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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２５年６月２０日（木） １３：０２～１４：２４平成２５年６月２０日（木） １３：０２～１４：２４平成２５年６月２０日（木） １３：０２～１４：２４平成２５年６月２０日（木） １３：０２～１４：２４

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

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

宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 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

新谷新谷新谷新谷 綋一 委員一 委員一 委員一 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 村井 知事公室長村井 知事公室長村井 知事公室長村井 知事公室長

野村 地域振興部長 ほか、関係職員野村 地域振興部長 ほか、関係職員野村 地域振興部長 ほか、関係職員野村 地域振興部長 ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）報告事項（１）報告事項（１）報告事項（１）報告事項

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉

○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長○井岡委員長 それでは、ただいまの報告、その他事項も含めまして質疑があればご発言それでは、ただいまの報告、その他事項も含めまして質疑があればご発言それでは、ただいまの報告、その他事項も含めまして質疑があればご発言それでは、ただいまの報告、その他事項も含めまして質疑があればご発言

願います。願います。願います。願います。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 新消防組合の設立ということで、工程表が示されました。６月に市町村議会新消防組合の設立ということで、工程表が示されました。６月に市町村議会新消防組合の設立ということで、工程表が示されました。６月に市町村議会新消防組合の設立ということで、工程表が示されました。６月に市町村議会

において組合規約の議決が行われると記載されておりますが、市町村で開催しているとこにおいて組合規約の議決が行われると記載されておりますが、市町村で開催しているとこにおいて組合規約の議決が行われると記載されておりますが、市町村で開催しているとこにおいて組合規約の議決が行われると記載されておりますが、市町村で開催しているとこ

ろ、まだなところとそれぞれあると思うのですけれども、現状はどのような方向で進めらろ、まだなところとそれぞれあると思うのですけれども、現状はどのような方向で進めらろ、まだなところとそれぞれあると思うのですけれども、現状はどのような方向で進めらろ、まだなところとそれぞれあると思うのですけれども、現状はどのような方向で進めら

れておられるのかをお聞きいたします。れておられるのかをお聞きいたします。れておられるのかをお聞きいたします。れておられるのかをお聞きいたします。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 ３７市町村のうち、昨日現在で２１市町村で可決していただいてお３７市町村のうち、昨日現在で２１市町村で可決していただいてお３７市町村のうち、昨日現在で２１市町村で可決していただいてお３７市町村のうち、昨日現在で２１市町村で可決していただいてお

ります。その後、今月中にほとんどの市町村で議決をいただける予定になっております。ります。その後、今月中にほとんどの市町村で議決をいただける予定になっております。ります。その後、今月中にほとんどの市町村で議決をいただける予定になっております。ります。その後、今月中にほとんどの市町村で議決をいただける予定になっております。

なお、７月に議会が開催されます高取町、明日香村、大和郡山市等につきましては、７月なお、７月に議会が開催されます高取町、明日香村、大和郡山市等につきましては、７月なお、７月に議会が開催されます高取町、明日香村、大和郡山市等につきましては、７月なお、７月に議会が開催されます高取町、明日香村、大和郡山市等につきましては、７月
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中に議決をいただけるものと考えております。中に議決をいただけるものと考えております。中に議決をいただけるものと考えております。中に議決をいただけるものと考えております。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 ２１市町村が可決されておられ、高取町、大和郡山市については７月ですね。２１市町村が可決されておられ、高取町、大和郡山市については７月ですね。２１市町村が可決されておられ、高取町、大和郡山市については７月ですね。２１市町村が可決されておられ、高取町、大和郡山市については７月ですね。

大和郡山市も市長選挙があった関係だと思うのですけれど、おくれてされる残りの議会で大和郡山市も市長選挙があった関係だと思うのですけれど、おくれてされる残りの議会で大和郡山市も市長選挙があった関係だと思うのですけれど、おくれてされる残りの議会で大和郡山市も市長選挙があった関係だと思うのですけれど、おくれてされる残りの議会で

すけれども、間違いないというか、可決される方向で進められていると認識させていただすけれども、間違いないというか、可決される方向で進められていると認識させていただすけれども、間違いないというか、可決される方向で進められていると認識させていただすけれども、間違いないというか、可決される方向で進められていると認識させていただ

いてよろしいですね。いてよろしいですね。いてよろしいですね。いてよろしいですね。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 残りの市町村も含めまして可決していただける見込みと考えており残りの市町村も含めまして可決していただける見込みと考えており残りの市町村も含めまして可決していただける見込みと考えており残りの市町村も含めまして可決していただける見込みと考えており

ます。ます。ます。ます。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 万が一どこかの議会が議決されない場合は、この工程表はどう進められてい万が一どこかの議会が議決されない場合は、この工程表はどう進められてい万が一どこかの議会が議決されない場合は、この工程表はどう進められてい万が一どこかの議会が議決されない場合は、この工程表はどう進められてい

くのかお聞きします。くのかお聞きします。くのかお聞きします。くのかお聞きします。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 残りの市町村の中で否決等がされた市町村が出てきた場合ですが、残りの市町村の中で否決等がされた市町村が出てきた場合ですが、残りの市町村の中で否決等がされた市町村が出てきた場合ですが、残りの市町村の中で否決等がされた市町村が出てきた場合ですが、

基本的に今の可決された市町村の構成で今後、進めていかれるものと考えております。た基本的に今の可決された市町村の構成で今後、進めていかれるものと考えております。た基本的に今の可決された市町村の構成で今後、進めていかれるものと考えております。た基本的に今の可決された市町村の構成で今後、進めていかれるものと考えております。た

だ、最終的には広域化協議会の総会において構成する市町村、可決された市町村の意思でだ、最終的には広域化協議会の総会において構成する市町村、可決された市町村の意思でだ、最終的には広域化協議会の総会において構成する市町村、可決された市町村の意思でだ、最終的には広域化協議会の総会において構成する市町村、可決された市町村の意思で

今後どのようにされるかは基本的なベースでございますが、当然６月６日の広域化協議会今後どのようにされるかは基本的なベースでございますが、当然６月６日の広域化協議会今後どのようにされるかは基本的なベースでございますが、当然６月６日の広域化協議会今後どのようにされるかは基本的なベースでございますが、当然６月６日の広域化協議会

の総会におきまして３７市町村の市町村長が広域化に向けて議会の議決に取り組んでいくの総会におきまして３７市町村の市町村長が広域化に向けて議会の議決に取り組んでいくの総会におきまして３７市町村の市町村長が広域化に向けて議会の議決に取り組んでいくの総会におきまして３７市町村の市町村長が広域化に向けて議会の議決に取り組んでいく

とおっしゃっておりますので、基本的には数市町村がもし抜けることがあっても新しい消とおっしゃっておりますので、基本的には数市町村がもし抜けることがあっても新しい消とおっしゃっておりますので、基本的には数市町村がもし抜けることがあっても新しい消とおっしゃっておりますので、基本的には数市町村がもし抜けることがあっても新しい消

防組合を設立する方向で話を進められるものと考えております。防組合を設立する方向で話を進められるものと考えております。防組合を設立する方向で話を進められるものと考えております。防組合を設立する方向で話を進められるものと考えております。

○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 今、お聞きしたところ、８月の協議会総会後、調印ですね。ここは、もう揺今、お聞きしたところ、８月の協議会総会後、調印ですね。ここは、もう揺今、お聞きしたところ、８月の協議会総会後、調印ですね。ここは、もう揺今、お聞きしたところ、８月の協議会総会後、調印ですね。ここは、もう揺

るぎなく行われるということを確認させていただいたら結構です。ありがとうございます。るぎなく行われるということを確認させていただいたら結構です。ありがとうございます。るぎなく行われるということを確認させていただいたら結構です。ありがとうございます。るぎなく行われるということを確認させていただいたら結構です。ありがとうございます。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 質問の準備を実はしていってなかったのですけれど、顔ぶれを見て、産業・質問の準備を実はしていってなかったのですけれど、顔ぶれを見て、産業・質問の準備を実はしていってなかったのですけれど、顔ぶれを見て、産業・質問の準備を実はしていってなかったのですけれど、顔ぶれを見て、産業・

雇用振興部次長の名前があるので、聞きたいのですが、２～３日前、新聞で国の労働局と雇用振興部次長の名前があるので、聞きたいのですが、２～３日前、新聞で国の労働局と雇用振興部次長の名前があるので、聞きたいのですが、２～３日前、新聞で国の労働局と雇用振興部次長の名前があるので、聞きたいのですが、２～３日前、新聞で国の労働局と

奈良県が何か協定をしたという記事が出たのですけれど、非常に今日的に課題として興味奈良県が何か協定をしたという記事が出たのですけれど、非常に今日的に課題として興味奈良県が何か協定をしたという記事が出たのですけれど、非常に今日的に課題として興味奈良県が何か協定をしたという記事が出たのですけれど、非常に今日的に課題として興味

がある課題であったので、これは当然、説明ぐらいあるのかと思ったのですけれど、どんがある課題であったので、これは当然、説明ぐらいあるのかと思ったのですけれど、どんがある課題であったので、これは当然、説明ぐらいあるのかと思ったのですけれど、どんがある課題であったので、これは当然、説明ぐらいあるのかと思ったのですけれど、どん

な内容でどんな効果をもたらすのか、聞かせてほしいと思います。な内容でどんな効果をもたらすのか、聞かせてほしいと思います。な内容でどんな効果をもたらすのか、聞かせてほしいと思います。な内容でどんな効果をもたらすのか、聞かせてほしいと思います。

○角田産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○角田産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○角田産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○角田産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱 去る６月７日、奈良労働局と知事の去る６月７日、奈良労働局と知事の去る６月７日、奈良労働局と知事の去る６月７日、奈良労働局と知事の

間で協定を結びまして、これに関しまして労働局と奈良県で、産業・雇用振興部がそれぞ間で協定を結びまして、これに関しまして労働局と奈良県で、産業・雇用振興部がそれぞ間で協定を結びまして、これに関しまして労働局と奈良県で、産業・雇用振興部がそれぞ間で協定を結びまして、これに関しまして労働局と奈良県で、産業・雇用振興部がそれぞ

れ所管してやっているのですけれど、女れ所管してやっているのですけれど、女れ所管してやっているのですけれど、女れ所管してやっているのですけれど、女性性性性の雇用でありますとか、県の雇用でありますとか、県の雇用でありますとか、県の雇用でありますとか、県外外外外雇用でありますと雇用でありますと雇用でありますと雇用でありますと

か、非常に県内雇用がか、非常に県内雇用がか、非常に県内雇用がか、非常に県内雇用が低低低低いということがいろいろ問題としてありますので、そういうこといということがいろいろ問題としてありますので、そういうこといということがいろいろ問題としてありますので、そういうこといということがいろいろ問題としてありますので、そういうこと

でそれぞれがでそれぞれがでそれぞれがでそれぞれが持持持持っているっているっているっている情情情情報を報を報を報を相互相互相互相互にににに情情情情報報報報共有共有共有共有を、それで一定の方向をを、それで一定の方向をを、それで一定の方向をを、それで一定の方向を目指目指目指目指していくといしていくといしていくといしていくとい

うことで協定を結ばせていただきました。うことで協定を結ばせていただきました。うことで協定を結ばせていただきました。うことで協定を結ばせていただきました。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 どういうどういうどういうどういう回答引回答引回答引回答引き出すというき出すというき出すというき出すという目目目目的はないのですけれど、効果を的はないのですけれど、効果を的はないのですけれど、効果を的はないのですけれど、効果を上げ上げ上げ上げてほしいてほしいてほしいてほしい
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というのは、それをやるというのは、それをやるというのは、それをやるというのは、それをやる皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに対対対対してしてしてして我々我々我々我々もいろいろなことがあったらもいろいろなことがあったらもいろいろなことがあったらもいろいろなことがあったら相談相談相談相談をしたりしをしたりしをしたりしをしたりし

たいと思うのですが、たいと思うのですが、たいと思うのですが、たいと思うのですが、我々我々我々我々と国の労働局とがと国の労働局とがと国の労働局とがと国の労働局とが少少少少しししし近近近近くなるということでもないわけですか。くなるということでもないわけですか。くなるということでもないわけですか。くなるということでもないわけですか。

こうした委員がいろいろなこうした委員がいろいろなこうした委員がいろいろなこうした委員がいろいろな機機機機会を確会を確会を確会を確保保保保したり、そういう場合に国としたり、そういう場合に国としたり、そういう場合に国としたり、そういう場合に国と我々我々我々我々がちがちがちがちょょょょっとっとっとっと近近近近くなくなくなくな

るということでもないのですか。そのるということでもないのですか。そのるということでもないのですか。そのるということでもないのですか。その辺辺辺辺はどうですか。はどうですか。はどうですか。はどうですか。

○角田産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○角田産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○角田産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○角田産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱 それぞれがまたそういうそれぞれがまたそういうそれぞれがまたそういうそれぞれがまたそういう形形形形も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、

基本的には雇用の基本的には雇用の基本的には雇用の基本的には雇用の促促促促進という進という進という進という目標目標目標目標は一は一は一は一緒緒緒緒でございますので、おでございますので、おでございますので、おでございますので、お互互互互いにいにいにいに情情情情報報報報共有共有共有共有しながら、しながら、しながら、しながら、

また県また県また県また県民民民民のののの皆様へ皆様へ皆様へ皆様へののののフィフィフィフィーーーードバックドバックドバックドバックというところも、それぞれでというところも、それぞれでというところも、それぞれでというところも、それぞれで推推推推進していければと考え進していければと考え進していければと考え進していければと考え

ております。ております。ております。ております。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 それなら結構です。それなら結構です。それなら結構です。それなら結構です。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 南南南南部の部の部の部の復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興に取り組んでいただいておりますこと、興に取り組んでいただいておりますこと、興に取り組んでいただいておりますこと、興に取り組んでいただいておりますこと、敬敬敬敬意を表したいと思意を表したいと思意を表したいと思意を表したいと思

うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、先先先先日、日、日、日、南南南南部の部の部の部の住民住民住民住民の方に県がの方に県がの方に県がの方に県がアンケアンケアンケアンケーーーートトトトをされたというをされたというをされたというをされたというニュニュニュニュースをースをースをースを又又又又聞きし聞きし聞きし聞きし

たのですが、そのたのですが、そのたのですが、そのたのですが、その件件件件についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。住民住民住民住民の方はなかなか進まないことの方はなかなか進まないことの方はなかなか進まないことの方はなかなか進まないこと

にににに少少少少しししし不安不安不安不安をををを持持持持っていらっしゃるようだということで、間っていらっしゃるようだということで、間っていらっしゃるようだということで、間っていらっしゃるようだということで、間接接接接的に聞いたのですが、よろし的に聞いたのですが、よろし的に聞いたのですが、よろし的に聞いたのですが、よろし

くお願いします。くお願いします。くお願いします。くお願いします。

○山本南部東部振興課長○山本南部東部振興課長○山本南部東部振興課長○山本南部東部振興課長 直接直接直接直接所管、実所管、実所管、実所管、実施施施施しましたのは、しましたのは、しましたのは、しましたのは、復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興室でございますので、興室でございますので、興室でございますので、興室でございますので、

詳詳詳詳しいしいしいしい資料資料資料資料をををを持持持持っておりませんが、県でっておりませんが、県でっておりませんが、県でっておりませんが、県で被災被災被災被災された方のされた方のされた方のされた方のアンケアンケアンケアンケーーーートトトトを行いまして、その中を行いまして、その中を行いまして、その中を行いまして、その中

で確かにで確かにで確かにで確かに被災被災被災被災地の方地の方地の方地の方 々々々々からからからから復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興興興興へへへへの取り組みといいますか、進の取り組みといいますか、進の取り組みといいますか、進の取り組みといいますか、進捗捗捗捗がおくれているとがおくれているとがおくれているとがおくれていると

