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決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜くらし創造部、景観・環境局、教育委員会＞＜くらし創造部、景観・環境局、教育委員会＞＜くらし創造部、景観・環境局、教育委員会＞＜くらし創造部、景観・環境局、教育委員会＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２３年１０月１８日（火） １０：０３～１２：４０平成２３年１０月１８日（火） １０：０３～１２：４０平成２３年１０月１８日（火） １０：０３～１２：４０平成２３年１０月１８日（火） １０：０３～１２：４０

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 １１名１１名１１名１１名

新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長

尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長

井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員

小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員

川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 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 奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事

杉田 総務部長杉田 総務部長杉田 総務部長杉田 総務部長

平井 会計管理者・会計局長平井 会計管理者・会計局長平井 会計管理者・会計局長平井 会計管理者・会計局長

冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長

影山 くらし創造部長兼景観・環境局長影山 くらし創造部長兼景観・環境局長影山 くらし創造部長兼景観・環境局長影山 くらし創造部長兼景観・環境局長

竹内 監査委員事務局長 ほか、関係職員竹内 監査委員事務局長 ほか、関係職員竹内 監査委員事務局長 ほか、関係職員竹内 監査委員事務局長 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 議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。川口委員がおくれるとのことでございますので、ただいまから、本日の会議を開きます。川口委員がおくれるとのことでございますので、ただいまから、本日の会議を開きます。川口委員がおくれるとのことでございますので、ただいまから、本日の会議を開きます。川口委員がおくれるとのことでございますので、

ご了解願いたいと思います。ご了解願いたいと思います。ご了解願いたいと思います。ご了解願いたいと思います。

それでは、日程に従いまして、くらし創造部、景観・環境局、教育委員会の決算についそれでは、日程に従いまして、くらし創造部、景観・環境局、教育委員会の決算についそれでは、日程に従いまして、くらし創造部、景観・環境局、教育委員会の決算についそれでは、日程に従いまして、くらし創造部、景観・環境局、教育委員会の決算につい
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て審査を行います。て審査を行います。て審査を行います。て審査を行います。

くらし創造部長兼景観・環境局長、教育長の順に簡潔に説明願います。くらし創造部長兼景観・環境局長、教育長の順に簡潔に説明願います。くらし創造部長兼景観・環境局長、教育長の順に簡潔に説明願います。くらし創造部長兼景観・環境局長、教育長の順に簡潔に説明願います。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 それでは、よろしくお願いいたします。それでは、よろしくお願いいたします。それでは、よろしくお願いいたします。それでは、よろしくお願いいたします。

くらし創造部、景観・環境局に係ります平成２２年度歳入歳出決算についてご説明をさくらし創造部、景観・環境局に係ります平成２２年度歳入歳出決算についてご説明をさくらし創造部、景観・環境局に係ります平成２２年度歳入歳出決算についてご説明をさくらし創造部、景観・環境局に係ります平成２２年度歳入歳出決算についてご説明をさ

せていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

「平成２２年度歳入歳出決算報告書」の６ページをお願いいたします。くらし創造部、「平成２２年度歳入歳出決算報告書」の６ページをお願いいたします。くらし創造部、「平成２２年度歳入歳出決算報告書」の６ページをお願いいたします。くらし創造部、「平成２２年度歳入歳出決算報告書」の６ページをお願いいたします。くらし創造部、

景観・環境局の所管は、第６款くらし創造費でございます。ただし、第４項の男女共同参景観・環境局の所管は、第６款くらし創造費でございます。ただし、第４項の男女共同参景観・環境局の所管は、第６款くらし創造費でございます。ただし、第４項の男女共同参景観・環境局の所管は、第６款くらし創造費でございます。ただし、第４項の男女共同参

画費につきましては、本年４月の組織改編により健康福祉部に移管をいたしましたので、画費につきましては、本年４月の組織改編により健康福祉部に移管をいたしましたので、画費につきましては、本年４月の組織改編により健康福祉部に移管をいたしましたので、画費につきましては、本年４月の組織改編により健康福祉部に移管をいたしましたので、

健康福祉部において説明をさせていただいております。説明については、本日は割愛をさ健康福祉部において説明をさせていただいております。説明については、本日は割愛をさ健康福祉部において説明をさせていただいております。説明については、本日は割愛をさ健康福祉部において説明をさせていただいております。説明については、本日は割愛をさ

せていただきます。それぞれ予算現額、支出済額は記載のとおりでございます。せていただきます。それぞれ予算現額、支出済額は記載のとおりでございます。せていただきます。それぞれ予算現額、支出済額は記載のとおりでございます。せていただきます。それぞれ予算現額、支出済額は記載のとおりでございます。

続きまして、繰越しについてご説明をさせていただきます。続きまして、繰越しについてご説明をさせていただきます。続きまして、繰越しについてご説明をさせていただきます。続きまして、繰越しについてご説明をさせていただきます。

くらし創造費における男女共同参画費を除く翌年度繰越し、７件分ございますが、そのくらし創造費における男女共同参画費を除く翌年度繰越し、７件分ございますが、そのくらし創造費における男女共同参画費を除く翌年度繰越し、７件分ございますが、そのくらし創造費における男女共同参画費を除く翌年度繰越し、７件分ございますが、その

合計額は１億２，３００万円でございます。その内訳の主なものは、第７項の環境管理費合計額は１億２，３００万円でございます。その内訳の主なものは、第７項の環境管理費合計額は１億２，３００万円でございます。その内訳の主なものは、第７項の環境管理費合計額は１億２，３００万円でございます。その内訳の主なものは、第７項の環境管理費

２件のうち、奈良県民間事業者省エネ・グリーン化推進事業１，０００万円につきまして２件のうち、奈良県民間事業者省エネ・グリーン化推進事業１，０００万円につきまして２件のうち、奈良県民間事業者省エネ・グリーン化推進事業１，０００万円につきまして２件のうち、奈良県民間事業者省エネ・グリーン化推進事業１，０００万円につきまして

は、県内における環境に優しい民間事業所等を掘り起こすため、太陽光発電装置の導入とは、県内における環境に優しい民間事業所等を掘り起こすため、太陽光発電装置の導入とは、県内における環境に優しい民間事業所等を掘り起こすため、太陽光発電装置の導入とは、県内における環境に優しい民間事業所等を掘り起こすため、太陽光発電装置の導入と

省エネ施設改修による先進事例に取り組む事業所等を募集し、設置に対する補助を行うも省エネ施設改修による先進事例に取り組む事業所等を募集し、設置に対する補助を行うも省エネ施設改修による先進事例に取り組む事業所等を募集し、設置に対する補助を行うも省エネ施設改修による先進事例に取り組む事業所等を募集し、設置に対する補助を行うも

ので、本県建物改修にので、本県建物改修にので、本県建物改修にので、本県建物改修に工工工工事のおくれが事のおくれが事のおくれが事のおくれが生じ生じ生じ生じたため、たため、たため、たため、付随付随付随付随して本事業についても繰越しを行して本事業についても繰越しを行して本事業についても繰越しを行して本事業についても繰越しを行

うもので、平成２４年３月のうもので、平成２４年３月のうもので、平成２４年３月のうもので、平成２４年３月の完完完完了予定でございます。了予定でございます。了予定でございます。了予定でございます。

他他他他の６件につきましては、の６件につきましては、の６件につきましては、の６件につきましては、昨昨昨昨年度の１１月補正年度の１１月補正年度の１１月補正年度の１１月補正及び及び及び及び２月補正予算において、国の補正で２月補正予算において、国の補正で２月補正予算において、国の補正で２月補正予算において、国の補正で

ああああるるるる地域活性地域活性地域活性地域活性化化化化交付金交付金交付金交付金に対に対に対に対応応応応して事業をして事業をして事業をして事業を執執執執行するに行するに行するに行するに当当当当たり、所たり、所たり、所たり、所要要要要のののの期期期期間を間を間を間を確保確保確保確保するするするする必要必要必要必要がががが

ああああることから、繰越しを行ることから、繰越しを行ることから、繰越しを行ることから、繰越しを行っっっったものでございます。主なものといたしましては、第１項たものでございます。主なものといたしましては、第１項たものでございます。主なものといたしましては、第１項たものでございます。主なものといたしましては、第１項協協協協

働働働働推進費の２，０７０万円につきましては、一つは、平成２２年度１１月補正予算に計推進費の２，０７０万円につきましては、一つは、平成２２年度１１月補正予算に計推進費の２，０７０万円につきましては、一つは、平成２２年度１１月補正予算に計推進費の２，０７０万円につきましては、一つは、平成２２年度１１月補正予算に計上上上上

いたしましたいたしましたいたしましたいたしました地域地域地域地域でのでのでのでの花花花花いいいいっぱっぱっぱっぱいいいい運動運動運動運動推進推進推進推進モデルモデルモデルモデル事業１，５７０万円でございまして、事業１，５７０万円でございまして、事業１，５７０万円でございまして、事業１，５７０万円でございまして、花花花花

とととと緑緑緑緑ががががあふあふあふあふれるれるれるれる地域コミュニティ団体地域コミュニティ団体地域コミュニティ団体地域コミュニティ団体が行う取り組が行う取り組が行う取り組が行う取り組みみみみに対して補助を行うものでございまに対して補助を行うものでございまに対して補助を行うものでございまに対して補助を行うものでございま

す。もう一つは、平成２２年度２月補正予算に計す。もう一つは、平成２２年度２月補正予算に計す。もう一つは、平成２２年度２月補正予算に計す。もう一つは、平成２２年度２月補正予算に計上上上上いたしました（いたしました（いたしました（いたしました（仮称仮称仮称仮称））））協働協働協働協働推進推進推進推進セセセセンンンンタタタタ

ーーーー整備整備整備整備事業５００万円でございまして、事業５００万円でございまして、事業５００万円でございまして、事業５００万円でございまして、旧片桐高校校舎旧片桐高校校舎旧片桐高校校舎旧片桐高校校舎ににににＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯの会議の会議の会議の会議やセミナやセミナやセミナやセミナー等が開ー等が開ー等が開ー等が開

催催催催できるできるできるできる協働協働協働協働推進推進推進推進セセセセンンンンタタタターを開設し、ーを開設し、ーを開設し、ーを開設し、ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯと行と行と行と行政政政政とのとのとのとの協働協働協働協働のののの拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして活用活用活用活用するものでするものでするものでするもので

ございます。ともにございます。ともにございます。ともにございます。ともに完完完完了予定は平成２４年３月でございます。了予定は平成２４年３月でございます。了予定は平成２４年３月でございます。了予定は平成２４年３月でございます。

続きまして、第３項続きまして、第３項続きまして、第３項続きまして、第３項スポスポスポスポーーーーツ振興ツ振興ツ振興ツ振興費の７，８００万円につきましては、平成２２年度１費の７，８００万円につきましては、平成２２年度１費の７，８００万円につきましては、平成２２年度１費の７，８００万円につきましては、平成２２年度１

１月補正に計１月補正に計１月補正に計１月補正に計上上上上いたしましたいたしましたいたしましたいたしました佐佐佐佐藤藤藤藤薬品スタ薬品スタ薬品スタ薬品スタジジジジアムアムアムアム施設施設施設施設整備整備整備整備事業でございまして、事業でございまして、事業でございまして、事業でございまして、メメメメーンーンーンーンスススス
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タタタタンンンンド客席ド客席ド客席ド客席の改修、の改修、の改修、の改修、バックバックバックバックネネネネット天ット天ット天ット天井部の井部の井部の井部の防球防球防球防球ネネネネットットットット新設等により、観新設等により、観新設等により、観新設等により、観客客客客のののの安全性安全性安全性安全性、、、、快適快適快適快適

性性性性のののの向上向上向上向上をををを図図図図るもので、るもので、るもので、るもので、完完完完了予定は平成２４年３月でございます。了予定は平成２４年３月でございます。了予定は平成２４年３月でございます。了予定は平成２４年３月でございます。

第７項環境管理費のうち、第７項環境管理費のうち、第７項環境管理費のうち、第７項環境管理費のうち、公害測公害測公害測公害測定定定定機器整備機器整備機器整備機器整備事業１，０００万円につきましては、平成事業１，０００万円につきましては、平成事業１，０００万円につきましては、平成事業１，０００万円につきましては、平成

２２年度２月補正予算に計２２年度２月補正予算に計２２年度２月補正予算に計２２年度２月補正予算に計上上上上したもので、大したもので、大したもので、大したもので、大気汚染防止法気汚染防止法気汚染防止法気汚染防止法のののの規規規規定に定に定に定に基づ基づ基づ基づき、大き、大き、大き、大気気気気中の中の中の中の微微微微小小小小

粒粒粒粒子子子子状状状状物物物物質質質質のののの測測測測定を行うため、定を行うため、定を行うため、定を行うため、機器購機器購機器購機器購入、入、入、入、システムシステムシステムシステム改修等を行うものでございます。改修等を行うものでございます。改修等を行うものでございます。改修等を行うものでございます。完完完完了了了了

予定は平成２４年３月でございます。予定は平成２４年３月でございます。予定は平成２４年３月でございます。予定は平成２４年３月でございます。

続きまして、平成２２年度予算の続きまして、平成２２年度予算の続きまして、平成２２年度予算の続きまして、平成２２年度予算の不用不用不用不用額についてでございます。ご説明をさせていただ額についてでございます。ご説明をさせていただ額についてでございます。ご説明をさせていただ額についてでございます。ご説明をさせていただ

きます。きます。きます。きます。

くらし創造費のうち、男女共同参画費を除く３億３，４００万円くらし創造費のうち、男女共同参画費を除く３億３，４００万円くらし創造費のうち、男女共同参画費を除く３億３，４００万円くらし創造費のうち、男女共同参画費を除く３億３，４００万円余余余余につきまして、主なにつきまして、主なにつきまして、主なにつきまして、主な

ものといたしまして、職員のものといたしまして、職員のものといたしまして、職員のものといたしまして、職員の退退退退職職職職や異動や異動や異動や異動による職員による職員による職員による職員給与や給与や給与や給与や共済費な共済費な共済費な共済費などどどどのののの人人人人件費の件費の件費の件費の減減減減で３，で３，で３，で３，

８００万円でございます。そのほかには、第５項８００万円でございます。そのほかには、第５項８００万円でございます。そのほかには、第５項８００万円でございます。そのほかには、第５項人権人権人権人権施施施施策策策策費の費の費の費の隣保館運営隣保館運営隣保館運営隣保館運営等事業費補助事等事業費補助事等事業費補助事等事業費補助事

業において、業において、業において、業において、市町市町市町市町村の村の村の村の隣保館運営隣保館運営隣保館運営隣保館運営に係るに係るに係るに係る人人人人件費、件費、件費、件費、運営経運営経運営経運営経費、費、費、費、休休休休日開日開日開日開館や講座館や講座館や講座館や講座開開開開催催催催等を行う等を行う等を行う等を行う

事業費事業費事業費事業費へへへへの補助につきまして、の補助につきまして、の補助につきまして、の補助につきまして、市町市町市町市町村事業村事業村事業村事業実績実績実績実績が予算が予算が予算が予算時時時時のののの見込み見込み見込み見込みからからからから減少減少減少減少したことにしたことにしたことにしたことに伴伴伴伴うううう

補助補助補助補助金金金金のののの減減減減でございます。１，４００万円でございます。でございます。１，４００万円でございます。でございます。１，４００万円でございます。でございます。１，４００万円でございます。

次次次次に、第６項の環境管理費でございますが、一つは、に、第６項の環境管理費でございますが、一つは、に、第６項の環境管理費でございますが、一つは、に、第６項の環境管理費でございますが、一つは、地域地域地域地域グリーングリーングリーングリーンニュニュニュニューーーーディディディディーーーール市町ル市町ル市町ル市町

村補助事業におきまして、村補助事業におきまして、村補助事業におきまして、村補助事業におきまして、市町市町市町市町村が行う太陽光村が行う太陽光村が行う太陽光村が行う太陽光パパパパネネネネルルルル、、、、ＬＥＤ照ＬＥＤ照ＬＥＤ照ＬＥＤ照明の設置明の設置明の設置明の設置や不法投棄や不法投棄や不法投棄や不法投棄対対対対策策策策

の事業費の事業費の事業費の事業費へへへへの補助につきまして、予算の補助につきまして、予算の補助につきまして、予算の補助につきまして、予算時時時時のののの見込み見込み見込み見込みからのからのからのからの減少減少減少減少にににに伴伴伴伴う補助う補助う補助う補助金金金金のののの減減減減でございまでございまでございまでございま

す。３，８００万円でございます。す。３，８００万円でございます。す。３，８００万円でございます。す。３，８００万円でございます。

次次次次に、に、に、に、産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物排排排排出出出出抑制抑制抑制抑制等等等等研究研究研究研究開発費補助事業において、民間事業者等が行うリ開発費補助事業において、民間事業者等が行うリ開発費補助事業において、民間事業者等が行うリ開発費補助事業において、民間事業者等が行うリサイサイサイサイ

クル技術やクル技術やクル技術やクル技術やリリリリサイクル製品サイクル製品サイクル製品サイクル製品等の等の等の等の研究研究研究研究開発開発開発開発や産や産や産や産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物抑制抑制抑制抑制設設設設備備備備の導入の事業の導入の事業の導入の事業の導入の事業実績実績実績実績が予算が予算が予算が予算時時時時

のののの見込み見込み見込み見込みからからからから減少減少減少減少したことにしたことにしたことにしたことに伴伴伴伴う補助う補助う補助う補助金金金金のののの減減減減でございます。２，２００万円でございます。でございます。２，２００万円でございます。でございます。２，２００万円でございます。でございます。２，２００万円でございます。

これらがこれらがこれらがこれらが不用不用不用不用額でございます。額でございます。額でございます。額でございます。

以上以上以上以上で歳入歳出決算報告書についての説明をで歳入歳出決算報告書についての説明をで歳入歳出決算報告書についての説明をで歳入歳出決算報告書についての説明を終わ終わ終わ終わらせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。

続きまして、主続きまして、主続きまして、主続きまして、主要要要要施施施施策策策策の成の成の成の成果果果果に関し、主な施に関し、主な施に関し、主な施に関し、主な施策策策策事業についてご説明をさせていただきた事業についてご説明をさせていただきた事業についてご説明をさせていただきた事業についてご説明をさせていただきた

いといといといと存じ存じ存じ存じます。ます。ます。ます。

「平成２２年度主「平成２２年度主「平成２２年度主「平成２２年度主要要要要施施施施策策策策の成の成の成の成果果果果に関する報告書」の８８ページをお願いいたします。に関する報告書」の８８ページをお願いいたします。に関する報告書」の８８ページをお願いいたします。に関する報告書」の８８ページをお願いいたします。

８８ページは、８８ページは、８８ページは、８８ページは、協働協働協働協働の推進の推進の推進の推進及び市町及び市町及び市町及び市町村の支村の支村の支村の支援援援援のうち、１、のうち、１、のうち、１、のうち、１、ボラボラボラボランンンンティアティアティアティア・・・・ＮＰＯ活動へＮＰＯ活動へＮＰＯ活動へＮＰＯ活動へ

の参の参の参の参加加加加のののの促促促促進につきまして、進につきまして、進につきまして、進につきまして、親切親切親切親切・・・・美美美美化県民化県民化県民化県民運動運動運動運動推進事業として推進事業として推進事業として推進事業として毎毎毎毎年年年年９９９９月を月を月を月をククククリーンリーンリーンリーンアッアッアッアッ

プキャプキャプキャプキャンペーン月間としてンペーン月間としてンペーン月間としてンペーン月間として啓啓啓啓発しておりますが、発しておりますが、発しておりますが、発しておりますが、昨昨昨昨年年年年９９９９月５日の月５日の月５日の月５日の統統統統一一一一実実実実施日につきまして、施日につきまして、施日につきまして、施日につきまして、

２０２０２０２０ココココーーーースススス、、、、約約約約１万６，０００名の参１万６，０００名の参１万６，０００名の参１万６，０００名の参加加加加者により、県内一者により、県内一者により、県内一者により、県内一斉斉斉斉の取り組の取り組の取り組の取り組みみみみとしてとしてとしてとして美美美美化化化化活動活動活動活動をををを
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実実実実施いたしました。施いたしました。施いたしました。施いたしました。

続きまして、８続きまして、８続きまして、８続きまして、８９９９９ページ、ページ、ページ、ページ、ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ等等等等団体活動団体活動団体活動団体活動の支の支の支の支援援援援につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、地域地域地域地域のののの課題やニ課題やニ課題やニ課題やニーーーーズズズズ

に主に主に主に主体的体的体的体的に対に対に対に対応応応応するするするするＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ等が行う等が行う等が行う等が行う地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動を支を支を支を支援援援援するため、するため、するため、するため、地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動助成事業助成事業助成事業助成事業

として、１７事業に対して助成をいたしましたほか、平成２２年度から奈良県として、１７事業に対して助成をいたしましたほか、平成２２年度から奈良県として、１７事業に対して助成をいたしましたほか、平成２２年度から奈良県として、１７事業に対して助成をいたしましたほか、平成２２年度から奈良県協働協働協働協働推進推進推進推進基基基基

金金金金として、広く民間から募として、広く民間から募として、広く民間から募として、広く民間から募っっっったたたた寄附寄附寄附寄附により、により、により、により、ＮＰＯ団体ＮＰＯ団体ＮＰＯ団体ＮＰＯ団体の支の支の支の支援やＮＰＯ援やＮＰＯ援やＮＰＯ援やＮＰＯ等からの事業等からの事業等からの事業等からの事業提案提案提案提案

によるによるによるによる協働協働協働協働事業を事業を事業を事業を実実実実施するための施するための施するための施するための基金基金基金基金を創設いたしました。を創設いたしました。を創設いたしました。を創設いたしました。

９９９９１ページは教育１ページは教育１ページは教育１ページは教育力力力力の充の充の充の充実実実実でございます。１、でございます。１、でございます。１、でございます。１、地域地域地域地域の教育の教育の教育の教育力力力力の充の充の充の充実実実実につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、地域地域地域地域

の教育の教育の教育の教育力向上戦略力向上戦略力向上戦略力向上戦略事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、地域全体地域全体地域全体地域全体で健で健で健で健全全全全な子な子な子な子どどどどもを育てる取り組もを育てる取り組もを育てる取り組もを育てる取り組みみみみとして、として、として、として、

シシシシンンンンポポポポジジジジウムウムウムウムの開の開の開の開催や絆催や絆催や絆催や絆（き（き（き（きずずずずな）発な）発な）発な）発見通学見通学見通学見通学合合合合宿宿宿宿事業な事業な事業な事業などどどどをををを実実実実施いたしました。施いたしました。施いたしました。施いたしました。

次次次次に、２、に、２、に、２、に、２、青少青少青少青少年健年健年健年健全全全全育成の推進につきましてでございます。育成の推進につきましてでございます。育成の推進につきましてでございます。育成の推進につきましてでございます。青少青少青少青少年年年年社社社社会会会会的自立的自立的自立的自立支支支支援援援援事事事事

業といたしまして、業といたしまして、業といたしまして、業といたしまして、青少青少青少青少年の年の年の年の社社社社会会会会的自立的自立的自立的自立のののの促促促促進と進と進と進とニニニニーーーートトトト等等等等へへへへの支の支の支の支援援援援を総合を総合を総合を総合的的的的に推進するたに推進するたに推進するたに推進するた

め、め、め、め、地域若地域若地域若地域若者者者者自立自立自立自立支支支支援援援援ネネネネットワットワットワットワーーーーク連絡ク連絡ク連絡ク連絡会議の開会議の開会議の開会議の開催やＮＰＯ催やＮＰＯ催やＮＰＯ催やＮＰＯ等の支等の支等の支等の支援団体援団体援団体援団体にににに自立自立自立自立支支支支援プロ援プロ援プロ援プロ

ググググラムラムラムラムを委を委を委を委託託託託したほか、したほか、したほか、したほか、若若若若年者の年者の年者の年者の社社社社会会会会的自立的自立的自立的自立支支支支援援援援のためののためののためののためのモデルモデルモデルモデルとして、子として、子として、子として、子どどどども・も・も・も・若若若若者支者支者支者支

援地域協援地域協援地域協援地域協議会を議会を議会を議会を葛城市葛城市葛城市葛城市に設置をしていただき、支に設置をしていただき、支に設置をしていただき、支に設置をしていただき、支援援援援のののの枠枠枠枠組組組組みみみみをををを構築構築構築構築し、支し、支し、支し、支援援援援のネのネのネのネットワットワットワットワーーーー

クづクづクづクづくりにくりにくりにくりに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討をををを始始始始めました。めました。めました。めました。

９９９９２ページの４、２ページの４、２ページの４、２ページの４、野外活動セ野外活動セ野外活動セ野外活動センンンンタタタター事業の充ー事業の充ー事業の充ー事業の充実実実実でございます。でございます。でございます。でございます。自然体験自然体験自然体験自然体験・・・・研研研研修事業とい修事業とい修事業とい修事業とい

たしましてたしましてたしましてたしまして家族家族家族家族参参参参加型加型加型加型事業事業事業事業ややややリーリーリーリーダダダダー育成事業なー育成事業なー育成事業なー育成事業など各種ど各種ど各種ど各種事業を事業を事業を事業を実実実実施し、施し、施し、施し、約約約約２，８００名の２，８００名の２，８００名の２，８００名の

参参参参加加加加をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。

９９９９３ページは、健康３ページは、健康３ページは、健康３ページは、健康づづづづくり、１、くり、１、くり、１、くり、１、生涯スポ生涯スポ生涯スポ生涯スポーーーーツツツツのののの振興振興振興振興でございます。第６でございます。第６でございます。第６でございます。第６回市町回市町回市町回市町村対村対村対村対抗抗抗抗

子子子子どどどどもももも駅伝駅伝駅伝駅伝大会を大会を大会を大会を馬見丘陵公園馬見丘陵公園馬見丘陵公園馬見丘陵公園において３７において３７において３７において３７市町市町市町市町村３７村３７村３７村３７チチチチーーーームムムムの参の参の参の参加加加加により開により開により開により開催催催催をいたしをいたしをいたしをいたし

ました。また、ならました。また、ならました。また、ならました。また、ならスポスポスポスポーーーーツフェスティバルツフェスティバルツフェスティバルツフェスティバル２１の開２１の開２１の開２１の開催催催催として、総合開会として、総合開会として、総合開会として、総合開会式や式や式や式や奈良県民奈良県民奈良県民奈良県民体体体体

育大会、奈良県育大会、奈良県育大会、奈良県育大会、奈良県スポスポスポスポーーーーツツツツ・・・・レクレクレクレクリエーリエーリエーリエーショショショションンンン祭祭祭祭を記載のとおり開を記載のとおり開を記載のとおり開を記載のとおり開催催催催をいたしました。さらをいたしました。さらをいたしました。さらをいたしました。さら

に、に、に、に、プロ野球球団オプロ野球球団オプロ野球球団オプロ野球球団オリリリリックスックスックスックス・・・・バファロバファロバファロバファローーーーズズズズとととと連携連携連携連携をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、親親親親子子子子野球野球野球野球教室を開教室を開教室を開教室を開催催催催

したところでございます。したところでございます。したところでございます。したところでございます。

２、２、２、２、競技スポ競技スポ競技スポ競技スポーーーーツツツツのののの振興振興振興振興でございます。一でございます。一でございます。一でございます。一貫貫貫貫したしたしたした指指指指導導導導体制体制体制体制のもと、ジのもと、ジのもと、ジのもと、ジュニアュニアュニアュニア選手選手選手選手の育成の育成の育成の育成

強強強強化化化化やややや国国国国際際際際レレレレベベベベルルルルののののトップアストップアストップアストップアスリーリーリーリートトトトのののの強強強強化を化を化を化を図図図図るるるるＮＮＮＮＡＲＡＡＲＡＡＲＡＡＲＡスポスポスポスポーーーーツパワツパワツパワツパワーーーーアップアップアップアップ事業を事業を事業を事業を

実実実実施をいたしました。施をいたしました。施をいたしました。施をいたしました。

９９９９４ページ、国民４ページ、国民４ページ、国民４ページ、国民体体体体育大会育大会育大会育大会へへへへの参の参の参の参加加加加として、として、として、として、千葉千葉千葉千葉県で開県で開県で開県で開催催催催されました第６５されました第６５されました第６５されました第６５回回回回国民国民国民国民体体体体育育育育

大会大会大会大会及び及び及び及び秋秋秋秋田県、田県、田県、田県、青青青青森森森森県で開県で開県で開県で開催催催催されました第６６されました第６６されました第６６されました第６６回回回回国民国民国民国民体体体体育大会育大会育大会育大会冬季冬季冬季冬季大会大会大会大会へへへへ合合合合わわわわせて４１せて４１せて４１せて４１

４名の４名の４名の４名の選手選手選手選手をををを派遣派遣派遣派遣をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。
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３、県内３、県内３、県内３、県内スポスポスポスポーーーーツツツツ環境の環境の環境の環境の整備整備整備整備でございます。これにつきましては、でございます。これにつきましては、でございます。これにつきましては、でございます。これにつきましては、橿原橿原橿原橿原公公公公苑苑苑苑においてにおいてにおいてにおいて庭庭庭庭

球球球球場場場場のののの人工人工人工人工芝芝芝芝生生生生化化化化やややや夜夜夜夜間のジ間のジ間のジ間のジョョョョギギギギングングングング利利利利用へ用へ用へ用への対の対の対の対応応応応としてのとしてのとしてのとしての照照照照明設明設明設明設備備備備のののの整備整備整備整備、、、、野球野球野球野球場場場場のののの人人人人

工工工工芝芝芝芝化を化を化を化を実実実実施をいたしました。施をいたしました。施をいたしました。施をいたしました。

４、総合４、総合４、総合４、総合型地域スポ型地域スポ型地域スポ型地域スポーーーーツクラツクラツクラツクラブブブブのののの普普普普及促及促及促及促進につきましては、進につきましては、進につきましては、進につきましては、地域地域地域地域住住住住民が主民が主民が主民が主体的体的体的体的にににに運営運営運営運営すすすす

る総合る総合る総合る総合型地域スポ型地域スポ型地域スポ型地域スポーーーーツクラツクラツクラツクラブブブブの設の設の設の設立立立立、育成を支、育成を支、育成を支、育成を支援援援援するため、するため、するため、するため、橿原橿原橿原橿原公公公公苑苑苑苑内に奈良県内に奈良県内に奈良県内に奈良県スポスポスポスポーーーーツツツツ

支支支支援セ援セ援セ援センンンンタタタターを設置いたしました。ーを設置いたしました。ーを設置いたしました。ーを設置いたしました。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、９９９９７ページは、くらし７ページは、くらし７ページは、くらし７ページは、くらしややややすいまちすいまちすいまちすいまちづづづづくりでございます。このうち、くりでございます。このうち、くりでございます。このうち、くりでございます。このうち、人権人権人権人権施施施施

策策策策の推進につきまして、の推進につきまして、の推進につきまして、の推進につきまして、視覚視覚視覚視覚的的的的なななな面面面面からからからから人権人権人権人権意識意識意識意識のののの高高高高揚揚揚揚をををを図図図図るため、るため、るため、るため、ラッラッラッラッピピピピングングングングバスバスバスバスのののの運運運運

行事業として、行事業として、行事業として、行事業として、人権人権人権人権尊重尊重尊重尊重をををを呼呼呼呼びびびびかけるかけるかけるかける標語標語標語標語、、、、イラストイラストイラストイラストををををデデデデザザザザイイイインしたンしたンしたンした路線路線路線路線バスバスバスバスを４を４を４を４路線路線路線路線でででで

運運運運行したほか、なら・行したほか、なら・行したほか、なら・行したほか、なら・ヒヒヒヒュュュューーーーママママンンンンフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル開開開開催催催催事業として、県民の事業として、県民の事業として、県民の事業として、県民の方方方方にににに楽楽楽楽ししししみみみみながながながなが

らさまざまならさまざまならさまざまならさまざまな人権人権人権人権にににに身近身近身近身近にににに触触触触れていただくれていただくれていただくれていただく機機機機会を会を会を会を提提提提供供供供するため、国、県、するため、国、県、するため、国、県、するため、国、県、市町市町市町市町村が村が村が村が連携連携連携連携しししし

てててて講講講講演演演演会会会会や啓や啓や啓や啓発発発発パパパパネネネネルルルル展展展展等による等による等による等によるイイイイベベベベンンンントトトトを開を開を開を開催催催催いたしました。平成２２年度はいたしました。平成２２年度はいたしました。平成２２年度はいたしました。平成２２年度は天天天天理理理理市市市市でででで

開開開開催催催催し、し、し、し、約約約約１，３００名の１，３００名の１，３００名の１，３００名の方方方方にご参にご参にご参にご参加加加加をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、９９９９８ページ、８ページ、８ページ、８ページ、ひひひひとりとりとりとり芝居芝居芝居芝居による「いによる「いによる「いによる「いじじじじめ」め」め」め」問問問問題啓題啓題啓題啓発事業を発事業を発事業を発事業を実実実実施いたしまし施いたしまし施いたしまし施いたしまし

た。た。た。た。啓啓啓啓発発発発芝居芝居芝居芝居を県内１０を県内１０を県内１０を県内１０カカカカ所で所で所で所で上上上上演演演演したところでございます。したところでございます。したところでございます。したところでございます。

９９９９９９９９ページ、ページ、ページ、ページ、安全安全安全安全・・・・安安安安心心心心のののの確保確保確保確保でございます。でございます。でございます。でございます。食食食食のののの安全み安全み安全み安全みはりはりはりはり番番番番事業、事業、事業、事業、食食食食品品品品のののの検検検検査によ査によ査によ査によ

るるるる安全確安全確安全確安全確認事業等を認事業等を認事業等を認事業等を実実実実施し、施し、施し、施し、食食食食品品品品のののの安全安全安全安全・・・・安安安安心心心心のののの確保確保確保確保をををを図っ図っ図っ図っております。ております。ております。ております。

続きまして、１００ページ、２、続きまして、１００ページ、２、続きまして、１００ページ、２、続きまして、１００ページ、２、消消消消費者の費者の費者の費者の啓啓啓啓発等につきましてでございます。発等につきましてでございます。発等につきましてでございます。発等につきましてでございます。消消消消費者行費者行費者行費者行

政政政政強強強強化化化化活性活性活性活性化事業として、化事業として、化事業として、化事業として、消消消消費者行費者行費者行費者行政活性政活性政活性政活性化化化化基金基金基金基金をををを活用活用活用活用し、し、し、し、消消消消費者費者費者費者相談窓相談窓相談窓相談窓口の充口の充口の充口の充実実実実強強強強化の化の化の化の

ため、ため、ため、ため、研研研研修の修の修の修の実実実実施による施による施による施による相談相談相談相談員の員の員の員のレレレレベベベベルアップルアップルアップルアップ等を等を等を等を実実実実施するとともに、施するとともに、施するとともに、施するとともに、市町市町市町市町村における村における村における村における消消消消

費者費者費者費者相談窓相談窓相談窓相談窓口の口の口の口の強強強強化な化な化な化などどどど、、、、消消消消費者行費者行費者行費者行政政政政強強強強化の取り組化の取り組化の取り組化の取り組みみみみに対し、助成を行いました。に対し、助成を行いました。に対し、助成を行いました。に対し、助成を行いました。

４、４、４、４、動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護管理行管理行管理行管理行政政政政の推進につきまして、ならの推進につきまして、ならの推進につきまして、ならの推進につきまして、なら動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルを開を開を開を開催催催催いたしいたしいたしいたし

ました。ました。ました。ました。動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護思思思思想想想想のののの普普普普及及及及を行を行を行を行っっっったところでございます。たところでございます。たところでございます。たところでございます。

１０１ページ、５、１０１ページ、５、１０１ページ、５、１０１ページ、５、消消消消費者の支費者の支費者の支費者の支援援援援につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、消消消消費者費者費者費者啓啓啓啓発事業といたしまして、発事業といたしまして、発事業といたしまして、発事業といたしまして、消消消消費費費費

生活セ生活セ生活セ生活センンンンタタタターにおいてーにおいてーにおいてーにおいて消消消消費費費費生活生活生活生活相談相談相談相談等を等を等を等を実実実実施をしたところでございます。施をしたところでございます。施をしたところでございます。施をしたところでございます。

続きまして、くらし続きまして、くらし続きまして、くらし続きまして、くらしややややすいまちすいまちすいまちすいまちづづづづくりでございますが、１、くりでございますが、１、くりでございますが、１、くりでございますが、１、温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止ななななどどどど総合総合総合総合的的的的な環な環な環な環

境施境施境施境施策策策策の推進につきましては、太陽光の推進につきましては、太陽光の推進につきましては、太陽光の推進につきましては、太陽光パパパパネネネネルルルル設置推進事業として、設置推進事業として、設置推進事業として、設置推進事業として、温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガス排ス排ス排ス排出出出出抑制抑制抑制抑制

等の施等の施等の施等の施策策策策として太陽光発電として太陽光発電として太陽光発電として太陽光発電システムシステムシステムシステムのののの普普普普及及及及をををを図図図図るため、設るため、設るため、設るため、設備備備備のののの初初初初期期期期導入導入導入導入経経経経費に対する費に対する費に対する費に対する無利無利無利無利

子子子子貸貸貸貸しししし付付付付け等をけ等をけ等をけ等を実実実実施をしたところでございます。また、施をしたところでございます。また、施をしたところでございます。また、施をしたところでございます。また、地域地域地域地域グリーングリーングリーングリーンニュニュニュニューーーーディディディディーーーール市町ル市町ル市町ル市町

村補助事業として、国の村補助事業として、国の村補助事業として、国の村補助事業として、国の基金基金基金基金をををを活用活用活用活用し、し、し、し、公公公公共施設共施設共施設共施設へへへへ省エネ施設を導入する省エネ施設を導入する省エネ施設を導入する省エネ施設を導入する市町市町市町市町村に対する村に対する村に対する村に対する
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補助を補助を補助を補助を実実実実施をいたしました。施をいたしました。施をいたしました。施をいたしました。

続きまして、１０２ページ、２、環境続きまして、１０２ページ、２、環境続きまして、１０２ページ、２、環境続きまして、１０２ページ、２、環境保全保全保全保全対対対対策策策策の推進につきましては、大の推進につきましては、大の推進につきましては、大の推進につきましては、大気汚染防止気汚染防止気汚染防止気汚染防止対対対対

策策策策事業として、大事業として、大事業として、大事業として、大気汚染防止法気汚染防止法気汚染防止法気汚染防止法にににに基づ基づ基づ基づき、き、き、き、常常常常時時時時監監監監視視視視局での局での局での局での測測測測定定定定ややややばばばばいいいい煙煙煙煙発発発発生生生生施設、施設、施設、施設、フロフロフロフロンンンン

回回回回収収収収事業所等事業所等事業所等事業所等へへへへのののの立立立立ち入りのち入りのち入りのち入りの指指指指導を導を導を導を実実実実施をいたしました。施をいたしました。施をいたしました。施をいたしました。

続きまして、１０３ページ、平成２１年度から、大続きまして、１０３ページ、平成２１年度から、大続きまして、１０３ページ、平成２１年度から、大続きまして、１０３ページ、平成２１年度から、大和和和和川川川川水水水水質質質質改改改改善善善善事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、

大大大大和和和和川における川における川における川における水水水水質質質質調調調調査を査を査を査を強強強強化するとともに、本川化するとともに、本川化するとともに、本川化するとともに、本川及び及び及び及び支川の支川の支川の支川の水水水水質質質質をををを細細細細ややややかにかにかにかに把握把握把握把握し、し、し、し、ホホホホ

ーーーームムムムページでページでページでページで公公公公表表表表しております。また、２月を大しております。また、２月を大しております。また、２月を大しております。また、２月を大和和和和川川川川水水水水質質質質改改改改善強善強善強善強化月間として、化月間として、化月間として、化月間として、キャキャキャキャンペンペンペンペ

ーン等のーン等のーン等のーン等の啓啓啓啓発発発発活動活動活動活動をををを実実実実施いたしました。また、景観・環境施いたしました。また、景観・環境施いたしました。また、景観・環境施いたしました。また、景観・環境保全セ保全セ保全セ保全センンンンタタタターにおいて、景観・ーにおいて、景観・ーにおいて、景観・ーにおいて、景観・

環境監環境監環境監環境監視視視視パトロパトロパトロパトローーーールルルルといたしましてといたしましてといたしましてといたしまして不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄現現現現場場場場の監の監の監の監視視視視パトロパトロパトロパトローーーールルルルをををを実実実実施し、施し、施し、施し、不適不適不適不適正事正事正事正事案案案案

のののの未未未未然防止然防止然防止然防止、、、、早早早早期期期期発発発発見見見見等に等に等に等に努努努努めております。めております。めております。めております。

３、３、３、３、産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物税税税税のののの活用活用活用活用につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、排排排排出出出出抑制抑制抑制抑制・・・・減減減減量量量量化の推進といたしまして、事業化の推進といたしまして、事業化の推進といたしまして、事業化の推進といたしまして、事業

者者者者団体へ団体へ団体へ団体へののののゼゼゼゼロロロロエエエエミッショミッショミッショミッションンンンセミナセミナセミナセミナーの開ーの開ーの開ーの開催催催催、民間事業者が、民間事業者が、民間事業者が、民間事業者が実実実実施する施する施する施する減減減減量量量量化等設化等設化等設化等設備備備備導入事導入事導入事導入事

業業業業へへへへの補助、環境の補助、環境の補助、環境の補助、環境カカカカウウウウンンンンセラセラセラセラーのーのーのーの派遣派遣派遣派遣や排や排や排や排出事業者、出事業者、出事業者、出事業者、処処処処理業者等に対する理業者等に対する理業者等に対する理業者等に対する研研研研修会を修会を修会を修会を実実実実施を施を施を施を

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１０４ページは、奈良県１０４ページは、奈良県１０４ページは、奈良県１０４ページは、奈良県産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物減減減減量量量量化等推進化等推進化等推進化等推進基金基金基金基金といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物の物の物の物の排排排排

出出出出抑制抑制抑制抑制、、、、減減減減量量量量化、化、化、化、適適適適正正正正処処処処理の推進に関する施理の推進に関する施理の推進に関する施理の推進に関する施策策策策をををを継継継継続続続続的的的的にににに安安安安定して定して定して定して実実実実施するため、施するため、施するため、施するため、産産産産業業業業廃廃廃廃

