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

＜歳入、総務部、産業・雇用振興部＞＜歳入、総務部、産業・雇用振興部＞＜歳入、総務部、産業・雇用振興部＞＜歳入、総務部、産業・雇用振興部＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２６年１０月９日（木） １０：０２～１２：３３平成２６年１０月９日（木） １０：０２～１２：３３平成２６年１０月９日（木） １０：０２～１２：３３平成２６年１０月９日（木） １０：０２～１２：３３

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 １１名１１名１１名１１名

国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長

小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長

宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員

大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員

岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事

江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

長岡 危機管理監長岡 危機管理監長岡 危機管理監長岡 危機管理監

中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事 議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について

報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。

なお、中野委員は少しおくれるとの連絡が入っておりますので、ご了解願います。なお、中野委員は少しおくれるとの連絡が入っておりますので、ご了解願います。なお、中野委員は少しおくれるとの連絡が入っておりますので、ご了解願います。なお、中野委員は少しおくれるとの連絡が入っておりますので、ご了解願います。

それでは、日程に従い、歳入、総務部、産業・雇用振興部の審査を行います。それでは、日程に従い、歳入、総務部、産業・雇用振興部の審査を行います。それでは、日程に従い、歳入、総務部、産業・雇用振興部の審査を行います。それでは、日程に従い、歳入、総務部、産業・雇用振興部の審査を行います。
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これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言お願いしたいとこれより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言お願いしたいとこれより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言お願いしたいとこれより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言お願いしたいと

思います。委員の皆さんにご協力をお願いしたいのですが、まず、一問一答ではなしに初思います。委員の皆さんにご協力をお願いしたいのですが、まず、一問一答ではなしに初思います。委員の皆さんにご協力をお願いしたいのですが、まず、一問一答ではなしに初思います。委員の皆さんにご協力をお願いしたいのですが、まず、一問一答ではなしに初

めは一括質問をしていただいて、それに応えて理事者側から一つずつ答えていただいて、めは一括質問をしていただいて、それに応えて理事者側から一つずつ答えていただいて、めは一括質問をしていただいて、それに応えて理事者側から一つずつ答えていただいて、めは一括質問をしていただいて、それに応えて理事者側から一つずつ答えていただいて、

再質問は委員の皆さんの一問一答、または、一括にしていただこうと、それはお任せいた再質問は委員の皆さんの一問一答、または、一括にしていただこうと、それはお任せいた再質問は委員の皆さんの一問一答、または、一括にしていただこうと、それはお任せいた再質問は委員の皆さんの一問一答、または、一括にしていただこうと、それはお任せいた

しますので、ご協力を願いたいと思うのですが、よろしいでしょうか。しますので、ご協力を願いたいと思うのですが、よろしいでしょうか。しますので、ご協力を願いたいと思うのですが、よろしいでしょうか。しますので、ご協力を願いたいと思うのですが、よろしいでしょうか。

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

なお、理事者の皆さんにも委員の質疑に対して明確、かつ簡潔にご答弁をお願いします。なお、理事者の皆さんにも委員の質疑に対して明確、かつ簡潔にご答弁をお願いします。なお、理事者の皆さんにも委員の質疑に対して明確、かつ簡潔にご答弁をお願いします。なお、理事者の皆さんにも委員の質疑に対して明確、かつ簡潔にご答弁をお願いします。

それでは、発言をお願いします。それでは、発言をお願いします。それでは、発言をお願いします。それでは、発言をお願いします。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 それでは、５点質問させていただきます。それでは、５点質問させていただきます。それでは、５点質問させていただきます。それでは、５点質問させていただきます。

はじめに、県債残高についてお尋ねします。県債は総額７２６億４，７５０万円、うちはじめに、県債残高についてお尋ねします。県債は総額７２６億４，７５０万円、うちはじめに、県債残高についてお尋ねします。県債は総額７２６億４，７５０万円、うちはじめに、県債残高についてお尋ねします。県債は総額７２６億４，７５０万円、うち

通常債が２９７億２，６００万円、全額交付税措置される臨時財政対策債は４２９億２，通常債が２９７億２，６００万円、全額交付税措置される臨時財政対策債は４２９億２，通常債が２９７億２，６００万円、全額交付税措置される臨時財政対策債は４２９億２，通常債が２９７億２，６００万円、全額交付税措置される臨時財政対策債は４２９億２，

２００万円ですが、２０１３年度末の県債残高が１兆６７６億円で、２０１２年度末の県２００万円ですが、２０１３年度末の県債残高が１兆６７６億円で、２０１２年度末の県２００万円ですが、２０１３年度末の県債残高が１兆６７６億円で、２０１２年度末の県２００万円ですが、２０１３年度末の県債残高が１兆６７６億円で、２０１２年度末の県

債残高が１兆５６８億円でしたので、１０８億円の増加となっております。県債残高の推債残高が１兆５６８億円でしたので、１０８億円の増加となっております。県債残高の推債残高が１兆５６８億円でしたので、１０８億円の増加となっております。県債残高の推債残高が１兆５６８億円でしたので、１０８億円の増加となっております。県債残高の推

移を見ますと、この８年間で実は９，６９６億円から１兆６７６億円と９８０億円増加を移を見ますと、この８年間で実は９，６９６億円から１兆６７６億円と９８０億円増加を移を見ますと、この８年間で実は９，６９６億円から１兆６７６億円と９８０億円増加を移を見ますと、この８年間で実は９，６９６億円から１兆６７６億円と９８０億円増加を

しており、これは年間平均をすると１２２億円ずつ増加をしているということで、県民１しており、これは年間平均をすると１２２億円ずつ増加をしているということで、県民１しており、これは年間平均をすると１２２億円ずつ増加をしているということで、県民１しており、これは年間平均をすると１２２億円ずつ増加をしているということで、県民１

人当たりが７６万１，０００円となっております。県債残高がじわじわとふえ続けている人当たりが７６万１，０００円となっております。県債残高がじわじわとふえ続けている人当たりが７６万１，０００円となっております。県債残高がじわじわとふえ続けている人当たりが７６万１，０００円となっております。県債残高がじわじわとふえ続けている

のですけれども、この県債残高についてどのようにお考えでしょうか、お尋ねいたします。のですけれども、この県債残高についてどのようにお考えでしょうか、お尋ねいたします。のですけれども、この県債残高についてどのようにお考えでしょうか、お尋ねいたします。のですけれども、この県債残高についてどのようにお考えでしょうか、お尋ねいたします。

２点目の問題ですが、黒字決算に関連してお尋ねします。２点目の問題ですが、黒字決算に関連してお尋ねします。２点目の問題ですが、黒字決算に関連してお尋ねします。２点目の問題ですが、黒字決算に関連してお尋ねします。今回今回今回今回は大は大は大は大幅幅幅幅な実質な実質な実質な実質収支収支収支収支７５億７５億７５億７５億

円の黒字となりましたが、円の黒字となりましたが、円の黒字となりましたが、円の黒字となりましたが、過去最過去最過去最過去最大ということです。その大ということです。その大ということです。その大ということです。その内訳内訳内訳内訳で見ますと、歳入も県税で見ますと、歳入も県税で見ますと、歳入も県税で見ますと、歳入も県税等等等等

が５０億円の増が５０億円の増が５０億円の増が５０億円の増収収収収がありますけれども、歳出で定員がありますけれども、歳出で定員がありますけれども、歳出で定員がありますけれども、歳出で定員削減削減削減削減によるによるによるによる退退退退職職職職手手手手当の当の当の当の減減減減と、と、と、と、給与給与給与給与のののの削削削削

減減減減措置によります。これは２０１３年７月から２０１４年３月までの措置によります。これは２０１３年７月から２０１４年３月までの措置によります。これは２０１３年７月から２０１４年３月までの措置によります。これは２０１３年７月から２０１４年３月までの給与削減給与削減給与削減給与削減措置による措置による措置による措置による

退退退退職職職職手手手手当当当当以外以外以外以外の全て人の全て人の全て人の全て人件費件費件費件費のののの減減減減ということになっております。ということになっております。ということになっております。ということになっております。今回今回今回今回の大の大の大の大幅幅幅幅な黒字決算は、な黒字決算は、な黒字決算は、な黒字決算は、

この点を考えますと人この点を考えますと人この点を考えますと人この点を考えますと人件費件費件費件費の大の大の大の大幅幅幅幅なななな減減減減少ということが大きな少ということが大きな少ということが大きな少ということが大きな要因要因要因要因になっていると思います。になっていると思います。になっていると思います。になっていると思います。

これは職員これは職員これは職員これは職員へへへへのしわのしわのしわのしわ寄寄寄寄せにあると言ってもせにあると言ってもせにあると言ってもせにあると言っても過過過過言ではないと思います。そこで、危言ではないと思います。そこで、危言ではないと思います。そこで、危言ではないと思います。そこで、危惧惧惧惧されまされまされまされま

すことが、これまでもずっとすことが、これまでもずっとすことが、これまでもずっとすことが、これまでもずっと給与給与給与給与ののののカットカットカットカットが続けられてまいりまして、が続けられてまいりまして、が続けられてまいりまして、が続けられてまいりまして、今回今回今回今回のののの給与削減給与削減給与削減給与削減措措措措

置は大置は大置は大置は大変変変変職員の職員の職員の職員のモチベーションモチベーションモチベーションモチベーションをををを下げ下げ下げ下げているというているというているというているという状況状況状況状況ではないかと思います。それに加ではないかと思います。それに加ではないかと思います。それに加ではないかと思います。それに加

えて、定員のえて、定員のえて、定員のえて、定員の削減削減削減削減です。職員もずっとです。職員もずっとです。職員もずっとです。職員もずっと減減減減らされ続けてまいりましたので、この点でもらされ続けてまいりましたので、この点でもらされ続けてまいりましたので、この点でもらされ続けてまいりましたので、この点でも過重過重過重過重

なななな労労労労務といいますか、残業もふえているのではないか、そして、健務といいますか、残業もふえているのではないか、そして、健務といいますか、残業もふえているのではないか、そして、健務といいますか、残業もふえているのではないか、そして、健康破壊康破壊康破壊康破壊にもつながってにもつながってにもつながってにもつながって

いるのではないかと思います。このような点についてどう見ておられるのか、まずお尋ねいるのではないかと思います。このような点についてどう見ておられるのか、まずお尋ねいるのではないかと思います。このような点についてどう見ておられるのか、まずお尋ねいるのではないかと思います。このような点についてどう見ておられるのか、まずお尋ね

します。します。します。します。
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そして、残業問題、時間そして、残業問題、時間そして、残業問題、時間そして、残業問題、時間外勤外勤外勤外勤務の増大に関連してお尋ねをしたいと思いますが、２０１務の増大に関連してお尋ねをしたいと思いますが、２０１務の増大に関連してお尋ねをしたいと思いますが、２０１務の増大に関連してお尋ねをしたいと思いますが、２０１

３年１２月の総務３年１２月の総務３年１２月の総務３年１２月の総務警察警察警察警察委員会で委員会で委員会で委員会で山村山村山村山村委員から、定時に委員から、定時に委員から、定時に委員から、定時に帰帰帰帰ることがほとんどなく、ることがほとんどなく、ることがほとんどなく、ることがほとんどなく、午後午後午後午後９時、９時、９時、９時、

１０時は１０時は１０時は１０時は普普普普通で、時には通で、時には通で、時には通で、時には深夜深夜深夜深夜になることもあり、このままでは健になることもあり、このままでは健になることもあり、このままでは健になることもあり、このままでは健康康康康がががが心配心配心配心配だ、残業代もだ、残業代もだ、残業代もだ、残業代も十十十十

分分分分もらっていないもらっていないもらっていないもらっていない状況状況状況状況だという職員のだという職員のだという職員のだという職員の家族家族家族家族からからからから寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた相談相談相談相談をををを受受受受けて、職員のけて、職員のけて、職員のけて、職員の勤勤勤勤務時間務時間務時間務時間

の実の実の実の実態態態態をををを調調調調査して報告をしてほしいという査して報告をしてほしいという査して報告をしてほしいという査して報告をしてほしいという求求求求めに対して、全て報告するのはかなりの業務めに対して、全て報告するのはかなりの業務めに対して、全て報告するのはかなりの業務めに対して、全て報告するのはかなりの業務

になるからどうになるからどうになるからどうになるからどう特特特特定するか人事定するか人事定するか人事定するか人事課課課課と委員と協議をしてという答弁がされておりました。こと委員と協議をしてという答弁がされておりました。こと委員と協議をしてという答弁がされておりました。こと委員と協議をしてという答弁がされておりました。こ

の協議の協議の協議の協議検討検討検討検討はどのようになったのでしょうか、お尋ねします。はどのようになったのでしょうか、お尋ねします。はどのようになったのでしょうか、お尋ねします。はどのようになったのでしょうか、お尋ねします。

３点目は、３点目は、３点目は、３点目は、緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業についてお尋ねしたいと思います。県事業と出事業についてお尋ねしたいと思います。県事業と出事業についてお尋ねしたいと思います。県事業と出事業についてお尋ねしたいと思います。県事業と市町村市町村市町村市町村事業が事業が事業が事業が

ありますけれども、２０１３年度の県ありますけれども、２０１３年度の県ありますけれども、２０１３年度の県ありますけれども、２０１３年度の県予予予予算額が３３億５，８８７万１算額が３３億５，８８７万１算額が３３億５，８８７万１算額が３３億５，８８７万１千千千千円で、円で、円で、円で、予予予予算に対す算に対す算に対す算に対す

るるるる執執執執行額を見て行額を見て行額を見て行額を見てみみみみますと６７ますと６７ますと６７ますと６７％％％％にとどまっております。その理にとどまっております。その理にとどまっております。その理にとどまっております。その理由由由由はははは何何何何でしょうか。また、でしょうか。また、でしょうか。また、でしょうか。また、

この事業で定められている雇用されるこの事業で定められている雇用されるこの事業で定められている雇用されるこの事業で定められている雇用される期期期期間はどうなっているでしょうか。また、雇用した間はどうなっているでしょうか。また、雇用した間はどうなっているでしょうか。また、雇用した間はどうなっているでしょうか。また、雇用した

労働労働労働労働者を者を者を者を正規労働正規労働正規労働正規労働者として者として者として者として継継継継続雇用した続雇用した続雇用した続雇用した場合場合場合場合に、１人当たり３０万円が事業に、１人当たり３０万円が事業に、１人当たり３０万円が事業に、１人当たり３０万円が事業主主主主にににに支給支給支給支給されされされされ

るという一時金のるという一時金のるという一時金のるという一時金の支給制支給制支給制支給制度もあるようですが、これを度もあるようですが、これを度もあるようですが、これを度もあるようですが、これを利利利利用された事業用された事業用された事業用された事業主主主主はあるのでしょうはあるのでしょうはあるのでしょうはあるのでしょう

か。お尋ねします。か。お尋ねします。か。お尋ねします。か。お尋ねします。

４点目は、４点目は、４点目は、４点目は、プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券発行についてです。発行についてです。発行についてです。発行についてです。プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券発行によります発行によります発行によります発行によります消費消費消費消費

拡拡拡拡大を大を大を大を図図図図るため、るため、るため、るため、地域版プレミアム商品券地域版プレミアム商品券地域版プレミアム商品券地域版プレミアム商品券が４が４が４が４カ所カ所カ所カ所で発行されで発行されで発行されで発行され支援支援支援支援されたということですされたということですされたということですされたということです

が、そのが、そのが、そのが、その内容内容内容内容についてお尋ねします。についてお尋ねします。についてお尋ねします。についてお尋ねします。市町村市町村市町村市町村、、、、商工商工商工商工会議会議会議会議所所所所などとなどとなどとなどと取取取取りりりり組組組組まれたまれたまれたまれたプレミアムプレミアムプレミアムプレミアム

商品券商品券商品券商品券のののの新規新規新規新規発行に対し、県として５発行に対し、県として５発行に対し、県として５発行に対し、県として５％％％％をををを上限上限上限上限でででで補助補助補助補助しておりますけれども、実しておりますけれども、実しておりますけれども、実しておりますけれども、実施施施施したしたしたした結結結結

果果果果が目が目が目が目的的的的のようにのようにのようにのように消費拡消費拡消費拡消費拡大にどのようにつながったのかお尋ねします。また、平成２５年大にどのようにつながったのかお尋ねします。また、平成２５年大にどのようにつながったのかお尋ねします。また、平成２５年大にどのようにつながったのかお尋ねします。また、平成２５年

度２月度２月度２月度２月補正補正補正補正では、県が発行したでは、県が発行したでは、県が発行したでは、県が発行したプレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券のののの状況状況状況状況とととと参参参参加加加加店舗店舗店舗店舗のののの状況状況状況状況ををををスーパースーパースーパースーパー、小、小、小、小

売店売店売店売店とととと分分分分けてお答えいただきたいと思います。けてお答えいただきたいと思います。けてお答えいただきたいと思います。けてお答えいただきたいと思います。

５点目ですが、５点目ですが、５点目ですが、５点目ですが、特別特別特別特別会計の中小会計の中小会計の中小会計の中小企企企企業振興資金業振興資金業振興資金業振興資金貸貸貸貸付金についてお尋ねします。付金についてお尋ねします。付金についてお尋ねします。付金についてお尋ねします。収収収収入入入入未済未済未済未済額額額額

が２０１２年度３６億４，６５５万円に対して、２０１３年度は１５億４，２４１万円とが２０１２年度３６億４，６５５万円に対して、２０１３年度は１５億４，２４１万円とが２０１２年度３６億４，６５５万円に対して、２０１３年度は１５億４，２４１万円とが２０１２年度３６億４，６５５万円に対して、２０１３年度は１５億４，２４１万円と

２１億４１５万円２１億４１５万円２１億４１５万円２１億４１５万円減減減減少しておりますが、少しておりますが、少しておりますが、少しておりますが、ヤマトハイミール食品ヤマトハイミール食品ヤマトハイミール食品ヤマトハイミール食品協業協業協業協業組合へ組合へ組合へ組合への２０億円の中の２０億円の中の２０億円の中の２０億円の中

小小小小企企企企業高度化資金業高度化資金業高度化資金業高度化資金貸貸貸貸付金がほとんど付金がほとんど付金がほとんど付金がほとんど償還償還償還償還されず２０億１，４１７万円の債されず２０億１，４１７万円の債されず２０億１，４１７万円の債されず２０億１，４１７万円の債権放棄権放棄権放棄権放棄がされたがされたがされたがされた

ものだと理解しておりますけれども、この中小ものだと理解しておりますけれども、この中小ものだと理解しておりますけれども、この中小ものだと理解しておりますけれども、この中小企企企企業振興資金業振興資金業振興資金業振興資金貸貸貸貸付金について、付金について、付金について、付金について、ヤマトハイヤマトハイヤマトハイヤマトハイ

ミール食品ミール食品ミール食品ミール食品協業協業協業協業組合以外組合以外組合以外組合以外のののの貸貸貸貸し付けでし付けでし付けでし付けで現在償還現在償還現在償還現在償還がががが滞滞滞滞っているということはありませんか。っているということはありませんか。っているということはありませんか。っているということはありませんか。

現在現在現在現在どのようなどのようなどのようなどのような状況状況状況状況になっているのか、その対応についてお尋ねします。になっているのか、その対応についてお尋ねします。になっているのか、その対応についてお尋ねします。になっているのか、その対応についてお尋ねします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中井財政課長○中井財政課長○中井財政課長○中井財政課長 まず、県債残高のまず、県債残高のまず、県債残高のまず、県債残高の状況状況状況状況についてお答えさせていただきます。についてお答えさせていただきます。についてお答えさせていただきます。についてお答えさせていただきます。

県債残高がふえているとのご県債残高がふえているとのご県債残高がふえているとのご県債残高がふえているとのご指摘指摘指摘指摘ですが、これはですが、これはですが、これはですが、これは特例的特例的特例的特例的な県債です。臨時財政対策債のな県債です。臨時財政対策債のな県債です。臨時財政対策債のな県債です。臨時財政対策債の
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残高の増加により県債残高の総額が増加しているものです。この臨時財政対策債は、国に残高の増加により県債残高の総額が増加しているものです。この臨時財政対策債は、国に残高の増加により県債残高の総額が増加しているものです。この臨時財政対策債は、国に残高の増加により県債残高の総額が増加しているものです。この臨時財政対策債は、国に

おいておいておいておいて地方地方地方地方交付税交付税交付税交付税原原原原資が不足することから、その不足資が不足することから、その不足資が不足することから、その不足資が不足することから、その不足分分分分の一部について県がの一部について県がの一部について県がの一部について県が地方地方地方地方債を発行債を発行債を発行債を発行

し、し、し、し、今今今今年度に全額交付税措置がなされるものです。県としては、国において年度に全額交付税措置がなされるものです。県としては、国において年度に全額交付税措置がなされるものです。県としては、国において年度に全額交付税措置がなされるものです。県としては、国において償還償還償還償還財財財財源源源源が措が措が措が措

置されず、置されず、置されず、置されず、自前自前自前自前でででで返返返返さなければならない県債の残高をさなければならない県債の残高をさなければならない県債の残高をさなければならない県債の残高を注視注視注視注視していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があると考えておがあると考えておがあると考えておがあると考えてお

ります。県のります。県のります。県のります。県の自主自主自主自主財財財財源源源源でででで返済返済返済返済しなければならない県債残高は、平成２５年度末において４，しなければならない県債残高は、平成２５年度末において４，しなければならない県債残高は、平成２５年度末において４，しなければならない県債残高は、平成２５年度末において４，

１６３億円で、１６３億円で、１６３億円で、１６３億円で、昨昨昨昨年度末と比年度末と比年度末と比年度末と比較較較較すると、１８３億円すると、１８３億円すると、１８３億円すると、１８３億円減減減減少しております。これは５年続けて少しております。これは５年続けて少しております。これは５年続けて少しております。これは５年続けて

減減減減少している少している少している少している状況状況状況状況で、平成２０年度から比で、平成２０年度から比で、平成２０年度から比で、平成２０年度から比べべべべると４３０億円のると４３０億円のると４３０億円のると４３０億円の減減減減少です。少です。少です。少です。

また、県では交付税措置がない県債残高のまた、県では交付税措置がない県債残高のまた、県では交付税措置がない県債残高のまた、県では交付税措置がない県債残高の状況状況状況状況を判断するを判断するを判断するを判断する指標指標指標指標として、県税として、県税として、県税として、県税収収収収入に対す入に対す入に対す入に対す

る県のる県のる県のる県の自主自主自主自主財財財財源源源源でででで返済返済返済返済しなければならない県債残高の比率をしなければならない県債残高の比率をしなければならない県債残高の比率をしなければならない県債残高の比率を注視注視注視注視しており、これがしており、これがしており、これがしており、これが継継継継続続続続的的的的

にににに上昇上昇上昇上昇することのないようにすることのないようにすることのないようにすることのないように努努努努めているところです。この比率は、めているところです。この比率は、めているところです。この比率は、めているところです。この比率は、過去過去過去過去１０年間はおお１０年間はおお１０年間はおお１０年間はおおむむむむ

ね４ね４ね４ね４倍台前半倍台前半倍台前半倍台前半で推移をしておりますが、平成２５年度末においては３で推移をしておりますが、平成２５年度末においては３で推移をしておりますが、平成２５年度末においては３で推移をしておりますが、平成２５年度末においては３．．．．９９９９倍倍倍倍となっておりとなっておりとなっておりとなっており

ます。これはます。これはます。これはます。これは社社社社会資本会資本会資本会資本整備整備整備整備などになどになどになどに必要必要必要必要となるとなるとなるとなる投投投投資資資資的経費的経費的経費的経費について、について、について、について、選択選択選択選択とととと集集集集中を中を中を中を基基基基本とし、本とし、本とし、本とし、

その財その財その財その財源源源源となる県債の発行についてもできるとなる県債の発行についてもできるとなる県債の発行についてもできるとなる県債の発行についてもできる限限限限りりりり抑制抑制抑制抑制するとともに、県債の発行に当たっするとともに、県債の発行に当たっするとともに、県債の発行に当たっするとともに、県債の発行に当たっ

てはてはてはては返済返済返済返済時に時に時に時に地方地方地方地方交付税により国の財交付税により国の財交付税により国の財交付税により国の財源手源手源手源手当がある当がある当がある当がある有利有利有利有利なななな地方地方地方地方債の債の債の債の活活活活用に用に用に用に努努努努めてきたものめてきたものめてきたものめてきたもの

によるものです。県債はによるものです。県債はによるものです。県債はによるものです。県債は道路道路道路道路などなどなどなど投投投投資資資資的経費的経費的経費的経費について、について、について、について、現役世現役世現役世現役世代だけではなく、代だけではなく、代だけではなく、代だけではなく、将来世将来世将来世将来世代代代代

もももも費費費費用用用用負担負担負担負担し、し、し、し、世世世世代間の代間の代間の代間の公公公公平を平を平を平を図図図図るためのるためのるためのるための制制制制度です。度です。度です。度です。今後今後今後今後も交付税措置のない県債残高及も交付税措置のない県債残高及も交付税措置のない県債残高及も交付税措置のない県債残高及

びその県税びその県税びその県税びその県税収収収収入に対する比率が入に対する比率が入に対する比率が入に対する比率が継継継継続続続続的的的的にににに上昇上昇上昇上昇しないことにしないことにしないことにしないことに注意注意注意注意しつつ、しつつ、しつつ、しつつ、償還償還償還償還時の財時の財時の財時の財源源源源措置措置措置措置

がががが有利有利有利有利な県債をな県債をな県債をな県債を活活活活用してまいりたいと考えております。用してまいりたいと考えております。用してまいりたいと考えております。用してまいりたいと考えております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長 ３点の質問をいただきました。３点の質問をいただきました。３点の質問をいただきました。３点の質問をいただきました。

１点目は、黒字決算が１点目は、黒字決算が１点目は、黒字決算が１点目は、黒字決算が過去最過去最過去最過去最大であるということで、人大であるということで、人大であるということで、人大であるということで、人件費件費件費件費のののの減減減減少の中でも少の中でも少の中でも少の中でも特特特特にににに昨昨昨昨年実年実年実年実

施施施施したしたしたした給与減給与減給与減給与減額が大きく額が大きく額が大きく額が大きく影響影響影響影響を及を及を及を及ぼぼぼぼしているのではないかということ、２点目は、定員のしているのではないかということ、２点目は、定員のしているのではないかということ、２点目は、定員のしているのではないかということ、２点目は、定員の

削減削減削減削減により職員に対してにより職員に対してにより職員に対してにより職員に対して過重過重過重過重なななな負担負担負担負担といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、労労労労務を務を務を務を強強強強いているのではないかといういているのではないかといういているのではないかといういているのではないかという

こと、３点目は、時間こと、３点目は、時間こと、３点目は、時間こと、３点目は、時間外勤外勤外勤外勤務務務務手手手手当について、平成２５年１２月の総務当について、平成２５年１２月の総務当について、平成２５年１２月の総務当について、平成２５年１２月の総務警察警察警察警察委員会で日本委員会で日本委員会で日本委員会で日本共共共共

産産産産党党党党の委員から職員のの委員から職員のの委員から職員のの委員から職員の超過勤超過勤超過勤超過勤務に関しての実務に関しての実務に関しての実務に関しての実態把握態把握態把握態把握の協議をの協議をの協議をの協議を提案提案提案提案されたが、その対応はどされたが、その対応はどされたが、その対応はどされたが、その対応はど

うかという３点でした。うかという３点でした。うかという３点でした。うかという３点でした。

平成２４年４月から２年間にわたり平成２４年４月から２年間にわたり平成２４年４月から２年間にわたり平成２４年４月から２年間にわたり厳厳厳厳しい財政しい財政しい財政しい財政状況状況状況状況、また、、また、、また、、また、東東東東日本大日本大日本大日本大震災震災震災震災に対に対に対に対処処処処するするするする必必必必

要性要性要性要性から、から、から、から、特例特例特例特例措置として国措置として国措置として国措置として国家公家公家公家公務員の務員の務員の務員の給与減給与減給与減給与減額額額額支給支給支給支給措置が実措置が実措置が実措置が実施施施施されました。こういったされました。こういったされました。こういったされました。こういった

状況状況状況状況にににに鑑み鑑み鑑み鑑み、本県においても国の、本県においても国の、本県においても国の、本県においても国の要請要請要請要請にににに基づ基づ基づ基づき、平成２５年７月から平成２６年３月末にき、平成２５年７月から平成２６年３月末にき、平成２５年７月から平成２６年３月末にき、平成２５年７月から平成２６年３月末に

かけて国にかけて国にかけて国にかけて国に準準準準じたじたじたじた給与減給与減給与減給与減額を実額を実額を実額を実施施施施したことにより、少なからず平成２５年度決算にしたことにより、少なからず平成２５年度決算にしたことにより、少なからず平成２５年度決算にしたことにより、少なからず平成２５年度決算に影響影響影響影響をををを

及及及及ぼぼぼぼしております。しております。しております。しております。
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また、本県では、また、本県では、また、本県では、また、本県では、厳厳厳厳しい行財政しい行財政しい行財政しい行財政環境環境環境環境のもと、平成１１年度から定員ののもと、平成１１年度から定員ののもと、平成１１年度から定員ののもと、平成１１年度から定員の適正適正適正適正化に化に化に化に取取取取りりりり組み組み組み組み、、、、

全全全全庁庁庁庁をををを挙げ挙げ挙げ挙げて事務事業て事務事業て事務事業て事務事業や執や執や執や執行行行行体制体制体制体制を見を見を見を見直直直直し、事務し、事務し、事務し、事務処処処処理の理の理の理の効効効効率化を通じた定員管理に率化を通じた定員管理に率化を通じた定員管理に率化を通じた定員管理に努努努努めてめてめてめて

まいりました。まいりました。まいりました。まいりました。直近直近直近直近の定員の定員の定員の定員適正適正適正適正化計化計化計化計画画画画においては、平成２３年４月から平成２６年４月まにおいては、平成２３年４月から平成２６年４月まにおいては、平成２３年４月から平成２６年４月まにおいては、平成２３年４月から平成２６年４月ま

での３での３での３での３カカカカ年ですが、５０人の定員年ですが、５０人の定員年ですが、５０人の定員年ですが、５０人の定員削減削減削減削減を行いましたが、を行いましたが、を行いましたが、を行いましたが、今後今後今後今後もももも効効効効率率率率的的的的な事務な事務な事務な事務処処処処理理理理やアウトやアウトやアウトやアウト

ソーシングソーシングソーシングソーシングをををを活活活活用することなどにより、職員の用することなどにより、職員の用することなどにより、職員の用することなどにより、職員の超過勤超過勤超過勤超過勤務の務の務の務の縮減縮減縮減縮減はもとより、健はもとより、健はもとより、健はもとより、健康康康康管理に管理に管理に管理に十十十十

分配慮分配慮分配慮分配慮しつつ、しつつ、しつつ、しつつ、限限限限られた人員でられた人員でられた人員でられた人員で多岐多岐多岐多岐にわたる県民にわたる県民にわたる県民にわたる県民ニーズニーズニーズニーズに応えられるように、さらなる行に応えられるように、さらなる行に応えられるように、さらなる行に応えられるように、さらなる行

政政政政サービスサービスサービスサービスのののの向上向上向上向上にににに尽尽尽尽力してまいりたいと考えております。力してまいりたいと考えております。力してまいりたいと考えております。力してまいりたいと考えております。

しかしながら、しかしながら、しかしながら、しかしながら、各所属各所属各所属各所属ごとに見ますと、ごとに見ますと、ごとに見ますと、ごとに見ますと、繁閑繁閑繁閑繁閑のののの波波波波があり、があり、があり、があり、繁忙期繁忙期繁忙期繁忙期には業務がには業務がには業務がには業務が集集集集中するこ中するこ中するこ中するこ

とから、とから、とから、とから、超過勤超過勤超過勤超過勤務により対応せ務により対応せ務により対応せ務により対応せざざざざるをるをるをるを得得得得ないといったないといったないといったないといった状況状況状況状況があることもがあることもがあることもがあることも十分十分十分十分認認認認識識識識しているしているしているしている

ところです。ところです。ところです。ところです。

また、職員のまた、職員のまた、職員のまた、職員の超過勤超過勤超過勤超過勤務の務の務の務の縮減縮減縮減縮減については、行政については、行政については、行政については、行政運運運運用用用用上上上上、、、、重要重要重要重要なななな課課課課題として題として題として題として捉捉捉捉えており、えており、えており、えており、

ワーワーワーワークククク・・・・ラララライイイイフフフフ・・・・バラバラバラバランスンスンスンスの実の実の実の実現現現現、職員の健、職員の健、職員の健、職員の健康康康康管理、事務管理、事務管理、事務管理、事務効効効効率の率の率の率の観観観観点からも点からも点からも点からも積極積極積極積極的的的的に推に推に推に推進進進進

することがすることがすることがすることが必要必要必要必要であると考えております。であると考えております。であると考えております。であると考えております。

こうしたことで、こうしたことで、こうしたことで、こうしたことで、労労労労使使使使間においても間においても間においても間においても超過勤超過勤超過勤超過勤務の務の務の務の縮減縮減縮減縮減をををを共共共共通の通の通の通の課課課課題として、職員題として、職員題として、職員題として、職員労働組合労働組合労働組合労働組合

と人事と人事と人事と人事課課課課で時で時で時で時短短短短推推推推進進進進委員会を開委員会を開委員会を開委員会を開催催催催しながら、これまでからしながら、これまでからしながら、これまでからしながら、これまでから有効有効有効有効な対応策について協議をな対応策について協議をな対応策について協議をな対応策について協議を重重重重

ね、平成２４年６月に知事と職員ね、平成２４年６月に知事と職員ね、平成２４年６月に知事と職員ね、平成２４年６月に知事と職員労働組合労働組合労働組合労働組合委員長の間で「奈良県委員長の間で「奈良県委員長の間で「奈良県委員長の間で「奈良県ワーワーワーワークククク・・・・ラララライイイイフフフフ・・・・バラバラバラバランンンン

ススススの推の推の推の推進進進進労労労労使宣使宣使宣使宣言」を言」を言」を言」を締締締締結結結結してまいりました。してまいりました。してまいりました。してまいりました。今後今後今後今後もももも労労労労使使使使が力をが力をが力をが力を合合合合わせて明るくわせて明るくわせて明るくわせて明るく元気元気元気元気な職な職な職な職

場場場場を実を実を実を実現現現現してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。

最後最後最後最後ですが、平成２５年１２月、ですが、平成２５年１２月、ですが、平成２５年１２月、ですが、平成２５年１２月、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上げ上げ上げ上げた総務た総務た総務た総務警察警察警察警察委員会において、委員会において、委員会において、委員会において、山村山村山村山村委員委員委員委員

からの質問にありました職員のからの質問にありました職員のからの質問にありました職員のからの質問にありました職員の超過勤超過勤超過勤超過勤務の実務の実務の実務の実態態態態についてのについてのについてのについての現状現状現状現状を報告します。出を報告します。出を報告します。出を報告します。出退勤シス退勤シス退勤シス退勤シス

テテテテムムムムにおける職員の出における職員の出における職員の出における職員の出退勤退勤退勤退勤時間の時間の時間の時間のデデデデーーーータタタタは、は、は、は、非非非非常に常に常に常に膨膨膨膨大な大な大な大なデデデデーーーータタタタで、で、で、で、サーサーサーサーババババーーーーにににに保存保存保存保存されされされされ

ているものですので、これだけのているものですので、これだけのているものですので、これだけのているものですので、これだけのデデデデーーーータ量タ量タ量タ量になりますとになりますとになりますとになりますとデデデデーーーータタタタをををを抜抜抜抜き出すということは不き出すということは不き出すということは不き出すということは不

可能可能可能可能で、また、で、また、で、また、で、また、抜抜抜抜き出したき出したき出したき出した膨膨膨膨大な大な大な大なデデデデーーーータタタタをををを分分分分析析析析することはすることはすることはすることは非非非非常に常に常に常に困難困難困難困難なななな作作作作業となります。業となります。業となります。業となります。

こうしたこうしたこうしたこうした状況状況状況状況であるため、平成２５年１２月の総務であるため、平成２５年１２月の総務であるため、平成２５年１２月の総務であるため、平成２５年１２月の総務警察警察警察警察委員会で答弁したとおり全ての委員会で答弁したとおり全ての委員会で答弁したとおり全ての委員会で答弁したとおり全てのデデデデ

ーーーータタタタをををを分分分分析析析析することはすることはすることはすることは難難難難しいということで、しいということで、しいということで、しいということで、個個個個別別別別に対応していくと総務部長から答弁があに対応していくと総務部長から答弁があに対応していくと総務部長から答弁があに対応していくと総務部長から答弁があ

りました。これをりました。これをりました。これをりました。これを踏踏踏踏まえて、さきの総務まえて、さきの総務まえて、さきの総務まえて、さきの総務警察警察警察警察委員会委員会委員会委員会終終終終了了了了後後後後のののの山村山村山村山村委員との委員との委員との委員とのややややりとりの中で、りとりの中で、りとりの中で、りとりの中で、

デデデデーーーータタタタをををを分分分分析析析析するするするする必要必要必要必要のあるのあるのあるのある所属や所属や所属や所属や職員、あるいは日付を職員、あるいは日付を職員、あるいは日付を職員、あるいは日付を具具具具体的体的体的体的にににに特特特特定していただければ、定していただければ、定していただければ、定していただければ、

デデデデーーーータタタタをををを提提提提供供供供できるということもおできるということもおできるということもおできるということもお伝伝伝伝えしたのですけれども、協議、えしたのですけれども、協議、えしたのですけれども、協議、えしたのですけれども、協議、検討検討検討検討がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか合意合意合意合意

がががが得得得得られないということでられないということでられないということでられないということで今今今今日に日に日に日に至至至至っております。っております。っております。っております。

また、また、また、また、デデデデーーーータタタタををををサンプサンプサンプサンプリリリリングングングング抽抽抽抽出して出して出して出して提提提提供供供供することもすることもすることもすることも我々我々我々我々のののの方方方方で考えましたけれども、で考えましたけれども、で考えましたけれども、で考えましたけれども、
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従従従従来来来来からからからから申申申申しししし上げ上げ上げ上げているとおり、ているとおり、ているとおり、ているとおり、庁庁庁庁舎舎舎舎を出た時間、いわを出た時間、いわを出た時間、いわを出た時間、いわゆゆゆゆるるるる退庁退庁退庁退庁時間が時間が時間が時間が超過勤超過勤超過勤超過勤務時間とは務時間とは務時間とは務時間とは

言えないといった言えないといった言えないといった言えないといったケケケケースースースースもももも散散散散見されますので、見されますので、見されますので、見されますので、デデデデーーーータタタタとしては実としては実としては実としては実態態態態にそにそにそにそぐぐぐぐわないものとなわないものとなわないものとなわないものとな

っております。県としてはこうした実っております。県としてはこうした実っております。県としてはこうした実っております。県としてはこうした実態態態態にそにそにそにそぐぐぐぐわないわないわないわないデデデデーーーータタタタをををを整整整整理するよりも実質理するよりも実質理するよりも実質理するよりも実質的的的的なななな超超超超

過勤過勤過勤過勤務の務の務の務の縮減縮減縮減縮減をををを図図図図ることがることがることがることが重要重要重要重要と考えており、と考えており、と考えており、と考えており、労労労労使使使使間でさま間でさま間でさま間でさまざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進める中で、める中で、める中で、める中で、

例例例例えばことしえばことしえばことしえばことし夏夏夏夏からのからのからのからの新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組み組み組み組みとして、として、として、として、サマーサマーサマーサマータタタタイムイムイムイムを開を開を開を開始始始始した７月から、した７月から、した７月から、した７月から、毎週水毎週水毎週水毎週水

曜曜曜曜日の定時日の定時日の定時日の定時退庁退庁退庁退庁日の日の日の日の勤勤勤勤務時間務時間務時間務時間終終終終了了了了後後後後に、職員に、職員に、職員に、職員労働組合労働組合労働組合労働組合と人事と人事と人事と人事課課課課がががが合合合合同同同同で本で本で本で本庁庁庁庁舎舎舎舎内内内内をををを巡巡巡巡回回回回しししし

て、て、て、て、超過勤超過勤超過勤超過勤務務務務命令命令命令命令のない職員がのない職員がのない職員がのない職員が在庁在庁在庁在庁しているしているしているしている所属所属所属所属長に対して、人事長に対して、人事長に対して、人事長に対して、人事課課課課長名の長名の長名の長名の注意注意注意注意書書書書を発行を発行を発行を発行

し、管理職をはじめとする職員のし、管理職をはじめとする職員のし、管理職をはじめとする職員のし、管理職をはじめとする職員の意識意識意識意識改革改革改革改革と機と機と機と機運運運運のののの醸醸醸醸成を成を成を成を図図図図ってまいったところです。ってまいったところです。ってまいったところです。ってまいったところです。現現現現

在在在在も続けております。も続けております。も続けております。も続けております。今後今後今後今後もごもごもごもご指摘指摘指摘指摘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内容内容内容内容については、については、については、については、労労労労使使使使交交交交渉渉渉渉の中で職員の中で職員の中で職員の中で職員