いうごいうごいうごいうご回答回答回答回答をいただいております。をいただいております。をいただいております。をいただいております。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 アンケアンケアンケアンケーーーートトトトをとられたということですが、今後それををとられたということですが、今後それををとられたということですが、今後それををとられたということですが、今後それを反映反映反映反映された意見にされた意見にされた意見にされた意見に対対対対してしてしてして

県は当然のことながら取り組んでいかれるということだと思いますけれども、よろしくお県は当然のことながら取り組んでいかれるということだと思いますけれども、よろしくお県は当然のことながら取り組んでいかれるということだと思いますけれども、よろしくお県は当然のことながら取り組んでいかれるということだと思いますけれども、よろしくお

願いをしたいと思います。願いをしたいと思います。願いをしたいと思います。願いをしたいと思います。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 消防の広域化なのですが、消防の広域化なのですが、消防の広域化なのですが、消防の広域化なのですが、生駒生駒生駒生駒市と奈良市は今のところ市と奈良市は今のところ市と奈良市は今のところ市と奈良市は今のところ入入入入らないということらないということらないということらないということ

で決定していますね。で決定していますね。で決定していますね。で決定していますね。先先先先ほど説明がありましたように、２ほど説明がありましたように、２ほど説明がありましたように、２ほど説明がありましたように、２ペペペペーーーージジジジで、で、で、で、反対反対反対反対するものではあするものではあするものではあするものではあ

りませんけれども、りませんけれども、りませんけれども、りませんけれども、例例例例えば今、山えば今、山えば今、山えば今、山辺辺辺辺広域消防の組広域消防の組広域消防の組広域消防の組織織織織している山している山している山している山添添添添村にあって、村にあって、村にあって、村にあって、具体具体具体具体的なこ的なこ的なこ的なこ

とをとをとをとを申申申申しししし上げ上げ上げ上げて県で調て県で調て県で調て県で調整整整整してほしいと思うのですが、ざっとしてほしいと思うのですが、ざっとしてほしいと思うのですが、ざっとしてほしいと思うのですが、ざっと申申申申しししし上げ上げ上げ上げますので、おますので、おますので、おますので、お許許許許しをしをしをしを

いただきたいと思います。山いただきたいと思います。山いただきたいと思います。山いただきたいと思います。山添添添添村の市町村村の市町村村の市町村村の市町村負担負担負担負担が約１が約１が約１が約１億円億円億円億円と聞いています。これを、やると聞いています。これを、やると聞いています。これを、やると聞いています。これを、やる

ことによって７～８年後には山ことによって７～８年後には山ことによって７～８年後には山ことによって７～８年後には山添添添添村の村の村の村の負担負担負担負担が２が２が２が２億円億円億円億円から３から３から３から３億円億円億円億円になると。これは、２になると。これは、２になると。これは、２になると。これは、２ペペペペーーーー

ジジジジでででで負担金負担金負担金負担金のののの増加増加増加増加をををを生じ生じ生じ生じないようにするのだということが出ております。ないようにするのだということが出ております。ないようにするのだということが出ております。ないようにするのだということが出ております。

そのそのそのその下下下下にいろいろ内容をにいろいろ内容をにいろいろ内容をにいろいろ内容を書書書書いているのですが、しかし、県はいているのですが、しかし、県はいているのですが、しかし、県はいているのですが、しかし、県は金金金金は出さない。は出さない。は出さない。は出さない。経費経費経費経費は出しは出しは出しは出し

ませんね。このませんね。このませんね。このませんね。このメリットメリットメリットメリットはいろいろありますので、はいろいろありますので、はいろいろありますので、はいろいろありますので、苦苦苦苦労をかけているのです。労をかけているのです。労をかけているのです。労をかけているのです。デジタルデジタルデジタルデジタル化化化化
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によってによってによってによってケケケケーーーーブルブルブルブルのののの負担負担負担負担をををを少少少少なくするという前なくするという前なくするという前なくするという前提提提提があったり、もちろんがあったり、もちろんがあったり、もちろんがあったり、もちろん相互扶助相互扶助相互扶助相互扶助というこというこというこというこ

と、防と、防と、防と、防災災災災にににに対対対対して、消防して、消防して、消防して、消防機能機能機能機能というものを発というものを発というものを発というものを発揮揮揮揮しようということが前しようということが前しようということが前しようということが前提提提提であっての一本化であっての一本化であっての一本化であっての一本化

なのですか。そうなってくると、広域消防の組なのですか。そうなってくると、広域消防の組なのですか。そうなってくると、広域消防の組なのですか。そうなってくると、広域消防の組織織織織の中にの中にの中にの中に例例例例えばえばえばえば磯城磯城磯城磯城郡も郡も郡も郡も入入入入っている、っている、っている、っている、天理天理天理天理

市も市も市も市も入入入入っている、大和高っている、大和高っている、大和高っている、大和高原原原原もももも入入入入っている。っている。っている。っている。都祁都祁都祁都祁は合は合は合は合併併併併しましたので、奈良市の管しましたので、奈良市の管しましたので、奈良市の管しましたので、奈良市の管轄轄轄轄にににに入入入入りりりり

ますから、これはますから、これはますから、これはますから、これは参加参加参加参加しません。そうなってくると、しません。そうなってくると、しません。そうなってくると、しません。そうなってくると、負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減をををを図図図図るといいながら、るといいながら、るといいながら、るといいながら、負担負担負担負担

増増増増はないという規約等に、はないという規約等に、はないという規約等に、はないという規約等に、申申申申し合わせにし合わせにし合わせにし合わせに入入入入っています。ところが、そういうことになりまっています。ところが、そういうことになりまっています。ところが、そういうことになりまっています。ところが、そういうことになりま

すと２すと２すと２すと２．．．．５５５５倍倍倍倍から３から３から３から３倍倍倍倍になります。になります。になります。になります。先般先般先般先般、山、山、山、山添添添添村は村は村は村は保留保留保留保留と副村長が知事に一部表明されまと副村長が知事に一部表明されまと副村長が知事に一部表明されまと副村長が知事に一部表明されま

したけれども、基本的にはしたけれども、基本的にはしたけれども、基本的にはしたけれども、基本的には私私私私はははは賛賛賛賛成だと思っております。しかし、そうでありましても、成だと思っております。しかし、そうでありましても、成だと思っております。しかし、そうでありましても、成だと思っております。しかし、そうでありましても、

その１その１その１その１億円億円億円億円が２が２が２が２億億億億５５５５，，，，０００万０００万０００万０００万円円円円から３から３から３から３億円億円億円億円になるという、このになるという、このになるという、このになるという、この負担増負担増負担増負担増についてどう考えについてどう考えについてどう考えについてどう考え

ておられるのか、ておられるのか、ておられるのか、ておられるのか、気気気気になります。一村になります。一村になります。一村になります。一村民民民民としてもとしてもとしてもとしても気気気気になりますので、説明いただきたいとになりますので、説明いただきたいとになりますので、説明いただきたいとになりますので、説明いただきたいと

思います。思います。思います。思います。

それからそれからそれからそれからドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリについては大については大については大については大変変変変ごごごご苦苦苦苦労いただいています。労いただいています。労いただいています。労いただいています。救急救急救急救急の場合、の場合、の場合、の場合、私私私私もももも先般先般先般先般

大大大大変皆変皆変皆変皆さん方におさん方におさん方におさん方にお世世世世話になって話になって話になって話になって救急車救急車救急車救急車でででで搬送搬送搬送搬送してもらった。これはしてもらった。これはしてもらった。これはしてもらった。これは早早早早くやっていただいたくやっていただいたくやっていただいたくやっていただいた

ために、ために、ために、ために、動脈瘤破裂動脈瘤破裂動脈瘤破裂動脈瘤破裂、、、、脳脳脳脳内出内出内出内出血血血血ということでしたが、今の状ということでしたが、今の状ということでしたが、今の状ということでしたが、今の状況況況況でしゃでしゃでしゃでしゃべべべべれるようになってれるようになってれるようになってれるようになって

きております。おかきております。おかきております。おかきております。おかげげげげさんでございましてさんでございましてさんでございましてさんでございまして感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上げ上げ上げ上げたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。ドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリをををを

できるだけできるだけできるだけできるだけ早早早早くくくく交通交通交通交通事事事事故故故故であっても、であっても、であっても、であっても、災害災害災害災害にあってけがされた方にあってけがされた方にあってけがされた方にあってけがされた方 々々々々でも一でも一でも一でも一刻刻刻刻もももも早早早早くくくく病院へ病院へ病院へ病院へ

搬送搬送搬送搬送してほしいと思いますので、県してほしいと思いますので、県してほしいと思いますので、県してほしいと思いますので、県境境境境のののの三重三重三重三重県との関係あるいは和県との関係あるいは和県との関係あるいは和県との関係あるいは和歌歌歌歌山県との関係、関山県との関係、関山県との関係、関山県との関係、関西西西西

広域広域広域広域連連連連合に奈良県は合に奈良県は合に奈良県は合に奈良県は入入入入らないと知事は表明していますので、そうなってくるとらないと知事は表明していますので、そうなってくるとらないと知事は表明していますので、そうなってくるとらないと知事は表明していますので、そうなってくると特特特特ににににドクタドクタドクタドクタ

ーーーーヘリヘリヘリヘリ、知事は、知事は、知事は、知事は買買買買う、う、う、う、配置配置配置配置をするというような表明をされたと聞いていますので、そうなをするというような表明をされたと聞いていますので、そうなをするというような表明をされたと聞いていますので、そうなをするというような表明をされたと聞いていますので、そうな

ってくると、ってくると、ってくると、ってくると、隣接隣接隣接隣接の和の和の和の和歌歌歌歌山県とか山県とか山県とか山県とか三重三重三重三重県とか、県とか、県とか、県とか、例例例例えば大えば大えば大えば大阪府阪府阪府阪府とかありますので、このとかありますので、このとかありますので、このとかありますので、この負担負担負担負担

のののの割割割割合を、また奈良県が合を、また奈良県が合を、また奈良県が合を、また奈良県がドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリを１を１を１を１台買台買台買台買うとどのくらいかかるかわかりませんが、うとどのくらいかかるかわかりませんが、うとどのくらいかかるかわかりませんが、うとどのくらいかかるかわかりませんが、

それにそれにそれにそれに対対対対するいろいろなおするいろいろなおするいろいろなおするいろいろなお金金金金がかかってくると思いますので、現在どのようなつもりでがかかってくると思いますので、現在どのようなつもりでがかかってくると思いますので、現在どのようなつもりでがかかってくると思いますので、現在どのようなつもりでドドドド

クタクタクタクターーーーヘリヘリヘリヘリのののの配置配置配置配置等を考えておられるのか、わかればお等を考えておられるのか、わかればお等を考えておられるのか、わかればお等を考えておられるのか、わかればお答答答答えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。例例例例

えばえばえばえば救急車救急車救急車救急車によって名によって名によって名によって名張張張張市の市の市の市の病院病院病院病院、、、、伊賀伊賀伊賀伊賀市の市の市の市の病院へ病院へ病院へ病院へのののの搬送搬送搬送搬送は、ここ３～４年中は、ここ３～４年中は、ここ３～４年中は、ここ３～４年中断断断断していたしていたしていたしていた

のですが、それをのですが、それをのですが、それをのですが、それを復活復活復活復活してもらったことは大してもらったことは大してもらったことは大してもらったことは大変変変変ありがたく思っています。ここでの質問のありがたく思っています。ここでの質問のありがたく思っています。ここでの質問のありがたく思っています。ここでの質問の

内容に合っているかどうかわかりませんが、広域消防の関係もありますので、内容に合っているかどうかわかりませんが、広域消防の関係もありますので、内容に合っているかどうかわかりませんが、広域消防の関係もありますので、内容に合っているかどうかわかりませんが、広域消防の関係もありますので、救急車救急車救急車救急車のののの対対対対

応応応応あるいはそれをちゃんとあるいはそれをちゃんとあるいはそれをちゃんとあるいはそれをちゃんと受受受受けけけけ入入入入れてくれていることを、１年ほど前からうまいれてくれていることを、１年ほど前からうまいれてくれていることを、１年ほど前からうまいれてくれていることを、１年ほど前からうまい対応対応対応対応をやをやをやをや

ってくれているみたいで、ってくれているみたいで、ってくれているみたいで、ってくれているみたいで、伊賀伊賀伊賀伊賀市も名市も名市も名市も名張張張張市もいけるとなってきています。そんな状市もいけるとなってきています。そんな状市もいけるとなってきています。そんな状市もいけるとなってきています。そんな状況況況況ですですですです

ので、おわかりいただければおので、おわかりいただければおので、おわかりいただければおので、おわかりいただければお答答答答えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。

あえてもう一つだけあえてもう一つだけあえてもう一つだけあえてもう一つだけ申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきますが、ておきますが、ておきますが、ておきますが、道州制道州制道州制道州制の問題が、今、議の問題が、今、議の問題が、今、議の問題が、今、議論論論論されつつありまされつつありまされつつありまされつつありま
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す。す。す。す。自由民主党自由民主党自由民主党自由民主党も公明も公明も公明も公明党党党党も、あるいはも、あるいはも、あるいはも、あるいは民主党民主党民主党民主党もそうですか、もそうですか、もそうですか、もそうですか、道州制道州制道州制道州制をををを導入導入導入導入をせよというよをせよというよをせよというよをせよというよ

うなうなうなうな機運機運機運機運になりつつあると思うのですが、になりつつあると思うのですが、になりつつあると思うのですが、になりつつあると思うのですが、道州制道州制道州制道州制にはにはにはには反対反対反対反対です。ところが、関です。ところが、関です。ところが、関です。ところが、関西西西西広域広域広域広域連連連連合合合合

に２に２に２に２府府府府４県４県４県４県全全全全てがてがてがてが入入入入っていないのはおかしいですので、ここで議っていないのはおかしいですので、ここで議っていないのはおかしいですので、ここで議っていないのはおかしいですので、ここで議論論論論してもしてもしてもしても仕仕仕仕方がないので方がないので方がないので方がないので

すけれども、知事のすけれども、知事のすけれども、知事のすけれども、知事の政治政治政治政治的な的な的な的な判断判断判断判断だと思いますが、だと思いますが、だと思いますが、だと思いますが、ぜひぜひぜひぜひともともともとも参加参加参加参加をして、そして、一部出をして、そして、一部出をして、そして、一部出をして、そして、一部出

ていましたていましたていましたていましたリニアリニアリニアリニア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線のこと等についても、その中でのこと等についても、その中でのこと等についても、その中でのこと等についても、その中で十分十分十分十分な議な議な議な議論論論論をする。やっをする。やっをする。やっをする。やっぱぱぱぱりりりり

オブザオブザオブザオブザーーーーババババーーーーじじじじゃなくして議ゃなくして議ゃなくして議ゃなくして議論論論論をやって、そして奈良県のをやって、そして奈良県のをやって、そして奈良県のをやって、そして奈良県の近畿近畿近畿近畿でのおつき合い、１０でのおつき合い、１０でのおつき合い、１０でのおつき合い、１０府府府府県県県県

で知事会が行われているみたいですが、今、で知事会が行われているみたいですが、今、で知事会が行われているみたいですが、今、で知事会が行われているみたいですが、今、近畿近畿近畿近畿でのおつき合いというのは大でのおつき合いというのは大でのおつき合いというのは大でのおつき合いというのは大変変変変大事では大事では大事では大事では

ないかと思いますので、あえて考え方をないかと思いますので、あえて考え方をないかと思いますので、あえて考え方をないかと思いますので、あえて考え方を改改改改めて明らかにしておきたいと思いますので、おめて明らかにしておきたいと思いますので、おめて明らかにしておきたいと思いますので、おめて明らかにしておきたいと思いますので、お

