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広 域 行 政 調 査 特 別 委 員 会 記 録広 域 行 政 調 査 特 別 委 員 会 記 録広 域 行 政 調 査 特 別 委 員 会 記 録広 域 行 政 調 査 特 別 委 員 会 記 録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２４年９月４日（火） １０：０５～１１：１５平成２４年９月４日（火） １０：０５～１１：１５平成２４年９月４日（火） １０：０５～１１：１５平成２４年９月４日（火） １０：０５～１１：１５

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 ９名９名９名９名

井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長

今井 光子 副委員長今井 光子 副委員長今井 光子 副委員長今井 光子 副委員長

小林 茂樹 委員小林 茂樹 委員小林 茂樹 委員小林 茂樹 委員

尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員

藤野 良次 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員藤野 良次 委員

畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員

奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員

新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員

梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

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

中山 地域振興部長 ほか、関係職員中山 地域振興部長 ほか、関係職員中山 地域振興部長 ほか、関係職員中山 地域振興部長 ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）当面の諸問題について（１）当面の諸問題について（１）当面の諸問題について（１）当面の諸問題について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

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

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

本日はご多忙のところ出席いただきありがとうございます。私と今井光子委員がさきの本日はご多忙のところ出席いただきありがとうございます。私と今井光子委員がさきの本日はご多忙のところ出席いただきありがとうございます。私と今井光子委員がさきの本日はご多忙のところ出席いただきありがとうございます。私と今井光子委員がさきの

６月定例会におきまして、当委員会の正副委員長に再任されました。委員各位並びに理事６月定例会におきまして、当委員会の正副委員長に再任されました。委員各位並びに理事６月定例会におきまして、当委員会の正副委員長に再任されました。委員各位並びに理事６月定例会におきまして、当委員会の正副委員長に再任されました。委員各位並びに理事

者の協力、ご支援を得て、引き続き委員会の円滑な運営に努めてまいりたいと存じますの者の協力、ご支援を得て、引き続き委員会の円滑な運営に努めてまいりたいと存じますの者の協力、ご支援を得て、引き続き委員会の円滑な運営に努めてまいりたいと存じますの者の協力、ご支援を得て、引き続き委員会の円滑な運営に努めてまいりたいと存じますの

で、よろしくお願い申し上げます。で、よろしくお願い申し上げます。で、よろしくお願い申し上げます。で、よろしくお願い申し上げます。

なお、新谷委員は１時間程度おくれるとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。なお、新谷委員は１時間程度おくれるとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。なお、新谷委員は１時間程度おくれるとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。なお、新谷委員は１時間程度おくれるとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。

案件に入ります前に、９月１日付で事務局に異動がありましたので、事務局長より自己案件に入ります前に、９月１日付で事務局に異動がありましたので、事務局長より自己案件に入ります前に、９月１日付で事務局に異動がありましたので、事務局長より自己案件に入ります前に、９月１日付で事務局に異動がありましたので、事務局長より自己

紹介をお願いいたします。紹介をお願いいたします。紹介をお願いいたします。紹介をお願いいたします。
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○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 石井でございます。どうぞよろしくお願いします。石井でございます。どうぞよろしくお願いします。石井でございます。どうぞよろしくお願いします。石井でございます。どうぞよろしくお願いします。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 次に、出席を求める理事者ですが、去る７月１９日の正副委員長会議でお次に、出席を求める理事者ですが、去る７月１９日の正副委員長会議でお次に、出席を求める理事者ですが、去る７月１９日の正副委員長会議でお次に、出席を求める理事者ですが、去る７月１９日の正副委員長会議でお

手元に配付のとおり決定されていますので、ご了承願います。手元に配付のとおり決定されていますので、ご了承願います。手元に配付のとおり決定されていますので、ご了承願います。手元に配付のとおり決定されていますので、ご了承願います。

それでは、新たに出席いただいている理事者の自己紹介をお願いします。それでは、新たに出席いただいている理事者の自己紹介をお願いします。それでは、新たに出席いただいている理事者の自己紹介をお願いします。それでは、新たに出席いただいている理事者の自己紹介をお願いします。

○七尾景観・環境局次長自然環境課長事務取扱○七尾景観・環境局次長自然環境課長事務取扱○七尾景観・環境局次長自然環境課長事務取扱○七尾景観・環境局次長自然環境課長事務取扱 景観・環境局次長の七尾でございます。景観・環境局次長の七尾でございます。景観・環境局次長の七尾でございます。景観・環境局次長の七尾でございます。

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。よろしくお願いします。

○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱 産業・雇用振興部次長の村上でござ産業・雇用振興部次長の村上でござ産業・雇用振興部次長の村上でござ産業・雇用振興部次長の村上でござ

います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。

○芝池土木部次長企画管理室長事務取扱○芝池土木部次長企画管理室長事務取扱○芝池土木部次長企画管理室長事務取扱○芝池土木部次長企画管理室長事務取扱 土木部次長の芝池でございます。よろしくお願土木部次長の芝池でございます。よろしくお願土木部次長の芝池でございます。よろしくお願土木部次長の芝池でございます。よろしくお願

いします。いします。いします。いします。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

本日は常時出席を求める理事者のほかに５名の理事者に出席を求めていますので、自己本日は常時出席を求める理事者のほかに５名の理事者に出席を求めていますので、自己本日は常時出席を求める理事者のほかに５名の理事者に出席を求めていますので、自己本日は常時出席を求める理事者のほかに５名の理事者に出席を求めていますので、自己

紹介または関係部長からご紹介を願います。紹介または関係部長からご紹介を願います。紹介または関係部長からご紹介を願います。紹介または関係部長からご紹介を願います。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 知事公室次長の松丸でございます。どうぞよ知事公室次長の松丸でございます。どうぞよ知事公室次長の松丸でございます。どうぞよ知事公室次長の松丸でございます。どうぞよ

ろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。

○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長 地域振興部職員を紹介します。地域振興部職員を紹介します。地域振興部職員を紹介します。地域振興部職員を紹介します。

清水地域政策課長です。清水地域政策課長です。清水地域政策課長です。清水地域政策課長です。

○清水地域政策課長○清水地域政策課長○清水地域政策課長○清水地域政策課長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長 反田図書情報館副館長です。反田図書情報館副館長です。反田図書情報館副館長です。反田図書情報館副館長です。

○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長 反田でございます。どうぞよろしくお願いします。反田でございます。どうぞよろしくお願いします。反田でございます。どうぞよろしくお願いします。反田でございます。どうぞよろしくお願いします。

○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長 河合保険指導課長。河合保険指導課長。河合保険指導課長。河合保険指導課長。

○河合保険指導課長○河合保険指導課長○河合保険指導課長○河合保険指導課長 保険指導課長の河合でございます。どうぞよろしくお願いします。保険指導課長の河合でございます。どうぞよろしくお願いします。保険指導課長の河合でございます。どうぞよろしくお願いします。保険指導課長の河合でございます。どうぞよろしくお願いします。

○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長 丸山住宅課長。丸山住宅課長。丸山住宅課長。丸山住宅課長。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 住宅課長の丸山でございます。住宅課長の丸山でございます。住宅課長の丸山でございます。住宅課長の丸山でございます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

次に、委員会の運営についてですが、お手元に配付しております今後の委員会の運営に次に、委員会の運営についてですが、お手元に配付しております今後の委員会の運営に次に、委員会の運営についてですが、お手元に配付しております今後の委員会の運営に次に、委員会の運営についてですが、お手元に配付しております今後の委員会の運営に

ついてを説明させていただきます。ついてを説明させていただきます。ついてを説明させていただきます。ついてを説明させていただきます。

１の所管事項及び調査・審査事務については、記載のとおりであります。１の所管事項及び調査・審査事務については、記載のとおりであります。１の所管事項及び調査・審査事務については、記載のとおりであります。１の所管事項及び調査・審査事務については、記載のとおりであります。

２の議論の方向についてですが、昨年の委員会設置から議論していただき、一定の議論２の議論の方向についてですが、昨年の委員会設置から議論していただき、一定の議論２の議論の方向についてですが、昨年の委員会設置から議論していただき、一定の議論２の議論の方向についてですが、昨年の委員会設置から議論していただき、一定の議論

の方向として取りまとめたの方向として取りまとめたの方向として取りまとめたの方向として取りまとめたもももものです。これがのです。これがのです。これがのです。これが①①①①からからからから⑥⑥⑥⑥にあります。にあります。にあります。にあります。
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３３３３の委員会の運営は、今後、所管事項の委員会の運営は、今後、所管事項の委員会の運営は、今後、所管事項の委員会の運営は、今後、所管事項等等等等に係る調査並びに審査を行うととに係る調査並びに審査を行うととに係る調査並びに審査を行うととに係る調査並びに審査を行うととももももに、ただいに、ただいに、ただいに、ただい

まの議論の方向に委員間まの議論の方向に委員間まの議論の方向に委員間まの議論の方向に委員間討討討討議を行いながら、４の議を行いながら、４の議を行いながら、４の議を行いながら、４のスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールにににに沿っ沿っ沿っ沿って、て、て、て、来来来来年の６月定例年の６月定例年の６月定例年の６月定例

会におきまして、委員会としての成会におきまして、委員会としての成会におきまして、委員会としての成会におきまして、委員会としての成果果果果報報報報告告告告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ので、よろしくお願ておりますので、よろしくお願ておりますので、よろしくお願ておりますので、よろしくお願

いします。いします。いします。いします。

本日は本日は本日は本日は県内県内県内県内調査調査調査調査も含も含も含も含めめめめ県内県内県内県内広域行政を議題とし、次広域行政を議題とし、次広域行政を議題とし、次広域行政を議題とし、次回回回回はははは圏圏圏圏域を域を域を域を越え越え越え越えた広域行政の課題にた広域行政の課題にた広域行政の課題にた広域行政の課題に

ついて議論をついて議論をついて議論をついて議論を予予予予定しております。定しております。定しております。定しております。

ただいまの説明及び今後の委員会の運営について、ただいまの説明及び今後の委員会の運営について、ただいまの説明及び今後の委員会の運営について、ただいまの説明及び今後の委員会の運営について、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見がございましたらごがございましたらごがございましたらごがございましたらご発発発発言言言言

願いたいと願いたいと願いたいと願いたいと思思思思います。います。います。います。

それでは、当委員会は引き続き委員間それでは、当委員会は引き続き委員間それでは、当委員会は引き続き委員間それでは、当委員会は引き続き委員間討討討討議の時間議の時間議の時間議の時間ももももとりながら、調査並びに審査をとりながら、調査並びに審査をとりながら、調査並びに審査をとりながら、調査並びに審査を進進進進めめめめ

てまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

次に、事務次に、事務次に、事務次に、事務分掌表分掌表分掌表分掌表をお手元に配付しておりますので、をお手元に配付しておりますので、をお手元に配付しておりますので、をお手元に配付しておりますので、参考参考参考参考にしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいと思思思思いまいまいまいま

す。す。す。す。

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

県内県内県内県内での広域連での広域連での広域連での広域連携携携携の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みについて、地域振興部長、保険指導課長、住宅課長のについて、地域振興部長、保険指導課長、住宅課長のについて、地域振興部長、保険指導課長、住宅課長のについて、地域振興部長、保険指導課長、住宅課長の順順順順にににに

報報報報告告告告願います。願います。願います。願います。

中山地域振興部長から説明をお願いします。中山地域振興部長から説明をお願いします。中山地域振興部長から説明をお願いします。中山地域振興部長から説明をお願いします。

○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長 それでは、それでは、それでは、それでは、県内県内県内県内広域連広域連広域連広域連携携携携の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みについて、について、について、について、奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルのののの検討状検討状検討状検討状

況況況況をご報をご報をご報をご報告告告告します。します。します。します。

資料資料資料資料１の１１の１１の１１の１ページページページページ、、、、奈奈奈奈良良良良県県県県のののの状況状況状況状況、ま、ま、ま、まず現状認識ず現状認識ず現状認識ず現状認識ということですが、本ということですが、本ということですが、本ということですが、本県県県県のののの市町市町市町市町村の村の村の村の財財財財

政政政政状況状況状況状況はははは非非非非常に常に常に常に厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況が続き、またが続き、またが続き、またが続き、また全国的全国的全国的全国的にににに市町市町市町市町村合村合村合村合併併併併がががが推進推進推進推進される中において、本される中において、本される中において、本される中において、本

県県県県では地域では地域では地域では地域性も性も性も性もあり合あり合あり合あり合併併併併がががが進進進進ままままずずずず、小、小、小、小規模町規模町規模町規模町村が多く、職員村が多く、職員村が多く、職員村が多く、職員削減削減削減削減などによりなどによりなどによりなどにより組織体制組織体制組織体制組織体制がががが脆脆脆脆

弱弱弱弱となとなとなとなっっっっているのがているのがているのがているのが現状現状現状現状です。です。です。です。

県県県県がががが考え考え考え考えるるるる県県県県とととと市町市町市町市町村の村の村の村の役割分担役割分担役割分担役割分担、、、、奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルのののの考え考え考え考え方ですが、先ほど説明しましたさ方ですが、先ほど説明しましたさ方ですが、先ほど説明しましたさ方ですが、先ほど説明しましたさ

まざまな課題にまざまな課題にまざまな課題にまざまな課題に対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、県県県県とととと市町市町市町市町村村村村全体全体全体全体のののの人材人材人材人材、、、、財源財源財源財源、公、公、公、公共施共施共施共施設設設設等等等等の行政の行政の行政の行政資源資源資源資源のののの有効有効有効有効

活活活活用という用という用という用という考え考え考え考えののののももももと、と、と、と、奈奈奈奈良良良良県独県独県独県独自の自の自の自の県県県県とととと市町市町市町市町村が村が村が村が機能的機能的機能的機能的に連に連に連に連携携携携するするするする効率的効率的効率的効率的な行政運営をな行政運営をな行政運営をな行政運営を

模索模索模索模索して、して、して、して、垂直補完垂直補完垂直補完垂直補完、水平、水平、水平、水平補完補完補完補完、、、、県県県県からからからから市町市町市町市町村村村村へへへへのののの権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲、これを、これを、これを、これを３３３３つのつのつのつの柱柱柱柱とするとするとするとする奈奈奈奈良良良良

モデル検討モデル検討モデル検討モデル検討報報報報告告告告書を策定しまして、本書を策定しまして、本書を策定しまして、本書を策定しまして、本県独県独県独県独自の自の自の自の県県県県とととと市町市町市町市町村の村の村の村の役割分担役割分担役割分担役割分担のののの実現実現実現実現に向けた取りに向けた取りに向けた取りに向けた取り

組み組み組み組みをををを進進進進めているところです。めているところです。めているところです。めているところです。

２２２２ページページページページでは、では、では、では、現現現現行事務の行事務の行事務の行事務の整整整整理、理、理、理、分析分析分析分析を行い、を行い、を行い、を行い、奈奈奈奈良良良良モデル役割分担見直モデル役割分担見直モデル役割分担見直モデル役割分担見直しししし検討対象検討対象検討対象検討対象７７７７３３３３

業務を業務を業務を業務を抽抽抽抽出しました。出しました。出しました。出しました。
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３ページ３ページ３ページ３ページでは、今後の取りでは、今後の取りでは、今後の取りでは、今後の取り組み組み組み組みのののの考え考え考え考え方としまして方としまして方としまして方としまして奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルとしてとしてとしてとして整整整整理した７理した７理した７理した７３３３３業務業務業務業務

についてについてについてについて具体化具体化具体化具体化を図るため、を図るため、を図るため、を図るため、市町市町市町市町村と村と村と村と県県県県が協議の上、が協議の上、が協議の上、が協議の上、市町市町市町市町村の村の村の村の要望要望要望要望のののの強強強強いいいいももももの、の、の、の、効果効果効果効果のののの高高高高

いいいいもももものからのからのからのから詳細検討詳細検討詳細検討詳細検討を行うことにしております。取りを行うことにしております。取りを行うことにしております。取りを行うことにしております。取り組み組み組み組みがががが可能可能可能可能ななななもももものからのからのからのから順順順順次次次次実実実実行する行する行する行する

ことにしております。ことにしております。ことにしております。ことにしております。

これまで成これまで成これまで成これまで成果果果果のあのあのあのあっっっったたたたもももものとしましては、のとしましては、のとしましては、のとしましては、３ページ３ページ３ページ３ページ、、、、ⅡⅡⅡⅡのののの技術技術技術技術支援では、支援では、支援では、支援では、市町市町市町市町村管理の村管理の村管理の村管理の

道路橋梁道路橋梁道路橋梁道路橋梁のののの点検や点検や点検や点検や長長長長寿命化修繕計画寿命化修繕計画寿命化修繕計画寿命化修繕計画の策定については、の策定については、の策定については、の策定については、市町市町市町市町村で村で村で村で技術技術技術技術職員を職員を職員を職員を独独独独自に自に自に自に確確確確保で保で保で保で

きないためにきないためにきないためにきないために県県県県が受けることにしております。が受けることにしております。が受けることにしております。が受けることにしております。

次の次の次の次のⅢⅢⅢⅢですが、地域間連ですが、地域間連ですが、地域間連ですが、地域間連携携携携としてましては、としてましては、としてましては、としてましては、複数市町複数市町複数市町複数市町村による村による村による村による消費生活相談窓口消費生活相談窓口消費生活相談窓口消費生活相談窓口の設置、の設置、の設置、の設置、

運営を運営を運営を運営を進進進進めることにしております。めることにしております。めることにしております。めることにしております。

次の次の次の次のⅣⅣⅣⅣですが、情報ですが、情報ですが、情報ですが、情報システムシステムシステムシステムのののの共同共同共同共同開開開開発発発発、これの例としましては、、これの例としましては、、これの例としましては、、これの例としましては、香香香香芝芝芝芝市市市市ほか６ほか６ほか６ほか６市町市町市町市町にににに

よる住よる住よる住よる住民民民民情報情報情報情報系システム系システム系システム系システムのののの共同化等共同化等共同化等共同化等をををを進進進進めております。めております。めております。めております。

次に、別次に、別次に、別次に、別冊資料冊資料冊資料冊資料２は２は２は２は具体的具体的具体的具体的な平成２４年度のな平成２４年度のな平成２４年度のな平成２４年度の検討状況検討状況検討状況検討状況の報の報の報の報告告告告です。ことしの５月１６日です。ことしの５月１６日です。ことしの５月１６日です。ことしの５月１６日