棄棄棄棄物物物物税税税税のののの税収税収税収税収を一たを一たを一たを一たんんんん基金基金基金基金にににに積積積積み立み立み立み立てるもので、平成２２年度はてるもので、平成２２年度はてるもので、平成２２年度はてるもので、平成２２年度は税収税収税収税収運用運用運用運用益益益益からからからから徴税徴税徴税徴税費を費を費を費を

引引引引きました１億２，４４４万８，０００円をきました１億２，４４４万８，０００円をきました１億２，４４４万８，０００円をきました１億２，４４４万８，０００円を積積積積み立み立み立み立ていたしました。ていたしました。ていたしました。ていたしました。

１０５ページ、１０５ページ、１０５ページ、１０５ページ、閉鎖最閉鎖最閉鎖最閉鎖最終終終終処処処処分分分分場緊急特別場緊急特別場緊急特別場緊急特別対対対対策策策策事業といたしまして、今事業といたしまして、今事業といたしまして、今事業といたしまして、今後後後後の対の対の対の対策策策策についてについてについてについて

委員会を設置いたしました。それで委員会を設置いたしました。それで委員会を設置いたしました。それで委員会を設置いたしました。それで検討検討検討検討を続けているところでございます。平成２３年度を続けているところでございます。平成２３年度を続けているところでございます。平成２３年度を続けているところでございます。平成２３年度

もももも引引引引き続き環境影き続き環境影き続き環境影き続き環境影響調響調響調響調査を査を査を査を実実実実施し、その施し、その施し、その施し、その結結結結果果果果をををを踏踏踏踏ままままええええた対た対た対た対策案策案策案策案のののの検討検討検討検討を進めてまいります。を進めてまいります。を進めてまいります。を進めてまいります。

１０６ページ、２、１０６ページ、２、１０６ページ、２、１０６ページ、２、歴史歴史歴史歴史的的的的風土風土風土風土保存地保存地保存地保存地のののの買買買買入・入・入・入・整備整備整備整備につきましてでございますが、につきましてでございますが、につきましてでございますが、につきましてでございますが、歴史歴史歴史歴史

的的的的風土風土風土風土保存保存保存保存買買買買入事業で、入事業で、入事業で、入事業で、特別特別特別特別保存地保存地保存地保存地区区区区内の内の内の内の土土土土地地地地３０件、３０件、３０件、３０件、面積面積面積面積にいたしましてにいたしましてにいたしましてにいたしまして９９９９万７３平万７３平万７３平万７３平方方方方

メメメメーーーートルトルトルトルのののの買買買買入れを行いました。入れを行いました。入れを行いました。入れを行いました。

続きまして、１０７ページ、５、続きまして、１０７ページ、５、続きまして、１０７ページ、５、続きまして、１０７ページ、５、自然自然自然自然環境の環境の環境の環境の保全保全保全保全とととと整備整備整備整備につきまして、国につきまして、国につきまして、国につきまして、国立公園立公園立公園立公園環境環境環境環境整整整整

備備備備事業といたしまして大事業といたしまして大事業といたしまして大事業といたしまして大台ヶ原既台ヶ原既台ヶ原既台ヶ原既設設設設桟橋桟橋桟橋桟橋のののの撤去撤去撤去撤去、国定、国定、国定、国定公園公園公園公園等施設等施設等施設等施設整備整備整備整備事業といたしまして事業といたしまして事業といたしまして事業といたしまして

東海東海東海東海自然自然自然自然歩道萱歩道萱歩道萱歩道萱生公生公生公生公衆衆衆衆トイレトイレトイレトイレのののの整備整備整備整備をををを実実実実施したところでございます。施したところでございます。施したところでございます。施したところでございます。

くらし創造部、景観・環境局の説明についてはくらし創造部、景観・環境局の説明についてはくらし創造部、景観・環境局の説明についてはくらし創造部、景観・環境局の説明については以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。どどどどうぞよろしくご審うぞよろしくご審うぞよろしくご審うぞよろしくご審

議のほ議のほ議のほ議のほどどどどお願いお願いお願いお願い申申申申しししし上上上上げげげげます。ます。ます。ます。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 教育委員会が所管する教育費について、平成２２年度決算の教育委員会が所管する教育費について、平成２２年度決算の教育委員会が所管する教育費について、平成２２年度決算の教育委員会が所管する教育費について、平成２２年度決算の状状状状況況況況をご説明をご説明をご説明をご説明
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いたします。いたします。いたします。いたします。

「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の７ページ、教育委員会の所管します事項「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の７ページ、教育委員会の所管します事項「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の７ページ、教育委員会の所管します事項「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の７ページ、教育委員会の所管します事項

についてご説明いたします。第１２款教育費、第１項教育総務費、翌年度についてご説明いたします。第１２款教育費、第１項教育総務費、翌年度についてご説明いたします。第１２款教育費、第１項教育総務費、翌年度についてご説明いたします。第１２款教育費、第１項教育総務費、翌年度へへへへの繰越額７，の繰越額７，の繰越額７，の繰越額７，

９９９９６５万円が６５万円が６５万円が６５万円がああああり、り、り、り、不用不用不用不用額は２億５，８６６万２，０００円額は２億５，８６６万２，０００円額は２億５，８６６万２，０００円額は２億５，８６６万２，０００円余余余余りでりでりでりでああああります。ります。ります。ります。不用不用不用不用額は、額は、額は、額は、

国国国国庫庫庫庫補助事業費の補助事業費の補助事業費の補助事業費の減及び減及び減及び減及び諸諸諸諸経経経経費の費の費の費の節節節節減減減減によるによるによるによる執執執執行行行行残残残残によるものでによるものでによるものでによるものでああああります。なお、翌年度ります。なお、翌年度ります。なお、翌年度ります。なお、翌年度

へへへへの繰越しは、国補正のの繰越しは、国補正のの繰越しは、国補正のの繰越しは、国補正の地域活性地域活性地域活性地域活性化化化化交付金交付金交付金交付金をををを活用活用活用活用し、県し、県し、県し、県立高立高立高立高等等等等学校及び学校及び学校及び学校及び特別特別特別特別支支支支援学校援学校援学校援学校におにおにおにお

けるけるけるける図図図図書書書書整備整備整備整備並並並並びびびびにににに経経経経年年年年劣劣劣劣化の化の化の化の著著著著しいしいしいしい社社社社会教育会教育会教育会教育セセセセンンンンタタタターーーー宿宿宿宿泊棟泊棟泊棟泊棟のののの冷房冷房冷房冷房設設設設備備備備のののの更更更更新を２月補新を２月補新を２月補新を２月補

正により正により正により正により執執執執行するものでございます。行するものでございます。行するものでございます。行するものでございます。

次次次次に、第２項小に、第２項小に、第２項小に、第２項小学校学校学校学校費で費で費で費であああありますが、りますが、りますが、りますが、不用不用不用不用額は５億額は５億額は５億額は５億９９９９，２６７万，２６７万，２６７万，２６７万９９９９，０００円，０００円，０００円，０００円余余余余りでりでりでりでああああ

り、職員の新り、職員の新り、職員の新り、職員の新陳代謝陳代謝陳代謝陳代謝等による等による等による等による人人人人件費の件費の件費の件費の減及び減及び減及び減及び諸諸諸諸経経経経費の費の費の費の節節節節減減減減によるによるによるによる執執執執行行行行残残残残によるものでによるものでによるものでによるものであああありりりり

ます。ます。ます。ます。

次次次次に、第３項中に、第３項中に、第３項中に、第３項中学校学校学校学校費で費で費で費であああありますが、りますが、りますが、りますが、不用不用不用不用額は４億５，７２６万４，０００円額は４億５，７２６万４，０００円額は４億５，７２６万４，０００円額は４億５，７２６万４，０００円余余余余りでりでりでりでああああ

り、職員の新り、職員の新り、職員の新り、職員の新陳代謝陳代謝陳代謝陳代謝によるによるによるによる人人人人件費の件費の件費の件費の減減減減によるものでによるものでによるものでによるものでああああります。ります。ります。ります。

次次次次に、第４項に、第４項に、第４項に、第４項高高高高等等等等学校学校学校学校費で費で費で費であああありますが、翌年度りますが、翌年度りますが、翌年度りますが、翌年度へへへへの繰越額２億５，０１２万７，０００の繰越額２億５，０１２万７，０００の繰越額２億５，０１２万７，０００の繰越額２億５，０１２万７，０００

円が円が円が円がああああり、り、り、り、不用不用不用不用額は５億３，８６８万７，０００円額は５億３，８６８万７，０００円額は５億３，８６８万７，０００円額は５億３，８６８万７，０００円余余余余りでりでりでりでああああります。ります。ります。ります。不用不用不用不用額は額は額は額は人人人人件費の件費の件費の件費の減減減減

及び及び及び及び諸諸諸諸経経経経費の費の費の費の節節節節減減減減並並並並びびびびにににに諸諸諸諸工工工工事の入事の入事の入事の入札札札札によるによるによるによる執執執執行行行行残残残残ででででああああります。なお、翌年度ります。なお、翌年度ります。なお、翌年度ります。なお、翌年度へへへへの繰り越の繰り越の繰り越の繰り越

しは、国補正のしは、国補正のしは、国補正のしは、国補正の地域活性地域活性地域活性地域活性化化化化交付金交付金交付金交付金をををを活用活用活用活用し、県し、県し、県し、県立高立高立高立高等等等等学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける工工工工作作作作機機機機械械械械やややや設計設計設計設計用用用用具具具具なななな

どどどどのののの実験実実験実実験実実験実習習習習設設設設備備備備のののの整備及び整備及び整備及び整備及び老朽老朽老朽老朽化した化した化した化したププププーーーールや校舎ルや校舎ルや校舎ルや校舎のののの屋根屋根屋根屋根修修修修繕繕繕繕ななななどどどどの改修の改修の改修の改修工工工工事を２月補事を２月補事を２月補事を２月補

正により正により正により正により執執執執行するもので行するもので行するもので行するものでああああります。ります。ります。ります。

次次次次に、第５項に、第５項に、第５項に、第５項特別特別特別特別支支支支援学校援学校援学校援学校費で費で費で費でああああります。翌年度ります。翌年度ります。翌年度ります。翌年度へへへへの繰越額の繰越額の繰越額の繰越額９９９９，，，，９９９９８５万１，０００円８５万１，０００円８５万１，０００円８５万１，０００円

ががががああああり、り、り、り、不用不用不用不用額は１億３，２額は１億３，２額は１億３，２額は１億３，２９９９９０万７，０００円０万７，０００円０万７，０００円０万７，０００円余余余余りでりでりでりでああああります。ります。ります。ります。不用不用不用不用額は入額は入額は入額は入札残札残札残札残及び及び及び及び諸諸諸諸

経経経経費の費の費の費の節節節節減減減減ででででああああります。なお、翌年度ります。なお、翌年度ります。なお、翌年度ります。なお、翌年度へへへへの繰越しは、国補正のの繰越しは、国補正のの繰越しは、国補正のの繰越しは、国補正の地域活性地域活性地域活性地域活性化化化化交付金交付金交付金交付金をををを活用活用活用活用し、し、し、し、

特別特別特別特別支支支支援学校援学校援学校援学校におけるにおけるにおけるにおける老朽老朽老朽老朽施設設施設設施設設施設設備備備備のののの整備及びスク整備及びスク整備及びスク整備及びスクーーーールバスルバスルバスルバスのののの増車増車増車増車を２月補正によりを２月補正によりを２月補正によりを２月補正により執執執執行行行行

するものでするものでするものでするものでああああります。ります。ります。ります。

８ページ、第６項８ページ、第６項８ページ、第６項８ページ、第６項保保保保健健健健体体体体育費で育費で育費で育費でああああります。翌年度ります。翌年度ります。翌年度ります。翌年度へへへへの繰越額１，３００万円がの繰越額１，３００万円がの繰越額１，３００万円がの繰越額１，３００万円がああああり、り、り、り、不不不不

用用用用額は２，５０２万６，０００円額は２，５０２万６，０００円額は２，５０２万６，０００円額は２，５０２万６，０００円余余余余りでりでりでりでああああります。ります。ります。ります。不用不用不用不用額は額は額は額は諸諸諸諸経経経経費の費の費の費の節節節節減及び減及び減及び減及び入入入入札残札残札残札残によによによによ

るるるる執執執執行行行行残残残残ででででああああります。なお、翌年度ります。なお、翌年度ります。なお、翌年度ります。なお、翌年度へへへへの繰越しは、国補正のの繰越しは、国補正のの繰越しは、国補正のの繰越しは、国補正の地域活性地域活性地域活性地域活性化化化化交付金交付金交付金交付金をををを活用活用活用活用し、し、し、し、

添添添添上高校上高校上高校上高校等等等等学校学校学校学校陸陸陸陸上競技上競技上競技上競技場場場場整備整備整備整備を２月補正によりを２月補正によりを２月補正によりを２月補正により執執執執行するもので行するもので行するもので行するものでああああります。ります。ります。ります。

次次次次に、第７項に、第７項に、第７項に、第７項文文文文化化化化財財財財保存保存保存保存費で費で費で費でああああります。翌年度ります。翌年度ります。翌年度ります。翌年度へへへへの繰越額５億４，の繰越額５億４，の繰越額５億４，の繰越額５億４，９９９９６１万７，０００６１万７，０００６１万７，０００６１万７，０００

円が円が円が円がああああり、り、り、り、不用不用不用不用額は４億８，額は４億８，額は４億８，額は４億８，９９９９８３万７，０００円８３万７，０００円８３万７，０００円８３万７，０００円余余余余りでりでりでりでああああります。ります。ります。ります。不用不用不用不用額は補助事業費額は補助事業費額は補助事業費額は補助事業費
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のののの減及び減及び減及び減及び埋蔵文埋蔵文埋蔵文埋蔵文化化化化財財財財発掘発掘発掘発掘調調調調査事業の査事業の査事業の査事業の受受受受託託託託額の額の額の額の減減減減等によるもので等によるもので等によるもので等によるものでああああります。なお、翌年度ります。なお、翌年度ります。なお、翌年度ります。なお、翌年度へへへへ

の繰越しは、これまでの説明と同の繰越しは、これまでの説明と同の繰越しは、これまでの説明と同の繰越しは、これまでの説明と同様様様様に、国補正のに、国補正のに、国補正のに、国補正の地域活性地域活性地域活性地域活性化化化化交付金交付金交付金交付金をををを活用活用活用活用し、し、し、し、橿原考古橿原考古橿原考古橿原考古学学学学

研究研究研究研究所所所所及び附及び附及び附及び附属属属属博物博物博物博物館館館館のののの老朽老朽老朽老朽設設設設備備備備のののの更更更更新新新新及び及び及び及び誘誘誘誘導導導導案案案案内内内内看板看板看板看板の設置を２月補正によりの設置を２月補正によりの設置を２月補正によりの設置を２月補正により執執執執行す行す行す行す

るものるものるものるもの並並並並びびびびにににに重重重重要要要要文文文文化化化化財財財財等修理等修理等修理等修理受受受受託託託託によるによるによるによる工法工法工法工法のののの変更変更変更変更、、、、用地交用地交用地交用地交渉渉渉渉のおくれ等にのおくれ等にのおくれ等にのおくれ等に伴伴伴伴う事業進う事業進う事業進う事業進

捗捗捗捗のおくれによのおくれによのおくれによのおくれによっっっって繰り越したものでございます。て繰り越したものでございます。て繰り越したものでございます。て繰り越したものでございます。

次次次次に、３２ページと３３ページ、奈良県育成に、３２ページと３３ページ、奈良県育成に、３２ページと３３ページ、奈良県育成に、３２ページと３３ページ、奈良県育成奨奨奨奨学金学金学金学金貸貸貸貸付金付金付金付金特別特別特別特別会計で会計で会計で会計でああああります。歳入歳ります。歳入歳ります。歳入歳ります。歳入歳

出についてご説明いたします。歳入は、第１款国出についてご説明いたします。歳入は、第１款国出についてご説明いたします。歳入は、第１款国出についてご説明いたします。歳入は、第１款国庫庫庫庫支出支出支出支出金金金金、第１項国、第１項国、第１項国、第１項国庫庫庫庫補助補助補助補助金金金金で、予算額で、予算額で、予算額で、予算額

に対し、に対し、に対し、に対し、収収収収入済額が入済額が入済額が入済額が９９９９，８４０万２，０００円，８４０万２，０００円，８４０万２，０００円，８４０万２，０００円増増増増加加加加しておりますが、これは国しておりますが、これは国しておりますが、これは国しておりますが、これは国庫庫庫庫認認認認証増証増証増証増にににに

よるものです。歳出は、第１款教育費、第１項育成よるものです。歳出は、第１款教育費、第１項育成よるものです。歳出は、第１款教育費、第１項育成よるものです。歳出は、第１款教育費、第１項育成奨奨奨奨学金学金学金学金貸貸貸貸付付付付事業費で、事業費で、事業費で、事業費で、不用不用不用不用額は４，４額は４，４額は４，４額は４，４

４６万円で４６万円で４６万円で４６万円でああああります。これはります。これはります。これはります。これは奨奨奨奨学金学金学金学金貸貸貸貸与人与人与人与人数数数数のののの減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。

以上以上以上以上が教育委員会所管の決算が教育委員会所管の決算が教育委員会所管の決算が教育委員会所管の決算概概概概要要要要ででででああああります。ります。ります。ります。

続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、「平成２２年度主「平成２２年度主「平成２２年度主「平成２２年度主要要要要施施施施策策策策の成の成の成の成果果果果に関する報告書」の１８４ページをお願いに関する報告書」の１８４ページをお願いに関する報告書」の１８４ページをお願いに関する報告書」の１８４ページをお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。

ままままずずずず、教育改、教育改、教育改、教育改革革革革の推進での推進での推進での推進であああありますが、教育委員会所管事務の管理りますが、教育委員会所管事務の管理りますが、教育委員会所管事務の管理りますが、教育委員会所管事務の管理及び執及び執及び執及び執行行行行状状状状況況況況についてについてについてについて

点検及び点検及び点検及び点検及び評価評価評価評価を行い、そのを行い、そのを行い、そのを行い、その結結結結果果果果を報告書にまとめ、を報告書にまとめ、を報告書にまとめ、を報告書にまとめ、昨昨昨昨年の１１月議会に年の１１月議会に年の１１月議会に年の１１月議会に提提提提出するとともに、出するとともに、出するとともに、出するとともに、

県県県県ホホホホーーーームムムムページでページでページでページで公公公公表表表表いたしました。このいたしました。このいたしました。このいたしました。この点検点検点検点検評価評価評価評価は平成２０年度からは平成２０年度からは平成２０年度からは平成２０年度から実実実実施しております。施しております。施しております。施しております。

また、奈良県教育の日のまた、奈良県教育の日のまた、奈良県教育の日のまた、奈良県教育の日の運営運営運営運営では、教育に対する県民のでは、教育に対する県民のでは、教育に対する県民のでは、教育に対する県民の意識意識意識意識やややや関関関関心心心心をををを高高高高めるとともに、めるとともに、めるとともに、めるとともに、家家家家

庭庭庭庭、、、、地域社地域社地域社地域社会会会会及び学校及び学校及び学校及び学校が一が一が一が一層層層層連携連携連携連携をををを深深深深めることをめることをめることをめることを目目目目的的的的として、記載の取り組として、記載の取り組として、記載の取り組として、記載の取り組みみみみをををを実実実実施いた施いた施いた施いた

しました。しました。しました。しました。

奈良県教育奈良県教育奈良県教育奈良県教育週週週週間中の間中の間中の間中の授授授授業業業業公公公公開については、開については、開については、開については、９９９９６６６６％％％％のののの学校学校学校学校で行で行で行で行わわわわれました。れました。れました。れました。前前前前年と年と年と年と比べ比べ比べ比べ８８８８

ポイポイポイポインンンントトトト増増増増加加加加いたしたところでございます。いたしたところでございます。いたしたところでございます。いたしたところでございます。

次次次次に、教育の充に、教育の充に、教育の充に、教育の充実実実実ででででああああります。平成２０年度からのります。平成２０年度からのります。平成２０年度からのります。平成２０年度からのコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティーーーーチャチャチャチャー・ー・ー・ー・プラプラプラプラン、平ン、平ン、平ン、平

成２１年度からの成２１年度からの成２１年度からの成２１年度からのディアディアディアディア・・・・ティティティティーーーーチャチャチャチャーーーープロプロプロプロググググラムラムラムラムにににに引引引引き続き、平成２２年度においては、き続き、平成２２年度においては、き続き、平成２２年度においては、き続き、平成２２年度においては、

奈良県に奈良県に奈良県に奈良県に勤勤勤勤務する務する務する務する講講講講師師師師を対を対を対を対象象象象に、に、に、に、高高高高度な度な度な度な実実実実践践践践力力力力をををを養養養養うための「うための「うための「うための「講講講講師塾師塾師塾師塾」開」開」開」開講講講講事業を事業を事業を事業を始始始始めまめまめまめま

した。した。した。した。

１８５ページ、教員の１８５ページ、教員の１８５ページ、教員の１８５ページ、教員の海海海海外外外外派遣派遣派遣派遣、教員の、教員の、教員の、教員の人人人人事管理につきましては、記載のとおりでござ事管理につきましては、記載のとおりでござ事管理につきましては、記載のとおりでござ事管理につきましては、記載のとおりでござ

います。います。います。います。

次次次次に、教育の充に、教育の充に、教育の充に、教育の充実実実実ででででああああります。まります。まります。まります。まずずずず１つ１つ１つ１つ目目目目のののの、、、、「「「「見見見見直直直直そうそうそうそう！！！！家家家家庭庭庭庭とととと学校協働プロ学校協働プロ学校協働プロ学校協働プロジジジジェクェクェクェク

トトトト」では、」では、」では、」では、学校学校学校学校とととと家家家家庭庭庭庭、、、、地域地域地域地域がががが協働協働協働協働し、知し、知し、知し、知力力力力、、、、体力体力体力体力、、、、忍耐忍耐忍耐忍耐力力力力をををを身身身身につけた子につけた子につけた子につけた子どどどどもを育成すもを育成すもを育成すもを育成す

るため、るため、るため、るため、ノノノノーーーーテレテレテレテレビビビビデデデデーのーのーのーの実実実実践践践践や規や規や規や規則則則則正しい正しい正しい正しい生活生活生活生活習慣習慣習慣習慣の推進なの推進なの推進なの推進などどどどの取り組の取り組の取り組の取り組みみみみをををを実実実実施いたし施いたし施いたし施いたし
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ました。ました。ました。ました。

１８６ページ、記載のとおり、１８６ページ、記載のとおり、１８６ページ、記載のとおり、１８６ページ、記載のとおり、学校学校学校学校教育推進のための取り組教育推進のための取り組教育推進のための取り組教育推進のための取り組みみみみを行を行を行を行っっっっておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、高高高高

校校校校卒卒卒卒業業業業後後後後のののの就労就労就労就労支支支支援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、卒卒卒卒業業業業後後後後のののの未就未就未就未就職者職者職者職者やややや離離離離職者の支職者の支職者の支職者の支援援援援のため、すのため、すのため、すのため、すべべべべての県ての県ての県ての県立高立高立高立高

校校校校ののののホホホホーーーームムムムページにページにページにページに相談窓相談窓相談窓相談窓口を設けるとともに、口を設けるとともに、口を設けるとともに、口を設けるとともに、ハハハハンンンンドドドドブブブブックックックックをををを作作作作成、成、成、成、配配配配付付付付いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１８７ページ、１８７ページ、１８７ページ、１８７ページ、生生生生徒指徒指徒指徒指導導導導やややや問問問問題題題題行行行行動動動動等等等等へへへへの対の対の対の対策策策策につきましては、記載の事業をにつきましては、記載の事業をにつきましては、記載の事業をにつきましては、記載の事業を継継継継続する続する続する続する

とともに、新たにとともに、新たにとともに、新たにとともに、新たにイイイインンンンタタタターネーネーネーネット上ット上ット上ット上のののの学校学校学校学校非非非非公式サイト公式サイト公式サイト公式サイトを監を監を監を監視視視視する取り組する取り組する取り組する取り組みみみみをををを実実実実施いたし施いたし施いたし施いたし

ました。ました。ました。ました。

１８８ページ、くらし１８８ページ、くらし１８８ページ、くらし１８８ページ、くらしややややすいまちすいまちすいまちすいまちづづづづくりの１、くりの１、くりの１、くりの１、人権人権人権人権をををを尊重尊重尊重尊重したしたしたした社社社社会会会会づづづづくりといたしましくりといたしましくりといたしましくりといたしまし

ては、記載のとおりの事業をては、記載のとおりの事業をては、記載のとおりの事業をては、記載のとおりの事業を実実実実施いたしました。施いたしました。施いたしました。施いたしました。

１８１８１８１８９９９９ページ、教育の充ページ、教育の充ページ、教育の充ページ、教育の充実実実実としまして、１、としまして、１、としまして、１、としまして、１、地域地域地域地域ぐぐぐぐるるるるみみみみの子育て・教育では、の子育て・教育では、の子育て・教育では、の子育て・教育では、地域地域地域地域住住住住民民民民

のののの積極積極積極積極的的的的なななな学校学校学校学校に対する支に対する支に対する支に対する支援活動援活動援活動援活動をををを通通通通して、して、して、して、地域地域地域地域の教育の教育の教育の教育力力力力のののの向上向上向上向上をををを図図図図るため、平成２０年るため、平成２０年るため、平成２０年るため、平成２０年

度に度に度に度に立立立立ちちちち上上上上げげげげましたましたましたました学校学校学校学校支支支支援地域援地域援地域援地域本部事業を本部事業を本部事業を本部事業を継継継継続続続続実実実実施いたしました。施いたしました。施いたしました。施いたしました。

次次次次に、３、に、３、に、３、に、３、学校学校学校学校教育教育教育教育課題課題課題課題の解の解の解の解消消消消ですが、１ですが、１ですが、１ですが、１９９９９０ページの「おはよう・お０ページの「おはよう・お０ページの「おはよう・お０ページの「おはよう・おややややすすすすみみみみ・おてつ・おてつ・おてつ・おてつ

だい」だい」だい」だい」約約約約束束束束運動運動運動運動事業では、事業では、事業では、事業では、前前前前年度を１，０００年度を１，０００年度を１，０００年度を１，０００人以上人以上人以上人以上をををを上回上回上回上回る２万１５る２万１５る２万１５る２万１５９人９人９人９人の参の参の参の参加加加加がござがござがござがござ

いました。いました。いました。いました。

１１１１９９９９３ページ、３ページ、３ページ、３ページ、高校学校高校学校高校学校高校学校等等等等奨奨奨奨学金学金学金学金のののの貸貸貸貸与与与与でででであああありますが、従りますが、従りますが、従りますが、従来来来来、、、、勉勉勉勉学学学学のののの意欲意欲意欲意欲ががががあああありながら、りながら、りながら、りながら、

経経経経済済済済的的的的理理理理由由由由によりによりによりにより就就就就学学学学がががが困難困難困難困難なななな高校生高校生高校生高校生等に対し、等に対し、等に対し、等に対し、就就就就学学学学支支支支援援援援奨奨奨奨学金学金学金学金をををを貸貸貸貸与与与与してきたところでしてきたところでしてきたところでしてきたところで

ございます。平成２２年度には８８５ございます。平成２２年度には８８５ございます。平成２２年度には８８５ございます。平成２２年度には８８５人人人人に対しに対しに対しに対し奨奨奨奨学金学金学金学金のののの貸貸貸貸与与与与を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

次次次次に、に、に、に、奨奨奨奨学金学金学金学金返還未収返還未収返還未収返還未収金回金回金回金回収収収収委委委委託託託託事業で事業で事業で事業でああああります。従ります。従ります。従ります。従来来来来からからからから奨奨奨奨学金学金学金学金のののの返還未収返還未収返還未収返還未収金金金金のののの回回回回収収収収

においては、においては、においては、においては、戸別訪問戸別訪問戸別訪問戸別訪問等による等による等による等による返還督返還督返還督返還督促や促や促や促や支支支支払払払払いいいい督督督督促促促促のののの申申申申しししし立立立立てなてなてなてなど法的ど法的ど法的ど法的措措措措置をと置をと置をと置をとっっっってきてきてきてき

たところでたところでたところでたところであああありますが、新たに、りますが、新たに、りますが、新たに、りますが、新たに、特特特特にににに回回回回収困難収困難収困難収困難なななな未収未収未収未収金金金金債債債債権権権権に係るに係るに係るに係る回回回回収収収収を民間業者に委を民間業者に委を民間業者に委を民間業者に委託託託託

したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

１１１１９９９９４ページ、４ページ、４ページ、４ページ、安全安全安全安全・・・・安安安安心心心心のののの確保確保確保確保のののの高高高高等等等等学校学校学校学校耐震耐震耐震耐震化等事業で化等事業で化等事業で化等事業であああありますが、県りますが、県りますが、県りますが、県立高校立高校立高校立高校は、は、は、は、

生生生生徒徒徒徒のののの安全安全安全安全のののの確保確保確保確保ののののみみみみならならならならずずずず、、、、地域地域地域地域住住住住民の民の民の民の避難場避難場避難場避難場所としての所としての所としての所としての役役役役割を割を割を割を担担担担う建物でう建物でう建物でう建物でああああることかることかることかることか

ら、ら、ら、ら、必要必要必要必要な建物について計画な建物について計画な建物について計画な建物について計画的的的的にににに耐震耐震耐震耐震化を進めているところで化を進めているところで化を進めているところで化を進めているところであああありますが、りますが、りますが、りますが、昨昨昨昨年度は記載年度は記載年度は記載年度は記載

の７の７の７の７校校校校においてにおいてにおいてにおいて耐震耐震耐震耐震設計設計設計設計及び及び及び及び耐震耐震耐震耐震改修を改修を改修を改修を実実実実施いたしました。また新たに、施いたしました。また新たに、施いたしました。また新たに、施いたしました。また新たに、特別特別特別特別支支支支援援援援教育を教育を教育を教育を

適適適適正に推進するため、正に推進するため、正に推進するため、正に推進するため、特別特別特別特別支支支支援援援援教育教育教育教育検討検討検討検討委員会を開委員会を開委員会を開委員会を開催催催催し、奈良県のし、奈良県のし、奈良県のし、奈良県の特別特別特別特別支支支支援援援援教育の教育の教育の教育の方方方方向性向性向性向性

及び及び及び及び就就就就学学学学指指指指導導導導ガガガガイドライイドライイドライイドラインをンをンをンを策策策策定いたしました。定いたしました。定いたしました。定いたしました。

１１１１９９９９５ページ、５ページ、５ページ、５ページ、次次次次に教育の充に教育の充に教育の充に教育の充実実実実ででででああああります。ります。ります。ります。下下下下から３つから３つから３つから３つ目目目目のののの運動運動運動運動場芝場芝場芝場芝生生生生化化化化促促促促進事業では、進事業では、進事業では、進事業では、

前前前前年度に年度に年度に年度に実実実実施しました小施しました小施しました小施しました小学校運動学校運動学校運動学校運動場場場場のののの芝芝芝芝生生生生化をさらに化をさらに化をさらに化をさらに促促促促進するため、県進するため、県進するため、県進するため、県立学校立学校立学校立学校５５５５校校校校においにおいにおいにおい
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てててて芝芝芝芝生生生生化の化の化の化の多様多様多様多様なななな実実実実践践践践事例を事例を事例を事例を展展展展開し、開し、開し、開し、芝芝芝芝生生生生化の化の化の化のモデルモデルモデルモデルとしてとしてとしてとして具具具具体体体体にににに示示示示すとともに、すとともに、すとともに、すとともに、芝芝芝芝生生生生をををを

活用活用活用活用したしたしたしたスポスポスポスポーーーーツイツイツイツイベベベベンンンントトトトをををを実実実実施するな施するな施するな施するなどどどどのののの啓啓啓啓発を行いました。また新たに、発を行いました。また新たに、発を行いました。また新たに、発を行いました。また新たに、元元元元気気気気な大な大な大な大和和和和

っっっっ子を育む子を育む子を育む子を育む学校学校学校学校表彰表彰表彰表彰事業として、事業として、事業として、事業として、体力向上体力向上体力向上体力向上に関するに関するに関するに関する特色特色特色特色あああある取り組る取り組る取り組る取り組みやみやみやみやすすすすぐぐぐぐれた取り組れた取り組れた取り組れた取り組みみみみ

をした小・中をした小・中をした小・中をした小・中学校各学校各学校各学校各５５５５校校校校をををを表彰表彰表彰表彰いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１１１１９９９９６ページ、観光の６ページ、観光の６ページ、観光の６ページ、観光の振興振興振興振興ででででああああります。１、ります。１、ります。１、ります。１、文文文文化化化化財財財財愛愛愛愛護護護護のののの普普普普及啓及啓及啓及啓発につきましては、記発につきましては、記発につきましては、記発につきましては、記

載のとおり、載のとおり、載のとおり、載のとおり、文文文文化化化化財財財財のののの保存活用保存活用保存活用保存活用についてのについてのについてのについての啓啓啓啓発を進めるとともに、発を進めるとともに、発を進めるとともに、発を進めるとともに、伝統伝統伝統伝統文文文文化に対する理解化に対する理解化に対する理解化に対する理解

と認と認と認と認識識識識をををを深深深深めるため、６５０めるため、６５０めるため、６５０めるため、６５０人人人人の参の参の参の参加加加加をををを得得得得て、て、て、て、近畿近畿近畿近畿、、、、東海東海東海東海、、、、北陸北陸北陸北陸１２１２１２１２府府府府県の民県の民県の民県の民俗俗俗俗芸能芸能芸能芸能大会大会大会大会

を開を開を開を開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１１１１９９９９７ページ、３、７ページ、３、７ページ、３、７ページ、３、東東東東大大大大寺鑑真寺鑑真寺鑑真寺鑑真和和和和尚像尚像尚像尚像のののの揚揚揚揚州里帰州里帰州里帰州里帰りでは、平りでは、平りでは、平りでは、平城城城城遷都遷都遷都遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭の一環の一環の一環の一環

として、奈良にとして、奈良にとして、奈良にとして、奈良にゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの深深深深いいいい鑑真鑑真鑑真鑑真和和和和上上上上のののの故郷故郷故郷故郷でででであああある中国る中国る中国る中国揚揚揚揚州州州州市市市市の大明の大明の大明の大明寺寺寺寺においてにおいてにおいてにおいて里帰里帰里帰里帰り出り出り出り出

展展展展を行い、を行い、を行い、を行い、友好友好友好友好交交交交流流流流をををを深深深深めるとともに、平めるとともに、平めるとともに、平めるとともに、平城城城城遷都遷都遷都遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭ををををアアアアピピピピーーーールルルルいたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

４、４、４、４、史史史史跡跡跡跡地地地地のののの整備整備整備整備とととと保保保保護護護護では、記載のでは、記載のでは、記載のでは、記載の継継継継続事業に続事業に続事業に続事業に加加加加ええええ、新たに奈良の、新たに奈良の、新たに奈良の、新たに奈良の歴史展示歴史展示歴史展示歴史展示構構構構想想想想案案案案にににに

基づ基づ基づ基づき、き、き、き、飛鳥京跡飛鳥京跡飛鳥京跡飛鳥京跡苑苑苑苑池池池池のののの復復復復元元元元整備整備整備整備にににに向向向向け、け、け、け、史史史史跡跡跡跡地地地地のののの公公公公有有有有化化化化及び及び及び及び発掘発掘発掘発掘調調調調査に査に査に査に着着着着手手手手いたしましいたしましいたしましいたしまし

た。た。た。た。

１１１１９９９９８ページ、１、８ページ、１、８ページ、１、８ページ、１、橿原考古橿原考古橿原考古橿原考古学研究学研究学研究学研究所所所所附附附附属属属属博物博物博物博物館館館館事業の充事業の充事業の充事業の充実実実実としまして、記載のとおり、としまして、記載のとおり、としまして、記載のとおり、としまして、記載のとおり、

平平平平城城城城遷都遷都遷都遷都１３００年記１３００年記１３００年記１３００年記念念念念特別展特別展特別展特別展を開を開を開を開催催催催し、し、し、し、前前前前年度を大年度を大年度を大年度を大幅幅幅幅にににに上回上回上回上回る３万５，２６０る３万５，２６０る３万５，２６０る３万５，２６０人人人人の入の入の入の入場場場場

者となりました。また、年間を者となりました。また、年間を者となりました。また、年間を者となりました。また、年間を通じ通じ通じ通じたたたた来来来来館館館館者者者者ササササーーーービビビビススススとして、として、として、として、ボラボラボラボランンンンティアティアティアティア解説員を設置解説員を設置解説員を設置解説員を設置

し、し、し、し、延延延延べべべべ１万１万１万１万回以上回以上回以上回以上の説明の説明の説明の説明案案案案内を内を内を内を実実実実施いたしました。施いたしました。施いたしました。施いたしました。

２１６ページ、奈良県育成２１６ページ、奈良県育成２１６ページ、奈良県育成２１６ページ、奈良県育成奨奨奨奨学金学金学金学金貸貸貸貸付金付金付金付金特別特別特別特別会計で会計で会計で会計でああああります。育成ります。育成ります。育成ります。育成奨奨奨奨学金学金学金学金として、として、として、として、勉勉勉勉学学学学

のののの意欲意欲意欲意欲ががががああああり、り、り、り、経経経経済済済済的的的的理理理理由由由由によりによりによりにより就就就就学学学学がががが困難困難困難困難なななな高高高高等等等等学校学校学校学校等の等の等の等の生生生生徒徒徒徒８４０８４０８４０８４０人人人人に対し、に対し、に対し、に対し、奨奨奨奨学金学金学金学金

をををを貸貸貸貸与与与与いたしました。なお、いたしました。なお、いたしました。なお、いたしました。なお、貸貸貸貸与与与与者の者の者の者の９９９９９９９９％％％％がががが高校課高校課高校課高校課程を修了するな程を修了するな程を修了するな程を修了するなどどどどの成の成の成の成果果果果をををを上上上上げげげげておておておてお

ります。ります。ります。ります。

以上以上以上以上、教育委員会が所管する教育費についての平成２２年度決算の、教育委員会が所管する教育費についての平成２２年度決算の、教育委員会が所管する教育費についての平成２２年度決算の、教育委員会が所管する教育費についての平成２２年度決算の状状状状況況況況ででででああああります。よります。よります。よります。よ

ろしくご審議のほろしくご審議のほろしくご審議のほろしくご審議のほどどどどお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 それでは、ただいまの説明またはそのそれでは、ただいまの説明またはそのそれでは、ただいまの説明またはそのそれでは、ただいまの説明またはその他他他他の事項もの事項もの事項もの事項も含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、質質質質疑疑疑疑に入りに入りに入りに入り

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

なお、理事者のなお、理事者のなお、理事者のなお、理事者の皆皆皆皆ささささんんんんには、委員のには、委員のには、委員のには、委員の質質質質問問問問に対しまして、簡潔明に対しまして、簡潔明に対しまして、簡潔明に対しまして、簡潔明瞭瞭瞭瞭におにおにおにお答答答答ええええいただきたいいただきたいいただきたいいただきたい

と思いますので、よろしくお願いしておきます。と思いますので、よろしくお願いしておきます。と思いますので、よろしくお願いしておきます。と思いますので、よろしくお願いしておきます。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 おはようございます。大きくは３おはようございます。大きくは３おはようございます。大きくは３おはようございます。大きくは３点点点点おおお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。

最初最初最初最初に、エに、エに、エに、エコポイコポイコポイコポインンンントトトト事業についてお事業についてお事業についてお事業についてお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。平成２１年２月定例会のしたいと思います。平成２１年２月定例会のしたいと思います。平成２１年２月定例会のしたいと思います。平成２１年２月定例会の
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代表代表代表代表質質質質問問問問でエでエでエでエコポイコポイコポイコポインンンントトトト事業について事業について事業について事業について質質質質問問問問をさせていただきました。このときには、をさせていただきました。このときには、をさせていただきました。このときには、をさせていただきました。このときには、京都京都京都京都

府府府府とかとかとかとか兵兵兵兵庫庫庫庫県の取り組県の取り組県の取り組県の取り組みみみみをををを通じ通じ通じ通じて、奈良県としてもて、奈良県としてもて、奈良県としてもて、奈良県としても積極積極積極積極的的的的に導入すに導入すに導入すに導入すべべべべきではないか、またきではないか、またきではないか、またきではないか、また

省エネを省エネを省エネを省エネを意識意識意識意識する行する行する行する行動動動動に取り組むきに取り組むきに取り組むきに取り組むきっっっっかけにもなるし、またかけにもなるし、またかけにもなるし、またかけにもなるし、また地域地域地域地域、、、、ああああるいは県内のるいは県内のるいは県内のるいは県内の産産産産業に業に業に業に

も大きくも大きくも大きくも大きく寄与寄与寄与寄与できるということもできるということもできるということもできるということもあああありまして、ごりまして、ごりまして、ごりまして、ご提案提案提案提案をををを申申申申しししし上上上上げげげげたところでございます。たところでございます。たところでございます。たところでございます。

そういそういそういそういっっっった中で、関た中で、関た中で、関た中で、関西西西西広広広広域連域連域連域連合がエ合がエ合がエ合がエコポイコポイコポイコポインンンントトトト事業を行うということで、説明会をすると事業を行うということで、説明会をすると事業を行うということで、説明会をすると事業を行うということで、説明会をすると

聞聞聞聞いております。これはいております。これはいております。これはいております。これは住住住住宅宅宅宅の省エネの省エネの省エネの省エネ製品や製品や製品や製品や太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電システムシステムシステムシステムをををを買買買買うと電子うと電子うと電子うと電子ママママネーネーネーネーやややや食食食食

事事事事券券券券ななななどどどどとととと交交交交換換換換できるできるできるできるポイポイポイポインンンントやトやトやトや関関関関西西西西スタイルスタイルスタイルスタイルのエのエのエのエコポイコポイコポイコポインンンントトトトがもらがもらがもらがもらええええるということで、るということで、るということで、るということで、

奈良県民の奈良県民の奈良県民の奈良県民の皆皆皆皆ささささんんんんも対も対も対も対象象象象になる報になる報になる報になる報道道道道もございました。先ほもございました。先ほもございました。先ほもございました。先ほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたとおり、奈良ましたとおり、奈良ましたとおり、奈良ましたとおり、奈良

