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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

＜総括＞＜総括＞＜総括＞＜総括＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２６年１０月１６日（木） １３：０１～１５：２６平成２６年１０月１６日（木） １３：０１～１５：２６平成２６年１０月１６日（木） １３：０１～１５：２６平成２６年１０月１６日（木） １３：０１～１５：２６

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 荒井 知事荒井 知事荒井 知事荒井 知事

奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事

松谷 副知事松谷 副知事松谷 副知事松谷 副知事

前田 副知事前田 副知事前田 副知事前田 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）

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

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

野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長

辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監

福井 観光局長福井 観光局長福井 観光局長福井 観光局長

江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長

上山 こども・女性局長上山 こども・女性局長上山 こども・女性局長上山 こども・女性局長
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渡辺 医療政策部長渡辺 医療政策部長渡辺 医療政策部長渡辺 医療政策部長

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

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

福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長

加藤 県土マネジメント部長加藤 県土マネジメント部長加藤 県土マネジメント部長加藤 県土マネジメント部長

林 まちづくり推進局長林 まちづくり推進局長林 まちづくり推進局長林 まちづくり推進局長

久保田 水道局長久保田 水道局長久保田 水道局長久保田 水道局長

吉田 教育長吉田 教育長吉田 教育長吉田 教育長

橋本 警察本部長橋本 警察本部長橋本 警察本部長橋本 警察本部長

柘植 警務部長柘植 警務部長柘植 警務部長柘植 警務部長

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７６号 平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定に議第７６号 平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定に議第７６号 平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定に議第７６号 平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定に

ついてついてついてついて

議第７７号 平成２５年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について議第７７号 平成２５年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について議第７７号 平成２５年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について議第７７号 平成２５年度奈良県病院事業費特別会計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。

それでは、日程に従い、総括審査を行います。それでは、日程に従い、総括審査を行います。それでは、日程に従い、総括審査を行います。それでは、日程に従い、総括審査を行います。

各部局の審査で残された問題を中心に質疑等があれば、ご発言を願います。各部局の審査で残された問題を中心に質疑等があれば、ご発言を願います。各部局の審査で残された問題を中心に質疑等があれば、ご発言を願います。各部局の審査で残された問題を中心に質疑等があれば、ご発言を願います。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 総括で知事にお尋ねすることは前もって通告しましたが、改めてこの場で質総括で知事にお尋ねすることは前もって通告しましたが、改めてこの場で質総括で知事にお尋ねすることは前もって通告しましたが、改めてこの場で質総括で知事にお尋ねすることは前もって通告しましたが、改めてこの場で質

問の内容を申し上げたいと思います。問の内容を申し上げたいと思います。問の内容を申し上げたいと思います。問の内容を申し上げたいと思います。

ことし３月の定例県議会で、知事は非ことし３月の定例県議会で、知事は非ことし３月の定例県議会で、知事は非ことし３月の定例県議会で、知事は非常常常常にすばらしいにすばらしいにすばらしいにすばらしい方針方針方針方針をををを示示示示されました。大されました。大されました。大されました。大変歓迎変歓迎変歓迎変歓迎しししし

ております。つまり、奈良県のております。つまり、奈良県のております。つまり、奈良県のております。つまり、奈良県の経済経済経済経済をををを何何何何とかとかとかとか変え変え変え変えななななけけけければいればいればいればいけけけけないのでないのでないのでないので構構構構造改造改造改造改革革革革を行ってを行ってを行ってを行って

まいりたいと、本年度まいりたいと、本年度まいりたいと、本年度まいりたいと、本年度予予予予算の算の算の算の説明説明説明説明理理理理由由由由とされました。ことしはとされました。ことしはとされました。ことしはとされました。ことしは消消消消費費費費税税税税率が上がって、率が上がって、率が上がって、率が上がって、増税増税増税増税

されて大されて大されて大されて大変厳変厳変厳変厳しい年になるのではないかと思います。なおのこと、大しい年になるのではないかと思います。なおのこと、大しい年になるのではないかと思います。なおのこと、大しい年になるのではないかと思います。なおのこと、大変タイムリー変タイムリー変タイムリー変タイムリーなななな方向方向方向方向

としてとしてとしてとして経済構経済構経済構経済構造改造改造改造改革革革革をををを打打打打ち出されたものだとち出されたものだとち出されたものだとち出されたものだと考え考え考え考え、しっかりとこの、しっかりとこの、しっかりとこの、しっかりとこの面面面面でででで取取取取りりりり組み組み組み組みを進めらを進めらを進めらを進めら

れるれるれるれるよう期待よう期待よう期待よう期待をををを表明表明表明表明します。します。します。します。

そこで、そこで、そこで、そこで、経済状況経済状況経済状況経済状況が中小が中小が中小が中小零細企零細企零細企零細企業にとっては、特に本県は中小業にとっては、特に本県は中小業にとっては、特に本県は中小業にとっては、特に本県は中小零細企零細企零細企零細企業が９９業が９９業が９９業が９９％％％％か１０か１０か１０か１０
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００００％％％％と言ってもと言ってもと言ってもと言っても過過過過言ではないので、本県の言ではないので、本県の言ではないので、本県の言ではないので、本県の経済規模経済規模経済規模経済規模のののの状況状況状況状況をををを踏踏踏踏ままままええええたならば、大たならば、大たならば、大たならば、大変厳変厳変厳変厳しいしいしいしい

状況状況状況状況にあるのではないか。このことはにあるのではないか。このことはにあるのではないか。このことはにあるのではないか。このことは先先先先日も日も日も日も新聞新聞新聞新聞等で報道されております。そこで、知事等で報道されております。そこで、知事等で報道されております。そこで、知事等で報道されております。そこで、知事

に、本県のに、本県のに、本県のに、本県の経済構経済構経済構経済構造改造改造改造改革革革革をををを具体的具体的具体的具体的にどにどにどにどうううう進めるのかとい進めるのかとい進めるのかとい進めるのかといううううことについてお尋ねします。ことについてお尋ねします。ことについてお尋ねします。ことについてお尋ねします。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 ３月の定例県議会で奈良県で３月の定例県議会で奈良県で３月の定例県議会で奈良県で３月の定例県議会で奈良県で経済構経済構経済構経済構造改造改造改造改革革革革が大事だと思い、そのが大事だと思い、そのが大事だと思い、そのが大事だと思い、そのようようようようなななな方針方針方針方針

をををを表明表明表明表明ささささせせせせていただきました。そのていただきました。そのていただきました。そのていただきました。その動動動動機の大きな機の大きな機の大きな機の大きな要因要因要因要因は、奈良県はは、奈良県はは、奈良県はは、奈良県は若若若若者に者に者に者に対対対対する雇用機会する雇用機会する雇用機会する雇用機会

のののの提提提提供が供が供が供が弱弱弱弱いといいといいといいといううううことを資ことを資ことを資ことを資料料料料でででで見見見見たことがごたことがごたことがごたことがござざざざいました。とこいました。とこいました。とこいました。ところろろろがががが最近最近最近最近はさらに、それはさらに、それはさらに、それはさらに、それ

はははは少子少子少子少子化の大きな化の大きな化の大きな化の大きな原因原因原因原因になってきていると、大きく言になってきていると、大きく言になってきていると、大きく言になってきていると、大きく言わわわわれるれるれるれるようようようようになりました。そのときになりました。そのときになりました。そのときになりました。そのとき

はははは若若若若者の雇用が者の雇用が者の雇用が者の雇用が弱弱弱弱いのは、出いのは、出いのは、出いのは、出生生生生率が率が率が率が低低低低いいいい主主主主たるたるたるたる原因原因原因原因だとはだとはだとはだとは正直正直正直正直すすすすぐぐぐぐにはにはにはには気気気気がつかなかったがつかなかったがつかなかったがつかなかった

のですのですのですのですけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その後後後後、地、地、地、地方方方方創創創創生生生生と雇用、と雇用、と雇用、と雇用、少子少子少子少子化、出化、出化、出化、出生生生生率、出率、出率、出率、出生数生数生数生数とととと結結結結びついて、びついて、びついて、びついて、今今今今、、、、

内内内内閣閣閣閣の地の地の地の地方方方方創創創創生生生生の大きなの大きなの大きなの大きな柱柱柱柱になってきているになってきているになってきているになってきているようようようように思います。そのに思います。そのに思います。そのに思います。そのようようようようなななな経緯経緯経緯経緯のののの経済構経済構経済構経済構造造造造

改改改改革革革革とととと再再再再認認認認識識識識をしております。をしております。をしております。をしております。

経済対経済対経済対経済対策は、ト策は、ト策は、ト策は、トレレレレンンンンドドドドとととと構構構構造改造改造改造改革革革革の２つがありますが、奈良県はトの２つがありますが、奈良県はトの２つがありますが、奈良県はトの２つがありますが、奈良県はトレレレレンンンンドドドドでででで見見見見ると、全ると、全ると、全ると、全

国のい国のい国のい国のいろろろろいいいいろろろろなトなトなトなトレレレレンンンンドドドドからからからから離離離離されることがされることがされることがされることが多多多多かったのですかったのですかったのですかったのですけけけけれども、れども、れども、れども、最近最近最近最近はははは少少少少ししししずずずずつつつつ寄寄寄寄

りりりり添添添添ってきている。ってきている。ってきている。ってきている。企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致のののの数や有効求人倍数や有効求人倍数や有効求人倍数や有効求人倍率などを率などを率などを率などをずずずずっとっとっとっとフォローフォローフォローフォローしているのですが、しているのですが、しているのですが、しているのですが、

トトトトレレレレンンンンドドドドはははは少少少少ししししずずずずつつつつ寄寄寄寄りりりり添う添う添う添う。しかし、。しかし、。しかし、。しかし、経済経済経済経済のののの構構構構造が造が造が造が弱弱弱弱かったら、いつもかったら、いつもかったら、いつもかったら、いつも離離離離されされされされぎみぎみぎみぎみになになになにな

るのにるのにるのにるのに違違違違いないといいないといいないといいないといううううことが一つのことが一つのことが一つのことが一つの見立見立見立見立てで、てで、てで、てで、経済構経済構経済構経済構造改造改造改造改革革革革は大事なことで、改めて和田は大事なことで、改めて和田は大事なことで、改めて和田は大事なことで、改めて和田

委員が奈良県の委員が奈良県の委員が奈良県の委員が奈良県の経済構経済構経済構経済構造を造を造を造をよよよよくご認くご認くご認くご認識識識識していただいておられることにしていただいておられることにしていただいておられることにしていただいておられることに感謝感謝感謝感謝いたします。いたします。いたします。いたします。簡簡簡簡

単単単単にもにもにもにもうううう一度振り一度振り一度振り一度振り返返返返ってってってってみみみみると、奈良県はると、奈良県はると、奈良県はると、奈良県は所得所得所得所得のののの源源源源泉が泉が泉が泉が他他他他県に県に県に県に依存依存依存依存している出している出している出している出稼ぎ稼ぎ稼ぎ稼ぎ県だと県だと県だと県だと

思います。も思います。も思います。も思います。もうううう一つは、別の一つは、別の一つは、別の一つは、別の要因要因要因要因かも、またかも、またかも、またかも、また原因原因原因原因はははは同じ同じ同じ同じかもしれまかもしれまかもしれまかもしれませんせんせんせんが、県内でが、県内でが、県内でが、県内で経済経済経済経済、、、、

お金のお金のお金のお金の回回回回るるるる割合割合割合割合がががが低低低低い、域内い、域内い、域内い、域内経済循経済循経済循経済循環環環環力力力力がががが弱弱弱弱いといいといいといいといううううことが上げられます。域ことが上げられます。域ことが上げられます。域ことが上げられます。域外移輸外移輸外移輸外移輸出出出出力力力力

と域内のと域内のと域内のと域内の経済循経済循経済循経済循環環環環力力力力はははは弱弱弱弱いと、この２つは性いと、この２つは性いと、この２つは性いと、この２つは性格格格格がががが違違違違いますが、いますが、いますが、いますが、結結結結びついている場びついている場びついている場びついている場合合合合もあるもあるもあるもある

と思います。と思います。と思います。と思います。

そのためにどそのためにどそのためにどそのためにどううううするのかをするのかをするのかをするのかを考え考え考え考えて、１つは、て、１つは、て、１つは、て、１つは、何何何何かかかか具体的具体的具体的具体的ななななイイイインンンンパクパクパクパクトをトをトをトを与え与え与え与えたいと、たいと、たいと、たいと、経経経経

済構済構済構済構造改造改造改造改革革革革をををを目標目標目標目標に。に。に。に。経済構経済構経済構経済構造改造改造改造改革革革革と言っているだと言っているだと言っているだと言っているだけけけけではではではでは変わ変わ変わ変わりまりまりまりませんせんせんせんので、ので、ので、ので、気持気持気持気持ちの問ちの問ちの問ちの問

題もありで、題もありで、題もありで、題もありで、気持気持気持気持ちは一ちは一ちは一ちは一番変わ番変わ番変わ番変わりにくいと思いますが、りにくいと思いますが、りにくいと思いますが、りにくいと思いますが、イイイインンンンパクパクパクパクトをトをトをトを与え与え与え与えるために産業のるために産業のるために産業のるために産業の

ターゲッターゲッターゲッターゲットをトをトをトを絞絞絞絞って産業おこしといって産業おこしといって産業おこしといって産業おこしという手法う手法う手法う手法ででででやろうやろうやろうやろうかといかといかといかといううううのが奈良県ののが奈良県ののが奈良県ののが奈良県の取取取取りりりり組み方組み方組み方組み方です。です。です。です。

その産業おこしのそれその産業おこしのそれその産業おこしのそれその産業おこしのそれぞぞぞぞれの産業れの産業れの産業れの産業分分分分野の事野の事野の事野の事情情情情がががが違違違違いますので、林業、農業、いますので、林業、農業、いますので、林業、農業、いますので、林業、農業、製製製製造業、全部造業、全部造業、全部造業、全部

がががが連連連連関していると。９つの関していると。９つの関していると。９つの関していると。９つの分分分分野の産業の野の産業の野の産業の野の産業のターゲッターゲッターゲッターゲットをトをトをトを絞絞絞絞り、り、り、り、分分分分野ごとの産業おこしをし野ごとの産業おこしをし野ごとの産業おこしをし野ごとの産業おこしをしよよよよ

ううううといといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、今プロ今プロ今プロ今プロジジジジェクェクェクェクトでトでトでトでややややっております。っております。っております。っております。

産業おこしの産業おこしの産業おこしの産業おこしのポイポイポイポイントは３つあります。産業おこしの奈良県のントは３つあります。産業おこしの奈良県のントは３つあります。産業おこしの奈良県のントは３つあります。産業おこしの奈良県のポイポイポイポイントは、１つは、そントは、１つは、そントは、１つは、そントは、１つは、そ
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の１つの産業の中のの１つの産業の中のの１つの産業の中のの１つの産業の中のバラバラバラバランンンンススススがががが悪悪悪悪いといといといと見立見立見立見立てられるものがあります。例てられるものがあります。例てられるものがあります。例てられるものがあります。例ええええば林業の場ば林業の場ば林業の場ば林業の場合合合合は、は、は、は、

木は、木は、木は、木は、根根根根っことっことっことっこと真ん真ん真ん真ん中と中と中と中と先端先端先端先端の３つあるのですが、の３つあるのですが、の３つあるのですが、の３つあるのですが、真ん真ん真ん真ん中と中と中と中と先端先端先端先端はははは安安安安いからといっていからといっていからといっていからといって放置放置放置放置

間伐間伐間伐間伐でそこにでそこにでそこにでそこに捨捨捨捨ててしまててしまててしまててしまうううう、山を、山を、山を、山を冒涜冒涜冒涜冒涜するするするするようようようような産業をしていると思います。な産業をしていると思います。な産業をしていると思います。な産業をしていると思います。根根根根っこだっこだっこだっこだけけけけ

山からお山からお山からお山からおろろろろすといすといすといすといううううが、が、が、が、みんみんみんみんなおなおなおなおろろろろしてしてしてして下下下下でででで処処処処理すればいいではないか。理すればいいではないか。理すればいいではないか。理すればいいではないか。根根根根っこはっこはっこはっこは根根根根っこ、っこ、っこ、っこ、

真ん真ん真ん真ん中は中は中は中は真ん真ん真ん真ん中、中、中、中、先端先端先端先端はははは先端先端先端先端でででで処処処処理すれば、理すれば、理すれば、理すれば、先端先端先端先端はははは安安安安いのですいのですいのですいのですけけけけれども、それとれども、それとれども、それとれども、それと根根根根っこはっこはっこはっこは

できるだできるだできるだできるだけけけけ木のまま木のまま木のまま木のまま売売売売ると、ると、ると、ると、真ん真ん真ん真ん中は中は中は中は集集集集成成成成材材材材にしたり加にしたり加にしたり加にしたり加工工工工してしてしてして売売売売る、る、る、る、先端先端先端先端は木質は木質は木質は木質チップチップチップチップにににに

してしてしてして処処処処理する。しかし、山に理する。しかし、山に理する。しかし、山に理する。しかし、山に置置置置いておくのではいいておくのではいいておくのではいいておくのではいけけけけない。それとない。それとない。それとない。それと製材製材製材製材業者が奈良県にはな業者が奈良県にはな業者が奈良県にはな業者が奈良県にはな

いので、いので、いので、いので、舞鶴舞鶴舞鶴舞鶴までまでまでまで運ん運ん運ん運んでででで集集集集成成成成材材材材のののの製材製材製材製材をしているといをしているといをしているといをしているといううううことがことがことがことがわわわわかりました。県は産業かりました。県は産業かりました。県は産業かりました。県は産業構構構構

造のそこを造のそこを造のそこを造のそこを埋埋埋埋めるめるめるめるようようようようなななな活動活動活動活動をしないといをしないといをしないといをしないといけけけけないといないといないといないといううううのが林業ののが林業ののが林業ののが林業の分分分分野で野で野で野でわわわわかってきた産かってきた産かってきた産かってきた産

業おこしの一業おこしの一業おこしの一業おこしの一因因因因です。です。です。です。

２つ２つ２つ２つ目目目目の県のの県のの県のの県の役割役割役割役割は、は、は、は、販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓があると思います。これは川があると思います。これは川があると思います。これは川があると思います。これは川下対下対下対下対策ですが、奈良県で策ですが、奈良県で策ですが、奈良県で策ですが、奈良県で物物物物

をををを作作作作ったり、ったり、ったり、ったり、売売売売るだるだるだるだけけけけではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか経済経済経済経済がががが回回回回らない。域らない。域らない。域らない。域外移輸外移輸外移輸外移輸出出出出力力力力がががが弱弱弱弱いといいといいといいといううううことは、ことは、ことは、ことは、

域域域域外移輸外移輸外移輸外移輸出出出出力力力力といといといといううううのはいいものをつくればのはいいものをつくればのはいいものをつくればのはいいものをつくれば売売売売れている、れている、れている、れている、販路販路販路販路、、、、みんみんみんみんながながながなが営営営営業業業業努力努力努力努力をする。をする。をする。をする。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の営営営営業業業業努力努力努力努力は地域としては大は地域としては大は地域としては大は地域としては大変変変変にににに弱弱弱弱いといいといいといいというううう、県は率、県は率、県は率、県は率先先先先してしてしてしてやろうやろうやろうやろうと。野と。野と。野と。野菜菜菜菜などのなどのなどのなどの

東東東東京売京売京売京売り出しはそり出しはそり出しはそり出しはそうううういいいいう趣旨う趣旨う趣旨う趣旨で、で、で、で、売売売売り出しに行くとり出しに行くとり出しに行くとり出しに行くと学ぶ学ぶ学ぶ学ぶことがことがことがことが倍倍倍倍ほどあるとほどあるとほどあるとほどあるとわわわわかってまいかってまいかってまいかってまい

りました。そのときにトりました。そのときにトりました。そのときにトりました。そのときにトラック便ラック便ラック便ラック便を出したらを出したらを出したらを出したら幾幾幾幾らもらもらもらもううううかったのかといかったのかといかったのかといかったのかといううううご質問があったご質問があったご質問があったご質問があったよよよよ

ううううですが、そですが、そですが、そですが、そううううではなしに、そこでではなしに、そこでではなしに、そこでではなしに、そこで売売売売れるれるれるれるよよよよりももっと大きなりももっと大きなりももっと大きなりももっと大きな情情情情報、報、報、報、感覚感覚感覚感覚がががが得得得得られるとられるとられるとられるとわわわわ

かってまいりましたので、しかもかってまいりましたので、しかもかってまいりましたので、しかもかってまいりましたので、しかも最近最近最近最近はははは売売売売り出しり出しり出しり出しや研修や研修や研修や研修に議員のに議員のに議員のに議員の方々方々方々方々もついていっていたもついていっていたもついていっていたもついていっていた

だくだくだくだくようようようようになりました。大になりました。大になりました。大になりました。大変感謝変感謝変感謝変感謝をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろです。それがです。それがです。それがです。それが販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓の域の域の域の域外競争力外競争力外競争力外競争力をををを

つつつつけけけけるといるといるといるという意味う意味う意味う意味で大で大で大で大変重要変重要変重要変重要なななな活動活動活動活動だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

３つ３つ３つ３つ目目目目は、は、は、は、ブラブラブラブランンンンド力ド力ド力ド力のののの向向向向上ですが、上ですが、上ですが、上ですが、販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓で行ってで行ってで行ってで行ってみみみみますと、ますと、ますと、ますと、同じイチゴ同じイチゴ同じイチゴ同じイチゴでもでもでもでも高高高高くくくく

売売売売れているものと、それているものと、それているものと、それているものと、そううううでないものがあるといでないものがあるといでないものがあるといでないものがあるといううううことがことがことがことがわわわわかりました。それはどかりました。それはどかりました。それはどかりました。それはどううううしてかしてかしてかしてか

といといといといううううと、農業ではと、農業ではと、農業ではと、農業では十分十分十分十分なななな選果選果選果選果をし、をし、をし、をし、悪悪悪悪いものを出さないいものを出さないいものを出さないいものを出さない工工工工夫をしているとこ夫をしているとこ夫をしているとこ夫をしているところろろろがががが勝勝勝勝ち残ち残ち残ち残

っているといっているといっているといっているといううううことがことがことがことがよよよよくくくくわわわわかっています。各農かっています。各農かっています。各農かっています。各農家家家家にににに収穫収穫収穫収穫したものをしたものをしたものをしたものをみんみんみんみんなななな売ろう売ろう売ろう売ろうと思と思と思と思うううう

のはのはのはのはややややめてくださいといめてくださいといめてくださいといめてくださいといううううことを２年ほど前から言いはことを２年ほど前から言いはことを２年ほど前から言いはことを２年ほど前から言いはじじじじめました。農めました。農めました。農めました。農家家家家のののの人人人人はできたもはできたもはできたもはできたも

のは、かのは、かのは、かのは、かわわわわいいからいいからいいからいいからみんみんみんみんなななな高高高高くくくく売売売売りたいと言いますが、りたいと言いますが、りたいと言いますが、りたいと言いますが、みんみんみんみんなななな高高高高くくくく売売売売りたいといりたいといりたいといりたいといううううことはことはことはことは

一一一一番番番番だめだと言いました。といだめだと言いました。といだめだと言いました。といだめだと言いました。といううううのはのはのはのはブラブラブラブランンンンド力ド力ド力ド力のののの向向向向上、いいものだ上、いいものだ上、いいものだ上、いいものだけけけけを出してを出してを出してを出して値段値段値段値段を上を上を上を上

げている県がげている県がげている県がげている県が勝勝勝勝ってるのです。ってるのです。ってるのです。ってるのです。悪悪悪悪いものはいものはいものはいものは売売売売らないかといらないかといらないかといらないかといううううと、と、と、と、悪悪悪悪いものをいものをいものをいものを高高高高くくくく売売売売るといるといるといるとい

う根う根う根う根性は性は性は性はややややめて、めて、めて、めて、横横横横にににに安安安安くくくく処処処処理してもら理してもら理してもら理してもらうルーうルーうルーうルートがあるトがあるトがあるトがあるわけわけわけわけですから、そちらにですから、そちらにですから、そちらにですから、そちらに回回回回します。します。します。します。

選選選選別出別出別出別出荷荷荷荷を農業はしていなかった。を農業はしていなかった。を農業はしていなかった。を農業はしていなかった。
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ももももうううう一つ一つ一つ一つ同じよう同じよう同じよう同じようなものは、奈良県の観光は奈良県になものは、奈良県の観光は奈良県になものは、奈良県の観光は奈良県になものは、奈良県の観光は奈良県に来来来来たら良いたら良いたら良いたら良い宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設もももも悪悪悪悪いいいい宿泊施宿泊施宿泊施宿泊施

設設設設も一も一も一も一緒緒緒緒でででで泊泊泊泊まれるまれるまれるまれるよよよよといといといといううううものでした。そのものでした。そのものでした。そのものでした。その悪悪悪悪いいいい宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設だだだだけけけけがががが目立目立目立目立って、奈良県のって、奈良県のって、奈良県のって、奈良県のササササ

ービスービスービスービスはははは悪悪悪悪いといいといいといいという評う評う評う評判が判が判が判が立立立立った、これはった、これはった、これはった、これはブラブラブラブランンンンド力ド力ド力ド力をををを低下低下低下低下ささささせせせせているているているている人人人人がいるといがいるといがいるといがいるといううううここここ

とです。これをとです。これをとです。これをとです。これを排除排除排除排除しなしなしなしなけけけければいればいればいればいけけけけないとないとないとないとわわわわかってきた。だから、いいものを前に出して、かってきた。だから、いいものを前に出して、かってきた。だから、いいものを前に出して、かってきた。だから、いいものを前に出して、

悪悪悪悪いものを出さないといいものを出さないといいものを出さないといいものを出さないといううううことは、各地がことは、各地がことは、各地がことは、各地がみんみんみんみんなななな取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいることですので、奈良県はでいることですので、奈良県はでいることですので、奈良県はでいることですので、奈良県は

遅遅遅遅まきながらそまきながらそまきながらそまきながらそうううういいいいううううことにことにことにことに気気気気がつきましたので、産業おこしの３つのがつきましたので、産業おこしの３つのがつきましたので、産業おこしの３つのがつきましたので、産業おこしの３つの柱柱柱柱としてとしてとしてとして実実実実行して行して行して行して

検証検証検証検証していきたいと思していきたいと思していきたいと思していきたいと思うわけうわけうわけうわけです。です。です。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た中小った中小った中小った中小零細企零細企零細企零細企業については、い業については、い業については、い業については、いろろろろいいいいろろろろなななな分分分分野に中小野に中小野に中小野に中小零細企零細企零細企零細企業の業の業の業の方方方方がおがおがおがお

られますが、中小られますが、中小られますが、中小られますが、中小零細企零細企零細企零細企業で一くくりにできない業で一くくりにできない業で一くくりにできない業で一くくりにできないようようようように思いますが、に思いますが、に思いますが、に思いますが、実実実実はははは勝勝勝勝ちちちち組組組組とととと負け組負け組負け組負け組

が出てきた。が出てきた。が出てきた。が出てきた。頑張頑張頑張頑張っているとっているとっているとっていると勝勝勝勝っていかれるのです。っていかれるのです。っていかれるのです。っていかれるのです。サボサボサボサボっていたり、っていたり、っていたり、っていたり、努力努力努力努力をしないときをしないときをしないときをしないとき

はははは負け負け負け負けていく。大ていく。大ていく。大ていく。大企企企企業でも大きな業でも大きな業でも大きな業でも大きな転換転換転換転換があります。があります。があります。があります。勝勝勝勝ちちちち組組組組、、、、負け組負け組負け組負け組は大は大は大は大企企企企業は大きな業は大きな業は大きな業は大きなニュニュニュニュ

ースースースースになりますになりますになりますになりますけけけけれども、中小れども、中小れども、中小れども、中小企企企企業は業は業は業はニュースニュースニュースニュースにもならない、にもならない、にもならない、にもならない、みんみんみんみんなななな負け負け負け負けているているているているわけわけわけわけで、で、で、で、

きらりと光る、すごいきらりと光る、すごいきらりと光る、すごいきらりと光る、すごい勝勝勝勝ちちちち組組組組の中小の中小の中小の中小企企企企業は、奈良にはおられない。そ業は、奈良にはおられない。そ業は、奈良にはおられない。そ業は、奈良にはおられない。そうううういいいいう勝う勝う勝う勝ちちちち組組組組になるになるになるになる

中小中小中小中小企企企企業を育てたいと思います。しかし、業を育てたいと思います。しかし、業を育てたいと思います。しかし、業を育てたいと思います。しかし、サボサボサボサボるるるる人人人人をををを勝勝勝勝ちちちち組組組組にするのはにするのはにするのはにするのは至難至難至難至難ののののわざわざわざわざですのですのですのですの

で、中小で、中小で、中小で、中小企企企企業として業として業として業として十把十把十把十把一からげでも一からげでも一からげでも一からげでもううううかるかるかるかるようようようようにしにしにしにしようようようようといといといという施う施う施う施策はどこも策はどこも策はどこも策はどこも取取取取っていまっていまっていまっていま

せんせんせんせん。。。。頑張頑張頑張頑張るとこるとこるとこるところろろろはははは頑張頑張頑張頑張るるるるよよよよと、と、と、と、勝勝勝勝ちちちち組組組組をををを見習見習見習見習ってってってって伸伸伸伸ばしていこばしていこばしていこばしていこううううと。と。と。と。みんみんみんみんなななな勝勝勝勝ちちちち組組組組にににに

なってもらなってもらなってもらなってもらええええばいいと思って県ばいいと思って県ばいいと思って県ばいいと思って県庁庁庁庁もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろ勉強勉強勉強勉強しながらしながらしながらしながらややややっている。産業政策のっている。産業政策のっている。産業政策のっている。産業政策の骨骨骨骨子子子子はははは

そそそそうううういいいいううううことです。ことです。ことです。ことです。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 経済構経済構経済構経済構造改造改造改造改革革革革ののののイイイイメメメメーーーージはジはジはジはわわわわかりました。これはまさに、かりました。これはまさに、かりました。これはまさに、かりました。これはまさに、現現現現状状状状の奈良県の産の奈良県の産の奈良県の産の奈良県の産

業業業業構構構構造をどの造をどの造をどの造をどのようようようように改に改に改に改革革革革していくかといしていくかといしていくかといしていくかといううううことにことにことにことに視点視点視点視点をををを当当当当てての、てての、てての、てての、経済構経済構経済構経済構造改造改造改造改革革革革とととと受受受受けけけけとととと

めました。めました。めました。めました。多分多分多分多分、これからの中長、これからの中長、これからの中長、これからの中長期的期的期的期的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みになるのではないかと思います。そになるのではないかと思います。そになるのではないかと思います。そになるのではないかと思います。そうううういいいい

う意味う意味う意味う意味で、これをで、これをで、これをで、これをずずずずっとっとっとっと追跡追跡追跡追跡をしながらをしながらをしながらをしながら見見見見守守守守ってまいりたいし、また、ってまいりたいし、また、ってまいりたいし、また、ってまいりたいし、また、勉強勉強勉強勉強して、して、して、して、時折時折時折時折いいいい

ろろろろいいいいろろろろなななな課課課課題、問題を題、問題を題、問題を題、問題を提提提提案案案案したいと思います。奈良県の場したいと思います。奈良県の場したいと思います。奈良県の場したいと思います。奈良県の場合合合合、どこともそ、どこともそ、どこともそ、どこともそううううですが、ですが、ですが、ですが、経済経済経済経済

あってのあってのあってのあっての暮暮暮暮らしですから、このらしですから、このらしですから、このらしですから、この点点点点はしっかりとはしっかりとはしっかりとはしっかりと取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでまいりたいと思います。でまいりたいと思います。でまいりたいと思います。でまいりたいと思います。

それから、これは奈良県の産業それから、これは奈良県の産業それから、これは奈良県の産業それから、これは奈良県の産業構構構構造に造に造に造に着着着着目目目目したものですが、国がいしたものですが、国がいしたものですが、国がいしたものですが、国がいろろろろいいいいろろろろなななな経済経済経済経済政策を政策を政策を政策を

打打打打ち出します。ち出します。ち出します。ち出します。先先先先ほどほどほどほど消消消消費費費費税税税税のののの話話話話をしました。国のをしました。国のをしました。国のをしました。国の経済経済経済経済政策が本県に政策が本県に政策が本県に政策が本県に与え与え与え与える影る影る影る影響響響響を機を機を機を機敏敏敏敏にににに

捉捉捉捉ええええていく。それにていく。それにていく。それにていく。それに対対対対して、機して、機して、機して、機動的動的動的動的にににに対対対対応応応応していくといしていくといしていくといしていくという動う動う動う動きもきもきもきも必必必必要要要要ではないか。そのたではないか。そのたではないか。そのたではないか。そのた

めには、産業めには、産業めには、産業めには、産業構構構構造改造改造改造改革革革革といといといという意味う意味う意味う意味でも、例でも、例でも、例でも、例ええええばばばば四半四半四半四半期期期期にににに経済経済経済経済産業の産業の産業の産業の状況状況状況状況をををを把把把把握握握握するためのするためのするためのするための

デデデデータータータータをををを収集収集収集収集する。県のする。県のする。県のする。県の能能能能力力力力ではではではでは四半四半四半四半期期期期ごとがごとがごとがごとが難難難難しいのならば、しいのならば、しいのならば、しいのならば、半半半半年に１度でもいいから年に１度でもいいから年に１度でもいいから年に１度でもいいから

経済経済経済経済産業の産業の産業の産業の状況状況状況状況をををを把把把把握握握握していく。１年たってから、していく。１年たってから、していく。１年たってから、していく。１年たってから、何何何何も進も進も進も進みみみみまままませんせんせんせんでしたといでしたといでしたといでしたといううううことではことではことではことでは
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話話話話にならないので、にならないので、にならないので、にならないので、デデデデータータータータのののの収集収集収集収集をすること。そしてそれにをすること。そしてそれにをすること。そしてそれにをすること。そしてそれに対対対対するするするする財財財財政金政金政金政金融融融融出出出出動動動動とか、とか、とか、とか、財財財財

政出政出政出政出動動動動で地で地で地で地方方方方自自自自治治治治体体体体の行の行の行の行ええええるるるる範囲範囲範囲範囲は本は本は本は本当当当当ににににわずわずわずわずかだと思います。かだと思います。かだと思います。かだと思います。

補補補補正予正予正予正予算を算を算を算を頼頼頼頼りにりにりにりに対対対対応応応応していくことが、していくことが、していくことが、していくことが、基基基基本ですから、例本ですから、例本ですから、例本ですから、例ええええばそばそばそばそうううういいいいう意味う意味う意味う意味で、中小で、中小で、中小で、中小零零零零

細企細企細企細企業が業が業が業が次次次次 々々々々倒倒倒倒産するならば、産するならば、産するならば、産するならば、わずわずわずわずかであっても、どかであっても、どかであっても、どかであっても、どうううういいいいううううふふふふううううにににに貸貸貸貸しししし付付付付けけけけをしていくのをしていくのをしていくのをしていくの

かをかをかをかを自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの手持手持手持手持ちのちのちのちの財財財財政政政政やややや政策の政策の政策の政策の許許許許せせせせる中でのる中でのる中でのる中での対対対対応応応応といといといというううう形形形形でしていかなでしていかなでしていかなでしていかなけけけければいればいればいればいけけけけ

ないのではないか。そないのではないか。そないのではないか。そないのではないか。そうううういいいいう意味う意味う意味う意味で、国ので、国ので、国ので、国の経済経済経済経済政策とのかか政策とのかか政策とのかか政策とのかかわわわわりでのりでのりでのりでの対対対対応応応応のののの仕仕仕仕方方方方がどがどがどがどううううなななな

のか。そしてまた、のか。そしてまた、のか。そしてまた、のか。そしてまた、四半四半四半四半期期期期ごと、あるいはごと、あるいはごと、あるいはごと、あるいは半半半半期期期期ごとの、ごとの、ごとの、ごとの、デデデデータ収集ータ収集ータ収集ータ収集などになどになどになどによよよよる政策る政策る政策る政策的対的対的対的対応応応応

をををを考え考え考え考えるるるる必必必必要要要要があるのかないのかをお尋ねしたいと思います。があるのかないのかをお尋ねしたいと思います。があるのかないのかをお尋ねしたいと思います。があるのかないのかをお尋ねしたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 国の関係を国の関係を国の関係を国の関係を含含含含め、め、め、め、三三三三つのことをおっしつのことをおっしつのことをおっしつのことをおっしゃゃゃゃ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ようようようように思いますが、に思いますが、に思いますが、に思いますが、

一つ一つ一つ一つ目目目目は国のは国のは国のは国の経済対経済対経済対経済対策を機策を機策を機策を機敏敏敏敏にににに捉捉捉捉ええええて、奈良県にとっていいて、奈良県にとっていいて、奈良県にとっていいて、奈良県にとっていい動動動動きになるきになるきになるきになるようようようようにとのことで、にとのことで、にとのことで、にとのことで、

それはそのとおりだと思います。それはそのとおりだと思います。それはそのとおりだと思います。それはそのとおりだと思います。今今今今まで国は景まで国は景まで国は景まで国は景気対気対気対気対策を策を策を策を打打打打つつつつ時時時時に、に、に、に、口口口口ををををぱぱぱぱくくくくぱぱぱぱくしくしくしくしようようようようとととと

がくがくがくがく力力力力をををを強強強強化していると、化していると、化していると、化していると、交付交付交付交付金とい金とい金とい金というううう形形形形でででで消消消消化できる。化できる。化できる。化できる。プロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトがないとトがないとトがないとトがないと噛む噛む噛む噛むものものものもの

がないので、お金ががないので、お金ががないので、お金ががないので、お金が来来来来てもてもてもても無駄無駄無駄無駄にににに流流流流れてしまれてしまれてしまれてしまううううといったことがといったことがといったことがといったことが多多多多かったので、かったので、かったので、かったので、プロプロプロプロジジジジェクェクェクェク

トをどトをどトをどトをどんんんんどどどどん作ん作ん作ん作って、お金がって、お金がって、お金がって、お金が来来来来たたたた時時時時にはしっかりとにはしっかりとにはしっかりとにはしっかりと噛噛噛噛めるめるめるめる仕仕仕仕組み組み組み組みをををを作作作作っております。っております。っております。っております。新新新新県県県県

営プール営プール営プール営プールも地域のも地域のも地域のも地域の元元元元気気気気臨時交付臨時交付臨時交付臨時交付金で５４金で５４金で５４金で５４億円億円億円億円かかるかかるかかるかかる建建建建設設設設費が、地費が、地費が、地費が、地元元元元負負負負担担担担３３３３．．．．７７７７億円億円億円億円といといといというううう

結果結果結果結果になりました。いつもそになりました。いつもそになりました。いつもそになりました。いつもそううううはならないと思いますが、はならないと思いますが、はならないと思いますが、はならないと思いますが、少少少少なくとも４なくとも４なくとも４なくとも４割割割割から５から５から５から５割割割割のののの交付交付交付交付

金が国から金が国から金が国から金が国から来来来来る。だから病院も、地域医療る。だから病院も、地域医療る。だから病院も、地域医療る。だから病院も、地域医療再生再生再生再生交付交付交付交付金が出た金が出た金が出た金が出た時時時時に病院をに病院をに病院をに病院を作ろう作ろう作ろう作ろうといといといというタイうタイうタイうタイ

ミミミミンンンンググググでででで得得得得をしたをしたをしたをしたケケケケースースースースも出てきておりますので、国のも出てきておりますので、国のも出てきておりますので、国のも出てきておりますので、国の動動動動きを機きを機きを機きを機敏敏敏敏にににに捉捉捉捉ええええて、て、て、て、今今今今度の地度の地度の地度の地方方方方

創創創創生生生生でも国でも国でも国でも国へ陳へ陳へ陳へ陳情情情情に行くに行くに行くに行く時時時時に、国のに、国のに、国のに、国の交付交付交付交付金を金を金を金を狙狙狙狙ってってってって動動動動きたいといきたいといきたいといきたいといううううことが一つです。ことが一つです。ことが一つです。ことが一つです。

二二二二つつつつ目目目目は、は、は、は、デデデデータータータータをしっかりをしっかりをしっかりをしっかり捉捉捉捉ええええててててフォローフォローフォローフォローしないといしないといしないといしないといけけけけないといないといないといないといううううことです。国のことです。国のことです。国のことです。国の情情情情

報、報、報、報、情情情情勢勢勢勢をとるといをとるといをとるといをとるといううううのは、国に行くといのは、国に行くといのは、国に行くといのは、国に行くといろろろろいいいいろろろろなななな情情情情報をくれますから、報をくれますから、報をくれますから、報をくれますから、デデデデータータータータはははは自自自自分分分分でででで

解析解析解析解析をしないとをしないとをしないとをしないと役役役役にににに立立立立ちまちまちまちませんせんせんせんが、まだ不が、まだ不が、まだ不が、まだ不十分十分十分十分ですが、ですが、ですが、ですが、エエエエビビビビデデデデンンンンス主ス主ス主ス主義義義義ででででややややっています。っています。っています。っています。

例例例例ええええば奈良県のば奈良県のば奈良県のば奈良県の宿泊宿泊宿泊宿泊客客客客のののの動向動向動向動向をををを毎毎毎毎月月月月ずずずずっとっとっとっと捉捉捉捉ええええています。ています。ています。ています。毎毎毎毎月月月月捉捉捉捉ええええていると、ていると、ていると、ていると、落落落落ちちちち込込込込んんんんでででで

きている月がきている月がきている月がきている月がわわわわかって、６月がかって、６月がかって、６月がかって、６月が落落落落ちちちち込込込込んんんんできていたので、６月にできていたので、６月にできていたので、６月にできていたので、６月にムムムムジジジジークフェスークフェスークフェスークフェストといトといトといトというううう

イイイイベベベベントをして、ントをして、ントをして、ントをして、底底底底上げをし上げをし上げをし上げをしようようようようといった県のといった県のといった県のといった県の動動動動きにきにきにきに結結結結びついてきております。また、びついてきております。また、びついてきております。また、びついてきております。また、冬冬冬冬

枯枯枯枯れ、れ、れ、れ、夏枯夏枯夏枯夏枯れ、６月れ、６月れ、６月れ、６月枯枯枯枯れがあります。観光の場れがあります。観光の場れがあります。観光の場れがあります。観光の場合合合合は、は、は、は、冬枯冬枯冬枯冬枯れのためにれのためにれのためにれのためにイイイイベベベベントでントでントでントで回回回回復復復復ししししよよよよ

