんなことなことなことなこと

で、で、で、で、南南南南和和和和地域の議員だってうっかりしていられませ地域の議員だってうっかりしていられませ地域の議員だってうっかりしていられませ地域の議員だってうっかりしていられませんんんん。。。。北北北北和和和和地域とか他の地域も含めて地域とか他の地域も含めて地域とか他の地域も含めて地域とか他の地域も含めて都都都都

市市市市部は、それで日が当たるかわからない部は、それで日が当たるかわからない部は、それで日が当たるかわからない部は、それで日が当たるかわからないけけけけれども、れども、れども、れども、南南南南和和和和地域、あるいは地域、あるいは地域、あるいは地域、あるいは紀伊紀伊紀伊紀伊山地の山地の山地の山地の参参参参詣詣詣詣道道道道、、、、

こういったものをきちっとこういったものをきちっとこういったものをきちっとこういったものをきちっと守守守守っていこうとした場合、っていこうとした場合、っていこうとした場合、っていこうとした場合、大大大大丈夫丈夫丈夫丈夫なのかということがなのかということがなのかということがなのかということが心心心心配配配配になになになにな

りますりますりますりますけけけけれど、ここではそういった県のれど、ここではそういった県のれど、ここではそういった県のれど、ここではそういった県の具体具体具体具体的な施策などを的な施策などを的な施策などを的な施策などを決決決決めるようなめるようなめるようなめるような組織組織組織組織になるのでになるのでになるのでになるので

しょうか、どこまでどういうしょうか、どこまでどういうしょうか、どこまでどういうしょうか、どこまでどういう仕仕仕仕事をする事をする事をする事をする組織組織組織組織なのかなのかなのかなのか聞聞聞聞かせてほしいです。かせてほしいです。かせてほしいです。かせてほしいです。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 それぞれの府県の事務をどこまでそれぞれの府県の事務をどこまでそれぞれの府県の事務をどこまでそれぞれの府県の事務をどこまでややややるかということのごるかということのごるかということのごるかということのご質問質問質問質問だと思だと思だと思だと思

うのですうのですうのですうのですけけけけれども、まず広域連合におきましてはそれぞれれども、まず広域連合におきましてはそれぞれれども、まず広域連合におきましてはそれぞれれども、まず広域連合におきましてはそれぞれ７分７分７分７分野におきまして広域野におきまして広域野におきまして広域野におきまして広域計計計計画画画画をををを

つくることになっております。つくることになっております。つくることになっております。つくることになっております。例えば例えば例えば例えば、広域、広域、広域、広域防防防防災、広域災、広域災、広域災、広域医療医療医療医療、広域、広域、広域、広域環境環境環境環境などのなどのなどのなどの計計計計画画画画をつくをつくをつくをつく

り、それにり、それにり、それにり、それに基づ基づ基づ基づきましてそれぞれの府県が事務を行うことになります。ですから、今、委きましてそれぞれの府県が事務を行うことになります。ですから、今、委きましてそれぞれの府県が事務を行うことになります。ですから、今、委きましてそれぞれの府県が事務を行うことになります。ですから、今、委

員がおっし員がおっし員がおっし員がおっしゃゃゃゃったような、ったような、ったような、ったような、例えば例えば例えば例えば県立県立県立県立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの話話話話になると、そこまでになると、そこまでになると、そこまでになると、そこまで個個個個別別別別具体具体具体具体的なもの的なもの的なもの的なもの

まではまではまではまでは決決決決められるかどうかというのはわかりませめられるかどうかというのはわかりませめられるかどうかというのはわかりませめられるかどうかというのはわかりませんんんんが、広域的なものにつきまして広域連が、広域的なものにつきまして広域連が、広域的なものにつきまして広域連が、広域的なものにつきまして広域連

合で合で合で合で決決決決められたものについては、それとめられたものについては、それとめられたものについては、それとめられたものについては、それと反反反反することをする事務についてはすることをする事務についてはすることをする事務についてはすることをする事務については勧勧勧勧告権告権告権告権もございもございもございもござい

ますし、その広域ますし、その広域ますし、その広域ますし、その広域計計計計画画画画にににに基づ基づ基づ基づいた事いた事いた事いた事業業業業をそれぞれの府県がをそれぞれの府県がをそれぞれの府県がをそれぞれの府県が推進推進推進推進することになっていくと思することになっていくと思することになっていくと思することになっていくと思

います。以上です。います。以上です。います。以上です。います。以上です。

○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。

最最最最後になります後になります後になります後になりますけけけけれども、れども、れども、れども、詳詳詳詳しくしくしくしく東東東東日本日本日本日本大大大大震震震震災に関する災に関する災に関する災に関する資料資料資料資料をつくってもらいましたが、をつくってもらいましたが、をつくってもらいましたが、をつくってもらいましたが、

３月１１日に地３月１１日に地３月１１日に地３月１１日に地震震震震があって、１４日月があって、１４日月があって、１４日月があって、１４日月曜曜曜曜日には、日には、日には、日には、早早早早速町民速町民速町民速町民からからからから匿匿匿匿名で名で名で名で電話電話電話電話がかかってきまがかかってきまがかかってきまがかかってきま

して、梶川さして、梶川さして、梶川さして、梶川さんんんん、、、、奈奈奈奈良県は良県は良県は良県は東東東東日本日本日本日本大大大大震震震震災の災の災の災の救済救済救済救済に行かないのですかというに行かないのですかというに行かないのですかというに行かないのですかという質問質問質問質問があって、があって、があって、があって、

その前に県その前に県その前に県その前に県庁庁庁庁にににに電話電話電話電話を入れてを入れてを入れてを入れて大体大体大体大体の概況を知っていましたから、それをすの概況を知っていましたから、それをすの概況を知っていましたから、それをすの概況を知っていましたから、それをすぐぐぐぐ、い、い、い、いやややや、そ、そ、そ、そんんんん

なことはありませなことはありませなことはありませなことはありませんんんんとととと説明説明説明説明をしてご理をしてご理をしてご理をしてご理解解解解を得たのですが、何せを得たのですが、何せを得たのですが、何せを得たのですが、何せ大阪大阪大阪大阪府の府の府の府の橋橋橋橋下知事がテレビ下知事がテレビ下知事がテレビ下知事がテレビ

で関西広域連合でこので関西広域連合でこので関西広域連合でこので関西広域連合でこの震震震震災災災災救護救護救護救護をするということををするということををするということををするということを流流流流される。それをされる。それをされる。それをされる。それを見見見見たたたた奈奈奈奈良県良県良県良県民民民民は、は、は、は、ええええ

っ、っ、っ、っ、奈奈奈奈良県は関西広域連合に入っていないから良県は関西広域連合に入っていないから良県は関西広域連合に入っていないから良県は関西広域連合に入っていないから救済救済救済救済一つのつき合いもできないのかという一つのつき合いもできないのかという一つのつき合いもできないのかという一つのつき合いもできないのかという

錯覚錯覚錯覚錯覚をなさるので、をなさるので、をなさるので、をなさるので、奈奈奈奈良県もテレビの前で知事に良県もテレビの前で知事に良県もテレビの前で知事に良県もテレビの前で知事に物物物物を言ってほしいと思っていたのですが、を言ってほしいと思っていたのですが、を言ってほしいと思っていたのですが、を言ってほしいと思っていたのですが、

聞聞聞聞くところによるとテくところによるとテくところによるとテくところによるとテロロロロッッッッププププでででで奈奈奈奈良県のも良県のも良県のも良県のも流流流流れたというれたというれたというれたという話話話話だだだだけけけけれど、れど、れど、れど、奈奈奈奈良県も３月１１日良県も３月１１日良県も３月１１日良県も３月１１日

の夕の夕の夕の夕刻刻刻刻にはにはにはには既既既既にににに医療医療医療医療関係の人を関係の人を関係の人を関係の人を送送送送ったりきちっとできているので、ったりきちっとできているので、ったりきちっとできているので、ったりきちっとできているので、決決決決しておくれをとってしておくれをとってしておくれをとってしておくれをとって

いない。それから、このいない。それから、このいない。それから、このいない。それから、この情報情報情報情報もももも流流流流れてくるところが別に関西広域連合にれてくるところが別に関西広域連合にれてくるところが別に関西広域連合にれてくるところが別に関西広域連合に流流流流れるのではなしれるのではなしれるのではなしれるのではなし

に各府県にに各府県にに各府県にに各府県に流流流流れて、それぞれのれて、それぞれのれて、それぞれのれて、それぞれの役割役割役割役割でできているわでできているわでできているわでできているわけけけけですから、しっかりですから、しっかりですから、しっかりですから、しっかり宣伝宣伝宣伝宣伝というか、というか、というか、というか、
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ここここんんんんなことをしましたと、言ってなことをしましたと、言ってなことをしましたと、言ってなことをしましたと、言って歩歩歩歩くくくく必必必必要もない要もない要もない要もないけけけけれども、れども、れども、れども、必必必必要に要に要に要に応応応応じて県じて県じて県じて県民民民民が理が理が理が理解解解解ししししやややや

すいようにすいようにすいようにすいように報道報道報道報道し、し、し、し、奈奈奈奈良県も他府県に良県も他府県に良県も他府県に良県も他府県に劣劣劣劣らずにきちっとらずにきちっとらずにきちっとらずにきちっとややややっていると。今っていると。今っていると。今っていると。今回回回回の補正なの補正なの補正なの補正なんんんんかかかか

もその一つですもその一つですもその一つですもその一つですけけけけれど、しっかりれど、しっかりれど、しっかりれど、しっかりややややっていただきますようにお願いします。もしっていただきますようにお願いします。もしっていただきますようにお願いします。もしっていただきますようにお願いします。もしココココメメメメントントントント

があれがあれがあれがあればばばばしていただいて、このしていただいて、このしていただいて、このしていただいて、この救済救済救済救済そのものが、関西広域連合の主要なそのものが、関西広域連合の主要なそのものが、関西広域連合の主要なそのものが、関西広域連合の主要な仕仕仕仕事ではない、た事ではない、た事ではない、た事ではない、た

またま今またま今またま今またま今回回回回こういうこういうこういうこういう大大大大災災災災害害害害がががが起起起起こって、それをこって、それをこって、それをこって、それをみんみんみんみんなでなでなでなで救済救済救済救済しようということですから、しようということですから、しようということですから、しようということですから、

それをそれをそれをそれを奈奈奈奈良県も良県も良県も良県も手抜手抜手抜手抜かりなく一かりなく一かりなく一かりなく一生懸命生懸命生懸命生懸命ややややっていただきたいと思います。以上です。っていただきたいと思います。以上です。っていただきたいと思います。以上です。っていただきたいと思います。以上です。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 ありがとうございます。ごらありがとうございます。ごらありがとうございます。ごらありがとうございます。ごらんんんんいただいたようにいただいたようにいただいたようにいただいたように奈奈奈奈良県も良県も良県も良県も頑張頑張頑張頑張っておっておっておってお

りますので、ご理りますので、ご理りますので、ご理りますので、ご理解解解解いただいていただいていただいていただいて非常非常非常非常にありがたいと思いますにありがたいと思いますにありがたいと思いますにありがたいと思いますけけけけれども、れども、れども、れども、防防防防災災災災統括統括統括統括室をはじ室をはじ室をはじ室をはじ

めとしてめとしてめとしてめとして報道報道報道報道機機機機関にご協力いただいて関にご協力いただいて関にご協力いただいて関にご協力いただいて報道報道報道報道発発発発表表表表しております。梶川委員が先ほどおっししております。梶川委員が先ほどおっししております。梶川委員が先ほどおっししております。梶川委員が先ほどおっしゃゃゃゃ

ったように、テレビに出るったように、テレビに出るったように、テレビに出るったように、テレビに出る回数回数回数回数がががが我我我我ががががチチチチーーーームムムムではではではでは少少少少しししし少少少少ないのかもしれませないのかもしれませないのかもしれませないのかもしれませんけんけんけんけれども、れども、れども、れども、

知事も一知事も一知事も一知事も一生懸命頑張生懸命頑張生懸命頑張生懸命頑張ってってってってＰＲＰＲＰＲＰＲをするつもりで言っておりますので、ご理をするつもりで言っておりますので、ご理をするつもりで言っておりますので、ご理をするつもりで言っておりますので、ご理解解解解いただいただいただいただけけけけたらとたらとたらとたらと

思います。ありがとうございます。思います。ありがとうございます。思います。ありがとうございます。思います。ありがとうございます。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 まず、関西広域連合の設立経まず、関西広域連合の設立経まず、関西広域連合の設立経まず、関西広域連合の設立経過過過過等について等について等について等について資料資料資料資料をいただきました。広域行政をいただきました。広域行政をいただきました。広域行政をいただきました。広域行政

ということでありますので、ということでありますので、ということでありますので、ということでありますので、奈奈奈奈良県にお良県にお良県にお良県におけけけける取りる取りる取りる取り組み組み組み組み、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは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掲掲掲掲載載載載されされされされ

ているということですているということですているということですているということですけけけけれども、あれども、あれども、あれども、あええええてここは議てここは議てここは議てここは議論論論論の対の対の対の対象象象象にすにすにすにすべべべべきではないのかなと思っきではないのかなと思っきではないのかなと思っきではないのかなと思っ

ております。特に関西広域連合のあり方を委員会でしっかりと議ております。特に関西広域連合のあり方を委員会でしっかりと議ております。特に関西広域連合のあり方を委員会でしっかりと議ております。特に関西広域連合のあり方を委員会でしっかりと議論論論論をすをすをすをすべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと

思っております。思っております。思っております。思っております。

また、また、また、また、資料資料資料資料にににに載載載載っておりますとおり、っておりますとおり、っておりますとおり、っておりますとおり、和和和和歌歌歌歌山県、山県、山県、山県、京京京京都都都都府、府、府、府、滋賀滋賀滋賀滋賀県、徳県、徳県、徳県、徳島島島島県では、県では、県では、県では、道道道道州州州州制制制制

へへへへ転転転転化化化化しない、あるいは中しない、あるいは中しない、あるいは中しない、あるいは中心心心心部に部に部に部に偏偏偏偏らないとらないとらないとらないと決決決決議もされておられることを、まずはあ議もされておられることを、まずはあ議もされておられることを、まずはあ議もされておられることを、まずはあええええてててて

申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。

説明説明説明説明に対してに対してに対してに対して順順順順をををを追追追追ってってってって質問質問質問質問したいと思うのですしたいと思うのですしたいと思うのですしたいと思うのですけけけけれども、広くありますので、尾﨑委れども、広くありますので、尾﨑委れども、広くありますので、尾﨑委れども、広くありますので、尾﨑委

員と２人で員と２人で員と２人で員と２人で分け分け分け分けながらながらながらながら質問質問質問質問したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。

まず、私の方から、ただいままず、私の方から、ただいままず、私の方から、ただいままず、私の方から、ただいま説明説明説明説明がございました人的支援状況について、初がございました人的支援状況について、初がございました人的支援状況について、初がございました人的支援状況について、初動活動動活動動活動動活動の日の日の日の日

程程程程をををを見見見見ますとますとますとますと奈奈奈奈良県も良県も良県も良県も非常非常非常非常にににに早早早早いというか、このいというか、このいというか、このいというか、この辺辺辺辺ははははややややはりはりはりはり評評評評価価価価をしたいと思っておりまをしたいと思っておりまをしたいと思っておりまをしたいと思っておりま

す。ただし、関西広域連合としての対す。ただし、関西広域連合としての対す。ただし、関西広域連合としての対す。ただし、関西広域連合としての対応応応応はされてないのですはされてないのですはされてないのですはされてないのですけけけけれども、連合長であります、れども、連合長であります、れども、連合長であります、れども、連合長であります、

阪阪阪阪神神神神・・・・淡路淡路淡路淡路大大大大震震震震災の被災地であった災の被災地であった災の被災地であった災の被災地であった兵庫兵庫兵庫兵庫県の井県の井県の井県の井戸戸戸戸知事が中知事が中知事が中知事が中心心心心になって、すになって、すになって、すになって、すぐぐぐぐさまその担当さまその担当さまその担当さまその担当

の県をおの県をおの県をおの県をお決決決決めになられたいうことも新めになられたいうことも新めになられたいうことも新めになられたいうことも新聞聞聞聞報道報道報道報道でされておりますし、でされておりますし、でされておりますし、でされておりますし、実際実際実際実際にににに奈奈奈奈良県がこの日良県がこの日良県がこの日良県がこの日

程程程程のもとで初のもとで初のもとで初のもとで初動活動動活動動活動動活動をされた内をされた内をされた内をされた内容容容容もももも大大大大事ではないかと思うのです。これについて１事ではないかと思うのです。これについて１事ではないかと思うのです。これについて１事ではないかと思うのです。これについて１点点点点おおおお聞聞聞聞

きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

それと、先ほどそれと、先ほどそれと、先ほどそれと、先ほど説明説明説明説明がありましたがありましたがありましたがありました避難避難避難避難所運営支援については所運営支援については所運営支援については所運営支援については派遣派遣派遣派遣可可可可能能能能とととと回答回答回答回答したしたしたしたけけけけれどれどれどれど
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も、充も、充も、充も、充足足足足しておったのでしておったのでしておったのでしておったので見見見見合わせたということでございます合わせたということでございます合わせたということでございます合わせたということでございますけけけけれども、それはれども、それはれども、それはれども、それは業業業業務に対し務に対し務に対し務に対し

てててて手手手手をををを挙挙挙挙げるのがおくれたのか、時げるのがおくれたのか、時げるのがおくれたのか、時げるのがおくれたのか、時期期期期的な的な的な的な問問問問題題題題なのですか。それをおなのですか。それをおなのですか。それをおなのですか。それをお聞聞聞聞きしたいので、こきしたいので、こきしたいので、こきしたいので、こ

の２の２の２の２点点点点まずおまずおまずおまずお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。

○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長 まず１まず１まず１まず１点点点点の初の初の初の初動活動動活動動活動動活動のことですが、のことですが、のことですが、のことですが、①①①①、、、、ＤＭＡＴＤＭＡＴＤＭＡＴＤＭＡＴ（災（災（災（災害派遣害派遣害派遣害派遣医療医療医療医療チチチチ

ーーーームムムム）は、当時は）は、当時は）は、当時は）は、当時は宮城宮城宮城宮城県等において、主な県等において、主な県等において、主な県等において、主な仕仕仕仕事は災事は災事は災事は災害害害害においてにおいてにおいてにおいてけけけけがをされたがをされたがをされたがをされた患患患患者者者者やややや急急急急病病病病人人人人

はははは病院病院病院病院に入れるに入れるに入れるに入れる患患患患者なのか、それとも者なのか、それとも者なのか、それとも者なのか、それとも病院病院病院病院に入れなくてもいいに入れなくてもいいに入れなくてもいいに入れなくてもいい患患患患者なのかを者なのかを者なのかを者なのかを区区区区別すること別すること別すること別すること

です。もちろです。もちろです。もちろです。もちろん医ん医ん医ん医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師ののののチチチチーーーームムムムですので、そこでのですので、そこでのですので、そこでのですので、そこでの医療医療医療医療行行行行為為為為も行いますが、主なも行いますが、主なも行いますが、主なも行いますが、主な医医医医

療療療療行行行行為為為為というのはまさにというのはまさにというのはまさにというのはまさにトトトトリアリアリアリアーーーージジジジをすると、をすると、をすると、をすると、重重重重症患症患症患症患者とそうでない者とそうでない者とそうでない者とそうでない患患患患者の者の者の者の区区区区別をすると別をすると別をすると別をすると

いうのが主ないうのが主ないうのが主ないうのが主な活動活動活動活動です。です。です。です。

それから、それから、それから、それから、ⅠⅠⅠⅠ、、、、①①①①からからからから⑤⑤⑤⑤のののの業業業業務は務は務は務は救急救命救急救命救急救命救急救命活動活動活動活動ですので、一ですので、一ですので、一ですので、一般般般般にににに防防防防災災災災活動活動活動活動の場合はの場合はの場合はの場合は発発発発災災災災

からからからから７７７７２時２時２時２時間間間間以内で以内で以内で以内で助け助け助け助けれれれればばばば人人人人命命命命がががが助助助助かります。それ以後はかります。それ以後はかります。それ以後はかります。それ以後は普普普普通通通通のののの医療活動医療活動医療活動医療活動に入ってきまに入ってきまに入ってきまに入ってきま

す。ですから、どの県もす。ですから、どの県もす。ですから、どの県もす。ですから、どの県も見見見見ていただていただていただていただけけけけれれれればばばばわかりますように、時わかりますように、時わかりますように、時わかりますように、時間間間間的にい的にい的にい的にいえばえばえばえば発発発発災時から災時から災時から災時から

３日以内に３日以内に３日以内に３日以内に大体大体大体大体行っておられると思います。もちろ行っておられると思います。もちろ行っておられると思います。もちろ行っておられると思います。もちろんんんん日本日本日本日本赤赤赤赤十十十十字社字社字社字社のののの医療医療医療医療救護救護救護救護班班班班というのというのというのというの

はははは普普普普通通通通のののの救急救急救急救急活動活動活動活動とととと考え考え考え考えてもらっててもらっててもらっててもらって結結結結構ですし、構ですし、構ですし、構ですし、警警警警察察察察、、、、消消消消防防防防は災は災は災は災害発生害発生害発生害発生時の時の時の時の交交交交通整通整通整通整理、理、理、理、警警警警

備活動備活動備活動備活動、それから、それから、それから、それから消消消消防防防防は、まさには、まさには、まさには、まさに気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼でででで起起起起こりましたような地こりましたような地こりましたような地こりましたような地震震震震、、、、津波津波津波津波にににに伴伴伴伴うううう火火火火災の災の災の災の消消消消

火火火火活動活動活動活動というのが主なというのが主なというのが主なというのが主な活動活動活動活動内内内内容容容容です。です。です。です。

それから２つそれから２つそれから２つそれから２つ目目目目のごのごのごのご質問質問質問質問ですが、なですが、なですが、なですが、なぜぜぜぜ避難避難避難避難所運営支援所運営支援所運営支援所運営支援業業業業務に県が申し務に県が申し務に県が申し務に県が申し込込込込んんんんだだだだけけけけれども、れども、れども、れども、

もういっもういっもういっもういっぱぱぱぱいであったのかという経緯ですが、これは３月２４日にいであったのかという経緯ですが、これは３月２４日にいであったのかという経緯ですが、これは３月２４日にいであったのかという経緯ですが、これは３月２４日に全国全国全国全国知事会から知事会から知事会から知事会から避難避難避難避難所所所所

運営運営運営運営業業業業務について務について務について務について全国全国全国全国のののの都道都道都道都道府県に府県に府県に府県に照照照照会がありました。その会がありました。その会がありました。その会がありました。その締締締締めめめめ切切切切りがりがりがりが翌翌翌翌日、３月２５日日、３月２５日日、３月２５日日、３月２５日

でした。この時でした。この時でした。この時でした。この時期期期期ですので、要ですので、要ですので、要ですので、要請請請請が来てからが来てからが来てからが来てから答答答答ええええを出すまで１を出すまで１を出すまで１を出すまで１週週週週間間間間とかではなくて、要とかではなくて、要とかではなくて、要とかではなくて、要請請請請

が来たらすが来たらすが来たらすが来たらすぐぐぐぐ次の日に次の日に次の日に次の日に回答回答回答回答というのはたくさというのはたくさというのはたくさというのはたくさんんんんあるのですが、これも３月２５日があるのですが、これも３月２５日があるのですが、これも３月２５日があるのですが、これも３月２５日が回答回答回答回答日日日日

でした。本県は３月２５日の、時でした。本県は３月２５日の、時でした。本県は３月２５日の、時でした。本県は３月２５日の、時間間間間まではちょっとまではちょっとまではちょっとまではちょっと覚覚覚覚ええええていませていませていませていませんんんんが、が、が、が、午午午午後４時後４時後４時後４時ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに

はははは常常常常時２０名から３０名時２０名から３０名時２０名から３０名時２０名から３０名派遣派遣派遣派遣可可可可能能能能ですというですというですというですという回答回答回答回答をををを全国全国全国全国知事会に出しておりますので、知事会に出しておりますので、知事会に出しておりますので、知事会に出しておりますので、回回回回

答答答答日がおくれたから日がおくれたから日がおくれたから日がおくれたから派遣派遣派遣派遣しなかった、しなかった、しなかった、しなかった、見見見見合わせたというわ合わせたというわ合わせたというわ合わせたというわけけけけではありませではありませではありませではありませんんんん。。。。期期期期限内に限内に限内に限内に回回回回

答答答答しております。以上です。しております。以上です。しております。以上です。しております。以上です。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 今、藤野委員から今、藤野委員から今、藤野委員から今、藤野委員から資料資料資料資料についてごについてごについてごについてご意見意見意見意見がございましたが、藤野委員にがございましたが、藤野委員にがございましたが、藤野委員にがございましたが、藤野委員に

私の方から申し上げるのはどうかとは思います私の方から申し上げるのはどうかとは思います私の方から申し上げるのはどうかとは思います私の方から申し上げるのはどうかとは思いますけけけけれども、委員会の運営の所れども、委員会の運営の所れども、委員会の運営の所れども、委員会の運営の所掌掌掌掌事務につい事務につい事務につい事務につい

て、私どもとしてはて、私どもとしてはて、私どもとしてはて、私どもとしては分権分権分権分権時時時時代代代代ににににふふふふさわしい広域行政のあり方というさわしい広域行政のあり方というさわしい広域行政のあり方というさわしい広域行政のあり方という規定規定規定規定がございますので、がございますので、がございますので、がございますので、

それにそれにそれにそれに従従従従って広って広って広って広範囲範囲範囲範囲なななな意味意味意味意味で、広域連合に限で、広域連合に限で、広域連合に限で、広域連合に限定定定定するのではなくおするのではなくおするのではなくおするのではなくお示示示示ししてあるわししてあるわししてあるわししてあるわけけけけでありでありでありであり

まして、まして、まして、まして、誤誤誤誤解解解解がありましたらおわびしたいと思います。がありましたらおわびしたいと思います。がありましたらおわびしたいと思います。がありましたらおわびしたいと思います。
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それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点、関西広域連合長の井、関西広域連合長の井、関西広域連合長の井、関西広域連合長の井戸兵庫戸兵庫戸兵庫戸兵庫県知事の県知事の県知事の県知事の話話話話が出ましたが出ましたが出ましたが出ましたけけけけれども、ここでれども、ここでれども、ここでれども、ここで

議議議議論論論論ををををぜひぜひぜひぜひお願いしたいのは、広域連合とは何かということになろうと思います。お願いしたいのは、広域連合とは何かということになろうと思います。お願いしたいのは、広域連合とは何かということになろうと思います。お願いしたいのは、広域連合とは何かということになろうと思います。予算予算予算予算をををを

通通通通さない、それぞれにさない、それぞれにさない、それぞれにさない、それぞれにややややっていることが広域連合と呼っていることが広域連合と呼っていることが広域連合と呼っていることが広域連合と呼んんんんでいいのかということについてもでいいのかということについてもでいいのかということについてもでいいのかということについても

十十十十分分分分ご議ご議ご議ご議論論論論いただきたいと思います。以上です。いただきたいと思います。以上です。いただきたいと思います。以上です。いただきたいと思います。以上です。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 まず、まず、まず、まず、防防防防災に関して、この項災に関して、この項災に関して、この項災に関して、この項目目目目の中の中の中の中身身身身をををを聞聞聞聞いておるのではなくて、いておるのではなくて、いておるのではなくて、いておるのではなくて、実際実際実際実際に初に初に初に初

動活動動活動動活動動活動をこの内をこの内をこの内をこの内容容容容のもとで行われたのかどうかということをおのもとで行われたのかどうかということをおのもとで行われたのかどうかということをおのもとで行われたのかどうかということをお聞聞聞聞きしたいのです。きしたいのです。きしたいのです。きしたいのです。

それと、それと、それと、それと、岩岩岩岩手手手手県、県、県、県、宮城宮城宮城宮城県、県、県、県、福福福福島島島島県の３県にまたがる支援について、関西広域連合長がそ県の３県にまたがる支援について、関西広域連合長がそ県の３県にまたがる支援について、関西広域連合長がそ県の３県にまたがる支援について、関西広域連合長がそ

れぞれの府県に対してこの県で対れぞれの府県に対してこの県で対れぞれの府県に対してこの県で対れぞれの府県に対してこの県で対応応応応をお願いしたいと、いわをお願いしたいと、いわをお願いしたいと、いわをお願いしたいと、いわゆゆゆゆるるるる分け分け分け分けたというか、たというか、たというか、たというか、箇箇箇箇所に所に所に所に

固固固固まってもいまってもいまってもいまってもいけけけけないのでというないのでというないのでというないのでという指示指示指示指示があったということも新があったということも新があったということも新があったということも新聞聞聞聞報道報道報道報道にもにもにもにも載載載載っておりますが、っておりますが、っておりますが、っておりますが、

奈奈奈奈良県では、その良県では、その良県では、その良県では、その派遣派遣派遣派遣先を先を先を先を決定決定決定決定するのにはどのようなするのにはどのようなするのにはどのようなするのにはどのようなプロプロプロプロセセセセススススをををを踏踏踏踏ままままええええててててややややられたのかとられたのかとられたのかとられたのかと

いうことをおいうことをおいうことをおいうことをお聞聞聞聞きしたい。先ほどのきしたい。先ほどのきしたい。先ほどのきしたい。先ほどの避難避難避難避難所運営支援所運営支援所運営支援所運営支援業業業業務です務です務です務ですけけけけれども、連合れども、連合れども、連合れども、連合参加参加参加参加府県では府県では府県では府県では