県としても取り組まれることが県としても取り組まれることが県としても取り組まれることが県としても取り組まれることが必要必要必要必要かと思いますので、このかと思いますので、このかと思いますので、このかと思いますので、この点点点点についてのおについてのおについてのおについてのお考え考え考え考えをおをおをお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。

２２２２点点点点目目目目ははははドッドッドッドッググググララララン。ン。ン。ン。ドッドッドッドッググググラララランというのは、ごンというのは、ごンというのは、ごンというのは、ご承承承承知のように、知のように、知のように、知のように、犬犬犬犬のののの飼飼飼飼い主のい主のい主のい主の方方方方が管理が管理が管理が管理

上上上上隔隔隔隔離離離離されたされたされたされたススススペーペーペーペーススススの中で、の中で、の中で、の中で、ロロロローーーーププププ、、、、綱綱綱綱をををを外外外外してしてしてして自自自自由由由由に行に行に行に行動動動動させることができるさせることができるさせることができるさせることができる場場場場所所所所やややや

施設でございます。ここでは施設でございます。ここでは施設でございます。ここでは施設でございます。ここでは動動動動物の愛物の愛物の愛物の愛護護護護、、、、ああああるいはしつけ等が行るいはしつけ等が行るいはしつけ等が行るいはしつけ等が行わわわわれております。先ほれております。先ほれております。先ほれております。先ほどどどど

説明が説明が説明が説明があああありましたように、うだ・りましたように、うだ・りましたように、うだ・りましたように、うだ・アニアニアニアニママママルパルパルパルパーーーーククククでもこういでもこういでもこういでもこういっっっった取り組た取り組た取り組た取り組みみみみがございまして、がございまして、がございまして、がございまして、

私私私私もももも視視視視察察察察に行かせていただきましたけれに行かせていただきましたけれに行かせていただきましたけれに行かせていただきましたけれどどどども、も、も、も、熱熱熱熱心心心心にににに遠遠遠遠方方方方からいらからいらからいらからいらっっっっししししゃゃゃゃっっっっているているているている状状状状況況況況もももも

聞聞聞聞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。動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護という観という観という観という観点点点点から、今、から、今、から、今、から、今、各地域各地域各地域各地域においてもにおいてもにおいてもにおいても多多多多くのくのくのくの方方方方が、が、が、が、

犬犬犬犬のののの散散散散歩歩歩歩と同と同と同と同時時時時にににに自自自自分の分の分の分の散散散散歩歩歩歩ができるということで、健康にもができるということで、健康にもができるということで、健康にもができるということで、健康にも寄与寄与寄与寄与しているのではないかしているのではないかしているのではないかしているのではないか

とととと聞聞聞聞いておりますけれいておりますけれいておりますけれいておりますけれどどどども、そも、そも、そも、そんんんんな中で、な中で、な中で、な中で、動動動動物が物が物が物が好好好好きなきなきなきな方方方方もももも嫌嫌嫌嫌いないないないな方方方方もももも含含含含めて、めて、めて、めて、地域地域地域地域のそのそのそのそ

ういういういういっっっったペたペたペたペットットットットに対するしつけ事業もに対するしつけ事業もに対するしつけ事業もに対するしつけ事業も必要必要必要必要ではないかということから、ではないかということから、ではないかということから、ではないかということから、私私私私もももも地域地域地域地域のののの方方方方からからからから

相談相談相談相談をををを受受受受けております。けております。けております。けております。

うだ・うだ・うだ・うだ・アニアニアニアニママママルパルパルパルパーーーーククククににににああああるるるる動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護セセセセンンンンタタタターについて、ーについて、ーについて、ーについて、ドッドッドッドッググググララララン施設をン施設をン施設をン施設を利利利利用用用用のののの犬犬犬犬のののの

しつけ教室なしつけ教室なしつけ教室なしつけ教室などどどど、、、、犬犬犬犬のののの飼飼飼飼い主にとい主にとい主にとい主にとっっっってててて活用活用活用活用したいものがたくさしたいものがたくさしたいものがたくさしたいものがたくさんんんんああああることも認ることも認ることも認ることも認識識識識をいたしをいたしをいたしをいたし

ております。しかし、施設がております。しかし、施設がております。しかし、施設がております。しかし、施設が宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市ににににああああることもることもることもることもあああありまして、奈良県りまして、奈良県りまして、奈良県りまして、奈良県北北北北部の部の部の部の飼飼飼飼い主のい主のい主のい主の方方方方 々々々々

から、施設がから、施設がから、施設がから、施設が遠遠遠遠方方方方でででで利利利利用用用用ししししづづづづらいと、らいと、らいと、らいと、ぜぜぜぜひひひひともともともとも北北北北部部部部地域地域地域地域でこういでこういでこういでこういっっっった施設ができないかごた施設ができないかごた施設ができないかごた施設ができないかご

相談相談相談相談をををを受受受受けておりまして、県のけておりまして、県のけておりまして、県のけておりまして、県の考え方考え方考え方考え方についておについておについておについて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。

３３３３点点点点目目目目は教育関係でございます。県民のは教育関係でございます。県民のは教育関係でございます。県民のは教育関係でございます。県民の方方方方からごからごからごからご相談相談相談相談をいただいたのでをいただいたのでをいただいたのでをいただいたので質質質質問問問問させていたさせていたさせていたさせていた

だきます。だきます。だきます。だきます。不不不不登登登登校校校校対対対対策策策策で６年間で６年間で６年間で６年間不不不不登登登登校校校校の子の子の子の子どどどどもをもをもをもを抱抱抱抱ええええてててて悩悩悩悩んんんんでいらでいらでいらでいらっっっっししししゃゃゃゃるるるる保保保保護護護護者からの者からの者からの者からの

ごごごご相談相談相談相談でございます。このごでございます。このごでございます。このごでございます。このご相談相談相談相談といいますのは、といいますのは、といいますのは、といいますのは、特別特別特別特別支支支支援援援援のののの枠枠枠枠組組組組みみみみの中にの中にの中にの中に該該該該当当当当していなしていなしていなしていな

い子い子い子い子どどどどもさもさもさもさんんんんでございまして、でございまして、でございまして、でございまして、保保保保護護護護者からすれ者からすれ者からすれ者からすればばばばきめきめきめきめ細細細細かい支かい支かい支かい支援援援援がががが必要必要必要必要だと思だと思だと思だと思わわわわれる子れる子れる子れる子どどどど

もさもさもさもさんんんんについてのごについてのごについてのごについてのご相談相談相談相談でございます。でございます。でございます。でございます。
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教育現教育現教育現教育現場場場場は、先は、先は、先は、先生生生生方方方方は大は大は大は大変変変変頑張頑張頑張頑張っっっっていただいておりますけれていただいておりますけれていただいておりますけれていただいておりますけれどどどども、も、も、も、ややややはりはりはりはり時時時時間がない、間がない、間がない、間がない、

また、先ほまた、先ほまた、先ほまた、先ほどどどどからご説明もからご説明もからご説明もからご説明もあああありましたけれりましたけれりましたけれりましたけれどどどども、も、も、も、個々個々個々個々のののの児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒について対について対について対について対応応応応がさまざまがさまざまがさまざまがさまざま

ででででああああることで、先ることで、先ることで、先ることで、先生生生生方方方方もももも熱熱熱熱心心心心に取り組むに取り組むに取り組むに取り組む時時時時間もとれないのが現間もとれないのが現間もとれないのが現間もとれないのが現状状状状だと思いますけれだと思いますけれだと思いますけれだと思いますけれどどどども、も、も、も、

その中で、今その中で、今その中で、今その中で、今申申申申しししし上上上上げげげげたようなたようなたようなたような不不不不登登登登校校校校でででで悩悩悩悩んんんんでる子でる子でる子でる子どどどどもさもさもさもさんんんんが、が、が、が、久久久久ししししぶぶぶぶりにりにりにりに学校学校学校学校に行に行に行に行っっっってててて

もなかなか先もなかなか先もなかなか先もなかなか先生生生生のののの手手手手厚厚厚厚い支い支い支い支援援援援がががが見当見当見当見当たらないことで、たらないことで、たらないことで、たらないことで、ひひひひとりとりとりとりぼぼぼぼっっっっちになちになちになちになっっっってしまう事例もてしまう事例もてしまう事例もてしまう事例も

聞聞聞聞いておりまして、そいておりまして、そいておりまして、そいておりまして、そんんんんなななな状状状状況況況況の中でごの中でごの中でごの中でご相談相談相談相談をををを受受受受けております。けております。けております。けております。

４４４４点点点点、お、お、お、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。

１１１１点点点点目目目目は、は、は、は、不不不不登登登登校校校校児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒に関するに関するに関するに関する実実実実態態態態調調調調査が査が査が査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言言言言わわわわれております。れております。れております。れております。特特特特

別別別別支支支支援援援援のののの枠枠枠枠がががが厳厳厳厳しいという観しいという観しいという観しいという観点点点点で、で、で、で、個々個々個々個々のののの詳詳詳詳しいしいしいしい実実実実態態態態調調調調査が査が査が査が必要必要必要必要ではないかということ。ではないかということ。ではないかということ。ではないかということ。

２２２２点点点点目目目目が、教員がが、教員がが、教員がが、教員が余余余余裕裕裕裕をををを持持持持っっっって対て対て対て対応応応応できるよう、できるよう、できるよう、できるよう、人人人人員を員を員を員をふやふやふやふやすすすすべべべべきではないかというきではないかというきではないかというきではないかというスススス

トレトレトレトレーーーートトトトなごなごなごなご意意意意見見見見かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

３３３３点点点点目目目目が、が、が、が、不不不不登登登登校校校校の子の子の子の子どどどどもをもをもをもを持持持持つつつつ親親親親のネのネのネのネットワットワットワットワーーーーククククががが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言言言言わわわわれておりまれておりまれておりまれておりま

す。おす。おす。おす。お母母母母ささささんんんん同同同同士士士士のののの情情情情報報報報交交交交換換換換やややや、、、、横横横横のつながりがのつながりがのつながりがのつながりが少少少少ないのではないかというごないのではないかというごないのではないかというごないのではないかというご指指指指摘摘摘摘でござでござでござでござ

います。います。います。います。

４４４４点点点点目目目目が、が、が、が、学校学校学校学校内においては、す内においては、す内においては、す内においては、すべべべべての教員がての教員がての教員がての教員が問問問問題題題題をををを抱抱抱抱ええええている子ている子ている子ている子どどどどものものものもの情情情情報を共報を共報を共報を共有有有有しししし

ておくことがておくことがておくことがておくことが必要必要必要必要ではないかという、ではないかという、ではないかという、ではないかという、情情情情報の共報の共報の共報の共有有有有です。です。です。です。担担担担任任任任の先の先の先の先生生生生が一が一が一が一生生生生懸命懸命懸命懸命子子子子どどどどもにかもにかもにかもにか

かかかかわっわっわっわっていただいていても、ていただいていても、ていただいていても、ていただいていても、違違違違う先う先う先う先生生生生はもうはもうはもうはもう見見見見てててて見見見見ぬぬぬぬふふふふりとか、りとか、りとか、りとか、当然当然当然当然個個個個人人人人情情情情報等も報等も報等も報等もああああろうろうろうろう

かと思いますけれかと思いますけれかと思いますけれかと思いますけれどどどども、子も、子も、子も、子どどどども、も、も、も、生生生生徒徒徒徒を大事にする観を大事にする観を大事にする観を大事にする観点点点点では、では、では、では、最最最最小小小小限限限限のののの情情情情報共報共報共報共有有有有はははは必要必要必要必要でででで

はないか、また教員のはないか、また教員のはないか、また教員のはないか、また教員の皆皆皆皆ささささんんんんののののスキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ等も等も等も等も必要必要必要必要ではないか、このようなごではないか、このようなごではないか、このようなごではないか、このようなご意意意意見見見見もいもいもいもい

ただいておりますので、この４ただいておりますので、この４ただいておりますので、この４ただいておりますので、この４点点点点についてごについてごについてごについてご答弁答弁答弁答弁をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。以上以上以上以上でござでござでござでござ

います。います。います。います。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 １１１１点点点点目目目目のエのエのエのエコポイコポイコポイコポインンンントトトトの関係でおの関係でおの関係でおの関係でお答答答答ええええをさせてをさせてをさせてをさせて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。

大国委員、大国委員、大国委員、大国委員、質質質質問問問問の中でもごの中でもごの中でもごの中でもご指指指指摘摘摘摘になられましたように、になられましたように、になられましたように、になられましたように、京都京都京都京都府府府府が取り組が取り組が取り組が取り組んんんんでおられたもでおられたもでおられたもでおられたも

のを広のを広のを広のを広域連域連域連域連合として７月から施行をする、合として７月から施行をする、合として７月から施行をする、合として７月から施行をする、実実実実施施施施期期期期間が年内までと間が年内までと間が年内までと間が年内までと聞聞聞聞いておるところでございておるところでございておるところでございておるところでござ

います。また、さらなる施行のいます。また、さらなる施行のいます。また、さらなる施行のいます。また、さらなる施行の延延延延長も長も長も長も検討検討検討検討しておられることもしておられることもしておられることもしておられることも聞聞聞聞いております。ただ、現いております。ただ、現いております。ただ、現いております。ただ、現

在在在在のところ参のところ参のところ参のところ参加加加加企企企企業が業が業が業が非常非常非常非常にににに少少少少なく、なく、なく、なく、企企企企業の業の業の業の偏在偏在偏在偏在もももも感感感感じじじじられるところがございますが、県られるところがございますが、県られるところがございますが、県られるところがございますが、県

として、として、として、として、どどどどれだけ参画のれだけ参画のれだけ参画のれだけ参画のメメメメリリリリットットットットががががああああるかをるかをるかをるかを検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要ががががああああるとるとるとると感感感感じじじじておるところでごておるところでごておるところでごておるところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

ただ、ただ、ただ、ただ、企企企企業の業の業の業の販売販売販売販売促促促促進の取り組進の取り組進の取り組進の取り組みみみみののののベベベベーーーーススススとしてこの事業をとしてこの事業をとしてこの事業をとしてこの事業をやっやっやっやっておるところで、ておるところで、ておるところで、ておるところで、言言言言ええええ
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ばばばば負負負負担担担担がががが少少少少ない事業でない事業でない事業でない事業でああああることはることはることはることは承承承承知をしております。ですから、参知をしております。ですから、参知をしております。ですから、参知をしております。ですから、参加加加加企企企企業が今業が今業が今業が今後増後増後増後増加加加加すすすす

ることもることもることもることも見見見見据据据据ええええて、て、て、て、連携連携連携連携参参参参加加加加することはすることはすることはすることは検討検討検討検討できるかと思できるかと思できるかと思できるかと思っっっっております。ております。ております。ております。情情情情報報報報収収収収集、集、集、集、意意意意見見見見

交交交交換換換換につきましては、このにつきましては、このにつきましては、このにつきましては、この後後後後も行も行も行も行っっっってまいりたいと思てまいりたいと思てまいりたいと思てまいりたいと思っっっっております。奈良県にとております。奈良県にとております。奈良県にとております。奈良県にとっっっっててててどどどどのののの

ようなようなようなような効効効効用用用用ががががああああるのか、るのか、るのか、るのか、ああああるいはるいはるいはるいはどどどどのようなのようなのようなのような役役役役割を割を割を割を担え担え担え担えるのかもるのかもるのかもるのかも含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、近近近近く設置しく設置しく設置しく設置し

ますエネますエネますエネますエネルルルルギギギギーーーー利利利利活用研究活用研究活用研究活用研究会でも議会でも議会でも議会でも議論論論論をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○森藤消費・生活安全課長○森藤消費・生活安全課長○森藤消費・生活安全課長○森藤消費・生活安全課長 大国委員の大国委員の大国委員の大国委員のドッドッドッドッググググラララランについてのごンについてのごンについてのごンについてのご質質質質問問問問におにおにおにお答答答答ええええさせていたさせていたさせていたさせていた

だきます。だきます。だきます。だきます。

ドッドッドッドッググググラララランにつきましては、ンにつきましては、ンにつきましては、ンにつきましては、近近近近年、民間年、民間年、民間年、民間利利利利用用用用施設も施設も施設も施設もふふふふええええてきており、県内でもてきており、県内でもてきており、県内でもてきており、県内でも数数数数例例例例見見見見らららら

れるところでございます。県内のれるところでございます。県内のれるところでございます。県内のれるところでございます。県内の公公公公設の設の設の設のドッドッドッドッググググラララランといたしましては、委員おンといたしましては、委員おンといたしましては、委員おンといたしましては、委員お述述述述べべべべのうのうのうのう

だ・だ・だ・だ・アニアニアニアニママママルパルパルパルパーーーークククク内の内の内の内の動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護セセセセンンンンタタタターにーにーにーに併併併併設されているものでございます。設されているものでございます。設されているものでございます。設されているものでございます。ドッドッドッドッググググララララ

ンをンをンをンを適適適適正に正に正に正に運営運営運営運営するためには、するためには、するためには、するためには、利利利利用用用用者者者者やややや犬犬犬犬のののの安全安全安全安全がががが確保確保確保確保できるよう、できるよう、できるよう、できるよう、犬犬犬犬の行の行の行の行動動動動等について等について等について等について

のののの専門専門専門専門知知知知識識識識をををを有有有有する者の管理する者の管理する者の管理する者の管理下下下下でででで運営運営運営運営することがすることがすることがすることが必要必要必要必要でございます。でございます。でございます。でございます。動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護セセセセンンンンタタタターでーでーでーで

は、年は、年は、年は、年始始始始年年年年末末末末を除くを除くを除くを除く土土土土日日日日祝祝祝祝すすすすべべべべてのてのてのての休休休休日を開所いたしまして、日を開所いたしまして、日を開所いたしまして、日を開所いたしまして、犬猫犬猫犬猫犬猫のののの適性適性適性適性飼飼飼飼育等の推進に育等の推進に育等の推進に育等の推進に

努努努努めており、めており、めており、めており、専門専門専門専門のののの犬犬犬犬ののののイイイインンンンストラクタストラクタストラクタストラクターをーをーをーを配配配配置いたしまして、置いたしまして、置いたしまして、置いたしまして、犬犬犬犬のしつけ教室をのしつけ教室をのしつけ教室をのしつけ教室を実実実実施い施い施い施い

たしております。たしております。たしております。たしております。併併併併設の設の設の設のドッドッドッドッググググララララン施設は、ン施設は、ン施設は、ン施設は、利利利利用用用用者を者を者を者を登録登録登録登録制制制制にいたしまして、にいたしまして、にいたしまして、にいたしまして、セセセセンンンンタタタターーーー獣獣獣獣

医医医医師師師師の管理の管理の管理の管理下下下下のもとでのもとでのもとでのもとで飼飼飼飼いいいい方方方方ややややしつけしつけしつけしつけ方方方方のののの相談相談相談相談をををを受受受受けけけけ付付付付ける等、ける等、ける等、ける等、他他他他のののの模範模範模範模範となるとなるとなるとなる飼飼飼飼い主とい主とい主とい主と

ななななっっっっていただけるよう、ていただけるよう、ていただけるよう、ていただけるよう、ノノノノウウウウハハハハウウウウのののの提提提提供供供供にににに努努努努めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。

動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護セセセセンンンンタタタターは、県ーは、県ーは、県ーは、県北北北北部から部から部から部から近近近近いとはいとはいとはいとは申申申申しししし上上上上げげげげられませられませられませられませんんんんが、県が、県が、県が、県庁庁庁庁からからからから車車車車でででで約約約約１１１１時時時時

間間間間余余余余りのりのりのりの距距距距離離離離でございます。施設でございます。施設でございます。施設でございます。施設やサやサやサやサーーーービビビビススススのののの積極積極積極積極的的的的なごなごなごなご利利利利用用用用をお願いしているところでをお願いしているところでをお願いしているところでをお願いしているところで

ございます。現ございます。現ございます。現ございます。現在在在在、県、県、県、県北北北北部からの部からの部からの部からの利利利利用用用用者、参者、参者、参者、参加加加加者は、者は、者は、者は、ドッドッドッドッググググラララランの施設、しつけ教室とも、ンの施設、しつけ教室とも、ンの施設、しつけ教室とも、ンの施設、しつけ教室とも、

全体全体全体全体のののの約約約約２割２割２割２割強強強強でございます。でございます。でございます。でございます。多多多多くの県民のくの県民のくの県民のくの県民の方方方方にこの施設をごにこの施設をごにこの施設をごにこの施設をご利利利利用用用用いただけるよう、いただけるよう、いただけるよう、いただけるよう、動動動動物物物物

愛愛愛愛護護護護セセセセンンンンタタタターのーのーのーのホホホホーーーームムムムページページページページへへへへのののの掲掲掲掲載載載載やチラシやチラシやチラシやチラシのののの配配配配布布布布等により広報に等により広報に等により広報に等により広報に努努努努めておりますが、めておりますが、めておりますが、めておりますが、

今今今今後後後後は、より一は、より一は、より一は、より一層層層層市町市町市町市町村を村を村を村を初初初初め関係者ともめ関係者ともめ関係者ともめ関係者とも連携連携連携連携し、し、し、し、ああああららららゆゆゆゆるるるる機機機機会を会を会を会を活用活用活用活用いたしまして広くいたしまして広くいたしまして広くいたしまして広く

県民県民県民県民へへへへのののの周周周周知に知に知に知に努努努努める所める所める所める所存存存存でございます。でございます。でございます。でございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長 不不不不登登登登校校校校児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒の支の支の支の支援援援援につきまして、４につきまして、４につきまして、４につきまして、４点点点点のごのごのごのご質質質質問問問問をいただきをいただきをいただきをいただき

ました。ました。ました。ました。

ままままずずずず、１、１、１、１点点点点目目目目でございます。でございます。でございます。でございます。不不不不登登登登校校校校児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒に関するに関するに関するに関する実実実実態態態態調調調調査についてでございます。査についてでございます。査についてでございます。査についてでございます。

本県の本県の本県の本県の不不不不登登登登校校校校児童児童児童児童生生生生徒数徒数徒数徒数のののの状状状状況況況況は、は、は、は、文文文文部部部部科科科科学学学学省から省から省から省から依頼依頼依頼依頼をををを受受受受けてけてけてけて調調調調査をいたします査をいたします査をいたします査をいたします児童児童児童児童生生生生

徒徒徒徒のののの問問問問題題題題行行行行動動動動等等等等生生生生徒指徒指徒指徒指導導導導上上上上のののの諸問諸問諸問諸問題題題題に関するに関するに関するに関する調調調調査で、査で、査で、査で、不不不不登登登登校校校校原原原原因因因因やややや相談相談相談相談機機機機関を関を関を関を含含含含めためためためた詳詳詳詳細細細細

な小・中・な小・中・な小・中・な小・中・高高高高、、、、悉皆悉皆悉皆悉皆でのでのでのでの調調調調査を査を査を査を実実実実施して、施して、施して、施して、状状状状況況況況をををを把握把握把握把握しております。しております。しております。しております。昨昨昨昨年度の本県の年度の本県の年度の本県の年度の本県の状状状状況況況況
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は、は、は、は、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒１，０００１，０００１，０００１，０００人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの不不不不登登登登校校校校児童児童児童児童生生生生徒数徒数徒数徒数は、小中で１３は、小中で１３は、小中で１３は、小中で１３．．．．１２、１２、１２、１２、全全全全国平国平国平国平均均均均をををを

１１１１．．．．７２７２７２７２上回上回上回上回り、り、り、り、逆逆逆逆にににに高校高校高校高校では１２では１２では１２では１２．．．．８８８８人人人人でででで全全全全国平国平国平国平均均均均を３を３を３を３．．．．８２８２８２８２下下下下回っ回っ回っ回っているているているている状状状状況況況況でござでござでござでござ

います。います。います。います。

一一一一方方方方、このことを、このことを、このことを、このことを踏踏踏踏ままままええええまして、県教育委員会では平成２２年１０月にまして、県教育委員会では平成２２年１０月にまして、県教育委員会では平成２２年１０月にまして、県教育委員会では平成２２年１０月に不不不不登登登登校校校校対対対対策策策策委員委員委員委員

会を会を会を会を立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、実実実実態態態態にににに応じ応じ応じ応じたたたたガガガガイドライイドライイドライイドラインをンをンをンを作作作作成するため、その成するため、その成するため、その成するため、その前前前前提提提提といたしまして、本といたしまして、本といたしまして、本といたしまして、本

県県県県独独独独自自自自に、本年７月から８月にに、本年７月から８月にに、本年７月から８月にに、本年７月から８月に全公立全公立全公立全公立小・中・小・中・小・中・小・中・高高高高等等等等学校学校学校学校の取り組の取り組の取り組の取り組み状み状み状み状況況況況や家や家や家や家庭訪問庭訪問庭訪問庭訪問、、、、保保保保護護護護

者との者との者との者との連携状連携状連携状連携状況況況況をををを問問問問う、う、う、う、不不不不登登登登校校校校に関するに関するに関するに関するアアアアンンンンケケケケーーーートトトト調調調調査を査を査を査を実実実実施したところでございます。施したところでございます。施したところでございます。施したところでございます。

結結結結果果果果につきましては、現につきましては、現につきましては、現につきましては、現在在在在集計中でございます。集計中でございます。集計中でございます。集計中でございます。

２２２２点点点点目目目目でございますが、教員がでございますが、教員がでございますが、教員がでございますが、教員が余余余余裕裕裕裕をををを持持持持っっっって対て対て対て対応応応応できるよう、できるよう、できるよう、できるよう、人人人人数数数数ををををふやふやふやふやせないかといせないかといせないかといせないかとい

うごうごうごうご質質質質問問問問でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、具具具具体体体体のののの学校へ学校へ学校へ学校への対の対の対の対応応応応といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、スクスクスクスクーーーールルルルカカカカウウウウンンンンセラセラセラセラーーーー

やスクやスクやスクやスクーーーールルルルソソソソーーーーシャルワシャルワシャルワシャルワーーーーカカカカー、国のー、国のー、国のー、国の緊急緊急緊急緊急雇雇雇雇用用用用創出事業を創出事業を創出事業を創出事業を活用活用活用活用いたしましたいたしましたいたしましたいたしました学校サポ学校サポ学校サポ学校サポーーーータタタタ

ーをーをーをーを配配配配置しているところでございます。また、置しているところでございます。また、置しているところでございます。また、置しているところでございます。また、問問問問題へ題へ題へ題への取り組の取り組の取り組の取り組みみみみといたしまして、県教育といたしまして、県教育といたしまして、県教育といたしまして、県教育

委員会では、子委員会では、子委員会では、子委員会では、子どどどどものものものもの学力学力学力学力をををを高高高高め、め、め、め、社社社社会会会会的自立的自立的自立的自立を支を支を支を支援援援援することをすることをすることをすることを目目目目的的的的としたとしたとしたとしたモデルモデルモデルモデル事業を事業を事業を事業を

奈良奈良奈良奈良市市市市と大と大と大と大和和和和高高高高田田田田市市市市で今年度からで今年度からで今年度からで今年度から実実実実施し、ここでの成施し、ここでの成施し、ここでの成施し、ここでの成果や果や果や果や手手手手法法法法をををを各学校へ活用各学校へ活用各学校へ活用各学校へ活用をををを促促促促し、し、し、し、不不不不

登登登登校校校校対対対対策策策策の充の充の充の充実実実実をををを図図図図りたいとりたいとりたいとりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

３３３３点点点点目目目目でございます。でございます。でございます。でございます。不不不不登登登登校校校校の子の子の子の子どどどどもをもをもをもを持持持持つつつつ親親親親のネのネのネのネットワットワットワットワーーーーククククでございます。でございます。でございます。でございます。不不不不登登登登校校校校のののの

子子子子どどどどもをもをもをもを持持持持つつつつ保保保保護護護護者に対する支者に対する支者に対する支者に対する支援援援援といたしまして、今年度は１２月１０日にといたしまして、今年度は１２月１０日にといたしまして、今年度は１２月１０日にといたしまして、今年度は１２月１０日に保保保保護護護護者同者同者同者同士士士士のののの

情情情情報報報報交交交交換換換換ができるができるができるができる保保保保護護護護者の者の者の者のフフフフォォォォーーーーラムラムラムラムを開を開を開を開催催催催する予定でございます。する予定でございます。する予定でございます。する予定でございます。フフフフォォォォーーーーラムラムラムラムの中で、の中で、の中で、の中で、

親親親親のネのネのネのネットワットワットワットワーーーーククククにつながるよう、につながるよう、につながるよう、につながるよう、地域地域地域地域別別別別に集まに集まに集まに集まっっっっていただくていただくていただくていただく時時時時間も設定する予定をして間も設定する予定をして間も設定する予定をして間も設定する予定をして

おります。おります。おります。おります。

４４４４点点点点目目目目でございます。でございます。でございます。でございます。学校学校学校学校においてはすにおいてはすにおいてはすにおいてはすべべべべての教員がての教員がての教員がての教員が問問問問題題題題をををを抱抱抱抱ええええている子ている子ている子ている子どどどどものものものもの情情情情報を報を報を報を

共共共共有有有有していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要ではないかという件でございます。ではないかという件でございます。ではないかという件でございます。ではないかという件でございます。何何何何よりよりよりより不不不不登登登登校校校校の子の子の子の子どどどどもたちがもたちがもたちがもたちが

早早早早期期期期にににに学校学校学校学校復帰復帰復帰復帰ができること、また新たなができること、また新たなができること、また新たなができること、また新たな不不不不登登登登校校校校児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒がががが生生生生まれないよう、まれないよう、まれないよう、まれないよう、早早早早期期期期発発発発見見見見、、、、

早早早早期期期期対対対対応や応や応や応や未未未未然防止然防止然防止然防止が大が大が大が大切切切切とととと考え考え考え考えております。そのためには、委員ごております。そのためには、委員ごております。そのためには、委員ごております。そのためには、委員ご指指指指摘摘摘摘のとおり、組織のとおり、組織のとおり、組織のとおり、組織

的的的的に対に対に対に対応応応応することがすることがすることがすることが必要必要必要必要ででででああああり、り、り、り、各学校各学校各学校各学校にににに不不不不登登登登校校校校対対対対策チ策チ策チ策チーーーームムムム等の設置を等の設置を等の設置を等の設置を促促促促してまいりたいしてまいりたいしてまいりたいしてまいりたい

とととと考え考え考え考えておるところでございます。ておるところでございます。ておるところでございます。ておるところでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 答弁答弁答弁答弁あああありがとうございました。１りがとうございました。１りがとうございました。１りがとうございました。１点点点点目目目目のエのエのエのエコポイコポイコポイコポインンンントトトト事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、

今、今、今、今、再再再再生生生生可能可能可能可能エネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの急急急急速速速速なななな拡拡拡拡大を大を大を大を求求求求めるめるめるめる声声声声は日に日には日に日には日に日には日に日に強強強強くなくなくなくなっっっってきていると思いまてきていると思いまてきていると思いまてきていると思いま

す。また、す。また、す。また、す。また、節節節節電、省エネ、電、省エネ、電、省エネ、電、省エネ、再再再再生生生生可能可能可能可能エネエネエネエネルルルルギギギギーによる電ーによる電ーによる電ーによる電力力力力のののの安安安安定定定定供供供供給給給給を推進するための施を推進するための施を推進するための施を推進するための施

策策策策は、は、は、は、どどどどのののの自自自自治治治治体体体体においてもにおいてもにおいてもにおいても非常非常非常非常に今に今に今に今注注注注目目目目をされて、取り組もうとされているところだとをされて、取り組もうとされているところだとをされて、取り組もうとされているところだとをされて、取り組もうとされているところだと
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思います。今現思います。今現思います。今現思います。今現在在在在、、、、ススススママママーーーートメトメトメトメーーーータタタターとかーとかーとかーとかススススママママーーーートトトトグリグリグリグリッドッドッドッドななななどどどど新しい取り組新しい取り組新しい取り組新しい取り組みみみみが広がるが広がるが広がるが広がる

中、県民中、県民中、県民中、県民レレレレベベベベルルルルでででで意識意識意識意識ををををどどどどうううう高高高高めていくかを、県民のめていくかを、県民のめていくかを、県民のめていくかを、県民の皆皆皆皆ささささんんんんにもにもにもにも利益利益利益利益になる、そういになる、そういになる、そういになる、そういっっっったたたた

取り組取り組取り組取り組みみみみががが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考え考え考え考えております。さまざまなております。さまざまなております。さまざまなております。さまざまなメニュメニュメニュメニューをーをーをーを駆使駆使駆使駆使して、より一して、より一して、より一して、より一層層層層

環境環境環境環境や経や経や経や経済に大きく済に大きく済に大きく済に大きく波波波波及及及及するような取り組するような取り組するような取り組するような取り組みみみみを、奈良県も、一を、奈良県も、一を、奈良県も、一を、奈良県も、一歩踏歩踏歩踏歩踏みみみみ出すことが出すことが出すことが出すことが非常非常非常非常に大に大に大に大

事かと思事かと思事かと思事かと思っっっっています。そのています。そのています。そのています。その辺辺辺辺のところもよくごのところもよくごのところもよくごのところもよくご検討検討検討検討いただいて、エいただいて、エいただいて、エいただいて、エコポイコポイコポイコポインンンントトトト事業につい事業につい事業につい事業につい

て取り組て取り組て取り組て取り組みみみみをしていただけるをしていただけるをしていただけるをしていただける方方方方向向向向でででで要要要要望望望望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

２２２２点点点点目目目目ののののドッドッドッドッググググラララランにつきましては、今ンにつきましては、今ンにつきましては、今ンにつきましては、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災災災でもでもでもでも見見見見られるように、ペられるように、ペられるように、ペられるように、ペットットットット

とのつながりは本とのつながりは本とのつながりは本とのつながりは本当当当当にににに強強強強いと思いました。いろいろなごいと思いました。いろいろなごいと思いました。いろいろなごいと思いました。いろいろなご意意意意見見見見をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方もいらもいらもいらもいらっっっっししししゃゃゃゃるるるる

かと思いますけれかと思いますけれかと思いますけれかと思いますけれどどどども、しつけ、も、しつけ、も、しつけ、も、しつけ、ああああるいはペるいはペるいはペるいはペットットットットに対するに対するに対するに対する意識意識意識意識のののの高高高高いいいい方方方方も県内にはたくさも県内にはたくさも県内にはたくさも県内にはたくさ

んんんんいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃると、おると、おると、おると、お話話話話をををを聞聞聞聞かせていただいております。先ほかせていただいております。先ほかせていただいております。先ほかせていただいております。先ほどどどど県県県県北北北北部の部の部の部の方方方方のうだ・のうだ・のうだ・のうだ・アニアニアニアニ

ママママルパルパルパルパーーーーククククののののドッドッドッドッググググラララランンンン利利利利用用用用者が２割者が２割者が２割者が２割強強強強というご報告がございましたけれというご報告がございましたけれというご報告がございましたけれというご報告がございましたけれどどどども、も、も、も、利利利利用用用用されされされされ

ているているているている方方方方はそれではそれではそれではそれで利利利利用用用用されているされているされているされているわわわわけです、けです、けです、けです、利利利利用用用用したいけれしたいけれしたいけれしたいけれどどどどもできないもできないもできないもできない方方方方のののの立立立立場場場場もももも少少少少しししし

酌酌酌酌みみみみ取取取取っっっっていただいて、ごていただいて、ごていただいて、ごていただいて、ご検討検討検討検討を、またを、またを、またを、また研究研究研究研究をしていただけれをしていただけれをしていただけれをしていただければばばばあああありがたいと思いますのりがたいと思いますのりがたいと思いますのりがたいと思いますの

で、ここにで、ここにで、ここにで、ここにああああるから１るから１るから１るから１時時時時間間間間車車車車にににに乗乗乗乗っっっってててて来来来来なさいということではなくて、もうなさいということではなくて、もうなさいということではなくて、もうなさいということではなくて、もう少少少少しししし使使使使いいいいややややすすすす

いいいい何何何何かそのかそのかそのかそのアイデアアイデアアイデアアイデア、、、、工工工工夫が夫が夫が夫が必要必要必要必要でもでもでもでもあああありますので、りますので、りますので、りますので、情情情情報報報報提提提提供供供供をををを含含含含めてよろしくお願いしめてよろしくお願いしめてよろしくお願いしめてよろしくお願いし

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

ああああと、教育委員会につきましては４と、教育委員会につきましては４と、教育委員会につきましては４と、教育委員会につきましては４点点点点答弁答弁答弁答弁いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。不不不不登登登登校校校校にしにしにしにしっっっっかりと取り組かりと取り組かりと取り組かりと取り組

んんんんでいかないと、でいかないと、でいかないと、でいかないと、勉強勉強勉強勉強してまいりましたけれしてまいりましたけれしてまいりましたけれしてまいりましたけれどどどども、も、も、も、可能可能可能可能性性性性としては、その先としては、その先としては、その先としては、その先青青青青年にな年にな年にな年になっっっったたたた

ときにときにときにときにフフフフリーリーリーリータタタターーーーやニやニやニやニーーーートトトトにつながるおそれもにつながるおそれもにつながるおそれもにつながるおそれもああああるとるとるとると聞聞聞聞いておりますので、いておりますので、いておりますので、いておりますので、比比比比較較較較的的的的早早早早いいいい段段段段

階階階階でいかにかかでいかにかかでいかにかかでいかにかかわっわっわっわっててててああああげげげげて、そのて、そのて、そのて、その生生生生徒徒徒徒、子、子、子、子どどどども、も、も、も、ああああるいはるいはるいはるいは保保保保護護護護者に対する者に対する者に対する者に対する相談相談相談相談事業等も事業等も事業等も事業等も

拡拡拡拡充をする充をする充をする充をする必要必要必要必要ががががああああるのではないかというるのではないかというるのではないかというるのではないかという声声声声ががががああああることをることをることをることを受受受受けとめていただいて、けとめていただいて、けとめていただいて、けとめていただいて、声声声声なきなきなきなき

声声声声ももももああああるかもるかもるかもるかもわわわわかりませかりませかりませかりませんんんんので、そういので、そういので、そういので、そういっっっったたたた方方方方たちに対する支たちに対する支たちに対する支たちに対する支援援援援をより一をより一をより一をより一層層層層、教育委員会、教育委員会、教育委員会、教育委員会

としてもきめとしてもきめとしてもきめとしてもきめ細細細細かい取り組かい取り組かい取り組かい取り組みみみみを、を、を、を、市町市町市町市町村とも村とも村とも村とも連携連携連携連携することもすることもすることもすることも必要必要必要必要だと思いますので、よりだと思いますので、よりだと思いますので、よりだと思いますので、より

進めていただきますよう進めていただきますよう進めていただきますよう進めていただきますよう要要要要望望望望してしてしてして終わ終わ終わ終わりたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。あああありがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 事事事事前前前前のののの通通通通告をしていないのですけれ告をしていないのですけれ告をしていないのですけれ告をしていないのですけれどどどども、も、も、も、産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物についてお物についてお物についてお物についてお尋ね尋ね尋ね尋ねさせてさせてさせてさせて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物の物の物の物の最最最最終終終終処処処処分業者の分業者の分業者の分業者の方方方方がががが倒倒倒倒産産産産したしたしたした後後後後どどどどうするかといううするかといううするかといううするかという問問問問題題題題ががががあああありりりり

ました。それについて、ました。それについて、ました。それについて、ました。それについて、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市に事例がに事例がに事例がに事例がああああるるるるわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、県としての取り組も、県としての取り組も、県としての取り組も、県としての取り組みみみみははははどどどど

うかをうかをうかをうかを前前前前 々々々々からおからおからおからお尋ね尋ね尋ね尋ねしますと、しますと、しますと、しますと、地地地地元元元元のののの宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市ともともともとも十十十十分分分分相談相談相談相談してしてしてして方方方方針針針針を決めていくことで、を決めていくことで、を決めていくことで、を決めていくことで、

ごごごご相談相談相談相談しておりますというおしておりますというおしておりますというおしておりますというお答答答答ええええをををを申申申申しておられますが、そのしておられますが、そのしておられますが、そのしておられますが、その後後後後の進の進の進の進捗捗捗捗状状状状況況況況についておについておについておについてお尋尋尋尋

ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。
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それから、それから、それから、それから、最近最近最近最近の新の新の新の新聞聞聞聞でででで既既既既にごにごにごにご承承承承知かと思いますが、知かと思いますが、知かと思いますが、知かと思いますが、団地団地団地団地のののの上上上上でででで焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉をつくるをつくるをつくるをつくる案案案案件が件が件が件が

あああありました。小りました。小りました。小りました。小型型型型でででであああありますから、県はりますから、県はりますから、県はりますから、県は申申申申し出によし出によし出によし出によっっっってててて受受受受けけけけ付付付付けたということでございまけたということでございまけたということでございまけたということでございま

すけれすけれすけれすけれどどどども、も、も、も、地地地地元元元元自自自自治治治治体体体体のののの宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市のののの態態態態度は度は度は度は非常非常非常非常にににに硬硬硬硬化しておられます。設置されることに化しておられます。設置されることに化しておられます。設置されることに化しておられます。設置されることに

対して県の対対して県の対対して県の対対して県の対応応応応はははは余余余余りりりり好好好好ましく思ましく思ましく思ましく思っっっっていない、一ていない、一ていない、一ていない、一体ど体ど体ど体どういうことなのだろうかというおういうことなのだろうかというおういうことなのだろうかというおういうことなのだろうかというお話話話話

をををを地地地地元元元元からからからから承承承承ります。このります。このります。このります。この意識意識意識意識のののの差差差差は一は一は一は一体ど体ど体ど体どこからこからこからこから生じ生じ生じ生じるのかるのかるのかるのか十十十十分理解できない。それを分理解できない。それを分理解できない。それを分理解できない。それを

県の県の県の県の立立立立場場場場からおからおからおからお考え考え考え考えになになになになっっっって、て、て、て、廃棄廃棄廃棄廃棄物行物行物行物行政政政政ののののあああありりりり方方方方について、について、について、について、地地地地元元元元のののの方方方方 々々々々とのとのとのとの意識意識意識意識のののの差差差差はははは

どどどどこからこからこからこから生じ生じ生じ生じるのか、おるのか、おるのか、おるのか、お考え考え考え考えががががああああれれれればばばばおおお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。