に開に開に開に開催催催催しましたしましたしましたしました奈奈奈奈良良良良モデル検討モデル検討モデル検討モデル検討会で、５項会で、５項会で、５項会で、５項目目目目について課題について課題について課題について課題提提提提案を行いました。そのうち、案を行いました。そのうち、案を行いました。そのうち、案を行いました。そのうち、

地域振興部所管について地域振興部所管について地域振興部所管について地域振興部所管について３３３３項項項項目目目目がありますのでご報がありますのでご報がありますのでご報がありますのでご報告告告告します。します。します。します。

１１１１ページページページページ、、、、市町市町市町市町村村村村税税税税のののの税収強化税収強化税収強化税収強化についての説明です。についての説明です。についての説明です。についての説明です。市町市町市町市町村村村村税税税税を取りを取りを取りを取り巻巻巻巻く課題く課題く課題く課題やややや、課題、課題、課題、課題

解決に向けて解決に向けて解決に向けて解決に向けて検討検討検討検討すすすすべべべべき取りき取りき取りき取り組み組み組み組みについて、について、について、について、市町市町市町市町村と議論、村と議論、村と議論、村と議論、検討検討検討検討してまいりました。特にしてまいりました。特にしてまいりました。特にしてまいりました。特に

低低低低調な調な調な調な徴収率徴収率徴収率徴収率のののの改善改善改善改善をををを最優最優最優最優先に、先に、先に、先に、徴収徴収徴収徴収業務の業務の業務の業務の共同化共同化共同化共同化に向けたに向けたに向けたに向けた検討検討検討検討をををを進進進進めています。めています。めています。めています。

２２２２ページページページページ、、、、共同徴収組織へ共同徴収組織へ共同徴収組織へ共同徴収組織へのののの参加意思参加意思参加意思参加意思をををを表表表表明された明された明された明された市町市町市町市町村は、昨年１２月時村は、昨年１２月時村は、昨年１２月時村は、昨年１２月時点点点点で２７で２７で２７で２７市市市市

町町町町村です。村です。村です。村です。

３ページ３ページ３ページ３ページはこの２７はこの２７はこの２７はこの２７市町市町市町市町村の村の村の村の内訳内訳内訳内訳ですが、ですが、ですが、ですが、検討検討検討検討にににに参加参加参加参加するとするとするとすると回答回答回答回答されたされたされたされた市町市町市町市町村は地図の村は地図の村は地図の村は地図の

とおり、とおり、とおり、とおり、県内県内県内県内各地に各地に各地に各地に分散分散分散分散していると。広くしていると。広くしていると。広くしていると。広く圏圏圏圏域を域を域を域を対象対象対象対象としたとしたとしたとした対対対対策が策が策が策が必要必要必要必要です。職員のです。職員のです。職員のです。職員の派遣派遣派遣派遣

や国民健や国民健や国民健や国民健康保険康保険康保険康保険税税税税の取りの取りの取りの取り扱扱扱扱いなどがいなどがいなどがいなどが検討検討検討検討課題であると課題であると課題であると課題であると認識認識認識認識しております。しております。しております。しております。

４４４４ページページページページ、今後の、今後の、今後の、今後の検討検討検討検討課題としまして課題としまして課題としまして課題としまして参加意思参加意思参加意思参加意思をををを表表表表明いただいてます２７明いただいてます２７明いただいてます２７明いただいてます２７市町市町市町市町村を中村を中村を中村を中心心心心

に、に、に、に、詳詳詳詳しくしくしくしく滞納状況等滞納状況等滞納状況等滞納状況等をををを分析分析分析分析した上で記載の、例した上で記載の、例した上で記載の、例した上で記載の、例えばえばえばえば職員の職員の職員の職員の派遣派遣派遣派遣方方方方法法法法のののの検討検討検討検討などを行うとなどを行うとなどを行うとなどを行うと

いうことでいうことでいうことでいうことで進進進進めております。めております。めております。めております。

５５５５ページページページページは、は、は、は、県税県税県税県税事務所事務所事務所事務所単単単単位で位で位で位で市町市町市町市町村との村との村との村との意見交換意見交換意見交換意見交換をををを実施実施実施実施していますが、そのしていますが、そのしていますが、そのしていますが、その意見意見意見意見の中の中の中の中

でででで主主主主ななななもももものとしましては、一定の地域でのとしましては、一定の地域でのとしましては、一定の地域でのとしましては、一定の地域でレベルレベルレベルレベルのののの近近近近いいいい市町市町市町市町村がまとま村がまとま村がまとま村がまとまっっっってからてからてからてから検討検討検討検討をををを進進進進めめめめ

てはどうか。いま一度、てはどうか。いま一度、てはどうか。いま一度、てはどうか。いま一度、県県県県のののの実実実実情に合情に合情に合情に合っっっった方た方た方た方法法法法をををを検討検討検討検討すすすすべべべべきではないかといきではないかといきではないかといきではないかといっっっったたたた意見も意見も意見も意見もああああ

ります。これらをります。これらをります。これらをります。これらを踏踏踏踏ままままええええて、さらにて、さらにて、さらにて、さらに検討検討検討検討をををを進進進進めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

６６６６ページページページページは支援は支援は支援は支援体制体制体制体制です。このようなです。このようなです。このようなです。このような奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルのののの検討検討検討検討と並行すると並行すると並行すると並行する形形形形で今年度よりで今年度よりで今年度よりで今年度より市町市町市町市町
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村村村村税税税税をををを含含含含めためためためた市町市町市町市町村村村村税税税税支援支援支援支援体制体制体制体制をををを整備整備整備整備、、、、構築構築構築構築しました。このしました。このしました。このしました。この市町市町市町市町村村村村税税税税、、、、滞納整滞納整滞納整滞納整理本部の理本部の理本部の理本部の活活活活

動とと動とと動とと動ととももももに連に連に連に連携携携携したしたしたした税収強化税収強化税収強化税収強化策を策を策を策を検討検討検討検討をします。をします。をします。をします。

次に、水次に、水次に、水次に、水道道道道運営の連運営の連運営の連運営の連携携携携についてです。７についてです。７についてです。７についてです。７ページページページページでは、平成２４年となでは、平成２４年となでは、平成２４年となでは、平成２４年となっっっってますが平成２てますが平成２てますが平成２てますが平成２

３３３３年１２月に年１２月に年１２月に年１２月に県県県県域水域水域水域水道ビジョン道ビジョン道ビジョン道ビジョンを策定しました。水を策定しました。水を策定しました。水を策定しました。水道道道道事業につきましては、水事業につきましては、水事業につきましては、水事業につきましては、水需要需要需要需要がががが減少減少減少減少

傾傾傾傾向にある中で多くの水向にある中で多くの水向にある中で多くの水向にある中で多くの水道施道施道施道施設が今後設が今後設が今後設が今後更更更更新時新時新時新時期期期期になり、そのままになり、そのままになり、そのままになり、そのまま更更更更新していけ新していけ新していけ新していけばばばば多多多多大大大大なななな費費費費

用が用が用が用が発生発生発生発生する、する、する、する、経経経経営営営営的的的的ににににも非も非も非も非常に常に常に常に厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況をををを迎え迎え迎え迎えようとしています。ようとしています。ようとしています。ようとしています。県県県県域水域水域水域水道ビジョン道ビジョン道ビジョン道ビジョン

では、こうしたでは、こうしたでは、こうしたでは、こうした共通共通共通共通する課題にする課題にする課題にする課題に対応対応対応対応するため、するため、するため、するため、県県県県域域域域全体全体全体全体をををを県県県県営水営水営水営水道エリア道エリア道エリア道エリア、、、、五條五條五條五條・・・・吉吉吉吉野野野野エエエエ

リアリアリアリア、、、、簡易簡易簡易簡易水水水水道エリア道エリア道エリア道エリア、この、この、この、この３３３３つのつのつのつのエリアエリアエリアエリアにににに区分区分区分区分しまして、地図にしまして、地図にしまして、地図にしまして、地図にも掲も掲も掲も掲載しておりますが、載しておりますが、載しておりますが、載しておりますが、

県内県内県内県内各各各各エリアエリアエリアエリアののののモデルモデルモデルモデル案を案を案を案を提示提示提示提示しました。しました。しました。しました。

８ページ８ページ８ページ８ページ、、、、県県県県営水営水営水営水道エリア道エリア道エリア道エリアにおきましては、におきましては、におきましては、におきましては、県県県県営水営水営水営水道道道道とととと市町市町市町市町村水村水村水村水道道道道の二の二の二の二重投資重投資重投資重投資をををを回避回避回避回避すすすす

るるるる視点視点視点視点から、水から、水から、水から、水源源源源としてとしてとしてとして県県県県営水営水営水営水道道道道をををを選択選択選択選択した方がした方がした方がした方が効率化効率化効率化効率化を図れるを図れるを図れるを図れる場場場場合、合、合、合、市町市町市町市町村の村の村の村の浄浄浄浄水水水水場場場場をををを

廃止廃止廃止廃止して、して、して、して、県県県県水の水の水の水の転換転換転換転換を図ることのを図ることのを図ることのを図ることの検討も進検討も進検討も進検討も進めているめているめているめているもももものです。のです。のです。のです。市町市町市町市町村がそういう村がそういう村がそういう村がそういう判断判断判断判断をををを

されるということになれされるということになれされるということになれされるということになればばばば、、、、県県県県営水営水営水営水道道道道をををを選択選択選択選択していただくと。していただくと。していただくと。していただくと。県県県県営水営水営水営水道エリア道エリア道エリア道エリアにおきましにおきましにおきましにおきまし

ては、今後の水ては、今後の水ては、今後の水ては、今後の水需要予測需要予測需要予測需要予測、、、、施施施施設設設設更更更更新を新を新を新を考慮考慮考慮考慮しましてしましてしましてしまして経経経経営営営営シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションを行い、を行い、を行い、を行い、処処処処方せ方せ方せ方せ

んんんんとして取りまとめて各として取りまとめて各として取りまとめて各として取りまとめて各市町市町市町市町村に村に村に村に提示提示提示提示して、して、して、して、市町市町市町市町村が水村が水村が水村が水源選択源選択源選択源選択についての協議をについての協議をについての協議をについての協議を進進進進めていめていめていめてい

きたいときたいときたいと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。

９９９９ページページページページ、、、、五條五條五條五條・・・・吉吉吉吉野野野野エリアエリアエリアエリアにおきましては、用水におきましては、用水におきましては、用水におきましては、用水供給供給供給供給事業の事業の事業の事業のモデルモデルモデルモデルについて協議をについて協議をについて協議をについて協議を進進進進

めていきたいとめていきたいとめていきたいと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。

１０１０１０１０ページページページページ、、、、簡易簡易簡易簡易水水水水道エリア道エリア道エリア道エリアです。管理の受けです。管理の受けです。管理の受けです。管理の受け皿組織皿組織皿組織皿組織として管理として管理として管理として管理形態形態形態形態、業務、業務、業務、業務内容等内容等内容等内容等につにつにつにつ

いて協議を行いて協議を行いて協議を行いて協議を行っっっっていきます。ていきます。ていきます。ていきます。

このように、このように、このように、このように、県県県県とととと市町市町市町市町村、あるいは村、あるいは村、あるいは村、あるいは市町市町市町市町村村村村同士同士同士同士といといといといっっっった水た水た水た水道道道道事業事業事業事業全体全体全体全体の広域の広域の広域の広域的的的的なななな資源資源資源資源のののの

有効活有効活有効活有効活用ということですが、用ということですが、用ということですが、用ということですが、要要要要は広域は広域は広域は広域的的的的な連な連な連な連携携携携をををを果果果果たし、たし、たし、たし、安全安全安全安全でででで安心安心安心安心してしてしてして飲ん飲ん飲ん飲んでいただけでいただけでいただけでいただけ

る水る水る水る水道道道道水を水を水を水を将来将来将来将来ににににわわわわたたたたっっっってててて供給供給供給供給し続けるし続けるし続けるし続ける県県県県域域域域全体全体全体全体の水の水の水の水道サービス道サービス道サービス道サービスをををを目目目目指していきたいと指していきたいと指していきたいと指していきたいと考考考考

ええええております。ております。ております。ております。

次に、図書館管理運営の連次に、図書館管理運営の連次に、図書館管理運営の連次に、図書館管理運営の連携携携携です。です。です。です。

１１１１１１１１ページページページページ、図書館をめ、図書館をめ、図書館をめ、図書館をめぐぐぐぐるるるる状況状況状況状況をををを整整整整理しておりますが、理しておりますが、理しておりますが、理しておりますが、県内県内県内県内の公立図書館におきましの公立図書館におきましの公立図書館におきましの公立図書館におきまし

ては図書ては図書ては図書ては図書購購購購入入入入費費費費のののの減少減少減少減少、図書館の、図書館の、図書館の、図書館の利利利利用用用用資格資格資格資格がががが限限限限定されている、それぞれ定されている、それぞれ定されている、それぞれ定されている、それぞれ市町市町市町市町村村村村単単単単位にな位にな位にな位になっっっっ

ているているているている現状現状現状現状があります。このようながあります。このようながあります。このようながあります。このような状況状況状況状況の中で、図書館がの中で、図書館がの中で、図書館がの中で、図書館が相互相互相互相互に連に連に連に連携携携携することにより、することにより、することにより、することにより、単単単単

ににににスケールメリットスケールメリットスケールメリットスケールメリットによるによるによるによるコスト削減コスト削減コスト削減コスト削減にとどまらない、にとどまらない、にとどまらない、にとどまらない、利利利利用者の用者の用者の用者の利利利利便便便便性性性性の向上、図書館間の向上、図書館間の向上、図書館間の向上、図書館間

のののの総総総総合合合合メリットメリットメリットメリット、この、この、この、この実現実現実現実現ができないかができないかができないかができないか検討検討検討検討をををを進進進進めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。



---- 6666 ----

現現現現在在在在取り取り取り取り組ん組ん組ん組んでおりますでおりますでおりますでおります実施可能実施可能実施可能実施可能な４つの連な４つの連な４つの連な４つの連携携携携事業について説明いたします。事業について説明いたします。事業について説明いたします。事業について説明いたします。

１２１２１２１２ページページページページ、１つ、１つ、１つ、１つ目目目目ですが、図書館で本をですが、図書館で本をですが、図書館で本をですが、図書館で本を借借借借りますとりますとりますとりますと借借借借りた本の名前、りた本の名前、りた本の名前、りた本の名前、返却返却返却返却日などを記日などを記日などを記日などを記

載している載している載している載しているレシートレシートレシートレシート、この、この、この、このレシートレシートレシートレシートのののの裏裏裏裏面に広面に広面に広面に広告告告告をををを掲掲掲掲載する載する載する載する企企企企業業業業主主主主をををを共同共同共同共同募集募集募集募集して広して広して広して広告掲告掲告掲告掲

載の載の載の載の対対対対価価価価としてとしてとしてとして企企企企業に業に業に業にレシートレシートレシートレシートをををを現現現現物物物物でででで納納納納品品品品していただくと、それを図書館がしていただくと、それを図書館がしていただくと、それを図書館がしていただくと、それを図書館が使使使使うと、うと、うと、うと、両両両両

方方方方メリットメリットメリットメリットがあるのがまがあるのがまがあるのがまがあるのがまずずずず１つ１つ１つ１つ目目目目です。です。です。です。

１１１１３ページ３ページ３ページ３ページ、２つ、２つ、２つ、２つ目目目目は、は、は、は、限限限限られた図書をられた図書をられた図書をられた図書を融融融融通通通通し合いながらし合いながらし合いながらし合いながら相互相互相互相互貸借貸借貸借貸借でででで有効活有効活有効活有効活用を図ると用を図ると用を図ると用を図ると

ととととももももに、に、に、に、利利利利用者が用者が用者が用者が希希希希望望望望する図書をする図書をする図書をする図書を迅速迅速迅速迅速に入手できるに入手できるに入手できるに入手できる仕仕仕仕組み組み組み組みです。です。です。です。搬送搬送搬送搬送等等等等のののの仕仕仕仕組み組み組み組みです。です。です。です。

１４１４１４１４ページページページページをお願いします。これはをお願いします。これはをお願いします。これはをお願いします。これは３３３３つつつつ目目目目です。です。です。です。市町市町市町市町村村村村単単単単位でつくられている図書館位でつくられている図書館位でつくられている図書館位でつくられている図書館便便便便

りなどの広報りなどの広報りなどの広報りなどの広報紙紙紙紙にににに近近近近隣隣隣隣の図書館で行の図書館で行の図書館で行の図書館で行わわわわれているれているれているれている講座講座講座講座などのなどのなどのなどのイイイイベントベントベントベントの情報をの情報をの情報をの情報を掲掲掲掲載し、載し、載し、載し、利利利利用用用用

者に情報者に情報者に情報者に情報提供提供提供提供するなど、各図書館のするなど、各図書館のするなど、各図書館のするなど、各図書館のイイイイベントやベントやベントやベントや展展展展示示示示の情報をの情報をの情報をの情報を共有共有共有共有するするするする仕仕仕仕組み組み組み組みです。情報のです。情報のです。情報のです。情報の

相互交相互交相互交相互交流流流流です。です。です。です。

１５１５１５１５ページページページページです。４つです。４つです。４つです。４つ目目目目は、職員のは、職員のは、職員のは、職員のススススキキキキルアッルアッルアッルアッププププ、これを図るために、忙しく、これを図るために、忙しく、これを図るために、忙しく、これを図るために、忙しく研研研研修修修修会に会に会に会に

参加参加参加参加できない図書館職員をできない図書館職員をできない図書館職員をできない図書館職員を対象対象対象対象に、後日自に、後日自に、後日自に、後日自主的主的主的主的なななな研研研研修修修修ができるようができるようができるようができるようホホホホームページームページームページームページを立ち上を立ち上を立ち上を立ち上

げて、げて、げて、げて、研研研研修修修修会、会、会、会、セセセセミミミミナナナナーーーーの情報をの情報をの情報をの情報を提供提供提供提供するするするする仕仕仕仕組み組み組み組みです。です。です。です。

１６１６１６１６ページページページページ、今後の事業、今後の事業、今後の事業、今後の事業展展展展開ですが、平成２４年度の事業開ですが、平成２４年度の事業開ですが、平成２４年度の事業開ですが、平成２４年度の事業展展展展開を中開を中開を中開を中心心心心に書いておりますに書いておりますに書いておりますに書いております

が、各事業のが、各事業のが、各事業のが、各事業の実施実施実施実施に向けて図書館のに向けて図書館のに向けて図書館のに向けて図書館の実実実実務を務を務を務を担担担担当する当する当する当するメンメンメンメンババババーーーーによる会議を開による会議を開による会議を開による会議を開催催催催しましてしましてしましてしまして検検検検