ううううといといといといううううことがことがことがことが常常常常套套套套手段手段手段手段です。そのほかのいです。そのほかのいです。そのほかのいです。そのほかのいろろろろいいいいろろろろなななな街街街街のののの消消消消費などの費などの費などの費などのデデデデータ構ータ構ータ構ータ構造とまた造とまた造とまた造とまた結結結結

びついています。びついています。びついています。びついています。宿泊宿泊宿泊宿泊客客客客はははは動向動向動向動向、ト、ト、ト、トレレレレンンンンドドドドでででで捉捉捉捉えやえやえやえやすいのですいのですいのですいので即座即座即座即座にににに手手手手をををを打打打打てます。てます。てます。てます。商品券商品券商品券商品券

の発行などもの発行などもの発行などもの発行なども落落落落ちちちち込込込込みみみみがあると、があると、があると、があると、市町市町市町市町村長村長村長村長やややや商店街商店街商店街商店街のののの人人人人にそにそにそにそうううういいいいう動向う動向う動向う動向ををををよよよよくくくく見見見見ていただていただていただていただ

くくくくようようようように、マに、マに、マに、マーーーーケティケティケティケティンンンングデグデグデグデータータータータをををを提提提提供する供する供する供する役目役目役目役目があがあがあがあろうろうろうろうかと思っております。かと思っております。かと思っております。かと思っております。



---- 7777 ----

三三三三つつつつ目目目目は、金は、金は、金は、金融融融融のことをのことをのことをのことを少少少少しおっししおっししおっししおっしゃゃゃゃいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、倒倒倒倒産しない産しない産しない産しないようようようようにといにといにといにといううううことですが、ことですが、ことですが、ことですが、

奈良県は金奈良県は金奈良県は金奈良県は金余余余余りのりのりのりの状況状況状況状況で、金がで、金がで、金がで、金が回回回回らないだらないだらないだらないだけけけけなのです。日本なのです。日本なのです。日本なのです。日本銀銀銀銀行が金行が金行が金行が金融緩融緩融緩融緩和をしても、奈和をしても、奈和をしても、奈和をしても、奈

良県はほと良県はほと良県はほと良県はほとんんんんど関係ないです。ど関係ないです。ど関係ないです。ど関係ないです。預貸預貸預貸預貸率が３率が３率が３率が３割割割割で１００で１００で１００で１００億円預億円預億円預億円預金があるとして３金があるとして３金があるとして３金があるとして３割割割割の３０の３０の３０の３０億億億億

円円円円しか金のしか金のしか金のしか金の貸貸貸貸出出出出先先先先がないのが奈良県の地がないのが奈良県の地がないのが奈良県の地がないのが奈良県の地方方方方銀銀銀銀行の行の行の行の実実実実態態態態です。そのです。そのです。そのです。その預貸預貸預貸預貸率の一率の一率の一率の一番低番低番低番低い県です。い県です。い県です。い県です。

高高高高いとこいとこいとこいところろろろは７は７は７は７割割割割もももも貸貸貸貸し出していますが、日本全し出していますが、日本全し出していますが、日本全し出していますが、日本全体体体体ではではではでは預貸預貸預貸預貸率は率は率は率は低低低低いから、金がいから、金がいから、金がいから、金が回回回回らない、らない、らない、らない、

貯貯貯貯金はある、その金はある、その金はある、その金はある、その分分分分、国、国、国、国債債債債のののの購購購購入に入に入に入に回回回回っているといっているといっているといっているという構う構う構う構造です。資産はある造です。資産はある造です。資産はある造です。資産はあるけけけけど金はど金はど金はど金は回回回回らららら

ない、金ない、金ない、金ない、金融融融融面面面面でいでいでいでいええええば、そば、そば、そば、そうううういいいいうううう県になっています。これはできるだ県になっています。これはできるだ県になっています。これはできるだ県になっています。これはできるだけ消け消け消け消費、費、費、費、投投投投資を通資を通資を通資を通じじじじ

て金がて金がて金がて金が回回回回るるるるようようようようにににに取取取取りりりり組組組組むむむむが、金がが、金がが、金がが、金が余余余余っているのにっているのにっているのにっているのに落落落落ちこちこちこちこぼぼぼぼれる中小れる中小れる中小れる中小企企企企業は、業は、業は、業は、何何何何か別のか別のか別のか別の要要要要

因因因因があるのではないか総があるのではないか総があるのではないか総があるのではないか総論論論論的的的的には思には思には思には思ううううとことことこところろろろはあります。そはあります。そはあります。そはあります。そうううういいいいううううことをことをことをことをよよよよく観察して、く観察して、く観察して、く観察して、

経済対経済対経済対経済対策を策を策を策を打打打打てとおっしてとおっしてとおっしてとおっしゃゃゃゃっていただいているとっていただいているとっていただいているとっていただいていると受受受受け取け取け取け取ららららせせせせ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。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 国の国の国の国の経済対経済対経済対経済対策をしっかりと策をしっかりと策をしっかりと策をしっかりと見見見見極極極極めながら、国が行めながら、国が行めながら、国が行めながら、国が行う対う対う対う対策、例策、例策、例策、例ええええば景ば景ば景ば景気気気気てこ入てこ入てこ入てこ入

れれれれ対対対対策などがあれば、それをしっかりと策などがあれば、それをしっかりと策などがあれば、それをしっかりと策などがあれば、それをしっかりと活活活活用して、本県の地用して、本県の地用して、本県の地用して、本県の地方方方方創創創創生生生生にににに生生生生かしていくといかしていくといかしていくといかしていくというううう

点点点点はしっかりとはしっかりとはしっかりとはしっかりと取取取取りりりり組み組み組み組みをされていると思いますし、をされていると思いますし、をされていると思いますし、をされていると思いますし、交付交付交付交付税税税税のののの獲獲獲獲得状況得状況得状況得状況をををを見見見見ますと、そのますと、そのますと、そのますと、その

ことをことをことをことをよよよよくくくく感じ感じ感じ感じることができます。ることができます。ることができます。ることができます。

三三三三つのつのつのつの方面方面方面方面でのでのでのでの説明説明説明説明がありましたが、がありましたが、がありましたが、がありましたが、デデデデータ情ータ情ータ情ータ情報報報報収集収集収集収集については、については、については、については、先先先先日、産業・雇用振日、産業・雇用振日、産業・雇用振日、産業・雇用振

興部長から、非興部長から、非興部長から、非興部長から、非常常常常に前に前に前に前向向向向きのきのきのきの方向方向方向方向でこれからでこれからでこれからでこれからややややっていくとっていくとっていくとっていくと感じ感じ感じ感じささささせせせせるるるる答弁答弁答弁答弁がありました。がありました。がありました。がありました。

それは定例それは定例それは定例それは定例経済経済経済経済報告の報告の報告の報告のプロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトトトトチームチームチームチームをををを組組組組織織織織し、し、し、し、経済経済経済経済のののの動向動向動向動向を定を定を定を定期的期的期的期的に観に観に観に観測測測測ししししようようようようとととと

いいいいうううう答弁答弁答弁答弁で、本で、本で、本で、本当当当当にこれは良いことで、にこれは良いことで、にこれは良いことで、にこれは良いことで、重要重要重要重要だと思います。県として、このだと思います。県として、このだと思います。県として、このだと思います。県として、このようようようようなことがなことがなことがなことが

できるならば、きめできるならば、きめできるならば、きめできるならば、きめ細細細細かなかなかなかな対対対対策が一策が一策が一策が一層充層充層充層充実実実実したしたしたした形形形形で行で行で行で行わわわわれるのではないかとれるのではないかとれるのではないかとれるのではないかと期待期待期待期待します。します。します。します。

そそそそうううういいいいう意味う意味う意味う意味で、で、で、で、経済経済経済経済観観観観測測測測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ただきたいと思っていただきたいと思っていただきたいと思っていただきたいと思うわけうわけうわけうわけです。です。です。です。

そしてそしてそしてそして最後最後最後最後にににに答弁答弁答弁答弁のあった、奈良県は金をたくさのあった、奈良県は金をたくさのあった、奈良県は金をたくさのあった、奈良県は金をたくさん持ん持ん持ん持っているのだから、っているのだから、っているのだから、っているのだから、借借借借りる金りる金りる金りる金額額額額はははは

大大大大変少変少変少変少ないとおっしないとおっしないとおっしないとおっしゃゃゃゃるるるるわけわけわけわけです。です。です。です。多分多分多分多分、、、、私私私私もそもそもそもそううううだと思います。金だと思います。金だと思います。金だと思います。金融融融融機関と機関と機関と機関と話話話話をしていをしていをしていをしてい

ても、ても、ても、ても、貸貸貸貸しししし手手手手は、どこかいいとこは、どこかいいとこは、どこかいいとこは、どこかいいところろろろはないですかと、とにかくはないですかと、とにかくはないですかと、とにかくはないですかと、とにかく貸貸貸貸すことを一すことを一すことを一すことを一生生生生懸命懸命懸命懸命にににに考え考え考え考え

て、て、て、て、当当当当たり前のことですが、たり前のことですが、たり前のことですが、たり前のことですが、必必必必要要要要以以以以上に上に上に上に働働働働きかきかきかきかけけけけてこられます。いてこられます。いてこられます。いてこられます。いずずずずれにしても、それだれにしても、それだれにしても、それだれにしても、それだ

けけけけ金金金金余余余余りの、あるいは金をりの、あるいは金をりの、あるいは金をりの、あるいは金を持持持持っているといっているといっているといっているといううううことなのだから、その金をことなのだから、その金をことなのだから、その金をことなのだから、その金を投投投投資に資に資に資に回せ回せ回せ回せるるるる魅魅魅魅力力力力

的的的的なななな企企企企業業業業分分分分野、事業の野、事業の野、事業の野、事業の展展展展開ができるとこ開ができるとこ開ができるとこ開ができるところろろろにににに誘誘誘誘導導導導していくしていくしていくしていく企企企企画画画画があってもいいのではないがあってもいいのではないがあってもいいのではないがあってもいいのではない

かと思いました。そかと思いました。そかと思いました。そかと思いました。そうううういいいいう意味う意味う意味う意味で、奈良県の内部で、奈良県の内部で、奈良県の内部で、奈良県の内部留留留留保をされている資金が保をされている資金が保をされている資金が保をされている資金が還流還流還流還流できるできるできるできるようようようよう

に、に、に、に、魅魅魅魅力力力力のあるのあるのあるのある投投投投資資資資市市市市場をしっかりと場をしっかりと場をしっかりと場をしっかりと作作作作っていってもらいたいと思います。っていってもらいたいと思います。っていってもらいたいと思います。っていってもらいたいと思います。作作作作ることにつることにつることにつることにつ

いて、またいて、またいて、またいて、また勉強勉強勉強勉強し、し、し、し、提提提提案案案案をさをさをさをさせせせせてもらいたいと思います。てもらいたいと思います。てもらいたいと思います。てもらいたいと思います。

意見意見意見意見をををを述べ述べ述べ述べまして、質問をまして、質問をまして、質問をまして、質問を終終終終わわわわりにします。りにします。りにします。りにします。
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○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 おおおおおおおおむむむむね各部局の報告、決算に関するおね各部局の報告、決算に関するおね各部局の報告、決算に関するおね各部局の報告、決算に関するお話話話話をいただきましたが、をいただきましたが、をいただきましたが、をいただきましたが、今今今今年度の決年度の決年度の決年度の決

算を一つの算を一つの算を一つの算を一つの形形形形として、またとして、またとして、またとして、また来来来来年度の平成２７年度に年度の平成２７年度に年度の平成２７年度に年度の平成２７年度に生生生生かしていただきたいと思います。かしていただきたいと思います。かしていただきたいと思います。かしていただきたいと思います。

その中で、その中で、その中で、その中で、先先先先日の決算審査特別委員会で質問さ日の決算審査特別委員会で質問さ日の決算審査特別委員会で質問さ日の決算審査特別委員会で質問させせせせていただいて、農林部長及び松谷副知ていただいて、農林部長及び松谷副知ていただいて、農林部長及び松谷副知ていただいて、農林部長及び松谷副知

事に事に事に事に答弁答弁答弁答弁はしていただきましたが、知事におはしていただきましたが、知事におはしていただきましたが、知事におはしていただきましたが、知事にお答答答答ええええいただきたいといいただきたいといいただきたいといいただきたいというううう思いで質問さ思いで質問さ思いで質問さ思いで質問させせせせていていていてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。

知事は知事は知事は知事は今企今企今企今企業業業業誘致誘致誘致誘致を進められており、また、農業政策のを進められており、また、農業政策のを進められており、また、農業政策のを進められており、また、農業政策のプレプレプレプレゼゼゼゼンンンンテテテテーーーーショショショションをされ、いンをされ、いンをされ、いンをされ、い

ろろろろいいいいろろろろなななな形形形形で農業にで農業にで農業にで農業に対対対対して奈良県の特産して奈良県の特産して奈良県の特産して奈良県の特産品品品品をををを多多多多くくくく宣伝宣伝宣伝宣伝しておられます。その中で、しておられます。その中で、しておられます。その中で、しておられます。その中で、ややややはりはりはりはり

奈良県にある奈良県のもの、地場のものを奈良県にある奈良県のもの、地場のものを奈良県にある奈良県のもの、地場のものを奈良県にある奈良県のもの、地場のものを使使使使っていくといっていくといっていくといっていくといううううことで、林業、農産ことで、林業、農産ことで、林業、農産ことで、林業、農産物物物物、、、、企企企企業業業業

誘致誘致誘致誘致など大きななど大きななど大きななど大きな課課課課題を題を題を題を抱抱抱抱ええええてててて取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいただいております。そして大きな成でいただいております。そして大きな成でいただいております。そして大きな成でいただいております。そして大きな成果果果果も出されも出されも出されも出され

ている中で、これからもている中で、これからもている中で、これからもている中で、これからも永永永永久久久久的的的的に農地をに農地をに農地をに農地を守守守守っていくといっていくといっていくといっていくという意味う意味う意味う意味で、農地ので、農地ので、農地ので、農地の重要重要重要重要性を性を性を性を考え考え考え考えて、て、て、て、

企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致でででで太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電などさまなどさまなどさまなどさまざざざざまなまなまなまな企企企企業用地業用地業用地業用地へへへへ用地用地用地用地指指指指定をされていっています。定をされていっています。定をされていっています。定をされていっています。今今今今までまでまでまで

都市都市都市都市計計計計画画画画上で上で上で上で網網網網をかをかをかをかけけけけられておりましたが、地域のいられておりましたが、地域のいられておりましたが、地域のいられておりましたが、地域のいろろろろいいいいろろろろなななな実情実情実情実情にににによよよよって、特例って、特例って、特例って、特例処置処置処置処置もももも

使使使使わわわわれながられながられながられながらややややってきておられましたってきておられましたってきておられましたってきておられましたけけけけれども、もれども、もれども、もれども、もううううそそそそろろろろそそそそろろろろ、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の市街市街市街市街化化化化調整区調整区調整区調整区域域域域

におにおにおにおけけけける土地る土地る土地る土地利利利利用に用に用に用に対対対対してのしてのしてのしてのココココントントントントロールロールロールロールがががが必必必必要要要要といといといというううう思いがしております。思いがしております。思いがしております。思いがしております。

ままままずずずず、各、各、各、各市町市町市町市町村でい村でい村でい村でいろろろろいいいいろろろろな地域でな地域でな地域でな地域で企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致にににに取取取取りりりり組組組組まれていたり、県でまれていたり、県でまれていたり、県でまれていたり、県で企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致をしをしをしをし

ややややすい場すい場すい場すい場所所所所をををを選選選選定したりするとい定したりするとい定したりするとい定したりするというううう形形形形で、で、で、で、工工工工場場場場団団団団地の地の地の地の誘致誘致誘致誘致などをなどをなどをなどを考え考え考え考えておられますておられますておられますておられますけけけけれどれどれどれど

も、その一も、その一も、その一も、その一方方方方で、で、で、で、市街市街市街市街化化化化区区区区域などにおいて、大きな域などにおいて、大きな域などにおいて、大きな域などにおいて、大きな太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電やややや、、、、工工工工場らしき場らしき場らしき場らしき建建建建物や物や物や物や、福、福、福、福

祉祉祉祉施設施設施設施設など、農地のあるなど、農地のあるなど、農地のあるなど、農地のある市街市街市街市街化化化化調整調整調整調整地域を地域を地域を地域を侵食侵食侵食侵食していっているとこしていっているとこしていっているとこしていっているところろろろがががが多多多多く、く、く、く、目立目立目立目立ってきってきってきってき

ております。特例ております。特例ております。特例ております。特例許可許可許可許可としてとしてとしてとして建築建築建築建築物物物物がががが建建建建てられる、また、そてられる、また、そてられる、また、そてられる、また、そうううういいいいううううとことことこところろろろにににに対対対対してしてしてして多多多多くのくのくのくの

無秩序無秩序無秩序無秩序な開発が進な開発が進な開発が進な開発が進んんんんできているできているできているできているようようようようにににに見見見見受受受受けけけけられます。このられます。このられます。このられます。この際際際際、政策の、政策の、政策の、政策の柱柱柱柱であるであるであるである工工工工業業業業誘致誘致誘致誘致

や工や工や工や工業地業地業地業地誘致誘致誘致誘致、また、、また、、また、、また、積極積極積極積極的的的的な土地な土地な土地な土地利利利利用等を用等を用等を用等を考え考え考え考えるるるる時時時時、良、良、良、良好好好好な農地などをどのな農地などをどのな農地などをどのな農地などをどのようようようようにににに守守守守っっっっ

ていくのかといていくのかといていくのかといていくのかといううううためのためのためのための規規規規制制制制を知事の政策にを知事の政策にを知事の政策にを知事の政策に適切適切適切適切にににに組み合わせ組み合わせ組み合わせ組み合わせていき、奈良県のていき、奈良県のていき、奈良県のていき、奈良県の調整区調整区調整区調整区域、域、域、域、

農地を農地を農地を農地を守守守守っていくと、また、ともにっていくと、また、ともにっていくと、また、ともにっていくと、また、ともに誘致誘致誘致誘致をしをしをしをしややややすいすいすいすいようようようようなななな工工工工業用地の場業用地の場業用地の場業用地の場所所所所をもっとをもっとをもっとをもっとふふふふややややしししし

ていくことも大事だと思ていくことも大事だと思ていくことも大事だと思ていくことも大事だと思ううううので、知事のごので、知事のごので、知事のごので、知事のご所見所見所見所見をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 奈良県にお奈良県にお奈良県にお奈良県におけけけけるるるる企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致と農業政策のと農業政策のと農業政策のと農業政策の調調調調和といいますか、とり和といいますか、とり和といいますか、とり和といいますか、とりわけ工わけ工わけ工わけ工場用地場用地場用地場用地

と農地とのと農地とのと農地とのと農地との調調調調和とい和とい和とい和というううう、、、、極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なななな論点論点論点論点だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

農地は大事だと思いますが、農地の農地は大事だと思いますが、農地の農地は大事だと思いますが、農地の農地は大事だと思いますが、農地の守守守守りりりり方方方方と農地のと農地のと農地のと農地の使使使使いいいい方方方方は、まだ奈良県の場は、まだ奈良県の場は、まだ奈良県の場は、まだ奈良県の場合合合合は、は、は、は、可可可可

住住住住地地地地面面面面積積積積が一が一が一が一番番番番全国で全国で全国で全国で少少少少ない中で農業もする、ない中で農業もする、ない中で農業もする、ない中で農業もする、工工工工業もするとい業もするとい業もするとい業もするといううううことで、ことで、ことで、ことで、可住可住可住可住地地地地面面面面積積積積がががが少少少少

ない中で、ない中で、ない中で、ない中で、市街市街市街市街化化化化区区区区域の域の域の域の工工工工業用地比率が１１業用地比率が１１業用地比率が１１業用地比率が１１％％％％で、全国で一で、全国で一で、全国で一で、全国で一番少番少番少番少ない、土地をない、土地をない、土地をない、土地を工工工工業に業に業に業に使使使使っっっっ

ていない県といていない県といていない県といていない県といううううことですので、ことですので、ことですので、ことですので、工工工工業の産業政策とも関業の産業政策とも関業の産業政策とも関業の産業政策とも関連連連連しますが、しますが、しますが、しますが、製製製製造業あるいは造業あるいは造業あるいは造業あるいは工工工工業業業業
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の域の域の域の域外移輸外移輸外移輸外移輸出出出出力力力力を土地からを土地からを土地からを土地から抑抑抑抑ええええていたと、ていたと、ていたと、ていたと、他他他他県から言県から言県から言県から言わわわわれる県であったと思います。これれる県であったと思います。これれる県であったと思います。これれる県であったと思います。これ

から農地を大事にしながら、そから農地を大事にしながら、そから農地を大事にしながら、そから農地を大事にしながら、そうううういいいいう生う生う生う生産産産産活動活動活動活動にどにどにどにどうううう土地を土地を土地を土地を捻捻捻捻出するかとい出するかとい出するかとい出するかというううう課課課課題が題が題が題が横横横横たたたた

わわわわっていると思います。っていると思います。っていると思います。っていると思います。

農地は大事だと申しましたが、農地の農地は大事だと申しましたが、農地の農地は大事だと申しましたが、農地の農地は大事だと申しましたが、農地の守守守守りりりり方方方方と、もと、もと、もと、もうううう一つは、農地の一つは、農地の一つは、農地の一つは、農地の使使使使いいいい方方方方のののの工工工工夫があ夫があ夫があ夫があ

ると思いますが、農地のると思いますが、農地のると思いますが、農地のると思いますが、農地の効効効効率性とい率性とい率性とい率性というううう観観観観点点点点ででででデデデデータータータータをををを整整整整理しておりましたら、理しておりましたら、理しておりましたら、理しておりましたら、神神神神奈川県と奈川県と奈川県と奈川県と

奈良県とでは、奈良県とでは、奈良県とでは、奈良県とでは、可住可住可住可住地地地地面面面面積積積積はははは神神神神奈川県が奈川県が奈川県が奈川県が多多多多いのですいのですいのですいのですけけけけれど、農地れど、農地れど、農地れど、農地面面面面積積積積は１０は１０は１０は１０万ヘ万ヘ万ヘ万ヘクタールクタールクタールクタール

でしたか、でしたか、でしたか、でしたか、同じぐ同じぐ同じぐ同じぐらいのらいのらいのらいの面面面面積積積積です。です。です。です。同じぐ同じぐ同じぐ同じぐらいのらいのらいのらいの面面面面積積積積なのに、農業産出なのに、農業産出なのに、農業産出なのに、農業産出額額額額はははは神神神神奈川県は８奈川県は８奈川県は８奈川県は８

００００００００億円億円億円億円あるのです。奈良県は４３７あるのです。奈良県は４３７あるのです。奈良県は４３７あるのです。奈良県は４３７億円億円億円億円になる。になる。になる。になる。同じ同じ同じ同じ大きさの農地を大きさの農地を大きさの農地を大きさの農地を使使使使っていて、どっていて、どっていて、どっていて、どうううう

してこしてこしてこしてこんんんんなになになになに違違違違いが出るのかといいが出るのかといいが出るのかといいが出るのかといううううのがのがのがのが課課課課題です。題です。題です。題です。端的端的端的端的に言に言に言に言ううううと、奈良県は米を中心につと、奈良県は米を中心につと、奈良県は米を中心につと、奈良県は米を中心につ

くっているので、米のくっているので、米のくっているので、米のくっているので、米の値段値段値段値段はそはそはそはそんんんんなになになになに変わ変わ変わ変わらないし、らないし、らないし、らないし、むむむむししししろろろろ米の米の米の米の値段値段値段値段全全全全体体体体が国中でが国中でが国中でが国中で下下下下がっがっがっがっ

てきている。あまりてきている。あまりてきている。あまりてきている。あまり売売売売れない、れない、れない、れない、値段値段値段値段の上がらないものを一の上がらないものを一の上がらないものを一の上がらないものを一生生生生懸命懸命懸命懸命つくっておられる農地だつくっておられる農地だつくっておられる農地だつくっておられる農地だ

といといといといううううことがことがことがことがわわわわかっている。野かっている。野かっている。野かっている。野菜菜菜菜とととと畜畜畜畜産は産は産は産は値段値段値段値段がががが高高高高く、しかもく、しかもく、しかもく、しかも果物果物果物果物系系系系だとだとだとだと値段値段値段値段のののの差差差差がすごがすごがすごがすご

くあるので、奈良県にはくあるので、奈良県にはくあるので、奈良県にはくあるので、奈良県には神神神神奈川県奈川県奈川県奈川県よよよよりりりり優秀優秀優秀優秀なななな品品品品目目目目もあるのですもあるのですもあるのですもあるのですけけけけれども、れども、れども、れども、神神神神奈川県が奈良奈川県が奈良奈川県が奈良奈川県が奈良

県と比県と比県と比県と比べべべべてててて際際際際立立立立っている理っている理っている理っている理由由由由は、は、は、は、神神神神奈川県は総奈川県は総奈川県は総奈川県は総じじじじてててて値段値段値段値段のののの高高高高いものをつくっておられるかいものをつくっておられるかいものをつくっておられるかいものをつくっておられるか

らです。らです。らです。らです。

さて、奈良県の農地のさて、奈良県の農地のさて、奈良県の農地のさて、奈良県の農地の使使使使いいいい方方方方について、について、について、について、ＪＡＪＡＪＡＪＡはどはどはどはどううううするのですか、米ばかりするのですか、米ばかりするのですか、米ばかりするのですか、米ばかり作作作作って、米って、米って、米って、米

のののの値段値段値段値段がががが低低低低いと言っていと言っていと言っていと言って文句文句文句文句を言を言を言を言ううううばかりですかと、ばかりですかと、ばかりですかと、ばかりですかと、少少少少しししし厳厳厳厳しい言いしい言いしい言いしい言い方方方方でででで追追追追及しております。及しております。及しております。及しております。

さて、奈良県の農政には、さて、奈良県の農政には、さて、奈良県の農政には、さて、奈良県の農政には、工工工工場場場場誘致誘致誘致誘致とのとのとのとの調調調調和をど和をど和をど和をどううううするかといするかといするかといするかというううう課課課課題があります。題があります。題があります。題があります。

森川委員も森川委員も森川委員も森川委員も少少少少しおしおしおしお触触触触れになりましたが、開発れになりましたが、開発れになりましたが、開発れになりましたが、開発許可許可許可許可といといといというううう形形形形でででで市街市街市街市街化化化化調整区調整区調整区調整区域の農地の域の農地の域の農地の域の農地の転転転転

用を用を用を用を個個個個別事別事別事別事案案案案にしていて、農業委員会が行ってきたといにしていて、農業委員会が行ってきたといにしていて、農業委員会が行ってきたといにしていて、農業委員会が行ってきたといううううことです。しかし、この農業委ことです。しかし、この農業委ことです。しかし、この農業委ことです。しかし、この農業委

員会員会員会員会やややや国の農地国の農地国の農地国の農地転転転転用の用の用の用の制限制限制限制限がががが厳厳厳厳しいし、しいし、しいし、しいし、ポリポリポリポリシシシシーーーーがない。国は大がない。国は大がない。国は大がない。国は大規模規模規模規模農農農農家家家家を育てを育てを育てを育てようようようようと一と一と一と一

辺辺辺辺倒倒倒倒ですので、奈良県のですので、奈良県のですので、奈良県のですので、奈良県のようようようように小に小に小に小規模規模規模規模でしか農業ができない農でしか農業ができない農でしか農業ができない農でしか農業ができない農家家家家の農地のの農地のの農地のの農地の利利利利用の用の用の用の仕仕仕仕方方方方は、は、は、は、

国からは全国からは全国からは全国からは全然然然然メメメメッッッッセセセセーーーージがジがジがジが来来来来ないと思います。だから、奈良県の小ないと思います。だから、奈良県の小ないと思います。だから、奈良県の小ないと思います。だから、奈良県の小規模規模規模規模農農農農家家家家でもでもでもでも生生生生きていきていきていきてい

けけけける農業はどる農業はどる農業はどる農業はどうううういいいいううううことかを、ことかを、ことかを、ことかを、実実実実はははは物物物物すごくすごくすごくすごく模模模模索索索索や検や検や検や検討討討討をしないといをしないといをしないといをしないといけけけけない。ない。ない。ない。ＪＡＪＡＪＡＪＡだだだだけけけけでででで

はできていない。米ばかりをはできていない。米ばかりをはできていない。米ばかりをはできていない。米ばかりを作作作作っていればいいのではないかといっていればいいのではないかといっていればいいのではないかといっていればいいのではないかといううううのでは、全国で３のでは、全国で３のでは、全国で３のでは、全国で３番目番目番目番目

に農業に農業に農業に農業生生生生産産産産額額額額がががが低低低低いいいいわけわけわけわけです。です。です。です。下下下下には東には東には東には東京京京京都都都都と大と大と大と大阪府阪府阪府阪府しかないしかないしかないしかないわけわけわけわけで、東で、東で、東で、東京京京京都都都都、大、大、大、大阪府阪府阪府阪府にににに

もももも負け負け負け負けてしまてしまてしまてしまううううかもしれないとかもしれないとかもしれないとかもしれないと冷冷冷冷ややややかしているのですが、言ってかしているのですが、言ってかしているのですが、言ってかしているのですが、言ってみみみみれば、東れば、東れば、東れば、東京京京京都都都都、大、大、大、大阪府阪府阪府阪府

をををを除除除除くとくとくとくと最下最下最下最下位位位位のののの生生生生産産産産高高高高ですので、農地のですので、農地のですので、農地のですので、農地の利利利利用の用の用の用の仕仕仕仕方方方方をををを変え変え変え変えないといないといないといないといけけけけない。しかし、ない。しかし、ない。しかし、ない。しかし、今今今今

のままでなくて、のままでなくて、のままでなくて、のままでなくて、現現現現実実実実に田に田に田に田原原原原本本本本町町町町やややや川川川川西町西町西町西町、、、、三宅町三宅町三宅町三宅町は良は良は良は良好好好好農地です農地です農地です農地ですけけけけれども、米が中心でれども、米が中心でれども、米が中心でれども、米が中心で

すが、できればすが、できればすが、できればすが、できれば町町町町全全全全体体体体としては、としては、としては、としては、工工工工業用地あるいは業用地あるいは業用地あるいは業用地あるいは商商商商業地に業地に業地に業地に転換転換転換転換したいといしたいといしたいといしたいという要求う要求う要求う要求がありがありがありがあり
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ます。そのときにます。そのときにます。そのときにます。そのときに今今今今の農業政策では、田の農業政策では、田の農業政策では、田の農業政策では、田原原原原本本本本町町町町やややや川川川川西町西町西町西町の中で、の中で、の中で、の中で、工工工工業用地にする農地にか業用地にする農地にか業用地にする農地にか業用地にする農地にか

わわわわる土地をる土地をる土地をる土地を見見見見つつつつけけけけなさいと言なさいと言なさいと言なさいと言わわわわれるが、小さなれるが、小さなれるが、小さなれるが、小さな町町町町ではではではでは見見見見つつつつけようけようけようけようがないのです。もがないのです。もがないのです。もがないのです。もう少う少う少う少しししし

検検検検討討討討を進められれば国を進められれば国を進められれば国を進められれば国へへへへ提提提提言したいと思っています。中山言したいと思っています。中山言したいと思っています。中山言したいと思っています。中山間間間間地とか地とか地とか地とか耕耕耕耕作放作放作放作放棄棄棄棄地がたくさ地がたくさ地がたくさ地がたくさんんんん

あるので、あるので、あるので、あるので、耕耕耕耕作放作放作放作放棄棄棄棄地を地を地を地を除除除除いていていていて生生生生きている農地の総きている農地の総きている農地の総きている農地の総量量量量をををを確確確確保して、保して、保して、保して、生生生生産産産産力力力力を上げるといを上げるといを上げるといを上げるというううう

県県県県へへへへのののの課課課課題と題と題と題と引引引引きかきかきかきかええええに、農地に、農地に、農地に、農地転転転転用の用の用の用の自自自自由由由由度をくださいとい度をくださいとい度をくださいとい度をくださいというううう言い言い言い言い方方方方ができないものかとができないものかとができないものかとができないものかと

検検検検討討討討して、国の地して、国の地して、国の地して、国の地方方方方創創創創生生生生にににに持持持持っていこっていこっていこっていこううううとととと考え考え考え考えているているているている分分分分野です。野です。野です。野です。

奈良県の小さな平地の中で、奈良県の小さな平地の中で、奈良県の小さな平地の中で、奈良県の小さな平地の中で、工工工工場場場場団団団団地造成と良地造成と良地造成と良地造成と良好好好好な農地な農地な農地な農地確確確確保をどの保をどの保をどの保をどのようようようようにするかについにするかについにするかについにするかについ

ては、ては、ては、ては、今今今今まで農林水産まで農林水産まで農林水産まで農林水産省省省省はははは市町市町市町市町村に村に村に村に権限権限権限権限をををを与え与え与え与え、県は通り、県は通り、県は通り、県は通り抜抜抜抜けけけけて県のて県のて県のて県の仕仕仕仕事はないと言って事はないと言って事はないと言って事はないと言って

たのです。農地のたのです。農地のたのです。農地のたのです。農地の確確確確保の保の保の保の建建建建前があるのですが、奈良県の小さな前があるのですが、奈良県の小さな前があるのですが、奈良県の小さな前があるのですが、奈良県の小さな市町市町市町市町村だ村だ村だ村だけけけけで農地をで農地をで農地をで農地を確確確確保す保す保す保す

るといるといるといるといううううのはのはのはのは難難難難しく、しく、しく、しく、広広広広域域域域的的的的な農地のな農地のな農地のな農地の確確確確保政策、保政策、保政策、保政策、維維維維持持持持政策に県を政策に県を政策に県を政策に県を利利利利用してもら用してもら用してもら用してもらええええばと思いばと思いばと思いばと思い

ます。奈良県はます。奈良県はます。奈良県はます。奈良県は耕耕耕耕作放作放作放作放棄棄棄棄地がど地がど地がど地がどんんんんどどどどんんんん出ている県、国の農地政策の出ている県、国の農地政策の出ている県、国の農地政策の出ている県、国の農地政策の効果効果効果効果がなかった県です。がなかった県です。がなかった県です。がなかった県です。

それはそれはそれはそれは耕耕耕耕作放作放作放作放棄棄棄棄するするするする人人人人がががが悪悪悪悪いと国は言いと国は言いと国は言いと国は言ううううかもしれまかもしれまかもしれまかもしれませんせんせんせん。しかし、い。しかし、い。しかし、い。しかし、いろろろろいいいいろろろろな事な事な事な事情情情情があっがあっがあっがあっ

て、て、て、て、人人人人がいないのががいないのががいないのががいないのが耕耕耕耕作放作放作放作放棄棄棄棄のののの原因原因原因原因ですので、全ですので、全ですので、全ですので、全体体体体としてとしてとしてとして人人人人をををを確確確確保することも保することも保することも保することも含含含含めて、県めて、県めて、県めて、県

ののののややややるるるるべべべべきききき仕仕仕仕事はあるのではないかとい事はあるのではないかとい事はあるのではないかとい事はあるのではないかという気う気う気う気がしております。がしております。がしております。がしております。

農業にその農業にその農業にその農業にそのようようようようなななな方向方向方向方向でてこを入れることと、でてこを入れることと、でてこを入れることと、でてこを入れることと、翻翻翻翻って、特にって、特にって、特にって、特に京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車車車車道の道の道の道の近近近近辺は辺は辺は辺は工工工工

場用地として別の場用地として別の場用地として別の場用地として別の就労就労就労就労所得所得所得所得をををを得得得得るるるる方法方法方法方法がある。農村のごがある。農村のごがある。農村のごがある。農村のご家家家家族族族族のののの就労就労就労就労所得所得所得所得をををを得得得得るるるる方法方法方法方法といといといというううう

のはいのはいのはいのはいろろろろいいいいろろろろあると思いますあると思いますあると思いますあると思いますけけけけれども、れども、れども、れども、近所近所近所近所にそにそにそにそうううういいいいう活動う活動う活動う活動拠点拠点拠点拠点があれば、があれば、があれば、があれば、就労就労就労就労の道がの道がの道がの道が広広広広

がってくると思いますので、農業とがってくると思いますので、農業とがってくると思いますので、農業とがってくると思いますので、農業と調調調調和した、全和した、全和した、全和した、全体体体体のののの広広広広域農地域農地域農地域農地配配配配分分分分とととと調調調調和した和した和した和した京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動

車車車車道道道道沿沿沿沿道の道の道の道の工工工工場用地造成が、も場用地造成が、も場用地造成が、も場用地造成が、もう少う少う少う少しししし仕仕仕仕組み組み組み組みとして国に認知していただくとして国に認知していただくとして国に認知していただくとして国に認知していただくようようようようなななな仕仕仕仕組み組み組み組みにににに

なればといなればといなればといなればというううう願いはあります。願いはあります。願いはあります。願いはあります。

奈良県の農地をめ奈良県の農地をめ奈良県の農地をめ奈良県の農地をめぐぐぐぐるるるる工工工工場用地との場用地との場用地との場用地との調調調調和は、局地和は、局地和は、局地和は、局地的的的的に大に大に大に大変難変難変難変難しいしいしいしい課課課課題があって、農業農題があって、農業農題があって、農業農題があって、農業農

地保地保地保地保有有有有者にしても、農地を者にしても、農地を者にしても、農地を者にしても、農地を高高高高くくくく売売売売れればいいといれればいいといれればいいといれればいいという人う人う人う人も出てきますので、それは農業をも出てきますので、それは農業をも出てきますので、それは農業をも出てきますので、それは農業を愛愛愛愛

する心とする心とする心とする心と反反反反するとこするとこするとこするところろろろがあがあがあがあろうろうろうろうかと思いますので、そのあたりの県の政策は、また、こかと思いますので、そのあたりの県の政策は、また、こかと思いますので、そのあたりの県の政策は、また、こかと思いますので、そのあたりの県の政策は、また、こうううう

して議して議して議して議論論論論ささささせせせせていただきたいと思って、ていただきたいと思って、ていただきたいと思って、ていただきたいと思って、検検検検討討討討を進めたいと思を進めたいと思を進めたいと思を進めたいと思ううううとことことこところろろろです。です。です。です。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 世界世界世界世界でもでもでもでもエエエエボラボラボラボラウウウウイルスイルスイルスイルスなどがなどがなどがなどが流流流流行しており、行しており、行しており、行しており、海海海海外外外外から日本にから日本にから日本にから日本に輸輸輸輸入される農入される農入される農入される農

作物作物作物作物も大も大も大も大変変変変なななな打打打打撃撃撃撃をををを受受受受けけけけ、また、また、また、また高高高高価価価価なななな値段値段値段値段にもなっていくにもなっていくにもなっていくにもなっていく可能可能可能可能性があると思います。その性があると思います。その性があると思います。その性があると思います。その

中で国内中で国内中で国内中で国内自自自自給も給も給も給も含含含含め、奈良県でめ、奈良県でめ、奈良県でめ、奈良県で基基基基本本本本的的的的に農地をに農地をに農地をに農地を守守守守っていただく、また、っていただく、また、っていただく、また、っていただく、また、片片片片方方方方で県内ので県内ので県内ので県内の就就就就業業業業

率を上げていくことも大事なことなので、率を上げていくことも大事なことなので、率を上げていくことも大事なことなので、率を上げていくことも大事なことなので、今後今後今後今後ともともともともココココントントントントロールロールロールロールに県全に県全に県全に県全体体体体でででで取取取取りりりり組ん組ん組ん組んで、で、で、で、

後後後後世世世世に残に残に残に残せせせせるるるる形形形形をををを作作作作っていただき、平成２７年度にもっていただき、平成２７年度にもっていただき、平成２７年度にもっていただき、平成２７年度にも取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいただでいただでいただでいただけけけけるるるるようようようようにお願いにお願いにお願いにお願い

をして、総括とさをして、総括とさをして、総括とさをして、総括とさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。



---- 11111111 ----

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 それでは、２それでは、２それでは、２それでは、２点点点点、知事にお、知事にお、知事にお、知事にお伺伺伺伺いをしたいと思っております。いをしたいと思っております。いをしたいと思っております。いをしたいと思っております。

ままままずずずず１１１１点点点点目目目目は、県がは、県がは、県がは、県が現在現在現在現在行っています地域おこし行っています地域おこし行っています地域おこし行っています地域おこし協協協協力力力力隊隊隊隊、、、、ふふふふるさとるさとるさとるさと復復復復興興興興協協協協力力力力隊隊隊隊がががが復復復復興事興事興事興事

業の一つとして県の業の一つとして県の業の一つとして県の業の一つとして県の補助補助補助補助をををを受受受受けけけけながら進ながら進ながら進ながら進んんんんできて、それなりのできて、それなりのできて、それなりのできて、それなりの効果効果効果効果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ようようようようにににに

聞聞聞聞いております。これに関いております。これに関いております。これに関いております。これに関連連連連して、これからして、これからして、これからして、これから何何何何といってもといってもといってもといっても注注注注目目目目されるのは、地されるのは、地されるのは、地されるのは、地方方方方にににに若若若若者を者を者を者を

どどどどうやうやうやうやってってってって呼呼呼呼びびびび込込込込んんんんでいくかといでいくかといでいくかといでいくかといううううことが、地ことが、地ことが、地ことが、地方方方方創創創創生生生生のののの考え方考え方考え方考え方の一つのの一つのの一つのの一つの柱柱柱柱になっていくのになっていくのになっていくのになっていくの

ではないかと思っております。ではないかと思っております。ではないかと思っております。ではないかと思っております。今今今今まで県がまで県がまで県がまで県が取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできたこのできたこのできたこのできたこの施施施施策は、一つのト策は、一つのト策は、一つのト策は、一つのトライライライライアアアアルルルル

であり、であり、であり、であり、今後今後今後今後をををを占占占占うううう事業ではないかとも事業ではないかとも事業ではないかとも事業ではないかとも見見見見ております。ております。ております。ております。

特に南部・東部地域の特に南部・東部地域の特に南部・東部地域の特に南部・東部地域の過過過過疎疎疎疎化が進化が進化が進化が進んんんんでおり、でおり、でおり、でおり、若若若若者がど者がど者がど者がどんんんんどどどどんんんん減減減減っていく中で、っていく中で、っていく中で、っていく中で、嫁嫁嫁嫁のののの来手来手来手来手

もないといもないといもないといもないといううううことで、ますますことで、ますますことで、ますますことで、ますます過過過過疎疎疎疎化に化に化に化に拍車拍車拍車拍車がかかるがかかるがかかるがかかる状況状況状況状況の中で、本県としても、特にの中で、本県としても、特にの中で、本県としても、特にの中で、本県としても、特に都都都都