○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長 委員のお委員のお委員のお委員のお尋ね尋ね尋ね尋ねはははは宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市室室室室生生生生区区区区のののの最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場だと思いますが、予算だと思いますが、予算だと思いますが、予算だと思いますが、予算

ではではではでは閉鎖処閉鎖処閉鎖処閉鎖処分分分分場場場場ということでということでということでということで上上上上げげげげております。現ております。現ております。現ております。現在在在在のののの状状状状況況況況でございますが、一でございますが、一でございますが、一でございますが、一昨昨昨昨年から年から年から年から調調調調

査が査が査が査が始始始始ままままっっっっておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、有有有有識識識識者、者、者、者、産廃産廃産廃産廃事業者、事業者、事業者、事業者、弁弁弁弁護護護護士士士士、、、、ああああるいはるいはるいはるいは地地地地元元元元のののの宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市といといといといっっっったたたた

関係者で関係者で関係者で関係者で特別特別特別特別検討検討検討検討委員会を設置して、議委員会を設置して、議委員会を設置して、議委員会を設置して、議論論論論をををを重重重重ねねねねていただいております。県ではていただいております。県ではていただいております。県ではていただいております。県では基基基基礎礎礎礎的的的的なななな

デデデデーーーータタタタがががが要要要要るものですから、るものですから、るものですから、るものですから、地地地地形形形形のののの測測測測量量量量、、、、地質地質地質地質のののの調調調調査、査、査、査、土土土土質質質質のののの調調調調査、査、査、査、ガガガガススススの分の分の分の分析析析析、、、、水水水水質質質質のののの

検検検検査、そうい査、そうい査、そうい査、そういっっっったことをたことをたことをたことをやっやっやっやっておりまして、おおむておりまして、おおむておりまして、おおむておりまして、おおむねねねね調調調調査の成査の成査の成査の成果果果果も出てきております。今も出てきております。今も出てきております。今も出てきております。今

年度年度年度年度継継継継続続続続的的的的にににに数数数数回やっ回やっ回やっ回やっておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、特別特別特別特別検討検討検討検討委員会を開委員会を開委員会を開委員会を開催催催催して、このようなして、このようなして、このようなして、このようなデデデデーーーータタタタを出を出を出を出

しながら、しながら、しながら、しながら、最最最最もももも効効効効果果果果のののの高高高高い対い対い対い対策案策案策案策案というものを今年度内にまとめていくことを思というものを今年度内にまとめていくことを思というものを今年度内にまとめていくことを思というものを今年度内にまとめていくことを思っっっっておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

当然当然当然当然のことながら、のことながら、のことながら、のことながら、地地地地元元元元宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市ともともともとも連携連携連携連携をし、またをし、またをし、またをし、また協力協力協力協力をいただくをいただくをいただくをいただくわわわわけなのですが、そけなのですが、そけなのですが、そけなのですが、そ

のののの延延延延長として長として長として長として地地地地元元元元のののの皆皆皆皆ささささんんんんががががああああろうかと思ろうかと思ろうかと思ろうかと思っっっっております。委員ごております。委員ごております。委員ごております。委員ご承承承承知のことと思いますが、知のことと思いますが、知のことと思いますが、知のことと思いますが、

地地地地元元元元のののの方方方方 々々々々につきましては、一につきましては、一につきましては、一につきましては、一昨昨昨昨年５月に年５月に年５月に年５月に状状状状況況況況の説明をし、一の説明をし、一の説明をし、一の説明をし、一昨昨昨昨年１２月に年１２月に年１２月に年１２月にボボボボーリング等ーリング等ーリング等ーリング等

のののの調調調調査を査を査を査をやっやっやっやっていく説明をしております。それとていく説明をしております。それとていく説明をしております。それとていく説明をしております。それと昨昨昨昨年２月には、年２月には、年２月には、年２月には、地地地地元区元区元区元区長さ長さ長さ長さんんんんななななどどどどに集まに集まに集まに集ま

っっっっていただいて、井ていただいて、井ていただいて、井ていただいて、井戸水戸水戸水戸水もももも調調調調査の対査の対査の対査の対象象象象とし、とし、とし、とし、協力協力協力協力いただけるいただけるいただけるいただける方方方方には、その井には、その井には、その井には、その井戸戸戸戸のののの水水水水質質質質調調調調査査査査

ををををやっやっやっやってきております。今年度、てきております。今年度、てきております。今年度、てきております。今年度、具具具具体的体的体的体的な対な対な対な対策策策策を取りまとめ、一定のを取りまとめ、一定のを取りまとめ、一定のを取りまとめ、一定の目目目目途途途途がつくがつくがつくがつく段階段階段階段階で、で、で、で、

宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市ともともともとも協力協力協力協力いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、地地地地元元元元説明をさせていただこうと今思説明をさせていただこうと今思説明をさせていただこうと今思説明をさせていただこうと今思っっっっておるところでございておるところでございておるところでございておるところでござい

ます。ます。ます。ます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○福谷景観・環境局次長○福谷景観・環境局次長○福谷景観・環境局次長○福谷景観・環境局次長 小小小小型型型型焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉に対するごに対するごに対するごに対するご質質質質問問問問ででででああああると理解をしております。小ると理解をしております。小ると理解をしております。小ると理解をしております。小型型型型

焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉につきましては、従につきましては、従につきましては、従につきましては、従前前前前から県内でから県内でから県内でから県内で何何何何カカカカ所かいろいろ所かいろいろ所かいろいろ所かいろいろ問問問問題題題題になになになになっっっったことがございましたことがございましたことがございましたことがございまし

た。た。た。た。特特特特にそのにそのにそのにそのばばばばいいいい煙煙煙煙の発の発の発の発生生生生ででででああああるとかるとかるとかるとか音音音音ででででああああるとか、その関係でるとか、その関係でるとか、その関係でるとか、その関係で問問問問題題題題になになになになっっっっていたこともていたこともていたこともていたことも

踏踏踏踏ままままええええまして、県といたしましては、まして、県といたしましては、まして、県といたしましては、まして、県といたしましては、当然当然当然当然小小小小型型型型焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉はははは届届届届け出だけで、け出だけで、け出だけで、け出だけで、許可許可許可許可ではないですではないですではないですではないです

ので、ので、ので、ので、届届届届け出すれけ出すれけ出すれけ出すればばばば設置ができる設置ができる設置ができる設置ができる性質性質性質性質のものでのものでのものでのものでああああるので、事業者がるので、事業者がるので、事業者がるので、事業者が地地地地元元元元にににに十十十十分説明がされ分説明がされ分説明がされ分説明がされ

てなかてなかてなかてなかっっっったたたた実実実実態態態態をををを踏踏踏踏ままままええええたたたた上上上上で、今で、今で、今で、今般般般般、事業者が小、事業者が小、事業者が小、事業者が小型型型型焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉を設置するを設置するを設置するを設置する際際際際に、に、に、に、地地地地元元元元にににに十十十十分分分分
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な説明をな説明をな説明をな説明を実実実実施することな施することな施することな施することなどどどどを定めたを定めたを定めたを定めた要要要要綱綱綱綱をををを策策策策定いたしました。定いたしました。定いたしました。定いたしました。騒音騒音騒音騒音や振動や振動や振動や振動、、、、悪臭悪臭悪臭悪臭についてについてについてについて

は、現は、現は、現は、現実実実実問問問問題題題題としてとしてとしてとして市町市町市町市町村の事務とな村の事務とな村の事務とな村の事務となっっっってございますので、その部分についてはてございますので、その部分についてはてございますので、その部分についてはてございますので、その部分については統統統統一一一一的的的的なななな

指指指指導が導が導が導が図図図図られるように、られるように、られるように、られるように、準準準準則則則則的的的的なものもなものもなものもなものも市町市町市町市町村に対してお村に対してお村に対してお村に対してお示示示示しをさせていただいて、またしをさせていただいて、またしをさせていただいて、またしをさせていただいて、また

その部分についてはその部分についてはその部分についてはその部分については市町市町市町市町村の説明会もさせていただきました。それを村の説明会もさせていただきました。それを村の説明会もさせていただきました。それを村の説明会もさせていただきました。それを踏踏踏踏ままままええええたたたた上上上上で、県ので、県ので、県ので、県の

要要要要綱綱綱綱としては、１１月には施行したいととしては、１１月には施行したいととしては、１１月には施行したいととしては、１１月には施行したいと考え考え考え考えているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。特特特特に内に内に内に内容容容容としまとしまとしまとしま

しては、しては、しては、しては、生活生活生活生活環境環境環境環境へへへへの影の影の影の影響響響響をををを十十十十分分分分調調調調査して、その内査して、その内査して、その内査して、その内容容容容をををを含含含含め、め、め、め、周辺周辺周辺周辺住住住住民民民民へへへへの事務のの事務のの事務のの事務の周周周周知知知知やややや

説明会を説明会を説明会を説明会を実実実実施することを施することを施することを施することを条条条条件としております。件としております。件としております。件としております。加加加加ええええて県て県て県て県並並並並びびびびにににに市町市町市町市町村が村が村が村が連携連携連携連携をしてをしてをしてをして指指指指導を導を導を導を

行うことで、行うことで、行うことで、行うことで、紛争紛争紛争紛争の予の予の予の予防防防防、、、、意意意意見見見見のののの調調調調整整整整をををを図図図図ることをることをることをることを目目目目的的的的としているものでございます。としているものでございます。としているものでございます。としているものでございます。

小小小小型型型型焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉の対の対の対の対応応応応については、については、については、については、以上以上以上以上のようなのようなのようなのような状状状状況況況況でございます。でございます。でございます。でございます。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしたのは、そこでしたのは、そこでしたのは、そこでしたのは、そこで生活生活生活生活しているしているしているしている人人人人たちとか、たちとか、たちとか、たちとか、市町市町市町市町村の村の村の村の意識意識意識意識とか、それとか、それとか、それとか、それ

と奈良県のと奈良県のと奈良県のと奈良県の意識意識意識意識がかなりがかなりがかなりがかなり差差差差ががががああああるのではないかと思るのではないかと思るのではないかと思るのではないかと思わわわわれる。それは今おれる。それは今おれる。それは今おれる。それは今お答答答答ええええいただきましいただきましいただきましいただきまし

たように、県はたように、県はたように、県はたように、県は法法法法にににに基づ基づ基づ基づいて、いて、いて、いて、届届届届けをしてきたらそれをけをしてきたらそれをけをしてきたらそれをけをしてきたらそれを受受受受けけけけ付付付付けるだけのおけるだけのおけるだけのおけるだけのお立立立立場場場場だと思いだと思いだと思いだと思い

ますので、それはますので、それはますので、それはますので、それは責任責任責任責任はははは果果果果たしていると思うのですが、たしていると思うのですが、たしていると思うのですが、たしていると思うのですが、私私私私がおがおがおがお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいのは、したいのは、したいのは、したいのは、何何何何でそうでそうでそうでそう

いういういういう意識意識意識意識のののの差差差差がががが生生生生まれるのか、まれるのか、まれるのか、まれるのか、どどどどこにこにこにこに何何何何をををを変え変え変え変えることによることによることによることによっっっって、そのて、そのて、そのて、その市町市町市町市町村の村の村の村の考え方考え方考え方考え方と県と県と県と県

のののの考え方考え方考え方考え方が一が一が一が一致致致致できるのか。できるのか。できるのか。できるのか。

廃棄廃棄廃棄廃棄物の物の物の物の処処処処分分分分場場場場はははは必要必要必要必要なことでもなことでもなことでもなことでもあああありますし、一りますし、一りますし、一りますし、一般般般般廃棄廃棄廃棄廃棄物も物も物も物も産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物も、それなしで物も、それなしで物も、それなしで物も、それなしで

全全全全部部部部自自自自己己己己処処処処理しろとい理しろとい理しろとい理しろといっっっったたたたっっっって、それは、て、それは、て、それは、て、それは、世世世世の中が成りの中が成りの中が成りの中が成り立立立立つものではないと思つものではないと思つものではないと思つものではないと思っっっっていますていますていますています

から、から、から、から、当然当然当然当然それはそれはそれはそれは必要必要必要必要なのです。だけなのです。だけなのです。だけなのです。だけどどどど、、、、どどどどううううやっやっやっやったらその理解がたらその理解がたらその理解がたらその理解が得得得得られて、られて、られて、られて、処処処処分分分分場場場場が管が管が管が管

理理理理運営運営運営運営できるのかできるのかできるのかできるのか非常非常非常非常に大に大に大に大切切切切ではないかと思うのです。それは国のではないかと思うのです。それは国のではないかと思うのです。それは国のではないかと思うのです。それは国の問問問問題題題題です、ということです、ということです、ということです、ということ

ででででああああれれれればばばば、、、、少少少少なくとも奈良県としてのおなくとも奈良県としてのおなくとも奈良県としてのおなくとも奈良県としてのお考え考え考え考えを、そのを、そのを、そのを、その法法法法を定めておられるを定めておられるを定めておられるを定めておられる方方方方 々々々々にににに向向向向かかかかっっっってててて

発発発発信信信信していただかなけれしていただかなけれしていただかなけれしていただかなければばばばなりませなりませなりませなりませんんんんし、し、し、し、住住住住民に、民に、民に、民に、我々我々我々我々はこれではこれではこれではこれでオオオオーーーーケケケケーだから、ーだから、ーだから、ーだから、何何何何もももも文文文文

句言句言句言句言うなというなというなというなといっっっって、いて、いて、いて、いわわわわばばばば開き開き開き開き直直直直りりりりみみみみたいなことをしたのでは、たいなことをしたのでは、たいなことをしたのでは、たいなことをしたのでは、住住住住民の民の民の民の方方方方 々々々々の理解をの理解をの理解をの理解を得得得得らららら

れないと思います。だから、そのれないと思います。だから、そのれないと思います。だから、そのれないと思います。だから、その辺辺辺辺のところで奈良県としてのところで奈良県としてのところで奈良県としてのところで奈良県としてどどどどういうおういうおういうおういうお考え考え考え考えをををを持持持持っっっっておらておらておらておら

れるのかおれるのかおれるのかおれるのかお伺伺伺伺いしたいというのがいしたいというのがいしたいというのがいしたいというのが質質質質問問問問なのですが、そのなのですが、そのなのですが、そのなのですが、その点点点点はいかがでしはいかがでしはいかがでしはいかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○福谷景観・環境局次長○福谷景観・環境局次長○福谷景観・環境局次長○福谷景観・環境局次長 廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物全全全全般般般般のことになろうかと思いますが、まのことになろうかと思いますが、まのことになろうかと思いますが、まのことになろうかと思いますが、まずずずず１１１１点点点点は、小は、小は、小は、小型型型型

焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉については、いろいろについては、いろいろについては、いろいろについては、いろいろ問問問問題題題題が現が現が現が現実実実実に起こに起こに起こに起こっっっっているているているている状状状状況況況況をををを踏踏踏踏ままままええええまして、従まして、従まして、従まして、従来来来来はそのはそのはそのはその

届届届届け出をしてけ出をしてけ出をしてけ出をして受受受受理をすれ理をすれ理をすれ理をすればばばば設置ができたのですけれ設置ができたのですけれ設置ができたのですけれ設置ができたのですけれどどどども、今も、今も、今も、今般般般般改めてその改めてその改めてその改めてその要要要要綱綱綱綱をををを策策策策定いた定いた定いた定いた

しまして、もちろしまして、もちろしまして、もちろしまして、もちろん意識ん意識ん意識ん意識のののの差差差差がなくなるようにがなくなるようにがなくなるようにがなくなるように市町市町市町市町村とも村とも村とも村とも連携連携連携連携をとりながら、事をとりながら、事をとりながら、事をとりながら、事前前前前の説明の説明の説明の説明

会、会、会、会、住住住住民に対する説明会、それから民に対する説明会、それから民に対する説明会、それから民に対する説明会、それから市町市町市町市町村に対する事村に対する事村に対する事村に対する事前前前前説明を説明を説明を説明を義義義義務務務務づづづづけたけたけたけた形形形形でででで要要要要綱綱綱綱をををを策策策策定定定定

して、その中でして、その中でして、その中でして、その中で運用運用運用運用をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考え考え考え考えているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。以上以上以上以上です。です。です。です。
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○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市とととと十十十十分お分お分お分お話話話話し合いをしていただきまして、理解をしていただけるようし合いをしていただきまして、理解をしていただけるようし合いをしていただきまして、理解をしていただけるようし合いをしていただきまして、理解をしていただけるよう

に、に、に、に、ぜぜぜぜひひひひともよろしくお願いしておきます。ともよろしくお願いしておきます。ともよろしくお願いしておきます。ともよろしくお願いしておきます。

それから、それから、それから、それから、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市室室室室生生生生区多区多区多区多田の田の田の田の最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場の件ですけれの件ですけれの件ですけれの件ですけれどどどども、行も、行も、行も、行政政政政代代代代執執執執行することを奈行することを奈行することを奈行することを奈

良県は決めて良県は決めて良県は決めて良県は決めてああああるるるるわわわわけですが、行けですが、行けですが、行けですが、行政政政政代代代代執執執執行をしているのかと思行をしているのかと思行をしているのかと思行をしているのかと思っっっったら、まだいろいろなたら、まだいろいろなたら、まだいろいろなたら、まだいろいろな準準準準

備備備備でででで協協協協議をしているのだということでございますけれ議をしているのだということでございますけれ議をしているのだということでございますけれ議をしているのだということでございますけれどどどども、も、も、も、倒倒倒倒産産産産してからしてからしてからしてから随随随随分とた分とた分とた分とたっっっっていていていてい

るのです。それでるのです。それでるのです。それでるのです。それで何何何何もももも具具具具体的体的体的体的なことが、いなことが、いなことが、いなことが、いわわわわばばばば条条条条例に例に例に例に基づ基づ基づ基づく行く行く行く行為為為為はされていないことだとはされていないことだとはされていないことだとはされていないことだと

思いますので、そこはも思いますので、そこはも思いますので、そこはも思いますので、そこはもっっっっとととと機動的機動的機動的機動的におにおにおにお考え考え考え考えいただくいただくいただくいただく必要必要必要必要ががががああああることだけることだけることだけることだけ申申申申しししし上上上上げげげげておきておきておきておき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

もう一つ、もう一つ、もう一つ、もう一つ、廃棄廃棄廃棄廃棄物の関係で物の関係で物の関係で物の関係でぜぜぜぜひひひひともおともおともおともお考え考え考え考えいただきたい、いただきたい、いただきたい、いただきたい、提案提案提案提案だけだけだけだけ申申申申しししし上上上上げげげげておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

運運運運搬搬搬搬車車車車がががが岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県や他や他や他や他府府府府県の県の県の県のナナナナンンンンババババーがーがーがーが随随随随分と奈良県分と奈良県分と奈良県分と奈良県へへへへ積積積積載したまま入載したまま入載したまま入載したまま入っっっってまいります。こてまいります。こてまいります。こてまいります。こ

れはれはれはれはどどどどここここへへへへ行くのだろうかと思行くのだろうかと思行くのだろうかと思行くのだろうかと思っっっって、て、て、て、少少少少しはついてしはついてしはついてしはついて走走走走っっっっても行けるのですけれても行けるのですけれても行けるのですけれても行けるのですけれどどどども、も、も、も、私私私私がががが

追跡追跡追跡追跡してしてしてして走走走走るるるるわわわわけにはいかない。それで、こういうことをきちけにはいかない。それで、こういうことをきちけにはいかない。それで、こういうことをきちけにはいかない。それで、こういうことをきちっっっっと管理できるようなと管理できるようなと管理できるようなと管理できるようなシスシスシスシス

テムテムテムテムは、今のは、今のは、今のは、今の技術技術技術技術からすれからすれからすれからすればばばば当然あ当然あ当然あ当然あると思うのです。ると思うのです。ると思うのです。ると思うのです。運運運運行管理の行管理の行管理の行管理のＧＧＧＧＰＰＰＰＳＳＳＳみみみみたいなものがたいなものがたいなものがたいなものがああああ

るるるるわわわわけですから、けですから、けですから、けですから、全全全全国の国の国の国の車車車車両両両両がががが全全全全部それをつけたら、部それをつけたら、部それをつけたら、部それをつけたら、どどどどこの会この会この会この会社社社社ががががどどどどここここへへへへ物を物を物を物を持持持持っっっっていていていていっっっっ

たかと。たかと。たかと。たかと。証証証証票票票票を発行して、それをを発行して、それをを発行して、それをを発行して、それを携携携携行することにな行することにな行することにな行することになっっっっていますけれていますけれていますけれていますけれどどどども、も、も、も、実実実実際際際際とペーとペーとペーとペーパパパパーーーー

とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる可能可能可能可能性性性性ももももあああありますので、きちりますので、きちりますので、きちりますので、きちっっっっとした管理とした管理とした管理とした管理運運運運行をしてもらうことによ行をしてもらうことによ行をしてもらうことによ行をしてもらうことによっっっって、奈て、奈て、奈て、奈

良県良県良県良県へへへへ何何何何かかかかわわわわけのけのけのけのわわわわからないものがからないものがからないものがからないものが持持持持ちちちち込込込込まれることがなくなると思うので、まれることがなくなると思うので、まれることがなくなると思うので、まれることがなくなると思うので、ぜぜぜぜひひひひともそともそともそともそ

ういうことについてもごういうことについてもごういうことについてもごういうことについてもご研究研究研究研究いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

第２第２第２第２点点点点目目目目ですけれですけれですけれですけれどどどども、ちも、ちも、ちも、ちょょょょっっっっとととと変変変変なことをリなことをリなことをリなことをリササササーーーーチチチチしますしますしますします。。。。「奈良県民の「奈良県民の「奈良県民の「奈良県民の歌歌歌歌」という」という」という」という

のをごのをごのをごのをご存じ存じ存じ存じのののの方方方方はははは何何何何人人人人おられますか。おられますか。おられますか。おられますか。挙挙挙挙手手手手していただけませしていただけませしていただけませしていただけませんんんんか、理事者か、理事者か、理事者か、理事者側側側側のののの方方方方でででで。。。。「奈「奈「奈「奈

良県民の良県民の良県民の良県民の歌歌歌歌」」」」、知、知、知、知っっっっているという。ているという。ているという。ているという。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 知知知知っっっっているけれているけれているけれているけれどどどど、、、、歌歌歌歌ええええない。ない。ない。ない。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 今、川口委員から今、川口委員から今、川口委員から今、川口委員から歌歌歌歌ええええないという。ないという。ないという。ないという。レコレコレコレコーーーードドドドでもでもでもでも流流流流したらしたらしたらしたら歌歌歌歌ええええるというるというるというるという人人人人はははは

何何何何人人人人おられますでしおられますでしおられますでしおられますでしょょょょうかうかうかうか。。。。（発（発（発（発言言言言する者する者する者する者ああああり）６り）６り）６り）６人人人人ほほほほどどどどですですですですねねねね、はい。、はい。、はい。、はい。ああああああああ、７、７、７、７人人人人、８、８、８、８

人人人人ですですですですねねねね。これだけおられて８。これだけおられて８。これだけおられて８。これだけおられて８人人人人しかおいでにならない。しかおいでにならない。しかおいでにならない。しかおいでにならない。

（（（（「「「「音頭音頭音頭音頭ももももああああるよ」とるよ」とるよ」とるよ」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

はい、はい、はい、はい、あああありますりますりますりますねねねね。それで、な。それで、な。それで、な。それで、なぜぜぜぜそそそそんんんんなことをなことをなことをなことを聞聞聞聞きますかといいますと、きますかといいますと、きますかといいますと、きますかといいますと、スポスポスポスポーーーーツフェツフェツフェツフェ

スティバルスティバルスティバルスティバルというのがというのがというのがというのがああああります。そこでります。そこでります。そこでります。そこで招待招待招待招待していただいた議員もですが、理事者のしていただいた議員もですが、理事者のしていただいた議員もですが、理事者のしていただいた議員もですが、理事者の方方方方もももも

壇壇壇壇上上上上で、で、で、で、スポスポスポスポーーーーツツツツにかかにかかにかかにかかわわわわるるるる方方方方 々々々々もももも体体体体育育育育館館館館の中で、大の中で、大の中で、大の中で、大勢勢勢勢おられるのですが、おられるのですが、おられるのですが、おられるのですが、みみみみんんんんなでなでなでなで斉斉斉斉唱唱唱唱

をしましをしましをしましをしましょょょょうとうとうとうと言言言言うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどども、も、も、も、歌歌歌歌っっっっているているているている人人人人、ま、ま、ま、まああああ残残残残念念念念ながらながらながらながら皆皆皆皆無無無無といといといといっっっってもいいてもいいてもいいてもいい
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ほほほほどどどど声声声声がががが聞聞聞聞ここここええええてこないのです。これはてこないのです。これはてこないのです。これはてこないのです。これは毎毎毎毎年ですけれ年ですけれ年ですけれ年ですけれどどどども、も、も、も、少少少少しおかしいと思います。しおかしいと思います。しおかしいと思います。しおかしいと思います。

（（（（「「「「古古古古いいいいんんんんじじじじゃゃゃゃないの」とないの」とないの」とないの」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

いいいいやややや、、、、古古古古くても新しくてもいい、これはくても新しくてもいい、これはくても新しくてもいい、これはくても新しくてもいい、これはぜぜぜぜひひひひともともともとも何何何何とかとかとかとか考え考え考え考えていただきたい。それで、ていただきたい。それで、ていただきたい。それで、ていただきたい。それで、

いろいろいろいろんんんんななななイイイイベベベベンンンントトトト、いろ、いろ、いろ、いろんんんんな行事がな行事がな行事がな行事がああああると思います。会がると思います。会がると思います。会がると思います。会が始始始始まるまるまるまる前前前前ににににテテテテーーーーププププでその県民のでその県民のでその県民のでその県民の

歌歌歌歌をををを流流流流しておけしておけしておけしておけばばばばいいのです。それでいいのです。それでいいのです。それでいいのです。それで意識意識意識意識づづづづけることをまけることをまけることをまけることをまずやっずやっずやっずやっていただきたいと思いまていただきたいと思いまていただきたいと思いまていただきたいと思いま

す。長す。長す。長す。長野野野野県では、県民の県では、県民の県では、県民の県では、県民の歌歌歌歌はははは全全全全県民が県民が県民が県民が歌歌歌歌ええええるとおるとおるとおるとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっています。ています。ています。ています。テレテレテレテレビビビビでもでもでもでも見見見見たたたた方方方方は。は。は。は。

（（（（「「「「信濃信濃信濃信濃の国の国の国の国ねねねね」と」と」と」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

それはそれはそれはそれは必要必要必要必要だと思うのです。この間のだと思うのです。この間のだと思うのです。この間のだと思うのです。この間のふふふふるさと奈良のるさと奈良のるさと奈良のるさと奈良の東東東東京京京京での集会は、での集会は、での集会は、での集会は、台風台風台風台風の関係で中の関係で中の関係で中の関係で中

止止止止になりましたけれになりましたけれになりましたけれになりましたけれどどどども、県も、県も、県も、県外外外外のののの方方方方 々々々々に奈良のことを思に奈良のことを思に奈良のことを思に奈良のことを思っっっっていただこうと思うと、共ていただこうと思うと、共ていただこうと思うと、共ていただこうと思うと、共通通通通しししし

たものがたものがたものがたものが必要必要必要必要なのです。なのです。なのです。なのです。頭頭頭頭にすりにすりにすりにすり込込込込んんんんでいくためには、県民のでいくためには、県民のでいくためには、県民のでいくためには、県民の歌歌歌歌は、一つの大きなは、一つの大きなは、一つの大きなは、一つの大きな武武武武器器器器だだだだ

と思います。奈良県民でと思います。奈良県民でと思います。奈良県民でと思います。奈良県民であっあっあっあったと、奈良で育たと、奈良で育たと、奈良で育たと、奈良で育っっっったことをたことをたことをたことを意識意識意識意識づづづづけて、奈良県けて、奈良県けて、奈良県けて、奈良県外外外外でででで働働働働いておいておいておいてお

られるられるられるられる方方方方 々々々々ににににふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納税税税税もしていただけることをもしていただけることをもしていただけることをもしていただけることを含含含含めて、めて、めて、めて、意識意識意識意識づづづづけをしていくためには、けをしていくためには、けをしていくためには、けをしていくためには、

小小小小学校学校学校学校、中、中、中、中学校学校学校学校、県、県、県、県立高校立高校立高校立高校はははは当然当然当然当然のこととして、のこととして、のこととして、のこととして、高高高高等等等等学校学校学校学校でででであっあっあっあっても県民のても県民のても県民のても県民の歌歌歌歌ををををレコレコレコレコーーーードドドド

としてとしてとしてとして流流流流してもらしてもらしてもらしてもらっっっっておくことが大ておくことが大ておくことが大ておくことが大切切切切なことではないかと思います。そのようにしていたなことではないかと思います。そのようにしていたなことではないかと思います。そのようにしていたなことではないかと思います。そのようにしていた

だきますと、だきますと、だきますと、だきますと、スポスポスポスポーーーーツフェスティバルツフェスティバルツフェスティバルツフェスティバルででででみみみみんんんんなが集まなが集まなが集まなが集まっっっったときにでも、はい、たときにでも、はい、たときにでも、はい、たときにでも、はい、歌歌歌歌いましいましいましいましょょょょ

うとうとうとうと言言言言っっっったらすたらすたらすたらすぐぐぐぐにににに全全全全員が合員が合員が合員が合唱唱唱唱できると思いますので、そういうできると思いますので、そういうできると思いますので、そういうできると思いますので、そういう団団団団結心結心結心結心といいますか、県といいますか、県といいますか、県といいますか、県

民民民民意識意識意識意識をををを植植植植ええええつけるというつけるというつけるというつけるという意意意意味味味味でも、だれもでも、だれもでも、だれもでも、だれも歌歌歌歌わわわわないような県民のないような県民のないような県民のないような県民の歌歌歌歌にしてしまにしてしまにしてしまにしてしまわわわわないで、ないで、ないで、ないで、

歌歌歌歌っっっってもらてもらてもらてもらええええる県民のる県民のる県民のる県民の歌歌歌歌になるようになるようになるようになるよう努努努努力力力力をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと申申申申しししし上上上上げげげげておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 それでは、それでは、それでは、それでは、何何何何点点点点かかかか質質質質問問問問させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

ままままずずずず一つは、一つは、一つは、一つは、動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護セセセセンンンンタタタターができまして、そこではーができまして、そこではーができまして、そこではーができまして、そこでは動動動動物の物の物の物の欲欲欲欲しいしいしいしい方方方方にはおにはおにはおにはお渡渡渡渡しできしできしできしでき

ると思うのですけれると思うのですけれると思うのですけれると思うのですけれどどどども、も、も、も、実実実実際際際際にににに引引引引き取られていくペき取られていくペき取られていくペき取られていくペットットットットのののの数数数数と、と、と、と、殺傷殺傷殺傷殺傷処処処処分されてしまう分されてしまう分されてしまう分されてしまう

ペペペペットットットットのののの数数数数は、今は、今は、今は、今どどどどのような現のような現のような現のような現状状状状になになになになっっっっているのかおているのかおているのかおているのか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。

知り合いの知り合いの知り合いの知り合いの方方方方が、いなくなが、いなくなが、いなくなが、いなくなっっっったペたペたペたペットットットットによくによくによくによく似似似似ているのがているのがているのがているのがあっあっあっあったのでたのでたのでたので引引引引き取りたいと、き取りたいと、き取りたいと、き取りたいと、

おおおお話話話話をしましたら、をしましたら、をしましたら、をしましたら、どどどどうもうもうもうも基基基基準準準準がががが厳厳厳厳しくて、６５歳しくて、６５歳しくて、６５歳しくて、６５歳以上以上以上以上のののの人人人人にはにはにはには渡渡渡渡せないとか、１日４せないとか、１日４せないとか、１日４せないとか、１日４時時時時

間間間間以上家以上家以上家以上家ををををああああけるけるけるける人人人人にはにはにはには渡渡渡渡せないとか、ペせないとか、ペせないとか、ペせないとか、ペットットットットをををを渡渡渡渡すのにかなりすのにかなりすのにかなりすのにかなり厳厳厳厳しいしいしいしい基基基基準準準準ががががああああるとるとるとると聞聞聞聞いいいい

ております。もうております。もうております。もうております。もう少少少少しししし基基基基準準準準をををを緩緩緩緩めて、かめて、かめて、かめて、かわわわわいがいがいがいがっっっってもらてもらてもらてもらええええるるるる方方方方にににに引引引引き取き取き取き取っっっってもらてもらてもらてもらええええるのがるのがるのがるのが

いいのではないかと思いますけれいいのではないかと思いますけれいいのではないかと思いますけれいいのではないかと思いますけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その点点点点ででででどどどどのようになのようになのようになのようになっっっっているのかおているのかおているのかおているのかお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいしたいしたいしたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

それから、それから、それから、それから、アスアスアスアスベベベベストストストストの関係です。の関係です。の関係です。の関係です。アスアスアスアスベベベベストストストストのののの相談相談相談相談件件件件数数数数をををを見見見見ましたら、平成２０年にましたら、平成２０年にましたら、平成２０年にましたら、平成２０年に

２５件、平成２１年、平成２２年が６件と２５件、平成２１年、平成２２年が６件と２５件、平成２１年、平成２２年が６件と２５件、平成２１年、平成２２年が６件と減っ減っ減っ減ってきておりますけれてきておりますけれてきておりますけれてきておりますけれどどどども、いも、いも、いも、いっっっっときときときときアスアスアスアスベベベベ
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ストストストストがががが社社社社会会会会的的的的に大きなに大きなに大きなに大きな問問問問題題題題になになになになっっっったところからいきますと、たところからいきますと、たところからいきますと、たところからいきますと、世世世世間の関間の関間の関間の関心心心心がががが薄薄薄薄れてきているれてきているれてきているれてきている

ことをことをことをことを心配心配心配心配しております。日本のしております。日本のしております。日本のしております。日本の場場場場合は、合は、合は、合は、全全全全世界世界世界世界で年間４００万で年間４００万で年間４００万で年間４００万トトトトンのンのンのンの産産産産出、そのうちの出、そのうちの出、そのうちの出、そのうちの

約約約約３０万３０万３０万３０万トトトトンが日本にンが日本にンが日本にンが日本に輸輸輸輸入されて、１入されて、１入されて、１入されて、１９９９９８０年８０年８０年８０年代代代代からからからからヨヨヨヨーーーーロッパロッパロッパロッパではではではでは使使使使用用用用禁禁禁禁止止止止になになになになっっっっていていていてい

たためにたためにたためにたために使使使使用用用用量量量量がががが激激激激減減減減いたしましたけれいたしましたけれいたしましたけれいたしましたけれどどどども、日本ではも、日本ではも、日本ではも、日本では危険危険危険危険をををを承承承承知で、知で、知で、知で、経経経経済を優先させて、済を優先させて、済を優先させて、済を優先させて、

年間２０万年間２０万年間２０万年間２０万トトトトンもンもンもンも使使使使用用用用してきたしてきたしてきたしてきた状状状状況況況況です。です。です。です。

奈良県奈良県奈良県奈良県下下下下ののののニュニュニュニューーーータウタウタウタウンが開発されて３０年、４０年というンが開発されて３０年、４０年というンが開発されて３０年、４０年というンが開発されて３０年、４０年という時期時期時期時期をををを迎迎迎迎ええええておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれ

どどどども、も、も、も、スレスレスレスレーーーートトトトががががわわわわらをはらをはらをはらをはじじじじめといたしまして、めといたしまして、めといたしまして、めといたしまして、断熱材断熱材断熱材断熱材とかにこのとかにこのとかにこのとかにこのアスアスアスアスベベベベストストストストが建が建が建が建築築築築素材素材素材素材

としてとしてとしてとして使使使使わわわわれている。そういうようなれている。そういうようなれている。そういうようなれている。そういうような住住住住宅宅宅宅が今リが今リが今リが今リフフフフォォォォーーーームムムムだとかそれから建てだとかそれから建てだとかそれから建てだとかそれから建て替替替替ええええのののの時期時期時期時期

をををを迎迎迎迎ええええておりますので、このておりますので、このておりますので、このておりますので、この点点点点についてはについてはについてはについては注注注注意意意意をををを払払払払っっっっておかなくてはいけないのではないておかなくてはいけないのではないておかなくてはいけないのではないておかなくてはいけないのではない

かと思かと思かと思かと思っっっっております。ております。ております。ております。呼呼呼呼吸吸吸吸器器器器に入るとに入るとに入るとに入ると潜伏潜伏潜伏潜伏期期期期間が４０年間で発間が４０年間で発間が４０年間で発間が４０年間で発病病病病するとするとするとすると言言言言わわわわれておりますれておりますれておりますれております

ので、このので、このので、このので、この点点点点で今で今で今で今どどどどのようになのようになのようになのようになっっっっているのかおているのかおているのかおているのか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。

それから、それから、それから、それから、隣保館隣保館隣保館隣保館４４４４４４４４カカカカ所の予算が所の予算が所の予算が所の予算が上上上上げげげげられておりまして、られておりまして、られておりまして、られておりまして、実績実績実績実績が３０が３０が３０が３０カカカカ所で、１４所で、１４所で、１４所で、１４カカカカ

所所所所当当当当初初初初よりよりよりより減っ減っ減っ減っていることですが、ていることですが、ていることですが、ていることですが、どどどどこのこのこのこの自自自自治治治治体体体体でででで減っ減っ減っ減っているのかおているのかおているのかおているのかお聞聞聞聞かせいただきたいかせいただきたいかせいただきたいかせいただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

それから、それから、それから、それから、特特特特定定定定産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物対物対物対物対策策策策事業で載事業で載事業で載事業で載っっっっておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、地地地地場場場場産産産産業の発業の発業の発業の発生生生生するするするするヘヘヘヘップサップサップサップサ

ンンンンダルダルダルダルくくくくずずずず等と書いておりまして、これが等と書いておりまして、これが等と書いておりまして、これが等と書いておりまして、これがどどどどういうところに助成されているのか、この事ういうところに助成されているのか、この事ういうところに助成されているのか、この事ういうところに助成されているのか、この事

業の中業の中業の中業の中身身身身をもうをもうをもうをもう少少少少しししし詳詳詳詳しく教しく教しく教しく教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

それと、教育では、子それと、教育では、子それと、教育では、子それと、教育では、子どどどどものものものもの貧貧貧貧困困困困が今大きなが今大きなが今大きなが今大きな社社社社会会会会問問問問題題題題になになになになっっっってきておりますが、奈良県てきておりますが、奈良県てきておりますが、奈良県てきておりますが、奈良県

でででで高校高校高校高校を中を中を中を中退退退退される子される子される子される子どどどどもさもさもさもさんんんんががががどどどどれれれれぐぐぐぐらいいるのか、その中でらいいるのか、その中でらいいるのか、その中でらいいるのか、その中で経経経経済済済済的的的的な理な理な理な理由由由由ががががどどどどれれれれぐぐぐぐらららら

いいいいああああるのかをおるのかをおるのかをおるのか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。

それと、それと、それと、それと、就就就就学援学援学援学援助助助助制制制制度が度が度が度があああありますけれりますけれりますけれりますけれどどどども、も、も、も、生活保生活保生活保生活保護護護護をををを受受受受けておられるけておられるけておられるけておられる要保要保要保要保護護護護のののの方方方方とそとそとそとそ

れかられかられかられから準準準準要保要保要保要保護護護護のののの方方方方に対して、に対して、に対して、に対して、学校学校学校学校教育教育教育教育法法法法第１第１第１第１９９９９条条条条では、では、では、では、経経経経済済済済的的的的理理理理由由由由によりによりによりにより就就就就学学学学困難困難困難困難と認と認と認と認

められるめられるめられるめられる学学学学齢児童齢児童齢児童齢児童生生生生徒徒徒徒のののの保保保保護護護護者に対して、者に対して、者に対して、者に対して、市町市町市町市町村は村は村は村は必要必要必要必要なななな援援援援助を助を助を助を与与与与ええええなけれなけれなけれなければばばばならないとならないとならないとならないと

されておりますけれされておりますけれされておりますけれされておりますけれどどどども、今日の子も、今日の子も、今日の子も、今日の子どどどどものものものもの貧貧貧貧困困困困のののの状状状状態態態態とこのとこのとこのとこの制制制制度が度が度が度が十十十十分に分に分に分に活用活用活用活用されているされているされているされている

のかのかのかのかどどどどうか、そのうか、そのうか、そのうか、そのああああたりの現たりの現たりの現たりの現状状状状をおをおをお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。

○森藤消費・生活安全課長○森藤消費・生活安全課長○森藤消費・生活安全課長○森藤消費・生活安全課長 今井委員のご今井委員のご今井委員のご今井委員のご質質質質問問問問におにおにおにお答答答答ええええさせていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

ごごごご質質質質問問問問は２は２は２は２点あっ点あっ点あっ点あったと思います。またと思います。またと思います。またと思います。まずずずず最初最初最初最初に、１に、１に、１に、１点点点点目目目目はははは殺殺殺殺処処処処分と分と分と分と譲渡譲渡譲渡譲渡のののの数数数数は現は現は現は現在在在在どどどどの程の程の程の程

度なのかと、２度なのかと、２度なのかと、２度なのかと、２点点点点目目目目はははは譲渡条譲渡条譲渡条譲渡条件の件の件の件の緩緩緩緩和和和和についてのについてのについてのについての考え方考え方考え方考え方等についてお等についてお等についてお等についてお答答答答ええええ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。ます。ます。ます。

ままままずずずず、、、、殺殺殺殺処処処処分でございますが、県におきましては、分でございますが、県におきましては、分でございますが、県におきましては、分でございますが、県におきましては、殺殺殺殺処処処処分分分分ゼゼゼゼロロロロにににに向向向向けての取り組けての取り組けての取り組けての取り組みみみみをををを究究究究
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極極極極のののの目標目標目標目標としておりまして、奈良県としておりまして、奈良県としておりまして、奈良県としておりまして、奈良県動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護管理推進計画におきまして、ま管理推進計画におきまして、ま管理推進計画におきまして、ま管理推進計画におきまして、まずずずずはははは当当当当面面面面のののの目目目目

標標標標として、計画として、計画として、計画として、計画策策策策定定定定時時時時の平成１の平成１の平成１の平成１９９９９年度より平成２４年度までの５年間で年度より平成２４年度までの５年間で年度より平成２４年度までの５年間で年度より平成２４年度までの５年間で殺殺殺殺処処処処分を分を分を分を半半半半減減減減化す化す化す化す