討討討討をををを進進進進めており、めており、めており、めており、具体具体具体具体のののの内容内容内容内容が決まり次第、が決まり次第、が決まり次第、が決まり次第、随随随随時時時時即即即即実施実施実施実施してまいります。してまいります。してまいります。してまいります。

以以以以上で上で上で上で県県県県の広域連の広域連の広域連の広域連携携携携のののの全体全体全体全体の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みと地域振興部所管のと地域振興部所管のと地域振興部所管のと地域振興部所管の検討状況検討状況検討状況検討状況の説明をの説明をの説明をの説明を終終終終わわわわらせてらせてらせてらせて

いただきます。どういただきます。どういただきます。どういただきます。どうももももありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

○河合保険指導課長○河合保険指導課長○河合保険指導課長○河合保険指導課長 市町市町市町市町村村村村国民健国民健国民健国民健康保険のあり方について報康保険のあり方について報康保険のあり方について報康保険のあり方について報告告告告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。

１７１７１７１７ページページページページ、取り、取り、取り、取り組み内容組み内容組み内容組み内容のご説明に入ります前に、のご説明に入ります前に、のご説明に入ります前に、のご説明に入ります前に、国民健国民健国民健国民健康保険について広域康保険について広域康保険について広域康保険について広域化化化化に取に取に取に取

りりりり組組組組む背む背む背む背景、問題景、問題景、問題景、問題状況状況状況状況について記載しております。について記載しております。について記載しております。について記載しております。国民健国民健国民健国民健康保険康保険康保険康保険制制制制度は支出の面について度は支出の面について度は支出の面について度は支出の面について

は、は、は、は、高高高高齢齢齢齢化化化化のののの進進進進展展展展でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか医療医療医療医療のののの高高高高度度度度化化化化によりまして支によりまして支によりまして支によりまして支払払払払わわわわなけれなけれなけれなければばばばならないならないならないならない医療医療医療医療

費費費費がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん増増増増加加加加しているしているしているしている状況状況状況状況がございます。その一方で、そのがございます。その一方で、そのがございます。その一方で、そのがございます。その一方で、その医療医療医療医療費費費費の支の支の支の支払払払払いのいのいのいの財源財源財源財源にににに

なる保険なる保険なる保険なる保険料料料料につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、働働働働くくくく世代世代世代世代、、、、現役現役現役現役世代世代世代世代のののの人口人口人口人口がががが減っ減っ減っ減っている一方、それにている一方、それにている一方、それにている一方、それに加え加え加え加えまままま

して、そのして、そのして、そのして、その働働働働くくくく世代世代世代世代につきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも失失失失業者が業者が業者が業者が増増増増加加加加したりしたりしたりしたり非非非非正正正正規規規規雇用の方が雇用の方が雇用の方が雇用の方がふふふふええええたりといたりといたりといたりといっっっっ

たようなたようなたようなたような状況状況状況状況がございまして、保険がございまして、保険がございまして、保険がございまして、保険料収料収料収料収入が入が入が入が減少減少減少減少するというするというするというするという構構構構造造造造的的的的な問題をな問題をな問題をな問題を抱抱抱抱ええええておりまておりまておりまておりま

す。このような問題にす。このような問題にす。このような問題にす。このような問題に対応対応対応対応いたしますためにいたしますためにいたしますためにいたしますために国民健国民健国民健国民健康保険の広域康保険の広域康保険の広域康保険の広域化化化化を図りまして保険を図りまして保険を図りまして保険を図りまして保険財財財財政政政政

のののの安安安安定定定定化や健化や健化や健化や健康康康康づづづづくりなどの事業をくりなどの事業をくりなどの事業をくりなどの事業を共同共同共同共同してしてしてして実施実施実施実施していこうというしていこうというしていこうというしていこうというもももものになのになのになのになっっっっています。ています。ています。ています。

１１１１８ページ８ページ８ページ８ページ、、、、市町市町市町市町村村村村国国国国保の広域保の広域保の広域保の広域化化化化に向けた課題と取りに向けた課題と取りに向けた課題と取りに向けた課題と取り組み組み組み組みで、まで、まで、まで、まずずずず昨年度の取り昨年度の取り昨年度の取り昨年度の取り組み状組み状組み状組み状
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況況況況でございます。までございます。までございます。までございます。まずずずず１１１１点目点目点目点目としましては、保険としましては、保険としましては、保険としましては、保険財財財財政の広域政の広域政の広域政の広域化化化化に向けてに向けてに向けてに向けて具体的具体的具体的具体的には２つのには２つのには２つのには２つの

取り取り取り取り組み組み組み組みを行を行を行を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。

１つは、保険１つは、保険１つは、保険１つは、保険財財財財政政政政共同安共同安共同安共同安定定定定化化化化事業の事業の事業の事業の拡拡拡拡充でございます。この事業は充でございます。この事業は充でございます。この事業は充でございます。この事業は市町市町市町市町村がそれぞれ行村がそれぞれ行村がそれぞれ行村がそれぞれ行

っっっっておりますておりますておりますております医療医療医療医療費費費費の支の支の支の支払払払払いをいをいをいを全市町全市町全市町全市町村が村が村が村が拠拠拠拠出出出出金金金金を出し合を出し合を出し合を出し合っっっってててて共同共同共同共同して支して支して支して支払払払払う事業です。う事業です。う事業です。う事業です。

そのそのそのその共同共同共同共同して支して支して支して支払払払払うううう医療医療医療医療費費費費のののの範囲範囲範囲範囲などを今年度からなどを今年度からなどを今年度からなどを今年度から拡拡拡拡充しています。充しています。充しています。充しています。

ももももう１う１う１う１点点点点は保険は保険は保険は保険料料料料のののの標準標準標準標準化化化化に向けた取りに向けた取りに向けた取りに向けた取り組み組み組み組みでございます。でございます。でございます。でございます。国民健国民健国民健国民健康保険の保険康保険の保険康保険の保険康保険の保険料料料料はははは市市市市

町町町町村がそれぞれ村がそれぞれ村がそれぞれ村がそれぞれ条条条条例で定めております。その例で定めております。その例で定めております。その例で定めております。その算算算算定方定方定方定方法法法法が異なが異なが異なが異な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、市町市町市町市町村ごと村ごと村ごと村ごと

に保険に保険に保険に保険料料料料がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ個々個々個々個々に異なに異なに異なに異なっっっっているているているている状況状況状況状況になになになになっっっっております。そこで、保険ております。そこで、保険ております。そこで、保険ております。そこで、保険料料料料をををを標準標準標準標準化化化化

いたしましていたしましていたしましていたしまして県内県内県内県内のどこののどこののどこののどこの市町市町市町市町村に住村に住村に住村に住んんんんででででも同も同も同も同じじじじ世帯世帯世帯世帯構構構構成、成、成、成、同同同同じじじじ収収収収入であれ入であれ入であれ入であれば同ば同ば同ば同じ保険じ保険じ保険じ保険料料料料

になるようにしようという取りになるようにしようという取りになるようにしようという取りになるようにしようという取り組み組み組み組みです。昨年度は導入に向けまして、です。昨年度は導入に向けまして、です。昨年度は導入に向けまして、です。昨年度は導入に向けまして、市町市町市町市町村の合村の合村の合村の合意意意意を得を得を得を得

られたところです。られたところです。られたところです。られたところです。

１９１９１９１９ページページページページ、今年度の取り、今年度の取り、今年度の取り、今年度の取り組み組み組み組み方向です。ま方向です。ま方向です。ま方向です。まず国ず国ず国ず国の動向ですが、この４月にの動向ですが、この４月にの動向ですが、この４月にの動向ですが、この４月に国民健国民健国民健国民健康保康保康保康保

険険険険法法法法がががが改改改改正されまして、正されまして、正されまして、正されまして、国民健国民健国民健国民健康保険の広域康保険の広域康保険の広域康保険の広域化化化化をををを推進推進推進推進する環境する環境する環境する環境整備整備整備整備が図られたところです。が図られたところです。が図られたところです。が図られたところです。

これにこれにこれにこれに対対対対するするするする県県県県のののの考え考え考え考え方ですが、今方ですが、今方ですが、今方ですが、今回回回回のののの法改法改法改法改正から一正から一正から一正から一歩歩歩歩踏み踏み踏み踏み出した出した出した出した形形形形をとをとをとをとっっっっていこうとしていこうとしていこうとしていこうとし

ております。ております。ております。ております。国民健国民健国民健国民健康保険の康保険の康保険の康保険の県単県単県単県単位位位位化化化化をををを進進進進めるに当たりましてめるに当たりましてめるに当たりましてめるに当たりまして収収収収支支支支両両両両面、すな面、すな面、すな面、すなわわわわちちちち医療医療医療医療費費費費

の支の支の支の支払払払払いのいのいのいの共同化共同化共同化共同化、これは、これは、これは、これは国国国国の方での方での方での方で法法法法律律律律で定められたで定められたで定められたで定められたもももものですけれどのですけれどのですけれどのですけれどもももも、、、、医療医療医療医療費費費費の支の支の支の支払払払払いいいい

のののの共同化共同化共同化共同化だけではなく、保険だけではなく、保険だけではなく、保険だけではなく、保険料料料料につきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも標準標準標準標準化化化化に取りに取りに取りに取り組ん組ん組ん組んでいこうと、それででいこうと、それででいこうと、それででいこうと、それでもっもっもっもっ

てててて県単県単県単県単位位位位化化化化を図を図を図を図っっっっていこうとていこうとていこうとていこう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。ももももう１う１う１う１点点点点は、は、は、は、県県県県とととと市町市町市町市町村が村が村が村が共同共同共同共同して保険運して保険運して保険運して保険運

営を営を営を営を担担担担うううう体制体制体制体制とするとするとするとするべべべべきではないかということです。今後、きではないかということです。今後、きではないかということです。今後、きではないかということです。今後、県単県単県単県単位位位位化化化化に向けましてに向けましてに向けましてに向けまして役割分役割分役割分役割分

担担担担のののの検討検討検討検討を行を行を行を行っっっっていくこととしております。ていくこととしております。ていくこととしております。ていくこととしております。

２０２０２０２０ページページページページ、保険、保険、保険、保険料料料料のののの収納対収納対収納対収納対策策策策や健や健や健や健康康康康づづづづくりに関し、くりに関し、くりに関し、くりに関し、県県県県とととと市町市町市町市町村との村との村との村との共同共同共同共同事業を事業を事業を事業を検討検討検討検討しししし

ております。ております。ております。ております。具体的具体的具体的具体的にににに健健健健康康康康づづづづくり事業につきましては、今年度、特定くり事業につきましては、今年度、特定くり事業につきましては、今年度、特定くり事業につきましては、今年度、特定健健健健診診診診の受の受の受の受診診診診率率率率の向上の向上の向上の向上

を図るため、記載のような事業をを図るため、記載のような事業をを図るため、記載のような事業をを図るため、記載のような事業を実施実施実施実施するするするする予予予予定をしております。定をしております。定をしております。定をしております。

２１２１２１２１ページページページページからはからはからはからは国民健国民健国民健国民健康保険の広域康保険の広域康保険の広域康保険の広域化化化化とは別のとは別のとは別のとは別のもももものになるのですけれどのになるのですけれどのになるのですけれどのになるのですけれどもももも、後、後、後、後期高期高期高期高齢齢齢齢

者者者者医療医療医療医療広域連合の保険者広域連合の保険者広域連合の保険者広域連合の保険者機能機能機能機能のののの強化強化強化強化に向けた取りに向けた取りに向けた取りに向けた取り組み組み組み組みです。です。です。です。県県県県と広域連合が連と広域連合が連と広域連合が連と広域連合が連携携携携をををを強化強化強化強化しししし

高高高高齢齢齢齢者の者の者の者の健健健健康康康康維持維持維持維持、、、、増増増増進進進進にににに共同共同共同共同して取りして取りして取りして取り組も組も組も組もうといううといううといううというもももものです。昨年度は、のです。昨年度は、のです。昨年度は、のです。昨年度は、県県県県と広域連合と広域連合と広域連合と広域連合

がががが共同共同共同共同してしてしてして奈奈奈奈良良良良県健県健県健県健康長康長康長康長寿共同寿共同寿共同寿共同事業事業事業事業実実実実行委員会を立ち上げました。そこでは行委員会を立ち上げました。そこでは行委員会を立ち上げました。そこでは行委員会を立ち上げました。そこでは有識有識有識有識者により者により者により者により

ましてどのような取りましてどのような取りましてどのような取りましてどのような取り組み組み組み組みを行うのがいいのかといを行うのがいいのかといを行うのがいいのかといを行うのがいいのかといっっっった取りた取りた取りた取り組み組み組み組み方策の方策の方策の方策の研究研究研究研究を行を行を行を行っっっっていたていたていたていた

だきまして、そのだきまして、そのだきまして、そのだきまして、その研究研究研究研究成成成成果果果果などなどなどなども踏も踏も踏も踏ままままええええましてましてましてまして実実実実地に地域を地に地域を地に地域を地に地域を巡巡巡巡回回回回しての指導、しての指導、しての指導、しての指導、普普普普及及及及啓啓啓啓発活発活発活発活

動を行動を行動を行動を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。
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２２２２２２２２ページページページページ、今年度の取り、今年度の取り、今年度の取り、今年度の取り組み組み組み組みですが、今年度ですが、今年度ですが、今年度ですが、今年度もももも引き続き引き続き引き続き引き続き健健健健康長康長康長康長寿共同寿共同寿共同寿共同事業の事業の事業の事業の展展展展開を図開を図開を図開を図

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

ももももう１う１う１う１点点点点は、今年度、は、今年度、は、今年度、は、今年度、県県県県と広域連合の連と広域連合の連と広域連合の連と広域連合の連携携携携をををを強化強化強化強化するするするする趣旨趣旨趣旨趣旨から、知事が広域連合の副広から、知事が広域連合の副広から、知事が広域連合の副広から、知事が広域連合の副広

域連合長に域連合長に域連合長に域連合長に就就就就任し、広域連合での保険者任し、広域連合での保険者任し、広域連合での保険者任し、広域連合での保険者機能機能機能機能の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みをさらにをさらにをさらにをさらに推進推進推進推進を図を図を図を図っっっっていくことをていくことをていくことをていくことを

考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 市町市町市町市町村公営住宅村公営住宅村公営住宅村公営住宅等等等等の管理のの管理のの管理のの管理の共同化共同化共同化共同化について説明します。について説明します。について説明します。について説明します。

資料資料資料資料の２の２の２の２３ページ３ページ３ページ３ページ、、、、市町市町市町市町村公営住宅村公営住宅村公営住宅村公営住宅等等等等の管理のの管理のの管理のの管理の共同化共同化共同化共同化についてですが、これまで各についてですが、これまで各についてですが、これまで各についてですが、これまで各市町市町市町市町

村ごとに取り村ごとに取り村ごとに取り村ごとに取り組ん組ん組ん組んでいますでいますでいますでいます市市市市営住宅、村営住宅、営住宅、村営住宅、営住宅、村営住宅、営住宅、村営住宅、町町町町営住宅とい営住宅とい営住宅とい営住宅といっっっった公営住宅た公営住宅た公営住宅た公営住宅等等等等の管理につの管理につの管理につの管理につ

きまして、さまざまな課題があることをきまして、さまざまな課題があることをきまして、さまざまな課題があることをきまして、さまざまな課題があることを踏踏踏踏ままままええええ、、、、資料資料資料資料上上上上段段段段にあるようなにあるようなにあるようなにあるような効果効果効果効果をををを目目目目指して、指して、指して、指して、

専門専門専門専門組織組織組織組織によによによによっっっってこれをてこれをてこれをてこれを共同共同共同共同して管理、運営することをして管理、運営することをして管理、運営することをして管理、運営することを目的目的目的目的とした取りとした取りとした取りとした取り組み組み組み組みです。です。です。です。

２４２４２４２４ページページページページ、この取り、この取り、この取り、この取り組み組み組み組みにつきましては、昨年の１１月７日にごにつきましては、昨年の１１月７日にごにつきましては、昨年の１１月７日にごにつきましては、昨年の１１月７日にご提提提提案をさせていただ案をさせていただ案をさせていただ案をさせていただ

きまして、その後取りきまして、その後取りきまして、その後取りきまして、その後取り組み組み組み組みをををを進進進進めています。めています。めています。めています。現現現現在在在在のところ、関係のところ、関係のところ、関係のところ、関係市町市町市町市町村のご村のご村のご村のご意意意意向ですけれ向ですけれ向ですけれ向ですけれ

どどどどもももも、おお、おお、おお、おおむねむねむねむね公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅等等等等のあるのあるのあるのある３３３３６６６６市町市町市町市町村す村す村す村すべべべべてから、てから、てから、てから、最最最最終終終終的的的的なななな参加参加参加参加、、、、不不不不参加参加参加参加は別としは別としは別としは別とし

てててて賛賛賛賛同同同同をいただいているをいただいているをいただいているをいただいている状況状況状況状況です。です。です。です。

２５２５２５２５ページページページページ、、、、現現現現在在在在のののの状況状況状況状況ですが、管理のですが、管理のですが、管理のですが、管理の共同化共同化共同化共同化に向けまして、まに向けまして、まに向けまして、まに向けまして、まずずずずは各は各は各は各市町市町市町市町村ごとに管村ごとに管村ごとに管村ごとに管

理の理の理の理の適適適適正正正正化化化化に向けた取りに向けた取りに向けた取りに向けた取り組み組み組み組みを、を、を、を、少少少少ししししずずずずつですがつですがつですがつですが進進進進めているところです。また、これらのめているところです。また、これらのめているところです。また、これらのめているところです。また、これらの

取り取り取り取り組み組み組み組みの中で、の中で、の中で、の中で、県県県県にににに対対対対してしてしてしてもももも家賃家賃家賃家賃のののの滞納滞納滞納滞納訴訟訴訟訴訟訴訟に向けたお問い合に向けたお問い合に向けたお問い合に向けたお問い合わわわわせとかせとかせとかせとか家賃家賃家賃家賃滞納滞納滞納滞納にににに対対対対すすすす

るるるる処処処処理方理方理方理方法法法法についてのについてのについてのについてのアアアアドバイドバイドバイドバイススススを求められるなどしておりまして、を求められるなどしておりまして、を求められるなどしておりまして、を求められるなどしておりまして、県県県県としてとしてとしてとしてもももも関係関係関係関係市町市町市町市町