市市市市部部部部へへへへ出ていった出ていった出ていった出ていった人人人人をををを呼呼呼呼びびびび込むＵ込むＵ込むＵ込むＵターターターターンンンンや新や新や新や新たなたなたなたな新規若新規若新規若新規若者者者者就労就労就労就労者を者を者を者を呼呼呼呼ぶぶぶぶ、、、、ＩＩＩＩターターターターンをどンをどンをどンをどうううう

ややややって本県に、特に南部・東部地域にって本県に、特に南部・東部地域にって本県に、特に南部・東部地域にって本県に、特に南部・東部地域に呼呼呼呼びびびび込込込込んんんんでいくのかが、でいくのかが、でいくのかが、でいくのかが、今後今後今後今後の本県の大事な政策のの本県の大事な政策のの本県の大事な政策のの本県の大事な政策の

一つになると思います。一つになると思います。一つになると思います。一つになると思います。ややややはりはりはりはり人人人人がががが住住住住んんんんでこそでこそでこそでこそ町町町町であるであるであるであるわけわけわけわけで、で、で、で、人人人人がいながいながいながいなけけけければればればれば自自自自治治治治体体体体もももも

なくなるなくなるなくなるなくなるわけわけわけわけです。ですから、そです。ですから、そです。ですから、そです。ですから、そうううういいいいう意味う意味う意味う意味において、南部・東部地域において、南部・東部地域において、南部・東部地域において、南部・東部地域へへへへのののの移移移移住促住促住促住促進に進に進に進に向向向向

けけけけたたたた取取取取りりりり組み組み組み組みについて、知事におについて、知事におについて、知事におについて、知事にお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

それから２それから２それから２それから２点点点点目目目目は、は、は、は、先先先先ほどの質問にもほどの質問にもほどの質問にもほどの質問にも若若若若干干干干関関関関連連連連するのですが、女性するのですが、女性するのですが、女性するのですが、女性就労就労就労就労が本県の場が本県の場が本県の場が本県の場合合合合はははは

非非非非常常常常にににに低低低低いといいといいといいといううううことで、知事もいことで、知事もいことで、知事もいことで、知事もいろろろろいいいいろろろろな場な場な場な場面面面面でおでおでおでお話話話話しされているしされているしされているしされているわけわけわけわけですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、

女性の女性の女性の女性の就労就労就労就労者、特に出産者、特に出産者、特に出産者、特に出産直後直後直後直後のののの方々方々方々方々が通が通が通が通常常常常のののの勤勤勤勤務ができない、しかし、務ができない、しかし、務ができない、しかし、務ができない、しかし、短時短時短時短時間間間間であればであればであればであれば勤勤勤勤

務できる、もしくは務できる、もしくは務できる、もしくは務できる、もしくは在宅在宅在宅在宅ならばできるといならばできるといならばできるといならばできるという方う方う方う方もあもあもあもあろうろうろうろうかと思かと思かと思かと思うわけうわけうわけうわけでごでごでごでござざざざいま。いま。いま。いま。今今今今そのそのそのその

ことについて国でもことについて国でもことについて国でもことについて国でもテテテテレレレレワワワワークークークークをををを積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむようようようようにといにといにといにといううううことで、本県もそのことで、本県もそのことで、本県もそのことで、本県もその講講講講習習習習

をををを実施実施実施実施したり、したり、したり、したり、仕仕仕仕事を進めるための事を進めるための事を進めるための事を進めるための施施施施策を策を策を策をややややってもらっているってもらっているってもらっているってもらっているわけわけわけわけですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、正直正直正直正直にににに

言いまして、なかなか言いまして、なかなか言いまして、なかなか言いまして、なかなか難難難難しいしいしいしい課課課課題もあ題もあ題もあ題もあろうろうろうろうかと思っております。しかし、かと思っております。しかし、かと思っております。しかし、かと思っております。しかし、テテテテレレレレワワワワークークークークにつにつにつにつ

いては、一つの事業として、いては、一つの事業として、いては、一つの事業として、いては、一つの事業として、今後今後今後今後、本県としても、本県としても、本県としても、本県としても積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいただきたいといでいただきたいといでいただきたいといでいただきたいというううう

思いがある思いがある思いがある思いがあるわけわけわけわけでごでごでごでござざざざいますが、成いますが、成いますが、成いますが、成功功功功例を例を例を例を早早早早く１つでも２つでもく１つでも２つでもく１つでも２つでもく１つでも２つでも作作作作っていくことが大事でっていくことが大事でっていくことが大事でっていくことが大事で

はないかと思はないかと思はないかと思はないかと思うわけうわけうわけうわけでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

そこで、そこで、そこで、そこで、今今今今、各、各、各、各担当担当担当担当部部部部課課課課でででで頑張頑張頑張頑張っていただいているっていただいているっていただいているっていただいているわけわけわけわけですが、それはそれとしてですが、それはそれとしてですが、それはそれとしてですが、それはそれとして頑張頑張頑張頑張

ってほしいのですってほしいのですってほしいのですってほしいのですけけけけれども、もれども、もれども、もれども、もうううう１１１１点点点点、知事にお、知事にお、知事にお、知事にお伺伺伺伺いしたいのは、本県が率いしたいのは、本県が率いしたいのは、本県が率いしたいのは、本県が率先先先先してしてしてしてテテテテレレレレワワワワ

ークークークークにににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいるといでいるといでいるといでいるというううう成成成成功功功功事例をつくる事例をつくる事例をつくる事例をつくる意味意味意味意味において、本県の事業において、本県の事業において、本県の事業において、本県の事業やややや仕仕仕仕事の中に、事の中に、事の中に、事の中に、

テテテテレレレレワワワワークークークークをををを取取取取りりりり込む込む込む込むことができないのかどことができないのかどことができないのかどことができないのかどううううか、この辺について知事のおか、この辺について知事のおか、この辺について知事のおか、この辺について知事のお考え考え考え考えをお尋ねをお尋ねをお尋ねをお尋ね

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

以以以以上、２上、２上、２上、２点点点点でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。



---- 11112222 ----

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 地域おこしで、委員も南部・東部地域のことを中心に、地域おこしで、委員も南部・東部地域のことを中心に、地域おこしで、委員も南部・東部地域のことを中心に、地域おこしで、委員も南部・東部地域のことを中心に、移移移移住住住住、定、定、定、定住住住住、、、、若若若若者、者、者、者、

ににににぎわぎわぎわぎわいづくり、とりいづくり、とりいづくり、とりいづくり、とりわけ若わけ若わけ若わけ若者の者の者の者の交流交流交流交流、、、、移移移移住住住住、定、定、定、定住住住住について関心をについて関心をについて関心をについて関心を持持持持っていただいているっていただいているっていただいているっていただいている

ことをことをことをことをよよよよくくくく承承承承知しております。知しております。知しております。知しております。

地地地地方方方方創創創創生生生生の大きなの大きなの大きなの大きな目標目標目標目標は、地は、地は、地は、地方方方方のののの人人人人口口口口がががが減減減減って、それはって、それはって、それはって、それは少子少子少子少子化とい化とい化とい化というううう政策政策政策政策分分分分野もあるし、野もあるし、野もあるし、野もあるし、

若若若若者の東者の東者の東者の東京移京移京移京移住住住住をををを阻止阻止阻止阻止して、地して、地して、地して、地方移方移方移方移住住住住をしをしをしをしようようようようといといといという動う動う動う動きがあるきがあるきがあるきがあるわけわけわけわけです。奈良県にです。奈良県にです。奈良県にです。奈良県に翻翻翻翻っっっっ

ててててみみみみれば、南部・東部地域にれば、南部・東部地域にれば、南部・東部地域にれば、南部・東部地域に若若若若者が定者が定者が定者が定住住住住できるのかといできるのかといできるのかといできるのかといううううことになりますが、ことになりますが、ことになりますが、ことになりますが、昨昨昨昨日は川上日は川上日は川上日は川上

村長が村長が村長が村長が、、、、「「「「人人人人口減口減口減口減が全国で２が全国で２が全国で２が全国で２番目番目番目番目にににに厳厳厳厳しい川上村と言しい川上村と言しい川上村と言しい川上村と言わわわわれています。れています。れています。れています。何十何十何十何十年年年年後後後後かに女性のかに女性のかに女性のかに女性の

数数数数が８が８が８が８人人人人だと言だと言だと言だと言わわわわれています。しかし、それています。しかし、それています。しかし、それています。しかし、そううううはならないはならないはならないはならないようようようようにににに頑張頑張頑張頑張りますりますりますります。。。。」」」」と言っておと言っておと言っておと言ってお

られましたが、られましたが、られましたが、られましたが、減減減減少少少少率が率が率が率が高高高高いいいいわけわけわけわけで、それをくいで、それをくいで、それをくいで、それをくい止止止止めるいめるいめるいめるいろろろろいいいいろろろろなななな工工工工夫が夫が夫が夫が要要要要ると思っておると思っておると思っておると思ってお

ります。これは全国各地がかなりります。これは全国各地がかなりります。これは全国各地がかなりります。これは全国各地がかなりややややっております。奈良県も南部地域でそっております。奈良県も南部地域でそっております。奈良県も南部地域でそっております。奈良県も南部地域でそうううういいいいううううことをことをことをことをやややや

って、って、って、って、多少移多少移多少移多少移住住住住をしていただをしていただをしていただをしていただけけけけそそそそううううなななな芽芽芽芽が出てきたが出てきたが出てきたが出てきた段段段段階階階階であであであであろうろうろうろうかと思います。かと思います。かと思います。かと思います。交流交流交流交流人人人人口口口口

からからからから仮仮仮仮移移移移住住住住、定、定、定、定移移移移住住住住、定、定、定、定住住住住に育てていく地道なに育てていく地道なに育てていく地道なに育てていく地道な努力努力努力努力しかないしかないしかないしかないようようようように思います。に思います。に思います。に思います。

そのためのそのためのそのためのそのための条件条件条件条件整整整整備備備備をどのをどのをどのをどのようようようようにするかといにするかといにするかといにするかといううううことになると思います。東吉野村にことになると思います。東吉野村にことになると思います。東吉野村にことになると思います。東吉野村に来来来来らららら

れたれたれたれた人人人人はははは、、、、「「「「大大大大阪阪阪阪にににに時時時時 々々々々行く用事があるが、東吉野村は行く用事があるが、東吉野村は行く用事があるが、東吉野村は行く用事があるが、東吉野村は割割割割とととと便便便便利利利利だだだだよよよよ。。。。」」」」とととと宣伝宣伝宣伝宣伝して、さきして、さきして、さきして、さき

ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました移移移移住住住住・定・定・定・定住住住住の成の成の成の成功功功功例が例が例が例が口コミ口コミ口コミ口コミでででで伝伝伝伝わわわわるといるといるといるといううううことですので、ことですので、ことですので、ことですので、来来来来られられられられ

たたたた人人人人が、一が、一が、一が、一人人人人一一一一人人人人大事に地域で大事に地域で大事に地域で大事に地域でややややることであると思います。いることであると思います。いることであると思います。いることであると思います。いろろろろいいいいろろろろななななアアアアイイイイデアデアデアデアがあがあがあがあろうろうろうろう

かと思いますが、かと思いますが、かと思いますが、かと思いますが、仕仕仕仕事の場を事の場を事の場を事の場を設け設け設け設けるといるといるといるといううううことですが、山の中ですので、道ことですが、山の中ですので、道ことですが、山の中ですので、道ことですが、山の中ですので、道路路路路ががががよよよよくなるくなるくなるくなる

とどとどとどとどんんんんどどどどん人ん人ん人ん人がががが来来来来ますが、なかなかますが、なかなかますが、なかなかますが、なかなか滞滞滞滞在在在在をされなくて、日をされなくて、日をされなくて、日をされなくて、日帰帰帰帰りりりり温温温温泉の泉の泉の泉のようようようようなものになる。なものになる。なものになる。なものになる。

それでも雇用になるそれでも雇用になるそれでも雇用になるそれでも雇用になるわけわけわけわけですが、ですが、ですが、ですが、必必必必ずずずず旅旅旅旅行をすると行をすると行をすると行をすると食食食食はあるので、はあるので、はあるので、はあるので、オオオオーーーーベベベベルルルルジジジジュュュュののののようようようような、な、な、な、

あるいはあるいはあるいはあるいはレスレスレスレストトトトラララランのンのンのンのようようようようなものが田なものが田なものが田なものが田舎舎舎舎にあって、にあって、にあって、にあって、街街街街の中はの中はの中はの中は運転運転運転運転も大も大も大も大変変変変なので、なので、なので、なので、街街街街の中にの中にの中にの中に

行かなくてもいい行かなくてもいい行かなくてもいい行かなくてもいいようようようように、田に、田に、田に、田舎舎舎舎へへへへ行って、行って、行って、行って、訪訪訪訪ねて、そこでねて、そこでねて、そこでねて、そこで食食食食と土産と土産と土産と土産物物物物をををを多少多少多少多少買買買買ええええて、場て、場て、場て、場合合合合

にににによよよよってはってはってはっては泊泊泊泊まってもらまってもらまってもらまってもらううううといったといったといったといった交流交流交流交流を地域のを地域のを地域のを地域のエエエエネネネネルルルルギギギギーーーーにににに変え変え変え変える。そのる。そのる。そのる。そのようようようようなことがなことがなことがなことが

活動活動活動活動としてあると、それをとしてあると、それをとしてあると、それをとしてあると、それをサービスサービスサービスサービスするするするする若若若若者が定者が定者が定者が定住住住住するするするするパターパターパターパターンが出てくるといンが出てくるといンが出てくるといンが出てくるというううう、、、、際際際際立立立立

っては進っては進っては進っては進みみみみまままませんせんせんせんが、すごくが、すごくが、すごくが、すごく尊敬尊敬尊敬尊敬できるできるできるできるようようようような地道なな地道なな地道なな地道な努力努力努力努力をされてるとこをされてるとこをされてるとこをされてるところろろろがあります。があります。があります。があります。

だから、南部地域でも、例だから、南部地域でも、例だから、南部地域でも、例だから、南部地域でも、例ええええばばばば天天天天川村川村川村川村洞洞洞洞川地川地川地川地区区区区はそはそはそはそうううういいいいう努力う努力う努力う努力をされています。そのをされています。そのをされています。そのをされています。そのようようようよう

なななな来来来来るるるる人人人人のののの気持気持気持気持ちにちにちにちに添うよう添うよう添うよう添うようなななな努力努力努力努力をしないといをしないといをしないといをしないといけけけけない。それはない。それはない。それはない。それは仕仕仕仕事場をつくる事場をつくる事場をつくる事場をつくる基基基基本だと本だと本だと本だと

思います。思います。思います。思います。

それと和それと和それと和それと和歌歌歌歌山県の山県の山県の山県の龍龍龍龍神神神神村は、村は、村は、村は、早早早早くくくく移移移移住住住住をされたをされたをされたをされた方方方方が、医療がないのをが、医療がないのをが、医療がないのをが、医療がないのを覚覚覚覚悟悟悟悟してきたといしてきたといしてきたといしてきたとい

ってってってって何十何十何十何十年年年年間過間過間過間過ごされました。ただ、ごされました。ただ、ごされました。ただ、ごされました。ただ、今今今今は医療がは医療がは医療がは医療が提提提提供できる供できる供できる供できるようようようようになってきたので、教育、になってきたので、教育、になってきたので、教育、になってきたので、教育、

医療などは医療などは医療などは医療などは基基基基本本本本的的的的なものをなものをなものをなものを確確確確保して、それだ保して、それだ保して、それだ保して、それだけけけけではではではでは若若若若者は者は者は者は来来来来まままませんせんせんせんので、職の機会をつくので、職の機会をつくので、職の機会をつくので、職の機会をつく
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るといるといるといるといううううことです。総ことです。総ことです。総ことです。総論論論論ですが、ですが、ですが、ですが、具体的具体的具体的具体的には観光のことを申しましたが、いには観光のことを申しましたが、いには観光のことを申しましたが、いには観光のことを申しましたが、いろろろろいいいいろろろろなななな仕仕仕仕事事事事

を、山の中のを、山の中のを、山の中のを、山の中の仕仕仕仕事は大事は大事は大事は大変変変変忙忙忙忙しいしいしいしいようようようようですが、そですが、そですが、そですが、そうううういいいいううううこともこともこともことも楽楽楽楽ししししみみみみでででで来来来来られるられるられるられる方方方方もおり、もおり、もおり、もおり、

東東東東京よ京よ京よ京よりも田りも田りも田りも田舎舎舎舎のほのほのほのほううううがががが仕仕仕仕事ができておもし事ができておもし事ができておもし事ができておもしろろろろいといいといいといいという方う方う方う方も出てくるも出てくるも出てくるも出てくる時時時時代になってきまし代になってきまし代になってきまし代になってきまし

た。本た。本た。本た。本当当当当かなといかなといかなといかなといううううことが、ことが、ことが、ことが、実実実実現現現現するかもしれない局するかもしれない局するかもしれない局するかもしれない局面面面面に入ってきているに入ってきているに入ってきているに入ってきているようようようように思いますに思いますに思いますに思います

ので、ので、ので、ので、ややややはりはりはりはり努力努力努力努力をしないとその地域にはをしないとその地域にはをしないとその地域にはをしないとその地域には来来来来ないと思います。ないと思います。ないと思います。ないと思います。少少少少し総し総し総し総論論論論ののののようようようようになりましになりましになりましになりまし

た。た。た。た。

それと関係しますが、それと関係しますが、それと関係しますが、それと関係しますが、テテテテレレレレワワワワークークークークといといといというううう仕仕仕仕事の事の事の事の仕仕仕仕方方方方ですが、これは女性のですが、これは女性のですが、これは女性のですが、これは女性の就労就労就労就労にとってにとってにとってにとって

はいいはいいはいいはいい話話話話だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。在宅在宅在宅在宅でででで就労就労就労就労できるできるできるできるパターパターパターパターンですが、ンですが、ンですが、ンですが、テテテテレレレレワワワワークークークークのののの利利利利用の用の用の用の仕仕仕仕方方方方はいはいはいはい

ろろろろいいいいろろろろ進進進進んんんんでいると思います。でいると思います。でいると思います。でいると思います。

大大大大企企企企業、あるいは業、あるいは業、あるいは業、あるいは都市都市都市都市型型型型のののの企企企企業では、残業するか業では、残業するか業では、残業するか業では、残業するかわわわわりに、その日のりに、その日のりに、その日のりに、その日の仕仕仕仕事を事を事を事を自宅自宅自宅自宅ののののパパパパソソソソココココ

ンにメンにメンにメンにメールールールールでででで送送送送っておいて、っておいて、っておいて、っておいて、家家家家にににに帰帰帰帰ってってってって食食食食事をして、事をして、事をして、事をして、ゆゆゆゆっくりしたっくりしたっくりしたっくりした気分気分気分気分ででででややややるといるといるといるといううううことことことこと

です。です。です。です。自宅自宅自宅自宅残業の残業の残業の残業のようようようような、それを残業代として認めるか、認めないか、な、それを残業代として認めるか、認めないか、な、それを残業代として認めるか、認めないか、な、それを残業代として認めるか、認めないか、企企企企業の業の業の業の方針方針方針方針にににによよよよるるるる

ようようようようですが、ですが、ですが、ですが、個個個個人人人人のののの仕仕仕仕事を事を事を事を切切切切りりりり分け分け分け分けて、これをて、これをて、これをて、これを何何何何日までにしなさいと言っておくと、かば日までにしなさいと言っておくと、かば日までにしなさいと言っておくと、かば日までにしなさいと言っておくと、かば

んんんんでででで持持持持ってってってって帰帰帰帰らなくて、メらなくて、メらなくて、メらなくて、メールールールールでででで持持持持ってってってって帰帰帰帰るといったるといったるといったるといったようようようような、な、な、な、テテテテレレレレワワワワークークークークののののパターパターパターパターンもあンもあンもあンもあ

ります。会ります。会ります。会ります。会社社社社の中ではほかのの中ではほかのの中ではほかのの中ではほかの仕仕仕仕事で事で事で事で忙忙忙忙しかったしかったしかったしかったけけけけれど、れど、れど、れど、自宅自宅自宅自宅でででで落落落落ちついてする。ちついてする。ちついてする。ちついてする。テテテテレレレレワワワワーーーー

ククククをををを指導指導指導指導された女性のされた女性のされた女性のされた女性の方方方方はははは生生生生駒駒駒駒市市市市出出出出身身身身のののの方方方方ですが、ですが、ですが、ですが、現在現在現在現在、全国、全国、全国、全国的的的的ににににテテテテレレレレワワワワークークークークのののの意味意味意味意味をををを説説説説

いておられます。いておられます。いておられます。いておられます。

奈良県の場奈良県の場奈良県の場奈良県の場合合合合は、そは、そは、そは、そうううういいいいうううう類類類類いのいのいのいのビビビビジネジネジネジネススススモモモモデデデデルルルルがないのかとがないのかとがないのかとがないのかと探探探探して、女性して、女性して、女性して、女性翻翻翻翻訳訳訳訳者を者を者を者を養養養養

成し、成し、成し、成し、個個個個人人人人事業事業事業事業家家家家を育てるといを育てるといを育てるといを育てるというううう事業化を、事業化を、事業化を、事業化を、レレレレベベベベルルルルがががが高高高高くなれば日本のくなれば日本のくなれば日本のくなれば日本の文文文文献献献献のののの英訳英訳英訳英訳事業は、事業は、事業は、事業は、

実実実実はははは需需需需要要要要がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあって、それをあって、それをあって、それをあって、それを高高高高度にすると、度にすると、度にすると、度にすると、テテテテレレレレワワワワークークークークでででで十分十分十分十分発発発発揮揮揮揮できるともくできるともくできるともくできるともくろろろろ

んんんんで、女性で、女性で、女性で、女性翻翻翻翻訳訳訳訳家家家家育成事業を育成事業を育成事業を育成事業を今今今今年度年度年度年度予予予予算で認めていただいておりますので、それを算で認めていただいておりますので、それを算で認めていただいておりますので、それを算で認めていただいておりますので、それを今今今今、育、育、育、育

てる事業をてる事業をてる事業をてる事業を始始始始めております。一つのめております。一つのめております。一つのめております。一つのパターパターパターパターンの成ンの成ンの成ンの成功功功功例になればと思っております。例になればと思っております。例になればと思っております。例になればと思っております。

それと、それと、それと、それと、企企企企業が業が業が業がテテテテレレレレワワワワークークークークでするのは、でするのは、でするのは、でするのは、ダダダダイイイイナナナナミミミミックックックックに吉野に吉野に吉野に吉野町町町町のマのマのマのマツモツモツモツモトさトさトさトさんんんんといといといという方う方う方う方

が、が、が、が、ベベベベトトトトナナナナムムムムののののホホホホーチーチーチーチミミミミンに会ンに会ンに会ンに会社社社社をつくって、そこでをつくって、そこでをつくって、そこでをつくって、そこで企企企企業の日本業の日本業の日本業の日本語語語語の入の入の入の入札札札札資資資資料料料料のののの作作作作成を成を成を成をベベベベ

トトトトナナナナム人ム人ム人ム人に日本に日本に日本に日本語語語語を教を教を教を教ええええながらされている。これはメながらされている。これはメながらされている。これはメながらされている。これはメールールールールでででで送送送送ってきて、ってきて、ってきて、ってきて、時差時差時差時差が２が２が２が２時時時時間間間間ああああ

りますので、入りますので、入りますので、入りますので、入札締札締札締札締めめめめ切切切切りのりのりのりの情情情情報があって、その入報があって、その入報があって、その入報があって、その入札札札札表表表表があると、それをもとに２があると、それをもとに２があると、それをもとに２があると、それをもとに２時時時時間間間間はははは

少少少少なくともなくともなくともなくとも稼稼稼稼いでいて、すいでいて、すいでいて、すいでいて、すぐぐぐぐにあしたのにあしたのにあしたのにあしたの朝朝朝朝一一一一番番番番でででで届届届届けけけけることができるることができるることができるることができる仕仕仕仕事事事事ぶぶぶぶりをされていりをされていりをされていりをされてい

る。これは国境をまたがってる。これは国境をまたがってる。これは国境をまたがってる。これは国境をまたがって能能能能力力力力のあるのあるのあるのある人人人人件件件件費の費の費の費の安安安安い国い国い国い国へテへテへテへテレレレレワワワワークークークークが出かが出かが出かが出かけけけけるといるといるといるというパうパうパうパ

ターターターターンですが、奈良県の中小ンですが、奈良県の中小ンですが、奈良県の中小ンですが、奈良県の中小企企企企業の業の業の業の方方方方が、そのが、そのが、そのが、そのようようようようなこともできるなこともできるなこともできるなこともできる時時時時代になってきました。代になってきました。代になってきました。代になってきました。

逆逆逆逆に奈良県でそに奈良県でそに奈良県でそに奈良県でそうううういいいいうううう事業を事業を事業を事業を取取取取りりりり込む込む込む込むといといといといううううこともこともこともことも可能可能可能可能かどかどかどかどううううか、これはか、これはか、これはか、これは人材人材人材人材、、、、ビビビビジネジネジネジネスススス
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ののののモモモモデデデデルルルルをどこにするかといをどこにするかといをどこにするかといをどこにするかといううううことになりますので、一ことになりますので、一ことになりますので、一ことになりますので、一概概概概にはこれがいいと決められまにはこれがいいと決められまにはこれがいいと決められまにはこれがいいと決められませせせせ

んんんんが、が、が、が、多少多少多少多少のののの試試試試行行行行錯誤錯誤錯誤錯誤しながらしながらしながらしながらテテテテレレレレワワワワークークークークのののの分分分分野を野を野を野を伸伸伸伸ばしていきたいと思います。とりばしていきたいと思います。とりばしていきたいと思います。とりばしていきたいと思います。とりわわわわ

けけけけ、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いただいた女性の職域がっていただいた女性の職域がっていただいた女性の職域がっていただいた女性の職域がテテテテレレレレワワワワークークークークでででで拡拡拡拡張張張張するのではないかといするのではないかといするのではないかといするのではないかとい

う期待う期待う期待う期待をををを強強強強くくくく持持持持っているっているっているっている分分分分野でご野でご野でご野でござざざざいます。います。います。います。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 知事がご知事がご知事がご知事がご答弁答弁答弁答弁になったことについて、になったことについて、になったことについて、になったことについて、同感同感同感同感ですが、もですが、もですが、もですが、もう少う少う少う少しつしつしつしつけけけけ加加加加ええええて申し上て申し上て申し上て申し上

げるならば、げるならば、げるならば、げるならば、先先先先ほど知事がおっしほど知事がおっしほど知事がおっしほど知事がおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました条件条件条件条件整整整整備備備備といといといというううう中で、ど中で、ど中で、ど中で、どうううういいいいううううものが奈良県、ものが奈良県、ものが奈良県、ものが奈良県、

特に南部・東部地域で用特に南部・東部地域で用特に南部・東部地域で用特に南部・東部地域で用意意意意ができるのかといができるのかといができるのかといができるのかといううううことがことがことがことがポイポイポイポイントになントになントになントになろうろうろうろうかと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

若若若若者の者の者の者のＵＵＵＵターターターターン、ン、ン、ン、ＩＩＩＩターターターターンについてすンについてすンについてすンについてすぐぐぐぐにににに効果効果効果効果が出るのはなかなかが出るのはなかなかが出るのはなかなかが出るのはなかなか難難難難しいのでししいのでししいのでししいのでしょょょょううううが、が、が、が、

地道なきめ地道なきめ地道なきめ地道なきめ細細細細かいかいかいかい努力努力努力努力をををを重重重重ねていくと、ねていくと、ねていくと、ねていくと、確確確確実実実実にににに広広広広がるがるがるがる可能可能可能可能性があるものではないかと性があるものではないかと性があるものではないかと性があるものではないかと考え考え考え考え

ております。特に、ております。特に、ております。特に、ております。特に、都都都都会の会の会の会の若若若若者にこ者にこ者にこ者にこうううういいいいうううう仕仕仕仕事があって、こ事があって、こ事があって、こ事があって、こうううういいいいううううものを用ものを用ものを用ものを用意意意意していますしていますしていますしています

から、こちらにから、こちらにから、こちらにから、こちらに就就就就職しま職しま職しま職しませんせんせんせんかとかとかとかと呼呼呼呼びびびび込込込込めるメめるメめるメめるメニューニューニューニューを県がを県がを県がを県が幾幾幾幾つか、一つか、一つか、一つか、一遍遍遍遍にはにはにはには無無無無理です理です理です理ですけけけけ

れども、これから農・林業を中心に、観光れども、これから農・林業を中心に、観光れども、これから農・林業を中心に、観光れども、これから農・林業を中心に、観光分分分分野も入れながら、奈良県が野も入れながら、奈良県が野も入れながら、奈良県が野も入れながら、奈良県が得意得意得意得意とするとするとするとする分分分分野の野の野の野の

中で、１中で、１中で、１中で、１人人人人、２、２、２、２人人人人からでいいと思からでいいと思からでいいと思からでいいと思ううううので、そので、そので、そので、そうううういいいいううううものをつくって、そしてものをつくって、そしてものをつくって、そしてものをつくって、そして都都都都会会会会へへへへ向け向け向け向けてててて

ハハハハローローローローワワワワークークークーク等を通等を通等を通等を通じじじじて発て発て発て発信信信信をする。それををする。それををする。それををする。それを見見見見たたたた若若若若者が、者が、者が、者が、よよよよし、一し、一し、一し、一回回回回奈良県に行って、こ奈良県に行って、こ奈良県に行って、こ奈良県に行って、こ

のののの仕仕仕仕事について事について事について事についてみようみようみようみようと、そと、そと、そと、そうううういいいいうやうやうやうやりとりです。いりとりです。いりとりです。いりとりです。いわわわわば奈良県のば奈良県のば奈良県のば奈良県のハハハハローローローローワワワワークークークークと東と東と東と東京京京京都都都都

ののののハハハハローローローローワワワワークークークークがつながって、そこでがつながって、そこでがつながって、そこでがつながって、そこで都都都都会の会の会の会の若若若若者が、奈良県の者が、奈良県の者が、奈良県の者が、奈良県の就就就就職職職職状況状況状況状況ががががわわわわかるかるかるかるようようようようなななな情情情情

報報報報提提提提供をする供をする供をする供をするようようようようなものをなものをなものをなものを今後今後今後今後もつくれないものかと思もつくれないものかと思もつくれないものかと思もつくれないものかと思うわけうわけうわけうわけです。したがって、これにです。したがって、これにです。したがって、これにです。したがって、これに

はははは当然当然当然当然、、、、今今今今言った言った言った言ったようようようように、まに、まに、まに、まずずずず職業と職業と職業と職業と住む住む住む住むとことことこところろろろを用を用を用を用意意意意しなしなしなしなけけけければならないと思います。ればならないと思います。ればならないと思います。ればならないと思います。

ああああわせわせわせわせて、定て、定て、定て、定着着着着ししししようようようようと思っていると思っていると思っていると思っている若若若若者の者の者の者の声声声声として、として、として、として、嫁嫁嫁嫁のののの来手来手来手来手がないといがないといがないといがないというううう話話話話もありまもありまもありまもありま

して、そして、そして、そして、そうううういいいいううううとことことこところろろろまできめまできめまできめまできめ細細細細かくかかかくかかかくかかかくかかわわわわってあげることが、ってあげることが、ってあげることが、ってあげることが、若若若若者が地者が地者が地者が地方方方方にににに根根根根づいて、づいて、づいて、づいて、

家家家家庭庭庭庭をををを持持持持って、って、って、って、子子子子どもをもどもをもどもをもどもをもうけうけうけうけてくれることにつながるのではないかと思いますので、こてくれることにつながるのではないかと思いますので、こてくれることにつながるのではないかと思いますので、こてくれることにつながるのではないかと思いますので、こ

れからの地れからの地れからの地れからの地方方方方創創創創生生生生といといといといううううのは、これをのは、これをのは、これをのは、これをややややれば成れば成れば成れば成功功功功するといするといするといするといううううものはないと思ものはないと思ものはないと思ものはないと思ううううのです。地のです。地のです。地のです。地

域の域の域の域の状況状況状況状況にににによよよよって１００通り、２００通りのって１００通り、２００通りのって１００通り、２００通りのって１００通り、２００通りのややややりりりり方方方方があると思があると思があると思があると思ううううのです。そこを前のです。そこを前のです。そこを前のです。そこを前提提提提としとしとしとし

て、一つ一つのて、一つ一つのて、一つ一つのて、一つ一つの積積積積み重み重み重み重ねをねをねをねをややややっていってもらいたいと思います。このっていってもらいたいと思います。このっていってもらいたいと思います。このっていってもらいたいと思います。この条件条件条件条件整整整整備備備備について、について、について、について、

メメメメニューニューニューニューを用を用を用を用意意意意して、して、して、して、都都都都会の会の会の会の若若若若者に者に者に者に呼呼呼呼びかびかびかびかけけけけるといるといるといるというよううよううよううような、な、な、な、方法方法方法方法がががが何何何何かできないものかかできないものかかできないものかかできないものか

といといといといううううことについて、もことについて、もことについて、もことについて、もうううう一度、知事のお一度、知事のお一度、知事のお一度、知事のお考え考え考え考えをお尋ねしたいと思います。をお尋ねしたいと思います。をお尋ねしたいと思います。をお尋ねしたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 若若若若者が者が者が者が都都都都会に行く、その決定会に行く、その決定会に行く、その決定会に行く、その決定的的的的なななな違違違違いはいはいはいは所得所得所得所得ですので、ですので、ですので、ですので、所得所得所得所得があるがあるがあるがある仕仕仕仕事が田事が田事が田事が田

舎舎舎舎でできるでできるでできるでできるよよよよといといといといううううのがのがのがのが最最最最大の大の大の大の要要要要素素素素だと思いますだと思いますだと思いますだと思いますけけけけれども、そのためには、一つはれども、そのためには、一つはれども、そのためには、一つはれども、そのためには、一つは個個個個人人人人のののの

事業で、事業で、事業で、事業で、私私私私にににに注文注文注文注文してください、してください、してください、してください、私私私私は東吉野村には東吉野村には東吉野村には東吉野村に住住住住んんんんでいます、メでいます、メでいます、メでいます、メールールールールで大で大で大で大丈丈丈丈夫です、行夫です、行夫です、行夫です、行

くときはくときはくときはくときは飛飛飛飛んんんんで行きますで行きますで行きますで行きますよよよよと、こと、こと、こと、こうううういいいいうパターうパターうパターうパターンもあンもあンもあンもあろうろうろうろうかと思います。そかと思います。そかと思います。そかと思います。そうううういいいいう方う方う方う方もおもおもおもお
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られますし、東られますし、東られますし、東られますし、東京京京京ででででよよよよくくくく活動活動活動活動されているされているされているされているデデデデザザザザイイイインンンンココココンンンンサルタサルタサルタサルタントのントのントのントの方方方方、東、東、東、東京京京京で、で、で、で、私私私私はははは下下下下市市市市

町町町町か吉野か吉野か吉野か吉野町町町町にににに住住住住んんんんでいるのですでいるのですでいるのですでいるのですよよよよといって名といって名といって名といって名刺刺刺刺をいただいたことがありますをいただいたことがありますをいただいたことがありますをいただいたことがありますけけけけれども、それども、それども、それども、そ

うううういいいいう方う方う方う方もおられます。もおられます。もおられます。もおられます。

それをそれをそれをそれを組組組組織織織織的的的的、、、、体体体体系系系系的的的的ににににううううまくできるものかといまくできるものかといまくできるものかといまくできるものかといううううことがありますが、ただ、そことがありますが、ただ、そことがありますが、ただ、そことがありますが、ただ、そうううういいいいうううう

気持気持気持気持ちでちでちでちで条件条件条件条件をををを整整整整備備備備していくと、していくと、していくと、していくと、個個個個人人人人の事業のの事業のの事業のの事業の方方方方もできると思います。その職場のもできると思います。その職場のもできると思います。その職場のもできると思います。その職場のハハハハンンンンデデデデ

ははははクライクライクライクライアアアアント、ント、ント、ント、注文注文注文注文主主主主からはからはからはからは離離離離れて、れて、れて、れて、営営営営業はあまりできない業はあまりできない業はあまりできない業はあまりできないけけけけれども、ある程度、れども、ある程度、れども、ある程度、れども、ある程度、実実実実績績績績

があれば地があれば地があれば地があれば地方方方方にににに住住住住んんんんでいてもでいてもでいてもでいても安安安安定した申し定した申し定した申し定した申し込込込込みみみみがあるのではないかといがあるのではないかといがあるのではないかといがあるのではないかというパターうパターうパターうパターンだと思ンだと思ンだと思ンだと思

ううううのです。そのときには東のです。そのときには東のです。そのときには東のです。そのときには東京京京京にににに住住住住まないで、奈良の田まないで、奈良の田まないで、奈良の田まないで、奈良の田舎舎舎舎にににに住む住む住む住むメメメメリッリッリッリットを別トを別トを別トを別途途途途つくらなつくらなつくらなつくらなけけけけ

ればいればいればいればいけけけけないと思ないと思ないと思ないと思うううう。。。。むむむむししししろろろろハハハハンンンンディディディディーーーーのののの克服克服克服克服といといといといううううことになると思いますが、田ことになると思いますが、田ことになると思いますが、田ことになると思いますが、田舎舎舎舎にににに住住住住

むむむむことことことこと自自自自体体体体はいいことでありますが、はいいことでありますが、はいいことでありますが、はいいことでありますが、住住住住居居居居のののの整整整整備備備備は環境は環境は環境は環境整整整整備備備備になりますが、それとになりますが、それとになりますが、それとになりますが、それと若若若若いいいい人人人人

には教育がいい、農業ができる、には教育がいい、農業ができる、には教育がいい、農業ができる、には教育がいい、農業ができる、文文文文化化化化活動活動活動活動もももも豊豊豊豊か、か、か、か、食食食食はおいしいと言はおいしいと言はおいしいと言はおいしいと言ええええるるるるぐぐぐぐらいにならならいにならならいにならならいにならな

いと。残いと。残いと。残いと。残念念念念ながら奈良の南は教育ながら奈良の南は教育ながら奈良の南は教育ながら奈良の南は教育レレレレベベベベルルルルがががが少少少少しししし低低低低いのです。南のほいのです。南のほいのです。南のほいのです。南のほううううはははは低低低低いのです。これいのです。これいのです。これいのです。これ

を上げて、南のほを上げて、南のほを上げて、南のほを上げて、南のほううううだと教育はいいだと教育はいいだと教育はいいだと教育はいいんんんんだと、全国だと、全国だと、全国だと、全国的的的的ななななレレレレベベベベルよルよルよルよりもいいりもいいりもいいりもいいんんんんだといだといだといだといううううふふふふううううにににに

力力力力を入れるといを入れるといを入れるといを入れるといううううのも一つののも一つののも一つののも一つの売売売売りになると思います。あそこに行くとりになると思います。あそこに行くとりになると思います。あそこに行くとりになると思います。あそこに行くと子子子子どもがすごくどもがすごくどもがすごくどもがすごく立立立立派派派派

に育つに育つに育つに育つよよよよといといといといううううのは、地のは、地のは、地のは、地方方方方のののの売売売売りにもなりにもなりにもなりにもなろうろうろうろうかと思いますので、そかと思いますので、そかと思いますので、そかと思いますので、そうううういいいいうううう条件条件条件条件整整整整備備備備の一つの一つの一つの一つ

だと思います。それは県だと思います。それは県だと思います。それは県だと思います。それは県民民民民のののの方方方方にも大事なことだと思います。にも大事なことだと思います。にも大事なことだと思います。にも大事なことだと思います。

それと、もそれと、もそれと、もそれと、もうううう一つは、一つは、一つは、一つは、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車車車車道道道道沿沿沿沿いのいのいのいの御御御御所所所所ののののイイイインンンンターチェターチェターチェターチェンジにンジにンジにンジに工工工工場場場場誘致誘致誘致誘致をするをするをするをする

と、と、と、と、黒滝黒滝黒滝黒滝村長が通村長が通村長が通村長が通勤住宅勤住宅勤住宅勤住宅をつくるのだと、をつくるのだと、をつくるのだと、をつくるのだと、五條五條五條五條市市市市のののの工工工工業業業業団団団団地に行く地に行く地に行く地に行く住宅住宅住宅住宅をつくるをつくるをつくるをつくるんんんんだと。だと。だと。だと。

住宅住宅住宅住宅といといといといううううのはのはのはのは住住住住んんんんでもらでもらでもらでもらええええる、る、る、る、住住住住みやみやみやみやすいといすいといすいといすいといううううことをことをことをことを売売売売りにしりにしりにしりにしようようようよう。。。。今今今今は４０は４０は４０は４０分分分分で行で行で行で行

けけけけるが、そのるが、そのるが、そのるが、そのううううち道ち道ち道ち道路路路路がががが少少少少ししししよよよよくなれば３０くなれば３０くなれば３０くなれば３０分分分分で行で行で行で行けけけける。る。る。る。御御御御所所所所市市市市にににに住住住住ままままわわわわれるか、れるか、れるか、れるか、黒滝黒滝黒滝黒滝村村村村

にににに住住住住ももももううううかといかといかといかといううううことなので、ことなので、ことなので、ことなので、御御御御所所所所市市市市にににに来来来来ればればればれば黒滝黒滝黒滝黒滝村に村に村に村に住住住住んんんんでもらでもらでもらでもらええええるるるるよよよよといといといというううう、非、非、非、非常常常常にににに

感感感感のいいのいいのいいのいい動動動動きをされます。それと、南部地域にきをされます。それと、南部地域にきをされます。それと、南部地域にきをされます。それと、南部地域に工工工工場を場を場を場を持持持持ってくると国道１６８号からおりってくると国道１６８号からおりってくると国道１６８号からおりってくると国道１６８号からおり

たり、国道１６５号から行ってたり、国道１６５号から行ってたり、国道１６５号から行ってたり、国道１６５号から行って就労就労就労就労される、そのときのされる、そのときのされる、そのときのされる、そのときの住住住住まいのまいのまいのまいの受受受受けけけけ皿皿皿皿を南部地域にするを南部地域にするを南部地域にするを南部地域にする

といったといったといったといった仕仕仕仕事と事と事と事と住住住住まいづくりといまいづくりといまいづくりといまいづくりというパターうパターうパターうパターンもあって、それがンもあって、それがンもあって、それがンもあって、それが若若若若者であれば者であれば者であれば者であれば活気活気活気活気づくといづくといづくといづくとい