どのような状況なのかおどのような状況なのかおどのような状況なのかおどのような状況なのかお聞聞聞聞きしたい。きしたい。きしたい。きしたい。

○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長 まず、まず、まず、まず、奈奈奈奈良県は良県は良県は良県は派遣派遣派遣派遣先をどう先をどう先をどう先をどうややややってってってって決決決決めたのかというおめたのかというおめたのかというおめたのかというお問問問問い合わせい合わせい合わせい合わせ

ですが、これにつきましては、被災県がですが、これにつきましては、被災県がですが、これにつきましては、被災県がですが、これにつきましては、被災県が国国国国またはまたはまたはまたは全国全国全国全国知事会にこういう職知事会にこういう職知事会にこういう職知事会にこういう職種種種種の人を何人の人を何人の人を何人の人を何人ぐぐぐぐ

らいらいらいらい欲欲欲欲しいという要しいという要しいという要しいという要望望望望を上げます。それでもって、を上げます。それでもって、を上げます。それでもって、を上げます。それでもって、全国全国全国全国知事会から各知事会から各知事会から各知事会から各都道都道都道都道府県に、こうい府県に、こうい府県に、こうい府県に、こうい

う職務の人が何う職務の人が何う職務の人が何う職務の人が何カカカカ月月月月間間間間、何人、何人、何人、何人程程程程度度度度欲欲欲欲しいという要しいという要しいという要しいという要望望望望がありますが出せますかという要がありますが出せますかという要がありますが出せますかという要がありますが出せますかという要請請請請がががが

あります。それに対してあります。それに対してあります。それに対してあります。それに対して全国全国全国全国のののの都道都道都道都道府県が、うちの県でしたら何人を何府県が、うちの県でしたら何人を何府県が、うちの県でしたら何人を何府県が、うちの県でしたら何人を何カカカカ月月月月間間間間出せますと出せますと出せますと出せますと

いういういういう形形形形でででで回答回答回答回答して、して、して、して、全国全国全国全国知事会で振り知事会で振り知事会で振り知事会で振り分け分け分け分けていって、いっていって、いっていって、いっていって、いっぱぱぱぱいになったところでいになったところでいになったところでいになったところで終終終終わりとわりとわりとわりと

いうことなので、いうことなので、いうことなので、いうことなので、奈奈奈奈良県の場合でしたら良県の場合でしたら良県の場合でしたら良県の場合でしたらカカカカウウウウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトトナナナナーーーー制制制制をとっておりませをとっておりませをとっておりませをとっておりませんんんんので、ので、ので、ので、

どの県に対してもどの県に対してもどの県に対してもどの県に対しても答答答答ええええをををを返返返返しております。ですから、今行ってるところも、しております。ですから、今行ってるところも、しております。ですから、今行ってるところも、しております。ですから、今行ってるところも、奈奈奈奈良県の場合良県の場合良県の場合良県の場合

でしたらでしたらでしたらでしたら宮城宮城宮城宮城県だ県だ県だ県だけけけけではありませではありませではありませではありませんんんん。。。。岩岩岩岩手手手手県にも行っております。県にも行っております。県にも行っております。県にも行っております。福福福福島島島島県にも行っており県にも行っており県にも行っており県にも行っており

ます。それは被災地からのオーます。それは被災地からのオーます。それは被災地からのオーます。それは被災地からのオーダダダダーとーとーとーと奈奈奈奈良県の行良県の行良県の行良県の行けけけけますよということがますよということがますよということがますよということがマッマッマッマッチチチチンンンンググググができができができができ

ると呼ると呼ると呼ると呼んんんんでおるのですが、それができた場合に行っておりますので、どこかの県をこちらでおるのですが、それができた場合に行っておりますので、どこかの県をこちらでおるのですが、それができた場合に行っておりますので、どこかの県をこちらでおるのですが、それができた場合に行っておりますので、どこかの県をこちら

からからからからポイントポイントポイントポイントをををを絞絞絞絞って行っているというわって行っているというわって行っているというわって行っているというわけけけけではありませではありませではありませではありませんんんん。。。。

それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点、、、、個々個々個々個々のののの業業業業務が務が務が務が実際実際実際実際にできておったかとおっしにできておったかとおっしにできておったかとおっしにできておったかとおっしゃゃゃゃるるるる意味意味意味意味がわかりかがわかりかがわかりかがわかりかねねねね

るのですが、るのですが、るのですが、るのですが、例えば例えば例えば例えば、、、、救急救命救急救命救急救命救急救命活動活動活動活動はごはごはごはご説明説明説明説明しましたが、しましたが、しましたが、しましたが、ⅡⅡⅡⅡ、、、、①①①①、、、、医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉支援支援支援支援業業業業務と務と務と務と

いいますのは、各いいますのは、各いいますのは、各いいますのは、各避難避難避難避難所に所に所に所に回回回回ってってってって医療活動医療活動医療活動医療活動を行ったり、を行ったり、を行ったり、を行ったり、保保保保健師健師健師健師がががが健健健健康康康康相相相相談談談談を行ったりといを行ったりといを行ったりといを行ったりとい

うううう業業業業務です。務です。務です。務です。

それから、それから、それから、それから、②②②②、、、、住住住住宅宅宅宅対策支援対策支援対策支援対策支援業業業業務というのは、これは県務というのは、これは県務というのは、これは県務というのは、これは県庁庁庁庁へへへへ参参参参りまして、そこでりまして、そこでりまして、そこでりまして、そこで仮仮仮仮設設設設住住住住

宅宅宅宅のののの建建建建設設設設業業業業務を務を務を務を実際や実際や実際や実際やっております。これはっております。これはっております。これはっております。これは岩岩岩岩手手手手県の方です。県の方です。県の方です。県の方です。
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それから、それから、それから、それから、③③③③、、、、給給給給水支援といいますのは、これは水支援といいますのは、これは水支援といいますのは、これは水支援といいますのは、これは奈奈奈奈良県の職員だ良県の職員だ良県の職員だ良県の職員だけけけけではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、奈奈奈奈良県良県良県良県

のののの市町市町市町市町村の水村の水村の水村の水道業道業道業道業務の関係の方も務の関係の方も務の関係の方も務の関係の方も給給給給水水水水車車車車をををを持持持持ちちちち込込込込んんんんでいきまして、でいきまして、でいきまして、でいきまして、陸陸陸陸前前前前高高高高田田田田市市市市でででで給給給給水水水水活動活動活動活動

を行っているということです。を行っているということです。を行っているということです。を行っているということです。

それから、それから、それから、それから、④④④④、事務支援は、各、事務支援は、各、事務支援は、各、事務支援は、各都道都道都道都道府県から災府県から災府県から災府県から災害救害救害救害救助助助助事務支援、これは事務支援、これは事務支援、これは事務支援、これは仮仮仮仮設設設設住住住住宅宅宅宅、、、、罹罹罹罹災災災災

証証証証明明明明関係の事務ですが、関係の事務ですが、関係の事務ですが、関係の事務ですが、宮城宮城宮城宮城県から５名県から５名県から５名県から５名欲欲欲欲しいという要しいという要しいという要しいという要請請請請がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、奈奈奈奈良県はこれに良県はこれに良県はこれに良県はこれに

対して対して対して対して常常常常時２名、今時２名、今時２名、今時２名、今現在現在現在現在もももも派遣派遣派遣派遣しております。しております。しております。しております。

それから、それから、それから、それから、⑤⑤⑤⑤、その他、その他、その他、その他業業業業務につきましては、務につきましては、務につきましては、務につきましては、避難避難避難避難所運営支援所運営支援所運営支援所運営支援業業業業務というのは各務というのは各務というのは各務というのは各避難避難避難避難所に所に所に所に

おいて、そこのおいて、そこのおいて、そこのおいて、そこのココココーーーーデデデディィィィネネネネーーーータタタター、もしくはおー、もしくはおー、もしくはおー、もしくはお世世世世話話話話をするをするをするをする業業業業務ということです。それから、務ということです。それから、務ということです。それから、務ということです。それから、

建建建建物物物物被被被被害害害害調査は、今調査は、今調査は、今調査は、今現在現在現在現在、、、、奈奈奈奈良県では多良県では多良県では多良県では多賀賀賀賀城城城城市市市市にににに奈奈奈奈良県の職員と良県の職員と良県の職員と良県の職員と市町市町市町市町村の職員を含めて村の職員を含めて村の職員を含めて村の職員を含めて参参参参

っておりますが、これはっておりますが、これはっておりますが、これはっておりますが、これは建建建建物物物物の被の被の被の被害害害害状況を状況を状況を状況を判判判判定定定定しまして、これでしまして、これでしまして、これでしまして、これで義義義義援援援援金金金金のののの配分配分配分配分、、、、罹罹罹罹災災災災証証証証明明明明

をするをするをするをする業業業業務を今務を今務を今務を今現在現在現在現在行っております。災行っております。災行っております。災行っております。災害害害害ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアア関連関連関連関連業業業業務といいますのは、災務といいますのは、災務といいますのは、災務といいますのは、災害害害害ボボボボ

ラララランンンンテテテティィィィアアアアを県から連れていくといったを県から連れていくといったを県から連れていくといったを県から連れていくといった業業業業務であります。それから下水務であります。それから下水務であります。それから下水務であります。それから下水道管道管道管道管路路路路調査という調査という調査という調査という

のは、下水のは、下水のは、下水のは、下水道道道道のののの壊壊壊壊れたところがどうかという調査れたところがどうかという調査れたところがどうかという調査れたところがどうかという調査業業業業務で、これも務で、これも務で、これも務で、これも奈奈奈奈良県から良県から良県から良県から派遣派遣派遣派遣しておりしておりしておりしており

ます。ます。ます。ます。

それからそれからそれからそれから避難避難避難避難所運営支援所運営支援所運営支援所運営支援業業業業務につきまして、関西広域連合の務につきまして、関西広域連合の務につきまして、関西広域連合の務につきまして、関西広域連合の参加参加参加参加県はどうだったかとい県はどうだったかとい県はどうだったかとい県はどうだったかとい

うごうごうごうご質問質問質問質問なのですが、ここでなのですが、ここでなのですが、ここでなのですが、ここで個個個個別にどの県が何名というのは今わかりませ別にどの県が何名というのは今わかりませ別にどの県が何名というのは今わかりませ別にどの県が何名というのは今わかりませんんんんが、関西広域が、関西広域が、関西広域が、関西広域

連合構成県の合連合構成県の合連合構成県の合連合構成県の合計計計計が１が１が１が１万万万万４４４４，，，，７７７７３６人とありますが、この中で３６人とありますが、この中で３６人とありますが、この中で３６人とありますが、この中で約約約約５５５５，，，，３００人が３００人が３００人が３００人が避難避難避難避難所運所運所運所運

営営営営業業業業務に務に務に務に延延延延べべべべ人人人人数数数数としてとしてとしてとして参加参加参加参加しております。以上です。しております。以上です。しております。以上です。しております。以上です。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 この支援の中この支援の中この支援の中この支援の中身身身身、内、内、内、内容容容容について、ここで特に議について、ここで特に議について、ここで特に議について、ここで特に議論論論論をするをするをするをする必必必必要はないと思いま要はないと思いま要はないと思いま要はないと思いま

す。す。す。す。常常常常任委員会でされると思いますので。連合任委員会でされると思いますので。連合任委員会でされると思いますので。連合任委員会でされると思いますので。連合参加参加参加参加府県が府県が府県が府県が役割分役割分役割分役割分担する担する担する担するカカカカウウウウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト

方方方方式式式式の中で担当、の中で担当、の中で担当、の中で担当、役割役割役割役割をををを決決決決めながらめながらめながらめながら迅迅迅迅速速速速に対に対に対に対応応応応されたということでございますので、されたということでございますので、されたということでございますので、されたということでございますので、奈奈奈奈良良良良

県は県は県は県は奈奈奈奈良県で良県で良県で良県で独独独独自の自の自の自の情報情報情報情報を入れながらを入れながらを入れながらを入れながら独独独独自の対自の対自の対自の対応応応応を行ったということも理を行ったということも理を行ったということも理を行ったということも理解解解解できますできますできますできますけけけけれれれれ

ども、そうではなくて、関西広域連合の中でそれぞれのども、そうではなくて、関西広域連合の中でそれぞれのども、そうではなくて、関西広域連合の中でそれぞれのども、そうではなくて、関西広域連合の中でそれぞれの役割分役割分役割分役割分担で担で担で担で進進進進めていくということめていくということめていくということめていくということ

も一つの方も一つの方も一つの方も一つの方向性向性向性向性ではなかったかとも思ったところです。ではなかったかとも思ったところです。ではなかったかとも思ったところです。ではなかったかとも思ったところです。

また、また、また、また、南南南南海海海海、、、、東南東南東南東南海海海海地地地地震震震震において、広域において、広域において、広域において、広域防防防防災災災災計計計計画画画画が今後策が今後策が今後策が今後策定定定定にににに向け向け向け向けてててて動動動動き出しているとき出しているとき出しているとき出していると

いうことでございますいうことでございますいうことでございますいうことでございますけけけけれども、ここにれども、ここにれども、ここにれども、ここに奈奈奈奈良県が入れない、新良県が入れない、新良県が入れない、新良県が入れない、新聞聞聞聞報道報道報道報道でででで荒荒荒荒井知事は、井知事は、井知事は、井知事は、見見見見合合合合

わせたような、策わせたような、策わせたような、策わせたような、策定定定定を今後行っていきたいというような、どこかにを今後行っていきたいというような、どこかにを今後行っていきたいというような、どこかにを今後行っていきたいというような、どこかにココココメメメメントントントントで書いておりで書いておりで書いておりで書いており

ましたましたましたましたけけけけれども、それなられども、それなられども、それなられども、それならばばばば関西広域連合に入りながら関西広域連合に入りながら関西広域連合に入りながら関西広域連合に入りながらややややっても構わないのではないかとっても構わないのではないかとっても構わないのではないかとっても構わないのではないかと

いう思いもします。いずれにしてもいう思いもします。いずれにしてもいう思いもします。いずれにしてもいう思いもします。いずれにしても防防防防災に関しては、日本災に関しては、日本災に関しては、日本災に関しては、日本国国国国土土土土はつながっているわはつながっているわはつながっているわはつながっているわけけけけですですですです

から、特に地から、特に地から、特に地から、特に地震震震震というのはというのはというのはというのは必必必必ずずずず起起起起こってくるわこってくるわこってくるわこってくるわけけけけですから、関西ですから、関西ですから、関西ですから、関西全体全体全体全体で取りで取りで取りで取り組組組組むむむむのが本来のが本来のが本来のが本来
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のののの流流流流れというか、自れというか、自れというか、自れというか、自然然然然なななな流流流流れだと思いますし、このれだと思いますし、このれだと思いますし、このれだと思いますし、この防防防防災という災という災という災という観点観点観点観点からも、関西広域連合からも、関西広域連合からも、関西広域連合からも、関西広域連合

に入り、に入り、に入り、に入り、奈奈奈奈良県の取り良県の取り良県の取り良県の取り組み組み組み組みなり、なり、なり、なり、奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の役割役割役割役割なり、しっかりとそこでなり、しっかりとそこでなり、しっかりとそこでなり、しっかりとそこで明確明確明確明確にすにすにすにすべべべべきであきであきであきであ

ろうと思っております。ろうと思っております。ろうと思っております。ろうと思っております。

知事公室長、先ほどの知事公室長、先ほどの知事公室長、先ほどの知事公室長、先ほどの資料資料資料資料について、あについて、あについて、あについて、あええええてててて全体全体全体全体的な的な的な的な資料資料資料資料として出したと、これは理として出したと、これは理として出したと、これは理として出したと、これは理解解解解

できます。しかし、本来なら知事にできます。しかし、本来なら知事にできます。しかし、本来なら知事にできます。しかし、本来なら知事に聞聞聞聞かないといかないといかないといかないといけけけけないのですないのですないのですないのですけけけけれども、れども、れども、れども、道道道道州州州州制制制制に関してに関してに関してに関して

はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考え考え考え考えておられるのかとておられるのかとておられるのかとておられるのかと荒荒荒荒井知事の思いを井知事の思いを井知事の思いを井知事の思いを聞聞聞聞きたいと思っております。これはきたいと思っております。これはきたいと思っております。これはきたいと思っております。これは

またあまたあまたあまたあええええてててて聞聞聞聞けけけけるときにるときにるときにるときに聞聞聞聞かせていただきたいと思いますかせていただきたいと思いますかせていただきたいと思いますかせていただきたいと思いますけけけけれども、れども、れども、れども、総括総括総括総括として言わせてとして言わせてとして言わせてとして言わせて

いただいたら、今まで連合いただいたら、今まで連合いただいたら、今まで連合いただいたら、今まで連合体体体体がながながながなけけけけれれれればばばば、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆる連る連る連る連携携携携という言という言という言という言葉葉葉葉もあるもあるもあるもある意味意味意味意味理理理理解解解解はできはできはできはでき

るのです。なるのです。なるのです。なるのです。なけけけけれれれればばばばねねねね。ただし、今は関西広域連合というのができ上がった時。ただし、今は関西広域連合というのができ上がった時。ただし、今は関西広域連合というのができ上がった時。ただし、今は関西広域連合というのができ上がった時点点点点で、連で、連で、連で、連携携携携

というのはどうなのかと。連というのはどうなのかと。連というのはどうなのかと。連というのはどうなのかと。連携携携携でででで十十十十分分分分事事事事足足足足りるという、これも連合りるという、これも連合りるという、これも連合りるという、これも連合体体体体に入ってそれぞれのに入ってそれぞれのに入ってそれぞれのに入ってそれぞれの

府県と連府県と連府県と連府県と連携携携携をしていくということならをしていくということならをしていくということならをしていくということならばばばば理理理理解解解解できるのですが、連合できるのですが、連合できるのですが、連合できるのですが、連合体体体体に入らずに連に入らずに連に入らずに連に入らずに連携携携携だだだだけけけけ

でででで十十十十分分分分だという、ちょっとそのだという、ちょっとそのだという、ちょっとそのだという、ちょっとその意味意味意味意味がわからない。これはがわからない。これはがわからない。これはがわからない。これは総括総括総括総括の私の思いなのですが、の私の思いなのですが、の私の思いなのですが、の私の思いなのですが、やややや

はり連合はり連合はり連合はり連合体体体体ができた限りは連合ができた限りは連合ができた限りは連合ができた限りは連合体体体体として所として所として所として所属属属属しながらの連しながらの連しながらの連しながらの連携携携携をををを模索模索模索模索していくというのが自していくというのが自していくというのが自していくというのが自

然然然然なななな流流流流れなのかなと思っています。これについて、もし、知事公室長のれなのかなと思っています。これについて、もし、知事公室長のれなのかなと思っています。これについて、もし、知事公室長のれなのかなと思っています。これについて、もし、知事公室長の見見見見解解解解がありましたがありましたがありましたがありました

らおらおらおらお答答答答ええええいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長○松谷知事公室長 まず、まず、まず、まず、防防防防災関係で災関係で災関係で災関係でカカカカウウウウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト方方方方式式式式のののの質問質問質問質問をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきましたけけけけれれれれ

ども、これにつきましても関西広域連合でしかできないということでもないわども、これにつきましても関西広域連合でしかできないということでもないわども、これにつきましても関西広域連合でしかできないということでもないわども、これにつきましても関西広域連合でしかできないということでもないわけけけけで、ご存で、ご存で、ご存で、ご存

じのように、近畿知事ブじのように、近畿知事ブじのように、近畿知事ブじのように、近畿知事ブロロロロッッッックククク会議というのがありまして、そこでそのような会議というのがありまして、そこでそのような会議というのがありまして、そこでそのような会議というのがありまして、そこでそのような話話話話をしていをしていをしていをしてい

ただただただただけけけけれれれればばばばそれでそれでそれでそれで済む問済む問済む問済む問題題題題であります。ましてそういうであります。ましてそういうであります。ましてそういうであります。ましてそういう形形形形でのでのでのでの活動活動活動活動方方方方法法法法というのはというのはというのはというのは幾幾幾幾らでらでらでらで

もあるわもあるわもあるわもあるわけけけけでありまして、関西広域連合でなでありまして、関西広域連合でなでありまして、関西広域連合でなでありまして、関西広域連合でなけけけけれれれればばばばできない、先ほど梶川委員からもおできない、先ほど梶川委員からもおできない、先ほど梶川委員からもおできない、先ほど梶川委員からもお話話話話

がありましたがありましたがありましたがありましたけけけけれども、れども、れども、れども、不十不十不十不十分分分分なななな組織組織組織組織であったり、それからであったり、それからであったり、それからであったり、それから目目目目的が的が的が的が明確明確明確明確でないようなでないようなでないようなでないような組織組織組織組織

が一部が一部が一部が一部動動動動いてる部いてる部いてる部いてる部分分分分についてどうについてどうについてどうについてどう評評評評価価価価するかというのはするかというのはするかというのはするかというのは非常非常非常非常にににに疑問疑問疑問疑問がありますがありますがありますがありますけけけけれども、れども、れども、れども、

それにかわるそれにかわるそれにかわるそれにかわるべべべべきききき組織組織組織組織でででで十十十十分分分分に対に対に対に対応応応応できるということでありますので、今、知事がどうこできるということでありますので、今、知事がどうこできるということでありますので、今、知事がどうこできるということでありますので、今、知事がどうこ

うというよりも、連うというよりも、連うというよりも、連うというよりも、連携携携携というというというという業業業業務で務で務で務で十十十十分分分分に対に対に対に対応応応応できるできるできるできる間間間間は、特には、特には、特には、特に従従従従来から申し上げており来から申し上げており来から申し上げており来から申し上げており

ますような関西広域連合に対するますような関西広域連合に対するますような関西広域連合に対するますような関西広域連合に対する疑問疑問疑問疑問点点点点、、、、懸念懸念懸念懸念というものがというものがというものがというものが解解解解決決決決されるのが先ではないかされるのが先ではないかされるのが先ではないかされるのが先ではないか

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。

それから、それから、それから、それから、防防防防災災災災計計計計画画画画のこともございましたのこともございましたのこともございましたのこともございましたけけけけれども、おれども、おれども、おれども、お話話話話しいただきましたしいただきましたしいただきましたしいただきました東南東南東南東南海海海海地地地地震震震震

につきましては、どちらかというとにつきましては、どちらかというとにつきましては、どちらかというとにつきましては、どちらかというと大阪大阪大阪大阪府府府府や和や和や和や和歌歌歌歌山県の被山県の被山県の被山県の被害害害害想想想想定定定定がががが非常非常非常非常にににに大大大大きいございまきいございまきいございまきいございま

す。今す。今す。今す。今回回回回、、、、防防防防災災災災計計計計画画画画のののの見直見直見直見直しもしもしもしもややややっておりますっておりますっておりますっておりますけけけけれども、知事からのれども、知事からのれども、知事からのれども、知事からの指示指示指示指示もありましたし、もありましたし、もありましたし、もありましたし、

どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというと受受受受援というか、支援をされるということだ援というか、支援をされるということだ援というか、支援をされるということだ援というか、支援をされるということだけけけけではなくて、支援をするとではなくて、支援をするとではなくて、支援をするとではなくて、支援をすると
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いう、いう、いう、いう、大阪大阪大阪大阪府へど府へど府へど府へどんんんんな支援ができるのか、それからな支援ができるのか、それからな支援ができるのか、それからな支援ができるのか、それから和和和和歌歌歌歌山県にど山県にど山県にど山県にどんんんんな支援ができるのかいな支援ができるのかいな支援ができるのかいな支援ができるのかい

うことも今うことも今うことも今うことも今回回回回のののの防防防防災災災災計計計計画画画画のののの見直見直見直見直しの中でしの中でしの中でしの中で検討検討検討検討しているのがしているのがしているのがしているのが現現現現状でございますので、お知ら状でございますので、お知ら状でございますので、お知ら状でございますので、お知ら

せいただいているようなせいただいているようなせいただいているようなせいただいているようなややややり方についてはり方についてはり方についてはり方については全全全全然否然否然否然否定定定定するものではないですが、するものではないですが、するものではないですが、するものではないですが、組織組織組織組織としてとしてとしてとして

あるのだから入るということではなくて、あるのだから入るということではなくて、あるのだから入るということではなくて、あるのだから入るということではなくて、十十十十分分分分今の今の今の今の形形形形の中での中での中での中で遜色遜色遜色遜色のないようにのないようにのないようにのないようにややややれているれているれているれている

ということもご理ということもご理ということもご理ということもご理解解解解いただきたい。よろしくお願いします。いただきたい。よろしくお願いします。いただきたい。よろしくお願いします。いただきたい。よろしくお願いします。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 きょうは初度委員会なので、これから委員会が２年きょうは初度委員会なので、これから委員会が２年きょうは初度委員会なので、これから委員会が２年きょうは初度委員会なので、これから委員会が２年間間間間のののの間間間間に何に何に何に何回回回回も開かれるも開かれるも開かれるも開かれる

ので、その時ので、その時ので、その時ので、その時 々々々々にににに質問質問質問質問させていただきたいと思いますさせていただきたいと思いますさせていただきたいと思いますさせていただきたいと思いますけけけけれども、県れども、県れども、県れども、県民民民民にわかりにくいといにわかりにくいといにわかりにくいといにわかりにくいとい

うのは、関西広域連合に入らなうのは、関西広域連合に入らなうのは、関西広域連合に入らなうのは、関西広域連合に入らなけけけけれれれればばばば何もできないというのであれ何もできないというのであれ何もできないというのであれ何もできないというのであればばばば、これはもう、これはもう、これはもう、これはもう答答答答ええええはははは

早早早早いです。だから、当いです。だから、当いです。だから、当いです。だから、当然然然然そうなったら行政も、入らざるを得ないという状況の中でそうなったら行政も、入らざるを得ないという状況の中でそうなったら行政も、入らざるを得ないという状況の中でそうなったら行政も、入らざるを得ないという状況の中でややややってってってって

いくと。今後そのいくと。今後そのいくと。今後そのいくと。今後その推移推移推移推移をををを見見見見守守守守った中で、ああ、これは入らなった中で、ああ、これは入らなった中で、ああ、これは入らなった中で、ああ、これは入らなけけけけれれれればばばばならないというときはならないというときはならないというときはならないというときは

入るということなのです入るということなのです入るということなのです入るということなのですけけけけれども、それがれども、それがれども、それがれども、それが奈奈奈奈良県の存良県の存良県の存良県の存在在在在価価価価値値値値も含めても含めても含めても含めて果果果果たしていいのかとたしていいのかとたしていいのかとたしていいのかと

いうのがいうのがいうのがいうのが非常非常非常非常にににに現現現現時時時時点点点点ではではではでは疑問疑問疑問疑問に思います。に思います。に思います。に思います。防防防防災のことに関しても、当災のことに関しても、当災のことに関しても、当災のことに関しても、当然然然然入らなくても初入らなくても初入らなくても初入らなくても初

動活動動活動動活動動活動はされておられるし、それなりのはされておられるし、それなりのはされておられるし、それなりのはされておられるし、それなりの活動活動活動活動もされておられると思っております。でも、もされておられると思っております。でも、もされておられると思っております。でも、もされておられると思っております。でも、

申し上げているのは、入った方が、申し上げているのは、入った方が、申し上げているのは、入った方が、申し上げているのは、入った方が、例えば例えば例えば例えば物物物物事が事が事が事がスムスムスムスムーーーーズズズズにいくとか、あるいは、それとにいくとか、あるいは、それとにいくとか、あるいは、それとにいくとか、あるいは、それと

同同同同時に時に時に時に奈奈奈奈良県の存良県の存良県の存良県の存在在在在価価価価値値値値というか、そこで関西の中でも一つの位というか、そこで関西の中でも一つの位というか、そこで関西の中でも一つの位というか、そこで関西の中でも一つの位置づけ置づけ置づけ置づけというか、というか、というか、というか、役割役割役割役割がががが

担担担担ええええるのではないかというのがもう一つと、これから先、るのではないかというのがもう一つと、これから先、るのではないかというのがもう一つと、これから先、るのではないかというのがもう一つと、これから先、医療医療医療医療のののの問問問問題題題題等等等等 々々々々に関しても入らに関しても入らに関しても入らに関しても入ら

ななななけけけけれれれればばばばならない事ならない事ならない事ならない事態態態態がががが起起起起こり得るかもわかりませこり得るかもわかりませこり得るかもわかりませこり得るかもわかりませんけんけんけんけれども、そのときにれども、そのときにれども、そのときにれども、そのときに奈奈奈奈良県が入っ良県が入っ良県が入っ良県が入っ

て、て、て、て、果果果果たしてたしてたしてたして奈奈奈奈良県のこれからのさまざまな良県のこれからのさまざまな良県のこれからのさまざまな良県のこれからのさまざまな発展発展発展発展のののの戦略戦略戦略戦略的に的に的に的に妨妨妨妨げにはならないのかと、げにはならないのかと、げにはならないのかと、げにはならないのかと、妨妨妨妨

げというか、そこでほかの府県からどのようにげというか、そこでほかの府県からどのようにげというか、そこでほかの府県からどのようにげというか、そこでほかの府県からどのように奈奈奈奈良県は良県は良県は良県は見見見見られるのかということも含めまられるのかということも含めまられるのかということも含めまられるのかということも含めま

すと、いささかすと、いささかすと、いささかすと、いささか現現現現時時時時点点点点で入らないというのにで入らないというのにで入らないというのにで入らないというのに疑問疑問疑問疑問をををを感感感感じるということでございます。ここじるということでございます。ここじるということでございます。ここじるということでございます。ここ

はははは余余余余りこのことをりこのことをりこのことをりこのことを論論論論議していても議していても議していても議していても仕仕仕仕方ないので、これからさまざまなお方ないので、これからさまざまなお方ないので、これからさまざまなお方ないので、これからさまざまなお話話話話をそれぞれの各をそれぞれの各をそれぞれの各をそれぞれの各