労働組合労働組合労働組合労働組合とも協議をとも協議をとも協議をとも協議を重重重重ねるとともにねるとともにねるとともにねるとともに必要必要必要必要に応じてに応じてに応じてに応じて超過勤超過勤超過勤超過勤務の実務の実務の実務の実態態態態も報告してまいりたいとも報告してまいりたいとも報告してまいりたいとも報告してまいりたいと

考えております。考えております。考えております。考えております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長 緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業についてのご質問です。出事業についてのご質問です。出事業についてのご質問です。出事業についてのご質問です。

平成２５年度においては、３３億５，９５４万円の平成２５年度においては、３３億５，９５４万円の平成２５年度においては、３３億５，９５４万円の平成２５年度においては、３３億５，９５４万円の予予予予算を算を算を算を承承承承認いただき、２８５事業、認いただき、２８５事業、認いただき、２８５事業、認いただき、２８５事業、

２２億５，９９８万円を２２億５，９９８万円を２２億５，９９８万円を２２億５，９９８万円を執執執執行しております。雇用行しております。雇用行しております。雇用行しております。雇用創創創創出は１，３６８名です。平成２５年度出は１，３６８名です。平成２５年度出は１，３６８名です。平成２５年度出は１，３６８名です。平成２５年度

において実において実において実において実施施施施した事業とした事業とした事業とした事業と執執執執行率は、行率は、行率は、行率は、介護介護介護介護、、、、医療医療医療医療など成長がなど成長がなど成長がなど成長が期期期期待待待待されるされるされるされる分分分分野での野での野での野での新新新新たな雇用たな雇用たな雇用たな雇用

機会を機会を機会を機会を創創創創出するものが８２出するものが８２出するものが８２出するものが８２．．．．４４４４％％％％、、、、東東東東日本大日本大日本大日本大震災震災震災震災のののの影響等影響等影響等影響等によるによるによるによる失失失失業者業者業者業者等等等等の雇用機会をの雇用機会をの雇用機会をの雇用機会を創創創創

出するものが７７出するものが７７出するものが７７出するものが７７．．．．４４４４％％％％、、、、地域地域地域地域にににに根差根差根差根差したしたしたした起起起起業者業者業者業者等等等等をををを支援支援支援支援することで、雇用のすることで、雇用のすることで、雇用のすることで、雇用の場場場場を確を確を確を確保保保保すすすす

るものが１７るものが１７るものが１７るものが１７．．．．１１１１％％％％となっております。となっております。となっております。となっております。起起起起業者業者業者業者等等等等のののの支援支援支援支援に係る事業のに係る事業のに係る事業のに係る事業の執執執執行率が行率が行率が行率が低低低低いことがいことがいことがいことが

緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業の出事業の出事業の出事業の執執執執行率に大きな行率に大きな行率に大きな行率に大きな影響影響影響影響を及を及を及を及ぼぼぼぼしているものと考えております。しているものと考えております。しているものと考えております。しているものと考えております。起起起起業者業者業者業者等等等等

をををを支援支援支援支援する事業は、国のする事業は、国のする事業は、国のする事業は、国の好循好循好循好循環環環環実実実実現現現現のためののためののためののための経済経済経済経済対策として、平成２４年度対策として、平成２４年度対策として、平成２４年度対策として、平成２４年度補正予補正予補正予補正予算で措算で措算で措算で措

置された事業です。置された事業です。置された事業です。置された事業です。創創創創業当初から奈良県に本業当初から奈良県に本業当初から奈良県に本業当初から奈良県に本店店店店機機機機能能能能をををを有有有有するするするする起起起起業業業業後後後後１０年１０年１０年１０年以内以内以内以内のののの起起起起業者業者業者業者等等等等

に対する委に対する委に対する委に対する委託託託託事業を対事業を対事業を対事業を対象象象象としたものです。この事業は、としたものです。この事業は、としたものです。この事業は、としたものです。この事業は、経経経経営営営営がががが苦苦苦苦しい時しい時しい時しい時期期期期にあるにあるにあるにある起起起起業者業者業者業者等等等等

に対するに対するに対するに対する支援支援支援支援であるとともに、事業であるとともに、事業であるとともに、事業であるとともに、事業趣旨趣旨趣旨趣旨として委として委として委として委託託託託事業事業事業事業終終終終了了了了後後後後のののの継継継継続雇用が続雇用が続雇用が続雇用が望望望望まれておりまれておりまれておりまれており

ますが、そのようなますが、そのようなますが、そのようなますが、そのような起起起起業者業者業者業者等等等等が見当たらないが見当たらないが見当たらないが見当たらない状況状況状況状況もあり、もあり、もあり、もあり、十分十分十分十分にににに活活活活用できなかった用できなかった用できなかった用できなかった面面面面もあもあもあもあ

ると考えております。ると考えております。ると考えております。ると考えております。

次次次次に、雇用に、雇用に、雇用に、雇用期期期期間の質問ですが、事業委間の質問ですが、事業委間の質問ですが、事業委間の質問ですが、事業委託託託託期期期期間がある間がある間がある間がある原原原原則則則則１年１年１年１年以内以内以内以内ということです。それということです。それということです。それということです。それ

と、２２億５，９９８万円のと、２２億５，９９８万円のと、２２億５，９９８万円のと、２２億５，９９８万円の内訳内訳内訳内訳ですが、１０万円ですが、１０万円ですが、１０万円ですが、１０万円単位単位単位単位でででで申申申申しししし上げ上げ上げ上げますが、県事業の実ますが、県事業の実ますが、県事業の実ますが、県事業の実績績績績

が６億７，８８０万円、が６億７，８８０万円、が６億７，８８０万円、が６億７，８８０万円、市町村市町村市町村市町村事業の実事業の実事業の実事業の実績績績績が１５億８，１１０万円です。が１５億８，１１０万円です。が１５億８，１１０万円です。が１５億８，１１０万円です。

最後最後最後最後に、一時金のに、一時金のに、一時金のに、一時金の支給状況支給状況支給状況支給状況についてです。事業をについてです。事業をについてです。事業をについてです。事業を完完完完了了了了後後後後、、、、継継継継続して雇用する続して雇用する続して雇用する続して雇用する場合場合場合場合についについについについ

ては、一時金として３０万円ては、一時金として３０万円ては、一時金として３０万円ては、一時金として３０万円支給支給支給支給されるわけですが、これについての平成２５年度の実されるわけですが、これについての平成２５年度の実されるわけですが、これについての平成２５年度の実されるわけですが、これについての平成２５年度の実績績績績
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はありませんでした。７事業者に事業を委はありませんでした。７事業者に事業を委はありませんでした。７事業者に事業を委はありませんでした。７事業者に事業を委託託託託しておりましたが、しておりましたが、しておりましたが、しておりましたが、申申申申請請請請はありませんでした。はありませんでした。はありませんでした。はありませんでした。

なお、平成２６年度については、委なお、平成２６年度については、委なお、平成２６年度については、委なお、平成２６年度については、委託託託託している１６事業のうち１０業者については、している１６事業のうち１０業者については、している１６事業のうち１０業者については、している１６事業のうち１０業者については、申申申申請請請請

見見見見込込込込みみみみはあります。残りの６事業者については、はあります。残りの６事業者については、はあります。残りの６事業者については、はあります。残りの６事業者については、申申申申請請請請をしないとのことです。をしないとのことです。をしないとのことです。をしないとのことです。以上以上以上以上です。です。です。です。

○前阪産業政策課長○前阪産業政策課長○前阪産業政策課長○前阪産業政策課長 プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券の発行の発行の発行の発行状況状況状況状況について、まず、について、まず、について、まず、について、まず、市町村市町村市町村市町村における実における実における実における実施施施施

状況状況状況状況とととと効果効果効果効果ということです。ということです。ということです。ということです。市町村市町村市町村市町村におかれては、におかれては、におかれては、におかれては、天天天天理理理理市商工市商工市商工市商工会、会、会、会、香芝香芝香芝香芝市商工市商工市商工市商工会、会、会、会、斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町

商工商工商工商工会、会、会、会、十十十十津津津津川川川川村商工村商工村商工村商工会の４会の４会の４会の４団団団団体体体体が、発行総額にして１億１，０５０万円にのが、発行総額にして１億１，０５０万円にのが、発行総額にして１億１，０５０万円にのが、発行総額にして１億１，０５０万円にのぼぼぼぼるるるる商品券商品券商品券商品券

を発行されました。そのうちを発行されました。そのうちを発行されました。そのうちを発行されました。そのうちプレミアム相プレミアム相プレミアム相プレミアム相当額は１，０５０万円、このうち県が当額は１，０５０万円、このうち県が当額は１，０５０万円、このうち県が当額は１，０５０万円、このうち県が負担負担負担負担したしたしたした

プレミアム相プレミアム相プレミアム相プレミアム相当額は４９９万２，２２６円となっております。当額は４９９万２，２２６円となっております。当額は４９９万２，２２６円となっております。当額は４９９万２，２２６円となっております。十十十十津津津津川川川川村商工村商工村商工村商工会においては、会においては、会においては、会においては、

県からの県からの県からの県からの補助補助補助補助金のほか、金のほか、金のほか、金のほか、村村村村からのからのからのからの補助補助補助補助金金金金や自や自や自や自己己己己資金を加え、資金を加え、資金を加え、資金を加え、プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム率が２０率が２０率が２０率が２０％％％％というというというという

非非非非常にお常にお常にお常にお得得得得なななな商品券商品券商品券商品券を発行されるなど、を発行されるなど、を発行されるなど、を発行されるなど、地域地域地域地域独独独独自自自自のののの特特特特色色色色あるあるあるある取取取取りりりり組み組み組み組みが見られたところでが見られたところでが見られたところでが見られたところで

す。実す。実す。実す。実施施施施されたされたされたされた市町村市町村市町村市町村におかれては、におかれては、におかれては、におかれては、消費拡消費拡消費拡消費拡大大大大等活性等活性等活性等活性化に化に化に化に貢献貢献貢献貢献したしたしたした効果効果効果効果があったものと考があったものと考があったものと考があったものと考

えております。えております。えております。えております。

次次次次に、県が１０月１日から発行している「に、県が１０月１日から発行している「に、県が１０月１日から発行している「に、県が１０月１日から発行している「生生生生活活活活応応応応援援援援せんとくんせんとくんせんとくんせんとくんプレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券」です」です」です」です

が、そのが、そのが、そのが、その参参参参加加加加店舗店舗店舗店舗については、県については、県については、県については、県内内内内の１，８３０の１，８３０の１，８３０の１，８３０店舗店舗店舗店舗にごにごにごにご参参参参加いただいております。その加いただいております。その加いただいております。その加いただいております。その

内訳内訳内訳内訳についてはについてはについてはについては百貨百貨百貨百貨店店店店、、、、スーパー等スーパー等スーパー等スーパー等の大の大の大の大規規規規模模模模小小小小売店舗売店舗売店舗売店舗が３０７が３０７が３０７が３０７店舗店舗店舗店舗、、、、ココココンビニンビニンビニンビニエエエエンスストンスストンスストンススト

アアアアが１４８が１４８が１４８が１４８店舗店舗店舗店舗、大、大、大、大規規規規模模模模店舗店舗店舗店舗のののの内外内外内外内外にかかわらず、にかかわらず、にかかわらず、にかかわらず、専門専門専門専門店店店店としてとしてとしてとして参参参参加いただいているのが加いただいているのが加いただいているのが加いただいているのが

１，３７５１，３７５１，３７５１，３７５店舗店舗店舗店舗となっております。となっております。となっております。となっております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 中小中小中小中小企企企企業振興資金業振興資金業振興資金業振興資金貸貸貸貸付金付金付金付金特別特別特別特別会計の会計の会計の会計の状況状況状況状況と、県の対応についてお答と、県の対応についてお答と、県の対応についてお答と、県の対応についてお答

えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。

いわいわいわいわゆゆゆゆる中る中る中る中企特企特企特企特会の平成２５年度末の会の平成２５年度末の会の平成２５年度末の会の平成２５年度末の延延延延滞滞滞滞債債債債権権権権額は、高度化資金で４額は、高度化資金で４額は、高度化資金で４額は、高度化資金で４件件件件、１４億４，６、１４億４，６、１４億４，６、１４億４，６

００万円、００万円、００万円、００万円、設設設設備近備近備近備近代化資金で２３代化資金で２３代化資金で２３代化資金で２３件件件件、４，５００万円、小、４，５００万円、小、４，５００万円、小、４，５００万円、小売商売商売商売商業高度化資金で、２４業高度化資金で、２４業高度化資金で、２４業高度化資金で、２４件件件件、、、、

５，１００万円、３資金の５，１００万円、３資金の５，１００万円、３資金の５，１００万円、３資金の合合合合計は５０計は５０計は５０計は５０件件件件で、１５億４，２００万円というで、１５億４，２００万円というで、１５億４，２００万円というで、１５億４，２００万円という状況状況状況状況になっておになっておになっておになってお

ります。このうち、ります。このうち、ります。このうち、ります。このうち、設設設設備近備近備近備近代化資金と小代化資金と小代化資金と小代化資金と小売商売商売商売商業高度化資金は、業高度化資金は、業高度化資金は、業高度化資金は、制制制制度としてはもう度としてはもう度としてはもう度としてはもう既既既既にににに終終終終了了了了

しており、しており、しており、しており、現在現在現在現在延延延延滞滞滞滞債債債債権権権権が残っているが残っているが残っているが残っている状況状況状況状況です。これらのです。これらのです。これらのです。これらの延延延延滞滞滞滞債債債債権権権権はははは昭昭昭昭和４０年代から平和４０年代から平和４０年代から平和４０年代から平

成の初成の初成の初成の初頭頭頭頭までにまでにまでにまでに貸貸貸貸し付けを行ったし付けを行ったし付けを行ったし付けを行った案件案件案件案件が大が大が大が大半半半半で、で、で、で、多多多多くのくのくのくの貸貸貸貸付付付付先先先先はははは既既既既にににに倒倒倒倒産している産している産している産している状況状況状況状況でででで

す。その中には連す。その中には連す。その中には連す。その中には連帯保証帯保証帯保証帯保証人が少額人が少額人が少額人が少額返済返済返済返済をををを継継継継続していただいている続していただいている続していただいている続していただいている貸貸貸貸付付付付先先先先もあり、これらのもあり、これらのもあり、これらのもあり、これらの

連連連連帯保証帯保証帯保証帯保証人については、資産人については、資産人については、資産人については、資産状況等状況等状況等状況等をををを把握把握把握把握するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし訪訪訪訪問問問問やややや督促督促督促督促を行い、を行い、を行い、を行い、返返返返

済済済済金額の増額をお願いしているところです。しかし、連金額の増額をお願いしているところです。しかし、連金額の増額をお願いしているところです。しかし、連金額の増額をお願いしているところです。しかし、連帯保証帯保証帯保証帯保証人の人の人の人の死亡死亡死亡死亡等等等等によりによりによりにより回収回収回収回収がががが困困困困

難難難難なななな貸貸貸貸付付付付先先先先も出てきているも出てきているも出てきているも出てきている状況状況状況状況で、これらについては、で、これらについては、で、これらについては、で、これらについては、今後今後今後今後のののの調調調調査で査で査で査で回収回収回収回収不不不不能能能能と判断されと判断されと判断されと判断され

れば、不れば、不れば、不れば、不能欠損能欠損能欠損能欠損処分処分処分処分を行わを行わを行わを行わざざざざるをるをるをるを得得得得ないと考えております。ないと考えております。ないと考えております。ないと考えております。
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一一一一方方方方、高度化資金については、、高度化資金については、、高度化資金については、、高度化資金については、延延延延滞滞滞滞は４は４は４は４件件件件のののの貸貸貸貸付、付、付、付、貸貸貸貸付付付付先先先先としては２者です。この２者としては２者です。この２者としては２者です。この２者としては２者です。この２者

のののの貸貸貸貸付付付付先先先先はははは現在現在現在現在も事業をも事業をも事業をも事業を継継継継続しており、続しており、続しており、続しており、約約約約定どおりの定どおりの定どおりの定どおりの返済返済返済返済はできていないものの、はできていないものの、はできていないものの、はできていないものの、厳厳厳厳しいしいしいしい

経済環境経済環境経済環境経済環境の中での中での中での中で償還償還償還償還をををを継継継継続し、続し、続し、続し、何何何何とかとかとかとか返済返済返済返済しようとごしようとごしようとごしようとご努努努努力をいただいているところです。力をいただいているところです。力をいただいているところです。力をいただいているところです。

県としては県としては県としては県としては地域地域地域地域産業を振興する産業を振興する産業を振興する産業を振興する立立立立場場場場から、から、から、から、貸貸貸貸付付付付先先先先の事業再の事業再の事業再の事業再生生生生を第一に考え、債務者にを第一に考え、債務者にを第一に考え、債務者にを第一に考え、債務者にモモモモ

ニニニニタリタリタリタリングングングングをしながらをしながらをしながらをしながら経経経経営営営営状況状況状況状況をををを的的的的確に確に確に確に把握把握把握把握し、し、し、し、ココココンサルンサルンサルンサルティティティティングングングングを通じてを通じてを通じてを通じて経経経経営改善営改善営改善営改善をををを促促促促

しており、しており、しており、しており、返済返済返済返済額の増額を額の増額を額の増額を額の増額を働働働働きかけていきたいと考えております。あわせて、もしもの事きかけていきたいと考えております。あわせて、もしもの事きかけていきたいと考えております。あわせて、もしもの事きかけていきたいと考えております。あわせて、もしもの事

態態態態として債務として債務として債務として債務保保保保全の全の全の全の観観観観点からは、点からは、点からは、点からは、貸貸貸貸付付付付先先先先のののの組合や組合や組合や組合や連連連連帯保証帯保証帯保証帯保証人人人人等等等等に係る資産に係る資産に係る資産に係る資産や収や収や収や収入入入入等等等等のののの調調調調査査査査

を行い、事業を行い、事業を行い、事業を行い、事業継継継継続に続に続に続に困難困難困難困難がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合にはにはにはには迅速迅速迅速迅速にににに強制強制強制強制措置がとれるよう債措置がとれるよう債措置がとれるよう債措置がとれるよう債権権権権管理の万全を管理の万全を管理の万全を管理の万全を

期期期期してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 それでは、お答えいただいたそれでは、お答えいただいたそれでは、お答えいただいたそれでは、お答えいただいた逆逆逆逆のののの順番順番順番順番で、で、で、で、意意意意見を見を見を見を申申申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。

中小中小中小中小企企企企業振興資金業振興資金業振興資金業振興資金貸貸貸貸付金についてお答えいただきました。１点だけ再度お尋ねしたいの付金についてお答えいただきました。１点だけ再度お尋ねしたいの付金についてお答えいただきました。１点だけ再度お尋ねしたいの付金についてお答えいただきました。１点だけ再度お尋ねしたいの

ですが、ですが、ですが、ですが、先先先先ほどのほどのほどのほどの貸貸貸貸付金その他について、債付金その他について、債付金その他について、債付金その他について、債権権権権をををを放棄放棄放棄放棄されたものされたものされたものされたもの以外以外以外以外のののの内訳内訳内訳内訳などをおなどをおなどをおなどをお話話話話いいいい

ただきましたが、ただきましたが、ただきましたが、ただきましたが、延延延延滞滞滞滞債債債債権権権権がまだ残っており、そのがまだ残っており、そのがまだ残っており、そのがまだ残っており、その償還償還償還償還がががが困難困難困難困難なところもあるということなところもあるということなところもあるということなところもあるということ

で、で、で、で、欠損欠損欠損欠損処分処分処分処分もありもありもありもあり得得得得るということを言われたのですが、そのるということを言われたのですが、そのるということを言われたのですが、そのるということを言われたのですが、その欠損欠損欠損欠損処分処分処分処分もありもありもありもあり得得得得るというるというるというるという

額はどのくらいになるのでしょうか。お尋ねします。額はどのくらいになるのでしょうか。お尋ねします。額はどのくらいになるのでしょうか。お尋ねします。額はどのくらいになるのでしょうか。お尋ねします。

それから、それから、それから、それから、プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券については、については、については、については、先先先先ほどのほどのほどのほどの数数数数字をお字をお字をお字をお伺伺伺伺いしておりましたら、いしておりましたら、いしておりましたら、いしておりましたら、市市市市

町村町村町村町村が実が実が実が実施施施施したしたしたした商品券商品券商品券商品券についてはかなりについてはかなりについてはかなりについてはかなり効果効果効果効果があったようです。ただ、県が発行されておがあったようです。ただ、県が発行されておがあったようです。ただ、県が発行されておがあったようです。ただ、県が発行されてお

りますりますりますりますプレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券でででで参参参参加加加加店舗店舗店舗店舗のののの内訳内訳内訳内訳をおをおをおをお話話話話いただいたのですけれど、どうしても大いただいたのですけれど、どうしても大いただいたのですけれど、どうしても大いただいたのですけれど、どうしても大

手手手手のののの店舗店舗店舗店舗にににに偏偏偏偏ってしまって、なかなかってしまって、なかなかってしまって、なかなかってしまって、なかなか周周周周りのりのりのりの商店商店商店商店にまでにまでにまでにまで恩恩恩恩恵が恵が恵が恵が回回回回ってこないのではないかってこないのではないかってこないのではないかってこないのではないか

というごというごというごというご意意意意見もよく見もよく見もよく見もよく耳耳耳耳にします。それでにします。それでにします。それでにします。それで参参参参加加加加店舗店舗店舗店舗をををを広広広広げげげげていくということがていくということがていくということがていくということが非非非非常に大事で常に大事で常に大事で常に大事で

すし、すし、すし、すし、先先先先ほどほどほどほど数数数数字でお答えいただいておりますが、だからといって字でお答えいただいておりますが、だからといって字でお答えいただいておりますが、だからといって字でお答えいただいておりますが、だからといって恐恐恐恐らくこういうらくこういうらくこういうらくこういう店店店店に行に行に行に行

きなさいということは言えないでしょうけれども、そういうきなさいということは言えないでしょうけれども、そういうきなさいということは言えないでしょうけれども、そういうきなさいということは言えないでしょうけれども、そういう状況状況状況状況というのはこれからもしというのはこれからもしというのはこれからもしというのはこれからもし

っかりとっかりとっかりとっかりと留留留留意意意意してしてしてして把握把握把握把握をしていただけるように、県のをしていただけるように、県のをしていただけるように、県のをしていただけるように、県の場合場合場合場合ははははスーパーやスーパーやスーパーやスーパーやココココンビニンビニンビニンビニ、その中、その中、その中、その中

のののの専門専門専門専門店店店店などというなどというなどというなどという形形形形でででで仕仕仕仕分分分分けをされていたのですけれども、そのけをされていたのですけれども、そのけをされていたのですけれども、そのけをされていたのですけれども、その参参参参加加加加店舗店舗店舗店舗を一を一を一を一般般般般的的的的にもにもにもにも

広広広広げげげげるということでこれからるということでこれからるということでこれからるということでこれからぜひぜひぜひぜひ努努努努力をしていただきたいと力をしていただきたいと力をしていただきたいと力をしていただきたいと要要要要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それから、それから、それから、それから、緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業についてです。この事業の出事業についてです。この事業の出事業についてです。この事業の出事業についてです。この事業の執執執執行率が６７行率が６７行率が６７行率が６７％％％％にとどまったとにとどまったとにとどまったとにとどまったと

いうことをいうことをいうことをいうことを非非非非常に残常に残常に残常に残念念念念に思っているのですが、に思っているのですが、に思っているのですが、に思っているのですが、内容内容内容内容をおをおをおをお聞聞聞聞きしたら、それでも１，３６８きしたら、それでも１，３６８きしたら、それでも１，３６８きしたら、それでも１，３６８

名の雇用が一時名の雇用が一時名の雇用が一時名の雇用が一時的的的的にしろあったということで、それなりの成にしろあったということで、それなりの成にしろあったということで、それなりの成にしろあったということで、それなりの成果果果果はあるのかと思います。たはあるのかと思います。たはあるのかと思います。たはあるのかと思います。た

だ、雇用だ、雇用だ、雇用だ、雇用継継継継続の対続の対続の対続の対象象象象が、が、が、が、営営営営んでおられるのが１０年んでおられるのが１０年んでおられるのが１０年んでおられるのが１０年以内以内以内以内のののの企企企企業という業という業という業という条条条条件件件件で、そので、そので、そので、その企企企企業が業が業が業が

なかなか見つからないなかなか見つからないなかなか見つからないなかなか見つからない状態状態状態状態にあるということでもあります。ただ、にあるということでもあります。ただ、にあるということでもあります。ただ、にあるということでもあります。ただ、継継継継続雇用をした続雇用をした続雇用をした続雇用をした場合場合場合場合のののの
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一時金一時金一時金一時金支給制支給制支給制支給制度の度の度の度の利利利利用者が平成２５年度はなかったということで、平成２６年度には少し用者が平成２５年度はなかったということで、平成２６年度には少し用者が平成２５年度はなかったということで、平成２６年度には少し用者が平成２５年度はなかったということで、平成２６年度には少し

それがつながっているようですけれども、ここの点で雇用が一時それがつながっているようですけれども、ここの点で雇用が一時それがつながっているようですけれども、ここの点で雇用が一時それがつながっているようですけれども、ここの点で雇用が一時的的的的にににに終終終終わってしまうことわってしまうことわってしまうことわってしまうこと

は、は、は、は、失失失失業するまたもとに業するまたもとに業するまたもとに業するまたもとに戻戻戻戻ってしまうということですので、このってしまうということですので、このってしまうということですので、このってしまうということですので、この辺辺辺辺についてについてについてについて就就就就労労労労のきっかのきっかのきっかのきっか

けがつくられたわけですから、県としてそれがけがつくられたわけですから、県としてそれがけがつくられたわけですから、県としてそれがけがつくられたわけですから、県としてそれが継継継継続される続される続される続される支援支援支援支援をしていただくことををしていただくことををしていただくことををしていただくことを求求求求めめめめ

ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

それから、黒字決算に関してお尋ねしました。職員のそれから、黒字決算に関してお尋ねしました。職員のそれから、黒字決算に関してお尋ねしました。職員のそれから、黒字決算に関してお尋ねしました。職員の負担負担負担負担がががが非非非非常にふえていっていると、常にふえていっていると、常にふえていっていると、常にふえていっていると、

それから、それから、それから、それから、士気士気士気士気やモチベーションやモチベーションやモチベーションやモチベーションがががが低低低低下下下下をしているというをしているというをしているというをしているという状況状況状況状況になっているのではないかになっているのではないかになっているのではないかになっているのではないか

ということでお尋ねしたわけです。いろいろと時間ということでお尋ねしたわけです。いろいろと時間ということでお尋ねしたわけです。いろいろと時間ということでお尋ねしたわけです。いろいろと時間外労働外労働外労働外労働のののの削減削減削減削減、、、、縮減縮減縮減縮減のためののためののためののための努努努努力をさ力をさ力をさ力をさ

れていて、そういうことはお答えをいただいたわけです。しかし、それは当れていて、そういうことはお答えをいただいたわけです。しかし、それは当れていて、そういうことはお答えをいただいたわけです。しかし、それは当れていて、そういうことはお答えをいただいたわけです。しかし、それは当然然然然しなければしなければしなければしなければ

いけないことなのですけれども、こうしたいけないことなのですけれども、こうしたいけないことなのですけれども、こうしたいけないことなのですけれども、こうした状態状態状態状態をどうをどうをどうをどう改善改善改善改善していくかということがしていくかということがしていくかということがしていくかということが非非非非常に常に常に常に

重要重要重要重要なのです。なのです。なのです。なのです。

それから、２つ目にお尋ねしましたこのそれから、２つ目にお尋ねしましたこのそれから、２つ目にお尋ねしましたこのそれから、２つ目にお尋ねしましたこの件件件件です。です。です。です。昨昨昨昨年の総務年の総務年の総務年の総務警察警察警察警察委員会でご答弁に委員会でご答弁に委員会でご答弁に委員会でご答弁に基づ基づ基づ基づ

いてそれをどう協議して、そしていてそれをどう協議して、そしていてそれをどう協議して、そしていてそれをどう協議して、そして検討検討検討検討されているかということについては、されているかということについては、されているかということについては、されているかということについては、検討検討検討検討がががが非非非非常に常に常に常に

難難難難しい、しい、しい、しい、デデデデーーーータタタタがががが膨膨膨膨大なもので、大なもので、大なもので、大なもので、抜抜抜抜き出してき出してき出してき出して分分分分析析析析ということがということがということがということが非非非非常に常に常に常に難難難難しいということでしいということでしいということでしいということで

お答えになり、協議お答えになり、協議お答えになり、協議お答えになり、協議検討検討検討検討がががが進進進進んでいないということですけれども、県んでいないということですけれども、県んでいないということですけれども、県んでいないということですけれども、県庁庁庁庁には出には出には出には出退勤退勤退勤退勤読読読読取取取取機機機機

があるわけです。があるわけです。があるわけです。があるわけです。読読読読取取取取機の機の機の機の労働労働労働労働時間を時間を時間を時間を調調調調査すれば、これはす査すれば、これはす査すれば、これはす査すれば、これはすぐぐぐぐわかることではないかとわかることではないかとわかることではないかとわかることではないかと昨昨昨昨

年の総務年の総務年の総務年の総務警察警察警察警察委員会でも委員会でも委員会でも委員会でも山村山村山村山村委員も委員も委員も委員も指摘指摘指摘指摘をしてきているところです。それが業務が、全てをしてきているところです。それが業務が、全てをしてきているところです。それが業務が、全てをしてきているところです。それが業務が、全て

ををををややややろうと思ったらその業務がろうと思ったらその業務がろうと思ったらその業務がろうと思ったらその業務が膨膨膨膨大だということはわかります。ですから、その部大だということはわかります。ですから、その部大だということはわかります。ですから、その部大だということはわかります。ですから、その部分分分分でどでどでどでど

こにこにこにこに特特特特定をして、そしてその定をして、そしてその定をして、そしてその定をして、そしてその調調調調査をしていただくかということで、査をしていただくかということで、査をしていただくかということで、査をしていただくかということで、特特特特定をして定をして定をして定をして調調調調査をする査をする査をする査をする

のか、どののか、どののか、どののか、どの範囲範囲範囲範囲でするのかという協議をしてでするのかという協議をしてでするのかという協議をしてでするのかという協議をして検討検討検討検討していくということでなければならないしていくということでなければならないしていくということでなければならないしていくということでなければならない

と思いますが、このと思いますが、このと思いますが、このと思いますが、このデデデデーーーータタタタについて実について実について実について実態態態態にそにそにそにそぐぐぐぐわないものだということもお答えになってわないものだということもお答えになってわないものだということもお答えになってわないものだということもお答えになって

おります。どうもおります。どうもおります。どうもおります。どうも納納納納得得得得できないところなのですが、実できないところなのですが、実できないところなのですが、実できないところなのですが、実際際際際のののの労働労働労働労働時間がどうなっているのか時間がどうなっているのか時間がどうなっているのか時間がどうなっているのか

ということは、ということは、ということは、ということは、先先先先ほど言いましたように、それで明らかになるのではないか。業務ほど言いましたように、それで明らかになるのではないか。業務ほど言いましたように、それで明らかになるのではないか。業務ほど言いましたように、それで明らかになるのではないか。業務量量量量がががが膨膨膨膨

大であれば大であれば大であれば大であれば範囲範囲範囲範囲をををを特特特特定して、そこで明らかにして、報告していただくことは定して、そこで明らかにして、報告していただくことは定して、そこで明らかにして、報告していただくことは定して、そこで明らかにして、報告していただくことは可能可能可能可能なことだなことだなことだなことだ

と思っているのですが、この点について再度お尋ねします。と思っているのですが、この点について再度お尋ねします。と思っているのですが、この点について再度お尋ねします。と思っているのですが、この点について再度お尋ねします。

最後最後最後最後に、県債残高について、に、県債残高について、に、県債残高について、に、県債残高について、意意意意見を見を見を見を述述述述べべべべておきたいと思います。県債残高がどんどんふておきたいと思います。県債残高がどんどんふておきたいと思います。県債残高がどんどんふておきたいと思います。県債残高がどんどんふ

えていくわけですが、もちろん交付税措置がされる臨時財政対策債を中えていくわけですが、もちろん交付税措置がされる臨時財政対策債を中えていくわけですが、もちろん交付税措置がされる臨時財政対策債を中えていくわけですが、もちろん交付税措置がされる臨時財政対策債を中心心心心にしているといにしているといにしているといにしているとい

うことで、通常債については、その発行をうことで、通常債については、その発行をうことで、通常債については、その発行をうことで、通常債については、その発行を抑制抑制抑制抑制していっていると、お答えをいただいたわしていっていると、お答えをいただいたわしていっていると、お答えをいただいたわしていっていると、お答えをいただいたわ

けです。これは実は、けです。これは実は、けです。これは実は、けです。これは実は、先先先先日議会で決算審査に関する日議会で決算審査に関する日議会で決算審査に関する日議会で決算審査に関する学習学習学習学習会がありましたときに、会がありましたときに、会がありましたときに、会がありましたときに、講師講師講師講師のののの先先先先

生生生生にお尋ねしたところですけれども、にお尋ねしたところですけれども、にお尋ねしたところですけれども、にお尋ねしたところですけれども、予予予予定どおり交付税措置がされるかということは、定どおり交付税措置がされるかということは、定どおり交付税措置がされるかということは、定どおり交付税措置がされるかということは、将将将将
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来来来来にわたってはにわたってはにわたってはにわたっては非非非非常に不明常に不明常に不明常に不明瞭瞭瞭瞭というか、はっきりしていない不というか、はっきりしていない不というか、はっきりしていない不というか、はっきりしていない不安安安安定定定定要要要要素素素素があるとおっしがあるとおっしがあるとおっしがあるとおっしゃゃゃゃ

っておりました。１００っておりました。１００っておりました。１００っておりました。１００％％％％のののの保証保証保証保証はないのではないかと思うわけです。これははないのではないかと思うわけです。これははないのではないかと思うわけです。これははないのではないかと思うわけです。これは今今今今の時点での時点での時点での時点で

はそういうことで、できるかもしれませんが、このようなはそういうことで、できるかもしれませんが、このようなはそういうことで、できるかもしれませんが、このようなはそういうことで、できるかもしれませんが、このような要要要要素素素素があるということです。があるということです。があるということです。があるということです。

それから、通常債の発行をそれから、通常債の発行をそれから、通常債の発行をそれから、通常債の発行を抑抑抑抑えてきているということですけれども、えてきているということですけれども、えてきているということですけれども、えてきているということですけれども、今今今今年度については、年度については、年度については、年度については、

国の国の国の国の地域経済活性地域経済活性地域経済活性地域経済活性化ということで措置された化ということで措置された化ということで措置された化ということで措置された地域地域地域地域元気元気元気元気臨時交付金、国の臨時交付金、国の臨時交付金、国の臨時交付金、国の緊急経済緊急経済緊急経済緊急経済対策を対策を対策を対策を活活活活

用されて、用されて、用されて、用されて、普普普普通通通通建設建設建設建設事業事業事業事業費費費費もふえていっているわけで、そういう通常債として発行がふえもふえていっているわけで、そういう通常債として発行がふえもふえていっているわけで、そういう通常債として発行がふえもふえていっているわけで、そういう通常債として発行がふえ

ていっているわけです。ていっているわけです。ていっているわけです。ていっているわけです。

だから、だから、だから、だから、普普普普通通通通建設建設建設建設事業の中でも、実は事業の中でも、実は事業の中でも、実は事業の中でも、実は災災災災害害害害に対するに対するに対するに対する復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興に興に興に興に向向向向けてのけてのけてのけての整備整備整備整備などは、などは、などは、などは、

絶絶絶絶対に対に対に対に優先優先優先優先して推して推して推して推進進進進していかなければなりません。けれども、そのほかの大していかなければなりません。けれども、そのほかの大していかなければなりません。けれども、そのほかの大していかなければなりません。けれども、そのほかの大型型型型事業と言わ事業と言わ事業と言わ事業と言わ

れております事業、れております事業、れております事業、れております事業、例例例例えば大宮通りをえば大宮通りをえば大宮通りをえば大宮通りを軸軸軸軸としたとしたとしたとした拠拠拠拠点点点点施施施施設設設設のののの整備整備整備整備、奈良、奈良、奈良、奈良公公公公園園園園やややや平平平平城城城城宮宮宮宮跡周辺跡周辺跡周辺跡周辺

のののの魅魅魅魅力力力力向上向上向上向上などの事業、ならなどの事業、ならなどの事業、ならなどの事業、なら食食食食とととと農農農農のののの魅魅魅魅力力力力創創創創造国造国造国造国際際際際大大大大学校学校学校学校第６第６第６第６次次次次産業化産業化産業化産業化研修拠研修拠研修拠研修拠点の点の点の点の整備整備整備整備事事事事

業などの事業について本当に業などの事業について本当に業などの事業について本当に業などの事業について本当に急急急急をををを要要要要するものなのか、するものなのか、するものなのか、するものなのか、必要必要必要必要なものなのかという県民なものなのかという県民なものなのかという県民なものなのかという県民同同同同意意意意がががが

得得得得られているのかというられているのかというられているのかというられているのかという状態状態状態状態にあるわけです。こういった一つ一つの事業について、きちにあるわけです。こういった一つ一つの事業について、きちにあるわけです。こういった一つ一つの事業について、きちにあるわけです。こういった一つ一つの事業について、きち

んとんとんとんとチチチチェェェェッッッッククククをされていくことがをされていくことがをされていくことがをされていくことが必要必要必要必要だと思いますし、国はだと思いますし、国はだと思いますし、国はだと思いますし、国は経済経済経済経済対策として対策として対策として対策として支援支援支援支援をするとをするとをするとをすると

いうことでいうことでいうことでいうことで誘導誘導誘導誘導をしてきますが、をしてきますが、をしてきますが、をしてきますが、次々誘導次々誘導次々誘導次々誘導にににに乗乗乗乗って事業をって事業をって事業をって事業を進進進進めていくことは、ここで少しめていくことは、ここで少しめていくことは、ここで少しめていくことは、ここで少し

立立立立ちどまって考えていただかないとちどまって考えていただかないとちどまって考えていただかないとちどまって考えていただかないと将来将来将来将来ににににツケツケツケツケが残されていくということになりますので、が残されていくということになりますので、が残されていくということになりますので、が残されていくということになりますので、

この点はこの点はこの点はこの点は意意意意見として見として見として見として述述述述べべべべておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 中小中小中小中小企企企企業振興資金業振興資金業振興資金業振興資金貸貸貸貸付金付金付金付金特別特別特別特別会計の会計の会計の会計の延延延延滞滞滞滞について、債について、債について、債について、債権放棄権放棄権放棄権放棄のののの状況状況状況状況

がどうなっているのかというご質問でした。がどうなっているのかというご質問でした。がどうなっているのかというご質問でした。がどうなっているのかというご質問でした。

延延延延滞滞滞滞債債債債権権権権のうちのうちのうちのうち設設設設備近備近備近備近代化資金２３代化資金２３代化資金２３代化資金２３件件件件、４，５００万円、小、４，５００万円、小、４，５００万円、小、４，５００万円、小売商売商売商売商業高度化資金２４業高度化資金２４業高度化資金２４業高度化資金２４件件件件、、、、

５，１００万円の２資金がご５，１００万円の２資金がご５，１００万円の２資金がご５，１００万円の２資金がござざざざいます。これらの資金は、います。これらの資金は、います。これらの資金は、います。これらの資金は、先先先先ほどごほどごほどごほどご説説説説明させていただきま明させていただきま明させていただきま明させていただきま

したように、したように、したように、したように、設設設設備近備近備近備近代化資金は平成１１年度代化資金は平成１１年度代化資金は平成１１年度代化資金は平成１１年度限限限限りでりでりでりで制制制制度は度は度は度は終終終終了しております。小了しております。小了しております。小了しております。小売商売商売商売商業高業高業高業高

度化資金は平成２１年度度化資金は平成２１年度度化資金は平成２１年度度化資金は平成２１年度限限限限りでりでりでりで制制制制度は度は度は度は終終終終了しており、この２資金について了しており、この２資金について了しており、この２資金について了しており、この２資金について延延延延滞滞滞滞債債債債権権権権だけがだけがだけがだけが

今今今今残っている残っている残っている残っている状況状況状況状況ということで、残ということで、残ということで、残ということで、残念念念念ながらながらながらながら昭昭昭昭和４０年代に和４０年代に和４０年代に和４０年代に貸貸貸貸し付けたし付けたし付けたし付けた先先先先もまだもまだもまだもまだ延延延延滞滞滞滞としとしとしとし

て残っており、こういうところについては大て残っており、こういうところについては大て残っており、こういうところについては大て残っており、こういうところについては大半半半半がががが倒倒倒倒産しております。産しております。産しております。産しております。主主主主債務者が債務者が債務者が債務者が破破破破産をし産をし産をし産をし