ることをることをることをることを目標目標目標目標にににに掲掲掲掲げげげげているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。具具具具体的体的体的体的なななな数数数数値値値値をををを申申申申しししし上上上上げげげげますと、平成１ますと、平成１ますと、平成１ますと、平成１

９９９９年度で２，７０５年度で２，７０５年度で２，７０５年度で２，７０５頭頭頭頭、平成２２年度では１，、平成２２年度では１，、平成２２年度では１，、平成２２年度では１，９９９９８７８７８７８７頭頭頭頭と年と年と年と年 々々々々減少減少減少減少しております。これにしております。これにしております。これにしております。これに

伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、譲渡譲渡譲渡譲渡のののの数数数数でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、も、も、も、犬猫犬猫犬猫犬猫合合合合わわわわせまして平成２０年度では１せまして平成２０年度では１せまして平成２０年度では１せまして平成２０年度では１９９９９頭頭頭頭、、、、

平成２１年度では５１平成２１年度では５１平成２１年度では５１平成２１年度では５１頭頭頭頭、平成２２年度では７７、平成２２年度では７７、平成２２年度では７７、平成２２年度では７７頭頭頭頭、今年度、、今年度、、今年度、、今年度、９９９９月月月月末末末末時点時点時点時点ではございますではございますではございますではございます

が４５が４５が４５が４５頭頭頭頭と、年と、年と、年と、年々着々着々着々着実実実実にににに譲渡譲渡譲渡譲渡数数数数はははは増増増増加加加加しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

次次次次に、に、に、に、譲渡条譲渡条譲渡条譲渡条件について件について件について件について厳厳厳厳しいのではないかというごしいのではないかというごしいのではないかというごしいのではないかというご質質質質問問問問でございます。県で行いますでございます。県で行いますでございます。県で行いますでございます。県で行います

犬猫犬猫犬猫犬猫のののの譲渡譲渡譲渡譲渡事業は、事業は、事業は、事業は、生存生存生存生存のののの機機機機会をできるだけ会をできるだけ会をできるだけ会をできるだけ与与与与ええええるようにるようにるようにるように努努努努めることはめることはめることはめることは当然当然当然当然でございますでございますでございますでございます

が、それにが、それにが、それにが、それに加加加加ええええ、、、、犬猫犬猫犬猫犬猫のののの譲渡譲渡譲渡譲渡後後後後の幸せをの幸せをの幸せをの幸せを考え考え考え考えまして、まして、まして、まして、適適適適正正正正飼飼飼飼育の育の育の育の確保や確保や確保や確保や被被被被害防止害防止害防止害防止にににに配配配配慮慮慮慮すすすす

るため、るため、るため、るため、適適適適正な正な正な正な動動動動物を物を物を物を適適適適正な正な正な正な飼飼飼飼い主い主い主い主へへへへ譲渡譲渡譲渡譲渡することがすることがすることがすることが重重重重要要要要でででであああありますことから、りますことから、りますことから、りますことから、譲渡候譲渡候譲渡候譲渡候補補補補

動動動動物物物物及び及び及び及び譲渡希望譲渡希望譲渡希望譲渡希望者について者について者について者について必要必要必要必要なななな条条条条件を設けているところでございます。件を設けているところでございます。件を設けているところでございます。件を設けているところでございます。

委員からのご委員からのご委員からのご委員からのご意意意意見見見見でででであああありますりますりますります譲渡希望譲渡希望譲渡希望譲渡希望者者者者へへへへのののの条条条条件件件件緩緩緩緩和和和和でございますが、新しくでございますが、新しくでございますが、新しくでございますが、新しく動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護

セセセセンンンンタタタターが開所をしましてから、この３年間はーが開所をしましてから、この３年間はーが開所をしましてから、この３年間はーが開所をしましてから、この３年間は譲渡譲渡譲渡譲渡事業も事業も事業も事業も含含含含め、め、め、め、客客客客観観観観的的的的なななな判断判断判断判断のためののためののためののための条条条条

件を件を件を件を重視重視重視重視してまいりましたが、事業がしてまいりましたが、事業がしてまいりましたが、事業がしてまいりましたが、事業が軌軌軌軌道道道道にににに乗乗乗乗りつつりつつりつつりつつあああある今日、る今日、る今日、る今日、個々個々個々個々ののののケケケケーーーーススススにより、よにより、よにより、よにより、よ

りきめりきめりきめりきめ細細細細ややややかな対かな対かな対かな対応応応応がががが必要必要必要必要ででででああああるとるとるとると考え考え考え考え、、、、検討検討検討検討を開を開を開を開始始始始したところでございます。例したところでございます。例したところでございます。例したところでございます。例えばえばえばえば委委委委

員のご員のご員のご員のご指指指指摘摘摘摘にもございました６５歳にもございました６５歳にもございました６５歳にもございました６５歳以上以上以上以上のののの高高高高齢齢齢齢者だけの者だけの者だけの者だけの家家家家庭庭庭庭へへへへのののの譲渡譲渡譲渡譲渡でございますが、子でございますが、子でございますが、子でございますが、子

犬犬犬犬でででであああありますと１５年りますと１５年りますと１５年りますと１５年以上生以上生以上生以上生きるきるきるきるわわわわけでございます。そういけでございます。そういけでございます。そういけでございます。そういっっっったことから子たことから子たことから子たことから子犬犬犬犬をををを譲渡譲渡譲渡譲渡するするするする

場場場場合は合は合は合はふふふふささささわわわわしくないとしくないとしくないとしくないと考え考え考え考えますが、成ますが、成ますが、成ますが、成犬犬犬犬ででででああああり、かつり、かつり、かつり、かつ性性性性格格格格もももも温和温和温和温和でででで余余余余りりりり運動運動運動運動をををを要要要要しないしないしないしない

のでのでのでのでああああれれれればばばば、、、、条条条条件の件の件の件の緩緩緩緩和和和和のののの可能可能可能可能性性性性もももも十十十十分分分分考え考え考え考えられるところでございます。また、られるところでございます。また、られるところでございます。また、られるところでございます。また、動動動動物だけ物だけ物だけ物だけ

残残残残して日して日して日して日常常常常的的的的に１日４に１日４に１日４に１日４時時時時間間間間以上以上以上以上留守留守留守留守になるになるになるになる家族へ家族へ家族へ家族へのののの譲渡譲渡譲渡譲渡の件でございますが、これも子の件でございますが、これも子の件でございますが、これも子の件でございますが、これも子犬犬犬犬

のののの譲渡譲渡譲渡譲渡先としては先としては先としては先としてはふふふふささささわわわわしくないと思しくないと思しくないと思しくないと思わわわわれますが、成れますが、成れますが、成れますが、成犬犬犬犬でででで飼飼飼飼い主のい主のい主のい主の留守留守留守留守がががが気気気気にならないにならないにならないにならない犬犬犬犬

ででででああああれれれればばばば、同、同、同、同様様様様にににに条条条条件の件の件の件の緩緩緩緩和和和和のののの可能可能可能可能性性性性もももも考え考え考え考えられるところでございます。られるところでございます。られるところでございます。られるところでございます。以上以上以上以上でございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長 特特特特定定定定産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物対物対物対物対策策策策の事業についておの事業についておの事業についておの事業についてお答答答答ええええいたしたいと思います。いたしたいと思います。いたしたいと思います。いたしたいと思います。

この事業は、本県のこの事業は、本県のこの事業は、本県のこの事業は、本県の地地地地場場場場産産産産業から発業から発業から発業から発生生生生する、する、する、する、特特特特にににに廃棄廃棄廃棄廃棄物としての物としての物としての物としての処処処処理が理が理が理が困難困難困難困難なものにつなものにつなものにつなものにつ

いて、そのいて、そのいて、そのいて、その適適適適正な正な正な正な処処処処理、理、理、理、ああああるいはるいはるいはるいは産産産産業業業業振興振興振興振興のののの見地見地見地見地から、県が関係から、県が関係から、県が関係から、県が関係市町市町市町市町村に対して補助をし村に対して補助をし村に対して補助をし村に対して補助をし

ているものでございます。対ているものでございます。対ているものでございます。対ているものでございます。対象象象象といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、ヘヘヘヘップサップサップサップサンンンンダルダルダルダルくくくくず及びず及びず及びず及び毛皮毛皮毛皮毛皮革革革革くくくくずずずずのののの

処処処処理理理理経経経経費の一部を補助するものでございまして、県が定める補助対費の一部を補助するものでございまして、県が定める補助対費の一部を補助するものでございまして、県が定める補助対費の一部を補助するものでございまして、県が定める補助対象象象象経経経経費の２分の１を補費の２分の１を補費の２分の１を補費の２分の１を補

助しておりまして、現助しておりまして、現助しておりまして、現助しておりまして、現在在在在６６６６市町市町市町市町が対が対が対が対象象象象となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。
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○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長 ままままずずずず、、、、アスアスアスアスベベベベストストストストの関係でございますが、委員おの関係でございますが、委員おの関係でございますが、委員おの関係でございますが、委員お述述述述べべべべのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、相相相相

談談談談件件件件数数数数につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては減少減少減少減少してきておるところでございます。しかし、大してきておるところでございます。しかし、大してきておるところでございます。しかし、大してきておるところでございます。しかし、大気汚染防止法気汚染防止法気汚染防止法気汚染防止法にににに

伴伴伴伴います解います解います解います解体体体体のののの届届届届け出件け出件け出件け出件数数数数につきましては、平成２０年が４５件、平成２１年が４０件、につきましては、平成２０年が４５件、平成２１年が４０件、につきましては、平成２０年が４５件、平成２１年が４０件、につきましては、平成２０年が４５件、平成２１年が４０件、

平成２２年が５２件と平成２２年が５２件と平成２２年が５２件と平成２２年が５２件と横横横横ばばばばいもしくはいもしくはいもしくはいもしくは増増増増加加加加しているところでございます。このことから、しているところでございます。このことから、しているところでございます。このことから、しているところでございます。このことから、

建物の解建物の解建物の解建物の解体体体体に関しますに関しますに関しますに関しますアスアスアスアスベベベベストストストスト飛散飛散飛散飛散防止防止防止防止対対対対策や策や策や策やそのそのそのその手手手手続については、続については、続については、続については、あああある程度る程度る程度る程度周周周周知され知され知され知され

てきたてきたてきたてきた結結結結果果果果ではないかとではないかとではないかとではないかと考え考え考え考えておるところでございます。ておるところでございます。ておるところでございます。ておるところでございます。

なお、なお、なお、なお、届届届届け出をけ出をけ出をけ出を受受受受けました解けました解けました解けました解体工体工体工体工事につきましては、事につきましては、事につきましては、事につきましては、原則原則原則原則立立立立入入入入検検検検査を査を査を査を実実実実施しているとこ施しているとこ施しているとこ施しているとこ

ろでございます。また、大ろでございます。また、大ろでございます。また、大ろでございます。また、大規規規規模模模模な施設としまして１，０００平な施設としまして１，０００平な施設としまして１，０００平な施設としまして１，０００平方方方方メメメメーーーートル以上トル以上トル以上トル以上の施設につの施設につの施設につの施設につ

きましては、解きましては、解きましては、解きましては、解体体体体前前前前、また解、また解、また解、また解体体体体中、解中、解中、解中、解体体体体後後後後のののの周辺周辺周辺周辺環境における環境における環境における環境におけるアスアスアスアスベベベベストストストストのののの飛散濃飛散濃飛散濃飛散濃度を度を度を度を測測測測

定しており、定しており、定しており、定しており、安全安全安全安全に解に解に解に解体体体体されていることをされていることをされていることをされていることを確確確確認しているところでございます。認しているところでございます。認しているところでございます。認しているところでございます。

○鍵田人権施策課長○鍵田人権施策課長○鍵田人権施策課長○鍵田人権施策課長 平成２２年度が２１平成２２年度が２１平成２２年度が２１平成２２年度が２１市町市町市町市町村で４４村で４４村で４４村で４４カカカカ所、ことしの予算で２０所、ことしの予算で２０所、ことしの予算で２０所、ことしの予算で２０市町市町市町市町村村村村

の３７の３７の３７の３７カカカカ所、所、所、所、隣保館隣保館隣保館隣保館の７の７の７の７館館館館のののの差差差差ははははどどどどうかでございます。うかでございます。うかでございます。うかでございます。隣保館隣保館隣保館隣保館事業でございますけれ事業でございますけれ事業でございますけれ事業でございますけれどどどども、も、も、も、

平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度末末末末をもをもをもをもっっっってててて御御御御所所所所市市市市がががが隣保館隣保館隣保館隣保館事業を事業を事業を事業を廃止廃止廃止廃止することでございましたので、２０することでございましたので、２０することでございましたので、２０することでございましたので、２０市市市市

町町町町村３７村３７村３７村３７カカカカ所と、７所と、７所と、７所と、７館館館館のののの差差差差になになになになっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長 平成２２年度の県平成２２年度の県平成２２年度の県平成２２年度の県立高校立高校立高校立高校の中の中の中の中途途途途退学退学退学退学者者者者数数数数でございます。でございます。でございます。でございます。全全全全日日日日制制制制

課課課課程３６８名、定程３６８名、定程３６８名、定程３６８名、定時制課時制課時制課時制課程１４０名、合計５０８名でございます。中程１４０名、合計５０８名でございます。中程１４０名、合計５０８名でございます。中程１４０名、合計５０８名でございます。中途途途途退学退学退学退学の理の理の理の理由由由由は、は、は、は、生生生生

徒徒徒徒みずみずみずみずからが進からが進からが進からが進路変更路変更路変更路変更をををを希望希望希望希望したものがしたものがしたものがしたものが最最最最もももも多多多多く、く、く、く、全全全全日日日日制課制課制課制課程においては１７８名、４８程においては１７８名、４８程においては１７８名、４８程においては１７８名、４８．．．．

４４４４％％％％、定、定、定、定時制課時制課時制課時制課程では程では程では程では９９９９３名、６６３名、６６３名、６６３名、６６．．．．４４４４％％％％となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。次次次次いで、もともといで、もともといで、もともといで、もともと高校生活高校生活高校生活高校生活

にににに熱熱熱熱意意意意がない、がない、がない、がない、授授授授業に業に業に業に興興興興味味味味ががががわわわわかないなかないなかないなかないなどどどど、、、、学校生活や学学校生活や学学校生活や学学校生活や学業業業業不適応不適応不適応不適応に起に起に起に起因因因因する理する理する理する理由由由由がががが全全全全日日日日

制課制課制課制課程で１３５名、３５程で１３５名、３５程で１３５名、３５程で１３５名、３５．．．．３３３３％％％％、定、定、定、定時制課時制課時制課時制課程で３１名、２２程で３１名、２２程で３１名、２２程で３１名、２２．．．．１１１１％％％％となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。経経経経

済済済済的的的的理理理理由由由由でででで退学退学退学退学したしたしたした生生生生徒徒徒徒のののの数数数数でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、全全全全日日日日制制制制で３６８名中７名で、１で３６８名中７名で、１で３６８名中７名で、１で３６８名中７名で、１．．．．９９９９％％％％にににに当当当当

たります。定たります。定たります。定たります。定時制時制時制時制で１４０名のうち３名で、２で１４０名のうち３名で、２で１４０名のうち３名で、２で１４０名のうち３名で、２．．．．１１１１％％％％にににに当当当当たります。たります。たります。たります。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○松尾学校教育課長○松尾学校教育課長○松尾学校教育課長○松尾学校教育課長 就就就就学援学援学援学援助助助助制制制制度についてでございます。委員お度についてでございます。委員お度についてでございます。委員お度についてでございます。委員お尋ね尋ね尋ね尋ねのののの要保要保要保要保護護護護児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒

援援援援助費補助、それから助費補助、それから助費補助、それから助費補助、それから準準準準要保要保要保要保護護護護児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒援援援援助費事業でございますが、い助費事業でございますが、い助費事業でございますが、い助費事業でございますが、いずずずずれもれもれもれも経経経経済済済済的的的的理理理理由由由由

によりによりによりにより就就就就学学学学がががが困難困難困難困難な子な子な子な子どどどどもたちの教育にもたちの教育にもたちの教育にもたちの教育に必要必要必要必要なななな保保保保護護護護者者者者負負負負担担担担をををを軽軽軽軽減減減減するためのするためのするためのするための制制制制度といたし度といたし度といたし度といたし

まして、いまして、いまして、いまして、いずずずずれもれもれもれも法法法法律律律律上市町上市町上市町上市町村が村が村が村が実実実実施することとされており、国施することとされており、国施することとされており、国施することとされており、国庫庫庫庫補助補助補助補助や交付や交付や交付や交付税措税措税措税措置で置で置で置で財財財財

源源源源措措措措置がされているところでございます。このうち置がされているところでございます。このうち置がされているところでございます。このうち置がされているところでございます。このうち要保要保要保要保護護護護児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒援援援援助費補助につきまし助費補助につきまし助費補助につきまし助費補助につきまし

ては、ては、ては、ては、市町市町市町市町村が村が村が村が児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの保保保保護護護護者に対しまして者に対しまして者に対しまして者に対しまして必要必要必要必要なななな援援援援助を助を助を助を与与与与ええええましたましたましたました場場場場合、国がその合、国がその合、国がその合、国がその経経経経

費の一部を補助するもので、主に修費の一部を補助するもので、主に修費の一部を補助するもので、主に修費の一部を補助するもので、主に修学学学学旅旅旅旅行費、行費、行費、行費、医療医療医療医療費が対費が対費が対費が対象象象象となとなとなとなっっっっております。国の補助ております。国の補助ております。国の補助ております。国の補助

でございますが、ほでございますが、ほでございますが、ほでございますが、ほぼぼぼぼ２分の１という補助にな２分の１という補助にな２分の１という補助にな２分の１という補助になっっっってございます。平成２２年度のてございます。平成２２年度のてございます。平成２２年度のてございます。平成２２年度の実績実績実績実績でごでごでごでご
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ざいますけれざいますけれざいますけれざいますけれどどどども、対も、対も、対も、対象象象象となとなとなとなっっっったたたた受受受受給給給給者が者が者が者が延延延延べべべべ４３５４３５４３５４３５人人人人、事業費が、事業費が、事業費が、事業費が約約約約１，６１，６１，６１，６９９９９３万１，０３万１，０３万１，０３万１，０

００円、このうち国００円、このうち国００円、このうち国００円、このうち国庫庫庫庫補助補助補助補助金金金金が８２７万が８２７万が８２７万が８２７万９９９９，０００円、，０００円、，０００円、，０００円、市町市町市町市町村費が８６５万２，０００円村費が８６５万２，０００円村費が８６５万２，０００円村費が８６５万２，０００円

となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

また、また、また、また、準準準準要保要保要保要保護護護護児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒に対しますに対しますに対しますに対します学用品学用品学用品学用品費費費費や通学用品や通学用品や通学用品や通学用品費、費、費、費、給給給給食食食食費、費、費、費、医療医療医療医療費な費な費な費などどどどに対すに対すに対すに対す

る補助につきましては、平成１７年度から国る補助につきましては、平成１７年度から国る補助につきましては、平成１７年度から国る補助につきましては、平成１７年度から国庫庫庫庫補助補助補助補助制制制制度が度が度が度が廃止廃止廃止廃止され、され、され、され、地地地地方方方方交付交付交付交付税措税措税措税措置とさ置とさ置とさ置とさ

れ、れ、れ、れ、引引引引き続きき続きき続きき続き市町市町市町市町村におきまして村におきまして村におきまして村におきまして援援援援助が行助が行助が行助が行わわわわれているところでございます。平成２２年度れているところでございます。平成２２年度れているところでございます。平成２２年度れているところでございます。平成２２年度

のののの実績実績実績実績をををを申申申申しししし上上上上げげげげますと、対ますと、対ますと、対ますと、対象象象象となとなとなとなっっっったたたた受受受受給給給給者でございますが、者でございますが、者でございますが、者でございますが、延延延延べべべべ人人人人数数数数で２万１，４０で２万１，４０で２万１，４０で２万１，４０

２２２２人人人人、事業総額でございますが、７億３，１６４万５，０００円が支、事業総額でございますが、７億３，１６４万５，０００円が支、事業総額でございますが、７億３，１６４万５，０００円が支、事業総額でございますが、７億３，１６４万５，０００円が支給給給給されたとされたとされたとされたと把握把握把握把握してしてしてして

ございます。県教育委員会といたしましては、このございます。県教育委員会といたしましては、このございます。県教育委員会といたしましては、このございます。県教育委員会といたしましては、この要保要保要保要保護護護護児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒援援援援助費補助助費補助助費補助助費補助金金金金事務取り事務取り事務取り事務取り

扱扱扱扱いの事務いの事務いの事務いの事務ママママニュアルニュアルニュアルニュアルをををを作作作作成いたしまして、成いたしまして、成いたしまして、成いたしまして、市町市町市町市町村を支村を支村を支村を支援援援援いたしますとともに、このいたしますとともに、このいたしますとともに、このいたしますとともに、この財財財財源源源源

移移移移譲譲譲譲されましたされましたされましたされました準準準準要保要保要保要保護護護護制制制制度の度の度の度の財財財財源源源源措措措措置置置置ややややそれからそれからそれからそれから保保保保護護護護者者者者へへへへのこれらののこれらののこれらののこれらの制制制制度の度の度の度の周周周周知知知知徹徹徹徹底底底底にににに

つきまして、つきまして、つきまして、つきまして、機機機機会をとら会をとら会をとら会をとらええええましてましてましてまして市町市町市町市町村に村に村に村に通通通通知をしているところでございます。知をしているところでございます。知をしているところでございます。知をしているところでございます。以上以上以上以上でごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護セセセセンンンンタタタターにつきましては、ーにつきましては、ーにつきましては、ーにつきましては、以以以以前前前前厚厚厚厚生生生生委員会で委員会で委員会で委員会で熊熊熊熊本県本県本県本県へへへへ調調調調査に、田中査に、田中査に、田中査に、田中

委員長のときに行かせていただきました。そこでは委員長のときに行かせていただきました。そこでは委員長のときに行かせていただきました。そこでは委員長のときに行かせていただきました。そこでは殺傷殺傷殺傷殺傷ゼゼゼゼロロロロという大という大という大という大変変変変な取り組な取り組な取り組な取り組みみみみされてされてされてされて

いることをいることをいることをいることを見見見見てててて感激感激感激感激をしたことがをしたことがをしたことがをしたことがあああありますけれりますけれりますけれりますけれどどどども、も、も、も、地域地域地域地域のののの力力力力とかいろいろなところをとかいろいろなところをとかいろいろなところをとかいろいろなところを使使使使

いまして、これはいまして、これはいまして、これはいまして、これは動動動動物愛物愛物愛物愛護護護護ということでということでということでということでぜぜぜぜひひひひ当当当当初初初初のののの目目目目的的的的をををを達達達達成できるように、成できるように、成できるように、成できるように、やっやっやっやっていていていていっっっっ

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

それから、それから、それから、それから、特特特特定定定定産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物の件ですけれ物の件ですけれ物の件ですけれ物の件ですけれどどどども、奈良県のも、奈良県のも、奈良県のも、奈良県の地地地地場場場場産産産産業では、業では、業では、業では、必ず必ず必ず必ず特特特特定という定という定という定という

ことで、従ことで、従ことで、従ことで、従来来来来の同の同の同の同和和和和対対対対策策策策事業の事業の事業の事業の延延延延長の長の長の長の流流流流れが中れが中れが中れが中心心心心になになになになっっっっているように思いますけれているように思いますけれているように思いますけれているように思いますけれどどどども、も、も、も、

いろいろないろいろないろいろないろいろな地地地地場場場場産産産産業が業が業が業があああありますので、総合りますので、総合りますので、総合りますので、総合的的的的なななな視視視視点点点点から本から本から本から本当当当当にににに廃棄廃棄廃棄廃棄物の物の物の物の処処処処理に対して理に対して理に対して理に対して必要必要必要必要

だというところをだというところをだというところをだというところを幅幅幅幅広く広く広く広く検討検討検討検討して、そして事業としてはするして、そして事業としてはするして、そして事業としてはするして、そして事業としてはするべべべべきではないかと思いますのきではないかと思いますのきではないかと思いますのきではないかと思いますの

で、それについてはで、それについてはで、それについてはで、それについては意意意意見見見見をををを述述述述べべべべておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

アスアスアスアスベベベベストストストストのののの問問問問題題題題につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、立立立立ち入りち入りち入りち入り調調調調査とかが査とかが査とかが査とかが実実実実際際際際ににににふふふふええええてきているというこてきているというこてきているというこてきているというこ

とですけれとですけれとですけれとですけれどどどども、これから大きなも、これから大きなも、これから大きなも、これから大きな問問問問題題題題になになになになっっっってくると思いますので、これにつきましては、てくると思いますので、これにつきましては、てくると思いますので、これにつきましては、てくると思いますので、これにつきましては、

十十十十分に分に分に分に検討検討検討検討して取り組して取り組して取り組して取り組みみみみを進めていを進めていを進めていを進めていっっっっていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

隣保館隣保館隣保館隣保館ですが、主ですが、主ですが、主ですが、主要要要要施施施施策策策策の成の成の成の成果果果果に関する報告書のに関する報告書のに関する報告書のに関する報告書の９９９９８ページでは８ページでは８ページでは８ページでは隣保館隣保館隣保館隣保館４４４４４４４４館館館館と書いてと書いてと書いてと書いて

まして、まして、まして、まして、特別特別特別特別事業を行事業を行事業を行事業を行っっっっているているているている数数数数は３０は３０は３０は３０館館館館で、１４で、１４で、１４で、１４館館館館のののの違違違違いがいがいがいがああああるようですが、先ほるようですが、先ほるようですが、先ほるようですが、先ほどどどど７７７７

つはつはつはつは御御御御所所所所市市市市という報告でしたけれという報告でしたけれという報告でしたけれという報告でしたけれどどどども、それも、それも、それも、それ以外以外以外以外のところがもしのところがもしのところがもしのところがもしわわわわかりましたら、おかりましたら、おかりましたら、おかりましたら、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。
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○鍵田人権施策課長○鍵田人権施策課長○鍵田人権施策課長○鍵田人権施策課長 委員の委員の委員の委員の質質質質問問問問をををを勘勘勘勘違違違違いいたしました。４４いいたしました。４４いいたしました。４４いいたしました。４４館館館館というのは、というのは、というのは、というのは、隣保館隣保館隣保館隣保館事業事業事業事業

は、は、は、は、基基基基本事業とか本事業とか本事業とか本事業とかデイサデイサデイサデイサーーーービビビビスススス事業、事業、事業、事業、特別特別特別特別事業と事業と事業と事業と基基基基本本本本的的的的な事業がございますけれな事業がございますけれな事業がございますけれな事業がございますけれどどどども、そも、そも、そも、そ

の中での中での中での中で特別特別特別特別事業を事業を事業を事業をやっやっやっやっているのが３０ているのが３０ているのが３０ているのが３０館館館館でございます。でございます。でございます。でございます。基基基基本本本本的的的的な事業、な事業、な事業、な事業、相談相談相談相談業務な業務な業務な業務などどどどの事の事の事の事

業を業を業を業をやっやっやっやっているのが４４ているのが４４ているのが４４ているのが４４館館館館で、で、で、で、特別特別特別特別ににににデイサデイサデイサデイサーーーービビビビススススとかとかとかとか地域交地域交地域交地域交流流流流的的的的な事業をな事業をな事業をな事業をやっやっやっやっているのているのているのているの

が３０が３０が３０が３０カカカカ所で所で所で所で表表表表現させてもら現させてもら現させてもら現させてもらっっっっています。ています。ています。ています。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 「主「主「主「主要要要要施施施施策策策策の成の成の成の成果果果果に関する報告書」のに関する報告書」のに関する報告書」のに関する報告書」の９９９９３ページ、３ページ、３ページ、３ページ、プロ野球プロ野球プロ野球プロ野球ののののオオオオリリリリックスックスックスックス・・・・

バファロバファロバファロバファローーーーズズズズとととと連携連携連携連携したしたしたした野球野球野球野球教室事業ですけれ教室事業ですけれ教室事業ですけれ教室事業ですけれどどどども、ほかのも、ほかのも、ほかのも、ほかの球団球団球団球団ももももああああるのですが、るのですが、るのですが、るのですが、オオオオリリリリッッッッ

クスクスクスクスにされた理にされた理にされた理にされた理由由由由を教を教を教を教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

２つ２つ２つ２つ目目目目のののの質質質質問問問問は、主は、主は、主は、主要要要要施施施施策策策策の成の成の成の成果果果果に関する報告書の１０３ページ、景観・環境に関する報告書の１０３ページ、景観・環境に関する報告書の１０３ページ、景観・環境に関する報告書の１０３ページ、景観・環境保全セ保全セ保全セ保全センンンン

タタタターがーがーがーが不法投棄防止不法投棄防止不法投棄防止不法投棄防止ののののパトロパトロパトロパトローーーールルルルををををやっやっやっやっています。これが２～３年のています。これが２～３年のています。これが２～３年のています。これが２～３年の実績実績実績実績でででで逮捕逮捕逮捕逮捕者を出し者を出し者を出し者を出し

たのかたのかたのかたのかどどどどうか、うか、うか、うか、ああああるいはるいはるいはるいは検検検検挙挙挙挙をしたことがをしたことがをしたことがをしたことがあっあっあっあったら、たら、たら、たら、数数数数字字字字を教を教を教を教ええええていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思っっっってててて

います。それからいます。それからいます。それからいます。それから不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄をををを何何何何カカカカ所所所所ぐぐぐぐらい中らい中らい中らい中止止止止させたかとか、そういうさせたかとか、そういうさせたかとか、そういうさせたかとか、そういうデデデデーーーータタタタががががああああれれれればばばば知知知知

らせてほしい。らせてほしい。らせてほしい。らせてほしい。

それともう一つは、これは民間委それともう一つは、これは民間委それともう一つは、これは民間委それともう一つは、これは民間委託託託託によるによるによるによるパトロパトロパトロパトローーーールルルルををををやっやっやっやっています。これは民間委ています。これは民間委ています。これは民間委ています。これは民間委託託託託

でいいのか。なめられないかというでいいのか。なめられないかというでいいのか。なめられないかというでいいのか。なめられないかという話話話話。県が。県が。県が。県がややややるるるる特別重特別重特別重特別重点パトロ点パトロ点パトロ点パトローーーールルルルとかいろいろなとかいろいろなとかいろいろなとかいろいろな巡巡巡巡回回回回

パトロパトロパトロパトローーーールルルルををををやっやっやっやって、３て、３て、３て、３交交交交代代代代で一で一で一で一生生生生懸命懸命懸命懸命やっやっやっやってもらてもらてもらてもらっっっっているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどどどど、、、、実績実績実績実績が年が年が年が年 々々々々減減減減

っっっっています、このています、このています、このています、この不適不適不適不適正な正な正な正な案案案案件の件件の件件の件件の件数数数数が。これは、いいのかが。これは、いいのかが。これは、いいのかが。これは、いいのかどどどどうかといううかといううかといううかという話話話話と、一と、一と、一と、一方方方方で奈で奈で奈で奈

良県良県良県良県下下下下のののの不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄とかいろいろなとかいろいろなとかいろいろなとかいろいろな問問問問題題題題ががががどどどどんんんんどどどどんんんん起こ起こ起こ起こっっっっているということで、ているということで、ているということで、ているということで、特別特別特別特別委員会委員会委員会委員会

でもでもでもでも問問問問題題題題にされているのですけれにされているのですけれにされているのですけれにされているのですけれどどどど、その割には件、その割には件、その割には件、その割には件数数数数がががが減っ減っ減っ減っているのはなているのはなているのはなているのはなぜぜぜぜか教か教か教か教ええええていたていたていたていた

だきたい。だきたい。だきたい。だきたい。

次次次次に、教育委員会で、教育長でなくてもに、教育委員会で、教育長でなくてもに、教育委員会で、教育長でなくてもに、教育委員会で、教育長でなくても担担担担当当当当のののの課課課課長でも長でも長でも長でも結結結結構構構構ですけれですけれですけれですけれどどどど、、、、高校高校高校高校卒卒卒卒業して、業して、業して、業して、

就就就就職職職職率率率率がいつも８０がいつも８０がいつも８０がいつも８０％前後％前後％前後％前後、、、、多多多多いときで８５～８６いときで８５～８６いときで８５～８６いときで８５～８６％％％％。。。。ああああとととと残残残残りの１５りの１５りの１５りの１５％％％％、２０、２０、２０、２０％ぐ％ぐ％ぐ％ぐらいらいらいらい

の子に対するの子に対するの子に対するの子に対する就就就就職支職支職支職支援援援援をををを毎毎毎毎年年年年やっやっやっやってもらてもらてもらてもらっっっっているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどどどど、、、、ハハハハロロロローーーーワワワワーーーーククククとのとのとのとの連携連携連携連携をををを

どどどどうされて、そしてうされて、そしてうされて、そしてうされて、そして実実実実際際際際にその子らのきにその子らのきにその子らのきにその子らのきっっっっちりちりちりちり後後後後をををを追追追追っっっって、ここ２～３年で１００て、ここ２～３年で１００て、ここ２～３年で１００て、ここ２～３年で１００％％％％いかいかいかいか

ないのでしないのでしないのでしないのでしょょょょう、う、う、う、実実実実際際際際のところ。そういうのところ。そういうのところ。そういうのところ。そういう点点点点ををををどどどどのようにのようにのようにのようにやっやっやっやって、それでて、それでて、それでて、それで結結結結局はその８０局はその８０局はその８０局はその８０

数％数％数％数％、８６、８６、８６、８６％％％％になるけれになるけれになるけれになるけれどどどど、、、、ああああと１４と１４と１４と１４％％％％ののののややややつをつをつをつをややややりりりり切切切切れているのかれているのかれているのかれているのかどどどどうかとか、うかとか、うかとか、うかとか、ああああるいるいるいるい

はははは引引引引き続きもう１年か２年かほき続きもう１年か２年かほき続きもう１年か２年かほき続きもう１年か２年かほっっっったらかしにするのかたらかしにするのかたらかしにするのかたらかしにするのかどどどどうか、そういううか、そういううか、そういううか、そういう点点点点ももももどどどどうされていうされていうされていうされてい

るのかと。るのかと。るのかと。るのかと。

それから、中それから、中それから、中それから、中途途途途退学退学退学退学者、これは今さ者、これは今さ者、これは今さ者、これは今さっっっっきおきおきおきおっっっっししししゃゃゃゃっっっったけれたけれたけれたけれどどどども、この子らももう一も、この子らももう一も、この子らももう一も、この子らももう一回回回回夜夜夜夜

間の２部間の２部間の２部間の２部へへへへ行かすのか、行かすのか、行かすのか、行かすのか、ああああるいはるいはるいはるいは就就就就職させるのか、ここら職させるのか、ここら職させるのか、ここら職させるのか、ここら辺辺辺辺の取り組の取り組の取り組の取り組みみみみををををどどどどのようにされのようにされのようにされのようにされ
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ているのかをているのかをているのかをているのかを聞聞聞聞かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、高高高高等等等等学校学校学校学校のののの耐震耐震耐震耐震化は化は化は化はやっやっやっやっていますけれていますけれていますけれていますけれどどどど、これは計画、これは計画、これは計画、これは計画的的的的にににに何何何何年に年に年に年に全全全全部部部部終わっ終わっ終わっ終わっ

てしまうのか。その計画てしまうのか。その計画てしまうのか。その計画てしまうのか。その計画表表表表ががががあっあっあっあったら委員にたら委員にたら委員にたら委員に見見見見せてせてせてせてああああげげげげてほしいと思います。てほしいと思います。てほしいと思います。てほしいと思います。天天天天理理理理市市市市におにおにおにお

いても、いても、いても、いても、私私私私立立立立をををを含含含含めてめてめてめて高高高高等等等等学校学校学校学校は４は４は４は４校校校校ほほほほどあどあどあどあるのですが、るのですが、るのですが、るのですが、何何何何をををを言言言言いたいかというと、いたいかというと、いたいかというと、いたいかというと、防防防防災災災災

計画の中に入計画の中に入計画の中に入計画の中に入っっっっていないのです。それでていないのです。それでていないのです。それでていないのです。それで市町市町市町市町村に村に村に村に聞聞聞聞いたら、小いたら、小いたら、小いたら、小学校学校学校学校、、、、幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園とかとかとかとか保保保保育所と育所と育所と育所と

かは入るのです。かは入るのです。かは入るのです。かは入るのです。高高高高等等等等学校学校学校学校は入は入は入は入っっっっていない。ていない。ていない。ていない。何何何何しているのとしているのとしているのとしているのと聞聞聞聞いたら、いたら、いたら、いたら、高高高高等等等等学校学校学校学校もももも言言言言いにいにいにいに

来来来来てくれないからほてくれないからほてくれないからほてくれないからほっっっったらかしにしてますというたらかしにしてますというたらかしにしてますというたらかしにしてますという話話話話ががががああああるるるるわわわわけです。けです。けです。けです。市町市町市町市町村もこれではい村もこれではい村もこれではい村もこれではい

けない、けない、けない、けない、市町市町市町市町村も村も村も村も高校高校高校高校にににに言言言言いに行けと。いに行けと。いに行けと。いに行けと。何何何何かかかかあっあっあっあったらそのたらそのたらそのたらその周辺周辺周辺周辺はそこはそこはそこはそこへへへへ逃逃逃逃げげげげると、ると、ると、ると、地地地地震震震震とととと

かかかか洪洪洪洪水水水水とかいろとかいろとかいろとかいろんんんんなことで。例なことで。例なことで。例なことで。例えばえばえばえばそのそのそのその周辺周辺周辺周辺のののの食食食食料料料料も置いても置いても置いても置いてああああげげげげるとか、そういうるとか、そういうるとか、そういうるとか、そういう点点点点ではではではでは

耐震耐震耐震耐震化を化を化を化を早早早早くくくくややややりりりり切っ切っ切っ切ってもらてもらてもらてもらわわわわないといけないないといけないないといけないないといけないわわわわけです。けです。けです。けです。特別特別特別特別支支支支援学校援学校援学校援学校からからからからやっやっやっやっているとているとているとていると

いうことですけれいうことですけれいうことですけれいうことですけれどどどども、も、も、も、ああああとととと何何何何校校校校残残残残っっっっていて、ていて、ていて、ていて、来来来来年度は年度は年度は年度は何何何何校校校校するかを教するかを教するかを教するかを教ええええていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

それと、それと、それと、それと、防防防防災災災災計画の中に計画の中に計画の中に計画の中に高高高高等等等等学校学校学校学校を入れていくと、これはを入れていくと、これはを入れていくと、これはを入れていくと、これは学校学校学校学校からもからもからもからも各市町各市町各市町各市町村に村に村に村に言言言言っっっってててて

ああああげげげげてほしいと思うのです。てほしいと思うのです。てほしいと思うのです。てほしいと思うのです。市町市町市町市町村村村村へへへへ言言言言っっっってこない。だからいつもてこない。だからいつもてこない。だからいつもてこない。だからいつも高校高校高校高校はほはほはほはほっっっったらかしにたらかしにたらかしにたらかしに

して、このして、このして、このして、この前前前前のののの十十十十津津津津川村の川村の川村の川村の問問問問題題題題でも、でも、でも、でも、学校学校学校学校のののの校校校校長先長先長先長先生生生生は県教育委員会は県教育委員会は県教育委員会は県教育委員会へへへへ言言言言っっっって、て、て、て、十十十十津津津津川村川村川村川村

とととと連携連携連携連携してしてしてしてややややらないと。らないと。らないと。らないと。防防防防災災災災のののの方方方方もももも連絡連絡連絡連絡なかなかなかなかっっっったというたというたというたという話話話話ががががあっあっあっあって、て、て、て、高校高校高校高校のののの方方方方もももも十十十十津津津津川村川村川村川村

役場役場役場役場へへへへ言言言言わわわわないといけないというないといけないというないといけないというないといけないという話話話話で、教育委員会はで、教育委員会はで、教育委員会はで、教育委員会は言言言言うてくれてる。そういうようなうてくれてる。そういうようなうてくれてる。そういうようなうてくれてる。そういうような地地地地

域域域域のののの防防防防災災災災の関係との関係との関係との関係と高高高高等等等等学校学校学校学校のののの連携連携連携連携がががが不不不不十十十十分だ分だ分だ分だっっっったのかと思います。たのかと思います。たのかと思います。たのかと思います。

最後最後最後最後に、監査に、監査に、監査に、監査結結結結果果果果報告の中で、報告の中で、報告の中で、報告の中で、橿原考古橿原考古橿原考古橿原考古学研究学研究学研究学研究所の所の所の所の契契契契約工約工約工約工事等が事等が事等が事等がああああるのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどどどども、も、も、も、

特特特特定の業者から定の業者から定の業者から定の業者から見見見見積積積積もりもりもりもり徴収徴収徴収徴収して、して、して、して、随随随随意意意意契契契契約約約約がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんああああるるるる話話話話がががが指指指指摘摘摘摘されているのです。されているのです。されているのです。されているのです。

競競競競争争争争性性性性、、、、公公公公平平平平性性性性、、、、透透透透明明明明性性性性のののの確保確保確保確保から、業者から、業者から、業者から、業者選選選選定については、定については、定については、定については、選選選選定審査会を設けるな定審査会を設けるな定審査会を設けるな定審査会を設けるなどどどどをしをしをしをし

てきてきてきてきっっっっちりちりちりちりややややりりりり直直直直すすすす必要必要必要必要ががががああああるのではないかということで、るのではないかということで、るのではないかということで、るのではないかということで、文文文文化化化化財財財財保存課保存課保存課保存課長でも長でも長でも長でも結結結結構構構構です、です、です、です、

答答答答ええええてください。てください。てください。てください。以上以上以上以上です。です。です。です。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 オオオオリリリリックスックスックスックス・・・・バファロバファロバファロバファローーーーズズズズのののの野球野球野球野球教室事業の教室事業の教室事業の教室事業の点点点点

でおでおでおでお尋ね尋ね尋ね尋ねいただきました。いただきました。いただきました。いただきました。オオオオリリリリックスックスックスックス・・・・バファロバファロバファロバファローーーーズズズズにににに限限限限ららららずずずずですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、スポスポスポスポーーーーツツツツをををを