方方方方面面面面からまたおからまたおからまたおからまたお聞聞聞聞きをしながらきをしながらきをしながらきをしながら進進進進めていきたいと思います。まだめていきたいと思います。まだめていきたいと思います。まだめていきたいと思います。まだ質問質問質問質問があると思いますのがあると思いますのがあると思いますのがあると思いますの

で、私はこので、私はこので、私はこので、私はこの程程程程度にとどめておきます。以上です。度にとどめておきます。以上です。度にとどめておきます。以上です。度にとどめておきます。以上です。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 １つは、県内の広域行政について１つは、県内の広域行政について１つは、県内の広域行政について１つは、県内の広域行政について提案提案提案提案されていますし、されていますし、されていますし、されていますし、予算予算予算予算が出ていますのが出ていますのが出ていますのが出ていますの

で、できるだで、できるだで、できるだで、できるだけけけけ今の関西広域連合とは別今の関西広域連合とは別今の関西広域連合とは別今の関西広域連合とは別個個個個のののの問問問問題題題題として、３９あるとして、３９あるとして、３９あるとして、３９ある市町市町市町市町村、そして村、そして村、そして村、そして消消消消防防防防

等等等等 々々々々ありますので、県内の行政をきちっとありますので、県内の行政をきちっとありますので、県内の行政をきちっとありますので、県内の行政をきちっと進進進進めてほしいと思います。めてほしいと思います。めてほしいと思います。めてほしいと思います。期期期期待待待待していますので、していますので、していますので、していますので、

よろしくお願いしておきます。よろしくお願いしておきます。よろしくお願いしておきます。よろしくお願いしておきます。

それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点は、は、は、は、話話話話題題題題になっております関西広域連合に関すること。私のになっております関西広域連合に関すること。私のになっております関西広域連合に関すること。私のになっております関西広域連合に関すること。私の考え考え考え考えはははは考考考考

ええええとしてあるのですが、一つはとしてあるのですが、一つはとしてあるのですが、一つはとしてあるのですが、一つは首首首首都都都都機機機機能移能移能移能移転転転転が言われたのは１が言われたのは１が言われたのは１が言われたのは１７７７７～１～１～１～１８８８８年前でしたか、１年前でしたか、１年前でしたか、１年前でしたか、１，，，，

００００００００００００億億億億円円円円ぐぐぐぐらいをらいをらいをらいを使使使使って、審議会でって、審議会でって、審議会でって、審議会で決定決定決定決定してどこかにしてどこかにしてどこかにしてどこかに移移移移転転転転すると言ったそのすると言ったそのすると言ったそのすると言ったその原原原原点点点点は何かは何かは何かは何か
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といったら、今、出ておりました災といったら、今、出ておりました災といったら、今、出ておりました災といったら、今、出ておりました災害害害害のののの問問問問題題題題、それから、それから、それから、それから東京東京東京東京に一に一に一に一極極極極集集集集中してしまって、関中してしまって、関中してしまって、関中してしまって、関

西で西で西で西で育育育育ったったったった企業企業企業企業ですら本ですら本ですら本ですら本社社社社をををを東京東京東京東京にににに持持持持っていかなかったらっていかなかったらっていかなかったらっていかなかったら国国国国がががが動動動動かない、あるいは一かない、あるいは一かない、あるいは一かない、あるいは一般般般般経経経経

済済済済もももも動動動動かないというような状況はかないというような状況はかないというような状況はかないというような状況は異常異常異常異常である。いわである。いわである。いわである。いわゆゆゆゆるるるる防防防防衛衛衛衛問問問問題題題題も含めて、そういうことも含めて、そういうことも含めて、そういうことも含めて、そういうこと

をををを考え考え考え考え合わせたときに、合わせたときに、合わせたときに、合わせたときに、首首首首都都都都機機機機能移能移能移能移転転転転ははははややややるるるるべべべべきであるというきであるというきであるというきであるという考え考え考え考え方に立ったのですが、方に立ったのですが、方に立ったのですが、方に立ったのですが、

今はその今はその今はその今はその考え考え考え考え方はいつの方はいつの方はいつの方はいつの間間間間にかにかにかにか消消消消ええええてしまった。私は１５年ほど前でしたか、てしまった。私は１５年ほど前でしたか、てしまった。私は１５年ほど前でしたか、てしまった。私は１５年ほど前でしたか、大和高大和高大和高大和高原原原原５５５５

万万万万人人人人都市都市都市都市構構構構想想想想という本を出したのですが、そのときのという本を出したのですが、そのときのという本を出したのですが、そのときのという本を出したのですが、そのときの考え考え考え考え方の方の方の方の裏裏裏裏に関西のに関西のに関西のに関西の復復復復権権権権をかをかをかをかけけけけてとてとてとてと

いういういういう話話話話題題題題の中で、の中で、の中で、の中で、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車車車車道道道道、第二、第二、第二、第二阪奈道阪奈道阪奈道阪奈道路路路路、関西、関西、関西、関西国際国際国際国際空港空港空港空港、こ、こ、こ、こんんんんなものを関西のなものを関西のなものを関西のなものを関西の復復復復

権権権権をかをかをかをかけけけけたたたた大大大大きなテーきなテーきなテーきなテーママママであるといって、５つあったと思うのですが、今であるといって、５つあったと思うのですが、今であるといって、５つあったと思うのですが、今であるといって、５つあったと思うのですが、今動動動動いているのといているのといているのといているのと

完完完完成したのとあるのですが。今この成したのとあるのですが。今この成したのとあるのですが。今この成したのとあるのですが。今この提案提案提案提案されている関西広域連合のされている関西広域連合のされている関西広域連合のされている関西広域連合の基基基基本的な本的な本的な本的な考え考え考え考え方、方、方、方、橋橋橋橋下下下下

大阪大阪大阪大阪府知事の府知事の府知事の府知事の提案提案提案提案だからということではないですよ、あの人が言おうとだれが言おうと、だからということではないですよ、あの人が言おうとだれが言おうと、だからということではないですよ、あの人が言おうとだれが言おうと、だからということではないですよ、あの人が言おうとだれが言おうと、

行政は４行政は４行政は４行政は４７都道７都道７都道７都道府県で、す府県で、す府県で、す府県で、すべべべべてのてのてのての権権権権限は知事の限は知事の限は知事の限は知事の権権権権限にあって、災限にあって、災限にあって、災限にあって、災害害害害についてもいろについてもいろについてもいろについてもいろんんんんなこなこなこなこ

とについてもとについてもとについてもとについても国国国国のののの直直直直轄轄轄轄としてとしてとしてとして責責責責任を任を任を任を持持持持って対って対って対って対応応応応しなくてはならないのは知事なのです。だしなくてはならないのは知事なのです。だしなくてはならないのは知事なのです。だしなくてはならないのは知事なのです。だ

から、そういうことを含めて、関西のから、そういうことを含めて、関西のから、そういうことを含めて、関西のから、そういうことを含めて、関西の復復復復権権権権をかをかをかをかけけけけてしっかりてしっかりてしっかりてしっかり東京東京東京東京にににに負負負負けけけけないようにないようにないようにないようにややややろうろうろうろう

というというというという基基基基本的な本的な本的な本的な考え考え考え考え方、私、方、私、方、私、方、私、大大大大賛賛賛賛成なのです。成なのです。成なのです。成なのです。ポストポストポストポスト１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭は何かといったら、知は何かといったら、知は何かといったら、知は何かといったら、知

事も先事も先事も先事も先般般般般の議会での議会での議会での議会で観観観観光振興であると言われた。光振興であると言われた。光振興であると言われた。光振興であると言われた。観観観観光振興を中光振興を中光振興を中光振興を中心心心心に県に県に県に県民民民民ががががひひひひとしく関西のとしく関西のとしく関西のとしく関西の復復復復

権権権権をかをかをかをかけけけけるという、るという、るという、るという、元元元元気気気気を出していこうというを出していこうというを出していこうというを出していこうという考え考え考え考え方の中で、方の中で、方の中で、方の中で、観観観観光行政もきっちり光行政もきっちり光行政もきっちり光行政もきっちりややややってってってって

いかなくてはいいかなくてはいいかなくてはいいかなくてはいけけけけない。ない。ない。ない。火火火火がががが消消消消ええええたようになってしまったのでは、たようになってしまったのでは、たようになってしまったのでは、たようになってしまったのでは、去去去去年のに年のに年のに年のにぎぎぎぎわいは何だわいは何だわいは何だわいは何だ

ったのかとなりますので、そったのかとなりますので、そったのかとなりますので、そったのかとなりますので、そんんんんなことをなことをなことをなことを考え考え考え考え合わせたときに、これは合わせたときに、これは合わせたときに、これは合わせたときに、これは基基基基本的な本的な本的な本的な大大大大きなきなきなきな考え考え考え考え

方の方の方の方の枠枠枠枠組み組み組み組みで関西ので関西ので関西ので関西の復復復復権権権権をかをかをかをかけけけけた近畿２府４県がた近畿２府４県がた近畿２府４県がた近畿２府４県が頑張頑張頑張頑張ろうというのは、ろうというのは、ろうというのは、ろうというのは、基基基基本的にだれが本的にだれが本的にだれが本的にだれが提提提提

案案案案しようとしようとしようとしようと間間間間違違違違いではない。先ほど知事公室長が言ったように、議員の先いではない。先ほど知事公室長が言ったように、議員の先いではない。先ほど知事公室長が言ったように、議員の先いではない。先ほど知事公室長が言ったように、議員の先生生生生方も議方も議方も議方も議論論論論してしてしてして

勉勉勉勉強強強強せよというような言い方をされた。何をしているかわからないというせよというような言い方をされた。何をしているかわからないというせよというような言い方をされた。何をしているかわからないというせよというような言い方をされた。何をしているかわからないという答弁答弁答弁答弁も、また一も、また一も、また一も、また一

方でされた。知事部局ももっと方でされた。知事部局ももっと方でされた。知事部局ももっと方でされた。知事部局ももっと勉勉勉勉強強強強してください、それは入らなかったらわからないわしてください、それは入らなかったらわからないわしてください、それは入らなかったらわからないわしてください、それは入らなかったらわからないわけけけけ

でしょう。だから、この議でしょう。だから、この議でしょう。だから、この議でしょう。だから、この議論論論論ををををややややっていく中で、何をっていく中で、何をっていく中で、何をっていく中で、何をややややるのかわからないということはるのかわからないということはるのかわからないということはるのかわからないということは無無無無

責責責責任任任任過過過過ぎぎぎぎると思う。ると思う。ると思う。ると思う。ややややっっっっぱぱぱぱりきちっと行政として、このりきちっと行政として、このりきちっと行政として、このりきちっと行政として、この問問問問題題題題は行政を担当しているは行政を担当しているは行政を担当しているは行政を担当している三三三三権分権分権分権分

立の中で、立の中で、立の中で、立の中で、我我我我 々々々々は立は立は立は立法法法法府とは言いませ府とは言いませ府とは言いませ府とは言いませんんんんが、地方議会の場合はそこまで行きませが、地方議会の場合はそこまで行きませが、地方議会の場合はそこまで行きませが、地方議会の場合はそこまで行きませんんんんが、が、が、が、提提提提

案案案案をしていく方でしょう。をしていく方でしょう。をしていく方でしょう。をしていく方でしょう。執執執執行行行行権権権権をををを持持持持っているのは知事です。だから、このっているのは知事です。だから、このっているのは知事です。だから、このっているのは知事です。だから、この問問問問題題題題についてについてについてについて

は知事一人に任せておくは知事一人に任せておくは知事一人に任せておくは知事一人に任せておくべべべべきききき問問問問題題題題ではないと認ではないと認ではないと認ではないと認識識識識しています。これはしています。これはしています。これはしています。これは将将将将来の来の来の来の奈奈奈奈良県政を良県政を良県政を良県政を考考考考

ええええたときにたときにたときにたときに大大大大変変変変大大大大事な事な事な事な問問問問題題題題ですから、だからそですから、だからそですから、だからそですから、だからそんんんんなことをなことをなことをなことを考え考え考え考え合わせた中で、どうぞ知事合わせた中で、どうぞ知事合わせた中で、どうぞ知事合わせた中で、どうぞ知事

公室長、どういう公室長、どういう公室長、どういう公室長、どういう形形形形であろうと、オブザーバーであろうと何であろうと、この近畿２府４であろうと、オブザーバーであろうと何であろうと、この近畿２府４であろうと、オブザーバーであろうと何であろうと、この近畿２府４であろうと、オブザーバーであろうと何であろうと、この近畿２府４

県でうちだ県でうちだ県でうちだ県でうちだけけけけがががが抜け抜け抜け抜けているという、これはているという、これはているという、これはているという、これは異常異常異常異常事事事事態態態態だと県だと県だと県だと県民民民民にににに映映映映っています。なっています。なっています。なっています。なぜぜぜぜ入らな入らな入らな入らな
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い、い、い、い、むむむむだが多い二だが多い二だが多い二だが多い二重重重重行政だと言うのだったら、もうちょっと県行政だと言うのだったら、もうちょっと県行政だと言うのだったら、もうちょっと県行政だと言うのだったら、もうちょっと県民民民民にわかりにわかりにわかりにわかりややややすく、すく、すく、すく、ややややってってってって

いるはずなのですがいるはずなのですがいるはずなのですがいるはずなのですが浸透浸透浸透浸透しない。先しない。先しない。先しない。先般般般般のののの統統統統一地方選一地方選一地方選一地方選挙挙挙挙のときに、のときに、のときに、のときに、皆皆皆皆ささささんんんん方から出てくるの方から出てくるの方から出てくるの方から出てくるの

はははは、、、、「おま「おま「おま「おまええええら県会議員、ら県会議員、ら県会議員、ら県会議員、ぼぼぼぼうっとしているのとちがうか、知事の言うとおりに任せていうっとしているのとちがうか、知事の言うとおりに任せていうっとしているのとちがうか、知事の言うとおりに任せていうっとしているのとちがうか、知事の言うとおりに任せてい

るのか」というるのか」というるのか」というるのか」という声声声声が多い。小さいが多い。小さいが多い。小さいが多い。小さい集集集集会の中で、あるいは会の中で、あるいは会の中で、あるいは会の中で、あるいは大大大大きなきなきなきな集集集集会の中で会の中で会の中で会の中で意見意見意見意見として出てとして出てとして出てとして出て

くるのは、それがくるのは、それがくるのは、それがくるのは、それが大大大大半半半半です。それはなです。それはなです。それはなです。それはなぜぜぜぜかといったら、かといったら、かといったら、かといったら、ややややっっっっぱぱぱぱり入って議り入って議り入って議り入って議論論論論をせよと、そをせよと、そをせよと、そをせよと、そ

してその中で県してその中で県してその中で県してその中で県益益益益のためにならない部のためにならない部のためにならない部のためにならない部分分分分はははは否否否否決決決決してきたらいい、してきたらいい、してきたらいい、してきたらいい、堂堂堂堂 々々々々とととと否否否否定定定定してきたらいしてきたらいしてきたらいしてきたらい

いではないかといういではないかといういではないかといういではないかという意見意見意見意見がががが大大大大半半半半であったと、私もであったと、私もであったと、私もであったと、私も体体体体験験験験しています。これは、今の状況の中しています。これは、今の状況の中しています。これは、今の状況の中しています。これは、今の状況の中

では、では、では、では、少少少少なくともオブザーバーであろうと何であろうと、知事が行かなくても副知事２人なくともオブザーバーであろうと何であろうと、知事が行かなくても副知事２人なくともオブザーバーであろうと何であろうと、知事が行かなくても副知事２人なくともオブザーバーであろうと何であろうと、知事が行かなくても副知事２人

もいるわもいるわもいるわもいるわけけけけですし、部長ですし、部長ですし、部長ですし、部長クラクラクラクラススススでも、あるいは課長でもいいですが、でも、あるいは課長でもいいですが、でも、あるいは課長でもいいですが、でも、あるいは課長でもいいですが、参加参加参加参加させてオブザーさせてオブザーさせてオブザーさせてオブザー

バーでオーバーでオーバーでオーバーでオーケケケケーであれーであれーであれーであればばばばどういうことをどういうことをどういうことをどういうことをややややろうとしているのか、どういう議ろうとしているのか、どういう議ろうとしているのか、どういう議ろうとしているのか、どういう議論論論論をしているをしているをしているをしている

のか、中に入っていなかったらわかりませのか、中に入っていなかったらわかりませのか、中に入っていなかったらわかりませのか、中に入っていなかったらわかりませんんんん。先の知事公室長の。先の知事公室長の。先の知事公室長の。先の知事公室長の答弁答弁答弁答弁では何をしようとしでは何をしようとしでは何をしようとしでは何をしようとし

ているのかわからない、わからないというのはちょっとているのかわからない、わからないというのはちょっとているのかわからない、わからないというのはちょっとているのかわからない、わからないというのはちょっと無無無無責責責責任ではないの。任ではないの。任ではないの。任ではないの。総総総総務務務務省省省省が認めが認めが認めが認め

たのですよたのですよたのですよたのですよねねねね、１２月１日に。、１２月１日に。、１２月１日に。、１２月１日に。現現現現時時時時点点点点で今ので今ので今ので今の考え考え考え考え方はちょっとおかしいと思う。以前は知方はちょっとおかしいと思う。以前は知方はちょっとおかしいと思う。以前は知方はちょっとおかしいと思う。以前は知

りませりませりませりませんんんんよ。だから、どうぞ、私は入れということで言っているわよ。だから、どうぞ、私は入れということで言っているわよ。だから、どうぞ、私は入れということで言っているわよ。だから、どうぞ、私は入れということで言っているわけけけけではないのです。県ではないのです。県ではないのです。県ではないのです。県

民民民民ににににひひひひとしく、としく、としく、としく、普普普普通通通通にににに考え考え考え考えてそういう議てそういう議てそういう議てそういう議論論論論をををを皆皆皆皆ささささんんんん方も方も方も方もややややってほしいと思う。そして、関ってほしいと思う。そして、関ってほしいと思う。そして、関ってほしいと思う。そして、関

西の西の西の西の復復復復権権権権をかをかをかをかけけけけながらながらながらながら奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の浮浮浮浮上をそれぞれ行政上をそれぞれ行政上をそれぞれ行政上をそれぞれ行政ササササービービービービススススの中でどうの中でどうの中でどうの中でどうややややっていくのか。っていくのか。っていくのか。っていくのか。

医療医療医療医療行政にしても、今、行政にしても、今、行政にしても、今、行政にしても、今、和和和和歌歌歌歌山県と山県と山県と山県とドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリををををややややっていると言うのですが、近畿２っていると言うのですが、近畿２っていると言うのですが、近畿２っていると言うのですが、近畿２

府４県で府４県で府４県で府４県で奈奈奈奈良県だ良県だ良県だ良県だけけけけがががが抜け抜け抜け抜けて、レて、レて、レて、レベベベベルルルルのののの高高高高いいいい医療医療医療医療、、、、ドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリのような行政のような行政のような行政のような行政ササササービービービービススススは、は、は、は、

これから近畿の連これから近畿の連これから近畿の連これから近畿の連携携携携でいでいでいでいけけけけるかといったら、関西広域連合が認められるかといったら、関西広域連合が認められるかといったら、関西広域連合が認められるかといったら、関西広域連合が認められ発足発足発足発足した以上、した以上、した以上、した以上、大大大大変変変変

ししししんんんんどいと思う。これはどいと思う。これはどいと思う。これはどいと思う。これは医療医療医療医療だだだだけけけけではないのですよではないのですよではないのですよではないのですよねねねね。徳。徳。徳。徳島島島島県が入った理県が入った理県が入った理県が入った理由由由由は何かといっは何かといっは何かといっは何かといっ

たら、たら、たら、たら、医療医療医療医療行政というテー行政というテー行政というテー行政というテーママママをををを持持持持っています。だから、そういうようなことも、私自っています。だから、そういうようなことも、私自っています。だから、そういうようなことも、私自っています。だから、そういうようなことも、私自身身身身もももも

ああああんんんんまりまりまりまり勉勉勉勉強強強強していませしていませしていませしていませんんんんが、が、が、が、皆皆皆皆ささささんんんん方もよく方もよく方もよく方もよく考え考え考え考えて、県て、県て、県て、県民民民民のののの命命命命をををを守守守守り、り、り、り、奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の元元元元気気気気ささささ

をををを将将将将来にわたって来にわたって来にわたって来にわた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姿勢姿勢姿勢姿勢の中で、あの中で、あの中で、あの中で、あええええて入れとは言いませて入れとは言いませて入れとは言いませて入れとは言いませんんんんが、私はが、私はが、私はが、私は

入る入る入る入るべべべべきというきというきというきという考え考え考え考えをををを持持持持っているのです。しかし知事がっているのです。しかし知事がっているのです。しかし知事がっているのです。しかし知事が判断判断判断判断している以上、している以上、している以上、している以上、皆皆皆皆ささささんんんん方にい方にい方にい方にい

くらくらくらくら質問質問質問質問したって、入らないしたって、入らないしたって、入らないしたって、入らない原原原原点点点点でしかでしかでしかでしか説明説明説明説明しませしませしませしませんんんんから、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も成り立たなしても成り立たなしても成り立たなしても成り立たな

いと思う。当いと思う。当いと思う。当いと思う。当然然然然、政、政、政、政治治治治判断判断判断判断しているわしているわしているわしているわけけけけですから。だからですから。だからですから。だからですから。だから空空空空論論論論になりますので、になりますので、になりますので、になりますので、考え考え考え考え方と方と方と方と

してはそういうしてはそういうしてはそういうしてはそういう基基基基本的な本的な本的な本的な考え考え考え考えをををを持持持持っているのですが、議っているのですが、議っているのですが、議っているのですが、議論論論論としてとしてとしてとしてややややるるるるべべべべきであるというこきであるというこきであるというこきであるというこ

とと、行政とと、行政とと、行政とと、行政ササササービービービービススススがいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいある中で、いある中で、いある中で、いある中で、恐恐恐恐らくこれから新たなるらくこれから新たなるらくこれから新たなるらくこれから新たなる高高高高度の行政度の行政度の行政度の行政ササササービービービービススススのののの

連連連連携携携携というのは、近畿２府４県の中でしというのは、近畿２府４県の中でしというのは、近畿２府４県の中でしというのは、近畿２府４県の中でしんんんんどくなってくると。どくなってくると。どくなってくると。どくなってくると。

先先先先般般般般、、、、総総総総務務務務省省省省のののの幹幹幹幹部４～５人と議部４～５人と議部４～５人と議部４～５人と議論論論論するするするする機機機機会がありました。私はこのことだ会がありました。私はこのことだ会がありました。私はこのことだ会がありました。私はこのことだけけけけで議で議で議で議論論論論しししし
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たのです。そうしたらたのです。そうしたらたのです。そうしたらたのです。そうしたら基基基基本的な本的な本的な本的な姿勢姿勢姿勢姿勢というのは認めた場合、もう認められていますから、というのは認めた場合、もう認められていますから、というのは認めた場合、もう認められていますから、というのは認めた場合、もう認められていますから、

ただ、近畿ただ、近畿ただ、近畿ただ、近畿農農農農政局もある、あるいは政局もある、あるいは政局もある、あるいは政局もある、あるいは国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省の出の出の出の出張機張機張機張機関が関が関が関が大阪大阪大阪大阪にありますにありますにありますにありますねねねね、、、、奈奈奈奈良良良良市大市大市大市大

宮宮宮宮にあります。そにあります。そにあります。そにあります。そんんんんなことはすなことはすなことはすなことはすべべべべてそこにてそこにてそこにてそこに権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲するというから、ちょっとするというから、ちょっとするというから、ちょっとするというから、ちょっと待待待待ってくれってくれってくれってくれ

と、今までと、今までと、今までと、今までややややっている４っている４っている４っている４７都道７都道７都道７都道府県があって、府県があって、府県があって、府県があって、奈奈奈奈良県があって、どうするのだと言ったら、良県があって、どうするのだと言ったら、良県があって、どうするのだと言ったら、良県があって、どうするのだと言ったら、

いいいいやややや、それはそれで、それはそれで、それはそれで、それはそれで直直直直轄轄轄轄ででででややややると、こういうると、こういうると、こういうると、こういう説明説明説明説明なのです。なのです。なのです。なのです。直直直直轄轄轄轄ででででややややるといって、そこへるといって、そこへるといって、そこへるといって、そこへ

権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲して、そこからうちにもらうのとはちがうよと、うちはして、そこからうちにもらうのとはちがうよと、うちはして、そこからうちにもらうのとはちがうよと、うちはして、そこからうちにもらうのとはちがうよと、うちは国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省のののの直直直直轄轄轄轄でいかでいかでいかでいか

ないとないとないとないと困困困困りますというりますというりますというりますという話話話話はしておいた。しかし、はしておいた。しかし、はしておいた。しかし、はしておいた。しかし、ややややっっっっぱぱぱぱりそういうような議りそういうような議りそういうような議りそういうような議論論論論はどはどはどはどんんんんどどどどんんんん

向向向向こうの方でこうの方でこうの方でこうの方でややややっている。そういうっている。そういうっている。そういうっている。そういう意味意味意味意味で、知事はどう言おうとで、知事はどう言おうとで、知事はどう言おうとで、知事はどう言おうとややややっっっっぱぱぱぱりりりり皆皆皆皆ささささんんんんとしてとしてとしてとして情情情情

報報報報をきちっと入れて、正しいをきちっと入れて、正しいをきちっと入れて、正しいをきちっと入れて、正しい情報情報情報情報を県を県を県を県民民民民に知らせて、そしてどうあるに知らせて、そしてどうあるに知らせて、そしてどうあるに知らせて、そしてどうあるべべべべきか。私は先ほどきか。私は先ほどきか。私は先ほどきか。私は先ほど

２年２年２年２年間間間間あると言ったのですが、２年はあると言ったのですが、２年はあると言ったのですが、２年はあると言ったのですが、２年は待待待待ってもらってもらってもらってもらええええませませませませんんんん。。。。半半半半年か１年以内にこの年か１年以内にこの年か１年以内にこの年か１年以内にこの結結結結論論論論をををを

出していかなかったら、そ出していかなかったら、そ出していかなかったら、そ出していかなかったら、そんんんんなにのなにのなにのなにのんんんんきなことを言っている時きなことを言っている時きなことを言っている時きなことを言っている時期期期期ではない。ではない。ではない。ではない。動動動動き出した以き出した以き出した以き出した以

上、私、そう思ってます。この特別委員会の中に、特に関西広域連合の議上、私、そう思ってます。この特別委員会の中に、特に関西広域連合の議上、私、そう思ってます。この特別委員会の中に、特に関西広域連合の議上、私、そう思ってます。この特別委員会の中に、特に関西広域連合の議論論論論を入れようとを入れようとを入れようとを入れようと

いういういういう意見意見意見意見と入れないでいいというと入れないでいいというと入れないでいいというと入れないでいいという意見意見意見意見とあった。しかし、それをどうしても入れようといとあった。しかし、それをどうしても入れようといとあった。しかし、それをどうしても入れようといとあった。しかし、それをどうしても入れようとい

ってってってってややややかましく言った方なのです。それは入れというかましく言った方なのです。それは入れというかましく言った方なのです。それは入れというかましく言った方なのです。それは入れという意味意味意味意味ではなくて、もっと県ではなくて、もっと県ではなくて、もっと県ではなくて、もっと県民民民民にこのにこのにこのにこの

ことをわからしめることをわからしめることをわからしめることをわからしめるべべべべきききき必必必必要もあるという要もあるという要もあるという要もあるという観点観点観点観点もあったわもあったわもあったわもあったわけけけけです、私のです、私のです、私のです、私の考え考え考え考え方は別にして。方は別にして。方は別にして。方は別にして。

それで、関西のそれで、関西のそれで、関西のそれで、関西の復復復復権権権権をかをかをかをかけけけけてててて頑張頑張頑張頑張るということについて、あるいはるということについて、あるいはるということについて、あるいはるということについて、あるいは首首首首都都都都機機機機能移能移能移能移転転転転について、について、について、について、

首首首首都都都都機機機機能分能分能分能分散散散散ということを今言っていますから、ということを今言っていますから、ということを今言っていますから、ということを今言っていますから、首首首首都都都都機機機機能能能能そのものではなしにそのものではなしにそのものではなしにそのものではなしに機機機機能分能分能分能分散散散散とととと

言ってますから、これに言ってますから、これに言ってますから、これに言ってますから、これに抜け抜け抜け抜けていたらていたらていたらていたら奈奈奈奈良県な良県な良県な良県なんんんんててててひひひひょっとすれょっとすれょっとすれょっとすればばばば。今まで、。今まで、。今まで、。今まで、伊賀伊賀伊賀伊賀の方はの方はの方はの方は

首首首首都都都都機機機機能移能移能移能移転転転転の３つのの３つのの３つのの３つの候候候候補地になったのですが、それは補地になったのですが、それは補地になったのですが、それは補地になったのですが、それはアアアアウウウウトトトトになったときに、になったときに、になったときに、になったときに、国国国国会も、会も、会も、会も、

うそを言っていると思うのです。何かのうそを言っていると思うのです。何かのうそを言っていると思うのです。何かのうそを言っていると思うのです。何かの国国国国のののの機機機機関を関を関を関を持持持持ってくるといって、何かわからないってくるといって、何かわからないってくるといって、何かわからないってくるといって、何かわからない

ことになってしまっているでしょう。あことになってしまっているでしょう。あことになってしまっているでしょう。あことになってしまっているでしょう。あんんんんなななな無無無無責責責責任なことでは任なことでは任なことでは任なことでは困困困困りますので、今りますので、今りますので、今りますので、今回回回回基基基基本的本的本的本的