ており、ており、ており、ており、今今今今、連、連、連、連帯保証帯保証帯保証帯保証人のところ人のところ人のところ人のところへへへへお願いにお願いにお願いにお願いに上上上上がっているところなのですけれども、年がっているところなのですけれども、年がっているところなのですけれども、年がっているところなのですけれども、年数数数数

がたっているものについては、連がたっているものについては、連がたっているものについては、連がたっているものについては、連帯保証帯保証帯保証帯保証人が時人が時人が時人が時効効効効をををを援援援援用される用される用される用されるケケケケースースースースも出てまいりました。も出てまいりました。も出てまいりました。も出てまいりました。

そういうものについてはどうしても債そういうものについてはどうしても債そういうものについてはどうしても債そういうものについてはどうしても債権放棄権放棄権放棄権放棄をせをせをせをせざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない状況状況状況状況になってまいります。になってまいります。になってまいります。になってまいります。

こういうものについて、年度こういうものについて、年度こういうものについて、年度こういうものについて、年度毎毎毎毎にご協議をにご協議をにご協議をにご協議を申申申申しししし上げ上げ上げ上げていくことになりますので、ていくことになりますので、ていくことになりますので、ていくことになりますので、放棄放棄放棄放棄すすすすべべべべ

き額がき額がき額がき額が幾幾幾幾らなのかということはらなのかということはらなのかということはらなのかということは現現現現時点でははっきりしておりません。時点でははっきりしておりません。時点でははっきりしておりません。時点でははっきりしておりません。以上以上以上以上です。です。です。です。
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○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 総務総務総務総務警察警察警察警察委員会で委員会で委員会で委員会で山村山村山村山村委員からご質問があったときに、さすがに全ての委員からご質問があったときに、さすがに全ての委員からご質問があったときに、さすがに全ての委員からご質問があったときに、さすがに全ての

デデデデーーーータタタタをををを分分分分析析析析してどうのこうのというのはしてどうのこうのというのはしてどうのこうのというのはしてどうのこうのというのは難難難難しいだろうとお答えをしいだろうとお答えをしいだろうとお答えをしいだろうとお答えを申申申申しししし上げ上げ上げ上げて、委員と人て、委員と人て、委員と人て、委員と人

事事事事課課課課で一度で一度で一度で一度話話話話しししし合合合合いをしていただければといをしていただければといをしていただければといをしていただければと申申申申しししし上げ上げ上げ上げました。そのことは人事ました。そのことは人事ました。そのことは人事ました。そのことは人事課課課課長の答弁に長の答弁に長の答弁に長の答弁に

も出てまいりましたけれども、その協議はしたのですけれども、も出てまいりましたけれども、その協議はしたのですけれども、も出てまいりましたけれども、その協議はしたのですけれども、も出てまいりましたけれども、その協議はしたのですけれども、結結結結局どういうふうに局どういうふうに局どういうふうに局どういうふうにややややるるるる

ということはということはということはということは結結結結論論論論としてとしてとしてとして得得得得ていないていないていないていない段階段階段階段階です。です。です。です。先先先先ほどのほどのほどのほどのデデデデーーーータタタタのののの件件件件も含めてですけれども、も含めてですけれども、も含めてですけれども、も含めてですけれども、

我々我々我々我々のののの超過勤超過勤超過勤超過勤務というのは、まさに税金を務というのは、まさに税金を務というのは、まさに税金を務というのは、まさに税金を使使使使いいいい勤勤勤勤務をするということですので、務をするということですので、務をするということですので、務をするということですので、勝勝勝勝手手手手にににに特特特特

定の人間がこれから残業しますということで残業するという定の人間がこれから残業しますということで残業するという定の人間がこれから残業しますということで残業するという定の人間がこれから残業しますということで残業するという世世世世界界界界ではない。しっかりとではない。しっかりとではない。しっかりとではない。しっかりと勤勤勤勤

務管理をした務管理をした務管理をした務管理をした上上上上で出すで出すで出すで出すべべべべきものだと思っております。そういうきものだと思っております。そういうきものだと思っております。そういうきものだと思っております。そういう意意意意味味味味でいいますと、でいいますと、でいいますと、でいいますと、勤勤勤勤務務務務命命命命

令令令令がごがごがごがござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。その勤勤勤勤務務務務命令命令命令命令にににに基づ基づ基づ基づいていていていて勤勤勤勤務をしていく、そのことが大事だと思ってお務をしていく、そのことが大事だと思ってお務をしていく、そのことが大事だと思ってお務をしていく、そのことが大事だと思ってお

ります。ります。ります。ります。今回今回今回今回試試試試みみみみた、た、た、た、勤勤勤勤務務務務命令命令命令命令のない職員がのない職員がのない職員がのない職員が所属所属所属所属に残っているに残っているに残っているに残っている場合場合場合場合はははは退去退去退去退去しなさい、しなさい、しなさい、しなさい、帰帰帰帰りりりり

なさいということをなさいということをなさいということをなさいということを指指指指導導導導しようということは、しようということは、しようということは、しようということは、同同同同じようにじようにじようにじように勤勤勤勤務管理という務管理という務管理という務管理という観観観観点からいうと、点からいうと、点からいうと、点からいうと、

大事なことだと思っております。大事なことだと思っております。大事なことだと思っております。大事なことだと思っております。

先先先先ほどのほどのほどのほどのデデデデーーーータタタタのののの話話話話ですけれども、当ですけれども、当ですけれども、当ですけれども、当然然然然、、、、勤勤勤勤務を管理するための務を管理するための務を管理するための務を管理するためのデデデデーーーータタタタという認という認という認という認識識識識でいでいでいでい

たのですけれども、実たのですけれども、実たのですけれども、実たのですけれども、実態態態態はそういうふうになっていない。はそういうふうになっていない。はそういうふうになっていない。はそういうふうになっていない。帰帰帰帰る時間、る時間、る時間、る時間、例例例例えば５時１８えば５時１８えば５時１８えば５時１８分分分分にににに

帰帰帰帰るのか１５るのか１５るのか１５るのか１５分分分分にににに帰帰帰帰るのか、そういうことを管理しているわけではありません。るのか、そういうことを管理しているわけではありません。るのか、そういうことを管理しているわけではありません。るのか、そういうことを管理しているわけではありません。今今今今はどちはどちはどちはどち

らかというと、らかというと、らかというと、らかというと、帰帰帰帰る時間に通されるる時間に通されるる時間に通されるる時間に通されるケケケケースースースースもあります。また、もあります。また、もあります。また、もあります。また、帰帰帰帰るときに通さないでるときに通さないでるときに通さないでるときに通さないで帰帰帰帰っっっっ

ているているているているケケケケースースースースも実も実も実も実態態態態としてあるようです。そういったこともとしてあるようです。そういったこともとしてあるようです。そういったこともとしてあるようです。そういったことも踏踏踏踏まえながら、このまえながら、このまえながら、このまえながら、このデデデデーーーータタタタがががが

勤勤勤勤務の実務の実務の実務の実態態態態を全てあらわしているということは言いがたいと思っております。を全てあらわしているということは言いがたいと思っております。を全てあらわしているということは言いがたいと思っております。を全てあらわしているということは言いがたいと思っております。

先先先先ほど人事ほど人事ほど人事ほど人事課課課課長が答弁しましたとおり、長が答弁しましたとおり、長が答弁しましたとおり、長が答弁しましたとおり、今後今後今後今後少しその少しその少しその少しその勤勤勤勤務管理のことも含めて、いろい務管理のことも含めて、いろい務管理のことも含めて、いろい務管理のことも含めて、いろい

ろ協議をさせていただいて、まさにろ協議をさせていただいて、まさにろ協議をさせていただいて、まさにろ協議をさせていただいて、まさに勤勤勤勤務管理の務管理の務管理の務管理の形形形形でつながるようなことででつながるようなことででつながるようなことででつながるようなことでややややれるのであれれるのであれれるのであれれるのであれ

ばばばばややややっていきたいと思っておりますので、っていきたいと思っておりますので、っていきたいと思っておりますので、っていきたいと思っておりますので、引引引引き続きき続きき続きき続き話話話話しししし合合合合いはさせていただきたいと思っいはさせていただきたいと思っいはさせていただきたいと思っいはさせていただきたいと思っ

てます。てます。てます。てます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 総務部長からご答弁いただきました職員の時間総務部長からご答弁いただきました職員の時間総務部長からご答弁いただきました職員の時間総務部長からご答弁いただきました職員の時間外勤外勤外勤外勤務の務の務の務の結果結果結果結果について、について、について、について、引引引引きききき

続き協議はされていくということですね。ただ、続き協議はされていくということですね。ただ、続き協議はされていくということですね。ただ、続き協議はされていくということですね。ただ、特特特特定という言定という言定という言定という言葉葉葉葉といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、文文文文言が言が言が言が個個個個

別別別別というか、一人一人というか、というか、一人一人というか、というか、一人一人というか、というか、一人一人というか、訴訴訴訴えがあったとかそういうえがあったとかそういうえがあったとかそういうえがあったとかそういう方方方方だけのことを言っているのだけのことを言っているのだけのことを言っているのだけのことを言っているの

ではなくて、職員の時間ではなくて、職員の時間ではなくて、職員の時間ではなくて、職員の時間外勤外勤外勤外勤務の実務の実務の実務の実態態態態がががが把握把握把握把握できなければならない、その対策をとるにしできなければならない、その対策をとるにしできなければならない、その対策をとるにしできなければならない、その対策をとるにし

ても、それをきちんとても、それをきちんとても、それをきちんとても、それをきちんと把握把握把握把握していただいて、それをどういうしていただいて、それをどういうしていただいて、それをどういうしていただいて、それをどういう把握把握把握把握にするのかのそのにするのかのそのにするのかのそのにするのかのその辺辺辺辺にににに限限限限

定といいますか、業務定といいますか、業務定といいますか、業務定といいますか、業務量量量量がががが多多多多いので、いので、いので、いので、調調調調査するのかということは協議によりますけれども、査するのかということは協議によりますけれども、査するのかということは協議によりますけれども、査するのかということは協議によりますけれども、

それでそれでそれでそれでぜひぜひぜひぜひ出していただきたいと思っております。出していただきたいと思っております。出していただきたいと思っております。出していただきたいと思っております。

時間時間時間時間外勤外勤外勤外勤務の実務の実務の実務の実態態態態ということで、ということで、ということで、ということで、何何何何人かの職員人かの職員人かの職員人かの職員ややややごごごご家族家族家族家族のののの方方方方から、大から、大から、大から、大変変変変なななな状況状況状況状況だとだとだとだと各地各地各地各地
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からからからから聞聞聞聞こえてきております。こえてきております。こえてきております。こえてきております。今回今回今回今回、質問させていただくに当たり、職員、質問させていただくに当たり、職員、質問させていただくに当たり、職員、質問させていただくに当たり、職員数数数数と時間と時間と時間と時間外勤外勤外勤外勤務の務の務の務の

推移、これは推移、これは推移、これは推移、これは給与上給与上給与上給与上にのったにのったにのったにのった勤勤勤勤務の推移ですけれども、１０年間の資務の推移ですけれども、１０年間の資務の推移ですけれども、１０年間の資務の推移ですけれども、１０年間の資料料料料もいただいておりもいただいておりもいただいておりもいただいており

ます。職員がます。職員がます。職員がます。職員が削減削減削減削減されてきたと言いましたけれども、この１０年間、実は２００５年度かされてきたと言いましたけれども、この１０年間、実は２００５年度かされてきたと言いましたけれども、この１０年間、実は２００５年度かされてきたと言いましたけれども、この１０年間、実は２００５年度か

らのらのらのらの数数数数字を出していただきましたが、２０１３年度まででは６２０人字を出していただきましたが、２０１３年度まででは６２０人字を出していただきましたが、２０１３年度まででは６２０人字を出していただきましたが、２０１３年度まででは６２０人減減減減少しておりました。少しておりました。少しておりました。少しておりました。

当当当当然然然然、時間、時間、時間、時間外勤外勤外勤外勤務についても、総残業時間を出していただき、平均をとり、そして２０務についても、総残業時間を出していただき、平均をとり、そして２０務についても、総残業時間を出していただき、平均をとり、そして２０務についても、総残業時間を出していただき、平均をとり、そして２０

０５年度と２０１３年度の１人当たりの時間０５年度と２０１３年度の１人当たりの時間０５年度と２０１３年度の１人当たりの時間０５年度と２０１３年度の１人当たりの時間外勤外勤外勤外勤務の務の務の務の勤勤勤勤務務務務数数数数を出してを出してを出してを出してみみみみますと、これは推ますと、これは推ますと、これは推ますと、これは推

計ですが、２００５年度のときは１１８時間に対して、２０１３年度は１３８時間と、計ですが、２００５年度のときは１１８時間に対して、２０１３年度は１３８時間と、計ですが、２００５年度のときは１１８時間に対して、２０１３年度は１３８時間と、計ですが、２００５年度のときは１１８時間に対して、２０１３年度は１３８時間と、給給給給

与与与与に算定された時間に算定された時間に算定された時間に算定された時間外勤外勤外勤外勤務時間でもこれだけふえておりました。それから、務時間でもこれだけふえておりました。それから、務時間でもこれだけふえておりました。それから、務時間でもこれだけふえておりました。それから、先先先先ほど健ほど健ほど健ほど健康破康破康破康破

壊壊壊壊のことを言いましたけれども、のことを言いましたけれども、のことを言いましたけれども、のことを言いましたけれども、病気病気病気病気のののの状況状況状況状況について、５年間のについて、５年間のについて、５年間のについて、５年間の記録記録記録記録を出していただきまを出していただきまを出していただきまを出していただきま

したが、３０日したが、３０日したが、３０日したが、３０日以上以上以上以上のののの特別特別特別特別休暇休暇休暇休暇者が２００９年度１１２人、２０１０年度１０９人、２０者が２００９年度１１２人、２０１０年度１０９人、２０者が２００９年度１１２人、２０１０年度１０９人、２０者が２００９年度１１２人、２０１０年度１０９人、２０

１１年度１２０名、２０１２年度は少し少なくなって６３人、２０１３年度は９９人と、１１年度１２０名、２０１２年度は少し少なくなって６３人、２０１３年度は９９人と、１１年度１２０名、２０１２年度は少し少なくなって６３人、２０１３年度は９９人と、１１年度１２０名、２０１２年度は少し少なくなって６３人、２０１３年度は９９人と、

平均しますと平均しますと平均しますと平均しますと約約約約１００人は１００人は１００人は１００人は病気休暇病気休暇病気休暇病気休暇でででで休休休休んでいるというんでいるというんでいるというんでいるという状態状態状態状態もその資もその資もその資もその資料料料料で明らかになりまで明らかになりまで明らかになりまで明らかになりま

した。その中でした。その中でした。その中でした。その中で最最最最もももも多多多多いのがいのがいのがいのが精神精神精神精神及び行及び行及び行及び行動動動動のののの障害障害障害障害です。です。です。です。メメメメンンンンタタタタルルルルなななな面面面面でのでのでのでの病気休暇病気休暇病気休暇病気休暇というというというという

のがのがのがのが多多多多くなっておりますから、年間１００人もの職員がくなっておりますから、年間１００人もの職員がくなっておりますから、年間１００人もの職員がくなっておりますから、年間１００人もの職員が倒倒倒倒れているれているれているれている状況状況状況状況というのは、これというのは、これというのは、これというのは、これ

ははははややややはり、はり、はり、はり、何何何何としてもとしてもとしてもとしても改善改善改善改善されなければ大きなされなければ大きなされなければ大きなされなければ大きな損失損失損失損失、、、、損害損害損害損害だと思っております。だと思っております。だと思っております。だと思っております。

そのそのそのその上上上上に、に、に、に、先先先先ほどご答弁いただきましたけれども、職員の皆さん、ほどご答弁いただきましたけれども、職員の皆さん、ほどご答弁いただきましたけれども、職員の皆さん、ほどご答弁いただきましたけれども、職員の皆さん、家族家族家族家族の皆さんからすの皆さんからすの皆さんからすの皆さんからす

れば、それれば、それれば、それれば、それ以外以外以外以外で県で県で県で県庁庁庁庁でごでごでごでご勤勤勤勤務している時間、実務している時間、実務している時間、実務している時間、実際際際際のののの労働労働労働労働時間があると時間があると時間があると時間があると聞聞聞聞こえてくるわけこえてくるわけこえてくるわけこえてくるわけ

ですので、ですので、ですので、ですので、ぜひぜひぜひぜひ、出していただけるよう、出していただけるよう、出していただけるよう、出していただけるよう要要要要望望望望いたします。これは総括でもいたします。これは総括でもいたします。これは総括でもいたします。これは総括でも述述述述べべべべます。ます。ます。ます。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 何何何何点か質問したいと思います。点か質問したいと思います。点か質問したいと思います。点か質問したいと思います。

まず１まず１まず１まず１番番番番目、小林委員からも質問がありましたので目、小林委員からも質問がありましたので目、小林委員からも質問がありましたので目、小林委員からも質問がありましたので重重重重複複複複するかと思いますけれども、財するかと思いますけれども、財するかと思いますけれども、財するかと思いますけれども、財

政政政政運運運運営営営営についてについてについてについて幾幾幾幾つかつかつかつか気気気気になる点があったのですけれども、当初考えていたになる点があったのですけれども、当初考えていたになる点があったのですけれども、当初考えていたになる点があったのですけれども、当初考えていた角角角角度を少し度を少し度を少し度を少し変変変変

えてお尋ねしたいと思います。えてお尋ねしたいと思います。えてお尋ねしたいと思います。えてお尋ねしたいと思います。

この間いただきました「平成２５年度この間いただきました「平成２５年度この間いただきました「平成２５年度この間いただきました「平成２５年度重重重重点点点点課課課課題に関する題に関する題に関する題に関する評価概評価概評価概評価概要版要版要版要版」の中にまとめてい」の中にまとめてい」の中にまとめてい」の中にまとめてい

ただいているのですけれども、県は平成２６年度から奈良県行政ただいているのですけれども、県は平成２６年度から奈良県行政ただいているのですけれども、県は平成２６年度から奈良県行政ただいているのですけれども、県は平成２６年度から奈良県行政経経経経営営営営ママママネジメネジメネジメネジメントプントプントプントプロロロロググググ

ララララムムムムをををを始始始始めていただいているが、どういうことをめていただいているが、どういうことをめていただいているが、どういうことをめていただいているが、どういうことを最最最最終終終終的的的的に目に目に目に目指指指指していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃるのか、おるのか、おるのか、おるのか、お

答えいただける答えいただける答えいただける答えいただける範囲範囲範囲範囲でででで教教教教えてもらいたい。といいますのは、２つほどえてもらいたい。といいますのは、２つほどえてもらいたい。といいますのは、２つほどえてもらいたい。といいますのは、２つほど課課課課題を考えているの題を考えているの題を考えているの題を考えているの

ですけれども、一つは職員ですけれども、一つは職員ですけれども、一つは職員ですけれども、一つは職員数数数数が目が目が目が目標標標標をををを達達達達成して５０人の成して５０人の成して５０人の成して５０人の削減削減削減削減ができたという報告があるわができたという報告があるわができたという報告があるわができたという報告があるわ

けですが、本県はけですが、本県はけですが、本県はけですが、本県は東東東東京都京都京都京都及び政及び政及び政及び政令令令令指指指指定定定定市市市市のあるのあるのあるのある道道道道府府府府県を県を県を県を除除除除いて全国でいて全国でいて全国でいて全国で上上上上からからからから何何何何番番番番目目目目ぐぐぐぐらいらいらいらい

成成成成績績績績がいいということがここに報告をがいいということがここに報告をがいいということがここに報告をがいいということがここに報告を書書書書いているわけですけれども、一いているわけですけれども、一いているわけですけれども、一いているわけですけれども、一体適正体適正体適正体適正な職員な職員な職員な職員数数数数とととと

はははは何何何何かという考えかという考えかという考えかという考え方方方方をお尋ねしたい。をお尋ねしたい。をお尋ねしたい。をお尋ねしたい。
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それともう一つは、人それともう一つは、人それともう一つは、人それともう一つは、人件費件費件費件費という考えという考えという考えという考え方方方方はははは持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるのかどうか。るのかどうか。るのかどうか。るのかどうか。普普普普通民間の通民間の通民間の通民間の

企企企企業ですと、業ですと、業ですと、業ですと、社社社社員員員員数数数数ももちろんももちろんももちろんももちろん気気気気になりますけれども、になりますけれども、になりますけれども、になりますけれども、要要要要は人は人は人は人件費件費件費件費率を常に見ているわけ率を常に見ているわけ率を常に見ているわけ率を常に見ているわけ

で、県として全で、県として全で、県として全で、県として全体体体体のののの収収収収入に対しての人入に対しての人入に対しての人入に対しての人件費件費件費件費率はどうなっているのか。率はどうなっているのか。率はどうなっているのか。率はどうなっているのか。正正正正職員職員職員職員以外以外以外以外にもにもにもにもパーパーパーパー

トトトトもいるし、残業代も当もいるし、残業代も当もいるし、残業代も当もいるし、残業代も当然然然然人人人人件費件費件費件費になるわけです。そういうものを入れた人になるわけです。そういうものを入れた人になるわけです。そういうものを入れた人になるわけです。そういうものを入れた人件費件費件費件費率という率という率という率という

考え考え考え考え方方方方をおをおをおをお持持持持ちなのかどうかをお尋ねしたいと思います。ちなのかどうかをお尋ねしたいと思います。ちなのかどうかをお尋ねしたいと思います。ちなのかどうかをお尋ねしたいと思います。

２２２２番番番番目は、目は、目は、目は、ファファファファシシシシリティリティリティリティママママネジメネジメネジメネジメントントントントのののの件件件件です。これはです。これはです。これはです。これは先般先般先般先般、猪奥委員も本会議で質問、猪奥委員も本会議で質問、猪奥委員も本会議で質問、猪奥委員も本会議で質問

されたされたされたされた件件件件ですのでですのでですのでですので重重重重複複複複するわけですけれども、あれからこのするわけですけれども、あれからこのするわけですけれども、あれからこのするわけですけれども、あれからこの件件件件について関について関について関について関心心心心をををを持持持持っておりっておりっておりっており

まして、まして、まして、まして、現在現在現在現在どのようなどのようなどのようなどのような取取取取りりりり組み組み組み組みをされておられて、どういう成をされておられて、どういう成をされておられて、どういう成をされておられて、どういう成果果果果がががが生生生生まれているのか、まれているのか、まれているのか、まれているのか、

直近直近直近直近のののの情情情情報を報を報を報を教教教教えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。

３３３３番番番番目は、県目は、県目は、県目は、県内内内内のののの避難避難避難避難所所所所の機の機の機の機能能能能強強強強化ということです。ご化ということです。ご化ということです。ご化ということです。ご存存存存じのとおり、じのとおり、じのとおり、じのとおり、昨今昨今昨今昨今非非非非常に常に常に常に災災災災害害害害

がががが多多多多くなっており、くなっており、くなっており、くなっており、避難避難避難避難所所所所の対策ということで、本県においても３年の対策ということで、本県においても３年の対策ということで、本県においても３年の対策ということで、本県においても３年余余余余りりりり前前前前のののの紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大

水害水害水害水害のののの反省反省反省反省をををを踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、避難避難避難避難所所所所についていろいろとについていろいろとについていろいろとについていろいろと取取取取りりりり組組組組んでいただいているわけです。んでいただいているわけです。んでいただいているわけです。んでいただいているわけです。

あのとき、あのとき、あのとき、あのとき、反省反省反省反省の一の一の一の一番番番番目にありました目にありました目にありました目にありました電電電電源源源源の確の確の確の確保保保保、通、通、通、通信信信信機機機機能能能能の確の確の確の確保保保保について、３年について、３年について、３年について、３年余余余余りたりたりたりた

ちましたが、ちましたが、ちましたが、ちましたが、避難避難避難避難所所所所の機の機の機の機能能能能強強強強化について、化について、化について、化について、備品等備品等備品等備品等のののの設設設設備備備備のののの状況状況状況状況はどうなのかお尋ねしたい。はどうなのかお尋ねしたい。はどうなのかお尋ねしたい。はどうなのかお尋ねしたい。

４４４４番番番番目は、目は、目は、目は、ｅ－ＭＡｅ－ＭＡｅ－ＭＡｅ－ＭＡＴＣＨＴＣＨＴＣＨＴＣＨがががが救救救救急急急急でででで活活活活用されているわけですが、用されているわけですが、用されているわけですが、用されているわけですが、現状現状現状現状においてにおいてにおいてにおいて効果効果効果効果を出を出を出を出

しているのかどうか。また、しているのかどうか。また、しているのかどうか。また、しているのかどうか。また、今後今後今後今後のののの課課課課題はどんなものがあるのかをお尋ねしたい。題はどんなものがあるのかをお尋ねしたい。題はどんなものがあるのかをお尋ねしたい。題はどんなものがあるのかをお尋ねしたい。

最後最後最後最後５５５５番番番番目、目、目、目、テテテテレワーレワーレワーレワーククククについてお尋ねしたいと思います。これはもう言うまでもなく、についてお尋ねしたいと思います。これはもう言うまでもなく、についてお尋ねしたいと思います。これはもう言うまでもなく、についてお尋ねしたいと思います。これはもう言うまでもなく、

再再再再三三三三質問をしてきたわけですけれども、質問をしてきたわけですけれども、質問をしてきたわけですけれども、質問をしてきたわけですけれども、今今今今一一一一番困番困番困番困っている問題は、いろいろなっている問題は、いろいろなっている問題は、いろいろなっている問題は、いろいろな研修研修研修研修などをなどをなどをなどを

県もしていただいているようですけれども、県もしていただいているようですけれども、県もしていただいているようですけれども、県もしていただいているようですけれども、研修研修研修研修後後後後のののの就就就就職になかなか職になかなか職になかなか職になかなか結結結結びついていないとびついていないとびついていないとびついていないと

いうのがいうのがいうのがいうのが課課課課題ではないかと思われるので、その題ではないかと思われるので、その題ではないかと思われるので、その題ではないかと思われるので、その辺辺辺辺のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの課課課課題についてお尋ねした題についてお尋ねした題についてお尋ねした題についてお尋ねした

い。い。い。い。以上以上以上以上です。です。です。です。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 行政行政行政行政経経経経営営営営ママママネジメネジメネジメネジメントントントントにかかわってのおにかかわってのおにかかわってのおにかかわってのお話話話話をいただきました。定員をいただきました。定員をいただきました。定員をいただきました。定員適正適正適正適正

化と人化と人化と人化と人件費件費件費件費の比率というの比率というの比率というの比率という話話話話ですが、まず、人ですが、まず、人ですが、まず、人ですが、まず、人件費件費件費件費の比率ですけれども、の比率ですけれども、の比率ですけれども、の比率ですけれども、今回提今回提今回提今回提出させてい出させてい出させてい出させてい

ただいた「平成２５年度一ただいた「平成２５年度一ただいた「平成２５年度一ただいた「平成２５年度一般般般般会計決算の会計決算の会計決算の会計決算の概概概概要要要要」の５」の５」の５」の５ペペペペーーーージジジジに歳出にに歳出にに歳出にに歳出に占占占占める人める人める人める人件費件費件費件費のののの割割割割合合合合とととと

いうことで３０いうことで３０いうことで３０いうことで３０．．．．４４４４％％％％と出ております。と出ております。と出ております。と出ております。先先先先ほどから、いろいろとご質問があったように、ほどから、いろいろとご質問があったように、ほどから、いろいろとご質問があったように、ほどから、いろいろとご質問があったように、

どのように職員どのように職員どのように職員どのように職員数数数数のののの適正適正適正適正化を化を化を化を図図図図っていくのかというのは大きなっていくのかというのは大きなっていくのかというのは大きなっていくのかというのは大きな課課課課題です。題です。題です。題です。昨今昨今昨今昨今ファファファファシシシシリテリテリテリテ

ィィィィママママネジメネジメネジメネジメントントントントとあわせてとあわせてとあわせてとあわせてパーソパーソパーソパーソネネネネルマルマルマルマネジメネジメネジメネジメントントントントという言という言という言という言葉葉葉葉をををを使使使使っておりますが、っておりますが、っておりますが、っておりますが、ヒュヒュヒュヒュ

ーマンーマンーマンーマンリリリリソースマソースマソースマソースマネジメネジメネジメネジメントントントント、まさにその人、まさにその人、まさにその人、まさにその人材材材材をいかにをいかにをいかにをいかに活活活活用していくか、そういう用していくか、そういう用していくか、そういう用していくか、そういう観観観観点で、点で、点で、点で、

行政行政行政行政経経経経営営営営ののののママママネジメネジメネジメネジメントントントントの中でも議の中でも議の中でも議の中でも議論論論論をしているところです。その中で、定員というのはをしているところです。その中で、定員というのはをしているところです。その中で、定員というのはをしているところです。その中で、定員というのは

それそれそれそれぞぞぞぞれ事業れ事業れ事業れ事業費や費や費や費や年度年度の中で年度年度の中で年度年度の中で年度年度の中で変変変変わってまいります。わってまいります。わってまいります。わってまいります。例例例例えばえばえばえば公共公共公共公共事業といった事業では、事業といった事業では、事業といった事業では、事業といった事業では、
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年度間での増年度間での増年度間での増年度間での増減減減減はははは必必必必ずずずず起起起起こってまいります。そういったこともこってまいります。そういったこともこってまいります。そういったこともこってまいります。そういったことも踏踏踏踏まえながら定員のまえながら定員のまえながら定員のまえながら定員の適正適正適正適正化化化化

をををを図図図図っていかなければいけない。それとあわせて、一時っていかなければいけない。それとあわせて、一時っていかなければいけない。それとあわせて、一時っていかなければいけない。それとあわせて、一時的的的的な部な部な部な部分分分分についてについてについてについて正規正規正規正規の職員をどの職員をどの職員をどの職員をど

れだけふれだけふれだけふれだけふややややすのかという議すのかという議すのかという議すのかという議論論論論ではなくて、その一時ではなくて、その一時ではなくて、その一時ではなくて、その一時的的的的な部な部な部な部分分分分のののの期期期期間なども間なども間なども間なども念頭念頭念頭念頭に置きながに置きながに置きながに置きなが

ら、ら、ら、ら、ややややはり定員のはり定員のはり定員のはり定員の適正適正適正適正化という化という化という化という観観観観点は考えていかなければいけないのかと思います。点は考えていかなければいけないのかと思います。点は考えていかなければいけないのかと思います。点は考えていかなければいけないのかと思います。

また、また、また、また、今後退今後退今後退今後退職職職職後後後後の再雇用の再雇用の再雇用の再雇用制制制制度なども含めて定員の度なども含めて定員の度なども含めて定員の度なども含めて定員の適正適正適正適正化の考え化の考え化の考え化の考え方方方方をつくっていきたい。をつくっていきたい。をつくっていきたい。をつくっていきたい。

さらに、職員の人さらに、職員の人さらに、職員の人さらに、職員の人材材材材をををを活活活活用するという用するという用するという用するという観観観観点、点、点、点、育育育育成をするという成をするという成をするという成をするという観観観観点で点で点で点で今後今後今後今後行政行政行政行政経経経経営営営営ののののママママネネネネ

ジメジメジメジメントントントントについてもしっかりとについてもしっかりとについてもしっかりとについてもしっかりと取取取取りりりり組組組組んでいきたいと思っております。んでいきたいと思っております。んでいきたいと思っております。んでいきたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長 ファファファファシシシシリティリティリティリティママママネジメネジメネジメネジメントントントントのののの最近最近最近最近のののの取取取取りりりり組み組み組み組みにつにつにつにつ

いてのご質問でした。いてのご質問でした。いてのご質問でした。いてのご質問でした。

本県の県本県の県本県の県本県の県有有有有資産には、いわ資産には、いわ資産には、いわ資産には、いわゆゆゆゆるるるるインインインインフラフラフラフラと言われると言われると言われると言われる道路や道路や道路や道路や河河河河川川川川等等等等をををを除除除除いて、いて、いて、いて、約約約約８００の８００の８００の８００の

施施施施設設設設とそのとそのとそのとその敷敷敷敷地地地地、そのほかに１７０の、そのほかに１７０の、そのほかに１７０の、そのほかに１７０の土土土土地地地地があります。そのがあります。そのがあります。そのがあります。その土土土土地地地地について、について、について、について、有効的有効的有効的有効的にににに活活活活用用用用

していくのが大事で、資産のしていくのが大事で、資産のしていくのが大事で、資産のしていくのが大事で、資産の適正適正適正適正管理、管理、管理、管理、有効活有効活有効活有効活用に用に用に用に取取取取りりりり組む組む組む組むということを実ということを実ということを実ということを実施施施施しておりましておりましておりましておりま

す。平成２５年１月にす。平成２５年１月にす。平成２５年１月にす。平成２５年１月にファファファファシシシシリティリティリティリティママママネジメネジメネジメネジメントントントント推推推推進進進進基基基基本本本本方方方方針針針針を策定し、それにを策定し、それにを策定し、それにを策定し、それに基づ基づ基づ基づき資き資き資き資

産が、どういう産が、どういう産が、どういう産が、どういう状況状況状況状況か実か実か実か実態調態調態調態調査をしております。それに査をしております。それに査をしております。それに査をしております。それに基づ基づ基づ基づきそのままきそのままきそのままきそのまま継継継継続続続続的的的的にににに利利利利用する用する用する用する

もの、もの、もの、もの、処分処分処分処分するものするものするものするもの等等等等にににに評価評価評価評価をして、をして、をして、をして、継継継継続続続続的的的的にににに利利利利用するものについては、用するものについては、用するものについては、用するものについては、今後今後今後今後のののの活活活活用の用の用の用の方方方方

策について策について策について策について検討検討検討検討しているところです。しているところです。しているところです。しているところです。

また、本年４月２２日付、総務大また、本年４月２２日付、総務大また、本年４月２２日付、総務大また、本年４月２２日付、総務大臣臣臣臣よりよりよりより地方公共地方公共地方公共地方公共団団団団体体体体に対して、に対して、に対して、に対して、公共施公共施公共施公共施設設設設等等等等総総総総合合合合管理計管理計管理計管理計

画画画画の策定がの策定がの策定がの策定が要請要請要請要請されております。これについては、されております。これについては、されております。これについては、されております。これについては、将来的将来的将来的将来的な人な人な人な人口口口口減減減減少少少少やややや財政見通しに応じ財政見通しに応じ財政見通しに応じ財政見通しに応じ

たたたた公共施公共施公共施公共施設設設設のののの最適配最適配最適配最適配置、それと置、それと置、それと置、それと維維維維持持持持管理管理管理管理やややや更更更更新等新等新等新等に係るに係るに係るに係る費費費費用の用の用の用の軽軽軽軽減減減減、平、平、平、平準準準準化を目化を目化を目化を目的的的的に、に、に、に、各各各各

地方公共地方公共地方公共地方公共団団団団体体体体のののの持持持持つ全ての資産、つ全ての資産、つ全ての資産、つ全ての資産、施施施施設設設設を対を対を対を対象象象象に、に、に、に、公共施公共施公共施公共施設設設設等等等等のののの現況現況現況現況をををを把握把握把握把握し、計し、計し、計し、計画的画的画的画的なななな更更更更

新新新新、、、、統廃統廃統廃統廃合合合合、長、長、長、長寿寿寿寿命命命命化化化化等等等等に関するに関するに関するに関する基基基基本本本本的的的的なななな方方方方針針針針をををを記記記記載載載載するものです。その策定にするものです。その策定にするものです。その策定にするものです。その策定に要要要要するするするする標標標標

準的準的準的準的なななな期期期期間として、３間として、３間として、３間として、３カカカカ年の年の年の年のロロロローーーードドドドマップマップマップマップを国はを国はを国はを国は示示示示しており、平成２８年度までに策定すしており、平成２８年度までに策定すしており、平成２８年度までに策定すしており、平成２８年度までに策定す

るようにるようにるようにるように要請要請要請要請されていると認されていると認されていると認されていると認識識識識しております。しております。しております。しております。

先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたように、県ではしましたように、県ではしましたように、県ではしましたように、県では既既既既に平成２５年１月にに平成２５年１月にに平成２５年１月にに平成２５年１月にファファファファシシシシリティリティリティリティママママネジメネジメネジメネジメントントントント推推推推進進進進

基基基基本本本本方方方方針針針針を策定しており、このを策定しており、このを策定しており、このを策定しており、この方方方方針針針針をさらにをさらにをさらにをさらに具具具具体体体体化したものとして、平成２７年度中の策化したものとして、平成２７年度中の策化したものとして、平成２７年度中の策化したものとして、平成２７年度中の策

定を目定を目定を目定を目途途途途ににににファファファファシシシシリティリティリティリティママママネジメネジメネジメネジメントントントント実実実実施方施方施方施方針針針針のののの検討検討検討検討をををを進進進進めております。この実めております。この実めております。この実めております。この実施方施方施方施方針針針針をををを

策定することにより、策定することにより、策定することにより、策定することにより、公共施公共施公共施公共施設設設設等等等等総総総総合合合合管理計管理計管理計管理計画画画画のののの公共施公共施公共施公共施設設設設に関する部に関する部に関する部に関する部分分分分が策定できるものが策定できるものが策定できるものが策定できるもの

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

また、この計また、この計また、この計また、この計画画画画にはにはにはには道路道路道路道路、、、、橋梁橋梁橋梁橋梁、、、、上下上下上下上下水水水水道等道等道等道等ののののインインインインフラフラフラフラに関する長に関する長に関する長に関する長寿寿寿寿命命命命化計化計化計化計画画画画の行の行の行の行動動動動計計計計

画画画画もももも記記記記載載載載するするするする必要必要必要必要がありまして、一部策定がありまして、一部策定がありまして、一部策定がありまして、一部策定済み済み済み済みのものもありますが、県のものもありますが、県のものもありますが、県のものもありますが、県土土土土ママママネジメネジメネジメネジメントントントント部、部、部、部、
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水水水水道道道道局局局局等等等等において策定ににおいて策定ににおいて策定ににおいて策定に向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討をををを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。各各各各部局ともその部局ともその部局ともその部局ともその所所所所管している管している管している管している施施施施設設設設

等等等等についてについてについてについて順次順次順次順次計計計計画画画画の策定をの策定をの策定をの策定を進進進進め、め、め、め、公共施公共施公共施公共施設設設設総総総総合合合合管理計管理計管理計管理計画画画画を平成２７年度中を目を平成２７年度中を目を平成２７年度中を目を平成２７年度中を目途途途途に策定に策定に策定に策定

したいと思います。それにより、県したいと思います。それにより、県したいと思います。それにより、県したいと思います。それにより、県有有有有資産の資産の資産の資産の適正適正適正適正な管理、な管理、な管理、な管理、配配配配置、置、置、置、維維維維持持持持管理管理管理管理等等等等を行っていきを行っていきを行っていきを行っていき

たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱 避難避難避難避難所所所所の機の機の機の機能能能能強強強強化、化、化、化、避難避難避難避難所所所所におけるにおけるにおけるにおける備品等備品等備品等備品等のののの

整備状況整備状況整備状況整備状況についてお答えさせていただきます。についてお答えさせていただきます。についてお答えさせていただきます。についてお答えさせていただきます。

市町村市町村市町村市町村のののの避難避難避難避難所所所所におけるにおけるにおけるにおける備品等備品等備品等備品等のののの設設設設備備備備ですが、ですが、ですが、ですが、例例例例えばえばえばえば都都都都市市市市部と部と部と部と山山山山間間間間地域地域地域地域など、そのなど、そのなど、そのなど、その避難避難避難避難

所所所所の置かれているの置かれているの置かれているの置かれている状況状況状況状況によりによりによりにより必要必要必要必要なななな設設設設備備備備、、、、備品備品備品備品というのは一というのは一というのは一というのは一律律律律ではないものと考えておりではないものと考えておりではないものと考えておりではないものと考えており

ます。このようなところから、一ます。このようなところから、一ます。このようなところから、一ます。このようなところから、一義義義義的的的的にはにはにはには各市町村各市町村各市町村各市町村でででで必要必要必要必要なななな設設設設備備備備、、、、備品備品備品備品をををを整備整備整備整備することがすることがすることがすることが

基基基基本だと考えております。委員もお本だと考えております。委員もお本だと考えております。委員もお本だと考えております。委員もお述述述述べべべべになっておりましたが、になっておりましたが、になっておりましたが、になっておりましたが、紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水害水害水害水害においてにおいてにおいてにおいて

は、は、は、は、南南南南部部部部地域地域地域地域を中を中を中を中心心心心に１７に１７に１７に１７地地地地区区区区でででで集集集集落落落落がががが孤孤孤孤立立立立をしました。をしました。をしました。をしました。多多多多くのくのくのくの地域地域地域地域でででで停停停停電電電電も発も発も発も発生生生生しまししまししまししまし

た。これにた。これにた。これにた。これに伴伴伴伴い、い、い、い、避難避難避難避難所所所所・・・・集集集集落落落落とととと役場役場役場役場との連絡がとの連絡がとの連絡がとの連絡が途途途途絶絶絶絶し、照明もし、照明もし、照明もし、照明も使使使使えないというような不えないというような不えないというような不えないというような不