答答答答えください。えください。えください。えください。以上以上以上以上です。です。です。です。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 消防の広域化についてお話しさせていただきたいと思います。委員消防の広域化についてお話しさせていただきたいと思います。委員消防の広域化についてお話しさせていただきたいと思います。委員消防の広域化についてお話しさせていただきたいと思います。委員

おおおお述べ述べ述べ述べののののドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、主主主主としてとしてとしてとして担担担担当しておりますのは当しておりますのは当しておりますのは当しておりますのは医療政策医療政策医療政策医療政策部ですの部ですの部ですの部ですの

でででで済済済済みません。まみません。まみません。まみません。まずずずず消防の広域化の関係で、当消防の広域化の関係で、当消防の広域化の関係で、当消防の広域化の関係で、当初初初初、山、山、山、山添添添添村が４月２５日の総会におきまし村が４月２５日の総会におきまし村が４月２５日の総会におきまし村が４月２５日の総会におきまし

て規約のて規約のて規約のて規約の採採採採決をとったところ、決をとったところ、決をとったところ、決をとったところ、留保留保留保留保されたというされたというされたというされたという経緯経緯経緯経緯がございます。がございます。がございます。がございます。留保留保留保留保されたされたされたされた理由理由理由理由といといといとい

たしまして、基本的には消防の広域化はたしまして、基本的には消防の広域化はたしまして、基本的には消防の広域化はたしまして、基本的には消防の広域化は賛賛賛賛成なのですが、山成なのですが、山成なのですが、山成なのですが、山添添添添村が村が村が村が属属属属しております山しております山しております山しております山辺辺辺辺広広広広

域消防という消防本部の域消防という消防本部の域消防という消防本部の域消防という消防本部の単位単位単位単位がございます。この中に山がございます。この中に山がございます。この中に山がございます。この中に山添添添添村、村、村、村、天理天理天理天理市、市、市、市、田原田原田原田原本町、本町、本町、本町、三宅三宅三宅三宅町、町、町、町、

川川川川西西西西町の５つの市町村が町の５つの市町村が町の５つの市町村が町の５つの市町村が入入入入っております。この中でのっております。この中でのっております。この中でのっております。この中での経費負担経費負担経費負担経費負担ののののルルルルーーーールルルルがございまして、がございまして、がございまして、がございまして、

現行は基準現行は基準現行は基準現行は基準財政需要額割財政需要額割財政需要額割財政需要額割でででで費費費費用を用を用を用を負担負担負担負担されています。それが新しい消防組合になった場合、されています。それが新しい消防組合になった場合、されています。それが新しい消防組合になった場合、されています。それが新しい消防組合になった場合、

広域消防広域消防広域消防広域消防運営計画運営計画運営計画運営計画、また協定、また協定、また協定、また協定書書書書の中に、平成３３年まではの中に、平成３３年まではの中に、平成３３年まではの中に、平成３３年までは自賄自賄自賄自賄いでいでいでいで費費費費用を用を用を用を負担負担負担負担していただしていただしていただしていただ

きますが、平成３３年きますが、平成３３年きますが、平成３３年きますが、平成３３年以降以降以降以降は職員数は職員数は職員数は職員数割割割割を基本にを基本にを基本にを基本に経費経費経費経費のののの負担負担負担負担を行うというを行うというを行うというを行うという文文文文言がございます。言がございます。言がございます。言がございます。

それで職員数それで職員数それで職員数それで職員数割割割割となりましたら、山となりましたら、山となりましたら、山となりましたら、山添添添添村の村の村の村の負担負担負担負担が委員おが委員おが委員おが委員お述べ述べ述べ述べのように、１のように、１のように、１のように、１億円億円億円億円が２が２が２が２億円億円億円億円、、、、

３３３３億円億円億円億円と大きくと大きくと大きくと大きくふふふふえるのではないかというえるのではないかというえるのではないかというえるのではないかという理解理解理解理解で、で、で、で、巨額巨額巨額巨額のののの負担負担負担負担をををを強強強強いられると、村としていられると、村としていられると、村としていられると、村として

も非常にしんどいという話でも非常にしんどいという話でも非常にしんどいという話でも非常にしんどいという話で留保留保留保留保されたされたされたされた経緯経緯経緯経緯がございます。がございます。がございます。がございます。

費費費費用用用用負担負担負担負担につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、賄賄賄賄い方い方い方い方式式式式が職員数が職員数が職員数が職員数割割割割にににに変変変変わりますが、そのわりますが、そのわりますが、そのわりますが、その負担負担負担負担するするするする単位単位単位単位といといといとい

うのが３７市町村うのが３７市町村うのが３７市町村うのが３７市町村単位単位単位単位ではございません。今ある１１消防本部、山ではございません。今ある１１消防本部、山ではございません。今ある１１消防本部、山ではございません。今ある１１消防本部、山添添添添村であれば、山村であれば、山村であれば、山村であれば、山辺辺辺辺広広広広

域消防組合を構成されております５つの市町村でどれだけの域消防組合を構成されております５つの市町村でどれだけの域消防組合を構成されております５つの市町村でどれだけの域消防組合を構成されております５つの市町村でどれだけの経費経費経費経費をををを負担負担負担負担をするかといったをするかといったをするかといったをするかといった

計算計算計算計算になります。職員数になります。職員数になります。職員数になります。職員数割割割割で山で山で山で山辺辺辺辺広域消防組合の５つの市町村がこれだけ広域消防組合の５つの市町村がこれだけ広域消防組合の５つの市町村がこれだけ広域消防組合の５つの市町村がこれだけ負担負担負担負担をしていたをしていたをしていたをしていた

だきますという数だきますという数だきますという数だきますという数字字字字は出てきますが、は出てきますが、は出てきますが、は出てきますが、経費負担経費負担経費負担経費負担のののの額額額額を５つの市町村でどのようにを５つの市町村でどのようにを５つの市町村でどのようにを５つの市町村でどのように負担負担負担負担されされされされ

るかにつきましては、２るかにつきましては、２るかにつきましては、２るかにつきましては、２ペペペペーーーージジジジににににブロックブロックブロックブロックの市町村で協定する項の市町村で協定する項の市町村で協定する項の市町村で協定する項目目目目がございます。そこのがございます。そこのがございます。そこのがございます。そこの

一一一一番下番下番下番下にににに区分区分区分区分内の内の内の内の経費経費経費経費のののの負担割負担割負担割負担割合という合という合という合という文文文文言がございます。言がございます。言がございます。言がございます。区分区分区分区分内の内の内の内の経費経費経費経費のののの負担割負担割負担割負担割合とい合とい合とい合とい

うのは、５市町村を一つのうのは、５市町村を一つのうのは、５市町村を一つのうのは、５市町村を一つの区分区分区分区分としてとしてとしてとして負担負担負担負担をしていただく。５市町村の中でどのようにをしていただく。５市町村の中でどのようにをしていただく。５市町村の中でどのようにをしていただく。５市町村の中でどのように負負負負
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担担担担されるか５市町村で話し合っていただいて、お決めになって結構ですとなります。現状されるか５市町村で話し合っていただいて、お決めになって結構ですとなります。現状されるか５市町村で話し合っていただいて、お決めになって結構ですとなります。現状されるか５市町村で話し合っていただいて、お決めになって結構ですとなります。現状

ののののルルルルーーーールルルルでででで負担負担負担負担していただいても結構ですし、新たなしていただいても結構ですし、新たなしていただいても結構ですし、新たなしていただいても結構ですし、新たなルルルルーーーールルルルを決められても結構です。でを決められても結構です。でを決められても結構です。でを決められても結構です。で

すので、もし現状のままであれば、すので、もし現状のままであれば、すので、もし現状のままであれば、すので、もし現状のままであれば、経費経費経費経費のののの負担負担負担負担のののの額額額額はほはほはほはほぼ変ぼ変ぼ変ぼ変わらないことになるのですが、わらないことになるのですが、わらないことになるのですが、わらないことになるのですが、

ただ、実ただ、実ただ、実ただ、実際際際際そのとおりになるのかといったそのとおりになるのかといったそのとおりになるのかといったそのとおりになるのかといった不安不安不安不安が、山が、山が、山が、山添添添添村が村が村が村が感じ感じ感じ感じられて、そういったお話られて、そういったお話られて、そういったお話られて、そういったお話

しをされたと思うのですが、その後、県でも山しをされたと思うのですが、その後、県でも山しをされたと思うのですが、その後、県でも山しをされたと思うのですが、その後、県でも山辺辺辺辺広域の市町村とお話等はしておりまして、広域の市町村とお話等はしておりまして、広域の市町村とお話等はしておりまして、広域の市町村とお話等はしておりまして、

山山山山添添添添村の村の村の村の負担負担負担負担の現状にの現状にの現状にの現状に配慮配慮配慮配慮したしたしたした扱扱扱扱いとすることを含めて可いとすることを含めて可いとすることを含めて可いとすることを含めて可及及及及的的的的速速速速やかにやかにやかにやかに検討検討検討検討調調調調整整整整をいたしをいたしをいたしをいたし

ますといったことが５市町村の間で認識されていると聞いておりますので、山ますといったことが５市町村の間で認識されていると聞いておりますので、山ますといったことが５市町村の間で認識されていると聞いておりますので、山ますといったことが５市町村の間で認識されていると聞いておりますので、山添添添添村もそう村もそう村もそう村もそう

いったお話を聞いた中で、６月６日の総会において規約にいったお話を聞いた中で、６月６日の総会において規約にいったお話を聞いた中で、６月６日の総会において規約にいったお話を聞いた中で、６月６日の総会において規約に賛賛賛賛成いただいたという成いただいたという成いただいたという成いただいたという経緯経緯経緯経緯となとなとなとな

っております。っております。っております。っております。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。

＜「ドクタ＜「ドクタ＜「ドクタ＜「ドクターーーーヘリヘリヘリヘリはどういうはどういうはどういうはどういうふふふふうになったの、どうなったの、あれうになったの、どうなったの、あれうになったの、どうなったの、あれうになったの、どうなったの、あれ。。。。」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり＞＞＞＞

ドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、医療政策医療政策医療政策医療政策部の地域部の地域部の地域部の地域医療連医療連医療連医療連携携携携課で課で課で課で担担担担当しております。当しております。当しております。当しております。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 ドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリを奈良県内でを奈良県内でを奈良県内でを奈良県内で独独独独自自自自にににに導入導入導入導入するかどうかにつきましては、するかどうかにつきましては、するかどうかにつきましては、するかどうかにつきましては、

政策推政策推政策推政策推進課では所管しておりません。進課では所管しておりません。進課では所管しておりません。進課では所管しておりません。医療政策医療政策医療政策医療政策部で所管をしております。ただ、他部で所管をしております。ただ、他部で所管をしております。ただ、他部で所管をしております。ただ、他府府府府県と県と県と県と

のののの連連連連携携携携でおっしゃっていただきましたでおっしゃっていただきましたでおっしゃっていただきましたでおっしゃっていただきました分分分分につきましては、現につきましては、現につきましては、現につきましては、現時点時点時点時点でも和でも和でも和でも和歌歌歌歌山県と、それか山県と、それか山県と、それか山県と、それか

ら昨年までは大ら昨年までは大ら昨年までは大ら昨年までは大阪府阪府阪府阪府でででで持持持持っていたっていたっていたっていたドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリがことしから関がことしから関がことしから関がことしから関西西西西広域広域広域広域連連連連合に合に合に合に移移移移管されまし管されまし管されまし管されまし

て、それが昨年とて、それが昨年とて、それが昨年とて、それが昨年と同同同同じじじじように奈良県内のように奈良県内のように奈良県内のように奈良県内の区区区区域を管域を管域を管域を管轄轄轄轄していただくことで協定がしていただくことで協定がしていただくことで協定がしていただくことで協定が既既既既に結ばれに結ばれに結ばれに結ばれ

ておりますので、その部ておりますので、その部ておりますので、その部ておりますので、その部分分分分につきましては昨年につきましては昨年につきましては昨年につきましては昨年度度度度とととと同同同同様様様様ののののドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリのののの運運運運航航航航がががが連連連連携携携携としとしとしとし

ては可ては可ては可ては可能能能能になっているということでございます。になっているということでございます。になっているということでございます。になっているということでございます。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 ドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリについては、ここでやるについては、ここでやるについては、ここでやるについては、ここでやるべべべべきものではないのかわかりませんが、きものではないのかわかりませんが、きものではないのかわかりませんが、きものではないのかわかりませんが、

奈良県奈良県奈良県奈良県独独独独自自自自ででででドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリをををを持持持持ってもいいではないかという表明をされたと聞いていましってもいいではないかという表明をされたと聞いていましってもいいではないかという表明をされたと聞いていましってもいいではないかという表明をされたと聞いていまし

たので、それは何もたので、それは何もたので、それは何もたので、それは何も悪悪悪悪いことでも何でもない、ありがたいことだと思うのですけれど、いことでも何でもない、ありがたいことだと思うのですけれど、いことでも何でもない、ありがたいことだと思うのですけれど、いことでも何でもない、ありがたいことだと思うのですけれど、経経経経

費費費費がががが許許許許せば。そんなことを考え合わせてごせば。そんなことを考え合わせてごせば。そんなことを考え合わせてごせば。そんなことを考え合わせてご尽力尽力尽力尽力いただければありがたいと思いますけれどいただければありがたいと思いますけれどいただければありがたいと思いますけれどいただければありがたいと思いますけれど

も、関も、関も、関も、関西西西西広域広域広域広域連連連連合に合に合に合に入入入入ったら、そのったら、そのったら、そのったら、その辺辺辺辺のののの経費経費経費経費との関係がどうなるのかもとの関係がどうなるのかもとの関係がどうなるのかもとの関係がどうなるのかも検討検討検討検討してください。してください。してください。してください。

別別別別の委員会になると思いますけれども、よろしくお願いしておきます。の委員会になると思いますけれども、よろしくお願いしておきます。の委員会になると思いますけれども、よろしくお願いしておきます。の委員会になると思いますけれども、よろしくお願いしておきます。

それから、村それから、村それから、村それから、村戸戸戸戸消防消防消防消防救急救急救急救急課長の説明はち課長の説明はち課長の説明はち課長の説明はちょょょょっとっとっとっと無責任無責任無責任無責任にににに過過過過ぎないですか。ぎないですか。ぎないですか。ぎないですか。例例例例えばえばえばえば磯城磯城磯城磯城郡郡郡郡

かかかか天理天理天理天理市かどこかに山市かどこかに山市かどこかに山市かどこかに山添添添添村が村が村が村が負担負担負担負担をかけているかもわかりません。をかけているかもわかりません。をかけているかもわかりません。をかけているかもわかりません。経費経費経費経費について、あるいについて、あるいについて、あるいについて、あるい

は消防は消防は消防は消防団団団団の数についての数についての数についての数について変変変変わるかわからないと、あとはそこでやったらいいというのは、県わるかわからないと、あとはそこでやったらいいというのは、県わるかわからないと、あとはそこでやったらいいというのは、県わるかわからないと、あとはそこでやったらいいというのは、県

はおはおはおはお金金金金を出さない、そのを出さない、そのを出さない、そのを出さない、そのブロックブロックブロックブロックで考えたらいいということにならないのですか。そういで考えたらいいということにならないのですか。そういで考えたらいいということにならないのですか。そういで考えたらいいということにならないのですか。そうい

う説明に聞こえたのですけれど、それをう説明に聞こえたのですけれど、それをう説明に聞こえたのですけれど、それをう説明に聞こえたのですけれど、それを了了了了としながら、わかっているだろうと。だからとしながら、わかっているだろうと。だからとしながら、わかっているだろうと。だからとしながら、わかっているだろうと。だから経経経経