なななな考え考え考え考え方の方の方の方の防防防防災災災災や我や我や我や我がががが国国国国のののの国民国民国民国民のののの安安安安全全全全・安心・安心・安心・安心、それから経、それから経、それから経、それから経済済済済活動活動活動活動を含めて、を含めて、を含めて、を含めて、東京東京東京東京にににに相相相相談談談談しししし

なかったら何もできないという、なかったら何もできないという、なかったら何もできないという、なかったら何もできないという、国国国国がががが動動動動かないということについてはかないということについてはかないということについてはかないということについては防防防防衛衛衛衛問問問問題題題題まで関係しまで関係しまで関係しまで関係し

てくる。私はてくる。私はてくる。私はてくる。私は国国国国土土土土保保保保全全全全とととと防防防防衛衛衛衛問問問問題題題題に関係してくると思いますので、あってはならないことに関係してくると思いますので、あってはならないことに関係してくると思いますので、あってはならないことに関係してくると思いますので、あってはならないこと

がががが起起起起こった、これに対するこった、これに対するこった、これに対するこった、これに対する復復復復興は一日も興は一日も興は一日も興は一日も早早早早く知事部局もく知事部局もく知事部局もく知事部局も頑張頑張頑張頑張っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、決決決決してこのしてこのしてこのしてこの

近畿２府４県の１県として、近畿２府４県の１県として、近畿２府４県の１県として、近畿２府４県の１県として、検討検討検討検討に入っていなかったとしてもおくれをとっているとは思に入っていなかったとしてもおくれをとっているとは思に入っていなかったとしてもおくれをとっているとは思に入っていなかったとしてもおくれをとっているとは思

いませいませいませいませんんんん。。。。ぜひぜひぜひぜひとも今申し上げたとも今申し上げたとも今申し上げたとも今申し上げた観点観点観点観点でごでごでごでご検討検討検討検討をいただきたいと思いますし、知事は知事をいただきたいと思いますし、知事は知事をいただきたいと思いますし、知事は知事をいただきたいと思いますし、知事は知事

としてのとしてのとしてのとしての考え考え考え考えがあると思うのですが、行政のがあると思うのですが、行政のがあると思うのですが、行政のがあると思うのですが、行政のプロプロプロプロとしてとしてとしてとして皆皆皆皆ささささんんんん方は方は方は方は勉勉勉勉強強強強してもらって、入してもらって、入してもらって、入してもらって、入

っていないことを前っていないことを前っていないことを前っていないことを前提提提提のののの答弁答弁答弁答弁というのはというのはというのはというのは意味意味意味意味ないわないわないわないわけけけけですから、そのですから、そのですから、そのですから、その点点点点はははは我我我我 々々々々もももも勉勉勉勉強強強強しましましましま

すので、もっと議すので、もっと議すので、もっと議すので、もっと議論論論論してほしいと思います。してほしいと思います。してほしいと思います。してほしいと思います。
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それから、このそれから、このそれから、このそれから、この問問問問題題題題については、については、については、については、橋橋橋橋下下下下大阪大阪大阪大阪府知事は府知事は府知事は府知事は道道道道州州州州制制制制にににに移移移移行したいと言っています。行したいと言っています。行したいと言っています。行したいと言っています。

しかし、井しかし、井しかし、井しかし、井戸兵庫戸兵庫戸兵庫戸兵庫県知事県知事県知事県知事やややや、、、、和和和和歌歌歌歌山県、山県、山県、山県、滋賀滋賀滋賀滋賀県、県、県、県、京京京京都都都都府も含めて、府も含めて、府も含めて、府も含めて、道道道道州州州州制制制制にはにはにはには移移移移行しない行しない行しない行しない

というというというという決決決決議まで議まで議まで議までややややって、そしてって、そしてって、そしてって、そして参加参加参加参加している。私はそのしている。私はそのしている。私はそのしている。私はその用意用意用意用意もあってもいいと思うし、ももあってもいいと思うし、ももあってもいいと思うし、ももあってもいいと思うし、も

し入った場合、そういうことはし入った場合、そういうことはし入った場合、そういうことはし入った場合、そういうことはややややっっっっぱぱぱぱり当り当り当り当然然然然である。県である。県である。県である。県益益益益をををを守守守守り、平り、平り、平り、平城遷城遷城遷城遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭

ににににににににぎぎぎぎわったわったわったわった奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産というのは先人がつくってくれたわというのは先人がつくってくれたわというのは先人がつくってくれたわというのは先人がつくってくれたわけけけけですから、それがですから、それがですから、それがですから、それが風風風風

化化化化してしまって、どっかにしてしまって、どっかにしてしまって、どっかにしてしまって、どっかに消消消消ええええてしまったのではてしまったのではてしまったのではてしまったのでは困困困困りますから、りますから、りますから、りますから、道道道道州州州州制制制制へへへへ移移移移行の行の行の行の問問問問題題題題とはとはとはとは

別別別別個個個個のののの問問問問題題題題であるというであるというであるというであるという考え考え考え考えをををを持持持持っています。これはっています。これはっています。これはっています。これは道道道道州州州州制制制制に行くに行くに行くに行くべべべべきではないと思ってきではないと思ってきではないと思ってきではないと思って

います。しかし、います。しかし、います。しかし、います。しかし、道道道道州州州州制制制制にににに移移移移行しないということも行しないということも行しないということも行しないということも決決決決議までして議までして議までして議までしてややややっている３県がありまっている３県がありまっている３県がありまっている３県がありま

すから、そういうすから、そういうすから、そういうすから、そういう考え考え考え考えも議会として議も議会として議も議会として議も議会として議論論論論しながら、そういう議しながら、そういう議しながら、そういう議しながら、そういう議論論論論ももももややややっっっっぱぱぱぱりりりり深深深深めていかなめていかなめていかなめていかな

くてはいくてはいくてはいくてはいけけけけないのではないかと思いますので、今、何ないのではないかと思いますので、今、何ないのではないかと思いますので、今、何ないのではないかと思いますので、今、何点点点点か言いましたので、そのか言いましたので、そのか言いましたので、そのか言いましたので、その点点点点についについについについ

てのおてのおてのおてのお答答答答ええええをお願い申し上げたいと思います。をお願い申し上げたいと思います。をお願い申し上げたいと思います。をお願い申し上げたいと思います。

それから、私、それから、私、それから、私、それから、私、勉勉勉勉強強強強不足不足不足不足なのでしょうか、なのでしょうか、なのでしょうか、なのでしょうか、大阪大阪大阪大阪府の中の府の中の府の中の府の中の大阪市大阪市大阪市大阪市、、、、堺市堺市堺市堺市、、、、京京京京都都都都府の中の府の中の府の中の府の中の京京京京

都市都市都市都市がががが参加参加参加参加するというするというするというするという考え考え考え考え方は、私、方は、私、方は、私、方は、私、大大大大反反反反対です。対です。対です。対です。少少少少なくとも小さい県であっても、なくとも小さい県であっても、なくとも小さい県であっても、なくとも小さい県であっても、奈奈奈奈良良良良

県は４県は４県は４県は４７７７７のののの都道都道都道都道府県のおつき合いをしているわ府県のおつき合いをしているわ府県のおつき合いをしているわ府県のおつき合いをしているわけけけけですから、こですから、こですから、こですから、こんんんんなところのなところのなところのなところの整整整整理、それか理、それか理、それか理、それか

ららららエリアエリアエリアエリアをどうをどうをどうをどう考え考え考え考えているのか、徳ているのか、徳ているのか、徳ているのか、徳島島島島県と県と県と県と鳥鳥鳥鳥取県が入っている。取県が入っている。取県が入っている。取県が入っている。三三三三重重重重県と県と県と県と福福福福井県は井県は井県は井県は誘誘誘誘いかいかいかいか

けけけけたたたたけけけけれども、れども、れども、れども、奈奈奈奈良県と良県と良県と良県と同同同同じように入らなかった。しかし、じように入らなかった。しかし、じように入らなかった。しかし、じように入らなかった。しかし、奈奈奈奈良県は近畿２府４県の中の良県は近畿２府４県の中の良県は近畿２府４県の中の良県は近畿２府４県の中の

１県。そ１県。そ１県。そ１県。そんんんんなことのなことのなことのなことの意味意味意味意味もももも頭頭頭頭に入れてもらって、関西広域連合に今は２県が入っているのに入れてもらって、関西広域連合に今は２県が入っているのに入れてもらって、関西広域連合に今は２県が入っているのに入れてもらって、関西広域連合に今は２県が入っているの

ですが、これをどうですが、これをどうですが、これをどうですが、これをどう扱扱扱扱っていくのか。っていくのか。っていくのか。っていくのか。奈奈奈奈良県は入っていないのに良県は入っていないのに良県は入っていないのに良県は入っていないのに文文文文句句句句は言は言は言は言ええええないかわかりないかわかりないかわかりないかわかり

ませませませませんんんんが、が、が、が、三三三三重重重重県の県の県の県の扱扱扱扱いもあります、いもあります、いもあります、いもあります、福福福福井県も入らないと言っていますが、その井県も入らないと言っていますが、その井県も入らないと言っていますが、その井県も入らないと言っていますが、そのエリアエリアエリアエリアのののの

問問問問題題題題も議も議も議も議論論論論すすすすべべべべき、それから政き、それから政き、それから政き、それから政令令令令都市都市都市都市のののの扱扱扱扱いもいもいもいもややややるるるるべべべべき。議会にき。議会にき。議会にき。議会に必必必必要とする経要とする経要とする経要とする経費費費費が１が１が１が１，，，，００００

００００００００万万万万円なのか１円なのか１円なのか１円なのか１億億億億円なのかわかりませ円なのかわかりませ円なのかわかりませ円なのかわかりませんんんんが、これはが、これはが、これはが、これはむむむむだではないと思うのです、入っただではないと思うのです、入っただではないと思うのです、入っただではないと思うのです、入った

場合。これに対する場合。これに対する場合。これに対する場合。これに対する諸諸諸諸経経経経費費費費ははははむむむむだではない。そして、県だではない。そして、県だではない。そして、県だではない。そして、県益益益益のためにならなかったらのためにならなかったらのためにならなかったらのためにならなかったら堂堂堂堂 々々々々とととと

出てきたらいいわ出てきたらいいわ出てきたらいいわ出てきたらいいわけけけけです、です、です、です、ややややめと言ったらいいわめと言ったらいいわめと言ったらいいわめと言ったらいいわけけけけですから、入った場合ですよ。だから、ですから、入った場合ですよ。だから、ですから、入った場合ですよ。だから、ですから、入った場合ですよ。だから、

そのことのそのことのそのことのそのことの意味意味意味意味も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、エリアエリアエリアエリアのののの問問問問題題題題と政と政と政と政令令令令都市都市都市都市のののの考え考え考え考え方は、どうお方は、どうお方は、どうお方は、どうお聞聞聞聞きになっているきになっているきになっているきになっている

のか、私はそのか、私はそのか、私はそのか、私はそんんんんなの関係ないと思う、なの関係ないと思う、なの関係ないと思う、なの関係ないと思う、都道都道都道都道府県のおつき合いをす府県のおつき合いをす府県のおつき合いをす府県のおつき合いをすべべべべきであると思うのですきであると思うのですきであると思うのですきであると思うのです

が、どのように認が、どのように認が、どのように認が、どのように認識識識識されているのかおされているのかおされているのかおされているのかお尋尋尋尋ねねねねしておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それから、先ほど申しましたそれから、先ほど申しましたそれから、先ほど申しましたそれから、先ほど申しました総総総総務務務務省省省省のののの考え考え考え考えをどのようにをどのようにをどのようにをどのように伺伺伺伺っているのか、っているのか、っているのか、っているのか、国国国国の言ったとの言ったとの言ったとの言ったと

おりおりおりおり命令命令命令命令をををを聞聞聞聞くということではないですくということではないですくということではないですくということではないですけけけけれど。これはれど。これはれど。これはれど。これは大大大大変変変変勘勘勘勘違違違違いしたらいしたらいしたらいしたら困困困困りますのは、りますのは、りますのは、りますのは、

連連連連携携携携ではないのです。行政府をつくる、行政を新たに出ではないのです。行政府をつくる、行政を新たに出ではないのです。行政府をつくる、行政を新たに出ではないのです。行政府をつくる、行政を新たに出発発発発したということですから、これしたということですから、これしたということですから、これしたということですから、これ

はははは執執執執行行行行機機機機関が関が関が関がススススタタタターーーートトトトしたわしたわしたわしたわけけけけですからですからですからですから大大大大変変変変大大大大事なことなのです。事なことなのです。事なことなのです。事なことなのです。奈奈奈奈良県のような、ある良県のような、ある良県のような、ある良県のような、ある
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いはいはいはいは国国国国のような、そういうものが連のような、そういうものが連のような、そういうものが連のような、そういうものが連携携携携ででででややややっているのではなしに、っているのではなしに、っているのではなしに、っているのではなしに、既既既既ににににススススタタタターーーートトトトしている。している。している。している。

それがそれがそれがそれが総総総総務務務務省省省省が認めたということのが認めたということのが認めたということのが認めたということの重重重重みみみみをどうをどうをどうをどう考え考え考え考えておられるのか、そのておられるのか、そのておられるのか、そのておられるのか、その点点点点もよろしくおもよろしくおもよろしくおもよろしくお

願い申し上げておきます。願い申し上げておきます。願い申し上げておきます。願い申し上げておきます。

以上、いっ以上、いっ以上、いっ以上、いっぱぱぱぱい申し上げたいこともあるのですが、い申し上げたいこともあるのですが、い申し上げたいこともあるのですが、い申し上げたいこともあるのですが、橋橋橋橋下下下下大阪大阪大阪大阪府知事の、あの府知事の、あの府知事の、あの府知事の、あの提案提案提案提案ののののやんやんやんやん

ちちちちゃゃゃゃななななややややり方というのは、ここではあり方というのは、ここではあり方というのは、ここではあり方というのは、ここではあええええててててやんやんやんやんちちちちゃゃゃゃと言うのですが、あると言うのですが、あると言うのですが、あると言うのですが、ある意味意味意味意味では、関西では、関西では、関西では、関西

のののの元元元元気気気気づけづけづけづけのためにはのためにはのためにはのためには悪悪悪悪くはない。しかし、くはない。しかし、くはない。しかし、くはない。しかし、リリリリニニニニアアアア新新新新幹幹幹幹線線線線はははは京京京京都都都都へへへへ持持持持っていこうかとか、っていこうかとか、っていこうかとか、っていこうかとか、

おかしなおかしなおかしなおかしな発発発発言はもってのほかです、人言はもってのほかです、人言はもってのほかです、人言はもってのほかです、人格格格格をををを疑疑疑疑います。知事のいます。知事のいます。知事のいます。知事の権権権権限で言う限で言う限で言う限で言うべべべべきことでは、きことでは、きことでは、きことでは、鳥鳥鳥鳥

取県の取県の取県の取県の問問問問題題題題もあった、もあった、もあった、もあった、大大大大変変変変そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは不不不不信信信信感感感感をををを持持持持っています。だから、これにっています。だから、これにっています。だから、これにっています。だから、これに惑惑惑惑わわわわ

されることなくして、近畿２府４県のおつき合いをしていかなくてはならないのではないされることなくして、近畿２府４県のおつき合いをしていかなくてはならないのではないされることなくして、近畿２府４県のおつき合いをしていかなくてはならないのではないされることなくして、近畿２府４県のおつき合いをしていかなくてはならないのではない

かというかというかというかという考え考え考え考えで、今申し上げたことを含めて、さっきので、今申し上げたことを含めて、さっきので、今申し上げたことを含めて、さっきので、今申し上げたことを含めて、さっきの奈奈奈奈良県の広域行政の良県の広域行政の良県の広域行政の良県の広域行政の考え考え考え考え方、ある方、ある方、ある方、ある

いはいはいはいは進進進進め方についてもあわせてめ方についてもあわせてめ方についてもあわせてめ方についてもあわせて聞聞聞聞いておきます。以上。いておきます。以上。いておきます。以上。いておきます。以上。

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 ただいまの議ただいまの議ただいまの議ただいまの議論論論論からはからはからはからは若干若干若干若干外れるかもわかりませ外れるかもわかりませ外れるかもわかりませ外れるかもわかりませんけんけんけんけれども、れども、れども、れども、奈奈奈奈良良良良

県内の広域行政の県内の広域行政の県内の広域行政の県内の広域行政の具体具体具体具体的な取り的な取り的な取り的な取り組み組み組み組みにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、国国国国のののの法法法法をををを受受受受けけけけてててて市町市町市町市町村の合村の合村の合村の合併併併併をををを推進推進推進推進

してまいりました。ただ、してまいりました。ただ、してまいりました。ただ、してまいりました。ただ、進ん進ん進ん進んでいないでいないでいないでいない現現現現状ではあります。しかし、状ではあります。しかし、状ではあります。しかし、状ではあります。しかし、余余余余りにも地理的なりにも地理的なりにも地理的なりにも地理的な条条条条

件件件件とか行政とか行政とか行政とか行政体体体体にこだわりにこだわりにこだわりにこだわり過過過過ぎぎぎぎて、て、て、て、ササササービービービービススススをををを提提提提供供供供するするするする側側側側から議から議から議から議論論論論をしていたということがをしていたということがをしていたということがをしていたということが

私たちは私たちは私たちは私たちは問問問問題題題題ではなかっただろうかと、そういうではなかっただろうかと、そういうではなかっただろうかと、そういうではなかっただろうかと、そういう反反反反省省省省の上に立ちまして、の上に立ちまして、の上に立ちまして、の上に立ちまして、ササササービービービービススススをををを受受受受給給給給

するするするする側側側側、行政、行政、行政、行政体体体体をををを越え越え越え越えてでもてでもてでもてでもササササービービービービススススをををを受受受受給給給給するするするする側側側側で広域にで広域にで広域にで広域に問問問問題題題題をををを解解解解決決決決するようなするようなするようなするような糸糸糸糸口口口口をををを

つかつかつかつかむむむむべべべべきだと、そういうきだと、そういうきだと、そういうきだと、そういう観点観点観点観点からからからから奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルというというというという考え考え考え考え方をお方をお方をお方をお示示示示しして、そしてしして、そしてしして、そしてしして、そして市町市町市町市町村村村村

だだだだけけけけではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、奈奈奈奈良県の行政でも各部局良県の行政でも各部局良県の行政でも各部局良県の行政でも各部局間間間間にににに共通共通共通共通の課の課の課の課題題題題等がございますので、部局等がございますので、部局等がございますので、部局等がございますので、部局間間間間もももも

越え越え越え越えて、そしてて、そしてて、そしてて、そして市町市町市町市町村の行政村の行政村の行政村の行政体体体体もももも越え越え越え越えて、テーて、テーて、テーて、テーママママをををを絞絞絞絞りりりり込込込込んんんんだ広域連だ広域連だ広域連だ広域連携携携携のあり方を議のあり方を議のあり方を議のあり方を議論論論論すすすす

べべべべく、この６月の補正く、この６月の補正く、この６月の補正く、この６月の補正予算予算予算予算にも上にも上にも上にも上程程程程させていただきます。それらをできるださせていただきます。それらをできるださせていただきます。それらをできるださせていただきます。それらをできるだけ具体け具体け具体け具体的に的に的に的に推推推推

進進進進してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考え考え考え考えております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。

○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 先ほど新谷委員から先ほど新谷委員から先ほど新谷委員から先ほど新谷委員から首首首首都都都都機機機機能移能移能移能移転転転転のののの話話話話をををを聞聞聞聞かせていただきまして、当かせていただきまして、当かせていただきまして、当かせていただきまして、当

時、畿時、畿時、畿時、畿央央央央地域でしたか、新谷委員が地域でしたか、新谷委員が地域でしたか、新谷委員が地域でしたか、新谷委員が頑張頑張頑張頑張っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃったのはよくったのはよくったのはよくったのはよく覚覚覚覚ええええておりますておりますておりますておりますけけけけれれれれ

ども、あいにくおっしども、あいにくおっしども、あいにくおっしども、あいにくおっしゃゃゃゃっていただいたようなっていただいたようなっていただいたようなっていただいたような形形形形に今に今に今に今現在現在現在現在なっておりますなっておりますなっておりますなっておりますけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その

議議議議論論論論そのものはこれからもそのものはこれからもそのものはこれからもそのものはこれからも役役役役立っていくだろうとも立っていくだろうとも立っていくだろうとも立っていくだろうとも考え考え考え考えているところであります。ているところであります。ているところであります。ているところであります。

ごごごご質問質問質問質問につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、十十十十分分分分にににに回答回答回答回答できるのかどうか、それからごできるのかどうか、それからごできるのかどうか、それからごできるのかどうか、それからご質問質問質問質問いただいている部いただいている部いただいている部いただいている部

分分分分がががが全全全全部部部部フォフォフォフォロロロローできているかどうかわかりませーできているかどうかわかりませーできているかどうかわかりませーできているかどうかわかりませんけんけんけんけれども、１れども、１れども、１れども、１点点点点、おわびを申し上げな、おわびを申し上げな、おわびを申し上げな、おわびを申し上げな

けけけけれれれればばばばならないのですが、委員にならないのですが、委員にならないのですが、委員にならないのですが、委員に勉勉勉勉強強強強がががが足足足足りないと、りないと、りないと、りないと、勉勉勉勉強強強強しろというしろというしろというしろという意図意図意図意図ではございませではございませではございませではございませ

んんんんので、ので、ので、ので、資料資料資料資料をををを提提提提出させていただいた出させていただいた出させていただいた出させていただいた意図意図意図意図を申し上げただを申し上げただを申し上げただを申し上げただけけけけでありますので、でありますので、でありますので、でありますので、誤誤誤誤解解解解をををを生生生生んんんん
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でいるようであれでいるようであれでいるようであれでいるようであればばばばおわびしたいと思います。おわびしたいと思います。おわびしたいと思います。おわびしたいと思います。

それから、関西広域連合についてどのようなものかということについて、県として県それから、関西広域連合についてどのようなものかということについて、県として県それから、関西広域連合についてどのようなものかということについて、県として県それから、関西広域連合についてどのようなものかということについて、県として県民民民民

にもっと知らしめるにもっと知らしめるにもっと知らしめるにもっと知らしめるべべべべきだろうというごきだろうというごきだろうというごきだろうというご指指指指摘摘摘摘でございます。でございます。でございます。でございます。全全全全くそのとおりでございます。くそのとおりでございます。くそのとおりでございます。くそのとおりでございます。

知事も一知事も一知事も一知事も一生懸命生懸命生懸命生懸命に場所を選に場所を選に場所を選に場所を選ばばばばず、関西広域連合についてのず、関西広域連合についてのず、関西広域連合についてのず、関西広域連合についての考え考え考え考え方を方を方を方を話話話話してもおりますし、してもおりますし、してもおりますし、してもおりますし、

ホホホホーーーームペムペムペムペーーーージジジジ、県、県、県、県民民民民だより、そして新だより、そして新だより、そして新だより、そして新聞聞聞聞紙紙紙紙上、上、上、上、マスコミマスコミマスコミマスコミをををを利利利利用用用用していろいろとおしていろいろとおしていろいろとおしていろいろとお話話話話もしてもしてもしてもして

おりますおりますおりますおりますけけけけれども、あいにくれども、あいにくれども、あいにくれども、あいにく十十十十分分分分にご理にご理にご理にご理解解解解いただいていないといういただいていないといういただいていないといういただいていないという現実現実現実現実にありますので、にありますので、にありますので、にありますので、

さらなる努力をとさらなる努力をとさらなる努力をとさらなる努力を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。

それから、関西広域連合に入るかどうかというところについては、今それから、関西広域連合に入るかどうかというところについては、今それから、関西広域連合に入るかどうかというところについては、今それから、関西広域連合に入るかどうかというところについては、今回回回回、特別委員会を、特別委員会を、特別委員会を、特別委員会を

設設設設けけけけていただきました。県のていただきました。県のていただきました。県のていただきました。県の側側側側としてはとしてはとしてはとしては皆様皆様皆様皆様方の議方の議方の議方の議論論論論をををを待待待待って、関西広域連合について入って、関西広域連合について入って、関西広域連合について入って、関西広域連合について入

るか入らないかということについての一つのるか入らないかということについての一つのるか入らないかということについての一つのるか入らないかということについての一つの判断判断判断判断をさせていただくのではないかとをさせていただくのではないかとをさせていただくのではないかとをさせていただくのではないかと考え考え考え考えてててて

おりますので、おりますので、おりますので、おりますので、ぜひぜひぜひぜひいろいろいろいろんんんんな議な議な議な議論論論論をしていただきまして、私たちも一をしていただきまして、私たちも一をしていただきまして、私たちも一をしていただきまして、私たちも一緒緒緒緒に、それこそ先ほに、それこそ先ほに、それこそ先ほに、それこそ先ほ

どごどごどごどご指指指指摘摘摘摘いただいたように、わからないということではなくて、関西広域連合の連いただいたように、わからないということではなくて、関西広域連合の連いただいたように、わからないということではなくて、関西広域連合の連いただいたように、わからないということではなくて、関西広域連合の連携団体携団体携団体携団体

として広域連合の状況をとして広域連合の状況をとして広域連合の状況をとして広域連合の状況を十十十十分分分分にににに把握把握把握把握し、し、し、し、皆様皆様皆様皆様にもお知らせするようににもお知らせするようににもお知らせするようににもお知らせするように頑張頑張頑張頑張っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと

思いますので、思いますので、思いますので、思いますので、引引引引きききき続続続続きこの委員会がよりよきものになりますことをお願いしたいと思いきこの委員会がよりよきものになりますことをお願いしたいと思いきこの委員会がよりよきものになりますことをお願いしたいと思いきこの委員会がよりよきものになりますことをお願いしたいと思い

ます。ありがとうございます。ます。ありがとうございます。ます。ありがとうございます。ます。ありがとうございます。

○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 ２２２２点点点点、政、政、政、政令令令令市市市市の関係と、の関係と、の関係と、の関係と、エリアエリアエリアエリアをどうをどうをどうをどう考え考え考え考えているのかというごているのかというごているのかというごているのかというご質問質問質問質問

でございます。でございます。でございます。でございます。

まず政まず政まず政まず政令令令令市市市市につきましては、今につきましては、今につきましては、今につきましては、今現在現在現在現在、関西広域連合が行っている事務、当初は、関西広域連合が行っている事務、当初は、関西広域連合が行っている事務、当初は、関西広域連合が行っている事務、当初は７分７分７分７分野ご野ご野ご野ご

ざいますざいますざいますざいますけけけけれども、政れども、政れども、政れども、政令令令令市市市市にににに直直直直接接接接大大大大きな関係があるという事務は入っておりませきな関係があるという事務は入っておりませきな関係があるという事務は入っておりませきな関係があるという事務は入っておりませんんんん。ただ。ただ。ただ。ただ

今後、今後、今後、今後、国国国国の出先の出先の出先の出先機機機機関の関の関の関の受受受受けけけけ皿皿皿皿ということが一つの主ということが一つの主ということが一つの主ということが一つの主目目目目的になっておりますので、的になっておりますので、的になっておりますので、的になっておりますので、例えば例えば例えば例えば近近近近

畿地方畿地方畿地方畿地方整備整備整備整備局の局の局の局の受受受受けけけけ皿皿皿皿になった場合に、そこのになった場合に、そこのになった場合に、そこのになった場合に、そこの権権権権限にかかわって政限にかかわって政限にかかわって政限にかかわって政令令令令市市市市というのはどうしというのはどうしというのはどうしというのはどうし

ても出てこざるを得ないとても出てこざるを得ないとても出てこざるを得ないとても出てこざるを得な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。仕組み仕組み仕組み仕組み上、政上、政上、政上、政令令令令市市市市が入らないと、その部が入らないと、その部が入らないと、その部が入らないと、その部分分分分にににに

ついてのついてのついてのついての整備整備整備整備に影に影に影に影響響響響が出てくる可が出てくる可が出てくる可が出てくる可能性能性能性能性はあるとはあるとはあるとはある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。

それから、それから、それから、それから、エリアエリアエリアエリアの関係でございますの関係でございますの関係でございますの関係でございますけけけけれども、一つは、まず、もともと関西広域連合れども、一つは、まず、もともと関西広域連合れども、一つは、まず、もともと関西広域連合れども、一つは、まず、もともと関西広域連合

ができる前ができる前ができる前ができる前段段段段としまして、関西経としまして、関西経としまして、関西経としまして、関西経済済済済連合会と一連合会と一連合会と一連合会と一緒緒緒緒になってつくりましたになってつくりましたになってつくりましたになってつくりましたＫＵＫＵＫＵＫＵの関係で、２の関係で、２の関係で、２の関係で、２

府府府府７７７７県それぞれがずっと連県それぞれがずっと連県それぞれがずっと連県それぞれがずっと連携携携携しながらいろいろな事しながらいろいろな事しながらいろいろな事しながらいろいろな事業業業業を行ってきております。を行ってきております。を行ってきております。を行ってきております。実際実際実際実際のとこのとこのとこのとこ

ろ、ろ、ろ、ろ、例えば国例えば国例えば国例えば国の出先の出先の出先の出先機機機機関の近畿地方関の近畿地方関の近畿地方関の近畿地方整備整備整備整備局、近畿経局、近畿経局、近畿経局、近畿経済済済済産業産業産業産業局とか、そういうところと局とか、そういうところと局とか、そういうところと局とか、そういうところとエリエリエリエリ

アアアアはははは異異異異なりますなりますなりますなりますけけけけれども、その中で今までれども、その中で今までれども、その中で今までれども、その中で今までややややってこられた連ってこられた連ってこられた連ってこられた連携携携携をををを生生生生かしたかしたかしたかした形形形形で今で今で今で今回回回回、広域、広域、広域、広域