ったったったったようようようようなこと。あとは南部地域のなこと。あとは南部地域のなこと。あとは南部地域のなこと。あとは南部地域のスポースポースポースポーツツツツ振興で、振興で、振興で、振興で、合宿合宿合宿合宿で行くときでもで行くときでもで行くときでもで行くときでも若若若若者が者が者が者がスポースポースポースポーツツツツ

をするなら南部地域だと、をするなら南部地域だと、をするなら南部地域だと、をするなら南部地域だと、合宿合宿合宿合宿といったといったといったといったモモモモデデデデルやルやルやルや、そ、そ、そ、そうううういいいいうううう南部地域で南部地域で南部地域で南部地域で人人人人がががが集集集集まるまるまるまるモモモモデデデデルルルル

をををを幾幾幾幾つもつくって、東部南部振興監がつもつくって、東部南部振興監がつもつくって、東部南部振興監がつもつくって、東部南部振興監が今今今今一一一一生生生生懸命懸命懸命懸命張張張張りりりり切切切切って、って、って、って、来来来来年度年度年度年度予予予予算に算に算に算に向け向け向け向けてててて検検検検討討討討中中中中

ですので、ですので、ですので、ですので、期待期待期待期待をしております。をしております。をしております。をしております。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 これでこれでこれでこれで最後最後最後最後にしますが、にしますが、にしますが、にしますが、今今今今、知事が、知事が、知事が、知事が頭頭頭頭の中での中での中での中で考え考え考え考えていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃることが、ここることが、ここることが、ここることが、ここ

でででで語語語語りりりり切切切切れないほど、れないほど、れないほど、れないほど、恐恐恐恐らく地らく地らく地らく地方方方方創創創創生生生生といといといといううううキキキキーーーーワワワワードードードードの中でいの中でいの中でいの中でいろろろろいいいいろろろろなことをおなことをおなことをおなことをお考え考え考え考えだだだだ
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と思います。と思います。と思います。と思います。ぜひぜひぜひぜひこれからそこれからそこれからそこれからそうううういいいいううううものについて、特に南部・東部地域は本ものについて、特に南部・東部地域は本ものについて、特に南部・東部地域は本ものについて、特に南部・東部地域は本当当当当にににに悩悩悩悩んんんんでおでおでおでお

りますので、りますので、りますので、りますので、よろよろよろよろしくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。

最後最後最後最後に１に１に１に１点点点点だだだだけけけけ、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどのテテテテレレレレワワワワークークークークの中で、県のの中で、県のの中で、県のの中で、県の仕仕仕仕事の中で事の中で事の中で事の中でテテテテレレレレワワワワークークークークをををを取取取取りりりり組組組組むむむむもももも

のがないのかどのがないのかどのがないのかどのがないのかどううううかといかといかといかといううううことでお尋ねをしたのですが、そのことでお尋ねをしたのですが、そのことでお尋ねをしたのですが、そのことでお尋ねをしたのですが、その点点点点についてはいかがでしについてはいかがでしについてはいかがでしについてはいかがでしょょょょ

ううううか。か。か。か。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 県の発県の発県の発県の発注注注注業務において、業務において、業務において、業務において、テテテテレレレレワワワワークークークークの発の発の発の発注注注注ができたらそのができたらそのができたらそのができたらそのようようようようにしたいと思にしたいと思にしたいと思にしたいと思

います。事業にもいます。事業にもいます。事業にもいます。事業にもよよよよると思いますると思いますると思いますると思いますけけけけれども、発れども、発れども、発れども、発注注注注はははは基基基基本本本本的的的的には入には入には入には入札札札札となり、入となり、入となり、入となり、入札札札札自自自自身身身身はメはメはメはメ

ールールールールでででで来来来来るるるるようようようようになっております。になっております。になっております。になっております。幾幾幾幾らららら営営営営業業業業努力努力努力努力しても発しても発しても発しても発注注注注できるとはできるとはできるとはできるとは限限限限らない。委らない。委らない。委らない。委託託託託業業業業

務になると思いますが、委務になると思いますが、委務になると思いますが、委務になると思いますが、委託託託託するときの委するときの委するときの委するときの委託託託託事業者がこれだったら県のこ事業者がこれだったら県のこ事業者がこれだったら県のこ事業者がこれだったら県のこうううういいいいう分う分う分う分野の委野の委野の委野の委

託託託託はできますはできますはできますはできますよよよよと、委と、委と、委と、委託託託託事業者の認定があるとメ事業者の認定があるとメ事業者の認定があるとメ事業者の認定があるとメールールールールで発で発で発で発注注注注ししししややややすいといすいといすいといすいといううううことは議ことは議ことは議ことは議論論論論しししし

ております。一ております。一ております。一ております。一 々々々々入入入入札札札札して審査するして審査するして審査するして審査する手間手間手間手間も大も大も大も大変変変変ですので、定ですので、定ですので、定ですので、定番番番番になるになるになるになるようようようようなのはどなのはどなのはどなのはどうううういいいいうううう

審査で入審査で入審査で入審査で入札札札札になるのがになるのがになるのがになるのが基基基基本です本です本です本ですけけけけれども、ある資れども、ある資れども、ある資れども、ある資格格格格のののの人人人人で、くで、くで、くで、くじじじじ引引引引きになるかもしれまきになるかもしれまきになるかもしれまきになるかもしれませせせせ

んんんんが、それはこの資が、それはこの資が、それはこの資が、それはこの資格格格格の中で、一の中で、一の中で、一の中で、一 々々々々入入入入札札札札からからからから昔昔昔昔で言で言で言で言うううう指指指指名入名入名入名入札札札札みみみみたいですたいですたいですたいですけけけけれども、れども、れども、れども、施設施設施設施設

のののの指指指指定管理定管理定管理定管理やややや委委委委託託託託事業が発事業が発事業が発事業が発注注注注の事業とありますので、これはの事業とありますので、これはの事業とありますので、これはの事業とありますので、これはテテテテレレレレワワワワークークークークでできる、特にでできる、特にでできる、特にでできる、特に印印印印

刷刷刷刷などはもなどはもなどはもなどはもううううメメメメールールールールでしかでしかでしかでしか送送送送れまれまれまれませんせんせんせんので、それを入ので、それを入ので、それを入ので、それを入札札札札をするをするをするをするわけわけわけわけですですですですけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その物物物物

のののの郵送郵送郵送郵送はははは宅配宅配宅配宅配でしなでしなでしなでしなけけけければいればいればいればいけけけけまままませんせんせんせんが、メが、メが、メが、メールールールールだだだだけけけけでででで印刷印刷印刷印刷業務の発業務の発業務の発業務の発注注注注はできはできはできはでき得得得得るものだるものだるものだるものだ

と思います。と思います。と思います。と思います。意識意識意識意識して、だして、だして、だして、だんんんんだだだだんんんんそのそのそのそのようようようようなことをすることになっております。なことをすることになっております。なことをすることになっております。なことをすることになっております。受受受受けけけけ皿皿皿皿がががが

その事業者になりますので、それをその事業者になりますので、それをその事業者になりますので、それをその事業者になりますので、それを個個個個人人人人へ展へ展へ展へ展開するのかど開するのかど開するのかど開するのかどううううかは、かは、かは、かは、受受受受けけけけ皿皿皿皿育ち育ち育ち育ち方方方方といといといといううううのののの

は、また一つのは、また一つのは、また一つのは、また一つの分分分分野であ野であ野であ野であろうろうろうろうかと思います。かと思います。かと思います。かと思います。テテテテレレレレワワワワークークークーク専門専門専門専門でででで利利利利用者が育つかど用者が育つかど用者が育つかど用者が育つかどううううかといかといかといかとい

ううううのは、また一つのは、また一つのは、また一つのは、また一つ課課課課題だと思います。通題だと思います。通題だと思います。通題だと思います。通信信信信販売販売販売販売のののの優秀優秀優秀優秀な事業者がな事業者がな事業者がな事業者が御御御御所所所所市市市市のにありますので、のにありますので、のにありますので、のにありますので、

これはこれはこれはこれは注文受付注文受付注文受付注文受付ののののテテテテレレレレワワワワークークークークといといといというパターうパターうパターうパターンですが、これは全国ンですが、これは全国ンですが、これは全国ンですが、これは全国規模規模規模規模で、で、で、で、テテテテレレレレワワワワークークークークはははは規規規規

模模模模がががが広広広広がったほがったほがったほがったほううううがががが効効効効率が率が率が率がよよよよくなるといくなるといくなるといくなるといううううことでもありますので、ことでもありますので、ことでもありますので、ことでもありますので、ビビビビジネジネジネジネススススモモモモデデデデルルルルのののの相相相相手手手手

のことと、県の発のことと、県の発のことと、県の発のことと、県の発注注注注のことをのことをのことをのことを研研研研究究究究しなしなしなしなけけけければならないればならないればならないればならない分分分分野だと野だと野だと野だと感じ感じ感じ感じております。ております。ております。ております。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 地地地地方方方方創創創創生生生生において、において、において、において、人人人人、まち、、まち、、まち、、まち、仕仕仕仕事の、特に事の、特に事の、特に事の、特に少子少子少子少子化と雇用の化と雇用の化と雇用の化と雇用の結結結結びつびつびつびつけけけけのののの対対対対策策策策

は大きなは大きなは大きなは大きな柱柱柱柱になると思います。になると思います。になると思います。になると思います。男男男男性も女性も一性も女性も一性も女性も一性も女性も一人人人人一一一一人人人人のののの存存存存在在在在が大が大が大が大切切切切にされ、にされ、にされ、にされ、男男男男女に女に女に女によよよよりりりり活活活活

動動動動がががが制制制制約約約約されることなく、されることなく、されることなく、されることなく、社社社社会であら会であら会であら会であらゆゆゆゆるるるる分分分分野の野の野の野の可能可能可能可能性を性を性を性を広広広広げることがげることがげることがげることが重要重要重要重要だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

個個個個人人人人のののの能能能能力力力力をををを十分十分十分十分に発に発に発に発揮揮揮揮でき、でき、でき、でき、人生人生人生人生のののの段段段段階階階階にににに応応応応じじじじて、て、て、て、十分十分十分十分にににに生生生生きききき方方方方のののの選選選選択択択択がががが広広広広がり、がり、がり、がり、自自自自己己己己

実実実実現現現現できるできるできるできる社社社社会になってほしいものです。会になってほしいものです。会になってほしいものです。会になってほしいものです。今今今今をををを生生生生きるきるきるきる私私私私たちたちたちたち世世世世代はもと代はもと代はもと代はもとよよよより、り、り、り、未未未未来来来来をををを生生生生きききき

るるるる子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが幸幸幸幸せせせせにににに生生生生まれ育つ、これこそがまれ育つ、これこそがまれ育つ、これこそがまれ育つ、これこそが社社社社会の会の会の会の姿姿姿姿だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

少子高少子高少子高少子高齢齢齢齢化、化、化、化、ググググローバルローバルローバルローバル化が一化が一化が一化が一層層層層進進進進展展展展し、し、し、し、人々人々人々人々ののののライフスタイルやライフスタイルやライフスタイルやライフスタイルや価価価価値値値値観などが進観などが進観などが進観などが進みみみみ、、、、
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働働働働きききき方や考え方方や考え方方や考え方方や考え方のののの多多多多様様様様化に化に化に化によよよより、り、り、り、社社社社会の会の会の会のシシシシスススステテテテムムムムのののの構構構構築築築築がががが求求求求められるめられるめられるめられるようようようようになっています。になっています。になっています。になっています。

社社社社会全会全会全会全体体体体として、として、として、として、片働片働片働片働ききききやややや長長長長時時時時間間間間労働労働労働労働を前を前を前を前提提提提としたとしたとしたとした社社社社会を会を会を会を見直見直見直見直すすすす必必必必要要要要があります。があります。があります。があります。男男男男性は性は性は性は

仕仕仕仕事を事を事を事を優優優優先先先先し、一し、一し、一し、一方方方方、女性は出産、、女性は出産、、女性は出産、、女性は出産、子子子子育てを機に一育てを機に一育てを機に一育てを機に一旦旦旦旦仕仕仕仕事を事を事を事をややややめ、育め、育め、育め、育児児児児がががが終終終終了了了了したしたしたした後後後後、非、非、非、非

正規正規正規正規でででで再再再再就就就就職を職を職を職を目目目目指指指指すこともすこともすこともすことも多多多多いいいいようようようようです。いです。いです。いです。いわわわわゆゆゆゆるるるるＭ字カＭ字カＭ字カＭ字カーブーブーブーブです。女性の知です。女性の知です。女性の知です。女性の知識や経識や経識や経識や経験験験験、、、、

キャキャキャキャリリリリアアアアがががが生生生生かされないことが、かされないことが、かされないことが、かされないことが、個個個個人人人人にとってもにとってもにとってもにとっても社社社社会にとっても大きな会にとっても大きな会にとっても大きな会にとっても大きな損失損失損失損失だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

そこで１つ質問さそこで１つ質問さそこで１つ質問さそこで１つ質問させせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。若若若若者の者の者の者のライフプラライフプラライフプラライフプランンンン形形形形成についてです。成についてです。成についてです。成についてです。近近近近年、年、年、年、離離離離

婚婚婚婚率が率が率が率が増増増増加していないものの、加していないものの、加していないものの、加していないものの、若若若若者が者が者が者が結結結結婚婚婚婚しししし幸幸幸幸せせせせなななな家家家家庭庭庭庭生活生活生活生活をををを送送送送れるれるれるれるようようようよう、、、、生生生生涯涯涯涯ににににわわわわたりたりたりたり

ライフプラライフプラライフプラライフプランをンをンをンを学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると考え考え考え考えますが、ますが、ますが、ますが、今後今後今後今後、県はどの、県はどの、県はどの、県はどのようようようようにににに取取取取りりりり組組組組ももももううううとされてとされてとされてとされて

いるのでしいるのでしいるのでしいるのでしょょょょううううか。か。か。か。

また、また、また、また、男男男男性の性の性の性の子子子子育て育て育て育てや家や家や家や家事等事等事等事等へへへへのののの参参参参画画画画についてです。についてです。についてです。についてです。ワワワワークークークーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンススススのののの実実実実現現現現

のために、のために、のために、のために、今後今後今後今後、、、、働働働働きききき方方方方のののの見直見直見直見直しに加しに加しに加しに加ええええ、、、、男男男男性の性の性の性の子子子子育て育て育て育てや家や家や家や家事等事等事等事等へへへへのののの参参参参画画画画にににに向け向け向け向けたたたた意識意識意識意識改改改改

革革革革ががががよよよより一り一り一り一層必層必層必層必要要要要だと思います。このことについて知事のだと思います。このことについて知事のだと思います。このことについて知事のだと思います。このことについて知事の所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。以以以以

上です。上です。上です。上です。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 ままままずずずず、、、、ライフプラライフプラライフプラライフプランといンといンといンというううう言言言言葉葉葉葉でおっしでおっしでおっしでおっしゃゃゃゃいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、若若若若者の者の者の者の将将将将来来来来、、、、希望希望希望希望をををを

どのどのどのどのようようようようにににに形形形形成していくのかとい成していくのかとい成していくのかとい成していくのかというううう、、、、希望希望希望希望指指指指数数数数といといといというううう言言言言葉葉葉葉を福井県のを福井県のを福井県のを福井県の西西西西川知事が言ってお川知事が言ってお川知事が言ってお川知事が言ってお

られました。られました。られました。られました。希望希望希望希望指指指指数数数数といといといといううううのは、のは、のは、のは、経済経済経済経済指指指指数数数数のののの今今今今のののの経済経済経済経済の金のの金のの金のの金の回回回回りのりのりのりの量量量量をはかるをはかるをはかるをはかるＧＮＰＧＮＰＧＮＰＧＮＰでででで

はなしに、はなしに、はなしに、はなしに、希望希望希望希望をはかるといをはかるといをはかるといをはかるといううううもので、もので、もので、もので、ブータブータブータブータンがンがンがンが希望希望希望希望指指指指数数数数のののの高高高高い国であることをい国であることをい国であることをい国であることをモモモモデデデデルルルル

に、特にに、特にに、特にに、特に若若若若者の者の者の者の希望希望希望希望指指指指数数数数をををを高高高高めるにはどのめるにはどのめるにはどのめるにはどのようようようようにすればいいかといにすればいいかといにすればいいかといにすればいいかというううう試試試試行が一部にあるこ行が一部にあるこ行が一部にあるこ行が一部にあるこ

とはとはとはとは確確確確かですし、そのかですし、そのかですし、そのかですし、その希望希望希望希望指指指指数数数数をををを高高高高めることが国をめることが国をめることが国をめることが国を引引引引っっっっ張張張張る大きなる大きなる大きなる大きな元元元元手手手手だと、とりだと、とりだと、とりだと、とりわけ若わけ若わけ若わけ若

者の者の者の者の希望希望希望希望指指指指数数数数がががが徐徐徐徐 々々々々にでも、にでも、にでも、にでも、生生生生きるきるきるきる動動動動機づ機づ機づ機づけけけけといといといといううううことになりますが、それをことになりますが、それをことになりますが、それをことになりますが、それを与え与え与え与えることることることること

が大事かと思います。これはが大事かと思います。これはが大事かと思います。これはが大事かと思います。これはむむむむししししろろろろ国が国が国が国が与え与え与え与えるといるといるといるというようようようよりも、りも、りも、りも、持持持持ちちちちややややすい環境すい環境すい環境すい環境整整整整備備備備をしてをしてをしてをして

希望希望希望希望を育てることが大事かと思います。を育てることが大事かと思います。を育てることが大事かと思います。を育てることが大事かと思います。

私私私私が思いますのは、が思いますのは、が思いますのは、が思いますのは、希望希望希望希望やややや幸幸幸幸せせせせのののの受受受受け方け方け方け方といといといといううううのは、非のは、非のは、非のは、非常常常常にににに多多多多様様様様化している化している化している化しているようようようように思いに思いに思いに思い

ます。ます。ます。ます。高高高高齢齢齢齢者になって者になって者になって者になって幸幸幸幸せせせせ、、、、高高高高齢齢齢齢者のほ者のほ者のほ者のほううううがががが多多多多幸幸幸幸感感感感といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、幸幸幸幸せせせせをををを感じ感じ感じ感じるるるる量量量量がががが多多多多いいいい

と、きのと、きのと、きのと、きのううううテテテテレビレビレビレビでででで放放放放送送送送されていましたが、いされていましたが、いされていましたが、いされていましたが、いろろろろいいいいろろろろなななな感じ方感じ方感じ方感じ方があると思います。があると思います。があると思います。があると思います。無無無無理に理に理に理に

幸幸幸幸せせせせをををを感じ感じ感じ感じることはできまることはできまることはできまることはできませんせんせんせんので、ので、ので、ので、客客客客観観観観的的的的、総、総、総、総体的体的体的体的にににに見見見見ると日本はとてもると日本はとてもると日本はとてもると日本はとても指指指指数的数的数的数的にににに幸幸幸幸せせせせ

だと思いますが、心理だと思いますが、心理だと思いますが、心理だと思いますが、心理的的的的にににに落落落落ちちちち込む込む込む込む傾傾傾傾向向向向がある、がある、がある、がある、気気気気がががが弱弱弱弱いと言いと言いと言いと言わわわわれておりますれておりますれておりますれておりますけけけけれども、れども、れども、れども、

それをそれをそれをそれを無無無無理に理に理に理に気気気気をををを丈丈丈丈夫だ夫だ夫だ夫だぞぞぞぞといといといといううううのも一つののも一つののも一つののも一つの見方見方見方見方ですですですですけけけけども、ども、ども、ども、よよよよくくくく周周周周りをりをりをりを見見見見ていくとていくとていくとていくとややややはははは

りりりり幸幸幸幸せせせせだなと思だなと思だなと思だなと思ううううのも一つですし、のも一つですし、のも一つですし、のも一つですし、目的目的目的目的をををを持持持持ってってってって生生生生きてもらきてもらきてもらきてもらううううと。と。と。と。希望希望希望希望指指指指数数数数はははは目的目的目的目的指指指指数数数数のののの

ようようようようなななな気気気気もしますし、もしますし、もしますし、もしますし、目的目的目的目的の一つが職、の一つが職、の一つが職、の一つが職、結結結結婚婚婚婚、、、、子子子子づくりとなってくると思います。そのづくりとなってくると思います。そのづくりとなってくると思います。そのづくりとなってくると思います。その流流流流
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れが委員のごれが委員のごれが委員のごれが委員のご指指指指摘摘摘摘にもあったと思いますが、にもあったと思いますが、にもあったと思いますが、にもあったと思いますが、崩崩崩崩れてきているといれてきているといれてきているといれてきているといううううことがことがことがことが実情実情実情実情だと思いまだと思いまだと思いまだと思いま

す。す。す。す。崩崩崩崩れてきたとこれてきたとこれてきたとこれてきたところろろろを行政でを行政でを行政でを行政で穴穴穴穴埋埋埋埋めをできるとこめをできるとこめをできるとこめをできるところろろろはすはすはすはすべべべべきだと思います。きだと思います。きだと思います。きだと思います。ライフプラライフプラライフプラライフプラ

ンのンのンのンの形形形形成に成に成に成に役立役立役立役立つつつつようようようようなことは、県でもなことは、県でもなことは、県でもなことは、県でも市町市町市町市町村でも村でも村でも村でもＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯでも大でも大でも大でも大学学学学でもすでもすでもすでもすべべべべきだと。きだと。きだと。きだと。若若若若者者者者

をををを対対対対象象象象にしたにしたにしたにした仕仕仕仕事をしている事をしている事をしている事をしている組組組組織織織織は、全部そのは、全部そのは、全部そのは、全部そのようようようように心がに心がに心がに心がけけけけて、て、て、て、若若若若者が育ち者が育ち者が育ち者が育ちややややすいすいすいすいようようようように、に、に、に、

よよよよく育つく育つく育つく育つようようようようにといにといにといにというううう強強強強い願いをい願いをい願いをい願いを込込込込めてめてめてめて働働働働きかきかきかきかけけけけをしなをしなをしなをしなけけけければいればいればいればいけけけけないと思います。ないと思います。ないと思います。ないと思います。昔昔昔昔はははは

婚婚婚婚活活活活支援支援支援支援を行政はしていまを行政はしていまを行政はしていまを行政はしていませんせんせんせんでしたが、でしたが、でしたが、でしたが、今今今今はははは婚婚婚婚活活活活支援支援支援支援をしている行政がをしている行政がをしている行政がをしている行政が随随随随分分分分出てきまし出てきまし出てきまし出てきまし

た。本県もそのた。本県もそのた。本県もそのた。本県もそのようようようようなことをしておりますなことをしておりますなことをしておりますなことをしておりますけけけけれども、れども、れども、れども、今今今今のののの時流時流時流時流にににに合合合合った行政のった行政のった行政のった行政の穴穴穴穴埋埋埋埋めといめといめといめとい

いますか、いますか、いますか、いますか、昔昔昔昔とととと違うパター違うパター違うパター違うパターンのンのンのンの作作作作用が用が用が用が必必必必要要要要になってきたと思います。になってきたと思います。になってきたと思います。になってきたと思います。

ライフプラライフプラライフプラライフプランンンン自自自自身身身身は、は、は、は、よよよより大きな問題でありますり大きな問題でありますり大きな問題でありますり大きな問題でありますけけけけれども、それと全れども、それと全れども、それと全れども、それと全体体体体のののの流流流流れを大局れを大局れを大局れを大局的的的的

にににに見見見見ると、ると、ると、ると、ググググローバルローバルローバルローバル化があるとど化があるとど化があるとど化があるとどううううしてもしてもしてもしても格格格格差差差差が出てきます。これはが出てきます。これはが出てきます。これはが出てきます。これは個個個個人間格人間格人間格人間格差差差差の場の場の場の場合合合合

もありますが、もありますが、もありますが、もありますが、家家家家庭庭庭庭間格間格間格間格差差差差もあるし、地域もあるし、地域もあるし、地域もあるし、地域間格間格間格間格差差差差もある、国もある、国もある、国もある、国家間格家間格家間格家間格差差差差もありますが、もありますが、もありますが、もありますが、住住住住んんんん

でいるでいるでいるでいる条件条件条件条件にににによよよよってってってって格格格格差差差差がある。がある。がある。がある。個個個個人間格人間格人間格人間格差差差差は足がは足がは足がは足が速速速速いとか、いとか、いとか、いとか、ＩＩＩＩＱＱＱＱがががが高高高高いとか、そいとか、そいとか、そいとか、そうううういいいいうううう

ようようようようなななな格格格格差差差差ですですですですけけけけれど、とこれど、とこれど、とこれど、ところろろろがこれはいがこれはいがこれはいがこれはいろろろろいいいいろろろろなななな努力努力努力努力で、で、で、で、パターパターパターパターンでンでンでンで消消消消化できるとい化できるとい化できるとい化できるというううう

ようようようように、いに、いに、いに、いろろろろいいいいろろろろなななな能能能能力力力力のののの人人人人がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろなななな生生生生きききき方方方方ができるのがができるのがができるのがができるのがよよよよりいい国だと思います。りいい国だと思います。りいい国だと思います。りいい国だと思います。

パターパターパターパターンはこンはこンはこンはこううううだとだとだとだと押押押押しつしつしつしつけけけけるのではなく、いるのではなく、いるのではなく、いるのではなく、いろろろろいいいいろろろろななななパターパターパターパターンの中でンの中でンの中でンの中で選選選選択肢択肢択肢択肢のののの採採採採用と、用と、用と、用と、

県の大きな県の大きな県の大きな県の大きな役割役割役割役割はははは選選選選択択択択可能可能可能可能ななななオオオオププププショショショションンンン選選選選択肢択肢択肢択肢をををを提提提提供するのが供するのが供するのが供するのが最最最最も大事なも大事なも大事なも大事な仕仕仕仕事だと思いま事だと思いま事だと思いま事だと思いま

す。そす。そす。そす。そうううういいいいうううう用用用用意意意意だと、このくだと、このくだと、このくだと、このくじじじじをををを引引引引く、く、く、く、先先先先のほのほのほのほううううはどはどはどはどううううなるかはなるかはなるかはなるかは自自自自分分分分のののの運運運運命命命命だだだだけけけけれども、れども、れども、れども、

このくこのくこのくこのくじじじじをををを引引引引くといったくといったくといったくといったようようようような、な、な、な、人生人生人生人生の保の保の保の保証証証証といといといといううううのはのはのはのは若若若若者に者に者に者に対対対対してしてしてして誰誰誰誰も、も、も、も、親親親親でもできまでもできまでもできまでもできま

せんせんせんせんが、が、が、が、選選選選択肢択肢択肢択肢をををを自自自自分分分分の判断でしてもらの判断でしてもらの判断でしてもらの判断でしてもらええええるるるるようようようようななななオオオオププププショショショションの、しかもンの、しかもンの、しかもンの、しかも割合割合割合割合からいからいからいからいええええば、ば、ば、ば、

いいいいいいいい結果結果結果結果になるになるになるになるオオオオププププショショショションを用ンを用ンを用ンを用意意意意していくことは大事なことかと、そしていくことは大事なことかと、そしていくことは大事なことかと、そしていくことは大事なことかと、そうううういいいいう意味う意味う意味う意味ににににライフライフライフライフ

プラプラプラプランの行政といンの行政といンの行政といンの行政といううううものをとりたいと思います。ものをとりたいと思います。ものをとりたいと思います。ものをとりたいと思います。

それから、女性のそれから、女性のそれから、女性のそれから、女性のワワワワークークークーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンススススのののの延延延延長で、長で、長で、長で、男男男男性の性の性の性の意識意識意識意識改改改改革革革革がががが必必必必要要要要ではないではないではないではない

かといかといかといかといううううごごごご意見意見意見意見は、まことにごもっともでごは、まことにごもっともでごは、まことにごもっともでごは、まことにごもっともでござざざざいます。とりいます。とりいます。とりいます。とりわけわけわけわけ世世世世代代代代間間間間でででで意識意識意識意識がががが随随随随分違う分違う分違う分違う

といといといといううううことで、年ことで、年ことで、年ことで、年配配配配のののの我我我我 々々々々のののの世世世世代では代では代では代ではＩＩＩＩＣＴＣＴＣＴＣＴ改改改改革革革革がががが追追追追いつかないいつかないいつかないいつかない面面面面がありますがありますがありますがありますけけけけれども、れども、れども、れども、

意識意識意識意識改改改改革革革革がががが必必必必要要要要だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の実情実情実情実情は、は、は、は、今今今今、委員もご、委員もご、委員もご、委員もご指指指指摘摘摘摘になりましたになりましたになりましたになりましたようようようように、女性のに、女性のに、女性のに、女性の就労就労就労就労率が、率が、率が、率が、量量量量的的的的なことなことなことなこと

ですが、ですが、ですが、ですが、割割割割とととと専専専専業業業業主主主主婦婦婦婦がががが多多多多いといいといいといいという役割分う役割分う役割分う役割分担担担担がある県ですが、一つは、がある県ですが、一つは、がある県ですが、一つは、がある県ですが、一つは、構構構構造造造造的的的的には出には出には出には出稼ぎ稼ぎ稼ぎ稼ぎ

といといといというううう言い言い言い言い方方方方はははは悪悪悪悪いのですいのですいのですいのですけけけけれども、県れども、県れども、県れども、県外外外外就労就労就労就労者がど者がど者がど者がどううううしてもしてもしてもしても数数数数がががが多多多多い。い。い。い。帰帰帰帰宅宅宅宅がががが遅遅遅遅くなる。くなる。くなる。くなる。

帰帰帰帰宅宅宅宅がががが遅遅遅遅いのは、おいのは、おいのは、おいのは、お父父父父ささささんんんん、どこで、どこで、どこで、どこで何何何何をしてたのって、いをしてたのって、いをしてたのって、いをしてたのって、いやややや、会、会、会、会社社社社で残業していたのだとで残業していたのだとで残業していたのだとで残業していたのだと

か、本か、本か、本か、本当当当当かどかどかどかどううううか、いか、いか、いか、いろろろろいいいいろろろろなことを言なことを言なことを言なことを言うううう風風風風習習習習、しかもお、しかもお、しかもお、しかもお父父父父ささささんんんんがががが疲疲疲疲れていますので、れていますので、れていますので、れていますので、家家家家
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庭庭庭庭でのでのでのでの力力力力になかなかなれない。奥さになかなかなれない。奥さになかなかなれない。奥さになかなかなれない。奥さんんんんにとってにとってにとってにとってみみみみれば、おれば、おれば、おれば、お父父父父ささささんんんんのののの世話世話世話世話をするのにをするのにをするのにをするのに手手手手いっいっいっいっ

ぱぱぱぱいで、いで、いで、いで、介護老介護老介護老介護老人人人人がいたりがいたりがいたりがいたり子子子子どもがいたりすると、どどもがいたりすると、どどもがいたりすると、どどもがいたりすると、どううううしてもしてもしてもしても手手手手がががが抜抜抜抜けけけけないといないといないといないというううう、、、、専専専専業業業業

主主主主婦婦婦婦のののの仕仕仕仕事も大事も大事も大事も大変多変多変多変多いいいいようようようようにににに感じ感じ感じ感じております。それも一つのております。それも一つのております。それも一つのております。それも一つの役割分役割分役割分役割分担担担担ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、逆逆逆逆にににに

女性が女性が女性が女性が働働働働く場く場く場く場合合合合には、には、には、には、男男男男性が性が性が性が主主主主夫をするとい夫をするとい夫をするとい夫をするといううううこともこともこともことも今今今今出てきておりますので、そ出てきておりますので、そ出てきておりますので、そ出てきておりますので、そうううういいいいうううう

家家家家庭庭庭庭のののの分分分分担担担担方法方法方法方法はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろあるといあるといあるといあるという意識う意識う意識う意識改改改改革革革革がががが要要要要ると思いますが、どのると思いますが、どのると思いますが、どのると思いますが、どのようようようようにににに意識意識意識意識改改改改革革革革

をしてもらをしてもらをしてもらをしてもらううううのかといのかといのかといのかというううう、、、、至難至難至難至難ののののわざわざわざわざですですですですけけけけれども、それども、それども、それども、そうううういいいいうううう事例があるとい事例があるとい事例があるとい事例があるといううううことをいことをいことをいことをい

ろろろろいいいいろろろろ展展展展開して、奈良県での開して、奈良県での開して、奈良県での開して、奈良県での幸幸幸幸せせせせななななワワワワークークークーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンススススをををを形形形形成するとい成するとい成するとい成するという持う持う持う持続続続続的的的的なななな

強強強強いいいい意意意意思が思が思が思が要要要要るのではないかと思います。るのではないかと思います。るのではないかと思います。るのではないかと思います。

県でも県でも県でも県でもワワワワークークークーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバランンンンススススをををを達達達達成し成し成し成しようようようようといといといといううううことをことをことをことを労働労働労働労働組合組合組合組合とととと合意合意合意合意していますしていますしていますしています

ので、それをどので、それをどので、それをどので、それをどうううういいいいううううふふふふううううにににに展展展展開するのかとい開するのかとい開するのかとい開するのかというううう辛辛辛辛抱強抱強抱強抱強い、い、い、い、粘粘粘粘りりりり強強強強いいいい努力努力努力努力がががが要要要要ると思ってると思ってると思ってると思って

おります。おります。おります。おります。何何何何かかかか気持気持気持気持ちばかりのちばかりのちばかりのちばかりの答弁答弁答弁答弁になってになってになってになって恐縮恐縮恐縮恐縮ですが、そのですが、そのですが、そのですが、そのようようようように思います。に思います。に思います。に思います。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 知事のお言知事のお言知事のお言知事のお言葉葉葉葉の中に、の中に、の中に、の中に、希望希望希望希望指指指指数数数数といといといといううううのがありました。のがありました。のがありました。のがありました。目標や目的目標や目的目標や目的目標や目的、また、、また、、また、、また、

その中にまだその中にまだその中にまだその中にまだ夢夢夢夢などもあるとなどもあるとなどもあるとなどもあると感じ感じ感じ感じますが、ますが、ますが、ますが、少少少少しししし懸懸懸懸念念念念されるのが、されるのが、されるのが、されるのが、今今今今の奈良県のの奈良県のの奈良県のの奈良県の子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち

はははは勉強勉強勉強勉強はできるはできるはできるはできるけけけけれどれどれどれどややややるるるる気や意気や意気や意気や意欲欲欲欲がががが少少少少ないと。ないと。ないと。ないと。結果結果結果結果として、として、として、として、勉強勉強勉強勉強ができるからそれでができるからそれでができるからそれでができるからそれで安安安安

心していたとい心していたとい心していたとい心していたというううう部部部部分分分分もあるもあるもあるもあるけけけけれども、これがれども、これがれども、これがれども、これがずずずずっとっとっとっと続続続続いていくのはいていくのはいていくのはいていくのはややややはりはりはりはり怖怖怖怖いいいいようようようようなななな感感感感

じじじじがします。がします。がします。がします。少々少々少々少々勉強勉強勉強勉強ができなくてもができなくてもができなくてもができなくても、、、、「「「「よよよよっしっしっしっしゃゃゃゃ、、、、俺俺俺俺一一一一丁丁丁丁ややややったるでったるでったるでったるで。。。。」」」」とか、とか、とか、とか、何何何何か問題か問題か問題か問題

がががが起起起起こったときにそれをこったときにそれをこったときにそれをこったときにそれを解解解解決する、そ決する、そ決する、そ決する、そんんんんなななな力力力力がががが子子子子どもたちの中にあったら、どもたちの中にあったら、どもたちの中にあったら、どもたちの中にあったら、実実実実はははは社社社社会に出会に出会に出会に出

たたたた時時時時に大きなに大きなに大きなに大きな力力力力となっていくととなっていくととなっていくととなっていくと実感実感実感実感します。します。します。します。子子子子どもどもどもどもや子や子や子や子育て育て育て育て世世世世代の代の代の代の方方方方とととと話話話話す機会がす機会がす機会がす機会が多多多多いのいのいのいの

で、その辺の問題を、どで、その辺の問題を、どで、その辺の問題を、どで、その辺の問題を、どううううしたらいいのかをしたらいいのかをしたらいいのかをしたらいいのかを聞聞聞聞きながら、またきながら、またきながら、またきながら、また自自自自分分分分でででで提提提提案案案案していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと

実感実感実感実感します。します。します。します。

それとそれとそれとそれと男男男男性性性性意識意識意識意識のののの件件件件について、について、について、について、私自私自私自私自身身身身もなかなかもなかなかもなかなかもなかなか家家家家事ができていない事ができていない事ができていない事ができていない実情実情実情実情があります。があります。があります。があります。

それはそれはそれはそれは何何何何につながっているかといにつながっているかといにつながっているかといにつながっているかといううううと、と、と、と、自自自自分分分分のののの息息息息子子子子、、、、娘娘娘娘につながっていると、につながっていると、につながっていると、につながっていると、実実実実はこれがはこれがはこれがはこれが

一一一一番番番番怖怖怖怖いと思っています。いと思っています。いと思っています。いと思っています。私私私私のののの父親父親父親父親もももも昭昭昭昭和９年和９年和９年和９年生生生生まれで、まれで、まれで、まれで、男男男男子子子子厨房厨房厨房厨房に入らに入らに入らに入らずぐずぐずぐずぐらいの思いらいの思いらいの思いらいの思い

でいましたので、あまりでいましたので、あまりでいましたので、あまりでいましたので、あまり家家家家事事事事手手手手伝伝伝伝いもしていなかった事いもしていなかった事いもしていなかった事いもしていなかった事情情情情がありました。がありました。がありました。がありました。けけけけれどもれどもれどもれども私私私私たちたちたちたち

のののの子子子子どものどものどものどもの世世世世代が、代が、代が、代が、実実実実はあと１０年はあと１０年はあと１０年はあと１０年後後後後、２０年、２０年、２０年、２０年後後後後に、に、に、に、父親父親父親父親ががががよよよよくくくく家家家家事のことを事のことを事のことを事のことをややややっていたっていたっていたっていた

と、だからと、だからと、だからと、だから自自自自分分分分たちもたちもたちもたちもややややっていかないといっていかないといっていかないといっていかないといけけけけないとないとないとないと考え考え考え考えるるるる子子子子どもたち、そしてそどもたち、そしてそどもたち、そしてそどもたち、そしてそうううういいいいうううう社社社社

会になっていったらいいと思いますので、会になっていったらいいと思いますので、会になっていったらいいと思いますので、会になっていったらいいと思いますので、私自私自私自私自身身身身もももも襟襟襟襟をををを正正正正して、して、して、して、頑張頑張頑張頑張っていきたいと思いっていきたいと思いっていきたいと思いっていきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 女性の女性の女性の女性の社社社社会会会会参参参参加について質問を用加について質問を用加について質問を用加について質問を用意意意意していたのですが、していたのですが、していたのですが、していたのですが、答答答答ええええていただくていただくていただくていただくようようようよう

なことがおおなことがおおなことがおおなことがおおよよよよそそそそ先先先先ほどのほどのほどのほどの答弁答弁答弁答弁の中であったので、の中であったので、の中であったので、の中であったので、少少少少しししし違う違う違う違う視点視点視点視点でもでもでもでも聞聞聞聞かかかかせせせせていただきたていただきたていただきたていただきた



---- 22220000 ----

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

先先先先ほどの宮木委員の質問にほどの宮木委員の質問にほどの宮木委員の質問にほどの宮木委員の質問に対対対対する知事のおする知事のおする知事のおする知事のお答答答答ええええの中にあったのですが、の中にあったのですが、の中にあったのですが、の中にあったのですが、男男男男女女女女間間間間のののの役割分役割分役割分役割分

担担担担のののの意識意識意識意識そのものをそのものをそのものをそのものを変え変え変え変えていくていくていくていく必必必必要要要要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと常々常々常々常々思っています。思っています。思っています。思っています。

また、岡委員の質問でもありましたまた、岡委員の質問でもありましたまた、岡委員の質問でもありましたまた、岡委員の質問でもありましたようようようように、に、に、に、テテテテレレレレワワワワークやークやークやークや在宅在宅在宅在宅でのでのでのでの翻翻翻翻訳訳訳訳のののの仕仕仕仕事は、事は、事は、事は、働働働働きききき

方方方方のののの多多多多様様様様性を性を性を性を担担担担保するとい保するとい保するとい保するといううううことでは非ことでは非ことでは非ことでは非常常常常に大事だと思います。ただ、に大事だと思います。ただ、に大事だと思います。ただ、に大事だと思います。ただ、少少少少しししし意見意見意見意見がががが違う違う違う違うのののの

は、それを女性のは、それを女性のは、それを女性のは、それを女性の仕仕仕仕事として事として事として事として捉捉捉捉ええええているとこているとこているとこているところろろろでして、女性がでして、女性がでして、女性がでして、女性が在宅在宅在宅在宅でででで仕仕仕仕事をしな事をしな事をしな事をしなけけけければいればいればいればい

けけけけない理ない理ない理ない理由由由由そのものをそのものをそのものをそのものを阻阻阻阻害害害害していくことが、していくことが、していくことが、していくことが、よよよより大り大り大り大切切切切なのではないかと思なのではないかと思なのではないかと思なのではないかと思ううううのです。のです。のです。のです。

テテテテレレレレワワワワークークークークにしてもにしてもにしてもにしても翻翻翻翻訳訳訳訳にしても、にしても、にしても、にしても、仕仕仕仕事をされる中で、事をされる中で、事をされる中で、事をされる中で、社社社社会会会会参参参参画画画画をされる中で、すをされる中で、すをされる中で、すをされる中で、すぐぐぐぐにににに

家家家家のののの外外外外でといでといでといでといううううとととと難難難難しいかもしれないので、しいかもしれないので、しいかもしれないので、しいかもしれないので、幾幾幾幾つかあるつかあるつかあるつかあるスススステテテテップップップップののののううううちの１ちの１ちの１ちの１個個個個目目目目ののののスススステテテテッッッッ

ププププとしてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組まれる、これは大いにまれる、これは大いにまれる、これは大いにまれる、これは大いに結構結構結構結構だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。けけけけれども、女性はれども、女性はれども、女性はれども、女性は家家家家事で事で事で事で忙忙忙忙しい、しい、しい、しい、

育育育育児児児児でででで忙忙忙忙しい、しい、しい、しい、介護介護介護介護もしないといもしないといもしないといもしないといけけけけない、だからない、だからない、だからない、だから自宅自宅自宅自宅でででで短時短時短時短時間間間間でででで仕仕仕仕事のできる環境を事のできる環境を事のできる環境を事のできる環境を整整整整ええええ