安安安安なななな夜夜夜夜をををを過過過過ごされたというごされたというごされたというごされたという状況状況状況状況もももも生生生生じております。じております。じております。じております。

このようなこのようなこのようなこのような紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水害水害水害水害のののの経経経経験験験験をををを踏踏踏踏まえて、県では平成２４年度から平成２６年度ままえて、県では平成２４年度から平成２６年度ままえて、県では平成２４年度から平成２６年度ままえて、県では平成２４年度から平成２６年度ま

での３での３での３での３カカカカ年、年、年、年、非非非非常用常用常用常用電電電電源源源源などをなどをなどをなどを整備整備整備整備するするするする避難避難避難避難所所所所の機の機の機の機能能能能強強強強化を化を化を化を図図図図るるるる市町村市町村市町村市町村に対してに対してに対してに対して補助補助補助補助を行を行を行を行

っております。っております。っております。っております。市町村市町村市町村市町村ではこのではこのではこのではこの補助補助補助補助金を金を金を金を有効有効有効有効にににに活活活活用いただき、用いただき、用いただき、用いただき、非非非非常用常用常用常用電電電電源や源や源や源や簡簡簡簡易易易易トイレトイレトイレトイレ、、、、

石油石油石油石油ストーストーストーストーブブブブなどをなどをなどをなどを避難避難避難避難所所所所にににに整備整備整備整備していただきました。このようなしていただきました。このようなしていただきました。このようなしていただきました。このような形形形形でででで避難避難避難避難所所所所の機の機の機の機能能能能のののの強強強強

化を化を化を化を図図図図っていただいております。っていただいております。っていただいております。っていただいております。

このうちこのうちこのうちこのうち特特特特に、に、に、に、命命命命をををを守守守守るということで、るということで、るということで、るということで、ラララライイイイフラフラフラフラインインインインの中での中での中での中で特特特特にににに重要重要重要重要と考えているのがと考えているのがと考えているのがと考えているのが

電電電電源源源源です。委員もおっしです。委員もおっしです。委員もおっしです。委員もおっしゃゃゃゃっておられたように、通っておられたように、通っておられたように、通っておられたように、通信信信信機機機機能能能能を確を確を確を確保保保保するためにもまずはするためにもまずはするためにもまずはするためにもまずは電電電電源源源源

がががが重要重要重要重要と考えております。このと考えております。このと考えております。このと考えております。この非非非非常用常用常用常用電電電電源源源源ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、補助補助補助補助金で金で金で金で整備整備整備整備した実した実した実した実績績績績をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げ

ますと、平成２４年度には６ますと、平成２４年度には６ますと、平成２４年度には６ますと、平成２４年度には６市町村市町村市町村市町村で発で発で発で発電電電電機が５５機が５５機が５５機が５５台台台台、、、、投投投投光器光器光器光器も７１も７１も７１も７１台整備台整備台整備台整備いただいておいただいておいただいておいただいてお

ります。平成２５年度には７ります。平成２５年度には７ります。平成２５年度には７ります。平成２５年度には７市町村市町村市町村市町村で発で発で発で発電電電電機が７４機が７４機が７４機が７４台台台台、６、６、６、６市町村市町村市町村市町村でででで投投投投光器光器光器光器を１５４を１５４を１５４を１５４台整備台整備台整備台整備

されたところです。また、されたところです。また、されたところです。また、されたところです。また、今今今今年度においても、８年度においても、８年度においても、８年度においても、８市町村市町村市町村市町村でででで非非非非常用発常用発常用発常用発電電電電機１１５機１１５機１１５機１１５台台台台、７、７、７、７市町市町市町市町

村村村村でででで投投投投光器光器光器光器１４８１４８１４８１４８台台台台というというというという補助補助補助補助申申申申請請請請をいただいており、をいただいており、をいただいており、をいただいており、整備整備整備整備中です。平成２５年６月時点中です。平成２５年６月時点中です。平成２５年６月時点中です。平成２５年６月時点

とととと昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の集集集集計になるのですけれども、県計になるのですけれども、県計になるのですけれども、県計になるのですけれども、県内内内内のののの市町村市町村市町村市町村におけるにおけるにおけるにおける避難避難避難避難所所所所でのでのでのでの非非非非常用常用常用常用電電電電源源源源のののの整整整整

備状況備状況備状況備状況ですが、このですが、このですが、このですが、この補助補助補助補助金で金で金で金で整備整備整備整備したものも含めて、全てのしたものも含めて、全てのしたものも含めて、全てのしたものも含めて、全ての避難避難避難避難所所所所１，３８２１，３８２１，３８２１，３８２カ所カ所カ所カ所のうちのうちのうちのうち

３４４３４４３４４３４４カ所カ所カ所カ所、２４、２４、２４、２４．．．．９９９９％％％％でででで非非非非常用常用常用常用電電電電源源源源をををを整備整備整備整備・・・・設設設設置していただいているところです。いま置していただいているところです。いま置していただいているところです。いま置していただいているところです。いま

だにだにだにだに低低低低いいいい状況状況状況状況にあることも認にあることも認にあることも認にあることも認識識識識しております。しております。しております。しております。

このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、各市町村各市町村各市町村各市町村では、では、では、では、今今今今年度、年度、年度、年度、来来来来年度の２年度の２年度の２年度の２カカカカ年で年で年で年で市町村市町村市町村市町村のののの地域地域地域地域防防防防
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災災災災計計計計画画画画の見の見の見の見直直直直しししし作作作作業を行っておられます。この業を行っておられます。この業を行っておられます。この業を行っておられます。この作作作作業に対して、県としても業に対して、県としても業に対して、県としても業に対して、県としても例例例例えば会議にえば会議にえば会議にえば会議に参参参参

加するとか、加するとか、加するとか、加するとか、ブブブブロロロロッッッックククク会議を会議を会議を会議を市町村市町村市町村市町村にもっていただいてにもっていただいてにもっていただいてにもっていただいて支援支援支援支援をするとか、をするとか、をするとか、をするとか、個個個個別別別別ににににモモモモデデデデル市ル市ル市ル市

町村町村町村町村を決めて、そこにを決めて、そこにを決めて、そこにを決めて、そこに直直直直接接接接支援や助支援や助支援や助支援や助言をする言をする言をする言をする支援支援支援支援も行っております。この中でも行っております。この中でも行っております。この中でも行っております。この中で避難避難避難避難所所所所のののの指指指指

定の見定の見定の見定の見直直直直しをはじめ、しをはじめ、しをはじめ、しをはじめ、避難避難避難避難所所所所のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて各市町村各市町村各市町村各市町村ともともともとも意意意意見交見交見交見交換換換換を行って、このを行って、このを行って、このを行って、この備品備品備品備品

等等等等のののの整備整備整備整備についてもについてもについてもについても各市町村各市町村各市町村各市町村にににに助助助助言するなど言するなど言するなど言するなど積極積極積極積極的的的的にににに働働働働きかけをしてまいりたいと考えてきかけをしてまいりたいと考えてきかけをしてまいりたいと考えてきかけをしてまいりたいと考えて

おります。おります。おります。おります。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 ｅ－ＭＡｅ－ＭＡｅ－ＭＡｅ－ＭＡＴＣＨＴＣＨＴＣＨＴＣＨのののの現状現状現状現状とととと課課課課題題題題等等等等についてお答えいたします。についてお答えいたします。についてお答えいたします。についてお答えいたします。

救救救救急急急急患患患患者をその者をその者をその者をその症症症症状状状状に応じたに応じたに応じたに応じた病病病病院院院院にににに迅速迅速迅速迅速、、、、的的的的確に確に確に確に搬送搬送搬送搬送するためにするためにするためにするために緊急緊急緊急緊急搬送搬送搬送搬送ルールルールルールルールを平成を平成を平成を平成

２３年１１月３０日に定めて２３年１１月３０日に定めて２３年１１月３０日に定めて２３年１１月３０日に定めて運運運運用しております。また、その用しております。また、その用しております。また、その用しております。また、その後後後後、、、、ｅ－ＭＡｅ－ＭＡｅ－ＭＡｅ－ＭＡＴＣＨＴＣＨＴＣＨＴＣＨをををを導導導導入す入す入す入す

るために平成２４年３月にはるために平成２４年３月にはるために平成２４年３月にはるために平成２４年３月には消消消消防防防防機関に、平成２５年３月には機関に、平成２５年３月には機関に、平成２５年３月には機関に、平成２５年３月には救救救救急受急受急受急受入入入入病病病病院院院院にににに携携携携帯情帯情帯情帯情報報報報端端端端

末である末である末である末であるｉＰａｄｉＰａｄｉＰａｄｉＰａｄをををを配配配配付しました。また、本年４月からは付しました。また、本年４月からは付しました。また、本年４月からは付しました。また、本年４月からは受受受受入入入入病病病病院院院院のののの受受受受け入れけ入れけ入れけ入れ可能可能可能可能かどうかどうかどうかどう

かのかのかのかの表示表示表示表示をををを変変変変更更更更して、よりして、よりして、よりして、より正正正正確に確に確に確に病病病病院院院院のののの受受受受入入入入状況状況状況状況がががが救救救救急急急急隊隊隊隊員に員に員に員に伝伝伝伝わるようにわるようにわるようにわるように改善改善改善改善しました。しました。しました。しました。

表示表示表示表示のののの変変変変更更更更からそのからそのからそのからその効果効果効果効果については、については、については、については、変変変変更更更更後後後後間もなく、まだ間もなく、まだ間もなく、まだ間もなく、まだ十分十分十分十分なななな検検検検証証証証ができておりませができておりませができておりませができておりませ

んが、ことし５月から７月の３んが、ことし５月から７月の３んが、ことし５月から７月の３んが、ことし５月から７月の３カカカカ月間の月間の月間の月間の傾傾傾傾向向向向を見ますと、を見ますと、を見ますと、を見ますと、搬送搬送搬送搬送先先先先が１が１が１が１回回回回の照会で決まるの照会で決まるの照会で決まるの照会で決まる割割割割

合合合合が平成２５年のが平成２５年のが平成２５年のが平成２５年の同同同同時時時時期期期期５月から７月の５月から７月の５月から７月の５月から７月の割割割割合合合合６８６８６８６８．．．．７７７７％％％％から７１から７１から７１から７１．．．．４４４４％％％％にふえております。にふえております。にふえております。にふえております。

また、また、また、また、逆逆逆逆に４に４に４に４回以上回以上回以上回以上かかるかかるかかるかかる割割割割合合合合が平成２５年５月から７月のが平成２５年５月から７月のが平成２５年５月から７月のが平成２５年５月から７月の同同同同時時時時期期期期と比と比と比と比べべべべて、９て、９て、９て、９．．．．７７７７％％％％かかかか

ら８ら８ら８ら８．．．．３３３３％％％％にににに減減減減少しているという少しているという少しているという少しているという改善改善改善改善傾傾傾傾向向向向は見られます。は見られます。は見られます。は見られます。

また、一また、一また、一また、一方方方方、１０月３日に、、１０月３日に、、１０月３日に、、１０月３日に、救救救救急急急急隊隊隊隊員との員との員との員とのｅ－ＭＡｅ－ＭＡｅ－ＭＡｅ－ＭＡＴＣＨＴＣＨＴＣＨＴＣＨについてのについてのについてのについての意意意意見交見交見交見交換換換換を行いまを行いまを行いまを行いま

した。その中で、まだした。その中で、まだした。その中で、まだした。その中で、まだ病病病病院院院院側の側の側の側の受受受受け入れけ入れけ入れけ入れ表示表示表示表示がががが十分正十分正十分正十分正確ではないといった確ではないといった確ではないといった確ではないといった意意意意見見見見やややや、、、、逆逆逆逆にににに受受受受

け入れできないというけ入れできないというけ入れできないというけ入れできないというバツバツバツバツのののの表示表示表示表示をををを救救救救急急急急病病病病院院院院がしているにもかかわらず、がしているにもかかわらず、がしているにもかかわらず、がしているにもかかわらず、救救救救急急急急隊隊隊隊員がそこ員がそこ員がそこ員がそこ

へへへへ電話電話電話電話をしているをしているをしているをしているケケケケースースースースも見も見も見も見受受受受けられるといったけられるといったけられるといったけられるといった意意意意見も見も見も見も聞聞聞聞いております。そういったこといております。そういったこといております。そういったこといております。そういったこと

がががが今後今後今後今後のののの課課課課題と考えておりますので、題と考えておりますので、題と考えておりますので、題と考えておりますので、今後今後今後今後もももも消消消消防防防防ののののみみみみならず、ならず、ならず、ならず、病病病病院院院院側との側との側との側との意意意意見交見交見交見交換換換換を行うを行うを行うを行う

中で、中で、中で、中で、搬送搬送搬送搬送ルールルールルールルールのののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図り、り、り、り、消消消消防防防防とととと病病病病院院院院のののの双双双双方方方方連連連連携携携携のもとに、よりのもとに、よりのもとに、よりのもとに、より迅速迅速迅速迅速、、、、的的的的確な確な確な確な救救救救急急急急

搬送搬送搬送搬送にににに取取取取りりりり組組組組んでいきたいと考えております。んでいきたいと考えております。んでいきたいと考えております。んでいきたいと考えております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長 ご質問のご質問のご質問のご質問のテテテテレワレワレワレワ－ク－ク－ク－クについてです。についてです。についてです。についてです。

多多多多様様様様でででで柔軟柔軟柔軟柔軟なななな働働働働きききき方方方方がががが選択選択選択選択できるできるできるできる社社社社会を実会を実会を実会を実現現現現するために、するために、するために、するために、仕仕仕仕事と事と事と事と家家家家庭庭庭庭のののの両両両両立立立立をををを促進促進促進促進し、し、し、し、

就就就就業率の業率の業率の業率の向上向上向上向上をををを図図図図るという目るという目るという目るという目的的的的で、で、で、で、企企企企業に対して業に対して業に対して業に対して啓啓啓啓発、発、発、発、導導導導入を入を入を入を促進促進促進促進するためにするためにするためにするために在在在在宅宅宅宅就就就就業業業業普普普普

及及及及促進促進促進促進事業ということで事業ということで事業ということで事業ということでテテテテレワーレワーレワーレワークククク事業を事業を事業を事業を緊急緊急緊急緊急雇用として実雇用として実雇用として実雇用として実施施施施しております。県しております。県しております。県しております。県内内内内のののの企企企企業業業業

やややや県県県県内在内在内在内在住住住住の従業員がおります大の従業員がおります大の従業員がおります大の従業員がおります大阪阪阪阪やややや奈良の奈良の奈良の奈良の企企企企業に対して、業に対して、業に対して、業に対して、延延延延べべべべ８０２の８０２の８０２の８０２の企企企企業を業を業を業を訪訪訪訪問し、問し、問し、問し、

テテテテレワーレワーレワーレワークククク制制制制度の度の度の度の啓啓啓啓発発発発ややややココココンサルンサルンサルンサルティティティティングングングングを実を実を実を実施施施施しましたしましたしましたしました結果結果結果結果、、、、現在現在現在現在までで県までで県までで県までで県内内内内で２で２で２で２企企企企業業業業
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のののの導導導導入をいただきました。また、県入をいただきました。また、県入をいただきました。また、県入をいただきました。また、県内内内内８８８８企企企企業、県業、県業、県業、県外外外外１１１１企企企企業で業で業で業で導導導導入に入に入に入に向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討をををを現在現在現在現在してしてしてして

いただいております。ことしの６月にもいただいております。ことしの６月にもいただいております。ことしの６月にもいただいております。ことしの６月にも在在在在宅宅宅宅就就就就業業業業テテテテレワーレワーレワーレワーククククをををを広広広広く知っていただくためのく知っていただくためのく知っていただくためのく知っていただくための

セセセセミミミミナナナナーーーーを開を開を開を開催催催催し、し、し、し、導導導導入されている入されている入されている入されている企企企企業の業の業の業の具具具具体的体的体的体的な事な事な事な事例例例例を発を発を発を発表表表表していただき、していただき、していただき、していただき、啓啓啓啓発に発に発に発に努努努努めめめめ

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。

委員がおっし委員がおっし委員がおっし委員がおっしゃゃゃゃっておられるっておられるっておられるっておられるひひひひとりとりとりとり親親親親、、、、寡婦寡婦寡婦寡婦、、、、障害障害障害障害者といった者といった者といった者といった方方方方がががが家家家家にいながらにいながらにいながらにいながらＩＴ技ＩＴ技ＩＴ技ＩＴ技

術術術術をををを身身身身につけ、につけ、につけ、につけ、在在在在宅宅宅宅でででで就就就就業を行うことを業を行うことを業を行うことを業を行うことを支援支援支援支援するするするする就就就就業業業業困難困難困難困難者者者者在在在在宅宅宅宅就就就就業業業業支援支援支援支援事業という事業という事業という事業という取取取取りりりり

組み組み組み組みがありまして、この事業においては、決められた時間ではなく、がありまして、この事業においては、決められた時間ではなく、がありまして、この事業においては、決められた時間ではなく、がありまして、この事業においては、決められた時間ではなく、個々個々個々個々の事の事の事の事情情情情にににに合合合合わせわせわせわせ

た時間た時間た時間た時間帯帯帯帯にににに家家家家にいながらにいながらにいながらにいながら訓練訓練訓練訓練にににに参参参参加できることとなっており、これまで１２９名が加できることとなっており、これまで１２９名が加できることとなっており、これまで１２９名が加できることとなっており、これまで１２９名が修修修修了し、了し、了し、了し、

現在現在現在現在４１名が４１名が４１名が４１名が訓練訓練訓練訓練にににに参参参参加しております。この加しております。この加しております。この加しております。この訓練訓練訓練訓練修修修修了者たちの了者たちの了者たちの了者たちの仕仕仕仕事というのが事というのが事というのが事というのが余余余余りないのりないのりないのりないの

ではないかということですが、ではないかということですが、ではないかということですが、ではないかということですが、訓練訓練訓練訓練修修修修了了了了後後後後ははははホホホホームームームームペペペペーーーージジジジ、、、、ブブブブロロロロググググのののの運運運運営営営営やややや書書書書籍籍籍籍のののの電電電電子子子子化化化化

等等等等のののの仕仕仕仕事に従事していただいており、これら事に従事していただいており、これら事に従事していただいており、これら事に従事していただいており、これら修修修修了者に対する了者に対する了者に対する了者に対する仕仕仕仕事においても、事においても、事においても、事においても、企企企企業業業業訪訪訪訪問の問の問の問の

中で中で中で中で仕仕仕仕事のあっせんという事のあっせんという事のあっせんという事のあっせんという形形形形でお願いし、でお願いし、でお願いし、でお願いし、仕仕仕仕事の事の事の事の拡拡拡拡大を大を大を大を図図図図っているところです。っているところです。っているところです。っているところです。以上以上以上以上です。です。です。です。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 先先先先ほどの人ほどの人ほどの人ほどの人件費件費件費件費の比率について、本県が全国の比率について、本県が全国の比率について、本県が全国の比率について、本県が全国的的的的にどのにどのにどのにどの位位位位置にあるか置にあるか置にあるか置にあるか順位順位順位順位が、わが、わが、わが、わ

かればかればかればかれば教教教教えてほしいと思います。えてほしいと思います。えてほしいと思います。えてほしいと思います。

それから、それから、それから、それから、ファファファファシシシシリティリティリティリティママママネジメネジメネジメネジメントントントントについては、とにかく平成２７年度末までにについては、とにかく平成２７年度末までにについては、とにかく平成２７年度末までにについては、とにかく平成２７年度末までに仕仕仕仕上上上上

げげげげるようにという通るようにという通るようにという通るようにという通達達達達が国からが国からが国からが国から来来来来ているわけですけれども、ているわけですけれども、ているわけですけれども、ているわけですけれども、ぜひぜひぜひぜひそれに対応できるようにそれに対応できるようにそれに対応できるようにそれに対応できるように

お願いしたいと思います。本県においてもまだまだそういうお願いしたいと思います。本県においてもまだまだそういうお願いしたいと思います。本県においてもまだまだそういうお願いしたいと思います。本県においてもまだまだそういう遊遊遊遊休休休休的的的的な県な県な県な県有有有有資産が、たくさ資産が、たくさ資産が、たくさ資産が、たくさ

んあるように思います。これはんあるように思います。これはんあるように思います。これはんあるように思います。これは要要要要望望望望にしますが、しっかりとにしますが、しっかりとにしますが、しっかりとにしますが、しっかりと取取取取りりりり組組組組んでほしいと思います。んでほしいと思います。んでほしいと思います。んでほしいと思います。

それから、それから、それから、それから、避難避難避難避難所所所所のののの件件件件ですが、ですが、ですが、ですが、先先先先ほども答弁にありましたように、ほども答弁にありましたように、ほども答弁にありましたように、ほども答弁にありましたように、私私私私もこれをもこれをもこれをもこれを聞聞聞聞いていていていて驚驚驚驚

いたのですけれども、いたのですけれども、いたのですけれども、いたのですけれども、特特特特にににに紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水害水害水害水害で大で大で大で大変変変変なななな被被被被害害害害をををを受受受受けたけたけたけた山山山山間部の間部の間部の間部の自自自自治治治治体体体体がいまだがいまだがいまだがいまだ

にににに非非非非常用常用常用常用電電電電源源源源のののの設設設設置がなかなか思うようにいっていないという置がなかなか思うようにいっていないという置がなかなか思うようにいっていないという置がなかなか思うようにいっていないという印印印印象象象象です。です。です。です。現在現在現在現在、よう、よう、よう、ようややややくくくく

県も県も県も県も働働働働きかけていただいているようですけれども、きかけていただいているようですけれども、きかけていただいているようですけれども、きかけていただいているようですけれども、今今今今も大きなも大きなも大きなも大きな台台台台風風風風がががが近近近近畿畿畿畿地方地方地方地方にににに向向向向かってかってかってかって

いるようですが、人間というのは本当にいるようですが、人間というのは本当にいるようですが、人間というのは本当にいるようですが、人間というのは本当に怖怖怖怖いもので、いもので、いもので、いもので、喉喉喉喉元元元元過過過過ぎぎぎぎればればればれば熱熱熱熱さをさをさをさを忘忘忘忘れるというこれるというこれるというこれるというこ

ともあります。ともあります。ともあります。ともあります。ややややはりいつはりいつはりいつはりいつ起起起起こってもいいようにこってもいいようにこってもいいようにこってもいいように最最最最低低低低限限限限のののの備備備備えはしていかなければならなえはしていかなければならなえはしていかなければならなえはしていかなければならな

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

県は県は県は県は避難避難避難避難所所所所のののの備品等備品等備品等備品等のののの設設設設備整備備整備備整備備整備を推を推を推を推進進進進しているわけですが、しているわけですが、しているわけですが、しているわけですが、進進進進めるめるめるめる上上上上において、において、において、において、何何何何かかかか課課課課

題はありますか。題はありますか。題はありますか。題はありますか。例例例例えば、えば、えば、えば、自自自自治治治治体体体体のののの持持持持ち出しがち出しがち出しがち出しが予予予予算がないからなかなかできないなど、算がないからなかなかできないなど、算がないからなかなかできないなど、算がないからなかなかできないなど、何何何何

かかかか課課課課題があれば題があれば題があれば題があれば教教教教えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。市町村市町村市町村市町村の名の名の名の名前前前前をををを上げ上げ上げ上げませんけれども、平ませんけれども、平ませんけれども、平ませんけれども、平

成２４年成２４年成２４年成２４年現在現在現在現在ののののデデデデーーーータタタタで見たらまだで見たらまだで見たらまだで見たらまだ避難避難避難避難所所所所のののの非非非非常用常用常用常用電電電電源源源源がががが設設設設置していないところがあるよ置していないところがあるよ置していないところがあるよ置していないところがあるよ

うで、大うで、大うで、大うで、大変心配変心配変心配変心配ですので、ですので、ですので、ですので、何何何何かかかか課課課課題があれば題があれば題があれば題があれば教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。
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それから、それから、それから、それから、ｅ－ＭＡｅ－ＭＡｅ－ＭＡｅ－ＭＡＴＣＨＴＣＨＴＣＨＴＣＨについては、ずっとまだしばらく続くについては、ずっとまだしばらく続くについては、ずっとまだしばらく続くについては、ずっとまだしばらく続く話話話話かもしれませんけれかもしれませんけれかもしれませんけれかもしれませんけれ

ども、ども、ども、ども、要要要要はははは互互互互いのいのいのいの情情情情報の報の報の報のタタタタイムイムイムイムリリリリーーーーな交な交な交な交換換換換ができているかどうかが一ができているかどうかが一ができているかどうかが一ができているかどうかが一番番番番大きいと思うので大きいと思うので大きいと思うので大きいと思うので

す。す。す。す。特特特特にににに病病病病院院院院側できちんとそういう側できちんとそういう側できちんとそういう側できちんとそういう情情情情報を報を報を報をタタタタイムイムイムイムリリリリーーーーにににに上げ上げ上げ上げてくれておれば、てくれておれば、てくれておれば、てくれておれば、消消消消防隊防隊防隊防隊員も員も員も員も

活活活活用できるわけですが、そうでないと、さきほどの答弁にありましたように、用できるわけですが、そうでないと、さきほどの答弁にありましたように、用できるわけですが、そうでないと、さきほどの答弁にありましたように、用できるわけですが、そうでないと、さきほどの答弁にありましたように、救救救救急急急急病病病病院院院院がががが

受受受受け入れできないけ入れできないけ入れできないけ入れできないバツバツバツバツのののの表示表示表示表示があってもがあってもがあってもがあっても消消消消防隊防隊防隊防隊員が員が員が員が電話電話電話電話するなどということは、するなどということは、するなどということは、するなどということは、裏裏裏裏をををを返返返返せせせせ

ば日ごろからきちんとしていないから１ば日ごろからきちんとしていないから１ば日ごろからきちんとしていないから１ば日ごろからきちんとしていないから１回回回回聞聞聞聞いていていていてみみみみようかということもあるのかもしれまようかということもあるのかもしれまようかということもあるのかもしれまようかということもあるのかもしれま

せん。おせん。おせん。おせん。お互互互互いにいにいにいに情情情情報に対する報に対する報に対する報に対する信信信信用度がまだまだ用度がまだまだ用度がまだまだ用度がまだまだ薄薄薄薄いということです。いということです。いということです。いということです。特特特特にににに病病病病院院院院ががががバツバツバツバツ、、、、ママママ

ルルルルとととと表示表示表示表示をしているをしているをしているをしているタタタタイムイムイムイムリリリリーーーーなななな情情情情報が、報が、報が、報が、ｉＰａｄｉＰａｄｉＰａｄｉＰａｄをををを持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる参参参参加加加加病病病病院院院院の対応の対応の対応の対応

がある程度均一化されてきたら、確実にもっとがある程度均一化されてきたら、確実にもっとがある程度均一化されてきたら、確実にもっとがある程度均一化されてきたら、確実にもっと信信信信用度も用度も用度も用度も上上上上がるのだろうと思いますので、がるのだろうと思いますので、がるのだろうと思いますので、がるのだろうと思いますので、

ぜひぜひぜひぜひそのそのそのその辺辺辺辺はははは働働働働きかけをしっかりきかけをしっかりきかけをしっかりきかけをしっかりややややっていただきたいと思います。ついっていただきたいと思います。ついっていただきたいと思います。ついっていただきたいと思います。つい先先先先日も日も日も日も私私私私のののの近所近所近所近所でででで

救救救救急急急急車車車車がががが搬送搬送搬送搬送するのに１時間するのに１時間するのに１時間するのに１時間待待待待っているっているっているっている姿姿姿姿を見ました。いまだにを見ました。いまだにを見ました。いまだにを見ました。いまだに変変変変わっておりません。だわっておりません。だわっておりません。だわっておりません。だ

からからからから私私私私も、も、も、も、救救救救急体制急体制急体制急体制のののの整備整備整備整備を一を一を一を一生生生生懸懸懸懸命命命命言っているのだけれども、どうなっていますかと言言っているのだけれども、どうなっていますかと言言っているのだけれども、どうなっていますかと言言っているのだけれども、どうなっていますかと言

って、おって、おって、おって、お叱叱叱叱りをりをりをりを受受受受けましたけれども、とにかくこれは県民の大きな願いですので、けましたけれども、とにかくこれは県民の大きな願いですので、けましたけれども、とにかくこれは県民の大きな願いですので、けましたけれども、とにかくこれは県民の大きな願いですので、ｅ－Ｍｅ－Ｍｅ－Ｍｅ－Ｍ

ＡＡＡＡＴＣＨＴＣＨＴＣＨＴＣＨはうまく機はうまく機はうまく機はうまく機能能能能をし出したらをし出したらをし出したらをし出したら威威威威力を発力を発力を発力を発揮揮揮揮するものだと思います。するものだと思います。するものだと思います。するものだと思います。ぜひぜひぜひぜひよろしくお願よろしくお願よろしくお願よろしくお願

いしたい。これもいしたい。これもいしたい。これもいしたい。これも要要要要望望望望にしておきます。にしておきます。にしておきます。にしておきます。

最後最後最後最後に、に、に、に、テテテテレワーレワーレワーレワーククククですが、ですが、ですが、ですが、課課課課題は題は題は題は就就就就職につな職につな職につな職につなげげげげるということだと思います。るということだと思います。るということだと思います。るということだと思います。先先先先ほどのほどのほどのほどの

報告では、県報告では、県報告では、県報告では、県内内内内で２で２で２で２企企企企業が、よう業が、よう業が、よう業が、ようややややくできたということですけれども、１２９名がくできたということですけれども、１２９名がくできたということですけれども、１２９名がくできたということですけれども、１２９名が講習講習講習講習をををを

受受受受けられて、４１名がけられて、４１名がけられて、４１名がけられて、４１名が仕仕仕仕事をする事をする事をする事をする準備準備準備準備をしているということですか。もう一度、この４１をしているということですか。もう一度、この４１をしているということですか。もう一度、この４１をしているということですか。もう一度、この４１

名が一名が一名が一名が一体体体体どんなどんなどんなどんな状態状態状態状態なのかお答え願いたいと思います。なのかお答え願いたいと思います。なのかお答え願いたいと思います。なのかお答え願いたいと思います。

それともう一つそれともう一つそれともう一つそれともう一つ懸懸懸懸念念念念されますのは、これも一定のされますのは、これも一定のされますのは、これも一定のされますのは、これも一定の講習料講習料講習料講習料をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて講習講習講習講習をををを受受受受けることけることけることけること

になっていると思いますので、そのになっていると思いますので、そのになっていると思いますので、そのになっていると思いますので、その講習講習講習講習をををを受受受受けることが目けることが目けることが目けることが目的的的的になっているのではないかとになっているのではないかとになっているのではないかとになっているのではないかと

いうことです。いうことです。いうことです。いうことです。以前以前以前以前にもにもにもにも似似似似たような政策が国の政策であり、たような政策が国の政策であり、たような政策が国の政策であり、たような政策が国の政策であり、パソパソパソパソココココンンンン講習講習講習講習をををを受受受受けてけてけてけて就就就就職を職を職を職を

支援支援支援支援するというするというするというするという制制制制度もありました。度もありました。度もありました。度もありました。毎毎毎毎月１０万円を３月１０万円を３月１０万円を３月１０万円を３カカカカ月もらえるという月もらえるという月もらえるという月もらえるという制制制制度がありまし度がありまし度がありまし度がありまし

たけれども、たけれども、たけれども、たけれども、終終終終わったら全わったら全わったら全わったら全然就然就然就然就職していない。中にはもっと職していない。中にはもっと職していない。中にはもっと職していない。中にはもっとひひひひどいどいどいどい話話話話があり、そのお金をがあり、そのお金をがあり、そのお金をがあり、そのお金を

もらうためにだけもらうためにだけもらうためにだけもらうためにだけ講習講習講習講習に行っているということでした。これはに行っているということでした。これはに行っているということでした。これはに行っているということでした。これは講習講習講習講習をををを受受受受けさせる人の認定けさせる人の認定けさせる人の認定けさせる人の認定

に問題があるのではないかというに問題があるのではないかというに問題があるのではないかというに問題があるのではないかという場場場場面面面面もありました。もありました。もありました。もありました。今回今回今回今回そうだとはわかりませんので言そうだとはわかりませんので言そうだとはわかりませんので言そうだとはわかりませんので言

えませんけれども、ただ、そういうこともえませんけれども、ただ、そういうこともえませんけれども、ただ、そういうこともえませんけれども、ただ、そういうこともチチチチェェェェッッッッククククしてほしいと思います。してほしいと思います。してほしいと思います。してほしいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 今今今今、、、、手手手手元元元元にある資にある資にある資にある資料料料料で言いますと、平成２３年度の決算ですが、奈良県で言いますと、平成２３年度の決算ですが、奈良県で言いますと、平成２３年度の決算ですが、奈良県で言いますと、平成２３年度の決算ですが、奈良県

のののの場合場合場合場合、人、人、人、人件費件費件費件費で全国で全国で全国で全国的的的的に言いますと２２に言いますと２２に言いますと２２に言いますと２２位位位位となっております。となっております。となっております。となっております。先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上げ上げ上げ上げたとおり、たとおり、たとおり、たとおり、

これからこれからこれからこれから市町村市町村市町村市町村も県も含めても県も含めても県も含めても県も含めて今後今後今後今後のののの自自自自治治治治体運体運体運体運営営営営の中で人の中で人の中で人の中で人件費件費件費件費の問題は大きいと思っておりの問題は大きいと思っておりの問題は大きいと思っておりの問題は大きいと思っており
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ますので、しっかりとますので、しっかりとますので、しっかりとますので、しっかりと取取取取りりりり組組組組んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱 非非非非常用常用常用常用電電電電源源源源については、まだまだについては、まだまだについては、まだまだについては、まだまだ進進進進んでいなんでいなんでいなんでいな

いいいい課課課課題ということですけれど、まず、題ということですけれど、まず、題ということですけれど、まず、題ということですけれど、まず、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたけれど、このしましたけれど、このしましたけれど、このしましたけれど、この補助補助補助補助金を金を金を金を使使使使って平成って平成って平成って平成

２５年度で発２５年度で発２５年度で発２５年度で発電電電電機７４機７４機７４機７４台台台台、それから、、それから、、それから、、それから、今今今今年度も計年度も計年度も計年度も計画画画画ですけれど、１１５ですけれど、１１５ですけれど、１１５ですけれど、１１５台台台台と少しはふえると少しはふえると少しはふえると少しはふえる

状況状況状況状況にはなっております。ただ、にはなっております。ただ、にはなっております。ただ、にはなっております。ただ、市町村市町村市町村市町村によって、によって、によって、によって、例例例例えばえばえばえば避難避難避難避難所所所所をどこにをどこにをどこにをどこに指指指指定するかです定するかです定するかです定するかです

が、小が、小が、小が、小学校学校学校学校、中、中、中、中学校学校学校学校がががが多多多多いのですが、比いのですが、比いのですが、比いのですが、比較的規較的規較的規較的規模模模模の大きいそういったところだけではなくの大きいそういったところだけではなくの大きいそういったところだけではなくの大きいそういったところだけではなく

て、て、て、て、市町村市町村市町村市町村によってはによってはによってはによっては地地地地区区区区ごとの比ごとの比ごとの比ごとの比較的較的較的較的小さな小さな小さな小さな集集集集会会会会所所所所をををを数数数数多多多多くくくく指指指指定しているところもあり定しているところもあり定しているところもあり定しているところもあり

ます。そういった関係もあって、一ます。そういった関係もあって、一ます。そういった関係もあって、一ます。そういった関係もあって、一気気気気になかなかになかなかになかなかになかなか数数数数をそろえられないというようなをそろえられないというようなをそろえられないというようなをそろえられないというような話話話話もももも伺伺伺伺

っているところです。っているところです。っているところです。っているところです。

それから、ちょうどそれから、ちょうどそれから、ちょうどそれから、ちょうど災災災災害害害害対策対策対策対策基基基基本本本本法法法法が見が見が見が見直直直直されて、されて、されて、されて、避難避難避難避難所所所所を２つにを２つにを２つにを２つに分分分分けてもう一度考えけてもう一度考えけてもう一度考えけてもう一度考え

てくださいということになっています。一つは、まずてくださいということになっています。一つは、まずてくださいということになっています。一つは、まずてくださいということになっています。一つは、まず命命命命をををを守守守守るためのるためのるためのるための緊急緊急緊急緊急にににに避難避難避難避難するするするする場所場所場所場所、、、、

とっさにとっさにとっさにとっさに逃逃逃逃げげげげるるるる場所場所場所場所というというというという避難避難避難避難所所所所と、もう一つが少しと、もう一つが少しと、もう一つが少しと、もう一つが少し落落落落ちついてから一定ちついてから一定ちついてから一定ちついてから一定期期期期間間間間避難生避難生避難生避難生活活活活をををを

送送送送れるようなれるようなれるようなれるような避難避難避難避難所所所所にににに分分分分けてけてけてけて災災災災害害害害種種種種別別別別ごとにごとにごとにごとに指指指指定してくださいと、定してくださいと、定してくださいと、定してくださいと、法律法律法律法律がががが改改改改正正正正されてされてされてされて市町市町市町市町

村村村村もももも作作作作業を行っておられるところです。業を行っておられるところです。業を行っておられるところです。業を行っておられるところです。避難避難避難避難所所所所数数数数もその中でもその中でもその中でもその中で変変変変わってくるわってくるわってくるわってくる可能可能可能可能性性性性もありまもありまもありまもありま

して、一して、一して、一して、一旦旦旦旦そのそのそのその避難避難避難避難所所所所の見の見の見の見直直直直しとあわせて、おくれているしとあわせて、おくれているしとあわせて、おくれているしとあわせて、おくれている非非非非常用常用常用常用電電電電源源源源についても県も一についても県も一についても県も一についても県も一緒緒緒緒

に考えてに考えてに考えてに考えて進進進進めていきたいと思います。ちょうどめていきたいと思います。ちょうどめていきたいと思います。ちょうどめていきたいと思います。ちょうど今今今今見見見見直直直直しのしのしのしの最最最最中だということも中だということも中だということも中だということも原因原因原因原因の一つの一つの一つの一つ

になっているかもわかりません。になっているかもわかりません。になっているかもわかりません。になっているかもわかりません。以上以上以上以上です。です。です。です。

○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長 テテテテレワーレワーレワーレワークククク在在在在宅宅宅宅就就就就業事業は、平成２２年度から実業事業は、平成２２年度から実業事業は、平成２２年度から実業事業は、平成２２年度から実施施施施しており、しており、しており、しており、昨昨昨昨年年年年

度までの１度までの１度までの１度までの１期期期期から６から６から６から６期期期期までのまでのまでのまでの修修修修了者が１２９名、それから本年度は７了者が１２９名、それから本年度は７了者が１２９名、それから本年度は７了者が１２９名、それから本年度は７期期期期ですが、ですが、ですが、ですが、現在現在現在現在４１４１４１４１

名が名が名が名が訓練訓練訓練訓練をををを受受受受けているというけているというけているというけているという状況状況状況状況です。です。です。です。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 総務部長の人総務部長の人総務部長の人総務部長の人件費件費件費件費率の全国率の全国率の全国率の全国順位順位順位順位については大については大については大については大体体体体そんなところかもしれません。そんなところかもしれません。そんなところかもしれません。そんなところかもしれません。

職員職員職員職員数数数数は少ないということをは少ないということをは少ないということをは少ないということを強調強調強調強調されていますけれども、人されていますけれども、人されていますけれども、人されていますけれども、人件費件費件費件費率として率として率として率としてみみみみると全国まんると全国まんると全国まんると全国まん

中中中中ぐぐぐぐらいということです。財政らいということです。財政らいということです。財政らいということです。財政規規規規模模模模と人と人と人と人件費件費件費件費のののの規規規規模模模模というのは、というのは、というのは、というのは、今後今後今後今後大事な見大事な見大事な見大事な見方方方方だと思いだと思いだと思いだと思い

ますので、他県とも比ますので、他県とも比ますので、他県とも比ますので、他県とも比べべべべながらながらながらながらややややっていただきたい。っていただきたい。っていただきたい。っていただきたい。別別別別に１に１に１に１番番番番にならなくてにならなくてにならなくてにならなくて結結結結構構構構ですから、ですから、ですから、ですから、

効効効効率を考えて率を考えて率を考えて率を考えてややややってもらったらってもらったらってもらったらってもらったら結結結結構構構構だと思いますので、常にだと思いますので、常にだと思いますので、常にだと思いますので、常に注意注意注意注意をををを払払払払ってもらえれば良いってもらえれば良いってもらえれば良いってもらえれば良い

と思います。と思います。と思います。と思います。

それから、それから、それから、それから、避難避難避難避難所所所所のののの件件件件については、もうくどくはについては、もうくどくはについては、もうくどくはについては、もうくどくは申申申申しししし上げ上げ上げ上げません。ご答弁いただいたません。ご答弁いただいたません。ご答弁いただいたません。ご答弁いただいた話話話話