連合ができ上がっていると連合ができ上がっていると連合ができ上がっていると連合ができ上がっていると考え考え考え考えております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 今の今の今の今のエリアエリアエリアエリアのののの問問問問題題題題で、で、で、で、和和和和歌歌歌歌山県と山県と山県と山県と医療医療医療医療ヘリヘリヘリヘリをしていますをしていますをしていますをしていますねねねね。それが広域連合。それが広域連合。それが広域連合。それが広域連合
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ができてしまったら、それ以上のことは、ができてしまったら、それ以上のことは、ができてしまったら、それ以上のことは、ができてしまったら、それ以上のことは、例えば例えば例えば例えばこのこのこのこの例例例例にににに挙挙挙挙げたようなことはげたようなことはげたようなことはげたようなことは進進進進まないのまないのまないのまないの

ではないかと、連ではないかと、連ではないかと、連ではないかと、連携携携携ををををややややらなくてはならないことがらなくてはならないことがらなくてはならないことがらなくてはならないことが奈奈奈奈良県として良県として良県として良県として進進進進まないようなまないようなまないようなまないような感感感感じを私じを私じを私じを私

はははは受受受受けけけけるのでするのでするのでするのですけけけけれど、それはどうれど、それはどうれど、それはどうれど、それはどう考え考え考え考えているのかということです。ているのかということです。ているのかということです。ているのかということです。

それから、関西広域連合の、これは議それから、関西広域連合の、これは議それから、関西広域連合の、これは議それから、関西広域連合の、これは議論論論論された中に入っていないと思うのですが、された中に入っていないと思うのですが、された中に入っていないと思うのですが、された中に入っていないと思うのですが、皆皆皆皆ささささ

んんんん方の中では議方の中では議方の中では議方の中では議論論論論されていないわされていないわされていないわされていないわけけけけですから、あるですから、あるですから、あるですから、ある意味意味意味意味では。だから徳では。だから徳では。だから徳では。だから徳島島島島県、県、県、県、鳥鳥鳥鳥取県が入取県が入取県が入取県が入

っているでしょう、っているでしょう、っているでしょう、っているでしょう、三三三三重重重重県も県も県も県も誘誘誘誘いかいかいかいかけけけけているでしょう、これは私ちょっといいのかているでしょう、これは私ちょっといいのかているでしょう、これは私ちょっといいのかているでしょう、これは私ちょっといいのか悪悪悪悪いのいのいのいの

かわかりませかわかりませかわかりませかわかりませんけんけんけんけれど、そのれど、そのれど、そのれど、そのエリアエリアエリアエリアのののの問問問問題題題題がががが気気気気になる。それだったらになる。それだったらになる。それだったらになる。それだったら三三三三重重重重県もち県もち県もち県もちゃゃゃゃんんんんと入と入と入と入

れて、日本のれて、日本のれて、日本のれて、日本の国国国国ののののモデルモデルモデルモデル事事事事業業業業としてとしてとしてとしてややややるるるるんんんんだということであれだということであれだということであれだということであればばばば、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりそのことのりそのことのりそのことのりそのことの意意意意

味味味味も入って議も入って議も入って議も入って議論論論論をしなくてはできないと思うから、今、をしなくてはできないと思うから、今、をしなくてはできないと思うから、今、をしなくてはできないと思うから、今、鳥鳥鳥鳥取県まで入っている取県まで入っている取県まで入っている取県まで入っているエリアエリアエリアエリアが、が、が、が、

果果果果たしてどういうたしてどういうたしてどういうたしてどういう意味意味意味意味があるのか。があるのか。があるのか。があるのか。観観観観光開光開光開光開発発発発だったか、だったか、だったか、だったか、観観観観光光光光問問問問題題題題だったか、だったか、だったか、だったか、鳥鳥鳥鳥取県は。何取県は。何取県は。何取県は。何

かそのように記かそのように記かそのように記かそのように記憶憶憶憶してますが、そしてますが、そしてますが、そしてますが、そんんんんなことでなことでなことでなことでメリメリメリメリットットットットがあると思って入られた、ほかのこがあると思って入られた、ほかのこがあると思って入られた、ほかのこがあると思って入られた、ほかのこ

とは入ってない。だから、そとは入ってない。だから、そとは入ってない。だから、そとは入ってない。だから、そんんんんなことも含めて入っておられるところがあるわなことも含めて入っておられるところがあるわなことも含めて入っておられるところがあるわなことも含めて入っておられるところがあるわけけけけですので、ですので、ですので、ですので、

ぜひぜひぜひぜひとも今おっしとも今おっしとも今おっしとも今おっしゃゃゃゃったようなことで、私はもうちょっと議ったようなことで、私はもうちょっと議ったようなことで、私はもうちょっと議ったようなことで、私はもうちょっと議論論論論をををを深深深深めて、さっき言った、めて、さっき言った、めて、さっき言った、めて、さっき言った、

オブザーバーのオブザーバーのオブザーバーのオブザーバーの誘誘誘誘いがあったら行くということでいがあったら行くということでいがあったら行くということでいがあったら行くということで予定予定予定予定していますしていますしていますしていますねねねね。。。。

それから、よかったと思うのは近畿の知事会、もうそれから、よかったと思うのは近畿の知事会、もうそれから、よかったと思うのは近畿の知事会、もうそれから、よかったと思うのは近畿の知事会、もうアアアアウウウウトトトトにしようというようなにしようというようなにしようというようなにしようというような意見意見意見意見もももも

あったあったあったあったみみみみたいで、たいで、たいで、たいで、頑張頑張頑張頑張ってもらって、それがなくなってしまったらってもらって、それがなくなってしまったらってもらって、それがなくなってしまったらってもらって、それがなくなってしまったら大大大大きなきなきなきな感覚感覚感覚感覚の中の近畿の中の近畿の中の近畿の中の近畿

の中のの中のの中のの中の奈奈奈奈良県、そして良県、そして良県、そして良県、そして国国国国ということをということをということをということを考え考え考え考え合わせましたら、私、合わせましたら、私、合わせましたら、私、合わせましたら、私、最最最最初に申し上げたように、初に申し上げたように、初に申し上げたように、初に申し上げたように、

東京東京東京東京だだだだけけけけに任せておに任せておに任せておに任せておけけけけませませませませんんんん。。。。ややややっっっっぱぱぱぱり日本のり日本のり日本のり日本の国国国国、これからずっと、これからずっと、これからずっと、これからずっと将将将将来にわたって、今あ来にわたって、今あ来にわたって、今あ来にわたって、今あ

ってはならないことがってはならないことがってはならないことがってはならないことが起起起起こったこったこったこった震震震震災も含めて、災も含めて、災も含めて、災も含めて、我我我我がががが国国国国がががが安安安安全全全全で、そしてで、そしてで、そしてで、そして東京東京東京東京が一が一が一が一発ア発ア発ア発アウウウウトトトト

になってしまったら日本のになってしまったら日本のになってしまったら日本のになってしまったら日本の国国国国ははははぺぺぺぺししししゃゃゃゃんんんんこになるということのないように、日本のこになるということのないように、日本のこになるということのないように、日本のこになるということのないように、日本の国国国国のののの均均均均

衡衡衡衡あるあるあるある発展発展発展発展というのは内政の中では一というのは内政の中では一というのは内政の中では一というのは内政の中では一番番番番大大大大事なことだと、県でもそうなのです。事なことだと、県でもそうなのです。事なことだと、県でもそうなのです。事なことだと、県でもそうなのです。均衡均衡均衡均衡あるあるあるある

県県県県土土土土のののの発展発展発展発展というのは政というのは政というのは政というのは政治治治治のののの原原原原点点点点だと思いますので、どうぞ、この議だと思いますので、どうぞ、この議だと思いますので、どうぞ、この議だと思いますので、どうぞ、この議論論論論はまた後日に、こはまた後日に、こはまた後日に、こはまた後日に、こ

れ以上のれ以上のれ以上のれ以上の進進進進めた議めた議めた議めた議論論論論は後にして、は後にして、は後にして、は後にして、考え考え考え考え方あれ方あれ方あれ方あればばばばおおおお聞聞聞聞かせください。かせください。かせください。かせください。

そして、委員長、先ほどそして、委員長、先ほどそして、委員長、先ほどそして、委員長、先ほど提案提案提案提案ありましたのでありがたいことだと思っているのですが、ありましたのでありがたいことだと思っているのですが、ありましたのでありがたいことだと思っているのですが、ありましたのでありがたいことだと思っているのですが、

例えば例えば例えば例えば橋橋橋橋下下下下大阪大阪大阪大阪府知事府知事府知事府知事やややや、ああいうところへこちらから要、ああいうところへこちらから要、ああいうところへこちらから要、ああいうところへこちらから要請請請請をして。をして。をして。をして。奈奈奈奈良県議会では今ま良県議会では今ま良県議会では今ま良県議会では今ま

で議員で議員で議員で議員全全全全員協議会を員協議会を員協議会を員協議会をややややったでしょう。ところが１ったでしょう。ところが１ったでしょう。ところが１ったでしょう。ところが１回回回回だだだだけやけやけやけやって知事は入らない前って知事は入らない前って知事は入らない前って知事は入らない前提提提提のののの説明説明説明説明

をするわをするわをするわをするわけけけけですから、ああ、そうですかというですから、ああ、そうですかというですから、ああ、そうですかというですから、ああ、そうですかという話話話話で議で議で議で議論論論論になになになになんんんんてなかったところもあるし、てなかったところもあるし、てなかったところもあるし、てなかったところもあるし、

我我我我 々々々々もももも勉勉勉勉強強強強不足不足不足不足もいっもいっもいっもいっぱぱぱぱいありますので、いありますので、いありますので、いありますので、奈奈奈奈良県内の良県内の良県内の良県内のみみみみならずならずならずならず勉勉勉勉強強強強会を、しかも会を、しかも会を、しかも会を、しかも考え考え考え考え方と方と方と方と

いうのは、これは政いうのは、これは政いうのは、これは政いうのは、これは政治治治治ででででややややっているわっているわっているわっているわけけけけですから、行政はその知事のですから、行政はその知事のですから、行政はその知事のですから、行政はその知事の判断判断判断判断があって初めてがあって初めてがあって初めてがあって初めて

知事公室長知事公室長知事公室長知事公室長や皆や皆や皆や皆ささささんんんん方がその知事のもとで方がその知事のもとで方がその知事のもとで方がその知事のもとでややややっているわっているわっているわっているわけけけけでしょう。だから他府県の知事でしょう。だから他府県の知事でしょう。だから他府県の知事でしょう。だから他府県の知事
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か、それに関係するような人ともか、それに関係するような人ともか、それに関係するような人ともか、それに関係するような人ともややややっっっっぱぱぱぱり議り議り議り議論論論論するするするする機機機機会をできたらつくってください。そ会をできたらつくってください。そ会をできたらつくってください。そ会をできたらつくってください。そ

れでれでれでれで総総総総務務務務省省省省、、、、国国国国のののの考え考え考え考え方もこの委員会として方もこの委員会として方もこの委員会として方もこの委員会として勉勉勉勉強強強強会をしてもらうことをお願いしておきま会をしてもらうことをお願いしておきま会をしてもらうことをお願いしておきま会をしてもらうことをお願いしておきま

す。おす。おす。おす。お答答答答ええええあれあれあれあればばばばおおおお聞聞聞聞かせください。かせください。かせください。かせください。

○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 一一一一歩歩歩歩進進進進まないのかというおまないのかというおまないのかというおまないのかというお話話話話もあります。もあります。もあります。もあります。例えば例えば例えば例えばどのように広域連どのように広域連どのように広域連どのように広域連携携携携

をををを進進進進めていくかということについても、めていくかということについても、めていくかということについても、めていくかということについても、奈奈奈奈良県にとって良県にとって良県にとって良県にとってふふふふさわしい方さわしい方さわしい方さわしい方法法法法がどうなのかといがどうなのかといがどうなのかといがどうなのかとい

うことについても、この委員会でまたご議うことについても、この委員会でまたご議うことについても、この委員会でまたご議うことについても、この委員会でまたご議論論論論いただいて、行政の中にいただいて、行政の中にいただいて、行政の中にいただいて、行政の中に反反反反映映映映させていさせていさせていさせていけけけけたらたらたらたら

とととと考え考え考え考えておりますし、先ほどもておりますし、先ほどもておりますし、先ほどもておりますし、先ほども少少少少しはおしはおしはおしはお話話話話ししましたししましたししましたししましたけけけけれども、それぞれの地域のそれぞれども、それぞれの地域のそれぞれども、それぞれの地域のそれぞれども、それぞれの地域のそれぞ

れの事れの事れの事れの事情情情情というのがあろうかと思いますので、そういうことをというのがあろうかと思いますので、そういうことをというのがあろうかと思いますので、そういうことをというのがあろうかと思いますので、そういうことを踏踏踏踏ままままええええながら議ながら議ながら議ながら議論論論論というか、というか、というか、というか、

検討検討検討検討をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 先ほどのお先ほどのお先ほどのお先ほどのお考え考え考え考えと今のおと今のおと今のおと今のお話話話話の中で、知事公室長での中で、知事公室長での中で、知事公室長での中で、知事公室長で柔軟柔軟柔軟柔軟な対な対な対な対応応応応をしたいというをしたいというをしたいというをしたいという

ようにようにようにように受受受受けけけけとめました。県議会の委員会の議とめました。県議会の委員会の議とめました。県議会の委員会の議とめました。県議会の委員会の議論論論論の中から、いわの中から、いわの中から、いわの中から、いわゆゆゆゆる入ることも含めてる入ることも含めてる入ることも含めてる入ることも含めて視視視視野野野野

に入っているようなに入っているようなに入っているようなに入っているような考え考え考え考え方を、今承りましたので、それから、方を、今承りましたので、それから、方を、今承りましたので、それから、方を、今承りましたので、それから、統統統統一地方選一地方選一地方選一地方選挙挙挙挙のののの間間間間で知事もで知事もで知事もで知事も

どっかでそのどっかでそのどっかでそのどっかでその発発発発言もしてます言もしてます言もしてます言もしてますねねねね、公の場で。私それ、承ってます。だから、そういう、公の場で。私それ、承ってます。だから、そういう、公の場で。私それ、承ってます。だから、そういう、公の場で。私それ、承ってます。だから、そういう考え考え考え考え

方を方を方を方を持持持持って、そして県って、そして県って、そして県って、そして県益益益益のために、県のために、県のために、県のために、県民民民民のために、あのために、あのために、あのために、あんんんんまりまりまりまり大大大大きなことは言いませきなことは言いませきなことは言いませきなことは言いませんんんんが関が関が関が関

西の西の西の西の元元元元気気気気づけづけづけづけのために、のために、のために、のために、奈奈奈奈良県もそこに良県もそこに良県もそこに良県もそこに参加参加参加参加するというようなするというようなするというようなするというような考え考え考え考え方もしながら、そして方もしながら、そして方もしながら、そして方もしながら、そして

県県県県民民民民のためにならないことならのためにならないことならのためにならないことならのためにならないことなら抜け抜け抜け抜けてきたらいいわてきたらいいわてきたらいいわてきたらいいわけけけけですから、そういうことをですから、そういうことをですから、そういうことをですから、そういうことを視視視視野に入野に入野に入野に入

れて、議会は議会としての対れて、議会は議会としての対れて、議会は議会としての対れて、議会は議会としての対応応応応を県を県を県を県民民民民のののの代代代代表表表表としてとしてとしてとしてややややりますりますりますりますけけけけれども、知事部局もそういれども、知事部局もそういれども、知事部局もそういれども、知事部局もそうい

うううう考え考え考え考え方でいいと思いますので、お願いしておきます。以上です。方でいいと思いますので、お願いしておきます。以上です。方でいいと思いますので、お願いしておきます。以上です。方でいいと思いますので、お願いしておきます。以上です。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 委員の委員の委員の委員の皆様皆様皆様皆様の議の議の議の議論論論論をををを聞聞聞聞いてまして、いてまして、いてまして、いてまして、改改改改めてそう思ったのですが、めてそう思ったのですが、めてそう思ったのですが、めてそう思ったのですが、執執執執行部の行部の行部の行部の皆皆皆皆

ささささんんんんは関西広域連合には入るは関西広域連合には入るは関西広域連合には入るは関西広域連合には入るべべべべきではないという立場で多くの方きではないという立場で多くの方きではないという立場で多くの方きではないという立場で多くの方 々々々々のののの頭頭頭頭脳脳脳脳をををを使使使使ってってってって情報情報情報情報をををを

収収収収集集集集されて、こういうされて、こういうされて、こういうされて、こういう資料資料資料資料をををを見見見見せていただきました。新谷委員からもあったように、せていただきました。新谷委員からもあったように、せていただきました。新谷委員からもあったように、せていただきました。新谷委員からもあったように、我我我我 々々々々

にはにはにはには情報情報情報情報のののの格格格格差差差差がありがありがありがあり過過過過ぎぎぎぎるようにるようにるようにるように改改改改めてめてめてめて感感感感じましたし、先ほど委員長からもじましたし、先ほど委員長からもじましたし、先ほど委員長からもじましたし、先ほど委員長からも進進進進め方のめ方のめ方のめ方の説説説説

明明明明があったように、関西広域連合の当事者からもがあったように、関西広域連合の当事者からもがあったように、関西広域連合の当事者からもがあったように、関西広域連合の当事者からも意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いて、いて、いて、いて、我我我我 々々々々がががが独独独独自に自に自に自に情報情報情報情報量量量量ををををふふふふ

ややややしていく努力をすることが一していく努力をすることが一していく努力をすることが一していく努力をすることが一番番番番まずまずまずまず大大大大事かなと思いました。きょうは事かなと思いました。きょうは事かなと思いました。きょうは事かなと思いました。きょうは質問質問質問質問を何にしようを何にしようを何にしようを何にしよう

かといろいろかといろいろかといろいろかといろいろ考え考え考え考えていたのですが、各ていたのですが、各ていたのですが、各ていたのですが、各論論論論に入るに入るに入るに入るべべべべきではないと。このあいだ知事と小一時きではないと。このあいだ知事と小一時きではないと。このあいだ知事と小一時きではないと。このあいだ知事と小一時

間間間間、たまたま別の会合でお、たまたま別の会合でお、たまたま別の会合でお、たまたま別の会合でお話話話話しすることがありまして、私は関西広域連合に入らなくてはしすることがありまして、私は関西広域連合に入らなくてはしすることがありまして、私は関西広域連合に入らなくてはしすることがありまして、私は関西広域連合に入らなくては

いいいいけけけけないという立場なのですが、知事のないという立場なのですが、知事のないという立場なのですが、知事のないという立場なのですが、知事の話話話話を長らくを長らくを長らくを長らく聞聞聞聞いていますとわからなくなってくるいていますとわからなくなってくるいていますとわからなくなってくるいていますとわからなくなってくる

のです、そういうものだと思うのです。だから、当事者それぞれののです、そういうものだと思うのです。だから、当事者それぞれののです、そういうものだと思うのです。だから、当事者それぞれののです、そういうものだと思うのです。だから、当事者それぞれの意見意見意見意見をまずをまずをまずをまず我我我我 々々々々ががががニニニニュュュュ

ーーーートトトトララララルルルルな立場でな立場でな立場でな立場で集集集集約約約約をしてから、委員長からありましたように議員をしてから、委員長からありましたように議員をしてから、委員長からありましたように議員をしてから、委員長からありましたように議員間間間間でででで討討討討議をして、一議をして、一議をして、一議をして、一

定定定定のののの期間期間期間期間でででで我我我我 々々々々のののの意見意見意見意見をまとめていく、それが何か二をまとめていく、それが何か二をまとめていく、それが何か二をまとめていく、それが何か二元元元元代代代代表制表制表制表制のののの明確明確明確明確な理な理な理な理念念念念のようなのようなのようなのような気気気気がががが
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しました。しました。しました。しました。

そこで、そこで、そこで、そこで、論点論点論点論点をををを整整整整理するにとどめたいので、きょうはもう理するにとどめたいので、きょうはもう理するにとどめたいので、きょうはもう理するにとどめたいので、きょうはもう質問質問質問質問をしませをしませをしませをしませんんんんからからからから答答答答ええええないないないない

でください。でください。でください。でください。ホホホホーーーームペムペムペムペーーーージやジやジやジや、知事が、知事が、知事が、知事がマスコミマスコミマスコミマスコミにににに答答答答ええええている中で、これはあくまで私のている中で、これはあくまで私のている中で、これはあくまで私のている中で、これはあくまで私の意意意意

見見見見をそれなりにまとめさせていただいたものであります。それとをそれなりにまとめさせていただいたものであります。それとをそれなりにまとめさせていただいたものであります。それとをそれなりにまとめさせていただいたものであります。それと説明説明説明説明の中で１の中で１の中で１の中で１点点点点、今、今、今、今追追追追加加加加

したのですしたのですしたのですしたのですけけけけれども、合れども、合れども、合れども、合併併併併のののの契機契機契機契機の中で、１、の中で、１、の中で、１、の中で、１、財財財財政力政力政力政力強化強化強化強化、２、広域的な、２、広域的な、２、広域的な、２、広域的な観点観点観点観点から地域から地域から地域から地域づづづづ

くり、まちくり、まちくり、まちくり、まちづづづづくりのくりのくりのくりの展展展展開、開、開、開、専門専門専門専門職の職の職の職の採採採採用用用用によるによるによるによる住民サ住民サ住民サ住民サービービービービススススのののの維持向維持向維持向維持向上と上と上と上と述べ述べ述べ述べられたのでられたのでられたのでられたので

すすすすけけけけれども、私はれども、私はれども、私はれども、私は違違違違うと思っていまして、関西広域連合のうと思っていまして、関西広域連合のうと思っていまして、関西広域連合のうと思っていまして、関西広域連合の意義意義意義意義といいますか、これは井といいますか、これは井といいますか、これは井といいますか、これは井戸戸戸戸

兵庫兵庫兵庫兵庫県知事の県知事の県知事の県知事の発発発発言を私なりに言を私なりに言を私なりに言を私なりに整整整整理させてもらったのです理させてもらったのです理させてもらったのです理させてもらったのですけけけけれども、関西広域連合のれども、関西広域連合のれども、関西広域連合のれども、関西広域連合の目目目目的は的は的は的は

府県を府県を府県を府県を越え越え越え越えた広域行政のた広域行政のた広域行政のた広域行政の展展展展開、これはそうだと思います。２開、これはそうだと思います。２開、これはそうだと思います。２開、これはそうだと思います。２番番番番目目目目には二には二には二には二重重重重行政の行政の行政の行政の解消解消解消解消、３、３、３、３

番番番番目目目目には地方には地方には地方には地方分権分権分権分権のののの獲獲獲獲得、得、得、得、進進進進行というのですか、そういう行というのですか、そういう行というのですか、そういう行というのですか、そういうイイイイメメメメーーーージジジジでででで答答答答ええええられていたので、られていたので、られていたので、られていたので、

奈奈奈奈良県のとら良県のとら良県のとら良県のとらええええ方と関西広域連合長の井方と関西広域連合長の井方と関西広域連合長の井方と関西広域連合長の井戸兵庫戸兵庫戸兵庫戸兵庫県知事の県知事の県知事の県知事の考え考え考え考え方も方も方も方も少少少少しししし違違違違ううううんんんんだなと思いまだなと思いまだなと思いまだなと思いま

したので、なおのこと調したので、なおのこと調したので、なおのこと調したので、なおのこと調べべべべないといないといないといないといけけけけないと思いました。その上で、ないと思いました。その上で、ないと思いました。その上で、ないと思いました。その上で、意見意見意見意見をををを述べ述べ述べ述べさせてもさせてもさせてもさせても

らって、いわらって、いわらって、いわらって、いわゆゆゆゆるるるる論点論点論点論点をををを整整整整理したいと思います。理したいと思います。理したいと思います。理したいと思います。

ホホホホーーーームペムペムペムペーーーージジジジで、で、で、で、奈奈奈奈良県知事の対良県知事の対良県知事の対良県知事の対応応応応としては広域連としては広域連としては広域連としては広域連携携携携でででで十十十十分分分分だっておっしだっておっしだっておっしだっておっしゃゃゃゃっています。っています。っています。っています。

これは、今後は関西広域連合にこれは、今後は関西広域連合にこれは、今後は関西広域連合にこれは、今後は関西広域連合に加加加加盟盟盟盟せずに、連せずに、連せずに、連せずに、連携携携携を協議するのは、私は人を協議するのは、私は人を協議するのは、私は人を協議するのは、私は人間間間間ががががややややることでることでることでることで

すから、すから、すから、すから、心心心心情情情情的に連的に連的に連的に連携携携携の方がの方がの方がの方が難難難難しくなるのではないかと思っています。しくなるのではないかと思っています。しくなるのではないかと思っています。しくなるのではないかと思っています。例え例え例え例えたらいたらいたらいたらいけけけけないないないない

かわかりませかわかりませかわかりませかわかりませんんんんが、自が、自が、自が、自治治治治会会会会組織組織組織組織ができてて、自ができてて、自ができてて、自ができてて、自治治治治会に入らないで会に入らないで会に入らないで会に入らないで仲仲仲仲よくしてというようによくしてというようによくしてというようによくしてというように

もももも聞聞聞聞ここここええええまして、広域連合ができる前とできる後では、議まして、広域連合ができる前とできる後では、議まして、広域連合ができる前とできる後では、議まして、広域連合ができる前とできる後では、議論論論論はおのずとはおのずとはおのずとはおのずと変変変変ええええていかないとていかないとていかないとていかないと

いいいいけけけけないと思います。でき上がって、これからないと思います。でき上がって、これからないと思います。でき上がって、これからないと思います。でき上がって、これから進進進進めようとしているわめようとしているわめようとしているわめようとしているわけけけけですから、そのですから、そのですから、そのですから、その辺辺辺辺

はははは考考考考慮慮慮慮しながら、あるのだからそれをしながら、あるのだからそれをしながら、あるのだからそれをしながら、あるのだからそれを十十十十二二二二分分分分にににに利利利利用用用用していくと、関西広域連合がバしていくと、関西広域連合がバしていくと、関西広域連合がバしていくと、関西広域連合がバラ色ラ色ラ色ラ色でででで

すすすすべべべべてをてをてをてを解解解解決決決決してくれるしてくれるしてくれるしてくれる素素素素材と私も思っていませ材と私も思っていませ材と私も思っていませ材と私も思っていませんんんん。しかしながら、。しかしながら、。しかしながら、。しかしながら、ポイントポイントポイントポイントがががが少少少少しでもしでもしでもしでも

高高高高い、そちらの方がい、そちらの方がい、そちらの方がい、そちらの方が有有有有利利利利だというだというだというだという判断判断判断判断をここで一をここで一をここで一をここで一応応応応できたらとできたらとできたらとできたら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。

そのそのそのその心心心心情面情面情面情面でいいますと、でいいますと、でいいますと、でいいますと、ドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリについては３０については３０については３０については３０数万数万数万数万円で協円で協円で協円で協定定定定をををを結結結結んんんんでいました。でいました。でいました。でいました。

それがそれがそれがそれが条件条件条件条件変変変変更更更更の時の時の時の時期期期期になりまして、先日、になりまして、先日、になりまして、先日、になりまして、先日、倍額倍額倍額倍額の１の１の１の１回回回回６６６６８８８８万万万万４４４４，，，，０００円に０００円に０００円に０００円に更更更更新されま新されま新されま新されま

した。これは合理的な理した。これは合理的な理した。これは合理的な理した。これは合理的な理由由由由があってこれがあってこれがあってこれがあってこれぐぐぐぐらいのレらいのレらいのレらいのレベベベベルルルルになったと思うのですが、平成２になったと思うのですが、平成２になったと思うのですが、平成２になったと思うのですが、平成２

５年以５年以５年以５年以降降降降は、関西広域連合とは、関西広域連合とは、関西広域連合とは、関西広域連合と奈奈奈奈良県が協議して良県が協議して良県が協議して良県が協議して決決決決めていくことになります。これはめていくことになります。これはめていくことになります。これはめていくことになります。これは引用引用引用引用すすすす

るとるとるとると誤誤誤誤解解解解があるかわかりませがあるかわかりませがあるかわかりませがあるかわかりませんんんんが、奥山委員もいらっしが、奥山委員もいらっしが、奥山委員もいらっしが、奥山委員もいらっしゃゃゃゃいますので、中いますので、中いますので、中いますので、中和和和和幹幹幹幹線線線線の、の、の、の、国道国道国道国道

１６５１６５１６５１６５号号号号、、、、柏原柏原柏原柏原インインインインタタタターーーーチチチチェェェェンジンジンジンジまでのまでのまでのまでの拡拡拡拡幅幅幅幅のののの計計計計画画画画が今あります。それはが今あります。それはが今あります。それはが今あります。それは国国国国もようもようもようもようややややくくくく重重重重

いいいい腰腰腰腰を上げてくれて、これはあくまでを上げてくれて、これはあくまでを上げてくれて、これはあくまでを上げてくれて、これはあくまで奈奈奈奈良県がそうしたいと言って、良県がそうしたいと言って、良県がそうしたいと言って、良県がそうしたいと言って、大阪大阪大阪大阪府にも府にも府にも府にも少少少少し関係し関係し関係し関係

しますから、しますから、しますから、しますから、大阪大阪大阪大阪府もそうしたいと言って、それを府もそうしたいと言って、それを府もそうしたいと言って、それを府もそうしたいと言って、それを国国国国に上げて、今に上げて、今に上げて、今に上げて、今ぼぼぼぼちちちちぼぼぼぼちちちち動動動動いているといているといているといていると
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私は認私は認私は認私は認識識識識しているところで、それもしているところで、それもしているところで、それもしているところで、それも橋橋橋橋下下下下大阪大阪大阪大阪府知事がオー府知事がオー府知事がオー府知事がオーケケケケー、構わないと言ったのはー、構わないと言ったのはー、構わないと言ったのはー、構わないと言ったのは奇奇奇奇