村において取り村において取り村において取り村において取り組み組み組み組みがががが非非非非常に常に常に常に積極積極積極積極的的的的にににに進ん進ん進ん進んでいるとでいるとでいるとでいると認識認識認識認識をををを持持持持っっっっているところです。ているところです。ているところです。ているところです。

２６２６２６２６ページページページページからからからから３３３３００００ページページページページ、、、、市町市町市町市町村公営住宅村公営住宅村公営住宅村公営住宅等等等等の管理のの管理のの管理のの管理の状況状況状況状況、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは改改改改良住宅の管理良住宅の管理良住宅の管理良住宅の管理

のののの状況状況状況状況、、、、ストッストッストッストッククククのののの状況状況状況状況、、、、３３３３００００ページページページページにににに市町市町市町市町村別の公営住宅村別の公営住宅村別の公営住宅村別の公営住宅等等等等のののの家賃家賃家賃家賃徴収率徴収率徴収率徴収率のののの順順順順位をつけ位をつけ位をつけ位をつけ

ております。こういております。こういております。こういております。こういっっっった情報を各た情報を各た情報を各た情報を各市町市町市町市町村間で村間で村間で村間で共有共有共有共有をしながら、管理のをしながら、管理のをしながら、管理のをしながら、管理の共同化共同化共同化共同化に向けた取りに向けた取りに向けた取りに向けた取り

組み組み組み組みをををを鋭鋭鋭鋭意進意進意進意進めているところです。めているところです。めているところです。めているところです。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ただいまの報ただいまの報ただいまの報ただいまの報告告告告、その他の事項、その他の事項、その他の事項、その他の事項も含も含も含も含めまして、めまして、めまして、めまして、質疑質疑質疑質疑等等等等があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言願い言願い言願い言願い

ます。ます。ます。ます。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 １１１１点点点点だけおだけおだけおだけお聞聞聞聞きいたします。きいたします。きいたします。きいたします。資料資料資料資料２の２の２の２のページページページページ５、５、５、５、県税県税県税県税事務所事務所事務所事務所単単単単位での位での位での位での意見交意見交意見交意見交

換換換換会の中で、会の中で、会の中で、会の中で、市町市町市町市町村からのご村からのご村からのご村からのご意見意見意見意見ということで、ということで、ということで、ということで、検討検討検討検討開開開開始始始始当時と当時と当時と当時と比較比較比較比較すると、すると、すると、すると、滞納整滞納整滞納整滞納整理に理に理に理に

対対対対するするするする市町市町市町市町村の村の村の村の考え考え考え考え方方方方もももも変変変変化化化化してきていると書いているのですけれどしてきていると書いているのですけれどしてきていると書いているのですけれどしてきていると書いているのですけれどもももも、、、、検討検討検討検討開開開開始始始始当時と当時と当時と当時と

比較比較比較比較するとするとするとすると考え考え考え考え方の方の方の方の変変変変化化化化とはどのようにとはどのようにとはどのようにとはどのように変変変変化化化化をしているのか、をしているのか、をしているのか、をしているのか、詳細詳細詳細詳細におにおにおにお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いいいい

ます。ます。ます。ます。
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○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長 税税税税のののの検討状況検討状況検討状況検討状況でございますけれどでございますけれどでございますけれどでございますけれどもももも、、、、検討検討検討検討当時の平成２０年から、当時の平成２０年から、当時の平成２０年から、当時の平成２０年から、

奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルに位置に位置に位置に位置づづづづけられる前からけられる前からけられる前からけられる前から検討検討検討検討はははは進進進進めておりましたが、めておりましたが、めておりましたが、めておりましたが、基基基基本本本本的的的的に当に当に当に当初初初初のののの考え考え考え考え方は、方は、方は、方は、

１つとして、課１つとして、課１つとして、課１つとして、課税等も含税等も含税等も含税等も含めましてめましてめましてめまして県内３県内３県内３県内３９９９９市町市町市町市町村す村す村す村すべべべべてが入てが入てが入てが入っっっって、課て、課て、課て、課税税税税からからからから徴収徴収徴収徴収のすのすのすのすべべべべてててて

ををををパパパパッケージッケージッケージッケージとしてとしてとしてとして税税税税務行政を一つの務行政を一つの務行政を一つの務行政を一つの組織組織組織組織としてとしてとしてとしてやっやっやっやっていくていくていくていく考え考え考え考え方が方が方が方が基基基基本に本に本に本にススススタタタタートートートートしてしてしてして

おります。おります。おります。おります。

いろいろいろいろいろいろいろいろ検討検討検討検討している中で、ましている中で、ましている中で、ましている中で、まずずずずは課は課は課は課税税税税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市町市町市町市町村の課村の課村の課村の課税税税税自自自自主権主権主権主権という問題という問題という問題という問題

ももももあり、なかなかあり、なかなかあり、なかなかあり、なかなか難難難難しい部しい部しい部しい部分も分も分も分もある。そういある。そういある。そういある。そういっっっった中で、さらにた中で、さらにた中で、さらにた中で、さらに徴収徴収徴収徴収側側側側のののの滞納整滞納整滞納整滞納整理につきま理につきま理につきま理につきま

してしてしてしてもももも各各各各市町市町市町市町村でそれぞれ取り村でそれぞれ取り村でそれぞれ取り村でそれぞれ取り組み組み組み組み方が方が方が方が全全全全然違然違然違然違う。う。う。う。徴収徴収徴収徴収職員がほと職員がほと職員がほと職員がほとんんんんどおらどおらどおらどおらずずずず、ほと、ほと、ほと、ほとんんんんどどどど

手をつけられていないような手をつけられていないような手をつけられていないような手をつけられていないような市町市町市町市町村村村村ももももあれあれあれあればばばば、、、、基基基基本本本本的的的的にすごくにすごくにすごくにすごく頑張頑張頑張頑張っっっっててててやっやっやっやっているところているところているところているところ

ももももある。そういある。そういある。そういある。そういっっっったたたた非非非非常に常に常に常に格格格格差差差差があることから、があることから、があることから、があることから、県内県内県内県内一くくりにしてす一くくりにしてす一くくりにしてす一くくりにしてすべべべべてを一てを一てを一てを一緒緒緒緒ににににやっやっやっやっ

ていくことはていくことはていくことはていくことは難難難難しいというしいというしいというしいという考え考え考え考え方の方の方の方の変変変変化化化化があり、そういがあり、そういがあり、そういがあり、そういっっっったたたた意意意意味味味味で、まで、まで、まで、まず徴収ず徴収ず徴収ず徴収にににに絞絞絞絞り、そり、そり、そり、そ

の中での中での中での中でももももさらにすさらにすさらにすさらにすべべべべてを一くくりにてを一くくりにてを一くくりにてを一くくりにややややるのではなくて、できるるのではなくて、できるるのではなくて、できるるのではなくて、できる少少少少ししししずずずずつのつのつのつの範囲範囲範囲範囲ごとにごとにごとにごとにやっやっやっやっ

ていていていていっっっった方がいいのではないかと、た方がいいのではないかと、た方がいいのではないかと、た方がいいのではないかと、近近近近隣隣隣隣のののの市町市町市町市町村ごとの村ごとの村ごとの村ごとの組み組み組み組み合合合合わわわわせをつくせをつくせをつくせをつくっっっってててて進進進進めた方がめた方がめた方がめた方が

スムースムースムースムーズズズズにににに進進進進むむむむのではないかというごのではないかというごのではないかというごのではないかというご意見意見意見意見をいただいたところです。そういをいただいたところです。そういをいただいたところです。そういをいただいたところです。そういっっっったたたた考え考え考え考え方の方の方の方の

変変変変化化化化があがあがあがあっっっったことがたことがたことがたことが大大大大きなきなきなきな流流流流れでございます。れでございます。れでございます。れでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 徴収徴収徴収徴収にににに対対対対しては、それは当しては、それは当しては、それは当しては、それは当然然然然というか、各というか、各というか、各というか、各市町市町市町市町村によ村によ村によ村によっっっってててて人人人人員の件員の件員の件員の件ももももございございございござい

ますし、それぞれのますし、それぞれのますし、それぞれのますし、それぞれのややややり方り方り方り方等も等も等も等もあるでしあるでしあるでしあるでしょょょょうし、うし、うし、うし、違違違違うというのは理解はできるのですけれうというのは理解はできるのですけれうというのは理解はできるのですけれうというのは理解はできるのですけれ

どどどどもももも、一定の、一定の、一定の、一定の線線線線というか、そういうというか、そういうというか、そういうというか、そういうももももとでとでとでとで同同同同様様様様の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みをしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばば、、、、滞納滞納滞納滞納が多が多が多が多

いいいい市町市町市町市町村、より一村、より一村、より一村、より一層層層層そこにそこにそこにそこに励励励励んんんんでいるでいるでいるでいる市町市町市町市町村と、それはある程度村と、それはある程度村と、それはある程度村と、それはある程度県県県県が指導しながら、そしが指導しながら、そしが指導しながら、そしが指導しながら、そし

てててて非非非非常に常に常に常に頑張頑張頑張頑張っっっって取りて取りて取りて取り組ん組ん組ん組んでいるでいるでいるでいる市町市町市町市町村を村を村を村を目目目目標標標標として、さらにそのとして、さらにそのとして、さらにそのとして、さらにその辺辺辺辺のののの厳厳厳厳しいしいしいしい市町市町市町市町村は村は村は村はもももも

っっっっととととレベルレベルレベルレベルを上げていかなけれを上げていかなけれを上げていかなけれを上げていかなければばばばならないのではないのか。そのならないのではないのか。そのならないのではないのか。そのならないのではないのか。その辺辺辺辺をををを県県県県が、指導するが、指導するが、指導するが、指導する役割役割役割役割

についてはどうなのかをおについてはどうなのかをおについてはどうなのかをおについてはどうなのかをお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。

○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長 徴収徴収徴収徴収ですので、一定のですので、一定のですので、一定のですので、一定の線線線線を引く、を引く、を引く、を引く、法法法法にににに基づ基づ基づ基づいていていていて確実確実確実確実にににに納納納納めていためていためていためていた

だくことはだくことはだくことはだくことは基基基基本だと本だと本だと本だと思っ思っ思っ思っております。そのそれぞれのております。そのそれぞれのております。そのそれぞれのております。そのそれぞれのエリアエリアエリアエリアでいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろなややややり方があり方があり方があり方があっっっってててて

いいのではないかといういいのではないかといういいのではないかといういいのではないかという考え考え考え考え方は、それぞれに方は、それぞれに方は、それぞれに方は、それぞれに格格格格差差差差があがあがあがあっっっっていいということではなくて、ていいということではなくて、ていいということではなくて、ていいということではなくて、

取り取り取り取り組み組み組み組みのののの仕仕仕仕方にそれぞれあ方にそれぞれあ方にそれぞれあ方にそれぞれあっっっっていいのではないかということがあります。ていいのではないかということがあります。ていいのではないかということがあります。ていいのではないかということがあります。

例例例例えばえばえばえば１つ、１つ、１つ、１つ、非非非非常に常に常に常に頑張頑張頑張頑張っっっっているところは、ているところは、ているところは、ているところは、下下下下手にそういう手にそういう手にそういう手にそういう組織組織組織組織をををを全県全県全県全県でつくでつくでつくでつくっっっってててて滞納滞納滞納滞納

案件をす案件をす案件をす案件をすべべべべてそこに任せてしまうと、せてそこに任せてしまうと、せてそこに任せてしまうと、せてそこに任せてしまうと、せっっっっかくそのかくそのかくそのかくその市市市市で取りで取りで取りで取り組み組み組み組みをををを始始始始めているのに、それめているのに、それめているのに、それめているのに、それ

に水をに水をに水をに水を差差差差してしまうと、してしまうと、してしまうと、してしまうと、要要要要するにするにするにするに無責無責無責無責任にな任にな任にな任になっっっってしまうというてしまうというてしまうというてしまうという考え考え考え考え方の方の方の方の市も市も市も市もあります。そあります。そあります。そあります。そ

うではなくて、一方でうではなくて、一方でうではなくて、一方でうではなくて、一方で全全全全く手がついていないようなところについては一くくりにして、例く手がついていないようなところについては一くくりにして、例く手がついていないようなところについては一くくりにして、例く手がついていないようなところについては一くくりにして、例
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えば県えば県えば県えば県職員職員職員職員もももも一一一一緒緒緒緒にににに滞納整滞納整滞納整滞納整理に取り理に取り理に取り理に取り組ん組ん組ん組んでいくというようなこと、そういうでいくというようなこと、そういうでいくというようなこと、そういうでいくというようなこと、そういう集団集団集団集団をつくるをつくるをつくるをつくる

ところところところところももももああああっっっっていい、そういうていい、そういうていい、そういうていい、そういう意意意意味味味味でそれぞれのでそれぞれのでそれぞれのでそれぞれのエリアエリアエリアエリアで取りで取りで取りで取り組み組み組み組み方に方に方に方に差差差差があがあがあがあっっっっててててももももいいいいいいいい

だろう。ただ、だろう。ただ、だろう。ただ、だろう。ただ、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには税税税税ですので、ですので、ですので、ですので、徴収率徴収率徴収率徴収率１００１００１００１００％％％％をををを目目目目指すのは当指すのは当指すのは当指すのは当然基然基然基然基本ですので、本ですので、本ですので、本ですので、

そこをそこをそこをそこを目目目目指して指して指して指して県も県も県も県も支援していく。それぞれの支援していく。それぞれの支援していく。それぞれの支援していく。それぞれのエリアエリアエリアエリアでの設での設での設での設計計計計の支援のの支援のの支援のの支援の仕仕仕仕方方方方ももももいろいろあいろいろあいろいろあいろいろあ

るだろうとるだろうとるだろうとるだろうと考え考え考え考えているということです。ているということです。ているということです。ているということです。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 徴収徴収徴収徴収とととと滞納滞納滞納滞納というのは、観というのは、観というのは、観というのは、観点点点点がががが違違違違うのかうのかうのかうのかもわもわもわもわかりませかりませかりませかりませんんんんけれどけれどけれどけれどもももも、これはす、これはす、これはす、これはす

べべべべて、例て、例て、例て、例えば国民健えば国民健えば国民健えば国民健康保険、公営住宅康保険、公営住宅康保険、公営住宅康保険、公営住宅ももももすすすすべべべべて関て関て関て関わっわっわっわってくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかと思っ思っ思っ思っておりまておりまておりまておりま

すので、さまざまなすので、さまざまなすので、さまざまなすので、さまざまな角角角角度からの度からの度からの度からの検討検討検討検討をををを県県県県と各と各と各と各市町市町市町市町村が連村が連村が連村が連携携携携しながらしながらしながらしながら進進進進めていただきたい。めていただきたい。めていただきたい。めていただきたい。

このことをこのことをこのことをこのことを要望要望要望要望してしてしてして質質質質問を問を問を問を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 今、藤野委員がお今、藤野委員がお今、藤野委員がお今、藤野委員がおっっっっししししゃゃゃゃっっっったように、たように、たように、たように、税税税税のののの共同徴収共同徴収共同徴収共同徴収はははは滞納滞納滞納滞納者の者の者の者の共同徴収共同徴収共同徴収共同徴収なのなのなのなの

か、あるいは一か、あるいは一か、あるいは一か、あるいは一括括括括してしてしてして全全全全部部部部含含含含めためためためた共同徴収共同徴収共同徴収共同徴収なのか。かつていろいろななのか。かつていろいろななのか。かつていろいろななのか。かつていろいろな市町市町市町市町村から村から村から村から県県県県政に政に政に政に対対対対

するするするする要望要望要望要望があがあがあがあっっっったらおたらおたらおたらお聞聞聞聞かせくださいと言かせくださいと言かせくださいと言かせくださいと言っっっったことがあたことがあたことがあたことがあっっっって、その中にこのて、その中にこのて、その中にこのて、その中にこの共同徴収み共同徴収み共同徴収み共同徴収みたたたた

いなこと、これはいなこと、これはいなこと、これはいなこと、これは滞納滞納滞納滞納者の者の者の者の共同徴収共同徴収共同徴収共同徴収ですが、ですが、ですが、ですが、共同徴収共同徴収共同徴収共同徴収をしてほしいというをしてほしいというをしてほしいというをしてほしいという提提提提案をされた案をされた案をされた案をされた市市市市

町町町町があがあがあがあっっっって、これをて、これをて、これをて、これを見見見見たらたらたらたらバツバツバツバツになになになになっっっっているので、あれているので、あれているので、あれているので、あれっっっっとととと思っ思っ思っ思ってててて驚驚驚驚いているのですが、いているのですが、いているのですが、いているのですが、

今の今の今の今の考え考え考え考え方の合方の合方の合方の合意意意意ができたというができたというができたというができたという市町市町市町市町村があるか村があるか村があるか村があるかもわもわもわもわかりませかりませかりませかりませんんんんが、これはが、これはが、これはが、これは税税税税のすのすのすのすべべべべてをてをてをてを

共同徴収共同徴収共同徴収共同徴収するというするというするというするというもももものなのか、のなのか、のなのか、のなのか、滞納滞納滞納滞納だけをだけをだけをだけを共同徴収共同徴収共同徴収共同徴収するというするというするというするというもももものなのか。のなのか。のなのか。のなのか。滞納滞納滞納滞納だけだだけだだけだだけだ

っっっったら案たら案たら案たら案外外外外全市町全市町全市町全市町村が村が村が村が共同共同共同共同してできるのではないかとしてできるのではないかとしてできるのではないかとしてできるのではないかと思思思思うのですが、いかがなうのですが、いかがなうのですが、いかがなうのですが、いかがなもももものでしのでしのでしのでしょょょょ

うか。うか。うか。うか。

それとそれとそれとそれとももももう一つ、図書館のう一つ、図書館のう一つ、図書館のう一つ、図書館の話話話話が出たのでが出たのでが出たのでが出たので聞聞聞聞かせてほしいのですが、よくかせてほしいのですが、よくかせてほしいのですが、よくかせてほしいのですが、よく町民町民町民町民から、そこから、そこから、そこから、そこ

の図書館に行の図書館に行の図書館に行の図書館に行っっっったらたらたらたら町町町町外外外外のののの人人人人はははは閲覧閲覧閲覧閲覧はははは許許許許されるけれどされるけれどされるけれどされるけれど貸貸貸貸し出しはしてくれませし出しはしてくれませし出しはしてくれませし出しはしてくれませんんんんと言うのと言うのと言うのと言うの