するするするする青少青少青少青少年に年に年に年にプロスポプロスポプロスポプロスポーーーーツツツツをををを実実実実際際際際にににに見見見見てもらう、てもらう、てもらう、てもらう、ああああるいはるいはるいはるいは交交交交流流流流してもらうことで、すそしてもらうことで、すそしてもらうことで、すそしてもらうことで、すそ野野野野

を広を広を広を広げげげげていくことと、さらにていくことと、さらにていくことと、さらにていくことと、さらに高高高高いところをいところをいところをいところを目指目指目指目指していただくことはしていただくことはしていただくことはしていただくことは非常非常非常非常に大事なことだとに大事なことだとに大事なことだとに大事なことだと

考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

オオオオリリリリックスックスックスックスからからからからオファオファオファオファーがーがーがーがあああありまして、りまして、りまして、りまして、昨昨昨昨年だけですが、年だけですが、年だけですが、年だけですが、実実実実現した現した現した現したわわわわけです。そのほかけです。そのほかけです。そのほかけです。そのほか

にににに野球連野球連野球連野球連盟盟盟盟の主の主の主の主催催催催でででで阪神阪神阪神阪神タイタイタイタイガガガガーーーーススススののののウウウウエエエエスタスタスタスタンをンをンをンを佐佐佐佐藤藤藤藤薬品スタ薬品スタ薬品スタ薬品スタジジジジアムアムアムアムでことしもでことしもでことしもでことしも９９９９月に月に月に月に
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させていただきました。させていただきました。させていただきました。させていただきました。サッサッサッサッカカカカーでは、ーでは、ーでは、ーでは、ＪＪＪＪ１の１の１の１のチチチチーーーームムムムももももＪＪＪＪ２の２の２の２のチチチチーーーームムムムもございませもございませもございませもございませんんんんが、が、が、が、

地域地域地域地域リーグで優リーグで優リーグで優リーグで優勝勝勝勝しました奈良しました奈良しました奈良しました奈良クラクラクラクラブブブブももももあああありますし、またさらにりますし、またさらにりますし、またさらにりますし、またさらに高高高高いところをいところをいところをいところを目指目指目指目指してほしてほしてほしてほ

しいというのがしいというのがしいというのがしいというのがあああありますので、りますので、りますので、りますので、どどどどういう支ういう支ういう支ういう支援援援援ができるのかができるのかができるのかができるのか考え考え考え考えていき、それが奈良県のていき、それが奈良県のていき、それが奈良県のていき、それが奈良県のスススス

ポポポポーーーーツツツツのののの質質質質のののの向上向上向上向上、、、、ああああるいはるいはるいはるいは高高高高いいいいレレレレベベベベルルルルをををを目指目指目指目指してくれる子してくれる子してくれる子してくれる子どどどどもたちがもたちがもたちがもたちがふふふふええええてくることだてくることだてくることだてくることだ

とととと考え考え考え考えておりまして、こういう事業をできるだけておりまして、こういう事業をできるだけておりまして、こういう事業をできるだけておりまして、こういう事業をできるだけやっやっやっやっていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思っっっっております。ております。ております。ております。以上以上以上以上

でございます。でございます。でございます。でございます。

○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長 委員ご委員ご委員ご委員ご質質質質問問問問ののののパトロパトロパトロパトローーーールルルル等の等の等の等の案案案案件でございますが、件でございますが、件でございますが、件でございますが、近近近近年における年における年における年における

県県県県警警警警サイドサイドサイドサイドの事件化との事件化との事件化との事件化と申申申申しますか、しますか、しますか、しますか、ああああるいは県るいは県るいは県るいは県サイドサイドサイドサイドの行の行の行の行政政政政処処処処分、そうい分、そうい分、そうい分、そういっっっったたたたデデデデーーーータタタタが今が今が今が今

手元手元手元手元にございませにございませにございませにございませんんんんので、そのので、そのので、そのので、その辺辺辺辺はご了解いただきまして、このはご了解いただきまして、このはご了解いただきまして、このはご了解いただきまして、この案案案案件につきましては、本件につきましては、本件につきましては、本件につきましては、本

年度から従年度から従年度から従年度から従来来来来の監の監の監の監視視視視パトロパトロパトロパトローーーールルルルにににに加加加加ええええてててて個個個個別別別別のののの悪悪悪悪質案質案質案質案件に件に件に件に限限限限定集中して定集中して定集中して定集中して特別指特別指特別指特別指導を導を導を導を実実実実施し施し施し施し

て、解決をて、解決をて、解決をて、解決を図っ図っ図っ図っていくということで、ていくということで、ていくということで、ていくということで、廃棄廃棄廃棄廃棄物対物対物対物対策課策課策課策課内に内に内に内に特別指特別指特別指特別指導係の導係の導係の導係の体制体制体制体制をををを敷敷敷敷いていていていて当当当当たたたたっっっっ

ております。日ております。日ております。日ております。日常常常常ののののパトロパトロパトロパトローーーールルルルにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、桜桜桜桜井井井井市市市市にございます県景観・環境にございます県景観・環境にございます県景観・環境にございます県景観・環境保全セ保全セ保全セ保全セ

ンンンンタタタターがーがーがーがパトロパトロパトロパトローーーールルルルををををやっやっやっやっておるておるておるておるわわわわけでございますが、けでございますが、けでございますが、けでございますが、何何何何分分分分体制体制体制体制等の関係もございまして、等の関係もございまして、等の関係もございまして、等の関係もございまして、

とはいうものの、とはいうものの、とはいうものの、とはいうものの、土土土土曜曜曜曜日も日日も日日も日日も日曜曜曜曜日も日も日も日も祝祝祝祝日も県民の日も県民の日も県民の日も県民の皆皆皆皆ささささんんんんのののの視視視視点点点点ががががああああるるるるわわわわけでございまして、けでございまして、けでございまして、けでございまして、

そういそういそういそういっっっったたたた意意意意味味味味からも、このからも、このからも、このからも、この実績実績実績実績報告にも報告にも報告にも報告にもあああありますが、りますが、りますが、りますが、土土土土････日日日日曜曜曜曜日、日、日、日、ああああるいはるいはるいはるいは早早早早朝朝朝朝、、、、夜夜夜夜間間間間

でのでのでのでのパトロパトロパトロパトローーーールルルル、、、、ああああるいはるいはるいはるいはアスアスアスアスベベベベストストストストのののの適適適適正正正正処処処処理のための解理のための解理のための解理のための解体体体体現現現現場場場場ののののパトロパトロパトロパトローーーールルルル、こうい、こうい、こうい、こうい

っっっったところを民間に委たところを民間に委たところを民間に委たところを民間に委託託託託をして、をして、をして、をして、連携連携連携連携してしてしてしてやっやっやっやっているところでございます。今ているところでございます。今ているところでございます。今ているところでございます。今後後後後、、、、何何何何分分分分手手手手

口が口が口が口が悪悪悪悪質質質質、、、、巧妙巧妙巧妙巧妙化している化している化している化している傾傾傾傾向向向向もございますので、そういもございますので、そういもございますので、そういもございますので、そういっっっったところに対しては、たところに対しては、たところに対しては、たところに対しては、警警警警察察察察とととと

のののの連携連携連携連携がががが必要必要必要必要なななな個個個個別別別別事事事事案案案案に対して、行に対して、行に対して、行に対して、行政政政政処処処処分、分、分、分、ああああるいはるいはるいはるいは最最最最終的終的終的終的にはにはにはには警警警警察察察察によるによるによるによる摘摘摘摘発も発も発も発も見見見見据据据据

ええええながら、ながら、ながら、ながら、連携連携連携連携をとをとをとをとっっっって取り組て取り組て取り組て取り組んんんんでいきたいと思でいきたいと思でいきたいと思でいきたいと思っっっっておるところでございます。ておるところでございます。ておるところでございます。ておるところでございます。以上以上以上以上でごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 耐震耐震耐震耐震化のことでございますが、お化のことでございますが、お化のことでございますが、お化のことでございますが、おっっっっししししゃゃゃゃられましたように、られましたように、られましたように、られましたように、特別特別特別特別支支支支援学校援学校援学校援学校

では今年度ででは今年度ででは今年度ででは今年度で全全全全部一部一部一部一応終わ応終わ応終わ応終わります。１ります。１ります。１ります。１棟棟棟棟だけ明日だけ明日だけ明日だけ明日香香香香養護養護養護養護学校学校学校学校でででで更更更更新しなけれ新しなけれ新しなけれ新しなければばばばならない建ならない建ならない建ならない建

物が、これは物が、これは物が、これは物が、これは検討検討検討検討をををを要要要要しますので、１しますので、１しますので、１しますので、１棟棟棟棟だけだけだけだけ残残残残りますけれりますけれりますけれりますけれどどどど、、、、ああああとは１００とは１００とは１００とは１００％％％％になります。になります。になります。になります。

優先しておりました優先しておりました優先しておりました優先しておりました特別特別特別特別支支支支援学校援学校援学校援学校がががが終わ終わ終わ終わりますので、これからもうりますので、これからもうりますので、これからもうりますので、これからもう高校高校高校高校だけになだけになだけになだけになっっっっていきていきていきていき

ますので、そちらにますので、そちらにますので、そちらにますので、そちらにシフトシフトシフトシフトしていきたいと思います。今していきたいと思います。今していきたいと思います。今していきたいと思います。今手元手元手元手元ににににあああありますりますりますります資料資料資料資料からは、今年からは、今年からは、今年からは、今年

度度度度工工工工事を事を事を事を終わ終わ終わ終わりまして、平成２４年４月１日りまして、平成２４年４月１日りまして、平成２４年４月１日りまして、平成２４年４月１日時点時点時点時点でのでのでのでの見込み見込み見込み見込みは大は大は大は大体体体体６１６１６１６１．．．．８８８８％ぐ％ぐ％ぐ％ぐらいにならいにならいにならいにな

ると思ると思ると思ると思っっっっています。これからています。これからています。これからています。これから加加加加速速速速しながらしながらしながらしながらやっやっやっやっていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。

防防防防災災災災計画の部分については、計画の部分については、計画の部分については、計画の部分については、私私私私からからからからコメコメコメコメンンンントトトトするのはいかがかなと思するのはいかがかなと思するのはいかがかなと思するのはいかがかなと思っっっっております。ております。ております。ております。

ああああと、それぞれの部分はそれぞれのと、それぞれの部分はそれぞれのと、それぞれの部分はそれぞれのと、それぞれの部分はそれぞれの課課課課長からお長からお長からお長からお話話話話しさせていただきます。しさせていただきます。しさせていただきます。しさせていただきます。



---- 22227777 ----

○松尾学校教育課長○松尾学校教育課長○松尾学校教育課長○松尾学校教育課長 高校生高校生高校生高校生のののの就就就就職、それから中職、それから中職、それから中職、それから中途途途途退学退学退学退学したしたしたした生生生生徒徒徒徒のののの就就就就職職職職へへへへの支の支の支の支援援援援につきまにつきまにつきまにつきま

しておしておしておしてお答答答答え申え申え申え申しししし上上上上げげげげます。ます。ます。ます。

平成２３年３月平成２３年３月平成２３年３月平成２３年３月卒卒卒卒業の県業の県業の県業の県立高校立高校立高校立高校のののの生生生生徒徒徒徒のののの就就就就職内定職内定職内定職内定状状状状況況況況でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、就就就就職した職した職した職した生生生生徒徒徒徒のののの

数数数数をををを就就就就職職職職希望希望希望希望者者者者数数数数で割で割で割で割っっっったたたた率率率率でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、３月も、３月も、３月も、３月末末末末現現現現在在在在のののの学校学校学校学校教育教育教育教育課課課課独独独独自自自自のののの調調調調査査査査

によりますと、内定者によりますと、内定者によりますと、内定者によりますと、内定者数数数数は１，１８３は１，１８３は１，１８３は１，１８３人人人人で、で、で、で、昨昨昨昨年と年と年と年と比べ比べ比べ比べてててて９９９９５名の５名の５名の５名の増増増増となとなとなとなっっっっておりますもておりますもておりますもておりますも

のの、のの、のの、のの、就就就就職職職職希望希望希望希望者も者も者も者も増増増増加加加加したため、内定したため、内定したため、内定したため、内定率率率率につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては９９９９１１１１．．．．１１１１％％％％と、と、と、と、昨昨昨昨年より２年より２年より２年より２．．．．３３３３

ポイポイポイポインンンントトトトとととと低低低低下下下下してございます。してございます。してございます。してございます。

ことしもことしもことしもことしも９９９９月１５日から月１５日から月１５日から月１５日から就就就就職職職職試試試試験験験験がががが始始始始ままままっっっってございますけれてございますけれてございますけれてございますけれどどどども、も、も、も、就就就就職職職職試試試試験験験験がうまくいがうまくいがうまくいがうまくい

かなかかなかかなかかなかっっっったたたた就就就就職職職職未未未未内定者の内定者の内定者の内定者の生生生生徒徒徒徒のために、奈良のために、奈良のために、奈良のために、奈良労労労労働働働働局と局と局と局と連携連携連携連携いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、就就就就職職職職未未未未内定者内定者内定者内定者

対対対対象象象象のののの企企企企業合同業合同業合同業合同就就就就職説明会を職説明会を職説明会を職説明会を実実実実施しております。さらに、施しております。さらに、施しております。さらに、施しております。さらに、学校学校学校学校教育教育教育教育課課課課に２名のに２名のに２名のに２名の就就就就職支職支職支職支援援援援員員員員

を本年１月からを本年１月からを本年１月からを本年１月から配配配配置をいたしまして、この置をいたしまして、この置をいたしまして、この置をいたしまして、この就就就就職支職支職支職支援援援援員を員を員を員を未未未未内定者の内定者の内定者の内定者の在在在在籍籍籍籍するするするする高校へ高校へ高校へ高校へ派遣派遣派遣派遣をををを

いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、生生生生徒徒徒徒のののの就就就就職職職職活動活動活動活動のののの相談相談相談相談、職業、職業、職業、職業適適適適正の正の正の正の相談相談相談相談ななななどどどど、、、、就就就就職を職を職を職を希望希望希望希望するするするする生生生生徒徒徒徒がががが就就就就職職職職

できるように支できるように支できるように支できるように支援援援援する取り組する取り組する取り組する取り組みみみみをををを始始始始めてございます。めてございます。めてございます。めてございます。卒卒卒卒業業業業後後後後も、県も、県も、県も、県立高校及び立高校及び立高校及び立高校及び私私私私立高校立高校立高校立高校もももも

含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、生生生生徒徒徒徒に対するに対するに対するに対する就就就就職支職支職支職支援援援援をしておりまして、そういう取り組をしておりまして、そういう取り組をしておりまして、そういう取り組をしておりまして、そういう取り組みみみみのののの結結結結果果果果、平成２、平成２、平成２、平成２

３年３月３年３月３年３月３年３月末末末末ではではではでは就就就就職が決ま職が決ま職が決ま職が決まっっっっていなかていなかていなかていなかっっっったけれたけれたけれたけれどどどども、も、も、も、９９９９月月月月９９９９日現日現日現日現在在在在、３０名が正、３０名が正、３０名が正、３０名が正社社社社員等と員等と員等と員等と

してしてしてして採採採採用用用用されております。されております。されております。されております。

それから、中それから、中それから、中それから、中途途途途退学退学退学退学者者者者へへへへの支の支の支の支援援援援でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、も、も、も、昨昨昨昨年年年年９９９９月から月から月から月から各各各各県県県県立高校立高校立高校立高校ののののホホホホーーーー

ムムムムページにページにページにページに卒卒卒卒業業業業生生生生等等等等就労相談窓就労相談窓就労相談窓就労相談窓口を開設しておりまして、口を開設しておりまして、口を開設しておりまして、口を開設しておりまして、未就未就未就未就職者、それから中職者、それから中職者、それから中職者、それから中途途途途退学退学退学退学者者者者

等を支等を支等を支等を支援援援援してございます。また、中してございます。また、中してございます。また、中してございます。また、中途途途途退学退学退学退学をしたをしたをしたをした生生生生徒徒徒徒につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、再再再再び学校び学校び学校び学校でででで学学学学ぶぶぶぶ、、、、

もしくはもしくはもしくはもしくは就就就就職する、それから職する、それから職する、それから職する、それから専門専門専門専門知知知知識識識識、、、、技術技術技術技術取取取取得得得得ななななどどどどについてのについてのについてのについての情情情情報を報を報を報を提提提提供供供供いたしますたいたしますたいたしますたいたしますた

め、め、め、め、就就就就活活活活ガガガガイドイドイドイドブブブブックックックックというというというという冊冊冊冊子を子を子を子を昨昨昨昨年１１月に年１１月に年１１月に年１１月に作作作作成いたしまして、中成いたしまして、中成いたしまして、中成いたしまして、中退退退退するするするする生生生生徒徒徒徒にににに渡渡渡渡しししし

ております。また、県教育委員会、ております。また、県教育委員会、ております。また、県教育委員会、ております。また、県教育委員会、学校学校学校学校教育教育教育教育課課課課ののののホホホホーーーームムムムページにもページにもページにもページにもアップアップアップアップしております。しております。しております。しております。

以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○石川文化財保存課長○石川文化財保存課長○石川文化財保存課長○石川文化財保存課長 橿原考古橿原考古橿原考古橿原考古学研究学研究学研究学研究所におけます所におけます所におけます所におけます工工工工事等の業者の事等の業者の事等の業者の事等の業者の選選選選定についてお定についてお定についてお定についてお答答答答ええええ

させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。

橿原考古橿原考古橿原考古橿原考古学研究学研究学研究学研究所では、所では、所では、所では、埋蔵文埋蔵文埋蔵文埋蔵文化化化化財財財財のののの各各各各発掘発掘発掘発掘調調調調査現査現査現査現場場場場におきまして電におきまして電におきまして電におきまして電気気気気のののの仮仮仮仮設設設設工工工工事等が事等が事等が事等が

必要必要必要必要となり、となり、となり、となり、多数多数多数多数のののの工工工工事の発事の発事の発事の発注注注注を行を行を行を行っっっっているところでございます。また、いているところでございます。また、いているところでございます。また、いているところでございます。また、いずずずずれもれもれもれも少少少少額で額で額で額で

ございますので、３ございますので、３ございますので、３ございますので、３社社社社のののの見見見見積積積積もりもりもりもり競競競競争争争争によるによるによるによる随随随随意意意意契契契契約約約約を行を行を行を行っっっっているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

今今今今後後後後は、は、は、は、橿原考古橿原考古橿原考古橿原考古学研究学研究学研究学研究所に業者所に業者所に業者所に業者選選選選定審査会等を設けまして、業者定審査会等を設けまして、業者定審査会等を設けまして、業者定審査会等を設けまして、業者選選選選定の定の定の定の透透透透明明明明性性性性にににに努努努努めるめるめるめる

とともに、奈良県とともに、奈良県とともに、奈良県とともに、奈良県契契契契約規約規約規約規則則則則に従い、に従い、に従い、に従い、必要必要必要必要な事な事な事な事案案案案につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては競競競競争争争争入入入入札札札札を行う等を行う等を行う等を行う等指指指指導を行導を行導を行導を行
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っっっってまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 くらし創造部長また続けてくらし創造部長また続けてくらし創造部長また続けてくらし創造部長また続けてやっやっやっやっててててああああげげげげてください。てください。てください。てください。

廃棄廃棄廃棄廃棄物対物対物対物対策策策策関係の関係の関係の関係のパトロパトロパトロパトローーーールルルルですけれですけれですけれですけれどどどど、これは年、これは年、これは年、これは年 々々々々強強強強化してもら化してもら化してもら化してもらっっっっていることでていることでていることでていることで喜喜喜喜んんんん

でいますので、でいますので、でいますので、でいますので、悪悪悪悪質質質質な、な、な、な、ややややくざがくざがくざがくざが絡絡絡絡んんんんだ業者をだ業者をだ業者をだ業者を逮捕逮捕逮捕逮捕したしたしたした話話話話もももも聞聞聞聞いていますので、さらにいていますので、さらにいていますので、さらにいていますので、さらに強強強強

めていただくことをめていただくことをめていただくことをめていただくことを要要要要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それから、それから、それから、それから、高高高高等等等等学校学校学校学校のののの就労就労就労就労のののの問問問問題題題題については、さらに先については、さらに先については、さらに先については、さらに先生生生生方方方方ももももふやふやふやふやしつつ、しつつ、しつつ、しつつ、就就就就職できな職できな職できな職できな

い子とか、い子とか、い子とか、い子とか、ああああるいは中るいは中るいは中るいは中途途途途退学退学退学退学者も者も者も者も強強強強めてめてめてめてやっやっやっやってほしいということでてほしいということでてほしいということでてほしいということで要要要要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

冨岡教育長、冨岡教育長、冨岡教育長、冨岡教育長、十十十十津津津津川村のこの川村のこの川村のこの川村のこの前前前前のののの台風台風台風台風１２号１２号１２号１２号災災災災害害害害のとき、のとき、のとき、のとき、高高高高等等等等学校学校学校学校教職員組合と教職員組合と教職員組合と教職員組合と話話話話してしてしてして

いたのだけれいたのだけれいたのだけれいたのだけれどどどど、、、、学校学校学校学校の先の先の先の先生生生生は教育委員会には教育委員会には教育委員会には教育委員会に連絡連絡連絡連絡したらいいだけだと思したらいいだけだと思したらいいだけだと思したらいいだけだと思っっっって、それはそれて、それはそれて、それはそれて、それはそれ

でいいのです、しかし、村でいいのです、しかし、村でいいのです、しかし、村でいいのです、しかし、村役場役場役場役場にににに言言言言っっっっていないから、ていないから、ていないから、ていないから、学校学校学校学校のののの状状状状況況況況を県を県を県を県庁庁庁庁のののの災災災災害害害害対対対対策策策策本部が本部が本部が本部が

知らなか知らなか知らなか知らなかっっっったということになる。明くる日たということになる。明くる日たということになる。明くる日たということになる。明くる日ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに後後後後からからからから連絡連絡連絡連絡していたが。だから、そうしていたが。だから、そうしていたが。だから、そうしていたが。だから、そう

いういういういう点点点点では、では、では、では、各学校各学校各学校各学校でででで被被被被害害害害ががががあっあっあっあったら、たら、たら、たら、市町市町市町市町村教育委員会なり県教育委員会なりに村教育委員会なり県教育委員会なりに村教育委員会なり県教育委員会なりに村教育委員会なり県教育委員会なりに言言言言うのうのうのうの

もいいけれもいいけれもいいけれもいいけれどどどども、も、も、も、市町市町市町市町村にも村にも村にも村にも連絡連絡連絡連絡しなさいとしなさいとしなさいとしなさいと指示指示指示指示してください。よろしくしてください。よろしくしてください。よろしくしてください。よろしく頼頼頼頼んんんんでおきます。でおきます。でおきます。でおきます。

それから、それから、それから、それから、文文文文化化化化財財財財保存課保存課保存課保存課長、長、長、長、特特特特定の業者ではなくて、定の業者ではなくて、定の業者ではなくて、定の業者ではなくて、公公公公平な平な平な平なややややりりりり方方方方で業者で業者で業者で業者選選選選定審査会を定審査会を定審査会を定審査会を

設けて設けて設けて設けてやっやっやっやってください。てください。てください。てください。以上以上以上以上です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 簡簡簡簡単単単単におにおにおにお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

１１１１点点点点には、には、には、には、住住住住民の民の民の民の方方方方からからからから相談相談相談相談ががががあっあっあっあったのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどどどども、今、も、今、も、今、も、今、放射放射放射放射能能能能のののの汚染汚染汚染汚染をををを非常非常非常非常にににに心配心配心配心配

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。食食食食品品品品のののの放射放射放射放射能能能能測測測測定は県でも定は県でも定は県でも定は県でも持持持持ちちちち込み込み込み込みででででやっやっやっやっていただけるのかごていただけるのかごていただけるのかごていただけるのかご相談相談相談相談ががががああああ

りました。福りました。福りました。福りました。福島島島島県から県から県から県から毎毎毎毎年年年年野野野野菜菜菜菜がががが送送送送られてくるそうですが、ことしはられてくるそうですが、ことしはられてくるそうですが、ことしはられてくるそうですが、ことしはどどどどうもうもうもうも心配心配心配心配なので対なので対なので対なので対

応応応応してくれるところがしてくれるところがしてくれるところがしてくれるところがああああるのかるのかるのかるのか聞聞聞聞かれましたので、教かれましたので、教かれましたので、教かれましたので、教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

それと、新それと、新それと、新それと、新聞聞聞聞の報の報の報の報道道道道ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、文文文文部部部部科科科科学学学学省が行省が行省が行省が行っっっっておりますておりますておりますております放射放射放射放射能能能能のののの測測測測定定定定値値値値の発の発の発の発表表表表

によりましたら、奈良県はによりましたら、奈良県はによりましたら、奈良県はによりましたら、奈良県は近畿近畿近畿近畿で一で一で一で一番番番番高高高高かかかかっっっったけれたけれたけれたけれどどどども、さらにも、さらにも、さらにも、さらに高高高高くなくなくなくなっっっっているというこているというこているというこているというこ

とで、とで、とで、とで、詳詳詳詳しいしいしいしい数数数数字字字字がないのですけれがないのですけれがないのですけれがないのですけれどどどども、その件についてはも、その件についてはも、その件についてはも、その件についてはどどどどういうことなのかを教ういうことなのかを教ういうことなのかを教ういうことなのかを教ええええてててて

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

次次次次に、教育委員会におに、教育委員会におに、教育委員会におに、教育委員会にお伺伺伺伺いしたいと思います。定いしたいと思います。定いしたいと思います。定いしたいと思います。定数数数数内内内内講講講講師師師師とととと言言言言わわわわれるれるれるれる臨臨臨臨時的時的時的時的任任任任用用用用の教の教の教の教師師師師

がががが非常非常非常非常にににに増増増増加加加加しているしているしているしている問問問問題題題題は、今ではは、今ではは、今ではは、今では社社社社会会会会的的的的なななな問問問問題題題題になになになになっっっってきていると思うのですけれてきていると思うのですけれてきていると思うのですけれてきていると思うのですけれどどどど

も、中も、中も、中も、中央央央央教育審議会も教育審議会も教育審議会も教育審議会も初初初初めてめてめてめて政政政政府府府府に対するに対するに対するに対する提提提提言言言言にこのにこのにこのにこの問問問問題題題題を取りを取りを取りを取り上上上上げげげげて、定て、定て、定て、定数数数数改改改改善善善善をすをすをすをすべべべべ

きというきというきというきという意意意意見見見見が出されております。が出されております。が出されております。が出されております。文文文文部部部部科科科科学学学学省が２００省が２００省が２００省が２００９９９９年の年の年の年の資料資料資料資料で発で発で発で発表表表表しておりますのしておりますのしておりますのしておりますの

をををを見見見見ましたら、教職員の定ましたら、教職員の定ましたら、教職員の定ましたら、教職員の定数数数数にににに占占占占める正める正める正める正規規規規教員の割合というのが、教員の割合というのが、教員の割合というのが、教員の割合というのが、沖縄沖縄沖縄沖縄が８３が８３が８３が８３．．．．６６６６％％％％、奈、奈、奈、奈

良県が８８良県が８８良県が８８良県が８８．．．．６６６６％％％％、広、広、広、広島島島島が８が８が８が８９９９９．．．．９９９９％％％％ということで、この３県が正ということで、この３県が正ということで、この３県が正ということで、この３県が正規規規規率率率率がががが９９９９割を割を割を割を切っ切っ切っ切っていていていてい
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るというるというるというるという状状状状況況況況でででであああありました。現りました。現りました。現りました。現在在在在、奈良県では定、奈良県では定、奈良県では定、奈良県では定数数数数内内内内講講講講師師師師のののの数数数数はははは何何何何人人人人いらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃるのか、るのか、るのか、るのか、

その割合はその割合はその割合はその割合はどどどどうなのかということを教うなのかということを教うなのかということを教うなのかということを教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長 食食食食品品品品のののの放射放射放射放射能能能能のののの検検検検査に関するご査に関するご査に関するご査に関するご質質質質問問問問でございます。今でございます。今でございます。今でございます。今回回回回の補正予算の補正予算の補正予算の補正予算

でもでもでもでもササササーーーーベベベベイメイメイメイメーーーータタタター等をー等をー等をー等を整備整備整備整備するところでございます。するところでございます。するところでございます。するところでございます。基基基基本本本本的的的的には環境関係のには環境関係のには環境関係のには環境関係の測測測測定とい定とい定とい定とい

うことでしておりまして、今うことでしておりまして、今うことでしておりまして、今うことでしておりまして、今回回回回の事業につきましても、の事業につきましても、の事業につきましても、の事業につきましても、文文文文部部部部科科科科学学学学省の委省の委省の委省の委託託託託事業の一環で事業の一環で事業の一環で事業の一環で機機機機

器整備器整備器整備器整備ということでございます。なお、せということでございます。なお、せということでございます。なお、せということでございます。なお、せっっっっかくかくかくかくあああある設る設る設る設備備備備でもございますので、でもございますので、でもございますので、でもございますので、文文文文部部部部科科科科学学学学

省とも省とも省とも省とも相談相談相談相談をいたしながら、できるだけをいたしながら、できるだけをいたしながら、できるだけをいたしながら、できるだけ有有有有効効効効にににに活用活用活用活用できるようにできるようにできるようにできるように検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考

ええええているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長 定定定定数数数数内内内内講講講講師師師師の現の現の現の現状状状状についておについておについておについてお答答答答ええええさせていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

定定定定数数数数内内内内講講講講師師師師につきましては、平成２３年４月現につきましては、平成２３年４月現につきましては、平成２３年４月現につきましては、平成２３年４月現在在在在、、、、全講全講全講全講師師師師を合を合を合を合わわわわせまして１，１４２名、せまして１，１４２名、せまして１，１４２名、せまして１，１４２名、

教員教員教員教員全体全体全体全体の１１の１１の１１の１１．．．．７７７７％％％％をををを占占占占めております。めております。めております。めております。昨昨昨昨年度と年度と年度と年度と比比比比較較較較いたしまして２１名のいたしまして２１名のいたしまして２１名のいたしまして２１名の減減減減、、、、率率率率としとしとしとし

ましては０ましては０ましては０ましては０．．．．２２２２ポイポイポイポインンンントトトトのののの減減減減となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 今お今お今お今お聞聞聞聞きいたしますと、１，０００きいたしますと、１，０００きいたしますと、１，０００きいたしますと、１，０００人人人人をををを超超超超ええええているので、ているので、ているので、ているので、深深深深刻刻刻刻なななな状状状状況況況況ではなではなではなではな

いかと思います。このいかと思います。このいかと思います。このいかと思います。この結結結結果ど果ど果ど果どういうことが起こるか、奈良県でもういうことが起こるか、奈良県でもういうことが起こるか、奈良県でもういうことが起こるか、奈良県でも経験経験経験経験ががががあああありますけれりますけれりますけれりますけれどどどども、も、も、も、

担担担担任任任任が決まらないが決まらないが決まらないが決まらない問問問問題題題題とか、教育にとか、教育にとか、教育にとか、教育に穴穴穴穴ががががああああくことで、先日もくことで、先日もくことで、先日もくことで、先日もＮＮＮＮＨＫＨＫＨＫＨＫテレテレテレテレビビビビでもでもでもでも特特特特集がされ集がされ集がされ集がされ

ておりましたけれておりましたけれておりましたけれておりましたけれどどどども、も、も、も、病病病病欠欠欠欠の先の先の先の先生生生生がががが突突突突然然然然出た出た出た出た場場場場合に、合に、合に、合に、幾幾幾幾らららら探探探探してもしてもしてもしても代代代代替替替替がががが見見見見つからつからつからつからずずずずに、に、に、に、

校校校校長先長先長先長先生生生生がががが必必必必死死死死になになになになっっっってててて探探探探されているされているされているされている実実実実例な例な例な例などどどどもももも紹介紹介紹介紹介されておりましたけれされておりましたけれされておりましたけれされておりましたけれどどどども、日本も、日本も、日本も、日本じじじじ

ゅゅゅゅうでこうでこうでこうでこんんんんなことが起こなことが起こなことが起こなことが起こっっっっているのかとも思いますが、その中でも奈良県はているのかとも思いますが、その中でも奈良県はているのかとも思いますが、その中でも奈良県はているのかとも思いますが、その中でも奈良県は多多多多いいいい状状状状況況況況ではではではでは

ないかと思います。ないかと思います。ないかと思います。ないかと思います。

こういうことになこういうことになこういうことになこういうことになっっっってきた大きなてきた大きなてきた大きなてきた大きな原原原原因因因因は、教育にかけるは、教育にかけるは、教育にかけるは、教育にかける経経経経費を費を費を費を安上安上安上安上がりにしていこうとがりにしていこうとがりにしていこうとがりにしていこうと

いういういういう流流流流れによれによれによれによっっっってつくられてきたことに間てつくられてきたことに間てつくられてきたことに間てつくられてきたことに間違違違違いはないと思いはないと思いはないと思いはないと思っっっっているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどどどども、現も、現も、現も、現場場場場

の先の先の先の先生生生生にすると、正にすると、正にすると、正にすると、正規規規規でででであっあっあっあってもてもてもても非非非非正正正正規規規規でででであっあっあっあっても、子ても、子ても、子ても、子どどどどもからもからもからもから見見見見たらたらたらたらわわわわかりませかりませかりませかりませんんんんし、し、し、し、

保保保保護護護護者から者から者から者から見見見見てもてもてもてもわわわわかりませかりませかりませかりませんんんん。。。。仕仕仕仕事の内事の内事の内事の内容容容容としてはほととしてはほととしてはほととしてはほとんんんんどどどど同同同同じじじじことをなさことをなさことをなさことをなさっっっっておられておられておられておられ

ます。同ます。同ます。同ます。同じじじじ仕仕仕仕事をしても事をしても事をしても事をしても不安不安不安不安定な定な定な定な身身身身分で、分で、分で、分で、不不不不利利利利なななな待待待待遇遇遇遇でででであっあっあっあって、その中でて、その中でて、その中でて、その中で自自自自分分分分自自自自身身身身のののの受受受受験験験験

のののの勉強勉強勉強勉強もしないといけないので、もしないといけないので、もしないといけないので、もしないといけないので、非常非常非常非常なななな負負負負担担担担ががががああああるし、るし、るし、るし、非非非非正正正正規規規規の先の先の先の先生生生生ががががふふふふええええてくると、正てくると、正てくると、正てくると、正

規規規規職員職員職員職員へへへへのののの負負負負担担担担がががが非常非常非常非常にににに過過過過重重重重になることで、現になることで、現になることで、現になることで、現場場場場の大の大の大の大変変変変さは本さは本さは本さは本当当当当にににに異異異異常常常常なななな状状状状況況況況になになになになっっっっていていていてい

るるるる実実実実態態態態ががががああああると思ると思ると思ると思っっっっています。一ています。一ています。一ています。一刻刻刻刻もももも早早早早く改く改く改く改善善善善をと思をと思をと思をと思っっっっているのですが、今ているのですが、今ているのですが、今ているのですが、今後後後後の改の改の改の改善善善善のののの見見見見

通通通通しは、県としてはしは、県としてはしは、県としてはしは、県としてはどどどどのように取り組のように取り組のように取り組のように取り組んんんんでいくのかおでいくのかおでいくのかおでいくのかお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長 高高高高くなくなくなくなっっっっておりますておりますておりますております講講講講師比師比師比師比率率率率をををを念頭念頭念頭念頭に置きながら、に置きながら、に置きながら、に置きながら、毎毎毎毎年度、教員年度、教員年度、教員年度、教員採採採採用用用用

数数数数を決定しております。を決定しております。を決定しております。を決定しております。来来来来年、平成２４年４月には５１７名の教員年、平成２４年４月には５１７名の教員年、平成２４年４月には５１７名の教員年、平成２４年４月には５１７名の教員採採採採用用用用を予定しておりまを予定しておりまを予定しておりまを予定しておりま
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して、して、して、して、昨昨昨昨年度と年度と年度と年度と比べ比べ比べ比べまして６４名まして６４名まして６４名まして６４名増増増増の教員の教員の教員の教員採採採採用用用用をしております。今をしております。今をしております。今をしております。今後後後後、、、、早早早早期退期退期退期退職な職な職な職などどどどのののの不不不不

確確確確定定定定要要要要素素素素はございますが、一定のはございますが、一定のはございますが、一定のはございますが、一定の講講講講師比師比師比師比率率率率の改の改の改の改善善善善ができるものとができるものとができるものとができるものと見込見込見込見込んんんんでいるところでごでいるところでごでいるところでごでいるところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 もちろもちろもちろもちろん比ん比ん比ん比率率率率を解を解を解を解消消消消していかないといけないと思うのですけれしていかないといけないと思うのですけれしていかないといけないと思うのですけれしていかないといけないと思うのですけれどどどども、現も、現も、現も、現状状状状でででで

は、は、は、は、採採採採用用用用される教される教される教される教師師師師の正の正の正の正規規規規とととと非非非非正正正正規規規規の割合での割合での割合での割合で見見見見れれれればばばばどどどどうなるのかと思うのですけれうなるのかと思うのですけれうなるのかと思うのですけれうなるのかと思うのですけれどどどども、も、も、も、

文文文文部部部部科科科科学学学学省でも新たに小・中省でも新たに小・中省でも新たに小・中省でも新たに小・中学校学校学校学校で３５で３５で３５で３５人以人以人以人以下下下下、小、小、小、小学校学校学校学校１、２年１、２年１、２年１、２年生生生生を３０を３０を３０を３０人以人以人以人以下下下下にするこにするこにするこにするこ

とでの定とでの定とでの定とでの定数数数数改改改改善善善善をををを目指目指目指目指すとすとすとすと言言言言わわわわれております。れております。れております。れております。将将将将来来来来的的的的には教には教には教には教師師師師のののの増増増増員というのが員というのが員というのが員というのがどどどどうしてうしてうしてうして

もももも必要必要必要必要なことになるなことになるなことになるなことになるわわわわけですから、思いけですから、思いけですから、思いけですから、思い切っ切っ切っ切って正職をて正職をて正職をて正職をふやふやふやふやしていただきたいと思うのですしていただきたいと思うのですしていただきたいと思うのですしていただきたいと思うのです

けれけれけれけれどどどども、そういうも、そういうも、そういうも、そういう点点点点からからからから見見見見て、今のこういうペーて、今のこういうペーて、今のこういうペーて、今のこういうペーススススでもうでもうでもうでもう少少少少し改し改し改し改善善善善を進めていくというを進めていくというを進めていくというを進めていくという

ことはできないのかことはできないのかことはできないのかことはできないのかどどどどうかということを、うかということを、うかということを、うかということを、どどどどうしてできないのか、そのネうしてできないのか、そのネうしてできないのか、そのネうしてできないのか、そのネックックックックになになになになっっっっていていていてい

るるるる問問問問題題題題とかがとかがとかがとかがあああありましたらおりましたらおりましたらおりましたらお聞聞聞聞かせ願かせ願かせ願かせ願ええええたらと思います。たらと思います。たらと思います。たらと思います。

○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長 教員教員教員教員採採採採用用用用につきまして、一につきまして、一につきまして、一につきまして、一遍遍遍遍にににに多多多多くくくく採採採採用用用用してはしてはしてはしてはどどどどうかというようなごうかというようなごうかというようなごうかというようなご

意意意意見見見見かと思います。現かと思います。現かと思います。現かと思います。現在在在在、ご、ご、ご、ご案案案案内のとおりでございますが、教員につきまして大内のとおりでございますが、教員につきまして大内のとおりでございますが、教員につきまして大内のとおりでございますが、教員につきまして大量量量量退退退退職の職の職の職の

時時時時代代代代をををを迎迎迎迎ええええております。したがいまして、ここで大ております。したがいまして、ここで大ております。したがいまして、ここで大ております。したがいまして、ここで大量量量量にににに採採採採用用用用いたしますと、また第２のいたしますと、また第２のいたしますと、また第２のいたしますと、また第２の団団団団

塊塊塊塊のののの世世世世代代代代をつくることがございますので、長をつくることがございますので、長をつくることがございますので、長をつくることがございますので、長期的期的期的期的ななななスパスパスパスパンで年ンで年ンで年ンで年齢齢齢齢構構構構成を成を成を成を見見見見ながら平ながら平ながら平ながら平準準準準化を化を化を化を

図図図図るるるる必要必要必要必要ががががああああるかと思います。さらに、るかと思います。さらに、るかと思います。さらに、るかと思います。さらに、多多多多くして一度にくして一度にくして一度にくして一度に採採採採用用用用することにつきましては、教することにつきましては、教することにつきましては、教することにつきましては、教

員の員の員の員の質質質質のののの確保確保確保確保の観の観の観の観点点点点からもからもからもからもやや課題やや課題やや課題やや課題ががががああああると思いますので、ると思いますので、ると思いますので、ると思いますので、慎慎慎慎重重重重にににに検討検討検討検討していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必必必必

要要要要だとだとだとだと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長 放射放射放射放射線量線量線量線量のおのおのおのお答答答答ええええがががが漏漏漏漏れました。このれました。このれました。このれました。この放射放射放射放射線量線量線量線量のおのおのおのお話話話話ですが、福ですが、福ですが、福ですが、福島島島島

第一第一第一第一原原原原発の事発の事発の事発の事故故故故以以以以前前前前からもからもからもからも調調調調査をしてお査をしてお査をしてお査をしておっっっったところでございます。たところでございます。たところでございます。たところでございます。通通通通常常常常の部分での部分での部分での部分で調調調調査を、査を、査を、査を、

これは奈良これは奈良これは奈良これは奈良市市市市内で大内で大内で大内で大気気気気中の中の中の中の放射放射放射放射線量線量線量線量のののの測測測測定を一月１定を一月１定を一月１定を一月１回回回回から１から１から１から１時時時時間ごとに間ごとに間ごとに間ごとに測測測測定することで、定することで、定することで、定することで、

測測測測定の定の定の定の密密密密度を度を度を度をふやふやふやふやしてきたところでございます。６月してきたところでございます。６月してきたところでございます。６月してきたところでございます。６月以以以以降降降降からはからはからはからは測測測測定定定定地点地点地点地点を１２を１２を１２を１２カカカカ所所所所ふやふやふやふや