も大も大も大も大体体体体わかります。ちょうど再わかります。ちょうど再わかります。ちょうど再わかります。ちょうど再検討検討検討検討しているしているしているしている渦渦渦渦中にあるのでなかなか中にあるのでなかなか中にあるのでなかなか中にあるのでなかなか詰詰詰詰まりにくいまりにくいまりにくいまりにくい面面面面もあもあもあもあ

るようにおるようにおるようにおるようにお伺伺伺伺いしました。おくれているところについてはいしました。おくれているところについてはいしました。おくれているところについてはいしました。おくれているところについては地域地域地域地域防防防防災災災災計計計計画画画画の中にの中にの中にの中に特特特特にににに避難避難避難避難所所所所

の見の見の見の見直直直直しが大きなしが大きなしが大きなしが大きな課課課課題になっているようです。題になっているようです。題になっているようです。題になっているようです。特特特特にににに土砂土砂土砂土砂災災災災害害害害ですと、ですと、ですと、ですと、命命命命をををを守守守守るためのるためのるためのるための緊急緊急緊急緊急
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避難避難避難避難場所場所場所場所をどうするかがをどうするかがをどうするかがをどうするかが最近最近最近最近非非非非常に常に常に常にクロクロクロクローズアップーズアップーズアップーズアップされていますので、そういう見されていますので、そういう見されていますので、そういう見されていますので、そういう見方方方方のののの避避避避

難難難難所所所所のありのありのありのあり方方方方も当も当も当も当然然然然検討検討検討検討しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない状況状況状況状況です。ただし、当です。ただし、当です。ただし、当です。ただし、当然然然然本県の本県の本県の本県の場合場合場合場合には、には、には、には、台台台台

風風風風等等等等のののの災災災災害害害害がががが今後今後今後今後とも考えられますので、とも考えられますので、とも考えられますので、とも考えられますので、電気電気電気電気がなくなったときの不がなくなったときの不がなくなったときの不がなくなったときの不便便便便さ、さ、さ、さ、生生生生活活活活の不の不の不の不安安安安、、、、

通通通通信信信信網網網網がががが途途途途絶絶絶絶えたときの問題えたときの問題えたときの問題えたときの問題等等等等はもうはもうはもうはもう嫌嫌嫌嫌というほどというほどというほどというほど経経経経験験験験しましたので、しましたので、しましたので、しましたので、ぜひ電ぜひ電ぜひ電ぜひ電源源源源確確確確保保保保の対の対の対の対

策を、策を、策を、策を、特特特特にににに山山山山間部の間部の間部の間部の自自自自治治治治体体体体については推については推については推については推進進進進をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。

それから、それから、それから、それから、テテテテレワーレワーレワーレワーククククのののの件件件件についてですが、答弁によると１についてですが、答弁によると１についてですが、答弁によると１についてですが、答弁によると１期期期期から６から６から６から６期期期期で１２９名がで１２９名がで１２９名がで１２９名が修修修修

了して、了して、了して、了して、現在現在現在現在７７７７期期期期目が４１名ということです。ということは、目が４１名ということです。ということは、目が４１名ということです。ということは、目が４１名ということです。ということは、逆逆逆逆の言いの言いの言いの言い方方方方すると、すると、すると、すると、現在現在現在現在講講講講

習習習習中の中の中の中の方方方方はははは除除除除外外外外して、して、して、して、過去過去過去過去に１２９名がに１２９名がに１２９名がに１２９名が講習講習講習講習をををを受受受受けられて、けられて、けられて、けられて、就就就就職された職された職された職された方方方方は２名だと理解は２名だと理解は２名だと理解は２名だと理解

してよろしいですね。してよろしいですね。してよろしいですね。してよろしいですね。講習講習講習講習がががが終終終終わったわったわったわった方方方方は１は１は１は１期期期期から６から６から６から６期期期期までが１２９名です。そして、そまでが１２９名です。そして、そまでが１２９名です。そして、そまでが１２９名です。そして、そ

のうち県のうち県のうち県のうち県内内内内でででで就就就就業された業された業された業された方方方方が２名と報告がありました。そのように理解してよろしいですが２名と報告がありました。そのように理解してよろしいですが２名と報告がありました。そのように理解してよろしいですが２名と報告がありました。そのように理解してよろしいです

か、もう一度お尋ねします。か、もう一度お尋ねします。か、もう一度お尋ねします。か、もう一度お尋ねします。

○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長 先先先先ほどほどほどほど申申申申しておりました２しておりました２しておりました２しておりました２企企企企業で業で業で業で導導導導入いただいておりますのは、入いただいておりますのは、入いただいておりますのは、入いただいておりますのは、企企企企

業としての業としての業としての業としてのテテテテレワーレワーレワーレワークククク制制制制度を度を度を度を活活活活用しているということです。用しているということです。用しているということです。用しているということです。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 ということは、この中からということは、この中からということは、この中からということは、この中から就就就就職が決まったわけではないのですね。職が決まったわけではないのですね。職が決まったわけではないのですね。職が決まったわけではないのですね。

○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長 実は実は実は実は修修修修了しております１２９名については、ほとんどの了しております１２９名については、ほとんどの了しております１２９名については、ほとんどの了しております１２９名については、ほとんどの方方方方がががが在在在在宅宅宅宅でででで

テテテテレワーレワーレワーレワーククククの事業をの事業をの事業をの事業をややややっておられます。ただ、っておられます。ただ、っておられます。ただ、っておられます。ただ、技術技術技術技術の問題の問題の問題の問題等等等等でででで格格格格差差差差はあり、はあり、はあり、はあり、修修修修了された了された了された了された方方方方

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、アンアンアンアンケケケケート調ート調ート調ート調査を実査を実査を実査を実施施施施しまして、しまして、しまして、しまして、追追追追跡跡跡跡調調調調査を行っておりまして、第５査を行っておりまして、第５査を行っておりまして、第５査を行っておりまして、第５期期期期

生生生生ののののアンアンアンアンケケケケート調ート調ート調ート調査をした査をした査をした査をした結果結果結果結果ですが、一ですが、一ですが、一ですが、一番番番番多多多多いいいい方方方方で月にで月にで月にで月に在在在在宅宅宅宅で２３万円ほどで２３万円ほどで２３万円ほどで２３万円ほど収収収収入ある入ある入ある入ある方方方方

がおられます。ただ、大がおられます。ただ、大がおられます。ただ、大がおられます。ただ、大体体体体平均が５万円程度の平均が５万円程度の平均が５万円程度の平均が５万円程度の収収収収入があればいいということで入があればいいということで入があればいいということで入があればいいということでややややっておらっておらっておらっておら

れるのですが、れるのですが、れるのですが、れるのですが、技術技術技術技術のののの格格格格差差差差等等等等もありますし、１もありますし、１もありますし、１もありますし、１回回回回おおおお頼頼頼頼みみみみしたところ、したところ、したところ、したところ、余余余余り思ったようなり思ったようなり思ったようなり思ったような結結結結

果果果果がなかったので、がなかったので、がなかったので、がなかったので、次次次次にににに仕仕仕仕事がもらえないというのもありまして、月に８，０００円事がもらえないというのもありまして、月に８，０００円事がもらえないというのもありまして、月に８，０００円事がもらえないというのもありまして、月に８，０００円やややや１１１１

万円という万円という万円という万円という方方方方もおられます。このもおられます。このもおられます。このもおられます。この訓練訓練訓練訓練でででで得得得得たたたた技術技術技術技術でででで今今今今もももも継継継継続して続して続して続して仕仕仕仕事を事を事を事をややややっておられるかっておられるかっておられるかっておられるか

というと、ほとんどのというと、ほとんどのというと、ほとんどのというと、ほとんどの方方方方ががががややややっておられます。っておられます。っておられます。っておられます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 もう時間がありませんので、もう時間がありませんので、もう時間がありませんので、もう時間がありませんので、後後後後からまたからまたからまたからまたアンアンアンアンケケケケートートートートのののの結果結果結果結果をををを教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

それと、一つそれと、一つそれと、一つそれと、一つ提案提案提案提案がありますがありますがありますがあります。。。。「奈良県」というのは奈良県では「奈良県」というのは奈良県では「奈良県」というのは奈良県では「奈良県」というのは奈良県ではトップ企トップ企トップ企トップ企業だと思いま業だと思いま業だと思いま業だと思いま

す。す。す。す。多多多多額の額の額の額の予予予予算が算が算が算が動動動動いていると思うわけで、いていると思うわけで、いていると思うわけで、いていると思うわけで、仕仕仕仕事もたくさんあるわけです。事もたくさんあるわけです。事もたくさんあるわけです。事もたくさんあるわけです。私私私私ははははぜひぜひぜひぜひこれこれこれこれ

を県として成を県として成を県として成を県として成功功功功例例例例をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために何何何何か県がか県がか県がか県が直直直直接接接接テテテテレワーレワーレワーレワーククククをしていただくをしていただくをしていただくをしていただく方方方方を、たくさんを、たくさんを、たくさんを、たくさん

はいなくてもいいですけれど、成はいなくてもいいですけれど、成はいなくてもいいですけれど、成はいなくてもいいですけれど、成功功功功例例例例をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために何何何何か知恵をか知恵をか知恵をか知恵を絞絞絞絞ってほしいと思います。ってほしいと思います。ってほしいと思います。ってほしいと思います。

要要要要は県で１人でも、２人でもいいけれども、そういうは県で１人でも、２人でもいいけれども、そういうは県で１人でも、２人でもいいけれども、そういうは県で１人でも、２人でもいいけれども、そういう例例例例ができないのかどうか、このができないのかどうか、このができないのかどうか、このができないのかどうか、この辺辺辺辺にににに

ついてついてついてついて今今今今お答えできますか。できなければ、これは知事におお答えできますか。できなければ、これは知事におお答えできますか。できなければ、これは知事におお答えできますか。できなければ、これは知事にお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。
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○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 要要要要望望望望ですか、ですか、ですか、ですか、意意意意見としてですか。見としてですか。見としてですか。見としてですか。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 このこのこのこの件件件件については県としてのについては県としてのについては県としてのについては県としての今後今後今後今後の決の決の決の決意意意意を確認したいと思うのです。を確認したいと思うのです。を確認したいと思うのです。を確認したいと思うのです。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 テテテテレワーレワーレワーレワーククククのののの件件件件については、については、については、については、先先先先ほど雇用ほど雇用ほど雇用ほど雇用労労労労政政政政課課課課長が長が長が長が申申申申しししし上げ上げ上げ上げたように、たように、たように、たように、

いろいろないろいろないろいろないろいろな能能能能力力力力差差差差という部という部という部という部分分分分があります。業務の中でがあります。業務の中でがあります。業務の中でがあります。業務の中でテテテテレワーレワーレワーレワーククククの発の発の発の発注注注注になじになじになじになじむむむむもの、なもの、なもの、なもの、な

じまないもの、そういったものをじまないもの、そういったものをじまないもの、そういったものをじまないもの、そういったものを研研研研究究究究するするするする必要必要必要必要があろうかと思います。県でそういうことがあろうかと思います。県でそういうことがあろうかと思います。県でそういうことがあろうかと思います。県でそういうこと

が実が実が実が実際際際際ににににテテテテレワーレワーレワーレワーククククとしてなじとしてなじとしてなじとしてなじむむむむものがあるのかどうか、そのことをまずものがあるのかどうか、そのことをまずものがあるのかどうか、そのことをまずものがあるのかどうか、そのことをまず研研研研究究究究したいと思したいと思したいと思したいと思

います。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 まず、まず、まず、まず、研研研研究究究究をををを始始始始めてください。あればめてください。あればめてください。あればめてください。あればぜひぜひぜひぜひお願いしたいし、どうしてもなけれお願いしたいし、どうしてもなけれお願いしたいし、どうしてもなけれお願いしたいし、どうしてもなけれ

ばばばば仕仕仕仕方方方方ありませんけれど、ありませんけれど、ありませんけれど、ありませんけれど、ややややはり県として行政がこれをはり県として行政がこれをはり県として行政がこれをはり県として行政がこれを先導先導先導先導していくという考えしていくという考えしていくという考えしていくという考え方方方方が大事が大事が大事が大事

だと思いますので、よろしくお願いします。だと思いますので、よろしくお願いします。だと思いますので、よろしくお願いします。だと思いますので、よろしくお願いします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 まず、岡委員のまず、岡委員のまず、岡委員のまず、岡委員の後後後後をををを継継継継いで、いで、いで、いで、ファファファファシシシシリティリティリティリティママママネジメネジメネジメネジメントントントント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したいしたいした

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

昨昨昨昨年の４月１日に県年の４月１日に県年の４月１日に県年の４月１日に県有有有有資産で資産で資産で資産で未利未利未利未利用のもの、用のもの、用のもの、用のもの、低低低低利利利利用のものを用のものを用のものを用のものをリリリリストストストストとしてまとめられまとしてまとめられまとしてまとめられまとしてまとめられま

した。まとめたした。まとめたした。まとめたした。まとめた建建建建物物物物やややや土土土土地地地地は、は、は、は、今後今後今後今後のののの売売売売却却却却などになどになどになどに向向向向けて、まずはけて、まずはけて、まずはけて、まずは庁内庁内庁内庁内でおでおでおでお話話話話しししし合合合合いをする。いをする。いをする。いをする。

庁内庁内庁内庁内でででで話話話話しししし合合合合ってってってって使使使使いたい部いたい部いたい部いたい部署署署署がなかったら、がなかったら、がなかったら、がなかったら、今今今今度はその度はその度はその度はその施施施施設設設設があるがあるがあるがある市町村市町村市町村市町村におにおにおにお話話話話をする。をする。をする。をする。

市町村市町村市町村市町村でででで検討検討検討検討されて、それでもなければされて、それでもなければされて、それでもなければされて、それでもなければ売売売売却却却却などになどになどになどに向向向向けてけてけてけて話話話話をををを進進進進めていくというめていくというめていくというめていくという方向性方向性方向性方向性だだだだ

ということです。ということです。ということです。ということです。

市町村市町村市町村市町村の協議の協議の協議の協議やややや土土土土地地地地のののの整整整整理については、理については、理については、理については、今今今今されているされているされているされている以上以上以上以上にもう少しにもう少しにもう少しにもう少しススススケジケジケジケジュュュュールールールール感感感感をををを

持持持持ってってってって進進進進めていただきたいと思います。というのは、めていただきたいと思います。というのは、めていただきたいと思います。というのは、めていただきたいと思います。というのは、例例例例えばえばえばえば私私私私のののの家家家家のののの近近近近くにはくにはくにはくには工工工工業高業高業高業高校校校校のののの

跡跡跡跡地地地地があります。民間のがあります。民間のがあります。民間のがあります。民間の方方方方がこれはいいなと思って、がこれはいいなと思って、がこれはいいなと思って、がこれはいいなと思って、買買買買いたいといういたいといういたいといういたいという話話話話をされたときに、をされたときに、をされたときに、をされたときに、

市町村市町村市町村市町村にににに話話話話をををを聞聞聞聞いているいているいているいている状態状態状態状態がいつまで続くのかわからなければ、そのがいつまで続くのかわからなければ、そのがいつまで続くのかわからなければ、そのがいつまで続くのかわからなければ、その土土土土地地地地に対してに対してに対してに対して投投投投資資資資

をををを今後今後今後今後していくのか、または、ここでしていくのか、または、ここでしていくのか、または、ここでしていくのか、または、ここで検討検討検討検討をををを進進進進めていっていいのかおめていっていいのかおめていっていいのかおめていっていいのかお話話話話をををを進進進進めることがでめることがでめることがでめることがで

きないと思うのです。県きないと思うのです。県きないと思うのです。県きないと思うのです。県庁内庁内庁内庁内でででで話話話話しししし合合合合いがいがいがいが終終終終わったわったわったわった後後後後は、は、は、は、市町村市町村市町村市町村にもちろんにもちろんにもちろんにもちろん話話話話をされるのをされるのをされるのをされるの

でしょうけれども、そのときにでしょうけれども、そのときにでしょうけれども、そのときにでしょうけれども、そのときにススススケジケジケジケジュュュュールールールール感感感感をををを市町村市町村市町村市町村にもにもにもにも提提提提示示示示する。そして、する。そして、する。そして、する。そして、同同同同時に民時に民時に民時に民

間の間の間の間の方方方方にもここはこういうにもここはこういうにもここはこういうにもここはこういうスパンスパンスパンスパンで考えているで考えているで考えているで考えている土土土土地地地地ですとですとですとですと外向外向外向外向きにもきにもきにもきにも提提提提示示示示できるようにすできるようにすできるようにすできるようにす

べべべべきだと思います。このことについてお考えをきだと思います。このことについてお考えをきだと思います。このことについてお考えをきだと思います。このことについてお考えを聞聞聞聞かせてください。かせてください。かせてください。かせてください。

このこのこのこのファファファファシシシシリティリティリティリティママママネジメネジメネジメネジメントントントント室が管理をされている室が管理をされている室が管理をされている室が管理をされている土土土土地地地地というのは、というのは、というのは、というのは、ファファファファシシシシリティリティリティリティママママ

ネジメネジメネジメネジメントントントント室だけでなく、室だけでなく、室だけでなく、室だけでなく、企企企企業業業業立立立立地地地地推推推推進進進進課課課課でもでもでもでも今後売今後売今後売今後売却却却却しししし得得得得るるるる土土土土地地地地としての認としての認としての認としての認識識識識をもう少をもう少をもう少をもう少

しししし持持持持っていただいたらいいと思います。っていただいたらいいと思います。っていただいたらいいと思います。っていただいたらいいと思います。外外外外部の部の部の部の方方方方からからからから工工工工業業業業立立立立地や地や地や地や土土土土地利地利地利地利用ということで用ということで用ということで用ということで相相相相

談談談談があるのは、一があるのは、一があるのは、一があるのは、一元元元元的的的的にはにはにはには企企企企業業業業立立立立地地地地推推推推進進進進課課課課だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、ファファファファシシシシリティリティリティリティママママネジネジネジネジ
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メメメメントントントント室で資室で資室で資室で資料料料料をををを持持持持ってってってって話話話話しししし合合合合いをしていれば、１年いをしていれば、１年いをしていれば、１年いをしていれば、１年後後後後にはもしかしたらにはもしかしたらにはもしかしたらにはもしかしたら相談相談相談相談できるできるできるできる土土土土地地地地

がありますとがありますとがありますとがありますと提提提提示示示示できるようなできるようなできるようなできるような状況状況状況状況になっていればいいと思います。この点についてになっていればいいと思います。この点についてになっていればいいと思います。この点についてになっていればいいと思います。この点について企企企企業業業業

立立立立地地地地推推推推進進進進課課課課からもお答えをいただければと思います。からもお答えをいただければと思います。からもお答えをいただければと思います。からもお答えをいただければと思います。

次次次次に、に、に、に、フェフェフェフェイスイスイスイスブブブブッッッッククククややややホホホホームームームームペペペペーーーージジジジをををを利利利利用した用した用した用した情情情情報発報発報発報発信信信信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いしたいと思いいしたいと思いいしたいと思い

ます。ます。ます。ます。

ホホホホームームームームペペペペーーーージジジジについては、については、については、については、観観観観光光光光振興対策振興対策振興対策振興対策特別特別特別特別委員会で委員会で委員会で委員会で何何何何度か質問はさせていただきまし度か質問はさせていただきまし度か質問はさせていただきまし度か質問はさせていただきまし

た。県のた。県のた。県のた。県のホホホホームームームームペペペペーーーージジジジがあり、県が力を入れていることに対して、があり、県が力を入れていることに対して、があり、県が力を入れていることに対して、があり、県が力を入れていることに対して、ホホホホームームームームペペペペーーーージジジジからからからからリリリリンンンン

ククククでででで飛飛飛飛ぶかたちでぶかたちでぶかたちでぶかたちで特特特特設設設設ペペペペーーーージジジジがががが幾幾幾幾つかあります。ただ、県のつかあります。ただ、県のつかあります。ただ、県のつかあります。ただ、県のホホホホームームームームペペペペーーーージジジジ中ではある程度中ではある程度中ではある程度中ではある程度

体体体体裁裁裁裁がががが同同同同じじじじススススタタタタイルイルイルイルなのだけれども、なのだけれども、なのだけれども、なのだけれども、飛飛飛飛んだんだんだんだ先先先先が全が全が全が全然然然然違違違違ううううホホホホームームームームペペペペーーーージジジジに行ってるようなに行ってるようなに行ってるようなに行ってるような

感感感感じで、じで、じで、じで、検検検検索索索索のののの仕仕仕仕方方方方もももも違違違違うし、うし、うし、うし、探探探探しししし方方方方もももも違違違違うし、見ているうし、見ているうし、見ているうし、見ている方方方方からすると不からすると不からすると不からすると不親切親切親切親切なつくりになつくりになつくりになつくりに

なっているのではないかと常なっているのではないかと常なっているのではないかと常なっているのではないかと常 々々々々感感感感じています。じています。じています。じています。

その不その不その不その不親切親切親切親切さというのは、見さというのは、見さというのは、見さというのは、見方方方方のののの統統統統一だけではなくて、一だけではなくて、一だけではなくて、一だけではなくて、各各各各部局の部局の部局の部局のホホホホームームームームペペペペーーーージジジジに関してに関してに関してに関して

は、県は、県は、県は、県庁内庁内庁内庁内のののの縦割縦割縦割縦割りの中でりの中でりの中でりの中で作作作作られ、られ、られ、られ、縦割縦割縦割縦割りがあまりにもりがあまりにもりがあまりにもりがあまりにも強強強強くくくく反反反反映映映映されていると思うのです。されていると思うのです。されていると思うのです。されていると思うのです。

例例例例えば高えば高えば高えば高校校校校について見ているときに、県について見ているときに、県について見ているときに、県について見ているときに、県立立立立高高高高校校校校は当は当は当は当然教然教然教然教育育育育委員会の中にあり、委員会の中にあり、委員会の中にあり、委員会の中にあり、私私私私立立立立高高高高校校校校はははは

地域地域地域地域振興振興振興振興課課課課の中にあるのです。部局ごとのの中にあるのです。部局ごとのの中にあるのです。部局ごとのの中にあるのです。部局ごとの階階階階層層層層をたどって、をたどって、をたどって、をたどって、検検検検索索索索すればもちろん出てくるすればもちろん出てくるすればもちろん出てくるすればもちろん出てくる

のですけれども、県民目のですけれども、県民目のですけれども、県民目のですけれども、県民目線線線線で言うと、で言うと、で言うと、で言うと、私私私私立立立立高高高高校校校校とととと公公公公立立立立高高高高校校校校ではではではでは違違違違う部局がう部局がう部局がう部局が担担担担当しているな当しているな当しているな当しているな

んてことは知ったことではないんてことは知ったことではないんてことは知ったことではないんてことは知ったことではない話話話話です。他です。他です。他です。他府府府府県の県の県の県のホホホホームームームームペペペペーーーージジジジがどうなっているのかと見がどうなっているのかと見がどうなっているのかと見がどうなっているのかと見

ててててみみみみると、ると、ると、ると、滋賀滋賀滋賀滋賀県では、県では、県では、県では、教教教教育育育育というところから高というところから高というところから高というところから高校校校校に入って、高に入って、高に入って、高に入って、高校校校校に入ったらに入ったらに入ったらに入ったら私私私私立立立立高高高高校校校校、、、、

公公公公立立立立高高高高校校校校とととと非非非非常に県民の常に県民の常に県民の常に県民の方方方方のののの普普普普通の通の通の通の感覚感覚感覚感覚でででで進進進進んでいけるんでいけるんでいけるんでいける階階階階層層層層でででで設設設設定がされていたように思定がされていたように思定がされていたように思定がされていたように思

います。います。います。います。現在現在現在現在、、、、広広広広報報報報広広広広聴聴聴聴課課課課でででで各各各各部局に問い部局に問い部局に問い部局に問い合合合合わせていろいろなわせていろいろなわせていろいろなわせていろいろな情情情情報をいただいているとは報をいただいているとは報をいただいているとは報をいただいているとは

思いますけれども、もう少し県民目思いますけれども、もう少し県民目思いますけれども、もう少し県民目思いますけれども、もう少し県民目線線線線にににに立立立立ってするにはってするにはってするにはってするには今今今今のののの権限権限権限権限ののりを少し越えるようののりを少し越えるようののりを少し越えるようののりを少し越えるよう

なことをしていただきたいと思います。この点についてなことをしていただきたいと思います。この点についてなことをしていただきたいと思います。この点についてなことをしていただきたいと思います。この点について教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

もう一つがもう一つがもう一つがもう一つがフェフェフェフェイスイスイスイスブブブブッッッッククククのののの利利利利用です。ほかの用です。ほかの用です。ほかの用です。ほかの近近近近畿圏畿圏畿圏畿圏内内内内を見てを見てを見てを見てみみみみますと、県のますと、県のますと、県のますと、県の公公公公式式式式アカアカアカアカ

ウントウントウントウントをををを持持持持っておられるということがほとんどでした。っておられるということがほとんどでした。っておられるということがほとんどでした。っておられるということがほとんどでした。災災災災害害害害のののの情情情情報にしても報にしても報にしても報にしても観観観観光光光光のののの情情情情報に報に報に報に

してもしてもしてもしてもフェフェフェフェイスイスイスイスブブブブッッッッククククをををを利利利利用して発用して発用して発用して発信信信信するということは、するということは、するということは、するということは、私私私私たちもたちもたちもたちも何何何何ををををややややっているかっているかっているかっているか伝伝伝伝ええええ

ようと思って、もちろんようと思って、もちろんようと思って、もちろんようと思って、もちろんホホホホームームームームペペペペーーーージジジジもももも持持持持っていますし、っていますし、っていますし、っていますし、ブブブブロロロロググググもももも持持持持っていますけれども、っていますけれども、っていますけれども、っていますけれども、

一一一一番番番番アアアアククククセセセセススススがががが多多多多かったりかったりかったりかったりややややりとりがりとりがりとりがりとりが多多多多いのはいのはいのはいのはフェフェフェフェイスイスイスイスブブブブッッッッククククです。です。です。です。ＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳの中での中での中での中で現在現在現在現在、、、、

フェフェフェフェイスイスイスイスブブブブッッッッククククをををを使使使使っておられるっておられるっておられるっておられる方方方方がががが最最最最もももも多多多多いですし、いですし、いですし、いですし、情情情情報が報が報が報が届届届届ききききややややすいすいすいすいツツツツールールールールだと思いだと思いだと思いだと思い

ます。このことについて、県としてます。このことについて、県としてます。このことについて、県としてます。このことについて、県として検討検討検討検討してもよいのではないかと考えます。お考えをおしてもよいのではないかと考えます。お考えをおしてもよいのではないかと考えます。お考えをおしてもよいのではないかと考えます。お考えをお

聞聞聞聞かせください。かせください。かせください。かせください。
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最後最後最後最後に、に、に、に、冊子冊子冊子冊子「奈良の「奈良の「奈良の「奈良の災災災災害害害害史」をつくりましたということで、事務史」をつくりましたということで、事務史」をつくりましたということで、事務史」をつくりましたということで、事務所所所所にもにもにもにも送送送送っていただっていただっていただっていただ

いております。いております。いております。いております。災災災災害害害害対策対策対策対策基基基基本本本本法法法法もももも変変変変わっていって、わっていって、わっていって、わっていって、災災災災害害害害に対するに対するに対するに対する取取取取りりりり組み組み組み組み、、、、現在現在現在現在、、、、地域地域地域地域防防防防

災災災災計計計計画画画画がががが市町村市町村市町村市町村でもつくりでもつくりでもつくりでもつくり直直直直されているところです。その中でされているところです。その中でされているところです。その中でされているところです。その中で災災災災害害害害のののの伝承伝承伝承伝承、知見の、知見の、知見の、知見の伝承伝承伝承伝承がががが

非非非非常に大常に大常に大常に大切切切切だと思うのです。ここで１００年だと思うのです。ここで１００年だと思うのです。ここで１００年だと思うのです。ここで１００年前前前前にこんなことがにこんなことがにこんなことがにこんなことが多多多多かった、２００年かった、２００年かった、２００年かった、２００年前前前前にこにこにこにこ

んなことがんなことがんなことがんなことが起起起起こったとこったとこったとこったと伝伝伝伝えていくことがえていくことがえていくことがえていくことが命命命命をををを守守守守るるるる上上上上でででで非非非非常に大常に大常に大常に大切切切切であると、国のであると、国のであると、国のであると、国の方方方方でもそでもそでもそでもそ

のようなのようなのようなのような方向づ方向づ方向づ方向づけをされています。その一けをされています。その一けをされています。その一けをされています。その一環環環環で「奈良ので「奈良ので「奈良ので「奈良の災災災災害害害害史」をおつくりになられたの史」をおつくりになられたの史」をおつくりになられたの史」をおつくりになられたの

だとは思うのですけれども、まず、そのような理解でだとは思うのですけれども、まず、そのような理解でだとは思うのですけれども、まず、そのような理解でだとは思うのですけれども、まず、そのような理解で正正正正しいのかしいのかしいのかしいのか教教教教えていただきたい。そえていただきたい。そえていただきたい。そえていただきたい。そ

れであるならば、このれであるならば、このれであるならば、このれであるならば、この冊子冊子冊子冊子をつくるだけではなく、をつくるだけではなく、をつくるだけではなく、をつくるだけではなく、地域地域地域地域ののののフィフィフィフィールールールールドドドドワーワーワーワーククククを行わないと、を行わないと、を行わないと、を行わないと、

知っていたのだけれども、全知っていたのだけれども、全知っていたのだけれども、全知っていたのだけれども、全然然然然うちのほうだと思わなかったとなったら、うちのほうだと思わなかったとなったら、うちのほうだと思わなかったとなったら、うちのほうだと思わなかったとなったら、伝承伝承伝承伝承されていなされていなされていなされていな

いのといのといのといのと同同同同じです。この「平成２５年度じです。この「平成２５年度じです。この「平成２５年度じです。この「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」を見ると、」を見ると、」を見ると、」を見ると、学校学校学校学校にににに

はおはおはおはお送送送送りいただいているようですけれども、りいただいているようですけれども、りいただいているようですけれども、りいただいているようですけれども、送送送送りりりり先先先先のののの学校学校学校学校でどういうふうにでどういうふうにでどういうふうにでどういうふうに活活活活用されてい用されてい用されてい用されてい

るのかという点についてるのかという点についてるのかという点についてるのかという点について教教教教えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長 県県県県有有有有資産の資産の資産の資産の整整整整理を理を理を理をススススケジケジケジケジュュュュールールールール感感感感をををを持持持持って行うとって行うとって行うとって行うと

いうことと、そのいうことと、そのいうことと、そのいうことと、その情情情情報についてできるだけ報についてできるだけ報についてできるだけ報についてできるだけ示示示示せるようにすせるようにすせるようにすせるようにすべべべべきだというご質問がごきだというご質問がごきだというご質問がごきだというご質問がござざざざいまいまいまいま

した。した。した。した。

委員がお委員がお委員がお委員がお述述述述べべべべのとおり、県のとおり、県のとおり、県のとおり、県有有有有資産で当初の用資産で当初の用資産で当初の用資産で当初の用途途途途でででで使使使使われなくなったものについては、まわれなくなったものについては、まわれなくなったものについては、まわれなくなったものについては、ま

ず、県のほかの用ず、県のほかの用ず、県のほかの用ず、県のほかの用途途途途にににに使使使使えないか、えないか、えないか、えないか、使使使使えなければ、えなければ、えなければ、えなければ、市町村市町村市町村市町村でまちでまちでまちでまちづづづづくりにくりにくりにくりに生生生生かせるようなかせるようなかせるようなかせるような

活活活活用ができないかということで用ができないかということで用ができないかということで用ができないかということで市町村市町村市町村市町村と協議を行うこととしております。その協議のと協議を行うこととしております。その協議のと協議を行うこととしております。その協議のと協議を行うこととしております。その協議の結果結果結果結果、、、、

市町村市町村市町村市町村でもでもでもでも活活活活用が考えられない用が考えられない用が考えられない用が考えられない場合場合場合場合は、民間には、民間には、民間には、民間に売売売売却却却却またはまたはまたはまたは貸貸貸貸し付けを行うというし付けを行うというし付けを行うというし付けを行うという手手手手順順順順でででで整整整整

理を理を理を理を進進進進めております。民間めております。民間めております。民間めております。民間へへへへのののの売売売売却却却却に当たっては、に当たっては、に当たっては、に当たっては、土土土土地地地地のののの境境境境界界界界確定、それから確定、それから確定、それから確定、それから地地地地積積積積更更更更正等正等正等正等

を行い、を行い、を行い、を行い、必要必要必要必要に応じてに応じてに応じてに応じて土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染やアスベストやアスベストやアスベストやアスベスト、、、、有有有有害害害害物物物物質質質質等等等等のののの有有有有無無無無についてもについてもについてもについても調調調調査を行った査を行った査を行った査を行った

上上上上で一で一で一で一般般般般公公公公募募募募で入で入で入で入札札札札を行ってを行ってを行ってを行って売売売売却却却却をしております。委員がおをしております。委員がおをしております。委員がおをしております。委員がお述述述述べべべべのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、ススススケジケジケジケジュュュュールールールール

感感感感をををを持持持持ってってってって売売売売却却却却等等等等のののの手手手手続を続を続を続を進進進進めることがめることがめることがめることが必要必要必要必要というのは認というのは認というのは認というのは認識識識識をしておりますが、資産によをしておりますが、資産によをしておりますが、資産によをしておりますが、資産によ

っては、っては、っては、っては、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたしましたしましたしました境境境境界界界界確定が時間がかかるもの確定が時間がかかるもの確定が時間がかかるもの確定が時間がかかるものやややや、、、、市町村市町村市町村市町村との協議についても、との協議についても、との協議についても、との協議についても、

一定の一定の一定の一定の期期期期間で間で間で間で結結結結論論論論を出していくを出していくを出していくを出していく方向方向方向方向で考えているものの、で考えているものの、で考えているものの、で考えているものの、物物物物件件件件によってはによってはによってはによっては地地地地元元元元からのからのからのからの要要要要望望望望

等等等等があり、そのがあり、そのがあり、そのがあり、その調整調整調整調整でなかなか思うようにでなかなか思うようにでなかなか思うようにでなかなか思うように進進進進んでいないものもあります。いずれにしても、んでいないものもあります。いずれにしても、んでいないものもあります。いずれにしても、んでいないものもあります。いずれにしても、

個個個個別別別別のののの物物物物件件件件について、事業者、県民について、事業者、県民について、事業者、県民について、事業者、県民等等等等から照会があったから照会があったから照会があったから照会があった場合場合場合場合は、は、は、は、現在現在現在現在のののの状況状況状況状況とととと今後今後今後今後の見通の見通の見通の見通

しについてしについてしについてしについて説説説説明をし、明をし、明をし、明をし、境境境境界界界界確定など確定など確定など確定など売売売売却却却却にににに向向向向けたけたけたけた手手手手続が続が続が続が完完完完了し、了し、了し、了し、可能可能可能可能なものについてはなものについてはなものについてはなものについては公公公公

売売売売の時の時の時の時期等期等期等期等をおをおをおをお示示示示しできるようにしできるようにしできるようにしできるように取取取取りりりり組組組組んでいきたいと思っております。んでいきたいと思っております。んでいきたいと思っております。んでいきたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長 関連して、関連して、関連して、関連して、企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致に関してに関してに関してに関して利利利利用をというご質問です。用をというご質問です。用をというご質問です。用をというご質問です。
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県県県県有有有有資産の中で資産の中で資産の中で資産の中で特特特特にににに低低低低未利未利未利未利用の資産について、一つの産業用用の資産について、一つの産業用用の資産について、一つの産業用用の資産について、一つの産業用地地地地としてとしてとしてとして活活活活用ということは用ということは用ということは用ということは

非非非非常に常に常に常に有効有効有効有効なななな方方方方策ではあろうかと思っております。その中で一つの事策ではあろうかと思っております。その中で一つの事策ではあろうかと思っております。その中で一つの事策ではあろうかと思っております。その中で一つの事例例例例ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、今今今今

般般般般、、、、御御御御所東所東所東所東高高高高校跡校跡校跡校跡地地地地においては、においては、においては、においては、御御御御所市所市所市所市からも産業からも産業からも産業からも産業集集集集積積積積地地地地としてとしてとしてとして活活活活用したいとの用したいとの用したいとの用したいとの意向意向意向意向をいをいをいをい

ただいており、ただいており、ただいており、ただいており、地地地地元元元元のごのごのごのご意向意向意向意向をををを最最最最大大大大限限限限尊尊尊尊重重重重しつつ、産業用しつつ、産業用しつつ、産業用しつつ、産業用地地地地にににに活活活活用することが用することが用することが用することが地域地域地域地域のののの活性活性活性活性

化にも資するものであると考えております。県としても、化にも資するものであると考えております。県としても、化にも資するものであると考えております。県としても、化にも資するものであると考えております。県としても、御御御御所東所東所東所東高高高高校跡校跡校跡校跡地地地地については、産については、産については、産については、産

業業業業集集集集積積積積地地地地としてとしてとしてとして活活活活用す用す用す用すべべべべくくくく今後地今後地今後地今後地元元元元並並並並びに関係者のびに関係者のびに関係者のびに関係者の方方方方 々々々々とととと緊緊緊緊密密密密に協議、に協議、に協議、に協議、調整調整調整調整をををを図図図図ってまいってまいってまいってまい

りたい。りたい。りたい。りたい。

当当当当課課課課としても、としても、としても、としても、企企企企業用業用業用業用地地地地に資するような、に資するような、に資するような、に資するような、活活活活用できそうな用用できそうな用用できそうな用用できそうな用地地地地については、については、については、については、地地地地元元元元のののの意向意向意向意向

もももも踏踏踏踏まえながらまえながらまえながらまえながらファファファファシシシシリティリティリティリティママママネジメネジメネジメネジメントントントント室と連室と連室と連室と連携携携携をしつつ、をしつつ、をしつつ、をしつつ、活活活活用に用に用に用に向向向向けてけてけてけて図図図図ってまいりってまいりってまいりってまいり

たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○西野広報広聴課長○西野広報広聴課長○西野広報広聴課長○西野広報広聴課長 県の県の県の県のホホホホームームームームペペペペーーーージジジジととととフェフェフェフェイスイスイスイスブブブブッッッッククククのののの件件件件について、お答えさせていについて、お答えさせていについて、お答えさせていについて、お答えさせてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。

まず、県のまず、県のまず、県のまず、県の公公公公式ホ式ホ式ホ式ホームームームームペペペペーーーージジジジについてですが、平成２０年４月にについてですが、平成２０年４月にについてですが、平成２０年４月にについてですが、平成２０年４月にココココンンンンテテテテンンンンツツツツママママネジメネジメネジメネジメンンンン

トシストシストシストシステテテテムムムム、、、、略略略略してしてしてしてＣＣＣＣＭＭＭＭＳＳＳＳというというというというシスシスシスシステテテテムムムムをををを導導導導入して、入して、入して、入して、ウウウウェェェェブペブペブペブペーーーージジジジの一の一の一の一元元元元的的的的、、、、体体体体系系系系的的的的なななな

管理管理管理管理やややや職員でも職員でも職員でも職員でもウウウウェェェェブペブペブペブペーーーージジジジのののの作作作作成、成、成、成、更更更更新新新新ができるようにしているところです。ができるようにしているところです。ができるようにしているところです。ができるようにしているところです。現在現在現在現在これこれこれこれ

により、により、により、により、統統統統一一一一的的的的なななな手手手手順順順順で職員でも簡で職員でも簡で職員でも簡で職員でも簡便便便便ににににホホホホームームームームペペペペーーーージジジジののののウウウウェェェェブペブペブペブペーーーージジジジがががが作作作作成できるように成できるように成できるように成できるように

なり、また、ある程度なり、また、ある程度なり、また、ある程度なり、また、ある程度ウウウウェェェェブペブペブペブペーーーージジジジののののデデデデザザザザインインインインもももも統統統統一一一一性性性性がががが向上向上向上向上し、し、し、し、利利利利便便便便性性性性、見、見、見、見ややややすさのすさのすさのすさの向向向向

上上上上もももも図図図図られていると考えております。られていると考えております。られていると考えております。られていると考えております。

また、それまた、それまた、それまた、それぞぞぞぞれのれのれのれのウウウウェェェェブペブペブペブペーーーージジジジのののの作作作作成、成、成、成、運運運運用については、用については、用については、用については、各課各課各課各課が行っておりますが、が行っておりますが、が行っておりますが、が行っておりますが、ホホホホ

ームームームームペペペペーーーージジジジのののの運運運運用管理全用管理全用管理全用管理全般般般般についてはについてはについてはについては広広広広報報報報広広広広聴聴聴聴課課課課がががが所所所所管し、常管し、常管し、常管し、常設設設設ののののヘヘヘヘルプルプルプルプデデデデススススククククもももも配配配配置し置し置し置し

てててて各課へ各課へ各課へ各課へのののの技術技術技術技術的的的的なななな支援支援支援支援を行っているところです。を行っているところです。を行っているところです。を行っているところです。