で、まで、まで、まで、まずずずずはははは町町町町外外外外のののの人人人人ににににもももも貸貸貸貸してしてしてしてももももららららええええるようにしてくださいというるようにしてくださいというるようにしてくださいというるようにしてくださいという声声声声があるがあるがあるがあるわわわわけですが、けですが、けですが、けですが、

ききききょょょょうここうここうここうここへへへへ出された出された出された出された資料資料資料資料はそういうはそういうはそういうはそういう共同共同共同共同図書の図書の図書の図書の共有化共有化共有化共有化というようなというようなというようなというようなもももものとのとのとのと思っ思っ思っ思っているのているのているのているの

ですが、できたらそういう別のですが、できたらそういう別のですが、できたらそういう別のですが、できたらそういう別の市町市町市町市町ででででも制も制も制も制裁裁裁裁をををを加え加え加え加えるというるというるというるという意意意意味味味味ではなくて、どこがではなくて、どこがではなくて、どこがではなくて、どこが制限制限制限制限

しているのか、うちはしているのか、うちはしているのか、うちはしているのか、うちは全全全全部だれで部だれで部だれで部だれでもももも貸貸貸貸しますとなしますとなしますとなしますとなっっっっているのか、そういうているのか、そういうているのか、そういうているのか、そういう仕仕仕仕組みも見組みも見組みも見組みも見せてせてせてせて

ももももららららっっっったら、そこをたら、そこをたら、そこをたら、そこを起爆剤起爆剤起爆剤起爆剤にしてにしてにしてにして市町市町市町市町村のし村のし村のし村のしわわわわ寄寄寄寄せをとせをとせをとせをとっっっってだれでてだれでてだれでてだれでもももも貸貸貸貸しますよと、しますよと、しますよと、しますよと、ももももちちちち

ろろろろん人口やん人口やん人口やん人口や金金金金のかけ方がのかけ方がのかけ方がのかけ方が違違違違うううう市町市町市町市町村村村村ももももあるから、そうあるから、そうあるから、そうあるから、そうややややたらに他たらに他たらに他たらに他町町町町のののの人人人人にはにはにはには貸貸貸貸せませせませせませせませんんんんとととと

言うの言うの言うの言うのもわもわもわもわからないでからないでからないでからないでももももないのですが、ないのですが、ないのですが、ないのですが、奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルと言うのであれと言うのであれと言うのであれと言うのであればばばばそういうことそういうことそういうことそういうことも考えも考えも考えも考え

て、このて、このて、このて、この資料資料資料資料をををを見見見見せてせてせてせてももももららららっっっって、それなりに行政の合理て、それなりに行政の合理て、それなりに行政の合理て、それなりに行政の合理化化化化をなさをなさをなさをなさっっっっているのだとているのだとているのだとているのだと思思思思いますいますいますいます

ので一定ので一定ので一定ので一定わわわわかりました。ほかにかりました。ほかにかりました。ほかにかりました。ほかにももももいろいろいろいろんんんんな事業でそういうな事業でそういうな事業でそういうな事業でそういうもももものがあれのがあれのがあれのがあればばばば、、、、奈奈奈奈良が合良が合良が合良が合併併併併がでがでがでがで

きないきないきないきない県県県県であれであれであれであればばばば、そういう取り、そういう取り、そういう取り、そういう取り組みも組みも組みも組みもして、私は広して、私は広して、私は広して、私は広島島島島県県県県出出出出身身身身なのですが、広なのですが、広なのですが、広なのですが、広島島島島はははは全国全国全国全国一一一一
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平成の平成の平成の平成の大大大大合合合合併併併併で合で合で合で合併併併併がががが進ん進ん進ん進んで、７０で、７０で、７０で、７０幾幾幾幾つあつあつあつあっっっったたたた市町市町市町市町村が２２～２村が２２～２村が２２～２村が２２～２３３３３になになになになっっっった。合た。合た。合た。合併併併併はははは市町市町市町市町

村村村村民民民民が決めることだから、合が決めることだから、合が決めることだから、合が決めることだから、合併併併併をするかしないかはそこの住をするかしないかはそこの住をするかしないかはそこの住をするかしないかはそこの住民民民民のののの意思意思意思意思であるというであるというであるというであるという姿勢姿勢姿勢姿勢もももも

聞聞聞聞きましたから、それではそれでいいのですけれど、こういきましたから、それではそれでいいのですけれど、こういきましたから、それではそれでいいのですけれど、こういきましたから、それではそれでいいのですけれど、こういっっっったたたた奈奈奈奈良良良良モデル的モデル的モデル的モデル的な行政合理な行政合理な行政合理な行政合理

化化化化をしてをしてをしてをして実実実実質質質質効果効果効果効果を上げる努力をを上げる努力をを上げる努力をを上げる努力をひひひひとつお願いします。とつお願いします。とつお願いします。とつお願いします。以以以以上です。上です。上です。上です。

○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長 税税税税の項の項の項の項目目目目で、１で、１で、１で、１点目点目点目点目ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、滞納滞納滞納滞納だけかすだけかすだけかすだけかすべべべべてのてのてのての徴収徴収徴収徴収かとかとかとかと

いうことですけれどいうことですけれどいうことですけれどいうことですけれどもももも、、、、税税税税のののの世界世界世界世界でででで基基基基本は自本は自本は自本は自主納主納主納主納付ですので、き付ですので、き付ですので、き付ですので、きっっっっちりとちりとちりとちりと納納納納めていただいめていただいめていただいめていただい

ている方は自ている方は自ている方は自ている方は自主的主的主的主的にににに納納納納めていただいてますので、そこでめていただいてますので、そこでめていただいてますので、そこでめていただいてますので、そこで滞納整滞納整滞納整滞納整理は理は理は理は基基基基本本本本的的的的にはにはにはには発生発生発生発生しない。しない。しない。しない。

さらにさらにさらにさらに滞納滞納滞納滞納になになになになっっっってしまてしまてしまてしまっっっったたたた分分分分についてについてについてについて共同共同共同共同でででで徴収徴収徴収徴収にかかることがにかかることがにかかることがにかかることが基基基基本と本と本と本と思っ思っ思っ思っています。ています。ています。ています。

そのそのそのその滞納滞納滞納滞納案件の中で案件の中で案件の中で案件の中でもももも、特に、特に、特に、特に高高高高額額額額ななななもももものであるとかのであるとかのであるとかのであるとか非非非非常に常に常に常に徴収徴収徴収徴収がががが困難困難困難困難ななななもももものについてのについてのについてのについてやっやっやっやっ

ていこうと議論になていこうと議論になていこうと議論になていこうと議論になっっっっておりますが、それがどのておりますが、それがどのておりますが、それがどのておりますが、それがどのレベルレベルレベルレベルののののもももものをのをのをのを共同共同共同共同でででで徴収徴収徴収徴収していくのかしていくのかしていくのかしていくのか

は今後は今後は今後は今後詰詰詰詰めていくことになめていくことになめていくことになめていくことになっっっっています。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、若干話若干話若干話若干話が出ました、が出ました、が出ました、が出ました、滞納滞納滞納滞納だけかすだけかすだけかすだけかすべべべべてかというてかというてかというてかという話話話話のほかに、のほかに、のほかに、のほかに、国民健国民健国民健国民健康保険康保険康保険康保険税税税税

やややや公営住宅の住宅の公営住宅の住宅の公営住宅の住宅の公営住宅の住宅の使使使使用用用用料料料料まで広げていくのかは、今のところは、まで広げていくのかは、今のところは、まで広げていくのかは、今のところは、まで広げていくのかは、今のところは、国民健国民健国民健国民健康保険につきま康保険につきま康保険につきま康保険につきま

してはしてはしてはしては税税税税で取で取で取で取っっっっているところとているところとているところとているところと料料料料で取で取で取で取っっっっているところとているところとているところとているところと両両両両方がありますので、入れないと方がありますので、入れないと方がありますので、入れないと方がありますので、入れないと

困困困困るというところ、一るというところ、一るというところ、一るというところ、一緒緒緒緒ににににややややらないとだめというところとらないとだめというところとらないとだめというところとらないとだめというところとやっやっやっやってはだめというところとてはだめというところとてはだめというところとてはだめというところと両両両両

方のご方のご方のご方のご意見意見意見意見がありますので、すり合がありますので、すり合がありますので、すり合がありますので、すり合わわわわせを今後していかなけれせを今後していかなけれせを今後していかなけれせを今後していかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思っ思っ思っ思っているとているとているとていると

ころです。ころです。ころです。ころです。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長 おおおお話話話話のございました、のございました、のございました、のございました、利利利利用者を住用者を住用者を住用者を住民民民民にににに限限限限定している定している定している定している背背背背景には、景には、景には、景には、

ややややはりはりはりはり資料費資料費資料費資料費という図書をという図書をという図書をという図書を買買買買うおうおうおうお金金金金がががが激激激激減減減減していることがあるとしていることがあるとしていることがあるとしていることがあると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

例例例例えばえばえばえば、、、、市市市市立図書館の図書立図書館の図書立図書館の図書立図書館の図書購購購購入入入入費費費費ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、１０年前に、１０年前に、１０年前に、１０年前に比比比比べべべべますとますとますとますと３割３割３割３割までになまでになまでになまでになっっっっ

ています。そういう中で、新ています。そういう中で、新ています。そういう中で、新ています。そういう中で、新刊刊刊刊本は次本は次本は次本は次 々々々々出てまいります。それを出てまいります。それを出てまいります。それを出てまいります。それを購購購購入するに当た入するに当た入するに当た入するに当たっっっってててて利利利利用用用用

者に、者に、者に、者に、限限限限られた本をられた本をられた本をられた本を使使使使っっっっていただくためにていただくためにていただくためにていただくためにややややはり住はり住はり住はり住民民民民をををを重視重視重視重視する、する、する、する、優優優優先することがその先することがその先することがその先することがその現現現現

状状状状にあるとにあるとにあるとにあると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

そのような中で、広域そのような中で、広域そのような中で、広域そのような中で、広域的的的的にににに限限限限られたられたられたられた資料資料資料資料をこのをこのをこのをこの奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデル、図書館の連、図書館の連、図書館の連、図書館の連携携携携ではではではでは融融融融通通通通し合し合し合し合

いながらいながらいながらいながらやっやっやっやっていこうということでございます。なお、ていこうということでございます。なお、ていこうということでございます。なお、ていこうということでございます。なお、県県県県立の方は別に住立の方は別に住立の方は別に住立の方は別に住民民民民をををを県民県民県民県民だけにだけにだけにだけに

限限限限ららららずずずず府府府府県県県県の境の境の境の境界界界界を取りまして、を取りまして、を取りまして、を取りまして、県県県県外外外外の方からのごの方からのごの方からのごの方からのご利利利利用用用用ももももいただいているということでごいただいているということでごいただいているということでごいただいているということでご

ざいまして、これらの連ざいまして、これらの連ざいまして、これらの連ざいまして、これらの連携携携携をををを相互相互相互相互貸借貸借貸借貸借及び及び及び及び搬送搬送搬送搬送の方のの方のの方のの方のシステムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築に取りに取りに取りに取り組ん組ん組ん組んでまいりでまいりでまいりでまいり

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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 税税税税については一については一については一については一応応応応理解をし、理解をし、理解をし、理解をし、思っ思っ思っ思ったのは、そういうたのは、そういうたのは、そういうたのは、そういう組織組織組織組織をつくをつくをつくをつくっっっったらいいとたらいいとたらいいとたらいいと

言言言言っっっったたたた市町市町市町市町村が村が村が村がバツバツバツバツになになになになっっっっているから、あれとているから、あれとているから、あれとているから、あれと思っ思っ思っ思ったので、あたので、あたので、あたので、あええええてててて意見意見意見意見を言を言を言を言っっっったのですが、たのですが、たのですが、たのですが、



---- 11112222 ----

よくよくよくよく話話話話し合し合し合し合っっっってててて適切適切適切適切な方な方な方な方法法法法をとをとをとをとっっっってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思います。います。います。います。

それから図書館管理の連それから図書館管理の連それから図書館管理の連それから図書館管理の連携携携携についてですが、他についてですが、他についてですが、他についてですが、他町町町町のののの市町市町市町市町村の住村の住村の住村の住民民民民にににに貸貸貸貸し出しをすることし出しをすることし出しをすることし出しをすること

については、すについては、すについては、すについては、すぐぐぐぐにおにおにおにお金金金金は出せないようですけれどは出せないようですけれどは出せないようですけれどは出せないようですけれどもももも、、、、県も県も県も県もそういうそういうそういうそういう計計計計らいをしたらいをしたらいをしたらいをした市町市町市町市町村村村村

にはにはにはには何何何何らかのらかのらかのらかのメリットメリットメリットメリットがあるようなことがあるようなことがあるようなことがあるようなことももももしてしてしてしてみみみみたらどうかとたらどうかとたらどうかとたらどうかと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、具体的具体的具体的具体的にはにはにはには

奨励金奨励金奨励金奨励金ででででもももも出したら解決するのか出したら解決するのか出したら解決するのか出したら解決するのかもわもわもわもわかりませかりませかりませかりませんんんんが、そが、そが、そが、そんんんんなことなことなことなことも考えも考えも考えも考えててててみみみみたらいいとたらいいとたらいいとたらいいと思思思思

います。います。います。います。

このこのこのこの資料資料資料資料の中にここのの中にここのの中にここのの中にここの市町市町市町市町村は他村は他村は他村は他町町町町ににににもももも貸貸貸貸し出ししているしていないという一し出ししているしていないという一し出ししているしていないという一し出ししているしていないという一覧覧覧覧表表表表をつをつをつをつ

くるのはくるのはくるのはくるのは刺激刺激刺激刺激的的的的ですか、どうですか。ですか、どうですか。ですか、どうですか。ですか、どうですか。

○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長 利利利利用用用用状況状況状況状況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把握把握把握把握しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、資料資料資料資料としてとしてとしてとして準準準準

備備備備することはすることはすることはすることは可能可能可能可能かとかとかとか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。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 ではお願いします。ではお願いします。ではお願いします。ではお願いします。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにございませほかにございませほかにございませほかにございませんんんんか。か。か。か。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 今後、今後、今後、今後、県内県内県内県内で広域連で広域連で広域連で広域連携携携携なり連合をなり連合をなり連合をなり連合を進進進進めていこうという取りめていこうという取りめていこうという取りめていこうという取り組み組み組み組みだとだとだとだと思思思思うのでうのでうのでうので

す。今す。今す。今す。今現現現現在在在在、、、、市町市町市町市町村間で、一部事務村間で、一部事務村間で、一部事務村間で、一部事務組組組組合を合を合を合を含含含含めてさまざまな連めてさまざまな連めてさまざまな連めてさまざまな連携携携携ををををやっやっやっやっておられることをておられることをておられることをておられることを

把握把握把握把握をされておられますか。をされておられますか。をされておられますか。をされておられますか。

○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長 県内県内県内県内の連の連の連の連携携携携につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ももももちろちろちろちろんんんんこのこのこのこの奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルの成の成の成の成果果果果を受を受を受を受

けて連けて連けて連けて連携携携携されているところはされているところはされているところはされているところは把握把握把握把握しておりますし、そのほかにしておりますし、そのほかにしておりますし、そのほかにしておりますし、そのほかに従従従従来来来来から自から自から自から自治治治治法法法法上の上の上の上の仕仕仕仕組み組み組み組み

によりまして、今おによりまして、今おによりまして、今おによりまして、今お話話話話が出ました一部事務が出ました一部事務が出ました一部事務が出ました一部事務組組組組合で行合で行合で行合で行っっっっているているているているももももの、それから広域連合での、それから広域連合での、それから広域連合での、それから広域連合でやややや

っっっっているているているているももももの、それから事務の委の、それから事務の委の、それから事務の委の、それから事務の委託託託託というというというという形形形形ででででやっやっやっやっているているているているももももの、そのあたりの事務の連の、そのあたりの事務の連の、そのあたりの事務の連の、そのあたりの事務の連携携携携

につきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも把握把握把握把握はしております。はしております。はしております。はしております。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 そうしたら、今後議論をそうしたら、今後議論をそうしたら、今後議論をそうしたら、今後議論を進進進進めていく中で、そういめていく中で、そういめていく中で、そういめていく中で、そういっっっったたたた資料資料資料資料というのはお願いというのはお願いというのはお願いというのはお願い

できるでしできるでしできるでしできるでしょょょょうか。お願いします。うか。お願いします。うか。お願いします。うか。お願いします。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 随随随随時お願いしたいと時お願いしたいと時お願いしたいと時お願いしたいと思思思思います。います。います。います。

○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長○髙野市町村振興課長 昨年の昨年の昨年の昨年の初初初初度委員会のご説明で、一部事務度委員会のご説明で、一部事務度委員会のご説明で、一部事務度委員会のご説明で、一部事務組組組組合合合合やややや広域連合の一広域連合の一広域連合の一広域連合の一覧覧覧覧はははは

おおおお示示示示ししておりますので、また再度お配りさせていただきます。ししておりますので、また再度お配りさせていただきます。ししておりますので、また再度お配りさせていただきます。ししておりますので、また再度お配りさせていただきます。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 何も通告も何も通告も何も通告も何も通告もしておりませしておりませしておりませしておりませんんんんけれどけれどけれどけれどもももも、小さなことなのですけれど、小さなことなのですけれど、小さなことなのですけれど、小さなことなのですけれどもももも、今、、今、、今、、今、税税税税

のののの滞納率滞納率滞納率滞納率をををを少少少少なくしようと、なくしようと、なくしようと、なくしようと、集積集積集積集積率率率率ををををアッアッアッアッププププしようという取りしようという取りしようという取りしようという取り組み組み組み組みでででで市町市町市町市町村と村と村と村と県県県県が連が連が連が連携携携携すすすす

る。特にる。特にる。特にる。特に滞納滞納滞納滞納は各は各は各は各市町市町市町市町村によ村によ村によ村によっっっってててて温温温温度度度度差差差差があるようにがあるようにがあるようにがあるように思っ思っ思っ思っていましたので、ていましたので、ていましたので、ていましたので、県県県県がががが滞納滞納滞納滞納につにつにつにつ

いていろいろといていろいろといていろいろといていろいろと検討検討検討検討することにすることにすることにすることに非非非非常に常に常に常に賛賛賛賛成ですけれど成ですけれど成ですけれど成ですけれどもももも、１つだけ、１つだけ、１つだけ、１つだけ聞聞聞聞きたいのは、例きたいのは、例きたいのは、例きたいのは、例えばえばえばえば