跡跡跡跡的というように的というように的というように的というように感感感感じております。それは連じております。それは連じております。それは連じております。それは連携携携携の状の状の状の状態態態態です、広域連合はなかったのですです、広域連合はなかったのですです、広域連合はなかったのですです、広域連合はなかったのですけけけけ

れども、あの当時のれども、あの当時のれども、あの当時のれども、あの当時の感覚感覚感覚感覚でいったら、要するにでいったら、要するにでいったら、要するにでいったら、要するに大阪大阪大阪大阪府にとっては府にとっては府にとっては府にとっては裏玄裏玄裏玄裏玄関な関な関な関なんんんんです、です、です、です、我我我我 々々々々にににに

とってはとってはとってはとっては非常非常非常非常にににに大大大大事な事な事な事な表表表表玄玄玄玄関で、関で、関で、関で、香芝香芝香芝香芝市市市市にとってもにとってもにとってもにとっても重重重重要な場所ではあるのです要な場所ではあるのです要な場所ではあるのです要な場所ではあるのですけけけけれども、れども、れども、れども、

優優優優先先先先順順順順位にしたら位にしたら位にしたら位にしたら大阪大阪大阪大阪府にとってはあ府にとってはあ府にとってはあ府にとってはあんんんんまりまりまりまり優優優優先先先先順順順順位は位は位は位は高高高高くなかったと思います。その後、くなかったと思います。その後、くなかったと思います。その後、くなかったと思います。その後、

関西広域連合ができましたが、今からその議関西広域連合ができましたが、今からその議関西広域連合ができましたが、今からその議関西広域連合ができましたが、今からその議論論論論がががが始始始始まってたら、まってたら、まってたら、まってたら、心心心心情ば情ば情ば情ばっかり言ったらっかり言ったらっかり言ったらっかり言ったら怒怒怒怒

られるかわかりませられるかわかりませられるかわかりませられるかわかりませんんんんが、なかなかうが、なかなかうが、なかなかうが、なかなかうんんんんと言ってくれないのではないかとと言ってくれないのではないかとと言ってくれないのではないかとと言ってくれないのではないかと推推推推測測測測します。そします。そします。そします。そ

れはれはれはれは結結結結論論論論ではないと思います。県はではないと思います。県はではないと思います。県はではないと思います。県は既既既既に広域連合というものができたということをに広域連合というものができたということをに広域連合というものができたということをに広域連合というものができたということを踏踏踏踏ままままええええ

て、それをて、それをて、それをて、それを現実現実現実現実としてとしてとしてとして考え考え考え考えていただきたいと思いました。ていただきたいと思いました。ていただきたいと思いました。ていただきたいと思いました。

それと２つそれと２つそれと２つそれと２つ目目目目には、には、には、には、屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋をつくることになり経をつくることになり経をつくることになり経をつくることになり経費費費費がかかるという主がかかるという主がかかるという主がかかるという主張張張張をされています。をされています。をされています。をされています。

私は広域連合の私は広域連合の私は広域連合の私は広域連合の維持維持維持維持経経経経費費費費としては概としては概としては概としては概算算算算で、で、で、で、マスコミ報道マスコミ報道マスコミ報道マスコミ報道にもありますにもありますにもありますにもありますけけけけれども、れども、れども、れども、約約約約２２２２，，，，００００

００００００００万万万万円円円円ぐぐぐぐらいとらいとらいとらいと推推推推測測測測しています。これを支しています。これを支しています。これを支しています。これを支払払払払ってもってもってもっても分権分権分権分権のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿というというというという感覚感覚感覚感覚でいきますでいきますでいきますでいきます

と、井と、井と、井と、井戸兵庫戸兵庫戸兵庫戸兵庫県知事の議県知事の議県知事の議県知事の議論論論論で２で２で２で２番番番番目目目目にありましたにありましたにありましたにありましたけけけけれども、二れども、二れども、二れども、二重重重重行政の行政の行政の行政の解消解消解消解消になって、関になって、関になって、関になって、関

西広域連合として西広域連合として西広域連合として西広域連合として奈奈奈奈良県が入って得る良県が入って得る良県が入って得る良県が入って得るメリメリメリメリットットットットというのは、というのは、というのは、というのは、例えば例えば例えば例えば今議今議今議今議論論論論されているのはされているのはされているのはされているのは

近畿地方近畿地方近畿地方近畿地方整備整備整備整備局、近畿運局、近畿運局、近畿運局、近畿運輸輸輸輸局、近畿局、近畿局、近畿局、近畿農農農農政局、近畿経政局、近畿経政局、近畿経政局、近畿経済済済済産業産業産業産業局、近畿地方局、近畿地方局、近畿地方局、近畿地方環境環境環境環境事務所、これ事務所、これ事務所、これ事務所、これ

らららら全全全全部は、よく部は、よく部は、よく部は、よくややややゆゆゆゆされるのは、されるのは、されるのは、されるのは、霞ヶ霞ヶ霞ヶ霞ヶ関の方を関の方を関の方を関の方を見見見見てててて仕仕仕仕事をしている。多事をしている。多事をしている。多事をしている。多分皆分皆分皆分皆ささささんんんんの認の認の認の認識識識識もももも

そうなそうなそうなそうなんんんんだと私はだと私はだと私はだと私は勝勝勝勝手手手手に思うのですが、地域のことをに思うのですが、地域のことをに思うのですが、地域のことをに思うのですが、地域のことを考考考考慮慮慮慮しないでしないでしないでしないで動動動動いてるといてるといてるといてるとマスコミ報マスコミ報マスコミ報マスコミ報

道道道道もですし、そういうおもですし、そういうおもですし、そういうおもですし、そういうお話話話話もよくもよくもよくもよく聞聞聞聞くようになってます。これもくようになってます。これもくようになってます。これもくようになってます。これも解消解消解消解消になります。になります。になります。になります。

３つ３つ３つ３つ目目目目は、県の広域連合はは、県の広域連合はは、県の広域連合はは、県の広域連合は全全全全会一会一会一会一致致致致がががが原原原原則則則則のためのためのためのため業業業業務がおくれるということだったので務がおくれるということだったので務がおくれるということだったので務がおくれるということだったので

すが、先ほどのすが、先ほどのすが、先ほどのすが、先ほどの変変変変なななな裏裏裏裏づけづけづけづけになってしまうのですが、別におくれていないですよになってしまうのですが、別におくれていないですよになってしまうのですが、別におくれていないですよになってしまうのですが、別におくれていないですよねねねね。。。。防防防防災災災災

のののの喫緊喫緊喫緊喫緊の課の課の課の課題題題題ではおくれていると、うちがとではおくれていると、うちがとではおくれていると、うちがとではおくれていると、うちがとんんんんととととんんんんだったというだったというだったというだったという説明説明説明説明。。。。効果効果効果効果については、については、については、については、

これは調査してこれは調査してこれは調査してこれは調査して検検検検証証証証しないとだめなのですが、広域連合の方があったのではないかとしないとだめなのですが、広域連合の方があったのではないかとしないとだめなのですが、広域連合の方があったのではないかとしないとだめなのですが、広域連合の方があったのではないかと若干若干若干若干

思っています。それは、これから調思っています。それは、これから調思っています。それは、これから調思っています。それは、これから調べべべべてててて皆皆皆皆ささささんんんんにににに質問質問質問質問をぶつをぶつをぶつをぶつけけけけていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。

それと、それと、それと、それと、例えば例えば例えば例えば一一一一番懸念番懸念番懸念番懸念されるのはされるのはされるのはされるのは橋橋橋橋下下下下大阪大阪大阪大阪府知事の府知事の府知事の府知事の独裁独裁独裁独裁的な、的な、的な、的な、エエエエゴゴゴゴって言ったらどうって言ったらどうって言ったらどうって言ったらどう

ななななんんんんですか、私もですか、私もですか、私もですか、私も好好好好きききき嫌嫌嫌嫌い関係なくちょっと言いい関係なくちょっと言いい関係なくちょっと言いい関係なくちょっと言い過過過過ぎぎぎぎだと思うときもあるのですだと思うときもあるのですだと思うときもあるのですだと思うときもあるのですけけけけれども、れども、れども、れども、

それも入ることであるそれも入ることであるそれも入ることであるそれも入ることである程程程程度度度度解消解消解消解消される。される。される。される。意見意見意見意見を言って、それをを言って、それをを言って、それをを言って、それを常常常常識識識識的な的な的な的な判断判断判断判断をしてをしてをしてをして変変変変ええええてててて

いくこともできると思います。いくこともできると思います。いくこともできると思います。いくこともできると思います。

４つ４つ４つ４つ目目目目は、は、は、は、分権分権分権分権ではなくではなくではなくではなく集集集集権権権権、、、、逆逆逆逆地方地方地方地方分権分権分権分権になるのではないか、これはどうになるのではないか、これはどうになるのではないか、これはどうになるのではないか、これはどう考え考え考え考えてもてもてもても詭詭詭詭

弁弁弁弁のようなのようなのようなのような気気気気がします。まずは中がします。まずは中がします。まずは中がします。まずは中央央央央から地方から地方から地方から地方分権分権分権分権をををを獲獲獲獲得と、さっき言得と、さっき言得と、さっき言得と、さっき言葉葉葉葉をををを使使使使いましたいましたいましたいましたけけけけれれれれ

ど、まず中ど、まず中ど、まず中ど、まず中央央央央からからからから切切切切りりりり離離離離す、このす、このす、このす、この作作作作業業業業はははは文文文文献献献献によりますとによりますとによりますとによりますと明治明治明治明治の後の後の後の後半ぐ半ぐ半ぐ半ぐらいからずっと、らいからずっと、らいからずっと、らいからずっと、
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そのそのそのその分権分権分権分権をしたいのだと取り上げようとするのですが、これはをしたいのだと取り上げようとするのですが、これはをしたいのだと取り上げようとするのですが、これはをしたいのだと取り上げようとするのですが、これは戦戦戦戦いでなかなか中いでなかなか中いでなかなか中いでなかなか中央央央央がうがうがうがうんんんん

と言わない。ほとと言わない。ほとと言わない。ほとと言わない。ほとんんんんど要らないものは来るど要らないものは来るど要らないものは来るど要らないものは来るけけけけれど、れど、れど、れど、欲欲欲欲しいものは来ないというしいものは来ないというしいものは来ないというしいものは来ないという現現現現状がまだ状がまだ状がまだ状がまだ

続続続続いているように思いますし、いているように思いますし、いているように思いますし、いているように思いますし、声声声声高高高高にににに国国国国会議員の会議員の会議員の会議員の皆皆皆皆ささささんんんんは地方は地方は地方は地方分権分権分権分権と言うのですが、なかと言うのですが、なかと言うのですが、なかと言うのですが、なか

なかなかなかなか仕仕仕仕事ができていないというのが私の事ができていないというのが私の事ができていないというのが私の事ができていないというのが私の実実実実感感感感でございますので、まずはどこでもいいからでございますので、まずはどこでもいいからでございますので、まずはどこでもいいからでございますので、まずはどこでもいいから

地方のどこかに地方のどこかに地方のどこかに地方のどこかに持持持持ってくるというってくるというってくるというってくるという意味意味意味意味では関西広域連合というでは関西広域連合というでは関西広域連合というでは関西広域連合という受受受受けけけけ皿皿皿皿はははは重重重重要だと思います。要だと思います。要だと思います。要だと思います。

先ほどの先ほどの先ほどの先ほどの話話話話とととと重重重重複複複複しますが。しますが。しますが。しますが。

それと５つそれと５つそれと５つそれと５つ目目目目に、広域連合ではに、広域連合ではに、広域連合ではに、広域連合では奈奈奈奈良県の特良県の特良県の特良県の特色色色色、、、、独独独独自自自自性性性性をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんだ政策ができないといだ政策ができないといだ政策ができないといだ政策ができないとい

う主う主う主う主張張張張をしているのですが、これももともと広域連合では県のをしているのですが、これももともと広域連合では県のをしているのですが、これももともと広域連合では県のをしているのですが、これももともと広域連合では県の細細細細かい特かい特かい特かい特徴徴徴徴とかとかとかとか個個個個性性性性ななななんんんんてててて

いうものをいうものをいうものをいうものを全体全体全体全体のののの利益利益利益利益になるようなことをになるようなことをになるようなことをになるようなことを話話話話す場と理す場と理す場と理す場と理解解解解しておりますので、このしておりますので、このしておりますので、このしておりますので、この個個個個性性性性的な的な的な的な

特特特特色色色色をなくすようなことはまずあり得ないのではないかと思っていまして、これはをなくすようなことはまずあり得ないのではないかと思っていまして、これはをなくすようなことはまずあり得ないのではないかと思っていまして、これはをなくすようなことはまずあり得ないのではないかと思っていまして、これはホホホホーーーームムムム

ペペペペーーーージジジジにににに載載載載っていましたっていましたっていましたっていました皆様皆様皆様皆様の主の主の主の主張張張張でありますので、それに一部議でありますので、それに一部議でありますので、それに一部議でありますので、それに一部議論論論論のののの足足足足しになってくれしになってくれしになってくれしになってくれ

たらと思って、きょうはたらと思って、きょうはたらと思って、きょうはたらと思って、きょうは提案提案提案提案にとどめて、次にとどめて、次にとどめて、次にとどめて、次回回回回以以以以降降降降の議の議の議の議論論論論にしたいと思います。以上でごにしたいと思います。以上でごにしたいと思います。以上でごにしたいと思います。以上でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 まず、この特別委員会ですが、４月のまず、この特別委員会ですが、４月のまず、この特別委員会ですが、４月のまず、この特別委員会ですが、４月の統統統統一選を一選を一選を一選を挟挟挟挟みみみみました。そこで多くの方ました。そこで多くの方ました。そこで多くの方ました。そこで多くの方 々々々々

からからからから奈奈奈奈良県が関西広域連合に良県が関西広域連合に良県が関西広域連合に良県が関西広域連合に参加参加参加参加していないということに対してのごしていないということに対してのごしていないということに対してのごしていないということに対してのご意見意見意見意見はたくさはたくさはたくさはたくさんんんんいたいたいたいた

だきました。それをだきました。それをだきました。それをだきました。それを改改改改選後、議会におきまして特別委員会の一つとして、こういった委員選後、議会におきまして特別委員会の一つとして、こういった委員選後、議会におきまして特別委員会の一つとして、こういった委員選後、議会におきまして特別委員会の一つとして、こういった委員

会が立ち上がったということをまずは会が立ち上がったということをまずは会が立ち上がったということをまずは会が立ち上がったということをまずは喜喜喜喜んんんんでいるところでございます。でいるところでございます。でいるところでございます。でいるところでございます。

そして、いろいろそして、いろいろそして、いろいろそして、いろいろ皆皆皆皆ささささんんんんごごごご意見意見意見意見ございましたが、振りございましたが、振りございましたが、振りございましたが、振り返返返返りますと２年前、平成２１年１りますと２年前、平成２１年１りますと２年前、平成２１年１りますと２年前、平成２１年１

月になるのでしょうか、この場で知事より関西広域連合についてのお月になるのでしょうか、この場で知事より関西広域連合についてのお月になるのでしょうか、この場で知事より関西広域連合についてのお月になるのでしょうか、この場で知事より関西広域連合についてのお話話話話がありました。そがありました。そがありました。そがありました。そ

のときは初めてそういった知事のおのときは初めてそういった知事のおのときは初めてそういった知事のおのときは初めてそういった知事のお考え考え考え考えをををを聞聞聞聞かせていただいたのがかせていただいたのがかせていただいたのがかせていただいたのがススススタタタターーーートトトトでございましでございましでございましでございまし

て、それから２年を経た、て、それから２年を経た、て、それから２年を経た、て、それから２年を経た、昨昨昨昨年１２月、関西広域連合として正年１２月、関西広域連合として正年１２月、関西広域連合として正年１２月、関西広域連合として正式式式式にににに発足発足発足発足いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。やややや

はりはりはりはり考え考え考え考えててててみみみみれれれればばばば、知事の、知事の、知事の、知事の話話話話の後、県議会としてこういった特別委員会を１年の後、県議会としてこういった特別委員会を１年の後、県議会としてこういった特別委員会を１年の後、県議会としてこういった特別委員会を１年早早早早く、１年く、１年く、１年く、１年

前に立ち上げる前に立ち上げる前に立ち上げる前に立ち上げるべべべべきだったと、これは県議会の一人として、私自きだったと、これは県議会の一人として、私自きだったと、これは県議会の一人として、私自きだったと、これは県議会の一人として、私自身身身身も含めまして、そういも含めまして、そういも含めまして、そういも含めまして、そうい

ったったったった声声声声がががが余余余余り出ていなかったということに対してり出ていなかったということに対してり出ていなかったということに対してり出ていなかったということに対して反反反反省省省省しております。それぞれ各県がこうしております。それぞれ各県がこうしております。それぞれ各県がこうしております。それぞれ各県がこう

いった広域連合に入るというまでに、いった広域連合に入るというまでに、いった広域連合に入るというまでに、いった広域連合に入るというまでに、全全全全部の県は部の県は部の県は部の県は聞聞聞聞いておりませいておりませいておりませいておりませんんんんが、ある県にが、ある県にが、ある県にが、ある県に聞聞聞聞きましきましきましきまし

たら、たら、たら、たら、ややややはり１年はり１年はり１年はり１年間間間間ぐぐぐぐらいらいらいらい検討検討検討検討委員会を委員会を委員会を委員会を重ね重ね重ね重ねてきたということで、そこでてきたということで、そこでてきたということで、そこでてきたということで、そこで賛賛賛賛成、成、成、成、反反反反対のい対のい対のい対のい

ろろろろんんんんな議な議な議な議論論論論をしてきた、その後、をしてきた、その後、をしてきた、その後、をしてきた、その後、全全全全員員員員賛賛賛賛成で入るということになった。しかし、そこには成で入るということになった。しかし、そこには成で入るということになった。しかし、そこには成で入るということになった。しかし、そこには

いろいろいろいろんんんんなななな附帯附帯附帯附帯決決決決議をして議をして議をして議をして賛賛賛賛成したということもお成したということもお成したということもお成したということもお聞聞聞聞きいたしました。そのようなことから、きいたしました。そのようなことから、きいたしました。そのようなことから、きいたしました。そのようなことから、

いろいろいろいろんんんんな方な方な方な方 々々々々をここにをここにをここにをここに参考参考参考参考人として呼人として呼人として呼人として呼んんんんでいただいてごでいただいてごでいただいてごでいただいてご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺うということが、この委うということが、この委うということが、この委うということが、この委

員会を員会を員会を員会をスムスムスムスムーーーーズズズズにににに進進進進行していく、また状況がより理行していく、また状況がより理行していく、また状況がより理行していく、また状況がより理解解解解できるのではないかと思っておりまできるのではないかと思っておりまできるのではないかと思っておりまできるのではないかと思っておりま
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すので、私からは関西広域連合事務局、事務局長以下、その中すので、私からは関西広域連合事務局、事務局長以下、その中すので、私からは関西広域連合事務局、事務局長以下、その中すので、私からは関西広域連合事務局、事務局長以下、その中心心心心の方の方の方の方 々々々々を、ここにを、ここにを、ここにを、ここに参考参考参考参考人人人人

として呼として呼として呼として呼んんんんでいただいていろいろごでいただいていろいろごでいただいていろいろごでいただいていろいろご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺うといったことをお願いしたいと思っておりうといったことをお願いしたいと思っておりうといったことをお願いしたいと思っておりうといったことをお願いしたいと思っており

ます。ます。ます。ます。

私も特別委員会の委員になりましたときに、まずは関西広域連合事務局というところに私も特別委員会の委員になりましたときに、まずは関西広域連合事務局というところに私も特別委員会の委員になりましたときに、まずは関西広域連合事務局というところに私も特別委員会の委員になりましたときに、まずは関西広域連合事務局というところに

行ってまいりました。いろいろとお行ってまいりました。いろいろとお行ってまいりました。いろいろとお行ってまいりました。いろいろとお話話話話をををを伺伺伺伺ってまいりまして、いろってまいりまして、いろってまいりまして、いろってまいりまして、いろんんんんなことをなことをなことをなことを感感感感じたとこじたとこじたとこじたとこ

ろでございますが、これまではこれまでとして、今後、ではどのように関西広域連合のろでございますが、これまではこれまでとして、今後、ではどのように関西広域連合のろでございますが、これまではこれまでとして、今後、ではどのように関西広域連合のろでございますが、これまではこれまでとして、今後、ではどのように関西広域連合の情情情情

報報報報ををををススススピピピピーーーーデデデディィィィーに入ーに入ーに入ーに入手手手手をして、そしてをして、そしてをして、そしてをして、そして同同同同時に時に時に時に検討検討検討検討しながら今後どうしていくのかというしながら今後どうしていくのかというしながら今後どうしていくのかというしながら今後どうしていくのかという

ことを、ことを、ことを、ことを、ややややはりそこがはりそこがはりそこがはりそこが大大大大事ではないかと思っておりますので、関西広域連合の事ではないかと思っておりますので、関西広域連合の事ではないかと思っておりますので、関西広域連合の事ではないかと思っておりますので、関西広域連合の動動動動きをきをきをきを素早素早素早素早

くくくく察察察察知するための何か、それが一つは特別委員会でもございますし、知するための何か、それが一つは特別委員会でもございますし、知するための何か、それが一つは特別委員会でもございますし、知するための何か、それが一つは特別委員会でもございますし、参考参考参考参考人を呼人を呼人を呼人を呼んんんんでいろでいろでいろでいろ

いろ状況をいろ状況をいろ状況をいろ状況を伺伺伺伺うというのも一つでございますし、こういったうというのも一つでございますし、こういったうというのも一つでございますし、こういったうというのも一つでございますし、こういった機機機機会、会、会、会、論論論論議の場を議の場を議の場を議の場を重ね重ね重ね重ねていきていきていきていき

たい、たい、たい、たい、深深深深めていきたいと思っておりますので、委員長にそのことを要めていきたいと思っておりますので、委員長にそのことを要めていきたいと思っておりますので、委員長にそのことを要めていきたいと思っておりますので、委員長にそのことを要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

関西広域連合が関西広域連合が関西広域連合が関西広域連合がススススタタタターーーートトトトといたしまして、まだといたしまして、まだといたしまして、まだといたしまして、まだ半半半半年です。その年です。その年です。その年です。その間間間間、、、、東東東東日本日本日本日本大大大大震震震震災という災という災という災という

未曾未曾未曾未曾有有有有のののの大大大大震震震震災が災が災が災が起起起起きまして、先ほどからも出てますように広域連合がきまして、先ほどからも出てますように広域連合がきまして、先ほどからも出てますように広域連合がきまして、先ほどからも出てますように広域連合がカカカカウウウウンンンンタタタターーーーパパパパーーーートトトト

方方方方式式式式ということでそれぞれがということでそれぞれがということでそれぞれがということでそれぞれが現現現現地に事務所を地に事務所を地に事務所を地に事務所を置置置置いて、そしていて、そしていて、そしていて、そして継継継継続続続続的に、しかも的に、しかも的に、しかも的に、しかも阪阪阪阪神神神神・・・・淡路淡路淡路淡路

大大大大震震震震災の災の災の災の教訓教訓教訓教訓をををを生生生生かしながら関西広域連合が対かしながら関西広域連合が対かしながら関西広域連合が対かしながら関西広域連合が対応応応応したということでございます。これはいしたということでございます。これはいしたということでございます。これはいしたということでございます。これはい

ろろろろんんんんな方な方な方な方 々々々々から災から災から災から災害害害害時、事前にこういった関西広域連合という災時、事前にこういった関西広域連合という災時、事前にこういった関西広域連合という災時、事前にこういった関西広域連合という災害害害害対対対対応応応応ができておれができておれができておれができておればばばば、、、、

今後今後今後今後スムスムスムスムーーーーズズズズにいくのではないかと、この関西広域連合の対にいくのではないかと、この関西広域連合の対にいくのではないかと、この関西広域連合の対にいくのではないかと、この関西広域連合の対応応応応についてについてについてについて評評評評価価価価しているとこしているとこしているとこしているとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

そういったことがございましたが、ある県の人にそういったことがございましたが、ある県の人にそういったことがございましたが、ある県の人にそういったことがございましたが、ある県の人に聞聞聞聞いていていていてみみみみましたら、ましたら、ましたら、ましたら、継継継継続続続続してしてしてして東東東東日本日本日本日本大大大大

震震震震災、災、災、災、現現現現地の方地の方地の方地の方 々々々々からからからから声声声声をををを聞聞聞聞いて支援していいて支援していいて支援していいて支援していけけけけると、ると、ると、ると、継継継継続続続続してしていしてしていしてしていしてしていけけけけるというのは、こるというのは、こるというのは、こるというのは、こ

れはいいことではないかと言っていましたし、その県の中にもいろれはいいことではないかと言っていましたし、その県の中にもいろれはいいことではないかと言っていましたし、その県の中にもいろれはいいことではないかと言っていましたし、その県の中にもいろんんんんなななな市町市町市町市町村、村、村、村、向向向向こうのこうのこうのこうの

被災された３県ともいろいろつながりのある被災された３県ともいろいろつながりのある被災された３県ともいろいろつながりのある被災された３県ともいろいろつながりのある市町市町市町市町村があって、自村があって、自村があって、自村があって、自分分分分のところの県はこの県のところの県はこの県のところの県はこの県のところの県はこの県

だとだとだとだと決決決決められても、められても、められても、められても、市町市町市町市町村からはここの県と村からはここの県と村からはここの県と村からはここの県とふふふふだだだだんんんんからおつき合いがあるとか、そういっからおつき合いがあるとか、そういっからおつき合いがあるとか、そういっからおつき合いがあるとか、そういっ

たことはあったたことはあったたことはあったたことはあったけけけけれども、れども、れども、れども、継継継継続続続続してしてしてして向向向向こうの被災県に支援ができているということはすごこうの被災県に支援ができているということはすごこうの被災県に支援ができているということはすごこうの被災県に支援ができているということはすご

いことだと言っていた人もございました。いことだと言っていた人もございました。いことだと言っていた人もございました。いことだと言っていた人もございました。

半半半半年のまだ年のまだ年のまだ年のまだ実実実実績績績績でございますが、今後、関西広域連合のでございますが、今後、関西広域連合のでございますが、今後、関西広域連合のでございますが、今後、関西広域連合の動動動動きをきをきをきを見見見見守守守守りながら、りながら、りながら、りながら、奈奈奈奈良県と良県と良県と良県と

してもどのような状況になれしてもどのような状況になれしてもどのような状況になれしてもどのような状況になれば参加ば参加ば参加ば参加するというするというするというするという決決決決断断断断をされるのかということも一つおをされるのかということも一つおをされるのかということも一つおをされるのかということも一つお伺伺伺伺いいいい

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

それと、それと、それと、それと、皆皆皆皆ささささんんんんもおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃっていましたが、入らないで外っていましたが、入らないで外っていましたが、入らないで外っていましたが、入らないで外側側側側で、で、で、で、土俵土俵土俵土俵の外での外での外での外で幾幾幾幾ら議ら議ら議ら議論論論論すすすす

るよりも、ともかく関西の一員としてるよりも、ともかく関西の一員としてるよりも、ともかく関西の一員としてるよりも、ともかく関西の一員として参加参加参加参加をして、そこでいろいろとをして、そこでいろいろとをして、そこでいろいろとをして、そこでいろいろと奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の意見意見意見意見を言っを言っを言っを言っ
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ていくこともていくこともていくこともていくことも大大大大事ではないかと思っておりますので、いろいろと入らない理事ではないかと思っておりますので、いろいろと入らない理事ではないかと思っておりますので、いろいろと入らない理事ではないかと思っておりますので、いろいろと入らない理由由由由はおはおはおはお聞聞聞聞きはきはきはきは

しておりますが、まずしておりますが、まずしておりますが、まずしておりますが、まず参加参加参加参加をしていろをしていろをしていろをしていろんんんんなななな意見意見意見意見を言っていただいたらいいのではないかとを言っていただいたらいいのではないかとを言っていただいたらいいのではないかとを言っていただいたらいいのではないかと

思っております。思っております。思っております。思っております。

○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 どのような状況になれどのような状況になれどのような状況になれどのような状況になれば参加ば参加ば参加ば参加していくのかということと、それからしていくのかということと、それからしていくのかということと、それからしていくのかということと、それから

土俵土俵土俵土俵の外ではなく中へ入っての外ではなく中へ入っての外ではなく中へ入っての外ではなく中へ入って意見意見意見意見を言っていを言っていを言っていを言っていけばけばけばけばということでございますということでございますということでございますということでございますけけけけれども、まず、れども、まず、れども、まず、れども、まず、

どのような状況ということでございますが、今、どのような状況ということでございますが、今、どのような状況ということでございますが、今、どのような状況ということでございますが、今、実際実際実際実際のところ、関西広域連合は、これかのところ、関西広域連合は、これかのところ、関西広域連合は、これかのところ、関西広域連合は、これか

らそれぞれのらそれぞれのらそれぞれのらそれぞれの分分分分野において広域野において広域野において広域野において広域計計計計画画画画をつくってをつくってをつくってをつくって活動活動活動活動をしていかれると、それから今の地方をしていかれると、それから今の地方をしていかれると、それから今の地方をしていかれると、それから今の地方

分権分権分権分権のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿ということもということもということもということも積極積極積極積極的に的に的に的にややややっていかれることになろうかと思います。今の時っていかれることになろうかと思います。今の時っていかれることになろうかと思います。今の時っていかれることになろうかと思います。今の時点点点点

