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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９月２０日（火） １０：０４～１２：１１平成２３年９月２０日（火） １０：０４～１２：１１平成２３年９月２０日（火） １０：０４～１２：１１平成２３年９月２０日（火） １０：０４～１２：１１

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 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）報告事項（１）報告事項（１）報告事項（１）報告事項

① 奈良県の消防広域化について① 奈良県の消防広域化について① 奈良県の消防広域化について① 奈良県の消防広域化について

② 国民健康保険の広域化に向けた取組について② 国民健康保険の広域化に向けた取組について② 国民健康保険の広域化に向けた取組について② 国民健康保険の広域化に向けた取組について

③ 近畿地方整備局の″まるごと″移管に対する奈良県の考え方③ 近畿地方整備局の″まるごと″移管に対する奈良県の考え方③ 近畿地方整備局の″まるごと″移管に対する奈良県の考え方③ 近畿地方整備局の″まるごと″移管に対する奈良県の考え方

④ 近畿経済産業局の″まるごと″移管に対する奈良県の考え方④ 近畿経済産業局の″まるごと″移管に対する奈良県の考え方④ 近畿経済産業局の″まるごと″移管に対する奈良県の考え方④ 近畿経済産業局の″まるごと″移管に対する奈良県の考え方

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいまの報告、その他の事項も含めまして理事者への質疑等それでは、ただいまの報告、その他の事項も含めまして理事者への質疑等それでは、ただいまの報告、その他の事項も含めまして理事者への質疑等それでは、ただいまの報告、その他の事項も含めまして理事者への質疑等

があればご発言願います。があればご発言願います。があればご発言願います。があればご発言願います。

なお、後ほど委員間討議の時間をとりたいと思いますので、この時間は理事者への質疑なお、後ほど委員間討議の時間をとりたいと思いますので、この時間は理事者への質疑なお、後ほど委員間討議の時間をとりたいと思いますので、この時間は理事者への質疑なお、後ほど委員間討議の時間をとりたいと思いますので、この時間は理事者への質疑

等に限らせていただきます。等に限らせていただきます。等に限らせていただきます。等に限らせていただきます。

それでは、ご発言願います。それでは、ご発言願います。それでは、ご発言願います。それでは、ご発言願います。
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○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 まず、台風１２号における災害への取り組み、大変皆様ご苦労さまです。引まず、台風１２号における災害への取り組み、大変皆様ご苦労さまです。引まず、台風１２号における災害への取り組み、大変皆様ご苦労さまです。引まず、台風１２号における災害への取り組み、大変皆様ご苦労さまです。引

き続き対応よろしくお願い申し上げます。き続き対応よろしくお願い申し上げます。き続き対応よろしくお願い申し上げます。き続き対応よろしくお願い申し上げます。

その関連で、きょうは消防広域化について説明がございました。これは民主党の森川議その関連で、きょうは消防広域化について説明がございました。これは民主党の森川議その関連で、きょうは消防広域化について説明がございました。これは民主党の森川議その関連で、きょうは消防広域化について説明がございました。これは民主党の森川議

員もことしの２月議会で一般質問をされておられ、その前に奥山議員も質問をされておら員もことしの２月議会で一般質問をされておられ、その前に奥山議員も質問をされておら員もことしの２月議会で一般質問をされておられ、その前に奥山議員も質問をされておら員もことしの２月議会で一般質問をされておられ、その前に奥山議員も質問をされておら

れました。その中で、もうかなり以前になるのですが、奈良市が負担金について異議があれました。その中で、もうかなり以前になるのですが、奈良市が負担金について異議があれました。その中で、もうかなり以前になるのですが、奈良市が負担金について異議があれました。その中で、もうかなり以前になるのですが、奈良市が負担金について異議があ

るとかないとかという報道ではなかったかと記憶いたしております。今現在の消防に係るるとかないとかという報道ではなかったかと記憶いたしております。今現在の消防に係るるとかないとかという報道ではなかったかと記憶いたしております。今現在の消防に係るるとかないとかという報道ではなかったかと記憶いたしております。今現在の消防に係る

費用以上に負担金を支払わなければならない試算になっているということで、脱退かとい費用以上に負担金を支払わなければならない試算になっているということで、脱退かとい費用以上に負担金を支払わなければならない試算になっているということで、脱退かとい費用以上に負担金を支払わなければならない試算になっているということで、脱退かとい

う。そんな記事ではなかったかわかりませんが、そういったことも記事から感じとったとう。そんな記事ではなかったかわかりませんが、そういったことも記事から感じとったとう。そんな記事ではなかったかわかりませんが、そういったことも記事から感じとったとう。そんな記事ではなかったかわかりませんが、そういったことも記事から感じとったと

ころでございまして、非常に危惧しているところでございます。奈良県１消防本部というころでございまして、非常に危惧しているところでございます。奈良県１消防本部というころでございまして、非常に危惧しているところでございます。奈良県１消防本部というころでございまして、非常に危惧しているところでございます。奈良県１消防本部という

観点で進められているこの広域消防でありますから、どこが脱退とか、そういったことの観点で進められているこの広域消防でありますから、どこが脱退とか、そういったことの観点で進められているこの広域消防でありますから、どこが脱退とか、そういったことの観点で進められているこの広域消防でありますから、どこが脱退とか、そういったことの

ないような方向で進めていただきたいと願うばかりでございます。しかしながら、全国のないような方向で進めていただきたいと願うばかりでございます。しかしながら、全国のないような方向で進めていただきたいと願うばかりでございます。しかしながら、全国のないような方向で進めていただきたいと願うばかりでございます。しかしながら、全国の

さまざまな状況を調べてみますと、いち早く広域消防に取り組んだところが、県１消防本さまざまな状況を調べてみますと、いち早く広域消防に取り組んだところが、県１消防本さまざまな状況を調べてみますと、いち早く広域消防に取り組んだところが、県１消防本さまざまな状況を調べてみますと、いち早く広域消防に取り組んだところが、県１消防本

部で進んでいたのが、県２消防本部になっているという現状もちらほらお聞きいたしてお部で進んでいたのが、県２消防本部になっているという現状もちらほらお聞きいたしてお部で進んでいたのが、県２消防本部になっているという現状もちらほらお聞きいたしてお部で進んでいたのが、県２消防本部になっているという現状もちらほらお聞きいたしてお

りまして、今後この協議会の中でいろいろ進められてまいりますけれども、脱退も可能でりまして、今後この協議会の中でいろいろ進められてまいりますけれども、脱退も可能でりまして、今後この協議会の中でいろいろ進められてまいりますけれども、脱退も可能でりまして、今後この協議会の中でいろいろ進められてまいりますけれども、脱退も可能で

あるのかが１点、それと、脱退するとどういったことが懸念されるのかということもあわあるのかが１点、それと、脱退するとどういったことが懸念されるのかということもあわあるのかが１点、それと、脱退するとどういったことが懸念されるのかということもあわあるのかが１点、それと、脱退するとどういったことが懸念されるのかということもあわ

せてお聞きしたいと思っております。せてお聞きしたいと思っております。せてお聞きしたいと思っております。せてお聞きしたいと思っております。

それと、さまざまな課題が浮き彫りになってきていると思っております。当然今の負担それと、さまざまな課題が浮き彫りになってきていると思っております。当然今の負担それと、さまざまな課題が浮き彫りになってきていると思っております。当然今の負担それと、さまざまな課題が浮き彫りになってきていると思っております。当然今の負担

金の件、あるいは金の件、あるいは金の件、あるいは金の件、あるいは財財財財産の件、あるいは産の件、あるいは産の件、あるいは産の件、あるいは給与給与給与給与、、、、手手手手当の件、そういった事当の件、そういった事当の件、そういった事当の件、そういった事柄柄柄柄が今現在それが今現在それが今現在それが今現在それぞぞぞぞれれれれ

の市消防、あるいは組の市消防、あるいは組の市消防、あるいは組の市消防、あるいは組合合合合消防が懸念している消防が懸念している消防が懸念している消防が懸念している内容内容内容内容ではないかと思っております。あるいはではないかと思っております。あるいはではないかと思っております。あるいはではないかと思っております。あるいは

職員職員職員職員配置配置配置配置といったことも懸念されておられるとお聞きいたしていますので、もし今現在調といったことも懸念されておられるとお聞きいたしていますので、もし今現在調といったことも懸念されておられるとお聞きいたしていますので、もし今現在調といったことも懸念されておられるとお聞きいたしていますので、もし今現在調

査査査査してわかることがあればお聞きかせいただきたいと思っております。してわかることがあればお聞きかせいただきたいと思っております。してわかることがあればお聞きかせいただきたいと思っております。してわかることがあればお聞きかせいただきたいと思っております。

もう１点は、関もう１点は、関もう１点は、関もう１点は、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合についてお聞きいたしますが、現在台風１２号による関係でについてお聞きいたしますが、現在台風１２号による関係でについてお聞きいたしますが、現在台風１２号による関係でについてお聞きいたしますが、現在台風１２号による関係で

取り組みをされている取り組みをされている取り組みをされている取り組みをされている最最最最中でありますけれど、あえてお聞きをさせていただきたいと思い中でありますけれど、あえてお聞きをさせていただきたいと思い中でありますけれど、あえてお聞きをさせていただきたいと思い中でありますけれど、あえてお聞きをさせていただきたいと思い

ます。防災にます。防災にます。防災にます。防災に特特特特化してお化してお化してお化してお話話話話をいたしますけれども、これは全くをいたしますけれども、これは全くをいたしますけれども、これは全くをいたしますけれども、これは全く責責責責めるめるめるめる気持気持気持気持ちはないのですちはないのですちはないのですちはないのです

が、が、が、が、６６６６月の広域月の広域月の広域月の広域行政行政行政行政調調調調査特別査特別査特別査特別委員会におきまして知事公室長は今委員会におきまして知事公室長は今委員会におきまして知事公室長は今委員会におきまして知事公室長は今回回回回の防災の防災の防災の防災計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しはしはしはしは

受援受援受援受援という観点で考えていると。また支という観点で考えていると。また支という観点で考えていると。また支という観点で考えていると。また支援援援援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想定想定想定想定にこのにこのにこのにこの見直見直見直見直しをしをしをしをややややってってってって

いるということでございました。しかしながら、今いるということでございました。しかしながら、今いるということでございました。しかしながら、今いるということでございました。しかしながら、今回回回回このような中で関このような中で関このような中で関このような中で関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合からのからのからのからの

支支支支援援援援もももも受受受受けているというのが現状でございます。けているというのが現状でございます。けているというのが現状でございます。けているというのが現状でございます。

それともう１点、これはそれともう１点、これはそれともう１点、これはそれともう１点、これは荒荒荒荒井知事の言井知事の言井知事の言井知事の言葉葉葉葉でございますので、あえてお聞きすることはなでございますので、あえてお聞きすることはなでございますので、あえてお聞きすることはなでございますので、あえてお聞きすることはな

いのだろうとは思うのですが、いのだろうとは思うのですが、いのだろうとは思うのですが、いのだろうとは思うのですが、参参参参考に申し上げますけれども、考に申し上げますけれども、考に申し上げますけれども、考に申し上げますけれども、荒荒荒荒井知事もこれは井知事もこれは井知事もこれは井知事もこれは津波津波津波津波といといといとい
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う観点でおっしう観点でおっしう観点でおっしう観点でおっしゃゃゃゃっておられるのでしょうけれども、っておられるのでしょうけれども、っておられるのでしょうけれども、っておられるのでしょうけれども、７７７７月２月２月２月２８８８８日の関日の関日の関日の関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合ににににオブザオブザオブザオブザ

ーバーーバーーバーーバーでででで参加参加参加参加されておられたときに、されておられたときに、されておられたときに、されておられたときに、津波津波津波津波にににに襲襲襲襲われたわれたわれたわれた被被被被災地支災地支災地支災地支援援援援を奈良県防災を奈良県防災を奈良県防災を奈良県防災計画計画計画計画にににに入入入入れれれれ

ようとしております。ようとしております。ようとしております。ようとしております。被被被被災地支災地支災地支災地支援援援援は県は県は県は県内内内内地地地地震や水震や水震や水震や水害など、もし災害があったときにも害など、もし災害があったときにも害など、もし災害があったときにも害など、もし災害があったときにも役役役役にににに

立立立立つ組つ組つ組つ組織準織準織準織準備になるだろうという発言をされています。この発言に対して井備になるだろうという発言をされています。この発言に対して井備になるだろうという発言をされています。この発言に対して井備になるだろうという発言をされています。この発言に対して井戸戸戸戸連連連連合合合合長が大長が大長が大長が大

学教授学教授学教授学教授の川田の川田の川田の川田先生先生先生先生によりますと、によりますと、によりますと、によりますと、東南海東南海東南海東南海、、、、南海南海南海南海地地地地震震震震がががが起起起起こったこったこったこった場合場合場合場合、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の場合場合場合場合はははは津波津波津波津波

被被被被害はない、しかし、道害はない、しかし、道害はない、しかし、道害はない、しかし、道路路路路がずたずたでがずたずたでがずたずたでがずたずたで孤立集落孤立集落孤立集落孤立集落がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい出出出出てくる、てくる、てくる、てくる、土砂崩土砂崩土砂崩土砂崩れがれがれがれが至至至至るとるとるとると

ころでころでころでころで出出出出現するはずだという現するはずだという現するはずだという現するはずだという被被被被害害害害予想予想予想予想もございますので、そういうもございますので、そういうもございますので、そういうもございますので、そういう意味意味意味意味ではではではでは私私私私どもとしてどもとしてどもとしてどもとして

は関は関は関は関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合が主が主が主が主体的体的体的体的に防災に防災に防災に防災計画計画計画計画をををを立立立立てておりますというてておりますというてておりますというてておりますという答弁答弁答弁答弁もされておられまして、もされておられまして、もされておられまして、もされておられまして、

まさしくこの井まさしくこの井まさしくこの井まさしくこの井戸戸戸戸連連連連合合合合長の言長の言長の言長の言葉葉葉葉のような現状でございました。こういった中で関のような現状でございました。こういった中で関のような現状でございました。こういった中で関のような現状でございました。こういった中で関西西西西広域連広域連広域連広域連

合合合合との今後のかかわり、非常にとの今後のかかわり、非常にとの今後のかかわり、非常にとの今後のかかわり、非常に我々我々我々我々としてはとしてはとしてはとしては期待期待期待期待しているのですけれども、それしているのですけれども、それしているのですけれども、それしているのですけれども、それぞぞぞぞれの思れの思れの思れの思

いはいはいはいは違違違違うのかもわかりませんが、しかしながら、そのような中で知事公室長の今現時点のうのかもわかりませんが、しかしながら、そのような中で知事公室長の今現時点のうのかもわかりませんが、しかしながら、そのような中で知事公室長の今現時点のうのかもわかりませんが、しかしながら、そのような中で知事公室長の今現時点の

見解見解見解見解、防災、防災、防災、防災計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しと関しと関しと関しと関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合のさまざまな防災におけるのさまざまな防災におけるのさまざまな防災におけるのさまざまな防災における計画計画計画計画も含めて、その調も含めて、その調も含めて、その調も含めて、その調

整と連整と連整と連整と連携携携携についてのお考えをお聞きしたいと思います。以上です。についてのお考えをお聞きしたいと思います。以上です。についてのお考えをお聞きしたいと思います。以上です。についてのお考えをお聞きしたいと思います。以上です。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 １点１点１点１点目目目目は、平成２０年３月に県のは、平成２０年３月に県のは、平成２０年３月に県のは、平成２０年３月に県の推推推推進進進進計画計画計画計画をををを

策定策定策定策定いたしました。それ以前に、当然市いたしました。それ以前に、当然市いたしました。それ以前に、当然市いたしました。それ以前に、当然市町村町村町村町村にはにはにはには意見意見意見意見を聞いてを聞いてを聞いてを聞いて計画計画計画計画をつくったわけでござをつくったわけでござをつくったわけでござをつくったわけでござ

います。これは消防組います。これは消防組います。これは消防組います。これは消防組織法織法織法織法のののの法定計画法定計画法定計画法定計画でございます。この中には、市でございます。この中には、市でございます。この中には、市でございます。この中には、市町町町町のののの判断判断判断判断で当然で当然で当然で当然入入入入らららら

ないと、脱退するということになれば、これはもうないと、脱退するということになれば、これはもうないと、脱退するということになれば、これはもうないと、脱退するということになれば、これはもうやむやむやむやむをををを得得得得ないところでございます。そないところでございます。そないところでございます。そないところでございます。そ

のののの計画計画計画計画の中には、脱退して、あとはの中には、脱退して、あとはの中には、脱退して、あとはの中には、脱退して、あとは残残残残ったところで広域化を進めるという、その広域化のったところで広域化を進めるという、その広域化のったところで広域化を進めるという、その広域化のったところで広域化を進めるという、その広域化の

熟度熟度熟度熟度がががが高高高高まったまったまったまった場合場合場合場合にはこのにはこのにはこのにはこの計画計画計画計画を変を変を変を変更更更更することもありすることもありすることもありすることもあり得得得得ると県のると県のると県のると県の推推推推進進進進計画計画計画計画ではうたってではうたってではうたってではうたって

おります。おります。おります。おります。

今までは協議会の会長が奈良市長でございまして、広域化を一本化ということで協議が今までは協議会の会長が奈良市長でございまして、広域化を一本化ということで協議が今までは協議会の会長が奈良市長でございまして、広域化を一本化ということで協議が今までは協議会の会長が奈良市長でございまして、広域化を一本化ということで協議が

されてきたところでございます。現在も広域化協議会の中では経費負担が明らかでないのされてきたところでございます。現在も広域化協議会の中では経費負担が明らかでないのされてきたところでございます。現在も広域化協議会の中では経費負担が明らかでないのされてきたところでございます。現在も広域化協議会の中では経費負担が明らかでないの

ではっきりしなさいという市ではっきりしなさいという市ではっきりしなさいという市ではっきりしなさいという市町村町村町村町村長の長の長の長の意見意見意見意見がございましたので、４月の協議会ではがございましたので、４月の協議会ではがございましたので、４月の協議会ではがございましたので、４月の協議会では立立立立てててて直直直直

しをしておしをしておしをしておしをしてお諮諮諮諮りするということで協議会がりするということで協議会がりするということで協議会がりするということで協議会が閉閉閉閉じられたわけでございます。そういうことでじられたわけでございます。そういうことでじられたわけでございます。そういうことでじられたわけでございます。そういうことで

７７７７月には月には月には月には具体的具体的具体的具体的に経費負担を考えていこうということで小委員会をつくって、１３消防本に経費負担を考えていこうということで小委員会をつくって、１３消防本に経費負担を考えていこうということで小委員会をつくって、１３消防本に経費負担を考えていこうということで小委員会をつくって、１３消防本

部の管理者である市部の管理者である市部の管理者である市部の管理者である市町村町村町村町村長が委員となって長が委員となって長が委員となって長が委員となって具体的具体的具体的具体的にににに検検検検討していくと。その討していくと。その討していくと。その討していくと。その材料材料材料材料も一応整いも一応整いも一応整いも一応整い

まして、県もまして、県もまして、県もまして、県もデジタルデジタルデジタルデジタル化経費について試算をいたしまして協議会に化経費について試算をいたしまして協議会に化経費について試算をいたしまして協議会に化経費について試算をいたしまして協議会に提案提案提案提案をして、９月２日をして、９月２日をして、９月２日をして、９月２日

にににに総務総務総務総務部会ということで市部会ということで市部会ということで市部会ということで市町村町村町村町村のののの財政財政財政財政担当も担当も担当も担当も入入入入れてれてれてれて検検検検討する会議が討する会議が討する会議が討する会議が持持持持たれました。しかし、たれました。しかし、たれました。しかし、たれました。しかし、

台風でそれが台風でそれが台風でそれが台風でそれが流流流流れまして、今は台風のれまして、今は台風のれまして、今は台風のれまして、今は台風の被被被被害がありますので、そちらの方に皆対応しており害がありますので、そちらの方に皆対応しており害がありますので、そちらの方に皆対応しており害がありますので、そちらの方に皆対応しており

まして、一たん中まして、一たん中まして、一たん中まして、一たん中座座座座してるというところでございます。してるというところでございます。してるというところでございます。してるというところでございます。
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したがいまして、３点したがいまして、３点したがいまして、３点したがいまして、３点目目目目の経費負担の問題等奈良市からの経費負担の問題等奈良市からの経費負担の問題等奈良市からの経費負担の問題等奈良市から出出出出されたというのは、全されたというのは、全されたというのは、全されたというのは、全体的体的体的体的にににに

それが正しいとそれが正しいとそれが正しいとそれが正しいと見見見見ているわけではなしに、今ているわけではなしに、今ているわけではなしに、今ているわけではなしに、今改改改改めて協議会でめて協議会でめて協議会でめて協議会で提案提案提案提案させていただくものでごさせていただくものでごさせていただくものでごさせていただくものでご

ざいますので、経費負担、ざいますので、経費負担、ざいますので、経費負担、ざいますので、経費負担、財財財財産の取り産の取り産の取り産の取り扱扱扱扱い、これからの問題で、それは市い、これからの問題で、それは市い、これからの問題で、それは市い、これからの問題で、それは市町村町村町村町村のののの財政財政財政財政担当、担当、担当、担当、

総務総務総務総務担当も担当も担当も担当も入入入入れてちれてちれてちれてちゃゃゃゃんと議んと議んと議んと議論論論論した上で小委員会を経て協議会にした上で小委員会を経て協議会にした上で小委員会を経て協議会にした上で小委員会を経て協議会に諮諮諮諮っていくというっていくというっていくというっていくという段段段段取り取り取り取り

で進めておりますので、今この中でこういうで進めておりますので、今この中でこういうで進めておりますので、今この中でこういうで進めておりますので、今この中でこういう形形形形だと、だと、だと、だと、幾幾幾幾らだと、こういうことは申し上げらだと、こういうことは申し上げらだと、こういうことは申し上げらだと、こういうことは申し上げ

るわけにはいきませんので、そういう方向で進るわけにはいきませんので、そういう方向で進るわけにはいきませんので、そういう方向で進るわけにはいきませんので、そういう方向で進むむむむということをご報告申し上げたいと思いということをご報告申し上げたいと思いということをご報告申し上げたいと思いということをご報告申し上げたいと思い

ます。以上でございます。ます。以上でございます。ます。以上でございます。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 藤野委員からのご質問についてお藤野委員からのご質問についてお藤野委員からのご質問についてお藤野委員からのご質問についてお答答答答えをさせていただきたいと思いまえをさせていただきたいと思いまえをさせていただきたいと思いまえをさせていただきたいと思いま

す。す。す。す。

前前前前回回回回の委員会での委員会での委員会での委員会で受援受援受援受援、支、支、支、支援援援援というおというおというおというお話話話話をさせていただいたと思います。をさせていただいたと思います。をさせていただいたと思います。をさせていただいたと思います。東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災に災に災に災に

伴伴伴伴うううう津波津波津波津波なりというおなりというおなりというおなりというお話話話話を前を前を前を前提提提提としてさせていただいたように理としてさせていただいたように理としてさせていただいたように理としてさせていただいたように理解解解解しております。すなわしております。すなわしております。すなわしております。すなわ

ち、ち、ち、ち、東南海東南海東南海東南海、、、、南海南海南海南海地地地地震震震震につきましては発につきましては発につきましては発につきましては発生確率生確率生確率生確率は非常には非常には非常には非常に高高高高くてくてくてくて速や速や速や速やかな対応ということもかな対応ということもかな対応ということもかな対応ということも

望望望望まれている中で、大まれている中で、大まれている中で、大まれている中で、大阪府阪府阪府阪府、、、、和歌和歌和歌和歌山県に対して山県に対して山県に対して山県に対して震震震震災が災が災が災が起起起起こったこったこったこった場合場合場合場合、奈良県としてはどう、奈良県としてはどう、奈良県としてはどう、奈良県としてはどう

するのかという考え方についておするのかという考え方についておするのかという考え方についておするのかという考え方についてお述述述述べしたつもりでおります。べしたつもりでおります。べしたつもりでおります。べしたつもりでおります。

したがって、したがって、したがって、したがって、実際被実際被実際被実際被害害害害想定想定想定想定においても大きく言うと、においても大きく言うと、においても大きく言うと、においても大きく言うと、死亡死亡死亡死亡者なり、者なり、者なり、者なり、被被被被災災災災額額額額等については、等については、等については、等については、

奈良県と大奈良県と大奈良県と大奈良県と大阪府阪府阪府阪府、、、、和歌和歌和歌和歌山県では全然山県では全然山県では全然山県では全然違違違違うううう形形形形になっています。になっています。になっています。になっています。概概概概念として、応念として、応念として、応念として、応援援援援できることできることできることできること

があればまず応があればまず応があればまず応があればまず応援援援援しようと。今しようと。今しようと。今しようと。今回回回回のののの東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災については災については災については災については受援受援受援受援と支と支と支と支援援援援というというというという形形形形が明が明が明が明確確確確にににに

示示示示されたと思います。そういうされたと思います。そういうされたと思います。そういうされたと思います。そういう意味意味意味意味で奈良県としては、防災で奈良県としては、防災で奈良県としては、防災で奈良県としては、防災計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しに当たって支しに当たって支しに当たって支しに当たって支援援援援

できるものはできるものはできるものはできるものは積極的積極的積極的積極的に支に支に支に支援援援援しよう、しよう、しよう、しよう、受援受援受援受援されるものはされるものはされるものはされるものは受援受援受援受援していこうという考え方が新たしていこうという考え方が新たしていこうという考え方が新たしていこうという考え方が新た

なななな視視視視点で点で点で点で加加加加わったということでございます。わったということでございます。わったということでございます。わったということでございます。

知事がおっし知事がおっし知事がおっし知事がおっしゃゃゃゃっておりますけれども、もちろんっておりますけれども、もちろんっておりますけれども、もちろんっておりますけれども、もちろん津波津波津波津波については、奈良県についてはについては、奈良県についてはについては、奈良県についてはについては、奈良県については心心心心