税税税税のののの場場場場合はよく合はよく合はよく合はよくわわわわかるのですけれどかるのですけれどかるのですけれどかるのですけれどもももも、水、水、水、水道料道料道料道料金金金金の関係は各の関係は各の関係は各の関係は各市町市町市町市町村、特に村、特に村、特に村、特に香香香香芝芝芝芝市市市市でででで県県県県営水営水営水営水
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道道道道は１００は１００は１００は１００％％％％で、で、で、で、県県県県はははは黙黙黙黙っっっっていてていてていてていても香も香も香も香芝芝芝芝市市市市からからからから県県県県営水営水営水営水道道道道１００１００１００１００％％％％だからきだからきだからきだからきっっっっちりちりちりちり県県県県にくれにくれにくれにくれ

ると。ただ、ると。ただ、ると。ただ、ると。ただ、税税税税のののの場場場場合は合は合は合は市町市町市町市町村村村村民税民税民税民税・・・・県民税県民税県民税県民税というのがあるので、特にというのがあるので、特にというのがあるので、特にというのがあるので、特に県県県県は一は一は一は一生生生生懸懸懸懸命命命命このこのこのこの

滞納滞納滞納滞納をををを何何何何とかしなけれとかしなけれとかしなけれとかしなければばばばいけないという、いけないという、いけないという、いけないという、イイイイコール県コール県コール県コール県に入に入に入に入っっっってくるてくるてくるてくるもももものがのがのがのが少少少少なくなるといなくなるといなくなるといなくなるとい

うことだとうことだとうことだとうことだと思思思思うのだけれどうのだけれどうのだけれどうのだけれどもももも、水、水、水、水道料道料道料道料金金金金のののの場場場場合は、はい、合は、はい、合は、はい、合は、はい、香香香香芝芝芝芝市市市市、いつ、いつ、いつ、いつももももどおりと言どおりと言どおりと言どおりと言っっっって、て、て、て、

ほほほほぼぼぼぼ１００１００１００１００％％％％。ただ、各。ただ、各。ただ、各。ただ、各市町市町市町市町村でよく村でよく村でよく村でよく聞聞聞聞くのは、くのは、くのは、くのは、個個個個人人人人のお宅の水のお宅の水のお宅の水のお宅の水道道道道はははは滞納滞納滞納滞納してしてしてしてももももなかなかなかなかなかなかなかなか

とめられない。水とめられない。水とめられない。水とめられない。水道料道料道料道料金金金金をををを払払払払ええええないというないというないというないという個個個個人人人人のお宅は、いろいろなのお宅は、いろいろなのお宅は、いろいろなのお宅は、いろいろな状況状況状況状況でででで非非非非常にあるで常にあるで常にあるで常にあるで

ししししょょょょう、ところがう、ところがう、ところがう、ところが市町市町市町市町村によれ村によれ村によれ村によればばばば、水、水、水、水道道道道を特によくを特によくを特によくを特によく使使使使うところがうところがうところがうところが大大大大きくきくきくきく滞納滞納滞納滞納するのがするのがするのがするのが物物物物すすすす

ごく多いごく多いごく多いごく多いわわわわけです。けです。けです。けです。香香香香芝芝芝芝市市市市でしたら、でしたら、でしたら、でしたら、香香香香芝芝芝芝イイイインンンンタタタターーーーチェチェチェチェンジンジンジンジのののの近近近近くにはおくにはおくにはおくにはおふふふふろがいろがいろがいろがいっっっっぱぱぱぱいいいい

あります。あります。あります。あります。ビジビジビジビジネネネネススススホホホホテルテルテルテルがいがいがいがいっっっっぱぱぱぱいあります。あそこはいついあります。あそこはいついあります。あそこはいついあります。あそこはいつも滞納も滞納も滞納も滞納についてについてについてについて非非非非常に常に常に常に困困困困っっっっ

ているのをよくているのをよくているのをよくているのをよく聞聞聞聞く。く。く。く。非非非非常にあれだけは、常にあれだけは、常にあれだけは、常にあれだけは、夜夜夜夜シシシシャワャワャワャワーーーー浴浴浴浴びるだけではなくて、２４時間ほびるだけではなくて、２４時間ほびるだけではなくて、２４時間ほびるだけではなくて、２４時間ほ

ぼぼぼぼ水水水水道道道道をををを使使使使う。ここでう。ここでう。ここでう。ここでぼぼぼぼんんんんとととと滞納滞納滞納滞納がががが結結結結構構構構ああああっっっったり、よく配たり、よく配たり、よく配たり、よく配線線線線、水、水、水、水道道道道管をち管をち管をち管をちょょょょっっっっちちちちょょょょっっっっとしとしとしとし

て。て。て。て。香香香香芝芝芝芝市市市市にとにとにとにとっっっったらたらたらたら県県県県にはにはにはには請請請請求どおりき求どおりき求どおりき求どおりきっっっっちりと決まちりと決まちりと決まちりと決まっっっっているているているている金額金額金額金額はははは払払払払う。しかしう。しかしう。しかしう。しかし香香香香芝芝芝芝

市市市市自自自自体体体体になるとなかなかになるとなかなかになるとなかなかになるとなかなか難難難難しい問題があるけれどしい問題があるけれどしい問題があるけれどしい問題があるけれどもももも、そういうような、そういうような、そういうような、そういうような困困困困っっっっているところがているところがているところがているところが

ひょひょひょひょっっっっとしたら、としたら、としたら、としたら、香香香香芝芝芝芝市市市市だけではなしにだけではなしにだけではなしにだけではなしに奈奈奈奈良良良良県内も県内も県内も県内もあるけれどあるけれどあるけれどあるけれどもももも、せ、せ、せ、せっっっっかくかくかくかく税も税も税も税もこうしてこうしてこうしてこうして

奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルで連で連で連で連携携携携しているのに、元水しているのに、元水しているのに、元水しているのに、元水道道道道局長が今度議会事務局長に局長が今度議会事務局長に局長が今度議会事務局長に局長が今度議会事務局長に来来来来てくれたけれどてくれたけれどてくれたけれどてくれたけれどもももも、、、、

県県県県のののの対応対応対応対応として、うちはいつとして、うちはいつとして、うちはいつとして、うちはいつも県も県も県も県営水営水営水営水道道道道のののの分分分分はははは十十十十分分分分に入に入に入に入っっっってくるから、これについてはてくるから、これについてはてくるから、これについてはてくるから、これについては対対対対

応応応応しないのではなしに、各しないのではなしに、各しないのではなしに、各しないのではなしに、各市町市町市町市町村の水村の水村の水村の水道料道料道料道料金金金金のののの滞納や収納滞納や収納滞納や収納滞納や収納についてについてについてについてもももも、今こうして出して、今こうして出して、今こうして出して、今こうして出して

ももももららららっっっっているからているからているからているから結結結結構構構構なのですけれどなのですけれどなのですけれどなのですけれどもももも、一、一、一、一応市町応市町応市町応市町村の村の村の村の意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら県県県県としてのとしてのとしてのとしてのアアアアドドドド

バイバイバイバイススススなりなりなりなりややややり方とか、いろり方とか、いろり方とか、いろり方とか、いろんんんんなことでこういう取りなことでこういう取りなことでこういう取りなことでこういう取り組み組み組み組みをしてをしてをしてをしてももももらうことがいいとらうことがいいとらうことがいいとらうことがいいと思思思思うううう

のですけれどのですけれどのですけれどのですけれどもももも、だれが、だれが、だれが、だれが答答答答弁弁弁弁できるのかできるのかできるのかできるのかわわわわかりませかりませかりませかりませんんんん。。。。

○清水地域政策課長○清水地域政策課長○清水地域政策課長○清水地域政策課長 済済済済みみみみませませませませんんんん。今お。今お。今お。今おっっっっししししゃゃゃゃっっっっていただきましたように、水ていただきましたように、水ていただきましたように、水ていただきましたように、水道料道料道料道料金金金金、こ、こ、こ、こ

れれれれ市町市町市町市町村が水村が水村が水村が水道道道道をををを末端末端末端末端として各として各として各として各消費消費消費消費者の方に配者の方に配者の方に配者の方に配っっっっていただくというていただくというていただくというていただくという仕仕仕仕事をしていただいて事をしていただいて事をしていただいて事をしていただいて

おりますので、そこでのおりますので、そこでのおりますので、そこでのおりますので、そこでの滞納滞納滞納滞納がががが発生発生発生発生する。する。する。する。確確確確かにかにかにかに県県県県営水営水営水営水道道道道はははは相相相相手が手が手が手が市町市町市町市町村でありますので、村でありますので、村でありますので、村でありますので、

これはこれはこれはこれは確実確実確実確実にににに納納納納入をしていただいております。そのような入をしていただいております。そのような入をしていただいております。そのような入をしていただいております。そのような悩悩悩悩みみみみは各は各は各は各市町市町市町市町村ごとに村ごとに村ごとに村ごとに確確確確かにあかにあかにあかにあ

ろうかとろうかとろうかとろうかと思思思思います。今、このいます。今、このいます。今、このいます。今、この県県県県域水域水域水域水道道道道というというというという考え考え考え考え方の方の方の方のももももとに、とに、とに、とに、県県県県水水水水エリアエリアエリアエリアの中での中での中での中で県県県県水と、水と、水と、水と、

それからそれからそれからそれから市町市町市町市町村水村水村水村水道道道道をををを垂直垂直垂直垂直で連で連で連で連携携携携したり、あるいは広域で連したり、あるいは広域で連したり、あるいは広域で連したり、あるいは広域で連携携携携したりということをしたりということをしたりということをしたりということを考え考え考え考えてててて

おりますので、そういおりますので、そういおりますので、そういおりますので、そういっっっった中でた中でた中でた中で末端末端末端末端の事業としておの事業としておの事業としておの事業としてお困困困困りのことがありましたら、おりのことがありましたら、おりのことがありましたら、おりのことがありましたら、お話話話話をおをおをおをお

聞聞聞聞きしまして、きしまして、きしまして、きしまして、県県県県としてどのようにできるかとしてどのようにできるかとしてどのようにできるかとしてどのようにできるかも含も含も含も含めてめてめてめて検討検討検討検討し、これからし、これからし、これからし、これから相談相談相談相談させていたださせていたださせていたださせていただ

きたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 こういういろいろなこういういろいろなこういういろいろなこういういろいろな県県県県のののの奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルという取りという取りという取りという取り組み組み組み組みの中で、本当に小さなの中で、本当に小さなの中で、本当に小さなの中で、本当に小さな細細細細
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かいことかかいことかかいことかかいことかもわもわもわもわからないけれどからないけれどからないけれどからないけれどもももも、先ほど言うたように、、先ほど言うたように、、先ほど言うたように、、先ほど言うたように、県県県県はこれだけについてははこれだけについてははこれだけについてははこれだけについてはゆゆゆゆっっっっくくくく

りと、りと、りと、りと、絶絶絶絶対対対対に入に入に入に入っっっってくる自てくる自てくる自てくる自信信信信のあるのあるのあるのあるもももものはのはのはのは以外以外以外以外とととと放放放放っっっっておくことをよくておくことをよくておくことをよくておくことをよく市町市町市町市町村村村村へへへへ行くと言行くと言行くと言行くと言

わわわわれるので、こういうことれるので、こういうことれるので、こういうことれるので、こういうことももももししししっっっっかりと取りかりと取りかりと取りかりと取り組ん組ん組ん組んでいただきたいとでいただきたいとでいただきたいとでいただきたいと思っ思っ思っ思ってててて聞聞聞聞かせていただかせていただかせていただかせていただ

いたので、きいたので、きいたので、きいたので、きょょょょうはうはうはうは意見意見意見意見だけにさせていただきます。だけにさせていただきます。だけにさせていただきます。だけにさせていただきます。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにございませほかにございませほかにございませほかにございませんんんんか。か。か。か。

○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員 住宅課住宅課住宅課住宅課へへへへのおのおのおのお尋ね尋ね尋ね尋ねになるかとになるかとになるかとになるかと思思思思うのですが、本日、ご説明をされたうのですが、本日、ご説明をされたうのですが、本日、ご説明をされたうのですが、本日、ご説明をされた資資資資

料料料料２、２２、２２、２２、２３ページ目３ページ目３ページ目３ページ目、、、、市市市市営住宅営住宅営住宅営住宅等等等等の管理の管理の管理の管理共同化共同化共同化共同化の項の項の項の項目目目目についてについてについてについて少少少少し関し関し関し関心心心心をををを持持持持っっっってててて拝拝拝拝見見見見してしてしてして

おりました。その中で理解をおりました。その中で理解をおりました。その中で理解をおりました。その中で理解を共通化共通化共通化共通化させるということでさせるということでさせるということでさせるということで簡単簡単簡単簡単にににに教教教教ええええていただきたいのですていただきたいのですていただきたいのですていただきたいのです

が、が、が、が、滞納滞納滞納滞納がががが発生発生発生発生していると、これを解していると、これを解していると、これを解していると、これを解消消消消するためにはするためにはするためにはするためには家賃家賃家賃家賃をををを督促督促督促督促する、する、する、する、延延延延滞滞滞滞金金金金をををを徴収徴収徴収徴収する、する、する、する、

この２この２この２この２点点点点にににに尽尽尽尽きるときるときるときると思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、募集募集募集募集に関してはに関してはに関してはに関しては現現現現在在在在県県県県営住宅は営住宅は営住宅は営住宅は民民民民間委間委間委間委託託託託をされていまをされていまをされていまをされていま

す。これらのす。これらのす。これらのす。これらの督促督促督促督促業務、業務、業務、業務、延延延延滞徴収滞徴収滞徴収滞徴収、これらについて、これらについて、これらについて、これらについても同も同も同も同様様様様にににに民民民民間委間委間委間委託託託託をされているのかどをされているのかどをされているのかどをされているのかど

うかを１つおうかを１つおうかを１つおうかを１つお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。

あとあとあとあとももももう一つは、う一つは、う一つは、う一つは、市町市町市町市町村営住宅村営住宅村営住宅村営住宅も同も同も同も同様様様様にこれらのにこれらのにこれらのにこれらの募集募集募集募集、それから、それから、それから、それから延延延延滞滞滞滞督促督促督促督促等等等等について、について、について、について、

含含含含めてめてめてめて民民民民間委間委間委間委託託託託をしているのかどうか。このをしているのかどうか。このをしているのかどうか。このをしているのかどうか。この質質質質問は、これから調査をされていく問は、これから調査をされていく問は、これから調査をされていく問は、これから調査をされていく過過過過程にあ程にあ程にあ程にあ

るのかるのかるのかるのかももももしれませしれませしれませしれませんんんんが、が、が、が、ももももしししし幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの市町市町市町市町村の事例でお調村の事例でお調村の事例でお調村の事例でお調べべべべになになになになっっっってててて結結結結果果果果が出ていれが出ていれが出ていれが出ていればばばば教教教教

ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。延延延延滞滞滞滞督促督促督促督促業務業務業務業務も民も民も民も民間委間委間委間委託託託託をしてるのか、それからをしてるのか、それからをしてるのか、それからをしてるのか、それから市町市町市町市町村営村営村営村営

住宅で住宅で住宅で住宅で民民民民間委間委間委間委託託託託の事例があるのかどうかをおの事例があるのかどうかをおの事例があるのかどうかをおの事例があるのかどうかをお聞聞聞聞かせいただけたらとかせいただけたらとかせいただけたらとかせいただけたらと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 家賃家賃家賃家賃のののの督促督促督促督促についてのお問い合についてのお問い合についてのお問い合についてのお問い合わわわわせは２つあせは２つあせは２つあせは２つあっっっったとたとたとたと思思思思います。います。います。います。

ままままず県ず県ず県ず県営住宅でございますけど営住宅でございますけど営住宅でございますけど営住宅でございますけどもももも、ご指、ご指、ご指、ご指摘摘摘摘のように指定管理者に管理の方を委のように指定管理者に管理の方を委のように指定管理者に管理の方を委のように指定管理者に管理の方を委託託託託しておしておしておしてお

りますので、りますので、りますので、りますので、家賃家賃家賃家賃のののの徴収徴収徴収徴収業務及び業務及び業務及び業務及び滞納滞納滞納滞納についてはについてはについてはについては何何何何カカカカ月だと月だと月だと月だと滞納滞納滞納滞納なのかというのはなのかというのはなのかというのはなのかというのは判断判断判断判断とととと

してございますけどしてございますけどしてございますけどしてございますけどもももも、、、、家賃家賃家賃家賃がその月にがその月にがその月にがその月に払払払払わわわわれなかれなかれなかれなかっっっったたたた場場場場合に、合に、合に、合に、払払払払っっっっていただいてませていただいてませていただいてませていただいてませんんんん

と、そのと、そのと、そのと、その世帯世帯世帯世帯の方にの方にの方にの方に家賃家賃家賃家賃のののの督促督促督促督促に行に行に行に行っっっっていただく業務についてていただく業務についてていただく業務についてていただく業務についてもももも当当当当該該該該民民民民間事業者に間事業者に間事業者に間事業者にやっやっやっやってててて

いただいているいただいているいただいているいただいている状況状況状況状況でございます。ただ、長でございます。ただ、長でございます。ただ、長でございます。ただ、長期期期期間間間間滞納滞納滞納滞納しているようなしているようなしているようなしているような状況状況状況状況ですと、ですと、ですと、ですと、訴訟訴訟訴訟訴訟とととと

いいいいっっっった手続に入た手続に入た手続に入た手続に入っっっってくるてくるてくるてくる可能性も可能性も可能性も可能性もございますので、そのございますので、そのございますので、そのございますので、その場場場場合は住宅課で合は住宅課で合は住宅課で合は住宅課で直直直直接接接接ややややるというるというるというるという役役役役

割分担割分担割分担割分担になになになになっっっっています。ています。ています。ています。

市町市町市町市町村の指定管理者の動向につきましては、村の指定管理者の動向につきましては、村の指定管理者の動向につきましては、村の指定管理者の動向につきましては、資料資料資料資料をををを持持持持ち合ち合ち合ち合わわわわせておりませせておりませせておりませせておりませんんんんのでのでのでので把握把握把握把握でででで

きておりませきておりませきておりませきておりませんんんん。調。調。調。調べべべべ次第次第次第次第改改改改めてご報めてご報めてご報めてご報告告告告をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員○小林（茂）委員 質質質質問は問は問は問は終終終終わっわっわっわったのですが、たのですが、たのですが、たのですが、滞納滞納滞納滞納のののの考え考え考え考え方、方、方、方、何何何何カカカカ月を月を月を月をもっもっもっもってててて滞納滞納滞納滞納とするとするとするとする