費負担費負担費負担費負担にはならないように県としてのにはならないように県としてのにはならないように県としてのにはならないように県としての対応対応対応対応はするから、はするから、はするから、はするから、統統統統合をしなさいと。それには合をしなさいと。それには合をしなさいと。それには合をしなさいと。それには反対反対反対反対
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ではないという表明をされたのかわかりませんが、しかし、ではないという表明をされたのかわかりませんが、しかし、ではないという表明をされたのかわかりませんが、しかし、ではないという表明をされたのかわかりませんが、しかし、懸念懸念懸念懸念はやっはやっはやっはやっぱぱぱぱりりりり経費経費経費経費なのです。なのです。なのです。なのです。

約３０約３０約３０約３０億円億円億円億円前後の年間予前後の年間予前後の年間予前後の年間予算算算算の中で、１の中で、１の中で、１の中で、１割近割近割近割近いおいおいおいお金金金金が消防だけに消えてしまう。そんなことが消防だけに消えてしまう。そんなことが消防だけに消えてしまう。そんなことが消防だけに消えてしまう。そんなこと

になってしまったら、どうですか、現在１になってしまったら、どうですか、現在１になってしまったら、どうですか、現在１になってしまったら、どうですか、現在１億円億円億円億円として３として３として３として３倍倍倍倍になるわけですから、そのになるわけですから、そのになるわけですから、そのになるわけですから、その点点点点をををを

どこかの市町村が、どこかの市町村が、どこかの市町村が、どこかの市町村が、分担分担分担分担して、委員長もして、委員長もして、委員長もして、委員長も磯城磯城磯城磯城郡選出ですので、そこで郡選出ですので、そこで郡選出ですので、そこで郡選出ですので、そこで負担負担負担負担してくれているしてくれているしてくれているしてくれている

のかわかりません。しかし、何年後かには、のかわかりません。しかし、何年後かには、のかわかりません。しかし、何年後かには、のかわかりません。しかし、何年後かには、ブロックブロックブロックブロックで話しをして調で話しをして調で話しをして調で話しをして調整整整整しなさいとなってしなさいとなってしなさいとなってしなさいとなって

しまうと、県は調しまうと、県は調しまうと、県は調しまうと、県は調整整整整にににに入入入入るだけで、るだけで、るだけで、るだけで、金金金金は出さないというは出さないというは出さないというは出さないというふふふふうになってしまったときには、うになってしまったときには、うになってしまったときには、うになってしまったときには、

場合によったら村場合によったら村場合によったら村場合によったら村民民民民のののの多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆さん方が実さん方が実さん方が実さん方が実態態態態わかればわかればわかればわかれば反対反対反対反対かもわかりませんよ。だから、かもわかりませんよ。だから、かもわかりませんよ。だから、かもわかりませんよ。だから、

そんなことをそんなことをそんなことをそんなことを念頭念頭念頭念頭にににに入入入入れて、これは奈良市あるいはれて、これは奈良市あるいはれて、これは奈良市あるいはれて、これは奈良市あるいは生駒生駒生駒生駒市のように市のように市のように市のように人口人口人口人口がががが多多多多くてくてくてくて独独独独自自自自でやでやでやでや

っていけるというっていけるというっていけるというっていけるという自自自自信信信信があるところはいいのですが、があるところはいいのですが、があるところはいいのですが、があるところはいいのですが、小小小小さいところで消防組さいところで消防組さいところで消防組さいところで消防組織織織織、前にもこ、前にもこ、前にもこ、前にもこ

の委員会での委員会での委員会での委員会で申申申申しししし上げ上げ上げ上げたのですが、防たのですが、防たのですが、防たのですが、防火火火火、防、防、防、防災災災災というのはこの防というのはこの防というのはこの防というのはこの防災災災災ばかりが表に出てしまっばかりが表に出てしまっばかりが表に出てしまっばかりが表に出てしまっ

て、防て、防て、防て、防火火火火は広域消防化のためには項は広域消防化のためには項は広域消防化のためには項は広域消防化のためには項目目目目がほとんどありません。だから項がほとんどありません。だから項がほとんどありません。だから項がほとんどありません。だから項目目目目をををを入入入入れてといっれてといっれてといっれてといっ

て約て約て約て約束束束束したのです、３したのです、３したのです、３したのです、３回回回回ぐらいの前の委員会で。だから、項ぐらいの前の委員会で。だから、項ぐらいの前の委員会で。だから、項ぐらいの前の委員会で。だから、項目目目目をもう一をもう一をもう一をもう一回検討回検討回検討回検討してくださしてくださしてくださしてくださ

い、本当の話はね、防い、本当の話はね、防い、本当の話はね、防い、本当の話はね、防火火火火、防、防、防、防災災災災は防は防は防は防火火火火がやっがやっがやっがやっぱぱぱぱり基本ですから。奈良市とのり基本ですから。奈良市とのり基本ですから。奈良市とのり基本ですから。奈良市との境境境境界界界界のところのところのところのところ

で、で、で、で、隣隣隣隣にににに火火火火事があった場合に、組事があった場合に、組事があった場合に、組事があった場合に、組織織織織をををを越越越越えていくことにはえていくことにはえていくことにはえていくことには相相相相ならんとなってしまわないよならんとなってしまわないよならんとなってしまわないよならんとなってしまわないよ

うに、その話し合いをまうに、その話し合いをまうに、その話し合いをまうに、その話し合いをまず持ず持ず持ず持っといてくださいという話はここでさせてもらったと思うのっといてくださいという話はここでさせてもらったと思うのっといてくださいという話はここでさせてもらったと思うのっといてくださいという話はここでさせてもらったと思うの

ですけれど。そんなのがですけれど。そんなのがですけれど。そんなのがですけれど。そんなのが都祁都祁都祁都祁でもでもでもでも先般先般先般先般ありましたし、月ありましたし、月ありましたし、月ありましたし、月ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬でもあるわけです。だから、でもあるわけです。だから、でもあるわけです。だから、でもあるわけです。だから、

そんなことを考え合わせて、一本化には決してそんなことを考え合わせて、一本化には決してそんなことを考え合わせて、一本化には決してそんなことを考え合わせて、一本化には決して反対反対反対反対ではないのですけれども、まではないのですけれども、まではないのですけれども、まではないのですけれども、まずずずず今、今、今、今、申申申申

しししし上げ上げ上げ上げたたたた経費経費経費経費の問題、ここでこれだけのことをうたってますので、そこで話をする、だかの問題、ここでこれだけのことをうたってますので、そこで話をする、だかの問題、ここでこれだけのことをうたってますので、そこで話をする、だかの問題、ここでこれだけのことをうたってますので、そこで話をする、だか

ら、そこで話がつかなかったらどうしますか。ら、そこで話がつかなかったらどうしますか。ら、そこで話がつかなかったらどうしますか。ら、そこで話がつかなかったらどうしますか。例例例例えばそのえばそのえばそのえばその負担負担負担負担を今どこかがしているとしを今どこかがしているとしを今どこかがしているとしを今どこかがしているとし

た場合に、それは県が出しますか、出さないということが前た場合に、それは県が出しますか、出さないということが前た場合に、それは県が出しますか、出さないということが前た場合に、それは県が出しますか、出さないということが前提提提提でしでしでしでしょょょょう。奈良県としては、う。奈良県としては、う。奈良県としては、う。奈良県としては、

負担負担負担負担はしないということでしはしないということでしはしないということでしはしないということでしょょょょう。う。う。う。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 広域の消防に広域の消防に広域の消防に広域の消防に対対対対する県としてのする県としてのする県としてのする県としての支援支援支援支援ということでのご質問だと思いということでのご質問だと思いということでのご質問だと思いということでのご質問だと思い

ます。県として今、広域の消防化につきましてます。県として今、広域の消防化につきましてます。県として今、広域の消防化につきましてます。県として今、広域の消防化につきまして人人人人的、的、的、的、財政財政財政財政的には的には的には的には支援支援支援支援しております。しております。しております。しております。例例例例ええええ

ば委員もごば委員もごば委員もごば委員もご存存存存じじじじだと思いますが、消防だと思いますが、消防だと思いますが、消防だと思いますが、消防救急救急救急救急無無無無線線線線ののののデジタルデジタルデジタルデジタル化に当たりまして、市町村が化に当たりまして、市町村が化に当たりまして、市町村が化に当たりまして、市町村が整整整整

備する部備する部備する部備する部分分分分で実質で実質で実質で実質負担負担負担負担、実、実、実、実施施施施市町村の実質市町村の実質市町村の実質市町村の実質負担額負担額負担額負担額の２の２の２の２分分分分の１を県としてもの１を県としてもの１を県としてもの１を県としても補補補補助助助助しておりましておりましておりましておりま

すし、今後、新しい消防組合ができましても当然、県としてその消防組合からすし、今後、新しい消防組合ができましても当然、県としてその消防組合からすし、今後、新しい消防組合ができましても当然、県としてその消防組合からすし、今後、新しい消防組合ができましても当然、県としてその消防組合から離離離離れていくれていくれていくれていく

ということではございません。もちろん新しい消防組合のということではございません。もちろん新しい消防組合のということではございません。もちろん新しい消防組合のということではございません。もちろん新しい消防組合の顧顧顧顧問といたしましても、奈良県問といたしましても、奈良県問といたしましても、奈良県問といたしましても、奈良県

知事が知事が知事が知事が顧顧顧顧問ということも予定しておりますので、また、今後その問ということも予定しておりますので、また、今後その問ということも予定しておりますので、また、今後その問ということも予定しておりますので、また、今後そのブロックブロックブロックブロック内の協議が進内の協議が進内の協議が進内の協議が進むむむむ

中で何かうまくいかないことがあれば、県としてもその中に中で何かうまくいかないことがあれば、県としてもその中に中で何かうまくいかないことがあれば、県としてもその中に中で何かうまくいかないことがあれば、県としてもその中に入入入入らせていただいて調らせていただいて調らせていただいて調らせていただいて調整整整整のののの役役役役

割割割割を果たさせていただきますので、決して新しい組合ができてからといってあとはその組を果たさせていただきますので、決して新しい組合ができてからといってあとはその組を果たさせていただきますので、決して新しい組合ができてからといってあとはその組を果たさせていただきますので、決して新しい組合ができてからといってあとはその組
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合の中で進めてくださいというわけではございませんので、今後とも県として平成２５年合の中で進めてくださいというわけではございませんので、今後とも県として平成２５年合の中で進めてくださいというわけではございませんので、今後とも県として平成２５年合の中で進めてくださいというわけではございませんので、今後とも県として平成２５年

にににに統統統統一化されますけれど、平成２８年には一化されますけれど、平成２８年には一化されますけれど、平成２８年には一化されますけれど、平成２８年には通通通通信信信信部部部部門門門門と、平成３３年にはと、平成３３年にはと、平成３３年にはと、平成３３年には全体全体全体全体ということでということでということでということで

段階段階段階段階的にこの新しい消防組合はつくられていきますので、当然、最後の最後まで県として的にこの新しい消防組合はつくられていきますので、当然、最後の最後まで県として的にこの新しい消防組合はつくられていきますので、当然、最後の最後まで県として的にこの新しい消防組合はつくられていきますので、当然、最後の最後まで県として

見見見見守守守守っていきますし、できるだけのっていきますし、できるだけのっていきますし、できるだけのっていきますし、できるだけの支援支援支援支援もさせていただきたいと考えております。もさせていただきたいと考えております。もさせていただきたいと考えております。もさせていただきたいと考えております。以上以上以上以上でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

（（（（「「「「答答答答弁弁弁弁になっていないになっていないになっていないになっていない」」」」と発言すると発言すると発言すると発言する者者者者あり）あり）あり）あり）

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 そのそのそのその気持気持気持気持ちはわかるのです。ちゃんとします、知事がちはわかるのです。ちゃんとします、知事がちはわかるのです。ちゃんとします、知事がちはわかるのです。ちゃんとします、知事が顧顧顧顧問になっているのだ問になっているのだ問になっているのだ問になっているのだ

からということになると思うのですけれど、しかし、今やるときにそれはきっちりとやっからということになると思うのですけれど、しかし、今やるときにそれはきっちりとやっからということになると思うのですけれど、しかし、今やるときにそれはきっちりとやっからということになると思うのですけれど、しかし、今やるときにそれはきっちりとやっ

ておかなかったら、もめるもとなのです。それだったら、ておかなかったら、もめるもとなのです。それだったら、ておかなかったら、もめるもとなのです。それだったら、ておかなかったら、もめるもとなのです。それだったら、参加参加参加参加しなかったかわからないとしなかったかわからないとしなかったかわからないとしなかったかわからないと

いうことになりかねない。それだけのいうことになりかねない。それだけのいうことになりかねない。それだけのいうことになりかねない。それだけの経費経費経費経費で、市町村で、市町村で、市町村で、市町村財政財政財政財政がががが厳厳厳厳しい状しい状しい状しい状況況況況の中で、もつはの中で、もつはの中で、もつはの中で、もつはずずずず

がない。それを知事にがない。それを知事にがない。それを知事にがない。それを知事に対対対対するするするする要要要要望望望望として出したと思う、として出したと思う、として出したと思う、として出したと思う、林危林危林危林危機機機機管管管管理理理理監監監監が中にが中にが中にが中に入入入入って調って調って調って調整整整整すすすす

るということになっていると思うのですけれど。今やるときにきちっとそのことも決めてるということになっていると思うのですけれど。今やるときにきちっとそのことも決めてるということになっていると思うのですけれど。今やるときにきちっとそのことも決めてるということになっていると思うのですけれど。今やるときにきちっとそのことも決めて

おいてもらわないと、これおいてもらわないと、これおいてもらわないと、これおいてもらわないと、これ例例例例えばえばえばえば磯城磯城磯城磯城郡がもってくれてるのか、郡がもってくれてるのか、郡がもってくれてるのか、郡がもってくれてるのか、天理天理天理天理市がもってくれてい市がもってくれてい市がもってくれてい市がもってくれてい

るのかわかりません。現るのかわかりません。現るのかわかりません。現るのかわかりません。現体制体制体制体制でいこうと思ったら、でいこうと思ったら、でいこうと思ったら、でいこうと思ったら、団団団団員の数のこともありますし、員の数のこともありますし、員の数のこともありますし、員の数のこともありますし、相互扶相互扶相互扶相互扶

助助助助ですので、ですので、ですので、ですので、ボラボラボラボランンンンテテテティアィアィアィアのののの精神精神精神精神で消防で消防で消防で消防団団団団員は員は員は員はふふふふるさとるさとるさとるさと愛愛愛愛にににに燃燃燃燃えてえてえてえて頑頑頑頑張張張張ってくれているとってくれているとってくれているとってくれていると

思うのですが、しかし、そうであっても思うのですが、しかし、そうであっても思うのですが、しかし、そうであっても思うのですが、しかし、そうであっても経費経費経費経費はかかります。今の状はかかります。今の状はかかります。今の状はかかります。今の状況況況況でででで負担負担負担負担のののの試試試試算算算算をしたをしたをしたをした

ら大ら大ら大ら大体体体体２２２２億億億億５５５５，，，，０００万０００万０００万０００万円円円円から３から３から３から３億円億円億円億円はかかるということですから、これ約はかかるということですから、これ約はかかるということですから、これ約はかかるということですから、これ約束束束束してるのとしてるのとしてるのとしてるのと

全全全全然違うでし然違うでし然違うでし然違うでしょょょょうと。あえて何うと。あえて何うと。あえて何うと。あえて何回回回回もももも申申申申しししし上げ上げ上げ上げますが、一つにすることにますが、一つにすることにますが、一つにすることにますが、一つにすることに対対対対してはしてはしてはしては反対反対反対反対ではではではでは

ないのですけれど、ないのですけれど、ないのですけれど、ないのですけれど、反対反対反対反対はいたしませんが、はいたしませんが、はいたしませんが、はいたしませんが、努力努力努力努力してくださっているわけですから、ただ、してくださっているわけですから、ただ、してくださっているわけですから、ただ、してくださっているわけですから、ただ、