るのだとしてしまるのだとしてしまるのだとしてしまるのだとしてしまううううと、かつての女性はと、かつての女性はと、かつての女性はと、かつての女性は家家家家の中での中での中での中で仕仕仕仕事をしなさいとい事をしなさいとい事をしなさいとい事をしなさいという考えう考えう考えう考えのののの固固固固定化につ定化につ定化につ定化につ

ながってしまながってしまながってしまながってしまううううのではないかと一のではないかと一のではないかと一のではないかと一方方方方でででで懸懸懸懸念念念念をします。をします。をします。をします。

男男男男女女女女間間間間のののの社社社社会会会会的的的的性性性性差差差差、ジ、ジ、ジ、ジェェェェンンンンダダダダーーーーからからからから来来来来る女性がる女性がる女性がる女性が介護介護介護介護しなさい、しなさい、しなさい、しなさい、子子子子育てしなさいとい育てしなさいとい育てしなさいとい育てしなさいというううう

のは、そのは、そのは、そのは、そんんんんなことは女性がなことは女性がなことは女性がなことは女性がややややるものだといるものだといるものだといるものだというううう、そのジ、そのジ、そのジ、そのジェェェェンンンンダダダダーーーーのののの意識意識意識意識そのものをそのものをそのものをそのものを変え変え変え変えていていていてい

くくくく必必必必要要要要性があると思性があると思性があると思性があると思ううううのだのだのだのだけけけけれどもどれどもどれどもどれどもどううううかとかとかとかと聞聞聞聞ここここううううと思いました。それはと思いました。それはと思いました。それはと思いました。それは当然当然当然当然しかるしかるしかるしかるべべべべきききき

だといだといだといだといううううことを、ことを、ことを、ことを、先先先先ほどの宮木委員の質問の中でおほどの宮木委員の質問の中でおほどの宮木委員の質問の中でおほどの宮木委員の質問の中でお答答答答ええええですので、女性がですので、女性がですので、女性がですので、女性が社社社社会会会会的的的的にににに参参参参加を加を加を加を

する、する、する、する、仕仕仕仕事をする、そ事をする、そ事をする、そ事をする、そんんんんなことをなことをなことをなことを阻阻阻阻害害害害しているしているしているしている要因要因要因要因はははは何何何何かといかといかといかといううううことを県でことを県でことを県でことを県で今今今今おおおお調べ調べ調べ調べいたいたいたいた

だいていると思います。だいていると思います。だいていると思います。だいていると思います。

恐恐恐恐らくらくらくらく近近近近くでくでくでくで働働働働きたい、きたい、きたい、きたい、時短労働時短労働時短労働時短労働をしたい、をしたい、をしたい、をしたい、専専専専業業業業主主主主婦希望婦希望婦希望婦希望であるといであるといであるといであるといううううおおおお答答答答ええええが、あるが、あるが、あるが、ある

程度程度程度程度アアアアンンンンケケケケーーーートの中に出てくるのではないかと思います。そのトの中に出てくるのではないかと思います。そのトの中に出てくるのではないかと思います。そのトの中に出てくるのではないかと思います。その答答答答ええええは、は、は、は、ややややはりはりはりはりバイバイバイバイアアアアススススがががが

かかっているのではないかと思かかっているのではないかと思かかっているのではないかと思かかっているのではないかと思ううううのです。日本ののです。日本ののです。日本ののです。日本の社社社社会は、会は、会は、会は、男男男男と女はと女はと女はと女は違う違う違う違うのだといのだといのだといのだといううううことをことをことをことを

小さいときから、小さいときから、小さいときから、小さいときから、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園に入ったときのに入ったときのに入ったときのに入ったときのススススモモモモックックックックのののの色色色色から、から、から、から、違う違う違う違うのだといのだといのだといのだといううううことを特に女ことを特に女ことを特に女ことを特に女

のののの人人人人はははは意識的意識的意識的意識的にににに無無無無意識的意識的意識的意識的ににににずずずずっとっとっとっとシシシシャャャャワワワワーーーーをををを浴浴浴浴びて育ってきたのがびて育ってきたのがびて育ってきたのがびて育ってきたのが今今今今のののの社社社社会ではないかと会ではないかと会ではないかと会ではないかと

思思思思ううううのです。のです。のです。のです。

質問したいことは、知事は、質問したいことは、知事は、質問したいことは、知事は、質問したいことは、知事は、エエエエビビビビデデデデンンンンスススス・・・・ベベベベースドースドースドースドとおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃいますし、もちいますし、もちいますし、もちいますし、もちろんろんろんろんエエエエビビビビ

デデデデンンンンススススは大事です、は大事です、は大事です、は大事です、数値数値数値数値は大事なことだと思いますは大事なことだと思いますは大事なことだと思いますは大事なことだと思いますけけけけれども、その出てきたれども、その出てきたれども、その出てきたれども、その出てきた数値数値数値数値にににに対対対対して、して、して、して、

どれほどのどれほどのどれほどのどれほどのバイバイバイバイアアアアススススがあるとがあるとがあるとがあると捉捉捉捉ええええられていて、そのられていて、そのられていて、そのられていて、そのバイバイバイバイアアアアススススそのものをどそのものをどそのものをどそのものをどうううういいいいううううふふふふううううにににに超超超超

えようえようえようえようとされているのか、おとされているのか、おとされているのか、おとされているのか、お聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

次次次次に、２に、２に、２に、２点点点点目目目目です。です。です。です。スイムスイムスイムスイムピピピピアアアア奈良の奈良の奈良の奈良の料料料料金に関しての質問をさ金に関しての質問をさ金に関しての質問をさ金に関しての質問をさせせせせてください。てください。てください。てください。
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スイムスイムスイムスイムピピピピアアアア奈良がことしの奈良がことしの奈良がことしの奈良がことしの夏夏夏夏ににににオオオオープープープープンして、すばらしいンして、すばらしいンして、すばらしいンして、すばらしいプールプールプールプールができました。知事かができました。知事かができました。知事かができました。知事か

らも、らも、らも、らも、随随随随分う分う分う分うまくつくることができたといまくつくることができたといまくつくることができたといまくつくることができたといううううごごごご紹介紹介紹介紹介もありましたし、お金のもありましたし、お金のもありましたし、お金のもありましたし、お金の面面面面でも非でも非でも非でも非常常常常にににに

そそそそうううう思いますし、非思いますし、非思いますし、非思いますし、非常常常常にいいにいいにいいにいいプールプールプールプールができたと思っております。ができたと思っております。ができたと思っております。ができたと思っております。

前の県前の県前の県前の県営プール営プール営プール営プールがなくなってからしばらくたっておりましたので、県がなくなってからしばらくたっておりましたので、県がなくなってからしばらくたっておりましたので、県がなくなってからしばらくたっておりましたので、県民民民民のののの方方方方にも非にも非にも非にも非常常常常にににに

喜喜喜喜んんんんでででで待待待待っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、期待期待期待期待していただいてのしていただいてのしていただいてのしていただいてのようやようやようやようやくのくのくのくのプールプールプールプールだと思っておりますし、だと思っておりますし、だと思っておりますし、だと思っておりますし、

利利利利用者もど用者もど用者もど用者もどんんんんどどどどんんんんふふふふええええていて、そのことていて、そのことていて、そのことていて、そのこと自自自自体体体体、非、非、非、非常常常常ににににううううれしく思っております。れしく思っております。れしく思っております。れしく思っております。

障害障害障害障害をををを持持持持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から、から、から、から、利利利利用用用用料料料料金についてご金についてご金についてご金についてご相談相談相談相談をををを受受受受けけけけたのです。たのです。たのです。たのです。都都都都度度度度利利利利用の用の用の用のビビビビ

ジジジジター料ター料ター料ター料金には金には金には金には障害障害障害障害者の者の者の者の利利利利用用用用料料料料のののの減減減減免措免措免措免措置置置置があるがあるがあるがあるけけけけれども、月ごとの会員れども、月ごとの会員れども、月ごとの会員れども、月ごとの会員料料料料金が金が金が金が設設設設定され定され定され定され

ておりますが、これにはておりますが、これにはておりますが、これにはておりますが、これには減減減減免措免措免措免措置置置置がありまがありまがありまがありませんせんせんせん。そのご。そのご。そのご。そのご相談相談相談相談をされたをされたをされたをされた方方方方は、これではは、これではは、これではは、これでは障害障害障害障害

をををを持持持持っているっているっているっている我我我我 々々々々にににに来来来来てほしくないといてほしくないといてほしくないといてほしくないというよううよううよううような、そな、そな、そな、そんんんんな思いもするといな思いもするといな思いもするといな思いもするといううううごごごご相談相談相談相談でした。でした。でした。でした。

障害障害障害障害者の者の者の者の社社社社会会会会参参参参画画画画はははは当当当当たり前ですし、たり前ですし、たり前ですし、たり前ですし、考考考考慮慮慮慮されるされるされるされるべべべべきことです。きことです。きことです。きことです。障害障害障害障害者の者の者の者の方方方方ののののスポースポースポースポーツツツツは、は、は、は、

私私私私たちがたちがたちがたちがスポースポースポースポーツツツツをするをするをするをするようようようような健康な健康な健康な健康増増増増進などのほかに進などのほかに進などのほかに進などのほかにリリリリハハハハビリビリビリビリテテテテーーーーショショショションといンといンといンというううう側側側側面面面面も大も大も大も大

いにあります。いにあります。いにあります。いにあります。

どどどどううううして会員して会員して会員して会員料料料料金の金の金の金の減減減減免措免措免措免措置置置置をとらなかったのか、どをとらなかったのか、どをとらなかったのか、どをとらなかったのか、どうううういいいいうううう議議議議論論論論をををを経経経経てとらないと決定てとらないと決定てとらないと決定てとらないと決定

をしたのかををしたのかををしたのかををしたのかを担当課担当課担当課担当課にににに聞聞聞聞きますと、議きますと、議きますと、議きますと、議論論論論ををををせせせせぬぬぬぬまま決めたといまま決めたといまま決めたといまま決めたといううううおおおお答答答答ええええでした。議でした。議でした。議でした。議論論論論ををををせせせせ

ぬぬぬぬまま、まま、まま、まま、ＰＦＰＦＰＦＰＦＩＩＩＩの入の入の入の入札札札札に出したといに出したといに出したといに出したといううううことです。ことです。ことです。ことです。今今今今これにこれにこれにこれに対対対対しては管理会しては管理会しては管理会しては管理会社社社社とととと担当課担当課担当課担当課で議で議で議で議

論論論論をいただいているとこをいただいているとこをいただいているとこをいただいているところろろろですですですですけけけけれども、もちれども、もちれども、もちれども、もちろんろんろんろん当当当当初初初初の入の入の入の入札条件札条件札条件札条件になかったものですのになかったものですのになかったものですのになかったものですの

で、で、で、で、今後今後今後今後の議の議の議の議論論論論はははは多少難多少難多少難多少難しいものになると思います。しいものになると思います。しいものになると思います。しいものになると思います。

このことには、２つの問題があると思っているのです。１つこのことには、２つの問題があると思っているのです。１つこのことには、２つの問題があると思っているのです。１つこのことには、２つの問題があると思っているのです。１つ目目目目は、は、は、は、障害障害障害障害をををを持持持持っておられっておられっておられっておられ

るるるる方方方方もももも社社社社会会会会参参参参加するとい加するとい加するとい加するというううう理理理理念念念念が県の一つ一つの政策にが県の一つ一つの政策にが県の一つ一つの政策にが県の一つ一つの政策に落落落落ちちちち切切切切っていないといっていないといっていないといっていないといううううことと、ことと、ことと、ことと、

これが大これが大これが大これが大切切切切だと思だと思だと思だと思ううううのですのですのですのですけけけけれども、事前にれども、事前にれども、事前にれども、事前に協協協協議をする議をする議をする議をするルールルールルールルールがそもそも奈良県になかっがそもそも奈良県になかっがそもそも奈良県になかっがそもそも奈良県になかっ

たことがたことがたことがたことが課課課課題だと思います。題だと思います。題だと思います。題だと思います。

そこで、県のそこで、県のそこで、県のそこで、県の施設施設施設施設におにおにおにおけけけけるるるる障害障害障害障害者の者の者の者の利利利利用用用用料料料料金金金金減減減減免免免免については、については、については、については、施設施設施設施設をををを所所所所管する部局がそ管する部局がそ管する部局がそ管する部局がそ

れれれれぞぞぞぞれれれれ設設設設定している定している定している定しているようようようようですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、社社社社会会会会参参参参加等を加等を加等を加等を促促促促進する観進する観進する観進する観点点点点から、入から、入から、入から、入札札札札前に前に前に前に協協協協議で議で議で議で

きるきるきるきるようようようような全な全な全な全庁的庁的庁的庁的なななな対対対対応応応応、、、、ルールルールルールルールづくりがづくりがづくりがづくりが必必必必要要要要とととと考え考え考え考えますますますますけけけけれども、これについて知事のれども、これについて知事のれども、これについて知事のれども、これについて知事の

ごごごご所見所見所見所見をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせください。ください。ください。ください。以以以以上です。上です。上です。上です。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 最最最最初初初初のご質問は、のご質問は、のご質問は、のご質問は、男男男男女の女の女の女の役割分役割分役割分役割分担担担担の認の認の認の認識識識識をどのをどのをどのをどのようようようようにににに埋埋埋埋めるかといめるかといめるかといめるかというううう共共共共通の通の通の通の

論点論点論点論点でごでごでごでござざざざいます。女性のいます。女性のいます。女性のいます。女性の立立立立ち振るち振るち振るち振る舞舞舞舞い、あるいはい、あるいはい、あるいはい、あるいは働働働働き、き、き、き、ライフプラライフプラライフプラライフプランを定ンを定ンを定ンを定型型型型でででで押押押押しつしつしつしつけけけけ

るのはるのはるのはるのは最近最近最近最近ではなくなってきましたし、そのではなくなってきましたし、そのではなくなってきましたし、そのではなくなってきましたし、そのようようようような行政はな行政はな行政はな行政は望望望望ましくないと思います。ましくないと思います。ましくないと思います。ましくないと思います。先先先先ほほほほ

ども申し上げたども申し上げたども申し上げたども申し上げたようようようように、行政の大きなに、行政の大きなに、行政の大きなに、行政の大きな仕仕仕仕事の事の事の事のパターパターパターパターンとしてはンとしてはンとしてはンとしてはオオオオププププショショショションンンン提示提示提示提示、、、、選選選選択肢択肢択肢択肢提提提提
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示示示示だと、とりだと、とりだと、とりだと、とりわけわけわけわけ女性に女性に女性に女性に対対対対しては、しては、しては、しては、多多多多様様様様なななな選選選選択肢択肢択肢択肢がありがありがありがあり得得得得ることをることをることをることを提示提示提示提示できたら、それにできたら、それにできたら、それにできたら、それに

こしたことはないといこしたことはないといこしたことはないといこしたことはないといううううことです。ことです。ことです。ことです。選選選選択肢択肢択肢択肢は女性のほは女性のほは女性のほは女性のほううううがががが多多多多いのか、いのか、いのか、いのか、男男男男性のほ性のほ性のほ性のほううううがががが多多多多いのいのいのいの

かといかといかといかといううううことは、それことは、それことは、それことは、それぞぞぞぞれの地域などにれの地域などにれの地域などにれの地域などによよよよるるるる気気気気がします。がします。がします。がします。

女性も女性も女性も女性も仕仕仕仕事ですごく事ですごく事ですごく事ですごく活活活活躍躍躍躍している地域をしている地域をしている地域をしている地域を見聞見聞見聞見聞しますと、しますと、しますと、しますと、北北北北海海海海道、道、道、道、沖縄沖縄沖縄沖縄県の女性は県の女性は県の女性は県の女性は男男男男性性性性よよよよ

りもりもりもりもよよよよくくくく働働働働くと、つとに言くと、つとに言くと、つとに言くと、つとに言わわわわれていることであります。もれていることであります。もれていることであります。もれていることであります。もうううう一つ、定一つ、定一つ、定一つ、定評評評評になっておりますになっておりますになっておりますになっております

のは、のは、のは、のは、富富富富山県、福井県は山県、福井県は山県、福井県は山県、福井県は共共共共働働働働きがきがきがきが普普普普通だと通だと通だと通だと聞聞聞聞きました。福井県では女性がきました。福井県では女性がきました。福井県では女性がきました。福井県では女性が家家家家にいると、おにいると、おにいると、おにいると、お

ままままええええ、ど、ど、ど、どううううしたしたしたしたんんんんだと、おかしいなと、だと、おかしいなと、だと、おかしいなと、だと、おかしいなと、嫁嫁嫁嫁ささささんんんん、、、、ううううちにいるちにいるちにいるちにいるぞぞぞぞと言と言と言と言わわわわれるとその地れるとその地れるとその地れるとその地元元元元でででで聞聞聞聞

きました。地域でいきました。地域でいきました。地域でいきました。地域でいろろろろいいいいろ違うろ違うろ違うろ違うと思いました。と思いました。と思いました。と思いました。

奈良県は、女性は奈良県は、女性は奈良県は、女性は奈良県は、女性は家家家家にいるものだといにいるものだといにいるものだといにいるものだというううう土地土地土地土地柄柄柄柄であるのかどであるのかどであるのかどであるのかどううううかは、かは、かは、かは、わわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんが、が、が、が、

男男男男性の県性の県性の県性の県外外外外就労就労就労就労がががが多多多多いので、特にいので、特にいので、特にいので、特に社社社社会会会会移移移移住住住住になったごになったごになったごになったご家家家家庭庭庭庭は、女性がは、女性がは、女性がは、女性がややややむむむむをををを得ず得ず得ず得ず専専専専業業業業主主主主婦婦婦婦

になっておられて、になっておられて、になっておられて、になっておられて、子子子子どもの教育にどもの教育にどもの教育にどもの教育に専念専念専念専念といといといといううううか、教育にか、教育にか、教育にか、教育に力力力力を入れられて、を入れられて、を入れられて、を入れられて、介護介護介護介護対対対対象象象象のののの方方方方

がごがごがごがご家家家家庭庭庭庭にいないので、にいないので、にいないので、にいないので、子子子子どもにどもにどもにどもに力力力力を入れられるといを入れられるといを入れられるといを入れられるという構う構う構う構造に造に造に造に最近最近最近最近なってきたといなってきたといなってきたといなってきたといううううことことことこと

です。地域性とは全くです。地域性とは全くです。地域性とは全くです。地域性とは全く違う違う違う違う、、、、社社社社会性の会性の会性の会性の反反反反映映映映だともだともだともだとも見え見え見え見えるるるるわけわけわけわけですが、ですが、ですが、ですが、社社社社会の会の会の会の構構構構造が造が造が造が変わ変わ変わ変わっっっっ

てくると、またてくると、またてくると、またてくると、また男男男男女女女女意識意識意識意識も、も、も、も、役割分役割分役割分役割分担担担担のののの意識意識意識意識もももも変わ変わ変わ変わってくるってくるってくるってくる可能可能可能可能性がある。地域性はなか性がある。地域性はなか性がある。地域性はなか性がある。地域性はなか

なかなかなかなか変わ変わ変わ変わらないかもしれまらないかもしれまらないかもしれまらないかもしれませんせんせんせんが、しかし、奈良県がが、しかし、奈良県がが、しかし、奈良県がが、しかし、奈良県が男男男男性性性性優位優位優位優位の地域性かどの地域性かどの地域性かどの地域性かどううううかはかはかはかはわわわわかりかりかりかり

まままませんせんせんせんが、資が、資が、資が、資料的料的料的料的にはにはにはには男男男男性の健康性の健康性の健康性の健康寿寿寿寿命命命命ははははラララランンンンククククが女性が女性が女性が女性よよよよりりりりずずずずっと上なのです。それから、っと上なのです。それから、っと上なのです。それから、っと上なのです。それから、

生生生生涯未婚涯未婚涯未婚涯未婚率とい率とい率とい率というううう、５０歳まで、５０歳まで、５０歳まで、５０歳まで結結結結婚婚婚婚しないしないしないしない人人人人の率は、奈良県はの率は、奈良県はの率は、奈良県はの率は、奈良県は少少少少ないのですが、ないのですが、ないのですが、ないのですが、男男男男性の性の性の性の未未未未

婚婚婚婚率は率は率は率は低低低低いのです。どいのです。どいのです。どいのです。どうううういいいいうわけうわけうわけうわけか、か、か、か、わわわわからないのですが、そからないのですが、そからないのですが、そからないのですが、そうううういいいいう結果う結果う結果う結果が、が、が、が、男男男男女女女女差差差差といといといとい

ううううことではことではことではことでは注注注注目目目目して、どして、どして、どして、どうううういいいいううううことなのかなと。ことなのかなと。ことなのかなと。ことなのかなと。男男男男性が大事にされているのかと性が大事にされているのかと性が大事にされているのかと性が大事にされているのかと見え見え見え見えるるるる面面面面

もあるのですが、女性がもあるのですが、女性がもあるのですが、女性がもあるのですが、女性が損損損損をしているかどをしているかどをしているかどをしているかどううううかは、かは、かは、かは、少少少少ししししわわわわからないとこからないとこからないとこからないところろろろがあります。があります。があります。があります。

ただ、委員がおっしただ、委員がおっしただ、委員がおっしただ、委員がおっしゃゃゃゃったのは、ったのは、ったのは、ったのは、世世世世代代代代間間間間でもでもでもでも違う違う違う違うと思いますが、だと思いますが、だと思いますが、だと思いますが、だんんんんだだだだん今ん今ん今ん今風風風風にににに意識意識意識意識がががが

変わ変わ変わ変わる。る。る。る。意識意識意識意識がががが変わ変わ変わ変わるのは、そのるのは、そのるのは、そのるのは、その構構構構造の造の造の造の選選選選択肢択肢択肢択肢ががががふふふふええええてくる、てくる、てくる、てくる、多多多多様様様様になってくるとになってくるとになってくるとになってくると意識意識意識意識はははは

自然自然自然自然とととと変わ変わ変わ変わるるるる面面面面があがあがあがあろうろうろうろうかと思います。かと思います。かと思います。かと思います。専専専専業業業業主主主主婦婦婦婦がががが向向向向いていると思いていると思いていると思いていると思わわわわれる女性もおられるれる女性もおられるれる女性もおられるれる女性もおられる

し、出かし、出かし、出かし、出かけけけけてててて社社社社会会会会活動活動活動活動のののの盛盛盛盛んんんんな女性もおられますので、女性がな女性もおられますので、女性がな女性もおられますので、女性がな女性もおられますので、女性が幸幸幸幸せせせせになるになるになるになるようようようように行に行に行に行動動動動のののの選選選選

択肢択肢択肢択肢をををを幅幅幅幅広広広広くくくく選選選選べべべべるるるるようようようような、な、な、な、伸伸伸伸びびびび伸伸伸伸びした県の地域づくりができたらいいと思っておりまびした県の地域づくりができたらいいと思っておりまびした県の地域づくりができたらいいと思っておりまびした県の地域づくりができたらいいと思っておりま

す。そのす。そのす。そのす。そのようようようようないないないないろろろろいいいいろろろろななななチチチチャャャャンンンンススススをつくるをつくるをつくるをつくるようようようように、に、に、に、イイイイベベベベント、ント、ント、ント、スポースポースポースポーツツツツなどを行っていなどを行っていなどを行っていなどを行ってい

るつもりです。るつもりです。るつもりです。るつもりです。

２２２２点点点点目目目目ははははスイムスイムスイムスイムピピピピアアアア奈良の奈良の奈良の奈良の障害障害障害障害者の者の者の者の料料料料金についてのご質問です。金についてのご質問です。金についてのご質問です。金についてのご質問です。指指指指定管理の定管理の定管理の定管理の施設施設施設施設ですが、ですが、ですが、ですが、

障害障害障害障害者の者の者の者の料料料料金に県が関金に県が関金に県が関金に県が関与与与与できないかといできないかといできないかといできないかといううううと、関と、関と、関と、関与与与与できると思います。２つのできると思います。２つのできると思います。２つのできると思います。２つの論点論点論点論点をごをごをごをご提提提提

示示示示になったになったになったになったようようようように思いますが、に思いますが、に思いますが、に思いますが、障害障害障害障害者の者の者の者の利利利利用用用用料料料料金は金は金は金は高高高高齢齢齢齢者の者の者の者の利利利利用用用用料料料料金も金も金も金も同じ同じ同じ同じなのですなのですなのですなのですけけけけれれれれ
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ども、ども、ども、ども、横横横横串串串串でででで体体体体系系系系的的的的にににに見見見見ているのかどているのかどているのかどているのかどううううかといかといかといかといううううごごごご指指指指摘摘摘摘が入っていたと思います。これはが入っていたと思います。これはが入っていたと思います。これはが入っていたと思います。これは

あまりあまりあまりあまり見見見見ていなかったといていなかったといていなかったといていなかったといううううのが、のが、のが、のが、実情実情実情実情だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。実実実実は、は、は、は、施設施設施設施設ごとに事ごとに事ごとに事ごとに事情情情情があるでしがあるでしがあるでしがあるでし

ょょょょううううから、から、から、から、施設施設施設施設ごとに決めてくださいといごとに決めてくださいといごとに決めてくださいといごとに決めてくださいといううううことで、これは県のことで、これは県のことで、これは県のことで、これは県の直直直直轄轄轄轄施設施設施設施設でもでもでもでも同じよう同じよう同じよう同じようなななな

ことだったと思いますが、出ことだったと思いますが、出ことだったと思いますが、出ことだったと思いますが、出来来来来ていなかったので、ていなかったので、ていなかったので、ていなかったので、直直直直したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。障害障害障害障害者に者に者に者に対対対対するするするする

割割割割引引引引きききき制制制制度はこの度はこの度はこの度はこのようようようようにあるにあるにあるにあるべべべべきだといきだといきだといきだといううううことは、政策理ことは、政策理ことは、政策理ことは、政策理念念念念とととと方針方針方針方針になると思いますが、になると思いますが、になると思いますが、になると思いますが、

障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉課課課課に一に一に一に一元元元元的的的的に決定するといに決定するといに決定するといに決定するというううう権利権利権利権利をををを与え与え与え与えて、て、て、て、施設施設施設施設の管理のの管理のの管理のの管理の方針方針方針方針としてとしてとしてとして具体的具体的具体的具体的にににに料料料料

金を金を金を金を徴徴徴徴収収収収するのは管理するのは管理するのは管理するのは管理責任責任責任責任者が者が者が者がややややるといるといるといるといううううごごごご指指指指摘摘摘摘をををを踏踏踏踏ままままええええての、ての、ての、ての、横横横横とととと縦縦縦縦をををを組み合わ組み合わ組み合わ組み合わすすすす形形形形でででで

の、の、の、の、仕仕仕仕組み組み組み組みをつくりたいと思をつくりたいと思をつくりたいと思をつくりたいと思うううう。。。。

それに、それに、それに、それに、指指指指定管理が入ってきたときは、も定管理が入ってきたときは、も定管理が入ってきたときは、も定管理が入ってきたときは、もうううう一つの一つの一つの一つのハハハハードルードルードルードルがあるがあるがあるがあるようようようように思います。に思います。に思います。に思います。指指指指

定管理については、決めたものは定管理については、決めたものは定管理については、決めたものは定管理については、決めたものは変え変え変え変えられないといられないといられないといられないという見方う見方う見方う見方もあると思いますが、もあると思いますが、もあると思いますが、もあると思いますが、スイムスイムスイムスイムピピピピ

アアアア奈良では奈良では奈良では奈良では指指指指定管理をされたら定管理をされたら定管理をされたら定管理をされたら毎毎毎毎年の業年の業年の業年の業績績績績をををを見直見直見直見直すすすす仕仕仕仕組み組み組み組みをつくをつくをつくをつくろうろうろうろうとしております。としております。としております。としております。利利利利

用者はどの用者はどの用者はどの用者はどのようようようようなものか、なものか、なものか、なものか、高高高高齢齢齢齢者者者者やややや女性、女性、女性、女性、障害障害障害障害者の者の者の者の割合割合割合割合はどはどはどはどううううかなど、県として報告をかなど、県として報告をかなど、県として報告をかなど、県として報告を受受受受

けようけようけようけようかと思っています。かと思っています。かと思っています。かと思っています。指指指指定管理を定管理を定管理を定管理を指指指指定したものとして報告を定したものとして報告を定したものとして報告を定したものとして報告を受受受受けけけけるのはるのはるのはるのは当然当然当然当然なことでなことでなことでなことで

す。そこです。そこです。そこです。そこで対対対対話話話話をして、これはどをして、これはどをして、これはどをして、これはどううううしてこしてこしてこしてこううううなのかといなのかといなのかといなのかといううううことは、ことは、ことは、ことは、次次次次ののののポリポリポリポリシシシシーーーーとしてとしてとしてとして協協協協

議はできると思います。県は議はできると思います。県は議はできると思います。県は議はできると思います。県は指指指指定管理の定管理の定管理の定管理の考え方考え方考え方考え方を問を問を問を問うううう、その、その、その、その利利利利用の用の用の用の仕仕仕仕方方方方を監を監を監を監督督督督するするするする責任責任責任責任はははは

継続継続継続継続的的的的にあるものと思っておりますので、にあるものと思っておりますので、にあるものと思っておりますので、にあるものと思っておりますので、最最最最初初初初のののの契約契約契約契約に入っていないことはに入っていないことはに入っていないことはに入っていないことは絶絶絶絶対変え対変え対変え対変えてはてはてはては

いいいいけけけけないといないといないといないといううううことにはなっていないと思います。ことにはなっていないと思います。ことにはなっていないと思います。ことにはなっていないと思います。契約契約契約契約のののの読読読読み方み方み方み方ももももももももう少う少う少う少ししししよよよよくくくく読読読読めば、めば、めば、めば、

そそそそうううういいいいううううふふふふううううにも言にも言にも言にも言ええええるのではないかと、思っております。その業るのではないかと、思っております。その業るのではないかと、思っております。その業るのではないかと、思っております。その業績績績績についてのについてのについてのについての利利利利用の不用の不用の不用の不

満満満満、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは利利利利用の改用の改用の改用の改善善善善については、については、については、については、常常常常時時時時していかないと良くならない。していかないと良くならない。していかないと良くならない。していかないと良くならない。今今今今もももも利利利利用用用用状況状況状況状況がががが

良くなっているかど良くなっているかど良くなっているかど良くなっているかどううううかをかをかをかを注視注視注視注視して、月して、月して、月して、月次次次次で報告をで報告をで報告をで報告を受受受受けけけけ、、、、現現現現地に管理地に管理地に管理地に管理責任責任責任責任者を１者を１者を１者を１人置人置人置人置いていていていて

おりますおりますおりますおりますけけけけれども、れども、れども、れども、指指指指定管理者を定管理者を定管理者を定管理者を具体的具体的具体的具体的に管理し、月に管理し、月に管理し、月に管理し、月々対々対々対々対話話話話をするをするをするをするようようようようにとにとにとにと指指指指示示示示をしておをしておをしておをしてお

ります。その中で、ります。その中で、ります。その中で、ります。その中で、今今今今までのまでのまでのまでの実実実実績績績績がどがどがどがどううううだったかをだったかをだったかをだったかを確確確確認していきたいと思っておりますの認していきたいと思っておりますの認していきたいと思っておりますの認していきたいと思っておりますの

で、で、で、で、今後変今後変今後変今後変更更更更のののの余余余余地がない地がない地がない地がないわけわけわけわけではないと思っております。ごではないと思っております。ごではないと思っております。ごではないと思っております。ご指導指導指導指導をををを受受受受けけけけて、そのて、そのて、そのて、そのようようようようなななな

工工工工夫をしたいと思っております。夫をしたいと思っております。夫をしたいと思っております。夫をしたいと思っております。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ままままずずずず、女性の、女性の、女性の、女性の働働働働きききき方方方方に関して、に関して、に関して、に関して、多多多多様様様様性を性を性を性を持持持持っていっていっていっていろろろろいいいいろろろろなごなごなごなご提示提示提示提示ができるができるができるができるよよよよ

ううううにといにといにといにといううううとことことこところろろろですですですですけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その多多多多様様様様性を性を性を性を持持持持ったときにったときにったときにったときにベベベベースースースースとなるのがどこか、となるのがどこか、となるのがどこか、となるのがどこか、ずずずず

っとっとっとっとベベベベースースースースをををを専専専専業業業業主主主主婦婦婦婦にしてはいにしてはいにしてはいにしてはいけけけけないと思っているのです。女性がどないと思っているのです。女性がどないと思っているのです。女性がどないと思っているのです。女性がどんんんんどどどどんんんん社社社社会に出て会に出て会に出て会に出て

働働働働いていただくいていただくいていただくいていただくようようようようにしないと、これからにしないと、これからにしないと、これからにしないと、これから生生生生産産産産労働労働労働労働人人人人口口口口がががが減減減減ってくる中で、女性をってくる中で、女性をってくる中で、女性をってくる中で、女性を重要重要重要重要なななな

ポポポポジジジジショショショションとンとンとンと位位位位置置置置づづづづけけけけて、て、て、て、プラスプラスプラスプラスアアアアルフルフルフルファァァァで、こで、こで、こで、こんんんんなこともできるといなこともできるといなこともできるといなこともできるというううう価価価価値値値値観から、観から、観から、観から、基基基基

本本本本的的的的にににに社社社社会に出て会に出て会に出て会に出て働働働働いてもらいてもらいてもらいてもらううううといといといといううううことです。でも理ことです。でも理ことです。でも理ことです。でも理由由由由があるがあるがあるがある人人人人はできないといはできないといはできないといはできないというぐうぐうぐうぐらららら
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いにいにいにいに変革変革変革変革していっていただくしていっていただくしていっていただくしていっていただくようようようように、そに、そに、そに、そんんんんなななな社社社社会になることを会になることを会になることを会になることを望望望望んんんんでいます。でいます。でいます。でいます。

次次次次に、に、に、に、スイムスイムスイムスイムピピピピアアアア奈良の奈良の奈良の奈良のプールプールプールプールですが、県のですが、県のですが、県のですが、県の意識意識意識意識、理、理、理、理念念念念を全ての政策にを全ての政策にを全ての政策にを全ての政策に落落落落としていくたとしていくたとしていくたとしていくた

めには、めには、めには、めには、横横横横串串串串をしっかりしていただくをしっかりしていただくをしっかりしていただくをしっかりしていただく必必必必要要要要があると思います。があると思います。があると思います。があると思います。障害障害障害障害者の者の者の者の利利利利用用用用料料料料金金金金減減減減免措免措免措免措置置置置

だだだだけけけけではなくて、例ではなくて、例ではなくて、例ではなくて、例ええええばばばば建建建建物物物物をつくるときをつくるときをつくるときをつくるときやややや大大大大規模規模規模規模改改改改修修修修をするときなどに、福祉のをするときなどに、福祉のをするときなどに、福祉のをするときなどに、福祉の視点視点視点視点がががが

取取取取りりりり込込込込まれているか、まれているか、まれているか、まれているか、同じよう同じよう同じよう同じようににににエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー政策を推進する奈良県が、政策を推進する奈良県が、政策を推進する奈良県が、政策を推進する奈良県が、再生再生再生再生可能エ可能エ可能エ可能エネネネネルルルルギギギギ

ーーーーをををを利利利利用することができないか、木造・木質化の進用することができないか、木造・木質化の進用することができないか、木造・木質化の進用することができないか、木造・木質化の進むむむむ奈良県が、どこか奈良県が、どこか奈良県が、どこか奈良県が、どこか担当課以担当課以担当課以担当課以外外外外のののの課課課課のののの

所所所所管の、例管の、例管の、例管の、例ええええば、ば、ば、ば、学学学学校校校校のののの校舎校舎校舎校舎をつくるときに木質化ができないかといをつくるときに木質化ができないかといをつくるときに木質化ができないかといをつくるときに木質化ができないかというううう、県が進めている、県が進めている、県が進めている、県が進めている

いいいいろろろろいいいいろろろろなななな施施施施策を策を策を策を担当課担当課担当課担当課だだだだけけけけで発で発で発で発注注注注するのではなくて、事前に全するのではなくて、事前に全するのではなくて、事前に全するのではなくて、事前に全庁的庁的庁的庁的にににに協協協協議をし、議をし、議をし、議をし、広広広広くくくく捉捉捉捉

ままままええええていくことがていくことがていくことがていくことが必必必必要要要要なのではないかと思います。なのではないかと思います。なのではないかと思います。なのではないかと思います。

今今今今はははは障害障害障害障害者の者の者の者の利利利利用用用用料料料料金についてお金についてお金についてお金についてお話話話話しいただきましたしいただきましたしいただきましたしいただきましたけけけけれども、これはれども、これはれども、これはれども、これは建建建建物物物物などのいなどのいなどのいなどのいろろろろ

いいいいろろろろなことで県のなことで県のなことで県のなことで県の施施施施策を策を策を策を横横横横串串串串で通していくとおで通していくとおで通していくとおで通していくとお答答答答ええええいただいたと思っていてもいいですか。いただいたと思っていてもいいですか。いただいたと思っていてもいいですか。いただいたと思っていてもいいですか。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 施設施設施設施設とととと運営運営運営運営といといといというううう２つで、２つで、２つで、２つで、運営運営運営運営についてお尋ねがあったについてお尋ねがあったについてお尋ねがあったについてお尋ねがあったわけわけわけわけですが、ですが、ですが、ですが、施設施設施設施設もももも

同じ同じ同じ同じことだと思います。とりことだと思います。とりことだと思います。とりことだと思います。とりわけ施設わけ施設わけ施設わけ施設もももも横横横横串串串串がががが要要要要るのだと改めてるのだと改めてるのだと改めてるのだと改めて確確確確認さ認さ認さ認させせせせていただきましていただきましていただきましていただきまし

た。た。た。た。バリバリバリバリアアアアフリーフリーフリーフリーのののの施施施施策策策策やややや木造・木質化木造・木質化木造・木質化木造・木質化ややややエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー政策などについては、政策などについては、政策などについては、政策などについては、実実実実際際際際ににににややややってってってって

いることですので、いることですので、いることですので、いることですので、横横横横串串串串は、は、は、は、実実実実はははは私私私私がががが気気気気がついて言がついて言がついて言がついて言わわわわないとなかなかないとなかなかないとなかなかないとなかなか実実実実現現現現できないこともできないこともできないこともできないことも

多多多多いのです。いのです。いのです。いのです。ココココスススストもトもトもトも少少少少しはかかるので、できるだしはかかるので、できるだしはかかるので、できるだしはかかるので、できるだけけけけココココスススストをトをトをトを安安安安くしくしくしくしようようようようとすると、とすると、とすると、とすると、バリバリバリバリ

アアアアフリーフリーフリーフリーテテテテスススストトトトやややや木質化木質化木質化木質化テテテテススススト、ト、ト、ト、省エ省エ省エ省エネネネネルルルルギギギギーーーーテテテテスススストといったトといったトといったトといったテテテテスススストをトをトをトを庁庁庁庁内の内の内の内の横横横横串串串串で、で、で、で、主主主主

管管管管課課課課がががが受受受受けけけけて通ってきたといて通ってきたといて通ってきたといて通ってきたというううう仕仕仕仕組み組み組み組みになるか。それもしたいと思いますが、になるか。それもしたいと思いますが、になるか。それもしたいと思いますが、になるか。それもしたいと思いますが、今今今今はまだどはまだどはまだどはまだど

こにどこにどこにどこにどううううししししようようようようかといかといかといかというううう揺籃揺籃揺籃揺籃期期期期のののの時時時時代ですので、あそこの代ですので、あそこの代ですので、あそこの代ですので、あそこの五條五條五條五條の出の出の出の出張所張所張所張所を木造・木質化でを木造・木質化でを木造・木質化でを木造・木質化で

きないかといったきないかといったきないかといったきないかといった新設新設新設新設のとこのとこのとこのところろろろでそでそでそでそうやうやうやうやっているっているっているっている実実実実験験験験的的的的なななな段段段段階階階階だと思います。それをだと思います。それをだと思います。それをだと思います。それを経常経常経常経常

的的的的なななな仕仕仕仕組み組み組み組みとなるとなるとなるとなるようようようようにしていきたいと思います。にしていきたいと思います。にしていきたいと思います。にしていきたいと思います。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 １１１１点点点点、通告しております。職員の、通告しております。職員の、通告しております。職員の、通告しております。職員の時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務について、ま務について、ま務について、ま務について、まずずずずお尋ねするにお尋ねするにお尋ねするにお尋ねするに至至至至

ったったったった状況状況状況状況もももも少少少少しししし述べ述べ述べ述べささささせせせせていただいて、おていただいて、おていただいて、おていただいて、お伺伺伺伺いをいたします。いをいたします。いをいたします。いをいたします。

２０１３年度の一２０１３年度の一２０１３年度の一２０１３年度の一般般般般会計の決算は、会計の決算は、会計の決算は、会計の決算は、実実実実質質質質収収収収支支支支で７５で７５で７５で７５億円億円億円億円のののの黒字黒字黒字黒字でででで過過過過去去去去最最最最大となりました。大となりました。大となりました。大となりました。

その理その理その理その理由由由由を内を内を内を内訳訳訳訳でででで見見見見ますと、歳入では県ますと、歳入では県ますと、歳入では県ますと、歳入では県税税税税など全など全など全など全体体体体で５５で５５で５５で５５億円億円億円億円のののの増収増収増収増収がありますが、歳出がありますが、歳出がありますが、歳出がありますが、歳出

でででで退退退退職職職職手手手手当当当当が職員の定年が職員の定年が職員の定年が職員の定年勧奨退勧奨退勧奨退勧奨退職者職者職者職者数数数数のののの減減減減、そして２０１３年７月から２０１４年３月ま、そして２０１３年７月から２０１４年３月ま、そして２０１３年７月から２０１４年３月ま、そして２０１３年７月から２０１４年３月ま

での国の一での国の一での国の一での国の一方的方的方的方的な給な給な給な給与与与与削削削削減減減減措措措措置置置置にににによよよよって、って、って、って、人人人人件件件件費が大費が大費が大費が大幅幅幅幅にににに減減減減少少少少したものにしたものにしたものにしたものによよよよります。このります。このります。このります。この

ようようようようにかつてない大にかつてない大にかつてない大にかつてない大幅幅幅幅なななな黒字黒字黒字黒字決算は、職員決算は、職員決算は、職員決算は、職員へへへへの大きなしの大きなしの大きなしの大きなしわ寄せわ寄せわ寄せわ寄せの上にあると言ってもの上にあると言ってもの上にあると言ってもの上にあると言っても過過過過言言言言