また、発また、発また、発また、発信信信信するするするする情情情情報の報の報の報の内容内容内容内容によっては、よりによっては、よりによっては、よりによっては、より情情情情報発報発報発報発信信信信力を高めるために、力を高めるために、力を高めるために、力を高めるために、デデデデザザザザイン性イン性イン性イン性のののの

高い高い高い高い外外外外部部部部サイトサイトサイトサイトをををを立立立立ちちちち上げ上げ上げ上げ、県の、県の、県の、県の公公公公式ホ式ホ式ホ式ホームームームームペペペペーーーージジジジににににリリリリンンンンククククさせているさせているさせているさせている場合場合場合場合もありますが、もありますが、もありますが、もありますが、

これについては、これについては、これについては、これについては、情情情情報をより報をより報をより報をより効果的効果的効果的効果的に、に、に、に、魅魅魅魅力力力力的的的的に見せるという点においてに見せるという点においてに見せるという点においてに見せるという点において効果的効果的効果的効果的なななな面面面面もあもあもあもあ

ると考えております。ると考えております。ると考えております。ると考えております。

県の県の県の県の公公公公式ホ式ホ式ホ式ホームームームームペペペペーーーージジジジのののの改善改善改善改善についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、最近最近最近最近では平成２５年３月にでは平成２５年３月にでは平成２５年３月にでは平成２５年３月にスマートスマートスマートスマートフフフフォォォォ

ンンンンで県ので県ので県ので県の公公公公式ホ式ホ式ホ式ホームームームームペペペペーーーージジジジをををを閲覧閲覧閲覧閲覧されるされるされるされる場合場合場合場合にににに自自自自動動動動的的的的ににににレイアウト調整レイアウト調整レイアウト調整レイアウト調整される機される機される機される機能能能能をををを追追追追加加加加

しました。また、ことし１０月６日には、しました。また、ことし１０月６日には、しました。また、ことし１０月６日には、しました。また、ことし１０月６日には、親親親親ししししみやみやみやみやすさすさすさすさやインパやインパやインパやインパククククト性ト性ト性ト性など、委員がごなど、委員がごなど、委員がごなど、委員がご指指指指

摘摘摘摘のようなのようなのようなのような検検検検索索索索のしのしのしのしややややすさのすさのすさのすさの向上向上向上向上をををを図図図図るために、るために、るために、るために、トップトップトップトップペペペペーーーージジジジののののリリリリニニニニュュュューアルーアルーアルーアルを行ったとを行ったとを行ったとを行ったと

ころですが、ころですが、ころですが、ころですが、統統統統一一一一感感感感、あるいは県民目、あるいは県民目、あるいは県民目、あるいは県民目線線線線でででで検検検検索索索索ししししややややすくというごすくというごすくというごすくというご指摘指摘指摘指摘をををを踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、今後今後今後今後もももも
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統統統統一一一一的的的的ななななホホホホームームームームペペペペーーーージジジジのののの運運運運用を用を用を用を図図図図り、り、り、り、利利利利用し用し用し用しややややすいわかりすいわかりすいわかりすいわかりややややすいすいすいすいホホホホームームームームペペペペーーーージジジジとなるようとなるようとなるようとなるよう

引引引引き続きき続きき続きき続き工工工工夫を夫を夫を夫を凝凝凝凝らしてらしてらしてらして改善改善改善改善、、、、充充充充実を実を実を実を図図図図ってまいりたいと考えております。ってまいりたいと考えております。ってまいりたいと考えております。ってまいりたいと考えております。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、フェフェフェフェイスイスイスイスブブブブッッッッククククについてですが、についてですが、についてですが、についてですが、ツツツツイッイッイッイッタタタターやーやーやーやフェフェフェフェイスイスイスイスブブブブッッッッククククなどのなどのなどのなどのソーソーソーソー

シシシシャャャャルルルルメディメディメディメディアアアアについては、については、については、については、新新新新たなたなたなたなメディメディメディメディアアアアとしてとしてとしてとして近近近近年年年年利利利利用者が用者が用者が用者が急急急急増しており、県でも従増しており、県でも従増しており、県でも従増しており、県でも従

来来来来のののの広広広広報報報報媒媒媒媒体体体体に加え、に加え、に加え、に加え、ソーシソーシソーシソーシャャャャルルルルメディメディメディメディアアアアをををを活活活活用した県政用した県政用した県政用した県政広広広広報を行っております。報を行っております。報を行っております。報を行っております。現在現在現在現在のののの

ところ、ところ、ところ、ところ、文文文文化、化、化、化、観観観観光光光光、雇用、、雇用、、雇用、、雇用、就就就就職、職、職、職、地域づ地域づ地域づ地域づくりなど、それくりなど、それくりなど、それくりなど、それぞぞぞぞれのれのれのれの分分分分野において野において野において野において個個個個別別別別ににににフェフェフェフェ

イスイスイスイスブブブブッッッッククククののののサイトサイトサイトサイトを１６開を１６開を１６開を１６開設設設設しているところです。しているところです。しているところです。しているところです。フェフェフェフェイスイスイスイスブブブブッッッッククククについては、については、については、については、情情情情報発報発報発報発

信信信信のののの即即即即時時時時性性性性、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは伝伝伝伝播播播播性性性性などが高いというなどが高いというなどが高いというなどが高いというメリメリメリメリットットットットがある一がある一がある一がある一方方方方で、そので、そので、そので、その情情情情報の報の報の報の正正正正確確確確性性性性

を確を確を確を確保保保保することなど、することなど、することなど、することなど、運運運運用に当たっては用に当たっては用に当たっては用に当たっては十分注意十分注意十分注意十分注意するするするする必要必要必要必要があることから、平成２４年１があることから、平成２４年１があることから、平成２４年１があることから、平成２４年１

２月には、奈良県２月には、奈良県２月には、奈良県２月には、奈良県ソーシソーシソーシソーシャャャャルルルルメディメディメディメディア利ア利ア利ア利用用用用ガガガガイイイイドドドドララララインインインインを策定し、を策定し、を策定し、を策定し、利利利利用の用の用の用の際際際際のののの留留留留意意意意事項、事項、事項、事項、

トトトトララララブブブブルルルル発発発発生生生生のののの際際際際の対応の対応の対応の対応方方方方法法法法などをなどをなどをなどを庁内庁内庁内庁内にににに周周周周知して知して知して知して徹底徹底徹底徹底しております。しております。しております。しております。

広広広広報報報報広広広広聴聴聴聴課課課課においては、においては、においては、においては、現在現在現在現在、、、、メメメメール配ール配ール配ール配信信信信、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはツツツツイッイッイッイッタタタターーーーによる県政による県政による県政による県政広広広広報も行っ報も行っ報も行っ報も行っ

ており、従ており、従ており、従ており、従来来来来からのからのからのからの広広広広報報報報誌誌誌誌、、、、新新新新聞聞聞聞、、、、テテテテレビレビレビレビ、、、、ラジラジラジラジオオオオ、、、、ホホホホームームームームペペペペーーーージジジジなどとなどとなどとなどと併併併併用して用して用して用して広広広広報し報し報し報し

ておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、今後今後今後今後は委員のごは委員のごは委員のごは委員のご指摘指摘指摘指摘をををを踏踏踏踏まえて、県全まえて、県全まえて、県全まえて、県全体体体体を一まとめにしたを一まとめにしたを一まとめにしたを一まとめにしたフェフェフェフェイスイスイスイスブブブブッッッックククク

ののののサイトサイトサイトサイトの開の開の開の開設設設設もももも検討検討検討検討してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱 「奈良の「奈良の「奈良の「奈良の災災災災害害害害史」についての答弁を史」についての答弁を史」についての答弁を史」についての答弁を申申申申しししし上げ上げ上げ上げ

ます。ます。ます。ます。

県民の県民の県民の県民の方方方方のののの防防防防災意識災意識災意識災意識をををを向上向上向上向上させたいということで、させたいということで、させたいということで、させたいということで、過去過去過去過去に県に県に県に県内内内内で発で発で発で発生生生生したしたしたした災災災災害害害害についてについてについてについて

記録記録記録記録誌誌誌誌をををを編編編編さんしました。さんしました。さんしました。さんしました。編編編編さんのさんのさんのさんの趣旨趣旨趣旨趣旨は委員がおっしは委員がおっしは委員がおっしは委員がおっしゃゃゃゃっていただいたとおりです。っていただいたとおりです。っていただいたとおりです。っていただいたとおりです。同同同同

じようなところでじようなところでじようなところでじようなところで繰繰繰繰りりりり返返返返しししし似似似似たたたた災災災災害害害害がががが起起起起こっているという事実があります。このため奈良こっているという事実があります。このため奈良こっているという事実があります。このため奈良こっているという事実があります。このため奈良

県県県県内内内内でででで過去過去過去過去にどういったにどういったにどういったにどういった災災災災害害害害がががが起起起起こっているのか知っておいていただくというのは、こっているのか知っておいていただくというのは、こっているのか知っておいていただくというのは、こっているのか知っておいていただくというのは、今後今後今後今後

の県民のの県民のの県民のの県民の方方方方 々々々々のののの防防防防災意識災意識災意識災意識を高めるを高めるを高めるを高める上上上上でででで重要重要重要重要と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

それから、そのそれから、そのそれから、そのそれから、その後後後後のののの活活活活用用用用ややややフィフィフィフィールールールールドドドドワーワーワーワーククククがががが重要重要重要重要ということをおっしということをおっしということをおっしということをおっしゃゃゃゃっていただきっていただきっていただきっていただき

ました。ました。ました。ました。学校学校学校学校にはにはにはには送送送送っておりますが、っておりますが、っておりますが、っておりますが、学校学校学校学校のののの図図図図書書書書館館館館などに置いていただいてなどに置いていただいてなどに置いていただいてなどに置いていただいて生生生生徒徒徒徒に見ていに見ていに見ていに見てい

ただきたいと思っております。ただ、ただきたいと思っております。ただ、ただきたいと思っております。ただ、ただきたいと思っております。ただ、具具具具体的体的体的体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような形形形形でででで学校学校学校学校でででで活活活活用されているかと用されているかと用されているかと用されているかと

いうところまではいうところまではいうところまではいうところまでは把握把握把握把握しておりませんが、県としても、しておりませんが、県としても、しておりませんが、県としても、しておりませんが、県としても、住住住住民の民の民の民の方方方方にににに直直直直接接接接いろいろな県の政いろいろな県の政いろいろな県の政いろいろな県の政

策をお策をお策をお策をお伝伝伝伝えする出えする出えする出えする出前トー前トー前トー前トーククククなど、など、など、など、防防防防災災災災の関係でいろいろ出かけております。こういった中の関係でいろいろ出かけております。こういった中の関係でいろいろ出かけております。こういった中の関係でいろいろ出かけております。こういった中

でもでもでもでも今後今後今後今後伝伝伝伝えていきたいと思っております。えていきたいと思っております。えていきたいと思っております。えていきたいと思っております。

また、ことし９月にはこのまた、ことし９月にはこのまた、ことし９月にはこのまた、ことし９月にはこの災災災災害害害害史の史の史の史の編編編編さんのごさんのごさんのごさんのご指指指指導導導導をいただきました、をいただきました、をいただきました、をいただきました、静静静静岡大岡大岡大岡大学学学学のののの牛牛牛牛山山山山

先生先生先生先生と、と、と、と、天天天天理大理大理大理大学学学学のののの谷谷谷谷山山山山先生先生先生先生、このお、このお、このお、このお二二二二方方方方をををを講師講師講師講師としておとしておとしておとしてお迎迎迎迎えして、一えして、一えして、一えして、一般般般般の県民のの県民のの県民のの県民の方方方方を対を対を対を対
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象象象象にににに文文文文化会化会化会化会館館館館で、で、で、で、防防防防災災災災のののの意識意識意識意識をををを持持持持っていただこう、っていただこう、っていただこう、っていただこう、過去過去過去過去にこんなことがあったことを知っにこんなことがあったことを知っにこんなことがあったことを知っにこんなことがあったことを知っ

ていただこうと発行ていただこうと発行ていただこうと発行ていただこうと発行記念講記念講記念講記念講演演演演会も実会も実会も実会も実施施施施しました。このようなしました。このようなしました。このようなしました。このような取取取取りりりり組み組み組み組みを通じて、県民のを通じて、県民のを通じて、県民のを通じて、県民の

方方方方 々々々々にこういったにこういったにこういったにこういった情情情情報を報を報を報を広広広広くおくおくおくお伝伝伝伝えしていきたい、えしていきたい、えしていきたい、えしていきたい、今後今後今後今後ともともともとも取取取取りりりり組組組組んでいきたいと考えてんでいきたいと考えてんでいきたいと考えてんでいきたいと考えて

おります。おります。おります。おります。以上以上以上以上です。です。です。です。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 残残残残念念念念ながら人ながら人ながら人ながら人口口口口もももも減減減減る中で、県る中で、県る中で、県る中で、県有有有有資産も資産も資産も資産も古古古古くなったものを全部くなったものを全部くなったものを全部くなったものを全部建建建建てててて直直直直すのですのですのですので

はなく、はなく、はなく、はなく、未利未利未利未利用のものがこれからどんどん出てくるのだと思います。用のものがこれからどんどん出てくるのだと思います。用のものがこれからどんどん出てくるのだと思います。用のものがこれからどんどん出てくるのだと思います。建建建建物物物物のののの集集集集約約約約やややや、、、、利利利利用用用用

するするするする立立立立場場場場からのからのからのからの建建建建物物物物のののの集集集集約約約約だけでなく、どんどんできてくる本当にだけでなく、どんどんできてくる本当にだけでなく、どんどんできてくる本当にだけでなく、どんどんできてくる本当に使使使使わないわないわないわない土土土土地地地地に関してに関してに関してに関して

はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん手放手放手放手放していくしていくしていくしていく方方方方針針針針をおをおをおをお持持持持ちなのだと思います。全部をちなのだと思います。全部をちなのだと思います。全部をちなのだと思います。全部を境境境境界界界界確定してから確定してから確定してから確定してから売売売売れとれとれとれと

いうのではなくて、一つ一ついうのではなくて、一つ一ついうのではなくて、一つ一ついうのではなくて、一つ一つ境境境境界界界界確定をして、確定をして、確定をして、確定をして、話話話話のののの進進進進みみみみそうな、民間そうな、民間そうな、民間そうな、民間ベースベースベースベースにのりそうなにのりそうなにのりそうなにのりそうな

ものから目ものから目ものから目ものから目鼻鼻鼻鼻をつけてをつけてをつけてをつけて進進進進めていっていただきたい、めていっていただきたい、めていっていただきたい、めていっていただきたい、ファファファファシシシシリティリティリティリティママママネジメネジメネジメネジメントントントント室と室と室と室と企企企企業業業業立立立立

地地地地推推推推進進進進課課課課が協力しながらが協力しながらが協力しながらが協力しながら進進進進めていっていただきたいと思います。めていっていただきたいと思います。めていっていただきたいと思います。めていっていただきたいと思います。

次次次次に、に、に、に、ホホホホームームームームペペペペーーーージジジジですが、ですが、ですが、ですが、ＣＣＣＣＭＭＭＭＳＳＳＳをををを使使使使ってある程度一ってある程度一ってある程度一ってある程度一元元元元化、化、化、化、デデデデザザザザインインインインのののの統統統統一化はされ一化はされ一化はされ一化はされ

ているのだと思います。ただ、ているのだと思います。ただ、ているのだと思います。ただ、ているのだと思います。ただ、統統統統一しても全部それを部局に任せてしまうと、一しても全部それを部局に任せてしまうと、一しても全部それを部局に任せてしまうと、一しても全部それを部局に任せてしまうと、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし

ましたように、部局ののりをどうしても越えることができない。もう少しましたように、部局ののりをどうしても越えることができない。もう少しましたように、部局ののりをどうしても越えることができない。もう少しましたように、部局ののりをどうしても越えることができない。もう少し広広広広報報報報広広広広聴聴聴聴課課課課で見で見で見で見

ややややすさということにすさということにすさということにすさということに立立立立って、こことここは一って、こことここは一って、こことここは一って、こことここは一緒緒緒緒にするなど、にするなど、にするなど、にするなど、リリリリーーーーダダダダーシップーシップーシップーシップをとっていたをとっていたをとっていたをとっていた

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

フェフェフェフェイスイスイスイスブブブブッッッッククククは、は、は、は、別別別別にそれ用のにそれ用のにそれ用のにそれ用の新新新新しいしいしいしい情情情情報をつくらなくても、報をつくらなくても、報をつくらなくても、報をつくらなくても、各課各課各課各課で、こんな政策で、こんな政策で、こんな政策で、こんな政策やややや

事業ができました、事業ができました、事業ができました、事業ができました、新新新新しい県民だよりが発行されていますとしい県民だよりが発行されていますとしい県民だよりが発行されていますとしい県民だよりが発行されていますと流流流流すだけであっても、県すだけであっても、県すだけであっても、県すだけであっても、県ホホホホーーーー

ムムムムペペペペーーーージジジジそのもの、県のそのもの、県のそのもの、県のそのもの、県の情情情情報そのものに報そのものに報そのものに報そのものに触触触触れる機会がれる機会がれる機会がれる機会が莫莫莫莫大にふえると思います。大にふえると思います。大にふえると思います。大にふえると思います。ココココンンンンテテテテンンンン

ツツツツをつくるをつくるをつくるをつくる必要性必要性必要性必要性がなく、がなく、がなく、がなく、非非非非常に簡常に簡常に簡常に簡単単単単にににに取取取取りりりり組組組組めることですので、めることですので、めることですので、めることですので、早早早早急急急急にににに検討検討検討検討し、実し、実し、実し、実施施施施しししし

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

最後最後最後最後にににに、、、、「奈良の「奈良の「奈良の「奈良の災災災災害害害害史」の史」の史」の史」の件件件件です。です。です。です。学校学校学校学校にににに送送送送っているだけではっているだけではっているだけではっているだけでは恐恐恐恐らくらくらくらく図図図図書書書書館館館館の中できの中できの中できの中でき

れいなままのれいなままのれいなままのれいなままの状態状態状態状態でででで何何何何年もたってしまっているということが年もたってしまっているということが年もたってしまっているということが年もたってしまっているということが想像想像想像想像されます。されます。されます。されます。防防防防災意識災意識災意識災意識を高を高を高を高

めてもらうためには、これをめてもらうためには、これをめてもらうためには、これをめてもらうためには、これを手手手手にとってもらって知ってもらい、ただし知にとってもらって知ってもらい、ただし知にとってもらって知ってもらい、ただし知にとってもらって知ってもらい、ただし知識識識識として知るだとして知るだとして知るだとして知るだ

けだったらけだったらけだったらけだったら意意意意味味味味がないのです。がないのです。がないのです。がないのです。意識意識意識意識をををを持持持持ってってってって取取取取りりりり組組組組んでもらうためには、せっかく、んでもらうためには、せっかく、んでもらうためには、せっかく、んでもらうためには、せっかく、学校学校学校学校

にににに送送送送ったのだったら、ったのだったら、ったのだったら、ったのだったら、学校学校学校学校でどういうふうにでどういうふうにでどういうふうにでどういうふうに活活活活用していただきたいのかを用していただきたいのかを用していただきたいのかを用していただきたいのかを防防防防災災災災統統統統括室と括室と括室と括室と教教教教

育育育育委員会で委員会で委員会で委員会で話話話話しししし合合合合いをすいをすいをすいをすべべべべきだと思いますが、どうですか。これについてはご答弁お願いきだと思いますが、どうですか。これについてはご答弁お願いきだと思いますが、どうですか。これについてはご答弁お願いきだと思いますが、どうですか。これについてはご答弁お願い

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

○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱 教教教教育育育育委員会でもいろいろ委員会でもいろいろ委員会でもいろいろ委員会でもいろいろ紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水害水害水害水害ののののＤＤＤＤ

ＶＤＶＤＶＤＶＤをつくられたり、をつくられたり、をつくられたり、をつくられたり、防防防防災災災災教教教教育育育育のためののためののためののための教教教教材材材材をつくられたりされております。そういったをつくられたりされております。そういったをつくられたりされております。そういったをつくられたりされております。そういった
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ときはときはときはときは話話話話しししし合合合合いをしながらいをしながらいをしながらいをしながら進進進進めていたりしていました。めていたりしていました。めていたりしていました。めていたりしていました。今後今後今後今後もももも防防防防災災災災総括室で行う、総括室で行う、総括室で行う、総括室で行う、生生生生徒徒徒徒にににに

知っていただきたいようなことについては、知っていただきたいようなことについては、知っていただきたいようなことについては、知っていただきたいようなことについては、教教教教育育育育委員会と連委員会と連委員会と連委員会と連携携携携をををを強強強強めてめてめてめて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

考えています。考えています。考えています。考えています。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 数数数数点質問させていただきたいと思います。点質問させていただきたいと思います。点質問させていただきたいと思います。点質問させていただきたいと思います。

最最最最初に、奈良県監査委員からの平成２５年度奈良県歳入歳出決算初に、奈良県監査委員からの平成２５年度奈良県歳入歳出決算初に、奈良県監査委員からの平成２５年度奈良県歳入歳出決算初に、奈良県監査委員からの平成２５年度奈良県歳入歳出決算並並並並びにびにびにびに基基基基金の金の金の金の運運運運用に関用に関用に関用に関

する審査する審査する審査する審査意意意意見見見見書書書書、９、９、９、９ペペペペーーーージジジジ、、、、イイイイ 会計会計会計会計例規例規例規例規のののの遵守遵守遵守遵守及び及び及び及び内内内内部部部部統統統統制制制制の推の推の推の推進進進進で、いろいろな不で、いろいろな不で、いろいろな不で、いろいろな不適適適適

切切切切な事務な事務な事務な事務処処処処理があるところに会計事務の理があるところに会計事務の理があるところに会計事務の理があるところに会計事務の適正適正適正適正化に化に化に化に向向向向けた会計事務けた会計事務けた会計事務けた会計事務適正適正適正適正化化化化ププププロジェクロジェクロジェクロジェクトトトトのののの取取取取

組組組組がががが進進進進められているということです。められているということです。められているということです。められているということです。具具具具体的体的体的体的にどの程度のにどの程度のにどの程度のにどの程度の指摘指摘指摘指摘事項、事項、事項、事項、注意注意注意注意事項、事項、事項、事項、意意意意見があ見があ見があ見があ

るのかについて、また、そのるのかについて、また、そのるのかについて、また、そのるのかについて、また、その具具具具体的体的体的体的な事な事な事な事例例例例についておについておについておについてお聞聞聞聞かせいただければありがたいと思かせいただければありがたいと思かせいただければありがたいと思かせいただければありがたいと思

います。います。います。います。

次次次次に、に、に、に、先先先先日の報日の報日の報日の報道道道道でもあったのですが、９月２６日に、奈良でもあったのですが、９月２６日に、奈良でもあったのですが、９月２６日に、奈良でもあったのですが、９月２６日に、奈良ドドドドリリリリームームームームラララランンンンドドドドのののの跡跡跡跡地地地地が奈が奈が奈が奈

良良良良市市市市によりによりによりにより公売公公売公公売公公売公告されるということで、県税務告されるということで、県税務告されるということで、県税務告されるということで、県税務課課課課で不で不で不で不動動動動産産産産合合合合同同同同公売公売公売公売ををををややややられるというこられるというこられるというこられるというこ

とになっているのですが、このとになっているのですが、このとになっているのですが、このとになっているのですが、この辺辺辺辺のののの状況状況状況状況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をさせていただきたいと思います。いをさせていただきたいと思います。いをさせていただきたいと思います。いをさせていただきたいと思います。

最後最後最後最後に、産業・雇用振興部ですがに、産業・雇用振興部ですがに、産業・雇用振興部ですがに、産業・雇用振興部ですが、、、、「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」の」の」の」の

１３８１３８１３８１３８ペペペペーーーージジジジから１３９から１３９から１３９から１３９ペペペペーーーージジジジにかけてのにかけてのにかけてのにかけての地域地域地域地域産業の産業の産業の産業の支援支援支援支援・・・・創創創創出についてですが、出についてですが、出についてですが、出についてですが、海海海海外外外外販販販販

路拡路拡路拡路拡大大大大支援支援支援支援事業、国事業、国事業、国事業、国内内内内販販販販路拡路拡路拡路拡大大大大支援支援支援支援事業、奈良の事業、奈良の事業、奈良の事業、奈良の逸逸逸逸品売品売品売品売りりりり込込込込みみみみ逆逆逆逆商談商談商談商談会開会開会開会開催催催催事業、高付加事業、高付加事業、高付加事業、高付加

価価価価値獲値獲値獲値獲得支援補助得支援補助得支援補助得支援補助事業とそれ事業とそれ事業とそれ事業とそれぞぞぞぞれれれれ書書書書いていただいており、この事業に実いていただいており、この事業に実いていただいており、この事業に実いていただいており、この事業に実際際際際参参参参加された会加された会加された会加された会社社社社

などのなどのなどのなどの数数数数字が出ているのですけれども、この事業を行われて字が出ているのですけれども、この事業を行われて字が出ているのですけれども、この事業を行われて字が出ているのですけれども、この事業を行われて具具具具体的体的体的体的に成に成に成に成果や果や果や果やつながりがでつながりがでつながりがでつながりがで

きてきたのかどうかについておきてきたのかどうかについておきてきたのかどうかについておきてきたのかどうかについてお聞聞聞聞かせをいただければありがたいと思います。かせをいただければありがたいと思います。かせをいただければありがたいと思います。かせをいただければありがたいと思います。

○山菅監査委員事務局長○山菅監査委員事務局長○山菅監査委員事務局長○山菅監査委員事務局長 ご質問のあった監査委員の審査ご質問のあった監査委員の審査ご質問のあった監査委員の審査ご質問のあった監査委員の審査意意意意見見見見書書書書について、監査委員事務について、監査委員事務について、監査委員事務について、監査委員事務

局において実局において実局において実局において実施施施施している定している定している定している定期期期期監査の監査の監査の監査の結果等結果等結果等結果等をををを反反反反映映映映させた中で決算というものを見させていさせた中で決算というものを見させていさせた中で決算というものを見させていさせた中で決算というものを見させてい

ただいております。そういうただいております。そういうただいております。そういうただいております。そういう意意意意味味味味で定で定で定で定例例例例の監査の監査の監査の監査等等等等のののの結果結果結果結果のののの状況状況状況状況についてについてについてについて意意意意見という見という見という見という形形形形でつでつでつでつ

けさせていただいたところです。けさせていただいたところです。けさせていただいたところです。けさせていただいたところです。

ことしの１月から８月にかけて監査したものをことしの１月から８月にかけて監査したものをことしの１月から８月にかけて監査したものをことしの１月から８月にかけて監査したものを前期分前期分前期分前期分というというというという形形形形でででで取取取取りまとめ、りまとめ、りまとめ、りまとめ、先先先先月報告月報告月報告月報告

させていただいたところです。１４４のさせていただいたところです。１４４のさせていただいたところです。１４４のさせていただいたところです。１４４の所属所属所属所属についてのについてのについてのについての結果結果結果結果です。です。です。です。指摘指摘指摘指摘、、、、注意注意注意注意並並並並びにびにびにびに意意意意見見見見

を含めて１３１を含めて１３１を含めて１３１を含めて１３１件件件件のののの指摘等指摘等指摘等指摘等をさせていただいたところです。をさせていただいたところです。をさせていただいたところです。をさせていただいたところです。昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の同同同同期期期期には、１５０には、１５０には、１５０には、１５０件件件件

程度あったもので程度あったもので程度あったもので程度あったもので若干若干若干若干減減減減少している少している少している少している状況状況状況状況です。です。です。です。

主主主主なななな内容内容内容内容ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、区区区区分的分的分的分的にににに収収収収入関係、入関係、入関係、入関係、支支支支出関係、出関係、出関係、出関係、契契契契約約約約事務の関係、財産管理に関事務の関係、財産管理に関事務の関係、財産管理に関事務の関係、財産管理に関

連してという連してという連してという連してという形形形形で付で付で付で付記記記記させていただいたところです。させていただいたところです。させていただいたところです。させていただいたところです。主主主主なななな内容内容内容内容ですが、ですが、ですが、ですが、例例例例えばえばえばえば収収収収入及び入及び入及び入及び支支支支

出出出出手手手手続関係については、続関係については、続関係については、続関係については、シスシスシスシステテテテムムムムのののの運運運運用業務の委用業務の委用業務の委用業務の委託託託託について、について、について、について、契契契契約保証約保証約保証約保証金の金の金の金の受受受受け入れ事務け入れ事務け入れ事務け入れ事務
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がががが遅遅遅遅延延延延しており、４月１日でしており、４月１日でしており、４月１日でしており、４月１日で契契契契約約約約しているのに、しているのに、しているのに、しているのに、保証保証保証保証金の入金が９月であったという事金の入金が９月であったという事金の入金が９月であったという事金の入金が９月であったという事案案案案

がありました。その他、がありました。その他、がありました。その他、がありました。その他、分分分分任出任出任出任出納納納納員で委任を員で委任を員で委任を員で委任を受受受受けていないけていないけていないけていない現現現現金金金金収収収収納納納納が行われていたというが行われていたというが行われていたというが行われていたという

事事事事案案案案もありました。その他、もありました。その他、もありました。その他、もありました。その他、現現現現金金金金収収収収納納納納に係りに係りに係りに係り現現現現金出金出金出金出納納納納簿簿簿簿がががが未未未未作作作作成であったもの、あるいは成であったもの、あるいは成であったもの、あるいは成であったもの、あるいは

使使使使用用用用料料料料のののの過過過過徴徴徴徴収収収収などがありました。などがありました。などがありました。などがありました。

契契契契約約約約事務関係では、事務関係では、事務関係では、事務関係では、カカカカララララーーーー複複複複合合合合機機機機等等等等のののの賃賃賃賃貸貸貸貸借借借借に関連して、長に関連して、長に関連して、長に関連して、長期継期継期継期継続続続続契契契契約約約約のののの手手手手続を続を続を続を経経経経ずに、ずに、ずに、ずに、

覚覚覚覚書書書書等等等等によりによりによりにより複数複数複数複数年にわたる年にわたる年にわたる年にわたる賃賃賃賃貸貸貸貸借借借借を行っていた事を行っていた事を行っていた事を行っていた事案案案案がありました。そのほかがありました。そのほかがありました。そのほかがありました。そのほか契契契契約約約約関係で関係で関係で関係で

は、は、は、は、ププププロロロロポポポポーーーーザザザザルルルルの実の実の実の実施施施施に当たり、本に当たり、本に当たり、本に当たり、本来来来来ならばいろいろなならばいろいろなならばいろいろなならばいろいろな企画企画企画企画をををを提案提案提案提案していただいた中で、していただいた中で、していただいた中で、していただいた中で、

よりよいものを事業化しようというのがよりよいものを事業化しようというのがよりよいものを事業化しようというのがよりよいものを事業化しようというのがププププロロロロポポポポーーーーザザザザルルルルのののの利利利利点なのですが、点なのですが、点なのですが、点なのですが、公公公公告の中で応告の中で応告の中で応告の中で応募募募募

者がない者がない者がない者がない場合場合場合場合には、これまでのには、これまでのには、これまでのには、これまでの契契契契約約約約者と再者と再者と再者と再契契契契約約約約をすると明をすると明をすると明をすると明記記記記されたされたされたされた公公公公告がなされていた事告がなされていた事告がなされていた事告がなされていた事

案案案案もあったところです。もあったところです。もあったところです。もあったところです。

委委委委託託託託業務の業務の業務の業務の履履履履行確認が不行確認が不行確認が不行確認が不十分十分十分十分であったもの、あるいはであったもの、あるいはであったもの、あるいはであったもの、あるいは変変変変更契更契更契更契約約約約のののの手手手手続が続が続が続が漏漏漏漏れていたものれていたものれていたものれていたもの

がありました。財産管理の関係ですけれども、出資に関するがありました。財産管理の関係ですけれども、出資に関するがありました。財産管理の関係ですけれども、出資に関するがありました。財産管理の関係ですけれども、出資に関する権利権利権利権利について報告がについて報告がについて報告がについて報告が怠怠怠怠っていっていっていってい

たものたものたものたものやややや、あるいは財産の管理について、あるいは財産の管理について、あるいは財産の管理について、あるいは財産の管理についてシスシスシスシステテテテムムムム化している関係で、化している関係で、化している関係で、化している関係で、備品備品備品備品のののの取得取得取得取得に当たっに当たっに当たっに当たっ

てそれの管理てそれの管理てそれの管理てそれの管理シスシスシスシステテテテムへムへムへムへのののの登登登登録録録録漏漏漏漏れがあったものがれがあったものがれがあったものがれがあったものが散散散散見されたところです。そういった見されたところです。そういった見されたところです。そういった見されたところです。そういった内内内内

容容容容でででで意意意意見をつけさせていただいたところです。見をつけさせていただいたところです。見をつけさせていただいたところです。見をつけさせていただいたところです。

○枡井税務課長○枡井税務課長○枡井税務課長○枡井税務課長 不不不不動動動動産産産産合合合合同同同同公売公売公売公売のののの件件件件について答弁します。不について答弁します。不について答弁します。不について答弁します。不動動動動産産産産合合合合同同同同公売公売公売公売のののの状況状況状況状況というというというという

ことでしたけれども、ことでしたけれども、ことでしたけれども、ことでしたけれども、手手手手続、続、続、続、内容内容内容内容についても含めて答弁させていただきます。についても含めて答弁させていただきます。についても含めて答弁させていただきます。についても含めて答弁させていただきます。

不不不不動動動動産産産産合合合合同同同同公売公売公売公売は、は、は、は、地方地方地方地方税税税税収収収収を確を確を確を確保保保保するため、するため、するため、するため、市町村市町村市町村市町村と県がと県がと県がと県が合合合合同同同同で税ので税ので税ので税の滞滞滞滞納納納納によりによりによりにより差差差差しししし

押押押押さえた不さえた不さえた不さえた不動動動動産の産の産の産の公売公売公売公売を実を実を実を実施施施施し、し、し、し、滞滞滞滞納納納納整整整整理の理の理の理の促進促進促進促進をををを図図図図るものです。るものです。るものです。るものです。例例例例年１１月と１２月の年１１月と１２月の年１１月と１２月の年１１月と１２月の

２２２２カカカカ月に月に月に月に設設設設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市町村市町村市町村市町村税、県税の一税、県税の一税、県税の一税、県税の一斉斉斉斉滞滞滞滞納納納納整整整整理理理理強強強強化化化化期期期期間の間の間の間の取取取取りりりり組み組み組み組みの一つとの一つとの一つとの一つと

して実して実して実して実施施施施するものです。するものです。するものです。するものです。

合合合合同同同同公売公売公売公売は、奈良県税事務は、奈良県税事務は、奈良県税事務は、奈良県税事務所所所所管管管管内内内内のののの北北北北和和和和地域地域地域地域と高田・と高田・と高田・と高田・桜井桜井桜井桜井・・・・吉吉吉吉野県税事務野県税事務野県税事務野県税事務所所所所管管管管内内内内の中の中の中の中南南南南

和和和和地域地域地域地域の２の２の２の２カ所カ所カ所カ所にににに分分分分けて実けて実けて実けて実施施施施するものです。県とするものです。県とするものです。県とするものです。県と各市町村各市町村各市町村各市町村からそれからそれからそれからそれぞぞぞぞれれれれ独独独独自自自自にににに公売公売公売公売財産の財産の財産の財産の

出出出出品品品品をするということで実をするということで実をするということで実をするということで実施施施施しているものです。しているものです。しているものです。しているものです。今回今回今回今回、、、、北北北北和和和和地域地域地域地域で奈良で奈良で奈良で奈良市市市市から奈良から奈良から奈良から奈良市市市市奈良奈良奈良奈良

阪阪阪阪町町町町のののの土土土土地地地地が出が出が出が出品品品品されたということです。入されたということです。入されたということです。入されたということです。入札札札札は、平成２６年１１月１１日には、平成２６年１１月１１日には、平成２６年１１月１１日には、平成２６年１１月１１日に期期期期日入日入日入日入札札札札で、で、で、で、

今回今回今回今回は、大和は、大和は、大和は、大和郡郡郡郡山市山市山市山市が監事のが監事のが監事のが監事の団団団団体体体体ですので、大和ですので、大和ですので、大和ですので、大和郡郡郡郡山市山市山市山市平和平和平和平和地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館で実で実で実で実施施施施をします。をします。をします。をします。

入入入入札札札札価価価価格格格格が見が見が見が見積価積価積価積価格格格格以上以上以上以上で、かつで、かつで、かつで、かつ最最最最高高高高価価価価格格格格で入で入で入で入札札札札されたされたされたされた方方方方をををを最最最最高高高高価価価価格格格格申込申込申込申込者として決定し、者として決定し、者として決定し、者として決定し、

買買買買受受受受代金の代金の代金の代金の納納納納付を確認した付を確認した付を確認した付を確認した上上上上でででで売売売売却却却却決定をします。そういう決定をします。そういう決定をします。そういう決定をします。そういう手手手手続をするということです。続をするということです。続をするということです。続をするということです。

○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長 地域地域地域地域産業産業産業産業支援支援支援支援・・・・創創創創出の出の出の出の企企企企業の付加業の付加業の付加業の付加価価価価値獲値獲値獲値獲得得得得のののの支援支援支援支援４事４事４事４事

業についてご業についてご業についてご業についてご説説説説明させていただきます。明させていただきます。明させていただきます。明させていただきます。



---- 22229999 ----

１つ目の１つ目の１つ目の１つ目の海海海海外外外外販販販販路拡路拡路拡路拡大大大大支援支援支援支援事業ですけれども、ことし２月に事業ですけれども、ことし２月に事業ですけれども、ことし２月に事業ですけれども、ことし２月にニニニニュュュューーーーヨヨヨヨーーーークククク国国国国際際際際ギギギギフフフフトトトト・・・・

ショーショーショーショー、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるるＮＹ ＮＯＷＮＹ ＮＯＷＮＹ ＮＯＷＮＹ ＮＯＷ（（（（ニニニニュュュューーーーヨヨヨヨーーーークククク・・・・ナナナナウウウウ）という事業ですが、出）という事業ですが、出）という事業ですが、出）という事業ですが、出展展展展支援支援支援支援を行を行を行を行

いました。県いました。県いました。県いました。県内内内内からは５事業者がからは５事業者がからは５事業者がからは５事業者が参参参参加し、４日間で１３０加し、４日間で１３０加し、４日間で１３０加し、４日間で１３０件件件件のののの商談商談商談商談があり、うち実があり、うち実があり、うち実があり、うち実績績績績としとしとしとし

て２６て２６て２６て２６件件件件でででで商談商談商談商談が成が成が成が成立立立立しました。しました。しました。しました。

２つ目の国２つ目の国２つ目の国２つ目の国内内内内販販販販路拡路拡路拡路拡大大大大支援支援支援支援事業ですが、ことし２月に事業ですが、ことし２月に事業ですが、ことし２月に事業ですが、ことし２月に東東東東京京京京ビッグサイトビッグサイトビッグサイトビッグサイトで開で開で開で開催催催催されたされたされたされた東東東東

京京京京ギギギギフフフフトトトト・・・・ショーショーショーショーに１０業者がに１０業者がに１０業者がに１０業者が参参参参加しました。３日間で１１５加しました。３日間で１１５加しました。３日間で１１５加しました。３日間で１１５件件件件のののの商談商談商談商談があり、１０があり、１０があり、１０があり、１０件件件件のののの

商談商談商談商談が成が成が成が成立立立立しました。しました。しました。しました。

３つ目の奈良の３つ目の奈良の３つ目の奈良の３つ目の奈良の逸逸逸逸品売品売品売品売りりりり込込込込みみみみ逆逆逆逆商談商談商談商談会開会開会開会開催催催催事業については、事業については、事業については、事業については、新新新新たなたなたなたな販販販販路拡路拡路拡路拡大に大に大に大に取取取取りりりり組む組む組む組む

県県県県内企内企内企内企業が、業が、業が、業が、商談商談商談商談をををを希希希希望望望望するするするする百貨百貨百貨百貨店店店店、、、、スーパースーパースーパースーパーのののの仕仕仕仕入れ入れ入れ入れ担担担担当者を当者を当者を当者を相手相手相手相手にににに自社商品自社商品自社商品自社商品をををを売売売売りりりり込込込込

む場む場む場む場をををを設設設設定する定する定する定する取取取取りりりり組み組み組み組みを行いました。を行いました。を行いました。を行いました。記記記記載載載載のとおり３７のとおり３７のとおり３７のとおり３７社社社社ののののババババイヤーイヤーイヤーイヤーがががが参参参参加し、１１６加し、１１６加し、１１６加し、１１６

社社社社のののの参参参参加加加加企企企企業がありましたが、そのうち業がありましたが、そのうち業がありましたが、そのうち業がありましたが、そのうち商談件商談件商談件商談件数数数数として３７２として３７２として３７２として３７２件件件件、うち成、うち成、うち成、うち成約約約約が６３が６３が６３が６３件件件件でしでしでしでし