では、どういうものをつくられて、どういうでは、どういうものをつくられて、どういうでは、どういうものをつくられて、どういうでは、どういうものをつくられて、どういう計計計計画画画画をされて、どういうをされて、どういうをされて、どういうをされて、どういう実実実実績績績績を上げていかれを上げていかれを上げていかれを上げていかれ

るか、それがるか、それがるか、それがるか、それが全全全全くくくく見え見え見え見えない状況です。先ほどからいろいろと申し上げておりますない状況です。先ほどからいろいろと申し上げておりますない状況です。先ほどからいろいろと申し上げておりますない状況です。先ほどからいろいろと申し上げておりますけけけけれども、れども、れども、れども、

いろいろな課いろいろな課いろいろな課いろいろな課題題題題があるとがあるとがあるとがあると現現現現時時時時点点点点ではではではでは考え考え考え考えておりますので、なかなかておりますので、なかなかておりますので、なかなかておりますので、なかなか実実実実績績績績が出てこない状況が出てこない状況が出てこない状況が出てこない状況

では、その課では、その課では、その課では、その課題題題題といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、懸念懸念懸念懸念といいますか、それがといいますか、それがといいますか、それがといいますか、それが払払払払拭拭拭拭できない状できない状できない状できない状態態態態ではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか

参加参加参加参加していくことはしていくことはしていくことはしていくことは難難難難しいとしいとしいとし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。

それから、今のそれから、今のそれから、今のそれから、今の土俵土俵土俵土俵の外でということではなしに中でというおの外でということではなしに中でというおの外でということではなしに中でというおの外でということではなしに中でというお話話話話でございますでございますでございますでございますけけけけれども、れども、れども、れども、

一度入ってしまいますと、入った時一度入ってしまいますと、入った時一度入ってしまいますと、入った時一度入ってしまいますと、入った時点点点点でのでのでのでの決決決決断断断断というのもございますし、今度もし、ここというのもございますし、今度もし、ここというのもございますし、今度もし、ここというのもございますし、今度もし、ここ

だだだだけけけけがががが嫌嫌嫌嫌だ、これはだめだということになっていきますと、だ、これはだめだということになっていきますと、だ、これはだめだということになっていきますと、だ、これはだめだということになっていきますと、例えば例えば例えば例えばその議会の議員のその議会の議員のその議会の議員のその議会の議員の数数数数もももも

異異異異なりますし、そこでなりますし、そこでなりますし、そこでなりますし、そこで意見意見意見意見がががが通通通通るかるかるかるか通通通通らないかというのもいろいろございますので、一たらないかというのもいろいろございますので、一たらないかというのもいろいろございますので、一たらないかというのもいろいろございますので、一た

んんんん入ってしまって入ってしまって入ってしまって入ってしまって意見意見意見意見を申し上げて、それがを申し上げて、それがを申し上げて、それがを申し上げて、それが通通通通らないからすらないからすらないからすらないからすぐぐぐぐまたまたまたまたややややめてしまうというこめてしまうというこめてしまうというこめてしまうというこ

ともなかなかともなかなかともなかなかともなかなか難難難難しいのではないかとしいのではないかとしいのではないかとしいのではないかと考え考え考え考えております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 関西広域連合事務局に行きましたときにいろ関西広域連合事務局に行きましたときにいろ関西広域連合事務局に行きましたときにいろ関西広域連合事務局に行きましたときにいろんんんんなななな話話話話をををを伺伺伺伺ったのですが、ったのですが、ったのですが、ったのですが、将将将将来的来的来的来的

に、先ほどどなたかがおっしに、先ほどどなたかがおっしに、先ほどどなたかがおっしに、先ほどどなたかがおっしゃゃゃゃっておりました、っておりました、っておりました、っておりました、国国国国の出先の出先の出先の出先機機機機関が地方に関が地方に関が地方に関が地方に移管移管移管移管されるというされるというされるというされるという

方方方方向向向向になっていくだろうと、そういったになっていくだろうと、そういったになっていくだろうと、そういったになっていくだろうと、そういった法案法案法案法案がががが提提提提出される出される出される出される予定予定予定予定、近、近、近、近 々々々々であると。来年それであると。来年それであると。来年それであると。来年それ

がががが通通通通れれれればばばば、また状況が一、また状況が一、また状況が一、また状況が一変変変変してくるかと思います。先ほどおっししてくるかと思います。先ほどおっししてくるかと思います。先ほどおっししてくるかと思います。先ほどおっしゃゃゃゃったように近畿地方ったように近畿地方ったように近畿地方ったように近畿地方環環環環

境境境境事務所、近畿地方事務所、近畿地方事務所、近畿地方事務所、近畿地方整備整備整備整備局、近畿経局、近畿経局、近畿経局、近畿経済済済済産業産業産業産業局というものがまずは局というものがまずは局というものがまずは局というものがまずは廃止廃止廃止廃止されていくという方されていくという方されていくという方されていくという方

向向向向になるようでございます。こういったときにいろになるようでございます。こういったときにいろになるようでございます。こういったときにいろになるようでございます。こういったときにいろんんんんなななな問問問問題題題題がまた出てくると思いますが、がまた出てくると思いますが、がまた出てくると思いますが、がまた出てくると思いますが、

そのときにそのときにそのときにそのときに考え考え考え考えることなのか、それともそれをることなのか、それともそれをることなのか、それともそれをることなのか、それともそれを見見見見きわめて後をきわめて後をきわめて後をきわめて後を判断判断判断判断するのか、それはここするのか、それはここするのか、それはここするのか、それはここ

の議の議の議の議論論論論のののの推移推移推移推移をををを見見見見守守守守りながらりながらりながらりながらややややっていきたいと思いますが、先ほどおっしっていきたいと思いますが、先ほどおっしっていきたいと思いますが、先ほどおっしっていきたいと思いますが、先ほど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、

１１１１回回回回参加参加参加参加したら出れないというところではないと思うのです。１００したら出れないというところではないと思うのです。１００したら出れないというところではないと思うのです。１００したら出れないというところではないと思うのです。１００％％％％のものではないと、のものではないと、のものではないと、のものではないと、

１００１００１００１００％％％％をををを求求求求めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃるのでしょうるのでしょうるのでしょうるのでしょうけけけけれども、いろれども、いろれども、いろれども、いろんんんんなななな組織組織組織組織のののの不十不十不十不十分分分分さとか、先ほさとか、先ほさとか、先ほさとか、先ほ

どどどどデデデデメリメリメリメリットットットットをおっしをおっしをおっしをおっしゃゃゃゃっていましたが、そこまでこだわっていかなっていましたが、そこまでこだわっていかなっていましたが、そこまでこだわっていかなっていましたが、そこまでこだわっていかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないのかないのかないのかないのか



---- 33335555 ----

とも思っております。先ほどもいずれ３０年以内にとも思っております。先ほどもいずれ３０年以内にとも思っております。先ほどもいずれ３０年以内にとも思っております。先ほどもいずれ３０年以内に起起起起きると言われておりますきると言われておりますきると言われておりますきると言われております南南南南海海海海、、、、東南東南東南東南

海海海海地地地地震震震震に対してのに対してのに対してのに対しての防防防防災対策と、今後、近畿府県でこれは災対策と、今後、近畿府県でこれは災対策と、今後、近畿府県でこれは災対策と、今後、近畿府県でこれはややややっていくわっていくわっていくわっていくわけけけけでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

近畿府県のおつき合いですから、関西広域連合というのは関西広域連合が何か近畿府県のおつき合いですから、関西広域連合というのは関西広域連合が何か近畿府県のおつき合いですから、関西広域連合というのは関西広域連合が何か近畿府県のおつき合いですから、関西広域連合というのは関西広域連合が何かややややってくれってくれってくれってくれ

るというのではなくて、おるというのではなくて、おるというのではなくて、おるというのではなくて、お互互互互いがいがいがいがややややれることを協力し合ってれることを協力し合ってれることを協力し合ってれることを協力し合ってややややっていこうという、私もはっていこうという、私もはっていこうという、私もはっていこうという、私もは

っきりは言いっきりは言いっきりは言いっきりは言い切切切切りませりませりませりませんけんけんけんけれども、何かそのれども、何かそのれども、何かそのれども、何かその基基基基盤盤盤盤が、が、が、が、目目目目的とおっし的とおっし的とおっし的とおっしゃゃゃゃっているのですっているのですっているのですっているのですけけけけれれれれ

ども、はっきりしないとおっしども、はっきりしないとおっしども、はっきりしないとおっしども、はっきりしないとおっしゃゃゃゃっているのですが、何かっているのですが、何かっているのですが、何かっているのですが、何か完完完完璧璧璧璧なものでは今のところだれなものでは今のところだれなものでは今のところだれなものでは今のところだれ

がががが見見見見てもないのではないかと思いますので、たちまち災てもないのではないかと思いますので、たちまち災てもないのではないかと思いますので、たちまち災てもないのではないかと思いますので、たちまち災害害害害がががが起起起起きたときに当きたときに当きたときに当きたときに当然然然然のことのよのことのよのことのよのことのよ

うにうにうにうに奈奈奈奈良県は近良県は近良県は近良県は近隣隣隣隣府県を支援するでしょう。それと府県を支援するでしょう。それと府県を支援するでしょう。それと府県を支援するでしょう。それと同同同同じようなものではないかと、出だしじようなものではないかと、出だしじようなものではないかと、出だしじようなものではないかと、出だし

はそういうものではないかと思っております。はそういうものではないかと思っております。はそういうものではないかと思っております。はそういうものではないかと思っております。道道道道州州州州制制制制につながるものではないと、こうおにつながるものではないと、こうおにつながるものではないと、こうおにつながるものではないと、こうお

っしっしっしっしゃゃゃゃっています。っています。っています。っています。附帯附帯附帯附帯決決決決議にも何県かはそのことを議にも何県かはそのことを議にも何県かはそのことを議にも何県かはそのことを加え加え加え加えていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃいますし、関西広いますし、関西広いますし、関西広いますし、関西広

域連合事務局にお域連合事務局にお域連合事務局にお域連合事務局にお尋尋尋尋ねねねねしたときもしたときもしたときもしたときも移移移移行するものではないとおっし行するものではないとおっし行するものではないとおっし行するものではないとおっしゃゃゃゃっています。この関西っています。この関西っています。この関西っています。この関西

広域連合の今後の経広域連合の今後の経広域連合の今後の経広域連合の今後の経過過過過いかいかいかいかんんんんによっては、これがまたそういうによっては、これがまたそういうによっては、これがまたそういうによっては、これがまたそういう受受受受けけけけ皿皿皿皿になることもになることもになることもになることも万万万万が一が一が一が一

あるかもわかりませあるかもわかりませあるかもわかりませあるかもわかりませんんんんが、それはだれにもわかりませが、それはだれにもわかりませが、それはだれにもわかりませが、それはだれにもわかりませんんんんし、それはし、それはし、それはし、それはみんみんみんみんなの合なの合なの合なの合意意意意でででで決決決決めてめてめてめて

いいいいけばけばけばけばいいいいいいいい問問問問題題題題だと思いますので、今後いろだと思いますので、今後いろだと思いますので、今後いろだと思いますので、今後いろんんんんな方のごな方のごな方のごな方のご意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きながら、私もいろいろきながら、私もいろいろきながら、私もいろいろきながら、私もいろいろ

とととと判断判断判断判断、、、、決決決決断断断断をしていきたいと思っております。以上でございます。をしていきたいと思っております。以上でございます。をしていきたいと思っております。以上でございます。をしていきたいと思っております。以上でございます。

○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員 この関西広域連合に関する議この関西広域連合に関する議この関西広域連合に関する議この関西広域連合に関する議論論論論は、は、は、は、常常常常任委員会の中ではなかったと思任委員会の中ではなかったと思任委員会の中ではなかったと思任委員会の中ではなかったと思

います、います、います、います、過去過去過去過去に。この１年に。この１年に。この１年に。この１年ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの間間間間に本会議で何名の方が、１０名以内だったと思いまに本会議で何名の方が、１０名以内だったと思いまに本会議で何名の方が、１０名以内だったと思いまに本会議で何名の方が、１０名以内だったと思いま

すすすすけけけけれどもれどもれどもれども質問質問質問質問をなさっていました。どのようなをなさっていました。どのようなをなさっていました。どのようなをなさっていました。どのような質問質問質問質問をされて、それに対して知事をはじをされて、それに対して知事をはじをされて、それに対して知事をはじをされて、それに対して知事をはじ

めとする県めとする県めとする県めとする県側側側側がどうおがどうおがどうおがどうお答答答答ええええになったのかというところもになったのかというところもになったのかというところもになったのかというところも整整整整理されたらどうかと思いますし、理されたらどうかと思いますし、理されたらどうかと思いますし、理されたらどうかと思いますし、

そういうそういうそういうそういう端端端端的な的な的な的な資料資料資料資料があれがあれがあれがあればばばば前もってちょうだいしたいと思います。前もってちょうだいしたいと思います。前もってちょうだいしたいと思います。前もってちょうだいしたいと思います。

いろいろおいろいろおいろいろおいろいろお答答答答ええええがありましたがありましたがありましたがありましたけけけけれど、きょうもその中からおれど、きょうもその中からおれど、きょうもその中からおれど、きょうもその中からお答答答答ええええありましたが、ありましたが、ありましたが、ありましたが、屋屋屋屋上上上上屋屋屋屋

をををを架架架架すとか、何をすとか、何をすとか、何をすとか、何をややややるところかがわからないとか、それからるところかがわからないとか、それからるところかがわからないとか、それからるところかがわからないとか、それからややややってってってってみみみみていい事ていい事ていい事ていい事例例例例があれがあれがあれがあればばばば

後から後から後から後から考え考え考え考えるとか、そういった言るとか、そういった言るとか、そういった言るとか、そういった言葉葉葉葉、、、、断断断断片片片片的に思い出されるところです。それらの議的に思い出されるところです。それらの議的に思い出されるところです。それらの議的に思い出されるところです。それらの議論論論論かかかか

らららら随随随随分分分分時も経時も経時も経時も経過過過過しましたし、しましたし、しましたし、しましたし、報道報道報道報道によれによれによれによれば実際ば実際ば実際ば実際に事務局が立ち上がって、その部に事務局が立ち上がって、その部に事務局が立ち上がって、その部に事務局が立ち上がって、その部屋屋屋屋の中にの中にの中にの中に

デスデスデスデスククククがががが置置置置かれ、かれ、かれ、かれ、電話電話電話電話がががが引引引引かれかれかれかれパソパソパソパソコンコンコンコンがががが置置置置かれて、職員さかれて、職員さかれて、職員さかれて、職員さんんんんが１０が１０が１０が１０数数数数名名名名ぐぐぐぐらいお忙しそらいお忙しそらいお忙しそらいお忙しそ

うにされていたというのをうにされていたというのをうにされていたというのをうにされていたというのを目目目目の当たりにして、いよいよの当たりにして、いよいよの当たりにして、いよいよの当たりにして、いよいよ始始始始まったのかと思ったのですが、まったのかと思ったのですが、まったのかと思ったのですが、まったのかと思ったのですが、

それ以それ以それ以それ以降降降降も新も新も新も新聞聞聞聞ややややテレビ等のテレビ等のテレビ等のテレビ等の報道報道報道報道はありますはありますはありますはありますけけけけれども、れども、れども、れども、具体具体具体具体的にど的にど的にど的にどんんんんなことがなことがなことがなことが始始始始まったのまったのまったのまったの

かということについては私もまだわからない状かということについては私もまだわからない状かということについては私もまだわからない状かということについては私もまだわからない状態態態態なのですが、きょうのなのですが、きょうのなのですが、きょうのなのですが、きょうの質疑質疑質疑質疑の中からも一の中からも一の中からも一の中からも一

つつつつ浮浮浮浮きききき彫彫彫彫りになりましたりになりましたりになりましたりになりましたけけけけれども、入らないということだれども、入らないということだれども、入らないということだれども、入らないということだけけけけを前を前を前を前提提提提にしておにしておにしておにしてお答答答答ええええになりまになりまになりまになりま

すとすとすとすとややややっっっっぱぱぱぱり議り議り議り議論論論論がががが進み進み進み進みませませませませんんんんので、入った場合にはどうなるか。先ほどのので、入った場合にはどうなるか。先ほどのので、入った場合にはどうなるか。先ほどのので、入った場合にはどうなるか。先ほどの例え例え例え例えでいでいでいでいえばえばえばえば、、、、
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何をするところかわからない、あるいはいいところがあれ何をするところかわからない、あるいはいいところがあれ何をするところかわからない、あるいはいいところがあれ何をするところかわからない、あるいはいいところがあれば考えば考えば考えば考えるというるというるというるという問問問問いに対してはいに対してはいに対してはいに対しては

少少少少しずつしずつしずつしずつ見え見え見え見えてきたかと思います。こてきたかと思います。こてきたかと思います。こてきたかと思います。こんんんんなところがいいなところがいいなところがいいなところがいい効果効果効果効果であると、であると、であると、であると、期期期期待待待待されるされるされるされる効果効果効果効果がががが

ここここんんんんなことではないかというなことではないかというなことではないかというなことではないかという仮仮仮仮説説説説、そういうようなものも立てられる、そういうようなものも立てられる、そういうようなものも立てられる、そういうようなものも立てられる必必必必要が今後はあるか要が今後はあるか要が今後はあるか要が今後はあるか

と思います。と思います。と思います。と思います。

質問質問質問質問は１は１は１は１点点点点だだだだけけけけです。知事公室でおつくりになったです。知事公室でおつくりになったです。知事公室でおつくりになったです。知事公室でおつくりになった資料資料資料資料の中にの中にの中にの中に組織図組織図組織図組織図があります。１１があります。１１があります。１１があります。１１

ペペペペーーーージジジジ、、、、組織図組織図組織図組織図をををを見見見見ながら何をするのかの一ながら何をするのかの一ながら何をするのかの一ながら何をするのかの一端端端端がこのがこのがこのがこの表表表表の中にあらわれているかと思いまの中にあらわれているかと思いまの中にあらわれているかと思いまの中にあらわれているかと思いま

す。名はす。名はす。名はす。名は体体体体をあらわす、どをあらわす、どをあらわす、どをあらわす、どんんんんな名前のな名前のな名前のな名前の組織組織組織組織がどがどがどがどんんんんなことをしようとしているなことをしようとしているなことをしようとしているなことをしようとしている体体体体なのか、そなのか、そなのか、そなのか、そ

ういったことがうかがい知れるわういったことがうかがい知れるわういったことがうかがい知れるわういったことがうかがい知れるわけけけけなのですが。なのですが。なのですが。なのですが。

１１１１点点点点おおおお尋尋尋尋ねねねねしたいのは、広域連合議会は何のことなのかということを、きょうはしたいのは、広域連合議会は何のことなのかということを、きょうはしたいのは、広域連合議会は何のことなのかということを、きょうはしたいのは、広域連合議会は何のことなのかということを、きょうは少少少少しおしおしおしお

話話話話をををを聞聞聞聞かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。奈奈奈奈良県良県良県良県民民民民の方の方の方の方 々々々々で、関西広域連合の中に連合議会で、関西広域連合の中に連合議会で、関西広域連合の中に連合議会で、関西広域連合の中に連合議会

が設が設が設が設置置置置されるということをご理されるということをご理されるということをご理されるということをご理解解解解されている方は、されている方は、されている方は、されている方は、少少少少ないとないとないとないと予予予予想想想想します。議会議員の中でします。議会議員の中でします。議会議員の中でします。議会議員の中で

もももも断断断断片片片片的にしかわかられていないと的にしかわかられていないと的にしかわかられていないと的にしかわかられていないと予予予予想想想想するのです。このするのです。このするのです。このするのです。この機機機機会に、お調会に、お調会に、お調会に、お調べべべべになっているよになっているよになっているよになっているよ

うでしたらうでしたらうでしたらうでしたら教教教教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

具体具体具体具体的には的には的には的には幾幾幾幾つかありますつかありますつかありますつかありますけけけけれども、議員と呼ぶからには、この関西広域連合にれども、議員と呼ぶからには、この関西広域連合にれども、議員と呼ぶからには、この関西広域連合にれども、議員と呼ぶからには、この関西広域連合に参加参加参加参加ささささ

れている府県議会議員の中からこのれている府県議会議員の中からこのれている府県議会議員の中からこのれている府県議会議員の中からこの定定定定数数数数分分分分選選選選ばばばばれていかれるとれていかれるとれていかれるとれていかれると予予予予想想想想していますが、そうなしていますが、そうなしていますが、そうなしていますが、そうな

のでしょうか。府県議会議員から選のでしょうか。府県議会議員から選のでしょうか。府県議会議員から選のでしょうか。府県議会議員から選ばばばばれるのかどうか。それから、政れるのかどうか。それから、政れるのかどうか。それから、政れるのかどうか。それから、政令令令令市市市市がまだがまだがまだがまだ加加加加入して入して入して入して

いないわいないわいないわいないわけけけけですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、加加加加入した政入した政入した政入した政令令令令市市市市からも、この広域連合議会の議員に選からも、この広域連合議会の議員に選からも、この広域連合議会の議員に選からも、この広域連合議会の議員に選ばばばばれるのれるのれるのれるの

かどうか。それから、いつ選かどうか。それから、いつ選かどうか。それから、いつ選かどうか。それから、いつ選ばばばばれていつから会議がれていつから会議がれていつから会議がれていつから会議が始始始始まっていくのか。それから、ここがまっていくのか。それから、ここがまっていくのか。それから、ここがまっていくのか。それから、ここが

一一一一番番番番大大大大事ですが、何をするところなのかという事ですが、何をするところなのかという事ですが、何をするところなのかという事ですが、何をするところなのかという機機機機能能能能、そういったところ。ほかにもお調、そういったところ。ほかにもお調、そういったところ。ほかにもお調、そういったところ。ほかにもお調べべべべ

になっていることがあれになっていることがあれになっていることがあれになっていることがあればばばば教教教教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。我我我我 々々々々でももちろでももちろでももちろでももちろんんんん調調調調べべべべななななけけけけれれれれ

ばばばばいいいいけけけけないわないわないわないわけけけけなのですなのですなのですなのですけけけけれども、あるれども、あるれども、あるれども、ある程程程程度、度、度、度、予予予予想想想想がついてるところもありますがついてるところもありますがついてるところもありますがついてるところもありますけけけけれども、れども、れども、れども、

県県県県側側側側でおでおでおでお答答答答ええええいただいただいただいただけけけける部る部る部る部分分分分があれがあれがあれがあればばばばおおおお教教教教ええええいただきたいと思います。私からは以上です。いただきたいと思います。私からは以上です。いただきたいと思います。私からは以上です。いただきたいと思います。私からは以上です。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 関西広域連合議会の関西広域連合議会の関西広域連合議会の関西広域連合議会の件件件件でございます。まず、議員の選出でございまでございます。まず、議員の選出でございまでございます。まず、議員の選出でございまでございます。まず、議員の選出でございま

すすすすけけけけれども、これは各構成れども、これは各構成れども、これは各構成れども、これは各構成団体団体団体団体の議会で、各議会の議員から選の議会で、各議会の議員から選の議会で、各議会の議員から選の議会で、各議会の議員から選挙挙挙挙することになっておりますることになっておりますることになっておりますることになっておりま

す。す。す。す。

それから議席それから議席それから議席それから議席配分配分配分配分につきましては、先ほど申し上げました議員につきましては、先ほど申し上げました議員につきましては、先ほど申し上げました議員につきましては、先ほど申し上げました議員定定定定数数数数、今、今、今、今現在現在現在現在は２０名。は２０名。は２０名。は２０名。

それで各構成それで各構成それで各構成それで各構成団体団体団体団体のののの配分配分配分配分につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては均均均均等等等等割割割割と人と人と人と人口口口口割割割割のののの併用併用併用併用ということで、ということで、ということで、ということで、均均均均等等等等割割割割で構で構で構で構

成成成成団体団体団体団体に１人、それから人に１人、それから人に１人、それから人に１人、それから人口口口口割割割割では２５０では２５０では２５０では２５０万万万万人ごとに１人ということになっております。人ごとに１人ということになっております。人ごとに１人ということになっております。人ごとに１人ということになっております。

ですから、ですから、ですから、ですから、奈奈奈奈良県が入った場合は２名という良県が入った場合は２名という良県が入った場合は２名という良県が入った場合は２名という計計計計算算算算になるということでございます。になるということでございます。になるということでございます。になるということでございます。

それから、議会のそれから、議会のそれから、議会のそれから、議会の権権権権限でございます限でございます限でございます限でございますけけけけれども、れども、れども、れども、基基基基本的には本的には本的には本的には都道都道都道都道府県議会の議員の府県議会の議員の府県議会の議員の府県議会の議員の権権権権限と限と限と限と
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同同同同じじじじ権権権権限を限を限を限を有有有有しております。しております。しております。しております。予算や決算予算や決算予算や決算予算や決算の認の認の認の認定定定定、そういうものにつきましては、そういうものにつきましては、そういうものにつきましては、そういうものにつきましては基基基基本的に本的に本的に本的に同同同同

じじじじ権権権権限を限を限を限を有有有有しております。しております。しております。しております。

それから、任それから、任それから、任それから、任期期期期等につきましては、構成等につきましては、構成等につきましては、構成等につきましては、構成団体団体団体団体の議会の議員の任の議会の議員の任の議会の議員の任の議会の議員の任期期期期によることになっておによることになっておによることになっておによることになってお

ります。議会の開ります。議会の開ります。議会の開ります。議会の開催催催催につきましては年２につきましては年２につきましては年２につきましては年２回回回回、２月と、２月と、２月と、２月と８８８８月に開月に開月に開月に開催催催催されることになります。以されることになります。以されることになります。以されることになります。以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 広域行政調査特別委員会が設広域行政調査特別委員会が設広域行政調査特別委員会が設広域行政調査特別委員会が設置置置置されました。何を特別調査するのかというとされました。何を特別調査するのかというとされました。何を特別調査するのかというとされました。何を特別調査するのかというと

ころで一ころで一ころで一ころで一番心番心番心番心配配配配だったのは、関西広域連合のことについても入るだろうと、それが入るとだったのは、関西広域連合のことについても入るだろうと、それが入るとだったのは、関西広域連合のことについても入るだろうと、それが入るとだったのは、関西広域連合のことについても入るだろうと、それが入ると

争争争争点点点点がこの委員会がこれがこの委員会がこれがこの委員会がこれがこの委員会がこればばばばっかりになると、これが一っかりになると、これが一っかりになると、これが一っかりになると、これが一番心番心番心番心配配配配で、たまたま今で、たまたま今で、たまたま今で、たまたま今回回回回、新谷委員、新谷委員、新谷委員、新谷委員

がたちまちのがたちまちのがたちまちのがたちまちの奈奈奈奈良県の広域行政についてのことを良県の広域行政についてのことを良県の広域行政についてのことを良県の広域行政についてのことを少少少少しししし触触触触れられて、ああ、よかったと。れられて、ああ、よかったと。れられて、ああ、よかったと。れられて、ああ、よかったと。全全全全

く関西広域連合のことく関西広域連合のことく関西広域連合のことく関西広域連合のことばばばばかりになるというかりになるというかりになるというかりになるという心心心心配配配配が当たったなと。これは、これからの委員が当たったなと。これは、これからの委員が当たったなと。これは、これからの委員が当たったなと。これは、これからの委員

会をまた会をまた会をまた会をまた見見見見ていきたいと思いますていきたいと思いますていきたいと思いますていきたいと思いますけけけけれど、れど、れど、れど、我我我我 々々々々県議会議員は当県議会議員は当県議会議員は当県議会議員は当然然然然、今たちまちの、今たちまちの、今たちまちの、今たちまちの奈奈奈奈良県内良県内良県内良県内

の広域行政についてしっかりと、これはの広域行政についてしっかりと、これはの広域行政についてしっかりと、これはの広域行政についてしっかりと、これは直直直直近の県近の県近の県近の県民民民民のののの生生生生活活活活にににに結結結結びつくこと。また、関西広びつくこと。また、関西広びつくこと。また、関西広びつくこと。また、関西広

域連合、域連合、域連合、域連合、民民民民主主主主党党党党が連合、連合とさっきから言われるからが連合、連合とさっきから言われるからが連合、連合とさっきから言われるからが連合、連合とさっきから言われるからややややややややこしいこしいこしいこしいけけけけれど、広域連合と言れど、広域連合と言れど、広域連合と言れど、広域連合と言

ってもらわないと、ってもらわないと、ってもらわないと、ってもらわないと、民民民民主主主主党党党党が言ったら支が言ったら支が言ったら支が言ったら支持団体持団体持団体持団体の連合のことを言っているように思っての連合のことを言っているように思っての連合のことを言っているように思っての連合のことを言っているように思ってやややや

ややややこしいので、広域連合こしいので、広域連合こしいので、広域連合こしいので、広域連合ぐぐぐぐらいを言っていただきたい。らいを言っていただきたい。らいを言っていただきたい。らいを言っていただきたい。

東京東京東京東京からからからから衆衆衆衆議議議議院院院院議員です議員です議員です議員ですけけけけれどもれどもれどもれども電話電話電話電話がありました。奥山委員、関西広域連合についてがありました。奥山委員、関西広域連合についてがありました。奥山委員、関西広域連合についてがありました。奥山委員、関西広域連合について

答答答答ええええにくいだろうにくいだろうにくいだろうにくいだろうけけけけれど、ちょっとれど、ちょっとれど、ちょっとれど、ちょっと教教教教ええええてほしいのですと。これからてほしいのですと。これからてほしいのですと。これからてほしいのですと。これから奈奈奈奈良県議会もいろ良県議会もいろ良県議会もいろ良県議会もいろんんんん