そのそのそのその負担増負担増負担増負担増ということにはこれは約ということにはこれは約ということにはこれは約ということにはこれは約束束束束違違違違反反反反です。どうなりますか、これを今、議です。どうなりますか、これを今、議です。どうなりますか、これを今、議です。どうなりますか、これを今、議論論論論しておしておしておしてお

かないと。かないと。かないと。かないと。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 確かに確かに確かに確かにブロックブロックブロックブロック内でお話しされるときに、山内でお話しされるときに、山内でお話しされるときに、山内でお話しされるときに、山添添添添村で職員数村で職員数村で職員数村で職員数割割割割をするをするをするをする

と２と２と２と２億円億円億円億円、３、３、３、３億円億円億円億円になるそもそものになるそもそものになるそもそものになるそもそもの理由理由理由理由といいますのは、現在、山といいますのは、現在、山といいますのは、現在、山といいますのは、現在、山添添添添村の山村の山村の山村の山添添添添消防消防消防消防署署署署がごがごがごがご

ざいまして、そこで２５名の消防の職員がおられます。山ざいまして、そこで２５名の消防の職員がおられます。山ざいまして、そこで２５名の消防の職員がおられます。山ざいまして、そこで２５名の消防の職員がおられます。山辺辺辺辺広域広域広域広域全体全体全体全体で１６２名というこで１６２名というこで１６２名というこで１６２名というこ

とで、１６２名の中で２５名とで、１６２名の中で２５名とで、１６２名の中で２５名とで、１６２名の中で２５名分分分分をををを単単単単純純純純に職員数に職員数に職員数に職員数割割割割ですれば、山ですれば、山ですれば、山ですれば、山添添添添村が村が村が村が負担負担負担負担しなければいけしなければいけしなければいけしなければいけ

ない。となると、今のような大きなない。となると、今のような大きなない。となると、今のような大きなない。となると、今のような大きな負担負担負担負担になってくるということでございますので、そのになってくるということでございますので、そのになってくるということでございますので、そのになってくるということでございますので、その

２５名がどういった業２５名がどういった業２５名がどういった業２５名がどういった業務務務務にににに携携携携わっておられるかということを考えてみますと、山わっておられるかということを考えてみますと、山わっておられるかということを考えてみますと、山わっておられるかということを考えてみますと、山添添添添村の中村の中村の中村の中

のののの救急救急救急救急とか消防とかいっていた業とか消防とかいっていた業とか消防とかいっていた業とか消防とかいっていた業務務務務のほかに、名のほかに、名のほかに、名のほかに、名阪阪阪阪国国国国道道道道がががが走走走走っておりまして、その名っておりまして、その名っておりまして、その名っておりまして、その名阪阪阪阪国国国国

道道道道のののの対応対応対応対応をするためにも、職員が何名かその中にをするためにも、職員が何名かその中にをするためにも、職員が何名かその中にをするためにも、職員が何名かその中に入入入入っておりますので、そういった名っておりますので、そういった名っておりますので、そういった名っておりますので、そういった名阪阪阪阪国国国国

道対策道対策道対策道対策を山を山を山を山添添添添村が１村で村が１村で村が１村で村が１村で負負負負うことなく、当然ほかの名うことなく、当然ほかの名うことなく、当然ほかの名うことなく、当然ほかの名阪阪阪阪国国国国道道道道にかかわっておられるようなにかかわっておられるようなにかかわっておられるようなにかかわっておられるような
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市町村も認識していただきまして、名市町村も認識していただきまして、名市町村も認識していただきまして、名市町村も認識していただきまして、名阪阪阪阪国国国国道対策分道対策分道対策分道対策分をををを負担負担負担負担していただけるような考えをしていただけるような考えをしていただけるような考えをしていただけるような考えを持持持持

っていただければ、山っていただければ、山っていただければ、山っていただければ、山添添添添村で村で村で村で巨額巨額巨額巨額なななな負担負担負担負担になるということにはならないと考えております。になるということにはならないと考えております。になるということにはならないと考えております。になるということにはならないと考えております。

そういったことも含めてそういったことも含めてそういったことも含めてそういったことも含めてブロックブロックブロックブロック内の協定では内の協定では内の協定では内の協定では経費負担経費負担経費負担経費負担を考える場合に考を考える場合に考を考える場合に考を考える場合に考慮慮慮慮していただけしていただけしていただけしていただけ

れば、今れば、今れば、今れば、今以上以上以上以上の大きなの大きなの大きなの大きな経費経費経費経費のののの負担負担負担負担ということにはならないと考えております。ということにはならないと考えております。ということにはならないと考えております。ということにはならないと考えております。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 山山山山添添添添村のことであまり村のことであまり村のことであまり村のことであまり時時時時間をとりたくないのですが、実間をとりたくないのですが、実間をとりたくないのですが、実間をとりたくないのですが、実際際際際問題として、今の問題として、今の問題として、今の問題として、今の

答答答答弁弁弁弁はははは答答答答えになっていません。名えになっていません。名えになっていません。名えになっていません。名阪阪阪阪国国国国道道道道のののの救急体制救急体制救急体制救急体制にににに対対対対して山して山して山して山添添添添村で村で村で村で負担負担負担負担、あるいはその、あるいはその、あるいはその、あるいはその

関係の市町村でやったらいいというのはち関係の市町村でやったらいいというのはち関係の市町村でやったらいいというのはち関係の市町村でやったらいいというのはちょょょょっとおかしい、そのっとおかしい、そのっとおかしい、そのっとおかしい、その答答答答えにならない。今言っえにならない。今言っえにならない。今言っえにならない。今言っ

ているのをどうするのかという、そのているのをどうするのかという、そのているのをどうするのかという、そのているのをどうするのかという、その単単単単純純純純に今までの消防に今までの消防に今までの消防に今までの消防団団団団員は員は員は員は無駄無駄無駄無駄ではないではないではないではない人人人人たちがみたちがみたちがみたちがみ

んなんなんなんな頑頑頑頑張張張張って、って、って、って、ボラボラボラボランンンンテテテティアィアィアィアも含めてやってくれていると思いますので、現も含めてやってくれていると思いますので、現も含めてやってくれていると思いますので、現も含めてやってくれていると思いますので、現体制体制体制体制をををを維維維維持持持持しししし

ようと思ったらそれだけのようと思ったらそれだけのようと思ったらそれだけのようと思ったらそれだけの経費経費経費経費がかかるわけですから、そして今やるときにがかかるわけですから、そして今やるときにがかかるわけですから、そして今やるときにがかかるわけですから、そして今やるときに負担負担負担負担のののの割割割割合を、合を、合を、合を、

そこにそこにそこにそこにブロックブロックブロックブロックにににに任任任任さないでやっていかないと。さないでやっていかないと。さないでやっていかないと。さないでやっていかないと。

（（（（「「「「今は職員の話今は職員の話今は職員の話今は職員の話」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

だから２５名ですか、今だから２５名ですか、今だから２５名ですか、今だから２５名ですか、今従従従従事してるのが２５名でし事してるのが２５名でし事してるのが２５名でし事してるのが２５名でしょょょょう。それを名う。それを名う。それを名う。それを名阪阪阪阪国国国国道道道道との関係を今との関係を今との関係を今との関係を今

出されたのですが、どういう出されたのですが、どういう出されたのですが、どういう出されたのですが、どういう対応対応対応対応をしようと思っているのですか。をしようと思っているのですか。をしようと思っているのですか。をしようと思っているのですか。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 ２５名の２５名の２５名の２５名の体制体制体制体制につきましては、３につきましては、３につきましては、３につきましては、３班班班班体制体制体制体制になっておりまして８名のになっておりまして８名のになっておりまして８名のになっておりまして８名の

３３３３班班班班体制体制体制体制で２４名が消防職員、で２４名が消防職員、で２４名が消防職員、で２４名が消防職員、プラプラプラプラス所長が１名で２５名となっております。実ス所長が１名で２５名となっております。実ス所長が１名で２５名となっております。実ス所長が１名で２５名となっております。実際際際際、その、その、その、その

８名８名８名８名全全全全員の員の員の員の分分分分を山を山を山を山添添添添村が村が村が村が負担負担負担負担するということではなしに、山するということではなしに、山するということではなしに、山するということではなしに、山添添添添村の中であれば、３名ない村の中であれば、３名ない村の中であれば、３名ない村の中であれば、３名ない

し４名の職員でし４名の職員でし４名の職員でし４名の職員で十分対応十分対応十分対応十分対応できるのではないかと考えておりますので、山できるのではないかと考えておりますので、山できるのではないかと考えておりますので、山できるのではないかと考えておりますので、山添添添添村の中の村の中の村の中の村の中の負担分負担分負担分負担分

だけをだけをだけをだけを対応対応対応対応していただいて、それしていただいて、それしていただいて、それしていただいて、それ以外以外以外以外の部の部の部の部分分分分の名の名の名の名阪阪阪阪国国国国道道道道でででで対応対応対応対応されていると思われる数にされていると思われる数にされていると思われる数にされていると思われる数に

つきましては、つきましては、つきましては、つきましては、共共共共同同同同ででででブロックブロックブロックブロック内で内で内で内で負担負担負担負担していただければ、大きなしていただければ、大きなしていただければ、大きなしていただければ、大きな負担負担負担負担にはつながらないにはつながらないにはつながらないにはつながらない

と今のところは考えております。と今のところは考えております。と今のところは考えております。と今のところは考えております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○新谷委員○新谷委員○新谷委員○新谷委員 了了了了といたしませんから。といたしませんから。といたしませんから。といたしませんから。納得納得納得納得しませんので、また質問は質問として考え方はしませんので、また質問は質問として考え方はしませんので、また質問は質問として考え方はしませんので、また質問は質問として考え方は

考え方として考え方として考え方として考え方として変変変変えるえるえるえる気気気気はありません。現はありません。現はありません。現はありません。現体制体制体制体制ははははむむむむだではないという意味も含めて、だではないという意味も含めて、だではないという意味も含めて、だではないという意味も含めて、頑頑頑頑張張張張っっっっ

てくれている２５てくれている２５てくれている２５てくれている２５人人人人、１６０何名の消防、１６０何名の消防、１６０何名の消防、１６０何名の消防団団団団員もいるわけですから、せっかく一本化すると員もいるわけですから、せっかく一本化すると員もいるわけですから、せっかく一本化すると員もいるわけですから、せっかく一本化すると

いうことでありましたら、いうことでありましたら、いうことでありましたら、いうことでありましたら、負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減を基本として、できるだけ市町村のを基本として、できるだけ市町村のを基本として、できるだけ市町村のを基本として、できるだけ市町村の負担負担負担負担がないようにがないようにがないようにがないように

しながら、しながら、しながら、しながら、相互扶助相互扶助相互扶助相互扶助ののののボラボラボラボランンンンテテテティアィアィアィアとしてとしてとしてとして頑頑頑頑張張張張ってもらえるというってもらえるというってもらえるというってもらえるという体制体制体制体制をつくっていただをつくっていただをつくっていただをつくっていただ

けなかったら、今の状けなかったら、今の状けなかったら、今の状けなかったら、今の状況況況況でででで反対反対反対反対表明を１表明を１表明を１表明を１回回回回しましたね、しましたね、しましたね、しましたね、保留保留保留保留とやられたと思いますが、そとやられたと思いますが、そとやられたと思いますが、そとやられたと思いますが、そ

れは正しいと思うのですよ。このままでいいというのは、それだけのれは正しいと思うのですよ。このままでいいというのは、それだけのれは正しいと思うのですよ。このままでいいというのは、それだけのれは正しいと思うのですよ。このままでいいというのは、それだけの負担負担負担負担がががが増増増増になるのがになるのがになるのがになるのが

わかってて、それをやろうということは、それはおかしいのです。これは、わかってて、それをやろうということは、それはおかしいのです。これは、わかってて、それをやろうということは、それはおかしいのです。これは、わかってて、それをやろうということは、それはおかしいのです。これは、了了了了としませんとしませんとしませんとしません

ので。当委員会は見ので。当委員会は見ので。当委員会は見ので。当委員会は見直直直直すかもわかりませんが、広域消防に関する委員会は、何らかのすかもわかりませんが、広域消防に関する委員会は、何らかのすかもわかりませんが、広域消防に関する委員会は、何らかのすかもわかりませんが、広域消防に関する委員会は、何らかの形形形形でででで
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残してもらえると思うのですけれど、きちっとその残してもらえると思うのですけれど、きちっとその残してもらえると思うのですけれど、きちっとその残してもらえると思うのですけれど、きちっとその対応対応対応対応だけ。今のだけ。今のだけ。今のだけ。今の答答答答弁弁弁弁でででで納得納得納得納得しません。しません。しません。しません。

内部のことで、その内部のことで、その内部のことで、その内部のことで、そのブロックブロックブロックブロックでやったらいいやないかということはとてもでやったらいいやないかということはとてもでやったらいいやないかということはとてもでやったらいいやないかということはとても納得納得納得納得できません。できません。できません。できません。

ひひひひとつそのとつそのとつそのとつその点点点点だけだけだけだけ頭頭頭頭にににに入入入入れて、これからの調れて、これからの調れて、これからの調れて、これからの調整整整整、大、大、大、大変変変変おおおお世世世世話をかけますけれども、話をかけますけれども、話をかけますけれども、話をかけますけれども、十分十分十分十分どどどど

こにどういうこにどういうこにどういうこにどういう負担負担負担負担がこうだよという話だけきっちり決めておいてください。そうでなかっがこうだよという話だけきっちり決めておいてください。そうでなかっがこうだよという話だけきっちり決めておいてください。そうでなかっがこうだよという話だけきっちり決めておいてください。そうでなかっ

たら、ややこしい内容はあとで調たら、ややこしい内容はあとで調たら、ややこしい内容はあとで調たら、ややこしい内容はあとで調整整整整すると、あるいは知事がすると、あるいは知事がすると、あるいは知事がすると、あるいは知事が顧顧顧顧問だからと言うてしまうと、問だからと言うてしまうと、問だからと言うてしまうと、問だからと言うてしまうと、

とてもとてもとてもとても難難難難しい問題が出てくると思う。決してしい問題が出てくると思う。決してしい問題が出てくると思う。決してしい問題が出てくると思う。決して反対反対反対反対ではないのですよ、ではないのですよ、ではないのですよ、ではないのですよ、反対反対反対反対ではないのですではないのですではないのですではないのです

が、では、山が、では、山が、では、山が、では、山添添添添村で消防をやるのかといったら、それは大村で消防をやるのかといったら、それは大村で消防をやるのかといったら、それは大村で消防をやるのかといったら、それは大変変変変しんどいことになると思いましんどいことになると思いましんどいことになると思いましんどいことになると思いま

すので、そういうことを考え合わせまして、どこかにすので、そういうことを考え合わせまして、どこかにすので、そういうことを考え合わせまして、どこかにすので、そういうことを考え合わせまして、どこかに負担負担負担負担をかけていくのだったら、そのをかけていくのだったら、そのをかけていくのだったら、そのをかけていくのだったら、その

負担負担負担負担をどうするのかををどうするのかををどうするのかををどうするのかを具体具体具体具体的に今の間にやっておかなかったら、的に今の間にやっておかなかったら、的に今の間にやっておかなかったら、的に今の間にやっておかなかったら、作作作作業日程が決まっていま業日程が決まっていま業日程が決まっていま業日程が決まっていま

すけれど、今の状すけれど、今の状すけれど、今の状すけれど、今の状況況況況では地域では地域では地域では地域住民住民住民住民のことを考え合わせたら、そののことを考え合わせたら、そののことを考え合わせたら、そののことを考え合わせたら、その点点点点だけだけだけだけ納得納得納得納得できない部できない部できない部できない部分分分分