配配配配はないだろう。ただし、１２２年前にはないだろう。ただし、１２２年前にはないだろう。ただし、１２２年前にはないだろう。ただし、１２２年前に起起起起こったこったこったこった十津十津十津十津川川川川村村村村のののの例例例例にあるようににあるようににあるようににあるように洪水洪水洪水洪水、、、、水水水水害に害に害に害に

ついてはもちろんついてはもちろんついてはもちろんついてはもちろん心配心配心配心配されておって、この部されておって、この部されておって、この部されておって、この部分分分分についてのについてのについてのについての見直見直見直見直しについても、防災当局にしについても、防災当局にしについても、防災当局にしについても、防災当局に

対して対して対して対して見直見直見直見直しのしのしのしの視視視視点として点として点として点として指示指示指示指示があったのも事があったのも事があったのも事があったのも事実実実実でございますので、このでございますので、このでございますので、このでございますので、この際際際際申し申し申し申し述述述述べておべておべておべてお

きます。以上です。きます。以上です。きます。以上です。きます。以上です。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 広域消防の件では、まさしく台風１２号広域消防の件では、まさしく台風１２号広域消防の件では、まさしく台風１２号広域消防の件では、まさしく台風１２号被被被被害の取り組みの真っ害の取り組みの真っ害の取り組みの真っ害の取り組みの真っ最最最最中というこ中というこ中というこ中というこ

とで、今現在はその議とで、今現在はその議とで、今現在はその議とで、今現在はその議論論論論ははははストップストップストップストップしているということで理しているということで理しているということで理しているということで理解解解解をしております。当然、今をしております。当然、今をしております。当然、今をしております。当然、今

の災害に全の災害に全の災害に全の災害に全力力力力をををを尽尽尽尽くして取り組んでいただきたいと思います。くして取り組んでいただきたいと思います。くして取り組んでいただきたいと思います。くして取り組んでいただきたいと思います。

大大大大体体体体その取り組みがその取り組みがその取り組みがその取り組みが終終終終わるころには、また議わるころには、また議わるころには、また議わるころには、また議論論論論をををを復活復活復活復活されるのですけれども、されるのですけれども、されるのですけれども、されるのですけれども、何何何何が申しが申しが申しが申し

上げたいというのは、市消防、あるいは組上げたいというのは、市消防、あるいは組上げたいというのは、市消防、あるいは組上げたいというのは、市消防、あるいは組合合合合消防、それ消防、それ消防、それ消防、それぞぞぞぞれのみずかられのみずかられのみずかられのみずから持持持持つつつつメリットメリットメリットメリット、あ、あ、あ、あ
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るいはるいはるいはるいはデメリットデメリットデメリットデメリットそれそれそれそれぞぞぞぞれ考えておられるのですけれども、そこはれ考えておられるのですけれども、そこはれ考えておられるのですけれども、そこはれ考えておられるのですけれども、そこは最最最最大限大限大限大限デメリットデメリットデメリットデメリットは払は払は払は払

拭拭拭拭をしてあげていただきたい。それはをしてあげていただきたい。それはをしてあげていただきたい。それはをしてあげていただきたい。それは何何何何かと言うと、県がかと言うと、県がかと言うと、県がかと言うと、県が徹底的徹底的徹底的徹底的な調整な調整な調整な調整役役役役ではなしに、時ではなしに、時ではなしに、時ではなしに、時

にはにはにはにはリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップを発を発を発を発揮揮揮揮していただくようなしていただくようなしていただくようなしていただくような形形形形で取り組んでいただきたい。現在は奈良で取り組んでいただきたい。現在は奈良で取り組んでいただきたい。現在は奈良で取り組んでいただきたい。現在は奈良

市長が会長として取り組まれておりますが、脱退というのはないと考えているのですけれ市長が会長として取り組まれておりますが、脱退というのはないと考えているのですけれ市長が会長として取り組まれておりますが、脱退というのはないと考えているのですけれ市長が会長として取り組まれておりますが、脱退というのはないと考えているのですけれ

ども、しかしながら、こればかりはわかりませんので、そこは県として時にはども、しかしながら、こればかりはわかりませんので、そこは県として時にはども、しかしながら、こればかりはわかりませんので、そこは県として時にはども、しかしながら、こればかりはわかりませんので、そこは県として時にはリーダーシリーダーシリーダーシリーダーシ

ップップップップを発を発を発を発揮揮揮揮して県して県して県して県内内内内１消防本部という１消防本部という１消防本部という１消防本部という目的目的目的目的、、、、目標目標目標目標のもとで進んでいただきたいと思います。のもとで進んでいただきたいと思います。のもとで進んでいただきたいと思います。のもとで進んでいただきたいと思います。

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。よろしくお願いいたします。

続いて、続いて、続いて、続いて、先先先先ほど知事公室長から関ほど知事公室長から関ほど知事公室長から関ほど知事公室長から関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合委員会における発言についてのお委員会における発言についてのお委員会における発言についてのお委員会における発言についてのお話話話話があっがあっがあっがあっ

たのですけれども、あえてそのことにはたのですけれども、あえてそのことにはたのですけれども、あえてそのことにはたのですけれども、あえてそのことには触触触触れませんけれども、れませんけれども、れませんけれども、れませんけれども、津波津波津波津波というのは、奈良県はというのは、奈良県はというのは、奈良県はというのは、奈良県は

海海海海がない県ですからないのは当然であります。しかしながら、いわがない県ですからないのは当然であります。しかしながら、いわがない県ですからないのは当然であります。しかしながら、いわがない県ですからないのは当然であります。しかしながら、いわゆゆゆゆるるるる東南海東南海東南海東南海、、、、南海南海南海南海地地地地震震震震

になりますと、奈良県のになりますと、奈良県のになりますと、奈良県のになりますと、奈良県の被被被被害もかなり大きいものが害もかなり大きいものが害もかなり大きいものが害もかなり大きいものが予想予想予想予想されるという中で、されるという中で、されるという中で、されるという中で、荒荒荒荒井知事が関井知事が関井知事が関井知事が関

西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合委員会の委員会の委員会の委員会のオブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバーとして発言されたことは、これはとして発言されたことは、これはとして発言されたことは、これはとして発言されたことは、これは荒荒荒荒井知事に井知事に井知事に井知事に直接直接直接直接お聞きお聞きお聞きお聞き

しなければなりませんので、ここではしなければなりませんので、ここではしなければなりませんので、ここではしなければなりませんので、ここでは控控控控えさせていただきますけれども、懸念しているのえさせていただきますけれども、懸念しているのえさせていただきますけれども、懸念しているのえさせていただきますけれども、懸念しているの

は県の防災は県の防災は県の防災は県の防災計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しの真っしの真っしの真っしの真っ最最最最中だと、関中だと、関中だと、関中だと、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合も広域防災も広域防災も広域防災も広域防災計画計画計画計画を今を今を今を今策定策定策定策定中である中である中である中である

ということで、ということで、ということで、ということで、兵庫兵庫兵庫兵庫県へ県へ県へ県へ行行行行って、整って、整って、整って、整合性合性合性合性はどうするのだということをお聞きしたのですが、はどうするのだということをお聞きしたのですが、はどうするのだということをお聞きしたのですが、はどうするのだということをお聞きしたのですが、

答弁答弁答弁答弁では、では、では、では、府府府府県の防災県の防災県の防災県の防災計画計画計画計画はははは法定法定法定法定にににに沿沿沿沿って、関って、関って、関って、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合の防災の防災の防災の防災計画計画計画計画はははは任意任意任意任意のののの計画計画計画計画なので、なので、なので、なので、

このこのこのこの府府府府県の防災県の防災県の防災県の防災計画計画計画計画が大事だということでした。しかしながら、尾﨑委員がが大事だということでした。しかしながら、尾﨑委員がが大事だということでした。しかしながら、尾﨑委員がが大事だということでした。しかしながら、尾﨑委員が傍聴傍聴傍聴傍聴にににに行行行行ったったったった

先先先先般の関般の関般の関般の関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合議会議会議会議会総務総務総務総務常常常常任任任任委員会においては、井委員会においては、井委員会においては、井委員会においては、井戸戸戸戸連連連連合合合合長は、そんな中長は、そんな中長は、そんな中長は、そんな中途半端途半端途半端途半端ではではではでは

だめだと。だめだと。だめだと。だめだと。ややややはりここはしっかりと関はりここはしっかりと関はりここはしっかりと関はりここはしっかりと関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合がつくる広域防災がつくる広域防災がつくる広域防災がつくる広域防災計画計画計画計画とととと府府府府県がつくる防県がつくる防県がつくる防県がつくる防

災災災災計画計画計画計画は整は整は整は整合性合性合性合性を保って連を保って連を保って連を保って連携携携携をををを図図図図ってってってってややややらなければらなければらなければらなければ何何何何のののの意味意味意味意味もないということをもないということをもないということをもないということを答弁答弁答弁答弁でおでおでおでお

っしっしっしっしゃゃゃゃられたと記られたと記られたと記られたと記録録録録にににに残残残残っております。それをっております。それをっております。それをっております。それを私私私私どもどもどもども見見見見聞きして、これはそのとおりだと。聞きして、これはそのとおりだと。聞きして、これはそのとおりだと。聞きして、これはそのとおりだと。

私私私私が考えているというのはまさしくそのことでありますので、そこはそうしたらどうだとが考えているというのはまさしくそのことでありますので、そこはそうしたらどうだとが考えているというのはまさしくそのことでありますので、そこはそうしたらどうだとが考えているというのはまさしくそのことでありますので、そこはそうしたらどうだと

いうことはないのですけれども、こういったこともいうことはないのですけれども、こういったこともいうことはないのですけれども、こういったこともいうことはないのですけれども、こういったことも参参参参考にしながら県の防災考にしながら県の防災考にしながら県の防災考にしながら県の防災計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しししし

も含めても含めても含めても含めて策定策定策定策定のこれからの取り組みをお願いしたい。これをもちまして質問をのこれからの取り組みをお願いしたい。これをもちまして質問をのこれからの取り組みをお願いしたい。これをもちまして質問をのこれからの取り組みをお願いしたい。これをもちまして質問を終終終終わります。わります。わります。わります。

○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 少少少少しだけしだけしだけしだけ補足補足補足補足を。を。を。を。

ひひひひょっとしてょっとしてょっとしてょっとして誤解誤解誤解誤解があるといけませんので、あえてがあるといけませんので、あえてがあるといけませんので、あえてがあるといけませんので、あえて補足補足補足補足しますけれども、広域防災しますけれども、広域防災しますけれども、広域防災しますけれども、広域防災計画計画計画計画

につきましては、奈良県は連につきましては、奈良県は連につきましては、奈良県は連につきましては、奈良県は連携団体携団体携団体携団体として広域防災として広域防災として広域防災として広域防災計画計画計画計画と奈良県との防災と奈良県との防災と奈良県との防災と奈良県との防災計画計画計画計画の整の整の整の整合性合性合性合性をををを

図図図図るべく広域連るべく広域連るべく広域連るべく広域連合合合合と調整をしておりますので、念のためよろしくお願いいたします。以上と調整をしておりますので、念のためよろしくお願いいたします。以上と調整をしておりますので、念のためよろしくお願いいたします。以上と調整をしておりますので、念のためよろしくお願いいたします。以上

です。です。です。です。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 私私私私も藤野委員と関連になるかわかりませんけれど、広域消防の件、議会でもも藤野委員と関連になるかわかりませんけれど、広域消防の件、議会でもも藤野委員と関連になるかわかりませんけれど、広域消防の件、議会でもも藤野委員と関連になるかわかりませんけれど、広域消防の件、議会でも
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質問もしています。取り組みがかなり進んでいるという、かなり県が質問もしています。取り組みがかなり進んでいるという、かなり県が質問もしています。取り組みがかなり進んでいるという、かなり県が質問もしています。取り組みがかなり進んでいるという、かなり県が頑張頑張頑張頑張ってくれているってくれているってくれているってくれている

という思いをしています。一時はどちらかというとという思いをしています。一時はどちらかというとという思いをしています。一時はどちらかというとという思いをしています。一時はどちらかというと傍傍傍傍観者まで言ったら観者まで言ったら観者まで言ったら観者まで言ったら失礼失礼失礼失礼だけれども、だけれども、だけれども、だけれども、

あるあるあるある程度任程度任程度任程度任せていたと、それから以せていたと、それから以せていたと、それから以せていたと、それから以降降降降、、、、結構や結構や結構や結構やっていただいていると思っております。っていただいていると思っております。っていただいていると思っております。っていただいていると思っております。

広域消防というのは、県民の広域消防というのは、県民の広域消防というのは、県民の広域消防というのは、県民の生命生命生命生命とととと財財財財産を産を産を産を守守守守る、またる、またる、またる、またデジタルデジタルデジタルデジタル化ということがもう化ということがもう化ということがもう化ということがもう法律法律法律法律

にににに定定定定められてきていますので、非常に時間められてきていますので、非常に時間められてきていますので、非常に時間められてきていますので、非常に時間的的的的に限られた中でに限られた中でに限られた中でに限られた中でややややっていかなければいけない。っていかなければいけない。っていかなければいけない。っていかなければいけない。

きょう、消防広域化のきょう、消防広域化のきょう、消防広域化のきょう、消防広域化の推推推推進の進の進の進のポイント案ポイント案ポイント案ポイント案ということでということでということでということで見見見見せていただいて、平成３３年、あせていただいて、平成３３年、あせていただいて、平成３３年、あせていただいて、平成３３年、あ

と１０年と１０年と１０年と１０年ぐぐぐぐらい、これでちょっとらい、これでちょっとらい、これでちょっとらい、これでちょっと驚驚驚驚いた。これいた。これいた。これいた。これ５５５５年年年年ぐぐぐぐらいでできないのか。ちょっとらいでできないのか。ちょっとらいでできないのか。ちょっとらいでできないのか。ちょっと余分余分余分余分

にににに見見見見ているのかと思いながら、ているのかと思いながら、ているのかと思いながら、ているのかと思いながら、デジタルデジタルデジタルデジタル化が平成２化が平成２化が平成２化が平成２７７７７年、平成２年、平成２年、平成２年、平成２８８８８年年年年ぐぐぐぐらいをらいをらいをらいを目標目標目標目標というというというという

ことことことことぐぐぐぐらいにしていただくらいにしていただくらいにしていただくらいにしていただく努力努力努力努力というのですか、というのですか、というのですか、というのですか、頭頭頭頭から１０年と聞いていたら、きっと１から１０年と聞いていたら、きっと１から１０年と聞いていたら、きっと１から１０年と聞いていたら、きっと１

２～１３年かかるというような思いがあります。２～１３年かかるというような思いがあります。２～１３年かかるというような思いがあります。２～１３年かかるというような思いがあります。確確確確かにかにかにかに私私私私もももも各各各各消防組消防組消防組消防組合合合合のののの幹幹幹幹部連中と、部連中と、部連中と、部連中と、私私私私

もももも勉強勉強勉強勉強したいからおしたいからおしたいからおしたいからお話話話話をするのですけれども、この県の一本化については、現をするのですけれども、この県の一本化については、現をするのですけれども、この県の一本化については、現をするのですけれども、この県の一本化については、現場場場場の皆さんの皆さんの皆さんの皆さん

はははは燃燃燃燃えておられます。今まではこのえておられます。今まではこのえておられます。今まではこのえておられます。今まではこの各首各首各首各首長がちょっと長がちょっと長がちょっと長がちょっと任任任任せっきりだったということで、こせっきりだったということで、こせっきりだったということで、こせっきりだったということで、こ

れは県がれは県がれは県がれは県が入入入入っていただいて、市っていただいて、市っていただいて、市っていただいて、市町村町村町村町村長の長の長の長の首首首首長が長が長が長が入入入入っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、結構結構結構結構現現現現実的実的実的実的にお金の部にお金の部にお金の部にお金の部

門門門門まで今まで今まで今まで今突突突突っっっっ込込込込んでんでんでんでややややってくれている。当ってくれている。当ってくれている。当ってくれている。当初初初初からからからから特特特特にににに財財財財産関係は、市産関係は、市産関係は、市産関係は、市町村合併町村合併町村合併町村合併でもでもでもでも必必必必ず名ず名ず名ず名

前と前と前と前と財財財財産どりの産どりの産どりの産どりの話話話話でいつもでいつもでいつもでいつも決裂決裂決裂決裂するというのはよくあるするというのはよくあるするというのはよくあるするというのはよくある話話話話なのですけれども、これは県民なのですけれども、これは県民なのですけれども、これは県民なのですけれども、これは県民

のののの生命生命生命生命とととと安安安安全と全と全と全と財財財財産を産を産を産を守守守守るということも含めながら考えると、かなり一るということも含めながら考えると、かなり一るということも含めながら考えると、かなり一るということも含めながら考えると、かなり一生生生生懸懸懸懸命や命や命や命やってもらってもらってもらってもら

っているけれども、なおかつ１０年間と。このっているけれども、なおかつ１０年間と。このっているけれども、なおかつ１０年間と。このっているけれども、なおかつ１０年間と。この見解見解見解見解だけ聞かせていただければと思っていだけ聞かせていただければと思っていだけ聞かせていただければと思っていだけ聞かせていただければと思ってい

ます。ます。ます。ます。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 平成３３年、今から１０年とはちょっと長い平成３３年、今から１０年とはちょっと長い平成３３年、今から１０年とはちょっと長い平成３３年、今から１０年とはちょっと長い

のではないかと。平成２のではないかと。平成２のではないかと。平成２のではないかと。平成２８８８８年年年年ぐぐぐぐらいにというおらいにというおらいにというおらいに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。

これはあくまでも県がこういうこれはあくまでも県がこういうこれはあくまでも県がこういうこれはあくまでも県がこういう形形形形で進めてはいかがということでで進めてはいかがということでで進めてはいかがということでで進めてはいかがということで提案提案提案提案をさせていただこをさせていただこをさせていただこをさせていただこ

うと思っているところでございます。と申しますのは、一つは消防によってうと思っているところでございます。と申しますのは、一つは消防によってうと思っているところでございます。と申しますのは、一つは消防によってうと思っているところでございます。と申しますのは、一つは消防によって施設施設施設施設のののの建建建建てかてかてかてか

ええええ計画計画計画計画をををを持持持持っているところもっているところもっているところもっているところも幾幾幾幾つかあります。そういうところもきっちりと整理をしないつかあります。そういうところもきっちりと整理をしないつかあります。そういうところもきっちりと整理をしないつかあります。そういうところもきっちりと整理をしない

と、このと、このと、このと、この段階段階段階段階でくっついてしまうと、あの経費はうちが負担すると、いろんな問題がでくっついてしまうと、あの経費はうちが負担すると、いろんな問題がでくっついてしまうと、あの経費はうちが負担すると、いろんな問題がでくっついてしまうと、あの経費はうちが負担すると、いろんな問題が出出出出てててて

まいります。まいります。まいります。まいります。

それともう１点は、それともう１点は、それともう１点は、それともう１点は、人的人的人的人的な問題で、現な問題で、現な問題で、現な問題で、現場力場力場力場力をををを高高高高めるという一つと、組めるという一つと、組めるという一つと、組めるという一つと、組織織織織をををを合合合合理化してい理化してい理化してい理化してい

く。く。く。く。スケールメリットスケールメリットスケールメリットスケールメリットということは、くっつくことによってということは、くっつくことによってということは、くっつくことによってということは、くっつくことによって人人人人員員員員削減削減削減削減もももも図図図図れるわけでござれるわけでござれるわけでござれるわけでござ

います。そこを考えると、います。そこを考えると、います。そこを考えると、います。そこを考えると、ややややはり一はり一はり一はり一定や定や定や定やめられるめられるめられるめられる人人人人のののの数数数数というのも考えながら、どのというのも考えながら、どのというのも考えながら、どのというのも考えながら、どのぐぐぐぐらららら

いいいい削減削減削減削減できるかということも考えていくできるかということも考えていくできるかということも考えていくできるかということも考えていく必要必要必要必要があります。現に消防本部ではがあります。現に消防本部ではがあります。現に消防本部ではがあります。現に消防本部では人人人人員の員の員の員の計画計画計画計画をををを

立立立立てておられまして、それまでにこうてておられまして、それまでにこうてておられまして、それまでにこうてておられまして、それまでにこうややややってってってって人人人人員を員を員を員を減減減減らしていきたいというところもありらしていきたいというところもありらしていきたいというところもありらしていきたいというところもあり
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ます。もうます。もうます。もうます。もうぎぎぎぎちちちちぎぎぎぎちまでちまでちまでちまで減減減減らしているから、これ以上はらしているから、これ以上はらしているから、これ以上はらしているから、これ以上は減減減減らせないというところもありまらせないというところもありまらせないというところもありまらせないというところもありま

す。そういったす。そういったす。そういったす。そういった要素要素要素要素がががが絡絡絡絡んでおりますので、んでおりますので、んでおりますので、んでおりますので、確確確確かに長いかもわかりませんけれど、かに長いかもわかりませんけれど、かに長いかもわかりませんけれど、かに長いかもわかりませんけれど、ゆゆゆゆとりとりとりとり

をををを持持持持ってってってって提案提案提案提案させていただいている。これは県からさせていただいている。これは県からさせていただいている。これは県からさせていただいている。これは県から提案提案提案提案させてもらったもので、あと協議させてもらったもので、あと協議させてもらったもので、あと協議させてもらったもので、あと協議

会の中でもう会の中でもう会の中でもう会の中でもう少少少少し早くし早くし早くし早くややややっていこうということでっていこうということでっていこうということでっていこうということで話話話話しししし合合合合いされれば、それはそれとしていいされれば、それはそれとしていいされれば、それはそれとしていいされれば、それはそれとしてい

いわけでございまして、県も奥山委員がおっしいわけでございまして、県も奥山委員がおっしいわけでございまして、県も奥山委員がおっしいわけでございまして、県も奥山委員がおっしゃゃゃゃったようなことをったようなことをったようなことをったようなことを十分踏十分踏十分踏十分踏まえながら、まえながら、まえながら、まえながら、積積積積

極的極的極的極的にこういうにこういうにこういうにこういう案案案案をををを出出出出して、さらにして、さらにして、さらにして、さらに縮縮縮縮めためためためた形形形形でできないものかということはでできないものかということはでできないものかということはでできないものかということは話話話話しししし合合合合っていっていっていってい

きたいと思っております。以上でございます。きたいと思っております。以上でございます。きたいと思っております。以上でございます。きたいと思っております。以上でございます。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 県が県が県が県が積極的積極的積極的積極的にまずにまずにまずにまず提案提案提案提案をして、協議会でしっかりと、ああこれだったら長をして、協議会でしっかりと、ああこれだったら長をして、協議会でしっかりと、ああこれだったら長をして、協議会でしっかりと、ああこれだったら長過過過過

ぎぎぎぎるから、もうるから、もうるから、もうるから、もう少少少少し早くし早くし早くし早くややややるというようなことになるように、進めていただきたい。るというようなことになるように、進めていただきたい。るというようなことになるように、進めていただきたい。るというようなことになるように、進めていただきたい。

今、説明があった中で１つだけ今、説明があった中で１つだけ今、説明があった中で１つだけ今、説明があった中で１つだけ気気気気になることが、どうしても一本化するとになることが、どうしても一本化するとになることが、どうしても一本化するとになることが、どうしても一本化すると人人人人員の員の員の員の削減削減削減削減とととと

いう言いう言いう言いう言葉葉葉葉がががが出出出出るのです。これはもう当然るのです。これはもう当然るのです。これはもう当然るのです。これはもう当然結果的結果的結果的結果的にそうなるというのはわかるのだけれども、にそうなるというのはわかるのだけれども、にそうなるというのはわかるのだけれども、にそうなるというのはわかるのだけれども、

いろんな県民の方といろんな県民の方といろんな県民の方といろんな県民の方と接接接接していると、消防、していると、消防、していると、消防、していると、消防、救救救救急急急急、、、、警察警察警察警察に関してはに関してはに関してはに関しては人人人人をををを少少少少なくするというよなくするというよなくするというよなくするというよ

うな言うな言うな言うな言葉葉葉葉をををを出出出出すとものすごくすとものすごくすとものすごくすとものすごく心配心配心配心配される。される。される。される。基基基基本本本本的的的的にににに私私私私たちはたちはたちはたちは安安安安全な奈良県に全な奈良県に全な奈良県に全な奈良県に住住住住んで、思いんで、思いんで、思いんで、思い

っきりっきりっきりっきり仕仕仕仕事ができ、思いっきり事ができ、思いっきり事ができ、思いっきり事ができ、思いっきり楽楽楽楽しくしくしくしく学学学学校校校校もももも行行行行き、そしていろんなき、そしていろんなき、そしていろんなき、そしていろんな生活生活生活生活ができるというこができるというこができるというこができるというこ

とがあるのです。よく聞くのは、議員のとがあるのです。よく聞くのは、議員のとがあるのです。よく聞くのは、議員のとがあるのです。よく聞くのは、議員の数数数数をもっとをもっとをもっとをもっと減減減減らせ、県らせ、県らせ、県らせ、県庁庁庁庁、市、市、市、市町村町村町村町村の職員のの職員のの職員のの職員の数数数数はもはもはもはも

っとっとっとっと減減減減らしたら、これはよく聞きます。でもらしたら、これはよく聞きます。でもらしたら、これはよく聞きます。でもらしたら、これはよく聞きます。でも自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの安心安心安心安心、、、、安安安安全に関することについて全に関することについて全に関することについて全に関することについて

は、は、は、は、特特特特にににに病院病院病院病院も含めてですけれど、も含めてですけれど、も含めてですけれど、も含めてですけれど、敏敏敏敏感なのです。感なのです。感なのです。感なのです。結果的結果的結果的結果的にはにはにはには人人人人員員員員削減削減削減削減になるということになるということになるということになるということ