なななな意見意見意見意見をををを検討検討検討検討しますと、しますと、しますと、しますと、参加参加参加参加すすすすべべべべき、き、き、き、参加参加参加参加すすすすべべべべきでない、いきでない、いきでない、いきでない、いやややや、、、、ゆゆゆゆっくり議っくり議っくり議っくり議論論論論しようと、しようと、しようと、しようと、

これでよかったのではないかと思っていますこれでよかったのではないかと思っていますこれでよかったのではないかと思っていますこれでよかったのではないかと思っていますけけけけれど、せっかくれど、せっかくれど、せっかくれど、せっかく電話電話電話電話をいただいたから、そをいただいたから、そをいただいたから、そをいただいたから、そ

のののの衆衆衆衆議議議議院院院院議員とは県内の議員とは県内の議員とは県内の議員とは県内の衆衆衆衆議議議議院院院院議員ではないのです議員ではないのです議員ではないのです議員ではないのですけけけけれども、平成のれども、平成のれども、平成のれども、平成の大大大大合合合合併併併併があって地方があって地方があって地方があって地方

議会議員がどれだ議会議員がどれだ議会議員がどれだ議会議員がどれだけけけけの議員の議員の議員の議員削削削削減減減減したかというのは、あなた、したかというのは、あなた、したかというのは、あなた、したかというのは、あなた、国国国国会議員、知っている会議員、知っている会議員、知っている会議員、知っているねねねねと、と、と、と、

失失失失礼礼礼礼だだだだけけけけど言いました。それをなど言いました。それをなど言いました。それをなど言いました。それをなぜぜぜぜ言ったかというと、言ったかというと、言ったかというと、言ったかというと、アアアアババババウウウウトトトトのののの数数数数字字字字でもわかりますかでもわかりますかでもわかりますかでもわかりますか

と言ったら、ううと言ったら、ううと言ったら、ううと言ったら、ううんんんんと言ったので、と言ったので、と言ったので、と言ったので、約約約約１１１１万万万万７７７７，，，，０００～０００～０００～０００～８８８８，，，，０００人は０００人は０００人は０００人は市町市町市町市町村議員、県会村議員、県会村議員、県会村議員、県会

議員の議員の議員の議員の数数数数はははは減減減減っていますと。地方っていますと。地方っていますと。地方っていますと。地方分権分権分権分権一一一一括法括法括法括法ができて、それは当時の自ができて、それは当時の自ができて、それは当時の自ができて、それは当時の自民民民民党党党党がががが与与与与党党党党のときのときのときのとき

につくったもので、それから何かしてくれましたかと、地方につくったもので、それから何かしてくれましたかと、地方につくったもので、それから何かしてくれましたかと、地方につくったもので、それから何かしてくれましたかと、地方分権分権分権分権のののの法法法法律律律律をつくりながら地をつくりながら地をつくりながら地をつくりながら地

方にいろ方にいろ方にいろ方にいろんんんんなななな権権権権力もお力もお力もお力もお金金金金も含めて、もっとも含めて、もっとも含めて、もっとも含めて、もっと効率化効率化効率化効率化をををを求求求求めようとすめようとすめようとすめようとすべべべべきなのにしてもらきなのにしてもらきなのにしてもらきなのにしてもらええええなななな

かったと。かったと。かったと。かったと。市町市町市町市町村議員、県議会議員は村議員、県議会議員は村議員、県議会議員は村議員、県議会議員は約約約約１１１１万万万万７７７７，，，，０００～０００～０００～０００～８８８８，，，，０００人も０００人も０００人も０００人も身身身身をををを削削削削って、そって、そって、そって、そ

して職員のして職員のして職員のして職員の削削削削減減減減もしていると。それをずっともしていると。それをずっともしていると。それをずっともしていると。それをずっとややややっているのに、っているのに、っているのに、っているのに、国国国国会議員の会議員の会議員の会議員の定定定定数数数数ささささええええ減減減減らしらしらしらし

ていないと。だからていないと。だからていないと。だからていないと。だから大阪大阪大阪大阪も含め、も含め、も含め、も含め、九州九州九州九州、関西も地域政、関西も地域政、関西も地域政、関西も地域政党党党党が、が、が、が、国国国国に任せてられないというこに任せてられないというこに任せてられないというこに任せてられないというこ

とで、関西広域連合のとで、関西広域連合のとで、関西広域連合のとで、関西広域連合の話話話話もどもどもどもどんんんんどどどどんんんん県県県県民民民民が興が興が興が興味味味味をををを持持持持つのですと。私にこういうつのですと。私にこういうつのですと。私にこういうつのですと。私にこういう電話電話電話電話をしてをしてをしてをして
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くるのだったら、くるのだったら、くるのだったら、くるのだったら、国国国国会議員、しっかりしてくださいと、これは会議員、しっかりしてくださいと、これは会議員、しっかりしてくださいと、これは会議員、しっかりしてくださいと、これは余談余談余談余談のののの話話話話。それをしてたと。それをしてたと。それをしてたと。それをしてたと

きに、あるきに、あるきに、あるきに、あるマスコミマスコミマスコミマスコミから連から連から連から連絡絡絡絡がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、奈奈奈奈良県議会、今度は関西広域連合についてい良県議会、今度は関西広域連合についてい良県議会、今度は関西広域連合についてい良県議会、今度は関西広域連合についてい

ろいろと協議されるのですろいろと協議されるのですろいろと協議されるのですろいろと協議されるのですねねねねと。ああ、特別委員会を設と。ああ、特別委員会を設と。ああ、特別委員会を設と。ああ、特別委員会を設置置置置しましたので、その中で関西広しましたので、その中で関西広しましたので、その中で関西広しましたので、その中で関西広

域連合についてのいろ域連合についてのいろ域連合についてのいろ域連合についてのいろんんんんなななな意見意見意見意見をををを話話話話し合いますよと。そのし合いますよと。そのし合いますよと。そのし合いますよと。そのマスコミマスコミマスコミマスコミの方、ということは当の方、ということは当の方、ということは当の方、ということは当

然然然然奈奈奈奈良県の良県の良県の良県のマスコミマスコミマスコミマスコミではなしにではなしにではなしにではなしに違違違違う府県の方ですう府県の方ですう府県の方ですう府県の方ですけけけけれども、いれども、いれども、いれども、いややややあ、私そのあ、私そのあ、私そのあ、私その意見意見意見意見、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県

議会の今の取り議会の今の取り議会の今の取り議会の今の取り組み組み組み組み、、、、非常非常非常非常にににに賛賛賛賛同同同同していますと。していますと。していますと。していますと。賛賛賛賛同同同同してるというのは、あるしてるというのは、あるしてるというのは、あるしてるというのは、ある意味意味意味意味でいうでいうでいうでいう

と関西広域連合がと関西広域連合がと関西広域連合がと関西広域連合が海海海海のものとも山のものともわからないままに各知事がのものとも山のものともわからないままに各知事がのものとも山のものともわからないままに各知事がのものとも山のものともわからないままに各知事が集集集集まって、議会でまって、議会でまって、議会でまって、議会で

ももももんんんんだところもありますだところもありますだところもありますだところもありますけけけけれど、その中れど、その中れど、その中れど、その中身身身身はとりあはとりあはとりあはとりあええええず入ってず入ってず入ってず入ってみみみみようではないかというようではないかというようではないかというようではないかという案案案案

だったと。今だったと。今だったと。今だったと。今考え考え考え考えててててみみみみたら、たら、たら、たら、奈奈奈奈良県は良県は良県は良県は遅遅遅遅いいいい遅遅遅遅いといっていといっていといっていといって大阪大阪大阪大阪府知事からも府知事からも府知事からも府知事からも集集集集中中中中攻撃攻撃攻撃攻撃受受受受けけけけてててて

いるいるいるいるけけけけれども、一から行政れども、一から行政れども、一から行政れども、一から行政側側側側は知事は入らないは知事は入らないは知事は入らないは知事は入らない姿勢姿勢姿勢姿勢でいろいろ来るだろうと、でも議員はでいろいろ来るだろうと、でも議員はでいろいろ来るだろうと、でも議員はでいろいろ来るだろうと、でも議員は

入る入る入る入るべべべべきだという議員もたくさきだという議員もたくさきだという議員もたくさきだという議員もたくさんんんんいると。いると。いると。いると。勉勉勉勉強強強強したいという議員もいる、したいという議員もいる、したいという議員もいる、したいという議員もいる、反反反反対の議員もい対の議員もい対の議員もい対の議員もい

ると、この協議が今これからると、この協議が今これからると、この協議が今これからると、この協議が今これから半半半半年か１年か、い年か１年か、い年か１年か、い年か１年か、いやややや、一、一、一、一応応応応２年になっていますとは言っとき２年になっていますとは言っとき２年になっていますとは言っとき２年になっていますとは言っとき

ましたましたましたましたけけけけれども、その協議をすることにれども、その協議をすることにれども、その協議をすることにれども、その協議をすることに非常非常非常非常にににに評評評評価価価価していただいたと。ああ、こういうしていただいたと。ああ、こういうしていただいたと。ああ、こういうしていただいたと。ああ、こういうママママ

スコミスコミスコミスコミのののの見見見見方もあるのかと方もあるのかと方もあるのかと方もあるのかと実実実実は思っておりました。これからきょう１は思っておりました。これからきょう１は思っておりました。これからきょう１は思っておりました。これからきょう１回回回回目目目目として、しっかとして、しっかとして、しっかとして、しっか

りとこの特別委員会で、当りとこの特別委員会で、当りとこの特別委員会で、当りとこの特別委員会で、当然然然然奈奈奈奈良県の広域行政のことも良県の広域行政のことも良県の広域行政のことも良県の広域行政のことも質質質質したいし、関西広域連合についしたいし、関西広域連合についしたいし、関西広域連合についしたいし、関西広域連合につい

てもいろいろと、私も知らないことがたくさてもいろいろと、私も知らないことがたくさてもいろいろと、私も知らないことがたくさてもいろいろと、私も知らないことがたくさんんんんありますということでありますということでありますということでありますということで進進進進めたいと思っておめたいと思っておめたいと思っておめたいと思ってお

ります。きょうはります。きょうはります。きょうはります。きょうはススススタタタターーーートトトトですから、ですから、ですから、ですから、ぜひぜひぜひぜひとも委員長をとも委員長をとも委員長をとも委員長を筆筆筆筆頭頭頭頭に、に、に、に、目目目目の前の広域行政のの前の広域行政のの前の広域行政のの前の広域行政の話話話話もももも

物物物物すごくすごくすごくすごく大大大大事だと、それでまた、関西広域連合についてもしっかりと議事だと、それでまた、関西広域連合についてもしっかりと議事だと、それでまた、関西広域連合についてもしっかりと議事だと、それでまた、関西広域連合についてもしっかりと議論論論論してしてしてして賛賛賛賛成成成成側側側側、、、、反反反反

対対対対側側側側のののの意見意見意見意見でどでどでどでどんんんんどどどどんんんん交交交交わし合って、そしてわし合って、そしてわし合って、そしてわし合って、そして我我我我 々々々々議員が県議員が県議員が県議員が県民民民民にいろにいろにいろにいろんんんんなことをなことをなことをなことを問問問問われても、われても、われても、われても、

いいいいややややあとあとあとあと頭頭頭頭をかいているよりも、いをかいているよりも、いをかいているよりも、いをかいているよりも、いやややや、こういうことですよという、こういうことですよという、こういうことですよという、こういうことですよという説明説明説明説明できるような委員できるような委員できるような委員できるような委員

会でありたいなと思っています。きょうは、会でありたいなと思っています。きょうは、会でありたいなと思っています。きょうは、会でありたいなと思っています。きょうは、改改改改めてこれについてのめてこれについてのめてこれについてのめてこれについての質問質問質問質問、、、、意見意見意見意見ということということということということ

はございませはございませはございませはございませんんんんので、ので、ので、ので、最最最最後に一人後に一人後に一人後に一人残残残残りましたので言わせていただきました。りましたので言わせていただきました。りましたので言わせていただきました。りましたので言わせていただきました。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 最最最最初の議会です初の議会です初の議会です初の議会ですけけけけれども、れども、れども、れども、皆皆皆皆ささささんんんんのののの期期期期待待待待がががが非常非常非常非常にににに大大大大きいということをきいということをきいということをきいということを感感感感

じながらじながらじながらじながら聞聞聞聞かせていただいておりました。かせていただいておりました。かせていただいておりました。かせていただいておりました。

近畿の被災地の人的支援近畿の被災地の人的支援近畿の被災地の人的支援近畿の被災地の人的支援資料資料資料資料を出していただいておりますを出していただいておりますを出していただいておりますを出していただいておりますけけけけれども、広域行政調査特別れども、広域行政調査特別れども、広域行政調査特別れども、広域行政調査特別

委員会ということで委員会ということで委員会ということで委員会ということで消消消消防防防防の広域の広域の広域の広域化化化化のののの問問問問題題題題なども１つの課なども１つの課なども１つの課なども１つの課題題題題になっておりますので、きのうになっておりますので、きのうになっておりますので、きのうになっておりますので、きのう

２つの２つの２つの２つの組組組組合をお合をお合をお合をお訪訪訪訪ねねねねしていろいろおしていろいろおしていろいろおしていろいろお話話話話をををを聞聞聞聞かせていただいてまいりました。今かせていただいてまいりました。今かせていただいてまいりました。今かせていただいてまいりました。今回回回回の被災地の被災地の被災地の被災地

へどこのへどこのへどこのへどこの指示指示指示指示でどのように場所をでどのように場所をでどのように場所をでどのように場所を決決決決めていったのですかということをめていったのですかということをめていったのですかということをめていったのですかということを聞聞聞聞かせていただきまかせていただきまかせていただきまかせていただきま

したら、したら、したら、したら、消消消消防防防防はすはすはすはすべべべべてててて消消消消防防防防庁庁庁庁からどこに行きなさいというからどこに行きなさいというからどこに行きなさいというからどこに行きなさいという指示指示指示指示が出るので、それのが出るので、それのが出るので、それのが出るので、それの指示指示指示指示にににに

従従従従って県を介して行かせてもらいましたというごって県を介して行かせてもらいましたというごって県を介して行かせてもらいましたというごって県を介して行かせてもらいましたというご返返返返事で、これを事で、これを事で、これを事で、これを見見見見ましたらましたらましたらましたら確確確確かにそのよかにそのよかにそのよかにそのよ
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うになっております。そうなりますと、その関西広域連合で行ったというところは、このうになっております。そうなりますと、その関西広域連合で行ったというところは、このうになっております。そうなりますと、その関西広域連合で行ったというところは、このうになっております。そうなりますと、その関西広域連合で行ったというところは、この

表表表表を入れるとなったらを入れるとなったらを入れるとなったらを入れるとなったら消消消消防防防防庁庁庁庁と知事のと知事のと知事のと知事の間間間間に入るのか、それともに入るのか、それともに入るのか、それともに入るのか、それとも消消消消防防防防庁庁庁庁と知事のその後に関と知事のその後に関と知事のその後に関と知事のその後に関

西広域連合が入るのか、一西広域連合が入るのか、一西広域連合が入るのか、一西広域連合が入るのか、一体体体体どういうようなどういうようなどういうようなどういうようなルルルルーーーートトトトで行ったことになるのかが、もしわかで行ったことになるのかが、もしわかで行ったことになるのかが、もしわかで行ったことになるのかが、もしわか

りましたらおりましたらおりましたらおりましたらお尋尋尋尋ねねねねしたいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。

それから、それから、それから、それから、予算予算予算予算のののの点点点点ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、資料資料資料資料の１５の１５の１５の１５ペペペペーーーージジジジ、経、経、経、経費費費費というのが出ております。というのが出ております。というのが出ております。というのが出ております。

総総総総務務務務費費費費はははは大体大体大体大体事務的な経事務的な経事務的な経事務的な経費費費費でででで想像想像想像想像つきますつきますつきますつきますけけけけれども、事れども、事れども、事れども、事業費業費業費業費、それから特、それから特、それから特、それから特定定定定事事事事業費業費業費業費につきにつきにつきにつき

ましては出しているところがましては出しているところがましては出しているところがましては出しているところが京京京京都都都都府、府、府、府、兵庫兵庫兵庫兵庫県、県、県、県、鳥鳥鳥鳥取県だ取県だ取県だ取県だけけけけで、ほかのところはで、ほかのところはで、ほかのところはで、ほかのところはゼゼゼゼロロロロとなっとなっとなっとなっ

ておりますが、この中ておりますが、この中ておりますが、この中ておりますが、この中身身身身は一は一は一は一体体体体どういうものか、もしわかりましたらどういうものか、もしわかりましたらどういうものか、もしわかりましたらどういうものか、もしわかりましたら教教教教ええええ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

と思います。と思います。と思います。と思います。

それと、このそれと、このそれと、このそれと、このややややりとりの中でりとりの中でりとりの中でりとりの中で非常非常非常非常にににに大大大大事だと思って事だと思って事だと思って事だと思って聞聞聞聞かせていただきましたのは、田中かせていただきましたのは、田中かせていただきましたのは、田中かせていただきましたのは、田中

地域振興部長が言われておりました、これまでは地域振興部長が言われておりました、これまでは地域振興部長が言われておりました、これまでは地域振興部長が言われておりました、これまではササササービービービービススススをををを提提提提供供供供のののの側側側側から広域行政をから広域行政をから広域行政をから広域行政を考え考え考え考え

ていたていたていたていたけけけけれども、れども、れども、れども、ササササービービービービススススをををを受受受受けけけけるるるる側側側側からからからから考え考え考え考えていくという、そういうことでていくという、そういうことでていくという、そういうことでていくという、そういうことで進進進進めていきめていきめていきめていき

たいと言われましたが、まさにそのとおりだとたいと言われましたが、まさにそのとおりだとたいと言われましたが、まさにそのとおりだとたいと言われましたが、まさにそのとおりだと感感感感じております。じております。じております。じております。

６月の初めに６月の初めに６月の初めに６月の初めに福福福福島島島島県に県に県に県に炊炊炊炊き出しに行かせていただきましたときに、き出しに行かせていただきましたときに、き出しに行かせていただきましたときに、き出しに行かせていただきましたときに、奈奈奈奈良県は良県は良県は良県は現現現現地からの地からの地からの地からの

要要要要請請請請でということをでということをでということをでということを盛盛盛盛んんんんに言われまして、支援に言われまして、支援に言われまして、支援に言われまして、支援物物物物資資資資に何をに何をに何をに何を持持持持っていくか、っていくか、っていくか、っていくか、現現現現地からの要地からの要地からの要地からの要請請請請

があがあがあがあんんんんまりないとかと、いろいろなそうしたまりないとかと、いろいろなそうしたまりないとかと、いろいろなそうしたまりないとかと、いろいろなそうした話話話話ののののややややりとりがありますりとりがありますりとりがありますりとりがありますけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その現現現現地地地地

の要の要の要の要請請請請というのは、というのは、というのは、というのは、例えば例えば例えば例えば被災県から、うちの県ではこれが被災県から、うちの県ではこれが被災県から、うちの県ではこれが被災県から、うちの県ではこれが足足足足らないということが来るとらないということが来るとらないということが来るとらないということが来ると

いうことになるのだろうと思うのですが、それは県がそれぞれの被災地の人たちのいうことになるのだろうと思うのですが、それは県がそれぞれの被災地の人たちのいうことになるのだろうと思うのですが、それは県がそれぞれの被災地の人たちのいうことになるのだろうと思うのですが、それは県がそれぞれの被災地の人たちの現現現現状を状を状を状を

しっかりつかしっかりつかしっかりつかしっかりつかんんんんだ上でこれがだ上でこれがだ上でこれがだ上でこれが必必必必要だということが要だということが要だということが要だということが提提提提供供供供できたときに初めてできたときに初めてできたときに初めてできたときに初めて現現現現地からの要地からの要地からの要地からの要請請請請

ということになるのであって、私はいわきということになるのであって、私はいわきということになるのであって、私はいわきということになるのであって、私はいわき市市市市に行きましたが、二に行きましたが、二に行きましたが、二に行きましたが、二手手手手にににに分分分分かれてかれてかれてかれて四倉四倉四倉四倉高高高高校校校校のののの

体体体体育館育館育館育館と、それから平の公と、それから平の公と、それから平の公と、それから平の公民民民民館館館館と２と２と２と２カカカカ所行きました所行きました所行きました所行きましたけけけけれども、れども、れども、れども、同同同同じいわきじいわきじいわきじいわき市市市市内でもそれぞ内でもそれぞ内でもそれぞ内でもそれぞ

れれれれややややはりはりはりはり避難避難避難避難している場所によって要している場所によって要している場所によって要している場所によって要望望望望とかがとかがとかがとかが随随随随分分分分違違違違うというようなこともうというようなこともうというようなこともうというようなことも感感感感じまして、じまして、じまして、じまして、

本当にきめの本当にきめの本当にきめの本当にきめの細細細細かい対かい対かい対かい対応応応応というのがこうしたときに本当にというのがこうしたときに本当にというのがこうしたときに本当にというのがこうしたときに本当に必必必必要だというようなことを要だというようなことを要だというようなことを要だというようなことを実実実実感感感感

してまいりました。これから議してまいりました。これから議してまいりました。これから議してまいりました。これから議論論論論をずっとをずっとをずっとをずっと進進進進めていくことになりますめていくことになりますめていくことになりますめていくことになりますけけけけれども、そういうれども、そういうれども、そういうれども、そういう

実際実際実際実際ににににササササービービービービススススをををを受受受受けけけけるるるる住民住民住民住民のののの目目目目線線線線で、この広域の関西広域連合もで、この広域の関西広域連合もで、この広域の関西広域連合もで、この広域の関西広域連合も奈奈奈奈良県の広域行政につ良県の広域行政につ良県の広域行政につ良県の広域行政につ

いても議いても議いても議いても議論論論論をををを進進進進めていきたいと思っております。先ほどの２めていきたいと思っております。先ほどの２めていきたいと思っております。先ほどの２めていきたいと思っております。先ほどの２点点点点について、わかりましたらについて、わかりましたらについて、わかりましたらについて、わかりましたら

おおお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。

○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長○松山防災統括室長 消消消消防防防防庁庁庁庁のののの指示指示指示指示経経経経路路路路が関西広域連合の構成県に対してが関西広域連合の構成県に対してが関西広域連合の構成県に対してが関西広域連合の構成県に対して直直直直接接接接入ったのか、入ったのか、入ったのか、入ったのか、

広域連合長であります広域連合長であります広域連合長であります広域連合長であります兵庫兵庫兵庫兵庫県知事を介して入ったのか、今のところわかりませ県知事を介して入ったのか、今のところわかりませ県知事を介して入ったのか、今のところわかりませ県知事を介して入ったのか、今のところわかりませんんんん。。。。

○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 事事事事業費業費業費業費、特、特、特、特定定定定事事事事業費業費業費業費のののの件件件件でございますでございますでございますでございますけけけけれども、事れども、事れども、事れども、事業業業業者の者の者の者の総総総総額額額額につにつにつにつ
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きましてはきましてはきましてはきましては防防防防災、災、災、災、観観観観光光光光・文・文・文・文化化化化とかとかとかとか７分７分７分７分野の野の野の野の計計計計画画画画の策の策の策の策定定定定経経経経費費費費がががが最最最最もももも大大大大きな事きな事きな事きな事業費業費業費業費になっておになっておになっておになってお

ります。特ります。特ります。特ります。特定定定定事事事事業費業費業費業費につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましてはドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリの運の運の運の運航航航航経経経経費費費費がががが京京京京都都都都府、府、府、府、兵庫兵庫兵庫兵庫県、県、県、県、鳥鳥鳥鳥取県で取県で取県で取県で

行われますので、その３県がそれぞれで運行われますので、その３県がそれぞれで運行われますので、その３県がそれぞれで運行われますので、その３県がそれぞれで運航航航航割割割割でででで費用費用費用費用がががが案分案分案分案分されております。されております。されております。されております。

それぞれその各府県に対するそれぞれその各府県に対するそれぞれその各府県に対するそれぞれその各府県に対する費用費用費用費用按按按按分分分分につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、例えば例えば例えば例えば広域広域広域広域防防防防災ですと人災ですと人災ですと人災ですと人口口口口割割割割、、、、

広域広域広域広域観観観観光光光光・文・文・文・文化化化化振興ですと人振興ですと人振興ですと人振興ですと人口口口口とととと宿泊宿泊宿泊宿泊施設で施設で施設で施設で半々半々半々半々でででで割割割割っているとか、そういう経っているとか、そういう経っているとか、そういう経っているとか、そういう経費費費費のののの按按按按分分分分

をしております。以上でございます。をしております。以上でございます。をしております。以上でございます。をしております。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 ほかにございませほかにございませほかにございませほかにございませんんんんか。か。か。か。

私から何私から何私から何私から何点点点点か、か、か、か、質問質問質問質問ではないのですではないのですではないのですではないのですけけけけれど、れど、れど、れど、資料資料資料資料請請請請求求求求をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。

まず、県内のまず、県内のまず、県内のまず、県内の市町市町市町市町村連村連村連村連携携携携のののの進進進進捗捗捗捗状況、これからの状況、これからの状況、これからの状況、これからの予定予定予定予定がもしあれがもしあれがもしあれがもしあればばばば、次、次、次、次回回回回にでもお願いにでもお願いにでもお願いにでもお願い

したいと思います。広域連したいと思います。広域連したいと思います。広域連したいと思います。広域連携携携携とととと叫叫叫叫ばばばばれておりますれておりますれておりますれておりますけけけけれども、れども、れども、れども、実際実際実際実際どうなっているのか、今どうなっているのか、今どうなっているのか、今どうなっているのか、今

後どういうことを協議されていくのかというのを後どういうことを協議されていくのかというのを後どういうことを協議されていくのかというのを後どういうことを協議されていくのかというのを聞聞聞聞きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

それから、課それから、課それから、課それから、課題題題題のののの抽抽抽抽出のために何を行う出のために何を行う出のために何を行う出のために何を行う組織組織組織組織なのか、広域連合関係のなのか、広域連合関係のなのか、広域連合関係のなのか、広域連合関係の資料資料資料資料のまとめを事のまとめを事のまとめを事のまとめを事

務局にお願いしたいと思います。各府県の議会の議務局にお願いしたいと思います。各府県の議会の議務局にお願いしたいと思います。各府県の議会の議務局にお願いしたいと思います。各府県の議会の議論論論論も含め、も含め、も含め、も含め、インインインインタタタターーーーネネネネットットットットでででで探探探探しますしますしますします

とととと結結結結構構構構資料資料資料資料等が出てきます。次等が出てきます。次等が出てきます。次等が出てきます。次回回回回の議員の議員の議員の議員間討間討間討間討議のために委員に議のために委員に議のために委員に議のために委員に資料提資料提資料提資料提供供供供をお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいと

思います。思います。思います。思います。

そして、関西広域連合は特別地方自そして、関西広域連合は特別地方自そして、関西広域連合は特別地方自そして、関西広域連合は特別地方自治体治体治体治体ですですですですけけけけれども、第１れども、第１れども、第１れども、第１フェフェフェフェーーーーズズズズのののの段階段階段階段階の事務の内の事務の内の事務の内の事務の内

容容容容に関して、特別地方自に関して、特別地方自に関して、特別地方自に関して、特別地方自治体治体治体治体でなでなでなでなけけけけれれれればばばばならないのか、また広域連ならないのか、また広域連ならないのか、また広域連ならないのか、また広域連携携携携でも可でも可でも可でも可能能能能かというのかというのかというのかというの

を、理事者を、理事者を、理事者を、理事者側側側側と関西広域連合事務局にもと関西広域連合事務局にもと関西広域連合事務局にもと関西広域連合事務局にも依頼依頼依頼依頼をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。

それから関西広域連合議会ですそれから関西広域連合議会ですそれから関西広域連合議会ですそれから関西広域連合議会ですけけけけれども、議会の中でいろいろ議れども、議会の中でいろいろ議れども、議会の中でいろいろ議れども、議会の中でいろいろ議案や予算案や予算案や予算案や予算はははは提提提提出されて出されて出されて出されて

おりますおりますおりますおりますけけけけれども、議事れども、議事れども、議事れども、議事録録録録がないのです。その議事がないのです。その議事がないのです。その議事がないのです。その議事録録録録を関西広域連合事務局にお願いしたを関西広域連合事務局にお願いしたを関西広域連合事務局にお願いしたを関西広域連合事務局にお願いした

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

今後、先ほどから言われてます今後、先ほどから言われてます今後、先ほどから言われてます今後、先ほどから言われてます参考参考参考参考人、それから人、それから人、それから人、それから視察視察視察視察などは、後ほどまた協議してなどは、後ほどまた協議してなどは、後ほどまた協議してなどは、後ほどまた協議して進進進進めめめめ

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

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルのののの進進進進捗捗捗捗状況、状況、状況、状況、受受受受給給給給者者者者側側側側の立場に立ったいろの立場に立ったいろの立場に立ったいろの立場に立ったいろんんんんなテーなテーなテーなテーママママ、、、、

課課課課題題題題のののの解解解解決決決決にににに向け向け向け向けた、そのた、そのた、そのた、その進進進進捗捗捗捗状況は状況は状況は状況は随随随随時、この委員会でご時、この委員会でご時、この委員会でご時、この委員会でご報告報告報告報告させていただくさせていただくさせていただくさせていただく予定予定予定予定でごでごでごでご

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

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。

以上、ほかに以上、ほかに以上、ほかに以上、ほかに資料資料資料資料請請請請求求求求等ございましたら、また後日、言ってこられたらと思います。等ございましたら、また後日、言ってこられたらと思います。等ございましたら、また後日、言ってこられたらと思います。等ございましたら、また後日、言ってこられたらと思います。

ほかになほかになほかになほかになけけけけれれれ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ををを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、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもち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。