があります。もうがあります。もうがあります。もうがあります。もう答答答答弁弁弁弁はよろしいですが、意見だけはよろしいですが、意見だけはよろしいですが、意見だけはよろしいですが、意見だけ申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 消防の広域化について、１消防の広域化について、１消防の広域化について、１消防の広域化について、１点点点点おおおお伺伺伺伺いしたいのですけれど、いしたいのですけれど、いしたいのですけれど、いしたいのですけれど、私私私私の地の地の地の地元元元元の方が消の方が消の方が消の方が消

防の広域化については防の広域化については防の広域化については防の広域化については賛賛賛賛成と、いいことだと成と、いいことだと成と、いいことだと成と、いいことだと理解理解理解理解をされているのですが、工程表にもありをされているのですが、工程表にもありをされているのですが、工程表にもありをされているのですが、工程表にもあり

ますように、ますように、ますように、ますように、給給給給料料料料のののの諸手諸手諸手諸手当、それと当、それと当、それと当、それと各シ各シ各シ各シスススステムテムテムテムの構の構の構の構築築築築について、このについて、このについて、このについて、このタタタタイムイムイムイムススススケジュケジュケジュケジューーーールルルル

で本当にいけるのかということをで本当にいけるのかということをで本当にいけるのかということをで本当にいけるのかということを懸念懸念懸念懸念しておられる方が何しておられる方が何しておられる方が何しておられる方が何人人人人かいらっしゃいます。知事もかいらっしゃいます。知事もかいらっしゃいます。知事もかいらっしゃいます。知事も

しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと支支支支えていくと表明もされております。というのは今、現行のえていくと表明もされております。というのは今、現行のえていくと表明もされております。というのは今、現行のえていくと表明もされております。というのは今、現行の仕仕仕仕事をこなしなが事をこなしなが事をこなしなが事をこなしなが

ら、このら、このら、このら、この統統統統合合合合シシシシスススステムテムテムテムのののの仕仕仕仕事が事が事が事が乗乗乗乗ってくることが考えられますので、今のスってくることが考えられますので、今のスってくることが考えられますので、今のスってくることが考えられますので、今のスタンタンタンタンスで、もスで、もスで、もスで、も

し、しんどいのだといったときに、そのことを何とか県としてもし、しんどいのだといったときに、そのことを何とか県としてもし、しんどいのだといったときに、そのことを何とか県としてもし、しんどいのだといったときに、そのことを何とか県としてもカカカカババババーしてあーしてあーしてあーしてあげげげげるるるるべべべべきなきなきなきな

のかと思いますので、どういうことを考えておられるか、もし今のかと思いますので、どういうことを考えておられるか、もし今のかと思いますので、どういうことを考えておられるか、もし今のかと思いますので、どういうことを考えておられるか、もし今答答答答えられるのだったらおえられるのだったらおえられるのだったらおえられるのだったらお

答答答答えください。えください。えください。えください。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 新しい消防組合の設立準備のス新しい消防組合の設立準備のス新しい消防組合の設立準備のス新しい消防組合の設立準備のスケジュケジュケジュケジューーーールルルルの中で、３の中で、３の中で、３の中で、３ペペペペーーーージジジジ、４、４、４、４ペペペペ

ーーーージジジジにございますように、にございますように、にございますように、にございますように、給与給与給与給与ののののシシシシスススステムテムテムテムからからからから条条条条例例例例、規、規、規、規則則則則等等等等 々々々々さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな作作作作業をこれから業をこれから業をこれから業をこれから

進めていかなければいけません。また、現在も進めております。新しい消防組合の職員の進めていかなければいけません。また、現在も進めております。新しい消防組合の職員の進めていかなければいけません。また、現在も進めております。新しい消防組合の職員の進めていかなければいけません。また、現在も進めております。新しい消防組合の職員の

数にしましても１数にしましても１数にしましても１数にしましても１，，，，２００名を２００名を２００名を２００名を超超超超える職員がおられますので、職員のえる職員がおられますので、職員のえる職員がおられますので、職員のえる職員がおられますので、職員の給与給与給与給与等の等の等の等のシシシシスススステムテムテムテムをををを

変変変変えていくに当たって、広域化協議会の事えていくに当たって、広域化協議会の事えていくに当たって、広域化協議会の事えていくに当たって、広域化協議会の事務務務務局を中局を中局を中局を中心心心心にににに作作作作業を進めておりますが、現在の業を進めておりますが、現在の業を進めておりますが、現在の業を進めておりますが、現在の

消防組合の中で消防組合の中で消防組合の中で消防組合の中で担担担担当されておられる職員の、当されておられる職員の、当されておられる職員の、当されておられる職員の、仕仕仕仕事事事事量量量量もございます。ですので、新しく消防もございます。ですので、新しく消防もございます。ですので、新しく消防もございます。ですので、新しく消防

組合ができたときに、１２０名ほど新しい消防組合の総組合ができたときに、１２０名ほど新しい消防組合の総組合ができたときに、１２０名ほど新しい消防組合の総組合ができたときに、１２０名ほど新しい消防組合の総務務務務部部部部門門門門の規の規の規の規模模模模を考えておりますが、を考えておりますが、を考えておりますが、を考えておりますが、

１２０名１２０名１２０名１２０名全全全全員を新しい消防本部の中に員を新しい消防本部の中に員を新しい消防本部の中に員を新しい消防本部の中に集集集集めるのではなく、その中の何名かめるのではなく、その中の何名かめるのではなく、その中の何名かめるのではなく、その中の何名かずずずずつをつをつをつを各各各各１１消１１消１１消１１消

防本部に残しまして、新しい防本部に残しまして、新しい防本部に残しまして、新しい防本部に残しまして、新しいシシシシスススステムテムテムテムにににに切切切切りかわってりかわってりかわってりかわって順順順順調に事調に事調に事調に事務務務務が進んでいく間は、１１が進んでいく間は、１１が進んでいく間は、１１が進んでいく間は、１１

消防本部の中での消防本部の中での消防本部の中での消防本部の中での作作作作業に業に業に業に従従従従事にしていただくことも考えておりますので、決して現場に事にしていただくことも考えておりますので、決して現場に事にしていただくことも考えておりますので、決して現場に事にしていただくことも考えておりますので、決して現場に負負負負
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担担担担が行く、業が行く、業が行く、業が行く、業務務務務にににに支障支障支障支障をををを来来来来すことのないように準備を進めていきたいと考えております。すことのないように準備を進めていきたいと考えております。すことのないように準備を進めていきたいと考えております。すことのないように準備を進めていきたいと考えております。

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。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 県としてもしっかり県としてもしっかり県としてもしっかり県としてもしっかり支支支支えるというえるというえるというえるという姿勢姿勢姿勢姿勢を示していただきましたので、質問をを示していただきましたので、質問をを示していただきましたので、質問をを示していただきましたので、質問を

終わります。終わります。終わります。終わります。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 消防の広域化についてお消防の広域化についてお消防の広域化についてお消防の広域化についてお尋尋尋尋ねをしたいと思います。ねをしたいと思います。ねをしたいと思います。ねをしたいと思います。

先先先先ほど消防ほど消防ほど消防ほど消防救急救急救急救急課長から大課長から大課長から大課長から大体体体体合意でいけるだろうという見合意でいけるだろうという見合意でいけるだろうという見合意でいけるだろうという見通通通通しを言われていたのですけしを言われていたのですけしを言われていたのですけしを言われていたのですけ

れども、れども、れども、れども、私私私私の地の地の地の地元元元元は香は香は香は香芝芝芝芝・広・広・広・広陵陵陵陵の広域組合になっておりますが、この組合議会で５月３１の広域組合になっておりますが、この組合議会で５月３１の広域組合になっておりますが、この組合議会で５月３１の広域組合になっておりますが、この組合議会で５月３１

日に奈良県消防広域化日に奈良県消防広域化日に奈良県消防広域化日に奈良県消防広域化参加参加参加参加問題に関する決議が問題に関する決議が問題に関する決議が問題に関する決議が上上上上がっています。がっています。がっています。がっています。

そのそのそのその要要要要点点点点としては４としては４としては４としては４点点点点あります。この規約あります。この規約あります。この規約あります。この規約案案案案では広域化では広域化では広域化では広域化以降以降以降以降に課題をに課題をに課題をに課題を先送先送先送先送りするりするりするりする不不不不確定確定確定確定

な部な部な部な部分分分分がががが多多多多く、く、く、く、承承承承認することはできない。次に当組合議会に設けた事認することはできない。次に当組合議会に設けた事認することはできない。次に当組合議会に設けた事認することはできない。次に当組合議会に設けた事務務務務調調調調査査査査特特特特別別別別委員会に委員会に委員会に委員会に

おける管おける管おける管おける管理理理理者者者者の説明では、の説明では、の説明では、の説明では、人口人口人口人口推推推推移移移移によるによるによるによる負担負担負担負担等が明確に示されていないので、広域化等が明確に示されていないので、広域化等が明確に示されていないので、広域化等が明確に示されていないので、広域化以以以以

降降降降のののの負担割負担割負担割負担割合が合が合が合が不不不不明明明明瞭瞭瞭瞭である。３である。３である。３である。３点点点点目目目目は、現状の当組合のは、現状の当組合のは、現状の当組合のは、現状の当組合の体制体制体制体制をををを強強強強化して、消防行化して、消防行化して、消防行化して、消防行政政政政に取に取に取に取

り組り組り組り組むむむむことの方がきめことの方がきめことの方がきめことの方がきめ細細細細かい行かい行かい行かい行政政政政ササササーーーービビビビスにスにスにスに適適適適するとするとするとすると判断判断判断判断する。そして最後は香する。そして最後は香する。そして最後は香する。そして最後は香芝芝芝芝市、広市、広市、広市、広

陵陵陵陵町における奈良県消防広域化に町における奈良県消防広域化に町における奈良県消防広域化に町における奈良県消防広域化に参加参加参加参加する総合的なする総合的なする総合的なする総合的なメリットメリットメリットメリットがががが不不不不明確であるという、決議明確であるという、決議明確であるという、決議明確であるという、決議

がががが上げ上げ上げ上げられています。られています。られています。られています。

これは５月３１日の話なのですけれども、６月６日にこれは５月３１日の話なのですけれども、６月６日にこれは５月３１日の話なのですけれども、６月６日にこれは５月３１日の話なのですけれども、６月６日に橿橿橿橿原原原原市の万市の万市の万市の万葉ホ葉ホ葉ホ葉ホーーーールルルルでででで自治自治自治自治振興振興振興振興セセセセ

ミナミナミナミナーが開かれまして、ーが開かれまして、ーが開かれまして、ーが開かれまして、参加参加参加参加をさせていただきました。その中でをさせていただきました。その中でをさせていただきました。その中でをさせていただきました。その中で元岩手元岩手元岩手元岩手県知事の県知事の県知事の県知事の増田増田増田増田寛也寛也寛也寛也

さんがさんがさんがさんが来来来来られまして、県と市町村のあり方というられまして、県と市町村のあり方というられまして、県と市町村のあり方というられまして、県と市町村のあり方というテテテテーーーーママママでででで講演講演講演講演をされまして、大をされまして、大をされまして、大をされまして、大変変変変示示示示唆唆唆唆にににに

富富富富んだ話だったと思って聞いていたのですけれども、その中で今後市町村の広域んだ話だったと思って聞いていたのですけれども、その中で今後市町村の広域んだ話だったと思って聞いていたのですけれども、その中で今後市町村の広域んだ話だったと思って聞いていたのですけれども、その中で今後市町村の広域連連連連携携携携を、を、を、を、

より一より一より一より一層層層層促促促促進していくに当たっては、進していくに当たっては、進していくに当たっては、進していくに当たっては、連連連連携携携携するするするするメリットメリットメリットメリットをををを住民住民住民住民にわかりやすく示すにわかりやすく示すにわかりやすく示すにわかりやすく示す必必必必要要要要がががが

あるのではないか。あるのではないか。あるのではないか。あるのではないか。特特特特にににに既既既既に一定の規に一定の規に一定の規に一定の規模模模模、、、、能能能能力力力力を備えた中を備えた中を備えた中を備えた中心心心心地と地と地と地と近隣近隣近隣近隣の市町村がの市町村がの市町村がの市町村が連連連連携携携携を行を行を行を行

う場合に、それぞれのう場合に、それぞれのう場合に、それぞれのう場合に、それぞれのメリットメリットメリットメリットが示されるが示されるが示されるが示される必必必必要要要要があるのではないかと言われておりまして、があるのではないかと言われておりまして、があるのではないかと言われておりまして、があるのではないかと言われておりまして、

非常に大事な非常に大事な非常に大事な非常に大事な指指指指摘摘摘摘だと思って、印だと思って、印だと思って、印だと思って、印象象象象に残っております。に残っております。に残っております。に残っております。

この日、この日、この日、この日、セミナセミナセミナセミナーが終わりました後、ーが終わりました後、ーが終わりました後、ーが終わりました後、同同同同じじじじ場所で市長だけ残ってくださいということで、場所で市長だけ残ってくださいということで、場所で市長だけ残ってくださいということで、場所で市長だけ残ってくださいということで、

奈良県消防広域化協議会の１１奈良県消防広域化協議会の１１奈良県消防広域化協議会の１１奈良県消防広域化協議会の１１回回回回の総会が開催をされております。の総会が開催をされております。の総会が開催をされております。の総会が開催をされております。翌翌翌翌日、６月７日に香日、６月７日に香日、６月７日に香日、６月７日に香

芝芝芝芝・広・広・広・広陵陵陵陵消防組合の管消防組合の管消防組合の管消防組合の管理理理理者者者者から組合議会の議長あてに決議に関する今後のから組合議会の議長あてに決議に関する今後のから組合議会の議長あてに決議に関する今後のから組合議会の議長あてに決議に関する今後の対応対応対応対応についてとについてとについてとについてと

いういういういう文書文書文書文書がががが届届届届けられて、４けられて、４けられて、４けられて、４点点点点の疑問にの疑問にの疑問にの疑問に回答回答回答回答する中する中する中する中身身身身になっています。この中になっています。この中になっています。この中になっています。この中身身身身を見ますと、を見ますと、を見ますと、を見ますと、

組合組合組合組合人口人口人口人口ののののババババラララランンンンスを考スを考スを考スを考慮慮慮慮した議員数の実現に向けて、組合設立準備室と協議をしていく、した議員数の実現に向けて、組合設立準備室と協議をしていく、した議員数の実現に向けて、組合設立準備室と協議をしていく、した議員数の実現に向けて、組合設立準備室と協議をしていく、

現状のままの広域化では現場の事現状のままの広域化では現場の事現状のままの広域化では現場の事現状のままの広域化では現場の事務務務務にににに混乱混乱混乱混乱をををを招招招招くのはくのはくのはくのは必至必至必至必至であり、であり、であり、であり、給与給与給与給与財政財政財政財政シシシシスススステムテムテムテムがががが完完完完

成するまで、県の成するまで、県の成するまで、県の成するまで、県の許許許許可を可を可を可を延期延期延期延期されることをされることをされることをされることを強強強強くくくく要要要要望望望望するとするとするとすると書書書書かれておりますけれども、こかれておりますけれども、こかれておりますけれども、こかれておりますけれども、こ
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の議員数の見の議員数の見の議員数の見の議員数の見直直直直しとか、このしとか、このしとか、このしとか、この許許許許可の可の可の可の延期延期延期延期の問題は、どんなの問題は、どんなの問題は、どんなの問題は、どんなふふふふうに考えているのかをおうに考えているのかをおうに考えているのかをおうに考えているのかをお尋尋尋尋ねねねね

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

先先先先ほど説明をいただきました奈良県の消防広域化のほど説明をいただきました奈良県の消防広域化のほど説明をいただきました奈良県の消防広域化のほど説明をいただきました奈良県の消防広域化の推推推推進の進の進の進の資料資料資料資料の３の３の３の３ペペペペーーーージジジジに規約に規約に規約に規約案案案案のののの概概概概