た。年た。年た。年た。年 々々々々商談商談商談商談成成成成立立立立の率についてはの率についてはの率についてはの率については上上上上がっているというがっているというがっているというがっているという印印印印象象象象です。です。です。です。

最後最後最後最後の高付加の高付加の高付加の高付加価価価価値獲値獲値獲値獲得支援補助得支援補助得支援補助得支援補助事業については、県事業については、県事業については、県事業については、県内企内企内企内企業が業が業が業が自社自社自社自社のののの技術技術技術技術力を力を力を力を活活活活用して用して用して用して新新新新

たなたなたなたな製製製製品や自社品や自社品や自社品や自社ブブブブラララランンンンドドドドの開発により高付加の開発により高付加の開発により高付加の開発により高付加価価価価値値値値をををを獲獲獲獲得得得得しようとするしようとするしようとするしようとする取取取取りりりり組み組み組み組みに対してに対してに対してに対して補補補補

助助助助しており、県しており、県しており、県しており、県内内内内産業の産業の産業の産業の活性活性活性活性化に化に化に化に取取取取りりりり組組組組んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。具具具具体体体体には５には５には５には５企企企企業ですが、業ですが、業ですが、業ですが、例例例例

えばえばえばえばココココンンンンピュピュピュピューーーータタタター制ー制ー制ー制御御御御によるによるによるによるレーレーレーレーザザザザーーーー溶接溶接溶接溶接機を機を機を機を活活活活用して、用して、用して、用して、先先先先端端端端医療医療医療医療用用用用手手手手術術術術用用用用器器器器具具具具のののの性性性性能能能能

のののの向上や向上や向上や向上や、、、、競技競技競技競技用用用用自自自自転車転車転車転車のののの前前前前輪輪輪輪、、、、前前前前のほうののほうののほうののほうのギギギギアアアアととととクラクラクラクランンンンクククク等等等等の高の高の高の高品品品品質質質質自自自自転車転車転車転車部部部部品品品品についについについについ

ては、ては、ては、ては、世世世世界界界界的的的的なななな企企企企業ですが、業ですが、業ですが、業ですが、ＯＥＯＥＯＥＯＥＭ生Ｍ生Ｍ生Ｍ生産になっており、産になっており、産になっており、産になっており、今後自社今後自社今後自社今後自社ブブブブラララランンンンドドドドでででで製製製製品品品品をををを販販販販売売売売しししし

ていきたいというていきたいというていきたいというていきたいという意意意意欲欲欲欲をををを持持持持ってってってって転換転換転換転換していきたいというようなしていきたいというようなしていきたいというようなしていきたいというような企企企企業について、業について、業について、業について、支援支援支援支援したとしたとしたとしたと

ころです。ころです。ころです。ころです。以上以上以上以上です。です。です。です。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 まず、監査ですけれども、まず、監査ですけれども、まず、監査ですけれども、まず、監査ですけれども、莫莫莫莫大な資大な資大な資大な資料料料料の中で、の中で、の中で、の中で、指摘指摘指摘指摘事項、事項、事項、事項、注意注意注意注意事項、また事項、また事項、また事項、また意意意意

見という見という見という見という形形形形で、これをで、これをで、これをで、これを抽抽抽抽出されるのは大出されるのは大出されるのは大出されるのは大変変変変なことかと思います。なことかと思います。なことかと思います。なことかと思います。昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の同同同同期期期期１５０１５０１５０１５０件件件件余余余余

りからりからりからりから減減減減っているということですので、っているということですので、っているということですので、っているということですので、今後今後今後今後もまたこういうことがないようにどんどんもまたこういうことがないようにどんどんもまたこういうことがないようにどんどんもまたこういうことがないようにどんどん減減減減

っていくことをっていくことをっていくことをっていくことを望望望望むむむむところです。ところです。ところです。ところです。私私私私も奈良も奈良も奈良も奈良市市市市で１年間、監査委員をさせていただくことがで１年間、監査委員をさせていただくことがで１年間、監査委員をさせていただくことがで１年間、監査委員をさせていただくことが

あり、あり、あり、あり、書書書書類類類類を見させていただき、なを見させていただき、なを見させていただき、なを見させていただき、なぜぜぜぜこういうかぶったことになるのか、そしてまたこんこういうかぶったことになるのか、そしてまたこんこういうかぶったことになるのか、そしてまたこんこういうかぶったことになるのか、そしてまたこん

な質な質な質な質やややや物物物物品品品品のののの購購購購入が出てくるのだなと、確かに入が出てくるのだなと、確かに入が出てくるのだなと、確かに入が出てくるのだなと、確かに感感感感じたことがありました。これは、そのじたことがありました。これは、そのじたことがありました。これは、そのじたことがありました。これは、その担担担担

当職員の問題もあろうかと思いますし、それが再発しないように、当職員の問題もあろうかと思いますし、それが再発しないように、当職員の問題もあろうかと思いますし、それが再発しないように、当職員の問題もあろうかと思いますし、それが再発しないように、徹底徹底徹底徹底的的的的にこういうことにこういうことにこういうことにこういうこと

を理解していただいて、こういう事を理解していただいて、こういう事を理解していただいて、こういう事を理解していただいて、こういう事故故故故がががが起起起起こらないように、またこらないように、またこらないように、またこらないように、またチチチチェェェェッッッッククククをををを厳厳厳厳しくというしくというしくというしくという

ことで、ことで、ことで、ことで、引引引引き続きき続きき続きき続き取取取取りりりり組組組組んでいただけたらと思います。んでいただけたらと思います。んでいただけたらと思います。んでいただけたらと思います。

次次次次に、奈良に、奈良に、奈良に、奈良ドドドドリリリリームームームームラララランンンンドドドドのののの件件件件ですが、このですが、このですが、このですが、この土土土土地地地地がががが約約約約３０万平３０万平３０万平３０万平方方方方メメメメートルートルートルートルということで、ということで、ということで、ということで、



---- 33330000 ----

奈良奈良奈良奈良市内市内市内市内においては本当ににおいては本当ににおいては本当ににおいては本当に広広広広大でまとまった大でまとまった大でまとまった大でまとまった土土土土地地地地です。ただ、そのです。ただ、そのです。ただ、そのです。ただ、その反面反面反面反面大大大大変利変利変利変利用も用も用も用も厳厳厳厳しい、しい、しい、しい、

難難難難しいしいしいしい土土土土地地地地であり、またであり、またであり、またであり、また遊遊遊遊園園園園地地地地時代の時代の時代の時代の遊遊遊遊具具具具やややや建建建建物物物物もそのまま残されているところで、実もそのまま残されているところで、実もそのまま残されているところで、実もそのまま残されているところで、実際際際際

にににに活活活活用することはなかなか用することはなかなか用することはなかなか用することはなかなか難難難難しいと思うのですが、奈良しいと思うのですが、奈良しいと思うのですが、奈良しいと思うのですが、奈良市内市内市内市内の本当にいいの本当にいいの本当にいいの本当にいい場所場所場所場所にあるといにあるといにあるといにあるとい

うことで、また、まちうことで、また、まちうことで、また、まちうことで、また、まちづづづづくりのくりのくりのくりの観観観観点からも、質問をさせていただきたいと思っております。点からも、質問をさせていただきたいと思っております。点からも、質問をさせていただきたいと思っております。点からも、質問をさせていただきたいと思っております。

最後最後最後最後に、産業振興についてですけれども、に、産業振興についてですけれども、に、産業振興についてですけれども、に、産業振興についてですけれども、先先先先ほど全ての事業についてごほど全ての事業についてごほど全ての事業についてごほど全ての事業についてご説説説説明をいただき明をいただき明をいただき明をいただき

ました。本当にこういったました。本当にこういったました。本当にこういったました。本当にこういった形形形形ででででややややっていただいて、大っていただいて、大っていただいて、大っていただいて、大変変変変成成成成果果果果を出していただいていると思を出していただいていると思を出していただいていると思を出していただいていると思

っております。さらにっております。さらにっております。さらにっております。さらに今今今今年度もまたあるでしょうが、どんどんこれから年度もまたあるでしょうが、どんどんこれから年度もまたあるでしょうが、どんどんこれから年度もまたあるでしょうが、どんどんこれから伸伸伸伸ばして、さらにばして、さらにばして、さらにばして、さらに

この成この成この成この成約約約約、実、実、実、実際際際際のののの商談商談商談商談が成が成が成が成立立立立していく、そしてまたしていく、そしてまたしていく、そしてまたしていく、そしてまた自社自社自社自社ブブブブラララランンンンドドドドの確の確の確の確立立立立をして付加をして付加をして付加をして付加価価価価値値値値をををを

つけていくといったことが奈良県のつけていくといったことが奈良県のつけていくといったことが奈良県のつけていくといったことが奈良県の強み強み強み強みになってきて、奈良というものをになってきて、奈良というものをになってきて、奈良というものをになってきて、奈良というものを売売売売り出していけり出していけり出していけり出していけ

るるるる原原原原点になってくるかと思いますので、どうか点になってくるかと思いますので、どうか点になってくるかと思いますので、どうか点になってくるかと思いますので、どうか引引引引き続きおき続きおき続きおき続きお取取取取りりりり組み組み組み組みをよろしくお願いしまをよろしくお願いしまをよろしくお願いしまをよろしくお願いしま

す。す。す。す。以上以上以上以上でででで終終終終わります。わります。わります。わります。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 何何何何点か質問したいのですけれど、通告していない部点か質問したいのですけれど、通告していない部点か質問したいのですけれど、通告していない部点か質問したいのですけれど、通告していない部分分分分としている部としている部としている部としている部分分分分とがあとがあとがあとがあ

ります。ただ、時間がないのでります。ただ、時間がないのでります。ただ、時間がないのでります。ただ、時間がないので要要要要望望望望にかえさせていただきたい部にかえさせていただきたい部にかえさせていただきたい部にかえさせていただきたい部分分分分をををを先先先先に言います。に言います。に言います。に言います。

総総総総体的体的体的体的に奈良県の全に奈良県の全に奈良県の全に奈良県の全体的体的体的体的なななな予予予予算が年算が年算が年算が年 々々々々下下下下がっていく中で、大がっていく中で、大がっていく中で、大がっていく中で、大変変変変大きな大きな大きな大きな取取取取りりりり組み組み組み組みをしていをしていをしていをしてい

ただいてごただいてごただいてごただいてご苦苦苦苦労労労労をしていただいていると思います。その中でをしていただいていると思います。その中でをしていただいていると思います。その中でをしていただいていると思います。その中でややややはり奈良県も人はり奈良県も人はり奈良県も人はり奈良県も人口口口口が大が大が大が大幅幅幅幅にににに

減減減減ってきております。ってきております。ってきております。ってきております。今後今後今後今後の人の人の人の人口口口口減減減減少に対しての財政少に対しての財政少に対しての財政少に対しての財政面面面面などのさまなどのさまなどのさまなどのさまざざざざまなまなまなまな弊弊弊弊害害害害が出てくるが出てくるが出てくるが出てくる

と思います。この決算の中でもしっかりと出てきているのが、と思います。この決算の中でもしっかりと出てきているのが、と思います。この決算の中でもしっかりと出てきているのが、と思います。この決算の中でもしっかりと出てきているのが、社社社社会会会会保障保障保障保障費費費費の大の大の大の大幅幅幅幅ななななアップアップアップアップ、、、、

またまたまたまた消費消費消費消費税の税の税の税の使使使使われわれわれわれ方方方方です。県です。県です。県です。県内内内内のののの消費消費消費消費比率が比率が比率が比率が低低低低く、全国でも４６く、全国でも４６く、全国でも４６く、全国でも４６位位位位です。です。です。です。消費消費消費消費税を県税を県税を県税を県内内内内

にににに落落落落としていただくために、県として全としていただくために、県として全としていただくために、県として全としていただくために、県として全体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みでででで消費消費消費消費税を県税を県税を県税を県内内内内でででで使使使使っていただくっていただくっていただくっていただく

ようにようにようにようにややややらなければならない。らなければならない。らなければならない。らなければならない。現在現在現在現在、、、、地域地域地域地域交通などの見交通などの見交通などの見交通などの見直直直直しを県でもしを県でもしを県でもしを県でもややややっていただいていっていただいていっていただいていっていただいてい

ますけれども、ますけれども、ますけれども、ますけれども、端端端端的的的的に言えば、に言えば、に言えば、に言えば、消費消費消費消費税を県税を県税を県税を県内内内内でででで使使使使ってもらうためには、交通政策も、ってもらうためには、交通政策も、ってもらうためには、交通政策も、ってもらうためには、交通政策も、社社社社会会会会

保障保障保障保障も総も総も総も総合的合的合的合的に考えていかなければならないと思うのです。そのに考えていかなければならないと思うのです。そのに考えていかなければならないと思うのです。そのに考えていかなければならないと思うのです。その辺辺辺辺のののの今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組み組み組み組み、人、人、人、人

口口口口減減減減少に対しての少に対しての少に対しての少に対しての取取取取りりりり組み組み組み組み、また、また、また、また消費消費消費消費税をどういうふうに県税をどういうふうに県税をどういうふうに県税をどういうふうに県内内内内にににに落落落落としてもらうのか、４としてもらうのか、４としてもらうのか、４としてもらうのか、４

６６６６位位位位というというというという最下最下最下最下位位位位のののの消費消費消費消費比率をどう比率をどう比率をどう比率をどうややややってってってって上げ上げ上げ上げていくのかを、考えておられる部ていくのかを、考えておられる部ていくのかを、考えておられる部ていくのかを、考えておられる部分分分分があれがあれがあれがあれ

ばおばおばおばお話話話話をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて結結結結構構構構です。です。です。です。今今今今のところなければ、のところなければ、のところなければ、のところなければ、要要要要望望望望としてとしてとしてとして今後今後今後今後考えていただき考えていただき考えていただき考えていただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

もう１点は、通告していますけれども、ことしの４月に本もう１点は、通告していますけれども、ことしの４月に本もう１点は、通告していますけれども、ことしの４月に本もう１点は、通告していますけれども、ことしの４月に本庁庁庁庁舎舎舎舎の職員の職員の職員の職員食食食食堂堂堂堂がなくなりまがなくなりまがなくなりまがなくなりま

した。そういうした。そういうした。そういうした。そういう意意意意味味味味では、いろいろ議では、いろいろ議では、いろいろ議では、いろいろ議論論論論はあるとは思うのですけども、はあるとは思うのですけども、はあるとは思うのですけども、はあるとは思うのですけども、福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生として考として考として考として考

えていくことも大事だと思います。職員からのえていくことも大事だと思います。職員からのえていくことも大事だと思います。職員からのえていくことも大事だと思います。職員からの要要要要望望望望がなくても、県として職員が県がなくても、県として職員が県がなくても、県として職員が県がなくても、県として職員が県庁内庁内庁内庁内でででで

食食食食事できるようなことも事できるようなことも事できるようなことも事できるようなことも福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生のののの面面面面から考えてから考えてから考えてから考えて必要必要必要必要ではないかと思います。ではないかと思います。ではないかと思います。ではないかと思います。今後今後今後今後、、、、福福福福利利利利
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厚厚厚厚生生生生として再度県として再度県として再度県として再度県庁内庁内庁内庁内にににに食食食食堂堂堂堂をををを設設設設けることを考えていけないのかどうか、けることを考えていけないのかどうか、けることを考えていけないのかどうか、けることを考えていけないのかどうか、今後今後今後今後どういうふどういうふどういうふどういうふ

うにうにうにうに進進進進めていかれるのか、めていかれるのか、めていかれるのか、めていかれるのか、教教教教えていただきたいです。えていただきたいです。えていただきたいです。えていただきたいです。

それと、それと、それと、それと、先先先先ほど猪奥委員がほど猪奥委員がほど猪奥委員がほど猪奥委員が、、、、「奈良の「奈良の「奈良の「奈良の災災災災害害害害史」について、質問されていましたけれども史」について、質問されていましたけれども史」について、質問されていましたけれども史」について、質問されていましたけれども、、、、

私私私私もこのもこのもこのもこの冊子冊子冊子冊子のののの使使使使いいいい方や方や方や方や中中中中身身身身について、どのようにについて、どのようにについて、どのようにについて、どのように構構構構成されて、どのように成されて、どのように成されて、どのように成されて、どのようにアアアアピピピピールールールールされされされされ

ようとしていたのか、ようとしていたのか、ようとしていたのか、ようとしていたのか、教教教教えていただきたいと思います。江えていただきたいと思います。江えていただきたいと思います。江えていただきたいと思います。江戸戸戸戸時代からの時代からの時代からの時代からの経過経過経過経過をををを書書書書いているいているいているいている

このこのこのこの災災災災害害害害史の中で、奈良県で一史の中で、奈良県で一史の中で、奈良県で一史の中で、奈良県で一番番番番大きな大きな大きな大きな災災災災害害害害がががが抜抜抜抜けているではないですか。どのようなけているではないですか。どのようなけているではないですか。どのようなけているではないですか。どのような経経経経

過過過過でこのでこのでこのでこの冊子冊子冊子冊子のののの構構構構成をされたのか、成をされたのか、成をされたのか、成をされたのか、教教教教えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 人人人人口口口口減減減減少に対する財政少に対する財政少に対する財政少に対する財政面面面面のののの影響影響影響影響、、、、消費消費消費消費税の関係についてご質問です。税の関係についてご質問です。税の関係についてご質問です。税の関係についてご質問です。

まず、人まず、人まず、人まず、人口口口口減減減減少、とりわけ少少、とりわけ少少、とりわけ少少、とりわけ少子子子子高高高高齢齢齢齢化の関係で、税の化の関係で、税の化の関係で、税の化の関係で、税の場合場合場合場合は、は、は、は、恐恐恐恐らくらくらくらく個個個個人県民税の比人県民税の比人県民税の比人県民税の比重重重重

が高いのですから、が高いのですから、が高いのですから、が高いのですから、我我我我が県にとってこのが県にとってこのが県にとってこのが県にとってこの個個個個人県民税が人県民税が人県民税が人県民税が減減減減少してくるということは、少してくるということは、少してくるということは、少してくるということは、今後予今後予今後予今後予

想想想想されることだろうと思っております。とりわけそれにかわる税されることだろうと思っております。とりわけそれにかわる税されることだろうと思っております。とりわけそれにかわる税されることだろうと思っております。とりわけそれにかわる税収収収収確確確確保保保保が大きな問題です。が大きな問題です。が大きな問題です。が大きな問題です。

これは従これは従これは従これは従来来来来から知事もおっしから知事もおっしから知事もおっしから知事もおっしゃゃゃゃっているように、産業部っているように、産業部っているように、産業部っているように、産業部門門門門や商や商や商や商業部業部業部業部門門門門での税での税での税での税収収収収の確の確の確の確保保保保、い、い、い、い

わわわわゆゆゆゆる税る税る税る税収収収収構構構構造の造の造の造の改革改革改革改革を目を目を目を目指指指指さないといけないのではないかと思っております。さないといけないのではないかと思っております。さないといけないのではないかと思っております。さないといけないのではないかと思っております。

そういった中で、そういった中で、そういった中で、そういった中で、消費消費消費消費税の税の税の税の話話話話もあります。当もあります。当もあります。当もあります。当然然然然、、、、我我我我が県は県が県は県が県は県が県は県外消費外消費外消費外消費率が高いということ率が高いということ率が高いということ率が高いということ

で、で、で、で、消費消費消費消費税の税の税の税の配分基準配分基準配分基準配分基準についてはこれまでも国に対してについてはこれまでも国に対してについてはこれまでも国に対してについてはこれまでも国に対して申申申申しししし上げ上げ上げ上げていたのですけれども、ていたのですけれども、ていたのですけれども、ていたのですけれども、

最最最最終終終終消費地消費地消費地消費地の議の議の議の議論論論論をををを踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、ややややはり人はり人はり人はり人口口口口でででで配分配分配分配分してもらうのが一してもらうのが一してもらうのが一してもらうのが一番番番番正正正正しいのではないかしいのではないかしいのではないかしいのではないか

と思っているのですが、これについてはと思っているのですが、これについてはと思っているのですが、これについてはと思っているのですが、これについては引引引引き続き国に対してもき続き国に対してもき続き国に対してもき続き国に対しても要要要要望望望望していきたいと思いましていきたいと思いましていきたいと思いましていきたいと思いま

す。す。す。す。

県県県県外消費外消費外消費外消費の点で言いますと、の点で言いますと、の点で言いますと、の点で言いますと、近近近近年、大年、大年、大年、大型型型型店舗等店舗等店舗等店舗等が大和平野のが大和平野のが大和平野のが大和平野の西西西西部部部部地域地域地域地域にかなり出にかなり出にかなり出にかなり出店店店店をしをしをしをし

てまいりました。そういったてまいりました。そういったてまいりました。そういったてまいりました。そういった生生生生活必活必活必活必需需需需品品品品の部の部の部の部分分分分でのでのでのでの消費消費消費消費はかなりはかなりはかなりはかなり上上上上がってくるのではないがってくるのではないがってくるのではないがってくるのではない

かと思っております。ただ、そういう県かと思っております。ただ、そういう県かと思っております。ただ、そういう県かと思っております。ただ、そういう県内消費内消費内消費内消費のののの拡拡拡拡大に大に大に大に向向向向けて、より一けて、より一けて、より一けて、より一層層層層取取取取りりりり組組組組んでいきんでいきんでいきんでいき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

それとあわせて、それとあわせて、それとあわせて、それとあわせて、消費消費消費消費税については、税については、税については、税については、ややややはり県はり県はり県はり県内消費内消費内消費内消費ということをしっかりとということをしっかりとということをしっかりとということをしっかりと意識意識意識意識してしてしてして

取取取取りりりり組組組組んでいただく、それは県民のんでいただく、それは県民のんでいただく、それは県民のんでいただく、それは県民の方方方方にもにもにもにも周周周周知していただくということが知していただくということが知していただくということが知していただくということが重要重要重要重要だと思ってだと思ってだと思ってだと思って

おりますので、こういったおりますので、こういったおりますので、こういったおりますので、こういった取取取取りりりり組み組み組み組みをしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりとややややっていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。以上以上以上以上

です。です。です。です。

○新座総務厚生センター所長○新座総務厚生センター所長○新座総務厚生センター所長○新座総務厚生センター所長 職員職員職員職員食食食食堂堂堂堂とととと福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生についてのお尋ねです。職員についてのお尋ねです。職員についてのお尋ねです。職員についてのお尋ねです。職員食食食食堂堂堂堂につにつにつにつ

いては、財いては、財いては、財いては、財団団団団法法法法人奈良県職員人奈良県職員人奈良県職員人奈良県職員互互互互助助助助会が県から行政財産目会が県から行政財産目会が県から行政財産目会が県から行政財産目的外的外的外的外使使使使用用用用許許許許可可可可をををを得得得得て、て、て、て、直直直直接接接接運運運運営営営営しししし

ていたものです。しかし、ていたものです。しかし、ていたものです。しかし、ていたものです。しかし、利利利利用者が用者が用者が用者が減減減減少するという中で、ことしの３月に少するという中で、ことしの３月に少するという中で、ことしの３月に少するという中で、ことしの３月に廃廃廃廃止止止止をををを余余余余儀儀儀儀なくなくなくなく

されたというされたというされたというされたという次次次次第です。第です。第です。第です。施施施施設設設設によるによるによるによる福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生はははは重要重要重要重要なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、経経経経営営営営がががが悪悪悪悪化して化して化して化して改改改改
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善善善善の見の見の見の見込込込込みみみみがないがないがないがない場合場合場合場合には、には、には、には、公費公費公費公費によるによるによるによる補補補補填填填填はははは無無無無理ですので、理ですので、理ですので、理ですので、廃廃廃廃止止止止せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ないと考えないと考えないと考えないと考え

ております。ております。ております。ております。新新新新たに計たに計たに計たに計画画画画しておりますしておりますしておりますしておりますレストレストレストレストラララランンンンですけれども、このですけれども、このですけれども、このですけれども、このレストレストレストレストラララランンンンについてについてについてについて

は、は、は、は、福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生施施施施設設設設として職員もとして職員もとして職員もとして職員も利利利利用用用用可能可能可能可能となることを見となることを見となることを見となることを見込込込込んでおります。それに関連して、んでおります。それに関連して、んでおります。それに関連して、んでおります。それに関連して、

福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生のののの重要性重要性重要性重要性をおっしをおっしをおっしをおっしゃゃゃゃっていただきましたが、っていただきましたが、っていただきましたが、っていただきましたが、福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生はははは非非非非常に常に常に常に重要重要重要重要だと思っておだと思っておだと思っておだと思ってお

ります。けれども、ります。けれども、ります。けれども、ります。けれども、現在現在現在現在ではではではでは法法法法定定定定外外外外のののの福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生にににに公費公費公費公費をををを使使使使うことについては、県民から理うことについては、県民から理うことについては、県民から理うことについては、県民から理

解を解を解を解を得得得得ることがることがることがることが非非非非常に常に常に常に困難困難困難困難なななな状況状況状況状況になっております。このようなになっております。このようなになっております。このようなになっております。このような状況状況状況状況の中で、職員がの中で、職員がの中で、職員がの中で、職員が福福福福利利利利

厚厚厚厚生生生生についてについてについてについて何何何何をををを望望望望んでいるのか、またどのようなんでいるのか、またどのようなんでいるのか、またどのようなんでいるのか、またどのような福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生ができるのかをができるのかをができるのかをができるのかを検討検討検討検討しているしているしているしている

ところです。ところです。ところです。ところです。

さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生の目の目の目の目的的的的ですが、職員ですが、職員ですが、職員ですが、職員ややややそのそのそのその家族家族家族家族のののの生生生生活活活活のののの安安安安定、それから定、それから定、それから定、それから福福福福祉祉祉祉のののの向上向上向上向上

をををを図図図図るとともに、るとともに、るとともに、るとともに、公公公公務の務の務の務の能能能能率率率率的的的的なななな運運運運営営営営を確を確を確を確保保保保して、それによって行政して、それによって行政して、それによって行政して、それによって行政サービスサービスサービスサービスをををを向上向上向上向上させさせさせさせ

ようというものです。ようというものです。ようというものです。ようというものです。

職員の職員の職員の職員の福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生については、県の事業として、職員の健については、県の事業として、職員の健については、県の事業として、職員の健については、県の事業として、職員の健康康康康管理なども行っておりますし、管理なども行っておりますし、管理なども行っておりますし、管理なども行っておりますし、

安安安安全・全・全・全・衛衛衛衛生生生生管理、それから職管理、それから職管理、それから職管理、それから職場場場場のののの環境整備環境整備環境整備環境整備などにもなどにもなどにもなどにも取取取取りりりり組組組組んでいるとこです。んでいるとこです。んでいるとこです。んでいるとこです。最近最近最近最近では、では、では、では、

職職職職場場場場のののの環境整備環境整備環境整備環境整備の一の一の一の一環環環環として、として、として、として、庁内庁内庁内庁内ののののトイレトイレトイレトイレ改修改修改修改修などを行ったところです。県などを行ったところです。県などを行ったところです。県などを行ったところです。県以外以外以外以外の事業の事業の事業の事業

主体主体主体主体でのでのでのでの福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生としては、としては、としては、としては、共済組合共済組合共済組合共済組合ではではではでは医療医療医療医療給給給給付、年金付、年金付、年金付、年金等等等等のののの法法法法定の定の定の定の福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生事業のほか、事業のほか、事業のほか、事業のほか、

人間人間人間人間ドドドドッッッッククククや貸や貸や貸や貸付事業などの付事業などの付事業などの付事業などの福福福福祉祉祉祉事業事業事業事業等等等等を実を実を実を実施施施施しております。しております。しております。しております。

互互互互助助助助会は会は会は会は法法法法定定定定外外外外のののの福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生ということでもということでもということでもということでもややややっているところです。っているところです。っているところです。っているところです。今後今後今後今後、職員の健、職員の健、職員の健、職員の健康康康康のののの

保持保持保持保持増増増増進進進進にににに重重重重点を置きながら、点を置きながら、点を置きながら、点を置きながら、共済組合共済組合共済組合共済組合、、、、互互互互助助助助会とも連会とも連会とも連会とも連携携携携しながら、しながら、しながら、しながら、必要必要必要必要なななな福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生事業事業事業事業

のののの充充充充実に実に実に実に努努努努めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱 「奈良の「奈良の「奈良の「奈良の災災災災害害害害史」の関係ですけれど、史」の関係ですけれど、史」の関係ですけれど、史」の関係ですけれど、構構構構成に成に成に成に

ついてです。ついてです。ついてです。ついてです。過去過去過去過去のののの分分分分はははは基基基基本本本本的的的的にににに文献文献文献文献を当たるしかを当たるしかを当たるしかを当たるしか方方方方法法法法はなかったのですけれども、人はなかったのですけれども、人はなかったのですけれども、人はなかったのですけれども、人的的的的

なななな被被被被害害害害にににに着着着着目をして、人目をして、人目をして、人目をして、人的的的的なななな被被被被害害害害が大きかったが大きかったが大きかったが大きかった災災災災害害害害を中を中を中を中心心心心にににに抜抜抜抜き出しております。き出しております。き出しております。き出しております。数数数数あるあるあるある

災災災災害害害害ですので、全てをですので、全てをですので、全てをですので、全てを網網網網羅羅羅羅できているとは考えておりませんが、できているとは考えておりませんが、できているとは考えておりませんが、できているとは考えておりませんが、主主主主だったところは全てだったところは全てだったところは全てだったところは全て抽抽抽抽

出するように考えて出するように考えて出するように考えて出するように考えて編編編編さんしたところです。目さんしたところです。目さんしたところです。目さんしたところです。目的等的等的等的等は、は、は、は、先先先先ほど猪奥委員にもお答えしたよほど猪奥委員にもお答えしたよほど猪奥委員にもお答えしたよほど猪奥委員にもお答えしたよ

うに、うに、うに、うに、活活活活用の用の用の用の面面面面でででで弱弱弱弱い点をごい点をごい点をごい点をご指摘指摘指摘指摘いただきましたが、県いただきましたが、県いただきましたが、県いただきましたが、県内内内内のののの図図図図書書書書館館館館やややや小・中小・中小・中小・中学校学校学校学校、高、高、高、高等等等等学学学学

校校校校にににに配配配配付をしておりますので、そういったところでの付をしておりますので、そういったところでの付をしておりますので、そういったところでの付をしておりますので、そういったところでの活活活活用を用を用を用を今後今後今後今後教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会等等等等ともともともとも話話話話しししし合合合合

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

それから、大きなそれから、大きなそれから、大きなそれから、大きな災災災災害害害害がががが抜抜抜抜けているというごけているというごけているというごけているというご指摘指摘指摘指摘もいただきました。人もいただきました。人もいただきました。人もいただきました。人的的的的なななな被被被被害害害害のののの多多多多いいいい

ところはところはところはところは拾拾拾拾ったつもりでおりますが、もしったつもりでおりますが、もしったつもりでおりますが、もしったつもりでおりますが、もし抜抜抜抜けているようなものがあれば、けているようなものがあれば、けているようなものがあれば、けているようなものがあれば、亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬の関係の関係の関係の関係

ですと、少しですと、少しですと、少しですと、少しコラコラコラコラムムムムのようなのようなのようなのような形形形形でででで若干若干若干若干書書書書きぶりがきぶりがきぶりがきぶりが違違違違っているかもわかりませんが、っているかもわかりませんが、っているかもわかりませんが、っているかもわかりませんが、記記記記載載載載をををを
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していたつもりなのですが、していたつもりなのですが、していたつもりなのですが、していたつもりなのですが、申申申申しわけないです。しわけないです。しわけないです。しわけないです。今今今今、、、、手手手手元元元元にありませんので確認はできなにありませんので確認はできなにありませんので確認はできなにありませんので確認はできな

いのですが、そういったいのですが、そういったいのですが、そういったいのですが、そういった形形形形でででで編編編編さんはさせていただいたところです。さんはさせていただいたところです。さんはさせていただいたところです。さんはさせていただいたところです。以上以上以上以上です。です。です。です。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 県の財政、また人県の財政、また人県の財政、また人県の財政、また人口口口口減減減減少についてのさま少についてのさま少についてのさま少についてのさまざざざざまな対応をしていただいているとまな対応をしていただいているとまな対応をしていただいているとまな対応をしていただいていると

思うので、思うので、思うので、思うので、今後今後今後今後とも決算を通じてとも決算を通じてとも決算を通じてとも決算を通じて今今今今までのこのまでのこのまでのこのまでのこの状況状況状況状況、これからの対応が一、これからの対応が一、これからの対応が一、これからの対応が一番番番番大事になって大事になって大事になって大事になって

くるから、知事がくるから、知事がくるから、知事がくるから、知事が進進進進めていただいている交通政策、めていただいている交通政策、めていただいている交通政策、めていただいている交通政策、今今今今ははははババババス路ス路ス路ス路線線線線だけのだけのだけのだけの廃廃廃廃止止止止でとまっておでとまっておでとまっておでとまってお

りますけれども、県の人りますけれども、県の人りますけれども、県の人りますけれども、県の人口口口口がががが減減減減少するに当たって、交通少するに当たって、交通少するに当たって、交通少するに当たって、交通網網網網をををを整備整備整備整備することによって県することによって県することによって県することによって県内消内消内消内消

費費費費がふえるという思いもありますので、がふえるという思いもありますので、がふえるという思いもありますので、がふえるという思いもありますので、今後今後今後今後ともともともとも頑張頑張頑張頑張ってってってって取取取取りりりり組組組組んでいただきたいと思いんでいただきたいと思いんでいただきたいと思いんでいただきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

それと、それと、それと、それと、厚厚厚厚生生生生福福福福利利利利面面面面で、で、で、で、食食食食堂堂堂堂のののの件件件件について、について、について、について、丁寧丁寧丁寧丁寧な答弁をいただきましたけれども、県な答弁をいただきましたけれども、県な答弁をいただきましたけれども、県な答弁をいただきましたけれども、県

庁内庁内庁内庁内でででで食べ食べ食べ食べるるるる必要必要必要必要があるというがあるというがあるというがあるという私私私私の思いです。１時間の間にの思いです。１時間の間にの思いです。１時間の間にの思いです。１時間の間に食食食食事に行って事に行って事に行って事に行って帰帰帰帰ってくるのはってくるのはってくるのはってくるのは

近近近近隣隣隣隣のののの食食食食堂堂堂堂やややや弁当弁当弁当弁当屋屋屋屋に対してはいいと思うのですけれども、１時間の間にに対してはいいと思うのですけれども、１時間の間にに対してはいいと思うのですけれども、１時間の間にに対してはいいと思うのですけれども、１時間の間に急急急急いで行く中でいで行く中でいで行く中でいで行く中で

交通事交通事交通事交通事故故故故などのなどのなどのなどの心配や心配や心配や心配や、、、、冬冬冬冬になれば一になれば一になれば一になれば一段段段段とととと寒寒寒寒くなってきますので、くなってきますので、くなってきますので、くなってきますので、体調体調体調体調管理も管理も管理も管理も踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて取取取取

りりりり組組組組んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。今今今今、答弁いただいた、答弁いただいた、答弁いただいた、答弁いただいたレストレストレストレストラララランンンンで職員ので職員ので職員ので職員の食食食食事もできる事もできる事もできる事もできる

ということなので、できるだけということなので、できるだけということなので、できるだけということなので、できるだけ安安安安くくくく提提提提供供供供できるようなできるようなできるようなできるような経経経経営営営営にしていただきたいと思います。にしていただきたいと思います。にしていただきたいと思います。にしていただきたいと思います。

早早早早期期期期にこのにこのにこのにこのレストレストレストレストラララランンンンをををを立立立立ちちちち上げ上げ上げ上げていただくようにより一ていただくようにより一ていただくようにより一ていただくようにより一層層層層のののの努努努努力をしていただいて、県力をしていただいて、県力をしていただいて、県力をしていただいて、県

庁庁庁庁職員の皆さんの健職員の皆さんの健職員の皆さんの健職員の皆さんの健康康康康管理、管理、管理、管理、厚厚厚厚生生生生福福福福利等利等利等利等のののの立立立立場場場場からからからから取取取取りりりり組組組組んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。んでいただきたいと思います。

「奈良の「奈良の「奈良の「奈良の災災災災害害害害史」ですが、史」ですが、史」ですが、史」ですが、災災災災害害害害というというというという捉捉捉捉まえまえまえまえ方方方方がおかしいのかどうかわからないのですがおかしいのかどうかわからないのですがおかしいのかどうかわからないのですがおかしいのかどうかわからないのです

けれども、けれども、けれども、けれども、先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃったように大和川のったように大和川のったように大和川のったように大和川の亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬という部という部という部という部分分分分に対しては国に対しては国に対しては国に対しては国家家家家事業で事業で事業で事業で今今今今

までまでまでまでややややってきたが、ってきたが、ってきたが、ってきたが、災災災災害害害害だと思っているのですけれど、県の考えのだと思っているのですけれど、県の考えのだと思っているのですけれど、県の考えのだと思っているのですけれど、県の考えの違違違違いがあればいがあればいがあればいがあれば後後後後でででで教教教教ええええ

ていただきたい。もともとていただきたい。もともとていただきたい。もともとていただきたい。もともと亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬がががが狭狭狭狭いがために、いがために、いがために、いがために、雨雨雨雨がががが降降降降ったりったりったりったり台台台台風風風風がががが来来来来たときにたときにたときにたときに亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬

周辺周辺周辺周辺がががが浸浸浸浸水水水水するわけです。するわけです。するわけです。するわけです。亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬周辺周辺周辺周辺のののの王寺王寺王寺王寺町町町町、、、、河河河河合町合町合町合町、、、、三三三三郷郷郷郷町町町町、、、、斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町が、が、が、が、先先先先日も日も日も日も浸浸浸浸水水水水

しているのです。確かにしているのです。確かにしているのです。確かにしているのです。確かに南南南南部部部部地域地域地域地域もももも災災災災害害害害がありますが、がありますが、がありますが、がありますが、亀亀亀亀のののの瀬瀬瀬瀬周辺周辺周辺周辺は平は平は平は平地地地地であるのにであるのにであるのにであるのに災災災災害害害害

がががが多多多多い。このようない。このようない。このようない。このような災災災災害害害害史を史を史を史を地地地地元元元元の人が知ったら、県はの人が知ったら、県はの人が知ったら、県はの人が知ったら、県は何何何何を考えているのか、これだけいを考えているのか、これだけいを考えているのか、これだけいを考えているのか、これだけい

つも、このつも、このつも、このつも、この前前前前のののの台台台台風風風風でででで浸浸浸浸水水水水し、そのし、そのし、そのし、その前前前前のののの台台台台風風風風でもしている、そんな大きなでもしている、そんな大きなでもしている、そんな大きなでもしている、そんな大きな浸浸浸浸水水水水を目のを目のを目のを目の前前前前にににに

置かれてるのに、置かれてるのに、置かれてるのに、置かれてるのに、今今今今でもあるのに、なでもあるのに、なでもあるのに、なでもあるのに、なぜぜぜぜ「奈良の「奈良の「奈良の「奈良の災災災災害害害害史」の中に大きく史」の中に大きく史」の中に大きく史」の中に大きく捉捉捉捉まえていないのまえていないのまえていないのまえていないの

ですか。ですか。ですか。ですか。亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬亀ノ瀬周辺周辺周辺周辺のののの自自自自治治治治体体体体のののの切切切切実な思いをな実な思いをな実な思いをな実な思いをなぜぜぜぜこういうこういうこういうこういう冊子冊子冊子冊子を出すときにを出すときにを出すときにを出すときに載載載載せないのか、せないのか、せないのか、せないのか、

答えてください。答えてください。答えてください。答えてください。

○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱 「奈良の「奈良の「奈良の「奈良の災災災災害害害害史」が史」が史」が史」が手手手手元元元元にないのでにないのでにないのでにないので書書書書きぶりきぶりきぶりきぶり

が、が、が、が、分分分分かりません。かりません。かりません。かりません。意識意識意識意識はしております。はしております。はしております。はしております。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 どこにどこにどこにどこに意識意識意識意識しているのですか。しているのですか。しているのですか。しているのですか。
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○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱○中澤知事公室次長防災統括室長事務取扱 記記記記載載載載は含めたつもりでしたけれども、再度は含めたつもりでしたけれども、再度は含めたつもりでしたけれども、再度は含めたつもりでしたけれども、再度内内内内

容容容容をををを精精精精査・査・査・査・検討検討検討検討して、それして、それして、それして、それ以以以以降降降降の対応をまた考えたいと思います。の対応をまた考えたいと思います。の対応をまた考えたいと思います。の対応をまた考えたいと思います。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 中中中中澤澤澤澤知事知事知事知事公公公公室室室室次次次次長、また長、また長、また長、また後後後後で、総括のときでもで、総括のときでもで、総括のときでもで、総括のときでも結結結結構構構構ですので、ですので、ですので、ですので、説説説説明の明の明の明の準備準備準備準備