はわかるのですけれども、説明をするとき、議員ですから理事者からの説明でよくわかっはわかるのですけれども、説明をするとき、議員ですから理事者からの説明でよくわかっはわかるのですけれども、説明をするとき、議員ですから理事者からの説明でよくわかっはわかるのですけれども、説明をするとき、議員ですから理事者からの説明でよくわかっ

ているつもりなのだけれども、これをしたらこれだけているつもりなのだけれども、これをしたらこれだけているつもりなのだけれども、これをしたらこれだけているつもりなのだけれども、これをしたらこれだけ減減減減らせますというのも、そのらせますというのも、そのらせますというのも、そのらせますというのも、そのジジジジャャャャンンンン

ルジルジルジルジャャャャンルンルンルンルによると思うので、によると思うので、によると思うので、によると思うので、結果的結果的結果的結果的にはそうなりますよということはあってもいいと思にはそうなりますよということはあってもいいと思にはそうなりますよということはあってもいいと思にはそうなりますよということはあってもいいと思

います。とにかくこの一本化することによって奈良県民がいます。とにかくこの一本化することによって奈良県民がいます。とにかくこの一本化することによって奈良県民がいます。とにかくこの一本化することによって奈良県民が安心安心安心安心できるようなできるようなできるようなできるような体体体体制づ制づ制づ制づくりが、くりが、くりが、くりが、

このこのこのこのデジタルデジタルデジタルデジタル化も含めて化も含めて化も含めて化も含めてややややるということが大事かと思いますので、るということが大事かと思いますので、るということが大事かと思いますので、るということが大事かと思いますので、老婆老婆老婆老婆心心心心ながら、もしそながら、もしそながら、もしそながら、もしそ

ういうおういうおういうおういうお話話話話されるのであれば、よろしくお願いしたい。されるのであれば、よろしくお願いしたい。されるのであれば、よろしくお願いしたい。されるのであれば、よろしくお願いしたい。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 冒冒冒冒頭頭頭頭にも申し上げましたけれども、この広域にも申し上げましたけれども、この広域にも申し上げましたけれども、この広域にも申し上げましたけれども、この広域

化は消防の現化は消防の現化は消防の現化は消防の現場力場力場力場力をををを高高高高めるというのが１つと、市めるというのが１つと、市めるというのが１つと、市めるというのが１つと、市町村町村町村町村長は非常に長は非常に長は非常に長は非常に人人人人口口口口減減減減によってによってによってによって交付税措交付税措交付税措交付税措

置置置置がががが縮縮縮縮まってくると、非常にまってくると、非常にまってくると、非常にまってくると、非常に厳厳厳厳しい中で負担をしい中で負担をしい中で負担をしい中で負担を強強強強いられてくるという中で、広域化のいられてくるという中で、広域化のいられてくるという中で、広域化のいられてくるという中で、広域化のメリメリメリメリ

ットットットットとしてとしてとしてとして合合合合理化も進めてほしいというご理化も進めてほしいというご理化も進めてほしいというご理化も進めてほしいというご意見意見意見意見もございます。もございます。もございます。もございます。

私私私私どもどもどもどもややややっっっっぱぱぱぱり考えているのは、今１り考えているのは、今１り考えているのは、今１り考えているのは、今１，，，，３３３３６６６６９９９９人人人人のののの体体体体制制制制でございます。大でございます。大でございます。大でございます。大体体体体４４４４５５５５００００人人人人かかかか

ら４ら４ら４ら４６６６６００００人ぐ人ぐ人ぐ人ぐらいが本部におりまして、１らいが本部におりまして、１らいが本部におりまして、１らいが本部におりまして、１，，，，３００３００３００３００人ぐ人ぐ人ぐ人ぐらいが大らいが大らいが大らいが大体体体体署所署所署所署所におると。そこのにおると。そこのにおると。そこのにおると。そこの

本部の事本部の事本部の事本部の事務務務務というのはというのはというのはというのは共通共通共通共通の事の事の事の事務務務務がありますので、がありますので、がありますので、がありますので、許認許認許認許認可事可事可事可事務務務務とかとかとかとか物品物品物品物品発発発発注注注注とかとかとかとか庶庶庶庶務務務務関係関係関係関係
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とかいろんなところは本部に一とかいろんなところは本部に一とかいろんなところは本部に一とかいろんなところは本部に一緒緒緒緒になってになってになってになってスリスリスリスリムムムム化できるだろうと。化できるだろうと。化できるだろうと。化できるだろうと。スリスリスリスリムムムム化できる化できる化できる化できる分分分分はははは

署所署所署所署所へへへへ持持持持っていくということで、っていくということで、っていくということで、っていくということで、ややややはりはりはりはり署所署所署所署所を充を充を充を充実実実実させるというのが１つの大きなさせるというのが１つの大きなさせるというのが１つの大きなさせるというのが１つの大きな流流流流れ。れ。れ。れ。

その中でも本部のその中でも本部のその中でも本部のその中でも本部の人人人人員が員が員が員が将来将来将来将来的的的的にこのにこのにこのにこのぐぐぐぐらいでいいのではないかというらいでいいのではないかというらいでいいのではないかというらいでいいのではないかという定数定数定数定数、大、大、大、大体数体数体数体数もももも見見見見

込込込込んでいるわけでございます。現在まとまったときに、このんでいるわけでございます。現在まとまったときに、このんでいるわけでございます。現在まとまったときに、このんでいるわけでございます。現在まとまったときに、このぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの数数数数がいいだろうと、がいいだろうと、がいいだろうと、がいいだろうと、

それで現それで現それで現それで現場場場場へへへへ持持持持っていく。だから、現っていく。だから、現っていく。だから、現っていく。だから、現場場場場のののの数数数数ををををふふふふややややすというのは当然でございます。なおすというのは当然でございます。なおすというのは当然でございます。なおすというのは当然でございます。なお

かつかつかつかつ減減減減らせることも可能ではないかと、こういうのが県の考え方としてらせることも可能ではないかと、こういうのが県の考え方としてらせることも可能ではないかと、こういうのが県の考え方としてらせることも可能ではないかと、こういうのが県の考え方として提案提案提案提案させていたださせていたださせていたださせていただ

いておりますので、現いておりますので、現いておりますので、現いておりますので、現場力場力場力場力はははは絶絶絶絶対に対に対に対に圧圧圧圧縮縮縮縮するということではなしに、現するということではなしに、現するということではなしに、現するということではなしに、現場力場力場力場力をををを高高高高めながらめながらめながらめながら

合合合合理化を理化を理化を理化を図図図図っていくという考え方でっていくという考え方でっていくという考え方でっていくという考え方で提案提案提案提案をさせていただいております。以上でございます。をさせていただいております。以上でございます。をさせていただいております。以上でございます。をさせていただいております。以上でございます。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 それを聞きたかった。わかっていながらというのはいけないけれども、それを聞きたかった。わかっていながらというのはいけないけれども、それを聞きたかった。わかっていながらというのはいけないけれども、それを聞きたかった。わかっていながらというのはいけないけれども、ややややっっっっ

ぱぱぱぱり１つにすれば、り１つにすれば、り１つにすれば、り１つにすれば、俗俗俗俗に言う会に言う会に言う会に言う会社社社社でいったら非でいったら非でいったら非でいったら非営営営営業を業を業を業を少少少少なくして、なくして、なくして、なくして、営営営営業部業部業部業部門門門門をををを強強強強化すると化すると化すると化すると

いうのというのというのというのと同同同同じことなのです。だから、これを言っていただいたら、じことなのです。だから、これを言っていただいたら、じことなのです。だから、これを言っていただいたら、じことなのです。だから、これを言っていただいたら、私私私私ははははオーケーオーケーオーケーオーケーだから、だから、だから、だから、

ぜぜぜぜひひひひともともともとも頑張頑張頑張頑張っていただきたいと。っていただきたいと。っていただきたいと。っていただきたいと。終終終終わっておきます。わっておきます。わっておきます。わっておきます。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 先先先先ほどの藤野委員と関連なのですけれども、ほどの藤野委員と関連なのですけれども、ほどの藤野委員と関連なのですけれども、ほどの藤野委員と関連なのですけれども、東南海東南海東南海東南海地地地地震震震震がががが起起起起こったときにこったときにこったときにこったときに津津津津

波波波波のののの被被被被害の害の害の害の話話話話と、それと今と、それと今と、それと今と、それと今起起起起こっている風こっている風こっている風こっている風水水水水害の害の害の害の話話話話をちょっとをちょっとをちょっとをちょっと仕仕仕仕分分分分けをしておけをしておけをしておけをしてお話話話話されたよされたよされたよされたよ

うに感じました。うに感じました。うに感じました。うに感じました。分分分分けてはいけないと思いますし、台風の後に地けてはいけないと思いますし、台風の後に地けてはいけないと思いますし、台風の後に地けてはいけないと思いますし、台風の後に地震震震震がががが来来来来る、これはる、これはる、これはる、これは想定想定想定想定外外外外

とととと呼呼呼呼んではいけないと思うのです。台風なんてしょっちんではいけないと思うのです。台風なんてしょっちんではいけないと思うのです。台風なんてしょっちんではいけないと思うのです。台風なんてしょっちゅゅゅゅうううう来来来来るわけですから。台風の後るわけですから。台風の後るわけですから。台風の後るわけですから。台風の後

に地に地に地に地震震震震がががが来来来来ることもることもることもることも十分十分十分十分ありありありあり得得得得ると思いますし、近畿地方のると思いますし、近畿地方のると思いますし、近畿地方のると思いますし、近畿地方の紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島のののの岩盤岩盤岩盤岩盤のののの弱弱弱弱さはもうさはもうさはもうさはもう

露呈露呈露呈露呈して、これはして、これはして、これはして、これは多多多多くの方がくの方がくの方がくの方が指指指指摘摘摘摘されている状況でありますので、防災されている状況でありますので、防災されている状況でありますので、防災されている状況でありますので、防災計画計画計画計画に、に、に、に、東南海東南海東南海東南海、、、、

南海南海南海南海地地地地震震震震はははは震度５強震度５強震度５強震度５強なのか、なのか、なのか、なのか、６６６６弱弱弱弱なのかわかりませんが、それなのかわかりませんが、それなのかわかりませんが、それなのかわかりませんが、それぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの想定想定想定想定はしないといはしないといはしないといはしないとい

けないと思いますし、そのときに風けないと思いますし、そのときに風けないと思いますし、そのときに風けないと思いますし、そのときに風水水水水害はなくても害はなくても害はなくても害はなくても深層深層深層深層崩崩崩崩壊壊壊壊的的的的なものがなものがなものがなものが起起起起こることも前こることも前こることも前こることも前提提提提

にににに入入入入れてれてれてれて計画計画計画計画をつくっていただきたい。これはをつくっていただきたい。これはをつくっていただきたい。これはをつくっていただきたい。これは要望要望要望要望にしておきます。以上です。にしておきます。以上です。にしておきます。以上です。にしておきます。以上です。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 消防広域化のことでお消防広域化のことでお消防広域化のことでお消防広域化のことでお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思いますけれども、現在の消防したいと思いますけれども、現在の消防したいと思いますけれども、現在の消防したいと思いますけれども、現在の消防体体体体制制制制

が１が１が１が１，，，，３３３３６６６６９名と言われておりましたが、この広域化９名と言われておりましたが、この広域化９名と言われておりましたが、この広域化９名と言われておりましたが、この広域化計画計画計画計画の中で大の中で大の中で大の中で大体何人ぐ体何人ぐ体何人ぐ体何人ぐらいまでのらいまでのらいまでのらいまでの計計計計

画画画画をををを持持持持っておられるのか、その点をおっておられるのか、その点をおっておられるのか、その点をおっておられるのか、その点をお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

それから、このそれから、このそれから、このそれから、このデジタルデジタルデジタルデジタル化に係る費用というのがどれ化に係る費用というのがどれ化に係る費用というのがどれ化に係る費用というのがどれぐぐぐぐらいをらいをらいをらいを見込見込見込見込まれておられるのか、まれておられるのか、まれておられるのか、まれておられるのか、

その点をおその点をおその点をおその点をお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

今今今今回回回回の災害をの災害をの災害をの災害を通通通通じまして非常に感じておりますことは、いろいろな経じまして非常に感じておりますことは、いろいろな経じまして非常に感じておりますことは、いろいろな経じまして非常に感じておりますことは、いろいろな経験験験験をををを持持持持っている、っている、っている、っている、

そういうそういうそういうそういう専専専専門的門的門的門的なななな立場立場立場立場の職員のの職員のの職員のの職員の人人人人たちが現たちが現たちが現たちが現場場場場にいるということがどんなに大事なことかとにいるということがどんなに大事なことかとにいるということがどんなに大事なことかとにいるということがどんなに大事なことかと

いうことをいうことをいうことをいうことを痛切痛切痛切痛切に感じております。に感じております。に感じております。に感じております。先先先先ほど近畿地方整備局のまるごと移管のほど近畿地方整備局のまるごと移管のほど近畿地方整備局のまるごと移管のほど近畿地方整備局のまるごと移管の話話話話もありましもありましもありましもありまし

たけれども、たけれども、たけれども、たけれども、私私私私も現地にも現地にも現地にも現地に行行行行きましたけれども、きましたけれども、きましたけれども、きましたけれども、崩崩崩崩れておりますがけの上の方に小さいれておりますがけの上の方に小さいれておりますがけの上の方に小さいれておりますがけの上の方に小さい人人人人がががが
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見見見見えまして、本当にそのえまして、本当にそのえまして、本当にそのえまして、本当にその直直直直後ですけれども、後ですけれども、後ですけれども、後ですけれども、青青青青いいいい服服服服をををを着着着着た近畿地方整備局のた近畿地方整備局のた近畿地方整備局のた近畿地方整備局の人人人人たちが現たちが現たちが現たちが現場場場場

の調の調の調の調査査査査にににに入入入入ってるというってるというってるというってるという姿姿姿姿をををを見見見見させていただきました。今、近畿地方整備局４させていただきました。今、近畿地方整備局４させていただきました。今、近畿地方整備局４させていただきました。今、近畿地方整備局４，，，，００００００００００００人人人人

の職員がいらっしの職員がいらっしの職員がいらっしの職員がいらっしゃゃゃゃると聞いておりますけれども、そのうちの正職員が２ると聞いておりますけれども、そのうちの正職員が２ると聞いておりますけれども、そのうちの正職員が２ると聞いておりますけれども、そのうちの正職員が２，，，，５５５５００００００００人人人人、非、非、非、非

常常常常勤勤勤勤職員が１職員が１職員が１職員が１，，，，００００００００００００人人人人、その他の方が、その他の方が、その他の方が、その他の方が５５５５００００００００人人人人とととと伺伺伺伺っているわけですが、この中で国っているわけですが、この中で国っているわけですが、この中で国っているわけですが、この中で国家家家家

公公公公務務務務員を地方公員を地方公員を地方公員を地方公務務務務員に移員に移員に移員に移譲譲譲譲するという考え方がありますけれども、これは非正するという考え方がありますけれども、これは非正するという考え方がありますけれども、これは非正するという考え方がありますけれども、これは非正規規規規ややややその他その他その他その他

の職員もすべて含めての考え方なのか、正の職員もすべて含めての考え方なのか、正の職員もすべて含めての考え方なのか、正の職員もすべて含めての考え方なのか、正規規規規職員だけの考え方なのか、そうした点をお職員だけの考え方なのか、そうした点をお職員だけの考え方なのか、そうした点をお職員だけの考え方なのか、そうした点をお尋尋尋尋

ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 まずまずまずまず人人人人員の問題でございます。今大員の問題でございます。今大員の問題でございます。今大員の問題でございます。今大体体体体１１１１，，，，７７７７

６６６６９９９９人体人体人体人体制制制制となっています。それで、当となっています。それで、当となっています。それで、当となっています。それで、当初初初初平成２平成２平成２平成２５５５５年に年に年に年に統統統統合合合合するときには、そのままのするときには、そのままのするときには、そのままのするときには、そのままの形形形形

で移で移で移で移行行行行するというのが当然だと思います。それまでにするというのが当然だと思います。それまでにするというのが当然だと思います。それまでにするというのが当然だと思います。それまでに人人人人をををを切切切切ってしまうということはできってしまうということはできってしまうということはできってしまうということはでき

ません。ません。ません。ません。ややややはりはりはりはり人人人人の問題については中長の問題については中長の問題については中長の問題については中長期期期期で考えていかないと、退職者ので考えていかないと、退職者ので考えていかないと、退職者ので考えていかないと、退職者の数数数数とそれから新とそれから新とそれから新とそれから新

たにたにたにたに雇雇雇雇用する新用する新用する新用する新規採規採規採規採用者とうまく用者とうまく用者とうまく用者とうまく計画的計画的計画的計画的ににににややややっていかないといけません。それで、っていかないといけません。それで、っていかないといけません。それで、っていかないといけません。それで、私私私私どもどもどもども

でででで提案提案提案提案させていただいているのはさせていただいているのはさせていただいているのはさせていただいているのは段階的段階的段階的段階的にににに合合合合理化も理化も理化も理化も図図図図っていける、っていける、っていける、っていける、特特特特に事に事に事に事務的務的務的務的な部な部な部な部分分分分といといといとい

うのは１つにくっつければうのは１つにくっつければうのは１つにくっつければうのは１つにくっつければ人人人人員の員の員の員の削減削減削減削減が可能となりますので、そこの部が可能となりますので、そこの部が可能となりますので、そこの部が可能となりますので、そこの部分分分分は一は一は一は一定程度定程度定程度定程度くっくっくっくっ

ついたついたついたついた段階段階段階段階でででで人人人人員員員員計画計画計画計画をををを策定策定策定策定してしてしてして減減減減員できるところは員できるところは員できるところは員できるところは減減減減員していくと、現員していくと、現員していくと、現員していくと、現場場場場にににに配置配置配置配置がえすがえすがえすがえす

るところはるところはるところはるところは配置配置配置配置がえするということで、そこでがえするということで、そこでがえするということで、そこでがえするということで、そこで計画計画計画計画をををを立立立立てていけばいいと思っているとこてていけばいいと思っているとこてていけばいいと思っているとこてていけばいいと思っているとこ

ろで、ろで、ろで、ろで、何人何人何人何人がいいとか、がいいとか、がいいとか、がいいとか、腹腹腹腹案案案案としてはありますけれど、なかなかおとしてはありますけれど、なかなかおとしてはありますけれど、なかなかおとしてはありますけれど、なかなかお話話話話しできるところではしできるところではしできるところではしできるところでは

ないと思っています。ないと思っています。ないと思っています。ないと思っています。

それからそれからそれからそれからデジタルデジタルデジタルデジタル化の費用でございます。経常経費化の費用でございます。経常経費化の費用でございます。経常経費化の費用でございます。経常経費的的的的なものでなものでなものでなもので建設建設建設建設費を費を費を費を除除除除きますと、今きますと、今きますと、今きますと、今

現在平成２３年現在平成２３年現在平成２３年現在平成２３年度予度予度予度予算で算で算で算で約約約約１１１１６６６６３３３３億円億円億円億円でございます。あとでございます。あとでございます。あとでございます。あとデジタルデジタルデジタルデジタル化の費用がそこに上化の費用がそこに上化の費用がそこに上化の費用がそこに上積積積積

みになるわけでございます。平成２１年に消防長会がみになるわけでございます。平成２１年に消防長会がみになるわけでございます。平成２１年に消防長会がみになるわけでございます。平成２１年に消防長会がややややりましたりましたりましたりました基基基基本本本本設計設計設計設計、これは広域化、これは広域化、これは広域化、これは広域化

協議会で支協議会で支協議会で支協議会で支出出出出したわけでございますが、それでいきますとしたわけでございますが、それでいきますとしたわけでございますが、それでいきますとしたわけでございますが、それでいきますと個個個個 々々々々ににににややややるとるとるとると約約約約１３０１３０１３０１３０億円億円億円億円かかかかかかかか

ると、それると、それると、それると、それぞぞぞぞれがれがれがれが単単単単発で発で発で発でややややるとるとるとると約約約約１３０１３０１３０１３０億円億円億円億円かかると聞いています。かかると聞いています。かかると聞いています。かかると聞いています。個個個個 々々々々にしたらにしたらにしたらにしたら基基基基地局地局地局地局

が２が２が２が２８要８要８要８要るとるとるとると見込見込見込見込んでいるのですが、一んでいるのですが、一んでいるのですが、一んでいるのですが、一括括括括ででででややややると大ると大ると大ると大体体体体１１か１２１１か１２１１か１２１１か１２ぐぐぐぐらいらいらいらい基基基基地局が地局が地局が地局が少少少少なくなくなくなく

て済て済て済て済むむむむだろうと県では思っています。大だろうと県では思っています。大だろうと県では思っています。大だろうと県では思っています。大体体体体そういうそういうそういうそういうふふふふうに考えますと、うに考えますと、うに考えますと、うに考えますと、半分半分半分半分以以以以下下下下で一本化で一本化で一本化で一本化

すればできるのではないかというのが県のすればできるのではないかというのが県のすればできるのではないかというのが県のすればできるのではないかというのが県の見込見込見込見込みでございます。みでございます。みでございます。みでございます。数的数的数的数的にはにはにはには幾幾幾幾らということらということらということらということ

はまだはまだはまだはまだ出出出出しておりませんので、明しておりませんので、明しておりませんので、明しておりませんので、明示示示示しておりませんので今ここではおしておりませんので今ここではおしておりませんので今ここではおしておりませんので今ここではお話話話話できません。できません。できません。できません。約約約約半半半半

分分分分以以以以下下下下にはなるとにはなるとにはなるとにはなると見込見込見込見込んでいます。以上でございます。んでいます。以上でございます。んでいます。以上でございます。んでいます。以上でございます。

○林まちづくり推進局次長○林まちづくり推進局次長○林まちづくり推進局次長○林まちづくり推進局次長 地方整備局のまるごと移管の職員の問題でございます。ここ地方整備局のまるごと移管の職員の問題でございます。ここ地方整備局のまるごと移管の職員の問題でございます。ここ地方整備局のまるごと移管の職員の問題でございます。ここ

にににに書書書書きましたように現在の国きましたように現在の国きましたように現在の国きましたように現在の国家家家家公公公公務務務務員は地方公員は地方公員は地方公員は地方公務務務務員になるということでございまして、そ員になるということでございまして、そ員になるということでございまして、そ員になるということでございまして、そ
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のほかの職員につきましてはどうされるのかというのは広域連のほかの職員につきましてはどうされるのかというのは広域連のほかの職員につきましてはどうされるのかというのは広域連のほかの職員につきましてはどうされるのかというのは広域連合合合合からからからから伺伺伺伺っておりませんし、っておりませんし、っておりませんし、っておりませんし、

私私私私でででで把握把握把握把握しているのかというとしているのかというとしているのかというとしているのかというと把握把握把握把握してございませんので、それはまたわかり次第ご報告してございませんので、それはまたわかり次第ご報告してございませんので、それはまたわかり次第ご報告してございませんので、それはまたわかり次第ご報告

したいと思います。以上です。したいと思います。以上です。したいと思います。以上です。したいと思います。以上です。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 具体的具体的具体的具体的なななな人人人人のことでおのことでおのことでおのことでお尋ね尋ね尋ね尋ねしたのですけれども、広域消防のことでしたのですけれども、広域消防のことでしたのですけれども、広域消防のことでしたのですけれども、広域消防のことで幾幾幾幾つつつつ

かの消防かの消防かの消防かの消防署署署署をおをおをおをお訪ね訪ね訪ね訪ねいたしましていろいろごいたしましていろいろごいたしましていろいろごいたしましていろいろご意見意見意見意見とか現状とか聞かせていただいてまいりとか現状とか聞かせていただいてまいりとか現状とか聞かせていただいてまいりとか現状とか聞かせていただいてまいり

ました。消防の管理に当たっている方ました。消防の管理に当たっている方ました。消防の管理に当たっている方ました。消防の管理に当たっている方 々々々々も皆さん消防も皆さん消防も皆さん消防も皆さん消防士士士士だとか、だとか、だとか、だとか、救命救救命救救命救救命救急士急士急士急士だとかおだとかおだとかおだとかお持持持持ちちちち

の方がそういう管理のところに当たっておられたり、の方がそういう管理のところに当たっておられたり、の方がそういう管理のところに当たっておられたり、の方がそういう管理のところに当たっておられたり、実際実際実際実際にはにはにはには救命救救命救救命救救命救急士急士急士急士のののの研修研修研修研修をををを受受受受けるけるけるける

間とかであれば現間とかであれば現間とかであれば現間とかであれば現場場場場にににに入入入入ったりと、そんなにったりと、そんなにったりと、そんなにったりと、そんなに実際実際実際実際の現の現の現の現場場場場ではここが管理部ではここが管理部ではここが管理部ではここが管理部門門門門だとか、ここだとか、ここだとか、ここだとか、ここ

が現が現が現が現場場場場部部部部門門門門だとか、あんまりきれいにだとか、あんまりきれいにだとか、あんまりきれいにだとか、あんまりきれいに分分分分かれていないというようなかれていないというようなかれていないというようなかれていないというような印象印象印象印象などもなどもなどもなども受受受受けました。けました。けました。けました。

それからそれからそれからそれから救救救救急急急急のののの電電電電話話話話の応対が消防の応対が消防の応対が消防の応対が消防署署署署の業の業の業の業務務務務のかなりをのかなりをのかなりをのかなりを占占占占めていまして、火災などは言えばめていまして、火災などは言えばめていまして、火災などは言えばめていまして、火災などは言えば

ごく一部というような状況でしたけれども、そうしたものがごく一部というような状況でしたけれども、そうしたものがごく一部というような状況でしたけれども、そうしたものがごく一部というような状況でしたけれども、そうしたものが果果果果たして一本化になっていったして一本化になっていったして一本化になっていったして一本化になっていっ