要要要要が載っておりまして、第２が載っておりまして、第２が載っておりまして、第２が載っておりまして、第２章章章章の第５の第５の第５の第５条条条条、議会の組、議会の組、議会の組、議会の組織織織織、定数２５、定数２５、定数２５、定数２５人人人人とととと書書書書いてあります。３いてあります。３いてあります。３いてあります。３

７の市町村が７の市町村が７の市町村が７の市町村が参加参加参加参加をするわけですけれども、２５をするわけですけれども、２５をするわけですけれども、２５をするわけですけれども、２５人人人人では一つのでは一つのでは一つのでは一つの自治体自治体自治体自治体から１から１から１から１人人人人の議員も出の議員も出の議員も出の議員も出

せないということになってしまうのではないかと思うわけですけれども、そのせないということになってしまうのではないかと思うわけですけれども、そのせないということになってしまうのではないかと思うわけですけれども、そのせないということになってしまうのではないかと思うわけですけれども、その点点点点に関して、に関して、に関して、に関して、

第３第３第３第３章章章章の第８の第８の第８の第８条条条条のところでは、のところでは、のところでは、のところでは、括弧括弧括弧括弧してしてしてして条条条条例例例例によりによりによりにより増増増増員できると員できると員できると員できると書書書書いてあるのですけれどいてあるのですけれどいてあるのですけれどいてあるのですけれど

も、ここの議員定数の見も、ここの議員定数の見も、ここの議員定数の見も、ここの議員定数の見直直直直しのしのしのしの余余余余地があるのかどうかをお地があるのかどうかをお地があるのかどうかをお地があるのかどうかをお伺伺伺伺いをしたいのと、日程のとこいをしたいのと、日程のとこいをしたいのと、日程のとこいをしたいのと、日程のとこ

ろで、ろで、ろで、ろで、許許許許可の可の可の可の延期延期延期延期がありますけれども、そうしたことを考えているのかどうか、そのがありますけれども、そうしたことを考えているのかどうか、そのがありますけれども、そうしたことを考えているのかどうか、そのがありますけれども、そうしたことを考えているのかどうか、その点点点点にににに

ついておついておついておついてお尋尋尋尋ねしたいと思います。ねしたいと思います。ねしたいと思います。ねしたいと思います。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 組合議会の議員数の定数の見組合議会の議員数の定数の見組合議会の議員数の定数の見組合議会の議員数の定数の見直直直直しと、あともう一つはしと、あともう一つはしと、あともう一つはしと、あともう一つは許許許許可の可の可の可の延期延期延期延期とととと

いう２いう２いう２いう２点点点点でございます。でございます。でございます。でございます。

組合議会の議員定数につきましては、昨年の１１月の消防の広域化協議会で、組合議会の議員定数につきましては、昨年の１１月の消防の広域化協議会で、組合議会の議員定数につきましては、昨年の１１月の消防の広域化協議会で、組合議会の議員定数につきましては、昨年の１１月の消防の広域化協議会で、小小小小委員会委員会委員会委員会

の中で議の中で議の中で議の中で議論論論論をいたしまして、今をいたしまして、今をいたしまして、今をいたしまして、今回回回回のののの案案案案をををを作作作作成しまして、昨年１２月２５日の広域化協議会成しまして、昨年１２月２５日の広域化協議会成しまして、昨年１２月２５日の広域化協議会成しまして、昨年１２月２５日の広域化協議会

の総会で３７市町村長の合意でもって決めさせていただきました。の総会で３７市町村長の合意でもって決めさせていただきました。の総会で３７市町村長の合意でもって決めさせていただきました。の総会で３７市町村長の合意でもって決めさせていただきました。

基本的にその基本的にその基本的にその基本的にその小小小小委員会においてどういった委員会においてどういった委員会においてどういった委員会においてどういった作作作作業がされたのかというと、定数２５名の業がされたのかというと、定数２５名の業がされたのかというと、定数２５名の業がされたのかというと、定数２５名の積積積積

みみみみ上げ上げ上げ上げについてですが、実は１１消防本部の中でについてですが、実は１１消防本部の中でについてですが、実は１１消防本部の中でについてですが、実は１１消防本部の中で単単単単独独独独消防を消防を消防を消防を持持持持っておられるところが大和っておられるところが大和っておられるところが大和っておられるところが大和

郡山市、郡山市、郡山市、郡山市、桜桜桜桜井市、井市、井市、井市、葛葛葛葛城城城城市の３市ございます。３市につきましては、市の３市ございます。３市につきましては、市の３市ございます。３市につきましては、市の３市ございます。３市につきましては、各各各各１名の定数と、あと１名の定数と、あと１名の定数と、あと１名の定数と、あと

それそれそれそれ以外以外以外以外の組合消防の中で大規の組合消防の中で大規の組合消防の中で大規の組合消防の中で大規模模模模な３組合、中和とな３組合、中和とな３組合、中和とな３組合、中和と西西西西和と山和と山和と山和と山辺辺辺辺の、３つの消防組合がござの、３つの消防組合がござの、３つの消防組合がござの、３つの消防組合がござ

いますが、その大規いますが、その大規いますが、その大規いますが、その大規模模模模な３組合につきましては、定数をな３組合につきましては、定数をな３組合につきましては、定数をな３組合につきましては、定数を各各各各４名と、それ４名と、それ４名と、それ４名と、それ以外以外以外以外の香の香の香の香芝芝芝芝・広・広・広・広陵陵陵陵、、、、

宇陀宇陀宇陀宇陀、、、、吉吉吉吉野、中野、中野、中野、中吉吉吉吉野の消防組合と野の消防組合と野の消防組合と野の消防組合と五條五條五條五條市につきましては、市につきましては、市につきましては、市につきましては、各各各各２名ということで、合２名ということで、合２名ということで、合２名ということで、合計計計計２５２５２５２５

名とさせていただきました。それと一つの市町村からは２名名とさせていただきました。それと一つの市町村からは２名名とさせていただきました。それと一つの市町村からは２名名とさせていただきました。それと一つの市町村からは２名以上以上以上以上の議員を出さないといっの議員を出さないといっの議員を出さないといっの議員を出さないといっ

た考えで、この２５名というた考えで、この２５名というた考えで、この２５名というた考えで、この２５名という人人人人数を決めさせていただきました。数を決めさせていただきました。数を決めさせていただきました。数を決めさせていただきました。

委員お委員お委員お委員お述べ述べ述べ述べのとおり、組合議員定数につきましては、この協定のとおり、組合議員定数につきましては、この協定のとおり、組合議員定数につきましては、この協定のとおり、組合議員定数につきましては、この協定書書書書の中にございますようの中にございますようの中にございますようの中にございますよう

に、現在２５名で新しい広域消防組合をつくっていきたいと考えておりますが、今後、に、現在２５名で新しい広域消防組合をつくっていきたいと考えておりますが、今後、に、現在２５名で新しい広域消防組合をつくっていきたいと考えておりますが、今後、に、現在２５名で新しい広域消防組合をつくっていきたいと考えておりますが、今後、人人人人

口口口口等、また、その他いろいろな状等、また、その他いろいろな状等、また、その他いろいろな状等、また、その他いろいろな状況況況況がががが変変変変わる可わる可わる可わる可能性能性能性能性もございますので、当然、組合設立後もございますので、当然、組合設立後もございますので、当然、組合設立後もございますので、当然、組合設立後

もももも必必必必要要要要であればであればであればであれば適時適時適時適時見見見見直直直直しをしてしをしてしをしてしをして適適適適正化を正化を正化を正化を図図図図っていきたいと考えております。っていきたいと考えております。っていきたいと考えております。っていきたいと考えております。

それとそれとそれとそれと許許許許可の可の可の可の延期延期延期延期につきましては、現在のスにつきましては、現在のスにつきましては、現在のスにつきましては、現在のスケジュケジュケジュケジューーーールルルルにもございますように、さまざにもございますように、さまざにもございますように、さまざにもございますように、さまざ

まなまなまなまな作作作作業を広域化協議会の準備室を中業を広域化協議会の準備室を中業を広域化協議会の準備室を中業を広域化協議会の準備室を中心心心心に進めておりますので、このスに進めておりますので、このスに進めておりますので、このスに進めておりますので、このスケジュケジュケジュケジューーーールルルルで１２で１２で１２で１２

月には新しい組合が事月には新しい組合が事月には新しい組合が事月には新しい組合が事務務務務的には設立可的には設立可的には設立可的には設立可能能能能と考えておりますので、と考えておりますので、と考えておりますので、と考えておりますので、許許許許可の可の可の可の延期延期延期延期等につきまし等につきまし等につきまし等につきまし
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ては、今のところ考えておりません。ては、今のところ考えておりません。ては、今のところ考えておりません。ては、今のところ考えておりません。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。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 この議会の議員の選出ですけれども、市町村長または議員から選出といこの議会の議員の選出ですけれども、市町村長または議員から選出といこの議会の議員の選出ですけれども、市町村長または議員から選出といこの議会の議員の選出ですけれども、市町村長または議員から選出とい

うことで、香うことで、香うことで、香うことで、香芝芝芝芝・広・広・広・広陵陵陵陵消防組合でしたら２消防組合でしたら２消防組合でしたら２消防組合でしたら２人人人人となりますので、それぞれの市長が出れば、となりますので、それぞれの市長が出れば、となりますので、それぞれの市長が出れば、となりますので、それぞれの市長が出れば、

議会はだれも出られないということになってしまいまして、ますます議会はだれも出られないということになってしまいまして、ますます議会はだれも出られないということになってしまいまして、ますます議会はだれも出られないということになってしまいまして、ますます住民住民住民住民からからからから離離離離れてしまれてしまれてしまれてしま

うのではないかといううのではないかといううのではないかといううのではないかという心心心心配配配配などもあります。などもあります。などもあります。などもあります。

それから、このそれから、このそれから、このそれから、このデジタルデジタルデジタルデジタル化の関係なのですけれども、化の関係なのですけれども、化の関係なのですけれども、化の関係なのですけれども、全全全全国的な状国的な状国的な状国的な状況況況況を聞きましたところ、を聞きましたところ、を聞きましたところ、を聞きましたところ、

日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党の山の山の山の山下参下参下参下参議議議議院院院院議員が議員が議員が議員が先先先先日の国会の日の国会の日の国会の日の国会の参参参参議議議議院院院院の総の総の総の総務務務務委員会で取り委員会で取り委員会で取り委員会で取り上げ上げ上げ上げておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、

国では１０年国では１０年国では１０年国では１０年以上以上以上以上前から前から前から前からデジタルデジタルデジタルデジタル化を化を化を化を呼呼呼呼びかけてきておりますが、びかけてきておりますが、びかけてきておりますが、びかけてきておりますが、全全全全国７７０の消防本部国７７０の消防本部国７７０の消防本部国７７０の消防本部

中、中、中、中、整整整整備備備備済済済済みあるいはみあるいはみあるいはみあるいは着手着手着手着手済済済済みがみがみがみが半半半半分分分分にもにもにもにも届届届届いていないと。いていないと。いていないと。いていないと。期限期限期限期限まであと３年、まであと３年、まであと３年、まであと３年、デジタルデジタルデジタルデジタル

化化化化整整整整備には一から備には一から備には一から備には一から始始始始めると３年かかるところもあると聞いたけれども、残り４５７の消防めると３年かかるところもあると聞いたけれども、残り４５７の消防めると３年かかるところもあると聞いたけれども、残り４５７の消防めると３年かかるところもあると聞いたけれども、残り４５７の消防

本部は大本部は大本部は大本部は大変変変変な課題になっていると言われております。な課題になっていると言われております。な課題になっていると言われております。な課題になっていると言われております。

このこのこのこのデジタルデジタルデジタルデジタル化が進まない最大の化が進まない最大の化が進まない最大の化が進まない最大の理由理由理由理由は、設備、は、設備、は、設備、は、設備、費費費費用が非常に高用が非常に高用が非常に高用が非常に高額額額額であり、であり、であり、であり、財政財政財政財政難難難難の市の市の市の市

町村、町村、町村、町村、小小小小さい消防本部ほど、これにさい消防本部ほど、これにさい消防本部ほど、これにさい消防本部ほど、これに対対対対して大して大して大して大変変変変な思いをされているということなのですが、な思いをされているということなのですが、な思いをされているということなのですが、な思いをされているということなのですが、

国国国国策策策策ででででデジタルデジタルデジタルデジタル化を進めていくわけでして、国が進めながら、広域化にしないとお化を進めていくわけでして、国が進めながら、広域化にしないとお化を進めていくわけでして、国が進めながら、広域化にしないとお化を進めていくわけでして、国が進めながら、広域化にしないとお金金金金を出を出を出を出

さないみたいなさないみたいなさないみたいなさないみたいな手法手法手法手法で今、広域化を進めていっているわけですけれども、そので今、広域化を進めていっているわけですけれども、そので今、広域化を進めていっているわけですけれども、そので今、広域化を進めていっているわけですけれども、その点点点点は国に国は国に国は国に国は国に国

策策策策で行うのであれば、それで行うのであれば、それで行うのであれば、それで行うのであれば、それ相相相相当のことを国として当のことを国として当のことを国として当のことを国として支援支援支援支援するするするするべべべべきではないかと思うわけですきではないかと思うわけですきではないかと思うわけですきではないかと思うわけです

けれども、国にけれども、国にけれども、国にけれども、国に対対対対してこうした問題について県から何かしてこうした問題について県から何かしてこうした問題について県から何かしてこうした問題について県から何か物物物物をををを申申申申されているようなことはあされているようなことはあされているようなことはあされているようなことはあ

りますでしりますでしりますでしりますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 ２２２２点点点点、お話があったと思います。、お話があったと思います。、お話があったと思います。、お話があったと思います。

ままままずずずず、議員定数の中で市町村長または市町村会議員が選出されるという話があったので、議員定数の中で市町村長または市町村会議員が選出されるという話があったので、議員定数の中で市町村長または市町村会議員が選出されるという話があったので、議員定数の中で市町村長または市町村会議員が選出されるという話があったので

すが、実はその組合議会の議員をすすが、実はその組合議会の議員をすすが、実はその組合議会の議員をすすが、実はその組合議会の議員をすべべべべて市町村長にすれば議員が出てこられないというおて市町村長にすれば議員が出てこられないというおて市町村長にすれば議員が出てこられないというおて市町村長にすれば議員が出てこられないというお

話もございましたが、３話もございましたが、３話もございましたが、３話もございましたが、３ペペペペーーーージジジジの１３の１３の１３の１３条条条条に新しい消防組合の中にに新しい消防組合の中にに新しい消防組合の中にに新しい消防組合の中に運営運営運営運営協議会がございます。協議会がございます。協議会がございます。協議会がございます。

この中で組合事この中で組合事この中で組合事この中で組合事務務務務に関するに関するに関するに関する重要重要重要重要事項を協議するために設事項を協議するために設事項を協議するために設事項を協議するために設置置置置ということで、ということで、ということで、ということで、運営運営運営運営協議会の協議会の協議会の協議会のメメメメ

ンバンバンバンバーの中で現在の消防本部を、構成する市町村長のーの中で現在の消防本部を、構成する市町村長のーの中で現在の消防本部を、構成する市町村長のーの中で現在の消防本部を、構成する市町村長の代代代代表表表表者者者者がががが入入入入ってこられるといったこってこられるといったこってこられるといったこってこられるといったこ

ともございますし、また管ともございますし、また管ともございますし、また管ともございますし、また管理理理理者者者者、副管、副管、副管、副管理理理理者者者者の数にいたしましても、管の数にいたしましても、管の数にいたしましても、管の数にいたしましても、管理理理理者者者者１名でございま１名でございま１名でございま１名でございま

すが、副管すが、副管すが、副管すが、副管理理理理者者者者２名、また２名ですが２名、また２名ですが２名、また２名ですが２名、また２名ですが条条条条例例例例によりによりによりにより増増増増員もできますということで、かなり市員もできますということで、かなり市員もできますということで、かなり市員もできますということで、かなり市