のかというのは、のかというのは、のかというのは、のかというのは、民民民民間ではございますので、決めておられると間ではございますので、決めておられると間ではございますので、決めておられると間ではございますので、決めておられると思思思思います。それの一定のいます。それの一定のいます。それの一定のいます。それの一定の線線線線

をををを超超超超ええええるかるかるかるか超超超超ええええないかで決めておられて、それをないかで決めておられて、それをないかで決めておられて、それをないかで決めておられて、それを超超超超ええええれれれればばばばお住まいになお住まいになお住まいになお住まいになっっっっている方にている方にている方にている方に対対対対しししし
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てはてはてはては非非非非常に常に常に常に厳厳厳厳しいしいしいしい対応対応対応対応でででで臨臨臨臨んんんんでいることになでいることになでいることになでいる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。

今後今後今後今後ももももそうなさそうなさそうなさそうなさっっっっていていていていっっっったらいいとたらいいとたらいいとたらいいと思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、実現実現実現実現すれすれすれすれば全国ば全国ば全国ば全国初初初初の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みとなるとなるとなるとなる

市町市町市町市町村営住宅、村営住宅、村営住宅、村営住宅、県県県県営住宅との管理の営住宅との管理の営住宅との管理の営住宅との管理の共同化共同化共同化共同化については、この指定管理者については、この指定管理者については、この指定管理者については、この指定管理者制制制制度をと度をと度をと度をとっっっっているているているている

民民民民間の方間の方間の方間の方ももももその議論の中にその議論の中にその議論の中にその議論の中に加え加え加え加えていただけたら、ていただけたら、ていただけたら、ていただけたら、ももももしししし考え考え考え考えておられなけれておられなけれておられなけれておられなければ加えば加えば加えば加えていただていただていただていただ

けたら、よりけたら、よりけたら、よりけたら、より高高高高度な度な度な度なもももものができ上がるのではないかとのができ上がるのではないかとのができ上がるのではないかとのができ上がるのではないかと思思思思います。います。います。います。

それと、それと、それと、それと、共同参画共同参画共同参画共同参画していかない理していかない理していかない理していかない理由由由由がどがどがどがどんんんんなところにあるのかとなところにあるのかとなところにあるのかとなところにあるのかと疑疑疑疑問に問に問に問に思っ思っ思っ思っているのでているのでているのでているので

すが、このすが、このすが、このすが、この現現現現在呼在呼在呼在呼びかけているびかけているびかけているびかけている市町市町市町市町村に村に村に村に対対対対してまだしてまだしてまだしてまだ未未未未定であるというところ、定であるというところ、定であるというところ、定であるというところ、奈奈奈奈良良良良市市市市とととと香香香香

芝芝芝芝市市市市はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ未未未未定であると定であると定であると定であると思思思思うのですが、調査していくとか議論していくという部うのですが、調査していくとか議論していくという部うのですが、調査していくとか議論していくという部うのですが、調査していくとか議論していくという部分分分分にににに

おいては、おいては、おいては、おいては、皆皆皆皆ささささん参加ん参加ん参加ん参加されたらいいのかと。これをされたらいいのかと。これをされたらいいのかと。これをされたらいいのかと。これを見見見見ていたら、ていたら、ていたら、ていたら、奈奈奈奈良良良良市市市市ののののボボボボリュームリュームリュームリュームはははは非非非非

常に常に常に常に大大大大きいきいきいきいわわわわけです。けです。けです。けです。県県県県の中で、の中で、の中で、の中で、市町市町市町市町村の中で村の中で村の中で村の中でも大も大も大も大きいきいきいきいわわわわけですので、それぞれ課題をけですので、それぞれ課題をけですので、それぞれ課題をけですので、それぞれ課題を抱抱抱抱

ええええているからこそ、それを解決するためのているからこそ、それを解決するためのているからこそ、それを解決するためのているからこそ、それを解決するためのノウハウノウハウノウハウノウハウというのはよりというのはよりというのはよりというのはより深深深深くくくく研究研究研究研究するはするはするはするはずずずずなのなのなのなの

で、で、で、で、奈奈奈奈良良良良市も香市も香市も香市も香芝芝芝芝市も市も市も市も研究研究研究研究していくことかとしていくことかとしていくことかとしていくことかと思思思思いますので、そういいますので、そういいますので、そういいますので、そういっっっったところをたところをたところをたところを県全体県全体県全体県全体がががが

つかつかつかつかんんんんでいくことがでいくことがでいくことがでいくことが可能可能可能可能かとかとかとかと思思思思いますので、できるだけこの方いますので、できるだけこの方いますので、できるだけこの方いますので、できるだけこの方針針針針がががが未未未未定の定の定の定の市市市市にににに対対対対してしてしてしてもももも呼呼呼呼

びかけていかれたらと。また、これらのびかけていかれたらと。また、これらのびかけていかれたらと。また、これらのびかけていかれたらと。また、これらの市町市町市町市町村がこうい村がこうい村がこうい村がこういっっっった今までの説明会にた今までの説明会にた今までの説明会にた今までの説明会に参加参加参加参加をされをされをされをされ

ているのか。ということているのか。ということているのか。ということているのか。ということも少も少も少も少しししし疑疑疑疑問には問には問には問には思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、今後の住宅課の取り、今後の住宅課の取り、今後の住宅課の取り、今後の住宅課の取り組み組み組み組みをををを期期期期

待待待待したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘ありがとうございます。ご説明がありがとうございます。ご説明がありがとうございます。ご説明がありがとうございます。ご説明が足足足足りなくて申しりなくて申しりなくて申しりなくて申しわわわわけありませけありませけありませけありませんんんん。。。。

県県県県営住宅は２営住宅は２営住宅は２営住宅は２カカカカ月月月月滞納滞納滞納滞納でででで督促督促督促督促業務をしております。今ご説明させていただいたのは、水平業務をしております。今ご説明させていただいたのは、水平業務をしております。今ご説明させていただいたのは、水平業務をしております。今ご説明させていただいたのは、水平

補完補完補完補完というというというという形形形形で、まで、まで、まで、まずずずずはははは市町市町市町市町村公営住宅の村公営住宅の村公営住宅の村公営住宅の横横横横のつながりをしていこうという取りのつながりをしていこうという取りのつながりをしていこうという取りのつながりをしていこうという取り組み組み組み組みをををを進進進進

めております。それがめております。それがめております。それがめております。それが実現実現実現実現した後になるとした後になるとした後になるとした後になると思思思思いますけどいますけどいますけどいますけどもももも、、、、最最最最終終終終的的的的には、委員ご指には、委員ご指には、委員ご指には、委員ご指摘摘摘摘のとのとのとのと

おり、おり、おり、おり、垂直補完垂直補完垂直補完垂直補完というというというという形形形形でででで県県県県営住宅のさまざまな取り営住宅のさまざまな取り営住宅のさまざまな取り営住宅のさまざまな取り組み組み組み組みについてについてについてについても市町も市町も市町も市町村の方にいろい村の方にいろい村の方にいろい村の方にいろい

ろろろろ普普普普及をさせながら、及をさせながら、及をさせながら、及をさせながら、積極積極積極積極的的的的な取りな取りな取りな取り組み組み組み組みをををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思っ思っ思っ思っています。ています。ています。ています。

奈奈奈奈良良良良市市市市のののの参加状況参加状況参加状況参加状況でございますけどでございますけどでございますけどでございますけどもももも、、、、話話話話し合いのし合いのし合いのし合いの場場場場にはごにはごにはごにはご参加参加参加参加をいただいているとをいただいているとをいただいているとをいただいていると聞聞聞聞

いていますので、そういいていますので、そういいていますので、そういいていますので、そういっっっったことをたことをたことをたことを通通通通じて、またじて、またじて、またじて、また積極積極積極積極的的的的に取りに取りに取りに取り組ん組ん組ん組んでいただきたいとでいただきたいとでいただきたいとでいただきたいと思思思思いいいい

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

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 おおおお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。１つはいます。１つはいます。１つはいます。１つは消消消消防防防防の関係ですけれどの関係ですけれどの関係ですけれどの関係ですけれどもももも、、、、消消消消防防防防の広域の広域の広域の広域

化化化化の問題での問題での問題での問題で市町市町市町市町村議会でどのような議論がされているのかといろいろ村議会でどのような議論がされているのかといろいろ村議会でどのような議論がされているのかといろいろ村議会でどのような議論がされているのかといろいろ聞聞聞聞かせていただきまかせていただきまかせていただきまかせていただきま

したところしたところしたところしたところ非非非非常に常に常に常にばばばばらつきがあることがらつきがあることがらつきがあることがらつきがあることがわわわわかりました。かりました。かりました。かりました。全全全全員協議会で説明を受けたような員協議会で説明を受けたような員協議会で説明を受けたような員協議会で説明を受けたような

ところところところところももももあれあれあれあればばばば、、、、全全全全くくくく何何何何のののの話話話話もももも聞聞聞聞いてないようなところいてないようなところいてないようなところいてないようなところももももあります。それで、今後のあります。それで、今後のあります。それで、今後のあります。それで、今後の進進進進めめめめ
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方の方の方の方のスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールをををを見見見見ておりますと、１２月にておりますと、１２月にておりますと、１２月にておりますと、１２月に市町市町市町市町村が広域村が広域村が広域村が広域化化化化の調の調の調の調印印印印をする。議会のかかをする。議会のかかをする。議会のかかをする。議会のかか

わわわわりは新たな広域りは新たな広域りは新たな広域りは新たな広域化化化化による新年度のによる新年度のによる新年度のによる新年度の予予予予算算算算を決めるのに議会の議決がを決めるのに議会の議決がを決めるのに議会の議決がを決めるのに議会の議決が必要必要必要必要となりますので、となりますので、となりますので、となりますので、

議会が広域議会が広域議会が広域議会が広域化化化化についていいのかについていいのかについていいのかについていいのか悪悪悪悪いのかいのかいのかいのか判断判断判断判断するするするする場場場場というのがこれではなくて、というのがこれではなくて、というのがこれではなくて、というのがこれではなくて、順順順順番番番番的的的的にににに

問題になるのではないかと問題になるのではないかと問題になるのではないかと問題になるのではないかと感感感感じているのですけれどじているのですけれどじているのですけれどじているのですけれどもももも、今後の、今後の、今後の、今後の進進進進め方については、そのめ方については、そのめ方については、そのめ方については、その点点点点

をどのようにされようとしているのかおをどのようにされようとしているのかおをどのようにされようとしているのかおをどのようにされようとしているのかお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。

それから、先ほど住宅のそれから、先ほど住宅のそれから、先ほど住宅のそれから、先ほど住宅の話話話話をををを聞聞聞聞いておりましていておりましていておりましていておりまして思思思思い出したのですけれどい出したのですけれどい出したのですけれどい出したのですけれどもももも、よく住、よく住、よく住、よく住民民民民のののの

方からあそこの住宅があいていると、住宅があいているから入りたいという方からあそこの住宅があいていると、住宅があいているから入りたいという方からあそこの住宅があいていると、住宅があいているから入りたいという方からあそこの住宅があいていると、住宅があいているから入りたいという声声声声がありましがありましがありましがありまし

て、て、て、て、聞聞聞聞くといくといくといくといっっっっぱぱぱぱいですといういですといういですといういですという返返返返事が事が事が事が返返返返っっっってくるてくるてくるてくるわわわわけです。けです。けです。けです。物物物物置置置置みみみみたいなたいなたいなたいな形形形形で公営住宅がで公営住宅がで公営住宅がで公営住宅が

使使使使わわわわれているところがありまして、そこはれているところがありまして、そこはれているところがありまして、そこはれているところがありまして、そこは家賃家賃家賃家賃をををを払払払払っっっっていれていれていれていればばばばそれでいいのかそれでいいのかそれでいいのかそれでいいのかももももしれないしれないしれないしれない

のですけれどのですけれどのですけれどのですけれどもももも、そうした、そうした、そうした、そうした点点点点につきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも一度一度一度一度検討検討検討検討いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、皆皆皆皆ささささんんんんがががが使使使使ええええる公営住る公営住る公営住る公営住

宅が本当に宅が本当に宅が本当に宅が本当に有効有効有効有効にににに活活活活用される用される用される用される必要必要必要必要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思いますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その点も点も点も点もいろいろいろいろいろいろいろいろ

議論されるときには中に議論されるときには中に議論されるときには中に議論されるときには中に含含含含めていただきたい。また、そういう議論が今なされているのかめていただきたい。また、そういう議論が今なされているのかめていただきたい。また、そういう議論が今なされているのかめていただきたい。また、そういう議論が今なされているのか

どうか、そのあたりどうか、そのあたりどうか、そのあたりどうか、そのあたりももももおおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。

それと、図書館管理運営の連それと、図書館管理運営の連それと、図書館管理運営の連それと、図書館管理運営の連携携携携についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、民民民民間の広間の広間の広間の広告告告告をつけるというので、をつけるというので、をつけるというので、をつけるというので、レシレシレシレシ

ートートートートをををを物物物物納納納納してしてしてしてももももらうということですけれどらうということですけれどらうということですけれどらうということですけれどもももも、、、、参加参加参加参加するするするする企企企企業はどれ業はどれ業はどれ業はどれぐぐぐぐらいらいらいらい物物物物納納納納しなけれしなけれしなけれしなけれ

ばばばばいけないのかがいけないのかがいけないのかがいけないのかがわわわわからないのでからないのでからないのでからないので教教教教ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 消消消消防防防防の広域の広域の広域の広域化化化化についてのおについてのおについてのお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。

前前前前回回回回６月の当委員会で、５月１６日の広域６月の当委員会で、５月１６日の広域６月の当委員会で、５月１６日の広域６月の当委員会で、５月１６日の広域化化化化協議会協議会協議会協議会総総総総会で合会で合会で合会で合意意意意された事項についてご説された事項についてご説された事項についてご説された事項についてご説

明させていただきました。その明させていただきました。その明させていただきました。その明させていただきました。その確認確認確認確認でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、奈奈奈奈良良良良市市市市、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市をををを除除除除くくくく３３３３７７７７市町市町市町市町村で村で村で村で

広域広域広域広域化化化化をををを推進推進推進推進するということ、それから中するということ、それから中するということ、それから中するということ、それから中和和和和広域広域広域広域消消消消防防防防本部に本部に本部に本部に消消消消防防防防本部と指本部と指本部と指本部と指令セ令セ令セ令センンンンタタタターーーーを置を置を置を置

くと、それとあくと、それとあくと、それとあくと、それとあわわわわせて広域せて広域せて広域せて広域化化化化に係るに係るに係るに係る基基基基本方本方本方本方針針針針、それと、それと、それと、それとスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールについてについてについてについて確認確認確認確認をされまをされまをされまをされま

した。それで、今後のした。それで、今後のした。それで、今後のした。それで、今後のスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールといたしましては、１２月の協議会といたしましては、１２月の協議会といたしましては、１２月の協議会といたしましては、１２月の協議会総総総総会で広域会で広域会で広域会で広域化化化化のののの基基基基

本となる広域本となる広域本となる広域本となる広域消消消消防防防防運営運営運営運営計画計画計画計画、これを合、これを合、これを合、これを合意意意意をいただいて協定調をいただいて協定調をいただいて協定調をいただいて協定調印印印印、それから２５年、それから２５年、それから２５年、それから２５年３３３３月の月の月の月の総総総総

会で会で会で会で組組組組合合合合規規規規約約約約、これを合、これを合、これを合、これを合意意意意いただいて、６月のいただいて、６月のいただいて、６月のいただいて、６月の市町市町市町市町村議会で村議会で村議会で村議会で規規規規約約約約の議決、そして９月にの議決、そして９月にの議決、そして９月にの議決、そして９月に組組組組

合設立、こうい合設立、こうい合設立、こうい合設立、こういっっっった運びでた運びでた運びでた運びで進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと確認確認確認確認されました。５月のされました。５月のされました。５月のされました。５月の基基基基本合本合本合本合意意意意を受けまして、を受けまして、を受けまして、を受けまして、

１１１１１１１１消消消消防防防防及び及び及び及び県も加わっ県も加わっ県も加わっ県も加わってててて基基基基本本本本的的的的な事項についてな事項についてな事項についてな事項について検討検討検討検討をををを進進進進めてきたところでございます。めてきたところでございます。めてきたところでございます。めてきたところでございます。

それで、それで、それで、それで、８８８８月月月月３３３３０日に０日に０日に０日に消消消消防防防防の管理者の会議、小委員会が開の管理者の会議、小委員会が開の管理者の会議、小委員会が開の管理者の会議、小委員会が開催催催催をされまして、今までのをされまして、今までのをされまして、今までのをされまして、今までの検討検討検討検討

状況状況状況状況について報について報について報について報告告告告をされたところです。その中でをされたところです。その中でをされたところです。その中でをされたところです。その中でもももも、委員がお、委員がお、委員がお、委員がおっっっっししししゃゃゃゃっっっったようなごたようなごたようなごたようなご意見も意見も意見も意見も

ございまして、今後のございまして、今後のございまして、今後のございまして、今後の進進進進め方としては、まめ方としては、まめ方としては、まめ方としては、まずずずず１０月１０月１０月１０月下旬下旬下旬下旬か１１月か１１月か１１月か１１月初旬初旬初旬初旬に小委員会を開に小委員会を開に小委員会を開に小委員会を開催催催催し、し、し、し、

そこで運営そこで運営そこで運営そこで運営計画計画計画計画の案を協議をしていく。そして、小委員会で合の案を協議をしていく。そして、小委員会で合の案を協議をしていく。そして、小委員会で合の案を協議をしていく。そして、小委員会で合意意意意した案をした案をした案をした案を３３３３７７７７市町市町市町市町村に報村に報村に報村に報
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告告告告をする、それで１をする、それで１をする、それで１をする、それで１カカカカ月月月月以以以以内内内内に１２月のに１２月のに１２月のに１２月の市町市町市町市町村議会までに報村議会までに報村議会までに報村議会までに報告告告告をしていく。そして、それをしていく。そして、それをしていく。そして、それをしていく。そして、それ

ぞれのぞれのぞれのぞれの市町市町市町市町村の１２月議会でご理解をいただいて、そして運営村の１２月議会でご理解をいただいて、そして運営村の１２月議会でご理解をいただいて、そして運営村の１２月議会でご理解をいただいて、そして運営計画計画計画計画を１２月のを１２月のを１２月のを１２月の総総総総会で承会で承会で承会で承認認認認

して調して調して調して調印印印印にににに持持持持っっっっていくということのていくということのていくということのていくということの進進進進め方をめ方をめ方をめ方を確認確認確認確認されたところです。されたところです。されたところです。されたところです。