たときに、それたときに、それたときに、それたときに、それぞぞぞぞれの消防の１れの消防の１れの消防の１れの消防の１人人人人かかりつけのものがかかりつけのものがかかりつけのものがかかりつけのものが数人数人数人数人でそれがいけるかと言えば、でそれがいけるかと言えば、でそれがいけるかと言えば、でそれがいけるかと言えば、やややや

はりはりはりはり同同同同時にそうした事時にそうした事時にそうした事時にそうした事案案案案が発が発が発が発生生生生しますので、そこにはそれなりのしますので、そこにはそれなりのしますので、そこにはそれなりのしますので、そこにはそれなりの人手人手人手人手はかかるだろうと思はかかるだろうと思はかかるだろうと思はかかるだろうと思

います。います。います。います。

そうしたことをそうしたことをそうしたことをそうしたことを十分十分十分十分に考えていったときに、今のあり方が、に考えていったときに、今のあり方が、に考えていったときに、今のあり方が、に考えていったときに、今のあり方が、デジタルデジタルデジタルデジタル化で化で化で化で半分半分半分半分になるとになるとになるとになると

いうのは経費からいうのは経費からいうのは経費からいうのは経費から見見見見たら大変たら大変たら大変たら大変削減削減削減削減できるということですけれども、ただそこだけでいいのできるということですけれども、ただそこだけでいいのできるということですけれども、ただそこだけでいいのできるということですけれども、ただそこだけでいいの

かどうかというのをかどうかというのをかどうかというのをかどうかというのを十分検十分検十分検十分検討していただきまして、本当に県民の方討していただきまして、本当に県民の方討していただきまして、本当に県民の方討していただきまして、本当に県民の方 々々々々がこの消防がこの消防がこの消防がこの消防署署署署に対しに対しに対しに対し

てててて期待期待期待期待していることにしていることにしていることにしていることに十分十分十分十分にこたえられるようなものであるべきではないかと思いますのにこたえられるようなものであるべきではないかと思いますのにこたえられるようなものであるべきではないかと思いますのにこたえられるようなものであるべきではないかと思いますの

で、で、で、で、意見意見意見意見だけ申し上げておきたいと思います。だけ申し上げておきたいと思います。だけ申し上げておきたいと思います。だけ申し上げておきたいと思います。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 簡単簡単簡単簡単におにおにおにお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

１つは、関１つは、関１つは、関１つは、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合のことで国からののことで国からののことで国からののことで国からの丸丸丸丸ごと移管に関するごと移管に関するごと移管に関するごと移管に関する検検検検討ということで県が一討ということで県が一討ということで県が一討ということで県が一定定定定

のののの見解見解見解見解をををを示示示示されました。これはそれでされました。これはそれでされました。これはそれでされました。これはそれで結構結構結構結構で、これに対する疑問はで、これに対する疑問はで、これに対する疑問はで、これに対する疑問は別別別別にないわけですが、にないわけですが、にないわけですが、にないわけですが、

ただもうただもうただもうただもう既既既既に関に関に関に関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合で国にで国にで国にで国に働働働働きかけてきかけてきかけてきかけて丸丸丸丸ごと移管などのごと移管などのごと移管などのごと移管などの話話話話がががが具体的具体的具体的具体的になっているのになっているのになっているのになっているの

かどうか、この後、議員でもかどうか、この後、議員でもかどうか、この後、議員でもかどうか、この後、議員でもややややりとりがあるようですのでお聞きしておきたいのですが、りとりがあるようですのでお聞きしておきたいのですが、りとりがあるようですのでお聞きしておきたいのですが、りとりがあるようですのでお聞きしておきたいのですが、

国が地方整備局を国が地方整備局を国が地方整備局を国が地方整備局を丸丸丸丸ごと移管するという方ごと移管するという方ごと移管するという方ごと移管するという方針針針針をきちっとをきちっとをきちっとをきちっと出出出出せば、広域連せば、広域連せば、広域連せば、広域連合合合合のないところがのないところがのないところがのないところが

ありますが、近畿だけありますが、近畿だけありますが、近畿だけありますが、近畿だけ丸丸丸丸ごと移管というようなごと移管というようなごと移管というようなごと移管というような話話話話になっていくのかどうか、そのになっていくのかどうか、そのになっていくのかどうか、そのになっていくのかどうか、その辺辺辺辺のののの具体具体具体具体

的的的的なななな動動動動きを聞きたいと思います。きを聞きたいと思います。きを聞きたいと思います。きを聞きたいと思います。

地方整備局で地方整備局で地方整備局で地方整備局で少少少少しだけしだけしだけしだけ気気気気になって、になって、になって、になって、直直直直ちにどうこう言うことではないのですが、大ちにどうこう言うことではないのですが、大ちにどうこう言うことではないのですが、大ちにどうこう言うことではないのですが、大和和和和川川川川

はははは昭昭昭昭和５７和５７和５７和５７年に大はんらんを年に大はんらんを年に大はんらんを年に大はんらんを起起起起こして、あのときに大こして、あのときに大こして、あのときに大こして、あのときに大阪府阪府阪府阪府のののの岸昌岸昌岸昌岸昌知事と奈良県の上田知事知事と奈良県の上田知事知事と奈良県の上田知事知事と奈良県の上田知事

とが、奈良県がとが、奈良県がとが、奈良県がとが、奈良県がむやむやむやむやみにみにみにみに開開開開発するからこんな発するからこんな発するからこんな発するからこんな水水水水がががが出出出出たのだとか、いろんなたのだとか、いろんなたのだとか、いろんなたのだとか、いろんなややややりとりがあっりとりがあっりとりがあっりとりがあっ
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て、そこにまたいろいろて、そこにまたいろいろて、そこにまたいろいろて、そこにまたいろいろママママススススコミコミコミコミはいろいろはいろいろはいろいろはいろいろ書書書書きなきなきなきなぐぐぐぐったという記憶をしているのですが、ったという記憶をしているのですが、ったという記憶をしているのですが、ったという記憶をしているのですが、

大大大大和和和和川は今、地すべり対川は今、地すべり対川は今、地すべり対川は今、地すべり対策策策策をしてをしてをしてをして深礎杭深礎杭深礎杭深礎杭を４４～４を４４～４を４４～４を４４～４５５５５本本本本打打打打ちちちち込込込込んで、ほんで、ほんで、ほんで、ほぼぼぼぼ当当当当初初初初のののの計画計画計画計画がががが終終終終

わって、そしてそれで地すべりがとまったら、わって、そしてそれで地すべりがとまったら、わって、そしてそれで地すべりがとまったら、わって、そしてそれで地すべりがとまったら、我々我々我々我々のののの希希希希望望望望とすれば、とすれば、とすれば、とすれば、亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬をををを掘掘掘掘削削削削すると、すると、すると、すると、

そうすると大そうすると大そうすると大そうすると大和和和和にににに降降降降ったったったった水水水水がががが下下下下流流流流ににににススススムムムムーーーーズズズズにににに流流流流れる。こうしたら今れる。こうしたら今れる。こうしたら今れる。こうしたら今度度度度はははは逆逆逆逆に、大に、大に、大に、大阪府阪府阪府阪府のののの

方は方は方は方は堤堤堤堤防でもかさ上げしないといけないというような問題が防でもかさ上げしないといけないというような問題が防でもかさ上げしないといけないというような問題が防でもかさ上げしないといけないというような問題が生生生生じてきますので、このじてきますので、このじてきますので、このじてきますので、このややややりりりり

とりが非常にとりが非常にとりが非常にとりが非常に下下下下流流流流側側側側と上と上と上と上流流流流側側側側とととと厳厳厳厳しいものがあると思うのですが、それに対して質問はししいものがあると思うのですが、それに対して質問はししいものがあると思うのですが、それに対して質問はししいものがあると思うのですが、それに対して質問はし

ませんけれども、いずれにしてもそういった課題をませんけれども、いずれにしてもそういった課題をませんけれども、いずれにしてもそういった課題をませんけれども、いずれにしてもそういった課題を持持持持ったったったった河河河河川ですから、奈良県としても川ですから、奈良県としても川ですから、奈良県としても川ですから、奈良県としても

きちっとそのきちっとそのきちっとそのきちっとその辺辺辺辺は大は大は大は大阪府阪府阪府阪府と当事者と当事者と当事者と当事者同士同士同士同士でででで話話話話ができるように、他ができるように、他ができるように、他ができるように、他府府府府県の方もそこまできちっ県の方もそこまできちっ県の方もそこまできちっ県の方もそこまできちっ

とととと認識認識認識認識していただけないと思いますので、県の考え方も一していただけないと思いますので、県の考え方も一していただけないと思いますので、県の考え方も一していただけないと思いますので、県の考え方も一定定定定妥妥妥妥当だというように当だというように当だというように当だというように先先先先ほどかほどかほどかほどか

ら説明を聞いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ら説明を聞いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ら説明を聞いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ら説明を聞いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

それと、消防広域化の件は、奥山委員それと、消防広域化の件は、奥山委員それと、消防広域化の件は、奥山委員それと、消防広域化の件は、奥山委員やややや今井副委員長が今井副委員長が今井副委員長が今井副委員長がややややりとりされましたので、このりとりされましたので、このりとりされましたので、このりとりされましたので、この

東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災でも、市災でも、市災でも、市災でも、市町村合併町村合併町村合併町村合併がががが東東東東北北北北もももも割割割割と進んでいろいろ職員がと進んでいろいろ職員がと進んでいろいろ職員がと進んでいろいろ職員が減減減減って、って、って、って、特特特特に現に現に現に現場場場場の職の職の職の職

員などが員などが員などが員などが減減減減って、今って、今って、今って、今度度度度のののの震震震震災のときもいささか大変だったというような記事も災のときもいささか大変だったというような記事も災のときもいささか大変だったというような記事も災のときもいささか大変だったというような記事も見見見見たわけでたわけでたわけでたわけで

すが、そういうすが、そういうすが、そういうすが、そういう意味意味意味意味ではではではではややややっっっっぱぱぱぱり一り一り一り一定定定定の職員のの職員のの職員のの職員の確確確確保はできるようにお願いしておきたい。保はできるようにお願いしておきたい。保はできるようにお願いしておきたい。保はできるようにお願いしておきたい。

同同同同時に、時に、時に、時に、我々我々我々我々にちょっと聞こえてくるのは、これとはにちょっと聞こえてくるのは、これとはにちょっと聞こえてくるのは、これとはにちょっと聞こえてくるのは、これとは直接直接直接直接関係はないのですが、消防、関係はないのですが、消防、関係はないのですが、消防、関係はないのですが、消防、

救救救救急無線急無線急無線急無線ののののデジタルデジタルデジタルデジタル化というような化というような化というような化というような話話話話がある中で、がある中で、がある中で、がある中で、例例例例の消防の消防の消防の消防行政行政行政行政無線無線無線無線ですか、市ですか、市ですか、市ですか、市町村町村町村町村ががががママママ

イイイイク放送ク放送ク放送ク放送をして、これは県をして、これは県をして、これは県をして、これは県下下下下でもでもでもでも案案案案外ア外ア外ア外アンバンバンバンバラララランスンスンスンスにできているところ、できていないとにできているところ、できていないとにできているところ、できていないとにできているところ、できていないと

ころがあるのではないかと思うのですが、こういった消防広域化の一つのころがあるのではないかと思うのですが、こういった消防広域化の一つのころがあるのではないかと思うのですが、こういった消防広域化の一つのころがあるのではないかと思うのですが、こういった消防広域化の一つの合合合合理化の中で、理化の中で、理化の中で、理化の中で、

同同同同時にそういったものがきちっと管理できていくようなことも考えてほしいと思っており時にそういったものがきちっと管理できていくようなことも考えてほしいと思っており時にそういったものがきちっと管理できていくようなことも考えてほしいと思っており時にそういったものがきちっと管理できていくようなことも考えてほしいと思っており

ますので、ますので、ますので、ますので、直接的直接的直接的直接的には関係のないには関係のないには関係のないには関係のない話話話話かもしれませんが、かもしれませんが、かもしれませんが、かもしれませんが、特特特特にお願いをしておきますので、にお願いをしておきますので、にお願いをしておきますので、にお願いをしておきますので、

その点その点その点その点何何何何かかかかココココメントメントメントメントがあればしていただきたいと思います。以上です。があればしていただきたいと思います。以上です。があればしていただきたいと思います。以上です。があればしていただきたいと思います。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 国の国の国の国の出先出先出先出先機機機機関の移管の状況ということで関の移管の状況ということで関の移管の状況ということで関の移管の状況ということで伺伺伺伺っていただいていたと思っていただいていたと思っていただいていたと思っていただいていたと思

いますけれども、まず今までのいますけれども、まず今までのいますけれども、まず今までのいますけれども、まず今までの流流流流れをご説明させていただきたいと思います。れをご説明させていただきたいと思います。れをご説明させていただきたいと思います。れをご説明させていただきたいと思います。

関関関関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合から、近畿地方整備局と経済産業局と地方から、近畿地方整備局と経済産業局と地方から、近畿地方整備局と経済産業局と地方から、近畿地方整備局と経済産業局と地方環境環境環境環境事事事事務務務務所所所所の３の３の３の３機機機機関を関を関を関を丸丸丸丸ごと移ごと移ごと移ごと移

管してくれということで国に管してくれということで国に管してくれということで国に管してくれということで国に要望要望要望要望されておられます。それをされておられます。それをされておられます。それをされておられます。それを受受受受けまして、国ではけまして、国ではけまして、国ではけまして、国では７７７７月１日月１日月１日月１日

ににににアクアクアクアクシシシショョョョンプンプンプンプララララン推ン推ン推ン推進委員会という地域主進委員会という地域主進委員会という地域主進委員会という地域主権戦略権戦略権戦略権戦略会議の会議の会議の会議の下下下下部にあります会議で部にあります会議で部にあります会議で部にあります会議で出先出先出先出先機機機機関関関関

のののの検検検検討をされておられます。それから、討をされておられます。それから、討をされておられます。それから、討をされておられます。それから、７７７７月月月月７７７７日に地域主日に地域主日に地域主日に地域主権戦略権戦略権戦略権戦略会議も会議も会議も会議も開開開開かれておられまかれておられまかれておられまかれておられま

す。その中です。その中です。その中です。その中で基基基基本本本本的的的的なななな枠枠枠枠組みの組みの組みの組みの決定決定決定決定というのを、９月というのを、９月というのを、９月というのを、９月末末末末ごろまでに中間取りまとめというごろまでに中間取りまとめというごろまでに中間取りまとめというごろまでに中間取りまとめという

形形形形でででで出出出出されようとされておられます。それ以されようとされておられます。それ以されようとされておられます。それ以されようとされておられます。それ以降降降降、、、、順順順順次次次次法案法案法案法案の関係をの関係をの関係をの関係を閣閣閣閣議議議議決定決定決定決定して次して次して次して次期期期期通通通通常常常常

国会に国会に国会に国会に出出出出そうというそうというそうというそうという流流流流れになっております。れになっております。れになっております。れになっております。
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今現在、関今現在、関今現在、関今現在、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合がががが要望要望要望要望されております国のされております国のされております国のされております国の出先出先出先出先機機機機関が一関が一関が一関が一体体体体どういうどういうどういうどういう形形形形でででで権権権権限移限移限移限移譲譲譲譲

されるかという、そのされるかという、そのされるかという、そのされるかという、その具体的具体的具体的具体的なところまではまだ今のところなところまではまだ今のところなところまではまだ今のところなところまではまだ今のところ内内内内部で部で部で部で検検検検討されておられる状討されておられる状討されておられる状討されておられる状

況で、況で、況で、況で、特段特段特段特段こちらの方にはどこまで進んでいるかというこちらの方にはどこまで進んでいるかというこちらの方にはどこまで進んでいるかというこちらの方にはどこまで進んでいるかという情情情情報は報は報は報は入入入入っておりません。以上でっておりません。以上でっておりません。以上でっておりません。以上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 消防消防消防消防無線無線無線無線のののの話話話話です。です。です。です。確確確確かにそれかにそれかにそれかにそれぞぞぞぞれれれれ高高高高規格規格規格規格のののの

ところもあるし、ところもあるし、ところもあるし、ところもあるし、旧態依旧態依旧態依旧態依然のところもある。それ然のところもある。それ然のところもある。それ然のところもある。それぞぞぞぞれれれれアアアアンバンバンバンバラララランスンスンスンスになっていることはになっていることはになっていることはになっていることは確確確確

かでございます。かでございます。かでございます。かでございます。

一本化して一本化して一本化して一本化してデジタルデジタルデジタルデジタル化で整備するとなると一つの化で整備するとなると一つの化で整備するとなると一つの化で整備するとなると一つの規格規格規格規格ででででややややりますので、そういったことりますので、そういったことりますので、そういったことりますので、そういったこと

のないように進めるということでご理のないように進めるということでご理のないように進めるということでご理のないように進めるということでご理解解解解いただきたいと思います。よろしくお願いします。いただきたいと思います。よろしくお願いします。いただきたいと思います。よろしくお願いします。いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 特特特特に広域連に広域連に広域連に広域連合合合合の方はわかりました。一応まずそういうの方はわかりました。一応まずそういうの方はわかりました。一応まずそういうの方はわかりました。一応まずそういう段階段階段階段階であるという理であるという理であるという理であるという理解解解解

をしておきます。をしておきます。をしておきます。をしておきます。終終終終わります。わります。わります。わります。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃっていた広域消防につきましては、委員の質問のとおり、どっていた広域消防につきましては、委員の質問のとおり、どっていた広域消防につきましては、委員の質問のとおり、どっていた広域消防につきましては、委員の質問のとおり、ど

ううううぞ実ぞ実ぞ実ぞ実情情情情をよくをよくをよくをよく踏踏踏踏まえて、対応していただけたらと思いますので、申し上げません。まえて、対応していただけたらと思いますので、申し上げません。まえて、対応していただけたらと思いますので、申し上げません。まえて、対応していただけたらと思いますので、申し上げません。

それから、説明のありました国民健康保険の広域化に向けた取り組みについてですが、それから、説明のありました国民健康保険の広域化に向けた取り組みについてですが、それから、説明のありました国民健康保険の広域化に向けた取り組みについてですが、それから、説明のありました国民健康保険の広域化に向けた取り組みについてですが、

進めていく中でそれ進めていく中でそれ進めていく中でそれ進めていく中でそれぞぞぞぞれの市れの市れの市れの市町村町村町村町村での負担、あるいはいろんなでの負担、あるいはいろんなでの負担、あるいはいろんなでの負担、あるいはいろんな割割割割合合合合等でばらつきがかなり等でばらつきがかなり等でばらつきがかなり等でばらつきがかなり

出出出出てくると思いますので、この調整は大変だと思います。進めることにはてくると思いますので、この調整は大変だと思います。進めることにはてくると思いますので、この調整は大変だと思います。進めることにはてくると思いますので、この調整は大変だと思います。進めることには私私私私は異は異は異は異論論論論はありはありはありはあり

ませんけれども、ませんけれども、ませんけれども、ませんけれども、ぜぜぜぜひひひひとも説明いただきましたような方向に向かってとも説明いただきましたような方向に向かってとも説明いただきましたような方向に向かってとも説明いただきましたような方向に向かってややややるべきではないのるべきではないのるべきではないのるべきではないの

かなと感じます。かなと感じます。かなと感じます。かなと感じます。基基基基本本本本的的的的には県民の、あるいは地域にには県民の、あるいは地域にには県民の、あるいは地域にには県民の、あるいは地域に住住住住んでいる皆さん方のんでいる皆さん方のんでいる皆さん方のんでいる皆さん方の医療医療医療医療に対する、に対する、に対する、に対する、

あるいはあるいはあるいはあるいは福祉福祉福祉福祉も関係すると思いますので、も関係すると思いますので、も関係すると思いますので、も関係すると思いますので、ぜぜぜぜひひひひともこの方向で進んでほしいと思いますのともこの方向で進んでほしいと思いますのともこの方向で進んでほしいと思いますのともこの方向で進んでほしいと思いますの

で、大変ご苦労をおかけいたしますが、お願いしておきます。で、大変ご苦労をおかけいたしますが、お願いしておきます。で、大変ご苦労をおかけいたしますが、お願いしておきます。で、大変ご苦労をおかけいたしますが、お願いしておきます。

それから台風１２号、大変大きな災害がそれから台風１２号、大変大きな災害がそれから台風１２号、大変大きな災害がそれから台風１２号、大変大きな災害が起起起起こりました。こりました。こりました。こりました。東東東東日本がたいへんなことになっ日本がたいへんなことになっ日本がたいへんなことになっ日本がたいへんなことになっ

たと思っておりましたら、いわたと思っておりましたら、いわたと思っておりましたら、いわたと思っておりましたら、いわゆゆゆゆる山る山る山る山津波津波津波津波のような、のような、のような、のような、何何何何かかかか津波津波津波津波という言という言という言という言葉葉葉葉はははは海海海海だけだと思だけだと思だけだと思だけだと思

われていると思うのですが、山われていると思うのですが、山われていると思うのですが、山われていると思うのですが、山津波津波津波津波という言という言という言という言葉葉葉葉もありますので、奈良県もありますので、奈良県もありますので、奈良県もありますので、奈良県下下下下、、、、特特特特にににに吉吉吉吉野、野、野、野、宇宇宇宇

陀陀陀陀、大、大、大、大和高和高和高和高原原原原の一部もそうですけれども、奈良市の一部もそうですが、の一部もそうですけれども、奈良市の一部もそうですが、の一部もそうですけれども、奈良市の一部もそうですが、の一部もそうですけれども、奈良市の一部もそうですが、天天天天災というのはこ災というのはこ災というのはこ災というのはこ

れはとめることはできないと思います。れはとめることはできないと思います。れはとめることはできないと思います。れはとめることはできないと思います。起起起起こりこりこりこり得得得得るというるというるというるという憂憂憂憂いを念いを念いを念いを念頭頭頭頭にににに置置置置きながらきながらきながらきながら諸諸諸諸対対対対策策策策

を奈良県でも、あるいは広域を奈良県でも、あるいは広域を奈良県でも、あるいは広域を奈良県でも、あるいは広域的的的的なななな面面面面でも本当に対でも本当に対でも本当に対でも本当に対策策策策をををを講講講講じておかなくてはならないと思っじておかなくてはならないと思っじておかなくてはならないと思っじておかなくてはならないと思っ

ております。ております。ております。ております。

お聞きしておきたいのは、お聞きしておきたいのは、お聞きしておきたいのは、お聞きしておきたいのは、先先先先般、般、般、般、総務総務総務総務警察警察警察警察委員会でも一部委員会でも一部委員会でも一部委員会でも一部出出出出ていたと思うのですが、ていたと思うのですが、ていたと思うのですが、ていたと思うのですが、十十十十

津津津津川川川川村や村や村や村や五條五條五條五條市大市大市大市大塔塔塔塔町町町町、あるいは野、あるいは野、あるいは野、あるいは野迫迫迫迫川川川川村村村村等等等等 々々々々に対して、関に対して、関に対して、関に対して、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合からからからから人的人的人的人的派遣派遣派遣派遣もももも行行行行

われたと聞いているのですが、関われたと聞いているのですが、関われたと聞いているのですが、関われたと聞いているのですが、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合として井として井として井として井戸戸戸戸知事にお会いになった、あるいは知事にお会いになった、あるいは知事にお会いになった、あるいは知事にお会いになった、あるいは
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電電電電話話話話で、知事が連で、知事が連で、知事が連で、知事が連絡絡絡絡をとりをとりをとりをとり合合合合ってくれたみたいです。関ってくれたみたいです。関ってくれたみたいです。関ってくれたみたいです。関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに入入入入るとかるとかるとかるとか入入入入らないとらないとらないとらないと

か、こんなこと言っておられませんので、どうか、こんなこと言っておられませんので、どうか、こんなこと言っておられませんので、どうか、こんなこと言っておられませんので、どうぞぞぞぞそのことはそのこととして、そのことはそのこととして、そのことはそのこととして、そのことはそのこととして、ぜぜぜぜひひひひともともともとも安安安安

全で全で全で全で安心安心安心安心で、しかも第二次災害のないような考え方にで、しかも第二次災害のないような考え方にで、しかも第二次災害のないような考え方にで、しかも第二次災害のないような考え方に立立立立った組った組った組った組織織織織等を等を等を等を超超超超えたえたえたえた諸諸諸諸対対対対策策策策、もち、もち、もち、もち

ろん奈良県のろん奈良県のろん奈良県のろん奈良県の行政行政行政行政区区区区ですので奈良県のですので奈良県のですので奈良県のですので奈良県の責任責任責任責任はははは責任責任責任責任としてとしてとしてとして果果果果たさなくてはなりませんけれどたさなくてはなりませんけれどたさなくてはなりませんけれどたさなくてはなりませんけれど

も、当委員会と関係ないところも一部あると思いますが、よろしくも、当委員会と関係ないところも一部あると思いますが、よろしくも、当委員会と関係ないところも一部あると思いますが、よろしくも、当委員会と関係ないところも一部あると思いますが、よろしくひひひひとつ対応をお願い申とつ対応をお願い申とつ対応をお願い申とつ対応をお願い申

し上げておきたいと思います。し上げておきたいと思います。し上げておきたいと思います。し上げておきたいと思います。

それから、関それから、関それから、関それから、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合について一、二申し上げておきたいと思うのですが、どうも年について一、二申し上げておきたいと思うのですが、どうも年について一、二申し上げておきたいと思うのですが、どうも年について一、二申し上げておきたいと思うのですが、どうも年

内内内内にでもにでもにでもにでも閣閣閣閣議議議議決定決定決定決定をして、近畿経済産業局、近畿地方整備局、そうしたものを関をして、近畿経済産業局、近畿地方整備局、そうしたものを関をして、近畿経済産業局、近畿地方整備局、そうしたものを関をして、近畿経済産業局、近畿地方整備局、そうしたものを関西西西西広域連広域連広域連広域連