ではないと思っておりますが、この職員ではないと思っておりますが、この職員ではないと思っておりますが、この職員ではないと思っておりますが、この職員へへへへのしのしのしのしわ寄せわ寄せわ寄せわ寄せで心で心で心で心配配配配されるのは、職員のされるのは、職員のされるのは、職員のされるのは、職員の減減減減少少少少にににによよよよ

って１って１って１って１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの仕仕仕仕事事事事量量量量ががががふふふふええええること、そして給ること、そして給ること、そして給ること、そして給与与与与のののの減額減額減額減額にににによよよよってってってって士士士士気気気気のののの低下低下低下低下とととと仕仕仕仕事の事の事の事の専専専専
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門門門門性、性、性、性、継続継続継続継続性が性が性が性が失失失失わわわわれることです。れることです。れることです。れることです。

この審査中にいただいた資この審査中にいただいた資この審査中にいただいた資この審査中にいただいた資料料料料でででで見見見見ますと、県職員ますと、県職員ますと、県職員ますと、県職員数数数数は、このは、このは、このは、この間間間間、定、定、定、定期期期期適適適適正正正正化計化計化計化計画画画画のもとのもとのもとのもと

でででで減減減減少少少少してまいりまして、２００５年に職員してまいりまして、２００５年に職員してまいりまして、２００５年に職員してまいりまして、２００５年に職員数数数数が３が３が３が３，，，，６２２６２２６２２６２２人人人人にににに対対対対して２０１３年は３して２０１３年は３して２０１３年は３して２０１３年は３，，，，

００２００２００２００２人人人人で、６２０で、６２０で、６２０で、６２０人人人人減減減減少少少少しております。それにしております。それにしております。それにしております。それに伴伴伴伴って、給って、給って、給って、給与与与与ベベベベースースースース上での一上での一上での一上での一人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの

時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務も務も務も務もふふふふええええております。そして、心ております。そして、心ております。そして、心ております。そして、心配配配配される健康される健康される健康される健康破壊破壊破壊破壊も進も進も進も進んんんんでおります。３０日でおります。３０日でおります。３０日でおります。３０日以以以以

上の病上の病上の病上の病気気気気休暇休暇休暇休暇取得取得取得取得者の５年者の５年者の５年者の５年間間間間の資の資の資の資料料料料をいただきましたが、１年をいただきましたが、１年をいただきましたが、１年をいただきましたが、１年間間間間に平に平に平に平均均均均１００１００１００１００人人人人のののの方方方方が、が、が、が、

休休休休んんんんでいるでいるでいるでいる状況状況状況状況であることがであることがであることがであることがわわわわかりました。その中で、かりました。その中で、かりました。その中で、かりました。その中で、最最最最もももも多多多多いいいい疾疾疾疾病が病が病が病が精精精精神神神神及び行及び行及び行及び行動動動動のののの障障障障

害害害害で、で、で、で、約約約約５５５５割割割割あるといあるといあるといあるという状況う状況う状況う状況ももももわわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

平成２５年１２月に総務警察委員会で山村委員が、日本平成２５年１２月に総務警察委員会で山村委員が、日本平成２５年１２月に総務警察委員会で山村委員が、日本平成２５年１２月に総務警察委員会で山村委員が、日本共共共共産産産産党党党党にににに寄せ寄せ寄せ寄せられた県職員られた県職員られた県職員られた県職員ややややごごごご

家家家家族族族族から、定から、定から、定から、定時時時時にににに帰帰帰帰ることがほとることがほとることがほとることがほとんんんんどなく、どなく、どなく、どなく、午午午午後後後後９９９９時時時時、、、、午午午午後後後後１０１０１０１０時時時時がががが普普普普通で、通で、通で、通で、時時時時にはにはにはには深夜深夜深夜深夜

になることもあり、このままでは健康が心になることもあり、このままでは健康が心になることもあり、このままでは健康が心になることもあり、このままでは健康が心配配配配だ、残業代もだ、残業代もだ、残業代もだ、残業代も少少少少ししかもらっていないとししかもらっていないとししかもらっていないとししかもらっていないと訴訴訴訴ええええ

られまして、られまして、られまして、られまして、相談相談相談相談をををを受受受受けけけけて、職員のて、職員のて、職員のて、職員の実実実実際際際際のののの労働時労働時労働時労働時間間間間がどがどがどがどうううういいいいう実う実う実う実態態態態になっているのか、になっているのか、になっているのか、になっているのか、明明明明

らかにして報告してほしいとらかにして報告してほしいとらかにして報告してほしいとらかにして報告してほしいと求求求求めたことにめたことにめたことにめたことに対対対対して、全てを出すのはかなりの業務になるかして、全てを出すのはかなりの業務になるかして、全てを出すのはかなりの業務になるかして、全てを出すのはかなりの業務になるか

ら、どら、どら、どら、どうううう特定するか、特定するか、特定するか、特定するか、人人人人事事事事課課課課と委員とと委員とと委員とと委員と協協協協議してと議してと議してと議してと答弁答弁答弁答弁をされました。をされました。をされました。をされました。今回今回今回今回の部局別審査のの部局別審査のの部局別審査のの部局別審査の

中で、この中で、この中で、この中で、この協協協協議議議議検検検検討討討討がどがどがどがどううううなりましたかとお尋ねしたとこなりましたかとお尋ねしたとこなりましたかとお尋ねしたとこなりましたかとお尋ねしたところろろろ、、、、難難難難しいしいしいしい点点点点もありますが、もありますが、もありますが、もありますが、協協協協

議を進めて議を進めて議を進めて議を進めて検検検検討討討討していきますとおしていきますとおしていきますとおしていきますとお答答答答ええええをいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

平成２５年１２月の総務警察委員会平成２５年１２月の総務警察委員会平成２５年１２月の総務警察委員会平成２５年１２月の総務警察委員会以以以以降降降降も、も、も、も、最近最近最近最近でもそでもそでもそでもそううううですが、ですが、ですが、ですが、仕仕仕仕事が大事が大事が大事が大変変変変ふふふふええええて、て、て、て、

早早早早くくくく帰帰帰帰りたいと思ってもりたいと思ってもりたいと思ってもりたいと思っても遅遅遅遅くなってしまくなってしまくなってしまくなってしまうううう、、、、家家家家族族族族からどからどからどからどううううなっているのかと言なっているのかと言なっているのかと言なっているのかと言わわわわれる、これる、これる、これる、こ

ののののようようようような長な長な長な長時時時時間間間間労働労働労働労働がががが続続続続いてとてもいてとてもいてとてもいてとても疲疲疲疲れていると、メれていると、メれていると、メれていると、メールやールやールやールや電話電話電話電話のののの訴訴訴訴ええええもももも寄せ寄せ寄せ寄せられておりられておりられておりられており

ます。このます。このます。このます。このようようようような職員な職員な職員な職員や家や家や家や家族族族族からのからのからのからの訴訴訴訴えやえやえやえや声声声声に、本に、本に、本に、本当当当当にににに誠誠誠誠実実実実にににに応応応応ええええていくためには、ていくためには、ていくためには、ていくためには、実実実実態態態態

をををを明明明明らかにしていくことがらかにしていくことがらかにしていくことがらかにしていくことが求求求求められていると思められていると思められていると思められていると思ううううのです。このです。このです。このです。こううううしたしたしたした皆皆皆皆ささささんんんんの一の一の一の一番番番番の心の心の心の心配配配配事事事事

は健康は健康は健康は健康破壊破壊破壊破壊であります。長であります。長であります。長であります。長時時時時間過間過間過間過密密密密労働労働労働労働になっているのではないかといになっているのではないかといになっているのではないかといになっているのではないかといううううことです。このことです。このことです。このことです。この

ようようようようなななな状状状状態態態態がががが続続続続きますと、さらに病きますと、さらに病きますと、さらに病きますと、さらに病気気気気ももももふふふふええええて、１て、１て、１て、１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの仕仕仕仕事事事事量量量量ももももふふふふええええていくといていくといていくといていくというううう

ことでことでことでことで悪循悪循悪循悪循環になりますし、県としても大きな環になりますし、県としても大きな環になりますし、県としても大きな環になりますし、県としても大きな損害損害損害損害ではないかと思います。このではないかと思います。このではないかと思います。このではないかと思います。このようようようようなななな状状状状

況況況況について、知事はどのについて、知事はどのについて、知事はどのについて、知事はどのようようようようにおにおにおにお考え考え考え考えになっているのでしになっているのでしになっているのでしになっているのでしょょょょううううか。職員のか。職員のか。職員のか。職員の時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務につ務につ務につ務につ

いて、知事のごいて、知事のごいて、知事のごいて、知事のご所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 職員の職員の職員の職員の時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務について、務について、務について、務について、論点論点論点論点は２つとは２つとは２つとは２つと感じ感じ感じ感じました。一つはました。一つはました。一つはました。一つは時時時時間間間間管理とい管理とい管理とい管理とい

ううううことです。職員は、あることです。職員は、あることです。職員は、あることです。職員は、ある時時時時間間間間、、、、労働基労働基労働基労働基準準準準法法法法の中での中での中での中で働働働働くくくくべべべべくくくく義義義義務づ務づ務づ務づけけけけられていて、その中られていて、その中られていて、その中られていて、その中

で給で給で給で給料料料料をををを払払払払ううううのがのがのがのが基基基基本給でありますので、本給でありますので、本給でありますので、本給でありますので、時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務はど務はど務はど務はどううううううううまく管理されているのかとまく管理されているのかとまく管理されているのかとまく管理されているのかと

いいいいうううう論点論点論点論点と認と認と認と認識識識識し、もし、もし、もし、もうううう一つは健康管理で、これは一つは健康管理で、これは一つは健康管理で、これは一つは健康管理で、これは時時時時間間間間管理と管理と管理と管理と密接密接密接密接な関係がありますが、な関係がありますが、な関係がありますが、な関係がありますが、
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少少少少しししし違う面違う面違う面違う面もあもあもあもあろうろうろうろうかと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

それで、こそれで、こそれで、こそれで、こうううういいいいう状況う状況う状況う状況といといといといううううのは、委員もおっしのは、委員もおっしのは、委員もおっしのは、委員もおっしゃゃゃゃったったったったようようようようにまだにまだにまだにまだよよよよくくくくわわわわからないのでからないのでからないのでからないので

す。す。す。す。よよよよくくくく調べ調べ調べ調べたのかとおっしたのかとおっしたのかとおっしたのかとおっしゃゃゃゃっていましたので、こっていましたので、こっていましたので、こっていましたので、こうううういいいいう状況う状況う状況う状況ははははよよよよくくくくわわわわからないからないからないからない状況状況状況状況でででで

あるといあるといあるといあるといううううのか、のか、のか、のか、よよよよくくくくわわわわかった、おっしかった、おっしかった、おっしかった、おっしゃゃゃゃるるるるようようようようなななな苛酷苛酷苛酷苛酷なななな労働労働労働労働条件条件条件条件といといといといううううことは、そことは、そことは、そことは、そうううういいいい

ううううことをことをことをことを何何何何か別にか別にか別にか別に調べ調べ調べ調べて認て認て認て認識識識識されているのかどされているのかどされているのかどされているのかどううううかかかかわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんが、認知するとこが、認知するとこが、認知するとこが、認知するところろろろ、ま、ま、ま、ま

だだだだよよよよくくくくわわわわからないからないからないからない状況状況状況状況にあるのかなと思ってにあるのかなと思ってにあるのかなと思ってにあるのかなと思って受受受受けけけけ答答答答ええええをさをさをさをさせせせせていただきます。といていただきます。といていただきます。といていただきます。といううううことことことこと

は、まは、まは、まは、まずずずず、、、、労働労働労働労働条件条件条件条件、、、、時時時時間間間間のののの労働労働労働労働条件条件条件条件ですか、ですか、ですか、ですか、勤勤勤勤務務務務状状状状態態態態をををを調べ調べ調べ調べないといないといないといないといけけけけないと思いますないと思いますないと思いますないと思います

ので、ごので、ごので、ごので、ご指指指指摘摘摘摘があってがあってがあってがあって調べ調べ調べ調べると言ってまだると言ってまだると言ってまだると言ってまだ調べ調べ調べ調べていないといていないといていないといていないといううううことは、ことは、ことは、ことは、実実実実時時時時間間間間管理、管理、管理、管理、時時時時間間間間

外外外外労働労働労働労働のののの時時時時間間間間管理の管理の管理の管理の状況状況状況状況は、まだは、まだは、まだは、まだ十分十分十分十分な知な知な知な知識識識識ではないかもしれまではないかもしれまではないかもしれまではないかもしれませんせんせんせんが、が、が、が、退退退退庁庁庁庁時時時時間間間間の管理の管理の管理の管理

はあるのですはあるのですはあるのですはあるのですけけけけれども、れども、れども、れども、退退退退庁庁庁庁時時時時間間間間はこのはこのはこのはこの建建建建物物物物を出るを出るを出るを出る時時時時間間間間ですから、ですから、ですから、ですから、時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務をしていた務をしていた務をしていた務をしていた

と言と言と言と言ええええるかどるかどるかどるかどううううかはかはかはかはわわわわからないといからないといからないといからないといううううのがのがのがのが人人人人事事事事課課課課のののの考え考え考え考えだと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

といといといといううううのは、のは、のは、のは、時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務は、務は、務は、務は、法法法法令令令令上は管理者の上は管理者の上は管理者の上は管理者の指指指指定があって定があって定があって定があって居居居居残りをする残りをする残りをする残りをするわけわけわけわけで、で、で、で、指指指指定定定定

がながながながなけけけければればればれば帰帰帰帰っていいっていいっていいっていいわけわけわけわけです。とこです。とこです。とこです。ところろろろが、が、が、が、帰帰帰帰りづらいからといって、りづらいからといって、りづらいからといって、りづらいからといって、ややややむむむむをををを得ず得ず得ず得ず居居居居残っ残っ残っ残っ

ておられるておられるておられるておられる方方方方もいるのではないかと推察するのです。これはあまりもいるのではないかと推察するのです。これはあまりもいるのではないかと推察するのです。これはあまりもいるのではないかと推察するのです。これはあまりよよよよくないことなので、くないことなので、くないことなので、くないことなので、

あなたはきあなたはきあなたはきあなたはきょょょょうううう、残ってこれだ、残ってこれだ、残ってこれだ、残ってこれだけけけけはしてくださいと、管理者がはしてくださいと、管理者がはしてくださいと、管理者がはしてくださいと、管理者が時時時時間間間間管理をしっかりした認管理をしっかりした認管理をしっかりした認管理をしっかりした認

識識識識でしないと、だらだらとでしないと、だらだらとでしないと、だらだらとでしないと、だらだらと人人人人がいるといがいるといがいるといがいるといううううのはあまり良くないのはあまり良くないのはあまり良くないのはあまり良くない時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務だと務だと務だと務だと感じ感じ感じ感じておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。今今今今どきですので、どきですので、どきですので、どきですので、早早早早くくくく帰帰帰帰りたいりたいりたいりたい人人人人は、きは、きは、きは、きょょょょううううはははは早早早早くくくく帰帰帰帰っていいっていいっていいっていいよよよよと、管理者がと、管理者がと、管理者がと、管理者が指指指指示示示示

をしないといをしないといをしないといをしないといけけけけない。これは管理者のない。これは管理者のない。これは管理者のない。これは管理者の仕仕仕仕事だと思いますで、事だと思いますで、事だと思いますで、事だと思いますで、人人人人事事事事課課課課のののの答弁答弁答弁答弁は管理者がは管理者がは管理者がは管理者が指指指指示示示示

をしたをしたをしたをした時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務がどの程度あるのかとい務がどの程度あるのかとい務がどの程度あるのかとい務がどの程度あるのかといううううのはのはのはのはわわわわからないといからないといからないといからないといううううことだと思いますが、ことだと思いますが、ことだと思いますが、ことだと思いますが、

これはこれはこれはこれは調べ調べ調べ調べるるるる方向方向方向方向でででで調調調調査をしないとい査をしないとい査をしないとい査をしないといけけけけない。それをない。それをない。それをない。それを受受受受けけけけて、て、て、て、指指指指示示示示を出すとを出すとを出すとを出すと必必必必ずずずず残業代を残業代を残業代を残業代を

払払払払ううううとともに、それとともに、それとともに、それとともに、それ以以以以外外外外は残ってはいは残ってはいは残ってはいは残ってはいけけけけないとまで言ないとまで言ないとまで言ないとまで言わわわわななななけけけければならないといればならないといればならないといればならないといううううことです。ことです。ことです。ことです。

ももももうううう一つは、つき一つは、つき一つは、つき一つは、つき合合合合い残業をできるだい残業をできるだい残業をできるだい残業をできるだけやけやけやけやめることで、健康管理ともめることで、健康管理ともめることで、健康管理ともめることで、健康管理とも密接密接密接密接につながりまにつながりまにつながりまにつながりま

す。いっときに業務がす。いっときに業務がす。いっときに業務がす。いっときに業務が集集集集中します。議会が開かれる前とは申しま中します。議会が開かれる前とは申しま中します。議会が開かれる前とは申しま中します。議会が開かれる前とは申しませんせんせんせんが、が、が、が、予予予予算などを算などを算などを算などを詰詰詰詰めめめめ

るるるる時時時時やややや、国、国、国、国へ陳へ陳へ陳へ陳情情情情するするするする時時時時は業務がは業務がは業務がは業務が集集集集中します。だから、行事、中します。だから、行事、中します。だから、行事、中します。だから、行事、イイイイベベベベントをたくさントをたくさントをたくさントをたくさんんんんするするするするよよよよ

ううううになったら、職員が日になったら、職員が日になったら、職員が日になったら、職員が日曜曜曜曜日でもたくさ日でもたくさ日でもたくさ日でもたくさんんんん出ており、委員の出ており、委員の出ており、委員の出ており、委員の方々方々方々方々は日は日は日は日曜曜曜曜日も日も日も日もよよよよくくくく参参参参加され加され加され加され

ますので、職員とますので、職員とますので、職員とますので、職員と顔顔顔顔をををを合わ合わ合わ合わされるされるされるされるイイイイベベベベントもントもントもントも多多多多いと思います。職員が日いと思います。職員が日いと思います。職員が日いと思います。職員が日曜曜曜曜日でも、とても日でも、とても日でも、とても日でも、とても

よよよよく出てきてくれるので、く出てきてくれるので、く出てきてくれるので、く出てきてくれるので、家家家家庭庭庭庭は大は大は大は大丈丈丈丈夫かと夫かと夫かと夫かと聞聞聞聞くくくくぐぐぐぐらいなのですらいなのですらいなのですらいなのですけけけけれど、日れど、日れど、日れど、日曜曜曜曜日はご日はご日はご日はご主人主人主人主人

はははは置置置置きききき去去去去りだとか、そりだとか、そりだとか、そりだとか、そうううういいいいうううう話話話話が会が会が会が会話話話話としてあるのです。議員もとしてあるのです。議員もとしてあるのです。議員もとしてあるのです。議員も我我我我 々々々々も代も代も代も代休休休休がない職業でがない職業でがない職業でがない職業で

すすすすけけけけれども、職員の日れども、職員の日れども、職員の日れども、職員の日曜曜曜曜日を日を日を日を含含含含めためためためた時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務は、代務は、代務は、代務は、代休休休休をををを取取取取ってめりってめりってめりってめり張張張張りをつりをつりをつりをつけけけけることがることがることがることが

大事だと思いますので、大事だと思いますので、大事だと思いますので、大事だと思いますので、季節季節季節季節的的的的にににに偏偏偏偏らない、もらない、もらない、もらない、もうううう一つは一つは一つは一つは個個個個人的人的人的人的にににに偏偏偏偏らない。らない。らない。らない。ややややはりどはりどはりどはりどううううしししし
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てもできるてもできるてもできるてもできる人人人人はははは頼頼頼頼りにされて、おまりにされて、おまりにされて、おまりにされて、おまええええ、、、、ややややっておいてくれと言っておいてくれと言っておいてくれと言っておいてくれと言わわわわれるれるれるれる傾傾傾傾向向向向はどこのはどこのはどこのはどこの組組組組織織織織にににに

もあるのです。それを、あなたはこれをこのもあるのです。それを、あなたはこれをこのもあるのです。それを、あなたはこれをこのもあるのです。それを、あなたはこれをこのようようようようななななペペペペースースースースででででややややってくれとってくれとってくれとってくれと割割割割り振ることが、り振ることが、り振ることが、り振ることが、

職員の職員の職員の職員の仕仕仕仕事管理とい事管理とい事管理とい事管理といううううことになりますので、それをもことになりますので、それをもことになりますので、それをもことになりますので、それをもう少う少う少う少しししし明明明明瞭瞭瞭瞭化をしていきたいと思い化をしていきたいと思い化をしていきたいと思い化をしていきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

これは、これは、これは、これは、人人人人事事事事課課課課と職員と職員と職員と職員労働労働労働労働組合組合組合組合が一が一が一が一緒緒緒緒になってになってになってになってややややらならならならなけけけければならないればならないればならないればならない仕仕仕仕事であり、事であり、事であり、事であり、無駄無駄無駄無駄

なななな時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務は務は務は務はややややめめめめようようようようといっています。その上で、といっています。その上で、といっています。その上で、といっています。その上で、時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務がとても務がとても務がとても務がとても苛酷苛酷苛酷苛酷なものかどなものかどなものかどなものかど

ううううかは、こかは、こかは、こかは、こうううういったいったいったいった勤勤勤勤務務務務状況状況状況状況かどかどかどかどううううかはかはかはかは調べ調べ調べ調べててててみみみみないとまだないとまだないとまだないとまだわわわわからないと、からないと、からないと、からないと、今感じ今感じ今感じ今感じておりておりておりており

ます。委員がおっします。委員がおっします。委員がおっします。委員がおっしゃゃゃゃるとおりかどるとおりかどるとおりかどるとおりかどううううかは、かは、かは、かは、よよよよくくくく調べ調べ調べ調べててててみみみみないとないとないとないとわわわわからないと思います。からないと思います。からないと思います。からないと思います。

ただ、ただ、ただ、ただ、皆皆皆皆サボサボサボサボっているっているっているっているわけわけわけわけではないので、ではないので、ではないので、ではないので、必必必必ずずずず時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務は発務は発務は発務は発生生生生しています。とてもしています。とてもしています。とてもしています。とてもよよよよくくくく

時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務を務を務を務を含含含含めてめてめてめてややややっていただいていると思います。しかし、っていただいていると思います。しかし、っていただいていると思います。しかし、っていただいていると思います。しかし、時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務はある程度、務はある程度、務はある程度、務はある程度、

波波波波がある、あるいはがある、あるいはがある、あるいはがある、あるいは仕仕仕仕事の事の事の事の量量量量ががががふふふふええええてくるとてくるとてくるとてくると必然必然必然必然的的的的ですが、それがですが、それがですが、それがですが、それが苛酷苛酷苛酷苛酷かどかどかどかどううううかといかといかといかといううううここここ

とは、大いにとは、大いにとは、大いにとは、大いに検証検証検証検証してしてしてしてチェックチェックチェックチェックしなしなしなしなけけけければいればいればいればいけけけけない事ない事ない事ない事項項項項だとだとだとだと感じ感じ感じ感じております。ております。ております。ております。実証的実証的実証的実証的にににに調調調調

査し、議査し、議査し、議査し、議論論論論ささささせせせせ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。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 知事から、ど知事から、ど知事から、ど知事から、どうううういいいいう状う状う状う状態態態態になっているのか、になっているのか、になっているのか、になっているのか、実実実実態態態態としてとしてとしてとして調べ調べ調べ調べててててみみみみないとないとないとないとわわわわかかかか

らないとおらないとおらないとおらないとお答答答答ええええいただきました。いただきました。いただきました。いただきました。

時時時時間間間間管理で、管理で、管理で、管理で、指指指指定されて残業をされているとこれまでのお尋ねの中でも定されて残業をされているとこれまでのお尋ねの中でも定されて残業をされているとこれまでのお尋ねの中でも定されて残業をされているとこれまでのお尋ねの中でも聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております

が、が、が、が、実実実実際際際際のののの皆皆皆皆ささささんんんんからのからのからのからの訴訴訴訴ええええとか、そとか、そとか、そとか、そうううういいいいう状況う状況う状況う状況でいきますと、でいきますと、でいきますと、でいきますと、実実実実際際際際に、例に、例に、例に、例ええええば県ば県ば県ば県庁庁庁庁のののの方方方方

は、は、は、は、先先先先ほどもごほどもごほどもごほどもご答弁答弁答弁答弁に出ましたに出ましたに出ましたに出ましたけけけけれど、出れど、出れど、出れど、出勤勤勤勤、、、、退退退退勤勤勤勤のののの読読読読み取み取み取み取り機があって、り機があって、り機があって、り機があって、調調調調査をすれば査をすれば査をすれば査をすれば

労働時労働時労働時労働時間間間間ははははわわわわかると、どれだかると、どれだかると、どれだかると、どれだけけけけ県県県県庁庁庁庁にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃったったったった時時時時間間間間があるのかと。ただ、その内容があるのかと。ただ、その内容があるのかと。ただ、その内容があるのかと。ただ、その内容

で、知事が言で、知事が言で、知事が言で、知事が言わわわわれたれたれたれたようようようように、そのに、そのに、そのに、その時時時時間間間間が全てが全てが全てが全て仕仕仕仕事をしており、事をしており、事をしており、事をしており、時時時時間外間外間外間外勤勤勤勤務とい務とい務とい務といううううことになことになことになことにな

るのかどるのかどるのかどるのかどううううかの問題があるのだとおっしかの問題があるのだとおっしかの問題があるのだとおっしかの問題があるのだとおっしゃゃゃゃったったったったわけわけわけわけですですですですけけけけれど、とりあれど、とりあれど、とりあれど、とりあえずえずえずえずはははは実実実実際際際際のののの退退退退勤勤勤勤、、、、

出出出出勤勤勤勤のののの時時時時間間間間は、もは、もは、もは、もううううすすすすぐぐぐぐデデデデータータータータが出てくると思が出てくると思が出てくると思が出てくると思ううううのですのですのですのですけけけけれども、その辺のことが、れども、その辺のことが、れども、その辺のことが、れども、その辺のことが、協協協協議議議議

をしてと言をしてと言をしてと言をしてと言わわわわれている中れている中れている中れている中身身身身かとは思いますかとは思いますかとは思いますかとは思いますけけけけれども、できるのではないかと思っているのれども、できるのではないかと思っているのれども、できるのではないかと思っているのれども、できるのではないかと思っているの

です。この辺についてはいかがでしです。この辺についてはいかがでしです。この辺についてはいかがでしです。この辺についてはいかがでしょょょょううううか。か。か。か。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 今今今今のはのはのはのは実証的実証的実証的実証的にと言ったにと言ったにと言ったにと言ったようようようように、業務に、業務に、業務に、業務命命命命令令令令の残業をの残業をの残業をの残業を何何何何時時時時間間間間したのかといしたのかといしたのかといしたのかといううううここここ

とは管理者にとは管理者にとは管理者にとは管理者に聞け聞け聞け聞けばばばばわわわわかりますが、それとかりますが、それとかりますが、それとかりますが、それと退退退退庁庁庁庁時時時時間間間間からからからから引引引引いた残業いた残業いた残業いた残業時時時時間間間間とにとにとにとに差差差差があるのでがあるのでがあるのでがあるので

はないかと、まだ報告ははないかと、まだ報告ははないかと、まだ報告ははないかと、まだ報告は受受受受けけけけていまていまていまていませんせんせんせんが、大が、大が、大が、大分分分分差差差差があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと感じ感じ感じ感じております。ております。ております。ております。

では、そのでは、そのでは、そのでは、その差差差差はははは何何何何なのかといなのかといなのかといなのかといううううことをことをことをことを調調調調査しな査しな査しな査しなけけけければいればいればいればいけけけけないといないといないといないといううううのが、のが、のが、のが、今今今今のののの段段段段階階階階ののののよよよよ

ううううに思います。に思います。に思います。に思います。

そのときに、そのときに、そのときに、そのときに、在在在在庁庁庁庁時時時時間間間間を全部残業さを全部残業さを全部残業さを全部残業させせせせているといているといているといているといううううことはまだことはまだことはまだことはまだわわわわからないですが、さからないですが、さからないですが、さからないですが、させせせせ
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ているといているといているといているといううううことはもことはもことはもことはもう少う少う少う少しししし調べ調べ調べ調べないとないとないとないとわわわわからない。それはからない。それはからない。それはからない。それは自自自自主主主主残業とい残業とい残業とい残業というううう言言言言葉葉葉葉があるがあるがあるがあるぐぐぐぐ

らいで、残業らいで、残業らいで、残業らいで、残業指指指指示示示示をしないのに残っておられたをしないのに残っておられたをしないのに残っておられたをしないのに残っておられた人人人人はどはどはどはどううううするのかといするのかといするのかといするのかといううううこともあることもあることもあることもあるわけわけわけわけでででで

す。管理す。管理す。管理す。管理側側側側としては、としては、としては、としては、法的法的法的法的に残業に残業に残業に残業指指指指示示示示をしたのが残業だとなるのですをしたのが残業だとなるのですをしたのが残業だとなるのですをしたのが残業だとなるのですけけけけれども、それが残れども、それが残れども、それが残れども、それが残

業業業業指指指指示示示示をををを曖昧曖昧曖昧曖昧にして、にして、にして、にして、居居居居残りを残りを残りを残りをややややむむむむなくさなくさなくさなくさせせせせるといるといるといるといううううことは、こすいことは、こすいことは、こすいことは、こすいややややりりりり方方方方になりますのになりますのになりますのになりますの

で、そで、そで、そで、そうううういいいいううううことのないことのないことのないことのないようようようようにといにといにといにといううううのがのがのがのが我我我我 々々々々共共共共通の通の通の通の目標目標目標目標になると思います。ただ、になると思います。ただ、になると思います。ただ、になると思います。ただ、退退退退庁庁庁庁

時時時時間間間間といといといといううううのは、のは、のは、のは、実実実実際際際際にににに退退退退庁庁庁庁したしたしたした時時時時間間間間といといといといううううこと。では、こと。では、こと。では、こと。では、時時時時間外間外間外間外のののの庁庁庁庁内の内の内の内の状況状況状況状況はどはどはどはどううううなのなのなのなの

かといかといかといかといううううことが、ことが、ことが、ことが、少少少少しししし見え見え見え見えないとこないとこないとこないところろろろがあるとがあるとがあるとがあると共共共共通認通認通認通認識識識識としてとしてとしてとして持持持持っておかなっておかなっておかなっておかなけけけければならなればならなればならなればならな

い。それはい。それはい。それはい。それは調べ調べ調べ調べないとそのないとそのないとそのないとその間間間間、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろな理な理な理な理由由由由で残らされていると思っておられるで残らされていると思っておられるで残らされていると思っておられるで残らされていると思っておられる方方方方も、も、も、も、

みんみんみんみんなかどなかどなかどなかどううううかかかかわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせん。職員からの。職員からの。職員からの。職員からの訴訴訴訴ええええがあることはがあることはがあることはがあることは確確確確かなので、そかなので、そかなので、そかなので、そうううう思っておら思っておら思っておら思っておら

れるれるれるれる方方方方はおられることまでははおられることまでははおられることまでははおられることまではわわわわかりました。それが全かりました。それが全かりました。それが全かりました。それが全体体体体の中のどのの中のどのの中のどのの中のどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの量量量量なのかは、なのかは、なのかは、なのかは、

調べ調べ調べ調べててててみみみみないとないとないとないとわわわわからないと思っております。からないと思っております。からないと思っております。からないと思っております。調べ調べ調べ調べることが大事だと思います。ることが大事だと思います。ることが大事だと思います。ることが大事だと思います。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 実実実実態態態態についても、知事がおっしについても、知事がおっしについても、知事がおっしについても、知事がおっしゃゃゃゃったったったったようようようように、県に、県に、県に、県庁庁庁庁にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃるるるる時時時時間間間間と、と、と、と、

実実実実際際際際に残業された、認められたに残業された、認められたに残業された、認められたに残業された、認められた時時時時間間間間とととと差差差差のことなどはのことなどはのことなどはのことなどはよよよよくくくく調べ調べ調べ調べないとないとないとないとわわわわからないと言からないと言からないと言からないと言わわわわれれれれ

ましたので、そましたので、そましたので、そましたので、そうううういいいいううううこともこともこともことも含含含含めてめてめてめて調べ調べ調べ調べていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

職員から職員から職員から職員から訴訴訴訴ええええがたくさがたくさがたくさがたくさん寄せん寄せん寄せん寄せられてきているられてきているられてきているられてきているわけわけわけわけです。です。です。です。先先先先ほども言いましたほども言いましたほども言いましたほども言いましたようようようように、に、に、に、夜夜夜夜

９９９９時時時時、１０、１０、１０、１０時時時時をををを過ぎ過ぎ過ぎ過ぎて、て、て、て、深夜深夜深夜深夜になることもあるといになることもあるといになることもあるといになることもあるといううううのはのはのはのは訴訴訴訴ええええのあったのあったのあったのあった方方方方のののの状況状況状況状況ですが、ですが、ですが、ですが、

実実実実はそのはそのはそのはその訴訴訴訴ええええの中にの中にの中にの中に使使使使わわわわれる言れる言れる言れる言葉葉葉葉は、あまりいい言は、あまりいい言は、あまりいい言は、あまりいい言葉葉葉葉ではないのですではないのですではないのですではないのですけけけけれど、県れど、県れど、県れど、県庁庁庁庁ははははブラブラブラブラ

ック企ック企ック企ック企業ではないですか業ではないですか業ではないですか業ではないですかやややや県県県県庁庁庁庁こそこそこそこそブラック企ブラック企ブラック企ブラック企業だとい業だとい業だとい業だというううう、ささ、ささ、ささ、ささややややききききややややつつつつぶやぶやぶやぶやきがありまきがありまきがありまきがありま

す。このままのす。このままのす。このままのす。このままの状状状状態態態態にしておきますと、それがにしておきますと、それがにしておきますと、それがにしておきますと、それが次次次次 々々々々とととと重重重重なって、大きななって、大きななって、大きななって、大きな声声声声になっていくとになっていくとになっていくとになっていくと

いいいいううううのが本のが本のが本のが本当当当当に残に残に残に残念念念念なななな状況状況状況状況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。

最後最後最後最後はははは要要要要望望望望にしておきますが、福祉のにしておきますが、福祉のにしておきますが、福祉のにしておきますが、福祉の向向向向上上上上やややや県県県県民民民民のためにのためにのためにのために頑張頑張頑張頑張っている職員のっている職員のっている職員のっている職員の皆皆皆皆ささささんんんんが、が、が、が、

誰誰誰誰もがもがもがもが人間人間人間人間らしくらしくらしくらしく働働働働く、く、く、く、働働働働くといくといくといくというううう労働労働労働労働のののの権利権利権利権利が保が保が保が保障障障障されてこそ、県されてこそ、県されてこそ、県されてこそ、県民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんのためにのためにのためにのために

本本本本当当当当に良いに良いに良いに良い仕仕仕仕事をしていただくことができると思っております。事をしていただくことができると思っております。事をしていただくことができると思っております。事をしていただくことができると思っております。具体的具体的具体的具体的にににに何人何人何人何人かのかのかのかの方々方々方々方々のののの

訴訴訴訴ええええにににに応応応応ええええていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、実実実実際際際際のののの労働時労働時労働時労働時間間間間がどがどがどがどうううういいいいう状う状う状う状態態態態になっているのかといになっているのかといになっているのかといになっているのかといううううことで、ことで、ことで、ことで、

これは部局審査でもごこれは部局審査でもごこれは部局審査でもごこれは部局審査でもご答弁答弁答弁答弁いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、協協協協議をしてとおっし議をしてとおっし議をしてとおっし議をしてとおっしゃゃゃゃって、知事もそれのって、知事もそれのって、知事もそれのって、知事もそれの実実実実態態態態をををを

調べ調べ調べ調べるとおっしるとおっしるとおっしるとおっしゃゃゃゃってくださいましたので、ってくださいましたので、ってくださいましたので、ってくださいましたので、検検検検討討討討を進めていただいて、を進めていただいて、を進めていただいて、を進めていただいて、早早早早くくくく明明明明らかにしてらかにしてらかにしてらかにして

いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、方向方向方向方向をををを示示示示していただきたいと思います。知事からもこのしていただきたいと思います。知事からもこのしていただきたいと思います。知事からもこのしていただきたいと思います。知事からもこの点点点点ははははぜひぜひぜひぜひ、、、、先先先先ほどおほどおほどおほどお

っしっしっしっしゃゃゃゃったからもったからもったからもったからもうううう言っていただ言っていただ言っていただ言っていただけけけけると思いますると思いますると思いますると思いますけけけけれども、れども、れども、れども、明明明明らかにするために一らかにするために一らかにするために一らかにするために一押押押押しししし二二二二

押押押押ししていただししていただししていただししていただけけけけますますますますようようようよう強強強強くここでくここでくここでくここで要要要要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 １１１１点点点点、お、お、お、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。
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ヘヘヘヘイイイイトトトトススススピピピピーチーチーチーチについてです。平成２６年９月定例会のときに、議会としてもについてです。平成２６年９月定例会のときに、議会としてもについてです。平成２６年９月定例会のときに、議会としてもについてです。平成２６年９月定例会のときに、議会としても意見意見意見意見書書書書をををを

可可可可決した決した決した決したわけわけわけわけです。この内容で、です。この内容で、です。この内容で、です。この内容で、京京京京都都都都朝朝朝朝鮮鮮鮮鮮第一第一第一第一初初初初級級級級学学学学校校校校におにおにおにおけけけけるるるる差差差差別別別別的的的的なななな街街街街頭頭頭頭宣伝宣伝宣伝宣伝行行行行為為為為、、、、

また、水平また、水平また、水平また、水平社社社社博博博博物物物物館館館館前にお前にお前にお前におけけけけるるるる街街街街頭頭頭頭宣伝宣伝宣伝宣伝行行行行為為為為は、は、は、は、裁裁裁裁判判判判所所所所での判決での判決での判決での判決文文文文などをなどをなどをなどを見見見見ても、ても、ても、ても、聞聞聞聞くにくにくにくに

たたたたええええないないないないようようようような、このな、このな、このな、この意見意見意見意見書書書書にににに書書書書いてある言いてある言いてある言いてある言葉葉葉葉だだだだけけけけではなくて、本ではなくて、本ではなくて、本ではなくて、本当当当当にににに口口口口にも出にも出にも出にも出せせせせないないないないよよよよ

ううううな大な大な大な大変変変変ひひひひどいどいどいどい表表表表現現現現があるがあるがあるがあるわけわけわけわけです。一です。一です。一です。一方方方方で、こで、こで、こで、こうううういったいったいったいった団団団団体体体体のののの街宣街宣街宣街宣行行行行為為為為にににに反反反反対対対対するするするするカカカカウウウウ

ンンンンターターターター行行行行為為為為とととと俗俗俗俗に言に言に言に言わわわわれるものでありますれるものでありますれるものでありますれるものでありますけけけけれども、これども、これども、これども、こうううういった中でも大いった中でも大いった中でも大いった中でも大変変変変汚汚汚汚い言い言い言い言葉葉葉葉遣遣遣遣いいいい

やややや、そして、そして、そして、そして掲掲掲掲示示示示をされているをされているをされているをされているプラプラプラプラカカカカードードードード、また、行、また、行、また、行、また、行動動動動として中として中として中として中指指指指をををを立立立立てたりするてたりするてたりするてたりするようようようような行な行な行な行

動動動動など、本など、本など、本など、本当当当当にににに見見見見るにたるにたるにたるにたええええないないないないようようようような行な行な行な行動動動動もあります。また、ほかのもあります。また、ほかのもあります。また、ほかのもあります。また、ほかの団団団団体体体体などが、などが、などが、などが、首首首首相相相相やややや

内内内内閣閣閣閣にににに対対対対してしてしてしてフフフファァァァシシシシスススストであるといったトであるといったトであるといったトであるといったようようようようなななな表表表表現現現現をしたり、これもをしたり、これもをしたり、これもをしたり、これも私私私私からすると大からすると大からすると大からすると大変変変変ひひひひ

どいどいどいどい表表表表現現現現ではないかとではないかとではないかとではないかと感じ感じ感じ感じております。ております。ております。ております。

知事も６月２４日の知事も６月２４日の知事も６月２４日の知事も６月２４日の記記記記者会者会者会者会見見見見で、で、で、で、街街街街頭頭頭頭でのでのでのでの圧迫圧迫圧迫圧迫ややややアアアアジジジジリリリリは大は大は大は大変変変変ひひひひどいものではないかとどいものではないかとどいものではないかとどいものではないかと

いいいいうううう印象印象印象印象をををを受受受受けけけけるとおっしるとおっしるとおっしるとおっしゃゃゃゃっていました。改めて、っていました。改めて、っていました。改めて、っていました。改めて、ヘヘヘヘイイイイトトトトススススピピピピーチーチーチーチについて、県のについて、県のについて、県のについて、県の取取取取りりりり

組み組み組み組みをををを含含含含めて、知事のごめて、知事のごめて、知事のごめて、知事のご所見所見所見所見をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 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いましたことはいましたことはいましたことはいましたことは仄仄仄仄聞聞聞聞はしておりますが、はしておりますが、はしておりますが、はしておりますが、実実実実際際際際にはにはにはには聞聞聞聞いたこといたこといたこといたこと

はないのですはないのですはないのですはないのですけけけけれども、東れども、東れども、東れども、東京京京京の大久保でそのの大久保でそのの大久保でそのの大久保でその現現現現場に出く場に出く場に出く場に出くわわわわしたことがあって、これはしたことがあって、これはしたことがあって、これはしたことがあって、これはひひひひどどどど

いなといいなといいなといいなといううううのがのがのがのが印象印象印象印象です。です。です。です。

繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、しになりますが、しになりますが、しになりますが、ヘヘヘヘイイイイトトトトススススピピピピーチーチーチーチと言と言と言と言わわわわれるものは、れるものは、れるものは、れるものは、人人人人権侵権侵権侵権侵害害害害としてとしてとしてとして許許許許しがたいしがたいしがたいしがたい

と思います。それをどのと思います。それをどのと思います。それをどのと思います。それをどのようようようようにににに規規規規制制制制するのかは、するのかは、するのかは、するのかは、現在現在現在現在はははは司司司司法法法法、、、、京京京京都都都都のののの裁裁裁裁判判判判やややや、水平、水平、水平、水平社社社社博博博博物物物物