をしてください。をしてください。をしてください。をしてください。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 事事事事前前前前に通に通に通に通達達達達はしていませんでしたが、委員長のおはしていませんでしたが、委員長のおはしていませんでしたが、委員長のおはしていませんでしたが、委員長のお許許許許しをいただきましたのでしをいただきましたのでしをいただきましたのでしをいただきましたので

質問させていただきます。質問させていただきます。質問させていただきます。質問させていただきます。

産業・雇用振興部に、産業・雇用振興部に、産業・雇用振興部に、産業・雇用振興部に、若若若若者の者の者の者の非非非非正規正規正規正規就就就就業についてお業についてお業についてお業についてお伺伺伺伺いします。奈良県は、いします。奈良県は、いします。奈良県は、いします。奈良県は、若若若若者の者の者の者の非非非非正正正正

規規規規就就就就業の業の業の業の割割割割合合合合がががが過去過去過去過去からも高く推移しています。そしてからも高く推移しています。そしてからも高く推移しています。そしてからも高く推移しています。そして依依依依然然然然、全国平均を大きく、全国平均を大きく、全国平均を大きく、全国平均を大きく上回上回上回上回ってってってって

います。います。います。います。晩婚晩婚晩婚晩婚化、少化、少化、少化、少子子子子化、人化、人化、人化、人口口口口減減減減少は、職に大きく少は、職に大きく少は、職に大きく少は、職に大きく影響影響影響影響していると思います。また関していると思います。また関していると思います。また関していると思います。また関西西西西でででで

も３年も３年も３年も３年以内以内以内以内にににに離離離離職する職する職する職する若若若若者が者が者が者が多多多多いとおいとおいとおいとお聞聞聞聞きします。そこで、このきします。そこで、このきします。そこで、このきします。そこで、この件件件件も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、今後今後今後今後の対策、の対策、の対策、の対策、

またまたまたまた課課課課題についてお題についてお題についてお題についてお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。

○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長○山岡雇用労政課長 通告いただいておりませんでしたのできちんとお答えできるかどう通告いただいておりませんでしたのできちんとお答えできるかどう通告いただいておりませんでしたのできちんとお答えできるかどう通告いただいておりませんでしたのできちんとお答えできるかどう

かということでかということでかということでかということで申申申申しわけごしわけごしわけごしわけござざざざいません。委員がおいません。委員がおいません。委員がおいません。委員がお述述述述べべべべのように、確かにのように、確かにのように、確かにのように、確かに女女女女性性性性のののの就就就就業率にし業率にし業率にし業率にし

ても、ても、ても、ても、若若若若者の者の者の者の非非非非正規正規正規正規就就就就業業業業やパートやパートやパートやパートなどをなさっているなどをなさっているなどをなさっているなどをなさっている方方方方は、比率でもは、比率でもは、比率でもは、比率でも多多多多いです。また、大いです。また、大いです。また、大いです。また、大

学学学学をををを卒卒卒卒業して３年業して３年業して３年業して３年以内以内以内以内に会に会に会に会社社社社ををををややややめてしまうめてしまうめてしまうめてしまう離離離離職率についても、全国は平均３４職率についても、全国は平均３４職率についても、全国は平均３４職率についても、全国は平均３４％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい

ですが、奈良県は４０ですが、奈良県は４０ですが、奈良県は４０ですが、奈良県は４０％％％％となっており、となっており、となっており、となっており、喫喫喫喫緊緊緊緊のののの課課課課題となっております。もちろん題となっております。もちろん題となっております。もちろん題となっております。もちろん若若若若年者の年者の年者の年者の

雇用を確雇用を確雇用を確雇用を確保保保保することは、することは、することは、することは、結結結結局局局局結結結結婚婚婚婚につながるにつながるにつながるにつながる経済的経済的経済的経済的な部な部な部な部分分分分をををを担担担担っていけるということで、っていけるということで、っていけるということで、っていけるということで、

少少少少子子子子化対策、また化対策、また化対策、また化対策、また過過過過疎疎疎疎対策にもつながっていくことでもありますので、対策にもつながっていくことでもありますので、対策にもつながっていくことでもありますので、対策にもつながっていくことでもありますので、若若若若年者の雇用年者の雇用年者の雇用年者の雇用促進促進促進促進

について、またについて、またについて、またについて、また就就就就業の業の業の業の困難困難困難困難者者者者等等等等についても、対策をについても、対策をについても、対策をについても、対策を進進進進めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 ややややっとっとっとっと就就就就職できたにもかかわらず職できたにもかかわらず職できたにもかかわらず職できたにもかかわらず契契契契約約約約社社社社員で不員で不員で不員で不安安安安が続いている、が続いている、が続いている、が続いている、非非非非正規正規正規正規就就就就業業業業

者であるということから、者であるということから、者であるということから、者であるということから、愛愛愛愛もある、もある、もある、もある、彼女彼女彼女彼女もいる、もいる、もいる、もいる、結結結結婚婚婚婚したい、けれどもしたい、けれどもしたい、けれどもしたい、けれども正社正社正社正社員ではない員ではない員ではない員ではない

ので本人も不ので本人も不ので本人も不ので本人も不安安安安だ、そしてまたごだ、そしてまたごだ、そしてまたごだ、そしてまたご両親両親両親両親もももも心配心配心配心配されるというされるというされるというされるという話話話話をよくおをよくおをよくおをよくお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。

今後今後今後今後、、、、若若若若者の者の者の者の正規正規正規正規採採採採用に用に用に用に向向向向けて県としてもまたけて県としてもまたけて県としてもまたけて県としてもまた頑張頑張頑張頑張っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。以上以上以上以上

です。です。です。です。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 総務部に対して県総務部に対して県総務部に対して県総務部に対して県有有有有資産資産資産資産有効活有効活有効活有効活用事業についてお尋ねをしたい。これは「平用事業についてお尋ねをしたい。これは「平用事業についてお尋ねをしたい。これは「平用事業についてお尋ねをしたい。これは「平

成２５年度成２５年度成２５年度成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」１４」１４」１４」１４ペペペペーーーージジジジに出ております。これをあえて尋に出ております。これをあえて尋に出ております。これをあえて尋に出ております。これをあえて尋

ねるのは、ねるのは、ねるのは、ねるのは、既既既既にににに旧耳旧耳旧耳旧耳成高成高成高成高校校校校がががが橿橿橿橿原原原原総総総総合庁合庁合庁合庁舎舎舎舎としてとしてとしてとして生生生生まれまれまれまれ変変変変わり、中わり、中わり、中わり、中東東東東和和和和地域地域地域地域の県の県の県の県庁庁庁庁舎舎舎舎関係関係関係関係

がががが統廃統廃統廃統廃合合合合されてされてされてされて空空空空きききき施施施施設設設設がががが生生生生まれます。まれます。まれます。まれます。先先先先日も日も日も日も新新新新聞聞聞聞にににに掲掲掲掲載載載載されたされたされたされた桜井桜井桜井桜井市市市市などは、などは、などは、などは、早早早早速速速速有効有効有効有効

活活活活用に名用に名用に名用に名乗乗乗乗りをりをりをりを上げ上げ上げ上げているているているている状況状況状況状況です。です。です。です。

県県県県施施施施設設設設をどうをどうをどうをどう使使使使うのかについて、県うのかについて、県うのかについて、県うのかについて、県内内内内のののの地方自地方自地方自地方自治治治治体体体体あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた企企企企業などに業などに業などに業などに順番順番順番順番にににに相談相談相談相談
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をかけていくということはわかりました。そこで、をかけていくということはわかりました。そこで、をかけていくということはわかりました。そこで、をかけていくということはわかりました。そこで、地方自地方自地方自地方自治治治治体体体体がこの県がこの県がこの県がこの県庁庁庁庁舎跡舎跡舎跡舎跡をををを有効活有効活有効活有効活用用用用

したいというときは、どのような対応、つまりしたいというときは、どのような対応、つまりしたいというときは、どのような対応、つまりしたいというときは、どのような対応、つまり市町村自市町村自市町村自市町村自治治治治体体体体に対するに対するに対するに対する支援支援支援支援というようなというようなというようなというような意意意意

味味味味合合合合いでの対応は考えていらっしいでの対応は考えていらっしいでの対応は考えていらっしいでの対応は考えていらっしゃゃゃゃるのかお答えいただきたい。るのかお答えいただきたい。るのかお答えいただきたい。るのかお答えいただきたい。

それから２つ目それから２つ目それから２つ目それから２つ目、、、、「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」１６」１６」１６」１６ペペペペーーーージジジジの関係での関係での関係での関係で

すが、ふるさと奈良県応すが、ふるさと奈良県応すが、ふるさと奈良県応すが、ふるさと奈良県応援寄援寄援寄援寄付金推付金推付金推付金推進進進進事業について平成２５年度の実事業について平成２５年度の実事業について平成２５年度の実事業について平成２５年度の実績績績績は８，７６８万８，は８，７６８万８，は８，７６８万８，は８，７６８万８，

１４５円、１４５円、１４５円、１４５円、寄寄寄寄付付付付件件件件数数数数は１５７は１５７は１５７は１５７件件件件と出ております。これは、税務と出ております。これは、税務と出ております。これは、税務と出ております。これは、税務課課課課に関係するかとは思いまに関係するかとは思いまに関係するかとは思いまに関係するかとは思いま

すが、このふるさとすが、このふるさとすが、このふるさとすが、このふるさと納納納納税の税の税の税の受受受受け入れ金額をどのようにけ入れ金額をどのようにけ入れ金額をどのようにけ入れ金額をどのように評価評価評価評価されているのか、されているのか、されているのか、されているのか、多多多多いのか少ないのか少ないのか少ないのか少な

いのか、またいのか、またいのか、またいのか、また内容内容内容内容のののの伴伴伴伴うものがあるのかどうなのか、これはうものがあるのかどうなのか、これはうものがあるのかどうなのか、これはうものがあるのかどうなのか、これは郷郷郷郷土土土土愛愛愛愛ということにもということにもということにもということにも影響影響影響影響しししし

ます。そういうことでどのようにます。そういうことでどのようにます。そういうことでどのようにます。そういうことでどのように評価評価評価評価されているのか。それから、これにかかわってされているのか。それから、これにかかわってされているのか。それから、これにかかわってされているのか。それから、これにかかわって受受受受入入入入

促進促進促進促進対策にさらに対策にさらに対策にさらに対策にさらに妙妙妙妙案案案案はあるのかどうなのか、お答えいただきたい。はあるのかどうなのか、お答えいただきたい。はあるのかどうなのか、お答えいただきたい。はあるのかどうなのか、お答えいただきたい。

それから、それから、それから、それから、次次次次に３点目、これは「平成２５年度に３点目、これは「平成２５年度に３点目、これは「平成２５年度に３点目、これは「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」」」」、１０、１０、１０、１０

ペペペペーーーージジジジの県高の県高の県高の県高齢齢齢齢者人者人者人者人材材材材活活活活用事業の用事業の用事業の用事業の件件件件です。です。です。です。先先先先ほど、行政ほど、行政ほど、行政ほど、行政経経経経営営営営ママママネジメネジメネジメネジメントントントントということで総ということで総ということで総ということで総

務部長から大務部長から大務部長から大務部長から大変変変変しっかりとしたしっかりとしたしっかりとしたしっかりとした分分分分析析析析、、、、検討検討検討検討をされている考えをされている考えをされている考えをされている考え方方方方をををを聞聞聞聞かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。

非非非非常に常に常に常に頑張頑張頑張頑張っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃると思います。そんな中で、県民ると思います。そんな中で、県民ると思います。そんな中で、県民ると思います。そんな中で、県民サービスサービスサービスサービスということでの職員ということでの職員ということでの職員ということでの職員

のののの採採採採用は大用は大用は大用は大変変変変難難難難しいです。そういうしいです。そういうしいです。そういうしいです。そういう意意意意味味味味で、県高で、県高で、県高で、県高齢齢齢齢者人者人者人者人材材材材活活活活用事業で１６名を用事業で１６名を用事業で１６名を用事業で１６名を採採採採用したと用したと用したと用したと

いうことですが、これはどのような人いうことですが、これはどのような人いうことですが、これはどのような人いうことですが、これはどのような人材材材材をををを求求求求めて雇用し、そしてめて雇用し、そしてめて雇用し、そしてめて雇用し、そして市町村市町村市町村市町村などとのなどとのなどとのなどとの区区区区別別別別といといといとい

うううう意意意意味味味味になるのか、になるのか、になるのか、になるのか、市町村市町村市町村市町村ではではではではシルシルシルシルババババーーーー人人人人材セ材セ材セ材センンンンタタタターーーー事業が行われております。また、奈事業が行われております。また、奈事業が行われております。また、奈事業が行われております。また、奈

良県においても「平成２５年度良県においても「平成２５年度良県においても「平成２５年度良県においても「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」」」」、１０８、１０８、１０８、１０８ペペペペーーーージジジジにににに示示示示されされされされ

ているような県としてのているような県としてのているような県としてのているような県としてのシルシルシルシルババババーーーー人人人人材セ材セ材セ材センンンンタタタターーーー団団団団体補助体補助体補助体補助が行われております。これは大が行われております。これは大が行われております。これは大が行われております。これは大変変変変

いいことですが、どういういいことですが、どういういいことですが、どういういいことですが、どういう内容内容内容内容なのか、おなのか、おなのか、おなのか、お聞聞聞聞かせいただきたい。かせいただきたい。かせいただきたい。かせいただきたい。

それから、産業・雇用振興部長に１点お尋ねしたいのですが、それから、産業・雇用振興部長に１点お尋ねしたいのですが、それから、産業・雇用振興部長に１点お尋ねしたいのですが、それから、産業・雇用振興部長に１点お尋ねしたいのですが、現在現在現在現在の見の見の見の見識識識識をおをおをおをお示示示示しいたしいたしいたしいた

だきたい。それは、奈良県のだきたい。それは、奈良県のだきたい。それは、奈良県のだきたい。それは、奈良県の経済経済経済経済改革改革改革改革をををを進進進進めるという大事なめるという大事なめるという大事なめるという大事な役役役役割割割割をををを担担担担われたわけだから、われたわけだから、われたわけだから、われたわけだから、

現在現在現在現在の県のの県のの県のの県の経済経済経済経済のののの状況状況状況状況はどうなのか、はどうなのか、はどうなのか、はどうなのか、来来来来年の年の年の年の消費消費消費消費税１０税１０税１０税１０％％％％のののの引引引引きききき上げ上げ上げ上げの問題にも絡んできの問題にも絡んできの問題にも絡んできの問題にも絡んでき

ますのでおますのでおますのでおますのでお聞聞聞聞かせをいただきたい。かせをいただきたい。かせをいただきたい。かせをいただきたい。

○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長 県県県県有有有有資産を資産を資産を資産を市町村市町村市町村市町村がががが活活活活用する用する用する用する場合場合場合場合についてご質問についてご質問についてご質問についてご質問

がごがごがごがござざざざいました。いました。いました。いました。

県県県県有有有有資産の中で、資産の中で、資産の中で、資産の中で、低低低低未利未利未利未利用の県用の県用の県用の県有有有有資産で県が資産で県が資産で県が資産で県が利利利利用しないような資産については、用しないような資産については、用しないような資産については、用しないような資産については、地地地地元元元元のののの

市町村市町村市町村市町村のまちのまちのまちのまちづづづづくりくりくりくり等等等等にににに活活活活用していただくことは用していただくことは用していただくことは用していただくことは可能可能可能可能です。そういうまちです。そういうまちです。そういうまちです。そういうまちづづづづくりのくりのくりのくりの視視視視点点点点等等等等

でのでのでのでの活活活活用ということがあります。用ということがあります。用ということがあります。用ということがあります。市町村へ市町村へ市町村へ市町村への資産のの資産のの資産のの資産の貸貸貸貸し付けまたはし付けまたはし付けまたはし付けまたは売売売売却却却却するするするする場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて

は、県のは、県のは、県のは、県の条条条条例例例例にににに、、、、「財産の交「財産の交「財産の交「財産の交換換換換、、、、譲譲譲譲与与与与、、、、無無無無償貸償貸償貸償貸付付付付等等等等に関するに関するに関するに関する条条条条例例例例」というのがありまして」というのがありまして」というのがありまして」というのがありまして、、、、
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そこにそこにそこにそこに市町村等市町村等市町村等市町村等がががが公公公公用もしくは用もしくは用もしくは用もしくは公共公共公共公共用もしくは用もしくは用もしくは用もしくは公公公公益益益益事業の用に事業の用に事業の用に事業の用に供供供供するためにするためにするためにするために普普普普通財産を通財産を通財産を通財産を譲譲譲譲

渡渡渡渡するときは、するときは、するときは、するときは、譲譲譲譲与与与与またはまたはまたはまたは減減減減額額額額譲渡譲渡譲渡譲渡することができるものというすることができるものというすることができるものというすることができるものという規規規規定があります。この定があります。この定があります。この定があります。この条条条条

例例例例にのっとり、これまでもにのっとり、これまでもにのっとり、これまでもにのっとり、これまでも市町村へ市町村へ市町村へ市町村への資産のの資産のの資産のの資産の貸貸貸貸し付けまたはし付けまたはし付けまたはし付けまたは売売売売却却却却に当たっては、に当たっては、に当たっては、に当たっては、単単単単にににに相手相手相手相手

方方方方がががが市町村市町村市町村市町村だということでだということでだということでだということで減減減減額額額額等等等等をするのではなくて、そのをするのではなくて、そのをするのではなくて、そのをするのではなくて、その使使使使用目用目用目用目的的的的、、、、活活活活用用用用方方方方法法法法がまちがまちがまちがまちづづづづ

くりにくりにくりにくりに生生生生かされるかどうかをかされるかどうかをかされるかどうかをかされるかどうかを勘勘勘勘案案案案し、し、し、し、減減減減額措置額措置額措置額措置等等等等がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合はそういう判断をしていく。はそういう判断をしていく。はそういう判断をしていく。はそういう判断をしていく。

そういうそういうそういうそういう面面面面でででで市町村市町村市町村市町村のののの支援支援支援支援をできる部をできる部をできる部をできる部分分分分があれば協力させていただいているということでがあれば協力させていただいているということでがあれば協力させていただいているということでがあれば協力させていただいているということで

す。す。す。す。今後今後今後今後もももも引引引引き続き、き続き、き続き、き続き、条条条条例例例例のののの適正適正適正適正なななな運運運運用を用を用を用を図図図図ってまいりたいと思っております。ってまいりたいと思っております。ってまいりたいと思っております。ってまいりたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○枡井税務課長○枡井税務課長○枡井税務課長○枡井税務課長 奈良県応奈良県応奈良県応奈良県応援寄援寄援寄援寄付金の付金の付金の付金の評価評価評価評価と対策ということについて答弁いたします。と対策ということについて答弁いたします。と対策ということについて答弁いたします。と対策ということについて答弁いたします。

他他他他府府府府県と比県と比県と比県と比較較較較してしてしてしてみみみみたいと思いますが、たいと思いますが、たいと思いますが、たいと思いますが、新新新新たなたなたなたな特特特特典典典典をををを設設設設けたところけたところけたところけたところやややや、大きな、大きな、大きな、大きな災災災災害害害害が発が発が発が発

生生生生したところしたところしたところしたところへ寄へ寄へ寄へ寄付金が付金が付金が付金が集集集集中するというようなことがあり、中するというようなことがあり、中するというようなことがあり、中するというようなことがあり、単単単単純純純純な比な比な比な比較較較較はははは難難難難しいのですが、しいのですが、しいのですが、しいのですが、

平成２５年度では全平成２５年度では全平成２５年度では全平成２５年度では全都都都都道道道道府府府府県の県の県の県の合合合合計額が１２億円計額が１２億円計額が１２億円計額が１２億円余余余余り、り、り、り、単単単単純純純純に平均しますと２，６００万に平均しますと２，６００万に平均しますと２，６００万に平均しますと２，６００万

円です。また、県円です。また、県円です。また、県円です。また、県内市町村内市町村内市町村内市町村との比との比との比との比較較較較ですけれども、平成２４年ですけれども、平成２４年ですけれども、平成２４年ですけれども、平成２４年歴歴歴歴年の年の年の年のデデデデーーーータタタタですが、県ですが、県ですが、県ですが、県内内内内

３９３９３９３９市町村市町村市町村市町村のののの合合合合計額は１億６，０００万円計額は１億６，０００万円計額は１億６，０００万円計額は１億６，０００万円余余余余り、平均額はり、平均額はり、平均額はり、平均額は約約約約４００万円ということで、他４００万円ということで、他４００万円ということで、他４００万円ということで、他

団団団団体体体体の比の比の比の比較較較較からいえばからいえばからいえばからいえば都都都都道道道道府府府府県との比県との比県との比県との比較較較較ですけれども、決してですけれども、決してですけれども、決してですけれども、決して多多多多いとは言えないと思っていとは言えないと思っていとは言えないと思っていとは言えないと思って

おりまして、ふるさとおりまして、ふるさとおりまして、ふるさとおりまして、ふるさと納納納納税をさらに推税をさらに推税をさらに推税をさらに推進進進進していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があると考えております。があると考えております。があると考えております。があると考えております。

対策ですが、これは本会議で知事が答弁対策ですが、これは本会議で知事が答弁対策ですが、これは本会議で知事が答弁対策ですが、これは本会議で知事が答弁申申申申しししし上げ上げ上げ上げたとおりですが、ふるさとたとおりですが、ふるさとたとおりですが、ふるさとたとおりですが、ふるさと納納納納税を推税を推税を推税を推進進進進

していくためには、していくためには、していくためには、していくためには、豪華豪華豪華豪華なななな特特特特典典典典をををを競競競競うのではなく、奈良の奈良らしい振興にうのではなく、奈良の奈良らしい振興にうのではなく、奈良の奈良らしい振興にうのではなく、奈良の奈良らしい振興に寄与寄与寄与寄与したいとしたいとしたいとしたいと

思っていただいている思っていただいている思っていただいている思っていただいている方方方方 々々々々にににに心心心心をををを込込込込めてめてめてめて感感感感謝謝謝謝をするようなをするようなをするようなをするような工工工工夫をしていきたいと思ってい夫をしていきたいと思ってい夫をしていきたいと思ってい夫をしていきたいと思ってい

ます。奈良県のます。奈良県のます。奈良県のます。奈良県の今今今今をしっかりお知らせしたいと思っております。県が行っているをしっかりお知らせしたいと思っております。県が行っているをしっかりお知らせしたいと思っております。県が行っているをしっかりお知らせしたいと思っております。県が行っている新新新新たなたなたなたな試試試試

みやみやみやみや行事、行事、行事、行事、魅魅魅魅力ある力ある力ある力ある展覧展覧展覧展覧会の会の会の会の観観観観覧覧覧覧券券券券などをおなどをおなどをおなどをお送送送送りしたいと考えておりまして、りしたいと考えておりまして、りしたいと考えておりまして、りしたいと考えておりまして、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには

近近近近 々々々々開開開開催催催催します「大します「大します「大します「大古古古古事事事事記記記記展展展展」の」の」の」の観観観観覧覧覧覧券券券券をおをおをおをお送送送送りするりするりするりする予予予予定です。実定です。実定です。実定です。実際際際際に奈良のに奈良のに奈良のに奈良の今今今今をををを感感感感じてじてじてじて

いただき、奈良の振興にいただき、奈良の振興にいただき、奈良の振興にいただき、奈良の振興に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みを見ていただけるようなを見ていただけるようなを見ていただけるようなを見ていただけるような工工工工夫を夫を夫を夫を検討検討検討検討していきたいしていきたいしていきたいしていきたい

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長 和田委員から、県高和田委員から、県高和田委員から、県高和田委員から、県高齢齢齢齢者人者人者人者人材材材材活活活活用事業の用事業の用事業の用事業の取取取取りりりり組み内容組み内容組み内容組み内容についてのお問いについてのお問いについてのお問いについてのお問い

合合合合わせです。県高わせです。県高わせです。県高わせです。県高齢齢齢齢者人者人者人者人材材材材活活活活用事業については、５５歳から６５歳の県用事業については、５５歳から６５歳の県用事業については、５５歳から６５歳の県用事業については、５５歳から６５歳の県内内内内高高高高齢齢齢齢者、これは者、これは者、これは者、これは

民間出民間出民間出民間出身身身身のののの方方方方をををを想想想想定しており、まだまだ定しており、まだまだ定しており、まだまだ定しており、まだまだ現役現役現役現役としてとしてとしてとして十分働十分働十分働十分働いていただけるといういていただけるといういていただけるといういていただけるという方方方方、とり、とり、とり、とり

わけそのわけそのわけそのわけその専門専門専門専門性性性性がががが求求求求められる業務められる業務められる業務められる業務内容内容内容内容、業務、業務、業務、業務分分分分野で資野で資野で資野で資格格格格をををを持持持持っておられたり、あるいはまっておられたり、あるいはまっておられたり、あるいはまっておられたり、あるいはま

たたたた経経経経験験験験をををを積積積積まれたまれたまれたまれた方方方方の資質といいますかの資質といいますかの資質といいますかの資質といいますかススススキキキキルルルル、、、、技技技技能能能能を発を発を発を発揮揮揮揮していただくために、県におしていただくために、県におしていただくために、県におしていただくために、県にお

いて高いて高いて高いて高齢齢齢齢者人者人者人者人材材材材ババババンンンンククククをををを設設設設置して、県として高置して、県として高置して、県として高置して、県として高齢齢齢齢者雇用を者雇用を者雇用を者雇用を積極積極積極積極的的的的に推に推に推に推進進進進していくというしていくというしていくというしていくという取取取取

りりりり組み組み組み組みです。です。です。です。



---- 33337777 ----

具具具具体的体的体的体的な雇用な雇用な雇用な雇用分分分分野については、野については、野については、野については、農農農農業業業業分分分分野における野における野における野における農農農農地地地地のののの有効活有効活有効活有効活用を用を用を用を図図図図るためのるためのるためのるための遊遊遊遊休農休農休農休農地地地地

のののの農作農作農作農作業であるとか、林業業であるとか、林業業であるとか、林業業であるとか、林業分分分分野における林業野における林業野における林業野における林業基基基基金が金が金が金が保保保保有有有有する森林をする森林をする森林をする森林を適適適適切切切切に管理するためのに管理するためのに管理するためのに管理するための

カルカルカルカルテ作テ作テ作テ作成など、県における成など、県における成など、県における成など、県における専門専門専門専門性性性性の高い業務の高い業務の高い業務の高い業務分分分分野です。こうしたことで高野です。こうしたことで高野です。こうしたことで高野です。こうしたことで高齢齢齢齢者の者の者の者の方方方方 々々々々がががが

培培培培っていただいたっていただいたっていただいたっていただいた経経経経験験験験あるいはまたそのあるいはまたそのあるいはまたそのあるいはまたその技技技技能能能能を、県のを、県のを、県のを、県の施施施施策の推策の推策の推策の推進進進進にににに貢献貢献貢献貢献していただけるとしていただけるとしていただけるとしていただけると

いうだけではなく、高いうだけではなく、高いうだけではなく、高いうだけではなく、高齢齢齢齢者者者者自自自自身身身身のののの生生生生きがいきがいきがいきがいづづづづくりにも大きなくりにも大きなくりにも大きなくりにも大きな効果効果効果効果があったものと考えておがあったものと考えておがあったものと考えておがあったものと考えてお

ります。ります。ります。ります。今後今後今後今後も、も、も、も、上半期上半期上半期上半期はははは終終終終わりましたが、わりましたが、わりましたが、わりましたが、下半期下半期下半期下半期もももも引引引引き続き、県のき続き、県のき続き、県のき続き、県のホホホホームームームームペペペペーーーージジジジやややや県県県県内内内内

ハハハハロロロローワーーワーーワーーワークククク等等等等で、で、で、で、広広広広くくくく周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底にににに努努努努めてまいりたいと考えております。めてまいりたいと考えております。めてまいりたいと考えております。めてまいりたいと考えております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 和田委員から奈良県の和田委員から奈良県の和田委員から奈良県の和田委員から奈良県の経済経済経済経済情情情情勢勢勢勢について、部長としてどういうについて、部長としてどういうについて、部長としてどういうについて、部長としてどういう

思いを思いを思いを思いを持持持持っているのか、どういうっているのか、どういうっているのか、どういうっているのか、どういう所所所所見を見を見を見を持持持持っているのかということで、９月のっているのかということで、９月のっているのかということで、９月のっているのかということで、９月の経済労働経済労働経済労働経済労働委委委委

員会においても員会においても員会においても員会においても同趣旨同趣旨同趣旨同趣旨でご質問いただいて、そのときには和田委員から、しっかりとでご質問いただいて、そのときには和田委員から、しっかりとでご質問いただいて、そのときには和田委員から、しっかりとでご質問いただいて、そのときには和田委員から、しっかりと経済経済経済経済

情情情情勢勢勢勢をををを分分分分析析析析し、それにし、それにし、それにし、それに取取取取りりりり組組組組んでいかないといけないというごんでいかないといけないというごんでいかないといけないというごんでいかないといけないというご指指指指示示示示もいただいたところでもいただいたところでもいただいたところでもいただいたところで

す。す。す。す。私私私私どもも、産業・雇用振興部ということで、どもも、産業・雇用振興部ということで、どもも、産業・雇用振興部ということで、どもも、産業・雇用振興部ということで、経済経済経済経済、産業、雇用といったものをしっか、産業、雇用といったものをしっか、産業、雇用といったものをしっか、産業、雇用といったものをしっか

りとかじりとかじりとかじりとかじ取取取取りをせよと知事からもりをせよと知事からもりをせよと知事からもりをせよと知事からも命ぜ命ぜ命ぜ命ぜられ、いろんなられ、いろんなられ、いろんなられ、いろんな経済経済経済経済のののの動動動動ききききやややや流流流流れなどをれなどをれなどをれなどを敏敏敏敏感感感感にににに反反反反応応応応

しながら、その時しながら、その時しながら、その時しながら、その時 々々々々にににに必要必要必要必要なななな施施施施策を考えていくのが策を考えていくのが策を考えていくのが策を考えていくのが役役役役割割割割であり、であり、であり、であり、使命使命使命使命であると思っておりであると思っておりであると思っておりであると思っており

ます。ます。ます。ます。

そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味では、では、では、では、最近最近最近最近のののの製製製製造業の造業の造業の造業の動動動動きを見ておりましても、円きを見ておりましても、円きを見ておりましても、円きを見ておりましても、円安安安安のののの影響影響影響影響などのなどのなどのなどの情情情情勢勢勢勢

は県は県は県は県内内内内の中小の中小の中小の中小企企企企業に大きな業に大きな業に大きな業に大きな影響影響影響影響が出ている、が出ている、が出ている、が出ている、デデデデーーーータタタタ等等等等ををををみみみみておりましてもておりましてもておりましてもておりましても消費消費消費消費においても、においても、においても、においても、

消費消費消費消費税率の税率の税率の税率の引引引引きききき上げ上げ上げ上げにににに伴伴伴伴ってってってって非非非非常に常に常に常に影響影響影響影響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状況状況状況が出ております。が出ております。が出ております。が出ております。消費消費消費消費面面面面、、、、生生生生産産産産

面面面面、など、など、など、など多多多多角角角角的的的的にそのにそのにそのにその内容内容内容内容をををを十分十分十分十分にににに踏踏踏踏まえて対応を考えていきたいと思っておりますし、まえて対応を考えていきたいと思っておりますし、まえて対応を考えていきたいと思っておりますし、まえて対応を考えていきたいと思っておりますし、

庁内庁内庁内庁内においてもにおいてもにおいてもにおいてもププププロジェクロジェクロジェクロジェクトチームトチームトチームトチームをつくって、定をつくって、定をつくって、定をつくって、定例経済例経済例経済例経済報告などを定報告などを定報告などを定報告などを定例例例例観観観観測測測測していこうしていこうしていこうしていこう

ととととチームづチームづチームづチームづくりをしながらくりをしながらくりをしながらくりをしながらややややらせていただいています。らせていただいています。らせていただいています。らせていただいています。今後今後今後今後もしっかりともしっかりともしっかりともしっかりと情情情情勢勢勢勢を見たを見たを見たを見た上上上上で、で、で、で、

経済経済経済経済のののの動動動動きにきにきにきに合合合合ったったったった施施施施策を策を策を策を進進進進めていきたいと思っております。和田委員からの質問に対しめていきたいと思っております。和田委員からの質問に対しめていきたいと思っております。和田委員からの質問に対しめていきたいと思っております。和田委員からの質問に対し

て答えになったかどうかわかりませんが、そういうようなて答えになったかどうかわかりませんが、そういうようなて答えになったかどうかわかりませんが、そういうようなて答えになったかどうかわかりませんが、そういうような気持気持気持気持ちで臨んでいきたいと思っちで臨んでいきたいと思っちで臨んでいきたいと思っちで臨んでいきたいと思っ

ております。ております。ております。ております。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 県県県県有有有有資産の資産の資産の資産の活活活活用については、しっかりと用については、しっかりと用については、しっかりと用については、しっかりと市町村支援市町村支援市町村支援市町村支援でででで頑張頑張頑張頑張ってください。まってください。まってください。まってください。ま

た、ふるさとた、ふるさとた、ふるさとた、ふるさと納納納納税の税の税の税の促進促進促進促進については、については、については、については、心心心心のこもったのこもったのこもったのこもった寄寄寄寄付金をいただくのには、奈良県の付金をいただくのには、奈良県の付金をいただくのには、奈良県の付金をいただくのには、奈良県の持持持持

っているっているっているっている課課課課題のためにも財政力を題のためにも財政力を題のためにも財政力を題のためにも財政力を蓄蓄蓄蓄えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと寄寄寄寄付のお願いをします。奈良県の付のお願いをします。奈良県の付のお願いをします。奈良県の付のお願いをします。奈良県の課課課課題題題題

をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと打打打打ち出さないことには、なち出さないことには、なち出さないことには、なち出さないことには、なぜぜぜぜお金がお金がお金がお金が必要必要必要必要なんだということになってしまいまなんだということになってしまいまなんだということになってしまいまなんだということになってしまいま

す。そういうようなこともす。そういうようなこともす。そういうようなこともす。そういうようなことも参参参参考にして、考にして、考にして、考にして、多多多多面面面面的的的的にしっかりとにしっかりとにしっかりとにしっかりと取取取取りりりり組み組み組み組みをしながら、財政のをしながら、財政のをしながら、財政のをしながら、財政の

一部、歳入の一部を一部、歳入の一部を一部、歳入の一部を一部、歳入の一部を賄賄賄賄えるようにえるようにえるようにえるように頑張頑張頑張頑張ってください。ってください。ってください。ってください。



---- 33338888 ----

それから、県高それから、県高それから、県高それから、県高齢齢齢齢者人者人者人者人材材材材活活活活用事業について、用事業について、用事業について、用事業について、聞聞聞聞かせてもらったところ、かせてもらったところ、かせてもらったところ、かせてもらったところ、現役現役現役現役でででで可能可能可能可能な、な、な、な、

そしてそしてそしてそして専門専門専門専門性性性性をををを持持持持った人った人った人った人材材材材をををを活活活活用することはとてもいいことだと思います。これからこれ用することはとてもいいことだと思います。これからこれ用することはとてもいいことだと思います。これからこれ用することはとてもいいことだと思います。これからこれ

もももも積極積極積極積極的的的的にににに進進進進めてください。ただし、めてください。ただし、めてください。ただし、めてください。ただし、正規正規正規正規の職員をの職員をの職員をの職員を削削削削るためにそういう人を雇うというのるためにそういう人を雇うというのるためにそういう人を雇うというのるためにそういう人を雇うというの

ではなく、産業・雇用振興部長がではなく、産業・雇用振興部長がではなく、産業・雇用振興部長がではなく、産業・雇用振興部長が先先先先ほど答えたように、まずはほど答えたように、まずはほど答えたように、まずはほど答えたように、まずは最最最最低低低低必要必要必要必要な、そして職員がな、そして職員がな、そして職員がな、そして職員が

病気病気病気病気のののの起起起起こらないような職こらないような職こらないような職こらないような職場環境場環境場環境場環境を確を確を確を確保保保保しつつ、人しつつ、人しつつ、人しつつ、人材材材材が不足しているならば、その不足をが不足しているならば、その不足をが不足しているならば、その不足をが不足しているならば、その不足を

補補補補うといううといううといううという意意意意味味味味ででででププププララララスススス専門専門専門専門性性性性ということでどんどんいろいろな人を入れていくというこということでどんどんいろいろな人を入れていくというこということでどんどんいろいろな人を入れていくというこということでどんどんいろいろな人を入れていくというこ

とが、職員のとが、職員のとが、職員のとが、職員の疲疲疲疲労労労労感感感感やややや残業などの問題に応えていけると思います。残業などの問題に応えていけると思います。残業などの問題に応えていけると思います。残業などの問題に応えていけると思います。私私私私は、これをどんどんは、これをどんどんは、これをどんどんは、これをどんどん

進進進進めることはめることはめることはめることは賛賛賛賛成ですので、さらに成ですので、さらに成ですので、さらに成ですので、さらに検討検討検討検討を加えてを加えてを加えてを加えて前向前向前向前向きにきにきにきに取取取取りりりり組組組組んでください。んでください。んでください。んでください。

それから産業・雇用振興部長、それから産業・雇用振興部長、それから産業・雇用振興部長、それから産業・雇用振興部長、ププププロジェクロジェクロジェクロジェクトトトトをををを立立立立ちちちち上げ上げ上げ上げて、て、て、て、経済経済経済経済観観観観測測測測ををををややややっていくにつっていくにつっていくにつっていくにつ

いては奈良県にもいては奈良県にもいては奈良県にもいては奈良県にも商工商工商工商工団団団団体体体体はたくさんあるわけだから、そこからはたくさんあるわけだから、そこからはたくさんあるわけだから、そこからはたくさんあるわけだから、そこからアンアンアンアンケケケケートートートートをいただくとをいただくとをいただくとをいただくと

か、か、か、か、帝帝帝帝国国国国デデデデーーーータバタバタバタバンンンンククククからからからから企企企企業の業の業の業の状況状況状況状況がどうなのか、いろんながどうなのか、いろんながどうなのか、いろんながどうなのか、いろんな指標指標指標指標、、、、調調調調査、査、査、査、意向意向意向意向、をどん、をどん、をどん、をどん

どんどんどんどん集集集集めながら、めながら、めながら、めながら、経済経済経済経済のののの構構構構造造造造改革改革改革改革にににに踏踏踏踏みみみみ出せるような資出せるような資出せるような資出せるような資料料料料をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと集集集集めて、政策化しめて、政策化しめて、政策化しめて、政策化し

てください。そういうことをてください。そういうことをてください。そういうことをてください。そういうことを要要要要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 ただいまの産業・雇用振興部長の力ただいまの産業・雇用振興部長の力ただいまの産業・雇用振興部長の力ただいまの産業・雇用振興部長の力強強強強いご答弁にいご答弁にいご答弁にいご答弁に刺激刺激刺激刺激されまして、質問をさされまして、質問をさされまして、質問をさされまして、質問をさ

せていただきたいと思いますが、通告しておりませんので質問はせていただきたいと思いますが、通告しておりませんので質問はせていただきたいと思いますが、通告しておりませんので質問はせていただきたいと思いますが、通告しておりませんので質問は避避避避けたいと思います。一けたいと思います。一けたいと思います。一けたいと思います。一

番番番番最最最最初に、小林委員がご質問になりました初に、小林委員がご質問になりました初に、小林委員がご質問になりました初に、小林委員がご質問になりましたプレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券のことについて、総括で質問のことについて、総括で質問のことについて、総括で質問のことについて、総括で質問

させていただきたいと思いますので、通知をしておきたいと思います。させていただきたいと思いますので、通知をしておきたいと思います。させていただきたいと思いますので、通知をしておきたいと思います。させていただきたいと思いますので、通知をしておきたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 ほかにほかにほかにほかに何何何何かご質問ごかご質問ごかご質問ごかご質問ござざざざいませんか。いませんか。いませんか。いませんか。

ほかに質疑がなければ、これをもって歳入・総務部、産業・雇用振興部の審査をほかに質疑がなければ、これをもって歳入・総務部、産業・雇用振興部の審査をほかに質疑がなければ、これをもって歳入・総務部、産業・雇用振興部の審査をほかに質疑がなければ、これをもって歳入・総務部、産業・雇用振興部の審査を終終終終わりわりわりわり

ます。ます。ます。ます。

それでは、それでは、それでは、それでは、午後午後午後午後１時１時１時１時半半半半から、くらしから、くらしから、くらしから、くらし創創創創造部、造部、造部、造部、景景景景観観観観・・・・環境環境環境環境局、局、局、局、農農農農林部、林部、林部、林部、警察警察警察警察本部の審査を本部の審査を本部の審査を本部の審査を

開開開開始始始始いたしますので、よろしくお願いします。いたしますので、よろしくお願いします。いたしますので、よろしくお願いします。いたしますので、よろしくお願いします。

それでは、しばらくそれでは、しばらくそれでは、しばらくそれでは、しばらく休休休休憩憩憩憩いたします。いたします。いたします。いたします。