町村長が組合の町村長が組合の町村長が組合の町村長が組合の執執執執行行行行機機機機関の中に関の中に関の中に関の中に入入入入ってこられるってこられるってこられるってこられる余余余余地がございますので、実地がございますので、実地がございますので、実地がございますので、実際際際際にこの組合議にこの組合議にこの組合議にこの組合議

会の議員を選出するに当たりまして、市町村議会議員に組合議会の議員を会の議員を選出するに当たりまして、市町村議会議員に組合議会の議員を会の議員を選出するに当たりまして、市町村議会議員に組合議会の議員を会の議員を選出するに当たりまして、市町村議会議員に組合議会の議員を譲譲譲譲っていただくっていただくっていただくっていただく

なりしていただいて出ていただくとか、どうしてもなりしていただいて出ていただくとか、どうしてもなりしていただいて出ていただくとか、どうしてもなりしていただいて出ていただくとか、どうしても無無無無理理理理な場合であれば、な場合であれば、な場合であれば、な場合であれば、交互交互交互交互に２年に１に２年に１に２年に１に２年に１

度度度度ずずずずつ市町村長、次は市町村議会の議員というつ市町村長、次は市町村議会の議員というつ市町村長、次は市町村議会の議員というつ市町村長、次は市町村議会の議員という形形形形でもって、選出してきていただくといっでもって、選出してきていただくといっでもって、選出してきていただくといっでもって、選出してきていただくといっ
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た方た方た方た方法法法法をとっていただければとをとっていただければとをとっていただければとをとっていただければと各各各各構成市町村にもお話をしております。構成市町村にもお話をしております。構成市町村にもお話をしております。構成市町村にもお話をしております。

２２２２点点点点目目目目ののののデジタルデジタルデジタルデジタル化につきましては、確かに委員おっしゃるように、かなりの化につきましては、確かに委員おっしゃるように、かなりの化につきましては、確かに委員おっしゃるように、かなりの化につきましては、確かに委員おっしゃるように、かなりの経費経費経費経費がかがかがかがか

かりますので、県といたしましてもかりますので、県といたしましてもかりますので、県といたしましてもかりますので、県といたしましても経費経費経費経費、事業、事業、事業、事業費費費費のうちのうちのうちのうち起債起債起債起債のかかるのかかるのかかるのかかる分分分分は、後では、後では、後では、後で交交交交付税付税付税付税でででで

算入算入算入算入をされますので、をされますので、をされますので、をされますので、交交交交付税付税付税付税のののの算入算入算入算入をされない部をされない部をされない部をされない部分分分分の実質部の実質部の実質部の実質部分分分分につきまして、その２につきまして、その２につきまして、その２につきまして、その２分分分分のののの

１を県で１を県で１を県で１を県で補補補補助助助助させていただいております。また、国でも国させていただいております。また、国でも国させていただいております。また、国でも国させていただいております。また、国でも国策策策策的な的な的な的な形形形形ででででデジタルデジタルデジタルデジタル化を進めて化を進めて化を進めて化を進めて

おりますので、事業おりますので、事業おりますので、事業おりますので、事業費費費費の中のの中のの中のの中の財財財財源源源源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緊緊緊緊急急急急防防防防災災災災・・・・減災減災減災減災事業事業事業事業債債債債がががが適適適適用できると。用できると。用できると。用できると。

緊緊緊緊急急急急防防防防災災災災・・・・減災減災減災減災事業事業事業事業債債債債といいますのは、事業といいますのは、事業といいますのは、事業といいますのは、事業費費費費にににに対対対対する充当する充当する充当する充当率率率率が１００が１００が１００が１００％％％％でででで交交交交付税付税付税付税算入算入算入算入率率率率

が７０が７０が７０が７０％％％％といった事業といった事業といった事業といった事業債債債債を充当できるというを充当できるというを充当できるというを充当できるという支援支援支援支援策策策策もとっていただいておりますので、かもとっていただいておりますので、かもとっていただいておりますので、かもとっていただいておりますので、か

なり市町村の実質なり市町村の実質なり市町村の実質なり市町村の実質負担額負担額負担額負担額はははは少少少少なくなると考えております。なくなると考えております。なくなると考えております。なくなると考えております。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。

○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長○今井副委員長 このこのこのこのデジタルデジタルデジタルデジタル化の話が化の話が化の話が化の話が具体具体具体具体的に示されましてから、消防にいつごろ今の的に示されましてから、消防にいつごろ今の的に示されましてから、消防にいつごろ今の的に示されましてから、消防にいつごろ今の

無無無無線線線線を設を設を設を設置置置置したかを聞きましたら、設したかを聞きましたら、設したかを聞きましたら、設したかを聞きましたら、設置置置置したのはもう２０年したのはもう２０年したのはもう２０年したのはもう２０年以上以上以上以上も前に、広域組合ができも前に、広域組合ができも前に、広域組合ができも前に、広域組合ができ

たときにしたということですけれども、それぞれの消防たときにしたということですけれども、それぞれの消防たときにしたということですけれども、それぞれの消防たときにしたということですけれども、それぞれの消防車車車車についているについているについているについている無無無無線線線線などは、もうなどは、もうなどは、もうなどは、もう

部部部部品品品品がないという状がないという状がないという状がないという状況況況況になっておりまして、平成１８年になっておりまして、平成１８年になっておりまして、平成１８年になっておりまして、平成１８年以降以降以降以降については、いえば、だましについては、いえば、だましについては、いえば、だましについては、いえば、だまし

だましだましだましだまし使使使使っているのがっているのがっているのがっているのが各各各各消防の現状だということがわかりました。消防の現状だということがわかりました。消防の現状だということがわかりました。消防の現状だということがわかりました。

それから、消防の関係で、２つのそれから、消防の関係で、２つのそれから、消防の関係で、２つのそれから、消防の関係で、２つの火火火火災災災災の話を聞いたのですけれども、一つはの話を聞いたのですけれども、一つはの話を聞いたのですけれども、一つはの話を聞いたのですけれども、一つは吉吉吉吉野町で野町で野町で野町で起起起起

こりましたこりましたこりましたこりました火火火火災災災災で、ことしので、ことしので、ことしので、ことしの春春春春、１６８、１６８、１６８、１６８号号号号線線線線沿沿沿沿いにあるいにあるいにあるいにある吉吉吉吉野広域行野広域行野広域行野広域行政政政政組合の組合の組合の組合の老人ホ老人ホ老人ホ老人ホーーーームムムムのののの

近近近近くでくでくでくで火火火火災災災災が発が発が発が発生生生生して、して、して、して、吉吉吉吉野川の野川の野川の野川の水水水水をくみをくみをくみをくみ上げ上げ上げ上げて消て消て消て消火火火火に当たろうと思っていたようなのでに当たろうと思っていたようなのでに当たろうと思っていたようなのでに当たろうと思っていたようなので

すが、非常に長いすが、非常に長いすが、非常に長いすが、非常に長い距離距離距離距離で、しかもで、しかもで、しかもで、しかもポポポポンンンンププププアッアッアッアッププププがががが必必必必要要要要で、なかなか消で、なかなか消で、なかなか消で、なかなか消火火火火がががが手手手手間取ったとい間取ったとい間取ったとい間取ったとい

う話がありました。１６８う話がありました。１６８う話がありました。１６８う話がありました。１６８号号号号線線線線のののの車線車線車線車線がががが全全全全部部部部通通通通行どめになってしまったので、行どめになってしまったので、行どめになってしまったので、行どめになってしまったので、上上上上の方もの方もの方もの方も下下下下

の方もの方もの方もの方も物物物物すごいすごいすごいすごい渋滞渋滞渋滞渋滞で、本で、本で、本で、本来来来来であればであればであればであれば交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞のののの連連連連絡絡絡絡が、が、が、が、交通交通交通交通が大が大が大が大変変変変だというだというだというだというシシシシスススステムテムテムテムがががが

あるので、それで知らせられるというあるので、それで知らせられるというあるので、それで知らせられるというあるので、それで知らせられるというシシシシスススステムテムテムテムにはなっているようなのですけれども、にはなっているようなのですけれども、にはなっているようなのですけれども、にはなっているようなのですけれども、火火火火

災災災災がががが起起起起きたきたきたきた道道道道路路路路のところにあるのところにあるのところにあるのところにあるケケケケーーーーブルブルブルブルをををを使使使使って、それが行われているので、それもって、それが行われているので、それもって、それが行われているので、それもって、それが行われているので、それも稼稼稼稼働働働働

していないと。それで結局、していないと。それで結局、していないと。それで結局、していないと。それで結局、吉吉吉吉野町の職員が広報野町の職員が広報野町の職員が広報野町の職員が広報車車車車ででででマイマイマイマイククククをををを持持持持って、今、こちらのって、今、こちらのって、今、こちらのって、今、こちらの道道道道はははは

通通通通れないという、非常にれないという、非常にれないという、非常にれないという、非常に原原原原始始始始的なことで的なことで的なことで的なことで対応対応対応対応したという話をしたという話をしたという話をしたという話を伺伺伺伺ったのがあります。ったのがあります。ったのがあります。ったのがあります。

それともう一つは、香それともう一つは、香それともう一つは、香それともう一つは、香芝芝芝芝市で市で市で市で火火火火災災災災がございまして、１がございまして、１がございまして、１がございまして、１人人人人の方がの方がの方がの方が亡亡亡亡くなったのですけれどくなったのですけれどくなったのですけれどくなったのですけれど

も、そのことで香も、そのことで香も、そのことで香も、そのことで香芝芝芝芝市議会に消防の組合長と次長に、組合の広域化の問題がありましたの市議会に消防の組合長と次長に、組合の広域化の問題がありましたの市議会に消防の組合長と次長に、組合の広域化の問題がありましたの市議会に消防の組合長と次長に、組合の広域化の問題がありましたの

で、で、で、で、来来来来ていただいてお話を聞いたそうなのですけれども、そこでは本当に消防の現場の大ていただいてお話を聞いたそうなのですけれども、そこでは本当に消防の現場の大ていただいてお話を聞いたそうなのですけれども、そこでは本当に消防の現場の大ていただいてお話を聞いたそうなのですけれども、そこでは本当に消防の現場の大

変変変変さ、消防というのはさ、消防というのはさ、消防というのはさ、消防というのは財財財財産と産と産と産と命命命命をををを守守守守るるるる目目目目的という組的という組的という組的という組織織織織ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、火火火火の中にの中にの中にの中に飛飛飛飛び込もうび込もうび込もうび込もう

とする消防とする消防とする消防とする消防士士士士に、に、に、に、無無無無理理理理するなよとするなよとするなよとするなよと声声声声をかけて消をかけて消をかけて消をかけて消火火火火に当たったことや、に当たったことや、に当たったことや、に当たったことや、火火火火のののの勢勢勢勢いがいがいがいが弱弱弱弱まったまったまったまった

ころにころにころにころに住民住民住民住民がががが変変変変わり果てたわり果てたわり果てたわり果てた姿姿姿姿を発見して、だれだれさんのを発見して、だれだれさんのを発見して、だれだれさんのを発見して、だれだれさんの命命命命をををを助助助助けることができけることができけることができけることができずずずずにまこにまこにまこにまこ
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とにとにとにとに申申申申しわけないと何しわけないと何しわけないと何しわけないと何度度度度も言も言も言も言葉葉葉葉にににに詰詰詰詰まらせながら、お話をされたという報告があったと聞まらせながら、お話をされたという報告があったと聞まらせながら、お話をされたという報告があったと聞まらせながら、お話をされたという報告があったと聞

きました。きました。きました。きました。

消防というのは、やはり消防というのは、やはり消防というのは、やはり消防というのは、やはり気気気気力力力力、、、、体体体体力力力力ともにともにともにともにチチチチーーーームワムワムワムワーーーーククククで行うのが大で行うのが大で行うのが大で行うのが大変変変変大事な大事な大事な大事な仕仕仕仕事だと事だと事だと事だと

思っております。いざというときには本当にこの地思っております。いざというときには本当にこの地思っております。いざというときには本当にこの地思っております。いざというときには本当にこの地元元元元をよく知っていて、どこにつなをよく知っていて、どこにつなをよく知っていて、どこにつなをよく知っていて、どこにつなげげげげたたたた

らららら水水水水が確が確が確が確保保保保できるとか、そうしたことをできるとか、そうしたことをできるとか、そうしたことをできるとか、そうしたことを判断判断判断判断するのが、大事なことだと思いますし、これするのが、大事なことだと思いますし、これするのが、大事なことだと思いますし、これするのが、大事なことだと思いますし、これ

から高から高から高から高齢齢齢齢化になっていきますと、ますます地域の化になっていきますと、ますます地域の化になっていきますと、ますます地域の化になっていきますと、ますます地域の身身身身近近近近な消防がな消防がな消防がな消防が住民住民住民住民のののの側側側側からからからから求求求求められるのめられるのめられるのめられるの

ではないかと思っております。今、いろいろ進めていっておられるわけですけれども、やではないかと思っております。今、いろいろ進めていっておられるわけですけれども、やではないかと思っております。今、いろいろ進めていっておられるわけですけれども、やではないかと思っております。今、いろいろ進めていっておられるわけですけれども、や

はり一つ一つの疑問にはり一つ一つの疑問にはり一つ一つの疑問にはり一つ一つの疑問に丁寧丁寧丁寧丁寧にににに答答答答えていただく、そして本当にこれによってよかれと、みんえていただく、そして本当にこれによってよかれと、みんえていただく、そして本当にこれによってよかれと、みんえていただく、そして本当にこれによってよかれと、みん

ながながながなが納得納得納得納得できるできるできるできる形形形形で進めていっていただかないと、で進めていっていただかないと、で進めていっていただかないと、で進めていっていただかないと、無無無無理理理理やりやりやりやりデジタルデジタルデジタルデジタル化の化の化の化の期限期限期限期限があるからがあるからがあるからがあるから

ということでまとめてしまうと、後ということでまとめてしまうと、後ということでまとめてしまうと、後ということでまとめてしまうと、後 々々々々いろいろな問題がいろいろな問題がいろいろな問題がいろいろな問題が起起起起きてくるのではないかと非常にきてくるのではないかと非常にきてくるのではないかと非常にきてくるのではないかと非常に

懸念懸念懸念懸念されますので、そのされますので、そのされますので、そのされますので、その点点点点をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきたいと思っております。ておきたいと思っております。ておきたいと思っております。ておきたいと思っております。

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

（（（（「「「「なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

なければ、これで質疑等を終わります。なければ、これで質疑等を終わります。なければ、これで質疑等を終わります。なければ、これで質疑等を終わります。

当委員会は設当委員会は設当委員会は設当委員会は設置置置置後２年間を後２年間を後２年間を後２年間を経経経経過過過過し、６月定し、６月定し、６月定し、６月定例例例例会最終日の調会最終日の調会最終日の調会最終日の調査査査査報告をもって終報告をもって終報告をもって終報告をもって終了了了了するわけするわけするわけするわけ

でございますが、最終日の調でございますが、最終日の調でございますが、最終日の調でございますが、最終日の調査査査査報告に係る調報告に係る調報告に係る調報告に係る調査査査査報告報告報告報告案案案案、委員長報告、委員長報告、委員長報告、委員長報告案案案案につきましては、７につきましては、７につきましては、７につきましては、７

月２日の月２日の月２日の月２日の火曜火曜火曜火曜日、本会議終日、本会議終日、本会議終日、本会議終了了了了後、当委員会を開き、議題として後、当委員会を開き、議題として後、当委員会を開き、議題として後、当委員会を開き、議題として上げ上げ上げ上げさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと

思います。思います。思います。思います。

それでは、これをもちまして本日の委員会は終それでは、これをもちまして本日の委員会は終それでは、これをもちまして本日の委員会は終それでは、これをもちまして本日の委員会は終了了了了いたします。いたします。いたします。いたします。