館館館館前での行前での行前での行前での行為為為為に関するに関するに関するに関する裁裁裁裁判で判で判で判で介介介介入する。それと警察が出入する。それと警察が出入する。それと警察が出入する。それと警察が出動動動動し、し、し、し、騒音騒音騒音騒音規規規規制制制制をされたりするをされたりするをされたりするをされたりするわわわわ

けけけけで、で、で、で、表表表表現現現現のののの自自自自由由由由になるになるになるになるべべべべくさくさくさくさわわわわらないらないらないらないようようようように、に、に、に、表表表表現現現現のののの仕仕仕仕方方方方をををを規規規規制制制制するといったことです。するといったことです。するといったことです。するといったことです。

皆皆皆皆が心境のが心境のが心境のが心境の自自自自由由由由、、、、考え考え考え考えのののの自自自自由由由由をををを持持持持っておりますので、っておりますので、っておりますので、っておりますので、表表表表現現現現のののの自自自自由由由由はははは考え方考え方考え方考え方のののの自自自自由由由由といといといといううううここここ

とであります。とであります。とであります。とであります。相相相相手手手手ををををややややっつっつっつっつけけけけるるるるようようようようなななな表表表表現現現現のののの仕仕仕仕方方方方はははは相相相相手手手手ににににダダダダメメメメーーーージをジをジをジを与え与え与え与える、言る、言る、言る、言葉葉葉葉のののの暴暴暴暴

力力力力もあり、もあり、もあり、もあり、外外外外国に国に国に国に対対対対して行いますと、国して行いますと、国して行いますと、国して行いますと、国益益益益をををを損損損損ななななううううといといといといううううことでことでことでことで人人人人権侵権侵権侵権侵害害害害が国が国が国が国益益益益侵侵侵侵害害害害にもにもにもにも

なりかねまなりかねまなりかねまなりかねませんせんせんせん。。。。表表表表現現現現のののの仕仕仕仕方方方方についてはいについてはいについてはいについてはいろろろろいいいいろろろろなななな検証検証検証検証がある。それががある。それががある。それががある。それが司司司司法法法法にだにだにだにだけけけけまだまだまだまだ任任任任

されていることで、されていることで、されていることで、されていることで、司司司司法法法法と警察のと警察のと警察のと警察の騒音騒音騒音騒音規規規規制制制制やややや街街街街頭頭頭頭の通行の通行の通行の通行規規規規制制制制などといなどといなどといなどというううう形形形形で行で行で行で行わわわわれておりれておりれておりれており

ます。しかし、ある程度のます。しかし、ある程度のます。しかし、ある程度のます。しかし、ある程度の表表表表現現現現のののの仕仕仕仕方方方方は、は、は、は、街街街街頭頭頭頭ややややデデデデモモモモといといといというううう形形形形では認められるでは認められるでは認められるでは認められるようようようようになっになっになっになっ

ていますが、ていますが、ていますが、ていますが、表表表表現現現現のののの仕仕仕仕方方方方については、大については、大については、大については、大変人変人変人変人をををを傷傷傷傷つつつつけけけけると思います。そのときにると思います。そのときにると思います。そのときにると思います。そのときに人人人人権侵権侵権侵権侵害害害害

はははは具体的具体的具体的具体的には名には名には名には名誉毀誉毀誉毀誉毀損損損損といといといというううう形形形形でででで訴訴訴訴ええええられることがられることがられることがられることが多多多多いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。建建建建物や組物や組物や組物や組織織織織の名の名の名の名誉誉誉誉損損損損

害害害害ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、個個個個人人人人のののの損害損害損害損害になるので、になるので、になるので、になるので、人人人人種種種種やややや国国国国家家家家などになどになどになどにヘヘヘヘイイイイトトトトススススピピピピーチーチーチーチををををぶぶぶぶつつつつけけけけると、ると、ると、ると、

司司司司法法法法にはにはにはには限界限界限界限界があるのもがあるのもがあるのもがあるのも実情実情実情実情ですので、ですので、ですので、ですので、何何何何らかのらかのらかのらかの立法立法立法立法でででで法規法規法規法規制制制制をしている国がをしている国がをしている国がをしている国が多多多多いかと思いかと思いかと思いかと思
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います。したがって、国がそいます。したがって、国がそいます。したがって、国がそいます。したがって、国がそうううういいいいうううう議議議議論論論論をした上でをした上でをした上でをした上で基基基基準準準準をををを示示示示すすすすべべべべきだと思いますが、ききだと思いますが、ききだと思いますが、ききだと思いますが、きょょょょ

ううううのののの新聞新聞新聞新聞でもでもでもでも自自自自由由由由民民民民主主主主党党党党の一部のの一部のの一部のの一部の意見意見意見意見はははは法規法規法規法規制制制制すすすすべべべべきではないと発言されている議員、きではないと発言されている議員、きではないと発言されている議員、きではないと発言されている議員、旧旧旧旧

知の平知の平知の平知の平沢沢沢沢議員です議員です議員です議員ですけけけけれども、あるいはれども、あるいはれども、あるいはれども、あるいは法規法規法規法規制制制制しないのはおかしいといしないのはおかしいといしないのはおかしいといしないのはおかしいというううう議員、議員、議員、議員、右左右左右左右左といといといというううう

言い言い言い言い方方方方はははは変変変変ですですですですけけけけれど、議員れど、議員れど、議員れど、議員間間間間でもでもでもでも分分分分かれているかれているかれているかれているようようようようなななな気気気気がしますが、これこそ国会でのがしますが、これこそ国会でのがしますが、これこそ国会でのがしますが、これこそ国会での

十分十分十分十分な議な議な議な議論論論論をををを経経経経ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

そのそのそのその考え方考え方考え方考え方のののの多多多多様様様様性とい性とい性とい性といううううのは、のは、のは、のは、民民民民主主主主主主主主義義義義のののの基基基基礎礎礎礎でごでごでごでござざざざいますので、それといますので、それといますので、それといますので、それと実証実証実証実証性、性、性、性、うううう

そをつかないといそをつかないといそをつかないといそをつかないといううううのがのがのがのが民民民民主主主主主主主主義義義義のののの基基基基礎礎礎礎ですので、ですので、ですので、ですので、ヘヘヘヘイイイイトトトトススススピピピピーチーチーチーチははははううううそを言ってでもそを言ってでもそを言ってでもそを言ってでもレレレレ

ッッッッテテテテルルルルをををを貼貼貼貼ろうろうろうろうといといといといううううのは、のは、のは、のは、人人人人権侵権侵権侵権侵害害害害といといといというううう形形形形で、で、で、で、民民民民主主主主主主主主義義義義をををを壊壊壊壊す行す行す行す行為為為為だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。真真真真

実実実実性があっても、性があっても、性があっても、性があっても、表表表表現現現現のののの仕仕仕仕方方方方ががががひひひひどいと、これはどいと、これはどいと、これはどいと、これは人人人人権侵権侵権侵権侵害害害害になります。しかももになります。しかももになります。しかももになります。しかももうううう一つは一つは一つは一つは

真実真実真実真実性のないものを、ことさら性のないものを、ことさら性のないものを、ことさら性のないものを、ことさら、、、、「「「「あいつはこあいつはこあいつはこあいつはこうううういいいいう悪う悪う悪う悪ものだものだものだものだ。。。。」」」」とととと繰繰繰繰りりりり返返返返し言し言し言し言ううううと、と、と、と、信信信信じじじじ

込込込込まままませせせせるといるといるといるというううう技術技術技術技術があります。これはがあります。これはがあります。これはがあります。これは民民民民主主主主主主主主義義義義をををを壊壊壊壊す危す危す危す危険険険険な行な行な行な行為為為為だとだとだとだと強強強強く思く思く思く思うううう。。。。過過過過去去去去にににに

そそそそうううういいいいうううう例もあった例もあった例もあった例もあったわけわけわけわけです。奈良県は、です。奈良県は、です。奈良県は、です。奈良県は、異異異異文文文文化に化に化に化に対対対対してしてしてして寛寛寛寛容な、容な、容な、容な、異異異異文文文文化を知らないまま、化を知らないまま、化を知らないまま、化を知らないまま、

自自自自分分分分のののの文文文文化ではないかと思って化ではないかと思って化ではないかと思って化ではないかと思って受受受受けけけけ入れてきた土地入れてきた土地入れてきた土地入れてきた土地柄柄柄柄です。です。です。です。異異異異文文文文化について化について化について化について寛寛寛寛容なのか、容なのか、容なのか、容なのか、

自自自自分分分分のものとしてのものとしてのものとしてのものとして勘勘勘勘違違違違いするのかいするのかいするのかいするのかわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんが、が、が、が、異異異異文文文文化に化に化に化に対対対対してのしてのしてのしての交流交流交流交流、、、、接接接接触触触触があったがあったがあったがあった

地域です。そ地域です。そ地域です。そ地域です。そうううういいいいう意識う意識う意識う意識のののの持持持持ちちちち方方方方で、で、で、で、ヘヘヘヘイイイイトトトトススススピピピピーチーチーチーチはいはいはいはいけけけけないといないといないといないというううう姿姿姿姿勢勢勢勢をとるのは奈をとるのは奈をとるのは奈をとるのは奈

良県らしくもある良県らしくもある良県らしくもある良県らしくもあるようようようように思っております。に思っております。に思っております。に思っております。所見所見所見所見につにつにつにつけけけけ加加加加ええええたたたた所見所見所見所見といといといというよううよううよううようなななな形形形形でおでおでおでお答答答答ええええ

ささささせせせせていただいたとこていただいたとこていただいたとこていただいたところろろろです。です。です。です。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 本本本本当当当当に知事のおっしに知事のおっしに知事のおっしに知事のおっしゃゃゃゃるとおりで、るとおりで、るとおりで、るとおりで、人人人人をををを傷傷傷傷つつつつけけけけるといるといるといるといううううことはとことはとことはとことはとんんんんでもないでもないでもないでもない

ことであると思います。ことであると思います。ことであると思います。ことであると思います。

京京京京都都都都朝朝朝朝鮮鮮鮮鮮第一第一第一第一初初初初級級級級学学学学校校校校についてのについてのについてのについての街街街街頭頭頭頭宣伝宣伝宣伝宣伝行行行行為為為為は、本は、本は、本は、本当当当当に大に大に大に大変変変変許許許許しがたいものです。こしがたいものです。こしがたいものです。こしがたいものです。こ

のののの根根根根底底底底にある問題は、もともとにある問題は、もともとにある問題は、もともとにある問題は、もともと学学学学校校校校のののの隣隣隣隣にあるにあるにあるにある児児児児童公童公童公童公園園園園にににに学学学学校側校側校側校側がががが朝朝朝朝礼台礼台礼台礼台をををを置置置置いたり、いたり、いたり、いたり、放放放放

送送送送施設施設施設施設をををを置置置置いたりして、いたりして、いたりして、いたりして、学学学学校校校校ののののググググララララウウウウンンンンドドドドとととと同じよう同じよう同じよう同じようにににに使使使使っていたといっていたといっていたといっていたといううううことで、不ことで、不ことで、不ことで、不正正正正にににに

占占占占用しているとい用しているとい用しているとい用しているといううううことにことにことにことに対対対対するするするする批批批批判から判から判から判から始始始始まったものであります。その問題をまったものであります。その問題をまったものであります。その問題をまったものであります。その問題を指指指指摘摘摘摘をしをしをしをし

て改て改て改て改善善善善をををを要求要求要求要求するのは、これはまたするのは、これはまたするのは、これはまたするのは、これはまた確確確確かにかにかにかに正正正正当当当当なことであると思なことであると思なことであると思なことであると思ううううのですが、ただ、それのですが、ただ、それのですが、ただ、それのですが、ただ、それ

をををを批批批批判するときに判するときに判するときに判するときに差差差差別別別別的的的的な言な言な言な言葉葉葉葉にににによよよよってってってって人人人人をををを傷傷傷傷つつつつけけけけるといるといるといるといううううのは、のは、のは、のは、絶絶絶絶対対対対にあってはならなにあってはならなにあってはならなにあってはならな

いことだと思っております。いことだと思っております。いことだと思っております。いことだと思っております。

そしてまた、そしてまた、そしてまた、そしてまた、法法法法整整整整備備備備についても、知事がおっしについても、知事がおっしについても、知事がおっしについても、知事がおっしゃゃゃゃったとおり、その発言にったとおり、その発言にったとおり、その発言にったとおり、その発言に対対対対するするするする何何何何らからからからか

のののの規規規規制制制制が本が本が本が本当当当当に大事なことで、に大事なことで、に大事なことで、に大事なことで、何何何何でもかでもかでもかでもかんんんんでもでもでもでも規規規規制制制制してしましてしましてしましてしまううううといといといといううううことは、ことは、ことは、ことは、結結結結局、政治局、政治局、政治局、政治

的的的的なななな感覚感覚感覚感覚をををを持持持持ったったったった意見意見意見意見まで、例まで、例まで、例まで、例ええええばばばば外外外外国国国国人人人人のことにのことにのことにのことに対対対対しては、一しては、一しては、一しては、一切触切触切触切触れてはいれてはいれてはいれてはいけけけけないのだ、ないのだ、ないのだ、ないのだ、

触触触触れるとまたそれをれるとまたそれをれるとまたそれをれるとまたそれを法法法法律律律律でででで規規規規制制制制されるといったことになると、されるといったことになると、されるといったことになると、されるといったことになると、表表表表現現現現のののの自自自自由由由由であるとか、まであるとか、まであるとか、まであるとか、ま
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た言た言た言た言論論論論のののの抑抑抑抑圧圧圧圧とか、そとか、そとか、そとか、そうううういったものにつながってくると思っています。このあたりは国会いったものにつながってくると思っています。このあたりは国会いったものにつながってくると思っています。このあたりは国会いったものにつながってくると思っています。このあたりは国会

でもでもでもでも慎慎慎慎重重重重に議に議に議に議論論論論をしていただきたいと思いますし、また、県のをしていただきたいと思いますし、また、県のをしていただきたいと思いますし、また、県のをしていただきたいと思いますし、また、県の取取取取りりりり組み組み組み組みについても、あらについても、あらについても、あらについても、あら

ゆゆゆゆる事例があると思いますので、しっかりだめなものはだめ、そしてまた、る事例があると思いますので、しっかりだめなものはだめ、そしてまた、る事例があると思いますので、しっかりだめなものはだめ、そしてまた、る事例があると思いますので、しっかりだめなものはだめ、そしてまた、自自自自由由由由度を度を度を度を持持持持たたたた

すことがすことがすことがすことが民民民民主主主主主主主主義義義義だと思いますので、その辺があまりにもきついだと思いますので、その辺があまりにもきついだと思いますので、その辺があまりにもきついだと思いますので、その辺があまりにもきつい規規規規制制制制にならないにならないにならないにならないようようようようにとにとにとにと

いいいいううううことだことだことだことだけけけけは、は、は、は、研研研研究究究究やややや調調調調査もい査もい査もい査もいろろろろいいいいろろろろしていただきたいと思いますので、どしていただきたいと思いますので、どしていただきたいと思いますので、どしていただきたいと思いますので、どううううかかかかよろよろよろよろしししし

くお願いします。くお願いします。くお願いします。くお願いします。以以以以上で上で上で上で終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 通告をしておりますので、長い前通告をしておりますので、長い前通告をしておりますので、長い前通告をしておりますので、長い前置置置置きはきはきはきは避避避避けけけけささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

プレプレプレプレミアミアミアミアムムムム商品券商品券商品券商品券については、奈良県が発行されておりました。また、県については、奈良県が発行されておりました。また、県については、奈良県が発行されておりました。また、県については、奈良県が発行されておりました。また、県やややや市市市市のののの支援支援支援支援をををを

受受受受けけけけ、各地域の、各地域の、各地域の、各地域の商商商商工工工工会を通会を通会を通会を通じじじじてもてもてもてもプレプレプレプレミアミアミアミアムムムム商品券商品券商品券商品券が発が発が発が発売売売売されております。非されております。非されております。非されております。非常常常常にににに人気人気人気人気のののの

高高高高いいいいプレプレプレプレミアミアミアミアムムムム商品券商品券商品券商品券ですので、一発だですので、一発だですので、一発だですので、一発だけけけけではなくって、ではなくって、ではなくって、ではなくって、何何何何年年年年間間間間かかかか続続続続けけけけて発行していくこて発行していくこて発行していくこて発行していくこ

とがとがとがとが消消消消費費費費税税税税率の率の率の率のアアアアップップップップでででで消消消消費が費が費が費が落落落落ちることにはちることにはちることにはちることには対対対対抗抗抗抗していしていしていしていけけけけるのではないかと思います。るのではないかと思います。るのではないかと思います。るのではないかと思います。

景景景景気気気気があってのまちづくりだとも思いますし、があってのまちづくりだとも思いますし、があってのまちづくりだとも思いますし、があってのまちづくりだとも思いますし、昨昨昨昨今今今今言言言言わわわわれております地れております地れております地れております地方方方方版版版版アベアベアベアベノノノノミミミミクスクスクスクス、、、、

また地また地また地また地方方方方創創創創生生生生、こ、こ、こ、こうううういいいいう見う見う見う見地から言いましても、地から言いましても、地から言いましても、地から言いましても、ぜひぜひぜひぜひともともともともプレプレプレプレミアミアミアミアムムムム商品券商品券商品券商品券の発行は、の発行は、の発行は、の発行は、数数数数

年年年年ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは連連連連続続続続してしてしてして続続続続けけけけていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ううううのですが、いかがでしのですが、いかがでしのですが、いかがでしのですが、いかがでしょょょょううううか。か。か。か。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 プレプレプレプレミアミアミアミアムムムム商品券商品券商品券商品券は、は、は、は、最最最最初初初初にににに紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興のために興のために興のために興のために宿泊宿泊宿泊宿泊

目目目目当当当当てで南部地域で発行したら、大てで南部地域で発行したら、大てで南部地域で発行したら、大てで南部地域で発行したら、大変回変回変回変回復復復復がががが早早早早くて、南部地域ではくて、南部地域ではくて、南部地域ではくて、南部地域では宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者数数数数のののの対対対対前年度前年度前年度前年度割割割割

れのれのれのれの期間期間期間期間が３が３が３が３カカカカ月にとどまり、その月にとどまり、その月にとどまり、その月にとどまり、その後後後後は前年、前は前年、前は前年、前は前年、前 々々々々年度をど年度をど年度をど年度をどんんんんどどどどんんんん上上上上回回回回りました。委員も、りました。委員も、りました。委員も、りました。委員も、

南部地域にはあまり行ったことがないのだ南部地域にはあまり行ったことがないのだ南部地域にはあまり行ったことがないのだ南部地域にはあまり行ったことがないのだけけけけれど、これを機会にれど、これを機会にれど、これを機会にれど、これを機会に慰慰慰慰問を兼ねて行こ問を兼ねて行こ問を兼ねて行こ問を兼ねて行こううううかと、かと、かと、かと、

たしかおっしたしかおっしたしかおっしたしかおっしゃゃゃゃっていただいたと思います。っていただいたと思います。っていただいたと思います。っていただいたと思います。救救救救済済済済のののの義義義義援援援援金を出す金を出す金を出す金を出すよよよよりも、そりも、そりも、そりも、そうやうやうやうやってってってって訪訪訪訪問問問問

してお金をしてお金をしてお金をしてお金を使使使使ってくださいと、ってくださいと、ってくださいと、ってくださいと、立立立立ちちちち話話話話で言ったこともあったと思いますが、こので言ったこともあったと思いますが、こので言ったこともあったと思いますが、こので言ったこともあったと思いますが、この紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島

大水大水大水大水害害害害のののの時時時時に発行したに発行したに発行したに発行したプレプレプレプレミアミアミアミアム宿泊ム宿泊ム宿泊ム宿泊券券券券でした。それがでした。それがでした。それがでした。それが割割割割とととと当当当当たったといたったといたったといたったといううううのがのがのがのが実感実感実感実感です。です。です。です。

でもでもでもでも市市市市からはからはからはからは消消消消費費費費増税増税増税増税のときはのときはのときはのときは同じよう同じよう同じよう同じようなななな仕仕仕仕組み組み組み組みで、職員はで、職員はで、職員はで、職員はややややりりりり方方方方を、を、を、を、最最最最初初初初は不は不は不は不慣慣慣慣れでしれでしれでしれでし

たが、２たが、２たが、２たが、２回目回目回目回目は大は大は大は大変習変習変習変習熟熟熟熟してしてしてして同じよう同じよう同じよう同じようななななややややりりりり方方方方でででで売売売売り出そり出そり出そり出そううううといといといといううううことでことでことでことで実実実実現現現現できたできたできたできた記憶記憶記憶記憶

があります。があります。があります。があります。

それで、それで、それで、それで、今回今回今回今回もこのもこのもこのもこの消消消消費費費費増税増税増税増税で景で景で景で景気気気気がががが波波波波打打打打って、しかもって、しかもって、しかもって、しかも冷冷冷冷ええええ込む込む込む込む局局局局面面面面ににににううううまくまくまくまく当当当当たったたったたったたった

面面面面もあもあもあもあろうろうろうろうかと思いますので、もしこれがかと思いますので、もしこれがかと思いますので、もしこれがかと思いますので、もしこれが多少多少多少多少の景の景の景の景気気気気維維維維持持持持、、、、回回回回復復復復の一の一の一の一助助助助になれば大になれば大になれば大になれば大変う変う変う変うれれれれ

しいことだと思います。それがどしいことだと思います。それがどしいことだと思います。それがどしいことだと思います。それがどううううなるかなるかなるかなるかわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんが、が、が、が、消消消消費費費費増税増税増税増税のののの増税対増税対増税対増税対抗抗抗抗措措措措置置置置としとしとしとし

て地て地て地て地方方方方ができる一つのができる一つのができる一つのができる一つの武器武器武器武器に思いますし、それがまた各に思いますし、それがまた各に思いますし、それがまた各に思いますし、それがまた各市町市町市町市町村の村の村の村の商商商商工工工工会などが会などが会などが会などがややややっておらっておらっておらっておら

れるれるれるれる商店街商店街商店街商店街の振興の振興の振興の振興やややや、ある、ある、ある、ある商品商品商品商品ををををよよよよりりりり売売売売れるれるれるれるようようようようにするにするにするにする商品券商品券商品券商品券であるとか、あるいは奈良であるとか、あるいは奈良であるとか、あるいは奈良であるとか、あるいは奈良

県では県では県では県では宿泊宿泊宿泊宿泊客客客客はははは紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島だだだだけけけけでなく、奈良県全でなく、奈良県全でなく、奈良県全でなく、奈良県全体体体体でででで弱弱弱弱いとこいとこいとこいところろろろがありますので、がありますので、がありますので、がありますので、サービスサービスサービスサービス
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ががががわわわわりにいりにいりにいりにいろろろろいいいいろろろろななななプレプレプレプレミアミアミアミアムムムムををををぐぐぐぐるっとるっとるっとるっとバスやバスやバスやバスや、、、、社社社社寺寺寺寺のののの拝拝拝拝観観観観料料料料をををを無無無無料料料料にするなど、各地にするなど、各地にするなど、各地にするなど、各地

ででででややややっているっているっているっているようようようようなことを、それは観光なことを、それは観光なことを、それは観光なことを、それは観光協協協協会がこ会がこ会がこ会がこぞぞぞぞってってってってややややるのでするのでするのでするのですけけけけれども、奈良では県れども、奈良では県れども、奈良では県れども、奈良では県

ががががややややららららせせせせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいておりますけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、そのようようようようなことでなことでなことでなことで需需需需要要要要喚喚喚喚起起起起といといといという分う分う分う分野の野の野の野の使使使使いいいい方方方方

があがあがあがあろうろうろうろうかと思かと思かと思かと思うううう。内容については、。内容については、。内容については、。内容については、工工工工夫をしながら、議会のご議決がいただ夫をしながら、議会のご議決がいただ夫をしながら、議会のご議決がいただ夫をしながら、議会のご議決がいただけけけけるるるるようようようようでででで

したら、したら、したら、したら、ぜひ続ぜひ続ぜひ続ぜひ続けけけけささささせせせせ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。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 先先先先日の決算審査特別委員会でも日の決算審査特別委員会でも日の決算審査特別委員会でも日の決算審査特別委員会でも述べ述べ述べ述べささささせせせせていただきましたが、例ていただきましたが、例ていただきましたが、例ていただきましたが、例ええええばばばば今今今今、、、、ササササ

ラリーラリーラリーラリーマンのマンのマンのマンの方方方方が定年が定年が定年が定年退退退退職されて、５０坪でも３０坪でも農地を職されて、５０坪でも３０坪でも農地を職されて、５０坪でも３０坪でも農地を職されて、５０坪でも３０坪でも農地を買買買買って野って野って野って野菜菜菜菜などを植などを植などを植などを植ええええてててて

農業を農業を農業を農業をやろうやろうやろうやろうとしても、各としても、各としても、各としても、各市町市町市町市町村に村に村に村によよよよってってってって違うみ違うみ違うみ違うみたいですが、３たいですが、３たいですが、３たいですが、３反以反以反以反以上の上の上の上の耕耕耕耕作作作作をしないとをしないとをしないとをしないと

いいいいけけけけないとか、５ないとか、５ないとか、５ないとか、５反以反以反以反以上の上の上の上の耕耕耕耕作作作作をしないといをしないといをしないといをしないといけけけけないといないといないといないといううううことで、ことで、ことで、ことで、サラリーサラリーサラリーサラリーマンのマンのマンのマンの方方方方は農は農は農は農

地を地を地を地を買買買買ええええない。そしてまた、ない。そしてまた、ない。そしてまた、ない。そしてまた、逆逆逆逆に、田に、田に、田に、田んんんんぼぼぼぼはたくさはたくさはたくさはたくさん持ん持ん持ん持っているっているっているっているけけけけれども、れども、れども、れども、今今今今はははは担担担担いいいい手手手手がががが

いないのでどいないのでどいないのでどいないのでどううううにかならないか、にかならないか、にかならないか、にかならないか、買買買買ってくれるってくれるってくれるってくれる人人人人でもいないかと思っておられる農でもいないかと思っておられる農でもいないかと思っておられる農でもいないかと思っておられる農家家家家のののの方方方方

も、そのも、そのも、そのも、その人人人人自自自自身身身身が田が田が田が田んんんんぼぼぼぼををををふふふふややややしてしてしてして耕耕耕耕作作作作ししししようようようようといといといという状況う状況う状況う状況ではないと思ではないと思ではないと思ではないと思うううう。そ。そ。そ。そうううういいいいう意味う意味う意味う意味

で、で、で、で、先先先先日の日の日の日の答弁答弁答弁答弁では、では、では、では、耕耕耕耕作作作作に関してはいに関してはいに関してはいに関してはいろろろろいいいいろろろろ緩緩緩緩和されている和されている和されている和されているみみみみたいですたいですたいですたいですけけけけれど、れど、れど、れど、売売売売買買買買にににに

関しては、まだ関しては、まだ関しては、まだ関しては、まだ買買買買ええええないといないといないといないという状況う状況う状況う状況です。です。です。です。何何何何とか奈良県でとか奈良県でとか奈良県でとか奈良県で売売売売買買買買にににによよよよる農地のる農地のる農地のる農地の取得取得取得取得はできなはできなはできなはできな

いか。いか。いか。いか。法的法的法的法的なしばりがあってできないといなしばりがあってできないといなしばりがあってできないといなしばりがあってできないといううううことなのか。きことなのか。きことなのか。きことなのか。きょょょょうううう森川委員もおっし森川委員もおっし森川委員もおっし森川委員もおっしゃゃゃゃってってってって

いましたが、いましたが、いましたが、いましたが、都市都市都市都市計計計計画画画画法法法法があるから、土地は、ここは農用地、ここはがあるから、土地は、ここは農用地、ここはがあるから、土地は、ここは農用地、ここはがあるから、土地は、ここは農用地、ここは準準準準工工工工業地などい業地などい業地などい業地などいろろろろいいいい

ろろろろ決まっていますが、決まっていますが、決まっていますが、決まっていますが、むむむむやみやみやみやみにににに乱乱乱乱開発ができないと思いますので、できたら土地の開発ができないと思いますので、できたら土地の開発ができないと思いますので、できたら土地の開発ができないと思いますので、できたら土地の売売売売買買買買をををを

総総総総じじじじてできるてできるてできるてできるようようようようなななな方法方法方法方法はないものか、おはないものか、おはないものか、おはないものか、お聞聞聞聞かかかかせせせせ願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 奈良県の農業の奈良県の農業の奈良県の農業の奈良県の農業の実実実実態態態態をををを踏踏踏踏ままままええええますと、ますと、ますと、ますと、都市都市都市都市近近近近郊郊郊郊でもあり、でもあり、でもあり、でもあり、正直正直正直正直、農業に、農業に、農業に、農業に身身身身がががが

入らないといった農入らないといった農入らないといった農入らないといった農家家家家もおられるもおられるもおられるもおられるようようようように思います。といいますのは、小に思います。といいますのは、小に思います。といいますのは、小に思います。といいますのは、小規模規模規模規模であるとともであるとともであるとともであるととも

に、に、に、に、他人他人他人他人を雇ってまで農業をすると農業を雇ってまで農業をすると農業を雇ってまで農業をすると農業を雇ってまで農業をすると農業収収収収入が入が入が入が低低低低いいいいわけわけわけわけででででううううまくいかない。すると、兼業まくいかない。すると、兼業まくいかない。すると、兼業まくいかない。すると、兼業

ででででサラリーサラリーサラリーサラリーマンをして農業をする。農マンをして農業をする。農マンをして農業をする。農マンをして農業をする。農家家家家ががががサラリーサラリーサラリーサラリーマンになるのではなしに、マンになるのではなしに、マンになるのではなしに、マンになるのではなしに、サラリーサラリーサラリーサラリーママママ

ンが兼業で農業をンが兼業で農業をンが兼業で農業をンが兼業で農業を少少少少しするといったしするといったしするといったしするといった人人人人がががが数多数多数多数多いいいい実実実実態態態態ののののようようようように思います。に思います。に思います。に思います。

あと、農あと、農あと、農あと、農家家家家のののの跡跡跡跡取取取取りがりがりがりがずずずずっと地をっと地をっと地をっと地を離離離離れてしまれてしまれてしまれてしまううううときの農地はどときの農地はどときの農地はどときの農地はどううううなるのかといなるのかといなるのかといなるのかというううう大事な大事な大事な大事な

点点点点があがあがあがあろうろうろうろうかと思います。それで一かと思います。それで一かと思います。それで一かと思います。それで一番番番番怖怖怖怖いのは、いのは、いのは、いのは、分分分分譲譲譲譲してしてしてして放放放放棄棄棄棄するかするかするかするかわわわわりに、りに、りに、りに、放放放放棄棄棄棄してしてしてして売売売売

るるるる人人人人もいないから、もいないから、もいないから、もいないから、放放放放棄棄棄棄してしましてしましてしましてしまううううと、そのと、そのと、そのと、その放放放放棄棄棄棄者がいなくなってどこにいるのか者がいなくなってどこにいるのか者がいなくなってどこにいるのか者がいなくなってどこにいるのかわわわわからからからから

なくなってしまなくなってしまなくなってしまなくなってしまううううのがのがのがのが多多多多くのくのくのくの実情実情実情実情です。農地をです。農地をです。農地をです。農地をううううまく管理するといまく管理するといまく管理するといまく管理するといううううことは、農林水産ことは、農林水産ことは、農林水産ことは、農林水産省省省省

との関係では、県にとの関係では、県にとの関係では、県にとの関係では、県に任任任任されているされているされているされているわけわけわけわけではなく、ではなく、ではなく、ではなく、市町市町市町市町村に村に村に村に任任任任せせせせています。ています。ています。ています。市町市町市町市町村と農業委村と農業委村と農業委村と農業委

員会は行員会は行員会は行員会は行動動動動があるときはがあるときはがあるときはがあるときは介介介介入します入します入します入しますけけけけれど、通れど、通れど、通れど、通常常常常の管理はあまりしないので、の管理はあまりしないので、の管理はあまりしないので、の管理はあまりしないので、現在現在現在現在どれだどれだどれだどれだ

けけけけの農地をの農地をの農地をの農地を誰誰誰誰がががが耕耕耕耕しているのか、しているのか、しているのか、しているのか、何何何何をををを耕耕耕耕しているのかといしているのかといしているのかといしているのかといううううことは、あまりことは、あまりことは、あまりことは、あまりよよよよくくくくわわわわからなからなからなからな
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いいいい実情実情実情実情にあると思います。その中で委員がおっしにあると思います。その中で委員がおっしにあると思います。その中で委員がおっしにあると思います。その中で委員がおっしゃゃゃゃるるるるようようようように、農地をどに、農地をどに、農地をどに、農地をどううううするのかといするのかといするのかといするのかというううう

心心心心配配配配がががが高高高高齢齢齢齢化しておられる兼業農化しておられる兼業農化しておられる兼業農化しておられる兼業農家家家家に発に発に発に発生生生生しています。それを、農地のしています。それを、農地のしています。それを、農地のしています。それを、農地の所有所有所有所有者はか者はか者はか者はかわわわわってってってって

も、農地のも、農地のも、農地のも、農地の形形形形ははははずずずずっとっとっとっと続続続続いているといいているといいているといいているというフラうフラうフラうフランンンンススススののののようようようように、に、に、に、人人人人がかがかがかがかわわわわってってってって誰誰誰誰かがかがかがかが耕耕耕耕作作作作するするするする

ようようようような農地政策がな農地政策がな農地政策がな農地政策が続続続続いているといいているといいているといいているといううううことは、日本ではことは、日本ではことは、日本ではことは、日本では実実実実現現現現しなかったしなかったしなかったしなかったわけわけわけわけです。です。です。です。所有所有所有所有とととと耕耕耕耕

作作作作ををををううううまくまくまくまく調調調調和することは農業だ和することは農業だ和することは農業だ和することは農業だけけけけでできなかったのです。でできなかったのです。でできなかったのです。でできなかったのです。所有所有所有所有とととと耕耕耕耕作作作作を一を一を一を一致致致致ささささせせせせるといるといるといるとい

ううううのが、不のが、不のが、不のが、不在在在在地地地地主主主主制制制制のののの廃廃廃廃止止止止とともにとともにとともにとともに起起起起こって、いまだにこって、いまだにこって、いまだにこって、いまだに続続続続いている。いている。いている。いている。

さて、その農地の管理はさて、その農地の管理はさて、その農地の管理はさて、その農地の管理は誰誰誰誰がするのかといがするのかといがするのかといがするのかといううううことがことがことがことが課課課課題であります。それで、農地をほ題であります。それで、農地をほ題であります。それで、農地をほ題であります。それで、農地をほ

っておくのはっておくのはっておくのはっておくのは無駄無駄無駄無駄ではないか、一つはではないか、一つはではないか、一つはではないか、一つは売売売売買買買買をして管理ををして管理ををして管理ををして管理をややややってもらってもらってもらってもらううううのです。のです。のです。のです。売売売売買買買買でするでするでするでする

と、どと、どと、どと、どううううもももも値段値段値段値段にににに差差差差があって、農地はがあって、農地はがあって、農地はがあって、農地は今今今今はははは税税税税金がなくても、ただ金がなくても、ただ金がなくても、ただ金がなくても、ただみみみみたいにたいにたいにたいに使使使使ええええるのが農地るのが農地るのが農地るのが農地

の特の特の特の特典典典典ですが、ですが、ですが、ですが、ややややはり長年はり長年はり長年はり長年耕耕耕耕した農地をした農地をした農地をした農地を手放手放手放手放すとなると、すとなると、すとなると、すとなると、公公公公共共共共事業だと事業だと事業だと事業だと数数数数字字字字もももも高高高高いから、いから、いから、いから、

それをいつも農地のそれをいつも農地のそれをいつも農地のそれをいつも農地の所有所有所有所有者の者の者の者の方方方方がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃるるるるわけわけわけわけです。です。です。です。公公公公共共共共事業と農業は事業と農業は事業と農業は事業と農業は違違違違います。農地います。農地います。農地います。農地

は言っては言っては言っては言ってみみみみれば、ただれば、ただれば、ただれば、ただ同同同同然然然然の農地をの農地をの農地をの農地を手手手手を入れるといを入れるといを入れるといを入れるといううううことは、農業者のことは、農業者のことは、農業者のことは、農業者の宿宿宿宿命命命命になってきてになってきてになってきてになってきて

いますといってもなかなかそいますといってもなかなかそいますといってもなかなかそいますといってもなかなかそううううはいかないといはいかないといはいかないといはいかないといううううことですので、ことですので、ことですので、ことですので、市町市町市町市町村村村村やややや農業委員会に農農業委員会に農農業委員会に農農業委員会に農

地が地が地が地が売売売売買買買買に出るに出るに出るに出るようようようように、農地保に、農地保に、農地保に、農地保有有有有者に者に者に者に働働働働きかきかきかきかけけけけてくださいといてくださいといてくださいといてくださいといううううのも一つですのも一つですのも一つですのも一つですけけけけれども、れども、れども、れども、

ももももうううう一つは一つは一つは一つはアアアアイイイイデアデアデアデアとして、として、として、として、売売売売りたいとおっしりたいとおっしりたいとおっしりたいとおっしゃゃゃゃるるるる方方方方の農地は、県がの農地は、県がの農地は、県がの農地は、県が買買買買ってしまい、それってしまい、それってしまい、それってしまい、それ

ををををサブリースサブリースサブリースサブリースして、ほとして、ほとして、ほとして、ほとんんんんどただどただどただどただ同同同同然然然然になるだになるだになるだになるだろうろうろうろうし、し、し、し、サブリースサブリースサブリースサブリースしてしてしてして放放放放棄棄棄棄地になるのを地になるのを地になるのを地になるのを

防防防防ぐぐぐぐといといといといううううこともこともこともことも検検検検討討討討をををを指指指指示示示示しししし始始始始めました。そめました。そめました。そめました。そうううういいいいううううことができるのかどことができるのかどことができるのかどことができるのかどううううか、日本のか、日本のか、日本のか、日本の法法法法

体体体体系系系系で県保で県保で県保で県保有有有有、森林もそ、森林もそ、森林もそ、森林もそううううなのですなのですなのですなのですけけけけれども、れども、れども、れども、放置放置放置放置している森林は県している森林は県している森林は県している森林は県有有有有林にしていったら林にしていったら林にしていったら林にしていったら

どどどどううううか、管理のか、管理のか、管理のか、管理の義義義義務が発務が発務が発務が発生生生生しますが、そのほしますが、そのほしますが、そのほしますが、そのほううううがきちがきちがきちがきちんんんんと管理できるのではないかといと管理できるのではないかといと管理できるのではないかといと管理できるのではないかというううう

ことをことをことをことを検検検検討討討討の中でしております。の中でしております。の中でしております。の中でしております。

農地も農地も農地も農地も公公公公有有有有農地政策とい農地政策とい農地政策とい農地政策といううううことになります。全ことになります。全ことになります。全ことになります。全面的面的面的面的にににに買買買買うわけうわけうわけうわけです。です。です。です。放放放放棄棄棄棄地になるのだ地になるのだ地になるのだ地になるのだ

ったら、県がったら、県がったら、県がったら、県が買買買買って、って、って、って、高高高高齢齢齢齢者者者者や企や企や企や企業に業に業に業に耕耕耕耕作作作作を委を委を委を委託託託託する、する、する、する、サブリースサブリースサブリースサブリースをするといをするといをするといをするというよううよううよううようなこなこなこなこ

ともともともとも今今今今の奈良のの奈良のの奈良のの奈良の実情実情実情実情なら、もしかしたら一つの政策になるかもしれないといったなら、もしかしたら一つの政策になるかもしれないといったなら、もしかしたら一つの政策になるかもしれないといったなら、もしかしたら一つの政策になるかもしれないといった検検検検討討討討をををを始始始始

めております。通めております。通めております。通めております。通常常常常ですと農業委員会ですと農業委員会ですと農業委員会ですと農業委員会やややや市町市町市町市町村に村に村に村に権限権限権限権限がおりています。農林水産がおりています。農林水産がおりています。農林水産がおりています。農林水産省省省省は県には県には県には県に

おおおおろろろろさないのです。さないのです。さないのです。さないのです。市町市町市町市町村に村に村に村に権限権限権限権限移移移移譲譲譲譲をして、ああだこをして、ああだこをして、ああだこをして、ああだこううううだと言って、だと言って、だと言って、だと言って、市町市町市町市町村に村に村に村に働働働働きかきかきかきかけけけけ

るといるといるといるといううううことが、ことが、ことが、ことが、実情実情実情実情にににに合わ合わ合わ合わない政策になってきているといない政策になってきているといない政策になってきているといない政策になってきているといううううので、国ので、国ので、国ので、国へへへへのののの陳陳陳陳情情情情ののののポイポイポイポインンンン

トだと思っております。そのトだと思っております。そのトだと思っております。そのトだと思っております。そのようようようように農地を大事にするといに農地を大事にするといに農地を大事にするといに農地を大事にするというううう点点点点では、では、では、では、変わ変わ変わ変わらないと思ってらないと思ってらないと思ってらないと思って

おりますが、おりますが、おりますが、おりますが、先先先先ほどの森川委員のご質問にもある、総ほどの森川委員のご質問にもある、総ほどの森川委員のご質問にもある、総ほどの森川委員のご質問にもある、総合合合合農地政策がもしでき上がれば、奈農地政策がもしでき上がれば、奈農地政策がもしでき上がれば、奈農地政策がもしでき上がれば、奈

良県は、大良県は、大良県は、大良県は、大変変変変農地が農地が農地が農地が限限限限られて、しかもられて、しかもられて、しかもられて、しかも生生生生産産産産力力力力、、、、効効効効率性が率性が率性が率性が低低低低い農地をどのい農地をどのい農地をどのい農地をどのようようようようにににに活活活活性化する性化する性化する性化する

かといかといかといかといううううことにもっとことにもっとことにもっとことにもっと直直直直接接接接的的的的なななな手段手段手段手段があれば、とるのも一つのがあれば、とるのも一つのがあれば、とるのも一つのがあれば、とるのも一つの手手手手かなといかなといかなといかなというううう思いを、こ思いを、こ思いを、こ思いを、こうううう
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いいいいううううご質問があると、ご質問があると、ご質問があると、ご質問があると、ややややはりそはりそはりそはりそうううういいいいううううことももしかしたらことももしかしたらことももしかしたらことももしかしたら考え考え考え考えないといないといないといないといけけけけないかなと、きないかなと、きないかなと、きないかなと、き