合合合合に移管するというようなことがに移管するというようなことがに移管するというようなことがに移管するというようなことが内々的内々的内々的内々的に進んでいる感じをに進んでいる感じをに進んでいる感じをに進んでいる感じを受受受受けますので、聞いていませけますので、聞いていませけますので、聞いていませけますので、聞いていませ

んとか知らないとか言うのではなくして、知事がんとか知らないとか言うのではなくして、知事がんとか知らないとか言うのではなくして、知事がんとか知らないとか言うのではなくして、知事が先先先先般般般般オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバーとしてとしてとしてとして参加参加参加参加されました。されました。されました。されました。

これは大変いいことだと思いますので、これは大変いいことだと思いますので、これは大変いいことだと思いますので、これは大変いいことだと思いますので、ぜぜぜぜひひひひともそういうことをも含めてともそういうことをも含めてともそういうことをも含めてともそういうことをも含めて情情情情報をきちっと報をきちっと報をきちっと報をきちっと

入入入入れて、そして奈良県れて、そして奈良県れて、そして奈良県れて、そして奈良県益益益益のののの不利不利不利不利にならないようなにならないようなにならないようなにならないような諸諸諸諸対対対対策策策策をををを望望望望んでおきたいと思います。んでおきたいと思います。んでおきたいと思います。んでおきたいと思います。

知事がこの間知事がこの間知事がこの間知事がこの間行行行行かれたことに対してのかれたことに対してのかれたことに対してのかれたことに対しての内容内容内容内容と、どういうと、どういうと、どういうと、どういう結果結果結果結果になったのかになったのかになったのかになったのか教教教教えてほしいえてほしいえてほしいえてほしい

のと、ここは広域連のと、ここは広域連のと、ここは広域連のと、ここは広域連合合合合に関する議に関する議に関する議に関する議論論論論をするをするをするをする場場場場でもありますが、これはでもありますが、これはでもありますが、これはでもありますが、これは政政政政治治治治的的的的なななな判断判断判断判断でででで動動動動いいいい

ていますから、知事がていますから、知事がていますから、知事がていますから、知事が入入入入らないと言っているのに、らないと言っているのに、らないと言っているのに、らないと言っているのに、政政政政治治治治的判断的判断的判断的判断をををを超超超超えてきょうおえてきょうおえてきょうおえてきょうお越越越越しいたしいたしいたしいた

だいてる理事者の皆さん方がだいてる理事者の皆さん方がだいてる理事者の皆さん方がだいてる理事者の皆さん方が答答答答えをえをえをえを出出出出すというのはすというのはすというのはすというのは難難難難しいことであろうと思いますので、しいことであろうと思いますので、しいことであろうと思いますので、しいことであろうと思いますので、

あえて今申し上げたことお聞きをしておきたいと思います。あえて今申し上げたことお聞きをしておきたいと思います。あえて今申し上げたことお聞きをしておきたいと思います。あえて今申し上げたことお聞きをしておきたいと思います。

なお、前にもこの委員会で申し上げましたように、なお、前にもこの委員会で申し上げましたように、なお、前にもこの委員会で申し上げましたように、なお、前にもこの委員会で申し上げましたように、東東東東京京京京一一一一極集極集極集極集中は中は中は中は許許許許さないと。地方に、さないと。地方に、さないと。地方に、さないと。地方に、

もちろん奈良にもちろん奈良にもちろん奈良にもちろん奈良に元元元元気気気気をと。そしてをと。そしてをと。そしてをと。そして東東東東京京京京を中を中を中を中心心心心にににに人人人人口口口口の３の３の３の３分分分分の１、あるいは４の１、あるいは４の１、あるいは４の１、あるいは４分分分分の１等の１等の１等の１等 々々々々がががが

東東東東京付京付京付京付近で近で近で近で生活生活生活生活をしなかったらをしなかったらをしなかったらをしなかったら動動動動かない日本というのはどうもかない日本というのはどうもかない日本というのはどうもかない日本というのはどうも不自不自不自不自然でありますし、国然でありますし、国然でありますし、国然でありますし、国土土土土

保全保全保全保全ややややいろいろ考えいろいろ考えいろいろ考えいろいろ考え合合合合わせましたときに、わせましたときに、わせましたときに、わせましたときに、ぜぜぜぜひひひひともともともとも東東東東京京京京、関、関、関、関東東東東に負けないような関に負けないような関に負けないような関に負けないような関西西西西をつをつをつをつ

くってほしいというような一つの願いでありますので、そういう大きな観点にくってほしいというような一つの願いでありますので、そういう大きな観点にくってほしいというような一つの願いでありますので、そういう大きな観点にくってほしいというような一つの願いでありますので、そういう大きな観点に立立立立ってこのってこのってこのってこの

関関関関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合問題はこれから議問題はこれから議問題はこれから議問題はこれから議論論論論をしていかなくてはならないのではないかと思います。をしていかなくてはならないのではないかと思います。をしていかなくてはならないのではないかと思います。をしていかなくてはならないのではないかと思います。

ここに説明ありましたまるごと移管に対する奈良県の考え方では、ここに説明ありましたまるごと移管に対する奈良県の考え方では、ここに説明ありましたまるごと移管に対する奈良県の考え方では、ここに説明ありましたまるごと移管に対する奈良県の考え方では、例例例例えば関えば関えば関えば関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合

に国がに国がに国がに国が丸丸丸丸ごと移管すると言っているけども、それは知事はごと移管すると言っているけども、それは知事はごと移管すると言っているけども、それは知事はごと移管すると言っているけども、それは知事は反反反反対しないとおっし対しないとおっし対しないとおっし対しないとおっしゃゃゃゃっていまっていまっていまっていま

す。皆さん方もその考えでおられると思いますので、その観点にす。皆さん方もその考えでおられると思いますので、その観点にす。皆さん方もその考えでおられると思いますので、その観点にす。皆さん方もその考えでおられると思いますので、その観点に立立立立って、って、って、って、ぜぜぜぜひひひひとも全とも全とも全とも全体体体体でででで

入入入入るということではなくても部るということではなくても部るということではなくても部るということではなくても部分的分的分的分的な、連な、連な、連な、連携携携携ではどっちにしたって近畿２ではどっちにしたって近畿２ではどっちにしたって近畿２ではどっちにしたって近畿２府府府府４県の中で４県の中で４県の中で４県の中で入入入入

っていないのは奈良県だけですから、ほかの県はっていないのは奈良県だけですから、ほかの県はっていないのは奈良県だけですから、ほかの県はっていないのは奈良県だけですから、ほかの県は入入入入っていますので、徳っていますので、徳っていますので、徳っていますので、徳島島島島県とか県とか県とか県とか鳥鳥鳥鳥取県は取県は取県は取県は

別別別別ですが、そのことのですが、そのことのですが、そのことのですが、そのことの意味意味意味意味をををを踏踏踏踏まえて県民のために、県まえて県民のために、県まえて県民のために、県まえて県民のために、県益益益益のためににのためににのためににのためににママママイイイイナナナナススススにならないにならないにならないにならない

ように、ように、ように、ように、予予予予算算算算面面面面につきましても関につきましても関につきましても関につきましても関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに丸丸丸丸ごとごとごとごと行行行行ってしまったら、奈良県のってしまったら、奈良県のってしまったら、奈良県のってしまったら、奈良県の独自独自独自独自とととと
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しての今までのしての今までのしての今までのしての今までのルートルートルートルートで、当然奈良県としての業で、当然奈良県としての業で、当然奈良県としての業で、当然奈良県としての業績績績績があるわけですからがあるわけですからがあるわけですからがあるわけですから堂堂堂堂 々々々々とととと予予予予算算算算要望要望要望要望等等等等

もできるのですが、もできるのですが、もできるのですが、もできるのですが、残残残残りものしか奈良県にりものしか奈良県にりものしか奈良県にりものしか奈良県に入入入入らないようなことになったらないようなことになったらないようなことになったらないようなことになった場合場合場合場合、こちらの、こちらの、こちらの、こちらの予予予予

定定定定している整備等している整備等している整備等している整備等 々々々々について、いつもについて、いつもについて、いつもについて、いつも京京京京奈奈奈奈和和和和自動車自動車自動車自動車道を道を道を道を例例例例にににに挙挙挙挙げるのですが、げるのですが、げるのですが、げるのですが、京京京京奈奈奈奈和和和和自動自動自動自動

車車車車道等の整備は全国道等の整備は全国道等の整備は全国道等の整備は全国レベレベレベレベルルルルでででで最最最最下位下位下位下位と言われておりますので、と言われておりますので、と言われておりますので、と言われておりますので、高速高速高速高速道道道道路路路路、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる高高高高規格規格規格規格

道道道道路路路路の全国の整備の全国の整備の全国の整備の全国の整備率率率率はははは７７７７００００％％％％をををを超超超超えているのに、えているのに、えているのに、えているのに、私私私私ども奈良県は３４ども奈良県は３４ども奈良県は３４ども奈良県は３４％％％％ぐぐぐぐらいしか進んでらいしか進んでらいしか進んでらいしか進んで

いないという現状をいないという現状をいないという現状をいないという現状を見見見見たときに、たときに、たときに、たときに、残残残残りものでは奈良県の道りものでは奈良県の道りものでは奈良県の道りものでは奈良県の道路路路路整備は整備は整備は整備は動動動動かないと思いますのかないと思いますのかないと思いますのかないと思いますの

で、もうそういうで、もうそういうで、もうそういうで、もうそういう視視視視点に点に点に点に立立立立って、ここで議って、ここで議って、ここで議って、ここで議論論論論することではないのかもわかりませんが、することではないのかもわかりませんが、することではないのかもわかりませんが、することではないのかもわかりませんが、特特特特

に組に組に組に組織的織的織的織的なことでそういうなことでそういうなことでそういうなことでそういう視視視視点でお願い申し上げておきたいと思います。点でお願い申し上げておきたいと思います。点でお願い申し上げておきたいと思います。点でお願い申し上げておきたいと思います。

それから、知事は奈良県の今後の大きなそれから、知事は奈良県の今後の大きなそれから、知事は奈良県の今後の大きなそれから、知事は奈良県の今後の大きな政政政政治治治治課題は課題は課題は課題は何何何何かと言ったら、かと言ったら、かと言ったら、かと言ったら、ポストポストポストポスト１３００年１３００年１３００年１３００年

祭祭祭祭の観光振興だと言われました。の観光振興だと言われました。の観光振興だと言われました。の観光振興だと言われました。先先先先般般般般自由自由自由自由民主党の民主党の民主党の民主党の有志有志有志有志によりましてによりましてによりましてによりまして九州九州九州九州へへへへ行行行行きました。きました。きました。きました。

そうしたらありがたいことに知事の、あるいは関係の皆さん方のそうしたらありがたいことに知事の、あるいは関係の皆さん方のそうしたらありがたいことに知事の、あるいは関係の皆さん方のそうしたらありがたいことに知事の、あるいは関係の皆さん方の判断判断判断判断で、これからで、これからで、これからで、これから九州九州九州九州のののの

奈良県奈良県奈良県奈良県人人人人会をつくろうとしているみたいです。これは会をつくろうとしているみたいです。これは会をつくろうとしているみたいです。これは会をつくろうとしているみたいです。これは結構結構結構結構なことだと思います。皆さん方なことだと思います。皆さん方なことだと思います。皆さん方なことだと思います。皆さん方

とととと交交交交流流流流をををを深深深深めためためためた結果結果結果結果、奈良へ、奈良へ、奈良へ、奈良へ来来来来てくださいよと、平てくださいよと、平てくださいよと、平てくださいよと、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭で大変おで大変おで大変おで大変お世世世世話話話話になになになにな

りましたというりましたというりましたというりましたという話話話話をしたら、だれとは申し上げませんが、をしたら、だれとは申し上げませんが、をしたら、だれとは申し上げませんが、をしたら、だれとは申し上げませんが、数人数人数人数人の皆さん方から、奈良へどの皆さん方から、奈良へどの皆さん方から、奈良へどの皆さん方から、奈良へど

ううううややややってってってって行行行行ったらいいのか。皆さん方はどこへったらいいのか。皆さん方はどこへったらいいのか。皆さん方はどこへったらいいのか。皆さん方はどこへ降降降降りられるのですかと、りられるのですかと、りられるのですかと、りられるのですかと、ややややっっっっぱぱぱぱり大り大り大り大阪阪阪阪だとだとだとだと

言います。すべて大言います。すべて大言います。すべて大言います。すべて大阪阪阪阪で、大で、大で、大で、大阪阪阪阪からの関係でからの関係でからの関係でからの関係で何何何何すると。すると。すると。すると。九州九州九州九州県県県県人人人人会をつくって会をつくって会をつくって会をつくってぜぜぜぜひひひひともともともとも来来来来

てくださいということのてくださいということのてくださいということのてくださいということの意味意味意味意味ででででＰＲＰＲＰＲＰＲすることはすることはすることはすることは結構結構結構結構なのですが、観光振興ということをなのですが、観光振興ということをなのですが、観光振興ということをなのですが、観光振興ということをポポポポ

ストストストスト１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭にににに位位位位置置置置づづづづけするのだったら、これはけするのだったら、これはけするのだったら、これはけするのだったら、これはひひひひょっとすれば大ょっとすれば大ょっとすれば大ょっとすれば大阪阪阪阪、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは京都京都京都京都。。。。

古都古都古都古都のののの意味意味意味意味はははは京都京都京都京都が１が１が１が１番番番番目目目目で、奈良は２で、奈良は２で、奈良は２で、奈良は２番番番番目目目目というような考え方になりかというような考え方になりかというような考え方になりかというような考え方になりかねねねねない。ない。ない。ない。

先先先先般、関般、関般、関般、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合はははは諸外諸外諸外諸外国へ国へ国へ国へＰＲＰＲＰＲＰＲにににに行行行行った。ばらつきがあったみたいですが、った。ばらつきがあったみたいですが、った。ばらつきがあったみたいですが、った。ばらつきがあったみたいですが、総合的総合的総合的総合的

にはどの知事もにはどの知事もにはどの知事もにはどの知事も行行行行かれたみたいです。そしたら、かれたみたいです。そしたら、かれたみたいです。そしたら、かれたみたいです。そしたら、私私私私がががが仄仄仄仄聞することによりましたら、観光聞することによりましたら、観光聞することによりましたら、観光聞することによりましたら、観光

振興についての対振興についての対振興についての対振興についての対諸外諸外諸外諸外国の国の国の国のＰＲＰＲＰＲＰＲも関も関も関も関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合は関は関は関は関西西西西挙挙挙挙げて、徳げて、徳げて、徳げて、徳島島島島県も県も県も県も鳥鳥鳥鳥取県も取県も取県も取県も入入入入ってまってまってまってま

すから、そこにすから、そこにすから、そこにすから、そこにリストリストリストリストしたしたしたした場合場合場合場合、奈良県は、奈良県は、奈良県は、奈良県は入入入入れない。奈良県はれない。奈良県はれない。奈良県はれない。奈良県は京都京都京都京都府府府府の子の子の子の子分分分分。。。。表表表表現が現が現が現が悪悪悪悪いいいい

かわかりませんが、そんな感かわかりませんが、そんな感かわかりませんが、そんな感かわかりませんが、そんな感覚覚覚覚でなりかでなりかでなりかでなりかねねねねないということも一部ないということも一部ないということも一部ないということも一部仄仄仄仄聞していますので、ど聞していますので、ど聞していますので、ど聞していますので、ど

ううううぞぞぞぞこれ県これ県これ県これ県益益益益のために、徳のために、徳のために、徳のために、徳島島島島県の県の県の県の場合場合場合場合はははは医療医療医療医療振興、振興、振興、振興、鳥鳥鳥鳥取県は観光振興を取県は観光振興を取県は観光振興を取県は観光振興を目指目指目指目指して関して関して関して関西西西西広域広域広域広域

連連連連合合合合にににに参加参加参加参加しているということでもありますので、事しているということでもありますので、事しているということでもありますので、事しているということでもありますので、事務務務務局と局と局と局と情情情情報を報を報を報を密密密密にして、そしてそうにして、そしてそうにして、そしてそうにして、そしてそう

いういういういう視視視視点も点も点も点も頭頭頭頭にににに入入入入れながら、知事がれながら、知事がれながら、知事がれながら、知事が反反反反対しているからではなくて、近畿地方整備局の対しているからではなくて、近畿地方整備局の対しているからではなくて、近畿地方整備局の対しているからではなくて、近畿地方整備局の判断判断判断判断

は知事がするとして、は知事がするとして、は知事がするとして、は知事がするとして、ぜぜぜぜひひひひとも皆さん方には奈良県のためにこの部とも皆さん方には奈良県のためにこの部とも皆さん方には奈良県のためにこの部とも皆さん方には奈良県のためにこの部分分分分はこうだよというはこうだよというはこうだよというはこうだよという提提提提

案案案案、、、、提提提提言も言も言も言もややややってほしいと思います。それでってほしいと思います。それでってほしいと思います。それでってほしいと思います。それで勉強勉強勉強勉強もしてほしいと思います。前にも申し上もしてほしいと思います。前にも申し上もしてほしいと思います。前にも申し上もしてほしいと思います。前にも申し上

げたと思うのですが、げたと思うのですが、げたと思うのですが、げたと思うのですが、我々我々我々我々もももも気気気気のつかない点がいっのつかない点がいっのつかない点がいっのつかない点がいっぱぱぱぱいありますのでこれからいありますのでこれからいありますのでこれからいありますのでこれから勉強勉強勉強勉強を進めを進めを進めを進め
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たいと思うのですけれども、たいと思うのですけれども、たいと思うのですけれども、たいと思うのですけれども、基基基基本本本本的的的的には奈良県がどう全国の中でには奈良県がどう全国の中でには奈良県がどう全国の中でには奈良県がどう全国の中で位位位位置置置置づづづづけをされ、国けをされ、国けをされ、国けをされ、国際際際際社社社社

会の中でどう会の中でどう会の中でどう会の中でどう輝輝輝輝くか、そして産業振興、観光振興、そして奈良県のくか、そして産業振興、観光振興、そして奈良県のくか、そして産業振興、観光振興、そして奈良県のくか、そして産業振興、観光振興、そして奈良県の元元元元気気気気づづづづくりをくりをくりをくりを東東東東京京京京とととと匹匹匹匹

敵敵敵敵するような関するような関するような関するような関西西西西圏圏圏圏をつくりたい、近畿をつくりたいというをつくりたい、近畿をつくりたいというをつくりたい、近畿をつくりたいというをつくりたい、近畿をつくりたいという視視視視点に点に点に点に立立立立って、って、って、って、遠慮遠慮遠慮遠慮せずに知せずに知せずに知せずに知

事にも事にも事にも事にも提提提提言してほしいと思います。言してほしいと思います。言してほしいと思います。言してほしいと思います。私私私私どもも考えを申し上げながらどもも考えを申し上げながらどもも考えを申し上げながらどもも考えを申し上げながらぜぜぜぜひひひひとも進めていきたとも進めていきたとも進めていきたとも進めていきた

いと思いますので、今申し上げたいと思いますので、今申し上げたいと思いますので、今申し上げたいと思いますので、今申し上げた数数数数点、点、点、点、意見意見意見意見を聞いておきたいと思います。以上です。を聞いておきたいと思います。以上です。を聞いておきたいと思います。以上です。を聞いておきたいと思います。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 新谷委員から３点のご質問がありました。新谷委員から３点のご質問がありました。新谷委員から３点のご質問がありました。新谷委員から３点のご質問がありました。

まず、１点まず、１点まず、１点まず、１点目目目目の広域連の広域連の広域連の広域連合合合合委員会でどのような発言をしたのかということでございますが、委員会でどのような発言をしたのかということでございますが、委員会でどのような発言をしたのかということでございますが、委員会でどのような発言をしたのかということでございますが、

７７７７月２月２月２月２８８８８日の議題は、日の議題は、日の議題は、日の議題は、先先先先ほどほどほどほど来来来来議議議議論論論論になっておりますになっておりますになっておりますになっております出先出先出先出先機機機機関の関の関の関の権権権権限移限移限移限移譲譲譲譲の問題でございの問題でございの問題でございの問題でござい

ましたので、知事は、連ましたので、知事は、連ましたので、知事は、連ましたので、知事は、連携団体携団体携団体携団体の長としての長としての長としての長として積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加し、し、し、し、意見意見意見意見を申し上げました。を申し上げました。を申し上げました。を申し上げました。意見意見意見意見

の中には、関の中には、関の中には、関の中には、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合へのへのへのへの権権権権限移限移限移限移譲譲譲譲には異には異には異には異論論論論があるものではないと。ただ、奈良県のがあるものではないと。ただ、奈良県のがあるものではないと。ただ、奈良県のがあるものではないと。ただ、奈良県の権権権権

限については、関限については、関限については、関限については、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合ではなく、奈良県への移ではなく、奈良県への移ではなく、奈良県への移ではなく、奈良県への移譲譲譲譲をお願いしたいということが大きをお願いしたいということが大きをお願いしたいということが大きをお願いしたいということが大き

な２点だと思います。な２点だと思います。な２点だと思います。な２点だと思います。

それと、２点それと、２点それと、２点それと、２点目目目目は、関は、関は、関は、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに権権権権限移限移限移限移譲譲譲譲されたされたされたされた結果結果結果結果、県民に、県民に、県民に、県民に不利益不利益不利益不利益にならないようにならないようにならないようにならないよう

にということでございます。まさに今申し上げましたように関にということでございます。まさに今申し上げましたように関にということでございます。まさに今申し上げましたように関にということでございます。まさに今申し上げましたように関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合で知事から説明で知事から説明で知事から説明で知事から説明

をしておりますけれども、をしておりますけれども、をしておりますけれども、をしておりますけれども、既既既既に国に対して知事はじめ担当部局からに国に対して知事はじめ担当部局からに国に対して知事はじめ担当部局からに国に対して知事はじめ担当部局から先先先先ほどおほどおほどおほどお示示示示しした考えしした考えしした考えしした考え

方について方について方について方について繰繰繰繰りりりり返返返返し説明をしておるところでございます。新谷委員のごし説明をしておるところでございます。新谷委員のごし説明をしておるところでございます。新谷委員のごし説明をしておるところでございます。新谷委員のご指指指指摘摘摘摘のとおり、県のとおり、県のとおり、県のとおり、県

民にとって民にとって民にとって民にとって不利益不利益不利益不利益になるようなことはになるようなことはになるようなことはになるようなことは絶絶絶絶対にないように取り組んでおります。対にないように取り組んでおります。対にないように取り組んでおります。対にないように取り組んでおります。

それから、３点それから、３点それから、３点それから、３点目目目目、、、、私私私私どものどものどものどもの所所所所管ではありませんけれども、管ではありませんけれども、管ではありませんけれども、管ではありませんけれども、私私私私のののの了了了了知している知している知している知している範囲範囲範囲範囲で申で申で申で申

し上げれば、し上げれば、し上げれば、し上げれば、例例例例えばえばえばえば先先先先日、中国日、中国日、中国日、中国要人要人要人要人がががが来来来来られて関られて関られて関られて関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合でごあいさつをされました。でごあいさつをされました。でごあいさつをされました。でごあいさつをされました。

その後、本県にもおいでいただきました。知事へその後、本県にもおいでいただきました。知事へその後、本県にもおいでいただきました。知事へその後、本県にもおいでいただきました。知事へぜぜぜぜひひひひ表敬表敬表敬表敬をしたいということでございまをしたいということでございまをしたいということでございまをしたいということでございま

した。そのことがした。そのことがした。そのことがした。そのことが示示示示しますように、本県はしますように、本県はしますように、本県はしますように、本県は従来従来従来従来から中国、それからから中国、それからから中国、それからから中国、それから韓韓韓韓国につきましては大国につきましては大国につきましては大国につきましては大

きなきなきなきな交交交交流流流流のののの結果結果結果結果をををを持持持持っております。関っております。関っております。関っております。関西西西西広域連広域連広域連広域連合や合や合や合や京都京都京都京都もももも持持持持たないような、よりたないような、よりたないような、よりたないような、より太太太太いいいいパパパパイイイイ

ププププといいますか、といいますか、といいますか、といいますか、実実実実績績績績をををを持持持持っております。そういうっております。そういうっております。そういうっております。そういう意味意味意味意味で関で関で関で関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合と負けないようなと負けないようなと負けないようなと負けないような

といいますか、まさっているのではないかとといいますか、まさっているのではないかとといいますか、まさっているのではないかとといいますか、まさっているのではないかと個個個個人的人的人的人的に思っておりますけれども、観光につに思っておりますけれども、観光につに思っておりますけれども、観光につに思っておりますけれども、観光につ

いてのいてのいてのいてのルートルートルートルートというというというという意味意味意味意味で言うと、で言うと、で言うと、で言うと、積極的積極的積極的積極的に取り組んでいるに取り組んでいるに取り組んでいるに取り組んでいる結果結果結果結果が本日につながっているが本日につながっているが本日につながっているが本日につながっている

のではないかとのではないかとのではないかとのではないかと個個個個人的人的人的人的には思っております。以上です。には思っております。以上です。には思っております。以上です。には思っております。以上です。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 中国の観光振興、お中国の観光振興、お中国の観光振興、お中国の観光振興、お互互互互いにいにいにいに友好交友好交友好交友好交流流流流をををを深深深深めて、議会としても、めて、議会としても、めて、議会としても、めて、議会としても、私私私私どもどもどもども自由自由自由自由民民民民

主党議員主党議員主党議員主党議員団団団団からも１名からも１名からも１名からも１名代表代表代表代表をををを送送送送らせてもらいます。どうらせてもらいます。どうらせてもらいます。どうらせてもらいます。どうぞぞぞぞそのそのそのその位位位位置置置置づづづづけも、けも、けも、けも、私私私私はここで言はここで言はここで言はここで言