して１３して１３して１３して１３カカカカ所で、これまでの奈良県内の所で、これまでの奈良県内の所で、これまでの奈良県内の所で、これまでの奈良県内の測測測測定定定定結結結結果果果果では、事では、事では、事では、事故故故故前後前後前後前後のののの数数数数値値値値をををを比比比比較較較較しますと、しますと、しますと、しますと、

変変変変化はないところでございます。よ化はないところでございます。よ化はないところでございます。よ化はないところでございます。よっっっって、健康て、健康て、健康て、健康へへへへの影の影の影の影響響響響はははは全全全全くないとくないとくないとくないと考え考え考え考えておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、

降降降降下下下下物物物物やややや水道水水道水水道水水道水についてもについてもについてもについても毎毎毎毎日日日日測測測測定をしておりますが、定をしておりますが、定をしておりますが、定をしておりますが、放射放射放射放射性性性性物物物物質質質質はははは検検検検出されていない出されていない出されていない出されていない状状状状

況況況況でございます。でございます。でございます。でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 今のお今のお今のお今のお答答答答ええええですと、ですと、ですと、ですと、放射放射放射放射性性性性物物物物質質質質についてはについてはについてはについては心配心配心配心配はないということで、そのはないということで、そのはないということで、そのはないということで、その点点点点

はははは安安安安心心心心なのですが、新なのですが、新なのですが、新なのですが、新聞聞聞聞報報報報道道道道のののの意意意意味味味味がよく理解できないので、それはまたがよく理解できないので、それはまたがよく理解できないので、それはまたがよく理解できないので、それはまた後後後後ほほほほどどどどおおおお聞聞聞聞きいきいきいきい

たします。たします。たします。たします。

教職員のことですけれ教職員のことですけれ教職員のことですけれ教職員のことですけれどどどども、いつも年も、いつも年も、いつも年も、いつも年齢齢齢齢構構構構成のことで今のような大成のことで今のような大成のことで今のような大成のことで今のような大量量量量退退退退職のような職のような職のような職のような状状状状態態態態
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を繰りを繰りを繰りを繰り返返返返さないことを理さないことを理さないことを理さないことを理由由由由としてとしてとしてとして言言言言わわわわれております。年れております。年れております。年れております。年齢齢齢齢でいでいでいでいえばえばえばえば、、、、受受受受験験験験なさるなさるなさるなさる方方方方もいろもいろもいろもいろ

んんんんな年な年な年な年齢齢齢齢のののの方方方方がいらがいらがいらがいらっっっっししししゃゃゃゃるるるるわわわわけで、そこをけで、そこをけで、そこをけで、そこを工工工工夫できないのかと思夫できないのかと思夫できないのかと思夫できないのかと思っっっったりいたしておりまたりいたしておりまたりいたしておりまたりいたしておりま

す。す。す。す。

それと、一度にたくさそれと、一度にたくさそれと、一度にたくさそれと、一度にたくさんんんん採採採採用用用用はしにくいことではしにくいことではしにくいことではしにくいことであああありますけれりますけれりますけれりますけれどどどども、子も、子も、子も、子どどどどもにとりましたもにとりましたもにとりましたもにとりました

ら教育にら教育にら教育にら教育に臨臨臨臨時時時時ははははあああありりりり得得得得ないないないない話話話話なのです。だから、すなのです。だから、すなのです。だから、すなのです。だから、すべべべべての子ての子ての子ての子どどどどもが同もが同もが同もが同じじじじ条条条条件で教育を件で教育を件で教育を件で教育を受受受受けけけけ

るるるる権権権権利利利利ががががあああありますから、今の子りますから、今の子りますから、今の子りますから、今の子どどどどもの置かれているもの置かれているもの置かれているもの置かれている状状状状況況況況は、は、は、は、以以以以前前前前よりよりよりより非常非常非常非常にににに困難困難困難困難がががが増増増増してしてしてして

いると思います。いると思います。いると思います。いると思います。貧貧貧貧困困困困やややや児童児童児童児童虐虐虐虐待待待待とか、そういうときに子とか、そういうときに子とか、そういうときに子とか、そういうときに子どどどどもともともともとじっじっじっじっくりと対くりと対くりと対くりと対応応応応できる教できる教できる教できる教

師師師師ののののゆゆゆゆとりがとりがとりがとりが必要必要必要必要だと思いますので、それはだと思いますので、それはだと思いますので、それはだと思いますので、それは財財財財政政政政のののの問問問問題題題題がががが当然絡当然絡当然絡当然絡んんんんできますから、そのできますから、そのできますから、そのできますから、その許許許許

すすすす範範範範囲囲囲囲でとなるとは思いますけれでとなるとは思いますけれでとなるとは思いますけれでとなるとは思いますけれどどどども、改も、改も、改も、改善善善善を進めていただきたいということをを進めていただきたいということをを進めていただきたいということをを進めていただきたいということを強強強強くくくく求求求求めめめめ

たいと思います。本たいと思います。本たいと思います。本たいと思います。本気気気気になになになになっっっって改て改て改て改善善善善してくれるのかしてくれるのかしてくれるのかしてくれるのかどどどどうかうかうかうか不安不安不安不安に思に思に思に思っっっっているので、おているので、おているので、おているので、お答答答答ええええ

いただけるのでしたらお願いします。いただけるのでしたらお願いします。いただけるのでしたらお願いします。いただけるのでしたらお願いします。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 今一つの大きな今一つの大きな今一つの大きな今一つの大きな課題課題課題課題は、年は、年は、年は、年齢齢齢齢構構構構成を成を成を成を見見見見ますと、５０歳ますと、５０歳ますと、５０歳ますと、５０歳代代代代がががが約約約約２分の１おり２分の１おり２分の１おり２分の１おり

ます。これはいつかのときに大ます。これはいつかのときに大ます。これはいつかのときに大ます。これはいつかのときに大量量量量採採採採用用用用してきたのです。それが１０年たちますとしてきたのです。それが１０年たちますとしてきたのです。それが１０年たちますとしてきたのです。それが１０年たちますと半半半半分おら分おら分おら分おら

なくなる、こなくなる、こなくなる、こなくなる、こんんんんなななな状状状状況況況況をまた今をまた今をまた今をまた今後後後後つくつくつくつくっっっっていくのか、それはできませていくのか、それはできませていくのか、それはできませていくのか、それはできませんんんん。それをしたら同。それをしたら同。それをしたら同。それをしたら同

じじじじ間間間間違違違違いをいをいをいを犯犯犯犯すことになります。だけれすことになります。だけれすことになります。だけれすことになります。だけれどどどど、今、委員がお、今、委員がお、今、委員がお、今、委員がおっっっっししししゃゃゃゃるように、それがるように、それがるように、それがるように、それがゆゆゆゆええええにににに

講講講講師師師師のののの率率率率ががががふふふふええええてきたのは、ただそれだけではないのです。もう一つの理てきたのは、ただそれだけではないのです。もう一つの理てきたのは、ただそれだけではないのです。もう一つの理てきたのは、ただそれだけではないのです。もう一つの理由由由由が、が、が、が、早早早早期退期退期退期退職職職職

者が者が者が者が非常非常非常非常ににににふふふふええええた。た。た。た。特特特特に小に小に小に小学校学校学校学校でででで非常非常非常非常にににに早早早早期退期退期退期退職が職が職が職がふふふふええええた。女た。女た。女た。女性性性性の先の先の先の先生生生生で５０歳をで５０歳をで５０歳をで５０歳を超超超超ええええまままま

すと、もうすと、もうすと、もうすと、もう介介介介護護護護のことものことものことものこともああああり、割り、割り、割り、割方早方早方早方早期期期期にににに退退退退職する。これが職する。これが職する。これが職する。これが読読読読み切み切み切み切れなかれなかれなかれなかっっっった。これらのた。これらのた。これらのた。これらの

理理理理由由由由からからからから講講講講師師師師率率率率がががが高高高高くなくなくなくなっっっった。た。た。た。

これは委員おこれは委員おこれは委員おこれは委員おっっっっししししゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、私私私私どどどどもももももももも課題課題課題課題にしております。ですから、改にしております。ですから、改にしております。ですから、改にしております。ですから、改善善善善しようとしようとしようとしようと

してしてしてして努努努努力力力力して、先ほして、先ほして、先ほして、先ほどどどど教職員教職員教職員教職員課課課課長が長が長が長が申申申申しししし上上上上げげげげましたように、ましたように、ましたように、ましたように、去去去去年で０年で０年で０年で０．．．．２２２２％％％％は改は改は改は改善善善善できたできたできたできた

のです。今年度４月には５１７名をのです。今年度４月には５１７名をのです。今年度４月には５１７名をのです。今年度４月には５１７名を採採採採用用用用します。これもします。これもします。これもします。これも少少少少しししし多多多多いいいい目目目目にににに採採採採用用用用しています。つしています。つしています。つしています。つ

まりまりまりまり率率率率を改を改を改を改善善善善しようとしてしようとしてしようとしてしようとして動動動動いていることは事いていることは事いていることは事いていることは事実実実実です。です。です。です。来来来来年度に年度に年度に年度に向向向向かいましても、同かいましても、同かいましても、同かいましても、同じじじじ考考考考

ええええのもとでのもとでのもとでのもとで安安安安定定定定的的的的にしていかなけれにしていかなけれにしていかなけれにしていかなければばばばいけない大きないけない大きないけない大きないけない大きな命命命命題題題題ががががあああありますけれりますけれりますけれりますけれどどどども、今もも、今もも、今もも、今も率率率率がががが

高高高高くなりくなりくなりくなり過ぎ過ぎ過ぎ過ぎますと、それこそ委員おますと、それこそ委員おますと、それこそ委員おますと、それこそ委員おっっっっししししゃゃゃゃっっっっているようなているようなているようなているような問問問問題題題題が出てまいります。ですが出てまいります。ですが出てまいります。ですが出てまいります。です

から、そこをから、そこをから、そこをから、そこを考え考え考え考えながら、ながら、ながら、ながら、少少少少しししし余余余余裕裕裕裕をををを持持持持っっっったようなたようなたようなたような採採採採用用用用数数数数の決定での決定での決定での決定でやっやっやっやっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考え

ています。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、講講講講師師師師がががが不不不不利益利益利益利益になになになになっっっっていることですけれていることですけれていることですけれていることですけれどどどども、それこそ先も、それこそ先も、それこそ先も、それこそ先生生生生方方方方とおとおとおとお話話話話しする、しする、しする、しする、

組合を組合を組合を組合を通じ通じ通じ通じておておておてお話話話話しするしするしするしする機機機機会がたくさ会がたくさ会がたくさ会がたくさんんんんございますから、その中でございますから、その中でございますから、その中でございますから、その中で講講講講師師師師が一が一が一が一般般般般の正の正の正の正規規規規の先の先の先の先

生生生生と同と同と同と同じじじじように教ように教ように教ように教ええええている、その中でている、その中でている、その中でている、その中で受受受受験験験験もしなけれもしなけれもしなけれもしなければばばばならない、ならない、ならない、ならない、不不不不利利利利になになになになっっっっていることていることていることていること
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で、で、で、で、講講講講師塾師塾師塾師塾をををを始始始始めたのです。これはめたのです。これはめたのです。これはめたのです。これは要要要要請請請請にににに基づ基づ基づ基づきまして、それは大きまして、それは大きまして、それは大きまして、それは大学学学学をををを卒卒卒卒業する業する業する業する手前手前手前手前とか、とか、とか、とか、

大大大大学学学学院院院院をををを卒卒卒卒業する業する業する業する手前手前手前手前の先の先の先の先生生生生のののの卵卵卵卵ににににディアディアディアディア・・・・ティティティティーーーーチャチャチャチャーーーープロプロプロプロググググラムラムラムラムというのをというのをというのをというのをやっやっやっやっておておておてお

りますから、現りますから、現りますから、現りますから、現在在在在講講講講師師師師のののの人人人人にもにもにもにも不不不不利利利利にならないようににならないようににならないようににならないように講講講講師塾師塾師塾師塾ももももやっやっやっやっていますので、ていますので、ていますので、ていますので、採採採採用用用用のののの

ことに関しましては、そのようにことに関しましては、そのようにことに関しましては、そのようにことに関しましては、そのように課題課題課題課題意識意識意識意識をををを持持持持っっっっていますし、ていますし、ていますし、ていますし、少少少少しでも改しでも改しでも改しでも改善善善善したいと、そしたいと、そしたいと、そしたいと、そ

のようなのようなのようなのような方方方方向向向向で進めていきたいとで進めていきたいとで進めていきたいとで進めていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 改改改改善善善善を進めていきたいということでを進めていきたいということでを進めていきたいということでを進めていきたいということであああありますので、これりますので、これりますので、これりますので、これ以上以上以上以上申申申申しませしませしませしませんんんんけれけれけれけれ

どどどども、子も、子も、子も、子どどどどもにもにもにもに不不不不利利利利にならないことでにならないことでにならないことでにならないことで頑張頑張頑張頑張っっっっていただきたいということをていただきたいということをていただきたいということをていただきたいということを申申申申しししし上上上上げげげげておきておきておきておき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 ままままずずずず、先、先、先、先般私般私般私般私のののの責任責任責任責任ででででややややりましたりましたりましたりました少少少少年年年年野球野球野球野球、１２８、１２８、１２８、１２８チチチチーーーームムムム参参参参加加加加で、教育委員で、教育委員で、教育委員で、教育委員

会なりくらし創造部、会なりくらし創造部、会なりくらし創造部、会なりくらし創造部、特特特特に影山くらし創造部長にご出に影山くらし創造部長にご出に影山くらし創造部長にご出に影山くらし創造部長にご出席席席席いただいて、いろいただいて、いろいただいて、いろいただいて、いろんんんんなななな面面面面からのごからのごからのごからのご

協力あ協力あ協力あ協力ありがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。

それから、きそれから、きそれから、きそれから、きょょょょうはうはうはうは遅刻遅刻遅刻遅刻をして、しをして、しをして、しをして、しゃゃゃゃべべべべるなというるなというるなというるなという気気気気持持持持ちがちがちがちが皆皆皆皆ささささんんんんおおおおあああありだと思うのでりだと思うのでりだと思うのでりだと思うので

すけれすけれすけれすけれどどどど、だらだら、だらだら、だらだら、だらだら質質質質問問問問しないでしないでしないでしないでぱぱぱぱちちちちっっっっととととややややりなさいというりなさいというりなさいというりなさいという不不不不満満満満ももももああああるるるるわわわわけで、おけで、おけで、おけで、お互互互互いいいい不不不不

満満満満をををを持持持持ちながらのちながらのちながらのちながらの私私私私の発の発の発の発言言言言になります。になります。になります。になります。

先ほ先ほ先ほ先ほどどどど着着着着いたら、ごいたら、ごいたら、ごいたら、ご用用用用ございませございませございませございませんんんんかといかといかといかといっっっってててて質質質質問問問問の内の内の内の内容容容容をををを御御御御用用用用聞聞聞聞き、き、き、き、御御御御用用用用聞聞聞聞きするきするきするきする前前前前

に、に、に、に、ふふふふだだだだんんんんからお知らせなり報告なりしたら、からお知らせなり報告なりしたら、からお知らせなり報告なりしたら、からお知らせなり報告なりしたら、御御御御用用用用聞聞聞聞きしなくてもよろしい。だから、ききしなくてもよろしい。だから、ききしなくてもよろしい。だから、ききしなくてもよろしい。だから、き

ょょょょうは今、うは今、うは今、うは今、私私私私がががが申申申申しししし上上上上げげげげることは、ることは、ることは、ることは、御御御御用用用用聞聞聞聞きにきにきにきに答答答答ええええると。だから、ると。だから、ると。だから、ると。だから、時時時時間が間が間が間があああありませりませりませりませんんんんから、から、から、から、

後後後後でででで気気気気がががが向向向向いたらいたらいたらいたら私私私私に、に、に、に、申申申申しししし上上上上げげげげたたたた御御御御用用用用聞聞聞聞きに対するきに対するきに対するきに対する課題課題課題課題にににに答答答答ええええてくれるようにしてくだてくれるようにしてくだてくれるようにしてくだてくれるようにしてくだ

さい、さい、さい、さい、時時時時間内で。ついては、いろ間内で。ついては、いろ間内で。ついては、いろ間内で。ついては、いろんんんんな物事、な物事、な物事、な物事、課題課題課題課題にかかにかかにかかにかかわっわっわっわって対て対て対て対策策策策施施施施策策策策をををを講じ講じ講じ講じます。そのます。そのます。そのます。その

課題課題課題課題にににに向向向向き合き合き合き合っっっっているのかているのかているのかているのかどどどどうなのか、うなのか、うなのか、うなのか、上上上上辺辺辺辺だけなのか、だけなのか、だけなのか、だけなのか、真真真真剣剣剣剣なのかという。なのかという。なのかという。なのかという。的外的外的外的外れになれになれになれにな

るのかるのかるのかるのかどどどどうなのかと、こういうことです。おうなのかと、こういうことです。おうなのかと、こういうことです。おうなのかと、こういうことです。お互互互互いいいい真真真真剣剣剣剣にににに振振振振りりりり返返返返らなくてはいけない、それらなくてはいけない、それらなくてはいけない、それらなくてはいけない、それ

が決算審査です。が決算審査です。が決算審査です。が決算審査です。

企企企企業は大業は大業は大業は大体体体体決算主決算主決算主決算主義義義義です。けれです。けれです。けれです。けれどどどども、行も、行も、行も、行政政政政は大は大は大は大体体体体予算主予算主予算主予算主義義義義だから、予算つくるときはだから、予算つくるときはだから、予算つくるときはだから、予算つくるときは苦苦苦苦

労労労労なさるけれなさるけれなさるけれなさるけれどどどども、決算はも、決算はも、決算はも、決算は余余余余りりりり苦苦苦苦労労労労なさらない。済なさらない。済なさらない。済なさらない。済んんんんでしまでしまでしまでしまっっっったものはたものはたものはたものは仕仕仕仕方方方方がなではないがなではないがなではないがなではない

かと、こういうことになるかと、こういうことになるかと、こういうことになるかと、こういうことになるわわわわけです。予算主けです。予算主けです。予算主けです。予算主義義義義でもでもでもでもああああり決算主り決算主り決算主り決算主義義義義でもでもでもでもあああありというような、りというような、りというような、りというような、

そのそのそのその基基基基本本本本姿姿姿姿勢勢勢勢ををををやっぱやっぱやっぱやっぱりおりおりおりお考え考え考え考えになるになるになるになるべべべべきではないかと思うきではないかと思うきではないかと思うきではないかと思うわわわわけです。けです。けです。けです。

それから、いろそれから、いろそれから、いろそれから、いろんんんんな対な対な対な対策策策策にかかにかかにかかにかかわっわっわっわって、きて、きて、きて、きょょょょう、今井委員から出ましたけれう、今井委員から出ましたけれう、今井委員から出ましたけれう、今井委員から出ましたけれどどどども、今井も、今井も、今井も、今井

委員らのグ委員らのグ委員らのグ委員らのグルルルルーーーーププププは同は同は同は同和和和和対対対対策策策策事業のところがもう事業のところがもう事業のところがもう事業のところがもう気気気気になになになになっっっってててて気気気気になになになになっっっってしようがないといてしようがないといてしようがないといてしようがないとい

うようなうようなうようなうような雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、私私私私どどどどもは、もは、もは、もは、指指指指摘摘摘摘、、、、批批批批判判判判はははは率率率率直直直直にににに言言言言っっっってもらいたい。だから、てもらいたい。だから、てもらいたい。だから、てもらいたい。だから、

被差被差被差被差別別別別部部部部落落落落に対するに対するに対するに対する差差差差別別別別というのはまだというのはまだというのはまだというのはまだああああるのです。だから、きのうも、るのです。だから、きのうも、るのです。だから、きのうも、るのです。だから、きのうも、裁裁裁裁判判判判、、、、私私私私もももも訴訟訴訟訴訟訴訟
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を起こしておりますけれを起こしておりますけれを起こしておりますけれを起こしておりますけれどどどども、も、も、も、言言言言語道語道語道語道断断断断ののののどどどどううううやっやっやっやったという、そういうたという、そういうたという、そういうたという、そういう表表表表現、現、現、現、加加加加ええええてそのてそのてそのてその

表表表表現とま現とま現とま現とまじじじじりながら、かつてのりながら、かつてのりながら、かつてのりながら、かつての朝鮮侵朝鮮侵朝鮮侵朝鮮侵略略略略にかかにかかにかかにかかわっわっわっわって、ちて、ちて、ちて、ちょょょょうりうりうりうりんんんんぼぼぼぼうといううといううといううという言言言言葉葉葉葉も出ても出ても出ても出て

きておりますし、きておりますし、きておりますし、きておりますし、ああああるいはるいはるいはるいは慰慰慰慰安安安安婦婦婦婦のののの問問問問題題題題が出てきておりますし、いろが出てきておりますし、いろが出てきておりますし、いろが出てきておりますし、いろんんんんなななな形形形形でででで罵詈雑罵詈雑罵詈雑罵詈雑言言言言がががが

投投投投げげげげかけられている。こういかけられている。こういかけられている。こういかけられている。こういっっっったたたた問問問問題題題題に対してに対してに対してに対して基基基基本本本本的的的的にににに人権人権人権人権侵侵侵侵害害害害、これらに対する、これらに対する、これらに対する、これらに対する闘闘闘闘いといといといと

してしてしてして訴訟訴訟訴訟訴訟を起こしているを起こしているを起こしているを起こしているわわわわけだから。けだから。けだから。けだから。

皆皆皆皆ささささんんんんにご理解願にご理解願にご理解願にご理解願っっっっておきたいのは、ておきたいのは、ておきたいのは、ておきたいのは、被差被差被差被差別別別別部部部部落落落落にににに裕裕裕裕福にな福にな福にな福になっっっったたたた人人人人は一は一は一は一人人人人もいない、もいない、もいない、もいない、裕裕裕裕

福にな福にな福にな福になっっっったたたた人人人人が。が。が。が。残残残残念念念念ながらいながらいながらいながらいわわわわばばばば不不不不正入正入正入正入居居居居、、、、不法不法不法不法入入入入居居居居ががががああああります。こります。こります。こります。こんんんんなななな人ど人ど人ど人どこにいるこにいるこにいるこにいる

のか、のか、のか、のか、どどどどういうかかういうかかういうかかういうかかわわわわりだとか、いつの間にか入りだとか、いつの間にか入りだとか、いつの間にか入りだとか、いつの間にか入っっっってます、てます、てます、てます、不法不法不法不法入入入入居居居居。そういう事。そういう事。そういう事。そういう事実実実実ももももああああ

るるるるわわわわけです。いろけです。いろけです。いろけです。いろんんんんなななな意意意意味味味味で、で、で、で、私私私私はははは両側両側両側両側から起こると。から起こると。から起こると。から起こると。周周周周りにりにりにりにああああるるるる身近身近身近身近なものに対してもなものに対してもなものに対してもなものに対しても

批批批批判判判判をする、をする、をする、をする、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた克服克服克服克服をする、こういうをする、こういうをする、こういうをする、こういう展展展展開もしないといけない。けれ開もしないといけない。けれ開もしないといけない。けれ開もしないといけない。けれどどどども、も、も、も、依依依依

然然然然としてとしてとしてとして歴史歴史歴史歴史的的的的にににに差差差差別別別別感情感情感情感情というのがというのがというのがというのが潜在潜在潜在潜在的的的的にまだまだにまだまだにまだまだにまだまだ存存存存在在在在している。そういうようなしている。そういうようなしている。そういうようなしている。そういうような実実実実

情情情情の中で、いろの中で、いろの中で、いろの中で、いろんんんんなななな意意意意味味味味でででで苦苦苦苦ししししんんんんでいる、でいる、でいる、でいる、悩悩悩悩んんんんでいるのです。でいるのです。でいるのです。でいるのです。私私私私はははは運動運動運動運動隊隊隊隊のリーのリーのリーのリーダダダダーです。ーです。ーです。ーです。

これでこれでこれでこれで私私私私はははは人生人生人生人生をををを送送送送っっっってまいりましたし、一てまいりましたし、一てまいりましたし、一てまいりましたし、一生生生生送送送送りたいと思りたいと思りたいと思りたいと思っっっっている。ている。ている。ている。挫折挫折挫折挫折したしたしたした連連連連中もお中もお中もお中もお

りますけれりますけれりますけれりますけれどどどど、、、、私私私私ははははややややります。ります。ります。ります。

そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味で、で、で、で、皆皆皆皆ささささんんんんにはいろにはいろにはいろにはいろんんんんなななな意意意意味味味味でででで善意善意善意善意ががががあああある。る。る。る。善意善意善意善意ががががああああるからいろるからいろるからいろるからいろんんんんな施な施な施な施策策策策

が進が進が進が進んんんんできた。だけできた。だけできた。だけできた。だけどどどど、、、、善意善意善意善意とととと被差被差被差被差別別別別者の者の者の者の気気気気持持持持ちにちにちにちに乖乖乖乖離離離離ががががあああある。こる。こる。こる。こんんんんなに一なに一なに一なに一生生生生懸命懸命懸命懸命にいろにいろにいろにいろ

いろないろないろないろな気気気気遣遣遣遣いをしていろいをしていろいをしていろいをしていろんんんんな対な対な対な対策策策策ををををやっやっやっやっているのに、まだているのに、まだているのに、まだているのに、まだ文文文文句句句句ああああるのかということがるのかということがるのかということがるのかということがあああありりりり

ます。が、ます。が、ます。が、ます。が、乖乖乖乖離離離離ががががあああある。る。る。る。

今、国今、国今、国今、国際際際際的的的的な関係ですけれな関係ですけれな関係ですけれな関係ですけれどどどども、も、も、も、ハハハハンンンンセセセセンンンン病病病病がががが途途途途上上上上国で起こ国で起こ国で起こ国で起こっっっっている。日本ではている。日本ではている。日本ではている。日本では歴史歴史歴史歴史をををを

経経経経過過過過しての今日ですけれしての今日ですけれしての今日ですけれしての今日ですけれどどどども、日本でもこういう事も、日本でもこういう事も、日本でもこういう事も、日本でもこういう事実実実実ががががあっあっあっあったということをたということをたということをたということを歴史歴史歴史歴史にににに刻刻刻刻むこむこむこむこ

とが大事だということで、とが大事だということで、とが大事だということで、とが大事だということで、芝居芝居芝居芝居で取りで取りで取りで取り上上上上げげげげようと、ようと、ようと、ようと、演演演演劇劇劇劇で取りで取りで取りで取り上上上上げげげげようという取り組ようという取り組ようという取り組ようという取り組みみみみを。を。を。を。

だけだけだけだけどどどど、、、、ハハハハンンンンセセセセンンンン病病病病患患患患者、者、者、者、隔隔隔隔離離離離をされたをされたをされたをされた被被被被害害害害者の者の者の者の皆皆皆皆ささささん方ん方ん方ん方は、これはは、これはは、これはは、これはああああまりまりまりまりやっやっやっやってもらいてもらいてもらいてもらい

たくないと。けれたくないと。けれたくないと。けれたくないと。けれどどどども、いろも、いろも、いろも、いろんんんんななななハハハハンンンンセセセセンンンン病病病病に対するに対するに対するに対する闘闘闘闘いを、いを、いを、いを、連連連連帯帯帯帯していただいたしていただいたしていただいたしていただいた人人人人にはにはにはには

あああありがたい。りがたい。りがたい。りがたい。乖乖乖乖離離離離ががががあああある、る、る、る、乖乖乖乖離離離離が。そういうが。そういうが。そういうが。そういう意意意意味味味味で、これをで、これをで、これをで、これを乗乗乗乗り越り越り越り越ええええなくてはいけないと。なくてはいけないと。なくてはいけないと。なくてはいけないと。

課題課題課題課題ととととどどどどうううう向向向向き合うかということです。き合うかということです。き合うかということです。き合うかということです。

非難非難非難非難し合うのではなしに、中し合うのではなしに、中し合うのではなしに、中し合うのではなしに、中傷傷傷傷し合うのではなしに。いろし合うのではなしに。いろし合うのではなしに。いろし合うのではなしに。いろんんんんなななな不不不不十十十十分さが分さが分さが分さがああああります、間ります、間ります、間ります、間

違違違違いもいもいもいも生じ生じ生じ生じます。だけます。だけます。だけます。だけどどどど、、、、どっどっどっどっちをちをちをちを向向向向いているか、物事はいているか、物事はいているか、物事はいているか、物事はどどどどうううう向向向向いてるかということがいてるかということがいてるかということがいてるかということが基基基基

本でなけれ本でなけれ本でなけれ本でなければばばばならない、このように今思ならない、このように今思ならない、このように今思ならない、このように今思っっっっている。だから、いろている。だから、いろている。だから、いろている。だから、いろんんんんなななな人権人権人権人権侵侵侵侵害害害害についてはについてはについてはについては

たくさたくさたくさたくさんんんんのののの課題課題課題課題ががががあああある、る、る、る、個個個個別別別別課題課題課題課題。。。。皆皆皆皆切切切切りりりり離離離離すすすすわわわわけにいかない。けれけにいかない。けれけにいかない。けれけにいかない。けれどどどども、も、も、も、個個個個別別別別のそれぞのそれぞのそれぞのそれぞ

れのれのれのれの課題課題課題課題ががががあああある、る、る、る、個個個個別別別別の。の。の。の。普普普普遍遍遍遍性性性性とととと個個個個別別別別性性性性はははは両両両両面面面面からとらからとらからとらからとらええええていかないといけないと思う。ていかないといけないと思う。ていかないといけないと思う。ていかないといけないと思う。



---- 33334444 ----

そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味で、先で、先で、先で、先般般般般、創、創、創、創価価価価学学学学会で、なら１００年会会で、なら１００年会会で、なら１００年会会で、なら１００年会館館館館でででで人権人権人権人権展展展展というものがなされまというものがなされまというものがなされまというものがなされま

した。これはすごいものです。した。これはすごいものです。した。これはすごいものです。した。これはすごいものです。皆皆皆皆ささささんんんん見見見見られたかられたかられたかられたかどどどどうか、これはすごいのです。こういううか、これはすごいのです。こういううか、これはすごいのです。こういううか、これはすごいのです。こういう

取り組取り組取り組取り組みみみみが大事。が大事。が大事。が大事。水水水水平平平平社社社社博物博物博物博物館館館館は決しては決しては決しては決して被差被差被差被差別別別別部部部部落落落落のののの問問問問題題題題だけを取りだけを取りだけを取りだけを取り上上上上げげげげているのではなているのではなているのではなているのではな

いです。いです。いです。いです。不不不不十十十十分だとは思います。分だとは思います。分だとは思います。分だとは思います。皆皆皆皆ささささんんんんにはご理解いただきたい。にはご理解いただきたい。にはご理解いただきたい。にはご理解いただきたい。

毎毎毎毎年年年年ヒヒヒヒュュュューーーーママママンンンンフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルををををやっやっやっやっていただいております。これもていただいております。これもていただいております。これもていただいております。これもメイメイメイメインとンとンとンとササササブブブブのいのいのいのい

ろろろろんんんんなななな絡み絡み絡み絡み合合合合わわわわせの中でごせの中でごせの中でごせの中でご苦苦苦苦心心心心をいただいてをいただいてをいただいてをいただいてやっやっやっやっていただいている。そういていただいている。そういていただいている。そういていただいている。そういっっっったたたた問問問問題題題題ははははどどどど

んんんんどどどどん積ん積ん積ん積みみみみ重重重重ねねねねていただきたい。ここでていただきたい。ここでていただきたい。ここでていただきたい。ここでああああれがれがれがれが不不不不十十十十分、これが分、これが分、これが分、これが不不不不十十十十分、い分、い分、い分、いややややいいいいややややこれはよこれはよこれはよこれはよ

かかかかっっっったというようなことがたくさたというようなことがたくさたというようなことがたくさたというようなことがたくさんんんんあああありますが、それは一つ今りますが、それは一つ今りますが、それは一つ今りますが、それは一つ今後後後後とも組とも組とも組とも組み立み立み立み立ててもらいたててもらいたててもらいたててもらいた

い。い。い。い。

ここではここではここではここではっっっっきりきりきりきり申申申申しししし上上上上げげげげておきますけれておきますけれておきますけれておきますけれどどどども、も、も、も、人権人権人権人権施施施施策課策課策課策課と教育委員会のと教育委員会のと教育委員会のと教育委員会の人権人権人権人権・・・・社社社社会教会教会教会教

育育育育課課課課が、うまくが、うまくが、うまくが、うまくスクラムスクラムスクラムスクラム組組組組んんんんだだだだ形形形形になになになになっっっっているのかているのかているのかているのかどどどどうなのか、うなのか、うなのか、うなのか、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた法法法法務局との務局との務局との務局との

関係は関係は関係は関係はどどどどうなのか、こういうなのか、こういうなのか、こういうなのか、こういっっっったたたた問問問問題題題題を一を一を一を一遍遍遍遍追求追求追求追求をしてもらいたいし、いろをしてもらいたいし、いろをしてもらいたいし、いろをしてもらいたいし、いろんんんんな施な施な施な施策策策策にかかにかかにかかにかか

わっわっわっわって、て、て、て、点検点検点検点検、、、、検討検討検討検討をををを要要要要する内する内する内する内容容容容ががががああああるのではないかと。るのではないかと。るのではないかと。るのではないかと。ヒヒヒヒュュュューーーーママママンンンンフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル、、、、去去去去

年は年は年は年は天天天天理理理理市市市市でした。ことしは大でした。ことしは大でした。ことしは大でした。ことしは大和和和和高高高高田田田田市市市市でした。でした。でした。でした。去去去去年もことしも年もことしも年もことしも年もことしも人権人権人権人権施施施施策策策策、同、同、同、同和問和問和問和問題題題題だけだけだけだけ

ではないですよ、ではないですよ、ではないですよ、ではないですよ、障障障障害害害害者、いろ者、いろ者、いろ者、いろんんんんなななな意意意意味味味味でいでいでいでいじじじじめをめをめをめを受受受受けた子、すけた子、すけた子、すけた子、すばばばばらしいらしいらしいらしい作文作文作文作文がががが展示展示展示展示をさをさをさをさ

れていました。こういれていました。こういれていました。こういれていました。こういっっっったたたた作作作作品品品品ががががどどどどういうところでういうところでういうところでういうところで生生生生かされるかされるかされるかされるべべべべきか。きか。きか。きか。啓啓啓啓発の発の発の発の素材素材素材素材ににににやっやっやっやっ

ぱぱぱぱりされなくてはならない。りされなくてはならない。りされなくてはならない。りされなくてはならない。ああああそこでそこでそこでそこで掲掲掲掲示示示示されていることはされていることはされていることはされていることは立立立立派派派派なこと、なこと、なこと、なこと、あああありがたいことりがたいことりがたいことりがたいこと

だと思いますけれだと思いますけれだと思いますけれだと思いますけれどどどど、も、も、も、もっっっっと広くと広くと広くと広く浸透浸透浸透浸透させてもらいたいと思うさせてもらいたいと思うさせてもらいたいと思うさせてもらいたいと思うわわわわけです。けです。けです。けです。

加加加加ええええて、て、て、て、水水水水平平平平社社社社博物博物博物博物館館館館で、で、で、で、来来来来年、年、年、年、水水水水平平平平社社社社創創創創立立立立、、、、ああああるいはそのるいはそのるいはそのるいはその前身前身前身前身の大の大の大の大和和和和同志会の１００同志会の１００同志会の１００同志会の１００

年、年、年、年、９９９９０年を記０年を記０年を記０年を記念念念念して、ことしはして、ことしはして、ことしはして、ことしは特別展特別展特別展特別展ををををややややります。ります。ります。ります。水水水水平平平平社社社社展展展展ということで、日本共ということで、日本共ということで、日本共ということで、日本共産産産産党党党党

の議員もの議員もの議員もの議員もぜぜぜぜひひひひ見見見見にににに来来来来ていただいて。入ていただいて。入ていただいて。入ていただいて。入っっっったことないでしたことないでしたことないでしたことないでしょょょょう。う。う。う。

（（（（「「「「そうですそうですそうですそうですねねねね」と」と」と」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

入らないといけない、入らないといけない、入らないといけない、入らないといけない、皆皆皆皆ささささんんんん入らないと。入らないと。入らないと。入らないと。何何何何だだだだっっっったらたらたらたら私私私私、、、、特別特別特別特別入入入入場場場場券券券券をををを皆皆皆皆ささささんんんんにににに差差差差しししし上上上上

げげげげますから。ますから。ますから。ますから。

（（（（「「「「行かせていただきます」と行かせていただきます」と行かせていただきます」と行かせていただきます」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

ぜぜぜぜひひひひおいでいただきたいと。このおいでいただきたいと。このおいでいただきたいと。このおいでいただきたいと。この場場場場でででで答弁答弁答弁答弁しておかないことにはしておかないことにはしておかないことにはしておかないことにはぐぐぐぐああああいいいい悪悪悪悪いということいということいということいということ

ででででああああれれれればばばばしてください。これだけしてください。これだけしてください。これだけしてください。これだけ申申申申しししし上上上上げげげげておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

それから、これはだれがそれから、これはだれがそれから、これはだれがそれから、これはだれが答答答答ええええるのか。１０月１５日のるのか。１０月１５日のるのか。１０月１５日のるのか。１０月１５日の読読読読売売売売夕刊夕刊夕刊夕刊をををを読読読読みみみみます。というのは、ます。というのは、ます。というのは、ます。というのは、

想想想想定定定定外外外外というのはもうというのはもうというのはもうというのはもう許許許許されないされないされないされない時時時時代代代代になになになになっっっったというたというたというたという意意意意味味味味でででで申申申申しししし上上上上げげげげるるるるわわわわけです。ちけです。ちけです。ちけです。ちょょょょっっっっ

とととと読読読読みみみみます。これは大ます。これは大ます。これは大ます。これは大変変変変参参参参考考考考になると思いますから。になると思いますから。になると思いますから。になると思いますから。



---- 33335555 ----

何何何何とも物とも物とも物とも物騒騒騒騒なななな話話話話だ。先月の米国に続き、今月はだ。先月の米国に続き、今月はだ。先月の米国に続き、今月はだ。先月の米国に続き、今月はドイツドイツドイツドイツのののの人工人工人工人工衛星衛星衛星衛星がががが地上地上地上地上にににに落落落落ちてくる。ちてくる。ちてくる。ちてくる。

約約約約２０年２０年２０年２０年前前前前ににににドイツドイツドイツドイツがががが打打打打ちちちち上上上上げげげげたたたた宇宇宇宇宙宙宙宙観観観観測測測測衛星衛星衛星衛星「「「「ＲＲＲＲＯＯＯＯＳＳＳＳＡＡＡＡＴＴＴＴ」のことだ。１」のことだ。１」のことだ。１」のことだ。１９９９９９９９９９９９９年に年に年に年に運運運運

用用用用をををを終終終終ええええ、、、、制制制制御御御御不不不不能能能能のままのままのままのまま高高高高度が度が度が度が下下下下がり、２０日から２５日にかけて大がり、２０日から２５日にかけて大がり、２０日から２５日にかけて大がり、２０日から２５日にかけて大気気気気圏圏圏圏にににに突突突突入する。入する。入する。入する。

日本を日本を日本を日本を含含含含むむむむ北北北北緯緯緯緯５３度から５３度から５３度から５３度から南緯南緯南緯南緯５３度の５３度の５３度の５３度のどどどどこかにこかにこかにこかに破破破破片片片片がががが落落落落下下下下するらしい。小さなするらしい。小さなするらしい。小さなするらしい。小さな衛星衛星衛星衛星ならならならなら

大大大大気気気気圏突圏突圏突圏突入入入入時時時時のののの衝撃衝撃衝撃衝撃でででで熱熱熱熱せられてせられてせられてせられて燃燃燃燃ええええ尽尽尽尽きるきるきるきる。。。。「「「「ＲＲＲＲＯＯＯＯＳＳＳＳＡＡＡＡＴＴＴＴ」は大」は大」は大」は大型型型型なのがなのがなのがなのが災災災災いし、いし、いし、いし、ドイドイドイドイ

ツ政ツ政ツ政ツ政府府府府の予の予の予の予測測測測によると、によると、によると、によると、破破破破片片片片はははは最最最最大３０大３０大３０大３０個個個個、計１、計１、計１、計１．．．．６６６６トトトトンにンにンにンに上上上上る。先月る。先月る。先月る。先月落落落落ちてきた米国のちてきた米国のちてきた米国のちてきた米国の

古古古古いいいい衛星衛星衛星衛星はははは落落落落下下下下地点地点地点地点がががが人人人人里里里里離離離離れたところだれたところだれたところだれたところだっっっったので幸いたので幸いたので幸いたので幸い被被被被害害害害は出なかは出なかは出なかは出なかっっっった。しかし、た。しかし、た。しかし、た。しかし、天天天天空空空空

からのからのからのからの相相相相次次次次ぐぐぐぐ落落落落下下下下物は物は物は物は迷惑至迷惑至迷惑至迷惑至極極極極だ。だ。だ。だ。宇宇宇宇宙宙宙宙ごごごごみみみみがががが地球地球地球地球のののの周周周周りにりにりにりにふふふふええええ続けている。続けている。続けている。続けている。寿寿寿寿命命命命のののの尽尽尽尽きききき

たたたた衛星衛星衛星衛星やロやロやロやロケケケケットットットットのののの残残残残骸骸骸骸ななななどどどどだ。米だ。米だ。米だ。米航空航空航空航空宇宇宇宇宙宙宙宙局局局局ＮＮＮＮＡＡＡＡＳＳＳＳＡＡＡＡのののの最最最最新集計では、１０新集計では、１０新集計では、１０新集計では、１０セセセセンンンンチ以上チ以上チ以上チ以上

の物の物の物の物体体体体だけで２万２，０００だけで２万２，０００だけで２万２，０００だけで２万２，０００個個個個以上以上以上以上ももももあああある。ごる。ごる。ごる。ごみみみみ同同同同士士士士がががが衝突衝突衝突衝突してしてしてして壊壊壊壊れ、さらにれ、さらにれ、さらにれ、さらに数数数数ががががふふふふええええるるるる

悪悪悪悪循循循循環にも環にも環にも環にも陥陥陥陥っっっっているらしい。ているらしい。ているらしい。ているらしい。宇宇宇宇宙宙宙宙はごはごはごはごみみみみ捨捨捨捨てててて場場場場じじじじゃゃゃゃないと。ないと。ないと。ないと。