ょょょょううううの森川委員、岩田委員のご質問から発の森川委員、岩田委員のご質問から発の森川委員、岩田委員のご質問から発の森川委員、岩田委員のご質問から発想想想想いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 知事の知事の知事の知事の答弁答弁答弁答弁の中にも、県ではなかなかできないといの中にも、県ではなかなかできないといの中にも、県ではなかなかできないといの中にも、県ではなかなかできないというううう話話話話がありました。がありました。がありました。がありました。私私私私はははは

天天天天理理理理市市市市の農業委員になりましたし、県の農業会議員にもなりました。の農業委員になりましたし、県の農業会議員にもなりました。の農業委員になりましたし、県の農業会議員にもなりました。の農業委員になりましたし、県の農業会議員にもなりました。両両両両方方方方とも地とも地とも地とも地目変目変目変目変更更更更のののの

議議議議論論論論だだだだけけけけで、こで、こで、こで、こうううういいいいうううう議議議議論論論論は一は一は一は一切切切切されないといされないといされないといされないといううううとことことこところろろろに、県のに、県のに、県のに、県の立立立立場から言ったら、農業場から言ったら、農業場から言ったら、農業場から言ったら、農業

会議でこ会議でこ会議でこ会議でこうううういいいいうううう議議議議論論論論ををををややややってもらってもらってもらってもらうううう、そしてまた、農業会議には、そしてまた、農業会議には、そしてまた、農業会議には、そしてまた、農業会議には天天天天理理理理市市市市、、、、桜桜桜桜井井井井市市市市の農業委の農業委の農業委の農業委

員会の会長が員会の会長が員会の会長が員会の会長が来来来来ています。だから、そのています。だから、そのています。だから、そのています。だから、その人人人人たちにも、各たちにも、各たちにも、各たちにも、各市町市町市町市町村の農業委員会に村の農業委員会に村の農業委員会に村の農業委員会に持持持持ちちちち帰帰帰帰ってってってって

ここここんんんんな議な議な議な議論論論論ををををややややってもらってもらってもらってもらうよううよううよううように、まに、まに、まに、まずずずずはははは指導指導指導指導していただきたい。農業会議していただきたい。農業会議していただきたい。農業会議していただきたい。農業会議やややや農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会

でこのでこのでこのでこのようようようようなななな話話話話は一は一は一は一切切切切出ないとい出ないとい出ないとい出ないといううううとことことこところろろろに前に前に前に前 々々々々から疑問があるから疑問があるから疑問があるから疑問があるわけわけわけわけです。そです。そです。そです。そうううういいいいう意味う意味う意味う意味

で、で、で、で、指導指導指導指導ももももよろよろよろよろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。以以以以上です。上です。上です。上です。

○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長 非非非非常常常常にににに簡単簡単簡単簡単な質問ですので、な質問ですので、な質問ですので、な質問ですので、よろよろよろよろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

知事の知事の知事の知事の提提提提案案案案ですが、健康ですが、健康ですが、健康ですが、健康寿寿寿寿命命命命日本一を日本一を日本一を日本一を目目目目指指指指してしてしてして頑張頑張頑張頑張っておられるっておられるっておられるっておられるわけわけわけわけですが、平成２３ですが、平成２３ですが、平成２３ですが、平成２３

年、平成２４年の年、平成２４年の年、平成２４年の年、平成２４年の順順順順位位位位はははは聞聞聞聞いたことがあるのですいたことがあるのですいたことがあるのですいたことがあるのですけけけけれども、平成２３年は全国でれども、平成２３年は全国でれども、平成２３年は全国でれども、平成２３年は全国で男男男男性が２性が２性が２性が２

位位位位で、女性が２３で、女性が２３で、女性が２３で、女性が２３位位位位でした。平成２４年がでした。平成２４年がでした。平成２４年がでした。平成２４年が男男男男性が５性が５性が５性が５位位位位で、女性が１９で、女性が１９で、女性が１９で、女性が１９位位位位、平成２５年は、平成２５年は、平成２５年は、平成２５年は少少少少

しししし下下下下がったのではないかと思っているのですがったのではないかと思っているのですがったのではないかと思っているのですがったのではないかと思っているのですけけけけれども、日本一をれども、日本一をれども、日本一をれども、日本一を目目目目指指指指すすすすわけわけわけわけですから、ですから、ですから、ですから、現現現現

状状状状以以以以上でさらに上に上でさらに上に上でさらに上に上でさらに上に向向向向かってかってかってかって毎毎毎毎年年年年頑張頑張頑張頑張ってもらってもらってもらってもらわわわわななななけけけければいればいればいればいけけけけないとないとないとないと感じ感じ感じ感じております。ております。ております。ております。

その中で、がその中で、がその中で、がその中で、がんんんん問題は大きな問題は大きな問題は大きな問題は大きな歯歯歯歯車車車車の中での一つですの中での一つですの中での一つですの中での一つですけけけけれども、もっとも大きなれども、もっとも大きなれども、もっとも大きなれども、もっとも大きな役割役割役割役割をををを果果果果

たすのではないかと思っております。たすのではないかと思っております。たすのではないかと思っております。たすのではないかと思っております。

私私私私たち県議会議員も、がたち県議会議員も、がたち県議会議員も、がたち県議会議員も、がん対ん対ん対ん対策推進議員策推進議員策推進議員策推進議員連連連連盟盟盟盟をつくって、いをつくって、いをつくって、いをつくって、いろろろろいいいいろろろろなななな活動活動活動活動をしてまいりをしてまいりをしてまいりをしてまいり

ました。そして、そのました。そして、そのました。そして、そのました。そして、その活動活動活動活動をしている中で、県はをしている中で、県はをしている中で、県はをしている中で、県は以以以以前前前前よよよよりも非りも非りも非りも非常常常常に前進をしたと思っていに前進をしたと思っていに前進をしたと思っていに前進をしたと思ってい

るのでするのでするのでするのですけけけけれども、れども、れども、れども、市町市町市町市町村も村も村も村も含含含含めてめてめてめてみみみみますと、ますと、ますと、ますと、ややややはりまだはりまだはりまだはりまだ温温温温度度度度差差差差があり県があり県があり県があり県よよよよりもりもりもりも意識意識意識意識がががが低低低低

いと思っております。そのいと思っております。そのいと思っております。そのいと思っております。その市町市町市町市町村の中でも、さらに村の中でも、さらに村の中でも、さらに村の中でも、さらに温温温温度度度度差差差差が大が大が大が大変変変変あって、まさに第２あって、まさに第２あって、まさに第２あって、まさに第２期期期期のののの

ががががん対ん対ん対ん対策推進計策推進計策推進計策推進計画画画画をををを達達達達成し成し成し成しようようようようと思と思と思と思ええええば、奈良県全ば、奈良県全ば、奈良県全ば、奈良県全体体体体が一が一が一が一丸丸丸丸となってがとなってがとなってがとなってがん対ん対ん対ん対策に策に策に策に取取取取りりりり組ん組ん組ん組ん

でいるといでいるといでいるといでいるといううううこと、そのことで健康こと、そのことで健康こと、そのことで健康こと、そのことで健康寿寿寿寿命命命命日本一になってきたとい日本一になってきたとい日本一になってきたとい日本一になってきたといううううものにしていかなものにしていかなものにしていかなものにしていかなけけけけれれれれ

ばいばいばいばいけけけけないと思ないと思ないと思ないと思うわけうわけうわけうわけです。です。です。です。現在現在現在現在、が、が、が、がん対ん対ん対ん対策については県の策については県の策については県の策については県の担当課担当課担当課担当課は４つのは４つのは４つのは４つの課課課課にににに分分分分かれてかれてかれてかれて

いるいるいるいるわけわけわけわけですが、教育委員会に知事部局にですが、教育委員会に知事部局にですが、教育委員会に知事部局にですが、教育委員会に知事部局に来来来来いといいといいといいといううううことは非ことは非ことは非ことは非常常常常にににに無無無無理な理な理な理な話話話話ですし、ですし、ですし、ですし、無無無無理理理理

ではあるのですではあるのですではあるのですではあるのですけけけけれども、がれども、がれども、がれども、がん対ん対ん対ん対策にきち策にきち策にきち策にきちんんんんとととと統統統統一一一一的的的的にににに目標目標目標目標達達達達成のために成のために成のために成のために取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいくでいくでいくでいく

課課課課をつくっていくことが、がをつくっていくことが、がをつくっていくことが、がをつくっていくことが、がん対ん対ん対ん対策を進めていく上で大策を進めていく上で大策を進めていく上で大策を進めていく上で大変変変変大大大大切切切切ではないかと思っておりまではないかと思っておりまではないかと思っておりまではないかと思っておりま

す。そす。そす。そす。そうううういいいいうううう点点点点では、全国では、全国では、全国では、全国的的的的に言いますと、に言いますと、に言いますと、に言いますと、都都都都道道道道府府府府県で２つしかが県で２つしかが県で２つしかが県で２つしかがん対ん対ん対ん対策策策策課課課課がないがないがないがないわけわけわけわけでででで

す。しかし、がす。しかし、がす。しかし、がす。しかし、がん対ん対ん対ん対策策策策予予予予防防防防課課課課といといといというううう、、、、「「「「ががががんんんん」」」」をををを使使使使ったったったった課課課課ははははよよよよそのそのそのその都都都都道道道道府府府府県にもある県にもある県にもある県にもあるわけわけわけわけ
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で、そで、そで、そで、そうううういいいいうううう課課課課をつくって、がをつくって、がをつくって、がをつくって、がん対ん対ん対ん対策を一策を一策を一策を一層層層層進めていただくことが進めていただくことが進めていただくことが進めていただくことが必必必必要要要要ではないかと思っではないかと思っではないかと思っではないかと思っ

ているのですが、知事のているのですが、知事のているのですが、知事のているのですが、知事の所見所見所見所見をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいと思っているいしたいと思っているいしたいと思っているいしたいと思っている次次次次第です。第です。第です。第です。以以以以上です。上です。上です。上です。

○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事 組組組組織織織織でがでがでがでがん対ん対ん対ん対策策策策課課課課をつくって、がをつくって、がをつくって、がをつくって、がん対ん対ん対ん対策に策に策に策に邁邁邁邁進したらど進したらど進したらど進したらどううううかといかといかといかといううううごごごご指指指指摘摘摘摘でででで

ごごごござざざざいます。その前に健康います。その前に健康います。その前に健康います。その前に健康寿寿寿寿命命命命のことをおっしのことをおっしのことをおっしのことをおっしゃゃゃゃいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、数数数数字字字字はそのとおりです。きはそのとおりです。きはそのとおりです。きはそのとおりです。き

ののののううううののののテテテテレビレビレビレビでででで百百百百寿寿寿寿者といいますか、１００歳を越者といいますか、１００歳を越者といいますか、１００歳を越者といいますか、１００歳を越ええええるるるる方方方方が３０年前は１５３が３０年前は１５３が３０年前は１５３が３０年前は１５３人人人人だったが、だったが、だったが、だったが、

今今今今、５、５、５、５万万万万人人人人をををを超超超超ええええているとているとているとていると放放放放送送送送されていました。されていました。されていました。されていました。

百百百百寿寿寿寿者は、非者は、非者は、非者は、非常常常常にににに老老老老人人人人性性性性多多多多幸幸幸幸感感感感といといといというううう、、、、みんみんみんみんないいと思ないいと思ないいと思ないいと思うよううよううよううようなメンなメンなメンなメンタリタリタリタリティティティティーーーーといいといいといいといい

ますか、ますか、ますか、ますか、みんみんみんみんないいことばかりになってしまったと、１００歳を越ないいことばかりになってしまったと、１００歳を越ないいことばかりになってしまったと、１００歳を越ないいことばかりになってしまったと、１００歳を越ええええてててて今今今今でいいと、不でいいと、不でいいと、不でいいと、不自自自自

由由由由ででででよよよよたたたたよよよよただただただただけけけけれど、れど、れど、れど、今今今今でいいといでいいといでいいといでいいという多う多う多う多幸幸幸幸感感感感が発が発が発が発生生生生しているといしているといしているといしているというううう報告があって、それ報告があって、それ報告があって、それ報告があって、それ

はどのはどのはどのはどのようようようように発に発に発に発生生生生するのか、するのか、するのか、するのか、何何何何かのかのかのかの要要要要素素素素がががが多多多多量量量量に出てくるに出てくるに出てくるに出てくる人人人人がががが百百百百寿寿寿寿を越を越を越を越ええええるといるといるといるといううううことでことでことでことで

す。そのす。そのす。そのす。そのようようようようなななな研研研研究究究究が進が進が進が進むむむむほど長ほど長ほど長ほど長寿寿寿寿化は進化は進化は進化は進んんんんでいます。それと奈良県が健康でいます。それと奈良県が健康でいます。それと奈良県が健康でいます。それと奈良県が健康寿寿寿寿命命命命１１１１位位位位をををを目目目目

指指指指すとすとすとすと数数数数年前に言っていましたが、年前に言っていましたが、年前に言っていましたが、年前に言っていましたが、実実実実は各県もは各県もは各県もは各県も取取取取りりりり組み組み組み組み出して、出して、出して、出して、テテテテレビレビレビレビで特で特で特で特集集集集されるされるされるされるぐぐぐぐらららら

いですから、いですから、いですから、いですから、ややややはりはりはりはり優秀優秀優秀優秀な県がな県がな県がな県が頑張頑張頑張頑張り出したのかなといり出したのかなといり出したのかなといり出したのかなというううう印象印象印象印象をををを受受受受けけけけます。ます。ます。ます。

都都都都道道道道府府府府県別平県別平県別平県別平均寿均寿均寿均寿命命命命ラララランンンンキキキキンンンンググググは、奈良県はは、奈良県はは、奈良県はは、奈良県は男男男男性のほ性のほ性のほ性のほううううが上のほが上のほが上のほが上のほううううで、女性のほで、女性のほで、女性のほで、女性のほううううががががララララ

ンンンンククククがががが低低低低いので、どいので、どいので、どいので、どうううういいいいうわけうわけうわけうわけかといってかといってかといってかといって注注注注意意意意喚喚喚喚起起起起をしてきたをしてきたをしてきたをしてきたわけわけわけわけです。女性のです。女性のです。女性のです。女性の検検検検診診診診率が率が率が率が

低低低低い、い、い、い、乳乳乳乳ががががんんんんのののの検検検検診診診診率率率率や子や子や子や子宮が宮が宮が宮がんんんんのののの検検検検診診診診率が率が率が率が低低低低いことなどがいことなどがいことなどがいことなどがわわわわかって、そかって、そかって、そかって、そうううういいいいううううことだかことだかことだかことだか

らもっとらもっとらもっとらもっと検検検検診診診診をををを受受受受けようけようけようけようといといといというターゲッうターゲッうターゲッうターゲット、ト、ト、ト、的絞的絞的絞的絞りでりでりでりでややややってきたってきたってきたってきた面面面面もあるのですが、健康もあるのですが、健康もあるのですが、健康もあるのですが、健康

寿寿寿寿命命命命はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろなななな多多多多角角角角的的的的にににに努力努力努力努力しないといしないといしないといしないといけけけけまままませんせんせんせん。まだ奈良県は１。まだ奈良県は１。まだ奈良県は１。まだ奈良県は１位位位位になるになるになるになる要要要要素素素素はあはあはあはあろろろろ

ううううと思いますのでと思いますのでと思いますのでと思いますので頑張頑張頑張頑張らならならならなけけけければならないと思います。ればならないと思います。ればならないと思います。ればならないと思います。

ががががんんんんのののの対対対対策の策の策の策の組組組組織織織織、進め、進め、進め、進め方方方方といといといといううううことですが、委員のことですが、委員のことですが、委員のことですが、委員の皆皆皆皆ささささんんんんもごもごもごもご存じ存じ存じ存じののののようようようように、がに、がに、がに、がん対ん対ん対ん対

策推進計策推進計策推進計策推進計画画画画は、は、は、は、当時当時当時当時のののの服服服服部県議会議員が奈良県だ部県議会議員が奈良県だ部県議会議員が奈良県だ部県議会議員が奈良県だけけけけができていないと議場でおっしができていないと議場でおっしができていないと議場でおっしができていないと議場でおっしゃゃゃゃって、って、って、って、

私私私私も知らなくて、大も知らなくて、大も知らなくて、大も知らなくて、大変変変変恥恥恥恥ずずずずかしい思いをしたものです。しかし、おくれてかしい思いをしたものです。しかし、おくれてかしい思いをしたものです。しかし、おくれてかしい思いをしたものです。しかし、おくれてスタースタースタースタートしたトしたトしたトしたわわわわ

けけけけですですですですけけけけれども、がれども、がれども、がれども、がん対ん対ん対ん対策推進はできるだ策推進はできるだ策推進はできるだ策推進はできるだけけけけ早早早早くトくトくトくトップラップラップラップランンンンナナナナーーーーになるになるになるになるようようようようにににに努力努力努力努力ししししようようようよう

と思って、委員のと思って、委員のと思って、委員のと思って、委員の皆様皆様皆様皆様のおかげもあり、がのおかげもあり、がのおかげもあり、がのおかげもあり、がん対ん対ん対ん対策推進議員策推進議員策推進議員策推進議員連連連連盟盟盟盟をつくっていただいて、非をつくっていただいて、非をつくっていただいて、非をつくっていただいて、非

常常常常にににに勢勢勢勢いいいいよよよよく進く進く進く進んんんんできていることに大できていることに大できていることに大できていることに大変感謝変感謝変感謝変感謝をしているをしているをしているをしているわけわけわけわけです。いです。いです。いです。いろろろろいいいいろろろろな行事な行事な行事な行事やややや啓啓啓啓発発発発

活動活動活動活動が入ってきております。が入ってきております。が入ってきております。が入ってきております。

そこで、がそこで、がそこで、がそこで、がん対ん対ん対ん対策は策は策は策は検検検検診診診診をををを受受受受けようけようけようけようととととターゲッターゲッターゲッターゲットをトをトをトを絞絞絞絞ってってってってややややりましたが、りましたが、りましたが、りましたが、多少多少多少多少調べ調べ調べ調べますますますます

と、がと、がと、がと、がん対ん対ん対ん対策の策の策の策の制制制制度は非度は非度は非度は非常常常常にににに幅幅幅幅がががが広広広広いといいといいといいといううううこと、こと、こと、こと、予予予予防防防防や検や検や検や検診診診診もその一つです。もその一つです。もその一つです。もその一つです。予予予予防防防防は長は長は長は長

期間期間期間期間ににににわわわわたってするものですので、たってするものですので、たってするものですので、たってするものですので、食食食食事事事事や運動や運動や運動や運動など、いなど、いなど、いなど、いろろろろいいいいろろろろなことでなことでなことでなことで予予予予防防防防ができます。ができます。ができます。ができます。

また、また、また、また、検検検検診診診診やややや治療は治療は治療は治療は最最最最もももも重要重要重要重要ですですですですけけけけれど、治療もれど、治療もれど、治療もれど、治療も随随随随分分分分進進進進んんんんできました。それからできました。それからできました。それからできました。それから予後予後予後予後も大も大も大も大
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事で、が事で、が事で、が事で、がんんんんになったとになったとになったとになったと冗冗冗冗談談談談みみみみたいに言っているたいに言っているたいに言っているたいに言っている人人人人がががが随随随随分分分分ふふふふええええてまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。

ががががんんんんであってもであってもであってもであっても元元元元気気気気でででで生生生生きておられるきておられるきておられるきておられる人人人人がいることは、がいることは、がいることは、がいることは、予後予後予後予後ののののリリリリハハハハビリビリビリビリ、、、、回回回回復復復復、療、療、療、療養養養養、、、、

生活生活生活生活へへへへのののの適応適応適応適応と全と全と全と全体的体的体的体的な、がな、がな、がな、がん対ん対ん対ん対策の一策の一策の一策の一連連連連のことです。それをのことです。それをのことです。それをのことです。それを先先先先ほどのほどのほどのほどの組組組組織論織論織論織論ではありまではありまではありまではありま

せんせんせんせんが、がが、がが、がが、がん対ん対ん対ん対策の策の策の策の組組組組織織織織はははは横横横横串串串串で、がで、がで、がで、がん対ん対ん対ん対策の策の策の策の検検検検診診診診、、、、予予予予防防防防、、、、リリリリハハハハビリビリビリビリといといといといううううのは、のは、のは、のは、似似似似たたたたよよよよ

ううううなななな課課課課ででででややややっております。それっております。それっております。それっております。それぞぞぞぞれれれれ少少少少ししししずずずずつつつつ違う違う違う違う制制制制度のもとで度のもとで度のもとで度のもとでややややっております。それを、っております。それを、っております。それを、っております。それを、

組組組組織織織織をををを横横横横串串串串にするか、にするか、にするか、にするか、横横横横ののののミミミミッッッッショショショションをンをンをンを与え与え与え与えてててて縦縦縦縦でまとめるかといでまとめるかといでまとめるかといでまとめるかといううううのは、いのは、いのは、いのは、いろろろろいいいいろろろろななななやややや

りりりり方方方方ですが、ですが、ですが、ですが、今今今今、奈良県ではが、奈良県ではが、奈良県ではが、奈良県ではがん対ん対ん対ん対策とい策とい策とい策というプロうプロうプロうプロジジジジェクェクェクェクト、ト、ト、ト、ミミミミッッッッショショショションをンをンをンを明明明明確確確確にして、そにして、そにして、そにして、そ

ののののチーフリーチーフリーチーフリーチーフリーダダダダーーーーを決めて、それにを決めて、それにを決めて、それにを決めて、それにぶぶぶぶらららら下下下下がって、あるいはがって、あるいはがって、あるいはがって、あるいは支支支支ええええてててて仕仕仕仕事をする事をする事をする事をするようようようようにといにといにといにとい

ううううのが、６０のが、６０のが、６０のが、６０以以以以上もその上もその上もその上もそのようようようようななななプロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトになっています。トになっています。トになっています。トになっています。実実実実はがはがはがはがん対ん対ん対ん対策で１つの策で１つの策で１つの策で１つの課課課課でででで

ややややると良いると良いると良いると良い面面面面もあります。もあります。もあります。もあります。勢勢勢勢いがつくといがつくといがつくといがつくと弊弊弊弊害害害害もあって、もあって、もあって、もあって、閉閉閉閉じじじじこもってしまこもってしまこもってしまこもってしまうううう、、、、完完完完結結結結するするするするミミミミ

ッッッッショショショションといンといンといンといううううか、か、か、か、権限権限権限権限をををを与え与え与え与えるのはるのはるのはるのは難難難難しいしいしいしいわけわけわけわけですが、それにもかかですが、それにもかかですが、それにもかかですが、それにもかかわわわわららららずずずず閉閉閉閉じじじじこもっこもっこもっこもっ

てしまてしまてしまてしまううううことになり、いつもことになり、いつもことになり、いつもことになり、いつも横横横横とととと声声声声をかをかをかをかけけけけながら進まないと、ながら進まないと、ながら進まないと、ながら進まないと、幅幅幅幅広広広広いいいい活動活動活動活動はできないといはできないといはできないといはできないとい

ううううのが、まだ、のが、まだ、のが、まだ、のが、まだ、現在現在現在現在のののの実情実情実情実情ではないかとではないかとではないかとではないかと見見見見ております。ております。ております。ております。

組組組組織織織織をどのをどのをどのをどのようようようようにするかは、にするかは、にするかは、にするかは、対対対対策の進策の進策の進策の進捗捗捗捗にににに応応応応じじじじて、そて、そて、そて、そろろろろそそそそろろろろまたまたまたまた考え考え考え考えていきたいと思いていきたいと思いていきたいと思いていきたいと思い

ます。委員のます。委員のます。委員のます。委員の指指指指摘摘摘摘もももも含含含含めて、がめて、がめて、がめて、がん対ん対ん対ん対策とい策とい策とい策というううう強強強強いいいい意意意意思を思を思を思を標標標標榜榜榜榜するのは、するのは、するのは、するのは、課課課課のののの組組組組織織織織をつくるをつくるをつくるをつくる

といといといといううううのもありますし、また、のもありますし、また、のもありますし、また、のもありますし、また、違うや違うや違うや違うやりりりり方方方方もあもあもあもあろうろうろうろうかと思いますので、一つのかと思いますので、一つのかと思いますので、一つのかと思いますので、一つの意意意意思思思思表示表示表示表示とととと

いいいいううううことではなく、ただことではなく、ただことではなく、ただことではなく、ただ仕仕仕仕事の事の事の事の仕仕仕仕方方方方としてどとしてどとしてどとしてどううううなのかといなのかといなのかといなのかといううううのは、のは、のは、のは、検検検検討討討討ささささせせせせていただきたていただきたていただきたていただきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

ほかの事業もほかの事業もほかの事業もほかの事業もプロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトのトのトのトのミミミミッッッッショショショションはンはンはンは明明明明確確確確にして、それのにして、それのにして、それのにして、それのチーフチーフチーフチーフマネジマネジマネジマネジャャャャーーーーを決めを決めを決めを決め

て、そこにて、そこにて、そこにて、そこに皆皆皆皆協協協協力力力力するするするするようようようようにしています。これがにしています。これがにしています。これがにしています。これが複複複複数数数数のののの課課課課にまたがることもにまたがることもにまたがることもにまたがることも多多多多いいいいわけわけわけわけですですですです

が、それはが、それはが、それはが、それは答弁答弁答弁答弁でででで複複複複数数数数のののの課課課課がががが書書書書いているいているいているいている答弁答弁答弁答弁がががが幾幾幾幾つもある、きつもある、きつもある、きつもある、きょょょょううううはこの保健はこの保健はこの保健はこの保健予予予予防防防防課課課課がががが書書書書

いているだいているだいているだいているだけけけけです。１つのです。１つのです。１つのです。１つの課課課課しか出てこないので、しか出てこないので、しか出てこないので、しか出てこないので、答弁答弁答弁答弁は１つですが、は１つですが、は１つですが、は１つですが、実実実実際際際際のののの施施施施策は策は策は策は幾幾幾幾つつつつ

ものものものもの課課課課にまたがっていますので、それを一部にまたがっていますので、それを一部にまたがっていますので、それを一部にまたがっていますので、それを一部分分分分切切切切りりりり取取取取ってつなってつなってつなってつなぎ合わせぎ合わせぎ合わせぎ合わせるのは、非るのは、非るのは、非るのは、非効効効効率に率に率に率に

なるといなるといなるといなるといけけけけまままませんせんせんせんので、ので、ので、ので、組組組組織論織論織論織論としてとしてとしてとして検検検検討討討討ささささせせせせていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思うううう次次次次第です。第です。第です。第です。

○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長 確確確確かに知事の言かに知事の言かに知事の言かに知事の言わわわわれるれるれるれるようようようように、一つのに、一つのに、一つのに、一つの課課課課でつくればいいのかどでつくればいいのかどでつくればいいのかどでつくればいいのかどううううかといかといかといかとい

ううううことは、ことは、ことは、ことは、弊弊弊弊害害害害もももも当然当然当然当然出てくることもあったりします。ただ、出てくることもあったりします。ただ、出てくることもあったりします。ただ、出てくることもあったりします。ただ、現現現現状状状状で一で一で一で一番感じ番感じ番感じ番感じたのは、さたのは、さたのは、さたのは、さ

きほどもきほどもきほどもきほども少少少少し言いましたが、奈良県がし言いましたが、奈良県がし言いましたが、奈良県がし言いましたが、奈良県がよよよより一り一り一り一層層層層、が、が、が、がん対ん対ん対ん対策に策に策に策に取取取取りりりり組組組組むむむむ姿姿姿姿勢勢勢勢がどこでがどこでがどこでがどこで見え見え見え見えるるるる

のかといのかといのかといのかといええええば、ば、ば、ば、ややややはりがはりがはりがはりがん対ん対ん対ん対策と策と策と策と表表表表記記記記したしたしたした字字字字があるとがあるとがあるとがあると積極積極積極積極的的的的に奈良県はがに奈良県はがに奈良県はがに奈良県はがんんんんにににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでででで

いるのだなといいるのだなといいるのだなといいるのだなといううううことが、一ことが、一ことが、一ことが、一目目目目瞭瞭瞭瞭然然然然で県で県で県で県民民民民ににににわわわわかるかるかるかるわけわけわけわけで、で、で、で、イイイインンンンパクパクパクパクトがトがトがトが強強強強いことになるいことになるいことになるいことになる

のではないかといのではないかといのではないかといのではないかといううううメメメメリッリッリッリットがあると思ったトがあると思ったトがあると思ったトがあると思った次次次次第です。それが一第です。それが一第です。それが一第です。それが一番番番番大きい理大きい理大きい理大きい理由由由由です。です。です。です。
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先先先先ほど言いましたほど言いましたほど言いましたほど言いましたようようようように、に、に、に、企企企企業業業業やややや市町市町市町市町村は、が村は、が村は、が村は、がん対ん対ん対ん対策は策は策は策は少少少少しししし横横横横になっているになっているになっているになっているようようようようなななな感じ感じ感じ感じ

が、が、が、が、私私私私のつきのつきのつきのつき合合合合いの中でしますので、そいの中でしますので、そいの中でしますので、そいの中でしますので、そうううういいいいうううう点点点点では、では、では、では、よよよよくくくく検検検検討討討討をしていただきたいと思をしていただきたいと思をしていただきたいと思をしていただきたいと思

っております。っております。っております。っております。

ががががん細ん細ん細ん細胞胞胞胞はははは老老老老人人人人病だと言病だと言病だと言病だと言わわわわれているのです。年がいれているのです。年がいれているのです。年がいれているのです。年がいけけけけば、がば、がば、がば、がん細ん細ん細ん細胞胞胞胞がががが変わ変わ変わ変わっていくときっていくときっていくときっていくとき

に、に、に、に、悪悪悪悪いがいがいがいがんんんんができてくるといができてくるといができてくるといができてくるといううううことは、ことは、ことは、ことは、老老老老人人人人になればなるほど率がになればなるほど率がになればなるほど率がになればなるほど率が高高高高いと言いと言いと言いと言わわわわれているれているれているれている

わけわけわけわけですから、これからですから、これからですから、これからですから、これから高高高高齢齢齢齢化が加化が加化が加化が加速速速速していくしていくしていくしていくわけわけわけわけですが、がですが、がですが、がですが、がんんんん患患患患者がますます者がますます者がますます者がますますふふふふええええてくてくてくてく

るといるといるといるといううううことは、もことは、もことは、もことは、もう目う目う目う目にににに見え見え見え見えているているているているわけわけわけわけですので、そのためのですので、そのためのですので、そのためのですので、そのための対対対対策をしっかりとつくっ策をしっかりとつくっ策をしっかりとつくっ策をしっかりとつくっ

ていただきたいと思っております。ていただきたいと思っております。ていただきたいと思っております。ていただきたいと思っております。

私私私私たちがたちがたちがたちがん対ん対ん対ん対策推進議員策推進議員策推進議員策推進議員連連連連盟盟盟盟もあした県もあした県もあした県もあした県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学でででで勉強勉強勉強勉強会と会と会と会と視視視視察をして、２３名の県察をして、２３名の県察をして、２３名の県察をして、２３名の県

議会議員が議会議員が議会議員が議会議員が勉強勉強勉強勉強ささささせせせせていただきますが、また、ていただきますが、また、ていただきますが、また、ていただきますが、また、積極積極積極積極的的的的に理事者のに理事者のに理事者のに理事者の皆皆皆皆ささささん方ん方ん方ん方にがにがにがにがんんんん問題でお問題でお問題でお問題でお

尻尻尻尻をたたいていきますので、をたたいていきますので、をたたいていきますので、をたたいていきますので、よろよろよろよろしくお願い申し上げて、質問をしくお願い申し上げて、質問をしくお願い申し上げて、質問をしくお願い申し上げて、質問を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 ほかに質疑がなほかに質疑がなほかに質疑がなほかに質疑がなけけけければ、これをもって理事者にれば、これをもって理事者にれば、これをもって理事者にれば、これをもって理事者に対対対対する質疑をする質疑をする質疑をする質疑を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

それでは、それでは、それでは、それでは、付付付付託託託託をををを受受受受けけけけました各議ました各議ました各議ました各議案案案案、も、も、も、もうううう一度一度一度一度確確確確認さ認さ認さ認させせせせていただきますが、議第７６号、ていただきますが、議第７６号、ていただきますが、議第７６号、ていただきますが、議第７６号、

平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定について、議第７７号、平成平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定について、議第７７号、平成平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定について、議第７７号、平成平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定について、議第７７号、平成

２５年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について、議第８４号、平成２５年度奈良２５年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について、議第８４号、平成２５年度奈良２５年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について、議第８４号、平成２５年度奈良２５年度奈良県病院事業費特別会計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、ついて、ついて、ついて、以以以以上４上４上４上４件件件件、、、、皆皆皆皆ささささんんんんの長の長の長の長時時時時間間間間ににににわわわわたる審議がたる審議がたる審議がたる審議が終終終終わわわわりました。つきましては、りました。つきましては、りました。つきましては、りました。つきましては、採採採採決に決に決に決に

入ります前に、各委員のご入ります前に、各委員のご入ります前に、各委員のご入ります前に、各委員のご意見意見意見意見をををを承承承承りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

ご発言をお願いします。ご発言をお願いします。ご発言をお願いします。ご発言をお願いします。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 付付付付託託託託されました全議されました全議されました全議されました全議案案案案に、に、に、に、自自自自民党民党民党民党としてとしてとしてとして賛賛賛賛成をいたします。成をいたします。成をいたします。成をいたします。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 中野委員と中野委員と中野委員と中野委員と同同同同様様様様にににに了了了了解解解解いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 民民民民主主主主党党党党もももも賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党です。議第８４号、平成２５年度奈良県一です。議第８４号、平成２５年度奈良県一です。議第８４号、平成２５年度奈良県一です。議第８４号、平成２５年度奈良県一般般般般会計歳入歳出決算の会計歳入歳出決算の会計歳入歳出決算の会計歳入歳出決算の

認定についてですが、平成２５年度一認定についてですが、平成２５年度一認定についてですが、平成２５年度一認定についてですが、平成２５年度一般般般般会計の大会計の大会計の大会計の大幅幅幅幅なななな黒字黒字黒字黒字決算は、職員の決算は、職員の決算は、職員の決算は、職員の人人人人件件件件費大費大費大費大幅幅幅幅減減減減にににに

よよよよるとこるとこるとこるところろろろが大きく、県が大きく、県が大きく、県が大きく、県債債債債残残残残高増高増高増高増はははは後後後後年度年度年度年度へへへへのののの負負負負担担担担ををををふふふふややややすものであります。県すものであります。県すものであります。県すものであります。県債債債債残残残残高増高増高増高増

をつくり出す不をつくり出す不をつくり出す不をつくり出す不要要要要不不不不急急急急の事業はの事業はの事業はの事業は見直見直見直見直すすすすべべべべきであり、県きであり、県きであり、県きであり、県民民民民のののの暮暮暮暮らしらしらしらし応応応応援援援援を県を県を県を県予予予予算の中心に算の中心に算の中心に算の中心に据据据据

ええええることがることがることがることが求求求求められます。められます。められます。められます。以以以以上の理上の理上の理上の理由由由由にににによよよより、決算の認定にり、決算の認定にり、決算の認定にり、決算の認定に反反反反対対対対をいたします。なお、残をいたします。なお、残をいたします。なお、残をいたします。なお、残

余余余余の議の議の議の議案案案案についてはについてはについてはについては賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 付付付付託託託託されました４議されました４議されました４議されました４議案案案案につきましては、全てにつきましては、全てにつきましては、全てにつきましては、全て賛賛賛賛成をいたします。成をいたします。成をいたします。成をいたします。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 全ての議全ての議全ての議全ての議案案案案にににに賛賛賛賛成をいたします。成をいたします。成をいたします。成をいたします。
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○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 付付付付託託託託されました議されました議されました議されました議案案案案全てについて全てについて全てについて全てについて賛賛賛賛成をしたいと思います。成をしたいと思います。成をしたいと思います。成をしたいと思います。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 それでは、ただいまそれでは、ただいまそれでは、ただいまそれでは、ただいまよよよより、り、り、り、去去去去る９月定例会でる９月定例会でる９月定例会でる９月定例会で付付付付託託託託をををを受受受受けけけけましたましたましたました継続継続継続継続審査と審査と審査と審査と

なっておりました各議なっておりました各議なっておりました各議なっておりました各議案案案案についてについてについてについて採採採採決を行っていきたいと思います。決を行っていきたいと思います。決を行っていきたいと思います。決を行っていきたいと思います。

議第８４号については、小林委員議第８４号については、小林委員議第８４号については、小林委員議第８４号については、小林委員よよよよりりりり反反反反対対対対のののの意見意見意見意見がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、起起起起立立立立にににによよよよりりりり採採採採決を決を決を決を

いたします。いたします。いたします。いたします。

議第８４号を議第８４号を議第８４号を議第８４号を原原原原案案案案どおり認定することにどおり認定することにどおり認定することにどおり認定することに賛賛賛賛成の成の成の成の方方方方のののの起起起起立立立立をををを求求求求めます。めます。めます。めます。

（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立立立立））））

ごごごご着着着着席席席席ください。ください。ください。ください。起起起起立多数立多数立多数立多数であります。であります。であります。であります。よよよよって、議第８４号は、って、議第８４号は、って、議第８４号は、って、議第８４号は、原原原原案案案案どおり認定するこどおり認定するこどおり認定するこどおり認定するこ

とに決しました。とに決しました。とに決しました。とに決しました。

次次次次に、残に、残に、残に、残余余余余の議の議の議の議案案案案については、一括してについては、一括してについては、一括してについては、一括して簡簡簡簡易易易易採採採採決に決に決に決によよよより行いたいと思いますが、ごり行いたいと思いますが、ごり行いたいと思いますが、ごり行いたいと思いますが、ご異異異異議議議議

ありまありまありまありませんせんせんせんか。か。か。か。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りをいたします。りをいたします。りをいたします。りをいたします。

議第７６号及び議第７７号について、議第７６号及び議第７７号について、議第７６号及び議第７７号について、議第７６号及び議第７７号について、原原原原案案案案どおり認定することにごどおり認定することにごどおり認定することにごどおり認定することにご異異異異議はありま議はありま議はありま議はありませんせんせんせんか。か。か。か。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ごごごご異異異異議がないものと認めます。議がないものと認めます。議がないものと認めます。議がないものと認めます。よよよよって、議第７６号及び議第７７号は、って、議第７６号及び議第７７号は、って、議第７６号及び議第７７号は、って、議第７６号及び議第７７号は、原原原原案案案案どおり認定どおり認定どおり認定どおり認定

することに決しました。することに決しました。することに決しました。することに決しました。

なお、報第２９号については、報告なお、報第２９号については、報告なお、報第２９号については、報告なお、報第２９号については、報告案案案案件件件件であり、理事者であり、理事者であり、理事者であり、理事者よよよよりりりり詳詳詳詳細細細細な報告をな報告をな報告をな報告を受受受受けけけけたこととたこととたこととたことと

ささささせせせせていただきますので、ていただきますので、ていただきますので、ていただきますので、よろよろよろよろしくご理しくご理しくご理しくご理解解解解を願います。を願います。を願います。を願います。

これをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして付付付付託託託託議議議議案案案案の審査をの審査をの審査をの審査を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

次次次次に、委員長報告についてでありますが、に、委員長報告についてでありますが、に、委員長報告についてでありますが、に、委員長報告についてでありますが、次次次次の定例会本会議での定例会本会議での定例会本会議での定例会本会議で反反反反対対対対討論討論討論討論をされる場をされる場をされる場をされる場合合合合は、は、は、は、

委員長報告に委員長報告に委員長報告に委員長報告に反反反反対意見対意見対意見対意見をををを記載記載記載記載しないこととなっております。しないこととなっております。しないこととなっております。しないこととなっております。

日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党は、は、は、は、反反反反対対対対討論討論討論討論をされますか。をされますか。をされますか。をされますか。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 はい、はい、はい、はい、反反反反対対対対討論討論討論討論をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 そそそそうううういいいいううううことでありますので、ことでありますので、ことでありますので、ことでありますので、反反反反対意見対意見対意見対意見については、委員長報告にについては、委員長報告にについては、委員長報告にについては、委員長報告に記載記載記載記載しししし

まままませんせんせんせんので、ので、ので、ので、よろよろよろよろしくご理しくご理しくご理しくご理解解解解願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。

次次次次に、委員長報告についてでありますが、に、委員長報告についてでありますが、に、委員長報告についてでありますが、に、委員長報告についてでありますが、正正正正副委員長にお副委員長にお副委員長にお副委員長にお任任任任せせせせ願願願願ええええまままませんせんせんせんか。か。か。か。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、そのそれでは、そのそれでは、そのそれでは、そのようようようようにさにさにさにさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

なお、委員長報告をなお、委員長報告をなお、委員長報告をなお、委員長報告を作作作作成し成し成し成し次次次次第、委員各第、委員各第、委員各第、委員各位位位位にごにごにごにご送送送送付付付付ささささせせせせていただきますとともに、１２ていただきますとともに、１２ていただきますとともに、１２ていただきますとともに、１２
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月定例会で月定例会で月定例会で月定例会で私私私私から報告をさから報告をさから報告をさから報告をさせせせせていただきますので、ごていただきますので、ごていただきますので、ごていただきますので、ご了了了了承承承承のほどのほどのほどのほどよろよろよろよろしくお願いを申し上しくお願いを申し上しくお願いを申し上しくお願いを申し上

げます。げます。げます。げます。

去去去去る９月定例県議会においてる９月定例県議会においてる９月定例県議会においてる９月定例県議会において設置設置設置設置されました決算審査特別委員会は、委員各されました決算審査特別委員会は、委員各されました決算審査特別委員会は、委員各されました決算審査特別委員会は、委員各位位位位のごのごのごのご協協協協力力力力

と理事者と理事者と理事者と理事者側側側側のごのごのごのご支援支援支援支援のおかげで、のおかげで、のおかげで、のおかげで、滞滞滞滞りなく全議りなく全議りなく全議りなく全議案案案案を議を議を議を議了了了了し、し、し、し、終終終終了了了了することができました。することができました。することができました。することができました。

ここに心からここに心からここに心からここに心から厚厚厚厚くくくく御御御御礼礼礼礼申し上げまして、申し上げまして、申し上げまして、申し上げまして、閉閉閉閉会のご会のご会のご会のご挨拶挨拶挨拶挨拶といたします。といたします。といたします。といたします。

それでは、これで決算審査特別委員会をそれでは、これで決算審査特別委員会をそれでは、これで決算審査特別委員会をそれでは、これで決算審査特別委員会を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。