うべきことではないのですが、どうもうべきことではないのですが、どうもうべきことではないのですが、どうもうべきことではないのですが、どうも勝勝勝勝手手手手に県議会議員はに県議会議員はに県議会議員はに県議会議員は行行行行きなさいと。きなさいと。きなさいと。きなさいと。認認認認められるのはめられるのはめられるのはめられるのは

２名、３名ですというようなことをよく言われますので、２名、３名ですというようなことをよく言われますので、２名、３名ですというようなことをよく言われますので、２名、３名ですというようなことをよく言われますので、ややややっっっっぱぱぱぱり公職としてり公職としてり公職としてり公職として行行行行く以上、く以上、く以上、く以上、
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身身身身分分分分の保の保の保の保障障障障、あるいはあってはならないことなのですが、事、あるいはあってはならないことなのですが、事、あるいはあってはならないことなのですが、事、あるいはあってはならないことなのですが、事故故故故がありましたがありましたがありましたがありました場合場合場合場合は、は、は、は、私的私的私的私的

にににに勝勝勝勝手手手手にににに行行行行っているでは議員のっているでは議員のっているでは議員のっているでは議員の先生先生先生先生方もかわいそうですから、方もかわいそうですから、方もかわいそうですから、方もかわいそうですから、ぜぜぜぜひひひひともそこはきちっと整ともそこはきちっと整ともそこはきちっと整ともそこはきちっと整

理して、お理して、お理して、お理して、お越越越越しいただいたことに対する対応というのはそういう方向しいただいたことに対する対応というのはそういう方向しいただいたことに対する対応というのはそういう方向しいただいたことに対する対応というのはそういう方向づづづづけをけをけをけをややややってほしいってほしいってほしいってほしい

と思いますので、観光振興とあわせて申し上げておきます。と思いますので、観光振興とあわせて申し上げておきます。と思いますので、観光振興とあわせて申し上げておきます。と思いますので、観光振興とあわせて申し上げておきます。

それから、前にも知事公室長に申し上げたように、わからないしそれから、前にも知事公室長に申し上げたように、わからないしそれから、前にも知事公室長に申し上げたように、わからないしそれから、前にも知事公室長に申し上げたように、わからないし流流流流れてこないではだめれてこないではだめれてこないではだめれてこないではだめ

ですので、知事がですので、知事がですので、知事がですので、知事がオブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバーで言われたように、どうも記者がで言われたように、どうも記者がで言われたように、どうも記者がで言われたように、どうも記者が入入入入らない中でいろんな議らない中でいろんな議らない中でいろんな議らない中でいろんな議

論論論論をされる、をされる、をされる、をされる、決定決定決定決定したことについては記者発したことについては記者発したことについては記者発したことについては記者発表表表表される、関される、関される、関される、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合ののののややややり方はり方はり方はり方はねねねね。そう。そう。そう。そう

すると、議すると、議すると、議すると、議論論論論のののの過程過程過程過程というのはというのはというのはというのは案案案案外外外外明らかになってこない。知事あるいは副知事らが明らかになってこない。知事あるいは副知事らが明らかになってこない。知事あるいは副知事らが明らかになってこない。知事あるいは副知事らが行行行行かかかか

れると、そういう議れると、そういう議れると、そういう議れると、そういう議論論論論の中にの中にの中にの中に入入入入れると思いますので、申しれると思いますので、申しれると思いますので、申しれると思いますので、申し込込込込みをしてどういう議みをしてどういう議みをしてどういう議みをしてどういう議論論論論をしてをしてをしてをして

いるのか。観光のことは申し上げましたが、奈良県は日本一産業がいるのか。観光のことは申し上げましたが、奈良県は日本一産業がいるのか。観光のことは申し上げましたが、奈良県は日本一産業がいるのか。観光のことは申し上げましたが、奈良県は日本一産業が立立立立地していない県だと地していない県だと地していない県だと地していない県だと

言われておりますので、そんなことも含めると産業振興、言われておりますので、そんなことも含めると産業振興、言われておりますので、そんなことも含めると産業振興、言われておりますので、そんなことも含めると産業振興、元元元元気気気気のある奈良県のある奈良県のある奈良県のある奈良県づづづづくりと思っくりと思っくりと思っくりと思っ

たときにそんなこともたときにそんなこともたときにそんなこともたときにそんなことも視視視視野に野に野に野に入入入入れて、れて、れて、れて、情情情情報はおくれないようにして報はおくれないようにして報はおくれないようにして報はおくれないようにして入入入入れるべきであると思れるべきであると思れるべきであると思れるべきであると思

いますので、あえて前向きにいますので、あえて前向きにいますので、あえて前向きにいますので、あえて前向きにオブザーバー的オブザーバー的オブザーバー的オブザーバー的なななな立場立場立場立場であったとしてもであったとしてもであったとしてもであったとしても行行行行ったらどうかといったらどうかといったらどうかといったらどうかとい

う。う。う。う。

それから、もう１点はそれから、もう１点はそれから、もう１点はそれから、もう１点は先先先先ほど申し上げた観光振興なのか、あるいは地域ほど申し上げた観光振興なのか、あるいは地域ほど申し上げた観光振興なのか、あるいは地域ほど申し上げた観光振興なのか、あるいは地域医療医療医療医療なのか、そなのか、そなのか、そなのか、そ

ういう部ういう部ういう部ういう部分分分分だけでも、それだけで関だけでも、それだけで関だけでも、それだけで関だけでも、それだけで関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに入入入入っているっているっているっている府府府府県がありますから、そうい県がありますから、そうい県がありますから、そうい県がありますから、そうい

うううう視視視視点も点も点も点も頭頭頭頭にににに入入入入れてれてれてれて情情情情報を報を報を報を密密密密にしながら、にしながら、にしながら、にしながら、何回何回何回何回も申し上げますが、県も申し上げますが、県も申し上げますが、県も申し上げますが、県益益益益のために議のために議のために議のために議論論論論をしをしをしをし

ながら進めてほしいと思いますので、あえて申し上げておきます。ながら進めてほしいと思いますので、あえて申し上げておきます。ながら進めてほしいと思いますので、あえて申し上げておきます。ながら進めてほしいと思いますので、あえて申し上げておきます。

○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 ごごごご指指指指摘摘摘摘のとおり奈良県民がのとおり奈良県民がのとおり奈良県民がのとおり奈良県民が損損損損をををを見見見見るということはるということはるということはるということは絶絶絶絶対にないように対にないように対にないように対にないように頑頑頑頑

張張張張りますし、りますし、りますし、りますし、情情情情報についても引き続き報についても引き続き報についても引き続き報についても引き続き頑張頑張頑張頑張って皆様方とともにって皆様方とともにって皆様方とともにって皆様方とともに共有共有共有共有できるような状況をでできるような状況をでできるような状況をでできるような状況をで

きる限りつくっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。きる限りつくっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。きる限りつくっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。きる限りつくっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 近畿２近畿２近畿２近畿２府府府府４県で奈良県だけが４県で奈良県だけが４県で奈良県だけが４県で奈良県だけが入入入入っていないというのをっていないというのをっていないというのをっていないというのを見見見見ましたら、なましたら、なましたら、なましたら、なぜぜぜぜ入入入入らららら

ないというないというないというないという意見意見意見意見もももも出出出出ますし、関ますし、関ますし、関ますし、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合でででで勉強勉強勉強勉強させてもらったら二させてもらったら二させてもらったら二させてもらったら二重重重重行政行政行政行政、まさに知事、まさに知事、まさに知事、まさに知事

が言っているが言っているが言っているが言っている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、これをる、これをる、これをる、これを逆逆逆逆になくすというのが広域連になくすというのが広域連になくすというのが広域連になくすというのが広域連合合合合のののの基基基基本本本本的的的的な考えみたな考えみたな考えみたな考えみた

いです。もういです。もういです。もういです。もう少少少少しししし勉強勉強勉強勉強しなくてはなりませんが、しなくてはなりませんが、しなくてはなりませんが、しなくてはなりませんが、同同同同じことをじことをじことをじことを別別別別のののの視視視視点で言っているのかな点で言っているのかな点で言っているのかな点で言っているのかな

というのを感じましたので、申し上げておきたいと思います。というのを感じましたので、申し上げておきたいと思います。というのを感じましたので、申し上げておきたいと思います。というのを感じましたので、申し上げておきたいと思います。

先先先先般、当委員会で井般、当委員会で井般、当委員会で井般、当委員会で井戸兵庫戸兵庫戸兵庫戸兵庫県知事と県知事と県知事と県知事と意見意見意見意見交換交換交換交換させてもらったのですが、このことはもうさせてもらったのですが、このことはもうさせてもらったのですが、このことはもうさせてもらったのですが、このことはもう

今申し上げませんが、かなり今申し上げませんが、かなり今申し上げませんが、かなり今申し上げませんが、かなり参参参参考になりました。どう考になりました。どう考になりました。どう考になりました。どうぞひぞひぞひぞひとつそんなことで、とつそんなことで、とつそんなことで、とつそんなことで、ぜぜぜぜひひひひとも県とも県とも県とも県

益益益益のためのごのためのごのためのごのためのご判断判断判断判断をよろしくお願い申し上げておきます。以上です。をよろしくお願い申し上げておきます。以上です。をよろしくお願い申し上げておきます。以上です。をよろしくお願い申し上げておきます。以上です。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。
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ほかになければ、これで質疑をほかになければ、これで質疑をほかになければ、これで質疑をほかになければ、これで質疑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。

委員会の委員会の委員会の委員会の途途途途中ではありますが、しばらく中ではありますが、しばらく中ではありますが、しばらく中ではありますが、しばらく休憩休憩休憩休憩します。します。します。します。

なお、この後、委員間討議を進めていきたいと思っておりますので、しばらく委員の方なお、この後、委員間討議を進めていきたいと思っておりますので、しばらく委員の方なお、この後、委員間討議を進めていきたいと思っておりますので、しばらく委員の方なお、この後、委員間討議を進めていきたいと思っておりますので、しばらく委員の方

はおはおはおはお待待待待ちください。ちください。ちください。ちください。

１０：３９１０：３９１０：３９１０：３９分分分分 休憩休憩休憩休憩

１０：４２１０：４２１０：４２１０：４２分分分分 再開再開再開再開

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、会議をそれでは、会議をそれでは、会議をそれでは、会議を再開再開再開再開したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

これからは委員間討議を中これからは委員間討議を中これからは委員間討議を中これからは委員間討議を中心心心心に進めていきたいと思います。に進めていきたいと思います。に進めていきたいと思います。に進めていきたいと思います。

本日の委員間討議は関本日の委員間討議は関本日の委員間討議は関本日の委員間討議は関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合ををををテテテテーーーーママママとしてとしてとしてとして実施実施実施実施したいので、委員間の討議をしたいので、委員間の討議をしたいので、委員間の討議をしたいので、委員間の討議を円滑円滑円滑円滑

かつかつかつかつ効効効効果的果的果的果的に進めていただくため知事公室長、に進めていただくため知事公室長、に進めていただくため知事公室長、に進めていただくため知事公室長、政策推政策推政策推政策推進課長に進課長に進課長に進課長に同同同同席席席席させ、理事者の発言にさせ、理事者の発言にさせ、理事者の発言にさせ、理事者の発言に

ついては委員長のついては委員長のついては委員長のついては委員長の指指指指名により名により名により名により許許許許可することにしてよろしいでしょうか。可することにしてよろしいでしょうか。可することにしてよろしいでしょうか。可することにしてよろしいでしょうか。

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

それでは、それでは、それでは、それでは、指指指指名したときだけ名したときだけ名したときだけ名したときだけ答答答答えてください。えてください。えてください。えてください。

（（（（「「「「わかりましたわかりましたわかりましたわかりました」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

はじめに、はじめに、はじめに、はじめに、８８８８月１０日に月１０日に月１０日に月１０日に実施実施実施実施したしたしたした兵庫兵庫兵庫兵庫県知事との県知事との県知事との県知事との面面面面談談談談結果結果結果結果のののの概要概要概要概要をおをおをおをお手手手手元元元元にににに配配配配付付付付しておしておしておしてお

ります。ります。ります。ります。兵庫兵庫兵庫兵庫県知事との県知事との県知事との県知事との面面面面談談談談をををを終終終終えて、関えて、関えて、関えて、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合に関して委員のに関して委員のに関して委員のに関して委員の意見意見意見意見をいただきたいをいただきたいをいただきたいをいただきたい

と思います。なお、と思います。なお、と思います。なお、と思います。なお、先先先先日日日日８８８８月月月月末末末末に委員会の中でに委員会の中でに委員会の中でに委員会の中で勉強勉強勉強勉強会を会を会を会を開開開開かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。欠席欠席欠席欠席ささささ

れた方もおりますので、れた方もおりますので、れた方もおりますので、れた方もおりますので、先先先先日の関日の関日の関日の関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合の連の連の連の連合合合合議会議会議会議会８８８８月月月月定例定例定例定例会に徳会に徳会に徳会に徳島島島島県まで県まで県まで県まで行行行行ってまってまってまってま

いりましたいりましたいりましたいりました概要概要概要概要を説明しておきたいと思います。を説明しておきたいと思います。を説明しておきたいと思います。を説明しておきたいと思います。

広域連広域連広域連広域連合合合合長から議長から議長から議長から議案案案案がががが提案提案提案提案され、関され、関され、関され、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合議会に議会に議会に議会に総務総務総務総務常常常常任任任任委員会の委員会の委員会の委員会の設置設置設置設置が上が上が上が上程程程程され、され、され、され、

可可可可決決決決されました。徳されました。徳されました。徳されました。徳島島島島県が一部事県が一部事県が一部事県が一部事務務務務をををを除外除外除外除外されておりました。これはされておりました。これはされておりました。これはされておりました。これは四四四四国４県で国４県で国４県で国４県で資資資資格格格格試試試試験験験験

の部の部の部の部分分分分ををををやややや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除外除外除外除外されておりましたけれども、全部の事されておりましたけれども、全部の事されておりましたけれども、全部の事されておりましたけれども、全部の事務務務務にににに参加参加参加参加することにすることにすることにすることに

なったので、なったので、なったので、なったので、構構構構成成成成府府府府県議会の議県議会の議県議会の議県議会の議決決決決がががが必要必要必要必要であることからであることからであることからであることから規約規約規約規約改改改改正の正の正の正の依依依依頼頼頼頼がなされたと、議がなされたと、議がなされたと、議がなされたと、議

決決決決はまだでございます。そして、はまだでございます。そして、はまだでございます。そして、はまだでございます。そして、５５５５つのつのつのつの各各各各広域広域広域広域計画計画計画計画の中間報告がされました。の中間報告がされました。の中間報告がされました。の中間報告がされました。

一般質問の中で一般質問の中で一般質問の中で一般質問の中で答弁答弁答弁答弁ですけども、主なものを上げております。井ですけども、主なものを上げております。井ですけども、主なものを上げております。井ですけども、主なものを上げております。井戸戸戸戸連連連連合合合合長に対しての質長に対しての質長に対しての質長に対しての質

問で、現在の問で、現在の問で、現在の問で、現在の７分７分７分７分野以野以野以野以外外外外に今後のに今後のに今後のに今後の分分分分野の野の野の野の確確確確認認認認については、現については、現については、現については、現行行行行のののの規約規約規約規約のののの範囲範囲範囲範囲内内内内でででで行行行行う。こう。こう。こう。こ

れらの事れらの事れらの事れらの事務務務務のののの実施実施実施実施についてはについてはについてはについては各府各府各府各府県が県が県が県が行行行行う。う。う。う。分分分分野の野の野の野の拡拡拡拡充については充については充については充については構構構構成成成成府府府府県議会の議県議会の議県議会の議県議会の議決決決決がががが

必要必要必要必要であるとであるとであるとであると答答答答えております。えております。えております。えております。

次に、広域次に、広域次に、広域次に、広域計画計画計画計画とととと予予予予算を奈良県にどう対応するかについて質問がございました。奈良県算を奈良県にどう対応するかについて質問がございました。奈良県算を奈良県にどう対応するかについて質問がございました。奈良県算を奈良県にどう対応するかについて質問がございました。奈良県

は連は連は連は連携団体携団体携団体携団体にしているので、負担金は奈良県においても応にしているので、負担金は奈良県においても応にしているので、負担金は奈良県においても応にしているので、負担金は奈良県においても応分分分分の負担をの負担をの負担をの負担を求求求求めるということをめるということをめるということをめるということを
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言われておりました。言われておりました。言われておりました。言われておりました。

そして、連そして、連そして、連そして、連携団体携団体携団体携団体の中で奈良県がの中で奈良県がの中で奈良県がの中で奈良県が参加参加参加参加していないけれども、していないけれども、していないけれども、していないけれども、荒荒荒荒井知事１井知事１井知事１井知事１人人人人だけがそのとだけがそのとだけがそのとだけがそのと

きの連きの連きの連きの連合合合合委員会に委員会に委員会に委員会に参加参加参加参加いただいておる。奈良県でもいただいておる。奈良県でもいただいておる。奈良県でもいただいておる。奈良県でも特別特別特別特別委員会が委員会が委員会が委員会が設置設置設置設置されて議されて議されて議されて議論論論論されておされておされておされてお

ります。ります。ります。ります。来来来来年年年年６６６６月に方向月に方向月に方向月に方向性性性性をををを示示示示されるそうであるので、されるそうであるので、されるそうであるので、されるそうであるので、メリットメリットメリットメリット、、、、デメリットデメリットデメリットデメリットをををを示示示示すのですのですのですので

はなく、まず関はなく、まず関はなく、まず関はなく、まず関西西西西の一員になってもらいたいと、今後の一員になってもらいたいと、今後の一員になってもらいたいと、今後の一員になってもらいたいと、今後働働働働きかけを進め続けていくと言われきかけを進め続けていくと言われきかけを進め続けていくと言われきかけを進め続けていくと言われ

ておりました。ておりました。ておりました。ておりました。

次に、国の次に、国の次に、国の次に、国の出先出先出先出先機機機機関の職員については、関関の職員については、関関の職員については、関関の職員については、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合のののの答弁答弁答弁答弁ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、丸丸丸丸ごと移管ごと移管ごと移管ごと移管

をををを受受受受けた後、国けた後、国けた後、国けた後、国家家家家公公公公務務務務員から広域連員から広域連員から広域連員から広域連合合合合の職員になってもらって、その後、の職員になってもらって、その後、の職員になってもらって、その後、の職員になってもらって、その後、人人人人員の員の員の員の見直見直見直見直しをしをしをしを

すると言われていました。すると言われていました。すると言われていました。すると言われていました。

次、大次、大次、大次、大阪府阪府阪府阪府、、、、橋橋橋橋下下下下委員に対しての質問。国の委員に対しての質問。国の委員に対しての質問。国の委員に対しての質問。国の出先出先出先出先機機機機関はまず関はまず関はまず関はまず人人人人員と事業を員と事業を員と事業を員と事業を丸丸丸丸ごと含めたごと含めたごと含めたごと含めた

移管を移管を移管を移管を求求求求める。その後、める。その後、める。その後、める。その後、分配分配分配分配を広域連を広域連を広域連を広域連合合合合でででで行行行行う。う。う。う。財財財財源源源源については、まずについては、まずについては、まずについては、まず交付交付交付交付金として金として金として金として確確確確保保保保

し、し、し、し、将来将来将来将来はははは税税税税源源源源移移移移譲譲譲譲をををを求求求求めると言っております。めると言っております。めると言っております。めると言っております。

次に、現在の広域連次に、現在の広域連次に、現在の広域連次に、現在の広域連合合合合制制制制度度度度ははははガガガガババババナナナナンスンスンスンスの点での点での点での点で不不不不完完完完全であるので、全であるので、全であるので、全であるので、直接直接直接直接選選選選挙挙挙挙のののの是是是是非を含非を含非を含非を含

め広域連め広域連め広域連め広域連合合合合のののの構構構構成成成成やややや議会のあり方を議会のあり方を議会のあり方を議会のあり方を検検検検討していきたいと言っております。討していきたいと言っております。討していきたいと言っております。討していきたいと言っております。

次に、国の次に、国の次に、国の次に、国の出先出先出先出先機機機機関の議関の議関の議関の議論論論論がががが先行先行先行先行し、し、し、し、７分７分７分７分野以野以野以野以外外外外の新の新の新の新幹幹幹幹線線線線や首や首や首や首都機都機都機都機能能能能バッバッバッバックアクアクアクアップップップップなどなどなどなど

も議も議も議も議論論論論されている点と、これらのされている点と、これらのされている点と、これらのされている点と、これらの予予予予算が算が算が算が伴伴伴伴ってない点についてってない点についてってない点についてってない点について少少少少しししし批批批批判的判的判的判的なななな意見意見意見意見がございがございがございがござい

ました。これに対して、現在の広域連ました。これに対して、現在の広域連ました。これに対して、現在の広域連ました。これに対して、現在の広域連合合合合ではではではではガガガガババババナナナナンスンスンスンスを変えていくを変えていくを変えていくを変えていく必要必要必要必要があるので、があるので、があるので、があるので、執執執執

行行行行機機機機関も委員会から理事会関も委員会から理事会関も委員会から理事会関も委員会から理事会制制制制度度度度をををを導導導導入入入入したい。議会も理事会したい。議会も理事会したい。議会も理事会したい。議会も理事会及び及び及び及び全員協議会全員協議会全員協議会全員協議会やややや常常常常任任任任委員会委員会委員会委員会

のののの設置設置設置設置など変えていっている。など変えていっている。など変えていっている。など変えていっている。

次に、国の次に、国の次に、国の次に、国の出先出先出先出先機機機機関３関３関３関３機機機機関の移関の移関の移関の移譲譲譲譲についてのについてのについてのについての政府政府政府政府のののの姿姿姿姿勢勢勢勢について質問されました。について質問されました。について質問されました。について質問されました。官僚官僚官僚官僚

とととと政府政府政府政府民主党の民主党の民主党の民主党の抵抗抵抗抵抗抵抗がががが激激激激しい。しい。しい。しい。特特特特にににに東東東東日本日本日本日本震震震震災が災が災が災が起起起起こったので、こったので、こったので、こったので、むむむむしろ地方のしろ地方のしろ地方のしろ地方の出先出先出先出先機機機機関が関が関が関が

必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと官僚官僚官僚官僚に、に、に、に、政府政府政府政府民主党に民主党に民主党に民主党に根根根根回回回回しをされている。しかし、国のしをされている。しかし、国のしをされている。しかし、国のしをされている。しかし、国の出先出先出先出先機機機機関の移関の移関の移関の移

譲譲譲譲はははは政府政府政府政府のののの決定決定決定決定事項であるので、当時の事項であるので、当時の事項であるので、当時の事項であるので、当時の片片片片山山山山総務総務総務総務大大大大臣臣臣臣はできるものを進めていくと言ってはできるものを進めていくと言ってはできるものを進めていくと言ってはできるものを進めていくと言って

いるといういるといういるといういるという答弁答弁答弁答弁でした。でした。でした。でした。

今後の奈良県と今後の奈良県と今後の奈良県と今後の奈良県と政政政政令令令令市の市の市の市の加入加入加入加入へのへのへのへの働働働働きかけについて質問がありました。奈良県についてきかけについて質問がありました。奈良県についてきかけについて質問がありました。奈良県についてきかけについて質問がありました。奈良県について

は、は、は、は、橋橋橋橋下下下下知事知事知事知事自身自身自身自身が、が、が、が、私私私私がががが出出出出ていくより大ていくより大ていくより大ていくより大人人人人の井の井の井の井戸戸戸戸連連連連合合合合長に長に長に長に任任任任せると。それから、せると。それから、せると。それから、せると。それから、片片片片山山山山総総総総

務務務務大大大大臣臣臣臣も奈良県とも奈良県とも奈良県とも奈良県と政政政政令令令令市が市が市が市が加入加入加入加入されていないされていないされていないされていない場合場合場合場合でも、でも、でも、でも、致致致致命的命的命的命的なななな欠陥欠陥欠陥欠陥であるとは言えないであるとは言えないであるとは言えないであるとは言えない

とととと述述述述べている。しかし、問題は奈良県よりもべている。しかし、問題は奈良県よりもべている。しかし、問題は奈良県よりもべている。しかし、問題は奈良県よりも政政政政令令令令市であると。国の市であると。国の市であると。国の市であると。国の出先出先出先出先機機機機関の移関の移関の移関の移譲譲譲譲ができができができができ

ることがることがることがることが見見見見えたらえたらえたらえたら入入入入ると言っている。これはると言っている。これはると言っている。これはると言っている。これは棚棚棚棚からからからからぼぼぼぼたたたた餅餅餅餅のようである。まことにのようである。まことにのようである。まことにのようである。まことに遺憾遺憾遺憾遺憾にににに

感じる。感じる。感じる。感じる。秋秋秋秋には大には大には大には大阪阪阪阪で一大で一大で一大で一大決決決決戦戦戦戦があるので、それをがあるので、それをがあるので、それをがあるので、それを争争争争点にしたいと言っておられました。点にしたいと言っておられました。点にしたいと言っておられました。点にしたいと言っておられました。
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次に、山田委員、広域観光について次に、山田委員、広域観光について次に、山田委員、広域観光について次に、山田委員、広域観光について計画計画計画計画の中で関の中で関の中で関の中で関西ブ西ブ西ブ西ブラララランンンンドドドドの向上をの向上をの向上をの向上を図図図図る。関る。関る。関る。関西総合西総合西総合西総合型型型型

リリリリゾゾゾゾートートートートのののの計画計画計画計画をををを検検検検討しているが、討しているが、討しているが、討しているが、少少少少しもめている。しもめている。しもめている。しもめている。ルートルートルートルート観光観光観光観光づづづづくりをしたい。くりをしたい。くりをしたい。くりをしたい。海海海海外外外外にににに