落落落落ちてくると予ちてくると予ちてくると予ちてくると予測測測測されていて、これ、環境されていて、これ、環境されていて、これ、環境されていて、これ、環境政策課政策課政策課政策課長、長、長、長、どどどどうしたらいいのか、こうしたらいいのか、こうしたらいいのか、こうしたらいいのか、こんんんんなのは。なのは。なのは。なのは。

それはそれはそれはそれは尋ね尋ね尋ね尋ねるるるる方方方方がむちがむちがむちがむちゃゃゃゃ。というような、それほ。というような、それほ。というような、それほ。というような、それほどどどどの環境にかかの環境にかかの環境にかかの環境にかかわっわっわっわっているのは関ているのは関ているのは関ているのは関心心心心をををを持持持持

たないといけないのです。たないといけないのです。たないといけないのです。たないといけないのです。

あわあわあわあわせてせてせてせて言言言言うけれうけれうけれうけれどどどど、先、先、先、先般般般般、、、、自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊機機機機がエンジンがエンジンがエンジンがエンジンカカカカババババーをーをーをーを落落落落とした、これはとした、これはとした、これはとした、これは皆皆皆皆ががががニュニュニュニューーーー

ススススをををを見見見見ています。幸いています。幸いています。幸いています。幸い空空空空きききき地地地地でででであっあっあっあったので、たので、たので、たので、人人人人身身身身にににに被被被被害害害害はなかはなかはなかはなかっっっったけれたけれたけれたけれどどどど、こういう事、こういう事、こういう事、こういう事故故故故

が起こが起こが起こが起こっっっっている。それから、ている。それから、ている。それから、ている。それから、ハハハハングングングングライダライダライダライダーかーかーかーかパラパラパラパラググググライダライダライダライダーかーかーかーかわわわわからないけれからないけれからないけれからないけれどどどど、この、この、この、この

着着着着地地地地をををを誤誤誤誤っっっってててて公園公園公園公園にににに落落落落ちて、子ちて、子ちて、子ちて、子どどどどもがもがもがもが亡亡亡亡くなくなくなくなっっっった、こういうような事件もた、こういうような事件もた、こういうような事件もた、こういうような事件もああああります。これります。これります。これります。これ

ももももああああるるるる意意意意味味味味ではではではでは空空空空からからからから降降降降っっっってきたてきたてきたてきた問問問問題題題題ででででああああるるるるわわわわけです。そけです。そけです。そけです。そんんんんなの環境対なの環境対なの環境対なの環境対策策策策とととと違違違違いますと環いますと環いますと環いますと環

境境境境政策課政策課政策課政策課長が長が長が長が言言言言うかうかうかうかわわわわからないけれからないけれからないけれからないけれどどどど、環境というのはご、環境というのはご、環境というのはご、環境というのはごみみみみのののの問問問問題題題題だけではなしに、広いだけではなしに、広いだけではなしに、広いだけではなしに、広い

意意意意味味味味でのでのでのでの概概概概念念念念をををを持持持持つつつつべべべべきできできできでああああろうと思うのです。ろうと思うのです。ろうと思うのです。ろうと思うのです。

参参参参考考考考までにまでにまでにまでに申申申申しししし述述述述べべべべました。ました。ました。ました。後後後後でまたお会いできるでまたお会いできるでまたお会いできるでまたお会いできる人人人人ががががああああれれれればばばば、よろしくお願いいたし、よろしくお願いいたし、よろしくお願いいたし、よろしくお願いいたし

ます。ます。ます。ます。終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 もうもうもうもう時時時時間も間も間も間も過ぎ過ぎ過ぎ過ぎておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、「平成２２年度主「平成２２年度主「平成２２年度主「平成２２年度主要要要要施施施施策策策策の成の成の成の成果果果果に関する報に関する報に関する報に関する報

告書」の１告書」の１告書」の１告書」の１９９９９５ページ、小５ページ、小５ページ、小５ページ、小学校運動学校運動学校運動学校運動場場場場のののの芝芝芝芝生生生生化のことです。これが平成２１年度は化のことです。これが平成２１年度は化のことです。これが平成２１年度は化のことです。これが平成２１年度は９校９校９校９校。。。。

これは、これは、これは、これは、余余余余り進めたくないのですけれり進めたくないのですけれり進めたくないのですけれり進めたくないのですけれどどどども、今、奈良県はも、今、奈良県はも、今、奈良県はも、今、奈良県は皆皆皆皆ささささんんんんごごごご存じ存じ存じ存じのとおり進のとおり進のとおり進のとおり進学学学学率率率率なななな

りりりり学力学力学力学力はははは全全全全国でも国でも国でも国でも上上上上位位位位にいるらしいですけれにいるらしいですけれにいるらしいですけれにいるらしいですけれどどどど、、、、体力体力体力体力というのは本というのは本というのは本というのは本当当当当にににに下下下下からからからから数え数え数え数えていいていいていいていい

ほほほほどどどどということの中で、このということの中で、このということの中で、このということの中で、この芝芝芝芝生生生生をされるときに、こういう委員会ではなしに、をされるときに、こういう委員会ではなしに、をされるときに、こういう委員会ではなしに、をされるときに、こういう委員会ではなしに、個個個個人的人的人的人的にににに

今いろいろ教育委員会と今いろいろ教育委員会と今いろいろ教育委員会と今いろいろ教育委員会と話話話話ししていたのですけれししていたのですけれししていたのですけれししていたのですけれどどどど、その、その、その、その後後後後、この、この、この、この芝芝芝芝生生生生というのは管理がというのは管理がというのは管理がというのは管理が

物すごく大物すごく大物すごく大物すごく大変変変変だと思うのです。いだと思うのです。いだと思うのです。いだと思うのです。いやややや、そうしなけれ、そうしなけれ、そうしなけれ、そうしなければばばば、、、、伸伸伸伸ばばばばしししし放放放放題題題題だだだだっっっったらたらたらたら何何何何にもならなにもならなにもならなにもならな
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いし、そしていし、そしていし、そしていし、そして球技球技球技球技、、、、スポスポスポスポーーーーツツツツがががが普普普普通通通通にできるのかにできるのかにできるのかにできるのかどどどどうかというようなうかというようなうかというようなうかというような問問問問題題題題もももも言言言言っっっっておりまておりまておりまておりま

したが、したが、したが、したが、前前前前のののの９校９校９校９校のののの結結結結果果果果がそろそろ出ているように思うのです。その管理に対してもおがそろそろ出ているように思うのです。その管理に対してもおがそろそろ出ているように思うのです。その管理に対してもおがそろそろ出ているように思うのです。その管理に対してもお金金金金

がががが余余余余りりりり要要要要らなくてらなくてらなくてらなくてスムスムスムスムーーーーズズズズにいにいにいにいっっっっているとか、そしてそのているとか、そしてそのているとか、そしてそのているとか、そしてその学校９学校９学校９学校９つはつはつはつは試試試試験的験的験的験的にされたとにされたとにされたとにされたと聞聞聞聞

いていますが、そのいていますが、そのいていますが、そのいていますが、その体力体力体力体力は本は本は本は本当当当当にににに活活活活発にな発にな発にな発になっっっってきたとかいうようなてきたとかいうようなてきたとかいうようなてきたとかいうような話話話話をををを少少少少し教し教し教し教ええええていただていただていただていただ

きたい。きたい。きたい。きたい。冒冒冒冒頭頭頭頭にににに言言言言いましたように、いましたように、いましたように、いましたように、過過過過保保保保護護護護過ぎ過ぎ過ぎ過ぎて、すりて、すりて、すりて、すり傷傷傷傷ややややそそそそんんんんななななぐぐぐぐらいではもうらいではもうらいではもうらいではもう走走走走りりりり回回回回

ることがることがることがることが当当当当たりたりたりたり前前前前だというようには思いますけれだというようには思いますけれだというようには思いますけれだというようには思いますけれどどどど、、、、保保保保護護護護者の者の者の者の考え考え考え考えはいろいろはいろいろはいろいろはいろいろ違違違違うらしいうらしいうらしいうらしい

ですけれですけれですけれですけれどどどど、これをま、これをま、これをま、これをまずずずず１１１１点点点点聞聞聞聞かせてほしい。かせてほしい。かせてほしい。かせてほしい。

それと、それと、それと、それと、体力向上体力向上体力向上体力向上推進事業では、年度推進事業では、年度推進事業では、年度推進事業では、年度別別別別にすごくにすごくにすごくにすごくふふふふええええているということはいいことだとているということはいいことだとているということはいいことだとているということはいいことだと

思うのですけれ思うのですけれ思うのですけれ思うのですけれどどどど、、、、逆逆逆逆にににに指指指指導者もそういう導者もそういう導者もそういう導者もそういう援援援援助をして助をして助をして助をしてどどどどんんんんどどどどんんんんふやふやふやふやしていかないといけなしていかないといけなしていかないといけなしていかないといけな

いのにいのにいのにいのに減っ減っ減っ減っている、５２から３ている、５２から３ている、５２から３ている、５２から３９９９９と、これもと、これもと、これもと、これも逆逆逆逆を行を行を行を行っっっっているのかというような思いもているのかというような思いもているのかというような思いもているのかというような思いもあああありりりり

ますので、ますので、ますので、ますので、運動運動運動運動場芝場芝場芝場芝生生生生化のことを化のことを化のことを化のことを答答答答ええええていただきたいのと、ていただきたいのと、ていただきたいのと、ていただきたいのと、体力向上体力向上体力向上体力向上に対するに対するに対するに対する全体的全体的全体的全体的なこなこなこなこ

とをとをとをとを答答答答ええええていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

それと、本会議それと、本会議それと、本会議それと、本会議場場場場でもでもでもでも言言言言いましたが、いましたが、いましたが、いましたが、天天天天理理理理市市市市のののの最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のことは理事者でものことは理事者でものことは理事者でものことは理事者でも相相相相当当当当いろいろいろいろ

いろいろいろいろ慎慎慎慎重重重重に審査をしていただいて、に審査をしていただいて、に審査をしていただいて、に審査をしていただいて、許可許可許可許可を取りを取りを取りを取り消消消消していただいたことは、していただいたことは、していただいたことは、していただいたことは、天天天天理理理理市市市市民も本民も本民も本民も本当当当当

にににに感感感感謝謝謝謝しているところでしているところでしているところでしているところであああありますが、りますが、りますが、りますが、９９９９月２０日に月２０日に月２０日に月２０日に許可許可許可許可を取りを取りを取りを取り消消消消されて、現されて、現されて、現されて、現在在在在、もう、もう、もう、もう約約約約１１１１

カカカカ月たとうとしておりますが、その月たとうとしておりますが、その月たとうとしておりますが、その月たとうとしておりますが、その許可許可許可許可を取りを取りを取りを取り消消消消した業者が現した業者が現した業者が現した業者が現在在在在どどどどういうようなういうようなういうようなういうような動動動動きなのきなのきなのきなの

か。か。か。か。許可許可許可許可をもらをもらをもらをもらっっっったからこういうたからこういうたからこういうたからこういう準準準準備備備備をしていたが、取りをしていたが、取りをしていたが、取りをしていたが、取り消消消消されたらされたらされたらされたら損損損損害害害害賠償賠償賠償賠償をををを求求求求めるとめるとめるとめると

いうようなことが、いうようなことが、いうようなことが、いうようなことが、全全全全国にもそういう事国にもそういう事国にもそういう事国にもそういう事案案案案ががががああああると思います。そうなると思います。そうなると思います。そうなると思います。そうなっっっったときはまた県もたときはまた県もたときはまた県もたときはまた県も

大大大大変変変変だと思いますから、だと思いますから、だと思いますから、だと思いますから、どどどどんんんんなななな動動動動きかときかときかときかと気気気気にしているのですけれにしているのですけれにしているのですけれにしているのですけれどどどど、、、、許可許可許可許可を取りを取りを取りを取り消消消消してかしてかしてかしてか

らららら異異異異議議議議申申申申しししし立立立立てがてがてがてがああああるるるる場場場場合は合は合は合は半半半半年年年年以以以以内にとかそういうようなものが内にとかそういうようなものが内にとかそういうようなものが内にとかそういうようなものがああああるのかるのかるのかるのかどどどどうか教うか教うか教うか教ええええてててて

いただきたい、この２いただきたい、この２いただきたい、この２いただきたい、この２点点点点よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長 小小小小学校運動学校運動学校運動学校運動場場場場のののの芝芝芝芝生生生生化についてのお化についてのお化についてのお化についてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの心身心身心身心身の健康、の健康、の健康、の健康、体力体力体力体力のののの向上向上向上向上をををを目目目目的的的的に、平成２１年度からに、平成２１年度からに、平成２１年度からに、平成２１年度から学校学校学校学校のののの運動運動運動運動場場場場

のののの芝芝芝芝生生生生化に取り組化に取り組化に取り組化に取り組んんんんでおるところでございます。先ほでおるところでございます。先ほでおるところでございます。先ほでおるところでございます。先ほどどどど委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべのように、平成２１年のように、平成２１年のように、平成２１年のように、平成２１年

度、度、度、度、９校９校９校９校ででででモデル校モデル校モデル校モデル校としましてとしましてとしましてとしまして運動運動運動運動場場場場のののの芝芝芝芝生生生生化を化を化を化を実実実実施いたしました。その施いたしました。その施いたしました。その施いたしました。その点点点点のまのまのまのまずずずず１１１１点点点点目目目目、、、、

現現現現状状状状についてについてについてについてどどどどうかということでございますが、平成２１年からうかということでございますが、平成２１年からうかということでございますが、平成２１年からうかということでございますが、平成２１年から芝芝芝芝生生生生化を化を化を化を実実実実践践践践されておりされておりされておりされており

ますますますます９校９校９校９校、そして、そして、そして、そして昨昨昨昨年、県年、県年、県年、県立学校立学校立学校立学校５５５５校校校校でででで芝芝芝芝生生生生化をいたしました。これらでも化をいたしました。これらでも化をいたしました。これらでも化をいたしました。これらでもっっっって一て一て一て一応応応応情情情情報報報報

交交交交換換換換のののの場場場場というようなことで、そういうというようなことで、そういうというようなことで、そういうというようなことで、そういう機機機機会を設けて、例会を設けて、例会を設けて、例会を設けて、例えばえばえばえば維維維維持持持持管理の管理の管理の管理の方方方方法法法法でででであああありますりますりますります

とか、とか、とか、とか、学校学校学校学校の取り組の取り組の取り組の取り組みみみみについてについてについてについて情情情情報を共報を共報を共報を共有有有有するというするというするというするという場場場場をををを持持持持たせていただいております。たせていただいております。たせていただいております。たせていただいております。

そのそのそのその折折折折にこちらでにこちらでにこちらでにこちらで把握把握把握把握しておるしておるしておるしておる範範範範囲囲囲囲につきましては、まにつきましては、まにつきましては、まにつきましては、まず９校ず９校ず９校ず９校につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、運動運動運動運動場場場場がががが
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芝芝芝芝生生生生化されたことによ化されたことによ化されたことによ化されたことによっっっって、子て、子て、子て、子どどどどものものものもの外外外外遊遊遊遊びびびびがががが非常非常非常非常にににに目目目目にににに見見見見ええええててててふふふふええええておるというようなておるというようなておるというようなておるというような

報告も報告も報告も報告も受受受受けております。また、けております。また、けております。また、けております。また、体力テスト体力テスト体力テスト体力テストのののの結結結結果果果果につきましても、例につきましても、例につきましても、例につきましても、例えば芝えば芝えば芝えば芝生生生生化化化化前前前前の５年の５年の５年の５年

生生生生とそのとそのとそのとその学学学学年、年、年、年、芝芝芝芝生生生生化にな化にな化にな化になっっっって１年て１年て１年て１年後後後後の６年の６年の６年の６年生生生生のののの児童児童児童児童のののの体力テスト体力テスト体力テスト体力テストのののの伸伸伸伸びびびび率率率率につきましてにつきましてにつきましてにつきまして

は、今は、今は、今は、今詳詳詳詳しいしいしいしいデデデデーーーータタタタはははは手手手手持持持持ちではございませちではございませちではございませちではございませんんんんけれけれけれけれどどどども、も、も、も、多数多数多数多数のののの種種種種目目目目におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、伸伸伸伸びびびび

率率率率がががが芝芝芝芝生生生生化されていない化されていない化されていない化されていない学校学校学校学校よりもよりもよりもよりも高高高高いというようないというようないというようないというような状状状状況況況況もももも伺伺伺伺っっっっておるところでございまておるところでございまておるところでございまておるところでございま

す。す。す。す。

維維維維持持持持管理の管理の管理の管理の点点点点につきましては、大がかりな、例につきましては、大がかりな、例につきましては、大がかりな、例につきましては、大がかりな、例えばえばえばえばポットポットポットポット苗苗苗苗からグからグからグからグラウラウラウラウンンンンドへドへドへドへのののの芝芝芝芝の定の定の定の定

植植植植作作作作業とい業とい業とい業といっっっったたたた場面場面場面場面におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、非常非常非常非常にににに規規規規模模模模の大きいの大きいの大きいの大きい人人人人数数数数でもでもでもでもっっっってグてグてグてグラウラウラウラウンンンンドドドドでのでのでのでの作作作作

業が行業が行業が行業が行わわわわれるれるれるれるわわわわけですが、そのけですが、そのけですが、そのけですが、その際際際際にはにはにはには地域地域地域地域のののの方方方方 々々々々、、、、ボラボラボラボランンンンティアティアティアティアのののの方方方方 々々々々のののの協力協力協力協力をををを得得得得ながら、ながら、ながら、ながら、

学校学校学校学校の先の先の先の先生生生生方方方方ととととああああるいは子るいは子るいは子るいは子どどどども、も、も、も、保保保保護護護護者がともにな者がともにな者がともにな者がともになっっっってててて作作作作業に取り組業に取り組業に取り組業に取り組んんんんでいただいたでいただいたでいただいたでいただいたわわわわけけけけ

ですが、そのですが、そのですが、そのですが、その後後後後のののの維維維維持持持持管理につきましては、管理につきましては、管理につきましては、管理につきましては、学校学校学校学校の先の先の先の先生生生生方方方方、それから、それから、それから、それから学校学校学校学校施設を施設を施設を施設を利利利利用用用用されされされされ

ておるておるておるておる団体団体団体団体のののの方方方方 々々々々のののの協力協力協力協力をををを得得得得ながら進められて、ながら進められて、ながら進められて、ながら進められて、維維維維持持持持管理が行管理が行管理が行管理が行わわわわれておるというようなれておるというようなれておるというようなれておるというような状状状状

況況況況をををを聞聞聞聞いておるところでございます。いておるところでございます。いておるところでございます。いておるところでございます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長○桝田廃棄物対策課長 天天天天理理理理市市市市内の内の内の内の産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場について、先月について、先月について、先月について、先月許可許可許可許可の取りの取りの取りの取り消消消消しししし

を行を行を行を行っっっったたたたわわわわけでございますが、そのけでございますが、そのけでございますが、そのけでございますが、その後後後後、事業者から、事業者から、事業者から、事業者から訴訟訴訟訴訟訴訟提提提提起なり起なり起なり起なりああああるいは行るいは行るいは行るいは行政不政不政不政不服服服服審査審査審査審査請請請請

求求求求なり、そういなり、そういなり、そういなり、そういっっっったたたた動動動動きというのはまだきというのはまだきというのはまだきというのはまだ届届届届いておりませいておりませいておりませいておりませんんんん。。。。私私私私どどどどもとしても、そのようなもとしても、そのようなもとしても、そのようなもとしても、そのような

動動動動きがきがきがきがああああるかもしれないというようなことは予るかもしれないというようなことは予るかもしれないというようなことは予るかもしれないというようなことは予見見見見いたしまして、環境省ともいたしまして、環境省ともいたしまして、環境省ともいたしまして、環境省とも情情情情報報報報交交交交換換換換、、、、連連連連

絡絡絡絡はしております。きはしております。きはしております。きはしております。きょょょょうううう朝朝朝朝もももも確確確確認したのですけれ認したのですけれ認したのですけれ認したのですけれどどどども、そのようなも、そのようなも、そのようなも、そのような動動動動きは国にもきは国にもきは国にもきは国にも届届届届いていていていて

いないと、今はそのようないないと、今はそのようないないと、今はそのようないないと、今はそのような状状状状況況況況でございます。でございます。でございます。でございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

（（（（「「「「異異異異議は議は議は議はああああるの」とるの」とるの」とるの」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

異異異異議議議議申申申申しししし立立立立ても、そのようなても、そのようなても、そのようなても、そのような動動動動きはございませきはございませきはございませきはございませんんんん。。。。

（（（（「「「「期期期期限限限限は」とは」とは」とは」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

ちなちなちなちなみみみみに行に行に行に行政不政不政不政不服服服服審査審査審査審査請請請請求求求求についてはについてはについてはについては処処処処分分分分後後後後６０日ということにな６０日ということにな６０日ということにな６０日ということになっっっっております。ております。ております。ております。以上以上以上以上

でございます。でございます。でございます。でございます。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 教育委員会の今の教育委員会の今の教育委員会の今の教育委員会の今の答弁答弁答弁答弁では、管理もでは、管理もでは、管理もでは、管理もスムスムスムスムーーーーズズズズにいにいにいにいっっっって、て、て、て、芝芝芝芝生生生生化した化した化した化した９校９校９校９校ではではではでは

５年５年５年５年生生生生が６年が６年が６年が６年生生生生になになになになっっっったときにたときにたときにたときに体力体力体力体力がががが向上向上向上向上しているというおしているというおしているというおしているというお話話話話で、本で、本で、本で、本当当当当にそういうことがにそういうことがにそういうことがにそういうことが

自自自自信信信信をををを持持持持っっっってててて言言言言ええええるならるならるならるならばばばば、先ほ、先ほ、先ほ、先ほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように余余余余り進めたくないのですけれり進めたくないのですけれり進めたくないのですけれり進めたくないのですけれどどどども、も、も、も、

それが本それが本それが本それが本当当当当にいいのでにいいのでにいいのでにいいのでああああれれれればばばばどどどどんんんんどどどどんんんん進めてい進めてい進めてい進めていっっっっていただいたらいい。ていただいたらいい。ていただいたらいい。ていただいたらいい。９校９校９校９校から５から５から５から５校校校校といといといとい

うのは、小うのは、小うのは、小うのは、小学校学校学校学校ではなしに、県ではなしに、県ではなしに、県ではなしに、県立高校立高校立高校立高校と書いてと書いてと書いてと書いてああああるから先ほるから先ほるから先ほるから先ほどどどど聞聞聞聞いたのですけれいたのですけれいたのですけれいたのですけれどどどど、小、小、小、小学学学学

校校校校というものではないというものではないというものではないというものではないみみみみたいです。だから、たいです。だから、たいです。だから、たいです。だから、体力体力体力体力が今が今が今が今言言言言わわわわれたようなことでれたようなことでれたようなことでれたようなことであっあっあっあったら本たら本たら本たら本当当当当
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に進めていに進めていに進めていに進めていっっっっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それと今、それと今、それと今、それと今、廃棄廃棄廃棄廃棄物対物対物対物対策課策課策課策課長の長の長の長の答弁答弁答弁答弁では、現では、現では、現では、現在在在在動動動動きがないと。そして６０日きがないと。そして６０日きがないと。そして６０日きがないと。そして６０日以以以以内というこ内というこ内というこ内というこ

とで理解してよろしいか。とで理解してよろしいか。とで理解してよろしいか。とで理解してよろしいか。

（（（（「「「「はい」とはい」とはい」とはい」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ああああり）り）り）り）

そうですか。それから、いそうですか。それから、いそうですか。それから、いそうですか。それから、いずずずずれにしましても、れにしましても、れにしましても、れにしましても、天天天天理理理理市市市市のことに関しては、本のことに関しては、本のことに関しては、本のことに関しては、本当当当当に改めてに改めてに改めてに改めて

感感感感謝申謝申謝申謝申しししし上上上上げげげげます。６０日ます。６０日ます。６０日ます。６０日以以以以内、内、内、内、ああああと３０日ということで、３０日間まだと３０日ということで、３０日間まだと３０日ということで、３０日間まだと３０日ということで、３０日間まだ見見見見守守守守っっっっていてくていてくていてくていてく

ださい。よろしくお願いします。ださい。よろしくお願いします。ださい。よろしくお願いします。ださい。よろしくお願いします。

○尾﨑副委員長○尾﨑副委員長○尾﨑副委員長○尾﨑副委員長 岩田委員からの岩田委員からの岩田委員からの岩田委員からの質質質質問問問問とととと重重重重複複複複しますが、しますが、しますが、しますが、私私私私自自自自身身身身がががが自自自自分の分の分の分の足足足足のののの裏裏裏裏でででで体体体体感感感感をしをしをしをし

て、て、て、て、効効効効果果果果もももも勉強勉強勉強勉強させてもらさせてもらさせてもらさせてもらっっっって、間て、間て、間て、間違違違違いなく子いなく子いなく子いなく子どどどどもたちのもたちのもたちのもたちの運動運動運動運動能能能能力力力力のののの向上や向上や向上や向上や環境に対する環境に対する環境に対する環境に対する

意識意識意識意識がががが変変変変わっわっわっわってくるということで、てくるということで、てくるということで、てくるということで、私私私私が一が一が一が一押押押押ししておりますししておりますししておりますししております運動運動運動運動場場場場のののの芝芝芝芝生生生生化について、２化について、２化について、２化について、２

点点点点ほほほほどどどど伺伺伺伺わわわわせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

重重重重複複複複している部分については割愛してしている部分については割愛してしている部分については割愛してしている部分については割愛して答弁答弁答弁答弁をしていただけたらと思いますが、３年間、をしていただけたらと思いますが、３年間、をしていただけたらと思いますが、３年間、をしていただけたらと思いますが、３年間、

芝芝芝芝生生生生化に取り組まれてきました。化に取り組まれてきました。化に取り組まれてきました。化に取り組まれてきました。昨昨昨昨年度、今年度については、年度、今年度については、年度、今年度については、年度、今年度については、野球野球野球野球をををを初初初初めめめめ多様多様多様多様ななななスポスポスポスポーーーーツツツツ

にもにもにもにも使使使使いいいいややややすいようなすいようなすいようなすいような芝芝芝芝生生生生化の化の化の化の研究研究研究研究がががが模模模模索索索索されているようにされているようにされているようにされているように聞聞聞聞いております。これまでのいております。これまでのいております。これまでのいております。これまでの

芝芝芝芝生生生生化の取り組化の取り組化の取り組化の取り組みみみみのののの状状状状況況況況と、今年度と、今年度と、今年度と、今年度調調調調査をされてるということですので、この査をされてるということですので、この査をされてるということですので、この査をされてるということですので、この芝芝芝芝生生生生のののの効効効効果果果果

検検検検証証証証の進の進の進の進捗捗捗捗状状状状況況況況についてについてについてについて答答答答ええええてください。てください。てください。てください。

○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの芝芝芝芝生生生生化の取り組化の取り組化の取り組化の取り組みみみみのののの状状状状況況況況についておについておについておについてお答答答答ええええ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。ます。ます。ます。

平成２１年度は、小平成２１年度は、小平成２１年度は、小平成２１年度は、小学校９校学校９校学校９校学校９校ををををモデル校モデル校モデル校モデル校としましてとしましてとしましてとしまして運動運動運動運動場芝場芝場芝場芝生生生生化を化を化を化を実実実実施しました。そし施しました。そし施しました。そし施しました。そし

て平成２２年度は県て平成２２年度は県て平成２２年度は県て平成２２年度は県立学校立学校立学校立学校でででで運動運動運動運動場芝場芝場芝場芝生生生生化を化を化を化を展展展展開し、開し、開し、開し、多様多様多様多様なななな運動運動運動運動、、、、スポスポスポスポーーーーツツツツに対に対に対に対応応応応できるできるできるできる

よう、よう、よう、よう、芝芝芝芝生生生生のののの敷敷敷敷きききき方方方方やややや維維維維持持持持管理の管理の管理の管理の方方方方法法法法をををを初初初初め、め、め、め、スポスポスポスポーーーーツ振興ツ振興ツ振興ツ振興くくくくじじじじ助成の助成の助成の助成の活用活用活用活用方方方方法法法法を県がを県がを県がを県が実実実実

践践践践することで、それらをすることで、それらをすることで、それらをすることで、それらを運動運動運動運動場芝場芝場芝場芝生生生生化化化化ママママニュアルニュアルニュアルニュアルとして、として、として、として、冊冊冊冊子としてまとめました。それ子としてまとめました。それ子としてまとめました。それ子としてまとめました。それ

をををを市町市町市町市町村教育委員会、村教育委員会、村教育委員会、村教育委員会、学校学校学校学校、、、、保保保保護護護護者等に者等に者等に者等に配配配配付付付付し、し、し、し、啓啓啓啓発に取り組発に取り組発に取り組発に取り組んんんんだところでございます。だところでございます。だところでございます。だところでございます。

今年度は、今年度は、今年度は、今年度は、市町市町市町市町村が村が村が村がスポスポスポスポーーーーツ振興ツ振興ツ振興ツ振興くくくくじじじじ助成を助成を助成を助成を活用活用活用活用して小して小して小して小学校運動学校運動学校運動学校運動場芝場芝場芝場芝生生生生化に取り組む化に取り組む化に取り組む化に取り組む場場場場

合に、設置者合に、設置者合に、設置者合に、設置者負負負負担担担担分となる分となる分となる分となる経経経経費を対費を対費を対費を対象象象象に県が補助を行い、現に県が補助を行い、現に県が補助を行い、現に県が補助を行い、現在在在在、県内６、県内６、県内６、県内６市町市町市町市町、小、小、小、小学校学校学校学校６６６６校校校校

でございますが、新たにでございますが、新たにでございますが、新たにでございますが、新たに芝芝芝芝生生生生化されました。５月から７月にかけて化されました。５月から７月にかけて化されました。５月から７月にかけて化されました。５月から７月にかけて児童児童児童児童や保や保や保や保護護護護者、また者、また者、また者、また地地地地

域域域域ののののボラボラボラボランンンンティアティアティアティアによによによによっっっってのてのてのての芝芝芝芝生生生生のののの敷敷敷敷設を行い、設を行い、設を行い、設を行い、９９９９月には月には月には月には運動運動運動運動場場場場全体全体全体全体に広がに広がに広がに広がっっっったたたた芝芝芝芝生生生生のののの上上上上

でそれぞれのでそれぞれのでそれぞれのでそれぞれの学校学校学校学校がががが運動運動運動運動会を行会を行会を行会を行わわわわれたところでございます。また、れたところでございます。また、れたところでございます。また、れたところでございます。また、来来来来る１１月２５日には、る１１月２５日には、る１１月２５日には、る１１月２５日には、

芝芝芝芝生生生生化化化化実実実実践践践践校校校校を会を会を会を会場場場場としまして、としまして、としまして、としまして、維維維維持持持持管理の管理の管理の管理の体制や体制や体制や体制や具具具具体体体体のののの方方方方法法法法等について等について等について等について情情情情報報報報交交交交換換換換をををを初初初初め、め、め、め、

運動運動運動運動場場場場でででで活動活動活動活動する子する子する子する子どどどどものものものもの様様様様子の子の子の子の見学見学見学見学もももも含含含含めためためためた運動運動運動運動場芝場芝場芝場芝生生生生化化化化実実実実践践践践報告会を開報告会を開報告会を開報告会を開催催催催する予定でする予定でする予定でする予定で
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ああああります。今ります。今ります。今ります。今後後後後ともともともとも積極積極積極積極的的的的なななな啓啓啓啓発発発発活動活動活動活動にににに努努努努め、小め、小め、小め、小学校運動学校運動学校運動学校運動場場場場のののの芝芝芝芝生生生生化化化化促促促促進を進を進を進を図っ図っ図っ図ってまいりてまいりてまいりてまいり

たいとたいとたいとたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○小林教育研究所副所長○小林教育研究所副所長○小林教育研究所副所長○小林教育研究所副所長 運動運動運動運動場場場場のののの芝芝芝芝生生生生化に関する化に関する化に関する化に関する調調調調査につきましてお査につきましてお査につきましてお査につきましてお答答答答ええええさせていたださせていたださせていたださせていただ

きます。きます。きます。きます。

平成２３年度、県平成２３年度、県平成２３年度、県平成２３年度、県立立立立教育教育教育教育研究研究研究研究所におきまして、所におきまして、所におきまして、所におきまして、運動運動運動運動場場場場のののの芝芝芝芝生生生生化の化の化の化の効効効効果果果果等を等を等を等を検検検検証証証証するするするする調調調調査査査査

研究研究研究研究事業を事業を事業を事業を実実実実施しているところでございます。その施しているところでございます。その施しているところでございます。その施しているところでございます。その目目目目的的的的といいますのは、といいますのは、といいますのは、といいますのは、運動運動運動運動場場場場のののの芝芝芝芝生生生生化化化化

がががが児童児童児童児童のののの心身心身心身心身の健康、の健康、の健康、の健康、ああああるいはるいはるいはるいは体力体力体力体力のののの向上向上向上向上等にもたらす影等にもたらす影等にもたらす影等にもたらす影響響響響、、、、ああああるいは教育るいは教育るいは教育るいは教育効効効効果果果果につきまにつきまにつきまにつきま

してしてしてして客客客客観観観観的的的的ななななデデデデーーーータタタタとしてとしてとしてとして検検検検証証証証していきたいということで、そういしていきたいということで、そういしていきたいということで、そういしていきたいということで、そういっっっったたたたデデデデーーーータタタタのののの収収収収集分集分集分集分析析析析

をすることををすることををすることををすることを目目目目的的的的としております。としております。としております。としております。

このこのこのこの調調調調査につきましては、平成２１年度に査につきましては、平成２１年度に査につきましては、平成２１年度に査につきましては、平成２１年度に芝芝芝芝生生生生化を化を化を化を完完完完了いたしました小了いたしました小了いたしました小了いたしました小学校学校学校学校と、それとと、それとと、それとと、それと

同同同同じ地域じ地域じ地域じ地域のののの芝芝芝芝生生生生化をしていない小化をしていない小化をしていない小化をしていない小学校学校学校学校、そうい、そうい、そうい、そういっっっったところを対たところを対たところを対たところを対象象象象にいたしましてにいたしましてにいたしましてにいたしまして比比比比較較較較分分分分析析析析

するものでございまして、するものでございまして、するものでございまして、するものでございまして、調調調調査の対査の対査の対査の対象象象象校校校校は７つのは７つのは７つのは７つの市町市町市町市町村の村の村の村の芝芝芝芝生生生生化化化化校校校校７７７７校校校校、そして同、そして同、そして同、そして同規規規規模模模模程程程程

度の度の度の度の芝芝芝芝生生生生化をしていない小化をしていない小化をしていない小化をしていない小学校学校学校学校５５５５校校校校、これを対、これを対、これを対、これを対象象象象としております。また、としております。また、としております。また、としております。また、調調調調査の内査の内査の内査の内容容容容につにつにつにつ

きましては、きましては、きましては、きましては、児童児童児童児童のののの学校学校学校学校でのでのでのでの外外外外遊遊遊遊びびびびのののの様様様様子を記子を記子を記子を記録録録録する現する現する現する現地モニタ地モニタ地モニタ地モニタリングというのをリングというのをリングというのをリングというのを実実実実施い施い施い施い

たしまして、またたしまして、またたしまして、またたしまして、また学学学学級級級級担担担担任任任任、、、、ああああるいはるいはるいはるいは児童児童児童児童を対を対を対を対象象象象にいたしましたにいたしましたにいたしましたにいたしました外外外外遊遊遊遊びびびび、、、、ああああるいはるいはるいはるいはスポスポスポスポーーーー

ツツツツに関するに関するに関するに関する意識調意識調意識調意識調査、そして管理職を対査、そして管理職を対査、そして管理職を対査、そして管理職を対象象象象としたとしたとしたとした維維維維持持持持管理等に関する管理等に関する管理等に関する管理等に関するアアアアンンンンケケケケーーーートトトト調調調調査等を査等を査等を査等を

実実実実施しているところでございます。施しているところでございます。施しているところでございます。施しているところでございます。

残残残残念念念念ながら現ながら現ながら現ながら現時点時点時点時点ではまだではまだではまだではまだ調調調調査の査の査の査の実実実実施施施施途途途途中でございますので、中でございますので、中でございますので、中でございますので、断断断断定定定定的的的的なことはなことはなことはなことは申申申申しししし上上上上げげげげ

られませられませられませられませんんんんけれけれけれけれどどどども、これまでのも、これまでのも、これまでのも、これまでのアアアアンンンンケケケケーーーートトトト調調調調査、査、査、査、ああああるいはるいはるいはるいは聞聞聞聞き取りき取りき取りき取り調調調調査の中査の中査の中査の中身身身身を総を総を総を総括括括括いいいい

たしますと、たしますと、たしますと、たしますと、外外外外遊遊遊遊びびびびがががが多多多多くなくなくなくなっっっったように思うと、たように思うと、たように思うと、たように思うと、ああああるいはけががるいはけががるいはけががるいはけがが少少少少なくななくななくななくなっっっったようなたようなたようなたような感感感感じじじじ

がすると、そうがすると、そうがすると、そうがすると、そう答答答答ええええていただいてるていただいてるていただいてるていただいてる担担担担任任任任の先の先の先の先生生生生方方方方がががが比比比比較較較較的的的的多多多多いように思いように思いように思いように思わわわわれます。今れます。今れます。今れます。今後後後後、、、、

詳詳詳詳細細細細につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、デデデデーーーータタタタの集の集の集の集約約約約、分、分、分、分析析析析がががが完完完完了した了した了した了した時点時点時点時点で正で正で正で正式式式式にににに公公公公表表表表していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考え

ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○尾﨑副委員長○尾﨑副委員長○尾﨑副委員長○尾﨑副委員長 継継継継続をしていただくことで理解が広が続をしていただくことで理解が広が続をしていただくことで理解が広が続をしていただくことで理解が広がっっっっていくようにていくようにていくようにていくように私私私私は思います。例は思います。例は思います。例は思います。例

えばえばえばえば先ほ先ほ先ほ先ほどどどど述述述述べべべべられましたように、られましたように、られましたように、られましたように、野球野球野球野球をするのに内をするのに内をするのに内をするのに内野野野野はははは芝芝芝芝生生生生をををを張張張張ららららずずずずにににに外野外野外野外野だけだけだけだけ張張張張るとるとるとると

かいうそういうかいうそういうかいうそういうかいうそういう工工工工夫も夫も夫も夫も実験的実験的実験的実験的にしていただいているようですので、にしていただいているようですので、にしていただいているようですので、にしていただいているようですので、ぜぜぜぜひひひひとも推進をしていとも推進をしていとも推進をしていとも推進をしてい

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。

ここここんんんんな事例がな事例がな事例がな事例があああありました。大りました。大りました。大りました。大阪阪阪阪府府府府池池池池田田田田市市市市では、小では、小では、小では、小学校学校学校学校区区区区ごとにごとにごとにごとに地域協地域協地域協地域協議会をつく議会をつく議会をつく議会をつくっっっっておておておてお

られます。そこからられます。そこからられます。そこからられます。そこから自自自自分たちの小分たちの小分たちの小分たちの小学校学校学校学校にににに芝芝芝芝生生生生をををを張張張張りたいというりたいというりたいというりたいという強強強強いいいい要要要要望望望望ががががあっあっあっあって、て、て、て、市市市市の予の予の予の予

算がついたようです。算がついたようです。算がついたようです。算がついたようです。何何何何と７０万円というと７０万円というと７０万円というと７０万円という低低低低予算で予算で予算で予算で芝芝芝芝生生生生化を化を化を化を実実実実現された。その現された。その現された。その現された。その際際際際、１５０、１５０、１５０、１５０
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人人人人ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの人人人人ががががボラボラボラボランンンンティアティアティアティアで集まで集まで集まで集まっっっってきた。てきた。てきた。てきた。多多多多分この小分この小分この小分この小学校学校学校学校では、今、岩田委員からもでは、今、岩田委員からもでは、今、岩田委員からもでは、今、岩田委員からも

述述述述べべべべられましたように、られましたように、られましたように、られましたように、メメメメンンンンテナテナテナテナンンンンスやスやスやスやそのそのそのその後後後後のことについてものことについてものことについてものことについても十十十十分対分対分対分対応応応応していける、予していける、予していける、予していける、予

算算算算的的的的措措措措置をは置をは置をは置をは少少少少なくても対なくても対なくても対なくても対応応応応していける、そしていける、そしていける、そしていける、そんんんんな取り組な取り組な取り組な取り組みみみみだと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

私私私私のののの地地地地元元元元でででであああありますりますりますります香香香香芝芝芝芝市市市市は、は、は、は、残残残残念念念念ながらながらながらながら芝芝芝芝生生生生化には化には化には化には応応応応募しておりませ募しておりませ募しておりませ募しておりませんんんん。今。今。今。今後後後後、、、、方方方方向向向向

転転転転換換換換をして、例をして、例をして、例をして、例えばえばえばえば地域地域地域地域ののののニニニニーーーーズズズズがががが高高高高ままままっっっってててて芝芝芝芝生生生生化をしたい、まだ県内で化をしたい、まだ県内で化をしたい、まだ県内で化をしたい、まだ県内で乗乗乗乗りおくれてるりおくれてるりおくれてるりおくれてる

ところもところもところもところもああああると思います、ると思います、ると思います、ると思います、芝芝芝芝生生生生化をしたいとい化をしたいとい化をしたいとい化をしたいといっっっったときにたときにたときにたときに応応応応募ができるような、それに対募ができるような、それに対募ができるような、それに対募ができるような、それに対

して県が助けてして県が助けてして県が助けてして県が助けてああああげげげげられるような今られるような今られるような今られるような今後後後後は予算化をもは予算化をもは予算化をもは予算化をも検討検討検討検討していただけたらと、そのことをしていただけたらと、そのことをしていただけたらと、そのことをしていただけたらと、そのことを

要要要要望望望望してしてしてして質質質質問問問問をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。以上以上以上以上です。です。です。です。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 これをもちまして、くらし創造部、景観・環境局、教育委員会の審査をこれをもちまして、くらし創造部、景観・環境局、教育委員会の審査をこれをもちまして、くらし創造部、景観・環境局、教育委員会の審査をこれをもちまして、くらし創造部、景観・環境局、教育委員会の審査を終終終終

了いたします。了いたします。了いたします。了いたします。