それで、それで、それで、それで、県県県県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もやもやもやもやはりはりはりはり市町市町市町市町村議会でご理解いただけるように、村議会でご理解いただけるように、村議会でご理解いただけるように、村議会でご理解いただけるように、県県県県事務局事務局事務局事務局もももも

加わっ加わっ加わっ加わって、て、て、て、３３３３７７７７市町市町市町市町村に説明してまいりたいと村に説明してまいりたいと村に説明してまいりたいと村に説明してまいりたいと考え考え考え考えているところです。ているところです。ているところです。ているところです。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長○丸山住宅課長 今、委員からご指今、委員からご指今、委員からご指今、委員からご指摘摘摘摘いただきました、公営住宅がいただきました、公営住宅がいただきました、公営住宅がいただきました、公営住宅が空空空空いているけれどなかいているけれどなかいているけれどなかいているけれどなか

なか入れないというなか入れないというなか入れないというなか入れないという状況状況状況状況、管理の、管理の、管理の、管理の共同化共同化共同化共同化という観という観という観という観点点点点からはからはからはからは離離離離れるかれるかれるかれるかももももしれませしれませしれませしれませんんんんが、事が、事が、事が、事実実実実

そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況がある、またご指がある、またご指がある、またご指がある、またご指摘摘摘摘があるというがあるというがあるというがあるという状況も認識状況も認識状況も認識状況も認識をしております。ただ、をしております。ただ、をしております。ただ、をしております。ただ、実実実実情と情と情と情と

いたしまして、住宅をおいたしまして、住宅をおいたしまして、住宅をおいたしまして、住宅をお貸貸貸貸しさせていただくときには住宅をしさせていただくときには住宅をしさせていただくときには住宅をしさせていただくときには住宅を修繕等修繕等修繕等修繕等をしてきれいなをしてきれいなをしてきれいなをしてきれいな形形形形で新で新で新で新

しい住しい住しい住しい住民民民民の方におの方におの方におの方にお渡渡渡渡しする決まりになしする決まりになしする決まりになしする決まりになっっっっていて、そういう中でていて、そういう中でていて、そういう中でていて、そういう中で修繕費修繕費修繕費修繕費がががが非非非非常に常に常に常に高高高高額額額額になになになになっっっっ

てしまうようなてしまうようなてしまうようなてしまうような物物物物件とか、あるいは件とか、あるいは件とか、あるいは件とか、あるいは荷物荷物荷物荷物があるというのは、があるというのは、があるというのは、があるというのは、個個個個別の別の別の別の状況状況状況状況ににににももももあるかとあるかとあるかとあるかと思思思思いいいい

ます。例ます。例ます。例ます。例えばえばえばえば、その、その、その、その退退退退去をされる去をされる去をされる去をされる際際際際に前の住に前の住に前の住に前の住民民民民の方がの方がの方がの方が荷物荷物荷物荷物を置きを置きを置きを置き放放放放しにして出ていかれたしにして出ていかれたしにして出ていかれたしにして出ていかれた

ようなようなようなような状況状況状況状況について、について、について、について、県費県費県費県費をををを使使使使っっっってててて廃廃廃廃棄棄棄棄するとか、そういするとか、そういするとか、そういするとか、そういっっっったところについてのたところについてのたところについてのたところについての予予予予算算算算的的的的なななな

措措措措置という置という置という置という状況も状況も状況も状況もあり、そういうご指あり、そういうご指あり、そういうご指あり、そういうご指摘摘摘摘をいただいて、できるだけ広く住をいただいて、できるだけ広く住をいただいて、できるだけ広く住をいただいて、できるだけ広く住民民民民の方にの方にの方にの方に募集募集募集募集をををを

していきたいとはしていきたいとはしていきたいとはしていきたいとは思っ思っ思っ思っているところですけれどているところですけれどているところですけれどているところですけれどもももも、取り、取り、取り、取り組み組み組み組みがががが進ん進ん進ん進んでいないでいないでいないでいない実実実実情がござい情がござい情がござい情がござい

まして、ご指まして、ご指まして、ご指まして、ご指摘摘摘摘いただいたようないただいたようないただいたようないただいたような現実現実現実現実があるというがあるというがあるというがあるという状況も認識状況も認識状況も認識状況も認識をしております。できるだをしております。できるだをしております。できるだをしております。できるだ

けそういけそういけそういけそういっっっったことがないように今後たことがないように今後たことがないように今後たことがないように今後検討検討検討検討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思っ思っ思っ思っていますので、引き続きご指ていますので、引き続きご指ていますので、引き続きご指ていますので、引き続きご指

導いただけれ導いただけれ導いただけれ導いただければばばばとととと思思思思います。います。います。います。

○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長 貸貸貸貸し出しし出しし出しし出しレシートレシートレシートレシートの広の広の広の広告告告告のののの共同共同共同共同募集募集募集募集でございます。でございます。でございます。でございます。

今年度は先行しまして、今年度は先行しまして、今年度は先行しまして、今年度は先行しまして、県県県県こどこどこどこどもももも家庭家庭家庭家庭課が課が課が課が児童虐待防児童虐待防児童虐待防児童虐待防止止止止の広報事業の一つとしての広報事業の一つとしての広報事業の一つとしての広報事業の一つとしてレシーレシーレシーレシー

トトトトのののの裏裏裏裏面にそういう広面にそういう広面にそういう広面にそういう広告告告告を載せたというを載せたというを載せたというを載せたという形形形形でおでおでおでお聞聞聞聞きしております。そういう私どきしております。そういう私どきしております。そういう私どきしております。そういう私どももももの取りの取りの取りの取り

組み組み組み組みをををを参考参考参考参考に、今に、今に、今に、今回回回回こういうこういうこういうこういう形形形形で取りで取りで取りで取り組み組み組み組みをされたをされたをされたをされたもももものと理解しておりまして、今後はそのと理解しておりまして、今後はそのと理解しておりまして、今後はそのと理解しておりまして、今後はそ

れをれをれをれを参考参考参考参考にして引き続きにして引き続きにして引き続きにして引き続き無無無無料料料料のののの貸貸貸貸し出しし出しし出しし出しレシートレシートレシートレシートがお配りできるようにさせていただきたがお配りできるようにさせていただきたがお配りできるようにさせていただきたがお配りできるようにさせていただきた

いといといと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。

ちなちなちなちなみみみみに、当に、当に、当に、当初想初想初想初想定しておりましたのは定しておりましたのは定しておりましたのは定しておりましたのはロロロロールールールール紙紙紙紙、、、、大体大体大体大体幅幅幅幅がががが８８８８セセセセンンンンチチチチございまして、長ございまして、長ございまして、長ございまして、長

さがさがさがさが大体８大体８大体８大体８００００メートルメートルメートルメートル、長、長、長、長短短短短あります。それをあります。それをあります。それをあります。それを大体大体大体大体１１１１，，，，２００２００２００２００巻ぐ巻ぐ巻ぐ巻ぐらいとらいとらいとらいと想想想想定をしていた定をしていた定をしていた定をしていた

のですけれど、のですけれど、のですけれど、のですけれど、実実実実際際際際に今に今に今に今回回回回、こど、こど、こど、こどもももも家庭家庭家庭家庭課が課が課が課が全県エリア全県エリア全県エリア全県エリアをををを対象対象対象対象にお配りされたということにお配りされたということにお配りされたということにお配りされたということ

でございます。調査ということで、でございます。調査ということで、でございます。調査ということで、でございます。調査ということで、奈奈奈奈良良良良モデルモデルモデルモデルにににに参加参加参加参加されたという課をされたという課をされたという課をされたという課を対象対象対象対象にした関係でにした関係でにした関係でにした関係で

ございまして、ございまして、ございまして、ございまして、実実実実際際際際どの程度のどの程度のどの程度のどの程度のロロロロールールールール紙紙紙紙をお配りされたかというところは、またちをお配りされたかというところは、またちをお配りされたかというところは、またちをお配りされたかというところは、またちょょょょっっっっとととと

把握把握把握把握させていただきたいというさせていただきたいというさせていただきたいというさせていただきたいというふふふふうにうにうにうに考え考え考え考えております。ております。ております。ております。
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○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 ありがとうございます。広域ありがとうございます。広域ありがとうございます。広域ありがとうございます。広域化化化化をををを進進進進めていくめていくめていくめていく場場場場合に、合に、合に、合に、市町市町市町市町村議会の理解村議会の理解村議会の理解村議会の理解

はははは必要必要必要必要なことだとなことだとなことだとなことだと思っ思っ思っ思っております。どういうております。どういうております。どういうております。どういう点点点点でででで皆皆皆皆ささささんんんんがががが疑疑疑疑問を問を問を問を持持持持っっっっておられたり、そうておられたり、そうておられたり、そうておられたり、そう

したことについてはしたことについてはしたことについてはしたことについては十十十十分分分分に理解してに理解してに理解してに理解してももももららららええええるような、そうしたことをるような、そうしたことをるような、そうしたことをるような、そうしたことを進進進進めていめていめていめていっっっっていただていただていただていただ

きたいときたいときたいときたいと思思思思うところでございます。うところでございます。うところでございます。うところでございます。

それから、それから、それから、それから、空空空空きききき家家家家のところをのところをのところをのところを修修修修理し、理し、理し、理し、貸貸貸貸すすすす場場場場合にはきれいなところというのは合にはきれいなところというのは合にはきれいなところというのは合にはきれいなところというのはわわわわかるのかるのかるのかるの

ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、市町市町市町市町村営住宅村営住宅村営住宅村営住宅も同も同も同も同じようなことをじようなことをじようなことをじようなことを聞聞聞聞きますので、そうしたきますので、そうしたきますので、そうしたきますので、そうした点も共同点も共同点も共同点も共同で、いで、いで、いで、い

ろいろ議論されるときにはろいろ議論されるときにはろいろ議論されるときにはろいろ議論されるときには話話話話題にして題にして題にして題にして実態実態実態実態をつかをつかをつかをつかんんんんでいただけたらとでいただけたらとでいただけたらとでいただけたらと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

レシートレシートレシートレシートのことは、今はこどのことは、今はこどのことは、今はこどのことは、今はこどもももも家庭家庭家庭家庭課の方が課の方が課の方が課の方がやっやっやっやったということで、たということで、たということで、たということで、民民民民間で今後そういう間で今後そういう間で今後そういう間で今後そういう

ことのことのことのことの可能性可能性可能性可能性はどうでしはどうでしはどうでしはどうでしょょょょうか。先ほどの説明ではうか。先ほどの説明ではうか。先ほどの説明ではうか。先ほどの説明では企企企企業から業から業から業から無無無無料料料料ででででレシートレシートレシートレシートをと書いてまをと書いてまをと書いてまをと書いてま

したけれどしたけれどしたけれどしたけれどもももも、、、、企企企企業というあたりでは、その業というあたりでは、その業というあたりでは、その業というあたりでは、その可能性可能性可能性可能性とか。とか。とか。とか。

○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長○反田図書情報館副館長 広広広広告主告主告主告主の件でございますが、今の件でございますが、今の件でございますが、今の件でございますが、今回回回回、広、広、広、広告主告主告主告主がががが県県県県こどこどこどこどもももも家庭家庭家庭家庭課で、課で、課で、課で、

当面、今年度当面、今年度当面、今年度当面、今年度ぐぐぐぐらいはいけるとらいはいけるとらいはいけるとらいはいけると思っ思っ思っ思っております。ただ、それをております。ただ、それをております。ただ、それをております。ただ、それを切切切切れることなく引き続きれることなく引き続きれることなく引き続きれることなく引き続き検検検検

討討討討するに当たするに当たするに当たするに当たっっっって、これから新たなて、これから新たなて、これから新たなて、これから新たな企企企企業を業を業を業を見見見見つけていきたいとつけていきたいとつけていきたいとつけていきたいと考え考え考え考えております。ただ、ております。ただ、ております。ただ、ております。ただ、全全全全

国的国的国的国的ににににもももも先先先先進的進的進的進的な取りな取りな取りな取り組み組み組み組みがございまして、がございまして、がございまして、がございまして、資料資料資料資料の１２の１２の１２の１２ページページページページに、に、に、に、ブブブブッッッッククククオフオフオフオフというというというという企企企企業業業業

も参画も参画も参画も参画されております。こういうされております。こういうされております。こういうされております。こういう企企企企業、あるいは業、あるいは業、あるいは業、あるいは県内県内県内県内の書の書の書の書店店店店などをなどをなどをなどを対象対象対象対象に広くに広くに広くに広く募集募集募集募集をををを募募募募っっっっ

ていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 ほかにございませほかにございませほかにございませほかにございませんんんんか。か。か。か。

本日は本日は本日は本日は県内県内県内県内広域行政について広域行政について広域行政について広域行政について質質質質問問問問等等等等をしていただきました。をしていただきました。をしていただきました。をしていただきました。

関関関関西西西西広域連合の６月からの今の動きをご説明をさせていただきます。広域連合の６月からの今の動きをご説明をさせていただきます。広域連合の６月からの今の動きをご説明をさせていただきます。広域連合の６月からの今の動きをご説明をさせていただきます。

１つ、１つ、１つ、１つ、８８８８月２月２月２月２３３３３日付で政日付で政日付で政日付で政令令令令市市市市、、、、京都京都京都京都市市市市とととと神戸神戸神戸神戸市市市市がががが加加加加入で広域連合議会で議決されました。入で広域連合議会で議決されました。入で広域連合議会で議決されました。入で広域連合議会で議決されました。

それから次、それから次、それから次、それから次、国国国国の出先の出先の出先の出先機機機機関の関の関の関の対対対対策についてですけど策についてですけど策についてですけど策についてですけどもももも、、、、早早早早期国期国期国期国会会会会提提提提出を求める出を求める出を求める出を求める声声声声明を出明を出明を出明を出

されておりましたけどされておりましたけどされておりましたけどされておりましたけどもももも、今、今、今、今現状現状現状現状、審議は、審議は、審議は、審議は進進進進ままままずずずず、この、この、この、この法法法法案は今案は今案は今案は今国国国国会では会では会では会では恐恐恐恐らくらくらくらく流流流流れるでれるでれるでれるで

あろうということでございます。それから、地方自あろうということでございます。それから、地方自あろうということでございます。それから、地方自あろうということでございます。それから、地方自治治治治法法法法のののの改改改改正については正については正については正については法法法法律律律律はははは提提提提出しま出しま出しま出しま

した。した。した。した。

それから、９月１７日にそれから、９月１７日にそれから、９月１７日にそれから、９月１７日に近近近近畿畿畿畿市市市市長会、長会、長会、長会、町町町町村会長会と関村会長会と関村会長会と関村会長会と関西西西西広域連合は広域連合は広域連合は広域連合は意見交換意見交換意見交換意見交換会を行会を行会を行会を行わわわわれれれれ

ます。ます。ます。ます。

それから、広域それから、広域それから、広域それから、広域計画計画計画計画のののの改改改改定についてですけれど定についてですけれど定についてですけれど定についてですけれどもももも、、、、神戸神戸神戸神戸市市市市、、、、京都京都京都京都市市市市のののの加加加加入によ入によ入によ入によっっっって、こて、こて、こて、こ

の９月からの９月からの９月からの９月から改改改改定定定定作作作作業に業に業に業に着着着着手することとし、平成２５年度手することとし、平成２５年度手することとし、平成２５年度手することとし、平成２５年度以以以以内内内内に議決に向けてに議決に向けてに議決に向けてに議決に向けて改改改改定の定の定の定の検討検討検討検討をををを

していくということになしていくということになしていくということになしていく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。

それから、関それから、関それから、関それから、関西西西西における中長における中長における中長における中長期的期的期的期的ななななエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー政策についてですけど政策についてですけど政策についてですけど政策についてですけどもももも、、、、大大大大飯原飯原飯原飯原子力子力子力子力発発発発
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電電電電所所所所３３３３号号号号機機機機、４、４、４、４号号号号機機機機の再審査を求めるの再審査を求めるの再審査を求めるの再審査を求める声声声声明を関明を関明を関明を関西西西西広域連合は出されました。ただ、この上広域連合は出されました。ただ、この上広域連合は出されました。ただ、この上広域連合は出されました。ただ、この上

記の議論の中で記の議論の中で記の議論の中で記の議論の中で節電節電節電節電要要要要請請請請期期期期間間間間終終終終了後に了後に了後に了後に大大大大飯原飯原飯原飯原子力子力子力子力発発発発電電電電所所所所３３３３号号号号機機機機、４、４、４、４号号号号機機機機のののの停停停停止止止止を求めるを求めるを求めるを求めるべべべべ

きとのきとのきとのきとの意見も意見も意見も意見もああああっっっったが、たが、たが、たが、声声声声明明明明文文文文をどう出すかについてはをどう出すかについてはをどう出すかについてはをどう出すかについては国国国国のののの対応対応対応対応をををを見見見見ながら９月ながら９月ながら９月ながら９月以以以以降降降降、、、、改改改改

めてめてめてめて検討検討検討検討することとしましたということを言することとしましたということを言することとしましたということを言することとしましたということを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。

それからそれからそれからそれからももももう一つ、う一つ、う一つ、う一つ、東東東東日本日本日本日本大大大大震災災害震災災害震災災害震災災害廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物の広域の広域の広域の広域処処処処理については、理については、理については、理については、東北東北東北東北の方からの方からの方からの方から必要必要必要必要

がないということでがないということでがないということでがないということで検討検討検討検討中中中中止止止止することとしました。なお、することとしました。なお、することとしました。なお、することとしました。なお、不不不不燃燃燃燃物物物物については今後のについては今後のについては今後のについては今後の状況も状況も状況も状況も

見見見見定めることにしたということです。定めることにしたということです。定めることにしたということです。定めることにしたということです。

そのほか、そのほか、そのほか、そのほか、韓韓韓韓国国国国と中と中と中と中国国国国ののののプロプロプロプロモーションモーションモーションモーションを行を行を行を行っっっった、そしてた、そしてた、そしてた、そして予予予予定されております。定されております。定されております。定されております。

以以以以上、この委員会上、この委員会上、この委員会上、この委員会終終終終わわわわりましたら、今までのこのりましたら、今までのこのりましたら、今までのこのりましたら、今までのこの資料資料資料資料をまた委員の方に配付したいとをまた委員の方に配付したいとをまた委員の方に配付したいとをまた委員の方に配付したいと思思思思

っっっっております。ております。ております。ております。

以以以以上、本日の委員会を上、本日の委員会を上、本日の委員会を上、本日の委員会を終終終終わわわ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。