関関関関西西西西ををををアアアアピピピピールールールールをし、１をし、１をし、１をし、１，，，，００００００００００００万万万万人人人人のののの海海海海外外外外旅旅旅旅行行行行者の者の者の者の収穫収穫収穫収穫をををを目標目標目標目標とすると言っておりましとすると言っておりましとすると言っておりましとすると言っておりまし

た。た。た。た。

最最最最後に、徳後に、徳後に、徳後に、徳島島島島県の県の県の県の飯貝飯貝飯貝飯貝委員ですけれども、広域委員ですけれども、広域委員ですけれども、広域委員ですけれども、広域医療医療医療医療計画計画計画計画をををを策定策定策定策定中ですけども、中ですけども、中ですけども、中ですけども、ドドドドククククターターターター

ヘヘヘヘリリリリを徳を徳を徳を徳島島島島県で県で県で県で単独単独単独単独でででで運運運運用して用して用して用して兵庫兵庫兵庫兵庫県の県の県の県の淡淡淡淡路路路路島島島島でででで範囲範囲範囲範囲をををを拡拡拡拡大したい。その後、大したい。その後、大したい。その後、大したい。その後、和歌和歌和歌和歌山県の山県の山県の山県の

一部も一部も一部も一部も補補補補完完完完したいと。いずれ広域連したいと。いずれ広域連したいと。いずれ広域連したいと。いずれ広域連合合合合で大で大で大で大阪府阪府阪府阪府と徳と徳と徳と徳島島島島県と県と県と県と兵庫兵庫兵庫兵庫県の３つで関県の３つで関県の３つで関県の３つで関西西西西エエエエリリリリアアアアを全を全を全を全

部部部部カカカカバーバーバーバーしたいと言っておられます。したいと言っておられます。したいと言っておられます。したいと言っておられます。

感感感感想想想想ですけれども、広域ですけれども、広域ですけれども、広域ですけれども、広域計画計画計画計画がががが策定策定策定策定中であり、中であり、中であり、中であり、具体具体具体具体のののの内容内容内容内容がまだがまだがまだがまだ見見見見えなかったというのえなかったというのえなかったというのえなかったというの

が感が感が感が感想想想想でした。でした。でした。でした。各各各各事事事事務務務務のののの予予予予算が算が算が算が伴伴伴伴わないため議会の議わないため議会の議わないため議会の議わないため議会の議論論論論がががが活活活活発でなく、発でなく、発でなく、発でなく、再再再再質問も大質問も大質問も大質問も大阪府阪府阪府阪府議議議議

会を会を会を会を除除除除いて全くなかった。まだまだいて全くなかった。まだまだいて全くなかった。まだまだいて全くなかった。まだまだ実実実実感が感が感が感が伴伴伴伴っていないけれども、１っていないけれども、１っていないけれども、１っていないけれども、１歩歩歩歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出すことをすことをすことをすことを

形形形形からからからから入入入入ったことは、関ったことは、関ったことは、関ったことは、関西西西西のののの閉閉閉閉塞塞塞塞感の感の感の感の打打打打破破破破につながるのではないかとも思えた。関につながるのではないかとも思えた。関につながるのではないかとも思えた。関につながるのではないかとも思えた。関西西西西広域広域広域広域

連連連連合合合合が道が道が道が道州制州制州制州制につながることについては、大につながることについては、大につながることについては、大につながることについては、大阪府阪府阪府阪府議会は移議会は移議会は移議会は移行行行行の方向がの方向がの方向がの方向が強強強強い。徳い。徳い。徳い。徳島島島島県は県は県は県は確確確確認認認認

できませんでしたけれども、他できませんでしたけれども、他できませんでしたけれども、他できませんでしたけれども、他府府府府県はすべて県はすべて県はすべて県はすべて反反反反対と対と対と対と述述述述べられておりました。以上、べられておりました。以上、べられておりました。以上、べられておりました。以上、参参参参考に考に考に考に

報告しておきます。報告しておきます。報告しておきます。報告しておきます。

次に、尾﨑委員、次に、尾﨑委員、次に、尾﨑委員、次に、尾﨑委員、先先先先日、日、日、日、総務総務総務総務常常常常任任任任委員会が関委員会が関委員会が関委員会が関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合議会でありましたけども、議会でありましたけども、議会でありましたけども、議会でありましたけども、簡単簡単簡単簡単

にお願いします。にお願いします。にお願いします。にお願いします。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 後ほど後ほど後ほど後ほどココココピピピピーーーーをして委員会のをして委員会のをして委員会のをして委員会の資資資資料料料料も皆さんにおも皆さんにおも皆さんにおも皆さんにお配配配配りしたいとは思っておりまりしたいとは思っておりまりしたいとは思っておりまりしたいとは思っておりま

す。す。す。す。

重重重重複複複複すると思うのですが、すると思うのですが、すると思うのですが、すると思うのですが、例例例例えばえばえばえば丸丸丸丸ごと移管について説明をしていただきました。国がごと移管について説明をしていただきました。国がごと移管について説明をしていただきました。国がごと移管について説明をしていただきました。国が

ややややるべき事るべき事るべき事るべき事務務務務とのとのとのとの区区区区分分分分をしていると、をしていると、をしていると、をしていると、省省省省庁庁庁庁はそこにはそこにはそこにはそこに逃逃逃逃げげげげ込込込込んでしまうのではないかとか、んでしまうのではないかとか、んでしまうのではないかとか、んでしまうのではないかとか、

府府府府県、市県、市県、市県、市町村町村町村町村への移管には広域への移管には広域への移管には広域への移管には広域性性性性をををを盾盾盾盾にににに抵抗抵抗抵抗抵抗されるのではないかとか、一部の事されるのではないかとか、一部の事されるのではないかとか、一部の事されるのではないかとか、一部の事務務務務、、、、権権権権限限限限

の移管をの移管をの移管をの移管を認認認認めても、めても、めても、めても、財財財財源源源源の移管は明の移管は明の移管は明の移管は明確確確確にしないのではないかということで、とにかくにしないのではないかということで、とにかくにしないのではないかということで、とにかくにしないのではないかということで、とにかく丸丸丸丸ごごごご

とととと受受受受けることがけることがけることがけることが唯唯唯唯一の地方一の地方一の地方一の地方分分分分権権権権のののの手法手法手法手法ではないかというではないかというではないかというではないかというポイントポイントポイントポイントです。です。です。です。

あとは、あとは、あとは、あとは、先先先先ほど新谷委員からもありましたように、ほど新谷委員からもありましたように、ほど新谷委員からもありましたように、ほど新谷委員からもありましたように、アクアクアクアクシシシショョョョンプンプンプンプラララランンンンのののの予定予定予定予定が９月が９月が９月が９月末末末末、、、、

１０月までに移管対１０月までに移管対１０月までに移管対１０月までに移管対象象象象出先出先出先出先機機機機関の関の関の関の決定決定決定決定に向けての中間とりまとめをされるいうことと、そに向けての中間とりまとめをされるいうことと、そに向けての中間とりまとめをされるいうことと、そに向けての中間とりまとめをされるいうことと、そ

れをれをれをれを受受受受けて１２月けて１２月けて１２月けて１２月末末末末に移に移に移に移譲譲譲譲対対対対象象象象出先出先出先出先機機機機関の移関の移関の移関の移譲譲譲譲対対対対象象象象事事事事務務務務、、、、権権権権限を限を限を限を閣閣閣閣議議議議決定決定決定決定するするするする予定予定予定予定。これ。これ。これ。これ

はもう公はもう公はもう公はもう公表表表表されてますし、されてますし、されてますし、されてますし、決定決定決定決定事項ということで、国の事項ということで、国の事項ということで、国の事項ということで、国の推推推推進委員会の進委員会の進委員会の進委員会のアクアクアクアクシシシショョョョンプンプンプンプラララランンンンでででで

もうもうもうもう示示示示されております。されております。されております。されております。

それと、それと、それと、それと、初初初初めてのめてのめてのめての総務総務総務総務常常常常任任任任委員会でありましたので、委員会でありましたので、委員会でありましたので、委員会でありましたので、各各各各委員からそれ委員からそれ委員からそれ委員からそれぞぞぞぞれ質問がありまれ質問がありまれ質問がありまれ質問がありま
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した。奈良県に関係のあるところでは、こういう質問がありました。した。奈良県に関係のあるところでは、こういう質問がありました。した。奈良県に関係のあるところでは、こういう質問がありました。した。奈良県に関係のあるところでは、こういう質問がありました。緊緊緊緊急急急急時対応として、時対応として、時対応として、時対応として、

関関関関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合がががが指揮指揮指揮指揮系系系系統統統統の一本化をの一本化をの一本化をの一本化を図図図図るべきと考えるが、どうか。それはるべきと考えるが、どうか。それはるべきと考えるが、どうか。それはるべきと考えるが、どうか。それは基基基基本本本本的的的的には、には、には、には、実実実実

動動動動部部部部隊隊隊隊はははは各府各府各府各府県だけれども、県だけれども、県だけれども、県だけれども、ややややはりはりはりはり指揮指揮指揮指揮系系系系統統統統は明は明は明は明確確確確に取り組んでいかなければならないとに取り組んでいかなければならないとに取り組んでいかなければならないとに取り組んでいかなければならないと

いうこともおっしいうこともおっしいうこともおっしいうことも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。

関関関関西西西西防災防災防災防災減減減減災災災災ププププラララランンンンについてのすみについてのすみについてのすみについてのすみ分分分分け、調整はどういうことが考えられるか。さっきけ、調整はどういうことが考えられるか。さっきけ、調整はどういうことが考えられるか。さっきけ、調整はどういうことが考えられるか。さっき

藤野委員が言われたように、藤野委員が言われたように、藤野委員が言われたように、藤野委員が言われたように、計画計画計画計画にににに矛盾矛盾矛盾矛盾はあってはならない、わかっているはあってはならない、わかっているはあってはならない、わかっているはあってはならない、わかっている段階段階段階段階ですですですですぐぐぐぐにににに

調整に調整に調整に調整に入入入入るということです。るということです。るということです。るということです。

それと、今それと、今それと、今それと、今回回回回の台風の台風の台風の台風被被被被災地への災地への災地への災地への派遣派遣派遣派遣のののの話話話話もありました。どういうもありました。どういうもありました。どういうもありました。どういう指揮命指揮命指揮命指揮命令系令系令系令系統統統統でででで行行行行ったったったった

かということですが、奈良県には大かということですが、奈良県には大かということですが、奈良県には大かということですが、奈良県には大阪府阪府阪府阪府、、、、京都京都京都京都府府府府からのからのからのからの府府府府県間の県間の県間の県間の相相相相互互互互協協協協定定定定によってによってによってによって行行行行ったったったった

とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃっていました。っていました。っていました。っていました。和歌和歌和歌和歌山県へは関山県へは関山県へは関山県へは関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合が主が主が主が主体体体体でででで行行行行った。その２った。その２った。その２った。その２種類種類種類種類にににに分分分分けけけけ

られるという説明もされていました。られるという説明もされていました。られるという説明もされていました。られるという説明もされていました。

それと、それと、それと、それと、都都都都道道道道府府府府県の県の県の県の判断判断判断判断ににににゆゆゆゆだだだだねねねねるよりも、関るよりも、関るよりも、関るよりも、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合としてとしてとしてとして指揮指揮指揮指揮系系系系統統統統命命命命令令令令をををを確立確立確立確立すすすす

るべきではないか、一本化しないとうまいこといかないのではというるべきではないか、一本化しないとうまいこといかないのではというるべきではないか、一本化しないとうまいこといかないのではというるべきではないか、一本化しないとうまいこといかないのではという提案提案提案提案に対しては、広に対しては、広に対しては、広に対しては、広

域防災局が中域防災局が中域防災局が中域防災局が中心心心心になってとになってとになってとになってと述述述述べられておりますので、関べられておりますので、関べられておりますので、関べられておりますので、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合ががががリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップをとをとをとをと

ってってってって展展展展開開開開していくと。していくと。していくと。していくと。具体的具体的具体的具体的なななな活活活活動動動動についてはについてはについてはについては都都都都道道道道府府府府県にお願いするというような説明で県にお願いするというような説明で県にお願いするというような説明で県にお願いするというような説明で

した。した。した。した。

防災について、防災について、防災について、防災について、ソフソフソフソフトトトト面面面面ではよくではよくではよくではよく機機機機能しているが、能しているが、能しているが、能しているが、ハハハハーーーードドドド面面面面での対応はどのように考えでの対応はどのように考えでの対応はどのように考えでの対応はどのように考え

ているかという委員のているかという委員のているかという委員のているかという委員の指指指指摘摘摘摘に対しては、近畿地方整備局の事業をに対しては、近畿地方整備局の事業をに対しては、近畿地方整備局の事業をに対しては、近畿地方整備局の事業を受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合は、は、は、は、ハハハハーーーードドドド面面面面

の整備も充の整備も充の整備も充の整備も充実実実実していく、第２していく、第２していく、第２していく、第２段階段階段階段階をををを受受受受けたときにしていくというけたときにしていくというけたときにしていくというけたときにしていくという答弁答弁答弁答弁をされていました。をされていました。をされていました。をされていました。

ハハハハーーーードドドド面面面面の整備をの整備をの整備をの整備を各府各府各府各府県が県が県が県が行行行行うとしても、関うとしても、関うとしても、関うとしても、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合として連として連として連として連携携携携して国へして国へして国へして国へ予予予予算算算算要望要望要望要望し、し、し、し、

予予予予算を算を算を算を確確確確保する保する保する保する必要必要必要必要があると考えるがということなのですが、これはもうがあると考えるがということなのですが、これはもうがあると考えるがということなのですが、これはもうがあると考えるがということなのですが、これはもう既既既既ににににややややっているっているっているっている

と。と。と。と。既既既既に平成２４年に平成２４年に平成２４年に平成２４年度予度予度予度予算に係る算に係る算に係る算に係る提提提提言言言言要望要望要望要望として、防災として、防災として、防災として、防災分分分分野について野について野について野について警警警警報報報報シスシスシスシステムテムテムテムの整備の整備の整備の整備

ややややハハハハーーーードドドド整備にかかわる整備にかかわる整備にかかわる整備にかかわる補補補補助助助助率率率率のかさ上げもお願いしているというのかさ上げもお願いしているというのかさ上げもお願いしているというのかさ上げもお願いしているという答弁答弁答弁答弁をされていました。をされていました。をされていました。をされていました。

国の国の国の国の出先出先出先出先機機機機関対関対関対関対策策策策について、について、について、について、丸丸丸丸ごと移管からごと移管からごと移管からごと移管からスタートスタートスタートスタートすることはすることはすることはすることは戦略戦略戦略戦略的的的的に正しいと思いに正しいと思いに正しいと思いに正しいと思い

ますが、そこからますが、そこからますが、そこからますが、そこから先先先先ののののスススステテテテップップップップアアアアップップップップについてどのように考えるかということなのですが、についてどのように考えるかということなのですが、についてどのように考えるかということなのですが、についてどのように考えるかということなのですが、

これはこれはこれはこれは先先先先ほどの県のほどの県のほどの県のほどの県の意意意意識識識識とちょっとずれておりまして、県は近畿地方整備局を広域連とちょっとずれておりまして、県は近畿地方整備局を広域連とちょっとずれておりまして、県は近畿地方整備局を広域連とちょっとずれておりまして、県は近畿地方整備局を広域連合合合合にににに

移管する移管する移管する移管する場合場合場合場合は、近畿地方整備局のは、近畿地方整備局のは、近畿地方整備局のは、近畿地方整備局の権権権権限は、まず管限は、まず管限は、まず管限は、まず管区区区区内内内内にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれのれのれのれの府府府府県に移県に移県に移県に移譲譲譲譲をされ、をされ、をされ、をされ、

奈良県にまず移奈良県にまず移奈良県にまず移奈良県にまず移譲譲譲譲され、連され、連され、連され、連携携携携、広域でするものについては、当、広域でするものについては、当、広域でするものについては、当、広域でするものについては、当該該該該府府府府県から県から県から県から権権権権限を限を限を限を持持持持ちちちち寄寄寄寄るるるる

ものであるというものであるというものであるというものであるという認識認識認識認識ですけれども、井ですけれども、井ですけれども、井ですけれども、井戸戸戸戸連連連連合合合合長の長の長の長の認識認識認識認識は、広域は、広域は、広域は、広域的的的的な業な業な業な業務務務務は広域連は広域連は広域連は広域連合合合合にににに残残残残

し、し、し、し、府府府府県に移県に移県に移県に移譲譲譲譲できる業できる業できる業できる業務務務務は移は移は移は移譲譲譲譲していくと。していくと。していくと。していくと。立立立立ちちちち位位位位置置置置がががが違違違違います。関います。関います。関います。関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合にににに丸丸丸丸ごごごご
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としてもらって、これはそれとしてもらって、これはそれとしてもらって、これはそれとしてもらって、これはそれぞぞぞぞれのれのれのれの府府府府県に県に県に県に必要必要必要必要なものだから、なものだから、なものだから、なものだから、個個個個別別別別のものだからのものだからのものだからのものだから府府府府県に県に県に県に落落落落

とすというとすというとすというとすという認識認識認識認識があるので、ちょっとここはがあるので、ちょっとここはがあるので、ちょっとここはがあるので、ちょっとここは争争争争点になっているのかなと思いました。点になっているのかなと思いました。点になっているのかなと思いました。点になっているのかなと思いました。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 これらの広域連これらの広域連これらの広域連これらの広域連合合合合の議会の議の議会の議の議会の議の議会の議論論論論を含めまして、を含めまして、を含めまして、を含めまして、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見がございましたがございましたがございましたがございました

ら。ら。ら。ら。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 徳徳徳徳島島島島県での県での県での県での定例定例定例定例議会を議会を議会を議会を見見見見てこられたてこられたてこられたてこられた話話話話とか、とか、とか、とか、総務総務総務総務常常常常任任任任委員会の委員会の委員会の委員会の話話話話とか、広域連とか、広域連とか、広域連とか、広域連

合合合合のそういったのそういったのそういったのそういった動動動動き、き、き、き、内容内容内容内容を知っていかなければいけません。全部にを知っていかなければいけません。全部にを知っていかなければいけません。全部にを知っていかなければいけません。全部に出出出出ることはできないることはできないることはできないることはできない

ので、この委員会としてどなたかがので、この委員会としてどなたかがので、この委員会としてどなたかがので、この委員会としてどなたかが代表代表代表代表でででで行行行行って報告をするということは今後も大事かなって報告をするということは今後も大事かなって報告をするということは今後も大事かなって報告をするということは今後も大事かな

と。と。と。と。情情情情報をお報をお報をお報をお互互互互いにいにいにいに共有共有共有共有するというするというするというするという意味意味意味意味と、どこまで進んでいるのかということ等も知っと、どこまで進んでいるのかということ等も知っと、どこまで進んでいるのかということ等も知っと、どこまで進んでいるのかということ等も知っ

ていかなければいけないので、委員長も考えておられると思いますけれど、どうされるのていかなければいけないので、委員長も考えておられると思いますけれど、どうされるのていかなければいけないので、委員長も考えておられると思いますけれど、どうされるのていかなければいけないので、委員長も考えておられると思いますけれど、どうされるの

でしょうか。でしょうか。でしょうか。でしょうか。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 争争争争点が大点が大点が大点が大体体体体絞絞絞絞られてくるような感じもします。られてくるような感じもします。られてくるような感じもします。られてくるような感じもします。例例例例えば、広域連えば、広域連えば、広域連えば、広域連合合合合も知事部も知事部も知事部も知事部

局も局も局も局もガガガガババババナナナナンスンスンスンスはははは不不不不完完完完全だということを全だということを全だということを全だということを述述述述べられています。しかし、べられています。しかし、べられています。しかし、べられています。しかし、ガガガガババババナナナナンスンスンスンスができるができるができるができる

前に前に前に前に入入入入るのか、るのか、るのか、るのか、ガガガガババババナナナナンスンスンスンスがちがちがちがちゃゃゃゃんとされてんとされてんとされてんとされて入入入入るのかというるのかというるのかというるのかという争争争争点もございますし、それか点もございますし、それか点もございますし、それか点もございますし、それか

ら第１ら第１ら第１ら第１フェフェフェフェーーーーズズズズをををを飛飛飛飛ばしてばしてばしてばして丸丸丸丸ごと移管の議ごと移管の議ごと移管の議ごと移管の議論論論論がががが先先先先に進んでいますけれども、第１に進んでいますけれども、第１に進んでいますけれども、第１に進んでいますけれども、第１フェフェフェフェーーーーズズズズ

に関しても広域防災とかに関しても広域防災とかに関しても広域防災とかに関しても広域防災とか医療医療医療医療とかはとかはとかはとかは比較比較比較比較的的的的一一一一緒緒緒緒にしてもいいのではないかと、それは連にしてもいいのではないかと、それは連にしてもいいのではないかと、それは連にしてもいいのではないかと、それは連携携携携

でも、広域連でも、広域連でも、広域連でも、広域連合合合合にににに入入入入っても。その第１っても。その第１っても。その第１っても。その第１フェフェフェフェーーーーズズズズの中でも、これはの中でも、これはの中でも、これはの中でも、これはややややっっっっぱぱぱぱり一り一り一り一緒緒緒緒ににににややややればいればいればいればい

いのではないかと大いのではないかと大いのではないかと大いのではないかと大体見体見体見体見えてきたと思います。ただ、観光の部えてきたと思います。ただ、観光の部えてきたと思います。ただ、観光の部えてきたと思います。ただ、観光の部分分分分はかなりはかなりはかなりはかなり開開開開きがあるようきがあるようきがあるようきがあるよう

に思いますし、広域連に思いますし、広域連に思いますし、広域連に思いますし、広域連合合合合も観光だけはどうもおくれているように思いました。連も観光だけはどうもおくれているように思いました。連も観光だけはどうもおくれているように思いました。連も観光だけはどうもおくれているように思いました。連合合合合議会で議会で議会で議会で

のののの答弁答弁答弁答弁を聞いておりまして、まだまだざくっとしたを聞いておりまして、まだまだざくっとしたを聞いておりまして、まだまだざくっとしたを聞いておりまして、まだまだざくっとした計画計画計画計画でありました。でありました。でありました。でありました。

資資資資格格格格試試試試験験験験ももももややややっっっっぱぱぱぱりりりり共同共同共同共同ででででややややってもいいのではないかとか、今ってもいいのではないかとか、今ってもいいのではないかとか、今ってもいいのではないかとか、今度度度度のののの機機機機会には第１会には第１会には第１会には第１フェフェフェフェズズズズ

の中で一の中で一の中で一の中で一緒緒緒緒にしてよいかという議にしてよいかという議にしてよいかという議にしてよいかという議論論論論をしたいと思いますし、それからをしたいと思いますし、それからをしたいと思いますし、それからをしたいと思いますし、それから丸丸丸丸ごと移管に関してごと移管に関してごと移管に関してごと移管に関して

は、これは災害がございましたので、は、これは災害がございましたので、は、これは災害がございましたので、は、これは災害がございましたので、三三三三重重重重県と県と県と県と和歌和歌和歌和歌山県と奈良県のことに関しては、あえ山県と奈良県のことに関しては、あえ山県と奈良県のことに関しては、あえ山県と奈良県のことに関しては、あえ

てててて触触触触れないでくれと言っておりました。これかられないでくれと言っておりました。これかられないでくれと言っておりました。これかられないでくれと言っておりました。これから何何何何とかとかとかとか復復復復旧旧旧旧復復復復興が進んでから、後に興が進んでから、後に興が進んでから、後に興が進んでから、後に検検検検証証証証

してどうあるべきなのか。というのは、近畿地方整備局がどこまでかかわっていたのか、してどうあるべきなのか。というのは、近畿地方整備局がどこまでかかわっていたのか、してどうあるべきなのか。というのは、近畿地方整備局がどこまでかかわっていたのか、してどうあるべきなのか。というのは、近畿地方整備局がどこまでかかわっていたのか、

いいいいやややや、近畿地方整備局だけでは、近畿地方整備局だけでは、近畿地方整備局だけでは、近畿地方整備局だけでは手手手手に負えないから、国からに負えないから、国からに負えないから、国からに負えないから、国から来来来来てもらったとか、いろんなてもらったとか、いろんなてもらったとか、いろんなてもらったとか、いろんな検検検検

証証証証できると思いますので、１２月議会にはまたできると思いますので、１２月議会にはまたできると思いますので、１２月議会にはまたできると思いますので、１２月議会にはまたややややっていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。

広域広域広域広域計画計画計画計画も９月も９月も９月も９月末末末末になってきたら中間取りまとめがありますし、それから今のになってきたら中間取りまとめがありますし、それから今のになってきたら中間取りまとめがありますし、それから今のになってきたら中間取りまとめがありますし、それから今の丸丸丸丸ごと移ごと移ごと移ごと移

管についてもまた９月管についてもまた９月管についてもまた９月管についてもまた９月末末末末にあります。今そのにあります。今そのにあります。今そのにあります。今その途途途途中の中の中の中の過程過程過程過程でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、余余余余りりりり意見意見意見意見はははは出出出出

ないと思いますけれども、大ないと思いますけれども、大ないと思いますけれども、大ないと思いますけれども、大体体体体争争争争点は点は点は点は出出出出てきたかと思っております。てきたかと思っております。てきたかと思っております。てきたかと思っております。

ややややはり議会がいくら言ったところで知事にはり議会がいくら言ったところで知事にはり議会がいくら言ったところで知事にはり議会がいくら言ったところで知事に云云云云 々々々々とございますけれども、それはまたとございますけれども、それはまたとございますけれども、それはまたとございますけれども、それはまた６６６６月月月月
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以以以以降降降降のののの話話話話とととと６６６６月までにということをさせていただいて、とにかく委員会は委員会でそうい月までにということをさせていただいて、とにかく委員会は委員会でそうい月までにということをさせていただいて、とにかく委員会は委員会でそうい月までにということをさせていただいて、とにかく委員会は委員会でそうい

いう整いう整いう整いう整合性合性合性合性をををを見見見見ながら、ながら、ながら、ながら、検検検検証証証証をしながら進めていきたいと思っております。そして、をしながら進めていきたいと思っております。そして、をしながら進めていきたいと思っております。そして、をしながら進めていきたいと思っております。そして、有識有識有識有識

者からの者からの者からの者からの意見意見意見意見をををを求求求求めていきたいと思っておりますので、１２月までに２めていきたいと思っておりますので、１２月までに２めていきたいと思っておりますので、１２月までに２めていきたいと思っておりますので、１２月までに２回ぐ回ぐ回ぐ回ぐらいらいらいらいややややりたいりたいりたいりたい

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

それから、それから、それから、それから、政政政政令令令令市のない市のない市のない市のない滋賀滋賀滋賀滋賀県と県と県と県と和歌和歌和歌和歌山県の議会の山県の議会の山県の議会の山県の議会の動動動動向も調向も調向も調向も調査査査査しにしにしにしに行行行行きたいと思っていきたいと思っていきたいと思っていきたいと思ってい

ます。その件に関しては、事前に日にちを調整してお知らせしますが、ます。その件に関しては、事前に日にちを調整してお知らせしますが、ます。その件に関しては、事前に日にちを調整してお知らせしますが、ます。その件に関しては、事前に日にちを調整してお知らせしますが、代表代表代表代表でででで私私私私がががが行行行行ってってってって

きますけれども、きますけれども、きますけれども、きますけれども、参加参加参加参加されるされないはされるされないはされるされないはされるされないは自由自由自由自由でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、随随随随時そういうことを時そういうことを時そういうことを時そういうことをややややっっっっ

ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 いろいろいろいろいろいろいろいろ行行行行っていただいてありがとうございます。そのっていただいてありがとうございます。そのっていただいてありがとうございます。そのっていただいてありがとうございます。その都都都都度度度度、、、、資資資資料料料料をいただをいただをいただをいただ

いたらいいかなと。広域連いたらいいかなと。広域連いたらいいかなと。広域連いたらいいかなと。広域連合合合合については、１１月の大については、１１月の大については、１１月の大については、１１月の大阪府阪府阪府阪府知事知事知事知事選選選選と大と大と大と大阪阪阪阪市長市長市長市長選選選選のののの結果結果結果結果をををを見見見見

て、どうなるかというとこもあります。だから、調べたり、て、どうなるかというとこもあります。だから、調べたり、て、どうなるかというとこもあります。だから、調べたり、て、どうなるかというとこもあります。だから、調べたり、勉強勉強勉強勉強していきたい。していきたい。していきたい。していきたい。資資資資料料料料もいもいもいもい

ただきたい。そのただきたい。そのただきたい。そのただきたい。その結果結果結果結果以以以以降降降降でででで流流流流れが変わってくるとれが変わってくるとれが変わってくるとれが変わってくると見見見見ておりますので、じんわりとしっかておりますので、じんわりとしっかておりますので、じんわりとしっかておりますので、じんわりとしっか

りとりとりとりと勉強勉強勉強勉強したいと思ってますので、委員長よろしくお願いします。したいと思ってますので、委員長よろしくお願いします。したいと思ってますので、委員長よろしくお願いします。したいと思ってますので、委員長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 他他他他府府府府県でこの関県でこの関県でこの関県でこの関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合のことが議会でどんな議のことが議会でどんな議のことが議会でどんな議のことが議会でどんな議論論論論されているかといされているかといされているかといされているかとい

うことをうことをうことをうことを資資資資料料料料を取りを取りを取りを取り寄寄寄寄せてみたのですけれども、せてみたのですけれども、せてみたのですけれども、せてみたのですけれども、京都京都京都京都府府府府などでは道などでは道などでは道などでは道州制州制州制州制との関係でとの関係でとの関係でとの関係で随随随随分意分意分意分意

見見見見がががが出出出出されておりまして、今されておりまして、今されておりまして、今されておりまして、今回回回回の関の関の関の関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合のののの出出出出されましたされましたされましたされました案案案案が、当が、当が、当が、当初初初初将来将来将来将来の道の道の道の道州制州制州制州制導導導導

入入入入ののののスススステテテテップップップップになるのか、あるいは道になるのか、あるいは道になるのか、あるいは道になるのか、あるいは道州制州制州制州制にかわるにかわるにかわるにかわる分分分分権権権権型型型型の広域の広域の広域の広域シスシスシスシステムテムテムテムになるのかといになるのかといになるのかといになるのかとい

うううう文章文章文章文章がががが削削削削除除除除されていると。広域連されていると。広域連されていると。広域連されていると。広域連合合合合は他県とのは他県とのは他県とのは他県との併併併併存存存存を前を前を前を前提提提提としたとしたとしたとした設置設置設置設置根拠根拠根拠根拠も道も道も道も道州制州制州制州制とはとはとはとは

異なる組異なる組異なる組異なる組織織織織であり、広域連であり、広域連であり、広域連であり、広域連合合合合をそのまま道をそのまま道をそのまま道をそのまま道州州州州にににに転転転転化させるものではないと化させるものではないと化させるものではないと化させるものではないと書書書書かれているとかれているとかれているとかれていると

いうことで、道いうことで、道いうことで、道いうことで、道州制州制州制州制にはならないというにはならないというにはならないというにはならないという根拠根拠根拠根拠としてこうしたことが説明をされております。としてこうしたことが説明をされております。としてこうしたことが説明をされております。としてこうしたことが説明をされております。

しかし、この議しかし、この議しかし、この議しかし、この議論論論論のののの内容内容内容内容をををを見見見見ていますと、ていますと、ていますと、ていますと、結結結結局この関局この関局この関局この関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合をををを立立立立ち上げた後でも、関ち上げた後でも、関ち上げた後でも、関ち上げた後でも、関

西財西財西財西財界界界界は国のは国のは国のは国の形形形形を変える大きなを変える大きなを変える大きなを変える大きなスタートスタートスタートスタートがががが切切切切れたということでれたということでれたということでれたということで歓迎歓迎歓迎歓迎している。関している。関している。関している。関西西西西経済経済経済経済同同同同

友友友友会の会の会の会の幹幹幹幹事も道事も道事も道事も道州制州制州制州制との関連で議との関連で議との関連で議との関連で議論論論論ををををシシシシャャャャットットットットアアアアウウウウトトトトせず、せず、せず、せず、視視視視野に野に野に野に入入入入れた中で広域連れた中で広域連れた中で広域連れた中で広域連合合合合をををを

定定定定着着着着させてほしいということを言っているということで、まだまだそのあたりがさせてほしいということを言っているということで、まだまだそのあたりがさせてほしいということを言っているということで、まだまだそのあたりがさせてほしいということを言っているということで、まだまだそのあたりが表表表表向きは向きは向きは向きは

道道道道州制州制州制州制をををを否否否否定定定定していますけれども、していますけれども、していますけれども、していますけれども、太太太太いいいい流流流流れとしてはもともと道れとしてはもともと道れとしてはもともと道れとしてはもともと道州制州制州制州制をををを見見見見越越越越すというのがすというのがすというのがすというのが

まだずっと続いているということがかなり議まだずっと続いているということがかなり議まだずっと続いているということがかなり議まだずっと続いているということがかなり議論論論論をされているをされているをされているをされている内容内容内容内容があります。があります。があります。があります。

それから、このそれから、このそれから、このそれから、この京都京都京都京都府府府府の問題でも、の問題でも、の問題でも、の問題でも、例例例例えばえばえばえば堺堺堺堺市、大市、大市、大市、大阪阪阪阪市は市は市は市は参加参加参加参加についてについてについてについて検検検検討しますと言討しますと言討しますと言討しますと言

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、京都京都京都京都市長は市長は市長は市長は参加参加参加参加についてはについてはについてはについては見合見合見合見合わせるとは言っていない。わせるとは言っていない。わせるとは言っていない。わせるとは言っていない。参加参加参加参加する考えする考えする考えする考え

はないと言っているというようなことも議はないと言っているというようなことも議はないと言っているというようなことも議はないと言っているというようなことも議論論論論をされておりますし、をされておりますし、をされておりますし、をされておりますし、滋賀滋賀滋賀滋賀県でも道県でも道県でも道県でも道州制州制州制州制とのとのとのとの

絡絡絡絡みでみでみでみで外交外交外交外交、防、防、防、防衛衛衛衛、、、、司司司司法法法法にににに特特特特化して、化して、化して、化して、福祉福祉福祉福祉や教や教や教や教育育育育などなどなどなど住住住住民の民の民の民の身身身身近な近な近な近な行政行政行政行政は近は近は近は近接補接補接補接補完完完完のののの原原原原則則則則
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のもとにのもとにのもとにのもとに基礎自治基礎自治基礎自治基礎自治体体体体ににににゆゆゆゆだだだだねねねねるということをるということをるということをるということを基基基基本としているけれども、このことは本としているけれども、このことは本としているけれども、このことは本としているけれども、このことは憲憲憲憲法法法法にににに

定定定定める国はすべてのめる国はすべてのめる国はすべてのめる国はすべての生活生活生活生活部部部部面面面面について向上、について向上、について向上、について向上、増増増増進に進に進に進に努努努努めなければならないということをめなければならないということをめなければならないということをめなければならないということを放放放放

棄棄棄棄しているのではないかというしているのではないかというしているのではないかというしているのではないかという意見意見意見意見、それから道、それから道、それから道、それから道州制州制州制州制のことに対して、のことに対して、のことに対して、のことに対して、ややややはり非常にはり非常にはり非常にはり非常に不不不不明明明明

確確確確だというそんなだというそんなだというそんなだというそんな意見意見意見意見がががが出出出出ています。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、京都京都京都京都府府府府からは３名しか議会にからは３名しか議会にからは３名しか議会にからは３名しか議会に参加参加参加参加されていないのですけれども、されていないのですけれども、されていないのですけれども、されていないのですけれども、京都京都京都京都府府府府議会議会議会議会

にはにはにはには５５５５つの会つの会つの会つの会派派派派があるということで、どれだけがあるということで、どれだけがあるということで、どれだけがあるということで、どれだけ府府府府民の民の民の民の意見意見意見意見がががが反反反反映映映映されているのか、されているのか、されているのか、されているのか、住住住住民と民と民と民と

のののの接接接接点の中でこの関点の中でこの関点の中でこの関点の中でこの関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合というのが全くというのが全くというのが全くというのが全く身身身身近なところの議近なところの議近なところの議近なところの議論論論論になっていないというになっていないというになっていないというになっていないという

ことがことがことがことが話話話話しししし合合合合われているという、議事われているという、議事われているという、議事われているという、議事録録録録を取りを取りを取りを取り寄寄寄寄せましたのでせましたのでせましたのでせましたので資資資資料料料料としておとしておとしておとしてお配配配配りさせていりさせていりさせていりさせてい

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

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 ６６６６月に一月に一月に一月に一定定定定のののの結論結論結論結論をををを出出出出すことがすことがすことがすことが決決決決まっているのんですけれどもまっているのんですけれどもまっているのんですけれどもまっているのんですけれども……………………。。。。

（（（（「「「「決決決決まってないまってないまってないまってないややややろうろうろうろう」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

何何何何が言いたいかといいますと、国のが言いたいかといいますと、国のが言いたいかといいますと、国のが言いたいかといいますと、国のスケジスケジスケジスケジュュュュールールールールでは１２月では１２月では１２月では１２月末末末末というのは一つの大事なというのは一つの大事なというのは一つの大事なというのは一つの大事な

ターターターターニニニニンンンンググググポイントポイントポイントポイントになってきまして、そこの時点でになってきまして、そこの時点でになってきまして、そこの時点でになってきまして、そこの時点で閣閣閣閣議議議議決定決定決定決定をされる可能をされる可能をされる可能をされる可能性性性性がある。こがある。こがある。こがある。こ

れはもう国のれはもう国のれはもう国のれはもう国のアクアクアクアクシシシショョョョンプンプンプンプラララランンンンでもでもでもでも載載載載っていますし、そういうことをっていますし、そういうことをっていますし、そういうことをっていますし、そういうことを踏踏踏踏まえると、まえると、まえると、まえると、私私私私は中は中は中は中

間の中間ではないですれけど、一間の中間ではないですれけど、一間の中間ではないですれけど、一間の中間ではないですれけど、一定定定定の考えを１２月に中間取りまとめでの考えを１２月に中間取りまとめでの考えを１２月に中間取りまとめでの考えを１２月に中間取りまとめで出出出出すというのも一すというのも一すというのも一すというのも一

つのつのつのつの手手手手ではないかなと思いました。考ではないかなと思いました。考ではないかなと思いました。考ではないかなと思いました。考慮慮慮慮してください。してください。してください。してください。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 申し申し申し申し合合合合せの中でせの中でせの中でせの中で特別特別特別特別委員会は２年間という委員会は２年間という委員会は２年間という委員会は２年間という設置期設置期設置期設置期間が間が間が間が決決決決められております。められております。められております。められております。

当委員会の当委員会の当委員会の当委員会のスケジスケジスケジスケジュュュュールールールールとしてはとしてはとしてはとしては来来来来年年年年６６６６月に中間または月に中間または月に中間または月に中間または最終最終最終最終報告と報告と報告と報告と認識認識認識認識しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、

議員間で議員間で議員間で議員間で十分十分十分十分に議に議に議に議論論論論されてされてされてされて審審審審議が議が議が議が尽尽尽尽くされれば、おのずとくされれば、おのずとくされれば、おのずとくされれば、おのずと結論結論結論結論にににに至至至至るものであると思いまるものであると思いまるものであると思いまるものであると思いま

すので、皆様の委員のすので、皆様の委員のすので、皆様の委員のすので、皆様の委員の意見意見意見意見を聞きながらを聞きながらを聞きながらを聞きながら行行行行きたいと思っております。国も川きたいと思っております。国も川きたいと思っております。国も川きたいと思っております。国も川端総務端総務端総務端総務相相相相にかにかにかにか

わってわってわってわって何何何何か考えも変わってきているようにも聞いておりますし、そのか考えも変わってきているようにも聞いておりますし、そのか考えも変わってきているようにも聞いておりますし、そのか考えも変わってきているようにも聞いておりますし、その辺動辺動辺動辺動向を。向を。向を。向を。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 その点でいいますと、川その点でいいますと、川その点でいいますと、川その点でいいますと、川端総務端総務端総務端総務大大大大臣臣臣臣のののの意見意見意見意見をををを直接直接直接直接聞いたことがないのでわか聞いたことがないのでわか聞いたことがないのでわか聞いたことがないのでわか

らないのですが、もともとこのらないのですが、もともとこのらないのですが、もともとこのらないのですが、もともとこの「「「「アクアクアクアクシシシショョョョンンンン・・・・ププププラララランンンン」」」」推推推推進委員会の中に地域主進委員会の中に地域主進委員会の中に地域主進委員会の中に地域主権権権権の担当の担当の担当の担当

として川として川として川として川端端端端達夫達夫達夫達夫内内内内閣閣閣閣府特命府特命府特命府特命担当大担当大担当大担当大臣臣臣臣とととと載載載載っておりますし、っておりますし、っておりますし、っておりますし、多多多多分分分分そのことについて、そのことについて、そのことについて、そのことについて、反反反反対対対対論論論論

者なのかもわかりませんけれども、者なのかもわかりませんけれども、者なのかもわかりませんけれども、者なのかもわかりませんけれども、造詣造詣造詣造詣がががが深深深深いいいい立場立場立場立場でこのでこのでこのでこのププププラララランンンンをつくっておられる可能をつくっておられる可能をつくっておられる可能をつくっておられる可能

性性性性があります。国のがあります。国のがあります。国のがあります。国の動動動動向とは、当委員会は関係ないと思いますので、考向とは、当委員会は関係ないと思いますので、考向とは、当委員会は関係ないと思いますので、考向とは、当委員会は関係ないと思いますので、考慮慮慮慮すべきことだとすべきことだとすべきことだとすべきことだと

思います。思います。思います。思います。

情情情情報も大報も大報も大報も大分分分分追追追追いつきつつあるようないつきつつあるようないつきつつあるようないつきつつあるような気気気気がしました。それに対してどう考えるかだけが、がしました。それに対してどう考えるかだけが、がしました。それに対してどう考えるかだけが、がしました。それに対してどう考えるかだけが、

立立立立ちちちち位位位位置置置置がががが違違違違うということだけであって、うということだけであって、うということだけであって、うということだけであって、情情情情報も大報も大報も大報も大分分分分追追追追いついてきているので。いついてきているので。いついてきているので。いついてきているので。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 関関関関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合というのは、というのは、というのは、というのは、総務総務総務総務大大大大臣臣臣臣からからからから認認認認められて、今にめられて、今にめられて、今にめられて、今に至至至至ってるわけです。ってるわけです。ってるわけです。ってるわけです。
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だからだからだからだから政政政政権権権権がかわるかわらない、それはがかわるかわらない、それはがかわるかわらない、それはがかわるかわらない、それは別別別別の問題であって、関の問題であって、関の問題であって、関の問題であって、関西西西西をどうするか、そしてそをどうするか、そしてそをどうするか、そしてそをどうするか、そしてそ

の中の奈良県のの中の奈良県のの中の奈良県のの中の奈良県の元元元元気気気気づづづづけをどうするかということをけをどうするかということをけをどうするかということをけをどうするかということを視視視視点に点に点に点に置置置置かないと、かないと、かないと、かないと、政政政政治治治治力力力力によってとによってとによってとによってと

いうのはおかしい。いうのはおかしい。いうのはおかしい。いうのはおかしい。ややややっっっっぱぱぱぱり議り議り議り議論論論論は議は議は議は議論論論論で奈良県ので奈良県ので奈良県ので奈良県の将来将来将来将来はどうあるべきかということは、はどうあるべきかということは、はどうあるべきかということは、はどうあるべきかということは、

しかもしかもしかもしかも行政行政行政行政はははは動動動動いてます。全国もいてます。全国もいてます。全国もいてます。全国も注注注注目目目目していますから、関していますから、関していますから、関していますから、関東東東東で広域連で広域連で広域連で広域連合や合や合や合やっているところっているところっているところっているところ

ないのですから。ないのですから。ないのですから。ないのですから。九州九州九州九州は一部は一部は一部は一部ややややっておられるのですが、だからそこのところのっておられるのですが、だからそこのところのっておられるのですが、だからそこのところのっておられるのですが、だからそこのところの勉強勉強勉強勉強をもっをもっをもっをもっ

と進めないといけないと思う。と進めないといけないと思う。と進めないといけないと思う。と進めないといけないと思う。

それから、副委員長がおっしそれから、副委員長がおっしそれから、副委員長がおっしそれから、副委員長がおっしゃゃゃゃったように関ったように関ったように関ったように関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合は道は道は道は道州制州制州制州制に移に移に移に移行行行行しないと明しないと明しないと明しないと明確確確確にににに

しています。だから、そういうことのしています。だから、そういうことのしています。だから、そういうことのしています。だから、そういうことの意味意味意味意味をもっとをもっとをもっとをもっと勉強勉強勉強勉強しないとけない。これは知事と一しないとけない。これは知事と一しないとけない。これは知事と一しないとけない。これは知事と一

緒緒緒緒ですが、奈良県のですが、奈良県のですが、奈良県のですが、奈良県の行政行政行政行政というか、というか、というか、というか、行政行政行政行政区区区区というのは大変大事だから。だから、広域連というのは大変大事だから。だから、広域連というのは大変大事だから。だから、広域連というのは大変大事だから。だから、広域連合合合合

が奈良県というものをなくしてしまって、道が奈良県というものをなくしてしまって、道が奈良県というものをなくしてしまって、道が奈良県というものをなくしてしまって、道州制州制州制州制に移に移に移に移行行行行するというのはするというのはするというのはするというのは反反反反対です、対です、対です、対です、私私私私の考の考の考の考

えとしては。えとしては。えとしては。えとしては。

だから、平だから、平だから、平だから、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭でででで輝輝輝輝いた奈良県というものは、知事の言っているいた奈良県というものは、知事の言っているいた奈良県というものは、知事の言っているいた奈良県というものは、知事の言っている視視視視点と点と点と点と

違違違違うと思うのですが、奈良県がうと思うのですが、奈良県がうと思うのですが、奈良県がうと思うのですが、奈良県が堺堺堺堺県で県で県で県で埋没埋没埋没埋没したというのだったら、したというのだったら、したというのだったら、したというのだったら、私私私私は奈良県をは奈良県をは奈良県をは奈良県を残残残残せと言せと言せと言せと言

っているのだから。っているのだから。っているのだから。っているのだから。権権権権限も限も限も限も財政財政財政財政も移も移も移も移譲譲譲譲するのだと言いながらするのだと言いながらするのだと言いながらするのだと言いながら受受受受けけけけ皿皿皿皿がない、それがない、それがない、それがない、それぞぞぞぞれの県れの県れの県れの県

がががが単独単独単独単独ででででややややるとるとるとると受受受受けけけけ皿皿皿皿がない。では関がない。では関がない。では関がない。では関西西西西がががが話話話話をををを受受受受けてけてけてけて元元元元気気気気づづづづけしようというのが大事なこけしようというのが大事なこけしようというのが大事なこけしようというのが大事なこ

とだから。それもうちょっと明とだから。それもうちょっと明とだから。それもうちょっと明とだから。それもうちょっと明確確確確にににに頭頭頭頭の中にの中にの中にの中に入入入入れておかなかったら。れておかなかったら。れておかなかったら。れておかなかったら。

まして、まして、まして、まして、隣隣隣隣がどうだからといったって、がどうだからといったって、がどうだからといったって、がどうだからといったって、隣隣隣隣はもう広域連はもう広域連はもう広域連はもう広域連合合合合にににに入入入入っているわけでしょう。っているわけでしょう。っているわけでしょう。っているわけでしょう。

入入入入ってるところと連ってるところと連ってるところと連ってるところと連携携携携をいくらしたって、それ以上は進み方がないと。災害のときのをいくらしたって、それ以上は進み方がないと。災害のときのをいくらしたって、それ以上は進み方がないと。災害のときのをいくらしたって、それ以上は進み方がないと。災害のときの助助助助けけけけ

合合合合いはいはいはいはややややってくれると思います。しかし、防災関係のことでってくれると思います。しかし、防災関係のことでってくれると思います。しかし、防災関係のことでってくれると思います。しかし、防災関係のことで何何何何かなってきたら、かなってきたら、かなってきたら、かなってきたら、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり

自自自自然は山然は山然は山然は山やややや川を川を川を川を挟挟挟挟んでんでんでんで行政行政行政行政区区区区のようにきちっとのようにきちっとのようにきちっとのようにきちっと分分分分けてませんから。川は川でけてませんから。川は川でけてませんから。川は川でけてませんから。川は川で都都都都道道道道府府府府県を県を県を県を超超超超

えてえてえてえて流流流流れています。山は山で連なっている。そして関れています。山は山で連なっている。そして関れています。山は山で連なっている。そして関れています。山は山で連なっている。そして関西西西西というものがあってのというものがあってのというものがあってのというものがあっての話話話話だから、だから、だから、だから、

そういう点はよくそういう点はよくそういう点はよくそういう点はよく頭頭頭頭の中にの中にの中にの中に入入入入れてと思います。れてと思います。れてと思います。れてと思います。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 新谷委員のおっし新谷委員のおっし新谷委員のおっし新谷委員のおっしゃゃゃゃること、非常に理ること、非常に理ること、非常に理ること、非常に理解解解解します。いわします。いわします。いわします。いわゆゆゆゆる関る関る関る関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合といといといとい

うのは、奈良県をいかにうのは、奈良県をいかにうのは、奈良県をいかにうのは、奈良県をいかに活性活性活性活性化させていくか、化させていくか、化させていくか、化させていくか、元元元元気気気気づづづづけていくかという、その中でけていくかという、その中でけていくかという、その中でけていくかという、その中で我々我々我々我々がががが

判断判断判断判断していかければいけない部していかければいけない部していかければいけない部していかければいけない部分分分分で、この委員会でで、この委員会でで、この委員会でで、この委員会で勉強勉強勉強勉強しながら、しながら、しながら、しながら、研研研研究究究究しながら進めていしながら進めていしながら進めていしながら進めてい

かなければならないと思っています。かなければならないと思っています。かなければならないと思っています。かなければならないと思っています。

ただし、関ただし、関ただし、関ただし、関西西西西広域連広域連広域連広域連合合合合は国のは国のは国のは国の権権権権限の限の限の限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側面側面側面側面もありますので、ここは国のもありますので、ここは国のもありますので、ここは国のもありますので、ここは国の動動動動向向向向

もしっかりともしっかりともしっかりともしっかりと情情情情報報報報収収収収集集集集もしていかなくてはいけないと思っています。また、もしていかなくてはいけないと思っています。また、もしていかなくてはいけないと思っています。また、もしていかなくてはいけないと思っています。また、何何何何かそういうかそういうかそういうかそういう

情情情情報がありましたら、いろいろお報がありましたら、いろいろお報がありましたら、いろいろお報がありましたら、いろいろお互互互互いにいにいにいに交換交換交換交換したらどうかと思います。よろしくお願いししたらどうかと思います。よろしくお願いししたらどうかと思います。よろしくお願いししたらどうかと思います。よろしくお願いし

ます。ます。ます。ます。
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○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ほかにございませんか。それでは、ほかにございませんか。それでは、ほかにございませんか。それでは、ほかにございませんか。

なければ、なければ、なければ、なければ、例例例例えばえばえばえば講講講講演演演演会とかいろんな会とかいろんな会とかいろんな会とかいろんな情情情情報がありますから、事前に報がありますから、事前に報がありますから、事前に報がありますから、事前に配配配配付付付付させていただきさせていただきさせていただきさせていただき

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

それでは、以上でそれでは、以上でそれでは、以上でそれでは、以上で終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。


